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【研究開発計画特集】インパクト評価 

 
FP5下の資金供与プロジェクトのアウトカムの解析（EU） 

 

EVIMP-2とは 
欧州委員会（European Commission:以下 ECという）では、資金を供与したプロジェ

クトのインパクトを評価するため、その活動、イニシアティブおよび、成果を継続して把

握している。 
Evimp-2 (Evaluation and long-term impact assessment of industrial research： 産業

研究に関する、評価と長期的インパクト・アセスメント注1)では、研究に関する第 5次フレ
ームワークプログラム（FP5）下での 「成長プログラム（Growth Programme）」 が期
待する成果やインパクトを生み出したかどうか、そして、次の支援プログラムでどのよう

な改善がなしえるのかを評価してきた。 EVIMP-2は、1990年代の初期から EU内で実
施される様々な産業技術プログラム下で実施された完了プロジェクトの、最も新しい評価

イニシアティブである。 
EVIMP-2の主たる目標は、FP5下での 「成長プログラム（Growth programme）」 が

その成果や期待されたインパクトを出しているかを見極めることである。 Evimp-2はま
た、そのプログラムが投資にふさわしい価値を生み出したか、そして今後の R&Dプログ
ラムでどのような改善がなされるべきかを検討している。また、Evimp-2では、プロジェ
クトの成功や失敗要因の調査、実用化の可能性の研究や、将来の R&Dプログラムのデザ
インやその実行のためのリコメンデーションの提供、というような、さまざまな視点から

調査してきた。 
特に、 Evimp-2は研究・技術開発（Research and Technological Development；以下

RTDという）の有効性を改善し RTD成果の普及や活用を促進するためのアクションをリ
コメンドし、市場に送り出すことを狙っている。 すでに RTDプロジェクトの成功や失敗
要因が見いだされ、その結果、これ

らの要因がどのように影響しうるか

に関する提案が導き出されている。

最終的には、 Evimp-2は ECの業
務としてその重要性が強調されてい

る、RTDプロジェクトやプログラム
の成功要因の「見える化」を計って

いる。 
The Evimp-2プログラムでは、

ECによって資金供与された 700以
上のプロジェクトを上手く評価した。

このプロジェクトには FP5下の、
                                                 
注1 日本では一般的に「追跡評価」と称されている。 
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RTDプロジェクト、共同研究プロジェクト（CRAFT: Cooperative Research）および、テ
ーマ別ネットワークプロジェクト（TN: Thematic Network）が含まれている。この評価
は、いくつかのコンサルティング会社との契約により実施され、FP5実施中の、種々の期
間での色々なグループを調査している。 
機関に所属しない契約した評価者が、RTDの成果、予期していた発見、社会的インパ

クト、政策支援、および将来のインパクトや成功・失敗要因を含む、いくつかのプロジェ

クトの実際の業績に関する情報を収集した。 
そのデータはプロジェクトのレポートから収集され、そして、ウエブベースの検索や調

査により、公表、実用化および普及の展開が確認された。プロジェクトのコーディネータ

ーとのインタビューでは、プロジェクトに関する追加的情報が得られ、その結果、全体的

なアプローチが出来て完全な姿が明らかになる。 
全体として、組織に属さない契約者からは、プロジェクトのインパクトに関して、多少

類似しているか、あるいは、また、賞賛するような結論を得るとともに、プロジェクト評

価をサポートする有用な意見やリコメンデーションを得る。例えば、成功率や実用化度

(exploitation rate)のような変数はきわめて似た値になる。 
 
契約した会社によりフォローされた種々の報告書によると、対象プロジェクトの事後評

価から 多くの重要な事実が見いだされている。一般的には、おおよそ 2/3のプロジェクト
が何らかの意味で成功であった。Evimp-2下で、総額 9億 9,200万ユーロの EU資金に相
当する 726プロジェクトの解析による全体的な結論は、以下の通りである： 

 
a. クラスター分析によると、60から 90%のプロジェクトが ECの資金提供がなけれ
ば起こらなかった。 

b. 75%のプロジェクトが科学技術的な目標の達成に有効であり、54%は科学技術的
目標と開発目標の達成に有効であった。 

c. 46%のプロジェクトでそのプロジェクトのコンソーシアムによりアウトカムのコ
スト的な価値、あるいは、その重要性が見いだされている。 

d. 41%のプロジェクトが直接的な成功、31%がある条件付きの成功、17%がインパ
クトは小さいが価値ある結果、12%が失敗に終わっている。 

e. 70%のプロジェクトで売上げの増加など何らかの利益が見込まれている。 
f. 34%のプロジェクトで何らかのコスト削減の利益が見込まれている。 
g. 41%のプロジェクトで財政的なリスクを軽減するといういくらかの便益が見込ま
れている。 

 
それに加え、プロジェクトは短期的に、以下の結果を生み出している、あるいは生み出

すことが見込まれている。： 
 

a. 3,724のプロトタイプ機/デモ機/試作機 
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b. 747の新規ソフトウエア・ツール 
c. 18,074件の発表 
d. 2,152人の博士 
e. 310の技術標準用データ 
f. 423の法律 
g. 1,077の特許出願 
h. 204の登録商標デザインや他の形の知的財産(IPR)の保護 
i. 248のスピン・オフ会社の創設 

 
長期的なプロジェクトの効果は以下の通り： 
 

a. ほぼ 9億ユーロのコスト削減 
b. 37,500人以上の産業における雇用の保護 
c. 8,000人以上の新規雇用 

 
その他に、プロジェクトから生じた、いろいろな社会のセクターに対する種々な便益が

見いだされている。これらには中小企業（SME）のような産業のパートナーに対する便益、
大学のような研究パートナー、環境に対する明確なインパクト、新しい技術の市場開発や、

産業や研究を進ませるであろう新しい技術や技術目標の達成、が含まれる。 
価値ある勧告、特にプロジェクトの選択や評価に関するものが、種々の調査から生まれ

てきた。この点において、委託した評価者やコンサティング会社の見いだした知見は、そ

の性質上、補完的なものであるが、プロジェクトの選択や評価過程を磨く、実行力のある

種々な意見である。この点において、 Evimp-2 イニシアティブでは、この目標に向けた
貢献は非常に貴重なものと見られ、その全ての便益は時を経てますます確実に増加すると

見られる。 
 

一般的な結論 

おそらく、 Evimp-2 から生まれたもっとも重要な結論は、ざっと見て、全てのプロジ
ェクトの 2/3が成功であったと推察されること、つまり、異なったコンサティング会社の
分析や異なったアプローチから見られる姿である。それに加え、異なったグループの評価

者がプロジェクトについて、同じ成功と失敗の要因を見いだしている。このことから、こ

の章の結論や助言は、疑いなく、成功のレベルを押し上げて、より良い結果を生み出す。 
しかしながら、 Evimp-2の結果の多くが実際のアウトプットよりむしろ期待されるア

ウトカムに基づいたものであることを考慮する必要がある。このことはこの調査の限界と

して残される。 
このようなことから、EUによるデータ収集を通じ、将来、より多くのエビデンスによ

って実際のアウトカムを確認することが必要となる。 
この点に注意する必要があるが、 EVIMPのインパクト評価により、次に示すような重
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要なプロジェクトの成功要因が得られた： 
 
a. R&Dプロジェクトは、一般的に、広範囲な成功要因の中で、CRAFTプロジェク
トより多くのインパクトを生む。 

b. 特に、プロジェクトのパートナーおよびプロジェクト・コーディネーターのマネジ
メント経験がプロジェクトの成功に重要である。 

c. これまでの国際プロジェクトのマネジメント経験は、また、成功のための重要な要
因となる 

d. コーディネーターやプロジェクト・マネージャーのコンソーシアム注2活動に関する

能力は成功の重要な要因であり、プロジェクトのプロポーザル段階で十分評価すべ

きである。 
e. コーディネーターや、あるいは、プロジェクト・マネジメント人材（ワーク・パッ
ケージ・リーダー、実用化マネージャー等）の訓練により、コーディネーターの

ECへの報告内容は改善される。このことにより、成功/失敗のケースを選別でき、
実用化の促進やインパクトのさらなる評価を可能とする 

f. RTD結果の実用化のためのコンソーシアムの組織能力は、プロジェクトの成功／
失敗に大きな影響を与える 

g. 過度に野心的なプロジェクト（技術的なリスクが ‘非常に高い’ ）は失敗に終わ
る傾向が高い。過度に野心的でないプロジェクトでは、熱意（技術リスクに対する）

の増加に従って、成功の確率は若干増加する。 
h. 予算の大きなプロジェクトはプロジェクトが成功する傾向が高い（臨界質量効果） 
i. 産業組織（industrial organisation）によりコーディネートされたプロジェク
トは（特定の会社が関与した場合と対照的に）、一般的に、産業へのインパクトや

環境へのインパクトに関して、いくらかの不利な点が見られる。他のインパクトの

指標に関しては、その差は見られない。 
j. コンソーシアム組織での産業パートナーの市場でのポジションは、成功の大切な要

素である：もし、市場をリードするか、あるいは、少なくとも 「重要な位置を占
める」会社/複数の会社が、コンソーシアムのパートナーであれば、プロジェクトの
成功確率は高い、特に、「コストパフォーマンス」に関しては。 

k. CRAFTプロジェクトでは、パートナーは少ない方が望ましい。 
l. 実用化の見込みがほとんどないか、あるいはまったくないプロジェクトは、主とし

て、競争力のない技術であるか、あるいは、操業問題／操業面の弱さがその原因で

ある（プロジェクト申請書に多くの弱点が顕著に見られる）。 
 

プロジェクト選択へのリコメンド 

a. プロジェクトを立ち上げるための選択やビジネスの専門性を増進させるために、よ
り実現性の高いビジネス計画や初期の製造コストの見積もりに重点を置こと。 

                                                 
注2 大きなプロジェクトの達成のために複数の研究組織や企業が一時的に形成するグループ。 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1061,  2010.3.25 
 

51 
 

b. プログラムの目標にのっとった環境や消費者に優しい製品に重点を置くこと。 
c. 初期的な段階で危険を予知し解決策を提供することによるプロジェクトの有効性
を増加させるために、実用化の専門家を活用し申請書の評価をサポートすること。

例えば、プロジェクトの重点を見直したり、実用化の最適化を図ったり、ファンデ

ィングの政策を明確化したり、パートナー構成を見直すなど。 
d. 中小企業、特にハイテク企業を励ますサポートを行い、RTDプロジェクトや統合
的なプロジェクトに参加させること。 

e. プロジェクト組織を明確にし、評価頻度を増やし、そして、パートナーの制限を加
えた追加的な援助により、CRAFTの目標、あるいは、その協約内容をより特定し、
現実的なものにすること。 

f. 選択過程を最適化するために、CRAFTプロジェクトの申請書の評価のためのより
適切な質問を作ること。 

g. 目標や現実的な産業化の見通しに沿って、CRAFTプロジェクトの申請書の産業ニ
ーズや達成計画を審査すること。 

h. プロジェクトの有効性を増すために、申請書の選定過程から実用化のエキスパート
を入れること。 実用化エキスパートがプロジェクトの実行過程のモニタリングを
行うことにより、警告サインを早期に出し、以下に示す解決手段をタイムリーに見

いだすサポートが可能となる； 
i. プロジェクトの目標や目的を再設定（絞り込み）する。 

ii. 特に、開発により既存の計画が無効になった場合、実用化戦略の最適化や資金
供与政策の構築を行う。 

iii. 機能不全のコンソーシアムを是正し、コミットメントを増大させるために、パ
ートナーシップ（予算を含む）を見直す。 

 
プロジェクト評価に関するリコメンド 

a. インパクトをより効果的に評価出来るように、プロジェクトの事前評価(appraisal)
から実行段階を通した評価の実施を検討すること（単なる事後評価のみでなく）。 

b. 評価費用を圧縮するために、全てのプロジェクトでなく無作為抽出したプロジェク
トの事後評価を実施すること。 

c. 似たプログラムの比較により、資金供与スキームを評価すること。 
d. 既存の評価フレームワークをよりよくするために、改善されたインパクトや成功の
指標に関するフィードバックを評価者に活用させること。 

e. マネジメントの要求を直接比較することにより、あるいは、組織としてのプロジェ
クトの複雑さ（パートナー、組織等）の指標や、コーディネーターに活用できるマ

ネジメントのための設備を評価することにより、マネジメントの能力を評価するこ

と。 
f. 評価の正確性を増すために、ターゲットとなるセクター（産業分野）を絞り込むこ
とを考慮すること。 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1061,  2010.3.25 
 

52 
 

g. 評価を行う時点で、申請書を評価する人が、いろいろな実用化のための要素への情
報アクセスを容易にすること。 

h. パートナー、産業、環境等に対するインパクトの評価を改善するために、評価を行
う時点での実際の実用化に関する要因を導き出すこと。 

i. （計画時）意図したインパクトと意図しなかったインパクトとの比較調査をより綿

密にすること。 
j. より良い比較と評価のために、リスクと可能性の指標を｢技術の・・｣、｢製造の・・｣、

そして｢実用化の・・｣指標に言い換えること。 
 
 

本資料は、以下の資料の 8章（CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS）を中心
に編集した。本調査の解析手法、対象プロジェクトおよび、詳細な調査内容は以下の資料

で見られる。 
（EVIMP-2 FINAL REPORT: ANALYSING THE OUTCOMES OF EC FUNDED 

PROJECTS UNDER FP5：  
http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/pdf/evimp2-final-report-annexe

s_en.pdf） 
 

編集・翻訳：NEDO（担当 総務企画部 小笠原一紀） 
 


