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議事要旨 

 

１．開会、新委員照会、配布資料の確認（議事次第、資料１） 

事務局から、新委員を含めた委員の紹介、オブザーバーの紹介、配布資料の確

認を行った。 

 

２．分科会の公開について＜審議＞（資料２、参考資料１） 

事務局から、研究評価委員会の扱いに準じた分科会の公開･非公開に係る説明が

あり、分科会長より、本日の分科会は、公開としたい旨説明が行われ、出席者の

了承が得られた。 

 

３．平成２３年度追跡調査・評価報告書について＜報告＞ 

事務局から、平成23年度追跡調査・評価報告書（資料３）について、説明がな

され、委員からご意見有る場合は事務局まで連絡いただく事とした。 

 

４．平成２４年度追跡調査の実施状況＜報告＞ 

 

（１）平成24年度の追跡調査（方針）について 

  事務局から、追跡調査･評価の進め方-本日の確認事項－（資料4）に基づいて説

明がなされた。特段の質問は無く、分科会長から補足説明がなされた。 

 

 

（２）平成24年度事前準備調査の状況 

①～全体傾向分析と設問毎集計～ 

  事務局から、平成24年度における事前準備調査の状況～全体傾向分析と設問毎集計

～（資料５）､について説明がなされた。説明中･後に質疑応答がなされた。主な

質疑内容は、特異に思える回答内容の意味･理解、技術力ポジションの範囲は会社

全体か・PJ対象分野のみか、PJ目標値の達成度未設定の意味、（参考1）調査対象

PJのN数赤丸の意味、（参考２）PJ別継続率の意味と低継続率PJの解釈、継続・

非継続だけなく多様な分析視点の必要性（委託/助成､単独/コンソーシアム､大学

関与の有無etc）、等についてであった。 

 

②～クラスター分析と統計的解析結果～ 

  事務局から、平成24年度における事前準備調査の状況～クラスター分析と統計的解

析結果～（資料６）について説明がなされた。次いで、質疑応答がなされた。主な

質疑内容は、10ページの適合率と8ページの(累積)寄与率における多重共線性と

冗長性との関係について、分野によるPJ構成の差の考慮必要性、調査回答からの

変数絞り込みと他の属性変数を加える必要性、想定上市時期の説明変数としての

妥当性、採択審査委員会構成データの説明変数としての散見性／妥当性、等につ
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いてであった。 

                                             

５．短期的アウトカムの公開について 

  事務局から、短期的アウトカムの公開について（資料７）について説明がなさ

れた。次いで、質疑応答がなされた。主な質疑内容は、上市／製品化の定義差に

ついて、詳細説明（実用化ドキュメント、事例集）の作成プロセス、関連政策へ

のリンク貼りについて、NEDOの視点としての記述の必要性、等についてであった。 

 

６．その他（オブザーバー挨拶） 

オブザーバー（METI 技術振興課）から､資料「NEDO のプロジェクト評価機能の活

用について」に基づいて説明、NEDO評価部活動への期待表明、等がなされた。 

 

７．閉会 

竹下部長より､今年度は短期的アウトカムをしっかり公表していきたい、ケースス

タディも。NEDO内での追跡評価の有効利用機運の盛り上がり、等のお話しがあった。 

分科会長より、閉会とすることが示された。 

 



 

配布資料 

 

資料番号 資料名 

資料 1 研究評価委員会「追跡調査・評価」分科会 委員名簿 

資料 2 研究評価委員会分科会の公開について（案） 

資料 3 平成 23 年度追跡調査・評価報告書（平成 17,19,21,22 年度終了プロジェクト） 

資料 4 平成 24 年度の追跡調査（方針）について 

資料 5 平成 23 年度事前準備調査の状況～全体傾向分析と設問毎集計～ 

資料 6 平成 23 年度事前準備調査の状況～クラスター分析と統計的解析結果～ 

資料 7 短期的アウトカムの公開について 

参考資料 1 研究評価委員会関係の公開について 

参考資料 2 平成 24 年度追跡調査票 
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［山下主研］ 第 25 回「追跡調査・評価」分科会を開催いたします。新しいメンバーも増えています

ので、簡単にご紹介します。まず委員からです。新任の小林委員、渡辺委員、菊池分科会長、大津

山委員、藤野委員、新任の鈴木委員です。調査会社から神鋼リサーチの黒坂取締役、染宮主席研

究員、松本主席研究員、JATIS の日野部長、田村主席研究員です。 

 オブザーバーとして経済産業省の藤原技術振興課長です。NEDO 企画部の川村課長代理、当

部の竹下部長、萬木主査、吉田主任、宍戸です。以上です。では菊池先生、お願いいたします。 

［菊池分科会長］ 暑い中をありがとうございます。第 25 回となりました。今日は 17 時 30 分まで

2 時間半の予定ですが、中身が盛りだくさんなので、是非議論を深めたいと思います。議事次第に

入る前に資料の確認をしていただきます。 

（資料確認） 

 「議事次第」を見ていただくと、「2．分科会の公開について」から「5．今後の予定」までありますが、

今年は調査の項目等を変えた所もあります。新任の先生方もおられるので、昨年との比較で少し説

明が入ると思いますが、よろしくお願いします。それでは「2．分科会の公開について」に移ります。 

［山下主研］ 資料 2 と参考 1 という資料があります。資料 2 に「研究評価委員会の分科会の公

開について（案）」とありますが、本日は 1～4 の項目に相当します。今回は第 1 回目ということで、

分科会長と相談して公開とさせていただきました。したがって皆様方のご発言は議事録として公開

され、資料等もホームページ上で公開します。ご協力の程、よろしくお願いします。 

［菊池分科会長］ それでは資料公開ということで進めさせていただきます。さっそく内容に入りま

す。3 の「平成 23 年度追跡調査・評価報告書について」の説明をお願いします。 

［山下主研］ お手元に昨年度の調査結果報告書の厚い冊子と CD-R をお配りしています。委員

会終了後は、こちらから郵送いたしますが、何かあればご連絡いただければと思います。 

［菊池分科会長］ よろしいでしょうか。委員会の中でも適宜ご参照ください。さっそく 4 に入りたい

と思います。ここから 24 年度追跡調査の実施状況になります。（1）～（4）の順に進めていきますが、

まず（1）の「平成 24 年度の追跡調査（方針）について」です。いろいろ変更した点等々があるので、

（1）の概要について、よろしくお願いします。 

［萬木主査］ 私から資料 4 に沿ってご説明します。まず本日の確認事項です。本年度のスケジュ

ール、アクションプランについて、アンケート改善、解析について、追跡調査の方針・論点整理、その

他（短期的アウトカムの活用）ということで説明いたします。 

 2 ページに「1）「追跡分科会アクションプラン（案）」ということで、今年度のスケジュールを示してい

ますが、既に 6～8 月上旬にかけて、準備段階としてアンケートを配布して、一部回収しています。

回収が済んだ後に回答結果を見て、あらためてヒアリング等々の相手先を検討します。 

 そして本日が第 1 回の委員会です。前年度からの委員の方々は、少し早いと思われるでしょうが、

今後の方針、やり方等々を、もう少し余裕を持って進めたいと、昨年度から 2 カ月前倒しして 8 月下

旬の開催としています。本日の委員会では今年度の方針、アンケートに関する審議、短期的アウト

カムの活用を審議していただきます。第 2 回が 12 月上旬、 後の委員会が 3 月上旬ですが、内容
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については、四角で囲っているものを審議していただきたいと考えております。 

 2）は「アンケートの改善、解析」です。我々が昨年度のアンケート結果を取りまとめ、分析等々をし

た結果、一つ目に認識のギャップを非常に感じました。例えばプロジェクトの実施者、NEDO の担

当者、プロジェクトの参加者で中心的な役割以外の方々等、人や組織により、プロジェクトの目標・

目的に対する思いや満足度が非常に違っていると感じました。 

 例えば、「NEDO 担当者の役割が低い」と記載していますが、NEDO 担当者は一生懸命やったと

思っていても、企業の方々からは、「口を出してくれない」、「あまり見てくれない」という意見があり、

若干認識なり意識のギャップが見られます。 

 また「大学の参加者は本当に実用化を意識しているか？」とありますが、「企業では実用化に向け

て取り組んでいるが、研究第一の大学で、本当に実用化出口まで見据えているのか」ということもあ

り、これまでピックアップして取っていたアンケートを、今年度から委託した大学の全てに行うことに

しました。 

 二つ目の「経営判断・意思決定」は、いつ、誰が、何を意思決定したのかという所です。基本的に

プロジェクトの参加者は研究部門の方々が多く、「事業部と相談したか」という質問に対して「やりま

した」という回答が多かったのですが、稟議書にハンコをもらった等、本当に「事業部としてもやる」と

いう意識の下で意思決定をしたのかどうかが不明確でした。そこで今年度のアンケートは、いつ、誰

が、何を意思決定したのかという所も意識しながら作成しています。 

 それから「隠れ非実施」の検証です。NEDO の追跡調査はプロジェクト終了後 5 年間行われます

が、その後は手放しという状況です。これは大変失礼な言い方かもしれませんが、「5 年間、継続し

ている、研究を頑張っていると答えておけばいい」という企業もあるようなので、実際はやっていない

隠れ非実施の検証も行いたいと思います。本当に継続している人たちをきちんと分析したいという

のが我々の思いです。 

 三つ目に「分野別傾向把握」です。昨年度のデータだけでは N 数、全体的な数が少なく分野横断

分析ができなかったこと、今年度は昨年度と違う分野が増えていることから、これを引き続き行うこ

とで全体的に網羅できるのではないかと思います。また成果や加速財源に関する効果、投入時期

のタイミングも、今後アンケート結果から分析していきたいと考えています。 

 4 ページの「3）追跡調査に関する論点整理」です。昨年度はクラスター分析で全体傾向の把握を

行い、アンケート結果によって関連性が見えてきたものがありました。今年度に関しては、マネジメ

ント改善への反映ということで、要因に関する分析（原因、解決方法等）をアンケート結果から求め

ていきたいと思います。またアンケート結果の論点整理、まとめ方として、昨年のデータとの統合、

分野別という所で、まとめ方を考えていきたいと思っています。 

 二つ目は「詳細アンケート」です。「新しい視点を見出す？」とありますが、上市・製品化は「うまく

行った」「良かった」「どれぐらい売れたか」「どんな製品か」という所だけだったので、製品化にあた

って何があったのか、何を克服したから上市・製品化につながったのかも調べたい。さらに中止、非

実施も、「こんな所が自分たちにプラスだった」ということを含めてアンケートに反映したいと思いま
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す。 

 三つ目は「ヒアリングの方法」です。詳細アンケートの実施・回収は 9 月頃になりますが、現在ヒア

リング候補を 20 件程度考えているので、ヒアリングで何を聞くのか、議事録をどう取るか等々を検

討したいと思います。 

 一番下に「典型的な PJ のケーススタディ」とありますが、いま検討しているのはバイオ、HyDic、

その他 1 件です。「その他 1 件」は回収したアンケートの結果から、「このプロジェクトをさらに追跡す

るとおもしろいだろう」というものを、あらためて検討したいと思っています。 

 資料はありませんが、その他、短期的アウトカムの活用です。後程吉田から説明しますが、これま

で短期的アウトカムは表に出してこなかったので、今年度から短期的アウトカムという形で世に問う

ていくということで、Web に載せたいと思います。 

 参考資料 2 に今年度のアンケート票があるので、昨年度のアンケート結果からの改善点に関して、

後程ご覧いただければと思います。私からは以上です。 

［菊池分科会長］ ここ 2～3 年、過去の一つの流れの中で改良を続けながら、本年度の作業事

項の確認等々をしている所です。新しい小林先生、鈴木先生はこの分野の専門ですが、追跡評価

の位置付けは、NEDO の中では PLAN DO SEE ACT という形で、現在は ACT の改良・改善に

シフトしています。NEDO のマネジメントにどう反映させるかという所です。 

 追跡評価委員会は約8年経って、10年間ぐらいのデータが蓄積しています。当初からの委員であ

る藤野先生、大津山先生もご存じですが、 初は NEDO の広報として説明責任という視点が非常

に強く、むしろ素人に分かりやすいように成果をまとめることが中心でした。 

 しかし数年経って蓄積してきた所で、それを分析して、失敗、マネジメントの悪さ、初期設定の悪さ、

球出しのまずさ等、いろいろな観点が積み上がってきました。 

 NEDO のマネジメントということでは、NEDO が扱う予算は相当の金額ですし、プロジェクト数も

非常に多く、且つ萬木さんからも説明があったように 5 年間は追いかけても、技術開発は 5 年で終

わるものではありません。一方で、非常に短いスパンで計画を立てている方もいます。 

 もっとはっきり言うと、NEDO に関わるものは大企業中心に動くプロジェクトが多いので、それなり

の研究開発マネジメントはしていても、コンソーシアムでの大学との連携を考えると、必ずしも事業

戦略の位置付けが明確ではありません。そのため戦略的な志向が見えてこないので、成果物であ

る知的財産、特許、論文等を見ながら追跡をして、ここ数年は山下さんを中心に、新しい調査項目

も設定しています。 

 各企業に負担をかけ過ぎるとアンケートの質が落ちますが、今日、アクションプランの黒字の議論

をして、12 月上旬には緑の部分まで行って、3 月までに全部結果が出るようにしたいと思います。

短期アウトカムの途中から赤字になっていますが、ここはお許しください。 

 先生方には事前にディスカッションのベースとなる基礎資料を、なるべく早くメール等で送って、そ

れを共通に持つことで進めていきたいと思います。実質的な委員会は 3 回で、スケジュールは昨年

より前倒しになっていますが、そういうことを考えています。 
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 萬木さんが説明された 2）は、マネジメントの中のかなりディープな所ですが、アウトサイダーの位

置付けを考えると、マネジメントのインサイドがどう行われているかも知りたい所です。分野別の把

握は難しく、研究開発は個別の事例なので統計解析になじむかという問題がありますが、そういうこ

とも含めて、少しずつ N 数が増えました。 

 10 年分あるので、大まかな方向は分かりますが、下りていくと個別の問題に当たります。そこをア

ンケートで個別に深掘りして、3 月までには何らかの知見が出てくると思います。今年はいろいろな

視点を盛り込んで、「そうだったのか」と少しずつ分かってきた所があるので、（2）の事前準備、（3）

の短期的な成果を含めて、この後先生方とディスカッションできればいいと思います。 

 事前に私と山下さんで資料を見ながら、感じている所もありますが、全体討議の時にも先生方か

ら積極的なご意見をいただければ、追跡評価の位置付けが NEDO の中でもっと明確になってくる

と同時に、いろいろな部署で使えるデータベースとして位置付けられるのではないかと思います。 

 それでは今年の概要確認ということで、小林先生、鈴木先生、いかがですか。具体的な中身は資

料 5、6 になりますが、よろしければ（2）に進みたいと思います。「平成 24 年度事前準備調査の状況」

について、日野さん、よろしくお願いします。 

［日野部長］ 株式会社日鉄技術情報センターから資料 5 に基づいてご説明いたします。 

 2 ページの「平成 24 年度事前アンケート調査の概要」で、今年度全体の事前調査アンケートの概

要を説明します。今回は事前調査アンケートという名前で、平成 23 年の調査から大きく調査内容を

変えています。昨年の事前調査では非常に詳細な調査を行って、主にプロジェクト終了後の会社で

の事業の継続・非継続のデータ、ないしは分野ごとのデータ分析の結果から示唆される必要マネジ

メントを導き出しました。 

 「H23 調査結果の纏め」と書いてありますが、本日の説明に関わるのは二つです。1 番目に各種

調査・検討の実施時期や世界での技術力ポジションについて、非継続企業は調査準備・認識不足

から技術的な立ち位置が不明で技術力が停滞していくという悪循環の傾向が目立ちました。 

 2 番目に NEDO 担当者との協議内容については、研究事務面の協議が非常に多く、戦略面の協

議実施割合が低い。しかし戦略面の協議が実施されている場合は、NEDO 担当者のマネジメント

に対する満足度は非常に高く、戦略的な協議に関する企業側の潜在的なニーズも高いという結論

が得られました。 

 平成 24 年度調査では、以上のような観点に関する継続設問の他に、プロジェクトの目的や目標、

役割分担の明確さ、プロジェクト提案時と終了時の研究開発フェーズ、未着手の場合はその状況、

中止・中断という非継続の中身の深掘りという新しい設問を加えて、集計結果を分析しました。今回

は公開の分科会ということで、主に継続実施と非継続の対比分析の結果を、前年度との比較で説

明したいと思います。 

 3 ページに移ります。一番上に「Q13 プロジェクトで得られた成果や知見を活用した継続的な研究

開発を社内で実施していますか」と書いてあります。以下のページも同様ですが、ここは参考資料 2

に付けた本年度の調査アンケートの設問の文言を、そのまま載せています。なぜかというと調査票
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の設問は、同じ文言でも取る方によっていろいろな解釈があり、聞き方が大事だと思ったからです。 

 Q13 は 2 択の問題です。答えは 1 が継続実施、2 が中止・中断で、継続実施率は 81％でした。

行っていないものを非継続と呼びますが、それが 19％です。右側には昨年度調査結果を載せてい

ますが、昨年度と同じ割合でした。今年度は非継続 31 件について、新規設問として中止、中断のど

ちらかを聞いていますが、中止が 14 件、中断が 17 件で半数以上になっています。 

 右下の棒グラフは継続率並びに実用化目標率の推移で、過去からのトレンドを載せています。継

続実施率 81％に対して、「プロジェクト中に実用化目標を設定した割合」と定義した実用化目標率

は 79％という結果が得られています。 

 4 ページは中止・中断の非継続の方に、「継続的な研究開発を実施しない理由が顕在化した時期

はいつ頃からですか。その具体的な理由や経緯とあわせてお答えください」と聞いています。 

 一番上の円グラフは中止・中断理由が顕在化した時期ですが、中盤が 13％、後半が 26％で、約

40％はプロジェクトの終了前に中止・中断理由が顕在化しています。プロジェクトの途中で中止でき

なかった理由も聞いていますが、「 後までやらないと分からない」が 46％、「共同研究先の要請」

が 25％ありました。 

 右下の円グラフは中止・中断の具体的な理由や経緯です。一番多いのは「技術課題の克服が困

難」で 37％、次いで「実用化を目指す企業のサポートとして参加した為」が 14％で、その他に市場

の変化等、そこに書いてあるような答えが得られました。これは選択式の回答です。 

 5 ページです。Q8 は今年度の新規の「プロジェクト提案時と終了時において、貴社の研究開発の

活動主体は、研究開発部門と事業部門のどちらになりますか」という設問ですが、提案時 88％、終

了時 82％と、どちらも研究開発部門が 80％以上でした。 

 左側で研究のステータスを未着手から上市段階まで 5 段階に分けていますが、研究のフェーズが

進展するに従って研究部門から事業部門に主管が移り、終了時には事業部門が 10 企業増えてい

ます。細かいデータは示していませんが、10 企業の中では、未着手･研究から開発段階に増えたと

いうパターンが 7 企業で も多くなっています。 

 右側は Q10 です。提案時に未着手だった 51 社に、「全くの未着手」「周辺技術を保有」の 2 択で

未着手の状況を質問しました。「全くの未着手」は 1 社のみで、30 社は「周辺技術を保有」と答えま

したが、未回答が 20 社ありました。 

 併せてプロジェクトの参加目的も聞いていますが、右下のグラフに示すように、継続実施では「保

有技術の幅を拡大・深耕」が 39％で、非継続は「新技術の習得」が半数を占めていました。 

 「未着手の状況」では未回答が 20 でしたが、「プロジェクト参加の目的」では未回答が 10 と半分に

減って、5 社が「新技術の習得」、5 社が「保有技術の幅を拡大・深耕」に流れています。上の表と併

せて見ると、「周辺技術」「保有技術」という語感が影響しているのかもしれません。次年度以降、上

の 2 択の使い方等に気を付けたいと思います。 

 左下は Q23 で、これも新規です。「当該研究開発は、社内の組織戦略上どのような位置付けのも

のでしたか。提案書を書いた当時の位置付けについてお答えください」という設問で、「現有事業の
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競争力強化」「現有事業周辺」「現有事業とは全く異なる新規な市場への参入」「世界的価値が未確

定な新規技術・製品開発」の 4 択で聞きました。 

 研究開発の成果が手堅く得やすい、 初の二つの現有事業の選択肢は、継続実施の方が非継

続より多かったのですが、本来国プロで取り組むべきチャレンジングな新規事業については、逆に

非継続の方が多くなっています。「新しいことにチャレンジした結果、非継続のパーセントが若干増

えてしまった」という結果であり、一概に善し悪しの判断はできないと考えます。 

［鈴木委員］ Q8 の終了時点で未着手というのは何ですか。 

［日野部長］ 集中研への派遣研究者にも聞いていますが、派遣先でプロジェクトを行っていて、

親元企業でまだ始めていなければ「未着手」と回答します。ある意味で例外的な回答ですが、「プロ

ジェクトでうまく行ったら会社として着手するつもりだったが、うまく行かなかったので終了時点でも

企業としては未着手だ」という意味です。 

［鈴木委員］ 51 件のうち 2 件なので、そういう人もいると思いますが、ちゃんと説明をしないと、

委託してお金を出したのに何もやらなかったと取られたら、NEDO としては外部向けにまずくないで

すか。 

［日野部長］ 正しい意味で外に向けて出す時はネグるべき数字かもしれません。 

［菊池分科会長］ そういう事実操作はしないでください。我々が欲しいのは事実です。もう一つ、4

ページの提案前に中止の 1 社は、どう読めばいいですか。 

［日野部長］ 「中止・中断理由が顕在化した時期」という日本語の解釈の仕方です。この 1 社は、

技術的優位性を確立した時点で会社での研究開発を開始する予定で、「技術開発的ファクトが顕

在化した」という意味ではなく、「方針として中止・中断理由が顕在化した時期」として提案前と答え

ています。そういう説明が書いてありましたが、こういう特異的な 1 件、2 件が多々あります。 

 では 6 ページに移ります。「Q11 プロジェクトで設定した目標値や実用化の目標に対して、プロジェ

クト終了時点の達成度は何点になりますか」という設問です。左側の表は、横軸がプロジェクト目標

値の達成度、縦軸が実用化目標の達成度で、赤字で示した部分はプロジェクト目標値の達成度よ

りも実用化目標の達成度が低く、青字で示したものはその逆です。 

 目標達成度も実用化目標達成度も 100 点は 5 件、80 点以下が 52 件、実用化目標を設定してい

ないものが 21 件あります。全体で見ると当該プロジェクトの範囲では、プロジェクトの技術目標はほ

ぼ達成しても、実用化までにワンステップ必要なケースがほとんどであることを示唆しています。 

 また実用化目標を設定していない場合も 163 件中 35 件（21％）あり、全体としてプロジェクトは技

術目標克服が主眼だという理解があり得ると思います。もちろん企業の商品化支援のみが国プロ

の主目的ではない場合もあるので、この事実だけで単純な批判は避けたいと思います。ここは上市

したか、しないかという設問ならクリアですが、「実用化目標の達成度」というのは解釈に幅があって

難しいと思いました。 

 その下は目標値の達成度と実用化目標の達成度の点差の理由を複数選択で聞いていますが、

技術的課題が 63％、コスト的課題が 54％、時間的問題が 32％、組織的問題が 13％でした。 
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 その下は「プロジェクト実施期間中に取得できた実験データの量」です。継続実施の場合は「非常

に多くのデータを取得」という回答が非常に多く、53％です。それに対して非継続では、「通常の企

業活動と同程度」以下の回答が 20％弱見られました。横棒グラフの赤点の所です。 

［菊池分科会長］ プロジェクト目標値の達成度の「設定していない」は、数値目標を設定していな

いという意味で「ない」と答えているのですか。それとも目標自体を立てていない人もいるのですか。 

［日野部長］ 数値目標だと思います。それでは 7 ページに移ります。これは技術力ポジションに

関連する昨年度からの継続設問で、「貴社の技術力ポジションは、プロジェクトに参加して変化しま

したか。特許数や研究開発ステージ、ユーザー評価等を基に、プロジェクトに提案する前と終了後

とを比較してお答えください」と聞いています。 

 平成 24 年度と平成 23 年度の調査結果を左右に並べていて、上から「技術力におけるポジション

の変化」「世界における技術力ポジション」「国内における技術力ポジション」ですが、ポジションの

変化については、非継続は「上がった」が 32％、「変わらない」が 58％、継続実施は「上がった」が

74％と、非継続の方が劣っています。平成 23 年度調査と比べると、数値も含めてほぼ同じ傾向が

示されています。 

 「世界における技術力ポジション」は、今年度は世界で 1 位、2～3 位、4 位以下、不明の 4 択で聞

いていますが、継続実施は「世界で 1 位」が 22％で、非継続は「不明」が 77％と非常に多くなってい

ます。これも数値を含めて昨年度とほぼ同傾向です。但し中央左側の表にあるように、非継続にお

いても技術力ポジションで「世界 1 位」が 2 社ありました。残念ながらプロジェクト終了後は非継続で

すが、これらの事実からマネジメント上の工夫が必要だと考えられます。 

［鈴木委員］ 前提として、全般的にプロジェクトに関係する部署、グループが回答していると考え

ていいですか。 

［日野部長］ はい。 

［鈴木委員］ 日立全体、あるいは東芝全体の技術力では無いということですか。 

［日野部長］ 会社全体の中の、その担当分野についてになります。続いて 8 ページです。これも

継続の設問で、各種検討・調査を も早く実施した時期について Q32、35、36～40 の 7 項目で質

問しています。下の表に結果が出ていますが、例えば事業化シナリオの検討はいつ頃から行った

かという聞き方で、 も早く実施した時期をパーセントで示しています。 

 プロジェクト提案前の実施割合は、継続実施は平成 23年度調査と同程度でした。事業化シナリオ、

技術動向、特許動向、市場動向調査は、継続実施が非継続を上回りましたが、今年度の結果では

リスク検討、コストの目標設定については、プロジェクト提案前の実施割合は非継続企業の方が高

く、昨年度と逆傾向が出ました。ただ非継続では、「検討なし」の割合が平成 23 年度調査よりも若

干増えています。 

 昨年度は「リスク検討」まででしたが、今年度は「戦略的な標準化取得検討」という項目を新たに

設けました。これについては「検討なし」が 68％、83％と非常に高い割合でした。 

 「リスク検討」は何を検討したかということで、右下に継続実施と非継続でまとめています。継続実
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施では研究開発リスクと市場リスクが同程度です。平均検討項目数は、継続実施で 1.7 項目、非継

続はやや研究開発リスクが多く、市場リスク、その他のリスク項目は 0 で、平均検討項目数は 1.4

項目でした。傾向的には継続実施と非継続で、差はあまりありません。 

 9 ページの Q51 も継続的な設問で、NEDO 担当者との協議内容について、普段どのような協議

をしていたかを聞いています。平成 24 年度調査で、研究事務面と事業・戦略面に分けていますが、

「各種提出書類に係る対応」から「市場に関するアドバイス」まで 17 項目を示して複数選択で回答し

ていただきました。 

 別の設問で NEDO 担当者のマネジメントに対する満足度を 100 点から 20 点までの 5 択で聞き、

その結果をクロスさせた表です。「NEDO 担当者マネジメント満足度」は継続実施が 82.1 点、非継

続が 79.2 点、全体で 81.6 点です。 

 その右側に NEDO 担当者との協議内容を、頻度の高い順に並べています。一番左側の「各種提

出書類に係る対応」が全体で 76％と一番高く、17 項目で一番頻度が少なかったのは「市場に関す

るアドバイス」で、全体で 1％です。これは昨年と同傾向です。茶色で示した「委員会準備」「宣伝・広

報」「技術的なアドバイス」「市場に関するアドバイス」は今年度の新規選択項目です。 

 協議内容の「資産処分に係る対応」の 40％の次が「研究開発の方向性検討」の 17％で、ここで大

きく下がっています。波線を入れていますが、これは頻度が下がっていると見るのか、そもそも主査

の業務機能設計の問題と見るのか、いろいろな見方があると思います。また、ここを境に研究事務

面と事業・戦略面に大きく分けることができますが、これも昨年度と全く同傾向です。 

 ここは NEDO 担当主査が前面に出た設問ですが、担当主査だけでなく、グループリーダーや PL

を含めて、NEDO 全体との協議内容の結果が出ているのではないかと思います。 

 一番下の行に「協議内容毎の満足度の平均点」とあります。これまでの説明と逆に、実施頻度の

低かった事業・戦略面の「他機関との利害調整」が 88.3 点と 1 位、「技術的なアドバイス」が 2 位、

「法規制に係る協議」が 86.7 点で 3 位です。要するに、頻度の少ないもの程、やってもらうと満足度

が高いという結果です。「市場に関するアドバイス」は N 数が 1 で 100 点です。 

 平成 24年度は実際の内容と併せて、やって欲しかったことを新規で聞きましたが、1 位が「市場に

関するアドバイス」で 41％、2 位が「他機関との利害調整」で 22％、3 位が「事業化シナリオの検討」

で 19％、4 位が「研究開発の方向性検討」で 14％と、事業・戦略面に固まっています。 

 回答数で見ると、やったことは継続実施と非継続で 126 対 28、やって欲しかったことは 98 対 26

です。継続実施 126 社のうち 28 社は、やって欲しかったことについて回答していません。これは満

足していたと解釈できます。この 28 社の NEDO 担当者満足度の平均点は 88.5 点と非常に高いで

す。 

 これに対して非継続は、やったことは 28 社、やって欲しかったことは 26 社と、ほとんどが回答して

います。非継続の方は、NEDO 担当者にやって欲しかったことが残っていると言えると思います。 

 やって欲しかったことの所で不等号を付けています。「市場に関するアドバイス」は継続実施が

44％、非継続が 31％で、一番差があります。「他機関との利害調整」は継続と非継続の差が 12％、
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「技術的なアドバイス」は19％対9％、「研究開発の方向性」は19％対12％です。これらが、非継続

の方が一番やって欲しいと望んだ項目です。 

 10 ページは「プロジェクトの目的や目標、役割分担が明確に設定され、他機関とも共有できてい

ましたか」という設問です。表は左側から目的、目標、役割分担、そして上が明確さ、下が共有です、

どの項目も不明確、全く共有されていないという回答はほぼ 0％です。但し「役割分担の明確さ」で

は、各々1％ありました。総じて非継続の方が、継続よりも明瞭さに欠ける回答が多いという結果が

出ています。 

 不明確は 0％ですが、「ある程度明確であった」は目的が 13％、目標は 18％です。目標の不明確

度が高いのは、いろいろな解釈があり得ると思います。 

 下は「Q27 プロジェクトの実施に係るトップマネジメントについて伺います」という表題ですが、ご自

身の参加の意思、提案前の事前準備について、継続実施と非継続で大きな差が出ました。 

 まずご自身の参加の意思は、非継続は「仕方なく参加した」が 6％で、「どちらともいえない」と合わ

せると 54％ありました。提案前の事前準備は、「参加前から綿密に準備」は非継続では半数以下で

した。いずれにしても非継続企業は、プロジェクトの参画段階から積極的とは言えないマインドを持

っていたという傾向が見られます。 

 11 ページは新規の設問です。プロジェクト終了後に研究開発を継続している企業に、プロジェクト

終了時までに既にほぼ完成されている項目を、17 項目の選択肢から選んでいただきました。そして

「今後、明らかにすべき技術開発目的は何ですか」と聞きました。 

 その結果、ほぼ完成されている項目で も多いのは要素技術の深耕で 79％、次が知財の取得で

38％でした。この数字の評価については判断が難しいので、ご意見をいただきたいと思います。逆

に今後明らかにすべき技術開発は、コスト競争力が 58％、市場性の見極めが 56％、ユーザー評

価が 49％、生産技術が 48％と、圧倒的に実用化戦略項目が多くなっています。 

 右下は関連して「Q20 現段階で必要とされる NEDO のサポートは以下のどれですか」という設問

です。これも選択肢で選んでいただきましたが、継続、非継続を比べると「技術課題克服の支援」が

44％、「情報発信の場の提供」が 26％と非継続が上回っていました。非継続といっても完全にやめ

た訳ではなく、半分以上が中断なので、こういう断面で NEDO のサポート・支援を求めていることを

表していると思います。 

 12 ページは Q30 です。ここの設問では、プロジェクトに期待したメリット、実際に得られた実現メリ

ットとして 7 項目を選びました。例えば「技術的課題の克服に寄与した要因」では、実際に寄与した

要因について継続実施と非継続の差を見ると、継続の場合は「メカニズム解明」という回答が 54％

と非常に多いのに対して、非継続はむしろ「連携先からのアイデア」「連携先の先端技術」が多いと

いう傾向が得られました。 

 その右側は「技術の獲得に寄与した要因」ですが、タイトルに誤植があって、正しく言えば「他機関

との共同研究による先端技術の獲得に寄与した要因」です。非継続の企業は反応技術、触媒技術

等といった、単位プロセス、要素プロセス的な部分が非常に多く、継続企業では評価技術、分析技
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術、データ解析技術というメカニズムや手法、本質に迫る技術獲得を重視する傾向が見られます。 

 左下のシナジー効果に寄与した要因は、実施、非継続ともに、「連携先との情報交換」を非常に重

視しています。 

 「ネットワークの形成に寄与した要因」は、継続実施は「日常的なプロジェクト内での交流」を非常

に重視しています。「プレゼンスの向上に寄与した要因」は、継続実施は学会発表、技術力の向上、

プレス発表等、積極的な部分に目を向けています。 

 それに対して非継続は、ネットワーク形成では「学会発表」のパーセンテージが非常に低く、プレ

ゼンスの向上では「PJ を通じた大学の先生との出会い」「NEDO-PJ に参加していること」「PJ を通

じたユーザー企業との出会い」等、比較的受け身的な感じで「良かった」と言っている傾向が見られ

ました。 

 13 ページは「Q42 プロジェクトに参加する際の秘密情報の取扱いについてお答えください」という

ことで、「提供する秘密情報について」「受領する秘密情報について」「プロジェクト内での情報交換

について」とあります。 

 右側の横棒グラフを見ると、提供する秘密情報は「一般的な秘密管理を期待」が 50％、もっと高

度な管理を期待するものと合わせて 67％です。「極めて重要な情報の提供は行わない」から右側

は、情報提供については消極的で、33％ぐらいです。 

 受領する秘密情報は、全体では 72％が一般的な秘密管理を行っていますが、「極めて重要な秘

密情報の受領は行わない」と答えた方が 13％です。逆からの言い方になりますが、提供に消極的

なのが 33％、受領に消極的なのが 13％で、その度合いに 20％の差があるというマクロな傾向で見

てもいいという気がします。 

 一番下はプロジェクト内での情報交換です。「秘密にすべき技術情報が漏洩しないことを重視」と

いう回答が 43％と全体的に高くなっています。特に集中研では、オープンな情報交換が重視されな

い傾向があり、「秘密にすべき技術情報を漏洩しないことを重視」が 70％ぐらいです。集中研の場

合、各企業の派遣者は自分の領域を守って、PL ないしグループリーダーが情報を吸収してまとめ

て進めていると考えられます。これはプロジェクトリーダーの優れた情報コントロールの手腕が問わ

れることを示していると思います。 

 14 ページは「Q21 プロジェクトの成果は、当該研究開発における貴社の資源投入にどのような影

響を与えましたか。プロジェクトに提案する前と現在とを比較してお答えください」という設問です。

R&D の規模、上市・製品化の可能性でプロジェクトが目指した分野とそれ以外ですが、基本的に

は継続実施で大幅に拡大していく傾向が多くなっています。想定される上市・製品化の時期は、継

続実施は 51％が 5 年以内と答え、非継続は逆に 59％が予定なしと答えています。 

 15 ページの「技術的な波及効果はありましたか」というのは新規と書いてありますが、実際は継続

項目で、今年度は選択肢を新しくしています。対象は非継続だけですが、平成 23 年度と同様、

60％が「波及効果あり」と答えています。波及効果の適用先は、選択肢を変えた結果若干の違い

はありますが、非継続でも波及効果を新たな成果につなげる取り組みが見られます。 
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 その下は「公益的な活動を実施していますか」という継続的な設問です。説明は割愛させていただ

きます。 

 16 ページは「Q43 プロジェクト実施期間中に、他機関から提供を受けた経営資源、また、他機関

に提供を行った経営資源についてお答えください」というものです。これもボックスの中の文言が間

違っていて恐縮ですが、「提供を受けた経営資源」「他へ提供を行った経営資源」ともに「特にない」

を除けば、ノウハウの回答割合が非常に高く、概ね 3 分の 1 でした。 

 左上の表に「提供を受けた経営資源」「他へ提供を行った経営資源」を並べていますが、意識的に

やる項目、具体的にはノウハウや秘密性の高い技術情報、フォアグラウンド IP、研究資金では、上

下の N 数は 1 ぐらいしか誤差がありません。一方、無意識的にやり取りされる項目というか、設備

の提供、バックグラウンド IP、マーケット情報、人的資源は上下で割と誤差があり、全体的に意識

のギャップが見て取れます。ここは研究体制別、プロジェクト別にもう少し深掘りして調べたいと考え

ています。 

 また中央下の円グラフですが、「他機関と比較して貴社が提供を行った経営資源の量は多い方で

すか」と聞くと、「同じぐらい」が半分、「明らかに多い」「どちらかというと多い」が約 25％、「どちらか

というと少ない」「明らかに少ない」が 24％です。1％の誤差をどう見るかという点はありますが、概

ね均衡しているという傾向が得られました。 

 NEDO からの加速資金の有無は継続して調べていますが、今年度加速資金を獲得した企業は

28％です。その使途は「新規設備の導入」が も多く、加速資金の効果としては「品質の向上」が

40％で一番多くなっています。 

 また使途の「分析・評価」、効果の「分析・評価技術の向上」等、メカニズム解明、プロジェクトの本

質的な取り組みや大学との産学連携が望まれる所でメリットが出ているように感じます。 

 以上まとめます。非継続の理由は市場の見込み違い、ニーズ不一致等もありますが、技術課題

の克服困難が 大の理由です。また目的、目標、役割分担の明確さ・共有においても、非継続は

継続実施より劣位なので、目的、目標の明確化や技術課題の本質的な克服のための産学連携の

積極的なプロモートにより、非継続の未然防止が可能になるように思います。 

 また非継続は、参画のきっかけも外部からの勧め等があり、参加意思も「仕方なく」「どちらとも言

えない」が非常に多く、さほど熱意がないまま参加した経緯が見て取れます。積極的なプロジェクト

への取り組みを実施するためにも、参加マインド確認プロセスを設けることも必要ではないかと思い

ます。 

 世界における技術力ポジションでも、非継続では不明が半数以上です。ただ世界 1 位も 2 社存在

するので、立ち位置の明確化とともに、世界トップレベルの技術を非継続のまま埋没させないマネ

ジメントが必要です。 

 組織戦略上の位置付けでは、新規事業周りのよりチャレンジングな課題に取り組むという、前向

きなマインドの結果としての非継続については、それを生かすマネジメントで新展開が期待できるの

ではないかと考えました。 
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 右側は全般事項です。NEDO 担当者との協議事項、NEDO へ期待する事項は、研究事務面で

はなく事業・戦略面が多く、これは昨年と同傾向であり、必要なマネジメントについて確証が得られ

たのではないかと思います。 

 「プロジェクト活動の主体」「プロジェクト目標の達成度対実用化目標の達成度」「今後明らかにす

べき課題」等においては、プロジェクトの成果と工業化成功の間のギャップがあらためて浮き彫りに

されました。プロジェクト終了時の進捗度把握として、技術の競争力や権利化、プロトタイプや実証

実験レベル、ユーザー評価等が、企業サイドでどこまで進んでいるかを把握する必要性が示唆され

たと言えます。 

 またシナジー効果を生むために、連携先との情報交換やネットワークづくりのためのプロジェクト

内交流を重視する一方で、集中研では秘密情報の管理に対する慎重さも窺えます。ここは体制に

応じた情報管理の必要性が示唆されます。 

 下の「展開」は今の説明の繰り返しになりますが、今年度の結果から、プロジェクト開始前のマネ

ジメントも重視する必要があります。これは誰を参画させるかも含めた広義のプロジェクト設計への

反映、そして基本計画の書きぶり、実施者選定の 適化です。 

 また主査業務への期待内容、プロジェクト活動の主体、実用化に向けての課題等から、「早期・綿

密な準備と適切なプロジェクト終盤マネジメントによりプロジェクト目標を達成することで、NEDO の

終目標である上市・製品化に向けた継続・実用化率向上につながる」というマネジメントの示唆が

得られました。 

［菊池分科会長］ 後程、神鋼リサーチからの統計的な解析もありますが、「やめてしまう」というの

は問題がありますし、プロジェクトのいろいろな性質が見えるところもあります。先生方、どうでしょう

か。何かご質問や指摘があればお願いします。 

［小林委員］ 確認です。参考 1 の表は、165 企業全部を対象にしたのですか。 

［日野部長］ 参考 1 の左側が今年度調査の対象プロジェクトです。 

［小林委員］ N 数に赤丸が付いている 2 と 3 は、少ないという意味ですか。 

［日野部長］ はい。分野別に累積して N 数を稼ごうという目論見がありましたが、事前調査単身

では新エネが 2 件、バイオが 3 件で、N 数の蓄積には使えないことを示しています。 

［小林委員］ 19 ページの継続率は、今回調べたものの実質の継続率ですか。 

［日野部長］ 先程の全体の継続率をプロジェクト別に分解したものです。説明が抜けました。失礼

しました。 

［菊池分科会長］ 他にありますか。 

［鈴木委員］ 今回のまとめ方の主な問題意識は、継続、非継続の要因のように見えます。もちろ

んそれもあると思いますが、例えば委託か助成か、単独かコンソーシアムか、大学が関係している

か否か等、もう少し多様な分析の視点があってもいいように思います。 

［菊池分科会長］ それも可能ですが、後で追跡すると復活することもあるので、23 回、24 回から

の一環として、何故やめてしまったのかを気にしています。 

 11



 

 産学連携が本当にワークしているかというのは、過去も論点になりました。また集中研方式の問

題、予算の問題等、いろいろな切り口があることが分かってきたので、必要ならば全体傾向の分析

の中で、次回「こういう切り口で 165 社を見て欲しい」ということを出していただきたいと思います。例

えば委託、直轄という契約形態もおもしろい切り口です。分野もかなり集まってきたので、何年かプ

ーリングすると少しは見えると思います。 

 他にございませんか。12 月上旬の次回は、簡易調査という形で過去 5 年分の四百数十件の結果

が上がってきます。これは去年終わったプロジェクトで単発的なもので、使えないところもありますが、

ある程度の分析には耐えると思うので、特に小林先生、鈴木先生から分析の機軸を出していただ

けると、おもしろいものが出てくると思います。 

［小林委員］ 19 ページの表は、産業技術の電子・材料・ナノテクノロジー部が N 数 81 で、その

中の「希少金属代替材料開発プロジェクト/『Nd-Fe-B」云々の継続率が 50％ですね。ここの一番大

きな理由は技術課題の克服困難性という理解でよろしいですか。 

［日野部長］ これは補正のプロジェクトで 1 年物であることが一番大きくて、それも混ざっていま

す。 

［小林委員］ エネルギーの環境部、革新的ノンフロンも補正ですか。 

［日野部長］ これは補正ではありません。 

［竹下部長］ なぜ非実施になったかという分析は、まだしておりません。 

［菊池分科会長］ 今のご指摘も重要な視点です。例えば補正ではどうかというのは、プロジェクト

を作り込んでいくプロセスも、かなり大きな問題としてあります。またプロジェクトの編成でも、予算の

立て方、事前準備の状況、時間的・人的リソースの問題は大きいので、その辺の指摘をしていただ

ければ深掘りする時に役に立つと思います。 

 他にありますか。それでは神鋼リサーチから、統計的な解析に基づいて何が見えてきたかという

お話をしていただきます。よろしくお願いします。 

［染宮主任研究員］ 資料 6 でご説明します。2 ページ目に昨年確立された方法を書いていますが、

今回はクラスター分析、ロジスティック回帰分析、重回帰分析の部分について報告します。 

 3 ページに今年度の追跡調査票で新しく加えられた視点をまとめて書いています。上の青で書い

た部分は多変量解析の対象と考えています。下の方は分類値、記述データ、あるいは複数選択の

もので、そのまま青色の方に持って行けないので、主に記述データ分析の対象となります。いくつか

のものは先程ご説明がありました。 

 例えば技術課題克服のために何をやれば良かったかという記述式の情報がたくさん入っている

ので、ここの部分の分析が、次年度に向けて非常に重要なポイントになります。今日は上の多変量

解析の結果をご説明します。 

 4 ページは導入で、どのように解析したかという説明です。一番上にデータ尺度が書いてあります

が、これは質的尺度と量的尺度があります。本来、重回帰分析やクラスター分析は量的尺度に適

用する方法であり、質的尺度の順序値（1 等賞、2 等賞等）と分類値は基本的に使えません。しかし
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今回のアンケートに出てくるデータは、ほとんど順序値と間隔値になっています。 

 間隔値は量的尺度なので問題ありませんが、質的尺度の順序値を除外すると、対象がガクッと減

ってしまいます。そのため、ある程度尺度が見えるものは間隔値に見なして行い、順序値に関して

は、考察でもう一度考えるというやり方をしています。 

 重回帰分析は全ての変数が量的尺度のケースに適用する方法で、①のような方程式を求めるこ

とが目的です。青色で書いた A0、A1……Aｎを求めますが、順序値が入ってしまっているので、ここ

では各変数による寄与率を求めて、回帰式を求めることは当面の目的ではないという考え方で進

めています。 

 二項ロジスティック回帰分析は、目的変数が二値（0 と 1、合格と不合格等）で、継続、非継続等の

データを解析するための方法です。これは説明変数が質的・量的尺度で構成されるケースに適用さ

れる方法で、今回の継続性の評価に合致したものです。ロジットと言いますが、重回帰分析の Y の

値を Log（p/（1－p））という形に置き換えて、上の重回帰式と同じ式を解いていきます。クラスター

分析も量的尺度のケースに適用する方法で、全体像を分類します。 

 5 ページはクラスター分析の結果です。左側の図がデンドログラムと称するもので、右側は横にあ

る変数に対応して項目を並べています。これを見るとデンドログラムで実現メリットに当たる部分が

一つのグループになっているようです。 

 付けた色の根拠が右下に書いてあります。ピンク色はプロジェクト成果に関わる項目で、実現メリ

ット等が出てくる部分です。緑色はマネジメント等プロジェクト運営、青色はプロジェクト開始前の期

待度、濃いピンク色は達成度や満足度、濃い青色は将来見通しに関わる項目です。濃いオレンジ

色は継続性を表し、灰色は企業側が独自に決める項目です。黄色は NEDO が直接関わる項目で、

例えば NEDO との会合頻度、採択審査、加速資金の有無です。 

 このデンドログラムは、昨年はプロジェクト運営の一番低い所で強い関連を持って実現メリットと結

び付いていましたが、今年はもう少し高い所で実現メリットが一群を構成しています。昨年は特にプ

ロジェクト運営の部分が非常に少なく、今年は意識して増やしたので、プロジェクト運営に関わる部

分が大きく入ってきました。 

 青色で結んだのが期待メリット・満足度に関わる群です。今年度も昨年度と同様、期待メリットと満

足度はだいたい同じグループに入っています。期待メリット・満足度の部分を二つに分けていますが、

上の期待メリット・満足度の 1 群は真ん中あたりで実現メリット、プロジェクト運営と結び付く比較的

成果に近い部分です。下の期待メリット・満足度 2 は、他社との関連でうまく行ったものが入ってい

ます。 

 例えばバリアンスの 00071、25、24、71 は事業部の関与時期、経営陣の関与時期、実用化目標

の達成度が入ってきます。これは実現メリットや期待メリット 1、プロジェクト運営とかなり離れた所で

結び付いており、ダイレクトに結び付かないので、これは別の視点で考えなければいけないと思い

ます。 

 先程「プロジェクト目標の達成度と実用化目標の達成度に違いがある」という話がありましたが、
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それに当たることをここで言っていると思います。スペキュレーションはいろいろあると思いますが、

プロジェクト目標イコール実用化目標とはならないので、実用化目標に対しては、これがどう理解さ

れたかも含めて、よく考える必要があります。 

 6 ページはグループ間の関係を図に描いています。①が実現メリット、②が期待メリット・満足度・

達成度 1、③が期待メリット・満足度・達成度 2、④がプロジェクト運営というグループです。 

 ②の直接的、主体的に関われる期待メリット・満足度・達成度 1 は、④のプロジェクト運営にかなり

強く関わります。この項目が次に①の実現メリットと関わり、それら全体が③に関わります。 

 連携や他社との関係でやる③の部分は 後の所で関わりますが、③は②に比べて主体的にコン

トロールしにくい項目が集まっています。具体的にはリスク分散、コスト課題克服、シナジー、標準

化、休眠技術です。リスク分散とシナジー、標準化は主体的にコントロールしにくいものですが、コス

ト課題克服もここに関わっています。無理やりこじ付けると顧客との関係でしょうが、この重要な項

目が主体的にコントロールしにくい部類に入っているのは問題があると感じています。 

 7 ページは継続性です。これはプロジェクト成果を基に自己経営資源を投入して開発を継続・発展

させているかどうかを把握するもので、製品化・上市への基盤として非常に重要だと考えています。

そこで、この項目も二項ロジスティック解析で、累積説明度の高い回帰モデルを何とか取得したいと

考えて進めました。 

 8 ページは二項ロジスティック回帰分析の結果です。回帰ステップ 1 の「Q21 想定上市時期」は今

回新しく加えた設問です。表の下の方に「平成 23 年度事前準備調査分析結果、累積寄与率 23％」

とありますが、これは Cox のやり方です。Nagelkerke R2 乗では 37％なので、累積寄与率 86％に

は 37％の方を対応させたいと思います。 

 それで見ると累積寄与率は昨年の倍以上になりますが、その半分近くが想定上市時期です。つま

り上市時期をある程度明確に意識して持っているかどうかが、継続、非継続にかなり大きく効いて

きます。2 番目以降を全部足すと昨年と同等か、若干良くなっています。 

 この回帰式自身は右の方に係数の符号だけ書きました。係数を挙げても良かったのですが、「9

個も入れないと上がらないのは、かなり冗長性が含まれている」と判断しています。普通は 4～5 個

です。 

 問題意識を感じている根拠については 10 ページを見ていただきたいと思います。これは二項ロジ

スティック回帰分析の各ステップで、モデル式で予測した結果と実際の値の適合率を示したもので

す。1 の上市時期だけで 89％弱ですが、2 の「事業部関与時期」、3 の「事業部関与役職」が入って

もあまり改良されません。4 の「コスト課題克服達成度」を入れるとポンと上がり、5 の「期待メリット

標準化」で再び下がりますが、1～3 が同じようなレベルにとどまっているため、この解析結果には

冗長性がかなり含まれていると判断しました。 

 結果としては 9 個の要因を入れることで 96％近く説明しています。実際には 10 個、11 個……と

入れていくと 100％説明しますが、統計的な意味では問題があるので、今回は 9 個入ったモデルを

採択しました。 
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 8 ページに戻ります。灰色で塗りつぶした想定上市時期、事業部関与時期、事業部関与役職、会

合頻度事業部は企業マターであり、期待メリット（5 と 9）も企業が設定するものです。4 のコスト課題、

7 の加速資金、8 の技術課題以外は企業が決める部分であり、これは「プロジェクトに臨む企業の

姿勢が継続、非継続に も大きな影響を及ぼす」ということを示します。 

 9 ページは各項目で、どちらの方向で継続率が高まるかを書いたものです。想定上市時期は当然

短い方が良く、事業部関与役職は偉い人の方が、コスト課題は高く達成されている方が、継続率が

高まります。 

 コスト課題克服、会合頻度事業部、プレゼンスにアスタリスクが付いていますが、ここは元々の設

問で出てきた結果をより正規分布に近づけるために、例えば選択肢 1 と 2 を足すというようにデータ

を変換しています。 

 赤字の部分は係数が負で、右側の方が良い結果になっています。これを積極的に説明するのは

難しいことですが、例えば期待メリット標準化は「できるだけ考えない方がいい。それよりもコスト課

題と技術課題に集中すべきだ。そこを通り越さないと標準化の芽は出てこない」という言い方ができ

るかもしれません。 

 しかし現在、これの冗長性についていろいろとやっており、 終的にこの項目が入るかどうかは分

かりません。第 1 回目の解析ではこうなったと、ご理解いただければと思います。事業部の関与時

期についても、このプロジェクトの大部分は研究ステージで、事業部は関与しないのが普通です。 

 一方 Q23 の提案時の社内戦略上の位置付けの回答は、現有事業強化が 59％、現有事業周辺

が 23％で、約 8 割は土地勘がある領域の研究です。無理やりこじ付けると、そういうものもあったの

ではないかと考えています。 

 11 ページで満足度・達成度の重回帰分析での寄与率を挙げています。赤色が実現メリット、青色

が期待メリット、緑色がプロジェクト運営、黄色が NEDO の直接的なマネジメント、灰色が企業の決

める部分です。 

 昨年度に比べて、目標達成度と NEDO マネジメント満足度の説明度が低くなっています。また得

られた成果、期待メリット、プロジェクト運営、企業の対応状況が反映されています。色を付けた数を

言っていますが、ここにあるように技術課題の達成度、スピードアップ、マネジメントの部分が重要

だと考えられます。 

 なおプロジェクト満足度は累積寄与率が 39％で、これで説明度を評価すると 48％でした。「回帰

式を求めるのが目的ではない」と言いつつやりましたが、とても使える状態ではありません。しかし

寄与率に関しては、重要な項目を拾い出すという観点で使えるのではないかと考えています。 

［鈴木委員］ この表の見方は、左端の列が被説明変数ですか。 

［染宮主席研究員］ はい。こちらが目的変数あるいは従属変数です。 

［鈴木委員］ 第 1 要素、第 2 要素等は何ですか。 

［染宮主席研究員］ これはステップワイズの重回帰分析で、ステップ毎に 初に取り上げたもの

を第 1 要素としています。重回帰式の 2 番目に取り上げたのが第 2 要素になります。 
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［小林委員］ 10 ページの図と 8 ページの表の関係がよく分かりません。 

［染宮主席研究員］ 累積寄与率は、このロジスティック回帰式を作った時に R の 2 乗が打ち出さ

れてきますが、ステップ毎にどれだけ増えたかという数字を書いたものです。例えば継続、非継続

の平均値 X1、X2 からの距離を 2 乗して足した総変動のうち何パーセントを説明したかというもので

す。 

 申し訳ありません。累積寄与率は間違いで、ただの寄与率です。一番下の 86％だけが累積寄与

率です。 

［小林委員］ 10 ページは適合率ですね。 

［染宮主席研究員］ 例えば実測の想定上市時期は何番、事業部関与時期は何番という返答の

値を入れて、この回帰式での値を全部計算して、それと回答者の答えの一致割合が予測の適合率

です。 

［小林委員］ 1 番だけで 89％近く行っていますが、2 番以降の変動の幅が大きいと適合率が高

いのですか。 

［染宮主席研究員］ 上に上がれば適合率が高くなります。ところが 2 は寄与率が 13％もあるの

に、1 と 2 を足しても適合率は上がりません。 

［小林委員］ それは何を意味するのですか。 

［染宮主席研究員］ おそらく 2 番、3 番、5 番は何らかの関わりがあって相殺されていて、ここは

冗長性があるのではないかと思います。 

［鈴木委員］ 一般的にこの分野で言う「多重共線性を考慮していない」ということですか。 

［染宮主席研究員］ 多重共線性については二項ロジスティックをやる前に重回帰分析で項目数

を絞り込んでいます。15 個まで絞って二項ロジスティックをやっていますが、絞り込みの過程での重

回帰分析の共線性は、表を見る限り、9 個入った状態で問題はないと判定しています。 

［鈴木委員］ そうだとすれば、冗長性とは何を言おうとしているのですか。 

［染宮主席研究員］ 値が 2 を超えると危ない等いろいろありますが、実際には使うデータによっ

て少しずつ違います。これは 1.5 ぐらいなので、多重共線性はオーケーにしていますが、実際には

その問題はあると思います。 

［鈴木委員］ 冗長性とは「多重共線性が完全には排除されていないだろう」ということですか。 

［染宮主席研究員］ はい。入っているのではないかと思います。 

［鈴木委員］ 分かりました。 

［染宮主席研究員］ 12 ページは去年と似た形でまとめています。左側に書いた実現メリットに対

して、 初に取り上げられた説明変数が第 1 要素です。多いものは第 8 まで行っています。累積寄

与率が書いてありますが、やはり説明度が高くならないという問題があります。累積寄与率が低い

ので、あまり回帰式の問題は挙げないで、ここでは取り上げられた要素でどれだけ説明されている

かについて、共線性と F 検定を通ったものだけを挙げています。 

 結果として、実現メリットと期待メリットがほとんどリンクしています。第 1 要素の紫色で囲った部分
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は、左のシナジーやスピードアップと一致しませんが、その他はだいたい一致しています。やはり期

待メリットが一番実現メリットに関わり、実現メリットのレベルを説明するには期待メリットが一番強く

影響します。 

 赤い波線で囲ったのはプロジェクトのマネジメントに関わる部分です。昨年は非常に少なかったの

ですが、今年はたくさん出ており、目的や目標、情報の共有というマネジメントに関わる重要度が浮

き上がってきたと考えています。 

 黄色は NEDO のマネジメントが直接関わる部分ですが、特に採択審査が随所に出てきて、ここに

関する課題が浮かび上がってきました。やはり期待メリットが実現メリットにかなり大きく影響してい

ます。 

 また採択審査に関しては、6 割の方が採択委員は適正だったと思っていますが、4 割は「よく分か

らない」「不明」と答えています。回答者の 85％がプロジェクト当初からの参加者、15％が途中から

の参加者です。 

 したがって不明の 40％のうち 15％は、後から入ったので分からない部分があるのかもしれません

が、 初にプロジェクトの説明をした人、あるいはそれに関わった人たちが 85％なので、採択審査

の構成に関する問題は真剣に取り上げなければいけないと思います。 

 13 ページは現時点での結果をまとめたものです。昨年度に上書きして書いています。オレンジ色

は平成 23 年度にリストされた項目で、白字で書いたのは今年入ったものです。左下の赤い部分は

期待メリットに当たりますが、リスク分散、シナジー・ネットワーク、プレゼンス、人材育成が加わりま

した。 

 「実現された成果」は実現メリットに当たりますが、ここではプレゼンスが浮き上がってきました。12

ページの実現メリットのプレゼンスに対して、期待メリットのプレゼンスが 14％で、かなり大きな影響

を与えているので、ここにプレゼンスと入れています。 

 継続性の判断の項目は、先程ロジスティック回帰分析の所で説明したものです。そのうちオレンジ

色の部分は、昨年度リストアップされていた項目です。ロジスティック回帰分析については、直に統

計解析に持ち込めずに除いていた分類データを何とか尺度構成して説明できないかと、いまトライ

している 中です。 

 14 ページは結果のまとめです。1 として、継続性に関して実データの 95.6％を説明できる回帰式

が得られました。この中で一番重要なのは想定上市時期です。2 として満足度・達成度に関しては、

全体的に 23 年度よりも累積説明度が下がっていますが、新規に調査票に組み込んだシナジーや

目的の明確さ・共有等が新たに浮かび上がってきました。 

 3 として実現メリットに関する累積説明度は、昨年度と大差がありません。成果に影響する要因で

は、昨年同様に期待メリットが も大きく、次いでプロジェクト運営上の項目、NEDO の直接的アク

ションに係る項目が重要です。すなわち先程のクラスターの結果も併せて、参加企業の 初の意気

込み、プロジェクトの運営、採択審査という項目が極めて重要だと考えられます。 

 4 としてクラスター分析に関しては、昨年度とほとんどグルーピングが変わりません。期待メリット
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の特にダイレクトにやれる部分、直接的、主体的に取り組める部分が非常に重要です。しかし他社

との密接な関係の上で達成される項目群の中に「コスト課題克服」が入っているのは問題ではない

かと考えています。 

 15 ページは今後の予定です。NEDO からもあったように、N 数を稼いで何とか説明度を上げたい

のですが、今年はマネジメントの項目が増えているので、ここについては精度が上げられません。し

たがって N 数を上げる形での精度アップは、ある程度限定的な部分があります。以上です。 

［菊池分科会長］ いかがですか。 

［鈴木委員］ 9 ページの会合頻度や加速資金は 2 択の設問ですね。 

［染宮主席研究員］ 会合頻度は 5 択ですが、あまりに同じような数字が並んでいるので、これで

は無理だろうということで実施の有無の 2 択に変えています。 

［鈴木委員］ 加速資金もそうですか。 

［染宮主席研究員］ こちらは 初から「有り」「無し」です。 

［鈴木委員］ この二つの変数は、結果的に 2 択になっているので、1、2 というコーディングの数

値をそのまま使うと変な話になります。 

［染宮主席研究員］ これは当然 0、1 です。 

［鈴木委員］ 分かりました。重回帰については説明力を上げることを目標にしているのですか。 

［染宮主席研究員］ 重回帰はどう頑張っても、そんなに累積説明度は上がりません。したがって

個々のパーセンテージが他のものの何倍かという感じで重み付けをしています。 

［鈴木委員］ 重回帰の R2 乗を上げるには、変数をどんどん追加していけばいいので、説明力を

上げることを目標にするのは無意味だと思います。どれだけ少ない変数で意味のある説明ができる

かということが重要だと思います。AIC を使う等、その辺はもう少し工夫の余地があるような気がし

ます。 

［染宮主席研究員］ 重回帰に関しては F 検定での有意水準、係数の有意水準、共線性で足切り

をして、この三つをパスしたものを取り上げる形にしていますが、実際には少なくしないと意味があ

りません。 

［鈴木委員］ 事前にいただいた資料を拝見して一番違和感を持ったのがクラスター分析です。ク

ラスター分析は非常に発見的な手法なので正解はありませんが、片流れのデンドログラムになった

のは、私の想像では距離指標か類似度指標に生の数字を使っていることが原因である可能性が

高いと思います。類似度指標に何を使われましたか。 

［染宮主席研究員］ 距離です。 

［鈴木委員］ 距離指標には何を使いましたか。 

［染宮主席研究員］ この数値をそのまま使っています。 

［鈴木委員］ そうするとこの形になりますが、回答数が多い所に引っ張られるので、あまり有用な

情報になりません。 

［染宮主席研究員］ 若干問題がありますが、回答数は全部 100％になっています。 
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［鈴木委員］ 特定の回答肢だけが非常に高いと、そこに吸い寄せられます。この出力を見ると、

たぶん SPSS を使っていると思いますが、基準化された指標を使うと、もっとインフォーマティブな結

果になると思います。また、このデンドログラムでこういうグルーピングをするのはやめた方がいい

です。デンドログラムでグルーピングできるのは、あくまでも同じ距離のものです。 

 同じ距離のものは左右引っくり返しても等値なので、例えば左端の実現メリットが四つぐらいの所

にはみ出しているのは全然意味がありません。公表する前に再検討した方がいいと思います。 

［染宮主席研究員］ ご指摘のとおりです。 

［菊池分科会長］ 他にいかがですか。 

［小林委員］ 13 ページの前年度結果との比較です。オレンジ色は昨年度既に各ブロックで重要

だと評価されたもので、白色は今回新たにリストアップされたものですが、去年なかった項目は「想

定上市時期」だけですか。 

［染宮主席研究員］ 「事業部関与の役職」がありませんでした。 

［小林委員］ 逆に今年度除外されたものは、今年度の分析で寄与度が低かったのですか。 

［染宮主席研究員］ 9 個に絞り込んだ時に、先程のモデルに取り込まれなかったものです。 

［小林委員］ それは寄与度が小さかったという意味ですね。 

［染宮主席研究員］ はい。 

［小林委員］ 今後これを積み重ねていくと、残ったものが各ステップあるいはゲートで必要になる

という理解ですか。 

［染宮主席研究員］ そうです。ただ去年と比べると、今年はナノや部材関係が非常に増えて、バ

イオが大幅に減っています。また分散研の比率が非常に高くなっています。その他出口分野でも、

材料・部材関係が約倍です。その意味で、領域が違うのでそのまま……。 

［小林委員］ 違うので、年度での差は当然あり得るということですか。 

［染宮主席研究員］ そうではないかと思います。 

［小林委員］ 分かりました。 

［菊池分科会長］ 他にいかがですか。 

［渡辺委員］ プロジェクトのステージにかなり依存するのではないかということで、研究ステージ、

実用化ステージ、実証ステージで、研究ステージのものを対象に評価するのはいいですね。ただ日

鉄技術情報センターの資料の 19 ページにあるように、分野によって構成が少し違います。2 社しか

入っていないプロジェクトも数十社が入っているものもあって、その辺の差があるように思われま

す。 

 十把一絡げにして傾向を見ようとするとかなり難しいので、そこを分けなければいけないと思いま

す。その上で「こういう状況にあるものは、こういう特性がある」という説明の方が、結果として分かり

やすいと思います。 

［染宮主席研究員］ そのとおりだと思います。実は昨年もトライしましたが、N 数が減ってしまって

同じようなことができませんでした。今年は N 数が増えている部分があるので、そこは是非やってみ
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るつもりです。先程飛ばしてしまいましたが、15 ページの「今後の予定」の 6 番の統合解析で層別を

していこうと考えています。 

［渡辺委員］ それをやると、たぶん分かりやすいと思います。 

［菊池分科会長］ 2 回目の会合に向けて、先生方から方向性についていかがですか。前回は統

計的な解析が使えそうな雰囲気があったので、やってみることになりましたが、鈴木先生が指摘さ

れたクラスターは恣意的な所もあるので別にして、重回帰あたりで、統計的にある程度信頼できる

何らかのファクターが出てくればと思います。去年のデータも一緒に使えますか。 

［染宮主席研究員］ 特に期待メリット、実現メリットの部分は、分布を調べた限りは使えます。 

［菊池分科会長］ アカデミックにパーフェクトにやるのではなくて、もう少し実務的に「このファクタ

ーは効いている」「ここは企業側に任せるしかない」「NEDO のプロジェクト作り込みの時に審査の

段階で情報として与えられる」「少し定型的にウォッチングすればいい」「計画の中でこの数字はあ

る程度明確にしておいた方がいい」「事業部はあまり関わらない方がいい」と、ターゲットをきちんと

するといいですね。 終的に責任が出てくるのでたやすく判断できませんが、想定上市時期がはっ

きりしているなら、我々が選択できるシナリオとして、内部的にも組織としてしっかりさせて、まずここ

で結果を出すということです。 

［鈴木委員］ サーベイの回答から入れる変数は多くても三つか四つにして、あとは例えば集中研

か分散研か、産学連携の有無という説明変数を加えるといいと思います。これだけで八十何パーセ

ント継続・非継続が説明できるというのは、逆に信用できない感じがします。 

［菊池分科会長］ 鈴木先生のおっしゃることはよく分かります。金額の大小、補助率、分散研か集

中研か、キーパーソンの有り無し等、いろいろなファクターがあるのは確かです。それがマネジメント

のファクターとして効くかどうかで、これで全体を90％説明したというより、一つひとつのファクターが

ある程度信頼性を持って効いているかどうかを知りたいと思います。 

［染宮主席研究員］ 去年は、ロジスティックをいろいろやってもここまで行かなかったので、これは

24 年度のデータの特徴ではないかと思います。Q23 の現有事業と周辺事業で 8 割というのは、あ

る程度先が見えているので、去年とは随分違う感じがします。 

［菊池分科会長］ 去年と今年のデータがある程度使えるなら、鈴木先生が言われたように外から

入れるデータも結構あるので、それを加味してベースを押さえれば、かなりいいパラメーターが得ら

れる可能性があるかもしれません。 

［染宮主席研究員］ いま先程の現有事業の強化、周辺事業の項目を何とか入れたいと試みてい

ます。 

［山下主研］ これは累積寄与率が全体的に低いですね。 

［染宮主席研究員］ 重回帰分析は、ここでは 1、2、3 という数字が出てこないといけませんが、

3.3、3.5 という数字が予測値として出てしまいます。 

［山下主研］ NEDO としては期待メリットの所はいじれないですね。 

［染宮主席研究員］ 逆に言うと、期待メリットの部分をクリアにするということだと思います。 
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［山下主研］ それ以外の数字が小さいので「ここを上げるマネジメントをきちんとやれ」ということ

を示唆していると言えますね。そうすると累積説明度は上がります。 

［染宮主席研究員］ それは判断の話だと思います。 

［渡辺委員］ 日鉄の評価で、予算規模等、角度別に切り口をきちんと決めて傾向を見て、その傾

向を知った上で分析して「この傾向の時にはこの三つが影響する」「ケース毎に非常に強い影響を

及ぼすものが出てくる」ということがはっきりすれば、非常に大きな一つの成果だと思います。それ

をやった上で、もっと良くする時にどういうマネジメントや進め方をすべきなのかということがあると思

います。 

［菊池分科会長］ 金額も大きなコントロール変数で、プロジェクトフォーメーションのスタイルも、あ

る程度審査基準に引っかかってくるのであればファクターになります。ですから前もって想定できる

事前のファクターで、且つコントロールファクターとなりそうなものはどうしても欲しいですね。 

［鈴木委員］ 去年は想定上市時期のデータを取っていないと言われましたが、この結果を見ると

想定上市時期が被説明変数でもおかしくない、すなわち想定上市時期はプロジェクト継続の自己説

明変数になっているようなので、あまり使わなくてもいいような気がします。 

［染宮主席研究員］ ただ今回は、想定上市時期で実際に答えの 8 割が説明できています。 

［鈴木委員］ それは被説明変数では、継続か非継続かというのと、ほとんど同じ意味ですね。 

［染宮主席研究員］ 逆に言うと、プロジェクトが終わった時点で想定上市時期も考えられない状

態であれば前に行かないということも言えます。 

［鈴木委員］ だから、その変数を今年のデータから落としてしまって、去年のデータと共通するも

のを使い、サンプル数を増やすということです。 

［染宮主席研究員］ 分かりました。一つの考え方ですね。 

［山下主研］ 採択審査委員会のデータが説明変数の変な所に出ていますね。だから絞るというよ

りは、あまり影響がないように思います。 

［染宮主席研究員］ ここは議論のある所だと思います。 

［山下主研］ 審査方法に問題があるということですか。 

［菊池分科会長］ 早計に判断する必要はないと思います。なぜかというと一番重要な所で、ここ

が一つの関門になっているからです。そこにどういうインフォメーションがあって、どういう判断をした

かというと、何もしていない訳ではなくて、いろいろなことをやっています。そこを通ってきているので、

その判断のファクターは大きいと思います。 

［山下主研］ 例えば技術課題の克服等が出てくればいいのですが、それがないですね。 

［菊池分科会長］ その意味では、統計的な信頼性をもう少し確保してから議論した方がいいとい

う感じがします。 

［渡辺委員］ これは採択審査委員会を通った人に聞いていますが、採択審査委員会がどういう

影響を及ぼしたかは、採択者に聞いても意味がないような気がします。そもそも聞く内容ではなくて

参考程度に聞くものですから、それを点数化してここに載せること自体、意味はどうなのだろうと思
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います。 

［染宮主席研究員］ 今回は「アンケートで出てきたもので、使えるものは全部 1 回使ってみる。何

が重要かよく分からない。データがピックアップされるのは何か」という観点でやっています。 

［菊池分科会長］ トコロテンみたいに「ザッと出て行きました」というのはまずくて、そこにはゲート

があります。そのゲートで、我々が本当にいいシステムとしてワークしているならば改善する必要は

ありませんが、何かあるならば改善した方がいいと思います。 

 それが企業側にあるなら、企業の選定の所から問題があるだろうし、そういう意味ではアンケート

の限界はありますが、何とか調べていきたいというのが、ここの委員会の大きなターゲットです。 

［染宮主席研究員］ 12 個の項目で、6 個で値は小さくても出てくるのは、字面上をそのまま考え

るかどうかは別として、やはり無視はできません。 

［菊池分科会長］ 次回はその辺もウォッチしていただきたいと思います。またサンプル数を増やし

た方がいいので、箇条書きで結構ですので、制約を取り払ったレベルで「こういう分析をしたらどう

か」「こういうファクターを入れたらどうか」と、各委員から提案していただけると助かります。 

 時間もかなり押してきたので、（3）の「短期的アウトカムの公開について」に進みます。単なる広報

だけでなく、出来上がった成果をアウトリーチさせることを含めて開示すると同時に、そこから新たな

情報の連携が出来上がればと思ってやっていますが、ここについて説明をよろしくお願いします。 

［吉田主任］ それでは短期的アウトカムの公開について説明させていただきます。まず短期的ア

ウトカムとは何かということです。NEDO では追跡調査を 5 年間実施して、プロジェクト終了後 6 年

目に、「現在 A 社はこういう製品を売り出して、いくら売り上げがある」「B 社は研究開発を中止した」

というように、プロジェクトがどうであったかを、プロジェクト毎に短期的アウトカムとして取りまとめて

きました。このような情報は、各社が現在携わっている研究開発や今後の戦略面に関わる部分が

多々含まれているので、非公開としていました。 

 しかし、プロジェクトから出た成果は、何らかの形でしっかりと PR しなければいけません。現時点

では、上市・製品化した事例と、実用化ドキュメントとして、研究開発者に視点を当ててドキュメンタ

リーチックに取材をしたものを公開していました。 

 但し昨今の状況を考えると、良かったものだけではなく、悪かったものも含めて終了したプロジェク

トが現在どうなっているのかを公開する必要があります。そこで、今年度から短期的アウトカムを公

開するということで、まずは昨年度調査をした平成 17 年度終了プロジェクトについて、現在、ホーム

ページでの公開を着々と進めております。 

 資料 7 に「短期的アウトカムの公開について」という一覧があります。これが昨年度の追跡調査で

把握した 55 プロジェクトのリストです。公開の形については、ホッチキス止めの後ろに 1 枚紙があり

ます。これは NEDO のホームページを印刷したものです。 

 NEDO のホームページでは、各プロジェクトの概要を書いたページを掲載していますが、いまどう

いう作業をしているかというと、個々のプロジェクト概要のページのすぐ下で、「短期的アウトカム概

要」として 5 年間の追跡調査により把握した状況を簡単に紹介しています。その下にはプロジェクト
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の参画機関、具体的に上市・製品化したものを示して、 後に「追跡対象企業のプロジェクト終了後

6 年目のステージ状況」として、例えばこのページでは、上市が 3 社、製品化が 3 社、研究・開発を

継続しているのが 1 社、中止・中断が 1 社という形で見えるようにしています。 

 さらに、上市・製品化したものについては、例えば「ハイブリッド型太陽電池（カネカ）実用化ドキュ

メント」と書いてありますが、ここをクリックすると、現在、NEDO のホームページ上で公開している

実用化ドキュメントのページに飛びます。「実用化ドキュメント」と書いていないものについては、既

に公開している上市・製品化事例集のページに飛びます。こういう形でプロジェクト全体の現在の姿

を見せていきます。 

 現在、55 プロジェクトのうち 20 プロジェクトが既に公開されています。残り 35 プロジェクトについて

は、ホームページへのアップの準備を順次進めているという状況です。私からは以上です。 

［菊池分科会長］ まずはここから始めようと、ご意見をいただきながら少し前に進めていますが、

何かお気づきの点があればお願いします。失敗した事例は皆さん嫌がるのですが、ある程度売り

上げが立っているものは「是非」ということで、技術的な情報、売り上げ情報、その後の展開等があ

ります。 

［小林委員］ 細かいことですが、教えていただきたいと思います。太陽光発電システムで上市 3

件、製品化 3 件とありますが、上市と製品化の定義は何でしょうか。 

［吉田主任］ 市場での取引、金銭的なやり取りが開始されているものが上市です。 

［小林委員］ ここで言うと、アモルファスシリコン製膜技術やシリコン製造技術は製品化ですか。 

［吉田主任］ ここでは上市も製品化も一緒に表しています。上市と製品化を明確には分けており

ません。 

［小林委員］ まだマーケットに出ていないものは「製品化」ですね。 

［吉田主任］ はい。 

［菊池分科会長］ 追跡の報告の所では、かなり細かく分かれていますが、ホームページではやや

オブラートに包まざるを得なくなります。 

［藤野委員］ 詳細説明は、例えばカネカや富士電機システムズが責任を持ってドキュメントを作る

という考え方ですね。 

［吉田主任］ そうです。 

［藤野委員］ 例えばドキュメント作成のマニュアルやスケルトンは提供するのですか。それは企業

に任せるのですか。 

［吉田主任］ 実用化ドキュメントについては、PR すべき成果を毎年 15 テーマぐらい評価部でピッ

クアップして、公開を前提にあらためて取材に行っています。取材テーマ、項目は NEDO で決めて

交渉します。また、上市・製品化事例集は、事業者の了解を取った上で公開しています。 

［渡辺委員］ 非常に良い取り組みだと思います。例えば太陽光の参画機関の中には、上市・製品

化まで行っていない企業もありますが、それは紹介しないで成果が出た所を中心にするというイメ

ージですか。 
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［吉田主任］ そうです。 

［渡辺委員］ その方がいいですね。 

［竹下部長］ これを見ると分かってしまいますが。 

［渡辺委員］ それはそれでいいと思います。 

［鈴木委員］ 提案です。例えば太陽光なら固定価格買取制度等、この技術に関連する需要側の

政策も併せて紹介するリンクを張るといいと思います。 

［菊池分科会長］ 市場の動向は大きなファクターになので、そこはインフォメーションとして入れる

といいかもしれません。 

［大津山委員］ 身も蓋もない言い方で恐縮ですが、これは誰が見るのですか。やはり企業の IR

的発想になってしまいますね。それに全体的なアウトカムとして NEDO が貢献したかということです

が、逆に言うと IR 的な発想は企業に任せて、もう少し NEDO の視点で書いてもいいような気がし

ます。 

 これは企業が良ければどんどんやってくださいという話で、それに対してNEDOがどう貢献したか

を書いた方がいいと思います。 

［竹下部長］ 短期的アウトカムの概要の文章が、そうなっていないのですね。 

［大津山委員］ 中を細かく読んでいる訳ではありませんが、「単純に企業の IR への貢献はあまり

……」ということです。 

［竹下部長］ どういうコア技術を開発して、どういう支援をしたかを、もう少し書くことが今年のポイ

ントで、そこは重点的にやりたいと思っています。これは、とりあえずあるデータだけでまとめたもの

です。 

［菊池分科会長］ ロードマップとのリンクはできますか。 

［山下主研］ 毎年変わってしまいますが、それはできます。 

［吉田主任］ リンクを貼ればいいだけです。 

［菊池分科会長］ 確かにユーザーを考えると、どういう人たちが見たいかという所がありますね。 

［藤野委員］ 個人的には「先端技術の重点分野を何でも公表してしまうこと自体が本当にいいの

か。大津山さんが言われたように、NEDO として説明責任を負うべき部分について 低限の所をき

ちんとやる方がいいのではないか」という思いがあります。 

［大津山委員］ 企業は嫌がるでしょうが、少なくとも NEDO としての戦略的な位置付けや、良か

った点、悪かった点ですね。 

［菊池分科会長］ 評価報告書の点数を入れたら、みんな気が狂ってしまうかもしれません。 

［大津山委員］ でも国プロでやった成果、広く社会的な産業貢献という意味では、多少そこから導

き出される成功要因やもう少し改善した方がいい点、良かった点、悪かった点を発信できると、日本

全体としての研究開発や事業化への貢献ができるような気がします。 

［菊池分科会長］ 他にサジェスチョンはありますか。よろしいですか。今日は追跡評価に入る事前

調査の段階で得られた全体像について時間を取りました。よろしければオブザーバーの藤原さんか
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ら、課題でもコメントでも結構ですのでお願いします。 

［藤原課長（オブザーバー）］  

今日は大変ありがとうございました。プロジェクトの継続、非継続の判断要素として、私どもの想像

以上にいろいろなものがあって、皆様の中で大変精緻な分析をされていることがよく分かりました。 

 厳しい予算の中で、プロジェクトに係る予算ついてはメリハリの利いたものにしなければいけませ

ん。これはプロジェクトを作る時もそうですし、継続させるかどうかを決める時もそうです。 

 当然終わった後も、今日皆さんにやっていただいているような追跡調査評価できちんと見ていか

なければいけないので、NEDO 評価部がやっている試みが大変重要であると常日頃から思ってい

ます。 

 私どもは実用化に焦点を当てざるを得ないので、皆さんほどの精緻なものではありませんが、今

年の春から夏にかけて評価部の皆さんと協力してデータを少し整理しています。 後の議題で短期

的なアウトカムの話がありましたが、それに近い政策目的とお考えいただければいいと思います。

国のプロジェクトに参加している多くの企業の中で、この間に実績を出している所と出していない所

があります。 

 この情報を経産省や NEDO の内部資料として、きちんと把握した上で実績重視のフォーメーショ

ンを考えなければいけないという問題意識を持っています。 

 私どもは大変初期的な分析ですが、実は分野横断的にプロジェクトを見たのは初めてです。こう

いう視点で政策を見直して、再構築した上で評価したいと思っています。皆様方の問題意識にも一

つ加えていただいた上で、こういった評価の取り組みは大変重要だと思っているので、引き続き委

員の方々、あるいは NEDO の評価部に頑張っていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いい

たします。 

［菊池分科会長］ ありがとうございます。長年委員をやっていた方々は、 初から見ていますが、

各企業にタグを付けるのは、なかなか難しい所があります。ただ、いろいろな企業がありますし、日

本の底上げをしなければいけないのは事実です。 

 それから今日は出ませんでしたが、2 回目、3 回目では、技術的な球を本当に仕込めるのかという

問題も個別のアンケート、ヒアリング調査の所で出てくると思います。そこも含めて、何らかの示唆

ができるような議論を進めたいと思います。次回の予定はどうしましょうか。 

（日程調整） 

［菊池分科会長］ 次回の予定に関しては、またご回答願うという形にしたいと思います。では竹下

部長に締めていただければと思います。 

［竹下部長］ 今年は新たな試みとして短期的アウトカムをしっかり公表していきたいと、昨年度の

短期的アウトカムを非公開の部分について 1 プロジェクトを 2 枚にまとめて、売り上げ等を含めて役

員会議や運営会議で報告した所、できるだけ出すようにという方針になり、企業の営業活動に影響

を与えない範囲で出し始めています。 

 今日出したものは、とりあえず手元にある資料をまとめただけなので、まだ非常にプリミティブです
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が、今年 18 年度終了プロジェクトをまとめる中で、しっかり書き込むことを重点的にやりたいと思い

ます。 

 アカウンタビリティーの点は今のとおりですが、もう一つはマネジメントです。NEDOのマネジメント

機能強化が内外から求められているので、追跡調査でも何らかの貢献をしていきたいと考えていま

す。 

 従来からやっているケーススタディも今年はしっかりやりたいと思います。去年は「どういうフォーメ

ーションは集中研を組むと成果が出るか」という観点で三つほどまとめています。今年はどういう観

点でケーススタディをやろうかと考えている所ですが、NEDO のフォーメーションの上で重要な観点

をピックアップして、ヒアリングをしてまとめて、それを NEDO の中で共有していきたいと思います。 

 NEDO の追跡調査の結果を基にマネジメントを見直していこうという雰囲気も出てきて、各部で 6

～7 月にかけて説明会をした所、結構集まりも良くなっています。良いケーススタディやデータが出

始めていることもあるのかもしれません。プロジェクトは多岐にわたるので、普遍化した教訓は出し

づらいのですが、過去の事例から学ぶことを、今年もしっかりやりたいと思います。是非ご指導をお

願いいたします。 

［菊池分科会長］ 今日はあまり議論しませんでしたが、日野さんのお話の中で「自分たちのポジ

ショニングを知らない企業がある」ということがありました。オンリーワンなのかナンバーワンなのか

というレベルでも構いませんが、自分たちが分からないままに税金を使っているのもよく分かりませ

ん。 

 結果として自分たちの位置が分かれば、それは勉強になりますが、非常にハイコストな感じがしま

す。自分たちの立ち位置が見えないのであれば、NEDO がサポートして見えるようにするということ

もあると思います。蛇足かもしれませんが、次回の委員会で議論したいと思います。 

 今日は長時間ありがとうございました。それでは第 25 回「追跡調査・評価」分科会の第 1 回委員

会を終わります。 

 


