
 

 

 

 

地域イノベーション創出総合支援事業 

（重点地域研究開発推進プログラム） 

地域ニーズ即応型 

追跡調査報告書 
 

平成 21 年度終了課題 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 23 年 2 月 

独立行政法人 科学技術振興機構 

イノベーション推進本部 産学連携展開部 
 





 

目次 
 

第１章 調査概要 ............................................................................................................ 1 

１－１ 調査の背景・目的.............................................................................................................1 

１－２ 調査実施要領.....................................................................................................................1 

第２章 企業調査 ............................................................................................................ 4 

２－１ 企業ニーズの解決状況.....................................................................................................4 

２－２ 企業化状況 ........................................................................................................................7 

２－３ 研究活動の継続・発展状況...........................................................................................10 

２－４ 研究が直面した課題と克服状況...................................................................................15 

２－５ 企業からみた地域ニーズ即応型の効果と課題...........................................................19 

第３章 研究者調査 ...................................................................................................... 25 

３－１ 企業ニーズの解決状況...................................................................................................25 

３－２ 研究活動の継続・発展状況...........................................................................................28 

３－３ 研究が直面した課題と克服状況...................................................................................33 

３－４ 研究者からみた地域ニーズ即応型の効果と課題.......................................................38 

第４章 調整役プロジェクトコーディネータ調査 .................................................. 43 

４－１ 企業ニーズの解決状況...................................................................................................43 

４－２ 研究が直面した課題と克服状況...................................................................................46 

４－３ 案件のフォローアップ状況...........................................................................................50 

４－４ コーディネータからみた地域ニーズ即応型の効果と課題 .......................................52 

第５章 地域ニーズ即応型後の研究開発の発展状況【総括】 .............................. 60 

５－１ 研究開発活動...................................................................................................................60 

５－２ 創出成果 ..........................................................................................................................65 

５－３ 波及効果 ..........................................................................................................................71 

５－４ 総合評価 ..........................................................................................................................73 

 

 

 



資料編 ............................................................................................................................ 75 

資料１ 追跡調査票（企業用）.................................................................................................76 

資料２ 追跡調査票（研究者用）.............................................................................................86 

資料３ 追跡調査票（調整役プロジェクトコーディネータ用） .........................................94 

 

本調査は、独立行政法人科学技術振興機構の委託により、 

株式会社リベルタス・コンサルティングが実施したものである。 



 1

第１章 調査概要 

本章では、地域イノベーション創出総合支援事業（重点地域研究開発推進プログラム）

地域ニーズ即応型の追跡調査について、その目的や視点、調査方法等、実施内容を明確に

する。 

 

１－１ 調査の背景・目的 

独立行政法人科学技術振興機構（以下、「JST」）は、全国 16 箇所の JST イノベーション

プラザ（以下、「プラザ」）及び JST イノベーションサテライト（以下、「サテライト」）を

拠点として、地域イノベーション創出総合支援事業（重点地域研究開発推進プログラム）

の 4 つの支援プログラム（シーズ発掘試験、育成研究、研究開発資源活用型、地域ニーズ

即応型）により、地域における企業化1に向けた研究開発を支援している。 

地域ニーズ即応型（以下、「本事業」）は、地域の中堅中小企業がもつニーズ（技術的課

題）に対し、大学・公設試・高専等のシーズをマッチングさせて、課題を解決することに

主眼をおいたニーズオリエンテッド型の制度であり、地域の公設試験研究機関等がプロ

ジェクト運営の調整役として研究開発を推進する。研究開発期間は 1～2 年間、研究費は上

限 500 万円/年である。 

本追跡調査は、平成 21 年度に終了した課題が 1 年を経過することから、本事業終了後

の状況、今後の見通し、成果等を把握することを目的とする。 

 

１－２ 調査実施要領 

平成 20 年度、平成 21 年度に採択し、平成 21 年度に終了した課題について、それらの課

題に参加した企業（に所属する研究開発担当者）、研究者、調整役プロジェクトコーディネー

タを対象に、下記の要領で追跡調査を実施した。 

 

調査実施要領 

■ 調査目的：下記事項に関する採択課題の全体動向に関する定量分析 

 研究開発終了後の発展状況、今後の見通しの把握 

 成果の把握 

■ 調査方法：アンケート調査（電子メールによる発送・督促・回収方式） 
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■ 調査対象：180 課題（平成 20 年度第 1 期採択：54 課題、平成 20 年度第 2 期採択：70

課題、平成 21 年度採択：56 課題）に参画する 616 名2（内訳は下記） 

 企業 200 名 

 研究者（学官）262 名 

 調整役プロジェクトコーディネータ 154 名 

■ 調査期間：平成 23 年 9 月 26 日～11 月 18 日 

■ 回 収 数：回収数 530 件（回収率 86.4％） 

図表 １-1 追跡調査の回収率 

調査対象者 対象数 回収数 回収率 

企業 200 167 83.5％ 
研究者 262 225 85.9％ 
調整役プロジェクト 
コーディネータ 

154 138 89.6％ 

計 616 530 86.4％ 

 

■ 調査項目：下記分野に関する項目を設定（詳細は、図表 1‐2 参照） 

 属性情報 

 企業ニーズ解決への本事業の貢献度合い及び成果 

 企業化状況（商品化、ライセンス化状況等） 

 研究活動の継続・拡大状況（本事業終了後の発展状況、今後の見通し等） 

 研究開発が直面した課題（課題克服状況・要因等） 

 本事業の効果（人材育成効果、フォローアップ状況、事業の課題等） 

                                                                                                                                                     
1 企業化とは、「製品化・商品化」、「ライセンス化」または「ベンチャー設立」のこと。 
2 複数課題に重複して参画する企業担当者、研究者、コーディネータがいるため、これらの重複を除く。

また、連絡先不明、退官等により、回答不能となった方も除く。 
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図表 １-2 追跡調査項目 

企業 研究者
調整役

プロジェクト

コーディネータ

属性情報 回答者情報（氏名、所属・役職、連絡先、課題名等） ○ ○ ○

企業ニーズの解決状況 ○ ○ ○

企業ニーズを解決した経緯・要因 ○ ○ ○

企業ニーズを解決できなかった理由 ○ ○ ○

本事業が経済活動に及ぼした効果 ○

商品化状況 ○

ライセンス化状況 ○

本事業終了後の研究開発継続状況 ○ ○

研究実施体制 ○ ○

研究資金獲得状況 ○ ○

研究開発・企業化状況の概要 ○ ○

本事業に関する成果（論文、発表、メディア取材、特許等） ○ ○

研究開発が直
面した課題

研究開発が直面した課題、課題の克服状況、課題克服の経緯 ○ ○ ○

本事業により生じた変化 ○ ○ ○

本事業が研究活動・コーディネート活動へ及ぼした効果 ○ ○

本事業の有効性の評価 ○ ○ ○

本事業前後におけるプラザ／サテライトの認知状況 ○ ○ ○

コーディネーターの必要性 ○

本事業終了後のフォローアップ状況 ○

本事業の課題・改善点 ○ ○ ○

企業ニーズ
解決への
本事業の
貢献度合い
及び成果

本事業の
効果

調査対象

分野 調査項目

研究活動の継
続・拡大状況

企業化状況

 

 

 



 4

第２章 企業調査 

本章では、本事業に参加した企業の研究開発担当者を対象とした追跡調査結果により、

本事業に関する企業ニーズの解決状況、企業化状況、研究活動の継続・拡大状況、研究開

発が直面した課題と克服状況、本事業の効果と課題についてまとめる。 

 

２－１ 企業ニーズの解決状況 

 本事業の活用による、企業ニーズの解決状況、企業ニーズ解決の経緯・要因、企業ニー

ズ未解決の理由を分析する。 

 

２－１－１ 企業ニーズの解決状況 

 本事業の活用により、企業ニーズが解決したかについては、「ほぼ解決した」（13.2％）、

「かなり解決した」（54.5％）の和は 67.7％となっており、参加企業の約 2/3 が、本事業が

ニーズ解決に貢献したと回答をしている。一方、「あまり解決しなかった」（29.9％）、「ほ

とんど解決しなかった」（2.4％）の和は 32.3％となっている。 

図表 ２-1 企業ニーズの解決状況（n=167） 

ほぼ解決した

13.2%

かなり解決した

54.5%

あまり解決しな

かった

29.9%

ほとんど解決しな

かった

2.4%
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２－１－２ 企業ニーズ解決の経緯・要因 

 本事業により企業ニーズが解決したとする回答者（前ページ図表 2－1 において「ほぼ解

決した」、「かなり解決した」と回答した方）に、その経緯と要因をたずねた。その結果、

「技術的な問題点の明確化、解決法の確立」という技術課題の克服を挙げる回答や、「産学

官連携によるブレークスルー」、「ニーズとシーズのマッチングの的確さ」、「学官のパート

ナーの能力の高さ」という連携による恩恵を指摘する回答が多くなっている。 

図表 ２-2 企業ニーズ解決の経緯・要因（抜粋） 

分類 回答内容 

技術的な問題

点の明確化、解

決法の確立 

 公設試と連携して、試作・評価・開発を進めたことにより、初期に課題と

された部分をかなり解決することができた。 
 本事業により、閉鎖系細胞培養用デバイスの設計・試作・評価までの一連

の研究開発を実施することができ、実用化の可能性を示すことができたと

ともに、商品化に向けた課題もはっきりさせることができ、ニーズの解決

に役立てることができた。 
 繊維形状や材質、繊維への加工方法により、素材の油吸着性能の相違や評価

方法を知ることができ、今後の製品化における基礎データが収集できた。 
 改良型の発酵装置を試作し、これまでの実験条件を詳細に検討した結果、

セサミノール配糖体の発酵において、その工業化の方法としての選択肢が

明確になった。 

産学官連携に

よるブレーク

スルー 

 共同研究による試行錯誤の結果、従来にない新技術が得られた。 
 研究機関との連携がうまく進み、製品化でき、売上実績を残せた。 
 当事業を通じ、公設試の有する生物処理技術を適用することで、当膜の能力

や可能性が明確になり、当膜や膜を用いた商品の販売促進につながった。 
 共同研究機関との緊密な連携により、大白ダイズの優良系統を用いて、味の

よい、おからの出ない、独特な食感の機能性に富む豆腐を開発した。 

ニーズとシー

ズのマッチン

グの的確さ 

 弊社のニーズが工業技術センターの技術シーズとマッチしていたため。 
 企業ニーズを解決するため、弊社でのシリコーンを用いた医療機器製造販

売の専門加工に対し、公設試の持つ日本の織物技術の幅広い知恵（シーズ）

を生かし、課題を解決することができた。 
 県公設試の保有する技術（ポリ乳酸の結晶化による耐熱性の向上）が、弊

社ニーズにマッチしていた。 
 公設試の持つ摩擦攪拌溶接の重ね合せ・突合せ溶接における技術蓄積を、

当社業界で多用されている角継手溶接へ応用することで、実用化に向けた

基礎技術の開発に成果が得られたと思う。 

学官のパート

ナーの 
能力の高さ 

 事業活用により、共同研究機関との連携がスムーズに遂行され、専門的知

識についても的確等バイスを頂くことができたことで、試作品完成までた

どりついたと判断している。 
 共同研究を行った大学と公設試の有する知見が大いに役立った。特に産学

官の三者が研究経過を交流する推進会議において、問題解決のための有意

義な意見交換を行ったのが有効に機能した。 
 弊社では従来から硬質粒子を複合分散するめっき皮膜を量産していたが、

平均粒子径 0.8µm 程度のものでシングルナノオーダーの粒子を複合分散

する手法を持ち合わせていなかった。今回、大学のシーズを基に、その手

法を再現することができた。 
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２－１－３ 企業ニーズ未解決の理由 

 また、本事業によっても企業ニーズが解決できていないとする回答者（4 ページ図表 2

－1 において「あまり解決しなかった」、「ほとんど解決しなかった」と回答した方）に、

その経緯と要因をたずねた。その結果、「技術的な課題の未解消」や「実用化に向けた応用

力不足」等の技術的要因を挙げる意見が多くみられた。また、「事業性の不足、価格面での

課題」、「資金面、人員体制等のリソース不足」等の事業経営面での課題を挙げる意見や、

「研究開発期間の不足」等の時間的な課題を挙げる意見も比較的多くみられた。 

図表 ２-3 企業ニーズ未解決の理由（抜粋） 

分類 回答内容 

技術的な課題

の未解消 

 当初目的とした検出項目に加えて、さらに目的が加わり、検討を十分にで

きなかった。 
 茎葉付着ネットの堆積場等から回収した残渣より得た微生物群を茎粉砕

物に接種、継代培養することで、茎の主成分であるセルロース分解能の高

い微生物群を選抜することができた。しかし、微生物群の能力を十分に高

めることができず、技術的課題を残すとともに、商品化には至らなかった。

 タングステン内部に溶融金属を封入することには成功したものの、実際の

ランプでの評価を行なったところ、早期に破損してしまう問題が解決でき

なかったため。 
実用化に向け

た応用力不足 
（小型化、低コ

スト化、量産

等） 

 精度、加工方法ではある程度の成果があったが、試作・開発段階での活用は

できても量産対応には問題があった。 
 技術的な課題は解決できたが、コスト面で先行技術より高コストになる。 
 加工時間が非常に長い為 大量生産には不向きであることが判明した（特性

面は満足できるが）。 

事業性の不足、

価格面での課

題 

 市場が狭く限定的である。 
 原材料コストが高くなり、製品の価格アップのため販売会社との交渉が進

展しなかった。 
 商品開発後の展示会等でも評価はよかったが、価格的に高い製品ということ

と、販路開拓のノウハウがないということで実績ができていない。 

資金面、人員体

制等のリソー

ス不足 

 補助金額が極めて少額で、かつ研究期間も短い。 
 人員体制及び資金的な問題もあり、その後の研究・開発が進んでいないた

め。 
 技術者の退職により、その後の研究が中断。 

研究開発期間

の不足 

 研究期間が短すぎた。 
 研究成果は興味深いものであったが、関連の対策技術の中で、 も本質的

なプロセスの変更を伴うものでもあり、より長期スパンの取り組みが必要

であると判断した。 
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２－２ 企業化状況 

 本事業の成果を基にした企業化状況について、本事業が企業の経済活動に及ぼした影響、

商品・サービス等の創出状況という観点から分析した。 

 

２－２－１ 経済活動に及ぼした影響 

 本事業の活用により、どのような経済活動に結び付いたかについては、約 6 割が「新商

品・サービスの開発（試作品等を含む）」（61.1％）としており、次いで「既存製品・サー

ビスの改良・高付加価値化」（26.5％）、「既存製品の生産コスト削減、既存サービスの提供

コスト削減」（13.3％）となっている。 

 また、「その他」の回答内容としては、商品開発のためのデータ蓄積、大学や公的機関と

のネットワーク形成、民間企業や国・自治体からの引き合いの増加、実験に必要な機材・

消耗品の調達等が挙げられている。 

図表 ２-4 どのような経済活動に結び付いたか（複数回答、n=113） 

13.3%

26.5%

61.1%

9.7%

11.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

既存製品の生産コスト削減、既存サービスの

提供コスト削減

既存製品・サービスの改良・高付加価値化

新商品・サービスの開発（試作品等を含む）

その他

特になし

 
 

２－２－２ 商品・サービス等の創出状況 

(１)商品・サービス化状況 

 本事業の成果を基にした商品・サービス等の創出の有無については、「ある」との回答が

43 件となっている。追跡調査への回答数は 167 件であるため、商品・サービス化率は 25.7％

である。 
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(２)ライセンス化状況 

 本事業の成果を基にしたライセンス契約の有無については、「ある」との回答が 1 件と

なっている。追跡調査への回答数は 167 件であるため、ライセンス化率は 0.6％である。 

 

 上記の商品・サービス化、ライセンス化の事例を次ページ図表 2－5 に示す。これらの状

況から、本事業の成果を基にした企業化状況としては、一定の成果が上がっていると言え

る。 
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図表 ２-5 本事業の成果を基にした商品・サービス、ライセンス契約事例（売上高累計 300 万円以上） 

No. 商品等の名称 商品等の概要 
発売開始 
年月 

売上高累計 
（千円） 

1 ラインアート シャルマン 掛けていることを忘れるような軽い感じの掛けここちのメガネフレーム 平成 20 年 4 月 3,004,000 

2 カットバン 
世の中ではハイドロコロイド型救急絆創膏（創傷被覆材）と呼ばれ、OTC 向け国産として、
初めて世に出すことができた。傷口に貼ると、滲出液を吸収し、傷を湿潤に保ち、痛みを
抑え、早く綺麗に治す製品。 

平成 22年 10月 60,000 

3 
簡易土壌養分分析システム「ス
キャナライザー」 

土壌中のカルシウム、マグネシウム、カリウム、リン、硝酸態窒素を測定。 平成 21年 10月 41,000 

4 
「宮崎マンゴーラガー」「宮崎
フルーツラガー3 本セット」 

宮崎県のフルーツを原材料に利用した発泡酒で、マンゴー・きんかん・日向夏の 3 種類。
このうちマンゴーラガーに宮崎県産マンゴーから採取したマンゴー酵母を利用。 

平成 22 年 5 月 23,000 

5 w600 幅広マグネシウム合金板 シート材で、腐食犠牲材用、リフローパレット用等の用途。 平成 22 年 5 月 19,060 

6 
ローラーギヤ減速機構（5 軸加工
用テーブルに必要な基礎機構） 

マシニングセンターに使用される回転機構にローラーギヤ減速機構を使用（一般的にはウ
オーム減速かダイレクトモーター）。 

－ 10,000 

7 
HOTAL－10A 近赤外波長切換光
源及びシステム 

目には見えない構造や異常を画像で確認できる装置。970～1,550nm の近赤外光を 6 段階
に瞬時に切り替え測定可能。 

平成 22年 10月 9,000 

8 ダイヤスロープ 総ゴム製段差解消スロープ 平成 22年 11月 8,800 
9 K2/FATIGUE 振動試験の厳しさを定量化できる蓄積疲労振動試験システム「K2/FATIGUE」。 平成 19年 11月 6,500 

10 
ジョイスティックによる自動車
運転装置 

ジョイスティックでステアリングの操作、ブレーキ、アクセルペダルの運転を可能にした。 平成 23年 12月 6,000 

11 片手で履ける転倒予防靴下 片麻痺患者向けのもの。 平成 22年 10月 4,500 

12 
姿勢トレーニングツール「ア
ピュア（apyua)） 

座った姿勢のまま、体幹筋やバランス機能の強化に効果がある適度な運動が行える。 平成 22年 10月 3,400 

13 浸漬膜エレメント 
主に排水処理の膜分離活性汚泥法（生物処理槽から直接膜により微生物を分離し濾過水を
得る方法）に使用される中空糸型浸漬膜で、この膜に配管部材を取付け成形したもの。 

平成 22 年 1 月 3,140 

14 バイオマスボトル 植物由来樹脂（ポリ乳酸）を使用した保存容器（ボトル）。 平成 21 年 9 月 3,000 

図表 ２-6 本事業の成果を基にしたライセンス契約事例（全件） 

No. ライセンスの名称 ライセンスの概要 
開始年月 ライセンス

額（千円） 

1 久遠細目昆布（おさしみこんぶ） 本事業の成果としてではないが、当該事業にはライセンス契約が付与。 平成 24 年 3 月 － 

2 － 
研究成果の普及として、希望者にはシステムの利用を認める（費用は無償、設置・導入費
用は実費、利用承認もしくは契約方法については検討中） 

平成 22 年 10 月 0 
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２－３ 研究活動の継続・発展状況 

 本事業終了後の研究継続状況、研究体制、外部資金獲得状況、研究資金制度への展開状

況を分析するとともに、研究成果創出状況を定量化した。 

 

２－３－１ 研究の継続状況 

 本事業終了後の研究開発の継続状況としては、企業化を達成して研究を終了している課

題が 8.4％、研究を継続中の課題が 65.9％、研究を継続していないもしくは中断中の課題が

25.7％となっている。約 3/4 の課題において研究開発が企業化に結び付いた、あるいは継

続中となっており、本事業を活用した研究開発の継続状況は総じて高い。 

 研究を継続中である課題の内訳をみると、「企業化を目指し、研究を継続している」が

53.8％、「研究を継続しているが、企業化を意識している訳ではない」が 12.6％となってい

る。前者が多数を占め、多くの研究継続案件で企業化が目指されていることがうかがえる。 

図表 ２-7 研究を継続しているか（n=167） 

8.4%

53.3%

12.6%

25.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

企業化を達成し、研究を終了した

企業化を目指し、研究を継続している

研究を継続しているが、

企業化を意識している訳ではない

研究を継続していない、

または一時的に中断している

 

 

上記のうち、「企業化を目指し、研究を継続している」と回答をした課題に対し、企業化

が間近でありその準備をしている段階（例：量産体制を構築中、ベンチャー企業の起業準

備中等）にあるかをたずねたところ、「（間近に）ある」との回答は 41.6％となっている。

研究継続案件のうち約 4 割では、企業化に向けた 終段階に到達していることが読み取れ

る。 
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図表 ２-8 企業化が間近にあるか  

（n=89、企業化を目指した研究を継続している課題のみ） 

ある

41.6%

ない

58.4%

 

 

２－３－２ 研究体制 

 本事業終了後の研究の継続や企業化に向けた実施体制としては、「研究機関と企業の連

携」との回答が 61.8％と も多く、約 6 割の案件では、本事業と同様の体制で研究や企業

化を継続していることが推察できる。次いで「企業のみ」（20.0％）、「研究機関のみ」（7.3％）

となっている。「その他」の内容としては、共同研究とは異なった形ではあるが引き続き研

究機関との連携があるとの回答が散見される（技術指導、実験・試験の継続、情報交換、

設備・機械等の相互利用等）。 

図表 ２-9 研究の継続・企業化に向けた体制（n=165） 

61.8%

7.3%

20.0%

10.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

研究機関と企業の連携

研究機関のみ

企業のみ

その他
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２－３－３ 外部資金獲得状況 

 本事業終了後の、研究の継続や企業化に向けた外部資金の獲得状況としては、「公募事

業・企業研究資金ともになし（獲得に向けて活動中）」（49.4％）が多くなっており、「公募

事業・企業研究資金ともになし（獲得に向けた活動なし）」（29.5％）、「公募事業の活用」

（19.9％）がこれに続いている。 

 公募事業・企業研究資金ともに獲得していない案件が 8 割弱に達する。企業化に到達し

た案件、企業化間近な案件が一定数に達する中、外部資金に頼らずに研究・企業化を進め

る案件も半数に及ぶことがうかがえる。 

図表 ２-10 研究の継続・企業化に向けた外部資金獲得状況（n=166） 

19.9%

1.2%

29.5%

49.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

公募事業の活用

企業研究資金の活用

公募事業・企業研究資金ともになし

（獲得に向けて活動中）

公募事業・企業研究資金ともになし

（獲得に向けた活動なし）

 
 

２－３－４ 研究資金制度への展開状況 

 本事業の結果を基に、本事業終了後である平成 22 年 4 月から今までの間に応募した官民

の研究資金制度について調査した。追跡調査に回答した 167 課題のうち、1 件以上の研究

資金制度に応募したのは 35 課題（応募率 21.0％）、その延べ件数（応募件数）は 49 件となっ

ている。 
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図表 ２-11 研究資金制度へ応募したか（n=167） 

応募した

20.5%

応募しなかった

79.5%

 

 また、応募した案件が採択に至ったかについては、追跡調査に回答した 167 課題のうち、

1 件以上の採択を獲得したのは 27 課題（採択率 16.2％）、その延べ件数（採択件数）は 37

件となっている。 

図表 ２-12 研究資金制度へ応募し採択されたか（n=167） 

採択された

15.8%

採択されなかった

84.2%

 

 どのような研究資金制度を取得したかについて回答が得られた研究資金制度実施機関の

うち、延べ予算額の 1 千万円以上について大きいものから順にみたのが下表である。 
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図表 ２-13 取得された研究資金制度を実施している機関（上記 10 機関） 

機関名 予算額（千円） 
(独)新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO） 163,918 
経済産業省  148,752 
関東経済産業局 99,185 
近畿経済産業局  99,000 
全国中小企業団体中央会  89,609 
中部経済産業局 60,000 
科学技術振興機構  34,900 
㈶福岡県産業・科学技術振興財団（IST）  30,933 
高知県産業振興センター  28,884 
新潟県   12,000 

 

２－３－５ 研究成果（論文、発表、書籍・雑誌掲載、メディア取材、受賞、特許） 

本事業期間中から現在までの、本事業に関する研究開発成果を調査したところ、追跡調

査に回答した 167 課題から、下表の回答が寄せられた。 

論文化（査読あり）した課題は 14 件（8.4％）で延べ論文数は 16 件、学会発表・口頭発

表を行った課題は 65 件（38.9％）で延べ発表数は 118 件となっている。本事業の成果を用

いた論文化、発表活動は活発であることがうかがえる。 

書籍出版・雑誌掲載を行った課題は 22 件（13.2％）で延べ件数は 34 件、メディア取材

を受けた課題は 40 件（24.0％）で延べ取材数は 91 件、受賞を受けた課題は 5 件（3.0％）

で延べ受賞数は 5 件となっている。本事業はメディアを中心に一定の社会的関心を惹きつ

けた様子がうかがえる。 

特許出願を行った課題は 41 件（24.6％）で延べ出願数は 54 件となっており、比較的活

発な特許出願状況がみられている。 

図表 ２-14 本事業に関する研究成果 

 1 件以上の成果がある課題 延べ件数 
論文数（査読あり） 14／167 課題（論文化率 8.4％） 16 件 
学会発表・口頭発表 65／167 課題（発表実施率 38.9％） 118 件 
書籍出版・雑誌掲載 22／167 課題（書籍・雑誌化率 13.2％） 34 件 
メディア取材 40／167 課題（メディア取材率 24.0％） 91 件 
受賞 5／167 課題（受賞率 3.0％） 5 件 
特許出願 41／167 課題（特許出願率 24.6％） 54 件 
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２－４ 研究が直面した課題と克服状況 

 本事業における研究開発を推進するに際して直面した課題、その克服状況、課題克服の

経緯について分析を行った。 

 

２－４－１ 直面した課題 

 取り組んだ研究課題において、本事業開始から現在までに直面した課題としては、「企業

側（ニーズ側）の資金・設備」（22.3％）、「企業側（ニーズ側）の技術力」（20.7％）、「企業

側（ニーズ側）の人材・体制・ノウハウ」（19.4％）が 3 大課題となっている。一方で大学・

公設試等研究機関側の課題を挙げる意見は少なく、企業は学官というパートナーよりもむ

しろ、自らの研究開発力、研究開発体制等を課題視している様子が読み取れる。また、こ

れらに次いで「技術・市場動向に関する情報収集」（14.6％）、「研究開発における研究チー

ム内のコミュニケーション」（6.8％）を挙げる意見も多い。技術に加えて、情報収集、コ

ミュニケーション等が課題となるケースもあることがうかがえる。 

図表 ２-15 直面した課題（ も困難な課題、2 番目に困難な課題の総計、n=309） 

6.8%

3.6%

20.7%

19.4%

22.3%

1.9%

2.9%

2.3%

1.6%

0.0%

14.6%

3.9%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

研究開発における研究チーム内のコミュニケーション

研究チーム内の研究機関・企業との契約・交渉

企業側（ニーズ側）の技術力

企業側（ニーズ側）の人材・体制・ノウハウ

企業側（ニーズ側）の資金・設備

企業側（ニーズ側）の知的財産戦略

大学・公設試等研究機関側（シーズ側）の技術力

公設試等研究機関側（シーズ側）の人材・体制・ノウハウ

公設試等研究機関側（シーズ側）の資金・設備

大学・公設試等研究機関側（シーズ側）の知的財産戦略

技術・市場動向に関する情報収集

その他
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２－４－２ 課題の克服状況 

本事業の中で直面した課題を克服することができたか否かについては、「克服できた」と

の回答は 34.3％にとどまっている。 

前述の 3 大課題である企業の資金・設備、技術力、人材・体制の不足については、短期

間で状況が改善するものではないこともあり、これらの課題に直面すると、その多くが 1

～2 年間という本事業期間中にはその課題を克服できない状況が示されている。 

図表 ２-16 直面した課題を克服できたか  

（ も困難な課題、2 番目に困難な課題の総計、n=309） 

克服できた

34.3%

克服できなかった

65.7%

 

 サンプル数が限定的であるため参考値ではあるが、課題別に克服状況を分析すると、（一

定のサンプル数を有した上で）克服率が高いのは、「研究開発における研究チーム内のコ

ミュニケーション」（66.7％）、「企業側（ニーズ側）の技術力」（45.3％）となっている。一

方、克服率が低いのは、「技術・市場動向に関する情報収集」（22.2％）、「企業側（ニーズ

側）の人材・体制・ノウハウ」（26.7％）、「企業側（ニーズ側）の資金・設備」（27.5％）、

「研究開発チーム内の研究機関・企業との契約・交渉」（27.3％）である。 

これらから、技術力、コミュニケーション等、企業の研究開発部門の自助努力で解決で

きる事項については比較的着実に課題を克服するものの、体制・資金等の企業経営全般の

影響を受ける事項及び他機関との交渉事項等については、克服が難しい状況が浮き彫りに

なっている。 
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図表 ２-17 直面した課題別、課題克服状況 

（ も困難な課題、2 番目に困難な課題の総計、n=309） 

34.3%

66.7%

27.3%

45.3%

26.7%

27.5%

50.0%

44.4%

14.3%

20.0%

22.2%

50.0%

65.7%

33.3%

72.7%

54.7%

73.3%

72.5%

50.0%

55.6%

85.7%

80.0%

77.8%

50.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体 (309)

研究開発における研究チーム内のコミュニケーション (21)

研究チーム内の研究機関・企業との契約・交渉 (11)

企業側（ニーズ側）の技術力 (64)

企業側（ニーズ側）の人材・体制・ノウハウ (60)

企業側（ニーズ側）の資金・設備 (69)

企業側（ニーズ側）の知的財産戦略 (6)

大学・公設試等研究機関側（シーズ側）の技術力 (9)

公設試等研究機関側（シーズ側）の人材・体制・ノウハウ (7)

公設試等研究機関側（シーズ側）の資金・設備 (5)

大学・公設試等研究機関側（シーズ側）の知的財産戦略 (0)

技術・市場動向に関する情報収集 (45)

その他 (12)

克服できた 克服できなかった
 

 

２－４－３ 課題克服の経緯 

 15 ページ図表 2－15 において示された、研究開発において直面した課題のうち、主要な

ものについて、課題克服の経緯をまとめた。 

 企業の経営資源不足に関する課題については、「企業側（ニーズ側）の資金・設備」不足

に対しては、本事業及び他の研究開発制度の採択による資金調達、関連機関の設備の活用等

により克服している様子がうかがえる。また、「企業側（ニーズ側）の技術力」不足につい

ては、連携先からの技術サポートや情報収集、さらには諦めない気持ちが、「企業側（ニー

ズ側）の人材・体制・ノウハウ」不足については、連携による人材・体制・ノウハウの充実、

企業側の体制整備が、それぞれ課題克服に結びついている。 
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「技術・市場動向に関する情報収集」面では、展示会等を活用した情報収集、関係機関・

専門家等との交流・意見交換、市場調査の実施等により対応している。 

さらに、「研究開発における研究チーム内のコミュニケーション」には、綿密なコミュニ

ケーション、役割分担の明確化が有効であるとの意見がみられている。 

図表 ２-18 主要課題別、課題克服の経緯（抜粋） 

主要課題 課題克服の経緯 

企業側（ニーズ

側）の資金・設

備 

【本事業採択により資金調達】 

 本事業及び他の助成事業により研究資金を得ることができた。 

 本事業を利用することで設備導入ができ、量産化技術開発が可能となった。 

 概算先払いなので資金的にも大変条件がよく、安心して研究できた。 

【他の研究開発制度の採択により資金調達】 

 競争的資金で解決。 

 経産省の戦略的基盤技術高度化支援事業に採択された。 

 地域ニーズ即応型、県産業振興基金「地域研究成果事業化支援事業」等、

補助金の活用により克服。 

【関連機関の設備を活用】 

 測定環境が整備され、高精度の測定とデータの評価を効率的に行うことが

できた。 

 資金や評価設備の面が十分ではなかったが、助成金と公設試の設備を利用

することで、早く課題解決を行うことができた。 

企業側（ニーズ

側）の技術力 

【連携先からの技術サポート】 

 研究機関からの指導にて、技術面でのポイントを把握し克服できた。 

 弊社においては異業種的な研究開発であり、専門外のことばかりであった

が、共同研究機関の方々からのアドバイス、レクチャーを受けることで試

作品完成にたどりつけた。 

 大学との共同研究により、専門家からの指導・アドバイスを受けることが

でき、技術的な課題を克服することができた。 

【情報収集、ネットワークの活用】 

 関連技術を持った公設試や他企業からの情報収集により克服。 

 自社のネットワークを活用することでカバーできた。 

【入念さ、諦めない気持ち】 

 いろいろと試行錯誤の実験を繰り返し、実用レベルの特性を持つ製品を開

発した。また製造技術も我が社にとって新たなものであり、その確立に相

当の苦労と工夫を凝らした。 

企業側（ニーズ

側）の人材・体

制・ノウハウ 

【連携による人材・体制・ノウハウの充実】 

 参加した企業との共同開発によりテスターの技術開発を達成することが

できた。 

 公設試の専門知識者からの指導と評価により、ノイズの発生源の調査とそ

の解決方法及び対策したものの評価等ができて解決できた。 

 社内になかった洗浄に関する技術を共同研究先のこれまでの実績から得

ることができた。 
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【企業側の体制整備】 

 零細企業のため、研究に専念できる人材がいなかった。兼務する中で、研

究に注力し課題を解決した。 

 開発テーマの優先順位をあげ、社内に共有を深めた。 

技術・市場動向

に関する情報

収集 

【展示会等を活用した情報収集】 

 試験機を産業展に出展したので、想定用途以外での利用の可能性が広がっ

た。 

 研究の方向性を立証するために、本研究に関する試験機関を訪問したり、

展示会等で多数の企業と接触したりすることができ、具体的な情報を収集

することができた。 

 インターネット、展示会等へ出張調査により、 先端技術の情報収集に成

功した。 

【関係機関・専門家等との交流・意見交換】 

 作成したサンプルが例のないものだったため、大手企業等へプレゼンの機

会が得られ、その後のコミュニケーションのなかで本当のニーズを知るこ

とができた。 

 国際航空貨物を扱う NCA、ANA の担当者と直接、意見交換を行う機会が

得られた。 

【市場調査の実施】 

 JST の採用を機に市場調査を行い、低抵抗 PTC の市場性を確認できた。 

研究開発にお

ける研究チー

ム内のコミュ

ニケーション 

【綿密なコミュニケーション】 
 共同研究機関と弊社の所在地が比較的近かったため、適宜直接打ち合わせ

等を実施できたので、業務・研究開発がスムーズに遂行された。 
 会議における専門用語に戸惑うことが多かったが、会議を重ねるごとに理

解が深まり、コミュニケーションが円滑にとれるようになった。 
 理学療法の観点とデザイングループとの考え方の違いが発生したが議論

を重ねることにより解決した。 

【役割分担の明確化】 
 各機関が遠方であったため、コミュニケーションが取りづらかったが、役

割分担を明確にし、Ｅメールでの連絡等を行うことで克服できた。 
 産業振興財団がチームリーダーとしてまとめ役をして頂けたことで、非常

にスムーズな研究が行えたと思う。 

 

 

２－５  企業からみた地域ニーズ即応型の効果と課題 

本事業が企業にもたらした波及効果を把握するため、本事業による意識・行動変化、プ

ラザ／サテライトの認知度向上への影響を分析した。また、企業が本事業をどのように評

価しているか、どのような点を課題ととらえ、改善を要望しているのかについても整理し

た。 
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２－５－１ 意識・行動の変化 

 本事業を通じて生じた意識・行動の変化としては、「大学、公設試に積極的に技術相談を

するようになった」（44.3％）、「産学官連携に関心を持つようになった」（42.1％）、「大学、

公設試との共同研究を積極的に行うようになった」（37.9％）との回答が多くなっている。

本事業が、地域における産学官連携による共同研究等の機会の創出と機運の醸成に貢献し

ている状況が読み取れる。 

図表 ２-19 本事業を受けて生じた変化があるか（複数回答、n=140） 

42.1%

44.3%

37.9%

26.4%

30.0%

5.7%

0.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

産学官連携に関心を持つようになった

大学、公設試に積極的に技術相談をするように

なった

大学、公設試との共同研究を積極的に行うように

なった

企業化をめざした公募事業に積極的に

応募するようになった

もともと産学官連携に対して積極的であり、

特段の変化は感じていない

特別の変化は感じていない

その他

 

 

 本事業が企業の研究活動に与えた影響としては、「本事業の実施により、人的ネットワー

クが広がった」（74.3％）、「本事業の実施により、研究開発スキル（技術力）が向上した」

（63.6％）が多く挙げられており、本事業が企業のネットワークとスキルの向上をもたら

し、企業の研究開発力を高めることに貢献している状況が読み取れる。 
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図表 ２-20 企業の研究活動に与えた影響（複数回答、n=140） 

63.6%

27.9%

74.3%

28.6%

28.6%

12.1%

4.3%

5.7%

4.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

本事業の実施により、研究開発スキル（技術力）が向上した

本事業の実施により、研究開発マネジメント能力が向上した

本事業の実施により、人的ネットワークが広がった

本事業の実施により、他の公募事業等の研究開発資金を

調達する能力が向上した

本事業の実施により、社会的地位の向上、

知名度の向上等につながった

本事業の実施により、売上増がもたらされた

本事業の実施により、雇用増がもたらされた

特に顕著な影響を及ぼしていない

その他

 

 

２－５－２ JST イノベーションプラザ／サテライトの認知度の変化 

 本事業実施前後におけるプラザ／サテライトの認知状況の変化をたずねたところ、「本事

業への応募を通じてはじめて知った」（47.1％）とする企業が約半数に達している。本事業

が地域企業のプラザ／サテライトの認知度向上に一定の貢献をしたことが示唆される。 

図表 ２-21 地域のプラザ／サテライトを知っていたか（n=138） 

本事業に応募す

る前からよく知っ

ていた

16.7%

本事業も応募す

る前から知ってい

たが、詳しくはな

かった

36.2%

本事業への応募

を通じてはじめて

知った
47.1%

その他

0.0%
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２－５－３ 地域ニーズ即応型の評価 

企業の持つニーズと公設試験研究機関や大学が持つ技術シーズとをマッチングさせる仕

組みとして、本事業が効果的に機能したかの評価については、有効に機能したとの回答（「非

常に有効に機能した」、「どちらかと言えば有効に機能した」との回答の和）が 9 割を超え

ている。本事業に対し、企業は非常に高い評価を寄せていることがわかる。 

図表 ２-22 本事業は効果的に機能したか（n=140） 

非常に有効に機

能した

47.1%
どちらかと言えば

有効に機能した

45.0%

どちらかと言えば

あまり有効に機

能しなかった
7.1%

有効に機能しな

かった

0.7%

 

 本事業を積極的に評価した（「非常に有効に機能した」及び「どちらかと言えば有効に機

能した」と回答した）理由としては、1）技術・ノウハウ・知見等の取得・促進につながっ

たこと、2）人的交流・ネットワークが広がったこと、3）ニーズとシーズのマッチングが

的確だったこと、4）費用・時間の削減・効率化につながったこと、5）目標達成、問題解

決等、成果の充実が図られたこと等が挙げられている。 

 一方、本事業の有効性を評価していない（「どちらかと言えばあまり有効に機能しなかっ

た」及び「有効に機能しなかった」と回答した）理由としては、1）ニーズとシーズが一致

しなかったこと、2）本事業以前から協力体制・関係は構築済みであったこと、3）コスト

削減に限界が生じたこと等が挙げられている。 

図表 ２-23 評価別、評価の理由（抜粋） 

評価 評価の理由 

非常に有効に 

機能した 

 

及び 

【技術・ノウハウ・知見等の取得・促進】 

 公設試の各種機器への習熟度、理解度は企業側にとっては非常に有効で

あった。 

 産業科学技術センター所属の専門家より、他分野の知識・技術力を得たこ
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どちらかと言

えば有効に機

能した 

とで、我々の求める性能を満たす製品の開発に成功したことから、地域

ニーズ即応型事業は極めて効果的に機能した。 

 共同研究先が洗浄に関する技術を保有していて、弊社の知見が増えたため。

 公設試の持つ技術シーズが把握できた。 

【人的交流・ネットワークの広がり】 

 今回の事業は、産学官の連携を深めることになった。 

 研究開発を実施するにあたり、必要な試料の入手等において、県内の組織

的、人的ネットワークを構築することができた。 

 当社の若手技術者が工業技術センターの専門技術者に指導を得られたこ

とが有意義であった。 

 一般的にはほとんど接点がない大学との連携がスムーズにできた。 

【ニーズとシーズのマッチングの的確さ】 

 求められた技術に対して、非常にマッチした研究者、研究機関をご紹介頂

けたため。 

 イチゴの品質評価というニーズに対して大学が持っていた技術シーズと

当社が推進していたシステム応用ニーズがマッチングして有効な成果を

得た。 

 弊社の持つニーズを公設試が的確に把握し、世界的にも限られた技術シー

ズを持つ研究者とマッチングしていただけたことによる。 

【費用・時間の削減・効率化】 

 研究開発資金の調達により開発及び試験等が効果的かつ効率的に早く進

められた。 

 企業のみでは資金・設備面において不足しており、確証のない中で子会社

のオートクレーブをどう改造すべきかが判断できず、研究開発が減速して

いた。しかし、今回、ものの見事に解決し、研究開発が急加速したから。

 ニーズとシーズの内容が合致していた。また、実用化に必要なコストを低

減することができた。 

【目標達成、問題解決等、成果の充実】 

 企業では困難である、特殊な解析等を実施してもらい、その結果、一定の

成果を得ることができたため。 

 大学の専門家の技術や設備を使わせて頂くことにより、問題が解決できた。

 初期の目的（大白ダイズ優良系統の選抜、それを用いた加工品の開発等）

が十分達成したため。 

どちらかと言

えばあまり有

効に 

機能しなかっ

た 

 

及び 

 

有効に機能し

なかった 

【ニーズとシーズの不一致】 

 重要課題であるカルシウムの分布を解明するための技術シーズにマッチ

ングさせられなかった。 

 研究機関や大学等のシーズに対するメリットはあると感じるが企業側の

メリットやビジネスチャンスは小さい。 

 研究遂行のためうまく利用されただけ、という感じ。 

【本事業以前から協力体制・関係構築済み】 

 応募以前からの協力体制で研究を実施したから。 

 本事業の前からすでにマッチングしており、自己資金で共同研究していた

ため。 

 旧来より公設試とは交流があったため、特段の効果を感じない。 

【費用の限界】 

 加工コスト面で目標を下回れなかった。 
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２－５－４ 地域ニーズ即応型の課題と改善点 

 本事業への課題や改善点としては、1）事業期間の短さ、延長希望、2）書類・事務手続

等の煩雑さ等が挙げられている。これらの課題・改善点を踏まえても、3）本事業制度の存

続を要望する意見が多いことも特徴である。 

図表 ２-24 本事業の効果・評価、制度上の長所・課題 

項目 意見 

事業期間の短

さ・延長希望 

 単年度での研究開発の実用化は難しく、事業規模として 2 年程度のスパン

をお願いしたい。あるいは、単年度の成果を次年度以降に、企業側が単独

で製品化するための事業支援をお願いしたい。 

 年度をまたいだ研究費の利用に制限が多すぎるので、年度をまたいでも 1

年を通してスムーズに研究が行えるようにして頂きたい。 

 研究期間が短く、課題解決への継続研究は別途行うことになった。2 年以

上の継続研究ができればよいと思った。 

 採用決定に時間を要したため、初年度の研究時間が短くなってしまってい

る。年度初めまでに決定されるような制度への変更を希望する。 

 

書類・事務手続

等の煩雑さ 

 経費に関してはわりと自由に使用させていただけたが、 終的な経費報告

書のやりとりが非常に面倒だった。 

 研究以外の仕事（書類の作成、証拠書類の整理等）が多かった。 

 経理書類・報告書等をもっと簡素化してほしい。研究開発よりも書類作成

に時間を取られることが多いような気がする。 

 e-Rad を含め、事務処理が多く、工数を考えると費用対効果が少ないよう

に感じた。 

本事業制度存

続への要望 

 全国区では解決されている課題でも、地域では解決できない課題も多く、

本事業は有効に機能し、事業の継続を望む。 

 実用化までには短期間では困難なテーマがあり、継続して支援をいただけ

る制度がほしい。 

 継続的研究が必要な対象項目には、何らかの研究補助金が継続して補助さ

れると助かる。 
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第３章 研究者調査 

本章では、本事業に参加した大学等研究機関の研究者を対象とした追跡調査結果により、

企業ニーズの解決状況、研究活動の継続・発展状況、研究が直面した課題と克服状況、本

事業の効果と課題等についてまとめる。 

 

３－１ 企業ニーズの解決状況 

本事業の活用による、企業ニーズの解決状況、企業ニーズ解決の経緯・要因、企業ニー

ズ未解決の理由を分析する。 

 

３－１－１ 企業ニーズの解決状況 

 本事業の活用により、目標となっていた企業ニーズの解決に至ったかについてたずねた

ところ、「ほぼ解決した」（21.8％）、「かなり解決した」（59.6％）の和は約 8 割となってい

る。 

図表 ３-1 企業ニーズの解決状況（n=225） 

ほぼ解決した

21.8%

かなり解決した

59.6%

あまり解決しな

かった

18.7%

ほとんど解決しな

かった

0.0%
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３－１－２ 企業ニーズ解決の経緯・要因 

 本事業により企業ニーズが解決したとする（前ページ図表 3－1 における「ほぼ解決した」、

「かなり解決した」との回答）回答者に、その経緯と要因をたずねた結果、多様な回答が

寄せられたが、技術的な要因（蓄積された技術力・ノウハウ、技術自体の競争力、研究開

発計画の適切さ、装置・機器・資金等の調達）に加えて、産学官の能力の結集（産学官メ

ンバーが有する強みの結集、綿密なコミュニケーション）、市場ニーズへの的確な対応（ニー

ズとシーズのマッチングの的確さ、市場ニーズへの対応）等が共通要因と言える。研究機

関側の技術力のみならず、産学官のノウハウ結集の下、プロジェクトマネジメントが有効

に機能し、かつ研究シーズと市場ニーズが噛み合ったときに、成果が創出される状況が推

察できる。 

図表 ３-2 企業ニーズ解決の経緯・要因（抜粋） 

分類 回答内容 

蓄積された技

術力・ノウハウ 

 従来より構築してきた評価技術が有効に活用された。 
 当センターの分析評価技術を活用し得られた構造解析結果を製造方法に

フィードバックして、特性の大幅な向上につながった。 
 当センターの有する分析技術により、大白ダイズの成分特性を把握した。

これにより大白ダイズは糖分含有量が他品種のダイズに比べて多い等の

優位性を見出した。 
 開発に際し、仕様を決めるための身体姿勢計測に課題があったが、人間工

学的アプローチと計測技術により解決した。 

産 学 官 メ ン

バーが有する

強みの結集 

 公設試では、新規なナノ粒子表面処理剤及び処理方法の開発に成功した。企業で

は、高屈折率ハイブリッドコーティングを可能にするジルコニアナノ粒子分散体

の作製、実用化が行えた。成果については、NanoTech展にて展示も行った。 
 県林業技術センターと大学、及び企業との連携による試験、そして試験結果の解

析を元に装置の改良等を企業が中心となって積極的に行ったこと。 
 実際の課題を有する企業、その課題に関する理論解決能力を有する大学、そして、

それらの連携及び開発・検証を行う公設試がうまく連携して課題解決に至ること

ができた。 

綿密なコミュ

ニ ケ ー シ ョ

ン・役割分担の

明確化 

 研究者間で情報交換を頻繁に行い、それぞれの役割を明確にした上でしっ

かりとしたサポート体制を築きあげられたこと。 
 役割分担が明確にできており、綿密な連携により的確な解決ができた。 
 企業と公設試の各々が連携を密にして、研究結果をフィードバックさせな

がら早いサイクルで試作評価を繰り返し行うことができたことによる。 

技術自体の競

争力 

 「カキポリフェノール系色素の光退色抑制剤、光退色抑制樹脂、光退色抑

制染色物およびその染色処理方法」（特願 2010-080429）として特許出願を

行った。 
 カビ毒に対するモノクローナル抗体を作成及び非特異反応を明らかにす

ることで、簡易測定法を開発することが可能となった。 
 公設試の新システムを用いた試験技術と企業の輸送環境記録計を用いた

調査技術を活用することにより、計画で予定していた実験に取り組むこと

ができたから。 
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ニーズとシー

ズのマッチン

グの的確さ 

 企業ニーズと技術シーズが合致していたため。さらに、本事業により必要

な設備の導入ができたことが、課題の解決につながったため。 
 研究対象であるイチゴについて、大学が持つ技術シーズと企業が持つ技術

力及びニーズが効果的にマッチングし、効率的な課題解決が可能につな

がった。 
 企業ニーズが明確であり、それが研究機関の保有する関連知見・技術を直

接活用できるものだった。 

市場ニーズへ

の対応 

 装置を製品化することができた。X 線計測ソフトウェアを市販することが

できた。 
 研究機関（当センター）における試作機の試験的利用により、本課題への

ニーズ把握を行い、製品化に向けた市場性を確認するとともに、現行の（高

額な）測定機器との比較により、その性能の把握を行えた。また、同時に

実際の使用体験から、使用現場を想定した、内部機構の開発を伴うデザイ

ンの改良を行い、その機能を十分に活用できる操作系を実現した。 
 形状が不揃いで表面の凹凸の激しい原料芋について、剥皮のための新規な

加工法を試み、酒造現場での応用、利用が可能となった。 

研究開発計画

の適切さ 

 家具の開発にあたってはコンセプトをしっかり確立したことと、県林業技

術センターと大学、及び企業との連携により部材レベルの試験、デザイン

の検討、制作方法の緻密な検討等がスム－ズにいったこと。 
 企業の持つニーズに対して、要素技術を整理するとともに、関連する技術

情報を収集しながら、当研究機関が保有する目的成分の分離精製技術や分

析技術を駆使できたことが、課題の解決につながった。 

装置・機器・資

金等の調達 

 大学が持つ高度で緻密ではあるが実験室レベルの規模の生産技術を、工場

で通常用いられる装置を用いて企業の生産ラインの規模にスケールアッ

プすることに貢献した。 
 私自身が担当した技術については、企業の技術的課題にはあまり貢献する

ことはできなかったが、本事業により、研究資金が得られたことにより、

企業だけでは負担が重い研究に取り組むことができ、技術課題の解決に向

けて大きく進んだ。 

 

３－１－３ 企業ニーズ未解決の理由 

 本事業で企業ニーズが解決できなかったとする回答者（25 ページ図表 3－1 における「あ

まり解決しなかった」、「ほとんど解決しなかった」とする回答者）に、その経緯と要因を

たずねた結果、「技術力不足」との回答にも増して、「目標設定の難易度、企業ニーズの要

求水準の高さ」、「経過における新たな課題の出現」等、計画や目標の設定が適切でなかっ

たこと、「研究実施期間の時間的制約」という本事業のスキームに問題があったこと等を指

摘する意見がみられている。 
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図表 ３-3 企業ニーズ未解決の理由（抜粋） 

分類 回答内容 

目標設定の難

易度、企業ニー

ズの要求水準

の高さ 

 設定した目標値が高く到達できなかったため。 
 目標項目が多過ぎた。 
 実際に稼働している製造ラインを実験用に調整するのが難しく、十分な

データ収集ができなかった。企業が期待する評価システムのレベルが高

く、現段階では処理速度及び精度において不十分であった。 
 本課題が実践的な内容のものであるため、実用化に要求される厳しい条件

をすべて満足する材料を得るには至らず、時間的な制約と技術的に達成が

比較的難しいテーマに取り組んだため、仕方ないものと判断している。 

研究実施期間

の時間的制約 

 研究期間が短い（正式決定が遅く実験に要する日数が不足気味であった）。学

生の手を借りる必要があり、卒論のテーマにして実施できればと考えれば、4
月～5 月に決定し取り掛かればと思う。到達目標が高すぎたのも一因と考え

る。 
 研究期間が十分でなかった。原料価格の高騰により、追加試験が必要となっ

た。 
 開発自体は終了したが、実用に至る検証が期間内では困難であった。ただし、

現在もこの検証を支援しており、課題は解決に向かっていると考える。 

経過における

新たな課題の

出現 

 研究を進める中で、スケールアップにあたり、解決が困難な新たな課題等

が浮かび上がってきたため。 
 予想外の問題点が見つかったため。具体的には、柿タンニンで木材を処理

したところ、柿タンニンの夾雑物により、カビの発生やシロアリの誘引が

起こり、柿タンニンそのものの持つ機能を発揮させることが困難であっ

た。 
 パルス通電接合の有効性を明らかとするとができた。しかし、接合体の形

状に由来する均熱性や伝熱性、接合時間のより一層の短縮等、事業化に向

けた新たな課題が判明し、期間内に解決には至らなかった点が残念であ

る。 

技術力不足 

 遮音性と通気性の相反する両性能を、目標として定めた値まで向上させる

ためのノウハウや技術力が十分に備わっておらず、結果的にはハードルが

高かった。 
 単年度事業であったため掘り下げが不足したこと及び技術的な蓄積が不

十分であったため、あまり解決しないものとなってしまった。 

 

 

３－２ 研究活動の継続・発展状況 

 本事業終了後の研究継続状況、研究体制、外部資金獲得状況、研究資金制度への展開状

況を分析するとともに、研究成果創出状況を定量化した。 

 

３－２－１ 研究の継続状況 

 研究開発の継続状況としては、企業化を達成して研究を終了した課題が 8.4％、研究を継

続中の課題が 65.3％、研究を継続していないもしくは中断している課題が 20.9％となって
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いる。約 8 割の課題で研究開発が企業化に結び付いた、あるいは継続中となっており、本

事業を活用した研究開発の継続状況は総じてよい。 

 研究を継続中である課題の内訳をみると、「企業化を目指し、研究を継続している」が

54.2％、「研究を継続しているが、企業化を意識している訳ではない」が 11.1％となってい

る。 

図表 ３-4 研究を継続しているか（n=225） 

13.8%

54.2%

11.1%

20.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

企業化を達成し、研究を終了した

企業化を目指し、研究を継続している

研究を継続しているが、

企業化を意識している訳ではない

研究を継続していない、

または一時的に中断している

 

 

３－２－２ 研究体制 

本事業終了後の研究の継続や企業化に向けた実施体制としては、「研究機関と企業の連

携」との回答が 65.8％と も多く、約 2/3 の案件では、本事業期間中と同様の体制で研究

や企業化を継続していることがうかがえる。「研究機関のみ」との回答は 14.7％にとどまっ

ている。「その他」の内容としては、公設試験研究機関による実用化指導や依頼試験、公設

試験研究機関と企業が共同研究という形をとらずそれぞれ独自に研究を継続、公設試験研

究機関と企業が情報共有をしながら別々に研究を実施等が挙げられている。 
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図表 ３-5 研究の継続・企業化に向けた体制（n=225） 

65.8%

14.7%

9.8%

9.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

研究機関と企業の連携

研究機関のみ

企業のみ

その他

 

 

３－２－３ 外部資金獲得状況 

 本事業終了後の、研究の継続や企業化に向けた外部資金の獲得状況としては、「公募事

業・企業研究資金ともになし（獲得に向けた活動なし）」（38.7％）が も多くなっており、

「公募事業・企業研究資金ともになし（獲得に向けて活動中）」（28.8％）、「公募事業の活

用」（19.9％）がこれに続いている。 

 公募事業・企業研究資金ともに獲得していない案件が約 2/3 に達しており、外部資金に

頼らずに研究・企業化を進めるケースが多くみられている。 

図表 ３-6 研究の継続・企業化に向けた外部資金獲得状況（n=222） 

27.0%

7.7%

28.8%

38.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

公募事業の活用

企業研究資金の活用

公募事業・企業研究資金ともになし

（獲得に向けて活動中）

公募事業・企業研究資金ともになし

（獲得に向けた活動なし）
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３－２－４ 研究資金制度への展開状況 

本事業の結果を基に、本事業終了後である平成 22 年 4 月から今までの間に応募した官民

の研究資金制度について調査した。追跡調査に回答した 248 人のうち、1 件以上の研究資

金制度に応募したのは 59 人（応募率 23.8％）、その延べ件数（応募件数）は 101 件となっ

ている。 

図表 ３-7 研究資金制度へ応募したか（n=248） 

応募した

23.8%

応募しなかった

76.2%

 

 また、応募した案件が採択に至ったかについては、追跡調査に回答した 248 人のうち、1

件以上の採択を獲得したのは 53 人（採択率 21.4％）、その延べ件数（採択件数）は 66 件と

なっている。 

図表 ３-8 研究資金制度へ応募し採択されたか (n=248) 

採択された

21.4%

採択されなかった

78.6%
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 どのような機関の研究資金制度を取得したかについて得られた回答を、延べ予算額が多

い機関順に列記したのが下表である。文部科学省、経済産業省、NEDO が多く、次いで日

本学術振興会、JST 等となっている。 

図表 ３-9 取得された研究資金制度の実施機関（上位 10 機関） 

機関名 予算額（千円） 

文部科学省 932,329 
経済産業省 710,607 
(独)新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO） 238,622 
(独)日本学術振興会 89,050 
(独)科学技術振興機構 71,207 
全国中小企業団体中央会 65,000 
(財)高知県産業振興センター 28,884 
堺市 24,000 
(独)福祉医療機構 11,316 
愛媛県 1,500 

 

３－２－５ 研究成果（論文、発表、書籍・雑誌掲載、メディア取材、受賞、特許） 

本事業期間中から現在までの、本事業に関する研究開発成果を調査したところ、追跡調

査に回答した 225 研究者から、下表の回答が寄せられた。 

論文化した研究者は 38 人（16.9％）で延べ論文数は 68 件、学会発表・口頭発表を行っ

たのは 127 人（56.4％）で延べ 484 件、書籍出版・雑誌掲載を行ったのは 40 人（17.8％）

で延べ 60 件となっている。 

また、メディア取材を受けた研究者は 55 人（24.4％）で延べ取材数は 141 件、受賞は 15

人（6.7％）で延べ 18 回となっており、研究課題に対し、一定の社会的関心があることを

示唆している。 

特許出願を行った研究者は 56 人（24.9％）で延べ出願数は 68 件となっている。 

図表 ３-10 本事業に関する研究成果 

 1 件以上の成果がある課題 延べ件数 

論文数（査読あり） 38／225 課題（論文化率 16.9％） 68 件 
学会発表・口頭発表 127／225 課題（発表実施率 56.4％） 484 件 
書籍出版・雑誌掲載 40／225 課題（書籍・雑誌化率 17.8％） 60 件 
メディア取材 55／225 課題（メディア取材率 24.4％） 141 件 
受賞 15／225 課題（受賞率 6.7％） 18 件 
特許出願 56／225 課題（特許出願率 24.9％） 68 件 
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３－３ 研究が直面した課題と克服状況 

３－３－１ 直面した課題 

 研究開始から現在までに直面した課題としては、「研究開発における研究チーム内のコ

ミュニケーション」（13.3％）、「技術・市場動向に関する情報収集」（12.6％）、「公設試等研

究機関側（シーズ側）の資金・設備」（12.3％）に加え、「企業側（ニーズ側）の人材・体

制・ノウハウ」（11.8％）、「企業側（ニーズ側）の資金・設備」（11.1％）との回答も比較的

多くなっている。研究チーム内の意思疎通や情報収集をはじめ、シーズ側、ニーズ側にお

いてさまざまな課題に直面している様子がうかがえる。 

図表 ３-11 直面した課題（ も困難な課題、2 番目に困難な課題の総計、n=406） 

13.3%

6.2%

5.7%

11.8%

11.1%

1.0%

8.6%

10.3%

12.3%

2.0%

12.6%

5.2%

0% 5% 10% 15%

研究開発における研究チーム内のコミュニケーション

研究チーム内の研究機関・企業との契約・交渉

企業側（ニーズ側）の技術力

企業側（ニーズ側）の人材・体制・ノウハウ

企業側（ニーズ側）の資金・設備

企業側（ニーズ側）の知的財産戦略

大学・公設試等研究機関側（シーズ側）の技術力

公設試等研究機関側（シーズ側）の

人材・体制・ノウハウ

公設試等研究機関側（シーズ側）の資金・設備

大学・公設試等研究機関側（シーズ側）の

知的財産戦略

技術・市場動向に関する情報収集

その他
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３－３－２ 課題の克服状況 

 本事業の中で直面した課題を克服することができたか否かについては、「克服できた」と

の回答は 43.8％となっている。 

図表 ３-12 直面した課題を克服できたか 

（ も困難な課題、2 番目に困難な課題の総計、n=406） 

克服できた

43.8%
克服できなかった

56.2%

 

 課題別に克服状況を分析すると、（一定のサンプル数を有した上で）克服率が高いのは、

「研究開発における研究チーム内のコミュニケーション」（70.4％）、「研究チーム内の研究

機関・企業との契約・交渉」（68.0％）、「企業側（ニーズ側）の技術力」（65.2％）等となっ

ている。研究チーム内の意思疎通や合意や、技術に関する課題については、着実に克服し

ている様子がうかがえる。 

一方、克服率が低いのは、「企業側（ニーズ側）の資金・設備」（26.7％）、「大学・公設

試等研究機関側（シーズ側）の技術力」（31.4％）、「公設試等研究機関側（シーズ側）の資

金・設備」（34.0％）等となっており、シーズ側・ニーズ側ともに資金や設備面での課題は

克服が難しい状況が読み取れる。 
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図表 ３-13 直面した課題別、課題克服状況 

（ も困難な課題、2 番目に困難な課題の総計、n=406） 

43.8%

70.4%

68.0%

65.2%

43.8%

26.7%

50.0%

31.4%

40.5%

34.0%

12.5%

37.3%

38.1%

56.2%

29.6%

32.0%

34.8%

56.3%

73.3%

50.0%

68.6%

59.5%

66.0%

87.5%

62.7%

61.9%
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全体 (406)

研究開発における研究チーム内のコミュニケーション (54)

研究チーム内の研究機関・企業との契約・交渉 (25)

企業側（ニーズ側）の技術力 (23)

企業側（ニーズ側）の人材・体制・ノウハウ (48)

企業側（ニーズ側）の資金・設備 (45)

企業側（ニーズ側）の知的財産戦略 (4)

大学・公設試等研究機関側（シーズ側）の技術力 (35)

公設試等研究機関側（シーズ側）の人材・体制・ノウハウ (42)

公設試等研究機関側（シーズ側）の資金・設備 (50)

大学・公設試等研究機関側（シーズ側）の知的財産戦略 (8)

技術・市場動向に関する情報収集 (51)

その他 (21)

克服できた 克服できなかった
 

 

３－３－３ 課題克服の経緯 

 33 ページ図表 3－11 において示された、研究開発において直面した課題のうち、主要な

ものについて、課題克服の経緯をまとめた。 

「研究開発における研究チーム内のコミュニケーション」については、綿密なコミュニ

ケーション、課題・役割分担の明確化、強力なリーダーシップ等が課題克服のカギとなっ

ている。 

「技術・市場動向に関する情報収集」については、関係機関へのヒアリング・意見交換、

学会等を活用した情報収集等により対応している。 

「公設試等研究機関側（シーズ側）の資金・設備」については、本事業による資金調達、

関連機関及び研究室の設備等の活用により克服している。 
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「企業側（ニーズ側）の人材・体制・ノウハウ」については、連携による人材・体制・

ノウハウの充実、企業側で人材をアサイン、企業側における現体制での工夫により、「企業

側（ニーズ側）の資金・設備」に対しては、本事業の資金により設備を購入・製作、ある

いは他の研究費・補助金等の活用等により、課題を克服していることが指摘されている。 

図表 ３-14 主要課題別、課題克服の経緯（抜粋） 

主要課題 課題克服の経緯 

研究開発にお

ける研究チー

ム内のコミュ

ニケーション 

【綿密なコミュニケーション】 
 各研究者の物理的距離が離れていることから、頻繁にコンタクトを取るよ

う心がけた（出張・電話・電子メール等）。 
 定期的なミーティング及びメール等を使った情報共有により計画的に研

究を推進した。 
 進捗状況に関わらず定期的な意見交換を行うようにした。 
 共同研究を行う 3 つの機関・企業の就業形態の違いから、打合せを行うた

めの時間や場所の設定が困難であった。就業時間が終ってからのミーティ

ング等で対応をした。 
【課題・役割分担の明確化】 
 定期的に会合を設け、企業間での役割負担を明確化することで克服。 
 情報の共有化を積極的に進めるとともに、成果や問題点について徹底的に

議論し、互いの理解を確認した。 
 参画機関の研究者が集まって顔を合わせてコミュニケ－ションを図り、企

業ニーズについて問題点を整理し、研究内容や目標を共有することで、克

服できたと考えています。 
 タイムスケジュールを明確にすることによって、相互のコミュニケーショ

ンがスムーズに進められた。 
【強力なリーダーシップ】 
 大学側が中心となり、歯科材料について現物を用いた知識や認識の造成の

実施や、公設試側による材料評価手法の解説等を重ねることにより、相互

の技術的な理解を深めた。 
 企業側の技術顧問の調整能力が高く、事業を円滑に進めるために大きな役

割を果たした。 

技術・市場動向

に関する情報

収集 

【関係機関へのヒアリング・意見交換】 
 直接国際航空貨物を扱う NCA、ANA で担当者を交えた現地調査を行い、

システムに対する意見交換を行った。 
 本事業により、本研究に関する試験機関等を訪問することができたため、

より詳細かつ具体的な情報を収集することができた。 
 福祉用具関連企業及びゴム金型メーカー等に協力していただき、 新の市

場・技術情報を収集できた。 
 農協等関係者との協議の場を設けた。 
【学会等を活用した情報収集】 
 学会等の機会を利用して情報収集を行った。また、ニッタ㈱の保有する技

術・市場動向情報の共有を行った。 
公設試等研究

機関側（シーズ

側）の資金・設

備 

【本事業により資金調達】 
 本事業により、必要とする評価機器を購入でき、研究を円滑に進めること

ができた。 
 振動耐久性を評価する際に必要なレーザー振動計を本事業により導入で



 37

き、早急に課題解決を行うことができた。 
 企業ニーズが把握され、センターの技術力の蓄積もあり、問題解決のアイ

ディアもあったが、これを実体化して実証する資金・設備がなかった。本

資金によりこの問題は解決した。 
【関連機関の設備等の活用】 
 関連機関へ協力を依頼した。 
 今回の実験には長期間試験機を使用する必要があったため、逐次試験機の

空き状況を確認しながら実験を進めた。 
【研究室の設備等の活用】 
 設計及び評価に関して、予算的に新規導入が難しかったため、既存設備を

活用して、研究開発を行った。 
 当研究室の設備等を活用した。 
 大学現有設備の改造。 

企業側（ニーズ

側）の人材・体

制・ノウハウ 

【連携による人材・体制・ノウハウの充実】 
 企業側の単純な人員不足があったが、大学側(学生)がカバーすることでう

まく研究ができた。 
 製造現場（（有）尾瀬ドーフ）に大学･公設試等研究機関側より人材を派遣

し、実地に技術支援を行った。 
 専門知識が無くても利用できるよう、数値計算結果を簡単な形の回帰式と

してまとめて利用できるようにした。 
【企業側（ニーズ側）で人材をアサイン】 
 製品を調製する企業において、本研究に関係するスタッフが少なく、計画

が遅延する事があった。企業のご理解によりスタッフを増員し、現在では

遅滞なく研究を継続できている。 
 企業側が技術系社員を新たに採用。 
【企業側（ニーズ側）における現体制での工夫】 
 企業規模が小さいため、研究業務に専任できるスタッフの確保が困難で

あった。兼務という状況の中で、研究業務を積極的に展開することで課題

解決を図った。 
 規模の小さい企業は、開発業務に専従できるスタッフの確保が難しいが、

兼務しながら課題解決を図った。 

企業側（ニーズ

側）の資金・設

備 

【本事業の資金により設備を購入・製作】 
 本事業により必要な設備を導入することができ、課題の解決に繋がった。

 JST からの資金の提供。 
 地域ニーズ即応型で整備出来た機器によって得られた実験結果によって、

技術的目途がたち、連携企業を増やす等ができた。その結果、公的資金を

得て量産化のための検討を着手することができた。 
【他の研究費・補助金等の活用】 
 地域ニーズ即応型、こうち産業振興基金「地域研究成果事業化支援事業」

等、補助金の活用により克服。 
 他の産学連携向けの競争的研究費を導入した。 
 本センターの「創業期技術支援事業」に応募され、採択されたため、研究

のための設備使用や消耗品の購入については克服された。 
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３－４ 研究者からみた地域ニーズ即応型の効果と課題 

 本事業が研究者にもたらした意識・行動の変化、プラザ／サテライトの認知度の変化を

分析する。併せて、研究者による本事業に対する評価、課題と改善要望について整理する。 

 

３－４－１ 意識・行動の変化 

 本事業を通じて生じた意識・行動の変化については、「企業化を意識して研究を行うよう

になった」（45.8％）、「産学官連携に関心を持つようになった」（39.6％）、「企業との共同研

究を積極的に行うようになった」（32.9％）との回答が多くなっている。一方で、「もとも

と企業化に対して積極的であり、とくに変わっていない」（26.2％）、「特別の変化は感じて

いない」（8.4％）との回答も約 1/3 みられている。 

総じて、本事業は、研究者の企業化意識、産学官連携意識、共同研究意識の向上に貢献

していることが読み取れる。 

図表 ３-15 本事業を受けて生じた変化があるか（複数回答、n=225） 

39.6%

45.8%

32.9%

22.2%

26.2%

8.4%

4.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

産学官連携に関心を持つようになった

企業化を意識して研究を行うようになった

企業との共同研究を積極的に行うようになった

企業化をめざした公募事業に積極的に

応募するようになった

もともと企業化に対して積極的であり、

とくに変わってはいない

特別の変化は感じていない

その他
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３－４－２ JST イノベーションプラザ／サテライトの認知度の変化 

 本事業実施前後におけるプラザ／サテライトの認知状況の変化をたずねたところ、「本事

業に応募する前からよく知っていた」との回答が 40.9％に達しており、企業調査結果と比

較すると、プラザ／サテライトに対する認知度は従前から高かったことがうかがえる。一

方で、「本事業を応募する前から知っていたが、詳しくはなかった」（48.4％）、「本事業へ

の応募を通じてはじめて知った」（10.7％）とする回答も 6 割弱に達しており、本事業がプ

ラザ／サテライトのさらなる認知度向上に一定の役割を果たしていることもうかがえる。 

図表 ３-16 地域のプラザ／サテライトを知っていたか（n=225） 

本事業に応募す

る前からよく知っ

ていた
40.9%

本事業に応募す

る前から知ってい

たが、詳しくはな

かった

48.4%

本事業への応募

を通じてはじめて

知った
10.7%

その他

0.0%

 

 

３－４－３ 地域ニーズ即応型の評価 

企業の持つニーズと公設試験研究機関や大学が持つ技術シーズとをマッチングさせる仕

組みとして、本事業が効果的に機能したかの評価については、有効に機能したとの回答（「非

常に有効に機能した」、「どちらかと言えば有効に機能した」との回答の和）がほとんどを

占めている。本事業に対し、研究者は、企業は非常に高い評価をしている状況が読み取れ

る。 
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図表 ３-17 本事業は効果的に機能したか（n=225） 

非常に有効に機

能した

48.0%

どちらかと言えば

有効に機能した

49.3%

どちらかと言えば

あまり有効に機

能しなかった
2.7%

有効に機能しな

かった

0.0%

 

 本事業を積極的に評価した（「非常に有効に機能した」及び「どちらかと言えば有効に機

能した」と回答した）理由としては、1）目標達成・課題解決等の成果が出たこと、2）資

金・設備・人的資源が確保できたこと、3）設定目標の明確化と共有、4）公設試験研究機

関の役割が有効だったこと、5）ニーズとシーズのマッチング機能が効果的だったこと、6）

人的交流・ネットワークが広がったこと等が挙げられている。 

 一方、本事業の有効性を評価していない（「どちらかと言えばあまり有効に機能しなかっ

た」及び「有効に機能しなかった」と回答した）理由としては、1）企業側に経営上の問題

が生じたこと、2）ニーズとシーズが一致しなかったこと、3）本事業以前から既に協力体

制・関係構築済みであること等が挙げられた。 

図表 ３-１１ 評価別、評価の理由（抜粋） 

評価 評価の理由 

非常に有効に 
機能した 
 
及び 
 
どちらかと言
えば有効に機
能した 

【目標達成・課題解決等の成果】 
 本事業で、試作品の効果を検証し特許出願に至った。このような成果を得

たことは本事業の有効性を示すものと考える。 
 基礎研究により得られた知見や成果を事業化、産業化に役立たせる取組を

実施できた。 
 企業側の要望に対し、当初の目標を達成できたため。 
 システムのプロトタイプ実装が実現したため。 
 製品化のために足りなかったデータが得られたため。 
【資金・設備・人的資源の確保】 
 企業、公設試ともにニーズや技術シーズがあっても、資金面やマンパワー

等からスムーズに実施できない状況なので、本事業のニーズ即応は機能し
たと思う。 
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 研究施設や人材のない企業と、企業化に疎い大学が協働できた。 
 地方の企業では、研究開発や新商品開発に関する意欲やニーズがあって

も、自前で十分な研究資金を捻出することが難しい。このような制度を活
用させていただくことで、開発意欲の維持向上が図れるとともに、新たな
産業利用の芽を成長させることができると感じている。 

 研究開発にはニーズ及びシーズのマッチングはもちろんであるが、資金及
び設備の確保に非常に有効であった。 

【設定目標の明確化と共有】 
 参画機関間で明確な目標を共有し、分担実施して結果を全体にフィード

バックすることで円滑に開発を推進できたため。 
 企業側からの要望等を直接聞き、その解決に向けて的確に研究を進め、企

業ニーズに応えることができるため。 
 研究目的（水質浄化システムの構築）が明確であり、企業及び公設試の有

する技術が補完的に有意義に働いた。 
 企業側のニーズが具体的で明確であり、課題解決に向けた研究開発の目標

も明確であったことから、スムーズに研究を進めることができ、本事業が
有効に機能した。 

【公設試験研究機関の役割の有効性】 
 大学と企業だけでは、なかなかプロジェクトが進まないが、公設試がマネ

ジメントを行うことにより、プロジェクトがスムーズに進んだ。 
 申請等において公設試の支援を受けられたことは時間や労力の面で助け

となり、研究に専念できた。 
 企業との接点が多い公設試のポテンシャルを活用できる事業スキームで

あったため。 
 公設試が地元企業の技術・研究開発をサポートする仕組みとして、採択基

準が公平・公正であり、大変ありがたい仕組みであると思う。 
【ニーズとシーズのマッチング機能の効果】 
 中小企業（特に少人数の企業）では専門以外の技術を必要とする開発に費

やす資金と人材がない中で、本事業の企業ニーズと技術シーズをマッチン
グさせる仕組みにより開発が成功できたから。 

 企業のニーズと大学のシーズのマッチングに効果的に機能した。 
【人的交流・ネットワークの広がり】 
 企業には、事業化決断のためのきっかけとなった。公設試には、事業を通

じて、より広範な研究者・企業との連携が可能となった。 
 個人的に知らない企業と産学官体制で連携できた。 

どちらかと言
えばあまり有
効に 
機能しなかっ
た 
 
及び 
 
有効に機能し
なかった 

【企業側の経営上の問題】 
 企業側の経営的な状況により、新たな設備投資を必要とする企業への技術

移転が難しい状況にあるため。 
 本制度では、企業側の技術背景、技術展開力、人材等の状況によって、有

効な成果に至るかどうかが大きく左右される。中小、特にごく小規模の企
業では、よほど突出した独自技術を持たない限り、技術展開が難しいと感
じる。 

【ニーズとシーズの不一致】 
 重要課題であるカルシウムの分布を解明するための技術シーズにマッチ

ングさせられなかった。 
【本事業以前から既に協力体制・関係構築済み】 
 共同研究先の企業とはもともと技術交流があり、1 つの手段として当該事

業により実施したのみで、きっかけ以上の大きな効果は感じられない。 
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３－４－４ 地域ニーズ即応型の課題と改善点 

 本事業への課題や改善点としては、1）研究費・物件費等に関するわかりにくさ、柔軟性

不足、2）事業期間の短さ、年度主義からの脱却等、制度設計そのものに関するものが多い

一方で、3）本事業制度の存続を要望する意見もみられている。 

図表 ３-18 本事業の制度上の課題・要望等（抜粋） 

項目 意見 

研究費、物件費

等に関するわ

かりにくさ、柔

軟性不足 

 共同研究機関との契約事務や、決算報告作成に労力を要することに負担を

感じました。 
 研究費と研究期間に柔軟性があればさらによい制度になるかと存じます。

 研究費の使途について、実績報告書作成・保存や研究データの整理に用い

る事務用品や OA 機器等の一般事務物品の消耗品購入について、ご理解を

いただきたいと思います。 
 USB メモリの購入に理由が必要であり、購入品目の制約に驚いた。予算の

執行に対して、もう少し柔軟な対応があってもよいと思う。 
 特許取得に向けての知財戦略に関わる費目の予算計上が可能になること

が必要である。 

事業期間の短

さ、年度主義か

らの脱却 

 採択時期が年度の途中になってしまうため、契約が締結されてからの、実

質的な研究期間が数ヶ月しか無くなってしまう。採択時期がもっと早いと

よい（あるいは、研究期間を年度で切らずに、契約日から 1 年とする）。

 複数年度では採択が難しいと聞いていたこともあって単年度事業で申請

したため、事業期間が短く、十分とは言えなかった（8 月に事業開始だっ

たが研究費が振り込まれたのが 10 月後半であった）。このような事業は 4
月に開始でき 1 年間きちんと研究できることが望ましいと考える。 

 申請が 12 月上旬、採択通知が年明け、年度をまたがるため予算計画の制

約を受けたので、できればそのようなところを改善してほしい。 
 単年度の応募であったために、研究開発期間が短い。助成金額が小額で

あっても、３年程度の研究期間があるプログラムがあると活用しやすい。

本事業制度存

続への要望 

 本事業は、初めて産学連携事業に取り組もうと考えている中小・零細企業

にとって、応募書類の分量と予算規模のバランスが良くエントリーしやす

かった。申請段階から公設試がサポートすることによって、技術ニーズの

整理及び必要なシーズを明らかにすることができるため、他の事業申請に

向けても大きな役割を果たした。現 A-step ではなく、地域ニーズ即応事業

の復活を望みます。 
 公設試としての立場からは、当方のポテンシャルを存分に発揮できる本事

業は大変有意義であった。事業仕分け等の影響により廃止となったことが

残念である。公設試は企業との接点を多く有していることから、今後もこ

れを活用した事業が整備されることを期待する。 
 ニーズ即応型は、技術力がありながら資金的に研究が行えなかった中小企

業にとって登竜門的な位置づけであったと思う。このような制度の復活を

強く願い。 
 本事業（ニーズ即応型）は予算総額・事業の位置づけ等、研究を遂行する

上で非常に良い制度であったが、現行 A-STEP 制度内では同様のプランが

ないため、今後、本事業同様の事業が策定されることを希望する。 
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第４章 調整役プロジェクトコーディネータ調査 

本章では、本事業に参加した調整役プロジェクトコーディネータを対象とした追跡調査

結果により、企業ニーズの解決状況、研究が直面した課題と克服状況、案件のフォローアッ

プ状況、本事業の効果と課題等についてまとめる。 

 

４－１ 企業ニーズの解決状況 

 本事業の活用による、企業ニーズの解決状況、企業ニーズ解決の経緯・要因、企業ニー

ズ未解決の理由を分析する。 

 

４－１－１ 企業ニーズの解決状況 

 本事業の活用により、目標となっていた企業ニーズの解決に至ったかについてたずねた

ところ、「ほぼ解決した」（23.9％）、「かなり解決した」（57.2％）の和は 81.1％となってい

る。 

図表 ４-1 企業ニーズの解決状況（n=159） 

ほぼ解決した

23.9%

かなり解決した

57.2%

あまり解決しな

かった

18.9%

ほとんど解決しな

かった

0.0%
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４－１－２ 企業ニーズ解決の経緯・要因 

 本事業により企業ニーズが解決したとする（前ページ図表 4－1 における「ほぼ解決した」、

「かなり解決した」との回答）回答者に、その経緯と要因をたずねたところ、「商品の実用

化レベルへの到達」、「実証実験・評価試験等の実施」等の成果がもたらされたことを指摘

する意見が多い。一方、そのような成果を到達する要因としての、「連携体制・情報共有の

強化」、「ニーズとシーズのマッチングの的確さ」、「企業ニーズの把握、目標・課題の設定

の的確さ」等も挙げられている。 

図表 ４-2 企業ニーズ解決の経緯・要因（抜粋） 

分類 回答内容 

商品の実用化

レベルへの到

達 

 本事業によって、技術が実用化レベルに達し、事業化に向けて進むことが

できるようになった。 
 実用化のレベルまで研究成果が到達し、NanoTech 展において、企業が展

示ブースを構えることができた。 
 本事業で得られた成果を基に、群馬県片品村においては大白ダイズの栽培

が急速に普及した。また、開発された試作品を基に、企業（参画企業）に

おいては大白ダイズを用いた製品開発が行われ、「おからのでない豆腐」

として市場投入された。 
 本事業での開発成果に基づき、参画中小企業が「卓上型マイクロＸ線分

析・透過装置 型式 RBOXRF+2010」を製品したことに加え、参画した大

学の研究成果である解析用ソフトウェア「簡易Ｘ線スペクトル測定表示ソ

フトウェア」も製品化・市販することができた。さらに、製品を製品販売・

展示会出展を通じ、研究・品質管理等幅広い企業ニーズの情報が入手でき

るようになった。 

実証実験・評価

試験等の実施 

 開発品の各種評価試験は、良好な結果を得て、商品化が可能となった。 
 企業ニーズを、当センターと大学が保有する技術や装置を活かし産学官の連携で

実証試験ができた。 
 本事業採択による資金的な支援により、コンピュータシミュレーションという

バーチャルな結果だけでなく、試作物による実測というリアルな結果が、企業を

納得させるのに大いに役立ち、信頼関係の構築に寄与した。その結果、両者が密

接に連携でき、研究開発が効率よく、早期に完了できた。 
 本案件は、身障者が自身で運転することを支援する運転支援システムで、力セン

サーから成るパワーアシストシステムを農工大先生のロボット技術の要素技術

を活用し、モーター駆動機構を採り入れアクセル、ブレーキやステアリングに力

をアシストできるシステムとして完成し、試験車両による走行実験で確認した。

連携体制・情報

共有の強化 

 相互に連絡・調整を行い、常に情報共有を行い、研究成果等を学会等に発

表することにより、知見や技術内容を確立するとともに、ユーザー側の声

を反映することができた。 
 企業との密接な連携と本事業による資金及び設備の調達が大いに貢献した。

 企業が製品開発をする際に苦手な技術分野を公設試や大学が実施するこ

とで解決した。制御プログラム開発を公設試が担当し、医療機器情報や被

ばく測定技術及び実験場所の提供を大学が担当して解決した。 
 研究員の中にコーディネート能力に長けた人物がいたため、大学や公設試

が持っていた技術をうまく纏め上げることができた。 
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ニーズとシー

ズのマッチン

グの的確さ 

 企業担当者の精力的な実験参加と当センターの技術がうまくマッチング

した。 
 企業担当者の精力的な実験参加と当センターの技術がうまくマッチング

した。 
 研究により、樹皮繊維の圧縮条件から音響特性（垂直入射吸音率）の推定

が可能になった。これにより、樹皮繊維の圧縮条件から吸音率のシミュ

レーションができるため、結果として当初の目標であった吸音特性のコン

トロールを実現できたと言える。 

企業ニーズの

把握、目標・課

題の設定の的

確さ 

 企業ニーズを的確に捉え、その解決に向けて公設試及び大学が有する技術

を駆使し、かつ情報交換を密にして推進したことがよかったと思う。 
 現状の問題点を整理し、それぞれの課題解決に向けて方針を定め、相互の

協力の基に的確に対応できたこと。その結果として増産が見込めること、

装置の低価格化の目途もたったこと、他の品種への水平展開も見込めるこ

と等の成果が出た。 
 担当者とコーディネータが開発した試作品に関して会社訪問等を繰り返

し、ニーズを探った。ニーズに従って、化成処理膜の 適化を実行したた

め。 適化には企業も 大限の力を発揮した。 

 

４－１－３ 企業ニーズ未解決の理由 

 本事業で企業ニーズが解決できなかったとする（43 ページ図表 4－1 における「あまり

解決しなかった」、「ほとんど解決しなかった」との回答）回答者に、その経緯と要因をた

ずねたところ、「研究工程において新たに発覚した課題の出現」、「研究実施期間、資金、設

備・施設における制約」を指摘する意見が多かった。また、端的に「実用化まで未到達」

にとどまっていることを要因として挙げる意見も多い。 

図表 ４-3 企業ニーズ未解決の理由（抜粋） 

分類 回答内容 

研究工程にお

いて新たに発

覚した課題の

出現 

 事前の研究で得た知見に基づく仮説を根底から覆す結果が出たため、その解

析や検討に時間を要し、所期の成果を得られなかった。 
 研究を進める中で、スケールアップにあたり、解決が困難な新たな課題等が

浮かび上がってきたため。 
 実験結果が、研究当初に想定（目標と）した段階にまで至らなかった。さら

に新たな課題が発生したことによって、実用化するまでには至っていない。

 初期に課題としていた点は解決したが、その後に発生した問題点については

解決できなかった。 

研究実施期間、

資金、設備・施

設における制

約 

 本研究開発において、ラボスケールにおいて、従来の方法と比較して投入有

機物あたりのガス発生量が増加し、予想以上の排出汚泥量が減少を可能にし

たが、実用化には、実規模に向けたスケールアップ試験によるコスト、操作、

維持管理等検証が必要である。本事業の予算規模と研究期間では、これらを、

解決できない。 
 本接合技術により、アルミニウム（Al）管の健全な継手が得られるものの、

Al 管接合専用の接合装置の導入が必要である。製造現場においては、Al 管専

用の接合ラインを設けることは困難であり、従来の銅管接合ラインに本接合

装置を導入することも困難であったため。 
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実用化まで未

到達 

 試作品は出来たが、目標としたヘルスケア商品の開発・販売には至らな

かった。 
 開発目標の一項目が目標値に達しなかったため、試作はできたがその後の

製品化を中断している。 
 本研究開発により技術的な成果はある程度得たものの、研究を継続し事業

化を推し進めるまでには至らなかった。 
 実用化への展開や取り組みが十分とは言えなかった。 

 

 

４－２ 研究が直面した課題と克服状況 

４－２－１ 直面した課題 

 取り組んだ研究課題のコーディネート活動において、研究開始から現在までに、どのよ

うな課題に直面してきたかを 2 つまでたずねたところ、「技術・市場動向に関する情報収集」

（18.1％）、「研究チーム内のコミュニケーション（役割分担の調整、進捗管理）」（17.4％）、

「研究チーム内のコミュニケーション（開発目標、意識の共有）」（16.8％）が 3 大課題と

して挙げられている。コーディネータの視点からは、産学官の参加による研究チームに対

し、技術や市場に関する重要な情報をいかに効果的に収集・提供するかと、研究チームの

役割分担、進捗管理、目標・意識の共有等の諸調整を行うことが重要となっていることが

読み取れる。 

図表 ４-4 直面した課題（ も困難な課題、2 番目に困難な課題の総計、n=270） 

7.7%

13.5%

16.8%

17.4%

7.1%

3.9%

18.1%

7.1%

8.4%

0% 5% 10% 15% 20%

研究チーム内のコミュニケーション

（互いの技術への理解）

研究チーム内のコミュニケーション

（開発スケジュールの共有）

研究チーム内のコミュニケーション

（開発目標、意識の共有）

研究チーム内のコミュニケーション

（役割分担の調整、進捗管理）

研究チーム内の研究機関・企業との契約・交渉

技術シーズと企業ニーズのミスマッチ

技術・市場動向に関する情報収集

コーディネータの人材・資金・ノウハウ

その他
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４－２－２ 課題の克服状況 

 本事業の中で直面した課題を克服することができたか否かについては、「克服できた」と

の回答は 63.0％となっている。 

図表 ４-5 直面した課題を克服できたか 

（ も困難な課題、2 番目に困難な課題の総計、n=270） 

克服できた

63.0%

克服できなかった

37.0%

 

 課題別に克服状況を分析すると、（一定のサンプル数を有した上で）克服率が高いのは、

「研究チーム内のコミュニケーション（互いの技術への理解）」（85.0％）、「研究チーム内

のコミュニケーション（役割分担の調整、進捗管理）」（80.0％）、「研究チーム内のコミュ

ニケーション（開発スケジュールの共有）」（73.0％）となっている。一方、克服率が低い

のは、「その他」（38.1％）、「技術・市場動向に関する情報収集」（43.8％）、「コーディネー

タの人材・資金・ノウハウ」（47.4％）となっている。 

研究チーム内の各種のコミュニケーションについては、コーディネータの重要機能とし

て着実に克服しているものの、技術・市場に関する情報収集やコーディネータのノウハウ

支援等の機能を十分に果たすことは必ずしも容易ではないことがうかがえる。 
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図表 ４-6 直面した課題別、課題克服状況 

（ も困難な課題、2 番目に困難な課題の総計、n=270） 

63.0%

85.0%

73.0%

64.1%

80.0%

66.7%

37.5%

43.8%

47.4%

38.1%

37.0%

15.0%

27.0%

35.9%

20.0%

33.3%

62.5%

56.3%

52.6%

61.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体 (270)

研究チーム内のコミュニケーション

（互いの技術への理解） (20)

研究チーム内のコミュニケーション

（開発スケジュールの共有） (37)

研究チーム内のコミュニケーション

（開発目標、意識の共有） (39)

研究チーム内のコミュニケーション

（役割分担の調整、進捗管理） (60)

研究チーム内の研究機関・企業との契約・交渉 (18)

技術シーズと企業ニーズのミスマッチ (8)

技術・市場動向に関する情報収集 (48)

コーディネータの人材・資金・ノウハウ (19)

その他 (21)

克服できた 克服できなかった
 

 

４－２－３ 課題克服の経緯 

 46 ページ図表 4－4 において示された、研究開発において直面した課題のうち、主要な

ものについて、課題克服の経緯をまとめた。 

 「技術・市場動向に関する情報収集」に直面した場合には、学会・展示会等を活用した

情報収集、企業側による情報収集、市場調査の実施、関係機関へのヒアリング・意見交換

等により、ブレークスルーが図られている。 

コミュニケーション面の課題については、「研究チーム内のコミュニケーション（役割分

担の調整、進捗管理）」では、綿密なコミュニケーション、役割分担の明確化・連携による

調整等により、「研究チーム内のコミュニケーション（開発目標、意識の共有）」では、共
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有・確認を意識したコミュニケーションの工夫、コーディネータによる調整・対応等によ

り、「研究チーム内のコミュニケーション（開発スケジュールの共有）」では、相互の進捗

管理の徹底、柔軟なスケジューリング調整等により、それぞれ対応がなされていることが

うかがえる。 

図表 ４-7 主要課題別、課題克服の経緯（抜粋） 

主要課題 課題克服の経緯 

技術・市場動向

に関する情報

収集 

【学会・展示会等を活用した情報収集】 
 多くの学会で研究成果を報告し、その反響等から技術・市場動向を把握し

た。 
 学会等の機会を利用して情報収集を行った。また、企業の保有する技術・

市場動向情報の共有を行った。 
 開発成果を広報及び展示会に出展することで、今まで得られなかった市場

動向に関する情報が入手できるようになった。 
【企業側（ニーズ側）による情報収集】 
 企業の先行商品の営業ルートからの情報が寄与した。 
 文献調査等と企業による関連企業からの情報収集。 
【市場調査の実施】 
 企業側がよく情報収集し、市場動向等に関しては他事業を使ってアンケー

ト調査等を実施したため、課題を克服できた。 
 先進公設試や先進地の市場動向調査を行うことができた。 
【関係機関へのヒアリング・意見交換】 
 動向把握が難しい原子力発電所であったが、研究者へのヒアリング及び研

究成果の提供依頼等によって対応を図った。 

研究チーム内

の コ ミ ュ ニ

ケーション（役

割分担の調整、

進捗管理） 

【綿密なコミュニケーション】 
 公設試と企業の打ち合わせを繰り返し行い、進捗状況を把握しながら、計

画で予定していた実験を実施した。 
 委託事業に係る事務処理に不慣れな企業のため、連絡を密にし、書類整理

等に関して支援を行いスケジュール通り事業ができた。 
 メールや電話での日常的なやりとりや定期的な打合せ開催により、進捗の

管理が可能となった。 
 定期的な進捗会議（1 回/月）。研究で明らかになった新た課題については

個別に研究契約を結び対応した。 
【役割分担の明確化・連携による調整】 
 打合せの 後には次回開催日を決定するようにし、議事録を作成して次回

までの双方の宿題（役割）を明確にするようにした。 
 公設試では表面処理剤の開発、企業ではそれらを用いたナノ粒子分散体の

作製とコーティング材への応用と研究分担を明確にした。 
 企業側の担当者は製造や営業等の業務にも携わっており、研究開発に充て

られる時間が少なかったため、公設試の研究者が適宜フォローした。 
 本研究で作製した試作機を展示会に出展することを明確にし、共同研究者

相互が研究課題の解決時期を展示会の開催時期に合わせることにした。 
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研究チーム内

の コ ミ ュ ニ

ケーション（開

発目標、意識の

共有） 

【共有・確認を意識したコミュニケーションの工夫】 
 事業開始時に具体的な開発目標の設定や意識の共有化が図れた。 
 企業ニーズと研究チーム内の目標にずれがあったが、話し合いを持つこと

により統一した目標を共有できた。 
 工業技術センターでの実験結果等を定期的に報告する等、こまめに情報交

換することにより意識の共有化を図った。 
【コーディネータによる調整・対応】 
 コーディネータが目標・問題（到達点と現状の差）と期間を明確にし、個

別に対応した。 
 コーディネータが各研究者を訪問して進捗状況の確認を行った。 
 研究に対する大学と現場（企業）の意識の相違が生じ、研究開始当初は研

究内容以外の面で様々な論争があった。しかしながら、論争を前向きな議

論へと誘導することで相互の理解を図ることができた。このような経験を

積んだことでコーディネータのスキルアップにつながった。 

研究チーム内

の コ ミ ュ ニ

ケーション（開

発スケジュー

ルの共有） 

【相互の進捗管理の徹底】 
 開発スケジュールは余裕があるものではなかったが、全体のスケジュール

や、研究チーム内の各人の進捗状況を逐次確認することにより、事業期間

内で開発を完了することができた。 
 企業は他の業務も同時に行っていることから開発スケジュール通りに行

うのは難しかった。そのため、こまめに連絡や打合せを行うことによりお

互いの進捗状況を把握するように心がけた。 
 連絡を密にし、問題点の把握、解決手段等の情報共有を徹底した。 
【柔軟なスケジューリング調整】 
 本事業での試作機を病院へ設置し、実用試験を行うスケジュールが決まっ

ていたため、提案企業（アパレルメーカー）と機械装置メーカーとの開発

スケジュールを細かく修正しながら開発を実施しました。 
 初に、研究目標とその過程で行うこと（例：学会発表）を整理しスケ

ジュールを立てるとともに、実施段階では密に連絡または協議する機会を

持つことでスケジュールの変更等を行った。 

 

 

４－３ 案件のフォローアップ状況 

 本事業採択課題について、本事業終了後もフォローアップを行っているかについては、

「フォローアップを行っている」が 78.3％となっており、大半の課題についてフォローアッ

プがなされている様子がうかがえる。 
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図表 ４-8 本事業終了後のフォローアップを行っているか（n=161） 

フォローアップを

行っている

78.3%

フォローアップは

行っていない

21.7%

 

 フォローアップを行われている課題について、その状況をたずねたところ、「次の外部資

金の獲得に向けたフォローアップを行っている」（47.6％）、「特許出願、課題解決に向けて

の助言等フォローアップを行っている」（36.5％）、「共同研究企業の探索、別のシーズ探索

を行っている」（28.6％）となっている。「その他」の回答としては、同じテーマでさらな

る高機能化や商品化を目指して共同研究開発を行っている、共同研究企業との定期的な情

報交換を継続している、コーディネータの所属する機関において特許出願の補助や相談、

外部資金獲得等の支援を引き続き行っている等が挙げられる。 

図表 ４-9 本事業終了後のフォローアップ状況（フォローアップを行っている場合） 

（複数回答、n=126） 

47.6%

36.5%

28.6%

22.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

次の外部資金の獲得に向けたフォローアップを

行っている

特許出願、課題解決に向けての助言等

フォローアップを行っている

共同研究企業の探索、別のシーズ探索を

行っている

その他
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フォローアップが行われていない課題について、その理由をたずねたところ、「課題解決

に至ったことにより研究を終了したため」（35.3％）、「担当者の異動等によりフォローアッ

プが困難となったため」（35.3％）との回答が多くなっている。担当者の異動後にも適切な

引き継ぎがなされフォローアップが継続されていく状況が望まれる。 

なお、「その他」の回答としては、「震災に伴い、予算確保が困難であるため、取りあえ

ず静観している」といった回答のほか、「現段階では成果利用の可能性について模索中であ

り、時期をみて次の展開を考えていきたい」、「目的がほぼ達成され、企業と商品化の課題

について逐次フォローすることで合意している」等、次へのステップへの展開を思索中と

の回答が挙げられている。 

図表 ４-10 本事業終了後のフォローアップ状況（フォローアップを行っていない場合） 

（複数回答、n=34） 

35.3%

17.6%

0.0%

35.3%

26.5%

0% 10% 20% 30% 40%

課題解決に至ったことにより研究を終了したため

研究開発が困難になったことにより、

研究を中止したため

他の競合技術が先行して企業化を行い、優位性が

なくなったことにより、研究を中止したため

担当者の異動等によりフォローアップが

困難となったため

その他

 

 

４－４ コーディネータからみた地域ニーズ即応型の効果と課題 

本事業が公設試験研究機関のコーディネート活動にもたらした影響、プラザ／サテライ

トの認知度の変化、コーディネート役の必要性、本事業に対する評価、課題と改善要望に

ついて分析した。 

 

４－４－１ 公設試験研究機関の活動への影響 

 本事業がコーディネート役である公設試験研究機関に対してどのような影響を及ぼした

かについては、「産学官のネットワークが構築された、広がった」（61.0％）、「公設試の認
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知度を向上することができた」（58.1％）とする回答が約 6 割に達している。次いで、「企

業からの技術相談が増えた」（36.0％）、「コーディネータとしてのスキルアップにつながっ

た」（33.1％）との回答が多くなっている。 

本事業は、公設試験研究機関が有する産学官のネットワーク拡充や公設試験研究機関の

知名度向上へと結びついたほか、企業との結び付きの強化、コーディネータ人材のスキル

アップにも一定の貢献を果たしていることがうかがえる。 

図表 ４-11 本事業を受けて公設試験研究機関に与えている影響があるか 

（複数回答、n=136） 

58.1%

17.6%

36.0%

61.0%

9.6%

33.1%

5.1%

6.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

公設試験場の認知度を向上することができた

大学等研究機関の研究者からアプローチが

来るようになった

企業からの技術相談が増えた

産学官のネットワークが構築された、広がった

大学等研究機関の研究シーズ情報に対する

関心が高まり、定期的に調べるようになった

コーディネータとしてのスキルアップにつながった

本事業のコーディネート業務は、自身の業務に

とって大きな負担となっている

その他

 

 

４－４－２ JST イノベーションプラザ／サテライトの認知度 

 本事業への応募前時点におけるプラザ／サテライトの認知状況については、「本事業に

応募する前からよく知っていた」（57.4％）とする回答が約 6 割に達しており、全体的には

本事業とかかわらず、プラザ／サテライトに対するコーディネータの認知状況は、以前か

ら高かったことがうかがえる。 

一方、「本事業を応募する前から知っていたが、詳しくはなかった」（33.1％）、「本事業

への応募を通じてはじめて知った」（8.1％）とする回答も約 4 割に達しており、本事業を
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通じて、プラザ／サテライトの活動の認知度を向上する効果も、一定程度みられている。 

図表 ４-12 地域のプラザ／サテライトを知っていたか（n=136） 

本事業に応募す

る前からよく知っ

ていた
57.4%

本事業も応募す

る前から知ってい

たが、詳しくはな

かった

33.1%

本事業への応募

を通じてはじめて

知った
8.1%

その他

1.5%

 

 

４－４－３ コーディネート役の参加の必要性 

 本事業を実施する体制において、コーディネート役の参加は必要と思うかをたずねたと

ころ、「必要である」（31.4％）、「どちらかと言えば必要である」（45.3％）と約 3/4 がコー

ディネータの必要性を指摘している。 

図表 ４-13 コーディネート役の参加の必要性があるか（n=137） 

必要である

31.4%

どちらかと言えば

必要である

45.3%

どちらかと言えば

あまり必要ない

19.7%

必要ない

3.6%
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４－４－４ 地域ニーズ即応型の評価 

 企業の持つニーズと公設試験研究機関や大学が持つ技術シーズとをマッチングさせる仕

組みとして、本事業はうまく機能したかをたずねたところ、「非常に有効に機能した」

（51.1％）、「どちらかと言えば有効に機能した」（46.0％）と、ほとんどの回答者が本事業

の有効性を評価している。 

図表 ４-14 本事業は効果的に機能したか（n=137） 

非常に有効に機

能した

51.1%

どちらかと言えば

有効に機能した

46.0%

どちらかと言えば

あまり有効に機

能しなかった
2.9%

有効に機能しな

かった
0.0%

 

 

 本事業を積極的に評価した（「非常に有効に機能した」及び「どちらかと言えば有効に機

能した」と回答した）理由としては、1）課題解決・目標達成へと貢献したこと、2）ニー

ズとシーズのマッチングが的確に行われたこと、3）役割分担の明確化と有機的な連携が実

現されたこと、4）研究資金により研究が進展したこと、5）企業ニーズの発掘・収集が図

れたこと、6）地域性の反映、地場産業の活性化がなされたこと、7）コーディネータが有

効であったこと等が挙げられている。 

 一方、本事業の有効性を評価していない（「どちらかと言えばあまり有効に機能しなかっ

た」及び「有効に機能しなかった」と回答した）理由としては、1）目標達成等の成果が未

到達であること、2）事業以前から産学官の交流があり、本事業がそれ以上の効果をあげて

いないこと等が挙げられている。 
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図表 ３-１１ 評価別、評価の理由（抜粋） 

分類 回答内容 

非常に有効に 
機能した 
 
及び 
 
どちらかと言

えば 
有効に機能し

た 

【課題解決・目標達成への貢献】 
 現場の課題を科学的アプローチにより解明、解決でき、早期の製品化につ

なげられた。 
 企業側が抱えている課題と要望に対し、当初の目標を達成したため。 
 地域の中小企業との共同研究により、技術的課題をかなり解決することが

できた。 
 研究会ベースで行っていた開発テーマであったため、比較的ゆっくりとし

た取組であったものを、この事業によって役割分担が明確化するととも

に、大きくスピードアップが図れた。 
【ニーズとシーズのマッチングの的確さ】 
 企業で開発していた案件で、困難であった技術が当センターの技術とうま

くマッチングした。 
 企業のニーズを実現するために、公設試の今まで取り組んできたレーザー

加工のシーズがうまくマッチしたと思う。 
 大学の持つ反応解析シーズと公設試が持つ各種特性評価測定シーズを

マッチングすることにより、企業のニーズの開発がスムーズに進行した。

 企業ニーズに応えるため、企業の得意とするものづくり技術と公設試の持

つ高度信号処理技術のマッチングはもちろん、研究開発に不可欠の資金及

び設備が本事業により調達できたことは大いに有効であった。 
【役割分担の明確化と有機的な連携】 
 公設試、大学、企業が必要な予算配分がなされることで役割分担が明確と

なり、各々の成果を共有して進めることができた。 
 本件においては、企業：大学：公設試験研究機関のマッチングに加えて、

愛知県：三重県：岐阜県という県境を越えた広域連合による研究開発を推

進することができた。本事業の枠組みがなければ通常では連携が困難で

あったかもしれない。 
 両者の有機的な連携により、試験の現場で生じた一連の課題に迅速に対処

でき、海面において安定して作動するハードウェアが完成した。 
 企業が単独では実施し得なかった評価を実施できた。役割分担が明確で非

常に効率的に仕事が進んだ。 
【研究資金により研究が進展】 
 公設試験研究機関の役割として大学とのシーズと企業のニーズをマッチン

グさせることは日常の業務として行っているが、資金のない状態でスムー

ズに活動できないでいた。本事業のような枠組みは極めて有効である。 
 資金面で凍結していた研究課題が解決できる有意義な事業だと考えます。

 従来から企業ニーズと当センターが所有するシーズ（研究成果）等との

マッチングが行われているが、事業化に至るまでの研究資金の担保がボル

トネックとなっている。当事業ではマッチング制度の活用に加えて資金を

担保できる内容であったため、有効に機能できた。 
【企業ニーズの発掘・収集】 
 この事業がなければ、今回の企業の持つニーズを発掘することは困難だった。

 産学連携を推進するにあたり、企業ニーズを収集するきっかけにもなり、

また大学への働きかけのきっかけを作れたことが当財団としての大きな

成果になった。 
【地域性の反映、地場産業の活性化】 
 地場産業を支える中小企業の技術ニーズは地域色の濃い案件が多く、公設
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試験研究機関や大学には地域事情を重視した研究開発シーズが多いが、本

事業はシーズ側とニーズ側双方の地域性に配慮されていた。 
【コーディネータの有効性】 
 公設試がコーディネータとなることで、マッチングや申請作業がスムーズ

に行われた。 
 企業と研究機関等の間に調整役が入り、目的に向かって事業進行すること

ができたこと。また、事業設計が企業にも試験費用等が支出される仕組み

になっているので、それぞれの役割と責任が明確になったこと。 

どちらかと言
えばあまり有
効に 
機能しなかっ
た 
 
及び 
 
有効に機能し

なかった 

【目標達成等の成果が未到達】 
 原理、機能等技術的な面はラボスケールで実現できたが、フィールド実施

する場合の、スケール、コスト等プラント等によるモデル機実証まで到達

することができない。 
 研究の途中でよいデータが得られない状況に至り、公設試験研究機関とし

てその現状把握が遅れ研究成果に影響が生じた。 
【事業以前からの交流がありそれ以上の効果はない】 
 共同研究先の企業とはもともと技術交流があり、1 つの手段として当該事

業により実施したのみで、きっかけ以上の大きな効果は感じられない。 
 本案件は、当センターが以前より技術相談・指導にて対応しており、大学

とのマッチングは、比較的容易であった。 

 

４－４－５ 地域ニーズ即応型の課題と改善点 

 本事業への課題や改善点としては、1）コーディネータの位置づけが曖昧であること、2）

事業期間の短さ、研究時期への考慮、3）書類・事務手続等の煩雑さ、4）助成資金の拡大、

5）限定された会計品目、柔軟性不足、6）採択件数の拡大・採択基準への要望等が挙げら

れている。一方、これらの課題・改善点を踏まえても、7）本事業制度の存続を要望する意

見が多いことも特徴である。 

図表 ４-15 本事業の効果・評価、制度上の長所・課題 

項目 意見 

コーディネー

タの位置づけ

が曖昧 

 コーディネータは研究を実施する研究者の中で全体を取りまとめられ

る人が行えばよいと思う。特に、公設試の人間が行う必要はないと思

う。 
 コーディネート業務は大変重要な役割を担っているが、当センターへ

の費用補てんがないことで、業務として取り組みづらい。また、担当

替え等があった場合にでも窓口業務が残るのが、課題に対する積極的

活動ができにくいと感じる。 
 代表研究者がコーディネート可能な場合には必要性を感じないが、技

術的な総括を行える人材にコーディネートしていただけると情報交換

や共有化が円滑にできたと思う。コーディネート役が参加する場合に

は、そのための予算措置が必要ではないかと思う。 
 研究の成功のためには、実質的で強力な研究リーダこそが必要であり、

コーディネータを別枠にすることに疑問を感じる。コーディネータは

アドバイザーではないか。  
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事業期間の短

さ、研究時期へ

の考慮 

 もう少し長期のプロジェクトであれば、実用化事例も増えると思う。

 研究開始が 4 月もしくは 5 月頃になるように、募集が開始されること

を期待する。 
 中小企業の場合、研究員を特別に抱えている企業は少ない。ほとんど

は兼務であるため、1 年間で成果を出すためには、大学、公設試での研

究の主要な部分を担うこととなり、企業への技術の移転が難しい。研

究期間の延長が必要ではないか。 
 研究実施期間は 2 年間であったが、契約締結が年度途中であったため、

実質は 1 年半程度の期間しかなく、研究遂行上若干厳しいものがあっ

た。研究テーマが農業分野であったことから、もう少し研究期間が長

ければよい（3 年程度）と考える。 
 水産生物を対象とした研究ではその産卵・成育生態等に合わせた 適

研究時期があり、これらに対応できるような試験研究期間（研究委託

期間）の設定をお願いしたい。 

書類・事務手続

等の煩雑さ 

 提出書類が煩雑であるので、簡略化できないか。 
 予算執行上の裏付け書類が煩雑である。本来、同事業は県事業として

予算化し、県の会計規則に従って執行しているので、県の経理関係書

類でも信頼を得られると思われる。 
 書類選考なので記載内容が選考基準になるので記載について注意を払

いつつ書類として作成する必要があることは十分承知しているが、企

業にとっては負荷の高い業務量となる。 
 3 機関以上の複数機関が共同して研究開発する場合、コーディネータ機

関（大学等もしくは企業）のみで実施契約書を締結できるようにご配

慮願いたい。 

助成資金の拡

大 

 ニーズ即応型の予算枠が 500 万円であったが、もう少し多いとありが

たかった。 
 企業における開発設備への助成がもっとあればよいと思う。 
 試作品は完成したが、その後、製造ラインの構築をする必要があるが、

製造条件等の開発資金が少ない。A-STEP 等があるが、中小企業には

ハードルが高い事業のため、中小企業向けの事業が必要である。また、

本事業の備品を製造ラインに使えるような処置があれば、スムーズに

製造ライン構築が推進される。 

限定された会

計品目、柔軟性

不足 

 研究機関と企業等が有機的に共同研究実施につながる有用な事業であ

る。また、企業等に試験費用が支出されることも有効である。なお、

調整役の機関にも、同様に活動費や管理費等が支出される設計になる

ことが望ましい。 
 研究で使用するUSBメモリのような電子記録媒体やプリンターのイン

クカートリッジ等は研究経費で購入できることが望ましい。 

採択件数の拡

大・採択基準へ

の要望 

 地域ニーズ即応型は既に廃止されたため、後継と思われる A-STEP FS
ステージ等についての意見として、中小企業支援の立場から、①小規

模金額でよいので、採択件数を増やしてほしい（JST に採択というこ

とで、企業のモチベーションが向上するため）、②新規性により重点が

置かれている観点が強い。市場性等事業化にもう少し重点を置いてほ

しい。経産省との棲み分けが問題になりかもしれないが。 
 もっと少額でよいので、採択件数を増やしてほしい。 
 適当な理由は付記されているが、採・不採の基準が不明確の感がある。

本事業制度存

続への要望 

 研究開発型企業にとって、官産のシーズを基に企業ニーズを解決し商

品化を目指す本事業は、大変意義深く今後とも本事業のような事業を

継続して頂きたい。 
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 本事業は中小企業や公設試に非常に効果的な事業と考える。可能であ

れば復活させてほしい。 
 ニーズ即応型は技術力がありながら資金的に研究が行えなかった中小

企業にとって登竜門的な位置づけであったと思う。このような制度の

復活を強く願いたい。 
 本事業（ニーズ即応型）は予算総額・事業の位置づけ等、研究を遂行

する上で非常によい制度であったものの、現行 A-STEP 制度内では同

様のプランがないため、今後、本事業同様の事業が策定されることを

希望する。 
 地域ニーズ即応型は公設試験研究機関と企業がうまく連携すること

で、地域企業の抱える技術的な課題解決につながり、一定の効果をあ

げることができた。今後も引き続きこのような事業を継続してもらい

たい。 
 事業仕訳によって、JST の本来業務ではないとの判断から本事業は中

止となってしまったが、企業の技術的課題をよく知っている公設試が

ニーズに即した研究を実施できる制度は大変有意義なものだと感じて

いる。研究だけに限ると、大学と同じ土俵で提案公募で勝負するのは

公設試にとってかなりハードルが高いと思うので、是非制度の見直し

（復活）を検討していただきたい。 
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第５章 地域ニーズ即応型後の研究開発の発展状況【総括】 

本章では、前章までの分析を基に、本事業後の研究活動推進状況を、研究開発活動、創出

成果、波及効果等の観点から俯瞰する。 

 

５－１ 研究開発活動 

５－１－１ 研究開発過程で直面した課題 

企業、研究者、コーディネータ別に、研究開発過程において直面した課題を分析する。 

企業の特徴としては、自身の経営資源（技術、人材、資金等）の不足に回答が集中して

いることである。一方、研究者は、研究チーム内のコミュニケーション、企業側の経営資

源不足、研究機関側の資源不足（技術、人材、資金等）等の課題を幅広く挙げている。コー

ディネータは、研究チーム内コミュニケーションを中心に回答している。 

図表 ５-1 直面した課題（再掲） 

【企業調査・研究者調査】 

‐30% ‐20% ‐10% 0% 10% 20% 30%

研究開発における研究チーム内のコミュニケーション

研究チーム内の研究機関・企業との契約・交渉

企業側（ニーズ側）の技術力

企業側（ニーズ側）の人材・体制・ノウハウ

企業側（ニーズ側）の資金・設備

企業側（ニーズ側）の知的財産戦略

大学・公設試等研究機関側（シーズ側）の技術力

公設試等研究機関側（シーズ側）の人材・体制・ノウハウ

公設試等研究機関側（シーズ側）の資金・設備

大学・公設試等研究機関側（シーズ側）の知的財産戦略

技術・市場動向に関する情報収集

その他

企業調査 研究者調査
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【コーディネータ調査】 

7.7%

13.5%

16.8%

17.4%

7.1%

3.9%

18.1%

7.1%

8.4%

0% 5% 10% 15% 20%

研究チーム内のコミュニケーション

（互いの技術への理解）

研究チーム内のコミュニケーション

（開発スケジュールの共有）

研究チーム内のコミュニケーション

（開発目標、意識の共有）

研究チーム内のコミュニケーション

（役割分担の調整、進捗管理）

研究チーム内の研究機関・企業との契約・交渉

技術シーズと企業ニーズのミスマッチ

技術・市場動向に関する情報収集

コーディネータの人材・資金・ノウハウ

その他

 

 

上記の各者の回答結果から、企業のニーズを解決するという本事業の特性上、研究シー

ズを企業のプロダクト・イノベーション、プロセス・イノベーションに結び付けることが

重要であり、その過程において、大学側の研究開発資源（技術力、人材・体制、資金等）

不足にも増して、企業側の経営資源（技術力、人材・体制、資金等）不足が課題となりや

すいことが読み取れる。特に地域の中堅・中小企業の参加が多い本事業においては、企業

の経営資源の充実度が、円滑なプロジェクト運営の重要な要素となっていることがうかが

える。 

また、三者が共通して挙げた課題に、コミュニケーション不足と技術・市場情報不足が

ある。前者はプロジェクト運営全般に関する課題であり、後者は特に実用化・事業化へと

近づくにつれて競合技術・企業等の動向が大きく影響することから生じる課題と言える。 
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５－１－２ 課題の克服状況 

上記課題の克服率は、企業調査（34.3％）、研究者調査（43.8％）、コーディネータ調査

（63.0％）となっており、各者の水準に差異がみられている。 

この背景には、後述のように、コミュニケーション問題は克服しやすいが、資金・人材

等に係る課題は克服しにくいという課題ごとの特徴が影響していると思われる。また、コー

ディネータや研究者が課題を“克服できた”と認識していても、適正なコスト・利益での

商品化・サービス化の実現を目指す企業にとってはまだ解決すべき課題が残っているとい

う状況もみられることが示唆される。 

図表 ５-2 課題の克服率 

34.3%

43.8%

63.0%

65.7%

56.2%

37.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

企業調査

研究者調査

コーディネータ調査

克服できた 克服できなかった
 

 

 課題分野別にみると、コミュニケーション不足や企業側の技術力に関する課題は、比較

的克服率が高くなっている。一方で、企業、研究機関、コーディネート機関ともに、人材・

体制、資金に関する課題は克服率が低くなっている。また、技術や市場に関する情報不足

も解消が難しいことが示唆される。 

コミュニケーション問題や技術上の課題は、メンバー間の努力や創意工夫により、本事

業期間中にも克服していくことが比較的可能であるが、人材・体制、資金等の経営資源に

関する課題は短期的には解消が困難な状況が示唆されている。研究開発の計画段階もしく

は開始当初の段階から、人材・体制面、資金面等の計画を精査することが重要と言える。 

併せて、技術・市場に関する情報不足は克服しにくい状況が読み取れる。情報収集機能

の強化に向けて、その仕組み・機能づくり、人員確保等が重要である。 
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図表 ５-3 克服率が高い／低い課題 

 企業調査 研究者調査 コーディネータ調査 

平均 
課題克服率 

34.3% 43.8% 63.0% 

コミュニケーション不足 
 

：66.7％

コミュニケーション不足 
 

：70.4％

コミュニケーション不足 
（相互技術理解不足） 

：85.0％
研究機関・企業との契約・

交渉 
：68.0％

コミュニケーション不足 
（分担、進捗管理不足） 

：80.0％

克服率が 
高い課題 

企業側の技術力不足 
 

：45.3％

企業側の技術力不足 
 

：65.2％

コミュニケーション不足 
（スケジュール共有不足）

：73.0％
技術・市場情報不足 
 

：22.2％

企業側の資金・設備不足 
 

：26.7％

技術・市場情報不足 
 

：43.8％
企業側の人材・体制不足 
 

：26.7％

研究機関側の技術力 
 

：31.4％

克服率が 
低い課題 

企業側の資金・設備不足 
 

：27.5％

研究機関側の資金・設備不

足 
：34.0％

コーディネータの人材・資

金不足 
：47.4％

※一定の回答数があった課題のみを記載 

 

５－１－３ 課題の克服方法 

主要な課題分野の克服方法を分析する。 

技術面での課題については、連携先となる研究機関等のネットワークからの情報収集や

技術サポートの獲得がポイントとなっている。 

また、人材・体制面での課題においても、企業等の独力による体制整備に加え、連携に

より不足する人材・体制を拡充する行動がとられている。産学官連携のメリットを 大限

に生かして課題を解決しようとする意図が読み取れる。 

資金・設備面での課題については、本事業採択による資金に加え、他の研究開発支援制

度への展開により資金確保に努めるとともに、研究室や関連機関が有する既存の設備を有

効活用する等して、効率化を図っている様子がうかがえる。 

コミュニケーション面での課題については、綿密なコミュニケーションにより、役割分

担、スケジュール調整、進捗管理の 適化に結び付けている。 

情報収集面での課題については、学会・展示会や、企業の通常業務を通じた情報収集が
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行われているほか、関係機関や専門家からの情報収集、市場調査による情報収集を行って

いるケースも見られる。有効な情報ルートを可能な限り活用して、情報収集をしようとす

る姿勢がうかがえる。 

全体的に、産学官連携の研究チームが有する資源、ネットワーク等を融通し合って、多

様な手段、ルートを通じて、多大なコストをかけずに、課題克服に向けた取組を進めてい

くことがポイントであることが示唆されている。 

図表 ５-4 主要課題分野別、課題克服の経緯 

 企業調査 研究者調査 コーディネータ調査 

技術面での

課題 

 連 携 先 から の 技術 サ

ポート 
 情報収集、ネットワーク

の活用 
 入念さ、あきらめない気

持ち 

― ― 

人材・体制

面での課題 

 連携による人材・体制・

ノウハウの充実 
 企業側の体制整備 

 連携による人材・体制・

ノウハウの充実 
 企業側で人材をアサイ

ン 
 企業側における現体制

での工夫 

― 

資金・設備

面での課題 

 本事業採択により資金

調達 
 他の研究開発制度の採

択により資金調達 
 関連機関の設備を活用 

 本事業採択により資金調

達 
 他の研究費・補助金等の

活用 
 関連機関の設備等の活用

 研究室の設備等の活用 

― 

コ ミ ュ ニ

ケーション

面での課題 

 綿 密 な コミ ュ ニケ ー

ション 
 役割分担の明確化 

 綿 密 な コミ ュ ニケ ー

ション 
 課題・役割分担の明確化

 強力なリーダーシップ 

 綿密なコミュニケーション

 役割分担の明確化、連携に

よる調整 
 共有・確認を意識したコ

ミュニケーションの工夫 
 コーディネータによる調

整・対応 
 相互の進捗管理の徹底 
 柔軟なスケジュール調整 

情報面での

課題 

 展示会等を活用した情

報収集 
 関係機関・専門家等との

交流・意見交換 
 市場調査の実施 

 関係機関へのヒアリン

グ・意見交換 
 学会等を活用した情報

収集 

 学会・展示会等を活用し

た情報収集 
 企業側による情報収集 
 市場調査の実施 
 関係機関へのヒアリン

グ・意見交換 
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５－２ 創出成果 

５－２－１ 企業ニーズの解決状況 

本事業が企業ニーズの解決に貢献したかとの問いに対しては、企業では肯定的な意見

（「ほぼ解決した」、「かなり解決した」との回答の和）が 67.7％であるのに対し、研究者で

は 81.4％、コーディネータでは 81.1％となっており、企業と、研究者及びコーディネータ

の認識の間に乖離が生じている。特に、「ほぼ解決した」という満足度が高い層は、企業で

は少なくなっており、研究者・コーディネータとの意識の差はさらに拡大する。 

企業ニーズの解決を目的とする本事業においては、研究者、コーディネータともに、企

業と目線を合わせるためのさらなる努力が必要と言える。 

図表 ５-5 企業ニーズの解決状況 

13.2%

46.9%

41.1%

54.5%

46.6%

53.6%

29.9%

5.9%

4.8%

2.4%

0.6%

0.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ほぼ解決した かなり解決した あまり解決しなかった ほとんど解決しなかった

研究者調査

コーディネータ

調査

企業調査

 

 

企業ニーズを解決したとする課題では、その要因として、企業ニーズや技術的問題点の

明確化、ニーズとシーズのマッチングの的確さ、産学官連携による強みの結集等を挙げる

意見が多い。開発目標・方針が明確・的確であること、適切な研究チームが形成されてい

ること、研究チーム内で効果的な連携・分担がなされていること等が重要な成功要因であ

ることが示唆される。また、特に研究者では、研究シーズそのもの（技術・ノウハウ、技

術の競争力等）や、研究開発マネジメント力（研究開発計画、コミュニケーション、装置・
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資金等）を成功要因として挙げる意見も多くみられる。 

一方、企業ニーズが未解決となっている課題では、その要因として、技術力不足（企業

は研究開発力、企業は小型化・低コスト化・量産化等の応用技術力）、新たに生じた課題へ

の対応力不足、経営資源不足を挙げる意見が多くみられる。技術力が成否の分かれ目であ

ることは言うまでもないが、その技術力についても基盤技術だけではなく応用技術までも

が重要であること、そのためには適切な人材・資金等を確保することが必要であり、連携

が重要な手段であることが示唆されている。 

また、企業、研究者、コーディネータに共通して、時間的制約を挙げる意見もみられる。 

図表 ５-6 企業ニーズ解決／未解決の主な要因・理由 

 企業ニーズ解決の要因 企業ニーズ未解決の理由 

企業調査 

 技術的な問題点の明確化、解決法

の確立 
 産学官連携によるブレークスルー 
 ニーズとシーズのマッチングの的

確さ 
 学官のパートナーの能力の高さ 

 技術的な問題の未解消 
 実用化に向けた応用力不足

（小型化、低コスト化、量産

等） 
 事業性の不足、価格面での課

題 
 資金面、人員体制等のリソー

ス不足 
 研究開発期間の不足 

研究者調査 

 蓄積された技術力・ノウハウ 
 産学官メンバーが有する強みの結

集 
 綿密なコミュニケーション、役割

分担の明確化 
 技術自体の競争力 
 ニーズとシーズのマッチングの的

確さ 
 市場ニーズへの対応 
 研究開発計画の適切さ 
 装置・機器・資金等の調達 

 目標設定の難易度、企業ニー

ズの要求水準の高さ 
 研究実施期間の時間的制約 
 経過における新たな課題の出

現 
 技術力不足 

コ ー デ ィ

ネータ調査 

 商品の実用化レベルへの到達 
 実証実験・評価試験等の実施 
 連携体制・情報共有の強化 
 ニーズとシーズのマッチングの的

確さ 
 企業ニーズの把握、目標・課題の

設定の的確さ 

 研究工程において新たに発覚

した課題の出現 
 研究実施期間、資金、設備・

施設における制約 
 実用化まで未到達 
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５－２－２ 経済活動への展開状況 

 本事業により企業ニーズを解決したと回答した企業のうち、新商品・サービスの開発（プ

ロダクト・イノベーション）に結び付けた企業は約 6 割となっている。既存製品の生産コ

スト削減、既存サービスの提供コスト削減に結び付けた企業が 1 割強、既存製品・サービ

スの改良・高付加価値化に結び付けた企業が約 1/4 となっていることから、本事業は、企

業のプロセス・イノベーションよりもむしろ、プロダクト・イノベーションの促進に活用

されていることがうかがえる。 

図表 ５-7 どのような経済活動に結び付いたか（企業調査、再掲） 

13.3%

26.5%

61.1%

9.7%

11.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

既存製品の生産コスト削減、既存サービスの

提供コスト削減

既存製品・サービスの改良・高付加価値化

新商品・サービスの開発（試作品等を含む）

その他

特になし

プロセス・
イノ ベーショ ン

プロダクト ・
イノ ベーショ ン

 

 

５－２－３ 企業化状況 

本試験の成果を基にした企業化成果の創出状況は、商品化・サービス化に至った課題数

43 件、ライセンス化に至った課題数 1 件となっている。企業化達成率は全体の約 1/4 の

25.7％に達しており、堅調に企業化事例が創出されていると言える。 

図表 ５-8 本試験の成果を基にした企業化成果 

43

1

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

商品化・サービス化

ライセンス化

成果を創出した課題数
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５－２－４ 研究成果の創出状況 

本事業期間中から現在までの研究開発成果の創出状況は、論文化に至った研究者数は 38

者で延べ論文数は 68 件、学会発表・口頭発表は同 127 者で 484 件、書籍出版・雑誌掲載は

同 40 者で 60 件、メディア取材は同 55 者で 141 件、受賞は同 15 者で 18 件、特許出願は同

56 者で 68 件となっている。 

研究シーズによる企業ニーズの解決という本事業の主旨に沿い、研究成果としては論文

よりもむしろ、対外的な発表が量的に多くみられていることが特徴である。メディア取材

も多くなっており、社会的な関心を惹く取組となっていることもうかがえる。特許出願も

一定数に達している。 

図表 ５-9 本試験に関する研究開発成果（研究者調査） 

38
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40

55

15

56

68

484

60

141

18

68

0 100 200 300 400 500

論文

学会発表・口頭発表

書籍出版・雑誌掲載

メディア取材

受賞

特許出願

成果を創出した回答者数

延べ件数
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５－２－５ 研究開発継続状況 

本事業終了後に開発を継続している企業は約 2/3（研究者は約 8 割）となっており、本

事業を契機に開始された研究開発が継続・展開されている状況がうかがえる。 

研究開発継続課題の内訳は、「企業化を達成し、研究を終了した」が 1 割弱であり、「企

業化を目指し、研究を継続している」課題が 5 割強となっている。 

一方、「研究を継続しているが、企業化を意識している訳ではない」課題が 1 割強、「研

究を継続していない、または一時的に中断している」課題も約 1/4 に達していることに留

意が必要である。今後はこれらの課題が企業化を目指す段階へと移行していく状況を創出

していくことが重要と言える。 

図表 ５-10 本試験終了後の研究継続状況（企業調査、再掲） 

8.4%

53.3%

12.6%

25.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

企業化を達成し、研究を終了した

企業化を目指し、研究を継続している

研究を継続しているが、

企業化を意識している訳ではない

研究を継続していない、

または一時的に中断している

企業化を達成

研究を継続中

研究を中止・ 中断

 

 

５－２－６ 実施体制 

 本事業終了後の研究の継続や企業化に向けた活動については、約 6 割の課題で、研究機

関と企業の連携体制で進めている状況にある。本事業期間中に引き続き、同様のメンバー

でその後の研究開発等を進めていることがうかがえる。 

一方、企業のみでの取組を進めている課題が約 2 割であり、これらの課題には、研究機

関から技術移転等を受けた企業により活動が進められているものも多いと思われる。 
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図表 ５-11 研究の継続・企業化に向けた体制（企業調査、再掲） 

61.8%

7.3%

20.0%

10.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

研究機関と企業の連携

研究機関のみ

企業のみ

その他

￥

本事業の体制を継続

研究機関のみで
研究を継続・ 発展

企業独力での
企業化に向けて

 

 

５－２－７ 資金確保状況 

本事業終了後に、公募事業を活用した課題は約 2 割、企業研究資金を活用した課題は約

1％であり、新たな研究資金を確保しながら研究・企業化活動を継続している課題は約 2

割にとどまっている。 

公募事業・企業研究資金ともに活用していない課題は 8 割弱に達している。一方で約 5

割の課題では、公募事業や企業研究資金の獲得を目指している。本事業終了後、大半の課

題では、独自予算で活動を進めているが、そのうちの多くの課題では、公募事業等の獲得

も併せて狙っている状況が読み取れる。 

図表 ５-12 研究の継続・企業化に向けた外部資金獲得状況（企業調査、再掲） 

19.9%

1.2%

29.5%

49.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

公募事業の活用

企業研究資金の活用

公募事業・企業研究資金ともになし

（獲得に向けて活動中）

公募事業・企業研究資金ともになし

（獲得に向けた活動なし）

外部資金を獲得
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本事業終了後に、本事業の成果を活用して他の官民の研究資金制度へと応募した課題数

は35課題（応募率21.0％）、延べ応募件数は49件、採択に至った課題数は27（採択率16.2％）、

延べ採択件数 37 件に達した。本事業を活用した課題による他の研究資金制度への応募・採

択は、それほど多くない。 

図表 ５-13 本事業を基にした他の研究資金制度への応募・採択状況（企業調査） 

35

27

49

37

0 10 20 30 40 50 60

他の研究資金制度への応募

他の研究資金制度の採択

課題数

延べ件数

 

 

５－３ 波及効果 

 本事業を波及効果として、関係者の意識・行動変化、事業・研究・コーディネート活動、

プラザ／サテライトの認知度向上に及ぼした影響を分析した。 

関係者の意識・行動変化に及ぼした影響としては、特に企業の産学官連携意識や、研究

者の企業化意識の向上をもたらした点が挙げられる。その結果、技術相談、共同研究の増

加がみられている。これらは、産学官連携による企業化促進を目的とした本事業の主旨に

沿った変化であり、本事業が一定の効果を及ぼしたことがうかがえる。 

関係者の活動に対する影響としては、企業からは、本事業を通じた人的ネットワークの

拡大と技術力の向上が指摘されているほか、コーディネータにおいても、官民のネットワー

クの拡大とコーディネートスキルの向上がみられている。本事業が事業活動やコーディ

ネート活動におけるネットワーク拡大とスキルの向上に結び付いていると言える。 

さらに、本事業を通じて、プラザ／サテライトに対する関係者の理解が進んだことが読

み取れる。特に企業による認知度向上効果は大きい。一方、公設試験研究機関側も本事業

を通じて地域における自身の認知度が向上したと評価している。 
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図表 ５-14 項目別、本事業により生じた変化の内容 

分類 本事業により生じた変化の内容 企業 研究者 
コーディ

ネータ 

産学官連携に関心を持つようになった 42.1％ 39.6％ － 

企業化を意識して研究を行うようになった － 45.8％ － 

大学、公設試に積極的に技術相談するように

なった、企業からの技術相談が増えた 
44.3％ － 36.0％ 

大学、公設試、企業との共同研究を積極的に行

うようになった 
37.9％ 32.9％ － 

意識・ 
行動変化 

企業化を目指した公募事業に積極的に応募す

るようになった 
26.4％ 22.2％ － 

研究開発スキル（技術力）が向上した 63.6％ － － 

研究開発マネジメント能力が向上した 27.9％ － － 

人的ネットワークが広がった 74.3％ － － 

他の公募事業等の研究開発資金を調達する能

力が向上した 
28.6％ － － 

社会的地位の向上、知名度の向上等につながっ

た 
28.6％ － － 

官民のネットワークが構築された、広がった － － 61.0％ 

事業・ 
研究・ 
コーディ

ネート 
活動への

影響 

コーディネータとしてのスキルアップに繋

がった 
－ － 33.1％ 

プラザ／サテライトを認知するようになった3 83.3％ 59.1％ 58.1％ 
認知度 
向上 

公設試の認知度を向上することができた － － 51.0％ 

 

                                                   
3 「本事業を通じてはじめて知った」、「本事業に応募する前から知っていたが、詳しくはなかった」と回

答した者においては、本事業を通じてプラザ／サテライトへの認知が進んだとみなした。 
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５－４ 総合評価 

企業の持つニーズと公設試験研究機関や大学が持つ技術シーズとをマッチングさせる仕

組みとして、本事業が効果的に機能したかという総合評価においては、企業、研究者、コー

ディネータともに、有効に機能したとの回答が 9 割以上に達しており、全体としては非常

に高い評価が寄せられている。 

図表 ５-15 本事業の有効性の評価 

47.1%

48.0%

51.1%

45.0%

49.3%

46.0%

7.1%

2.7%

2.9%

0.7%

0.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

非常に有効に機能した どちらかと言えば有効に機能した

どちらかと言えばあまり有効に機能しなかった 有効に機能しなかった

研究者

コーディネータ

企業

 

 

上記の本事業による研究開発活動の推進状況に関する分析事項を、俯瞰図として図表 5

－16 に整理する。 
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図表 ５-16 地域ニーズ即応型による研究開発活動の推進状況俯瞰図 

研究開発活動

企
業

(1 )企業側の資金・ 設備不足

(3 )企業側の人材・ 体制
・ ノ ウハウ不足

研
究
者

創出成果

【 直面する課題】

波及効果

「 解決した」 との回答

企 業： 6 7 .7 ％

研究者： 8 1 .4 ％

(1 )新商品・ サービスの開発： 6 1 .1 ％

(2 )既存製品の改良・
高付加価値化： 2 6 .5 ％

(3 )既存製品のコスト 削減： 1 3 .3 ％

（ 商品・ サービス化、 ライセンス化）

企業化達成： 2 5 .7 ％

産学官連携への関心向上

共同研究の増加

企 業： 4 2 .1 ％ 研究者： 3 9 .6 ％

企業側の資金、 技術、
人材等が課題に

企業の2 /3 、
研究者とコーディ ネータの8割が
企業ニーズを解決と回答

新商品・ サービス開発に
活かした企業が多数

1 /4 が企業化を達成

産学官連携、 企業化への意識の高まり と
技術相談、 共同研究等の増加

【 経済活動への展開状況】

【 企業ニーズの解決状況】

【 企業化状況】

(2 )企業側の技術力不足

【 克服しやすい課題】

(5 )研究チーム内の
コミ ュニケーショ ン不足

(4 )技術・ 市場情報の不足

コミ ュニケーショ ン問題は克服

研究チーム内の
コミ ュニケーショ ン不足

企業側の人材・ 体制
・ ノ ウハウ不足

企業側の資金・ 設備不足

【 克服しにく い課題】

(4 )企業側の人材・ 体制
・ ノ ウハウ不足

【 直面する課題】

コ ミ ュニケーショ ン、 情報等
多様な課題に直面

(3 )研究機関側の資金・ 設備

【 克服しやすい課題】

(1 )研究チーム内の
コミ ュニケーショ ン不足

(2 )技術・ 市場情報の不足

研究チーム内の
コミ ュニケーショ ン不足

企業側の資金・ 設備不足

技術・ 市場情報の不足

【 克服しにく い課題】

(5 )企業側の資金・ 設備

資金、 人材問題は克服しにく い

研究機関側の資金・ 設備不足

情報・ 資金問題は克服しにく い

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ

(2 )役割分担・ 進捗管理

【 直面する課題】

情報、 コミ ュニケーショ ン
が課題

【 克服しやすい課題】

(3 )開発目標・ 意識の共有

(1 )技術・ 市場情報の不足

コミ ュニケーショ ン問題は克服

開発スケジュールの共有

【 克服しにく い課題】

(4 )開発スケジュールの共有
情報収集機能が課題と して残る

役割分担・ 進捗管理

技術・ 市場情報の不足

綿密な意思疎通

役割分担の明確化

【 克服方法】

綿密な意思疎通

リ ーダーシッ プ

課題・ 役割分担
の明確化

【 克服方法】

【 意識・ 行動変化】

【 認知度向上】

プラザ／サテライト の認知度向上

企 業： 8 3 .3 ％ 研究者： 5 9 .1 ％

コーディ ネータ ： 4 1 .2 .％

プラザ／サテライト 、 公設試験場の
認知度アッ プに貢献

【 研究活動継続状況】

研究開発継続が2 /3
企業化を目指した研究が多い

企業化を目指している： 5 3 .3 ％

企業化を意識している
訳ではない

研究開発を中止・ 中断中： 2 5 .7 ％

研究開発を継続中： 6 5 .9 ％

企業化実現、 研究開発終了： 8 .4 ％

： 1 2 .6 ％

【 実施体制】
産学官連携による実施が多数

企業のみ： 2 0 .0 ％

研究機関と企業の連携： 6 1 .8 ％

研究機関のみ： 7 .3 ％

採 択 数： 2 7課題より 3 7件

応 募 数： 3 5課題より 4 9件

約2割の課題が他の案件に応募
その約8割が採択に至る

【 研究資金制度への展開状況】

【 外部資金獲得状況】

公募事業の活用： 1 9 .9 ％

公募事業・ 企業研究資金ともになし
： 7 8 .9 ％

企業研究資金の活用： 1 .2 ％

獲得に向けて活動中： 2 9 .5 ％

獲得に向けた活動なし ： 4 9 .4 ％

約8割が研究資金なしで活動

コーディ ネータ ： 8 1 .1 ％

特 許 出 願： 5 6 者より 6 8 件

受 賞： 1 5 者より 1 8 件

論 文： 3 8 者より 6 8 件

メ ディ ア取材： 5 5 者より 1 4 1件

相当数の発表・ 特許出願に結び付く
メ ディ ア取材等の関心を惹く 成果も
創出されている

【 研究成果創出状況】

発 表： 1 2 7 者より 4 8 4件

書 籍・ 雑 誌： 4 0者より 6 0件

特 許 登 録： 8 者より 9 件

（ 企業調査）

技術・ 市場情報の不足

コミ ュニケーショ ン問題は克服

開発目標・ 意識の共有

綿密な意思疎通

調整力・ 柔軟性
・ 管理の徹底

【 克服方法】

（ 企業調査）

（ 企業調査）

（ 企業調査）

（ 企業調査）

（ 研究者調査）

技術相談の増加

企 業： 4 4 .3 ％

企 業： 3 7 .9 ％ 研究者： 3 2 .9 ％

公募事業への応募の増加

企 業： 2 6 .4 ％ 研究者： 2 2 .2 ％

技術力・ コーディ ネート 力の向上

公設試験場の認知度向上

企 業： 6 3 .6 ％

ネッ ト ワークの拡大とスキルの向上

【 研究活動等への影響】

人的ネッ ト ワークの広がり

企 業： 7 4 .3 ％

企業化への意識向上

研究者： 4 5 .8 ％

コーディ ネータ ： 3 3 .1 ％

コーディ ネータ ： 6 1 .0 ％

コーディ ネータ ： 3 6 .0 ％

コーディ ネータ ： 5 8 .1 ％

9 割以上が
本事業を評価

【 本事業の評価】

ニーズ即応型が
有効：

企 業： 9 2 .1 ％

研究者： 9 7 .3 ％

コーディ ネータ
： 9 7 .1 ％

【 課題克服率】

3 4 .3 ％

【 課題克服率】

4 3 .8 ％

【 課題克服率】

6 3 .0 ％
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資料編 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料１ 追跡調査票（企業用） 

資料２ 追跡調査票（研究者用） 

資料３ 追跡調査票（調整役プロジェクトコーディネータ用） 
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資料１ 追跡調査票（企業用） 

・
・
・

・
・ ご回答いただきましたファイルは、メールに添付の上、以下までご返信ください。

　【調査企画】 独立行政法人科学技術振興機構 イノベーション推進本部 産学連携展開部
新田茂人　T EL：0 3 -5 2 1 4 -8 4 1 9 　E -m ail：sn itta@ jst.go .jp
今田有美　T EL：0 3 -5 2 1 4 -8 4 1 9 　E -m ail：y2 im ad a@ jst.go .jp

　【調査実施】 ＪＳＴから委託を受けて下記の調査会社が本追跡調査を実施いたします。

回答期日： １０月 ７日（金）

ご回答いただきました内容は、本調査以外で利用することはございません。

　返信先
　jst-n e e d s@ lib e rta s.c o .jp
　ＪＳＴ地域イノベーション創出総合支援事業等追跡調査係（株式会社リベルタス・コンサルティング内）

◎本追跡調査票について

基本的にページ毎に設問が設けられています。問1  から順にご回答ください。
黄色のハッチ部分がご記入欄です。

調査結果は統計分析してホームページ等で公開するとともに、本事業自体の評価や研究支援のためにＪＳＴ内で使用することがあります。また、個
人情報及び回答内容に関する秘密は適切に管理します。

平成2 1 年度地域ニーズ即応型　追跡調査票
＜企業用＞

◎本調査の目的

　本報告書は平成2 1年度地域ニーズ即応型（以下、本事業）を実施された企業のご担当者様に対して、研究終了後の状況を報告していただくものです。
本調査は、研究開発成果の発展状況や活用状況等を明らかにし、事業及び事業運営の改善等に資することを目的としております。

◎問合せ先

株式会社リベルタス・コンサルティング
T EL：0 3 -5 7 7 6 -2 8 1 0 （月～金 1 0 ：0 0～1 8：0 0 ）　E-m ail：jst-n eed s@ lib ertas.co .jp
担当者：小野寺、栗山、中野、中島
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②

→問３へ

→問３へ

→問４へ

→問４へ

課題名 課題名

Ⅱ　貴社ニーズ解決への本事業の貢献度合い及び成果について

課題終了時（H 2 2 .3 .3 1 ）
(現在と変わらない場合は記入不要です)

ご担当者・
ご回答者
(あなた)

氏名

問１　あなたに関する情報を、下表にご記入ください。

Ⅰ　地域ニーズ即応型の概要について

①ほぼ解決した

Ｔｅｌ

所属機関名

問４　問２で「③あまり解決しなかった」、「④ほとんど解決しなかった」と回答した方にお伺いします。その理由はどのような
　　　ものだったとお考えですか。可能な範囲で、ご記入ください。

④ほとんど解決しなかった

→問５へ

→問８へ

問３　問２で「①ほぼ解決した」、「②かなり解決した」と回答した方にお伺いします。企業ニーズが解決した経緯・要因について、可能な
　　　範囲で、ご記入ください。

③あまり解決しなかった

②かなり解決した

問２　本事業の活用により、貴社がお持ちの企業ニーズは解決しましたか（ も該当する項目１つにチェックをつけてください）。

①

e-m ail

現在

役職

 



 

 78

④その他

(1 )

① →問７へ ② →下記（2）へ

(2 )

①

②

③ 平成 年 月

千円

千円

千円

⑤ 千円

累計

２２年度実績

２３年度見込

④
売上高
※分からない場合は「？」を記入し
てください

本商品関連の市場規模

本事業の成果を基にした商品等の概要

発売開始（予定）年月

ない ある

商品等の名称

①既存製品の生産コスト削減、既存サービスの提供コスト削減

Ⅲ　企業化（商品化、ライセンス化）状況について

②既存製品・サービスの改良・高付加価値化

商品等の概要

問６　問５で①～④を回答した方にお伺いします（それ以外の方は、問８にお進みください）。本事業の成果を基にした商品・サービ
　　　ス等（既存商品・サービスの改良等も含む）がありますか。あればその内容について、下表にご記入ください。

⑤特になし

上記以外にも、商品化事例が存在する場合、左枠内にチェックをつけてください。

本事業の成果を基にした商品・サービス等の有無（既存商品・サービスの改良等も含む）
（該当する項目１つにチェックをつけてください）

問５　問２で「①ほぼ解決した」、「②かなり解決した」と回答した方にお伺いします（それ以外の方は、問８にお進みください）。
　　　本事業の活用により、どのような経済活動に結びつきましたか（該当する項目すべてにチェックをつけてください）。

③新商品・サービスの開発（試作品等を含む）
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(1 )

① →問８へ ② →下記（2）へ

(2 )

①

② 平成 年 月

千円

千円

千円

③
ライセンス料
※分からない場合は「？」を記入し
てください

累計

２２年度実績

２３年度見込

ライセンス開始（予定）年月

本事業の成果を基にしたライセンス契約の有無（該当する項目１つにチェックをつけてください）

ない ある

問７　問５で①～④を回答した方にお伺いします（それ以外の方は、問８にお進みください）。本事業の成果を基にしたライセンス
　　　契約等がありますか。あればその内容について、下表にご記入ください。

上記以外にも、ライセンス化事例が存在する場合、左枠内にチェックをつけてください。

本事業の成果を基にしたライセンス契約の概要

ライセンス契約の概要
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【用語の定義】

　企業化･･･商品化、ライセンス化、起業化を含む。

→問1 0へ

→問９へ

→問1 0へ

→問1 0へ

内容：

問１０　すべての方にお伺いします。本事業期間終了後、研究の継続・企業化に向けて（結果として、研究を継続していない、
　　　　または一時的に中断している場合を含め）、どのような体制で臨みましたか（ も該当する項目１つにチェックを
　　　　つけてください）。

①研究機関と企業の連携（例：大学・公設試等と企業が共同研究を実施）

②研究機関のみ　　　　（例：大学・公設試等のみで研究を実施）

③企業のみ　　　　　　（例：得られた技術・知財等を活用して企業のみで研究を実施）

④その他　（この回答を選択された方は具体的な内容を下欄に記載して下さい）

②企業化を目指し、研究を継続している

③研究を継続しているが、企業化を意識している訳ではない

④研究を継続していない、または一時的に中断している

問９　問８で「②企業化を目指し、研究を継続している」と回答した方にお伺いします。現在、企業化が間近でありその準備を
　　　しているという段階（例：量産体制を構築中等）にありますか（ も該当する項目１つにチェックをつけてください）。

①ある ②ない

Ⅲ　研究活動の継続・拡大について

問８　すべての方にお伺いします。本事業期間終了後、本事業で実施した研究を継続していますか（ も該当する項目１つにチェック
　　　をつけてください）。

①企業化を達成し、研究を終了した
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①

②

→問1 3へ

→問1 4へ

→問1 4へ

→問1 4へ

年度
(平成)

採否
(○、×)

例 2 3 ○

①

②

③

④

⑤

科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業 ○○○レーザの開発 3 0 ,0 0 0

②他の企業からの研究資金の活用（例：共同研究を開始した企業からの資金供与を受ける）

③公募事業・企業研究資金ともになし（獲得に向けて活動中）

④公募事業・企業研究資金ともになし（獲得に向けた活動なし）

問１３　問１２で、「①公募事業の活用」を選択した方にお伺いします。本事業の結果を基に、本事業期間終了後（H 2 2 .4 ）から
　　　　今までに応募した官民の研究資金制度について、下表にご記入ください。

機関名 事業名 課題名
研究費総額

(千円)

共同研究企業名

問１２　本事業期間終了後、研究の継続・企業化に向けて（結果として、研究を継続していない、または一時的に中断している
　　　　場合を含め）、どのような外部資金を獲得しましたか（該当する項目すべてにチェックをつけてください）。

①公募事業の活用（例：公募事業の採択により研究費を獲得）

問１１　本事業期間終了後、共同して研究を実施した研究機関、企業がありましたら、その名称をご記入ください（それぞれ
　　　　３つまで）。

機関・企業名１ 機関・企業名２ 機関・企業名３

共同研究機関名
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① 件

② 件

③ 件

④ 件

⑤ 件

⑥ 件

⑦ 件

特許出願

特許登録

問１５　本事業期間中から現在までの、本事業に関する成果について該当するものの件数を、下表にご記入ください。なしの場合は
　　　　「0」とご記入ください。

論文（査読あり）

学会発表・口頭発表

回答例２：
地域ニーズ即応型終了後、●●の理由（例：新たな知見を見出すことが困難になった／競合技術が先行して企業化を達成し、優
位性がなくなった／研究予算、研究員、機材等が十分でない）により、研究を中止した。

書籍出版・雑誌掲載

メディア取材

受賞

問１４　すべての方にお伺いします。本事業終了後から現在までの、研究開発状況、企業化状況について、簡潔にご記入ください。

回答例１：
地域ニーズ即応型終了後、△△県研究開発センターと共同研究を継続し、現在では文科省の○○○事業に採択され、「研究課題
名」を実施中。□□□の実現を目指し、◇◇◇の研究を実施している。
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(1 ) (2 ) (３)

① ⇒
克服
できた

⇒

② ⇒
克服
できた

⇒

↑

　８　大学・公設試等研究機関側（シーズ側）の人材・体制・ノウハウ

　９　大学・公設試等研究機関側（シーズ側）の資金・設備

１０　大学・公設試等研究機関側（シーズ側）の知的財産戦略

１１　技術・市場動向に関する情報収集

１２　その他

※克服できた場合、
　チェックをつけてください。

【(1 )の選択肢】

　５　企業側（ニーズ側）の資金・設備

　６　企業側（ニーズ側）の知的財産戦略

　７　大学・公設試等研究機関側（シーズ側）の技術力

　１　研究開発における研究チーム内のコミュニケーション

　２　研究チーム内の研究機関・企業との契約・交渉

　４　企業側（ニーズ側）の人材・体制・ノウハウ

　３　企業側（ニーズ側）の技術力

直面した課題 課題を克服できたか 課題克服の経緯

も困難な課題

２番目に困難な課題

問１６　取り組まれた研究課題において、研究開始から現在までに、どのような課題に直面してきましたか（下記の選択肢のうち、
　　　　困難な事項から順に２つまでを選び、番号をご記入ください）。また、その課題を克服することができましたか（克服できた
　　　　ものにチェックをつけてください）。克服できたと回答した方は、課題をどのように克服したかをご記入ください。

Ⅳ　研究課題が直面した課題について
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Ⅴ　地域ニーズ即応型の効果について

【用語の定義】

　企業化･･･商品化、ライセンス化、起業化を含む。

内容：

内容：

⑦本事業の実施により、雇用増がもたらされた

⑤本事業の実施により、社会的地位の向上、知名度の向上等につながった

②大学、公設試に積極的に技術相談するようになった

⑧特に顕著な影響を及ぼしていない

⑨その他（この回答を選択された方は具体的な状況を下欄に記載して下さい）

⑥特別の変化は感じていない

⑦その他（この回答を選択された方は具体的な状況を下欄に記載して下さい）

④企業化をめざした公募事業に積極的に応募するようになった

⑤もともと産学官連携に対して積極的であり、特段の変化は感じていない

①本事業の実施により、研究開発スキル（技術力）が向上した

②本事業の実施により、研究開発マネジメント能力が向上した

③本事業の実施により、人的ネットワークが広がった

④本事業の実施により、他の公募事業等の研究開発資金を調達する能力が向上した

③大学、公設試との共同研究を積極的に行うようになった

問１７　貴社では、本事業を受けることにより、下記の変化等が生じたと感じることはありますか（該当する項目にいくつでもチェック
　　　　をつけてください）。

①産学官連携に関心を持つようになった

問１８　本事業は貴社の研究活動にどのような影響を与えていますか（該当する項目にいくつでもチェックをつけてください）。

⑥本事業の実施により、売上増がもたらされた
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(1 )

(2 )

理由：

内容：

②どちらかと言えば有効に機能した

④有効に機能しなかった

未回答の質問があります。水色に網掛けされている質問をご確認下さい。

問２１　現時点で振り返っていただき、本事業について、制度上の課題・改善点等がございましたら、ご自由にお書きください。

④その他（この回答を選択された方は具体的な内容を下欄に記載して下さい）

問２０　本事業に応募する前から、ご自身の地域のＪＳＴイノベーションプラザ／サテライトをご存じでしたか（ も該当する項目
　　　　１つにチェックをつけてください）。

①本事業に応募する前からよく知っていた

②本事業に応募する前から知っていたが、詳しくはなかった

問１９　企業の持つニーズと公設試験場や大学が持つ技術シーズとをマッチングさせる仕組みとして、本事業は効果的に機能しましたか
　　　　（ も該当する項目１つにチェックをつけてください）。また、そのように回答した理由をご記入ください。

本事業が有効に機能したかの評価

①非常に有効に機能した

上記のように回答した理由

③どちらかと言えばあまり有効に機能しなかった

ご協力ありがとうございました。

③本事業への応募を通じてはじめて知った
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資料２ 追跡調査票（研究者用） 

・
・
・

・
・ ご回答いただきましたファイルは、メールに添付の上、以下までご返信ください。

　【調査企画】 独立行政法人科学技術振興機構 イノベーション推進本部 産学連携展開部
新田茂人　T EL：0 3 -5 2 1 4 -8 4 1 9 　E -m ail：sn itta@ jst.go .jp
今田有美　T EL：0 3 -5 2 1 4 -8 4 1 9 　E -m ail：y2 im ad a@ jst.go .jp

　【調査実施】 ＪＳＴから委託を受けて下記の調査会社が本追跡調査を実施いたします。

◎本調査の目的

◎問合せ先

◎本追跡調査票について

株式会社リベルタス・コンサルティング
T EL：0 3 -5 7 7 6 -2 8 1 0 （月～金 1 0 ：0 0～1 8：0 0 ）　E-m ail：jst-n eed s@ lib ertas.co .jp
担当者：小野寺、栗山、中野、中島

回答期日： １０月 ７日（金）

基本的にページ毎に設問が設けられています。問1  から順にご回答ください。

調査結果は統計分析してホームページ等で公開するとともに、本事業自体の評価や研究支援のためにＪＳＴ内で使用することがあります。また、個
人情報及び回答内容に関する秘密は適切に管理します。

ご回答いただきました内容は、本調査以外で利用することはございません。

　返信先
　jst-n e e d s@ lib e rta s.c o .jp
　ＪＳＴ地域イノベーション創出総合支援事業等追跡調査係（株式会社リベルタス・コンサルティング内）

平成2 1 年度地域ニーズ即応型　追跡調査票
＜研究者用＞

　本報告書は平成2 1年度地域ニーズ即応型事業（以下、本事業）を実施された研究者の方に対して、研究終了後の状況を報告していただくものです。本
調査は、研究開発成果の発展状況や活用状況等を明らかにし、事業及び事業運営の改善等に資することを目的としております。

黄色のハッチ部分がご記入欄です。
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②

→問３へ

→問３へ

→問４へ

→問４へ

Ⅰ　地域ニーズ即応型の概要について

問１　あなたに関する情報を、下表にご記入ください。

現在

Ｔｅｌ

問２　本事業により、地域の中堅・中小企業がお持ちの企業ニーズ（技術的課題）は解決しましたか（ も該当する項目１つにチェック
　　　をつけてください）。

問４　問２で「③あまり解決しなかった」、「④ほとんど解決しなかった」と回答した方にお伺いします。その理由はどのような
　　　ものだったとお考えですか。可能な範囲で、ご記入ください。

④ほとんど解決しなかった

問３　問２で「①ほぼ解決した」、「②かなり解決した」と回答した方にお伺いします。貴研究成果（技術シーズ）が企業ニーズを
　　　解決した経緯・要因について、可能な範囲で、ご記入ください。

③あまり解決しなかった

Ⅱ　企業ニーズ解決への本事業の貢献度合い及び成果について

→問５へ

課題名課題名

役職

①

課題終了時（H 2 2 .3 .3 1 ）
(現在と変わらない場合は記入不要です)

ご担当者・
ご回答者
(あなた)

氏名

所属機関名

e-m ail

①ほぼ解決した

②かなり解決した
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【用語の定義】

　企業化･･･商品化、ライセンス化、起業化を含む。

→問６へ

→問７へ

→問７へ

→問７へ

回答例：
地域ニーズ即応型で開発された試作品を基に、共同研究企業において製品化開発が行われた結果、●●（製品名）として、市場
投入されるに至った。

Ⅲ　研究活動の継続・拡大について

問５　すべての方にお伺いします。本事業期間終了後、本事業で実施した研究を継続していますか（ も該当する項目１つにチェックを
　　　つけてください）。

①企業化を達成し、研究を終了した

②企業化を目指し、研究を継続している

③研究を継続しているが、企業化を意識している訳ではない

④研究を継続していない、または一時的に中断している

問６　問５で「①企業化を達成し、研究を終了した」と回答した方にお伺いします。研究開発、企業化において得られた成果について、
　　　簡潔にご記入ください。
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内容：

①

②

→問1 0へ

→問1 1へ

→問1 1へ

→問1 1へ

問９　本事業期間終了後、研究の継続・企業化に向けて（結果として、研究を継続していない、または一時的に中断している場合を
　　　含め）、どのような外部資金を獲得しましたか（該当する項目すべてにチェックをつけてください）。

①公募事業の活用（例：公募事業の採択により研究費を獲得）

②企業研究資金の活用（例：共同研究を開始した企業からの資金供与を受ける）

③公募事業・企業研究資金ともになし（獲得に向けて活動中）

④公募事業・企業研究資金ともになし（獲得に向けた活動なし）

共同研究機関名

共同研究企業名

③企業のみ　　　　　　（例：得られた技術・知財等を活用して企業のみで研究を実施）

④その他　（この回答を選択された方は具体的な内容を下欄に記載して下さい）

問８　本事業期間終了後、共同して研究を実施した研究機関、企業がありましたら、その名称をご記入ください（それぞれ
　　　３つまで）。

機関・企業名１ 機関・企業名２ 機関・企業名３

問７　すべての方にお伺いします。本事業期間終了後、研究の継続・企業化に向けて（結果として、研究を継続していない、または
　　　一時的に中断している場合を含め）、どのような体制で臨みましたか（ も該当する項目１つにチェックをつけてください）。

①研究機関と企業の連携（例：大学・公設試等と企業が共同研究を実施）

②研究機関のみ　　　　（例：共同研究をする企業がなく、大学・公設試等のみで研究を実施）
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年度
(平成)

採否
(○、×)

例 2 3 ○

①

②

③

④

⑤

① 件

② 件

③ 件

④ 件

⑤ 件

⑥ 件

⑦ 件

書籍出版・雑誌掲載

問１１　すべての方にお伺いします。本事業期間中から現在までの、本事業に関する成果について該当するものの件数を、下表に
　　　　ご記入ください。なしの場合は「0」とご記入ください。

メディア取材

受賞

特許出願

特許登録

論文（査読あり）

学会発表・口頭発表

機関名 事業名 課題名
研究費総額

(千円)

科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業 ○○○レーザの開発 3 0 ,0 0 0

問１０　問９で、「①公募事業の活用」を選択した方にお伺いします。本事業の結果を基に、本事業期間終了後（H 2 2 .4 ）から今までに
　　　　応募した官民の研究資金制度について、下表にご記入ください。
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(1 ) (2 ) (３)

① ⇒
克服
できた

⇒

② ⇒
克服
できた

⇒

↑
※克服できた場合、
　チェックをつけてください。

問１２　取り組まれた研究課題において、研究開始から現在までに、どのような課題に直面してきましたか（下記の選択肢のうち、
　　　　困難な事項から順に２つまでを選び、番号をご記入ください）。また、その課題を克服することができましたか（克服
　　　　できたものにチェックをつけてください）。克服できたと回答した方は、課題をどのように克服したかをご記入ください。

も困難な課題

　７　大学・公設試等研究機関側（シーズ側）の技術力

　１　研究開発における研究チーム内のコミュニケーション

　３　企業側（ニーズ側）の技術力

２番目に困難な課題

　８　大学・公設試等研究機関側（シーズ側）の人材・体制・ノウハウ

　９　大学・公設試等研究機関側（シーズ側）の資金・設備

直面した課題 課題克服の経緯課題を克服できたか

Ⅳ　研究課題が直面した課題について

１２　その他

　２　研究チーム内の研究機関・企業との契約・交渉

１１　技術・市場動向に関する情報収集

　５　企業側（ニーズ側）の資金・設備

　４　企業側（ニーズ側）の人材・体制・ノウハウ

【(1 )の選択肢】

１０　大学・公設試等研究機関側（シーズ側）の知的財産戦略

　６　企業側（ニーズ側）の知的財産戦略
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【用語の定義】

　企業化･･･商品化、ライセンス化、起業化を含む。

内容：

(1 )

(2 )

理由：

①非常に有効に機能した

②どちらかと言えば有効に機能した

③どちらかと言えばあまり有効に機能しなかった

④有効に機能しなかった

上記のように回答した理由

問１４　企業の持つニーズと公設試験研究機構や大学が持つ技術シーズとをマッチングさせる仕組みとして、本事業は効果的に機能
　　　　しましたか（ も該当する項目１つにチェックをつけてください）。また、そのように回答した理由をご記入ください。

本事業が有効に機能したかの評価

Ⅴ　地域ニーズ即応型の効果について

⑥特別の変化は感じていない

問１３　本事業を受けられて、ご自身に下記の変化等が生じたと感じることはありますか（該当する項目にいくつでもチェックをつけて
　　　　ください）。

⑦その他（この回答を選択された方は具体的な状況を下欄に記載して下さい）

⑤もともと企業化に対して積極的であり、とくに変わってはいない

①産学官連携に関心を持つようになった

②企業化を意識して研究を行うようになった

③企業との共同研究を積極的に行うようになった

④企業化をめざした公募事業に積極的に応募するようになった
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内容：

問１６　現時点で振り返っていただき、本事業について、制度上の課題・改善点等がございましたら、ご自由にお書きください。

ご協力ありがとうございました。

④その他（この回答を選択された方は具体的な内容を下欄に記載して下さい）

問１５　本事業に応募する前から、ご自身の地域のＪＳＴイノベーションプラザ／サテライトをご存じでしたか（ も該当する項目
　　　　１つにチェックをつけてください）。

未回答の質問があります。水色に網掛けされている質問をご確認下さい。

②本事業も応募する前から知っていたが、詳しくはなかった

③本事業への応募を通じてはじめて知った

①本事業に応募する前からよく知っていた
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資料３ 追跡調査票（調整役プロジェクトコーディネータ用） 

・
・
・

・
・ ご回答いただきましたファイルは、メールに添付の上、以下までご返信ください。

　【調査企画】 独立行政法人科学技術振興機構 イノベーション推進本部 産学連携展開部
新田茂人　T EL：0 3 -5 2 1 4 -8 4 1 9 　E -m ail：sn itta@ jst.go .jp
今田有美　T EL：0 3 -5 2 1 4 -8 4 1 9 　E -m ail：y2 im ad a@ jst.go .jp

　【調査実施】 ＪＳＴから委託を受けて下記の調査会社が本追跡調査を実施いたします。

追跡調査は次のシートから始まります。

　返信先
　jst-n e e d s@ lib e rta s.c o .jp
　ＪＳＴ地域イノベーション創出総合支援事業等追跡調査係（株式会社リベルタス・コンサルティング内）

◎問合せ先

株式会社リベルタス・コンサルティング
T EL：0 3 -5 7 7 6 -2 8 1 0 （月～金 1 0 ：0 0～1 8：0 0 ）　E-m ail：jst-n eed s@ lib ertas.co .jp
担当者：小野寺、栗山、中野、中島

平成2 1 年度地域ニーズ即応型　追跡調査票
＜調整役プロジェクトコーディネータ用＞

◎本調査の目的

　本報告書は平成2 1年度地域ニーズ即応型事業（以下、本事業）を実施された研究者へのコーディネートを行った方に対して、研究終了後の状況を報告
していただくものです。本調査は、研究開発成果の発展状況や活用状況等を明らかにし、事業及び事業運営の改善等に資することを目的としております。

回答期日： １０月 ７日（金）

ご回答いただきました内容は、本調査以外で利用することはございません。

◎本追跡調査票について

基本的にページ毎に設問が設けられています。問1  から順にご回答ください。
黄色のハッチ部分がご記入欄です。

調査結果は統計分析してホームページ等で公開するとともに、本事業自体の評価や研究支援のためにＪＳＴ内で使用することがあります。また、個
人情報及び回答内容に関する秘密は適切に管理します。

 



 

 95

(1 )

(2 )

理由：

【研究開発事業編】ニーズ即応型についてお伺いします

Ⅰ　あなたと地域ニーズ即応型とのかかわりについて

問１　あなたに関する情報を、下表にご記入ください。

現在

課題終了時（H 2 2 .3 .3 1 ）
(現在と変わらない場合は記入不要です)

終了後に担当者が交替した場合は、前任の方の
情報を記入してください。

ご担当者・
ご回答者
(あなた)

氏名
所属機関名
役職
Ｔｅｌ
e-m ail

②どちらかと言えば有効に機能した

③どちらかと言えばあまり有効に機能しなかった

④有効に機能しなかった

上記のように回答した理由

問２　企業の持つニーズと公設試験研究機構や大学が持つ技術シーズとをマッチングさせる仕組みとして、本事業はうまく機能
　　　しましたか（ も該当する項目１つにチェックをつけてください）。また、そのように回答した理由をご記入ください。

本事業が有効に機能したかの評価

①非常に有効に機能した

②どちらかと言えば必要である

③どちらかと言えばあまり必要ない

④必要ない

問３　本事業の実施体制として、コーディネート役の参加は必要だと思いますか（ も該当する項目１つにチェックをつけてください）。

①必要である
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内容：

内容：

Ⅱ　地域ニーズ即応型の効果について
問４　本事業は公設試験研究機構にどのような影響を与えていますか（該当する項目にいくつでもチェックをつけてください）。

①公設試の認知度を向上することができた

②大学等研究機関の研究者からアプローチが来るようになった

③企業からの技術相談が増えた

④産学官のネットワークが構築された、広がった

⑤大学等研究機関の研究シーズ情報に対する関心が高まり、定期的に調べるようになった

⑥コーディネータとしてのスキルアップにつながった

⑦本事業のコーディネート業務は、自身の業務にとって大きな負担となっている

⑧その他（この回答を選択された方は要点を下欄に記載して下さい）

問５　本事業に応募する前から、ご自身の地域のＪＳＴイノベーションプラザ／サテライトをご存じでしたか（ も該当する項目
　　　１つにチェックをつけてください）。

①本事業に応募する前からよく知っていた

②本事業も応募する前から知っていたが、詳しくはなかった

③本事業への応募を通じてはじめて知った

④その他（この回答を選択された方は具体的な内容を下欄に記載して下さい）

問６　本事業について、制度上の課題・改善点等がございましたら、ご自由にお書きください。

続いて次のシート【個別課題編】に進んでください。

未回答の質問があります。水色に網掛けされている質問をご確認下さい。
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課題名

→問８へ

→問８へ

→問９へ

→問９へ

問８　問７で「①ほぼ解決した」、「②かなり解決した」と回答した方にお伺いします。企業ニーズが解決した経緯・要因について、可能な
　　　範囲で、ご記入ください。

→問1 0へ

問９　問７で「③あまり解決しなかった」、「④ほとんど解決しなかった」と回答した方にお伺いします。その理由はどのような
　　　ものだったとお考えですか。可能な範囲で、ご記入ください。

Ⅲ　企業ニーズ解決への本事業の貢献度合い及び成果について

問７　本事業の活用により、地域の中堅・中小企業がお持ちの企業ニーズは解決しましたか（ も該当する項目１つにチェックを
　　　つけてください）。

①ほぼ解決した

②かなり解決した

③あまり解決しなかった

④ほとんど解決しなかった

【個別課題編】地域ニーズ即応型でコーディネートを行った下記の課題についてお伺いします

課題名
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【用語の定義】

　企業化･･･商品化、ライセンス化、起業化を含む。

(1 ) (2 ) (３)

① ⇒
克服
できた

⇒

② ⇒
克服
できた

⇒

↑

　４　研究チーム内のコミュニケーション（役割分担の調整、進捗管理）

Ⅳ　研究課題のコーディネートにおいて直面した課題について
問１０　すべての方にお伺いします。取り組まれた研究課題のコーディネート活動において、研究開始から現在までに、どのような課題に
　　　　直面してきましたか（下記の選択肢のうち、困難な事項から順に２つまでを選び、番号をご記入ください）。また、その課題を
　　　　克服することができましたか（克服できたものにチェックをつけてください）。克服できたと回答した方は、課題をどのように
　　　　克服したかをご記入ください。

直面した課題 課題を克服できたか 課題克服の経緯

も困難な課題

２番目に困難な課題

　５　研究チーム内の研究機関・企業との契約・交渉

　６　技術シーズと企業ニーズのミスマッチ

　７　技術・市場動向に関する情報収集

　８　コーディネータの人材・資金・ノウハウ

※克服できた場合、
　チェックをつけてください。

【(1 )の選択肢】

　１　研究チーム内のコミュニケーション（互いの技術への理解）

　２　研究チーム内のコミュニケーション（開発スケジュールの共有）

　３　研究チーム内のコミュニケーション（開発目標、意識の共有）

　９　その他
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内容：

内容：

未回答の質問があります。水色に網掛けされている質問をご確認下さい。

②フォローアップは行っていない。

a 課題解決に至ったことにより研究を終了したため

b 研究開発が困難になったことにより、研究を中止したため

Ⅴ　フォローアップについて

問１１　上記に記載した本事業採択課題に関し、本事業終了後もフォローアップを行っていますか
　　　　（①②いずれかについて、該当する項目にいくつでもチェックをつけてください）。

①フォローアップを行っている。

a 次の外部資金の獲得に向けたフォローアップを行っている

b 特許出願、課題解決に向けての助言等フォローアップを行っている

続いて次の課題（次のシート）にお進みください。
これで終了です。ご協力ありがとうございました。

c 他の競合技術が先行して企業化を行い、優位性がなくなったことにより、研究を中止したため

d 担当者の異動等によりフォローアップが困難となったため

e その他（この回答を選択された方は要点を下欄に記載して下さい）

c 共同研究企業の探索、別のシーズ探索を行っている

d その他（この回答を選択された方は要点を下欄に記載して下さい）
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内容：

内容：

未回答の質問があります。水色に網掛けされている質問をご確認下さい。

②フォローアップは行っていない。

a 課題解決に至ったことにより研究を終了したため

b 研究開発が困難になったことにより、研究を中止したため

Ⅳ　フォローアップについて

問８　上記に記載した本事業採択課題に関し、本事業終了後もフォローアップを行っていますか
　　　（①②いずれかについて、該当する項目にいくつでもチェックをつけてください）。

①フォローアップを行っている。

a 次の外部資金の獲得に向けたフォローアップを行っている

b 特許出願、課題解決に向けての助言等フォローアップを行っている

これで終了です。ご協力ありがとうございました。

c 他の競合技術が先行して企業化を行い、優位性がなくなったことにより、研究を中止したため

d 担当者の異動等によりフォローアップが困難となったため

e その他（この回答を選択された方は要点を下欄に記載して下さい）

c 共同研究企業の探索、別のシーズ探索を行っている

d その他（この回答を選択された方は要点を下欄に記載して下さい）

 


