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1．発表の目的 

• 第5世代コンピュータ（FGCS）プロジェクトを事例に行った追跡評価
研究の成果をもとに、プロジェクトの立案、実施、評価の一連の 
プロセスに焦点をあて、イノベーション政策として研究開発を支援、
実施する際の参考に資するよう教訓を導出する。 

   

• 特に、技術的に挑戦的かつ社会的にも潜在的有用性の高い 
大規模国家プロジェクトのマネジメントに欠かせない学習型の 
モニタリングシステムについて、海外における先行的な事例を 
参照しながら、評価システムの在り方を考える上での課題を 
整理する。 
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2．第5世代コンピュータプロジェクトの追跡評価研究 

• 研究の概要 
– 内閣府経済社会総合研究所委託事業『イノベーション政策及び政策分析 

手法に関する国際共同研究』の一環として、（財）政策科学研究所が実施 
（2006年度～2007年度）。 

– 第5世代コンピュータ（FGCS）プロジェクトを分析対象とする 

• 我が国発の新たなコンピュータ技術開発を目指した野心的プロジェクト 

• 我が国における産学官連携プロジェクトのさきがけの1つ 

• 研究者の思想とイニシャテイブが貫徹したプロジェクト 

• 実績に関する賛否両論。実施後15年以上が経過、社会的・経済的な 
価値を産み出すまでに長い年月を要する研究開発の検証材料に 

• 研究会の体制（所属は当時） 

   木村 英紀 (独)理化学研究所BSI/トヨタ連携センター長（座長）  

   狼  嘉彰 慶応義塾大学理工学部システムデザイン工学科 教授 

   本間 弘一 (株)日立製作所システム開発研究所 主管研究員 

   杉江  衛 法政大学大学院ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究科 教授 

   宮田 秀明 東京大学大学院工学系研究科 教授 
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2-1. FGCSプロジェクトの概要 

• プロジェクトの目的・目標 
– 目的：知識情報処理を指向し、並列処理と知識ベースを用いる推論処理を 

基本メカニズムとする技術体系の確立 
• 「90年代に実用化されるべきコンピュータ・システムとは何か」という観点から構想 

– 研究開発目標：論理型プログラミング言語をベースと した高速な並列推論マシン
の開発 

• 1000台規模のプロセッサを並列に稼動。100 MLIPS（推論を毎秒1億回行う）以上
の性能を目標。基本応用システムとして、機械翻訳システム、質問応答システム、
音声応用システム他を開発の目標 

• プロジェクトの予算、期間 
– 予算：総額約541億円（前：83億, 中：216億, 後：242億）＋基盤化PJ約28億円 
– 期間：10年計画（結果的に11年） （前：3年, 中：4年, 後：4年） ＋基盤化PJ2年 

• プロジェクトの体制 
– 検討段階（79～81）：調査研究委員会等 
– 研究実施段階（82～92）：（財）新世代コンピュータ技術開発機構（ICOT） 
– フォローアップ（基盤化）段階（93～94）：ICOT 

 

5 



Copyright© IFENG All Rights Reserved  

【参考①】FGCSプロジェクトの展開 
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*1 第５世代コンピュータシステム , *2 電子技術総合研究所 , *3 日本情報処理開発協会 , *4 新世代コンピュータ技術開発機構 , *5 推論機構をハードウェア化した世界初の逐次推論型コンピュータ , 

*6 ESPで記述された世界初の論理型言語によるOS(PSIのOS) , *7 Prolog をベースに設計された核言語（PSIの機械語） , *8 並列推論の実行を可能とする並列論理型言語 ,*9 PROLOGをベースとした逐次型論理プログラム言語 ,  

*10 64台の要素プロセッサを２次元格子状に結合した並列推論実験機 , *11 1000台規模の要素プロセッサを結合した並列推論マシン , *12 KL1で記述された並列マシン用OS(PIMのOS) ,

*13 複雑かつ大規模な知識を扱う知識ベース管理システム , *14 言語理解システム , *15  並列推論用論理型言語 , *16 論理プログラムライブラリー , *17  非正規関係データベース管理システム , 

(年度）

1979
S54

1980
S55

1981
S56

1982
S57

1983
S58

1984
S59

1985
S60

1986
S61

1987
S62

1988
S63

1989
H1

1990
H2

1991
H3

1992
H4

1993
H5

1994
H6

ハード

ソフト

その他

イベント
等

JIPDEC*2

JEIDA*3

ICOT*4

（前期）基本技術開発
～研究基盤の開発～

KL0*7

GHC*8

ESP*9

（後期）トータルシステム開発
～プロトタイプの完成･応用～

通商産業省

KLIC*18

ソフトウェア無償公開
技術情報WEB公開

PIM完成('91)

PIMOS機能強化

Kappa-p*17

対話インターフェース技術
問題解決プログラミング技術
知識ベース構築利用技術

（中期）サブシステム開発
　　～逐次処理から並列処理へ～

PSI-Ⅰ*5　→　PSI-Ⅱ(VLSI化) マルチPSI*10、PSI-Ⅲ、PIM*11試作

KL１*15

LTB*16

PIMOS*12

Kappa*13

DUALS3*14、各種エキスパートシステム

SIMPOS*6

Pre FGCS*1 Project
(プレ第5世代コンピュータ・プロジェクト）

FGCS Project (第5世代コンピュータ・プロジェクト）

電子技術

総合研究所

「勉強会」

電子計算機

技術開発

調査委員会

第５世代コンピュータ

調査研究委員会

・社会環境研究分科会

・アーキテクチャ研究分科会

・基礎理論研究分科会

第１回

国際会議

第１回

ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ

（６月）

第２回

ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ

（６月）

第３回

ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ

（ 月）

第４回

ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ

（５月）

第５回

ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ

（６月）

第６回

ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ

（５月）

第７回

ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ

（６月）

第８回

ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ

（６月）

第９回

ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ

（６月）

第１０回

ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ

（６月）

FGCS Follow-on Project

(第５世代コンピュータの

研究基盤化プロジェクト)

調査研究

報告書

電子計算機基礎技術開発推進委員会

最終評価

報告書

（3月30日）

新財団法人

設立準備

委員会

第２回

国際会議

（１１月）

第３回

国際会議

（１１月）

第４回

国際会議

（１１月）

第５回

国際会議

（１２月）

富士通が第五世代を

目指した新機種の開発

に乗り出す

評価報告
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【参考②】 FGCSプロジェクトにおける技術の全体像 
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応用ソフト

基盤ソフト

開発環境

KLIC
(汎用UNIX環境向け
プログラミング言語）

ソフト

ハード

後継プロジェクト
研究基盤化

　無償配布

　　　SIMPOS（ＰＳI-ⅠのＯＳ）

　　　　　　Kappa
（並列データベースシステム）

　
　　　　　　PIMOS（ＰＩＭのＯＳ）

　　　Kappa-P

　　PSＩ-Ⅰ
（逐次推論マシン）

　　　マルチPSI
　（並列推論マシン）

　　　　　　　PIM 完成

（前期）基本技術開発
～研究基盤の開発～

（中期）サブシステム開発
　　～逐次処理から並列処理へ～

（後期）トータルシステム開発
～プロトタイプの完成･応用～

　KL0
（核言語）

　

　　　　　KL１
　　　　（マルチCPU向け

　　　　プログラミング言語）

　HELIC-Ⅱ
（判例データベースシステム）
　遺伝子情報処理システム
　大規模集積回路設計支援システム
　自然言語処理システム
　プログラム自動合成システム
　碁士システム

　ＭＧＴＰ（並列定理証明システム）
　ＧＤＣＣ（並列制約処理言語システム）
　Quixote（演繹オブジェクト指向言語）

　

GHC

（並列プログ

ラミング言語）

ESP

機械語

（システム記述言語）

記述

設計

並列化
PIM 試作

(1000台規模の

並列推論マシン)

機械語

記述設計

バージョンアップ

応用

発展

（非正規関係

データベース

管理システム）

応用 応用

C言語

コンパイル
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【参考③】 FGCSプロジェクトの予算と人員 
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予算
ICOT

研究員
予算

ICOT
研究員

1982 426 41 1989 6,483 96

1983 2,723 41 1990 6,943 92

1984 5,124 49 1991 7,164 86

前期計 8,272 1992 3,592 48

1985 4,779 64 後期計 24,182

1986 5,491 76 ３期計 54,085

1987 5,631 83 1993 1,388 41

1988 5,729 91 1994 1,408 40

後継計 2,796

合計 56,881

出典：中村，渋谷『日本の技術政策』 ｐ.18，ICOT『第五世代コンピュータ

研究開発の終わりにあたって』付表

中期計 21,631
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2-2．FGCSプロジェクトの背景とこれまでの評価 

• プロジェクト検討時の背景 
– 欧米から日本への“技術ただ乗り批判”  
– IBMによる寡占への対抗手段の模索 
– ソフトウェア危機、等 

• プロジェクトに対する評価－これまでの視点 
– 達成度（できたかできないか）の観点からの評価がほとんど 

• 学術的・技術的価値や、AI分野の研究における国際交流、
研究者育成という社会的な貢献はあったが、産業技術の 
分野に寄与する成果が著しく少なかった、というおおよそ 
共通する評価 

– 成功か失敗かについて、プロジェクトの性格を基礎研究と 
みるか応用研究とみるかで評価が分かれる 

 

9 
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【参考④】FGCSプロジェクトの成果の現在的意味 

• 技術史の観点から、現在のコンピュータ技術に直接つながるものは
ない 
– 論理型言語をはじめて大規模な開発に用い、その問題点、 限界を 

示した 
– 間接的には、論理型プログラミング言語Prologの普及に貢献 
– 現在、Web2.0で代表されるインターネット上の知識処理が人工知能

の新しい分野として期待されており、そこでは、推論処理、論理型 
言語が用いられるとされている 

• 産業史の観点から、終了から約１５年が経過した現在においても、 
実用化の見込みや予兆はみいだせない（参考⑤） 
– 論理型プログラムの実用事例（推論のプログラム自動生成への応

用）はあるが、プロジェクトの成果との直接的な関連はない 
• ARTech社GeneXus、Esterel Technologies社SCADE 
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【参考⑤】時間とともに変化する‘将来性’ 

１９８１年 

１９９０年代 

２００７年 

並列推論マシン 
（今より６桁速い） 

多くの知識処理 
分野への適用予測 

並列推論マシン 

並列推論マシン 

より限定された 
  分野への実用予測 

さらに限定 ＋ 
新しい分野への 

展開？ 

Web他新分野 

論理型 
プログラム 
実用事例 

“世の中変わるはずだ” 

“普及は将来を待ちたい” 

機械翻訳，自動プログラミング等 
波及効果（アウトカム，インパクト） 

並列推論マシン 
（アウトプット） 
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【参考⑥】FGCSプロジェクトの実施の現在的意味 

• プロジェクトから生み出された技術そのものは実用化されていないが、プロジェクト
を実施したこと（挑戦したこと）自体が次のようなインパクトをもたらした 

– 人材育成 
• 日本の情報技術分野（ソフトウエア研究、人工知能研究）をリードする人材を多数

排出、土台を底上げした 

– 世界ではじめてノイマン型プロセッサの大規模並列マシンの実現可能性を示し、
その後の並列マシン開発へ大きなインパクトを与えた 

– 情報技術分野の研究を世界的に活性化し、欧州等の国で情報技術をはじめと
する分野の公的研究開発の実施方法を変えた 

• 各国で多数の追随、対抗プロジェクトや研究機関の設立 
– 英Alvey Programme、米MCC、欧州（EC）ESRIT、等 

– スウェーデン計算機科学研究所（SICS）設立の直接の動機、等 

– 政策研究、評価研究を活性化した 
• 欧州を中心に、Alvey等の評価を通じて、科学技術政策研究や評価研究の重要性

に対する認識が高まり、それらを通じて、英国はプログラム評価の方法を確立した
（ROAMEFシステム） 
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2-3. 評価・マネジメントの観点からの検証 

• ビジョンからコンセプト、モデルづくりに至るまで、日本独自で
行った稀有な事例（参考⑦） 
– 従来は（現在も？）、ビジョンもなく、コンセプト、モデルは海外から 

輸入する場合がほとんど 

• イノベーションを、「新たな発明・発見が経済・社会に大きな
付加価値をもたらし、その変革につながること」（総合科学技術会議

「イノベーション創出総合戦略」）ととらえるならば、FGCSプロジェクトの
成果はそこに達していない 

• プロジェクトの成否とは独立に、イノベーション・マネジメント
及び評価システムの観点から検証 
– 計画段階の課題、実施段階の課題、事後段階の課題 

13 
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【参考⑦】イノベーション・マネジメント 
（創造のプロセス）からみたプロジェクトの特徴 

ビジョン 

コンセプト 

モデリング 

意思決定 
テスト 

ソリューション 

実行 

従来、日本の研究開発は 
ソリューションからはじめる 
他国・他社追随型 

現存の方式でのコンピュータの 
技術的限界に対処しうる知識情報 
処理指向の革新的コンピュータ技術
の技術体系の確立 

• 論理型言語PROLOGと逐次処理に 
 代わる並列処理方式の採用 
• 推論性能100M～1GLIPS程度 

• 10年540億の予算 
• 段階的・目標探索的な研究開発 
• 委託費方式、等 

90年代に実用化されるべき 
コンピュータ・システム像 

FGCSプロジェクトの特徴 

× 

•KL1言語 
•PIM、等 
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（1）プロジェクトの形成過程と事前評価① 
－体制の概要－ 
• 第５世代コンピュータ調査研究委員会（FY79～80） 

– （財）日本情報処理開発協会（JIPDEC）が、（財）日本自転車振興協会からの資金
を得て発足 

– 目指すべき第５世代コンピュータの性格、技術開発の目標等について検討 
– 大学、公的研究機関、コンピュータメーカーほかユーザー企業から、100数十名に

のぼる関係者が参加 
– 3つの分科会と複数のWGの設置 

• 社会環境条件およびシステム化技術研究分科会（主査：唐津一） 
• 基礎理論分科会（主査：渕一博） 
• アーキテクチャ分科会（主査:相磯英夫） 

– 「第５世代のコンピュータ調査研究報告書」及び「第５世代のコンピュータ研究 
開発提案書」のとりまとめ（1981.3） 

• 電子計算機基盤技術開発調査委員会（FY81） 
– 通産省機械情報産業局に設置 
– 機械情報産業局長の諮問に応じ、「第５世代コンピュータ研究開発」に関する 

調査を行うことを目的とする 
– 上記提案書による目標を再度確認、オーソライズし、課題等を具体化するととも

に、研究開発計画を策定することを調査研究の目標とする（電子計算機基盤技術
開発調査委員会設置要綱） 

– 委員21名中、上記調査研究委員会メンバー8名（うちオブザーバー1名）を含む 

 
15 
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【参考⑧】FGCS調査研究委員会の体制 

第5世代コンピュータ調査研究委員会（22名） 
委員長 元岡達  

アーキテクチャ研究 
分科会（12名※） 
主査 相磯秀夫  

社会環境条件および 
システム化技術研究 

分科会（10名※） 
主査 唐津一  

基礎理論研究 
分科会（13名※） 
主査 淵一博  

タスク・グループ 
委員長、主査、幹事 
通産省、JIPDEC 

WG（53名） WG（12名） WG（48名） 
WG（53名） 

WG（53名） 
WG（12名） 

WG（12名） 
WG（48名） 

WG（48名） 

（財）日本情報処理開発協会「第５世代のコンピュータ調査研究報告書」（1981.3）等をもとに作成 

調査研究委託 
東大 
慶大 

海外技術調査 
日本電子計算機（株） 

※80年度時点。オブザーバーを含む。 
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（1）プロジェクトの形成過程と事前評価② 
－分科会の役割に着目して－ 

• 社会環境条件およびシステム化技術研究分科会（S分科会） 
– 主にユーザー・ニーズの面から90年代に求められるコンピュータ像について議論 
– ユーザー企業も参加 
– 分科会、WGでの議論と調査の組み合わせ 

• ヒアリングによるユーザー・ニーズの実態調査 
• 社会的インパクト（技術が実現した場合、しなかった場合）の調査 
• プロジェクト・マネジメント・システムに関する内外の事例調査、等 

• 基礎理論分科会（T分科会） 
– 「知識情報処理システム」を前提に、その方向づけ、イメージ化、技術要素の基礎

的検討等を行う 
• 新しいアーキテクチャ（非ノイマン型）の可能性、言語情報・知識情報利用の可能性 

– AI分野の委員多数、電総研の若手研究者がWGを構成 
– 分科会、WGでの議論が中心（調査を行った形跡は資料から読み取れない） 

• アーキテクチャ分科会（A分科会） 
– 90年代に開発が予想されるコンピュータ（第５世代コンピュータ）が具備すべき 

機能について、コンピュータ・アーキテクチャの観点から検討 
– 各メーカーから委員として1人ずつ参加 
– 分科会、WGでの議論と調査の組み合わせ 

• 学術文献、国内外学会発表成果の分析 
• 有識者招待またはインタビュー 
• 調査研究委託 
• 内外の技術調査、WGによる調査研究支援、等 

第5世代のコンピュータ調査報告書「分科会活動成果報告」より 
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（1）プロジェクトの形成過程と事前評価③ 
－結論に至る経過－ 
 

• メーカー委員が約半数を占めるA分科会と、研究者中心のT分科会の意見の
違いは解消されず、「調査報告書」でも結論が分かれる 
– A分科会・・・議論、調査分析の結果に基づき、応用分野の多様性から将来のコン

ピュータが1種類に集約されるとは限らないとし、90年代に実現すべきFGCSとして、

小型・高性能のパソコン、多数のユーザーが共用するデータベースや人工知能
（AI）を含む専用マシン、及び両者をつなぐサービスマシンの3層構造を提示 

– T分科会・・・当初から一貫して、ソフトに負担がかかるノイマン型ではなく、人間の

ように蓄積した知識をベースに推論したり会話に使う自然言語を処理できるコン
ピュータを指向、知識情報処理システムの実現を目指し、推論機構と知識ベー
ス・マシン及び知的インターフェース・マシンの開発を提案 

• 最後は、親委員会である調査研究委員会委員長の判断に委ねられた 
– T分科会の意見を採用 

• 「当初A分科会寄りであった元岡委員長が、淵の働きかけと通産省の積極さに応
えT分科会の意見をいれたといわれる」（中村清司1999等） 

• 目的・目標の設定プロセスにおいて、実施主体の主要な一部である企業の
側との合意形成がうまく図られなかった（中村清司1999） 

• 調査分析→評価→意思決定の未分化。 
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（1）プロジェクトの形成過程と事前評価④ 
－調査委員会における指摘－ 

• 挑戦的な目標設定のそもそもの妥当性 
「第５世代の現目標はかなり大きな範囲を言っている。しかし始めから限定しすぎても良くない。」  
（元岡委員長） 

「第５世代プロジェクトは目標達成型ではなく、目標探索型である。」（唐津委員） 
                                   第２回 「調査委員会」 (S56.9.17)議事録より抜粋 

• 推進するための施策や評価、見直し体制の妥当性 
「個々の基本技術の項目を見ると、前期３年では難しいと思われるものがある。例えば 
プログラム自動合成とアルゴリズム・バンクについては、我々メーカでも手がけているが、 
とても３年では目途がつかないような革新的技術である。これらの開発がずれたら 
（３年間で終了しない場合）どうするかを事前に検討しておく必要がある。 」（水野委員） 

「基本的には３年後に見直すこととなろうが、中期以降に対する基礎研究期間として 
一応３年間を設定したものである。先ず３年間を前提に計画を立ててみたい。」 （元岡委員長） 

「何に役立つかが明確になれば、１０年後の目標が明確に設定できるだろう。開発と 
並行して波及効果も検討していく必要があるという指摘が内外のユーザ・サイドから 
もあった。 」（元岡委員長） 

                                    第３回 「調査委員会」 (S56.12.16)議事録より抜粋  

• 望ましい施策のあり方と我が国の課題 
「このような未踏型の技術開発では、いくつかの代替案を用意し、それらの評価を 
行いながら取捨選択していくことになろうが、取捨選択型の研究体制は日本に 
育っていない。従って誰がどのように評価するかが大問題。」 
              第１回 「調査委員会」 (S56.6.18)議事録、榊氏の発言より抜粋  
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（2）プロジェクトの実施過程① 

• 時限付研究所（ICOT）の設置 
– 日本の労働市場における研究者の流動性の低さに対応する

ためには、出向研究者から構成される時限付の研究所を設立
することは、効果的（Odagiri et al. 1997） 

• 研究開発にかかるコストは全額が通産省からの委託費 
– 通産省は当初、従来のように補助金方式を考えていたが、 

企業側が消極的であったため全額政府負担の委託費方式で
行うことになった（中村吉明ら1995） 

– 「調査研究段階における企業側意見の排除と不確実性の高い
方針の採択が企業に資金負担を渋らせた」との指摘もある 
（中村清司1999） 
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【参考⑨】プロジェクトの推進体制 

21 

プロジェクト推進委員会／ 
専門ワーキンググループ 

大学／国立研究所（電総研等）／
中立機関・民間企業の専門家 

事 務 局 

研究所 

  ［中核的研究開発］ 

研究員数 

 40（1982) 

 

100（1989～） 

・招聘研究者 

海外研究機関 

・長期派遣受入研究者 

NSF、INRIA、DTI 

(財)新世代ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ 
開発機構（ICOT） 

コンピュータ・メーカー等 

研究協力／共同研究 

国内 ： EDR，大学，電総研等 
国外 ： ANL，NIH，SICS，LBL、ANU等 

委員 

研究員 

出  向 

ビジティング 
リサーチャ 

開発的作業 

再委託 

意見交換 

FGCSに関する 
調査、助言 

通商産業省 委託 
（研究開発費） 

国立研究所／中立的機関 
民間企業（計19機関） 

機械情報産業局長 

電子計算機基礎技術
開発推進委員会 

諮問 

電子計算機基礎技術開発 
プロジェクト審査委員会 
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（2）プロジェクトの実施過程② 

• 企業出向者によるICOT内研究所での中核的研究と 
メーカーへの再委託 
– 異なるバックグラウンドを持つ研究者間の相補性の利点

を最大化することにも寄与（Odagiri et al. 1997） 
• 創造された知識のスピルオーバーを促進した 

– 「学」からの本格的参加が得にくく、本来的な意味での 
産学官連携が困難な当時の状況 

• 特に国立大学に関して、休職出向や兼業を妨げる制度的・文化
的要因（定員制度による他の教員へのしわ寄せ等）（中村吉明ら
1995等） 

• プロジェクトの早期の段階から指摘 
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（2）プロジェクトの実施過程③ 

• プロジェクトのモニタリング体制 
– 電子計算機基礎技術開発推進委員会の設置 

• 機械情報産業局長の諮問に応じ、「第5世代コンピュータ研究 
開発」に関する調査を実施（局長の私的諮問機関）。 

 

• 実施体制に関する評価はおしなべて高い。プロジェクト・
マネジメントの失敗とは言えない。 
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（3）プロジェクトのフォローアップ 

• FGCS Follow-on Project （FGCS研究基盤化プロジェクト） 

– 小規模なものにとどまり、「死の谷」の克服を意識し、イノベー
ションを目指す本格的なフォローになっていない 

• 研究開発 
– KLIC（UNIXベース）の逐次及び並列マシン上のKL1プログラミングの

新たな環境開発 

• FGCS技術の広報・普及活動 
– 「ICOT無償公開ソフトウェア（IFS）」の配布 

– インターネット上での研究開発活動に関する技術情報の公開 

– 「国家予算から研究開発費が拠出されている時は、企業も 
学会も注目するが、それがなくなると見向きもされなくなる傾向
がある」（中村吉明ら1995） 
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2-4. FGCSプロジェクトからの教訓① 

• ピアレビューの限界とインパクトアセスメントの必要性 
– イノベーションを目指すプロジェクトの場合、プロジェクト選定時に、科学技術

的価値と社会経済的価値（政策ミッションへの貢献）の両観点から、少なくと
も2段階のピア（エキスパート）レビューを用いて評価を行う必要がある 

• FGCSは、イノベーションをはるか先に見据えた学際的かつ先端技術研究開発であり、
Bozeman(1993)がピアレビューが機能しない場合として指摘する「分野が新しいため 
信用を保証するメカニズム（専門誌、学界など）が整備されていない」場合等に相当 

– ピアレビューが本質的に機能しないFGCSのような場合、他の評価法を 
用いるか（Bozemanの第3指針）、ピアレビューの結果は補助的に用いる
（ Bozemanの第1指針）必要がある 

• FGCSの場合、3分科会の意見をシステマティックに集約する方法がとられておらず 
（ピアレビューが機能しない）、「熱意」によって決定 

– イノベーションを目指すプロジェクトの場合、プロジェクト選定のための評価 
方法の１つとして、「インパクト・アセスメント」（波及効果の事前評価）がある 

• EUではフレームワークプログラム７策定のために本格導入。米国は「科学・イノベーショ
ン政策の科学（SciSIP）」研究を振興。方法論の開発が進む 

• 計画初期段階におけるシステム検討（SE）に対し予算の約15％を費やせば、コストと 
スケジュールのオーバーランがなくなる、という研究結果もある 

 
25 
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【参考⑨】システム検討とコスト、スケジュールの関係 

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
コ
ス
ト
（実
績
／
計
画
） 

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
（実
績
／
計
画
） 

SE活動（SE品質×SEコスト実績／プロジェクトコスト実績） 

（出典）Honour, E. C., “Understanding the Value of Systems Engineering.” Proceedings of  
the INCOSE International Symposium, Toulouse, France, 2004. 
Http://www.hcode/seroi 
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2-4. FGCSプロジェクトからの教訓② 

• 研究開発への投資は、挑戦的な課題であればあるほど成果が 
社会的・経済的な価値に転換するまでに時間がかかるという 
長期性にまつわる問題があることに加え、そもそも研究開発の 
成果が生まれるかどうかは事前には確定できず、本質的に 
不確実性を持つ。プロジェクトを取り巻く環境も一定ではなく、 
変化する。 

• 問題領域は、プロジェクトの所掌範囲を常に超える一方、常に 
成果を問われる。 

• 不確実性を前提とした学習型のモニタリングシステムの必要性 

 

27 
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2-4. FGCSプロジェクトからの教訓③ 

• プログラム化の重要性 
– 研究開発プロジェクトの成果（直接的には科学技術）を本来の

目的である社会経済的付加価値の創出まで確実に行き着ける
手順を想定、プロジェクトを展開、補完する制度を付加していく
＝プログラム化が必要。プログラムが直面する環境への働き
かけが重要。 

– そのための調査・分析、評価の仕組みが必要。 
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input
入力

プログラム
（program）

補助装置
（supporting instruments）

中間結果１
（intermediate 

outcome 1）

中間結果2
（intermediate 

outcome 2）

意図した結果
（intended results）

= outcomes

活動のレベル = output
(Level of activities)

結果の連鎖 = intermediate outcomes
(Chain of results)修正されたプログラム

（implemented program)
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2-4. FGCSプロジェクトからの教訓④ 

• 性格の違う２つのフォローアップの必要性 
– 発明と開発、開発と事業化の間にある「死の谷」を克服するに

は、プロジェクトの成果を継続的に活用する仕組みが必要 
• 研究開発投資だけで終わるのではなく（「（応用されるかどうか）

今後を待つ」のではなく）、イノベーション実現のための政策手段
（政府調達等）を積極的に活用すべき 

– FGCSのような不確実性が高く野心的なプロジェクトの場合、企業の
積極的な関与が難しい。事前の段階で、「プロジェクトの研究開発
目標を達成した場合には、精査の上、政府調達の仕組みを用意す
る」といった保証の仕組みを設けるのも一案である 

– 国民の信頼と支持を得るためには、この「精査」の仕組みが重要で
ある 

– フォローアップ評価をしかるべき時期に行い、教訓を得る必要
がある 

• 「国の研究開発評価に関する大綱的指針」においても追跡評価の必要
性がうたわれているが、NEDO等の取組みを除いて実施例は僅少。方法
論の研究も進んでいない。 

 

29 
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3. イノベーションに適したモニタリングシステムの 
    在り方について－海外事例を参考に 
 
3-1. 英国・ Alvey Programmeの試み 

3-2. オランダ技術財団の試み 

3-3.米国・国家ナノテクノロジー・イニシアティブの試み 

3-4.英国・NESTAの試み 

30 
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3-1. 英国・Alvey Programmeにおける試み① 

• Alvey Programme 
– 1983～1987年、UKにおいて実施の情報通信分野の研究開発事業 

• リアルタイム評価制度の採用 
– ①プログラム開始直後から、研究開発推進側とは別の外部評価者が

定期的に主題毎の報告書を管理者にフィードバック 
• 知財に係る問題等、多くはプログラムに付随する複雑な問題 

• プログラムの抱える問題点を専門性を持った外部の第三者が常時把握、
プログラム・マネジメントの改善に活用。 

– ②プログラム終了の2年後に最終評価報告書を提出 
• アウトカムを含めた実績や、プログラム実施期間中には顕在化しない 

長期的視点からの問題点を把握するとともに、次の取り組みのための 
教訓を導出。（単なるアカウンタビリティのための評価ではない） 

• プログラムを管理する担当課の所掌範囲を超える問題の存在。プログラ
ム・マネジメントの改善だけでは追いつかない問題。 
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Georghiou, L. & D. Roessner (2000), “Evaluating technology programs: tools and methods,” 
Research Policy 29: 657-678. 
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3-1. 英国・Alvey Programmeにおける試み② 

• 評価結果 
– 技術的目的の達成と産学間の共同研究文化の育成には成功したが、IT産業の再活性

化という商業目的に対しては不成功（UKのIT産業の市場におけるポジションが実質的
に後退） 

• 得られた教訓 
• ①設定された目的自体に問題があった、つまり総合的に対応が本来必要な産業政策

の代替制度 として、研究開発制度を設定した。 
– 「発見－発明－〔死の谷（1）〕－開発－ 〔死の谷（2）〕 －事業化－〔ダーウインの海〕－産業化

」の各フェーズを考慮し、研究開発投資、政府調達、税制、規制等の政策手段 を組み合わせ
る必要があった。 

• ② このよう なプログラムは多様で、時に矛盾する目的を持つが、評価のために行う 
調査に適 した形で表現 されていなかった。評価可能な形で目的を再構築する必要が
あった。 

• 評価の経験に基づく評価システムの改善 

・  ROAME(or ROAMEF)システムの導入：プログラムの事前評価の評価項目として次の 
項目が詳細に記述されていることを求める。 

－プログラム設定の理由・位置づけ(rationale)、検証可能な目的(objectives)、プロジェクトの事前
評価(appraisal)、途上評価(monitoring)、事後評価(evaluation)のための計画、それに加えて 
プロジェクトの評価結果のフィードバック(feedback)手順の設定。 
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3-2. オランダ技術財団における試み① 

• オープン・テクノロジー・プログラム（OTP） 
– 科学的に挑戦的かつ社会的に（潜在的）有用性の高いアカデミックな

（学際的）研究開発プロジェクトに対し助成を行う競争的研究資金  
• 好気性顆粒技術（Aerobic Granule Technology）の開発による排水処理施

設の省スペース化及び省エネルギー化  
⇒プロセスイノベーションアウォード2006を受賞 

• 食品安全のための安価で迅速なダイオキシン検査法の開発  
⇒起業につながる 

• 生物学的害虫駆除法の開発⇒市場でのリーダーシップにつながる 

– STW予算の約45％を占める（年間2,500万€≒25億円） 

– 1プロジェクト当たり年間150万€（≒1.5億円）を上限に助成 

• OTPにおけるアウトカム実現のための工夫 
– 提案時に、実用化計画を明記することを要求 

– 採択審査における素人陪審制度の導入 

– 採択後に、研究開発成果の潜在的ユーザーから構成される委員会
を助成機関側に設置 

33 
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3-2. オランダ技術財団における試み②－実用化計画 

• 提案時に、実用化計画を明記することを要求 
– 提案するプロジェクトが取り組む問題の所在、それに対す

るソリューション、潜在的ユーザー、実施等の基本項目で
構成 

– 採択後のコミュニケーション・ツールとして、潜在的ユー
ザーの特定等、マネジメントにおいて柔軟に活用 

– 採択審査上重視されるが、後々の査定に使われるもので
はない 

– 「イノベーションは計画できないが、イノベーションのため
に何が必要かを常に意識し（仮説の構築）、教訓を引きだ
す」という考え 
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3-2. オランダ技術財団における試み③－素人陪審制度 

• 採択審査における素人陪審制度の導入 

– 当該研究開発の非専門家グループを
組織し、評価者として関与させる 

• 評価者候補の“プール”を持ち、更新 

– 大学や産業界他からの非専門家 
12名で構成 

• “オールド・ボーイ”のネットワークや
科学のピアだけではイノベーションに
はつながらないという認識 

– 社会的有用性の観点から20の提案 
についてランキングを実施 

• 評価項目・評価基準 

– 科学的質と実用性（第三者による 
研究成果の活用） 
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研究プロポーザルの提出

ピアレビュー

素人陪審（layman jury）に

よるランキング

STWボードによる上位30％

への助成決定

STW事務局による

応募資格のチェック

プロポーザル＋レビューア
のコメント＋申請者の反論

科学的質と有用性による
ランキング

（研究開発成果が社会的に受け入れ可能かについての社会的査定 
  social appraisal機能を兼ねる） 
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【参考⑩】OTPの評価項目・評価基準－有用性 

2. Utilisation (the application of the results of the research by third-parties) 
有用性（第三者による研究成果の応用） 

 
2.1 What is your opinion on the application of results of the research team in the past?   

研究チームの実用化実績 
2.2 What are in your opinion the strong and weak points of the utilisation plan?  

実用化計画の良い点、悪い点 
2.3 How effective and realistic will the utilisation plan be, in case the research project is successful?   

（プロジェクトが成功した場合の）実用化計画の効果と現実性 
2.4 If possible, please comment on the influence of the research results on the Dutch economy and/or Dutch 

competitiveness. （可能であれば）オランダの経済や競争力に与える影響 
2.5 Which aspects of the intended results will be patentable? Do you expect that the research team will 

encounter existing patents that may obstruct the utilisation? 
 意図的成果の特許化の可能性、実用化を阻害する既存特許への対応 
2.6 Are you aware of any other users (Dutch or foreign) not mentioned in the proposal who may contribute to 

this research project? 提案で言及されていないその他（内外）のユーザー 
2.7 Companies often contribute (cash or in kind) to STW research in view of possible commercially applicable 

results. How do you rate the balance between this contribution and the commercial interest of the 
company concerned? 関心企業の貢献と利益とのバランス 

2.8 Which applications in industry, society, technology or science are you aware of that have not been 
described in the proposal? 提案で言及されていない応用の可能性 

2.9 Do you have any suggestions on how to improve the utilisation? 実用化の改善方法の提案 

36 



Copyright© IFENG All Rights Reserved  

3-2. オランダ技術財団における試み④－ユーザー委員会 

• プロジェクトの実施期間中、研究開発成果の潜在的ユーザー
から構成される委員会をプログラム運営側が組織し、助言を
行うという独自のシステムを採用 
– 知識移転の促進 

– 研究者及びユーザー組織間の新たなネットワークの形成 

– 研究開発への注目の継続 

– 最先端技術についての（ユーザー側の）気づきの共有 
知的所有権や特許戦略のためのプラットフォーム形成、等 
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【参考⑪】ユーザー委員会の構成 

38 （出典）Mombers, C., 平成19年度政策評価相互研修会第5回講演資料 
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3-3. 米国・国家ナノテクノロジー・イニシアティブ（NNI）の試み① 

• 国家ナノテクノロジー諮問委員会（NNAP）
は「21世紀ナノテクノロジー研究開発法」

によって設置された大統領諮問委員会で
あり、これまで3回、2-3年おきに連邦政府

のナノテクノロジー研究開発プログラムの
評価を実施 

• 2010年の評価では、NSETを技術面・管理
面で支援する事務局（NNCO）の強化が 
提言され、プログラム成果についての 
データ収集や指標のモニタリングが求め
られている 

• NNCOの局長はNSETメンバー省庁に代わ
り、NNIに対する3年ごとの評価の実施を
全米研究カウンシル（NRC）とともに行い、
結果を議会に報告 

http://www.nano.gov/about-nni/what/coordination 

吉澤剛氏（京都大学人文科学研究所）提供資料 
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3-3. 米国・国家ナノテクノロジー・イニシアティブ（NNI）の試み② 

• リアルタイム・テクノロジーアセスメント（TA） 
– NNIが支援している拠点の一つであるアリゾナ州立大学・社会におけ

るナノテクノロジーセンター（CNS/ASU）で開発された研究・ 
関与の取り組みであり、以下の手法から構成される（Guston & 
Sarewitz 2002） 

1. 研究開発動向と期待される社会的成果のマッピング 

2. 研究者や一般市民の価値観の変化をモニタリング 

3. 熟議型・参加型フォーラムにおける研究者や多様な市民の関与 

4. 関係する研究者の価値観や意思決定に当該活動による情報や 
経験が影響したかを反省的に評価 

– すなわち、期待される社会的成果や懸念についての先見的評価を
行いつつ、研究開発動向（1）と研究者や社会の価値観（2）をモニタ
リング 

– また、研究者や多様な市民の関与（3）によって上記研究にフィード
バックするとともに、この活動自体の意義も同時にモニタリング（4） 

 

 
40 吉澤剛氏（京都大学人文科学研究所）提供資料 
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3-3. 米国・国家ナノテクノロジー・イニシアティブ（NNI）の試み③ 

• リアルタイムTAにおける反省的評価 
– 前頁4のプロジェクト例 

• 学内ナノテク研究者へのインタビュー（各年）、関係者へのインタ
ビュー（他機関へ移籍時）、振り返り授業・ワークショップ活動等
の質的評価 

• 実験室研究 

• 学生が実験室を離れ、行政官、ロビイスト、ジャーナリスト、学芸
員などと会い、科学、政策、社会の関係を学ぶワシントンでの2週
間の夏期セミナー 

• 各国から学生を招聘して社会と技術について統合的に研究する
ワークショップ（STIRプロジェクト） 

41 吉澤剛氏（京都大学人文科学研究所）提供資料 
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3-3. 米国・国家ナノテクノロジー・イニシアティブ（NNI）の試み④ 

NNIの例から： 

• ナノテクノロジーは基盤的な技術であり応用範囲が広く、近年では多様なイノベーション
に結びついているため、①効率的・効果的な組織間連携・調整、②計画性のある投資 
戦略、②投資対効果の指標化がより求められるようになった 

• ナノテクが人体に及ぼす影響や環境に与える負荷等、安全性に係る未知の懸念が 
あることから、事前の段階から継続的に認知、モニタリングを実施する必要 

リアルタイムTAの例から： 
• イノベーション創出のために当該プロジェクトの対象に留まらない幅広い領域の現状 

探索と将来における経済的・社会的効果、影響を見積もる必要（1） 

• 研究技術開発、政策的措置、社会的理解の進展にともない、ユーザーとなる市民の 
価値観は変化するため、それを把握しておく必要（2） 

• 一方で研究者が自らの研究の潜在的価値を理解し、モチベーションを持って参画して 
いなければイノベーションに実質的に寄与する成員とならないため、研究者の意識も 
併せて把握しておく必要（2） 

• 上記の「政策のための科学」のような活動も、政策や社会にどのように寄与しているか
を反省的に分析しなければ単なる研究で終わる。そのためにも、幅広い研究者や市民
の関与を推し進めて、自らの活動の社会的妥当性・正統性を担保しておく必要（3） 

• また、自らの活動を外部者の視点からモニタリングする再帰的な活動も織り込むことで、
研究開発としても効率性や有効性を実証する必要（4） 

42 吉澤剛氏（京都大学人文科学研究所）提供資料 
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3-4. 英国・NESTAの試み① 

• NESTA（国立科学・技術・芸術基金） 
– 1998年、全国くじの基金をもとに設置。現在、300百万ポンド（350億円相当）

超の基金を有し、その運用益や宝くじ収益等によりその活動資金を賄う。 
政府からの資金供与は一切受けておらず、高い独立性を保持 。  

– ミッションは、UKをよりイノベーティブなものにすること  
– もともとアーリー・ステージの企業への投資および融資を行う機能を有して 

いたが、近年では、イノベーションの新しいモデルを構築し、それを試すため
にその資源を活用する種々の活動を実施（伊地知2009）。 

• プロジェクトの最後における単純な定量的な評価ではなく、それぞれのプログラム
の性質に応じた評価を実施 

– 政府が「どのようにしてイノベーションを支援するか」が重要なポイント。
NESTAは、プロジェクトへの投資を通じて、政府がビジネスやコミュニティをよ
り支援するためにはどうすればよいかを学習。 

– 投資を行うチームや助成プログラムを運営するチームのほか、イノベーション
政策の開発を担うユニット（政策及び研究ユニット）を設置。それぞれのチー
ムが有機的に連携。  

• 分析や研究を行う15名のフルタイム研究者が在籍。専門は、政策研究、ビジネス
投資、高齢化社会、気候変動など多岐にわたる。外部専門家の知見も活用 

– イノベーション・大学・技能省（DIUS）による白書「イノベーション・ネーション」
の策定にも多大な寄与。 

43 
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3-4. 英国・NESTAの試み② 

• ラーニング・パートナー制度 
– 外部にいながらプロジェクトと協働・連携するラーニングパートナー（LP）を常に

確保し、機能させる仕組みを導入（ Neighbourhood Challenge プログラム等 ） 

– LPは、信頼できるデータをもとに語る経済専門家や、社会的イノベーションを 
よく理解している社会科学者などで構成 

– LPとの連携を継続させておくことは、ある種の支援的評価を受け続けている 
ことに相当。プロジェクト内に不足する専門性を効果的に補完する役割 

– NESTAでは、イノベーションは特殊な方向にエッジを利かせるものとの認識の
下、個人や組織の専門性としても分野ごとに分類をすることはせず、人々が 
領域横断的に交流できる空間を創出することを重要視。そのため、多くの 
イベントを実施し、また、それを期待して多様な人々が集まる好循環を生み 
出す 

– NESTAでは、影響力のある人物を探しては、関与者との定期的な会合を開催。
連携する可能性のある様々な人々と、長期的な視点で良い関係を構築 

44 
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3-4. 英国・NESTAの試み③ 

• 「Big Green Challenge」におけるイノベーション・モデルの創出 
– 地域コミュニティにおけるCO2エミッションの大幅削減のためのアプ

ローチを開発、実施しようとする非営利グループや組織のインセン
ティブを高めることが目的。 

– 1年間でどれほどのCO2削減を実現したかを競わせ、その多寡によっ
て総額100万ポンドの賞金を授与 

– ファイナリストには1年間の活動資金として2万ポンドを供与。 

– 350のエントリーのうち10団体をファイナリストとして選定、2009年10
月までの1年間で成果を競い合う。  

• 「社会イノベーションを促進するメカニズムについて、実践ベース
の研究開発プログラムを通じたシステマティックな方法で調査を 
行う必要がある」との問題意識 

 

45 



Copyright© IFENG All Rights Reserved  

【参考⑫】BGCのスケジュール 

期間 活動内容 

①2007年11月～12月 Big Green Challengeの広報活動（地方でのイベント） 

②2008年1月 ウェブサイトからの第1段階（Stage 1）申請受付開始 

③2008年3月3日 
（午後11:59） 

第1段階申請の締め切り 

④2008年早春 第1段階受賞者の決定と第2段階申請への招待 

⑤2008年晩春  第2段階申請（詳細計画提出）の締め切り 

⑥2008年夏 第2段階申請の受賞者（ファイナリスト）の決定 
※第2段階申請のトップ10の申請者をファイナリストとして
選定 

⑦2008年10月～ 
2009年10月 

第3段階：ファイナリストによる活動の実施と、年間を通じ
た活動の測定と監査 

⑧2009年11月 最終受賞者の決定 
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3-4. 英国・NESTAの試み④ 

• 審査 
– 気候変動問題、コミュニティ活動、イノベーションといった

幅広い領域の専門家にから構成されるパネル。 

– 決定にあたっては、ファイナリストによって達成された炭
素削減量を可能な限り正確に測定するためにNESTA内に
設置する炭素監査チーム（carbon audit team (Cred)）によ
る報告書を参照。 

47 
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3-4. 英国・NESTAの試み⑤ 

• 単なる賞金の授与にとどまることなく、競争のプロセスを注意深く
観察、分析することで、社会問題の解決に必要な知見と普及の 
モデルを見い出し、国への提言に結びつけるなど、それを広く 
社会に還元しようとする明確な意図を持つ。 

• これらの取り組みを通じて得られた知見は、「政策及び研究ユニッ
ト」にもフィードバック、イノベーション研究を質、量の両側面から 
豊富化することに寄与 

• 政府との関係構築の取り組み 
– NESTAによる政策提言や出版の成果を実社会に反映していくために、

国・地方政府両方の政治家との議論を実施。NESTAが政治家に依頼
し、毎週に1回程度、NESTAのオフィスでミーティングを実施。 

– 政治家との議論は、NESTAにとっても、政治、現実に政策が 
どのように作られ、動いていくかを理解する良い機会と捉える。 

⇒エビデンス・ベースで提言を行うこと、また、単なる提言でとどめず、
実現のための具体的行動を起こすことの重要性 
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3-4. 英国・NESTAの試み⑥ 

• 社会問題解決のためには関与者のインセンティブを高める
工夫が必須 
– プロジェクトの採択時ではなく実施過程に競争原理を導入する

手法や使途を限定しない賞金という助成形態は、実施者の 
意欲を高めると同時に、プログラムやプロジェクトの社会的 
認知度を高める、そのことによりさらに質のよい提案が集まる、
という好循環をもたらしている。 

• 強いモデル志向 
– プロジェクトへの支援を通じて得られた教訓を次のプログラム

設計や見直しに活かそうという意図だけではなく、連合王国を
よりイノベーティブにするために貢献しようとするものであり、 
自らの機関の存在意義を高める上で寄与。 

• 独立性があるからこそ得られる内容的・手続き的信頼性 

• 内部に高度な知見とスキルを要する人材を抱える 
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4. 今後に向けた検討課題 

• 目的に応じて多層的に“評価”の仕組みを導入すること 
① 目的に貢献するプロジェクトを選定し、成功に導く 

（プロジェクト評価（特に事前評価）及びマネジメントの強化） 

② プロジェクト評価システムの見直しを含むプログラム・マネジメントの改善へ
の教訓を導出する（組織内におけるシングルループ学習） 

③ プログラム目標の（再）定義とプログラムの（再）設計（組織内におけるダブ
ルループ学習） 

• ターゲットの特定・明確化のための調査分析、評価を含む 

④ プログラムの改善のみでは解決できない問題群の発見とそれらの改善へ
の行動を導く（組織外の環境への働きかけ） 

• 安全性等、科学の不確実性に対し、事前の段階から継続的に認知、 
モニタリングするTAを含む。 

• 自己評価と第三者評価を組合せること 
– 学習とアカウンタビリティ 

– 外部の専門性の導入、補完 
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実施 
プロジェクト1A 

実施 
プロジェクト1B 

実施 
プロジェクト1C 

運
用
A 

運
用
B 

運
用
C 

局所的環境 

プログラムが対象とする問題領域の環境 

運用管理 
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ運営 

責任者 
調整 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ運営 
担当者 

監査 
評価委員会 

等 

1 

2 3* 

3 

発展 
政策分析担当

部門 

方針 
意思決定者 

4 

5 

①プロジェクト評価 

再帰レベル1 

再帰レベル0 

プログラム運営組織 

上位組織（総合科学技術会議等） 

②組織内における 
シングルループ学習 

③組織内における 
ダブルループ学習 

④組織外への働きかけ 

田原・高橋（2011），“中間機関としての公的資金配分機関における望ましいプログラム評価の設計・運用に向けた組織サイバネティクス・ 
モデル，“ 第26回研究・技術計画学会年次学術大会予稿集 



Copyright© IFENG All Rights Reserved  

謝辞 

• 第5世代コンピュータプロジェクトの追跡評価研究については、平成19年

度内閣府経済社会総合研究所委託事業『イノベーション政策及び政策
分析手法に関する国際共同研究』におけるシステム技術研究会（座長：
木村英紀氏（現・理化学研究所BSI―トヨタ連携センター長））の成果に 
基づいています。 

• テクノロジー・アセスメントの事例については、吉澤剛氏（京都大学人文
科学研究所）から資料の作成を含む全面的な協力を得ました。 

• 発表内容に関して、平澤泠氏（東京大学名誉教授）からご助言をいただ
きました。 

• 本発表は、筆者個人の見解に基づくものであり、すべての文責は筆者 
個人にあることをお断りいたします。 

52 


	イノベーション政策としての国家プロジェクトの�評価システムの在り方について�－第5世代コンピュータプロジェクトからの教訓－
	アウトライン
	1．発表の目的
	2．第5世代コンピュータプロジェクトの追跡評価研究
	2-1. FGCSプロジェクトの概要
	【参考①】FGCSプロジェクトの展開
	【参考②】 FGCSプロジェクトにおける技術の全体像
	【参考③】 FGCSプロジェクトの予算と人員
	2-2．FGCSプロジェクトの背景とこれまでの評価
	【参考④】FGCSプロジェクトの成果の現在的意味
	【参考⑤】時間とともに変化する‘将来性’
	【参考⑥】FGCSプロジェクトの実施の現在的意味
	2-3. 評価・マネジメントの観点からの検証
	【参考⑦】イノベーション・マネジメント�（創造のプロセス）からみたプロジェクトの特徴
	（1）プロジェクトの形成過程と事前評価①�－体制の概要－
	【参考⑧】FGCS調査研究委員会の体制
	（1）プロジェクトの形成過程と事前評価②�－分科会の役割に着目して－
	（1）プロジェクトの形成過程と事前評価③�－結論に至る経過－�
	（1）プロジェクトの形成過程と事前評価④�－調査委員会における指摘－
	（2）プロジェクトの実施過程①
	【参考⑨】プロジェクトの推進体制
	（2）プロジェクトの実施過程②
	（2）プロジェクトの実施過程③
	（3）プロジェクトのフォローアップ
	2-4. FGCSプロジェクトからの教訓①
	【参考⑨】システム検討とコスト、スケジュールの関係
	2-4. FGCSプロジェクトからの教訓②
	2-4. FGCSプロジェクトからの教訓③
	2-4. FGCSプロジェクトからの教訓④
	3. イノベーションに適したモニタリングシステムの�    在り方について－海外事例を参考に�
	3-1. 英国・Alvey Programmeにおける試み①
	3-1. 英国・Alvey Programmeにおける試み②
	3-2. オランダ技術財団における試み①
	3-2. オランダ技術財団における試み②－実用化計画
	3-2. オランダ技術財団における試み③－素人陪審制度
	【参考⑩】OTPの評価項目・評価基準－有用性
	3-2. オランダ技術財団における試み④－ユーザー委員会
	【参考⑪】ユーザー委員会の構成
	3-3. 米国・国家ナノテクノロジー・イニシアティブ（NNI）の試み①
	3-3. 米国・国家ナノテクノロジー・イニシアティブ（NNI）の試み②
	3-3. 米国・国家ナノテクノロジー・イニシアティブ（NNI）の試み③
	3-3. 米国・国家ナノテクノロジー・イニシアティブ（NNI）の試み④
	3-4. 英国・NESTAの試み①
	3-4. 英国・NESTAの試み②
	3-4. 英国・NESTAの試み③
	【参考⑫】BGCのスケジュール
	3-4. 英国・NESTAの試み④
	3-4. 英国・NESTAの試み⑤
	3-4. 英国・NESTAの試み⑥
	4. 今後に向けた検討課題
	スライド番号 51
	謝辞

