
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

戦略的基盤技術高度化支援事業 

制度評価（中間）報告書 

（案） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２４年３月 

産業構造審議会産業技術分科会 

評 価 小 委 員 会 

第４３回評価小委員会 

資料８ 



 

 

はじめに 

 

研究開発の評価は、研究開発活動の効率化・活性化、優れた成果の獲得や社会・経済への還元

等を図るとともに、国民に対して説明責任を果たすために、極めて重要な活動であり、このため、

経済産業省では、「国の研究開発評価に関する大綱的指針」（平成２０年１０月３１日、内閣総

理大臣決定）等に沿った適切な評価を実施すべく「経済産業省技術評価指針」（平成２１年３月

３１日改定）を定め、これに基づいて研究開発の評価を実施している。 

 

経済産業省において実施している戦略的基盤技術高度化支援事業は、我が国製造業者の国際競

争力の強化と新たな事業の創出を目指し、中小企業のものづくり基盤技術（鋳造、鍛造、切削、

めっき等）の高度化に資する革新的かつハイリスクな研究開発等を促進するため、平成１８年度

より実施しているものである。 

 

今回の評価は、この戦略的基盤技術高度化支援事業の第２回中間評価であり（第１回は平成２

０年度に実施）、実際の評価に際しては、省外の有識者からなる戦略的基板技術高度化支援事業

制度評価（中間）検討会（座長：新井民夫 東京大学大学院工学系研究科教授）を開催した。 

 

今般、当該検討会における検討結果が評価報告書の原案として産業構造審議会産業技術分科会

評価小委員会（小委員長：平澤 泠 東京大学名誉教授）に付議され、内容を審議し、了承され

た。 

 

本書は、これらの評価結果を取りまとめたものである。 
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中間評価報告書概要 

 

研究開発制度名 戦略的基盤技術高度化支援事業 

上位施策名 経営革新・創業促進 

事業担当課 中小企業庁 経営支援部 創業・技術課 

研究開発制度の目的・概要 

 我が国製造業者の国際競争力の強化と新たな事業の創出を目指し、中小企業のものづくり基盤

技術（鋳造、鍛造、切削加工、めっき等）の高度化に資する革新的かつハイリスクな研究開発等

を促進することを目的として、共同体による川下企業のニーズを踏まえた研究開発に対して２年

度または３年度の委託を実施する。（補正予算等の場合は原則単年度。） 

 本制度で対象とする研究開発は、中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律（以下、

中小ものづくり高度化法）に基づく特定ものづくり基盤技術高度化指針（以下、高度化指針）に

沿うものとして、国が認定する特定研究開発等計画（以下、法認定計画）に従って実施される。

高度化指針には「対応する川下産業の課題」と「課題に基づく高度化目標」が設定されており、

川下企業のニーズを踏まえた計画となっている。 

予算額等                              （単位：億円） 

開始年度 終了年度 中間評価時期 事後評価時期 事業実施主体 

平成１８年度 － 
平成２０年度 

平成２３年度 
－ 共同体※1 

H21FY予算額※2 H22FY予算額※2 H23FY予算額 総予算額※3 総執行額※4 

186.5 245.1 150.0 827.2 632.8 

※1 中小ものづくり高度化法で特定研究開発等計画の認定を受けた中小企業を含む共同体。 

※2 平成２１年度は補正予算（54.0億円）、平成２２年度は予備費（95.0億円）を含む。 

※3 総予算額は平成２３年度までの合計（平成２２年度までの予算額の合計は 677.2 億円）で、

（独）中小企業基盤整備機構（中小機構）での実施分を含む。中小機構での実施分は、H18FY：

32.5億円、H19FY：23.0億円、H20FY：20.0億円。 

※4 総執行額は中小機構での実施分を含む平成２２年度までの合計。（平成２３年度への繰越額を

含む。） 

中小機構での実施分は、H18FY：29.7億円、H19FY：19.6億円。 

目標・指標及び成果・達成度 

(1) 全体目標に対する成果・達成度 

年度 目標・指標 成果 達成度 

平成１８年度 研開発 ８０件 採択件数 ８０件 達成 

平成１９年度 計画認定 ６００件 ６５３件 達成 

平成２０年度 計画認定 ７００件 ７８５件 達成 

平成２１年度 研究開発達成度 50％ 外部評価 77.5％※１ 達成 
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平成２２年度 

研究開発達成度 50％ 
外部評価 77.5％※２ 達成 

自己評価 65.8％※３ 達成 

終了５年後の事業化率 50％ 
現時点での実績値 44％※４ （参考値） 

自己評価 51.1％※５ （参考値） 

※１～※２ 平成２０～２１年度に終了した 240件の外部評価 

※３    630件のアンケートによる回答（見込を含む） 

※４    平成２０～２２年度までに終了した 299件への調査 

※５    630件のアンケートによる回答（見込を含む） 

 

＜共通指標＞ 

論文数 
論文の 

被引用度数 
特許等件数 

（出願を含む） 

３９１ ７４ ３４５ 

 

(2) 目標及び計画の変更の有無：有り 

 平成２０年度の中間評価において、「本制度で実施された研究開発計画の達成度」を目標と

して設定することとした。研究開発計画の達成度については、本制度の目的が革新的かつハ

イリスクな研究開発であることを勘案して、その到達すべき水準を５０％とした。達成度に

ついては、平成２０年度及び平成２１年度に終了した２４０件について、外部評価で平均

77.5％との研究開発達成度を得たことから、目標に対して十分な水準に達していると言える。 

加えて、本制度が新たな事業の創出を目的としていることから、平成２２年度に、事業化

の目標として「研究開発終了５年後の事業化率」を目標として設定し、その到達すべき水準

を 50％とした。参考まで、平成２０年度終了の９６件に対し、事業化率を調べたところ、事

業化率 52％となり、制度の目的が達成されつつあると言える。 

 

評価概要  

１．目的及び政策的位置付けの妥当性 

 新成長戦略の目指す「強い経済」を構築するためには、日本の成長分野を支える科学技術

等の基盤構築、特にものづくり技術の高度化が重要である。国際社会において日本の競争力

を維持、成長させていくために、グリーン・イノベーション、ライフ・イノベーションに加

え、今後成長が期待できる航空、宇宙及び医療等最先端産業においても、基盤技術を担う中

小企業の役割は極めて大きい。本制度は、中小ものづくり高度化法に基づき、川下企業のニ

ーズを踏まえた「特定ものづくり基盤技術高度化指針」に沿って認定を受けた革新的かつハ

イリスクな研究開発計画の支援を通して、意欲的で、変革を生み出す中小企業を支援してい

く事業であり、政策的位置づけは、国の施策の中でも明確であると評価できる。特に、中小

企業は、歴史的な円高等の環境の中で経営状況が厳しく、研究開発資金の捻出が厳しい。ま

た、新興国、特にアジアのものづくり企業は競争力を高めてきており、日本が強みを持つも

のづくりの基盤技術を高度化して、オンリーワン、ナンバーワンとなる基盤技術をより多く

持つことが重要で、これを国家戦略として取り組む必要がある。加えて、中小企業は独自で
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ものづくり力を高度化するのは困難であり、制度の拡充を図る必要がある。 

 なお、他制度との関係については、本制度は法律に基づいてものづくり基盤技術の高度化

に焦点を当てており、重複はない。 

 ものづくり高度化法に基づく支援体系としては、本制度以外に金融等支援があり、事業化

を推進していくためには、委託事業に加え金融等の支援も必須である。ただし、金融等支援

制度については、その効果について利用した者からの評価は高いにもかかわらず、これまで

の利用実績は多いとは言えず、積極的に活用されるよう、周知方法や運用方法を改善する必

要がある。 

２．目標の妥当性 

 本制度は「特定ものづくり基盤技術高度化指針」に沿って認定された研究開発計画を支援

している。指針には川下企業のニーズとそれに基づく高度化目標が設定されており、個別の

研究開発計画の達成によって、本制度の目的であるものづくり基盤技術の高度化が担保され

るものである。高度化指針の実現度合いを測る指標としては、指針に基づいて実施される研

究開発の達成度や事業化率がある。本制度では、革新的かつハイリスクな研究開発であるこ

とを考慮し、「研究開発達成度５０％、終了５年後の事業化率５０％」という明確な目標値が

設定されている。経済状況が厳しい中での「終了５年後の事業化率５０％」はチャレンジン

グな数値であり、妥当だと考える。また、制度の目標として、制度開始当初は件数ベースを

用いていたが、その後、計画認定件数、研究開発達成度と状況に応じて評価指標を変えたこ

とは制度のマネジメントとして好ましい。 

一方、本制度は、重要産業分野の競争力を支えるものづくり基盤技術（鋳造、鍛造、切削

加工、めっき等）の高度化を目的としており、研究開発成果は、幅広い川下産業へ波及する

可能性が高いことから、事業の波及効果や費用対効果を評価する指標として事業化による売

上げ、及び売上げによる経済的波及効果を指標の一つとする必要があると考えられる。 

さらに、高度化指針で掲げられている個別の高度化目標が実際に実施されているかどうか

を検証することが重要であると考えられるため、高度化目標の網羅状況（カバー率）を参考

にする必要がある。 

３．成果、目標の達成度の妥当性 

 平成２２年度までに２９９件の計画が終了し、平成１８年度以降設定した目標値を各年度

において実績値が目標値を上回った。研究開発達成度は７７．５％であり目標を達成してい

る。事業化率は、事業終了後５年を経過していないが、現時点での事業化率は４４％であり、

終了後５年までに達成することが十分に期待できる。 

 高度化指針のカバー率は、現時点で７０％を超えており評価できるが、低かった分野・項

目については、理由を検証するとともに、一層の周知を図るべきである。 

また、マネジメントに係る豊富な経験を有するプロジェクトマネージャーを活用する等に

より、各研究開発のマネジメントを改善する必要がある。 

４．事業化、波及効果についての妥当性 

 事業終了後５年を経過した案件は現時点では存在しないが、そのような中でも事業化率は

４４％に達しており、今後十分目標を達成することが期待できる。 

 また、事業化を達成した１３１件の売上げによる経済波及効果は、他産業への連関を含め
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て一定の効果があったと評価できる。波及効果として、企業のＰＲ、モチベーション、新商

品開発、新たな研究開発等があり、評価できる。 

 今後も、事業化を推進するため、政策金融の活用、継続研究、設備投資、試作や評価等の

支援を引き続き実行するとともに、より多くの波及効果のある制度としていくために、採択

にあたっては、技術開発成果が特定の企業のみに効果がある計画ではなく、広がりのある計

画を重視すべきである。 

５．マネジメント・体制・資金・費用対効果等の妥当性 

 スキーム、体制、運用等、全体としてほぼ妥当である。資金の上限・配分についても概ね

妥当である。費用対効果については、一定の効果があると評価できる。社会経済情勢、制度

利用者等からの要望を踏まえ、追加や見直しをしており評価できる。常にアンケート等によ

り課題を抽出し、改善していることは非常に良い。 

 一方、公募申請書類について負担を感じる中小企業は依然として多い。公募要領の簡素化

や提出書類の削減等改善を図ってきていることは評価できるが、更なる改善の余地がないか

引き続き検討する必要がある。また、小規模企業や創業後間もない企業への配慮等を行うこ

とも方向性の一つとして考えられる。加えて、研究開発成果は、幅広い川下産業へ波及する

可能性が高いことから、投入された資源量に見合った効果を生じたかを評価する指標として

経済的波及効果等を成果目標の指標の一つとする必要がある。 

採択案件について、その後のフォローアップを図っていくとともに、新成長戦略の決定や

東日本大震災、サプライチェーン、急速な円高、技術動向の変化等の状況の中で、指針内容

の抜本的見直しや採択方法の改善等を引き続き行っていく必要がある。 

６．総合評価 

中小企業は現在外部環境が厳しい中で、ものづくり基盤技術の高度化に取り組んでおり、

中小ものづくり高度化法は、リスクの高い研究開発や製品開発に取り組み事業化を支援する

極めて有効な制度であると高く評価する。アジアからのものづくり力の追い上げが急であり、

我が国の製造業がより付加価値の高い製品開発を続けていくためにも、中小企業のものづく

り力を高め競争力をつける上で、本制度を強化し、長く続けることが必要である。 

 常に仕組みや成果目標の見直しを行っており、事業全体的にも良く運営されている。一方、

経営資源の乏しい中小企業にとっては書類の作成や事業の進捗管理、その後のアンケート等

ハードルが高いことも事実であり、できるだけ簡便にする、また、アドバイザーの関与度を

高める、経済産業局の支援を強化する等により、多くの企業が利用できる制度にしていく必

要がある。 

７．今後の研究開発の方向等に関する提言 

 本制度はものづくりの基盤技術を高度化する上で、殆ど唯一無二の制度であり、かつ、効

果が上がっているところであり、以下の提言を踏まえつつ、継続すべきである。 

○制度の趣旨に適合した採択案件に対する評価指標を準備し、それを採択企業に認識させ

ることによって、副次的な効果として、業界リーダの育成につなげるべきである。 

○国内産業における製造業の比重は長期的に低下傾向にあるうえ、昨今の円高で一段と加

速する恐れがある。「ものづくり基盤技術」の高度化の必要性は高く認めつつも、本制

度の事業規模について広く理解を求めるなら、最新の技術動向や、プロセスイノベーシ
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ョン、ものづくりとサービスの融合モデルといった概念を制度に積極果敢に反映してい

く必要がある。 

○事業化に当たっての重要事項として、事業資金がトップに上げられている。しかし、利

活用は極めて少ない。日本政策金融公庫や商工中金の政策金融による長期設備資金や長

期運転資金の周知徹底を図る等により、事業化の効果を上げるべきである。 

○中小企業の基盤的技術を高めることは、我が国の国際競争力を高めることに繋がる。従

って、川下企業の理解と連携が極めて重要であり、ユーザー業界団体等との交流を図る

必要がある。また、ユーザー企業と連携した事例について周知を図ることが重要である。 

○補助金等を申請したいと考えている企業について、一部の資金負担や先行的な資金支出

が生じると考え、申請に二の足を踏んでいる企業も多い。政府系金融機関で一部補助金

のつなぎ融資ができるが、ベンチャー企業等開発意欲が高い企業の支援のためにも、制

度周知を図っていく必要がある。 

○円高に伴い、中小企業の一部は海外に移転しているが、結果として技術の流出となる一

方で、海外で競争にさらされる企業も多く、進出に失敗する例も多い。厳しい状況の中

だからこそ技術を伸ばそうとするチャレンジングな案件を採択することが重要である。 

○日本のものづくりの中で基盤技術を高く評価する必要がある。基盤技術の研究開発は、

我が国の技術水準の確保に資するので、大学や多くの研究機関でも基盤技術をテーマと

してとりあげ、研究と人材育成に取り組む必要がある。戦略的基盤技術高度化支援事業

が益々充実し、我が国の技術水準の向上につながることを期待したい。 

 

評点結果 
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第１章 評価の実施方法 

 

 

本研究開発制度評価は、「経済産業省技術評価指針」（平成 21年 3月 31日改定、

以下「評価指針」という。）に基づき、以下のとおり行われた。 

 

１．評価目的 

 

 評価指針においては、評価の基本的考え方として、評価実施する目的として 

(1)より良い政策・施策への反映 

(2)より効率的・効果的な研究開発の実施 

(3)国民への技術に関する施策・事業等の開示 

(4)資源の重点的・効率的配分への反映 

を定めるとともに、評価の実施にあたっては、 

(1)透明性の確保 

(2)中立性の確保 

(3)継続性の確保 

(4)実効性の確保 

を基本理念としている。 

研究開発制度評価とは、評価指針における評価類型の一つとして位置付け

られ、研究開発制度そのものについて、同評価指針に基づき、目的及び政策

的位置付けの妥当性、目標の妥当性、成果・目標の達成度の妥当性、事業化・

波及効果についての妥当性、マネジメント・体制・資金・費用対効果等の妥

当性の評価項目について、評価を実施するものである。 

その評価結果は、本研究開発制度の実施、運営等の改善や技術開発の効果、

効率性の改善、更には予算等の資源配分に反映させることになるものである。 

 

２．評価者 

 

 評価を実施するにあたり、評価指針に定められた「評価を行う場合には、

被評価者に直接利害を有しない中立的な者である外部評価者の導入等によ

り、中立性の確保に努めること」との規定に基づき、外部の有識者・専門家

で構成する検討会を設置し、評価を行うこととした。 

 これに基づき、評価検討会を設置し、研究開発制度の目的や内容に即した

専門家や経済・社会ニーズについて指摘できる有識者等から評価検討会委員
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名簿にある６名が選任された。 

 なお、本評価検討会の事務局については、指針に基づき経済産業省中小企

業庁経営支援部創業・技術課が担当した。 

 

３．評価対象 

 

 戦略的基盤技術高度化支援事業制度（実施期間：平成１８年度から実施）を

評価対象として、研究開発制度の内容・成果等に関する資料及び説明に基づき

評価した。 

 

４．評価方法 

 

第１回評価検討会においては、研究開発制度の内容・成果等に関する資料説

明及び質疑応答、並びに委員による意見交換が行われた。 

第２回評価検討会においては、評価報告書(草案)について検討し、盛り込む

べき事項について審議した。 

第３回評価検討会においては、それらを踏まえて「研究開発制度評価におけ

る標準的評価項目・評価基準」について評価を実施し、併せて４段階評点法に

よる評価を行い、評価報告書(案)を審議、確定した。 

また、評価の透明性の確保の観点から、知的財産保護、個人情報で支障が生

じると認められる場合等を除き、評価検討会を公開として実施した。 

 

５．研究開発制度評価における標準的な評価項目・評価基準 

 

評価検討会においては、経済産業省産業技術環境局技術評価調査課において

平成２３年７月に策定した「経済産業省技術評価指針に基づく標準的評価項

目・評価基準」の研究開発制度評価（中間・事後評価）に沿った評価項目・評

価基準とした。 

 

１．制度の目的及び政策的位置付けの妥当性 

（１）国の制度として妥当であるか、国の関与が必要とされる制度か。 

 

（２）制度の目的は妥当で、政策的位置付けは明確か。 

 

（３）他の制度との関連において、重複等はないか。 
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２．制度の目標の妥当性 

（１）目標は適切かつ妥当か。 

・目的達成のために具体的かつ明確な目標及び目標水準を設定しているか。

特に、中間評価の場合、中間評価時点で、達成すべき水準（基準値）が

設定されているか。 

・目標達成度を測定・判断するための適切な指標が設定されているか。 

 

３．制度の成果、目標の達成度の妥当性 

（１）制度としての成果は妥当か。 

・得られた成果は何か。 

・設定された目標以外に得られた成果はあるか。 

・共通指標である、論文の発表、特許の出願、国際標準の形成、プロトタ

イプの作製等があったか。 

 

（２）制度としての目標の達成度は妥当か。 

・設定された目標の達成度（指標により測定し、中間及び事後評価時点の

達成すべき水準（基準値）との比較）はどうか。 

 

４．制度採択案件に係る事業化、波及効果等その他成果についての妥当性 

（１）成果については妥当か。 

   ・当該制度の目的に合致する成果は得られているか。 

・事業化が目標の場合、事業化の見通し（事業化に向けてのシナリオ、事

業化に関する問題点及び解決方策の明確化等）は立っているか。 

（２）波及効果は妥当か。 

・成果に基づいた波及効果を生じたか、期待できるか。 

・当初想定していなかった波及効果を生じたか、期待できるか。 

 

５．制度のマネジメント・体制・資金・費用対効果等の妥当性  

（１）制度のスキームは適切かつ妥当か。 

・目標達成のための妥当なスキームとなっているか、いたか。 

 

（２）制度の体制・運営は適切かつ妥当か。 

・制度の運営体制・組織は効率的となっているか、いたか。 

・制度の目標に照らして、個々のテーマの採択プロセス（採択者、採択

評価項目・基準、採択審査結果の通知等）及び事業の進捗管理（モニ
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タリングの実施、制度関係者間の調整等）は妥当であるか、あったか。 

・制度を利用する対象者はその目標に照らして妥当か。 

・個々の制度運用の結果が制度全体の運営の改善にフィードバックされ

る仕組みとなっているか、いたか。 

・成果の利用主体に対して、成果を普及し関与を求める取組を積極的に

実施しているか、いたか。 

 

（３）資金配分は妥当か。 

・資金の過不足はなかったか。 

・資金の内部配分は妥当か。 

 

（４）費用対効果等は妥当か。 

・投入された資源量に見合った効果が生じたか、期待できるか。 

・必要な効果がより少ない資源量で得られるものが他にないか。 

 

（５）変化への対応は妥当か。 

・社会経済情勢等周辺の状況変化に柔軟に対応しているか。 

・代替手段との比較を適切に行ったか。 

 

６．総合評価 
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第２章 中小ものづくり高度化法のスキーム及び 

研究開発制度の概要 

 

１．制度の目的及び政策的位置付け 

 

（１）目的及び政策的位置付け 

 

①目的 

本制度は、「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律」（以下、

中小ものづくり高度化法）に基づいて、革新的かつハイリスクな研究開発や、生

産プロセスイノベーション等を実現する研究開発を実施することにより、我が国

経済を牽引していく重要産業分野の競争力を支えるものづくり基盤技術（鋳造、

鍛造、切削加工、めっき等）の高度化を図ることが目的である。 

  

＜説明＞ 

本制度は、ものづくり基盤技術を有する中小企業が取り組むハイリスクかつ革新的

な研究開発を促進し、我が国経済の中核をなす製造業の競争力強化・新産業創出におい

て極めて重要な役割を果たそうとするものである。 

 

１．事業のこれまでの目的 
（１）「中小ものづくり高度化法」の目的 

中小企業によるものづくり基盤技術に関する研究開発及びその成果の利用を促

進するための措置を講ずることにより、中小企業のものづくり基盤技術の高度化を

図り、我が国製造業の国際競争力の強化及び新たな事業の創出を通じて、国民経済

の健全な発展に寄与すること（法第１条） 

 
（２）本事業開始時の目的 

我が国を牽引していく重要産業の国際競争力の持続的な維持・強化に向けて、基

盤技術を担う中小企業の技術力・競争力の強化を図ること（平成１８年度事前評価） 

 
（３）中間評価時の目的 

「中小ものづくり高度化法」に基づいて、革新的かつハイリスクな研究開発や、生

産プロセスイノベーション等を実現する研究開発を実施することにより、我が国経

済を牽引していく重要産業分野の競争力を支えるものづくり基盤技術（鋳造、鍛造、
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切削加工、めっき等）の高度化を図ること（平成２０年度中間評価） 

 

２．現在の経済社会動向 

「2011年版ものづくり白書」や「2011年版中小企業白書」等では、最近の中小企

業を取り巻く経済社会環境の変化として、次のようなことが挙げられている。 

・アジア諸国における製造業競争力の向上 

・強靱なサプライチェーンの構築の必要性 

・高度部素材をはじめとした競争力の源泉たるものづくり基盤を強化していくこと

の重要性 

・震災により、国内需要の収縮やグローバル競争の激化等の構造的課題が深刻化 

・円高基調を受けて、取引先の海外生産進展や為替相場の変動が課題 

・新規需要の掘り起こしや既存事業の高付加価値化が課題 

・中小企業の事業所数の急激な減少 

 

＜補足＞ 

採択者のうち、本事業の利用により約６割が下請受注型から研究開発型へ展開できた

と回答している。 

また、それらの企業では、研究開発成果の売上高への貢献度や事業化率がそれ以外の

企業と比べ高くなっている。本事業によって研究開発型企業へと展開し、研究開発成果

を事業化に結びつける取り組みが実施されているものと考えられる。 

【問】下請受注型から研究開発型への展開 

 

 

 

 

 

【問】研究開発型企業への展開と売上高への貢献度 
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研究開発型になったと思う企業(n=373)
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５年以上の期間を見て売上高への貢献度は大きいと期待される

３年以上～５年未満の期間を見て売上高への貢献度は大きいと期待される

３年未満の期間に見て売上高への貢献度は大きいと期待される

売上高への貢献はどちらかといえばあまり期待していない

売上高への貢献はない

売上高への貢献は不明である
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【問】研究開発型企業への展開と事業化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考＞ 

 中小ものづくり高度化法の概要 

 １．目的 

中小企業によるものづくり基盤技術に関する研究開発及びその成果の利用を促進

するための措置を講ずることにより、中小企業のものづくり基盤技術の高度化を図

り、もって我が国製造業の国際競争力の強化及び新たな事業の創出を通じて、国民

経済の健全な発展に寄与する。 

２．支援スキーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定ものづくり基盤技術の指定（第２条第２項）
法律に基づく支援を行う対象の特定ものづくり基盤技術を経済産業大臣が指定。現在まで２０技術を指定。

特定ものづくり基盤技術高度化指針（技術別指針）の策定（第３条）
特定ものづくり基盤技術ごとに、「中小企業が目指すべき技術開発の方向性」を「指針（大臣告示）」として策定。

特定研究開発等計画の認定（第４条）
「指針」に基づいて、中小企業等が自ら行う研究開発計画を作成し、経済産業大臣が認定。

鍛造 発酵 めっき 切削加工 粉末冶金 金属プレス加工 プラスチック成形加工
鋳造 金型 熱処理 織染加工 真空の維持 高機能化学合成 電子部品・デバイスの実装
溶射 溶接 位置決め 動力伝達 部材の結合 組込みソフトウェア

認定中小企業者への支援措置

（１）ものづくり基盤技術の研究開発支援（戦略的基盤技術高度化支援事業）
中小企業と川下大企業等が協力して行う研究開発プロジェクトを資金面で支援。（国からの委託事業）

（２）金融支援（政府系金融機関の低利融資、信用保証の別枠化）、特許料等の軽減など

認定計画実施に必要となる設備資金・運転資金に対する低利融資、中小企業信用保険法の特例、中小企業投資育成
株式会社法の特例、特許料、特許審査請求料の軽減。

12

6

8

6

26

9

8

4

89

37

1

9

12

3

16

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

研究開発型になったと思う企業(n=155)

それ以外の企業(n=90)

0～10％程度（達成していない） 10～30％程度（ほとんど達成していない） 30～50％程度（どちらともいえない）

50～70％程度（ほぼ達成） 70～100％程度（達成） 研究開発後、事業化を試みたが、現在は中止

研究開発段階で中止
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３．特定ものづくり基盤技術高度化指針の概要 

中小企業が特定ものづくり基盤技術の高度化を図るために必要な取り組むべき研

究開発等の方向性や実施方法を示すものであり、特定ものづくり基盤技術ごとに以

下の事項が定められている。 

①特定ものづくり基盤技術の高度化全般にわたる基本的な事項 

②達成すべき高度化目標 

③高度化目標の達成に資する特定研究開発等の実施方法 

④特定研究開発等の実施するにあたって配慮すべき事項 

平成１８年６月の法施行後、１７技術を特定基盤技術として指定。その後、経済

情勢、技術動向等を踏まえ、技術の追加及び見直しを実施してきている。 

平成２３年１０月末で、３０１１件の特定研究開発等計画を認定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②政策的位置付け 

新産業創造戦略２００５において、高度部材産業・基盤産業への施策の重点化

を図ることが示された。 

さらに、近年新たに定められた新成長戦略や中小企業憲章においても、ものづ

くり分野でのイノベーションや技術開発の重要性が指摘されている。 

 

＜説明＞ 

本制度は、中小企業が担うものづくり基盤技術の高度化を促進することが目的であ

り、事業開始時及び現在においても、政府の重点施策の一つとして位置付けられている。 
 
１．本事業開始時の政策的位置付け 

国際競争の激化と市場の成熟化等を背景に、取引関係のメッシュ化、取引先の選

別等が進み、川上・川下間の「情報の非対称性」が顕在化。また、技術の高度化・

専門化に伴い、研究開発における不確実性も増大。さらには、人材確保・育成の困

平成１８年 法施行、特定ものづくり基盤技術の指定、及び
特定ものづくり基盤技術高度化指針の策定

「粉末冶金」、「溶接」の追加

【当初指定した１７技術】

組込みソフトウェア、金型、電子部品・デ
バイスの実装、プラスチック成形加工、
鍛造、動力伝達、部材の結合、鋳造、金
属プレス加工、位置決め、切削加工、織
染加工、高機能化学合成、熱処理、めっ
き、発酵、真空の維持

平成１９年 「溶射」の追加

平成２０年 ９の技術（金型、粉末冶金、鍛造、鋳造、金属プレス、
熱処理、プラスチック成形加工、組込みソフトウェア、
電子部品・デバイスの実装）の技術指針見直し

経 過
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難性など、中小企業が競争力の維持・強化を図る上で直面する、様々な経営環境の

変化や、経営課題が存在（平成１８年度事前評価） 

 
２．現在の政策的位置付け 

「新成長戦略」や「中小企業憲章」においても、イノベーションやものづくり分

野の技術開発の重要性が指摘されている。 

（１）新成長戦略（平成２２年６月） 
・研究環境改善と産業化推進の取組を一体として進めることにより、イノベーショ

ンとソフトパワーを持続的に生み出し、成長の源となる新たな技術及び産業のフ

ロンティアを開拓していかなければならない。 

・イノベーション創出のための制度・規制改革と知的財産の適切な保護・活用を行

う。 

 
（２）中小企業憲章（平成２２年６月） 

・中小企業の技術力向上のため、ものづくり分野を始めとする技術開発を支援する。 

・経営革新や技術開発などを促すための政策金融や、起業、転業、新事業展開など

のための資金供給を充実する。 

・業種間連携などの取組を支援し、力の発揮を増幅する。 
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（２）国の関与の必要性 

我が国経済の活力の源泉であり、新事業・雇用創出の担い手である中小企業は、

引き続き経営状況が厳しく、研究開発資金の捻出が難しい状況。他方、「中小も

のづくり高度化法」には国が資金確保を行う旨定められている。 

新興国との競争も激化しており、中小企業の研究開発を促進するためには、国

策としての支援が必要である。 

 

＜説明＞ 

本制度は、中小ものづくり高度化法に基づく制度であり、国が実施すべきものであ

る。また、中小企業の経営状況は引き続き厳しく、国の支援の必要性は高い。 

 

１．「中小ものづくり高度化法」での位置付け 
・国は、認定計画に従って行われる特定研究開発等に必要な資金の確保に努めるこ

と（法第６条） 

 
２．事前評価時の位置付け 

①国の制度としての妥当性 
・我が国重要産業の競争力の持続的な維持・強化という観点から、経営基盤の脆弱

な中小企業に対し、資金支援や優遇措置等、競争力の強化に向けた施策を講じる

必要性は高い。(平成１８年度事前評価) 

 
②国の関与に対する位置付けについて 
・川上・川下間の情報の非対称性、研究開発における不確実性、人材確保・育成の

困難性といった課題は、我が国産業を巡る変化の中で生じている構造的な課題で

あることから、産業構造を俯瞰し、最適な川上・川下関係の構築や市場環境の整

備を図る上で、国の関与は不可欠。(平成１８年度事前評価) 

・求められる技術の高度性・専門性ゆえに、研究開発の不確実性・リスクが増大し、

研究開発の実施を市場原理に委ねておくと、経営資源の脆弱な中小企業において、

必要な取組が進まず、その結果、我が国重要産業の競争力に重大な影響を及ぼす。

(平成１８年度事前評価) 

  

＜補足＞ 

ものづくり中小企業を取り巻く環境は、次のような点で引き続き厳しい。 

（１）資金調達が困難 
・中小企業においては、内部留保や営業利益は 1千万円以下。 

・５割以上が「資金調達は難しい」と回答 
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・国の資金が無い場合、９割以上が「研究開発は断念」又は「規模を縮小」と回答 

・本制度がない場合、研究開発の遂行に、資金面、規模面、期間面等の点で問題が生じ、

多くの場合、断念するか規模を縮小するかを行わざるを得ないと回答 

 
【図１－１】中小企業者（製造業）の財務指標（平成２２年度） 

営業利益 資本金１千万円～１億円 ７５０万円 
従業員１～２９９人 １４４０万円 

（出所）総務省「科学技術研究調査」 
内部留保 資本金１千万円～１億円 ４６６万円 

（出所）財務省「法人企業統計」 
 

【問】研究開発資金の調達の容易性 
 
 
 
 
 
 
 

【問】本事業がなかった時の資金調達 
 
 
 
 
 
 
 

 
【問】本事業がなかった時の研究開発実施規模 

 
 
 
 
 
 
 

80

21

282

62

288

112

151

137

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

採択者(n=801)

不採択者(n=332)

研究開発を進めるにあたって、資金調
達は容易だった

研究開発を進めるにあたって、資金調
達はどちらかと言えば容易だった

研究開発を進めるにあたって、資金調
達はどちらかと言えば難しかった

研究開発を進めるにあたって、資金調
達は難しかった

22

74

31

247

136

175

63

269

56 25

11 31

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

採択者(n=807)

不採択者(n=333)

他の公的融資を調達して進める（進め
た） 
他の公的補助金（助成金）を調達して進
める（進めた）
自己資金のみで進める（進めた）

自己資金と公的資金以外の借入金で進
める（進めた）
資金面から特定研究開発等計画におけ
る研究開発を断念（した）
その他 

59

64

459

183

243

64 15

14

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

採択者(n=775)

不採択者(n=326)

本制度がなくても同規模で進める（進め
た）

規模を縮小して進める（進めた）

規模を変更することはできないので特定
研究開発等計画における研究開発を断
念（した）
その他 
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【問】本事業がなかった時の研究開発期間 
 
 
 
 
 
 
 

【問】本事業がなかった時の共同研究の推進 
 
 
 
 
 
 
 
（２）新興国との競争が一層激化 
・鍛造や切削加工等のものづくり基盤技術について、中国等の新興国の特許出願が急増 

 
【図１－２】主なものづくり基盤技術についての 

日米欧中韓特許庁への特許登録合計数の推移（日中比較） 

2005年 2009年 伸び率

鍛造類 2,161 2,704 1.3倍

192 1,031 5.4倍

切削加工類 1,375 1,294 0.9倍

155 425 2.7倍

 
 

103

70

430

184

213

58 15

18

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

採択者(n=764)

不採択者(n=327)

本制度がなくても期間を延長せずに進め
る（進めた）

期間を延長して進める（進めた）

期間を変更することはできないので特定
研究開発等計画における研究開発を断念
（した）
その他

242

121

242

102

267

75 18

18

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

採択者(n=769)

不採択者(n=316)

本制度がなくても共同研究体を構築して
進める（進めた）

共同研究体を構築しないで進める（進め
た）

共同研究ができないので特定研究開発
等計画における研究開発を断念（した）

その他 
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（３）他の制度との関係 

本制度は、中小ものづくり高度化法に基づく法認定計画に沿った研究開発を支

援するものであり、他の一般的な研究開発制度と重複等はない。 

 

＜説明＞ 

国等が中小企業に対する研究開発を支援する制度の例としては、【図１－３】の事業

が挙げられるが、これらの事業は一般的な研究開発制度であり、ものづくり基盤技術の

高度化を直接の目的としたものではない。ただし、結果的に本制度に基づいて行われる

ものと類似のテーマが採択される場合があることは否定できない。 

 

＜補足＞ 

 また、本制度以外の他制度の利用については、本制度の応募者の８割弱は「考えなか

った」と回答した。 

 

 

【問】他制度の活用 
 
 

 

 

 

 

96

41

60

26

600

244

3

8

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

採択者(n=764)

不採択者(n=314)

国の制度を考えた 

自治体の制度を考えた 

民間の制度を考えた 

他制度は考えなかった
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【図１－３】 国等の中小企業に対する研究開発を支援する制度の概要 
項目 戦略的基盤技術高度化支援事業 ものづくり基盤技術実用化促進事業費補助金 新連携支援事業 

実施主体 経済産業省（中小企業庁） 経済産業省（中小企業庁） 経済産業省（中小企業庁） 

制度概要 

我が国製造業の国際競争力強化と新たな事

業の創出を目指し、中小企業のものづくり基

盤技術（鋳造、鍛造、切削加工、めっき等）に

資する革新的かつハイリスクな研究開発等

を促進する。 

我が国製造業の国際競争力の強化と新事業

の創出を推進するため、特定研究開発等計画

の成果を活用した試作・サンプル開発から販

路開拓等の取組を支援する。 

異分野の中小企業同士が技術･ノウハウ

等の強みを有効に組み合わせて、高付加

価値の製品･サービスを創出する。 

支援内容 

我が国経済の国際競争力の強化及び新産

業の創出に不可欠なものづくり基盤技術の

高度化に向けて、中小企業、ユーザー企

業、研究開発機関等から成る共同体によっ

て実施される研究開発に委託金を支給 

特定研究開発等計画の成果を活用した試作・

サンプル開発から販路開拓等の取組に係る事

業 

連携事業に必要な経費の一部補助 

支援対象者 

中小企業ものづくり高度化法の認定を受け

た中小企業者を含む、ユーザー企業、研究

開発機関等から成る共同体 

中小ものづくり高度化法の認定中小企業者又

はその協力者のうち、中小企業者であって認

定事業者と共同して補助事業を行う者 

2 社以上の異分野の中小企業による連携

体 

補助金、助成金、 

委託金の上限 

初年度目：4 千 5 百万円以内、 

2 年度目：初年度の 2/3 以内、 

3 年度目：初年度の 1/2 以内 

5 千万円（下限は 100 万円） 

3 千万円以内(技術開発を伴わない場合 2

千 500 万円) 

補助率(助成率) 委託 2/3 以内 2/3 以内 

期間 2～3 年以内 交付決定日から当該年度の年度末 交付決定日から当該年度の年度末 

制度開始-終了年度 平成 18 年度～ 平成 22 年度 平成 17 年度～ 
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【図１－３】 国等の中小企業に対する研究開発を支援する制度の概要 

項目 地域イノベーション創出研究開発事業 イノベーション拠点立地支援事業 イノベーション推進事業 

研究成果最適展開支援プログラム

（A-STEP） 

実施主体 経済産業省（地域経済Ｇ） 経済産業省（産業技術環境局） （独）新エネルギー・産業技術総合研究機構 （独）科学技術振興機構 

制度概要 

研究開発を起点とした新事業、新産業創出によ

る地域経済の活性化を図るため、地域のリソー

スを最適に組み合わせた研究体による実用化

技術の研究開発を実施する。 

企業等による先端技術の実証・評価等のための設備等の整備

や、産学官が連携して研究開発の実用化を目指す共同研究施

設等の整備に対する補助事業を行うことにより、国際競争力を

有する技術力を保持・発展させると共に、地域経済の活性化を

図る 

我が国の技術の強みを生かした世界最先

端のイノベーション創出を図るとともに、成

長の源となる新たな技術及び産業のフロ

ンティアを開拓し、もって「課題解決型国

家」の構築に資することを目的とする。 

大学・公的研究機関等で生まれた研究成

果を基にした実用化を目指すための幅広

い研究開発フェーズを対象とした技術移転

支援制度。 

支援内容 

地域において新産業の創出に貢献しうる技術

シーズを活用し、地域産業の形成・強化の有効

な手段として期待される製品の事業化に結びつ

く実用化技術の研究開発に委託金を支給 

先端技術の実証・評価等のための設備等の整備や、産学官が

連携して研究開発の実用化を目指す共同研究施設等の整備

を支援 

民間企業や大学等の有する先端技術シ

ーズや有望な未利用技術を活用した実用

化開発を支援 

・実用化挑戦タイプ・中小・ベンチャー開発 

大学等のシーズについて、研究開発型中

小･ベンチャー企業での実用化開発を支援 

支援対象者 

地域の産学官(企業、大学、公設試等)からなる

共同研究体 

(1)企業等の実証・評価設備等の整備事業 

・国内の法人格を有する団体 

・国内で事業を行う個人事業主を含む個人 

(2)「技術の橋渡し拠点」整備事業 

・国内の法人格を有する団体 

民間企業、一部の見なし大企業 開発実施企業（資本金 10 億円以下の企

業）と大学等の研究者 

補助金、助成金、 

委託金の上限 

初年度目：1 億円以内、 

2 年度目：5 千万円以内  

2,000 万～50 億円程度 1 億円程度（各年） 3 億円まで 

補助率(助成率) 委託 産学官連携 2/3、企業連携体・中小企業 1/2 1/2 以内もしくは 2/3 以内 売上げに応じて実施料を納付 

期間 2 年以内 交付決定日からその年度の年度末 2 年以内 5 年まで 

制度開始-終了年度 平成 20 年度～平成 22 年度 平成 23 年度～ 平成 12 年度～ 平成 21 年度～ 
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２．制度の目標 

 

（１）目標・指標 

本制度は、我が国経済を牽引していく重要産業分野の競争力を支えるものづく

り基盤技術（鋳造、鍛造、切削加工、めっき等）の高度化等に向けて、革新的か

つハイリスクな研究開発や、生産プロセスイノベーション等を実現する研究開発

に取り組む中小企業を支援するものである。 

これまでの目標設定は【図２－１】のとおりである。 

 
＜説明＞ 

１．これまでの目標設定 

平成１８年度以降、以下のような目標を設定していた。 

 

【図２－１】これまでの目標設定 
年度 目標値 

平成１８年度 研究開発８０件 
平成１９年度 計画認定６００件 
平成２０年度 計画認定７００件 
平成２１年度 研究開発達成度 50％ 
平成２２年度 研究開発達成度 50％、終了５年後の事業化率 50％ 

 

２．目標についての考え方 

目的は、国際競争力の強化と新事業の創出であるが、その実現のために法に基づく高

度化指針が定められている。従って、指針の高度化目標を実現することが制度の目的の

実現につながる。 

指針の高度化目標の実現度合いを測る指標としては、指針に基づいて実施される研究

開発の達成度や事業化率がある。 

 また、採択件数、事業化件数に加えて、指針で掲げられている個別の高度化目標が実

際に実現されているかどうか検証するために、高度化目標の網羅状況（カバー率）とい

った数値も、一つの参考となると考えられる。 

 

【図２－２】目標についての考え方 
研究開発達成度                   国際競争力の強化 

               指針の実現 
  事業化率                      新事業の創出 
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さらに、事業の波及効果や費用対効果が重要であり、事業化による売上額を参考とし

た指標が設定されることが望ましいと考えられる。 
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３．成果、目標の達成度 

 

（１）成果 

本制度の成果は、中小ものづくり高度化法に基づく法認定計画に沿った研究開

発を促進することによる、ものづくり基盤技術の高度化である。その成果につい

ては、高度化目標の網羅状況（カバー率）も一つの参考となる。 

また、研究開発成果の事業化の状況から、ものづくり基盤技術を担う研究開発

型・自立型のものづくり中小企業を本制度により支えていると考えられる。 

特許、論文については【図３－２】のとおりである。 

 

＜説明＞ 

１．高度化目標の網羅状況等について 

 高度化目標の網羅状況について分析した結果は図【３－１】のとおりである。 

 ２０分野のカバー率平均値は７２．１％であった。十分な水準でカバーされている分

野が多く、設定された高度化目標に向けた研究開発が概ね網羅的に実施されている状況

である。ただし、溶射、鍛造、部材の結合、金属プレス加工、熱処理については、カバ

ー率がやや低い状況であった。 

 共通指標である特許出願、技術論文の成果は、図【３－２】のとおりである。 

 
【図３－１】高度化目標の実施網羅状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

01組込ソフトウェア

02金型

03電子部品・デバイスの実装

04プラスチック成形加工

05粉末冶金

06溶射

07鍛造

08動力伝達

09部材の結合

10鋳造

11金属プレス加工

12位置決め

13切削加工

14織染加工

15高機能化学合成

16熱処理

17溶接

18めっき

19発酵

20真空の維持
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【図３－２】特許、論文等の実績 

主な指標 件数 全体に占める割合（予定含む） 
特許、実用新案等 ３４５件 61.3％ 
技術論文 ３９１件（引用７４件） 49.6％ 
 
２．研究開発成果の事業化状況について 

 研究開発が終了し、事業化が達成された１３１件について調査したところ、販売実績

が複数の川下企業等になっているものが６０．３％、販売先は今のところ複数ではない

が、共同体に複数の川下企業が参加しているものが１５．３％、販売計画等が複数の企

業を対象としているものが１６．８％となっている。全体として９割以上が特定の川下

企業のみを対象とした事業展開を行っているものではなく、自立型の中小企業が多いと

考えられる。（その他の７．６％についても別途調査したところ、複数の企業に対して

営業を行っている等の回答があった。） 

 
【図３－２】事業化の取り組み状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜補足＞ 

 設定された目標以外に得られた成果として、アンケート調査にて尋ねたところ、以下

の回答が得られた。 

・業界標準について、予定を含め３割以上が「寄与」と評価 

・新規事業の立ち上げについて、約３割が「円滑な立ち上げができた」と回答 

・約１割が研究開発から派生した成果での事業化ができたと回答 

 

 

 

販売先が

複数の企

業等
60.3%

共同体に

複数の川

下企業が

参加
15.3%

販売計画

等が複数

社を対象
16.8%

その他
7.6%
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【問】業界標準等への寄与やその予定 

 

 

 

 

 

 

【問】新規事業の円滑な立ち上げ 

 

 

 

 

 

 

【問】研究開発の派生成果の事業化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 231 642

17

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

計画数(n=918)

利用中

利用後

予定

ない

195

36

380

122

96

62

77

88

32

4

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

採択者(n=780)

不採択者(n=312)

十分に効果を得られた

ある程度、効果を得られた

どちらとも言えない

あまり効果を得られなかった

ほとんど効果を得られなかった

49 135 529 86

38

23 20 23

16

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

計画数(n=919)

継続的な売上実績があり、利益も上がっている
継続的に売上実績があるが、利益は上げていない
製品の売上実績があるが、継続的なものではない
注文（契約）が取れた段階であり、まだ売上実績はない
製品販売に関する宣伝等を行っている（売上実績はない）
研究開発実施中
研究開発後、事業化を試みたが、現在は中止
研究開発段階で中止
派生した成果は特にない
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（２）目標の達成度 

平成２２年度までに２９９件の計画が終了した。実績は【図３－３】のとおり

である。研究開発達成度は、７７．５％であり目標を達成している。事業化率は、

事業終了後５年を経過したものはないが、現時点で４４％であり、終了後５年ま

でに達成することが十分期待できる。 

 

＜説明＞ 

１．各目標値と実績値 

 平成１８年度～２０年度までに設定されていた目標値は、それぞれ達成している。 

 平成２１年度以降に設定された研究開発達成度についても、達成している。 

 平成２２年度以降に設定された終了５年後の事業化率は、現時点で事業終了５年を経

過したものはないが、４４％となっており、今後、達成することが十分期待できる。 

 

【図３－３】各年度における目標値と実績値 
年度 目標値 実績値 
平成１８年度 研究開発 ８０件 採択件数 ８０件 
平成１９年度 計画認定 ６００件 ６５３件 
平成２０年度 計画認定 ７００件 ７８５件 
平成２１年度 研究開発達成度 50％ 外部評価 77.5％※１ 

平成２２年度 
研究開発達成度 50％ 

外部評価 77.5％※２ 
自己評価 65.8％※３ 

終了５年後の事業化率 50％ 
現時点での実績値 44％※４ 
自己評価 51.1％※５ 

※１～※２ 平成２０～２１年度に終了した 240件の外部評価 

※３    630件のアンケートによる回答（見込を含む） 

※４    平成２０～２２年度までに終了した 299件への調査 

※５    630件のアンケートによる回答（見込を含む） 

 

＜補足＞ 

 研究開発達成度や事業化率について、目標達成が０～５０％だった採択者へ、今後の

課題を調査したところ、時間不足、人材不足、不確実性等が主たる課題としてあげられ

ている。 

 

 

 



- 22 - 
 

 

 

 

【問】目標達成に向けた課題 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

86

39

19
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23

98

71

40

117

13

4

54

0 20 40 60 80 100 120 140

研究開発の目標が高度すぎた

中期的視点に立っているため不確実性が高い

適切な事業推進マネジメントができなかった

参加企業側への利益貢献が不明確であるため活動が

滞っている
現在必要とされている技術開発と特定基盤技術分野及

び高度化指針が合わない
研究開発の目標設定が社会経済の実態・ニーズ等と乖

離してしまった

研究開発にかかる人材不足

資金不足

設備不足

時間不足

アドバイザー等、相談・指導人材の不足

理由はよくわからない

その他

計画数(n=325)
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４．制度採択案件に係る成果（事業化、波及効果等）について 

 

（１）事業化等成果 

平成２２年度末までに研究開発を終了した２９９件の事業化状況については、

【図４－１】のとおりである。平成２０年度に終了した９６件の事業化率は、目

標である５０％を達成している。 

 

＜説明＞ 

本制度の事業化については、研究開発終了後５年後の事業化達成率の目標値を50％と

している。この目標値に対して、平成２０年度終了事業については、終了プロジェクト

数９６件に対して、事業化達成数が５０件、事業化達成率５２％という結果を得ている。 

 

【図４－１】平成２２年度末まで終了した２９９件の事業化状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜補足＞ 

１．研究開発成果の事業化への貢献 

 本事業での研究開発結果の売上への貢献と、国際競争力の強化及び新規事業への立ち

上げについてアンケート調査にて尋ねたところ、以下の回答が得られた。 

・採択者の７割以上が、「売上げへの貢献度が大きい」と回答 

・今後事業化ができると考えている事業者のうち10～20％が、自社の国際競争力の強化

につながると評価 

・今後事業化ができると考えている事業者のうち20～40％が、新規事業の立ち上げにつ

ながると評価 
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【問】研究開発結果の売上への貢献 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問】売上への貢献度（縦）と国際競争力の強化（横） 

 

 
【問】売上への貢献度（縦）と新規事業立ち上げ（横） 
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198

64

85

40

34

26

93

44

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

採択者(n=796)

不採択者(n=325)

５年以上の期間を見て売上高への貢献度は大きいと期待される

３年以上～５年未満の期間を見て売上高への貢献度は大きいと期待される

３年未満の期間に見て売上高への貢献度は大きいと期待される

売上高への貢献はどちらかといえばあまり期待していない

売上高への貢献はない

売上高への貢献は不明である
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２．最終評価（終了時評価）と事業化 

 各プロジェクトの終了時に実施する最終評価が終了した２４０件について、事業化と

の関係を調査したところ、研究開発達成度が高いプロジェクトほど、また、事業化進捗

度が高いプロジェクトほど事業化率が高い結果となった。 

 

【図４－２】研究開発達成度と事業化率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図４－３】事業化進捗度と事業化率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．事業化の課題 

 事業化に向けた課題、追加支援要望についてアンケート調査にて尋ねたところ、以下

の回答を得た。 

・「市場が読めない」「事業資金不足」「設備不足」等の回答が多い。 
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・資金面では、「継続研究」「追加設備投資のための補助」「試作やテスト実施」など

の要望が多い。 

・人的、情報面では、「マーケティング」「継続研究」「試作」などの要望が多い。 

 

 各プロジェクトによって事業化に向けた課題は様々であるが、それぞれについて経済

産業局が既存の制度の紹介等、事業化支援及びフォローを実施中である。 

 

【問】事業化にあたっての課題（採択者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問】事業化にあたっての重要事項 
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14

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

計画数(n=875)

適切な人材不足

事業資金不足

必要なアドバイザー、外部専門家がいない
必要な設備不足

ライバル等に関する情報がない（少ない）

事業化タイミングが読めない

市場が読めない（研究開発内容へのマーケットニーズ変化、周辺技術・分野の動向も含む）
その他

事業化にあたって重要と思われること
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適切な人材

事業資金

アドバイザー等、外部専門家からのアドバイス

設備の充実

ライバル等に関する情報

事業化タイミングの見極め

市場に関する情報や研究開発内容に対する

マーケットニーズの情報（その変化も含む）

その他

計画数(n=187)
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【問】事業化に向けた追加支援希望内容（資金面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問】事業化に向けた追加支援希望内容（人的・情報面） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）波及効果 

成果に基づいた波及効果は、他産業への連関を含めて一定の効果があった。 

また、当初想定していなかった波及効果については、大学・公設試等研究機関

との連携強化、信用力の向上など、想定以上の効果があった。 

 

＜説明＞ 

１．成果に基づいた波及効果 

 平成２２年度までに終了した２９９件（投入予算総額約３１５億円）についての経済

波及効果は、平成２３年９月末現在で約４３０億円。 

売上発生総額 ：約１３０億円 

経済的波及効果：約４３０億円（売上発生総額＋生産誘発額） 

費用対効果  ：約１４０％ 

 

＜補足＞ 

本事業の成果は、中間財、加工技術が中心であり、様々な川下産業に影響を及ぼすと

考えられることから、事業の効果を的確に把握するためには、その波及効果についても、

事業化に向けた追加支援の希望内容（資金面）
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追加設備投資のための補助

その他 計画数(n=923)

事業化に向けた追加支援の希望内容（人的・情報面）
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実用化手前での試作やテスト実施

マーケティング・販路開拓（展示会出展も含む）

その他
計画数(n=874)
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成果指標の一つとすることを考える必要がある。 

 なお、事業化による売上額を見るためには、成果を活用した製品・部品の直接的な売

上や加工賃売上の実態を把握する必要がある。終了した一部プロジェクト（２２プロジ

ェクト※１［予算総額２４．４億円］）についてヒアリングを行った結果は以下のとお

りである。 

 

【図４－４】売上試算結果（２２プロジェクト） 

総売上額（ 累積） （単位：億円） ※２  103.4 

 う ち、 部品・ 製品等売上 35.6 

 う ち、 受託加工により 生産さ れた部品・ 製品売上 67.8 

  
費用対効果 約４ ２ ４ ％ 

※１ ２２プロジェクトの内訳 

   平成１８年度～２０年度実施 ７件［予算額 ９．６億円］ 

   平成１９年度～２１年度実施 ８件［予算額１１．２億円］ 

   平成２０年度～２２年度実施 １件［予算額 ０．７億円］ 

   平成２１年度補正予算事業  ６件［予算額 ３．０億円］ 

※２ 売上額は、以下の考え方で集計。 

a. 成果を活用した製品・部品を開発する場合：開発成果による製品・部品

の売上げ。 

b. 加工技術を開発した場合：開発成果による加工を施した製品の売上げ

（加工請負による加工賃売上そのものではない。）。 
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２．当初想定していなかった波及効果 

 当初想定していなかった波及効果を生じたかどうかについて尋ねたところ、大学・公

設試との連携について８割の事業者が強化されたと評価した。その他波及効果としては、

「宣伝効果」「社内意欲向上」「新商品開発」「共同研究体以外との取組」等の回答が

多く見られた。 

また、波及効果についてアンケート調査にて尋ねたところ、自社の技術力向上につい

て９割以上の事業者が向上したと回答し、自社の人材について約９割の事業者がレベル

アップにつながったと回答した。 
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【研究開発成果の展開・ネットワークの推進】　　　　　　　　

研究開発の成果が予想外の分野に活用できた

研究開発の成果により新商品が開発できた（予定も含む）

予定外の特許出願技術があった

学術論文・学会発表につながった

共同研究体の参加者以外で、事業を通して知り合った相

手と新たな取り組みが始まった（予定も含む）

【社内・組織の活性化】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

社内・組織内のマネジメント能力が向上した

社内・組織内の仕事に対する意欲が向上した

制度利用以降、新たな研究開発への取り組みがあった

【マーケティング・販路開拓への貢献】　　　　　　　　　　　　 

企業・組織のPR・宣伝効果があった

別のマーケットニーズや技術開発、材料、製品等に関す

る情報を新規に得ることができた

外部への信用力、地域等での社会的地位が向上した

従来からの取引先から引き合いが増えた

ホームページを見た方からの問い合わせが増えた

展示会や見本市等のイベント参加機会を得た

【対外的な効果】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

金融機関からの融資が増えた

行政から各種認定・表彰を受けた

株式上場ができた（予定も含む）

【その他】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

他の行政施策・補助事業の支援を受けた

その他

採択者(n=722)
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５．制度のマネジメント・体制・資金・費用対効果等 

 

（１）制度のスキーム 

本制度のスキームについては、対象範囲、研究期間、公募時期・期間、委託上

限額とも採択者・不採択者アンケートにて、概ね肯定的な意見であった。 

 

＜説明＞ 

１．現在の研究開発スキーム 

 本制度のスキームの概要は図５－１のとおりである。 

・ 本制度では、「中小ものづくり高度法」に基づく認定を受けた研究計画を、共同体

（中小企業、ユーザー企業、研究開発機関等）が実施 

・ 共同体の構成員には、法認定を受けた中小企業者を含むことが要件 

・ 中小企業支援策であることを鑑み、中小企業者が委託総額の２／３以上を受け取る

こと 

 

【図５－１】研究開発スキーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注※）中間評価の実施方法について 

Ａ経済産業局：10人の評価委員が全体を評価 

Ｂ経済産業局：事前に書面でのピアレビューを実施し、その後、中間評価委員が

ピアレビュー結果を基に評価 
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２．制度スキームの妥当性 

 制度スキームの妥当性についてアンケート調査にて尋ねたところ、以下の回答があっ

た。対象範囲、研究期間、公募時期・期間、委託上限額とも概ね適切との評価を得てい

る。 

・制度の対象範囲（対象となる研究開発分野）については、応募者の８割以上が「適切」

と回答 

・研究開発期間についても、７割弱が「適切」と評価。 

・公募時期、公募期間とも、８割前後が「適切」と評価。 

・委託費の内容（費目）、上限額ともに、９割以上が「適切」と評価。 

・公募申請書類については、８割以上が「負担を感じた」と回答。 

 

 制度スキームについて、概ね妥当な評価を得ているが、以下については、見直しや更

なる改善の余地がないか検討する必要があると考えられる。 

 

（１）対象範囲（対象となる研究開発分野）について 

本制度の課題、修正等を希望する内容に関するアンケート調査では、採択者の約３．

５割、不採択者の約４割が「現在の２０分野以外の技術の追加の希望」について回答

している。また、次のような意見・要望のコメントもあった。 

【意見】 

○技術の多様化で、多くの研究開発テーマが出てきているが、中小ものづくり高

度化法の技術指針に該当しない、重要なテーマも出てきている。このようなテ

ーマを取り上げられるように技術分類を広げる等の見直し、または”その他”

といった技術分類を作り新たな技術を発掘することも必要。 

○特定ものづくり基盤技術（２０分野）の選択肢（分野）をもっと多くしてほし

い。 

 

特定ものづくり基盤技術は、ものづくり基盤技術振興基本法に規定されるものづく

り基盤技術２６技術であって、（１）事業活動の相当部分が中小企業者によって行わ

れており、（２）我が国製造業の国際競争力の強化に特に資すること、又は、新たな

事業の創出に特に資することが要件となっている。法施行時に指定された１７技術に

ついては、これまでに経済状況、技術動向等を踏まえ、技術の追加（３技術）及び内

容の見直し（９技術）を実施してきているが、例えば以下のような技術について、対

象となっているのかどうかという意見があった。 

①バネ、スプリングを含む線材等のフォーミング加工 
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②パイプの引き抜き加工 

③ヘラ絞り 

④発酵技術を利用しない食品製造 

⑤化粧品 

⑥塗装技術 

⑦ガラス・セラミックス 

⑧木工 

 

【現在の指針での該当可能性について】 

 ①、②、③：金属プレス加工 

 ④：該当なし 

 ⑤：発酵、高機能化学合成 

 ⑥：該当なし 

 ⑦：粉末冶金 

 ⑧：該当なし 

 

これらについては、中小企業性や産業の規模、事業者からの意見を踏まえ今後検討

する必要がある。 

また、その他対象範囲について留意すべき事項として、以下の意見があった。 

 ①既存技術のブラッシュアップ（生産性、品質向上等）も重要。尐なくとも試作

品を製作するための技術を残していかなければ、海外企業に頼ることになり、

結果として先進的な開発の状況やノウハウが流出する危険性をはらんでいる。 

 ②ＩＣＴ（情報通信技術）を活用したサービスシステムを製造業における中核技

術の一つとして位置付ける必要がある。 

 

（２）公募申請書類の作業負担について 

負担を感じた回答者が多いことから、更なる改善の余地がないかを検討する必要が

ある。事業管理機関となる産業支援機関や大学、公設試等も公募申請書類等の負担に

ついて、約８割が「負担を感じた」と回答している。これらの機関は、契約等の事務

処理やプロジェクトのマネジメントを中小企業に代わって担う役割として共同体に参

加しており、中小企業より事務処理等に慣れている場合が多いと考えられることから

も、更なる改善を検討する必要がある。 
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【図５－３】作業負担の理由 
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書類作成に慣れていなかった

書類が多い

支援機関との調整が負担だった

社内に人手が足りず、作成時間が無い

設問内容が理解しにくい

研究開発内容のアピール方法が困難

事業化計画の作成が困難

その他

採択者(n=689)

不採択者(n=366)
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（２）制度の体制・運営 

本制度は、経済産業省と経済産業局が役割分担し、適切な制度の体制・運営を

図っている。採択プロセスや進捗管理についても概ね肯定的な評価を受けてい

る。制度利用者も、中小企業、大学、公設試などが幅広く参加している。 

制度運営のフィードバックを実施するための取り組みや、成果の普及に関する

取り組みも実施されている。 

 

＜説明＞ 

１．現在の運営体制 

 経済産業省本省が制度運営・予算確保を行い、事業者に近い経済産業局が提案の採択・

事業執行を行う役割分担となっている。 

 

【図５－１】制度の体制

経
済
産
業
省

中小ものづくり企業Ａ
中小ものづくり企業Ｂ
大企業・大学・公設試等

委託
事業管理機関

＜アドバイザー＞
川下ユーザー（自動車、情報家電

等）、大学等

プロジェクトリーダー
（総括研究代表者）

経
済
産
業
局

 

 

＜補足＞ 

 ①制度利用者への制度の認知度 

 制度の周知についてアンケート調査したところ、採択者の約５割、不採択者の約４割

が他の制度より周知されていたと回答している。 

 

【問】制度の周知について 
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採択者(n=788)

不採択者(n=333)

他制度より十分に周知されていた

他制度よりやや周知されていた

他制度と同程度に周知されていた

他制度に比べてやや周知されていな
かった

他の制度に比べてまったく周知されてい
なかった
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 ②自治体での認知度 

 また、自治体へのアンケート調査でも、本制度について８割以上が認知しており、さ

らに企業等へ紹介したことがあるという回答を得ている。 

 

【問】自治体での制度の認知度について 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．採択プロセス及び事業の進捗管理 

 ①採択プロセス 

 採択の審査基準は、図５－２に示す「技術面・事業化面・政策面」の３つの項目であ

る。審査基準は、「高度化指針」に沿うことを基本とするが、時々の政策課題に応じて、

改善を実施している（新成長戦略との整合性など）。その基準は公募要領にて公開され

ている。 

 審査プロセスは、事業化面、技術面についてそれぞれ３名の委員がピアレビューを実

施後、経済産業局の外部専門家一次審査委員会で政策面の評価を行い、最終的に、本省

の外部専門家全国審査委員会で決定している。審査プロセスについては、外部委託業者

も活用しながら、審査期間の短縮に努めている。 

 応募事業者に対しては、採択・不採択の結果を書面で通知している。また、採択事業

者については中小企業庁ホームページに掲載している。 

 

サポイン事業の認知度

46 6 3 2

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

全体(n=57)

内容も知っており、企業等へ紹介した
ことがある

内容は知っているが、企業等に紹介
したことは無い

名称は知っているが、内容はよく知ら
ない

名称も内容も知らない（今回はじめて
知った）
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【図５－２】審査基準（平成２３年度１次公募時） 

Ⅰ．技術面からの審査項目 
我が国製造業の国際競争力強化につながる研究開発であること、研究開発目的が明確で研究開発を適切に実施

可能な研究開発体制を有していること等について審査。 

①技術の新規性、独創性及び革新性 
研究開発対象の技術が、新規性、独創性又は革新性を有すること。 

②研究開発目標値の妥当性 
研究開発目標値（数値等）が適切な目標（川下製造業者の抱える課題及び要請を踏まえた目標）であること。 

③目標達成のための課題と解決方法及びその具体的実施内容 
目標達成のための課題が明確で、その解決方法が適切であること。また、課題を解決するための研究開発の期

間と進め方及び体制が適切であること。体制については、複数の中小企業、最終製品製造業者や大学、公設

試験研究機関等の幅広い川上・川下企業や異分野・異業種の関係者が参加していることも評価する。 

④研究開発の波及効果 
研究開発の成果が、他の技術や産業へ波及的に影響を及ぼすこと。特に、研究開発の成果によって新たな事

業への展開の可能性が高く、先進性、波及効果が高く見込まれるものを評価する。 

Ⅱ．事業化面からの審査項目 
研究開発成果が事業化された場合どの程度の経済効果が期待できるか（共同体の事業化能力を含む）、またコス

ト面において市場導入の可能性があるか等について審査します。 

①目標を達成するための経営的基礎力 
事業化を達成するための、資金、人材、技術等の経営資源が十分に備わっていること。 

②事業化計画の妥当性 
事業化計画が、川下製造業者からの評価、知財戦略が含まれている等、具体的であり、かつ、その内容が妥当

であること。また、販売先、川下製造業者等の事業化の体制が具体的に示されていること。 

③事業化による経済効果 
事業化が達成された場合において、様々な産業に経済効果を及ぼすこと。 

Ⅲ．政策面からの審査項目 

提案された研究開発が、各政策に沿った計画であるかどうかについて審査します。 

①産業政策との整合性 
提案された研究開発が、ごく限られた企業等にのみ効果をもたらせるものではなく、当該産業界における課題

等を的確に把握し、新たな解決策となるなど、我が国製造業の発展に資する計画であること。特に、新成長戦

略における戦略分野との関係が明確で当該分野の推進に資する計画については評価する。（新成長戦略の詳

細は、３０ページ【参考６】のホームページを参照。） 

②中小企業政策との整合性 
提案された研究開発が、当該事業に参加している中小企業自らが努力し、成長・発展していくような計画である

こと。 

 

【図５－３】公募・審査期間 

年度 公募日 公募期間 申請期限 審査期間 採択決定日 

平成１８年度 ８月７日 １７日 ８月２３日 ６１日 １０月２３日 

平成１９年度 ４月２３日 ２３日 ５月１５日 ８０日 ８月３日 

平成２０年度 ４月２１日 ２６日 ５月１６日 ７６日 ７月３１日 

平成２１年度 ４月１日 ４５日 ５月１５日 ７７日 ７月３１日 

平成２１年度補正 ６月１日 ３０日 ６月３０日 ６３日 

102日 

８月３１日 

１０月１９日 

平成２２年度 ３月１日 ５３日 ４月２２日 ５７日 ６月１８日 

平成２２年度予備費 １０月６日 ３１日 １１月５日 ４３日 １２月１７日 

平成２３年度 ３月１０日 ６１日 ５月１０日 ５０日 ６月２８日 
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②進捗管理 

 事業の進捗管理について、事業期間内は、各経済産業局が各プロジェクトの研究推進

会議に参加するなどしてフォローしている。 

 事業管理機関は、経済産業局との契約事務、構成員相互の調整、財産管理等を行うと

ともに、プロジェクト全体の進捗管理を実施している。 

 本制度の体制と事業の流れを【図５－４】に示す。 

 

【図５－４】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

戦略的基盤技術高度化支援事業の仕組み

全国採択審査委員会
（外部学識経験者等）

③審査・採択

【研究実施機関】
【研究実施機関】

（協力者）

【アドバイザー】

法認定計画
⑤再委託

【事業管理機関】

【研究実施機関】
（協力者）

【研究実施機関】

（法認定事業者）

【研究実施機関】

（法認定事業者）

【副総括研究代表者】
（ＳＬ）

【総括研究代表者】
（ＰＬ）

両者のうちいずれか１名が法認定事業者の研究員

共同体

※中小企業１社が事業管理機関及び研究実施機
関を兼ねることも制度上可能です。

経済産業局等 採択・最終評価委員会
（外部学識経験者等）

④

委
託
契
約

（
確
定
検
査
・
支
払
）

①

公

募

②

提

案

⑥

最
終
評
価

⑦

追
跡
調
査

○事業管理機関 例：民間企業（中小企業、大企業）、個人事業者、大学、財団・社団法人、公設
試等 ※詳細は次ページの①事業管理機関を参照。

○研究実施機関 例：同上 ※詳細は次ページの②研究実施機関を参照。
○アドバイザー 例：川下企業、公設試、大学等 ※詳細は次ページの④アドバイザー参照。
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３．制度の対象者について 

 本制度では、中小企業・ユーザー企業・研究開発機関等から成る共同体が研究開発を

実施している。なお、国の研究期間（理研、産総研、物材研等）も協力を行っている。 

 委託費を伴わないアドバイザー（川下企業等）の助言も可能としている。 

 

４．フィードバックについて 

 課題が生じた場合には、随時、経済産業局が経済産業省に報告し、制度運営に反映し

ている。また、経済産業省と経済産業局の担当者会議を頻繁に実施し、制度運用の課題

や改善点を共有しフィードバックを図っている。 

 

５．成果を普及し関与を求める取組について 

 事業管理機関は、研究開発成果の普及等を主体的に実施する。事業終了後、成果報告

書を作成すると共に、研究開発成果をよりわかりやすくまとめた成果事例集を作成し公

表している。また、経済産業局を中心に専門家派遣や展示会出展等、事業化支援取り組

みを実施している。 

 

＜補足＞ 

制度の体制や運営に関してアンケート調査にて尋ねたところ、以下の回答を得た。 

・ ８割前後が、「審査手続きは明確であった」と評価 

・ 審査基準についても、７～８割が「明確に示されていた」と回答 

・ 進捗管理については、90％以上が「関係者間の意思疎通がスムーズであった」と評

価 

・ 適切な進捗管理としては、中間検査、必要書類の作成補助・確認、電話での連絡・

相談、現場の訪問など 

・ 意味の無い進捗管理としては、物品購入等の流れのチェックなど 

・ 確定検査については、約６割が「負担が重かった」と回答。その主な理由としては、

帳簿類の整理の負担、不慣れ、通常業務の停滞など 

・ 制度の利用者は、中小企業が約半数 

・ アドバイザーについては、川下製造業や大学の研究者が参加 

・ アドバイザーからの技術開発補助・指導は９割近くが「役立つ」と回答 
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【問】審査の手続きの明解さ 
 
 
 
 
 
 

 
【問】具体的かつ明確な審査基準の有無 

 
 
 
 
 
 

 
【問】進捗管理における関係者間の意思疎通 

 
 
 
 
 
 

【問】適切な進捗管理項目 
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【図５－５】制度の利用者 

 
 
【問】アドバイザーの参加 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

【問】アドバイザーの役に立った機能 
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【図５－６】各経済産業局における事業化支援 

局名 実績内容

北海道局
●展示会出展支援
●パンフレット・DVD作成
●局主体の展示会出展

東北局

●ビジネスモデル構築支援事業
（ビジネスモデルのブラッシュアップを行うため、サポインCADや企業OB人材をアドバイザーとして派遣。）
●マッチング支援事業
●WEBを活用した販路開拓活動に対する支援検討のための実態調査
（WEBマーケティングの専門家が販路開拓の現状と課題・要望等についてヒアリングした上で、分析課題の解決と今後の展開に
対してアドバイスを行う。）
●専門展示会出展支援事業

関東局

●サポイン事業の実態把握、アンケート調査、ヒアリング調査、具体策の提案等
１．アンケート調査
２．ヒアリング調査
３．具体策の提案
●「先進ものづくり企業フォーラム」開催事業
・先進ものづくり企業フォーラム

中部局

●中小企業のものづくり基盤技術の事業化支援に係る社会システム等構築実証事業
①個別マッチング型交流商談会の実施（平成２３年１月１８日）
②中部ものづくりシンポジウム２０１１
●中部地域の産業変化に対応した中小企業のものづくり基盤技術の発展活用策に係る調査

近畿局

●Ｗｅｂマーケティング事業
・ビデオキャスティングの作成　４本
●事業化成功事例の顕在化
・事業化事例発表会の開催（H23年２月）
・成功事例集の作成（４事業）
●マッチングへの仕掛けづくり（展示商談会の実施（事例発表会と同時開催））
・展示商談会の開催（H23年２月）
●課題分析、アンケート調査
サポイン終了案件８１事業に対して実施

中国局

●平成22年度中国地域におけるサポイン終了プロジェクト事業化支援のための調査事業
①平成21年度までにサポインを終了した中国地域の案件（24件）の代表企業への現地ヒアリング調査
②３企業に対する、専門展示会への出展支援
③上記２件を踏まえた、中国地域の事業化に関する実態、課題、問題解決策をとりまとめ、次年度以降の事業化支援事業のた
めの資料とする。
●専門家による中小ものづくり高度化法認定計画の診断事業

四国局

●「川上・川下ネットワーク構築事業」成果報告会への参加
四国から４社が参加。終了直後のため、しばらくしてマッチング状況を確認予定。『関東圏での発表機会は非常にありがたい。・
交流会を通じて商談につながりそう』との声あり。
●国際ナノテク展への出展
現在出展各社（７社）に対して、・名刺交換件数、・商談件数を調査中。

九州局

●終了プロジェクト（サポイン、地域イノベ等）のフォローアップ
●研究開発等の成果普及・ビジネスマッチング事業
● 九州地域中小企業事業化支援お助け隊事業
・九州地域の研究開発成果における事業化支援のモデル事業を実施する。
・具体的には、全国規模でマーケティング市場に詳しい専門家や九州で活躍するアドバイザーを支援チーム（「お助け隊」とい
う。）として招聘し、研究開発型中小企業の新たな市場獲得に向け実践的な販路開拓支援を実施。
●地域中小企業知的財産戦略支援事業（事業化集中支援枠）
● 九州ＮＢＣの二月会を活用したビジネスマッチング事業

沖縄局

●事業化に向けた課題解決サポート
①１５社に対し進捗状況ヒアリングを実施し、事業化及び販路開拓に向けた課題を整理。
②上記１５社のうち、事業化サポートを要望する７社に対し、アドバイザーを派遣（延べ３０回）し、解決策の提示や今後の取り組
みについてとりまとめを行った。
●交流会の開催
全国のＩＴ、バイオ、食品分野を中心とした展示会情報を収集し、効率的な出展方法等について検討を行った。
●域内成功モデルの可視化
・１６社を選定し、取り組み状況の把握及び整理を実施
・成功事例集の作成（５００部）
●研究開発に取り組むものづくり中小企業の発掘
・フォーラム開催時等に意見交換を行い、ものづくりに取り組む中小企業の選定を行った。

平成２２年度　サポイン事業の事業化支援について

 
 



- 42 - 
 

 

（３）資金配分 

資金配分の実績は、【図５－８】のとおりである。採択者アンケートでは、委

託費の上限額、費目とも肯定的な評価を受けている。 

 

＜説明＞ 

１．現在の資金配分方法 

 研究開発委託費は、予算の範囲内で、公募審査の上位事業体から順に配分している。

現在、初年度の上限は 4500 万円であり（【図５－７】参照）、委託費の対象は、機器設

備費、労務費、事業費、再委託費、一般管理費等である。なお、資金の３分の２以上は、

中小企業へ配分する制度設計となっている。資金配分の実績については【図５－８】の

とおりである。 

 
【図５－７】年度別の委託費 

年度 研究開発費 

初年度 4500 万円以内 

２年度目 初年度の契約額の２／３以内 

３年度目 初年度の契約額の半額以内 

 
【図５－８】資金配分の実績 

年度 採択件数 予算額（億円） 平均契約額（新規

分）（億円） 

平成１８年度 ８０ ６４．０ ０．７５ 

平成１９年度 ８９ ９３．６ ０．５５ 

平成２０年度 ４８ ８８．０ ０．４５ 

平成２１年度 ４４ ５４．０ ０．４４ 

平成２１年度補正 ２５３ １３２．５ ０．５１ 

平成２２年度 ３０８ １５０．１ ０．４０ 

平成２２年度予備費 １２５ ９５．０ ０．７４ 

平成２３年度 １３７ １５０．０ ０．４３ 

累計 １，０８４ ８２７．２  

注１）平成１８年度採択件数は、中小機構分を含む。 

注２）予算額は、中小機構交付金を含む。 
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２．資金配分の妥当性 
 資源配分についてアンケート調査にて尋ねたところ、委託費の上限額については、９

割以上が「適切」と評価し、委託費の内容（費目等）についても、９割以上が「適切」

と評価している。また、３分の２以上の費用を中小企業に配分することについても、９

割程度が「適切」と評価している。 

 

（４）費用対効果 

平成２２年度までに終了した２９９件（投入予算総額約３１５億円）について、

費用対効果は平成２３年９月末現在で約１４０％であった。 

 

＜説明＞ 

１．効果の試算 

 平成２２年度までに終了した２９９件（投入予算総額約３１５億円）についての費用

対効果は、平成２３年９月末現在で約１４０％。（再掲） 

売上発生総額 ：約１３０億円 

経済的波及効果：約４３０億円（生産誘発を含む） 

費用対効果  ：約１４０％ 

 

【図５－９】売上試算結果（２２プロジェクト）（再掲） 

総売上額（ 累積） （単位：億円） 103.4 

 う ち、 部品・ 製品等売上 35.6 

 う ち、 受託加工により 生産さ れた部品・ 製品売上 67.8 

  

２．費用対効果の妥当性 

 費用対効果についてアンケート調査にて尋ねたところ、以下の回答を得た。 

・本制度利用により、約８割が「大きな成果が出た」と評価 

・「少ない資源投入量で済んだ」いう回答が約６割 

 また、本制度は、「中小ものづくり高度化法」に基づく法認定計画に沿った研究開発

を支援するものであり、他の一般的な研究開発制度とは相違している。 
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（５）変化への対応 

制度運営に当たっては、社会経済情勢等の変化に対応し、各種の取り組みを実

施している。【図５－１０】 

他の制度の運用部局とは、ＳＢＩＲ制度の運用などを通じて、常に密接に情報

交換を実施している。 

 

＜説明＞ 

 制度運営に当たり、社会経済情勢、制度利用者等からの要望を踏まえ、これまでに実

施した見直しは以下のとおりである。 

 特に、アンケート調査で負担を感じていると回答のあった申請手続については、平成

２２年度から改善の取り組みを実施し、公募要領のページ数を約４割削減、申請書の提

出部数を１１部から１部に大幅に削減するなどの着実に改善を図ってきている。 

また、新成長戦略の決定や東日本大震災、サプライチェーン、急速な円高などの状況

の中で、指針内容の抜本的見直しや採択方法の改善等を引き続き行っていく必要がある

と考えられる。 

 

【図５－１０】これまでの主な見直し 

 

 

 
技術指針 審査・評価 手続・事務処理 その他

１８年度
粉末冶金、溶接
の追加

１９年度 溶射の追加

中小企業からの様々な
応募相談に対応するサ
ポイン・チーフアドバイ
ザーを中小機構に配置

２０年度
９技術※につい
て、指針内容を
改定

２１年度
法認定申請と委託
事業応募の同時受
け付けを開始

２２年度
・より詳細な事業化計画の記載を義務化
・複数の中小企業の連携体制を推奨
・新成長戦略との整合性を推奨

公募要領の簡素化
（ページ数約４割削
減、提出必要部数１
１部→１部への削
減）

・公募開始（４月→３月）
を前倒し公募期間を２ヶ
月確保（従来は１ヶ月
程度）
・審査期間を短縮
（２．５ヶ月→１．５ヶ月）

２３年度

全２０技術につ
いて技術及び指
針内容を見直し
中

評価の精度を高めるため、
技術評価委員を１件あたり
　　　　　　　　　　２名→３名に増員
事業化評価を１件あたり
　　　　　　　　　　２名→３名に増員

成果調査報告書を充実

※９技術：金型、粉末冶金、鍛造、鋳造、金属プレス、熱処理、プラスチック成形加工、
　　　　　　組込みソフトウェア、電子部品・デバイスの実装

年度

主な見直しの内容



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第３章 評価
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第３章 評価 

 

１．中小ものづくり高度化法の目的及び政策的位置付けの妥当性 

 新成長戦略の目指す「強い経済」を構築するためには、日本の成長分野を支える科学

技術等の基盤構築、特にものづくり技術の高度化が重要である。国際社会において日本

の競争力を維持、成長させていくために、グリーン・イノベーション、ライフ・イノベ

ーションに加え、今後の成長が期待できる航空、宇宙及び医療等最先端産業においても、

基盤技術を担う中小企業の役割は極めて大きい。 
本制度は、中小ものづくり高度化法に基づき、川下企業のニーズを踏まえた「特定も

のづくり基盤技術高度化指針」に沿って認定を受けた革新的かつハイリスクな研究開発

計画の支援を通して、意欲的で、変革を生み出す中小企業を支援していく事業であり、

政策的位置づけは、国の施策の中でも明確であると評価できる。特に、中小企業は、歴

史的な円高等の環境の中で経営状況が厳しく、研究開発資金の捻出が厳しい。また、新

興国、特にアジアのものづくり企業は競争力を高めてきており、日本が強みを持つもの

づくりの基盤技術を高度化して、オンリーワン、ナンバーワンとなる基盤技術をより多

く持つことが重要で、これを国家戦略として取り組む必要がある。加えて、中小企業は

独自でものづくり力を高度化するのは困難であり、制度の拡充を図る必要がある。 
 なお、他制度との関係については、本制度は法律に基づいてものづくり基盤技術の高

度化に焦点を当てており、重複はない。 
 ものづくり高度化法に基づく支援体系としては、本制度以外に金融等支援があり、事

業化を推進していくためには、委託事業に加え金融等の支援も必須である。ただし、金

融等支援制度については、その効果について利用した者からの評価は高いにもかかわら

ず、これまでの利用実績は多いとは言えず、積極的に活用されるよう、周知方法や運用

方法を改善する必要がある。 
 
 
＜＜主な論点＞＞ 

◇中小ものづくり高度化法に基づく本制度は、国の制度として妥当で、国の関与が必要

なものであるか。 
◇現在の経済・社会情勢において、政策的位置付けはどうか。 
◇重要産業分野の競争力を支えるものづくり基盤技術の高度化という目的は妥当か。 
◇研究開発型・自立型の中小企業を支える制度になっているか。 
◇研究開発を実施できていなかった中小企業を研究開発型企業へ引き上げることが出

来ているか。 
◇本制度がなければ研究開発を断念したと回答した中小企業も多く見られることから、
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本制度は下請型中小企業が研究開発型企業になるきっかけとして活用されるのでは

ないか。 
 
【肯定的意見】 

○ 本制度は、中小企業においても技術的リーダ企業を養成し、そのリーダが周辺の

企業をまた引き上げるという形で技術的高度化を狙ったものであり、国際競争力

をなくしつつある日本の製造業における基盤技術の高度化として必須と言える。 
○ 従来、所有する技術を適用することで収入を得てきた下請受注型企業から、新し

い技術への展開を自ら実施できる研究開発型企業へと進化することは、製造業の

基盤確保のために重要である。 
○ 下請受注型企業から研究開発型企業へ自力で乗り移ることは、資金的・人材的に

現在の中小企業では困難であり、国の支援を必要とする。その意味で、的確な支

援策である。 
○ 政策的位置づけは、広範な分野を対象とするにも拘わらず、国の施策の中でも明

確であると評価できる。 
○ 技術展開支援を目的とする他制度は少数ながら存在するが、重複は認められない。 
○ 中小企業の研究開発支援制度として、革新的かつハイリスクを掲げる最大の助成

制度である。歴史的な円高等の厳しい環境の中で、一部であっても変革を生み出

す中小企業を後押しすることに大きな意義がある。 
○ 我が国は石油や石炭など産業に必要な資源が少なく、原材料を輸入し、加工によ

り付加価値を高めて国内産業を発展させ、さらに輸出で外貨を獲得するものづく

り産業の発展が不可欠である。その中で、中小企業は単なる下請や系列としてで

はなく、サポーティングインダストリーとして重要産業分野の競争力を担う基盤

技術を高めることを目的とした制度は極めて重要であり、リスクは高いが革新的

なＲ＆Ｄや生産改革に取り組む中小企業への国の施策として、高く評価する。  
○ 現在のわが国の先鋭的な技術は中小企業の技術に支えられており、それらを高度

化し、ひいては川下企業の国際競争力の向上に直結する重要な制度であると考え

られうる。リスクの高い技術開発は国の関与が不可欠であると思う。 
○ 新成長戦略等を実現する上での強力なツールとなり、同時に中小企業の事業化に

資する。 
○ 狭義の部分では重複するものもあるが、政策の理念としては他とは大きく違うと

思う。 
○ 急激な円高の進行等により国際化の流れが急ピッチで進むなど日本国内のものづ

くり企業においては危機的な環境にあるといえる。しかし、国際社会において日

本の競争力を維持・成長させていくためにはものづくりを支える特に中小企業の

技術面の支援は不可欠であり、これを国が関与することは必要である。 
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○ 日本は、ものづくりを中核に経済発展に成功したが、中国の台頭を受け、ものづ

くりの競争力が低下した。しかし、現在も高度な基盤技術は、世界一を保持して

いる。今後、新たな経済発展を実現するためには、いくつかの戦略的な取り組み

が必要であるが、その一つとして、日本が強みを持つものづくりの基盤技術を高

度化して、オンリーワン、ナンバーワンとなる基盤技術をより多く持つことが重

要で、これを国家戦略として取り組む必要があることから、本制度の目的は妥当

である。 
○ 制度の位置付けは明確で、ものづくりの基盤技術に取り組むのは、主として中小

企業であり、オンリーワン技術の開発はリスクがあるので、国が積極的に支援す

るべきである。 
○ 本制度は、政策の開始時点において、それ以前の中小企業支援制度が、新製品開

発に偏っていた中で、基盤技術の高度化に取り組むという視点からの政策で、他

の制度との重複はない。 
○ 世界で戦える中小企業を育成することは、国の経済力の向上になくてはならない

事項であり、国の制度として妥当である。先端技術を支える基盤技術の高度化を

目的としており、技術全体の高度化への貢献は高い。基盤技術のリーディング企

業を育成することは、技術力全般の底上げという政策的位置付けは明確である。

例えば、最先端の航空機や新幹線を作るためには、金属加工、カーボンファイバ

ー等複合材料技術は欠かせないものであり、これらの基盤技術をより高度なもの

にする必要がある。 
○ 中小加工業の固有技術である溶接、メッキ、熱処理等を高めることが極めて重要

である。そのような中小企業の技術を用いて大企業は製品開発を行っている。こ

ういったシステムを国として支える制度であり、評価する。 
○ 基礎技術の研究開発の成果の事業化に際しては、既にある販路も活用でき、横展

開ができるので、企業にとってもメリットの大きい制度である。 
 
【問題点・改善すべき点】 

 特定ものづくり高度技術の指定として、２０分野が選択されているが、従来型の

分野だけであり、境界領域、あるいは複合領域での技術を伸ばしにくい。当初１

７分野から変更はされているものの、横断的な分野を増やすべきである。 
 付加価値（売上高）の拡大、新規事業の創出につながる制度設計、採択評価、採

択後の支援を実現しないと、効果の検証で説得力に欠けることになる。 
 新興国、特にアジアのものづくり企業は競争力を高めてきており、中小企業は独

自でものづくり力を高度化するのは困難であり、応募企業社の増加に合わせ、採

択数を増加（予算増額）すべきではないか。 
 企業の絶え間ない努力による新たな加工方法やニッチな分野で加工している企業
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も多く存在していると思われ、応募する立場の企業にとってどの技術分野に該当

するのかわからず応募できない状況が想定される。このため、最終的な目的とし

て先端新産業分野を支える技術であれば、「その他技術」として仮に応募してもら

い、特定分野に該当するか否かを審査したうえで正式に応募してもらうようにし

たら良いと思われる。 
 本制度は、基盤技術を活用する新製品開発を支援する制度と連携して国の競争力

を上げるものであるが、新製品を開発する中小企業支援制度が減少していること

は問題で、本制度を維持すると共に、本制度と対をなす政策として、中小企業の

新製品開発を支援する政策も強化すべきである。 
 先端技術も変化しているように、これを支える基盤技術分野も見直していく必要

がある。技術そのものを見直していく仕組みづくりを期待したい。 
   

【他制度との重複等について】 

○ 日本はモノづくりの国であるとマスコミ等で喧伝されているにもかかわらず、製

造業への国からの施策は極めて少ない。特に、基盤技術に対しては「支援不要の

確立された技術」といった誤った認識が広まっている。その中で、この「戦略的

基盤技術高度化支援事業」は唯一無二の基盤技術の底上げを幅広く進める制度で

ある。 
○ 他の制度には、研究成果最適展開支援プログラムのように研究成果を実用化する

ための制度などがあるが、それぞれ技術発展の特定の状況における加速を狙った

もので、この制度と重複とはならない。 
○ 他の中小企業向けの一般的な研究開発助成制度との重複はない。特に全額委託事

業は現時点で他に例がなく、応募者の大半（８割弱）が他の制度の利用を考えて

いない。 
○ 中小企業のハイリスクなＲ＆Ｄから事業化まで一貫して支援する国の支援策は他

になく、中小ものづくり高度化法は我が国の国際競争力を高める上で大きく貢献

できる。 
○ 製品開発を目的としている制度は多く存在しているが、中小企業にとって独自で

製品開発まで行うことは非常にハードルが高いといえる。一方、本制度において

は基盤技術の開発を目的としており、かつ川下企業と連携して行うことができ、

開発がうまくできれば売上などの直接的な効果が生まれやすい事業となっており、

非常に有効な制度と考えられる。 
○ 多くの中小のものづくり企業は下請型で、大企業の製造工場の海外移転に伴い、

中小ものづくり企業の事業所数は大幅に減少している。そこで、中小ものづくり

企業が、脱下請けまたは下請型から研究開発型への転換を目指すことは、経営安

定化、引いては生き残りのために重要であるが、一朝一夕には実現しない。そこ
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で、中小ものづくり企業が培ってきた固有技術を発展させて、海外の企業がまね

ることが難しい技術に進化させていくには、不断の努力が必要である。本制度は、

当初、大企業や自立型の中堅中小企業で商品を開発、製造するメーカー（以後「大

企業等のメーカー」と略す）を支える基盤技術を担うものづくり中小企業が国内

で衰退化していく実態を懸念して、このままでは「大企業等のメーカー」が国内

でものづくりを継続することが難しくなり、試作や開発すら海外に移転すること

が加速することを防ぐことを目的としていたと考える。施行から５年が経過して、

過去の実績をみてみると、基盤技術を支えるものづくり企業が、本事業を通じて、

下請型から研究開発型に転換することに寄与しているデータがあることに注目し

た。（アンケート「下請受注型から研究開発型への展開」）すなわち、ものづくり

中小企業が、自立化して下請型から転換するには、新製品を持ち爆発的に売れて

下請型から脱皮するというケースはまれで、しかもリスクが大きい。自立化に成

功するには、保有する基盤技術の高度化を図り、それを独占的で排他性のある技

術に進化することで自立化を目指す道があり、本制度がそれを支援することに寄

与していることを確認できた。従って、今後も本制度を中小ものづくり企業を支

援する制度の中核に据えると共に、この考え方を、農業分野やサービス産業にお

ける中小企業の経営改善、生産性向上にも活用できると考える。 
○ 先端技術そのものを支援する制度、基礎研究を支援する制度はあるが、基盤技術

そのものを取り上げた制度は無い。 
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２．制度の目標の妥当性 

 本制度は「特定ものづくり基盤技術高度化指針」に沿って認定された研究開発計画を

支援している。指針には川下企業のニーズとそれに基づく高度化目標が設定されてお

り、個別の研究開発計画の達成によって、本制度の目的であるものづくり基盤技術の高

度化が担保されるものである。高度化指針の実現度合いを測る指標としては、指針に基

づいて実施される研究開発の達成度や事業化率がある。本制度では、革新的かつハイリ

スクな研究開発であることを考慮し、「研究開発達成度５０％、終了５年後の事業化率

５０％」という明確な目標値が設定されている。経済状況が厳しい中での「終了５年後

の事業化率５０％」はチャレンジングな数値であり、妥当だと考える。また、制度の目

標として、制度創設当初は件数ベースを用いていたが、その後、計画認定件数、研究開

発達成度と状況に応じて評価指標を変えたことは制度のマネジメントとして好ましい。 
一方、本制度は、重要産業分野の競争力を支えるものづくり基盤技術（鋳造、鍛造、

切削加工、めっき等）の高度化を目的としており、研究開発成果は、幅広い川下産業へ

波及する可能性が高いことから、事業の波及効果や費用対効果を評価する指標として事

業化による売上げ、及び売上げによる経済的波及効果を指標の一つとする必要があると

考えられる。 
さらに、高度化指針で掲げられている個別の高度化目標が実際に実施されているかど

うかを検証することが重要であると考えられるため、高度化目標の網羅状況（カバー率）

を参考にする必要がある。 
 
＜＜主な論点＞＞ 

◇目標及び目標水準は、「研究開発達成度平均値５０％」「５年後の事業化率５０％」で

あるが、適切かつ妥当か。 
◇研究開発成果の波及効果を目標とすべきではないか。それを検証するための指標はな

いか。事業化による売上額や売上げによる経済的波及効果が、指標として考えられ

るのではないか（売上額としては、加工技術を開発した場合は、加工請負による加

工賃ではなく、開発成果による加工を施した製品・部品の売上げを計上すべきでは

ないか。また、成果の波及・横展開を考慮し、研究開発が影響を及ぼした範囲の製

品・部品の売上げも含めるべきではないか。）。 
◇売上額、売上げによる波及効果の達成水準は、どの程度を目標とすべきか。 
◇基盤技術の高度化を図るための高度化指針は適切に実施されているか。それを検証す

るための指標はないか。高度化目標の網羅状況（カバー率）が、参考になるのでは

ないか。 
 

【肯定的意見】 

○ 制度の目標として、初年度付近では件数ベースで、その後、計画認定件数、研究
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開発達成度と状況に応じて評価指標を変えたことは計画のマネジメントとして好

ましい。 
○ 中間評価において、達成すべき水準が設定されており、おおむね達成している。

なお、本制度は技術の底上げを目標としているだけに、成果達成までにはどうし

ても時間遅れが生ずることを考慮して、評価すべきである。 
○ 平成２２年度には「研究開発達成度５０％、終了５年後の事業化率５０％」とい

う明確な目標値が設定されている。経済状況が厳しい中での「終了５年後の事業

化率５０％」は妥当だと考える。 
○ 中小ものづくり高度化法では、基盤技術を担う中小企業のＲ＆Ｄや生産革新を支

援するものであり、平成１８年度の研究開発目標や平成２２年度研究開発達成度、

終了５年後の事業化についてそれぞれ目標値を設定しており、指標設定も適切で

ある。 
○ 採択を受ける際、明確な目標および目標水準を記入せねばならず、その点におい

ても充分反映されている。中間評価も適宜実施されていて、適切である。 
○ 資金を出す以上研究開発の達成度を高めるのは当然として、最終的には事業化に

結び付けることが重要であり、事業化率の目標を設定していることは非常に有意

義であると思われる。またその水準として、「終了５年後の事業化率５０％」とし

ているが、中小企業の研究開発は非常にリスクが高い中、チャレンジングな数値

であり、目標水準としては妥当である。 
○ 平成 18 年度から目標値は、研究開発件数⇒計画認定⇒研究開発達成度⇒事業化率

と政策の普及段階に応じて適切に見直しを進めてきた。 
平成 22 年度の目標値研究開発達成度５０％は、一般的な研究開発の成功率から考

えると高いが、補助金を申請する研究開発は、一般的にある程度成功の目安を持

ち申請するケースの方が多いと考えられることから見れば低い。実績は、外部評

価で 77.5％と目標値より高く、ある程度成功の目安に従って申請されたものが採

択され、研究開発が行われていると考える。実績から考えると、目標値が低いよ

うに思えるが、目標値の５０％は変更すべきではないと考える。これは、先進的

で技術開発に成功すれば高い市場占有率を見込めるような基盤技術は、多少リス

クがあっても支援するという方針が必要と考えるからである。 
○ 研究開発の達成度を求めることは、研究に対しての成果として必要不可欠な項目

である。また、最終成果を事業化に求めていることは、製品への展開が見えにく

い基礎研究とは違い、基盤技術の高度化を求める指標として適正と思われる。 
 

【問題点・改善すべき点】 

 評価指標について、全ての指標を全期間に亘って追試するなら、この種の制度の

運用方法（展開から定着まで）の好例となるであろう。 
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 平成２１年度以前にも「終了５年後の事業化率５０％」を目標値として掲げてお

くべきであった。 
 終了５年後の事業化率５０％は、支援期間２～３年後の事業化への追加支援を手

厚くしないと厳しいので、検討を要すると考えられる。 
 事業化を目標設定することは良いが、一方で、新規事業の場合、事業化までたど

り着き売上がいったん計上されたとしても継続的に収益を上げることは非常に困

難であることが現実である。このため、事業化１年後の売上状況等を目標指標に

入れるとより効果が明確になってくると思われる。 
 事業化が終了後すぐにできるとは限らないので、経過を見ていく必要がある。目

標は、事業全体での数値になっているが、個々の研究で見た場合、目標が周知さ

れているか。事業といっても、いろいろな事例があるので、きめ細かく見ていく

必要がある。 
 技術開発に基づく新規顧客の増加数も成果の指標の一つになる。また、会社の基

盤が強化されたことを見るには、新規取引、売上、資産、財務体質等を指標とす

ることも考えられる。 
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３．制度の成果、目標の達成度の妥当性 

 平成２２年度までに２９９件の計画が終了し、平成１８年度以降設定した目標値を各

年度において実績値が目標値を上回った。研究開発達成度は７７．５％であり目標を達

成している。事業化率は、事業終了後５年を経過していないが、現時点での事業化率は

４４％であり、終了後５年までに達成することが十分に期待できる。 
 高度化指針のカバー率は、現時点で７０％を超えており評価できるが、低かった分

野・項目については、理由を検証するとともに、一層の周知を図るべきである。 
また、マネジメントに係る豊富な経験を有するプロジェクトマネージャーを活用する

等により、各研究開発のマネジメントを改善する必要がある。                                                                                                                                                                                                                                                             
 
＜＜主な論点＞＞ 

◇研究開発達成度は、目標を達成していることから、成果は妥当ではないか。 
◇事業化率は、現時点でも４４％であり、今後十分成果を達成することが期待できるの

ではないか。 
◇高度化指針のカバー率７２．１％であり、現時点で概ね指針をカバーしているといえ

るか。ただし、カバー率の低い分野もあり、網羅性を高める措置を講ずる必要はな

いか。 
◇事業化が達成されたものの販売先や、共同体に参加している川下企業、事業計画にお

ける想定販売先等の分析などから、本制度が中小企業の自立を促していると言える

か。 
 

【肯定的意見】 

○ ２０分野についてのカバー率平均値が７２．１%であったことは高く評価できる。 
○ 産学連携が推進されていることを高く評価できる。研究開発内容のアドバイスに

関しては、大学研究者が貢献しているが、研究開発マネジメントに関してはそれ

ほどではないことが残念である。 
○ 現時点での事業化率は４４％であり、終了後５年までに達成することが十分に期

待できる。 
○ 中小ものづくり高度化法で基盤技術２０分野の高度化目標の網羅状況（カバー率）

は、７０％を超えており評価できる。設定した高度化目標で研究開発がほぼ網羅

的に実施されていることが評価されている。 
○ 技術の高度化からくる事業化は重要であり評価できる。 
○ 川下企業との技術的結びつきが強化された点は良い。 
○ 研究開発達成度において、ほぼ達成が６５.８％、事業化率４４％となっており、

目標数値に対し高い水準にあり、現時点で高い評価ができる。 
○ ものづくりの基盤技術を担う中小企業が、高度化目標を通じて、基盤技術の将来
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動向を認識して、自社の研究開発に取り組むことができるようになった。これに

より、基盤技術全体の高度化に貢献した。また、本事業の普及を通じて、中小も

のづくり企業が技術の高度化目標を明確にして経営に取り組むことで、経営改善

に貢献する経営革新の方向性を明確にできたと考える。 
○ 平成１８年度以降設定した目標値を各年度において実績値が目標値を上回った。 
○ アンケート「下請受注型から研究開発型への展開」を見ると、基盤技術を支える

ものづくり企業が、本事業を通じて、下請型から研究開発型に転換することにも

寄与している。これは、下請型から自立型への転換のステップとして、基盤技術

を高度化して研究開発体制を確立することが、自立化の一つの有力な方法である

ことを示すと同時に、これが新商品を開発して自立化するステップになることが

明確になった。これは、当初の想定を超える成果と評価する。 
○ 得られた成果は、どちらかというと短期的なものであるが、アンケートからも、

企業意識が向上したり、研究開発型企業への転換を開始したり、将来を見た波及

効果がある。共通指標も、どちらかというと長期的な効果である。これらは波及

効果に繋がる。 
 
【問題点・改善すべき点】 

 一部の分野でカバー率が低かったことの理由を詳細に検討すべきである。技術分

野を固定すると、時にその分野が競争的であるがゆえに応募を企業が躊躇するこ

ともある。また、分野の細分化が応募しにくさを招くこともある。 
 特許・実用新案などの知的所有権の実績はもっと高めるべきである。リーダ企業

として国の資金で開発を進めた場合には、知的所有権という形の公表に努力すべ

きである。また、制度内に知的所有権の確保を遣り易くする条項を入れ込むべき

であろう。 
 技術論文の件数もより多くなるよう制度全体で努力すべきであろう。この制度自

身は産学連携を陽に謳うものではないが、技術の継続性、次世代技術者の育成な

どの長期的展開を可能とすることで基盤技術全体の高度化が実現できる。よって、

産学、特に、大学、高専との連携をより一層進め、同時に技術論文の件数を増加

させる策を講ずるべきである。 
 共通指標である論文の発表、特許の出願については、中小ものづくり企業の基盤

技術については、論文や特許化を推奨することは適切ではないケースが多い。公

表するよりノウハウとして秘匿することが有効であるケースが多いことから本指

標での成果を評価することは積極的には行うべきではないと考える。 
 大学や公設試では論文が成果として必要な項目であるが、企業の場合、必ずしも

発表することが成果ではない。 
 「業界標準などへの寄与」については、より詳細な成果調査を必要とする。本制
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度の趣旨にリーダ企業の育成が含まれることを考慮すると、リーダ企業の一側面

である業界標準への寄与を推進する方法（評価項目に明示的に設定する、応募時

に意識させる）の採用が望まれる。 
 制度の趣旨が基盤技術の高度化であることを考えると、製品売り上げを成果指標

とすることには困難がある。アンケートによる企業体質の変化（下請け企業から

研究開発企業への転換）などはその好例であるが、客観的な指標を増やすべきで

ある。 
 目標達成に向けた課題に関するアンケート結果は、「人材不足」「時間不足」「不確

実性」を課題として示している。この結果は妥当であるが、評価者の経験からは、

全体として「研究開発のマネジメント不足」を推察する。すなわち、適切な中間

目標の設定、目標変更の判断、時間配分などのマネジメントの経験不足、あるい

はマネジメント担当者不足があるのではないかと思われる。このことは中小企業

支援制度に必然的に含まれる課題であるので、適切な対応をすべきである。 
 カバー率の低い分野については制度の趣旨や公募要領の内容について一段と周知

を徹底すべきである。 
 溶射、鍛造、部材の接合、金属プレス加工、熱処理の分野は網羅状況（カバー率）

がやや少ない。これは業界数が少ないのか業界や支援機関の認知促進が必要かを

検討すべきではないか。 
 アンケートによる課題では、時間不足や人材不足をあげており、企業では研究へ

の人材を割くことが難しいと思われる。人材を投入できる仕組みを考えられると

良い。 
 基盤技術によっては、川下に近いものとそうでないものがある。個別評価を考え

る上では、事業化の意味を広く考える必要があると思われる。 
 研究開発はどうしても遅れるので、その部分においてはＰＤＣＡを回すとよいの

ではないか。 
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４．制度採択案件に係る成果（事業化、波及効果等）の妥当性 

 事業終了後５年を経過した案件は現時点では存在しないが、そのような中でも事業化

率は４４％に達しており、今後十分目標を達成することが期待できる。 
 また、事業化を達成した１３１件の売上げによる経済波及効果は、他産業への連関を

含めて一定の効果があったと評価できる。波及効果として、企業のＰＲ、モチベーショ

ン、新商品開発、新たな研究開発等があり、評価できる。 
 今後も、事業化を推進するため、政策金融の活用、継続研究、設備投資、試作や評価

等の支援を引き続き実行するとともに、より多くの波及効果のある制度としていくため

に、採択にあたっては、技術開発成果が特定の企業のみに効果がある計画ではなく、広

がりのある計画を重視すべきである。 
 
＜＜主な論点＞＞ 

◇事業化率は、現時点でも４４％であり、今後十分成果を達成することが期待できるの

ではないか。（再掲） 
◇産業連関による経済波及効果は、一定の波及があると評価できるか。 
◇大学・公設試との連携、信用力の向上など、本制度を活用した中小企業にとって、当

初想定していなかった有益な波及効果があったと言えるか。 
◇技術開発成果が特定の企業のみに効果がある計画ではなく、広がりのある計画を重視

すべきではないか。 
◇販売先が特定の企業に偏ったものになっていないかなど、終了時評価等で追跡してい

くことも必要なのではないか。 
 
【肯定的意見】 

○ 定性的には本制度の成果が極めて高いと評価できる。 
○ 本制度はリーダ企業の育成であり、制度の目的自身が波及効果的技術の浸透に重

きを置いていると考えることができる。よって、開発した技術の波及効果のみな

らず採択企業が波及効果（たとえば業界標準活動への参画）まで拡大して評価す

ることが本来必要となる。しかしながら、その評価は容易ではないので、ある種

の推定を総合的になすべきである。評価者はこの総合的な判断から本制度の成果

が極めて高いと評価した。 
○ 現時点の事業化率４４％から、今後十分成果を達成することが期待できる。 
○ 中小ものづくり高度化法では研究開発終了５年後の事業化率を５０％の目標にし

ているが、平成２０年度終了事業（９６プロジェクト）で事業化達成数は５０件

で、事業化達成率は５２％であり目標達成について評価できる。 
○ 研究開発成果で売上への貢献が大きいとの実施者の声が７割以上もあり評価でき

る。 
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○ 研究開発成果を事業化できると考えている事業者で、国際競争力が高まったり、

新規事業化へつながるとの声もあり、評価できる。 
○ 波及効果として、企業のＰＲ、モチベーション、新商品開発、新たな研究開発な

どが向上した等のアンケート回答があり、評価できる。 
○ おおむね採択された企業は合致する成果は得られたと思うが、本制度は事業化に

ついての部分がやや弱いと思う。 
○ 本制度は中小企業にとってはハードルの高いものであるが、それらにチャレンジ

する必要も同時に思わせ、それが昨今の政策に関心を寄せる企業の増加にもつな

がっている。 
○ 本制度採択事業のうち、すでに実際の売上が１３０億円計上されており、また波

及的な効果も勘案すれば、予算投入額３１５億円を１．４倍上回る経済効果が算

出されており、高い水準で推移している。 
○ 直接的な経済効果に加え、制度利用者にとって自社の技術向上につながるなど想

定外の効果にもつながっているとの声も多くあり、高い効果が出ている。 
○ 採択案件の事業化、波及効果については、中長期的な視点から今後も調査を継続

する必要があるが、将来的には事業化の目標である５０％を大きく超えることが

想定できる。 
○ 事業化について、製品だけでなく製造技術や部品もあげており、必ずしも川下企

業だけでない基盤技術としての評価として適正と考える。 
○ 波及効果も最終製品そのものだけでなく、加工技術の貢献も試算しており、研究

範囲をカバーしている。 
○ 当初想定していなかった波及効果も十分得られている。 
○ 本制度が無ければ、日本の大手輸出型製造業の海外移転が更に進み、我が国経済

は打撃を受けていたと思われる。 
 
【問題点・改善すべき点】 

 本制度の評価指標をより精緻に準備すべきである。 
 経済的な波及効果が顕著だったとはいえない。採択段階で、広がりのある事業計

画を重視することも考えられる。 
 ２１年度終了は事業化達成率４５％であり、２２年度終了の事業化達成率は２

７％である。これらのフォローを推進し、目標の５０％以上を目指すことが重要

である。 
 基盤技術を担う中小企業が制度採択を受けて、終了しても事業化のハードルは高

く、政策金融の活用、継続研究、設備投資、試作や評価等の支援を引き続き実行

することが重要である。 
 ハイリスクな研究開発を行っているのであり、当然失敗はつきものと思われる。
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しかし、本制度を利用したことによって、既存事業に対する自社の技術向上など

につながる可能性が高いことから、このような効果についても定量的に検証する

ことができればよいと思われる。 
 本制度の採択事業者である中小企業が開発に成功した基盤技術は、特定の「大企

業等のメーカー」において独占的に使用されて、採択事業者が他の企業に販売で

きないものがないかを確認する必要がある。基本的に、採択事業者が独占するこ

とは良いが、この販売先となる「大企業等のメーカー」が独占して他への販売を

認めていないことで、採択事業者の営業が妨げられているケースがあるとすれば、

この特定の「大企業等のメーカー」が負担すべき研究開発費を採択事業者である

中小企業を通じて国が負担したことになる可能性がある。基盤技術の高度化と基

盤技術を開発する中小ものづくり企業の経営に資するために、基本的に販売先で

ある「大企業等のメーカー」は、広く多くの企業で利用できることが望ましい。

（なお、大企業等のメーカーが別に知財等を有して、市場を独占しているときに、

採択事業者が本制度で研究開発した技術で独占的に加工等を請け負うことができ

るようになり、結果として特定企業にだけ供与されているケースは除く必要があ

る可能性はある。）今回調査の結果、研究開発が終了して事業化が達成された 131
件について９割以上が特定の川下企業のみを対象としたものではないことが確認

できたが、問題は残る１割弱について、詳細の調査が必要であると考える。 
 本制度の施行から現在までの５年間は、中小ものづくり企業にとって、中小企業

の事業所数の大幅に減少してことから非常に厳しい大きな変化に見舞われている。

そこで、本制度の採択企業について、採択案件の研究開発達成度や事業化率とい

う直接効果だけでなく、本制度に取り組んだことが経営全体にプラスに働いたの

かマイナスとなったのかを見て行く必要がある。経営指標は、本事業の成果以外

の要素で左右される可能性は高いが、本制度への取り組みを通じて経営体質の強

化や変化への柔軟な対応度が向上して、経営全体に寄与することも目標に加えて

行くことを提案する。なお、実績評価は、事業化達成度調査時点で、決算書の提

出を求めて経営への寄与度も把握する。 
 アンケートから、事業化につなげるための課題として、マーケティングや販路開

拓をあげており、経済産業局の支援策に、これらを肩代わりする仕組み、地方自

治体との連携を検討しても良いのではないか。 
 サポインの有無、制度が現行の場合とそうでなかった場合等を比較して、実験経

済学的なアプローチをしてみてもよいのではないか。 
 人件費や経費等は変動がある。しかしながら、売上から材料費、外注加工費を引

いた付加価値の比率を見れば、景気変動にも左右されずに何か言えるのではない

か。付加価値が上がったことに着目して、全体の経済指標等と見比べながら分析

することで、実態的な数値が捉えられないか。 
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５．制度のマネジメント・体制・資金・費用対効果等の妥当性 

【スキーム】 
 中小ものづくり高度化法のスキームで対象範囲、研究期間、公募時期・期間、委託上

限額ともほぼ適切と評価できる。 
【体制・運営】 

制度の体制・運営はほぼ適切であり妥当と評価できる。制度利用者として中小企業を

中心に、川下企業、大学・公設試等が幅広く参加しており、妥当と評価できる。 
アンケートを通じての制度改善や、成果の普及に関する取り組みも実施されており、

制度は適正に運用されていると考えられる。一方で、採択案件について、事業終了後も

含めて評価者にフィードバックしていく必要がある。また、小規模企業や創業後間もな

い企業への配慮等を行うことも方向性の一つとして考えられる。 
 公募申請書類について負担を感じる中小企業は依然として多い。公募要領の簡素化や

提出書類の削減等改善を図ってきていることは評価できるが、更なる改善の余地がない

か引き続き検討する必要がある。 
 プロジェクトの中にアドバイザーが入って側面支援をすることになっているが、川下

企業の大企業や大学等からの技術のサポートが中心となっており、マーケティング関連

のアドバイザーを共同体に加えるよう推奨すべきである。 
 加えて、採択事業者の報告義務を明確にし、十分に認識できるようにするため、契約

段階で明確化する事に加え、報告様式について検討する必要がある。 
【資金配分】 

資金の上限・配分については概ね妥当であるが、今後も事業者のニーズに耳を傾けて

いく必要がある。 
【費用対効果】 

費用対効果については、一定の効果があると評価できる。 
なお、本制度は、重要産業分野の競争力を支えるものづくり基盤技術（鋳造、鍛造、

切削加工、めっき等）の高度化を目的としており、研究開発成果は、幅広い川下産業へ

波及する可能性が高いことから、投入された資源量に見合った効果を生じたかを評価す

る指標として経済的波及効果等を成果目標の指標の一つとする必要がある。 
【変化への対応】 
制度運営に当たり、社会経済情勢、制度利用者等からの要望を踏まえ、追加や見直し

をしており評価できる。常にアンケート等により課題を抽出し、改善していることは非

常に良い。 
一方、新成長戦略の決定や東日本大震災、サプライチェーン、急速な円高、技術動向

の変化等の状況の中で、指針内容の抜本的見直しや採択方法の改善等を引き続き行って

いく必要がある。 
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＜＜主な論点＞＞ 

◇国が法に基づき、国として技術指針を定めることは適切か。 
◇国が定めた技術指針に基づき、国が研究開発計画を認定することは適切か。 
◇研究開発計画を認定する行為を法で定めることは適切か。 
◇認定を受けた研究開発計画を事業の対象とすることは適切か。 
◇対象範囲については、「バネ、スプリングを含む線材等のフォーミング加工」「パイプ

の引き抜き加工」「ヘラ絞り」「発酵技術を利用しない食品製造」「化粧品」「塗装技

術」「ガラス・セラミックス」「木工」などが対象から抜けていないか。 
◇先端的な商品開発を支援するものなのか。又は、基盤的な技術を支える制度なのか。

方向性を明確化する必要はないか。 
◇制度のスキームとして、更なる改善はないか。 
◇資金配分について、２年目、３年目と減額する運用であるが、中小企業はむしろ平準

化を望んではいないか。改善の余地はないか。 
◇費用対効果は、経済的波及効果を指標とすることが妥当か。 
◇採択方法等について、更なる改善の余地はないか。 
◇採択にあたっては、公平性の重視を基本としつつ、小規模企業や創業後間もない企業

への配慮等、必要に応じて支援を強化することもサポインの方向性の一つとして考

えられるのではないか。 
◇研究の現場と実際のマネジメントが乖離していないか。 
◇制度は幅広く周知されていると考えるが、川下企業へも積極的に制度の周知をするこ

とも必要ではないか。 
 
【肯定的意見】 

○ 制度のスキームに企業認定があり、制度発足当初、企業認定を応募前に取得する

ことが理解されていないことがあったが、その後、制度の理解が広まり、この問

題が解消されたのみならず、企業認定という準備期間並びに意識向上が得られた

ことで制度の展開が容易になった。この点を高く評価する。 
○ 対象とする研究開発が多くの場合、装置を必要とすることから、資金配分はほぼ

妥当である。 
○ 社会経済情勢等の変化に対して、元々、本制度は短期的に影響を受けるべきでは

ない。よって、主な見直しも審査・評価方法の検討、応募方法の検討にとどまっ

ており、適切だと考える。 
○ 体制については、中小企業を中心に他の企業、大学・公設試験場が参加する仕組

みになっており、妥当であり、評価できる。 
○ 中小ものづくり高度化法のスキームで対象範囲、研究期間、公募時期・期間、委

託上限額ともほぼ適切と評価できる。 
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○ 制度の体制・運営はほぼ適切であり妥当と評価できる。 
○ 資金配分や費用対効果については妥当である。 
○ 外部環境の変化に対応して、追加や見直しをしており評価できる。 
○ 管理責任者がプロジェクトを総括していることから、経営資源が乏しい中小企業

にとっては効率的に研究開発ができる仕組みとなっている。 
○ アンケート結果から公募期間等に問題は生じておらず、また資金の配分について

もほぼ適切といえる。 
○ 本事業は今後も継続すべきであると考えることから、国の財政が逼迫しているこ

とや経済環境の変化を受けて、より目的を有効に達成するためには、改善に取り

組んでいく必要があると考えるが、これまでの制度のスキーム制度の体制・運営

は、適切であると考える。 
○ 資金配分は、中小企業の他の研究開発を支援する制度の減少するなかで、補正予

算を中心とするものの、増加傾向にあることを評価する。 
○ 費用対効果は、事業化達成率や事業化による経済効果を中長期的に把握して判断

する必要はあるが、現時点では投入された資源量を超える効果が期待できる。 
○ 常にアンケート等により課題を抽出し、改善していることは非常に良い。 
○ 基盤技術に対して、一定規模の資金を投じる事業は無いので、研究による基盤技

術の高度化を進める上で、良い制度である。 
○ 研究達成率や事業化率からみて、費用対効果は十分得られているものと思う。 

 
【問題点・改善すべき点】 

 設定された分野は、基盤技術に対する従来型の分野分類である。たしかに、業界、

学会、並びに省庁の組織は従来型の分野分類、技術分類で構成されているので、

従来型の分野分類は意味がある。一方で、製品が必要とするのは単一分野の技術

だけではなく、複合分野や指定外異分野の技術との連携を必要とする。現状制度

でももちろん新分野の取り込みは可能であるが、どうしても視点の固定化が進み

やすい。イノベーションを追求するなら、縦割り分野を超えた開発提案が受け入

れられる方策を取るべきである。 
 費用対効果を投資額に対する売上高と見るなら不足する。しかし、本制度は中小

企業の技術の底上げであり、リーダ企業の育成であることを考えると、効果の評

価方法を検討し直すべきである。制度は適切な評価がなければ長続きしないどこ

ろか、逆に、良い施策をつぶすことになりかねない。 
 国の会計年度の区切り、契約締結までの期間、などを考慮すると、初年度の研究

開発費の執行が遅れがちになることがある。そのため、初年度の予算執行の延長

を認めるなどの対応が必要であろう。 
 資金配分については、初年度に高額の検査装置を買うことに拘泥しているのでは



 - 62 - 

ないか。平準化して、安定的な開発人件費に回した方がいいのではないか。 
 対象範囲として、制度発足時にテーマとして検討された塗装は、特殊工程の管理

が必要な重要なプロセスであり、追加すべきと考えられる。また、冷凍について

も近年重要技術として注目されており、取り入れることも検討すべきではないか。 
 申請書類の作業負担についての改善要望が強く求められており、より一層の改善

に努められたい。 
 プロジェクトの中にアドバイザーが入って側面支援をすることになっているが、

川下企業の大企業や大学などからの技術のサポートが中心となっており、マーケ

ティングに関するアドバイザーの関与が少ない。この点がアンケートにある今後

充実してほしい支援メニューとしてビジネスマッチングや海外との提携など研究

開発成果に対する事業化支援を求める声が多くなっていることにつながっている

可能性もある。特に海外進出等の国際競争力の強化はこの制度の目的となってい

るが、効果が上がっているとは言い難い。マーケティング関連のアドバイザーを

別に準備するなどぜひ改善をしてほしい。 
 公募申請書類は、採択者の８５．９％、不採択者の８８．６％が負担を感じたと

あるが、評価のためには、情報が必要なことから、基本的に採択者については、

ある程度負担感が残るのはやむを得ない。しかし、競争率が高まり、不採択者の

割合が高くなっている現状を考えると、最初から一律に同じように詳細情報を提

出する方法を改善する必要がある。具体的には、最初は、研究開発の概要と市場

に関する情報程度を１ページ以内で提出して、これを審査して通過した案件だけ

詳細の情報を提出する二段階審査方式に変更する。また、可能なら 2 次審査は面

接審査を取り入れることを検討することを提案する。 
 採択結果の正当性を評価してフィードバックするシステムを検討する必要がある。 

①採択結果の正当性は、評価者の経験や能力に依存する。人の能力に依存する限

り、評価は常に完璧であるという前提に立たず、評価者の評価能力向上に資する

システムにする必要がある。そこで、評価者毎の研究開発達成度や事業化達成度

などを評価して、本人にフィードバックして評価能力を高めることに取り組むと

共に経済産業省においてもデータベース化して、評価者としての能力や適性を把

握するシステムを検討するべきである。 
②リスクを取れる評価制度の導入を検討する。上記のように評価者を評価するシ

ステムを導入すると評価者が保守的になり、研究開発達成度の高い案件ばかり高

く評価する傾向が懸念される。しかし、リスクの高い研究開発を支援するところ

にこそ国が支援する意義がある。そこで、評価に際しては、リスクがある案件で

も一定割合で採択できるように、総合点だけで評価する制度から、リスクはある

が達成できた際に大きな効果が期待できる案件が、ある程度採択できるような制

度、例えば「チャレンジ枠等」を設けて、そこにも資金配分できるようにするこ
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とを提案する。 
 採択事業者の報告義務を明確にする。国民の視点に立てば、採択されて税金で研

究開発費を補助した事業者は、研究開発の成果について重要な技術など知的財産

にかかわる面は別にして、制度の効果や改善に対する協力義務を課すべきと考え

るのは当然である。しかし、採択された事業者の補助期間終了後のアンケートへ

の協力は十分ではない。そこで、契約段階で補助金を受けたものの義務であるこ

とを十分に認識できるようにするべきである。また、この契約違反に対しては、

以降の補助金等の申請において、報告がされるまでは、申請ができない措置等が、

税金の使途に注目する国民感情への配慮として必要と考える。ただし、この報告

が過度の負担になることは避けなければならない。報告義務のある事業者には、

それ以外にもアンケート等が集中するケースが想定される。複数のアンケートに

答えるたびに、企業の基本情報を記載することを求められるが、事業者コードに

より基本情報の記載を免除したり、企業毎に公開を承諾している情報（例えば売

上金額や利益、社員数等）については、国の関与する調査の場合は、一度報告し

たものを企業が認めれば使えるようなシステムを検討するべきである。 
 変化への対応は、毎年、技術指針の追加に取り組んできた点は評価するが、もの

づくり企業のビジネスモデルの変化へ対応に敏感に対応すべき時期であることか

ら、今後の見直しに期待する。 
 採択期間の短縮に努めていることは認められるが、初年度の予算が最大の割に、

１年に満たないので、導入に期間を要する設備の購入が課題となる。年度を繰り

越せる仕組みができないか。 
 資金については実績払いとなるため、一時的に資金を用意する必要があり、資金

繰りができる特定の法人が管理法人とならざるを得ない。金融支援制度はあるが、

研究によっては、回収の見通しがわからない場合もあり、活用への不安があるも

のと思われる。 
 技術が日進月歩の状況になっており、基盤技術とは言え、変化が早くなっている。

国の制度として、常に技術をウォッチできる仕組みにしておくことを期待したい。 
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６．総合評価 

中小企業は現在外部環境が厳しい中で、ものづくり基盤技術の高度化に取り組んで

おり、中小ものづくり高度化法は、リスクの高い研究開発や製品開発に取り組み事業化

を支援する極めて有効な制度であると高く評価する。アジアからのものづくり力の追い

上げが急であり、我が国の製造業がより付加価値の高い製品開発を続けていくために

も、中小企業のものづくり力を高め競争力をつける上で、本制度を強化し、長く続ける

ことが必要である。 
 常に仕組みや成果目標の見直しを行っており、事業全体的にも良く運営されている。

一方、経営資源の乏しい中小企業にとっては書類の作成や事業の進捗管理、その後のア

ンケート等ハードルが高いことも事実であり、できるだけ簡便にする、また、アドバイ

ザーの関与度を高める、経済産業局の支援を強化する等により、多くの企業が利用でき

る制度にしていく必要がある。 
 
＜＜主な論点＞＞ 

◇法の枠組みは現行が適切ではないか。 
◇支援制度については、研究開発支援、金融等支援ともに現行制度が適切ではないか。 
◇法律に定められた制度としての研究開発支援は、今後も続けていくべきかどうか。 
◇継続したとすると、今後の事業規模や対象分野をどうするか。 
◇現状より実効性をあげるための改善があるかどうか。 
◇成果の評価や普及方法をどうするべきか。 
◇技術指針については、以下が必要ではないか。 

・最新の技術動向を反映 
・新成長戦略等に基づき、新分野を追加 
・プロセスイノベーションの概念やものづくりとサービスの一体化の概念を反映 
・指針の対象範囲を明確  等 

◇金融等支援については、認知度が低いのが課題ではないか。より認知度を高めること

が必要ではないか。 
 
【肯定的意見】 

○ 本制度は、中小企業においても技術的リーダ企業を養成し、そのリーダが周辺の

企業をまた引き上げるという形で技術的高度化を狙ったものであり、国際競争力

をなくしつつある日本の製造業における基盤技術の高度化として必須と言える。

本制度によって、下請受注型企業から研究開発型企業へと進化を促進することは、

製造業の基盤確保のために重要である。よって、この制度を高く評価する。 
○ 産学連携を促進させた点を評価する。 
○ 中小企業を中心としながら大学や公設試験場との連携、金融支援を絡ませており、
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制度趣旨の実現のために概ね策は尽くしている。 
○ 中小企業が採択を受ける研究委託では最高峰にあたり、これを採択されたという

ことは、企業としてのステータスにもなり、川下企業とのつながりも大きくなる。

また、本制度のマネジメント等は円滑になされていて中小企業が持つ技術の高度

化に大いに資するものであると思う。 
○ 中小企業は現在外部環境の厳しい中で、ものづくり基盤技術の高度化に取り組ん

でおり、中小ものづくり高度化法は、リスクの高い研究開発や製品開発に取り組

み事業化を支援する極めて有効な制度であると高く評価する。アジアからのもの

づくり力の追い上げが急であり、我が国の製造業がより付加価値の高い製品開発

を続けていく為にも、中小企業のものづくり力を高め競争力をつける上で、この

中小ものづくり法を強化し、長く続ける事が必要である。 
○ 国内のものづくり企業が厳しい環境にある中、本制度は日本の根幹ともいえる中

小ものづくり企業を支援する有意義な制度であり高く評価している。今後利用者

の声をよく確認し、必要な支援策の充実を図っていってほしい。 
○ 日本は、高度な基盤技術において現在も世界一を維持している。日本経済の再生

のためには、これを維持して発展させるために本制度は重要な役割を担ってきた。

日本の基盤技術を高度化して、オンリーワン、ナンバーワンの基盤技術をより多

く持つように支援してきた結果と評価する。 
○ 基盤技術の高度化は、自治体単位に取り組むべき政策ではなく、日本経済再生に

向けた国家戦略として取り組むべきものである。円高が加速する中、「大企業等の

メーカー」は、国際競争力を維持するために海外に移転することも必要だが、中

小企業は、高度な基盤技術を磨いて、国内での存続を図るべきである。これが中

長期的に、円が適正な水準に戻った時に、日本経済再生の起爆剤になる。このよ

うな観点からも、本事業を今後も継続・発展させることが重要と考える。 
○ 本事業は、開始時点で、それ以前の中小企業支援制度が、新製品開発に偏ってい

た中で、基盤技術の高度化に取り組むという視点から取り組んだものであるが、

結果として、基盤技術を支えるものづくり企業が、本事業を通じて、下請型から

研究開発型に転換することにも寄与している。すなわち、ものづくり中小企業が、

自立化して下請型から転換するには、保有する基盤技術の高度化を図り、それを

排他性のある技術に進化することで自立化を目指すことが重要であり、本事業が

それを支援することに寄与していることを確認できた。 
○ 先端技術を支える基盤技術に焦点をあてた制度として、国の技術水準を確保する

上で非常に適正である。 
○ 常に仕組みや成果目標の見直しを行っており、事業全体的にも良く運営されてい

る。 
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【問題点・改善すべき点】 

 制度の趣旨に適合する評価方法を準備し、かつ、評価方法を中小企業に意識させ

ることでリーダ企業の育成を図るべきである。 
 マクロ的な経済効果では、いささか説得力を欠く点は否めない。事業化率の高さ

をマクロの経済的な付加価値増大に結びつける仕組みが必要だと考える。 
 平成１８年度から比べ研究委託費が小粒になっている。 
 制度のスキームで対象範囲や申請書類などの改善を実施してきたことは評価でき

るが、さらに研究開発の中間チェックや終了後の成果についてモニタリングを行

い、見直しにより効果を上げることが大切である。 
 多くの中小企業にぜひ利用してもらいたい制度であるが、経営資源の乏しい中小

企業にとっては書類の作成や事業の進捗管理、その後のアンケートなどハードル

が高いことも事実。できるだけ簡便にする、またはアドバイザーの関与度を高め

るなどにより、多くの企業が利用できる制度にしていってほしい。 
 本事業は、基盤技術を活用する新製品開発を支援する制度と連携して国の競争力

を上げるものであるが、新製品を開発する中小企業支援制度が減少している。そ

こで、本事業で中小企業の新製品開発を支援する結果となっているケースが多数

存在している。中小企業の自立において新製品開発を支援することは必要で、制

度的に不足していることの表れである。この点を踏まえた制度の見直しが必要で

ある。 
 運用面において、本事業の開始から５年間の制度運用としてはほぼ適切であると

考えるが、今後継続して、日本の国家戦略としてものづくり企業を支援していく

制度として、次の段階に見合う運用に改善すべきと考える。具体的には、「５．制

度のマネジメント・体制・資金・費用対効果等の妥当性」の項で詳述しているの

で参考にしていただきたい。 
 基盤技術の位置づけから見て、事業化の範囲をより広く考えていくことが望まれ

る。 
 初年度の研究期間が短くならざるを得ないので、年度区切りの予算を繰り越しも

できるなどの仕組みを考えても良いのではないか。 
 広報活動は重要であり、成功している事業者にもっと前面に出てもらい、講演会

や発表会等を行い、成功事例について周知していくことが大切である。 
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７．今後の研究開発の方向等に関する提言 

 本制度はものづくりの基盤技術を高度化する上で、殆ど唯一無二の制度であり、かつ、

効果が上がっているところであり、以下の提言を踏まえつつ、継続すべきである。 
○制度の趣旨に適合した採択案件に対する評価指標を準備し、それを採択企業に認識さ

せることによって、副次的な効果として、業界リーダの育成につなげるべきである。 
○国内産業における製造業の比重は長期的に低下傾向にあるうえ、昨今の円高で一段と

加速する恐れがある。「ものづくり基盤技術」の高度化の必要性は高く認めつつも、

本制度の事業規模について広く理解を求めるなら、最新の技術動向や、プロセスイ

ノベーション、ものづくりとサービスの融合モデルといった概念を制度に積極果敢

に反映していく必要がある。 
○事業化に当たっての重要事項として、事業資金がトップに上げられている。しかし、

利活用は極めて少ない。日本政策金融公庫や商工中金の政策金融による長期設備資

金や長期運転資金の周知徹底を図る等により、事業化の効果を上げるべきである。 
○中小企業の基盤的技術を高めることは、我が国の国際競争力を高めることに繋がる。

従って、川下企業の理解と連携が極めて重要であり、ユーザー業界団体等との交流

を図る必要がある。また、ユーザー企業と連携した事例について周知を図ることが

重要である。 
○補助金等を申請したいと考えている企業について、一部の資金負担や先行的な資金支

出が生じると考え、申請に二の足を踏んでいる企業も多い。政府系金融機関で一部

補助金のつなぎ融資ができるが、ベンチャー企業等開発意欲が高い企業の支援のた

めにも、制度周知を図っていく必要がある。 
○円高に伴い、中小企業の一部は海外に移転しているが、結果として技術の流出となる

一方で、海外で競争にさらされる企業も多く、進出に失敗する例も多い。厳しい状

況の中だからこそ技術を伸ばそうとするチャレンジングな案件を採択することが重

要である。 
○日本のものづくりの中で基盤技術を高く評価する必要がある。基盤技術の研究開発

は、我が国の技術水準の確保に資するので、大学や多くの研究機関でも基盤技術を

テーマとしてとりあげ、研究と人材育成に取り組む必要がある。戦略的基盤技術高

度化支援事業が益々充実し、我が国の技術水準の向上につながることを期待したい。 
 

【各委員の提言】 

○ 本制度はものづくりの基盤技術を高度化する上で、殆ど唯一無二の制度であり、

かつ、効果が上がっているので継続すべきである。 
○ 特定ものづくり高度技術の指定については、既成分野にこだわることなく、横断

的分野、あるいは境界領域的分野も含めるべきである。 
○ 制度の趣旨に適合した採択案件に対する評価指標を準備し、それを採択企業に認
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識させることによって、副次的な効果として、業界リーダの育成につなげるべき

であろう。 
○ （再掲）特定ものづくり高度技術の指定として、２０分野が選択されているが、

従来型の分野だけであり、境界領域、あるいは複合領域での技術を伸ばしにくい。

当初１７分野から変更はされているものの、横断的な分野を増やすべきである。 
○ 国内産業における製造業の比重は長期的に低下傾向にあるうえ、昨今の円高で一

段と加速する恐れがある。「ものづくり基盤技術」の高度化の必要性は高く認めつ

つも、相当に達している本制度の事業規模について広く理解を求めるなら、最新

の技術動向や、プロセスイノベーション、ものづくりとサービスの融合モデルと

いった概念を制度に積極果敢に反映していく必要があると考える。 
いわゆるベンチャー企業を視野に入れた「尖がった」支援にしないと、既存産業

の「延命的な保護施策」の１つと受け取られかねない。支援対象も広げる部分と

絞り込む部分の両方を検討すべきであり、「中小ものづくり」全般の支援策から脱

皮しないと、事業仕分け等の議論では生き残れないのではないか。 
○ 我が国の重要産業分野の川下企業は、グローバル化への対応などでファブレス化

が一層進み、ものづくりの基盤技術を担う川上企業のサポーティングインダスト

リーとしての役割がさらに高まっている。 
○ 中小ものづくり高度化法は、我が国の重要産業の高付加価や国際競争力を高める

上で極めて重要な制度と位置付けられる。 
○ 制度による成果で事業化や目標を達成しており、対象範囲で技術の追加や内容の

見直しを重ねており、中小ものづくり法をより強化し、継続すべきである。 
○ 研究開発が終了した後で売上貢献する事業化は、中小企業には内部経営資源が不

足しており、さらに追加研究やマーケット調査、資金面の支援が必要ではないか。 
○ 事業化に当たっての重要事項として、事業資金がトップに上げられている。しか

し、利活用は極めて少ない。日本政策金融公庫や商工中金の政策金融による長期

設備資金や長期運転資金の利活用を強力に推進して、事業化の効果を上げるべき

ではないか。 
○ 中小ものづくり高度化法は、中小企業の基盤的技術を高めることで、川上企業の

国際競争力を高度化することに繋がる事にあり、川下企業の理解と連携を強く求

めたい。 
○ 研究共同体に参加する大学や産総研、公設試は中小企業との共同研究では、中小

企業人材のレベルに配慮して、情報交換や事業計画の推進が望まれる。 
○ 厳しい事業環境を乗り越えるため、各企業は何らかの研究開発を行っていきたい

とのニーズは持っている。現状においては申請書の策定、事業の進捗管理など相

応の事業基盤のある企業が中心となっているが、小規模な企業が利用できるよう

１社あたりの補助金額は小さくとも簡便な制度で幅広い企業のサポートも行って
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いくことも必要ではないか。 
○ 補助金等を申請したいと考えている企業について、一部の資金負担や先行的な資

金支出が生じると考え、申請に二の足を踏んでいる企業も多いことは事実ある。

政府系金融機関で一部補助金のつなぎ融資ができるが、それがあまり周知されて

いない。また、つなぎ融資といってもリスクが生じるため、金融機関はすべての

ニーズにこたえられない。そのあたりを改善しなければベンチャー企業など開発

意欲が高い企業の支援ができないこととなる。 
○ 中小ものづくり企業に対する、政策支援の重要性は、産業界は当然として、政界、

官公、学会においても否定するものは少ないが、実際の政策支援の規模は貧弱で

ある。高度成長期における経済産業政策は、主としてものづくりに取り組む大企

業が世界で通用するレベルになることを支援することで、その結果、中小企業は

「大企業等のメーカー」の下請けとして成長発展して、日本という地理的にも狭

い国土を逆手にとり、世界に類を見ない高度な産業クラスターを形成したと考え

る。 
しかし、現在の日本のものづくり企業、特に中小企業の実態は悲惨である。円高

に伴い、「大企業等のメーカー」は、世界市場での競争に対応するために工場を海

外に移転しなければ生き残れない環境にさらされている。中堅・中小企業の一部

は、同様に海外に移転しているが、結果として技術の流出となり、海外でも競争

にさらされる企業も多く、進出に失敗する例も多い。基本的には、国内の雇用も

守る中小企業を支援することが重要と考える。 
○ グローバルな製造展開の中、我が国の技術の空洞化が懸念されている。先端産業

については、育成が叫ばれており、大学でも多く先端分野が研究されている。 

しかし、先端製品をつくるのは基盤技術であり、これを研究や教育する機関がほ

とんどなくなってきている。このままでは基盤技術を海外に頼ることになり、よ

り技術の空洞化が懸念される。一部の分野では、完全に海外に生産を移してしま

ったために、製品の良し悪しが日本で評価できなくなってきているものもある。

不良品とわかっても、何が原因か、どう改善したら良いかわからないものもある。 

基盤技術をより高く評価する必要があり、研究開発が進み、我が国の技術水準の

確保ができる。大学や多くの研究機関でも基盤技術をとりあげ、研究と人材育成

に取り組む仕組みが必要と考える。戦略的基盤技術高度化支援事業が益々充実し、

我が国の技術水準の向上につながることを期待したい。 
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（補足）中小ものづくり高度化法の施行状況について 

 

１．金融等支援制度の利用状況と評価 

認定された特定研究開発等計画に基づき、利用された金融等の支援制度の概要及

び実績は以下のとおり。 
 

（１）中小企業信用保険法の特例 

  【概要】認定計画に必要な資金の借り入れについて、中小企業が利用できる信用保

険の限度額を拡大する。 
普通保険   ：   ２億円（通常枠）→   ２億円（特例による別枠） 

無担保保険  ：８０００万円（通常枠）→８０００万円（特例による別枠） 

特別小口保険 ：１２５０万円（通常枠）→１２５０万円（特例による別枠） 

新事業開拓保険：   ２億円（通常枠）→   ３億円（特例による別枠） 

  【実績】 

Ｈ１８ＦＹ Ｈ１９ＦＹ Ｈ２０ＦＹ Ｈ２１ＦＹ Ｈ２２ＦＹ Ｈ２３ＦＹ
合計（Ｈ１８月６月
～Ｈ２３年9月）

９件 ８件 ７件 ６件 ６件 ０ ３５件

４．４億 １．８億 １．３億 ２．４億 ０．６億 ０億 １０．４億

 
  【評価】 

①認知度 

支援内容まで認知しているのは、特定研究開発等計画の認定を受けた企業の

約１３％であった。また、名称のみを認知しているとの回答まで含めると、約

５３％であった。認知するきっかけとしては、「産業支援機関の広報活動を通

じて」が最も多かった。 
②利用者からの評価 

制度を利用した企業の支援の効果に関する評価では、約９３％が効果があっ

たと評価している。 
③利用しなかった理由 

制度を利用しなかった企業が制度を利用しない理由については、「必要性が

なかった」約７１％、「応募・採択後の手続の煩雑さ」約９％が多くなってい

る。 
④今後の利用希望 

制度を利用しなかった企業に今後の利用希望を調査したところ、約７４％が

今後の機会や条件次第で利用したいと回答している。 
⑤利用者の意見 

「保証利用枠が一杯であったが本件により融資を受けることが出来た。」「金
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利まとめ・再貸付の獲得ができた。」「研究費用・運転資金として助かった。」

などの意見があった。 
 

【問】支援の認知度（中小企業信用保険法の特例） 

 
 
 

 
 

【問】認知するきっかけ（中小企業信用保険法の特例） 
 
 
 
 

 
 

【問】利用による効果（中小企業信用保険法の特例） 

 
 
 
 

 
【問】利用しなかった理由（中小企業信用保険法の特例） 

 
 
 
 
 

 
 

【問】今後の利用希望（中小企業信用保険法の特例） 

 
 
 
 
 

87

56

320

131

394

150

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

採択者(n=801)

不採択者(n=337)

事業の取組内容まで知ってい
る

名称を聞いたことがあるが、取
組内容は知らない

名称も聞いたことがない（今回
初めて知った）

24 201

85

99

47

49

309 7

16

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

採択者(n=389)

不採択者(n=178)

同業者を通じて知った

産業支援機関の広報活動（広報誌、
メーリングリストなど）を通じて知った
自分自身でホームページ・ポスター・
チラシなどを見て知った
関連する交流会やセミナー、展示会イ
ベントを通じて知った
その他

6

5

3

1

0

1

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

採択者(n=9)

不採択者(n=7)

非常に効果があった

効果があった

効果はなかった

312

104

29 42

20

11

0

4

9

11 13 11

33

10

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

採択者(n=449)

不採択者(n=160)

特に活用する必要性に迫られていなかった

支援施策のメニューが魅力的ではない

他により魅力的な施策が存在する

採択されるメリット以上にコストがかかる

活用するための条件を満たすことができなかった

応募・採択後の手続きが煩雑で対応できない

その他

117

83

439

138

203

86

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

採択者(n=759)

不採択者(n=307)

機会があればぜひ活用したい

条件次第では活用したい

活用したいとは思わない
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【まとめ】 

事業化を推進していくために、金融等の支援も必須であるにもかかわらず、あまり

活用さ れていないのが現状である。こ の要因と し て民間金融機関への周知不足、イ ンセ

ンティ ブの不足等があるのではないかと 推察さ れる。また実際に審査する保証協会にも

周知が進んでいない可能性も ある。経営資源が不足し ている中小企業にと っ て保険法の

特例は非常に重要な支援であるため、積極的に活用さ れるよう 金融機関側にも 周知を進

める必要がある。  

 
 
 
（２）中小企業投資育成株式会社の特例 

【概要】中小企業が認定計画を実施するために増資するような場合には、資本金３

億円超であっても、中小企業投資育成株式会社が株式引受等を行いうるこ

ととする。（通常は資本金３億円以下の中小企業にしか投資できない。） 
  【実績】 

合計（Ｈ１８年６月～ 

Ｈ２３年９月） 

０件 

 
  【評価】 

①認知度 

支援内容まで認知しているのは、特定研究開発等計画の認定を受けた企業の

約１３％であった。また、名称のみを認知しているとの回答まで含めると、約

５９％であった。認知するきっかけとしては、「産業支援機関の広報活動を通

じて」が最も多かった。 
②利用者からの評価 

これまでに利用実績はない。 
③利用しなかった理由 

制度を利用しなかった企業が制度を利用しない理由については、「必要性が

なかった」約６７％、「応募・採択後の手続の煩雑さ」約９％が多くなってい

る。 
④今後の利用希望 

制度を利用しなかった企業に今後の利用希望を調査したところ、約７０％が

今後の機会や条件次第で利用したいと回答している。 
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【問】支援の認知度（中小企業投資育成株式会社の特例） 

 
 
 
 

 
【問】認知するきっかけ（中小企業投資育成株式会社の特例） 

 
 
 
 
 

 
【問】利用しなかった理由（中小企業投資育成株式会社の特例） 

 
 
 
 
 
 

 
【問】今後の利用希望（中小企業投資育成株式会社の特例） 

 
 
 
 
 
【まとめ】 

特例利用がないのは、 対象と なる中小企業が成長資金を 直接金融で調達し よう と い

う 意向が弱い現われであろ う 。成長志向の強い企業を選び出す仕組みにし ないと 、効果

は期待し にく い。  
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関連する交流会やセミナー、展示会イ
ベントを通じて知った
その他
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（３）特許料等の軽減 

【概要】中小企業が認定計画の成果を特許化する場合の費用を減免する。 
 審査請求手数料：半額 平均的なケースでは１特許出願あたり約２０万円 

 特許料    ：最初の６年間分を半額  平均的なケースでは１特許出願 

                                         あたり約５万円 

  【実績】 

 
 

 
  【評価】 

①認知度 

支援内容まで認知しているのは、特定研究開発等計画の認定を受けた企業の

約２９％であった。また、名称のみを認知しているとの回答まで含めると、約

６７％であった。認知するきっかけとしては、「産業支援機関の広報活動を通

じて」が最も多かった。 
②利用者からの評価 

制度を利用した企業の支援の効果に関する評価では、約９４％が効果があっ

たと評価している。 
③利用しなかった理由 

制度を利用しなかった企業が制度を利用しない理由については、「必要性が

なかった」約６６％、「活用するための条件を満たすことができなかった」約

１１％、「応募・採択後の手続の煩雑さ」約１０％が多くなっている。 
④今後の利用希望 

制度を利用しなかった企業に今後の利用希望を調査したところ、約８５％が

今後の機会や条件次第で利用したいと回答している。 
⑤利用者の意見 

「出願コストが下がって申請しやすくなった。」「経費負担が軽く済んだ。」

「調査費用の軽減ができた。」などの意見があった。 
 

【問】支援の認知度（特許料等の軽減） 

 
 
 
 
 

 

合計（Ｈ１８年６月～Ｈ２
３年９月）

２７件
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採択者(n=802)
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事業の取組内容まで知ってい
る

名称を聞いたことがあるが、取
組内容は知らない

名称も聞いたことがない（今回
初めて知った）
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【問】認知するきっかけ（特許料等の軽減） 
 
 
 
 

 
【問】利用による効果（特許料等の軽減） 

 
 
 
 

 
【問】利用しなかった理由（特許料等の軽減） 

 
 
 
 
 

 
【問】今後の利用希望（特許料等の軽減） 

 
 
 
 

 
【まとめ】 

利用者の９ 割以上が、 効果があっ たと 評価し ており 、 有効な制度と 思われる。  

他方、 利用実績は多いと は言えず、 認知度も 必ずし も 高いと は言えない。 各経済産

業局の窓口や都道府県の知財総合支援窓口を 通じ た周知方法の改善を 図るこ と が必要

である。  
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採択されるメリット以上にコストがかかる

活用するための条件を満たすことができなかった

応募・採択後の手続きが煩雑で対応できない

その他
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（４）日本政策金融公庫からの低利融資 

【概要】認定計画に必要な資金を優遇金利で借り入れられる。 
 貸付金利：特利③   貸付期間：設備資金２０年以内、運転資金原則５年以内 

  【実績】 

Ｈ１８ＦＹ Ｈ１９ＦＹ Ｈ２０ＦＹ Ｈ２１ＦＹ Ｈ２２ＦＹ Ｈ２３ＦＹ
合計（Ｈ１８月
６月～Ｈ２３年

９月）

８６件 １２５件 ８１件 ７０件 ８０件 ３３件 ４７５件

１３．６億 ２７．７億 １７．６億 ９．２億 ２０．７億 ４．６億 ９３．４億円

 

  【評価】 

①認知度 

支援内容まで認知しているのは、特定研究開発等計画の認定を受けた企業の

約３４％であった。また、名称のみを認知しているとの回答まで含めると、約

７６％であった。認知するきっかけとしては、「産業支援機関の広報活動を通

じて」が最も多かった。 
②利用者からの評価 

制度を利用した企業の支援の効果に関する評価では、約９７％が効果があっ

たと評価している。 
③利用しなかった理由 

制度を利用しなかった企業が制度を利用しない理由については、「必要性が

なかった」約６８％、「活用するための条件を満たすことができなかった」約

９％、「応募・採択後の手続の煩雑さ」約８％が多くなっている。 
④今後の利用希望 

制度を利用しなかった企業に今後の利用希望を調査したところ、約８２％が

今後の機会や条件次第で利用したいと回答している。 
⑤利用者の意見 

「設備の充実が計れた。」「顧客への PR ができた。」「リーマンショックの最

初の乗り切りができた。」「新しい事にチャレンジするための資金繰りに役立っ

た。」「新たな取引金融機関が増えた。」「開発資金調達により実験機を作り、実

行力を顧客にアピール出来た。」などの意見があった。 



 - 77 - 

 
【問】支援の認知度（日本政策金融公庫の低利融資） 

 
 
 
 

 
【問】認知するきっかけ（日本政策金融公庫の低利融資） 

 
 
 
 

 
 

【問】利用による効果（日本政策金融公庫の低利融資） 

 
 
 
 

 
【問】利用しなかった理由（日本政策金融公庫の低利融資） 

 
 
 
 
 

 
 

 

【問】今後の利用希望（日本政策金融公庫の低利融資） 
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【まとめ】 

金融支援について利用者の評価は高い。 資金繰り に苦慮する中小企業にと っ て、 資

金策と の一体と なっ た制度は、 有効である。 認知度も 、 金融等支援の中で最も 高い。 今

後の利用希望も 多いこ と から 、 周知方法等は適切ではないか。  

 
 

 

２．金融等支援制度全体としての評価 

  【評価】 

①低利融資制度以外の支援制度については、認知度は低い。 
②ただし、利用した者からの評価はいずれも高い。 
③利用が少ない理由については、ニーズがない、活用条件を満たせない、手続の

煩雑さを指摘する回答が多い。 
 

【まとめ】 
金融支援について利用者の評価は高い。 資金繰り に苦慮する中小企業にと っ て、 資

金策と の一体と なっ た制度は、 有効である。  

経営基盤がぜい弱では、 なかなか研究開発を手掛けて高度化する意識をも つこ と は

難し い。経営が比較的良い企業が、より 高度化を求めて研究開発制度に応募する場合が

多いので、 金融等の支援の実績が低いのではないか。  

また、 金融等支援については、 Ｐ Ｒ 不足や手続き の煩雑さ が懸念さ れている。 制度

全体をより 分かり やすく 説明する資料の提供、Ｐ Ｒ 活動を進めるこ と を期待し たい。都

道府県の産業支援機関の広報活動を通じ て認知し た割合が高いこ と から 、産業支援機関

と の連携を強化し 、 支援施策を周知するこ と が有効である。  

 
 
 
３．特定研究開発等計画の認定に対する評価 

  【評価】 

特定研究開発等計画の認定について、アンケート調査を実施したところ、以下の

回答を得た。 
①認定を受けた特定研究開発等計画の事業化について、採択者の約５割が効果を

得られたと回答。 
②研究開発を実践する上での資金調達の円滑化について、採択者の約６割が効果

を得られたと回答。 
③技術力の向上について、採択者の約７割が効果を得られたと回答。 
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④従業員のモチベーション向上について、採択者の約６割が効果があったと回答。 
⑤今後充実して欲しい支援策としては、研究開発に対する資金支援、研究開発成

果に対する事業化支援の回答が多い。 
⑥意見、要望としては、特定ものづくり基盤技術２０分野を広げる等の見直し、

販路開拓等の支援制度の充実化などがあった。 
 

【問】特定研究開発等計画の認定の効果 

 

  【認定を受けた特定研究開発等計画の事業化】 

 

 

 

 

 

【研究開発を実践する上での資金調達の円滑化】 

 

 

 

 

 

  【技術支援を受けることによる技術力の向上】 

 

 

 

 

 

  【従業員のモチベーション向上】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84

7

326

76

277

101

68

58

43

73

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

採択者(n=798)

不採択者(n=315)

十分に効果を得られた

ある程度、効果を得られた

どちらとも言えない

あまり効果を得られなかった

ほとんど効果を得られなかった

140

13

295

56

234

100

74

49

46

98

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

採択者(n=789)

不採択者(n=316)

十分に効果を得られた

ある程度、効果を得られた

どちらとも言えない

あまり効果を得られなかった

ほとんど効果を得られなかった

160 402

67

166

115

40

48 75

10

26

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

採択者(n=794)

不採択者(n=315)

十分に効果を得られた

ある程度、効果を得られた

どちらとも言えない

あまり効果を得られなかった

ほとんど効果を得られなかった

89

13

396

80

225

122

45

38 61

31

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

採択者(n=786)

不採択者(n=314)

十分に効果を得られた

ある程度、効果を得られた

どちらとも言えない

あまり効果を得られなかった

ほとんど効果を得られなかった



 - 80 - 

【問】今後充実して欲しい支援策（採択者・不採択者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問】ものづくり高度化法の支援施策に対する意見 

○技術の多様化で、多く の研究開発テーマが出てき ているが中小も のづく り 高度化法

で定義さ れない、 重要なテーマも 出てき ている。 こ のよう なテーマを 取り 上げら

れるよう に技術分類を 広げる等の見直し 、 または「 その他」 と いっ た技術分類を

作り 新たな技術を発掘するこ と も 必要。  

○特定も のづく り 基盤技術（ ２ ０ 分野） の選択肢（ 分野） をも っ と 多く し てほし い。 

○資金的な支援を厚く し てほし い。  

○中小規模の企業にと っ て、 応用商品の開発あるいは販路の開拓は、 かなり の困難と

負担が伴う 。 こ の点に関する支援制度の充実化を是非ご検討いただき たい。  

○中小企業の海外営業戦略支援（ 外国と の商取引、 法律、 語学、 海外展示会等への支

援） が欲し い。  

○既存の産業のみではなく 新し いベンチャ ー企業に対する支援を増やし て欲し い。中

小も のづく り 高度化法の支援がベンチャ ー支援の役割も 果たせれば、 新し い産業

発展に大き な転機になる。  
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【まとめ】 

【支援制度体系】 
ものづくり高度化法に基づく支援体系としては、国からの委託事業である研究開発支

援事業、及び政府系金融機関の信用保証の別枠化、低利融資等の金融等支援制度がある。

法に基づく支援体系について、現行の制度は適切と考えられる。特定研究開発等計画の

認定についても、研究後においても事業化や企業の向上に役立ったと評価しており、効

果が高いと考えられる。  
事業化を推進していくためには、委託事業に加え金融等の支援も必須である。日本

政策金融公庫及び商工中金による融資制度については、ある程度の認知度、利用実績が

上がっている。しかし、中小企業信用保険法の特例については、あまり活用されていな

いのが現状で、この要因として、民間金融機関への周知不足、インセンティブの不足等

があるのではないかと考えられる。また実際に審査する信用保証協会にも周知が進んで

いない可能性もある。いずれにしても、融資制度について、行政機関及び政府系金融機

関等において一層の周知を図るとともに、経営資源が不足している中小企業にとって保

険法の特例は非常に重要な支援であるため、積極的に活用されるよう金融機関側にも周

知を進める必要がある。 
金融等支援については、ＰＲ不足や手続きの煩雑さが懸念される。制度全体をより

分かりやすく説明する資料の提供、ＰＲ活動を進めることを期待したい。 
 

【特定ものづくり基盤技術】 
特定ものづくり高度技術の指定として、２０分野が選択されているが、従来型の分

野だけであり、境界領域、あるいは複合領域での技術を伸ばしにくい。当初１７分野か

ら変更はされているものの、横断的な分野を増やすべきである。 
国内産業における製造業の比重は長期的に低下傾向にあるうえ、昨今の円高で一段

と加速する恐れがある。「ものづくり基盤技術」の高度化の必要性は高く、事業規模に

ついて広く理解を求めるなら、最新の技術動向や、プロセスイノベーション、ものづく

りとサービスの融合モデルといった概念を制度に積極果敢に反映していく必要がある

と考える。 
 
＜＜主な論点＞＞ 

◇支援制度の枠組みは、ものづくり基盤技術の高度化を促進する目的に照らして適切か。 
◇研究開発制度と比較して、金融等支援の実績が低いが、理由は何か。 
・制度の使い勝手が悪い、条件が悪いと言うことはないか。 
・PR 不足ではないか。PR の仕方によっては、今後利用が伸びていく可能性はないか。 
◇金融等支援制度は、委託費と車の両輪の関係であり、より有効に活用されるよう、周

知を図っていくべきではないか。 
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◇特定ものづくり基盤技術２０分野は、現在の経済社会状況、技術動向、政府方針に照

らして適切か。成長分野、波及効果が期待できる分野が抜けている可能性や、高度

化目標等の内容に陳腐化したものや、不十分な点等はないか。 
◇産業構造の変化を反映させるため、「ものづくり基盤技術振興基本法」で指定されて

いる２６技術自体の見直しについて検討の必要はないか。 
 
【肯定的意見】 

○ 金融支援について利用者の評価は高い。 
○ 今後、本事業を継続・発展させることが重要である。量産型の基盤技術において

は、海外への技術移転に協力することが、日本の「大企業等のメーカー」の競争

力維持に必要であるが、その結果、中小ものづくり企業が存続基盤を失う可能性

も高い。この厳しい経済環境下で、日本国内にものづくりの基盤技術を有する中

小企業がなくなれば、将来、円高水準が是正され、円安に振れたときにも、日本

のものづくり企業が消滅していれば、ものづくりを基盤とした日本経済の再生は

実現できない。そこで、中小ものづくり企業が自立化して生き残る道を支援する

必要がある。中小ものづくり企業の生き残り策として、自立化を実現するために

は、基盤技術の高度化を図り、比較的市場規模は小さくても、国内に立地できる

企業を積極的に支援するべきである。そこで、今後、本事業を継続・発展させる

ことが重要である。 
○ 資金繰りに苦慮する中小企業にとって、資金策との一体となった制度は、有効で

ある。 
○ 特許の支援や融資については、利用者の９割以上が、効果があったと評価してい

ることから、有効な制度と思われる。 
○ 特定研究開発等計画の認定についても、研究後においても事業化や企業の向上に

役立ったと評価しており、効果が高いと思われる。 
 
【問題点・改善すべき点】 

 （再掲）特定ものづくり高度技術の指定として、２０分野が選択されているが、

従来型の分野だけであり、境界領域、あるいは複合領域での技術を伸ばしにくい。

当初１７分野から変更はされているものの、横断的な分野を増やすべきである。 
 中小企業投資育成の特例利用がないのは、対象となる中小企業が成長資金を直接

金融で調達しようという意向が弱い現われであろう。成長志向の強い企業を選び

出す仕組みにしないと、効果は期待しにくい。 
 （再掲）国内産業における製造業の比重は長期的に低下傾向にあるうえ、昨今の

円高で一段と加速する恐れがある。「ものづくり基盤技術」の高度化の必要性は高

く認めつつも、相当に達している本制度の事業規模について広く理解を求めるな
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ら、最新の技術動向や、プロセスイノベーション、ものづくりとサービスの融合

モデルといった概念を制度に積極果敢に反映していく必要があると考える。 
いわゆるベンチャー企業を視野に入れた「尖がった」支援にしないと、既存産業

の「延命的な保護施策」の１つと受け取られかねない。支援対象も広げる部分と

絞り込む部分の両方を検討すべきであり、「中小ものづくり」全般の支援策から脱

皮しないと、事業仕分け等の議論では生き残れないのではないか。 
 事業化を推進していくためには、委託事業に加え金融等の支援も必須。しかし、

中小企業信用保険法の特例を含め、あまり活用されていないのが現状である。こ

の要因として民間金融機関への周知不足、インセンティブの不足等があるのでは

ないかと推察される。また実際に審査する保証協会にも周知が進んでいない可能

性もある。経営資源が不足している中小企業にとって保険法の特例は非常に重要

な支援であるため、積極的に活用されるよう金融機関側にも周知を進めるように

していただきたい。 
 運用面では制度の見直しが必要 

基本的には、新製品開発を支援する制度の強化も必要であることから、これ

を別な枠組みで一定規模の設ける必要がある。そのうえで、本事業による支援

を、基盤技術の高度化において、３段階に分けて支援することを提案する。 
①短期的に成果が見込める基盤技術の支援 

現在の既存技術の生産性向上や品質改善で短期的に効果を出す基盤技術へ

の支援（基盤技術の国内での競争力強化で延命を図る） 
②３～５年程度の中期で事業化が見込める基盤技術の高度化に対する研究開

発を支援 
現在の本事業の中心となっているものの支援を継続する。 

③ハイリスクであるが成功すれば市場を一気に制する可能性がある基盤技術

の研究開発を支援 
リスクは高いが、オンリーワンを目指せるような基盤技術で、市場に革新

を起こす可能性がある基盤技術の支援に一定割合資金配分して支援を強化す

る。 
 経営基盤がぜい弱では、なかなか研究開発を手掛けて高度化する意識をもつこと

は難しい。経営が比較的良い企業が、より高度化を求めて研究開発制度に応募す

る場合が多いので、金融等の支援の実績が低いのではないか。 
 良い技術は持っているが、経営基盤がぜい弱な企業が、研究開発にトライできる

仕組みとは言え、金融保証だけなく、研究開発後の製品化、事業化、マーケティ

ングまでもフォローできる仕組みも用意しておく必要がある。これらには、デザ

イン、設計、製造設備・工程、製品評価、市場、規格への適合性なども含まれる。 
 金融等支援については、ＰＲ不足や手続きの煩雑さが懸念されている。制度全体
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をより分かりやすく説明する資料の提供、ＰＲ活動を進めることを期待したい。 
 制度開始から５年が経過し、実態は変わってきている中で、サポーティングイン

ダストリーと言われているものは現行のものづくり基本法の２６分野でいいのか

どうかというのは、必要なら法律改正してでも考えなければいけない。 
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第４章 評点法による評点結果 

 

 

「戦略的基盤技術高度化支援事業」に係る研究開発制度評価の実施に併せて、以

下に基づき、本評価検討会委員による「評点法による評価」を実施した。その結果

は「３．評点結果」のとおりである。 

 

１．趣 旨 
 

評点法による評価については、産業技術審議会評価部会の下で平成 11 年度に評

価を行った研究開発事業（39 プロジェクト）について「試行」を行い、本格的導入

の是非について評価部会において検討を行ってきたところである。その結果、第 9

回評価部会（平成 12 年 5 月 12 日開催）において、評価手法としての評点法につい

て、 

 (1)数値での提示は評価結果の全体的傾向の把握に有効である、 

 (2)個々のプロジェクト毎に評価者は異なっても相対評価はある程度可能である、 

との判断がなされ、これを受けて今後のプロジェクト評価において評点法による評

価を行っていくことが確認されている。 

 また、平成 21 年 3 月 31 日に改定された「経済産業省技術評価指針」においても、

プロジェクト評価の実施に当たって、評点法の活用による評価の定量化を行うこと

が規定されている。 

これらを踏まえ、研究開発制度の中間・事後評価においては、 

 (1)評価結果をできる限りわかりやすく提示すること、 

 (2)研究開発制度の相対評価がある程度可能となるようにすること、 

を目的として、評価委員全員による評点法による評価を実施することとする。 

  本評点法は、各評価委員の概括的な判断に基づき点数による評価を行うもので、

評価報告書を取りまとめる際の議論の参考に供するとともに、それ自体評価報告書

を補足する資料とする。 
 

２．評価方法 
 

・各項目ごとに４段階（Ａ(優)、Ｂ(良)、Ｃ(可)、Ｄ(不可)<ａ，ｂ，ｃ，ｄも同

様>）で評価する。 

・４段階はそれぞれ、Ａ(ａ)＝３点、Ｂ(ｂ)＝２点、Ｃ(ｃ)＝１点、Ｄ(ｄ)＝０

点に該当する。 

・評価シートの記入に際しては、評価シートの《判定基準》に示された基準を参

照し、該当と思われる段階に○を付ける。 

・大項目（Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ）及び小項目（ａ，ｂ，ｃ，ｄ）は、それぞれ別に評

点を付ける。 

・総合評価は、各項目の評点とは別に、研究開発制度全体に総合点を付ける。   
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３．評点結果 
 

評点法における評価結果  

戦略的基盤技術高度化支援事業 

 

評  価  項  目 平 均 点 標準偏差

１．目的及び政策的位置付けの妥当性 3.00 0.00

２．目標の妥当性 2.33 0.52

３．成果、目標の達成度の妥当性 2.83 0.41

４．事業化、波及効果についての妥当性 2.17 0.41

５．ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･体制･資金･費用対効果等の妥当性 2.17 0.41

６．総合評価 2.83 0.41
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