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研究開発資金へのチャレンジ 
             ～提案シナリオはこうして考えよう～ 

 

独立行政法人 中小企業基盤整備機構 中国本部 

経営支援部 チーフアドバイザー 山本 茂之 

 

★ 良い評価を受ける提案とは 

 中小機構中国本部では、中小企業の皆様が、新たな製品や技術の開発を行うにあたり、

サポイン事業等の研究開発補助金や、ものづくり補助金等の公的資金を活用する際の提

案内容のブラッシュアップ支援を、窓口相談や電話相談等を通じて行っています。 

 また、中国地域の産業支援機関等からの要請に応じて、各地でのセミナーを通して、

提案内容のシナリオづくりの支援も行っています。 

ここでは、そのセミナーでお話ししているシナリオづくりのポイントをかいつまんで

説明したいと思います。 

逆解析、あるいは逆問題を解く、という学問分野があります（図 1）。逆解析とは、

一見複雑そうに見える現象の中から、ある種の規則性を見出す手法のことです。別の言

い方では、結果から原因を推測する手法とも言え

ます。これとは反対に、原因があって結果が出て

くるのが順解析です。例えば、「風邪をひくとど

んな症状が出ますか」が順解析です。「セキがひ

どい人がいるが、その病名は何だろう」が逆解析

です。臨床のお医者さんは、いつも逆問題を解い

ている訳です。「犯人は誰だ」の刑事の仕事も逆

解析です。 

これまで、多くの課題提案や提案前の案件を聞く機会がありました。その中から何百

件かが採択になって、実際に研究開発を行ってきたのを見てきたのですが、研究開発の

多くの提案課題の中から、『優れたものと評価される案件に共通な性質とは何か』とい

う、ある種の逆問題について興味を持って来ました。 

この良い評価を受ける提案とは、「こんな筋書きを持って提案されていますよ」とい

う経験から得た逆問題の答えについて、セミナーや相談でお話ししています。 

 

★ セミナーで使うレジメ 

セミナーでは、図 2のようなレジメに沿って、話を進めています。このうち、下線を

引いている赤い文字で表示した四つの項目が、提案のシナリオの骨格部分です。この四

つが一番大事ですので、以下にその要点を記します。 

tweet！アドバイザー 

Q: マンホールは何故円い？ 

Q: コインは何故円い？ 

Q: 良い評価を受ける提案とは？ 

 

  図 1. 逆解析と順解析  
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●提案する技術の世界は

こんな世界 

最初に、『提案する技術

の世界はこんな世界』を

示すことが一番大事です

（図 3）。話の切り出しは

これです。 

この世界の中には今ま

ではこんな技術がある、

と何かのキーワードで一

括りにできる A という確

立された技術があるはず

です。もう一つの別のキ

ーワードで括れる B とい

う技術があって、これと

競合している、こんな図

式になっています。既存

の競合技術が二例ほどあ

ると良いです。ここに新

たに C を提案する、とこ

うなる訳です。提案する

技術は、これらの中に含

まれないものほど新規性

があるということです。 

この世界の設定が最も

重要です。広すぎてもいけないし、狭すぎてもいけない、適度な大きさが大事です。こ

こで提案者の提案センスがわかります。 

応募様式では、『研究開発の背景』とか、『当該分野における研究開発動向』となって

いるところに、この「こんな世界です」の

話を書けば良いでしょう。 

また、制度によっては応募様式に、『従

来技術と新技術』といった項目があります

が、これも『提案する技術の世界はこんな

世界』と関連付けて考えると良いでしょう。 

しかし、各論から始める方が結構多いの

が現実です。図で言えば、いきなり Cを説

明し始めるのです。これはいけません。一

方で、もっと上位概念のレベルから始める

図 2. セミナーで使うレジメ 

図 3. 提案する技術の世界 
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方もおられます。ものすごく大きな世界を設定している訳です。「余りに大き過ぎて、

いつになったら本論に入るのかな」と、聞いていて心配になって来る場合もあります。

提案する技術の世界の設定は、適度なレベル、適度な大きさが大事ということです。 
 

●なぜ出来るようになるのだろう 

どんな研究開発の提案を見ても、今まで出来ないこと、出来なかったことを出来るよ

うにするというストーリーになっています。この一言に尽きます。安く出来るようにな

る、というのもインパクトは強くないですが、もちろん入ります。 

この時、聞いている相手は、「今まで誰も出来なかったのに、あなた達が何故出来る

ようになるのですか」という素朴な疑問を必ず持ちます。この疑問に対して、「自分達

だけがこれを持っているから」とか、「自分達だけがこれを知っているから」とか、他

の人には出来ない何がしかのエビデンス（証拠）を示さなければいけません。 

新規性のある技術、独創性のある技術とか、アイデアと言われるものが、正にこれに

該当します。「これを自分たちだけが持っているから」とか、「自分たちだけが知ってい

るから」こそ不可能なことが可能になる、という筋書きです。 

これは、知的財産として独占性を確保している、学術論文等で権威化を確保してある

ほど説得力があります。つまり、提案に関連した特許や論文等のエビデンスがあるほど、

その優位性が高いということです。 

その特許も、つい最近出願したとか、公開されたばかりの、いわゆる旬な特許は、効

果があります。一方、権利化された特許で、出願してからもう数年が経っているような

特許の場合は逆効果です。学術論文についても全く同じです。 

 

●事前の取組とこれから取り組むこと 

アイデアを思いついてから実用化す 

るまでに、取り組まないといけないこ 

とが 10 あるとすれば、事前の取組で 2 

～3程度は既に取り組んでいるはずで 

す（図 4）。 

その事前の取組の中で、ある種の成 

功見通しを得て、残りの 7～8に取り組 

むことによって目標を達成するという 

のが、研究開発の提案のストーリーで 

す。「7～8に本格的に取り組むために、 

研究開発資金を援助して下さい」となる訳です。 

この事前の取組があるということが、とても大事なことです。 
今まで取り組んで来たことと、これから取り組むことを、明確に仕分けなければいけ

ません。実際には、両者がゴチャ混ぜになっている提案が実に多いのです。既にやった

ことなのか、まだこれからやることなのか、ここをはっきり分けて説明して欲しいです。 

 

 

図 4. 発想から目標達成に至るまでの時系列 

2～3 7～8 

10 

提案 目標達成 
発想 
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ゴチャ混ぜになっていると、提案書を読んでいる人やプレゼンを聞いている人の大部

分は、既に取組がほとんど終わっているなと思うのです。要するに、提案者が図 4の●

印の位置ではなく、×印の位置で提案しているように見える、ということです。 

これからの取組を説明するところで、生データやグラフを多く使って説明されるパタ

ーンをよく見かけます。これらのデータやグラフは、まさにこれまでの取組の成果なの

ですから、これからの取組のところでそのまま使ってはいけません。それらのデータか

ら導き出される、他の人達が知らない自分達だけが知っている知見として、一般化した

形にまとめたもので示さなければいけません。 

学術論文は研究者の血と汗の結晶ですが、これは今までの話で言えば取り組んで来た

ことの、まさに集大成です。要するに、やって来た過去のまとめです。それに対して、

研究開発の提案は将来の話です。過去の話と将来の話、ここが違います。 

事前の取組はどんな資金でやったのか、ということがありますが、当然ながら、内部

資金もあり得るし、外部資金もあり得ます。どんな資金を使ったかは、さほど重要では

ありません。事前の取組があったということを主張できれば良いのです。 

事前の取組の内容は冗長にならないよう、簡潔・明瞭に記載することが必要です。量

的にも 2～3 の分量に留めるのが適切です。この部分の結論は、「○○の見通しを得た。」

とか、「○○を見出した。」が相応しい表現です。これをお勧めいたします。 

筋書きとしてもっと光るのは、この事前の取組

の中で、「これを自分たちだけが持っている」とか、

「自分たちだけが知っている」ことをエビデンス

として持つに至った、ということが言えればグッ

と良くなります。 

要するに、「小さな実績・小さな踏み台をもとに

して、大きく発展しそうだ」と思ってもらうよう

にすることが大事なのです。 

事前の取組がない方は、ここの部分が書けない

ので、今直ぐにでも自己資金で取組を行って、小

さな実績を作らなければいけません。 

 

●こんなことが難しそう 

本格的な取組を始める前の段階、すなわち提案

の段階で（図 4の●印の位置）、解決するのに困難

が予想される問題とポイントを事前につかんでい

ることが大事です。日本語では、これを課題と表

現します。その課題を克服すれば、最終目標が達

成できるという、そのような課題です。 

その課題は三つまで（図 5）。まさに、『大事な

事は三つまで』です。多すぎると、課題がクリア

●課題 1：○○○○ 

 ・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・ 

解決手法（解決のアプローチ） 

 ・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・ 

●課題 2：△△△△ 

 ・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・ 

解決手法（解決のアプローチ） 

 ・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・ 

●課題 3：□□□□ 

 ・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・ 

解決手法（解決のアプローチ） 

 ・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・ 

図 5. 三つの課題の設定 
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できそうにないと思われ、逆効果になります。課題が一つまたは二つだと、「簡単に解

決出来そう」ということになり、大した提案ではないと思われます。『課題が三つある

こと』が一番良い設定だと思います。 

「課題が多くて、どうしても三つになりません」との意見をしばしば耳にします。そ

のような時は、「そのうちのいくつかをサブテーマに位置付けることは出来ませんか」

とアドバイスしています。どうしても課題として設定したいなら、サブテーマに設定し、

メインテーマはあくまで三つに抑える、このような工夫をしていただきたいと思います。

しかし、サブテーマが多く混在していると、提案書を読んでいる人、聞いている人の頭

の中は、最後までスッキリしていないでしょう。 

その三つの課題を、自分達だけが知っている知見を駆使して、このように解決してい

きます、という解決のアプローチ（道筋）を説明する訳です。応募様式では『解決方法』

とか『解決手段』となっているところがこれに当てはまります。量的にも、7～8 の分

量を記載しないといけません。この部分が、まさに研究開発の提案の本丸です。 

 

★ こんなことに注意を 

ここからは、提案書記載の上で注意しなければいけないポイントをかいつまんで説明

したいと思います。 

提案の説得力を上げるにはどうしたら良いか。一番の方法は、文章の中にポンチ絵を

挿入することです。絵のほうが文章よりもはるかに説得力があります。ポンチ絵は本文

中では何百字にもなる説明文のエッセンスを表現したものになっていなければいけま

せん（図 6）。大きさは 1ページの 1/3～1/4 程度の大きさで入れるのが効果的です。 

しかし、1ページ全体が絵というのは逆効果です。文章と絵が違うページにあると、評

① 中空軸サーボモータ 

② モータ出力軸 

③ 緩衝装置 

④ 連結軸 

⑤ ネジナット 

⑥ スプラインナット 

⑦ 駆動軸 

(ネジ軸/スプライン軸) 

⑧ プランジャ 

◆日本・米国・韓国・中国で 

特許を取得した基本技術 

内歯ギア（右図上部分）と 

外歯ギア（同図下部分）を、 

噛み合わせて設置 

→部品等の膨張伸縮を吸収 

① ② ⑦   ⑤    ④    ③ 

⑥（軸の回転抑制） 

シリンダ 

⑧ 

図 6. ポンチ絵の例 
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価者はページをめくって、絵と文章を比べながら理解するのが面倒になって来ます。そ

れに、そもそも 1ページも使うような絵はポンチ絵ではなく、情報過多としか言いよう

がありません。そんな理由で、文章と絵が同じページに来るように、大きさは 1ページ

の 1/3～1/4 程度にして、文章中の最も適した位置に絵を配置するということになる訳

です。 

逆に、いけない例を、いくつかお話しします。 

製図図面や製作図面をそのまま付けてあるのは、逆効果です。手抜きをしていると思

われるだけです。この提案のための新たな立体的な表示のわかりやすい図面、つまりポ

ンチ絵的なものを作らなくてはいけません。そもそも、製図図面や製作図面を見ると、

取組がかなり進んでいるなと思われてしまうので、これらは付けないほうが良いです。 

特許明細書の図面をそのまま掲載するのも良くありません。特許明細書とは別の、提

案用のポンチ絵を描いて欲しいのです。 

写真を付けるのも、逆効果です。写真はまさに過去の取組の証拠品です。写真はこれ

までにやったことと、これからやることとをはっきりさせなくする元凶になります。ど

うしても写真を入れたいのなら、事前の取組のところに、ひっそりと入れるようにお願

いいたします。研究開発の提案書では、これからやることをメインにして書く訳ですか

ら、写真は威張ってはいけないのです。 

最後になりますが、タイトルはとても重要です。自分の子供の名前を考える時のよう

に、ネーミングは時間をかけて、じっくりと考えていただきたいと思います。 

つけないほうが良いタイトルとして二例紹介します。一つは「○○（法）による××

の研究」、これともう一つ「X と Y」のように、<と>で結ばれたものです。例えば、「○

○技術の開発と××への応用」です。この二つは、結構多く見かけます。前者は、○○

の手法を採ったことを強調しているのでしょうが、新規性が薄く感じられてしまうので

す。後者の「X と Y」というネーミングはやろうとすることが沢山あって、ターゲット

がぼやけてしまいます。あれもこれも狙った提案は、結局どちらかが実現しないことが

多いのです。 

では、「どんなタイトルがお勧めですか」になりますが、『○○を可能とする××の実

用化開発』、あるいは『○○を実現する××の実用化開発』をお勧めします（図 7）。○

○と××は、上記したように、出来ない

ことが出来るようになる、このことと関

連するキーワードを使えば、タイトルを

見ただけで、研究によって何が実現する

のかが、容易に理解してもらえます。 

なお、ものづくり・商業・サービス革新補助金や創業・第二創業促進補助金について、

中小企業庁が小規模事業者・創業希望者を対象として「補助金申請サポート」（平成２

６年度補正予算事業）を行っていますので、こちらもご利用ください。 

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shokibo/2015/150309shokibo.htm 
 

提案タイトル 

「○○を実現する××の実用化開発」 

図 7. 提案タイトルはこのように 

 

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shokibo/2015/150309shokibo.htm
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