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研究開発プロジェクトの投資意思決定に関する研究
シックスシグマ・研究開発プロジェクトにおけるアーリーステージでの技術価値評価

岩 本 真 一
Ⅰ

研究の背景

1．研究開発を取り巻く環境の変化と新たな課題
研究開発に関する課題に関して、IMD（経営開発国際研究所）の「国際競争力ランキ
ング」が参考にされる。2005 年度の発表では、日本は 21 位と上位の国々に追いつけない
状況が続いている 1。分野ごとに見れば、
「ビジネスの効率性」が 37 位、
「産学間技術移
転」は 29 位、また「国内特許登録件数」では 1 位と、技術力自体は高いが、それを活か
しきれていない傾向にある。つまり、企業レベルで言えば、技術が事業に結びついていな
いのが現状である 。
具体的には、上場ならびに店頭公開の製造企業の経営企画、研究開発担当を調査対象に
した調査において、
「研究開発成果である技術が製品化されていないことがある」と回答
した約 8 割のうち、およそ半数がこれを「深刻な課題」と回答している。これらの企業で
は、
「死の谷」
（研究開発段階で技術が開発されても、事業化の途中でプロジェクトが頓挫
し、技術が埋没してしまう）と呼ばれる現象が起きており、この原因についての調査で
は、回答頻度の高い順に「ビジネスの抽出や需要（市場）のコンセプト化の問題」
、
「人材
面の問題（リーダーシップ不足）
」
、
「内部の組織間連携の問題」が原因と回答されている 2。
このような中、政府は、科学技術基本法の公布・施行（1995 年）
、大学等技術移転促進
法（1998 年）
、産業活力再生特別処置法（1999 年）
、また、2002 年 2 月には、高い技術力
を活かすことを目的に、知的財産戦略会議を設置することを決定、同 7 月には知的財産戦
略大綱を発表、さらに、知的財産基本法（2003 年）を施行し、同時に知的財産本部を設
置するなど、産学官の連携により経済を成長に向ける施策を打ち出している。
企業に関して、その歴史を繙けば、戦前からの安かろう、悪かろうの製品を生産して
1		 文部科学省中央教育審議会 大学分科会（第 53 回）「我が国の大学の競争力強化と国際展開に関連す
る参考資料」議事次第［資料 8］（2）IMD による国際競争力ランキングを参考にした。
2		 「デズバレー現象と産業再生」，三菱総合研究所，2003 年 1 月，（http://www.mri.co.jp/PRESS/2003/
pr03012300.html）より。
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いた状況を、石川（1981）の「日本的品質管理は経営の一つの思想革命であり、経営の
新しい考え方、見方を示すものである」に代表されるように QC（Quality Control）によ
り打破してきた。60 年代に入ると、顧客の声を反映する新製品の開発を目的とした QFD
（Quality Function Deployment：品質機能展開）が試行され、狩野ら（1984）の品質定義 3
を設計品質へ展開することが行われていった（赤尾（1990））。また、田口による品質工学
が発展し（例えばタグチメソッド）
、
「made in Japan」は高品質のブランドとなり、低コ
ストで高品質を実現してきたのである。
さらに、近年に見られる製品ライフサイクルの短縮化と多様化という新たな課題に対
しても、企業の研究開発現場では、例えば、顧客要求を製品へ具体的に展開する QFD を
はじめ、発明技法である TRIZ4、外部資源を活用する C&D5（Connect & Develop）、こ
れらの手法と早期事業化を目的としたシックスシグマとの融合など（Johnson（2002）
、
Smith（2001）
、Hipple（2005）他）
、既存製品やその延長上にある製品の将来を予測する
手法、または、不連続な発展を予測する探索的予測手法を駆使し、従来のカイゼン活動と
両立させながら、対応しはじめているかにみえる。
しかしながら、このような死の谷に対応した多種多様な研究開発が行われるようになっ
た反面、企業は研究開発行為における財務上の評価軸の構築という新たな課題に直面して
いる。
より具体的には、企業は、変化の激しいビジネス環境へ対応するために、出来るだけ多
くの研究開発案件を実施し備えなければならないが、そうすると、投入する資源が肥大化
してしまい、投資効果が低くなってしまう。逆に、少しの改良を施した案件ばかりでは、
変化の激しいビジネス環境に対応できない。このようなことから、企業は、研究開発の初
期段階で価値評価を行い、研究開発案件を精査し、資源の効率化を図ることを求めるよう
になってきたのである。
この試みについては、種々の価値評価アプローチが開発されているが、決定版といえる
モデルは開発されていないのが現状である。この理由として、伊藤（2006）は、①無形資
産が「同時・多重利用」が可能である、②無形資産が生み出す便益について「不確実性が
高い」、③無形資産の「市場」が存在しないなど、無形資産の価値評価の困難さを示して
いる。
以上のことから、企業の視点からは、多種多様な研究開発を行いつつも、「不確実性が
高い」
「市場が存在しない」などの特長を持つ研究開発行為において、その価値評価の困
3		 新製品開発に重点を置く企業と同じ考え方に立脚し、①魅力的品質要素、②一元的品質要素及び、③
当たり前品質要素を示している。
4		 ゲンリッヒ・アルトシュラーとその弟子たちが開発した特許をベースにした発明技法の総称。
5		 研究、技術情報のサーチではなく、ある技術課題に関して、数千〜数万人の技術者コミュニティ
を利用し、技術課題を解決していくというシステム。P&G や 3M で効果が認められている（Huston,
Sakkab（2006））。
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難性を克服した研究開発マネジメントを構築することが求められていると言ってよい。

2．X 社（電機業界）の課題と研究の目的
こういった状況に対して、X 社では、1998 年にシックスシグマを導入し、シックスシ
グマを取り入れたマネジメントにより、従来のカイゼン活動と研究開発活動を統合的にマ
ネジメントすることを試みているものの、研究開発分野においては、①特許出願数は増加
傾向にあるが、売上高が横ばいに推移している、②新製品生産開始の目安である設備投資
額が年々減少傾向にある、など、研究開発における成果が製品に結びつきにくくなってい
るのが現状である。
より具体的には、X 社の近年の活動を概観するために、1998 年から 2006 年に実施され
たシックスシグマプロジェクトを分析したところ、プロジェクトの中止率に違いが表れ
ていた。従来のカイゼン活動に類似する取り組みでは、プロジェクトの中止率が約 5.2％
であるのに対し、研究開発に関するプロジェクトでは、約 22％に及んでいた。研究開発
に関するプロジェクトでの中止理由に着目したところ、商品コンセプトが定まらない、
顧客要求変更（特に企業間取引にて）
、及び事業の撤退など、不確実性の対応が理由とな
るケースが約 75％に及び、中止したすべてのプロジェクトは、プロジェクトのアーリー
フェーズで中止を決定していたのである 6。
これは、プロジェクトを進める意思決定手段を有していなかったことが考えられる。
一般に、X 社の研究開発は、応用研究が多く、成果物の上市までの期間は、基礎研究の
5 〜 10 年程度に比べ短く、事業部門との共同である場合 1 〜 2 年であることも少なくな
い。そのような背景からか、事業部門の設計開発部門が算出するコストアプローチで研究
成果を測定してしまうことが多い。また、シックスシグマにおける財務効果の算出も基本
的にはコストアプローチであるため、種々の商品コンセプトや顧客要求に対応した技術へ
の評価は一様で、プロジェクトを進めていく意思決定手段には成りえなかったのである。
従って、X 社のケースから言えることは、研究開発プロジェクトにおいて、新たな財務
的視点が必要である、ということである。具体的には、そのマネジメントは、不確実性に
対応するプロジェクト価値評価を考慮した研究開発マネジメントであり、その構築が本論
の目的である。

6		 研究開発部門の構成員が、研究開発行為を行なう以前、もしくは着手して間もなくの時期。
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既存研究

1．シックスシグマの導入背景
X 社はシックスシグマを導入する以前から、原価低減活動や品質改善活動など、伝統
的な製造業が推進する活動を全社活動として展開していたが、それらの活動の形骸化が進
んでいたこと、顧客満足の視点を再度確認すること、及び従来の改善活動と親和性が高い
こと、との理由からシックスシグマを選択し、業務の効率向上を推進する目的で導入され
た。経営状況の背景には、90 年代初めから徐々に上昇する売上高原価率が利益を圧迫し
始めていたことも要因である。

2．シックスシグマの概要
シックスシグマは、1980 年代初めにモトローラにより開発され、GE が 98 年度のアニュ
アルレポートでシックスシグマの効果を公表して以来、多くの企業が導入していった経
営手法である。シックスシグマのシグマは統計学上の v（標準偏差）であり、6v（シッ
クスシグマ）とは、バラツキが極めて小さく、製品・サービスの欠陥の発生確率が 3.4 ／
100 万回であることを意味している。運営はクロスファンクショナルなプロジェクト方式
でブラックベルトと呼ばれるプロジェクトリーダーを中心に運営される。
以下はシックスシグマの具体的なプロセスである 7。
プ ロ セ ス は 5 段 階 あ り、 定 義（Define）
、 測 定（Measure）、 分 析（Analyze）、 改 善
（Improve）及び管理（Control）である。
D フェーズ（Define フェーズ）では、事業や企業にとって重要な問題、顧客の要求
により、目標を設定する。M フェーズで、プロジェクトの推進者であるブラックベル
トは、そのプロセスにおける着目すべき品質を特定し、当該プロセスの短期的、長期的
なプロセスの能力を推定する。A フェーズにおいて、鍵となるプロダクトの性能指標を
ベンチマークし、最も良い性能への説明因子を抽出する。I フェーズでは、改善された
性能、効果から特性を規定する、いわゆる最適化である。そして、C フェーズで、SPC
（Statistical Process Control：統計的工程管理）を用い、改善された要因の維持管理を行
なう。それぞれの頭文字をとって、DMAIC モデルと呼ばれている。
プロジェクトの管理指標は「メトリック」と呼ばれるパフォーマンスを測る尺度が用い
られ、例えば、機械稼働率を向上させる際に、副作用と考えられる不良率が上昇しないよ
うになど、通常 2 つのメトリックが設定、管理される。

7		 Harry（1998）、Harry, Schroeder（1999）、Harry, Crawford（2005）参照。COPQ に関しては、de
Feo, Bar-El（2002）参照。
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プロジェクトの財務指標には COPQ（=Cost Of Poor Quality）とよばれる指標が用い
られる。COPQ は欠陥により発生するコストの総称で、廃棄、リワークなどの「目に見
えるコスト」に加え、廃棄、リワークなどにより発生する設計変更、計画変更などの「目
に見えないコスト」にも着目し、特に、「目に見えないコスト」の方が大きく、これらを
合算した COPQ は経営に大きな影響を与えると考えられている。
3.4/100 万回のエラー率が注目を浴びているが、近年では、顧客のウォンツ、ニーズに
焦点をあてた顧客価値をプロジェクトの中心的考え方に据える傾向にある。

3．研究開発の価値評価手法
研究開発の価値評価において、代表的な方法には DCF 法がある。この方法に関して、
① NPV は意思決定に関するフレキシビリティを考慮していない（Copeland, Antikarnov
（2001））、②状況の変化という要因に関わらず、事前に決定した計画をそのまま遂行する
仮定に立っている（Luehrman（1998）
）、③事業投資は事実上不可逆である故、暗黙のう
ちに可逆性を有する NPV では限界を有する（新井（2001）
）など、手法の限界や柔軟性
を考慮できない指摘が散見される。
こういった状況を反映し、研究開発活動の価値評価手法は、DCF 法から、デシジョン
ツリー分析、モンテカルロ法、そしてリアルオプション法など、柔軟性やリスクを含んだ
手法に発展している（Boer（2002）
）
。
山本，刈谷（2001）は、これらの価値評価手法について、図 1 に示すように、リスクと
産業種別で関係を示している。

リアルオプ
ション法

事
業
リ
ス
ク

デシジョン・ツ
リー・アナリシス
モンテカルロ
DCF 法

電力・ガス
天然資源採掘
インフラ型

シナリオ法
DCF 法
医薬開発／情報技術

単純 DCF 法
成熟産業・規制産業

図1

事業のリスクと事業価値評価方法の関係

（出所）山本大輔，刈谷武昭，
『入門リアル・オプション─新しい企業価値評価の技術』，
東洋経済新報社，2001，p. 71

図表 3 ─ 9 を参考に作成。
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リスクや不確実性は産業種のみで一意的に決定するものではないが、企業は、こういっ
た事業の不確実性と評価手法を参考に、研究開発プロジェクト毎の状況を概観しながら
（オプションの有無や不確実性の大きさなど）
、価値評価手法を決定しなければならないこ
とがわかる。
次章では、具体的なビジネスケースを用いて、X 社での電池開発における投資意思決定
を検証する。

Ⅲ

実証研究

1．電池開発におけるビジネスケース概要
本論で考察するケースは X 社の新型電池開発に伴うものである。電池の機能発達は、
電池が使用される周辺アプリケーションに依存し、主に顧客要求として多いのが長寿命化
に関するものである。
そもそも、電池は IEC（国際電気標準会議：International Electrotechnical Commission）
や JIS で定められた工業製品が多く、その規格には使用する素材、及び電圧等が規定され
ている。酸化還元反応を利用する化学系の電池では、電圧が主にイオン化傾向により決定
されてしまうため、新たな素材を用いる電池は、電圧の変化により、従来の規格を外れて
しまい、アプリケーションの中には正常に作動しない機器もあり、慎重を要する開発であ
る。
本論の X 社のケースでは、長寿命を要求する顧客に対し、従来の電池の延長上の開
発、また上記のリスクを背負うことになるが、新たな素材を使用した両方の開発を試みて
いた。これらはシックスシグマのプロジェクトとして展開され、財務効果は COPQ で見
積もられている。
従来の電池の延長上の開発電池を「ハイエンド電池」、新たな素材を使用した電池を
「新素材電池」とし、それぞれの研究開発プロジェクトにおける、COPQ、単純 DCF 法、
モンテカルロ DCF 法、及びリアルオプション分析を行い、財務効果分析における不確実
性への対応性を比較評価する。

2．電池開発プロジェクトの価値評価
種々の財務効果分析の結果を表 1 に示す。
第一に COPQ の算出であるが、前述の通り、COPQ は基本的にはコストアプローチで
あり、不確実性やビジネス環境への対応が考慮されていないため、これらに対応する唯一
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の方法は、進行中のテーマを中止し、新たにプロジェクトを行うことでしかない。
次に、単純 DCF 法 8 では、キャッシュフローを推定することで、不確実性やビジネス
環境への対応が考慮されはじめているが、費目表のシナリオ分析に等しい。
この課題は、モンテカルロ法により不確実性要因を指定し、試行回数を重ねることで、
その影響の把握が可能となる 9。具体的には、表 1 における新素材電池の NPV の算出に
おいては、単純 DCF 法では NPV が -300 万円となり、プロジェクトが棄却されるが、モ
ンテカルロ法により、不確実性要因（原材料の高騰など）を考慮した結果、プロジェクト
実施を棄却しない確率も生まれている。
しかしながら、これらの財務分析は、技術の成功確率が 100％であることを前提として
いる。本論の目的である研究開発プロジェクトのアーリーフェーズにおいて財務分析を行
うには、技術の成功確率を考慮することや市場の不確実性を考慮することが重要となる。
これらの不確実性は、リアルオプション分析により考慮される 10。
それらを考慮するために、プロジェクトの成果物が生産されるまでの段階として、①顧
客の要求する機能を発現できるかどうかの「研究開発段階」、②副作用の確認やスケール
アップによる生産性を確認する「量産化検討段階」、③これらの段階が成功裏に完了した
場合の「工場増設段階」
、以上の 3 段階を設けている（図 2 下：それぞれの期間の間は 1
年）。
技術の不確実性に関しては、研究開発段階から量産化検討段階へ進む確率を 40％、さ
らに、工場増設段階へ向けて、新素材電池が開発できる確率は 20％（この時点での投資
額は 1 億円）
、ハイエンド電池のそれは 70％（この時点での投資額は 500 万円）、製品の
開発に至らない確率は 10％と設定している。
製品と市場の不確実性については、本プロジェクトで顧客が要求する市場の増減する可
能性（期待価値の増減率）を 30％とし、ポートフォリオ複製アプローチにより評価を行
なった。
これらの 2 つの不確実性に関するツリーを交互に配置し、モデル化したものが図 2 であ
る。図では、顧客の要求に応える新規の市場に対応した製品を開発するテーマに対して、
ノード I の結果は、①技術的な不確実性についてはリスクフリーレートで割り引く、②
ポートフォリオ複製アプローチを用い交互にツリーをさかのぼっていくことにより、研究
開発段階において研究開発を開始するために 2,500 万円支出した後の NPV は 1,900 万円と
8		 NPV の算出は次の通り。株主資本コストにおけるリスクフリーレートは 10 年国債応募者平均利
回りである 0.99％、b は X 社の 5 年間（1998 ─ 2003 年）の株価推移と TOPIX からの推移から算出
（=1.149）、マーケットリスクプレミアムは 6.5％として算出した。さらに、負債コストは、X 社の有利
子負債利子率 2.21％を用い、WACC を算出し（＝ 8.36％）、割引率に用いた。
9		 モンテカルロ法で設定した不確実要因は、販売数量と製造原価で、それぞれ幅を 10％及び 5％の対数
正規分布を適用した。試行回数は 10,000 回、シミュレーションには Crystal Ball 2000 v5.2（構造計画
研究所）を用いた。
10		 本ケースのリアルオプション分析は Copeland, Antikarnov（2002）を参考にした。
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推計されることがわかる。
このオプションのモデル化は、研究開発段階、量産化検討段階及び工場増設段階の段階
的なオプションにより、実験結果に応じてフレキシビリティ（各段階での意思決定）を考
慮でき、技術確立の可否、製品と市場に関する不確実性を考慮できる財務効果算出モデル
である。
表 1 の最下段は、新素材電池の戦略的なオプションに関する財務効果の算出である。新
素材電池では、上市後、競合他社が市場占有率を増加させるため、漸進的な技術開発を
行っていくことは十分に考えられることである。これは、新素材電池の発売後、市況、競
合他社を観察し、意思決定を行なうため、第二段階の開発オプションとして考えることが
できる。第二段階の NPV を算出したところ、2,800 万円であり、第一段階の -300 万円と
総計すると、2,500 万円である。この NPV による意思決定の経路に「第二段階を実施し
なくてもよい」というオプションを考慮すれば、第二段階における予測キャッシュフロー
はコール・オプションとみなすことができる。このことから、ブラック・ショールズ式 11
を用いて、推定コール価値を算出したところ、4,039 万円であった 12。これより、このプ
ロジェクトの価値は、第一段階での NPV に第二段階での推定コール価値を加えた 3,725
万円となる。
この結果は、第二段階の投資により改良された新素材電池を販売するオプションを有し
ているが、実行の義務は負っていないことによる。X 社は、予測現在価値を鑑みながら、
実行の意思決定を行うことができ、ビジネス環境が不況であれば、販売時期を遅らせる、
また、プロジェクトでの知見を別のテーマの開発に活用することができる。
従って、以上のことから、リアルオプションを用いた財務効果分析によれば、技術の不
確実性やビジネス環境の変化に対する柔軟性を持つ財務効果分析が行えることがわかる。

3．意思決定の検証
当時、X 社が下した意思決定は、
「ハイエンド電池」の発売であった。本節ではこの意
思決定を検証する。図 2 において、製品と市場の不確実性を鑑みたモデルを作成する際、
期待価値の増減率を 30％としたが、当時、新素材電池の開発は業界のリーダー企業も着
手していたことから、大きく増減する可能性も否定できない状況であった。そこで、図 2
における技術の成功確率は変更せず、増減率を 10 〜 50％に想定し、新素材電池、ハイエ
ンド電池のそれぞれを開発した場合の NPV（図 2 におけるノード A から D）を算出し、
その関係を図 3 に示した。
11		 Black, Scholes（1973）。
12		 ボラティリティは NPV のモンテカルロシミュレーションを実施した際、利益率 r、t 期におけるプロ
ジェクト価値を PVt とし、PVt=PV0・ert から ln（PVt/PV0）=rt となり t=1 の場合の利益率標準偏差を
用いている。
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図 3 から、ハイエンド電池の NPV は、その期待価値の増減率に関わらず、新素材電池
に比して高いことがわかる。従って、当時、X 社においてはハイエンド電池を選択したこ
とは有益な投資であるといえる。

Ⅳ

研究成果から得られた知見と今後の課題

これまで、考察してきた財務効果分析、特にリアルオプション分析は、不確実性への
対応やビジネス環境の対応が課題であった X 社のシックスシグマにおける研究開発プロ
ジェクトに対し、以下の点において、プロジェクトを進める意思決定手段として有効であ
ると考えられる。
1） 技術の確立可否を成功確率として、また、市場の不確実性を期待価値の増減率として
考慮できるため、実験結果やビジネス環境の変化に応じて意思決定が可能である。
2） 財務効果分析は、研究開発プロジェクトのアーリーフェーズで行なうことが重要である
が、シックスシグマのプロセスでは、最初の D（定義）フェーズがそれに相当する。
従って、X 社における好適な研究開発マネジメントはシックスシグマのフェーズ、D
フェーズにリアルオプションなどの財務効果分析を取り入れたプロセスにより実現され
る。
今後の課題として考えられるのは、財務効果分析に関して、①実施する組織、②分析の
難解さ、である。①に関しては、複数の組織が協力しなければならないが、シックスシグ
マ自体がクロスファンクショナルで展開されるため、X 社にとっては好適である。②に関
しては、シックスシグマの普及に関しても、専任の部門を持ち、粘り強く普及に努めてき
た経験のある X 社においては、専任組織による手法の研究、テスト的なプロジェクトの
実施を経て、多くの実務家を育てることが可能であると考えている。

Ⅴ

おわりに

X 社では、シックスシグマのプロジェクトにおいて、COPQ という財務価値で語られ
ることが組織に浸透していたこともあるが、研究開発、設計開発の現場においても、技
術オプションの価値で語られる兆しが見え始めている。このことは、技術志向の高い X
社では新たな傾向である。
「自らが開発した技術の価値評価を行い、性能指標のほかに、
新たな財務上の指標を加え、プロジェクト価値を精査していく」、このことを積み重ね、
シックスシグマの展開活動にフィードバックしていくことで、X 社の研究開発マネジメン
トは更に発展していくと考えている。
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A
新素材電池 227
ハイエンド電池361

0.7 ハイエンド電池361

NPV=274
成功
0.4

NPV=19

新素材電池 174
ハイエンド電池278
NPV=65

I

新素材電池 134
ハイエンド電池214

中止

成功
0.4

0.7 ハイエンド電池214

C

0.2 新素材電池 134
0.7 ハイエンド電池214

NPV=152

投資
43M￥

0.1 失敗

NPV=71
新素材電池 79
ハイエンド電池127

NPV=28
0.6

D

0.2 新素材電池 79
0.7 ハイエンド電池127

NPV=85

中止

0.1 失敗

失敗

量産化検討段階

研究開発段階

図2

0.2 新素材電池 134

0.1 失敗

NPV=152

投資
25M￥

＊単位：百万円
＊小数は次の段階へ進む確率

B

新素材電池 134
ハイエンド電池 214

失敗

新素材電池 103
ハイエンド電池164

0.1 失敗

投資
43M￥

NPV=162

0.6

0.2 新素材電池 227

工場増設段階

コンパウンド・レインボー・オプションとしての当該テーマのイベントツリー

＊図中の金額の単位は百万円。A ～ D における新素材電池、ハイエンド電池への投資額
はそれぞれ、100M ￥、5M ￥。

金額
（百万円）
350
300

ノードA

250

ハイエンド電池

200
ノードB, C

150

ノードD

100

新素材電池

50

ノードA
ノードB, C

0
-50
10％

ノードD
20％

30％

40％

50％

期待価値増減率

図3

ハイエンド電池と新素材電池の各ノードにおける NPV と期待増減率の関係

＊各ノードは図 2 と対応。技術確立の確率については図 2 と同様に設定。
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表1
財務効果算出
の種類

財務効果算出対象の
製品、プロジェクト

種々の財務効果分析の比較
財務効果
（M ￥）

新素材電池

12

ハイエンド電池

68

新素材電池

-3

ハイエンド電池

172

意思決定に関して

単純 DCF 法

リアルオプ
ション分析

考慮できる不 確実
性、ビジネス環 境
への対応

COPQ では、 プロジェク 特になし。
トの実施可否は決定でき
ない。
＊効果算出は研究開発期
間の短縮によるもの。
ハイエンド電 池は実施。 （推定キャッシュフ
新素材電池は不実施。
ロー）

COPQ

モンテカルロ
DCF 法
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ハイエンド電 池は実 施、
新素材電池実施の成功確
率（NPV>0）は 43.8％。

原材料の高騰、
販売数量。
＊ 1：
（ ）内は標準
偏差

新規市場に対応する製
19
品の研究開発プロジェ
（図 2 のノード I
クト価値（コンパウンド・
の NPV）
オプション）

プロジェクト価値により、実
施、続行及び中止が可能。

技術確立の可否、
製品と市場に関す
る不確実性。

新素材電池に更なる
開 発 オプション（ 第
二段階）を付加

第一段階は実施。第二段
階は待機。

第二段階の開発
（実
施 義 務なし／コー
ル・オプション）

新素材電池
ハイエンド電池

＊1
-3（28）

＊1
172（23）
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