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技術評価委員会 
第 1回「エネルギー使用合理化新規冷媒等研究開発」（事後評価）分科会 

開催日時： 平成 14 年１月 16 日（水）10：00～17：00 
場  所：かんぽヘルスプラザ東京 はくちょう 

 
分科会出席者（敬称略順不同） 
分科会長  ：富永 健   東京大学名誉教授 
分科会長代理：鳥井 弘之  日本経済新聞論説委員 
委 員   ：小口 幸成  神奈川工科大学教授 
       堅田 晃英  三菱電機リビング・デジタルメディア事業本部渉外部長 
       高柳 雄一  文部科学省高エネルギー加速器研究機構広報室広報室長・教授 
       田口 武夫  東京薬科大学薬学部教授 
       平塚 豊   ダン科学テクノセンター研究開発グループ研究開発部長 
       森田 昌敏  独立行政法人国立環境研究所化学環境研究領域領域長 
実施者   ：横瀬 栄二  METI 製造産業局オゾン層保護等推進室課長補佐 
       多田 佳之  METI 製造産業局オゾン層保護等推進室事務官 
       吉田 裕   NEDO 理事 
       菊岡 栄次  NEDO 環境調和型技術開発室室長 
       池田 喜好  NEDO 環境調和型技術開発室主任研究員 
       関屋 章   AIST フッ素系等温暖化物質対策テクノロジー研究センター副セン

ター長 
       三崎 進   RITE 新規冷媒等プロジェクト室室長 
       雨宮 文治  RITE 新規冷媒等プロジェクト室技術部長 
       原  穆   オゾン層保護対策産業協議会事務局長 
       中村 良   NEDO 環境調和型技術開発室主査 
       徳橋 和明  AIST フッ素系等温暖化物質対策テクノロジー研究センター評価チ

ームチームリーダー 
       玉井 良一  RITE 新規冷媒等プロジェクト室つくば分室・主任研究員 
       村田 潤治  RITE 新規冷媒等プロジェクト室つくば分室・主任研究員 
       浦田 新吾  RITE 新規冷媒等プロジェクト室つくば分室・研究員 
       円尾 恵一  RITE 新規冷媒等プロジェクト室大阪分室・主任研究員 
       今須 良一  東京大学気候システム研究センター助教授 
       金子 明雄  NEDO 環境調和型技術開発室副主任研究員 
       佐野 浩   NEDO 環境調和型技術開発室職員 
       山辺 正顕  AIST フッ素系等温暖化物質対策テクノロジー研究センターセンタ

ー長 
       内丸 忠文  AIST フッ素系等温暖化物質対策テクノロジー研究センター 
       忽那 周三  AIST フッ素系等温暖化物質対策テクノロジー研究センター 
       田村 正則  AIST フッ素系等温暖化物質対策テクノロジー研究センターチーム

リーダー 
       大竹 勝人  AIST フッ素系等温暖化物質対策テクノロジー研究センター副セン

ター長 
       斉藤 和昭  RITE 新規冷媒等プロジェクト室つくば分室長 
       若林 邦俊  RITE 新規冷媒等プロジェクト室つくば分室・主任研究員 
       山田 康夫  RITE 新規冷媒等プロジェクト室つくば分室・主任研究員 
       黒河 勇治  RITE 新規冷媒等プロジェクト室つくば分室・主任研究員 
       飯島 征宏  RITE 新規冷媒等プロジェクト室つくば分室・主任研究員 
       糸賀 正浩  RITE 新規冷媒等プロジェクト室管理部長 
       菅井 巌   RITE 新規冷媒等プロジェクト室管理部次長 
       田中 久雄  RITE 新規冷媒等プロジェクト室技術部次長 
       黒嶋 信明  RITE 新規冷媒等プロジェクト室技術部次長 
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       野口 真裕  RITE 新規冷媒等プロジェクト室大阪分室長 
       伊吹 忠之  旭化成研究開発本部研究開発推進センター主席技師 
       森田 浩   旭硝子化学品事業本部総括主管技師 
       大西 啓一  旭硝子化学品事業本部企画部主幹 
       佐久間 一雄  関東電化工業新製品開発本部研究開発部長兼知的財産部長 
       柳沢 賢治  昭和電工化学品事業部門ガス・化成品事業部開発グループ主席 
       桜庭 五十司  昭和電工化学品事業部門ガス・化成品事業部開発グループ主席 
       高津 俊雄  セントラル硝子化学品事業部営業課課長 
       日比野 泰雄  セントラル硝子化学品研究所副参事 
       田辺 博音  三井・デユポンフロロケミカル工場管理グループマネジャー 
       井田 久雄  NEDO 技術評価部技術評価部長 
       坊田 佳紀  NEDO 技術評価部評価業務課長 
       宮崎 貴志  NEDO 技術評価部主査 
       上野 義明  NEDO 技術評価部主査 
       矢澤 信雄  NEDO 技術評価部主査 
METI 技術評価担当部署：大平 恒公  METI 技術評価調査課評価調査官 
傍聴者   ：約９名 
 

議事要旨 
議題１ 開会、資料の確認。 
議題２ 分科会の公開について。事務局から「資料 1-1 技術評価委員会分科会の設置について、

資料 1-2NEDO 技術委員の委嘱並びに技術審議委員会、審査委員会及び技術評価委員会の
設置・運営に関する要領、資料 1-3 講演会等における外部講師及び委員会委員等に対す
る謝金及び旅費の支給基準に関する機構達、資料 2-1 技術評価委員会分科会の公開につ
いて(案)、資料 2-2 技術評価委員会関係の公開について」により説明、特に質問等はな
く、了承。 

議題３ 評価のあり方と評価の手順について。事務局から「資料 3-1NEDO における技術評価につ
いて、資料 3-2 技術評価実施要領、資料 3-3 評価項目・評価基準、資料 3-4 評価コメン
ト票(案)、資料 3-5 評点法の実施について、資料 3-6 評点法による評点シート(案)」に
より説明、特に質問等もなく、了承。 

議題４ 評価の分担及び評価の論点について。事務局から「資料 4-1 評価の分担(案)、資料 4-2
評価の論点(案)」により説明、特に質問も無く、了承。 

議題５ 評価報告書の構成について。事務局から「資料 5 評価書の構成について」により説明、
小口委員より確認の質問の後、了承。 

議題６ プロジェクトの概要について。NEDO 及び財団法人地球環境産業技術研究機構から「資料
6-2 発表資料（NEDO、RITE）」により説明があり、質疑。 

議題７ プロジェクトの個別テーマの詳細について。東京大学気候システム研究センター、独立
行政法人産業技術総合研究所、財団法人地球環境産業技術研究機構から「資料 7-1 発表
資料(東京大学気候システム研究センター、独立行政法人産業技術総合研究所、財団法人
地球環境産業技術研究機構)」により下記説明があり、質疑。 

    環境影響評価技術研究（東京大学気候システム研究センター、独立行政法人産業技術総
合研究所） 

    代替冷媒の開発(RITE) 
    代替発泡剤(RITE) 
    代替洗浄剤の開発(RITE) 
    データベース、物性推算技術研究(RITE) 
議題８ 周辺動向調査について。事務局から「資料 8 周辺動向調査」により説明があり、小口委

員より類似プロジェクトにつき質問があり、事務局より説明があった。 
議題９ コメント、質疑応答（全体について）。 
    富永分科会長、鳥井委員、森田委員より成果の普及、プロジェクトの目標、今後の展開

等につき質問があり、RITE より説明があった。 
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議題 10 今後の予定、その他。事務局から「資料 10」により説明があり、了承された後、富永分
科会長から「第 2 回本技術評価分科会を 3 月 22 日（金）13:00ー17:00 に行う」旨提案
があり了承された。 

 
 
―閉会― 
 
 
配布資料 

 
資料 1-1 技術評価委員会分科会の設置について 
資料 1-2 NEDO 技術委員会の委嘱並びに技術審議委員会、審査委員会及び技術評価委員会の

設置・運営に関する要領 
資料 1-3 講演会等における外部講師及び委員会委員等に対する謝金及び旅費の支給基準に

関する機構達 
資料 2-1 技術評価委員会分科会の公開について（案） 
資料 2-2 技術評価委員会関係の公開について 
資料 3-1 NEDO における技術評価について 
資料 3-2 技術評価実施要領 
資料 3-3 評価項目・評価基準 
資料 3-4 評価コメント票（案） 
資料 3-5 評点法の実施について 
資料 3-6 評点法による評点シート（案） 
資料 4-1 評価の分担（案） 
資料 4-2 評価の論点（案） 
資料 5  評価書の構成について 
資料 6-1 事業原簿 
資料 6-2 プロジェクトの概要 
資料 7-1 プロジェクトの個別テーマの詳細 
資料 7-2 プロジェクトの成果（詳細版）（非公開用） 
資料 8  周辺動向調査 
資料 10  今後の予定 
参考資料 2  審議会の透明化、見直し等について 
参考資料 3-1 経済産業省技術評価指針 
参考資料 3-2 国の研究開発評価に関する大綱的指針 

 


