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（午後 ２時００分開会） 

 

Ⅰ．開会                 

事務局から委員長の紹介。委員長挨拶の後、各委員、各分科会長の紹

  参考資料 1～３に基づき、委員会の進め方について説明。 

 

Ⅱ．議事録 

 

１．審議対象プロジェクト説明、質疑 

 (１)「交流超電導電力機器基盤技術研究開発」（資料３－２－１） 

（２）「フライホイール電力貯蔵用超電導軸受技術研究開発」（資料３－

事務局から資料３－２－１に基づき、プロジェクトの概要について説明

 牟田分科会長から評価書（案）に基づき、評価結果について説明。引き

事務局から資料３－２－２に基づき、プロジェクトの概要について説明

 長谷川分科会長から評価書（案）に基づき、評価結果について説明。 

（小野田委員長） 

 ありがとうございました。超電導関係の技術開発２件、まとめてご説明

たけれども、どうぞ、早速皆様からご意見をちょうだいしたいと思います

（伊東委員） 

 交流超電導の方でございますが、６ページ目の１）の総合評価の最後に

がある」という、「次段階」という言葉ですね。それから、８ページ目の

の見通しについての最後のあたりで、「今フェーズの結果を踏まえ、次フ

を重視していくべきである」とか、その他、「それを実用化、事業化すべ

があると思うのですけれども、「段階」という言葉と「フェーズ」と、そ

このあたりの表現の定義がどうなっているのか、もうちょっと明確にして

してわかりやすいということでございます。 

（牟田分科会長） 

 ありがとうございます。フェーズと段階という言葉は同じことでありま

1 
第１０回技術評価委員会
資料 1-1 

５年８月２０日（水） 

会議室２７０、２７１ 

：ＮＥＤＯ技術評価部 

委員 黒川委員 

 前川分科会長 

企画課長 

介及び資料の確認。 

２－２－） 

。 

続き、 

。 

、ご紹介いただきまし

。では、伊東委員。 

、「次段階に進む必要

４）の実用化、事業化

ェーズではコスト要素

く後半の」ということ

れから「後半」という、

いただくと多少評価と

す。それから、後半と



いうのは、これは４年間目の中間評価で、今の段階の後半２年間という意味です。 

（伊東委員） 

 それはわかるのですが、そうすると、次フェーズではコスト要素を重視ということをやるべき

であるということは、このプロジェクトが終わってから後ということなのでしょうか。 

（牟田分科会長） 

 そうですね。このプロジェクトの事業原簿の中ではそういうコスト要素とかそういうものを追

求するということは入っておりません。基盤技術を確立するというふうになっております。実は

実用化とか事業化がもちろん最終の目的であるわけですけれども、先ほど申しましたように、こ

の高温超電導材料というのが電力分野の中では特に線材として使うケースが多いのですけれども、

それがある程度使える段階になってきた。それで、それを使って応用するプロジェクト、研究経

過、開発計画です。したがってこの段階は、フェーズという言葉を使うのは余りよくなかったか

もしれませんけれども、次のフェーズを予想したような感じです。だから、ここは事業原簿の中

にはそこまで入っていないです。 

（伊東委員） 

 ちょっと確認しておきたいのが、この中間評価の段階で次フェーズのことまで一応言及されて

いるという評価になっているわけですね。 

（牟田分科会長） 

 ええ。評価委員の皆さんの意見は、大体次フェーズまで頭に浮かべておいて、議論、評価をし

ているんです。これが第１フェーズでスタートになっているということで、それからこういう超

電導は材料開発から大体進んで、非常に長期に、研究開発というのは長期にかかる、それから実

用化まで持っていくとかなり時間がかかるというのは、金属系の場合もそうだったのですけれど

も、そういう点で全委員の方も次フェーズのことまで頭に入れてこういうふうな意見を出された

のをまとめた次第です。 

（小野田委員長） 

 今の伊東委員のご意見ですね、多分いろいろな方お持ちだと思うんですね。逆に言うと、ＮＥ

ＤＯなり国の制度設計、プログラム設計の関係もあるかと思うんで、何か井田部長の方から補足

説明していただいて。 

（井田技術評価部長） 

 まず、これで伊東分科会長にもお話をしてあるのですけれども、本来この計画、５年間の計画

で、今私どもがやっているのは原則３年目で全部中間評価をやるようにして、後半というのとか

次のステップというのは、紛れがないようにしようと思って今やっております。ただ、これも計

画が立案された当時は、先ほど牟田分科会長からご説明があったように、かなり長期的な見通し

をした上で、今回のプロジェクトでは５年間ここまで、その次がこれ、次がこれというような、

一応のシナリオがあって、５年間というので区切ってあるのですが、その中で４年目に、昔で言

うプレ最終評価的なものをやってしまおうというような計画があったので、中間評価は、今です

と必ず３年目でやりようにしているのですが、４年目で中間評価をやったということがございま

して、ＮＥＤＯとしてはプレ最終評価、次のフェーズのよしあしというようなことを言及するの

はやめようということなのですが、ただ、制度設計上４年目にそういうふうにやるということで

始まってしまったということで、若干、こうなったというのは、評価システムの設計が最初にそ

うなってしまったということで、私どもの問題もあるかとは思っております。 

（伊東委員） 

 もう一点、この４）の実用化のところで、真ん中あたりに「ただ、実用化の見通しを考慮する
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際」に続く文章がありまして、「事業化の可能性を見通すことが容易であるとは言いがたい」と

いうふうに非常に強く否定しておられるわけですね。またこの文章の最後のあたりで、しかし実

用化・事業化すべく研究テーマを絞りなさいという表現がありまして、ちょっとこのあたりの表

現が私個人、十分理解できないところがあるのですが。 

（牟田分科会長） 

 ちょっと混乱して書いているのかもしれませんが、その辺はおわびいたしますが、この可能性

を見通すことは容易であるとは言いがたいというのは現段階での、そこに理由を書いていますよ

うに、産業界とか電力事業界が非常に今錯綜しているというか、混乱している、例えばＡ社とＢ

社がある部門を合併して新しい会社を立てるとか、このプロジェクトが始まった後にそういうこ

とが盛んに、昨年が一番多かったのですけれども、ことしもそういうことが、産業の再編成とい

う、そういうことも一つはあります。 

 それから、一方では、これは電力系統の機器ですから、特にケーブルなんかはそうですから、

電力事業関係の分野では電力の自由化というのが、最初は２０００何年だったですかね、２万ｋ

Ｗｈだったですか、一部自由化されまして、来年からは２０００ｋＷｈですかね、そういうふう

に、２０００ｋＷｈ正しいかどうかわかりませんが、だんだんこれを下げて、スレッシュホール

ドを下げてきているんですよね。それで、行く行くは５０ｋＷｈ以上まで自由化しようと。これ

は多分２０００何年ぐらいの予定で進んで、それはこの事業が始まる前にはそういうことが全然

予想がつかなかったこともあります。そういうことで、産業界の問題と、それからユーザーサイ

ドのそういう電力自由化への対応の変化、そういったもので非常に見通しがつきにくいというこ

とを書いたつもりです。それが後ろの方だったか、ちょっと忘れましたけれども。 

（小野田委員長） 

 ありがとうございました。概ね、フィーリングはお分かりいただけたのかなと思いますけれど

も。 

 稲葉委員がたまたま両方の分科会の委員も兼ねておられましたね。何かコメントなりご意見あ

ればお願いします。 

（稲葉委員） 

 今の点は次のフェーズにもうコミットメントしているのではないかというポイントですけれど

も、私の理解は、最後の分科会を私は欠席したので、その辺の雰囲気はわからないのですが、基

本的にはそういうことではなくて、割合応用の分野がある程度委員の間で見えていたということ

ではないかと思うのですね。そういう分野が見えていたので、それについてではどうしようかと

いうロジックでいくと、先の進み方というのはある程度見えていたということで、決して次のフ

ェーズにコミットしたということではないと思いますがいかがでしょうか、その辺は委員長の判

断ですけれども。 

（牟田分科会長） 

 私はこの事業が始まるいきさつを実はよく理解しておりませんので、全然もちろんタッチして

いないわけで、ＮＥＤＯさんの方、あるいは経済産業省の中でどういう議論をされているかとい

うのは私は全く知りませんので、先ほど井田部長が言われたような形で非常に長期戦で構えてこ

れをスタートしたということだろう、ということは私、それは薄々感じていまして、それから周

りも委員会の中ではないのですけれども、いろいろな会議とか発表の場とかでそういうニュアン

スのことを学会とか報告会とかで言われておりますので、そういうものが念頭に私自身はありま

す。個人的にもありました。そういうことで動いているのかなという印象を持っていました。 

（平澤委員） 
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 私はこういう非常に実用化されるまでに時間のかかる、また情勢が変化していくとそれがまた

ターゲットも変えなければいけないという、そういう種類の技術開発に関しては、やはり幾つか

のフェーズに分けて、それでその都度見直していくということが必要になるだろうと思うのです。

ですから、今の段階で先のフェーズを見直していくというふうなことはあって当然だと思います

し、それは結構なことだと。むしろこういう中間評価というのは、そこの中間評価のあと残され

ている２年間だけを見直すのではなく、もっと先までよく見てみると、その２年間を別の方向に

見直さなければいけないではないかという、そういう議論がされてもいいわけですから、むしろ

それは大いにやっていただきたいというふうに思いました。 

（牟田分科会長） 

 ありがとうございました。実はこの研究内容が最初非常に幅が広く設定されておりまして、そ

れでそれがスタートしてからいろいろな社会の情勢が変わってきているということが十分加味さ

れて中味が変更されております。それを考えた上で、それではこういうものを全部実用化・事業

化に持っていくというのは非常に難しい段階にあるのではないかと、そういうことで、この結論

としてはもう少しめり張りのある研究をして、何か事業化ができるものに集中してくださいよと

いう、そういうメッセージが込められております。 

（平澤委員） 

 もう一点、もう一つのフライホイールの方ですけれども、これは総括表の中には今後への提言

のところに、必ずしも超電導が最有力ではないというふうに述べられているんですけれども、有

力なのはどういう方式であり、それに比べてどれぐらい劣るのかというような見通しについてお

聞きしたいのです。 

（長谷川分科会長） 

 今後の提言のところで、その表現がございますのは一般産業用ＵＰＳ、無停電電源装置に対し

て使うというアプリケーションでいくと必ずしも超電導が最有力ではないというふうに申し上げ

ていたわけでして、そちらの方向ですともう既に実用化されているライバルの技術群がございま

す。それから新型の電池を含めて、ライバルとしてそこをねらっている技術というのはほかにも

たくさんありますので、それと競争するためには徹底的な最適化をやってコストダウンを図り、

ということをやらないといけないですねということであります。 

 先ほど、ちょっと説明が足りないところがあったのかもしれませんが、とにかくどちらの目標、

負荷平準化用をねらっても一般産業用をねらっても実用化の可能性はあります、ということなの

ですが、産業用の場合には今でも実用化の可能性はかなりあります。ただし、そのためには最適

設計というのを徹底的にしなければいけないと。それから、負荷平準化用ということをねらって

いくならば、当初ねらった方向ですし、その方向で結構でございますけれども、そのためにはさ

らに数段のステップが必要になるので、しっかりとしたシナリオの再構築が必要なのではないで

しょうかということになっているということでございます。 

（平澤委員） 

 わかりました。どうもありがとうございました。 

（架谷委員） 

 こういう非常に大型技術の場合は幾つかの競合技術がありまして、これは我が国の中でも競合

技術があって、世界的にいっても競合技術がある。この技術開発が一体どういうポジショニング

で研究が行われているかということを、評価の全体の中でよく見せていただかないとなかなか議

論されていることがわかりにくい。 

 特に超電導ということに関しては低温の金属系の超電導技術がもう既にありますので、今回の
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高温型と低温型とトータルとしてどう見ているんだということをきちっとしていただかないと、

実用化の見通しとか云々という議論になかなか入りにくい。その辺をどういうふうにさせていた

だいたらいいのかわかりませんけれども、ちょっとそこが見えていないのでちょっと議論が混乱

するのではないかと。超電導の導入という観点と、この高温型の超電導技術という観点とを同じ

土俵で議論していると非常にわかりにくいという、そういう気がするのですが、ちょっとこれは

分科会長にお答えいただくのはなかなか難しいとは思いますけれども、やはりこのプロジェクト

を実施していく上でのもともとの設計者のやっぱり思想というのですか、考え方を見せていただ

かないとなかなか全体の評価がしにくいのではないかと、そういう気がいたしますがいかがでし

ょうか。特に横並びで今度また世界的にどうなっているかという、その辺の基本的な調査がどう

なっているかというのもちょっとよく見えにくいという感じがいたします。 

（小野田委員長） 

 ありがとうございます。ご指摘のとおりの部分がたくさんあるような気が、伺いながらいたし

ました。 

（牟田分科会長） 

 ちょっとすみ分けの問題、金属系と高温超電導では性質がだんだん、研究が進むことによって

性格というか、性能というか、性質というのか、相当違うということがだんだんわかってきまし

て、金属系の技術は参考にはできます。金属系の場合は非常に厳格な技術が要る。しかし、この

超電導は余り厳格な技術が要らないのですね。非常に余裕のあるというか、大ざっぱな技術でも

できるというようなところもあります。しかし、交流に使う場合は交流の損失というのが問題で、

これはよくわかっておりません。実はその辺のことも一つの解決の課題がそういうところにもあ

ります。非常に違います。違うところもあるし、非常に設計上も緩やかだという、そういう点の

利点もあるのですけれども、その辺のすみ分けというのは確かにはっきりされていないと思うの

ですけれども。 

（黒川委員） 

 私も同じような疑問を感じたのですが、特にフライホイールを使った電力標準化用の場合です

ね、これは競争技術とかはいろいろあるわけですね。それらとの技術評価というか、数年先に延

びたという言い方をされていましたけれども、それでもなおフライホイールを開発することに対

して十分メリットもあるということを一応検討されたのかどうかということをお聞きしたいので

すけれど。 

（長谷川分科会長） 

 後年シフトになるでしょうと申し上げたのは、数年というオーダーではございませんで、電力

事業全体で眺めてみたときに、すべてのライバルの電力貯蔵技術も含めて大型の電力貯蔵設備が

必要になる時点が、いろいろなことを検討され始めた時点に比べるとかなり先送りになってきて

いるのではないかということであります。フライホイールの電力貯蔵は、その中では開発ステッ

プとして数段置きながら、それぞれのところにひょっとすると実用化のターゲットが出てきそう

なそういう技術群なんですけれども、超電導のところではご承知かと思いますが超電導エネルギ

ー貯蔵装置でＳＭＥＳというのが大変大きなライバルであるかと思いますし、現在実用化されて

いる揚水発電、それから電池貯蔵とか圧縮空気エネルギー貯蔵とかいろいろなライバルがありま

す。唯一大型で実用をされているのは揚水発電なわけでございますけれども、いずれにしろ大規

模なエネルギー貯蔵設備というのは負荷平準化用として電力分野で将来的に必要になるであろう

ということは間違いないけれども、いつどのぐらいの規模で電力システムの中に入り込んでくる

かというシナリオについては少し先送りの状況になってきていますねということです。 
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（小野田委員長） 

 ありがとうございました。まだまだいろいろご質問あろうかと思います。全体の時間の問題が

ありますので、一応この辺で議論をとめさせていただいて、最初に井田部長からご説明ありまし

たように、その他のご意見でも結構でございますので、後ほどペーパーで出していただくという

ような機会もあろうかなと思います。 

 そして、特にこの二つのプロジェクトですけれども、第１のプロジェクトの場合には分科会長

ご指摘ありましたように、第１フェーズという言葉がいいのかどうかわかりませんけれども、基

盤という言葉がついているという意味で言えば、架谷先生のおっしゃったようなことも、それを

一緒に歩きながら調べながらという意図も相当あるプロジェクトなのではないかなと。その成果

として言えば発表というところで特許の数とか発表数なんかも非常に多いという意味で言えばか

なり研究要素も相当含んだ形の開発プロジェクトだったのではないかなと、そういうふうに感じ

ております。それだけにアプリケーションに関しては相当慎重にやっていかないと、とんだ見当

違いを起こすというようなご指摘をいただいているのではないかと。 

 二つ目のフライホイールにつきましては、産業用というのはこれは完全にもうマーケットがで

きているものですから、国がやる必要は、私の立場で言えばもう必要のないことではないかなと。

むしろ電力の平準化という大きなターゲットに向かってこれをどう進めていくのかというのは、

先ほど分科会長のご指摘のあったことを踏まえて考えていかなければいけないし、ちょっとこの

プロジェクトで気になりますのは、アウトカムで特許が１件しかないのですね。そういう意味で

ややこの技術の開発型の感じが出てこないという点で、取り組み方、目標がいろいろ違ったのか

もしれませんけれども、ちょっと気になっているという感じがございます。 

 その他、委員の方々いろいろご意見ございましたら後ほどまたぜひご表明いただきたいと思い

ます。全体の時間の関係もありますので、先に進めさせていただきたいと思います。 

 では、以上のような結果を踏まえてきょうの二つのプロジェクトの報告書につきまして、もし

表現等でもうちょっと直した方がいいというようなことをお気づきでしたら直していただいて、

成案をつくっていただけたらと思います。 

（井田技術評価部長） 

 冒頭ちょっと早口で申し上げましたとおり、きょう出たご意見、第１フェーズ、第２フェーズ

の問題、あるいは実用化をきちんとやらなければならない問題、少なくとも先生方からいただい

たご意見、もう一度議事録を起こしまして、そのうちのエッセンスは評価報告書の中に、親委員

会でこういう議論があったということをはっきり載せるような形で進めたいと思っております。

それをもとに最終的には小野田委員長にご確認いただきまして報告書とさせていただきたいと思

います。 

（小野田委員長） 

 ありがとうございました。それでは、順次プロジェクトの審議を続けていきたいと思います。 

 同じく中間評価で「高精度・簡易有害性評価システム」、いわゆるハザード評価ですね。この

開発につきまして、まず最初に事業概要をまた徳岡課長の方からご紹介いただきたいと思います。 

（３）「高精度・簡易有害性（ハザード）評価システム開発」（資料３－２－３） 

事務局から資料３－２－３に基づき、プロジェクトの概要について説明。 

 前川分科会長から評価書（案）に基づき、評価結果について説明。 

（小野田委員長） 

 ありがとうございました。正直申し上げて中間評価をやる段階としたら、ちょっと計画自身が

最初にばんと実験をやって、それを見てからという形なので、適切な時期かどうかというのは多
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少問題はあったかなという感じはいたしますけれども。つまり実験作業としては順調に進んでい

るというようなご評価をいただいているのではないかなと。また、基本原理についてもリーズナ

ブルだというようなご判断をいただいたのかなと思っております。 

 何か特別なご意見ございますでしょうか。どうぞ、平澤委員。 

（平澤委員） 

 私、この分野に詳しいわけでは決してないのですけれども、コストが１００分の１、期間が数

１０分の１という、そういうターゲットがあるのですけれども、これは現実的なのでしょうか。 

（前川分科会長） 

 物質の評価をやるためには各種の毒性試験がございます。その中でも特に発がん性試験が一番

動物もたくさん使い、期間も長くかかります。それをもとにすればということですね。 

（平澤委員） 

 ということは、その化学構造から発がん性テストをするまでもない物質がわかるようになって

くれば、もうちょっと削減できるという、そういうようなことですか。 

（小野田委員長） 

 いや、そういう意味ではなくて、プレスクリーニングができると。要するに、私はよく知って

いる分野なのですけれども、多分これがゆえに長期毒性テストがなくなるわけではないと思いま

す。要するに腕力仕事だと。ただ腕力仕事をかける前に黒が出ると思います。黒のものは黒。そ

ういう意味で言うと非常に効率が上がる。 

（平澤委員） 

 それは腕力仕事をやるまでもなく黒だと。 

（小野田委員長） 

 する前に黒がわかれば、そこでギブアップできるわけですね。そういう意味ではかなり早く適

用ができる。ただし、これで白だから白だと言い切れるようなところまでは相当な時間がやっぱ

り、それは間違いなくかかると思います。今でも毒性試験というのはそういう形で日進月歩で進

んできたのかな、そういうふうに思っていますので、多分分科会長ご指摘のとおり、かなり価値

のある仕事なのだろうなということだと思います。 

（前川分科会長） 

 多少補足をさせていただきますと、先ほど言いましたように発がん性試験は本試験だけで２年

間使います。予備試験や動物実験終了後の病理検査を含めますと大体３年か４年かかるというの

が現状なのですけれども、そんなことをやっていたら本当に数万と言われる化学物質、あるいは

もうちょっと絞りましても何千という化学物質の安全性評価は到底なかなか評価できないという

のが現状であります。そのために、現在も、これとは違いまして、多少短期的な、中期発がん性

試験、あるいは今はやりの遺伝子改変動物を用いました代替試験法などが開発されてはきており

ます。ですけれども、その精度、費用、あるいは期間というようなことから見まして、まだ残念

ながら十分とは言えないというのが現状であります。ですから、今回のこのプロジェクトが今行

われていますような、代替媒体試験法を超えるような、精度、迅速化、あるいは低コスト化でな

ければ余り意味がないということになります。 

（平澤委員） 

 実用化の見通しがかなり点が悪い、Ｃの方が３人いらっしゃるといったようなことなのですけ

れども、これはそういう代替的な方法に比べてこれがより有効であるという、そういう見通しが

まだ立たない、そういう意味ですか。 

（前川分科会長） 
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 先ほど申し上げましたように、残念ながら９０物質ほど検索をする予定が、今のところまだ１

０幾つしか解析が終了していないという段階なのですね。ですから、ちょっとその辺で評価が少

し低かったかというように感じております。 

（小野田委員長） 

 ある意味では中間評価するタイミングとしてはあんまり適当なタイミングではなかったのかな

という感じは正直言っていたしますね。 

（前川分科会長） 

 そういう辺も踏まえまして、実施者の方では当初５年間かけてやる動物実験を３年に縮めて、

それでその後の残りで評価の信頼性をきちんと確認しようというプロジェクトの変更がなされた

ようでございます。 

（内山委員） 

 この手の種類のお仕事というのは非常に大変で、マンパワーも必要であり、非常に大事な仕事

だと思います。この８ページの各論のところの上から２行目に、長期毒性評価、例えばこの「長

期」というのはどの程度のことか、それからもう一つ、高精度と書いてあります。これは非常に

微量でもできるのか、あるいは的中率が非常にいいのか、その辺のところをちょっと教えていた

だけますか。 

（前川分科会長） 

 一応長期毒性というのは１年以上ということです。ただ、やはりここで言いますと、特に発が

ん性を考えますとこれは２年間の動物実験、すなわち動物の、これはネズミを用いますけれども、

ネズミの寿命の大半をその試験に充てるということでございます。ですから、それをより短い期

間でチェックできないかということでございます。 

 それと、先ほどの高精度は、あくまで精度が高い、信頼性が高い。例えば発がん性がポジティ

ブだというようなデータが出たときに、本当にそれはポジティブなのかどうかと。今までの非常

に簡易なやっぱり発がん性をスクリーニングする方法が幾つかあるのですけれども、そこでポジ

ティブに出たものが長期毒性試験を、あるいは発がん性試験をやってみますと必ずしもそうでな

いようなデータも今まではございます。ですから、そういうことではなくて、やはりそこで出た

ものは先ほどご質問の中にもありましたように、もうそれ以上の試験をしなくてもいいぐらいの、

そこは真っ黒な、そこで出ればもう黒なんだという、黒の信頼性が高いという意味の精度であり

ます。微量という意味ではございません。 

（内山委員） 

 どうもありがとうございました。あともう一つよろしいですか。この辺の仕事というのは境界

領域なんで、多分厚生労働省もこういうことをやらなくてはいけない。その辺はＮＥＤＯの方の

仕事だけとしてやっておられるのでしょうか。 

（前川分科会長） 

 これは特に発がん性を中心にやっておりますけれども、それ以外の特に厚生労働省も含めまし

た、あるいはこのＮＥＤＯの方でもあるかと思いますけれども、発がん性よりもむしろ一般毒性

ですね、そういうものをチェックするための遺伝子発現の研究というようなものはいろいろとな

されております。ただ、発がん性に対しましてはまだなされておりません。 

（内山委員） 

 どうもありがとうございました。 

（小柳委員） 

 評価を１００分の１程度に、それから期間を数１０分の１程度にするということですけれども、
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こういうシステムを開発するかぎとなっているものがＤＮＡマイクロアレイと標準化プロトコル、

それからクラスターリングソフト、この三つがそのかぎというふうにするのですか。 

（前川分科会長） 

 そうですね。 

（小柳委員） 

 この場合、それぞれの項目に関しては、例えば特にＤＮＡマイクロアレイなどというのはいろ

いろな技術を使いながら、使う上でいろいろな技術開発が行われているのではないかと思うので

すが、そういう関係から見た場合に、ここでやる特徴というのはどういうところにあるのですか。 

（前川分科会長） 

 今、ご指摘になりましたように、特に一般毒性を解析するためのアレイはもう売り出されてお

ります。ですから、このプロジェクトでもその既存のアレイとの比較を当然やらなければいけな

いし、またやっております。そして、それをもとにして、あるいは比較をしながら、特に発がん

性に目的を絞りましてＮＥＤＯ独自のアレイを開発するというのが一番の目的でございます。お

答えになりましたでしょうか。 

（小野田委員長） 

 要するに、検出しなければいけないわけですよね。そういう意味で言うと、要するにＤＮＡ検

出ですから、それを何を持ってくるかということなのではないでしょうか。最初、ｃＤＮＡを使

われて、それからスライドさせてきているというようなお話ですね。 

（前川分科会長） 

 ほかに、結局スクリーニング、セットする遺伝子の内容ですね。それが一番の問題になろうか

と思います。 

（小柳委員） 

 新しさがどこにあるのか、先ほどＤＮＡもオリゴの方に変えてきましたとか、それから検出、

そこに載っている実際にＤＮＡを検出する場合に、検出方法も光である場合とか電気である場合、

いろいろな方法がございますですよね。そういうものを含めてその辺の特徴がよくこの文章だけ

では見えなかったものですから。 

（前川分科会長） 

 一言で申し上げれば、一応発がん性予測に反応できるＤＮＡアレイの開発ということかと思い

ます。 

（真鍋委員） 

 先ほどの超電導も今度のやつもよく専門ではないのでわからないのですが、そこで研究開発の

成果のところの書き方を、目標値が何で、幾つで、そこに対してどこまでやれたとか、全体の進

捗のどこまで進んでいるというのがわかるように表現していただくとよくわかると思うのですが。

その目標値も世界の水準に対してどういう目標値になっているかという書き方でしていただくと

素人でも研究開発の成果という意味では、ああ、こんなに進んだのかというふうにわかるので、

ちょっとそういうふうに表現していただくと進みぐあいなどがよくわかるなと思いますので、ち

ょっと提言です。 

（小野田委員長） 

 ありがとうございます。また、平澤先生にお知恵をかりてシステムを作ってください。 

（井田技術評価部長） 

 評価の方で、我々事業原簿というものをつくっていまして、評価の基礎になる資料なのですが、

それはおっしゃるとおりできるだけわかりやすい資料づくりということでやっていきたいと思い
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ますので、ご提言生かさせていただきたいと思います。 

（小野田委員長） 

 ありがとうございました。それでは、全体の時間の関係もありますので、先に進めさせていた

だきたいと思います。皆様のコメントをまたつけて、報告書としていきたいと思います。 

 では、次のプロジェクトで、やはり同じく中間評価になりますけれども、「心疾患治療システ

ム」ということで、最初にまた事業概要を課長の方からご紹介ください。 

（４）「心疾患治療システム機器」（資料３－２－４） 

事務局から資料３－２－４に基づき、プロジェクトの概要について説明。 

 内山分科会長から評価書（案）に基づき、評価結果について説明。 

（小野田委員長） 

 ありがとうございました。一種のマッチングファンド的な性格を持った、しかもバーチャルハ

ートという、これはもしかしたら個人の好き嫌いまで入ってくるような性格の技術かなという感

じはいたしますけれども、一応そこの話とは切り離して、今、内山分科会長の方から単体の工学

的な意味での開発の価値観を中心にご説明いただいたと思います。 

 何かご意見ございますでしょうか。切り離してみれば比較的シンプルな話として議論はできま

すけれども、ただスタートの時点がそういうバーチャルハートまで含めた一環のシステムとして

立ち上がってきたものだけにという、ちょっと部分はあろうかなと思いますけれども。この辺、

評価システムとして逆に言えばＮＥＤＯさんの方はどういうふうにお考えなのかと。 

（内山委員） 

 実は厚生労働省の方でスタートしていたのですね。それがやはりことし２月ぐらいにたしか中

間評価があって、並行してやっているうちの一つだということなのですが、その辺がほかのプロ

ジェクトとの違いがあると思うのです。 

（大西委員） 

 これはトータルシステムで考えましたら、結局医療行為ですよね。これはちょっとかなりデー

タをとるにしても薬液を注入しても、これは医療行為ですから、多分そういうことから機器の開

発とかにずっといかれたのかと思うのですけれども、そうするとこの評価の中にそれぞれの幾つ

かの機器が現状どういう争力を持っていると、差別化力を持っているというところにもっと重点

を置いた評価、それが本当に実用化したときに世界的に通用する技術なのかという評価がやっぱ

り主眼になるべきなのではないでしょうか。もともとのテーマ設定と違ったところへどうも研究

の中身がいっているように思うんですけれども。 

（内山委員） 

 どうもご指摘ありがとうございました。実は確かに最終的に人に使うには動物実験の後に治験

があって、その後厚生労働省の認可が必要になってきます。このプロジェクトでやるのは動物実

験は別に倫理委員会さえ通ればいいわけなので、各機関で倫理委員会がありますので、そこまで

はできると思うのです。その動物実験の評価で、人に使えるかどうかという一つ手前のところま

での評価だと思います。 

（小野田委員長） 

 ありがとうございました。今後の進め方の大事なポイントだったかなと思います。 

（平澤委員） 

 これも総合評価に個々の点数を見ると、実用化のところでかなり、Ｂというのをつけた方が２

人いて、Ａというのが１人とかなり分かれているわけですけれども、似たようなこういう医療関

係の機器の開発のプロジェクト、過去で工学系の方は大体いい点をつけて、医学系の方はこんな
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ものは使えないよという悪い点をつけるという、そういう傾向があったのですけれども、これは

実際にはいかがでしたか。 

（内山委員） 

 これも実は評価の後、委員の方からいろいろ意見がありまして、これは４段階評価なのですね。

それで、ＣかＤかというときに、どうしてもＤの方へいってしまうという可能性があるので、Ｃ

とＤの間にちょっと開きがあり過ぎるというのですね。Ｃというのはおおむね適切で、Ｄは適切

とは言えないということで、間にもう一つあってもいいのではないかということで、問題はあり

ました。その中で、特に委員の人がどうかというと案外工学系が厳しかったです。 

（平澤委員） 

 そうですか。何かこれも全くの素人考えなのですけれども、これは平成２３年実用化見通しと

いうわけですけれども、常識ですか、ということなのですけれども、果たして市場があるのかな

という気がしないでもなくて、今でも似たような状況にある患者というのはたくさんいるだろう

けれども、それはそれなりの治療を受けているというわけで、先になるとそういう治療が施せな

くなるといったような状況が想定できるかというとそれほどでもないだろうと。何か実用化の見

通しに関しての具体的なイメージというのがどういうふうに分かれているのかというのがよくわ

からないのですが。 

（内山委員） 

 どうもありがとうございました。今のカテーテル、要するに生体から情報を取得するというの

は、これはそれだけで製品として完成すれば使える。それからあとは輸液ポンプで治療をすると

いうのもそれだけの単体で使えます。両方とも単体でも使えるということを意識して今やってお

るということですけれど、スタート時はシステムですから全部でき上がらないと完成しないとい

うふうに思っていたのです。評価の段階ではむしろ切り分けて完成をさせてもいいのではないか

ということです。 

（井田技術評価部長） 

 補足してもよろしいでしょうか。評価で言いますと、１４ページ目に全体としての評価があり

まして、今内山分科会長からお話したように１５ページ目にそれぞれ単体機器としてどうかとい

うようなことを、これは評点をとっております。全体のシステムよりも、例えば１番、２番、イ

ンテリジェントの生体情報システムとか無線伝送デバイス、それだけ切り離してしまった方が実

用化には近いよというのがこれの評点で出ています。 

 それから、先ほど小野田分科会長からのお話がありました両省、複数の省庁にまたがるのはど

う考えるかという、これは９ページ目の「はじめに」のところで内山分科会長の方で、分科会の

方でも議論がありまして、三つ目のパラグラフぐらいで特にＮＥＤＯとしてどこまでやるべきか、

責任と権限を超えるところについて評価委員会とすれば言及できないと。ただ、最後の方にござ

いますけれども、本来ＮＥＤＯと厚生労働省の共同で評価も行ったらいいのではないかというよ

うなご提言もいただいております。このテーマ採択するときに厚生科研費の関係で共同で審査を

して採択したという経過があったということですので、今後とも一緒にやるのでしたらもう一回

一緒にやるように話を当然持っていくつもりでございます。ただ、一方で分けてしまった方が実

用化は早いだろうというご意見もありますので、その辺がこれから中で、企画部門、実施部門も

どういう戦略でいくのかと見きわめながら、当然我々の評価は全部オープンにしていますし、ど

この省庁にもお持ちしますので、全部お持ちして話をしていきたいと思っています。 

（小柳委員） 

 このテーマがシステム、タイトルがシステム機器と、こういうものを見ますと、技術開発の内
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容が個々のセンサー等の、こういう個々のデバイスになるのでしょうか。システムとしてはなか

なかそれなりに差別化できるようなシステムだと思ってちょっと読ませていただいていたのです

が、それを構成する個々の機器ということになりますと、先ほどカテーテル含めていろいろな機

器というのはそれぞれ独立でまたいろいろなところで検討されておりまして、先ほどお話に、実

用化を目指して個々の機器として進めていく場合にはその辺のことも差別化とか競争とか、そう

いうことが非常に重要になってくると思うのですね。プロジェクトの中ではその辺のところはど

のように受けられているのでしょうか。 

（内山委員） 

 どうもご指摘ありがとうございました。最初に原簿のときにはシステム機器ということになっ

ていまして、全部やらないと本当はこれはプロジェクト違反になるのでしょうけど、それをとる

か、あるいは実用面をとるかということで、結局中間評価としては実用化ということを第一に考

えました。それから、差別化の問題に関しましては、先ほどのように一つのカテーテル、今カテ

ーテルごとに一つずつのセンサーなのですね。それを一本のカテーテルを挿入して同時にとると

いうことで、複数のカテーテルを患者さんに入れないですませることが一つ。それから、あとは

そこから得た情報をワイヤレスといいますか、それはそれほどでもないかもしれないが、いわゆ

る現在のハイテクの技術を使ってスパゲティ症候群といいますか、コードだらけの状態をなくそ

うというようなこと。それから、治療に関しましては複数の薬を使う場合、やはり何本もカテー

テルを入れなければいけない。それよりも一本のカテーテルで同時に複数の薬を与えるようにし

たらいいのではないかというのが、差別化になっていると云えます。 

（小野田委員長） 

 ありがとうございました。よろしゅうございますか。 

 それでは、以上で中間評価は終わりまして、これからは事後評価という形になろうかと思いま

す。その最初は「超低損失電力素子技術開発」ということになります。また、課長の方からお願

いします。 

（５）「超低損失電力素子技術開発」（資料３－２－５） 

事務局から資料３－２－５に基づき、プロジェクトの概要について説明。 

 大迫分科会長から評価書（案）に基づき、評価結果について説明。 

（小野田委員長） 

 ありがとうございました。一応、これはもう事後評価という形になります。何かご意見、ご指

摘等ございませんでしょうか。かなり広範な技術開発を進めていただいたことになると思います

けれども。 

 この研究自体は例えば産総研ではかなり引き続いて独自に進められているというような。 

（大泊分科会長） 

 もともとは産総研の中にシリコンカーバイド系の、つまり高温電子材料といったようなセクシ

ョンがありましたのと、そこでかなり優秀な研究者が長い間研究を続けておられたのです。それ

が所内外のいろいろな研究分野との連携によって、ウエファー技術もかなり進んだという、そう

いう背景があってようやくこのプロジェクトに踏み切ったという印象を持っております。 

（小柳委員） 

 研究の成果としては大変広い範囲にわたって立派な成果が上がっていると思うのですが、ちょ

っと気になっているのが、大泊分科会長も指摘されましたように、実用化に関しまして、それと

特許のことです。半導体の世界では大体その技術が将来的に使われるかどうかというのは非常に

はっきりしていまして、結果的に見ますとですね。使われるか、使われないかと、こういうこと
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なのです。ところがなかなか最近日本は新しい技術の実用化ということに関して大変、そういう

面の競争力がだんだん落ちてきていまして、大体やっぱり欧米がどうしても新しい技術として提

案して開発して、実用化まで持っていくのが非常に早いですよね。つまり集積回路の分野の中で

はそういうことがたくさん起こっていまして、今非常に問題になっておりますが、このＳｉＣを

含む材料を使ったパワーデバイスというのは、これは新しい分野なものですから、ぜひそういう

集積回路の二の舞にならないように、欧米に負けないように実用化を進めるということが大変重

要じゃないかと。 

 それから、先ほども指摘されました基本特許も含めまして、今後せっかくこれだけの成果が出

ていますものですから、最後実用化で負けてしまいますと、せっかくやった成果が報われないこ

とになりますものですから、ぜひこれをもうちょっと実用化を、どこで検討されるのかわかりま

せんけれども、これをぜひ実用化を早急に進める、そういう仕組みをつくっていただければと私

は思うのですが。 

（小野田委員長） 

 ありがとうございました。多分現実的には産総研がどれだけこれだけの知識をベースに産業と

連携をしながらアプリケーションを進めていくかになると思うのですけれども。何か、大泊分科

会長。 

（大泊分科会長） 

 最近、私、これはちょっとこのプロジェクトに限ったことではなくて、一般論として申し上げ

るのですが、企業の、研究開発のモーチベーションが随分下がっているのですね。それで、最近

一、二の企業の方に伺ったところ、従来の国のこういうプロジェクトに対する参加のスタンスと

いうのはどんなふうに変わりましたかという質問をしましたところ、昔は特に半導体に関しては

勢いのあるころはつき合いをしようかという話だったのが、最近はとれる資金は全部とれという

ことに変わってきていると。何となく国のやっぱりそういう研究資金におんぶするような姿勢が

見え始めているというところに私は危惧を持っていまして、もともと科学技術というのは、駆動

型経済社会の構築ということで国の資金におんぶすることではないわけです。そういうことをも

う少しきちっとしていただきたい。そういう意味では、今回のプロジェクトに参加された企業は

それぞれ一生懸命おやりになっていたのですけれども、多分各企業の中でまだ余り売れるような

分野ではないので、基本的に小さなグループで元気がないんですよね。マンパワーという点で。

ですから、彼らが実際製品化まで踏み込むようなモーチベーションどれだけ持っているかという

か、やっぱり相当頑張っててこ入れしないと無理だなと。 

（小野田委員長） 

 ありがとうございました。現役の産業人の委員がいらっしゃいますから。 

（大西委員） 

 一言ちょっと言わせていただきます。ここにも書かれていますけれども、要するに日本の産業、

新しい事業を起こすということは、かつての追いつけ時代からやっぱり先頭を走って、技術的に

も本当に先頭を走っている革新的な技術を何とか物にしていくという方向に変わっております。

それはもう科学でも皆そうですけれども。ここの１２ページのところで、出願特許を十分ブラッ

シュアップして基本技術に仕立てるというふうに書いてある。ここのところが非常に技術のとこ

ろでして、やっぱり世界でこの特許でいわば排他性を持って、しかも独創性があってというもの

でなかったら、なかなか実用化するといっても、そこから先実用化するのにまた膨大な金を投入

しないといけない。投入した結果が結局、やり上げたものが基本のシーズの技術がそれこそ世界

でトップ走っていなかったら、やった努力が実らないということになるということだと思うんで
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すよ。だから、ここの評価、そういう意味ではここの評価の部分が非常に重要な、せっかく国家、

国の金をかけて、いわば研究開発している、そのときに目標が大きく言えばやっぱり世界で勝て

る技術、少なくともそれのシーズになっているかというところをきちっと評価しないと、やった

んだからとにかく実用化せい言われても、それが本当に先端走っていて、特許でも守られていて

という技術に仕上がっていないとなかなか実用化できないということではないのかなと。それは

タイミング論だとかいうことだけでは済まない、技術としての優秀さというところの評価がやっ

ぱりこういうものに要るのではないかなというふうに、産業側から見たら思いますね。 

（大泊分科会長） 

 その問題は、ですから結局最初から勝ち目がない話はやらない方がいいということになってし

まいますよね。ただ、例えばＬＳＩなんかについて言えばキルビー特許という、要するにＩＣを

つくるというのが基本的な特許で、ある意味べらぼうなお金を払っているわけですが、でもその

後の日本の半導体産業の隆盛があったわけで、それは何とかいけると思うんですね。いろいろな

やっぱりカウンターパテントも含めてやりようがあるように思いますけれども。 

（西村委員） 

 この試しているのはパワーデバイスですから、基本的にはディスクリットですよね。ですから、

集積回路なんかに比べれば本来なら試しに使うのはやりやすいはずの分野だと思うんですけれど

も、それなのに非常に低い見通しになっているというのが一番大きな原因は何ですか。余り使お

うとされない。 

（大泊分科会長） 

 さっき小柳先生のおっしゃった新技術を物にするという強烈な意思が乏しかったのと、それか

らもともと研究開発の主体が産総研の、要するに研究者グループだったと。これはもともと今ま

で、今はちょっと違うでしょうけれども、ちょっと前まではデバイス化するとか実用化するとか

という意識は多分なかったのではないかと思うんです。 

（小柳委員） 

 まず、特許の件に関しましては、半導体、これも集積回路ではないですけれども、半導体です

からあるところ似たところがあると思うんですけれども、半導体の世界というのはもうクロスラ

イセンスのもう典型的な分野でありまして、どれか一つの基本特許を持っていればそれで全部抑

えられるという、そういう分野ではないのですね。ですから、お互いで抑え合ってしまうという

あれは避けられないと思うのですけれども、そんな中でもやっぱりどれだけ基本特許に近い重要

なやつを持っているかどうか、それで多分趨勢が決まると思うのですね。ですから、そういう意

味でそういう特許をたくさん持っていることがまず重要なことですね。 

 あと、それから、今回みたいに成果がいつもたくさん、日本の場合はいい結果を出すのですけ

れども、先ほども申しましたようになかなか実用化にいかないと。これはやっぱり何と言います

か、半導体を扱っている企業側の体制の問題もありまして、なかなかやっぱり新しい技術、リス

クの大きいやつを率先してビジネスに持っていくというあれが一つ欠けているのですね。欧米は

なぜ新しい技術、どんどん技術が始まるかというと、欧米はこれをやるからなんですよね。日本

は今までは、これからもそうなんですけれども、欧米が何か新しい技術をやってものになりそ

うだっていうので、それが使われ始めますとそれを見ながら乗り出してくるのですね。だから、

一番最初に乗り出さないと。ここが一番問題ありますので、ぜひこれだけの成果が出ていれば十

分私は戦えると思いますので、ぜひ乗り出せるような体制を、先ほど言いましたようにどこでや

るのかわかりませんけれども、そういうのが今非常に重要ではないかというふうに、これは私の

個人的な見解でございます。 
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（小野田委員長） 

 ありがとうございます。この辺、産業の分野によってもそれぞれのシチュエーションが違い、

たまたまこの半導体産業分野というのは余りにこの環境の激変で企業の状態の落差が激しかった

ものなので、ある意味ではそのビヘービアというのが多少今混迷している部分というのがあるの

ではないかなと思います。ただし、ビッグ産業ですのでね、やはりいろいろな意味でそういうあ

るトランジションの厳しい時代、あるいは国全体の形を考えながら、特に経済産業省などは何ら

かの手を打っていただくということを多分十分いろいろ考えておられると思うのですけれども、

今ちょっとその辺のことがいろいろな委員の方からご意見が出たのではないかなと、そういうふ

うに思います。よろしくお願いいたします。 

 それでは、全体の時間の関係もありますので先に進めさせていただきたいと思います。 

 同じく事後評価で「ＳＦ６等に代替するガスを利用した電子デバイス製造クリーニングシステ

ムの研究開発」ということで、また課長の方からお願いします。 

（６）「ＳＦ６等に代替するガスを利用した電子デバイス製造クリーニングシステム

の研究開発」（資料３－２－６） 

事務局から資料３－２－６に基づき、プロジェクトの概要について説明。 

 田坂分科会長から評価書（案）に基づき、評価結果について説明。 

（小野田委員長） 

 ありがとうございました。多少研究集団としての専門性の問題までご指摘をいただけたのかな

と思いますけれども、たまたま対象が環境という一つの技術の分野があったり、エレクトロニク

スに結構絡んでいる部分があったり、それからケミカルな部分、しかも有機、無機、フロンとの

絡みがありますからね、結構複雑な交差点の真ん中にあって、どういう視点でプロジェクトリー

ダーが引っ張っていくかで相当大きな影響を受けたのではないかというようなご指摘もいただい

ていると思います。 

 何か、どうぞ。それでは、伊東委員の方から。 

（伊東委員） 

 このマネジメントの評価が他のプロジェクトと比較しても非常に低いのですが、中間評価のか

じの修正というのがどのように絡んでいるか、効果がなかったのかとか、そのあたりはどのよう

に理解しておられますでしょうか。 

（田坂分科会長） 

 中間評価のときに一応ＣＯＦ２とＦ２の話が出てきたわけですけれども、ただ３年もかかって、

はっきり申し上げますと、ＣＯＦ２ならＣＯＦ２にいった段階までに時間がかかり過ぎたのでは

ないかということに対するいろいろな評価委員側の意見を申し上げました。それに対して、端的

に申しますと、どうしても新しいガスを求めてやろうということ、合成化学屋さんというのは新

規物質をつくりたいという思いがありますので、それをいろいろと思いめぐらしたと思います。

ただ、それが本当に反応機構的にいいものであるかどうかということの感覚が抜けたままで走っ

た。それで、最後の段階で次から次へと新規物質をつくって、それがエッチングはかどうとかい

うことはもうやめて、とにかく現段階で一番いいもので収れんしなさいと。本来、エッチングガ

スというのは、電気系の方達のように化学物質に対しては全く素人の方たちでも安全であるとい

うことを前提にこれまで行われてきたわけですが、このＣＯＦ２というのは漏れますと湿気で分

解してＨＦが出てきて、労働環境が悪くなる。全然何も知らない人たちをそういう危険にさらす

のは問題なんだと、そういうことが何よりも重要であるということをそこで我々は申し上げて、

こういう安全を中心にした最良のシステムづくりということで収れんさせていただいたので、そ
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の辺は大分説得するには時間かかりましたけれども、あとは理解していただいて、最終的には現

在の日本の、実用化の問題になるわけですけれども、現在稼働している装置にそのままガスを入

れかえてやっても同等以上の性能が確保できると。ただ、普通、ガスを変える場合には何倍も効

果がないと、なかなか実際の人たちは同じ程度ぐらいだったら変えたがらないわけですけれども、

それは温暖化の問題をどういう形で浸透を図るかというところによっているのではないか、そん

な形で中間評価以降はかなり評価委員のアドバイスを聞かれてやっていただけたのではないかと、

そういうふうに思っております。 

（黒川委員） 

 私も伊東委員と同じような疑問を持ったのですが、今の田坂さんのご説明で随分これは中間評

価を聞いているような印象を受けたのですが、いわゆる中間評価で、むしろＮＥＤＯの事業とし

てはどっちかというとどんなガスを使うかと、むしろその辺をしっかり検討すべき部分があった

のではないかなと。むしろＣＯＦ２ですか、これを代替ガスとして使うということに決まれば、

あとは安全性の評価とか、具体的には必ずしもＮＥＤＯの事業ではなくてもいいのではなかった

のだろうかという気がしたのですけれども。ですから、むしろ中間評価の時点を相当しっかりし

ていないと事後評価でこういう形になってしまうのかなという気がしたのですけれども。だから、

その辺をどう位置づけるか、これがやっぱり大変大きな問題だなという気がしたのですけれども。 

（田坂分科会長） 

 ちょっと私の申し上げ方がまずかったのかもしれませんが、Ｆ２を使うのは、これは安全性の

問題からどういうふうに使うのか、これはまだ技術が確立していません。それで、その段階でＦ

２を、アメリカでは一応概念的にはその場でＦ２をつくって、ボンベに入れるのではなくて、電

気分解でその場でつくって供給すれば、何かトラブルがあるときには電源を切ればいいという、

そういう発想はあったわけですけれども、Ｆ２を使うには安全が伴わないとなかなか実用化まで

いかない。しかし、世界に、アメリカに負けないだけの技術を実現するにはそれしかないという

中で、安全性ということが実際にこういったクリーニングシステムに実現できないのであれば実

用化にはなかなか至らないということで、実用化に至るにはどうするかという観点でそういう方

向性を示させていただき、そういう形で収れんしていただいたということで、そういう意味では

使おうと思えば使えるという技術になったということにおいては意味があったのではないかと思

いますけれども。 

（井田技術評価部長） 

 ちょっと事務局から補足させていただきます。これの中間評価で、実は私ども部ができたとき

に１３年度に最初にやった評価は中間評価でございました。要するに４年間、１４年までやるう

ちの４年目にやったと、先ほど言いましたけれども、本来もっと早くやっておくべきだったのが

一番最後の段階になって、その段階で一番問題だったのは田坂分科会長からお話があったとおり、

ＣＯＦ２の安全性にちゃんとしていなければこんなもの使えるめどがつかないのではないかとい

うのが一番大きくなりました。中間評価の中で書かれたことは安全性をちゃんとやらないのだっ

たらやめてしまえという、そういうような評価を受けています。それで、慌てて最後に軌道修正

してここまで持ってきたということで、田坂分科会長の言ったように、残り１年間としては、そ

の後の軌道修正はよくやったと。トータル的に見るとというようなご意見だというふうに記憶し

ています。 

（小野田委員長） 

 ありがとうございました。ですから、この種の半導体メーカーにしても何にしても、逆に言え

ば化学メーカーだったらＦ２をオンサイトで発生させ、それを使いこなすぐらい何ともない仕事
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なんですよね。ですからもちはもち屋なんで、産業自体がどこまでブレークスルーをしたりジャ

ンプしたりしなければならないかというのは別の部分からの面もあるのかなと、そういうふうに

は思っておりますけれども。ある意味では非常に苦労されて、今のラインを使いながらも一応一

歩前進できる可能性のあるものだけはお示しいただいたというところでプロジェクトを収れんさ

せたのかなと、そういうふうに思います。もう、相当進んでしまっていましたのでね、そういう

意味ではある意味では精いっぱいの中間評価と、またその後のフォローアップだったと思います。

ありがとうございました。 

 それでは、ちょっと時間の関係もありますので、事後評価の最後になりますけれども、「ゲノ

ムインフォマティクス技術開発」ということで、それではまた課長の方からお願いします。 

（７）「ゲノムインフォマティクス技術開発」（資料３－２－７） 

事務局から資料３－２－７に基づき、プロジェクトの概要について説明。 

 松永分科会長から評価書（案）に基づき、評価結果について説明。 

（小野田委員長） 

 ありがとうございました。プロジェクトというよりも全体リーダーがややメンター的立場でい

ろいろ並行的にたくさんのものが進んでいるというような性格のお仕事だったのかなと思います

けれども。では平澤委員どうぞ。 

（平澤委員） 

 先ほども出てきたＤの位置づけの問題なのですが、これはたしか議論したのは、要するに優・

良・可・不可なんですよ。だから、２５点ずつ区切るというのではなくて、不可というのは５０

点以下が不可ですよね。だから、要するに合格か不合格かというのがまずあって、合格の部分と

いうのを３段階で分けましょうと、こういうのが本来の趣旨だったのですね。そういうふうに考

えればつけやすかったのではないかなというふうに、特に大学の先生はずっとそういうことをや

ってきているわけです。今のような構造になっているというのが評定区分を示す文言で、適切で

なかったのかもしれませんけれども。 

 それから、一つ質問ですけれども、マネジメントが比べてみると余りよくないのですが、どう

いう点が問題だというふうにされたのでしょうか。 

（松永分科会長） 

 ちょっとそれを言うの忘れたんですけど、先ほどの戦略技術委員会というものがあって、非常

にゲノムの著名な先生によく指導していただいたんですけど、我々の希望的なあれとしてはマネ

ジメントもよくやられたんだけど、やっぱり企業の中からプロジェクトリーダーを選んでもらい

たかった。例えば複数の企業を、１１社なら１１社やっているけど、それは選びにくいのはわか

るんだけれども、そこであえて選んでもらって、そうするとその人は今度はその次のフェーズで

中心になっていろいろなものを実用化したり大型な実用に取り組めるのではないかと、そういう

意味でちょっと低かったと。 

（西村委員） 

 これはもうそろそろ読み取りは終わりそうだというベンチャーによるベンダーたちのその時期

につくられたプロジェクトなわけですか。 

（松永分科会長） 

 そうです。最初はヒトゲノムが２０１０年と言っていたのが、だんだんだんだん早くなってき

て。 

（西村委員） 

 １２年に終わってしまったのでしたかね、基本的には。 

17 



（松永分科会長） 

 ドラフトシーケンスはですね。 

（西村委員） 

 それは、その見通しがあった段階でのプロジェクトなわけですね、これについては。それで、

ネーミングからいってもインフォマティクスとついていて、なかなかその時点で言えば非常に革

新的なプロジェクトだと思うのですが、結果から見るとほとんどハードの要素技術ですね。これ

はほかのプロジェクトの場合も、いかにもある意味では日本的だという感じがあるのですが、結

果的にそうなってしまったのは、インフォマティクスと言いながらその部分が相対的に弱い結果

になってしまったというのは、どの辺に一番原因があるというように感じておられるわけでしょ

うか。 

（松永分科会長） 

 やっぱり企業、ハードに近い企業が多かったということと、それからインフォマティクスが難

しいということもあるのではないですかね。実際に最初から、全体の題がゲノムインフォマティ

クスと書いていますけれども、これはハード含んだような形でインフォマティクスについての４

本の中の１本だけがインフォマティクスだということなので、これが６０億全部インフォマティ

クスをやれればまた違った結果が出てくるのではないかと思いますが。 

（小野田委員長） 

 たまたま当時の日本の実力をあらわしていたということなのかなという感じはいたしますけれ

ども。 

 ほかにご意見ございませんでしょうか。これだけかなり大きいお金を使っての仕事ですので、

これはさらにそれぞれ膨らんでいくことを期待したいわけですけれども。小柳委員、どうぞ。 

（小柳委員） 

 特許なんですけれども、バイオのその辺のところの特許というのはみんな海外、特にアメリカ

にみんな基本的なところ出されているのではないかと思うのですが、この研究開発を通して、そ

ういう欧米に対抗できるような基本的な特許というのは、この何件か成果として出されています

けれども、そういう大きな特許は何件か出ているのでしょうか。 

（松永分科会長） 

 今のは大体外国に押さえられているというふうに一般的にみんなそう言うんですけれども、で

も例えばこの前にあった神原先生のキャピラリーの心臓部の特許なんていうのは日本でやってい

ますし、それからこの成果の中でも、ただ出た特許がかなりありますけれども、やっぱりそれが

どんなふうに成長していくかというのは大きな技術になっているかと。ちょっと例えば田中さん

の仕事なんかでもやっぱり出たときはみんな予測できなかった、神原先生の仕事なんかもそうだ

と思うので、この中で今はまだ大きなものになっていないけれども、大きく育っていくことを私

は希望しています。 

（小柳委員） 

 私もこの中で日立のキャピラリーのあれを非常におもしろいなと思って、かなり強い特許にな

るなと思っているのですけれども。そのほかなかなかちょっとよく見えないところなのですけれ

ども。基本的にＰＣＲにしろ例えばマイクロアレイにしろ、みんな向こうですよね。だからそう

いうあれに対抗できるような強い特許というのはほかに幾つかあるんですか。 

（松永分科会長） 

 マイクロアレイでも多分ご存じだと思うんですけれども、アフィメトリックスが全部押さえて

押さえていると言っても、意外とアフィメトリックスは仕事いっていないということで、そこは
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あんまりそれで押さえられた、押さえられたといったことであんまりごまかされてしまわない方

がいいのではないかなというふうに私は考えていますね。もう少し丹念に一つ一つの技術を見て、

育てていった方がいいのではないかなと。 

（小野田委員長） 

 ありがとうございました。まさに特許の問題について言えば、今松永先生のおっしゃることは

実業の面では大体みんなそういう感覚で仕事はしているのではないかなと思うのですけれども。

ちょっとスマートでないところは当然出てまいりますけどね。その辺は産業という立場に立てば

いろいろまだまだやるべきこと、やらなければならないことはいっぱいあるのではないかなと、

そういうふうに感じています。ただし、小柳委員のおっしゃる意味で言えば、むしろサイエンス

からすっと基本的なところに行く、あのきれいなラインがなかなか日本で出てこないというのが

全体につらいところなのかなとそんなふうに感じてはおります。 

 いろいろご意見ちょうだいいたしましたけれども、大きなプロジェクトでしたので、ぜひこれ

が次の段階で生かされることを期待したいと思っております。 

 それでは、事後評価についてはこれで終わらせていただいて、これから報告事項ということで

井田部長の方からまとめて皆様にご報告申し上げます。 

（井田技術評価部長） 

 先ほど申しましたとおり、この委員会で扱うのは審議案件と報告案件というふうに二つに分か

れておりまして、報告案件が資料の４－１、このＡ３の紙、総合評価と今後への提言だけですけ

れども、中間評価９件、事後評価３件が載っております。それから、それぞれにつきましては４

－２－１からずっと個別の、先ほどご説明いただいたのと同じ資料が４－２－１２にまで入って

ございます。それから、このコンパクトディスクの中に配られている厚いものと同じものがＰＤ

Ｆファイルで全部入ってございます。それで、これにつきましてはちょっとここで個々にご説明

するということではなくて、お戻りになってごらんになって、ぜひここはこの場で審議する必要

があるというようなことがございましたら、一緒の中にファックス送付状というものが同封して

ございますので、それを事務局の方に２週間後、９月３日までにお送りいただきまして、それを

踏まえて審議案件とするかどうかということを委員長とお諮りして、先ほどの基準に従って審議

すべきでしたら次回にできるだけ取り扱うようにしたいと思います。 

 それから、ちょっと早口で恐縮ですけれども、資料５、先ほど言いました、話に出ました評点

についてどういうふうになっているかということでまとめてございますのでごらんいただきたい

と思います。資料５の１枚目が今回中間評価審議案件、先ほどご審議いただいた４件、それから

そのほかの案件９件、１３件の評点が分布で書いてございます。四つの項目、政策的な位置づけ、

マネジメント、研究開発成果、実用化見通し、それぞれ優・良・可・不可の、優が３点、それか

ら不可が０点ということで、先ほど平澤委員からお話があったとおり、可か不可かというものの

境目が大きくなっているというのが特徴でございまして、下の方の表に二つずつでやったときに、

１点のところで四角に囲ってあるところがございます。要するに、これを外れたものは不可とす

る意見が多いということで、１点未満というのは相当おかしいということです。それから、左の

方でちょっと欠けているようにしてあります。例えば、右上の研究開発成果と実用化見通しＸと

Ｙを、ＸプラスＹイコール４、ＸプラスＹイコール５というふうに数字で一応やってあるのです

けれども、一つの目安として見ますと、これが大きいほど非常に高い評価を受けているというも

のでございまして、成果と実用化見通しを見る限り１４番と１９番ナノガラス技術、それから１

９番のたんぱく質発現相互作用解析技術開発、ナノガラスとそれからプロテオミクス、この二つ

が中間評価段階では非常に高い評価を受けているということでございます。 
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 それから、きょうご説明いただいた２番とか３番とか４番というのはぎりぎり、４番について

は右下の図で言いますと左側の欠けているところに入っているという、先ほど全体についていな

いのはどうするか、あるいは分離も考えるということで相当大きい修正も考えていかなければな

らない領域というのに入っているというのが中間評価での評点のぐあいでございます。 

 それから、事後評価をやったものについてはその次のページにございます。これは審議案件３

件、それから報告案件に含まれているうちの３件、その六つの点を、番号は４番は次回になりま

すので飛んでいますけれども、六つの点があります。これで先ほど研究開発成果と実用化見通し

というところで見ますと、２番ＳＦ６の代替物質、ＣＯＦ２をやったものがやはりちょっと問題

のあるところに入っております。それから、先ほど松永分科会長からお話のあった３番というの

は、一応ＸプラスＹイコール４というのを超える、右上の方に行っていまして、これは大体優良

な感じのところというような、そんな感じのところになります。感じとしては傾向はあらわすと

いうことと、それから、先ほど平澤先生がお話になったとおり、１を下回る、この四角から外れ

るところというのはやっぱり相当問題だというので、今、優・良・可・不可ということで私ども

はそれぞれお願いしまして、ただ表現ぶりというのはそれぞれのプロジェクトの性質によりまし

て何をもって優というか、何をもって良というかと、これは表現ぶりが非常に難しいかなと。必

ず今は優・良・可・不可でつけてくださいというのは逆にはっきり言うようにしているというの

が現状でございます。評点の分布は大体こんなぐあいでございます。 

 一応、以上がこの事務局からの報告事項でございます。 

（小野田委員長） 

 ありがとうございました。ちょっと駆け足になりましたけれども、ＮＥＤＯの評価は比較的、

どちらかというとシンプルにしようという意味もあって、観点の数も極力減らして、むしろパタ

ーンでこうやって見ていただくと見やすいですね。当然例外的なプロジェクトというのは幾らも

目的、目標によってあると思いますので、それはそれで別の取り扱いをすればよろしいのではな

いかなと思っております。 

 以上の報告事項はまとめて皆さんの宿題事項として、後ほど一連の４の資料になりましょうか、

資料をごらんいただいて、特にこれは興味ある、あるいはいろいろ内容について疑問がある、ち

ょっと詳しく聞きたいということはご連絡をちょうだいできれば次回のプログラムに入れていき

たいと思いますので、どうぞご遠慮なくお伝えいただきたいと思います。 

 それでは、井田部長の方から、その他の件についてご連絡を含めて。 

（井田技術評価部長） 

 事務局から、今後のスケジュールについてご説明します。一応、資料の一番最後に１枚紙で今

後のスケジュールの予定ということで書いてございます。次回第１０回技術評価委員会、９月２

５日に開催する予定にしております。それで、ここでは審議案件が７件、中間評価６件、それか

ら事後評価１件予定しております。そのほかに、実はご存じのとおり１０月１日に独立行政法人

化を迎えるということがございまして、９月２５日、もうそれの直前でございますけれども、独

立行政法人になったときにこのプロジェクト評価は基本的に中間評価、事後評価は今までのスタ

イルで行う予定ですが、それに加えて例えば追跡していく評価を行おうとか、そういうような評

価システムを若干独法化に備えて準備を進めたい、独法化もするということがございまして、そ

の辺の状況についてご報告させていただくのと、それからあと、１６年度に向けていろいろな分

科会を立ち上げの準備がございますので、その辺の話についてもお話をさせていただきたいと思

っております。 

 いずれにしましても９月２５日、かんぽヘルスプラザ、このサンシャインのすぐわきに、後ほ
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どまた地図もお送りしますけれども、そこで開催しますのでよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

（小野田委員長） 

 ありがとうございました。またまた９月２５日もいっぱいあるみたいなのですけれども。恐縮

ですけれどもよろしくお願いいたします。 

 それでは、時間になりましたので、最後に閉会に当たりまして、光川副理事長の方からごあい

さついただければと思います。 

（光川副理事長） 

 本日、小野田新委員長のもとでの実質第１回目ですが、大勢の委員の皆様方にも新規に加わっ

ていただいて、大変活発なご議論ありがとうございます。今後ともひとつよろしくお願いします。 

 私どもの基本的スタンスでありますが、中間評価での皆様方のご指摘でございますが、これは

今後の後半の研究開発にそのご意見を反映させてまいりたいと思っております。相当大幅な修正、

絞り込み、場合によっては取りやめといったようなことも決断してまいりたいというふうに思っ

ております。 

 それから、事後評価、もう終わってしまったのでどうしようもないという意見もあるのですが、

決してそうではなく、これらに関するご指摘事項は、今後の私どもの仕事全般の進め方に反映し

てまいりたいと考えています。特にきょうご議論で印象に残ったの点が幾つかありました。「ど

うも研究者のための研究になっているものがあるのではないか」という指摘は大いに反省させら

れます。また、プロジェクトリーダーの選定に当っては、どういう人がいいのか、その選定のタ

イミングなども含めて、非常に大事なご指摘があったと思います。それから、研究に参加する研

究者のバリエーションというか、余り単眼的にならないように、適切な組み合わせを考えなけれ

ばいけないというようなご指摘、さらにはプロジェクトの絞り込みとか収れんのさせ方、そのと

きのＮＥＤＯの評価委員会の機能の仕方については私どもやはり責任を持って考えていかなけれ

ばならないかというふうに思ったところでございます。 

 今後ともよろしくお願いいたします。 

（小野田委員長） 

 ありがとうございました。大変長時間にわたりましてご協力いただきましてありがとうござい

ました。 

 それでは、これで第９回の技術評価委員会を終わらせていただきます。どうもありがとうござ

いました。 

（午後 ５時００分閉会） 
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