
 
 

 

               第２回技術評価委員会 議事録 

 

                     新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ） 

                          委員会事務局（技術評価部） 

１．日 時：平成１４年２月２６日 

２．場 所：サンシャイン６０ ５９階「櫻」 

３．出席者：岸委員長 稲田委員 大西委員 垣田委員 小柳委員 瀬田委員 曽我委員 高村委員 

      谷委員 西村委員 平澤委員 三浦委員 村上委員 

      堀池分科会長 石井分科会長 中杉分科会長 

      光川副理事長 福水企画調整部長 井田技術評価部長 坊田評価企画課長 竹中企画官 

４．議 題 

 （審議事項） 

  １．分科会における評価について 

   （１）平成１３年度分科会評価結果（８事業評価事案）について 

   （２）平成１４年度評価実施予定プロジェクトについて 

  ２．評価方法について 

   （１）標準的評価項目・評価基準について 

   （２）評点法について 

   （３）評価方法について 

 （報告事項） 

  ３．その他 

   （１）評価結果の反映について 

   （２）規程等の一部修正について 

５．議事録 

 （１）開会、委員の紹介の後、事務局から資料の確認及び、本委員会が公開にて実施される旨の説

明がなされた。 

 

（２）議事（１）分科会における評価について 

    議事（１）―①：平成１３年度分科会評価結果について 

  

事務局から資料３に基づき「現在までに設置した評価分科会の開催状況について」説

明がなされ、「超電導電力貯蔵システム技術開発」については事後了解ということで、

委員会の了承が得られた。 

 

資料４－２に基づき「極低電力情報端末用ＬＳＩの研究開発」の事業の概要、目的に

ついて、事務局から説明を行った後、本分科会長の小柳分科会長から評価結果につい

て説明がなされ、以下の通り質疑応答が行われた。 

 

（岸委員長）  ありがとうございました。 

 ９に総合評価、１０に実用化を意識したということの提言がなされております。 

資料１ 



では、評価結果について、何かご質問、ご意見がありましたら、どうぞお願いいたし

ます。 

（稲田委員）  最後に、プロトタイプチップの開発にも力を入れるべきと、これは当然私はプロト

タイプチップを作るのだと思っておったのですが、これはそこまでいかないというこ

となんでしょうか。 

（小柳分科会長）この辺は大分、参加研究者の人たちと委員の間で議論が闘わされたのですが、当初 

の目標はどちらかというと基本技術の開発ということに重きを置いていました。確か

に大変難しい技術ですから、ＬＳＩにつながるような技術開発をするために、いろい

ろな検討事項があります。そういう観点で、難しい技術ではあるのですが、最終的に

はそういうプロトタイプのチップを作らないと基礎技術の妥当性が確認できないであ

ろうということで、この辺は計画もこれに沿った格好になるよう考えることになって

おります。 

（稲田委員）  やはりウェアラブルとかユビキタスとかに対してこのようなものがないと、省エネルギ

ーもさることながら、電池などでしか今のところ動かないことから、すぐにへたってしま

います。従って、ぜひこのようなものを作っていただいて、従来と比べることができたら

と思っております。 

（岸委員長）  それでは、この点は少し検討項目として考えさせていただくということで、ほかに 

何かご意見がありましたらどうぞ。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、反対ということではないと思うのですけれども、今のご意見も少し斟酌

するということで承認させていただきたいと考えております。 

 

資料４－３に基づき「ＳＦ６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

グプロセスシステムの研究」について事務局から事業の概要、目的について説明が行

われた。その後本分科会長の堀池分科会長から評価結果について説明がなされ、以下

の通り質疑応答が行われた。 

 

（岸委員長）  ありがとうございました。なかなか厳しい評価ではないかという気もしますが、多 

分その結果、９ページの点数に表れていくのだと思います。 

いかがでしょうか、今の評価結果について、ご質問、ご意見ございますでしょうか。 

（垣田委員）  ９ページの表の中に、左から２つ目「事業の目的・政策的位置付け」と「事業の背 

景・目的・位置付けの妥当性」という項目があるのですけれども、先ほどのテーマは

と比べると、この差が非常に大きいですね。位置付けの妥当性は結構よくなっている。

これはどういう違いというか、どういう評価の視点なのか、教えていただければと思

います。 

（堀池分科会長） これの評価は、ＮＥＤＯの評価の基準にのっとってしていったものだと思うので 

すけれども、今ちょっと思い出せないのですけれども、Ｂのこれ自身のクリーニング

ガスというのは、ＣＶＤ装置にどっと付いたＳＩＯ２の粉とかポリシリコンの粉とい

うものを取らないと、ゴミのパーティクルの原因になりまして、半導体の歩留りを落

としてしまいます。それに対して、非常にたくさんのガスを流して、ＣＶＤ装置もた

くさんありますから、膨大な量が使われていると。そういうことで、クリーニングガ

スを開発するということは非常にいいと。ただ、先ほど言いましたように、ＮＦ３と

か、そのガスが１５％程度だけれども使われていたと。それをもっと深めるというか、



それをもっと発展させるようにしたってこの事業は成り立ったのではないかというこ

とで、政策的位置付けがちょっとまずかったのではないか。そういうことで点数が下

がっているのだと思います。 

（岸委員長）  政策的位置付けがいいけど、一番悪いのが実用化への見通しと、そういうことです 

ね。やらせた方はいいけど、やる方はいけなかったということでしょうか。 

（堀池分科会長） これは９月の時点の評価なので、第３回、今から１週間ほど前に行いましたけれ 

ども、そのときにおきましては、実用化へ向かって非常に詳細な計画を立ててきまし

て、それについては申し分のないものだと思っておりますけれども。ただ、あと１年

半、２年ぐらいあればよかったなと思います。 

（垣田委員）  どうもありがとうございました。 

（岸委員長）  いかがでしょうか。 

（平澤委員）  今のお話と関連しているのですけれども、今ここで開発実用化が図られるＣＯＦ２ 

というのは、例えば今、部分的に使われているＮＦ３に比べて、コストの面で太刀打

ちできるようなものになるという見通しがあるのでしょうか。安全装置とかそういう

ことを開発して、かなり付けるとすれば、相当なお金がかかるだろうと思うのですけ

れども。 

（堀池分科会長） ＮＦ３の場合は、ロケットの酸化剤、推進剤に使われているのですけれども、Ｎ 

とＦとの結合がかたいものですから、それを乖離するための電力は結構大きいのです。

それに対しましてＣＯＦ２は、安全でないということと関係しますが、わずかに電力

を入れれば、すぐ乖離して、Ｆ２が出ますから、非常に効率よくクリーニングできる

わけです。 

 それからもう一つ、ＮＦ３は、その後で除外装置、いろんな装置を付けるわけです

が、このＣＯＦ２というガスは、水の中に突っ込めば、すぐフッ酸となって、あとは

中和すればいいので、あとの除外装置に対しましては、非常に価格的に安いです。そ

れから、ＣＯＦ２ガスを製造するに対して、日本の半導体ガスメーカーに聞いてみま

したところ、必要であるならば、すぐプラントは起こせると。作る技術もそう難しく

はないと。それに対しましてＮＦ３は、それほどやさしくはないということです。 

（岸委員長）  いかがでしょうか。こういうことで、大体厳しい面はあるけれども、それもちゃん 

と書かれているということを含めて、原案どおりということになるのかと思いますが、

よろしいでしょうか。 

 

資料４－４に基づき「省エネルギー型金属ダスト回生技術の開発」について事務局か

ら事業の概要、目的について説明が行われた。その後本分科会長の石井科会長から評

価結果について説明がなされ、以下の通り質疑応答が行われた。 

 

（岸委員長）  ありがとうございました。 

 いかがでしょうか。 

（中杉分科会長）一言だけお願いでございますけれども、電炉ダストの亜鉛の回収、ましてや今度シ 

ュレッダーダストということですので、環境イゾンといいますか、ダイオキシンの一

つの発生源でございます。その面でチェックをしていっていただくと、実用化に近づ

くかと思います。 

（石井分科会長）当然塩素の問題は大変な問題でございまして、特にＰＸダイオキシンにつきまして 

は問題でございます。これは、この一つ前で行われましたプロジェクトにおきまして、



これは鉄スクラップの利用ということでございますが、その中でダイオキシンの問題

というのは十分検討してございます。処理方法、無害化するプロセスというのをそこ

で検討してございまして、それを組み込んで実際にプロセスとしてはやっていくとい

うようなことがこの研究の中で盛られてございます。ありがとうございました。 

（岸委員長）  では、その点を含んだ形でご承認いただけるでしょうか。 

 それでは、どうもありがとうございました。 

 

資料４－７に基づき「環境調和型石炭燃焼技術開発」について事務局から事業の概要、

目的について説明が行われた。その後本分科会長の三浦分科会長から評価結果につい

て説明がなされ、以下の通り質疑応答が行われた。 

 

（岸委員長）  いかがでしょうか。 

（瀬田委員）  ６ページの５番のところで、実用化を非常に強く意識して研究の方向づけを行って 

いるというご評価なのですが、例えばアンモニアを使うということについてのコスト

の問題とか、先ほどの特許はこれから取得するとか、このあたり少し矛盾するような

気がするのですけれども、その辺はどうなんでしょうか。 

（三浦分科会長）今のは脱硝技術に関するご指摘だと思うのですが、脱硝技術につきましては、先ほ 

ども申し上げておりますように、アイディアとしては非常に斬新なのですが、はっき

り申し上げまして、物になるかどうかという段階にはきていないと。要するに、ＮＨ

２ラジカルができないとだめなのですが、それができるかどうかは、要するにできた

かどうかという判定が、やっとできたかどうかというような段階でございまして、特

許を取る段階には至っていないと、そういうご説明でございました。しかし、先ほど

も申し上げましたけれども、こういう技術は世界で競ってやっておりまして、やはり

その技術の上をいくような技術を開発していく必要があるという意味で、これは続け

るべきであろうと、そういう判断でございます。 

（曽我委員）  １０番目のところで、全体としてこのまま研究活動を進めるのが妥当とあると言わ 

れながら、あとの表で２．５点を付けておられるというのは、ちょっと解釈がしにく

かったのですが、その辺、なぜこういう点になったのか、少しご説明いただけますか。

今後のプロジェクトの方向というのが平均値以下となっているというのは少し変な感

じもするのですが、それは誤りなんでしょうか。 

（三浦分科会長）私も今初めて見せていただきましたが、しかし、全体としましては、先ほど見てい

ただきましたように、目的・政策的位置付けは非常に高い結果となっております。 

（曽我委員）  ここだけが、少し変なものになっているなという形で、ご訂正されるのか、その方

が僕はいいのではないかと。少し書いていることと違いますので、これは事務局の方

で検討していただきたい。つまり、点の付け方なんですよね。３点というのが平均値

で、３点よりも低ければ、それは余りよくないという見方をするとすると、これは少

し変だと。 

（井田部長）  ご指摘の評点法をめぐる問題について、先ほどご発言があったように、非常にわか 

りにくいとか、いろんなところからご意見を伺っていまして、後ほどそれについて、

どういう方向で見直すかというご議論をいただきたいと思っております。よろしくお

願いいたします。 

（曽我委員）  わかりました。 

（岸委員長）  ありがとうございました。 



（稲田委員）  全体に共通する問題ですが、発表論文が少ないということが問題となるようですね。

多い、少ないはあるのですが、ＮＥＤＯとして全体的に、何かそういう目標を決めら

れておられるのかどうか。つまり、論文を一生懸命書けば書けないことはないけれど

も、研究の中身が進まなくなる可能性もあるわけですね。大学であればそれでいいの

でしょうけれども、ＮＥＤＯのプロジェクトの場合ちょっと違うのではないかという

面もあるので、例えばこれぐらいは出していただくことが望ましいというふうな、そ

ういう目標値を出していただければ評価もしやすいですけれども----。そうでなかっ

たら、今までお話を聞いていると、いいような悪いような、どういう評価をしていい

か分からないので、その辺のところは事務局でも是非検討していただければ。私はこ

れはある程度必要だろうし、新聞への発表とか、それから、特許も非常に重要と思っ

ています。 

（平澤委員）  先ほどの瀬田委員のご質問と関連するのですけれども、５番、６番のところで、ア 

ンモニア注入をする脱硝技術に関連したところですね。これは今の段階でどれぐらい

の脱硝が可能になっているのでしょうか。目標としては９０％と計画には書かれてい

るわけです。その目標、ご説明のとおりだとすると、変更して、脱硝率９０％のもの

を作るというのではなく、基礎的なものを、メカニズムを確立するというふうに目標

を変えないと、次の最終評価のときに困ることになるのではないかなという気がする

のですけれども。 

（三浦分科会長）その点は多分ご指摘のとおりだと思います。現行のＳＣＲの脱硝率といいますか、 

ＮＯｘの排出が大体４０とか５０ｐｐｍぐらいでございます。それを１０ｐｐｍ以下

に持っていこうという形でこういう方法が提言されているのですが、おっしゃるとお

り、実用化に持っていくためには、目標設定、実用化になかなか、脱硝につきまして

はつながらないかもしれません。しかし、新しい技術の芽を作るという意味で評価で

きるのではないかというように考えております。そういう意味で、今おっしゃったよ

うな目標の変更は必要かもしれません。 

（岸委員長）  では、よろしいでしょうか。 

 多数意見をいただきましたので、これを十分勘案して中間報告をするということで

ご了承いただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

資料４－８に基づき「高度石炭改質技術分野」について事務局から事業の概要、目的

について説明が行われた。その後本分科会長の三浦分科会長から評価結果について説

明がなされ、以下の通り質疑応答が行われた。 

 

（岸委員長）  いかがでしょうか。どうぞ何なりとご質問、コメント等ありましたら。 

（谷委員）   今ご説明がございましたけれども、これはある程度炭種を特定して開発目標という 

のができているわけですね。それで、実際には石炭というのはいろいろな種類があっ

て、そのときに開発目標になるような値というのはかなり大幅に変動するものなのか

というのが第１点。 

 もう一つは、先ほど委員の先生からもご指摘がありましたけれども、この技術開発

の成果について、また後で少し議論していただいて、私どもは今、別のプロジェクト

をやっているのですが、成果をどういうふうにして、特許とか口頭発表、あるいは査

読付きの論文というのもあって、どのように評価するかというのも議論になる。 

ので、また最後の方で議論していただければありがたいなと。その２点ですけれども。 



（三浦分科会長）最初の目標の件でございますが、概要のところの開発目標を見ていただきますと、 

例えばアドバンスト・コール・クリーニング技術でございますが、脱灰率８０％、可

燃分回収率８０％以上のプロセスの開発で、対象炭種、可選性が普通の石炭と、この

ような書き方でございますが、今ご指摘がありましたように、石炭というのは炭種に

よって特性が非常に変わりますので、非常に選炭がしやすい石炭、しにくい石炭がご

ざいます。そうしますと、こういう目標設定は意味がないのではないかとおっしゃる

かもしれませんけれども、そうではございません。例えばオーストラリアから石炭を

輸入するとしますと、ある炭田から出てくる石炭は、日本で１００年も使える、２０

０年も使えるという炭種がございますので、決してそういう意味で無意味ではござい

ませんでして、ある炭種を絞って目標設定することは非常に意味がございます。そう

いうふうに考えております。 

（岸委員長）  それでは、後半の論文その他は後で。確かに大学がたくさん絡んでいても論文がほ 

とんどないというのは、気にならないわけでもないですね。しかし、大学は論文を書

くだけが能じゃないというのもよくわかりますので、そこら辺は非常に大事なところ

だとは思いますが、よろしくお願いしたいと思います。 

（垣田委員）  ４－８は、今までの４－２から４－７と違って事後評価なわけですよね。今までの 

７までは中間評価ですから、今後続けるかどうかを言えばいいと思うのですけれども、

事後評価の場合に、何をどうコメントすればいいのか、まず教えていただきたいとい

うのが１点。 

 ２点目は、６ページの真ん中あたりに、「また、ドライ・コール・クリーニングで

は、現時点で開発すべき要素技術が適切に選定されたとは言い難い面がある」と書い

てありまして、最後の結論として、実用化が非常に重要なので、研究開発を終了する

のではなくて、さらに普及云々という前向きなコメントが９ページの上から五、六行

目に書いてあるのですけれども、この要素技術が適切に選定されていないのであれば、

要素技術の見直しをやるべきというところに行くのかなと思って聞いていたのですが、

最後の９ページのコメントと６ページの真ん中のコメントの関係を明確にしていただ

ければと思います。 

（三浦分科会長）先ほども申し上げましたように、ドライ・コール・クリーニングの要素技術として 

３つの技術開発が行われております。その中の１つが、先ほど申し上げました超電導

磁気分離というのが、要素技術としては余り適当ではなかったのかということでござ

います。 

（垣田委員）  ９ページに書いてあるのは、やめて、その次にすすめということですか。 

（三浦分科会長）事後評価でございますから、要素技術としての選定は適当ではなかった。超電導磁 

気分離に関しては適当ではなかったのではないかという評価でございます。１０番に

「今後の研究開発の方向性等」とございますが、これは多分いろんな人のご意見が抜

き書きされるような形でまとめられたのだと思うのですが、ここで申し上げています

ドライ・コール・クリーニングには、先ほど申し上げました超電導磁気分離は含んで

いないというふうにご判断していただければというふうに考えております。 

（垣田委員）  それでつながりがわかりました。 

（瀬田委員）  また特許のことで少し触れさせていただきたいのですが、先ほどの排煙処理のもの 

も６年やって特許が０ですし、今回のものにつきましても９年やって１件ということ

なのですが、１件というのは物すごく強力な特許と理解して宜しいですか。後の２件

についてはこの分野で特許がないというのはブレークスルーが出にくいのか、あるそ



ういうものを政策的に、できるだけ公知化しようとお考えになって出されていないの

か、少なくともパテントマインドというものをもう少し明確にした方がいいのではな

いかと思います。最後に書いていらっしゃいます総合評価のところで、例えば産炭国

との共同研究とか国際協力というのがございますけれども、そういう場合に物をいう

のも、やはり特許があるということが基本になると思うんですね。したがって、この

あたりのパテントマインドの問題をどう評価されたか。成果そのものは両方とも３．

０に近いところについておりますので、そのあたりのところをお聞きしたいのが第１

点です。 

 それからもう一つは、今ご説明の技術につきましては、Ａの事業目的が１．０にな

っておりますけれども、これはかなり劇的に低いと思うのですが、そのあたりのとこ

ろもご説明いただきたいと思います。 

（井田部長）  評点法で１点ご説明させていただきます。 

 評点法は、棒グラフと折れ線グラフがありまして、棒グラフが平均を表して、折れ

線が分散値を表しています。それから、中間評価のものについては、一番左のところ

にある今後の方向性ということにつきましてあるのですけれども、最終評価ですので、

そこは採点がないということで、こんなような折れ線のグラフの様子になっていると

いうことでご理解ください。 

（瀬田委員）  わかりました。Ａは目的と書いてあるものですから、事業そのものが、だから今後 

ではなくて、実際にやってきた事業・・・。 

（井田部長）  それがこの右側の４点幾つという右のところです。１個ずれています。 

（瀬田委員）  そういうことですか。わかりました。 

（三浦分科会長）先ほどの特許の件ですが、私たちも特許が少ないということで、もっと積極的に特 

許を取るべきだという評価をいたしております。しかし、中にも書いてあったのです

が、こういう技術でなかなか革新的な技術というのは出ずらいですから、特許が取り

ずらいという側面もあることは確かだと思っております。別に特許を取らなくていい

と言っているのではなくて、特許をもっと積極的に取るべきだったという評価でござ

います。 

（岸委員長）  あと、事後評価の意味というのはどうしましょうか。 

（井田部長）  中間評価の場合は、後半の予算とか事業計画に反映させる。事後評価につきまして 

は、その後、ＮＥＤＯ全体として運営に反映させる。さらに、提言的なことについて

は、例えばもっと政策的な点があれば、そちらに話をするし、あるいはプロジェクト

にもよるのですけれども、非常に基礎的な段階のやつを次の実用化段階のＮＥＤＯの

プロジェクトに反映させるとか、当該プロジェクトの中で後半の予算へ直接反映させ

るというのは中間評価ですけれども、そのほかのいろんな面での運営に反映させてい

くということが必要になっております。 

（稲田委員）  今の研究課題ですが、環境問題というか、そのように読み取れないこともないので

すけれども。つまり、石炭の輸入はもちろん、総エネルギー政策としての問題でもあ

るけれども、中国の酸性雨もまた無視できないと----。これは日本だけでもできない

し、国際協力も必要です。しかし、これが今の技術をうまく移転すれば、そのままで

きるのかどうか、それも含めて、そういうところの提案というのか、こういうのもや

りなさいよということも１つの事後評価になるんでしょうかね。私もよく分からない

ので聞いているのですが----。 

（井田部長）  今おっしゃったようなことを含めて、提案を含めて書いていただくように事務局か 



らお願いしております。 

 あと、一般論で申しますと、行政といいますか、我々みたいなところ、公的機関を

含めて、すべて結果重視ということを盛んに言われていまして、我々行政機関がやっ

てきたことを、一体国民、あるいはタックスペイヤー、あるいはこういった専門家の

方々が見てどうだったのかというのははっきり言っていただくという、それ自身に意

味があるというのが最終評価の一番大きい点の１つでございます。 

（岸委員長）  よろしいでしょうか。これについては大事なところではあると思っております。こ 

れは始まる前にも議論をしておいたのですけれども、中間評価はいいけれども、事後

評価って何なのかというのは、皆さんかなり疑問があるのではないかと思いますけれ

ども、今のような非常にいい回答ではあります。ただ、プロジェクトには余り関係な

いとか、いろいろ出てきます。 

 

資料４－９に基づき「土壌汚染修復技術」について事務局から事業の概要、目的につ

いて説明が行われた。その後本分科会長の中杉分科会長から評価結果について説明が

なされ、以下の通り質疑応答が行われた。 

 

（岸委員長）  ありがとうございました。 

 どうぞ何か質問、ご意見ございましたら。 

（西村委員）  点数の方ですが、「事業の目標の妥当性」というのが全体の中でかなり低い評価に

なっていますよね。これはある意味で最初がまずかったと、そういう評価と考えてい

いですか。 

（中杉分科会長）もう少し先まで進んでほしかったということです。望ましくは。実用化のめどをつ

けるところまで目標を設定しておいてもらった方がありがたかった。ただ、実際には

なかなかそこまでは、話を伺えば、期間の間に難しいかなというところもありますけ

れども、そこら辺がちょっと揺れているところで、点数なので、かなり低くなってし

まっております。 

（小柳委員）  今の目標にも関係しているのですけれども、目標設定は非常に定性的になっていま

す。こういう目標を設定して、この目標が達成されたかどうかということを、どのよ

うに最初に考えられたか、その辺をちょっとお聞かせいただきたいなと。それで、事

後評価になっていますから、中間評価を受けているわけですね。中間評価を受けたと

きに、これはどのあたりにお聞きしたらいいのかわかりませんけれども、こういう定

性的な目標設定に関して、何か議論があったのでしょうか。 

（中杉分科会長）私がお答えするのかどうか、私は中間評価をやっておりませんが、確かそこの部分

ではなくて、中間評価のときにご指摘があった部分は、運営体制をもう少し効率よく

しなさいという意味でのコメントがあったかと私は伺っているのですが、実際には、

そういう意味では目標設定が定量的な判断が、基準が出ていないという部分は私ども

も評価するときになかなか難しくて、実際に技術を実用化にどこまで近づけたかとい

うところが１つのポイントになるように思っています。そういう意味でいくと、どこ

まで近づけたかというのは、例えば何箇所で処置ができたかという話にトータルする

となってしまいますので、それはなかなか難しい。１カ所できたんだから、それじゃ

１００％だという話になりかねないのかなと思っています。 

（小柳委員）  そういう観点で言うと、目標が達成されたのか、達成されていないのか、よく見え 

ない。 



（中杉分科会長）一応最初に設定された目標は達成されていると判断をしております。ただ、実用化

という面で、私ども評価委員が見たときに、もう少し物足りない面があるということ

でございます。 

（村上委員）  全体を通してなんですけれども、これは比喩的に考えてみますと、ＮＥＤＯという 

一家があって、教育費を出して、息子を大学卒業させようかとしているようなものだ

と思うんですね。そうすると、事前評価というのが大学の３年生から４年生になると

きに、まだ教育費を出そうかどうかということだと思うんですよね。中間評価で６人

の息子がいて、６人とも全部教育費を出すというのは、僕は非常にまずいのではない

かと。一人ぐらい、おまえは教育費を出さんと言った方が緊張感が高まって、息子た

ちも一生懸命やるし、ＮＥＤＯの家計も助かるのではないかということですね。絶対

１０個ぐらいあったら２つぐらい落とすということはやった方がいいと思うんですね。

それが１つ。 

 それから、もう一つは、特許が出ていない分野を見てみたら、ローテクが多いんで

すよね。そうすると、担当している研究者自身が特許を出した経験がないのではない

か。そういうところにお金を出すときは、ある程度特許の出し方とかを指導する必要

があるのではないかと思いますね。実は私は植物の栽培法の研究をやったんですけれ

ども、結構出した経験があるんです。うまくごまかしながら。ちゃんと特許を何件も

通ったんですね。やっぱり指導してやると取れると思うので、その辺をよく指導して

あげていただいたらと思います。 

（岸委員長）  ありがとうございます。２つ、必ず落とす、落としてしまえということと、特許に 

対する指導。どちらかというと全体を包含するようなご意見なので、非常に大事な意

見だということで、こちらにきっちり対応することも考えたいと思います。 

 ほかはよろしいでしょうか。 

 少し時間は食い込んでいるのですが、以下２件のプロジェクトについては、評価の

分科会委員長が欠席です。したがって、事務局から事業概要を説明していただいた上、

評価結果に対して評価を再度行うべきといったような特別のご意見があれば、２週間

以内に事務局にご連絡いただきたいということで進めさせていただきたいと思います。

分科会の委員長がいないから甘くなるということではまずいので、ひとつよろしくお

願いしたいと思います。 

 

資料４－５に基づき「革新的軽量構造設計製造基盤技術開発」について事務局から事

業の概要、目的について説明が行われた。その後評価結果について報告がなされ、以

下の通り質疑応答が行われた。 

 

（岸委員長）  以上ですが、よろしいでしょうか、こういう取り扱いを含めて。 

 それでは、こういう原案に沿った形でやらせていただきたいと思います。 

（平澤委員）  やはり手続はちゃんとしないとまずいですね。今のようなことでいいですというこ

とに決してならないですよ。これは委員長、もう少し厳格にやっていただきたい。 

（岸委員長）  それがあって、甘くなってはいけないということは申し上げてはいましたが、どの

ようにいたしましょうか。 

（平澤委員）  分科会長が出席出来なければ、委員会のどなたかが代理で来られるのが当然です。

手続上、こういうふうなことはあり得ないですね。 

（岸委員長）  事務局としては、問題があったときだけご意見をいただくということですが、 



それに対するご意見が今もう既に出てきたわけですよね。それで、やはりきっちりご

意見をいただいてということですけれども、どうしたらいいかと考えていますが、持

ち回りでやるかとか、もう一回これを開くかとかいろいろあるわけです。 

（平澤委員）  次のこの委員会の機会というのはどうなりますか。 

（井田部長）  今、平澤先生がおっしゃるのはもっともだと思います。それと、もう一つあります

のは、今後この委員会での審議事項と報告事項をどうしようかというのは後の方で議

論の議題として挙げておりまして、実は年間にこれから３０件とか４０件という数に

なりまして、それ全部を本委員会にかけるべきかというのは後の議題で議論をさせて

いただこうと思っていまして、それとあわせて今の２件についてもご判断いただける

とありがたいのですけれども。 

（平澤委員）  それでいいです。 

（岸委員長）  わかりました。それでは、前へ進みましょう。 

 

    議事（１）―②：平成１４年度実施予定プロジェクトについて 

  

事務局から資料５に基づき「平成１４年度実施予定プロジェクト」について説明がな

され、その後、以下の通り質疑応答が行われた 

 

（岸委員長）  最初のご提案についてはいかがでしょうか。 

 経済省でやるものとここでやるものの区分けについて、少し説明していただけます

か。 

（井田部長）  平成１３年度におきましては、１つのプロジェクトでＮＥＤＯと産総研で分かれて 

やっている場合は経済省がやって、ＮＥＤＯだけでやっているものについては私ども

でやるということをやっていたわけです。平成１４年度以降につきましては、ＮＥＤ

Ｏと産総研でやっている場合には、共同の事務局でＮＥＤＯがこのような分科会でや

っていくというやり方でやっていくということで、今、経済省の方から言われており

ます。ただし、特に重要なプロジェクトがあった場合には、経済省としても実施しう

るという言い方をされておりまして、このうち数件ぐらいは経済省がやるかもしれな

いという状況にございます。まだクリアになっていないので、あいまいな言い方です

けれども。 

（岸委員長）  よろしいでしょうか。 

（垣田委員）  今の部長の話だと、中間評価も事後評価もという意味ですよね。 

（井田部長）  中間評価については、すべてＮＥＤＯで行うという前提で話が進んでおりまして、 

中間評価については、概算要求を目標にスタートを準備をさせておりますので、一応

の仕分けはできております。ただ、事後評価の分についてはまだペンディングになる

点があるということです。 

（垣田委員）  その場合に事後評価も分科会を作ることをここで了承していただきたいと、そうい 

う意味ですよね。その場合に、中間評価というのは、次にどういうステップに行くか

どうかという非常に重要な問題を含んでいまして、事後評価の場合は、一応このプロ

ジェクトは終わる、だけど、次期、第２回をやるかどうかとか、また違う制度にする

かというところにどう結びつくかということでしょうけれども、中間評価と事後評価

のやり方の違いをどうするかという議論は既に進んでいるんですか。それとも、今、

分科会の設置をお認めいただきたいと言われても、意味が違う感じがするんですけれ



ども、その議論はこういうようにしてありますということであればいいと思うんです

けれども、同じ数の分科会、今おっしゃったのは、経済省とＮＥＤＯの話であって、

もしＮＥＤＯが引き受けるとすると、上が１５、下の中から半分やると、同じ数をや

るのですかという意味ですけれども。 

（井田部長）  まず、評価基準とか評価項目は、次の議題でご説明させていただきます。 

 あと、原則としてすべてのプロジェクトについてどこかが評価をする、プロジェク

トについてはやるということになります。ただ、そのときのやり方として、例えば類

似したプロジェクトを３つ、例えば１つの分科会にする場合とか、それはそういうや

り方があるかとは思いますけれども、原則、国のプロジェクトについてはすべてどこ

かで評価をするという体制でやっております。評価項目について、ご指摘のとおり、

どういう視点でやるかというのは非常に大事な点がございますけれども。 

（垣田委員）  評価をやるというのはわかっているのですけれども、評価のやり方の力の入れ具合 

ですよね。そういう形式で何も国民は願っていませんよね。評価したのがどう生かさ

れるのかということに興味があるわけです。あるいはそこが重要なわけですから、中

間評価と事後評価のやり方、あるいは同じ分科会を設けるにしても、分科会の位置付

けをこういう位置付けにしてやりたいとかという議論があるべきだと思うものですか

ら、中間評価の場合の分科会と事後評価の場合の分科会の位置付けの議論はどうなっ

ているんでしょうかという質問ですけれども。 

（平澤委員）  私は、基本的には中間評価と事後評価と言いながら、これは直後評価なわけです。 

追跡評価ではないわけですね。中間評価と直後評価というのは実績評価なので、基本

的には同じ先生でやるというふうに思っているのです。ただし、後にどういうふうに

つなげるかということでは、垣田さんがおっしゃるように違いがあるわけなのですけ

れども。 

 それで、実績評価が基本だとすると、マトリックスを作ることになるのですけれど

も、目標と目標にしなかったことで成果が上がったという非目標があるわけですね。

それに対して、直接的な成果と波及的な成果というのがあって、それぞれに関して。

ですから、そういうマトリックスの中で、特に直後評価の場合には波及的な成果とい

うのはまだ余り見えないから、直接な成果に関して、目標に照らして、目標とした部

分にどういう成果があったか、それから、目標には掲げなかったけれども、図らずも

こういうことがわかったというような成果があれば、それは何だろうか、こういうこ

とを明確にするというのが直後評価の役割だというふうに思いますね。 

 それで、それの意味を今度何かコメントとして付けるかすると、目標の設定の仕方

について問題があるとか、あるいは成果をどう生かしていくかといったことに関して

コメントを付けていくということになるんですけれども、それらに関してのより厳密

な意味での評価をするのは追跡評価であると。本来、政策を書いていくのは、追跡評

価を明確にやっていって、その教訓をフィードバックするというやり方をとらないと

いけないのですけれども、これはこの委員会の役割ではないことになるのでしょうけ

れども、ぜひＮＥＤＯでは追跡評価を、これは全部をやるわけにいかないから、何ら

かの形で抜き取って、それでもっとお金をかけて評価をするというような体制を作っ

ていただきたいと思います。 

（岸委員長）  中間評価と今の直後評価という形ですが、それがしかしながら、同じスタイルでい

いとしても、ウエイトが同じでいいのかとか、どれぐらい労力をかけるか、本当は私

も個人的には非常に気にはなっております。 



（平澤委員）  それが、やる前の事前評価と追跡評価、その三者と比べて見ると、それほど大きな 

差はないだろうということです。一応その程度ぐらいでこれはＮＥＤＯとしては中間

と直後というのを括ってやる体制を作られたのだろうというふうに思っています。そ

のところについては、私はいいだろうと思っています。 

（稲田委員）  私も基本的に平澤先生のご意見に賛成です。ただ、実際的方法として、事後評価全 

部を、一つずつやれるかというと、また問題もあるかもしれないので、少なくとも事

後でも中間評価でも分科会を設けるとすると、その中の委員ですね。例えば幾つかを

まとめて事後評価をやるとしても、その関連の委員は、そのままというか、全員でな

くても、少なくとも分科会長あるいは分科会長代理の方ですね。そういう方が集まっ

てやらないと、違う人が入ってきたら、また視点が違ってくるというので、何をやっ

ているのかわからんということもあり得るので、やはり一貫した形での見方というの

は大事ではないでしょうか。ただ、事後評価の場合には中間と違って、少しポイント

は変わってくる。これはやむを得ないと思います。またそうあるべきかもしれません。

でもやっぱり中間評価では、先ほどの村上さんの話でいくと、授業料を出すか、もっ

と減らすかということが重点になりますので、そういう見方になりますけれども、事

後評価では多少違うのではないかと思われます。国の政策も含めてそこに反映すると

いうことも１つの評価でもあるので、その辺は変わってくるでしょうけれども、評価

をする人がころころ変わってしまうようではまずいのではないかなと考えるわけです。 

（西村委員）  事後評価、さっきの村上さんの言い方で言えば、事後評価の場合には、「不合格」 

というのが。そうじゃないと緊張感がなくなってしまって、ある意味で、やった結果

として失敗だったと、今後はこういうようなことをするなということが、数が少なく

てもいいから含まれるんだということがないと、緊張感のない、とにかく終わってし

まっているわけですから、お金は出て終わってしまったので、まあまあということで

終わってしまったのだとすると、確かに評価は何をしているんだろうという感じにな

ってしまうのじゃないかという気が。先ほどの垣田さんの戸惑いみたいなものが、そ

こにどうしてもあって、それと評価についての緊張感がなくなってしまうのではない

かという気します。中間評価の方は、もうこれ以上はやるなとか、大きく変えろとか、

何か言う場ではあるわけですよね。ところが、事後評価の場合には、終わってしまっ

たことに対しては、何らかの意味で全部が成功だというのはおかしいのだということ

がどこかにないといけないのかという気がしま。 

（平澤委員）  直後評価ですから、要するにパフォーマンスメジャーメントですね。どういうこと

がやられたか。目標に対して妥当な結果が得られたのかということを評価するという

のが主たる目的ですね。それの意味を問うというのは追跡評価の話になるわけですね。

そうじゃないと、もっと広がりのある部分を見ないと、妥当には言えないだろう。そ

れからまた、設定された目標自身を問い直すということを追跡評価ではやるわけです

けれども、それが事業が終わったところで、直後でやるというのは、まだちょっと時

間として短いのではないか、そういうふうなことがあって、政策にフィードバックさ

せるのは、追跡評価の方で主にやればいいということになるだろうと思います。 

 ただし、ここで終わった事業のパフォーマンスは、目標に照らしてどうか。予定ど

おりにやっていないではないかとか、目標を掲げたものと違う、より低いレベルの成

果しか挙げていないではないか、こういうことは評価としては明確にして、それをど

う利用するかというのは、その後の話にお任せするということになるだろうと思いま

す。 



（小柳委員）  評価の話になってきましたので、その観点からお聞きしたいのですけれども、事前 

、中間、事後、追跡とあるのですけれども、それぞれの評価に対して、それぞれの関

係というのはどういうふうになっているのでしょうか。評価というのは非常に大事で、

かつ非常に難しいのですけれども、評価される方もなかなか大変ですが、評価する側

ですね。その妥当性といいますか、そういうのも要するに、評価だけして、それが当

たっているかどうかという観点の見方がどこかでされるのかどうかですね。こんなこ

とは多分ないと思うのですが、極端な場合、例えば中間評価でもって、そんなことを

やっていてもだめだからこっちにしなさい、事後評価でやったら、なぜこっちをやら

なかったんだと、そういうことがあり得ないかどうか。その辺のフィードバックとい

いますか、整合性とか、チェックするのか。逆に、これは評価者である我々の方に、

評価者の妥当性ですね。それはある程度時間がたちますと、世の中の変化とかだんだ

んわかってきて、あの評価はよかったかどうかというのもわかってきます。ですから、

追跡評価のときにやることになるのかどうかわかりませんけれども、そういうフィー

ドバックがないと、評価をするとか、評価能力とか、評価の妥当性とか、その辺がな

かなか理解されないのではないかと思います。本当にどこまでやるかによるのですけ

れども、その辺がいつも私、関係がよく見えないところがありまして。 

（岸委員長）  どうしましょう。今、何かお答えいただきますか。それとも、こういうことを全部 

踏まえて、評価のあり方について今後考えていくということかなという気もします。

個人的には、プロジェクトそのものを見たら、事後評価というのはほとんど意味がな

いのですね。それは非常にはっきりしています。アメリカはどんどんやめる方向です

ね。ですけど、先生のように追跡評価して大きく政策という、筋としては非常によく

わかるという部分と、非常に難しいところがあるので、今、中間評価と事後評価は同

じレベルでやっていいのかどうか、この辺は十分検討の余地はあるとは思っています。

ただ、そんなやさしい話ではないなという気もしていますので、もしあれならば、ま

た一言。 

（平澤委員）  やはりコストの問題があるので、通常どういうふうにしているかというと、事前評 

価と中間評価、事後評価、直後評価というのは、同じ評価者が担当するというのがよ

くやられているケースですね。それはやはりコストの問題がある。ただし、ここの場

合には、事前評価というのがどういう形で行われたのかというのは、何年も前の話で

あってわからない。ですから、新たに評価システムを明確にしていこうというので、

こういう組織が作られたというふうに理解しているわけなのですけれども、それに対

して、追跡評価の部分というのは、非常にコストをかけてやっていくというのが通常

のやり方だと思っております。 

（岸委員長）  わかりました。そういうところで、ひとまず今の事務局の提案をご理解いただくと 

いうことにして、関係しますから、少し前に進ませていただきます。 

 そうすると、次は、評価結果の反映ですね。 

 

 

 

（３）議事（２）評価の方法について 

    議事（２）―①：標準的評価項目・評価基準について 

  

事務局から資料６基づき「標準的評価項目・評価基準」ついて説明かなされ、その後、



以下の通り質疑応答が行われた。 

 

（岸委員長）  審議するには多分大きな課題じゃないかと思います。本当はこれだけやるために１

回か２回やっても、それでも多分なかなか合意が得られない問題じゃないかと思いま

す。ただし、大きく非常に重要な点は、８項目を４つぐらいに分けるということだと

思います。短時間になってはきましたが、どうぞ何かご意見ございましたら。それか

ら、これのやり方について、これをどういう評価基準を作るかについての検討の在り

方というのも必ず関係ということで、若干心配もしておりますが、どうぞ何かござい

ましたら。 

（村上委員）  やっぱり何のために評価をするかということですよね。資源を有効に利用するとい 

うことですから、見込みのないプロジェクトから見込みのあるプロジェクトに資源を

移すということなので、評価項目はこれでいいのですけれども、例えば次の中間評価

で、１５項ありますよね。１個ずつの項目でどれが１番、どれが２番というふうに、

全部の１５のテーマを並列に順番をつけるというやり方をした方が私はいいと思いま

す。１個ずつ全部評価していっても、結局全部やりましょうという話になっちゃいま

すよということです。 

（岸委員長）  いろいろ凹凸があり、評価者が違い、内容は違うけれども、順位を付けてみたらど 

うかと。 

（稲田委員）  それは理想だけど、実際には難しいと思います。１回２時間の数分ではできません

ね。しかも分科会も全部違うわけだから、理想的ではあるけれども、それはできない

ことでしょうね。ですから、それをやるよりは、本当はこの会議も今日１回で終わる

のではなくて、もう少し回数を増やすことの方が本当の評価につなげるために必要か

と思います。例えば具体的に評点法、これは非常に重要です。これをしっかり審議し

ないと、全然話が始まらないわけだから、これだけ１回でまとめることができるかど

うかわかりません。私自身は今日はこれを見せていただいたということで、もう一度

集まってやらなければいけないのではないかと思いますね。 

（岸委員長）  それは今感じていてお話ししたのですが、評点法についても全部通してやっていた 

だけますか。 

 

 

    議事（２）―②：評点法について 

  

事務局から資料７に基づき「評点法」について説明かなされ、その後、以下の通り質

疑応答が行われた。 

 

（岸委員長）  これもまた非常にご議論のあるところだと思います。評点法については、マネジメ 

ントはいいが成果が悪いとか、研究成果はいいけど見通しが不明で変だとか、そうい

うことというのは本当にあるのかないのかということまで議論すると、非常に難しい

話にはなりますね。 

（稲田委員）  ウエイトだって問題だと思いますね。これはみんな等ウエイトになっていますよね。 

本当にこれは、同じウエイトでいいのかどうか。ということになると、今ここで決め

ろと言われた場合、私が決める立場にあるのだったら下りますよ。そんな無責任なこ

とはできません。だから、やっぱりこれだけでもディスカッションしなければいけな



いのではないですか。 

（岸委員長）  それは一つそうは思います。確かに難しいですね。４つの項目が相互に絡んでます

から。インペンデントなものならいいですけれども。しかし、一方で評価というのは

どこかで区切りと度胸をつけないと、決して何もできないというのは明白なので、そ

れが１つ。 

 それから、評価方法について、これも非常に大事な提案で、ここは大きいのだけ見

ていただきましょうと。あとは報告で分科会に回す以外にないですよということなの

ですが、どうぞ、平澤先生。 

（平澤委員）  評価方法の方は比較的単純で、概ねこれでいいかなというふうに私は思うのですが 

、もう一つは、分科会で意見が分かれた、あるいは非常に評価が低くて、反省すべき

点がたくさんあるといったようなものに関しては、ここで再審議をするというような

のでいかがでしょうか。きょうの報告をお伺いしていても、分科会長が非常によく中

を見ておられるような印象がありまして、基本的にはお任せしてもいいだろう。ただ

し、ここに挙げてあるものプラスさっきのようなことを含まれれば、それでいいかな。

これが１つです。 

 それから、評点法については、前回も余りざっくりやらない方がいいのではないか

という議論が随分あったわけなのですけれども、私は、例えば今、評価項目の基準と

いうのが２ページにありますけれども、これは４つの分野の中のそれぞれに対して、

さらにサブのものがあるわけですから、これについても同じような評点は当然付ける

わけですね。それも全体の平均みたいな形で各項目ごとのものを付けるわけですから、

少なくとも両括弧で括ってある項目のところまでの点数は生かしていいのではないか

というふうに思いますけれども。 

 今度はもっとややこしい話になるわけですけれども、例えばきょうのご報告をお伺

いしていても、共通して一番我々として議論しなければいけないのは、１番の事業の

目的とか政策的位置付けに相当する部分だと思うのですけれども、これがＮＥＤＯが

担当すべきことは何かということに関しての議論が我々は余りないわけですし、です

から、単にリスクが高いものだからＮＥＤＯがやっていいだろうというような話にな

っていくと、肝心の有効性を、資源の有効活用というようなことを考えるときに、や

はりまずいのではないか。もう少しＮＥＤＯが位置づけられている、ＮＥＤＯの目標

というのは何かということをもうちょっと具体的に議論しておかないと、評価のしよ

うがないのだろうというふうに思いますね。これが事前評価のところでも非常に大き

な問題になるのではないかと思うのですが。 

 非常に簡単に言ってしまうと、公共技術か産業技術かということですね。まず、公

共技術の中で、エネルギーとか環境絡みというのはやっていくだろう。これはそれで

いいと思いますね。産業技術の場合には、技術と経済性とを結ぶブリッジになるよう

な部分を担当するというのが多分ＮＥＤＯの使命だろうと思うのですけれども、です

から、目標がそういうブリッジをちゃんとかけるような目標になっているのかどうか、

計画がそのように展開されているかどうか、こういうところが重要なのだろうという

思うのですけれども、このあたりはぜひＮＥＤＯの内部で自己理解をどういうふうに

しているのかということを経済産業省も含めてちゃんと詰めておいていただきたいと

いうふうに思います。 

（岸委員長）  ありがとうございます。 

 それでは、やはり評価の在り方についてある程度ＮＥＤＯの方で詰める。それから、



それに関して、こういう場で議論をすべきだというご提案を今いただいています。そ

こを委員長としての私にお任せいただいて、少し詰めてみて、持ち回りを含めてご意

見を伺って、また必要ならこういう会を持つというようなことを考えさせていただき

たいと思いますが、ひとつよろしいでしょうか。きょうはかなり多様な、またいろい

ろかなりの課題は十分提案されておりますので、十分詰めたいと思います。どうもあ

りがとうございました。といって３０分ぐらいオーバーを既にしているのですが、ま

だ議題はあった。 

 報告事項に入らないといけないのです。それほど時間はとらないと思うのですが、

「評価結果の反映について」、ＮＥＤＯの企画調整部長からご説明をお願いいたしま

す。 

 

 

（４）議事（３）その他 

    議事（３）―①：評価結果の反映について 

  

ＮＥＤＯ企画調整部から資料９に基づき「評価の反映」について以下のとおり説明が

なされ、その後、以下の通り質疑応答が行われた。 

 

（福水部長）  それでは、資料９をごらんください。 

 先ほど村上委員がおっしゃったように、私は７月は評価部長を兼務していましたが、

とにかくやめるやつを作りたいという意思があって、評価の方ではっきり書いてくれ

ということを私は評価部の方に今お願いしていまして、資料９にありますように、評

価結果が出た段階で、その評価をどう生かしていくかというのをＮＥＤＯとしてしっ

かり受けとめようというふうに考えております。 

 具体的には次の２ページ、３ページをご覧いただきたいと思うのですが、中間評価

が出ますと、私どもプランナーのアクションというのは恐らく４つしかないと思うの

ですね。３ページの５．に書いてあるように、そのプロジェクトを拡大するのか、現

行どおりやるのか、計画を変えるのか、合理化するのか、どんな意見がいっぱいあっ

ても、これしかアクションのとりようがないんですね。したがって、これをはっきり

しようというのが私ども企画側の意見でございまして、ＮＥＤＯとしてはこういう方

向でやっていこうと。 

 これはたまたま先ほど発表があった高度排煙処理技術というのが２ページ、３ペー

ジに書いてあるわけですが、これは改善しろと。特にラジカルのところをもう少し基

礎的に勉強したらどうかというようなご指摘がありましたので、その辺については基

本計画を直してやっていこうという結論で、３ページにあるような一部修正し、継続

するという方向にしています。 

 こういうようなやり方で担当室と私ども企画と評価部で進めていきたいと思ってい

まして、先ほど安全性に特化すべき、さもなければ中止すべきというのがありました

が、あれについては、したがって、こういう紙を書いていけば、合理化縮小するとい

うところに○が入っていくのかなと私ども思っております。 

 以上です。 

（岸委員長）  今のご意見で、完全に中止するというのはないと。 

（福水部長）  合理化というのは中止もありまして、合理化と言いつつ、リストラで２０００人首



を切るというのはよくありますから、もちろん合理化に中止ももちろん入っておりま

す。中止と書いてもいいのですが。 

（岸委員長）  合理化だと読み切れないですね。 

（福水部長）  わかりました。では、中止というのを作るようにいたします。 

（岸委員長）  日本というのは入学したら全部卒業させる国ですから、こういうことがいかに難し 

いというのは我々はよくわかっているのですけれども、やはり少し先ほどの村上委員

ではないですけれども、それがないと本当は恐くないですね。やられる方は。ちょっ

とぐらいの縮小とかといっても、余りびくつきませんよね。 

（福水部長）  そういう意味では私どものお願いは、分科会の報告書というのはいろいろ書いてあ 

るのですが、すべての意見が書いてあるので、一体どっちなんだ、はっきりしてくれ

と言いたくなることが多々ありますので、ぜひはっきりしていただきたいというのが

私どもからのお願いでございます。 

（岸委員長）  わかりました。 

（堀池分科会長）聞き捨てならないことを今おっしゃったので申し上げたいのですけれども、中間評 

価というのは、９月頃から始まりましたよね。２回やって、それで埒があかないから

３回目ということで最近やったわけですけれども、そのときには３年度目ですから、

ほとんどお金は使い切っているわけですよね。あと残されているのは１年しかないわ

けですよね。そのときに私どもはこれを聞いて、ちょっとおかしいぞということで、

軌道修正したわけですよね。そのために、彼らもこの指摘を受けたからこっち方向へ

行こうというふうにやって、ある意味で評価ができたわけですよね。だから、見せし

めのためにあと１年だけのものを、せっかく、例えば今から我々の言ったとおりに、

評価委員会というのがあれば、そのとおりにやっていこうとしているところを、見せ

しめのために切るというのはどうかと思います。 

（福水部長）  切ると言ったのではなくて、さっき言ったように、安全性のところに特化してやっ 

ていこうというように聞いていますので、そういう方向でやっていこうと。それが安

全性のところでやらないという話ならば、やめていこうというのが評価委員会での結

論だと考えております。 

（岸委員長）  中間評価をいつやるかにも依存するんですよ。 

（堀池分科会長）もっと早くやらせてもらえればと思います。 

（岸委員長）  やはり５年プロジェクトなら、２年目の終わりか３年目の物すごく早いときにや 

らないと。 

（堀池分科会長）３年目の初めかにやらないとだめですよ。 

（井田部長）  来年度からについて言いますと、中間評価については、後半２年間部分の概算要求 

に間に合うようにして、必ず概算要求に反映するというのがあります。企画調整部と

している話で。確かに申しわけないのは、先生方に今やっていただいているのについ

て、それが１年間分しか反映できなことはおわびを申し上げたいと思います。 

（堀池分科会長）僕らは評価委員会は本当によくやったと思いますよ。 

（岸委員長）  やはり一番大事なのは、本当に評価委員会のことが生かされているかどうかですよ

ね。日本の評価の場合、何とはなしに聞いて、まあまあまあで終わってしまって、

１つは、わけがわからない方向性が多いということもあるらしいですし。 

（石井分科会長）分科会をやりまして、やはり中間評価というのは、次に育てるための評価をしてい 

るという立場で私どもはやりました。普通ですと研究推進委員というのがあって、そ

こでやって、見て評価しながら、推進計画を立てて、そして評価するという形になる



ので、むしろその両方の機能を合わせたものの中間評価だと思うんですね。ですから、

やはり私どもは育てるというふうな意味で、投資した資本が無駄にならないというふ

うな立場でやっていますので、そこのところをおくみとりいただきたいなというふう

に思います。 

 それからもう一つ、多分時間がないと思います。先ほど村上さんのご意見の中で、

ローテクだから特許が出ないんだろうという話があって、これに反論させていただき

たいのですが、そうではなくて、特許というものをよく知り尽くしているということ

だと思うのです。国の資金で研究したものについての特許の帰属について、あるいは

その実施についてというのはかなり難しい局面がございまして、取ってしまうと７年

間のしばりとかいろんなのがあって、自由に使用できないというのがあって、それで、

よく特許のことを知っている人は出さないんですね。あるいはその計画を出す前に、

特許を事前に取ってしまって、そして出しているというのが現状でございます。私ど

もは鉄鋼業界、石炭業界関係でございますけれども、特許の受取勘定がプラスで何百

億円も儲けているのは鉄鋼業界なんですね。ほかの業界ではプラスではなくて赤字ば

かりです。国際的な特許の収支から見ますと。そういう事実もちゃんと認識していた

だいて、ご意見いただければというふうに思いました。 

（村上委員）  申しわけありません。 

（岸委員長）  ローテクと言うけど、案外稼いでいるのはそこだということで、大事なところだと 

は思います。ありがとうございました。 

 それでは、あと、規程類の一部修正、これもお願いします。 

 

 

    議事（３）―②：規定等の一部修正について 

  

事務局から資料１０、資料１１－１、資料１１－２に基づき「規定等の一部修正」に

ついて説明がなされた。 

 

（岸委員長）  ありがとうございました。きょうは、中間評価、事後評価そのものと同時に、やは 

りまた評価の在り方が非常に大きな課題になったと思います。私自身も少し宿題を請

け負ったような気もしております。どうもありがとうございました。 

 ただ、もう一度よく練った案なりを作った段階で、もしかするともう一度お集まり

いただくということもあり得るのではないかと思うので、よろしくお願いしたいと思

います。 

（垣田委員）  十分な議論が足りなかったのですけれども、先ほどの審査については、できれば中

間評価はできるだけ審査をする方向で、それから、事後評価については時間の関係で

報告とか、その辺の議論、本当はこの場であったらいいのですが、ないものですから、

もし事務局でご検討なさる場合には、その辺もご留意下さい。 

（井田部長）  現実的な数にしたいという気持ちだけはわかっていただければと思いますので。 

（垣田委員）  できるだけという意味はそういうことです。 

（岸委員長）  今の中間評価と事後評価の位置付けということでは非常に重要なお話なので、よく 

承りました。よろしいでしょうか。それでは、ありがとうございました。 

                                  （了） 


