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資料３

評価方法について（案）

（１）本日の審議内容について
委員会において審議事項とする対象プロジェクト、報告事項とする対象

、 （ 、プロジェクトを分ける考え方に係る下記の案に対し 本日 第３回委員会
４月９日）ご審議いただき、決定する。

（２）提案理由
次回以降委員会においては、かなり多数のプロジェクトが対象になりう

ることから、時間的制約もあり全ての評価書（案）についてご審議いただ
くことは困難であるため。
（参考：平成１３年度評価対象プロジェクトは３０プロジェクトであり、
平成１４年度対象プロジェクトは４１プロジェクト（案・精査中）であ
る ）。

記

①審議対象プロジェクト（案）
以下のいずれかに該当するプロジェクトとする。
・単年度平均予算額が概ね１０億円以上のプロジェクト（注）

（ 、 、 、 、 、 、 ）・各分野 電子 バイオ 材料 機械 健康福祉 環境 エネルギー
における年平均予算額が最高額のプロジェクト

・大幅な改善を提言されたプロジェクト、評価意見が大きく分かれた
プロジェクト等

・評価委員が審議を必要と認めたプロジェクト
（注）該当予定プロジェクト（精査中）は別紙（Ｐ３）参照。

②報告対象プロジェクト（案）
上記①以外のプロジェクトとする。
報告対象プロジェクトの評価は、各分科会の審議終了時点にて確定す
るものとする。



部室名 プロジェクト名

1 エネ環
石炭利用技術振興事業／石炭利用次世代技術開発調査    環境調和
型石炭燃焼技術分野（高度排煙処理技術） ※

2 エネ環
即効的・革新的エネルギー環境技術研究開発／吸着材を用いた新規
な天然ガス吸着貯蔵技術研究開発

3 エネ環 石油精製汚染物質低減等技術開発 ② 材料

4 新電力 超電導電力貯蔵システム技術開発

5 省エネ技
即効的・革新的エネルギー環境技術研究開発／極低電力情報端末用
LSIの研究開発 ※ ② 電子

6 省エネ技 エネルギー使用合理化海洋資源活用システム開発
7 省エネ技 産業用コージェネレーション実用化技術開発

8 環境 新規環境産業創出型技術研究開発

9 環境
即効的・革新的エネルギー環境技術研究開発／省エネルギー型金属
ダスト回生技術の開発 ※

10 環境 新規リサイクル製品等関連技術開発

11 環境
即効的・革新的エネルギー環境技術研究開発／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 ※ ③

12 新材料 革新的軽量構造設計製造基盤技術開発
13 新材料 石油製品総合管理推進事業
14 バイオ 植物利用エネルギー使用合理化工業原料生産技術研究開発 ② バイオ

15 健康 医用化合物スクリーニング支援システム ③

16 健康
身体機能リハビリ支援システム

17 健康 次世代単色Ｘ線診断システム
18 健康 心疾患診断･治療統合支援システム ③
19 健康 診断支援型超音波血管内３次元イメージングシステム
20 健康 高次生体情報の画像化による診断・治療システムの基盤研究

21 健康
循環器系疾患に対する予後診断を含む低侵襲治療システムに関する
基盤研究 ② 健康福祉

22 健康 低侵襲高感度選択的／局所診断・治療一元化システムの基盤研究

23 エネ環
石炭利用技術振興事業／石炭利用次世代技術開発調査　高度石炭改
質技術分野 ※

24 エネ環 高効率廃棄物発電技術開発 ① エネルギー

25 太陽 エネルギー使用合理化シリコン製造プロセス開発
26 環境 土壌汚染修復技術開発 ※

27 環境 エネルギー使用合理化新規冷媒等研究開発 ② 環境

28 電子 Cat-CVD法による半導体デバイスの製造プロセスの研究開発
29 健康 微量細胞情報検出システム ③
30 健康 失語症在宅リハビリテーション支援システム

（注） ※印は、第２回技術評価委員会にて了承されたもの。

①印は、年平均予算額１０億円以上のプロジェクトの意（精査中）。

②印は、各分野にて年平均予算額が最も大きいプロジェクト(分野名記載）。

③印は、大幅な改善を提言されたプロジェクト、評価意見が大きく分かれたプロジェクト等。

（中間評価）

（事後評価）

平成１３年度評価実施予定プロジェクト一覧

審議対象



部室名 プロジェクト名

1 研業 溶接技術の高度化による高効率・高信頼性溶接技術

2 エネ環
石炭利用技術振興事業／石炭利用次世代技術開発調査＜環境調和型
石炭燃焼技術分野（微量元素の測定及び除去技術）＞

3 エネ環 石炭利用技術振興事業／石炭利用基盤技術開発
4 新電力 溶融炭酸塩型燃料電池発電技術開発 ①② エネルギー

5 水素 水素利用国際クリーンエネルギーシステム技術(WE-NET)第Ⅱ期
6 環境 プログラム方式二酸化炭素固定化・有効利用技術開発
7 環境 二酸化炭素地中貯留技術開発 ② 環境

8 環境 エネルギー使用合理化古紙等有効利用二酸化炭素固定化技術開発
9 環境 石炭・天然ガス活用型二酸化炭素固定化回収利用技術開発
10 新材料 超臨界流体利用環境負荷低減技術開発 ② 材料

11 健康福祉 光学的血糖値測定システムを応用した埋込み型インスリン注入システム
12 健康福祉 内視鏡等による低侵襲高度手術支援システム
13 健康福祉 臨床応用に向けた体内埋込み型人工心臓システム
14 電子 システムオンチップ先端設計技術の研究開発（情報化） ② 電子

15 研業 高融点金属系部材の高度加工技術
16 研業 微少重力環境を利用した高性能磁性材料創製技術の研究開発
17 研業 微少重力環境を利用した燃料多様化対応燃焼技術の研究開発
18 研業 微少重力環境を利用したガラス融液内対流制御技術の研究開発
19 研業 知的基盤創成・利用技術研究開発事業

20 エネ環
石炭利用技術振興事業／石炭利用次世代技術開発調査＜環境調和型
石炭燃焼技術分野（高温石炭燃焼ガス集塵技術）＞

21 エネ環
石炭利用技術振興事業／石炭利用次世代技術開発調査＜石炭熱分解
技術分野＞

22 エネ環
即効的・革新的エネルギー環境技術研究開発／可燃ごみ再資源燃料化
技術開発

23 エネ環 石炭液化技術開発／液化基盤技術の開発 （アップグレーディング等技
24 新電力 新型電池電力貯蔵システム技術開発 ①

25 地熱
地熱利用発電プラント等開発／バイナリーサイクル発電プラントの開発
／10MW級プラントの開発（熱水系統試験）

26 地熱
地熱利用発電プラント等開発／バイナリーサイクル発電プラントの開発
／地熱井掘削時抗底情報検知システムの開発

27 地熱 地熱利用発電プラント等開発／深部地熱資源採取技術の開発
28 環境 環境負荷抑制対応廃棄物エネルギー利用促進調査研究
29 産技 システム設計・インテグレーション高度化知的基盤研究開発
30 産技 フォトン計測･加工技術の研究開発 ①② 機械

33 新材料 高機能材料設計プラットフォームの開発
34 新材料 スーパーメタルの技術開発
35 新材料 独創的高機能材料創製技術（分子協調材料）
36 健康福祉 血中遊離ＤＮＡによる癌の高感度遺伝子診断システムに関する基盤研究
37 健康福祉 高速コーンビーム３次元Ｘ線ＣＴ研究開発
38 健康福祉 細胞組織工学（ティッシュエンジニアリング）の研究開発 ② 健康福祉

39 健康福祉 生体用人工関節の開発・評価等技術の開発
40 バイオ 加速型生物機能構築技術（タイムマシンバイオ）
41 バイオ 複合生物系等生物資源利用技術開発 ① バイオ

（注） ①印は、年平均予算額１０億円以上のプロジェクトの意（精査中）。

②印は、各分野にて年平均予算額が最も大きいプロジェクト（分野名記載）。

③印は、大幅な改善を提言されたプロジェクト、評価意見が大きく分かれたプロジェクト等。

（中間評価）

（事後評価）

平成１４年度評価実施予定プロジェクト一覧（案・精査中）

審議対象
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　２月２６日 　・平成１３年度　分科会評価結果の審議及び報告について

　・評価項目・評価基準等について

　・中間評価結果の反映について

　４月９日 　・評価項目・評価基準等の改正について

　５月中旬（予定） 　・平成１３年度　分科会評価結果の審議及び報告（予定）

　６月中旬（予定） 　・平成１３年度　分科会評価結果の審議及び報告（予定）

　７月中旬（予定） 　・平成１４年度　分科会評価結果の審議及び報告（予定）

技術評価委員会スケジュール（案）技術評価委員会スケジュール（案）技術評価委員会スケジュール（案）技術評価委員会スケジュール（案）

第５回

第６回

第４回

開催日技術評価委員会

第２回

第３回

主な議題

反映反映反映反映

反映反映反映反映

１５年度評価（中間）１５年度評価（中間）１５年度評価（中間）１５年度評価（中間）

第
４
回

１３年度評価（中間・事後）１３年度評価（中間・事後）１３年度評価（中間・事後）１３年度評価（中間・事後）

１４年度評価（事後）１４年度評価（事後）１４年度評価（事後）１４年度評価（事後）

１４年度評価（中間）１４年度評価（中間）１４年度評価（中間）１４年度評価（中間）

概算概算概算概算
要求要求要求要求

政府予政府予政府予政府予
算原案算原案算原案算原案

第
２
回

第
３
回

第
５
回

第
６
回

・・・

反映反映反映反映


