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第４回技術評価委員会議事録第４回技術評価委員会議事録第４回技術評価委員会議事録第４回技術評価委員会議事録    

 

日時：平成１４年６

                於：かんぽヘルスプラザ東京

                        委員会事務局：ＮＥ

出席者：岸委員長 稲田委員 垣田委員 瀬田委員 曽我委員 高村委員 

    冨田委員 西村委員 平澤委員 三浦委員 丹羽委員 

    金井分科会長 八嶋分科会長 升島分科会長代理 

    竹中経済産業省技術評価調査課評価企画調査官 

    光川副理事長 井田技術評価部長 坊田評価企画課長 

 

（午前10時開会） 

Ⅰ．開会Ⅰ．開会Ⅰ．開会Ⅰ．開会                                                                    

事務局から各分科会長の紹介及び資料の確認。 

 

Ⅱ．議事録Ⅱ．議事録Ⅱ．議事録Ⅱ．議事録    

１．審議対象プロジェクト説明、質疑１．審議対象プロジェクト説明、質疑１．審議対象プロジェクト説明、質疑１．審議対象プロジェクト説明、質疑    

（岸委員長） 

 それでは議事に入りたいと思います。 

 本日は５つのプロジェクトの評価報告がありますが、審議対象となってい

議を行いたいと思います。 

 まず、事務局から審議の進め方についてお願いいたします。 

（井田部長） 

 本日の審議方法ですけれども、前回、４月に行いました第３回審議委員会

行いたいと思います。ただ、前回ご欠席の先生方もいらっしゃいますので、

させていただきます。 

 お手元の資料の最後のほうに参考資料がございます。「技術評価委員会に

議経過について」ということで書いてございます。今までに３回行っており

昨年７月に行い、第２回目を今年の２月に行い、第３回目を４月に行いまし

３回目におきまして、評価の方法につきましてご審議いただいております。

 まず評価方法についてということで、この親委員会で審議する案件と、各

告をいただく案件、その仕分けについてどうしようかということでご議論い

については、参考資料の最後のほうに、13年度評価実施予定プロジェクト一

予定プロジェクト一覧ということで、これは第３回で配ったものですので、

と書いてありますけれども、基本的には、３つの基準、予算規模が大きい、

ェクト、各分野毎で代表的な大きなプロジェクト、大幅な改善を提言された
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を自動的にここで審議対象にします。それに加えまして、その他の案件につきましては、ここに

すべて報告書あるいは総括表といったものをお示しして、その後でまた評価委員から、審議の対

象とすべきという意見があったら取り上げる。そういう仕分けでご議論いただきました。 

 この紙を見ますと、既に第２回技術評価委員会で了承されたものが６件ございまして、予算規

模の大きいものが１件、各プロジェクトで大きなものが４件、大幅な改善があるものということ

で３件、合計８件が13年度のうちの審議対象プロジェクトになります。そのうち５件について、

今回ここでご審議いただくということでございます。ここでご審議いただきまして、もし、評価

の仕方がおかしいとかいうことがございましたら、また分科会に再検討を指示することができる

という規定になっております。 

 それから、第３回では、このほかに評価項目、評価基準、評点法についての見直しも審議され、

了解を得たわけですけれども、今回ご報告いただきます５件につきましては、いずれもそれ以前

のものということで、その後、後ろのページに、最初の委員会で暫定的にこれで実施しようとい

うことでご了解いただいた評価項目、評価基準、評点法がつけてあります。本日の審議は、この

方法に従ってご審議いただくことになります。 

 それから、評価結果がどう反映されているかということを必ずこの審議委員会の場に報告する

ことを約束させていただいております。13年度評価対象プロジェクトは、今回と、来月予定して

おります２回で評価を確定したいと思っております。その次の回、８月の段階で、私どもからす

べて、中間評価結果がどのように反映されているかを報告させていただきたいと思っております。 

 以上のことにつきましては、またいろいろなご意見があると思いますけれども、最後に「その

他」のところでご意見をいただいて、だんだんいいものにしていきたいと思っております。 

 これから各プロジェクトの審議に入りたいと思います。各プロジェクトの審議は、まずプロジ

ェクトの概要を事務局が説明しまして、その後、分科会の委員長あるいはご出席いただいており

ます分科会長代理から、評価の概要あるいは分科会での議論での論点をご説明いただきます。そ

の後皆様からご意見をいただきたいと思っております。説明と質疑で、１プロジェクト当たり20

分程度と考えておりますので、よろしくお願いします。 

 以上でございます。 

（岸委員長） 

 それでは、よろしいでしょうか。そういうことで一応ご了承いただいて議事を進めたいと思い

ます。 

 今日は５つについてまず行っていただき、その後、問題点等がございましたら、評価を含めて

ご議論いただくことになっております。 

 

(1)(1)(1)(1)「石油精製汚染物質低減等技術開発」（資料３－２－１）「石油精製汚染物質低減等技術開発」（資料３－２－１）「石油精製汚染物質低減等技術開発」（資料３－２－１）「石油精製汚染物質低減等技術開発」（資料３－２－１）    

事務局より資料３－２－１に基づき、プロジェクトの概要について説明。 

 

（八嶋分科会長） 

 ただいま事業の概要についてのご説明がありましたが、私どもの評価委員会のメンバーは、１

ページ目に載っているメンバーでございます。２回の分科会を開催し、またその間、委員同士お
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話し合いをした結果が、今ご覧になっていらっしゃいます評価書（案）の概要でございます。 

 今お話がありましたように、自動車燃料としての軽油は、皆さんも既にご存じのように、大型

自動車に使われているディーゼルエンジンからの排気ガスは、黒煙を含めてまだ浄化が十分では

ないということが非常に大きな問題です。浄化するためには、主に触媒を使って還元燃焼その他

を行っておりますけれども、その触媒の働きが燃料中に含まれている硫黄分によって大幅に悪く

なることが現在の非常に大きな問題でございます。そこで、軽油中の硫黄分を少なくしていこう

ということでございまして、現在は 500ppm が規制値になっておりますが、2004年には50ppm 、

さらにその先に15ppm 、さらにはゼロサルファーにするという話が出ております。それらをクリ

アするためには、触媒の開発が１つの大きなキーになっております。 

  このプロジェクトで行われた研究は、2004年の50ppm 規制をクリアするためということでスタ

ートしておりますが、2004年というのはかなり前倒しがあって2004年になっておりますので、も

っと早くこれをクリアしなければいけないということで、中間的な目標値に50ppm を切り換えま

して、さらに最終的には15ppm を目標値にしております。現在の時点でこの50ppm という中間目

標値はクリアしておりますので、そういう意味では、このプロジェクトはうまく進行しているの

ではないかというのが全体的な感想でございます。 

  また、そのように硫黄を少なくしたために、現在のエンジンで安全にこれを燃料として使える

かどうかという検討も行っておりまして、これも現在のところではクリアしている状態でござい

ます。そういう意味では、このプロジェクトは、中間的な現在としてはうまく進行しているプロ

ジェクトではないかというのが全体的な評価でございます。 

  ただ、「今後の研究開発の方向性に対する提言」のところで３つ挙げましたけれども、この技

術は、 500ppm を50ppm に下げることに関しては、現状の触媒の改良という線で研究を進めてク

リアできたということですが、硫黄の濃度をだんだん少なくしていくということは、要するに、

取れにくい硫黄が残ってくることですので、果たしてこの15ppm あるいはゼロサルファーを目標

にした場合、現状の触媒技術の延長線上でできるかどうかはなはだ疑問の点がございます。そう

いうこともあったのかもしれませんが、本年度から研究チームをかなり多くいたしました。いう

なれば、いろいろなシーズを取り入れて、その中でよいものを選んでいこうということはわかる

のですが、あと２年間というところで多くのチームに小分けしてしてしまったことが、果たして

いいことかどうかちょっと疑問である。なるべく早くスクリーニングによって、そのうちの本命

と目されるものを見つけて、そこに集中すべきではないかというのが意見でございます。 

 あとは、各論として、ＮＥＤＯの関与の必要性に関しては、国民全体の健康被害にかかわるこ

とですので、公共性、社会性とも認められる事業であろうということでございます。また、事業

の目的あるいは目標に関する評価ですが、最初の50ppm を比較的短い期間でクリアできて、さら

にその先を目指して目標値を新たに設定し、それにチャレンジしていることは評価できるのでは

ないかということです。 

  問題として１つありましたのは、その研究の中に、これはそれぞれ幾つかに分かれて研究を行

っていますけれども、排出ガスの浄化の研究までここで取り入れられておりまして、それに関し

ましては、このプロジェクトで本当にそこまでやるべきかどうか。自動車メーカーを中心として

排気ガス浄化の触媒の研究は非常に進んでおりますので、そちらに任せればいいのではないか、
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あるいはそこからの知見を利用して、もう少し総合的にといいますか、実用的な形を目指した研

究を行うべきではないかというところがちょっと問題です。もっともそちらの研究は本年度で終

了するということでしたので、最終年度までは持ち越さないことになっているそうです。 

  また、50ppm をクリアした触媒に関しても、その触媒は研究段階から実用段階までにまた１つ

の山がありまして、それをクリアしなければいけないのですが、この触媒は、今お話し申し上げ

ましたように、従来の技術の延長線上にあるということもございまして、実用化を常に意識しな

がら触媒を調製しているということで、これはすぐにでも実用化規模の生産ができる態勢にある

というご報告がありました。そういうことでは、2004年に行います50ppm という規制値をクリア

する技術としてはできているのではないかという評価でございます。 

  大体におきましてはそのようなことでございますので、委員の先生方からご質問をいただけれ

ば、それに沿ってお答えできるかと思います。よろしくお願いいたします。 

（岸委員長） 

 ありがとうございました。 

 この評価結果について、ご質問、ご意見等がありましたら、どうぞ何なりと。 

（高村委員） 

 最後にありました排ガスの後処理問題ですけれども、そもそもこの目的は、今の排ガス触媒を

長持ちさせるために始めた、そのために硫黄を取るということで始めたような感じがするんです

けれども、それをやって、あとまた後処理のほうもやるというのはよく理解できないのですけれ

ども。 

（八嶋分科会長） 

 それについては我々もクレームをいたしました。ただ、実施者側のご説明では、硫黄の量が低

くなったときにほかの影響も出てくるのではないかと。結局、硫黄の化合物だけを処理するわけ

にはいかないわけです。軽油全体を水素化処理するものですから、その影響があらわれてくるの

ではないかということで実施したというご説明でございました。それにしても、従来から既にい

ろいろな研究がなされているわけですから、ここは二重投資になるのではないかというクレーム

をいたしました。 

（稲田委員） 

 この目標を確認しておきたいのですが、まず硫黄濃度50ppm の実用化が一番大きな目標ですね。 

（八嶋分科会長） 

 はい、そうです。 

（稲田委員） 

 ただ、それだけでは、実際の実験室レベルというか、そういうのはまずいから15ppm までやっ

ていると。それから、今、ゼロサルファーという話も出ましたけれども、そうすると、従来の延

長線上でできない云々という話があったのですが、この場合、全くの新技術になるわけですよね。

こういうものまで求めているのかどうか。これを素直に読めば、従来の技術の延長線上でも、そ

れが達成できればいいわけですので。今のお話が混乱してしまったのですが。 

（八嶋分科会長） 

 まず、もともと石油の中には数％硫黄が入っております。それを除去するためには、ラフに言
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いますと、沸点の低いものほど取りやすい。ですから、ガソリン硫分が一番取りやすくて、それ

から灯油、軽油とだんだん難しくなるわけです。軽油留分にはそういうところがありまして、従

来の規制値がだんだん低く厳しくなってきていますが、今は 500ppm 、それを50ppm にするとい

うことで、これは結局、触媒技術で対応するしかなくて、少なくともそこまでは従来の触媒技術

の延長線上で、もちろん幾つかの新しい工夫はなされておりますけれども、これでクリアできた

ということです。 

  ただ、これが50ppm でいいかとなりますと、現在、北欧を中心としてゼロサルファーまで行く

べきだという議論が行われておりますので、それに対応していかなければいけない。幸い、３年

間で50ppm ということはクリアできたから、この先、さらに先を見つめて新しい技術を掘り起こ

していこうということで、中間のところで目標値を変更したということです。ただ、ゼロという

のは、何をもってゼロとするかということから始まって、もちろん検出限界がございますのでな

かなか難しい問題かと思います。 

（稲田委員） 

 評価としては、まず、従来技術の延長でもいいから50ppm 実用化の技術があって、この実用化

は先としても、そういう新しい技術を残していかなければいけないと。そのようなことにポイン

トを置いておられるわけですね。 

（八嶋分科会長） 

 はい。 

（稲田委員） 

 よく理解できました。 

（冨田委員） 

 50ppm までこの時点でできたら大変すばらしいことだと評価されるわけですが、この後、15、

ゼロとするには、これまでの延長線上の技術ではいけないのではないかという心配があります。

その理由は、この中で述べられておられないのですが、今までは取れやすいものが取れたのであ

って、何が残っているのかという分析がここで必要ではないでしょうか。その点が、どこまで何

を取ればいいのかということの解析が進んでおられるのかどうか。 

（八嶋分科会長） 

 これは今かなり明らかになっておりまして、取れにくいものとして、分子形状の関係で硫黄自

体が直接触媒の活性点とコンタクトしにくい化合物がございます。両側にベンゼン環がありまし

て、そこにアルキル基がついていて、その途中に硫黄が入る。こういう物質は非常に取れにくい

ことは既にわかっております。それをどうすればいいかということも幾つか考えられております。 

（冨田委員） 

 今まで取りやすいのは、いわゆるベンゾチオフェンのところまで思っていて、ジベンゾチオフ

ェンで、しかもアルキル置換がいろいろ入ってきますと大変難しくなってくる。それで、何が残

ったのかという分析がなされないと。 

（八嶋分科会長） 

 それも現在行われております。ただ、これは異性体を含めると何十種類とありますので、ガス

クロで出てくる成分で大体の目安はついております。ですから、これをターゲットにしてという
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ことは、はっきりしております。 

（冨田委員） 

 ターゲットがはっきりしますと、次はどんな触媒にということは、触媒屋さんは多分ご存じだ

と思うので、その意味において、私は先生とは違って、延長線上でというのは行かないのではな

いかと。斬新なアイデアを取り込まないと。 

（八嶋分科会長） 

 それは先ほど申しましたように、国立大学、国立研究所を含めて10カ所で共同研究を行ってお

ります。逆に言うと、チームがそれだけ増えてしまったわけです。それを２年間で本当に絞り切

れるのかということを、私は心配に思っているところでございます。ですから、なるべく早く、

そのうちのどれかを絞って、そこに資源を集中していかないとできないのではないかということ

で、研究のチームづくりといいますか、それをまとめる力はこれから必要になるのではないかと

いう提言をいたしました。 

（稲田委員） 

 実用面からいきますと、やはりコストですね。ディーゼルエンジンで、今はもう少しこの濃度

を少なくするとということですが、これが高かったら、ガソリンエンジンのほうがいいのではな

いかということも起こるので、実用面からのこういう分析で、特に新しい技術を入れるとなると

また高くなってくる可能性もあるので、そういった従来の見通しを含めたようなことをやってい

らっしゃるのでしょうか。 

（八嶋分科会長） 

 50ppm の触媒に関しましては、今申し上げましたように、常に実用化を睨みながら行っており

ます。それと、費用のこともあったのかもしれませんが、最初の設定として、現用の反応器はそ

のままにして触媒だけを変えるということでクリアする技術という前提がありまして、それに基

づいて行っておりますので、反応装置自体は変えなくてもいい。ただ、触媒は入れ換えなければ

いけない。その触媒の値段がどのくらいになるかは、今のご指摘のようないくらかというところ

まではまだ行っていないようですが、委員のコメントの中には、それをなるべく早くやって、実

際にいくらになるのかをはっきりさせろと。ラフに言いますと、リッター当たり１円か２円は高

くなるだろうと。 

 ただ、それをどこが消化するかは、特にトラックが１台や２台でやっているところでは、それ

はなかなか難しいという意見も聞こえてきております。やはり高くなるとは思いますので、今後

は、その価格をどこが負担するかがまた問題になってくるのではないかと思います。これはこの

分科会とは関係ないことですが。 

（岸委員長） 

 評価の結果としては 3.9で、まずまず合格というところにはなっております。 

  いろいろご意見をいただきましたので、最後として１つお願いしたいと思います。 

（丹羽委員） 今までのお話は、プロジェクトの実施者に対して質問するような項目が重要であ

ったと思いますが、ここは、そのプロジェクトの評価がきちんとなされたかどうかを議論すると

ころだと思います。 

 その観点から、たくさんあると思いますが、今までに議論になったところで、例えば排ガス浄
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化の問題は今年で終わったからいいけれども、そもそも目標設定に疑問があったかもしれないと

いう発言がありました。例えば、そういうことが評価報告書の何ページにどうきちんと書かれて

いるかをここで審議すべきですよね。それは後でお答えいただきたいと思います。 

 もう１つだけ。さっきのお話で、あと２年間しかないのにこれからチームを分割していって、

早くどこかを評価して集約しなければいけないので心配だとおっしゃったのですが、それを具体

的にどうすべきかということを、評価報告書のどこかにきちんと書いてあるかどうか。心配だっ

たというのは、それは心配だと思いますが、心配だったということを評価報告書にどのように書

いてあるか、適切に書いてあるかどうかをここで審議すべきだと思います。例えば、ここに報告

書がありますが、これの何ページに書かれていますか。 

（八嶋分科会長） 

 ２つ目の質問は、４ページの「今後の研究開発の方向性等に関する提言」のところに書いてあ

ります。１）のところで、各研究開発の進捗状況を常に研究に反映させて、それを集約していく

と。この概要といいますか、こういう一般的にまとめた形のところでは、そういうところまでは

詳しく書いてございませんが、各委員のコメントで‥‥。 

（丹羽委員） 

 こちらの厚い報告書の中でです。 

（八嶋分科会長） 

 ３－９ページの (4)「事業の計画内容」をご覧いただきたいと思います。枠囲みの中に、「今

後は、各要素技術についてのより深い解析とそれらの体系的把握により、研究資源の配分を重点

化する視点を一層強く持つことが望まれる。その上で云々と書いてありますが、結局、ここは、

先ほど申し上げましたように、非常に多くのチームをつくりましたので、その成果をできるだけ

早くまとめ、その中から望ましいところに資源を集中してほしいということを、ここに盛り込ん

だつもりです。 

（丹羽委員） 

 あと２年しかない中間評価としては、こういう一般的で漠然とした表現で、実際にプロジェク

トの運営に反映できるのでしょうか。具体的にたった２年しかなくて、今から細かく分けて集約

してほしいと。そうすると、例えば１年で評価して集約するとか、そこまできちんと書かないと

全然意味を持たないと思います。評価というのは、そういうことをして実施者にフィードバック

できるような形の評価報告書になっているかどうかを我々が審議するのだとすると、私の個人的

意見としては、これはあまりにも漠然としすぎていて、一般論で、これはやったどうかと聞かれ

たら、やりましたと言えばそれで済むような形になるわけで、これは不適切だと思います。 

（八嶋分科会長） 

 そうおっしゃられると、あと何年あるいは何カ月だというお話をちゃんと入れなければいけな

いということではございますけれども、少なくとも私はそこまでの必要性を認めなかったという

ことです。 

（岸委員長） 

 この委員会のあり方も含んだ重要な点ではあります。ただ、評価委員会がそこまで出しても、

普通は推進委員会があるはずで、そちらで実際に‥‥。評価委員会が厳しく出すことも大事です
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し、それをくんで、評価委員会、ＮＥＤＯが絞り込んでいく作業をする部分があって、その辺が

若干曖昧かなということを含めて、丹羽先生の意見は十分に拝聴しておくべきだという気はいた

しますので、その辺は、ＮＥＤＯ側もひとつよろしくお願いしたいと思います。 

（丹羽委員） 

 もう１つの排ガスのほうが、今年で終わったからいいけれども云々というのは、あれは基本設

計が悪かったとか、そういう記述をきちんとすべきだと思います。 

（八嶋分科会長） 

 例えば、３－６ページ、 (2)「事業の背景・目的・位置づけ」の囲み内の最後の文ですけれど

も、「ただし、排ガス後処理触媒の研究開発については、研究の目的・背景の根拠に一部不明瞭

な部分があり、自動車側のニーズ等を一層配慮するなどの対応が望まれる」と書いてありまして、

先ほどのお話で具体性に欠けるというご指摘がありましたが、この報告書といいますか、評価書

自体がそれほど具体的な数字とかそういうことは入れないでつくりましたものですから、そのよ

うな言い方になっているかと思います。 

（岸委員長） 

 ありがとうございました。このような議論ですが、ぜひ、今後、評価のあり方にもなって、今

日の最後にもう一度議論する必要が出てくるかもしれませんが、この委員会と今の評価委員会と

‥‥。もしかすると、今の評価委員会ぐらいの報告があれば、推進委員会がこれをもう一回きち

んとやることも可能ではないかという気がしますが、その辺の議論は最後にお願いすることにし

たいと思います。どうもありがとうございました。ただ、大事なところに踏み込んだという認識

は十分持たせていただきたいと思います。 

 次に移りたいと思います。 

    

(2)(2)(2)(2)「心疾患・診断治療統合支援システム」（資料３－２－２）「心疾患・診断治療統合支援システム」（資料３－２－２）「心疾患・診断治療統合支援システム」（資料３－２－２）「心疾患・診断治療統合支援システム」（資料３－２－２）    

事務局より資料３－２－２に基づき、プロジェクトの概要について説明。 

 

（金井分科会長） 

 今のご説明にありましたところのちょっと下にあります2.の３行目の途中からありますように、

術中にＭＲＩおよび超音波による撮像を行いながら心疾患を治療するということですが、背景を

ちょっと申し上げますと、診断と治療に関してロボティックスとかそういうことが重要であるこ

とは当たり前であって、ＮＥＤＯに援助していただくことは当然だと思うのですが、どうしてこ

んなことになったのかといいますと、心臓手術をするとき、普通は心臓の拍動を止めて手術をし

ます。人工心肺を使って手術をしますが、そうすると後遺症が残ることが随分ありまして、現在

では、心臓の拍動を止めないで、機械的に強引に止めて手術をする方法が増えています。そうい

う背景がありまして、それをうまくやりましょうというのがこの目的でございます。 

 ４ページの「総合評価」からご説明させていただきます。全体としては、非常に重要であろう

ことは確かですが、問題になるのは、その下にも書いてありますように、心臓の拍動下のバイパ

ス手術にこの方法を使うことが非常に難しいということ。もう１つは、今のオープンＭＲＩの現

状では、心臓手術をします冠動脈を正確に測定できないので、見ても意味がないだろうというこ
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と。ですから、ＭＲＩを使うことに意味がない。もう１つは、今のところ、安全性、無侵襲性と

いうことを考えて、ロボティックスといいますか、この場合はマニピュレータですが、マニピュ

レータで手術をすることは無理だというのが結論でございます。そのために、後で最後のところ

の評価を見ていただくとわかりますが、非常に低い評価になってしまっております。しかし、こ

れが全く無意味であったわけではなくて、例えばＭＲＩと一緒に超音波の機械が使えるような超

音波装置を開発したとか、そういう副次的な技術開発は随分行っております。 

 それでは、今後はどうするかでございますが、今後、拍動下の直径が１mmくらいの冠動脈のバ

イパス手術をマニプレータを用いてすることは、今では考えるべきではない。要するに、安全性

が非常に悪いということです。したがって、別のほうにターゲットを向けてはどうかということ

が結論でございます。２つ書いてございますが、１つは、このＭＲＩを使って内臓を手術する。

内臓の低侵襲手術は今も盛んに行われていますけれども、ＭＲＩが利用できれば、さらにうまく

いくかもしれないということ。もう１つは、マニピュレータを開発するのに特化してはどうかと

いう意見がございました。ところが、これは既に外国で２つほどいいマニピュレータができてお

りまして、それに対して独創的で差別化できるような立派な技術にしなければいけない。そうい

う意味ではまだ甘いような気がいたします。以上です。 

（岸委員長） 

 ありがとうございました。これは少し厳しい評点がついております。基本は、今の説明のよう

に、ＭＲＩがまだついてきていないというか、多分まだ超音波などのほうが精度いいということ

も含めてのことだと思いますが。 

（金井分科会長） 

 ＭＲＩが精度が出ないことと、もう１つの問題は、冠動脈ですから表面にあるので、ＭＲＩを

使わなくてもいいだろうという話があります。その２つがあって、どうしてこういうことを研究

したのかということで、その辺がちょっと問題で、これを採用されたほうにもやや責任があるの

ではないかという意見もございました。 

（岸委員長） 

 質問をどうぞ。 

（稲田委員） 

 基本的にこれは心疾患の診断治療統合支援システムをつくるということですよね。お話を聞い

ていると、オープンＭＲＩを使って何やかややるような感じがしたので、結論も、動かない肝臓

とか腎臓とか、こういうものは今ほとんどが研究段階で行われているわけです。そうなると、こ

れは本末転倒であるので、厳しい評点がついてもやむを得ないのかなと思います。 

 ですので、これをやるのであれば、こういう方向のものを開発すべきであると。技術的には

云々として。そういうことをコメントとしては述べていただいたほうが、この本来の趣旨にあう

ような気がするのですが。 

（金井分科会長） 

 そのとおりのコメントがございまして、ＭＲＩを利用した低侵襲手術はまだあまり行われてい

ないですね。脳などでは実際に行われていますけれども、一般的には行われていない。それから、

今のところ、磁場が非常に弱くてあまりはっきりした像が得られませんけれども、もう少し磁場



 10

の強いものがあれば、内臓の低侵襲手術がもう少し楽になるであろうということは考えられます。

ですから、その辺で少し努力するようにしてくださいという評価だと思います。 

（稲田委員） 

 具体的には、術性に影響されない手術器具も一部では始められていますけれども、そういうも

のの開発とか‥‥。実際は、それでも心臓についてはできるかどうかという問題点はありますが、

そういったことも含めたコメントがされているわけですか。 

（金井分科会長） 

 そのとおりのコメントでございます。先ほどもちょっと申し上げましたけれども、副次的に高

磁場下で使えるものを開発したというのは、将来はある程度のメリットがあるかもしれないとい

うことはちゃんと書いてございます。それから、もう少し高磁場のもので、止まった内臓の手術

にはいいと。だけど、どうも冠動脈の手術をこれで行うのは、今の時点では少なくとも早すぎる

し、研究段階に進むこともまだ早いであろうというのが皆さんの意見でした。 

（曽我委員） 

 ＭＲＩ自体は日本は負けているというか、ＧＥとジーメンスが伸びていると思うんですけれど

も、そういうときに、このプロジェクトは、ＭＲＩも含めた医療産業機器支援のためということ

があったのでしょうか。 

（金井分科会長） 

 ＭＲＩは、オープンＭＲＩについては、高磁場でないものは日本が早い時期でした。今はもっ

と高磁場の非常にいいものが外国でできておりますのであまり自慢はできませんけれども、開発

をしたという点では、日本が早く開発したということで、それをもうちょっと広げたいという意

向であって、産業界を援助するということは非常に重要ですがこのプロジェクトの目的ではなか

ったです。 

（曽我委員） 

 そうしますと、システムを変える、つまり今おっしゃっているように、心臓ではなくて別のほ

うに行くことによって付加価値をつけていく方向は、日本として臨むべき方向でしょうか。 

（金井分科会長） 

 はい。ぜひやらなければいけないことと思っております。 

（曽我委員） 

 この程度の支援ですと、そのくらいはできると。 

（金井分科会長） 

 実際にＭＲＩは非常に高い機械でございまして、多分、助成されたものの大部分は現在の低磁

場ＭＲＩの購入に使われていると思います。 

（谷委員） 

 今回のこのプロジェクトは、今までにいろいろ審議してきました工学系とは若干違った領域に

入ります。そういうことで、６ページに「研究開発成果に関する評価」が出ておりますけれども、

この辺について何か特に特徴的なと言いますか、審議した内容といいますか、そういうことをお

聞かせいただければありがたいと思います。 

（金井分科会長） 
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 成果が上がったといいますと、要素技術について、先ほど申し上げましたように、ＭＲＩと一

緒に使えるいろいろなものをつくるという点では成果が上がったと考えてよろしいかと思います。 

（垣田委員） 

 この報告書の中に、今おっしゃったような、明記されている点が多いと思いますが、例えば、

５ページの3.「事業の目標に関する評価」の２行目に、実際何が問題であるかが全く理解されな

いでプロジェクトが行われていると書いてあって、そのときに、なぜこのプロジェクトが採用さ

れたかというスタート点のヒアリングは、この分科会で実際になさるのでしょうか。それはなさ

らないのか‥‥。それは、先ほど岸委員長がおっしゃった、全部が一度終わってからまた議論し

ましょうというところに関係するのかもしれないのですけれども、その辺がなされたかどうかだ

けの質問ですが。 

（岸委員長） 

 ＮＥＤＯのほからお願いいたします。 

（井田部長） 

 それぞれ担当推進部室がありまして、そこが、そもそもの狙いは何であったか、どういう経緯

で始まったかの説明をいただいた上でこの審議に入ります。ただ、垣田委員もご存じのように、

本来は事前評価がちゃんとしていて、その事前評価がちゃんとやられたかも中間評価で評価する

のが本来のあるべき姿だと心得ておりますが、残念ながら、従来より動いていたプロジェクトで、

事前評価がされないまま行われているプロジェクトが多くあります。最近、ここ数年は、政策評

価の関係もありまして、すべて事前評価が行われて、その評価を行った責任者は誰かということ

まで明示されるようになっておりますが、これがスタートした時点では、今行われている事前評

価のようなちゃんとした評価が行われていないのが現実です。ただ、説明を担当部室から全部聞

いた上でこのような評価を行っております。 

（岸委員長） 

 そういう意味では、14年度の予算が動いている今やって、これがストップしても、あとは15年

度しかないんですよね。 

（垣田委員） 

 そういう意味ではなくて、評価のときにそういう段階があったのかどうかだけの質問です。 

（金井分科会長） 

 評価委員会では、事前評価をもう少ししっかりしなければいけないだろうといことがちゃんと

書いてございます。ですから、それはお考えいただきたいと思います。 

（丹羽委員） 

 厳しい評価をすることは大変なことで、非常にいい評価をされたと思うのですが、ひとつだけ

気になるのは、最終結果が、計画変更が必要であると。中止すべきだとか。判断としては、中止

すべきということもあり得ますよね。今までの評価報告の内容を見ると、このままやってもしよ

うがない、できないということが濃厚に出ているのに、単に予算がついたからという背景である

としても、技術的な評価報告書としては、評価委員会の結論としては、例えばこれは中止あるい

は中断が望ましいと書いて、だけど、それを用いる政策決定の場面で、しかしほかの理由がある

と続けるということは、それはそれでいいんですけれども。 
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 質問は、計画変更が必要であるという最終の判断が、それまでのきちんとした評価に比べれば

非常に曖昧だと思いますが、それはどうなのでしょうか。 

（金井分科会長） 

 それは申し訳ないのですけれども、実はこれは、続けるかどうかも含めて中間評価を２回開い

ております。２回目に、実施者側からは、どうも冠動脈を手術することは非常に難しいので別の

ほうに特化してもよろしいという意見がございました。それならば、先ほど曽我委員がおっしゃ

いましたように、ＭＲＩを何とかしなければいけないわけで、それを利用して新しい手術方法を

開発するとか、そういうことであればいいのではなかろうかという結論になりました。そういう

意味でございます。 

（岸委員長） 

 中間評価は去年やっているんですか。 

（井田部長） 

 本件については議論が分かれましたので、分科会を余分に１回開催していただきました。分科

会長にもご了解いただいて、実施者側ともそういう討議の場を設けたという趣旨のことだと思い

ます。 

（岸委員長） 

 中間評価を３年終わってやるとこういうことになるので、多分、中間評価はもう少し早く、２

年終わった、それも早い時期にやらないと、今中止してもほとんど意味のない中止になってしま

うんですね。その辺はまたぜひ議論をする必要があると思います。 

（西村委員） 

 先ほど垣田さんが指摘されたようなことで、例えば医療現場で実際に何が問題であるかが全く

理解されていないプロジェクトが行われているということが、政府絡みの評価書の中にはっきり

書かれたことは画期的なことだと思います。これは大事な例として今後に生かしていけるのでは

ないかという気がします。 

（岸委員長） 

 わかりました。 

（平澤委員） 

 丹羽先生のご指摘、つまり、やめるべきという判断をするかどうかに関して、より具体的には、

これだけのお金をかけて、先生がご指摘なさったようなやり方でやると、価値的にはリカバーで

きるとご判断されたのかどうか。その辺、具体的にご説明をいただけるといいのですが。 

（金井分科会長） 

 実際には、この中の金額について申し上げますと、先ほど申し上げましたように、ＭＲＩがほ

とんどです。そうしますと、そのＭＲＩをここまで買って、それをそのままやめてしまうことは

非常にもったいないわけです。もし利用できるのであれば利用したほうがいいでしょうというこ

とです。実際に利用できる方法があるわけですから、それならばそちらのほうに移ったらどうで

しょうということが、実施者側と評価側で一致したという話でございます。ですから、もし、Ｎ

ＥＤＯがやめろと言うなら、それはそれでやめていただいても結構だと思います。 

（平澤委員） 



 13

 ただ、金額を見ると、14年度、15年度というのは、12年度に比べれば確かに少ないけれども、

経常経費みたいなものが結構あるなという気がします。 

（金井分科会長） 

 そうですけれども、13年度までにほとんど使っているわけですね。ですから、そこまで使った

のならば、もうちょっと有効に使ったらどうだと。有効に使う方法がないわけではないので、と

いうことです。 

（平澤委員） 

 なるほど。いわば、目標を変えてがんばれば、初期投資が生かせてリカバーできるというご判

断だということでしょうか。 

（金井分科会長） 

 そのとおりです。 

（稲田委員） 

 それに関連して。今のことは一般論としてはわかるのですけれども、実際に７ページに書いて

あることは、超音波診断装置はいいとしても、手術操作用マニピュレータの開発ということが書

いてありますが、今からこれをやるというのは、消化器、整形外科用というのはいいけど、今か

らこれに目標を変えてこれをつくれというのは、２年間では無理だと思うのですが。だから、そ

の辺のところは、もうちょっと違う方向性を示してあげたほうがいいのではないかと思います。

実際にはこれはできないと思います。もうほかのものがあるから、こんなものをつくっても意味

がないですね。 

（金井分科会長） 

 超音波診断装置がＭＲＩと一緒に使えるようにしたというのは、もう既にしてありまして使え

るわけです。ですから、その辺は利点があるだろうと思いますので、例えば内臓手術をするとき

に、超音波とＭＲＩと両方を使うことはいいことなので、そういう方法を開発してくださいとい

う意味でございます。 

（稲田委員） 

 だけど、マニピュレータがありますから。 

（金井分科会長） 

 マニピュレータも、高磁場下で使えるマニピュレータの開発はしています。ただし、それは外

のものですから、そのままは使えませんけれども。 

（稲田委員） 

 要は、高磁場下で使えるものと、実際にそういう機能を持っているものと、話は別ですよね。

ちゃんと実際にマニピュレータが、マスタセレブ方式かどうか知らないけど、そういうものがち

ゃんとそういう機能を持っていることと、これはオープンＭＲＩ下でなくてもできるようなもの

でなければいけない。それをオープンＭＲＩ下でやると、かなりの磁場の中でもできる。この２

つの問題があるので、これはどちらかというと、高磁場下でできるような材料を含めた、そうい

うことを指しているわけですか。 

（金井分科会長） 

 そういう研究を既にしておられるので、それを利用したほうがいいでしょうという話です。 
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（丹羽委員） 

 ちょっとコメントしたいのですけれども、今までこれだけ投資したから無駄にしないという話

がよくあるのですが、埋没コストというのは、今までの部分ではなくて、これから将来の意思決

定をするときに、やめれば、これからの支出は助かるわけですよね。確かにリカバーできればい

いけれども、過去に投資した分があるからということは判断とぶつかってはいけないと思います。

これから投資する金額が本当にそれに見合うのかどうか。しかも、この場合には、過去のリカバ

ーしていなければだめで、もし、それで大丈夫だという判断をすると、今度は、その評価をした

ことが今度は追跡評価委員会でこれが評価されて、あのとき、リカバーできるとした判断がおか

しかったという議論になるわけです。だから非常に厳しいんですよ。 

（金井分科会長） 

 実は、この評価委員会のほうは計画には参与していないわけです。ですから、ここまで使って

しまいましたということについては、これはしようがないんです。それより前の段階で評価をし

たのであれば話は別です。これは我々が責任を持って何とかしますけれども。ところが、ここま

で既に使ってしまっているわけです。その時点でどのようにすることが一番いいかを考えましょ

うという話で、これをやめろという意見ももちろんございましたし、もったいないから続けなさ

い、続ければ成果が上がるという意見もありました。その辺は、委員の方のご意見に随分と食い

違いがありますので、改めてＮＥＤＯのほうで評価をしてくだされば、それでよろしいと思いま

す。 

（岸委員長） 

 ありがとうございました。いろいろと問題が出てきていました。事前評価、中間評価の一貫性

をとるか。評価の時期をいつにするか。やめることももう少し明確に、ここが提案して、これは

最終的には理事会決定で、今日のこれも、これを率直に上げた場合には中止も十分あり得るので

はないかと思います。ですから、最終的なものにもこれは影響すると考えております。 

 しかし、それを含めて、今日もそうですが、この評価のあり方全体がこの前から非常に大きな

議論になっているし、評価をやったことが、逆にいろいろと重要な指摘が出てきて、これはプラ

スに働いてきているのではないかと思いますので、ぜひじっくり取り組みたいと思います。 

 ただ、実際に関係している者として、ＭＲＩの超電導はほとんど日本の材料です。それがシス

テムとして組み上がらない苦しさというか、むなしさを一番味わっているのが、私がいる機構で

す。ほとんど我々の潜在化の影響で、あるメーカーとつくったものをアメリカに輸出して、戻っ

てきております。ですから、ここは、今、日立さんがやってくれるというのは、工学的な立場か

ら多分意味があったのだと。でも、これは言い訳ではないのですが、私は去年今のところへ移っ

てきたのでね。ですから、そこら辺は、産業と医療の分離の悪い面が出たのだということも率直

に認めつつも、ＭＲＩを国産にしたい夢が非常に強いということは１つあります。ただ、それは

たまたま私が委員長をやっていたので、ちょっと付け加えさせていただきますが、これは評価に

入れる必要は一切ないと思っております。 

（稲田委員） 

 これにどれだけウエートをかけるかは別にして、波及効果という面ではそういうことを言って

も構わないし、さっき私が質問した項目も、波及効果としてこういうことがあるからこういうも
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のを生かせば、今までの投資は多少は回収できるだろうと解釈したんですけどね。 

（岸委員長） 

 わかりました。個人的には、いいご支援でありがとうございますと言いたいのですけれども、

本当にこういうことがずばずばと表に出てきた、あの西村先生のご指摘、こういうものは非常に

大事ではないかと思います。 

 

(3)(3)(3)(3)「循環器系疾患に対する予後診断を含む低侵襲診断治療システムに関する基礎研究」（資料「循環器系疾患に対する予後診断を含む低侵襲診断治療システムに関する基礎研究」（資料「循環器系疾患に対する予後診断を含む低侵襲診断治療システムに関する基礎研究」（資料「循環器系疾患に対する予後診断を含む低侵襲診断治療システムに関する基礎研究」（資料

３－２－３）３－２－３）３－２－３）３－２－３）    

事務局より資料３－２－３に基づき、プロジェクトの概要について説明。 

 

（金井分科会長） 

 今ちょっとご説明いただいたように、事業の概要とか目的のところは、極めて当たり前のこと

が作文として書いてあるだけでございまして、この場合も、問題としては、こういうものをちゃ

んと評価するためには、本当にもうちょっと、何が目的であるかをはっきりさせなければいけな

いだろうという意見がだいぶ強くございました。 

 ４ページからご説明させていただきますと、最初に書いてあるのは、全体としては、手術の前

後からずっと継続して診断・治療するシステムを開発することは非常に重要なことで、時宜を得

たものであろうと。これはそのとおりですけれども、「しかし」以後が、今申し上げましたよう

なことが書いてございまして、非常に広範なテーマを設定しているということで、それぞれ業績

が上がっているところもあるのですが、上がっていないところもある。医学的なものについては、

医学だけでやっていて、医工連携の基盤研究になっていない。ですから、医工が連携してやると

いうことで、システムなどはちゃんとそのようになっているのですが、実際にはそうは行われて

いない部分が随分あるので、もう少しちゃんとやってくださいということが書いてございます。

それから、分野が広すぎるので、目的をはっきりして加速すべきものに絞ってくださいというこ

とが書いてございます。 

 それから、非常に力を入れているものについてもちょっと問題がございまして、血管内皮機能

計測法というものがあるのですが、血管の内皮の計測を超音波でやるのは無理だろうとか、意味

がないという意見もございました。意味がないわけではないのですけれども、ロボティックスで

うまく測定できるようにしたことは、ある程度の業績があると考えられますけれども、超音波で

血管の内皮細胞まで見ることは無理で、それについては、現在、その下のほうに書いてございま

すが、ＯＣＴという新しい方法ございまして、内皮細胞を見るなら、そういう独創的な方法をも

う少し考慮すべきであろうと考えられます。 

 実際にこの中はものすごく広範でございまして、例えば遺伝子治療などがあって、遺伝子を導

入して、血管の新生をしようと。これはごく当たり前に今考えられていることですけれども、そ

うすると、遺伝子で血管新生をすると、その血管新生を見ることが予後になるわけです。そのよ

うに一連のシステムができていると非常にいいのですが、どうもなかなかそこまでは進んでいな

いということで、医工連携の基盤研究という意味では、どの辺を目的にすればいいか。これは文

部科学省の科研費の基盤研究と同じでは具合が悪いことがありますので、その辺は評価が非常に
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難しいところでございましたけれども、全体としては、大まかな目的では駄目なので、出来る目

標をはっきり選んでやってくださいというのが評価として出ました。 

 以上です。 

（岸委員長） 

 ご意見をどうぞ。 

 もう少し絞ってはというとで、ほかはそれなりに‥‥。 

（丹羽委員） 

 テーマ目標が広範すぎて、得るところが少ないということが危惧されて、今後は絞ったほうが

いいという評価ですが、これはかなり致命的ですよね。きちんと評価したことはすばらしいと思

いますが、プロジェクト自体、こんなことを言われるプロジェクトはかなり欠陥プロジェクトで、

中間評価としては、今後進めさせる場合、もう少し絞ったほうがいいという書き方だけで本当に

変わるのでしょうか。 

（金井分科会長） 

 評価委員会では、最初の選定のときに、もう少し目標をはっきりさせて、できるものをちゃん

と選んでくださいという意見がだいぶございまして、私もそのとおりに思っております。これは

もう選ばれてしまったことですからこの程度の書き方しかできないということです。 

（丹羽委員） 

 その場合の書き方は、事前評価あるいはスタートするときの評価の仕方が悪かったということ

を、きっちり書くほうがいいと思います。 

（金井分科会長） 

 書いてあると思います。 

（丹羽委員） 

 そうですか。すみません。 

 そうすると、いい方向に評価がされているなと。もし、そういうことが書いてあるとすれば、

数少ないいい評価報告書だと思います。 

 私も昔、いろいろな技術評価をやったことがありますが、それを書くのはなかなか大変でした。

抵抗勢力がたくさんあって。でも、それをちゃんと書くことがこの評価全体の流れをよくするこ

となので、ぜひきちんと書いていただきたい。 

 でも、スタートが悪かったからということがそこで書けるとして、では、今後の２年間に関し

ては本当にリカバーできるかできないか。さっきと同じ議論ですが、続けることが前提ではない

ので、その辺が本当にできるかどうかが大事だと思います。 

（金井分科会長） 

 これも、最初の目的に対して満足するようなことができるかどうかと言われるとはなはだ困る

のですけれども、幾つかの業績はもちろんございます。例えば、欠陥内皮細胞を測定するために

うまく動かすロボティックス技術があるのですが、そういうものはほかにも使えるだろうという

気がしますし、そういう意味では、いろいろないいところがある。 

 もう１つは、医工連携はやはり重要だと思いまして、そういう意味では非常にいいシステムを

つくっておられて、それがうまく動かなかったというか、つくるのが遅かったということがある
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のかもしれませんけれども、これは今後こういうものがどんどん進んでいくと、非常にいいなと

いう気がいたしまして、やめろと言うよりは、むしろ、いいほうに進んでくださいという意味で

ございます。 

（曽我委員） 

 今、東京大学の小宮山先生などを中心に、医工連携が非常に進んでいますよね。この時期に、

こういうプロジェクトはここのところで中心的にやってくださいということを言えるのでしょか。

今までは医学部中心にやってこられたわけですが、大学もどんどん変わっているときに、委託先

がこれまでどおりの姿勢でいいのでしょうかということについては、どう思われますか。 

（金井分科会長） 

 やはり新しいシステムを作ってやらないといけないのではないかと思います。実は、それはこ

の中に書いてございますが、例えば医学系のものについては医学部だけでやってしまっている。

ですから、ちゃんと医工連携ができていないということがございます。ですから、それはもうち

ょっと考えてくださいということで。 

 ただ、報告では、ごく最近、医工連携システムのいいものができてきたということですから今

後はちゃんとやりますよということでしたので、それでいいのではないかと。次は、例えば遺伝

子治療のようなものを入れてしまいますと、どうしても医学部主体になってしまいますね。そう

すると、工学部の関与がどうしても少なくなるので、その辺をどうやってうまくやっていくかと

いうこと。工学部が全然役に立たないことはなくて、いろいろ役に立つことはあるわけです。例

えば血管が再生したかどうかを見るには、医学部ではなかなか難しいですが、工学部のほうでは

できるわけですね。ただ、テーマがはっきりしないであまりにも広いものですから、ちょっとぐ

あいが悪いと。 

（稲田委員） 

 私も若干関連しているのでコメントを控えていたのですが、今、重要なことを指摘していただ

いたと思います。医工連携については、今の遺伝子治療だって、最近、電気的にポアを上げて、

ほとんど完全に工学部のあれなので。要するに、ここでの一番の問題点は、おっしゃるように間

口が広がりすぎていることですよね。一般論から言うと、目標が絞りきれていない。しかし、こ

れはほかのことでも言えるのですが、その辺のところは、そういうものを採用した者があれだっ

たのかもしれないけど、やはりこの中で目標をはっきり絞ってやるべきだと指摘していただくこ

とは、私は非常に重要だと思います。 

 もう１つは、今の医工連携の体制も含めてやりなさいとしていただくと、こういう課題につい

ては、ほかのものも含めて非常にいいのではないかと、一般論ですが、私はそう思いました。細

かい点については避けます。 

（金井分科会長） 

 もう１つは、強い意見としてございましたのは、論文数は多いのですが、その論文が、このお

金で研究したものについての論文なのか、あるいは、それ以外なのか、それを分けることは非常

に難しいのですが、その辺をちゃんとしないといけないというご意見がございました。これは非

常に重要だと思いますので、将来、ご検討をお願いいたします。 

（稲田委員） 
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 これはどうなんですかね。普通、研究をやるときは、ここからここまではどのお金ということ

にはならないと思います。私は、それを求めてはいけないと思います。むしろ、この中で大事な

ことは、一部でも使ったらこれでやったということをちゃんと書くことが大事だと思います。 

（金井分科会長） 

 そのとおりです。そういう意味です。２つか３つになっても、それはしようがないというか構

わないわけです。ただ、ちゃんと、これの恩恵を受けた論文であるということを書くと。 

（稲田委員） 

 それはちゃんと明記していただかないと。これは大事なことだと思います。 

（岸委員長） 

 ありがとうございました。今のご質問に対するお答えとして、総合評価のところは非常にはっ

きり書かれていると思います。ところが、これを読むときに、案外一番読むのが「今後の展開」

のところを読む場合が多いんですね。ですから、この辺も、今後ともＮＥＤＯもよく注意してい

ただいて‥‥。大体、「総合評価」を読んで、すぐに「今後の展開」を読むか、最初に「今後の

展開」を読んでから「総合評価」を読みますので、この辺にわかりよく、ある意味では厳しく記

述されていると、全体が読み取りやすくなるし、効果が出るかなという気がいたしますので、こ

の辺もぜひご検討いただければと思います。 

 ただ、今回に関しては、今の議論では、金井先生と質問の方の意見はわりとかみ合っていたよ

うな気がします。 

（瀬田委員） 

 今の点に関連するのですけれども、３ページの特許出願数がゼロですね。これは前にもちょっ

と議論されたと思いますが、５ページでは、目的は妥当で、要素技術として意義深いものが多い

と書いてあります。これで特許がゼロというのは、先ほど岸先生がおっしゃった、要するに、日

本でいくらやっても事業化は外国でやって日本に返ってくると。それと同じパターンになってい

ないかという感じですが。 

（金井分科会長） 

 さっき申し上げました論文についての問題と同じでございまして、ここがゼロであるというこ

とは、論文としてもこれを使ったものではないのではないかという、そういう感じがするという

ことでございます。 

（瀬田委員） 

 私の質問は、５ページの3.のところで、「非常に意義深いものが多い」というご評価ですね。

とするとそれらはもっと明確に特許として位置づけられるべきものではないかという感じがする

のですが、どうでしょうか。 

（金井分科会長） 

 要素技術として意義深いものが多いというのは、実は、特許としては、もう出せるのかもしれ

ませんが、まだ完成していないものでございます。それから、やはりちょっと難しい問題が随分

ございまして、例えば、完全に、プローニを目標に追尾させることもやっているわけですが、そ

れにはやはり物の動特性であるとかいろいろなものをちゃんと研究をしなければいけない。それ

をちゃんと研究するのは極めて大変だと思うんです。しかも全体の目標にはそういうことを置い
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ていないわけです。ですから、どこかで始めて、これをやってくださいと言われてやったという

程度だけれども、比較的よくできている。そういう程度のことで、特許を取ることは出来ないと

思います。 

（瀬田委員） 

 国のお金を使ってやるわけですから、やはり特許性ということをこの中で、評価の１つの評点

として明確に挙げるべきではないかという感じがします。 

（岸委員長） 

 ほかによろしゅうございますか。 

（三浦委員） 

 この委員会はプロジェクトを技術的に評価していると私は思っています。先ほどの議論をお聞

きしていますと、確かにこの研究を担っておられる母体組織はそうだと思いますし、それはそれ

でいいと思いますけれども、組織がいいから、プロジェクトの技術が、あまり細かく言わなくて

も、ほかのことをやっているからいいと、そういう議論になっているような気がします。 

 そうしますと、この組織がやっているからこのプロジェクトはいいという議論にもなりかねな

いので、やはりプロジェクトを技術的にきっちり評価しなければいけないのではないかという気

がします。 

（金井分科会長） 

 その辺は、「総合評価」の「しかし」以後のところに相当強く書いたつもりでおります。総花

的であるとか、そういう意見が随分ありました。その辺は少し削りましたけれども。しかし、非

常に広範なテーマを設定しすぎたということをちゃんと書いて、一応評価をしたことにはなって

いるように思いますが、もう少し強くしなければいけないといことであれば書き直しを検討いた

します。 

（岸委員長） 

 ありがとうございました。では、この辺は、ＮＥＤＯのほうでも今後はよく話し合って、日本

特有の曖昧さを打ち消す方向に徐々に行かないといけない時代が来たなという気がしております。 

 貴重なご議論をありがとうございました。 

 

(4) (4) (4) (4) 「微量細胞情報検出システム」（資料３－２－４）「微量細胞情報検出システム」（資料３－２－４）「微量細胞情報検出システム」（資料３－２－４）「微量細胞情報検出システム」（資料３－２－４）    

事務局より資料３－２－４に基づき、プロジェクトの概要について説明。 

 

（升島分科会長代理） 

 この微量細胞情報検出システムのプロジェクトは、実際に行った内容は主にフローサイトメー

タとセルソータ、その機器開発に大半が費やされております。この目標の中にある、疾患の早期

発見については、フローサイトメータを使って、モデル系で確認ができるかというところまでが

達成されております。 

 当初の目標とされましたフローサイトメトリー、セルソータですが、６年前に委託先が設定し

た目標値はほぼ達成しております。が、この分野は６年間で非常に早く進んでおりまして、当初

の目標どおりをこの委託先が達成したにすぎないと私たちは評価いたしました。その結果、装置
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自体、幾つかの優秀な点があります。これが、委託先である住友電工の技術にもよるわけですが、

光ファイバを用いた検出で、サイトメータというのは、細胞を１個ずつ非常に高速にsheath flow

の中に流して、そこにレーザを当てて、そのレーザの前方散乱、側方散乱、細胞表面に蛍光分子

をくっつけた抗体マーカーをつけます。いろいろな抗体マーカーがつくのですが、その色調をレ

ーザの蛍光で非常に捉えていくというもので、この技術は欧米からスタートいたしました。それ

が国産にはないということで、医療におけるインパクトの強さも考えますと、ＮＥＤＯとしてこ

れを支援するにふさわしいテーマであったと思いますが、委託された今回の研究母体の達成点を

見ますと、６年前の目標は、今となっては極めて凡庸であると判断いたしました。その目標値も、

今となっては、他の欧米メーカーから比べますと、一部いいところがあるのですが、肩を並べる、

あるいは、それ以下ぐらいのところに達成されております。 

 これを本当に医療応用する、早期発見するシステムをつくるのであれば、その技術開発も必要

でしたが、装置開発で今ようやく達成されたところですので、その確認のところだけで、モデル

系で確認ができたことはむしろ当たり前であって、早期発見までは至っていないという評価にな

りました。これは、専門的な委員からの指摘も非常に厳しくありました。 

 さらに、これを医療分野に応用するためには、むしろ医療分野では、機器を売るのではなくて、

この試薬を売って儲ける形での展開が医療機関の中では行われておりまして、そういう面では、

試薬の開発で藤沢薬品、旭テクネイオンなどがかかわっていたはずですが、藤沢薬品は、実は、

この強豪相手のベクトンディッキンソンという会社の試薬を扱っている会社でもあります。そう

いう意味で、その開発が十分行われていない。では、ベクトンディッキンソンが開発した、ある

いはほかのコールターなどが開発したものを売れるかといいますと、それが売れるかどうかは今

後交渉するというお話でしたので、その辺でも将来的には不明確な部分があると。 

 それから、価格ですけれども、 2,500万円くらいで売りたいということですが、実は、６年前

に私が導入したときですら、 6,000万円を 3,000万円にしたという話をしまして、私どもとして

は、 800万円で売りなさいということを提言しました。もし 800万円で売れるならば、日本の医

療行政に貢献することは十分可能であろうと思います。ただし、それには試薬開発も必要である。

試薬が独自に提供できる、あるいは、欧米の試薬が使わせてもらえないのであれば、別の形で試

薬を開発して特許を逃れることが可能であれば、事業化も可能であろうということを提言いたし

まして、試薬でのビジネスを真剣に考えるべきであると提言いたしました。 

  そこで、本人たちに事業化の計画はどうだとただしましたら、ここまでの成果をもってぜひ事

業化したいと申しますので、全体のプロジェクトとしては凡庸であって、６億 6,000万円も使う

価値があったかといいますと、残念ながら、これは中間評価のない時代のプロジェクトでござい

ますので、中間評価があればもう少しできたかもしれないのですけれども、とにかく我々として

は、事業化の意欲があるのであれば、事業化をして、マーケットにいろいろ教えてもらいなさい

ということを言いまして、しっかり事業化してほしいと申しました。 

  そういうことが、この評価の概要の中に書かれております。 

 以上です。 

（岸委員長） 

 これもなかなか厳しい評価になっております。ご意見をどうぞ。 
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（垣田委員） 

 質問ですけれども、４ページ目の一番下の行に、「国内外に普及するとした事業目的は妥当で

あり」云々と書いてあります。この「事業目的は妥当」という「事業」は、ＮＥＤＯのこの研究

開発事業を指しているのか。それについては、1.の「総合評価」でかなり否定的な表現がされて

おります。ここの「事業」は、どういう意味での事業でしょうか。ＮＥＤＯのこの研究開発事業

ではなくて、こういう高度診断で儲けようというか、寄与しようという意味での「事業」ですか。 

（升島分科会長代理） 

 私どもは、この「本事業」は、全体の６億 6,000万円のこの事業と考えております。 

（垣田委員） 

 そうすると、1.の「総合評価」を見ると、それほど前向きな評価ではないような表現で私はお

話をお聞きしたのですが。 

（升島分科会長代理） 

 これがもし可能であれば、例えば 800万円くらいの機械で、試薬も日本にしかないような試薬、

あるいは、新しい視点の早期診断が可能な試薬、これをつくることは非常に大変なことですけそ

ういうものが開発できていれば、日本の医療に極めて大きな貢献をするだろうと思うし、世界的

にもこれが逆に輸出されていくような研究になろうと思いますので、当初としてＮＥＤＯがこれ

をサポートすべきだと思ったのは、それは私どもとしては評価できるという意味でございます。 

（岸委員長） 

 ほかにいかがでしょうか。 

（丹羽委員） 

 今の点に関係するのですが、当初は事業目的が妥当だと思っていたとおっしゃいましたが、５

ページの6.「情勢変化への対応に対する評価」のところで、「国の関与の必要性や事業の目的や

位置付けは何ら変わっていない」とありまして、今でも変わっていないという表現になっており

ます。先ほどのお話と食い違っているように思います。 

 確かに、もしかすると、可能性としては、６年前の計画のときには、国やＮＥＤＯが関与する

ことが妥当と思って、そのときに目標はわかっていました。ただし、諸外国を含めて周りがいい

研究をしてきて、今となっては、おっしゃるように大したものではないということはあると思い

ます。そうすると、何ら変わっていないのではなくて、今はもう変わってしまった。当初はよか

ったかもしれないけれども、現時点においては、私の意見では、国が関与する必要はないと思っ

ております。 

 というのは、もう事業化の段階ですし、競合も海外のメーカーですので、国はタッチせず、事

業化したいならやりなさいと言うべきだと私は思うのですけれども、その辺はどうなのでしょう

か。事業化のところまで、いくらにすれば儲かるよというところまで国が、国のお金をかけてや

る必要があるのでしょうか。それは世界で初めての例かもしれないけど、海外メーカーは独自で

やっているわけですよね。そういう条件においては、むしろ国は口を出さずに、独自でやらせた

ほうがいい成果も出るし、税金も使わないし、いいのではないかと思いますが。 

（升島分科会長代理） 

 おっしゃるとおりです。事業化については、私どもも、事業化したいなら大いにやれと。もう



 22

これ以上国が関与する必要はない。国はここまでしっかりやったわけですから、大いにやれと。

やって、損をしようが何をしようが、マーケットにたたかれようが何しようが、事業化してほし

いと強く言いました。 

 「国の関与の必要性や事業の目的や位置付け」ですが、これは日本には必要な技術だと思いま

す。ただ、委託先の人たちにも言いましたけれども、光ファイバによる検出という、１つの取柄

というか、日本らしいというか、この企業らしいアプローチがありまして、光軸調整や何かが非

常に楽になるというメリットがあるものですから。だけど、あとのやり方は、フローサイトで細

胞を流すところの技術とか、細胞を分ける技術などは、今はもう特許はなくなっているとはいえ、

すべて向こうで考えた技術なので、評価のときにも、やるならどうしてもっと新しい方法を考え

なかったのかと言いました。それが、この６億 6,000万円もお金をもらってやる仕事でしょうと

評価委員会では言いました。 

  そういう意味では、委託された人たちの取り組み方が、事業の目標・必要性は依然変わってい

ないのですが、そこはよくないと私たちは考えました。 

  それでよろしいでしょうか。 

（丹羽委員） 

 すみません。私、すごい誤解をしていました。これは中間評価だと思っていたのですが、事後

評価ですね。 

（升島分科会長代理） 

 事後評価です。 

（丹羽委員） 

 中間評価だとしたら、その段階でやめろと言えますが、事後評価だとすると、多分、情勢が変

化したのに、なぜ６年もだらだら続けてしまったのだろうかと。途中で何かできなかったのだろ

うか。その提言をこの評価報告書に書くと、このプロジェクト以外にも、ＮＥＤＯにとっても国

にとっても有効だと思いますので、反省すべき材料として、全く正しいことを言っているので、

ほかのプロジェクトに適用するためには、この反省をどう生かすかということのコメントをいた

だけると、非常にいいのではないかという気がしております。 

（升島分科会長代理） 

 評価委員会でもそれは出まして、そういう議論をいたしました。私どもは、評価委員会の中で

は、中間評価だけではなくて、採用するときにしっかり評価してほしいと。私は６年前にこの機

械をうちの大学でも導入したときの責任者ですけれども、それと何ら変わっていないんです。つ

まり、当時あるものを日本でもそのまま日本でもつくりたい、ｍｅ・ｔｏｏというのは、日本の

将来を救う技術ではないと思っていました。それでもやらなければいけないときもあるのですけ

れども、それならそれで戦略性が要ると思います。その戦略性が、光ファイバなら光ファイバで

いいけれども、試薬に関しては新しい試薬を開発することもなくて‥‥。僕も研究者ですから、

お金をもらったから、何とかこれで外国と同じようなことができるかなということでは、それは

国民が泣くと言ったんです。 

（岸委員長） 

 最終ページの平均値を見ていただきますと、事業の目的、政策の位置づけだけがまあまあで、
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あとはひどいものです。これを失敗と言わないとＮＥＤＯとして何が言えるか。こんな感じです

ね。 

（金井分科会長） 

 確かに、フローサイトメトリーは６年前にも既にありまして、何か新しいことをやらなければ

意味がないというのはよくわかるのですが、例えば、私のほうで、医療機器なんかで言いますと、

ペースメーカーがまだできていないんです。そうすると、ペースメーカーは、つくったとすれば

外国のものと同じようなものをつくるしかしようがないのですが、埋め込みをするああいうもの

をつくるには相当の基礎技術が必要です。このような外国に遅れていて、将来に問題を残しそう

な基盤技術を一体どのようにＮＥＤＯとして考えているのか。これはお答えは要りませんけれど

も、実は、そういう問題も随分あるということで、将来はお考えいただきたいと思います。 

（岸委員長） 

 ほかにどうぞ。 

（稲田委員） 

 一般論になりますが、この事後評価の仕方は、先ほど、丹羽先生は中間評価と間違えられたと。

私も、よく見るまでは中間評価的な感じがしていました。今お話を聞いて、６年前だとおっしゃ

ったので、ようやく事後評価とわかったんです。これは同じような調子で書かれていますよね。

これはいいんですか。例えば中間評価の結果と比べてどのように進んだかとか、その問題点は解

消されたか、あるいは、問題点が絞り込まれていたとしたらきちんとやられたかどうかとか、そ

ういう書き方があってもいいのではないかと思います。 

 この場で議論すべき問題ではないかもしれませんが、今そういうことを思いつきましたので。

この辺も、同じ評価ではあっても、中間評価の仕方と事後評価の仕方を変えるべきではないかと

思いましたので一言。 

（岸委員長） 

 今日、中間でたくさん出た評価のあり方については、ぜひ、「評価のあり方」として次回まで

にまとめて、皆さんにご意見をいただくようにしたいと思います。 

 

(5)(5)(5)(5)「医用化合物スクリーニング支援システム」（資料３－２－５「医用化合物スクリーニング支援システム」（資料３－２－５「医用化合物スクリーニング支援システム」（資料３－２－５「医用化合物スクリーニング支援システム」（資料３－２－５））））    

事務局より資料３－２－５に基づき、プロジェクトの概要について説明。 

 

（升島分科会長代理） 

 この医用化合物スクリーニング支援システムは、これも僕の嫌いなｍｅ・ｔｏｏ研究だと思っ

たのですが、この委託先は少し独自技術を持っておりまして、医用化合物スクリーニング支援シ

ステムの最も狙いとするところは、コンピュータグラフィックスを使って医薬品を探索していく、

そのためのソフトツールを提供するというところです。それには、大きく分けて２つありまして、

細胞の表面にある蛋白質に標的分子がくっつく、それに対して同じところに医薬品がくっついて

しまって、本来の標的のものが行かないようにして、そこでせき止めてしまうというようなとき

に、ドラッグデザインのときに使われるわけですが、ハイスループットは、それを、やみくもに

いろいろなものをやりまして、そこでよくくっつくものを見つけ、その構造をもとに最適化を図
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っていくときに、相手の構造がわかっていると、ここをこう変えたらもっといいのではないかと

いうことを、コンピュータ上でいろいろやって効率化を図っていく。そして、新しいものを絞り

込んでいく。いわゆるリードを絞り込んでいく。医薬品の可能性のあるものを絞り込んでいくと

いうときに使われるソフトウェアです。 

 彼らは、分子重ね合わせ法といって、相手がわからなくても、くっつく化合物が共通に専有す

る構造であるとか形状、空間形状といったものから、相手の構造、最も最適な自分自身の構造は

何かを探っていく方法を、レセプスというものを開発しておりまして、それを基盤にさらに展開

していきたいということです。 

 そういう面では、独自技術も持っておりますので、それをいいソフトをつくってくれると、今、

日本の製薬メーカーは 5,000万円ぐらいで欧米のソフトを買って、いろいろなものを買って組み

合わせて使ってやっている現状です。そのもう１つのオルタナティブとして、この委託先がつく

ったソフトがもっといいものとしてなり得る可能性は持っているということを、この評価委員で

エーザイの川上氏などからも指摘がありました。 

 これは中間評価ですので、予定どおり進んではいるのですけれども、私たちは１つの問題点を

指摘いたしました。それは、かなり研究的なマインドが強い開発をしていて、開発スピードがち

ょっと遅いこと。評価委員がユーザでもある立場であったために、私たちは、この研究開発を組

織的に拡大することを提案いたしました。ソフトはユーザと一緒に開発する視点を持ってほしい

と言いました。具体的には、ソフトのプログラミング技術の会社へのアウトソーシングでもいい

から、もっと開発スピードを上げろということと、販売会社も加えて開発を加速すべきだと。 

 一番大事なのは、開発委員のメンバーを見ますと、私どもは薬学ですけれども、薬学の高名な

先生方で、開発委員にはなり得ない。なので、国内製薬企業も１社しか入れていないので、評価

する企業が１社ではだめなので、欧米のように、製薬企業をコンソーシアムを形成してたくさん

の製薬企業を入れて、そこにある程度のお金をもらいながら、企業の第一線の研究者に、一緒に

いろいろなところで使ってもらいながら開発してほしいと言いました。そうすることで、開発の

スピードとニーズのマッチング、高度化とバグの早い訂正、そういうことをやって、本気でこれ

を商業化するという視点でやらないのであれば、これは縮小するか解散しなさいと申し上げまし

た。 

 と同時に、商業化するときに、ユーザの対象をどのように置いてほしいかについても私たちは

提言いたしました。それは、いわゆる製薬メーカーの研究者だけではなくて、大学の合成実験科

学者のような者にも、簡単なソフトを低価格で提供してほしいと言いました。そういう視点も持

ってほしいと。したがいまして、 5,000万円で売ると委託者たちは言っておりましたけれども、

この委託者はほかにも国のお金をもらっていますので、これだけの大きなお金をもらって開発し

ているということは、つまりは開発費が大きく削減できているということは民間企業にとっては

あり得ないことなので、それを国全体に返してほしいと言いました。 

  つまり、大学の研究者には、アカデミックでベーシックなソフトでいいから、そのパーツを提

供する。そして、日本の研究を加速化してほしいということと、欧米も 5,000万円くらいなので、

 2,000万円くらいで製薬企業、特に中小の製薬企業などに積極的に提供して、日本のこの分野の

レベルアップを図ってほしい。同時に、そうすることで多くのユーザに使われて初めてソフトは
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生きていく。そうするとソフトウェア産業も伸びていくので、この分野の希有なソフトウェアだ

と思いますが、これが日本の中で育まれていくのではないかと提言いたしました。 

  以上です。 

（岸委員長） 

 どうぞ。いかがでしょうか。 

（丹羽委員） 

 今、先生がおっしゃったことは全くそのとおりで、プロジェクトがスタートするときにその議

論をしてこのプロジェクトがスタートしていれば非常によかった。だから、事前評価の委員に選

ぶべきで、委員にミスがあったのではないかと。変な言い方ですけれども。 

 同じことを別の角度からですが、今おっしゃったことは全く正論でそのとおりですけれども、

そこまで過大なことを委託先の企業に中間の段階で要求していいものかどうか、若干不安は残る

のですが。そもそもスタートしたときにそういうことが書かれていればいいのですけれども、全

くそのとおりだけれども、途中の段階で、もしかしたらそのつもりではなくてスタートしている

可能性もありますので、その点が若干気になります。 

 それにちょっと関連して、分科会の評価委員に競合メーカーの人が入っているというのは、ど

いう位置づけになっているのでしょうか。例えばこの場合には、武田薬品が委託先で、評価者と

してエーザイの人が入っているというのは、競合しているのかしていないのかわかりませんが、

競合メーカーの人が評価委員として入るというのは、どういう位置づけになるのでしょか。ほか

にもあったかもしれませんが。私は望ましくないような気がします。 

（升島分科会長代理） 

 実は、武田薬品もこのソフトの評価側のメンバーです。委託先とはいえ、武田薬品もこのソフ

トを使ってフィードバックする役目が主です。 

 エーザイの川上氏は、むしろ私が積極的にＮＥＤＯにお願いしたのですが、実際に使っている

側が評価委員にいなければこのソフトの価値がわからない。私どもの大学で、私がこれを使って

いるわけではありませんし、そういう面では、競合ではないことを確認いたしまして、武田薬品

が１社で評価しているにすぎないから、かえってこのソフトの開発スピードあるいは開発チェッ

クアスペクトが非常に狭くなっていると考えましたので。 

 欧米では、こういうソフトウェアを開発するときは、製薬メーカー数社がコンソーシアムをつ

くって、そこにソフトウェアメーカーは開発段階からそこにどんどん投げ込んでいくんです。そ

して、お互いの会社の間の情報は完全にディスクローズしまして、ソフトメーカーが、その指摘

をうまく取り入れてどんどんいいものに開発していっている体制をとるものですから。そのかわ

り、もう既にお金をいくらもらうのですけれども。そういう体制が一番いいであろうと申しまし

て、この委託先もぜひそうしたいと。ただ、開発組織として変えられるものでしょうかというこ

とを、むしろ、途中から、ＮＥＤＯのほうに言っておられました。そういうふうに変換してよろ

しいでしょうかと聞いておられましたので、そういう面では、決して不利な評価委員の選び方で

はないと私は確信しております。 

（井田部長） 

 先生がおっしゃいましたとおり、利害関係者、競合しているところ、直接これに競合している
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ようなところは、私どもも委員には入れないようにするとともに、委員を選任するときに実施者

側にも確認しまして、今ご懸念のような点がないように努めているところです。 

（岸委員長） 

 ほかにいかがでしょうか。 

（曽我委員） 

 この分野は非常に活性的に研究が行われているところですよね。そうしますと、この一番の特

長、他に勝るものは何でしょうか。つまり、これが行われることによって、いいことはたくさん

あると思いますが、外国あるいは日本のバイオインフォマティックスでやられていることに比べ

て、どこが特徴的で、一番いいところは何でしょうか。それがはっきり見えないのですが。 

（升島分科会長代理） 

 おっしゃるとおりです。これは、競合の欧米メーカーも、これに近いものは持っております。

ただ、分子重ね合わせ法に関しては、分子設計研究所が欧米よりも頭ひとつ抜けている。そうい

うところがこのソフトの特長になって、それをもう少しブラッシュアップすれば‥‥。結局、製

薬メーカーから言いますと、そういういい機能を持っていれば、そのソフトも使うよという視点

でした。 

（曽我委員） 

 最初はそうだったと思うんですが、今の進み方は非常に速いですので、もう抜けられて、もう

頭が沈んできているのではないかという気がしているんですけど。研究者の数とかバックグラウ

ンドから考えまして、少し遅れるのではないかという危機感は評価者のほうにはないですか。 

（升島分科会長代理） 

 私どももそれを非常に懸念いたしました。欧米のメーカーは、こういうオペレーションはオー

プンフレームで、特にアメリカのメーカーはやるものですから、あくまでもこの研究所の中だけ

でという視点だったものですから、私どもはその辺のところを懸念しまして、ソフトウェアの開

発能力はアウトソーシングでもいいから、他の下請けも含めて早くしろということを言いました

し、コンソーシアムをつくれということも、もっと確度の高い、つまり、先端性の高いものをつ

くるフィードバック機構をつくって、あと２年間で最後の仕上げをしろと言いました。先生が今

ご指摘のところに対する私たちの提言は、そういうところで生きるのではないかと思って提言し

たところです。 

（曽我委員） 

 コンソーシアムをつくるとしますと、もう少し絞った形のものでないと、企業はなかなか乗っ

てこないというか、製薬会社もいろいろなところとやっていますからね。従って、コンソーシア

ムをつくるにしても少し難しいのかなという感じがしますが、できるといいですね。 

（升島分科会長代理） 

 まさに、できるといいなということで、ここで止めるには、独自の技術を持っているものです

から惜しいところがあります。惜しいというよりも、私たちは本人たちに、このようにしてやる

ならやりなさいと。そうでないならばやめなさいという視点で提言したつもりです。それで、本

人たちも、ぜひやりますと言いましたし、早くからソフトはリリースしながら開発していきます

と言いましたので。 
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（冨田委員） 

 開発委員の支援者という方もたくさんいらっしゃいますよね。こういう方々は十分に活用され

ておられるのでしょうか。 

（升島分科会長代理） 

 先ほども言いましたが、開発委員のこのメンバーは私もよく知っておりますが、こんなことで

動けるような方々ではございません。 

（冨田委員） 

 そのところが、書かれたほうがいいのか悪いのか私はわからなかったので伺ったのですが、開

発支援の人をもっと活用せよとか。 

（升島分科会長代理） 

 これは僕は評価の中でも言ったのですが、このプロジェクトを通しやすくするために、こうい

うふうに偉い先生方を並べるのではないと言ったんです。もっと実質的なメンバーを開発委員と

して並べなさいと厳しく指摘しました。それは、僕は多分当たっていると思います。それで、そ

の開発委員を大きく変えて、いろいろなユーザをその中に入れて開発しなさいと提言したつもり

です。 

（冨田委員） 

 わかりました。 

（岸委員長） 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、審議事項５件はこれで一段落させていただきたいと思います。評価そのものに関す

るものは、別個に議論できるように、抽出する作業を事務局にぜひお願いしたいと思います。 

 それから、各プロジェクトで、今幾つか出た議論は、必ずこれに追加するような形の最終的な

報告書を、各委員長の方々と時には交えながら考えていただかなければいけないだろうという気

がいたしますが、当面、今日の評価に対しては、原案をもとに了承していただくということで、

今の追加を行ってということでよろしいかどうか。いかがでしょうか。何かご意見ございますか。 

（平澤委員） 

 例えば今のご報告で、分科会長代理のお話は非常に筋が通っていてまともだと思うのですが、

報告書の中にはそういうことがあまり触れられていなくて、ちょっとうかがい知ることができる

というくらいの個別意見になっているので、それはぜひ補強していただきたいと思います。そう

いうことが行われることを前提にしてであれば、これで十分だと私は思います。 

（岸委員長） 

 個々の評価書の概要は出ておりますよね。それに対して今日の意見はどういう形でどうなるの

でしょうか。 

（井田部長） 

 今、ご指示を受けまして２通り考えております。１つは、本委員会に何日に上がったときにこ

ういう意見があったということを、さらにオンしたような形でやるか。あるいは、まず分科会長

とご相談しまして、今日いただいた意見を中に入れ込むか。その２つがありますが、中に入れ込

む場合には、各分科会委員の了解もまた得る必要がございますので、そのいずれをとるかは分科
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会長と相談させていただくなり、あるいは、最終的に岸委員長にご確認いただくとか、そういっ

たことをさせていただけると、私どもも作業しやすいのですけれども。 

（稲田委員） 

 私は、今回の評価委員の意見を入れていただくことは結構ですが、分科会とは別にすべきだと

思います。直接話を聞いてやるのと‥‥。ただし、この評価委員の意見が軽んじられるという意

味ではなくて、立場が違うので、それははっきりしたほうが本当の評価になると思います。 

（平澤委員） 

 私も全く同感です。我々は分科会長に対してのコメントをしているわけなので、分科会長がそ

れをご判断になって、これを補強してくださればいい。その補強の仕方については、今回はまだ

移行期間と考えていいと思います。せっかくいいところまでご議論が進んだわけですので、これ

を全部書き直すというよりも、何かアジショナルなことでも付け加えて、議論が消滅しないよう

にしていただくということで今回はいいのではないかと思っております。 

（岸委員長） 

 ありがとうございます。それでは、今のような取扱いにして、委員の先生にも一応目を通して

いただきますが、私にご一任いただくということでまとめさせていただきたいと思います。よろ

しくお願いします。 

 

２．報告対象プロジェクト説明２．報告対象プロジェクト説明２．報告対象プロジェクト説明２．報告対象プロジェクト説明    

 

（岸委員長） 

 次に、「報告対象プロジェクト説明」について、事務局から、まず報告対象プロジェクトの扱

いについての説明をいただきたいと思います。 

（井田部長） 

 先ほど説明しましたとおり、報告対象案ということで、まず資料４－１をご覧いただきたいと

思います。 

 これは、13年度の報告対象プロジェクトの総合評価一覧ということで13件ございます。それか

ら、事後評価で報告対象プロジェクトの一覧表は資料５－１にございます。それぞれの案件につ

きまして、また「評価の概要」が枝番で細かくついております。これらの取扱いですけれども、

前回のお約束どおり、今日全部の報告書、概要、一覧表をお渡しいたしますので、ぜひご覧いた

だきまして、審議が必要ということがございましたら、できましたら６月28日までに、事務局宛

てにファックスでご連絡いただきたいと思います。審議が必要と認めた案件については、この親

委員会に諮ります。そうでないものは、それをもって報告書として確定した扱いにさせていただ

きたいと思っております。 

 先ほど言いましたとおり、ＣＤの中には、審議経過、事業原簿等、本日お配りしてある分厚い

ものに相当するものが一応入っております。また、ハードコピーとしてこれとこれが見たいとい

うことがあれば、事務局にも言っていただければと思います。ただ、審議案件にするかどうかは、

ファックスで６月28日までにご連絡いただければと思っております。 

 以上でございます。 
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（岸委員長） 

 何かご質問等がありますか。 

 最初は大きい10億円以上というご提案でしたが、この委員会から、重要なものはやはりここに

かけるべきだと。逆に提案して、それに対するＮＥＤＯ側の提示であるとご理解いただければと

思います。 

 それでは、こういうことで、よく見ていただいて、課題があるものについては、この委員が責

任を持って審査をやりましょうというご提案をいただきたいと考えている次第です。それについ

ては、ぜひ今月中に事務局にご連絡いただければと思います。 

 

３．その他（報告事項）３．その他（報告事項）３．その他（報告事項）３．その他（報告事項）    

 

（岸委員長） 

 それでは、報告事項その他について事務局から説明をお願いしたのですが、最終的にその辺の

ことをもう一度まとめてお話しいただきたいと思います。 

（井田部長） 

 「その他」に入らせていただきます。 

 評点につきまして、前回あるいは前々回もいろいろなご議論をいただいたのですが、資料６に、

平成13年度の評価対象事業として、30件につきまして評点をとりました。それを資料６に一覧表

としてまとめてございます。30件のプロジェクトですが、サブプロジェクトがある関係で39のデ

ータについて評点をとったものがここに書いてございます。 

 これは、先ほど言いましたように、一番最初に決めた分類による評点法で、非常に細かくなっ

ていてわかりにくいということもあるのですが、従来のやり方で加重平均したらどうなるかが表

の右端に書いてございまして、今日ご審議いただいた２番あるいは６番、この辺が飛び抜けて低

い点になっております。下に、総合点として見た中でそういうものがあるということが書いてご

ざいます。 

 これが細かくやりすぎているということで、次回以降あるいは14年度以降については４つの柱

にまとめようということをいただきました。採点法も、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄという形で、従来とはち

ょっと違う形になりますが、仮にこのままで単純平均して４つに置き換えたらどうなるかという

ことが２ページ目に挙げてございます。同じ30件につきまして、「政策的位置づけ等」、「マネ

ント」、「研究開発成果」、「実用化の見通し」、それぞれ関連する項目を単純平均で計算しな

おして４つにくくってあります。 

 では、平均としてＮＥＤＯ全体ではどうなるかということをまとめたものが、右側のクモグラ

フ、レーダーチャートで書いたものです。この30件を見ますと、この大きなプロジェクトについ

ては、「政策的位置づけ等」がどちらかというと高い評価を得ていますし、「研究開発成果」は

ちょっと厳しい評価を受けている傾向があります。 

 それから、その成果の部門についてさらに細かい内容を見ますと、「成果の普及、広報」とあ

りまして、これは特許とか論文とか、この委員会の中でも先ほどございましたとおり、そういっ

たものも含めて「成果の普及、広報」では評点として厳しい判定をいただいております。 
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 それから、プロジェクトマネジメントという観点の中ではどれかといいますと、これもご議論

がありましたとおり、「情勢変化への対応の妥当性」ということで、情勢変化への対応が的確に

行われているかという評点。これが平均として非常に厳しい点を受けているということで、そう

いった傾向が出ております。 

 それから、これを４つの軸に合わせたときに、それぞれのプロジェクトのポジションがどのよ

うになるかを、最後の３ページ目、評点分布という形であらわしてあります。例えば、図５の

「評点分布(1) 」は、マネジメントと成果はどのような評価を受けているかということで、楕円

でくくったようなところにほとんどのプロジェクトは入るわけですが、今日ご審議いただいた２

番の「心疾患」、５番の「スクリーニングシステム」、６番の「微量細胞の検出」は、飛び抜け

てマネジメントも悪いし、研究開発成果も劣っております。 

 あるいは、図６の「評点分布(2) 」では、成果と実用化の見通しということで、これも２番、

５番、６番、あるいは24番、27番ということで‥‥。27番は、第１回目でここでご審議いただき

ました、ＳＦ６に代替する代替ガスの開発ですけれども、これについても厳しい点が出ておりま

す。 

 図７が、政策的位置づけと実用化の見通しということで、この中で特異的なものは、２番、６

番のほかに、24番、27番があります。これは、政策的には意味があるけれども、実現はできない

のではないかという評価。あるいは、枝番の13－３とか13－１とかは、実用には結びつくけど、

政策的にあまり意味がないのではないかとか、それぞれ特色があるポジションがこういったグラ

フの中では出てまいります。 

 この評点自体は、前回、これからはこういう４つの軸で評点を行おうということでご了解をい

ただいたので、この資料はあくまでも参考ということで事務局で試算しまして、これからいろい

ろ議論をするときに、こういった形で、ここに審議していただく案件を抽出したり、あるいは、

ＮＥＤＯ全体の傾向を見ていったり、そういったことに役立てていきたいと思っております。 

 前回の議論も含めて参考としてまとめてみましたもので、ご紹介させていただきました。 

 以上でございます。 

（岸委員長） 

 いかがでしょうか。 

 非常に悪いものが２つあって、それが今日ちょうど出てきたわけです。 

 それから、やはり随分すっきりして、「政策的位置づけ」、「マネジメント」、「研究開発成

果」、「実用化」である種の相関も出てきたと思います。どうも、「政策的位置づけ」はいつも

いいんですけどというところが、実行で問題になっている。これは本当に大事なことだなという

気がしております。はじめはいいんですね。やるほうのプレイヤーが悪いというか、マネージャ

ーを含めて、マネージャーが変わりすぎていなくなってしまうとか、いろいろあると思いますけ

ど。 

（平澤委員） 

 今の３枚目の図は非常に示唆的だと思います。図５と図６は、マネジメントと研究開発成果、

あるいは、研究開発成果と実用化の見通しは相関があるけど、下の図７と図８は、だめな部分が

縦横に分布している。これは結局は、政策的位置づけが独立の悪い要素を含み得るものであると
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いう感じですね。ですから、政策的位置づけをもっとちゃんとやらないといけないということに、

結局はなるのではないでしょうか。 

（岸委員長） 

 そうですね。２ページ目の図では、「政策的位置づけ」は上のほうに行ったりしているのです

が。 

 ただ、先生のご指摘のように、非常にはっきりしているんですね。リニアにずっと行っている

部分と、２つに分かれていますね。この辺もよく検討したほうがいいかと思います。 

（井田部長） 

 非常にたくさんの数がありましたのでいろいろな解析をしまして、実は相関係数などをとって

みますと、先生がおっしゃったとおり、「政策的位置づけ」が一番相関がないようになるという

ことももちろん分析しているのですけれども、あまりやりすぎると‥‥。 

（平澤委員） 

 言ってみれば、でたらめをやっていると。 

（稲田委員） 

 私は、これが必ずしも全部が悪いとは思わない。だから「政策的」と言うのであってね。つま

り、政策的なものに当たるものもあれば、当たらないものもある。つまり、日本が今遅れている

ことは承知しているから、これはある程度はやるべきだと。ですので、その中に多少、成果とし

てものすごくいいものが得られない場合もあり得るのですが、これもやはりいろいろなことを考

えれば、それはまさにポリティカルであって、そうでなかったら、いいものばかりやればいい。

私は、これは容認されるべきであると思います。 

 それよりも、今日のこういう評価が出たときに今後どうすべきかという問題について、これは

我々に権限はないけれども、どうされてどうしたのかというご報告をいただいて、この評価がど

のように生かされているか。もちろん、それだって、さっきも政策的に点数が悪いから全部やめ

てしまえということではなくて、これはそれでまたいろいろな考え方があっていいので、そうい

う理由も含めてぜひフィードバックしていただければと考えました。 

（井田部長） 

 評価結果の反映ということで、第１回目でも私どもお約束しておりますし、どういう形で反映

するかも、実は企画担当の部長にも出てきてもらってご披露したのですけれども、後で今後のス

ケジュールについてお話ししますが、実はあと２回、７月と８月と続けて開催させていただきた

いと思っておりまして、仮に、７月で13年度について全部確定しましたら、８月の段階では中間

評価結果についてはどのような反映をしているかをご説明させていただきたいと思っております。

稲田先生がおっしゃいましたように、評価をやりっぱなしということはないように、プラン・ド

ゥ・シーのサイクルを回したいと思っております。 

（岸委員長） 

 ほかにどうぞ。 

（垣田委員） 

 お願いですけれども、このレーダーチャート、その次の図５、図６、図７、図８を見て欲が出

てきましたが、この「マネジメント」は、事業の目標の妥当性とか、あるいはまた「情勢変化へ
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の対応の妥当性」、これは中間評価とかいろいろあると思いますけれども、今日の５つの評価の

中で、実際にこの場でのご報告あるいは審議がどう生かされるか、部長から今お話があったとお

りだと思いますし、また、推進委員会のやるべきこととこの場で行うべきことには違いがあって

当然だと思うのですけれども、もともとスタート時点で問題があったのではないかとか、いろい

ろ議論がありましたよね。 

 それで、お願いというのは、例えば図５の評点分布は横軸をマネジメント、縦軸に開発成果が

書いてありますが、このマネジメントについては５つの項目ですよね。「事業の目標の妥当性」

とか「研究開発経過の妥当性」とか、こういうものを横軸にして縦軸とか。図５は、マネジメン

トという一括りにした横軸ですよね。その横軸自身を、もともと事業の目標とか、途中の情勢変

化が見直されているのか、手間だと思いますが、そういうグラフもお願いしたいのですが。 

（井田部長） 

 わかりました。垣田委員ご指摘のとおりの作業をします。また、そのほかにも各委員から、こ

ういうものをやってみたらとか、何かご示唆がありましたら事務局で作業をして、次回あるいは

次々回にはご紹介させていただきたいと思います。 

（瀬田委員） 

 先ほど特許のことをちょっと申し上げまして、いま感じていることをもう少しつけ加えさせて

いただきたいと思います。 

 この評価の中では、特許というのは、結局、件数ということでしか出てこないんですね。しか

し、新規性、進歩性であるとか、上位概念であるか下位概念であるか、応用特許なのか要素特許

なのか、それは全部違うと思います。したがって、この技術の価値は特許にあらわれるというこ

とを認識して、こういった評価の小さなテーマではなく、もっと格上げした評価の仕方をすべき

ではないか。 

 先ほどの３ページにしても、実用化の見通しとか研究成果とか、縦軸が全部そういう方向にな

っていますから、知的財産権の確立はその中の極めて重要なポイントだろうと思います。したが

って、そういうところが件数だけではわからないという感じがします。 

 もう１つは、大学の先生方も非常にお忙しい中で、ＴＬＯ等をいろいろ行われておりますけれ

ども、よく聞くお話は、要するに特許というものはＴＬＯが書いてくれるわけではないと。いろ

いろな手続はしてくれるけど、書くのは自分で書かなければいけない。そうすると、その間に学

会が迫ったり、論文の締切りが迫って、もういいから出してしまおうという形になることがある

ようです。したがって、そういうことになると、結局、せっかくできた成果を国として守れなく

なるような気がします。 

 そういう面も含めて、特許がこの評価の中でどういう形になっているかということを、もっと

格上げした形で議論すべきではないかという感じがいたします。 

（井田部長） 

 瀬田委員がおっしゃることは全くそのとおりで、特に知的財産権についてこれだけ大きくいろ

いろな議論がされていますので。私ども、各分科会があるたびに、特許を評価指標としてどう扱

うか、逆に、ちゃんと議論してほしいということを言っております。ただ、分野によっては、あ

まり特許は問題にしないほうがいいのではないかということもあって、医療などの部では、むし
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ろ臨床医がちゃんと使えるものになるかどうかが大事であるというご意見があることもあります。

あるいは、瀬田委員がおっしゃるとおり、数ではなくて質を捉えて議論すべきだということもあ

ります。今は、私ども、大事な指標だと思っておりますけれども、一律に扱うよりも、まず各分

科会での議論をしていただくという形です。ただ、ご指摘もありますので、それについてもでき

るだけ、分科会に諮るときにきっちり伝えるようにしていきたいと思っております。 

（曽我委員） 

 一般から言いますと、総合科学技術会議の24兆円が何に使われたかが一般の人たちはわからな

いんですよね。それと同じように、今回金井先生のところに出てきたのですが、あのプロジェク

トでは、かなりの部分はＭＲＩの装置に使われた。そうしますと、こういう場合であればむしろ、

僕は、ＪＳＰＳの課題であってもよかったのではないかと思います。つまり、先ほどの特許を狙

っていくということを、装置まで買ってやらないといけないものが、本当に産業界に必要なもの

であるかどうかが難しいと思います。 

 そういう点で、ＮＥＤＯとしては、今まで使われた、例えば今回ですと、４年間の事後評価が

ありましたが、それが項目的に何に使われたかを発表される予定はあるのでしょうか。つまりア

カウンタビリティです。それは要求されると思います。そうすると、このプロジェクトとしては

人件費にいくら使った、ある会社がどれだけ使ったか、そういうことが出てこないと、こういう

プロジェクトの責任が最後は持てないと思います。そういう点で、ＮＥＤＯとして使途を出され

る予定がありますか。 

（井田部長） 

 ご存じのとおり、はっきりしているのは、例えば情報公開は、ＮＥＤＯでも今年の10月から国

と同じように、ＮＥＤＯ機構内の文書はオープンにします。ただ、知的財産にかかわる部分とか

は一定の制限のもとで、いろいろな情報にオープンになっていくということがございます。 

 一方で、先生がおっしゃっているとおり、もう少しＰＲとか、成果の発表とか、ＮＥＤＯはが

んばらなければいけないというものは、曽我先生のみならずいろいろな方からも言われていると

ころです。それはもうちょっと努めるべきだということは、先ほどのデータにも出ていますし、

おっしゃるとおりで、そこはもっとやるように、私どもも評価委員会の中にも提言していただき

たいと。 

（稲田委員） 

 情報公開という意味では、どのように使われたかは公表してしかるべきだと思います。ただ、

これをどれに使ったからどうのこうのということはまた全然別問題であって、結果責任ですから、

何に使うか、国のお金の使い方に違反しなければ何に使ってもいい。むしろ、それは変なあれに

しないほうがいいと思います。その辺のところはうまく発表していただかないと、マスコミあた

りはこれでまた変な批評をしたりするので。そうなると、せっかくのいい目論見がなくなってし

まうこともあるので、その辺は注意していただきたいと思います。 

（平澤委員） 

 私は今回、各分科会長からのご報告は非常によかったと思っております。あれだけきっちり分

科会で審査され、ご意見をまとめておられることは信頼に足るといいましょうか、こういう言い

方はあまりよくないかもしれませんが、非常によかったと思います。 
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 そこで出された意見を単に記述するだけではなくて、多少重みづけをしてみてはどうだろうか。

つまり、これは中間評価の場合ですけれども、中間評価の場合には、このコメントは続けること

の条件であるということと、あるいは、参考であるというものに分ける。条件を満たしていなけ

れば続けてはいけませんと。先ほどの２番、６番のようなものは条件だということは、やる側も

了解しておられるとこの時点では思われますが。そのような、多少の重みづけをして表現できる

ような形でコメントがまとめられていると、中間評価の意義は一層高まるのではないかと思いま

す。 

 そういう条件をつけるとなると、分科会としてもなかなかやりにくくなるとかいうことがもし

おありでしたら、ご意見をいただきたいと思いますが。 

（升島分科会長代理） 

 そうすべきであると、個人的には思います。ＮＥＤＯのプロジェクト、経済産業省のプロジェ

クトは、僕も研究者ですけど、研究を国家資産として評価することは難しいけれども、産業創生

に視点を置いた国家資産の創生だと思っておりますので、瀬田先生が言われるような、特許の中

にはノウハウを蓄積しているのでそれは言えないとか、そんなことで逃げようとしたプロジェク

トもありましたけれども。いかに国家資産を形成したかを１つの評価軸にしないと、我々研究者

は、研究費をもらったら、これで研究ができればいいやとついついやりがちですが、経済産業省

のお金はそうではない。やはり国家の経済的な視点からの国家資産をどれだけ形成したかが、や

はりこの後最後に問われるべきではないかと思います。それぞれのプロジェクトが問われるべき

ではないかと思って評価いたしました。 

（谷委員） 

 今の先生のご意見ですけれども、研究開発成果について、もう少しこの委員会で深めていただ

いて、そして実際にどういう形になるかはわかりませんが、委託を受けるサイドにもそういうこ

とが十分浸透する形でやっていかないと、ここでは非常に厳しく言っているのだけど、やってい

るほうは、先生が今おっしゃるように、漫然とやっているという感じも受けますし。私は、この

研究開発成果ということについては非常に重要に思っておりますので、ぜひ議論を深めるように

お願いしたいと思います。 

（西村委員） 

 今日のお話は、ここまで来たんだなという感じがします。評価公害とかいろいろ言われて、嫌

になっている方もたくさんいらっしゃるんだけど、そういうプロセスを経てここまで来て、評価

が本当に意味を持ち始めていると思います。私としては、いろいろな委員会の中で、ここまで見

える形で行われるようになったというのは画期的な感じがします。 

 それと、そうだとしたときに、特に中間評価については、やめるとか、大きく変えることがで

きる時期にしないといけないことが、今日の中では非常にはっきり出てきたのではないかと思い

ます。それは、今おっしゃったように、やっている側の人たちに強くフィードバックして、やめ

るものは傷が浅いうちにやめようということができるときにやらないといけないことがはっきり

見えてきました。 

 だから、これは、光川さんがいらっしゃいますけれども、最終的にそういう判断が理事会のほ

うでなされるとすれば、理事会は、評価結果をちゃんとまじめに聞いたかどうかが問われるよう
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になり始めたと思います。そういうことが、乱暴な言い方をすれば、納税者から見えるというこ

とが始まりだしているし、そもそも見えるようにしていかなければいけないと思います。そうい

う意味では、非常にいいところに来たんだなという感じがしています。 

（丹羽委員） 

 今の延長ですが、こうなればもっといいのではないかなということで提案があります。 

 今日も議論がいろいろありましたが、評価指針が確立されていて、分科会がプロジェクトを評

価する指針はたくさんありますけれども、この評価報告書を我々がここで評価する場合の指針は

ないんです。それは試行錯誤でもつくることは重要だと思います。単純な例で言えば、この分科

会の委員構成が、本当に評価指針に書かれているとおりになっているかとか、あるいは、提案に

書かれていることが全体の総合評価と一致しているかどうかはわかりませんけれども、我々がこ

の評価報告書をどのような観点で見るかは、今はどこにも資料がないんです。ですから、この委

員会で試行錯誤を繰り返しながらつくっていくことが必要だと思います。もし、それがなければ、

ここの委員会の今日の議論を、例えばコメントとして後ろに書いておいたとしても、そのコメン

トは一体どういう観点から議論されたのかとか、あるいは、将来になれば、この評価報告書を了

承する場合と了承しない場合があるわけで、どういうときに了承して、どういうときに了承しな

いのかということの説明を問われるわけです。そのときに、評価委員として我々の名前が載って

いて、あなたは一体どういう基準でこれを了承しなかったんですかと５年後に言われたときに非

常に困るわけです。この委員会としても、その指針を試行錯誤の中でもつくることが重要になる

と思いますので、ぜひお願いしたいと思います。 

（岸委員長） 

 いろいろご意見もあると思いますが、予定の時間も過ぎてしまいました。特に評価のあり方の

面は重要にしたいと思います。 

 今後の日程を発表していただきまして、その後、光川副理事長からご挨拶をいただきたいと思

います。 

（井田部長） 

 お手元の資料に「今後のスケジュール（予定）」という１枚紙を入れさせていただいておりま

す。次回、第５回技術評価委員会は７月16日、この場所で行う予定にしております。案件は３件、

分科会の報告をお願いしております。その次が８月５日、第６回技術評価委員会です。場所はこ

れから調整いたします。ここからは、14年度の中間評価を予定しておりまして、ここにあります

４つの案件の報告を予定しております。 

 それと平行しまして、評価結果の反映状況について、13年度につきまして、先ほどから宿題で

いただいておりますが、それを企画部門と相談したどのような対応をしているかということを、

こちらにフィードバックするようなことを考えております。 

 それから、先ほどありましたが、報告事項について審議したいということがありましたら、可

能な限り、７月ないし８月に、分科会長ないし分科会長代理の方に連絡してご出席していただけ

るように話をしてみる所存でございます。 

 以上、７月と８月の予定でございます。ぜひよろしくお願いいたします。 

（岸委員長） 
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 それでは、最後に、今日のご議論を踏まえて、光川副里長、一言お願いします。 

（光川副理事長） 

 大変ご熱心なご検討、ありがとうございます。 

 聞いていて、私どもＮＥＤＯのマネジメントがいかに大切かをひしひしと感じております。先

ほど来ご指摘がありました中で非常に印象的な言葉は、国家資産形成の観点から、ＮＥＤＯはし

っかりと仕事をすべしというご指摘がございましたけれども、そういう形でやってまいりたいと

思っております。 

 そのために、今日のお話の中で、特に我々が気をつけなければならないことは、中間評価にお

いては、ご指摘の点を、今後の研究の継続なり展開にどう条件づけ、反映していくか。もしくは

方向転換を図っていくかということかと思います。その中には、当然ご議論がありました、場合

によっては中止も念頭に置いた予算なり、期間の圧縮、研究内容の修正、場合によってはいいも

のは伸ばすなり重点化を図ることも含めて、これは対応していかなければならないと思います。

それはまさに、ＮＥＤＯが委託先にそういう考えを周知徹底させ、やっていかなければならない

と思っております。 

 それから、あと印象的だったのは、これからはそういうことはないかと思いますが、本来、政

策的位置づけ、すなわちそいうプロジェクトがどういう段階で、どういう視点で、どういう評価

のもとに国が採択したのかというところ。これは今後、ＮＥＤＯがそこの部分もやっていかなけ

ればならないことになりますので、事前評価、中間評価、事後評価、追跡評価を一気通関で自ら

やっていってマネジメントしていかなければならない形になりますので、その辺も非常に印象に

残っております。その点は、気をつけてやってまいりたいと思っております。 

 そのほか、波及効果の捉え方とか、既に投入した資金のリカバリのものの見方とか、事業展開

への注文とか、いろいろなご意見を頂戴いたしましたので、その辺をぜひ事業運営に反映させて

いきたいと思います。次回もひとつよろしくお願いいたします。 

（岸委員長） 

 それでは、本日はお疲れさまでした。これにて第４回を終了させていただきます。 

 どうもありがとうございました。 

    

Ⅲ．開会Ⅲ．開会Ⅲ．開会Ⅲ．開会     

               （午後12時27分閉会） 

                                        


