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             第５回技術評価委員会 議事録 

 

                        日時：平成１４年７月１６日（火） 

                    於：かんぽヘルスプラザ東京「はくちょう」 

                       委員会事務局：ＮＥＤＯ技術評価部 

 

出席者：岸委員長 大滝委員 大西委員 垣田委員 小柳委員 曽我委員 高村委員 

    谷委員  冨田委員 西村委員 平澤委員 三浦委員 村上委員 

    鎌田分科会長 富永分科会長 森分科会長 守富分科会長代理 

    杉山経済省技術評価調査課技術評価調査課長 

    竹中経済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 徳岡評価業務課長 

 

                （午前10時00分開会） 

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 

１．審議対象プロジェクト説明、質疑 

（岸委員長） 

 それでは、分科会の評価結果５件について審議したいと思います。 

 

（１）「植物利用エネルギー使用合理化工業原料生産技術の研究開発」（資料３－２－１） 

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。 

 分科会長から評価書（案）に基づき、評価結果について説明。 

 

（岸委員長） 

 いかがでしょうか。大体予定どおりには進んでいるようであるということと、遺伝子組換え食

品の問題まで広く含まれている場合もあるということでございました。 

 ご質問、ご意見がございましたら、どうぞ。 

第６回技術評価委員会 
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（西村委員） 

 研究体制の問題ですが、委託先がほとんど企業なのに対して、再委託先あるいは共同研究の相

手先としてたくさんの大学関係が含まれています。これは、どういう理由でこうなっているのか

ということと、ちらっと見ましたら、大学側の成果がよく見えないという評価のコメントが中に

ありましたけれども、どうしてこういうことになっているのかという感じがします。 

（鎌田分科会長） 

 まず、先ほどの全体の仕組みの中で、大きな課題については基本的には企業がやります。ただ

し、基礎研究の、特に先ほど言った多重遺伝子導入技術については、どちらかというと、企業が

一つの会社で行うことがなかなか大変だったということで、集中研究室方式の形をとっておりま

して、この研究の代表者である新名先生のところが中心になって、奈良先端大の中にそういうグ

ループをつくって、そこで新しい技術開発をするということで、基礎技術開発を特にやっており

ました。 

 その中で、個別の企業ごとにどうしても基礎的な研究が必要な部分がございます。例えば、ポ

リアミンという化合物がございまして、これは、植物などでは何をしているのかまだよくわから

ない部分がございます。そういう中で、ある大学の先生たちが、ポリアミンが、乾燥とか、環境

に強い性質を与えるらしいという成果を出しております。せっかくそういう成果があって、世界

的にもそういう研究はまだほとんどなかったということで、そういう先生方の力を借りながら、

会社側が、自分たちが目指す新しい植物で環境耐性植物を、ポリアミンならポリアミンを使って

やりたいというような意向がございまして、それで大学の先生方が多く入ってきた。そういう基

礎研究が、大学で行われているレベルの基礎研究がベースにあって、それを会社が何とかこうい

う、いわゆる資源植物のほうに持ち込みたいということで、大学がたくさん入ってきたというこ

とでございます。 

 ただ、評価の中で、研究成果が見えにくいという部分がございました。これは発表の問題でも

あるのですが、具体的にこの先生のここの部分をこう使って、会社はこうやりましたということ

が、全体としては発表されるのですが、その役割分担がその発表の中ではあまり明確でなかった。

そういう部分がございまして、こういう形になったと。 

 確かに、大学も最近は成果を問われておりまして、大学の成果を外に出すときに、明確にしま

すとまたいろいろトラブルが起こることもございまして、発表の中ではなかなかうまく説明され

なかったのかなと思います。ただ、それも２回目の評価会のときに、その旨を代表者のほうにも

お伝えして、今後はそういうことは明確にしていってほしいと伝えてございます。 
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（曽我委員） 

 総合評価のところで、海外の動向とも均整がとれているという評価をしておられますね。２の

提言のところで、世界的な開発動向への対応をもっとやりなさいと言っていて、そこのところが

少し理解しにくいです。ご説明いただけますか。 

（鎌田分科会長） 

 「総合評価」の中で、海外動向とも均整がとれていると言いましたのは、実は、つい３週間ほ

ど前に、こういう植物バイオテクノロジーの国際会議がフロリダでございまして、私も行ってき

ました。ここで取り上げているような、いわゆる植物の代謝を遺伝子組換えでいろいろ変えてい

く研究動向は世界の最先端でございまして、いろいろな研究がございます。ここで言う、いわゆ

る石油資源に代わるものをつくるということもございますし、例えば栄養価をもっと変えて新し

い食品をつくるとか、そういう意味では、代謝をいじくる遺伝子操作はたくさん行われておりま

す。その意味で、時期的にもぴったりで、こういうことをやることは大変いいことだと「総合評

価」のほうでは書かれております。 

 ただ、後ろのほうで書かれておりますのは、技術開発という意味では、日本の中で一つだけ遅

れているものがございます。先ほど言いましたように、遺伝子の情報は、今、ＤＮＡの塩基配列

情報としてゲノム解析が進んでおりますけれども、次世代のポストゲノムと言われている技術開

発の中に、通称メタボロームと呼ばれる技術開発がございます。それは、例えばある一つの代謝

経路１個の遺伝子をいじくるとどんな影響があるのだろうかと。植物ですから、いろいろなとこ

ろに影響が出ます。そういう意味では、その全体を見ようとするものがメタボローム解析です。

残念ながら、日本はメタボローム解析が、動物のほうはわかりませんが、植物の場合大変遅れて

おります。ドイツあたりでは、それこそ国、産業界を挙げて、大変大きな会社をつくっておりま

す。逆に、そこに頼むと解析結果が出てくるという、世界でもまだ二つしかそういうところはご

ざいません。日本として、こういう代謝を大事にしてやっていこうとするならば、やはりそうい

うものも将来的には加味しながらいろいろな動きをしないと、個別のテーマではいいかもしれな

いけど、大きな目で見たときに世界に勝てなくなるという意味で、提言として下のほうに書いて

ございます。 

（大西委員） 

 委託先のバイオテクノロジー開発技術研究組合の構成メンバーを見ますと、随分多岐にわたる

産業の分野から入っておられるのですけれども、具体的な研究開発の活動の仕方としては、組合

員である各社が、基礎的なことを再委託先の大学の先生方と一緒にやりながら、それぞれが役割
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をどう分担していくのか。そういう調整機能を組合が持たれていたのか、それともそれぞれの企

業独自の分野、それぞれがばらばらにやっておられたのか、その辺はどのようにして進められま

したか。 

（鎌田分科会長） 

 全体といたしましては、各社それぞれ行っておりますけれども、年に何回か、委員会をつくっ

ておりまして、その委員会の席で中間発表等をしながら、情報交換をしながら、お互いに使える

ものは使うという形で進んでおりました。その意味では、それぞれの各社が独立ではあるけれど

も、密に情報交換をしながら進んでいたということなので、評価委員会では、そこら辺のやり方

は特別問題はなかったのではないかと評価をしております。 

 ただ、１カ所だけどこかに書いてございますけれども、同じ材料を使う、例えばサツマイモは

デンプンの資源植物ですが、こういうものを別の会社がそれぞれやっていて、実はサツマイモは

遺伝子組換えが大変難しい植物で、そういうものをそれぞれが独自に取り上げながら仕事をして

いるわけで、そういうときに技術開発が、それぞれ会社がおやりになるから内部的に隠さなけれ

ばいけない部分ももちろんあると思いますが、そういう意味では、同じ材料についてもう少し議

論をしていただければ、例えば技術交換とかまでやっていただければ、もう少しよかったのかな

という評価がございまして、その旨を一言だけ書いてございます。 

（垣田委員） 

 前回か前々回か忘れましたけれども、岸委員長から死の谷のお話がありましたね、技術開発に

対して。この技術開発は、今の鎌田先生のお話を聞いていると、数日前の学会レベルという話を

聞くと、学会レベルの知的資産の蓄積のための支援をＮＥＤＯがしようとなさったのか、それは

できているから産業化のため、実用化についての項目が５ページの７番目にあるのですけれども、

もともとどの狙いであったかによって評価を変えなければいけないと思うんですが、その辺は鎌

田先生はどのような感じで見ておられるのか、教えていただければと思います。 

（鎌田分科会長） 

 目標を数値化できるかということを先ほど報告させていただきましたけれども、ＣＯ2 を何％

削減するためにこの技術が必要だというようには、こういう技術はなかなか定められない。例え

ば、ゴムを取り上げた場合、石油からつくるゴムに代わるものとして天然ゴムがございますけれ

ども、例えば天然ゴムを、どれだけ生産すればどれだけ入れ代えられるか、いますぐ計算できる

かと言われると、現実にはそれがなかなかできない。しかし、長い目で見たときに、やはり天然

ゴムに置き換えていく努力しなければいけない。いわゆるゴムの木ではなくて、例えば東南アジ
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ア地区で、天然ゴムをつくる植物としてトチュウという植物がございますけれども、そういうも

のを実際に取り上げてみたときに、現在のゴムの生産量はどれくらいで、それをどれくらい植え

て、どうペイするか。そのときに、遺伝子組換えで生産性をどれだけ上げればいいかということ

が、机上ではなかなか単純にはいかないという部分がございます。 

 それで、長い目で見れば、今のＣＯ2 削減の問題に対してももちろん絶対に必要な技術である

と。単に基礎研究というものでもない。だけど、５年間と定められた中で、実際にＣＯ2 を何％

削減できるのかということは、今の研究レベルから言うとそれはなかなかできない。大きな意味

では、確かに産業化に向けて絶対に必要な技術開発としてここでは位置づけている。そこら辺は

評価委員も全員理解した。その上で、５年間として具体的な数値を出せるかというと、今の植物

科学のレベルから見て現実的ではないだろうということで、具体的に産業化を５年後に達成しろ

ということの評価はしなかったということでございます。 

（平澤委員） 

 今のご質問とほとんど同じことを質問しようと思ったのですが、これの書かれたものを拝見す

ると、工業的に有用な生産物をつくる植物を創成する技術を開発するとなっていて、目的のとこ

ろに書かれているのは、いわば大目標が書かれているわけですね。循環型社会に適応するとか何

とかいったような。 

 ですから、このプロジェクトの性格は、いま鎌田先生がご説明なさったように、こういう組換

え植物で有用なものをつくり出していくための基礎的な知見を開発するといいましょうか、こう

いうところにあると理解すべきだということでよろしいわけですね。その限りにおいて意義があ

るということですね。 

（鎌田分科会長） 

 はい、そうですね。 

（平澤委員） 

 その場合に、企業の方が委託先の中心になるという体制はどうなのかなという気がします。ご

説明なさったようなことで言うならば、もう少し分散型で、その中で中核的な、先ほどおっしゃ

った、全体を解析できるような、そういう基盤をつくるとか、何かそういうふうに目的を絞った

ほうがいいというコメントもあり得たのではないかと思いますが。 

（鎌田分科会長） 

 先ほど言いましたように、例えば多重遺伝子導入のように、全体を見渡したときに必要な技術

という意味では、そういうものは集中研究室方式で行っておりまして、そこには新名先生を代表
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としながら、各会社からの派遣の方も来ていらっしゃいます。そういう中では、絶対に必要な基

礎技術だけは確実にとって、それは全体としての特許として押さえていく形で進んでおります。 

 ただ、例えば、ある会社はトチュウという植物をやり、ある会社は脂肪酸をやりたいので大豆

をやるというように、これは会社それぞれの将来設計もございます。そこら辺について、全員で

ゴムをやるということは現実的にはなかなかいかないだろうということで、各社それぞれのター

ゲット、材料を設定しながらやっているという意味では、若干無理があるとは存じあげておりま

す。それでも、先ほど言ったように、５年後に天然ゴムをたくさんつくるようになるかというと、

そうではなかったということもありまして、今の形でいいのではないかと。 

 ただし、あまりに分散しすぎている部分がございます。例えば、ある会社が幾つかの植物材料

を同時に走らせることになると、力が分散されてしまってあまり効率的ではないのではないか。

そういう場合には、それぞれがターゲットをもっと明確にしなさいと。その上で、残りの期間を

やることで目標も明確になりますし、成果の形でも見やすくなるということで、そういうことの

提言をしてございます。 

（平澤委員） 

 もう少し一般論で言いますと、要するに、サイエンスのレベルで解決できていない問題がプロ

ジェクトの中心的位置を占めているような場合、実用化とか何とかの設定はどだい無理だと。大

きなお金をかけてやるものではない、もっと分散型でやることが望ましいというのが一般論とし

てあって、別の評価委員会でも、明らかな失敗例はそういう原因にあったと。願望としては、サ

イエンスレベルの困難性を克服するということがあったけれども、それは、よく考えてみると、

原理的に無理だったねというような話が後になって反省されている。 

 どうも、５億円ぐらいのお金をかける場合、この分野でそういう実用化の目標を立ててやるこ

とが現実的なのかどうかというあたりに多少疑問を持ちました。植物のバイオの場合、ある程度

のブレークスルーはしょっちゅう起こっていることだから期待できるという話なのか、それとも

サイエンスのレベルをちゃんと固めたほうがいいという進捗状況なのかと。 

（鎌田分科会長） 

 わかりました。サイエンスをどう捉えるかという問題だと思いますが、例えば今回のように、

ある物質をつくらせる代謝系全体をいじくりたいということが大目標で、それに対して、情報と

しては先ほど言ったようにゲノム解析が実際に進んでいる。例えば、シロイヌナズナという植物

ならば、モデル植物としては全遺伝子がもうわかってしまっている中で、それをどううまく使う

かが今問われているところでございます。 
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 先ほど言ったように、最初に大きなことは、実際に資源植物として使われるような、ゴムなら

ゴムの生産に必要な代謝経路があるわけですが、そういうものを全体として、例えばある会社だ

けで単独で仕事ができるかと言われると、現実はそうではない。といいますのは、先ほど言いま

したように、膨大なＤＮＡ遺伝子の情報であるとか、メタボロームが動き出していて、それは一

つの会社でできるものでもない。ある単位で、みんなでいろいろなことが一緒に動かないとなか

なか成果が見えない、出てこないという意味で、ここでは目標としては二つの大きなやり方をし

た。代謝経路を明らかにして使うほうと、現在使われている資源植物に、今度は全然違う環境耐

性をやる。 

 そういう意味では、お互いに情報を共有しながら進めるほうが、個別にあまり分散しすぎてお

互いに情報が行き渡らないこともおかしな話だということで、その二つに大きく分かれている。

それを支える基盤として、第３番目の基盤技術としての多重遺伝子導入があるという意味で、シ

ステムづくりとしては、生命科学的に見るとあまり違和感はなかったということでございます。 

（岸委員長） 

 予定の時間をかなり過ぎておりますので、もし強い反論がないということならば、一応原案ど

おり承認とさせていただきたいと思いますが、特に何かございますか。 

（大滝委員） 

 鎌田先生がおっしゃったメタボロームがちょっと気になっています。このプロジェクトが実際

に採択されたときには、メタボロームという言葉はほとんどなかったんです。ですから、今回は

中間であるから重要なんですけれども、単にある遺伝子を入れれば、結果として、１対１で何か

ものができてくる世界から始まったわけですが、実際にはそうではなくて、ＤＮＡからタンパク

ができて、タンパクも、タンパク・タンパク・インターラクションでいろいろと変わっていく。

そういう中で出てくる代謝物もどんどん変わることが知られてきていまして、今はタンパク・タ

ンパク・インターラクション、もしくはメタボロームとかパスエというものがあるんですけれど

も、そういう分析が世界の主流になってきまして、動物ではそれが当たり前のところにいるわけ

です。 

 それでないと、これを入れたときに、例えば多重遺伝子のＡ、Ｂ、Ｃという遺伝子を入れたと

したら、Ａ、Ｂ、Ｃを入れたときに、ある物質ができることはわかるんですが、それがＡ、Ｂ、

Ｄという組み合わせになったら変わるのかというと、この技術の延長線上では、収量も何もわか

らないんです。これは、そういうメタボロームというものを、どのようにインターラクション、

遺伝子三つなら三つの多重遺伝子を入れたときに、細胞内のタンパク系がどう変わって、その結
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果として代謝物がどう変わっていくかという経路を調べていかない限りは、国としての実績はほ

とんどできないと考えたほうがいいです。 

 ですから、ここの分野は、結局なぜそういう物質ができてくるかを押さえていかないと、ただ

単に、あるものを入れたときにはそういうものが出てくる、だけどほかの遺伝子を入れたときに

はそれが全然蓄積にはならなくて、また全部やらなければいけないということの繰り返しになり

ます。 

 そういう意味では、ここでメタボロームという考え方を、残りのところでかなり入れてもらわ

ないと、国としての学問の蓄積にもならないと考えたほうがいいと思います。 

（鎌田分科会長） 

 こういう問題は、大滝さんから言われたようなことがございまして、先ほど言ったように、こ

れからの問題として、今のようなメタボローム的なものをもっと、このグループだけでできる程

度のものかと言われると、ドイツなどは国家を挙げてやっているくらいですから、規模の問題等

もございますけれども、先ほど言いましたように、代謝をということを取り上げる以上、そうい

うことも考慮しながらこれからの開発を進めてほしいという提言をしてございます。 

（岸委員長） 

 今、重要なコメント等もございました。 

（小柳委員） 

 成果のところでは特許のこともちょっと書いてあるところがあるんですが、特許出願数が少な

いと。日本は、遺伝子絡みの特許が少なくて困っていると思いますが、これは非常に重要なこと

なので、今後の見通しまで含めて簡単にお願いします。 

（鎌田分科会長） 

 特許に関しては、生命科学系の特許は幾つかの段階がございます。一つは、先ほど言ったよう

に、多重遺伝子導入みたいな、いままでになかった画期的な技術としての特許がございます。 

 それから、ここで取り上げている個別の課題という意味では、ゴムの生産にかかわるような遺

伝子を、機能としての特許を取るというやり方がございます。先ほど言ったように、大きな特許

はたくさん取れるものではないと思いますので、その意味での面白い特許が幾つかもう取れてい

ます。ただし、個別の、例えばゴムの木の生産にかかわる個々の遺伝子を特許が取れるかと言わ

れると、そこら辺は大変微妙でして、本当に新規にわかったものならばいいのですが、例えば、

大腸菌にこういう遺伝子があるからこれを使ってみようという形になると、それ自身では特許が

取れなくて、実際にその大腸菌の遺伝子を植物に入れてこう改変することで、例えばゴムの生産
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がこう変わったというところまで行かないと、実際はなかなか特許が取れない。 

 その意味では、残念ながら、私たち評価委員会の判断では、特許が少なかったのではないかと。

ただし、長い目で見れば、組換え体をつくって、その遺伝子が確かにこう働いたというところま

でやって、早めに次々と特許を取っていただきたいというニュアンスも込めて、そこに評価とし

て書かれております。 

（岸委員長） 

 それではよろしいでしょうか。 

 これを踏まえて、まだ中間評価段階ですから、ひとつよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは原案どおりに了承させていただくということで、前に進みたいと思います。どうもあ

りがとうございました。 

 

（２）「エネルギー使用合理化新規冷媒等研究開発」（資料３－２－２） 

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。 

分科会長から評価書（案）に基づき、評価結果について説明。 

 

（岸委員長） 

 ありがとうございました。 

 研究の成果と技術移転のあり方まで含めてお話しいただきました。何かご質問、ご意見都があ

りましたらどうぞ。 

（冨田委員） 

 化合物は絞られたことになるんですか。幾つか書かれているようなので。 

（富永分科会長） 

 後ろの方の小さい字で書ある表（６Ｐ）をごらんいただきますと、そこに五つ、六つ出ており

ますが、これが一応有望な化合物、実用化も可能な化合物ということであります。 

（冨田委員） 

 それぞれの目的に応じてということでしょうか。 

（富永分科会長） 

 そうですね。冷媒についてはHFEの245mc、発泡剤については 254pc。これはコードネームにな

っておりますが、化学的に言いますと、みんなヒデオフルオロエーテル類です。それから、洗浄

剤については 347pcf。これは単独では十分ではないので、例えばアルコールとの混合溶媒として
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使えば、シクロペンタンなみに性能的はいいというお話はありました。その程度までの実用化の

予備試験は一応行われております。 

（冨田委員） 

 この三つ、四つの化合物については、実用化の前段階までは来たと。 

（富永分科会長） 

 実用化の予備試験までは行われております。この冷媒の 245pcなどにつきましても、数千時間

の予備試験は一応行っております。その結果、二酸化炭素を使ったヒートポンプと比べて幾つか

優れている点があると、技術的な面で指摘はありました。 

（冨田委員） 

 それで最後のところが、「見通しは必ずしも明確ではない」という結論になるわけですか。 

（富永分科会長） 

 コストなどの問題があります。原料のコストや、そのものを合成しやすさ。これは新規化合物

ですので、原料入手段階でネックがある場合もあります。そういった経済性を考慮すると、技術

的に優れた性能のものであってもつくりやすく、安くできるという見通しとは限らないわけです。

その辺を加味すると、まだ明確でない点があります。 

 先ほどもお話したことですけれども、実際には、こういうプロジェトは予備試験までやればい

いのか、あるいは、ミニプラント的なところで、実施するまで必要なのか。実際の生産段階では、

もっと大きな規模で、企業がやるわけですけれども。コストの点も、用途が広がって生産が増え

ればコストは当然下がりますけれども、潜在的な需要も含めて、経済性はどうか、また既存の競

合製品である自然冷媒などに比べて、いろいろな点でメリットがなければ市場に出せないわけで

す。このような検討をどこがすべきなのか議論がありました。 

（谷委員） 

 今の質問にも関係するんですけれども、このプロジェクトでは中間評価があって、そのときに、

先ほどのご説明のように、実用化にもう少しシフトするようにという指摘もあったというご説明

でした。また、競合する物質もあるということで、これがこの８年間のプロジェクトの中で、最

終的に、コストを含めてといいますか、経済性を含めた実用化に至らなかった点について、この

分科会でご意見なり何かあったのでしょうか。 

（富永分科会長） 

 これは、結局、スタートのときの了解の問題です。このプロジェクトに限らず、開発研究の場

合、実用化は、どこまでやれば目標を達したことになるか。つまり、技術的に見て非常にいいも
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のができた、原料も何とかなりそうだ、コスト的にも、まあ何とかなるんじゃないかというくら

いのところで終わりってよしとするならば、先ほどのように一つの結論です。しかし、この場合、

現実的な要求として、温暖化防止将来のタイムスケジュールなどもあるので、そんなに悠長な話

ではなくて、これが出来れば、早い時点、数年以内に市場化されていくことも考えなければいけ

ないわけです。 

 現在の評価委員は中間評価のときとは、私も含めて違う委員が多いと思いますが、現在の状況

でのニュアンスは、そういう要請もあるし、競合製品も出ているから、本当はもう少し詰めてお

いて欲しかったなという意見です。しかし、実施者の側からすれば、多分、その一歩手前のとこ

ろまででよろしいと了解していたのだと思います。 

 そういう意味で、どこまで実用化をつめる必要があるかということを、最初にもう少しきちん

と方針として示しておいていただいたほうがよろしいのかなと思います。 

（岸委員長） 

 ほかにいかがでしょうか。 

（村上委員） 

 今のお話で、どこが実用化するかが問題だというお話がありましたけれども、先ほどのお話で

も、実用化するには10年ぐらいかかるのではないかと。今回のものは６年くらいかなという気が

しないではないですが。私が一番心配するのは、こうやってお金をたくさん出しても、企業とし

ては、技術はできても実用化のための資源投資をしないよ、ということになるおそれがあります。 

 ２番目は、だいぶ先になって成果が出てきていることで、最初のものはＮＥＤＯの成果である

ことが忘れられてしまうんです。それに気をつけないといけないと思います。一つの例は、例え

ば我々は、住友電工で、ハゲ薬のエピモルフィンというものを発表したのですが、実はあれは15

年前の基盤センターのバイオマテリアル研究所の成果です。ところが、その後、実用化のお金が

つかないものですから、住友電工でずうっと開発をしてきまして、途中でつぶそうかという話も

出ました。大滝さんに来ていただいて、全部評価してもらったんです。それで、やりましょうと

いう話になりまして、十数年間ずうっとちょっとずつお金をつぎ込んでやっとできた。実際に発

表のときには、基盤センターの成果ですとは言わないんです。そこをよく気をつけていただかな

いと。 

 私が言いたいのは、リニアイノベーションモデルでずうっとやってきていますけど、中間評価

からはチェーンリンクトモデルという、つまり実用化をどうするんだというモデルを考えてやら

ないとうまくいきません。それでないとＮＥＤＯの成果であることが忘れられてしまいますので。 
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（岸委員長） 

 重要なご意見だと思います。 

（富永分科会長） 

 今の点につきましては、やはりちょっと議論がありました。そもそもこういうプロジェクトを

国がやるべきだろうかという極端な意見もありました。つまり、アメリカなどでは、企業ないし

企業の共同体がやっているのであって、国がお金を出すことは、かえって企業の開発に対する意

欲を減退させる、いわば護送船団方式ではないかという発言もあったことを付け加えたいと思い

ます。 

 それから、今後については、これはほとんどのフロン関係の主な企業が参加していましたが、

企業の共同体がやるか、企業がやるか、いずれにしても実現化のプログラムはそういうところが

主体となってやるべきであろうということを、一応評価書の中に書いてございます。 

（岸委員長） 

 いずれにしろ、国で難しいのは、コストを考えていないというか、新物質なんか考えたら何も

できないのですけれども、大体予想がついてもってしまうということですね。それから、できた

後の成果の引き取り手を決められないというか、決めないでやるということで、大体が野ざらし

になってしまうことがほとんどなので、国のプロジェクトとしてどうするか大問題だという気が

しております。それはいつも感じておりまして、産業化といいながら、産業の引き受け手がない。

ですから、皆さん、いいものをお取りなさいということで本当にやっていけるのか。別に経済産

業省に限らず、近ごろは、大学も、旧文部省でも全く同じことですが、とりあえずやって、皆さ

ん平等に見てくださいと。国だから仕方がないと言われつつも、本当に大丈夫なのでしょうかと、

私個人は危惧の念を持っておりますが。 

 評価なんかをやると、どうせ使えないでしょという話がたくさん出てくるわけですね、物質は

特に。そういう大問題について、いま非常にいいコメントをいただいたような気がいたしますの

で、今後ともにここの評価でも、そこは重要なものとして考えるところがあるのではないかとい

う気がしております。 

（平澤委員） 

 私は、やはりターゲットの種類によるのではないかと思います。今のような機能物質の開発、

その実用化という場合には、代替手段がものすごくたくさんあって、最終的には経済性の壁に突

き当たるわけです。そこまで国がやれとはとてもならないのではないか。もし国がやるとすれば、

ターゲットの絞り方をよほど考えないと、経済性、競合製品等をちゃんと調べた上で絞らないと
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だめで、その種のことは、企業が自分の事業領域の中でちゃんとやっていることではないかと思

います。 

 だから、むしろ、機能材料とか機能物質の開発といったような川上の技術開発に関しては、実

用化をすぐに目指すというタイプのプロジェクトにはしないので、もっと基盤的に可能性がある

系統の物質を幾つか開拓してみるというところにいま国が力をそそぐ、そうわりきってしまうこ

とのほうがむしろいいのではないかという気がします。それに対して装置開発みたいな話になっ

てくると、これはまた別ですけれども。だから、材料の開発から部品の開発、装置の開発、シス 

テム開発といったような、対象によって実用化との関係のあり方がかなり違うように思います。 

 そういう観点から富永先生にお聞きしたいのですが、機能物質の開発という観点から見た場合、

このプロジェクトは妥当に展開された、あるいは、焦点の絞り方、分散のさせ方というのはいか

がでしょうか。 

（富永委員長） 

 評価委員会の評点結果を見ていただいてもわかりますけれども、問題があるとすれば、その実

用化のところでした。その点を抜きにすれば、非常にたくさんの物質群を系統的な手法で攻めて

おりまして、機能物質の開発という意味では、非常にいい成果が上がっていると評価してよろし

いかと思います。 

（平澤委員） 

 恐らくそれでいいのだろうと思います。だから、ターゲットの置き方を、有用で使える物質を

幾つか見つける、例えば３個とか５個見つけるような、そういうターゲットの置き方は、こうい

う機能物質開発では無理だと考えたほうが妥当ではないかと思います。 

（岸委員長） 

 物質でもいろいろ種類があるのですけれども、平澤先生のようなお言葉をいただくと、我々は

励まされたような気がいたします。そこでなかなか許していただけない現状でもあるので、いい

コメントをいただいたということで、力をつけて物質研もやっていかなければいけないという気

がしております。 

 ということで、とりあえずここはご承認いただいたということで、次に移らせていただきたい

と思います。 

 

（3）「高効率廃棄物発電技術開発（従来型ストーカ炉発電等高効率化技術開発） 

（資料３－２－３） 
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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。 

分科会長から評価書（案）に基づき、評価結果について説明。 

 

（岸委員長） 

 それでは、ご質問、ご意見をどうぞ。 

（三浦委員） 

 細かいことを申し上げますが、「総合評価」のところに、「ダイオキシン発生を減らすことが

できるという長所を持つ」と書いてございますね。それと関連しまして、６「情勢変化への対応

を関する評価」で、「ダイオキシン対策技術の開発を期間中に中止したのは妥当な判断であっ

た」と書いてありますね。この関係はどういうことでしょうか。 

（森分科会長） 

 確かに、これだけを読んでいただきますと矛盾した関係ですが、実は、当初は、ダイオキシン

の認識は一応ありまして、出てきたダイオキシンをどうたたくかを課題としていました。ところ

が、ダイオキシンが非常に大きな問題になり、ダイオキシンの発生メカニズム等々がクリアにな

りまして、厚生省等々の技術指針も出ましたので、そういう条件下では、こう燃焼させ、こうい

うオペレーションをして、こういうセッティングをすれば、ダイオキシンは随分抑制できるとい

うことがわかりました。ですから、当初取り上げられていたような対策は、必要がなくなったと

いうことで途中で打ち切られました。そういう判断があったということです。 

 ただ、今回のストーカ炉全体から見ますと、ダイオキシン対策は十分されております。 

（岸委員長） 

 ほかにございませんか。 

 それでは、次のプロジェクトも一緒に議論していただけるとわかりやすいかと思いますので、

次をお願いします。 

 

（４）「高効率廃棄物発電技術開発（廃棄物ガス化溶融発電技術開発）」（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。 

分科会長から評価書（案）に基づき、評価結果について説明。 

 

（岸委員長） 

 どうぞ何なりとご質問ください。 
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（垣田委員） 

 今のお話で、実用化はいろいろなケースがあるのですけれども、実用化されると、なぜＮＥＤ

Ｏでやる必要がないのかとか、民間に任せるべきだったとか、実用化が遅いと、もっと実用化と。

その両方の議論が起こり得ますね。今回のガス化でも、例えば同じガス化溶融でも、どの規模を

狙うかですよね。これは、 100ｔ／日とか 200ｔ／日とか、かなり大規模なところをやっている

メーカー群と見受けられますけれども、基礎なのか実用化なのかという議論。それから、大きい

ものと小さいものとあると思います。ごみ焼却の場合、大都市は 100ｔとか 200ｔをいきなり並

列でできますけれども、中小の場合だとなかなかできない。ですから、地方自治体が組合をつく

ってやるといっても、ダイオキシンを抑えられるような規模にはなかなかならない。結局、多数

の自治体がやると、ＣＯ2 削減のため、高効率のごみ発電をと言いながら、ごみを運ぶためのト

ラックの排ガスのほうがよほど多くなるじゃないかとかいう問題が引き起こされます。 

  その点、先生から見られて、このプロジェクトはどちらに向くというか、どういう位置づけで

お考えでしょうか。 

（森分科会長） 

 このプロジェクトは、実用化ということから言いますと、当然、メーカーサイドから考えます

と、ごみをガス化溶融して、ダイオキシンを抑制して、かつ灰を溶かした形で出すところにター

ゲットがあります。そうなりますと、高効率化は犠牲になるところがあります。ですから、この

プロジェクトでは、むしろそちらの運転実用化は当然ですが、それに乗せて高効率化でやるとす

ればどういうところがあるか。 

 もちろん、高効率化の方法も、プロジェクトそのものも汎用性がある必要がございますし、汎

用性があるものは相互に使える。その辺の仕分けについても、最初からはなかなか仕分けはでき

ないということで、とにかく高効率を３年間で、実用化はするけれど効率が下がるというところ

を、効率をアップしようとしたということで、評価委員としては、プロジェクトとしてやる意義

があったと考えております。 

 ただ、規模の点は、まだ議論がございますが、これは私も個人的な意見はいろいろあるのです

が、中ではあまり議論はいたしませんでした。それをやりますと、評価でないところに行ってし

まいますので。いま国のほうとしては、おっしゃったように、広域化で大規模集約型にして、ダ

イオキシンを抑制する方向でやっております。ただ、最近は、もう少し分散して高効率化もあり

得るのではないかということで、この後のプロジェクトであるガス化のプロジェクトは、ガス化

して、ガスタービン等のコージェネレーションを目的としているということで、むしろ分散型に
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適している。そういうこともございますけれども、この段階ではまだとても評価できる段階では

ないと考えております。 

（曽我委員） 

 今のご意見を伺っていますと、装置をつくるための補助金的な性格が強いのではないかという

感じがします。そうすると、技術開発をするときに税金をつぎ込みますので、その結果、社会基

盤として、一般の方が使えるような技術はどのくらい残ったとお考えになりますか。どういう形

で残っているとお考えでしょうか。 

（森分科会長） 

 一般論で申し上げにくいのですが、プロセスの種類が大別して４種類くらいございまして、そ

れが相互に使える技術だけではございませんので。ただ、先ほど申し上げましたように、装置と

いうよりは、要素の技術開発がないと実際は装置を組むことができません。ですから、そういう

基盤となる技術はあるということですけれども、それを実用化まで持ってきますので、社会的な

反映としては、自治体等が導入することによる社会的技術だと考えております。 

（曽我委員） 

 質問の一つの意味は、例えば効率化ですと、いま30％ですが、やはり40％くらいまで上げてい

かないといけない。そのために必要なというか、ほかの人がそういうことを目指すときに、必要

なものが残っているのかどうかということです。 

（森分科会長） 

 一つは、発電方式を全く変えます。例えばスチームタービンで行くとすると限界があります。

さらに一段と高効率化しようとすると、スチームタービンだけではなくて、コージェネなり、ガ

スタービンとのコンバインドを組むとか。そうすると、今度はガス化ということが出ます。です

から、このガス化溶融技術の延長線上にさらにガス化という技術がありますので、基盤となって

いるところは共通しています。特に40％というのは石炭と同じですので、さらにその上を考える

としますと、このように基本的なシステムの違いが出てくるので、そこのところに一つの限界が

あるかと思います。 

（西村委員） 

 自治体が何か政策を選択するときのデータベースになっている、そういった感じの成果をこの

プロジェクトはあげているのでしょうか。このプロジェクトの場合、ほかのプロジェクトと少し

違って、そういうことが大事なように思います。技術の細かいところにこだわると、前提条件を

はっきりさせない限り、何も言えなくなることがある。そうすると自治体側は、何をしたらいい
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のかわからなくなってしまう。これでは、プロジェクトの成果としては困るように思うんですね。

「今の時点でそういうことをやりたいのなら、こうしたほうがいいですよ」といった感じのコン

サルティングが、このプロジェクトの成果としてできるようになったのかどうか、これが気にな

るんですが。 

（森分科会長） 

 この意見書の中にそれを盛り込ませていただいていますが、一つは、ガス化溶融炉そのものが

高高率な炉として行けますよということを言う。ただ、ほかのものと比較してどうのこうのとい

うことは、この中でもメーカーがたくさんありまして、それぞれデータ値が違うとかいうことが

ありますので、それについてはもう少し別の形でリサーチなり、技術そのものを、エバリエーシ

ョンをして、データベースをそろえて比較対象ができるようにして、そういうまとめたデータを

地方自治体等にお示しできれば非常にありがたい。 

ただ、それは、このプロジェクトでは限界がございますので、今後としては、そのような取り組

みが重要でしょう。実は、この中にも地方自治体に関係されている方がいますが、同じようなこ

とをかなり強くおっしゃっておりました。 

（岸委員長） 

 二つを通して何かございますか。 

（大西委員） 

 前半のストーカ炉のテーマについてのご質問です。 

 最後の評価の棒グラフ、Ｈ「情勢変化への対応の妥当性」の評価が4.20とかなり高いレベルで

評価がなされているわけですが、標準偏差は結構ばらつきが大きいということでした。６ページ

を拝見しますと、ダイオキシン対策技術の開発を期間中に中止したことが妥当な判断。この辺が

わりあい高い評価につながったのかなと判断いたしますけれども、途中でこれは２年延長してお

りますね。その事情はこの際は別にしておいても、７年の予定が９年に延びたために、ガス化溶

融炉とかＲＤＦとかいろいろな違うものの話が出てきて、結果として、これが果たして使われる

かどうなのかということが少し怪しくなってきたという感じがします。そうすると、情勢変化に

対する評価は、遅れてきたことに対して、２年間延長したことに対してはどのように評価された

のか、ちょっとお聞きしたいと思います。 

（森分科会長） 

 私自身、２年間の延長の詳しい経緯は存じませんけれども、一番大きかったのはやはり、パイ

ロットプラントの運転で、建設をして、それを最終年度まで動かしておりますので、恐らくそこ
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の関係で２年になっていると思います。 

  ただ、先ほど言いましたし、ここにも書いてございますように、この期間中に、ガス化溶融と

かＲＤＦとか、そういう装置が出てきているわけです。それについて、ここにございますように、

それぞれの技術の棲み分けはどうなのかという検討がされています。その上で、このストーカ炉

の位置づけはこうですよと。それと同時に、今度は逆に、このプロジェクトの中からガス化溶融

炉が出てきた。それにも対応しなければいけないと、対応がされていますので、その間の対応と

してはよかったのではないかという判断をしております。ただ、棲み分けをもっと明確にして、

その成果を実際にもっと反映させる必要があるでしょうということが付帯意見になってございま

す。 

（大西委員） 

 素人っぽい質問で申し訳ないのですが、ガス化溶融発電が３年間でできたのに、ストーカのほ

うは９年かかった。これは、途中６年くらいの積み上げがあったからあとの３年でできたという

感じでしょうか。 

（森分科会長） 

 それは、レベルといいますか、かなり質が違います。ガス化溶融炉のほうは、３年でそれなり

の成果が出た。しかし、確立したというところにはまだまだほど遠い。その確立のためには、も

う少しじっくり時間をかける必要があると思います。ただ、先ほど申し上げましたように、各プ

ロセスが多様になりまして、全部実用化で競争になっておりますので、これ以上プロジェクトで

扱う必要はないだろうという評価をしております。 

 ストーカ炉のほうは、最初は落ち着いた段階から始まっていますので、本来の技術開発のオー

ソドックスな道筋を歩んできて、９年間でそれなりの成果を上げていると考えております。です

から、通常のプロジェクトですと、本来はこちらのほうがとるべき姿だと思いますが、現在のよ

うに非常に変化が激しいときに、ガス化溶融炉のようなプロジェクトもあり得るのではないかと

いうことで、それはそれなりの評価をさせていただきました。 

（大西委員） 

 これは岸委員長さんにお聞きしたほうがいいのか、事務局にお聞きしたほうがいいのかもしれ

ませんけれども、装置を開発して、私、個人的には、この９年というのは、たとえどんなもので

あっても大変長い。７年の最初の計画でも長いという気がします。本当は予算を厚くしてでも３

年ぐらいでやっていかなければ‥‥。前回、部長さんとその話をしたら、３年では実質１年くら

いになるというお話でしたが、３年の期間でやって実質１年であるとしたら、むしろそのことを
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問題にしなければいけないのではないかという気がします。 

 だいぶ前になりますけれども、石炭のプロジェクトの話がありました。石炭の実用化か何かの

テーマだったと思いますが、10年ぐらいやっていたから、石炭を採るところがなくなったのでこ

のプロジェクトはと。結局、それなりの評価があったと思うけど、これはもうしようがないと。

こういうことでした。 

 やはり10年近くなってくると、世の中はドッグイヤーから、最近はラットイヤーとか言うそう

ですね。昔の20倍のスピードで変化しているのに、昔と同じとは言いませんけれども、それに近

い、これだけの期間をかけてやったら、終わったころには、もっといいところが民間で出てきて

しまう。だから、それからどうしよう、これは基礎技術の開発はよかったけど、結局は棚ざらし

になってしまう。先生方のご発言の中でも必ずのように出てくるんです。本質的にＮＥＤＯのテ

ーマの期間に問題がある。これは評価委員としては発言してもあまり意味がないかもしれません

が、そう感じております。そうしないと、ストレスがたまってしようがないんですよ。これは私

のグチと思って聞いていただければと思います。 

（井田部長） 

 おっしゃるようなご批判はよく受けました。昔はよく、10年計画のプロジェクトとかあって、

しかも、それを第１期、第２期とやっていくということで、非常に長いプロジェクトになって、

今の速い時代についていけないとよく言われました。 

 最近つくる、ここ数年立ち上げるプロジェクトは、原則５年以上のものはほとんどありません。

しかも、その間に必ず中間評価を位置づけております。このプロジェクトはかなり前に始めたと

いうことと、スーパーヒータという材料開発から始めて実際のプラントまで行くという、昔流で

言うかなり本格的なプロジェクトの形でやったということもあってこういう格好になったかと思

います。ただ、いまで言いますと、５年ぐらい、しかも３年後には中間評価を行う。大西委員ご

指摘のとおりの批判はいろいろなところで、特に昔のプロジェクトについては言われていること

でございます。 

（大西委員） 

 マウスイヤーからすると５年にしても、昔の 100年に相当すると思いますので。 

（森分科会長） 

 確かにおっしゃるとおりだと思いますが、このプロジェクトも、いまだと二つに分かれると思

います。前半の、材料を選択して開発して試験をする段階と、後半の部分はそれを使って実証試

験をやる段階ですので、恐らく、今のプロジェクトのつくり方ではこのように二つに分かれるだ
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ろうと思います。 

 このように、従来型は、極端に言えば、最初の基礎から、我々の実験室規模から始まりまして、

最後に実用化まで行く。これも10年の長い間で行く。今はステップごとにプロジェクトがあると

思いますので、そういう意味では、これはこの当時の歴史を引っ張っているという感じで見てお

ります。 

（平澤委員） 

 先ほどの機能材料とか機能物質の開発ということに対して、装置開発は実用化されないと完結

しないと思っています。つまり、プロジェクトそのものでは、試作装置とか試作的な炉であると

か、こういうものまででいいだろうと思いますが、それを開発する中で、実用炉をつくった場合

の経済性評価は当然できるわけですね。それで実用性がないならば、別の種類の炉であるとか、

別の種類のことを考えなければいけないという転換が必要になります。ですから、プロジェクト

そのものの中で実用炉までつくる必要はないけれども、実用炉を想定した経済性評価ができる必 

要があるだろうと思います。その経済性評価を装置開発に組み込むことが大原則だと思います。 

 先ほど大西委員のお話に全く同感ですが、そのときに、この上でもそうでしたが、要するに、

ボトルネックになる要素技術があるならば、まずは要素技術の開発プロジェクトを立てるべきで

す。その段階では予算はそう多くは要らないだろうと思うし、ある程度開発体制も違うやり方で

できるわけですけれども、その場合、見通しができて、サイエンスレベルでの困難性がある程度

排除できた段階になって、今度は大きなお金をかけて集中的に装置をつくればいい。そういう形

にすると短期間でできると思います。 

 そのように、装置とか設備に相当するようなものをターゲットにする場合には、プロジェクト

を立てるときの吟味が必要で、間違えてもボトルネックになる重要な要素技術がサイエンスのレ

ベルで解決されていないのに大きなお金をつけて、装置だけをつくってしまうようなことが従来

はままありましたので、そういう展開はしないことが重要かと思います。 

（岸委員長） 

 ありがとうございました。 

 課題によって年数も違うし、実用化の状況も違うことも考慮したプロジェクトの立て方が必要

だということだと思います。私は、プロジェクトが長いというよりは、プロジェクトが始まるま

でが長いという印象を持っていることのほうが多いんです。このごろは先導研究とかいうものは

やめたんですか。あまりないですね。あれはただ順番を待つという感じで、ほとんど意味がない

んですね。ですから、始まってからのこともあるけど、出来上がるまでに時間がかかるという意
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識がないわけではないので、こういうことも含めて、我々評価委員会の大事な課題だと思ってお

りますので、いろいろ発信できればと考えている次第です。 

 それでは、いろいろご意見をいただきましたが、今の二つは一応こういう形でご承認いただき

たいと思います。 

 

（５）「石炭・天然ガス活用型二酸化炭素回収・利用技術の開発」（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。 

分科会長から評価書（案）に基づき、評価結果について説明。 

 

（岸委員長） 

 これは非常に興味ある課題と言えますが、実用化・事業化の見通しは、標準的にはほとんどな

いという結論ですよね。 

（守富分科会長代理） 

 はい、今のままでは。 

（岸委員長） 

 そのときかな、非常に難しいのですが、だからやめてしまえという話と、もっとお金を使えと

いう話がありますが、そういう議論までは行っていませんか。 

（守富分科会長代理） 

 行っておりません。 

（岸委員長） 

 今、日本中そこが非常に難しくて、評価の低いところのお金を削るというのですが、あれは逆

ではないかと思うことも非常に多いんですが。 

 これは私の意見ですが。 

 まずは、この評価結果について、質問、コメントがございましたらお願いします。 

（谷委員） 

 私も今の中間評価のご説明にかなり賛同したいと思っております。と申しますのは、先ほども

ご指摘がありましたように、大きく分けて三つの要素研究があって、それはしっかりやるべきだ

と思いますし、それを組み上げたトータルシステムについては、物をつくって考えるというより

も、むしろその前に、かなりシミュレーションを駆使していろいろな要素を入れてやった上で次

に展開していく形に持っていかないと、これはつくったというだけになっては、先ほどの議論の



 22

ようなことになってしまうのではないかと危惧します。 

 そういうことで、要素研究をやるという意味は評価できるのではないかと思いますが、今のご

説明にかなり賛同したいと思っております。 

（平澤委員） 

 私はもうちょっと厳しいんです。要素技術自体、つまり太陽光を集光して石炭を分解ガス化す

る原理的な問題が、集光するためのある程度大きな装置をつくらなければいけないけど、そうい

う装置の値段と、従来の分解技術と比較して、実用になる見通しは原理的にほとんどないのでは

ないかと思います。そういう要素技術を開発してもしようがないので、これは中止すべきだとい

う感じです。できない、実用にはならないことがはっきり見えたわけだから、見えた以上はやは

り中止すべきではないかと思います。 

（岸委員長） 

 いかがでしょうか。本委員会としては、やはり中止をメインに考えてはどうかというご意見で

すが、ほかにどうぞ。 

（守富分科会長代理） 

 一言だけ補足させていただきます。 

 今、中止ということでしたが、システムとして成立しないことが見えたというご発言があった

のですが、一応エンジニアリング会社も入っていただいておりますので、評価委員も実施者側も

そうですが、そこのところは必ずしも成立しないというわけではない。コストパフォーマンスを

含めていくらという計算もすべてされており、経済性等評価はされています。ただ、評価委員会

の先生方が危惧されていましたのは、全体のシステムとしての最終的な評価の仕方、あるいは、

現在、それがだめだと結論づけるだけのエンジニアリングデータがないわけで、そこが見えてい

ないということだと思います。 

（平澤委員） 

 そこの経済性評価のところをもう少し詳しくお伺いしたいのですけれども、実用的するために

は、要するにこれは夜は使えないわけですね。それから、天候によってガス化の生産量が変動す

る。そういう装置を実用的に工業的に運用できると考えられるのかどうか、私は非常に疑問だと

思います。 

 ほかにガス化の方法がないならともかく、それはたくさんあるわけです。ですから、そういう

従来の方法に比べてこれが原理的に優れている、また、実用的な経済的見通しがあるならばお金

をつぎ込んでも構わないけれども、それが説得できるような根拠がないのであれば、これは原理
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的に無理なことをやっていますね、ということになるのではないでしょうか。 

（岸委員長） 

 ほかにいかがでしょうか。 

（村上委員） 

 これは、誰か、自分が実用化するという人がいて、自分でもお金を出しますという人がいるの

でしょうか。そういう覚悟がない人がいくらやっても、私はだめだと思います。 

（守富分科会長代理） 

 そこまではわかりませんが、エネルギー総合工学研究所さん、あとテックさんが入っておられ

るわけですが、具体的にどこがやるのかという質問は委員会の中ではされていませんでした。 

（村上委員） 

 中間評価ぐらいは、こういうものを実用化しようとすると、技術評価だけではなくて、心技体

と言いますけど、「体」は、受けた企業なりの体力とか経営能力、やる気。「心」は、実際にプ

ロジェクトをやっている人の覚悟。ある程度自分でお金を出してもやりますよということがない

と絶対にうまくいかない。それが基本ではないかと思います。それで、「心」と「体」の評価を

途中から入れていかないと実用化に結びつかないのではないかという気がいたします。 

（岸委員長） 

 私が先ほど申し上げたのもそれに近いことです。技術の引き取り手がない実用化とは一体何な

のか、ずっと気にしているんです。 

 ただ、今のはいいご意見ですが、15年したら役に立つこともあるというので、今日は非常にい

いお話を伺ったという気もしています。 

（村上委員） 

 先ほどのハゲ薬でも、基盤センター全体はもう解散されているわけで、過去のことがわかって

いる人が誰もいないわけです。だから、住友電工が基盤センターのタネだと言わなければ、経済

産業省としても、あれはけしからんじゃないかと誰も言ってこないわけです。 

（岸委員長） 

 そういうために技術は役に立ったというのは、あまりにも間接的で、国とやるには値しないと

考えないといけないのかどうかですね。 

 ほかに今の点でご意見がございますか。 

（曽我委員） 

 僕は、太陽光集光あるいはそのシステムは、もう随分前に一応終わって、その時期から非常に
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効率がよくなったとか、そういうことがあまり見えないんです。それで、先ほどおっしゃったの

は、日本じゃなくてよそのところ、太陽光が得やすいところにそのプラントをつくっていくとか、

そういう仮定条件が随分入っているのに、予算でいきますと、15年度にものすごくお金をつぎ込

むというプロジェクトですね。太陽光を使うとすると、システムとして水素を使う形とか、いろ

いろなプロジェクトに進んでいけばいいと思いますが、このシステム全体としては少し適切では

ないのではないかなと、私は判断します。 

（岸委員長） 

 そのほかにもご意見がございましたら、どうぞ。 

 そうすると、この評価委員会としては、このプロジェクトに関しては中止を視野に入れて考え

るべきであるという結論でよろしいでしょうか。 

                （「はい」の声あり） 

（岸委員長） 

 それではそういうことで。 

 これは理事会に上がると考えてよろしいわけですか。 

（井田部長） 

 後で説明しますが、資料５に前回の例を載せてございます。前回もいろいろなご意見をいただ

きまして、分科会の報告書に、この親委員会で出たコメントを、さらにあわせた形で印刷しまし

て、それを通常の場合はうちの理事会に諮りたいと思っております。 

 それから、このプロジェクト独特の事情についてご説明させていただきたいのですけれども、

実は、今年度から、特殊法人について一部予算を減らせという要請がありまして、その中でもこ

のプロジェクト自体、本年度は経済省の直轄事業になっているプロジェクトでございます。した

がいまして、いま評価調査課長にも来ていただいておりますけれども、中止を視野に入れて考え

るべきという、親委員会のコメントを含めた形で報告書をまとめまして、私ども、経済省に説明

いたします。それを経済省のほうで検討していただくというプロセスを踏みたいと思っておりま

す。 

（岸委員長） 

 よろしいでしょうか。今のようなプロセスで進みたいということで、我々としてはそういうご

意見を申し上げ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。幾つかの重要な案件をご審議いただきました。ぜひ、本日、

中間評価、事後評価でのここの意見を、実施者はもとより、ＮＥＤＯ、経済産業省にきちんとわ
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かる形で報告をお願いしたいと思います。 

 それと同時に、評価全般にかかわる大事なご指摘が本日はあったと思います。どうも成果が引

き受けられない経済産業省、ＮＥＤＯのプロジェクトは何かというとと、あまり実用化してしま

うならやる必要はなくて、補助金だってあろうという、非常につらいところもあることを認めつ

つも、国の基盤として残る産業技術は何かというご指摘だったと思います。この辺は非常に大事

なところなので我々が評価を行う姿勢につながると思いますので、この辺も議事録によく残して

おいていただいて、今回やりましたように、また、評価はどうあるべきかというようなところで

考えないといけないかなと思っております。 

 今のようなところが、文部科学省と経済産業省の評価の非常に大きな違いだろうという気がし

ております。現実には文部科学省もつらくて、産官学が第合唱なので。先ほどお礼を申し上げた

平澤先生的な意見があってくださると、実を言うと助かるところがあるんですが、今、非常に厳

しいところに直面しております。これは余談なので、議事録からは削除していただきたいと思い

ます。 

 今後どうするかを含めて、事務局からひとつよろしくお願いします。 

 

２．そ の 他 

（井田部長） 

 お手元に配りました資料番号のない資料で、13年度評価対象プロジェクト一覧と14年度評価対

象プロジェクト一覧をごらんいただきたいと思います。「第５回」と書いてあります、プロジェ

クトの４番、７番、８番についてご審議いただきました。そのほかのプロジェクトは、前回第４

回に審議いただいたプロジェクト、報告させていただいたプロジェクトがあり、報告させていた

だいたプロジェクトもすぐに審議すべしというご意見はいただいておりませんので、これをもち

まして13年度の中間評価、事後評価はすべて一応終わります。 

 それから、本日の最後のプロジェクトは、14年度の中間評価対象プロジェクトでございますが、

14年度中間評価対象プロジェクト一覧の４番です。「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」で、審議理由が③となっております。つまり、大幅な改善を提言されたとい

うことで審議の対象にさせていただいたプロジェクトでございます。 

 次回、このほかの１番、２番、３番、５番、６番、７番、それぞれ審議事項として上がるプロ

ジェクトでございますので、ご審議いただきたいと思います。 

 12番目と13番目は、現在分科会で報告書をとりまとめているところでございますので、その様
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子によって審議事項になれば、またお諮りしたいと思っております。 

 それにつきまして、評点法でまとめたものが資料４－１と４－２、長いものでございます。資

料４－１を見ていただきまして、本日ご審議いただいたものが網かけしてございます。右側のマ

トリックスでは、７－２、７－１、８、４と点をつけてありますけれども、本日ご評価いただい

たプロジェクトは、まとまりの中の上のほうにあるような感じのプロジェクトが多かったと思い

ます。 

 一方で、今年度行ったプロジェクトは、資料４－２をごらんいただきたいのですけれども、現

在までにまとまったプロジェクトについてマトリックスにまとめたものでございます。本日ご審

議いただいたプロジェクトの４番「石炭・天然ガス活用型二酸化炭素回収・利用技術開発」につ

きましては、研究開発成果の軸、実用化の見通しの軸、政策的位置づけの軸、それから見て、Ｎ

ＥＤＯのほかのプロジェクトから外れていることがおわかりいただけるかと思います。そのほか

のプロジェクトにつきましては、それぞれ次回８月にご審議いただく予定にしております。 

 もう一つ。ここでいただいたコメントの取扱いについては、第４回でご審議いただきましたコ

メントについては、資料５をごらんいただきたいと思います。資料５で、先ほど岸委員長からも

お話が出ましたが、委員会で出たいろいろなコメントのうち、審議のあり方、評価全体にかかわ

るものをまとめて１枚目に書いてございます。 

 それから、個別プロジェクトの評価にかかわる意見は２枚目以降に、プロジェクトごとに分け

て書いてございます。２枚目以降、個別のプロジェクトにかかわる案件につきましては、個別の

分科会の評価報告書の中に盛り込むような形で、最終的な報告書として盛り込んでいきたいと思

っております。本日、各プロジェクトについていただいたご意見につきましても、とりまとめま

して、分科会長、岸委員長にもご確認いただきまして、このような取扱いをして報告としてまと

めていきたいと考えております。最後の案件の中止も視野に入れてということについても、この

ような取扱いにさせていただきたいと思っております。 

 以上がコメントの扱いについての説明でございます。 

 今後のスケジュールでございますけれども、先ほどご説明しました14年度の中間評価、分科会

の報告書が今月中に上がる予定で、次回は８月５日にそれらの報告書のご審議をいただきたいと

思っております。審議案件は、ここにありますとおりです。あるいは、１件まだまとめておりま

せんけれども、プログラムが入りますと７件と多うございますが、ご審議いただきたいと思いま

す。それから、まとまりました13年度の中間評価分についてはどのような対応をしていくかとい

う方針、それについてご説明させていただきたいと思います。 
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 以上、事務局から、本日のコメントの取扱い、次回の予定をご説明させていただきました。 

（岸委員長） 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、分科会の先生、ありがとうございました。あと１回のようです。よろしくお願いし

ます。 

 最後に、副理事長からご挨拶をお願いします。 

（光川副理事長） 

 本日は、個々の五件のプロジェクトについて、内容に沿ってかなり具体的な議論が行われまし

た。これは総論ではなくて、具体的な対象に則した評価として、私どもには大変参考になりまし

た。 

 そういうこともありまして、私も、一つ一つのプロジェクトごとに１～２点、私どもの姿勢な

り、現段階での私の思うところを御挨拶に代えてコメントしたいと思います。 

 まず「植物利用でございます。ご指摘がありましたように、プロジェクト発足したときにはな

かった知見とか研究の方法を、中間時点でどうとり入れて研究計画を直していくかがポイントだ

と思いますので、その点に少し注力することと、後半に向けて実用化を目指してターゲットを絞

るという工夫をしなければと思います。 

 ８年かけたプロジェクト「新規冷媒」けれども、これは事後評価でございます。これは、ＧＷ

Ｐ値の評価手法とか物性評価手法の開発では大変いい成果が出たということで、すでにＩＰＣＣ

のレポートなどに採用されておりますので、引き続き、日本発の一つのものの考え方ということ

で、重要性を訴えていきたい。国際会議などでも訴えていくように、経済省とも努力したいと思

っております。 

 ただ、個々の代替物質につきましては、問題の重大性からみて本当はもっと熱意を持って早く

実用化しなければいけないのにのんびりしているということが実体的に見えますので、少し関係

企業をせっついて、私どもの実用化補助金等に手を挙げていただき、早期に実用化するようにも

っていかなければならないと感じています。もし補助金に手を挙げていただければ優先的に採る

くらいの思いで、これは加速しないといけないかなという印象を受けました。 

 それから、新物質開発に当たっての費用対効果評価ですが、これは大変難しいところがござい

ますので、今後の課題にさせてもらいます。トータルの投入予算からみて、本当にこれだけの成

果でいいのかという部分でございますが、新規の機能性物質を追及する手法開発といった面で、

成果も含めて判断するにしても、これはすぐに答えが出ませんので、私どもももう少し勉強させ
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ていただきます。 

 ３件目、４件目の、「ストーカ炉」と「廃棄物ガス化炉」につきましては、たしかに開発期間

の設定が長すぎたという問題があります。最近では５年程度で目処をつけながら、要素研究から

実用研究ということでフェーズを踏んでやるように改善しています。フェーズ毎に評価をし、途

中で止めるものは止めるように考え方を変えてきておりますが、それの徹底をさらに図ることに

いたしたい。本件は研究プロジェクトにとりかかるときの期間を含めたプランニングを今後ＮＥ

ＤＯとしてどうずべきかというときの悪いサンプルの一例としてこれを勉強させていただきたい

と思います。 

 そのほか、この二件の今後の展開につきましては、実用化段階ということで、これも実用化補

助金とか、基盤研究開発事業等の、産業界の実用化フェーズを支援する制度がございますので、

そういうものに手を挙げていただくことを検討してまいりたい。 

 ５件目の「二酸化炭素回収利用」研究開発は、大変厳しいご指摘を頂戴いたしました。成果の

引き取り手のいない研究開発はどうするのかという指摘も含め、私ども、常々悩んでいるところ

でございます。ここのご議論をきちんとレポートに書いて、今年から経済産業省のほうにこのプ

ロジェクトのマネージメントが移っておりますので、それを経済産業省のほうにお渡しして、し

かるべき対応をご検討いただくことでやってまいりたいと思います。きびしい今日のような情勢

のもと、いわゆる研究のための研究はＮＥＤＯとしてはさけて参りたいと考えている所です。 

 本日は、各プロジェクト毎に事実に基づいたご指摘をいただき、私ども本当に勉強になりまし

た。ありがとうございました。 

（岸委員長） 

 それではこれで閉会させていただきます。どうもありがとうございました。 

 

                （午後12時25分閉会） 


