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第６回技術評価委員会 議事録 

 

日時：平成１４年８月５日（月） 

                      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 稲田委員 大滝委員 小柳委員 瀬田委員 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 

架谷分科会長 伊東分科会長 玉浦分科会長 長浜分科会長 内山分科会長 

大附分科会長 大久保分科会長 

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 

福水企画調整部長 

 

（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７件について審議いたしたいと思います。年間１０億円以上のプロ

ジェクト、それから各分野から一つ、それから分科会で改善の評価が出されたもの、いろいろな

カテゴリーがあるのですが、多分、改善を提唱されたところが少し時間も要するかと思いますの

で、説明の方はできるだけ簡略にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

（１）「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）」（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） 

ありがとうございました。今のような話で、一部変更を含めた、追加を含めた形での評価とい

うことですが、いかがでしょうか。 

（稲田委員） 

素人の質問で恐縮ですが、この微量元素、いろいろあるわけです。カドミウムとか、砒素とか。

ちょっと私聞き漏らしたのですが、なぜ水銀だけが取り上げられたのか。予算上これしかできな

いようなのか、課題の取り上げ方の論理がちょっとおかしい気がします。あるいは水銀が一番問

題なのか、その辺のところはどうなのですか。今のご説明ではよく理解できなかったのですが。 

（架谷分科会長） 

ちょっと説明の仕方が悪かったかもしれませんが、微量元素は非常にたくさんありまして、石

炭も多様な形で。それを利用していきますと、いろいろな形で微量元素そのものが形を変えて出
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ていくと。それを全体をつかんでそれに対する対応を取りたいというのが初期の、もちろんトー

タルの目標でありますが、このプロジェクトの中で微量元素そのものの計測は広くやるのですが、

具体的な除去のプロセスについて何を取り上げるかということについては水銀だけだと。その理

由は今言いましたように、やってみますと測定そのものも大変だということと、具体的な規制の

ニーズがかかってきそうなものがとりあえず水銀なので、水銀についての除去をやりたいと。も

ちろん申し上げましたように、陣容、予算、その他の現実的な縛りもございますので、そういう

ことだということでございまして、評価分科会としてはそれ自体はやむを得ないだろうという結

論に達したと、そういうことでございます。 

（稲田委員） 

本プロジェクトでは水銀しか取り上げられていませんが、水銀はかなり優先順位が高いとして、

水銀以外のものについてもやろうとすると予算が足りない？ これは一言で言うとそういうこと

なのですかね。あるいは水銀が優先順位が他と同様であった場合にほかのものについてはどうす

るのか、水銀のみを取り上げたことについての必然性がちょっとわかりにくい点があります。本

当に必然性が強いのであれば積極的にそれを評価すべきであるし、それでなかったら、こうある

べきだというようなことを書いてもいいのではないかと、素人考えとしてはそう思った訳です。 

（架谷分科会長） 

実は水銀を取り上げたことが、本当にそれで正しかったのかと。水銀が本当に大きな問題なの

かということに関しては、ちょっと今、この段階で評価としても、あるいは国としても云々する

という段階には達していないと思うのです。あやしげなのは水銀だということはわかっていると

いうことですから、そういうことでやむを得ないのではないかという判定でございます。 

（稲田委員） 

私はどちらかというと応援的立場から、つまりそういう微量元素や石炭などいろいろ環境問題

とは重要であるので、これらにはもっと金をかけていく必要があるのではないか。そういった意

味合いで強調すべき点はそうした方が、ただ漫然とやってしまうと、ただの評価になってしまう

恐れがあるため、そういうことを見据えてやっていただければいいのではないかと思ったので一

言申し上げました。 

（冨田委員） 

今と全く同じところにいくのですけれども、資料２－２３によりますと、濃度ととして水銀と

いうのは決して高くはなくて、むしろカドミとかクロムとか、こういったものの方が濃度が高く

て、しかもその部分が本研究開発対象元素から外れてはいないわけですね。むしろ水銀の方が抜

けているということは、これは本開発研究対象元素ではない水銀が重要だということに書かれる

ことになるのだとすると、ちょっと今のところのお話がよくわからなくなるのですけれども、ど

ういうふうに考えたらよろしいですか。 

（架谷分科会長） 

そういう読み方をされると確かにそのように読めないこともないのですが、まず第一弾として

は、微量元素の迅速測定というところがあるわけです。迅速測定が主な目的であって、それをベ

ースにして除去技術の開発ということがその先の問題としてあるわけです。それが同時に起こっ

てきていまして、最初に何を取り上げるべきかと。究極的には非常にハザードな物質全体をきち

っと取り上げていくという将来的な問題があるわけでございますけれども、そういうことで量が

多いとか少ないとかを前提にして議論したわけではありません。それと水銀の規制というものが

世界的に起こってくるという、そういう可能性を見ているということでございます。 

（小柳委員） 
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技術的な点からちょっと質問したいのですけれども、提案書の中にはプラズマ化して分析して

いくわけですけれども、プラズマ化の方法として誘導結合型とマイクロ波と、こういうふうにう

たっているのですけれども、実際やられたのはマイクロ波だけみたいなのですけれども、その辺

がどういうふうにして最終的に方法を選択したのか。 

それから先ほどからあります対象とした元素が水銀だけであると。その辺との絡みをちょっと

ご説明いただければと思うのですが。 

（架谷分科会長） 

なかなか誤解が解けなくて困っておりますけれども。申し上げますけれども、分析の方法とし

てマイクロ波であって、除去は具体的には実機の中で水銀を除去していく。そのためにはもちろ

ん水銀の計測からすべて始まって、除去方法、これも具体的には吸着法だとかを使ってやってい

るわけでございますけれども、一応それは切り離していただけないでしょうか。なぜ水銀を選ん

だのかということに関して、非常に決定的な説明は、必ずしも今できないかもしれませんけれど

も、具体的に言えば、何かを例に挙げて、１種、みんなやるわけにはいきませんので、予算の関

係等々あって。そんなことがあって、一番アメリカなどで規制がかかってくるかもしれない水銀

を取り上げたとことで、除去と測定ということがテーマです。 

（小柳委員） 

私の質問は、まず測定の方で二通りの方法を提案されているのですけれども、誘導結合型と、

それからもう一つはマイクロ波を使ったやつ。その２つを提案されていて、実際にやられている

のはマイクロ波みたいな感じになっているのですけれども。 

（架谷分科会長） 

それはマイクロ波で十分であったということだと思います。２つやって、マイクロ波で十分だ

と、すべてに対応できるという結論だと思います。 

（小柳委員） 

プラズマの効率化からいいますと、多分ＩＣＰの方がずっといいと思うのですけれども、です

から先ほどの幅広くいろいろな元素を分析するという観点からしますと、そちらの方がいいのか

なと。もちろんコスト的な問題等あるのですけれども。それで最後に水銀に絞られたというとこ

ろの関係をちょっと質問したのですけれども。 

（架谷分科会長） 

ちょっとまだ質問の趣旨が理解できないでいます。 

（三浦委員） 

若干間違っているかもしれませんけれども、なぜ水銀を選ばれたかということですが、この資

料の３－１２ページを見ていただきますと、水銀は非常に揮発性が高いのです。それでガス成分

が中に残ってくるので、欧米でもまず水銀をやろうということでやっておられます。多分それが

水銀を選ばれた理由だというふうに思っております。 

（小柳委員） 

私がお聞きしているのは、水銀を選ばれたのもそうなのですけれども、分析方法として、要す

るに質量分析のやり方として、プラズマ化してそれをマス分析するわけですけれども、プラズマ

化するときの効率としてＩＣＰの方がいいのではないかと、マイクロ波より。その辺をちょっと

お聞きしたかったのです。 

（架谷分科会長） 

ＩＣＰとＭＩＰと両方やっていると思うのですけれども、ＩＣＰも使っているわけです、もち

ろん。ただこれ抽出してくる石炭の固体の部分から微量元素を引きずり出してくる、そしてそれ
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をきちっとあるところにため込んでいくというところにマイクロ波を使ったということです。 

（三浦委員） 

水銀は多分そういう理由で選ばれたと思うのですが、資料３－２－１の８ページを拝見します

と、評点の研究開発成果というのが異常に低いですね。この理由がもう一つよくわからないので

すが、さっきから話が出ていますが、予算のこういう関係で……。 

（架谷分科会長） 

いや、そういうことではなくて、一つは石炭種が非常に限られたものしかやっていないわけで

す。それからやはり分析ですから、検証が非常に大事だと思うのです。その検証が今提案された

方法ではもちろん出されているわけですし、その間のばらつきもやっているわけですが、今後の

問題としてこれがきちっとある精度が上がって出てくるという検証をしてほしいということです。

だから石炭種が限られているもので、この方法だけで具体的なばらつきを調べて、それでは不十

分だろうというのが現在の状況であって、この先まだ時間がございますので、ぜひいろいろな検

証をしていただきたいと。また他の方法との比較であるとか、あるいは違った人でやったときに

どういう結果が出るか。そういうことをお願いしていると。そういう意味でちょっと評価が低か

ったのではないかと思っておりますけれども。 

（曽我委員） 

２－８の研究体制がございますね。今の話を聞いていますと、研究体制がまずかったのではな

いかと。つまり架谷先生の評価の方はともかくとしまして、進め方というのに非常に大きな問題

があって、検討委員会とか、調査委員会とかがうまく働いてなかったのではないかという、その

辺についてはどういう具合にお考えになったのでしょうか。書いていないのですけれども。 

（架谷分科会長） 

やはり当初、そういうきらいがあったと思うのです。これはちょっと口幅ったいけれど、我が

国のこういうタイプのプロジェクト研究全般に言えることですけれども。誰がリーダーで、どう

いう分担課題があって、それぞれの目標がいつどこまでどういうふうになっているのだというよ

うなことが必ずしも十分ではなかったと。ただ現在はそれは十分認識をされておられまして、マ

ネジメントのあり方も適正に推移していると、そんなふうに思っておりますけれども。 

（岸委員長） 

ありがとうございました。まだこれは中間評価だけですから、事務局の方で今の議論を通して、

なぜ水銀なのかということ、それから検索の方法としてこれを特化すること、それから要するに

事前評価、推進委員会の活動が非常に脆弱なうちに始まってしまったというような、いい文章を

つくって、それを検討させていただいて載せておくということではないでしょうか。 

本当に評価はよくなったのですけれども、確かに今先生の言うように一番大切なのは、最初出

だしが悪ければどうしようもないのです。そのご指摘が何となしに今いろいろなところで見える

ような気がしますので、そこは特に明示していただいて、中間評価としてはやめてしまえという

ことではないようなので、進めさせていただいてよろしいでしょうか。 

（架谷分科会長） 

極めて重要な課題であるという認識はあります。 

（岸委員長） 

ありがとうございました。また最後に思い出したことがあったら言っていただきたいのですが、

それでは次の案件をお願いいたします。 

 

（２）「溶融炭酸塩形燃料電池発電技術開発」（資料３－２－２） 
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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） 

この結論に関していかがでしょうか。 

（瀬田委員） 

この研究については、非常にレベルが高くて世界的にも最高レベルになるというご評価なので

すけれども、同じようなことをいつも申し上げて申しわけないのですが、特許が１件というのは、

３７億のお金をかけて得た特許が１件とういのはどうも許せません。相当中身のしっかりした特

許なのでしょう。それにしても、民間企業で事業化推進していく場合のドライビングフォースに

本当になるような中味で、強力な特許なのかどうか。その辺の評価はどうされたのでしょうか。 

（伊東分科会長） 

前期までのプロジェクト、一期、二期にわたりまして、広報活動、特許取得等は割と活発に行

われております。今期は、開始後２年以上たっているわけですけれど、ある意味ではこの分野の

技術が非常に成熟してきているということと、今までの２年少しの期間の結果やこれからの成果

に基づいて、また特許が取得されていくと思われるということで評価をしてきております。 

（瀬田委員） 

ここに新聞発表をもっとやるべきであるということも書いてございます。またたしか口頭で特

許についても付言されたのですが、やはり新聞発表と特許というのは全く違うと思うのです。新

聞発表してしまうと、もうそこから先は特許は絶対その内容については取れません。したがって、

これを新聞発表と学会発表、そして特許出願はそれぞれ峻別して、特許を取ってから新聞発表す

るといったようなことをしないと、国家資金を使って得たせっかくの技術が、国家資産という形

で蓄積されていかないという感じがするのです。ですからここの点は相当はっきりとご指摘にな

った方がいいのではないかと思います。 

（伊東分科会長） 

おっしゃるとおり、やはり技術評価委員会、分科会としましては、特許を、特に基本特許をし

っかりと押さえていただいて、国益を守って将来につなげてほしいと、そういう気持ちでござい

ます。 

（平澤委員） 

私、今の結論としては分科会の結論を尊重したいと思いますけれども、燃料電池のタイプはご

承知のように大きく分けると三通りある中で、溶融塩というのが実用的になるかどうかは、当初

からかなり疑問視されていたものが２０年以上ずっと続いて、辛らつな言い方をすれば、ほかで

は余りやらないから確かに世界一かもしれないけれども、実際に使い物になるものかどうかとい

う点に関して言えば、分科会でもお話があったように、コストの面でやはり非常に難しい面があ

るのではないかなと思うわけです。 

今期で打ち切るべしというのは妥当だというふうに思うのですが、むしろこういう余り有望で

ない、他と比較したときに有望でない技術というのが延々と続くことを、どの段階でどういうふ

うにチェックすればもう少し有望なものに資源を集中していく体制が取れるのかを、改めて議論

した方がいいのかなと思うのですが、これは一つの事例として、関係者は随分その限りにおいて

は頑張られたと思うのですけれども、もともと利のない領域で頑張っても、やはりだめなわけで

すから、そういう技術の筋の見通し方について、我々もちょっと勉強していかないといけないの

ではないかなというふうに思います。 

（伊東分科会長） 
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実施者から見れば４５万円というキロワット当たり目標コストの２倍ぐらいのところまで近づ

いてきているということで、一生懸命まだ頑張っておられますので、我々としてはやはりしっか

りとやっていただきたいという思いです。これは絶対だめであるという形まで結論づけてはござ

いませんので、その点だけは、実施者の気持ちをお酌みいただきたいと思います。 

（平澤委員） 

それはよくわかるのですけれども、要するに溶融塩というものの操作性において、燃料電池は

一度火を落としてしまうとまた立ち上げるときのいろいろな問題があるとか、あるいは溶融塩の

腐食性の問題であるとか、さまざまな実際実用的な資材としてそれを使いこなすときに、他のタ

イプに比べればやはりはるかに難しい面があるということを技術として昔から疑問に思っていた

わけです。私も燃料電池を多少やったことがあるのですけれども。ですから、それを３つのタイ

プ全部を国が総花的にやっていくことが本当によかったのかなという思いがあるという、そうい

う意味です。 

（西村委員） 

期間が２０００年から２００４年というのは年度で、２００５年３月終了なのですか。それで

１２７億円を使う予定で、現在３８億円までこの年度内で使うということで、今ご提案になって

いるのは、この１２７億円を全部使い終わって２００５年３月にやめて、その先をやるなという

ご提案なのですか。 

（伊東分科会長） 

そうではございませんで、平成１３年度の末におきまして全面的な見直しがなされておりまし

て、予算額が８５億円程度に減額されております。そういう状況下において、あと残りの期間で

高性能の基本的なモジュールをやはりしっかりと研究を続けていただいて、そしてその後は国プ

ロではなくて民間ベースでやってほしいという提案でございます。 

（西村委員） 

平澤先生のおっしゃられるようなことだとすれば、もっと早くやめるという提案はあり得ない

のでしょうか。 

（伊東分科会） 

そういうことは分科会の意見ではございませんでした。 

（谷委員） 

ただいまのご意見と似ているのですけれども、現在実用化機運が少ない原因の追求と、それに

こたえる課題というものについて、このプロジェクトが終わるまでにもう少し具体的に、真剣に

議論して、それを報告するということをぜひお願いしたいと思います。以上です。 

（岸委員長） 

それでは今の最終意見も含めて。つくったときにまたこの課題も問題になってきますので。各

分野があると無理してそこに何かプロジェクトをつけるという風潮がありますよね、日本の行政

のあり方で。ですからその各原課でベストなものは出ているのだろうけれど、それは研究として

は決してベストにはなり得ていないのだというのが現状ではないかと思うのですけれども、これ

は何も経済産業省だけではなくて、文部科学省においても非常に感ずるところなのです。それを

重点化するというのは技術会議が頑張ってはいるのですけれども。その少し前の時期につくった

テーマで、やはり１番目、２番目ともに採択、事前評価が非常に大きな課題であるというご指摘

を明記しつつの評価かなという気がいたします。 

また今の固有のことには、今の質疑をまとめていただいたところを最終的に評価するというこ

とでいかがでしょうか。なかなかこれは毎回そうなのですけれども、評価のあり方というか、評
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価以前の話にどんどん戻ってきまして。目標があって、それの評価だけするというのは意外に楽

なのですけれども、文部省の学位授与機構、評価機構、決して目的・目標を重んじないで、言っ

たことの何割できたかを評価するという、それだと非常に楽なのですけれども、全くおもしろく

ありません。多分こういうやり方の方で元に戻る方がはるかに……、どうも今日の２つを伺って

いると、少し個人的な見解では無理してプロジェクトを立ち上げているのかなという心配がなき

にしもあらずという。 

そこはまた余りそこを踏み込むと、多分踏み込み過ぎなのだろうというのはわかるのですけれ

ども、一応そういうご指摘があったということで、３番目にいきたいと思います。よろしくお願

いします。 

 

（３）「二酸化炭素地中貯留技術開発」（資料３－２－３） 

事務局から資料３－２－３に基づき、プロジェクトの概要について説明。 

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。これはなかなかポジティブな感じもございますが、どうぞ、何なり

と。 

（西村委員） 

研究開発成果についての評価が随分高いのですが、一方で特許も論文も１本も出ていない特許

や論文になりにくい仕事というふうに考えた方がいいのでしょうか。 

（玉浦分科会長） 

まさにそうだと思います。非常に既存技術がある意味でそのまま併用できる部分が非常に多い

ということがございます点と、もう一つはむしろ計測技術が非常に重要でございます。つまり今

後はどういうふうに注入したＣＯ２がどういうふうに移動するのか、あるいは安定に封じ込めら

れているのかというモニタリングが非常に重要な技術になるものですから、そういった測定技術

は今、このプロジェクトでも随分進んだモニタリング手法が適用されておりまして、むしろ学術

的に評価できるようなレベルのものがいろいろあると。そのあたりが多分、私もちょっと専門外

で申しわけございませんが、土木関係の計測技術としてそういったものが特許が取れるのであれ

ば、むしろそういった方向性などもあるのではないかと感じております。確かに特許がどうなる

かに関しては、詳しい議論も多分、この中では出なかったと思うのですが、まずはそういった安

全性、あるいは環境影響、そういったものをいかに的確にこの技術が社会に対して重要性が得ら

れるかという視点に重点を置いて、どうであろうかという点で評価を重点的にいたしました。 

（稲田委員） 

先ほどノルウェーがどうのとおっしゃったと思うのですが、ノルウェーで行われているのに、

我が国でもする必要があるのか、それとも諸外国でやっている技術は全然使い物にならないから

なのか、ちょっとその辺のところが理解できなかったのですが。 

（玉浦分科会長） 

やはり経済性が成り立つＣＯ２の削減技術といいましょうか、除去技術にしなければいけない

ということでございまして、やはり日本近海に、あるいは日本海近くでこういった技術ができな

ければいけないということで、ノルウェーは北海のああいう場所でございますので、日本はまた

こういった非常に火山国の地形の複雑なところでございますので、日本独自の地質調査、あるい

は場所、あるいは安全性というものを独自にきちっと出さなければいけないという視点でこうい
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うものを。 

（稲田委員） 

つまり状況によって要素技術が変わってくるということですね。 

（玉浦分科会長） 

そういうことでございます。 

（稲田委員） 

わかりました。 

（平澤委員） 

これは完成することを期待したいわけですけれども、コストですが、今の発電コストに対して

どれぐらいアップするように考えられているのですか。 

（玉浦分科会長） 

多分、海洋隔離よりは安くいくだろうと思います。海洋の方が２割、３割と言われております

ので、その程度のレベルかむしろそれよりも低いところでいけるのではないかというふうに見通

しを立てております。 

（岸委員長） 

それではよろしいでしょうか。では今のようなコメントを付した形でお願いします。 

 

（４）「超臨界流体利用環境負荷低減技術開発」（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） 

ありがとうございました。どうぞ何なりと。 

（冨田委員） 

先ほどおっしゃられた、この課題は実用化自体はその目的ではないというふうにおっしゃられ

たと思うのですが、中では時々実用化に向かってかなりうまくいっているというところがあると

ころと。 

それともう一つ、最後に、これは今回、今日は初めてなのですが、Ｄという評定が４のところ

でついているのですけれど、これはどんな観点でつけられていたのかというのがもしわかれば。 

（長浜分科会長） 

ある委員の方がという意味ですね。そこまではちょっと、わかりませんが。ある方が書かれた

ということであって。 

（冨田委員） 

そうですか。どの点で実用化がよくないからゼロと、これ掛け算するとゼロになってしまうの

ですが、それは先ほどおっしゃられた実用化自体がこのプロジェクトの目的ではないのだという

視点で書かれたような感じというふうにとらえればよろしいのでしょうか。 

（長浜分科会長） 

そのＤという評価そのものの意味ですか。これはちょっと逆かなと思いますが、この事業の目

標というのが２ページにありまして、超臨界流体中での未知現象の発見・解明・実用化を支援し

得る共通基盤技術の構築ということになっていまして、実用化そのものがということで私は申し

上げたのですが、このＤという方がどのことに立脚してＤを付けられたのかまではちょっとお答

えできません、わかりませんので。 

（西村委員） 
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このプロジェクトは今後について予算はまだ決まっていないというパターンのものになってい

るのですか。使った分のお金はそのままになっています。この評価の結果によって、来年度以後

の残りの２年間についての金額をどうするか、そういうことになるのでしょうか。 

（井田部長） 

基本計画を立てるときに、５年間でおよそこのくらいというようなものをあらかじめ設定する

場合と、そういうものはやめてくれと大蔵省あたりから言われたときに、可能な限りで確保して

いくというようなやり方をした場合と、この場合は基本計画の中で５年間でどのぐらいというも

のを設定してなかったものだと思います。 

（西村委員） 

この場合どうなるのですか。こういう評価結果が出た後。 

（井田部長） 

５年間でここまでやりますという基本計画がありまして、その基本計画の目標を、先ほど分科

会長からご説明いただいたように、基盤技術をつくりますと。それと同時にこういった有機合成

ですとか、あるいはプロセシングですとか、こういったものについてやりますという、５年間で

やるべきことが決められていて、それに基づいて毎年の予算要求をしていくという。そのときに

例えばサブテーマについて見直しが必要だというようなご評価をいただいたときには、我々の企

画部門では、来年度サブテーマについてもう一回見直した上で予算要求していくという。トータ

ルの予算は決められていないけれども、個々の中身について評価を反映していくという、そうい

うやり方になります。 

（福水企画調整部長） 

本件については、さきほどのような評価を受けて、来年の予算要求でテーマを少し削減しよう

ということで今検討しているところであります。まだ具体的にはどうなるか決まっていませんが、

方向としてはそういうことになります。 

（小柳委員） 

このプロジェクトの目標がはっきりしていないのですけれども、いろいろお話を聞いています

と、最初に超臨界の流体技術を使うというのがあるような気がするのですけれども、目標のとこ

ろに共通基盤技術の構築とあるのですけれども、この辺のイメージがよく見えないのです。何を

されようとしているのか。中では超臨界流体を使ったいろいろな個々の研究はたくさんされてい

る、それはわかるのですけれども、それで具体的にどういう共通基盤技術を構築されようとして

いるのか、その辺をちょっとお聞かせいただければと思います。 

（長浜分科会長） 

いわゆる、新井先生が一番リーダーでやっていらっしゃるわけですけれど、化学工学的なセン

スと言いますか、いろいろなプロセスが世の中にはありますが、それを操作するいろいろな共通

的な操作法とか、そういう技術というものがあって、それを集めて体系化するのが化学工学とい

う学問の目的ですが、だからそれが超臨界流体を使った技術というのが、プロセスというか、い

ろいろな方法があるわけですけれど、例えば反応に使ったり、分離に使ったり、材料をつくるの

に使ったりというところですが、例えば超臨界状態にするとか、超臨界状態の流体を熱交換して

温度を変えるとか、そういうところは全部、ある意味では共通的な基盤になるわけで、実際にや

っているのは例えば材料をつくったり、あるいは何かを分離したり、あるいは何かを新しく合成

したりというようなことがありますが、その中にはいろいろと考えていくと共通的な技術という

のが必ずあるわけでして、それを集めて最終的には目標としては体系化して、将来、例えば超臨

界流体を使ったいろいろなことを考えるときに、それを直接役に立ててプロセスを構築したり操
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作する方法を教えてあげるといいますか、そういうことを目的としているのだと思います。 

（小柳委員） 

そういう基盤の体系をつくられて、その過程で出てくるいろいろな個々の技術に関しまして実

用化を考えていくと、そういうことになるのですか。 

（長浜分科会長） 

それはもちろん、実用化に使う技術という意味で体系化していくということです。 

（大崎委員） 

ご説明にもありましたように、研究開発のマネジメントのところで事業体制要素相互の関係や

それによる事業の進め方についてはよく理解できない点もあるというふうな、これをそのまま進

めてしまうとちょっと問題なので、そこは一体どういう問題なのか、それが本当に直らないのだ

ったらどうするのかということをちょっとやるのが、今回一番のポイントになるのではないかと

思います。 

（長浜分科会長） 

この２ページ、参加法人研究所、共同研究先、再委託先という、たくさんの大学であるとか、

研究所であるとか企業とかの名前が載っております。これらの方がそれぞれ先ほど言った要素技

術なりを分担してやっていらっしゃるということなのですが、先ほど言ったように、例えば第４

班というのは、基礎的な基盤技術ということですので、それは例えば反応を考えるときにも関係

があるし、すべてに関係するというようなこと。あるいは１から３班に入らないようなことをや

るというのが４班のやる事柄になっている。ですからその間の連携をもっと密に取ってやらない

と、これからちゃんとした成果、先ほど言ったような目標が達成できないのではないかと、そう

いうような意味で、その辺のことがわからないというようなことだと思います。 

（岸委員長） 

ありがとうございました。超臨界はいつも夢があるというか、望みがあるという、そうでなか

なか出てこない。そういうふうになってしまっているのです。ですからこれはやはり危険ですね、

共通基盤にターゲットのないところを、通商経済産業省、ＮＥＤОが本当にやっていくのか。こ

れだけやってきたので、逆に言うと、そろそろターゲットを思考していかないと、超臨界がいつ

も共通基盤技術で終わってしまうなという気もしないわけではないですが。この辺の、その他で

コメントは。 

（長浜分科会長） 

一言だけちょっとよろしいですか。特に表題にもあるように、環境負荷低減技術というふうに

名づけているように、主にここではＣＯ２と、特に水の方がウエートが非常に高くて、超臨界水

を使った研究というのは比較的新しくて、まだまだわからないことだらけでして、いわゆる常温

常圧の水とは全く違う流体になるという意味で、ＣＯ２などとはまた全然、研究対象としてもお

もしろいし、アプリケーションとしても非常に有用だろうというふうに思います。 

（岸委員長） 

ただ、実用化を余り目指さないプロジェクトというのは、やはりＮＥＤＯには余りないはずだ

という気がするのですけれど、ここはちょっとそういう意味ではおもしろい位置を占めていると

いうことだけを認識して、よろしいでしょうか、ここは。 

ではどうもありがとうございました。それでは光学的血糖値測定システムをお願いします。 

 

（５）「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」 

（資料３－２－５） 



11 

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） 

ありがとうございました。何かありますか。 

（稲田委員） 

このプロジェクトの点数は、これぐらいの点数しかつかないのは、私も現状の成果から見てや

むを得ないと思います。それは別として、一、二質問したいのですが、ちょっとこれはおかしい

なと思ったのは、光学的血糖値測定、これはセンサで、インスリン注入システムというのはアク

チュエーターですよね。そうするとさっきオープンループ、クローズドループという話がありま

したけれど、センサで測った血糖値に基づき、インスリン注入システムをどのように制御するか、

制御アルゴリズムについての課題が出てくるはずです。これについてはかなり前から研究されて

いて、それなりの成果は出ているのですけれども、このプロジェクトにはそれについての記述が

全然無いのが不思議です。オープンループと書いてあるけれども、それならオープンループであ

って、すぐにもできるわけです。血糖値制御システムの開発という計画があるのに、制御アルゴ

リズムの記述が無いのは、ちょっとこの辺に論理の矛盾があるのではないか、そういうのが一つ。 

（内山分科会長） 

わかりました。これはどちらかというと、まだ要素技術の方に力を入れていまして、そういう

全体のシステムとしてどういうソフトでクローズドループにして制御するかというところまでい

っていないということで、そこについての記述がないとのご指摘。 

（稲田委員） 

もう１点。やはりこれも大事なことですが、もちろん注入システムというのは体内の埋込み型

の注入システムということであって、そこに書いてある体外携帯型などというのは要らないわけ

になりますね。それに関しても一番大事なのは、やはりセンサだと思います。現在のセンサでは

連続して測定すると汚染してしまって長期間安定して図ることができない。だから今回開発され

たものが、どれぐらい測定についての長期安定性があるのか、その辺のセンサとしての細かい評

価というのが何も書いていないのは問題と思います。 

（内山分科会長） 

細かいことはちょっと書いてないのですが、この厚い方の資料にその図が出ていまして、まだ

かなり大型なのです。２－２９ページにそのセンサー部分、光を使ってやるのがあります。下の

方にありますね。まだこの精度とか、それからどのぐらい最小の血糖値まで測れるかという、そ

の辺が今問題になっていまして、長期にまでいくというのは、これから先の問題。 

（稲田委員） 

今、低い方の測定が問題といわれましたが、逆に、どれぐらい血糖の高い方、つまり昏睡を起

こすぐらいの血糖値や、或いはそこまでいかなくても、３００mg/dlらいまで安定して測れるか。

要するにどの範囲まで測れるか、しかもリニアに測れるのか。そのダイナミックレンジが全然わ

からないので、そういったことについても評価していただかないといけないと思います。確かに

光学的測定というのは非常に期待されているし、重要だと思うのですけれども、ここのところの

評価が非常に重要と考えられるので、これらに関する記述がなければ、ちょっと評価としてはわ

かりにくいと思われます。 

（内山分科会長） 

どうもご指摘ありがとうございました。むしろ血糖値が低い方の精度が問題だというのが評価
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委員の方では多かったので、上の方は特に。確かにおっしゃるのはわかります。 

（稲田委員） 

血糖値が低いと低血糖を起こすわけだから、その場合には血糖のみならずグルカゴンの方の制

御についても考えないといけないのではないかと思います。要するに余りインスリンをやり過ぎ

ると低血糖を起こすので、逆にグルカゴンを注入するという制御システムも考えられます。それ

は別に置いておいて、全体的に評価しないと低いところだけというのはちょっと誤解を招く恐れ

があります。 

（冨田委員） 

ちょっと最後のご提言のところをお伺いしたいのですけれど、ちょっと混乱しているのですが、

このプロジェクトは評価のところはＤが非常に多いですよね。これは先ほどのお話ですと、５年

間ではとても体内埋込みはできないから無理だよというふうにおっしゃられたと思うのですが、

そうだとしますと、このご提言のところで、もっと大きく、この要素技術をやるべきだという具

合に読めばよろしいわけですか、ここは。つまり埋込み型というのはもうやめなさいと。むしろ

それよりはきちっと要素技術を固めなさいという方向に向けるべきだというのと。それと５年で

は無理だからもっと長くしなさいということになるわけですか。 

（内山分科会長） 

まずは要素技術です。それからあとは臨床医の方から多く出ていた意見は、とにかくポータブ

ルでもいいからシステムとしてまとめてほしいということなのです。ということですから、もし

これを変更するとすれば、埋込みというのを取りまして、可搬型とか、私個人的な意見ですけれ

ど、そういう形にしてということです。 

（冨田委員） 

そうしますとかなり方向が変わったことになりますよね。これは変えるという方向にしなさい

という指示というか、ご提示になるわけですか。 

（内山分科会長） 

変えたらどうかということですか。そうですね。とにかく臨床サイドからすれば、使えるもの

でないと困るわけです。それが８年先、１０年先にいって使えないようでは困るので、とにかく

方向としては確かに体内から外へいきますから大きな変換かもしれませんけれど、ただシステム

としてどこが違うかというと、埋込みにする場合には材料の問題とか、そういうものがあるので、

まず第一は要素技術、それからその次はシステムという、そういう進め方をしていく。 

（曽我委員） 

平成１３年度と１４年度で予算額が物すごく減っていますよね。その結果重点化するか、ある

いはその他の会社、あるいはそこが開発費を持つからこの程度でいいと言うのか、その辺が今後

の研究の方法が、今出ていないというような気がするのですが、このくらいで本当に再委託先で

研究ができるのでしょうか。 

（内山分科会長） 

予算はちょっと私もよくわからないのですが。 

（井田部長） 

今ご指摘の１３年度から１４年度について、実施予算が大きく節約したのは、これは実施部門

が臨床のお医者さん方から聞いたときに、体内埋込み型ということについて疑問が呈されたとい

うことがありまして、とりあえず予算を絞り、この中間評価結果を踏まえて、もう一度根っこか

ら検討したいということで、推進部門から言われています。非常にかなり抜本的なところからご

提言いただいていますので、最初のコンセプトからしてもう一度見直しというか、検討してもら
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うように私どもから企画の方に言っております。 

（オブザーバー（実施者）） 

実施しています健康福祉技術開発室の高安です。今ご指摘ありましたように最後の２ページに、

平成１２年から立ち上がりまして、平成１４年度には予算を絞りました。国の仕事は１年前に予

算要求します。平成１３年度に平成１４年度予算要求をするときに、問題意識を持ちました。そ

れの一つは今議論がありました光学的血糖値を入力にして、その情報をもとにして体内に埋め込

んでポンプを動かすと、システムが臨床的に、本当に患者さんのためになる技術なのかというこ

とと。それから平成１４年度予算要求をする際に、入力系の光学的血糖値のデータがほとんどな

かったということ。つまり入力系もないのに出力系のポンプをつくっていいものかと。そういう

めどもないのに１４年度予算要求できないということで、１４年度はとにかく再検討とし、健康

福祉技術室内の委員会が、この中間評価委員会の評価結論をもって判断すると。その判断の中に

はプロジェクトを中止するというのも含めてするということです。 

それで、こういう問題を持ったときに、実施企業側の中に開発推進委員会というものがあるの

ですけれども、そこには技術系と臨床系の委員が開発に助言していますが、その開発委員会の中

でもいろいろ意見が割れていたと。基本的に言うと、技術系の先生と臨床の先生で全く意見が違

っているということで、相当我々危機感を持っていました。そういう意味で、内山先生の分科会

でもＮＥＤＯ側の問題意識はこうですというのを提起して、その問題意識も含めて評価してくだ

さいと。ＮＥＤＯの判断が間違っているのだったら我々が直しますからと。ＮＥＤＯがこういう

問題意識を持ち、危惧を持ち、中止も含めて考えるという判断が間違っているのだったら、それ

を評価してくださいという形でお願いしたわけです。 

（稲田委員） 

やはり先ほどの事前評価ではないけれども、こういうことを書かないとなかなか当たりにくい

だろうと、はっきり言うとそうですね。というのは、今既に光学的なセンサでなかったら、身体

の外側にある大きなシステムが開発されていて、保険の対象になっているわけです。もし体内埋

込型と書かなかったら、これぐらいのものでしかないではないかというわけで、助成金が得られ

にくいため、ある程度の目標のものに、最終的にそういうふうにすべきであるということで事前

評価でされたわけで、確かにこの目標は重要です。ただ５年間でできるかどうかが問題で、優先

順位をつければ、やはり光学的な血糖測定センサをつくるということが、大きいと思われるので、

そう考えると、目標にある程度は近づきつつある。点数としてはまだ厳しい点しかつけられませ

んが。あえて擁護すると、そういうこともあると思うので、結論的には論議されたプロジェクト

と同じではないかなということで、このプロジェクトだけが叩かれることはないと思います。 

（平澤委員） 

私は、例えばこの厚い方の本の２－２９ページの原理的な装置図を見ていても、例えばハロゲ

ンランプを可搬するなどというのは大変重いものになってしまうわけだし、こういうことから含

めて、開発し直すとすれば、やはりプロジェクトとしては別のものになるのではないかなという

気はします。ですから、こういう題で立てたプロジェクトが今の段階でとても臨床の方から考え

て実用になるとは思えないというのだったならば、それはやはりやめるべきだろうと思うのです。

やめた後、今分科会長がご指摘のように、要素技術としておもしろいものがあるならば、それは

別のプロジェクトとして新たに申請され、それを推進していく、そのようなものとして推進して

いくということの方が、やはりわかりやすいだろうというふうに思うのです。ですから、ぜひこ

こはやはり問題をもうちょっと明確にして、あやふやなまま続けるということはしないというこ

との方が重要かなというふうに思います。 
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（稲田委員） 

そういう考え方が妥当かもしれませんが、ただ私は、これをほかにすぐ移転するという考えで

はなくて、これはほかにも使えるかもしれない。人工膵臓、あるいは人工膵島と言われているも

のに適用すべきで、いかに非侵襲的にかつ連続的に安定した血糖値を測るかということに焦点を

あてても良いと思っています。世界的に見ても、光学的な血糖値の計測はかなり注目されて競争

しているわけですから、現時点ではまだこの程度であったとしても、これだけに絞ってもやる価

値は十分あると思います。 

ですから、予算的に少し減るかどうかはともかく、これをやめるというのはちょっとまた話は

別ではないかと考えますが。 

（岸委員長） 

これは体内埋込み型と書いてあるのを、その基礎研究と書き直せば先生のおっしゃることも理

解できる。多分平澤委員と方向としては同じことを。 

（平澤委員） 

要するに埋込み型はもう臨床から見て今の段階ではとても実現しないという、そういうことな

わけですから、例えば計測の方だけでも可搬型のものができれば、それは先生がおっしゃるよう

に有用なわけです。ですから、例えばそのようなプロジェクトとして新たに再編するということ

の方がよくて、インスリン云々というようなこととは一応切り離して血糖値測定用とか、あるい

は血液の何かの成分の測定用の可搬型のものを開発するとか、そういうふうにプロジェクトをつ

くり直して、１年、２年開くかもわかりませんけれども、そうやってやった方が、やはり研究者

から見ればわかりやすいことになるだろうと思うのです。ぜひそういうふうにしていただきたい

というふうに思いますけれども。 

（小柳委員） 

先ほどからも出ておりますけれども、タイプが埋込み型というのが一つ重要なキーワードにな

っていると思うのですけれども、これはどうしても今の段階で実用化の可能性が非常に低く出て

きたというのは、また前に戻るのですけれども、初めからその可能性は非常に高かったのではな

いかと。予算を取るためにそういう名前をつけてしまった可能性が見受けられまして、これは多

分、非常に問題があるプロジェクトの起こし方ではなかったかなという気がするのですけれど。 

だからこれが一つの今後の課題になると思うのですけれども。額から見ても、多分体内埋込み

をやりますとちょっとこの予算ではとても難しくて、そういう意味からも多分初めからどの辺を

実際はどうされようとしているかというのも大体見えてくるところもあるのですけれども。 

それで血糖値測定とか、そのシステムをつくるには多分非常に適当な額で当然あると思うので

すが、逆に今度はそういういろいろな血液の中の測定の問題になりますと、必ずしも血糖値だけ

ではなくて、光学的に測る方法というのは、いろいろな方法で検討されておりますものですから、

そうしますともっと広い光学的な方法で血液の分析をするシステムというのは、もうちょっと広

がると思うのです。血糖値だけでももちろんそれなりの価値があるかもわかりませんけれども、

工学的な評価を見てみましても、工学から見ると決して新しい方法でも何でもないと思います。

大体血液の分析はこんな方法でやると思うのですけれども。 

ですからそういうことも含めますと、このプロジェクトの本当の目玉というのがよく見えなく

なってきてしまう、埋込みがなくなってしまいますと。あと私自身は埋込みというのは非常に重

要な技術だと思うのですけれども、ただ日本はなかなかこれが遅れているものですから、このま

まいくと多分欧米に相当差がどんどんついていくと思うのですけれども。 

だからちょっといろいろな意味でこのプロジェクトというのは、相当中途半端な感じがしてい
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るのです。 

（稲田委員） 

今のちょっと誤解があります。人工膵島のようなものでは、血糖値を光学的方法で計測する必

要がありますが、その他いろいろな人工臓器、例えば人工心臓はそういうものの計測は基本的に

は要らない。それから人工腎臓についても、本当はリアルタイムで血液中の成分を連続的に測ら

なければいけないのですけれども、現状のシステムではその必要性は無い。今、人工臓器に関す

るいろいろな技術を考えると、仮に外にあろうが中にあろうが、血糖値がそういう意味で、もち

ろん中に入れた方がいいのですけれども。連続的に、非侵襲的に、しかも長期間安定して測ると

いう技術が最も望まれており、私は非常に大きな課題だと思います。単なる光学的な血液装置と

また違う意味があるので、かなりの価値はあると考えますので、このプロジェクトが重要と思い、

そういうことを申し上げました。ですから私は非常に擁護しますけれど。 

ただし、さっきから問題になっている体内埋込み型ということになると、少なくとも現時点で

は非常に問題があるから、何かかえってそれが足を引っ張っているような感じがしないでもない

なという気がしますので、さっきから皆さんおっしゃっているように、少し形を変えてやられた

方がいいのではないかなと思います。 

（岸委員長） 

わかりました。そうするとなかなか難しい面がありますが、これを見る限りは、表題というの

が一番大事なわけです。体内埋込み型、ここまで書いてあるわけです。ですからやはりある意味

ではこれに望みがない限りは、見通しはありません。ただしこの中でのすばらしい要素技術が本

当にあるとしたらそれを伸ばすと。ただ伸ばし方が、このままの名前で伸ばすのか、一度切った

形で伸ばすのか、それを含めて最終的に少し整理をしまして、私にお任せいただいて、ちゃんと

技術に上げて、最終決断を願うということで。いずれにしましても、体内埋込み型がダイレクト

にこの年数では非常に難しくて、大きく出過ぎているということはよく認識しておかないと。し

かしいい面も出ていますよというところで、よろしいでしょうか。 

（オブザーバー（実施者）） 

確かに光で連続的にやるというのは重要なことなのですが、治療機械ではないと。それだけで

は使用できないわけです。我々の最大の目的は、その使用によってフィードバックをかけて、血

糖値をいかに正常に持っていくか。治療機械を開発したいというのが目的なので、ぜひその点を

お考えいただきたいと。 

（岸委員長） 

連続して、治癒という、スマートマテリアル的発想なんですね、これ。 

（オブザーバー（実施者）） 

今までどおり要するに注射していれば、血糖値の安定に関しては変わらないわけです。 

（岸委員長） 

測ってすぐそれをフィードバックして修復するという、治療に供するというところを。 

（稲田委員） 

私がもし開発するとしたら、この２年間、まず光で測るようにして、現在、体外システムでは

大きなものですが、フィードバックをかけて制御するのはあるわけですから、まずそれに使って

みる。それでいい成果が得られたと。すると、今度は注入システムそのものを小型化していくと

いう手順をとります。あるいはもちろん一気に小型のセンサを作って、オープンループ型のもの

に使用しても良いし、あるいはいわゆる最近のバイオ型と一緒につけても良い。このシステムは

我々の研究室で進めているのですけれども。そういうものも含めていろいろなやり方があります。
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しかし、全部一遍に解決はできないので、今やはり一番注目されるのは、このセンサの部分では

ないかと思われます。つまりセールスポイントをはっきりしないと、研究費というのはなかなか

出ないのではないでしょうか。 

（岸委員長） 

わかりました。ちょっと時間も、同じ議論に戻りますので、今のような形でまとめさせていた

だきたいと思います。また実施者との話は評価委員会と個別に伺って。 

しかしながら、今日は実用化のところの点数が極端に悪いですねという印象は非常に強く持っ

ておりますので、これはまた再度議論したいところだと思います。 

では次はシステムオンチップ先端設計技術。 

 

（６）「システムオンチップ先端設計技術の研究開発（情報化）」（資料３－２－６） 

事務局から資料３－２－６に基づき、プロジェクトの概要について説明。 

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。 

（西村委員） 

趣旨はわかります。けれども実用化、事業化の見通しが低いですね。それはこの結果が優れて

いる優れていないという問題とは違うところにありますよね。大附先生よくご存じのことだと思

うのですが、現実問題として設計ツールは、圧倒的に海外の比率が高い。一方半導体にこれから

積極的に設備投資をしようとしているのは、海外が恐らく９割、日本が１割あるかないか。そう

いう現状の中で、台湾やアメリカの会社がこういうものを使うようになる可能性というのは、見

通しとして持ちにくい。同時に、そうならなければ日本の各社も多分使わなくなってしまう。こ

の辺は評価の問題よりは、この種のプロジェクトそのものの原理的な難しさの問題にぶつかって

しまうと思うのです。例えばここで開発されたこのＶコアというのを世界のほかの国に使わせる

ためにはどういうことをしたらいいのか、そういったことは、プロジェクトの中にしろ、評価に

しろ、何か議論がありましたでしょうか。 

（大附分科会長） 

今分科会の議論で結構時間をかけて議論した内容を、今西村先生が要約してくださったような

ところで、確かにご指摘のように、いろいろ日本の半導体業界の中での格差がどう統一していく

かという問題もあるし、また欧米の動き、それから追っかけてきたのか抜かれたのかわかりませ

んけれど、台湾、中国、韓国の動きとか、その辺を総合していろいろ難しいわけで。それで資料

にはシナリオが３種類程度提示されていると思いますけれども、中身は詳しく覚えていないけれ

ど、それはそれなりに理解できるのですけれども、やはり難しいという議論はあったけれども、

ただやはりこれに期待するほかないというのが結論なのです。いろいろああしたらいいのではな

いか、こうしたらいいのではないかという提言はいろいろありました。ただ、そこまでは手がつ

けられないという話も実施者さんからは出ております。 

それからＩＰとバーチャルコアの違いというのは、私もよくわからないのですけれども、ＩＰ

という範囲内では、機能とパフォーマンスですか、性能まで具体化されている。バーチャルコア

というのは機能だけなのです。その範囲内でインターフェースを取ろうということです。それで

目的に応じて具体的な装置を設計するときに、それではどのぐらいのパフォーマンス持たせるか

と、コストがどうなるかとか、そういうことを後から考えるということで、設計コストを削減し
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ようということです。 

（小柳委員） 

今の名前の件もあれなのですが、半導体の世界というのは最近めったやたらと名前だけ何か新

しく変わっている感じがするような印象が非常に多くて、システムオンチップもまさに大附先生

おっしゃられましたように、ＬＳＡがただ変わっただけだと。バーチャルコアはどういうものか、

今ちょっとあれがありましたけれど、基本的には多分、大きな概念としてはＩＰであると、そう

いうことではないかと思うのですけれども。ただ、今日本の半導体、西村さんも話されましたよ

うに、非常に危機的な状態にありまして、特に設計の危機状態というのは今からではなくて、も

うずっと前からなのですけれども、今半導体は設計も含めて、ハードも含めて非常に危機的な状

態にあって、今、それをどうするかということになっているのですけれど。この設計の方はそう

いう意味で、こういうプロジェクトが動くということは、基盤のレベルを上げるというのは非常

に効果があると思うのですけれども、それがそのまま実用化につながるかどうかというのは非常

に難しくて、そこは多分、ここのプロジェクトだけではなくて、戦略的にいろいろなことを考え

ていかなければだめだと思います。 

そういう意味で、この成果を実用化する場合に、２つのやり方があると思うのですけれども、

一つは世界標準みたいな格好でもって、例えば標準化でどんどん持っていくという方向をねらう

のか。それからもう一つは、ドメスティックですね。ある会社の中でだけ抱えて、それをほとん

ど出さないような格好の、例えばインテルがペンティアムを設計しているのと同じような、要す

るに内部での専用の、整備するとして開発するのか。その二通りのやり方があると思うのですけ

れども。ただどちらにしろ、なかなか日本でやるのが厳しくて、標準化というのはどうしても、

日本から世界に出て行って標準化されたというのはなかなかないのです。 

それからあと、今度はどこかの会社にそのままこの技術を入れて、そこでどんどん大きくして

もらうというやり方もあるのですけれども、その場合には今度設計をして、その設計したものが

売れる、要するにブランド製品として世界に売れるものを日本は今何も持っていないのです。で

すからどっちへ行っても大変厳しい状況にあるのではないかと思うのですが、実用化を考えた場

合。その辺は先ほどの議論を含めてどういうふうに扱われるのでしょうか。 

（大附分科会長） 

分科会の議論では、どちらかと言えばアプローチとしては小柳先生が今おっしゃったことの前

者に近かったと思います。ただ並行して今度各社でというのもあると思うのですが、ただこのプ

ロジェクトの特徴として、実用化、事業化というのがどういうことを意味するのかということが

ちょっと変わっていると思うのです。というのは、これは実施者がＳＴＡＲＣです、委託先が。

ＳＴＡＲＣというのは要するに日本の半導体の中心メーカー１２社ですか。それ全体を支えると

いうことで、日本の半導体業界全体が欧米あるいはアジアとどう勝負していくかという問題、そ

の下支えに対しての部分。それで今度、それがあって今度各社がどうするのかという問題と、両

面あると思うのです。とにかくこれは大変難しいことだということに関しては、議論がやはり小

柳先生と同じだと思います。 

（西村委員） 

ちょっと１点だけよろしいですか。アナログもやれという指摘がありますね。これはＩＰにし

てもＶコアにしても、デジタルの場合には標準化なり何なり、やりやすいと思うのですけれども、

アナログになった途端にこれが後の方とのつながりを切るというのが非常に難しくなる。ところ

がＳＯＣは確実にアナログを必要とする。そこはどんな議論になっていますでしょうか。 

（大附分科会長） 
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分科会では今と全く同じ議論がありました。ただ、実施者側さんの方は、やはりこの方向性と

いうのはデジタルという前提のもとですので、ちょっとそこまでは範囲に含まれたらこの目標は

達成できないという雰囲気だったと思いますけれども。難しいということです。 

（小柳委員） 

先ほど来言っておられるのですけれども、そういう意味では実用化とか事業化というのは、本

当、個別技術の事業化とかそういう観点でとらえますと、これはどうしてもそこの部分は多分評

価が低くなってしまうと思うのです。ただこれ自身は、先ほど言いましたように日本の非常に重

要な基盤の技術をレベルアップするという意味で非常に重要なあれなものですから、少しそうい

う観点から見ていただくようにしないと、多分実用化とか事業化だけ厳しく見られますと、非常

に厳しいプロジェクトなのかなと思います。 

（大附分科会長） 

ただ、平均としては１．４でしたか。ですからそんなには厳しい評価とは思ってないのですけ

れど、今おっしゃっていた点も含めて考えています。 

（岸委員長） 

ありがとうございました。それでは幾つかの問題点、全体像の中での位置付けとか、一番難し

いのは、国のプロジェクトを一体だれがその後引き取るのかということなしに走る国のプロジェ

クトの難しさというのはあると思いますが、それは標準化の場合もあるし、各社の場合もあるし。

各社だと一社のためにやったとかという非難も出てきますし難しいところがあるのですけれど、

どうもこれなどはまさにそこに入り込んでしまう。どちらかというと日本の半導体のプロジェク

トは今全部それで四苦八苦しているのかなという気もしないわけではありません。しかしながら、

今のご指摘をお聞きするということで、一応今日の幾つかと同じように、ご承認いただいたとい

うことでよろしいでしょうか。 

それでは最後になります。プログラム方式二酸化炭素固定化技術、お願いします。 

 

（７）「プログラム方式二酸化炭素固定化技術開発」（資料３－２－７） 

事務局から資料３－２－７に基づき、プロジェクトの概要について説明。 

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。何なりとご質問ございましたら。 

（稲田委員） 

かなり評価が厳しいのですが、いわゆるマングローブ植林・生態研究開発については、一応あ

る程度の評価が出るということであるならば、例えばこれにのみ絞ってやるとか、そういうよう

なことをおっしゃっているのでしょうか。ちょっとその辺がよくわからなかったのですが。 

（大久保分科会長） 

その記載をしてありますが、救えるのはマングローブぐらいだろうと、とりあえず現状として

は。しかし他のものは、ではもうやめなさいというような評価ではないと。そこまでするつもり

全くありません。 

（稲田委員） 

たいへん点が厳しいので、これを見るともうやめなければいけないと思ってしまいます。ちょ

っとその辺のところについて、評価は評価として、この点はこうしたらいいとか、アドバイスを

書いていただいた方がいいのではないかなと思いますが。 

（大久保分科会長） 
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要するに、４ページに書いてありますように、ＦＳができるかできないのかと、自分たちでち

ゃんと考えろということで……。 

（稲田委員） 

ちょっとこれは否定的な表現が厳しいので、こういう点をやりなさいとか、この辺に問題があ

るとか、もうちょっとこれを続けるならば、この点はこうして、このようにやりなさいというよ

うなことを書いていただいた方がいいのではないでしょうか。 

（大久保分科会長） 

それは例えば７ページに付けてありますように、かなり細かなことが書いてあります。ステッ

プ１～７とこれだけあるよと。これは大丈夫かと、こういう評価を個々に対してやっている。 

（稲田委員） 

その辺はもう少し付け加えていただきたいと思います。これをやめるのかやめないのかという

ことも含めて。 

（大久保分科会長） 

そういうふうに取っていただくと恐縮なのですが、ただ自己責任とそれからもう一つは実用に

向けたスタンスを見極めなさいという、見通しが危ないということをはっきりとさせないと評価

しようがないと……。 

（稲田委員） 

それは非常に重要ですけれど、一方ではそういうようなことも書いてあった方がいいのではな

いかと。 

（大久保分科会長） 

そうですね。事務局と打ち合わせをしてみますが。 

（岸委員長） 

わかりました。ほかいかがですか。 

これはあれですか。何か予算の割に研究期間が多過ぎるなどという気はしないですか。 

（大久保分科会長） 

３年ないし５年で、５年では結構長いでしょうというような評価もうたってありますから、だ

から予算を削減するのが評価委員会の役目とは思っていませんので、基本的にはこれは親委員会

の方でそういうご指摘がどうか、ご検討いただければと思っていますが。 

（平澤委員） 

私はほぼ妥当な判断だろうというふうに伺っていたのですけれども、この種の技術というのは、

使えるか使えないかというのは、まだ余りよくはわからないと。ですから単なる研究をやるとい

うのではなくて、その担当している分野が実際ＣＯ２の削減に有効なのかどうかということを見

極めながら、分散的にいろいろな可能性を追求するという、そういうフェーズがあっても構わな

いだろうというふうに思うのです。ですから、その意味で広くいろいろな分野の方が取り組んで

みるということは、まずはあっていいと。ただし、それはいつまでもだらだらやるのではなくて、

そうすると先ほどのような筋の悪いのが何十年も続いてしまうというような話になってしまうか

ら、ＦＳをちゃんとやって、それで将来の見通しがないものは順次やめ、そしてまた新たなアイ

デアが出てくれば、そちらに資源を移していくというようなマネジメントをおやりになるという。

その限りである程度幅の広いことを手を打っていくというような、そういう段階のものだという

ふうに理解していいのではないかなと、こんなふうに思いますけれども。 

それから１件当たりは金額はそんなに多くないと。分散型でやるという、こういう趣旨ならば、

私は今の段階ではいいのではないかなというふうに思います。 
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（冨田委員） 

科学的な方法はだんだん縮小するというような方向でというふうにおっしゃられたと思います。

それは方向としてはあっていると思うのですが、ここのところの特許が全然ないんですよね、科

学的なところでの成果に。だからこれは……。 

（大久保分科会長） 

１件出しているところです。 

（冨田委員） 

今出しているところですか。できれば何かそういう格好で収めていただかないと。 

それからバイオの方は、私も専門はバイオでありますが、微細藻類を含めていろいろ試してい

るのはいいのですけれども、余りやらない方がいいかもしれないと私自身は思います。 

（大久保分科会長） 

先生はどういう考え……。 

（冨田委員） 

どんなに頑張っても光合成の効率というのは、かなり限度があるというのが今の見えていると

ころではないかなと思いますので、例えば菌種を変えてみたところ、植物種を変えてみたところ

で、どこまで効率が上がるかというのは、ちょっともうルビスコで見えているのではないかと思

うので。 

（岸委員長） 

そういう意味ではフィージビリティスタディ的な要素というのは、これだと文部科学省でやっ

ているような研究ではあるわけですね。そこら辺がちょっとＮＥＤＯの特徴などあるのかなと。 

（平澤委員） 

ですから文科省でやる趣旨とここでやるのとは違っていて、あくまでもこれは実用に耐えるよ

うな技術なのかどうかということをＦＳでちゃんと見ていただくと。私もラン藻を飼ったことも

あるのですけれども、そのラン藻のようなああいうものを使ってやるのだったらば、よほど使い

方を工夫しないと実用にはならないのだろうと思うのです。ですから、同じ材料でも新しいアイ

デアで取り組んでいって、何かの可能性がありそうだというようなものはどんどん試してみてい

いだろうと思うのです。ただし大きな装置を作るとか、そういうような段階になる前に、必ず厳

しいＦＳをやってみて、その可能性をチェックするという、こういうような趣旨ですね。 

（岸委員長） 

ありがとうございました。よろしいでしょうか、そういうことを付した形で評価委員会として

の結論とさせていただきたいと思います。 

それではちょっと時間が来ているので、事務局の方で残りの部分、お願いいたします。 

 

２．そ の 他 

（井田部長） 

まず１４年度の中間評価の報告案件についての取り扱いについてご説明させていただきます。

資料４－１に、今年の中間評価のうち審議案件に当たらない案件、報告案件５件の概要、それか

ら資料４－２－１から４－２－５まで、それぞれその評価の概要がございます。それからお手元

にコンパクトディスクで評価報告書全体についてもございます。これは報告案件ということで、

あと２週間の間にもし委員の皆様から審議するべきだということがなければ、その段階でこの案

件としては了承されたものとして取り扱いをさせていただきたいと思います。お手元にファック

ス用紙が、資料の最後の方にファックス送付票というものがございますので、これで８月１９日
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までに必要な案件がございましたらご連絡いただければと思います。 

それから引き続き、資料６に移らせていただきます。資料６は１５年度分科会の設置の案とい

うことでございます。今１４年度の中間評価が終わりまして、実は今１４年度の事後評価の案件、

それぞれについて分科会を設置して準備しているところでございますけれども、今年の年末ぐら

いからは来年度の中間評価案件、そういったものに取りかかります。したがいまして、分科会の

設置については親委員会にまずはご了解をいただくということですので、とりあえずこういった

ことで準備をさせていただくということをご了解いただきたいと思います。 

以上、とりあえず今年の報告案件の扱いとそれから来年に向けての分科会の準備ということで

ご了承いただきたいということでございます。 

（岸委員長） 

これは１５年度分科会ですから、来年の４月以降にここにかかってくるわけですね。 

（井田部長） 

ここにかかるのは来年の４月以降になります。今年の例で言いますと、中間評価を今回かけて

いるのですけれども、このタイミングでやりますと、実際の概算要求の事前の検討というところ

に間に合わないというようなこともございまして、来年はちょっと早めに、４月以降にはなると

思いますけれども、早めにやりたいということで、分科会の設置だけでご了承いただきたいと思

います。 

（岸委員長） 

中間評価が２７、事後評価を入れて６５ありますね。 

（井田部長） 

さようでございます。今年の例で言いますと、大体半分ぐらいが審議案件ということになりま

して、それとあとは事後評価について言いますと、今年の事後評価、１４年度の事後評価は簡易

評価ということで、期間が短いもの、あるいは額が少額のもの、それについては簡易ということ

でやっておりまして、来年はこの件数を見ますと、場合によっては簡易評価、今年の様子を見ま

してさらに合理的なやり方というものを工夫していきたいなと思います。 

（岸委員長） 

それではよろしいでしょうか。そういうことで進めさせていただきます。 

では次お願いします。 

（井田部長） 

次は前回までに１３年度の中間評価、それから１３年度の事後評価が終わりました。それにつ

きましては、私どもの方から企画調整部に回しまして、関係部室長会議等で審議しましたので、

それにつきましては今日企画調整部長が来ておりますので、説明をしていただきたいと思います。 

（福水部長） 

それでは資料の７－１と７－２を見ていただきたいと思いますが、先ほど審議のときにありま

したけれども、これはやめますとか、いろいろな話をしていましたが、１３年度中間評価、事後

評価をもらったものについては、私ども企画の方と各推進部室の方で評価結果をどう反映してい

くかという議論をして、方向性を出して予算要求に反映していこうという格好にしております。 

資料７－１をとりあえずご覧いただきたいと思うのですが、１３年度中間評価していただきま

したものは２２件ありまして、結果だけ申し上げますと、現行どおり実施する事業は４件、それ

から評価委員会のご指摘に沿って計画を一部変えて実施する事業というのは１８件ということで、

多くのものがどこかをいじってきているというような格好になっております。具体的中身といた

しましてそこに書いてありますが、一部開発項目を中止すると。非常にたくさんあって、４つぐ
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らいあるのだけれども、もう２つは意味ないのではないかとか、いろいろな評価についてはやめ

ましょうと。それからタイミングとしては少し時間がかかり過ぎているのではないかというふう

な、前倒しをしなければいけないというものも行っておりますし、評価、昨年度から始まった段

階で、こういうものをつくったときは、ご存じのように余りちゃんと目標をつくってなかったと

いうようなこともあって、目標を明確化したとか、あるいはユーザーを含めた体制を整備すると

か、そういうようなことをやってきております。 

②にございますように、具体的計画の変更については、これは私どもＮＥＤＯの内部の作業で

ございますが、基本計画というものを変更したものが７件。それから実施方針に反映する事業が

１４件、実施計画書へ反映する事業が１８件というような整理になってございます。 

では具体的に一件一件どうやっているかというのを一例をもってご説明したいと思いますが、

７－２の７ページをご覧いただきたいと思います。身体機能リハビリ支援システムということが

書いてありまして、その横に私ども企画調整部と、それから井田部長の技術評価部と、それから

先ほど高安室長おられましたが、健康福祉室、この三者でこういう紙を作るわけでございます。

それでＮＥＤＯの中の進め方の考え方は、肯定的コメント、評価の中から肯定的コメントを抜き

出したのが７ページであります。それからこの評価委員会でご議論いただいた指摘事項のうち、

こういうところは改善した方がいいのではないかというのを８ページに整理しておりまして、そ

れから９ページの方は否定的コメントを整理していると。それぞれについて、では推進部門とし

てどういう対処方針でやっていくのか、あるいはそれについては実施したのかしなかったのかと

いう、こういう３枚紙の表で大体案件を整理していくというような格好で進めております。例え

ば、８ページの改善を要する事項の左の欄ですが、この事業は３つの大きなテーマでやってきて

おったわけですが、評価委員会の中では３テーマ、技術の難しさとかいろいろな違いがあるので、

もう少し予算の傾斜配分をするなら、内容を整理したらどうかというような評価をいただいてお

りまして、左の方に②、③、④と書いてありますが、これは足を治すものと訓練をするものと、

手を支援するものと、その３つを同時並行的にやろうとしていたわけですが、評価委員会の方で

少し整理して傾斜的にやった方がいいのではないかというふうなご指摘を受けたので、対処方針

の②のところにありますように、まず足の方をちゃんとやっていこうというふうなことで、こち

らの方に予算を傾斜配分して、現在今年度から進めていくことにしておりまして、③の歩行訓練

と④の腕の方については、もうちょっと見た段階で、場合によっては計画を縮小していこうとい

うようなことでＮＥＤＯの中は整理しております。 

そんな格好でこの２２件を進めてきておるというのが実態でございます。 

それで７－１の資料に戻っていただきまして、今後の中間評価につきましては、評価というの

は常にここでも難しい議論がされているわけですが、我々推進部の方からしても、評価時期のタ

イミングというのが非常に大事だというのをつくづく認識していまして、来年度１５年度要求を

今やっている最中で、来週中には決まると思うのですが、そういう意味でできるだけ早く評価委

員会から結論をいただいて、我々もできるだけ早く見ていかないといけないなと。先ほどご説明

したように、次のやつまでどうやってするかとかというのも始めているところであります。 

それからこれはいつも副理事長から怒られているのですが、メリハリのある対処をやれという

ふうにいつも言われておりまして、メリハリのある対処とは何だというと、何かやめろとか、大

胆に見直せとか、そういう話が出るのですが、そういう意味で推進部を置かせていただけるとい

うのを含めて、ぜひ評価委員会の方では厳しい、メリハリのある書き方をしてもらうと私ども非

常にありがたいなと思っていまして、先ほど１件、これはひどいという話があって、ああ書かれ

ると議論しやすくなるのですが、ここが良かったしあそこも良かったけれど、全体は実用化はど
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うのこうのと書かれると、これは延々と我々も議論をしなければいけないようになるものですか

ら、ぜひこの場でしっかりと書いていただけると、我々もメリハリのある対応ができるのではな

いかと。ちょっと他力本願と言われるかもわかりませんが、ぜひよろしくお願いしたいと思いま

す。 

それから、これはむしろ井田部長の方かもわかりませんが、来年も６０件とか７０件とか、ど

んどんふえていきますので、その辺うまくやっていかなければいけないなというふうに思ってい

ます。 

それからこの資料、２枚目を開けていただきますと、先ほどは中間評価でございましたが、事

後評価はではどうやっているかという、同じような取り組みをやっておりまして、事後評価の方

については、次のプロジェクト立案について通産省の方ともよく相談しているということで、例

えば１３年度９件あったわけですが、それにつきましては大きく分けて３つございます。実用化

とか事業化にかかる評価という部分で、この辺が余りできていないのではないかとか、あるいは

場合によっては国と費用をどう分担するのだろうかとか、あるいはプロジェクトが終わったらＮ

ＥＤＯでもっとちゃんと追跡評価もしていかなければいけないのではないかというふうなご指摘

も出ていまして、この辺はその方向で進めていきたいと思っていますし、研究開発成果にかかる

評価というのがありますが、特に１３年度では成果が全然ないではないかとか、海外の特許がな

いとか、他分野への波及効果、こういうふうなことが言われております。私どもも来年度独立行

政法人になって、費用対効果をより明確にするとか、国民に定量的に説明するとか、いろいろな

課題が出てきますので、こういうものはここで言われる前にやりたいなというふうに認識を新た

にしているところであります。 

それから最後は研究開発計画に係る評価ということで、これは１３年度に事後評価していただ

きましたのは、大体それより５年以上前につくったものでして、そういう意味では実用化がどう

なるかというのも、そんなに詰めてはいなかったのではないかという反省があります。そういう

意味で、もう一つここに、９年をやるとか１０年をやるとか、長過ぎるのではないかという意見

もありました。私どもの方は原則５年以内、３年から５年ぐらいで実用化をにらんで、目標もは

っきりさせて、科研費と我々は違うので、ＮＥＤＯとしての実用化を目指して進めていくという

のを我々も肝に銘じながら新しいプロジェクトはつくっていきたいなというふうに思っておりま

す。 

３ページ以降には２２件について大体内容を整理してありますので、ご参考いただければあり

がたいと思います。 

以上です。 

（岸委員長） 

どうもありがとうございます。何か質問ございますか。 

それでは最後の議題で、第５回技術評価委員会の主のコメントについて事務局から説明があり

ます。 

（井田部長） 

では資料８をご覧いただきたいと思います。前回からこのような様式にしていただいたのです

けれども、各分科会の報告書にこの親委員会で出たコメントは、親委員会で出たコメントとして

まとめて印刷する際に加えて印刷する、最終的に製本するというやり方を取っております。資料

８には前回の技術評価委員会で出た主なコメントがまとめてございます。これと同じように、本

日非常に厳しい意見、いろいろな意見を親委員会でもいただいておりますので、その意見を取り

まとめまして、その上で分科会長にもご覧いただいた上、このようにして、きちんと見ていただ
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いた上での最終的な報告書の中に盛り込んでいくという、そういうやり方をしたいと思っており

ますので、よろしくお願いします。 

それから最後に今後のスケジュールというところで、１枚紙がございます。本日をもちまして、

一応１４年度中間評価の審議事項、それから報告事項の報告が終わっております。報告事項のう

ち特に審議するべしという案件が出てこなかった場合という前提でこの下につくっておりますけ

れども、その場合には今年の年末、１２月から来年２月ぐらいにかけまして、１４年度事後評価

の審議というものを予定したいと思っております。したがいまして、年末１２月から２月ぐらい

の間で２回ぐらいということで、また改めて日程調整をさせていただいて、１４年度事後評価の

審議をお願いしたいと思っております。 

以上、今後のスケジュール等でございます。 

（岸委員長） 

ありがとうございました。それでは最後に光川副理事長。 

（光川副理事長） 

もう時間がないので、簡単にお礼だけ申し上げたいと思います。大変ご熱心にご議論をいただ

きましてありがとうございました。おかげさまでＮＥＤＯの初年度の研究評価事業、一応一段落

ということです。これから案件も多くなり、ますます大変になってくることになると思いますが、

私ども考えておるのは２点でございます。一つは、評価疲れにならないように、評価を効率的に

やっていくということで、評価委員の皆様方にはそういうふうにしていただくべく工夫してまい

りたい、先ほどの簡易評価等を含めて、前向きにその点を相談してまいりたいというのが１点。 

もう１点は、評価のための評価にならないようにということ。評価結果が、先ほどご報告した

ように、プロジェクトの実施、改善、改革につながるように生かしていきたいということ。この

点に関してはすでに相当我々意を尽くしておるつもりですので、ぜひその辺はお酌み取りをいた

だきたいと思っています。 

今後もそのように進めてまいりたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。本

日はありがとうございました。 

（岸委員長） 

これで大体半年ぐらい、評価はないと。この成果は福水部長の方が実質生かしていただけるの

かと。ただ、絶対に大事なテーマで成果が挙がっていないからお金を倍増せよというのはまだ見

たことがないのです。軍事研究は必ずあるんです、国プロの。それからＮＥＤＯにもそのうち出

てくるのかななどと期待しておりますので。 

成果が出てなくても大事だから資金を倍にしてもはっぱをかけろとかという、非常に重要な舞

台が国のプロジェクトにはあるはずだという話をこの前聞かされまして、軍事研究はあると。そ

こら辺は気にはなっていることがいろいろあるのですが、どうも今日の話だと課題抽出のところ

でかなり問題があるものが持ち込まれているということもＮＥＤＯの方もよろしくご配慮いただ

きたいと思います。 

（井田部長） 

若干事務局で後ろめたい気もしますが、問題のあった案件を中心にここにはかけるという基準

でやっていますので。 

（岸委員長） 

それで一番気になるのが相変わらずプロジェクトでプロジェクトリーダーの名前も出ていませ

んね。これは今後どうするか、ＮＥＤＯでやはりお考えいただきたいと思います。プロジェクト

を誰がやっているのかさっぱりわからない。ですからぜひプロジェクトリーダーの名前を出すべ
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きかそうでないものかと。他には何かいろいろ出ているのですけれど、ここには実際出ていませ

ん。その辺もご検討いただきたいと思います。 

どうも暑いところありがとうございました。 


