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第７回技術評価委員会 議事録 

 

日 時：平成

於：かんぽヘルスプラ

委員会事務

 

出席者：岸委員長 稲田委員 大滝委員 大西委員 瀬田委員 曽我委

    谷委員 冨田委員 平澤委員 畑村委員 三浦委員 

    黒田分科会長 脇原分科会長 須田分科会長 細矢分科会長 

    竹中経済省技術評価調査課評価企画調査官 滝本経済省技術評

    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

    福水企画調整部長 

 

（午後２時００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件について審議いただきたいと思いま

度事後評価の「高機能材料設計プラットフォームの開発」、これについ

願いします。 

 

（１）「高機能材料設計プラットフォームの開発」（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

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。何か質問、ご意見、コメント、何でも結構

内容でも、今後のあり方とか全体のことでも、どうぞ。 

（畑村委員） 

 畑村です。これ、すごくいいものができ上がった後に、ここのプロジ

たから、次に発展するときにこうでなきゃいけないとか、ああでなきゃ

をつけた途端にだれも使わなくなっちゃうという、そういう怖さという

クトをやるときにいつもついて回ると思うのですが、そういうところは

でしょうか。 

（細矢分科会長） 

 これは、先ほども何度も紹介しましたけど、もう既に外国での評価、

それで、あとは国内の大学よりは私企業、そういうところの人たちにど

と。その場合に、もう完全に国内外フラットに情報を流すのではなくて

ートを置いた流し方、そのためには講習会とか国内のシンポジウム、そ
第8回技術評価委員会 

資料1-1 
１５年２月１０日（月） 

ザ東京 「はくちょう」 

局：ＮＥＤＯ技術評価部 

員 高村委員 

価調査課課長補佐 

価業務課長 

す。第１件目は、１４年

て、まずは事務局からお

 

明。 

ですから、どうぞ意見を。

ェクトで国のお金を使っ

いけないとかという条件

のは、こういうプロジェ

どのように考えているの

そこが高いわけですよ。

んどん使ってもらいたい

、やはり国内の方にウエ

の辺のところのサポート

 



 

 2

というのをやっぱり考えてやった方がいいと、そういう例なんですね。それは一部、もう動いて

おりますけれども。 

（畑村委員） 

 そこら辺がとても大事で、実際にいろいろな意味のこういうソフトをつくっても、最後に使わ

れなくなるのは、それが本当に使われる場所まで届くのに、あと一歩、川が渡れないというか、

何かそんなところがいつも、もやもやしてしまう可能性があるから、そういうところを本当にＮ

ＥＤＯが独立行政法人なのか、そこまで考えてやったときに、多分、次のステップにちゃんとつ

ながる、すごく大事なところなんじゃないかという感じがします。 

（細矢分科会長） 

 それで、これのちょっと他のプロジェクトと違うのは、３ページを見ていただきたいのですけ

れども、実用化、事業化の見通しの中で、参加した企業の材料研究開発現場や大学の教育現場で

活用されると。つまり、こういう構造のポリマーがどういう性質を持つかという、それはどうい

う仕掛けでそれらが出てくるのかということが、このソフトをうまく活用すれば、教育の場に非

常に役に立つ。その辺をあわせれば、このプロジェクトは死なないということが我々の評価です

ね。 

（畑村委員） 

 あと、使ったものを、使ったこと自身をオープンにしなきゃいけないとか、どういう対象のと

ころでどうやったらというデータをとられるのが一番嫌というふうになると思うんですね、私企

業から見たときは。ですから、あるところからちゃんと取得性というのを保障してやらないと、

日本の中で本当には使われないんじゃないかと思うんですけど、こういう何でも公、公と言って

いることとは、ちょうど矛盾するんじゃないかと思うんですけれど、どうなのでしょう。 

（細矢分科会長） 

 これは委員会の中でも議論がありました。ですが、先生のご心配になる前の段階でまず広げて、

それから少しずつケース・バイ・ケースで締めるところは締めるという形ですね。 

（畑村委員） 

 結構です。 

（岸委員長） 

 これは、私も今、最初に申し上げたのです。本当にこれは成功ですよね。受け手がだれなのか

ということ、いつも技術的なプロジェクト、プロジェクトは成功、それで終わるのが一番怖いの

ですね。プロジェクトをまたやるというのもあるし、本当にプロジェクト、ベンチャーなどに、

どの企業を持ってくるのか、そこが最大の課題ですね。 

（畑村委員） 

 ついでになるかもしれませんが、多分、これのプロジェクトのリーダーをやった人に全部あげ

てしまって、あなたの好きにやるのが一番いいというのを早く言ってやったときに、これちゃん

ともう一回化けるのではないかなと、そんな気がするのです。事情は何もわからずに言っていま

すが、大抵、こういうものはリーダーになってやった人が、もうほぼ一生かけてやるぐらい大変

だろうと思うから、みんなあげちゃうというのはできないものでしょうか。 

（井田技術評価部長） 

これはバイ・ドール法によりまして、基本的には受託者側にすべての権限が行きます。それか

ら、これはシミュレーション技術ですので、著作権を取るというような格好にしておりまして、

現在、二つの方法で実用化、その次のステップまで進んでいるという説明を聞いています。一つ

が、シンクタンクが、１個がこれをさらに発展するような格好で商売を始めているということが
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一つ。それからもう一つが、土井先生を中心に、ここに実際に参加した企業の方が一つのコンソ

ーシアムみたいなものをやりまして、その著作権を譲るときに、そこで目を通すというんでしょ

うか、何かそういう仕組みをつくっていると、今、その二つの進め方でやっているということで

す。この分科会では、さらにもうちょっと基礎的な、例えば量子化学的なこととか、さらにつけ

加えるのがあったら独自のプロジェクトでやったらどうかということですけれども、それはまだ

実際に提案が出てきてからじゃないかなということで、ただ、そういうふうに実施の方向もかな

り明確に分科会で話がされていたものです。 

（畑村委員） 

 こういうものの著作権の扱いというのがとても揺れ動いていて、それであっちの、例えばＮＥ

ＤＯならこう言っているけれど、ＪＳＴだとこう言っているとか、あっちだとこう言っていると

かというので揺れ動きながら最後に固まらないでいると、みんなだれも使えなくなってしまうと

いうことが起こるから、なるべくならＮＥＤＯはこう行きますというので、著作権としてきちん

と認めたらば、それをやった人の一番の親分のところにきちんと帰属しますというのをいつも基

本形にしてやっていきますというようなことを決めると、ものすごくこの成果が生きるのではな

いかなというふうに思います。著作権のところの理解の仕方と実際の扱いが、いろいろなケース

ごとにあいまいなものだから、何かみんなでどこか立ちすくんじゃう部分があるような気がする

のですね。せっかく成功したらもう本当にもったいないから、その親分にあげちゃうというのが

一番いいんじゃないかなと、そんなふうに思います。 

（細矢分科会長） 

 私、個人的には非常にプラスに受けとめております。というのは、こういうプロジェクトに直

接関係ないんですけれども、データベースの著作権、特に国の科研費とか、国のお金でつくった

データベース、これは１０年前は税金でつくったんだから、これは国有財産だと。だから、簡単

に外国に流してはいけないと、それが今では、税金でつくったんだから、もうオープンしていい

んだと、そういうふうに変わっているんですね。それが、もうちょっとＮＥＤＯから、文科省か

らずっと広い方にそういうムードが広がっていってほしいというのが私の個人的な意見です。 

（岸委員長） 

 ありがとうございます。ほかは、近い分野の先生は瀬田先生、平澤先生でいらっしゃいます。

何かご意見はございますか。 

（瀬田委員） 

 これはちょっと旭化成に直接関係しておりますので黙っていようと思ったのですが、基本的に

は、これは今、細矢先生がおっしゃいましたように、欧米でも非常に注目をされているものであ

ると理解しています。私が全然関係しないところで、コンピューターサイエンスの、特に高分子

材料のそういうシンポジウムなんかに出ましても、その中に典型的な例として出される、そうい

うたぐいのものだと思うんですね。ですから、技術的には大変すぐれた成果が得られた、それに

関与できたということで大変うれしく思っているわけですが、今後、これをどう使うかというこ

とにつきましては、これこそは本当のプラットフォームであり、基盤技術ということなので、こ

れこそは余りきついことは言わない方がいいんじゃないか。むしろ、この上に何をつくるか。要

するに、基本的な共通基盤をつくって競合はその上でするというのが、このプラットフォームだ

と思いますので、そういうことものをみんなでつくったということに大変意義があるというふう

に私は思っております。 

（細矢分科会長） 

 今、企業の名前が出たのですが、このプロジェクトに関係しているのは、住友化学、三井化学、
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旭化成、宇部興産、ＪＳＲ、東芝、日本ゼオン、それから日本ポリオレフィン、富士通、富士写

真フィルム、三菱化学、それで、日本総研というのがそれを束ねて、あとは戦略機構、そちらの

方も関係しております。 

（瀬田委員） 

いずれにしろ、大事なことは、出来たプラットフォームがどこかできれいに維持され発展され

ることで、その仕組みが必要だと思います。これは、プロジェクト共通の課題で、ＮＥＤＯに限

らないと思います。維持発展の仕組みをつくること、それにはやはりプロジェクトリーダーが中

心とならないと出来ない。会社の研究では必然的にそういう仕組みは用意されるが、プロジェク

トでは必ずしも用意されないことがあると思います。 

（細矢分科会長） 

そして、コンソーシアムをつくってというのになってしまう。でも、どっちにしても一番最後

は、うるさいことを言えば、だれも使わなくなっちゃうということですね。 

（岸委員長） 

 そうですね。何でもいいから使えばという、そっちですね。 

（細矢分科会長） 

 そうやるといいと思います。 

（岸委員長） 

 これについてはＮＥＤＯ側の説明はよろしいですか。ほか、何か。非常にプロジェクトとして

は成功であるということ。ただ、まだ実用化・事業化の見直し、見通しという意味では、まだこ

の中では少し問題があるということでございます。この辺なのですね、問題は。 

ありがとうございました。では、次に進みたいと思います。次は、「複合生物系等生物資源利

用技術開発」ということで、事務局から説明をお願いします。 

 

（２）「複合生物系等生物資源利用技術開発」（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。何なりとご質問等ございましたら、どうぞ。 

（瀬田委員） 

 ５ページのところに、アドバイザリーボードを適切に活用したというところがございますね。

これは非常にマネジメント上、大変重要なところではないかと思うんですが、これを少し、ご説

明いただけませんでしょうか。 

（冨田委員（分科会長）） 

 申しわけございません。時間的にちょっと焦りまして、言い落としてしまいました。研究開発

マネジメントのところでございますが、これは随時、アドバイザリーボードあるいは研究推進委

員会というものを開きまして、その場で発表していただいたものに対して、この委員会からコメ

ント、あるいは要求を出しました。それをプロジェクトリーダーが受けとめて、先ほど申し上げ

たプロジェクトリーダーのところで留保していただく。少しの留保、そんなにたくさんではござ

いませんが、そのお金をつぎ込むとか、そういう形で十二分に、このアドバイザリーボードも活

動しておりましたので、非常にこの予算のめり張りもその点でついたし、かつ運営もうまくいっ

たというふうに評価をいたしました。ただ、やはり先ほど申し上げた応用面、このところでは、
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実用面をねらったＢの項があるわけですが、ここはやはり切るにしても、あるいはまとめるにし

ても多少難しい点がございまして、この点についてはもう少し厳しくというか、めり張りをつけ

た方がよかったのではないかというのが総合評価でございました。 

（岸委員長） 

 内容も含めて、はい、どうぞ。 

（谷委員） 

 今回の報告と、それから前回の先ほどのプロジェクトの報告なんですけれども、この研究成果

の中で波及効果という言葉が出てきますし、その波及効果が非常に大きかったということ、これ

は非常に大きくやはり取り上げてといいますか、評価すべきであって、研究成果の、独立してと

いうわけじゃないですけれども、その波及効果というものについて具体的に述べ、なおかつ、そ

ういう側面での評価といいますか、それも非常に重要じゃないかと思いますので、コメントとし

て述べました。 

 以上です。 

（稲田委員） 

 それなりに成果を上げられているのですが、ただ、ちょっと意地悪な見方をしますと、このテ

ーマは大き過ぎたのではなかろうかと、だから事前評価の側になっちゃうんですけども。それを、

なかなか実用化云々といいますか、悪口を言うと、ここから一つの次の研究課題を見つけ出した

と。それは一つの成果かもしれないけれど、そういう意味で見ると、ちょっと大き過ぎて、もう

少し最初から幾つか分けてやった方が、やってよかったんではないかなという気もするんですけ

れど、その点、いかがでしょうか。 

（冨田委員（分科会長）） 

 まず最初に、谷の方からございました波及的効果、ここのところの説明が先ほどちょっと落ち

ていたと思いますので少し申し上げますと、例えばゲルマイクロドロップ法という方法をつくっ

て、これを皆さんに普及するとか、あるいはモニタリングの方法にいたしましても、蛍光のクエ

ンチング法を使ったＰＣＲという、これを世界で最初の、これから世界中で使ってもらおうとい

うような技術、こういったのはもうさまざまな分野で使えるということで余り具体的な技術を申

し上げなかったのですが、そういった要素がもとになって三つのものが出てきたということであ

ります。 

 さて、今、稲田委員のおっしゃられた、このテーマは複合微生物等という複合微生物、あるい

は微生物というものは何かというと小さい生き物でして、これは物すごい幅の広い範囲でござい

ますので、おっしゃるとおり、意地悪では決してなくて、最初から大風呂敷と言ったらしかられ

るかもしれませんが、大きく広げたテーマであったと。これはおっしゃるとおりでございます。

それは、先ほど一番最初に申し上げましたように、基盤技術の部分を最初の５年間で一体どこが

やれるかというのを定めをつけて、次に行こうというのが多分最初の事前、私、事前評価は関知

しておりませんのでわからないんですけれども、そうであったろうと思われるわけですね、今、

研究は進んできているのと中間評価の結果としては。ですから、その意味においては、確かに大

きな幅広のテーマではあったけれども、この中から、やはり目が出てきたということ。先ほど一

番最初にこれを申し上げたと思うんですけれども、世の中の研究の流れ、成果の流れを見ると、

やっぱりちょっと大き過ぎたねと。この反省も込めて、５年で切っているというのは非常に真っ

当なやり方であったんだというふうに評価したという意味でございます。したがいまして、Ｂの

多少実用化をねらった方というか、むしろ実用化に近いに方を少しねらいかけた方は、かなり苦

しいことになったと。これは委員のおっしゃられるとおりだったというふうに思います。 
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（稲田委員） 

 それが論理的な例ですね。 

（冨田委員（分科会長）） 

はい。 

（大滝委員） 

実は、このプロジェクトを実際に採択する際にも委員として参加しておりまして、悪いとい

う点では複合生物という名前だけでした。最初から実験計画では微生物に限って提案されており

ましたので、採択するときには、それをすべてわかった上で採択しました。勿論、複合生物と言

ったら非常に漠然としているではないかと見えるのですが、実験は最初から微生物を対象に組み

立てられていたので、それは問題ないと思います。 

 それからもう１つ、意見としてなのですが、今回、このプロジェクトはこれで終わりになると

いうことですが、実際に、世界の流れを見てみますと、微生物のゲノムは数ヶ月で解析できるよ

うになり、今では一企業でも２，０００万円程度かければ全ゲノムを解析できるような状況にな

っています。このような中で、今後、メタボリズム、すなわち、代謝物ですが、微生物がどのよ

うなものを生産するかについて研究する際に、ゲノムの情報が非常に有効になりつつあります。

本プロジェクトは、実は、これらの基盤となる研究を実施したわけです。先程、本プロジェクト

から三つの国家プロジェクトが発足するとのお話がありましたが、これだけでも全然足りないの

ではないかと考えます。実際には、メタボロームという二次代謝物の流れをゲノムの言葉で記述

できる状況がきているのです。このような状況下、本プロジェクトを止めてしまうというのは実

を言うと非常にもったいないのです。ここまで日本が先を走っているわけで、本当はこれからこ

そ国家プロジェクトとして続けていかなければならないと私自身は考えます。本当にもったいな

いと言えます。これから、やっとゲノムの言葉で遺伝子から二次代謝物までを一貫して説明でき

る時代に入ったのです。デュポンやダウなども、この重要性に気づき、どんどん研究を始めてい

ます。そして酵素や微生物を使った物質生産にそれらを使い始めているのです。日本がここで気

を緩めたら恐らく日本は海外に負けてしまうのではないかというのがちょっと気がかりです。で

すから、ただ単に５年で止めるではなくて、その内容を変えるということも含め、この先を続け

ることが日本が世界の先頭を走るためには必須ではないかと私自身は考えています。 

 

（冨田委員（分科会長）） 

 まさにおっしゃるとおりでございまして、大滝委員には、私のまた説明の不足の分を補ってい

ただいてありがとうございました。といいますのは、小さい字で書いてあるのでちょっと飛ばし

てしまったのですけれども、この資料のＢのところに幾つか書かれておりますように、もう一度、

このプロジェクトの位置づけを見直してやった方がいいという、今後の開発の方向に対する提言

をＢのところにたくさんつけてございます。こういったところを、これからまた新たな形でプロ

ジェクト化して進んでいくべきであろうというふうに考えております。したがいまして、Ｂの項

は非常に厳しい評点がついておりますが、これは今後やってもらわなければ困りますと。どうも、

まだ進み方というか、もうちょっとやってもらわなければいけないですねという意味のものが多

いということをご理解いただければ。ありがとうございます。 

どうも説明不足がございましたので、もう少し説明をさせていただくとそういうことになりま

す。特に、１０ページぐらいから始まるところのＢに対する評価の中で、幾つかのところに、こ

れからきちんともう一度立て直しも必要だし、これまでの成果を生かして進んできたということ

が書かれておりますので、ＮＥＤＯ側としても、ぜひその点をお考えいただければと思います。 
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（岸委員長） 

 ありがとうございました。次のテーマへの続き方、それから波及効果の重要性、テーマとして

の設定の大きさですね。そういうことについて、貴重なご意見をいただきました。これは十分考

えさせていただきたいところだと考えております。ありがとうございました。 

一応、ちょっと時間も過ぎましたので、次に移りたいと思います。細胞組織工学、いわゆるテ

ィッシュエンジニアリングの研究開発ということで、それでは事務局、お願いします。 

 

（３）「細胞組織工学（ティッシュエンジニアリング）の研究開発」（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） 

 どうぞ質問、ご意見等ございましたら、非常に特殊なものであるということなのですが。 

（稲田委員） 

 これは確かにおっしゃるように、非常に評価の難しい、よくなされたなと私は敬意を表したい。

つまり、はっきり言えば、こんな１年でやることなんて全然ないんですよね。ただ、私はこれに

ＮＥＤＯさんも含めて、このほかに今、再生医療というのはどっちかというとＥＳ細胞とか、幹

細胞とか、そういうふうなものが主流で、こういった、いわゆるティッシュエンジニアリング的

に、本当に工学的にやるというのは、まだ日本では非常に根が浅いので、こういうことをサポー

トすることは非常に重要なことでありまして、そういう意味では、これに資金を出したのは非常

に私は意義があると思うし、それからこの１年間でこういうこともやると、これは大変なことだ

とよくわかりますので、これは本当のことを言うと問題外という、私に言わせると、今回の評価

の問題外にしてもいいんじゃないかと。それはしかし、決まりだからやらなくてはいかんという

ことであれば、これで十分ではないかなと私は思います。 

（冨田委員） 

 私も非常に似た感じを持っています。私もバイオが専門分野ですので、このティッシュエンジ

ニアリングを１年で成果を出せと、しかも補正予算で出せというのは、これは物すごく難しい仕

事で、よっぽどの蓄積があって、それを出せば出るでしょうけれども、難しいと。だから、これ

はむしろ、これをもとにして何か先が見えたかどうかという評価が非常に大事で、ここから先、

進めようというときに、やはりもう５年なり先のプロジェクトが出かかったというようなことが

あれば、これは非常に高く評価できるという格好になっていればいいのかなという気はしており

ますが。 

（須田分科会長） 

 おっしゃるとおりで、１年間で成果を生むというより、むしろ、ここに１年間１４億というお

金が投下されたことで、一つのコンソーシアムができたことは確かなのですね。それがさっき言

われるプラットフォームというか基盤まで行ったかどうかが、まだそれすらわからないのですけ

れども、少なくともこういう研究を目指す者同士が議論をし合ったということが非常によかった

と思います。ただ、さっきも言いましたようにティッシュエンジニアリングですから、組織工学

の人が中心になってしまったために、細胞側、すなわち医学・生物側の人間が意外と参加できて

いなかったこととか、企業の研究者がまだもう一息、中心的役割を果たせなかったという問題は

あると思います。しかし、一つのコンソーシアムができたということでは評価できると思います。 

（岸委員長） 
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 よろしいでしょうか。コンソーシアムができたというのと同時に、筑波が大阪へ大移転をした

ということなのです。実際には、私のいた融合研のゼミで仲間は大移動でした。箱根の山を逆に

越すというのは大変なことでございますから。そういうプロジェクトです。ご指導をお願いしま

すと。ひとつ頑張ってみて、今後の成果に期待したいと思います。それでは、そういうことでい

ろいろご注意、ご批判を含めて、今のプロジェクトを理解したいと思います。 

 それでは次は、「分散型電池電力貯蔵システム技術開発」ということで、よろしくお願いしま

す。 

 

（４）「分散型電池電力貯蔵システム技術開発」（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、ご質問、ご意見がございましたら。 

（高村委員） 

 この目的としては、どちらかといえば定置型の方がＣＯ２削減の効果は大きいと思いますけれ

ども、定置型だけじゃなくて移動体型まで含められるというのは何か、効果としてはＣＯ２削減

効果は余り大きくないような気がしますけど、いかがでしょうか。 

（脇原分科会長） 

 ＣＯ２削減に関しましても随分、実際に移動体電源からのＣＯ２というのは３０％ぐらいあり

ますので、それ自身はＣＯ２の削減に寄与するとは思うんですが、結局、この電池自身は、タイ

トルとしましてはロードレベリングにというところが前に出ていますが、かなりそういう意味か

らしますと、ここで研究されたものは移動体用の電池も、もうそれ以上ぐらいに力を注がれたと

いうふうに判断しております。 

（高村委員） 

 確かに移動体、３０％ありますけれども、現状の電池より比べてということになると、効果は

そう大きくないんじゃないかなという感じがしたものですから。 

（脇原分科会長） 

 大きくないというのは。 

（高村委員） 

 差の分がそんなに大きいかなと、ちょっと。 

（脇原分科会長） 

 電源の平準化という意味でというご質問ですか。そうですね、それは確かに大きくはないと思

いますが、電池を開発するという点におきますと、その重要度はかなりあるというふうに評価し

ておりますが。 

（稲田委員） 

 ちょっとお聞きしたいんですが、実用化・事業化の見通し、これは６ページに書いてございま

すね。これと点数が１０ページにある実用化・事業化の見通し、この平均値１．８点。これちょ

っと何か表現と少し乖離があるような気がするのですが、これはどういうことなんでしょうか。

この文章を見る限りは、かなり実用化・事業化の見通しがいいように思えるんですよね。ところ

が、ちょっと点数が低いんではないかと。これはもっと点数が上がるべきというのはおかしいけ

ど、それはどういうことなんでしょう。 
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（脇原分科会長） 

 点数の方がちょっと辛いかなという部分があるんですが、結局、評価委員会の中では、やはり

定置型にしろ、移動体型にしろ、大型化というもので即考えたときに、それがそのまま入れると

いうものになっていないという、そのギャップがここに反映されているのではないかなというふ

うに判断しておりますが。 

（稲田委員） 

 これが報告書として妥当かどうかは別にして、もしそうであれば、それらしき、余り厳しくは

書かないけど、そういうことをちょっと書いたために低くなったとか、そういうことを書いてあ

げるのが、要するに、この文章は肯定的なので私はそれでいいと思うんですけれどね。ちょっと

点数は余りほかとの表現と比べるとここだけちょっと低過ぎるので、ここにウエートがかかった

ためにこうなったとか、こういうことをちょっとつけ加えていただいた方がいいのではなかろう

かと。 

（脇原分科会長） 

 確かに、そういう意味で多少の変更をさせていただきますが、しかし、ここで１０年間で得ら

れた成果というのは確実に小型電池の方には技術的なフィードバックがかなり大きいというふう

には判断しております。 

（岸委員長） 

 上の３項目というのは何かアナログ的だけど、実用化というのはできるかできないかのところ

があって、１．８がいいのか、ちょっと難しいところですね、これ点数そのものが。確率なのか、

先生、その辺を申しわけございません。 

（平澤委員） 

 厚い方の報告書を拝見すれば、多分書いてあるんじゃないかなというふうに思うんですけれど

も、定置型のリチウム電池というのが一応、このプロジェクトのターゲットになっているわけで

すけれども、そのリチウム電池としても、今ご議論があったように必ずしも定置型に限らない、

むしろ移動体としての利用がもくろまれているというのが通常の理解ではないかと思うんですけ

れども、そのようにリチウム電池というふうに絞ったにしても、さまざまな利用形態がある中で、

これを選んでやったということの意義がどこにあるのかというのが一つ、考えなければいけない

ことだろうと思うんですが、もう一つは、リチウムに限らず定置型の場合に、電力貯蔵とか平準

化というのをねらったときに、まださまざまな方法論があるわけですけれども、そのことを比べ

てここでやられたことが成果としてどれぐらいに位置づけられるのかというふうなことを並べて

みると、これの意義がわかってくるんじゃないかなというふうに思うんですが、その辺いかがで

しょうか。 

（脇原分科会長） 

 今のご質問、要約すれば、リチウムイオン電池がなぜリチウムイオン電池なのかというご質問

に要約できるかなと思いますが、まず一つは、やはりほかの電池系に比べて非常に重量当たりの

エネルギー密度が大きいということがございます。今、ニッケル水素電池もハイブリッド型で一

部使用されておりますが、やはりリチウムイオンに比べますと約１．５倍ぐらいの差があるとい

うところでして、究極的にはやはりリチウムイオン電池でいくことが非常に重量当たりのエネル

ギー密度という意味で特に特徴が出てくるということが一つ前にあることでございます。それか

ら大体、例えば将来的な電気自動車を考えますと、３００ボルトぐらいでこれは作動させること

になりますので、一つ当たりの電池の電圧が高いということは、積層の数を減らすことができる。

それは、ひいてはいろいろな意味で技術的な問題、それから安全性の問題、こういうところでか
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なり優位に立てるのではないかというところがそういうことに、つまりなぜリチウムイオン電池

がこのプロジェクトで組まれたかという大きな意味でもあると思います。 

（平澤委員） 

 おっしゃることはよくわかるんです。今のような議論というのは、例えば７０年代にサンシャ

インとか、それからムーンライトというのをやり始めたころ、もう既に計算してよくわかってい

たことなわけで、今、私の質問の趣旨は、実用化されようとしている、あるいはされているもの

というのがたくさんあるわけですけれども、そういうものと比べてみて、これの実用化の可能性

はどうなのか。それはコストだとか、安全性とか、さまざまな問題がそれに絡んでくるだろうと

思うんですけれども。そういう実用化という視点で見たときのさまざまなボトルネックがあるわ

けですけれども、そういう要件が、このリチウムイオン電池の定置型というタイプに絞って始め

たということが本当によかったのかという、この辺についての話なんですけど。 

（脇原分科会長） 

 このリチウムイオン電池を定置型だけに絞っているということはなくて、先ほども移動体用と、

それから定置型、この二つを最初から目的にしております。それで今、価格の問題でどういうふ

うになっているかというご質問もあったと思うんですが、実際に大型化というところを考えます

と、私のこれは個人的な見解なんですが、大体２分の１から３分の１まで材料が、そこまで行け

ば確実に実用化のところへ行けるのではないかなというところでございます。 

（曽我委員） 

 平澤先生の続きなんですけれど、先ほどのリチウムイオン電池は当然、日本が優位だったんで

すが、多分、二、三年のうちには韓国に抜かされるんじゃないかというぐらい、向こうから追っ

かけがあるわけですよね。そうしたときに、今のお話ですと、多分、材料系が大変大きな問題で

ある。そうしますと、このプロジェクトの次の方向性については、そういうことを日本全体でや

るのか、あるいは企業がやるのか、どこがやるのかという体制についてご相談されたことはある

のでしょうか。多分、このまま行くと、投資的にいっても僕は韓国に数年のうちに負けるんじゃ

ないかと思っているんですが、その辺はどうでしょうか。 

（脇原分科会長） 

 先生の言われるご質問の中で、要するに、これが次はどういうふうにつながっているかという

ことだと思いますが、一つは、このプロジェクトが終わって今、燃料電池用の補助電源としての

小さなプロジェクトが進んでいますが、実はそんなのは本当にごく、多分これはそういう状況に

置かれたら確実に、日本が進んでいる領域は間違いなく韓国とか、あるいはもう中国も最近そう

なんですが、そういうところに追い抜かれる可能性はあると思いますね。ですから、材料開発も

含めて、電池というのは結局、電解質、それから正極・負極、場合によってはセパレーター、こ

ういうところの問題がそれぞれにございますので、できるだけそういう意味で、まだやるべきこ

とがいっぱいありまして、本格的に力を入れて考えていただければなというふうには思います。 

（三浦委員） 

 私も同じような質問なんですけど、これは実用化の点が低いというのを、いろいろなプロジェ

クトの評価なんかを拝見していますと、基礎研究としてはうまく行ったけど、実用化するときに

非常に難しいといいますか、そういうことのためではないかというふうに想像してしまうんです

ね。それで、この厚い方の報告書を見せていただきますと、要するに実用化までには開発すべき

技術課題も多く、今後の技術開発が大いに期待されると。早急に大型高性能二次電池開発プロジ

ェクトを立ち上げる必要があると書かれているんですが、私も、多分そうだと思うんですが、そ

の問題ですね。なぜ大型化ができないかという問題をもうちょっときちんと整理できないものな
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のでしょうか。何がネックになっていて、この段階で大型にできなかったのかという、その辺を

やはりクリアにしていただければ、このプロジェクトの重要性はもっとはっきりするんじゃない

かと思うんですが。 

（脇原分科会長） 

 問題点は、かなり材料的な視点から申し上げますと整理できるわけですが、まず一つは、正極

材料というのは、大体、今、使われておりますのが１３０ワットアワー／キログラム、このぐら

いのものが使われています。これを、できれば１５０ワット、あるいはそれよりちょっといいぐ

らいの材料に持っていければ、まず正極はクリアできると思います。しかし、そのときに大型化

の場合ですと、かなり値段が高いものでは、つまり小型電池で今使っているようなものでは、そ

こが反映されませんので、もっと安い材料でいかないといけないという大きな問題がございます。 

それから、電解質に関しましては、有機電解液が今使われているわけでございますが、これよ

りもまずもっと価格の安い、できればポリマー電解質だとか、そういうものを使って、もっと安

くすると。しかし、ポリマーを使うということはイオン導電性が悪くなりますので、それをどう

してイオン導電性を保ったまま、あるいはもっとよくしたまま、そういう状況をつくるかという

研究もこれからやっていかないといけないという部分がございます。 

それから、負極に関しましては、今、ほとんどの場合、黒鉛が使われていますが、これをさら

に表面収縮するとか、そういうことで両極性、つまり出力密度を上げるような研究もされており

ますし、こういうところでいけば、価格的にはそんなに問題なくいけるものではないかなと思い

ます。それからまた、負極材料も酸化物だとか窒化物だとか合金系だとか、いろいろ提案されて

おりますので、そこの中からいいものが出てくる可能性もございます。そういうことでして、は

るかかなたの目標ということではなくて、かなり近いところまで何か研究をしていくと、ブレー

クできるような状況は多々あるというふうに思っております。 

（平澤委員） 

 今のお話を伺っていてつくづく思うのですが、やはり材料開発というか、これは要素技術です

ね、はっきり言って。その要素技術を開発するというのは、もっと幅広く分散型で、こういうこ

とに興味を持っている研究者に参加していただいて一斉にやってみるとかといったような、そう

いうタイプのプロジェクトの進め方の方が本当は望ましくて、ここにあるような、ある程度大型

のものをつくりますといった、そのシステムをつくるというところに焦点を当てる前にやってお

かなきゃいけない話だろうと思うんですね。ですから、要素技術がある程度クリアされて、これ

はシステムとしてやってもそこそこ行けそうだというぐらいになったらば、今度は大型化のため

に、残る問題をチェックするためにやりましょうとかというふうな、こういうふうな段階に進む

という、こういうつくり方じゃないかなというふうに思うんですね。それで、かなり大きなお金

をかけるけれども、とにかく課せられている課題がシステムをつくらなきゃいけないから、そち

らの方に注力しなければいけない部分がある程度とられてしまう。こういうのは、やはりもった

いないということになるんじゃないかなというふうに思うんですけれども。 

（岸委員長） 

 大事なご指摘だと思います。要するに、システム化ということで考えていければと思います。 

 それでは、ここで一段落させていただいて、次に移らせていただきます。どうもありがとうご

ざいました。 

 それでは、「フォトン計測・加工技術の研究開発」。 

 

（５）「フォトン計測・加工技術の研究開発」（資料３－２－５） 
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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） 

 ありがとうございました。どうもマネジメントの方に若干、問題があるということで。 

（黒田分科会長） 

 それでちょっと申し忘れましたが、マネジメントをフォトンセンターが担当しておられるので

すが、いろいろ事情を伺ってわかりましたことは、フォトンセンターとしては十分努力しておら

れ、状況の変化に対応する努力も払っておられている。しかし、研究プロジェクトにおける研究

課題間の連携が十分でないことや、研究プロジェクト全体としての戦略がよく見えないのは、そ

もそも出発点に問題があるというのが我々の結論であります。「フォトン計測・加工」というの

は非常に広い名前であるので、本来、一緒にすべきでないようなものも一緒にしてプロジェクト

をスタートさせている。マネージメントに関する評価が低くなっているのは、そういう出発点に

責任があるというのが私どもの考えです。 

（岸委員長） 

 加工系とか、発生とか全部入れてしまったということで、事業の目的・政策的位置づけの方が

本当は悪いのかもしれないということにもなるかもしれませんが、どうぞ何なりとご質問を。ど

うぞ。 

（平澤委員） 

 今の評価の分科会長のお話は私も賛成なんですが、ちょっとほかのと含めて議論したいんです

けれども、バイオ関係の二つの課題に関しても、ちょうど同じような問題点があったんじゃない

かなというふうに思ってお聞きしたんですが、つまり十数億から数十億のお金を出しますという、

それで集めたプロジェクトというのは、個別にある程度独立しているような、たくさん同時に走

るという、こういうタイプですね。それで、こういうのはもうプロジェクトじゃなくてプログラ

ムですよ。ですから、そのプログラムを課題に応じて５年でやめるんじゃなくて、その課題があ

る程度見えてくるまで続けますというのが、通常の設定の仕方だと思うんですね。ですから、今、

ここで我々プロジェクトの事後評価というふうなことで議論しているけれども、実際に行われた

ことというのは、数千万円程度の研究費でやった個々のプロジェクトの全体としてのプログラム

がどういうパフォーマンスであるのか、ということを議論すべきじゃないかなと。そして、終わ

った後の評価ですから、最初に設定した設定の仕方が、やはり非常に問題があると。どういうと

ころに問題があるのかということを明らかにしていくと。こういうプログラム評価の、いわば追

跡評価に相当するような、そういう視点で議論をすべきではないかなというふうに思うんですね。

前の方のも、ある程度関連を持っているテーマ同士もあるわけだけれども、多くは独立している

テーマであって、こういうものをたくさん同時に打ち出しているわけなんだけれども、もう少し

大滝先生がおっしゃるような、何か戦略性を持って運用を設定をしたとすれば、総花的でないや

り方ができたんじゃないかなというふうに思いますね。そういう意味で、事前評価を担当してい

る評価委員会に対して、これはやはりちゃんと申し入れをすべきなんだろうというふうに思うん

ですね。同じようなことは、文科省の振興調整費の中間事後評価のときの委員会でもありまして、

これはやはり事前評価が悪いなと。そういう事前評価の委員会にこういうことを申し入れてほし

いというふうなことを明確にしたんですけれどね。 

（岸委員長） 

 ありがとうございました。事前評価の問題、それからプログラム、プロジェクトという扱いは
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今どういうようになっているのですか。 

（井田技術評価部長） 

 平澤先生のとは別の意味になってしまうかもしれないですが、今はこういったいろいろなＮＥ

ＤＯでやっているようなプロジェクトが複数集まって、さらにそのほかに税制ですとか、規制緩

和ですとか、そういうものをパッケージにした施策の体系をプログラムと称していまして、基本

的にはそういうプログラムのあり方、政策のあり方みたいなものを経済産業省で議論していただ

くと。個々のプロジェクトについてはＮＥＤＯで見ていくという、そういう仕分けになっており

ます。それで今、平澤先生がおっしゃったとおり、今回、特に複合微生物みたいになりますと、

一つのプロジェクトというのに３０近い個別テーマというのがあって、個別テーマがいろいろと

集まって一つのプロジェクトになっているという意味で、プログラム的だという意味はわかりま

すけれど、ちょっと今、我々がやっている評価体系の中でのプログラム、プロジェクトというか、

一応、施策と事業という、何か政策評価法に基づく意味でも使っていますので、よろしいでしょ

うか。 

（大滝委員） 

今、評価しているプロジェクトは、実はかなり昔に選択されているわけです。 

その当時はどのような方式で国家プロジェクトを実施するかを皆が悩んでいた時期なのです。そ

の当時の国家プロジェクトはほとんど集中型で実施していました。立派な建物を建てて、そこに

皆が集まって研究するということをやっていたのです。ただし、実際にはあまり評価の高い結果

が出てこなかったのです。そこで先程の複合生物系プロジェクトや、本プロジェクトもそうだっ

たと思うのですが、この方式ではだめではないかと、いろいろ議論をしていた時期に決まったプ

ロジェクトなのです。当時は、集中型に対して分散型と呼んでいたのですが、新しい方式も試み

てみようではないかという意見の下に始めたプロジェクトでした。分散型プロジェクトは一極に

集中せずに、いろいろなところで分散して研究してみようという試みなのです。本プロジェクト

はこの流れでスタートしているので、その時の状況について何か説明文があったほうが良いので

はないかと思います。また、確かではありませんが、フォトンの計測・加工プロジェクトは予算

との関連もあり二つのプロジェクトとして提案されたものをドッキングさせて、実は同じ名前で

プロジェクトを開始しているという事情があったのです。本プロジェクトがそれであったか、記

憶が定かではありませんが、実は最初の段階で変更されているケースもありました。 

 評価委員会では採択時にプライオリティーしかつけませんでしたので、最終的に決まったプロ

ジェクトがどういう提案をドッキングさせたかは我々も良くは知らないのです。プロジェクト採

択時にそういうことはいっぱい起きていまして、その点が曖昧なまま名前だけが残りますと中身

が全然違っていたということもあります。やはり評価をする場合には、今から５年前の人に言っ

てみても仕方がないので、その時はどうだったかということをちゃんと記録に残しておいて、評

価時にもそれを反映しないと、間違った評価をしてしまう可能性があると思います。 

 

（平澤委員） 

 ５年前の方に言うんじゃなくて、今の事前評価委員会に５年前はこうだったのでこういう点に

注意してくださいという、そういう意味なんですけれども。要するに、大きなお金を投下して研

究を進めるときには、やはり明確な目的がないといけないわけで、その目的をちゃんと設定して

おくというのが、要するにプログラムの趣旨なわけですよ。経済産業省はそれに制度であるとか

何とかという幾つかの特性を付加して、それ全体をプログラムというふうに呼ぼうというふうに

言っておられるんだけど、とにかく目的は明確にしてあるということは最も重要なことですね。



 

 14

そういうふうにして目的が明確になったりすれば、集められる個別のプロジェクトもそれなりに

集中して絞っていけるというふうになるわけですね。これが後になってうまく評価できる、成果

を把握できるという、そういう仕掛けなわけで、そういう制度に今後展開するやつは注意してく

ださいと、そういう意味です。 

（岸委員長） 

 はい、わかりました。ほかはいかがでしょうか。 

 それでは、貴重な意見を本当にありがとうございました。アプローチの立て方そのもののご意

見もたくさん伺ったので、これの方はまた、それなりに検討を我々も含めて努めるように、一生

懸命やらなければいけないかなと思います。 

一応、この分科会長の説明は一段落ということで、次の議題は報告対象プロジェクト説明とい

うことでよろしくお願いします。 

（井田技術評価部長） 

 その前に、今、いただいたご意見、資料１－２に、前回いただいたコメントをまとめた格好で

評価報告書に掲載している例がありますので、きょういただいたご意見につきましても、このよ

うにまとめて報告書の中に親委員会の意見としてまとめたいと思います。 

 それから、先ほどお断りするのを忘れてしまったんですけど、資料１－２の後ろの二つの意見、

前回、評価委員会の後に平澤委員からコメントをいただきまして、それを岸委員長、それからそ

れぞれの分科会の分科会長にもお話をいたしまして、それをやはりコメントとして載せるという

ことで、ここに掲載しておりますので、一応、ご了解いただきたいと思います。 

 

２．平成１４年度事後評価報告対象プロジェクト説明 

（井田技術評価部長） 

これから報告事項に移りたいと思います。資料４－１、大きい紙ですけれども、８番目から２

３番目まで、これは事前に各委員には評価の報告書の概要版をお送りしております。今まで、特

にご意見がなければ報告ということだったんですけれども、このうちの１９番、「熱水利用発電

プラント等開発／バイナリーサイクル発電プラントの開発／１０ＭＷ級プラントの開発」という、

これにつきましては、岸委員長のご指示で審議案件にするようにということがございましたので、

この１９番については報告案件というのではなくて、次回、審議事項というふうに挙げさせてい

ただきます。そのほかのものについては一応、報告案件でこれで確定したというような扱いにさ

せていただきたいと思っております。あと、それぞれの概要が４－２－１から４－２－１６まで

ございます。 

それから、お手元にＣＤ－Ｒがお配りしてあると思うんですけれども、これがＰＤＦファイル

で報告書のきょうお配りしている厚い方に相当するものが中に掲載されておりますので、分科会

での審議の経過、それから分科会でどういう資料をつくったか、使ったかという、その辺につい

てはそちらを見ていただきたいと思います。また、ＰＤＦファイルが一部読み取れないというよ

うなご意見がありましたが、それは別途ハードコピーを送らせていただくか、何か相談させてい

ただきたいと思いますので、ご了解いただきたいと思います。 

それから、全体があってどういうふうになっているかというのは、やはり評点が一番見やすい

というのでまとめたのが資料５です。資料５にきょうの５件、それから６番目と７番目は次回審

議案件になりますけれども、６番は現在、取りまとめているところで、今までに取りまとまった

評点結果が一覧表にしてありまして、下の方にいつも使っていますように、１点が一応、及第点

といいますか、優・良・可・不可の可というのが１点で計算していますので、そこで見たものが
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下の四つのグラフでございます。それで、次のページに、特に事後評価なんで、研究開発成果と

しての評価はどうかということと、実用化見通しとしてどうかということが番号をつけたものが

ございます。この赤の領域というのは、いずれかで１点以下、要するに及第点をもらえなかった

ようなものというようなことで、このうちの例えば７番と、それから１９番、これについては次

回、審議案件ということで非常に厳しい評価を受けたものを審議案件にするということです。そ

のほかは一応、及第点に達しているわけですけれど、一応、見やすいために線を引いてあるんで

すけど、右上の方、成果も非常に高いし、実用化見通しも高いというので水色であらわしてある

んですけど、きょうご評価いただいた中では１番のプラットフォームの案件、これは非常にどち

らの面から見ても高い評価を受けている。それから、きょうは２番、３番、４番、５番というよ

うなことで評価なんですけど、中では２、４、５というのは比較的緑なんですけど、３番という

のは若干低目といいますか、先ほどもご議論があったように補正の案件ということもあり、厳し

い評価をいただきました。それから、黄色の領域というのは、これはいずれもぎりぎりで低空飛

行でというので怪しい領域ですけれども、そういうところは今回の審議案件には入っていません

けれど、大体こういうような感じかなという全体の分布でございます。 

以上が、この報告案件についてのご説明でございます。 

（岸委員長） 

 これについて、どうぞご質問等ありましたら。赤、黄色という書き方がどうこれを評価するか。

研究開発成果なんかが低いけれど、実用化してしまえば勝ちであるとかがありますね。 

（井田技術評価部長） 

 本当はこの線の引き方を議論し始めると、またすごい議論に陥るんだろうなと思いながら、三

層で、Ｘ＋Ｙ＝３だとか、余り意味があるような、ないような線を引いたつもり、雰囲気だけで。

本当はそれぞれ、例えば実用化について重みを７割やって、こちらを３割にしたらどうかとか、

いろいろなご意見がありますし、以前から言われたのは、西村先生は、Ｘ×Ｙという線を引いた、

これは双曲線になるんですけど、そういうふうにした方がいいというようなご意見もありますし、

これはいろいろなご意見があるのは承知しているんですけど、あえてこういう線を引いてみたと

いうことでございます。 

（稲田委員） 

 ちょっと今の件で、１９番が次回とありましたよね。これは、その点数が低いからですか。そ

れとも、１１２億円と非常に総額が大きいから、それはどっちなんですか。 

（井田技術評価部長） 

 特に今回、いつもの基準で１、２、３とやって、３が大幅な改善を提言されたようなプロジェ

クトということなんですけれども、事後評価ですので、そのプロジェクト自身の改善というのは

なかったんですけれども、事務局としてはＮＥＤＯのマネジメント全体を見渡して、それについ

ていろいろご提言いただけるようなものをということで、実は、まず一番いいものとしてはプラ

ットフォームの話をやりました。それから、７番というのが一番実用化の点が低かったというの

で、③の案件として入れました。それから、１９については実証実験をやっている途中、事故で

それが中断してしまったプロジェクトなんですが、分科会の報告書の中で、それはマネジメント

にやっぱり問題があったというような報告を受けております。それもありまして、岸委員長のと

ころにご説明に行ったとき、これはぜひ、ここでも話した方がいいんじゃないかというようなこ

とでご指摘をいただいた案件でございます。 

（稲田委員） 

 また、研究費総額の点数が低いとか、そういうふうな評価もあるのかなと思って。それはない
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んですね。 

（冨田委員） 

 この表を見せていただいて、大変よく工夫されてあるなと思って、大変わかりがいいし、特に

四つ並べたのがありますよね、表のページに。これを見ると、もっといろいろな考えが浮かんで

くるような気がして、やはりその意味から、今、言われたお金をたくさん使って成果どうとかと

いう意味じゃないんですが、どうしても外れてしまうというのがあるのは、やはり今回、選んで

もう一回やるという意味でも、このグラフの表し方は大変すばらしいと思うので、これからも持

続してやられたらいいかと思いますが。 

（大西委員） 

 それに関連してなんですけど、これ四つの個々のプロジェクトの場合は、同じウエートで評価

していますよね。点数はそれぞれ見ていますけど。これ四つを評価して、総合点数という見方も

できないことはないと思うんですけども、そういう考え方はないと。 

（井田技術評価部長） 

 実は、昨年の４月ぐらいにこれを見直してやったのです。それ以前は、それぞれについて重み

づけをしまして、総合点というのをつけていました。経済省でずっとやられてきたやり方を当初

していました。ただ、きょうもあったんですけど、これは基盤的なプロジェクトではどうかとか、

比較的早目に成果、要するに経済活性化に結びつける場合はどうかとか、その重みづけというの

が各プロジェクトによって相当違いまして、本来はですね。一律に何か一つの数字にして出す方

が、何か誤解を与えるんじゃないかということで、昨年、評点法を見直すときに、事務局からは

もうそういうような重みづけはしないで、こういう図であらわすといいますか、位置づけがわか

るような形で提示するというやり方に変えたいということで話をさせていただいて、重みづけと

いうのは今は使っていない、今年度からは使っていないということでございます。 

（瀬田委員） 

 これは私も非常に面白いなと思って拝見したのですが、この赤い色のついた表の中で１１番は、

いったいどう理解したらよいのでしょうか。つまり研究成果としてはトップの２番目、これだけ

ある中での２番目です。にも関わらず実用化の見通しが非常に低い。一体これはなぜこういうこ

とになったのか、議論の対象になりうるのではないでしょうか。 

（井田技術評価部長） 

 事務局で、ちょっとこの総括表でよろしいでしょうか。どういうものかということをここだけ

ご説明しますと、１１番は、これは先ほど話のあったのと同じで実は補正でやったものでして、

中身がマイクロ流体システムを応用したダイオキシン類の高速測定技術の研究開発ということな

んです。それで、もう先生方、よくご存じのダイオキシンの分析は非常に時間がかかりまして、

それの前処理のところをＭＥＭＳを使って簡単にしようという、その技術開発を補正予算でやっ

たプロジェクトです。それで、先生方の評価として、要するにそのＭＥＭＳの研究、それとして

は非常に高いけども、とてもまだダイオキシンの実際の分析までは遠いんじゃないかというよう

な評価を受けたというのが、この総合評価とか、今後への提言のところに書かれている課題でご

ざいます。先ほど須田分科会長から話があったように、企画立案のときに研究開発体制と事業機

関、もうちょっとやらなければ、もともと無理だったんじゃないかとか、そういう実用化という

ことを考えると。あるいは短期間なら短期間なりの目標設定をもっとちゃんとやれとか、そうい

うようなご指摘を受けていまして、そういう意味で、こういう変なところというんですか、変わ

ったところに位置づけられたのだと思います。 

（岸委員長） 
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 よろしいでしょうか。 

それでは一応、ご承認いただいたということで。 

引き続いて、平成１５年度評価分科会の設置についての説明の方をお願いいたします。 

 

３．平成１５年度評価分科会の設置について 

（井田技術評価部長） 

 資料６をごらんいただきたいと思います。これが平成１５年に評価を行います中間評価が表側、

それから事後評価が裏側でございまして、分科会の設置についてご了解をいただきたいという件

でございます。前回、お話ししたときに、基本的にはこのままだったんですけど、プロジェクト

ナンバーのところに※がついているもの、これはその後、各部室、ＮＥＤＯの中でヒアリングを

しまして、もう一度整理したときに出てきたものでございまして、この※のものが追加の案件と

いうことになりますので、改めて分科会の設置をご了解いただきたいということでございます。

１５年度の特徴としては、プログラムというラインを見ていただきますと、来年からは、先ほど

平澤先生からも話があったプログラム制度の中に位置づけられたプロジェクトというのが、特に

中間評価がたくさん出てくるというのが特徴でございます。それから、予算規模に従って年間平

均１０億円以上のもの、それから各分野で一番大きいものというのが審議案件になるもの、それ

だけで機械的にやりますと、中間評価で７件、それから事後評価でも７件が審議対象になります。

いずれにしても件数が、中間評価２１プロジェクト、事後評価３０プロジェクトということで、

非常に件数は多くなるのですが、そのプログラム制度の中での評価というものを円滑に進めてい

きたいと思っております。とりあえず、分科会の設置についてご了承いただきたいと思っており

ます。 

（岸委員長） 

 よろしいでしょうか。なかなか、どれを抽出してここに持ってくるかということですけれども、

将来はプログラムをここでやるなんていうことになる可能性はあるんでしょうか。あのプログラ

ムをここで。あのプロジェクトは個々にやっているわけですが。 

（井田技術評価部長） 

 一応、今までの整理では、プログラムの評価はもう経済省でやっていただく。個々のプロジェ

クトを一個一個、我々ＮＥＤＯでは積み上げていくという、そういう基本的な仕切りをしていき

たいと思っております。 

（岸委員長） 

 通産省はプロジェクトをやめたんでしたっけ、大分やっていますよね、まだ。 

（井田技術評価部長） 

 必要があると認めたときはやるというんですけど、基本的にはさっき言ったとおり、もうＮＥ

ＤＯで個々のプロジェクトは責任を持たせていただくという、そういう仕分けをしています。 

（岸委員長） 

 よろしいでしょうか。それでは、やはりこういう方法でやっていきましょうということで。 

では次をお願いいたします。 

 

４．平成１４年度中間評価結果の反映について 

（井田技術評価部長） 

 それでは、次の議題に入りたいと思います。次は、１４年度中間評価結果の反映ということで、

前回までにここでまとめていただきました中間評価結果、ＮＥＤＯの企画に生かしてまいりまし
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た。それについて、企画調整部長の福水から説明させていただきたいと思っております。よろし

くお願いします。 

（福水企画調整部長） 

 ご説明します。資料をごらんいただきたいと思いますが、１４年度の中間評価、そこにござい

ますように１３件、この場でご議論いただいて、私どものも、それを反映しなければいけないと

いうことの中でいろいろ議論しているということは、８月に、ご説明したかと思いますが、その

結果でございます。まず、１３件のうちの５件は、ＮＥＤＯとしてはもうやめましょうというも

のであります。５件のうちの４件は、＊がついていますが、二酸化炭素をどう固定するかとか、

地中に貯留するかという話ですが、余りにも中長期の話が多過ぎるというようなこともあって、

ＮＥＤＯとしては、経済省の方に返しております。したがって、経済省の方でどう対処されるか

は別問題ですが、２０１０年に向けて、或いはそれ以降に向けてどうされるかということになろ

うかと思います。一番上のインスリンの注入システムというのは、実際、現場で使われるお医者

さんの意見とかを十分反映していないし、これができたとしてどれだけ使われるか疑問という意

見が評価で非常に多かったので、十分活用されない可能性の高いものを継続するのは不適当では

ないかということで中止いたしております。 

 それから（２）に、計画をいろいろ変えるべきというご指摘があった点については、一部、テ

ーマを中止したり、絞り込む形で３件整理させていただいております。例えば、超臨界流体利用

環境負荷というのは、いろいろサブテーマを持っていまして、１８個あったのですが、これにつ

いて、１８個を８個ぐらいに整理、予算もその分削減していこうと思っております。それから、

②にございます再整理のことですが、システムオンチップの研究をやっていたんですが、これは

一度やめまして、フェーズが非常に実用化段階に近づいてきていることから、来年度からは助成

事業、２分の１補助で負担をしていただいて、進めていきたいと思っております。 

 それから、２ページ目をごらんいただきますと、３件、これは目標が明確でないとか、目的の

再定義とか、きょうのこの場でのご議論にもあったようですが、どうもはっきりしていないとこ

ろがあったというものについては整理をしたところです。例えば、２番目に溶融炭酸塩型燃料電

池発電技術があるのですが、今までＮＥＤＯの新エネルギー技術開発というと、最後は電力、発

電用に使うということで、常に３０万キロといった発想をしてやってきたところがありますが、

もうそんな時代ではないのではないかと。電力会社はほとんど設備投資しなくなっているし、今

さらそういう規模のものをつくる必要があるのかということ。そういう中で、もっと分散電源と

か、中小、もっと小さな家庭用とか、あるいはホテルとか業務用とか病院とか、それぐらいのも

のなら使えるのではないだろうかということ。また、あるところはビジネスをやっておられて、

ＮＥＤＯはまだ研究だ、研究だと言っているようでは、風力発電の二の舞になってしまうという

危機感もあって、大型のものを想定するのはやめることにした。中小に特化して、期間もあと１

年か１年半で区切っていこうというふうなことをやっております。それと現行どおり実施すると

いうのは、そこに書いてあります２件だということで、先ほど、この資料の一番後ろにＡ３の長

い紙がついていますが、先ほど評価がよかったのか、悪かったのか、この方式で、この紙では両

方とも点が低いところは点線にして、双曲線に近づくような線が一応引いてあります。それで、

この赤いのが私どもの方ではもうやらないというもので、５番が先ほど言いましたインスリンの

話、それから１３番はＣＯ２の固定化の長期的な話なんですが、そういうふうなところ。あるい

は７番も、プログラム方式の二酸化炭素固定技術。赤字のものはやめたというふうに我々が思っ

ているところ。それから、数字でブルーのところがありますが、これは大幅な見直しを行って整

理統合したというか、整理縮小したというか、そういうものになってございます。井田部長とも
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どういうことでやっていくのがいいのかということ、いろいろ議論しているところですが、現に

やっておられる方は、非常に途中にやめるというのは日本の社会では、難しくて、特に人が張り

ついているような場合、非常に難しいのですが、少し乱暴でも激しく対処しなくてはいかんなと

いうのが、つくづく反省したような次第であります。 

 それから、Ａ３の表のもう一個に、４項目についてグラフを、Ａ３の紙の一番右下に、評点を

つけていただいたひし形印で書いているグラフですが、全体的な評価を私どもが見た場合には、

政策的実現というのはいつも非常に高くなっていて、マネジメントの部分で落ちて、委託先が、

研究成果を出し切れず、実用化見通しはさらに低くなるという、右回りのデフレスパイラルのよ

うになっていまして、我々としては、このマネジメントのところを独法になったらより柔軟に、

あるいはよりスピーディーにやっていかないと、このスパイラル、なかなかこの実用化のところ

を上に持っていけないなというのを自覚しておりますので、引き続き、先生方におかれましては、

より厳しい評価をお願いできれば、反映するときも私ども、楽になると言うと言葉が悪いですが、

やりやすくなりますので、そういう意味で、評価委員会・分科会の先生方にはよろしくお願いし

たいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

（岸委員長） 

 ありがとうございました。これについて何か、福水さんに質問等ございますか。どうぞ。 

（畑村委員） 

 多分、最も根本的な質問になってしまうんだろうと思うんですけれども、このＮＥＤＯ自身に、

フィードバック系はどういうふうにかかるんですか。この予算をつけて、これを立案して、みん

なやっていって、それでこれ自身が社会が求めているものと随分乖離をしてしまっていて、でも

この中ではいいんだと言いながら全部やっていって、それで、やはり蓋を開けてみたら、あんな

のみんな無駄だったじゃないかというのが３年後に起こったときに、普通の民間の組織なりなん

なりであれば、必ずフィードバックがかかって、そこの会社がつぶれちゃうとか、どんどん縮小

していくとかというフィードバック系がかかりますよね。ここのときは文句が来るだけでおしま

いなのか、それともＮＥＤＯ自身が要らないよというのでなくなっちゃうか。それと同じぐらい

のことを考えないと、実はここの１から１３までのテーマの方を消すのはできないですよね。そ

のくらい厳しいところにＮＥＤＯ自身もいるのかどうかとか、そこら辺はどうなのでしょうか。 

（福水企画調整部長） 

 今までＮＥＤＯ、２０年の結果、ことしの１０月に解散することになっておりまして、それは

評価に基づいて行われたというよりも、独立行政法人化するというようなことで解散することに

なっています。それで今度は独立行政法人ということで、右から左に変わるのではなくて、今度、

国立大学も全部、独立行政法人になって、今のところは３年から５年に機関としての評価という

のをまた受けることになっていまして、例えば、こういう全体の取り組み、そのテーマ設定から

始まってマネジメント、すべてについて評価されて、３年から５年ごとにＮＥＤＯ全体が評価さ

れる仕組みができてくるというのが従来と非常に大きく変わる点。それから今まで特殊法人とい

うと、職員は公務員並みということになっていて、同じような仕組みがあったわけですが、今度

の郵政公社でも定昇は基本的にしないとか、業績に応じて給料が下がったり、上がったり、いろ

いろな場合があると。一部、既に産総研ではそういうようなことをやっておられますが、私ども

は公務員型ではありませんので、よりそこは業績というか、マネジメントとか、そういうものに

応じた人事の仕組みなども採用する今のところはそういう決意で準備を進めておるというふうな

ところかと思います。 
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（光川副理事長） 

 今、福水部長が言われたとおりで、いよいよことしの１０月から独法になります。現在、我々

がやっている準備作業は、その独法に向けてもろもろのＮＥＤＯの制度をこの際、全部一から、

ゼロベースから見直そうということでやっています。したがって、今までの部長がひょっとした

ら課長になるかもしれないし、そういうことも含めてやっていこうということです。特に、私ど

も大事に思っているのは、きょうのお話の中もあったように、そもそもプログラムを構成するプ

ロジェクトなり、研究テーマをどうＮＥＤＯで選択し、構築していくか、そしてそれをうまく実

施するフォーメーションをいかにつくっていくかという点です。ここのところがポイントになる

でしょう。私も絡んでおったんですが、元工技院のころにあった話、例えば「骨太で重点化」と

いう言葉はどうも我々は勘違いしていたんではないかと反省しています。「骨太・重点化」とい

うのは、金額の見せかけを大きくするため、本来別の視点からやらなきゃいかん研究を束ねただ

け、ホッチキスでとめただけのようなところがあったように思います。結果、ばらばらにやって

いることと何ら変わらないんじゃないかというような感じがします。きょう、委員の皆様方のご

指摘で、その問題点を強く認識した次第です。そこのところは、ぜひＮＥＤＯとしては変えてま

いりたいというふうに思っております。 

（岸委員長） 

 ありがとうございました。大事な視点は、ＮＥＤＯは一回なくなって独立行政法人になるんで

すね。移行するというのと、そこは非常に違うはずなんですけれども、この辺が大事な視点と。

きょうのところで、やはりＮＥＤＯも本気じゃないかという気がしますね。責任が重いような気

がします。少し本気になってきたなという、やはりどんどん切るものは切る、変えるものは変え

るということで、かなり我々もやらねばいかんという気がするのですが。 

ほか何なりとまた、今、大事なご質問が出たと思いますが、いかがですか。 

（冨田委員） 

 先ほど、平澤先生がおっしゃったときに言うべきだったんですが、いわゆる事前評価、これか

らますます、いわゆるどのプロジェクトをとるかというのが厳しくなってくると思うんですが、

そのときに、やはり私のところもそうだと思うんですが、細矢先生のところ、非常にプロジェク

トリーダーという形をとられて、私はやっぱりうまくいったと。そのときなぜうまくいったかと

いうのは、私の担当したところは、私、最初から関与していなかったのではっきり申し上げられ

ないんですが、いろいろ聞いているところでは、やっぱり事前の組み立て方が非常によかったと。

特に、最初からＰＬになるべき人が、きちんとしたビジョンとまとめにのっとってやったという

ことを考えますと、やはり最初に課題を取り上げるときから、プロジェクトリーダーと言っても

いいんでしょうし、あるいは推進委員と言っても、委員長と言ってもいいんでしょうが、その方

を内部から出すのもいいのですが、外部から出すと。その方には悪いけれど、ずっと責任をとっ

てもらうと。うまくプロジェクトがいかなかったらやめてもらうというぐらいの重さを置いて、

やっぱりプロジェクトをスタートすると、今回あったような議論もかなりすっきりと進むのでは

ないかなというふうに私は思うので、できれば、そういう体制もとって、すべてそれでうまくい

くとは思わないんですけど、いろいろプロジェクトの種類とかによって違うこともあり得るとは

思うんですが、基本的にはそれで、きっと最初から何をねらっていたか。それで、どういう集ま

りで、どうなって進んで、その結果、どうだったと、出口は何なんだと、こういう格好になり得

るのではないかなと思うので、これは総合討論で出るかと思ったんですけど、ちょっと今が適切

な場所かどうかわからないんですけれども、申し上げさせていただきたいと思います。 

（細矢分科会長） 
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 今の話ですが、最初にこの高機能のプロジェクトが始まったときの申請の段階で私、たまたま

審査委員をやらされました。そのときは無競争だったんです、実は。それで、その書類を見たと

ころ、私は当時、文部省の科研費の書類とか、そういうものしか見ていない。ＮＥＤＯの通産関

係の荒っぽい書類は見たことない。こんないいかげんな書類で億の金を取るなんてけしからんと、

私、やめると言ったんですよ。そうしたら、やめないで何とかしてくださいと言うので、では申

請書書き直しさせろと言って、それでそのときの担当者は後で私に、おかげで二晩徹夜しました

と。二晩徹夜したって億の金をもらえるのだからいいじゃないかと。文部省ではそんなのとても

通用しないですよ。だから、そういうことをちゃんとやりましたから、かなりプレッシャーがか

かって。だから少し、まだ、私が見ていると書類の書き方は甘いですよね。もっと厳しい書類の

書き方を要求した方がいいと思います。 

（畑村委員） 

 もう大体、総合評価の話になっているから、それにくっつくと、経済産業省の前に通産が評価

制度を始めたときから評価委員になってくれと言うから、僕なってやっているんですけど、今に

なるまで、言っても一つも実現しないことがあるんです。それは、こういうプロジェクトの後ろ

にプロジェクトリーダーの個人の名前を入れてきちんと評価の対象にしろと、それを言うんだけ

ど、いつもだめなんですよ。だけど、どこかではもうそれをやらないと、本当は行かないよとい

う議論をここでやっていて、個人の名前を入れないでやるから、もういいかげんになってしまっ

ているというのがあるんですね。だから先ほどの、うまく行ったというのは、書き直しをやらせ

ているのは、もう個人でちゃんと責任を持ちなさいと。そうだったら、きちんとやらせるのだか

らと言っているからうまく行くのですね。日本のこういういろいろなものをやるのに最大の欠点

は、だれも責任をとらないということです。だから、もうそれは通用しないから、そろそろ本当

にＮＥＤＯがなくなって次に行くんだったら、ＮＥＤＯのプロジェクトのときからはちゃんと個

人の名前が入っていますというので、おやりになるのもいいんじゃないかという気がするんです。

それで、それは予算の規模の大きい、小さいに関係なしに、かけの要素、うまく行くか、まずく

行くかわからない、かけの要素が多いこと。それから、物すごく世の中が火急というか物すごく

急いでいて、とにかくきちんとしたものを、結果を早く出してほしいというような、世の中が物

すごく急速な対応を求めているもの。そういうようなもののときに、みんな仲よくというふうに

集めてやったプロジェクトは絶対うまく行かないですよ。一人の人が全部考え尽くして、もう２

年も３年も考えている頭の中を突如実行したときにだけうまくいくと思うんですね。ですから、

それだけ本当に真剣に考えるような中身のものについて、全部でなくていいと思うんだけど、ほ

ぼ全部だろうと。そのときにやっぱり個人の名前を入れたらいいんじゃないかという気がします。

その議論をやったら、プロジェクトリーダーだけにやるのはかわいそうだと。評価したやつの名

前も入れろ、予算つけたやつの名前を入れろで、結局、三段階ないと後から見たときの本当の評

価にはならないよという議論を、実は毎年やっているんですね。毎年やっているけど、全然実現

しません。だけど、これは実現しないでいる限りでは、やっぱり相変わらず同じような問題を残

したままいくんじゃないかなと、そういうふうに思います。 

（岸委員長） 

 プロジェクトリーダーを表に出さないという点について。 

（福水企画調整部長） 

 そういう議論を我々もやっておりまして、まず来年度から、うちの基本計画には全部、プロジ

ェクトリーダーの名前は明示すると。これは公表資料でございますので、全部が全部にプロジェ

クトリーダーがいるわけではないのですが、いるものについてはすると。ここからはまだ内部で
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も議論していないのですが、もう少しやっぱり責任を負ってもらう以上、権限がないと、責任だ

け取れといっても仕方ないので、そういう予算の使い方とか、研究員の配置とか、そういうふう

なところも含めて、あるいは今度、大学の先生方も独法になられれば動きやすくなるのではない

かという気もしていますので、より活用させてもらいたいと思っていますので、そういうふうな

ことを１０月からは始めたいなというふうに今、考えています。名前を外に出すというのは４月

からやっていきます。 

（冨田委員） 

 マイナーなことですけれども、責任と権限、プラス、やっぱりちょっとのメリットを差し上げ

ないと、プロジェクトリーダーは非常につらい目に遭うということですので、少なくとも大きい

予算でも小さい予算でも、あるパーセンテージは、プロジェクトリーダーは、もうそれに専念で

きるという形をやっぱりとってもらって、そのかわり、さっき申し上げたように途中で首もあり

得るよということにしないといけないんじゃないかと思います。 

（福水企画調整部長） 

 さっきの権限と責任のところで、当然それも含めて議論している最中で、まだ結論がここは出

ていないのですが、今はなかなか大学の先生とか、会社の方というのは難しい問題とかいろいろ

あって、謝礼ぐらいになってしまうのですが、その辺、どうしていくかを議論しています。 

（光川副理事長） 

畑村委員のご指摘に、プロジェクトによっては、だれでもみんな仲良し集めてメンバーにした

ってうまくいかないという趣旨の発言がありました。この点は、すでにかじ取りを始めておりま

して、本当にやる能力のある組織、そこのしかるべき研究者でやるのが、どうも一番成果が上が

りそうだという場合は、そこにお願いしようといったようにしています。それから二つ目は、従

来は、研究組合とか、いろいろな団体をスルーして研究現場にお金を流しておったというのが多

いんですけれども、この部分をよく吟味して、本当にその団体が付加価値を高めて、その研究主

体に何かサービスを提供するということであれば、それはできる。しかし、そうでなく、経緯的

になんとなくそこがいつも挟まっているというようなところには、今後内容を精査して、そうい

うところを通さず、ＮＥＤＯが直接、研究主体と契約するといったようなことで対応している。

これは研究をうまくハンドリングするという意味と、少ない公費を有効に使うという、真水をふ

やすという意味で、必要なんだと思います。 

（稲田委員） 

 では今、畑村先生のお話の中で、いわゆる事前評価においては、今、事後評価にしろ、中間評

価にしろ、分科会のメンバー、それから評価委員会のメンバー、一応、公開になっていますね。

ですから、一応あります。事前評価については、どういうふうになっているか、私はよく存じ上

げないのですが、あるいは今の現状を今後どういうふうにするのかということをちょっとお聞き

します。 

（福水企画調整部長） 

 事前評価は、今現在の仕組みは予算要求は役所でやるわけですが、予算要求前にパブリック・

コメントのようなものを求めております。それから、政府原案が決まった段階、今の段階ですが、

私どもの方はワークショップといいまして、これはリアルワークショップとバーチャルワークシ

ョップがあるのですが、実際にどこかの会場で、今、政府原案では５年計画でどういうプロジェ

クトをやろうとしていますと。ついては、意見を自由にお述べくださいという、そういうリアル

でやる。ただし、これは５００人ぐらいですかね、というのをやったり、あるいは全国でやろう

とすると、ホームページでこれについてのワークショップがあって、ご自由に意見をおっしゃっ
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てくださいと。これは相手方は不特定多数なんですが、その二つを今、事前評価というような格

好でやっておるというのが現状でございます。 

（稲田委員） 

 そうしますと、これこれ決定したということについては、どこまでやるかは別にして、責任制

度ということをもし考えるならば、これはわからないと。 

（福水企画調整部長） 

 その後、先ほどちょっと申し上げましたが、ＮＥＤＯとして基本計画という、５年間でこうい

うことをやって、中間目標がこうで、最終目標はこうでという基本計画というものをつくりまし

て、今度、それを来年からそこにプロジェクトリーダーを加えて、それで公表すると。それで、

こういう計画なんですが、おやりになりたい方、いかがですか、とインターネットも通じて公募

すると、そういう一応、格好になっております。そういう意味で、基本計画の責任はＮＥＤＯに

あるということです。 

（稲田委員） 

 その場合に、事前評価の結果、こういうふうに決まったと。これはこういうことで決まったと

いう、そういう情報開示もやられるのですか。それはないのか。つまり、こういう根拠で決めま

した、採用したと。そういうことについての情報開示はされるのか、あるいはしないのか。それ

はやり方はどういうふうにするのか、いろいろな方法があると思うんですけどね。 

（福水企画調整部長） 

 ワークショップの議事録等については、もちろん公表されていますのでやっているというふう

に我々は思っているんですが、質問があれば、当然、またお答えするという状況です。 

（瀬田委員） 

 目標の立て方ということについて、ちょっと一言お聞きするというか、意見を述べたいんです

けれども、「その目標は確かに達成した、しかし、実用化できない」というのは、やはりいろい

ろな意味があると思うんですね。先ほど、福水部長からデフレスパイラルという話がありました

けれど、目標を達成したにも拘わらず、実用化とか、あるいは事業化の見通しが低くなるという

のは、やっぱりいろいろな要因があると思うんですね。最初の目標の立て方が悪かったのか、あ

るいは途中から状況が変わったのか、あるいは本当の意味で成果が出なかったのか、いろいろな

要因があると思うので、その一番大事なところを要因解析できるようなシステムにする必要がな

いでしょうか。特に、その中で一番大事なのは、目標の立て方であって、研究というものはうま

く成功したかもしれないけれども、それが事業化できないというのは、納得できない。先ほどの

リチウムでしたらコストの問題が問題であるということは、コスト要因というものが、その目標

の中に入っていなかった、あるいは甘かったということかもしれませんし、これは脇原先生、一

番、ご苦労なさったところだろうと思うんですけれども。そういう最後のところの要因解析をき

ちんとやって、それを目標設定の方にフィードバックしたらどうかと思います。 

（岸委員長） 

 ありがとうございました。いろいろご意見をいただいたので、ぜひこれをわかりやすく整理し

ていただきたい。要するに、この絵は非常にある意味でよくできている絵なんですね。一番低い

のは実用化の見通しだと。それが経済産業省とＮＥＤＯのプロジェクトの役割のところに、かえ

って問題があると思いますので、これで大体尽きていると思いますので、ひとつよろしく今後、

評価の側も、ＮＥＤＯ側、経済産業省にも頑張っていければという次第です。 

 ということで、最後、井田部長、資料８をお願いいたします。 
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５．その他 

（井田技術評価部長） 

 資料８についてご説明いたします。実は、次回は３月４日に議論していただこうと思っている

案件を事前にご紹介しようと思うのです。標準的評価項目と評価基準の改訂ということで、昨年

もやったのですが、これまで１年間やってきた経験を踏まえて、必要な箇所の修正を行っていき

たいということです。ポイントは、１枚目の３のところにありますけれども、１点目はわかりに

くい記載、例えば市場の失敗と言われても、民間から来ていただく先生にはなかなかわかりにく

い言葉を今まで使っていました。それを書きかえるということが１点。それから２点目が、先ほ

ど言った政策評価法に基づくプログラムの評価というのは、本格的に経済省で始まりますので、

うちのいろいろな必要性とかを議論するときに、上位施策、プログラムへの適合性というような

言葉を入れまして、今後、そういう形でやっていきたいということです。それから３点目が、今

出たようなご意見、参考資料１というところに、特にＮＥＤＯのプロジェクトをやっていて厳し

いご意見を承っているのが、５点ほど書いてあります。今出ていますような、例えば全体のリー

ダー、プロジェクトリーダーがいないということが問題であったり、あるいは目標自身が戦略性

がないんじゃないかとか、あるいは実用化、あるいは成果の受け取り手というものがはっきりし

ていないんじゃないかとか、あるいはいろいろな社会の変化に対応し切れていないのではないか

とか、絞り込みが甘いとか、あるいは中途半端にやって、だらだらやっていないかとか、そうい

った今までの評価案件、今回の報告案件も含めまして６点ほど整理してあります。こういったプ

ロジェクトマネジメントのチェックポイントには、自己改革にあるように、福水部長の方でも検

討していただくのと、あとは評価委員会としても、その評価方法にこういったものを入れ込んで

いくということによって自己改革に役に立てられるのではないかと思って、そういったポイント

を入れたいということです。 

 以上、プログラム制度への適合、それからプロジェクトマネジメントについて、今までの視点

をもとに修正を加えていくというようなことで、ここは標準的評価項目・評価基準を改訂したい

と思っておりますけれど、また、次回までにも個別にいろいろなご意見を伺いまして、次回、３

月４日を予定しているのですけれども、そこでご議論いただきたいと思います。 

最後に、今後のスケジュール（予定）というところに続きで入らせていただきますけれども、

３月４日には、審議案件は、件数が少なくて３件、スーパーメタル、それから環境調和型触媒、

それから先ほど追加されました地熱の関係のプロジェクト、このご審議をいただいて、その後、

その標準的評価項目・評価基準の改訂についてご議論いただきたいと思います。よろしくお願い

します。 

 以上、事務局からです。 

（岸委員長） 

 それでは、閉会にしたいと思いますが。最後に光川副理事長。 

（光川副理事長） 

 どうも活発にご議論していただいたので、特段申し上げることはございません。今後、研究評

価事業は、独法化して、なお非常に大事な事業となりますので、引き続きよろしくお願いしたい

と思います。きょうは本当にありがとうございました。 

（岸委員長） 

 それでは、委員の皆さん、それから分科会長、本当にありがとうございました。 


