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第８回技術評価委員会 議事録 
 
 

日 時：平成
於：かんぽヘルスプラザ

委員会事務局
 
出席者：岸委員長 稲田委員 大西委員 垣田委員 瀬田委員 高村委員 谷委
    冨田委員 西村委員 平澤委員 畑村委員 三浦委員 村上委員 
    黒川分科会長 瀬川分科会長 吉原分科会長 
    竹中経済省技術評価調査課評価企画調査官 滝本経済省技術評価調査課
    光川副理事長 井田評価技術課長 坊田評価企画課長 徳岡評価業務課
 

 
（午前１０時０２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の説明、質疑 
（岸委員長） 
 それでは、分科会の評価結果３件について審議したいと思います。 
第１件目は１４年度の事後評価のスーパーメタルについて、それではまず最初

たします。 
 
（１）「スーパーメタル」 
 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。リサイクル性も含めて、このプロジェクトとしての
達成されたと。ただし、この前もここで議論になりましたプロジェクトリーダー
術の受け手、だれがこれを維持し、継承するか。それから、データベースを含め
り、また今の受け手を含めた次につなげる面の問題、それから二つの機関で引き
ントの問題等が指摘されております。 
 どちらかというと、研究開発の成果は非常にいいと、位置づけもいいと。マネ
だと。実用化、事業化もまずまずだけど、いま一つ惜しいなとこんな感じでしょう
（平澤委員） 
 ２点ほどありまして、分科会長ご報告の趣旨はよくわかるんですけれども、こ
みると、この事業の位置づけというのが何とか創製技術の確立というのが並んで
ではこの事業としてはうたわれていないのではないかなという気がするんですが
うのは、こういう開発の段階と、それを実際に使いこなしていくための開発とい
分かれているような気がするんですが、その前の段階のフェーズを目的としてう
りでは非常にいい成果を上げたというふうに言っていいのではないかなという
ども。 
（吉原分科会長） 
 おっしゃるとおりでございます。したがいまして、私どもも最初のとおり、基
料に新たな合金元素を入れずに、加工法だけで非常にいい性能を出そうという、
チャレンジングな目標であって、これは成功したということで、そういう意味で
説明、ちょっと私、説明しなかったんですけれども、事業の目的、政策的位置づ
功だったということで、皆さん点数が高かったということでございます。 
 ただ、評価としまして、やはり５年前と時代が変わっておりまして、やはりこ
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基盤技術だけでよしとしないでほしいと。非常にこれは評価委員会側からの過酷なお願いでして、材料
研究というのは確かにある程度工業的な規模で生産できるよとなったら、それで今までは実用化で成功
だということになっていたんですけれども、実際、現代、５年後になりますと、大学でさえもベンチャ
ーをつくりなさいと。そういう時代なので、せめてコスト計算まで踏み込んで、ある程度特定のユーザ
ーを認識して、実用化というところまで踏み込んで、明日にでも何ぼもうかるやというようなところま
でやっていただけたらなという、これ我々からの要望でございます。 
 だから、この事業の目的はもちろん基盤的な技術をやるということで、これは大成功だということは
私どもよくわかっておりますが、ただそれ以上、では実用化といったらやはりちょっと時代が変わって
きて、今はもう明日から幾らもうかるかというところまで踏み込んでいただけたらなという、そういう
意味での実用化でございます。 
（平澤委員） 
 もう１点よろしいでしょうか。 
（岸委員長） 
 どうぞ。 
（平澤委員） 
 もう１点はちょっと今のと方向が逆のことなんですが、この種の組織構造を制御するということ私も
非常に前から注目していたんですけれども、例えば鉄鋼でデユアルフェーズの鉄鋼の開発といったら８
０年代の初めぐらいに既にあって、その考え方としてはここでやっていることと全く同じではないかな
というふうに思うんですけれども、そういう意味では大々的に幾つかの材料に関してこの種のプロジェ
クトをやったという意味はあるんだけれども、必ずしも初めてのことではないのではないかな。むしろ
この世界では前から考えられていたことだというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。 
（吉原分科会長） 
 おっしゃるとおり、理論的にはフォールペッチの法則からもう既に予想されておりますし、ただやは
りこれはそういう意味では実用化ということをある程度目指しておりまして、工業的規模で、例えば圧
延で一気に５０％まで圧延できるかと。そこがやはり基本的な技術開発がございます。だから、材料開
発というよりは、むしろ加工技術が現場レベルでどこまで可能かということをやったというふうにご理
解いただけたらと思います。 
（岸委員長） 
 どうぞ。 
（谷委員） 
 研究開発成果のところに関係しているんですけれども、このプロジェクトでは非常に珍しく外国特許
についてまで踏み込んで書いてあるわけなんですけれども、外国特許というのはいろいろそれが成果と
いいますか、直接結びつくかどうかは別として、国際的な水準の研究だったというようなことがあちこ
ちで書いてもそれが出てこない場合もありますし、そういう意味で海外特許について踏み込んで書かれ
たということの意味と、あるいはこの評価委員会でそういうものをどういうふうに考えるかということ。
制約条件もたくさんいろいろあろうかと思いますが、コメントあればと思います。よろしくお願いしま
す。 
（吉原分科会長） 
 外国特許については、ちょっと評価委員会でもさんざん議論がありまして、本来これは国としての政
策という意味では、外国特許をとらない、とるべきではないと実は意見があって、我々もさんざん悩ん
で、委員の間でも意見が一致しなかったんですけれども、やはり例えば実用化に直結しないような技術
というのは実はございます。そういうものはやはり海外でこの際押さえておいた方がいいだろうと。そ
こまで踏み込んでしまった方がいいんじゃないかということで、私ども必ずしも全員の意見一致してい
なかったんですけれども、そういう必ずしも実用に直結しなくて、基礎的なところだったならば外国特
許をとっておいた方が今後の我が国にとってよろしいのではないかという意味で書かせていただきま
した。 
（瀬田委員） 
 外国特許はとるべきでないという議論があったというのはどういうことですか。これちょっと理解で
きないんです。 
（吉原分科会長） 
 やはり鉄鋼会社として余りノウハウを海外にオープンにしない方がいいだろうという議論も実はご
ざいました。 
（瀬田委員） 
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 国内だったらオープンにならないだろうというわけですか。 
（吉原分科会長） 
 私も余り特許のことよくわからないんですけれども、国内だったらというか、要するに特許というの
をどう考えるかということでございまして、鉄鋼メーカーとしてはやはり海外からの非常に圧力が多い
わけです。従って、あとは海外における権利だけの問題になります。そういう意味ではやっぱり非常に
警戒をしているということだと思います。 
（瀬田委員） 
 ますます特許をとらなければいかないのでは。 
（吉原分科会長） 
 そうですね。私も特許というのはちょっとよくわからないんですけれども、やはり書いてしまえばオ
ープンになりますよね、技術的ないろんな内容が。 
（瀬田委員） 
 それは国内特許で既にオープンになるわけですから、それは国内特許の内容は全部海外の方も読める
わけです。ですから、仰る理屈は全く理解できないんですけれども。 
（吉原分科会長） 
 私どもの委員会の中でも意見が分かれまして、今おっしゃったように特許をとるとかえってオープン
になってしまって余りよくないのではないかという意見が実はあったということですけれども、ここで
はあえて基礎的なことだったならばやはり特許をとっておいた方がいいだろうということで書かせて
いただいたというふうにご理解いただけるかと思いますが。 
（瀬田委員） 
 今のお話、海外特許のお話というのは、これ１―３のページにたくさん企業の方の会社の名前が挙が
っていますね。これは企業から出た意見ですか。 
（吉原分科会長） 
 いえ、企業の方の考えではございません。実はこの評価をやったときに、我々の意見がありまして、
それに対して向こう側の方からいろいろ意見をいただいたんですけれども、必ずしも企業の方だったか
どうだったか私はよくわかりませんが、その場でのやりとりの中で、私ども評価委員会側からできるだ
け外国特許もとった方がいいんじゃないかというようなご説明をしたところ、その委員というか、オブ
ザーバーと、その方々の中から、必ずしも外国特許をとることが権利の主張にはならなくて、かえって
追い込まれるようなことにもなるんでというようなご説明をいただいたと思います。企業の方から言わ
れたかどうかはちょっと覚えておりません。 
（瀬田委員） 
 それでは結構です。全く理解できないですね。 
（吉原分科会長） 
 申しわけございません。 
（垣田委員） 
 資料の３―２の４ページ目、プロジェクトの研究開発のマネジメントという中の３行目に、「また、
プロジェクト期間内での情勢の変化にも柔軟に対処している」という評価をしていただいている文書が
あると思うんですけれども、この情勢の変化にも柔軟に対応しているというのは具体的にはどういうこ
とですか？この薄い３―２―１の４ページ目の（２）です。研究開発のマネジメントについてと、ちょ
っとお教えいただければ。 
（吉原分科会長） 
 これはプロジェクトを最初にこういうものに、この材料をこういうものにつくっていこうというのが
ございましたけれども、途中でやはりこの材料だったらこっちの方が適しているのではないかと、実用
としては。そういう意味でちょっと目標を変えたということでございます。 
（垣田委員） 
 これはアルミとか鉄とか、すごくたくさんのテーマが並行的に並んでいるようなご説明がございまし
たね。 
（吉原分科会長） 
 そうです。 
（垣田委員） 
 それが相互間に何か意見をして、やはりこっちの方向に行こうとかという意味なのか、各分野ごとで
の。 
（吉原分科会長） 
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 分野ごとです。ここで言っているように、研究開発をマネジメントとして、全体のテーマとして必ず
しも統一をとれた進捗があったわけではないわけです。したがいまして、余り私の感想ではそういう相
互作用はなくて、各個別のテーマが例えば磁性材料ですと、これだったら例えばチョークコイルのしん
材に使った方がいいんじゃないかと、そういうようにちょっと動いたという、そういう意味でございま
す。 
（垣田委員） 
 どうもありがとうございました。 
（稲田委員） 
 直接この報告書には出すのがいいのかということはわかりませんが、私ちょっとおくれてまいったの
でご説明あったかもしれない。この実際ニーズ、先ほどユーザーがどうのこうのと、実際どういうニー
ズを考えておられるか。これを見ると非常にいいように見える。ではこれ何が使えるんだということに
対する議論は全然なかったんですか。 
（吉原分科会長） 
 それは最初にちょっとご説明したんですけれども、やはり例えばアルミですと自動車というようなふ
うに目標が出てきましていいわけですし、それからあともう一つ具体的な例を申しますと、例えばごみ
処理の焼却炉の壁になるんだとか、そういうようなふうにはなってきているんですけれども、ただ全体
としてあるユーザーをつかまえて、じゃあ橋桁のここに使えるんだとそういう話はなかったんですね。 
（稲田委員） 
 いや、外国特許とも絡んでも、そういう幾つかのことを念頭に入れると、海外特許をとらないという
のは非常にまずいのであって、全く売り込みもできませんよね、逆に言うと。だからせっかく国費を使
ってやれるんだから、そういうことも念頭に置けば、当然その話はおかしいというのは先ほどの皆さん
の議論からもわかりますよね。ただ、こういうことをやって論文を書いて出すんだというのであればそ
れでいいかもしれないけれども、やはり実際実用化というとそういうニーズと結びつけたことをやらな
いけませんので、その上で今度は工業化ということになると、今度はそれをどのように量産化するかと
いうことなので、ちょっとその辺のところの論点が欠けているのではないかと思います。 
（吉原分科会長） 
 おっしゃるとおりですね。それはさっきに瀬田委員の方からも厳しくおっしゃって、我々のスタンス
としてはやはり外国特許をとるべきであるし、論文もきちんと出すべきであるし、事業化もすべきであ
るというのはもちろんそうなんですけれども、ただ現実の問題として、何かちょっとやはり商売のこと
があるんでしょうか、私もちょっとその辺はよくわかりませんけれども。 
（冨田委員） 
 私は鉄の方はよくわからないんですけれども、このプロジェクトの進め方としてお伺いしたいのは、
中間評価があったんでしょうか。 
（吉原分科会長） 
 それはございました。 
（冨田委員） 
 そうですか。だとしたら中間評価の段階で基盤、これスタートするときはたしか基盤で進められたと
いうふうになっていて、中間でもう少し実用化の方も向いたらというような意見が出て、そちらの方に
進められたというご説明なんでしょうか。 
（吉原分科会長） 
 中間評価の段階で私も中間評価の報告書を、実は私中間評価担当していないんですけれども、中間評
価に報告書を読みました段階では、ユーザーの意見も少しは取り入れるべきだということはありました。
ただし、中間評価の段階ではやはりあくまでも最初の基盤技術の確立ということがありましたので、そ
れを進めるべきだというのがございました。 
（冨田委員） 
 もしそうだとしたら、かなり酷なことをおっしゃったことになるので、この技術の位置づけが基盤技
術の確立にあるんだとするならば、やはり実用化は今後あった方がいいというふうに述べられるのが私
はいいと思うんですけれども、余りちょっとそれは酷ではないかなというふうに思いますが。 
（吉原分科会長） 
 おっしゃるとおりです。それは何度も評価、意見のやりとりに言いましたように、５年前の話、３年
前の話で、これは私どもの要求したのは確かに酷であると。そこの実用化を考えるのは酷であるという
のは私はもちろんわかっております。ただし、やはり時代がこういう時代なんですね。材料をつくって
よしとする時代ではないのではないかということを私はその場で申し上げました。 
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（冨田委員） 
 そうですか。それから、もう１点だけ特許についてなんですが、私はバイオが専門なんですが、バイ
オの世界でもいわゆるプロセスに当たる部分、例えば生成に当たる部分とか、あるいは分析に当たる部
分は、大昔、２０年ぐらい前ですけれども、そのころは特許にしない方が技術の公開にならなくていい
という考えがあったことがありますが、もし技術輸出を考え、他の国へ出すことを考え、それから国内
へは出して国外へは出さないという、これは全然私も理解できません。というのは、それがなかったら
輸出もできませんし、国内特許を出したらそれを翻訳されて一遍に読まれてしまうんですから、もう全
然意味がないです。 
（岸委員長） 
 ありがとうございます。多分特許に関しては、最大製鉄国が余り言うとまずい。特許著作権にかかわ
らずノウハウを得るとどんどん進むという現状は多分あるんじゃないかと推察されるというのは独特
の状況ではありますね、今。鉄に関しては。でもそうだというとこれは国際的問題にもなるからまずい
から、これはこの辺でストップということにはなる……。非常に大きな問題今はらんでいると思います。 
 それでは、どうぞつけ加え何かありますか。 
（井田技術評価部長） 
 すみません。中間評価についてご説明させていただきます。中間評価は経済省の方でやられたんです
けれども、これは押せ押せになっている典型的な例でして、５年計画の４年目の一番最後の年末になっ
て行ったということがありまして、その段階でもユーザーを入れて、それから技術移転をしっかり考え
るべしというのが指摘されています。ただ、これもその段階、４年目の最後の５年目の予算がもう政府
原案固まるような段階でそういう指摘を受けても、なかなか実施者も対応できないというようなことに
なって、ちょっと中間評価のおくれ自身が若干問題あるのかなというのが私ども見ていて感じでござい
ます。 
（岸委員長） 
 あと一つ私から質問なんですけれども、テーマが多過ぎて各参加機関が余りにも多いんじゃないかと
いうようなご指摘はなかったんですか。 
（吉原分科会長） 
 それはございませんでした。私どもが指摘したのは、何しろテーマの数よりもだれかリーダーをきち
んと置けばよろしんじゃないか。そのリーダーがいなかったというのがやはり問題ではなかったかとい
うことでございます。 
（岸委員長） 
 それでは、ありがとうございました。いろいろ貴重なご意見、ぜひ今後のプロジェクト立ち上げにも
有益なものと考えています。 
（一般傍聴者） 
 私ＪＲＣＭのしおやでございます。スーパーメタルを担当しております。特許の件ですけれども、ち
ょっと我々の表現が悪くて、誤解を生んだようなんですけれども、外国特許をとらなくていいという話
でなくて、先ほどございましたように、具体的なプロセスを……、そういう形に見えるところに来た段
階には我々も結局特許をとるつもりです。ただ組織制御とかそういうベースのところでの特許を幾ら出
しても、余りメリットがないという判断でそういう表現をしました。ちょっと私ども表現が悪かったも
のですから、ちょっと誤解生んでどうもすみませんでした。 
（岸委員長） 
 ありがとうございました。そういうことで、では次に移りたいと思います。どうもありがとうござい
ました。 
 それでは、次の報告は環境調和型触媒技術研究開発ということでお願いいたします。 
 
（２）「環境調和型触媒技術研究開発」 
 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。全体にはやはり８ページに表が出ているんですが、実用化、事業化という
ことを強く認識すると余りうまくいったとは言い難いというプロジェクトになっております。ただ、目
標との兼ね合いだろうという言い方はできるかと思います。 
運営が先ほど２カ所にあって不便だったと、今度は１カ所にするとよくないと。非常に難しいので。
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独裁もよくないし、分かれるのもよくない、難しいところだと思います。あと計算科学ともう少し理論
的な面も問題だと。光触媒って日本は強いはずなんですけれども、強いところが全く関与しないプロジ
ェクトになってしまっているのかなとちょっと心配はしております。それでは、どうぞ。 
（冨田委員） 
 質問ですけれども、このプロジェクトにはプロジェクトリーダーは置いてあったんですか。 
（瀬川分科会長） 
 はい、置いてあったと思います。 
（冨田委員） 
 その方の勤務については余り触れておられませんが、それがまず第１点と、もう一つは先ほど来、こ
れは非常に日本が強い分野だと、こういうふうにおっしゃっておられるので、私も今までの聞いていた
のではそう思っていたんですけれども、再委託先としてかなりの数の外国が入っていて、この外国の
方々がどのように関与したかということの評価がないというのは、ちょっとよくわからないので教えて
いただきたい。 
（井田部長） 
 プロジェクトリーダーについては、正式にＮＥＤＯから指名したプロジェクトリーダーというものは
置かれておりません。ＲＩＴＥのある特定の方が実質的に仕切っていたという方はいらっしゃいます。
（冨田委員） 
 私が申し上げたのは、何度かご説明の中で、本がこの分野で一番すぐれていると、私もそう信じてい
るんですけれども、でありながら、なおかつかなりの外国の大学等に委託、再委託をしているというこ
とはどうであったかということと、その再委託したことに関してのご報告がちょっとなかったのでお願
いをしたいという。 
（瀬川分科会長） 
 これは評価委員会でも議論が出たところでございまして、もちろん再委託先の国内の機関については
だれに委託したかはすぐわかる状況でございますが、海外のは漏れ承るところによりますと、文献等か
ら活発な発表をしているところに問い合わせて、それで助言を求めたという段階からスタートしている
ように聞いております。 
ただ、報告書について委託先、再委託先からのコントリビューションが余り明確になっていなかった

というのが我々の評価委員会での一つの疑問であったんですが、それを随分議論をしたんですが、最終
的には明確な答えはいただけませんでした。 
（平澤委員） 
 今のこととも多少関係するんですが、これ数億円で再委託先が外国の大学を入れて７校というわけで
すね。ですから、四、五千万平均ぐらいの研究費ということになるわけ、年間ですね。これは科研費の
規模に比べると結構大きなものに相当するかというふうに思うんですが、やる内容はというと、科研費
でやっているようなレベルの研究ではなかったかなというふうに思うんですけれども。ですから、やは
り研究の全体の設定の仕方にかなりやはり問題があったという反省を我々は持てばいいのではないか
なというふうに思うんですが。もう一つの先ほどの吉原分科会長ご説明になったスーパーメタルの場合
に関しては、もっと分散型でおやりになっていたとは思うんですが。それが第２フェーズといいましょ
うか、実用的なことをやるのは、かなり体制自身を変えないとできないことになるわけですね。ですか
ら、科研費に近いような基礎的な知見を集積していこうという種類のものと、ならばもっと金額が少な
いといいのではないかと。 
 それから、実用的なことをやろうとするならば、それなりのターゲットを絞った体制でやっていかな
いと、とてもそんなことはできないということになるんだろうと思うんですが、そういう意味で最初の
課題にしろ、この課題にしろ、やはり設定の仕方が甘かったというふうに言わざるを得ないのではない
かなというふうに思っております。 
（稲田委員） 
 １０年間やられるといろいろあるけれども、ただその経過はともかくとして、評価８ページの事業の
目的・政策的位置づけについて。これの評価が全体的に厳しくて1.８ですね、その平均値は。一方、最
初の出だしのところには、光触媒による云々、極めて重要な課題であり国のプロジェクトとしてはふさ
わしいものと評価できる云々と非常にほめているんですね。何かこれとは全然合っていないのではない
かという気がするんです。もし1.８という評価にするんだったら、初めからこんなもの大体課題として
取り上げるのは余りよくないのではないかと、こういうことだって言えないことではないと。ちょっと
厳しいかもしれないんですけれども、この辺がどういうふうになったのかその経緯を知りたいと思いま
す。最初の出だしとの矛盾点についてですね。 
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（瀬川分科会長） 
 ありがとうございます。先ほど平澤委員がおっしゃったのと同じで、テーマとしては挑戦的なテーマ
であって非常にやるのは……。それで国が取り組むというところはちょっといろいろなフェーズをお考
えいただければというつもりで書いてございまして、先ほどおっしゃったような科研費とか、そういう
ものも含まれてのお話でございますので、ご容赦いただきたいと思います。 
 それで、果たしてそれではという意味では、ざっくばらんに申し上げますが、ＮＥＤＯで取り上げる
テーマとしては、若干どうかなという意見がかなりあったということをご理解いただきたい。 
（稲田委員） 
 もしそうであれば、その表現はともかくとして、そういうような意味もここへ少し盛り込まれた方が、
実際の事後評価になるのであって、そうでないと、事後評価というのは内容もさることながら、最初の
事前評価というか、なぜこれを取り上げたかということについての評価も入ると私は理解しております
ので、そういう意味から言うと、この評価点をそのまま変えないとするならば、そういったことを付記
されたほうが良いのではないかと思います。 
（瀬川分科会長） 
 評価をした委員を見ていただきますと、評価全員が触媒を専門としている人間でございまして、どう
もやはり自分の首を絞めたくないという思いもございましてそういうこと、非常にちょっとあいまいに
なっているかと思いますが、今のお答えでご理解いただきたいと思います。 
（岸委員長） 
 ここが最終評価なので、今のような意見をぜひきちんと付加するという方向で考えていきたいと思い
ます。どうぞ、村上先生。 
（村上委員） 
 先ほどのテーマもそうなんですけれども、非常にこのテーマもチャレンジングなテーマで、研究開発
で成果を上げるということは非常に重要なんですけれども、やはり３分の２ぐらい過ぎた時期から、い
かに実用化に結びつけるかということで、その評価もやはり実用化に結びつけられるような評価者を入
れていく必要があるんじゃないかというふうに思いますので、ぜひその辺を検討していただきたい。 
（岸委員長） 
 ありがとうございます。 
（三浦委員） 
 先ほども研究もそうなんですけれども、やはりＮＥＤＯでやる研究とさっきも平澤先生おっしゃいま
したけれども、科研費でやる研究の仕分けといいますか、その辺ができていないのが一番問題じゃない
かというふうに私は思うんですけれども。例えば、基盤研究でも、例えば科研費レベルで少ない分でや
るものもあるでしょうけれども、やはりものすごくお金を使わないとできないものもあるでしょうから、
そういうものは例えば文部科学省でできないというのもあるでしょうから、やはりすみ分けをきちんと
しておかないと何か議論がかみ合わないのではないかというふうに思います。基盤的研究だけでいいん
だったら、さっき平澤先生もおっしゃったけれども、実用化のことは問わずに、その成果だけ問えばい
いわけですから、その辺がものすごく曖昧のような気がします。この評価を読ませていただいても、評
価の中にも全く反対のことが書かれている感じがいたします。 
（岸委員長） 
 じゃあ、事務局から。 
（井田技術評価部長） 
 後で評価項目を変えるときにお話しようと思ったんですけれども、ＮＥＤＯの大きなプログラムとい
う施策の体型の中での位置づけとか、あるいは独法化しましてもＮＥＤＯのミッションへの位置づけと
かというので評価するのが本当なんですが、１０年前に立てたプロジェクトについて、そういうものが
ない状況で、市場の失敗に該当するかどうかを判断していただく、とても民間だけではできないかどう
かという評価基準が、現段階での標準的評価項目がそうなっていまして、そういった観点からいくと、
国がやるべきテーマであるということについて妥当性がマルだと。ただ、おっしゃったとおり、今後、
評価項目を変えたいと思っていますのは、経済産業省の施策に照らしてどうか、それからＮＥＤＯのミ
ッションに照らしてどうかというふうに、そこは評価項目自身を変えていかなければならないことだと
思っております。 
 それから、あと村上委員からのご指摘なんですけれども、一応関連する企業、産業界の方に本件も入
っていただきまして、評価委員に必ず技術の受け手になるような産業界、あるいは産業界のそういった
状況がわかる方というのを今入れるようには努めているところでございます。 
（岸委員長） 
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 大事なご指摘でこういうトップダウンでどちらかというと行う研究と科研費のようなボトムアップ
は基本的に違うんだと思うので、そこを配慮するという日本じゅうの研究のあり方の根幹にかかわるよ
うなご指摘だと思います。 
（大西委員） 
 事務局へ最初ご質問ですけれども、このテーマは最初から１０年でスタートしたんでしょうか。途中
からまた延長になったんでしょうか。 
（井田技術評価部長） 
 １０年計画です。本来今ですと大体３年置きぐらいに評価を行うべしというのが基本になっているん
ですが、１０年前にやったときに５年中間段階で評価を行って、それで後半５年やってしまうという、
そういうスタートをしています。 
（大西委員）  
 そうしますと、評価の先生からもいろいろ、あるいはこちらの本日のメンバーからもご指摘、先ほど
から前のテーマもそうなんですけれども、１０年の研究プロジェクトで総予算３３億ですか。このとき
にマネジメントを考えないでプロジェクトをスタートするということは、ちょっと考えられない感じが
するんですけれども、我々の感覚からすると。本来は、この研究のマネジメントというのはどこが責任
をもってやるべきはずだったんですか。あるいは、それは特に決めずにプロジェクトというのはスター
トしていたんでしょうか。 
（井田技術評価部長） 
 まず、１０年前の状況で申しますと、例えばプロジェクトの立案とかは産業技術審議会の何とか委員
会というところでそうしたところがやるとかというふうになってきていまして、現在変えようとしてい
る姿でいきますと、ＮＥＤＯがマネジメントには責任を持てるようにしたいということで、ここの場で
もできるだけマネジメントについては厳しくご指摘いただきまして、改善すべき点をいただくようにし
ています。 
ただ、１０年前にそのプロジェクトの企画、あるいは実施機関の選定、それについて、明確になって

いなかったというのがいろんなプロジェクトについてここでもご指摘いただいているとおりで、まさに
それは責任体制を明確にすべきだというご意見のとおりだというふうに認識しています。 
（大西委員） 
 そうすると、古いものは過去の話でいろいろ問題あるけれども、これからのものは間違いなくＮＥＤ
Ｏがきちんとその辺を決めてやっていただけるという理解でよろしいですか。 
（井田技術評価部長） 
 今、私どもこれ事後評価をやっているときにお願いしているのが、結果と実用化の見通しどうかとは
っきり判断していただくのと、プロジェクトマネジメントについて改善すべき点があったら遠慮なく言
ってくださいというのを各分科会でお願いしていまして、できるだけそういったものはＮＥＤＯの改革
というところに役に立っていくという姿勢でやっていますので、どんどんご指摘いただいたら、それは
どこまでできるか最終的に独立行政法人の長たる方が判断なさるんだと思いますけれども、私どもから
はフィードバックしていくという姿勢でやっております。 
（大西委員） 
ただ先生方からたくさんいろんなご意見が出ているので、これが生かされる仕組みをきちんとつくっ

ておいていただきたいなと思うんです。 
（井田技術評価部長） 
 おっしゃるとおりでして、それからあと昔の産業技術審議会の中に各プロジェクトごとに何とか委員
会というのがあって、そこが年１回か報告を受けたりして、あるいはＮＥＤＯの中にも推進委員会とい
うのがあって何かやるという、そういう委員会組織でやっている運営の形態からもう少しちゃんとした
体制をとらなければならないと。このプロジェクトに限らずいろんな点で言われている点でございます。
おっしゃるとおりです。 
（岸委員長） 
 ただ、運営機関はＲＩＴＥですね。ＮＥＤＯじゃないんですね、やっているのは。 
（井田技術評価部長） 
 間違いです。ＮＥＤＯです。 
（岸委員長） 
 先ほどは運営機関ＮＥＤＯですね。今度はＮＥＤＯの委託先がＲＩＴＥなんですね。 
（井田技術評価部長） 
 すみません。資料の間違いでございまして、運営機関はＮＥＤＯでございまして、委託先がＲＩＴＥ。
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再委託先がここに書いてあるとおりでございます。 
（岸委員長） 
 あくまでも運営の責任はＮＥＤＯということですね。 
（谷委員） 
 具体的な質問ではございませんけれども、例えば、共同研究とか再委託をするという場合にはある程
度課題がはっきりしているわけで、ちょっとここの６ページにも書いてありますけれども、おのおのの
貢献度を明確にするということも非常に重要なことだと思いますので一言だけ言っておきます。そうい
うことで何かお考えいただければと思っております。 
（岸委員長） 
 ありがとうございます。どうぞ、お願いします。 
（瀬田委員） 
 たくさんお聞きしたいことがあるんですが、一つは性質の全く違うテーマが重なっている。これはＮ
ＥＤＯの指導でこういう形になったのかどうかということが第一点です。 
 それから、二つ目は、これは全体として非常に厳しい評価で、要約版の４ページの研究成果について
のところの２行目に、「力強さのある研究成果でなければならない」、これ非常にいいご指摘だと思う
んですが、これだけの状況、３４億、１０年かけてこういう結果になってしまったということに対して、
これはどなたが責任をとるのか、あるいは実際にやっていた方の先ほどのリーダーの問題がありました
けれども、例えば反省としてこういう点があるとか、そういったようなことが議論としてなかったかど
うかということが二つ目。 
 それから、三つ目は５ページの第２パラグラフのところで、最後の２行はほめてあるんですけれども、
ここのほめてあることと上とがちょっと一致しないように思います。これは話をされて、別々の評価委
員が違うことを言われたということでしょうか。 
 以上でございます。 
（岸委員長） 
 どちらにお答えいただきます。それでは事務局の方。 
（井田技術評価部長） 
 まずＮＥＤＯから先の委託先の選定はすべて公募で行っています。ただ、恐らく１０年前のことを想
定しますと、地球環境に対して長期的に取り組むべきことについて地球環境産業技術研究機構ＲＩＴＥ
で、できるだけ中核的、世界の中心的になってもらおうという思いがいろんなところであったというの
も事実だと思います。ただ、基本的には私どもは公募で委託先を選定しているということでございます。 
（瀬川分科会長） 
 瀬田委員のおっしゃった私が先ほどちょっと口をすべらしてしまったんですが、やはり得意な分野と
不得意な分野というのがあるだろうと思うんです。触媒の分野でもこれはかなり対比される完全に近い
ところにあるテーマではないような気がいたします。そういう意味で、それぞれのテーマについてどう
いうふうに取り組むかというのは、私ども感知するところではなかったわけですけれども、ただ１０年
前の世間の研究に対する見方と、現在は物すごく違っているわけでございまして、それを一方的に研究
者の責任に押しつけるのはかなり酷な問題だというふうに基本的に考えておりまして、そういう意味で
ちょっと矛盾する議論が出ているのはそういうところにございます。研究者としての評価としても1.８
というもので、そのテーマの設定と重みが同じであるという評価をしているのもご理解いただきたいと
思います。 
（岸委員長） 
 本当にいろいろありがとうございました。 
（光川副理事長） 
 大変シビアに議論になっておりますが、実態的に当時のことを思い起こせば、こういう研究をするこ
とが必要だということを決めるのは通産省、工技院、並びにそこがブレーンとして使っていた産技審の
技術審議会というところがこれを決めておりました。 
 それで、どちらかというと、当時ＮＥＤＯはその研究をするための公募、契約事務をする役割、会計
検査上、不手際がないようにちゃんと管理することもあわせて、どちらかというと研究をマネージする
というよりも、お金をうまく使うということで役割分担ができていたというのが実は実態なんです。だ
からと言って私ども責任を回避いたしません。そういう実態を反省し現在は、ここ三、四年前からそれ
ではいかんということで、ＮＥＤＯが実質的に研究開発の中身を吟味して研究をスタートさせ、それを
評価して、中身を変えていくことも含めて、研究をマネジメントする役割を果たすようになって来たわ
けでございます。さらに今年の１０月には独法化により、もっとその役割が強まるという流れの中で、
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私たちは通産省、ＮＥＤＯで協力、分担しながら従来のような関係、やり方を繰り返さないように改善
していこうとしています。 
（稲田委員） 
 これはある意味では非常に重要な問題なので、事後評価全体で要するにこの事前と事後管理が異なっ
ているということを明記しておいた方が良いと思います。これは理解できるので、それをどこかでそう
いうことをきちんとして、今後はこうするんだということを表明していただく方がいいのではないか。
でないと、これをそのまま読んでしまえば何だというようなことになってしまうので、事前と事後が異
なるのは確かに理解できる点はあるんですが、単なる言いわけではなくて、以前はこういう行動であっ
たけれども今後はこうなるんだということで。その間にこう変わっているというように見てほしいと。
ですから、今回のこの場合も、弁護をするならば、こういう評価点が出ているけれども、これは現時点
で見た評価点であって、もし過去にさかのぼったものなら、国がやるべきであったかもしれないけれど
も、現在で考えるならば、こういうのはＮＥＤＯじゃなくて科研費等予算でやった方が適切ではないか
と。そういうようなことを書いていただくと理解しやすいというのではないかと私は思うんですが。 
（岸委員長） 
 ありがとうございます。 
（平澤委員） 
 今、幾つか副理事長のお話ぜひ考慮していただきたいことがありまして、それはいわゆる競争的資金
の見直しということが今言われているわけだけれども、その競争的資金の定義自身が、課題を募集する
ときには競争的資金というふうに入れるけれども、プレーヤーを募集するのはその枠の中に入れないで
議論しているわけです。このシステムはプレーヤーを募集するというシステムですね。私はどちらかと
いうとプレーヤーを募集する方がはるかに事前評価のプロセスというのは不透明だし、出来レースでや
っているようなことが多かったのではないかなという気がするんです。それこそ本来見直すべきだとい
うふうに思うんだけれども、今、国全体の競争的資金の見直しというのはそれを除外した部分で行われ
ているというのは非常に不信感を持っているわけなんですが、そこでぜひＮＥＤＯとしてはプレーヤー
を募集するプロセスについても、マネジメントを透明化していくということを努力するということをぜ
ひおっしゃっていただきたいというふうに思っています。 
（岸委員長） 
 とても大事なご指摘で。はい、どうぞ。 
（村上委員） 
 これご参考なんですけれども、１９８０年代、次世代プロジェクトと、１０年ぐらいのプロジェクト
だと思うんですけれども、次世代に参加した研究者が企業に戻ってくるとほとんど使いものにならない
んですね。スピードが全然違うんです。そういうことがありましたので、余り長いプロジェクトという
のはどうかと思います。 
（岸委員長） 
 ありがとうございました。いろいろこれもまたどんどん大事な方に入っていっております。通産のプ
ロジェクトというのは間違いなく競争的資金に入っておりません。基本的にトップダウンの……。非常
に不思議なのは先生もお気づきのＪＳＴがかなり予定して、かなり近いんですけれども、最後公募だと
いうので、あれは競争的資金に入れてしまっているんですね。これは微妙なところで分かれて……。 
（平澤委員） 
 あの中の非常に厳密な定義を議論して課題を募集する。領域は設定するけれども課題は募集するとい
うのは競争的資金に入れるんです。だけど、課題まで設定して募集するというのは、多少の課題のモデ
ィファイぐらいは入るんだけれども、それは入れないんですよ。 
ここのところはやはりかなり任意に解釈できるような部分があって、某省庁では全部競争的資金の枠

から外してしまうとか、そういうふうなことをやって、厳しい追及から避けようとしているようなとこ
ろもあるわけです。だけど、やはり問題はプレーヤーを募集するところにもあるわけですから、それを
しっかりやってほしいというそういう意味です。 
（岸委員長） 
 ありがとうございました。それでは、時間もちょっと押してしまいましたので、最後に移りたいと思
います。 
 では、熱水利用発電プラント、事務局よろしくお願いいたします。 
 
（３）「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（熱水系統試験）」 
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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） 
 どうもありがとうございました。なかなか厳しい評価結果になっておりますが、どうぞご意見等ござ
いましたら。はい、どうぞ。 
（平澤委員） 
 私は分科会長ご指摘のように、やはりマネジメント不在というのが、これは一番大きな失敗の原因で
はないかなというふうに思うんですけれども。それでこの種の装置開発等、特にそれを自然に適用して
使いこなしていかなくてはいけないというような場合には、機械装置の今インターフェースとおっしゃ
ったけれども、アンノンの部分とそれからそれを自然に適用したときのさらにアンノンの部分、これを
克服しなければいけないわけで、そのためにはやはりマネジメントがしっかりして、予想しない課題が
次々出てくるわけですけれども、それを克服する体制を次々とっていかないとできないわけです。そう
いう点が全く欠けていたというふうに言わざるを得ないのではないかなというふうに思うんです。 
 ですから、我々の教訓としては、開発課題の質を考えて、その質の困難性がどこにあるのかというこ
とをよく考慮した上で、マネジメント体制をしっかりそれに対応できるようにやっていこうというふう
なことで、これは１１１億円というような高い授業料だけれども、今回としてはそう思わざるを得ない
のではないかな。 
 それで、あと１年やれば成功するというふうなことは到底あり得なくて、１年やればまた数週間で次
の課題が出てきてというふうにして、これは次々そういう課題が出てくるに違いないことだろうという
ふうに私は思いますけれども。 
（黒川分科会長） 
 ちょっとよろしいでしょうか。 
（畑村委員） 
 １６年やってそれであともうちょっとやればいいかも、１８年。もうちょっとやればいいかなという
のは、いつもそういうことを思うと思うんです。でも、こういうのっていつもこれから起こっていくの
で、これはもう一つすごく大事なものが全体に欠けていると思うんです。この１個のことについてでは
なくてＮＥＤＯ自身について、まずくいってしまったものというのをどうせいっぱい出てくる、これか
らも出てくる、今までにもある。だとすると、ここで実は実験をする、開発をするからやめて、もうや
めてしまったんだからそれでいいけど、全体として見たときにこれがやめてしまったことから何を学ぶ
のかという、もう一つ大きく全体を動かしていく中で学ぶ絶好の種なんじゃないかと本当は思うんです。
それをやらないとまた次もきっと同じようなからくりで、同じ失敗を大きなプロジェクトでやるだろう
と思うから、学ぶことをこれを題材にして、ちょっと違う見方からおやりになるといいのではないかな
というのが一つです。 
 それからもう一つ、まずく行くことの個別のあれがおかしい、これがおかしいというけれども、まず
くなるのにやはり必然性があると思うんです。だから、まずくなることの脈略の知識化のようなものを
やっておかないと、非常にもったいのではないかという気がするんです。せっかくやった失敗だから、
これもう一度別の面からしゃぶり直すというのは絶好の種なんじゃないかなと、そんな感じがします。 
（岸委員長） 
 ありがとうございます。 
（黒川分科会長） 
 まさにこれ畑村先生の失敗学の進めそのものだろうと思うんですが、ただその前の時点、ダウンホー
ルポンプの開発の時点では現地へ入れて、ポンプを1,０００時間運転に成功しているんです。それを長
いこと放っておいたために、私はこれ人災の一つだろうと思っているんですけれども、だからそういう
ことが行われたというのは、やはり集中力が足りなかったのではないかと。やはり責任者が不在だった
んじゃないかと。だから、ここでもう一度起こってきたら次から次へと続いていますよね。その最初の
失敗で大きなダメージを受けていますから、それを幾ら直してもやはりだめだろうということで、それ
を続けてしまったのがこの失敗だと思うんですが、ただもうほとんど出尽くしたという判断もあり得る
かと思いますので、その辺の判断の差異が違ってきたということだろうと思うんです。 
（瀬田委員） 
 大体こういう実証実験というのはとにかく全部ある期間、コンスタントにきちんと動かすということ
なんですね。そういう場合、大体プラントの立ち上げでも何でもそうですが、トラブルというのは予想
していないところから起きるのが普通です。例えば、これが心配だというところは相当手を打っていく



 12

んですね。ところが、まさにこのインターフェースのところというのは抜けやすい。したがって、トラ
ブルというのは必ずそういう想定しないところで起こるんです。ですから、私は出尽くしたということ
はないだろうと思います。責任者不在というか、全体を見ないで実証実験で行う、一つのプラントを動
かすということは信じられないと思います。 
（黒川分科会長） 
 ただ、これ２０年にわたって責任者を１人置くということはそれも不可能だろうという問題もありま
すので、そこをどうするのかというのはまだ議論を……。 
（瀬田委員） 
 それは大体どんな組織でそういうことがあるわけで、その後任者を次々とつないでいけばいいわけで
す。全体を見てそういうインターフェースまできちんと見ていかないと、この種のプラントというのは
絶対動かないと思います。 
（西村委員） 
 全部に共通していると思うんですけれども、一種のプロデューサーのような人というのは今までのプ
ロジェクトの中で固有名詞としては置かないというのが原則なんですか。こういうようなプロジェクト
で今後の問題として考えたときに、やはり全体を仕切るプロデューサーがいて、固有名詞が出てくる。
こちらに評価の分科会長がいるように、評価を受ける固有名詞がないと、これからはやはりまずいので
はないか。もちろんその人が交替してもいいわけです。当然長い期間だったら交替もあるし、いろんな
事情で交替することはあり得ると思うんですが、でもやはり熱意を持って旗を振るプロデューサーがい
ないプロジェクトというのは、それ自身既に問題なんじゃないかって、きょう三つともそうですよね。
どの方もおっしゃっているのはその人がいないことをおっしゃっていて、そうなってみるとそこに一番
問題がありそうな気がしているんですが。 
（岸委員長） 
 前回、畑村先生に非常に強いご指摘を受けられた課題が、きょうはそっくりそのまま成果がきょう特
に悪いんです。成果の悪いプロジェクトで実証されたということですね。先生方が悪いのでは決してな
いんですが、きょうは特に悪いんです。 
 では、簡単に。 
（三浦委員） 
 お聞きしたいのは皆さんプロジェクトリーダーがいなかったとおっしゃるんですが、なぜプロジェク
トリーダーがいなかったんですか。よくわからないんですよ。いなかったというのはわかるんですが、
どうしてその理由が全然わからないんですが。それがわからないと次もまた同じことが起こると思うん
です。 
（岸委員長） 
 いないわけではないんです。推進委員長とか。 
（光川副理事長） 
 研究をマネージする核には、実は当時、工業技術院でそれぞれ分野別の開発官がおりました。この人
は、研究のプロだけではなく、行政職の技術屋でした。それから実際研究を受けた受託先の研究チーム
の中にはそれなりのリーダーはいるわけですけれども、全体を代表する責任者はやはり当時は開発官と
いう行政職の技術屋さんであったといえるでしょう。だから、いないわけではなかったんですけれども、
国の研究開発活動への期待も高度化し、マネージメントの考え方も時代とともにどんどん変わってきて、
従来のやり方は大いに反省しないといけないということに現時点ではなっているのではないかと思い
ます。 
（岸委員長） 
 どうもありがとうございました。ちょっと時間も押してきたんですが、ほとんどの問題がきょうはマ
ネジメントの問題、プロジェクトリーダーの問題に帰結したようなところがあるかと思います。ここは
しっかりやるということを含めて、とりあえず次の課題に移りたいと思います。 
 報告対象プロジェクト説明ということで、事務局から説明をお願いします。 
（井田技術評価部長） 
 それでは、資料４－１。ここに３件報告対象の案件がございます。１番目は環境負荷抑制対応廃棄物
エネルギー利用促進調査研究、ダイオキシン対策の関係の調査で非常に小さな規模で３億円程度。それ
から、２５番目が石炭液化へのアップグレーディング。石炭液化油からあとガソリンと軽油にするとこ
ろのパイロット研究。それから、三つ目が２６番、タイムマシンバイオ、進化分子工学という基盤的な
研究という、この三つが報告対象プロジェクトでございます。 
ここには、それから４―２―１から４―２―３まで、それぞれの評価の概要が書いてございます。そ
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れからお手元のＣＤ―ＲＯＭのところに、それぞれのこの厚い報告書に相当するものが入れてございま
す。これらプロジェクトにつきまして、評価委員の先生方から何かコメントございましたらまた審議案
件にするのかということで必要だということだったらコメントいただきたいと思います。 
 ただ、一つお断りしたいのが、この評価委員による、メンバーによるというのは一応三月いっぱいと
いうことになっておりまして、コメントをいただいた場合にそれぞれのコメントを例えば報告書に入れ
るとか、あるいは各分科会長と相談してそれをやるとかというそういった手段も考えたいと思うんです
けれども、コメントがありましたらいただきまして、それをもとに岸委員長、それぞれの分科会の分科
会長、それと相談してその取り扱い決めたいと思っております。そういったことでもしご了承いただけ
るようでしたら、そういう扱いにさせていただきたいと思っております。 
 それから、引き続き資料５で全体のとりまとめを行っております。資料５の１ページ目に今回行いま
した２６プロジェクト、２４が二つのプロジェクトに分かれていますので、あわせて２７件の評点があ
ります。プロジェクトの政策的位置づけ、その次にそれぞれのプロジェクトについての位置づけが前回
お示ししました色刷りの表で書いてございます。今回、きょうご審議いただいたのが６番、ちょうど緑
と黄緑の間ぐらいで、６番については成果とかという点を見ますと結構高い。ただ、残りが１９番と、
７番ということで、後半二つのプロジェクト、７番と１９番についてはレッドゾーンに入っているとい
うようなものでございます。あくまでもＮＥＤＯ全体がこのレッドゾーンに入っているプロジェクトで
はなくて、そこの典型がきょうあらわれたということだけ見ておいていただきたいと思います。 
 それから、その全体的傾向を３ページ目にそれぞれの位置づけ、平均でどうなっているかということ
で、政策的位置づけの平均的が2.６、マネジメントが1.９、成果が2.１、実用化見通しが1.６というこ
とで、マネジメント研究成果、どちらかというと優・良・可の良というところで大体あります。実用化
見通しが良と可の間というようなことで、前回デフレスパイラルという議論があったんですけれども、
実用化見通しについて若干厳しくなるということです。 
 それから、４ページ目にどういうものが先ほどと同じですけれども、レッドゾーン、あるいはイエロ
ーゾーンに入っているものがどんなものがあるかというのを抽出してあります。 
 それから、５ページ目にちょっと別の線の引き方をしまして、研究成果は高いのに実用化は低いのは
どんなものがあるかというのを見まして、７件その右下の領域に入っているようなものを挙げてありま
す。きょうありましたスーパーメタルとか、あるいは７番の環境調和型とか、前回瀬田委員からご質問
あったマイクロ流体システムとか、そういったものは研究成果高いものがあっても実用化との領域でい
いますと低くなっているというようなことになっております。 
その原因を一応ずっと見ていきますと三つほどあって、６ページ目、７ページ目、８ページ目に一応

まとめてございます。６ページ目にありますのはスーパーメタルきょうやったユーザーニーズの把握と
いうことをちゃんとやるということが実用化のかぎを握る場合。それから、７ページ目にありましたの
は、基礎的な研究、余りに基礎的研究に傾斜していない、きょうの環境調和型触媒のようなので、それ
から三つ目が８ページ目にありますけれども、当初の計画から無理があったのではないかというような
ので、これは補正予算でダイオキシンの分析までやってしまうというような計画を立てられたって、実
際そんなことできるわけないという、前回お話があったようなものもございます。そういったようなと
ころが実用化と研究開発の成果の乖離の原因としてあります。 
 それから、９ページ目にマネジメントの成果とかにどう結びついているかということで表にあらわし
てございます。特徴的には大体基本的にはそう考えるはずなんですけれども、５番、６番、前回にお話
があったフォトンの話、きょうお話があったスーパーメタルの話、そういったテーマごとにはすごくい
いんだけれども、全体としてのマネジメントがなっていないというようなところが、ちょっと飛び離れ
た、成果の割にマネジメントが低く出るという、そういう傾向が出ております。 
 それで、１０ページ目、１１ページ目に、特に先ほど言いましたとおりマネジメントで改善すべき点
があればできるだけフィードバックしていきたいと思いまして、１０ページ目にはプロジェクトマネジ
メントの評点のトップ１０、それを挙げてどういう点が評価されているかというようなことで、大体や
はりプロジェクトリーダーを中心にリーダーシップが発揮されているようなのもが評点が高いという。 
 それから１１ページ目には逆に厳しく評価をされた例をということで書いてございまして、きょうお
話のあった件が上の方に来ていますけれども、統括責任者の不在ですとか、リーダーの不在、あるいは
アプローチに一貫性がないというような、そういったようなことが今回の事後評価であらわれておりま
す。 
そういういったのをまとめまして１２ページ目に、今回の事後評価を通じまして、実用化と研究開発

というところで、ユーザーニーズの把握、あるいは研究のための研究に傾斜しないとか、それからシナ
リオを意識した上でスケジュールを組んでいくとかそういったことが大事だと。 
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 それから、マネジメントのチェックポイント。これは後で標準的評価項目のときにお話ししますけれ
ども、ここにありますとおりリーダーの選任というのは非常に大事だというようなこととか、目標の設
定をちゃんとやれというような、こういった点が特に今回事後評価２６件やった全体的な傾向としてま
とめてあるところでございます。 
 以上、先ほどの報告案件３件と全体を通じての傾向ということでご説明させていただきました。 
（岸委員長） 
 ありがとうございました。きょう本当に活発なご意見いただいたんですが、１１ページを見ていただ
きますと、これだけ多数の課題でワーストテン、３番目はこれ補正なので入れることは無理で、この前
やったものですね。これ除いてください。ですから、マネジメントではもう本当に下から三つのものを
きょう取り扱ったということになっております。非常に印象的な日ではなかったかと思います。よろし
くお願いします。 
（稲田委員） 
 この前、私も大分擁護したんですが、これをどう扱うのか、つまり補正予算で取り上げるのは非常に
結構だと思うんですが、ただその場合には次に何らかの重要だから取り上げたんだから、次につなげる
というふうなことを何か考えておかないと１年で終わってしまうということになるんです。かといって
何も取り上げるなということではなく、ちょっとこの辺のところをＮＥＤＯさんとしても、何か方針を
取り入れていっていただいた方がいいのではないか。 
（井田技術評価部長） 
 ＮＥＤＯの方針というのはなかなか難しいんですけれども、基本的には補正をやる場合には競争的資
金にするか、何かの一連のプロジェクトの加速するとかという、そういう位置づけをするべきだという
ふうに、前回分科会の中でも話が出てここに報告されています。基本的にはそうあるべきだと思います。 
 ただし、補正予算というのは極めて行政的に、政策的に、緊急的にやられるものでございまして、余
りルールをつくって補正に既に備えるというのはこれいかがなものかという気もしますので。 
（稲田委員） 
 そのとおりです。建前から言えば。ただし、実際の趣旨から考えれば、やはりこれから萌芽的研究で
将来に目が出そうなものを、とりあえずそういうので取り上げて、全部ではなくて、それなりのまた別
の評価というものを考えていいのではないか。同じようなまな板に乗せるから、こういうことになるの
ではないかと私は思っています。 
（井田技術評価部長） 
 ことしの補正について言いますと、その実用化補助金を非常に大規模なやつをやるというのと、フォ
ーカス２１のスタートアップ、あるいは加速をやるという、その一連の流れの中で加速するというよう
なそこに絞られて、ＮＥＤＯに来ている補正は運用されています。ただ、これがずっとそうなるかとい
うと、先ほど言ったとおりご主旨はよくわかります。 
（冨田委員） 
 もう一つだけ。補正の使い方も今度変わるんでしたよね。今までだったら補正をもらってほんの数カ
月で使ってしまえという話があったけれども、今度はそれをもう少し長く使えるというようになれば、
今の話は少し緩和されることになるのかなと思う。それはよろしいんでしたっけ、ＮＥＤＯの場合も。 
（井田技術評価部長） 
 繰り越して翌年１年間ということになりまして、今補正の公募をやっているぐらいのタイミングだと
思うんですけれども、実際上は来年の３月までに使うというそういうような制約になります。 
（冨田委員） 
そうなれば今のようなことが大分緩和されるので、これまでは補正でもらってしまうともう２カ月で

使えとかというような話で、これはいい話だというふうに思っていたんです。 
（光川副理事長） 
 もう一つ。補正そのものはもう皆様ご承知のとおり概ね景気刺激対策の形で理屈づけされているんで
す。そうすると何が起こるかというと、即景気拡大につながるような対象、すなわち建物とか研究装置
をつくれとか、そういうものを買い込めとかというような話になってきます。従って、研究開発は、ど
ちらかというと、割と成果がすぐ出るようなものが上がってくるという形になるわけです。このように、
予算の趣旨からみて、きっちりした基盤的な研究を展開するのには、本来的に無理がありまして、そこ
は一つ僕らは考えていかなければいけない点でしょう。 
それから、２点目は、さはさりながら、やはり補正予算も研究推進のためには、予算制約の中で是非

欲しいという実態もあります。それに該当しそうなものは、色々無理してはめ込んでいくということに
なるんですが、その際、とてもそこの短い段階だけでは研究を十分にできないというものは、別途ＮＥ
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ＤＯの実用化補助金とか、そういうものにそこから出てきた成果をつないでいき、そっちで引き続きや
ってもらうといったような指導をしていく必要があろうかというふうに考えております。 
（岸委員長） 
 それでは、よろしいでしょうか。 
 それでは、次の課題に移りたいと思います。標準的評価項目・評価基準の改訂について事務局より説
明をお願いします。 
（井田技術評価部長） 
資料６―１から６―３でございます。資料６―１をごらんいただきたいと思います。６―２以下の文

書については、前回事前にお配りしてございますので、ちょっと説明を簡単にさせていただいて、もう
一度ポイントだけその資料６―１でご説明させていただきます。 
 毎年終わったごとによりよい評価項目にするということで見直しを行っているというのが１の（１）
から（３）のところでございます。今回の経験を踏まえまして、２のところに書いてございます幾つか
の点を改正したいと思います。 
 一つは、いろいろなところに重複している内容がありましたり、あるいはわかりにくい記載、市場の
失敗とかわかりにくいということでありましたが、そういった言葉をできるだけわかりやすい言葉に書
きかえているということです。 
 ２点目が研究開発の評価項目と書いてあるんですけれども、あくまで中間評価、事後評価の評価項目
だということを掲げたいと思います。これから、ここでもお話し合いのとおり、事前評価をどうすると
か、追跡評価どうするとか、そういった議論もＮＥＤＯの中でまたしていきたいと思っておりまして、
この評価は逆に中間・事後の評価項目であるというのを明記したいと思っております。 
 ３点目がゼロベースで議論ということではなくて、これからはプログラム制度、上位の施策への適合
性というようなことを評価するということを明確にするというのと、ことし１０月に独立行政法人に移
行するということもございますので、その独立行政法人化後は、中期目標、中期計画への適合性という
ことを評価するというのを政策的位置づけを書きかえたいと思っております。 
 それから、４点目がプログラムマネジメントのチェックポイント。今まで議論したのと同じなのが参
考資料１というところにございます。全体を統括するリーダーの問題ほか、先ほどのところでマネジメ
ントについて７点ほどありましたけれどもそういったポイント、それをプログラムマネジメントの評価
項目の中にも明確に書き込んで、そういったものを徹底していきたいと思っております。 
 それから、最後の点は評価項目の中に知的基盤とか、標準整備。パブリックドメインに本来成果が属
するべきようなもの。それとバイドールで個々の企業が事業化に結びつけるもの、それごっちゃになっ
て書かれていますので、それを分けて整理したということでございます。 
 以上、こういった５点の趣旨に沿いまして、この評価項目を書きかえたものでございます。前回お配
りしたものと同じでございますので、細かい説明は省略させていただきたいと思います。 
（岸委員長）  
 こういうような形で大きくはやはり独立行政法人が入り込んできます、中期計画。これ何年ですか。 
（光川副理事長） 
 今検討中ですけれども、４年ぐらいです。 
（岸委員長） 
 ４年ですか。中期計画というのはかなり大事な意味を持ってくるだろうという気がしております。そ
れから、プログラム制へ移行したということです。これも大きな意味を持ってくると思います。中間・
事後評価に徹するということでしょうか。この辺ですね、大事なところは。どうぞ何なりと。はい、ど
うぞ。 
（瀬田委員） 
 きょうも議論出ました知的財産権、特許とか、そういったことについての記載がちょっと少ないとい
うか、もう少ししっかり書く必要があるのではないかという感じがするんですが、どうでしょうか。 
（井田技術評価部長） 
 従来特許のところが成果の普及・広報という中に、その中に論文、その後特許、その後普及・広報と
いう、成果の普及・広報という項目があったので、これがまずすべてのプロジェクトにおける誤解の原
因だったと思いまして、まず項目名を特許の取得、それから話が成果のということで、まずそこをはっ
きり特許の取得というのは非常に重要だというのを打ち出したというのが一つでございます。 
それから、あと例えば、これはこの資料６―２の６ページ目にそこに今お話のところがございます。

これまた瀬田委員からもしご意見ありましたなら、それに従って書きかえたいと思っていますけれども、
成果の普及・広報というのを特許の取得・成果の普及等ということで、まず題名自身を書きかえまして、
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それで特許は事業戦略に沿って適切に取得されているか。従来の項目が特許について非常にたくさんば
らばらとなったんですけれども、いわゆる事業戦略的にどうかというようなことを本来重視すべきであ
るという、これ瀬田委員の講演を聞かせていただきながら考えて、ただ、これでは余りにもあっさりし
過ぎているというんでしたら、もうちょっと詳しい書き方したいんですけれども、すべて標準的にそれ
をどう書いていうのは非常に悩ましいところがございまして、とりあえずそういったことで、瀬田委員
から言われたことを意に置いてこう書いたつもりというのはあるんですが。 
（瀬田委員） 
 その特許の中でもう一つ大事なことは、その特許そのものの、あるいは知的財産権全体でいいんです
がそのものの評価ですね。つまり件数があればいいということではなくて、研究で得られたブレークス
ルーがきちんとした特許になっているかどうか。難しいんですけれども、その評価をどう考えるかとい
う点があります。 
（平澤委員） 
 別の点なんですけれども、先ほどご説明あったマネジメントのチェックポイント資料５とか、あるい
は参考資料１。これ中身を拝見したんですが、私は最も重要なことは、まずは課題の質を把握するとい
うことだと思うんです。つまり技術開発のどのステージ、どのフェーズなのかということとか、あるい
はどういう種類の、どういうカテゴリーに属する開発課題なのか。これ一概には言えないけれども、そ
のカテゴリーによって物すごくマネジメントの体制が変わらなければいけないんです。そういうことは
まず第一のチェックポイントになるべきではないかなというふうに思うんですけれども。今のように技
術の特性を生かして経営をするというのは、ＭＯＴの本質だというふうに思っているんですが、誤解さ
れて技術をどうマネージするかという、そういうことにＭＯＴを考えているような向きがあって、それ
は経営に生かされないわけですから、それだけでは。ぜひ技術の特質をまずは把握するというところか
ら始まらないといけないわけです。 
（冨田委員） 
 よろしいですか。この前、この色刷りの方もいただきましたですね、たしか。これ配ってなかったで
しょうか。この前いただいたような気がしたんですが、これは経済産業省における技術評価の累計とい
うのが出ていまして、これを見るとかなりＮＥＤＯもこういうような考え方に沿っておやりになれば、
今、平澤委員のおっしゃったいわゆる累計的な形でのこれにはこうしたらいいとか、これにはこうある
べきだというのが、これ非常にわかりやすくて私は大変高く評価しているんですけれども、書き込み方
が。あるいは配られておらなかったんだとしたら、僕はどこから手に入れたので、どこから手に入れた
のかよくわからないんですけれども……。 
（井田技術評価部長） 
 後ほど皆さんにもお配りしたいと思います。プログラムという政策の体系の中で、個々のプロジェク
トは一体どういう性格を期待されているのかというのが本来位置づけられていて、その性格に従って単
作的なものであるのか、分散的なものであるのかというようなのが、もうちょっと大きい政策の体系の
中できっちり本来は整理され、それの性格に反映してプロジェクトの評価もやっていくという、そうい
うのが経済省でおつくりになった資料の中で政策評価の体系図というのがありまして、それを一部冨田
先生にお渡ししたんだと思いますけれども、またほかの委員の方にもプログラムの評価とプロジェクト
の評価の関係とか、整理したものは後でお配りしたいと思います。 
（岸委員長） 
はい、どうぞ。 

（垣田委員） 
 この評価基準の中にきょうの多くはマネジメントの問題とか、プロジェクトリーダーの問題とかが指
摘されたと思うんですけれども、その原因の多くはやはりスタート点といいますか、このプロジェクト
の生まれ方といいますか、いい子供として無理なく生まれたのか、非常に無理して生まれたのかという
ところが、マネジメントの問題とか、プロジェクトリーダーの問題の基本にあると思うんです。資料の
６―３とか、一番目に事業の位置づけ、必要性についてこう書いてあるんですけれども、その前の段階
というのが一番評価の基本にあるのではないかと思うので、そこはどこで読み取るというお考えなんで
しょうか。今までだと事業原簿を見てどうとかという議論がありましたよね。そのスタートポイント自
身に問題があったのではないかという点は、この評価の対象にしないという一つのフィロソフィがあっ
てこうなっているのか、いやそれはそういう意味ではないのか、その辺ちょっと今後の重要なポイント
だと思うんです。 
（井田技術評価部長） 
 すみません。前回も議論あったんですけれども、事前評価というのは非常に重要であるというのが私
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ども評価サイド側からも言っておりますし、その事前評価のあり方があって、特に今まで経済省がやる
場合、あるいはＮＥＤＯでもできるというような、そういうような制度になっていまして、ただそれを
予算要求のタイミングとの関係でどうやっていくか。あるいはそれを公開するために現在ではＮＥＤＯ
ではネットワークショップとか、あるいは実際のワークショップとかやって、できるだけ意見をオープ
ンな格好で集めてプロジェクトの立案に結びつけるようにやっているって、前回の企画の担当部長が来
て説明したのでそういうやり方をやっています。 
 ただ、もう少しそれ全体をシステマチックに、もっとわかりやすく、もっとオープンにできるように
するべきだというのは前回をご議論いただいていますので、それからあと総合科学技術会議でも各プロ
ジェクトの事前評価のやり方というのを、各省全部今横並びで見てどうするべきかというような議論が
されているように聞いています。おっしゃっている点については、評価をやっている方から非常に強い
意見がいろんなところで出ていて、いろんなところで特に事前評価のやり方というのは議論されている
と思います。おっしゃるとおり事前評価は非常に大事で、それをベースに中間評価、事後評価をやって
いくべきだというのはご指摘のとおりだと思います。 
（大西委員） 
 よろしいでしょうか。 
（岸委員長） 
 はい、どうぞ。 
（大西委員） 
 研究開発のマネジメントの方に入るのかと思うんですが、時間軸に関する評価項目というのが具体的
にないんですね。情勢の変化に対しては適正に対応して計画の修正や何かやりなさい。どうしても今ま
でずっと伺っていますと、非常に長いテーマがきょうも１８年というのがありましたけれども、これ最
初から１８年ってやったわけではなくて、いろんなことが起こってこうなったんだと思うんですが、私
ども民間の開発プロジェクトですと、やはりリードタイムというのは非常に大事なんです。ですから、
５年なら５年でやるとなったら、何としてもその５年でおさめるというリーダーの思いも必要だと思う
んです。そうすると、その時間軸のチェック、この辺をきちんと入れておく必要が今後のためにはある
のかなという。そうしないとどうしても民間ベースのものに比べると国家的プロジェクトというのは、
延びる理由はあるわけですから、そのために延びていってしまう。ここを少しでもやはり抑えていくと
いうことが必要ではないかなというふうに思うんですけれども、それを感じました、これを見ていて。 
（岸委員長） 
 また、必ず全部５年だっていうのも変なものだといつも見ているんですが、この辺も含めて、３年も
７年もあっていいというふうに……。 
（大西委員） 
 そう思います。 
（井田技術評価部長） 
 すみません。評価項目の中では目標、非常に漠とした書き方なので、大西委員に対する答えにはなっ
ていないんですけれども、目標達成のための妥当なスケジュール予算となっているかという、そういう
評価項目、標準的なものとして設けていて、ただ長期なものと継続する場合には、ちゃんと絞り込みを
やりながらやっているかという、その二つを組み合わせております。 
 ただ、一般論としてきょうの１８年とか、１０年とかというのはもうないと思います。 
（大西委員） 
 いや、期限が守られないと今度中身が消化不良のまま終わってしまうというのがふえてくると思うん
です。ですから、両立させるためにどういうそれをプッシュさせるような評価をするかという意味では、
時間軸というのは大事ではないかなというふうに思います。 
（村上委員） 
 ４ページ目で全体を把握するプロジェクトリーダーなどが選任され十分に活躍できる環境が整備さ
れているかとか、把握するというよりも、むしろ責任をとるとかそういう感じになるんじゃないかと思
うんです。それで、といいますのは、私は今ベンチャーの会社幾つか見ているんですけれども、ベンチ
ャーキャピタルからお金をもらうと、代表の経営者に対して投資契約書って個人で結ばされるんです。
何年までに上場できる状態にもかかわらず上場しなかった場合は買い取るという条項が入っているん
です。それで利息がこうだとかいろいろ条項があって、最も高い例で買い取らなければいけないんです、
経営者の個人が。そのぐらい今ベンチャーキャピタルも厳しくなっているんです。 
 こう見ていますと、国のお金というのはベンチャーキャピタルの１けたか２けた多い額入っているわ
けです。それにもかかわらず単に把握するということだったら、非常にまずいのではないかという気も
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するので、その責任をとるというのはどの程度までかというのは非常に問題なんですけれども、もうち
ょっと厳しい方がいいのではないかなと。 
（井田技術評価部長） 
 実は先ほどのバイナリープラントで全体を統括するという、そういう言い方を最初していたので、把
握するので弱々しい書き方になってしまったんです。プロジェクトリーダーにどこまで責任をお願いし
て、どこまで権限をお願いするべきかと、今の既にやっているプロジェクトでも全部調査をしているの
で、かなりいろいろ統一されていないというのが実際のところでございます。責任をお願いする以上、
それだけの権限を当然やらなければならないという、ただそれをやり過ぎると今度なり手がなくなって
しまうというようなそういう場合もありまして、ただ全体にちゃんと統括をして、最後にこういったと
ころに対する説明責任は果たしていただくとか、そういうったことは当然やっていただく必要があると
思うので、それに見合った書き方というのをちょっと検討させていただきたいと思います。 
（西村委員） 
 今のことに関連したんですが、ここで想定されているプロジェクトリーダーは、以前の開発官のよう
な行政的な方を想定しているわけじゃないですよね。実際にプロジェクトで旗を振る方ですよね。それ
で、もし一生懸命このプロジェクトやろうというプロジェクトリーダーが見つからないプロジェクトは、
私やらない方がいいと思うんですけれども。 
（岸委員長） 
 非常に大事なご指摘だとこれも思います。 
（垣田委員） 
 今回の３本とも、プロジェクトリーダーの問題やマネジメントの問題が指摘されました。こうした問
題は、そのプロジェクトの生まれ方と非常にリンクしているので、この評価のステージのときに、どう
いう生まれ方をしたのかという評価を入れるべきではないかという意味で言ったんです。事前評価とい
う、どれをプロジェクトにするかどうかは、この評価とは別の評価があって、それは重要だとよくわか
るんですけれども、プロジェクトが進んできて、中間なり、事後評価をするときに、そのプロジェクト
のスタートといいますか、どういうようにして立ち上がったということが、マネジメントのあり方とか、
リーダーの問題とリンクしてくるので、この中間評価や事後評価のときに、このプロジェクトがどのよ
うな生まれ方をしたのかということまで見るべきだという意味で言っているのです。 
（岸委員長） 
 事前評価の結果を踏まえてとか、関連においてとか、何かつながるようなのにしないと切れてしまい
ますね。 
（垣田委員） 
 そうそう、つながり。 
（井田技術評価部長） 
 おっしゃる気持ちはわかります。我々がどうだったかという評価項目書けるんだったら書いたらいい
んでしょうけれども、実際上、今のご存じのように政策評価法に従って各予算要求するときには、全部
担当課長が名前を書いて、予算要求の段階から評価するというもう一方の体系があります。今、評価っ
て非常に何段階かになっていまして、プログラムについても事前評価あり、中間評価あり、事後評価あ
り、さらに各それぞれの政策についても事前評価あり、それから毎年の評価ありという、そういったも
のの中で当然生まれてくるものはすべてオープンになり、その評価体系というのはオープンになってい
ます。たまたま今やっている１０年もの、１９年ものを念頭にしますと、今おっしゃったとおり、あれ
は何で当時どうだったかと言われると事務局としてもおろおろするような場合があるんですけれども、
ご懸念の点というのは、随分評価体系の全体の中で当然変えていかなければいけないことというふうに
我々考えておりますけれども……。 
（岸委員長） 
いずれにしろ事前・中間・事後が結びついたようなものでなければいけないので、その辺の書き方も

少しご検討ください。どうもありがとうございました。 
それでは、事務局より今後のことを含めて最後に説明をお願いしたいと思いますが、資料５がまだ残

っているんでしたっけ。 
（井田技術評価部長） 
 先ほども資料５も通して説明させていただきました。報告案件については先ほど言ったとおりご意見
いただきましたら、それをもとに岸委員長と意見をいただいた委員の先生、それから各分科会長とご相
談して対応を決めたいと思います。 
 それから、標準的評価項目、評価基準については、ちょっと今いただいたご意見をもとに、字句の訂
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正等をした上で、一応了承を得たものとさせていただきたいと思います。その最終案は岸委員長によろ
しければご一任いただければと思います。いずれもこのメンバー皆さん申しわけないんですけれども、
３月までということでお願いしていますので、そういったようなことでご了解いただきたいと思います。 
 以上、こちらからのご連絡でございます。 
（岸委員長） 
 どうもありがとうございました。きょうはマネジメントのあり方、経済産業省、それから工技院、Ｎ
ＥＤＯ、ＲＩＴＥとか、４重構造みたいになっていまして、プロジェクトリーダーって一体どこに所属
して、どうなっているかというような、私自身も一度プロジェクトリーダーをやって悩んだことがある
んですが、ぜひマネジメントの一元化とか、プロジェクトリーダー、これはもう前回非常に強くご指摘
があった。きょうも強い指摘がありました。この辺も含めて新しい評価法に次年度以降、非常によい機
会ではなかったかと考えている次第です。いろいろ本当にありがとうございました。最後にそれを踏ま
えて、今年度最後ということで、光川副理事長よりごあいさつをお願いします。 
（光川副理事長） 
 このメンバーによります活動も本日をもって一応最終回という形になります。規程上は２年度の年度
末を任期とするという形になっておりますので、今後、関係者の皆様方には再度ご相談して、再任して
いただく方、また新規にメンバーにお入りいただく方等々ご相談させていただきたいと思います。大変
活発な委員会であったと思っております。感謝いたしております。 
それでご審議いただいた結果でございますが、これもう既に大いに活用させていただいているところ

でございまして、既にこの場でもご報告したように、中間評価結果につきましては、その結果をもとに、
途中でもう既に研究をとりやめたものとか、それから期間を圧縮したもの、予算を変更したもの、それ
から目標とか、体制を変えさせたものなど、いろいろ既にございます。 
 それから、本日御議論いただいたようなこの事後評価結果につきましても、そこから得られました反
省点とか、成功要因、これらを今後のＮＥＤＯのプロジェクトの選定、目標の設定もしくは出口設定、
それから責任者を含めた研究体制の構築、我々の日々のマネジメントの改善などに使ってまいりたいと
いうふうに考えております。 
 それから、私どもといたしましては、引き続き多くのいろいろな異なった考え方なり、分野のことな
る方々に、ＮＥＤＯの研究開発の実態をご評価いただきたいということで、今後一部新規にメンバーを
差しかえて、またこの活動を続けてまいりたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。２
年間弱でございましたが、本当に皆様ありがとうございました。 
（岸委員長） 
 それでは、これで閉会にしたいと思いますが、本当にどうもいろいろありがとうございました。こん
な活発な委員会は私も余り経験がないんですが、それ以上に事務局が努力してくれてどんどん本当に変
更しています。大体話だけで終わってしまう委員会が多いんですけれども、そういう意味では非常に興
味のある委員会でもあったという気がしております、集まりだったと思います。どうもありがとうござ
いました。 

（午後 ０時１１分閉会） 


