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第17回研究評価委員会 議事録（案） 

日 時：平成20年3月27日(月)13:00～17:30 

会 場：川崎日航ホテル １１階 「橘」 

事務局：NEDO技術開発機構 研究評価部 

 

出席者： 

西村委員長 伊東委員 稲葉委員 尾形委員 黒川委員 小林委員 佐久間委員

架谷委員 平澤委員 吉原委員 

持田分科会長 白木分科会長、逢坂分科会長 

（ＮＥＤＯ）  

上原理事 竹下研究評価部統括主幹 高松研究評価部主幹 北川研究評価部主幹  

白井企画調整部課長  

（ＭＥＴＩ）  

大久保技術評価調査課産業技術総括調査官（代理出席 木村技術評価調査課） 

 

Ⅰ 開会、委員紹介、資料の確認、親委員会の運営等について 

＜事務局から、委員長、委員、分科会長の紹介、資料の確認、第17回研究評価委員会成立

の確認＞ 

 

Ⅱ 議事 

1. プロジェクト評価について【審議】 

①多目的石炭ガス製造技術開発（ＥＡＧＬＥ）（中間評価） （資料3-2-1） 

〈事務局から資料に基づき、プロジェクトの概要について説明〉 

〈持田分科会長から評価報告書（案）に基づき、評価結果について説明〉 

 

【西村委員長】  ありがとうございます。それでは、ただいまの評価結果のご報告につ

いて、ご質問ご意見をお願いいたしたいと思います。 

【架谷委員】  私は、このプロジェクトの前回の中間評価の評価分科会の会長でした。

ただし、大分時間が経過しましたので、必ずしも当時の記憶は十分ではないのと思います

が、質問させて頂きます。 
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 このプロジェクトの一つの大きな特徴は、多様な石炭種への対応というキーワードが、

その当時は全面に出ていたと思っております。今回の評価で１５年の遅れと評価が出てき

ておりますが、この１５年の遅れというのは具体的にはどういうことを指して、１５年の

遅れと見ておられるのか、その辺の内容をもう少し詳しくご説明いただけないでしょうか。 

【持田分科会長】  日本におけるガス化は、発電に対する、いわば燃料をつくるプロセ

スとしてスタートしておりまして、既に「勿来（なこそ）発電所」におきまして、通常、

IGCCと呼ばれております発電効率最大のガス化をねらうというプロセスがございます。

これについては１,０００トンを超える規模のものが現在、実証運転中でございます。これ

に対しまして、世界の流れは酸素吹噴流床というタイプのガス化でございまして、これは

水素、あるいは合成ガスをつくるのにも向いておりますし、このプロジェクトの１つの目

的になっております燃料電池も組み込んだ発電技術にも適用できるという技術開発として

進んでおります。この分野は、世界的にはヨーロッパあるいはアメリカで既に進行してお

ります。酸素吹噴流床というガス化が既に動いておりまして、おおむね１,０００トン規模

が、これは主にケミカルを製造するということで動いています。そういう意味で、これか

ら日本の酸素吹噴流床のガス化が今後進んでいく道は、１,０００～１,５００トンの技術

をつくると。そして、それを習熟していくということを含めますと、おおむね１０～１５

年ほど遅れているのではないかということになります。 

 もちろん、これは国の方針として、あるいは民間企業も含めて、早急に達成すべきとい

うことであれば、その１５年をいかようにも縮めることは可能だと思っておりますが、従

来の進め方を踏襲いたしますと、そのぐらいかかってしまうという判断でございます。国

の財政状況も、ここ何年かで改善の方向が見えませんので、民間が主導してできるという

ことを多くの方が期待しております。そうしますと、やはりそのぐらいの期間がかかって

しまうのではないかと思っております。 

 それからつけ加えて申し上げますと、現在日本では、石炭利用に伴い排出されるＣＯ２

を補足・貯留ということが世界的に認められたことを受けて、この技術も早急に立ち上げ

たいと言っておられますので、EAGLE、この酸素吹ガス化は、それにいわば最適な方法

の１つということが言えると思いますので、それも適用するということで、アメリカの

FutureGenプロジェクトと対抗するといいますか、協調して対抗する中で考えるべきとい

いますと、１,０００トン規模のガス化技術はほぼ完成するという点だけから見て、今まで

のやり方でいうと、１０年ほど遅れてしまうという解釈でございます。 

 -2-



【架谷委員】  もう一点質問がございます。その炭種の広がりといいますか、その点に

ついてはどのような評価なのでしょうか。 

【持田分科会長】  噴流床は技術的に石炭の灰を溶融したスラッグとしてハンドリング

することになっております。したがいまして、溶融しない石炭については、この技術が適

用でないということになります。一方、特にアジアにおいては、溶融する石炭の温度がガ

ス化温度にマッチしない、つまり選鉱技術に対してしないわけでございます。微粉炭焚き

等、いろいろ一緒にやればいいのではないかということはございますが、高効率にするた

めには、従来の噴流床では、そこに含有される灰分が流動性の高い温度に達するまでの高

温ガス化では必ずしも十分ではないと。それを可能にしておりまして、まだ微粉炭焚きと、

いわゆる噴流床焚きの中間の石炭について取り扱える可能性が証明できたという点でござ

います。 

【架谷委員】  確認ですが、要は微粉炭の火力の石炭種に比べると、この技術によって、

より資源が高度に使え得る可能性が高いと見ていいということですか。 

【持田分科会長】  はい。効率的にガス化する技術は非常に高い。そのかわり、今の時

点では、使える石炭の灰の融点が微粉炭焚きに比べると低いところにとどまらざるを得な

いということです。これを噴流床のガス化温度を上げることで、より微粉炭焚きに使われ

ている石炭に近い領域まで拡大ができつつあると。まだ完全に微粉炭焚きに使える石炭が

すべて、このガス化では至っておりませんが、その中間の部分を埋めることがほぼ可能に

なってきたという状況でございます。 

【伊東委員】  研究成果も非常にいいということなのですが、評価の中に、今後、さら

にスピードアップをしなさい、それから、研究開発のコスト削減をやりなさいと提言され

ています。当然やらないといけないのですが、もう少し具体的にどうすればいいのかとい

うことをご説明ください。 

【持田分科会長】  はい。今、委員からコストダウンとプロジェクトの加速の２つのポ

イントを指摘されたと思います。お互いに関係したところがございますので、まず前半か

ら申し上げますと、今回の１５０トンに基づいて、概念設計、基本設計をして、１,０００

～１,５００トンの規模に移るわけでございますが、そこでかかる費用を減らすために、シ

ミュレーション等の技術を多用して、そこでコストダウンができないか。それから、その

建設にかかります材料等をIGCC（石炭ガス化複合発電: Integrated coal Gasification 

Combined Cycle）で組み上げた、「勿来発電所」で行われている技術等も、これはプロジェ
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クトの主体が変わっておりますが、十分に取り入れることとして、コストダウンが図れな

いかという提言をしているところでございます。当然考えているわけでございますが、実

施者が違いますと、それぞれのノウハウ、あるいはパテント等に関連して、やや難しい問

題があるわけでございますが、これはいずれも国が関与している大きな技術でございます

ので、その競争を越えたところで、コストダウンできるようなところはないかという道を

探してほしいということでございます。ですから、技術的に新しい考え方を上げる。それ

から、日本で開発されているIGCCの技術を十分に取り入れられないだろうかということが、

コストダウンに対する主な提言でございます。 

 加速につきましては、私も正確ではございませんが、１,０００億円を超えるようなプロ

ジェクトでございます。この負担をどうするかという問題が加速にかかわってまいります。

これは私が評価委員として言うのが適切かどうかわかりませんが、全体を見ていますと、

従来は電力事業者が、その大半を負担するということで、こういう国のプロジェクトをフ

ォローする形で進捗しておりましたが、ご承知のとおり、今、電力事業者も必ずしも将来

に向けて巨額な資金を持っているわけではございませんので、その辺が、この評価が低く

なる遠因だと了解しております。これをどう解決していくかを求めて、やや点が低くなっ

ているというわけで、やや無理な注文をしているわけでございますが、このあたりは評価

委員の方々にも十分ご了解の上、どういう方向に推進するのがいいかということをお考え

の上、議論していただければ幸いでございます。 

【西村委員長】  ほかにご意見ご質問はございますか。はい、黒川委員。 

【黒川委員】  この研究は、実用化をかなり目的とした研究で、しかも１５年間の遅れ

をとっていて、それをキャッチアップというか、取り戻すのが目的ですね。今のお話です

と、キャッチアップの可能性のある技術という言い方をされていましたが、結論として、

本プロジェクトは、世界と比較して同じレベルにまで達したのでしょうか。それとも、あ

と１,０００トン規模に発展させなければ、世界をリードするレベルまで行っていないとい

うことになるのでしょうか。その辺を少し教えて頂きたい。 

【持田分科会長】  現在は１５０トンの規模でございます。１５０トンで出てきた操作

性、効率等においては、現在、１,０００トン規模で行われているものに対して、むしろ凌

駕できる技術だと評価しております。しかし、この世界で、１,０００～１,５００トンの

規模のものがケミカルを中心に実用化されている技術に、１５０トンで、いい技術が出て

も、これは商業的あるいは実用的に向かっては、なかなか信用してもらえないのが現実の
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世界でございますので、そういう意味で１,０００～１,５００トン規模がどうしても必要

だということでございまして、私のほうも、この委員会でも十分、そのことを議論いたし

まして、１,０００～１,５００トンをやめて、一気に３,０００トンに行くというような挑

戦はできないのかという議論をいたしましたが、やはり日本のエンジニアリングの状況で

は、世界の状況でも同じでございますが、１５０トン、１,０００トン、１,５００トン規

模、そして３,０００トン規模というラインを踏むことが必要なのではないかということで、

私どもも納得しておるというところでございます。そういう意味で、商品として売るもの

としては、最低１,０００～１,５００トンを実証し、それが一定期間、トラブルもなく動

くということを、もし仮に、これを顧客に売るとすれば、その証明が必要だと私どもも了

解をいたしました。 

【西村委員長】  よろしいですか。はい、平澤委員。 

【平澤委員】  今回は中間評価ということですので、今、ご説明をいただいたような将

来的な展開を図るかどうかという一つの判断をすべき時点だと思います。それで、もう一

つの大きなポイントは経済性であって、その経済的な、これはケミカルズをつくる原料、

あるいは燃料電池用の水素をつくる原料に使うと。そういうことを想定したときに、コス

ト的に、このプロジェクトにおける技術成果のタイプを進めるというのはどのぐらい有利

なのかという辺りをご説明いただきたい。 

【持田分科会長】  この酸素吹噴流床については、究極的に３,０００トンを目指します

のは、いわゆるトリプルサイクルと呼ばれている燃料電池、ガスタービン、それからスチ

ームゼネレーションの３つを組み合わせた、いわゆるトリプルサイクルということで最大

効率５０％を超えるものが達成できるということになっておりますので、発電技術として

大事でございます。これは今のところ、３,０００トン規模の技術はいまだに商業的という

意味では確立しておりませんので、まだ競争の余地が残っております。それから、主にケ

ミカルをつくる、燃料電池、合成ガスという意味では、燃料電池は、まだそこまでいって

おりませんが、先行する噴流床ガス化が、いわゆるケミカル、メタノールであるとか、あ

るいはたまには合成燃料もございますが、それをつくる技術として、大きく拡大をすると

ころでございまして、それに勝る効率、操作性を１５０トン規模では示しておりますので、

これに早急に１,０００トン規模の実証を行うことで、その分野では石炭を使いこなしてい

く上で最も優れた技術になっていくだろうと思っております。さらに水素に対して余分に

出てくるＣＯ２については、貯留に向いている技術でございますので、その意味でも、今
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後、日本の国がＣＯ２排出を果断に減らしていくということを考えますと、極めて優れた

技術になるのだろうと思っております。 

【平澤委員】  重ねての質問になり恐縮ですが、金額的に詰めたような議論はまだでき

ていないと考えてよろしいのでしょうか。それとも、エネルギー単価や原料単価などでの

具体的な議論はあったのでしょうか。また、そういう値はどうなのでしょうか。 

【持田分科会長】  何で比べるかなのですが、発電コストはなかなか難しいところがご

ざいます。実際に、例えば発電コストについて、現行の微粉炭焚きと比べるのは、これは

ちょっと酷でありまして、新設のＣＯ２貯留も含めた微粉炭焚きと、このガス化発電とい

うことでいたしますと、有意の差で、こちらのほうが有利になると言われております。 

 それから、水素製造あるいはＣＯメタノール合成用の原料につきましては、ご承知のと

おり、従来、比べるべきものが天然ガスのリフォーメーションです。これは燃料の価格い

かんでは、どうにでも変わりますが、技術的にはメタンのリフォーメーションは世界中で

やっている技術でございますので、これは勝負になりません。ただし、今後、天然ガスと

石炭との価格差が拡大をしたときに、石炭の中で競争していくという意味であれば、十分

競争力のある方法になると思っております。アジアを中心に、先ほど申し上げましたシェ

ルのガス化技術が急速に拡大しつつあるところは、そのあたりを反映していると考えてい

いのではないかと思います。 

【架谷委員】  質問させてください。最後の確認ですが、IGCCは空気吹ですよね。こ

のEAGLEは酸素吹ということですが、空気吹、酸素吹ということに対して分科会として

評価の何かはございましたか。 

【持田分科会長】  これは２つのガス化発電プロジェクトが、日本の国の支援で発展ス

テージは少しずつずれておりますが、行っておりまして、一方が極端に優れているという

わけではございません。日本としては２つをやるということが技術立国としては重要だろ

うということで推進したのだと私どもは理解しております。これは酸素をつくるというと

ころに非常に大きなコストがかかります。したがいまして、発電だけを意識しますと、空

気吹き、少しエンリッチド酸素が入っておりますが、それに持っていくのが最も低いコス

トで発電ができるということでございます。 

 しかし、それに例えば、ＣＯ２排出を貯留を含めた、あるいはトリプルサイクルの燃料

電池を組み合わせますと、どうしても酸素吹を組まざるを得ないという状況がございます。

この２つの長所短所を十分に考えながら、しかも、その技術が、内容をいいますと、片方
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は三菱重工がエンジニアリング会社でございますし、パブコック日立がエンジニアリング

会社でございますので、その競争の中で、どういう協調が組めるかというのは国として大

きな問題でございますが、その合理性を追求することが大事だと思っております。とはい

いながらも、燃料電池SOFCを考えておりますが、それがいつできるのかという問題が出

てきますと、本プロジェクトの中でSOFCを使うことを目的にし、また国のプロジェクト

の中にも燃料電池を開発することが推進されておりますが、現時点でSOFCを発電に使え

るまでには技術は成熟しておりません。そのようなことがあるところをご勘案いただきた

いと思います。 

【西村委員長】  ありがとうございます。よろしいでしょうか。それでは、ただいまい

ただいたご意見を事務局のほうでまとめていただいて、研究評価委員会からのコメントと

して添付させて頂いて、この評価報告書について了承させていただくということにしたい

と思います。 

【持田分科会長】  どうもありがとうございました。 

【西村委員長】  ありがとうございました。 

 

②次世代半導体材料・プロセス基盤（ＭＩＲＡＩ）プロジェクト（中間評価） （資料3-2-2） 

〈事務局から資料に基づき、プロジェクトの概要について説明〉 

〈白木分科会長から評価報告書（案）に基づき、評価結果について説明〉 

【西村委員長】  ありがとうございました。それではご質疑をお願いいたします。はい、

小林委員。 

【小林委員】  産総研の小林でございます。このプロジェクトを請け負っている一組織

なので、利益相反にならないような申し上げをしたいと思います。 

 今の白木先生のお話の中で３つほど、ご質問がございます。１つは、新たに始まった幾

つかの個別テーマがあるという中で、カーボンナノチューブによる配線とか、光配線とか、

非常にチャレンジングなテーマがあります。これは非常に注目すべき点だろうと思うので

すが、その見通しはいかがでしたか。 

【白木分科会長】  それがまた、なかなか難しいところでございまして、我々としては

非常に期待しているのですが、これはかなりリスキーといいますか、冒険的なテーマでご

ざいます。したがいまして、これは１００％うまくいった場合も、はたして産業界が完全

に受け入れるかどうかについては今の時点ではちょっと分かりません。この半導体を取り
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巻く環境は非常に流動的なものですから、プロジェクトをスタートした時点では、おそら

く取り入れられるだろうと思っていた技術も、別なものが出てきたときに大幅に変わると

いうことが、ご存じのように、よくあるものですから、この２つのものも、そのままそっ

くり取り入られるかどうかについては我々も疑問に思っている点でございます。ただし、

これを推進することによって、技術は非常に高くなるだろうということでございまして、

今、半導体が非常に大きなデッドロックにさしかかろうとしているときの非常に大きなブ

レークスルーになる可能性は秘めているというところで、そこは非常に高く評価しており

ます。 

【小林委員】  それから、第３期で何をやるのかがまだ明確ではないというお話だった

のですが、それはある意味では、技術的な問題から半導体の行き先というものの見通しを

判断するのは難しいという考えてよろしいのですか。 

【白木分科会長】  技術的な問題と、やはり産業界がますます流動的になってきている

ものですから、焦点を絞り切れないというのがあろうかと思います。ですから、制度とし

ては、できるだけフレキシブリティーを残しておいて、情勢変化に機敏に対応するように

方向修正したいというのが根底にあるのだと思います。そのために、ややあいまいな目標

を設定してスタートしたのではないかと個人的には感じております。しかし、それはある

意味では半導体というものの宿命的なものと思っていまして、一応、この線で第３期の後

半に入っていってもよろしいのではないかというのが我々の結論でございます。 

【小林委員】  それから、今のお話とも関係すると思うのですが、今後、事業化、商品

化、実用化というときに、このプロジェクト自体の責任ももちろんあるのですが、受け手

の企業の方の体制といいますか、そういうことについても課題があったとのことがたしか

一言、評価報告書のどこかで書いてありましたが、そのあたりはいかがでございますか。 

【白木分科会長】  この点についてはもちろん実施者も大変気にしておりまして、いろ

いろな企業と相談しながら、技術移転を含めて、実用化を模索しておられます。中間評価

の時点では、あまり具体的な話は直接には述べられなかったのですが、その後、確認した

結果、かなり深く技術移転のことを企業サイドでやっているといった説明を受けまして、

我々としては、それだけ企業が乗り出してきているのだったら一安心だなと思った次第で

ございます。 

【小林委員】  ありがとうございました。 

【西村委員長】  それでは、尾形委員、お願いいたします。 
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【尾形委員】  今のご質問とほぼ同じような内容なのですが、少し違う言葉でご質問し

たいと思います。第３期の目標に対して、評価委員会の中で、具体的なテーマを取り上げ

て、こういったことを最終目標にすべきではないかといった議論は分科会の中でございま

したか。 

【白木分科会長】  残念ながら、それは我々も、こうしたらいいのではないかという提

言まではまいりませんでした。それから、先ほどの小林委員の質問にも関連するのですが、

取り上げているテーマだけでいいのかという議論も実はありました。ハーフピッチ３２ナ

ノ以降のＬＳＩを開発するためには、もっと必要な技術がたくさん落ちているのではない

かという議論も実はあったのですが、はたして、それがこのMIRAIプロジェクトの中で、

そういうものまで全部、拾い上げられるかということもありまして、議論が収束できなか

ったというところでございます。 

【西村委員長】  よろしいでしょうか。どうぞ。 

【架谷委員】  今の点について、素人ながら質問がございます。プロジェクトの途中で、

プロジェクトの内容をバージョンアップするようなメカニズムか何かがあるのでしょうか。

それがないままの議論でしたら、一体、先行きはどうなるのかと見えなくなってしまうよ

うな気がしますが。 

【西村委員長】  吉原委員。ご質問をお願いします。 

【吉原委員】  この最後の実用化のところが少し低い評点なのですが、実は半導体技術

は非常に幅広い技術でございますよね。先ほど先生がおっしゃったように、例えば半導体

の評価技術みたいなところは非常にすそ野が広くて、ここにも少し書いてありますが、例

えば断面ＴＥＭと画像処理技術を組み合わせた技術などは非常に汎用性が広くて、いろい

ろな分野で使われますね。そういった分野も含めて、今後、実用化、事業化ということも

考えていただければと思います。つまり、半導体だけに限っていると、非常に評点が低い

のですが、実は発生した技術はいっぱいあると思うのですね。そういうものをいかに実用

化していくかというところまで評価していただければ、よろしいのではないかなと思いま

す。 

【白木分科会長】  ありがとうございます。評価技術については、色々と技術移転して

きた実績がございます。今回も、そういう技術が中に含まれております。そういうものも

含めると、産業規模としては、それほど大きくないかもしれませんが、実際に産業に貢献

できるという意味での技術のアウトプットはあると我々は判断いたしております。 
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【吉原委員】  そういう点も判断すると、もっと評点が高くなったのではないでしょう

か。 

【白木分科会長】  それはもちろん判断した上で、やはり我々としては、ＬＳＩそのも

のが強くならなくてはいけないという考えがあるものですから、それがほんとうに大丈夫

かというところに評価の中心が行くものですから、少し評点が低くなっております。 

【西村委員長】  今の最後のところがポイントかとは思うのですが、このプロジェクト

をつくられるとき、まだ２０世紀のうちの様々な議論の中で、これができてきたことから

考えますと、今、白木分科会長がおっしゃった最後の問題、１９９０年以後の日本の半導

体産業が、厳しい状態になり、なお１５年を経て、ここまで隆盛を極めた産業が、これほ

ど厳しい状況になることがあり得るのだなというぐらいになって、今、むしろ逆に、社会

科学系の研究者たちにとっての研究対象になりつつあるのが半導体産業の現実なわけです。

それに対して、トータルで見てMIRAIが貢献したとは言えない。この総括はNEDOにとっ

ても非常に重いものがあると思っているのですね。個々の研究成果は確かに沢山あがって

いますし、部分的には使われそうなものももちろんあるのですが、１９９０年ごろから始

まった、もう１７～１８年になりますかね。日本の半導体産業の凋落に、ちょうどその真

ん中の時期にMIRAIは延々とやっているわけですが、現実問題として、日本の半導体産業

の凋落にほとんど役に立たなかったというか、ほとんど無関係だったという現実は、私の

ように半導体を産業のほうからずっと見てきた人間から見ると相当厳しいものがあると思

います。 

 それから、例えば、その間に受け手の半導体産業とはだれのことを言うのかがわからな

くなってしまっているわけですね。始めたころはＮＥＣとか、日立とか、富士通ですとか

そういう大手の半導体メーカーだったのですが、現在、半導体メーカーというのは、みん

な、そういう大きい会社からは分離して、違うところに行ってしまっています。組織も、

責任者も、人間関係も非常に大きく変わってしまっている状況の中で、この成果の受け手

が、はっきりわからないような状況になっているわけですね。非常に複雑な問題が絡んで

いて、多分、NEDOとしても一回、本格的な総括をしなければいけないと思っています。

しかし、個々には、白木先生がおっしゃったように、いろいろなおもしろいことがたくさ

んあって、成果も上がっています。好意的に言えば、吉原委員に言っていただいたように、

ほかに応用可能なものとか、いろいろなことはあり得るのですが、現実の日本のＬＳＩ産

業の全体と、それを盛んにすることをねらって形成された、このプロジェクトの全体とし
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ての関係からいうと、非常に厳しく見ざるを得ないと私自身は思うほかないのです。私の

立場で言い過ぎるのも問題だとは思いますが。 

【白木分科会長】  私は実はそこまでは厳しくは見ておりませんで、日本の産業界に

MIRAIはかなり貢献できていると思っております。そう思っている評価委員も半数以上で、

おそらく西村委員長がもしも入っていたら、全体の評価は少し変わったかもしれませんが、

我々の中間評価委員会の中では、MIRAIプロジェクトというものが無かったらどうなって

いたか。おそらくもっと惨憺たるものになっていたのではないかと考えております。日本

の半導体メーカーが、いわゆる基礎研究に近いところについては、手を抜いてきている現

状を考えますと、MIRAIプロジェクトがなかったら、ほんとうにおそろしい事態になって

いたのではないかという言い方もできる訳です。MIRAIが走っていたがために、企業にお

いても、何とか人材を確保し続けられた、維持できたという側面もございますし、企業で

はやらなくなった基礎研究を、大学とは違った、かなり現実に即した基礎研究を実施して

くれたということについては産業界も非常に高く評価しておりますので、MIRAI全体があ

まりうまくいかなかったというような位置づけは、おそらく誰もしてなかったと私は思い

ます。西村委員長が一番厳しい見方をしているのではないかと思います。 

【西村委員長】  私自身は、プロジェクトを作る側の立場でもあったものですから、そ

ういう立場から見たら、こんなはずではなかったのにという思いは非常に強くあるのです。 

【平澤委員】  発言しても宜しいでしょうか。今の議論もそうなのですが、半導体産業

の競争力と半導体技術の競争力は全然違う訳です。９０年代の前半に産業としての半導体

産業の競争力を我々が分析をしたのですが、そのときに技術が寄与している部分は、そん

なに大きくありませんでした。投資額が決定的な要因ですね。ですから、凋落してきた原

因は、もちろん技術的な側面は大前提としてあるわけだけれども、それ以外の、どうして

も不可欠な要因が欠落したために急に凋落するわけです。ですから、今、西村委員長がお

っしゃったような、このMIRAIが役に立っていないのではないかという言い方は、少しま

ずいと申しますか、白木分科会長がおっしゃるような技術的な寄与というところで、まず

は議論すべきだろうと思います。その上で、産業として強化するにはどうしたらいいのか

を考える必要があります。これは経産省が考える領域になるかもしれませんが、産業政策

の問題だと思います。産業技術政策ではない。 

 それから、今までの議論とは全く違うことで、分科会長にお伺いしたいのですが、１６

ページにある評価の素点の分布を拝見しまして、メリハリをつけて評点している人と、オ
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ールＡというような人といるのですが、分科会長の目でごらんになって、その評価の信頼

性というのが、どういうところにあって、こういう結果になったのかという点をお伺いし

たい。例えば、半導体とあまり専門性がないので、全部Ａをつけたとか。非常に半導体技

術の細かいことに関してよく理解しているので、厳しい点にだったなど。何かそういうよ

うな関係があるのでしょうか。 

【白木分科会長】  それはもちろんあります。特に実用化、事業化の見通しのところに

ついて、一番、点が割れているわけですが、かなり現実をご存じの委員は、詰めがこれで

は甘いということで、とてもＡはつけられないということでＢ、厳しい人はＣまでつけた

というのが現状でございます。その中で、Ａがあるものについては、この分野のプロフェ

ッショナルな方でなかったかどうかについては、私も記憶しておりませんが、比較的全体

がよくいっているので、あるいは先ほど吉原委員からご意見をいただいたのですが、その

中でも実用化のための努力が行われている点を高く評価してＡをつけてくれたのではない

かと思っております。一番我々としても取りまとめに苦慮したところでございます。少し

お答えになっていないかもしませんが。 

【西村委員長】  架谷委員、どうぞ。 

【架谷委員】  先ほども言いかけたのですが、私は全く素人ですから、あくまでも評価

結果の文章として気になるのが、１０ページの一番下の段落の文章ですが、「研究開発目標

や計画等戦略を検討し、目的設定を行うことが望まれる。」というのは、少なくともNEDO

のプロジェクトとして、そういう評価が出てくるというのはどう解釈すれば良いのでしょ

うか。つまり、研究開発目標や戦略をもう少しきちんとしなさいということが評価として

出てくるということをNEDO自身は、どんなふうにお考えになっておられるのでしょうか。

途中の文章の段落でも、拝見しますと、３２ナノメートルのハーフピッチについての具体

的も目標が漠然としているというキーワードが幾つか出てくるわけでありまして、プロジ

ェクトのセッティングそのものについて非常に気になるのですが、どんなふうにお考えで

しょうか。 

【高松研究評価部主幹】  白木先生からも最初にご説明がありましたように、このプロ

ジェクトの基本計画上の位置づけの問題が若干内包されているということで、本日は、推

進部署にも来ていただいております。具体的な反映作業はまた、これ以降に始まるのです

が、既に検討されている内容があるとお聞きしておりますので、少しその点について補足

をしていただければと思います。 
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【電子・情報技術開発部（秦ＰＭ）】  電子・情報技術開発部の秦と申します。本委員会

での議論の中にもありましたように、半導体産業がどんどん変化しているというムービン

グターゲットの中でどうするのかということについては、白木委員長をはじめ、評価分科

会の中でも議論していただいたとおりであります。これに関しましては、NEDO技術開発

機構の中では、外部評価委員によります運営会議とか、企画会議を持って議論を積み重ね

まして、今回の中間評価の結果を踏まえて、基本計画の変更を行い、定量的かつ具体的な

第３期５年間、今からですと３年後までの目標を設定し、実用化につなげるような形で推

進しております。 

【架谷委員】  一般的に、こういう結果が出ている段階で、これを見て、企画をやり直

したから、３年後、明確に成功目的をつくれるのだったら、何も初めからつくれるはずで、

多分、実際にはその辺が非常に難しいので、いろいろ紆余曲折があるのだと思います。で

すから、実際にそういう紆余曲折がある諸問題で、しかも産業的には非常に低落しつつあ

るものを支える戦略というのは、そんなに簡単なことででき上がるのだろうかと思うので

すが。私にはとても信じられないのですが、やはりNEDOあるいは経産省として、ほんと

うにこれをどうするのかいうことは、この程度の議論ではとても済まないのではないかと

思うのですが、いかがですか。 

【西村委員長】  個人的に私もそう思います。先ほど、平澤委員が、ある意味で救いと

なるようなご意見を言っていただいたのですが、そこで産業と技術を、先ほどおっしゃっ

たように区別していいものかという問題があります。昔であれば、産業界が使わなくても、

技術的な意味で評価できるものができれば、NEDOのプロジェクトとしていいのだという

ことで評価できますが、今なお、それでいいのかという問題と関係してくると思うのです

ね。ところが、そういった課題を踏まえて実施したときには、現在の半導体の産業の状態

でいうと、産業界自身が激しく動いていて、だれがどう受けているのか、よくわからない

状況になっていますから、ある委員会で何かしたから、上手くいくのでしょうか。MIRAI

プロジェクトをつくる委員会で対応するというレベルで済むのでしょうか。例えば、この

成果が産業界のだれがどう使うことになるのかというのが、プロジェクトが始まったとき

とは産業界の状況が全然違いますから、やはりNEDOのプロジェクトの評価とは大分越え

たところでのいろいろな検討が行われないといけないのではないかと思います。 

【架谷委員】  だれも答えを持っているわけではないと思いますが、少なくとも本書を

拝見して、評価結果の数字を拝見すると、とてもそうは見えない。文章のとおり、そのま
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ま点数にしたら、多分、これは違う評点になるのではないかと。そういうことを思うもの

ですから。 

【西村委員長】  ただし、白木先生が最初におっしゃったように、中間評価委員会とし

て、ここに挙げられている技術について、目標があって、その期間にどれだけのことをし

ましたかと言われれば、多分、こういう評価結果になると思います。その先については、

どうしましょうかということになってしまっているのだと思のですが。 

【架谷委員】  どうしたらいいのですかね。 

【西村委員長】  個人的な意見を言い過ぎておりますので、この先はなかなか言いにく

いところがあります。プロジェクトリーダーも第３期から新しくなられていると思います

し、それは大分違う立場の方がプロジェクトリーダーにもなられたということもあったと

思います。多分、もう少し推進部も含めた大きなところで議論せざるを得ないのだろうと

思いますが。何かご意見がございますか。 

【架谷委員】  いや、私はもう結構です。 

【小林委員】  私も、このMIRAIプロジェクトが始まるときから、ずっと横で眺めてい

まして、特に産総研のテーマに関しては評価部長として、４年ぐらい見ておりました。西

村委員長がおっしゃることも勿論よくわかるのですが、基本的には平澤先生がおっしゃっ

たように、技術そのものについては、非常に高い水準で来ていると思います。それがなぜ

産業に生かされないのかというのは、もちろんこのプロジェクトの問題もあったのかもし

れません。しかし、やはり世界の半導体産業の動きが非常に速くて、産業自体も非常に戸

惑っている中で、こういうものをどういうふうに活かして行ったらいいのかというところ

が必ずしも十分ではなかったのだろうと思います。 

 ただし、このプロジェクトの成果は、私はぜひ活用していただきたいのですね。これだ

けの資金を注ぎ込んでいるわけです。私自身は、成果について決しては悪くないと思いま

すので、むしろ今後の課題になるのではないかなという気がします。 

【西村委員長】  おっしゃるとおりだと思います。実は並行して、何本か別の政府が関

係したプロジェクトも幾つかいろいろ走っていて、その流れの全体の中で、MIRAIがどう

位置づけられるかということもありますし、その間に、例えばファウンドリとファブレス

の激しい産業構造の転換があって、MIRAIで行われている部分だけは産業の議論ができな

い状態に激しく変化してしまった訳ですね。そういうことの全体を議論しないと、この問

題は、暫定的にしても、答えに向けた議論はできなくて、多分、この委員会を越えてしま
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う種類の問題だと思わざるを得ません。 

【尾形委員】  今の議論をお聞きしていて、私自身のことを思い出しましたので意見を

言わせていただきます。１５年ほど前に、私は、ここに書かれているキーワードの研究テ

ーマのことをほとんどみずから手がけてやっていたことがあります。この評点の実用化の

ところが低い点数ということが、いろいろ課題になっていると思うのですが、実は１５年

前にやっていたことが、まだ実用になっていないのですね。ここに書かれているほとんど

のことが。ですから、この第何期の中で、例えば１期、２期の中で全部、決着がついて、

次にそれがものによって使われていくということは、そういうケースもあるかもわからな

いのですが、もっと時間がかかる仕事はたくさんある訳ですよね。ですから、評点が一人

歩きしてしまうのが私は非常に怖いと思います。評点で全部、駄目というにことになって、

これは役に立たないからやめようといった議論に結びついていくのが私は一番怖いと思う

のですよね。ですから、もっとロングレンジで、ロードマップという言葉がよくあります

が、ロードマップは何年までに何ができるということを書いているようですが、私は、そ

うではなくて、長い流れの中で、目標があって、それに向かって、いろいろ取り組んでい

く。その結果としては、ロードマップを書いてもどうなるのかはわからないわけですよね。

ですから、そういうふうに少し、この数字を見るときに、長期の視点で見ないといけない

のではないかなと今、感じた次第です。 

【西村委員長】  ありがとうございます。恐らくこの議論は、切りがないようになって

しまいますので、今までのいろいろな議論を反映させる形で、成果報告書へのコメントを

つくるということにさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。 

 

②「燃料電池自動車等用リチウム電池技術開発」（中間評価） （資料3-2-3） 

〈事務局から資料に基づき、プロジェクトの概要について説明〉 

〈逢坂分科会長から評価報告書（案）に基づき、評価結果について説明〉 

 

【西村委員長】  ありがとうございました。それでは質疑をお願いします。では、稲葉

委員。 

【稲葉委員】  私は技術的なところはよくわからないのですが、１４ページの評価の評

点の結果でいきますと、１の「事業の位置づけ・必要性について」は、ほとんどみんな意

見が一致している。ただし、４番目の「実用化・事業化の見通し」については、Ａ評価か
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らＢ、Ｃ、Ｄまで全種類の評価があるということですね。要するに評価のバラツキという

問題なのですが、これはたまたま委員の先生が極端な方がいらっしゃったのか、それとも、

これはそれだけ難しいプロジェクトだったのか。難しいというところでしたら、それはど

こが大きく意見が分かれたところなのかということについてお聞かせいただければと思い

ます。 

【逢坂分科会長】  コストと安全性という点がまだクリアではないことと、それから評

価委員のメンバーを見ていただくと、そういうことがあったので最初に申し上げましたが、

お二方が自動車会社からの評価委員で、あとは企業というよりは、むしろ大学での研究開

発の方です。事業化に関しては、あまりそういうことを言ってはいけないのですが、自動

車産業の側から見ると、実質的にはほんとうに各社の車に搭載するには、よりシビアに各

社のストラテジィによる正確な数値までクリアして、細かいところまで実施して欲しいと

いう期待が非常に強いと思います。ところが、自動車会社側でいろいろ研究開発されてい

る情報を出すときは、大手の自動車会社さんが会社のストラテジィにかかわる全ての数値

を裸になって出してくれるのですかといったら、企業利益から言って出すわけがないので

すね。ですから、実際に公的に信頼できる数値は各社のリクアイアメントというよりも、

オプティマムな数値で示して、その技術の基本評価をしていただけるなら、恐らく評点が

高かったと思います。一般的に、ＮＥＤＯで開発したものを各社の車に搭載するには、も

う少し数値の条件が甘いのではないか？ というような感覚で評価されているなというこ

とは、以上の状況から分科会長として感じました。 

 ですから、そういう意味で「実用化・事業化の見通し」については、非常に難しい評価

の仕方であろうと思われますが、５名はおおむね良好、２名ほど良好ではないとの評価で

した。やはりこのようなバックグラウンドを考えるとすぐにこのまま事業化できるのか？ 

と言われて、自動車会社側としては自動車に搭載するときは、さらに各社にあった細かい

条件をクリアしなければいけないので、それからあとの開発部分は各社でという形になら

ざるを得ないのではないかというのが私の判断です。 

【西村委員長】  はい、黒川委員。 

【黒川委員】  今のお話は非常に重要なお話だと思うのですが、これは事務局に質問し

たほうがいいのかもしれませんが、要するに評価委員の選定にあたって、普通は利害の対

立のないというか、客観的な技術の評価ができる方に委嘱するのだろうと思います。そう

いう委員長のご判断があるというのは、委員の選定に少し問題があるのかなという気がす
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るのですが、その辺はいかがですか。 

【高松研究評価部主幹】  まず委員の選定については、大きくは専門分野の方とユーザ

ーに相当する方、それから一般的な視点ということで、ジャーナリストという構成をして

おりますが、このプロジェクトに関しましては、実用化・事業化を目指したフェーズのプ

ロジェクトということで、最終出口をきちんと見ていただく方ということで、自動車会社

２社をユーザーとして参加していただきました。私どもとしましては、構成自体はそれほ

ど問題はなかったという判断をしておりますが、やはり外部委員という性格上、各委員の

方の重みづけとか、見方はおのずと違ってくるということで、これはむしろ、こういった

評価システムをとっている以上は折り込まれていたということで現時点では考えておりま

す。今後に向けては委員の構成の仕方なりを、さらに高度化といいますか、いろいろな事

例を参考にしながら、最適化を図っていければと考えております。 

【西村委員長】  確認なのですが、開発側には自動車会社の方は入っていないわけです

ね。 

【逢坂分科会長】  はい、そういうことになります。私のコメントですが今回の委員の

選定は、私は的確だと思います。出口の評価をするという意味で、やはり自動車会社の方

が評価に入るべきだと思います。ただし、その評価に関して、はっきり言いますと、電池

を使うほうと実際につくるほうとは利害が相反するのですね。使う側は、コストを安くし

て、一番いい性能を出させようとします。自動車会社の判断としてはおそらくは最終製品

に近いものは自社利益のためにＮＥＤＯプロジェクトには依頼しにくいでしょう。現状で

は、開発にリスクが非常に高くて、次世代の車載には、まだよくわからないぐらいだった

ら、おそらくＮＥＤＯに依頼してくると思うのですが。まず車載リチウム電池は燃料電池

車への実用化にまず載せようとしても、その開発の手前にハイブリッドのエンジン車があ

りますから、この成果は、そのハイブリッドカーへのニーズとしてはぜひとも欲しいと思

います。そうすると、ＮＥＤＯでまず開発する時に自動車各社が入るというのはすぐ近い

開発の手の内を見せることになるため、非常に難しい判断となり、参集しにくいところと

思うのです。ですから、初めに自動車会社が入っていないということ自身が、ほんとうは

問題だと私は思いますが、産業構造的には、難しく仕方ないのだと思いますね。 

 評価の中でも、私がそういうことをきちんとコメントの中に書けば、解釈しやすかった

のでしょうが、評価として、こういうバラバラな内容が出てきても、そういう見方をすべ

きではないかと私は思っています。 
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【西村委員長】  コメントになってしまうのですが、今、自動車のこの問題、電池と電

気モーターの問題は、おそらく自動車というものが誕生以来の最大の技術の転換点にさし

かかっていて、非常にキーとなる部品、電気モーターと電池を自動車会社は自分でつくる

のか、それとも外部から調達するのかという境目のところに来ていて、おそらく自動車会

社によって対応が分かれるのだと思います。ここで電池の会社しか、プロジェクトのほう

には参加していなくて、評価委員に自動車会社が入っているというのは非常におもしろい

構造になっている。そういう状況の中でのプロジェクトなので、長期的に電池メーカーが

自動車会社に提供するという形で、車載用の電池は最終的に提供されることになるのか。

多分、その部分が産業的には必ず出てきて、でも、何社かは、相変わらず自社生産を続け

る。そういういろいろなパターンが起こり得る、非常に微妙な時期にきっとさしかかって

いるのだろうと思います。 

 それから確認なのですが、燃料電池がプロジェクトの名前には出てきていますが、完全

な電気自動車でもハイブリッドでも使えるといったタイプの電池と了解していいですか。 

【逢坂分科会長】  はい、そういうことです。 

【西村委員長】  平澤先生、どうぞ。 

【平澤委員】  丹念に報告書を読めば書いてあるのではないかと思うのですが、車載用

リチウム電池技術というのは可能性があると、分科会長は最終的にご報告・評価されたと

理解しているのですが、そもそも実用化する、車載するというときに、性能として、例え

ば電流密度とか、エネルギー密度とか、その種の電池の基本的な性能をはかる指標があり

ますね。そういうもので何が一番ネックになっていて、それがどれぐらいクリアされたの

で可能性があるのか。こういうあたりをもう少しお話を伺えればなと思います。 

【逢坂分科会長】  まず、ターゲットとして、自動車会社がおそらくリチウム電池を車

に載せるとしたら、燃料電池とリチウム電池の組み合わせではないと思います。まず、ハ

イブリッド車のエンジンとリチウム電池の組み合わせだと思います。私の個人的な判断で

すが、自動車会社でハイブリッド車にリチウム電池をすぐに載せないのは、これは電池の

安全性の問題です。最近、小型リチウム電池で、例えばＰＣに搭載したものが発火事故を

起こしたという事実があります。そうしますと、例えば、飛行機の中で発火した場合は墜

落するなど、いろいろとそういう危険性はありますが、とりあえずはすぐに処理して終わ

るレベルが多く、全体として人命にかかわる事故は比較的少ないでしょう。しかし、自動

車搭載リチウム電池の場合ですと、電池が大きいですから、一たん事故を起こしたら、人
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身事故になって、自動車会社自身が潰れてしまいかねないリスクとなりますよね。ですか

ら、安全性という意味は大きな電池をターゲットとすると、やはり大きく目の前にはだか

ってくるでしょう。このような安全性の問題がなかったら、ＮＥＤＯで開発したものは、

まずハイブリッドに載っていたのではないかと私は思っています。それがちょうどこの事

故で社会的にタイミングがずらされたと思います。ここで開発したものはエネルギー密度

的には、十分目標値をクリアしていますし、パワーも目標値を十分クリアしています。さ

らなる問題点は、コストと材料供給の点で、これもクリアしているのですね。実は今まで

は、材料供給が容易なマンガン系カソードというのが非常にパワーもないし、エネルギー

密度もないと言われていたのを、この研究で十分によい数値までぐんと伸びています。ニ

ッケル系カソードとほとんど同じになっています。そういう意味では技術的なところの問

題点は、安全性を除いてはかなりクリアしているだろうと思います。安全性も、ここで示

されている条件ではクリアしている。しかし、社会的なことでの躊躇があったのではない

かと感じています。 

【西村委員長】  いかがでしょうか。 

【伊東委員】  国際特許の出願に関して、NEDO側のサポートが少し弱かったという話

があったようですが、NEDO側から何かそれに対するコメントがありましたらお願いしま

す。 

【高松研究評価部主幹】  推進部がみえておりますので、推進部の方からの答えが適切

かと思うのですが、これはたしか日本版バイドール法を適用して、成果はすべて相手先に

帰属ということでございますよね。だから、それで少し補足していただければと思います

が。 

【燃料電池・水素技術開発部（岡田主査）】  外国特許に関しましては、各委託先からヒ

アリングをして集計をしたのですが、その中で、やはり委託先は、国内に出す特許をすべ

て外国に出すというものではなくて、会社の戦略として、例えばアメリカには、この特許

を出す。中国には、この特許を出すなど、会社によって、出す地域も違いますし、特許も

非常にその辺は厳選されて出しているというイメージがありまして、そういう面から国内

で出す特許よりも外国のほうが少なくなっていると感じています。それから、特許自体が

NEDOの予算が使える、使えないという話で、直接費ではなくて、間接費のほうで対応す

るような現実でございますので、そういう厳選しながら出されているのが実態と思ってお

ります。 

 -19-



【西村委員長】  稲葉委員、どうぞ。 

【稲葉委員】  最後に一つだけコメントですが、この４の「実用化、事業化の見通し」

で１.７ということですから、これは基本的にＣ評価ということになるかと思いますが、全

員がＣをつけるのと、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄとかとばらつくのでは、ばらついたほうが見込みが

あるという評価ではないかと思うのですね。ですから、この評価のやり方をもう少しさら

に深めて、ばらついている場合には、意見が統一するよりも、見込みがあるという評価が

あってもいいのではないかと私は思います。 

【高松研究評価部主幹】  ありがとうございます。この後、あと５年間ほど、追跡調査・

評価というのもございますし、このプロジェクトがこれで完結したかといいますと、まだ

課題も残っているということで、いわゆる追加的な研究を後継のプロジェクトで実施する

という所もございますので、最終的なところは追跡調査の進捗と踏まえて総合的に判断し

て、必要なものはご報告さしあげるという形にしたいと思っております。 

【西村委員長】  少し気になるというか、委員長が興味本位な言い方をして申しわけな

いのですが、黒川委員と平澤委員の質問と関係するのですが、つまり、自動車会社の方が

評価委員として適切だったかといえば、いていただいた方がいいのですが、一方で、平澤

委員のご質問に対しては、多分、自社技術で研究開発を実施している所もあると思います

が、そうだとすると、このプロジェクトは一体何だったのかといった議論が出てこないだ

ろうかという気がするのですが。 

【逢坂分科会長】  自動車会社での自社技術のみで電池が開発されているのではなく、

電池会社と組んで開発がされていて、その電池会社が開発した技術と自動車会社の使う側

の技術が合体して初めて実用化に至るわけです。従ってここで開発している技術が車載用

として移入されると判断できます。実際に自動車側で搭載することをやっている方々の技

術が、電池側の技術と融合して自動車に載せられるかという評価が自動車側であって、そ

の結果実用化すると私は判断しています。 

 

【西村委員長】  それはそのとおりだと思いますが、ここでＣとか、Ｄとかをつけなが

ら、実際上は既に使えるものが入手可能な状態になっているとすると、NEDOプロジェク

トの役割は何だったのかということにならないだろうかと。 

【逢坂分科会長】  これは多分、自動車会社の人が気になって事業化を低く評価したの

はコストと安全性の点だと私は判断します。ですから、自動車会社側としては、もっと厳
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しいコスト値をクリアしてくださいというような思いで書いたのではないかと判断してい

ます。ただし、現実的には、このレベルではハイブリッド車にはかなり載せられるところ

までいっていると思いますが。 

【西村委員長】  平澤委員、どうぞ。 

【平澤委員】  過去の非常に実用に近いところのプロジェクトにはいろいろなケースが

あるわけですが、そういうものを分析すると、今、分科会長がおっしゃったように、要す

るに、同一企業の中で国家プロジェクトに参加している人というのは、企業の開発メンバ

ー全体の中のごく一部で、開発部隊の多くは、その社内で実用開発をやっていると。そう

いう関係の中で実用化されていくわけで、NEDOプロジェクトの機能としては、その種の

先端的な刺激を与えたり、統合的な技術開発の場を提供している、そういうところに私は

あるのではないかと思います。ですから、個別のほんとうのコストダウンを図る部分は、

社内的に大部分が社内の別動部隊でやっていて、それがないと逆に言うと、ほとんど実用

化できないわけです。こういうところは、やはり日本型の開発メカニズムといいましょう

か、モデルであって、海外の場合には資金を貰ったグループだけしかやっていないことが

多い。社内的に移転する先が用意されてないので、あまり効果を持たないというケースが

少なくとも以前は非常に多かったのですね。 

【西村委員長】  ありがとうございます。はい、どうぞ。 

【黒川委員】  今の議論をお聞きしていて、自動車会社自身が自社で研究開発を実施し

ている所もあると考えると要するに車載用のリチウム電池開発というプロジェクトを立ち

上げたこと自体、ちょっといろいろ問題があったのではないかという気がするのですが。

多分、こういうところで委員会を作っても出てこないだろうと思います。ですから、そう

いうものと対抗して、それをやることにどれぐらい意義があったのかなというのが少し疑

問に感じたのですが、その辺はいかがですか。 

【逢坂分科会長】  私からのほうがいいですか。 

【西村委員長】  とりあえず分科会長としては、どんなお考えでしょうか。 

【逢坂分科会長】 今のご指摘は厳しいご指摘で、逆に、そういうものをやっていいかと

いうと、やはりNEDOが取り上げないと、車載用電池開発は難しいと思います。大型で、

リスクが大きく人命がかかわる安全性を考えると公的なNEDO開発が必要で、その結果こ

こでやっているものが自動的に公開ベースになるので各社の技術として取り込めるからこ

そ、車載電池、特に将来型燃料電池車が実現に近づくと思います。そう申しますのは、携
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帯用の小型電池と比べますと、けた違いに資本が要るし、けた違いに安全性の問題がある

し、ほんとうに燃料電池形にこれをつないでいかなければならないということである場合

には、やはりNEDOのような公共的な機関で、基本的な仕様、基本的な材料開発、そうい

ったものが出ないと開発は難しいのではないかと思います。 

【西村委員長】  ありがとうございます。NEDO側からは何か補足はありますか。 

【高松研究評価部主幹】  この成果というのは、１９年度に立ち上げたプロジェクトが

２つございますが、それで引き継がれているということがございます。今の議論はおそら

く、このネーミングが自動車等用燃料電池になっていますので、その辺の展開が、プロジ

ェクトの立案段階から見て、どうなのかというところの議論になっているようなので、少

し実施者、推進部のほうから何かコメントができるのであればお願いしたいのですが。 

【燃料電池・水素技術開発部（岡田主査）】  当時の立ち上げ時の詳細はわかりませんが、

当時は、ＥＶのプリウスとかといって、それがまず出始めで、ＥＶのほうよりも、燃料電

池が自動車の主だろうということで、燃料電池自動車に対する補助的なバックアップ用の

ということでした。ただし、今後の展開によっては、ＥＶ、ＨＥＶのニッケル水素にかわ

るものとしても適用できるということで、燃料電池自動車「等」という言葉をつけて、分

科会長もおっしゃいましたように、幅広いものも展開によっては範疇に入れるという形で

取り入れたと聞いております。 

【西村委員長】  結果的には、いろいろなところに使えるもので成果は出てきたという

ことですか。 

【逢坂分科会長】  私は、この「等」をつけたときの事情はよく知っていますが、要は

燃料電池で全部行きましょうという場合でも、リチウム電池がないと絶対に自動車に燃料

電池が載せられませんよ。だから、車載リチウム電池は基幹技術ですねと。ですから、燃

料電池車を実現するには必要な技術です。したがって、リチウム電池を開発せざるを得な

いのではないかというような判断でスタートしたと私は当時聞いています。 

【平澤委員】  今の論点は非常に重要な点だと私も思います。こういう非常に実用化の

近いところまで公的資金を投入することの是非については、その課題が、これは分科会長

が今おっしゃったとおりですが、安全性という比較的公共的な側面が含まれているかどう

か、そういう利用形態が想定されているかどうかが重要だと思うのですね。これが純粋に

民生用のものだったら、ご指摘の点というのは十分論点になる。私は、例えばハイデフィ

ニションのテレビの開発について分析したことがあるのですが、これはまさにかなり公的
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な意味合いが強いですよね。こういうのは最後まで面倒を見るということをしないといけ

なくて、あの場合にはＮＨＫの技研が中心になって、そこに各社が乗り込んでいってやる

ような部隊ができるわけですが。ですから、例えば企業が非常に力を持ってやれているの

だったらば、公的資金を注ぎ込まなくてもいいではないかという議論もあり得るかもしれ

ないけれども、効果から考えると、やはり公共的な技術に関係してくる部分は最後まで面

倒を見る必要がある。そこのところが、むしろあまり見ないで、途中の段階で手を引いて

しまうというところにある時期のNEDOの欠陥がむしろあったのではないかなとそんな

気もしています。これは追跡をやっていただいて、どのようにこの成果が生かせるのかは

後々検討するいい例になるのではないでしょうか。 

【西村委員長】  ありがとうございます。それではこれで審議案件の３件については終

わりにさせていただきます。今のコメントを十分咀嚼して、報告書のコメントに生かして

いただくということでお願いいたします。 

 

2.プロジェクト評価について【報告】（資料4-1、4-2-1～4-2-3） 

（事後評価） 

①障害者等ITバリアフリー推進のための研究開発（資料4-2-1） 

②化学物質のリスク評価及びリスク評価手法の開発（資料4-2-2） 

③化学物質総合リスク評価管理システムの開発（資料4-2-3） 

〈事務局から資料に基づき、プロジェクトの概要及び評価結果について説明〉 

 

【西村委員長】  ありがとうございました。今、お話がありましたように、４月３日の

１８時まで、メールでご意見をいただくということで宜しいでしょうか。ただし、今の時

点で、どうしても言っておきたいということがあればご発言を受け付けます。よろしいで

しょうか。 

 それでは、今回からメールによるという形で、メールを事務局のほうから送っていただ

いて、それに書いていただくということでお願いいたしたいと思います。 

 

（休  憩） 

 

3. 評価項目・基準の見直しについて（資料5-1、5-2） 
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〈事務局から資料に基づき、評価項目・基準の見直しについて説明〉 

【西村委員長】  前回の委員会でも説明がありましたので、ある意味で確認済みのこと

と言えるのかもしれませんが、今のところでご質問ご意見等がございましたらお願いしま

す。よろしいでしょうか。本件は、前回、ここで議論して、それについての修正をしてい

ただいたということですので了承していただいたものということで進めさせていただきま

す。 

 

4. 平成19年度中間評価実施プロジェクト評価結果の反映状況について（資料6、別紙） 

〈事務局から資料に基づき、平成19年度中間評価実施プロジェクト評価結果の反映状況につ

いて説明〉 

【西村委員長】  ありがとうございました。この２件に関して、特段のご意見はござい

ますか。なお、このプロジェクトはあと、どれぐらい続くのですか。 

【白井企画調整部企画業務課長】  いずれも平成２１年度までです。 

【西村委員長】  ２１年度までですね。はい、どうぞ。 

【架谷委員】  あくまでも杞憂なのですが、水素＝燃料電池という結びつきが、一般社

会では結構強いものですから、水素社会と燃料電池というのは１対１に決してリンクする

ものではないのだけれども。いや、これは燃料電池部が担当しておられるので、担当が、

ただ燃料電池部ということだけだと思うのですが。 

【西村委員長】  そうですね。 

【架谷委員】  中央では、あまりそうでもないのですが、地方に行くと、水素＝燃料電

池という結びつきが非常に強いのですよね。つまり、水素があって燃料電池と。これはペ

アの組み合わせと。つまり、そこが私のささやかな経験ですが、なかなか水素というもの

を一般に浸透させていくシナリオが、燃料電池といつもくっついていると、なかなかいろ

いろな齟齬が起きてくるのではないかという心配をしているものですから、このイメージ

をこの辺で、若干払拭するような内容が入っているとありがたかったのですが。つまらな

いことですが。 

【西村委員長】  私もそこを少し意識していただければと思います。実は少し気になっ

たのは、先ほどの逢坂分科会長のあのプロジェクトの件でもそうですが、自動車について

いえば、燃料電池は急速に今、しぼんでいると思うのですね。ハイブリッドの次は、いき

なり電池というか、ハイブリッドと電気の併用などで、燃料電池については、自動車関連
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の方に聞くと、非常に一時期に比べれば…。それはきょうの評価結果のところにも、その

意識は相当反映されていたと思うので、そのあたりは少し意識していただければという気

はしております。 

【白井企画調整部企画業務課長】  はい。 

【架谷委員】  つまらない話だと、例えば愛知南部の工業地帯ですと、鉄屋があって、

石油屋がありますから、水素を出そうとすると幾らでも水素を出せるわけですね。問題は

需要のほうがどうだということが大きいので、それがイコール、燃料電池しかないと、そ

こで止まってしまうわけですね。そこの柔らかい頭をなかなか地方の自治体の人たちはで

きないので、うまくいっても、お国がそうだというと地方は全く動きませんから、その辺

のトータルのご指導の仕方、理解のさせ方ということがあると思います。少しその辺の配

慮を、この辺でしておいていただきたい。大きくいうと、低炭素社会のほうがわかりやす

いのだろうと思うのですが、その一部の水素とどう関連するのか、整理が難しいと思いま

すが、ちょっと整理のほうを少し、ゆっくりでいいと思いますが、ご検討いただければと

思います。 

【西村委員長】  そうですね。そこはよろしくお願いします。 

【白井企画調整部企画業務課長】  その点は気をつけます。 

 

5. 平成19年度追跡調査・評価の実施状況について（資料7） 

〈事務局から資料に基づき、評価項目・基準の見直しについて説明〉 

【西村委員長】  ありがとうございます。今の時点で何か、この追跡調査関係について。

はい、どうぞ。 

【小林委員】  １点だけ。非常に興味あるデータで、ぜひこういうものは積み重ねてい

ただきたいと思うのですが、NEDOのプロジェクトの成果と上市を比べたときに、NEDO

プロジェクトの成果が上市の例えば製品なりに、どれぐらい本質的な効果をしたか。その

貢献度みたいなものは多分あると思うのですが、非常にエッセンシャルな場合には、例え

ば９ページの期間短縮で、無限大の部分はあったりすると思いますが、そのあたりは調査

の中に入っているのですか。 

【北川研究評価部主幹】  今のご指摘の件ですが、今回の報告には間に合いませんでし

たが、これとは別に今、調査を行っておりまして、以前から、例えばアウトカムでも、市

場規模ですとか、売上高というのはアウトカム全体を示しているのであって、そのうち、

 -25-



NEDOプロジェクトがどの程度寄与しているのかを示したものではないというようなご

意見もあり、NEDOにとってのアウトカムの定量的把握ということで、今、調査を走らせ

ております。そういった問題意識で、なるべく定量的にわかりやすくという観点でござい

ますが、それ以外にも定性的な効果も、これは積み重ねになりますが、そういったものも

あわせて把握できるような手法の検討を目指して、鋭意やっているところでございます。 

【小林委員】  なかなか手法としては難しいとは思うのですが、ぜひチャレンジをお願

いしたいと思います。 

【西村委員長】  その他にいかがでしょうか。 

【佐久間委員】  非継続とか、中止とかという中に、ある企業がNEDOの技術開発をし

たと。その技術をその企業では上市もしないのだけれども、ほかの企業に渡してしまった

といったようなケースがあった場合には、これはどこに分類される形になるのでしょうか。

ほかの企業に、そのすべてを渡してしまったというケースがあったとしたら。あるかどう

かわかりませんが。そういう場合は、これは非継続なのか、中止なのか、それとも実施し

ているのかということに関しては。 

【北川研究評価部主幹】  一応、私どもはプロジェクト終了後の企業の取り組みが別企

業に承継されたという扱いになりますので、承継先企業の一応、意向をお伺いして、これ

はあくまでアンケート調査になりますので、ご協力いただける範囲で回答いただくという

形になります。 

【佐久間委員】  そういう意味では、データとしては、それは非継続で出ている可能性

もあるということなんですかね。 

【北川研究評価部主幹】  一応、その場合は、継続中というような扱いになるかと思い

ます。 

【西村委員長】  前に議論して、今はどうなっているか、把握していないのですが、今

の佐久間委員のご質問との関係で、企業が包括的なクロスライセンス契約を結んでいる場

合に、クロスライセンス契約の先のほうで――個別の一個一個の特許でクロスライセンス

ではなくて、包括的にと。半導体メーカーなんかは、普通、そうしていますよね。そこの

先のほうで実施されているということがあり得るのかどうか。 

 ちょっと、それは税金を投入した場合、そういうことが起こった場合、どうしようかと

いうことを議論した覚えがありまして、MIRAIのときに、その議論が起こって、少なくと

もプロジェクトマネージャーは把握しておかないといけないねというような議論までした
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覚えがあるのですが、その後、具体的にどう対処されているかは……。 

【北川研究評価部主幹】  直接のお答えになるかどうかわかりませんが、権利自体を自

分のところで持って、他社のライセンスとクロスライセンスするというのは、それ自体は

よろしいかと思うのですが、権利ごと、また他社に渡して、例えば海外企業に技術流出し

てしまうというようなケースは、やはりほんとうにそれがもともとは日本の産業競争力強

化ということがありますので、そういった観点から、ほんとうにそれが妥当なのかという

のは十分議論して検討していかなければいけないと思っていますが、まだそこについての

判断クライテリアというのはきちんと設けられているわけではありません。 

【黒川委員】  よろしいですか。要因分析で、１３ページに載っていて、ちょっとこれ

を教えていただきたいのですが、非常に重要な図だと思うのですが、１３ページの左側の

図で、上市・製品化に至ったやつは青ですね。「キーパーソンの存在」と、その右上の「中

間評価契機の強い実用化意識」と書いてありますが、ここで大きな違いが出ていますね。

キーパーソンがいれば上市しやすいと。それで、「中間評価契機の強い実用化意識」という

のは意味がわからないのですが、中間評価に強い実用化の意識を持たせると、かえってよ

くないということなのですか。 

【北川研究評価部主幹】  すみません。やや説明が足りませんで、失礼いたしました。

ここの「中間評価契機の強い実用化意識」というのは、まず１つは、中間評価というのは、

NEDOの中間評価を指しております。NEDOの中間評価を受けたことを契機に、企業側の

実用化意識が向上したことについて該当はあるのか、ないのかというのを聞いております。

この回答割合を見ますと、一番少ないのが上市で、その次が中止で、非実施が多いという

のは、要は中間評価を契機ということではなく、中間評価以前から上市企業については、

もともと実用化意識が高かった。あるいはNEDOの中間評価にかかわりなく、旺盛な実用

化意識を持っていたというのが、おそらく上市企業で、順に中止と。それで非継続の企業

につきましては、逆に中間評価以前は、それほどでもなかったけれども、中間評価で初め

て実用化を強く意識したということで、それがはたして意識を持つ時期として早いのか、

遅いのかということなのですが、やや遅きに失したということがあらわれているのではな

いかと思います。 

【黒川委員】  逆に言うと、中間評価で、もっと実用化をしっかりやりなさいと言って

も、あまり役に立たないということになっちゃうわけですか。 

【北川研究評価部主幹】  それについては、ちょっと補足させていただきますと、実は
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上市に至った企業でも、約４割ほどは、中間評価を契機に実用化意識が向上しましたと回

答しているところもあるのですね。ですから、全く中間評価が意識づけに役に立っていな

いともなかなか読みにくいのかなと思っております。 

【西村委員長】  そうですね。そこのポイントはなかなか、どう読んだらいいのか、わ

かりにくいですね。何となく中間評価で強い実用化意識を持つと、結果的には上市しない

よと。そういうように見えてしまうところがありますね。 

 ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。 

 それでは次の議題に移らせていただきたいと思います。平成１９年度プロジェクト評価

結果の全体傾向ということでご報告をいただきます。 

 

6. 平成19年度プロジェクト評価結果の全体傾向について（資料8、別紙） 

【西村委員長】  ありがとうございます。ご意見や質疑を。はい、稲葉委員から。 

【稲葉委員】  ３点ほどあるのですが、１つは、先ほど申し上げましたが、評価にあた

って、評価委員の方によってバラツキが大きいプロジェクトがありましたね。ＡからＤま

で全部ついてしまうような。そういったものについては、やはりバラツキも大きな情報だ

と思うんですね。どうして、そういうバラツキが出たのかというのを、ぜひ今後、評価す

る際に、報告書に一緒に入れていただけると大変わかりやすいということなのですね。 

 それから２番目は、私は研究開発マネジメントの評価と研究開発成果の評価というのは、

ほぼ同じものが出るという仮説に立っているのですが、大変大きくバラツキがあるプロジ

ェクトがあるのですね。例えば中間評価対象の参考資料１の１枚めくっていただくと、事

後評価のリストがありまして、私、きょうは拡大鏡を持ってこなかったので、ほとんどこ

れは拷問に近い活字の大きさなのですが、多分、これは８と書いてあると思うのですが、

プロジェクト８と１１ですね。これは研究開発マネジメントがえらい低いのに、研究開発

成果が高いというやつですね。 

 すみません。これは「平成１９年度の中間評価対象事業評価評点結果一覧表」で参考資

料１というのがあります。それで、その２枚目のところをあけると、８と１１というのは、

これは研究開発マネジメントがえらい悪いですよね。だけれども、研究開発成果は結構い

いと。これはどういうふうに解釈していいのかというと、もっと研究開発マネジメントを

適切に選べば、もっといい結果が出たのかと言われかねないですよね。ちょっとその辺は

きちんと研究していただきたいと思います。 
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 それから３番目に、ＰＬの位置づけと評価ということでやられたのですが、１１ページ

ですね。「評点結果の分布状況とその要因」ですね。第１パラグラフの最後のほう、上から

３行目、「ＰＬ設置の有無に関わらず、分布に大きな偏りは見られない。」と。これはほん

とうにそうですか。私は少なくとも１９年度の結果と１８年度の一部しか入っていないの

ですが、ＰＬ設置プロジェクトとＰＬが設置されていないプロジェクトが統計的に有意に

違いがあるかどうかは検定したんですよ。検定して、統計的に有意に差が出ているんです

ね。そのデータはお渡ししましたよね。１９年度のデータを入れたら、差が出なかったで

すか。 

 それから、少なくともこの表１３、１４、１５、１６から見て、これは２つの要因の相

関を見ただけですね。相関を見ただけでも、これはデータが不十分なのですが、相関の正

規回帰線を書いていますが、少なくとも正規回帰線の傾き自体は違うし、Rスクエアも違

いますね。これだけでは「分布に大きな偏りは見られない」とは、少なくとも学術書で書

いたら、リジェクトされます。そういうことは絶対にありません。 

 それからあともう一つ、ここにかかわって言えるのですが、上のパラグラフの３行目の

「分布に大きな偏りは見られない」と言いながら、１１ページの下の２つのパラグラフは、

明らかに人的要素が物すごく重要だと書いているんですよね。それから、先ほどの追跡評

価のところでも、成功の５大要因の中の２つは、要するにリーダーの存在ですよね。ここ

の１１ページの上から３行目の、少なくとも第１パラグラフのところは、甚だしくミスリ

ーディングで、ぜひ削除していただきたい。ちゃんとしたデータに基づいていない。私か

ら見れば字が小さくて、拷問的な表が４つだけ、私は到底、これを納得いたしません。 

 いずれにいたしましても、具体事例で１２ページで見た場合には、いいケースと悪いケ

ースで多くの場合には、基本的に人的な要素が、あるいはネットワークといった要素が物

すごい大きな影響を持っているということは明らかですね。ですから、そういうものを踏

まえて、１１ページの上から３行目は削除していただきたいと思います。以上です。 

【高松研究評価部主幹】  たくさん質問をいただいて、ちょっと覚え切れなかったので

すが、今回のご報告は、限られた時間内での作業等もございましたので、一応、私どもの

考え方は、これを端緒として、今後、もう少し精緻な分析なりを考えていきたいなという

ことでございますので、稲葉先生のご意見は大変重要な意見ととらえておりますので、後

ほどご指摘を再度整理させていただいて……。 

【稲葉委員】  私の意見ではなくて、事実を曲げてはいけないと。それが学問でしょう。
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ですから、私の立場からいえば、真理はそんなにたくさんあるわけではないのですよね。

それをきちんと探求した上で、だれの目から見ても、そうだと言えるという形で、ものご

とは判断するということですよね。ですから、そこができていないと私は申し上げたので、

ぜひそこはやっていただきたい。 

【高松研究評価部主幹】  ありがとうございます。ぜひ検討させていただきたいと思い

ます。 

【西村委員長】  そうですね。ＰＬ設置の有無という表現の問題があると思うのですが、

確かに１２ページの表１７、１８についていえば、高い評価、優れた評価を受けたプロジ

ェクトと、そうではない評価で、むしろ未設置かどうかということよりは、ゼネラルマネ

ージャータイプなのかどうかということで、人的要素の大きさはかなり露骨に、表のほう

はあらわれているという形になっていますね。ぜひ詳しい検討をしていただいて、特に、

これはある意味でおもしろい結果ではありますので、ぜひ稲葉委員のご意見を受けとめて

いただければと思います。 

 ほかにご意見はいかがでしょうか。 

【小林委員】  一つだけ意見というかコメントさせて頂きます。８ページの下に「評点

結果の傾向」がありまして、ご説明ですと、１７年度は１５件であり、不合格があったと

いうことで、全体的には評点は上昇傾向にありますよね。実は我々の研究ユニット評価で

も毎年、評価をやっていると、評点はだんだん上がっていくんですよね。それはなぜかと

いうと、前年よりはいいだろうということで、どうしても評価は上積みになるのです。ち

ょっとご意見を聞きたいのは、プロジェクトとして、成果を含めてよくなっているのか、

あるいは、こういう評点というのは上昇していく傾向にあるのかというのは、どんなふう

にお考えですか。 

【高松研究評価部主幹】  これも今回初めての試みでしたので、５年間で１サイクルと

いうことで考えれば、今後、動向を注視していく必要があるのかなということで、私ども

は、少なくとも毎年、評価システムの見直しとか、いろいろやってございますので、決し

て評価慣れというのはないのではないかなと。むしろ中間評価で予防診断的にきちんとや

っていることとか、独法化を機に、加速財源を弾力的に運用されてきたというところが、

少し成果とか、実用化に貢献しているのではないかなというのが、ぼんやりとしか、今の

時点では言えませんが、今後、そういう作業を集中してやって、分析でもやっていければ

と考えております。 
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【小林委員】  評点が上がっていくのは別に悪いことではなくて、被評価側がきちんと、

そういうものに対しての対応に慣れてくるというと変ですが、きちんとやっているという

部分もありますので、それは別に悪いことではないので、今後、ぜひ分析を加えていただ

ければと思います。 

【高松研究評価部主幹】  ありがとうございます。 

【西村委員長】  プロジェクトのつくり方への影響は出てきていますか。こういうよう

なことで、何年でやってきたとすれば、プロジェクトをつくる一番最初のところに今まで

の評価結果をいろいろ参考にしながら、新しいプロジェクトをつくるときの意識は。まだ

時間帯には入っていませんかね。 

【高松研究評価部主幹】  そうですね。既に一部として、マネジメントガイドラインを

策定しまして、そこに失敗事例とか、教訓を盛り込んでございますので、今後の企画立案

には、そういうところをうまく反映していくというところが大きなマネジメントサイクル

の本丸に近いところになるのではないかなと考えてございます。 

【西村委員長】  はい、平澤先生。 

【平澤委員】  幾つか確認したいのですが、まずここで調査対象といいますか、分析対

象にした事例というのは全部がプロジェクトですか。制度に類するようなものは入ってい

ないと。 

【高松研究評価部主幹】  それは排除しております。 

【平澤委員】  わかりました。それで、制度に類するものは、またそれなりに分析され

る予定はあるのですか。 

【高松研究評価部主幹】  制度のほうについては、まだ分析するまで、制度単位のデー

タがまだそろっていないというところもございますので。時期を見ながら、そういう作業

も必要ではないかなとは思っておりますが。 

【平澤委員】  それからもう一点、取り上げているというか、対象になる案件は、それ

ほど数は多くないので、意味のある形でわかるかどうかなのだけれども、要するに主題に

している課題領域、これは技術的な特性とか、フェーズとか、そういう基本的な課題の特

性に関する要因と、成功、失敗とか、マネジメントあり方との関連というのは、多分、も

う少し細かく見ると出てくるのではないかなと思うのですね。それで、この前もお話しし

たように、ＪＳＴの場合は、それは顕著にあるわけですよ。ちょっとＪＳＴのものに比べ

ると、ここはもう少し大型のものが対象になっているかなと思いますし、フェーズも違う
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のではないかなと思うのですが。調査対象に挙げた全体に関しての動向や傾向だけではな

く、対象プロジェクトをいろいろな切り口で分類してみて、その区分したもの同士の比較

によって本質的なことがわかってくるだろうと思うのですね。今、私は、フェーズと対象

領域（技術特性）とか、そういう２つの軸だけを言ったわけですが、それから、ここで行

われたのはプロジェクトリーダー設置の有無と、そういう２区分についてということだっ

たのですが、いろいろな比較区分の仮説の立て方があるので、それらに関しもう少しフレ

キシブルにいろいろおやりになるといいのではないかと思います。 

【伊東委員】  すみません。簡単にできると思うのですが、予算額の重みづけをつけて、

これをもう一度評価し直すということはお考えでないでしょうか。 

【高松研究評価部主幹】  先ほど申し上げましたように、今回は、ちょっと試行的に短

期間でやりましたものですから、今後、いろいろな方から助言をいただきながら、最適な

方法を模索していきたいなと思います。 

【伊東委員】  一例として、そういうことをやると、投資額に対しての視点から見たら

どうかとか、そういうものもあると思いますので、また考えてください。 

【西村委員長】  よろしいでしょうか。それでは、今のいろいろなご意見を受けとめて、

進めていただければと思います。 

 それでは次の議題で、今後の予定、連絡事項、その他を事務局からお願いいたしま 

 

7．今後の予定 

〈事務局から次回の第１８回研究評価委員会の日程等の報告〉 

 

【平澤委員】  ちょっとよろしいでしょうか。一つ、最後の段階で議論したほうがいい

かなと思って残しておいたのですが、先ほど、持田分科会長がご説明になった将来的な展

望ですね。分科会長のご見解ははっきり言って、石炭ガス化関係の技術の範囲内での競争

力、これは主に海外の同種プロジェクトとの比較等ですね。それについての実用化の見通

しという話だったわけですね。しかし、最後のほうで分科会長がおっしゃったように、ほ

かのエネルギー技術に比べると、比べものにならないぐらい役に立たないものだと。そう

いう側面があるわけですね。少なくとも現在はですね。というように、巨額の投資をする

ときに、単に石炭ガス化技術の比較だけで勝てばいいという話ではないわけですから、こ

れはやはり半導体のところの話と同様に、もう一段上に上げた段階で考え直さないと、こ
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こでアプルーブされたから、継続していいという話には単純にはならないだろうと思うの

ですね。持田分科会長に、そこまで考えてくださいというのは、ちょっと酷だったかなと

いうので、あの段階では申し上げなかったのですが、特に巨額投資をするわけなので、こ

れはNEDOの今後の大きな課題として、エネルギー関連全体を戦略的に見直す中で、石炭

ガス化技術というものをどのように位置づけるかということを、経済性を踏まえて、よく

ご判断いただくということを要望しておきたいと思います。 

【西村委員長】  そうですね。そのとおりだろうと思います。特にNEDO側はよろしい

ですか。ほかに今言っておきたいということはございますか。よろしいですか。 

 それでは、ありがとうございました。最後に上原理事から、ごあいさつをいただきたい

と思います。 

【上原理事】  どうも本日はご審議をありがとうございました。 

 ４月から新年度になりますが、この研究評価につきましては、研究評価部が事務局を務

めさせていただいておりますが、新年度からは、NEDOの中の研究評価部と広報部を一緒

に一体として統合することにしております。また、それにあわせて、情報システム部の中

にあります海外の動向等を調査しております情報グループ、情報を収集する機能もあわせ

まして、研究評価広報部ということで、新しく組織を設けることにいたしました。この趣

旨は、皆様方のおかげで、研究評価部にはNEDOのプロジェクトの貴重な情報が集まって

きていて、それも客観的な観点から見ていただいた貴重な情報が集まっておりますので、

それを世の中にできるだけ効果的に伝えるという意味で、広報機能を一緒にしたわけでご

ざいます。それとあわせて、情報収集機能も一緒にするということで、よりNEDO全体の

中での情報の集積をして役立てていきたいと考えておりますので、今後ともよろしくお願

いいたします。 

 どうも、本日はありがとうございました。 

【西村委員長】  それでは、これで閉会とさせていただきます。どうもありがとうござ

いました。 

 

―― 了 ―― 


