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第 18 回研究評価委員会 議事録 

日 時：平成 20 年 9 月 24 日(水)14:00～17:00 

会 場：NEDO 技術開発機構本部 16F 1601 会議室 

事務局：NEDO 技術開発機構 研究評価広報部 

 

出席者： 

西村委員長 伊東委員 稲葉委員 大西委員 尾形委員 冨田委員 架谷委員  

平澤委員 吉原委員 

久保田分科会長 今井分科会長、宮島分科会長 

（ＮＥＤＯ）  

福水理事 竹下研究評価広報部統括主幹 寺門研究評価広報部主幹  

北川研究評価広報部主幹  白井企画調整部課長  

（ＭＥＴＩ）  

大久保技術評価室産業技術総括調査官 

藤原研究開発課調整官 

 

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18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次世代輸送系システム設計基盤技術開発プロジェクト（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〉 

〈久保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した。 

 それでは、ただいまご説明いただいた評価結果についてのご質問、ご意見をお願いいたした

いと思います。 

 では、伊東委員。 

○伊東委員 ＬＮＧの制御関連技術の汎用性というのが非常に高くて、他分野への応用が可能
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と評価されておられます。代表例として、燃料電池自動車用水素供給ステーションを評価概要

10ページの今後に対する提言で挙げておられますね。 

 もしこういう分野へ適用するとしたとき、ステーションまでＬＮＧとして持ってきて、そこ

で燃料電池自動車に供給するというイメージを描いておられるのかと、このあたりをもう少し

説明いただきたい。 

 それから、もしこの技術が非常に汎用性があるとしたときに、今述べた燃料電池自動車の分

野のほうが非常に市場規模で当然大きいと想像されるわけですね。将来のこの技術の利用者の

ことを考慮したときに、果たして航空宇宙関連のこのプロジェクトの中で取り上げたというの

が体制としてよかったかどうか、ご意見いただきたい。 

○久保田分科会長 ロケットの場合には、そのＬＮＧを、いわば天然ガスを液化して射場に持

って行って蓄えておきます。私どもが評価したときには詳細なことは聞かなかったのですが、

先ほどおっしゃいました燃料電池として使うステーションに持って行くのはロケットに使うの

と同じやり方でやるのではないかと理解しておりました。ただ、汎用性が広がってきて、その

用途がふえてくればまたいろいろなやり方があるのではないかと思っております。 

 それからもう１つ、ＬＮＧの用途がふえた場合に、果たして航空宇宙として取り上げたこと

がよかったかどうかということにつきましては、もちろんそれはあると思います。一般的なエ

ネルギーとしてＬＮＧというプロジェクトを立ち上げることももちろんあったのでしょうけれ

ども、ここで取り上げていますのは１つの出口としてＧＸロケットというロケットをこれから

開発することがプロジェクトとしてあります。 

 では、なぜＧＸロケットが良いかというと、これまた長くなりますが非水素系、先ほど申し

ました液体水素を使うロケット以外に液化天然ガスを使えばもっと、これは燃料としてはエネ

ルギー効率としては水素には負けますけれども、例えばその入手性とか安全性とかそういう意

味で使えるのではないか。新しい技術としてロケットに使うという開発項目がありまして、こ

れは今既に走っております。 

 ＧＸロケットがこの先どうなるかというのは今非常に微妙な時期ですけれども、その出口と

してＧＸロケットに使える。そのために、もちろんこのＧＸロケットのためのプロジェクトで

はないのですが、ＬＮＧを使ったときにはどういうロケットの運用ができるだろうかというこ

とでやりましたので、これがすべてではないと思います。１つの出口ですので、ほかのエネル

ギー分野にＬＮＧを使うということはもちろんあり得ると思います。これは、航空宇宙関連だ

けではないと思っております。 
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○西村委員長 稲葉委員。 

○稲葉委員 評価概要13ページのミッション対応設計高度化技術の研究開発について、実用化

の見通しの最後に述べておりましたが、評点が1.6という数字となっております。これは７人

の委員の方々がいらっしゃって、５人の委員の方はＣをつけられたということで、そういう意

味ではＣの評価がマジョリティーというようにも読めますけれども。ただ、そのＣ自体は実用

化の見通しについて概ね明確だという評価でもあるわけでありまして、別にＣであっても問題

ないのではないかというそういう議論もあるかと思います。 

 そういう意味ではどちらにつけばいいのか、Ｃと言われてしまうとむしろ低い評価というこ

とですが、この段階では平成22年まで続くプロジェクトとしてはまあこれはこれでいいのだと、

概ね明確だというふうにご評価されるのか、その辺について、どちらのお立場かということを

少し明確にしていただければと思いますけれども。 

○久保田分科会長 おっしゃるとおりだと思います。Ｃというのはかなりネガティブな感じも

しないでもないのですが。ただ、ＬＮＧもそうだったのですが、これはやってみないとわから

ないというのは語弊がありますけれども、ロケットを打ち上げてそれで実証するという意味が

非常に強い。 

 Ｃをつけられた人というのは、恐らく今途中段階であり、ソフトウェアの話なのでいろいろ

なことは言えても実証ということが必要ではないか。実証ということを考えた場合に、実際で

き上がったものを見たものが言うとおりであれば評価は高く言えるけれども、まだ途中なので

分からないという意味でＣをつけられたのだと思います。 

 そういう意味で、私、分科会長としましてはその辺のことも含めて、皆さんはこの内容につ

いてはかなり肯定的でした。ですので、これは明確になっていると思っております。 

○西村委員長 ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。 

○架谷委員 すみません、素人のような質問で申しわけないのですが。最初にＮＥＤＯに直接

伺ったほうがいいのかもしれませんけれども。このロケット産業そのものの市場規模を大体金

額的にどれぐらいと予測を今後されておられるのか教えていただきたい。今の段階の研究をセ

ッティングするときの目論見でいいと思います。 

 それと、その中で我が国がどういう、どれぐらいのシェアを占めていこうというのか。 

 それから、我が国がねらうべき独自性というのは一体どんなふうに今考えておられるのか。 

 ちょっとその辺のところを明確に言える範囲で結構ですから、研究をセッティングした前提
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を少し教えていただきたいというのが１つ。 

 もう１つ少し細かいことで、ちょっとよくわかりにくいのですけれども、ＬＮＧに燃料転換

をしていこうということなのかどうなのかということが、ご説明を聞いて、この文章面を読ん

でいるでは限り少しはっきりしなかったものですから教えていただければと思います。その中

で特に工期30％短縮という明確な数値が出ているものですから、その辺は多分クリアになって

いるのだろうと思うのですけれども。 

 それと、民間用の小型気化系への適用という、何か段落が全然つながらないことが２つ並ん

でいるものですから、その意味がちょっとはっきりしないので、その辺を少し教えていただき

たい。 

○西村委員長 その後のほうの質問を先に、分科会長のほうからお願いできますか。 

○久保田分科会長 後の質問をもう一度お願いします。 

○架谷委員 ＬＮＧへの転換という問題。 

○久保田分科会長 はい、わかりました。ご質問は、すべてこれからのロケットはＬＮＧにす

る気なのかどうかということですね。 

○架谷委員 工期30％減というのは短縮というのはどういう意味なのでしょうか。30％減ると

いうのは何か現状があって30％減るわけですから、その現状というのは、ちょっとそこがはっ

きりしなかったものですから。それはＬＮＧでロケットを飛ばすというのか、あるいは何か別

のことを前提にしておられるのか。つまり、30％減の基準が一体何なのかということをちょっ

と教えていただきたい。 

○久保田分科会長 今使っているロケットの射場での機体点検工期３０日です。ＬＮＧを使え

ば減らせるということではありません。どう説明すると分かりやすいのか難しいですが、ソフ

トウェアを使う、それからシステムを改良する、それによって射場での機体点検工期３０日を

30％減の２１日へ短縮するということです。 

○架谷委員 ということは、それは水素であっても同じことだと思うのですね。 

○久保田分科会長 はい、同じです。 

○架谷委員 ですから、題目となっているＬＮＧというのは一体何なのかというのがよくわか

らなかったものですから、そこをもう少し明らかに説明をしていただければ、あるいは教えて

いただければということです。 

○久保田分科会長 １つの例としてＬＮＧを使ったロケットでやれば30％の減になります。そ

れで、水素を使うロケットでやっても同じことになりますという論理ですね。 
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○架谷委員 ということは、ＬＮＧという冠をつける必要は全くない。つける必要あるのかな、

その辺が少しわかりにくいですね。 

○久保田分科会長 ええ、そうですが、おっしゃるとおりですけれども。ただ、ＬＮＧという

のは出口の１つとして民生用小型ＬＮＧ気化設備等への適用など非常に明確にあるものですか

ら、そういう意味でＬＮＧ制御というのは短期的にはあります。これをやれば長期的なもちろ

んほかのロケットにも使えるという、これがプロジェクトの担当者の考えていたことだと思い

ます。 

○架谷委員 それでは、液体水素をＬＮＧに変えていくと、燃料転換していくと。それはハン

ドリングの問題とかコストの問題とか将来的にはいろいろなメリットが出てくるでしょう。そ

ういう大きな流れの中でそれを制御するいろいろな技術開発を前もって前倒しでやったと。そ

れ自身は水素にも使えると、そういうふうに評価してらっしゃると、そういうことでよろしい

でしょうか。 

○久保田分科会長 はい、そうしております。 

○架谷委員 はい、どうもありがとうございました。 

○西村委員長 前のほうの問題はどうでしょうか、ＮＥＤＯのほうで回答願います。 

○寺門研究評価広報部主幹 プロジェクトのかなり専門的な分野の市場の話でございますので、

今日は機械部の者がから説明いたします。よろしいでしょうか。 

○機械システム技術開発部 梅津主査 前半のご質問については、非常にロケットの市場自体

のご質問になるかと思いますので、ＮＥＤＯのほうでお答えできるレベルのご質問ではなかっ

たかと思います。 

○架谷委員 そういうことも大事なのですが、全体の中で我が国がどうなるかというのは、こ

れはまあ当然予測があって心積もりがあってお金をかけるという話になりますよね。そのとき

に、一番聞きたかったのは、一体どこをねらうかによって技術開発の要点が違ってくるのでは

ないか。特に個別テーマの④「ミッション対応設計高度化技術の研究開発」がこれから入り込

んでくるわけですよね。ミッションオリエンテッドの対応をするということは、ミッションを

どこにセッティングするかによって当然対応は違ってきますから、漠とした対応技術をやって

いるなんていうことはちょっと信じられないわけですよね。明らかにミッションを少なくとも

想定しなければ国際競争しているところでこの競争に勝てるぞという見通しが出てこないので

はないかと思うのですが。 

 結果は成功する、成功しないというのは当然あると思いますけれども、その辺をどういうふ
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うに踏んでおられるのか。長期的な話ですし、分かる範囲で構わないのですが。 

○久保田分科会長 それでは、私の理解の範囲でよろしいでしょうか。 

○架谷委員 結構です。教えてください。 

○久保田分科会長 日本の宇宙産業の規模はロケットと衛星だけで言いますと、残念ながら

3,000億円にもいっていません。 

 ところが、例えば関連産業があります、それを入れますと４兆円ぐらいになっています。こ

れからの宇宙産業、ロケットにしても人工衛星にしても、ユーザーをたくさんとってきてその

辺の関連産業をふやしていく、もちろんロケット、人工衛星を１兆円ぐらいにしたいというの

はあるのですが。まず関連のところを引っ張ってくるためには、やはりそのユーザーを見つけ

てこなければいけないです。 

 それで、さっきおっしゃいましたように、個別テーマの④というのはミッションオリエンテ

ッドです。確かにこれはロケット側から見て乗せる衛星に対して、衛星のニーズを取り入れて、

それにあうようなことをソフトウェアを使ってやりましょうというような狙いが④です。 

○架谷委員 それは当然なのですが、どういうニーズを前提に、頭に描いておられるかがお聞

かせいただきたい。 

○久保田分科会長 現状はこれからの一番伸びるのは、リモートセンシングだと思っています。

地図をつくる、測位をする。ＧＰＳは今アメリカに乗っかっていますが、それを日本のいわば

日本版ＧＰＳにするとか、そういう確保したユーザーをつかんでいくことが必要です。 

 そのためには、今のようなロケットですとその衛星のニーズを完全に受け入れることができ

なくて、時間もかかる。手戻りがある。設計をやってもまたもとに戻って時間の無駄がある。

それをできるだけないように、最初からユーザーのニーズをちゃんとあわせるようにしよう、

これが個別テーマの④。 

 個別テーマの③も実はそうですね。射場で時間をとっているとユーザーは逃げていってしま

いますので、できるだけ短くする。それで現状３０日かかっているのを２１日にすればいける

のではないか、それがいけたというのが③です。 

○架谷委員 いいですか、ちょっと１点だけ感想を述べさせていただくと。確かにおっしゃる

ことはわからないことないのですが、何か最先端で非常に未来型の技術開発をしながら、その

すそ野があるからそれでいいのだというのは、ちょっとやはり説明としては必ずしも適当じゃ

ない。国の技術開発にどこにどういうふうにお金をかけていくかという姿勢の問題だと思うの

ですが。 
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 それがあるから納税者に納得しろという説明はちょっと、確かに何となく私なんかもそうし

たくなるのですが、もう少し厳しく市場を取るという意識というか意気込みというか何かそう

いうものはもうちょっと表に出していただいたほうがありがたいと思うのですね。 

 それと、どこの市場をねらっているんだということをもうちょっと明確にしながら引っ張っ

ていかないとなかなか熱気が上がってこないというか、息が上がってこないような感じがする

んですよ、すみません。 

○久保田分科会長 あくまでも市場は世界市場だと思います。 

○西村委員長 関連の質問が欠席の委員から寄せられている分がありますので、ちょっと事務

局のほうからその欠席委員の質問を読上げてもらえますか。 

○研究評価広報部 寺門主幹 本日は東京大学の佐久間委員がご欠席でございますが、金曜日

にメールでご質問をちょうだいしております。代わりに私から、議論の途中で恐縮ですが、読

ませていただきます。読み上げます。 

 「バーチャルプロトタイピング技術の研究開発は平成15年度まで、高度信頼性飛行制御検証

技術の研究開発平成15年度までで終了する計画であり、次世代ＬＮＧ制御システム研究開発も

平成19年度までという事業計画であるが、これらの技術の実証段階で何か修正が必要となるこ

とが生じた場合に、どのようなフィードバックをこれら３課題についてはプロジェクト後半で

行う予定なのか。」 

 以上でございます。 

○西村委員長 いかがでしょうか、この点については。 

○機械システム技術開発部 梅津主査 推進部のほうからお答えいたします。 

 ご質問の３つのテーマにつきましては、基盤技術としての実証試験というのは終了しており

ます。確立しました技術を実機の適用を通した実証作業、ご質問の多分意図が実用化のところ

の部分だと思うのですが、実用化の作業というのは基本的に本技術開発を委託しています委託

先の作業というふうな位置づけになっております。現在委託先のほうは、先ほど分科会長のほ

うからご説明がありましたＧＸロケットのほうを開発しているということで、そちらのほうの

ＧＸロケットの開発の中で実用化を推進するという位置づけをとっております。 

 その実用化の中で何らかの修正が必要だという必要性が発生した場合には、その委託先がそ

のロケットの開発の中で開発技術へのフィードバックを行うといったところが今、維持・改良

の考え方になっております。 

 以上です。 
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○西村委員長 ロケットを飛ばすということが行われないというようなことが、もしあったと

すると、そこの部分が非常に難しくなるような構造になってしまっているということでしょう

か。 

○機械システム技術開発部 梅津主査 万一そのようになった場合には、長期的な他のロケッ

トへの適用というのもできるような基盤技術開発ですので、そういったことにもきちんと配慮

して現在の研究というのは進めているということになります。 

○西村委員長 わかりました。 

 いろいろなご意見いただきましたので、これを事務局のほうでまとめて、研究評価委員会の

コメントとしてつけていただくということで。 

 平澤先生。 

○平澤委員 すみません、時間がもうきているだろうと思うのですが。先ほどからのご議論に

ついて、こういうプロジェクトの１つのプロジェクトの評価という切り分けたところでの評価

ではなかなか議論しにくい話だと思うのですけれども。ただ、通常の研究開発から見ればかな

り巨額な費用をかけてやるわけなので、その目的というのが宇宙開発全体にとってどういう意

味があるのかということをやはり明確に認識しないと、我々としては納得しがたいというふう

に思うのですね。 

 それで、これは久保田先生の責任ではないし、推進部のほうの責任でもないように思います

が、要するに宇宙開発については宇宙開発委員会が本来ならば戦略をつくらなきゃいけないけ

れども、ようやく基本法ができたというようなところですし、アメリカとの関係でいろいろな

制約を受けてきたわけですね。301条でいろいろなロケット開発については特に、市場をねら

うロケットの開発についてのいろいろない指摘がついてきたりしています。それから、日本と

してはやらなくてもいいようなロケット開発にやらされているわけですよね。 

 というように、やはり戦略をちゃんと持たないと、もともと有効なお金の使い方というのは

できないのではないかというふうに思います。 

 それからもう１つは、これはプロジェクトリーダーを置かないという形でおやりになってい

るわけですが、この種の研究開発でプロジェクトリーダーを置かないで済むということ自体が

私には余り理解できないのですが、これは評価されていかがでしたか。こういう４つの課題を

それぞれの企業にお任せしますというような切り分けでやっているのであれば、リーダーがい

なくてもいいのかもしれないけれども、進捗管理であるとか云々いろいろな面でやはりこうい

うシステム開発はプロジェクトリーダーを置かないとうまくいかないのではないかと思います。 
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○久保田分科会長 ギャラクシーエクスプレスという会社と日本航空宇宙工業会が事業者にな

っていて、その辺はかなり経験もありまして、技術はギャラクシーエクスプレスがわかってい

ますし、全体としては工業会がわかっており、進捗管理もそこで行われてプロジェクトとして

はうまく行っていると思います。 

 私どもが評価したときには、今おっしゃられたプロジェクトリーダーがいないという違和感

についてはあまり感じませんでした。概ねできているという評価でした。 

○西村委員長 私もプロジェクトリーダーがいないのはこのサイズにしてはと思ったところは

あったのですが、今のことも含めてコメントを吸収していただいて報告書をまとめていただき

たいと思います。 

 それでは、このプロジェクトについての評価を終わりにさせていただきます。次に移らせて

いただきます。 

 

②糖鎖機能活用技術開発（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〉 

〈今井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、ご意見ご質問お願いいたします。 

○冨田委員 これは大変重要なプロジェクトをおやりになっておりまして、非常に成果が上が

っているというので大変すばらしいと思います。しかし、少し気になるのが、目標のところで、

この手の研究にしては珍しく非常に多くの数値目標を掲げておられます。この数値目標から見

ると、研究開発成果が非常にいい。ところが実用化の見通しのところで少し点が２を割ってし

まった。これは、恐らくこの数値目標に多少無理があったのか、あるいはやりすぎだったのか

なというような気もするのですが。成果から見ますと、もう少し研究開発成果と実用化の見通

しが近くてもよかったのではないかと思います。 

○今井分科会長 おっしゃるポイントは十分わかります。結局成果と申しますと、医療に役に

立つというところ、簡単に申しますと出口、あるいは工業的に使える、産業で使える、これも

出口でございますが。医療だけに絞っても、糖鎖の構造は山ほどわかっているわけです。その

機能も山ほどわかってきている。したがって、この数値目標は多分オーバーカムできるだろう

と思われます。 

 ところが、それが実際医療に、例えばがんの診断に役に立つかどうかというのは別な話にな
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ります。そうすると、そこは患者さんがおられて、それはもう既にわかっていることもありま

すし、それは例えば画像診断も今ありますので、ＰＥＴとかＣＴとかＭＲＩのほうがよろしい

という場合もあるわけです。ですから、そこのところでこれは絶対使えるというものがいわゆ

る実用化というふうに我々は判断するわけです。これは医師の側だけではなくて、アッセイ系

の方も皆さんそういう意見です。ですから、そこを特許にとると、まず、１点目。２点目はそ

れをきちんと大量につくると。この２点がやはり満足されないと、実用性というのは、厳密に

言うといかないわけですね。 

 先ほど申しましたように、そこのところをきちんとするために、まだ中間評価の段階であり

ますので、それはうまくいっていますので、その最後のところをきちんとするために例えば目

利きですとか、それからいろいろな方のご意見を聞いたりする評価ですね、これが臨床の側の

評価、これが非常に重要になるだろうというふうに思いまして、そのように述べたつもりなの

ですが。少し説明が足りなくて申しわけありません。 

 したがいまして、現時点では実用性は大分はっきりしてきているものもありますが、このぐ

らいだと思います。しかし、辛く言いますと、そう甘くないこともあるので、皆さんＣとかＢ

に集まったというふうに考えております。 

○冨田委員 はい、わかりました。そうすると、今度少しばかりチームも少し編成を変えると

いうようなことも視野に入っているのですか。 

○今井分科会長 いえ、多分追加ですね。特に臨床現場でご評価いただいて、きちんと見て、

これはもっと力強くいったほうがいいと、これはこの辺でもうよろしいのでやめられたほうが

いいというその目利きが、非常に重要になってくると思いますので。そういったのが我々のほ

うのサジェスチョンです。 

 多分そういうこともわかっている方々ですので、それを踏まえて今度ＮＥＤＯの方と相談し

て、そういうエバリエーションの体制をつくられるというふうに私は思っておりますし、その

ように進めております。 

○冨田委員 この評価でいけば、特に先生のところにはたくさんの人材がおられるし成果も上

がっておられるので、できればやはり半分いったあたりで少し出口側を強めるようにというの

が私もいいかなと思うので、ぜひともお願いしたいと思います。 

○今井分科会長 私は評価している側ですので直接は関係しておりませんが、私ども分科会の

意見としては基本的には一致していると思いますので、その辺をＮＥＤＯさんにもサジェスト

してまいりたいと。 
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○西村委員長 では、ＮＥＤＯの側からのご説明ありますか。 

○バイオテクノロジー・医療技術開発部 古川主研 本事業を実施しておりますバイオテクノ

ロジー・医療技術開発部の古川と申します。 

 委員長のご指摘ごもっともでございまして、我々のほうとしましても、特に海外との競合状

況に留意して進めることが重要と考えております。中でもアクティビティの高いのが米国のＣ

ＦＧという組織でして、当該プロジェクトに匹敵する資金規模を投じて猛追してきている状況

にあります。開発状況等を踏まえ、可能性のあるものに絞って研究開発を進めていきたいと考

えております。 

 その場合には、今井分科会長からご指摘ございましたように、実際臨床の現場で使っていた

だけるものでなくてはなりませんので、現状使われているさまざまな診断方法もしくはその診

断によって取り得る治療方法、そういったものの選択に寄与する、あるいは予後の予測に対し

て効果を持つものでなければ開発する意義がありません。今は幅広くバイオマーカーを探索し

ておりますが、研究開発の後半フェーズでは臨床での有用性を視点として、開発項目を絞り込

んで予算を重点化していきたいと考えております。 

○西村委員長 ありがとうございました。 

 これについても佐久間委員からの質問がありましたね。 

○研究評価広報部 寺門主幹 はい、佐久間委員からのご質問、読み上げます。 

 これまでの研究開発の中で具体的な治療薬、診断薬に結びつく具体例は幾つあるのか。評価

概要「総論」の２）にある今後に対する提言に記載されているように、実用化を目指した工学

技術への展開などはどのような事業計画となっているのか。 

 以上でございます。 

○バイオテクノロジー・医療技術開発部 古川主研 それでは、先に私のほうからご説明差し

上げまして、分科会長のほうで違うということであれば補足をお願いしたいと思います。 

 １番目の事業化の部分ですが、基本的に治療薬というところはちょっと遠いと思っておりま

す。当然このプロジェクトで特にノックアウトマウス等につきましてはその辺も視野に入れつ

つ、糖鎖が生体の中で果たしている重要な機能というメカニズムベースで新しい治療薬コンセ

プトを創出するという点はスコープに入れていますが、これはなかなか先が遠いと考えており

ます。 

 診断薬で、特に癌に重点をおいて診断マーカーの開発を行い、実用化に繋げることを本プロ

ジェクトの１つの出口と強く考えて進めております。いくつかの癌種で有望な糖鎖関連のマー
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カーが見つかっております 

 これら２つにつきましては臨床の方に、実際に診療の場で使えるかどうかを評価頂いた後、

診断対象とするがんに関する臨床の先生方がお集まりになられる学会でデータで有用性をお示

しすることによって、まずは先進医療、次いで保険適用を受けるというような形で事業展開を

考えているところでございます。 

 それから、２番目の工学的なアプローチ、これは畑中ＰＬの方が該当すると思いますが、狙

いはメディカルデバイスであり、プロジェクトではウイルス感染症を対象に、血中にあるウィ

ルスを除去した後に従来治療することによって治療効果が上がるということが論文で報告され

ており、そうした目的で用いるデバイスの開発を行っております。 

 実験室レベルで細胞を使って大量に合成する技術開発を行っており、そのスケールアップに

際し、どのような研究開発要素があるか、この辺の洗い出しをしつつ、企業への技術移転を考

えていきたいと思っております。また、技術移転先の企業は本プロジェクトの中に入っており、

人工透析用のデバイスを商品として販売しておりますので、臨床承認をとり実用化に繋げる十

分な能力を保有しているものと思います。 

 以上でございます。 

○西村委員長 ありがとうございます。 

 分科会長から。 

○今井分科会長 基本的には医療に使う場合には幾つも実際ハードルがございます。それで、

既に20、30の糖鎖がもう見つかっておるわけですが、これが実際に臨床にいくには幾つかハー

ドルがありまして。そのうちの１つは、たくさんの患者さんで、例えば500人とかそういう患

者さんで、実際にそれを試さないといけないのですね。そのときにもちろんコントロールが必

要で、正常の方とがんの方で500人ずつ比較すると。それが有用性があるかないかというのを

いろいろな角度から検討して、それが統計的な妥当性を持ってきちんとした差が出るというこ

とをもって初めてキット化して世の中に大量につくっていくというそういうステップがござい

ます。 

 そこに至るには非常に均一な試薬が、均一なドラッグ、試薬、試料、ケミカルが必要になり

ますので、そこに至るにはまだ、ですから極端に言えばまだ１つもはっきりとしたことはわか

らないわけであります。しかし、かなり可能性のあるものがもう取れてきているという事実も

ありますので、きちんとステップを踏んでいけば我が国から出るいいものになっていく可能性

が非常に高いと、こういうことでございます。 
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 したがって、今のところは出口をやってないものですからはっきりは言えませんが、十分可

能性があるというふうに私自身は考えております。 

○西村委員長 ありがとうございます。 

 では、架谷委員。 

○架谷委員 ちょっと簡単な質問で、これはＮＥＤＯ側でぜひ修正をしていただきたいのです

が、例えば大量合成といったときに、10ｍｇというふうに書いてございますね、数値が書いて

ありますね。二、三カ所にそういうところがありますけれども。 

○今井分科会長 そうですね、今までということですね。 

○架谷委員 それは一体どれぐらいの時間をかけて10ｍｇかということを明確にしていただか

ないと、１年かかって10ｍｇなのか、10年かかるのか、それとも１時間でやるのかという。全

然想定ができないものですから、時間の単位を、やはり公文書ですから明確に少ししていただ

けないでしょうか。 

○今井分科会長 それから、培養ですので多分細胞数も書く必要もあると思います。そういう

条件を少し書いたほうがはっきりしますね。 

○架谷委員 そうですね。それでちょっと疑問に思うのは、基本的に大量合成といったときに、

スケールを上げることによって、例えば工業的に成り立つということに関してはコストの問題

が当然あるわけですね。そうすると、大量につくる、それをスケールアップしていく、それを

大きくしていくと大きくすることによってコストメリットが出るような方法をちゃんと適用し

ないと全く意味のないことになりますので。ちょっとその辺のご説明がもう少しあっていいの

ではないかと思います。 

○今井分科会長 では、私の知る限りですが説明させていただきます。一般的にこういうもの

はこのミリグラム、簡単に言いますと今10ｍｇとかそういうオーダーですよね。これは非常に

微量ですね。キログラム、もっと大きいところにいかないと実用性は余り得られません。先ほ

ど何回も申していますように、均一でなければいけないということ。それから、ＧＭＰグレー

ドと申しまして、体に対して影響のない非常にきれいな条件下でつくらなければいけないわけ

です。 

 それで、抗体の例で申し上げますと、抗体医薬というのがあって、一種の治療薬になってい

るのですが、これは同じことでございまして、これをスケールアップするときに実は20年かか

ります。先生がおっしゃるように、そうしないと意味がなく、しかも売れないと意味がありま

せん。またコストのこともございます。しかし、現実はガンについては抗体医薬というのはス
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ケールアップして非常に高価なものですが、ものすごく売れている。これが世の中の現実です。 

 ですから、これはニーズとの関係でプライスは決まります。したがって、必ずしも廉価であ

るからいいということではなくて、やはり大量に均一にきれいなものをつくるということが非

常に重要だろうと思います。 

 そういうことを目指してこのプロジェクトリーダーは進んでおられます。 

○架谷委員 私は工学屋なものですから、工学屋というのはよくスケールアップによってエフ

ェクトを見るときに往々にしてよく失敗をするわけですね。スケールアップして何の意味もな

いものをスケールアップしているケースもあるので、そこはしっかりつかまえて。 

○今井分科会長 おっしゃるとおりです。全部やると大変なお金かかってしまいますから。 

○冨田委員 私もバイオ分野が専門なのですが、要するに10ｍｇというのは何人分診断できる

かというような形で見てもらえばわかるかと思います。これは１人当たりに使う量はマイクロ

か、その以下になりますから。ですから、10ｍｇというのはその意味で大量だと思います。 

○架谷委員 ですから、それは１年かけてつくるのか、１日でつくるのかと、そういうような。 

○今井分科会長 問題は、使う量との関係で決まってくるという。非常に微量でもナノグラム

あるいはピコで診断できれば10ｍｇでも十分多い量です。治療に使うとグラム単位必要なんで

すよね。そうすると全然もう間に合わないということがありまして、それにあわせてつくって

いく必要があるというふうに思います。 

○冨田委員 あともう１点よろしいですか。先ほどのご質問ですけれども、医薬になるものが

あるかというご質問、これ非常に厳しい質問です。分科会長は、非常にやわらかく答えられま

したけれども、医薬にするためには今おっしゃられたバリアのほかに年数というバリアもかか

るわけですので。少しプロジェクトの弁護するようなコメントになってしまうのですが、ここ

に書かれているように、いわゆる創薬への手がかりになるものを得るというのがこの事業開発

の目標ですよね。ですから、非常に均一なものを、何個とるかというのは非常に問題になろう

かとは思うのですが、一方で早く絞っていただくというのが大事だと思います。それが、先生

500人とおっしゃったけれども、僕は30人でもいいと思うのです。それで手がかりが得られな

いといけないので、その手がかりをこの後半で得るようにやはり進めるというのが先生のお話

だったと僕は理解しています。ぜひそう進めていただければと思います。 

○今井分科会長 おっしゃるとおりです。コンプリートなものにするには数百人単位でないと

統計的に差が出ませんので、普通はそういう手法をきちっととります。 

 それから、もう先生が今おっしゃっていただいたので全てですけれども、実際にそれが医薬
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として使われるということになれば、たった１つ効果的なものが見つかれば、例えば抗体の場

合でも数千億のマーケットがあることが知られています。もちろん数は多いにこしたことない

のですが、非常に大きなマーケットも待っているというのも事実であります。ハードルは厳し

いのですが、マーケットはすごく大きいということもございますので、よろしくお願いします。 

○西村委員長 具体的な数値を伴っている等、いろいろコメントを取り込むだけでも大変だと

は思いますが、ぜひ報告書のほうに反映させていただければと思います。 

 吉原先生。 

○吉原委員 最後に確認ですけれども、今後に対する提言のところで、アカデミアから企業へ

の成果の橋渡しをより強力に推し進めていただきたいという提言がございます。具体的にこれ

は実施体制図を見ますと、産総研のつくば内に例えば集中研究所がございますね。これは実際

企業の方がたくさん入っておられるシステムですが、ここをこれから重点的に対応していくと

いうふうにお考えなのでしょうか。 

○今井分科会長 これはプロジェクトリーダーの考え方によるかと思いますが、私どもがここ

に書いた理由は、それも１つだと思っています。それともう１つは、全国に橋渡し研究の拠点

ができつつあります。例えば東京大学ですとか京都大学とかにできつつあります。北海道にも

１つございます。そういうことで６カ所全国に拠点ができて、今スーパー特区構想も動いてい

ます。そういうところを活用すると非常に早いということを知っていますので、そういう意味

で私どもとしては書かせていただきました。もちろん、ここにあるつくばを利用されるのも１

つの非常に簡単な、小さな研究についてはそれで結構だとは思いますが。 

○吉原委員 集中研究所というのは、そうするとそういう企業とアカデミアの橋渡しをするも

のではないのでしょうか、どういう位置づけなのでしょうか。 

○今井分科会長 これは私存じ上げませんので。 

○西村委員長 推進部のほうから補っていただけますか。 

○バイオテクノロジー・医療技術開発部 古川主研 実施部門のバイオ医療部からお答えいた

します。基本的に現在この企業として取り込んでいる中にも診断技術としてそれを展開してい

きたいというところもありますが、若干、体制的には弱いと思っております。診断会社という

のはどちらかというとあまり新しいものを開発するというよりも、よくバリデーションされた

ものを受け取って診断技術としての妥当性検証、先ほど言及がありました500人規模での統計

的なデータを取ることで検査項目として開発していくところに力点を置いておられると考えて

おります。現在、考えておりますのは、プロジェクト後半に、これまで開発してきた成果を事
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業化に繋げる会社を追加公募でこの体制の中に入れ込んで、きちっと橋渡しをしていくという

ことが１つの方策であると考えております。 

 この他、産総研の中に設置されたグリットというシステムがあり、本プロジェクト等の成果

を参画する民間企業の方に紹介するシステムを持っております。さらには、今井分科会長から

ご指摘ありましたスーパー特区の活用も一つの手段であると思います。本プロジェクトの中で

開発された有望なシーズを企業へ橋渡していく様々な手段があると思いますので、多様な手段

を用いながら、プロジェクトの成果をいち早く臨床の場につなげていく努力を今後２年間続け

てまいりたいと思います。 

○西村委員長 ありがとうございます。 

 福水さん。 

○福水理事 プロジェクトリーダーがこの場合２人いるのですが、その辺についてどのような

感じを持たれましたか。 

○今井分科会長 大変鋭いご指摘で、２つのプロジェクトが非常にうまくいってほしいと私ど

も願っております。こちらは先ほど来申していますように、糖鎖構造を解析して、レクチンを

つくったりしてその実際役に立つかどうかを調べられた。こちらはもっぱら大量につくると。

ですから、何でも大量につくらないで、こっちの大事なところを大量につくってくださいとい

うことを申し上げましたし、今後はそういうふうな形になると思います。システムは、東大側

のほうもでき上がってきていますので、非常に早いと思います。今後はそういうふうに両輪の

輪のようにうまく進むだろうというふうに願っていますし、私どももウォッチしてまいりたい

と考えております。 

○西村委員長 なかなか充実した議論になって時間もかかっていますけれども、よろしいでし

ょうか、次のほうへ進ませていただきます。コメント、なかなか数値を入れたり、一部は訂正

の部分があったりするかと思いますけれども、しっかり取り込んでいただければと思います。

よろしくお願いいたします。 

 

③新機能抗体創製技術開発（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〉 

〈宮島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、ご質問ご意見をお願いいたします。 
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 これについても佐久間委員からご質問があったと思いますので。 

○研究評価広報部 寺門主幹 では先に事務局から申し上げます。佐久間先生からのご質問で

ございます。 

 「系統的な高特異性抗体創製技術に関する評価の今後に対する提言に記載されているように、

すべてのシーズの実用化に向けた検討を参加企業のみで行うことは困難であると考えられる。

知的財産の確保をした上で、広く成果を外部機関が活用し、成果の意義を高める活動を加速す

るような仕組みは考えられないか。」 

 以上でございます。 

○西村委員長 この意見については既に多少関連のご発言があったかとは思いますけれども。 

○宮島分科会長 この意見については評価委員のほうからも同じ意見が出ておりますので、ぜ

ひご検討いただければと思います。 

○架谷委員 コメントのようになりますが、少し思い出すのは、昔、有機化学の勃興期からず

っと実用化に進んでいくときの事です。あれも宝物探しなのですね。要するにカーボンの数と

水素と重金属と適当な触媒と、それが出てくる有用性の宝物探しで、あるやり方でやって、結

果的には最後だれか勝者が出てくるわけですが、そこへ行くまでの最も大事なポイントが何で

あるかというところがあったのだろうと思います。 

 ちょうど見ていると、それに近いような宝物探しの段階になって、それが非常に大きな競争

技術になって、どこかで勝つためには何がポイントなのかということを探さないといけないわ

けです。ちょっとポイントが見えてないような気がするのですが。 

 先ほどちょっと佐久間委員からのコメントもありましたけれども、そういう場合は研究の組

織というか研究の広がりとかける予算というのは十分吟味しないといけないと思います。あの

ときもそうですが、わずかなお金を出さなかった結果失敗したとか、それから中で若干の人的

な争いごとがあった結果失敗したとか。本当に笑い話ではなくて、現実にはそういうことが起

こるわけですね。ですから、そういう辺のところをもう少し何か、我々はなかなか力を出せま

せんけれども、いいやり方がないのかなと、そんな感じがしたのですがね。 

○宮島分科会長 これも私が実際にプロジェクトを実施している訳ではございませんが、一言

申し上げれば、このプロジェクトでは例えばガンの抗原を探すというのも当然やっておりまし

て、それとこの抗体をとるという技術を重ねてやっていくわけです。おっしゃるように、やは

りこういう医薬品の開発においては何をターゲットにするかというのは非常に重要なポイント

でありまして、恐らくそれはまた別にそういうプロジェクトがあってもいいぐらいだと思いま
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す。これは本当に抗体をつくる技術を上げるというところなのですが、ターゲット探しの話は

バイオロジーとかなりカップルしておりまして、それはそれであってもいいプロジェクトだと

いうふうに私は思っています。 

 それから、今基本的に多くの製薬会社はがんをターゲットにしてやっております。この場合

にはガン細胞で出ている抗原を探していけばいいというのが１つ、割とわかりやすいのですけ

れども。実は抗体にはもっといろいろな使い道がありますので、いろいろな生物検証に基づい

た抗体の使い方というのは今後いっぱい出てくるだろうし、そういうところもぜひサポートし

ていったら良いのではないかと思います。 

○架谷委員 そうですね。この健康安心イノベーションプログラムというのはいつごろ始まっ

て、予算的な経緯はどうなって、国としてどういうふうにこれ考えているのでしょうか。少し

その辺をどなたかわかっていらっしゃる方がいたら教えていただきたいのですが。 

○バイオテクノロジー・医療技術開発部 古川主研 バイオ医療部です。幾つかちょっとご質

問がありましたので、順を追って説明したいと思います。まず、一番初めにご指摘ありました、

クリティカルポイントは何かということに関してです。先ほど分科会長のご発言もありました

とおり、どのようながん抗原を選択し、抗体を作るかにあると思います。適切ながん抗原に対

する抗体でなければ産業上有用な抗体が取得できるわけもなく、抗原の開発にもかなりの注意

を払っております。 

 ２番目にご質問のありましたイノベーションプログラムですが、これは中長期的なプログラ

ムであります。プログラムに書かれている政策目標の達成という意味では、未来永劫これでい

いと満足されることはないと思います。イノベーションプログラムに示された精神に基づき、

その時々の技術レベルに応じたチャレンジを行い、その時点での最適な技術の組み合わせによ

る治療技術の提供に努力することが求められていると考えております。 

 ２点目でございますが、現在おかれている状況に鑑みれば、抗がん剤に関しましては分科会

長からもコメントがございましたとおり、なかなか日本の企業としては出遅れた感があり、Ｍ

＆Ａで海外の優れた、自社にない技術を確保しているという状況にあると思っております。ぜ

ひこのプロジェクトで有用な抗原・抗体の開発をシステマティックに行える技術を開発したい

と考えております。また、ダウンストリームのところでは抗体の精製に用いるリガンドが寡占

状況にあり、これを凌駕する性能をもつものがプロジェクトで得られてきておりますので、実

用化に向けた取組を進めていきたいと考えております。 

 それから、本プロジェクトの中で開発しきれないものが出てくると思いますので、ご指摘の
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とおり、特許をとった上で、プロジェクト参画機関の意志、ここをまずは大事にさせていただ

いた後、何らかの仕組みを作って参画頂いた機関以外に対しても積極的に情報を開示し、開発

意欲を持つ機関に技術移転していくような取り組みを進めて行きたいと考えております。 

 以上でございます。 

○西村委員長 ありがとうございます。 

○大西委員 先ほどのテーマと今のテーマについては共通していると思うのですが、実用化の

イメージが、やはり評価する人によって若干異なっていると思うのですね。こういう医薬品の

ような場合は結局臨床段階が幾つもあります。我々も医薬の開発したことあるんですけれども、

あるところまでいったけれども、結局そこまではいけると思っていたのが次の臨床段階にいっ

たときに駄目になってしまったということはいっぱいあるわけです。ワールドカップで例える

と一次予選、二次予選、準決勝があって決勝があると。どこまでいったやつを実用化の見通し

を得たかということをはっきりしておかないと、この評価が非常にばらついてしまう。 

 ですから、例えば一次予選通るような技術までいけばね、この段階では一応実用化の見通し

はあると見るというふうに決めるか何かしておかないと、もう評価する人によって千差万別で

して。実はそれは企業の中でもそういうことが起こるんですね、ある技術を幾つかテーマがあ

って、どれを追いかけるかというときに、そこをしっかり認識しておかないと。先行けば行く

ほどどんどん累積的にお金かかってくるというたぐいのものですから。 

 では、ＮＥＤＯのこういう研究でやるのはどこの段階までいけばＮＥＤＯとして完成したの

だという、それは実用化したんだというふうに見るのかというところね、やはり今後こういう

テーマがいっぱい出てくると思いますから、そこを明確にした上で実用化の見通しというとこ

ろを評価するということにしないと、やや評価にばらつきが出てくると思いますね。 

○西村委員長 本質的な問題だと思います。 

 冨田委員。 

○冨田委員 今おっしゃられたように、２つのテーマがやはり共通に抗体を扱っていますが、

この中を拝見すると、どこがこれから絞っていくところなのかよくわかりませんでした。そう

するとバラバラにお金がそれぞれのグループの参画者のところにいってしまっているような印

象も受けかねませんので、どなたかがおっしゃっていたシステマティックというのか、これか

ら先絞り込むという方向をもう少し見せていただかないと思います。どの技術で外国に追いつ

いて、どの技術で外国を追い越すのか、これを書いていただければ私としては非常にわかりが

よかったのですが。 
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○西村委員長 分科会長、どうぞ。 

○今井分科会長 評価委員からもやはり、この特に前半のプロジェクト、Ａチームのほうに関

してはどこにフォーカスするかわかりにくいという意見は出ております。しかし、プロジェク

トリーダーである児玉先生のもとで、それなりにまとまったチームになっておりましたので、

今後恐らく少し整理をして、フォーカスするところに集中していけば良いのではないかと思い

ます。 

 なお、このチームの一番得意としているのは、膜タンパクをターゲットにした抗体づくりと

いうのはかなり技術としては確立できていますので、ここは恐らく外国にも十分太刀打ちでき

るところだと思います。それ以外のところをどうするかというのは確かにおっしゃる点はある

かと思います。 

○西村委員長 大西委員からのコメントについては、では、推進部のほうから。 

○バイオテクノロジー・医療技術開発部 古川主研 推進部のほうから、大西委員のご指摘に

ついてコメントさせていただきたいと思います。プロジェクトのアウトプットについてですが、

抗体医薬品のシーズとしては特異性の高いマウス抗体がアウトプットと考えております。これ

を企業に導出できれば実用化と、本プロジェクトでは定義しております。 

 その後は導出先の企業でヒト化、さらには治験を行っていただくことが、官民の役割分担と

考えております。なお、マウス抗体も基本的にはヒト臨床に入る前の前臨床研究において安全

性試験等で必要となります。 

 さらに特徴としましては、１つの抗体だけで企業に導出するのではなくて、それがだめだっ

た場合のバックアップという形で、特異性の高い同一抗原に対する抗体もパッケージでお渡し

するということで、臨床でのドロップアウトの可能性を少しでも低減するという形でパッケー

ジでお渡ししたいというふうに考えてございます。 

 冨田委員のご指摘はごもっともでございまして、前半広げすぎたところもございますので、

治療効果ということを考えながら、開発するターゲットを絞り込み、成果に繋げるべく、鋭意

努力させていただきます。 

○研究評価広報部 寺門主幹 評価広報部でございます。大西委員がご指摘いただきました件

で、評価全体として一言だけ。まさに実際分科会の審議の中で、先生おっしゃった実用化の審

査軸の基準、それから実用化の基準というのは各プロジェクトによって非常にさまざまなもの

がございまして、我々も非常に悩んでおります。ただ、その中で我々のシステムとして、一応

カスタムメイドするという要件を持っておりますが、実用化については、今バイオ部から出ま
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した成果が上がったこととともに、次の研究開発の課題がしっかり見えているかというところ

までを実用化と。それから、事業化につきましては、例えば市場、事業化する方等々のシナリ

オがある程度の段階まで見えているというものを事業化の可能性というふうに称して、各事業

者の方にご説明し、分科会の委員の方にご説明して評価をしております。 

 ただ、先生がおっしゃるように、プロジェクトごとに千差万別でございますので、これちょ

っと我々のほうも先生にいただいたことを踏まえて、日々検討を加えていきたいなと思ってお

ります。 

 とりあえず以上でございます。 

○西村委員長 追加のご質問、ご意見ございますか。よろしいでしょうか。 

 それでは、この３件、これで審議案件３つが終了させていただいて、今のコメントその他を

事務局のほうでまとめて、研究評価委員会のコメントとして添付した上で評価報告書を出させ

ていただきたいと思います。 

（休憩） 

 

2. プロジェクト評価結果の反映状況について（資料 5、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。 

 これは評価結果の反映についてということですが、何かご意見がございますか。よろしいで

すか。それでは、次のプロジェクト評価の報告案件のほうに進ませていただきます。 

 

3．プロジェクト評価について【報告 9 件】（資料 4-1、資料 4-2-1～資料 4-2-9） 

○西村委員長 ９件ございまして、事務局からまず報告対象のプロジェクトについての説明を

お願いいたします。 

 

〈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〉 

（中間評価） 

①次世代光波制御材料・素子化技術（資料 4-2-1） 

②革新的マイクロ反応場利用部材技術開発（資料 4-2-2） 

③カーボンナノチューブキャパシタ開発プロジェクト（資料 4-2-3） 
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 （事後評価） 

④高度機械加工システム開発事業（資料 4-2-4） 

⑤超高効率天然ガスエンジン・コンバインドシステム技術開発（資料 4-2-5） 

⑥ゲノム情報に基づいた未知微生物遺伝資源ライブラリーの構築（資料 4-2-6） 

⑦精密高分子技術（高機能高分子材料の実用化技術開発）（資料 4-2-7） 

⑧デジタル情報機器相互運用基盤プロジェクト（デジタル情報機器の統合リモート管理基盤技術の

開発）（資料 4-2-8） 

⑨ナノ計測基盤技術（資料 4-2-9） 

 

○西村委員長 ありがとうございました。今の時点でどうしてもご意見として言っておきたい

ということがございましたらご意見願います。私としては、中間評価に比べて最終評価が非常

に悪くなっているプロジェクトについては、やや気になるところですが。 

○福水理事 今回から資料に過去に中間評価を実施したプロジェクトの事後評価については、

中間評価時の評点を記載することにしました。一方で、事後評価の結果が良くなっているもの

もあるのですが。 

○大西委員 事後評価で結果が良くなっているのもありますね。これは多分その後、改善され

たのでしょうね。 

○冨田委員 私の担当分野について事後評価で非常に悪くなっているようですが、これは何か

理由はあったのでしょうか。 

○研究評価広報部 寺門主幹 「ゲノム情報に基づいた未知微生物遺伝資源ライブラリーの構築」

のプロジェクトですね。中間評価段階においても同じようにライブラリーに関してはしっかり社

会還元すべきということが中間の段階でも提言されております。それを受けまして、しっかり

それを踏まえた上で引き続き継続していたのですが、結果としてまだ何年かたった後でも社会

還元というのが提言に残っておりまして、そこが非常に悪い、実用化の見通しが下がったとい

うことにつながっております。 

○冨田委員 この社会還元ってどういう意味ですか。実用化の見通しという意味。 

○研究評価広報部 寺門主幹 ライブラリーとしてしっかり提供しなさいということがなされ

ておりまして。これについては１つ評価が下がっておりますが、中間と事後の関係につきまし

てはもう少しこれから我々のほうでしっかり分析をしていきたいなと思っております。まだ事

象が今回数件しかございませんので、あわせて今後出てくる評価とともに分析したいなと思っ
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ております。 

○研究評価広報部 竹下統括主幹 分科会に出たときの意見なのですが、１つは、新規の微生

物についての収集がもう少し工夫があってもいいのではないかと意見がございました。 

 それから、ライブラリーの構築と公開については、既に中間評価を踏まえて実施しているの

ですが、評価委員の先生も公開されて使われるということをご存じなくて、余り参加メンバー

以外に知らされていないのではないかという意見がございました。 

 そういうことも踏まえて、そのライブラリーが実際何かの創薬の種探しとか新しい化学物質

の種探しに企業のほうで活用されているという事例がまだないというようなことから、現実見

て少し厳しめな実用化の見通しになったということです。 

 成果とかマネジメント等については、ほぼ同等ということでございます。 

○西村委員長 先ほども説明がありましたように、短期間ですが、ご意見がある場合には、９

月29日までメールでお寄せいただくということで、次の案件に進ませていただきたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

 

４．平成２１年度分科会の設置について（資料6） 

 次は、平成２１年度にどういう分科会を設置するかということで、事務局からご説明をお願

いいたします。 

 

〈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〉 

 

○西村委員長 ありがとうございました。これは、次年度の分科会についての話ですね。 

 それでは、残りは今後の予定ということでよろしいですか。今の点は特に分科会については

特にコメントいただくとかそういうことではありませんね。それでは、今後の予定についての

ご説明をお願いします。 

 

5．今後の予定  

〈事務局から次回の第 19 回研究評価委員会の日程等の報告〉 

 

○西村委員長 ありがとうございました。全体として今日あるいは今後について何かこの段階

でおっしゃっておきたいことがあればお願いいたします。よろしいですか。 
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それではこれで閉会と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。 

－了－ 

 

 


