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第 19 回研究評価委員会 議事録 

日 時：平成 20 年 10 月 29 日(水)14:00～18:00 

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 小林委員 小柳委員 佐久間委員  

冨田委員 架谷委員 平澤委員  

鈴木分科会長 森永分科会長 中西分科会長 辻本分科会長 

（ＮＥＤＯ）  

（研究評価広報部） 

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 

（企画調整部） 

白井企画調整部課長 

（推進部） 

上原理事 古谷理事 岡野機械システム部部長 佐藤燃料電池・水素技術開発部部長 

（ＭＥＴＩ）  

大久保技術評価室産業技術総括調査官（代理出席：橋本様） 

 

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19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 環境適応型高性能小型航空機研究開発（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〉 

〈鈴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す。 

第２０回研究評価委員会 

資料 1-1 
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 それでは、ただいまご報告いただきました評価結果について、ご質問、ご意見をお願いいた

します。 

○伊東委員 資料3-1を見ますと、平成18年６月の中間評価で実用化の見通しが1.6ですが、今

回は2.4と非常に高いものになりましたね。このあたりの説明をもう少ししていただけません

でしょうか。 

○鈴木分科会長 今、ご指摘がございましたように、18年の評価の際に実用化の見通しが1.6

という、少し厳しい数値がついております。 

 これは、実用化の見通しを立てるために、かなり基礎的なデータが必要ではあったためです。

前回の18年度の段階ではまだそこまでのデータがそろっていないため、審査員の中で見通しを

判断できる資料が必ずしも十分にないこともあり、こういった点数がついていたかと思います。 

 今回2.4という高い点がついておりますけれども、まだ不確定要素はいろいろありますので、

これで必ずしも実用化100％ということは言えませんが、昨今の石油価格の高騰化、それから

安全に対するいろいろな問題等がある中で、これらを解決する要素技術の実用化の見通しは明

確になっているという判断を評価委員会でしたということでございます。 

○西村委員長 稲葉委員。 

○稲葉委員 全くの素人の質問で恐縮でありますけれども、研究開発マネジメントと研究開発

成果というのは多くの場合に相関しているように思うのですけれども、今回は研究開発成果が

前回のご検討と比べて大幅に改善して、開発マネジメントのほうはそのままということなので

すけれども、分担を拝見しますと、非常にわかりやすい分担のように思えます。参加者もそん

なに多いわけではありませんので、逆に言えば、開発マネジメントをもっともっとよくすると

いう余地があるというふうな理解でよろしいのでしょうか。そうしますと、もっとさらに開発

成果が上がっていくというようは方向があり得るのでしょうか。 

 ご報告の中では、産学官の連携の強化とか、実務経験のある技術者をより一層動員するとい

うようなお話があったかと思いますが、そういうことを具体的に研究開発マネジメントの中で

反映させていけば、より高い成果が得られるという認識でよろしいのでしょうか。 

○鈴木分科会長 お答えいたします。 

 研究開発マネジメントに関してでございますが、参加チーム自体もそれほど多くありません

ので、その産官学の連携という意味では非常にうまくいっていると評価しております。この

2.1という数値がついていますのは、航空機のというのは先ほどご説明しましたが、その使用

者と製造者の非常に綿密な関係のもとで開発が行われるという性質を持っております。日本は
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その航空機の全機開発というのを民間航空機の場合、ＹＳ11以来、旅客機に関しては行ってこ

なかったということもございます。本研究開発においては、エアラインとの技術的な協力体制

というのをもっとしっかりやってほしいという意味で、この2.1という数値がついているとい

うふうに私は判断しております。 

○西村委員長 ほかにご質問、ご意見。 

 平澤委員。 

○平澤委員 技術開発の側面から今鈴木先生がご担当されているわけですけれども、大分前に

なりますけれども、当時の運輸省でＹＳについて市場を獲得できなかった、非常に難しかった

ということに関してのサーベイをやったことがあるのですけれども、本プロジェクトのように、

単に技術的な側面だけではない、実用化した場合には、キャリアに売り込んでいく、そういう

ところが非常に重要じゃないかなというふうに思うわけですが、これは直接的には鈴木先生の

ご担当ではないかと思いますけれども、そういう点ではどういう体制になっているのでしょう

か。 

○鈴木分科会長 先ほどご説明いたしましたように、技術開発の側面から、エアラインとの関

係をもっと密接に行ってほしいというのが我々の要望でございますが、実施者は既にそういう

ことは認識を深めておりまして、エアラインもその開発の中でいろいろな意見をもらえるよう

な形の体制で進めています。 

 それから、ＹＳ11の話がちょっと出ましたけれども、いろいろな側面がございますが、端的

に言えば国会でその製造中止ということを決めてしまったということが直接の原因であります。

それに至るには大きな赤字が出たということ等があるわけですが、航空機は非常に長いスパン

で開発費を回収していくという性質がございますので、短期の赤字でその製造を中止するとい

うことが原因だったのではないかと思っております。 

○西村委員長 関連ですね、平澤委員。 

○平澤委員 大きいプロジェクトにもかかわらずと言ったらあれなんですが、意外に資金の量

が少ないように思うのですね。ほかの余り役に立ちそうもないようなものに大きな資金が投じ

られているのと比べると少ない。 

 第２期に関して、どういうご予定なのか。特に第２期は、第１期の部分は日本は比較的今材

料からご説明されたように得意としているわけですが、第２期の部分、特に実証試験に関して

は、運転性能とかそういうことの自動化に関してはそれほど経験を持っているわけではない技

術領域だと思うわけですけれども、このあたりは。 
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○西村委員長 これはＮＥＤＯ側で。 

○岡野機械システム技術開発部長 ＮＥＤＯの機械部でございます。 

 今のこの第１期といいますか、５カ年間のもの、51.3億円ということで要素技術の研究を行

いまして、これを踏まえて、続きまして実証のフェーズに今現在入っているわけでございます。

○西村委員長 よろしいでしょうか。 

 小柳委員。 

○小柳委員 こういう大きなテーマは産学官連携のもとに、基礎から応用、実用化までを含め

て非常に綿密な連携のもとにやっていくことが重要かと、そういう説明もございました。そう

いう観点から見ますと、一応成果物として特許あるいは論文等が記載してございますが、特許

は一応審査されて、それなりの成果物と見るのですが、論文は査読つきがゼロと、こうなって

います。その他は41件あるのですけれども、そういう意味で研究成果としてのそういう評価を

受けた成果物がゼロというのがどういう、この分野でこういうのが難しいのかどうか、その辺

をちょっとご説明いただければと思うのですが。 

○鈴木分科会長 性格上、論文にするべき内容ではないという判断のもとで開発が進んでいる

というふうに判断しております。基盤的な内容については既に論文発表は済ませておるわけで

ございますが、それを実用化する段階での技術の開発でございますので、論文にすることがい

いのかどうかということは非常に難しい判断のもとで、こうした結果になっているというふう

に委員会のほうでは判断しております。 

 特許も同様でございまして、単に特許を取ればいいのかという話もございますので、そこも

取るべきものはちゃんと取って、守るべきものは中でノウハウとして蓄積するという判断のも

とで行われているというふうに判断しております。 

○西村委員長 架谷委員。 

○架谷委員 ちょっと余分なことになるかもしれませんけれども、実用化の見通しについて、

それでもなおある種の危惧を抱かれている評価の委員もいらっしゃったように、結果を見ると

そうなっているのですが、大体どんなことを危惧されておられるのか。もしその内容、１点、

２点ございましたら、ちょっとお知らせいただけませんでしょうか。 

○鈴木分科会長 お答えいたします。 

 先ほどのご指摘にもございましたように、航空機というものが技術的によいものができれば

それが商品として売れるかというと、またそれは違う要素も入ってまいりますので、技術的に

は非常にレベルの高いものを完成しつつあるというふうに判断しておりますが、これが航空機
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として商品として考えた場合に、その販売のサポートですとかメンテナンス、それからエアラ

インへの技術指導、パイロットの操縦指導等の広範な付随のサービスがこれには必要となって

まいります。そこをまだ判断する材料が我々には提示されていなかったと、そういう判断でご

ざいます。 

○架谷委員 どうもありがとうございました。 

 ちょっと関連ですが、これは商品ということになると、当然コストとそのコストに見合うパ

フォーマンスというようなことが基本になって、そこに有意性がないとなかなか実用に至らな

いというようなことになると思うのですが、そういうような議論はこの中で若干でもあったの

かどうかということ。 

 もう１点ですけれども、言ってみればＹＳ11の失敗が新しい航空機産業の起業ということに

関してどの程度弊害になっているのか、その弊害。この評価とは余り関係のない話だと思いま

すけれども、その弊害はかなりいい方向へ、言ってみれば国と企業との相互協力の信頼性とい

いますか、そんなことはどんな形で、分科会で議論になったかどうかわかりませんけれども、

鈴木先生のご意見で結構だと思いますけれども。 

○鈴木分科会長 お答えいたします。 

 前者に関しましては、この航空機技術が今飛行している機体に対して、例えば燃料消費で２

割以上の優位性を持っているというようなことを評価しております。しかし、それだけでは技

術の競争力がございませんので、製造効率の向上についても製造技術の新しい、これはバータ

ムという新しい製造技術、それから攪拌接合という溶接の技術も研究しておりますが、軽量化

技術の高効率化という、そういうところを評価してこういう結果になっております。 

 それから、ＹＳ11の失敗がどうであるかということでございますが、その点は分科会では今

回は技術開発評価ですので深く議論したわけではありませんが、航空機は売った以上はそれを

使っていく人のサービスをないがしろにしてはいけないわけですので、製造者が責任を持って

それを行うと、それだけの覚悟がなければ航空機産業というのに踏み出すべきではないと、個

人的には思っております。 

○西村委員長 よろしいでしょうか。 

 それでは、今いただいた意見を反映させる形で報告書、今のコメントを添付した形で評価報

告書をお願いいたします。そういう形で了承するということにさせていただきます。 

 

②水素先端科学基礎研究事業（中間評価） （資料 3-2-2） 
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〈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〉 

〈森永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、今の評価結果報告に対してのご意見、ご質問をお願いいたします。 

 小林委員。 

○小林委員 産業技術総合研究所の小林でございます。 

 評価と少し違う部分もございますが、これは今先生がおっしゃったように、九州大学のキャ

ンパスの中に産業技術総合研究所のセンターをつくって、そこで実際には九州大学の副学長を

兼務しておられる村上センター長が同時に産総研のメンバーとしておやりになっているという、

非常に特異な例ですけれども、実用化、事業化の見通しの評価で、今後例えば企業からの参加

を増やすことも必要と考えるというご指摘がございましたね。基本的にはこの基礎研究、水素

の脆性等に関する基礎データを取得することが大きなテーマだとは思いますが、やはり今後実

証とか、あるいは実用評価に向けて、どんな形でこの企業なり民間からの参加というのが望ま

れるのか、そこら辺のところは何かございますか。 

○森永分科会長 村上先生にお聞きしますと、企業との接触がかなりあると。このセンターを

通していろいろなデータを出してほしいと。そのデータの詳細について私はよくわかりません

けれども、世の中のニーズは大変高いと。そういう意味では、その装置を整備させて、時間的

に早く立ち上げを行って、この実験データ、水素関係のデータは多分ここがメッカになるよう

なところだと思いますので、そういうたぐいのデータの出し方を企業も協力してやると。 

 ただ、企業というのは知的財産とかそういう問題がありますので、その運営については考え

なければいけないとは思いますけれども、せっかくのこういう研究拠点ですので、やはり企業

の方も入れてやっていただければと思っていると、そういうことでございます。 

○西村委員長 ありがとうございました。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 大西委員。 

○大西委員 最後のほうに複合容器が書かれていますね。ナチュラルガスの自動車のタンクが

もう既に複合材料でつくられていて、アメリカでは弾丸を当てて、弾丸では穴があかないかな

どのいろいろなテストをやって、実際に使われているのですが、今回のこの研究というのはど

ちらかというと金属材料ということをメインにされていると思います。おそらく水素なので浸

透性の問題とか何とかで非常に考えにくいのかと思うのですが、その辺の検討はされているの
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でしょうか。 

○森永分科会長 この研究をやっておられる方々は、機械の先生が中心ですので、基本的には

今言われましたような領域が中心になっていると思います。ただ、ゴムとかほかに複合材料の

研究をやってほしいという、これは報告書にも書いてございますが、今言われたようなことも

やってほしいと、そういうような要望をこちらから出しております。 

○大西委員 体制的に言うと、しかしそういう研究をされる体制になっていないように思いま

すが。 

○森永分科会長 それについては、これは先ほど来申しておりますように、システムとして機

械工学が中心になっているというのが事実なのですね、これはもう否めない事実なのです。で

すから、ほかの分野の人もやはり入れてくださいというのが先ほど提言として出した案です。

言われているとおりだと思います。 

 ただ、余り手を広げていきますと、あらゆるものが入ってきてしまうのですね。何をやって

いるのかということがわからなくなるようなことは絶対にしてはいけない。ですから、やはり

基本的なことを固めた上で徐々にやっていくということだと思いますけれども、ただ徐々にや

っていってもらっては困るので、できるだけ装置に金を入れて、人を入れて、やっていただき

たいと思っております。言われているとおりだと思います。いろいろな材料は使う必要がある

ということであります。 

○西村委員長 この点、ＮＥＤＯ側からの、推進部のほうからの意見ございますか。 

○佐藤燃料電池・水素技術開発部長 大西委員のご質問にお答えしたいと思います。このよう

な提言を受けていますけれども、実はここのプロジェクトではなくて、別の水素関連のプロジ

ェクトで、今年度からここで言っている複合容器の比較的材料というのは、車のタンクよりも

もう少し長手の、要は水素を輸送するところにも複合容器を使いたいというところがあって、

そこの技術シーズが九大のところにあって、それをたまたま関連の委員の方にも見ていただい

て、こういうご要望が出たと思っております。それで、別途20年度から開始して、プロジェク

トの中でその開発をするという対応をしております。 

○西村委員長 よろしいでしょうか。 

○大西委員 今この研究内容をやっておられて、そのことが世界に冠たる成果を出すとおっし

ゃっていますが、そうすると実はそういう容器は金属ではないということで不要になってしま

ったら、やっておられることが日の目を見ないという可能性もあるので、そこら辺の見通しは

早目に立てておかないと、必死になって世界ナンバーワンのやつをつくったけれども、実用に
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なったら、実は世界的にはもう金属じゃなくて、ほかのものになってしまったというのでは、

せっかくたくさん金をかけたことの意味がなくなってしまうと思うですが。 

○佐藤燃料電池・水素技術開発部長 そういう意味では、実は金属材料につきましては、当然

タンクもありますし、それから自動車の中の配管、それからステーションの大きな加圧器とい

うことで、基本的にはまだ金属がかなりの部分を占めているところであって、我々としてはこ

ういう安全、基礎のデータの取得は必要だと思っております。 

 ただ一方で、やはり将来の水素社会を考えますと、いろいろなコストだとかエネルギー効率

等を考えますと、新たなこういう複合材料の部分を別途プロジェクトで取り上げるものは取り

上げていきたいということでやらせていただいております。 

○西村委員長 少し私のほうからも質問なのですが、出口イメージの変化を常にウォッチしな

いといけないということを分科会長が言われていたのですが、それが例えば現実化して、その

後の出口イメージの変化の中で、プロジェクトの後半やり方を少し変えたらいいのではないか

とか、そういうところまで行っているということではないのでしょうか。 

○森永分科会長 まだ今のところは装置の立ち上げ、それからその最初のほうの予備的な研究

というところにとどまっていると思います。今言われましたように、将来基礎研究の部分と実

用化のところの視点をつけた研究というものはしっかりと分けてやっていかなければいかんと

思います。それで実用化の研究につきましては、今言われましたように時代によっては変わっ

てくるだろうと、要求性能そのものも変わってくるだろうと。それはそのときに合わせてやら

ざるを得ないだろうと、それが本音の話であります。それがどのくらい変わるだろうかという

のは、ある程度研究者によって推定はされていると思いますけれども、やはりまだその状況だ

と私は認識しております。 

○西村委員長 ありがとうございます。 

 架谷委員。 

○架谷委員 大学の中でこの種の研究をするということに関する経験度の未熟さといいいます

か、私も大学の経験者としてこういうものをある大学でお引き受けをして、その中で適正にそ

れをやっていくという経験度、そこのところをどういうふうに見るかというのがかなり大事な

ことだろうと思います。それで、やり方を色々と少し考えないといけないのではないかなとい

う気がします。特に大学の研究の場合には、身近な研究のかなり細かいステップの中での内部

的な評価をしっかりできる人をだれかつけておかないと、往々にして下手をするとばらばらに

なってしまうと申しますか、そういう危険性をいつも伴っていると思います。 
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 それから、研究組織を柔軟に動かすということに関しても、余り外部からプレッシャーをか

けて研究組織を動かしていくというのは、大学では非常に難しいものですから、何か内部的に

研究組織を柔軟にやっぱり動かしていくというようなからくりも必要なのではないかと。 

 ただし、研究の仕方というのは、我が国にとって今後非常に重要な研究の仕方の１つだと思

いますから、少し長い目で、余り今までのような評価基準だけでやってしまうのではなくて、

もう少し長い目であれこれ試行錯誤をしながら定着をさせていくというようなことも必要なの

ではないかという気がします。 

 評価の中で研究は加速すべきというようなことが書かれていますが、少しこの辺の内容はわ

かりにくいので、ご説明いただきたい。 

○森永分科会長 加速すべきというのは、特に企業の方からのご意見でして、こういうデータ

というのはここしかとれないから早くとってくれと。特に例えば自動車会社でもそうですね。

ここのデータをあてにしているということが裏返しにあると思います。 

 今、架谷先生が言われたことは、私もこの外部評価をして、そう実際思っております。大変

新しい取り組みであると。それから九州大学と産総研が組になって、お互いのノウハウを使い

合うという、そういうポジティブなセンスがあると思います。ただ、大学の組織というのはあ

る程度は堅い組織ですので、私はむしろこれは７年計画ですが、７年やった後どうするのかと

いうのは私が聞きたいところなのです。 

 ですから、そこの最初に書いておきましたように、実験研究資産と人的資産をこれからも続

けていくような戦略をつくってほしいと。そうしないと、何をやったのかわからなくなると。

その意味では、私はＮＥＤＯさんも責任があるのではないかと思っておりまして、こういうも

のを立ち上げたのだから、それなりに対応していただきたいと私は思っております。それはＮ

ＥＤＯさんに対する要求じゃなくて、私個人的な要求であります。 

○西村委員長 平澤委員。 

○平澤委員 私も架谷先生と全く同じような思いをしながらご報告を伺っていたのですが、森

永先生の中間評価というのは、非常に広い視野と高い見識のもとで、模範的な中間評価のご報

告だったというふうに思っておりますが、前のテーマもそうでしたけれども、これは要するに

ターゲットが水素社会ですよね。本来は水素材料の物性研究ではないと思います。ですから、

水素社会を実現していくときの材料的な側面をどのように手当てしていくかという、こういう

イノベーション課題なんですね、技術開発課題ではないんですよ。 

 そういう視点を置き換えてみると、取り組み方というのを変えないといけない、あるいは強
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化しなくてはいけないといったようなことがよくわかってくるだろうというふうに思うんです

ね。プロジェクトではこれはもはやないのですよね。水素社会をつくっていくためのプログラ

ムをどのように組むかという、そういう話だというふうに思います。 

 中間評価ですので、今後の取り組み方というのをここでやはりＮＥＤＯさんのほうでいろい

ろな観点から見通しながら、強化していただきたいというふうに思います。 

○架谷委員 少しくどいようですが、一点だけ私の感じる非常に重要ポイントですけれども、

大学の中にこういうものをつくっていくということは、これは日本にとっては今後非常に重要

なパートになると思います。ただ、大学という枠組みの中でやるということは、通常とは違う

新しい何かを模索しないと絶対にうまくいかないということも１つまたあると思います。それ

は、大学人みずからが自立的に何かいろいろなものを変えていく枠組みとこの予算とか、約束

とか、それから外部からの圧力の与え方とか、そういうことと非常に関連している、非常に高

度な問題が含まれているので、よくよくそこはやっぱり議論して、あまり焦らないように、繰

り返してお願いをしたいというふうに思います。 

○西村委員長 実は架谷委員がおっしゃった問題は、私も大学の幹事の立場で、この種の外部

資金が入ってきて、やや長い大型のもので、大学のいわゆる部局という伝統的な部局とはなじ

まない種類のことをどう大学の中につくり上げていくかというのは、その外部資金が絶対に必

要な状況に大学がなっている中で、非常に難しい問題をたくさん含んでいるとは思いますが、

非常に重要な実験をしていただいているという感じはします。このプロジェクト評価とはやや

違う、確かに平澤先生がおっしゃっていたような、もう少し個別プロジェクトというよりは、

プログラム的な観点で見ないといけない種類のことなのかもしれないと思います。 

 よろしいでしょうか。それでは、どうもありがとうございました。 

 それでは、今のご意見、コメントを付記した形での評価報告書をまとめていただくというこ

とで、次へ進ませていただきたいと思います。 

 

③微生物機能を活用した高度製造基盤技術開発（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〉 

〈中西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、ただいまのご報告に対して、ご意見、ご質問をお願いいたします。 

 稲葉委員。 
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○稲葉委員 私は文科系ですから内容はわからないのですが、評価の形式要件としてこれは事

務局にご質問したいのですが、採択先に東北大学が入っていますけれども、東北大学の先生が

評価委員会の委員となられているということですが、これはどういう基準で、多分企業の場合

にはこういうことをやっていらっしゃらないと思うのですけれども、もし何か運営基準がおあ

りでしたらば、それを教えていただきたいと思います。 

○寺門研究評価広報部主幹 確かに同じ大学ですが、学科が違うというところで一応ラインを

引かせていただいて、利害関係はないという判断をしております。 

○西村委員長 よろしいですか。大学の場合は確かにたくさんいろいろな方がおられるので、

同じ大学だからという理由でというのはなかなか難しいところがあるかと思います。 

ほかにご質問、ご意見いかがでしょうか。 

 佐久間委員。 

○佐久間委員 個別のところで申しわけないのですが、資料３-２-３の評価概要９ページの成果

に関する評価で、最初の数行に、「個々の要素技術開発にかかわる中間目標が明確でないため、

各プロジェクトの中間目標に対する達成度は計れないが、全体としては目標を十分に達成して

いると考えられる」とあるのですが、このあたり、非常にわかりにくい表現になっていると思

います。内容を見てこういう形になったのだと思います。少しここら辺、どういうことだった

のかということをご説明ください。 

○西村委員長 中西分科会長。 

○中西分科会長 何ページでございますか。 

○佐久間委員 ９ページの最初の成果に関する評価のところです。達成度がなかなかはかれな

かったのだが、逆に目標を十分に達成しているといったような表現になっています。 

○中西分科会長 少しわかりにくい文章になっていますね。この項目ではすごくテーマが多い

んですね。過去２年間の研究では、各テーマについて皆さんが多分必死になって目標を達成し

ようということでやっておられたと思うんですけれども、それぞれのサブテーマで完結すると

いうわけではなくて、その幾つかのサブテーマが組み合わさって１つの、もう少し大きなテー

マを遂行しようと、そういうふうなことになっていると思います。ですから、小さなテーマに

関しては、少し目標が見えにくいと。それが今後の２年間で多分合わさって少し大きなテーマ

になって、それが多分実用化につながっていく、技術に発展していくというふうなことでご理

解していただければいいかと思います。 

○西村委員長 確かに、文章表現上は少しわかりにくいかもしれませんね。 



 - 12 -

 ほかのご意見、ご質問いかがでしょうか。 

 少し私から質問なのですが、この評価概要の最後の提言のところに、「プロジェクトの成果

を統合する戦略が望まれる」ということが書かれていますが、これだけたくさんの委託先があ

って、大きく言って３つですか、随分たくさんのことをおやりになっているときに、このプロ

ジェクトの成果を統合するという、そういう場が現実的に可能なのでしょうか。プロジェクト

リーダーが京都大学の方がやっていらっしゃるわけですけれども、すべてのいろいろな成果を、

特に最後の段階では確かに統合する戦略が望まれるとは思いますが、そういうような場が現実

にあるのだろうかというのは、これだけ委託先があると心配になってしまいますが。 

○中西分科会長 ちょっと私はそこは存じませんけれども、バイオ分野というのはいろいろな

要素がありまして、すごく複雑な、例えば先ほどあった飛行機なんかではすごく見えやすいん

ですけれども、バイオは細胞の中のいろいろなことを考えないと、解明していかないといけな

いということで、こういうふうに各分野で得意な人をいろいろ選ばれてこういうふうになった

と思います。それを実際に統合してディスカッションする場があるかどうかというのは、多分

やられていると思うんですけれども、それはむしろＮＥＤＯの方に。 

○西村委員長 では、推進部のほうで。 

○安藤バイオテクノロジー・医療技術開発部主幹 実際には、それぞれの成果を持ち寄ってみ

んなでディスカッションする場というのを設けて、それはさらにこれはいろいろな評価をちょ

うだいしましたので、それを踏まえてこれからの２年間さらにそれを加速していくと申します

か、より密にしていくということになると思います。 

 具体的には、例えば最初に宿主を開発するところがありますよね。そうすると、そこで開発

されたものを次の２番目のテーマとか３番目のテーマにどういうふうに生かしていくかとか、

やっぱりそういうふうなお互いに連携というのは、まさにご指摘のように必要だと思っていま

して、そういうようなことをぜひ進めていきたいなというふうに考えております。 

○西村委員長 ありがとうございます。 

○中西分科会長 私もこういうバイオのことを少しやっていますが、恐らく情報をＥメールな

んかでちょっと教えているとか、このプラスミド、ベクターが欲しいとか、そういう細胞の遺

伝子組換えのときの部品みたいなものを欲しいとか、そういうのは多分いろいろ各研究者でも

やっておられると思います。 

○西村委員長 ありがとうございます。 

 平澤委員。 
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○平澤委員 この種のと言いましょうか、バイオマス、非常に広い意味でいって、バイオの機

能を使って物質をつくり出していくという、そういう種類のアプローチというのは随分歴史が

あるわけですが、ＮＥＤＯが担当しておられる中で、これに類するプロジェクトがどういう広

がりがあって、これがどのように位置づけられるのか。それから、もう古来と言っていいぐら

いお酒づくりを始めてからという、連綿と続いてきているこういう微生物を使う産業と言いま

しょうか、こういう中でこのプロジェクトで単に１つの利用側面を開拓するということなのか、

それとももっと基本的に、例えば今ちょっと最後のほうでおっしゃったように、新しい遺伝子

組換え等の技術を使って、従来とは違う物質製造の新しい原理を開発していくんだとかといっ

たような、そういう点がこれだけ拝見しているとよく見えてこないんですけれども、ご説明い

ただけませんか。 

○中西分科会長 最初の方のご質問は後からＮＥＤＯさんの方でお答えいただければと思いま

す。２番目のご質問ですが、ここでやろうとしているのは昔の発酵というのではなく、もっと

最新の、例えばゲノム情報とか遺伝子操作の技術を駆使して今までにないような、ですから発

酵というのはどちらかといえば経験的な要素がすごく入っているのですが、そうではなくて、

ある物質をつくるためのゲノム遺伝子はどれとどれが必要だというのを考えて、その設計に従

って高性能細胞を育種して、それのための基盤技術をつくろうというプロジェクトです。 

 ですから、最初のほうのグループの研究ですと、大腸菌とか枯草菌とか酵母のゲノム、ゲノ

ムというのは全遺伝子情報が入っているんですけれども、その中で必要でないものを全部とっ

てしまうと。ある目的物質をつくるときには、これとこれの遺伝子だけが必要だと。極端に言

うとそれだけ残して、それで非常に効率的な生産技術をつくっていこうというプロジェクトで

す。昔の経験に基づいたようなのとは違うと思います。 

○西村委員長 では、ＮＥＤＯ側から。 

○古谷理事 あと、ＮＥＤＯの関係では、実はこれはエネルギーという観点で、例えばバイオ

エタノールとかそういうものをやるというのがまた別途あります。ただ、これはエネルギーと

いう観点ですので、これは部署を言って恐縮ですけれども、うちで言えば新エネルギーを担当

しているほうで、エネルギーという観点でやっております。 

 実は、私どものこのプロジェクトの中でも、そのバイオエタノールの部分というのはあった

のですが、それはきちんとやっぱり整理をすべきだということで、このプロジェクトからそち

らの分は切り分けて、そちらのほうに移すということで、ＮＥＤＯの中ではきちんと整理をつ

けております。 
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○平澤委員 今お二人の方からご説明いただいて、私もそういう状況だろうとは思ってはいる

んですが、そのときにやはりこれもさきの２題と同じで、プロジェクトタイプでやるというよ

りも、新しい、要するにいわばＩＴだったら高性能の計算機が使えるようになることによって、

そういう近代機器を使う新しい分野ができるわけですね。それと同じように、今ご説明があっ

たような遺伝子操作等を基盤にしながら新しい産業の領域ができていく。こういうことを物質

生産という観点からサポートしていく基盤的な技術を整備していくプログラムというふうに考

えるべきで、エネルギー生産用と他の酵素等のよりファインな物質生産用とかというようなこ

とを統合したような、新しい産業基盤、原理的に異なる産業基盤をつくるというような観点か

らの推進の仕方というのがもう一つあるのではないかなというふうに思った次第です。 

○西村委員長 ありがとうございます。 

○古谷理事 私の説明の仕方が悪かったかもしれませんけれども、切り分けたというのは、切

り分けてお互いに全く別々だということではなくて、実はこのバイオの関係について言えば、

一種のリエゾンみたいな格好で、我々のプロジェクトと向こうのプロジェクトとＮＥＤＯの担

当部署では連絡をとりながらやるというようなことも考えておりますので、そういうことも、

今の平澤先生のご意見なども踏まえて、いろいろ考えていきたいと思います。 

○平澤委員 だから、プロジェクトとして考えるとすると連携というぐらいしかないんだけれ

ども、そういう新しい原理に基づく産業基盤をつくっていくプログラムだというふうに考える

と、はるかにたくさんの課題というのが浮かんでくるだろうというふうに思うのですね。そう

いう意味で統合というふうに言ったのですが、このあたりはちょっと時間をかけて推進方策に

ついてご議論いただきたいというふうに思います。これはこれであとの２年、とにかく初期の

目的と達するようにということでやるので、結構だというふうに思います。 

○西村委員長 冨田委員。 

○冨田委員 私のほうから特に加えることはないのですが、やはりここに重要な言葉が幾つか

評価の中に出ております。つまりバイオの分野は今皆さんがおっしゃるように非常に漠とした、

余りにも広い形で広がっているのではないかという言葉が言われますのは当然だと思うんです

ね。かなりこれは多くの人がかかわり合っているので、ここで大切なことは間違いなくここに

書かれている、評価概要の５ページに書かれている具体的、魅力的な実例を幾つか挙がるよう

に努力していただきたいという言葉に私は集約されるのだろうと思いますので、ここに書かれ

た中に、特に非水系なんかもそうですが、非常に魅力的な成果が出かかっておりますので、そ

れを２年間で仕上げていただいて、光るものが出てくるということに期待をかけるんだという
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形で上げていただくのがいいのではないかと思います。 

○架谷委員 ついでですけれども、ちょっと印象なのですが、冨田先生と同じようなことなの

ですけれども、特にこのプロジェクトに対する評価がそうなんですけれども、評価の仕方にシ

ャープさがないといいますか、みんなまあまあねという感じのままずっと行っちゃっているん

ですよね。つまり、ちょっとこの種のプロジェクトと通常の評価の仕方というのが、必ずしも

フィッタブルじゃないのではないかというか、つまりこういうプロジェクトでこういうやり方

をすると、皆まあまあになってしまうのではないかなという感じはするんですけれども、分科

会長を実際にやっておられてどんな感じを受けられましたか。 

○中西分科会長 架谷先生のおっしゃるような面もあると思います。ただし、皆さん方一応初

期の目標というのを設定されておりまして、例えばそのときの世界最高水準を100としてどう

なるかとか、どうなんだということをやっておられます。我々評価委員が評価した限りにおき

ましては、かなりの分はそれを達成しているように思いました。ただ、実用化という面に関し

ましては、あと２年間ということで、さっき冨田先生が言われたように、本当に我々としても

これだというのを出していただきたいなということで、評価会でもちょっと申し上げました。

それに関しては少し今の段階では若干あいまいな点もあるかもわかりません。 

○西村委員長 今特に架谷先生がおっしゃったのは、この仕事がどこまで行っているかという

よりは、むしろこういうようなやり方をするとそういうふうになってしまうのではないかとい

うことですよね。そのあたりは、ちょっとプロジェクトのつくり方の問題が少し関係している

かもしれないというような気がします。余りにたくさんのことがあって、たくさんの委託先が

あって、みんな総合的に考え、どこかにはいいところもあるだろうし、悪いところもあるだろ

うというようなことになると、どうしてもややあいまいなといいますか、先ほど架谷先生の表

現で言えばシャープさのないというようなところになりがちなところはあるのかもしれないと

いう気はややしますね。 

○平澤委員 今のこと、要するにバイオの分野と、それからもう一つソフトウェアの開発とい

うのは、似たようなフィギュアになります。技術シーズを考えたときには、うまくいきそうだ

というふうに思われるものがたくさんあって、大体そこでは合格なんです。それから、企業化

しようかという企業化するぐらいの段階で実用性を吟味してみても、ほとんどは通過するわけ

ですよ。ある程度成果が出て、特許を取るというところぐらいは行くんですよ。それで市場化

してみたらば、結局は事業としてはうまくいかなかったという、こういうケースが多いんです

ね。ですから、それは技術と市場との関係の特性によることだというふうに思いますけれども、
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初期の段階では余り大きなお金をかけないで、しかしたくさんの可能性を追求できるような体

制にして、本当によく物が見えて、光るものがつくれそうだというところでは大きなお金をか

けるという、そういうようなマネジメントスタイルというのが多分有効なんじゃないかなとい

うふうに思っています。材料開発とかデバイス開発とか、システム開発とかというのとは、か

なり違うフィギュアが多いんですね。 

○西村委員長 ありがとうございます。 

 小柳委員。 

○小柳委員 評価概要４ページの研究開発実施体制でございますが、先ほど来からご議論がご

ざいますように、たくさんのメンバーが参画されておりまして、これを統合してやっていくの

はなかなか大変だと思いますが、その中でも特に19年度まで実施というので枠で囲われた部分

がありますけれども、ここの方々というのは19年までに所定の目標を達成したので、その後は

抜けているというふうに考えてよろしいのですか。 

○古谷理事 これは先ほど私のほうが、エネルギー関連はそちらのほうで整理をするというこ

とで、そちらのほうへ移したということで、このプロジェクトは19年度までこっちに入ってお

りましたけれども、その後は別のほうのプロジェクトに移っていると、こういうことでござい

ます。 

○小柳委員 それによって、こちらのほうのプロジェクト全体に及ぼす影響というのは特にな

いと判断されているんですか。 

○古谷理事 一応そういうことで判断させていただいて、こういうような構成に現在はなって

いるということでございます。 

○西村委員長 よろしいでしょうか。 

 それでは、今のご意見をまとめていただくということで、このプロジェクトについての審議

を終了させていただこうと思います。 

 もう一つの審議案件のゲノム創薬加速のほうの分科会長が予定より早くお見えになりました

ので、一応ここで予定どおり休憩はとらせていただいて、休憩の後、報告事項には行かずに、

４件目の審議案件をそのままさせていただくという、そういう進行にしたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 

＜休憩＞ 
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④ゲノム創薬加速化支援バイオ基盤技術開発／化合物等を活用した生物システム制御基盤技術開

発（中間評価） （資料 3-2-4） 

〈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〉 

〈辻本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 それでは、この評価に対してのご意見、ご質問をお願いいたします。 

○平澤委員 先ほどのテーマと似たような状況かなと思うわけですが、最後におっしゃった選

択・集中の権限は、このプロジェクトではどなたに与えられているんですか。 

○古谷理事 まず、基本的にはＮＥＤＯのほうでプロジェクトの計画を立てております。した

がって、例えば具体的にどこかの部分について絞り込みをするといったことであれば、まずそ

こはＮＥＤＯとしてきちんと計画を立てないといけない。 

 それから、実際の計画の実施に当たりましてはプロジェクトリーダーがいらっしゃいますの

で、そこでやっていただくことになると思います。 

○平澤委員 今のような選択と集中、つまり「ここまでやったけれども先が見えてこないから、

もうこれはやめて、こちらに集中しようよ」とか、あるいはいろいろなケースがあり得るでし

ょうが、例えばホープフルなものがいっぱい出てきたから資金をアドオンしてやろうではない

かとか、こういうことを決める権限を持っているプロジェクトリーダーは、このプロジェクト

の場合いらっしゃるのかという質問なのですけれども。 

○古谷理事 それは結局、ＮＥＤＯとして立てた計画とは違うことになるけれども、より絞り

込みができるのか、選択と集中ができるのか、そういうご質問だと理解してよろしいでしょう

か。 

○平澤委員 そうですね。そういう権限を持ったプロジェクトリーダーが存在しているのかど

うか、そういう意味です。 

○古川バイオテクノロジー・医療技術開発部主研 推進部の古川と申します。 

 プロジェクト開始にあたって作成する基本計画において実施内容の骨子となるフレームワー

クを作っております。そのフレームワークを崩す、例えば技術の進展を踏まえてさらに高い目

標への変更や開発項目の追加あるいは削除などを行う場合には、経済産業省、ＮＥＤＯとプロ

ジェクトリーダーの３者協議の上で変更することとなります。 

 本フレームワークを超えない範囲、例えば研究項目の重点化、予算配分等に関しては、プロ

ジェクトリーダーにある程度の采配権があります。 

 プロジェクトリーダーはプロジェクト実施者側の責任者であり、ＮＥＤＯとの役割分担や裁
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量の範囲等については、プロジェクト開始後にプロジェクトリーダーと取り交わす「プロジェ

クトリーダー覚書」にて規定されます。 

○平澤委員 当初、全部が読めていれば、そういう枠組みどおりに運用していけばいいわけで

すけれども、ソフトウェア開発とかバイオの分野では、そういうふうに最初から全部見通せる

ような状況ではない。これはやってみないとわからないところが多い。こういう領域の場合、

最初はある程度計画はつくられるにしても、まさにこういう中間評価までの成果の動向によっ

てどのように判断するかは、一般的なマネジメントとは違う、こういう領域固有のマネジメン

トスタイルをお考えになってもいいのではないかと思うんですけれども。 

○古川バイオテクノロジー・医療技術開発部主研 本プロジェクトにおいては、前半で技術的

な選択肢を広く取ったこともあり、逆にいいますと、その技術自身がどこまでいけるかが予測

し得なかったこともあり、前半３年間は前広に取り組んできております。 

 辻本分科会長のご意見にもありましたとおり、選択と集中により後半２年間でしかるべき成

果を上げていく必要があると思っており、実施内容を集約すべく見直しを実施しているところ

であります。 

○稲葉委員 そもそも事実関係の確認ですが、プロジェクトリーダーはこのプロジェクトに最

初からいらしたのでしょうか。 

 これを拝見しますと、基本計画に関する事項に変更履歴があって「平成20年３月、プロジェ

クトリーダー名を記載し改訂」と書いてありますが、もともとなしでスタートされたわけです

か。 

○古川バイオテクノロジー・医療技術開発部主研 いいえ、プロジェクトリーダーは当初から

決まっております。公募の段階で決めたのではなくて、公募結果を踏まえ実施体制を決めた段

階で適切な方をリーダーとして選任しており、開始当初からプロジェクトリーダーはおります。 

 変更履歴の件ですが、基本計画を策定した段階ではプロジェクトリーダーを選任しておりま

せんので、当初は「プロジェクトリーダーを設置する」という書き方をしております。その後、

プロジェクトリーダーの選任を経て、基本計画に選任した方の氏名を書いたという変更の履歴

が書かれているということです。 

○稲葉委員 プロジェクトがスタートしてから２年たって、そういうことをやられたんですか。 

○古川バイオテクノロジー・医療技術開発部主研 通常の場合、翌年に変更をかけるのですが、

決定していたものの基本計画への反映が成されていなかったためです。プロジェクトリーダー

は開始後速やかに選任されておりましたが、基本計画の改訂作業が遅れてしまったということ
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です。 

○稲葉委員 いずれにいたしましても、この委員会にこういう形で参加させていただいてちょ

うど５年になるかと思いますけれども、研究開発マネジメントの評価が１というプロジェクト

は、今までありましたか。記憶にないんですけれども。 

 これは、もし研究開発マネジメントが２だったらもっとすばらしい成果が上がっていたとい

う話になるのかどうかはわかりませんけれども、これは余りにもひどい数値だということは、

ぜひＮＥＤＯの事務局の皆さんも胸に深く刻んでいただきたいと思います。こんなことは通常

ではあり得ないと理解すべきではないかと思います。 

 失礼しました。 

○小柳委員 個別テーマの評価結果として、全体的に平均値も非常に低いということで問題に

なっているのですが、内訳を見ていますと、分科会の委員の方々の評価結果にかなり幅がある

んですね。ＡからＤまでまたがっているのが結構あると思いますが、この辺がなぜそうなった

のかは分科会の中で議論されたのか、また、まとめるに当たりまして、こういうものを反映し

てどういう格好でまとめられたのかお聞かせいただければと思います。 

○辻本分科会長 先ほど申しましたように、この専門性がその部分で際立って出てきているの

ではないかと思います。プロテオミクス等の最先端技術に、技術的にも非常に詳しいナレッジ

を持っていらっしゃる方は約３名いらっしゃるんですが、他の方はほとんどその方面の知識が

ない、もしくはその位置づけも少しあやふやであるような方もいらっしゃると思います。 

 ですから、そういう専門性のところを反映しているのではないかと思いますが、一方で、Ｎ

ＥＤＯの評価の、今回ちょっと異例なんですけれども、個別の各研究にどれだけ費用がかかっ

たかも提出していただいたんです。その際に、実際に実験等に携わっている方では、他の研究

費と比べてコストパフォーマンスが非常に悪いというところに力点を置かれた方もいらっしゃ

ると思いますし、あるいはこういうことは国が主導してやらなければいけないものだから、一

般的にこのぐらいの費用は必要であるという意見をお持ちの方もいますので、そこがそのまま

反映されたのではないか。 

 ただ、私が各委員の先生にお願いしたのは、やはりその方の専門性の深い、浅いがあります

ので、その部分については深い方のコメントにウエイトを置かせていただきました。 

○平澤委員 ちなみに、専門性の高い人は、評点としては厳しくなるのですか。 

○辻本分科会長 厳しい場合もありますし、逆に非常にニュートラルなところもありますけれ

ども、どこか具体的にお示ししたほうがよろしいでしょうか。 
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○平澤委員 いえ、個人がわかるようなことでなくて結構ですが、評価概要17ページの素点、

この縦の系列はそれぞれの評価者ということになるわけですが。 

○辻本分科会長 私の印象では、この素点である意味で辛口というか、そういう評価をされて

いるのは、やはり専門性の高いところでは、そのようなところがあったかと思います。 

○平澤委員 一般的にそういった傾向は、我々の経験としてもあるように思います。 

○小柳委員 この平均値は、専門に近い方もそうでない方も含めて平均した数字で、今のお話

を聞くと、もし専門に近い方が評価されると、実際はこの平均よりももうちょっと厳しくなる

可能性がある。 

○辻本分科会長 可能性があると思います。 

○小柳委員 ということは、全体的にかなりいろいろな問題を含んでいるように思えるのです

が。 

○西村委員長 先ほど平澤先生が、一般的にこういう場合には評価が広がりがちだというお話

をされたのですが、分科会長のご報告からすれば、やはりマネジメントにかなり批判が集中し

ていて、かつお金の使い方のコストパフォーマンスに問題があるというのがかなりの指摘にな

っているとすれば、この中間評価以後については相当、体制の変更といったような大きな作業

が必要となるのではないかと思うのですが、その辺はどんな感じで考えておられるでしょうか。 

○古谷理事 まさにこのような評価をちょうだいしたわけですから、これに対してきちんとや

るべきところはやるということで、これから新しいものをどうしていくか考えていきたいと思

っています。 

○平澤委員 もう一つの観点で、先生が強調された中で、タンパク質の相互作用解析技術とし

ては非常におもしろいことをやっておられる。それが残念ながら創薬には結びついていない。

しかし、基盤的な研究としては非常にいいと。そういうこと自体は私は評価すべきだと思って

いるんです。 

 したがって、ここから先はプロジェクトのつくり方の話になってくるわけですけれども、こ

ういうタンパク質相互作用の解析技術を生かして、先生のご知見として「創薬ではなく、こう

いうところにアプライすればもっとうまくいったね」といったお話があればお伺いしたいので

すが。 

○辻本分科会長 その前に、後でまたご説明したいと思いますが、適用としては、先ほど申し

上げましたように、基礎生物学の分野では共同研究等を非常に活発にしておられますし、非常

に役に立っている、あるいは役に立つようなデータベースを構築しておられる。非常にインパ
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クトの高いジャーナルにも出されるようなポテンシャルの高いデータベースはできていると思

います。したがいまして、提言ということで書かせていただきましたけれども、プロジェクト

終了後、なるべくそういうコミュニティに早く開示していただければ、そこは非常に促進でき

るかと思います。 

 一方で、本当の意味での創薬ということで、例えば技術移転できるようなレベルなのか。非

常に先鋭化された技術を巨額のお金を使ってつくられたというのはよくわかるんですが、多分、

そこ以外には技術移転できそうにない技術をつくられた。したがいまして、今後データベース

をつくっていくという観点からは非常に有効なものをつくられたと思いますけれども、それが

各製薬企業等に取り込まれて創薬の基盤になっていくかというと、非常に疑問だと考えており

ます。 

○平澤委員 創薬以外では。 

○辻本分科会長 個別のテーマそれぞれに関して言えば、もちろん創薬に役に立つものもあり

ますし、あといろいろなもののスクリーニングだとか診断用には使えるポテンシャルのあるも

のもあると思います。ただ、一番中心になる技術が、技術移転はほぼ不可能だろうと考えられ

るような状況だと私は思っております。 

○冨田委員 今の点でちょっと気になるのは、ほかのところに技術移転が不可能な技術が開発

されつつあるということですか。 

○辻本分科会長 そうです。「開発された」と言ったほうがいいかもしれませんが。 

○冨田委員 開発されたということですか。そうしますと、その会社なりそのグループが、そ

の技術をもって他社からスクリーニングを引き受けることは可能なわけでしょう。 

○辻本分科会長 そうだと思います。ですから、そういう受託といったレベルだといいんです

が、先ほどＮＥＤＯの方からのコメントもありましたように、それがまさにリーダーがつくら

れているところなわけです。ですから、そこが予算配分等を決められていくとなりますと、多

分、そこの技術をさらに先鋭化するということは、そこにとってはよろしいかもしれませんけ

れども、本当の意味で各社が持てるような技術になっているかというと、どんどん離れていく

のではないかと思います。 

○冨田委員 ただ、その場合の評価としては、やはり世界的に見てもユニークな、私の言葉で

言えば探索系を構築し、データベースをどこまで公開するかは別にして、探索技術を我が国の

どこかの会社が、あるいは会社群が持てるということは、ほかの会社からの委託をある程度受

けられるんだとすれば、それこそゲノム創薬の中心ができるということで、一つの目的を達す
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ると考えてよろしいのかと私は思うんですが、分科会の評価としては、そうではないわけです

ね。ほかの技術もそのレベルにならなければだめですよという意味でおっしゃっているんです

か。 

○辻本分科会長 そうではなくて、基礎生物学的なデータベースを構築したり、あるいは基礎

研究を深めるという意味では非常にすばらしい組織だと思いますけれども、それを、せっかく

課題解決型で連携企業を入れられているわけですけれども、そちらのニーズは連携がとれてい

ないがために、要するに、自分の興味だけをやられたと言ったほうが早いかもしれません。率

直に言いますと。 

○冨田委員 そういうことですか。 

○古川バイオテクノロジー・医療技術開発部主研 マネジメントが１だという点は我々も重く

受けとめております。我々が考えているところとプロジェクトでやっている方向とが少し乖離

していて、その軌道修正ができなかったということが、低い評点となった一つの原因であろう

と考えます。 

 今、ご指摘がありました点ですが、個別製薬企業の課題解決に真に役立つためにも厳格な守

秘義務契約の下で実施しております。各企業からプロジェクトに持ち込まれる課題に対して相

互作用解析を行い、解析結果をお返しすることがその内容です。もう少し具体的に申せば、例

えば開発中の化合物がターゲットしている生体分子が何であるのかといった作用機序の類推に

役立つような情報を製薬企業にフィードバックすることによって、「こうした作用機序でこの

化合物は疾患に対して効果を持っている」といった、創薬のステップを進めるために必要な仮

説作りに役立ていただくようなことを意図しております。 一方で、とっかかりとした疾患関

連分子ネットワークを細かく探っていかないと疾患の全体像は見えてこず、そうした情報の中

からターゲッタブルな創薬標的を決定することとなるため、アカデミックな研究か創薬の加速

のための研究か、その仕切りがなかなか難しいという事情があります。あまりにもネットワー

クを精緻に書き出す方向に行き過ぎてしまうと、プロジェクトのそもそもの目的である創薬の

ターゲットを見つけて、それをアッセイ系に組み上げてライブラリに当てて、創薬シード、リ

ードを探していくという流れに反してしまう。アカデミックな興味になってしまって、いつま

でたってもメカニズムの研究といいますか、分子ネットワークの研究になってしまっているの

ではないかという指摘と思います。 この点を解決するためには連携企業の力を借りる、つま

り得られた相互作用解析情報を課題解決型企業群に提示し、企業の力・センスも借りながら、

何をターゲットとして次の解析やアッセイ系の構築に進めていくのか、そういった連携を我々
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は考えていたのですが、実際にはそれがなかなかできていなかったということであり、マネジ

メント上の問題点としてご指摘いただいたものではないかと考えています。 

 プロジェクト前半で作製を進めてきた装置については、冨田委員がご指摘されたような形で

活用していきたいと思っております。装置作製の部分は前半でほぼ終了し、予算額もかなり小

さくし、後半では当該装置を使って得た「相互作用情報」をより一層活用するとともに、製薬

企業への開示方法を工夫し、企業の知見も活用してその先の開発ステージに進めるものを選定

するようにしたいと考えております。 

基本計画の最終目標値の書き方、つまり「産業上有用な」という表現にはいろいろと疑問を

投げかけられておりますので、きちっと定義した上で、より実効性の高い技術に絞って開発を

進めるよう、基本計画の目標値改訂も視野に、最終年度までの２年間マネジメントを進めて参

りたいと考えております。 

○冨田委員 ぜひそのようにお願いしたいと思います。 

 というのは、やはりこれ、タイトルに上がっているように創薬の基盤をつくらなければいけ

ないんですよね。だから１本でも２本でも、どこの会社でもどこの会社群でもいいから、日本

発の創薬の系というか、それを完成していただくのが大事なことなのではないか。 

 したがって、申しわけないですけれども、１点を切るような点のところは、やはり切らざる

を得ないということになるのではないかと思うんです。 

○平澤委員 これはまた一般論になるわけですけれども、製薬会社というのは、何を研究して

いるかに関しては非常に厳格に守秘しますね。だから共同研究は非常に嫌がるわけですよ。に

もかかわらず、これは共同研究体制でやったということ自体が、技術移転、中核になる開発さ

れた技術がその製薬会社に移転されない限り、ほとんど使われない種類の話ではないかと私は

思うんですけれども、今、ご説明になったように、製薬会社側から「これを検査してくださ

い」とか「解析してください」というふうに持ってくることに対しては、製薬会社自身は非常

に嫌がるだろうと思うんですね。そこから漏れてしまうことに対して。 

 ですから、やはり現実的にかなり難しい、綱渡りみたいなことをやらないと、これは成功し

ないといいましょうか。つまり、今、開発したものが、分科会長のお話だと移転はほとんど不

可能だと言われるぐらいファインに調整された構造解析の手法だとすれば、こういうものをも

う少し簡易化して、製薬会社が自分でオペレートできるようなものにしていかないと、結局は

創薬にはつながらないという種類の話になると思うんですね。 

 それを製薬会社の文化を超えて共同研究をやれなどというのは、現実的ではないと思います。 
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○古川バイオテクノロジー・医療技術開発部主研 非常に厳格な守秘義務契約を結んで課題解

決型企業と個別に研究を進めている状況にあります。成果の発表やNEDOへの報告の行い方に

ついても工夫を行い、リアルな問題を持ち込んで頂けるような環境整備を行っております。よ

って、製薬企業との連携でどこまで成果が上がっているのかという点についてはなかなか掴み

づらいところがあります。この点は評価分科会でも議論になり、使っているお金の支出状況や

解析データポイント等、どちらかというと情報量ベースの話になってしまったところも若干あ

るのかなと私は考えております。 

 したがって、平澤先生のご指摘についてはまさにそのとおりで、守秘義務契約を厳格にする

ことで対応しております。しかし、逆になかなか中身をきちんと評価することはできない。企

業ヒアリングを実施する中で、確かにきちんと研究が進められており、非常にいい情報が来て

いるという話は聞いております。それで「企業としては満足している」と評価することも出来

ます。ただ、ＮＥＤＯが聞いた場合に実情を「率直に話してくれているのだろうか？その点が

問題であると考えております。言葉だけでなく本当にワークしているのか、もう少し突き詰め

ていかなければいけないとは考えております。 

○辻本分科会長 多分、今、言われたとおりだと思うんですが、評価する者にどういうものが

提示されたかというと、情報量の問題もありますけれども、製薬企業がターゲットだと出して

いるものは創薬のターゲットとしては考えにくいようなもので、要するに、本当のものは出さ

ないということにならざるを得なくなっている。それが我々の評点にも反映しているのかもし

れませんけれども、創薬ターゲットとしては余り高くないものを課題として挙げられていると

いうのが事実です。そういうコメントもありますけれども。 

○西村委員長 なかなか厄介な問題を含んでいるようですが、よろしいでしょうか。 

 それでは、ＮＥＤＯのプロジェクトの中でも非常に厳しいタイプの評価だったかと思います

けれども、これまでの意見、コメントをまとめていただくという形で、審議案件４件、これで

終わり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．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） 

〈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 報告案件ではございますが、この際、どうしても意見を言っておきたいという

ことがおありになればお願いします。報告案件については、１週間後までに意見をいただきた
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いということで、特にこれ以上の議論はしないということでよろしいでしょうか。 

○平澤委員 意見というより、むしろ教えていただきたいんですけれども、資料４-２-８の次

世代ロボット共通基盤開発プロジェクト。これは実用化見通しが1.1という辛目の評価になっ

ているわけですけれども、どういうところに問題があったと理解しておられますか。 

○寺門研究評価広報部主幹 これはデバイスの開発をしたのですが、ソフトの開発という意味

では、共通基盤的に広く展開しやすいところはあると評価されております。ただ、このプロジ

ェクトの中で、いわゆるハード系のデバイスの開発にやや偏ったところが見受けられまして、

そういったところが、本当に将来どうなるのか明確でなかったことが一つの要因と考えており

ます。 

○竹下研究評価広報部統括主幹 補足いたしますと、私の理解では、このプロジェクトは目と

か耳とかそういった部分にいろいろ共通の部分があるのでプラットホームのモジュールをつく

ろう、それを基盤にしてロボット産業を活性化しようというのが目的で、どれをベースにして

モジュールにするかということはあると思いますが、今の段階で共通のモジュールをつくって

も、それをベースに使ってくれる人が本当にいるのか。むしろ今の世の中だと一番先端を走っ

たものがスタンダードになることがある。その見極めがまだできていないので、今、つくられ

た共通のモジュールが広がるのかというところに少し疑問があるということで、評点が低くな

ったということです。 

○西村委員長 ほかに、よろしいでしょうか。 

 それでは、１週間後にご意見をいただくということで、この報告案件については終了させて

いただきます。 

 

3. 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 20 年度中間評価実施プロジェクト評価結果（前回附議の 6 件の

内、４件）の反映状況について説明〉 

○西村委員長 これは評価結果の反映ということですが、これについて何か特段のコメントが

ございますか。これは最近評価した結果について、こういう形で反映していただいたというこ

とですが。よろしいでしょうか。 

 それでは、次の議題に移ります。 

 

4．平成 20 年度プロジェクト評価結果取り纏め状況等（前半）（資料 6、別紙） 
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〈事務局から資料に基づき、平成 20 年度プロジェクト評価結果取り纏め状況等（前半）につ

いて説明〉 

○西村委員長 これについて、何か特段のコメントございますか。今年度、前半ですが、こん

な状況だということですね。 

 それでは、次に進ませていただきます。 

 

5. プロジェクト評価について【審議（２）】 

④ゲノム創薬加速化支援バイオ基盤技術開発/化合物等を活用した生物システム制御基盤技

術開発（中間評価）は、『Ⅱ 議事 1.プロジェクト評価について【審議】』の④として扱

うことに当日の委員会で変更した。 

 

6．平成２０年度追跡調査・評価の実施状況について（資料 7、別紙 1、2） 

〈事務局から資料に基づき、平成２０年度追跡調査・評価の実施状況について説明〉 

○西村委員長 これについて、ご意見、ご審議があればお願いします。 

○平澤委員 大分データがたまってきて、いろいろなことがわかってきたと思うのですが、ま

ず第１に、年度ごとの比較をするだけではなくて、分野ごとの比較をしてください。これは画

期的なことがわかると思いますよ。 

 技術分野ごとの比較というのは、技術分野をどのように分けるかという分け方にかなり工夫

をしないとよく見えてこない。この辺をまず工夫してほしいということです。 

 それから、私が非常に気になるのは、図14、15あたりですね、大学と企業とで共同研究をす

るケースで、大学が特許を共有する、そういう回答がある程度あるわけですね。これは企業の

側から見ると、クロスライセンスのときに非常に障害になってくるわけなので、嫌がるわけで

すよ。それから、ＪＳＴのケースで調べてみると、特許料収入とか期間とか、いずれの指標で

も、大学が特許を持っていてもだめなんですよ。 

 ですからこれ、ここから先はＮＥＤＯのマネジメントにかかわると思うのですが、やはり大

学が持っていてもうまく使われないからライセンシングをするとか譲渡するとか、むしろそう

いうことを大学に奨めるのが、より有効に使われる策だろうと思います。そういうことに対し

て、一方的に大学に譲れというのではなくて、何らかのインセンティブを大学に与えながら、

結果として両方よりうまく使われるようになるといったようなことがあるのではないかと思う

んですね。 
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 追跡評価するときに、こういうデータがあるとしたときに、例えば15ページのデータでも構

わないんですけれども、企業に技術を譲渡したケースと共有するケースをもう少し中を調べて

みて、なぜ共有なのか、なぜ譲渡なのか、こういうことを知った上で何らかの方策をつくられ

るのがいいのではないかと思います。 

 いずれにしても、これはいろいろな分析のための基礎データになるわけなので、ここから先

は内部で区分する─先ほどは分野ごとにと申しましたけれども、技術分野だけではなくてフ

ァンドの方式とか、それからそのファンドの制度とか、これはさまざまなクロスの分析ができ

るデータになっているわけですから、そういうふうにして全体を年度ごとに比較するだけでは

ない、内部を区分して、その区分した内部同士を比較することでマネジメントに対して有益な

情報が得られるだろうと思いますので、一層工夫してほしいと思います。 

○西村委員長 私からも質問ですが、今、平澤委員が問題にされた大学との関係で、これは初

めから大学と企業とが一緒に参加しているプロジェクトで、大学だけにＮＥＤＯがお金を出し

たのではないタイプと考えてよろしいんですか。 

○北川研究評価広報部主幹 そこまでの属性までは確認しておりません。 

○西村委員長 共有の場合は、多分そうでないと共有ということはないんだろうと思いますが、

譲渡のほうは、大学が単独でやったプロジェクトでも企業に譲渡しようと思えば、あることは

あり得るので、そこら辺がどうなのか。 

 実は東工大のＴＬＯは、この１番の「なるべく早く会社に譲渡する」ということを方針とし

てやっているのですが、すぐには実施の予定がないのに大学に「買え」「買え」と言われても

嫌だなという反応がないわけでもなくて、大学としては、持っているとメンテナンスにお金も

かかるし、自分たちが実施するわけではないので、不実施補償でもめると嫌だから、最初の段

階で共有したとしても、なるべく早く共有持ち分も含めて会社に買ってもらおうということを

東工大は方針としてやってはいるんですけれども。一般的には好評だとは思うんですが、必ず

しもいつも受け入れてもらえるとは限らないという状況で。 

 逆に共有に熱心な大学も、あることはあるようですね。 

○冨田委員 特許は、ＮＥＤＯは大学が持つならどうぞという形になっていますよね。それは

一つの方針として非常にいいと思うので、ぜひ調査の段階で調べておいていただければいいと

思うんですが、私もＴＬＯの社長を兼務している関係から、平澤委員がおっしゃるように、大

学にインセンティブを与えて取ってしまえというのも、ちょっとありますので。ＴＬＯが存在

する限り、やはり少しの配慮が必要だろう。 
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 ただ、委員長のおっしゃるように、企業に「買え」「買え」と言ったって買いませんよね、

当然ながら。結局、東工大と東大は儲かっているかもしれないけれども、ほかのＴＬＯは儲か

っていない、それはもう当たり前なわけで、やはり大学としては、特許を維持するには非常に

莫大なお金がかかるというのに今ごろ気がついたというのはおかしな話ですけれども、確かに

早く売ればいいというのは、十分に推奨したほうがいいだろう。けれども、いわゆるバイドー

ル法みたいな形でＮＥＤＯがお考えくださるというのは、私は大学にとっては非常にいいイン

センティブである。しかしながら、いわゆる経営体として考えたときには、委員長のおっしゃ

るように「早く売れ」「売れ」というのが正確なのですが、実際はどうなのかなと。 

 ですから平澤委員のおっしゃるように、調べる、あるいは解析するというのが非常に大事だ

と思うんですが、私としては、分野別に調べるのではなくて、どれが早くできたかということ

で逆にやったほうが「どの分野」というのと関係がつくと思うんですよ。ですから、どの分野

が一番早く実用化されたか、あるいはどの分野の上市率が高いか、その高いものを挙げていっ

て順番に見れば自然に出てくると思います。それをやっていただければ私は大変ありがたいと

思うし、企業と大学の共有に関しても、「うまくいっているものはどんな内容なのか」という

格好で見たほうが早いと思います。 

○西村委員長 そうかもしれませんね。 

○北川研究評価広報部主幹 先ほど技術移転に関しまして、今年の形式のアンケートでお聞き

したのは初めてですので、これを蓄積していくとともに、もう少し関連情報を突き合わせて、

分析を深めていく必要があるのかなと思っております。 

 それから、技術移転に関しましては、あまりご紹介できなかったのですが、技術移転に当た

って何か阻害要因があるのか、それに対してＮＥＤＯとして何かサポートできることがあるの

かということも併せて、今、アンケートで聞いております。 

 技術移転の阻害要因に対する対応として、例えば「ＮＥＤＯに引き続き継続研究に対する支

援をしてほしい」とか、そういったご意見をいただいたりしております。そういった情報を引

き続き収集しまして、我々として、こういった技術移転に対してどういうことができるのか、

そういうことの検討のための材料を集めてまいりたいと考えております。 

 それから、冒頭、平澤委員がおっしゃった分野ごとの比較ですとか、それ以外の因子の比較

につきましても、追跡調査のデータも大分蓄積されてまいりましたので、その辺もトライして

まいりたいと思っておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。 

○平澤委員 これは産業の分野によっても違うわけですよ。例えば、エレクトロニクスのよう
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に企業同士のクロスライセンスが基盤になっているような産業分野の企業は、国のプロジェク

ト、特に大学と一緒にやるようなプロジェクトは参加したくないというのが基本なんですよ。

なぜかというと、今のことが障害になるからですね。せっかく特許を取っても、大学が権利を

ずっと主張し続けるんだったら利用価値がないという話になってくるわけですね。 

 私は、バイドール法の精神を生かして大学が権利を持つところまではいいのですが、持った

後、それをお金に変える仕組みを推進しないとお互いに不幸なわけですよ。権利だけ持ってい

てうれしがっているというのは初期の段階ではあったかもしれないですが。 

○冨田委員 それは意味がないですね。 

○平澤委員 ええ、今としては意味がないんですよ。 

 ですから、そういう仕組みをサポートしていくことが重要だと思いますが、私の情報も限ら

れていると思いますので、今のように、こういうデータからヒアリングをおやりになって、ど

ういう産業分野は嫌がって、どういう産業分野はいいのかとか。さっきの製薬などは、こうい

う国プロの共同研究なんてやりたくないというのが本心なわけですよ。自分たちがかけている

お金に対して、国プロに入ったってもらえるお金は限られていて、それで情報が流出したので

は元も子もないから、そんなの嫌だというのが本当なんですよね。ですから、そういう状況を

踏まえつつ有効な判断の仕方を考えていかないといけない、こういうことだと思います。 

○西村委員長 今のバイドール法の精神ですが、今、平澤委員がおっしゃったように、エレク

トロニクスは、特に半導体関係はクロスライセンスが当たり前の世界のときに、助成なり委託

なり何らかの形の税金で補助されてできた研究成果が、仮に譲渡したとしても、その買い取っ

た会社が外国企業ともクロスライセンスをしているために、税金が入った成果を外国企業が使

える成果になってしまうということについて、たしか経済産業省は相当抵抗があって、そうい

うプロジェクトに会社が参加することに非常に躊躇する、あるいは、そこで成果が出てきても

クロスライセンスの種にはできないとなると、何のためになっているかはいろいろな議論があ

る。 

 一方で、バイドール法の精神から言えば、それは結局、日本企業を通して最終的に外国企業

がそれを活用したとしても使われて何かの成果になったほうが、戻ってきて日本の税金も有効

な使い方だったと言えるのではないか、といった議論を何年か前に大分したことがありまして、

ここら辺はなかなか厄介な問題を含んでいるようですね。 

○大西委員 非常におもしろいデータで、じっくりと見ていたのですが、例えば平成14年度終

了プロジェクトの現段階の推移ということで、最後、結局11％とか十何％とか言っていますけ
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れども、実は一旦上市してやめてしまったところがあり、途中で上市したところがあり、その

状況がこの図からはちょっとわからないので、１つの研究テーマであるところはやったんだけ

れども、競合が激しくてやめてしまったというところもあるでしょうし。 

 ただ、一旦上市したというデータそのものは、こういうトータルのデータの中である意味、

累積のデータとして重要なデータではないかと思うのですね。現時点における数だけを問題に

するのではなくて、例えば平成15年度のものは上市して途中でやめてしまったかもしれないけ

れども、一旦は上市したんですというデータも非常に貴重なデータではないかと思うので、そ

れも何か表示できるような工夫をされると良いのではないか。これ見たらわかるんですけれど

も。 

 ただし、それが同じテーマで、あるところが上市して、別の企業が上市したためにやめてし

まったものはどう扱うかというややこしい問題はあると思いますけれども、そういう累積の上

市といいますか、そういうものも一つのデータとして重要ではないかと思います。 

○稲葉委員 図２ですが、今、大西委員がご指摘されたとおりで、ＮＥＤＯさんは非常に謙虚

な数字を出されて、累積でいかれればもっと上市されていると理解してよろしいんですよね、

図２を見れば。平成16年で一旦上市したもの、それに近いものが31件あって、大体件数は同じ

ようなものですけれども、中身に入れ代わりがあるので、これは足していけばいいのではない

ですかね。15％なんておっしゃらないで、多分二十何％になるのではないかと思いますけれど

も、そういう数字でよろしいのではないかと思います。 

 逆に、そういう数字だとすると、平成14年度終了プロジェクトはよかったけれども、その後、

上市率が落ちてきているということですか。そこのところは読み方によって、かなりデリケー

トな読み方ができるのではないかと思いますね。やはりもう少し工夫が必要なのではないか。

ただ並べるだけだとミスリーディングということだと思います。 

○北川研究評価広報部主幹 ご指摘のとおり、もう少し累積的な、しっかり経過を示していく

ことが大切かと思います。 

 実は今回、ご紹介できなかったのですが、13、14終了プロジェクトの中で、実際、参加企業

が累積でどれくらい上市に至っているのかを調べました。それでいきますと、調査対象企業数

が約338に対して実際33件ということなのですが、調査対象企業数に対して、そもそも上市を

目標としていない人たちもいるわけですね。この13、14終了プロジェクトでは、３割の人たち

が上市を目標に置いておりました。その３割の人たちのうち大体６割が５年以内の上市を目標

とし、その６割の人たちの約45％が実際、５年以内に達成したということです。 
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 ですから、上市自体を目標に置くことを非常にシビアに見ている傾向がありますけれども、

ひとたび上市を目標に置いたならば大体半分ぐらいが、５年以内で予定していた人たちの半分

ぐらいが上市に至っているということが、これは13、14だけピックアップして調べた結果です

けれども、そういう結果が出ているということをご参考までにご紹介させていただきました。 

○小柳委員 今の上市の件ですが、数だけですと上市の中身がよく見えてこないんですよね。

なかなか難しいのかもわかりませんけれども、上市されたものが具体的に、年々どのように発

展していったか。例えば、一番具体的な例は、売り上げがどう伸びたとか、そういう少し定量

的なデータをいたくことは難しいのでしょうか。 

○北川研究評価広報部主幹 売り上げもアンケート等では聞いておりますが、必ずしも回答い

ただけない場合もございます。今日は事前、簡易のご報告をしましたが、この後で詳細追跡の

アンケートを実施する予定でございます。そこで詳しく企業に対してお聞きすることを予定し

ておりまして、今回の報告にはちょっと上げられませんでしたが、次回の報告では、そういっ

た成果事例的なところをご報告してまいりたいと思っております。 

○小林委員 ご説明あったのかもしれませんけれども、製品化とか上市の場合、ＮＥＤＯのプ

ロジェクトの成果がどれぐらいの割合で入っているか。全く100％そういう技術で上市したの

か、あるいはその企業が持っている既存の技術とジョイントしたのか、これはなかなか調べる

のが難しいのかもしれませんが、そのあたりはどんなふうになっているのでしょうか。 

○北川研究評価広報部主幹 一般的に考えれば、当然ナショプロの成果プラス企業の技術の成

果が組み合わさって、最終的には製品に至っていると考えられると思いますが、そういった、

いわゆる寄与率みたいなものを示すための試みといたしまして、プロジェクト期間中に、こう

いったナショプロに参加したことによって自社の投資がどれだけ増えたか、先ほどのインプッ

ト・アディショナリティ的なことを今回、確認したということでございます。 

○竹下研究評価広報部統括主幹 今の点、補足させていただきたいのですが、寄与率をどうい

うふうに見るのかという小林委員のご指導が前回もありました。これは非常に難しいので、一

つの試みとして、今回、13ページの図にありますように、そもそもＮＥＤＯのプロジェクトと

いうのは５年なら５年、10年なら10年、基礎・基盤のところを支援しているんだと。そのとき

に、お金の面でのＮＥＤＯの負担率はどのぐらいになるんだというのを今回、初めて聞いたん

ですよね。そうすると、委託であっても62％。そのテーマをやる上でＮＥＤＯの寄与率は62％、

会社は38％しか出していない。それでそのテーマを遂行して、うまくいけば次の段階で、もち

ろん企業が全額出してやっているわけですね。 
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 ですから対外的に、そういうふうに制限すれば「ＮＥＤＯの寄与はこの部分で60％あるん

だ」と言えるのではないかということで、ちょっと試みてみたのですけれども。 

○冨田委員 私はこのＮＥＤＯの事業というのは何をもって成功と見るかということで、やは

りはかるべきだと思うんですよ。ですから、企業に聞くなら「ＮＥＤＯの事業を受けたことで

製品化なり商品化なり上市なりできましたか」と聞くので十分だと私は思います。何％なんて

聞くと「計算するのも面倒くさいし、そんなの正確には出ませんよ」ということで。要するに、

ＮＥＤＯの力が幾らかでもあって製品化なり上市なりできたらそれでよしとして、それで、Ｎ

ＥＤＯが今、やっているプロジェクトがどれだけ貢献したかは「それがなかったらできません

でしたか、あったからできたんですか」ということで成功率をはかった方が、私は非常に単純

だと思うんですよ。 

 余り詳しく聞いていくと、やれ何％寄与したかとか売り上げが何ぼ伸びたかとか、この品物

が何ぼ伸びたかというのは、その品物に関して調査したければやればいいのであって、この事

業、つまり我々が今、評価している事業の成果、つまり我々評価委員として成功したと見るの

か、見ないのか、ＮＥＤＯはこれをやったことで何％の打率があったらいいのかというのを見

るのが大事なのであって、そのためには余りディテールに調べないで、むしろ平澤委員がおっ

しゃったように、どの分野だったら成功率が高いのかとか、何年ぐらいでできるんだとか、そ

ういう比較的答えやすいものでまずとってみて、それで「ＮＥＤＯは貢献している」というこ

とでいいのではないかと私は思うんですけれども。 

○平澤委員 今のお話を引き継いだ形で申し上げますと、要するに、実績の中身というのは実

に多様なんですよ。いろいろな追跡調査をやってみると、目指した製品が上市した、これは最

も望ましいタイプなんですけれども、それは非常に少ないわけですよね。にもかかわらず、目

指して製品を開発するためにつくり出した主要な技術、それが目指した製品でない別のところ

に適用されて、それは売れた、こういうケースがある。 

 もっと言うと、その目指した製品をつくる主要な技術を、その技術の評価法であるとか作成

法であるとか何とかいう、そういうものをほかの領域に適用してみて、違ったものを評価した、

違ったものをつくり出すことによって効果を得た、こういうケースもあるわけですよ。 

 ですから、単に上市云々というと、企業の側で答えるときに困るだろうと思うんですよね。

どこまでをＮＥＤＯの成果としてとらえるかということ。このあたりは、今の簡易調査の中で

問うのは難しいわけですよ。詳細調査、あるいは詳細というよりか、むしろ私は最後に書いて

ある追跡評価をやるために、いろいろなケースが簡易調査でわかった上で、その中からピック
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アップしたものについて、やや専門的な立場から厳密に分析してみる、こういうことをやって

初めて実態がより明確にわかってくるんですよ。 

 ですから私は前からずっと申し上げているんだけれども、それを評価広報部で全部やるのは

無理です。研究者でないと詳細な話はできないですから。外国でも、外部の研究者たち最後の

追跡評価の部分はお願いしているわけですよ。ただ、それを最初から全部やってくださいとい

うことになると、とてもデータはとり切れないわけなので、ＮＥＤＯとして、こういう機関と

してやっているものを前提として、より詳細な部分はやはり研究者に委託すべきだと思います。

そうしないと革新的な情報にはなかなか迫れないので、これもぜひご検討ください。 

○架谷委員 この追跡調査、大変興味の尽きない内容がいろいろ含まれていると思いますが、

使い道が、当初、追跡調査を始めた段階から少しずつ内容が変質して、一体これを何に活用す

るのかというところも再度チェックしたほうがいいと思います。ちょっと広がりが出ているよ

うな感じもいたしますし、いろいろな情報がこの中にコンテンツとして入っているので、多分

いろいろな解析法もあると思いますけれども、使い道を想定していただいた上で、何か解析の

仕方とか、あるいは表現の仕方を再検討してもいいのではないかなという感じはするのですが。

これはあくまでも個人的な感想です。 

○西村委員長 ありがとうございました。 

 

7．今後の予定 

〈事務局から次回の第２０回及び第２１回研究評価委員会の日程等の報告〉 

 第２０回研究評価委員会 ２月１８日（水） 

第２１回研究評価委員会 ３月２７日（金） 

○西村委員長 それでは、長時間本当にありがとうございました。これで終了させていただき

ます。 

－了－ 

 


