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第２０回研究評価委員会 議事録 

日 時：平成２１年２月１８日(水)１４:００～１８:００ 

会 場：川崎日航ホテル 11F「橘の間」 

事務局：NEDO 技術開発機構 研究評価広報部 

 

出席者： 

吉原委員長代理 伊東委員 稲葉委員 大西委員 尾形委員 小林委員 佐久間委員

菅野委員 冨田委員 架谷委員 平澤委員  

美浦分科会長 長谷川分科会長 渡部分科会長 吉川分科会長 恩田分科会長 

（ＮＥＤＯ）  

（研究評価広報部） 

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） 

福田新エネルギー技術開発部部長 冨田電子・情報技術開発部部長 佐藤燃料電池・

水素技術開発部部長 

（ＭＥＴＩ）  

御代川技術評価室課長補佐 

 

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、吉原委員長代理の就任の報告および西村委員長欠席による吉原委員長代理の本

委員会議事進行の連絡、委員、分科会長の紹介、資料の確認、第２０回研究評価委員会成立の

確認、研究評価委員会における利害関係者に関する規定の運用についての説明（資料２）＞ 

 

Ⅱ 議事 

1. プロジェクト評価について【審議】 

① 系統連系円滑化蓄電システム（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〉 

〈美浦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〉 

第 21 回研究評価委員会

資料 1-１ 
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○吉原委員長代理 ありがとうございました。 

 それでは、今、美浦先生のほうからご報告いただきました評価結果について、委員の先生か

らご質問、ご意見をお願いいたします。大西先生。 

○大西委員 日本の系統の電力の質というのは非常に高いということで、それは我々のニーズ

にこたえていただいていると思うのですが、ただ、正直なところ本当に太陽電池がどの程度ま

で増えたときにこういった蓄電システムで系統連系の系統の電力の質を保たなければならない

ようになるのかということがもうひとつイメージとしてわいてこないんですね。 

 例えば、ＭＷ級の太陽電池ということを言われると、ドイツでもスペインでも、１つの太陽

電池のパネルを並べただけで数ＭＷという規模の太陽電池の発電所が既に系統に連系されて運

用されているという実態で、そのときの、例えばスペインなりドイツなりの電力の質と違うの

かもしれませんが、ただ、こういうコストの問題では非常に大きな問題がありそうだとおっし

ゃったようなものが、将来的に太陽電池が、あるいは風力が、風力の場合は非常に確かにおっ

しゃるように深い変動が急激に起こるということもあって難しい点があるかもしれないと思う

のですけれども、太陽電池みたいなものをある程度大量に使ってきたときに、それがこういっ

た非常にコストのかかるものをベースにして系統の電力の質を保つという技術にいってしまう

と、全体としてそういう自然エネルギーを使うということに対してのコストのマイナス要因に

なりかねない。そうすると、そういうものが系統のあちこちで出てくるということを前提にし

たときに、蓄電池ではなくて、ほかに何か方法はないのか。本当にこの方法がベストの方法で

あって、これでなかったら確実にできないのだということになれば、かなり全体として自然エ

ネルギーを導入していくということに対して非常にマイナス要因になりかねない。その辺の事

業の必要性ということについての 初のところでそういう議論がなされたのかなというのが非

常に疑問に思うのですが。 

○美浦分科会長 ただいまの件は、評価に当たりました私がお答えすべきものかどうか迷うと

ころではございますが、まず私なりの見解を申し述べさせていただきますと、やはりスタート

ラインで自然エネルギーを積極的に利用するのだと、これが大前提、むしろプリティカルな動

機づけでそれがなされているのだというふうに理解しております。したがいまして、全体とし

て本当に電力エネルギーを供給するためのコストが下がるかどうかということはもちろんご指

摘のようにございますが、とにかく二酸化炭素を減らすのだという、この動機づけのもとに始

まったものと私理解しております。ここから先は事務局の方に説明をお願いしたいと思います。 
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○吉原委員長代理 じゃ、ＮＥＤＯのほうからご意見を。 

○新エネルギー技術開発部 弓取主任研究員 まず、太陽光発電につきまして、あるいは風力

発電につきましては、今後、やはりＣＯ２削減に向けて、どうしても導入を避けられない再生

可能エネルギーだろうと私ども考えております。 

 そこで、太陽光発電ないし風力発電が大量に導入された際、例えば、福田ビジョンでは現在

の40倍、80GW程度です。そうしますと、私どもの計算では、2030年ごろ220GWに対して80GWで

すから、相当量の太陽光発電が導入されるということになりますと、どうしても系統に悪影響

を及ぼして参ります。そうしますと、先ほど委員からご指摘ありました蓄電をしなければいけ

ないにしても、蓄電池でないといけないのかといいますと、もちろん幾つか方法がございます。 

 例えば、ヨーロッパですとCAESといいまして、Compressed Air Energy Storageと言いま

して、地下にエアを高圧でためて、それを一気に掃き出して電気にかえてしまうというものが

あります。ただ、こういうものは非常に強固な地盤があるところでないとなかなか受け入れら

れないというものでございますし、また従来から揚水発電というものもありますが、これも数

千億円、そしてまた立地についても日本国内では随分制約が出てまいります。フライホイール、

あるいはほかにもSMESというものもございます。超電導コイルを利用するという手もござい

ますけれども、その中でやはりコスト的には高いとはいっても、やはり蓄電池というのが一番

技術としてはコスト的にも下がりやすい、非常に有望な技術だと考えております。 

 その一つの考える根拠といたしましては、今後、プラグインハイブリッド車というものが出

て参ります。またＥＶというのも出て参いります。これは、再生可能エネルギー用の蓄電池単

体で考えますと、なかなか市場というのは開いてこないと思われるところもあるのですが、次

世代自動車の市場というのは確実に広がって参ります。そうしますと、どこまで電池コストが

下がっていくのかとなりますと、私ども系統連系だけで見積もっているよりも、もっと電池の

コストというのは急速に下がってくる可能性もあると考えています。 

 そのような観点から、蓄電技術としてはいろいろございますけれども、現状、我が国の非常

に優れた蓄電技術をベースに、今後さらに次世代自動車とともに開けてくると予想される蓄電

池市場を考えますと、非常に有望な技術であろうと思います。 

○大西委員 私が質問したいのは、本当にどの程度まで太陽電池なり風力が普及してきたとき

に、どの程度、どんなふうに系統に影響が及んで、それは受け入れられないような悪影響なの

かというのを 初に検証しないといけないのではないかということです。いつまでにこういう

ものをやっておかなければならないということを言えるでしょうし、今おっしゃったような、
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蓄電池が安くなってきますよというのであれば、何も系統に連系しなくとも、一個一個の太陽

電池をそれなりに蓄電して使えばいいのではないかという話になってしまいますよね。ですか

ら、それは系統ということと絡めて言うのであれば、系統にどの程度の自然エネルギーの分散

発電型のものを盛り込んだときに、どの程度の影響があって、それはどの程度になったら供用

できなくなるのかということが 初になければいけないと思うのですが、その説明がなかった

ものですから、 初からそれは絶対要るんだと言われたらね。 

○新エネルギー技術開発部 弓取主任研究員 電事連の会長がコメントとして出しております。

現状の電力需要量の５％までは現状の系統で供用できるということを公式に述べておられます。

ということは、５％を超えると今の電力の系統では受け入れられないということでございます。 

○大西委員 それは、誰が、どういうふうに検証したのでしょうか。検討される側がその検証

をされたのでは意味がないと思うのですよ。もっと中立的なところで、どうなのだろうという

検証をしないと。 

○吉原委員長代理 伊東先生、何かご意見。 

○伊東委員 今のＮＥＤＯのお答えで私の頭が混乱しまして、例えばＣＡＥＳはＮＥＦが10年

以上、北海道の砂川で研究されたのですが、どちらかといえば、それは１日の単位での夜間と

昼間の電力の貯蔵と調整のために使われる位置づけなのですね。一方、風力とかソーラーでの

蓄電池というのは、短時間に電圧や周波数の変動を調整して系統に悪影響が及ばさないための

目的だと思うのですね。お聞きたいのは、このプロジェクトはＮＥＤＯがお答えになったよう

な位置づけのシステム開発を想定したものなのか、それとももう少しソーラーとか風力の非常

に短時間に変動する負荷を調整する蓄電池なのか、その目的がよく判らないので、その点をま

ず明確にしていただきたく思います。 

 それから、大西委員がおっしゃったことは、やはりこの蓄電システムというのが社会的に多

重投資になっては、国としてはやる価値がないと、こういう意味だと思います。そのときに、

中間評価に委員として電力関係の方がおられるということではなくて、私はもう少し積極的に

研究を始めていく、そういうプロジェクトの進行の段階でももっと電力関係の方のご意見を聞

く姿勢があってしかるべきではないかなと思います。 

 後に、やはりこういう定置型のものではなくて、自動車の分野においても蓄電池は非常に

重要な位置付けになっています。ＮＥＤＯとして共通の基盤技術開発と要素技術開発、こうい

うあたりとの連携をしっかりと取っていただきたいと思います。 

○吉原委員長代理 ありがとうございました。 
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 今の伊東先生のご意見は、美浦先生がご説明にならなかったところなのですが、中間評価の

分科会の中でも指摘されているような気がします。系統連系円滑化システムの仕様が必ずしも

明確でないですとか、 近の電気自動車搭載の移動型電力貯蔵などに考えたほうがいいのでは

ないかというようなご指摘もございます。 

○伊東委員 それは判っております。特にそれらの点が非常に重要だということで再度述べた

わけです。 

○吉原委員長代理 しっかりと評価には書いているようなので、これは非常に重要な点だと思

って、プロジェクトに生かしていただければよろしいのではないかと思います。 

○福田新エネルギー技術開発部長 では、私のほうからまとめて説明いたします。 

 大西委員のご指摘、誠にもっともなことでございます。ただし、私どもとしましては、必ず

しも将来の系統にどれぐらい入って、どの段階でどの程度の対応をせねばならないですとか、

これはまだ定説はございません。電事連の先ほどのものにしましても、ある程度、割と定性的

な評価に基づいてやっていると思います。 

 しかし、バッテリーというのはどちらかというと短周期、私ども電力用語で言いますと短周

期の動揺が一番強いですね。向いていると思います。それから、容量が大きくなりますと、例

えば昼夜間の変動を吸収するなど、そういったものが必要になります。ただ、いずれにしまし

ても、私共も太陽光の実証試験をやりましたが、ある程度の電力のバッファといいますか、充

電・放電設備、これは系統の例えば電圧、あるいは周波数を保つ上ではある程度の量は必ず必

要になって参ります。 

 その場合に、どの選択肢が一番よいのかということがあります。これは、その時々の系統状

況、あるいは電圧なんかでいいますと、その系統の置かれましたローカルな状態ですね、そう

いったものによってかなり変わっては参りますが、バッテリーというものはどうしても外せな

い選択肢の一つになります。非常にコンパクトなものが作れますし、ローカルな制御も可能に

なります。そういうことで、系統面から見てこれは外せない技術だと思っています。ただ、ま

だ高いです。私どもとしましては、将来ちゃんと系統にリーズナブルに使っていただけるよう

に、できるだけ安くてコンパクトなものを作りたいというのがこのプロジェクトの趣旨でござ

います。 

 それから、伊東先生のご指摘、誠に仰る通りでございまして、実施の体制に、実はこれは委

託先の名簿を見ますと、北陸電力さんなり九州電力さんなりが入っておられるのですが、やは

り委託先さんの立場と、あるいは意見を述べるという立場、その都度変わって参りますので、
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ご指摘の部分、非常に大事なことだと思っています。何らかのそういう電力側の意見を聞くよ

うな機会をこれから作って参りたいというふうに思っております。 

 それから、 後の電池はいろいろな用途があるというご指摘、これも誠にその通りでござい

まして、代表的な自動車用のバッテリーというのは今非常に開発が進んでおりまして、リチウ

ムという面では、実はどちらも技術的な要素の部分は似通った部分は当然あります。ただ、要

求仕様は異なります。ということで、これはどこまで今の段階でお話ししていいのか分からな

いのですが、ＮＥＤＯでもそういった電池の関係の部署の人間を集めまして、一つの統一した

形で進めるような体制の見直しを現在行っておりまして、そういった面の対応はこれから出来

ていくのではないかなと思っております。 

○架谷委員 すみません、時間が迫っているようですが、僕は評価の委員長がおっしゃったウ

インドファームとソーラーで、少しソーラーのウエートが増えているので、若干プロジェクト

の内容に変更があったというようなことを、ちらっとおっしゃったようなことを記憶している

のですが、基本的にはどういうことをおっしゃっておられるのでしょうか。 

○美浦分科会長 私自身はもっぱら蓄電池システムのほうでございまして、必ずしも明るくて

はないのですが、特に風車から出てくる出力の変動の時定数と太陽光をベースにしたときの出

力変動の時定数が異なるので、そこは、特にシステムとしてターゲットにすべき蓄電システム

が持つべき耐用能力ですか、特に対時間変動という意味で、そこの見直しが必要だというご意

見は伺ったと記憶しております。 

○架谷委員 そうしますと、結局、要は、自然エネルギーというのは別にこれは太陽だ、風力

だ、こうだと決めつけて一個一個対応していくというようなビジネスモデルになるのか、ある

いはエリアごとにソーラーもウインドも、場合によったらその他の自然エネルギーもというふ

うに入力サイドが多様化してベスト化するというようなときの蓄電池システムという観点では

ないということですか。 

○美浦分科会長 私が理解しておりますのは、例えば、大規模な風力発電所なら、その発電所

のレベルで系統にそのままつなげるようなシステム構築、太陽電池なら太陽電池のファームで

系統につなげるシステムというふうに理解しております。それでよろしいですよね。 

○架谷委員 少しビジネスモデルがいろいろ不安定な感じがするのですが。 

○福田新エネルギー技術開発部長 少し補足させていただきます。 

 電池側から見ましたときに、新エネはどう見えるかということなのですが、風力と太陽光、

例えば、短周期で変動している部分につきましては、要は、どのくらいの周期でどのくらいの
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幅が揺れるのかといった部分しか見えていないです、バッテリーから見ますと。ですから、そ

れが太陽光、風力ともに、例えば吸収できる範囲であれば全然これは問題ない。特に評価の際

に意見が出ましたのは、やはり私ども、例としてウインドファームを挙げておりましたもので

すから、太陽光がこれだけ普及しているのだから、違うのではないかというご意見といいます

か、別に数字が具体的にあって、例えば、変動のスペクトルが違うとか、そういった話ではな

くて、ものが違うのではないかなというご指摘だったかと思います。 

 私どもはある程度そういう面も実は考慮しておる面はありまして、いずれにしましても、仰

る通り、新エネの変動という面から見ましたら似たようなところがありますので、当然どちら

にも対応できるものというふうに考えております。ただ、太陽光と風力で大きな違いがあれば、

それは逆に仕様に配慮していかないといけないというふうに思っております。 

 風力というのは実は非常に厳しいところが、カットバックと言いまして、カットオフと言う

んですか、風速がぐっと上がってきますと、ぽんと出力が切れます。それは、出力が上がって

いくところでぽんと切れますので、非常にこれは大きな変動なので、これに対応できるという

ことであれば、かなりの部分に対応できるのではないかというふうに思っています。 

○吉原委員長代理 どうもありがとうございます。技術的なこういう話だと熱中してなかなか

終わらなくなってしまうので、申しわけないのですがここで審議を終了いたします。 

 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まして、研究評価委員会のコ

メントとして添付した上で、本評価報告書については了承させてください。よろしいでしょう

か。美浦先生、本当にありがとうございました。 

 

② 超電導応用基盤技術研究開発（第Ⅱ期）（事後評価） （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〉 

〈長谷川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〉 

○吉原委員長代理 長谷川先生、ありがとうございました。 

 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、委員の先生方からご質問やご

意見をお願いいたします。 

○架谷委員 すみません、確認に近い質問ですが、イットリウム系線材という対象になってい

る材料でございますけれども、この研究では、どれぐらいの幅でこの材料を見ておられたのか。

要するに、これだというふうに決めてやっておられるのか、それとももう少しいろいろなバリ

エーションの中を少しずつ見ながら実際にはプロジェクトが進行したのか、その辺はどうなっ
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ているのでしょうか。 

 そう申しますのは、材料そのものがこれだというふうに必ずしもこういうものは決まるもの

ではないと思うのですね。ぽっと変わってしまうと、全体がぽっと変わってしまうというよう

なことも十分頭に置きながら対応をとらなければいけないと思います。これは一般論ですけど

も。そういう観点から言うと、その辺の幅をどの程度中でご議論しながらおやりになったのか、

もしおわかりなら教えていただきたいと思います。 

○長谷川分科会長 私自身が事業実施者ではございませんので、極めて明快にということには

ならないかもしれませんが、このプロジェクトが立ち上がったときには、まだイットリウム系

というのは極めて限られた、非常に小さな研究室レベルのものしかできていなかったものを、

実用化レベル、いわば線材としてできるようにするという目標を掲げて、その目標は世界でも、

このプロジェクトが発足した時点では全然なされていなかったものが、それを目標に掲げて、

実際にそれをつくるところまで持ち上げたということでございます。ですから、 初から将来

に向けた、絶対これだということでイットリウム系というものに絞って、それの開発を精力的

にやられたというのがこのプロジェクトであったということでございます。 

○架谷委員 わかりました。一度終わってしまったプロジェクトですから、それはそれでよか

ったのかもしれませんけれども、今後のことを考えますと、これは国の方針と非常に絡んでく

るのだろうと思いますが、イットリウム系というものが持っている、それは基本的な特徴もあ

りますけど、制約も非常に大きいわけですよね。本来実用化ということを目指すときに、もっ

と別の材料など、いろいろなことが今議論されていますから、もう少しそういう点も、こうい

うプロジェクトの中である程度の見通しを立てながら次へつないでいくといいますか、新材料

も視野に入れたような、もう少し幅広いプロジェクトの組み方みたいなことがあって良いので

はないかなとは思うのですが。 

○吉原委員長代理 推進部のほうから何かご意見ございますか。 

○新エネルギー技術開発部 木戸口主任研究員 すみません、推進部の木戸口と申します。ま

ず、イットリウムに関しましては、現在、第Ⅰ期のフェーズで実施しておりましたが、第Ⅱ期

のときに、超電導のバルクだとか素子だとか線材に関しましても、ビスマス系も含めていろい

ろ研究開発をやっております。 

 その中で特に研究成果の大きい、今後見通したときにＹ系線材というのが実用化に近いもの

であるということで、今回のプロジェクトにつきましては、Ｙ系に絞りまして実施していると

いうところでございます。 
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 また、 近ですと、鉄系の超電導というのも出てきておりますので、その辺は、今動いてい

るプロジェクトの中でも少しそういうところも調査しながら進めていきたいというふうに思っ

てございます。 

○架谷委員 要するに、根本の材料開発というのは、いつ何が出てくるかわかりませんので、

確かに今、鉄系のことをおっしゃいましたけれども、そのほかにもある可能性は非常にあると

思うのですね。それはどうやってやるか非常に難しいですけど、特に忙しい分野ですから、ぜ

ひその辺のプロジェクトの組み方もフレキシビリティに、そういうことも頭に入れていただき

ながらプロジェクトも考えていただければというふうに思います。 

○吉原委員長代理 ほかにご質問ございますか。どうぞ。 

○尾形委員 評価分科会の中では、成果は非常に高く評価していただいているのですが、実用

化という点でやはり評点が総体的に低いですよね。分科会の中で、例えば次のプロジェクトで

目指すべき分野とか機器とか、そういったことについての議論というのはございませんでした

か。 

○長谷川分科会長 分科会では、その方面でも意見がございました。ただし、今回このプロジ

ェクトの中で取り上げて評価した機器というのは、ケーブルと変圧器と電動機と、それからも

う一つ限流器ですか、こういうところをやられておりまして、これとは別なプロジェクトで、

例えばＳＭＥＳとか関連のものがやられているということもあって、すべてのところをカバー

しているわけではないということがございまして、考えた、評価をしたそれらの機器類は既に

既存技術として既存のものがあって、それに変わろうとすると、非常にコスト的にも厳しいと

いうか、もっともっと安くならないと変わるところまでいかないだろうというような議論がご

ざいました。 

 それで、先ほど提言の中にも入れさせていただきましたとおり、既存のものに変わるとすれ

ば、もう一段コスト減というような努力が必要だろうということと、超電導でなければできな

いような、そういうところへの応用というのももっともっと視野に入れたほうがいいのではな

いかという提言をさせていただいたところです。 

 今のご意見のような議論は委員会の中でもございました。 

○吉原委員長代理 ほかにございますか。 

 今のご意見、きちっと実用化、事業化の見通しのところに、要するに、超電導でなければい

けない、イットリウムでなければならない。そういうものを見つけて実施してほしいというふ

うにしっかりとお書きいただいていますので、こういうのをきちんと生かしていただければ、
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先ほどの委員の先生方からのご意見はいかされたものになると思います。 

 ほかに何かございますか。 

○佐久間委員 今の件で、このプロジェクトではないと思いますが、後継プロジェクトという

ことで、今のご評価をいただいて、いわゆるコストを下げるということを目標にしていくのか、

あるいはアプリケーションとして新しいものを見つけていくというか、そこの実機という話が

ありましたけれども、そのあたり具体的にはどのようなことを。 

○吉原委員長代理 後継プロジェクトについてご説明できますか。 

○新エネルギー技術開発部 木戸口主任研究員 後継プロジェクトにつきましては、４本柱で

実施しておりまして、一つは、このプロジェクトとは違いますが、もう一つ並行して、超電導

電力ネットワーク制御技術開発というプロジェクトが平成16年から19年、４年間の間で実施し

ております。これは超電導の電力貯蔵システム、ＳＭＥＳと言われていますけれども、そのＳ

ＭＥＳの開発、もう一つは超電導ケーブルの開発、もう一つは超電導の変圧器、もう一つは線

材の開発ということで、この応用基盤の中では、線材の開発、大きく低コスト線材の開発とい

うことで実施しておりますけれども、実用化を考えると、まだまだ高いということで、このプ

ロジェクトの中でも、さらにコスト低減に向けて取り組んでいく。 

 それとあわせて、応用基盤の中では、機器のＦＳの開発ということで実施しておりましたが、

この次期フェーズのプロジェクトにつきましては、機器をメインにしたプロジェクトというこ

とで進めております。 

○吉原委員長代理 他によろしいですか。 

 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させていただきまして、研究

評価委員会のコメントとして添付した上で、本評価報告書については了承させていただきます。 

 長谷川先生、本当にありがとうございました。 

 

③ 極端紫外線（ＥＵＶ）露光システム開発プロジェクト（事後評価） （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〉 

〈渡部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〉 

○吉原委員長代理 渡部先生、ありがとうございました。 

 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、委員の先生方からご質問やご

意見お願いいたします。 

 後の実用化、事業化の見通しところで、文書の方では、「実用化へのストーリーはおおむ
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ね明確であり、ニーズも高く」というふうにご報告していただいていますが、点数が余り皆さ

んからいただいていないというのは、何かストーリーだけでは駄目であるということなのでし

ょうか。 

○渡部分科会長 いや、これは何をどうすればいいかということは、ある程度結論が出ていて、

それから当初の目標は達成している。しかし、やはりまだ実用化には課題があるだろう。つま

り、どうすれば良いということが大体出てはいるけれども、現状ではもう少し実用化に足らな

いということだろうと思います。 

○吉原委員長代理 そうすると、実用化に点数を上げるためには、実際の製品としてつくれと

いうことを要求されたのでしょうか。 

○渡部分科会長 当然です。でないと、これは実際に商売になるということを前提に評価して

いますから、相当厳しい評価になっているのではないかと思います。 

○吉原委員長代理 なるほど、そういうことですか、わかりました。 

 ほかにございませんか。 

 大西先生。 

○大西委員 評価概要の 後の３ページの一番下に書いていますね、実用化について。ものす

ごいバラ色の絵を書いているのですが、プロジェクト概要の一番後ろのところ。実用化、事業

化の見通しについて書いてありますね。これが一つの実用化のイメージとしたときに、要する

に実用化の見通しという意味では、今おっしゃった点数になるのでしょうか、それとももう頑

張ればできるということなのでしょうか。 

○渡部分科会長 恐らく次世代は、ＥＵＶが採用されるだろうと思っています。そうすると、

事業規模ではこのぐらいになるだろうと思います。ただし、何年後になるか、その辺がいろい

ろな、今自身がそうですけども、こういう社会情勢でありますので、それも効いてくるのでは

ないかと思うのですが、いずれにせよ、これはこういうふうになるだろうとは考えています。 

○富田電子・情報技術開発部長 電子・情報技術開発部長でございます。 

 ＥＵＶの実用化につきましては、現在、半導体産業をめぐる状況が極めて悪化をしておりま

して、それが一つこの実用化については非常に不安材料となるということは言えるだろうと思

います。 

 それからもう一つは、やはりこういった新しい技術については常に起こってくる問題でござ

いますけれども、ＥＵＶは、私どももハーフピッチの32nm以降、スケーラブルに利用できる技

術だと思っています。したがって、国としては何としてもやっていかなければいけない。 
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 ただし、hp32nmの時点で、技術選択肢がＥＵＶしかないかどうかというのは、いろいろ議論

があるところでございまして、若干正直に申し上げれば、今、現在利用されているＡｒＦの液

浸技術というものがダブルパターニングという新しい手法を取り入れて、hp32nmというところ

にフォーカスをしつつあるということもございまして、したがって、各社の動きも、ＥＵＶと

いうのはいずれ必要だろうけれども、今の段階でhp32nmの実用化にあわせて必ず間に合わせな

きゃいけないかどうかというところは若干足元が揺れているという状況はございます。 

 したがって、先ほど渡部分科会長からもご説明ありましたとおり、いずれは必ず必要な技術

ではございますけれども、時期につきましては若干の遅れといったものが生じてくる可能性が

私どもはあると思っております。 

 ただ、遅れの原因になっていますのは、一つは、やはりこの光源に対する要求水準というも

のが、システム側から非常に厳しくなっておりまして、このプロジェクトを立ち上げたときの

目標設定では、実用化に少し問題があるということが次第に明らかになってきたということで、

先ほどのご説明のとおり、当初の目標設定は達成できたけれども、実用化にギャップがある。

したがって、その辺の光源開発の性能向上をさらにＮＥＤＯとしても引き続いてやっていく必

要があるので、そこをきちんとやれるかどうかということも、実用化時期に当然影響してまい

ると思います。いずれにしても、我々としては全力を上げて光源開発、今ＥＵＶシステムで一

番問題になっているところは光源開発でございますので、そこに全力を上げて取り組んでまい

りたいというふうに思っております。 

○渡部分科会長 若干補足させていただきたいと思うのですが、この露光装置は、ご存じのよ

うに、もともとはランプ光源から発しまして、次にレーザー光源になって、次にこれに移り変

わろうとしているのですね。そうすると、やはり既存技術はどんどん頑張っていっちゃう、当

初の予想よりも。それは当然で、やっぱり投資したくないわけですね。だから、45nmノード以

降はこれだといって出発したものが、32nmでまだ前の技術が頑張っているというのは、ある程

度仕方がないことで、それは産業としては当然そうなる。ところが、その後ないというわけに

はいかなくて、どの辺から、幾つかノードからこれが入っていくかという問題であろうと私は

考えていますけども。 

○吉原委員長代理 どうぞ、平澤先生。 

○平澤委員 状況についてはよく理解したしました。どうもありがとうございました。 

 評価という観点から見た場合、少なくとも事業目標というのは、実用化ということは何も書

いていなくて、どういう技術スペックを達成するかということになっているわけですね。 
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 実用化というのはかなり先の方になるとして、その前に、ある種の技術スペックを達成して

いないと、その先が見えない。そこまでが出来ていれば、私は実用化の見通しはある程度でき

ているのだと言っていいのではないかと思います。そうしないと、こういうアプリコンペティ

ブの状況の中の評価というのは、全部実用化というのは悪い点になってしまいますよね。 

 一般論としてはそういうことなのですが、ただ、今ご説明があった状況の中で、これはマネ

ジメントでいうと帆船効果と言うのですが、帆掛け船ですね。帆掛け船は、蒸気機関ができる

と廃れるだろうと思っていたのだけれども、帆掛け船は帆掛け船のほうで頑張ってしまうから、

なかなか廃れない。これは一般論としてよく出てくるケースです。ですから、そういう帆船効

果のことを考えたときに、むしろ事業目標が甘かったのか、あるいは中間評価のときに見直す

べきだったのかですとか、そういう点が議論されれば、実用化の見通しのこのフェーズの中で

の達成度というのがもう少し明確に言えたのではないかなというふうに思ったのですが。 

 ですから、実用化の見通しという項目をどのように分科会で実施していただくかということ

をもう少し事務局としてもお考えいただければというふうに思います。 

○渡部分科会長 この委員の先生方、結構、企業で半導体をつくっていらっしゃる先生方が多

くて、恐らく実用化ということを考えておられて、それに対して足るか足らないかという評価

であって、少しほかの案件と比べたら厳しい評価が出ているのではないかというふうに考えて

いますけれども。 

○吉原委員長代理 どうもいつも実用化というのは、どの辺をもって実用化と言うのか、分科

会によってそれぞれ意見が違って、そのたびに点数が異なってくるというのも若干良くないか

なという気もしますので、少し統一的に考える方法を考えるというか、しっかりとした方が宜

しいかもしれませんね。 

 ほかに何かございませんでしょうか。 

 それから、一つ少し気になったのが、承継されるＮＥＤＯ事業というのは、実用化が促進さ

れるというように評価報告書に書いてあるのですが、もう具体的に決まっているのでしょうか。 

○富田電子・情報技術開発部長 はい。この極端紫外線のプロジェクトにつきましては19年度

で終了いたしておりますが、20年度からＭＩＲＡＩプロジェクトという、別途、半導体デバイ

スの研究開発プロジェクトがございまして、そちらのプロジェクトのテーマの一環として、光

源高信頼化技術開発というテーマを新たに設定いたしまして、予定では３年間で、したがいま

して、20年度、21年度、22年度の３カ年でございますけれども、この３カ年にわたりまして、

光源のさらなる高出力化と、それから光源を高出力化する場合に、当然ながら集光ミラー、露
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光システム系にいろいろなデブリが付着して、それがミラーの性能を落とすということが問題

になりますので、露光システム全体の高信頼化という観点から、光源技術のさらなる深堀が必

要という考え方のもとで、現在、ＭＩＲＡＩプロジェクトの一環として既にスタートさせてい

ただいているところでございます。そのプロジェクトを通じて、光源の高信頼化、さらに高出

力化というものを実現していくということで努力をしてまいりたいというふうに思っておりま

す。 

○吉原委員長代理 どうもありがとうございました。 

 評価報告書には、承継されるＮＥＤＯプロジェクトによって実用化が促進されることが期待

されると書いてありますので、これはしっかりと実施していただくよう。頑張ってください。 

 ほかに何かございませんか。 

 それでは、ただいまいただきましたご意見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、本評価報告書については了承させていただきます。 

 渡部先生、どうもありがとうございました。 

 

④ 水素安全利用等基盤技術開発（事後評価） （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〉 

〈吉川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〉 

○吉原委員長代理 ありがとうございました。 

 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、先生方からご質問やご意見を

お願いいたします。稲葉先生。 

○稲葉委員 むしろ事務局に質問したいのですが、このプロジェクトリーダーを置かないとい

う基準はどういう基準でご判断されるわけですか。 

○竹下研究評価広報部統括主幹 これは各推進部が独自にプロジェクトに応じて決めるものと

いうことです。 

○稲葉委員 独自に勝手に決められるということですか。 

○竹下研究評価広報部統括主幹 はい。 

○稲葉委員 その場合、何ら説明はなくても構わないと。 

○竹下研究評価広報部統括主幹 それは、このプロジェクトについてどうであったかというの

は推進部のほうから説明いただけますか。 

○佐藤燃料電池・水素技術開発部長  
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 評価概要資料12ページの体制図をご覧いただきたいのですが、平成15年当時、これを立ち上

げた時点でして、水素関係の要素技術関係については、海外の機器類が先行しているというと

ころもあって、国内でまだやり切れないものを網羅的にこのプロジェクトの中に入れて始めた

ということがございます。車両関係につきましても、タンクから始まりまして安全弁、あるい

は液水を使ったらどうだとか、水素インフラに関しましても、圧縮機、充てん機、液体水素、

こういう形でございまして、これら全般をお一人のプロジェクトリーダーにお任せしてマネジ

メントいただくのはなかなか大変ではないかということで、我々としては、委員会の先生方に

全体のアドバイス等をいただきながら、ＮＥＤＯ側がこれらのプロジェクトの中で進めるべき

ものは進める、止めるべきものはやめるというような体制で進めさせていただいたところでご

ざいます。 

○吉原委員長代理 稲葉先生、よろしいですか。富田先生。 

○富田委員 これまた事務局への質問になるかとも思うのですが、先ほどの超電導もそうだっ

たのですが、これは参加者がものすごく多いですよね。私はバイオが専門ですけれども、これ

はこの分野の特徴になるのでしょうか。もし特徴だとすれば、今、稲葉委員がおっしゃられた

ように、やはり委員会形式ではうまく機能できるかどうかが心配なのですが、こういう特徴あ

る分野かどうかということを教えていただきたい。 

○佐藤燃料電池・水素技術開発部長 まず水素インフラ関係で言いますと、高圧機器関連のメ

ーカー群ということですので、そこをご覧いただければわかりますが、日立系あるいは三菱重

工系、それからそれぞれ個別の弁等の技術をお持ちの会社群というのが一つございます。水素

製造に関しましては、現状のところは石油あるいはガスの改質でつくるということで、石油・

ガス系の企業、それから貯蔵材料でございまして、高圧以外で効率のいい水素の貯蔵方法がな

いかということがありまして、ここは大学から始まりましていろいろな材料関係の幅広い分野

の方々が入っておられるというような形で、プロジェクトのスコープ全体をどこに置くかとい

う議論はあるかと思いますけれども、このプロジェクトは水素を今後インフラとして全体やる

ために必要なテーマを網羅するとこういう体制になったということでございます。 

○吉原委員長代理 平澤先生、いかがですか。 

○平澤委員 分科会長のご報告、それから検討内容というのは非常に適切だったというように

私は思うのですが、今、お二人の先生からもご意見があったように、これは典型的な設定の間

違いだというように思います。こういう課題こそ、プロジェクトではなくてプログラムでやら

なくてはだめ駄目ですよ。 
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 後に申し上げようと思いましたけれども、先ほど、美浦先生からご報告いただいた系統連

系円滑化蓄電システムのことに関しても全く同じ欠陥だというように思います。個別のプロジ

ェクトでやっていても、より大きな全体効果を見ていないとうまくいかないわけです。ですか

ら、これをひとつ事例としてよくＮＥＤＯで検討し直してほしいんですよ、マネジメントのや

り方として。 

 まず、例えば国際共同研究というフェーズがありますけれども、これはどこが責任で、どう

いう形でおやりになったのか。それから、その後の個別の課題について順次展開していくわけ

ですけれども、それらについては、今ご説明があったように、それぞれの委員会と申しましょ

うか、ご担当のところで処置されたのだというふうに思いますけれども、それら全体を統括す

るところは、機構図を見ても、経済産業省でおやりになったのか、経済産業省のどの担当なの

か、これは１年ごとに変わるなどして、全体統括なんかとてもできないですね。110億使って

いて、どういう効果を上げたのか、こういう点は、やはり事業展開の中の決定的な欠陥だとい

うふうに私思います。ですから、今ここで具体的なことを余り申し上げてもしようがないかも

しれないのですが、とにかくここで一つの事例として、どのようにすればこういう課題、課題

設定はうまく展開できるのか。回答は、プログラム型でやらないと駄目だということ、それで

プログラムも、これはかなり大きいプログラムですから、全体のディレクターというのがいな

いといけなくて、外部の人では多分務まらないだろうと思います。ですから、ＮＥＤＯの中に

プログラムディレクターを置いて、それでその人だけが判断するのではなくて、その人にアド

バイスするような委員会を構成しながら、適切にマネジメントしていくという、こういう体制

にでも変わらない限りうまくいかないだろうと思います。 

○吉原委員長代理 評価委員の先生、吉川先生も、それから今おっしゃった３人のこちら側の

委員の意見もみんな同じで、プロジェクトリーダーが置けないようなプロジェクトは少し考え

てくださいということなので、今後検討していただけないでしょうか、いろいろこれから提案

していくときに。 

 どうぞ。 

○架谷委員 簡単なキーワードですけど、古来、大軍に戦略なしと言いまして、大軍には戦略

がないのですよ。ですから、大軍をつくって戦略をつくるということり自体が基本的には無理

だと思うのですね。そういう場合は、今、平澤さんがおっしゃったように、やり方を変えない

とアプローチはできないと思います。ぜひ、それはお考えいただいたほうがいいと思いますけ

れど。 
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○吉原委員長代理 よろしくお願いします。 

 ほかにございますか。大西先生。 

○大西委員 今おっしゃったことに尽きるのですが、ただ、評価概要の中の14ページに、それ

に類することが書いてあるのですよね。ですから、これをピックアップすればと思いますが、

「長期にわたる水素技術開発のロードマップの中で、今回の事業による技術開発がどのような

位置付け、どのような重要性を持つのかについて明示する必要がある。」と書いてあるのです

ね。以前もたしか水素に関する技術開発のとき、同じようなことを申し上げた覚えがあるので

すが、水素って一体どのようにして、 終的にどうなっていくのかという中で、今実施してい

るプロジェクトがどういう位置付けで、ロードマップの中でここをここまでやらないといけな

いなんということが明らかになっていないというところを皆さん不安に思っていられると思い

ますよ。ここに書いてあるご指摘のとおりだと私は思います。 

○吉原委員長代理 どうぞ、平澤先生。 

○平澤委員 今のまさにそうで、評価概要の２ページのところに事業目標というのがありまし

て、その事業目標のところには、「燃料電池／水素エネルギーの実用化による新しいエネルギ

ーシステムの構築に資する事を目標とした。」、資することを目標にするというのは非常にあ

いまいであって、どのように資するのかということを目標に書かないと、大体評価にならない

ですよ。ですから、こういうことから始めて、これはプロジェクトとして落第の設定だという

ようにいわざるを得ないですね。 

○吉原委員長代理 どうぞ。ＮＥＤＯの方から説明したいそうなので。 

○佐藤燃料電池・水素技術開発部長 まず、前の平澤先生のご質問の中で、体制図の中では、

誰が責任をとるか明確にわからないということでございます。 

 はばかりながら、私、平成17年１月からずっとここの部を見ておりますので、平成17年以降

について、プログラムディレクターは私であるという位置付けでやらせていただいております。 

 私が来たときに、16年度末で６つのテーマをやめて、６つのテーマのやり方を変えたりはし

たのですが、なかなか全体まで大きく変えるまでは至らなかった点は反省しております。 

 それとあわせて、この水素安全というのは技術開発のほかに標準化という大きな枠組みで２

つあわせてプロジェクトを走らせていたのですが、17年度の際に標準化の部分は他のプロジェ

クトに回すというような整理はやらせていただいています。若干の改良はしたつもりではござ

いますが、至らなかったと思っております。それについては反省をいたしております。 

 それから目的の項、あるいはロードマップの件につきましても、燃料電池、水素のロードマ
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ップを初めて私どもの部でつくりましたのがロードマップ2006ということで平成18年段階でご

ざいましたけれども、ただ、平成18年段階では、水素関係のロードマップは燃料電池に比べる

と内容的には検討が足りなかった状況で、各プロジェクトの目標設定までに使えるまでには至

っておりませんでした。2008ということで、このプロジェクトが終わる段階でかなり技術開発

のロードマップとして使えるところまでつくりまして、後継のプロジェクトにおいては、それ

を生かしたプロジェクトの目標設定をさせていただいております。 

 それとあわせて、水素社会がいつ来るのかという、そのシナリオの共有化がやはりできてお

りませんでしたけれども、ようやく昨年来、業界を初め経産省等々の話し合いの中で、自動車

に関しては2015年に一般ユーザーへの普及開始を目指すということが一つの目標になりました。

したがいまして、後継のプロジェクト、2008年から始まっておりまして2012年まででございま

すけれども、2015年に普及を開始するために水素のインフラをどういうコストで整備をしなけ

ればいけないか、そのために５年間、今走っている後継プロジェクトでここまで技術開発をし

て、あと２年ないし３年は各企業のご努力もあって、コストに見合う程度のステーションを整

備するというようなシナリオである程度具体的な目標も設定して実施させていただいておりま

す。 

○吉原委員長代理 富田先生、よろしいですか。 

○富田委員 実用化のところと絡めて今おっしゃられたので、かなり良いとは思うのですが、

実用化というところは事業の概要のところにしっかりと書いてあるわけですよね、何をすると

いうのは。ですから、そのところでどこまでいったかでお話をいただければ非常によかったと

私は思うので、今回大変分科会はご苦労なさったと思うのですが、この文章を読むと僕にはよ

く理解できないのですが、やむを得ないだろうと思いますが、できれば書き換えたほうがいい

のではないかと思います。それは、多くのテーマにおいて実用化に向けて非常に明確になった

と、こう書いてある一方、後ろに行くと、「一方」と言って、少し問題散見ということで、一

体これはどういうふうに、本当にぱらぱらとしかうまくいかないのがなかったのか。先ほど来

話している全体のチームが仮にあったとして、その中で、そのチームとしてどこまでいったの

かという観点で見ればうまくいった。しかし、うまくいかない方もいらっしゃったという書き

方なのか、これに関してはいかがでしょうか。 

○吉川分科会長 先ほど申し上げたのですが、全体としては、私どもの評価としては要素技術

の開発はかなりのレベルにいっている。ただし、その中で具体的に私の思い違いがあるかもし

れませんけれども、例えば、要素技術の中でボイルオフの低減技術についてはまだ少し疑問が
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あるとか、それからハイブリッド貯蔵タンクについても多少まだ改善の余地がある、そういう

ことでございまして、おおむね要素技術に関してはかなりのレベルに達しているという評価と

しております。少し書き方が不明瞭で申しわけありませんけれども、そういう意味でございま

す。 

○吉原委員長代理 平澤先生、どうぞ。 

○平澤委員 今、佐藤部長からお話伺って大分事情が理解できるようになったと思います。私

はぜひ、佐藤部長にもっと大きな権限を与えて、それで佐藤部長の責任でこれらを展開する、

そういうシステムに変えていただきたいというふうに思います。 

 ＮＥＤＯの評価部にはそういうことを設計する能力があるだろうというアドバイス、能力が

あるというように私は思っていますので、よく両者でご検討いただきたいと思います。 

○吉原委員長代理 それでは、評価部と推進部両方に厳しい意見が出ましたので、よくそれを

考えていただいて取り扱ってください。 

 ほかに、今の水素安全利用等基盤技術に関してご質問ございませんでしょうか。 

 これで１つだけ確認させていただきたいのですが、評価の中で日本の水素エネルギー技術を

世界標準にするということをお書きになっていますね。日本の水素エネルギー技術のどこを世

界標準にするというのが具体的に進んでおられるのかというのは、少し漠然とした感じだった

ので教えていただきたいのですが。 

○吉川分科会長 いろいろあると思うのですが、要素技術のところで、例えばタンクの70MPa

の開発とか、それからやはりタンク、それからインフラ面においてかなりの進歩があったとい

うふうに私どもは評価しておりますけれども、少し書き方が悪かったかもしれませんけれども、

具体的にどの研究分野、あるいはどのテーマが世界レベルになっているかということは書いて

ございませんけれども、かなりの部分が国際的にかなり高いレベルである。その結果として、

国際協力とか国際会議の標準化等の会議においても、かなりのイニシアチブをとったものが日

本の技術として認められて世界標準になりつつあるというふうに私どもは評価いたしました。 

○吉原委員長代理 わかりました。どうぞ。 

○佐藤燃料電池・水素技術開発部長 具体的には大きく２つございまして、ＩＳＯのＴＣ197

の水素技術分野、ＩＳＯのＴＣ22のＳＣ21という燃料電池自動車の分野がございます。国内の

審議団体等と協力しながら、先ほど申しましたけれども、17年度に国際標準化の方は別でまと

めたプロジェクトとして走らせておりますので、そちらと協力して、それと当然のことながら、

自動車工業会等とも協力させていただきながら、我が国が国際標準化の中で主導をとれるよう
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な活動の支援をしております。 

○吉原委員長代理 これを幾ら一生懸命やっても、 後に標準にならなければ使えなくなって

しまいますので、非常に頑張っていただければと思います。 

 他にございませんか。 

 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まして、研究評価委員会のコ

メントとして添付させていただいた上で、本評価報告書については了承させていただきます。 

 吉川先生、本当にありがとうございました。 

 

⑤ 固体酸化物形燃料電池システム技術開発（事後評価） （資料 3-2-5） 

〈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〉 

〈恩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〉 

○吉原委員長代理 恩田先生、ありがとうございました。 

 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、先生方からご質問、ご意見お

願いいたします。稲葉先生。 

○稲葉委員 評価概要の13ページ、下から２行目で、「本プロジェクトでは横串的に管理・マ

ネジメントする体制が十分でない面が見受けられたが」と書いてありますけれども、これは具

体的にどういうことでしょうか。 

○恩田分科会長 プロジェクトマネジャーがいませんでしたので、そのテーマ間で十分な連係

がとられていなかったということでございます。 

○吉原委員長代理 これもまた同じように理由があるのでしょうか。 

○佐藤燃料電池・水素技術開発部長 体制図が12ページにございますけれども、先ほど、恩田

先生からもご紹介いただきましたが、 初立ち上げた時点は、コジェネレーションシステム開

発と書いてございますＴＯＴＯ、関電、三菱重工等、個別企業にシステム開発をお願いして始

めました。 

 平成17年度以降、信頼性向上に関する研究開発ということで、産総研の横川先生を始めとし

たグループに入っていただいております、16年度は、個別企業に並行的に委託しているという

形で、極論すれば、個別企業の進捗管理をしていたと思います。 

 17年度以降、信頼性向上の研究開発ということで、やはり基礎的な部分での解明がないと、

信頼性とかコスト、あるいは耐久性の見通しがなかなか立たないということで、ここのグルー

プの中にそれぞれ個別企業のデータ等を出していただくというような協力体制を築いてきてお
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りました。しかし、実際上、マネジメントの組織としては、誰をプロジェクトリーダーと置く

という形はとっておりませんでした。新規のプロジェクトについては、その反省を踏まえて、

信頼性のグループでリーダーを務めていただいた産総研の横川先生をプロジェクトリーダーと

いうことで、基礎基盤を横串に通すような形の体制で進めさせていただいております。 

○吉原委員長代理 ほかにございませんか。平澤先生。 

○平澤委員 例えば、コジェネだとすると、４つのタイプの違うのが同時並行的にやるわけで

すね。それで、この一つ一つに対しての研究開発資金というのは、ラフに言うとどれぐらいに

なるのでしょうか。全部まとめた額は出ているのですが。割算していくと、おそらく１億くら

いでしょうか。 

○佐藤燃料電池・水素技術開発部長 ４つのグループがそれぞれ1年当り１億円程度でござい

ます。 

○平澤委員 そんな程度ですね。この辺が少し微妙な訳ですが、各社から見れば１億でそうい

うシステムの開発を本気でやる気になるかどうかというようなこと、あるいはこれは伊東先生

に解説していただいた方が良いかと思うのですが、こういうタイプの中で、もし１億ぐらいな

らば、もう少しシステム開発というよりも、そこのタイプの中で問題になる要素技術開発に集

中した方が効果が上がったのではないかなというようにも思うのですが。そのように、単にプ

ロジェクトリーダーがいないというより、こういう同時並行でやっていくときには、国のお金

として 初は同時並行でもいいかもしれないけれども、だんだん絞って、よりタイプの望まし

いものにいくようにして、効率的に資金を使うということが必要になるのではないかなと思い

ます。これもご指摘されているとおりだと思いますが。全般的に見れば、やはりプロジェクト

のマネジメントに多少問題があったのではないかと思いますけれども。あるいは当初のこうい

う形でのプロジェクトの設定自身に問題があったという、そういうことかもしれないと思いま

すけれど。 

○恩田分科会長 少し補足させていただいて宜しいでしょうか。直接評価には関係ないのです

が、後でまた説明していただけると思いますけれども、私が知っている範囲で説明いたします。

特に現在のプロジェクトリーダー、横川さんのご意見ですと、やっぱりＳＯＦＣですと、材料

もかなり将来性があるので、何種類かある。つくり方も平板とか円筒とか、またたくさんあり

まして、現状では絞られる状況ではない。どちらかというと、それぞれの特徴を生かす意味で、

同時並行的に開発を進めて、それぞれ共通的な問題もございますけれども、特にセラミックス

でございますので、特に問題があるので、並列的にどんどん進めて、その中から強いものは生
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き残る、そんな進め方で今までは進めたいというようなことはおっしゃっていましたけれども、

当事者のほうでも少し補足があれば。 

○佐藤燃料電池・水素技術開発部長 ありがとうございます。 

 １点補足いたしますが、評価概要資料の５ページのところに、今、平澤先生からご指摘いた

だいた並行したものがあるのですが、その真ん中辺の下のほうに、ＭＯＬＢ形200kW級システ

ム、三菱重工業神戸造船所とありますけれども、その枠の一番下に括弧書きで書いていますが、

これについては途中でやはり成果の見通しが立たないということで、４件中１件は途中で打ち

切ってございます。 

○伊東委員 平板形とかチューブ形とかいろいろ代替性があって、今のお話だと、どれが将来

ＳＯＦＣとしていいのかというのがまだ絞られていないというお話でしたね。私の感じでは、

やっぱりＳＯＦＣは高温ですので、システムの発停が非常に厳しいことは間違いないと思うの

です。果たして国として、あるいはＮＥＤＯとして家庭用からコンバインドサイクルに及ぶ全

てのＳＯＦＣの研究開発を本当に手掛けるのがいいのかどうかという問題があると思います。

ここで家庭用の開発も色々やられていますけれども、ユーザーの需要量が非常に変動しますの

で、ＳＯＦＣにとっては正直いって厳しい点はあると思うのですね。その視点から、ＳＯＦＣ

に適正な機器規模は本来もう少し大型になると思います。ただし、大型の研究開発をやるとし

たらコストがかかり過ぎて、限られた予算の中でその辺がやはり難しい判断だと思います。国

としてＳＯＦＣのどのあたりの開発を狙っていけば良いのかという課題にアンテナをしっかり

張りながら判断し、予算を上手に使っていただきたいと思います。 

○吉原委員長代理 架谷先生。 

○架谷委員 今の伊東先生と同じ関連のことなのですが、例えば目標なら目標の効率が書いて

ありますよね。例えば、コジェネで総合効率80％以上、コンバインドで50％というようなこと

がさらっと書いてあるわけですけれども、私はこの辺の目標をもう少し精査してしっかり立て

ていかないと、ＳＯの特徴が生きてこないのではないかと思います。 

 ちなみに言いますと、ＭＣコンバインドでも55％以上の世界的な実績があるわけですよね。

ですから、当然ＳＯコンバインドだったら60％とか、せめてそれぐらいのことを書かないと、

何のためにＳＯをやっているのかという、つまり何のためにＳＯをやらなければいけないのか

というのが、ここ一つ見ても明らかではないのですね。 

 それから、規模も200kWもあれば10kWもある。それから20kWもあるとか、これいろいろやる

のは良いのですが、まさにおっしゃるとおり、一体規模をどうするかということによっても全
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然話が違うわけですから、もう一度その辺洗い直して、国として一体戦略をどうするのかとい

う、これは単にＳＯだけではなくて、エネルギー戦略全体にかかわってきてＳＯの位置付けと

いうことになるのだろうと思います。規模と目標とする性能ですね、コジェネではどれぐらい、

コンバインドではどれぐらいというのを、もう少し高くしないと話にならないのではないかと、

そういう感じがしますけれども、いかがでしょうか。 

○吉原委員長代理 恩田先生。 

○恩田分科会長 後でまた当事者から補足していただくことにいたしまして、 初、伊東先生

のお話ですが、実は、一部書いてありますけれども、円筒平板みたいに、円筒形を縦につぶし

て、平板形のようにして出力密度を上げるような事が今実証試験で動いておりまして、それが

皆様ご存じかと思いますけれども、固体高分子の燃料電池も今実証試験が動いておりますけれ

ども、ＳＯＦＣも実証試験が動いておりまして、結構負荷追随性も良い、ＳＯＦＣで１kWとい

うことで、１kW級でございますけれども、発電効率で40％ぐらい。家庭用に高効率発電所が来

たよというようなものが１kWでできておりますので、負荷追随性もしておりますので、つくり

方によったら、そういう優等生もいるというのが現状ではないかと思います。 

 １kWからこれから事業用の発電所で何万kWとか何十万kWまでどうつなげてくれるのかという

話ですけれども、先ほどの評価分科会で評価しましたように、あるいは実際にＮＥＤＯさんが

委託して実施した通り、やはりまだまだうまくいかない点が多々ございますし、特に一番大き

いのは、劣化率がやっぱり５年やって１割ぐらいの電圧の降下率でおさまりますよねというの

がまだクリアできていない。それも大きいのも小さいのもということでございますので、まず

はその辺をがっちり固めていただいて、家庭用あるいは事業用かわかりませんけれども、そう

いう基盤をもとにこれから１kWでも何万kWでもどんどん詰めてほしい。まだまだ耐久性が充分

でない状況にあるかと思います。 

 とはいえ、コンバインドサイクルで200kWというのが日本で、あるいはアメリカで動いてお

りますけれども、ＬＨＶでございますけれども、確かに50何％と、ガスタービン等と一緒に高

い効率が出ますけれども、やっぱり200kWでも結構トラブルもございますし、評価者の中でも

意見がありましたけれども、まだまだ実用のレベルじゃないという評価でございますので、ま

だしばらくおそらくＮＥＤＯさんを中心に手厚く援助していただかないと、世界の開発競争に

は及ばないのではないかなと思います。 

 それから、架谷先生の効率は確かにそう書きたいのですが、これを書きますと、すぐ次のプ

ロジェクトで満たさなくてはいけないものですから、この辺の解釈は私もよく分かりませんけ
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れども、実証機、そういう基本的なことを見させてくれるもの、あるいは原型機ですか、基本

的なものを見させてくれるものが、多分実証機、原型機という定義だと思いますので、余り高

く書きますと、後で実際の委託を受ける側がかなり苦労するのではないかなと思うので、そう

いう数字が書いてあるのかと思いますけれども、当事者の方、補足願えればと思います。 

○佐藤燃料電池・水素技術開発部長 当初10kWとか数十kW、これを単位にして少し組み合わせ

れば、数十kWの大きい方とか100kWぐらいで、要すれば、バイオガス等の市場に出せるのでは

ないかということで、ストレートにモジュールからシステム化という形でプロジェクトが立ち

上がりました。しかし、現状で言いますと、アメリカ製のＭＣＦＣが輸入されて、ある程度台

数が動いていて、その市場はそんな大きなものではないので、これから後期参入するのはなか

なか難しい状況になっておりまして、先生方がおっしゃる通りに、どこの大きさの部分で、ど

のコストぐらい、あるいはいつという見通しをもう少し詰めて議論しなければいけないと思っ

ています。一通りは整理したのですが、意思表示をできる程はまだ検討しておりません。その

部分については、今後検討していきたいと思っております。 

 それから２つ目で、形状の話は、恐らく大きさによって得手、不得手の部分があると思って

おります。今、恩田先生からご紹介いただいたものは、京セラさんがつくられたもので、700

Ｗ程度の家庭用コジェネということで今出されておりますが、それについては負荷追随性も高

いものです。ただ、毎日オン・オフはしておりません。極めて低い出力で、夜間も発電してい

る形で、温度は保たれているという状況でございまして、それで運転をしております。 

 ただ、比較的低い出力で運転しても、燃料全体のトータルの消費量で見れば、それなりの効

率は出ているということで、京セラさんは、実証事業のほうで補助を受ける形で今何台か動か

しているということでございます。 

 もう少し大きいほうになれば、その大きさによって当然熱のバランス、ほか機械的な、熱的

な課題等が出てくると思うので、ある程度絞られてくるのかなという感じはしております。そ

こも今後検討しなければいけないと思っております。 

 それから、 終的な事業用ということであれば、ロードマップの先のほうで言えば、ＨＨＶ

でも事業の自家発コンバインドで60％ＨＨＶというところは当然目指さなければいけないと考

えてございます。 

○吉原委員長代理 ありがとうございました。 

○菅野委員 非常に素人の質問なのですが、海外との競争といいますか、進んでいる海外に対

してこの事業を展開してどこまで迫ったかというような、どこを越したか、そういう評価はど
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ういう感じにまとめられるのでしょうか。 

○恩田分科会長 非常に広い分野でございますので、 近はアメリカが結構ＤＯＥを中心に研

究が盛んなのですけれども、やはり日本とかヨーロッパを意識して、それぞれ余り肝心なこと

は出さないので、正確な判断はできないのですが、しかし、結果だけはところどころ見せます

ので、そういう状況でいきますと、材料の面、あるいはＳＯＦＣの形状の面、あるいは先ほど

言いましたコジェネとしての発電効率、コンバインドサイクルでの発電効率ですとか、あるい

は運転時間等ございますけれども、それぞれアメリカ、日本、欧州で得意分野は多少違います

が、それぞれの分野で日本は遜色ないところへいっているかと思います。 

 去年10月にＳＯＦＣだけではありませんけれども、世界的な燃料電池の集まりがありました。

そこで、横川さんの材料の劣化の話のセッションがあったのですが、たまたまそのとき、三菱

重工のコンバインドサイクルがありましたので、両者で食い合ったところがありますが、かな

りたくさんの人が聞いていらっしゃいましたし、評価書の中にも書いてありますように、九州

大学ではショーバインショー賞とう、国際的な基礎的な研究でございますけれども、大きな賞

を頂き、私の個人的な意見としましたら、いわゆるトップレベルを走っているのは間違いない

かと思います。 

○吉原委員長代理 ありがとうございました。 

 なかなか厳しいご意見もありましたけれども、それでは、ただいまいただいたご意見を事務

局のほうでまとめまして、研究評価委員会のコメントとして添付させていただいて、本評価報

告書については了承させていただきます。 

 恩田先生、どうもありがとうございました。 

 

２．プロジェクト中間評価結果の反映状況について （資料 5、別紙） 

議事次第では、議題３であったが、『Ⅱ．議事 議題２』として扱うことに当日の委員会で変

更した。 

〈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（第１８回および第１９

回研究評価委員会で附議）の反映状況について説明〉 

○吉原委員長代理 ありがとうございました。 

 それでは、これは報告事項ですが、ただいまご報告のありました件について何か特段のご意

見等はございますか。白井課長、どうもありがとうございました。 

それではここで休憩とします。ご協力ありがとうございました。 
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＜休憩＞ 

 

３．プロジェクト評価について【報告】（資料 4-1、4-2-1～4-2-6） 

議事次第では、議題２であったが、『Ⅱ．議事 議題３』として扱うことに当日の委員会で変

更した。 

〈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〉 

○吉原委員長代理 それでは、ただいま報告のあった報告プロジェクトですが、ご意見等はご

ざいますか。 

○富田委員 意見については後で出すのでしょうか、それとも今日ですか。 

○吉原委員長代理 後日で結構です。 

○富田委員 後日意見出すのですね。用紙はいつ送られますか。 

○寺門研究評価広報部主幹 本日、電子メールで送付いたします。 

○吉原委員長代理 では、後日メールで送ってくださればと思います。 

 

４．「国の研究開発評価に関する大綱的指針」の改正に伴う評価実施内容の変更について（資料6、

別紙参考資料） 

〈事務局から資料に基づき、評価実施内容の変更について説明〉 

○吉原委員長代理 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまのご説明につきまして、要するに、評価のほうが若干変わったことにつ

いてご意見ございますか。平澤先生。 

○平澤委員 変更された中身については、これでいいかと思いますが、そのほかにも、まだＮ

ＥＤＯのほうで検討すべき指針の内容があろうかというふうに思っています。 

 それは、指針の中では、施策という枠組みになっているわけですけれども、これは前回ある

いは前々回からずっと議論している、要するに、プロジェクトの評価ではなくて、プログラム

の評価というのは、施策のほうの側に含まれているというふうに解釈していいのではないかと

いうふうに思っているのです。 

 それで、その施策の評価、つまりプログラム評価をするというときの事前評価は、できるだ

けというか、外部の意見を聞くとか何とかそういうようなこともあって、それで、ここでは制

度というところだけになっているのだけれども、もう少し制度化して個別プロジェクトを、そ
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の制度の中で展開したほうがいいというような課題については、制度を事前に評価するという

段階、つまり制度設計、あるいは言葉を変えれば、プログラム設計をするというところにもっ

と力点を置いて取り組むということが必要だろうというふうに思うのです。 

 きょうの水素なんというのは典型的なそういう点での欠陥があったというふうに言っていい

と思いますので、従来やっているプロジェクト型だけでＮＥＤＯの事業を展開するということ

に対して、この指針の見直しにあわせて内部でもう一度検討されるということを希望したいと

思います。 

 なお、文科省あるいは経産省でも、今のようなプログラムということを念頭に置いて、その

ように読めるような指針に今回変えたわけですから、それらも参考にされるといいと思います。 

○吉原委員長代理 ありがとうございました。 

 平澤先生ご指摘になったのは、プロジェクトだけの観点ではなくて、プログラムの観点も入

れた事前評価が必要だということですか。 

○平澤委員 そうですね。 

○吉原委員長代理 そういうことを少しこの中に入れられないだろうかということですか。 

○平澤委員 これはこれとしていいかもしれないと思いますが。 

○吉原委員長代理 将来的にということでしょうか。 

○平澤委員 そうです。さらに考えていくならば、ここで制度というのは従来の制度だけに限

定されたように考えているのですが、プログラムというのは、プログラム化された制度という

ような意味、つまり手順が明確になっている制度というふうに言ったほうがいいと思いますけ

れども、そのように考えてくると、どちらで位置付けても構いませんけど、制度をもっと手順

化するということを通じて、従来プロジェクトで展開していって不十分だった部分を拾うとい

う形にしてもいいし、あるいは施策という枠組みで指針がつくられている中で、その中の手順

化した制度というものを評価対象として設計の段階からつくっていくという、こういうふうに

位置付けてもいいかと思います。これはＮＥＤＯの中で十分ご検討されればいいかと思います

が。 

 いずれにしても、プログラムという概念なしに従来どおりプロジェクトでプロジェクトリー

ダーということだけでカバーしようとしても、こういう大きなお金を動かしていくものではう

まくいかないと思います。 

 もう少し言うならば、水素にしても、公募型の部分を本来なら持つべきだと思います。あれ

だけ多くの企業が関係するわけなので。説明責任とか透明性というような観点から見たときに
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は、そこで組み込まれなかった企業の側からは、かなり問題視するのではないかというふうに

思うのですね。これらはやはり公募するということを通して、それでそれに見合うような公募

の制度設計をちゃんと手順化してつくるという、こういうことを通してもっと妥当なチームが

つくれるだろうというふうに思います。 

 その点が、ここ数回私は非常に問題にしているＮＥＤＯの旧来の体制の改善点なので、指針

自身を変えていくということを通して、今のような点を新たに取り組めるようにしていくとい

う、こういうことが必要だろうというふうに思います。これは非常に大きな点ですので、評価

部だけでは結論を出せないと思いますので、事業部とよくご相談されるといいと思います。 

○吉原委員長代理 宿題をいただいたような形でしょうか。 

○竹下研究評価広報部統括主幹 質問ですが、これは、ＭＥＴＩのほうで大きな施策評価ある

いはプログラム評価という形で全体を評価した上で、個別プロジェクトを見ていくという形に

変わっていくと思うのですけれども、それとＮＥＤＯのプロジェクトとはどういうふうな関係

になるのでしょうか。 

○平澤委員 今のような関係ではもはやないというふうに私は思っています。ＭＥＴＩの担当

者よりも、ＮＥＤＯの先ほどの部長のように、長年その分野を見てこられた方のほうがはるか

に知識を持っておられます。ですから、ＮＥＤＯが下請をするのではなくて、ＮＥＤＯ自身で

プログラム設計をしていく、そういう体制に変えないといけない。 

 これは、経産省自身も当然了承される点だというふうに思います。経産省としてやらなけれ

ばいけないような課題というのは、もっと政策的な部分を多く含んでいるような話だと思いま

す。研究開発の中身に関係している部分というのは、ＮＥＤＯ自身が実力をつけてプロジェク

トをちゃんと管理できるようにしていく、こういうふうな切り分けをやるべきだというふうに

思いますし、私は経産省のしかるべきところでも、そのようにしていつも発言しているつもり

です。 

○小林委員 宜しいでしょうか。 

○吉原委員長代理 どうぞ。 

○小林委員 平澤先生のおっしゃっていることは非常によくわかります。ただ、おそらくＮＥ

ＤＯさんはこういう技術評価というのは、今プロジェクト単位でやっているので、これはこれ

でやらざるを得ないと思うので、それはそれでいいと思います。 

 今、平澤先生がおっしゃったことは、多分、プログラムというのがまず何なのかということ

で、プロジェクトを幾つかまとめた大きなくくりの中の、例えばエネルギーという政策の中の
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水素というようなものをどういうふうにプログラムし、さらにその中に個別のプロジェクトを

入れていくかという、そういう設計がまずないといけないということですよね。ＮＥＤＯさん

はまだそこまでいっていないから、プログラム評価という訳にもいかない。逆に言うと、それ

をどうやってつくっていくかというのがこれからの課題という、そういう理解をしているので

すが、そういうことでよろしいのでしょうか。 

○平澤委員 ええ、そういうことでいいと思いますね。 

 それで、特にＮＥＤＯの場合は、先ほどの系統電力の話もそうだったのですが、貯蔵の話も

そうだったのですが、要するに、非常に実用化に近いところをやるわけですね。そうすると、

実用化するための様々な具体的な知識を持ってマネジメントをしないと、方向性を間違えてし

まうわけですね。ですから、通常の企業の中での研究開発を考えていただいてもそうなのです

が、実用化に近いところをやるときには、マネジメントを担う側が中心になって、どれだけ予

算をつけるかとか、そういうふうにしてやっていくわけですね。研究開発の側が中心になるの

はもっと前のほうの段階ですよ。 後まで研究開発で中心になってやっていくというふうなこ

とはあり得ないわけですね、企業の中で非常に大きな資金を投入しなきゃいけないような、後

ろのほうのフェーズでは、社長を初めとした経理担当の重役とか、そういうところが組み込ま

れて、中身については事業部長とか、そういうのが中心になって詰めていくことになるわけで

すね。 

 国がやる場合でも、今のように公的な技術領域の場合では、やはり国の側がマネジメントの

中心にならないといけないわけですね。ここのところの認識が日本の場合は非常に弱いわけで、

ぜひ、これは頑張っていただきたいということです。 

○吉原委員長代理 どうぞ、富田先生。 

○富田委員 質問なのですが、本文では終了年次にやると書いてあるので、１年前にやるとは

書いていないですよね。ですから、これはかなり難しい判断だし、しっかりと評価をしなけれ

ばいけないので、そのあたりはどれくらいを見込んでいらっしゃるのかということ、もう一つ

は、先程の水素も話題になっていますが、他にもありましたが、プロジェクトを立てるときに、

あんなにたくさんの数を入れるというのはよほどでない限り実施してはいけないと私は思いま

すので、やはり少しそこのところを始めるときに考えないと、Ａ社が入るからＢ社も、Ｂ社も

入るからＣ社もというのでは少し良くないと思うので、それは直接これとは関係ありませんが、

評価に当たって後々影響引きますよというぐらいのことは言っておいたほうがいいのではない

ですか。 
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○寺門研究評価広報部主幹 では、１つ目のところから。まず、これは我々が制度設計するに

当たって、先生がおっしゃったように、評価をするタイミングはかなり考えました。具体的に

出た結論は、終了するのが翌年の３月として、１０月から、やや１月に入るか入らないかぐら

いまでで実施する。つまり、夏に実は翌年度の予算が確定するのですが、それが終わった瞬間

に実施しよう。ただし、その前の年度前の３月ぐらいから当然経済産業省さんのほうとのＮＥ

ＤＯの企画部門、推進部門で予算要求検討が始まりますので、そのころから我々は準備を始め

て、出た瞬間にこの研究評価委員会で設定する分科会を設定して10月ぐらいに実施しよう。そ

うすると、実施者の方も、ぎりぎり目途がついているかなということで考えています。ただ、

ＮＥＤＯの内部でもかなり議論はありまして、こんな時期に実施するのは、適当でないという

のも実はございました。ただし、そこは大綱的指針の改正が確定しましたので、これは非常に

良い、積極的な意味での指針でもありますので、ＮＥＤＯとしてはしっかりこれに対応しよう

ということで、内部で一応理解を得てやっていこう。ただし、先ほども申し上げたように、本

当に次につなげる意味があるプロジェクトに限ってまずやろう。当然すべてではないというこ

とは前提として考えております。これが１件目。 

 それから、今言われたプログラムに関してですが、全体としてＮＥＤＯの企画調整部あたり

がこの辺については宿題として負うものだと思っています。しかし、評価のセクションである

事務局としましても、実は、大きなプロジェクトになって、例えば制度がある。その後、ある

Ａテーマがあって、Ｂテーマがあって、Ｃテーマがあって、これが束ねられて１つのプロジェ

クトになっているといったときに、全体を評価するシステムが確かに必要です。しかし、それ

をすると、今までプロジェクトごとになされていた個別のプロジェクト評価が見えにくくなる

という難点があって、これをどうやって今カバーしようかということは実はもう１年ぐらい前

から悩んでおりまして、今は先生方に今日ご審議いただいたような個別のプロジェクト評価と

いう形でやっておりますが、今後何らかの形でもう少し上の大きなところからの、平澤先生が

おっしゃるようなプログラムという言葉になるのかはわからないのですが、そういったものも

一応検討はしていきたいなと思います。これからということでございます。 

○竹下研究評価広報部統括主幹 少し補足させていただきます。 

 この大綱的指針ができる段階では随分我々も実際の研究に支障を及ぼすのではないかという

ことで反対したのですが、決まってしまったということで、決まった以上は、ＮＥＤＯはトッ

プとして率先してやるべしということで上からそういう指示が来ましてやっております。ただ

し、全件じゃなくて、次につなげるようなものとなれば、年に数件かなというふうに思ってい
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ます。 

 それから、やる限りは事前評価の一環として使うということで、１０月ぐらいからフォーメ

ーションですとか基本計画をつくり始めますので、そのときに評価を実施し、先ほど指摘あり

ましたように、ステージゲート方式をやったほうがいいのではないかですとか、プロジェクト

リーダーが必要なのではないかというような指摘が多分あるかと思いますので、そういうのを

生かしていきたいというふうに考えております。 

○吉原委員長代理 富田先生がご指摘にあったように、スタート時の人数とか、そういう体制

についてもやはり平澤先生がおっしゃったように、施策全体の制度設計をきちんとすれば解決

していくのではないかと思いますので、どうかその辺、今後ともＮＥＤＯのほうには努力して

いただきたいと思います。 

○平澤委員 プログラムは常識的にファンディング機関の単位なのです。ですから、ほとんど

の国でプログラム概念を中心にしてファンドしています。日本だけがプロジェクト、もう少し

言うと日本の研究開発関連の部分だけがプロジェクトタイプで実施していて、これは非常に例

外的なのです。プロジェクトタイプでやるから、研究開発のターゲットというのは技術になっ

てしまうのです。技術がどのように後々使われるかということとは余り関係なしに、技術開発

だけをやるという、そういうプロジェクトになってしまうのですね。 

 一方で、先程の系統電力みたいに、何か使おうという、そういうターゲットを持ったとする

と、使うところまでをどういうふうに設計するかということが重要になるわけです。そちらの

ほうが重要になるわけですよ。ですから、私は２段階だと思っているのですが、 初、研究開

発の段階と、それからそれを実務の中に実装していく、公共的な技術だとすれば、社会に実装

するという言い方をします。その実装するプロセスというのが、日本は非常に弱いのですよ。

だから、個別の技術はできていても、全体のシステムは実現しない。あるいは企業を通して競

争するような、そういう分野でも、今のような欠陥というのは随所に見られるわけですね。そ

れを改めない限り、結局役に立つものにならないですよ。この点が、どこの外国のファンディ

ング機関に行ってヒアリングされても良いのですが、プロジェクトだけでファンドしているな

んというようなことはあり得ないのですよ。 

 もう少し言いますと、先ほどのように、プロジェクトの評価をしなければいけない、それは

当然ですよ。だから２段階になるのです。単位をまとめた評価をしていないから、後ろのほう

につながっていかないのですよね。当然、だから２段階になる。そのうちの後ろのほうが重要

であれば、プログラム化しておかないとうまくいかない。これは非常に当たり前の話ですよね。 
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 その際、これはＭＥＴＩとも相談していたのですが、小さい金額の場合のプロジェクトとい

うのは、それはある程度ファクツを把握するというぐらいで良いかもしれませんね。そういう

ものを１段階目でデータとして収集しておいて、それで主な評価というのは上の段階、２段階

目のところでやるという、こういうのが普通のやり方だというふうに思います。 

○吉原委員長代理 ありがとうございました。 

 本日、特に、エネルギーの蓄積システムとかそういうのがすべてこれに絡んできているので、

どうも避けて通れないようなご提案だと思いますので、どうかよろしくお願いします。 

 どうぞ。 

○架谷委員 ずっと気になっていたことなので、話を戻すようで恐縮なのですが、プロジェク

トごとにやっている場合に、評価で必然性という評価がありますよね。その評価というのは結

果を見ると、少しばらつきがありますよね。実はそこをもう少し顕微鏡的に拡大していくと、

何事かあるはずなのですが、実は今まで我々が余りそこのところをしっかりと着目しなかった

のではないかという気がするのですよ。少しそこを見直していただくと良いのではないか。 

 それから、中間でも事後でも同じ質問していますよね。本来、中間と事後は変わるはずがな

いのですよね。ところが、気がつくと、何となく変わっています。それはまことにおかしなこ

とだと前から少し思っていたのですが、今たまたまそういう話が出ましたので、一度その辺を

系統的に見ていただく中に、今言った議論の補強材料、つまり現実の分科会の各委員の方々が

感じておられる何がしか。本来なら3.0であるべきなのかもしれないのですが、それが微妙に

2.7ぐらいまで下がってくる、そこに何か疑義があるのだと思うのですね。その疑義が結構重

要ではないかという感じもするので、今さら評価委員としてそんなこと言っているのは、大変

まことに怠慢なような気もしますけれども、ちょっとそういうことを検討してみてはと思いま

す。 

○小林委員 今の先生のお話とも関係するのですが、平澤先生のプログラム評価をやるときに、

実は、評価側でそれをやろうとするとなかなか難しくて、まさにプログラムをつくるところが

重要なわけですよね。それには結局、国の戦略というのが、例えば、総合科学技術会議のレベ

ル、各省のレベルというところで決まっていくはずですよね。例えば、技術マップをつくられ

たり、ロードマップをつくられたりされている訳ですから、その中に必ずそういうものがビル

トインされていなければいけない。その中で出来るプログラム、プロジェクトにというのが本

当は美しい姿なのだと思うのですね。ところが、日本はそうはなくて、まずは評価から始まっ

てしまって、プロジェクトの評価。やっと逆に今こういうふうにきているので、多分そういう
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ふうに持っていくプロセスが非常に重要なのだろうというふうに思います。 

○吉原委員長代理 どうぞ、伊東先生。 

○伊東委員 お出しいただいた原案で、「事後評価」という名称を「終了直前評価」とか何か

他の名前も含めて検討したのでしょうか。やはり分科会を開いて、それから親委員会で確定す

るまで 低半年かかるので、事後評価という形で確定してしまうと、評価される方から見て、

ある程度矛盾を感じられる可能性は強い気がするのですね。プロジェクトの 後の段階になっ

てすごく頑張って成果が出るという可能性があると思います。そういう意味で検討はされたの

でしょうか。 

○寺門研究評価広報部主幹 まず、 終的な確定というのは、先生がおっしゃるように、パフ

ォーマンスが絶対評価が必要ですので、時間的なフェーズもございますが、先ほど10月から12

月と申し上げました。恐らくこの研究評価委員会にかけるのが３月、もしかすると評価が遅れ

ると９月になって、そのときにはもう事業の成果がほぼ出ていますので、その時点で事後評価

の前倒し評価が確定したということにはしたいと思っています。 

 おっしゃったネーミングにつきましては、実はいろいろと議論をしました。いろいろな案が

出ましたけれども、今のところは、類型としては事後評価の一環として事後評価の前倒し評価

であるということで、一応組織の中では落ち着いたということでご理解いただければと思いま

す。 

○吉原委員長代理 よろしいですか。何か無理やり納得させられちゃったような、そんなこと

はないですか。どうもありがとうございました。本当に貴重なご意見を幾つかいただきまして、

これからＮＥＤＯが大きな宿題を負ったのではないかと思います。 

 

5．今後の予定 

○吉原委員長代理 それでは、 後ですが、議題５の今後の予定について、事務局からお願い

いたします。 

〈事務局から次回の第２１回研究評価委員会の日程等の報告〉 

第２１回研究評価委員会 ３月２７日（金） 

○吉原委員長代理 以上をもちましてこの評価委員会を終了させていただきます。 

 長い間、ご協力ありがとうございました。 

－了－ 

 


