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産業構造審議会産業技術分科会第３１回評価小委員会

議事録（案）

【日 時】 平成２２年４月２１日（水）９：３０～１３：１７

【場 所】 経済産業省別館５階各５２６号会議室

【出席者】 平澤委員長、池村委員、伊澤委員、大島委員、鈴木委員、冨田委員、

中小路委員、吉本委員

（経済産業省出席者）

西本大臣官房審議官（産業技術・環境担当）、石川産業技術政策課長、

福田研究開発企画官

事務局：長濱技術評価室長、星野補佐 他

【議事次第】

１．技術に関する施策・事業の評価について（審議）

（１）情報通信機器関連分野（施策評価及び事業評価３件）

（２）クリーンコール分野（施策評価及び事業評価１件）

２．技術に関する事業の評価について（審議）

（１）高効率酸化触媒を用いた環境調和型化学プロセス技術開発プロジェクト

（２）高効率重金属処理剤研究開発

（３）高機能チタン合金創製プロセス技術開発プロジェクト

（４）バルク貯槽ガス回収システムの開発

（５）エネルギー使用合理化高効率抄紙技術開発

（６）エネルギー使用合理化ペーパースラッジ有効利用技術開発

３．その他

【議事概要】

○平澤委員長

どうもお待たせいたしました。

それでは、議事に入る前に、事務局から配付資料の確認をお願いいたします。

第３２回評価小委員会

資料３
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○事務局（技術評価室 星野補佐）

[配布資料の確認及び説明]

○平澤委員長

どうもありがとうございました。

それでは、早速でありますけれども、最初の議題、技術に関する施策・事業の評価に

ついて、２件ありますが、情報通信機器関連分野。これは施策評価全体、３件をまとめ

てご報告いただこうと思います。時間は 30 分であります。情報通信機器課の吉本課長

から御説明、よろしくお願いいたします。

１．技術に関する施策・事業の評価について（審議）

（１）情報通信機器関連分野

情報通信機器関連分野に係る技術に関する施策・事業の評価の結果について、情報通

信機器課の吉本課長から、補足資料１に基づいて説明を行った。

その後、質疑応答が行われ、その概要は以下のとおり。

○平澤委員長

細かくみていくと、いろいろ議論があるかと思いますけれども、この場は施策評価の

レベルということに一応焦点を合わせて、御質問等をお願いいたします。

○鈴木委員

短い質問とコメントで３つあります。まず１つ目は、成果を普及させるためのパテン

トプールのような仕組みというのは、どういう形で取り組まれているのでしょうか。

２つ目は、これはコメントなのですが、やはり施策全体の関係で、総務省との関係が

何も触れられていないのですが、経産省としては今後、それをやられるのでしょうか。

３つ目は、これもちょっとコメントなのですが、普及させる上でもっと調達の手段を

活用されるのも１つあるかなと思います。これは国際調達との関係もあって難しいと思

いますが、特に省エネルギー機能などは、そういう手法があるのではないかと思います

が、いかがでしょうか。

○平澤委員長

恐縮ですけれども、類似の質問等があるかと思いますので、委員から一通りコメント

や質問をお伺いしてから、まとめてお答えいただくということにしたいと思います。

ほかに、いかがでしょうか。

○吉本委員

簡単な質問が３点ほどございます。

１つは、ちょっと本質の問題ではないかもしれませんが、この３つの事業がＮＥＤＯ
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ではなく経済産業省直轄でやられた理由が何かあれば、お教えいただきたい。

あと最初のほうのセキュリティですけれども、国際標準化を当然目指している中で、

報告書にもありましたが、日本のＩＴ産業に対する世界的なプレステージというか、そ

ういったスタンスの位置取りが弱い中で仲間づくり的なところも必要かと思いますが、

他国を巻き込んで国際標準をとっていくという取り組みがどの程度あったか、教えてい

ただきたい。

３つ目は、２つ目のプロジェクトについてですが、応募者は大学が中心であり、ベン

チャー企業の参入がなかったという点、それから知財の取り扱い方に関して、今後の課

題になっているというのが少し気になりました。基本的にＩＰ取引のような設計を最初

から取り込まないと、なかなか産業化への仕組みがいかないかと思います。要するに、

設計のところを強化するだけだったら大学の延長のような気がするので、経済産業省が

取り組むに当たっては、なるべくベンチャー企業が入ってくる仕組み。そして、その結

果の知的財産の扱い、取引をどうしていくかというところまで、制度設計としては必要

だったのではないかとの感想をもちましたので、もし補足説明があればいただければと

思います。

○中小路委員

３つのプロジェクトについて簡単な質問なのですが、１つ目は、時間の制約上、深い

審査ができなかったというのが非常にインパクトのある評価で、それは一体どういう事

情なのかを教えていただきたい。

２つ目は、中間評価の際に評価委員からは、もう少しお金をふやして何かやってもい

いではということが書かれているように思ったのですが、中間評価の提言に対する対処

方針というのは、事後評価とは全然違い、もっと具体的にどうしていくつもりかという

ことが必要だと思うので、「今後検討し、進めてまいりたいと思います」ということで

はなく、一体どうするつもりなのか、２つ目のプロジェクトに関して具体的に説明いた

だきたい。

３つ目は、最後の提言のところにもありますが、このタイトルからすると、実際には

音声と言語に集中したといえばいいのかもしれないが、悪くいえばスケールダウンが否

めない感じがします。

その部分で、提言に対する対処方針で「⑥Ｄ評価の項目において、音声を有効に使い

こなすための方法論について検討をしており」とありますが、⑥Ｄについては、いただ

いた資料の中では言及されていないと思います。そうすると、42 ページに書かれてい

る大きな図で、事業の目的・政策的位置づけの中での音声というのは、その中の１つな

ので、そこのところをどのように説明されるのかという３点を質問いたします。

○伊澤委員

私はコメントなのですが、セキュア・プラットフォームの研究で 16 ページ以下の達

成度をみると全部達成し、事業あるいは波及効果も大変いいことがうたっている割に評
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価が低いということは、逆にいうと、このターゲットを設定するときに何か間違ったと

いうことが十分想定できます。資料を十分読んでいないのでわからないのですけれども、

何か資料全体を読んで違和感がありました。

○平澤委員長

ありがとうございました。

今の伊澤先生のご指摘の関しては、委員限りの補足資料１をみると、１人だけいい評

価をされる方がいて、その他の方はおおむね厳し目の評価をされています。それと同時

に、事業の目的・政策的位置づけの妥当性については、珍しく低いです。つまり、政策

的な位置づけについて、疑念というのが評価検討会委員の中にあり、そのため、達成は

していても、あまり評価できないという構造ではないのかと思いました。

補足資料にある２番目の課題についても、かなり評価が分かれているようですが、評

価検討会での意見の違いがどういうところにあるのかを、具体的にご提示いただければ

と思います。

私からはもう少し大きい枠組みについての質問がありますが、とりあえず委員からの

質問について、ここでお答えいただきたいと思います。よろしくお願いします。

○情報通信機器課（吉本課長）

では、私からお答えできる部分と、あと我々はどちらというとまな板の上のコイでご

ざいまして、まな板の上のコイが評価について発言するのもおかしいので、評価委員長

の藤村先生からも、コメントをいただければと思います。

最初の話でパテントの扱い、パテントプールの話がございました。現在 17 あるプロ

ジェクトの中で、パテントプールという形ですべてやっているということではなく、基

本的にはご承知のとおりバイ・ドール規定に基づいて、委託先である事業者のところに

原則ＩＰが行くという形でやっております。そして部分的にパテントプール的な運用が

望ましい部分については、そのようなことをやることもありますし、そうでない場合に

つきましては、そうでないという形で、必ずパテントプールをつくらなければならない

とか、そんな形での運用ではありません。

それから、総務省との関係ですが、これは仕分け等でご議論いただいておりますけれ

ども、基本的に今回ご説明した中で申し上げると、総務省は情報通信という観点で類似

のものがある可能性はございます。けれども、例えば半導体のような技術については基

本的に当省でやっておりますし、サーバに関するものについても、ハードウェアに随伴

するということで、当省でやっております。

全体的にいうと、プロジェクトを設定する段階で総合科学技術会議などが情報通信分

野について御議論、御評価をいただいた上で実施をしております。私どもの中の実施プ

ロジェクト間の連携についての宿題を評価検討会にいただきましたが、総務省で行って

いるプロジェクトと当省のプロジェクトは、スタート段階では違うことになっておりま

す。しかし、その後のプロジェクトの進展の中で十分な意思疎通ができているかについ
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ては、やや反省の余地があると思います。

３番目の調達については、おっしゃるとおりで、調達をもう少し戦略的に使うことが

できないかというのは、私どもの分野だけの問題というよりも制度全体、一般的なお話

かと思います。ヨーロッパなどでもかなり戦略的な調達方針などが発表されております

し、古くはＳＢＩＲとか、アメリカのほうで中小企業の調達なんかの制度もございます。

こういったものも参考にしながら、技環局のほうで全体的な検討がされているというよ

うに理解をしております。

それから直轄についての理由についてですが、本日ご説明した３点については、それ

ぞれ事業が始まる年度において、さまざまな事情があって直轄となったという、やや軽

易にまさるところがどうしても中心になってしまうのかもしれませんが、先ほどの２番

目の事業なんかをごらんいただきましても、典型的なＮＥＤＯで行うようなナショプロ

とは趣を異にしているということ。あるいは最初のものにつきましては参加する団体が

そんなに多くないということで、直轄で行った場合もＮＥＤＯのそこまで専門的な知見

を必要としない可能性があるということで、直轄で行っているという理解をしておりま

す。

標準化のところについては永遠の課題でございます。特に最初の事業のセキュア・プ

ラットフォームについてですが、例えば仮想サーバの技術ですが、これは Linux のコ

ミュニティの中に Xen（ゼン）という仮想サーバを取り扱うコミュニティがございます。

Linuxのコミュニティというのは、いわゆるＩＳＯとかＩＥＣといったデジュールの標

準化の団体ではございませんが、デファクトということで世界中のボランティアのソフ

トウェア技術者たちが、そこに技術とインプリメンテーションしたソースコードを持ち

込む。その性能をみんなで評価しながら高め合うというような、典型的なデファクトの

仕組みでございます。例えば仮想サーバ技術というのは、 その Linux のコミュニティ

で評価されない限り普及はおぼつかないというのが現実であり、実際に Linux のコミ

ュニティのほうに提案をして、世界でナンバー２のアクセスがあり、実際に採用もされ

るなど、いろいろなところで、今まさに試験運用がされているということでございます。

そういう意味では、国際的な仲間づくりをするために必要な、例えばサーバ技術では、

このコミュニティということを選んでおりますし、ここにある統合アクセス技術という

ことでＤＭＴＦ。これはこの技術分野では非常に求心力のあるデファクトの団体でござ

いますけれども、こういったところに提供しています。すべてのプロジェクトについて

同じようなコミュニティ、同じぐらい食い込めているかというところについては、もち

ろん評価し切れない部分があるが、標準化については、特にそういったところに配慮し

ながらやっています。

それから、時間の制約の中で深い審査ができなかったという点については、後ほど藤

村委員長から御報告をいただきます。

２番目のプロジェクトについての中間評価について、具体的に今後どうしていくのか
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については、担当からご説明させていただきます。

○質疑対応者

情報通信機器課の小竹でございます。

ご指摘ごもっともでございまして、これまでの体制が不十分ではなかったかといった

点については、現在、実施者でありますＳＴＡＲＣと、日本の半導体ベンチャーの協会

である日本半導体ベンチャー協会。こういった新規のＩＰを実用化に結びつけるノウハ

ウをもった団体である外国系半導体商社協会、ベンチャーに対して半導体設計ツールの

貸し出しを行っているふくおかＩＳＴ。それから、大学で半導体の設計ツールの教育を

やっておりますＶＤＥＣ。こういったところにも、今後どういった体制で行っていくか。

どのように改善ができるかということを検討していただく集まりをつくらせていただ

き、そこで具体的に検討しているところでございます。今現在、検討中ということでご

回答させていただきました。

以上です。

○情報通信機器課（吉本課長）

それから、スケールダウンという印象が否めないとのことですが、確かに気宇壮大な

プロジェクト名に対して実際にやっていることは、かなり細かい技術だというような印

象をおもちだということでございます。そういう意味では、確かにナショナルプロジェ

クトとして年間３億ぐらいの予算規模というのは、決して大きいほうではございません

が、現実的な問題について一個一個、細かく対応したと言うことです。音声認識の技術

というのは、ある程度は進んできており、実際に製品のほうに実装していっております。

特に最新のカーナビなどは、運転しながら手を離してボタンを押すのではなく、音声

による指示などにも実際に使われており、これは一個一個の課題解決に向け、かなり技

術として進んできているため、一つ一つの課題がやや小さいと感じがどうしてもありま

す。逆にいえばタイトルを気宇壮大にすればするほど、いろいろなことをちょっとずつ

インクリメンタルにせざるを得なくなってしまったということがあったのではないか

と思います。そういう意味では、もう既に終わってしまったプロジェクトでございます

けれども、プロジェクトの運用の際に、もっと技術的にチャレンジングなことを大くく

り化してやっていこうといったことで、今後進めさせていただきたいと思っております。

引き続き藤村先生からお願いします。

○質疑対応者

評価検討会の座長を務めさせていただきました東京工業大学の藤村でございます。

先ほど中小路委員から、深い審査ができなかったのはなぜというお問い合わせなので

すけれども、確かに物理的に時間がなかったというのもあるのですが、この中で対象と

して直轄３事業ではなく、総合政策のほうについてです。こちらは最初に課長からみせ

ていただいたように、非常に多岐のプロジェクトがございます。個々のプロジェクトに

関しては、それぞれ既に評価を受けておりますが、私たちのところで包括的な方向性と、
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全体の課題のバランスというものに関して評価はできたのですが、その中で、資料の中

からみると、これは最初の総合コメントにありましたが、一部ダブっているようにみえ

るところもあります。またそれぞれの評価、それぞれのプロジェクトの関係がどうなっ

ているのか。単に数のバランスとテーマのバランスというのはわかりますけれども、も

う少し、それぞれの関連性、リンクの具合といったところまではみることができません

でしたという意味です。

ですから、それが最後のコメントのところで、そういったところをもう少し評価して

考えていく工夫が必要ではないかということが、評価のコメントとして出ているわけで

あります。

続きまして、伊澤委員からのセキュア・プラットフォームについて、達成度が高いの

に、なぜ評価が低かったのかというお話ですが、これは評価のときに我々のところで言

ったのは、当初の目的に対して何％できたから良いということではなく、スタートして

から終わるまでの間に社会情勢の変化、その他いろいろあります。ですから、その中で

適切に対応できたのか。つまりそもそもの目的から、社会情勢からいって達成が難しく

なった場合は、それに対する適応性がとれたのかということが重要であり、最終的に達

成度が低くなったとしても、その間に変わった要件に対し、しっかりフォローができて

いれば、高く評価すべきであるという観点でありました。

そういった意味で、セキュア・プラットフォームの場合は、途中で競合技術が出てき

ており、それに対する追従性とか、対応というのが余り十分とれていなかった。したが

って、このままではどうもガラパゴス化ということになりかねない。また技術の達成度

というのを強調されたのですが、それが新たにできた競合技術に対してどのような関係

にあるのかといった説明がなく、初めの計画どおりに進んでしまったという点があり、

達成度は良いのだけれども、方向性という意味で問題があったのではないかというのが、

当初の評価が低くなった理由でございます。

○平澤委員長

委員の方から個別の評価検討会での評価に関しての意義とか、もしそういう点があっ

て、追加の質問があればご発言いただきたいのですが、よろしいでしょうか。

○吉本委員

先ほど競合技術の登場による環境の変化というところは、私が質問させていただいた

背景で、国際標準は表面上、こういう活動が、コミュニティの中でのプレステージが高

まっているということなのですが、それとかなり表裏一体の関係にあると思うのです。

そういうこともあって、今後、大丈夫なのかという意味合いもありご質問させていただ

いたので、今の先生のご説明と先ほどの説明は、私の中ではしっくりしないものがあり

ます。競合技術の登場において、今後は国際標準的なところをとらないと何の意味もな

いと思います。今はいくつもの標準が並び立つ時代なので、その中でどのように使われ

るのかという道筋はいかがでしょうか。
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○質疑対応者

セキュア・プラットフォームのプロジェクトリーダーをやっていました山口です。

多少誤解があると思うのですが、 Xen のコミュニティも、 Linux のコミュニティも

国際標準としてソースが出ていく段階というのは、幾つかの競合技術を含めて、その中

で協議をして一本のソースコードにまとめていくという作業を行います。すなわち標準

化という意味では、いろいろな競合技術が出たときに我々がそのまま突っ切っていくわ

けではなくて、他のグループとちゃんと１年もしくは１年半かけて一本の技術にまとめ

ていくということを現実にしていくわけです。

今回のセキュア・プラットフォームで出た技術は、当初の開発の大きな目標の中で出

てきた技術と、他のグループから出てきたものをちゃんとマージして、一本化していく

ということをやっています。その中でＳＰＦから出てきた技術というものが半分以上残

って Linux に入ってきました。それから Xen のコミュニティでは今のＳＰＦで開発し

たものが、他のグループが生んだものを吸収して一本にまとめていくことでコアをとっ

ていっているわけです。

その意味では、結果として今度の新しい Linux のソースコードにも我々の成果が入

りますし、Xenの中でも我々がコントリビューションしたコードというのが入ります。

さらに、それらを決めていく XenのアドバイザリーにもＳＰＦグループが入りますし、

セキュリティの領域で、国内ではほとんど聞かれていないと思いますが、ＤＭＴＦとい

う海外のデータセンターやウェブサービス事業者の標準をつくっている団体ですが、そ

こでもセキュリティマネジメント、権限のマネジメントのところでの標準の編集に携わ

っていくというのは、これからもやっていけるわけです。

つまり、技術とこれからの技術の方向性というものを両方管理していくことが、最終

的な成果としてこのプロジェクトで得られたわけで、国際的な環境変化に対しては評価

検討会側の意見はありますが、実施側としてはかなり追従を積極的に行ったという構造

であり、国際的な仲間もたくさん生まれたと理解しております。

○平澤委員長

ありがとうございます。

個別の評価検討会での評価に関しては、特にコメントを付加する必要はないかと思い

ますが、その上で施策評価という観点からみたときに、さらに幾つか追加のご質問があ

ればどうぞ。

○質疑対応者

第３番目のプロジェクトのリーダーの東京工業大学の古井と申します。先ほどのご質

問の件で、経産省の方から十分お答えいただけなかった部分がありますので、申しわけ

ありませんが、補足させていただきます。

１つは、総務省との関係です。御存じだと思いますが、内閣府と総合科学技術会議が

主導する社会還元プロジェクトというものがあり、そこでは総務省のＮＩＣＴと私ども
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経産省のプロジェクトが協力してやってまいりました。私どものプロジェクトが終わり、

その成果はＮＩＣＴに引き継がれることになっております。例えば私どもが開発いたし

ました音声認識のエンジンは、現在、ＮＩＣＴが開発中の音声翻訳システムのエンジン

として使われます。私どものプロジェクトで、私がイギリスから連れてきた研究者がＮ

ＩＣＴに移り、そちらでエンジンをさらに強化することになっております。

それからインターフェイスと音声のスケールの違いですけが、インターフェイスは全

体の公募のタイトルでありまして、そこにたくさん公募があり、音声だけが採択された

ので、こういう形になっているということでございます。

以上です。

○平澤委員長

どうもありがとうございました。

政策展開の構造に関連して、幾つかコメントを申し上げておきたいと思います。Ａ３

横長の資料ですか、その中に大きい絵があり、それを見ていて、しっくり来ない点があ

ります。当然経済産業省の枠の中だけの話だということもあるのですが、情報通信とい

うのは、今ご質問があり、お答えもありましたように、さまざまな連携がないと実用的

になっていかない。特にそういう種類の領域だと思うのです。

そこで、例えばアメリカのＮＣＯ（ナショナル・コーディネーション・オフィス）の

ＩＴ。ナノとＩＴに関しては、特別にそういう連携を図る部署、組織をつくって、それ

で展開をしているわけですが、そこで挙げている項目の幾つかの中に、この中では出て

きていないのがあるわけです。例えばインターオペラビリティというのは非常に重要な

項目として挙げられていますし、通信との一体、インテグレーションということも４つ

ぐらいの中の大きな項目として挙げられています。つまり政策展開の構造として、ニー

ズ側とシーズ側の中間に、この領域の特殊な機能というか、実現しなくてはいけない機

能的な概念でまとめた中間まとめというのがあり、そこから両側に展開していくとうま

くつながっていくというような構造をアメリカの場合はもっているのではないかと私

は思っています。

ですから、トップダウンとボトムアップだとつながらないことがあったり、途中で発

散してしまってわけがわからなくなってくるような部分というのを、中間的にとりまと

める構造が必要ではないかと思います。これは府省連携の中で解決すべきで、今度アク

ションプランをつくるところである総合化学技術会議で、各省から持ち寄ったものを概

算要求をつくる前に一度検討することになっているので、そういう場でもう少し統合的

な話、政策的な構造をぜひつくっていただきたいというのが１つです。

もう１つは、今回、非常に興味深かったのは３つの展開の方式といいましょうか、政

策展開の方式というのがそれぞれ違っており、技術研究組合があり、企業に委託をして

展開するというものもあり、大学の場合もある。委託をしただけではどうもうまく展開

できなかったので、いわば外部フォーラムのようなものをもう少し強化して、展開した
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らどうかというようなお答えもあったかと思います。つまりＮＥＤＯなのか、直轄なの

かということももちろんあるわけですけれども、展開しようとする政策の内容に合わせ

てどのような構造や組織体制で展開するのがいいのかということを検討されて、適切な

方式をとられるということを期待したいと思っています。ここのところはさまざまな工

夫が必要になってくるわけで、ぜひ大胆に創造的に組織化をして、内容に見合った体制

をつくっていただければと思います。

私からのコメントというのはそういうことですが、今のコメントに対して何かご意見

等おありでしょうか。

○情報通信機器課（吉本課長）

ありがとうございます。おっしゃったとおりでございまして、トップダウンとボトム

アップの図。技術に関する施策全体の評価というのは経済産業省でも初めてというよう

に伺っておりまして、そういう中で、こういった１つの試みとしてトップダウン、ボト

ムアップの結びつきみたいなことをやってみたのです。

正直申し上げまして最も事業数の多いところでこういうことをやってみると、どうし

てもうまくつながらず、そういう意味では、まさにおっしゃいましたように、こういっ

たところをどうつないでいくのかという仕組みづくりみたいなことは、より真剣に考え

ていかなければいけない。

さらにそういうところで、これは省庁間だけの問題なのか。あるいは分野間をまたが

る問題なのか。いろいろな角度から、ここら辺のややスパゲッティのようになっている

部分をどうするかというところが１つ、今後のあり方のヒントを与えてくれたのかなと

思っていますし、私がコメントすべきことかどうかわかりませんけれども、私どもの課

だけでというよりも、政府全体といいますか、少なくとも経済産業省の中では、いただ

いたご指摘というのを今後に生かしていきたいと思います。

○平澤委員長

ありがとうございます。

日本の総合電機メーカーが 80 年代後半ぐらいにつくり上げたシステムというのは、

研究体制として、今私が申しましたような事業部と、それからコーポレートレベルの中

央研究所に相当するものとの間をつなぐ部分をどうつくるかということを各社は非常

に工夫をされたわけですけれども、その中でかなり成功した部分というのは、機能の名

称でつくった中間的な研究所群というのがうまく機能したということもあり、またアメ

リカでやっているやり方も、それに類するような話ではないかなと思っているわけです

けれども、そういうことをぜひいろいろご検討いただきたいと思います。

そのことと同時に、今度は具体的に展開する体制というのが、中身に見合った組織体

制というのを大胆に設計なさっていいのではないかなと思いますので、この辺も存分に

ご検討いただければと思います。

何か追加的なことはありますか。――大分時間を過ぎておりますので、この課題につ
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いてはこれだけにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

それでは、個別の評価検討会については、この委員会としては特段の意見なしという

ことにさせていただこうと思います。施策評価に関しては、幾つかのコメントをまとめ

てつけさせていただこうと思います。どうもありがとうございました。

［→→ 本委員会としてのコメント追記。］

○平澤委員長

それでは、２番目はクリーンコール分野であります。 石炭課の國友課長、よろしく

お願いします。

（２）クリーンコール分野

クリーンコール分野に係る技術に関する施策・事業の評価の結果について、石炭課の

國友課長から、補足資料２に基づいて説明を行った。

その後、質疑応答が行われ、その概要は以下のとおり。

○平澤委員長

どうもありがとうございました。

ご質問、コメント等ありましたら、いかがでしょうか。もし委員からないとすれば私

からコメントというより、今のプレゼンは非常によくできていまして、ようやく施策を

評価する枠組みというのがご説明されたと思っております。どうもありがとうございま

した。その上で委員からのコメントにもありますように、石炭というのは日本にとって

は非常に不利な状況にあると思いますが、エネルギー全体から考えると、ご説明があっ

たように非常に重要なものであり、開発輸入というタイプになるわけでしょうけれども、

掘って持ってくるというのではなくて、向こうでつくったものをもってくる。高付加価

値化してもってくるといったような、そういう構造になるのかなと思っているわけです。

そういう観点からみて、さらに何か戦略的にポイントを絞ったほうがいいと思われてい

るようなことがあれば、このプロジェクトに関係なく追加してご説明いただければと思

います。

○石炭課（國友課長）

日本ではほとんど石炭を生産してございませんので、石炭を改質する技術の商用化の

場所というのは当然資源国になります。そうしますと、先ほどあまりご説明しませんで

したけれども、資源国の産業構造をきちんと理解してやらなければいけないと思ってお

ります。
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ですから、例えば発電につきましても、国営の電力会社が公共事業として電源開発を

するところもございますし、海外からの民間資金をＩＰＰへの投資として受け入れて電

源開発をする国もございます。さらに発電所を造るプラントのメーカーという点におき

ましても、メーカーの育成に熱心な中国やインドのような国と、例えば先進国でもオー

ストラリアのような、メーカーがなくても海外の技術を受け入れるような国とでは全く

産業構造が異なります。

そうすると相手国の産業構造によって、日本の投資家も電力会社の場合もあるし、メ

ーカーの場合もあるし、商社の場合もある。そういうものと組み合わせた日本の技術力、

さらには資金力を十分に生かした国別の技術移転戦略を、フレキシブルに考えていくこ

とが必要だと考えております。

○平澤委員長

どうもありがとうございます。

○池村委員

18 ページに図がありますパイロットプラントは、今回の事業でつくられたプラント

だと思うのですが、時限の限られたプロジェクトで比較的大型の装置を作成し、その資

産が残るタイプのプロジェクトの場合、プロジェクト終了後、残った資産の使用につい

てのフォローアップについてお聞きします。残った資産を生かしていくということは、

すべて実施の民間企業に任せることになるのでしょうか。国とし残った資産の取り扱い

について、どのような方針やお考えをお持ちでしょうか。

○石炭課（國友課長）

まず、この制度は補助金ですから、事業主体は民間側にございますが、補助金の対象

物については補助金交付要綱に基づき管理させていただきます。ただし、このようなベ

ンチプラント、パイロットプラントの場合、プロジェクトが終わると撤去するようなこ

とがままあります。

本プロジェクトの場合は、これから海外に技術を売っていこうとしておりますので、

国内において海外の石炭をここでもう一度試験してみたり、さらには海外の投資家にこ

の技術の良さを示す上でのショールームとして、非常に重要なプラントでございます。

したがって、このプロジェクトの場合、ここで参加している民間企業は、このプラント

は撤去せずに今後とも使っていくこととしています。

○平澤委員長

ありがとうございました。

90 年代に今のようなことで、当時の大蔵省は管理のために撤去して持って帰れとい

うことでした。それに比べると、多少進んでいるのかなと思いました。

では、時間が限られていますが、手短にお願いいたします。大島委員、どうぞ。

○大島委員

施策ということで非常に興味深く聞かせていただき、また非常にクリアに目的意識も
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述べられていました。長期的に世界を見据えて技術開発も含めて事業を展開するという

ことですが、世界的な動向に対して、この事業がどのような位置づけにあるかというこ

とが含まれると、さらに効果が非常に明確になるのではないかなと思います。コメント

です。

○石炭課（國友課長）

重要なご指摘だと思っておりまして、特にここで出てくるプロダクツというのは、石

油及び天然ガスと同種のものでございます。ですから、競争相手は既存の天然ガスであ

り、石油化学産業のものでございますから、それとの経済性評価はもう実用化を考える

上で避けて通れません。

そうすると、天然ガスや石油化学産業の動向というのは極めて重要でございます。で

すから、これらの値段が高くなって、一方で石炭が安ければ、こちらの経済性が出てく

る可能性もありますし、シェールガスのような、これまで使えなかった天然ガスが出て

きて値段が下がりますと、逆にこの技術の競争力が失われるということにもなりかねま

せんので、その辺の経済動向を十分加味した形で民間は投資を考えますし、我々も国と

しての支援を考えていく予定でございます。

○平澤委員長

では、鈴木先生。

○鈴木委員

スライドの 13 枚目に、過去のプロジェクトで実用化されなかった経験をご説明され

ていましたが、例えば今回、評価対象になっている事業は３分の２補助率ですよね。過

去の事業はどうだったのかという話と、それからもっと民間負担を上げれば事業化につ

ながりやすいのではないかというお考えは、どうでしょうか。

○石炭課（國友課長）

ご指摘は結構正しいところがあると思っています。まずここの褐炭液化、瀝青炭液化

を開始したのは 1980 年代でございます。石油ショック以降のエネルギーセキュリティ

に国民感覚として、政治も非常にセンシティブになった時期でございまして、このよう

なプロジェクトにオールジャパンとして取り組もうということで、メーカーが数社集ま

りやってきたものでございます。必ずしも実用化の見通しがその段階で確実にあったも

のではないということで、こちらは 100％、国が負担をさせていただきました。

本日ご説明したプロジェクトは３分の２の補助金でございますが、民間としての負担

を入れることによって、民間も投資リスクを評価することになります。実用化までのリ

スクを民間企業も負う覚悟があるというプロジェクトを採択する上では、極めて効果的

なのは補助率を入れるということだと私は理解しております。

○平澤委員長

よろしいでしょうか。

それでは、最後にごく手短にお願いします。
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○吉本委員

せっかくなのでコメントなのですけれども、とにかく非常にわかりやすい資料とプレ

ゼンだと思いました。エネルギーに関する施策評価というのは、日本はあまり資源がな

いだけに国がコミットする意味性が非常に強いと思うのです。

今後、これを外交のキーとしてどう生かしていくのかというところは、まさに先ほど

の資源国の産業構造を理解して個別の、産油国のほうにもつくっていくのだと。まさに

そういったところもさらに盛り込んでいただいて、だからすごい力強い資料かなと思い

ましたのですが、こういう形で説明していただけると本当にありがたいなと思いました。

ありがとうございました。

○平澤委員長

どうもありがとうございました。

石炭関連、今まで随分やりましたけれども、全くさま変わりして我々が望むような形

でプレゼンをしていただきまして、どうも本当にありがとうございました。

それでは、今の課題については、評価検討会のご評価のとおりということでよろしい

ですね。どうもありがとうございます。

[→→ 原案通り了承。]

○平澤委員長

では続けて、今度は技術に関する事業の評価。個別のプロジェクトというわけですが、

最初は２件あわせてご説明いただくということになります。「高効率酸化触媒を用いた

環境調和型化学プロセス技術開発プロジェクト」と、「高効率重金属処理剤研究開発」

です。ご説明は化学課の機能性化学品室の福田室長から、よろしくお願いします。

２．技術に関する事業の評価について（審議）

（１）高効率酸化触媒を用いた環境調和型化学プロセス技術開発プロジェクト

（２）高効率重金属処理剤研究開発

（１）高効率酸化触媒を用いた環境調和型化学プロセス技術開発プロジェクト及び

（２）高効率重金属処理剤研究開発に係る技術に関する事業の評価の結果について、化

学課機能化学品室の福田室長から、補足資料３及び補足資料４に基づいて説明を行った。

その後、質疑応答が行われ、その概要は以下のとおり。

○平澤委員長

どうもありがとうございました。

時間が非常に押しているので簡単に、もし質問があれば。大島委員、どうぞ。
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○大島委員

１番目にご紹介いただきましたプロジェクトに関してですが、実施者が高効率酸化触

媒技術研究組合であり、括弧にあります会社が参加されているということだと思います。

質問は２つあります。行う内容が５点あり、この開発事項に対して誰が、どのような形

で行ったのか。また、それと 13 ページに書かれている研究開発マネジメント・体制等

の分室との関係がわかりにくいので、ご説明いただきたいということが１点目です。

２点目は、10 ページにあります今後のことで、どなたが実際どのような形で行って

いるかという事項とも関係していますが、課題がクリアにされていないということです

が、今後、これらの課題はどなたが、どのような形で行っていくかということです。

○化学課（福田室長）

ご指摘の 10ページ目をごらんいただきますと、上から５つ並んでおります。アノン・

アジピン酸、それからシクロペンタノンは、それぞれダイセル化学が現に今製品として

供給しているものですので、ここに応用するということでやってきました。３つ目、テ

レフタル酸は三菱化学です。メチルエチルケトンは丸善化学。 tert-ブチル安息香酸は

扶桑化学でございます。

体制図のほうでいきますと、四日市分室は三菱化学の四日市分室、千葉分室というの

は丸善化学の千葉分室、京都分室というのは扶桑化学、姫路分室はダイセル化学という

形でございます。いろいろな考え方がありますけれども、今まさにメインで事業をして

いるものに対して、その工程を効率化するためにというのが目標であったので、それぞ

れ今事業化しているものについて、その工程をさらに効率化するところにＮＩ触媒を使

ったという考え方でございます。

したがって、同じく 10 ページの線図でいきますと、当然のことながらさらなる課題

の解決というのは、その会社が中心になります。ただ、触媒の部分については石井先生

とも、組合は解散しましたけれども当然つながりはございますので、アドバイスをいた

だきながら、また先ほど出てきました他社への公表というのもしましたけれども、こう

いったところでタッグを組んだほうがうまくいくというところがもしみつかれば、そう

いったところとも組んでやっていくということになると思います。

○大島委員

コメントなのですが、実施体制が少しわかりにくかったので、スペシフィックにどの

項目に対して、どの会社が行っているかということが明確であれば、それを加えていた

だいたほうがいいのではないかと思いますので、よろしくお願いいたします。

○化学課（福田室長）

わかりました。ここはちょっと難しいところで、組合員が集合体になっている組合で

すので、そういう形で書いたほうがいいのか。今後気をつけたいと思います。

○平澤委員長

今の点は報告書の中では触れてありますか。
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○質疑対応者

わかるようにはなっております。

○平澤委員長

では、そういうことでいいかなと思います。――どうぞ。

○冨田委員

大変すばらしい触媒だと思うのですけれども、有機触媒なので結構コストが高いので

はないかというのと、あと触媒の寿命と、使った後はどのように処理するのですか。

○質疑対応者

おっしゃるように有機触媒でございますが、使用量はみんな ppm オーダーの量を使

っております。だから、大部分は回収ということはやらないで使い捨てといったような

形です。それから触媒自身は普通の試薬会社で売っておるものでして、無水フタル酸と

ヒドロキシルアミンから簡単につくれるものなので、触媒コストが問題になるようなプ

ロセスにはなっていないように思います。

○平澤委員長

では、最後に池村委員。

○池村委員

高効率の触媒についてですが、技術自体は大学に存在していたとの説明がありました。

施策の位置づけも全員が満点との評価で、経産省の担当課として非常に良いシーズを発

掘されたと思うのですが、大学に存在するシーズについては、今回も含めて、どういう

プロセスで担当課が発掘されるのですか。

○化学課（福田室長）

今回の場合、実はダイセル化学は既に石井先生と古くからやっておりまして、ただ、

それが見方によっては、ダイセルだけの技術というように各社にみえたところなのです。

これは石井先生の本意でもなかったし、ダイセルの本意でもなかったということで、何

とか広げる方法はないかなという相談を受けたときに、ダイセル側も若干そういう思い

もありましたし、私どもにもそういうアイデアがあったので組合という形にして、そこ

で何か知財を使えるような枠組みをつくったらどうかということで、技術研究組合とい

うツールが実用化に向けたときのやり方として非常にうまくいった、いいケースの１つ

だと思います。

そのほかには、通常のつき合いでの大学の先生からのシーズを企業に結びつける形も

ございますし、あと企業でこういうものをやってみたいのだけれどもといって、この先

生がやっているという話を聞いて結びつけていく。それでプロジェクトにしていくとい

うやり方と、大きくその２つがあるのかなと思っています。

○質疑対応者

あと、済みません。もう１つ、各論文。産業界での、あるいは技術者の論文というも

のを、業界団体であったり、学会であったり、ピックアップして表彰なんかをやってお
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ります。

そういう中で、このＮ―ヒドロキシフタルイミドは大変いいのではないかということ

で、世界的にネットワークを組んでいる、日本ではグリーン・サステナブル・ケミカル・

プロセスネットワークというものがあるのですが、ＧＳＣネットワークの表彰のほうで

ピックアップされまして高い評価。実際、ＧＳＣ大賞というものを受賞されたというと

ころが大きなきっかけになってございます。

○平澤委員長

ありがとうございます。

２番目の課題に関して、多少これでいいのかなという気がするところはあるのですが、

それは飛灰の処理に関して、例えば六価クロムが入っているのが抽出されたとしても、

抽出された後の残存物をそのままどこかに埋めるようなことは、許されるような基準に

なっているのかどうか。つまり飛灰の中には、ここで抽出するもの以外の環境汚染物質、

基準以上のものというのが、通常含まれているのではないかと思うのです。ですから、

この抽出だけで処理ができたということにはならないのではないかと思いますが、いか

がでしょうか。

○化学課（福田室長）

ご指摘のとおりだと思います。ただ、それぞれ銅、鉛、亜鉛とか、それから六価クロ

ムについては一応土壌環境基準のほうから引っ張ってきて、その物質については、これ

だけできれば技術的に可能だろうということで、そこは技術的に達成いたしました。

ただ、ご指摘のとおり本当の土壌でやるとすると、本物の土壌をとってきて、ほかの

ものについて土壌環境基準を満たすかどうかというところの評価をしないといけない

ので、逆にいうとその点が、ちょうどこのページの委員からの指摘でもあって、実際の

土壌でやったらいいのではないかということで、実施者のほうでもゼネコンとか実際に

土壌処理をやっている人と組んで、その辺をやっていくということにしております。

○平澤委員長

土壌処理のほうは、少しでも少なくなるということになれば有効性があるわけですが、

飛灰処理は、飛灰は溶融したらすぐ出てこないということに一応はなるわけなので、そ

のまま投棄できるだろうと思うのですけれども、それについてもいろいろ問題があるか

もしれません。だけど、飛灰の中に入っているものが土壌汚染物質として 20 物質でし

たか。何か規定のあるものがすべて抽出で除けるようなものなのかどうかというところ

がちょっと疑問なのですが、そちらはいかがですか。

○質疑対応者

飛灰の埋め立てにかかわる溶出試験というのが環境省の告示で決められておりまし

て、その溶出値の判定は総理府令で決まっております。先ほど 20 項目とおっしゃいま

したけれども、大部分が有機物のものでありまして焼いた飛灰の中にはありません。

重要になるのは重金属になりますが、６項目ほどになります。水銀、カドミウム、鉛、
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砒素、セレン、六価クロムということになります。私たちは 10 年間いろいろな飛灰を

処理してまいりましたが、これらのうちメインになるものが鉛だったということであり

ます。それから処理したものを埋め立てる前には、これまでに封じ込めをやっていたジ

チオカーバメート系キレート剤の添加量を非常に下げて処理することができると思い

ますので、埋め立てる前には溶出試験をして、クリアして埋め立てられるようにする。

そういうことを想定してやっております。

○平澤委員長

それは、技術的にはクリアできるということですか。

○質疑対応者

クリアしつつあります。

○平澤委員長

わかりました。

ほかに、よろしいでしょうか。どうもありがとうございました。今の２件については、

評価検討会の評価のとおりということでよろしいですね。

[→→ 原案通り了承。]

○平澤委員長

それでは、次は３番目のプロジェクトです。「高機能チタン合金創製プロセス技術開

発プロジェクト」であります。非鉄金属課の齋藤課長補佐からであります。よろしくお

願いします。

（３）高機能チタン合金創製プロセス技術開発プロジェクト

高機能チタン合金創製プロセス技術開発プロジェクトの評価の結果について、非鉄金

属課の齋藤課長補佐から、補足資料５に基づいて説明を行った。

その後、質疑応答が行われ、その概要は以下のとおり。

○平澤委員長

どうもありがとうございました。

ご質問、コメント等、いかがでしょうか。

要素技術は開発されて、10 ページでしたか。コストを 30％ぐらい削減できるという

のがありましたけれども、実際にプラントをつくってやっていくところまで見通して、

今の30％ぐらい削減というのを試算されたのでしょうか。実際にプラントをつくると、

いろいろな面で思わぬ費用というのが加算されてくるのは通常なわけですけれども。
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○質疑対応者

大阪チタニウムテクノロジーズの 山口と申します。

社内でも要素技術に基づきまして実証プラントというものを作成いたしまして、30％

という目標を立てて、それに向かって進んでいる状況でございます。

○平澤委員長

30％直接的な費用が削減できるとしても、新たにプラントをつくる。今のプラントを

つぶしてプラントをつくるとか、そのような資本投資も必要になってくるのではないか

と思うのですけれども、そういうことを含めて、なお実務的に使われるかどうかという

ことです。使われる可能性があるというのでしょうか。規模的に期待できるのかどうか。

○質疑対応者

要素技術に関しましては今回の４年間で実証性があるというように判断いたしまし

た。その次のステップは、また２キロとか、20 キロとか、そのようなイメージで大き

くするところは今のところ進めつつあるのですけれども、リーマンショック以降の状況

で、一時凍結というような状況です。

○冨田委員

今の関連のところですけれども、事業化と波及効果のところの点数がちょっと２を切

っているというところは、どこにポイントがあっていわれたのですか。この評価が出さ

れたのですか。今までのお話だと、うまくいきそうなお話に伺っていたのですけれども、

ちょっと点が低いような気がするので。

○非鉄金属課（齋藤課長補佐）

そういった意味で、今申し上げましたとおり需要のほうがかなり落ち込んでしまい、

そこにすぐ対応できる状況になかったというところでありまして、経済環境を見守りな

がら、各社の経営判断のもとに進めていきたいというところであります。

○冨田委員

そうすると、先ほどの委員長のご質問のように投資その他、今ある施設の問題。壊し

たりとか、いろいろあるだろうと思うのですが、そういうことを考えると難しいという

ことなのですね。

○非鉄金属課（齋藤課長補佐）

今すぐには難しいということでありまして、できない話ではなくて、ちゃんと計画を

もって進めているというところであります。

○鈴木委員

評価委員会の提言のところにも書いてあるのですけれども、今後、オールジャパンで、

産学連携で進めていくのが望ましいのではないかという話をされているのですが、チタ

ンの製錬というのは参加された２社で、ほぼオールジャパンだと思ってよろしいでしょ

うか。

○非鉄金属課（齋藤課長補佐）
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はい、製錬は２社だけです。

○平澤委員長

32ページの対処方針のところにもありますように、「今後、各事業者において、工業

化に向け」云々ということを、経産省としては期待しているということですね。生かさ

れるように、ぜひ事業者においても頑張っていただきたいと思います。要するに需要が

回復してプラントを増設するというような状況になれば、この方式を増設していこうと

いったような、そんな感じですね。

○非鉄金属課（齋藤課長補佐）

さようでございます。

○平澤委員長

よろしいでしょうか。――では、どうもありがとうございました。今の評価に関して

も、評価検討会の評価どおりということでよろしいかと思いますが、よろしいでしょう

か。どうもありがとうございます。

［→→ 原案通り承認。］

○平澤委員長

それでは、４番目、「バルク貯槽ガス回収システムの開発」。液化石油ガス保安課の北

沢課長よろしくお願いします。

（４）バルク貯槽ガス回収システムの開発

バルク貯槽ガス回収システムの開発の評価の結果について、液化石油ガス保安課の北

沢課長から、補足資料６に基づいて説明を行った。

その後、質疑応答が行われ、その概要は以下のとおり。

○平澤委員長

どうもありがとうございました。

○池村委員

業者は公募で選ばれたということで好ましいと思うのですが、ややわかりづらいのは、

活性炭を使うということは、この業者が提案をして、それを採択されたのかについてで

す。活性炭を使うということは、担当課として予め決めていたのでしょうか。

伺う理由は、何かある技術が我が国として必ず必要になった際に、どの範囲の技術類

を比較するかが重要になります。担当課として活性炭しかないという判断に至って業者

を選んだのか、他の技術を提案した業者もあった上で公募で選ばれたのかがはっきりし
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なかったのでおたずねします。

○液化石油ガス保安課（北沢課長）

まず、結論から申し上げますと、活性炭を含めて会社のほうが考えております。と申

しますのは、活性炭というのは、いわゆる都市ガス、天然ガスのほうです。気体のほう

で回収するというか、それを吸着させる方法をもっていたわけです。それを今度、液体

であるＬＰガスのほうにも使えないかという発想でございました。ということで、その

部分も含めて回収技術を提案してもらいました。こういうことになります。

○池村委員

活性炭を使うというのは、この会社の提案であると理解して良いのですね。

○液化石油ガス保安課（北沢課長）

はい。

○池村委員

わかりました。

○鈴木委員

私はちょっと実施者選定の手順がよくわからないのですけれども、恐らく経産省の目

的としては、こういう安全な技術が全国に普及するというのが一番重要な目的だと思う

のですけれども、なぜエイムテックさんが選ばれたのか。先ほど一般競争入札というよ

うにいわれましたけれども、それが本当に正しいとお考えなのかどうか。

○液化石油ガス保安課（北沢課長）

まず、エイムテックという会社なのですが、これは熊本にあるＬＰの関係の機器等を

つくっている会社でもございます。例えばガス漏れ検知器とか、そういう最先端の技術

を開発した会社でございまして、そういう意味ではＬＰに知見を有していたという結果

になります。

次に、２番目のご質問ですけれども、しかるべきかということなのですが、基本的に

は液体、気体、双方を回収することからすると、いろいろな方法、技術が考えられます。

ということからして、一般競争入札のほうがしかるべきではないかと考えたところでご

ざいます。

○鈴木委員

全国に安全・安心の技術を普及させるという意味では、やはり業界団体みたいなとこ

ろに委託されて、そちらで開発されるという手もあったのではないかと思うのですけれ

ども、それは最初から考えられなかったのですか。

○液化石油ガス保安課（北沢課長）

大きな流れの１つだと思うのですけれども、広く技術を要している者からの提案を含

めた実施ということが１点。

それから、２点目。ＬＰガスの団体というのはなかなか難しい。例えばＬＰガスの販

売事業者は全国に２万 4,000 あるわけなのです。どちらかというと技術的な開発とい
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うものにつきましては、例えばＫＨＫ（高圧ガス保安協会）――これは民間企業であり

ますけれども、そういうものもございます。団体あてという形がしかるべきかという視

点があるかと思いますが、大きな流れの中でも一般競争入札を選んだということでござ

います。

○平澤委員長

よろしいでしょうか。

この課題自体はそれほど技術的な開発を必要とするようなものではなくて、むしろ基

準づくりのデータといいましょうか。そういうところに主眼があると考えてもいいので

はないでしょうか。ですから、開発することが主眼というよりも、基準づくりについて

の実務を知っているところにお願いするというケースがあってもいいかなと思います。

ほかに、よろしいでしょうか。どうもありがとうございました。この件も評価検討会

のとおりということで了承したいと思います。

［→→ 原案通り承認。］

○平澤委員長

あと２件あるわけですが、まとめてご報告いただきます。どうも進藤課長、お待たせ

いたしました。「エネルギー使用合理化高効率抄紙技術開発」、それから「エネルギー使

用合理化ペーパースラッジ有効利用技術開発」お願いいたします。

（５）エネルギー使用合理化高効率抄紙技術開発

（６）エネルギー使用合理化ペーパースラッジ有効利用技術開発

（５）エネルギー使用合理化高効率抄紙技術開発及び（６）エネルギー使用合理化ペ

ーパースラッジ有効利用技術開発の評価の結果について、紙業生活文化用品課の進藤課

長から、補足資料７及び補足資料８に基づいて説明を行った。

その後、質疑応答が行われ、その概要は以下のとおり。

○平澤委員長

どうもありがとうございました。

ご質問等、お願いします。

○鈴木委員

簡単な確認が２点あります。まず１番目のテーマについて 15 枚目のスライドに「事

後報告により期間延長」というように書かれていますが、これはどういう意味ですか。

○紙業生活文化用品課（進藤課長）
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済みません、タイプミスでありまして、事後何とかと書いてあるのですけれども、こ

れは事故報告といいまして、実際に研究の予算をつけたときにはもうちょっと早目にで

きると想定していたのですが、姉歯事件とか、建築基準法とか、非常に厳しい運用にな

って設計がおくれてしまったのです。それで研究費用を繰り越して期間を延ばしたので

す。それは、本当は事故何とかと書くべきところでした。

○鈴木委員

予算総額はそのままで、実施を１年延長したということですね。

○紙業生活文化用品課（進藤課長）

はい。

○鈴木委員

それから２つ目のテーマで、省エネ効果のスライドがありましたけれども、これはそ

れぞれのテーマを担当された企業で 100％使った場合の効果ということでよろしいで

すか。

○紙業生活文化用品課（進藤課長）

そうですね。これ自体は、彼らが使っている機材との関係で、何万ならばということ

でやっています。

○鈴木委員

その会社が 100％採用した場合ということですか。

○紙業生活文化用品課（進藤課長）

そうです。その会社の、その工場みたいな限定なのです。

○池村委員

最初の技術のほうですが、４ページから８ページまで図がありますけれども、これら

を見させていただく限りでは、こういう技術開発を経済産業省が国のプロジェクトとし

てやらなければいけないようには思えません。評価の中でも、各社が各社個別の装置に

対して対応できる省エネ技術であるということが明らかなようにみえるのですが、最初

からこういう技術開発をするということがわかっていたのですか。それとももう少し波

及効果のあるものを期待して、国のプロジェクトとして組まれたのですか。

○紙業生活文化用品課（進藤課長）

波及効果を期待していないわけではないですけれども、さっき一番初めに申し上げた

とおり製紙業界というのは、鉄鋼、化学、セメントと並んでどんな場合でも省エネとか

いろいろなことをいわれて、物すごくたたかれている側に入っておりまして、そういう

意味で

省エネを少しずつ、コスト効果が悪くなっても、ちゃんと絶対量として進めてもらわ

なくてはいけないというような問題意識が、私どものほうにはございました。

その上で技術としては、もちろん当該社における実用化だけではなくて、波及効果も

期待した上で４サブテーマを公募しまして、実際には２社の方が開発したということで
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ございます。

○池村委員

自社のマシンそのものの省エネ対策のための技術開発で、国のプロジェクトとして国

の資金を投入しなくてはいけないというようには理解しづらく思えます。

○紙業生活文化用品課（進藤課長）

もちろん物すごく革新的な技術開発で、しかし、25 年後ぐらいに導入されるかもし

れないというものを目指していくのか。割と短期間で省エネを目指していくのかという

意味でいうと、こちらは明らかに後者でしたので、そういう意味では技術的な野心度が

余り高くないというように、ご指摘を受けるかもしれないと思います。

○池村委員

我が国の大手の会社ですから、この程度の技術を国が援助しなければリスクが高くて

やらないというようには思えません。こういうところにまで国がお金を出さなければ、

製紙業界は省エネに取り組まないのかなと、奇異な印象を受け、コメントをしました。

○紙業生活文化用品課（進藤課長）

製紙業界さんは自主行動計画というのを設けて一生懸命やっておられるのは確かな

ので、全く国がやらなくてもやられるかもしれないという面はあったかもしれませんけ

れども、ちょうど同じタイミングで国のほうの政策も、地球温暖化しかり、省エネしか

り、物すごくいろいろなところで目標が高くなってきておりまして、産業界に対する期

待も非常に多かったことを考えますと、では、やれよといって、それで済むというわけ

にもいかない部分がありまして。それなりに実用化に対してリスクがある技術について

は、国のほうでもある程度分担といいますか、リスクを負担するということが必要では

ないかという考え方で、こちらはやらせていただいています。

○平澤委員長

これは平成 17年度からですから、昨今始まった ＣＯ２削減というような話ではなく

て、もっと前からの話ですね。

○紙業生活文化用品課（進藤課長）

もっと前からです。

○平澤委員長

それで恐らく進藤課長は、まだここの課長でない。

○紙業生活文化用品課（進藤課長）

ないです。

○平澤委員長

ないときの話だろうと思うのですが、私も池村先生と全く同感でして、抄紙過程とい

うのは非常にスペシフィックなわけです。

私自身、ある製紙会社のコスト削減について今検討しているのですけれども、品質を

確保しながらコストを下げるというのは、すごい競争をやっているわけです。それから
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輸入の紙もあるわけですし、生き残るのは大変なわけです。だから、各社必死になって

エネルギー効率を高めるとか、材料の使い方、無駄にしないようにするとか、そういう

種類のさまざまなコスト削減のことには取り組んでいるわけです。ですから、一般的に

できるという共通にした話でいったようなことよりも、各社の競争の中で解決するとい

う種類の技術開発の課題だろうと思います。

それで多少ミスリードしてしまうような絵ではないかなと思うのですが、要するにス

ラリー状にあるパルプ材料ですね。そこでは水は当然たくさんあるわけなのですけれど

も、抄紙過程の中で網を通して最初は流し出し、それをロールで搾っていくわけですね。

搾るときに後でロール自身に熱をかけて、蒸気を吹き込んで熱をかけて、そこで乾かし

ながら搾っていくといったのが通常のやり方なわけです。それから塗工過程を経た後も

カレンダで、カレンダも加熱してあるわけですね。

○紙業生活文化用品課（進藤課長）

そうです。

○平澤委員長

ですから、従来から飛ばしながら製品としての品質を確保するような、さまざまな工

夫をやっているわけです。これは本当に技術開発に名をかりた補助金といったような、

そのように思われてもしようがないような、ここで選ばれなかった会社からみると、何

でこんなことをというように思うのではないかなと思いますね。

ですから、対処方針のところにも書かれているように、ここで得た何らかの知見とい

うのはすべて公開し、業界で共有できるようにして、公的資金を使ったことの意味を少

しでも効果のあるものにするべきだろうと思います。

○紙業生活文化用品課（進藤課長）

お言葉を返すようですけれども、製紙業界の場合、物すごく利益率が低い。どちらか

というと、技術を開発してきちんと売れば高付加価値だといって高く売れることはなく

て、完全に市況製品なので、期間がある程度長くてそれなりに投資がかかるようなもの

については物すごく競争が厳しい中で、やはりリスクを感じると。それはほかの業界に

比べればはるかにセンシティブであるという部分がありますので、ならしてみたときに、

ここは野心が低いのではないかとみえるかもしれませんけれども、そこは業界ごとの特

性があるということで少しご理解いただければと思います。

○平澤委員長

それは過保護だよ。

○紙業生活文化用品課（進藤課長）

かもしれませんが、先ほどご指摘のありましたノウハウのすべての公開というのは、

絶対的な技術ノウハウの部分もありますので、どこまでできるかわかりませんけれども、

先ほど申し上げましたとおり技術委員会のようなところで、できるだけ共有していこう

という形でやっていきたいと思っております。
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○冨田委員

２番目のほうなのですけれども、事業化の点が低いのはどこに起因するのですか。ご

説明の中でよく理解できなかったのですが。仕事としてはかなりよくでき上がっている

ようにみえるにもかかわらず、総合評価が 1.6 というのはちょっと低目かなと思うの

です。

○紙業生活文化用品課（進藤課長）

こちらも抄紙技術と同様に、それぞれ技術的にはよくできているのですが、設備投資

をするタイミングというのが、実際に景気が悪くてうまくないという話が１点。

それから実際に点数を低くつけられた委員の方は、ペーパースラッジが出てくる場所

というのが、先ほどパルプの部分で出てくるとか、抄紙の部分で出てくるとか、もうち

ょっとその辺、特性とか紙の種類を整理してきっちり絞り込んでやれば、もっと波及性

が高まるのではないかというお考えをおもちでありまして、そこの部分でちょっと辛目

にご指摘をいただいております。

○冨田委員

それに対して全体の方々、あるいは担当課としてはもっともと思っていらっしゃるの

か。それとも、そうでもないと思っていらっしゃるのか。どちらなのですか。

○紙業生活文化用品課（進藤課長）

先ほどもご指摘がありましたとおり、どちらかというと紙の場合は細かい競争が確か

にあるので、自社仕様に寄っていってしまう部分というのがありますので、それをでき

るだけ一般化して共有していくことは、重要な課題だと思っています。

したがって、また今後も少しこの辺、どうやったらペーパースラッジの利用がより拡

大できるかということについては、業界ともよく意見交換をしていきたいと思っていま

す。

○冨田委員

弱い業界だということはよくわかったのですが、果たして、そこにかなり甘い点を差

し上げているような気もするのだけれども、そうでもないですか。

○紙業生活文化用品課（進藤課長）

技術自体の目標の立て方、達成度といったところについては、分科会の委員の方々は

基本的にはよいだろうということでしたので、それなりの点になっているということだ

と理解しております。

○池村委員

細かいことですが、評価委員会の名前が両方とも同じになってしまっているのです。

17ページ。

○紙業生活文化用品課（進藤課長）

済みません、もしそうでしたら申しわけございません。

○池村委員
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配付資料のほうで、もしあれでしたら。

○紙業生活文化用品課（進藤課長）

それは、ちょっとチェックさせていただきます。

○平澤委員長

２件まとめておやりになったということではないですか。

○紙業生活文化用品課（進藤課長）

済みません、検討分科会としては同じ分科会で２つの研究開発について検討して。

○池村委員

同じ名称の検討委員会で行ったのですか。

○紙業生活文化用品課（進藤課長）

そうです。

○池村委員

最初のほうの検討委員会の名前を使ってペーパースラッジもやったと。

○紙業生活文化用品課（進藤課長）

そうです。よくみると、そこに「等」とついていると思うのですけれども、両方をや

っているという。非常に役人的なようですけれども、２つのテーマをやる分科会という

ことで、検討会をさせていただいております。

○平澤委員長

ありがとうございました。

評価検討会でもいろいろご意見は出てきて、我々、大体そういう意見を共有している

と考えていただければと思いますが、重ねたご質問がなければこれまでということにし

たいと思います。――よろしいでしょうか。

では、どうも進藤課長、ご苦労さまでした。

○平澤委員長

これも前回の最後のやつと同様、やはりテーマ設定自体について問題があるのではな

いかなというように私自身も思いますが、評価検討会の結論というのは、そのまま受け

入れることにさせていただこうと思いますが、その点はよろしいでしょうか。

それで池村先生がご指摘になったような、そもそもテーマ設定自体について問題では

ないかということについては、この小委員会の意見としてつけ加えるということでいか

がでしょうか。

私、詳しいことは申しませんが、ここには挙がってこない会社の実際のプロセスをい

ろいろみて知っているので、こんなことにお金をつけるというのは本当に信じがたいこ

とですね。要するにコスト競争の中で、いかに効率化を図るかということを必死にやっ

ているわけでして、どう考えてもそういう中で解決すべき問題ですね。

それでは、評価に関してはこういうことで、それで小委員会の名前で付加するべき文

言については、またご一任いただければと思いますが、よろしくお願いいたします。
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［→→ 本委員会としてのコメント追記。］

○平澤委員長

一応評価についてはこれで終わりですが、その他の議題に関して、恐縮ですけれども、

もう少しお時間をいただければと思います。

３．その他

第 30 回の評価小委員会としての意見を追記する案件、評価小委員会の議論内容の施

策への展開方法及び平成 22年度 技術評価実施計画について、技術評価室の長濱室長か

ら、資料 14、資料 15及び資料 16に基づき説明を行った。

○平澤委員長

どうもありがとうございました。

次回の委員会は７月に開くということになると思いますが、これで施策評価という枠

組みが大体でき上がったというわけで、今度は施策の事前評価という段階に入るという

ことです。これはほかの省庁と比べても画期的なことで、多分経産省が一番早い取り組

みをされているのではないかと思うわけです。

それがぜひ有効に活用されることを願っているわけです。今までこの委員会でさまざ

まな事例を通しながら、事例ごとに我々なりに施策としてどのようにあるべきかを議論

してきたわけで、今、室長がおっしゃったように、ある程度タイポロジーを分けて、今

までのまずかった点、どう改善すればよくなるのかといった点を、それぞれの事例に則

しながらまとめていったらどうか思っているわけです。室長ともご相談させていただき

ながら、あるいは室長が原案をつくられてきているわけですけれども、ある段階でまた

委員会としても議論をしたらと思っています。

今日の事例にもありましたように、技術開発止まりで、それが実用化される、あるい

は社会実装されることがほとんど期待できないといった事例が結構多かったわけです。

それから施策評価という観点からみると施策としての位置づけが不明確であり、何か思

いついた技術開発課題をぽっと挙げているようなことがあり、その結果、その技術開発

が実現した暁に何を実現しようとしているのかがよく見えない。単に技術を開発するこ

とが目的であるといったことで、施策的な位置づけが不明確。それから、政策展開の構

造がちゃんとはできていない。今日の情報関係というのは、まさにそれの典型ではない

かなと思います。それから多少重なりますが、他部署あるいは他省庁との連携が不十分

であるがゆえに、ねらったものがうまく展開できない。それから今日の中にも出てまい
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りましたが、単一実施者を支援するだけで終わるといったような位置づけのもの。これ

についても公的資金を使うという意味で非常に問題だろうと思うわけです。そのような

幾つかの評価のポイントをもう少し論理化して、いわゆる施策評価のプロンプトと称し

ている施策の位置づけ、目的、内容、それからどのように運用していくか、結果をどの

ようにフィードバックするか。こういう枠組みの中で位置づけて、改善の方策というの

を我々なりに議論を深めていったらと思っております。

一応委員会としては、昨年度の課題はこれで終わるので、ぜひまた次年度、引き続き

よろしくお願いいたしますということで今回の委員会を閉じたいと思いますが、よろし

いでしょうか。よろしければ、これで終わりにいたします。ありがとうございました。

――了――


