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前回（第３２回）の評価小委員会での包括審議案件に係る委員コメント

前回（第３２回）の評価小委員会において包括審議案件であった新規研究開発事業につ

いて、各委員から評価小委員会の場で示された総括的なコメント及び７月１４日までに各委

員から追加で提出されたコメントは以下の通り。

なお、個別審議案件の抽出については、時間的な制約もあり、委員長預かりとなった。

Ⅰ．総括的コメント

・ 全般的に事業内容に対して事業名（タイトル）に工夫が無く、キーワードも無いため、

事業内容を発想することが困難な案件が多い。

・ 国ではなく、民間が実施すべきと思われる事業が散見される。

Ⅱ．各事業に対する追加コメント

１．組込みシステム基盤開発事業（個別審議案件）

［テーマ：組込みシステム検証高度化事業］

・ 組み込みソフトウェアが巨大なものになるに従い、検証が困難なものとなっている点

はしばしば指摘される。これまでのソフトウェアの信頼性のための技術がどこまで利用

可能かという点もあるが、ここで標準化ツールが提案できれば世界的なインパクトは大

きい。

・ 組み込みシステムの検証ための技術開発は、戦略的見地からも極めて重要である。

組み込みシステム検証は今後ますます大きな課題であり、国として一貫した研究開発

が重要であろう。今後の国際的な競合と協調に向けて、国際標準取得等の研究開発

ロードマップ上で戦略的な取り組みを有することが望まれる。

・ プリウスのブレーキ問題でも明らかなように、情報システムが保証する安全と、ユー

ザが安心に感じるかとの齟齬が、今般の組込機器技術全般の安全性の課題となって

いるように思う。評価概要にも触れられているが、ユーザ視点からの安心安全の検証

に対する、これまでとは抜本的に異なるアプローチを期待したい。

・ 事前に競合技術との関係を十分調べ、その上で、ユーザーの獲得が見込めるのであ

れば推進する価値はあるかもしれない。

［テーマ：次世代組込みシステム用リアルタイムＯＳ開発事業］

・ 組み込み OS は TRON で提案され実装された経緯があるが、ここで開発に成功すれ
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ば世界に提案できるものとなり得る。ただし範囲がきわめて広いため、どこからどこま

でを視野に入れるかは難しい。たとえば通信機器、家電機器、自動車、産業用機械な

どでは要求されるスペックが異なるだろう。まずどこから開始するかの吟味が必要に思

われる。

・ 革新的な活力が維持できる共通プラットホームを形成することが可能な企画内容であ

るかを、施策概要資料から、判別できない。

・ 新たな組込みリアルタイム OS 開発は我が国の戦略としても極めて重要である。国際

的に普及させるための国際標準化等の明確な具体的方策が望まれる。

・ 日本はこれまでに共通基盤（プラットフォーム）開発事業を何度も繰り返しては、いち

どもイニシャティブをとれたことがない。情報処理分野で先導できているのは、Ruby な

ど個人のクリエイティブな創作活動からはじまったものなどごく一部にとどまっている。

今回の事業で、これまでの失敗を繰り返すことがないための方略などが明らかにされ

ることが望ましいと考える。

［テーマ：組込みシステム高機能化基盤技術開発］

・ 現在のICE車（ガソリン内燃機関自動車）よりも、EV（電気自動車）やPIHV（プラグイン

ハイブリッド）がスマートグリッドに組み込まれる際、あるいはナビゲーションがより高度

な ITS 双方向交通管制システムと一体化されるときに、このような技術は必須のものと

なる。そのような視点があまり見られず、カーエレ単体の開発に重点が置かれているよ

うに見える。

・ 既存技術の系統が多く存在する。民間活力を刺激するような施策が望ましい。

・ 我が国の自動車産業、半導体産業が国際競争力を維持するための戦略的枠組み構

築の観点から必要な事業と考えられる。組み込みシステムは我が国の強い部分であ

るため、共通プラットホーム事業を国際的競争力強化に生かす具体的措置を期待した

い。

・ プラットホーム開発においてこれまでの「不成功」を払拭するようなアイディアがどこに

あるのかを明確にする必要があるように思う。

・ 自動車のアーキテクチャが変化し、エレクトロニクス化によるオープン/モジュラー化

が進む自動車業界において、国際競争力を維持（＝国内産業の維持）するためにも非

常に重要なプロジェクト。それだけに、強力な国際標準戦略との抱き合わせ、明確なビ

ジネスモデルがなければ成功しないプロジェクト。

２．鉄道直流き電に活用できる超電導直流送電システムの実証（個別審議案件）

・ 波及効果は大きいが自然環境にさらされることの多い鉄道では、信頼性の確保と製

品化に時間を費やしてしまうことはないか、という点にやや心配がある。

・ 長距離超電導ケーブル直流送電の投資メリットも勘案されており、推進すべきと考え

る。
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・ 超電導直流送電システムの開発は、電力損失が極めて少なく低炭素化の視点からも

野心的な研究開発課題である。また世界をリードする技術としての期待が持たれる。そ

の一方で超電導送電という困難な技術開発を伴うので、特に安全性の技術的見通しを

明らかにし、鉄道事業者との連携のもと、適切なタイミングでプロジェクトに入るのが好

ましい。また、超電導直流送電システムを導入していく時期と範囲に明確な見通しを持

ち、長期的なプログラムとして遂行していくことが望まれる。

３．次世代型双方向通信出力制御実証事業（個別審議案件）

・ DSM（demand side management）の観点からも、このような双方向通信と電力制御の

一体化は重要である。EV や PIHV との連携、さらに BEMS/HEMS（ビルディングエネル

ギーマネジメントシステム/ホームエネルギーマネジメントシステム）との統合なども視

野に入れた場合、既存の通信インフラとの親和性が重要になる。ややこの点の記述が

弱いように思われる。

・ クラウド・システムの進展を勘案すると、本事業のPCS（power conditioning subsystem、

パワーコンディショナー）の発想が古いのでは懸念する。

・ 双方向通信による出力制御は先進的な技術開発であり、わが国としていち早く取り組

むべきであろう。極めて時宜にかなった研究開発であるので、早期に実証を行って目

標を達成し、実用化の道筋をつけることが期待される。

４．太陽光発電出力予測技術開発実証事業（個別審議案件）

・ PV（Photovoltaic、太陽光）発電出力予測にはこれまで様々な提案がある。また予測

の後、何を制御しようとしているのかがやや明確でない。例えば系統安定化のために

電力貯蔵を導入するなど、いずれにしても変動への対応は必要である。予測のタイム

スパンとその後の対応を視野に入れた事業が必要に思われる。

・ 小規模予算ながら、太陽光、風力と言った自然エネルギーは変動が激しく、短期、長

期に渡る予測が必要である。是非とも精度の良い予測を期待したい。

・ このようなアイディアも良いのではと考える。

・ 今後の太陽発電電力の有効活用のためにも必要な事業である。早期に研究目標を

達成し、研究成果をタイムリーに活用することが望ましい。

５．海洋エネルギー技術研究開発事業（個別審議案件）

・ 過去にも海洋エネルギー利用の提案はあり試みられたが、必ずしも拡大したとはいえ

ない。それが単にコストのみであったのか、我が国の立地条件から海洋エネルギーが

利用しづらい状況であったのか、まず評価が必要と思われる。まずは風況マップのよう

なポテンシャル評価を行う必要があるのではないか。

・ 海洋エネルギーは莫大である。大規模な海流利用、小規模な波力利用が興味あると

ころである。
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・ 海洋エネルギー技術開発は、単にプラントメーカーの製品を構築することを目的とす

るものではないと考える。したがって、海洋システムのオープンイノベーションの枠組み

を勘案すべきである。

・ 未利用の海洋エネルギーを活用していく視点は望ましい。しかし、どの技術要素もま

だ基礎的な段階であり、長期的な視点でエネルギー開発をして行くシナリオを描きつつ

新エネルギー開発プログラムの一環として進めるのが望ましい。

・ 海洋資源開発は、宇宙開発同様、戦略的な国家事業と位置づけるべきであり、その

意味で、海洋エネルギー技術開発において、国が積極的に関与する意義は大きい。評

価書にもあるとおり、産学官や専門分野を超えた多数のプレーヤーが参画して、日本

の英知を結集できる体制が必要で、実用化への道筋をつけることも重要である。

６．新エネルギー系統対策蓄電システム技術開発（個別審議案件）

・ 蓄電システムは今後の再生可能エネルギーの利用、EV/PIHV の導入、エネルギー

の高効率利用いずれの観点からも中心的なものとなる。様々なオプションがあるが、そ

れぞれがどのような局面(系統安定化とエネルギー貯蔵だけでなく、対象の規模／コス

ト／立地条件も含め）に用いられるべきものであるかも含め評価することが必要と思わ

れる。

・ 太陽光、風力発電による電力の貯蔵は有効であろう。その規模を考えながら、開発は

進めるべきで、大規模は開発中止となっているレドックスフロー電池、中規模は NAS 電

池、小規模はリチウムイオン電池が注目すべき技術である。

・ 国際競争力のある系統内大型蓄電は重要である。とすれば、2020 年をターゲットとす

るのでは遅く、前倒しするのが望ましいと考える。

・ 蓄電池技術は系統安定化対策のみならず、次世代エネルギーおよび次世代自動車

開発などにおいて必須の技術であり、我が国としても戦略的な取り組みが是非必要で

ある。なお、他の蓄電池開発事業との関連性を明らかにして、我が国の蓄電池プログ

ラムの一環として系統的に取り組むことが望ましい。

７．重質油等高度精製技術開発（個別審議案件）

・ エネルギーセキュリティの観点からは、ソースの多様化から重要性の高い技術である。

ただし諸外国の進展状況と熱源を何に依存するか(カナダでは CANDu 炉を使う提案も

あった）まで含めての議論がほしい。また、重質油だけにとどまらず石炭液化や褐炭／

亜炭への応用可能性まで言及があると重要性をよりアピールできるのではないか。

・ 分子レベルでの構造解析技術が商用精製プロセスにおいてどのように有用なのかの

記述が(単に指針という記述では)不鮮明である。

・ 分子レベルでの反応性制御により触媒を利用して重質油を高度分解する技術開発

は、我が国の得意な分野でもあり大きな研究成果が期待できる。また、本事業は挑戦

的であり、国で行う必要があると考えられるものの、必ず実用技術として利用されるよ
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うにロードマップを明確にして取り組むことが望ましい。

８．重質油等高度精製技術開発委託事業（個別審議案件）

・ 分子レベルでの検討となる場合、重質油のみならず有機物一般の液化に利用できる

ように思われる。逆に、重質油のみが対象である場合、アスファルトなども対象となる

が、この場合水素製造も含めた評価が必要になるのではないか。

・ 燃料製品等回収後の残存成分減少率の目標値が明示されているが、在来製品精製

基準単位当たりの改善率を用いた方が分かりやすい。

・ 従来の分離・分解技術に比べ、格段に分離・分解効率の高いプロセス実現は意義の

ある開発課題である。また、分子反応モデリング技術開発など基礎的研究開発を含む

ので、実用に向けた成果の活用を予め見通したロードマップを作成し、それに即したマ

ネジメントが望まれる。さらに従来の方式に比べて、どの程度「格段に」分離・分解効率

の高いプロセス実現が可能なのか、明確な目標の設定が望まれる。

９．高効率水素製造等技術開発（個別審議案件）

・ 石油精製設備では水素製造が必要であり、この拡大的利用は一つの選択肢になり

得る。しかし CO2 排出削減の観点からは、石油ベースの水素供給には限界があり、

LCA 的な評価が必要と思われる。

・ 水素の膜分離は重要な技術である。これまでも多くの試みがなされてきており、これ

らの成果の十分な活用を期待したい。

・ この技術開発の成果を導入することによって、水素製造の生産性がどの程度改善す

ると期待できるかの検討が必要である。

・ 将来の燃料電池車実用化を睨んで水素供給のインフラを整備しておくことは国の施

策として重要である。今後の燃料電池車の普及の状況は電気自動車等他の選択肢も

含めて現時点では予断を許さない。技術の水準、コスト、社会ニーズなどを踏まえてプ

ロジェクトとして柔軟な対応が出来ることが望ましい。

１０．二酸化炭素回収・貯蔵実証総合推進事業

［テーマ：二酸化炭素分離膜モジュール研究開発］

・ CCS は長期的に必要な技術であり、物理吸収法／化学的吸収法以上に分離膜は期

待される要素技術である。本事業では、価格まで含めて具体的な数値目標が出されて

いる点は評価できる。ただし石炭燃焼からは CO2 だけでなく SOx をはじめ様々な微量

物質が排出されるため、どれだけの CO2 の純度が要求されるかまでも視野に含めるこ

とが望ましい。

・ CCS の本質的な課題は、分離回収コスト削減にあるのではなく、技術レベルが求める

コストに見合った段階的収益モデルを想定し得ていないことである。したがって、従前

の枠組みの中で研究開発を展開しても、利用関係を見いだせない技術を蓄積すること
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になる。

・ CCS 技術などの CO2 固定化・有効利用分野の新技術の有用性は言うまでもなく、さら

に実用化のためには本事業で狙っているような低コスト（1500 円/t-CO2 以下）な CO２

分離膜モジュールの開発は不可欠であり、目標は妥当であると考えられる。その一方、

膜分離のための分子ゲート機構と言う考え方は魅力的ではあるが、実用化に向けて克

服すべき課題が数多くあるように見受けられるので、基礎研究から実用化までを見通

したシナリオの展開とそのために必要な産学官の適切なプレーヤ―の参加が望まれ

る。

１１．高効率ノンフロン型空調機器技術の開発

・ 温暖化対策を先進国が提案する上で、フロン代替物質を先進国が提供できなければ

途上国の参加は難しいと思われ、その意味で本開発課題は意義が高い。ただし、すべ

ての条件を満たす物質は見いだせるのか、チャレンジングである。空調機器では、機

器の設計と合わせた事業化が必要に思われる。

・ 巨大な市場である業務用空調機器の脱フロンを目的とするのではあれば、競争環境

促進型の施策を展開すべきである。

・ 高効率ノンフロン型空調機器技術の開発は、温室効果ガス低減の面から重要な課題

である。また本開発はまだリスクが大きく、オープンイノベーションで進めることも必要

である。また、すでに今まで行ってきた研究開発プロジェクトの成果を十分活用し、国と

して研究開発のどこまで関わり、どこから民間企業に委ねるかの見通しを明確にする

ことが望ましい。なお、国の施策としては国際標準化を一つの目標とすることも重要で

ある。

１２．太陽熱エネルギー活用型住宅システムの開発

・ 太陽熱エネルギーの活用は家庭部門の省エネルギーで重要な位置づけとなる。しか

しこれまで、断熱材の普及も必ずしも進んでいるとは言いづらい。また家庭用エネルギ

ー消費は地域と家族構成に依存するところが大きいので、これらとの関連が必要であ

る。たとえば、関西以西では暖房よりも冷房需要の削減が期待されるが、技術の普及

のためには技術だけでなく制度的導入との一体化が必要である。またデシカントなど

除湿も地域によっては有用であろう。

・ 住宅の断熱は最も省エネルギーに効果がありそうである。

・ 産業振興策に基づく申請助成型の省庁プロジェクトとして編成するのがよいと考え

る。

・ 家庭部門における温室効果ガス排出量削減は低炭素社会に向けた重要課題であり、

住宅全体で太陽熱エネルギーを有効活用する施策は意義が大きい。また、本件は家

庭でのエネルギー活用に関する施策であり、公的な資金を離れて早期の実用化に向

けたスケジュールや措置について検討を加えることが望まれる。
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・ グリーンイノベーションの一環としてのプロジェクトとして位置づけられるが、住宅は家

電や自動車よりもライフサイクルが長く、革新的技術が導入されても、普及速度が遅い

ために既存技術への代替に時間がかかり、省エネ効果も限られるのではないか。また、

世界的に住宅事情は各国固有のものがあり、輸出競争力のある産業でもないことから、

優先順位は他プロジェクトよりも劣るのではないか。

１３．革新的創エネガラスパネル技術開発

・ サイエンスとしては興味深い課題であるが、窓ガラスはそもそも地面に垂直であり太

陽光の利用効率が向上しない。建築物をターゲットとした技術開発が適切かどうかや

や疑問が残る。

・ 目標とする機能を有する材料があるのか、充分に見極めた上での計画であるべきで

ある。

・ 紫外・赤外光域の光電変換 6%を住宅用途に適用しようとする企画であるが、むしろ、

極限環境等の窓用途から入るべきではないか。

・ これまで発電に利用されていない紫外域、赤外域で発電可能で透明な創エネガラス

パネルの開発と言う内容は産業的にも意義のある技術開発である。目標が明確なの

で、早期に実用化に持って行くためのスケジュールや措置を明らかにして行くことが望

ましい。

１４．打上げロケット用ＬＮＧ推進系利用促進技術研究開発

・ 従来型のケロシン系と比べどこにメリットを主張するのか。ちなみに、費用、重量、エ

ネルギー効率などで格段のメリットがあるようには読めません。

・ 液体水素に比べて LNG の方が世の中に大量に動いている。なぜ、これが使われてこ

なかったかの理由を明確にし、可能ならおもしろい技術である。

・ 商用ロケットの燃料代替は必要不可欠であり、そのエンジン開発を含めた総合的展

開を期待する。

・ 将来の宇宙産業競争力強化のためには必要な研究開発である。実用化が大きな課

題であるので、それに向けた明確なロードマップの作成を期待したい。

・ 中国や韓国、インドなどの新興国が国を挙げて宇宙ビジネスへ参入しており、国防イ

ンフラを強化するという側面からも、日本が先行する技術領域でロケット産業の基盤を

強化することは大変重要と考えられる。ただし、「ビジネス」として成立するためには、新

興国とのコスト競争にも競り勝つ必要があり、コストダウンに向けた取り組みが必須で

あり、先端技術開発だけにひた走るのではなく、民生機器の宇宙転用の推進など、コ

ストダウンにつながる施策との抱き合わせが必要で、コストダウンとの両輪で望む体制

や事業計画が必要。また、今の時代、「時間」は「コスト」であり、「競争力」にも影響する。

新興国は５年といった悠長な時間をかけてキャッチアップしてくるわけではないので、３

年程度で成果を出す事業計画が必要ではないか。民間主導で進めるのであれば、二
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足のわらじではなく、研究者や技術者を専任で貼り付けるなどの体制が必要。「時間」

がかかるほどコストは膨らみ、競争力が低下するという認識の下、体制や計画の見直

しが必要ではないかと思う。商用化を目指す限りは、常に搭載ロケットの選択がどうあ

るべきかが問われてくるので、国際市場獲得に向けた具体的道筋も計画の中に必要と

考えられる。

１５．ナノ材料の安全・安心確保のための国際先導的安全評価技術の開発

・ ナノ材料はこれからのトレンドであるが、機能開発が主体であり、その安全性に関し

てはあまり聞いたことがない。ナノ特有の安全性をどのように考えていくか興味あると

ころである。

・ ナノ材料のリスクガイドラインは必須である。第二のアスベストとしてはならない。

・ 我が国がリードしている分野であり、新たなナノ材料の有害性評価に向けて極めて重

要な課題であり、国として取組むべき課題である。また、国際標準の取得等、国際的な

先導性獲得を目標として取り組むことが望まれる。

・ ナノ材料のリスク評価においては、ＩＳＯでも欧州が主導的な役割を果たしており、一

番キーとなるところを牛耳っているのではないか。リスク評価や安全管理的な側面は民

間主導ではなかなか進展せず、国も主導的にコミットしていくことが望まれるが、それだ

けに、欧州をはじめとする国際協調ありきで取り組んでいく必要がある。革新的なナノ

材料開発を成し遂げても、リスク評価で市場から締めだされる可能性もあるだけに、ナ

ノ材料のプロジェクト開発とも連携して進めていく側面が必要なのかもしれない。

１６．新たな化学物質規制に必要な国際先導的有害性試験法の開発

・ 課題の多様性を勘案すると、バイオマーカーの開発費が分散する傾向にある。WHO

等の研究においても同様のことが指摘されている。

・ 極めて重要な課題であり、国として取組むべき課題である。我が国のこれまでの「リス

ク評価」実績を生かして世界をリードする成果が望まれる。また、他の化学物質管理に

関する事業と共にプログラムの一環として推進することが望ましい。

１７．革新炭素繊維技術の開発

・ 既存技術の低コスト化という側面に関する限り、中国が圧倒的優位に立つことは否定

できない。日本としては、グリーンプロセス化よりも高性能／多量生産／多機能製品へ

の応用／標準化が戦略目標になるように思われる。重要な課題ではあるが、製品を生

産するユーザを取り込む体制が特に重要と考える。

・ CO2 排出原単位を半減することが「革新的」の主目的であるとするのであれば、炭素

繊維製造プロセスの川下から川上までの総排出原単位との関係を企画すべきであろ

う。

・ 我が国のリードしている分野であり、今後革新的な技術開発は当然望まれる。なお、
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我が国の産業競争力維持のため本研究開発の意義はあるが、その一方で、国として

どこまで関与し、どこで民間が独自に実用化すべきかの時期と方策を検討する必要が

あると考えられる。

・ 将来の素材として炭素繊維の有望性は疑うところがなく、さらなる商用化を見据えると、

生産性の大幅な向上に資する革新的製法開発を国がサポートする意義は十分あると

思えるが、同時に、評価書にも指摘されているとおりの懸念が存在するため、あらかじ

め以下の課題に十分対処した上でのベストフォーメーションを実現させてもらいたい。

＜課題１＞成果を出すプロジェクト体制が組めるのかどうか

主要メーカー３社は激しく競合しており、オープン化が進みパテントプールが成

立するようなＩＴ・電機業界とは異なり、炭素繊維メーカーはノウハウ重視のクロー

ズド体制。このような３社をナショプロに本気でコミットさせるには、学界などから、

それなりの求心力となるキーパーソンの参加が必要ではないかと思われるが、キ

ーパーソンも既にそれぞれ連携しているメーカーが存在するなど、産学官連携の

体制づくりに工夫が必要。

＜課題２＞明確な知財ポリシーの策定ができるかどうか

プロジェクトがスタートする前に、コンソーシアムにおける明確な知財ポリシーを

定めていく必要がある。とりわけ、①ノウハウ、フォアフラウンドＩＰ、バックグラウン

ドＩＰの取り扱い、②守秘義務（学生や留学生の介在要注意）、③成果の帰属と公

表のルール（当初から非公開と定めておくことも必要）、④技術移転にかかわる制

約（海外企業への技術供与だけではなく、参加企業の（海外も含む）子会社への供

与まで、国益と利害関係などを考慮しながらあらかじめ決めておく）、⑤プロジェクト

終了後の知財の帰属と管理（バイドールで委託先帰属とする以外の方法もあるの

では？）など。

＜課題３＞用途開発が可能なプロジェクト体制が組めるかどうか

炭素繊維のような素材開発の場合、アプリケーションの用途開発も同時に進め

ていく必要があり、川上・川下間の連携とフィードバックが重要な意味を持つ（川下

から川上へのフィードバックを密にしながら研究開発を進めていくことが重要）。競

合する３社も、それぞれ用途開発面での連携先パートナー企業があり、連携先パ

ートナー企業同士がまた競争している場合も少なくない。＜課題１＞の問題とも共

通するが、用途開発面も含めて、どのような連携体制が取れるのかが、かなり重

要なポイントになる。

１８．戦略レアメタルリサイクルのための自律制御選別・精製システム技術開発

・ 拡散、分散した資源の効率的回収は、リサイクル技術として今後、ますます重要視さ

れるであろう。回収システムとして固体だけでなく、液相での回収もあり得るか。センシ

ングとともに興味がある。

・ 回収の上流システムの非効率性を所与として、抽出精製の下流システムの効率化を
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人工知能等の組み合わせにより解決するのであれば、より一層、広域連携を勘案した

「分散型自律一貫システム」を企画すべきであろう。

・ 「都市鉱山」から戦略的レアメタル等を、人工知能を活用して選別等を行い活用する

研究開発は魅力的である。また、技術開発の困難さにより、国が先導して技術開発を

行う意義は高いと思われる。

・ 「人工知能」を活用して、とあるが、具体的にどのような人工知能技術を適用しようとし

ているのか。情報系の課との連携は考えているのか。

・ レアメタルの争奪戦が激しさを増し、中長期的にレアメタルの存在がものづくりのボト

ルネックになるとの懸念が高まる中、資源に乏しい我が国が都市鉱山をベースにレア

メタルリサイクルの技術開発、ひいては回収システムを構築することは非常に重要。た

だし、ペットボトル回収にみるように、将来的にリサイクルシステムを構築したとしても、

思惑どおりに運用できず、結果的に資源の海外流出を招くようなことを阻止するために

も、システムとして定着し、レアメタル回収を確実なものとするには、制度との抱き合わ

せが必要か。

１９．微細藻類等を用いたものづくり基盤技術開発

・ 本事業の市場規模を考えると、CO2 排出削減は第一義目標とは思われない。必要な

エネルギーも含めなければ CO2 排出削減に寄与するかどうかは結論が出せず、温暖

化対策を前面に出す場合、エネルギー効率も検討せねばならない。また、空中に

370ppmv しか存在しない CO2 を収集／濃縮するもっとも安価な手段としてバイオマス利

用は意味がある。その意味で本課題は火力発電所から収集した高濃度の CO2 の処理

プロセスなど適用局面をもっと絞るべきではないか。

・ DNA ベース代謝経路改良予測の推進は必要と考える。遺伝子組み換え微細藻類の

ハザード基準が不明確である。

・ 微細藻類等の生物機能を活用して有用物質を生産すると言う試みは極めて挑戦的

である。しかし、長期にわたる研究開発が必要であると思われることから、５年毎の研

究開発期間をいくつか繰り返すシナリオの中で、実用化に向けた道筋を明らかにすべ

きであろう。

・ コンピュータシミュレーション技術を開発するとあるが、言い換えればシミュレーション

システムを構築することになる。情報系の課との連携をどのように進めるのか。

２０．密閉型植物工場を活用した遺伝子組換え植物ものづくり実証研究開発

・ LMO（Living Modified Organism、遺伝子組み換え生物）に関する「中間目標」を設定す

る必要があると考える。

・ 密閉型植物工場は今後のバイオ産業活性化を考えた時の革新の一つであろう。今

後民間でも取組が活発化するなかで、目標をより明確化し国の先導的・基盤的役割と

企業による実用化に向けた取り組みをうまく連携させることが重要であろう。
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・ 日本らしいテーマで、リスク面や省庁横断的に取り組む必要があることから、国が主

導的にコミットする意義もある。実用化まで時間がかかると見られているとはいえ、メイ

ンターゲットを医薬品やサプリメントに定め、新興国市場の富裕層なども具体的市場と

捉えるのならば、研究開発の段階からターゲットとすべき市場のマーケティング調査は

必要。

２１．バイオオープンイノベーション促進事業

・ バイオベンチャーという「ビジネス・スキーム」とオープンイノベーションという「仕組み」

を組み合わせ、「ハイブリッド型」にするには、企画内容が不十分である。

・ 国内の創薬力の低下が進んでいる中で、ベンチャー等の育成を通じたオープンイノベ

ーションの推進は極めて重要な課題である。しかし、オープンイノベーションでベンチャ

ー等への支援がより有効に活用されるためにはマネジメントが非常に重視されるべき

である。また、この事業が終了した時にどのようなことが期待できるのかの具体的目標

の設定が必要であろう。

・ 文部科学省や厚生労働省ではなく経済産業省独自のバイオベンチャー支援という姿

勢があまりみえない。

・ 比較的クローズで進んできたバイオテクノロジーの分野において、オープンイノベーシ

ョンという潮流への対応、その担い手となるベンチャー等の育成は非常に重要。ただし、

ただでさえリスクの高いバイオベンチャーを成功させるには、高度な知財戦略が必要で、

研究開発段階から腕のたつ知財プロデューサーのコミットが必要不可欠と考えられる。

なお、海外依存度が高いが故に高額医療費を余儀なくされている日本の現状を踏まえ

ると、国費を投入したからには、その成果はもちろん、その後のライセンス等を含めて

も、「国内製造優先」というポリシーが必要ではないか。

２２．ライフサイエンスデータベースプロジェクト

・ 従前から進められてきた「統合 DB」の一環であるとすれば、進めるべきである。

・ 経済省事業や JST などの公的資金でのライフサイエンス分野の研究から生まれたデ

ータを統合し、研究者や産業界に提供するため、政府全体の統合データベースを構築

することは誠に時宜を得たものであり、大きな意義がある。また、統合データベースの

活用度が高くなるよう関連する施策(宣伝や引用・参照度評価）も併せて行うことが望ま

しい。

・ ライフサイエンス分野におけるデータベース整備は、華々しさはなくとも非常に重要な

研究インフラであり、知の分散を防ぐためにも必要。地道な作業と捉えず、使い方次第

では、日本のライフサイエンスの国際的ステータス向上にもつながるという戦略的な意

気込みで推進していただきたい。

２３．医療機器安定供給加速化研究開発事業
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・ 医工連携のみならず、国際的な臨床特別研究の産学連携を強調すべきである。

・ 我が国の医療機器の安定した供給体制を確保することは、国民の健康維持・増進の

ために極めて急務の課題である。なお、本研究開発は開発体制として医工連携による

研究コンソーシアムを想定しているが、優先順位をつけて目標を明確化し、着実な実

施体制の形成が望まれる。

・ 輸入比率の高い医療機器の国産化を目指しても、後追いになるのみで、世界的な優

位さを発揮できるとも思えない。新規医療機器を、日本独自の高い創造性や加工技術

で創出していくような事業を目指すべきではないか。

２４．医療機器等の開発・実用化促進のためのガイドライン策定事業

・ 管理医療機器の技術評価基準を策定するのであれば、国際標準の枠組みを主軸に

して国際的相互認証を目標に据える必要がある。

・ 工学的安定性や生物学的安定性等に関する詳細な評価基準を策定し開発ガイドライ

ンとして取りまとめることやＪＩＳ等の策定は重要である。事業成果が企業等で円滑に利

用されるよう必要な取り組みが望まれる。

・ そもそも、医療機器の開発・実用化の遅れは、ガイドラインの策定や、第三者認証機

関の問題ではなく、もっと根深い問題ではないか(デバイスラグの問題は、ずっと指摘さ

れ続けてきており、ガイドラインを作ればよいという程度の問題ではないはず）。また、

診断用と治療用では実態がかなり異なると思うので、その当たりを分けて取り組むこと

も必要ではないか。必然的に、国内がこの状況では、革新的医療機器の国際共同研

究など無理ではないか。

（注）第３２回及び第３３回評価小委員会において、個別審議案件として選ばれなかった研

究開発プロジェクトについては、事業内容が国家プロジェクトとして必ずしも馴染まない

（例えば、規制の実効性を確保するために必要な研究開発プロジェクト）ことを理由に評

価小委員会での議論から外れたものがあることに留意が必要。


