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産業構造審議会産業技術分科会第２８回評価小委員会

議事録（案）

【日 時】 平成２１年６月２４日（水）１０：００～１２：００頃

【場 所】 経済産業省別館10階各省庁共用1014号会議室

【出席者】 平澤委員長、伊澤委員、大島委員、鈴木委員、辻委員、冨田委員、

中小路委員、山地委員、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)、藤原研究開発調整官

事務局：長濱技術評価室長、御代川補佐他

【議事次第】

１．技術に関する施策・事業の評価結果について（審議）

［案件］

（１）ＣＯ２固定化・有効利用分野

Ａ．京都議定書目標達成産業技術開発制度評価（終了時）

Ｂ．分子ｹﾞｰﾄ機能CO2分離膜の技術開発プロジェクト評価（中間）

Ｃ．二酸化炭素大規模固定化技術開発プロジェクト評価（終了時）

（２）宇宙産業分野

Ａ．石油資源遠隔探知技術の研究開発プロジェクト評価（中間）

Ｂ．極軌道プラットフォーム搭載用資源探査観測システムの研究開発プロジェ

クト評価（中間）

Ｃ．次世代合成開口レーダ等の研究開発プロジェクト評価（中間）

Ｄ．次世代地球観測衛星利用基盤技術の研究開発プロジェクト評価（中間）

Ｅ．次世代衛星基盤技術開発（準天頂衛星システム等開発）プロジェクト評価

（中間）

Ｆ．次世代構造部材創製・加工技術開発事業（次世代衛星基盤技術開発）プロ

ジェクト評価（中間）

Ｇ．太陽光発電利用促進技術調査プロジェクト評価（終了時）

２．その他

（１）平成２１年度 技術評価実施計画（案）

（２）前回の評価小委員会での意見を追記する案件について
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【議事概要】

○平澤委員長

一部の委員がまだご到着ではありませんが、既に定刻に達しておりますし、また、

定足数にも達しておりますので、産業構造審議会第28回評価小委員会を始めさせて

いただきたいと思います。

議事に先立ちまして、きょうは経済産業省の西本審議官がご出席ですので、まず

ごあいさついただきたいと思います。よろしくお願いします。

○西本審議官

西本でございます。産業技術と環境を担当いたしております。

この評価小委員会ですけれども、これまで大変膨大な資料が積み上げられて、委

員各位にはお忙しい中、個別のプロジェクトを一件一件御審査・御評価いただいて、

大変ご苦労をおかけしてきたと思います。

これまでいろいろな議論の流れの中で、プログラム、プロジェクトそれぞれの評

価はこれでいいのだけれども、全体像はどうなっているのか固まりで評価して、そ

れを政策にきっちり反映させていくほうが、より重要ではないかというようなご議

論が多々ございました。そして、本年１月開催の評価小委員会におきまして、個別

のプロジェクトの評価はきっちりやらなければいけないのだけれども、むしろ固ま

りで一括して評価をすべしという御審議・御判断をいただきました。

私どもは非常にありがたく受けとめさせていただいて、今回、技術に関する施策

評価の第１回目として、「ＣＯ２固定化・有効利用分野」と「宇宙産業分野」とにつ

きまして固まりでやってみるということで取り組みました。結果、非常にいい方向

性が出ているのかなと思っておりまして、委員の皆様方に大変感謝申し上げる次第

でございます。

これをやりますと、それぞれのプロジェクトが、全体の中でどういう位置づけに

なっているのか、これはどうもっていくべきか、などの政策判断に、私どもも大い

に生かしていこうと思っておりますので、ぜひ、よろしくご審議のほどお願いいた

します。

○平澤委員長

どうもありがとうございました。

今お話のありましたように、本日が、先回議論した方式にのっとって評価を行う

一番最初の回となるわけであります。そこで「技術に関する施策の評価」の概要等

につきまして事務局からもう一度ご説明お願いしたいと思います。

○長濱技術評価室長

ただいま審議官からお話がございましたけれども、本年１月に、この小委員会の

場におきまして一定のご議論いただいた上でご了解いただいた事項がございます。

それにつきまして、おさらいになりますけれども、若干ご紹介申し上げたいと思い

ます。

従来の報告書というのは、左側にありますように各プロジェクトについて１．か

ら６．までの評価項目に従って、定性的なコメント、それから評点をいただいてお
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りました。

今回は、まず「技術に関する施策の評価（共通部分）」つきまして、大きく分け

て３つの項目に従って定性的な評価を行っています。それは、目的・政策的位置づ

け、構造化。それから、目的実現の見通し。そして、総合評価です。

あわせて、各プロジェクトの評価につきましては、従来どおり１．から６までの

定量的な評点をいただき、最後の総合評価につきましてはコメントと評点の両方を

いただくというような形で報告書が構成されております。

以上でございます。

○平澤委員長

どうもありがとうございました。

先回議論したことを思い出されてきたのではないかと思いますが、今までと同様

の部分もありまして、評価検討会のほうで前もってプロジェクト毎の評価が行なわ

れ、また今回からは我々が主に議論する施策レベルの評価も行われることになって

おります。我々は評価検討会での議論等を参考にしながら、より広い立場から評価

をしていくことになるかと思います。

今回が初めてのことでありまして、担当の原局原課の方たちにもいろいろご苦労

があったのではないかと思います。お礼申し上げます。

それから、例えば、独立行政法人の評価にしても政策評価にしても、開始してか

ら数年の間、いわば経過措置として軌道に乗せていくまでに工夫を重ねていくとい

うことをやってきたわけでありまして、今回の試みも、それと同じような趣旨でし

ばらくの間は経過措置として考えながら、よりいいシステム、より合理的なシステ

ムにしていくための御意見等を委員の先生方からいただきたいと思っています。よ

ろしくお願いいたします。

それでは、議事に入りたいと思います。本日は２つの大きな議題、これらは発足

時からまとめて展開されたプロジェクトのブロック（固まり）では必ずしもありま

せんが、評価時点が重なる関連プロジェクト群の２つが用意されておりまして、そ

れらについて主に議論することになるわけでありますが、まず、配付資料の確認を

事務局からお願いいたします。

○事務局（技術評価室・大木）

[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。

今、資料４、先回の議事録でありますけれども、これについては一応お目通しいた

だいたことだと思うのですが、もしこの場でお気づきのことがありましたらば、後で

事務局にお伝えください。もしなければ、このまま決定ということでウエブサイトに

掲載させていただきます。
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１．技術に関する施策・事業の評価結果について（審議）

（１）ＣＯ２固定化・有効利用分野

ＣＯ２固定化・有効利用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、

地球環境技術室の三橋室長及び紙業生活文化用品課の進藤課長(Ｃ．のプロジェクト部

分のみ)から、それぞれ補足資料－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。

○山地委員

この３件のプロジェクトに関する評価検討会における評価は、非常によくできて

いると思いました。１番目の産業技術開発促進の補助事業の件は、点数が低いので

すが、その点も、この評価検討会の指摘がとても妥当だと思うのです。

補助事業で35億円という枠があって、この事業の目的と照らして、その成果が十

分出てこなくて、目的と少し外れたのではないかという指摘もありました。ある意

味、予算があるとそれを使わなければいけないという面が出てきたのかもしれませ

ん。そのあたり、予算執行上、目的に照らして効果的にというところで弾力的に運

用しても、実施者がうまくやらなかったのだという悪い評価にならないような仕組

みがあればもう少し有効に使えるかなと。これも感想みたいなものですが。

研究実施者の問題ではなくて、どうも補助事業の場合の予算執行上の問題で、工

夫があればもう少し効率的にできたのではないかと思います。いずれにしても、こ

の評価検討会の指摘は、私もまことに同意見です。

○伊澤委員

私は幾分違った印象をもちまして、特に一番目の京都議定書云々というプロジェ

クトですが、評価が低いのが、“52課題中実用化に至ったのが８件、実用化に近い

のを含めても23件。”ということで、どうも少ないことが影響しているような印象

を受けたのであります。

私の経験では、企業の研究開発で52件中23件というのは、相当の割合になると思

います。ここに書いてある事業化が近い段階というのがどういう意味をもつかにも

よりますが、本当の意味で事業化に近いのであれば大成功だという印象をもちまし

た。むしろ、この件数の議論よりも、この23件の事業化に近いあるいは事業化した

もののクオリティーをもっと言及して、数件でもいいから質の高いものがあれば大

成功だったと評価すべきではないかという印象をもちました。

○吉本委員

プロジェクトの３つ目・二酸化炭素大規模固定化技術について。

詳細なレポートをまだ拝見していないのですが、もともと、王子製紙は、20年以

上、ブラジルでユーカリなどを手がける植林事業をやっていました。ユーカリはか

なり成長が早く、あっという間に生育するという利点もあると思うのですが、遺伝

子組み換え技術を用いて乾燥地でも耐え得るような樹木をつくって、その植林に資

するということでしょうか。

例えば、あっという間に生育してしまうので、森林の炭素固定という観点では、
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管理していかないと基本的に意味がないですよね。植えっ放しの成熟林というのは

炭素をほとんど固定しなくなってしまいます。最後の観点のところにＦＦＣとの関

連とありましたけれども、基本的には森林の管理とかマネジメントと一緒にやって

いかないと、トータル的に意味がないような気がします。個別のプロジェクトとし

ては重要だと思うのですが、炭素固定というところまでいくのであれば、それこそ

他省庁との連携も含めたマネジメントとの一体性も少し必要ではないかなという感

じがしました。

○中小路委員

個別ということではなく、３件通してみたときに、評価がいつもそのカーブを描

いています。これに限らないかとも思いますが、「事業化、波及効果についての妥

当性」がいつも低いです。それも３件とも最低点で、こういうものだからといえば、

いえないことはないとは思うのですが。最終的なゴールに近いところだと思うので、

その評点が一番低いという点は、評価の仕方が悪いのか、期待しているところが悪

いのか、それとも、こういう項目でくくること自体があまり効果的ではないのか、

何か工夫の余地があるのかなと思いました。

普通の研究評価であれば、もうちょっとばらつきがあって、これはこっちが高い

けれども、これはこっちが高いとかあるかと思いますが、これは３件とも一様にこ

のカーブなので、少しそのように思いました。

○大島委員

それぞれのプロジェクトの３に「目標、成果、目標の達成度」というのがありま

すが、これは自己評価という認識でよろしいでしょうか。そのときに、その自己評

価と、評価書案の「成果、目標の達成度の妥当性」の関係、つまり自己評価と評価

検討会での評価の整合性というのはどのようになっているでしょうか。比較的一致

しているのか、それとも、自分では達成したつもりなのに実際に評価された場合に

は乖離があるのか。それに関してはどうでしょうか。

○平澤委員長

一応独立していて、データを参考にしながら検討会のほうで評価しているという

理解でよろしいかと思います。もし乖離がある場合には、どこに原因があるか考え

ていく手がかりになるだろうと思います。

○大島委員

そうですね。

○鈴木委員

植物による固定化について。この後継プロジェクトがバイオ技術活用型二酸化炭

素云々とのことですが、これは、先ほど評価検討会の指摘があったという農水省と

か環境省とかとの共同開発とかという体制にはなっているのでしょうか。

○平澤委員長

いろいろな観点からのご質問等がありましたが、私も大体似たような印象があり

ます。

今回は、御説明の最初のほうでお示しくださった幾つか走っているプロジェクト

の中の一部、ちょうど評価の時期に来た一部を取り上げて議論しているというので、
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ＣＯ２の固定化・有効利用という点での全体像にはまだ至っていないと思います。

その点は一応割り引いてお考えいただきたいと思います。その上で、同じ政策目的

のプロジェクトをできるだけまとめて評価するという観点からみたときに、どのよ

うな問題があるかお答えいただきたいと思います。例えば、最後のプロジェクトに

関係した話になるのですけれども、アメリカの場合は非常に大きなプロジェクトの

形になっています。具体的には、今般の新しい政権になるプロセスの中でクリント

ン陣営が農務省の課題として取り上げた生物生産性の向上というものがあって、そ

れが新しい政権が発足した後、ホルドレンが二酸化炭素の削減という観点からも含

めて検討するというようにして、それを環境部門の中の１つの大きなプロジェクト

として取り上げているのです。これはやがて、イニシアチブとしていろいろな省庁

が連携した体制の中で詰められていくのではないかと思います。

そのような本格的な取り組みがある一方で、本日お示しくださったプロジェクト

は、その中の１つの生産性の高い植物をつくり出していくというところに焦点が当

てられているわけですが、多くの委員が言及されたように、日本でもこれを実用的

なものにしていくという段階では、多くの省庁が連携して取り組んでいって、それ

でその連携の中でもう少しフィージビリティーの高いものに絞られていくことにな

るのではないかと思うわけです。

今回のような立場からみていくと、このＣＯ２固定化という施策の中で、そうい

う柱を幾つかに整理して、そして、経済産業省だけでまとまるのではなくてオール

ジャパンで効率的にそれを実用化していくという体制をどのようにつくったらいい

かを、むしろボトムアップで考えていただけないかということになろうと思います。

これは、本来ならば総合科学技術会議等で考えなければいけない話なのでしょうが、

なかなかそういう体制ができ上がってこないので、下から作っていくというような

ことも、一方では必要ではないかなと私は思っております。

いろいろご議論があった点に関して、まとめてお答えいただければと思います。

○地球環境技術室(三橋室長)

簡潔に。幾つかご指摘がありましたが、最初に、山地先生からいただきました、

35億円という予算があって、執行ということも含めると実施者だけの問題ではない

ようなところがあるのではないかという点ですが、実際にこの分野で実用化される

ものの研究開発だといっても、５割を企業側に負担せよというのは、それだけでも

手を挙げてきてくれる者が限定されるという難しさがあります。よって、それでも、

やってくれるところをみつけ出して拾ったような案件もあったというのも現実です。

それから、伊澤先生からいただきました実用化の程度の件。たとえ１件であって

も、その内容がしっかりしたものであれば、しっかり評価を受けるべきということ

です。実用化という言葉の定義は何であるかと関連すると思うのですが、これは“

具体的に商品化されて売られたもの”と定義づけています。御紹介しますと、生ゴ

ミの処理を省エネルギーで実用化するといったような案件については、実際にプラ

ントがつくられて、営業的な展開が行われているものです。それから、事業化に向

けて実施しているものは幾つかありますが、研究開発の最終段階まで来ていて、実

証試験を21年度にやって、22年度にＦ／Ｓをもう一回実施した後で、商業機として
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の販売に入るといったような案件も、8プラス15の「15」に含まれています。それ

らは、もう一息、力を入れれば実用化できるところに来ている案件です。ただ、実

用化までもう一歩という案件については、実際に販売されたという案件に比べます

と、少しばらつきがあるのが実際です。

それから、カーブがこういう形状を常になしているというところにつきましては、

私ども二酸化炭素削減をミッションにしている部局の立場からいいますと、すべて

がこういうカーブになっていることは、大変憂うべきことであります。研究開発す

ることが目的ではなくて、実際に二酸化炭素が減ってこそ、本来の研究開発の目的

ですので、今ほどのご指摘は非常に重く受けとめて、今後の実施に当たっての強い

評価軸としたいと思います。

ちょっと細かい御説明でしたが、ご回答できる点は以上でございます。

○紙業生活文化用品課(進藤課長)

森林関係で２点。まず、吉本委員から森林の管理がそもそも必要ではないかとい

うことを含めて幾つかご指摘いただきました。こちらの研究では、ユーカリが早く

育つということもありますが、どちらかというと太っていく、それから生育環境の

悪いところでも育つということがポイントになっております。

特に、海外植林を進めてきました製紙企業にとってみますと、ブラジル、オース

トラリア等、それなりに期待できる地域はもうほとんど確保されてしまっていて、

だんだん、生育環境のよくない、あるいは、よくわからないところにも植林してい

かなくてはならない状況になっています。実際に、現状の植林の成功率はさほど高

くなくて、失敗もありますので、こうした形でぜひ可能性を広げたいというような

問題意識ではないかと思っております。それと、森林の管理自体が重要だというこ

とは全くそのとおりでございますので、研究だけではなくていろいろ考えてまいり

たいと思います。

それから、鈴木委員からご指摘がありました点ですが、後継といいますか、今や

っておりますバイオ技術活用型の ＣＯ２固定というのは、どちらかといいますと、

実際にうまく育ちやすい品種を早くみつけるということで、先ほど説明しました研

究内容の２つ目の柱がやや中心になっております。それから、１つ目の柱の後継、

うまくいっている案件のフォローアップもやっていますが、公募したところ、実施

者はかなり限定企業になってしまっています。例えば、王子製紙、岐阜大、理研、

かずさＤＮＡといったあたりがやっておりまして、ほかのところは、例えば、農水

省や環境省の研究所とは残念ながらご一緒できているわけではありません。

ただ、平澤先生からもご指摘がありましたとおり、森林をどう再生していくか自

体はかなり大きな課題になってきておりまして、どちらかというと国内の森林資源

が今はかなり蓄積されてきたということもありまして、林野庁でもそういったとこ

ろには、公共・非公共も含めていろいろお金をつけて、しっかりカバーしていこう

ということで施策に取り組んでおられます。

今、私どもや国土省、林野庁が、一緒にオブザーバーで入っている勉強会などもあ

りますので、そういった中も含めてこれから関係省庁、あるいは研究所との連携をま

た図っていければと考えております。以上です。
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○平澤委員長

どうもありがとうございました。

このように二酸化炭素の固定ということを考えてみますと、いわゆる物理化学的、

工学的に効率よく固定化することのほかに、それを自然環境の中でいかに実用化し

ていくかという後段の部分がありますので、この両方のフェーズを含めて有効なも

のを選んでいく、あるいは方法論を展開していくことになろうかと思います。

社会の中に広めていくという観点で考えるとした場合、例えば３番目の話では、

単に成長度の速い木材でいいかという問題が出てきますね。それは成長した樹木を

伐採して利用するとき以降の話ともつながってくるわけで、社会の中で時間をかけ

て長寿命化した材料として、また、素材としてそれを使っていくといったようなこ

とがあるとすれば、社会の中でストックされて、ＣＯ２がより固定化されていくこ

とになるわけです。そういうことまで考えると、どういう樹種がいいのかも、重要

な話の一つになってくるわけなので、違った観点が出てくるだろうと思います。

このように、今まではどちらかというと技術開発の部分にだけ焦点が当たってい

たのですが、もう少し大きな視点から考えると、どこに技術開発のポイントがある

のか、何をやればいいのかという、ＣＯ２の固定化・有効利用というような施策全

体の目的、あるいは位置づけ等を考えた上で柱を立てて絞っていき、そこへ有効な

資金を投下していく。こういう次のステップへの橋渡しができるようになるのでは

ないかと思いますので、次の施策を考える上で、省内で確実にフィードバックをと

られることをお願いいたします。

この施策の評価としては、今のような施策評価一般の話については、特に個別に

は記載せず、我々がそれらを問題意識としてずっと持ち続けるということかと思い

ます。先ほどの中小路委員の御発言のようなケースについては、先回も議論したわ

けですが、そういう問題意識は持ち続けて、どう改善したらいいかをこの場で議論

しながら、それぞれの実務を担っている方に御尽力いただくということにしたいと

思います。

よって、結果としては、本審議案件について、特に委員会としてのコメントはつ

けないという形で、評価検討会の評価を了承したということでよろしいでしょうか。

[→→了承。]

お２人、どうもありがとうございました。
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（２）宇宙産業分野

宇宙産業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、宇宙産業室の

飯田室長から、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

宇宙産業分野については、７つのプロジェクトをまとめてということになります

が、全体を通してもう一度見直してみると、総じていえば、最初のほうでご説明に

あったリモセンのプロジェクトは評価が高くて、ハイパースペクトルセンサになる

とちょっと疑問符がついているというところかと思います。

それから、衛星のほうの準天頂衛星開発については、普通の今までのパターンと

は違って「目的・位置づけ」のところに疑問符がついているような形になっていた

と思います。

最後にご説明のあった太陽光発電は、宇宙に打ち上げて作らなければいけないの

で、ここではその部分についての、宇宙利用に限っての話ですが、プロジェクト全

体としてはむしろその焦点はエネルギー開発のところなので、それが妥当な計画に

なるのかどうかを検討していくということが重要になるだろうと思います。結果そ

のような取り組みはなされている、というようなことではなかったかと思います。

○冨田委員

委員長のおっしゃられたとおりのまとめで非常に結構だと思うのですが、成果と

してもっと出ているのではないかと思うのは資源探査についてです。これについて、

新たなものがどれくらいみつかったのかを挙げることはできないでしょうか。これ

が１つ目。

２つめは、26ページのところで「水稲収量推定図」となっております。これは場

所が特定されていますので、現地で測って、それと合わせることができるのではな

いかと思います。そうすれば、いわゆる炭酸ガスの固定とか農業生産力のモニター

という実測値が空から把握できるということです。これはデータをお持ちなのでは

ないかと思います。もっていなかったら、おやりになったら、いわゆる環境管理や

農業生産も含め、とてもいい成果が上がるような気がします。

３つめは、６番目(次世代構造部材)と７番目(太陽光発電利用)の事業です。委員

長がおまとめになられたところですが、いわゆる「目的」の審査が厳し過ぎるので

はないかと私は思います。私としては、ちょっと厳しいような気がいたしました。

○鈴木委員

準天頂については、私は少し違う意見をもっていまして、こういう厳しい評価が

出るのも当然といえば当然のような気がします。ＧＩＳの雇用創出なども報告書の

中では書かれていますが、もう残り１、２年なのでしょうが、経済産業省がやる意

義があるのかというのは、やはりこの評価委員のほうでも指摘されていますけれど

も、非常に疑問だと思うわけです。

衛星の基盤技術開発ということであれば、ＪＡＸＡなどやればいい話だと思うの
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ですが、経済産業省としてこれだけのお金をかけて続ける以上は、民間できちんと

事業として成立するということを前提にやられるべきだと思います。平成15年度に

開始されて平成18年に一部撤退ということが言われていましたから、その時点でか

なり大幅な見直しがあってしかるべきだったのではないかと、私は思っております。

○山地委員

最後の宇宙での太陽光発電について。私も平澤委員長の御発言と全く同じことで

すが、少しつけ加えさせていただくと、全体システムの検討自体が１つの研究テー

マになるのではないかと思います。それがなくて個別の輸送システムや無線送電な

どに進むというのは、少しバランスが悪いのではないでしょうか。ここにも書いて

ありますが、無線送電自体は、波及効果というか、むしろそれ自体の意義は非常に

高いものですから、無線送電自体は別途取り上げるということもあろうかと思いま

す。関連していえば、宇宙空間上の環境下での太陽電池の開発とか、そちらのテー

マはあると思います。ただ、宇宙太陽光発電というシステムとしてとらえるときに

は、やはり全体システム研究というのを別途きちんと検討してから、個別の要素の

技術開発にもっていくべきではないでしょうか。そのようにかかれているとも読め

るのですが、ただ、「関係機関により全体システムの検討を行った上で」というの

がどの程度のものか、ちょっとつかめないというところがあるものですから、発言

させていただきました。

○平澤委員長

ありがとうございました。まとめてお答えいただけますでしょうか。

○宇宙産業室(飯田室長)

最初に、資源探査はいろいろな成果が上がっているのではないかというご指摘が

ありました。報告書の中では、いわゆるケーススタディをどういうところで何十機

程度やるというような形で、それぞれの資源探査に関する目標を設定しております。

それは全体として、例えばＡＳＴＥＲの場合ですと、資源探査に関して30件以上の

ケーススタディを実施して、有望地域情報を20件以上提供するというような目標、

また、資源探査・開発・操業に伴うロジスティクスや環境間での技術開発を民間と

も必要に応じて共同を行って10件以上やりますというような目標の設定がされてお

りまして、それぞれについて８割ぐらいの達成度を上げております。

研究開発活動そのものの中での成果は今申し上げたとおりなのですが、先ほどの

“鉱区取得に至ったものが40件ぐらいありますよ”ということとは別に、それ以外

に画像データを提供することも含めて、特定の探査会社宛てに「どの程度役立ちま

したか」と調査した結果が、この資料の中にもございましたように40件以上あると

いうことで、幾つかのケースが出ています。

それから、ロシアの天然ガスのパイプラインの関係でも、先方の天然ガスの有名

な企業から「このデータを使って支援をしてほしい」というような話が公式にも来

ておりますので、それが資源外交の一端にもなると思っております。

また、一昨年の11月に、甘利大臣がボツワナで、南部アフリカ地域を対象に資源

外交というのを繰り広げたわけですが、そのときの１つの目玉にレアメタル資源開

発にこのデータを使っているということがあります。現地でデータが使えるような
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体制をＪＯＧＭＥＣ(独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構)が敷いていま

した。そういう形で、私どもが直接触ってやっている部分もあれば、資源探査企業

が独自に使っている部分、それから資源外交・資源戦略の中でＪＯＧＭＥＣという

実施機関を通じて活用している部分など、多面的に展開してきていると思っており

ます。

水稲のところは、面としてはこちらにありますようなデータを取得いたしており

まして、その上で数点のポイントをとらえて地上の水稲の状況との照合作業も行っ

てございます。したがって、単にデータをとって推定しているだけではなくて、照

合もしているということでございます。

それから、鈴木委員から、準天頂衛星、あるいは衛星の基盤技術に、なぜ経済産

業省がかかわっているのかというご指摘の部分がございました。私どもといたしま

しては、準天頂衛星の中で行ってきたプロジェクトの中の特に複合材料を使った衛

星そのものの軽量化といった部分については、世界の通信衛星のマーケットの中で

は重要な技術だと考えております。現時点で、それ全体に波及効果を期待して通信

衛星マーケットの中で実際に積極的に動いているのは三菱電機ですけれども、そう

いったところの商業衛星に活用されるのではないかということを期待してこのプロ

ジェクトに参加しております。ただ、委員の方々からご指摘のあったように、準天

頂衛星そのものの意義についてさまざまな御意見もありますし、もちろん精度が上

がること自体は評価されるわけですが、それにどれぐらいの投資をするのかについ

てもさまざまな議論がありますので、準天頂衛星として完結するためには少なくと

も３基の衛星が飛ばないとシステムとしては意味がありませんので、それを本当に

やるのかやらないのかについて、まさにこれから政府としての意思決定をすること

になろうかと思っています。厳しいご指摘についてはある意味でごもっともではな

いかと思っております。

山地委員から、宇宙太陽光全体システムの検討という点に御指摘いただきました。

今回御紹介の事業の研究期間は平成16年度からなのですが、それ以前からも長くい

ろいろな形で取り組まれてきていることは御承知のことと思います。無線送受電の

仕組みについても、経済産業省ではマイクロ波をやってまいりましたけれども、一

方でレーザーという認識があります。その要素技術については、今までの宇宙基本

計画の検討の中では、マイクロ波がいずれにしろ先行するのだろうというのが関係

者の間でのコンセンサスになっております。そういう観点で、無線送受電技術につ

いては、経済産業省単独ではなく、経済産業省とＪＡＸＡが共同でマイクロ波での

無線送電の要素技術開発を進めようということで、平成20年度以降開発を進めよう

ということになりました。その上で、全体をどんなスケジュールでやるのかという

点や、エネルギー政策との連携、最後はどうするのかも含めた本当の意味での全体

システムの検討はしっかりやるべきであるというご意見が多数出まして、それで宇

宙基本計画の中でも、まず全体システムの検討から始めるべきであるという形にな

ってございます。

ですから、全体システムの検討なくして大規模な資金を投資してやるということ

ではなくて、やってからどういう手順で宇宙実証していくのかも含めて検討してい
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くということになっています。

○山地委員

その意味で１点。エネルギー政策を検討する審議会の中に新エネルギー部会があ

りますので、このような場で宇宙太陽光発電を取り上げるのがよろしいのではない

でしょうか。御検討いただければと思います。

○平澤委員長

予定した時間を大分オーバーしておりますので、意見はこれぐらいにしようかと

思うのですが、宇宙産業プログラムというのは、対象がシステム技術になっており、

さらに、利用目的も多目的でもあったりするので、政策議論するときには難しい問

題になるかと思います。

ただ、この種の政策については、やはりシステム全体の構造化を図り、そのアー

キテクチャーをもとにして、全体の連関を考えながら、産業としてそれが意味があ

るのかどうかを検討するというような場が必要になると思います。それが宇宙産業

課でいいのかどうかという点については、他省庁を含む他の部署と連携して別の場

で適切に検討していただくことが必要になるだろうと思います。

もう１つは、宇宙基本計画についての話が、13ページの全体のまとめの中であっ

たかと思いますけれども、宇宙基本計画自体も、政策の方向としては非常に重要な

ことを示唆しているわけなので、それとの整合性の中で、宇宙基本計画のターゲッ

トをブレークダウンしていって必要な技術にまで到達するその間のブレークダウン

をしていくプロセスというものを、本日議論されている主な施策のレベルで、どの

ように議論してとりまとめていくかが重要になるだろうと思います。

ですから、基本計画の目標(技術目標のような形にはなっていない全体の目標)と、

技術開発との間をつなぐプログラムを、どのように設計したらいいかを担当課とし

て十分ご検討いただきたいと思います。

以上、他との連携でシステム技術を考えるということの政策的な対応、それから、

大きな計画の中における本施策での持ち場を明確にし、それを技術課題に結びつけ

るプロセスを考えていただきくというようなことが課題になろうかと思います。

これも一気にできるわけではなく、いろいろ試行しながら整備してくだされば十分

だと思いますので、今回のこういうとりまとめを含めて幾つかのポイントが出てき

たかと思いますので、そのまま引き続きご検討いただければと思います。

全体としての評点は、やはり評価検討会の方での評価結果に、特段の意見をつけ

なくてもよいかと思いますが、いかがでしょうか。

[→→了承。]

では、どうもありがとうございました。
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２．その他

（１）平成２１年度 技術評価実施計画（案）

平成２１年度の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－

１０に基づいて説明を行った。

（２）前回の評価小委員会での意見を追記する案件について

事務局（技術評価室・大木）から、資料１１に基づいて、前回の第２７会評価小

委員会(平成２１年４月２３日開催)での審議の結果、評価報告書（案）に評価小委

員会としての意見を追記する案件について説明した。

○平澤委員長

どうもありがとうございました。

大体内容については議論したとおりかと思いますが、よろしいでしょうか。

また十数分延びてしまいまして申しわけありません。これで今回の会を終わりた

いと思います。

最初にも申しましたように、全体をまとめて議論していくということを有効に進

めていくための方策について、今後とも事務局と相談しながらやりたいと思います。

原課原局の方たちもまたよろしくお願いいたします。

それでは、長時間どうもありがとうございました。

――了――


