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産業構造審議会産業技術分科会第２９回評価小委員会

議事録

【日 時】 平成２２年３月２日（火）９：３０～１２：１７

【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、菊池委員、鈴木委員、

辻委員、冨田委員、吉本委員

（経済産業省出席者）

鈴木産業技術環境局長、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・事業の評価結果について（審議）

（１）核燃料サイクル関連分野

２．技術に関する事業の評価結果について（審議）

（１）中小企業産業技術研究開発事業

（２）革新的構造材料を用いた新構造システム建築物研究開発

（３）高度分析機器開発実用化プロジェクト

３．追跡評価について（審議）

（１）石炭高度転換コークス製造技術開発

４．その他

【議事概要】

○平澤委員長

定刻となりましたので、第 29 回評価小委員会を開催いたします。

年度末、お忙しいところを、お集まりいただきましてどうもありがとうございました。
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今日は、議題がたくさんありまして、一応 12 時までの予定としておりますが、ご審

議のほどよろしくお願いいたします。

今日は産業技術環境局の鈴木局長がお見えですので、議事に先立ちまして、一言ごあ

いさつを賜りたいと思います。よろしくお願いします。

○鈴木産業技術環境局長

産業技術環境局長の鈴木でございます。常日ごろ、当省の技術評価にご尽力・ご参画

いただきまして、まことにありがとうございます。

昨年の９月、政権が民主党政権に変わりましたが、この政権は、研究開発に大変熱心

な政権でございます。例えば、平成 21 年度の第２次補正予算でも、私どもは６つの新

たなプロジェクトをスタートさせることができた次第でございます。また、平成 22 年

度の予算につきましては、現在、国会で審議されておりますけれども、研究開発予算は

増額させるということで、言い換えれば、今後の日本の成長を考えるに当たって、この

ようなイノベーションも不可欠であるという認識のもとで予算編成等が行われている

次第でございます。

私どもは、国民の大事な資金を使わせていただくのでございますから、ぜひとも外部

の方々にしっかりと評価をしていただき、今までやってきたことが悪かった、良かった

ということだけでなく、次につながるような評価をぜひともお願いをしたいと思ってお

ります。今年度は、今日を含めて３回の委員会をお願いしていると伺っておりますが、

皆様方のご意見を反映させまして、平成 22 年度の予算を執行させていただきたいと考

えております。また、あわせて平成 23 年度の予算編成が６月、７月から始まりますが、

その際にも皆様方のご意見を踏まえた予算編成ができるようにしたいと考えています。

この６月には、新成長戦略の中身をしっかりと決めるということでございますが、そ

の新成長戦略におきましても、各政策の達成状況の評価、検証を活用するということが

大きな題目として掲げられる予定でございます。大変なご尽力を賜ることになると思い

ますけれども、しっかりとした評価をよろしくお願いいたします。

○平澤委員長

どうもありがとうございました。

それでは、配付資料の確認をさせていただきたいと思います。事務局、お願いいたし

ます。

○事務局（技術評価室・星野）

[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。

早速、議事に入りたいと思いますが、まず議事次第の１です。核燃料サイクル関連分

野にかかる技術に関する施策・事業の評価結果についてです。

前回ぐらいからでしょうか、プロジェクトごとではなくて、関連したプロジェクトを
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まとめて、できるだけその分野全体のプログラムという視点から評価していくというこ

とを試みているわけです。本件もが、関連分野をまとめて、まずはご報告いただきたい

と思います。それでは、原子力立地・核燃料サイクル産業課から説明をお願いいたしま

す。

１．技術に関する施策・事業の評価結果について（審議）

（１）核燃料サイクル関連分野

核燃料サイクル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、原子力

立地・核燃料サイクル産業課の森本課長から、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。

○鈴木委員

ウラン濃縮について。以前、新素材遠心分離法といわれていたものだと思いますけれ

ども、その頃には、設計寿命を終えないその前にかなり壊れるという話があったと思い

ます。それは解消されたのでしょうか。

○原子力立地・核燃料サイクル産業課（森本課長）

現在六ヶ所村に入っている機械については、既に 10 年以上を超えております。その

うちの一部については、いわゆるウランの付着という問題が生じており、設計寿命で、

10 年ぐらいもつだろうといったところよりも短いところで終わっております。

今回の技術開発は、まさにその耐久性になり、そこを中心に置いております。ウラン

の付着や、回転数がものすごく高いものなので、いってみれば軸受けなりの部分が非常

に重要な技術になります。その性能について、まずトラブルの原因となるものは克服い

たしました。そして、カスケードを組んで実際に耐久試験に入っております。

ですが、一定の加速試験は行うにせよ、実機に組んだ上でのところについては、今後

の実際の運転に委ねるところもございます。まあ、バランシング等も含めてトラブルの

原因となることはすべて排除したつもりではございますが、実際の機械について今後順

次導入をしながら進めていきたいと考えております。

○鈴木委員

ご説明では、完全にはまだそれが達成できていないように受け取れるのですが。この

評価の資料を見る限りでは、全部の目標に対し「達成」と書いてあるのですが、それは

やはり設計寿命に対してちょっとまだ少し足りないところがあるのであればだったら、

「一部達成」とかの表現のほうが私は適切ではないかと思うのですが。

○原子力立地・核燃料サイクル産業課（森本課長）

一応、要素技術としてトラブルのもとになるものをあらかじめ抽出して、それについ
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てはすべて達成できております。実際の稼働試験については、実機を導入していくとい

う意味で、これは技術開発としては一応達成をしているとは思いますが、おっしゃるよ

うに実機について今後の稼働を待つというところについては、そういうことかとは思っ

ておりますので。この目標の意図するところという観点ですか、技術開発の項目として

は一応できておりますが、全体につきましてそのうちご相談させていただきたいと思い

ます。

○菊池委員

タイトルが施策・事業評価ですので、少し施策的な観点からコメントをつけます。い

ただいた資料だけからピックアップしますので少しゆがんでいるかもしれませんが、バ

ーゲニングパワーという言葉、それからオールジャパンという言葉というのは、さっと

読んでいくと我々の頭の中に非常に残る言葉です。そうすると、例えばバーゲニングパ

ワーという言葉で考えたときに、先ほどの機微情報も含め、中長期的なロードマップ上

で、このプロジェクトがどういうふうに位置づけられているのかが見えないのです。こ

の我々に与えられた資料では。しかし、他のホームページ等々、いろいろなところに行

けば我々は読むことはできるのです。あえて、このいただいている資料の中で見ると、

中長期ロードマップ上でどういうふうに位置づけられているのが見えるか。したがって、

バーゲニンパワーっていったときに、どうもコストダウンというような色彩を強めてお

られます。当然、安全とかそういうものも十分加味した上でと思うのです。バーゲニン

パワーの場合は、必ずしもコストダウンだけではなく、もっと多面的な要素が入ってく

ると思うので、研究開発のプロジェクトとして、どういう位置づけにあるのかを知りた

い。

オールジャパンといったときに、当然、今は経産省のプロジェクトという話なのです

が、ご存じのように、我々はオールジャパンといったときに、文科省系もたくさんある

のは知っているわけで、どういう仕切り、省庁の垣根という意味ではなく、オールジャ

パンというものをどのようにフォーメーションしているのかも、施策評価的なものが入

る場合には欲しいというのが印象です。ですから、その施策評価を踏まえて事業評価に

入ったときは、我々が聞いている範囲ではそのようなものだと思うし、当然だと思う。

したがって、ボトムアップしたときに、果たしてプログラム全体としてオールジャパン

がうまく稼働するのだろうかというのが知りたいのですが、よく見えないです。

プロジェクトベースでは確かに成功し、うまくやっており、それぞれリンケージを図

りながら、施策の概要のところを見ると、ボトムアップしていくのがよくわかります。

線が書いてあるので。しかし、それをトップダウンで編成し、ボトムアップで再編成し

たときに、果たしてトップが考えていることが実現できるのだろうかというところに関

して、今は現実にできてなくても、数年後、10 年後でも 20 年でも構わないのですが、

そういう流れがわかるような、絵でもよかったので、あると少し我々の理解の助けにな

るということが感じられました。
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○原子力立地・核燃料サイクル産業課（森本課長）

資料の補足が今日できるかどうかは考えたいと思います。

事実関係についてですが、バーゲニングパワーというときは、おっしゃるようにコス

トの面だけでなく、特に濃縮の場合は、濃縮技術が一般的には手に入らないため、国内

で実際にウラン濃縮のサービスを購入している相手は、アメリカで濃縮したり、日本以

外でも購入しています。ただ、どこの技術であっても、技術自体は普通には絶対に手に

入らないもので、プラックボックスアプローチと呼ばれている手法がとられているだけ

に、常に日本が一定の技術を持った上で海外からのサービス等を購入しているので、そ

の点を含めて記述ができるか考えたいと思います。

それから、オールジャパンという点について、これは濃縮や再処理というのが、そも

そも民間企業でそれほど多数やっていないことから、大学及び原子力研究開発機構の総

力を結集しているというところもあるが、同時に要素技術としては、回転体を用いる、

例えば濃縮についてはその一部について、また、材料につきましても特殊な材料を使っ

ているのですが、そういうところの材料関係の技術者も集めているところです。

そういう意味では、原子力関係、直接の炉の原子力関係以外の方も入れているところ

なので、そうしたところも含めて加筆を考えたいと思います。

○伊澤委員

補足説明資料の３ページに施策の目的が書いてありますが、これを読むと前半と後半

に分かれていて、後半のガラスの固化技術については、今年度から始まったばかりなの

でご説明はしないということだったと思いますが、事前にお送りいただいた資料には、

確かこの点についても触れており、拝見したのですが、そのターゲットの書き方が非常

にあいまいといいますか、明確でない書き方になっています。このガラス固化技術とい

うのは確か比較的短期間に実施する計画になっていたと思うが、そのターゲットは一体

どういうところにあるのかご説明いただきたい。

○原子力立地・核燃料サイクル産業課（森本課長）

本日のプレゼンテーション集に入ってないので、口頭でのご説明とさせていただきま

す。

ガラス溶融炉は、六ヶ所の再処理工場の中で廃棄物を最終的に処理するときに固める

技術です。今、六ヶ所が直面している課題というのは、運転方法の確立という意味で非

常に短期的なところで対応しなければならないものです。一方、このガラスを固めるも

のはいわゆる炉です。工業炉で、数年に１回の取替えをもともと予定しております。そ

ういう意味では、運転してから５年目、あるいはその２つの系列があるので、間隔をと

れば７年目ぐらいにやるとは思いますが、平成 21 年度からスタートした技術開発につ

いては、現在の炉を改良して、さらに、用いるガラスも高温のものを使えるようなもの

として、次の炉の取替え、あるいはその次の次というふうに、５年目あるいは７年目程

度の炉の取替えをターゲットにしております。
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３年間かけて技術開発を行う予定ですが、その後、安全審査等の手続が入ってくるの

で、実際の設計と安全審査を経て取り替えるということを想定しております。したがっ

て、その安全審査期間がどの程度になるか、今我々のほうで十分予見し得るものではな

いですが、いずれにしても、現在の六ヶ所の再処理工場のガラス溶融炉の次、あるいは

次の次の取替えの時期をターゲットにしています。

○伊澤委員

次の次というのはわかったが、その性能的に一体何が変わるかについては、いろいろ

機微にわたることもあるかと思いますが、大きくいえば何がかわるのか。

○原子力立地・核燃料サイクル産業課（森本課長）

これは機微技術ではありません。１つには、今のガラス溶融炉が直面している課題は、

白金属というものが使用済み燃料の廃液の中に入っています。これが炉の下にたまりが

ちであり、それが結果的にガラスの粘性を上げてしまうなど、いろいろありますが、そ

のトラブルに見舞われている。そうした意味で撹拌機能を上げることや、炉の形状をい

ろいろ工夫して、なるべくそれがたまらないような形で炉自体で対応できるようにする

ものが１つ。それからもう１つは、廃棄物である核分裂生成物をガラスの中に溶かし込

むのですが、ガラスの中へものを溶かし込むにはガラスの温度を上げることで、より溶

かし込みやすくなるので、このガラス素材そのものをより温度の高いものまで使えるよ

うな材料を探索するということも含めて、大きく炉と材料という２つを考えております。

○平澤委員長

今回のお話ではないのですけども、私も国家技術、まあ最後の処理をするところでど

うも余りうまくいかなくて詰まるという話は何回か伺ったことがあり、それから技術の

詳細について相談に見えたようなこともあったが、そのときに感じたのは、今、伊澤先

生がご質問になったような、開発のポイントがとても絞られていない。化学工学の常識

から考えても一体何をやっているのだろうというような感じであった。それで、メーカ

ーが本来はバックアップしなくてはいけないのかもしれないが、メーカー側との連携が

余りうまくいってないようであった。これは多分２年くらい前の話だったかと思います。

もう少し技術開発のプロジェクトリーダーが技術の内容をよく理解し計画を立てて

いればそのようなことにはならないのではないかという印象を非常に強く持った。独自

のガラス固化をやらなければいけないことでもあり、ここは非常に重要な研究になる。

そのため、そのような体制をどのようにつくり上げるかがわからないままお話が終わっ

たと感じている。技術内容がよくわかっているメーカーと、現象的な物性データを持っ

ている研究所とをつなぐ仕組みはどのようになっているのか。

○原子力立地・核燃料サイクル産業課（森本課長）

委員長のところへお邪魔したのは２年前ということですが、今の状況を申し上げると、

メーカーのＩＨＩがもともと東海のガラス溶融炉、それから、日本原燃の今の炉につい

てもやっており、技術的な蓄積があるため、メーカーとしてはＩＨＩが中心になってい
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る。そして、ＩＨＩからの人を、事業者である日本原燃へ長期で派遣しており、そこで

日本原燃と一緒にやっている。それから、ガラス関係は、ユーザーのガラスメーカー、

炉のメーカーからかなりの話を伺い、それから京都大学の先生で作花先生はガラスの専

門で、一緒に入っていただいたりしながら、原子力以外の材料、炉、それからユーザー

としてのメーカーの話もあわせて伺いながら、中心としてはＩＨＩが今対応していると

ころです。

もう一つ、日本原子力研究開発機構の人も六カ所にかなり行っているが、同時に設備

としては東海の研究所に溶融炉の実機とほぼ同じもので、非放射性の施設があります。

それをあわせて使いながら連携を図っているところです。

○平澤委員長

そういう非常に複合的な、原理的に解析しにくい対象に対して、やはりプロジェクト

リーダーがどういうコンセプトの装置にするのかということをしっかり持っていない

と、なかなかうまくいかないのだろうと思う。どういうポジションの人がそういうリー

ダーシップを発揮するのかということがよくわからないのですが、メーカー側は言われ

たとおりやるという姿勢であると私はそのときには理解しました。

だから、何をやってほしいのかということを指示する、そのコンセプトが非常に弱い

感じを受けました。

そのポジションの人は、位置づけとしては国のプロジェクトを行うときに、どういう

方が着くのですか。

○原子力立地・核燃料サイクル産業課（森本課長）

プロジェクトリーダーは、ユーザー側の日本原燃が実際に再処理を行う一連のプロセ

スに入っているので、日本原燃の再処理計画部長がプロジェクトリーダーになります。

そして、プラント側のリクワイアメントがありますので、そちら側からコンセプトを提

示して行っています。ただ、一方で、ＩＨＩは言われたとおりにやるというよりは、今

のプラントの設計もやっておりますので、ほぼ一体となってやっている。いずれにして

もプロジェクトリーダーという形ではユーザー側の日本原燃の方が頭に座ってやって

いるということです。

○平澤委員長

これはたった１つの事例だと思うのですが、こういうことを一つ一つ解決していかな

いと全体が生きていかないので、特にガラス固化については前からいろいろなことが言

われていたので、ぜひフォローアップをお願いしたいと思います。

本題に戻りますが、今日の３つの技術に関連してさらにご質問等どうぞ。

○大島委員

Ｃの課題について、評価が３点満点で 1.2 という厳しいご判断の評価ですが、予算を

見ていますと、平成 19 年に 2.7 億から徐々に上がってきて、平成 21 年が 5.3 億、そ

して平成 22 年も 5.3 億と上がっているというような状況です。評価は、どのような形
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で予算の増額ということにフィードバックがかけられているのか、お伺いします。

○原子力立地・核燃料サイクル産業課（森本課長）

フィードバックの仕組み自体は多岐にわたるのですが、この予算の数字で、この作成

時点でいいますと、まだ予算原案の段階のものなのですが、この評価、さらに総合科学

技術会議等の評価もございまして、平成 22年度要求につきましては、 2.9 億に下がっ

た形になっております。この資料作成の指示のタイミング以降に変更となり、現在提出

されております政府原案の中では 2.9 億という形で出しております。66 ページの、今

ちょうど大島先生がおっしゃった予算の推移の中で、初年度は立ち上げですので金額は

小さいのですが、５億前後で推移してきたところ、平成 22年度については 2.9 億に下

げ、要素技術に絞り込んだ形であり、そういう意味でのフィードバックをかけています。

○大島委員

確認なのですが、平成 19年が 2.7 億、平成 20 年が 4.3 億、そして平成 21年が 5.3

億ということですか。

○原子力立地・核燃料サイクル産業課（森本課長）

はい。で、平成 22年度で 2.9 億に下げています。

○大島委員

そうですか。資料等を拝見し、発表の内容をお聞きしますと、体制自体がまだ整って

いない厳しい現状のなか、今は要素技術に絞って集中化することになったということで

すか。

○原子力立地・核燃料サイクル産業課（森本課長）

はい。

○大島委員

わかりました。

○吉本委員

原子力は非常に重要な政策であることは間違いないのですが、技術の素人からすると

いろいろ問題があるように見受けられるのはこの高速炉であります。ただし、評価書を

拝見しただけでは、この高速炉について今後どうしていくのかが、よく見えないのです。

先ほど「絞り込んでいく」、結果的には予算削減する方向との説明でしたので、そうい

う方向なのでしょうか。評価書には原子力大綱にのっとってやっており、政策のよりど

ころはそこにあるとの説明でしたが、評価点を見ると位置づけや、そもそも研究開発の

目標の妥当性が非常に低く、その非常に低い評点の目標の妥当性に対して、すべて達成

されているとの評価が出ても、そもそも目標の妥当性はどうだったのかというところに

行き着く気がします。

報告書の 100 ページから 101 ページあたりに、フロントエンドからバックエンドま

での事業が分断化されているところに抜本的な問題があるのでは、というコメントを拝

見した。政策の位置づけや技術的なターゲットがある程度原子力大綱にのっとって正し
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いものであっても、それを推進する体制が抜本的に何か弱いということなのでしょうか。

結局、この高速炉の事業というものについて、国はどうするつもりなのかが、この評価

書からは見えなかったので、改めて第三者に、普通の人にわかるようにご説明いただき

たい。

○原子力立地・核燃料サイクル産業課（森本課長）

今日ご説明した、この回収ウランにつきましては、高速炉全体の開発の、ある意味で

はごく一部でしかないので、高速炉全体に対してネガティブな評価をいただいたという

ものではありません。むしろ、炉の開発については、見える形では、もんじゅがもうす

ぐ稼働するという形で、もうプラントとしては動いているのですが。その次に、具体的

にどのような発電に向けた技術開発をやっていくかが重要です。これについては 2025

年ごろの実証炉の運転開始を目指して、それぞれの技術を今開発しているところです。

これについては、十分な評価もいただいており、前向きに進んでいるが、この再処理を

しないと高速炉も役に立たない中で、経済産業省がやっている回収ウランについては、

もうすこし全体が明らかになってきたところで、つまり、同時並行的に技術開発を進め

ているので、そちらの結果をある程度待ってもいいのではないかという意味で、時間的

には、後ろにやや絞った上で要素技術にしてはどうかというのがこのプロジェクトの評

価です。

それから、フロントエンドとバックエンドの分断化というコメントもある一方で、日

本で今、事業者としては日本原燃が、ある意味では一本でやっており、研究開発機関も、

現在の日本原子力研究開発機構が旧原研と動燃を一本化しているので、事業としてはや

はり、あるいは技術としてはもともと別であるため、そこは別れるのは仕方ないが、一

方で、体制という意味では、ある意味集約化され、あるいは一本化されているところ。

事業の技術が違うということと、体制がばらばらになっているということは必ずしも一

致しないのではないかと考えております。

○吉本委員

ありがとうございます。

○平澤委員長

この議題に割くべき時間を過ぎているわけですが、是非にという方はおりますでしょ

うか。よろしいでしょうか。

私はこの３番目のものについて評価の点数が悪いということが、むしろ理解はできませ

ん。除染技術としてこういうプラントをつくり始める前に、そういうものをつくってお

こうという発想自身は良いと思う。政策としての位置づけについては分科会の評価は高

いわけだが、悪いとすれば、その技術開発の内容が悪いのだと思う。さまざまな選択肢

の中から有望なものを選び、それについてのテストをやったというので、そんなに悪い

話でもないという気もするわけです。つまり、今回核燃料サイクル関係の３つを見て、

全体として非常に複雑な技術、多様な要素技術があり、そういうものを一つ一つ、順次
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克服していかなくてはいけない、その大きな流れの中のどこに大きな流れがあり、どの

ようになっていて、その中のどこに位置づけられているのかが我々にとって余りよくは

見えない。技術の位置はわかるにしても、開発の流れといいましょうか。

次回、また関連したことを、ご報告いただくとすれば、そのように、例えば除染技術

をやるのが早過ぎというならば、どういう開発課題を今やっている中で、これが早いの

か、あるいは妥当なのかというような、そういうことがわかるような、全体像が見える

チャートをご用意いただければと思います。

つまり、このロードマップ自身は何をやればいいのかということがいわば年表的に書

いてあるだけなので、現在それがどのように進行しているかということが資料だけでは

見えないので、その進行状況、それから、これは困難な課題だから早くから取り組んで、

うんと時間をかけてやりましょうとか、これは開発すればいい段階になってやればいい

ようなスポット技術だとか、そういう位置づけが分離されて政策的な大きな流れとして

見えてくれば説明力はあるのではないかなと思った次第です。

○大島委員

少し誤解を与えてしまったようですが、評価が低いから予算をカットするという短絡

的な意味で申し上げたのではないです。ただ、平澤先生がおっしゃったように、成果に

対しても、いただいた資料のなかでは全て達成されているということになっていますが、

一方、評価では、例えば１点台の低い評価になっているため、評価と達成との間にギャ

ップがあるように感じられます。

まさしく先生がおっしゃっているように、このプロジェクトは日本にとっても非常に

大事なことであり、同時に長期にかかる研究及び事業です。それらのことは重々理解し

ています。その中で、やはり単年度での目的は達成されないといけないという事情もあ

りますので、長期的な点、そして１年間の中でどこまでやって、それが目的に対して何

パーセント達成できたということをきちんと示していただければ理解できます。それが

例えば悪い評価だったとしても、妥当な評価だったのかというのもわかりますので、そ

ういうことを示していただけたら、と思います。

○平澤委員長

ありがとうございました。

今ご報告いただきました３つの技術開発課題合わせて、分科会での評価そのままとい

うことでよろしいでしょうか。特に委員会としては評価の結果に関してのコメントはな

しということで、ただし、今後もいろいろな意見がありましたように、資料の作成とか

進め方とかに関しては引き続きご検討いただければと思います。よろしくお願いいたし

ます。

[→→了承。]

○原子力立地・核燃料サイクル産業課（森本課長）
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平澤先生それから大島先生が最後おっしゃっていただいたところは、ある意味ではこ

の核燃料サイクルの技術の難しさにかまけて我々がつい説明を怠りがちなところでご

ざいますので、技術のロードマップ１枚つくっていることをもって終わるのではなく、

まさに原子力以外のところの学・業界も含めたアウトリーチを今やろうとしております

ので、そうした中でも十分講じてまいりたいと思います。ありがとうございました。

２．技術に関する事業の評価結果について（審議）

（１）中小企業産業技術研究開発事業

中小企業産業技術研究開発事業中間評価の結果について、技術振興課の吉村課長から、

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。

○菊池委員

２つほどあるのですが。１つは単純に、この報告書の中で費用対効果といっている、

というか売り上げが低いところがあるが、この失敗、何を失敗というのか難しいところ

があるが、どうして伸びないのかなど、そういう情報は開示はしていますか、それとも、

そういう情報は開示しないという事業展開をしているのですか。

○技術振興課（吉村課長）

製品化に至っていない状況についての評価なり分析はしています。

この事業は実際に売ろうとしても売れない中小企業が、産総研という公的研究機関と一

緒に技術課題設定をクリアし、実際に上市をするというのを目的としている。製品化が

できない状況は、その時点で、その目標設定のよしあしは別にして、今の事業自体の目

標が達成できなかったのはなぜかというのを、理由に記載しているところです。

○菊池委員

それに関しては、コーディネーターの方はその中断の判断、または撤退の判断のとこ

ろにコミットするのですか。

○技術振興課（吉村課長）

実際に事業実施者に対して、あなたはパンフレットをつくりましたか、今どういう状

況にありますかということを調査し、その結果をここに記載しています。こうすればも

っといい製品ができないかというアドバイスは当然しております。

○菊池委員

ということは、無責任の形でしていると。中断やその後のフォローアップに関しては

責任をとらないわけですね。

○技術振興課（吉村課長）
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売れないから補償しろということは一切ございません。

○菊池委員

わかりました。もう１つ。産総研と中小企業という枠組みの中で、産総研と複数の中

小企業という組み合わせというケースはあるか。

○技術振興課（吉村課長）

平成 18 年度は公募の段階から複数の中小企業と組んで応募してくださいという形に

した。その理由は、まさに産業クラスター計画ではないが、異分野の融合、競合及び中

小企業のそれぞれの企業の持つ強み等を合わせ、そして、産総研の持っている技術シー

ズとマッチングさせることにより、単独の中小企業以上に効果が出ると考えたからです。

○菊池委員

その効果は出ているのか。平成 13年からの事業と比較して、平成 18年に組んだこと

による効果は出ているのか。

○技術振興課（吉村課長）

平成 18 年度でのときには、12件課題を採択して、12 課題終了して、そのうち製品化

済みが５件ですので、これだけでみると、例えば 17 年度の案件は半分弱くらい、平成

18 年度も半分弱くらい、平成 19 年度は若干製品化率が上がっているが、そういう状況

です。

○冨田委員

１つだけ。この理由を見ると、多少遅れていると書いてあるので、追跡調査ではもう

少し製品化率は上がるのではないのですか。

○技術振興課（吉村課長）

５年間のフォローアップをすることになっているので、当然のことながら、これがボ

トムラインなので、時がたつにつれて上がるという形にはなっていると思います。

○冨田委員

もう１つ。提言に対する対処方針というところで、複数年度で契約とあるが、これは

実施されると思っていいのか。

○技術振興課（吉村課長）

今は決めていませんが、前向きに検討したいと思う。

○鈴木委員

個別のプロジェクトごとで上市されたかとか、研究開発が進んでいるかという制度を

やるのはわかるが、やはり政策の評価としては、個別の支援対象となった企業が成功し

たかどうかではなく、波及効果をしっかりと見なければ、たぶん政策としては評価でき

ない。そういう意味では、今の評価の項目で十分かといわれると、私はこれでは足りな

いと思っており、その地域なり産業なりに全体として波及効果がどのぐらいあったかと

いうことを今後の成果、効果の評価の項目として入れていただきたい。

○辻委員



13 
 

それと似たようなことかもしれないが。上市した後、例えば何年後かに、売り上げが

伸びているのか、それとも低迷しているのか、その事業が赤字部門になってないかなど、

そういう上市した後のフォローが最も重要ではないかと思う。

もう１つは、上市することだけに一生懸命になるよりは、新しい技術を開発して、そ

の特許を出願したときの特許のロイヤリティなどで中小企業が潤うという方がむしろ

楽といったら変だが、実際にいろいろな設備投資とかしなくても、そのロイヤリティで

利益が出るような方向がいいのではないかと考えるのですが、そういうことについての

評価はどうなっているのか。

○技術振興課（吉村課長）

評価につきましては、各種の工夫をさせていただいている。ちなみに、今回の評価項

目は前回の中間評価、今回のこの事業に対する中間評価は実は２回目でございまして、

前回の中間評価の項目を踏襲して行ったが、本日いただいたご意見をもとに、次期の中

間評価にはそのような点で生かしていきたいと思います。

それから、中小企業の社会的構造ですが、 259 万社ございます。それぞれどのよう

な企業戦略に基づき、事業を実施するか、先生ご指摘のとおりにロイヤリティ収入をそ

の事業活動の中心とする企業もあれば、実際にものをつくって、それを上市し販売して

いくという各社の戦略はそれぞれあり、役所として一概にいずれの方式が優劣と言うこ

とはなかなか困難だと思う。それぞれの中小企業の戦略に適合した形で中小企業政策な

り、中小企業に対する技術支援施策をサポートしていくような体制ができればいいと考

えております。

○吉本委員

平成 19 年度から公的調達にウェイトをシフトしていますが、結果的に産総研と開発

して、産総研が主な買い上げ者であるという現状のようです。民間への参入は難しいの

で公的調達にシフトしたと思います。また、ちょうどこのころ公的調達がややブーム化

していたように思いますが、結局、身内で開発して身内で買い上げて終わっているとい

う印象が否めず、政策目標自体これでいいのかなという感じを持っています。

○技術振興課（吉村課長）

リアクションはそのとおりで、そこは評価小委員会の先生方からもご指摘を受けてお

り、ややもするとミスリーディングや誤解が生じてしまう。

他方、アメリグを始めまして大企業と中小企業の事業の事業力格差というものを支援

するためのレジティマシーというものがあると認められているものなので、この事業で

はなくて科学技術基本政策や他のそれぞれの国の施策の位置づけに基づいて、おのずと

調整は図られるものではないかと考えています。

○平澤委員長

この事業の政策的な位置づけというのは余り高くないのです。それは私もよくわかっ

ております。４ページの３つの位置づけの上位政策がこうあるわけで、それに沿ってや
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る限り、余り良い成果にはならないというのは前からずっと議論してきたわけです。そ

れで、１つは、第４期基本計画の中で新しい柱が立ち、これとは違うアプローチをしよ

うということになっています。それで、８ページのところにある、産学連携コーディネ

ーターの方の指導や方向性というのが、結局は第３の柱に該当するようなものになるか

どうかがポイントになると思います。それで、こういう仕組みでやるときに、コーディ

ネーターがいわば政策的な位置づけにあるようなシーズ・プッシュ型で、何か売れそう

なものを考えていくというタイプであれば、やはり成功率はそれほど高くはなく、それ

から、波及効果を見ていくときに、どんなに売れるかというところまでフォローしたと

しても、そんなに多くはないのだろうと思います。

これは非常に多くの事例研究でわかっていることなので、米倉先生もよくご存じで、

連携コーディネーターが市場をよくわかっていて、こういう市場に当てはめるならばど

ういう技術開発をすれば良いのかということを理解した上で、公募の採択をされるとか、

あるいはターゲット領域をもう少し絞り込んで公募するとか、そういうことをやってい

かないと、こういう種類の事業というのはいつもここで議論するような結果に終わって

しまうのだろうと思います。ぜひ、このスキームでいくならば、コーディネーターがニ

ーズ・プル型のセンスを持ち、またマーケットをよくわかっている、そういう種類の方

をコーディネーターに選ぶとことをぜひ考えていただきたい。

この分科会のコメントは、それぞれ今のような背景を持っているのではないかと思う

ので、委員会として特につけ加えることはないということで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。

[→→了承。]

（２）革新的構造材料を用いた新構造システム建築物研究開発

革新的構造材料を用いた新構造システム建築物研究開発事後評価の結果について、鉄鋼

課製鉄企画室の永山補佐から、補足資料３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。

○伊澤委員

大変素晴らしいプロジェクトだと思うのですが、お話を伺っていて、１つだけよくわ

からない点があります。こういう立派な鋼材で家を建てたときに、従来工法と比べて一

体どのくらいのコスト高になるのか。例えば、木造とかＲＣでつくったときに比べて２

倍のコストがかかるのか３倍になるのか、その辺のお話がないと、いいとか悪いとか、

社会的にはなかなか評価しにくいと思うのですが、その辺はいかがですか。

○鉄鋼課製鉄企画室（永山補佐）
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コストについては、市場にたくさん出回れば出回るほど下がってくるということは当

然のことですが、今の技術だけで考えますと、従来鋼材の２倍以上は高くなるだろうと

いわれています。コストをどれだけ下げていけるのかがこれからの開発要素になってま

いります。

従来鋼材に比べると強度が高くなりますので、その分、鋼材の使用量を少なくするこ

とができますから、その優位差でなるべく価格を従来に近いものにできるような構造体

の設計手法等によって市場競争力を強めていければと、考えております。

○平澤委員長

今、２倍を超えるというのは躯体だけで比べてという意味ですか。

○鉄鋼課製鉄企画室（永山補佐）

はい。そうです。

○平澤委員長

そうすると、躯体の部分というのは、建物全体でどれぐらいの割合を占めるのか。３

割ぐらいか。

○鉄鋼課製鉄企画室（永山補佐）

３割ぐらいです。

○平澤委員長

３割が２倍になり、２割ぐらいトータルで上がっても、長寿命型にしようという感じ

になってきているので、そのあたりがめどでしょうかね。

○池村委員

政策的な位置づけとしては、総合科学技術会議がとりまとめたナノテクノロジー・材

料分野の産業発掘の推進に基づいていますが、本プロジェクトはその内の材料分野の産

業発掘の担当だと思えます。総合科学技術会議として、ナノテクノロジーを前に出して、

新しいメッセージを出した取り組に思えますが、総合科学技術会議のこの取り組の全体

の中での、本プロジェクトの評価はなされているのでしょうか。

○鉄鋼課製鉄企画室（永山補佐）

評価という意味では、経済産業省がこの産業構造審議会評価小委員会で今諮っていた

だいておりますが、この成果が出たところで総合科学技術会議に報告したいと考えてお

ります。国交省側は国交省側で同様の対応をされると考えます。

研究成果につきましては、終了時点での成果報告を、総合科学技術会議のナノテクノ

ロジー材料プロジェクトチームにおいて、昨年５月の会合で、報告させていただいてお

ります。

○平澤委員長

どうもありがとうございます。時間が押しておりますので、これは問題になるような

ことは余りないと思うので、このあたりにしたいと思いますが、私からお伺いしたいこ

とが２点あります。
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１つは、府省連携プロジェクトというのは余りうまくいっていないのが多いのですが、

このケースの場合、連携のための会議というのはどれぐらいの頻度で開かれているので

すか。

○鉄鋼課製鉄企画室（永山補佐）

四半期に１回ぐらいです。

○平澤委員長

それは、リーダーシップはどこがとるのですか。内閣府ですか。

○鉄鋼課製鉄企画室（永山補佐）

実際にはプロジェクトリーダーを擁して、新都市ハウジング協会と、日本鋼構造協会

が国交省側と経産省側の事務局を張っていただいております。交互に音頭をとる形で、

関係者を巻き込んで会議を主催していただくという形で運営されていました。

○平澤委員長

府省レベルではどうですか。

○鉄鋼課製鉄企画室（永山補佐）

府省レベルでは、内閣府をはじめ国交省と経産省など関連府省の担当部署が参画して

おりました。

○平澤委員長

その連携という意味なのですが、担当部局の間で委員会を構成しているわけですね。

それで、その委員長に相当するのはどなたですか。

○鉄鋼課製鉄企画室（永山補佐）

全体のプロジェクトリーダーである高梨先生となります。

○平澤委員長

そうですか。府省レベルという意味なのですが。それは実施者側に従って委員として

加わるということですか。

○鉄鋼課製鉄企画室（永山補佐）

はい。その様に実施されておりました。

○平澤委員長

そうですか。

政策として展開するというときには、これはアメリカでやっているシステムですが、

府省レベルで委員会をつくって、内閣府から下りてくるとすれば、内閣府の事務局の方

と、府省の中の中心になるところのハイエストの方とで共同議長のような形で大体の政

策の方向を決めていくということをやっている。

どうも今のこのスキームは、プロジェクト中心に行くわけで、府省連携という枠組み

としてはそうだけれども、というような感じです。もう少し、政策的な意味で連携を強

めていくという形が模索されていいのではないか。これが１つです。

もう１つは、これは評価検討会の中でも指摘されているが、普及していくことを考え
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ると、大きなビルで使うのか、戸建ての骨格にするのかで大分違うと思う。ここでは特

定はしていない状況だが。例えば大きなビルディングとすれば建築の基準協会とか、そ

れから、ゼネコンも１社だけではなくて、それを使う社がたくさん入るような仕組み、

戸建てについても同じだと思うが、普及させていくときに、どこかがつくったからそれ

を使いましょうということにはなかなかならず、つくる段階からインボルブされている

というので実際に普及していくわけですね。だから、プロジェクトのつくり方として

18 ページに入っている実際のプロジェクトの中身の部分を担当する人たちが、もう少

し関係者のすそ野を広げたような形でやっていくといいのではないか。

こういうので単に技術開発をするのか、それともニーズ型の、普及させていくという

ことを目的にして技術を開発するのかというところの違いが出てくるのかと思ってい

る。このあたりはご参考までに。

○鉄鋼課製鉄企画室（永山補佐）

他省とのすり合わせという観点で申し上げますと、全体参加の委員会のほかにも総合

科学技術会議において各省からプロジェクトのヒアリングの場があり、重点を置くべき

ポイントなどいろいろなご指摘をいただいております。また、本プロジェクトの推進体

制でありますが、鉄鋼メーカーとして高炉各社のほか、大手ゼネコンをはじめとした建

設会社各社が参画しております。また（社）日本鋼構造協会自体がそのような会員組織

となっていることから成果の普及については実施者に任せることが可能となっていま

す。

○平澤委員長

今後のやり方として、恐らく府省連携型をもう少し政策レベルで連携することを私は

彼らに主張しているわけですが、単にＳＡＢＣのときにやるだけではなく、タマをつく

る段階からという感じです。ぜひ、府省の壁を低くして、いろいろなアイデアを交換し

合って、良いプロジェクトを育てていただきたいと思います。これはかなりうまくいき

つつあるプロジェクトじゃないかなと思います。どうもありがとうございました。

この件も、分科会のコメント、評価に対して特に我々としてつけ加えることはないと

いうことでよろしいですね。どうもありがとうございました。

[→→了承。]

今度は３番目でありますが、高度分析機器開発実用化プロジェクト。産業機械課の廣

瀬補佐からご説明いただきます。よろしくお願いします。

（３）高度分析機器開発実用化プロジェクト

高度分析機器開発実用化プロジェクト事後評価の結果について、産業機械課の廣瀬補佐
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から、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。

○鈴木委員

11 枚目のスライドの研究開発マネジメント・体制というのを拝見しますと、２―１

のグループの外注先ですが、これは外国企業ですか。

○事業実施者

２―１を担当させていただきましたアルバック・ファイの者です。

まず一番上の Physical Electronics は当社の子会社です。電源の部分を共同開発しま

した。次の IonOptika は、当社で販売しておりますＣ60 のイオン源を共同開発し、OEM

生産していただいている会社です。最後の FOM は、オランダの国立研究所で、日本の

産総研のようなところですが、そこと共同開発で検出器の製作を行いました。

○鈴木委員

趣旨としては、日本の競争力を強化するということでないかと思うのですが、今お聞

きすると、一部、外国に出ているようなことを言っていますが、経産省としては何も制

約は設けていないのですか。

○産業機械課（廣瀬補佐）

ここの部分については、基本的には装置の中で、例えば先ほど申し上げました電源の

部分や試料のところですとか、その部分はアルバック・ファイさんから直接仕様を示し

た形で、物自体を供給していただく形で行っております。分析機器の場合、国産ですべ

てできればいいのですが、どうしても電源や標準試料など、海外に頼らざるを得ない部

分もあります。そういった中では、一定の制限をかけながら、海外企業の活用を行って

いるのが現状です。

○平澤委員長

日本企業に絞るということは政策的にはできません。1990 年前後、非常に摩擦の問

題があり、そのときに調和ある形というわけで、もともと日本企業を強化するためのプ

ロジェクトという趣旨の政策はそもそも展開できないわけです。それで、プリコンペテ

ィティブなステージにあるようなものを内外問わず調達するためにやってもらうとい

う趣旨なので、成果が日本国民に来ればいいと。それが外国との摩擦を調整したときの

最終的な枠組み。同じことはヨーロッパやアメリカに対してもいえるわけです。それぞ

れ研究所を持っている現地のところは、外国のプロジェクトに参加してやっているわけ

です。

○吉本委員

基本的にこういう分野は非常に重要だと思いますし、今後さらに強化する方向性が必

要ではないかと思います。燃料電池とか自動車になってきますと、こういう分析機器、

評価システムというのはむしろ規格競争と絡む形になり、国際競争力という観点では、
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規格競争に絡む部分で外国企業とタッグを組んでも構わないと思います。要するに実用

化で重要な部分ももちろんあるものの、規格競争に打ち勝つという点での野心的な戦略

をもっと設定して、逆に強化していく方向性が望ましいと、そんな印象を持ちました。

○産業機械課（廣瀬補佐）

ありがとうございます。私ごとで恐縮ですが、実は直前まで燃料電池の研究開発を担

当してございまして、燃料電池につきましては、日本が非常に進んでいるといった部分

がございます。ただし、部材ごとに分けると、得意分野、不得意分野、どうしても存在

します。そのような中で、日本がいかに重要なパーツをとっていくのか、そういった意

味からも、十分にそういった製品としての戦略も意識しながら、国でいかにサポートす

るか、そういうことを考えながら今後も進めさせていただきたいと思います。どうもあ

りがとうございます。

○池村委員

ものづくりのニーズをサーベイして、それから絞り込みをされてということで、国の

プロジェクトとして１つのあるべき姿だと思います。但し、そのサーベイやニーズの絞

りこみの過程などについては説明がなかったと思います。一番大事と思えるニーズを絞

り込むプロセスや、絞り込んだニーズそのものに対しての評価はあったのでしょうか。

○産業機械課（廣瀬補佐）

技術評価の委員会の中でも少し、公式なコメントではないのですが、委員の先生方か

らありました。分析の関係の先生方中心で評価検討会を構成した関係上、もっといろん

なテーマがあったのではないかというご指摘を受けております。

ただ、私どもの政策の観点からいうと、当時、このプロジェクトを立ち上げたときに、

新産業創造戦略というものをつくり、この中で実現が可能、かつユーザーの協力が得ら

れるところという形での絞り込みをさせていただいた。本音をいえば、もう少しやりた

い部分もありましたが、そこは予算との兼ね合いで優先順位をつけて絞らせていただい

たところがあったと思います。

特に分析・計測技術のような共通基盤的な技術については、研究のための研究で終わ

っている部分が非常に多いので、ニーズオリエンテッド的なアプローチのものを今後ふ

やすような形で、また産業界の関係者からも大きな声を上げる、もしくはこちらから声

を上げさせるような形で進めさていきたいというふうには考えています。

○平澤委員長

今の池村先生のポイントは非常に重要だと思います。要するにニーズ型というのは、

我々はまだ余りなれていないわけですが、公的資金でニーズ型というときに、そのニー

ズが単一の者が使うだけというものは、何となく税金を使う観点からは問題がある。そ

ういう場合、どのような選択の仕方をしてきたのかという話が重要になってくると思う。

もう１つ、ご説明の中で何回かありましたように、スピンアウトしていくようなタマ

が、目的とは外れるが、使えるような技術的なシーズが出てくる。そういうものは、私
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は目的を変えるというよりも、新たな使い手を探し出して、そちらにトランスファーし

ていく形でプロジェクトのすそ野を広げるという対応の仕方がいいのではないかなと

思う。いずれにしても、これはニーズ型と説明のときにおっしゃったとおりのスタイル

で行われている、非常に珍しい、あるいは先行的なものという言い方をしてもいいのか

もしれませんが、こういうタイプのもので、今いいましたような幾つかのポイントをや

っていくのは難しいわけですが、ぜひそのスキームを確立していただきたいと思います。

よろしいでしょうか。

この件も評価検討会のコメントどおりということでよろしいですね。我々としては、

主に担当部局の方たちへのコメントというのを申し上げているわけなので、それは評価

書の中には書き込まないわけですが、ぜひいろいろご検討いただければと思います。

[→→了承。]

○平澤委員長

次の議題は追跡評価であります。追跡評価、石炭高度転換コークス製造技術開発。追

跡評価は菊池先生を座長としてやっていただいたわけで、菊池先生からご報告をよろし

くお願いいたします。

３．追跡評価について（審議）

（１）石炭高度転換コークス製造技術開発

石炭高度転換コークス製造技術開発追跡評価の結果について、菊池委員から、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。

○鈴木委員

オールジャパンでやったということは、特許の出願先を見ると、国内に出すよりは海

外をもっと重視してもよかったと思うのですが、５件しか出ていないのは、何か理由が

あるのでしょうか。

○菊池委員

かなり基本のところを出されているようで、絞り込んで出しているようです。

○鈴木委員

これで十分海外権益は守られるのですか。

○菊池委員

すべての知財でのサポートマップを書いてみたわけではないので、そこのところは非

常に微妙だが、追跡評価委員になられた方々のご判断では大丈夫であろうとのことです。
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○平澤委員長

ポイントは押さえてあるという意味ですかね。

○吉本委員

特許の出願動向の全体マップのところで、基本特許についてはプロジェクト参加企業

が無償で使用できるようにということで、社団法人とか、全体が権利を継承する形態で

すが、これは事後こういう形態に取りまとめていったのか、それとも最初のスタートア

ップの時点でこういう形態を取りまとめることが決められていたのでしょうか。

○菊池委員

後者のほうです。

○平澤委員長

いかがでしょうか。これはもう少し時間をかけて、我々、勉強させていただいて、い

いコメントを引き出していければと思いますが、さまざまな角度からデータを集積して

いただいて、非常に参考になるものではないかと思います。

○冨田委員

私も非常にすばらしい国家事業の１つだと思います、これは日本の国力を非常に大事

にし、国の技術を大事にしなければいけないという点でいうと、国外特許はもう少しあ

ってもよかったという気がします。あと、これはまだ調査を続けるんですね。特に私の

持っている興味というか視点は、本当に日本の企業はこれで強くなったのか、外国と対

抗してうまくできているかというところの調査が欲しい気がします。

○菊池委員

今回の追跡調査の段階、この 2010 年時点ではかなり強化されたのではないかという

のが各委員の先生方の印象だと思います。ただ、これから発展を考えるときに、中国、

インドも含めて考えていくと、技術的な力を持った上で、もう少し経営形態も含めて考

えていかなければいけないので、追跡評価報告書を見ていただくと、各委員の先生方の

お話の中にもあるように、我が国の力をきちんと、グリップを握りながら、他国との間

で共同事業または共同研究というものを考えていかなければ、なかなか立ち行かない。

この技術スタイルは銑鉄をつくるというスタイルでやっているので、石炭と鉄鋼とい

う組み合わせの中で技術が動いております。その中の一部分なのですね。全体のシステ

ムとしての効率をどのように考えていくかは、また別なプロジェクトが動いているので、

そういうことからすると、非常にティピカルなサブシステムのところに新しい、かなり

最先端のものが入った。そこに関しては、地球環境保全に関しても、省エネという観点、

それから生産性という観点からもかなり有効であり、実際に技術を導入していく場合に、

１号機は入ったんですけれども、２号機、３号機というときには、企業の経営戦略、か

なりの高額な投資になるので、設備投資計画または中長期的な戦略との兼ね合いから、

技術の状況だけではなくて、やはり問題はあるのかもしれない。

もう１つ、我々が今回の研究開発のプロジェクトを評価して感じたのは、いわゆる上
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流と下流というような、川下と川上みたいなことを考えていくと、今回の SCOPE21 プロ

ジェクトのもう少し底辺を支えるものが、実は人的な高齢化の問題とか、日本人と外国

人という仕切り。実は、例えば炉をつくる築炉工が存在しなくなって、 1,000 人くら

いしかいないとか、それでほとんどが高齢化しているとか。そうなると、先端的な技術

を支える炉設計のところのものがなかなかうまくいかない。研究開発を最先端でやると

いうことは確かなのですが、それを支える技術または炉設計のところで、高齢者問題と

いうか、空洞化が起きており、困っている。先端技術の出口としては、確かに銑鉄をつ

くって生産性を上げ、かつ地球環境に貢献しましょうということでは、それなりの実験

レベル、それから実機レベルでもかなりの効果があると思うのですけれども、これから

きちんとしたエビデンスを集めなければならないというのが、我々が感じた印象です。

○日鉄技術情報センター（田村）

追跡調査を担当させていただきました日鉄技術情報センターの田村です。

海外パテントは、今の日本の基本特許５件を３件にまとめて出しております。基本に関

してはこれでカバーできるというのが鉄連以下の意見です。

この技術は、石炭を 250 度まで予熱してコークス炉に入れることが大きな特徴です。

これだけだと、ドイツなどヨーロッパでも昔からやっています。日本ももちろんやって

おりました。今、技術があるのはドイツと日本になりますが、ドイツはじめ欧米では、

1980 年、90 年くらいで撤退しております。その後、何が違うかというと、昇温速度と

か、非常にノウハウ的なところが数多くあると聞いております。そういったものまであ

からさまに特許として出すのもどうかということを検討したと伺いました。

○冨田委員

大変ありがとうございました。ノウハウ的なところをどうするかとか、あるいは特許

全部開くというのは非常に難しいところだと思うので、適切だというのを伺って、大変

心強く思いました。

あと、今、菊池先生のおっしゃった、基本的な技術の人が減っているというところは、

実施母体としての、例えば新日鐵がどのようにお考えなのですか。

○日鉄技術情報センター（田村）

その件についてもつけ加えさせていただきます。珪石れんがは、すべて今は中国産に

なっております。そういったところで、日本の耐火物メーカーは向こうに技術指導しな

がら良い物を作らないといけないとういう状態になっております。技術指導あるいは技

術協力を行うことで、材質を適切なレベルに持っていく必要があります。

それから築炉工に関しましては、日本の場合、なり手が少ない職場ということがあり

ます。環境も悪い。他方、ヨーロッパでは石づくりの家が多いことから、メイソナリー

というのはある程度の地位を持っております。そこが日本との違うところです。これは

やはり育成しなければいけないということですが、今の問題の１つとしては、築炉工関

連の団体をきちんとつくって、国にいろんなことをお願いするなり申すなりをしていく
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必要があると思っております。

現状、先ほど菊池先生の方から築炉工は 1,000 人くらいというお話があったのです

が、限られた人材の中で今は各社が話し合って、ローテーションで、年にコークス炉を

大体１基から 1.5 基くらいを作るような、そういうスケジュール調整をしていこうと

いうことを伺っております。いずれにしても、やはり人を増やさなきゃいけない。しか

し、外国人をたくさん入れたらいいかというと、これも非常に問題があるので、そこは

日本人がそういう仕事を良い職業だということに持っていくような仕掛けを何かつく

る必要がある、そういう希望が鉄鋼業界からも出ておりました。

○平澤委員長

ほかによろしいでしょうか。

今、最後のほうでいろいろご議論があったように、このようにまとめて見直してみる

と、さまざまな政策的な対応として、今後図らなくてはいけない課題も出てくるかと思

います。ぜひそういう部分を生かして、新たな政策、例えばこれから製鉄の高炉という

のは途上国でたくさんつくられるわけですが、その技術移転に際してどのような体制あ

るいは戦略でいくかとか、そういうようなかなり難しい問題について深めて考えないと

いけないだろうと思います。

この追跡評価それ自身については、分科会の報告どおりということでよろしいでしょ

うか。

どうも菊池先生、ご苦労さまでした。ありがとうございました。

報告書自身も、日鉄情報ですか、非常によくできているなと感心しながら見させてい

ただきました。どうもご苦労さまでした。

[→→了承。]

それでは、次の議題ですが、議題の４は「その他」です。「その他」について、事務

局からお願いいたします。

４．その他

○事務局（長濱技術評価室長）

長い時間ご議論いただきまして、また貴重なご意見、本当にありがとうございます。

私のほうから、次回の評価小委員会についてのご紹介でございますが、３月 25 日、

木曜日でございます。時間と場所は、本日と同じく９時半から別館５階の 526 号室で

開催を予定しておりますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。

以上でございます。

○平澤委員長
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どうもありがとうございました。

最後に、委員の方たちから、何かこの際、ご発言があればお伺いしたいと思いますが、

いかがでしょうか。よろしいでしょうか。

私として、ちょっと気になるのは、ここで議論した内容が単に発散してしまうという

のはもったいないなという気がしております。これは毎回そうなのですが、技術評価課

において、もう少し政策的な観点でどのように議論に生かしていくのか、政策展開して

いくのかといったことを考えながら、何らかの形でまとめていくことが必要かと思いま

すし、また、そういうまとめを原課のほうにご提示して、参考にしていただくことも必

要かと思います。これも今後の取り組みということにしておきたいと思います。

それでは、最後までどうもありがとうございました。

──了──


