
1

産業構造審議会産業技術分科会第３０回評価小委員会

議事録

【日 時】 平成２２年３月２５日（木）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、菊池委員、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）、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）航空機関連分野（施策評価及び事業評価７件）

（２）ＣＯ２固定化・有効利用分野（事業評価３件）

２．技術に関する事業の評価について（審議）

（１）炭素繊維製造エネルギー低減技術の研究開発

（２）排水処理における余剰汚泥の減容化技術開発

（３）廃棄衣料のリサイクル技術及び高付加価値商品の開発

（４）革新的次世代石油精製等技術開発

３．追跡評価について（審議）

（１）超電導材料・超電導素子研究開発

４．その他

【議事概要】

○平澤委員長

それでは、第 30回の評価小委員会を始めさせていただきます。

本日は天候不順で雨が降る寒い中、早朝から御出席いただき、ありがとうございます。

予定している議題が多く、12 時を過ぎる程度の終了時間を予定しております。最後の

議題の菊池先生のところにしわ寄せが行かないようにし、今日はじっくりお伺いします

ので、よろしくお願いいたします。

それでは、早速、事務局から配付資料の確認をお願いいたします。
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○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

それでは、議事に移りたいと思います。最初の議題は施策・事業の評価についてで、

航空機関連分野の施策評価及び事業評価、全部で７件まとめて、航空機武器宇宙産業課

の広瀬課長から御説明をお願いいたします。

１．技術に関する施策・事業の評価について（審議）

（１）航空機関連分野

航空機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、航空機武器宇宙

産業課の廣瀬課長から、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。

○菊池委員

今、お話を聞いていて、１つだけ、何となく理解できないという部分があります。

国際標準との関係であります。この分野は、国際標準というものをターゲットにしな

くてはいけないことは確かですが、例えば記述に関しては、「国際標準も含めて」と

か、「十分に考慮して」となっているということは、当然ブラックボックスを意識し

ているからそうしているのか。または国際標準という技術の枠組みとして、別途にプ

ロジェクトとして、この分野、この領域、またこの技術課題に関して明確に国際標準

化へもっていく。そのためのプロセスとして、ワーキングチームまたは経産省や業界

の国際標準にかかわる部署は、プロジェクトチーム、またはワーキングチームを国際

標準団体に派遣するなど、そのような形にもっていくべきであるが、そのようにして

いるという感じがしない。つまり、国内の技術的にすばらしい課題を、先端的なもの

をターゲットにして、飛行機１本飛ばしましょうと。それはよくわかります。でも、

例えばブラジルですが、ブラジルは非常におもしろい形で航空機産業をうまく行った

ところです。あのやり方というのは必ずしも技術には関係ないわけです。そうすると、

ここで航空機産業に関する施策というのは、どういう意図があって国際標準というも

の考えているのか。今回の評価の至るところに国際標準が入っているが、その表現が

非常にあいまいで、明らかにプロがきちんと入って議論した国際標準という言葉では

ないです。素人とはいいませんが、深掘りしていないです。それはなぜなのでしょう。

○伊澤委員

今のご意見に関連して、私も似たような感想を持ちました。たしか前にもこの案件は

議論したことがあると思いますが、この補足資料１の７ページの下のほうに全事業共通

として委員のコメントが書いてあります。まさにこの１番目、「各事業共通して、事業

化の具体的ターゲットが少し不明確」であると書いてあります。今のご指摘も、結局、

ターゲットがどこにあるのか、何をしようとしているのかが、個別の案件をよく読んで
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みると、なかなかわからない。何がうまくいったら良しとするのか。例えば私の専門で

いうと、波長多重の通信装置をつくるといっていますが、その基本的な技術は既にある

ので、一体何をやったからうまくいったと言っているかがよくわからないというのが私

の感想です。

○航空機武器宇宙産業課（広瀬課長）

まず標準化についてですが、この分野は、デファクトで技術をとり、それをブラック

ボックスにして、いかにほかが真似できないようにするという意味でのデファクトスタ

ンダードをとっていくという戦略と、拘束力があるのかどうかは別問題として、実際デ

ジュールで、何らかの国際規格、いわば標準を国際的につくっていくという２つの観点

があります。

それで、いただいた様々な意見の中で、恐らくこの２つが混在しているところがあり

ます。まずデファクトのところで申しますと、例えば複合材の成形の技術というところ、

これは世界的に、いかに効率的でコストが安い成形をするのかということが国家間の競

争になっております。これからは効率的な成形をし、同時にいかに品質が安定した成形

を行っていくかが、航空機のように非常に安全性が高いものを要求されるところでは必

要になってまいります。日本が複合材の分野で７８７の主翼とかを担っているというの

は、その成形の技術が高いために仕事が全部集まってきており、これをさらに日本独自

の技術で、かつ複合材ならではの航空機の設計ともあわせたものをつくっていくことで、

これはもう日本に頼まないと複合材の主翼はつくれないのだというところを目指して

いくべきとう意見が、先生方、あるいは業界の方にも非常に多かったです。そういう点

を目指していくことで、デファクトをとっていくことが１つです。もう１つは……

○菊池委員

ちょっとさえぎって失礼なのですが、研究開発の現場、または技術をある程度みてい

る現場は、多分、国際標準とデファクト、いわゆるブラックボックスの話はよくわかっ

ているはずなのですが、全体を仕切るような経産省のレベル、または業界団体のレベル

になってくると、一瞬のうちにあいまいな意味の国際標準、例えばＷＴＯ／ＴＢＴがす

べて乗っかるべきだという議論をすることがあります。すべてのものを標準など、そん

なことはあり得ないわけで、ブラックボックスがこの領域にはあり、もう少し行けば機

密の話だって当然あるわけで、そういうところもしっかりみた上でやっていかないと駄

目だと思うのですが、その観点が余りないです。かつ共通指標というところには、国際

標準の寄与は全部ゼロですが、それはポイントが上がってくればハッピーだというのか。

そうではなく、メリハリがあり、この分野は達成したという目標が明確にされていれば、

それで十分だと思うし、伊澤先生がおっしゃったように、ここはこのように目標として

設定しているため、絶対やらなければならないなど、そういうことがわかると、評価の

ときに、我々もその分野では素人ですが、長い間、いろいろな技術をみていると、何と

なく、どのように考えているのかというのが気になってしまうというのが今までの質問

なのです。

○航空機武器宇宙産業課（広瀬課長）

わかりました。ありがとうございます。

逆にデファクトではないデジュールのところを目指しているところもあります。先ほ
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どの複合材において、何か損傷があった場合に光ファイバーのセンサーで検知をすると

いうシステムについてです。これについては、日本、アメリカ、ヨーロッパの間で、ど

ういった検知機能をもたせるべきなのか、何を基本にするべきなのかという国際標準化

の議論を行っております。こういう点はまさに新しい分野なので、それぞれの研究をし

ている各国は自分のところの技術ができるだけ標準に反映されるように、こうした標準

の検討会で意見を戦わせております。自動診断装置のような新しい分野については、あ

る意味で、新しいシステムの競争をやっているので、そこはデジュールをとっていくと

いう戦略をとっています。他方、複合材の本当のコアの部分というのは、むしろ特許も

とらないで、まさにノウハウの世界でインハウスでとっておくということも含めてやっ

ているので、そこのメリハリをもう少し我々のほうでも考えながらやっていきたいと思

います。

今、伊澤先生からありましたのは、事業化の時期やターゲットのところを明確にする

べきだという点だと思います。この点につきましては、確かにまだ要素技術開発のとこ

ろであり、だからこそ 100％委託でやっている部分が多かった。したがって、この航空

機の分野には２つの考え方があります。１つは、機体を開発するということを目指して、

技術を開発していくというアプローチと、もう１つは、ある機体を設計するときに、そ

の段階でテクノロジーでレアなものを使うということがあります。他方、ここで事業化

の時期やターゲットをより明確化すべきだという提言もあります。今、私どもの中で成

長戦略の議論をしております。これから航空機産業はどういうことを目指して技術を磨

き、日本独自の提言や提案を行っていくのかという議論をしておりますが、今、ボーイ

ング７８７がようやく開発が終わり、恐らく 2020 年の前半ぐらいに 150 席クラスの新

しい機体が出るということが予想されております。それに向けて、ボーイングやエアバ

スと、どういう新しい技術をその機体に盛り込むのかということを、これから国際間の

共同研究や連携が進んでくるので、検討会の提言を踏まえ、こうした技術開発を具体的

に、いつまでにどう終えるのか、そしてどう生かせる可能性があるのかということをさ

らに精査をしながら進めていきたいと思っております。

○伊澤委員

私が指摘したかったのは、ここには事業化と書いてありますが、事業化だけでなくて、

具体的な目標やターゲットが必ずしも各案件で明確になっていないような気がします。

一体何をやったら成功したというのかが、この資料に出ていないだけなのかもしれない

が、本当のところ、うまくいったのかどうかというのが、この報告書をみてもわかりに

くい。例えば、先ほど話があがった翼の中に光ファイバーを埋めて、センサーにすると

いう技術は、例えば橋などでは既に使われているので、飛行機に使う場合には、一体何

をやったらいいのか、何をもって成功というのかという観点が余り記述されていなくて、

わかりにくいということを申し上げたかったわけです。

○航空機武器宇宙産業課（広瀬課長）

例えば今の光ファイバーのセンサーには２段階あります。そもそも複合材に張りつけ

て、それで何かゆがみとか損傷があった場合、それをセンサーでどう検知して、どうい

うデータがとれるのかという要素技術開発があります。次の段階では、実際にこれを航

空機に当てはめる場合に、普通は主翼の内側に張ります。しかし主翼の内側というのは
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燃料が入っているため、その燃料のあるところに光ファイバーを張り巡らせて、それが

耐久性とかという点で大丈夫なのかどうかという研究。さらには複合材の主翼をつくる

ときに光ファイバーを埋め込んでしまうというようにしたほうが、より内部のいろいろ

なクラックや損傷を検知する可能性が高いのですが、埋め込んだときに、複合材を実際

に成形する過程で、どうやって信頼性が高い形で埋め込めるのか、あるいは光ファイバ

ーに何か損傷があった場合にどう修理するのかという、実際に航空機に設置をする場合

に要求される信頼性とか耐久性に関する研究開発です。それが証明できないと、要素技

術としてはセンサーとして機能するけれども、実際に本当の機体に適用できるかどうか

という検証ができない。そこが目標です。

○中小路委員

環境適合性と経済性と安全性と３つの分野でバランスをとっており、極めてリーズナ

ブルだと思いますし、委員の方々の提言を受け、より一層環境適合性に向けて重視して

いくと明言されることになると思いますが、やはり安全性は絶対外せないと思います。

私が少し懸念するのは、例えばパワーポイントの資料の６ページ目には、安全性、環境

適合性、経済性という順序で書いてあります。つまり、事業を始められるときには、何

が何でも安全性は一番大事ということで、たぶん始まっていると思いますが、９ページ

目のやったことを説明する資料では、既に安全性は一番下に来ています。あまり力をか

けていないのだなということが何となくにじみ出ています。そこにヒューマンエラー防

止で誤操作防止とかありますが、例えば先進操縦システムを開発したときに、パイロッ

トの訓練や、どういうことを人間側が対応しなければならないかということの研究も当

然必要だと思うのですが、そういうところは全くありません。私が拝見している限りで

はあまり見えていません。人をどうやって運用していくかがあまり見えていない状態で、

今後、より一層環境適合性向上に力を入れていくと聞くと、少し大丈夫かと思う。安全

性のところは数字になりにくくて、経済産業省としても規制とかいえないので楽しくな

いのかなという感じもしますが、安全性を怠った場合に起こり得るロスという数字はあ

ると思います。人が何人死んだら、経済的にこれだけかかると。それをこれだけ前もっ

て省くというような形での定量化みたいなことを工夫しながら、環境適合するにしろ、

経済性を向上するにしろ、安全性のところは特に航空機なので、有人で飛んでいるわけ

ですから、ぜひ、そこは忘れないようしてほしい。当たり前なので、言わなくなると思

いますが、いわなくなると、どこかに行ってしまって、エラーで事故ということが、も

う何回も繰り返していることだと思うので、ぜひそこは外さないでいただきたいと思い

ます。

○航空機武器宇宙産業課（広瀬課長）

ご指摘ありがとうございます。

安全性が一番初めに来るというのはご指摘のとおりでございまして、私どももそのつ

もりでやっております。先ほどご説明いたしました先進パイロットシステムという、ヒ

ューマンエラーがあった場合に機体のほうが学習をしながら制御するというのは、環境

とか経済性ではなくて、安全のことだけを考えてやっているインフラでございます。そ

の上で、最近、環境とか経済性のところにより社会ニーズが、そこに焦点が当たってい

るということも事実であり、申し訳ないが、表の上で、どうしてもそのようにしてしま
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いましたが、安全性のところが第一であるということをメインに行っていることは間違

いございません。

また安全性のところは、人を育てるというところをあわせてやらなければいけないと

いうのはご指摘のとおりであり、そこは各エアラインと国土交通省で、安全をどう考え

るのかというところとタイアップしながらやっていかなければいけないと思うのです

が、我々経済産業省の技術開発という観点でいくと、どうしても機体のほうのシステム

として、そちらのほうから安全をどう確保するのかという観点でやっております。ただ、

国土交通省の安全対策とタイアップして、ここを第一にしなければいけないというのも

ご指摘のとおりなので、今までに比べれば環境のところがよりクローズアップをされて

きているということを、この検討会で指摘していただいたのではないかと思っています。

○平澤委員長

大分時間が過ぎてきているのですが、鈴木先生、手短にお願いします。

○鈴木委員

この補足資料１の 76 ページ目とか 28 ページ目に達成状況の表が出ていますが、例え

ば 76ページの達成状況には、「順調に進捗」としか書いていなくて、わかりません。先

ほどのご指摘にもあったと思いますが、これは評価していないのと同じだと思うので、

こういうのはちゃんと達成できたのか、できていないのかがわかるような目標を最初に

しっかりつくるべきだと思います。

○航空機武器宇宙産業課（広瀬課長）

この空力設計のところは平成 20 年度から平成 25年度までの研究開発です。今、検討

会で審査していただいたのが、初年度の平成 20 年度の研究であり、ここからあと５年

間、平成 21 年度からあることを目指して、平成 20年度にやった研究がきちんと進捗し

ているということで書いています。そういった観点で、成果のところで、まず解析ツー

ルを効率化し、そこからさらに次のステップに行けるようにしたということなどをここ

に書いています。

○鈴木委員

もちろんそれはわかっていますが、これは中間評価ですよね。そうであれば、中間評

価のときの目標というのがあるべきで、それが達成されたのかどうかというのが評価さ

れるべきではないのでしょうか。

○平澤委員長

今の件は、たぶん７テーマ全体をまとめて、今回、施策がみえるような形でやろうと

いうので、いわば無理にこのテーマに関しては早い段階で評価に乗せたと、そういうこ

とがあるのではないかと思います。だから、事業を立ち上げたときのプロジェクトだと

すると、中間評価についてはもう少し後年度でやる予定だったのではないかと思います。

○航空機武器宇宙産業課（広瀬課長）

次の中間評価は今後また２年後とか３年後で、その段階でまた、それまでの成果を検

討会でご報告し、評価していただこうと思っております。

○鈴木委員

これも例だと思いますが、28 ページも、我々からみるとどういう評価なのかわかり

にくいので、資料を改善できるのであれば改善していただきたいと思います。「技術的
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に同等」とか「優位」などが書いてあります。

○航空機武器宇宙産業課（広瀬課長）

わかりました。

○平澤委員長

例えばどのような形に表現を変えるといいのでしょうか。

○鈴木委員

これは事後評価なので、当初の目標が達成できたのかどうかというのを、達成なのか、

一部達成なのか、できなかったのかというのをしっかりと書いたほうがいいと思います。

○航空機武器宇宙産業課（広瀬課長）

ここについては、基本的に目標達成はできたので、それぞれ優位に立てるような成果

が出ているというような意味で書いてございます。

○鈴木委員

であれば、「達成した」と書いていただいたほうがいいと思います。

○航空機武器宇宙産業課（広瀬課長）

了解しました。

○平澤委員長

要素技術として、同等の意味が少し不明確ということでしょうか。何をもって同等と

しているかがわからないということですか。

○質疑対応者

補足させていただきますと、同等とか優位とか書いてあるところは、グローバルな技

術レベルと比較して、どこまで達成できたかということであり、もともと、このシステ

ムのところは、日本がかなりおくれていた部分なので、この技術開発によってそのレベ

ルまでキャッチアップができたかが判断できる書き方をしてあります。

○平澤課長

上の達成度のところに括弧して「グローバル対比」と書いてあるのは、そういう意味

なのですね。

○質疑対応者

そういう意味でございます。

○伊澤委員

例えば、28 ページの「機内信号伝送システム」というのは、前にも申し上げました

が、目標が高速・大容量のシステムで、高圧電源環境下で耐えるものというように書い

てあります。これは光ファイバー通信をやれば、基本的にクリアしています。本来の目

標はここにあるのではなく、航空機という環境の中で、何か条件があるのだと思います。

そういうことが具体的に書いてなく、そういう目標で達成したというのは、専門家がみ

ると首をかしげるのではないかと、私は申し上げたかったのです。これはコメントなの

で、ご回答は必要ありません。

○平澤委員長

ありがとうございました。

この議題に関して、例えば 10 ページに技術戦略マップが記されていますが、その技

術戦略マップと今回取り上げた７つのテーマが、どこでどのように関係しているのか。
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３本柱について、戦略マップをみると全機開発のところにもいろいろあり、先ほども少

し触れられた日仏の共同研究など、その取り上げた部分が、戦略マップの中のどこにど

のように位置づけられているかということがもう少し明示的にわかるように載ってい

ると、我々としては理解しやすいと思います。

それから、その前の９ページのところで、先ほど中小路先生のご指摘にもありました

が、安全性というのは、恐らくほとんどの要素技術開発のテーマ全体にかかわると思い

ますが、ここでみると、特にかかわる２つのテーマだけが矢印になっています。恐らく

１つの部材を開発するにしても、その部材の特性というのは安全性を考えたスペックに

なっているといったような意味で、おそらく、全体を覆うような形になっているのとい

う指摘だったと思います。そのため、特に開発をするときの最重要ポイントというのが

わかる形で表現されるといいと思います。

超高速の部分については、検討会の先生方はあまり良くなく、エンジン開発の部材に

ついても、実用化はあまりよくなかったが、これらについては今後、航空機全体の施策

を展開する際にどのようにして対処されるのですか。

○航空機武器宇宙産業課（広瀬課長）

超高速のところは、まさに今、いろいろな技術開発、それから市場調査等やっており

ます。それで、フランスとも研究を続けていますが、今後、日本とフランスの間で、い

つごろにどのような技術を目指していくのかをさらに明確化すべきとのご指摘を私ど

もは受けとめて、国内でも、フランスとのやりとりの中でも明確化していきたいと思い

ます。

○平澤委員長

施策として、ぜひご検討いただきたいのですが、我が国の場合、小型機全機の開発と

いうことすら、商業ベースに乗るようになっていません。要素技術として超音速のある

部分を担当することはあってもいいが、もう少し政策全体として、どこにどのように焦

点を絞るかを、担当課として、ぜひ考えていただきたいと思います。

では、最後に吉本先生。

○吉本委員

簡単に要望なのですが、航空機産業全体の施策の体系は非常によくわかりましたが、

できれば、航空機産業からの横展開の様子が分かるとなおよいと思いました。例えば今

回、成形技術に関しては、残念ながら実証機でできないということがありましたが、目

標をみると、航空機だけではなくて、自動車や、船舶、車両などへの用途が見込まれる

と書いてあります。別途リサイクルの話が今回出てきていますが、ある車両メーカーは、

リサイクル技術も抱き合わせると、ヨーロッパの鉄道でかなりの車両に搭載される可能

性が出てくると話していました。ですから、成形技術やリサイクルなど、他産業との連

携を、経済産業省として図っていると思いますが、ここから横展開して、どういうとこ

ろに波及していく可能性があるかということが今後みえると、決して個々の研究結果も

無駄ではなかったなと思えます。もう１つ欲をいえば、私自身が中小企業政策をしてい

る観点からすると、ポスト自動車ということで、かなり航空機産業に期待をしている中

小企業もいます。自動車と航空機というのは実態が違うということもよくわかりますが、

別の国では、こういった先進技術でも、中小企業優遇などにより、中小企業にも何らか
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の波及効果が及ぶように制度設計を最初からしているところもあります。今後、こうい

う先端開発の中においても、先端技術でやっていく部分と、産業として裾野産業の振興

にどうつながっていくかというところもみえると、明るい展望につながるかなと思いま

したので、産業振興という観点からも、その施策の全体像が見えるとなお良いと思いま

した。

○航空機武器宇宙産業課（広瀬課長）

ありがとうございます。

最後の実証機に載せることを断念せざるを得なかった複合材関係の成果は、ご承知の

とおり、自動車など、他のところへの波及効果が非常に多くあります。もともとこの技

術開発は、いろいろな産業の中で、極限環境で耐え得る技術を磨くと、それが他の分野

にスピンアウトすることを期待したものです。その観点で、極限状態のところを実証す

るということが、残念ながらできなくなり、事業者のほうから、断念せざるを得ないと

いう申請がありました。他方、耐雷のところでは、ファスナーのコーティングのところ

が特許を申請するまでに行き、しわが出ないような成形技術をつくるというところも、

途中まで行って、データもとれています。これを、５年以内という目標ではできないの

ですが、その先に向けて、引き続き研究開発を進めていこうと事業者は思っているので、

我々も後押ししていこうと思いますし、横展開の中で、中小企業の人たちのいろいろな

創意工夫をどのように取り込んでいくか。本省、地方局において、中小企業の技術開発

をいろいろな形の補助金で支援するということをやっております。そうしたこととうま

く組み合わせるという努力を今後、どんどんしていこうと思います。

○平澤委員長

どうもありがとうございました。

プロジェクト事業としての評価に関しては、多少、評価結果についての表現を検討し

ていただくということをコメントとして入れておき、あとは政策全体としてのコメント

だったというように考えてよろしいでしょうか。――そうしますと、鈴木先生、あるい

は菊池先生、伊澤先生がご指摘になったような点に関して、より明確にするという意味

で、多少、報告書の中の文言を変えることがあり得るかと思います。それはご検討いた

だくとして、その内容に関しては委員長預かりということでよろしいでしょうか。――

では、またよろしくお願いいたします。

どうもありがとうございました。全体をまとめてくださったので、非常に内容がわか

りやすくなり、また論点をさらに深めることができるということになったのではないか

と思います。いろいろご苦労されていると思いますが、ありがとうございました。

［→→ 一部修正 及び 本委員会としてのコメント追記。］

○平澤委員長

次は２番目、 ＣＯ２の固定化・有効利用分野についてであります。

それでは、地球環境技術室の栗原課長補佐からご説明いただきます。

（２）ＣＯ２固定化・有効利用分野
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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

球環境技術室の栗原課長補佐から、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

今、説明していただいた方の言葉尻をとるわけではないのですが、例えば最後の低品

位廃熱のプロジェクト、我々がもらっている資料に書かれているプロジェクトの目的・

概要というのは、分離回収コストを従来技術に比べて半分以下にするというのが目標な

のですが、その下のところをみると、実際の分離回収コストは、確かに 6,000 円に対

して 3,200 円だから、おおよそ半分だろうというのだけれども、半分以下にはなって

いないわけで、かつ圧縮コストは入れていませんので、半分以上の可能性もあるわけで

す。目標に対して達成したとか達成していないというのは、やはり重要なわけで、私の

ような、言葉を非常に気にする者にとっては、ほぼ達成というようなレベルなのかもし

れませんが、至るところにこういうものが散見されると、このプロジェクトは本当にど

うだったのだろうということにもなりかねないと思います。目標のところに半分以下と

書いてしまっている。おおよそ半分であればいいということであれば、確かにすごいと

いう話にはなると思いますが、半分以下をターゲットにしたにもかかわらず、細かい小

数点まで考えれば半分以下になっていないという話になると、これはどのように考えた

らいいのかという感じがします。当然、熱利用ベースではなく、コストベースで、あい

まいさは幾つかあると思います。

○地球環境技術室（栗原課長補佐）

ご指摘ありがとうございます。

ここでの目標は、低エネルギーで分離回収可能な吸収液を開発するということであり、

目標が 2.5 ギガジュールトンＣＯ２という熱量を想定しております。この熱量に相当す

る吸収液は開発ができました。これを使うと、先ほど言った 3,000 円ちょっとの価格

になります。そして、システム全体としてさらに下げていくための検討を進めておりま

す。これが実際の分離回収システムのモデル解析ということになるのですが、その解析

を進め、システム上、いろいろな組み合わせを考え、より効率的な方法をとると、実際

これをつくったわけではないので、当然ながら机上の計算ということにはなるのですが、

ここで 1.8 ギガジュールトン ＣＯ２の見通しが得られました。これが達成できるとな

ると１トン当たりの ＣＯ２で 2,000 円が可能となります。確かに、ここのところはま

だ実証されたわけではありませんが、解析上では、このような見通しが得られました。

○平澤委員長

私から最初のテーマに関連して１つ質問があります。先ほどご説明いただいた 12 ペ

ージの国際的な検討についてです。これは、2004 年に海中での貯留というのはおいて

おこうという話になり、2006 年には明らかに反対の意見が出てきて、その場では採択

はされなかったけれどもという状況ですね。

2006 年というと平成 18年ですか、そうすると、８ページの進行状況をみると、フェ
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ーズ２に移らず、フェーズ１でやめてもよかったのではないかなと。これは結果論かも

しれませんが、その辺の議論はいかがでしたか。

○質疑対応者

確かにそういう議論があったと記憶しています。ただ、その時点でＣＯ２の生物影響

評価がまだ未完成で、それを明確にすれば社会的合意も得られるだろうという判断があ

り、次のフェーズへ進んだと記憶しております。

○平澤委員長

全体的な海中での貯留の不安定さとか、そのようなのが多分、反対意見の大勢を占め

ているのではないかと思うのです。だから、もう少し狙っている技術ではなく、それは

どのような環境下で国際的に許されるのかというところまでを含めて政策を決定して

いく。そういうことを考えると、配慮が足りなかったのではないかというように思いま

す。今後、こういう温暖化に関係したような技術開発において、随所に今のような話が

出てくるので、１つの反省材料として、政策を進めるか進めないかということの評価ポ

イントとしてご記憶いただければと思うのです。

○中小路委員

それと関連して質問なのですが、政治的に認めてもらえなかったわけですよね。日本

は進めたかったが、この中ではうまくいかなった。その責任はどこがとることになるの

ですか。

○地球環境技術室（栗原課長補佐）

このプロジェクト自体の意義は非常に高く、日本は海に囲まれているので、日本の

利益というものを考えると、海洋隔離の方が膨大な量のＣＯ２を貯留できる可能性があ

るため、日本としては進めていきたいが、日本が進めていこうとすると、国際的な合意

が必要になります。その合意を得るためには、実際にデータを示して、こういった形で

ＣＯ２を隔離しても問題がない、または、ほとんど影響がないということを示していく

ことが重要との観点から、このプロジェクトを進めてきました。また、現在これを全く

やめてしまうということまでには至っておりません。どういった形で進めていくのかは、

まだ見えていませんが、将来的には必要になる可能性の芽をもった技術であるというこ

とで、このような技術の保存には努めていきたいと考えています。

あと、この責任については、どうお答えしていいのかわかりませんが、このプロジ

ェクトを進めてきたこと自体が失敗であるというような考え方はしていないです。

○中小路委員

いえ、それはいいことだと思うのですが、お話を伺っていると、この条約で否決され

たためできなかったと、きわめて受動的な感じをすごく受けてます。日本は海洋国とし

て、こういうところでは主導権をとり、大きな声で、地球全体としてはこうするべきな

どと言い、推進する立場だろうと思います。その意味では、こういう場所で、自分たち

が進めたい研究を進められなくなったという事実はだれかの責任というか、だれかが頑

張って、このように進めればいけると思っていたが、だめであったという、もう少しア

クティブなアクションというのがあったであろうと思います。もしなかったとしたら、

少し問題だと思いますし、あったであろうと思います。データが必要であったためにフ

ェーズ２に進めたことは、極めていいこと、リーズナブルだと思いますが、データが出
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なかったからできなかったのか、事実として、海洋隔離はもう無理とみんなが思い始め

たから無理なのか。すごく政治的なことが起こっていると思うので、経済産業省として

かかわっているということは、当然国としてバックアップし、ここは裏ですごく走って

おかないといけなかったことだと思うのですが、その辺の責任は皆さん方にあるのか、

全然違う部署が担っていたのか、どうなのかなと思います。

○地球環境技術室（栗原課長補佐）

条約自体は、当然ながら日本として参加しているので、外務省が中心ですが、外務

省だけではなくて、経済産業省や他省庁も入っています。

ここのロンドン条約では、まだ完全に否決されてはいません。否決されたのはオ

スロ・パリ条約という、北欧諸国だけが入っている条約であり、ロンドン条約の中では、

議論はこれからといえますが、そのためには有識者や科学者の合意をとっていく必要が

あります。そのためには、このような研究開発を着実に進めていくことが重要ですが、

今の状況からすると、少し先のことになるだろうと思います。それと、ＣＣＳのほうが

今、喫緊の課題になりつつあるという状況などから、資源の有効配分の観点から判断を

しています。

ロンドン条約において、海底下の地層への二酸化炭素貯留は、認めることで議論が

終了し、現在は海洋肥沃化として、海洋に鉄をまいて、海草類がよく育つようにする、

それによりＣＯ２の固定化も図れるのではないかといった議論がなされており、科学的

な試験については、鉄粉末の散布を認める方向に議論が進んでいます。こういった動き

を踏まえつつ、今後も我が国として、着実にデータを示していくとか、積極的にいろい

ろな場で発言をしていくことにより、理解が得られた段階で、状況をみつつ、海洋隔離

を進めていきたいと思っております。

○平澤委員長

今のご議論を伺いながら、徐々に思い出してきたのですが、私が評価委員長になる前、

この委員会は環境を専門にした評価委員会だった。私はそのときは委員だったのですが、

同じ課題に関して、多分事後だったと思うのですが評価があり、そのときに当時の評価

委員長は技術アセスメントとして、とんでもない話で、そんなことは実現しないと非常

に強い意見をいっていた記憶があります。今、例えば海草の栄養にするのだというよう

なこととか、いろいろ考えはあり得るとは思うのですが、海中隔離に関しての安全性や、

他への影響など、そういうことに関するアセスメントを十分やった上でどう対処するか

を考えるべきだと思います。そのアセスメントをしないまま、有望だからというのは、

やはり開発課題を選ぶときに、ずさんといわれてもしようがないと思います。特に私の

前の評価委員長は、環境の中では比較的厳格に問題を考える立場の先生だったと思いま

すが、日本の中にもそういう意見は当然あり得たわけです。

○山地委員

今、委員長がおっしゃられたことについて、私も確かその場におり、多少記憶がある

のですが、海洋貯留ではなくて、地中貯留の二酸化炭素挙動の安定性に関することだっ

たと理解しています。海洋底の生物影響という話の文脈ではなかったように思います。

○平澤委員長

生物影響ではなくて、貯留だったように思います。多分、山地先生が委員になられる
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前の話だと思いますが、多少記憶があやふやなので…。

○冨田委員

私もあやふやですが、そんな話があったように記憶しておりますが、やはり私として

は、今、委員長がおっしゃった限定的なアセスメント、つまり限定的な実験について、

万が一違った予測が出たとしても十分修復可能な範囲内で実験を行うはずなので、それ

はやはりロンドン条約の中でやれると主張をすべきではないでしょうか。それがなけれ

ば、この実験は大事にしなければならないといっても、結局お蔵入りになってしまいま

す。今の状況を考えれば、万万が一、それがどこかに漏れたとしても、それは修復可能

であるという範囲内での実験から始めるべきではないでしょうか。

○地球環境技術室（栗原課長補佐）

理解を得るためには、そのようなデータを示していくことが重要という観点で、第２

フェーズでは、海洋生物への影響評価をするために、実際の現地に、当然ながら海とは

つながっていないが、こういうチャンバーのようなもの（11ページ写真）を開発して、

圧力とか、温度とか、現場の雰囲気に近い状態で、このチャンバーの中だけ高濃度のＣ

Ｏ２にして、そういったときに中にいる微生物や海洋のプランクトンなどにどういった

影響があるのか、データを蓄積していくことが重要と思い、行っているところです。

○冨田委員

そういう形でどんどん進めてもらいたいと私は思います。

○地球環境技術室（栗原課長補佐）

はい。そういった動きをみつつ、我々としても、このプロジェクト自体を全くやめて

しまうということではなく、今後も進めていきたいと思っています。

一部、地中貯留につきましては、沿岸域での海底下地中貯留というものがあり、沿岸

域の場合は、海底下に埋めた ＣＯ２が漏れたときにどうなるのかという、そのようなア

セスメントも必要なので、ここで培った技術の一部を地中貯留の技術開発でも実施して

いるところです。

○吉本委員

私もかなり気にしているのですが、海洋貯留に関しては、アセスメントの問題がすご

く重要になるという意見が相当出たと思っています。今回の資料を拝見したときに、や

はりだめだったのかと、実は思いました。モニタリングの方法を開発されたということ

と同時に、影響があるのかどうかということを知りたかったのですが、もう少し年月を

必要とするということなのかもしれません。ただ、報告書の中では、エビやマダコに Ｃ

Ｏ２の影響が多少ある可能性が見出されたとか、急性致死濃度が変化することを見出し

たという記述もあったので、アセスメントをやった結果、ちょっと懸念される材料も出

たということもあったのだろうと感じました。結論としては、前回を経て、今回は、影

響があるのかどうかを知りたかったのです。その影響が、日本人ですら懸念するところ

があれば、環境にセンシティブな欧州諸国を納得させることはできないと思います。何

を言いたいのかというと、環境影響評価が重要であるということは前回の会議で相当い

われていたので、今回、ロンドン条約がネックになっていますというよりは、影響があ

るのかどうかということを、報告書の中でもう少し明記していただきたかったという気

がしました。
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○地球環境技術室（栗原課長補佐）

すみません、そこのところは記述が少し薄いのですが、海洋生物に影響があるかない

かというのは、多分ご記憶のあるところでは、影響があるというのは、影響があるとこ

ろまで ＣＯ２を高めて実験をやったということだと思います。実際、海洋に溶け込ませ

るときにはものすごく倍率が高い希釈率になるので、当然ながら影響がないところでや

るわけなのですが、いろいろな生物がいるので、小さな生物では影響が出やすいとか、

タコとか、大きな生物になると、高濃度でも影響が出にくいとか、いろいろな場面が想

定できるので、データが１つだけあればいいということではなく、かなり多くのデータ

を示さなければ、有識者の理解を進めるということは難しいです。そういった意味では、

まだまだ、プロジェクトとしては道半ばということがいえるかと思います。

○平澤委員長

わかりました。

もう時間が来たので、ここまでにしたいと思いますが、先ほどの菊池先生のご指摘に

関して、これは報告書の文言を変えるが必要あるでしょうか、よろしいでしょうか。ほ

ぼ達成という形にすべきかどうかということですが。

○菊池委員

それを１つ変えると、先ほどの安全・安心のところのくくりも気になるので、あまり

触らないのがいいのかもしれません。

○平澤委員長

では、この委員会としては評価検討会での評価どおり承認ということで。ここで出た

意見については、アセスメントに関係した部分で、いろいろと改めてご検討くださいと

いうことで、よろしくお願いします。

○地球環境技術室（栗原課長補佐）

どうもありがとうございました。

[→→ 原案通り了承。]

○平澤委員長

ようやく議題の２ですが、今度は技術についての事業評価です。

全部で４件ありますが、最初の３件をまとめてご報告いただきます。炭素繊維製造エ

ネルギー低減技術の研究開発、２番目が排水処理における余剰汚泥の減容化技術開発、

３番目が廃棄衣料のリサイクル技術及び高付加価値商品の開発、この３件まとめてであ

ります。ご報告は繊維課の横田課長補佐からであります。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）炭素繊維製造エネルギー低減技術の研究開発

（２）排水処理における余剰汚泥の減容化技術開発

（３）廃棄衣料のリサイクル技術及び高付加価値商品の開発

（１）炭素繊維製造エネルギー低減技術の研究開発、（２）排水処理における余剰汚泥の
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減容化技術開発及び（３）廃棄衣料のリサイクル技術及び高付加価値商品の開発に係る技

術に関する事業の評価の結果について、繊維課の横田課長補佐から、補足資料３、補足資

料４及び補足資料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。

○冨田委員

２番目の排水のところですが、この出発に使う活性汚泥、あるいは処理に使うべき微

生物の固まりと言ってもいいものについてですが、これが染色のところで十分役に立つ

ものだという基礎実験はあったのですか。

○質疑対応者

今のご質問にお答えいたします。汚泥菌ですが、これは新規に投入した菌ではなく、

従来、私どもの工場で活性汚泥処理を行っている菌をそのまま使っております。

○冨田委員

それはほかと比べて効率がいいということがわかっていたものですか。つまりこれは、

単に工学的な処理をやっただけであって、実際の微生物の研究がなされていない、ある

いはどれくらいの成果が出るかの予測がないままに始めた実験のように思えてなりま

せん。私は微生物屋ですが、やはりこういうものをやるときには、廃液の中の組成分、

主なる廃棄物に対して非常に強い活性があるとか、それを十分に分解し得るのかという

基礎データがなければ、この実験を始める意味はありません。

○質疑対応者

私どもの浜松工場ができてから、もう二十数年たちますが、その間、活性汚泥処理を

中心に、規制値を当然クリアして排水処理を行ってきました。その菌を使用したので、

綿密なテストを行ったかというご指摘に対しては実施しておりませんが、今までの従来

の経験上、この菌は染色排水に有効だという前提のもとに行っております。

○冨田委員

だから、その前提が間違っていると思えてならないのです。こういうことを始めると

きには、最初にしっかりした予備実験があって初めて工業化という形をとらなければな

らないが、肝心のところが抜けているように思います。私はこの実験がどうして採用さ

れたのかよくわかりません。

○平澤委員長

従来、使っていたものを使って、さらなる減容化を図るとなると、そのさらなる減容

化という部分に対して、どういう意味が期待できたのかという点がよくわからないとい

うことですね。

○池村委員

たまたまなのかもしれませんが、繊維課の３課題とも、評価としては、満足できる評

価点ではなく、特に事業化に関しては、低い評価がなされています。排水処理に関して、

内容を読みますと、資金の３分の２は東海染工の設備のリモデリングに使ったと書かれ

ており、なおかつ、その設備はあまり有効ではなかったとの結論です。繊維のほうに関

しても、事業としては成り立たない、継承しないとういう結論になっているように思い
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ます。反省材料としては、担当課としては選んだプロジェクトが不適切だったの、ある

いは１プロジェクトあたり主に１企業を選んでいますが、企業の選び方が間違ってしま

ったのかを判断することが必要に思えます。プロジェクトの選び方、あるいは企業の選

び方を間違えなければ、こういうことにならなかったのか。または、どの企業を選んで

も、結果的にはこういうことになってしまったのか。それとも特に反省するところはな

いのか。そのあたりについて、担当課としてのご意見をお聞きしたい。

○繊維課（横田課長補佐）

今回の３テーマは、全体的にはなかなか厳しい評価と感じております。今のご指摘の

点につきましては、例えば繊維の関係ですと、このプロジェクトを始めるときに、事業

を撤退するというのは全くわからないわけです。リーマンショック等の、そういう状況

があって、それで構造改革せざるを得ない状況になり、最終的に昨年の秋にポリエステ

ル事業から撤退するということになった。そういう意味で、テーマの選び方、あるいは

テーマの設定の仕方、実施者の選定の仕方などについて、大きな問題があったとは考え

ておりません。

○池村委員

テーマの選び方や実施者の選び方についてのシステムはどのようなものでしたか。

○繊維課（横田課長補佐）

この制度自体は平成 17 年から開始されている補助制度なのですが、提案をいただき

ながら、最終的にはこちらの繊維課のほうでテーマを設定しまして、そのテーマについ

て公募という形式で実施者を選定しております。そのような形でテーマ設定、あるいは

実施者の選定は行っております。

○冨田委員

公募で選定されたということでよろしいのですが、選ぶときの判断が、さっき申し上

げたように間違っているのではないかというのが１つと、それからもう１つは、これら

は相当違うプロジェクトですよね。にもかかわらず、検討評価委員が同じですが、これ

でいいのですか。これは正しく評価されるか、私には非常に疑問に思えます。

○繊維課（横田課長補佐）

そういう意味で、評価委員の中には水処理関係の専門家や、炭素繊維関係の専門家を

加えて、あとは繊維全般の視点でご評価をいただける先生を加えて評価していただいて

おります。

○平澤委員長

今の点を含めて、私も、３つとも反省材料がかなり多いなという気がしています。例

えば排水処理だと、委員限りの補足資料を拝見しますと、Ｅ先生は１、１、０、０、１、

１という、ゼロというのをつけているぐらい、評価していないわけです。ゼロというの

は番外だと思います。普通は１、２、３とつけるのですから。それに対して、結構良い

点をつけている先生もいらっしゃるわけです。それはやはり専門性の違いが反映してい

るのだろうと思うのですけれども、このＥ先生は、排水処理の問題に関しての専門家な

のですか。それとも非専門家のほうの方なのですか。

○繊維課（横田課長補佐）

比較的良い評価をいただいている先生は、どちらかというと繊維全般の方で、評価の
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厳しいＥ先生は水処理の専門家です。

○平澤委員長

水処理の専門家からみたら、これはなっていないということですね。テーマを設定か

ら事業化、目標達成についてもできていないということです。だから、わからない人が

ある程度良い点をつけているにすぎないわけです。

私は、例えば最初のプロジェクトの２つ、ＡとＢとあるわけですけれが、Ａについ

ては要するに製造プロセスのエネルギーコストの話ですよね。これはもう、東レが自分

でやるべき話なのではないですか。つまり、こういうところに補助を出すというのは、

国際的にも非常に問題だと思います。私は、まだ通産省の時代で国際通商摩擦が非常に

厳しいときに、競争力均衡論といったようなことを考えていました。つまり途上国の場

合には、げたを履かせて、十分戦える程の競争力をもてるように補助をするということ

は許されるべきだと思いますが、トップ企業がお金をもらって、製造コストの改善をし

ているということは、どう考えてもおかしいと思います。だから、この３つのテーマそ

れぞれの選び方あるいは設定の仕方に関して、政策的な面から考えて問題があると私は

思います。

○吉本委員

平澤委員長と同じなのですが、３本とも技術開発そのものよりは、研究開発のマネ

ジメントに少し疑問がつくというのが印象です。例えば炭素繊維のリサイクルであれば、

当然出口と一緒に開発していかないと問題だと思うのですが、市場性調査に関しては未

達成ということで、ユーザー評価ができていない。なぜこの重要なところができていな

いのかという疑問が率直にあります。また、三大メーカーさんが順変わりでプロジェク

トリーダーを変わられている、順当にやっているというところが影響しているのか、も

しくはユーザー評価というのは少し競争領域に入ってくるので、こういったところは共

同研究ではやりにくかったのかどうかはわかりませんが、やはりなぜそこができなかっ

たかというマネジメントの分析をしないと、次につながらないという印象をもちました。

先ほどの衣料のリサイクルに関しましては、今後も参加企業が撤退するということはこ

れからの経済情勢では大いにあり得ると思うので、事後評価であれば、撤退した後に、

そういった受け皿体制ができていたかを評価すべきと思います。例えば特許が７件出願

されています。これが今後、登録されたらどうするのかという問題も含め、「今後のノ

ウハウ継承に期待したい」というレポートの結論でしたが、「期待したい」では国民は

納得しないと思います。事後評価ですから、そういう受け皿が、例えば所管官庁主導で

どうするかということが既に取り決められており、そういう体制が出てきていたら評価

できると思いますが、開発したのですが実施者は事業から撤退してしまい、今後そこで

生み出された開発成果がどうなるかわかりませんという段階だと、事後評価として、私

はもっと低い評価に本来はなるはずだと思います。そういうケースにおいては、後処理

まで含めて評価するということが必要になってくると思うので、今回のテーマに関して

はマネジメント体制をどうするかというところをもう少し考えるべきとの印象をもち

ました。

○平澤委員長

では、今の２点に関係してはいかがですか。
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私は３番目のことに関しても、言ったこともあるのですが、これは分離といってい

るが、綿のほうはほとんど利用しないですよね。要するに繊維としての綿を使うという

ことではないですね。ポリエステルだけを分離するということであれば、もっと簡単に

できるので、コストとして、どういうビジネスモデルに適用すれば、これは役に立つの

かといことの検討が、吉本委員がおっしゃるように、ちゃんと行われななかったという

気がします。

○鈴木委員

Ａのプロジェクトの構成の話ですが、私も全く同じ意見です。もしだれも発言され

なければ申し上げようと思っていました。そもそも１社、なぜ東レなのかという話もあ

りますし、あるいは特許が４件出されている。これはＡかＢかわかりませんが、もしＡ

で特許が出されていた場合、たぶんバイドール条項が適用され、東レが独占的な権利を

もつことになると、それも何かおかしいのではという気がします。

○平澤委員長

いろいろありますけれども、余り時間がないので、手短におねがいします。

○繊維課（横田課長補佐）

本件は補助事業ということもございまして、そういう意味ではＡのテーマにつきまし

ては、特許等の権利であれば、東レが実際もつことになります。

○鈴木委員

炭素繊維については東レ１社だけではなくて、日本で数社ありますよね。それで、な

ぜ東レだけが３分の２かもしれませんが国の補助金を得て開発した権利を１社独占す

ることについては、少し説明がつかない気がします。

○繊維課（横田課長補佐）

そこは、このテーマについて実際手を上げてきたのが東レであったということです。

○平澤委員長

これはいろいろ問題が絡んでいると思いますので、ここまでにしたいと思います。

評価検討会の評価の中身に関連して、修正すべきという点は、ご発言の中にはなかった

ように思いますけれども、よろしいでしょうか。

その上で、やはり施策としてみた場合に、この３課題の進め方というのは大いに疑

問があると思うので、それを評価小委員会の名前で、この報告書の中に付け加えるとい

うことにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。その疑問の点については、ここで

議論したことを、もう少し私のほうで文言をまとめていきたいと思います。

○菊池委員

その際には、事前評価という色彩をちょっと入れていただければと思います。

○平澤委員長

そういうことですね。テーマ設定についてもですね。

それでは、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

もう１件残っているわけですけれども、４番目の事業でありまして、革新的次世代石
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油精製等技術開発についてであります。石油精製備蓄課・徳弘課長補佐からご説明をお

願いいたします。随分お待たせして申しわけありませんでした。

（４）革新的次世代石油精製等技術開発

革新的次世代石油精製等技術開発中間評価の結果について、石油精製備蓄課の徳弘課長

補佐から、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

委員限りの補足資料の評点結果を見ると、評価者のＤ先生だけが極めて辛い点になっ

ています。ほかの人たちは結構良い点なのですが、そのＤ先生が、どういう理由でこの

ような辛い点をつけられたのでしょうか。あるいはＤ先生のご専門というのはどういう

ところにあるのかをご説明いただけますか。

○石油精製備蓄課（徳弘課長補佐）

Ｄの先生はもともとプラント技術から大学の先生になった方で、原油価格が 150 ドル

近くまで上がったときも、オイルサンドというのは結局使われなかったという点を重要

視しており、その点で経済的評価という観点が足りていないのではないかとのご指摘が

ありました。実はこの事業を行う前に、経済的評価は実施したのですが、そのあたりの

説明が足りず、ちょっと辛めの点になったと思っています。後日、経済的なところにつ

いて、きちんとご説明したところ、了解しました、納得しましたという事後的なお返事

をいただきました。

○平澤委員長

そうすると、コメントの中にはＤ先生の認識前のコメントは入っていないと考えてい

いですか。

○石油精製備蓄課（徳弘課長補佐）

その点は今後のところで、もっとそれを前面に出しつつ、念頭に置きつつやっていく

必要はあるということで了解を得ています。

○冨田委員

そうすると、事業性のところも、この先生の得点が大きく影響してそうなっていると

みていいわけですね。これを除くと幾らになるのですか。

○平澤委員長

2.3 ぐらいですか。

○冨田委員

つまり事業性はかなり高いとみていいのですね。

○石油精製備蓄課（徳弘課長補佐）

事業化のレベルに関しましては、４つテーマがありまして、１つ目のテーマに関しま

しては非常に事業化が高いというような評価を得ていますが、残り３つのオイルサンド



20 
 

系のものに関しましては、今のところ少し劣ると思っています。

○冨田委員

オイルサンド系になると、ＢＴＸなどはどうなるのですか。

○石油精製備蓄課（徳弘課長補佐）

今、まさにオイルサンドからＢＴＸをより多く得られるような技術ということで開発

を行っているので、今後とも石油の安定供給、あるいは石油の資源としての活用という

点では、どの先生からも高評価をいただいてます。

○平澤委員長

評価についてはこれでいいのかなと思うのですが、１つ気になることが書いてありま

す。グリーンイノベーションにこれを提案したいとあります。今回は中間評価ですが、

それに乗り換えることを目指しているのですか。私が気になるのは、グリーンイノベー

ションというのは、確かにこういうものも含めた性格にはなっています。つまり、傘は

かぶっていると言えるのものの、ほかの、この種のエネルギー関係のプロジェクトに対

して、この事業が特にすぐれていると、そういうインパクトを評価されて持ち込みたい

と考えているのか。それとも、単に傘をかぶっているから、そうしたいというのかとい

う点が気になります。

これは今すぐお答えにならなくてもいいのですが、省内で検討されるときに、何か新

しくできた傘があるから、その中へ既存のものを押し込もうという話ではなく、押し込

むからには、グリーンイノベーションの趣旨から考えて、これが非常に効果的であり、

いろいろな代替案に比べても、これが良いということを説明できる、そういう背景があ

るかどうかを、ぜひご検討いただきたいと思います。

○石油精製備蓄課（徳弘課長補佐）

この技術開発を始めた時点におきましては、一義的には、この目標はエネルギーセキ

ュリティのために行っております。ただ、少ない原油からより多くの石油製品をとると

いうことをグリーンイノベーションと呼んではいけない。つまり省資源という意味での

グリーンイノベーションと呼べないわけはないと考えておりますので、また、今、政府

の流れが全体的にグリーンイノベーションになっている事実もあり、今回、初めて応募

している状況ですが、きちんと省内でも議論をして、位置づけていきたいと考えていま

す。

○平澤委員長

いわゆるグリーンイノベーションの中の緩和と適用という２つの政策目標に対して、

どういうコントリビューションができるのか。ほかの課題に比べて、どのようになって

いるかということをぜひ検討した上で持ち込んでいただきたいということです。よろし

いでしょうか。

では、報告書としてはこのまま承認ということに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した。

［→→ 原案通り承認。］

３．追跡評価について（審議）
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（１）超電導材料・超電導素子研究開発

超電導材料・超電導素子研究開発追跡評価の結果について、菊池委員から、補足資料７

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

補足資料７の 26 ページ、27 ページのコメントの中に岸尾先生のコメントが入ってい

ないのはなぜですか。

○質疑対応者

岸尾先生には、何度もご連絡はしたのですが、この部分のコメントはいただけなかっ

たので、入っていません。

○平澤委員長

途中の段階の議論には入っているのですか。

○質疑対応者

途中の段階の議論には入っていただいているのですが、コメントとしては、前半部分

の施策評価の途中まではいただきましたが、総合評価はいただけなかったです。

○平澤委員長

そうですか。

○池村委員

とてもきちっとした追跡評価だと思うのですが、13 ページのところで、「顕在化して

いない原因が技術的課題以外の点であるとすると国家プロジェクトといえどもニーズ

志向を強めることが必要」と、非常に含みのある文章になっています。何をここでは言

いたいのでしょうか。たぶん大事なことを言っておられると思いますが。

○菊池委員

ここのところは抽出していますので、舌足らずの文章になっていますが、市場につ

いては、具体的にキャッシュフローが大きく発生しているかというと、まだまだで、研

究が進むことによって、研究のためにつくられたものとしてのキャッシュフローは発生

します。したがって、オートノモアスに何らかの外部的なニーズがあり、お金の動きが

大きくなっているということがないという意味で、市場が顕在化していないと書いてい

ます。顕在化していない原因が、技術的課題以外の点もあるのだろうということ。例え

ば安全・安心とか、いろいろな複合的な課題に対応できるのかといったときに、今まで

追いかけてきた技術課題というのは、超電導現象がみられたら、これは低温、高温でこ

うだと、エネルギーまたは線材、また電力などと、ある意味で単線的なものの見方で突

き進んできた。しかし、この技術を評価するときに、どうもそれだけではなく、もっと

複合的な、例えば安全・安心と考えたときに、我々に近いところで本当に使えるのだろ

うか。人間から距離を離しておいたほうがいいのだろうかという視点も含め、技術課題

以外の観点も入れました。ただ、これは当然、技術課題として扱えると考えています。

したがって、国家プロジェクトとはいえ、書いてあるニーズ志向というのは、なかな
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か難しいもので、茫洋としたものがあります。ただ、研究をするときの目標として、よ

り一層具体的な言葉を使い、こういうものを実現していくためのステップであるなど、

研究の中のニーズだけではなくて、もう一歩、広いシステムの中のニーズを取り込むよ

うなニーズ志向という意味で、こういう言葉が寄せられているということです。

○伊澤委員

７ページの表で上市段階にあるものが３つほど載っているが、これは実際にどのくら

いの規模で売られているものなのですか。これはカタログになっているという意味です

か。

○質疑対応者

この３つは、既に販売されているものです。具体的にいえば、一番上の産業用マグネ

ットは信越半導体とか、そういったところで実際に単結晶の引き上げで使われています

し、それからＳＱＵＩＤ応用の心磁計、脳磁計というのは、日立だったかと思いますが、

カタログ上は出ています。何台出ているかまではちょっと把握できていません。それか

らＮＭＲ、ＭＲＩは、もちろんこれはもう市場に大量に投入されています。中身として

は高温超電導のマグネットということではなくて、低温超電導のマグネットも使って、

市場にたくさん出ているというものです。平成１８年度にＮＥＤＯが実施した委託調査

によると、現時点の超電導全体の国内市場規模は、金額的には 1,000 億円ぐらいと推

測されます。

○菊池委員

周りも入れると 1,000 億円ぐらいあるけれども、実際のパーツとしては、分解して

いるわけではないです。

○質疑対応者

低温と高温と合わせて、市場としてはＮＭＲ、ＭＲＩが１番多いのですけれども、多

分、トータルは 1,000 億円程度と思います。今、資料の数字がつぶれているのでみづら

いのですが、たしかその程度だったと思います。

○平澤委員長

ＮＭＲにしろ、ＭＲＩにしろ、マグネットの部分の値段を足し合わせると 1,000 億円

というわけではないですね。

○質疑対応者

製品全体です。マグネットの部分はもっと小さいです。

○平澤委員長

だから全体をふくらませたものではないことで考えないといけないと思います。

私は、この技術課題に関して、今回、このような形で取り上げたということ自体、非

常に意味があると思っています。中を詳しく拝見すれば、多分、記述されているのだと

思いますが、いまだに線材や材料として、引き続き新しいものが見つかってるわけです

よね。ですから、研究者のグループというのは維持できるぐらいの分散型の研究費とい

うのは継続すべきと思います。それに対して、もう１つは菊池先生が強調されていたよ

うに、こういう蓄積した技術をどのように使うかというときの用途開発というか、ニー

ズとの接合の部分が、どちらかというと企業に任せているような面が強いのではないか

と思います。これをもう少し国家プロジェクトとして、ターゲットを絞ってやるような
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課題があるのかということを、この追跡評価の中で、絞り出せれば非常に意味があるの

ではないかと思いますが、いかがでしょう。

○菊池委員

先生のご指摘の２つ、まず１つ目の人材ということですが、やはり蓄積があります

し、幅広く、人材の分布に関しましても割と安定しています。そういうセンターも今、

動いているので、可能性はあります。ではもう１つ、用途開発というものをどう考えて

いくかというときに、例えば技術的な知見というと、特許を核にしてやっていくとか、

論文を核にしていく、またはそういうノウハウをもっている方々を中心にしてやってい

くなど、組み合わせがあると思います。ただ、そのときに、１つの企業だけでは無理が

あるということで、オープンイノベーションというような言葉を使い、もっと多様な、

オールジャパンまでいかなくてもいいのですけれども、それなりに複合的な組み合わせ

をしていく必要があるのではないかということです。

それで、当然ゼロから始まるわけではありません。線材関係のところは、まだまだ

目新しい物質系がぽんぽん出てくるので、ここは大切にとっておかなくてはいけない。

では、既に出てきたところも特許切れが 2009 年あたりから先、どんどん特許切れが出

てきます。そうすると、そういうものを使ってどのようにするのかということを考えざ

るを得ないというものが１つあるだろうと思います。

それから、これは追跡評価に少し入っているのですが、十数年前に、ある領域の方々

がつくった特許について、普通は特許が成立するまでしつこくやらないのですが、数件、

最近特許にしたのです。これが非常におもしろい特許であり、幅広いのです。幅広いと

いうことは、超電導の領域も含みますが、超電導ではない領域までも含んでしまうよう

な特許であり、評判になっています。ある企業とセンターがもっているのですが、国が

ハンドリングできるわけであり、そういうことからすると、こういうものの方向性は、

超電導と違う領域もありますが、そこからスピンアウトしてきた技術領域をもう一度見

直す必要はあるのかと感じました。

○平澤委員長

今回の委員のメンバーでいうと、岸尾先生と熊倉先生は専門ですね。彼らからみるの

と、それからフジクラの方というのは線材としてですね。そこに限らず、もう少し広く、

例えばこれはどうかわからないけれども、リニア系の人とかですね。

○菊池委員

先ほどのことからすると、マネジメント系の方などが入り、もう少し組み合わせをし

ていくと、施策評価の１つのモデルができてくるのではないかと思います。

○平澤委員長

そうかもしれません。ここで集積された知見というのを、そういう新たな将来の政

策を考えるグループにバトンタッチして議論していただくということもあり得るかも

しれません。

いずれにしろ、２つに分けたほうがいいと思います。研究者として、地道に研究を

続ける人は続けられるように、分散型のプログラムは維持しつつ、かなり大きなお金は

別に成長戦略の中へ組み込ませるぐらいの規模のものをお考えになるのがいいのでは

ないかと思うのですが、これは今後の課題ということで。
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○池村委員

コンピュータの発熱の問題などもというのは超電導技術の成果で解決され得るもの

の一つなのでしょうね。

○菊池委員

そうです。

○中小路委員

全体としての話と個別のプロジェクトがどうだったというのが大変すばらしいと思

うのですが、プロジェクト間の関係と申しますか、例えば基礎研究を９年やって、応用

に６年でいったのだけれども、９年はもっと短めにしたらよかったのではないかとか、

長めがよかったのではないかとか、これがブランチして、３つが一遍に始まっていると

ころの、そこのデシジョンがどうだったのだろうかとか、その辺で何かご感想とかコメ

ントはおありですか。

○菊池委員

やはり今、おっしゃられたところがあるので、プロジェクトのフォーメーションをみ

ると、それぞれの切り分けはされています。ただ、その切り分けされたときに、左側の

切り分けと右側の切り分けをくっつけるようなことが、我々の素人判断であるのではな

いかというところを専門家に問いかけるとあるということです。たぶん体系的にみると、

11 プロジェクトあって、もっと具体的になると、もっと多くの技術成果があるわけで

す。かといって 100 種類掛ける 100 種類でも 1 万種類なので、大したことはないので

す。ということは、そのぐらいのものをぱっと俯瞰して、１個１個つぶしていっても何

かが出てくるだろうという感じがしたので、もう少しある特定のプロジェクトを最終的

に決め、その技術成果をもう１回、課題ごとに再編成したほうがいいだろうというのが、

追跡評価委員会の総論の１つであります。先生、ご指摘のところだと思います。

○平澤委員長

大分時間が過ぎたので、これぐらいにしようかと思いますが、よろしいでしょうか。

では、最後にお願いします。

○吉本委員

超電導という技術に関しては、結果的には国家プロジェクトとして非常にやる意義が

あったという結論かと思うのですが、上市されているものがプロジェクトの施策の直接

的なものではなく、すべて独自開発製品に限られています。ここのところがなぜなのか

というのが、超電導技術の根本がわかっている専門家には理解できるのかもしれません

が、一般の人には、20 年かけて、これだけなのかと映ってしまいます。今後の対外的

な説明責任として、技術がわからない方にもよりＰＲすること、分かりやすく説明する

必要があると感じました。

○平澤委員長

例えば、先ほどの上市しているもので単結晶の引上装置というのがあるが、これは、

この超電導物質の線材をつくるためか何かに必要なものなのか

○質疑対応者

これはシリコン半導体の単結晶を引き上げるときに、シリコンを溶かしている炉の中

の対流を制御するために超電導で磁場をかけて、きれいな単結晶をつくるというもので
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す。

○平澤委員長

そうすると、シリコンの単結晶に限らず、ほかの単結晶をつくるときにも同じような

熱現象が起こると思います。つまり、使い方というのは、ここで明らかになったもの以

外にもあったり、比較的基礎的な研究の中で、材料の評価をするときに開発した装置み

たいなものが、超電導ではない別の分野のところで使われるようになっているとか、い

わばアンインテンディド リザルトといったような部分も含めて、本来はいうべきだろ

うと思います。それで、これだけ幅広く研究をしたわけなので、その種の超電導領域に

限った使われ方ではない使われ方というのは、多分あるのではないかと思うのです。

○菊池委員

それが、先ほど幅広い特許の話をしたのですけれども、それは今おっしゃられた可能

性をもっているのではないかと思うのですが、そういうものがいろいろなところにある

のではないかという感じがしています。

○平澤委員長

今までやった追跡評価の中で材料系の場合には、その種のことがよく起こっているわ

けですね。ですので、この報告書はこういう報告書として、このまま報告されてよろし

いかと思いますけれども、せっかくですので、調べられた中で、もし気がついているこ

とがあればおねがいします。

○質疑対応者

それでは、最後に吉本先生がおっしゃったご意見なのですけれども、全く同じご意見

を委員からも指摘を受けております。私どもの経済産業省のプロジェクトでは、かなり

高温超電導の開発のところに軸足を置いたのですが、やっている間に、研究者の方々も

これを実用化するのは相当大変だということは、大分最初の時期でわかっていたはずで

すと。そのことを、やはり国民にもちゃんと伝えないといけないというご指摘をいただ

いておりますので、全く同じご趣旨のご意見は中でもいただいております。

それと全体としては、やはり研究者の方々が多かったせいもあるのですが、一番評価

が高かったのは、とにかく高温超電導という現象が発見されて、すぐにオールジャパン

で人を集めて、研究体制を構築し、世界レベルの水準に一気に持ち上げた、それが今、

非常に効いているという評価をなされた先生が非常に多かったです。

以上です。

○平澤委員長

では、よろしいでしょうか。報告書の扱いは先ほど申したとおりということにします。

なお、担当課、あるいは評価課のほうでしょうか、これをどのように生かしていくかと

いうことについて、またさらにご検討いただければと思います。

どうも菊池先生、ありがとうございました。それから担当された日鉄情報ですか。ど

うもありがとうございました。

［→→ 原案通り了承。］

４．その他
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○平澤委員長

それでは、最後、その他の議題ですが。

○事務局（技術評価室 長濱室長）

次回でございますが、４月 21日水曜日です。９時半から、本日の場所と同じ 526 号

会議室で行いますので、ご出席方よろしくお願いいたします。

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。

大幅に超過いたしましたが、どうも最後までお付き合いいただきまして、ありがとう

ございました。

――了――


