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産業構造審議会産業技術分科会第４１回評価小委員会 

議事録 

 

【日時】 

平成２４年１月１３日（金）１０：００～１２：００ 

 

【場所】 

経済産業省別館５階５２６号会議室 

 

【出席者】 

平澤委員長、池村委員、大島委員、太田委員、菊池委員、小林委員、鈴木委員、 

中小路委員、森委員、吉本委員 

 

（経産省出席者） 

中西大臣官房審議官（産業技術・環境担当） 

小糸産業技術政策課長 

福島研究開発課長 

閑念研究開発課研究開発調整官 

事務局：岡本技術評価室長、杉村課長補佐、他 

 

 

【議事次第】 

１．平成２３年度補正予算に係る評価について（審議）  

（１）原子炉等事故対応関連分野（事前評価２件） 

 

２．健康安心イノベーションプログラム追跡評価ＷＧの設置について 

 

３．今後の評価のあり方について 

  新たな国家プロジェクト制度の創設に係る評価のあり方について 

（１）講演（(財)未来工学研究所 政策調査分析センター研究員 田原敬一郎氏） 

（２）質疑応答 

 

４．その他 

 

【議事内容】 

○平澤委員長 

 定刻になりましたので、第41回の評価小委員会を始めさせていただきたいと思います。

まだ３人の先生がお見えではありませんけれども、定足数には達しております。 

 初めに、中西審議官から一言ごあいさつをよろしくお願いいたします。 

○中西大臣官房審議官 

 おはようございます。経済産業省の担当審議官をやっています中西でございます。 

 ２年前からこの分科会小委員会の方でいろいろな形で事前評価をやらせていただいて

いまして、その流れの中で、今回また数年にわたって事前評価をやっていただくという
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ことでございます。とりわけ今回と次回につきましては、タイミングの問題もありまし

て、今年度の補正事業としてスタートするというこのタイミングで、事前評価という形

でございますけれども、やらせていただきたいと考えているのが今回の１つの大きな目

的でございます。 

 それプラス、これは昨年の夏にも一度ご紹介させていただきましたけれども、経済産

業省として新しいナショプロをどうやってつくり込んでいくのかという制度的なものを

予算プロジェクトも含めてスタートすることができそうだということになってきました

ので、とりわけ新しい、我々の言葉で未来開拓型のプロジェクトというところでござい

ますけれども、それの新しい評価のあり方も含めて、せっかくのチャンスでございます

ので、いろいろな関係者の意見も聞きながら、しっかりとした評価制度が具体的に制度

化されることを考えておりまして、また皆様方のいろいろなご知見等を賜りながら、新

しい制度をつくり込んでいければと考えております。ということで、またいろいろとお

世話になりますけれども、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。 

 配付資料の確認に移る前に、この会議としては初めての評価室長・岡本さん、既に委

員の先生方はそれぞれお見知りおきだと思いますけれども、会としてごあいさつをお願

いいたします。 

○岡本技術評価室長 

 昨年８月に秦室長の後任として着任いたしました岡本でございます。どうぞよろしく

お願い申し上げます。 

○平澤委員長 

 どうもありがとうございました。 

 先ほどの中西審議官からのご紹介にもありましたが、この会議は事前評価を扱うわけ

ですけれども、前回までとは違って既に概算要求されて決まったものなので、概算要求

後の評価ということで、これは公開で行いたいと思います。よろしくお願いいたします。

失礼しました。資料の確認を忘れました。 

○岡本技術評価室長 

 それでは、資料の確認をさせていただきます。 

 資料１をごらんください。議事次第でございます。資料２が委員名簿、資料３「発電

用原子炉等事故対応関連技術基盤整備事業事前評価報告書（案）」、資料４「発電用原子

炉等事故対応関連技術開発事業事前評価報告書（案）」、資料５「健康安心イノベーショ

ンプログラム追跡評価ＷＧの新設について」、資料６「新たな国家プロジェクトのあり

方について」、資料７「評価小委員会における検討課題」、資料８「イノベーション政策

としての国家プロジェクトの評価システムのあり方について」。 

 続きまして、補足資料１「発電用原子炉等事故対応関連技術基盤整備事業」、補足資
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料２「発電用原子炉等事故対応関連技術開発事業」、参考資料１「東京電力（株）福島

第一原子力発電所１～４号機の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ」、参考資料２

「東京電力（株）福島第一原子力発電所１～４号機の廃止措置等に向けた研究開発計画

について」。 

 それから、追加で机上配付がございます。Ａ３のカラー１枚、左上に「東京電力

（株）福島第一原子力発電所１～４号機の廃止措置に向けた研究開発ロードマップ」、

それからＡ４横長の資料、ホチキスどめがあるかと思いますけれども、「東京電力

（株）福島第一原子力発電所１～４号機の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ（概

要版）」、以上が資料でございますが、過不足等はございませんでしょうか。 

○平澤委員長 

 よろしいでしょうか。それでは、早速でありますが議事次第に移りまして、最初の議

題、平成23年度補正事業に係る評価について、これは原子炉事故等の対応に関する事業

が２件あります。２件まとめてご説明いただきたいと思います。原子力政策課の舟木企

画官、よろしくお願いいたします。恐縮ですが、説明時間は15分です。 

○説明者（原子力政策課企画官） 

 舟木でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 １年ほど前に原子力政策の中の技術開発の全体像についてご説明させていただきまし

て、ご評価をいただいたところでございます。その後、昨年３月の大震災の後、大変残

念ながら福島第一原子力発電所で事故が起きまして、この収束活動、それから今後廃炉

に向けた取り組みを行っているところでございます。この予算につきまして、23年度３

次補正予算で確保させていただいておりまして、来年度以降の予算につながる２件をご

紹介させていただきたいと思います。これにつきましては、まさに事故を受けまして、

今後の廃炉に向けた対応をいかに進めていくかということで国の予算を使わせていただ

きまして、やらせていただくものでございます。 

 全体像について説明をさせていただきますと、ご評価の資料が資料３と４、補足資料

１と２、大部の資料でございますが、参考資料１で廃止措置等に向けた中長期ロードマ

ップ、それからその添付資料になるのですが、参考資料２としまして、廃止措置等に向

けた研究開発計画という資料がございます。12月21日に原子力災害対策本部で政府・東

京電力中長期対策会議、これは枝野大臣、それから原発事故収束担当の細野大臣の両名

が議長を務める場でございますが、これを決定しておりまして、このもとでどのような

取り組みを進めていくか、その中で特に現場の作業に資するための研究開発をどのよう

に進めていくかということを全体的に整理して決定しております。この中の事業を具体

的に予算事業として行っていくということがこの２事業でございますので、この概要と

ポイントを説明させていただきたいというシナリオでございます。 

 今日机上でお配りさせていただきました資料の中で、Ａ４横の中長期ロードマップ

（概要版）をまずご覧いただければと思います。 
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 １枚目にロードマップの位置づけと書いてございますが、昨年11月に両大臣から指示

を受けまして、東京電力、資源エネルギー庁、原子力安全・保安院の３者で準備いたし

ておりまして、先ほどの中長期対策会議で最終的に決定したという位置づけでございま

す。現場を取り仕切る東京電力に伺いまして、政府の方でいかに研究開発を進めていく

か、安全確保を進めていくかという観点から、合同でまとめたものでございます。 

 基本原則としましては、安全確保が大前提なのですが、透明性確保、地域や国民の皆

様のご理解をいただきながら、また原則３にありますけれども、現場の状況や研究開発

成果を踏まえてロードマップを柔軟に見直しながら進めていくという性格でございます。 

 ロードマップの内容、右上のカラーの絵で第１期から第３期まであるということで、

段階的に廃炉作業を進めていくということでございます。まず２年以内に使用済み燃料

プールの中の燃料取り出し開始を目指すというのを目標として掲げています。 

 第２期は、燃料デブリとありますが、これは原子炉の中の圧力容器から燃料が溶けて、

格納容器に落ちているということが想定されていますが、溶けた燃料と周りの燃料被覆

管といわれる金属と圧力容器が溶けて混ざって固まったものを燃料デブリと呼んでおり

まして、これを取り出すまでの作業は10年かかるだろうということで、目標として掲げ

ております。 

 第３期が30年から40年後、燃料を取り出した後に解体を行っていくという作業でござ

います。残念ながらデブリ取り出し開始までに10年かかってしまうために、相当な研究

開発を行っていかなければいけないということがございます。 

 このイメージをもっていただくために２枚おめくりいただきまして、カラーの横の線

表、中長期ロードマップの主要スケジュールがございます。オレンジ色になっているも

のが現場作業になります。青と緑の中間の色がついているものが研究開発になります。

上からご覧いただきますと、プラント安定状態維持・継続というのは、冷却なり水の処

理をしていく。これはこれまでどおり廃炉に向けた作業よりも燃料があり続ける限りや

っていくことになります。 

 下にまいりまして、放射線量の低減・汚染拡大防止とありますが、サイトの中からサ

イトの外にさらに放射性物質を出さないように万全な対策をとっていくということでご

ざいまして、この中で一部緑色のものがみえますが、水処理二次廃棄物とは、これまで

の廃棄物の概念と違うものがありますので、これはどういった内容であるか、これをど

のように高レベルから低レベルまで分離できるか、あるいは量を減らす、減容化ができ

るか、どのように処分していくかということの研究開発を進めていくつもりであります。 

 使用済み燃料プールからの燃料取り出しというものがございますが、燃料を取り出し

ていく中でも、今、プールの燃料を冷やすために海水を入れたものがあったり、爆発が

ありましたので、物理的な損傷を至らしめている可能性があるということがありますの

で、プールの燃料の健全性がどうかの研究開発を今後進めていくという課題が挙がって

います。 
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 もう１つの２枚目の紙のほうで、こちらは緑色が非常に多いところになりますが、燃

料デブリのためにどのようなプロセスをとっていくかということをご覧いただけるかと

思います。まず、原子炉建屋の中の除染、放射性物質を除去していくという作業になり

ます。これはよく報道でもされているように、除染活動は土壌の除染が中心になります

が、今年から原子力機構を中心に始まっております。サイトの中の除染、特に建屋の中

の除染は線量が非常に高い状況にありますので、まだまだ人が近づけない状況にありま

して、ロボットも活用しながらやっていくということであります。 

 除染をした上で、ある程度人も近づけるようになりますと、格納容器がどのように壊

れているかということを調べまして、それを修理して、格納容器を修復いたしまして、

水をためられるようにする。水をためますと、燃料からの放射性物質の遮へいができま

すので、それが実現した暁には、そこから燃料を取り出すという流れを考えております。

その過程で、燃料の中の状況がどうなっているかということをロボットのような遠隔操

作もできる機械を突っ込みまして、炉内の燃料の状況を把握しまして、どのような装置

をつくって燃料を取り出すことができるかという機器の開発も行う。機器の開発を行う

こと、それから燃料の中の状況がどうなっているかということ、燃料をつかんでどのよ

うに処理できるかという燃料部分の研究開発という３種類のものをここでやっていくこ

とになります。 

 それで、赤くＨＰと書いてあるのは判断ポイントといっておりますが、英語だとホー

ルドポイントとなります。このプロセスの中で非常に難しい課題がありまして、１号か

ら３号まで同じように燃料が溶けた状況にありますので、どれから進めていくかという

ことも見極めながら、あるいは次のプロセスに順次進めていくかということを研究開発

の状況を進めながら実現していくということで、各段階においてしっかりとチェックを

してやっていくことになっております。 

 こちらが全体のロードマップでありまして、今日もう一枚お配りさせていただいたＡ

３縦のものが研究開発ロードマップといたしまして、研究開発サイドからもう尐し詳細

に、どのような段階をとって調査から機器の開発、現場の作業に向けた実証までつなげ

るかということを１つの検討としてまとめているところでございます。 

 続きまして、補足資料１をご覧いただければと思います。おめくりいただきますと事

業概要と書いてございまして、先ほどの取り組みを安全かつ安定的に進めるための技術

基盤の整備ということでありまして、一例として、過酷事故事象解析コードの整備と書

いてございます。予算要求額としましては23年度に 9.8億円の補正予算、24年度は15億

円の予算ということで要求させていただいております。 

 実施主体のところに研究開発推進本部と書いてございます。これはエネ庁が中心に事

務局をやらせていただいておりますが、両大臣のもとに研究開発を進めるマネジメント

を行う体制をとっております。 

 ２ページをごらんいただきますと、上段が全体のマネジメントを行う研究開発推進本
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部でございまして、先ほど触れましたプール燃料の対策をとるワーキングチーム、それ

から燃料デブリを取り出すチーム、これは３つの分野に分かれます。それと放射性廃棄

物、それから横断的に遠隔技術を開発するための共通基盤タスクフォースを設けまして、

個々のプロジェクトのマネジメントをしていくことになります。これは現場との進捗状

況を合わせるということ、あるいは国内、それから海外の知見や技術提案をいかにこの

中に組み込んで、大変難しい課題を解決していくかということの議論をする場になりま

す。 

 下段に個々の研究開発プロジェクトを書かせていただいておりますが、先ほど研究開

発計画で掲げました課題を個々のプロジェクトに落として執行していくことになります。

本事業につきましては、真ん中の黄色いところで書いております事故の進展解析、それ

から模擬デブリの特性把握ということで、燃料デブリを将来取り出すための準備作業を

行っていくという想定をしておりまして、こちらは国が中心に研究機関で行っていくこ

とから、基盤整備を行うということで要求させていただいているということになります。 

 もう一枚の補足資料２、これは技術開発事業ということで区分けをしております。お

めくりいただきますと、技術開発を実施する、特に格納容器内部に関する装置の開発、

製作などとなっておりまして、装置の開発、製作ということでございますので、実施機

関としてはメーカーを想定しています。なぜ技術開発で区分けしているかといいますと、

メーカーに対する補助ということで、２分の１の補助を想定しておりまして、そこで先

ほどの最初の事業と区分けをしております。予算要求額は23年度補正で10億円、来年度

５億円ということでございます。 

 同様に研究開発推進本部のもとでマネジメントをしていくということでございまして、

２ページ目の実施体制をご覧いただきますと、下段の個別研究開発プロジェクトで黄色

くなっている５事業、建屋内の除染、健全性評価、それから漏えい箇所を特定して水を

ためられるように水の流れをとめて補修する、あるいは内部の調査をする、将来的には

燃料取り出しのための装置を開発するということを念頭に置きまして、このメーカーに

対する技術開発の補助を行うという構成になっております。 

 もう一枚だけおめくりいただきますと、研究開発内容のイメージを書かせていただき

ました、３．研究開発内容というところでございます。イメージをもっていただけるか

と思います。 

 ４つの事業の概要を書かせていただいておりますが、まず左上、遠隔除染技術の開発

ということになります。除染技術というのは、高圧水による洗浄ですとか、自走式ブラ

ッシングという吸引によるもの、それから表面を削る、はつるもの、それからストリッ

パブルペイントということで液体をまいて放射性物質を一緒にはぎとるようなもの、こ

ういったものはこれまでの技術であるのですが、これをいかに遠隔操作と組み合わせて

現場に投入していくかということになります。 

 現場というのは、真ん中に書いてある原子炉建屋の中に格納容器、圧力容器、その周
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りにいろいろな機器や配線がある非常に複雑な建屋になりますので、この狭い分野にい

かに遠隔操作の機器を入れていくかということで、現場の設計として、ここは東京電力

のもとで東芝さん、日立ＧＥさんがメインのコントラクターとして設計から管理までや

っているところなのですが、そこと一緒にソリューションを考えながらやるという構成

になります。 

 あわせまして、右上のところは漏えい箇所の特定技術の開発ということでありまして、

本当は格納容器に水をためたいのですが、今も水が漏れてしまっているところの漏えい

箇所を、一番下部の丸い絵がありますけれども、ここはトーラス室というところなので

すが、ここから漏れてタービン建屋というところに流れてしまっている。あるいは格納

容器も幾つか配管の貫通部から漏れがあるというところの穴を見極めて、いかに修復を

するかという課題になりますし、下段には修理の方法として補修技術の例を書かせてい

ただいております。 

 また、左下には内部調査技術の開発ということで、先端にミラーがある棒状のものを

カメラと組み合わせて格納容器の中に突っ込みまして、見えるようにするということ。

人のアクセスをできるだけ早く確保して、中の状況をみて、燃料取り出しの準備をして

いくための機器の開発をこれでやらせていただきたいということで考えているところで

ございます。 

 以上で説明を終わらせていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○平澤委員長 

 どうもありがとうございました。いろいろご質問、ご意見等がおありかと思いますが、

先生方、いかがでしょうか。どうぞ。 

○鈴木委員 

 ２点ございまして、まず第１点は、燃料プールから取り出したものをどうするかとい

うのは、多分今年の夏に長期的なエネルギー戦略全体の見直しがあると思うので、その

中で議論されると思うのですけれども、今つくられている資料を拝見すると、再処理が

前提になっているように見えるのです。これは今の時点でそれが不確定な状況で、取り

出した燃料に対しては再処理しかないような表現をされるのは妥当ではないのではない

かという感じがします。それが１点です。 

 もう１つは、これは尐し全体的な話にもかかわるのですけれども、例えば３号機で大

規模な爆発が起きたものは、余り明確に説明されていないという意見を多分多くの人が

お持ちだと思うのですが、そこで燃料プール内で即発性の臨界が起きたのではないかと

いうようなことをいっている方もいらっしゃるわけですよね。いろいろな状況から実際

何が起こったのかというシミュレーションとか、そういう説明にかかわるような研究項

目というのはどこにもないのでしょうかというのが２つ目の質問です。 

○平澤委員長 

 今の特に後半についてはご用意がおありかと思うのですけれども、どうぞ、お願いし
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ます。 

○説明者（原子力政策課企画官） 

 ありがとうございます。まず１つ目のご質問ですけれども、最初にご説明いたしまし

た中長期ロードマップ（概要版）の線表の１枚目をごらんいただきますと、最下段に使

用済み燃料プールからの燃料取り出し計画というものがございます。１号から４号機の

使用済み燃料プールが建屋の５階部分にまだあるわけでございまして、これをどのよう

に処理するかというと、サイトの中にある共用プールと呼ばれるものにもっていこうと

いう計画になります。共用プールには、事故前に健全に使用されたプールが保管されて

いまして、その後、東京電力が青森県陸奥にある中間貯蔵施設にもっていくという計画

をもっておられました。現在、共用プールにスペースを設けまして、１号から４号にあ

る使用済み燃料プールから降ろしていくという計画でございます。 

 再処理が前提かということについては、大前提にはなっておりませんで、資料の中の

ＨＰ２―１に使用済み燃料の再処理・保管方法の決定を行うとなっています。今、使用

済み燃料プールにある燃料でも大部分は健全だろうというように東京電力も述べており

ますが、一部、水素爆発による瓦れきによって物理的な損傷があり得るということ、こ

れまで使用済み燃料プールなどのプールが臨界になったという状況は、放射性物質のサ

ンプリングから得られていないことが確認され、それは保安院の方も確認をしていると

いうことですが、一応物理的な損傷があり得るということで、供用プールのほうに移送

して、そこできちっと確認をした上で通常の再処理ができるかどうかを確認していくと

いう段階的な判断をしていくことになってございます。 

○鈴木委員 

 それは理解するのですけれども、申し上げたいのは、実際は選択肢として５月以降に

直接処分の可能性も出てくると思うのです。今この資料をみる限りは、再処理をどうす

るかということしか書かれていないので、今の時点でそこまで限定した書き方をするの

は妥当ではないのではないかという意見です。 

○説明者（原子力政策課企画官） 

 プール燃料の取り出しもデブリ燃料の取り出しも将来的にどのように処理していくの

か、あるいはそれをそのまま直接処分するかということは、国の再処理政策全体の流れ

も踏まえながら決めていくということは我々も認識しておりまして、今日の資料の中に

はそういった記述がございませんでしたが、考え方としてはそのようなことで考えてお

ります。 

 それから２点目、３号機を例にお話がございましたけれども、実際に今回の事象で３

月以降どのようなことが進展したかというのは、まず１つは、事故検証委員会でもいろ

いろとご検討いただきます。研究開発の中で今日ご説明させていただいた中では、そう

したものに直接かかわるものはないのですが、まず関連するものといたしましては、炉

の中の燃料の状況が今どのようになっているかを見極めると、将来燃料取り出しのため
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の参考として非常に重要なものになる。このために解析を行うということなのですが、

この解析を行う上でも３月以降、どのように冷却水を入れて、それから炉の中の圧力温

度がどのようになって、燃料がどのように溶けたかということもあわせて解析すること

によってやっていくというプロセスで関連することがございます。ただ、目的としてそ

こを詳細に見極めて、今後の原子力発電所の安全確保に資するということとはまた違う

目的で、廃炉のためというのが今日の研究開発ロードマップでございますが、それはま

た別に、実際に福島で起きたことをできるだけ詳細にシミュレーション上再現するとい

ったことは、別途今後の原子力の安全対策の中で考えなければいけない問題だと認識し

ております。 

○鈴木委員 

 私が申し上げたかったのは、多分、圧力容器内とか炉心で何が起こったかということ

をいろいろ計画されていると思うのですけれども、３号機の爆発は、状況証拠からみて

炉心の現象ではなくて、燃料プールでの話ではないかという説が多いわけですよね。例

えばストロンチウムとかプルトニウムがかなり飛散しているという状況からみても、あ

そこで何が起こったのかという合理的な説明はまだ余りされていないと私は感じていて、

そのように感じている方はかなり多いように聞いています。だから、そちらについても

詳細なシミュレーションとかをやられる必要はないのかなというのが私の意見なのです。 

○説明者（原子力政策課企画官） 

 重要なご意見ありがとうございます。具体的な研究計画として、今回の廃炉のように

固まったものはありませんが、炉内の状況と同様に、プールの燃料がどのような形で先

ほどもあった爆発ですとか水素爆発の原因究明も大変重要な課題だと我々は認識してお

りますので、どのような形でそれを見ていくかということは今後の検討課題だと思って

おります。ありがとうございます。 

○平澤委員長 

 時間が限られているので、順次手短にご質問をお願いいたします。 

○菊池委員 

 マネジメントの関係から２つほどです。資料は事前に配付されていましたので読みま

した。目的に沿って線型的に研究プロジェクトを遂行することが提案されている。なぜ

外部環境の変化を考慮したショックモデルの考え方を入れないのかわかりません。した

がって、欠陥があるプロジェクトフォーメーションではないかと感じています。これが

１つ目です。 

 それから、実態がよくわからない状況のもとで研究をすすめるわけです。まず、研究

サポート体制を明確にする必要がある。さらに、プログラム化したときのシナリオを再

度リフォームする機会を設ける必要がある。そして、ロードマップを適宜変えていく必

要がある。このようなフォーメーションがみられない。極めて昔流のプロジェクトフォ

ーメーションのスタイルなので、うまく行かないだろうと感じております。 
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○平澤委員長 

 森先生、どうぞ。 

○森委員 

２点ありまして、１つは新しい技術開発を必要とする作業、それからすぐに行動しなけ

ればならない作業が並行して行われておりますので、そのスケジュールのすり合わせを

相当慎重にやらなければならないと感じます。特に山側の遮水壁をつくりませんと地下

水の流入はとまりませんし、私はずっと温度、圧力などのプラントパラメータとか水位

のデータを毎日チェックしているのですけれども、水位に関しては余り下がっていない

のです。地下水の流入がある以上これは当然なのですが、起こさなければならない行動

の中で、特に遮水壁と燃料取出しやモニタリングの技術開発と実際の着手、この間の関

係が予定外のことがまた起きたらどうなるかとか、十分に幅をもったスケジュールにな

っているかどうか。第１期の２年というのが早過ぎないかな、大丈夫かなという点がち

ょっと気になるところです。 

 それから、このロードマップには海側の遮水壁については既に公表もされております

しこちらを優先する理由も承知しておりますが、圧力容器の修理のために必要な山側の

遮水壁を一体いつつくって、どこから地下水の流入をとめるのかというのがよくみえな

かったところがございます。 

 貯留用の滞留水を処理した後これを一体どうするか、一応ここには暫定基準を満たし

た後ですべて放出できるという形になってるようですけれども、例えば前回、秋のとき

にも、漏れた水の中にあるセシウムは吸着できているけれども、ストロンチウムとか幾

つかのベータ核種は吸着できていないという報告もあって、これは世の中にかなり不安

を与えてしまったように思われます。その後、技術がちゃんと並行して存在しており、

問題点に対してはいつでも使えるということを見せておくことが国民に対する責任では

ないか。安全性を保てる技術は既にあるということをきちんと明記すること、それから

幅をもたせるということの２点が重要に思います。 

○平澤委員長 

 ほかに。太田先生。 

○太田委員 

 今回のことは全く新しいということで、全然わかっていないという前提になっている

のでしょうけれども、スリーマイルなりチェルノブイリなり、当然そこは生かされると

思うのですが、特にデブリ解析とか新しい機械とか、基礎的な学問で使える部分もかな

りあるのではないかと思っております。 

 例えば、デブリの性状にしろ、熱力学というのはどの程度使えるか、最近推定がかな

り進んでいますので、そういうものをやればある程度できるのではないかと思うのです。

そういうのを積極的に活用して、有効な開発を進めていただきたいと思っています。 

○平澤委員長 
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 どうぞ。 

○池村委員 

私は科学者ですので、計画が実現するのかという側面から見ることを常にしております。

その意味で、どのような組織が実際に担当するのかを、配付いただいた資料で見ますと、

参考資料２の13ページに、主に担当するのが「資源エネルギー庁、文部科学省等々と福

島第一原子力発電所の設計・建設に関して深い知見と経験を有するプラントメーカーで

ある東芝及び日立、日立ＧＥ」という形で記載されています。政府機関の書類として、

特定の企業グループに対して、「深い知見」と称賛的な表現をされておられます。私は

最初に「深い知見」との表現を見た時に、今回の事故とその拡大に責任のあるメーカー

を外すという意図で、「深い知見」という言葉を入れられたのかと思ったほど違和感を

持ちました。福島第一原子力発電所の設計、建設を行ったメーカー、東芝、日立、日立

ＧＥに対して、なぜ経産省が「深い知見」という表現を用いられるのかに疑問を感じま

す。 

 その理由ですが、これからの作業は、安全と深くかかわっており、政府として安全に

関して、今までよりもさらに厳しい態度で、実施者にのぞんでほしいからです。福島第

一原発をつくったメーカーに対して、「深い知見」を有すると評価される態度に対して

不安を感じます。さらには、不完全なものを納入すれば、結果としてそのメーカーは収

益が上がるというような前例を産業界に見せてはいけないと思います。「不完全なもの

を納入すれば、その関連業界は恩恵を受ける」という印象を与えることは、国のプロジ

ェクトとしては極力避けるべきと思います。その意味からも、福島第一原発をつくった

メーカーに対して、「深い知見」を有するという評価を経産省がすべきではなく、より

厳しい態度で本プロジェクトを遂行すべきと考えます。 

○平澤委員長 

 ほかにはいかがでしょうか。では、中小路先生。その後、小林先生。 

○中小路委員 

 この状況を考えると、車を運転している人が運転しながら脳外科手術をして、国民は

その後ろに座っているような状況なのだと思うのです。その際に、リニアにしろいろい

ろな研究要素、開発基盤、応用をつくっていきながら、どことどこを組み合わせてどう

なるとか、こことここがこうだとこうなるということ全体を研究開発の詳細なレベルま

で随時理解して進めていくマネジメントの組織が必要だと強く思います。それがこの研

究開発本部をトップとして、サブワーキングチームがどんどんとあってという状況の図

を拝見しても、実際にそれができるのだろうかというのを物すごく不安に感じるのです。 

 今まで諸先生方がおっしゃいましたように、これまでにない、運転しながら脳外科を

やっているけれども、この人は運転していて大丈夫だというような安心感を国民に与え

るとともに、研究開発に携わる人たちにもそのモチベーションかつ責任を保障しながら、

それも25年間進めていかないといけないわけで、そのための体制自体に何らかの研究原
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資を割かないと無理だと思います。既存のやり方とかマネジメントをつけるという感じ

では恐らく進まなくて、研究に係る予算のうちのシミュレート間とのアマウントをその

部分に割かないとうまく回らないだろうというのが懸念としてすごくあります。 

 もう１つは、国民が物すごい関心をもって見ているこの状況を国民に対して知らせる

だけではなくて、今この段階で知らせては不安をあおるばかりだというところが往々に

して出てまいりますので、どの部分をどの順序でどんな言葉を使ってどのように説明す

るかという、国民に対する説明のある意味デザインをしていくようなことに対しても緊

急資金を使わないとうまくいかないと思うのです。そのあたりのことは、こういう状況

に面している数尐ない国として、その辺に情報技術にしろテクニカルなアプローチにし

ろ、そこ自体を研究するようなことも踏まえて、それも入れた上でのこういうロードマ

ップを考えていくところが必要ではないかと思います。 

○小林委員 

 何人かの先生がおっしゃっていることと同じなのですけれども、マネジメントと技術

の両方でお願いがあります。１点目のマネジメントは、今のお話にもありましたように、

特に初期においてかなり頻繁な見直しといいますか、戦略形成をやっていったほうがよ

いと思います。このタイムスケジュールを見ますと、ホールドポイントというのはかな

り後のほうに出てきますが、むしろ初期のほうにかなり議論をたくさん行って、リニア

ではなくてエクスポーネンシャルに減っていって構わないと思うのです。最初の計画な

りブレーンストーミングというのは、かなり密にやったほうがいいと思います。プログ

ラム化ということも含めて、そういう感じがいたしました。 

 それから、ホールドポイントのときに何を考えるかというのは、やはり一番は安全性。

２つ目が技術的可能性だろうと思います。この２つを踏まえて、早い段階できちんとホ

ールドポイントをたくさんもっていたほうがいいと思います。 

 それから、技術的な可能性でいいますと、これはまさに世界で初めての事例の中で、

かつ安全に廃炉にもっていかなければいけないという非常に大きな要請の中の仕事です

から、逆にそこで開発される技術というのは、他のものに比べて水準が非常に高くなけ

ればいけない、ということが必要だと思います。例えば今般、ロボットがなかなか使え

なかったという状況もありますけれども、今ご説明にありましたように、例えばリモー

トコントロールも含めて、非常に高い水準の技術開発は可能だろうと思いますので、そ

れもぜひ視野に入れてやっていただければと思います。 

○平澤委員長 

 ほかにいかがでしょうか。このあたりでよろしいでしょうか。 

 多くの先生方がご指摘されたように、やはりこの課題は従来の研究開発課題とはかな

り違うものだという認識をもって計画をお作りになるべきだと私も思います。 

 ご説明の中で、これは言葉の問題あるいは予算のひもづけの問題かもしれないのです

けれども、研究開発としてこういうことをやりますというようにご説明されると、それ
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がどのように実施されていくのかというところで、どうしてもいろいろな懸念が出てく

ると思います。やろうとしていることは、要するにあのサイトを何とか安全に収束させ

ていくということに尽きるわけなので、そのためには、もちろん研究開発をしなくては

対処できないような問題もあるけれども、かなり多くの問題は既存の知識を集約して、

統合してそこへアプローチすることによって可能になる部分もたくさんあるわけです。

いわば日本の技術力を結集して何とか対処しますといったような視点が必要なのではな

いかと思います。何か新しい研究開発をしないと処理できませんというような話だとす

ると、これは国民としては非常に不安になってしまうだろうと思うのです。 

 これは全体的な話なのですけれども、では、どういう体制でやるかというところが最

も重要であって、ご説明の中から伺えるような体制ではとても納得できないと言いまし

ょうか、それでお任せしますという気にはならない。本来、難しい問題ではあるけれど

も、菊池先生や中小路先生がおっしゃったように、プロジェクトを進めていくこと自体

全く新規のタイプの課題なので、それをどうするかというところを一方で検討しながら

設計し、またそれを見直していくということをしないと、これは後で議題に出てくると

思うのですけれども、通産省時代からの多くのプロジェクトがそうだったように、初期

最適化をして、そのままやっていけば何とかなるというようなセンスでやっていたので

は、とてもうまくいかないと思うのです。そのことはよくわかっておられるのだと思う

のですけれども。では、それをどのようにしてフォーメーションをつくり、あるいはそ

れを見直していくかという仕組みを十分検討されるべきだろうと思います。 

 全体的にはそういうことではないかと思うのですけれども、それに対して個別のポイ

ントになってくるとさまざまな意見、ここではとても議論し尽くせないわけですが、こ

れは今の状況を見るにつけて、私が常々感じていることなのですけれども、大学でアイ

ソトープを使って実験をするときに、大学の中にアイソトープ管理センターというのが

ありまして、そこが非常に厳格なレベルでそれを管理しているわけです。これは大変な

ものでして、その管理の精密さ、厳密さに比べると、今福島で起こっていることはずく

ずくに漏れているわけです。それでしようがないというのではなくて、先ほど山側の遮

水壁の話もありましたけれども、安全ということを考えると、実務的に理想的にはとい

うことかもしれないですが、大学のアイソトープ管理センターでやっていたレベルとい

うものを１つのターゲットに置きながら、あそこをいかに封止していくかということを

考えるべきだろうと思うのです。 

 こういうと何だという話になるかもしれないけれども、私は決してそのレベルでやら

なければいけないということをいっているのではなくて、一方で我々研究者としては、

アイソトープというのは、そういう厳密な扱いをしていた対象であるということをよく

知っているわけです。そういう常識から比べると、余りにもひどいのではないかという

のが今の状況なのです。 

 そういう管理のレベルということまで考えていって、どのレベルでうまくマネージし
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ていくかといったことを考え始めると、個々の取り組み方というのが、ここで考えられ

ていることよりもかなり違ったものになるのではないかと思います。これはこれでおや

りになるべきだと思いますけれども、今申しましたように、決してこれだけでおしまい

ではなくて、まだはるかに大がかりに取り組まなくてはいけない課題がたくさんあるの

だということをぜひ認識しておいていただきたいと思います。 

 私のまとめとしてはそのようなつもりでいるわけですが、今までのいろいろな先生方

からのご質問等も含めて、何かご回答があれば。 

○説明者（原子力政策課企画官） 

 いずれも大変貴重なご意見をいただいたと認識しております。どうもありがとうござ

います。幾つかお話をさせていただければと思います。 

 まず、何人かの先生から体制について、あとリニアのようなという話で、このロード

マップをつくる過程でもさんざん議論をさせていただいておりました。今のロードマッ

プは、廃炉に向けた取り組みとして一番重要なことは、燃料を取り出していかに解体し

ていくかというためには、水を張るというところが非常に重要な課題でありまして、こ

れはスリーマイルアイランドでもやったということであります。これを目標として設定

して書いたロードマップになっております。 

 ただ、今後、格納容器の中に水をためるために壊れた箇所をどのように探して、それ

を見極めていくかということは非常に難しい課題だと思っておりまして、これは代替措

置も考えながら、プラスのオプションもあわせて考えていくことが必要だという認識を

もっております。この絵には表しておりませんが、代替措置の検討もきちっと認識をし

て、これは研究開発計画の方にもそういったことを位置づけてやらせていただきますの

で、そういう形で今後やっていくということと、ホールドポイントは大変重要な見直し

地点でございますが、尐なくとも１年に１回はこれを見直して、現場の状況、開発の状

況を見極めていくということを申し添えたいと思います。 

 続きまして、研究開発推進本部の体制につきまして、補足資料２ページ目のポンチ絵

でご説明させていただきましたが、わかりにくくて大変失礼いたしました。研究開発推

進本部はチームに分かれておりますが、横断的に見まして、マネジメントサイドとして

やっていくということで、研究開発を実施していく者はこの下にぶら下がっている個別

の研究開発プロジェクトということでありまして、これは公募方式も含めましてやって

いくという整理になっております。 

 その中で、池村先生から、研究開発レポートのご指摘の中で、知見、経験のあるメー

カーをメンバーとすると書いてあったものにつきましては、研究開発推進本部のマネジ

メントをする体制にどのような方に入っていただくかということで、東芝と日立製作所

さんについては、まさに福島第一原子力発電所を実際におつくりいただいて、東京電力

を支えているというお立場から、設計図面なり今後のソリューションを考える上でマネ

ジメントサイドについていただく必要があるということで書かせていただきました。 
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 加えまして、研究開発推進本部、これは12月21日に計画ができたものでありますので、

今、この体制をいかに強化して、外部の有識者の方にも入っていただくかということは

まさに議論させていただいておりますので、マネジメント体制をいかに強固なものにし

ていくかということを考えております。 

 これは恒常的な組織としてやっていく必要もあるのではないかという議論もございま

して、原子力委員会、本件の専門部会を昨年12月までご議論いただいた中でも提起いた

だきまして、我々もその必要性を中長期的なものとして認識しております。ただ、まず

進めなければいけない課題があるので、本部を立ち上げて、関係者が集まるという体制

をとっております。ちなみに文書で書かせていただいておりましたけれども、本部には

原子力機構だけでなくて産総研にも入っていただいたり、原子力の分野だけでない先生

方からもより広くマネジメントについてご意見をいただく形にしております。 

 個別研究開発プロジェクトにつきましては、広くご参加いただきながらということで、

広告をしてやっていくということでございますし、選定をした上でも、ロボットであれ

ばロボットの関連業界、それからロボットの学会との連携をとりながら定期的に意見交

換をしてアドバイスをいただく、あるいはいろいろな技術提案をいただくということを

随時やっていくことで従来型の研究開発とは違う形でやらなければいけないということ

は認識しております。内外のエースの活用というように一口で書いておりますが、これ

をいかに実現して、工夫をしてやっていくかということは、まさに我々が今議論してい

るところでございますので、今日いただきましたご意見は大変参考になるものでありま

すので、それをお伝えして、検討の参考にさせていただきたいと思っております。 

 あと個別課題で幾つかご意見をいただいたことについてもお答えさせていただきます。

まず、遮水壁につきまして森先生からご意見をいただいた件は、海側の遮水壁は昨年10

月末から工事を開始しております。その際に山側の遮水壁をどうするかどうかというこ

とを東京電力、あるいは政府とあわせて議論いたしました。現段階では、遮水壁を山側

につくることによって、地下水のバランス、今、原子炉建屋の下にも水がたまっており

まして、これと外から流れてくる地下水のバランスで建屋の中にある汚れた地下水を外

に出さないという地下水マネジメントが大変重要という観点から、山側の遮水壁を設け

るかどうかということは、そういったことも含めて、今後引き続き慎重に検討していく

課題になっているところでございます。 

 それから、ストロンチウムを水で処理するということについてご指摘もございました

が、これも除去するための設備を導入する方法で東京電力の方で最終的な調整をしてい

るところでございまして、これはロードマップの中にも記載させていただいているとい

うことでございます。 

 それから、太田先生から学会の関係のご知見もということでございましたが、研究開

発推進本部という全体のマネジメントだけではなくて、個々の研究開発プロジェクトの

体制におきましても専門の方々にお願いして、学会の皆様を広く募りながらということ
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は重要だという認識をもっております。今日の資料には検討中とあるので表せておりま

せんでしたが、そういうこともきちっとやって、今後そういったこともお示しして、国

民の皆様にできるだけ安心していただいて、こういう体制でやっていくのだということ

も含めて広報していくことは大変重要な課題ということで、中小路先生からもご意見い

ただいたと認識しておりますので、やっていきたいと思います。 

 この本部は、全体の廃炉に向けたマネジメントを行う運営会議と研究開発推進本部、

これはいずれも月１回行いまして、そこで使った資料なり検討結果は公表させていただ

くということで、福島の地元の皆様はもとより、研究の観点からいろいろなアドバイス

をいただく皆様も含めて公表していくということでございますので、その過程で内容に

加えまして体制についてもきちっとお示しして、できるだけ信頼していただくような形

にしていきたいと思います。 

 以上、改めてお礼申し上げますとともに、今後ともアドバイスを賜れればと思います。

ありがとうございました。 

○平澤委員長 

 今お答えいただいた中で、やはり幾つか気になる点もありまして、年に１回ホールド

ポイントを見直すといった、そんな悠長なことではとてもだめですよ。うんと先のほう

の話は年に１回でいいのだけれども、これは年に１回どころか、毎週それをずっとみて

いるというぐらい状況はどんどん変わるだろうと思います。 

 それから、研究開発、あるいは実施していくときの予算のつけ方です。従来の研究開

発物のように分科会ごとにテーマを決めて、そこに予算を配付していくといったやり方

だけでは、どうもうまくないのではないか。どんどん新しい状況がわかり、それに対す

る対処を優先事項にしなければいけないということが出ててくるに違いないです。だけ

れども、それは予算がないから後回しなどというのでは、このプロジェクトとしては失

格です。ですから、例えば民間企業が相手の企業にキャッチアップして勝つためにどう

するかといったような状況のことをお考えになればいいのであって、当然のことながら、

社長の懐にある資金から必要ならばどんと出すと。そうやって体制を変えて総がかりで

やっていくということを通常やっているのです。 

 国としてはなかなかそういう柔軟なお金の使い方はやりにくいというのはよくわかる

のですけれども、この課題に関しては、例えばある種の基金をつくっておいて、その基

金を利用しながら迅速に対応していくようなこともお考えになるべきではないかと思い

ます。どうぞ。 

○菊池委員 

 ちょっと１つ。今の話を聞いただけでも、それから国民にプレス発表されるような中

身からしても、例えば２年以内というのは常識を逸脱している感覚です。我々の感覚か

らすると、競争原理が働いているとすればマンスリー、18ヵ月、24ヵ月、36ヵ月、最初

はそういうスピードが必要です。しかし、その後10年と決めてしまうと、10年という数
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字が独り歩きする。つまり競争原理が働いていませんので、第三者の目が全く入らなく

なる。やはり、尐なくとも第１期は、マンスリーまたはウイークリー、ウイークリーは

難しいかもしれないけれども、18ヵ月とか24ヵ月とかのスピード感覚が欲しい。その設

定期間をいかに短縮して17ヵ月にするか、16ヵ月にするかというような競争原理が全然

入っていないのです。 

 また、ショックモデルの発想も入れていないわけです。いわゆる宇宙から隕石が落ち

てきたとか、想定外の巨大地震がもう一回発生しましたという意味でのショックモデル

を導入すべきだと言っているわけではありません。探索型プロジェクトで行われてきた

ように、環境変化に関わる選択肢を明確化にした上で、研究開発課題の選択肢を選定す

ることが必要でありショックモデルを組み入れるべきと考えます。 

○平澤委員長 

 私がウイークリーといったのは、要するにこういうアージェントな課題を扱うときに

通常どのような組織立てにするかというと、課題を分けるわけです。それで、非常に迅

速に見直さなければいけないような課題は毎週会議をやって見直す。それから月１回で

いいのと、年１回でいいのと、こういうのを分けてそれぞれの組織をつくって、それで

対処していくのが普通のやり方なのです。ですから、何もかも皆一緒にして年間計画で

やっていくなどというようなのでは、とても無理だと思います。 

 というように、今起こっていることの重大さを再認識していただいて、そういう事態

が外側にあるということを踏まえて、もっと慎重に、また妥当な形になるように取り組

んでいただきたいと思います。 

○鈴木委員 

 済みません、１つだけ簡単に。国際的な説明責任という観点からいうと、研究開発推

進本部とかワーキングチームに外国の方を入れられるというのは当然検討された方がい

いと思います。それと同時に、それぞれの資料を英語で作成して、それも公表するとい

うことを考えられたらどうかと思います。 

○平澤委員長 

 時間が大分過ぎていますので、この議題はここまでにしたいと思いますが、先生方か

ら出てきたご意見を踏まえて、具体的にコメントを整理してつけることにしたいと思い

ます。また、文言については委員長一任ということでよろしいでしょうか。 

○説明者（原子力政策課企画官） 

 平澤先生、ありがとうございます。１点だけ。１年間と申し上げてちょっと誤解にな

ってしまったら申しわけなかったのですが、尐なくとも１年間でこの全体的な長期的な

ロードマップは見直しをさせていただくということを思っておりまして、まさにマンス

リーで全体会合を行って、公表させていただくということに加えまして、ウイークリー

での打ち合わせは当然やらせていただいています。研究開発のそれぞれの進捗なり、ま

さに東京電力さんの現場でのいろいろな活動につきましても、当然これはデイリーベー
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スで確認体制をもって、研究開発推進本部とあわせてやる運営会議でやらせていただい

ておりまして、普通のやり方というお話をいただきましたが、それを前提としてやらせ

ていただいております。それに加えて、そういうことだけではだめなのではないかと思

いますので、外部の方のいろいろなご意見もいただくようなことも意識的につくってい

かなければいけないという問題意識をもっております。 

 先生からいただきましたご指摘で、表現上のものは今日ご用意した資料ではまだござ

いません。それは今後の課題だと思っておりますので、そこはやっていきたいと思いま

すし、国際的な連携につきましても、意識をしてやっていくということであります。中

に入っていただくかどうかは議論のあるところでございますけれども、国際協力もしっ

かりとやっていくということで進めていきたいと思います。 

 いずれにいたしましても、引き続ききちんとご報告できるように進めていきたいと思

います。どうもありがとうございました。 

○平澤委員長 

 それでは、次の議題に移りたいと思います。 

 ２番目の問題でして、健康安心イノベーションプログラム追跡評価ＷＧの設置につい

て。これはごく簡単に。 

○岡本技術評価室長 

 それでは、資料５をご覧ください。「健康安心イノベーションプログラム追跡評価Ｗ

Ｇの新設について」という資料でございます。 

 昨年度は、太陽光発電技術開発に係る追跡評価を実施いたしましたけれども、本年度

は、健康安心イノベーションプログラムの追跡評価を実施したいと考えておりまして、

つきましては、昨年と同様に、評価小委員会のもとにワーキンググループを設置するこ

とにつき、皆様のご了解をいただきたいというのが趣旨でございます。それでは、資料

に沿ってご説明させていただきます。 

 １をご覧ください。新設するワーキングの名称。産業構造審議会産業技術分科会評価

小委員会のもとに以下のワーキンググループを新設する。健康安心イノベーションプロ

グラムの追跡評価ＷＧということでございます。 

 ２．設立の背景。第一パラグラフをご覧いただければと思いますけれども、経済産業

省では、経済産業省技術評価指針に基づき、終了して数年たった技術に関する施策・事

業を対象に追跡評価を実施しています。追跡評価は、技術に関する事業や特定の研究分

野での技術に関する施策での研究開発活動や研究開発成果が産業・社会に及ぼした効果

について調査し、その調査結果をもとに現在の視点から総合的に評価を行うものでござ

いまして、研究開発プロジェクトに対する国民への説明責任を果たす観点並びに今後実

施される研究開発プロジェクトにおける戦略的なテーマ選定等のプロジェクトフォーメ

ーション、予算、運営方法、フォローアップ体制等の検討において参考情報を提供する

ことが目的でございます。 
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 １ページめくっていただきまして、なお、とございますけれども、今回の健康安心イ

ノベーションプログラム追跡評価ＷＧでは、健康安心イノベーションプログラムで平成

17年度までに実施され、終了した複数の研究開発プロジェクトについて、それらの相互

の影響等を踏まえて評価を行う観点から、施策評価の視点での審議内容を追加しており

ます。 

 具体的に申し上げますと、その下をごらんいただければと思います。審議内容とござ

いまして、追加しておりますのはⅠ．施策に関する評価でございます。別な言い方をし

ますと、昨年度までは太陽光発電という１つのプロジェクトの追跡評価をしていたもの

ですから、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳが審議項目だったのですけれども、今回複数のプロジェクトを対

象としておりますので、Ⅰを追加させていただいているということでございます。 

 ４．審議スケジュールをご覧ください。２月と３月にワーキンググループを開催する

予定でございまして、その結果を３月以降の評価小委員会で報告させていただきたいと

思っております。 

 次のページをご覧いただきますと、追跡評価ＷＧ委員名簿（案）でございまして、菊

池先生にはワーキンググループにご参加いただきたいと考えております。 

 １枚おめくりいただきますと、先ほど複数のプロジェクトと申し上げましたが、21の

プロジェクトを今回の対象としております。 

 私からの説明は以上でございます。 

○平澤委員長 

 ありがとうございました。菊池先生にはまたいろいろご迷惑をおかけいたしますが、

よろしくお願いいたします。この件に関連して、何か。どうぞ。 

○吉本委員 

 前回の太陽光パネルのときも同じことを申し上げたと思うのですけれども、プロジェ

クトを評価するという説明ではなくて、なぜ健康安全イノベーションプログラムを選ん

だのかということを明らかにしてほしいということです。それについて一言も触れてい

ないので、どういう理由からこれを選ばれたのかということのほうが重要ではないかと

思います。 

○岡本技術評価室長 

 選定の基準といたしましては、当初の研究開発プロジェクトの中で 150億以上の予算

額が投入されていて、いわゆる大型と呼ばれるプロジェクトであって、かつ終了してい

るもの。そういったもので省内のプロジェクトをずっとトレースしていきすと、健康安

心イノベーションプログラムがまだ追跡評価の未対象であったものですから、今回その

対象として挙げさせていただいたという考え方でございます。 

○吉本委員 

 わかりました。そうなると、それに該当するものはすべて追跡評価をしていくという

ことになるのでしょうか。 
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○岡本技術評価室長 

 今後、追跡評価は毎年度実施していくことを予定しておりますので、一遍に３つも４

つもできないかもしれませんが、１つずつでも取り組んでいきたいと思っております。 

○平澤委員長 

 よろしいでしょうか。どうぞ。 

○小林委員 

 単純な質問なのですが、評価対象が非常に多いですよね。これを２回のワーキンググ

ループでやってしまうのは非常に大変なことで、具体的にどのようにお進めになるのか

というのをお聞きします。 

○岡本技術評価室長 

 進め方といたしましては昨年度と同様なのですけれども、日鉄技術情報センターさん

にご協力いただきまして、当時21プロジェクトに携わっていた団体さんや企業さん、財

団法人さん等にアンケート調査をしております。今その回答を集めているところでして、

それと並行して、複数の者に対してはヒアリングをして、実績等を把握する。その中か

ら課題等が見つかってくると思いますので、それを２回のワーキングで整理し、議論し

ていただくという手順を考えております。 

○平澤委員長 

 お願いします。 

○菊池委員 

 前回もそうだったのですけれども、委員会は２回なのですが、関係するプロジェクト

が多いので、評価作業の過程では、委員になられた方々とのメール交換は相当の量にな

ります。 

○平澤委員長 

 どうもありがとうございました。 

 これは吉本さんからのご質問とも関連するかと思うのですけれども、対象とする領域

全体を俯瞰して、個々のプロジェクトはどうだったかということのほかに、全体として

この領域の成果としてどうだったかという、いわばプログラム的な視点で見直していた

だくという点もぜひつけ加えていただきたいと思います。どうかよろしくお願いいたし

ます。 

 では、この件はよろしくお願いしますというところで、大分時間が押しておりますけ

れども、次、議題３、今後の評価のあり方についてであります。まず最初に、新たな国

家プロジェクト制度の創設に係る評価のあり方について、これは研究開発課の福島課長

からご説明をよろしくお願いいたします。 

○福島研究開発課長 

 それでは、資料６、新たな国家プロジェクトのあり方についてということで、同じ産

業技術分科会の研究開発小委員会で検討を進めておりまして、評価小委員会には一度ご



 
- 21 - 

紹介させていただいたと思うのですが、予算の方も固まってまいりましたので、進捗状

況も含めてご紹介させていただきます。 

 まず１ページ目ですけれども、これは前回もご説明させていただきましたが、企業の

研究開発費が減ってきていると。これは2010年の数字が出ましたが、プラス 0.8％ぐら

いということで、ほぼ横ばい。企業の研究開発時期も短期化してきていて、重複研究等

も多いということで、こういった企業の研究をどう支援していくのかというところで２

ページ目です。 

 左の方にありますが、国の研究も昔はサンシャイン、ムーンライト計画等比較的長期

で一定程度大きな額をかけたプロジェクトをやってまいりました。一方、最近は国のプ

ロジェクトも３年から５年ぐらいで、小粒なものがふえてきているということで、そう

いったことを踏まえた見直しをしたいということ。 

 右のほうに各省の連携の重要性と書いてありますが、日本は構造上、文科省が７割近

く予算をもっておりまして、それプラス事業所側の官庁がそれぞれ予算をもっていると

いう構図になりますと、やはり連携をしてやっていかないと研究開発の効率的な実施は

できないのではないかということであります。 

 こういった中でそういうものを開設していこうということで、３ページ目であります。

未来開拓研究開発制度ということで、前回、非連続という形でご紹介させていただきま

したけれども、ここではすべての研究開発制度をこうしたいということではないのです

が、比較的大きい国主導のものをやっていこうということです。ここでは特に震災以降、

再生可能エネルギーですとか電池の話、あと省エネルギーの関係でエネルギー損失ゼロ

革命と書いてありますが、それ以外に石油資源を低減するような、社会へのインパクト

が大きいものでありましたり、民間企業にとってリスクが非常に大きくて、なかなか１

社だけ、または民間資金だけでは取り組みが難しいもの、かつ日本が強い技術、こうい

った３つの要素を兼ね備えたようなものを長期にわたってやっていきたいということが

あります。 

 一方で、文科省との連携が必要であるということで、文科省ともそういった連携の検

討会を設置して議論させていただいておりまして、そういった中でガバニングボードと

いうことで、両省のプロジェクトが一体的に進むように運営する場をつくり、研究課題

の調整であったり、特許の成果管理であったり、人材、設備の共用等を進めるというこ

と。右のほうでドリームチームと書いてありますけれども、どの企業、どの先生がやっ

ていくのかということは、やはり技術と事業両面で勝てるチームをつくっていこうとい

うことがあります。 

 一方で、批判等がありましたのは、長期にわたって日を設けることになりますと、昔

のプロジェクトの悪い例としましては、評価がずさんで、そのまま惰性的に長期にわた

って国の税金を支出し続けたのではないかということで、当然ながら、過去のプロジェ

クトにおきましても反省すべき点は多くあります。そういった中で、評価についてもき



 
- 22 - 

ちんと評価をして、やめるべきものはやめる、見直すべきものは見直していくというこ

とで、こういった評価小委員会の制度、先ほどウイークリーですとかマンスリーですと

か、そういった評価を含めたものをきちんとやっていくことが必要であるというご指摘

をいただいております。 

 ４ページ目ですけれども、各省連携プロジェクトのイメージということで、これはレ

アアースフリー高効率モーターと書いてありまして、新しいレアアースを使わない、磁

力の非常に強いモーターを文科省と経済産業省が一体的にやっていこうということで、

文科省からはいい技術シーズが生まれれば、それを産業界のほうに橋渡しをしていくで

すとか、我々経済産業省、または企業側から科学的な原理ですとか分析の精緻化といっ

たものの要請をしていくということで、相互とも研究開発課題の双方向のキャッチボー

ルをしながら研究開発を一体的に進めていく。または知財の管理ですとか、海外への出

願といったものもきちんと管理をしてやるということを来年度から進めたいと思ってお

ります。 

 最後、５ページ目にその代表的なプロジェクトということで、光エレクトロニクスと

触媒の技術とモーター。これの個別プロジェクトに関しましては、昨年、先生方に事前

評価していただいたところでございますけれども、こういったものを来年度から進めて

まいりたいと思っています。 

 これから未来工学研究所の方から５世代の教訓ということで、評価のあり方をご講演

いただく予定になっておりますけれども、我々としましても、こういったプロジェクト

を進めるに当たって重要なものは、日ごろの進捗管理もさることながら、全体的にどう

評価をして、ブレーキとか方向の見直し、加速といったものをどうしていくのかという

ことは非常に大きな課題だと思っておりますので、そういった点につきましてもご意見

を賜れればと思っております。よろしくお願いします。 

○平澤委員長 

 ありがとうございました。これに関連して、評価室のほうからご説明を。 

○岡本技術評価室長 

 それでは、資料７をごらんいただければと思います。今、福島課長からご説明させて

いただいたことと重なるのですけれども、端的に申し上げますと、新たな国家プロジェ

クトを進めるに当たり、評価という観点からどういった取り組み等が必要か皆様方から

のご知見をいただきたいというのが趣旨でございます。 

 １をごらんいただければと思いますけれども、未来開拓型研究という長期・大規模プ

ロジェクトも含め、今後の評価を効率的・効果的に実施するために、評価小委員会とし

て取り組むことが望ましい点等は何か。例えば、予算要求プロセスと評価のタイミング

の検討や評価小委員会における評価の可視化等とございますけれども、これは具体的に

示しているだけでございまして、皆様のお気づきの点をぜひいただければと思っており

ます。 
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 ２つ目には、今まで複数の案件を評価してきた評価小委員会として、未来開拓型研究

を推進する側、いわゆる担当課に対して何かご助言等がございましたらいただきたいと

いうのが２つの趣旨でございます。 

 さらに１点補足させていただきますと、先ほど福島課長がご説明さしあげました資料

６の一番最後、５ページ目をごらんいただければと思います。そこに３プロジェクトが

ございます。これから未来工学研究所の田原先生からプレゼンをしていただきまして、

皆さんと質疑応答したいと思っているのですけれども、この３プロジェクトの担当課の

方々もこのタイミングから同席しておりますので、ご承知おきいただくとともに、３課

の方々もどうぞ積極的にご意見、ご質問等していただければと思っております。 

 以上です。 

○平澤委員長 

 今の段階でもいろいろご意見がおありだと思いますけれども、ちょっと抑えておいて

いただいて、今ご紹介がありました未来工学研究所の田原敬一郎さんから話題提起をい

ただいて、それを含めて、こういう大型の研究開発に関連して、どのような評価をすれ

ばいいかということを議論したいと思います。大分時間が押しておりますが、よろしく

お願いいたします。 

○説明者（未来工学研究所研究員） 

未来工学研究所の田原と申します。本日は、このような機会をいただきまして、あり

がとうございます。 

（パワーポイント ２ページ） 

 今お話にありましたように、経済産業省でこれから進めようとされていらっしゃる未

来開拓型研究制度の中で行われる長期・大規模なプロジェクト、技術的にも挑戦的で、

かつ社会的にも非常にインパクトのある有用性の高いプロジェクトに関し、その評価や

マネジメントシステムのあり方を考える上でご参考になればということで、過去に我々

が行いました第５世代コンピュータプロジェクトを対象にした追跡評価研究成果の紹介

と、そこで得られた教訓から展開する形で、海外で実施されている評価システムについ

ての紹介をしたいと思っております。 

（パワーポイント ３ページ） 

 なお、我々が行った第５世代コンピュータプロジェクトの追跡評価研究は、プロジェ

クトが残した実績に照らして、成功したのか失敗したのかという観点で行ったものでは

なく、プロジェクトの立案、実施、評価の一連のプロセスというものに焦点を当て、そ

のやり方がどうだったのかを中心にみていったものでした。 

（パワーポイント ４ページ） 

 追跡評価研究は内閣府経済社会総合研究所の委託事業の一環として行ったものですが、

第５世代コンピュータプロジェクトを研究の材料としてとりあげたのには、次のような

理由があります。まず、我が国発の新たなコンピュータ技術開発を目指した非常に野心
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的なプロジェクトであったということ。それから、我が国において産学官連携でやるプ

ロジェクトの先駆けの１つであったということ。そして、研究者の思想とイニシアチブ

が貫徹したプロジェクトであったということなど、非常にユニークな研究プロジェクト

であったことです。また、プロジェクトが終了してから15年以上たっておりますが、そ

れが残した実績に関しては、いまだに賛否両論があります。通常、研究活動の成果が発

現し、社会的な影響を及ぼすまでには長期を要する場合が多いわけですが、そういう意

味でも評価研究の材料としてはいいのではないかということで、このような体制で2年

間かけて研究を行いました。 

（パワーポイント ５ページ） 

 さて、ご案内の方も多いかとは思いますが、第５世代コンピュータプロジェクトの概

要を簡単に説明したいと思います。 

 プロジェクトは知識情報処理、すなわち、並列処理と知識ベースを用いる推論処理を

基本メカニズムとする技術体系を確立することを目指したものですが、当時第３世代と

いわれていたコンピュータシステムを２つ飛び越える形で第５世代と命名されました。

80年代初頭から行われていたものですが、90年代に実用化されるべきコンピュータシス

テムとは何かという観点で構想されたプロジェクトです。 

 研究開発目標としては、論理型プログラミング言語をベースにした高速な並列推論マ

シンを開発しようということで、応用システムとして、ここに挙げているような機械翻

訳システムとか、質問応答システム、音声応用システムといったエキスパートシステム

といわれるようなものの開発を目指しておりました。 

 予算総額は約 541億円、期間は10年計画で、結果的に11年行ったのですが、３年、４

年、４年と３期に分けて、さらにプロジェクト終了後の基盤化プロジェクトというフォ

ローアップのプロジェクトも含めて13年にわたって実施されました。 

 特徴的なのがプロジェクトの体制であり、まず事前段階で調査研究委員会等を立ち上

げまして、３年ぐらい検討を行った上で研究開発の実施に移っていきました。 

（パワーポイント ９ページ） 

 プロジェクトが立ち上がった背景についてもう尐し言及しておくと、当時、欧米から

日本に対して、技術のただ乗りなのではないかといったような批判もあって、日本発で

何か革新的なことをやらなければいけないというような風潮があったこと、また、ＩＢ

Ｍが業界において寡占状態にあり、何かしらの対抗手段を模索しなければならなかった

こと、それから、ソフトウエア危機といわれるような事態、すなわち、当時、ハードは

なるべくシンプルにして、応用分野はソフトウエアのところで対処しようという形でや

っていたのですが、それに対するコストが非常に問題となる状況になっており、根本的

にハードから見直さなければいけないのではないかといった議論がされておりました。 

 これまで非常に多くの研究者なり評価委員会なりが、このプロジェクトに対しての評

価を行っており、それらの内容をみると、計画に比して達成できたのか、できなかった
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のかといった観点からの評価がほとんどですが、それらを要約すると、こういうことだ

ったのかと思います。 

 まず、技術的・学術的な価値だとか、人工知能分野（ＡＩ分野）の研究における国際

交流を促進したとか、そこにおける研究者の育成ということについての社会的な貢献は

非常にあったけれども、産業技術分野に寄与する成果が著しく尐なかったというもので、

どの評価結果をみても研究結果をみても共通しています。 

 それに対して、成功だったのか失敗だったのかという形での価値づけが行われている

のですが、乱暴に整理すると、結局、プロジェクトの性格を基礎研究とみるのか、応用

研究とみるのかでそれぞれ評価が分かれているといった状況です。 

（パワーポイント 10ページ） 

 ここは参考程度の話なのですが、実際、技術史的な観点からみると、現在のコンピュ

ータ技術に直接つながるものはなかったということ、それから、15年経過しても実用化

の見込みや予兆はほとんど見出せないということが指摘できます。 

（パワーポイント 12ページ） 

 また、プロジェクトを実施したことによって、日本の技術分野において人材を多く輩

出したことや、第５世代コンピュータプロジェクトに触発され、世界各国で情報技術分

野の研究プロジェクトが数多く立ち上がるなど、国際的にも大きな影響を与えたという

ことがいえるかと思います。 

 それから、第５世代コンピュータプロジェクトに触発されてはじまったプログラムの

評価を1つのきっかけとして、欧米を中心に政策研究が非常に活発化したということも

あり、これらの研究を通じて、今につながる評価研究や科学技術政策研究上の重要な知

見が生まれてきています。 

（パワーポイント 13ページ） 

 第５世代コンピュータプロジェクトは、90年代に実用化されていくコンピュータシス

テムとは何かといったようなビジョンづくりから、それをコンセプト化し、モデル化し

ていくというところまで日本独自で行った非常に希有な例でありました。 

 ただし、繰り返しになりますが、イノベーションにつながっておりません。それはな

ぜか。以下では、プロジェクトの成否といった観点とは別に、イノベーションマネジメ

ントといった観点や評価システムの観点から、計画段階がどうだったのか、実施段階は

どうだったのか、事後的な段階でどうだったのか検証した結果を紹介します。 

（パワーポイント 15ページ） 

 まず、プロジェクトの形成過程について、第５世代コンピュータ調査研究委員会が79

年に立ち上がり、ここで２年間の検討を行っております。 

 ここで、目指すべき第５世代コンピュータの性格とは何かといったようなことだった

り、技術開発の目標について検討を行うのですが、大学や公的研究機関、それからメー

カーといったところから延べ百数十名に上る関係者が参加して、３つの分科会に分かれ
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て議論を行いました。 

 その成果が報告書にまとめられ、それを研究開発提案書という形でもとりまとめて、

当時の通産省の機械情報産業局に設置した委員会にそれを上げ、そこでまた１年間検討

が行われて、最終的に研究開発の計画が策定されました。 

（パワーポイント 16ページ） 

 調査研究委員会の体制はこういう形で、３つのＷＧが立ち上がっております。 

（パワーポイント 17ページ） 

 我々は、特に、調査研究委員会の中の分科会でどういう検討がなされたのかというこ

とに着目して研究を行ったのですが、こういうことだと思います。 

 まず、３つの分科会の中でＳ分科会といわれるものがございました。ここでは社会環

境条件やシステム化技術についての検討を行ったのですが、主にユーザーニーズの観点

から90年代に求められるコンピュータ像について議論しました。ユーザー企業も多くの

方が参加しまして、分科会本体やその下部組織のＷＧでの議論のほか、ユーザーニーズ

の実態調査や、技術が実現した場合、しなかった場合のインパクトの調査、プロジェク

ト・マネジメント・システムに関する内外の事例調査といった調査分析を組み合わせた

形で議論をまとめていきました。 

 それから、Ｔ分科会と呼ばれるところは基礎理論の分科会ですが、ここでは知識情報

処理システムを前提に、その方向づけ、イメージ化、技術要素の検討といったことを行

いました。この分科会にはＡＩ分野の研究者が多数参加し、さらに、若手研究者による

ＷＧも立ちあげられ、そこで研究者としての議論を行いました。 

 ３番目がアーキテクチャー分科会、Ａ分科会といわれるもので、90年代に開発が予想

されるコンピュータが具備すべき機能についてアーキテクチャーの観点から検討すると

いうミッションを持っていました。各メーカーから委員が１人ずつ参加し、ここでも下

部組織のＷＧの議論が立ち上げられたほか、いろいろな調査分析を行っておりました。 

 

（パワーポイント 18ページ） 

 結果として、その３分科会の議論がどうなったのかということなのですが、先ほど最

後に紹介したメーカー委員が半数を占めるアーキテクチャー分科会と、研究者中心のＴ

分科会での意見が非常に分かれました。 

 アーキテクチャー分科会では、議論の結果に基づき、応用分野が多岐にわたるだろう

ということから、将来のコンピュータが１種類に集約されるとは限らないとし、90年代

に実現すべき第５世代コンピュータとしては小型で高性能なパソコン、多数のユーザー

が共用するデータベースや人工知能を含む専用マシン、それから、それをつなぐサービ

スマシンの３層構造が必要だろうということを提案しました。 

 一方、Ｔ分科会では、先ほどソフトウエア危機という背景があったことを紹介しまし

たが、ソフトウエアに負担がかかるノイマン型のコンピュータではなく、知識をベース
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に推論したりするような、自然言語処理ができるコンピュータを指向していくという前

提で議論をしておりました。 

 結局、親委員会の委員長の判断でＴ分科会寄りの、研究者が中心になったところの判

断が採用されて計画の策定が決まった。中村さんという方の研究の中では、目的・目標

の設定プロセスにおいて実施主体の主要な一部である企業との合意形成がうまく図られ

なかったのではないかというようなことが指摘されております。 

 そういう意味で、調査分析を行い、それを参照しながら価値づけを行う評価と、その

結果を意思決定につなげていくという一連の流れが、責任の所在を含めて未分化だった

という問題が指摘できます。 

（パワーポイント 19ページ） 

 プロジェクトの形成過程の段階では、他にもいろいろな指摘がありました。簡単に紹

介すると、最後のところにありますように、今後どうなっていくかわからない未踏型の

技術開発を行う場合、幾つかの代替案を用意して、それらの評価を行いながら取捨選択

していくことが理想的なのだが、そういった研究体制は日本で育っていない、であれば、

そういった制約条件の中で誰がどのように評価し、プロジェクトを形成していくかが大

問題ではないか、という指摘も当時の調査委員会の中でありました。 

（パワーポイント 20ページ） 

 続いて、プロジェクトの実施過程についてです。ここは簡単に触れる程度にしたいと

思いますが、時限つきの研究所を立ち上げまして、そこを中心に研究を行っていきまし

た。 

 コストは全額、通産省が委託費で払うという形であり、当初は補助金方式でやろうと

いう話もあったとのことですが、当初の検討段階で理論寄りの話になってしまったこと

もあり、結局は補助金方式ではなくて委託費方式になったということが指摘されており

ます。 

（パワーポイント 21ページ） 

 体制は、こういう形です。真ん中のＩＣＯＴといわれるところに、特に企業を中心と

したところから研究者の出向を募りまして、そこで開発を進めていくという形です。 

（パワーポイント 22ページ） 

 企業から多くのバックグラウンドをもつ研究者が集まってきますので、知識のスピル

オーバーがもたらされたといった肯定的な評価が先行研究の中でもされております。大

学からの本格的な参加が得られにくい当時の状況、特に国立大学に関して、兼業をする

ことがなかなか難しい制度的・文化的な要因がある中で、それを制約条件としながらも

何とかうまくやっていこうという形で工夫した体制だったのではないかといえます。 

 ただし、国立大学なり公的研究機関からのメンバーはこの研究を進める上で非常に重

要であり、兼業がなかなかできないという仕組みはボトルネックになるであろうという

ことはプロジェクトの早期の検討段階から指摘があったことです。 
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（パワーポイント 23ページ） 

 プロジェクトのモニタリング体制としては、通産省の中の機械情報産業局長の諮問に

応じて、第５世代コンピュータプロジェクトについて調査を行う推進委員会というのが

設置され、そこで年間３回から４回ぐらいの頻度でプロジェクトの進捗を議論しており

ました。 

 プロジェクトの実施過程については、どの評価、研究結果をみても、押しなべて、よ

かったのではないかといったような評価がされています。そういう意味では、プロジェ

クトマネジメントがまずかったということではなく、成功か失敗かということで常に議

論が分かれるのは、そこに原因があるのではなくて、もう尐し根本的なところにあるの

ではないかということです。 

（パワーポイント 24ページ） 

 プロジェクトのフォローアップ段階に関しては、追跡評価等も行われているのですが、

プロジェクトの継続性を担保するということで、基盤化プロジェクトというのが立ち上

がりました。その内容は、ここに書かれてありますように非常に小規模なものにとどま

っており、それを産業化につなげていくといった社会的に大きなインパクトをもたらす

ために何かしら取り組んだということではありません。普及啓発のような小規模の研究

開発を中心にしたものになっています。 

 そういう意味で、予算が切れた途端に企業や学会から見向きもされなくなる傾向があ

るのではないかということも別の先行研究の中で指摘されています。 

（パワーポイント 25ページ） 

 以上から得られる教訓としては幾つかあります。 

 １つは、プロジェクトでは科学技術的に非常に挑戦的なことをやっているのですが、

一方で、社会的に大きなインパクトをもたらすことも目指していたわけで、ピアだけで

評価を行うのは非常に難しかったのだろうと。 

 調査研究委員会は、実際ピアだけではない体制で検討を行いましたが、３つの分科会

の意見をどのように集約していくのかといったところで、最後は、これも意思決定との

関係になるのですが、「熱意」によってピアの意見を優先させる形になりました。つま

り、意見をどのような形で集約していくのかというところが明確ではなかったという問

題点があるかと思います。 

（パワーポイント 27ページ） 

 それから、研究開発に投資するということは、挑戦的な課題であればあるほど経済的

・社会的な価値に転換するまでに時間がかかるという長期性にまつわる問題もあります

し、実際に研究開発自身がうまくいくのかということを含めて本質的な不確実性をもっ

ております。研究開発の成果に係る不確実性だけではなく、研究開発を取り巻く環境も

常に変化していきますし、社会情勢等も変わっていくといった状況の中で、どのように

うまくやっていったらいいのかということについて考えていかなければなりません。 
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 プロジェクトが扱っている問題領域というのは、必然的に研究開発にとどまらないも

のになりますし、社会的影響とかかわることになりますので、常に研究開発プロジェク

トの所掌範囲を超えます。にもかかわらず、一方で価値を実現するところまで成果を問

われます。このような状況下にあっては、そうした不確実性を前提にした学習型のモニ

タリングシステムが必要になってくるのではないか、というのが一つの結論です。 

 その他にも幾つか示唆が得られたのですが、ここでは割愛します。 

（パワーポイント 30ページ） 

 第5世代コンピュータプロジェクトから得られた以上のような教訓をもとに、イノベ

ーションを目指す研究開発において、どのような形でモニタリングをしていけばいいの

かといったようなことについて、海外の事例を参考に幾つか紹介したいと思います。４

つ事例を取り上げております。 

 １つは、ＵＫの Alvey Programmeという、80年代初頭に行われた、これまた情報通信

技術に関するプログラムでの評価の試み。 

 それから、オランダ技術財団がやっているもの。 

 それから、アメリカのナノテクのイニシアチブにかかわるもの。 

 最後は、これもＵＫのＮＥＳＴＡというところが行っているものについて紹介したい

と思います。 

（パワーポイント 31ページ） 

 まず、 Alvey Programmeについて、これは1983年から1987年にかけて行われていた情

報通信分野の研究開発プログラムですが、第５世代コンピュータプロジェクトに刺激を

受けて始まったものというようにいわれております。 

 そこではリアルタイム評価制度と言われる仕組みを採用しておりました。これは、プ

ログラムの開始直後から、研究開発推進側とは別の外部評価者、研究者が定期的にいろ

いろなトピックについての報告書をまとめ、それを管理者にフィードバックするという

仕組みです。 

 ここでいう主題ごとの報告というのは、例えば技術開発の内容にかかわる話ではなく、

その成果の普及、展開にかかわるような知財に関する問題といったように、その多くは

プロジェクトに付随する社会的な課題、経済的な課題であり、複雑な問題を対象にして

います。価値の実現という観点からみたプログラムの抱える問題点を、研究開発の専門

家ではなく、社会的課題に係る専門性をもった外部の第三者が常時把握し、それをプロ

グラム・マネジメントの改善に活用していこうという意図で行われていたものです。 

 それから、プログラム終了の２年後に最終評価報告書を研究者のグループがまとめる

のですが、そこでは、アウトカムを含めた広い実績や、プログラムの実施期間中には顕

在化しないような長期的な視点からの問題点というものを把握するといったことを行い

ました。それにより、プログラムは既に終了しておりますが、次の取り組みのための教

訓を導出するということで、単にその結果がどうだったのかといったようなアカウンタ
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ビリティのための評価ではなく、次に生かすための評価を行っております。 

 その評価を行う過程では、先ほどの第５世代コンピュータプロジェクトと同じように、

プログラムを管理する担当課の所掌を超える大きな問題、いろいろな問題が存在してい

るということで、プログラム・マネジメントの改善だけでは追いつかないそれらの問題

を発見していくという意味もありました。 

 なお、この話はLuke Georghiou 等の論文にまとまっております。 

（パワーポイント 32ページ） 

 実際に評価結果がどうだったのかということですが、 Alvey Programmeも第５世代と

全く同じで、技術的な目的は達成したし、産学官の共同研究文化の育成には成功したけ

れども、そもそも目指していたＩＴ産業の再活性化という商業的な目的については不成

功だったというようなことがいわれています。 

 そこから得られた教訓として、大きく２つ挙げられているのですが、まず１つは、設

定された目的自体に問題があったのではないかということです。どういうことかといい

ますと、本来、イノベーションにつなげる、産業の再活性化を行うといったようなこと

には総合的な対策が必要になるのですが、それを、その一部を担う研究開発制度に限定

して設定したところに問題があるのではないかということです。通常、研究開発が行わ

れた後には、死の谷といわれるような隘路があったり、ダーウィンの海といわれるよう

なものがあったりするのですが、研究開発への投資という手段だけではそこまで行き着

かないことが通常であるわけです。そういう意味で、いろいろな制度とあわせて展開す

る必要があったのですが、結局は研究開発制度に限定していたということです。 

 もう１つは、こうしたプログラムというのは、商業的な目的、それから技術的な目的

等、多様な目的をもちますし、時に、それらの目的の間で矛盾が生じる場合もあるので

すが、 Alvey Programmeの場合は、それらが並列する形で単に並べられているだけで、

評価のために行う調査に適した形で目的が構造化されていなかった、表現されていなか

った。そういう意味で、評価可能な形で目的を再構成する必要があったのではないかと

いう指摘がされています。 

 こうして得られた教訓をもとに、イギリスでは、新しい評価システムの導入を行いま

した。それがＲＯＡＭＥ、もしくはＲＯＡＭＥＦといわれているものです。これは、プ

ログラムを立ち上げる事前の段階で次の項目について詳細に検討しなさいというもので、

１つはプログラムを設定する理由や位置づけです。なぜそのプログラムが必要なのか。

実現しようとする価値や扱う問題の中で、どの部分をプログラムが担おうとしているの

か、ほかの政策との関係性はどうなっているのかといったような位置づけをまずしっか

りしましょう、と。それから、検証可能な形で目的を設定しましょう、と。 

 それに基づいて、プログラムを構成するそれぞれのプロジェクトの事前評価をどのよ

うにやっていくのか、途上評価をどうやっていくのか、事後評価をどうやっていくのか、

それらの結果をどのようにフィードバックするのかといったようなことを事前の段階で
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仮説的に設定しましょうという、後から聞くと単純なことのように思われるかもしれま

せんが、こうした非常に深い知見を得られて、このＲＯＡＭＥＦをもとに、現在でもイ

ギリスは研究開発システムの評価を行っております。 

（パワーポイント 33ページ） 

 次の事例は、オランダ技術財団が行っているオープン・テクノロジー・プログラムと

いうものです。ここにありますように、１プロジェクト当たり年間 1.5億円を上限とす

るということで規模としては小さいのですが、目的としては、科学的に挑戦的かつ社会

的に（潜在的に）有用性の高い学際的プロジェクトを支援するというものであり、競争

的資金として、科学的な挑戦性と社会的な有用性の両方を追求しています。 

 研究開発への助成ではあるのですが、アウトカムの実現までを見据えたいろいろな工

夫がされております。それについて簡単に紹介します。 

（パワーポイント 34ページ） 

 まず、プロジェクトを採択する前の段階、採択審査の段階で、提案者に対し、実用化

計画を明記することを求めております。 

 この中はどういう構成になっているかといいますと、プロジェクトが取り組む問題と

は何なのか、問題の所在を明らかにする。それに対して、どういうソリューションを用

意するのか、その潜在的ユーザーは誰で、それをどのように展開していくのかといった

ような項目を研究開発のプロポーザルとあわせて提出させる。 

 この計画自身は、採択された後にコミュニケーションツールとして使います。例えば

潜在的なユーザーを特定し、巻き込んでいく際に参照するなど、マネジメントにおいて

柔軟に活用していく。これは後々査定に使われるのではなく、マネジメントに非常に有

用なツールとして提出を求めているものです。 

 これは、イノベーションというのは計画できるものではない、ただしイノベーション

のために何が必要かということを研究開発を推進する側でも常に意識し、仮説をしっか

りともつことが重要であり、そうしてはじめて後々の展開のための教訓を引き出すこと

ができる、という哲学のもとに行われているものです。 

（パワーポイント 35ページ） 

 それから、採択審査時には、素人陪審制度というのを導入しております。素人といい

ましても、その技術分野の直接の専門家ではないというようなニュアンスです。研究開

発の応用の分野だとか、メーカーといった産業界を含めた人たちで構成されるメンバー

を含めた形で採択審査を行っていくのですが、ピアによる科学的な質の観点とユーザー

サイドによる実用性の観点、２つの観点で評価を行い、それをランキングするという形

になっています。 

 これが結果的に、研究開発成果が社会的に受容可能かといったことについてのsocial

 appraisal（社会的査定）機能を兼ねていることが特徴かと思います。 

（パワーポイント 36ページ） 
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 これは、評価項目・評価基準のうち有用性の部分を示したものですが、非常に特徴的

なことがありまして、 2.6から 2.9のところにありますように、提案の中で言及されて

いないその他のユーザーとして挙げられるものはないかといったようなことや、提案の

プロジェクトに関心のある企業がこの研究開発に対して行う貢献の負荷と利益とのバラ

ンスは適切かといったようなこと、それから、提案で言及されていない応用の可能性や、

実用化計画についてよりよいやり方がないかといった提案のようなものを含んでおりま

す。通常、査定をする評価としては余りないような、エンカレッジするような評価項目

になっているといえます。 

（パワーポイント 37ページ） 

 それから、ここがもう１つの大きな特徴かと思いますが、採択した後、プロジェクト

の実施期間中に成果の潜在的ユーザーから構成される委員会をプログラム運営側が組織

しているということです。すなわち、研究開発の助成を行うオランダ技術財団の中に委

員会を立ち上げ、その中でユーザーも含めて議論をするという仕組みです。その効果と

しては、知識移転を促進するのに役立つ、研究開発を担う研究者やユーザー組織間の新

たなネットワークの形成を促進する、研究開発への注目を継続させるといったようなこ

とが挙げられます。それに加え、先端技術についてのユーザー側の気づきを全体で共有

するということを通じて、知的所有権とか特許戦略のためのプラットフォーム形成にも

役立っています。これはお飾りの委員会ではなく、常にそのプロジェクトをみていく、

委員にコミットしてもらうという形になっています。 

（パワーポイント 38ページ） 

 ここにネットワーク図としてあらわしていますが、黄色の部分が各プロジェクトで、

それに関係しそうな内外のいろいろなメーカーや研究機関などがユーザー委員会に参加

するという形です。 

（パワーポイント 39ページ） 

 ３番目の事例ですが、アメリカのナノテク・イニシアチブの試みになります。国家ナ

ノテクノロジー諮問委員会ＮＮＡＰは、大統領の諮問委員会なのですが、これまで２、

３年置きに研究開発プログラムの評価を行ってきました。 

 アメリカにおけるイニシアチブとは、通常、１つの省庁や研究機関が担うものではな

く、複数の省庁にまたがるような横断的な課題を扱う政策の単位であり、そうした横断

的課題を展開するために行政府内の調整機能を担うＮＳＴＣという省庁横断の組織があ

るのですが、その下にＮＳＥＴというナノに関わる科学・工学・技術を扱うサブ・コミ

ッティーがあり、ナノテク・イニシアチブをバランスのとれた包括的なものにするため

にその計画や予算編成、実施、レビューといったことの調整を行っております。 

先のＮＮＡＰが行った２０１０年の評価において、このＮＳＥＴを技術面、管理面で

支援をする事務局（ＮＮＣＯ）の機能を強化しなさいという提言が出され、いろいろな

形のプログラムの成果についてのデータ収集や指標のモニタリングが求められるように
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なりました。 

 ＮＳＥＴの下には、さらに、国際的な課題を扱うＧＩＮ、健康や環境に関する影響の

モニタリングを担うＮＥＨＩ、イノベーションや産業界との連携に関わるＮＩＬＩ、公

衆の参加やコミュニケーションにかかわるＮＰＥＣといった４つのサブ・コミッティー

が置かれているのですが、そこで多様な指標を集め、モニタリングを行っております。

それをアカデミーと協力しながら評価を行っていくという体制です。 

（パワーポイント 40ページ） 

 イニシアチブの中ではいろいろな研究開発プログラムが走っているのですが、その中

の１つで支援している研究開発プロジェクトにおいて、リアルタイム・テクノロジーア

セスメントという試みを行っております。 

 これは、研究開発の動向と期待される社会的成果のマッピングを行ったり、研究者や

一般市民の価値観の変化をモニタリングするというようなことを実際に行うものですが、

期待される社会的成果や懸念についての先見的評価を行いながらこれらを進めているこ

とに特徴があります。こういった研究者や多様な市民の関与を通じて、この活動自体の

意義も同時に見直していくということをやっております。 

（パワーポイント 42ページ） 

 この試みがどういうことを意味するのかについてまとめると、１つは、ナノテク自身

が基盤技術で応用範囲が広いということもあり、効率的な連携・調整や、投資対効果と

いったいろいろな形の指標が求められるようになったという背景もあるのですが、一方

で、安全性にかかわる未知の懸念が非常に強いということで、研究開発を進めていくた

めには事前の段階から継続的にそれを認知しモニタリングする仕組みが求められていた、

ということが言えるかと思います。 

 他にもインプリケーションはありますが、後でごらんいただければと思います。 

（パワーポイント 43ページ） 

 ４番目は、ＮＥＳＴＡの事例です。ＮＥＳＴＡは98年に全国くじの基金をもとに設立

されたところなのですが、政府から一切の資金供与を受けておらず、組織として非常に

高い独立性を保持しているという特徴があります。 

 非常にユニークな組織であり、もともとはアーリー・ステージの企業への投資や融資

を行っていたのですが、近年は、イノベーションの新しいモデルを構築し、それを試行

するための諸活動にその資金を活用しています。 

 いろいろな活動を展開しており、プロジェクトの助成も行っているのですが、そこで

は単純な評価ではなく、扱う課題それぞれの性質に応じた評価を行っております。 

（パワーポイント 44ページ） 

 ここで紹介するのは、1つにはラーニング・パートナー制度というものです。外部に

いながら各プロジェクトと協働したり連携するラーニング・パートナーを設定するとい

うことをやっていまして、ラーニング・パートナーというのは、経済の専門家や社会イ
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ノベーションを理解している社会科学者といったメンバーなどで構成されています。プ

ロジェクトを外部と連携させることによって、ある種の緊張感をもった支援的評価を行

っていることに相当するのですが、それによりプロジェクト内に不足する専門性を補完

する役割も期待されております。 

（パワーポイント 45ページ） 

 もう１つは、Big Green Challengeというプログラムがありまして、これは ＣＯ２エ

ミッションを大幅に削減する活動をやろうとしているＮＧＯとかＮＰＯといった組織の

インセンティブを高めることを目的にやられているもので、研究開発助成ではないので

すが、そういった活動に対して競争の原理を導入した支援を行っています。 

 このプログラムにエントリーした350団体のうち、最終的にファイナリストとして10

団体が残り、それらの団体に１年間成果を競わせて、一番成果を挙げたところに賞金を

与えるという仕組みになっているのですが、一方の助成側では、それぞれの取り組みの

プロセスを観察、比較することを通じて、どういったやり方がより大きな ＣＯ２の削減

につながるのかといったような政策研究を並行して実施しています。 

（パワーポイント 48ページ） 

 競争のプロセスを分析することで問題解決に役立ちそうな知見と普及のモデルを見出

し、それを国への提言につなげていくという活動をＮＥＳＴＡでは行っていることにな

ります。この取り組みから得られる示唆としては、プログラムとしての中心的な活動の

1つに、提言を行うためのエビデンスづくりが含まれていること、また、提言内容の実

現に向けて、問題解決の直接の手段を持たないＮＥＳＴＡがその手段を持つ他の主体に

対して積極的に働きかけるなど具体的な行動を起こしていくことまでを担っていること

が挙げられます。 

（パワーポイント 50ページ） 

 駆け足で恐縮ですが、最後に今後に向けた示唆や検討課題を挙げたいと思います。ま

ず、目的に応じて多層的に評価の仕組みを導入する必要がある、ということです。未来

開拓型研究制度というのを１つのプログラムととらえますと、それを構成するプロジェ

クトをきちっとした形で形成して、それぞれを成功に導くようなプロジェクト評価の観

点が大事ですし、プロジェクト評価システムの見直しを含むプログラム・マネジメント

の改善を導くような評価を行う必要がある、ということです。 

 一方で、プログラム自身がどうだったのかというプログラムそのものを見直すような

ダブルループ学習のような機能を担う評価も大事です。これには、事前の段階でターゲ

ットを特定し、明確化していくといったことに係る評価を含みます。 

 最後になりますが、プログラムの改善だけでは解決できない問題点がたくさんあるわ

けです。研究開発だけではできないものがあるのですが、そういったものが何であるの

か。それらの問題を有効に解消していくにはどうしたらいいのかといった、例えば安全

性にかかわるような問題もそうですけれども、そういうところをみていく評価の機能も
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必要です。 

 もう1つは、そうした評価を、自己評価と第三者評価の組み合わせでやるのが大事な

のではないかということです。学習をする機能とアカウンタビリティを果たすという２

つの機能があるのですが、外部の専門性を外から導入する、補完するという意味で第三

者評価を活用する。もしくは、学習なので自己評価が非常に重要なのですが、それだけ

だとどうしても透明性が失われてしまい、充分な学習機能が果たせないということがあ

りますので、そういうところを外部の目で補完していくのが大事なのではないかと思い

ます。 

 駆け足で済みません。以上になります。 

○平澤委員長 

 どうもありがとうございました。ちょうど時間ですけれども、かなり内容の濃い情報

が共有されているので、もう尐し議論を深めたいと思います。 

 今のプレゼンをかいつまんで考えてみますと、第５世代の場合に、ＰＣＢＴスタディ

を３年間やって、この中には社会的な状況を把握する、それからテクノロジーの状況を

把握する、また実際のアーキテクチャを考えるという３つの側面から取り組んだ。こう

いう３年間にわたるＰＣＢＴスタディがあった上でプロジェクトが始まるわけですけれ

ども、プロジェクトを実施してから３年たったところで、そのプロジェクトの内容を大

幅に見直すわけです。それでターゲットをかなり絞った形で実施していくという何段階

かでの取り組みがあるわけです。 

 それで、未踏型ですから今のような大がかりな体制でということになるわけですが、

大プロ全体をみてみても、それと同じように、タマを絞り出すまでに通常３年から４年

ぐらい時間をかけて全体で議論をしているわけです。そうした中で絞り出されたタマに

取り組んでいく。ここのところは現在の経済産業省の技術開発課題を考えていくプロセ

スとしては、未来開拓型という大がかりなことをやるに当たって、もう一度見直してみ

てもいいのではないかと思います。 

 もう１つは、４つの海外事例の紹介があったわけですけれども、いずれも実施しなが

ら見直していける仕組みを内在化させているということに尽きるのではないかと思いま

す。その中から重要な知見を得て、プロジェクトの実施中、あるいは終わった後、次の

プログラムをつくっていくときに有効な知見としてまとめていくという仕組みがあって、

それが有効に働いているのだということ。特に最後の事例にもありましたように、政策

課題に関係した部分というのは、どうしても今のような仕組みが含まれていないと平面

的で単純な考察だけで終わってしまうのではないかと思います。 

 私が気づいた点はそのようなことなのですけれども、先ほどご提案があった新しい取

り組みの方向性と、それに対する評価のあり方に関連して、先生方からコメント等がも

しあれば、どうぞ。 

○池村委員 
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 今のご説明で、この第５世代プロジェクトは、研究者養成や交流には成功したと理解

致しました。文部科学省の主務としている側面に関しては非常にうまくいったけれど、

経済産業省の主務に関してはまあまあであり、加えて人材は産業界の人材を主に投入し

たと理解しました。経済産業省の資金と産業界の人材を投入しながら、国民が主として

文部科学省に期待していることは成功したけれども、国民が主として経済産業省に期待

していた部分はそれほどでもないとの総括に聞こえます。経済産業省としても、体制を

含めて考える機会に思えます。 

 文部科学省と経済産業省の連携という意味では、うまくいったという見方はあるとは

思いますが、経済産業省の場合は、産業の育成に加えて、国民の安全や安心に直接的に

責任を負っています。産業界には高度で多様な科学技術が導入されていますから、国民

に対して安全を確保する責任があります。情報セキュリティのような問題も、原子炉の

問題もあります。経済産業省自身として、理系の頭脳組織、特に責任が明確である組織

を持つべきです。かつては国研・直轄研のような、経済産業省が直轄する理系の頭脳組

織がありましたが、独立行政法人に変わったことで、経済産業省の直轄ではなくなった

わけで、経済産業省が国民に対して負っている責任を果たすべき理系の頭脳組織が明確

でなくなって来ているように感じられます。「独立」には選択の自由の意味合いがある

だけに、組織あるいは個々の研究者にとって、職務として責任を果たすことと「独立」

には矛盾を生じる可能性があります。独立行政法人のよさもあるけれども、経済産業省

は国民に対して重要な責任を負っているだけに、経済産業省が体制的に直轄出来る、理

系の頭脳組織が重要に思えます。今回の第５世代プロジェクトの評価に限っても、経済

産業省自前の理系のテクノラートの評価があるべきで、その内部評価と外部へ委託した

評価との間の比較があって良いように思えます。 

各プロジェクトの評価においても、独立行政法人化のような体制上の変化に関係した

評価を行うべき時期と思えます。 

○平澤委員長 

 時間が過ぎているので、手短に一言ずつ。では、吉本先生。 

○吉本委員 

手短に。１つは、文科省と経済産業省の垣根がよくわからないというのが日ごろの実

感としてあります。ガバニングボードは文科省さんと経済産業省さんの名前が並んでい

ますけれども、今先生がおっしゃったことと非常に共感する部分があるのですが、実施、

事業化するに当たって組む相手、それは総務省だったり国土交通省だったりというとこ

ろとの垣根がむしろ弊害になっていることが多いのではないでしょうか。文科省と一緒

になると、基礎研究なのか事業化をやっているのかがますますよく分からなくなってく

るという傾向が強くなるように感じます。国プロは、交流ができた、ネットワーキング

ができた、人材が育成できたということではすごく評価されているので、人材育成シス

テムになっているのですけれども、事業化システムになっていないというところが非常
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に問題で、それは実施体制にあるのかなと思います。 

第５世代コンピュータを否定するつもりではないのですけれども、例えば先ほど国研

の話が出ました。産業総合研究所という研究所がございますが、常設の研究所をもつこ

とも重要なのでしょうけれども、場合によっては、こういう大型なプロジェクトごとに

１つの組織をつくり、その間はそこに本家に出向していだいて、あるいは出向もとから

１回切ってもらってそこで雇用して、そこでお給料をいただいて、成果があったら、ま

たしかるべきところに戻るという形でやることも必要ではないでしょうか。兼任とか二

足のわらじとか出向のたまり場でやるのではなくて、そういう研究所をつくり、プロジ

ェクトが動いている間はその研究所に籍を置いてやってもらう、そういう組織体制をつ

くることも重要ではないかと思います。 

○森委員 

 話を聞いていて、お客さんは一体だれだったのだろうかという点が疑問に残りました。

文科省の場合は科学技術だから専門家の評価、専門家同士が論文を出すことがお客さん

になるかもしれませんが、産業となりますと、実際に使うユーザーの委員会が必要で、

さっきの例でも、素人事業が入っているということが大きなキーワードになっていたと

思います。 

 ちょうど80～90年ごろ、私は電子技術予測の委員会にいたのですけれども、メーカー

にヒアリングに行くと、マルチメディアは自分たちがつくっているけれども使っていま

せんというコメントが返ってきた一方で、教育などの使う側の専門家のグループに行き

ますと、こういうのはぜひ欲しいという声が来て、そこにどうしようもないギャップを

感じた記憶があります。 

 以上です。 

○中小路委員 

 田原先生のお話を伺っていて、分野による違いというかキャラクタリスティックと規

模による違いを分けずに比べてみることは尐し危険ではないかと感じました。第５世代

は情報系、特にソフトウエア系の研究で、イギリスの Alveyのものも多分ソフトウエア

にかかわるものだと思うのですが、分野による違いというのは恐ろしくあって、例えば

情報系で科研の提案書を書くにしろ、あんな小さな単位のプロジェクトですら期待され

る効果を書けという項目がフォーマットにあるのですが、ソフトウエア系だと、期待さ

れる効果がわかった時点で研究はしなくていいのです。だから、それを全部読みかえて、

情報系の方は皆さん提案書を書かれています。そういう枞組みの中で産業にイノベーシ

ョンを起こすようなソフトウエア系の国家プロジェクトを推進するというときに、エン

ジニアリングのがりがりのものとか、ナノテクをつくっていくものとかと同じ枞組みで

は、語るのがすごく難しいと思うのです。 

 今、ご紹介くださったプロジェクトはいい感じで分野もナノテクをしているものであ

るとか、 1.5億円程度のオランダの事例であるとかがあるので、国家プロジェクトでイ
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ノベーションを目指したのでというくくりだけでいろいろな要素を集めてくると、肝心

のところが見えなくなってしまうような危険性はすごく感じました。 

 今まで経産省は余り分けてないと思うのですが、こういう系統のイノベーションを目

指すもの、それから、例えば創薬系のもの、デバイス系のもの、ソフト系のものという

ように、分野融合とはいいつつ、どこかが主導していくことは非常に大事だと思うので、

そういうことは考えてみてもいいのではないかと思うのが１点あります。 

 もう１点は、イノベーション、イノベーションといいつつ、やみくもにイノベーショ

ンといっても、イノベーションというのは手段であってゴールではないので、国家戦略

的にビジョンが何で、国民がより何とかという、何とかのところを示した上でのイノベ

ーションのプログラムを組まないと本当に迷走してしまうことになると思います。 

 いまやＧＤＰを上げるとかが目標ではないことは、国民的に何となくじわじわ感じて

きていて、では、どうすればいいのだということになっています。そこは国家的な戦略

としての明確なビジョンがあって、そのビジョンに貢献するイノベーションが達成でき

たかできないかというようにしないと、さっき Layman juryとかを導入する成果とか効

果をおっしゃっていて、それはいいと思うのですが、そのビジョンをなしに考えると、

本当にむちゃくちゃなことになるだろうなというのは大変懸念します。 

○鈴木委員 

 田原さんの幾つかの紹介の中で共通して出てきた話として、イノベーション政策とし

て考える上では、需要側の政策をどうやって組み合わせるかというのが非常に重要だと

私は思います。たまたま今回挙げられた３つのプロジェクトというのは、市場構造が余

り特殊なものは含まれていないと思うのですけれども、エネルギーとか医療とか環境と

か、市場が余りうまく機能していないようなものは、需要側の刺激策ですとか、政府調

達なども含めた手段を組み合わせないと技術が普及しない、実用化されないというのは

明らかな話ですから、イノベーションとして本当にそこまでを目標にするのであれば、

需要側の政策も同時に組み合わせるといったようなプログラムが必要だと感じました。 

○小林委員 

 第５世代に関しては、私自身、昔、電総研におりました。ただ、私自身は携わってい

なかったので横で見ていた感じでいいますと、やはり渕さんの非常に強い熱意があって、

それが元岡先生を動かしたというところがあるのだろうと思います。 

 ただ、一方でこのプロジェクトをみてみますと、事前のＦＳ、それから戦略等に関し

て、やはり相当力を入れて各国に調査団を出したりした。これは新しい未来開拓型でも

ぜひ見習うべきことでして、一方で、なぜ世の中の動きと必ずしもフェーズが合わない

方に行ってしまったのか、という内部での見直しなり、外部での議論などがなぜうまく

行かなかったのかというのは反省するべき点があると思います。 

 ですから、プロジェクトフォーメーションとかマネジメントは、今考えられている新

しい未来開拓型プロジェクトに利用することはできると思います。一方で、プロジェク
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トをインプリメントするときに、どのようにローリングしていくかという方法をどのよ

うに入れていくかということが課題だと思います。 

○菊池委員 

 来週、私のほうで尐し時間をいただいておりますので、コメントはそのときにいたし

ます。 

○太田委員 

 私も短くしなければいけないのですが、今ので、いろいろな評価の仕方の観点がある

ということで、ただ、私はこういう評価が弱いのですけれども、材料屋というものにと

って、イノベーションの材料をつくり出すというのはなかなか難しいという認識をもっ

ております。その評価が一番難しいのだろうと思います。 

 未来開拓をいろいろなさると思うのですが、１つの例で、サンシャイン計画の中でメ

タルハイドライドをかなりやっていました。やっていた当時は、多分電池への応用とい

うのはほとんど考えられていなかった。ところが、実態は今、世の中ニッケル水素電池

がずっと出回っていて、もうアルカリを制覇している。これをそのときに見抜けなかっ

たのは何かということももう一回みなければいけないのではないかというのは、ちょう

ど今お聞きして感じたところです。 

 以上です。 

○大島委員 

２点あります。１つは、第５世代として挙げられた例では、研究としては多分成功し

たと思います。社会的インパクトまで至らなかったという点で、未来開拓型を進めてい

く上で、既に意見として出ていましたが、社会的な需要をきちんと調査して把握し、い

ろいろなケーススタディも含めて、目的に合うようなストラテジーを組んでいくことが

大事なのではないかなと感じました。 

 ２点目は、いろいろ評価をして、うまくいかなかったときに、私もプロジェクトをや

っていて非常につらいと理解できますが、やはり何らかの形でフェードアウトしていく

システムを組み入れていくことが、長年にわたって、しかも高額な税金を投入する際に

は大事だと思います。第５世代の場合でもそうですが、最初の段階でコンセンサスのと

れない中で見切り発車してしまったという印象もぬぐえないので、ある程度きちんと評

価するとともにその評価を受けとめて、発展するのであれば、それにもっとお金を投入

し。だめ、もしくはなかなか難しいということであれば、何年かかけて、それを尐しず

つフェードアウトしていくというシステムも考えたほうがいいのではないかと感じまし

た。 

○平澤委員長 

 ありがとうございました。池村先生、よろしいでしょうか。 

○池村委員 

 はい。 
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○平澤委員長 

 未来開拓型をどう進めるか、その評価のあり方をどうするかということに絞って最終

的にまとめたいと思うのですけれども、私自身、まず第一には、第５世代あるいは大プ

ロをやった時代と今はまた違うということです。現在の日本社会が置かれている時代を

とらえ直すことがぜひ必要だろう。もう尐し具体的にいうと、大プロを多くやった時期

というのがキャッチアップ体制で、多くの場合、海外に先行的な事例があり、あるいは

それに追いつくためにということで、産業の分野では比較的容易に課題をみつけること

ができたわけです。現在は、日本社会の中で経済的な成長ができる新しい産業をつくっ

ていかないといけない。それは何かということは、海外にはヒントになるものもあるけ

れども、我々が社会をよく見据えた上で、自らが考えなければいけない。ここの部分を

つけ加えないと、どうも新しい未来開拓型にはならないのだろうと。 

 未来開拓型というときにどういう形容詞を前につけるかなのだけれども、未来産業開

拓型とか、未来物づくり開拓型とかというようにしてしまうと、これは従来のものとほ

とんど変わらない話になるだろう。もう尐し言うと、未来社会開拓型ぐらいにするとス

コープが広がって、その中で経済産業省のミッションに合わせたものをつくり出してい

くことができるのではないかと思います。これが第１点です。 

 多くの事例、あるいはご意見の中にもありましたように、分野や規模等も考えて課題

に合わせて、そして、今申しましたような外側にあるビジョンとストラテジーを踏まえ

て、その際特に重要なのは、需要側に配慮しながらマネジメントしていく体制をつくる

こと。そのときに、先ほど原子力のところで非常に違和感があったのは、意思決定機関

のあり方とそれを見直していく体制のあり方、個々の現場とのつながりとかというとこ

ろが非常に単純な形になっていて、それではトピックスに合わせてうまくいかないので

はないかと考えたわけです。 

 それで、今の日本社会のことを考えると、それほどゆとりがあるわけではなくて、も

ちろん人材養成とか基盤形成とかということは必要なわけですけれども、それだけでは

ない本当の成果を社会に還元していくというところを本気で考えなければいけないだろ

うと。これが大プロの時代とは違うと私は思っているところです。 

 例えば、大プロの極限ロボット、これは今、原発の中で働かないのではないかという

話があるわけですけれども、この追跡評価をやったときにそういう議論があったわけで

すが、一方で、ロボット産業の知能化に非常に大きく貢献して、新しい産業をつくって

きたという点もあるだろう。同じように、第５世代でも関係した研究者たちを全部合わ

せると１万人ぐらいに広がりがとれるのではないかという話もあったりして、その人た

ちが各現場でＡＩ化に取り組んで、それが非常に効率を上げてきたという話もあるわけ

です。 

 こういう基盤的な部分を強化したということ自体は注目しなくてはいけないわけです

けれども、それと同時に、実際にねらったものをちゃんと最後までつくる、そしてまた、
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それが実用に供することができるような形でつくる、ここの部分をどのようにするかと

いうところが従来の体制では非常に弱かったわけなので、今日議論したのは主にそこに

関係していたと思うわけです。温故知新ではありませんが、それを踏まえながら新しい

やり方を新たに創造していかないといけないのだろうと。 

 そういうことに関連しては、尐なくとも私は理系の研究者の出身ではあるわけですけ

れども、理系のコミュニティーだけで議論していたのではだめです。いろいろな事例に

ありましたようにもう尐し幅を広げて、多様な観点から議論できるような人たちをグル

ープに入れながら議論していかないといけない。ここのところがどうも肝のような気が

いたしています。そうやって新しい体制をつくっていただきたいというのが１つ。 

 それから、時間が来ていて恐縮ですが、もう１つは連携の話があるわけです。省庁間

の連携は必須なわけで、この委員会でも何年もずっといってきたわけです。特に、今日

最初にご紹介がありましたように、予算規模から考えると、とにかく文科省がもってい

る予算をもっとミッション省庁の側に移し換えるか、あるいは移し換えるという移設が

不可能であるならば連携をして、文科省がもっている予算を使いながらミッション省庁

オリエンティブなプロジェクトに仕立てていくということを考える以外ないわけです。 

 その意味で、まずは文科省との連携を図り、そこからの予算アクティビティを使いな

がら目的に合ったことを実現していく体制をつくるかということになるわけですけれど

も、同じように海外でもそういう状況があるわけです。 

 イギリスの状況をもう尐し把握されるといいと思いますけれども、ストラテジーボー

ドと称するものをつくって、そこが省庁間の連携をサポートする第三者的な役割を果た

すわけです。私は総合科学技術会議の議員たちにこういうことこそやらなければいけな

いのだということを何度もいうわけですけれども、残念ながら司令塔にこだわっていて、

連携を図るという泥臭い仕事にはなかなか踏み込んでいかないのです。 

 どたなかからもありましたように、予算は文科省からとりながら、ほかの省庁、例え

ば厚労省とか国交省とかとも連携をして、ミッション省庁としてもそういう課題をこな

していけるような、２省庁間ではない複数の省庁間との連携ということを、勢いのある

経済産業省が旗を振ってぜひ実現していただきたいと思います。そういうことをして風

穴をあけていかないと、予算の効率的な使用ということはうまくいかないだろうと思い

ます。ぜひよろしくお願いいたします。 

 傍聴の方、あるいは原課の方たちもいろいろご意見等がおありかと思いますけれども、

この場は一応ここで締めてよろしいでしょうか。 

○岡本技術評価室長 

 そうですね。原課の方、何かあればいかがでしょうか。 

○平澤委員長 

 もしよろしければどうぞ。――よろしいでしょうか。 

 次回は19日10時から、この会議室で同じような仕組みの議論をすることになっており
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ます。そこに場を移してまた議論を深めたいと思います。本日はどうもありがとうござ

いました。 

○岡本技術評価室長 

 どうもありがとうございました。それでは、今、平澤委員長からもお話がございまし

たけれども、次回は19日木曜日の10時から、同じ会議室で事前評価を行いたいと思って

おります。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

                                 ――了―― 

 


