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産業構造審議会産業技術分科会第４２回評価小委員会 

議事録案 

 

【日時】 

平成２４年１月１９日（木）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、大島委員、太田委員、菊池委員、小林委員、鈴木委員、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 

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）災害対応無人化システム研究開発プロジェクト（事前評価１件） 

 

２．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（青山学院大学法学部長 菊池 純一氏） 

（２）質疑応答 

 

３．その他 

 

【議事内容】 

○平澤委員長 

 時間前ですが、皆さんおそろいですので、第42回評価小委員会を進めたいと思います。

13日に引き続いて、また朝早くからで恐縮ですが、どうか最後までよろしくお願いいた

します。 

 それでは、事務局から配付資料の確認をお願いいたします。 

○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が議事次第でございます。資料２、委員名簿、資料３「災害対応無人化システ

ム研究開発プロジェクト事前評価報告書（案）」、資料４「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」、菊池先生の資料でございます。それから、補足

資料１といたしまして、Ａ４で横長、カラーの資料でございます。「ロボット産業の現

第４３回評価小委員会 

資料４－２ 



 
- 2 - 

状と課題」、補足資料２、これもＡ４カラーの横長の資料でございますが、「災害対応無

人化システム研究開発プロジェクト、平成23年度３次補正予算額10億円」の資料、補足

資料３でございますが、これもＡ４の横長のカラーでございます。「未来開拓研究―エ

ネルギー損失ゼロ革命、脱石油革命―」の資料、それから前回の田原先生のプレゼン資

料も本日の参考になるかもしれないと思いましたので、皆さんのお手元に一応コピーを

用意しております。 

 以上でございますが、不足等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

○平澤委員長 

 それでは、議事次第に沿いまして早速始めたいと思います。議題１ですが、平成23年

度補正事業に係る評価についてであります。 

 申しおくれましたが、今回も公開で行うということにいたします。 

 それでは、産業機械課からご説明をお願いいたします。藤木課長、よろしく。 

○説明者（産業機械課長） 

 産業機械課長の藤木でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 23年度の補正予算で新しく事業を起こすことになりましたので、それについての事前

評価をお願いしたいと思っております。 

 事前評価書のご説明に入ります前に、補足資料１と補足資料２が後ろに入ってござい

ますが、この横長の資料２枚で概略だけまず先にご説明申し上げたいと思います。 

 補足資料１は、今、ロボットと言われるものについて、どのようになろうとしている

のか、私ども、やや期待も込めた今後の展開ということで整理をしたものでございます。

これは一昨年になりますが、産業構造ビジョンという中で、ロボット分野について、こ

のような可能性があるのではないかということでまとめたものでございます。 

 枠囲いがございますけれども、労働力人口の減少でございますとか、いろいろなこと

に対応するために、次世代のロボット技術によってクオリティー・オブ・ライフ、それ

から生産性の向上を図っていくものでございまして、これがきちんと展開されていけば、

現在 7,000億円といわれている産業規模が 2.9兆円、さらには10兆円近くまで伸びてい

くというような予測をしているものでございます。 

 大別いたしますと、一番上に書いてございますのが介護とか医療とか、こういう現場

で使われることを想定している生活・福祉分野ということでございます。 

 ２番目が、この後、ご説明申し上げます災害対応の無人化システムと関係してくるわ

けでございますが、防災、あるいは減災といったような分野でロボットが機能を果たし

ていくのではないかということ。 

 一番下は、例えば自動車メーカーなどでは既に相当使われておりますけれども、製造

業の現場ということでございます。これもまだまだロボット活用の可能性はあると考え

ておりまして、この３つの分野で取り組んでいきたいということでございます。 

 今回、補正予算で手当ていたしましたのは、真ん中の公共・防災分野という中で実践
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的なロボットをつくっていくというものでございます。 

 補足資料２でございます。これが今回評価を賜りたいプロジェクトでございますが、

金額としては10億円ということで考えておりますが、この事業の概要、目的でございま

す。 

 まさに東日本大震災を契機といたしまして、災害対応の無人化システムが特に重要に

なっております。ただ、正直、これまで多々やってきたロボットに関して申しますと、

多様な災害現場に対応可能な汎用性、機動性、耐久性といったいわゆる実用面から、も

う一歩課題があるということでございます。 

 ２番目の○（丸）でございますが、したがって、さまざまな災害、重大事故に対して、

無人化システムによる技術水準の向上、実際の被災現場における対応手段として活用す

るということでございます。 

 特にクローズアップされておりますけれども、東京電力福島第一原発の関連のさまざ

まな作業に関しては、やはり今後とも無人化技術に対する要請が大変高いわけでござい

まして、こういったことも念頭に、私どもは実践的、実用的な無人化システム、ロボッ

トを開発していきたいと思っております。 

 具体的にはということで右側に幾つか例示してございますけれども、このようなもの

をつくれればと思っております。 

 １つは、小型のモニタリングロボットということで、今回、特に福島第一原発におき

ましては、瓦れきが積み重なっている中、大変狭隘部にも入っていってモニタリングし

なければいけないといったようなこともございましたので、こういったものに対応する

システム、周辺機器も含めた開発をやりたいと思っております。 

 ２番目は、高所の作業、それから昇降可能なリフトを考えていきたいと思います。 

 一番下は毛色が若干違うのですけれども、人がどうしてもやらなければいけない作業

も当然あるわけでありますが、それについてアシストするようなタイプのロボットリリ

ースもあわせてこの中で取り組んでまいりたいと思っているところでございます。 

 以上、概略でございまして、それでは資料３の事前評価報告書（案）についてご説明

させていただきます。 

 表紙をめくっていただきますと、はじめに、それから先生方、委員の名簿がついてご

ざいまして、さらに事前にご意見をいただいています外部有識者のリスト、私の名前も

書いてあります省内関係者ということでございます。もう少しめくっていただきますと、

目次と書いたページがありまして、その次にページ番号を振ってございますが、１ペー

ジ、第１章、技術に関する施策ということで文字が書いてあるページがございます。 

 １に書いてございますのは、先ほど申し上げましたように、無人化技術について、ク

オリティー・オブ・ライフ、生産性向上ということで、今回、特に公共・防災分野の取

り組みをしていくということ。 

 ２の新規研究開発事業の概要、その妥当性ということでございますが、 (1)は先ほど
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ご説明申し上げましたように、東日本大震災を契機として、災害現場でのロボット活用

の必要性が高まっており、そのために実践的、実用的なロボット開発を行うという趣旨

のことが書いてございます。先ほどご説明申し上げたとおりでございます。 

  (2)の妥当性というところでございます。①の目的及び実施によるアウトプット、ア

ウトカムというところでございます。私ども、今回主眼に置いておりますのは、情報収

集、きちんとモニタリングして中がどうなっているか、さまざまなデータをしっかりと

ってくるということが災害対応のまず第一歩になるわけでございます。 

 したがって、この部分に焦点を当てて、２番目のパラグラフに書いてございますが、

本事業において開発するロボット等は、起点となる情報収集、あるいはそれに伴う現場

での軽作業に絞った形で、さらに通信やインターフェースも含めた実際に投入可能なも

のをここで開発していこうと考えてございます。 

 ②の事業の必要性ということについても先ほど申し上げたとおりでございますけれど

も、特に作業の無人化、省人化が求められている現場がございます。こちらへの投入を

やってまいりたいと思います。 

 緊急性という意味では、まさに一刻も早くという要請が現場からも来ているところで

ございまして、私どもはこれを進めてまいりたいと思っております。 

 次のページでございますが、国として対応する必要性ということでございます。これ

は、ロボット関連をやっていらっしゃる企業さんがいろいろございますけれども、こう

いった特殊用途ということもございまして、やはり国としての支援が必要であると思っ

ております。 

 それから、他省庁との重複でございます。ロボット関連はいろいろやっておりますけ

れども、実際、開発後、速やかに現場に投入する、そのための運用システムも含めてや

っていくということでは、他との重複はないものと考えてございます。 

 その下、ロボット分野の導入シナリオと書いてございますけれども、基本的には特定

の作業を行うロボットをさらに発展させて、みずからの制御で特定の作業を行うロボッ

トの普及、あるいは自律的に多様な作業を行うロボットということで発展させていきた

いと考えてございます。 

 ３ページ目でございます。外部有識者の方々からコメントをちょうだいしてございま

す。肯定的意見、問題点、改善すべき点ということで、それぞれご指摘をちょうだいし

ているところでございます。肯定的意見については、あえてご紹介を省略させていただ

きます。今後取り組むべき点ということでご指摘いただいておりますのは２点でござい

ます。 

 １つは、運用計画ということで、せっかく作ったロボットが使われないということで

は何のためにもならないので、そのための運用にしっかり結びつけていく必要がある。

同様に２番目の点でございますが、そのためには普段から実践的な訓練をする環境、あ

るいはそのような取り組みは必要であろうというご指摘をいただいております。 
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 これは、いずれもごもっともなご意見でございまして、私ども、実際に投入されるで

あろう現場、あるいはこれを運用されるであろう諸機関、消防とか警察とか自衛隊の関

係とか、こういった方々とも連絡をよくとりながら、実際に現場で使える使い勝手とい

うことについてもよく踏まえながら、このプロジェクトを進めてまいりたいと考えてご

ざいます。 

 以上、極めて雑駁でございますが、私からの説明でございます。 

○平澤委員長 

 的確なご説明どうもありがとうございました。先生方からご意見、コメント等、まず

お伺いしたいと思います。いかがでしょう。菊池先生から。 

○菊池委員 

 ロボットについては非常に気になっているところがありまして、その中のシナリオの

ところで、自律的に多様な作業において自律性が設定されています。これに関し、評価

コメントの中でも遠隔機能とか操作性、それからマン・マシン・インターフェースのパ

ワーハンドの機能も可能だろうというような議論もある。自律性のイメージにかなりの

幅がある。技術的なポジショニングを明確にする上でも、自律性を目的とするマルチな

アプローチをなさった方がいいのではないかと思う。それが１つです。 

 それから、たまたま私が個人的に筋ジストロフィーの患者さんと一緒に、ロボットも

含めていろいろなインターフェースの話をする機会があります。その際、チューニング

技術に関して日本は弱いのではないかといわれるのです。なので、ちょっとでもいいか

ら微調整のチューニングをもう少しシステマチックにやってくれそうなロボット関係者

を探しているのですけれども、いらっしゃらないということは、もしかすると育ってい

ないのかなと懸念するのです。資料の下の方にありますレスキュー隊で訓練だとか、そ

れは分かるのですけれども、本当に手が動かない状態の方が何かを使おうとしたときに、

開発担当者は手もよく動く方がチューニングのシーズを考えることになり、さらに、大

量生産に向きませんといわれることになる。気がついたら、手も出せない高額なインタ

ーフェースになってしまうのです。是非業界の育成も主眼に入れてほしいというのが私

からのコメントです。 

○小林委員 

 私からのご質問とコメントは、第１章の１ページにアウトプットとアウトカムについ

てというところがありますが、これではアウトプット、アウトカムがよく分からないの

で、是非お願いしたいのは時間スケールがどうなっているのかということです。いつま

でに何をするのかということと、アウトプットは４つの小型モニタリングとか作業台車

とか、こういうロボットそのものでいいのかということです。それから、それができる

ことによって何ができるかというアウトカムのところを、もう少し詳しくお聞きしたい

と思います。 

 ２点目はコメントなのですが、事前評価報告書の最後の問題点、改善すべき点に書い
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てあるとおり、特に最初の平時から運用計画に盛り込まれているということが大切だと

思います。今回、関係者からいろいろお話を聞くと、極限作業ロボットも含めて、過去、

経済産業省のプロジェクトでロボットが随分あるけれども、結果的にそれをフィールド

で使うところのサポートが必ずしもなかった。それを、国としては軍隊がない日本です

ので、例えば警察であるとか消防署であるとか、パブリックなところがロボットを導入

するということを積極的にやっていく必要があるのではないか、と思います。 

○平澤委員長 

 では、鈴木先生、それから吉村先生。 

○鈴木委員 

 小林先生がおっしゃったのとほとんど同じなのですけれども、技術課題が何なのかと

いうのがいただいた資料では分からないのです。だから、アウトプットの話だけみると

特殊仕様の遠隔操作機の調達のような感じがするのですけれども、何か本当に技術課題

としてあるのであれば、それをご説明いただいた方がいいかなと思います。 

 それと、今、小林先生がおっしゃいましたけれども、極限作業ロボットで教訓がいろ

いろあると思うのですが、それはどのように認識されているのかを少しご説明いただき

たいと思います。 

 それから、これは個人的なコメントです。軍隊をもたないとおっしゃいましたけれど

も、やはりちゃんと防衛省があるわけなので、そちらとの長期的な運用を含めて協力を

模索されるといいのではないかというのが私の感想です。 

 以上です。 

○平澤委員長 

 まだご質問が続きますけれども、ここで切りましょうか。今までの中で。 

○説明者（産業機械課長） 

 それでは、幾つかコメントをちょうだいいたしましたので、お答えできるところでお

答えします。 

 まず最初に、菊池先生がおっしゃっていた自律性について、多様なとらえ方があって

しかるべきではないかというのはおっしゃるとおりだと思います。いろいろなレベルの

考え方があろうと思っておりまして、これは実際に使っていく、実践投入するという意

味で、どの程度、ロボットに機能をもたせるのが適当なのかということはしっかり考え

ていきたいと思います。 

 チューニングのところは、大変厳しいところがありまして、確かにロボット技術をど

うやってビジネスにしていくのかといったときに、余りにも個別化された部分になって

しまうと、どうしても高くついてしまう。それをビジネスとして、あるいは障害者の方

に本当に使っていただくためにどうしたらいいのかという部分は、まだこれから詰めな

ければいけない話が多々あると思います。これは問題意識をもってしっかり取り組んで

まいりたいと思っております。 
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 アウトプット、アウトカム、タイムフレームということでございますが、これは補正

予算事業という性格がございまして、基本的にはこれから事業をスタートさせて、来年

度中、24年度中に先ほど申し上げたようなロボット、ともかく実践投入のものを作る。

私どもとしては、それを現場投入するということが目標でございます。明確に書いてい

ないということはおっしゃるとおりでございます。 

 運用のところについてもおっしゃるとおりでございまして、我々もしっかり取り組ん

でいきたいと思っております。実は、この夏から私どもは消防庁さん、国土交通省さん、

警察、防衛省といったような皆さん、あと文部科学省の方にも入っていただいて、関係

の研究機関、それから民間企業の方も必要に応じて３回ほど会議を開いてございまして、

それぞれ現場の声、あるいはこのようなロボット技術があるけれども、どうだろうかと

いったようなマッチングの試みを始めております。まさに今回、この事業をやるに当た

っても、このような機能を使ってしっかり取り組んでいきたいと思っております。 

 鈴木先生がおっしゃっていた技術的課題ということでございます。その意味では、足

の短い１年ぐらいできっちり仕上げるということが一番の課題でありまして、科学技術

的に大きなブレークスルーがあるというよりは、今までの要素技術をどうやって実践的

なものにまとめ切るか、実際に現場で使えるシステムにどう組み上げるかというところ

が今回の事業の主眼であろう。要するに、ばかでかいものを作ってもしようがない、現

場に持っていって実際に使えるものを作るということが今回の主眼であるとご理解いた

だければと思います。 

 以上でございます。 

○平澤委員長 

 では、次に吉本先生、それから大島先生。 

○吉本委員 

今の回答で少しわかった部分があるのですけれども、最初、予算規模が逆に少ないの

かなという感じがしたのです。また小粒なプロジェクトに終わってしまうのではないか

という懸念があったのですが、今まであった要素技術をきちっと組み上げていくという

ことであれば、この期間、この予算でできるのかもしれません。今回、汎用性及び機動

性、耐久性に課題があることが明白になったとあるのですけれども、ここの部分がこの

プロジェクトの一番根幹になっていると思うので、対外的に何が問題だったのかという

ことをもう少し事前評価の中でも丁寧に書かれた方がよかったのではないかという点が

あります。 

もう１つは、いくら災害用レスキューロボット関係でもビジネスという観点が必要だ

と思いますので、日本が作ったものが、今後日本だけではなくて海外の災害の場で投入

できるですとか、アジア、隣国にも展開できるということを考えると、安全認証ですと

か、先ほどのチューニングとも関係してくると思うのですけれども、補給体制をどうす

るかというところがすごく重要になってくると思います。単品をつくってからというよ
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りは、例えばそれを輸出した後に部品のメンテナンスとかチューニングをどうするかと

いうのは、やはり今の段階から考えておかれた方がいいのではないかという気がします。 

○大島委員 

２つほどコメントがあります。２点ともそうなのですが、はじめにに書いてあります

ように、国民に対して説明責任を果たすためにとおっしゃっているので、その観点から

申し上げたいと思います。 

 １点目は、技術課題のことがそれぞれの委員から出てきています。やはり日本はロボ

ットが強く、国民的にも国としても盛り立てているイメージがあります。日本として今

までどういう技術を開発していて、どの分野では日本が強いが、それでもまだ課題があ

るというように書いたほうがいいのではないかと思いました。非常に謙遜された形で書

いてありますが、強みと課題をきちんと明白に書いた方がいいのではないかと思いまし

た。コメントです。 

 あと、２つ目は、ご説明があったように１年ぐらいでこのプロジェクトを仕上げると

いうことで、それに対して10億円投入されるということなのですが、具体的にこのお金

がどういう形で、ＮＥＤＯの交付金として企業、大学に委託されるということですが、

それが見えてこないように思います。実際にどういう形で予算を申請し、使われるかと

いうことも書いた方がいいのではないかと思いました。 

 以上です。 

○太田委員 

 私、ロボットは詳しくないのですが、新聞などを見ていますと、基本的に日本はハー

ドはいいのだけれどもソフトが弱いというところがあって、特に福島の原発で外国製が

入ったとか入らないとかという話もあるのですが、やはりソフトが強ければそういうと

きもすぐ適応できるのではないかというような気がしておりますので、それは是非考え

ていただきたい。でもハードが強い。 

 もう１つは、私の専門に近いのですが、ロボットはできるのだけれども電源がないの

で長く使えないとか、そんな制約をいろいろ聞いております。１年でどの程度なさるか

分かりませんが、多分こういうものに要求される電池のコストは結構高くてもいいので

はないかというような気もしていて、その辺をうまく考えてやらないと、ハードの組み

合わせでいいのはできたのだけれども、最終的に30分しかもたないから使えませんとか、

そういう話になったらつまらないのではないかと思うので、ぜひその辺も考えていただ

きたいと思っております。 

 以上です。 

○平澤委員長 

 追加で何かありますか。よろしいでしょうか。では、後半の３人の先生方に対して。 

○説明者（産業機械課長） 

 ありがとうございます。吉本先生、あるいは今、太田先生のコメントにもございまし
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たけれども、当然、これは現場投入して使っていくという前提で考えておりますので、

少なくともその範囲で、後のメンテナンスとか、バッテリーがもたないから使えないと

か、そのようなことがないように、このプロジェクトの中でしっかりやっていきたいと

思います。 

 一方で、確かにここの問題に書いてありますように、この１年のプロジェクトであり

とあらゆる問題がすべて解決できるとは思っておりません。さらに長期的に取り組まな

ければいけない課題というのも出てこようかと思っております。これは、まず緊急性が

高いということで、今回補正の事業でお願いしているところでございますが、さらに腰

を据えて何かということについては、先ほど申し上げた関係省庁との会議等も通じまし

て、問題点にしっかりチャレンジしていきたいと思っております。 

 ロボット技術はこれまで何をやってきて、どういうところが強みだとかというところ

もはっきり書くべきということについては検討させていただきたいと思います。 

 10億円の執行に関してでございますが、基本的にはこういった技術課題について開発

をしてほしいということで、ＮＥＤＯから公募をする形でプロジェクトの提案を募って、

その中で適切なものを採択していく。採択されたプロジェクトに応じて必要な資金をＮ

ＥＤＯから委託費として交付するという流れになってまいります。したがって、今この

段階で、我々としてはこのようなロボットをお願いしたいということでお示しして、そ

れに対する提案をちょうだいするという形で進めてまいりたいと思っております。 

 お答えしていないポイントがあるかもしれませんが。 

○平澤委員長 

 ありがとうございました。今、ひとあたりコメント等があった後、私なりのまとめを

してみたいと思うのですが、まずは、今回の10億円というのは補正予算としての緊急対

応用のものだということを明確にした方がいいだろう。ですから、先生方からやや長期

的な観点等も示されたわけですけれども、それは枠組みとして置いておくとしても、と

にかく何を今年度中に投入するのかというところをもう少し明確にされる方がいいので

はないか。 

 今まで現場でどのようなロボットが欲しいというようなことは、それぞれ言われたこ

と思います。それからまた、現場の状況も当初に比べれば随分分かってきたわけです。

ですから、仕様とまでは言わないかもしれないけれども、公募するならやはり具体的な

スペックに近い形で公募しないと、１年間で実際に使えるものはできっこないと思いま

す。 

 ですから、何種類か対象となるロボットがあると思いますけれども、それをもっと明

確に示して、しかも要素技術を組み合わせるような段階ではなくて、これを使える形と

して何度か試作を繰り返すことが必要になるはずです。ですから、試作品を作りました

で終わる従来の開発物とは全く違うのだという認識をお持ちになるべきだろうと思いま

す。 
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 このことと開発の体制とがマッチしていないといけなくて、従来の開発物の体制では

なくて、強調されておられたように、実践的で実用的なものを１年間で現場に投入する。

そのためには、先ほどらいありますように、ロボット開発の特徴として、使える形のも

のというのは何度か開発を繰り返さないと実態に合わないだろうと思うのです。こうい

うことができるような形での体制を是非お考えいただきたい。 

 それで、私は今回のような緊急の課題で、目的も明確に絞られているようなものにつ

いては、それに適した組み合わせ、幾つかの企業なら幾つかの企業の組み合わせとか、

エキスパートの研究者を中心に据えるとか、こういうことはある程度計画的に対応すべ

きではないかと思うのです。その場合に、悪くいえば談合ではないかとかなんとかとい

う話につながりかねないわけなので、説明責任をどういう形で担保するのか。これはや

はり、ある種計画的に体制をつくり、つくったプロセスにしろ、つくった形がオールジ

ャパンでベストなのだということが分かるような説明をすれば、それはそれなりの意味

を十分もつのではないかと思うのです。 

 もし公募するとすれば、それでまた１ヵ月ぐらいは時間ロスになるわけですし、とに

かく迅速に、しかも現場に投入できるような実用的なものまで作り上げる。これは従来

とは違う開発物だとお考えになって体制、ターゲット等もつくり込まれてよろしいので

はないかと思っております。 

 今のことが最も重要な話ではないかと思うわけですが、今回、１年間で使えるものを

作ったという経験を生かして、諸先生からいろいろ出てきたやや長期的な、経済性をも

う少し追求するとか、国際的に展開できるタイプにしていくとか、そのようなことはそ

の後でまたお考えになればいいのではないかと思います。 

 先生方から、さらに何かありますか。では、小林先生と大島先生から。 

○小林委員 

 将来の市場規模のことについてお聞きしたいのですけれども、補足資料１にロボット

は 7,000億円産業から2020年には３兆円、2035年には10兆円産業になるとなっています。

これはどういう根拠といいますか、どのように考えればよろしいですか。 

○説明者（産業機械課長） 

 今、手元に細かいデータを持ってきておりませんが、それぞれのレイヤーごとに今後

どの程度伸びていくか。一番かたいのは産業用ロボットのところでございまして、これ

はもう既に相当実績がありますので、今後、例えば新興国などに入っていく。ある程度、

経済成長と生産量というようなものを変数を使って推計して積み重ねていったものです。 

 介護とか福祉のところは、今、市場規模がほぼゼロなもので、ここはやや期待も含め

たということで、今後、高齢者市場がこのぐらいになっていくだろう、そのうち無人化、

省力化というニーズで代替すべきところが何％ぐらいあるのではないかということで、

正直申し上げて、やや置きの数字で推計したものでございます。 

○小林委員 
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 私も以前、この市場の計算では介護と福祉をロボットがかなり代替できるのではない

かという議論があるとお聞きしています。しかし、１つコメントを申し上げたいのは、

２番目の公共・防災分野のところがある程度市場を引っ張っていくようなものになって

いくといいということが、今回のこれを機会に、我が国だけではなくて、先ほど国際的

展開という議論がありましたけれども、輸出産業にするということも含めて考えていた

だければいいと思います。 

○平澤委員長 

 大島先生。 

○大島委員 

プロジェクトの名前が研究開発となっていますが、１年と緊急性が非常に高く、すぐ

に実現可能なものに対してのプロジェクトであり、公募され、また３次の補正予算とい

うことなので、お話を聞くとわかりますが、題名を変更したほうが良いように思います。

研究開発ではなくて、もう少し緊急性が高いプロジェクト名を今後は少し考えられたほ

うがいいのではないかと思いました。 

○平澤委員長 

 そうですね。研究というよりも実用開発とか、もう少し緊急性をもった、補正予算に

見合ったような形になるならば、これは予算の区分のいろいろな難しい問題があるのだ

ろうと思うのですけれども、研究がついていないと配分がもらえないとか、多分そうい

うことがあるのではないかと思いますが、このあたりは。 

○説明者（産業機械課長） 

 ご指摘はごもっともだと思います。予算の技術的な区分として、一応、普通の調達で

はなくて、分類学で申し上げると研究開発に分類されるということでございまして、ご

指摘の趣旨はおっしゃるとおりだと思います。そこは分類学の問題ですので、少しご容

赦いただければと思います。 

○平澤委員長 

 全体に対して何かコメントとかご回答はありますか。 

○説明者（産業機械課長） 

 大変貴重なコメント、ありがとうございます。特に平澤委員長からオールジャパンの

体制をということでご指摘がございました。おっしゃるとおりだと思います。公募とい

う形をとりますけれども、そこの透明性はしっかり確保してまいりますが、ここがとっ

たからほかの人には全く手をかさないということでは、せっかくの積み重ねが生きてま

いりませんので、公募の結果、どうなるにせよ、オールジャパンの知見を結集して物を

作っていく。それで１年で成果を出すという形をしっかりとってまいりたい。そこは、

こういう言い方をするとあれですが、抜かりなくやらせていただきたいと思っておりま

す。 

 さらに、今後の展開ということについても、我々、このプロジェクトを進めながらし
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っかり検討してまいりたいと思っております。特に運用のところについて幾つかご指摘

がございました。今回も福島の原発で使えているものは使えているのです。例えば、瓦

れきを処理する無人化のものは日本の技術ですけれども、これは普段から使っていたと

いうところがありまして、そういう教訓を十分生かしてしっかり取り組んでまいりたい

と思います。いろいろご指摘、本当にありがとうございました。 

○平澤委員長 

 この件に関してはここまでにしたいと思いますが、先生方から強調されたようなポイ

ントをこの委員会のコメントとしてつけさせていただきたいと思います。今のご回答で

大体了解できているかと思っております。何か。 

○菊池委員 

 １つだけ、先生がおっしゃった緊急避難のファクターをもう少し強調なさるのであれ

ば、ここのどこかに入っているのかもしれませんけれども、いわゆる放射線の除染みた

いなものまで幅広目に入れたほうが、良いのではと思います。 

○平澤委員長 

 作業ロボットとしてどういう作業をするということまで考えておられるか。 

○説明者（産業機械課長） 

 私、必ずしも専門家ではないのですけれども、除染作業といったとき、いろいろな場

所で、いろいろな形態の除染があり得て、今回開発するものも一定の箇所では当然利用

可能だと思っておりますが、幅広く除染一般についてこれでカバーするということとは

ちょっと違うような気がしております。ここに書いてある狭いところに入っていけると

か高いところで作業できるとか、こういう技術の中には当然、除染に活用可能という部

分もあると思いますので、文章表現等はまたご相談させていただきたいと思います。 

○菊池委員 

 その程度で。 

○平澤委員長 

 それでは、この議題はこれで審議を終わりということにいたします。どうもありがと

うございました。 

 時間がちょっとオーバーしましたが、次は議題２であります。前回も議論いたしまし

たが、その続きということであります。新たな国家プロジェクト制度、これは一枚紙で

補足資料３として、前回ご説明いただいた未来開拓研究、３つの課題を当面考えていく

ということのようでありますけれども、こういうものを具体的な対象としたときの評価

のあり方についてということをさらに議論を深めていきたいと思っております。 

 議論を深めるために、今回は菊池先生から今までの多くの追跡評価のご経験をもとに

したコメントと申しましょうか、まずはご意見を賜りたいと思っております。よろしく

お願いします。 

○菊池委員 
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 それでは、手短に資料４に基づきましてご説明したいと思います。 

 最初のイントロのところにエクスキューズを入れましたが、こういう新たな国家プロ

ジェクト制度の創設という非常に大きな課題をみせつけられましたので、少し総花的に

なりました。そこのところはお許しください。ただ、今回フルセンテンスで資料を用意

させていただきましたので、ご理解は少し深められるかなと思うのと、事前に配付して

いただいておりますので、用語上の定義等が先生方とやや違うところもあると思います

ので、そこのところはお許しください。 

 きょうの話は、０．まず、はじめにというところで、私は気がついてみると今まで10

年ほどなのですけれども、追跡評価にかかわって経験した話を１番目に差し上げたい。

それに基づきながら新たな国家プロジェクトの創設に当たってということで、３つの問

題に焦点を当てながら、少し深掘りといいましょうか、掘り下げていきたいと思ってお

ります。そこが３ページ目からになっております。 

 まずは、１ページ、２ページ目のところを中心に、もう既に長い間、評価小委員会の

中でも追跡評価の話を先生方はご経験なさっておりますので、少し重複するところもあ

りますけれども、どのように考えているかを説明したいと思います。 

 1)これまでの骨格というのがあります。これは当然、追跡評価を基礎にして概括した

いと思うのですけれども、基本的にこの下の平成20年大綱的指針の追跡評価とはと書い

てあるところです。やはり私はＰＤＣＡサイクルのＡ、つまり改善の努力要請である。

そこはきちんとすべきところだと思っております。ただ、このままでいいのかというの

がこの後でお話ししたいところであります。 

 研究開発指針に基づいて、成果の活用状況の把握及び過去の評価の妥当性を検証する

こととなっております。実は、後でこの資料の中でご注意いただきたいのは、効果とい

う非常にあいまいな言葉の領域と、私たちが追跡評価の作業をするときに、特に意識し

たのは成果、または具体的にエビデンスとしてハンドリングできるだろうかというよう

なところを調べようと。また、そのハンドリングができない場合に、何らかの理論、ま

た何らかのモデルを使いながらどの程度推論できるのか。その推論の妥当性はあるのか

というような検証型の作業をする努力をしてきました。そういうことからすると、本来

は成果というのと効果というのはあいまいに使っていてもよろしいはずなのですけれど

も、少し意識してここでは使っております。 

 追跡評価という言葉なのでありますけれども、まどろっこしい話ですし、ここにいら

っしゃる方々は当然ご存じの範囲でありますが、政策評価法というところには明記して

おりません。したがって、気になるところは、法的根拠は不明なのでありまして、その

評価は法的拘束力がないものだと私たちは思っております。ただ、省令がありますので、

省令を根拠にした各省内の取り組みにはかなり差がありまして、そこの問題はあるのか

なと感じております。 

 外部評価者というスタイルをとっておりまして、外部評価者による評価というのは、
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施策自体をどうこうするという意味では、みずからが行わないという意味での不作為で

はないのですけれども、外部に任せるということ自体、やや過激な言葉かもしれません

が、無責任の状態もある可能性もあるということです。それは過去10年ぐらいの経験の

中で、自分自身が無責任ではないかと思うこともありましたので、そこも含めますと、

外部評価者による評価の限界があるのではないかと思っております。 

 ＭＥＴＩの場合には、追跡評価の対象は大規模予算、終了プロジェクトの中から選定

されてきます。今までの中で私自身が選定したものはありません。こういうものでいか

がかというものに対してやるというやり方をとってきています。そこの問題もあるかも

しれませんけれども、ちなみにということで実施仲介機関とさせていただきました。実

施機関とするのがいいだろうけれども、私の頭の中では仲介機関としてＮＥＤＯをとら

えておりますので、そのように考えますと、ＮＥＤＯの場合には現在、私が座長をして

おりますが、全件を対象にした評価を行っております。そういうことからすると、ＭＥ

ＴＩがすべてをやらなければいけないということではないと思います。 

 次に、段落を変えまして評価指針なのですけれども、概略がどうなっているかという

と、こうだと思います。評価者は外部、被評価者は推進課、事務局は技術評価室が行う

というような形になっています。そこのところでちょっと気になっているのが、内部評

価と外部評価のすり合わせがなされていません。これはあってもいいのかなと思ってい

るのですけれども、ありません。 

 それから、推進課の組織ミッションがあるのですけれども、組織ミッションがある程

度限定されていますので、連携する組織機能は弱くなっております。したがって、ここ

の下にそういうものがもう既にある、または外郭団体にそういう機能があるとか、独立

行政法人にそういう機能があるとか、○○機構というのがありますので、そこに機能が

移管されているというご意見もあるかと思うのですけれども、成果の普及促進管理機能

が弱いのかなと感じております。 

 あと、追跡評価に関しましては、どのようにおまとめしたほうがいいのかなと思った

のですけれども、ａ、ｂ、ｃ、ｄと分けさせていただきました。調査作業を行っており

ます。それから、評価作業。それから、手法上の特色はあるのかというので、幾つか挙

げさせていただきました。 

 調査作業は、ここに書いてありますいわゆるインパクト（アウトカム）を可視化しよ

うとしています。しかし、アウトカムに関しては平成17年の大綱では書かれていました

けれども、20年では明記されておりません。したがって、アウトカムはどうでもいいの

かなと感じております。 

  (2)プロジェクト終了後の動向を整理して把握する。取り詰めると説明責任を含めた

責任主体を明確にするという意味だと感じておりますけれども、ここら辺、成果でいく

のか効果でいくのかというところに関して、成果で追いかけますと、やはり責任主体の

不明確さ、あいまいさがかなり出てくると思います。そこも注意しなくてはいけない点
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だと。やっている作業は (1)と (2)の２つ、大別しますとそれだけであります。 

 それに対して、その調査を踏まえて評価ですけれども、３つほどあります。これは客

観性の確保とか一貫性の確保、透明性の確保、へ理屈をいえばこの３つだと思っており

ます。仕分け項目がありますので、それに基づいて評価する。それから、仕分け以外の

特殊項目、特殊な分野があればこちらで設定して入れ込むということをしております。 

 調査内容につきましては、事実確認、それから追加調査をするということは実際にや

っております。したがって、事実確認をする背景は、先ほどいいましたように直接の成

果、波及成果という言葉は後でも使いますけれども、波及して生じた成果の事実確認を

する。意外と記録上で事実誤認がなされている事例をたくさんみかけます。そういう意

味でも、事実確認をしながら追加的な調査も行うということをしております。 

  (3)は記名式の評価コメントです。先ほどいいましたように無責任の状態を避けると

いうことで、各委員の先生方に記名で書いていただいております。記名で書けない場合、

または関係する外部からのご意見等々があった場合には、当然のこと、事実を確認しな

がら、座長名でその問題点を指摘するということをしておりまして、そういう意味での

透明性を確保しようとはしています。また、ある意味では責任ある立場をとるというこ

とにしております。 

 手法上の特色はたくさんあるのですけれども、みていただければわかりますように、

直接成果の波及成果がどういう関係にあるかを検証していくというやり方をとっており

ます。ここで私が使っている波及成果というのは与益の創成と考えておりまして、与益

というのは、だれかに与えるという意味でありまして、例えば私の専門領域であります

知的財産であれば、知的財産となる特定財産がだれかに与えられてくる。それでもって

利益を生み出す。または、何らかの形で使えるというような意味だと考えておりますの

で、あえて与益と書かせていただきました。これは、アウトカムと書いてもよろしいの

ですけれども、先ほどいいましたように、20年大綱以降、アウトカムは書いてありませ

んので、アウトカムは使わないとすると与益という言葉を使わせていただいております。 

 ただし、技術評価指針ではこのような考え方は使われておりませんので、ＭＥＴＩで

やっている追跡評価では、ここのところを委員会の冒頭に確認いたしまして、そのもと

で調査を進め、評価をするというコンセンサスを得るようにしております。 

 ただし、ここら辺のところは、一般的には波及効果とか副次的効果という言葉があり

まして、ここを検証可能な証拠である波及成果までどのように落とし込むのかというと

ころがなかなか難しい作業でありまして、調査は数ヵ月どころではなくて１年近くかか

る場合もありますので、委員会としては２、３回で終わってしまう。ただ、委員会以外

の委員同士での議論は頻度がかなり高くあります。 

 手法の (2)現在の視点からというのが手法上の特徴かと思います。これは反復性、ま

たは非反復性を確保しようということで、過去からの評価ではなくて、現在の視点から

というのが特徴の１つだと思います。 
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  (3)なかりせば（But for test）はなるべくやるようにしております。 

 ｄに至る２ページ目の一番上のところに、今後の施策に対する改善の提案をしており

ます。当然のこと、これは最初に述べましたように、改善の努力要請であります。した

がって、改善してくださいということではなくて、改善の努力をなさったらどうですか

というのが的確な表現でありますので、そこに関しましては改善の提案をしてきており

ます。 

 評価指標はいろいろあります。定性的なもの、定量的なもの、とれる範囲でなのです

けれども、一応このような (1)から (4)まで用意しております。こういうものをもう少

し体系的かつこういうことを研究なさっている先生方とのすり合わせも今後必要なので

はないかと感じておりますけれども、一応このような指標を用意して対応しております。 

 2)、3)に入ります。過去の経験、10年ちょっと超えましたけれども、ここに羅列しま

したように、1980年以降、最近まで、カウントしてみましたら 4,987億円対象の追跡評

価を行ってきたようであります。ここに書いてありますように、例えばというので、大

型省エネルギー関係の燐酸、ガスタービン関係とか、ずっとみていただきますとわかる

と思います。 

 その中で、前々回といいましょうか、昨年の小委員会でもお話ししました、下のほう

にある太陽光発電のニューサンシャイン関係が 1,856億円ぐらいになりまして、かつ周

辺のところまで入れますと 2,000億円を超えますので、かなり大きなプロジェクトとい

うよりも、これはプログラム的な大きな施策でありましたし、周辺までいろいろなこと

を考えた上での単なる研究開発のレベルではありませんでしたので、こういうものも含

まれております。 

 そういう中で感じたことを雑駁に申し上げさせていただきたいのですけれども、共通

項としてあり得るのがａ、ｂ、ｃ、３つあります。 

 国家プロジェクトの設計図が、実は10年ぐらい前のときにみえなかったのです。多分、

自分自身というか、我々かかわる人たちが追跡評価になれていなかったということもあ

るのでしょうけれども、とにかくプロジェクトがどういう設計になっているのかがみえ

なかった。最近はかなり意識なされているところもありまして、事前評価、中間評価、

事後評価というシステムが動き出したゆえだと思うのですけれども、設計図がみえるよ

うな事例が多くなってきております。 

 ただ、この間もちょっとお話ししましたように、リニアモデルが多いのです。ただ、

ここに書きました太陽光発電などは複合モデルになっておりますので、そういう設計図

をつくる段階で、どういう設計思想といいましょうか、もう少し専門的な領域の先生方

は日本の中にもたくさんいらっしゃるでしょうし、世界じゅうにもいらっしゃるでしょ

うから、そういう方たちと議論する必要はあるのではないかという感じはしております。 

 ｂは、ちょっと言い過ぎかなと思うのですけれども、実際そうでした。プレス広報用

のアドバタイズというようなもののＡという意識でありました。これは国民のための説
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明責任というところが強調されたがゆえにだと思うのですけれども、そこの問題点があ

るのかなと。だから、徐々にＰＤＣＡのインプルーブメントに向けたアクションという

方向に変わりつつあるのだろうと思っています。ただ、10年もかけてこんなのろのろし

ていいのかというご批判はあると思います。 

 ｃにつきましては、このニーズがくせ者でありまして、若干、戦略支援に傾いており

ますけれども、最終的には民間の企業がビジネスを展開するという意味では行政不介入

という考え方があるのだと思うのですが、ここが非常に難しい仕分けであります。当然

のこと、研究開発をしていますので、シーズがありますので、シーズに基づいたニーズ

が基本とはいえ、国民不在のニーズが結構多くて、ここら辺のところがやや困ったとい

うところ。それから、シナリオの再編成は余りされていませんで、したがって、技術ロ

ードマップの戦略活用もなされないというところが気になっておりました。 

 ただし、2000年を超えてからの追跡評価の対象になっているところは、やはりここら

辺の研究開発のマネジメントの側面も強化されてきておりますので、これはやや過去の

ものになりつつあるのかなと感じております。 

 3)国家プロジェクトの中で多い事例なのでありますけれども、蓄積として分野の特徴

とかいろいろな事例、課題上の特徴がありますので、共通項目というのはなかなか出し

にくいのですが、私たちが経験した中でいきますと、ａからｆまで６項目挙げてみまし

た。 

 まず１つ、大企業は出てきます。ただし、中小企業の役割は全くみえません。確かに

部分的には波及成果の中でみえてくることがあるのですけれども、これは中小企業庁で

やっているからということになるのかもしれませんが、なかなかみえてこないというと

ころがあります。当然、大企業に頑張っていただいてということであるのだと思うので

すけれども、研究開発能力の問題もあるのかもしれません。そういう事例が多い。 

 ｂ、国際競争条件の変化を想定しない事例がほとんどではありませんけれども、かな

り多いです。 

 ｃ、組織プレーよりも個人プレーが目立つ事例があります。これはどうしてもヒアリ

ングに頼るということがありますので、組織力を余り強調なさらない、ヒアリングとい

う手法上の問題かもしれません。ただ、個人プレー、またはあの人がいたからという問

題もあるのではないかと思います。 

 ｄは、選定された対象がそういうことであったからかもしれないのですけれども、国

家プロジェクトが牽引力になった事例は多い。 

 ｅのところは、我々のような素人でも成果がすごいと思うのですけれども、専門家だ

けが知っていて、ほかの人たちは余り知らないという事例が非常に多いです。 

 ｆは、推進課の仕事はみえるのですけれども、主管課とか査定課の仕事だろうという

ものに直面したことは皆無です。これは必要ないということの１つだと思いますし、先

ほどいいました法的な拘束力はありませんので、そういうところとはおつき合いがない
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のだと思いますけれども、このようなものが特徴であると思っています。 

 そこで、どういう問題点を指摘したいかというと、今回、幾つかの資料、前回配られ

た資料以外にどういうことを考えられていたか、それから小委員会がどのように考えて

いたかというのをみせていただきながら、感じた点だけつくってみました。 

 まず、制度設計のロジックであります。どういう設計をしているのかというのは非常

に気になりますので、これは古い、旧態であるというのはご批判になってしまうかもし

れませんけれども、もう少し新たな考え方をしてもいいのではないか。 

 過去、日の丸プロジェクトはたくさんありました。ただ、同じように村システムにな

ってしまっているのではないか。そういうことからすると、もっと大きなことを考えれ

ばいいというわけではないのですけれども、ここに書いたようなメガシステムを考えて

いただいたらいかがでしょうかというような意味で、設計する段階のロジックをもう少

し考えたらいいだろう。 

 それは当然のこと、先ほどもございましたように、予算請求上の制約があってこの言

葉を入れなければいけないとか、システムということはあるのだけれども、結局のとこ

ろは、技術といってもそこまでは考えられていない。むしろ次の段階として別なシステ

ムを設計して予算を請求していくのだというようなテクニックの問題もあるのかもしれ

ませんけれども、先ほど我々がみたところでも、実は羅列されていた 5,000億円相当の

中でも上手に名前を変えていっているのです。技術と称したりシステムと称したり、い

ろいろなことを工夫しながらやっているのです。ですので、もう少し大きな発想といい

ましょうか、ここでメガシステムといっていますけれども、そういうものを入れてもい

いのではないか。 

 2)は、青臭い話でありますけれども、技術と制度ルネサンス的な、超越してほしいと

思うのですが、そういうものが余りみられません。それなりの押さえどころで新たな国

家プロジェクト制度を創設するということなのだろうと思いますけれども、もう少し冒

険してもいいのではないかという感じはしました。 

 3)リーダーの顔がみえません。なぜかというと、ＣＥＯとかＣＴＯとかＣＦＯの編成

がなされておりませんので、全くみえません。本来でしたらこういうプロジェクトにＣ

ＥＯ、ＣＴＯ、ＣＦＯを置かれたらいいと思いますけれども、そういう発想がないのか

もしれません。したがって、On-going evaluation体制は稼働しないだろうと感じてお

ります。 

 4)相変わらず受益主義。与益といったのはアウトカムでありますけれども、アウトカ

ムという言葉を使えなさそうなので与益という言葉に直して書いておりますが、与益主

義が明確ではありません。したがって、波及成果を重視するところに方向転換してはい

かがかと思うのですけれども、施策の主眼が波及成果であったとしても、どこかの直接

成果として考えればいいので、波及成果に関する施策の視点は不要であるということで

あれば今までのとおりでいいのではないかと思います。4)につきましては、選択するか
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選択しないかの政策上の視座の話でありますので、アドリブのようにつけました。 

 ２番目であります。過去の教訓に学ぶ点についても、もう少しあってもいいのではな

いかと感じております。実は事業化という言葉が使われてきておりまして、事業化まで

の道筋と書かれております。今まで我々が追跡でみたのは、事業化もありますけれども、

実用化ということがありました。実用化という言葉からみれば、事業化は一歩進んでお

ります。しかしながら、皆さんもご存じのように、事業化というのは企業経営判断の相

対的な基準にすぎませんので、ここは事業化というところまで一歩、国家プロジェクト

が入るのであれば、やはり客観的な基準要件を定めるべきかなと感じております。 

 もう１つ、大学の積極的関与というものが書かれておりまして、これは私は幻想かな

と。これは大学にいる者かつ、ある程度の責任をもっている者がこういうことを公開の

場でいうことは不謹慎者といわれそうなのですけれども、大学というのは非常におもし

ろい組織母体になっておりまして、研究と教育と管理の案分が不明確な状態でうまく動

かすというところがあります。ただ、現実には教管案分ということは重々承知の上でや

るのですけれども、そういうことからすると、大学にどのような形で協力要請をするの

か。ここで想定されているところは、当然、独立行政法人とか国立大学とか、そういう

ところを想定なさっていると思うのですけれども、その中にいらっしゃる外部専門家と

いった場合に、個人プレーは可能でも組織プレーまで担えるかがちょっと不明だなとい

う感じはします。それから、ＭＩＴＩとＭＥＸＴの連携にかかわるアウトカムがみえて

こないというのは、もう少しあってもしかるべきかなという感じはしました。 

 3)実施主体の連合をつくるというので、強者でつくっていくのだろうと思うのです。

これがなかなか難しいので、我々の今までの追跡の中では、そういうプロジェクトに参

加しなかった者とか、または参加したのであるけれども、サポートしたとか、そういう

ものまで含めていくと、もう少し違う連合を組む必要もあるのではないかと思っており

ます。その考え方の１つに、下にまどろっこしい、いろいろなサプライチェーンの話を

書きましたけれども、ある意味では飛行可能な状態までの成果を求めて事業化へ結びつ

けていくということであるとすれば、過去の実施主体の強者連合だけでは難しいのでは

ないかという感じはしております。 

 先ほどあったリーダーなのですけれども、リーダー自体、ＣＴＯとかＣＦＯとかＣＥ

Ｏというのがありませんので、個別なのでしょうが、そのリーダーをサポートするシス

テムが余りないのではないかという感じはしています。 

 ニーズに関しましては私の個人的な思いでありますので、一読ください。 

 6)は、物的サプライチェーンと知的サプライチェーンと書かせていただきました。予

算がどうしても過去から、技術的とはいえ最終的な人件費と物件費だけの世界に落ち込

んでくる。これからは、できれば知的サプライチェーン、特にノウハウとか、先ほどチ

ューニングの話をしましたけれども、ほとんどノウハウの塊なわけでありまして、こう

いうものにもお金が出せる措置がつけられるということも必要なのではないかと感じて
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おります。 

 7)は、ご存じのようにＩＳＯ 26000までもターゲットにすべきなのであって、したが

って 10000台から 26000台までも包括してやってほしいというのが、これは経済産業省

の戦略的にどう考えるかでありますけれども、やはり技術といったときの領域設定は 1

0000台から 26000台までも意識してほしいという意味で7)があります。 

 8)は、お考えになっていることからすると、アーリーステージをアプローチしなけれ

ばいけないのですけれども、どうもこの場合でいくと、アーリーステージのアーリース

テージみたいなものを考えざるを得ないのではないかという感じがしますので、事前評

価プラス予備評価まで含める必要もあるのかもしれません。そういう視点であります。

この点につきましては、３番目の次のところでもお話しします。 

 評価はＰＤＣＡサイクルのＡ、つまり改善の要求というところに至ると思います。こ

れは今後どういう評価体制をとるかということにもなるでしょうから、かなり無責任な

提言であると思っていただければ幸いであります。一応、今のところ外部評価を厳格に

実施し、現状の変化に応じてプロジェクト内容を柔軟に見直す仕組みを導入することと

いうのが今後ありたい評価のキーワードとなっております。 

 これを考えましたときに、ａ、ｂ、ｃとありますように、査定とか監査というのは非

常に嫌な言葉でありますけれども、余りにも管理体制という形で、また、今、私がいっ

ているようなけちをつけるというような意味ではなくて、もう少し評価に基づいて改善

が行われて、よりよいものができ上がってくるという意味でのＰＤＣＡの循環型推進チ

ームを編成することができるとすれば、そういう何らかの権限があってしかるべきかな

という感じがしています。ただ、司令塔であるというような頭からトップダウンという

のは評価にはなじまないのではないかという感じはしておりますけれども、そういう問

題がある。 

 評価能力なのでありますけれども、この評価能力をいかに確保していくか。10年ほど

追跡評価をやっている中で、ＭＥＴＩの担当の方も何度もおかわりになりまして、これ

は人事異動等の関係があるので仕方ないと思いますけれども、当然、調査は外部のシン

クタンク等々がありますが、やはりそこもかわりますので、何らかの専門職を育成する

機会があればと思っております。 

 これはアドリブかもしれませんけれども、見直し、中断という適正手続も補てんした

上で、評価に対する改善の要請に対して、明確に議論していくという立場が必要かなと

思っています。 

 2)過去の教訓に学ぶは、勉強会では維新は起きないというのは消したほうがいいのか

もしれませんけれども、できましたら成果管理調整官のような方がいらっしゃると――

もう既にそういう機能はあるのだということであれば、ここのところはコメントにとど

めたいと思いますけれども、そういう専門的な総合職の方がいらっしゃるといいと感じ

ております。 
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 教訓をデータベース化するということは、ＮＥＤＯは今やっております。ＭＥＴＩに

関しても全部ではないのですけれども、一応ＰＤＦのような形で検索はできるのですが、

そのプロセスはほとんどデータ化されていませんので、もう少し何かの方法でデータ化

しておいたほうがいいのかなと感じております。 

 ｂでありますけれども、時間が迫ってきましたので急ぎます。開示情報と秘密情報を

仕分けたほうがいいだろう。この場合、企業側からすると不正競争防止法上の営業秘密

の三要件上の問題としてきます。ただ、秘密情報をどのように共有するかということは、

もう少し何らかの形で明確にしておかなくては難しいのかなという感じは追跡のときに

感じております。 

 ｃです。評価のところで、なかなか人材が育成できませんので、もし可能であれば、

将来、プログラムオフィサーとかプロジェクトリーダーになられるような候補者が評価

のインターンシップのような形で参画なされる。追跡評価、または評価に何らかの形で

参加なされると、現場を知るという意味ではいいのかなと感じております。 

 3)評価結果の確実な反映というので、これはステージゲートを設定すればいいという

ことになると思うのですけれども、幾つか問題があると思います。アウトカムストラク

チャリングはここに書いただけでありますので、みておいてください。 

 むしろ、アーリーステージのアーリーステージ、つまり企画、立案時――現在、事前

評価をこういう形でやっておりますけれども、やはりなかなか難しいという感じがして

おりますので、さらにアーリーステージに突っ込めばいいということになってくると、

どこの段階から評価という発想を入れたらいいかというと、むしろ外部評価よりは内部

の方たちがそういう考え方をもって立案なさればいいのではないかと思いますので、こ

このところは外部評価という意味ではありません。いわゆる組織改善をなさっていただ

きたいという意味であります。 

 最後でありますけれども、4)外部組織によるモニタリングは必要かなと思います。た

だし、これは今もお話ししてきましたように、評価のための評価コストが非常に増加し

ます。ここまでの指摘を改善としてやりますと、プロジェクトのコスト負担がかなり高

くなると思います。ですので、できれば負担基準をなるべく変えていくという意味でも

波及成果というものを明確にハンドリングする必要があるのではないかと思っておりま

す。 

 一部評価機能に関しましては、適切なアウトソーシング、またはインソーシングもす

べきであると思いますけれども、アウトソーシングとしては、これがいいのかどうかわ

かりません。例えばという意味で、認証方式を使ってみたらどうですかというような意

味でのアウトソーシング、または一部、科学技術会議でも議論されていましたけれども、

立ち消えになったアメリカのアミカス・ブリーフのような制度をうまく利用してもいい

のかなと思っております。そのようなアウトソーシングのやり方をもう少し工夫された

ほうが評価という意味からするといいのかなと。 
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 もう１つ、一番最後は個人的な考え方でありますけれども、ソリューション型のクリ

ニック機能をもった者をインソーシングとして、内部評価のスタイルとしてチームを編

成する。これは、私がたまたま自分の学校法人の中で、ソリューションといいましょう

か、ＰＤＣＡがうまく動くように、みんなが健康になりましょうということをやり始め

て８年目になりましたけれども、トップダウン方式ではありませんので、本当にボトム

からヘドロの中を歩くようなことからやっております。８年もやると皆さんわかってき

たようでして、やはりソリューション型のクリニック機能を入れていくということがＰ

ＤＣＡの中におけるＡといいましょうか、改善という意味での機能を達成するにはいい

方法なのではないかと感じております。 

 ２、３分、時間をオーバーしましたけれども、以上であります。 

○平澤委員長 

 どうもありがとうございました。40分ほど予定の時間が残っておりますので、前回の

議論も含めてさらに議論を深めたいと思います。もう一度、補足資料３、未来開拓研究

で３つの課題があり、こういうものに対しての評価制度を構築していくといいましょう

か、整備していくことを目標にしながら考えていきたいと思っています。 

 先生方から、まずは今の菊池先生のお話に対するご質問等がありましたらばお伺いし

たいと思います。いかがでしょうか。あるいは、原局、原課の陪席しておられる方から

もご質問等があったらば挙手していただければと思います。では、小林先生、それから

鈴木先生。 

○小林委員 

 なかなかするどくて精密な分析、ありがとうございます。 

 私のご質問は、10年を超える追跡評価をやってこられて、かなり初期に行われたプロ

ジェクトと2000年以降とで、随分、プロジェクトのつくり込み方とかやり方とか、その

あたりもかなり変化が来ているような気はするのです。先ほど少し変化が出てきている

ようなお話がありましたけれども、特に戦略性が少し出てきているようなお話もあった

ので、そのあたりをもう少し詳しくお聞きしたいというのが１点目。 

 ２つ目は、企業の方の評価になったのだろうと思いますけれども、国家プロジェクト

が牽引力になった事例が多いというのがございました。ここの事例みたいなものがあっ

たら少し教えていただきたいと思っています。 

 以上です。 

○鈴木委員 

 幾つかあるのですけれども、まず菊池先生が指摘されているように、追跡評価につい

ては、アクションになかなか結びつかないというのは私も非常に問題だと思っていまし

て、ともすればアドバタイズ、またアカウンタビリティーのための、これだけできまし

た、これだけ効果がありましたという話で終わってしまうということだと思うのです。 

 やはりアクションに結びつけるというか、例えば追跡評価についてのアクションはど
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ういうものがあるかというのを考えると、菊池先生はアウトカムストラクチャリングと

かという言葉を使っていらっしゃいますけれども、最初にその位置づけとしてどういう

成果がこういう役に立って、その後こうなるだろうというロジックモデルをつくると思

うのですが、当初想定したものが本当に正しかったのかというものの見直しという意味

でのアクションが１つあり得ると思います。 

 もう１つは、菊池先生は余り書かれていないのですけれども、プロジェクトのフォー

メーションをつくるときに、その委託者なり実施者の体制をどうつくるかという選定手

法というか、プロジェクトフォーメーションが正しかったのかという反省を踏まえての

手法の改善というアクションがあり得ると思います。 

 もう１つは、菊池先生はアウトカムのところは政策不介入ということをおっしゃって

いましたけれども、私はこういう国家プロジェクトをやるような領域というのは市場が

ちゃんと機能しない領域も多いと思うので、そういう意味では研究開発が終わった後の

政策的な支援が実際にアウトカムを生むまでに十分だったかどうかという反省を踏まえ

ての政策的支援、継続性の改善というのもあり得ると思います。 

 私が一番重要だと思っているのは、最初の目標設定のところがどうだったのかという

のをちゃんと考えたほうがいいと思うのです。例えば、経済学の言葉でいうと、消費者

余剰とか生産者余剰とかという言葉がありますけれども、それは分野によって違うと思

うのですが、どのぐらいそういうものが見込めたら国家プロジェクトとしてやるべきか

というような考えとか、公共経済学的な知見の応用、もちろんそれだけではなくて、雇

用がどのぐらい読めるかとか、国内企業、海外企業の関与がどうかとか、企業に継続的

なインセンティブが生まれるのかとか、そういうところまで含めてプロジェクトは考え

られるべきだと思っていまして、そういう説明をちゃんと、プロダクトの開発なのかプ

ロセスの開発なのかというのも含めて検討されるべきだと考えています。 

○平澤委員長 

 そのほかにもしあれば。よろしいでしょうか。――では、とりあえず今の段階での。 

○菊池委員 

 まず、鈴木先生のご指摘からです。私は全く違和感もなく、かつ鈴木先生のご指摘、

そのとおりであります。かつプロジェクト実施のフォーメーションに関して、私がもう

１つ項目を書くべきでした。たくさん書いていたので忘れたというのに近いのですけれ

ども、先ほどあったＣＦＯとかＣＴＯとか、そこら辺のところが何らかの選定をするだ

ろうと思っていたのですが、実際の追跡のときにもこのプロジェクト実施のフォーメー

ションについての是非も評価しておりますので、１つ指摘しておきます。 

 アウトカムストラクチャリングは余り説明しませんでした。実は鈴木先生にいってい

ただいて助かりました。事前に国家プロジェクトである領域というのはやはり明確にし

ておいたほうがいいと思うので、単に今の段階のレベルでのアウトカムのレベルではな

くて、明確にストラクチャリングしたものに対して一度チェックしながら、またはその
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途中でシナリオを変えたり修正していくはずですので、そこのところはあってもしかる

べきかなという感じはしております。そのほかにつきましては全く違和感がありません

ので、ご指摘のとおりだと思っております。 

 小林先生からいただいた点に関しては、80年代ぐらいのところから私のパソコンにフ

ァイルがあったものですから読み直してみたのですけれども、膨大な資料でして、その

中でざっと時系列を追っていくと、やはり今ご指摘がありましたように、2000年の死の

谷といわれて騒がれた前後のあたりから変わりつつある。研究開発のプロジェクトマネ

ジメントが明確になってきたといえます。 

 追跡評価とか大綱指針とかが明確になってきたがゆえに、この評価小委員会の役割が

機能しているのではないかと思うのです。時系列的に分析してみる限りでは、プロジェ

クトを企画、立案される方たちが、いわゆるアウトカムを理解なされ、その書き方や文

体が変えたのかもしれません。 

 なお、追跡評価の追跡評価はやっておりませんでしたので、今回、いい機会だと思っ

たので、非常に古い高効率ガスタービンとか水総合再生利用システムとか、先ほどあり

ました三次元回路素子とかアトムとか、ちょっと古目のところ、それから分散型の電池

電力貯蔵のあたりぐらいまで、ＡＳＥＴは最近になってきますが、追跡評価の評価をし

てみました。やはり評価に影響する要因は制度環境が変わってきたことです。 

 それから、もう一つの要因が、国際的環境条件の変化です。評価が使い物にならない

ほどの変化もある。数千億円がそれによって消えてしまったなどいう説明もある。当然

のこと、成果を求める研究開発ではなくて、税金を使ったことによる政府調達であると

考えれば、所定の経済的な乗数効果はありますので、無駄ではないのです。ただ、資金

の適切かつ効率的な活用がなされているかの評価の客観性は曖昧になりやすいのです。

 もう一つ、追跡評価を見直すと、競争理念というか、競争させる側面が余り検討され

ていないのです。サンシャイン・プロジェクトなど幾つかのところでは競争原理を使っ

た研究が行われていましたが、その点の追跡評価が不十分であった。競争システムの検

討が必要であると考える。 

それから、計画期間内の予定どおりでしたというのが多い。期間が短縮されたケース

はこの 5,000億円のかたまりの中でなかったです。したがって、予定どおりにやるので

す。我々の感覚からすると、１年でやるところを半年でやったといったら表彰ものでし

て、また別なことをやれという話になるのですけれども、時間の使い方に関しては設計

変更がされないのかもしれません。 

 後継プロジェクトが発生しなかったというものは幾つかあります。それは中間評価と

いうよりも事後評価の効果があって起案されなかった。2000年以降は、中間評価、最終

評価の効力が強くみられる。しかし、追跡評価では、最終評価が低いものでも、意外な

波及成果があったというものも散見される。税金が右肩上がりの古い時代は、後継プロ

ジェクトの立案も容易だったのかもしれませんが、追跡評価の対象は、1980年以降であ
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りますので、オイルショックが終わって、次なる変動期になって、それで90年代のバブ

ルが割れた、そういう時期からスタートしています。したがって、21世紀の次なる中長

期戦略の設計上、新たな国家プロジェクト制度を創設するのであれば、ぜひ追跡評価で

得られた知見や視点も少し考慮していただければと思っております。 

○平澤委員長 

 ありがとうございました。私から、議論を進める上で中間的なまとめをしてみたいと

思うのですが、まず第１は、研究開発よりも政策という観点から研究開発課題をみてい

くということです。 

 私自身、菊池先生のパラダイムとほとんど同じなのですが、政策を考えるときにはコ

ンテンツ、アクター、システム、この３つの要素を常に頭の中に入れるのです。先ほど

ご議論の中に出てきたように、ターゲットが明確でないのではないか。これはコンテン

ツにかかわる話です。それから、どういう体制でやるのかがよくみえない。これはアク

ターにかかわる話です。もう１つ、今、菊池先生の話の中で主に出てきたのは、実施し

ていくプロセスにかかわる話、これはやはりシステムと私は考えているのです。 

 こういう３つの要素を常に頭に置きながら政策課題を分析するわけですけれども、今

回の話題に関して考えてみますと、私は政策評価法の枠組み自身がかなりひずんでいる

のではないかと思っているのです。これは経済産業省だけではなくて、ほかの省庁で評

価をどのようにしているかという情報を集めて今分析しているところなのですけれども、

そういうことからみると、政策評価法では追跡的な観点は説明責任を全うするためとい

うようになっているのです。そうすると、過去の事象を把握すればそれで済むというこ

とになりまして、そのような追跡評価の体制をとっているところは、農水省、環境省、

文科省というようなことになりまして、本来は２番目のポイントであるアクション、見

直しをどうするかということにつながっていかないといけないわけです。それが政策評

価法では強調されていないために、本来、最も意味のある効果を生む部分が抜け落ちて

いるといいましょうか、そこまで実際には至っていないということが多いわけです。と

いうことが第１点と申しましょうか。 

 それで、第２点というのは、アクションにかかわる部分をどのようにつくり上げてい

ったらいいのかということになろうかと思います。経済産業省の場合は、2000年前後、

通産省の時代から特に大プロに関して追跡評価をおやりになったわけです。当初、特に

海外の評価の専門家に依頼して大プロについての追跡評価をやってもらうということを

おやりになったわけです。そこで指摘されていることに共通しているのは、今、菊池先

生も強調されたわけですが、アウトカムとインパクト、これは言葉をどのように定義す

るかということが非常に重要になってくるわけですけれども、アウトカムとインパクト

というものを追跡的に的確に把握する部分にかかわっています。 

 それで、これは科学技術的なアウトカム・インパクト、社会経済的なアウトカム・イ

ンパクト、政策的なアウトカム・インパクトと、大別すればそんなことになるのではな
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いかと思うわけです。したがって、対象となるプログラムの特性に応じて濃淡はあるわ

けですけれども、いずれにしても今の３つの領域はかかわってくるだろうと思っていま

す。 

 日本の場合、2000年になってから大プロに関して追跡評価を順次――2005年ぐらいか

らでしょうか、経産省は意識的にやり始めたわけですけれども、そこで科学技術的なア

ウトカム・インパクトの把握、ビブリオメトリックスとか、ある種の専門的な分析を必

要としているわけなのですが、それの前提としてデータを収集しておくという部分がな

いがために、５年ぐらいたってから掘り起こしてみても、なかなかその実態が把握しに

くいということになっているのではないかと思っています。 

 ですから、見直しをしていくという２番目の課題に関しての前提としては、担当課で

事後にもデータを収集しておく体制をつくるということが重要だろうと思っていまして、

ＮＥＤＯでは2003年からでしたか、そういう体制をつくって、ずっと悉皆的にやってい

るわけなので、経済産業省としても部分的には実現されているわけですが、ぜひここの

ところを評価されるといいのではないかと思います。 

 それと同時に、今、社会経済的な部分と政策的な部分、これも分析するときにはそれ

ぞれの専門性が必要になるわけなので、私は見直しを的確にやるためには、まず担当課

が一次的なデータを集積しておくということが必要であり、担当課の分析では専門性云

々から多分限界があるだろうと思いますので、その後で外部の専門的な組織に分析を依

頼する。メトリックスの部分をやってもらう。その結果をもとにして見直しのための意

思決定をする。これは再び担当課を含む省内のより高いレベルでそれを取り扱うという

ようなことになるのではないかと思うわけです。 

 というように、一次的な情報収集とメトリックスの部分、日本語でいえば調査の部分

と分析の部分を、評価を含めて意思決定するという体制をそれなりにかっちりしておく

ということが必要ではないかと思います。 

 今、２点まとめたわけですけれども、もう１つ、今度は追跡調査をしてみると、菊池

先生が今いろいろご指摘されたわけですが、対象によってコンテンツの達成度というの

でしょうか、出方に随分違いがあるわけです。それで、これはこの委員会でもたびたび

そういう議論をしたわけですけれども、私の経験でいえば、材料とデバイスというのは

最終的な成果物ではないわけです。それぞれ何かの目的に使われる材料であるとか、何

かのシステムに組み込まれるデバイスであるとかということになるわけで、そういう中

間的な対象の場合の成果の出方、あるいはその成果が役に立つかどうかというみきわめ

方が、ある程度実施してみないと的確なことがわからないのだけれども、少し実施する

と読めてくるわけです。読めてきた段階で方向性を変えるとか、どこかにシフトしてい

くとかということをしなくてはいけないわけですけれども、ここの部分の体制がどうも

余りできていないのではないかと思うわけです。 

 それから、システムの開発といったような場合には、システムにも幾つかの階層的な
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対象があり、それによってある程度の違いはあるかと思いますけれども、簡単なシステ

ムから考えれば、きょうの課題にあったような技術的なものを組み合わせて機械的なシ

ステムをつくるとか、稼働部分を含んで電子的にそれが制御されるメカトロ的な要素を

含んでいるとかという比較的ごろっとした対象ぐらいだとすれば、これは多くの場合、

役に立つシステムをつくろうというようにしてターゲットが設定されているわけだけれ

ども、試作を繰り返すということをしなくては使えるものにはならないわけです。しか

し、試作するというところまでで終わってしまうというのが圧倒的に多くて、それ以降

は企業に任せるといっても、市場が余り読めないとか云々というので、結局は扱えるも

のになってこないということが多いわけです。こういうところも特性に合わせた体制を

考えなければいけない部分だろう。 

 ３番目は、ソフトとかＩＣＴに関係した部分で、これも部分的な開発をやるわけです

けれども、それは結局、開発したものがより大きなネットワーク等に組み込まれないと

実用化されないわけです。組み込むためには最後までやってみないとわからないという

ジレンマが非常にあるわけなのですけれども、それほど大きなお金をかけないでやりな

がら周りに組み込んでいく。よくいわれるのは、技術生態学的な環境の中で常に開発し

ていくといったようなことかと思うわけですけれども、こういう特性があるわけです。 

 もう１つは、規制にかかわっているような課題です。これは当然のことながら、規制

の内容をちゃんととらえておかないといけないわけですが、逆にいうと、それを熟知し

て深く認識していれば、ターゲットは非常にシャープにつくることができてうまくいく

わけです。したがって、規制にかかわっている部分の研究開発というのは、それを認識

していれば先ほどのコンテンツを考えるときには、多くのプロジェクトで妥当なものを

認識して進めるというようなことが通常行われているような気が私はしております。 

 というように、研究開発を進めながらも途中の段階でモニタリングをして、モニタリ

ングした情報を的確に意思決定に結びつけていく。それで柔軟に対処していくというよ

うな開発体制が必要だと思いますけれども、まだ国プロの場合にはなかなかそうはなっ

ていない部分が多いのではないかと思います。 

 ＪＳＴの場合には、領域総括とかというようなプログラムの全体に責任をもつ人を決

めて、シニアの研究者、その領域の研究者である場合が多いわけですけれども、その方

が最終的な意思決定をするという責任、先ほどＣＥＯとかＣＴＯとかというようなこと

をおっしゃったわけですが、そういう責任をもつ者としてのポジションとそういう人を

任命して、ＪＳＴが展開する課題と経産省の場合に同一かどうかということはもう少し

議論しなくてはいけないわけですけれども、今のような方式というのも１つ参考になる

のではないかと思います。 

 今、３点ほどまとめてみましたけれども、ちょっと長くなって恐縮ですが、それをも

とにして３つの未来開拓型を拝見してみて、評価体制をさらにどのように整備していけ

ばいいかということを考えてみます。 
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 まず、光エレクトロニクスですが、これは私の認識では、ここにあるような電子回路

の中まで全光で情報処理していくというものに至る前に、各情報処理の単行過程と申し

ましょうか、そういう機能をもっているような回路、あるいは物質といってもいいかも

しれませんが、幾つかの候補があったりしているということは認識していますけれども、

まだそれをうまくつくれるとか、他と組み合わせられるとか、そういう段階にはなって

いないのではないかと私は思っています。 

 つまり、要素技術がまだ不十分である。こういう段階、あるいは光的に情報処理をし

ていく中で、サイエンスとしてそういう現象をちゃんと解析できたかというと、そうで

もない部分もまだあったりするのではないかと思うのですけれども、こういう状態のも

のをある程度長期的に大きなお金をかけてやるとすれば、これは今の段階で不完全な要

素技術を合わせてＬＳＩをつくってみるとかというような話ではなくて、本当に使える

要素技術を探索するということに焦点を当て、そういう特性を測定できるような装置等

を開発し、多くのそういう機能をもった物質について試してみるとかといったような分

散型体制でやるべき課題ではないかと私は思っているのです。 

 ここにも書いてあるかと思いますけれども、当然のことながら、そういうことはグロ

ーバルに行われているわけなので、それなりの情報の探索とか、コンペティターの動向

とか、こういうものについて情報収集しつつ、戦略的に対応するといったような体制で

あるべきではないかと思っています。 

 それから、人工光合成の話ですが、私も光合成のプロセスについては多少、植物のチ

ラコイド膜等を対象にしていじっていた時期もあるのですけれども、バイオロジカルに

わかっている膜の中で、その機能を担う物質の構造的な配置のようなものをつくり上げ

ていくといったようなことはとても不可能だと思います。要するに、バイオロジカルに

つくる以外にそれはないのではないかと思うわけです。解析されればされるほど非常に

精緻にできているわけで、合成的手段で要素過程を担う部分をつくることはできるけれ

ども、全体が動くようなシステムを構築することはできないだろうと思っています。 

 ですから、結局それにかわるデバイス構造といったようなものを考えるわけで、それ

はバイオロジカルから来るヒントはあるにしても、全く違う性質をもっている物質、多

くの場合には固体と液体との界面とか、そういうのがかかわるような部分ではないかと

思うわけですけれども、違う発想で取り組まなければいけなくて、これ自体、やはりサ

イエンスの問題であり、原初的なテクノロジーの問題だろうと思います。ですから、そ

ういうことを声高に主張する方に大きなお金をつけてワンセットつくってくださいなど

という話にはなり得ないわけです。幅広く興味をもっている方たちを募って要素技術の

構築をお願いするというような体制ではないかと思います。 

 最後の高効率モーターの場合も、やはり材料開発にかかわる話ですので、自動車に使

えるということからスペックの概要はあるわけですけれども、材料開発ということに取

り組むというので、結局この３つはそういう分散型で取り組み、そしてその中から希望
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がみえるものをいち早く取り出して、それで資源を集中していくといったような体制の

中で取り組むべき課題ではないかなと。 

 というわけで、ある種、こういう分散型でやるときに適切な情報収集とモニタリング

のあり方、そして、それをもとにした意思決定の仕方、こういうところに注力しながら

体制を組めばいいのではないかと思っています。 

 私の偏見が大分あるかもしれませんが、話だけで時間を使ってしまいましたけれども、

今のようなことに関連して、さらに先生方、あるいは原局、原課の方たちからご質問や

コメントがあればお伺いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○小林委員 

 先ほどの菊池先生のお話とも関係するのですが、最後に平澤先生がいわれたモニタリ

ングによって、それをどうフィードバックして方向をシフトするかという点が、多分、

今までの中にはなかなかなかったと思うのです。 

 前回、第５世代コンピューターのお話がありまして、私、その後にそれを実際やった

研究者に聞いてみたのです。例えば、人材育成とか並列処理とか非常に成果があったと

思うけれども、アーキテクチャーが変化してしまった中で、それを方向転換していく内

部的なやり方とか、外部的な、制度的な問題とかというのが非常に難しくて、結局その

ままやってしまったのは残念だったということでした。ですから、どうやって見直して

いくかというか、そのシステムをどうインプットしていくかが課題だと思います。ただ、

どの方向に行くべきかという決定はなかなか難しいです。オンゴーイングのときに、こ

れはやめてこっちに行くべきだという議論は特にそうです。それはやはり今回の新しい

未来開拓研究の中で、国としてトライしていく非常に大きな課題の１つではないかと思

うのです。スタートするときの戦略はもちろん重要なのですが、スタートする以上は、

方向転換などの方法をどうやってインプリメントしていくかというのが非常に重要だと

思います。 

 個人的に申しますと、光エレクトロニクスの問題は平澤先生がおっしゃったとおりな

のですが、今、世界的にも非常に競争的な課題なわけですね。もう１つの課題は、本来

であれば民間でもやらなければいけないことで、民間がなかなか投資できない部分を国

がやらなければいけないと言うことです。そこをどうやって見直していくかということ

を初めからインプリメントしていく必要があるかなと思います。 

○平澤委員長 

 鈴木先生。 

○鈴木委員 

 多分、未来開拓事業の個別の話についてはまた改めてやられると思うのです。１つだ

け申し上げておきますと、革新的触媒のところに書いてある今の目標というのが、基幹

化学品の20％を本プロセスで製造と書いていますけれども、私、先ほど菊池先生がおっ

しゃっていた競争的な原理を導入するという面でいくと、このプロセスで製造するので
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はなくて、石油に依存しないで基幹製品の20％を製造するというのが本当の目的だと思

うのです。だから、１つの例として、そのもとでこういう触媒による方法とか、バイオ

プラスチックの方法とかを競合的に組み合わせてプログラムにするというのが本来の姿

ではないかという気はするのです。 

○平澤委員長 

 ほかにいかがでしょうか。大体よろしいでしょうか。審議官、何か。 

○中西大臣官房審議官 

 いろいろな視点で、かなり深遠な議論も含めてさせていただいたと思うのですけれど

も、正直申し上げて、我々も新しい制度をつくって、とにかくうちはどうやって内部と

してのマネージをやっていくのか、外からの評価をどうやってやっていくのかといった

ところについて、今までのやり方ではない仕組みをちゃんと取り組まなくてはいけない

かなという問題意識で、わざわざ皆さんにこうやって議論をいただいているところでご

ざいます。 

 今ご指摘いただいた点で幾つか、当然、我々の頭の中にある視点もありますし、もう

ちょっと申し上げますと、ここは一枚紙の本当に表層的なインフォメーションだけなの

ですけれども、もう少し具体的に進んでいるところもあります。最後に平澤委員長から

話があると思いますけれども、そういったところを次の段階、全体をこういう方向で進

めていきたいという中身を含めてもうちょっと説明させていただいて、きょうご指摘い

ただいた、あるいは議論いただいているような点に我々がどうやって取り組むことがで

きるかどうか。かなり難しいところもあるし、そこは既にやっています、頭の中にあり

ますというのもありますので、そこら辺はもう一回整理させていただいて、また次のと

きに具体的な制度についての議論をさせていただければと思います。 

○平澤委員長 

 どうもありがとうございました。ちょうど時間になったようですので、今回の議論は

ここまでにしておきたいと思います。最後までどうもありがとうございました。 

○岡本技術評価室長 

 ありがとうございました。次回、日程はまだ確定しておりませんけれども、２月下旬

から３月にかけて開催させていただきたいと思っておりますので、よろしくお願い申し

上げます。本日はどうもありがとうございました。 

 

                                ――了―― 

 

 


