総合科学技術・イノベーション会議

第１２３回評価専門調査会

議事概要
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時：平成２９年１０月２５日（水）１４：２９～１６： ５５

場
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６２３会議室（６階）

出席者：久間会長、原山議員、上山議員、小谷議員
天野委員、上野委員、梅村委員、尾道委員、門永委員、
北村委員、桑名委員、庄田委員、白井委員、鈴木委員、
関口委員、松橋委員、安浦委員
清水臨時委員、小林臨時委員
欠席者：橋本議員
荒川委員、小澤委員、角南委員、菱沼委員、福井委員
事務局：山脇統括官、生川審議官、黒田審議官、柳審議官、
進藤審議官、星野参事官、室谷参事官、板倉企画官、
松井参事官補佐
説明者：江澤石炭課長（経済産業省）
坂内環境部長（新エネルギー・産業技術総合開発機構）
田中デバイス・情報家電戦略室長（経済産業省）
都築ＩｏＴ推進部長（新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)）
保坂評価部長（新エネルギー・産業技術総合開発機構）
議

事：１．国家的に重要な研究開発の中間評価について
・石炭ガス化燃料電池複合発電実証事業
２．平 成３０年度 予算要求に 係る国家的 に重要な研 究開発の事 前評価
について
・ 高効率・高 速処理を可 能とするＡ Ｉチップ・ 次世代コン ピュー
ティングの技術開発事業
３ ． 特 定国 立 研究 開 発法 人 の見 込 評価 等 の 結果 に 対す る 総合 科 学技
術・イノベーション会議の意見（案）について（非公開）
４．国家的に重要な研究開発の評価の実施について（非公開）
５．その他

（配布資料）
資料１－１

「石炭ガ ス化燃料電 池複合発電 実証事業」 の中間評価 におけ
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る調査検討事項及び評価内容等（事務局案）
資 料１ － ２

石 炭 ガス 化 燃料 電 池複 合 発電 実 証 事業 の 中間 評 価説 明 資料
（経済産業省）

資料１－３

「次世代 火力発電等 技術開発／ 石炭ガス化 燃料電池複 合発電
実証事業」中間評価報告書概要

資料２－１

「高効率 ・高速処理 を可能とす るＡＩチッ プ・次世代 コンピ
ューティングの 技術開発事 業」の事前 評価におけ る調査検討
事項及び評価内容等（事務局案）

資料２－２

高効率・ 高速処理を 可能とする ＡＩチップ ・次世代コ ンピュ
ーティングの技術開発事業の説明資料（経済産業省）

資料２－３

「高効率 ・高速処理 を可能とす るＡＩチッ プ・次世代 コンピ
ューティングの技術開発事業」ＮＥＤＯ事前評価

資料３－１

特定国立 研究開発法 人（理化学 研究所）に 対する評価 等の流
れ

資料３－２

平成２９ 年度末に中 長期目標期 間が終了す る特定国立 研究開
発法人の業務及 び組織の見 直し並びに 当該期間終 了時に見込
まれる業務実績の評価等についての意見（案）※委員のみ

資料３－３

特定国立 研究開発法 人の見込評 価等の結果 に対する文 部科学
省及び理化学研 究所のヒア リング時の 指摘事項（ 案）※委員
のみ

資料４

平成３０年度研究開発新規案件一覧表※委員のみ

資料５

第１２２回評価専門調査会議事概要（案）※委員のみ

（参考資料）
参考資料１

総合科学技術・イノベーション会議評価専門調査会名簿

参考資料２

総合科学 技術・イノ ベーション 会議評価専 門調査会研 究開発
法人部会

参考資料３

構成員一覧

石炭化ガ ス燃料電池 複合発電実 証事業費補 助金の平成 ２７年
度中間評価結果

参考資料４

特定国立 研究開発法 人の見込評 価等及び次 期中長期目 標の内
容に対する意見・指摘事項の考え方

参考資料５

特定国立 研究開発法 人による研 究開発等を 促進するた めの基
本的な方針

（机上資料）※委員のみ
机上配布資料

国の研究開発評価に関する大綱的指針
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（平成２８年１２月２１日

内閣総理大臣決定）（冊子）

議事概要：
【久間会長】

本日は、お 忙しい中、 お集まりい ただきまし てありがと うござ

います。定刻に なりました ので、ただ いまから第 １２３回評 価専門調査 会を開
催いたします。
小谷議員、安 浦委員、山 脇統括官、 上山議員は 遅れて御出 席というこ とです。
本日の議題で すが、議事 次第に示し ていますと おり、１つ 目の議題は 、国家
的に重要な研究 開発の中間 評価として 、経済産業 省の石炭ガ ス化燃料電 池複合
発電実証事業、 ２つ目の議 題は、国家 的に重要な 研究開発の 事前評価と しての
経産省の高効率 ・高速処理 を可能とす るＡＩチッ プ・次世代 コンピュー ティン
グの技術開発事 業、３つ目 の議題は、 特定国立研 究開発法人 の見込評価 等の結
果に対する総合 科学技術・ イノベーシ ョン会議の 意見（案） について、 ４つ目
の議題は、国家 的に重要な 研究開発の 評価の実施 について、 ５つ目の議 題は、
その他となって おります。 非常に盛り だくさんで すけれども 、よろしく お願い
いたします。
それでは、事務局から配布資料の確認をお願いします。
【板倉企画官】

それでは 、議事次第 裏面の配布 資料一覧を 御覧くださ い。今

回、非常に大量の資料で申し訳ございません。
※ 資料 １－ １、 １－ ２、 １－ ３、 資料 ２－ １ 、２ －２ 、２ －３ 、資 料３ －
１、３－２、３－３、資料４、資料５
参考資料１～５、机上配布資料１～１０及びＮＥＤＯ補足資 料を確認。
不足等ござい ましたら、 事務局にお 申しつけく ださい。よ ろしくお願 いいた
します。
【久間会長】

ありがとうございました。よろしいでしょうか。

本日の調査会 の議題のう ち、議題３ につきまし ては、理研 の次期中長 期目標
期間に向けた研 究開発の方 向性、業務 運営上の見 直しなど、 構想段階も 含めた
検討状況の内容 が含まれて おりますの で、対外的 にオープン となること で理研
の研究開発等の 競争力を阻 害しかねな いこと、ま た、議題４ の国家的に 重要な
研究開発の評価 の実施につ きましては 、機密性の 高い情報や 、委員での 活発な
意見を促すため非公開とさせていただきます。
つきましては 、議題１、 議題２に続 いて議題５ を先に取り 扱った後に 、議題
３に入りました ら一般の傍 聴者の方々 には御退席 をお願いす ることにな ります
ので、御了承いただければと思います。
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それでは、議題に入りたいと思います。
（説明者入室）
【久間会長】

まず、議題 １の国家的 に重要な研 究開発の中 間評価につ いて、

事務局から進め方の説明をお願いします。
なお、本日、 ＮＥＤＯに おける外部 評価を行い ました研究 評価分科会 長であ
る、新潟大学、 清水教授を 本研究開発 の評価に関 する知見を 頂くため臨 時委員
として招聘しております。
それでは事務局、お願いします。
【板倉企画官】

それでは 、議題１に 関しまして 、使用する 資料としま しては、

資料１－１、１ －２、１－ ３、参考資 料の３、こ れは平成２ ７年度に行 った中
間評価の資料に なります。 また、机上 資料としま して、机上 資料の２と ４とい
うものを使用させていただきますので、よろしくお願いいた します。
まず進め方で すけれども 、資料１－ １にあると おり、本中 間評価にお ける調
査検討事項及び 評価内容に つきまして 、前回の調 査会でもお 示ししまし たけれ
ども、事務局案 としてこの ような調査 検討事項案 を示させて いただいて おりま
す。特に専門的 な事項に関 しましては 、実施機関 での検討、 評価が行わ れてお
りますので、そ の妥当性な どを検証す る、確認す るというこ とで進めさ せてい
ただきまして、 より上位目 標、上位政 策との道筋 を踏まえた 状況などに 重点を
置いた調査項目としております。
資料１－１の 裏面の最後 に実施スケ ジュールを 書いており ます。今回 の評価
専門調査会での 関係府省か らのヒアリ ング等を受 けまして、 次回、１１ 月１６
日の専門調査会 で評価結果 案を取りま とめ、１２ 月に予定さ れているＣ ＳＴＩ
本会議で審議・決定をさせていただくことを予定しておりま す。
また、机上資 料２は、そ の調査項目 に沿って、 実施機関で の説明や評 価結果
につきまして事務局の方で表にまとめさせていただいたもの です。
最後に机上資 料４という 意見収集票 というもの がございま す。こちら 、最後
に御説明させて いただきま すけれども 、後日委員 の方々から 事務局に御 提出い
ただきたいと思っているものです。
進め方としては以上になります。
【久間会長】

ありがとうございました。

それでは、議 題１につい て、早速経 済産業省及 びＮＥＤＯ から説明を お願い
します。それぞ れ、経済産 業省からは 資料１－２ のうち政策 部分につい て説明
お願いいたしま す。そのあ と、ＮＥＤ Ｏから資料 １－２のう ち研究開発 部分に
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ついて説明していただきます。では、よろしくお願いします 。
【江澤課長】

経済産業省 の石炭課長 の江澤と申 します。本 日、御説明 の機会

を頂きましてありがとうございます。
石炭ガス化燃 料電池複合 発電実証事 業の中間評 価に関しま して、政策 的な意
義を中心に説明をさせていただきたいと思います。
お手元の資料１－２を御覧ください。
まず１ページ目、石炭の位置付けから説明したいと思いま す。
左を御覧くだ さい。石炭 は、ほかの 燃料に比べ て可採年数 が長く、賦 存地域
が分散している ため供給安 定性が高い というメリ ットがござ います。ほ かの燃
料に比べてカロ リーベース で見ると、 右のグラフ ですけれど も、輸入価 格で見
ると価 格が大 体３分 の１ 程度で ありま す。 他方で ＣＯ ２ の排出 量が 多いた め、
クリーンな利用というのが必要になってきます。
これを踏まえ て２ページ 目でござい ますけれど も、平成２ ７年に閣議 決定さ
れたエネルギー 基本計画、 閣議で決定 されたわけ ですけれど も、石炭は 、高効
率石炭火力発電 の有効利用 等により環 境負荷を低 減しつつ活 用するエネ ルギー
源と位置付けら れていて、 ＩＧＣＣ等 の開発を更 に進めると されている ところ
でございます。
３ページ目、 ほかの閣議 決定された ものでござ いますけれ ども、未来 投資戦
略、それから科 学技術イノ ベーション 総合戦略に も次世代火 力の技術の 確立な
どが位置付けら れています 。今日の石 炭のＩＧＦ Ｃと呼んで いますけれ ども、
この事業を含む 全体の技術 開発プロジ ェクト、年 間１００億 円程度でご ざいま
すが、経産省で 火力の技術 開発を行っ ているのは 、この予算 一本のみと いうこ
とになります。
４ページ目を 御覧くださ い。エネル ギーミック スについて の御説明で ござい
ます。
閣議決定した エネルギー 基本計画に 基づくエネ ルギーミッ クスでござ います
けれども、詳細 は割愛しま すが、供給 安定性、経 済性、それ から環境適 合性と
いう３つのＥと Ｓを考慮し まして、２ ０３０年に 向けて省エ ネによって 電力需
要を抑え、電源 構成は石炭 火力を２６ ％、おおむ ね４分の１ を担うこと として
います。
次のページを御覧ください。
石炭火力の発 電方式、Ｕ ＳＣ、Ｕｌ ｔｒａ
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Ｓ ｕｐｅｒ

Ｃｒｉｔｉ ｃａｌ

というもの、そ れからＳＣ 、亜臨界と いったもの が大きく分 けて３つご ざいま
す。現時点で商 業運転され ているＵＳ Ｃ、全体で 見ると大体 半分ぐらい でござ
いま し て、 ２ ０ ３０ 年 のエ ネ ルギ ー ミッ ク スで は 、 石炭 火 力の 比 率を 単 に２
６％とするので はなく、効 率の面でも 平均でＵＳ Ｃ並を目指 すというこ ととし
ております。こ のため、古 くて効率の 悪い石炭火 力をＵＳＣ 、それから 更なる
高効率の発電技 術であるＩ ＧＣＣや、 今日の事業 のＩＧＦＣ などに置き かえて
いくことで、平 均としてＵ ＳＣ並みの 効率を目指 すこととし ているわけ でござ
います。
次のページを飛ばしまして、７ページ目を御覧ください。
昨年の４月に 施行した省 エネ法の基 準というの がございま す。火力の 新設時
の効率を規制す るだけでは なく、運転 時の効率も 規制してお ります。詳 細は割
愛しますけれど も、全体の 運転効率を 向上させる には、新し いプラント をつく
って古いプラン トをやめて いくという ようなこと で、新陳代 謝によって 効率改
善を促していくというような方策でございます。
８ページを御覧ください。
２０３０年に 向けたエネ ルギーミッ クスの実現 は規制的な 措置だけで は実現
が困難でござい まして、こ うした政策 の一翼を担 うのが今回 の技術開発 でござ
いまして、経済 産業省で昨 年、有識者 から成る協 議会を設置 しまして、 次世代
火力発電に係る 技術ロード マップを策 定したとこ ろでござい ます。ロー ドマッ
プでは、石炭火 力について は、現在の ＵＳＣの技 術を７００ 度級のＡ－ ＵＳＣ、
ＩＧＣＣ、ＩＧ ＦＣといっ た技術によ って高効率 化を図って いきたいと いうふ
うに考えており ます。こう いった技術 を開発しつ つ実用化を していくと いうの
がポイントでご ざいまして 、発電所の 効率が１％ 向上します と燃料費が 多く削
減されます。プ ラント、大 体石炭火力 １基で１， ０００億以 上するわけ でござ
いますけれども 、燃料代は その５倍ぐ らいの、ラ イフタイム で５，００ ０億円
ぐらいの燃料代 がかかりま すので、１ ％の削減が それなりの 大きな効果 を持ち
ます。 またＣ Ｏ ２ の 削減で も、Ｕ ＳＣ とＩＧ ＣＣ とでラ イフタ イム にすれ ば大
体１， ５００ 万トン ぐら いのＣ Ｏ ２ の 差がご ざい ます。 こうい った ことに も着
目しまして、新 しい技術を 開発し、そ れを導入し ていくとい う考え方で ござい
ます。
次のページを御覧ください。
再生可能エネ ルギーの拡 大は見込ま れているの ですけれど も、９ペー ジのと
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おり、引き続き アジア諸国 、南アジア 、東南アジ アにおいて 石炭火力、 それか
らガス火力の需 要増が見込 まれていま す。こうし たところに 高効率な火 力を導
入し、海外でも削減していこうという考え方をとっておりま す。
１０ページ目を御覧ください。
日本 のＣＯ ２ 排出 の４割 程度は 火力 発電由 来と なって います 。石 炭火力 は全
体の２ ３％の 排出を 占め ており ますの で、 ＣＯ ２ 削減効 果は非 常に 大きく なっ
ています。石炭 火力の効率 が１％向上 した場合に は、年間で ６６０万ト ンのＣ
Ｏ ２ 、そ れから ＬＮ Ｇが１ ％向上 すれ ば４０ ０万 トン削 減され ます 。これ を更
にＩＧＣＣ、Ｉ ＧＦＣとい った技術に 置きかえて いくことに よって、そ れぞれ
年間１，３００ 万トン、４ ，６００万 トン、８， ３００万ト ンといった 効果を
得ることが考えられております。
こういったも のを海外に 展開したも のが１１ペ ージでござ います。経 済産業
省からの説明の 最終ページ でございま すけれども 、１１ペー ジを御覧く ださい。
我が国のみな らず、こう した高効率 の技術を海 外に展開す るというの がポイ
ントでございま す。これは 米、中、印 、非常に排 出の多い３ カ国でござ います
けれども、ここ にある古い 火力発電所 を現在の最 新の技術で あるＵＳＣ に置き
かえただけで、 年間で１２ 億トン、日 本の１年間 の排出量に 匹敵する量 の削減
効果が見込まれます。
これ以降、Ｎ ＥＤＯに説 明をかわり たいと思い ます。経済 産業省は、 こうい
った政策面の検 討を行って いますが、 ＮＥＤＯに プロジェク トマネジメ ントと
いったところを委ねていると、そういう形態をとっておりま す。
【坂内部長】

引き続きま して、ＮＥ ＤＯ環境部 長の坂内か ら御説明申 し上げ

ます。
今御説明のあ った資料を 引き続き１ 枚めくって いただくと 、すみませ ん、通
し番号が振られ ていない可 能性がある んですけれ ども、５枚 目からがＮ ＥＤＯ
ということになってございます。
１ページめく って、５枚 目の裏の１ ページ目が 本日の内容 でございま して、
プロジェクトの 概要が２ペ ージ目にな りますけれ ども、今あ りましたと おり、
ＩＧＦ Ｃ、す なわち 、燃 料電池 を併設 した 酸素吹 のＩ ＧＣＣ 、更に ＣＯ ２ を分
離する形のもの というもの の開発を進 めていると ころでござ いまして、 ３段階
に分けて進めてございまして、２０１２年から続くものでご ざいます。
次のページ、３ページ目でございます。
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１段 階、２ 段階、 これ は酸素 吹ＩＧ ＣＣ の部分 が１ 段階、 第２段 階が ＣＯ ２
を分離する部分 でございま すけれども 、それぞれ 年度の事業 費について は御覧
のとおりでござ いまして、 最初の４年 間は経済産 業省の直執 行、２０１ ６年以
降がＮＥＤＯのマネジメントのもとで実施しているものでご ざいます。
４ページ目でございます。
第１段階の目 標というの が、これは 酸素吹のＩ ＧＣＣ部分 でございま すけれ
ども、酸素吹の ＩＧＣＣの 特徴という のは、当然 効率は高効 率なものを 求める
ということで、 プラント効 率は４０． ５％程度を 達成するこ とというこ と、あ
と、１つ飛ばし て多炭種適 用性という ところです ね。酸素吹 というのは 、酸素
でガス化すると いうところ で非常に広 範囲の炭種 に適用でき るというこ とで、
様々な炭種に適 用すること を検証する ということ 、この２つ については 高い目
標を設定してい るというこ とでござい まして、そ の他は最新 の微粉炭火 力と同
等のスペックが達成できることを目指しているというもので ございます 。
５ペ ージ目 でござ いま すけれ ども、 これ は第２ 段階 、ＣＯ ２ を分 離する 部分
でござ います 。これ はＣ Ｏ ２ を９ ０％ 回収し た上 で、そ の分、 エネ ルギー のロ
スがあるんです けれども、 そのロスを 見込んでも ４０％程度 の見通しを 得ると
いうのが目標となってございます。
また 、その 回収さ れる ＣＯ ２ で ござ います けれ ども、 純度９ ９％ 以上と いう
ことで 、これ はＣＯ ２ の地 下貯留 を見 込んだ とこ ろで、 例えば 海洋 汚染防 止法
上、今現在、ア ミンを用い た化学分離 法、これを 用いた手法 が前提とさ れてい
るんですけれど も、それは 政令上、純 度は９９％ 以上とされ ております ので、
今回、このプロ ジェクトで は物理吸収 法というも のを使って いるんです けれど
も、 恐 らく 同 程 度の 基 準が 今 後設 定 され 得 るだ ろ う とい う こと で 、純 度 は９
９％以上として います。あ と、当然コ ストをどん どん下げて いくという ことを
目指しております。
６ページ目が 設備の全景 となってご ざいまして 、これが今 年の３月の 実証運
転を開始した段階での施設の状況でございます。
次のページ、７ページ目でございます。
先ほど説明し た目標に対 する現時点 での達成状 況でござい ます。基本 的な性
能として発電効 率と環境性 能というこ とでござい ますけれど も、いずれ も目標
値を達成しているということでございます。
８ページ目以 降が第２段 階の現在の 計画でござ いまして、 現在、詳細 設計等
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を進めていると ころ、ある いは土地の 造成等を進 めていると ころでござ います
けれども、８ペ ージに書い てございま すとおり、 ガス化炉と ガスタービ ンの間、
脱硫す る設備 の後に ＣＯ ２ 分離回 収実 証設備 を設 けると いうこ とと してご ざい
ます。 これは スウィ ート シフト といっ て、 脱硫の 後の 工程で ＣＯ ２ を分離 する
んですけれども 、並行して サワーシフ トと呼ばれ る脱硫の前 から分岐さ せてＣ
Ｏ ２ を分 離する とい う、そ ちらの 手法 も、こ ちら 、パイ ロット でご ざいま すけ
れども、より高 効率なサワ ーシフトの 方法論につ いて、こち らの方で検 証する
ために、また別途ラインを設けているというものでございま す。
次、９ページ目でございます。
昨今の状況の 変化という ことで、よ り高効率の 方法論を追 求すべしと いった
声がございます のを受けて 、より高い タービン温 度、これを 達成すれば 、温度
のカスケード利 用上、より 有利になる ということ で、１，６ ００度級ま では既
に技術上確立さ れておりま すので、現 在１，７０ ０度級につ いて、信頼 性を含
めた技術開発を 行っていま す。また、 酸素吹とい うことで空 気分離設備 という
のをガス化炉の 前に付けな ければいけ なくて、こ れが空気吹 よりもより 容量の
大きいものを付 けなければ いけないと いう状況で ございます けれども、 これに
ついては、現行 プロジェク トで用いら れたのは既 存酸素製造 法というこ とで、
深冷分離法とい うものを使 っているん ですけれど も、そのよ り高効率な ものが
国内外で開発さ れている状 況でござい ますので、 こうした開 発状況を調 査しつ
つ、今後実用化 に向けて、 こういった ものが活用 できるかど うかを更に 調査を
進めてまいりたいと考えております。
１０ ページ 目でご ざい ますけ れども 、Ｃ Ｏ ２ 分 離・回 収を行 うと いうこ とと
なりますと、そ の後の貯留 する、ある いはそれを 有効活用す るというと ころが
問題となってご ざいます。 貯留につき ましては、 現在日本Ｃ ＣＳ調査株 式会社、
こちらの方で実 証試験が行 われており ますけれど も、こちら の最新情報 を定期
的に情報交換、 意見交換す ることで、 適切に連携 を図ってい るという状 況でご
ざいま す。ま た、Ｎ ＥＤ Ｏでは 、様々 なＣ Ｏ ２ の有 効活 用技術 につい ても 調査、
あるいは開発を 行っており まして、そ ちらとの連 携も図って いる状況で ござい
ます。
１１ページ目 以降が第３ 段階、燃料 電池を併設 する部分の 計画でござ います。
燃料電池の現在 の課題とい うのは、よ り大容量化 ・高圧化す るというの と、あ
と石炭ガス、こ れに適用さ せるという のが重要な 問題でござ いまして、 それぞ
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れに対応させるために、今現在３つの事業を進めてございま す。
その３つの事 業のスケジ ュールにつ いては１２ ページに書 いてござい ますと
おりでございま して、来年 度から第３ 段階が詳細 設計に入れ るように、 一番上
のバーが第３段 階のタイム スケジュー ルとなって ございます けれども、 そちら
に、この既存の ３つの準備 的な技術開 発の成果を 反映できる ように進め ている
ところでございます。
１３ページでございます。
第３段階の現 在の基本的 な計画を概 念としてあ らわしたも のでござい ます。
先ほ ど触 れま し たＣ Ｏ ２ の分 離す る工 程 がご ざい ます けれ ど も、 この ＣＯ ２ の
吸収塔 という ところ から 出てき たＣＯ ２ が分 離さ れたガ スを、 赤い 点線の ＳＯ
ＦＣのシステム に引いて実 証を進める というもの でございま す。また、 石炭ガ
スには燃料電池 に悪影響を 及ぼす、劣 化を早める ようなガス が含まれる 場合が
ございますけれ ども、それ をより高効 率に排除す るシステム 、これを別 途並行
してラインを設けて検証していくということとしてございま す。
以上をもって 、１４ペー ジに第３段 階の目標を 掲げてござ いますけれ ども、
５００ メガワ ット級 を想 定した 場合、 ＣＯ ２ を９ ０％回 収して もト ータル で４
７％の効率を得 るという見 通しを得る ことを目標 としてござ います。ま た、プ
ラントの耐久性 については 、既に技術 がある程度 確立されて いる天然ガ ス燃料
並みのパフォーマンスが得られる、これを目標としてござい ます。
１５ページでございます。
知財の扱いと いうことで 、本事業で 得られる知 財には、プ ラント設計 上の基
本的なノウハウ といいます か、ハード ウエア的な ノウハウと 、プラント オペレ
ーションのノウ ハウがある ということ でございま すけれども 、特にオペ レーシ
ョンメンテナン スのソフト ウエア的な ノウハウに ついては、 これを秘匿 するこ
とによって他社 への優位性 を確保する といったこ とも考えら れますので 、今現
在、大崎クール ジェン株式 会社、こち らが実施事 業者ですけ れども、そ ちらと
関与する各メー カーさんと 知財協定等 を結んで、 戦略的にそ ういった切 分けを
進めていっていただくということと考えてございます。
また、標準化 ということ で、国際標 準は様々ご ざいますけ れども、そ ちらも、
まずこのＩＧＣ Ｃというの を世界に進 めていって 、あるいは 日本での実 証をシ
ョーケース的に 進めていっ てデファク トスタンダ ード化する ということ が、ま
ず重要かと考えてございます。
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１６ページが 、その実用 化に向けた スケジュー ルというこ とで、冒頭 で申し
上げたとおり、 ３段階に分 けて技術実 証を進めて ございます けれども、 まず第
１段階の酸素吹 ＩＧＣＣ、 こちらの方 が先に実証 が完了する ということ がござ
いますので、そ ちらの方か ら、中段に は主に事業 者による取 組というこ とで、
商用機の詳細を 検討してい ただくとい うことで、 ここで想定 されるのは 、大崎
クールジェン株 式会社の親 会社である 中国電力、 電源開発、 こういった ところ
が中心となって 業界を挙げ て、こうい った商用の 検討を進め ていってい ただく
ことを考えてございます。
次のページ以 降がマーケ ット的な考 えでござい まして、１ ７ページが 、酸素
吹とい うのは 空気吹 と比 べると 、得ら れる ガスに おけ るＣＯ とＨ ２ 、炭酸 ガス
と水素ガスの濃 度が高いと いうことが あって、様 々な化学プ ラントへの 適用で
すとか、あるい は高温で燃 焼すること ができると いうことで 、より高温 のガス
タービンへの適 用ですとか 、あるいは 、より幅広 い炭種への 適用が可能 である
ということで、 そういった 強みを生か して海外に 広げていけ ないかとい うこと
で、特に１８ペ ージに、海 外に目を向 けた場合に まず思い浮 かぶといい ますか、
想定されるとこ ろがインド ネシアでご ざいます。 こちらは世 界第１位の 石炭の
輸出国でありま して、この 国の電力事 情において も非常に需 要が今後増 えてい
く。一方で、今 後の低エミ ッションの 流れ、国際 的な流れに もインドネ シア側
としては従おう としている ということ もあって、 そういった 高効率のプ ラント
というのは需要があると考えています。
また、ＥＯＲ の様々な取 組、パイロ ット試験も 実施されて おりまして 、ある
いは化成品の輸 入も最近増 えていると いうことも あって、Ｉ ＧＦＣの副 産物で
ある石炭ガス、 これを化学 製品に応用 すると、そ ういった需 要も考えら れると
ころでございます。
最後の項目と して、この 研究のマネ ジメントの 体制でござ います。１ ９ペー
ジが全体像でご ざいまして 、経済産業 省も含んだ 全体像でご ざいます。 当然経
済産業省は、こ の会議体を 含め、あと 行政事業レ ビュー等、 様々なレビ ューを
受ける中で、我 々ＮＥＤＯ においても 、右手に書 いてござい ますとおり コスト
検証委員会、あ と技術検討 委員会、そ れぞれコス トの面と、 あと技術的 な妥当
性の面から外部有識者にお集まりいただいて評価いただいて います。
また、１９ペ ージの右側 の赤いとこ ろに囲まれ ているのが ＮＥＤＯ内 の第三
者的な評価の仕 組みでござ いまして、 この部分は 次の２０ペ ージの方で 詳し目
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に説明してござ いますけれ ども、理事 長直轄で研 究評価委員 会というの を組織
して、これは１ ２名の外部 有識者を利 害関係を排 除した形で 組織してお りまし
て、その下に更 に研究テー マごとに分 科会を設け ている。こ の中の一つ が本日
御臨席の清水分 科会長とい うこととな ってござい ます。こち らの方で、 ＮＥＤ
Ｏ内における様 々なプロジ ェクトが中 間評価、あ るいは事後 評価を受け ている
という状況となってございます。
最後のページ でございま すけれども 、今申し上 げたＮＥＤ Ｏ内の第三 者的な
評価の仕組みに おいて採用 されている 評価項目、 評価基準と いうことで 、事業
の位置付け、研 究開発マネ ジメント、 研究開発成 果、あと事 業化に向け た取組
及び見通しとい うことで、 それぞれに ついて具体 的にまとめ ていただく という
ことで、特に肯 定的な意見 と改善すべ き意見、今 後への提言 というのを しっか
り分けていただいて提言を頂くことになってございます。
一応念のため 、この資料 １－２の最 後のページ 、４２ペー ジ、４３ペ ージの
左の方に評価の ポイントと いうところ がございま す。これは 、今申し上 げたＮ
ＥＤＯ内の評価 の仕組みに おいて、こ の事業に対 して分科会 、清水委員 長から
の方でおまとめ いただいた 評価のポイ ントでござ いまして、 それに対し て右の
方に書いてある 対応方針と いう欄に書 いてあるも のがＮＥＤ Ｏとしての 対応方
針ということでございます。
以上で私からの説明は終了いたします。
【久間会長】

ありがとうございました。

ただいま経済産業省及びＮＥＤＯから説明がありました。
まず、ここで 、ＮＥＤＯ での外部評 価を担当し ていただい た清水委員 から、
補足の説明、あるいは御意見がありましたらお願いします。
【清水臨時委員 】

それで は、分科会 長の清水の 方から資料 は１－３を 使って

御説明申し上げます。
１枚めくって いただきま して、１ペ ージ目が研 究評価委員 会でありま して、
この下にもう１ 枚めくって いただいた ２ページの 分科会委員 名簿がござ います。
エネルギー関係 、石炭など の高効率利 用の専門家 、ＣＯ２分 離の専門家 、ある
いは発電技術の有識者というもので構成された委員会でござ います。
その分科会に おきまして 評価をいた しまして、 総合評価と いたしまし ては、
３ページに書い てあります ように、技 術目標が適 切に定めら れておると 共に、
開発が順調に進 められてお りまして、 最終目標達 成が十分に 期待される レベル
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にあるというふ うに評価い たしました 。また、第 ２段階以降 、ＣＯ２分 離など
につきましては 計画段階の ところがご ざいますが 、これまで の状況を見 まして、
今後の着実な推進が期待できると評価いたしました。
最終的には、 今後も長期 的な視野に 立って、Ｎ ＥＤＯが先 導して合理 的な開
発を進めていた だきたいと いうことと 、それから 、本プロジ ェクトには 直接は
入っておりませ んが、他の 要素技術な どについて も連携を行 いながら推 進して
もらいたいという提言をいたしました。
各論につきま しては、３ ページの２ ．１にあり ますが、事 業の位置付 け・必
要性は、石炭利 用の高効率 化、エネル ギー調達源 の多様化、 それからＣ Ｏ２の
回収技術という ものは公共 性が非常に 高く、日本 のエネルギ ー技術にと って、
エネルギー政策 の方向性と 合致してお るというふ うに判定い たしました 。この
ように公共性が 高い大規模 な技術開発 でございま すので、民 間のみでは 開発リ
スクが大きくて 実現が難し いというこ とで、ＮＥ ＤＯが関与 すべき事業 として
妥当であると結論いたしました。
次の研究開発 マネジメン トですが、 このプロジ ェクトは、 前身のＥＡ ＧＬＥ
プロジェクトと 申します、 水素製造な ど、あるい は電力の併 産というも のを石
炭から行うとい うプロジェ クトの上に 立つもので して、これ までの実施 者の経
験が十分に継承 されており まして、そ れにより非 常によい研 究マネジメ ント体
制がとられていると判定いたしました。
２．３の研究 開発成果で すが、これ も中間目標 は達成した か、あるい は達成
の見込みは十分 にあるとい うふうに評 価をいたし ました。そ の中で一部 提言と
しましては、今 後の展開に 当たっては 、それぞれ 個別の要素 に関して中 間目標
をもう少し明確にするようにとの提言をいたしました。
次のページ、 ５ページで すが、成果 の実用化・ 事業化に向 けた取組及 び見通
しです。特にこ のプロジェ クトでは、 実施者が電 力供給の当 事者によっ て設立
された会社であ るというこ とでもあり 、今後の石 炭火力のリ プレースな どを通
じて、社会実装 が十分に期 待できると いう事業化 戦略が非常 に明確であ るとい
うことで、非常 に高い評価 を得ました 。また、海 外への展開 も視野に入 れるよ
うにとの分科会からの提言を申しました。
以上、全体と して、進捗 状況は非常 によろしい ということ でありまし て、次、
６ページを見て いただきま すと、この 分科会の中 間評価の結 果を研究評 価委員
会に上げまして 、そこでコ メントを頂 きました。 このコメン トは「本分 野にお
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ける社会情勢や 研究開発動 向を踏まえ て、早期実 用化に向け た研究開発 の加速
化と、プロジェ クト内及び 他プロジェ クト間での 具体的連携 を進められ たい」
ということで、推進をするようにという形でのコメントを頂 いておりま す。
７ページ目に は評点結果 が書いてご ざいますが 、おおむね Ａ、若しく はＡ又
はＢということで、非常に高い評価となっております。
４番の成果の 実用化・事 業化に向け た取組及び 見通しです が、まだ少 し明確
になっていない ところとい たしまして は、ＣＯ２ を分離する ということ で、こ
れが社会的にど のような形 で行われる のかという のが、まだ 少し明確で ないと
ころがありまし た。そこが 明確になり ましたら、 この事業の 実用化・事 業化の
見通しがかなり クリアにな るだろうと いう、そう いう観点も ございまし て、や
や低かったもの と思われま すが、その 他位置付け ・必要性、 マネジメン トや研
究開発につきましては、おおむねＡという評価を得ておりま す。
以上、簡単でございますが、補足説明でした。
【久間会長】

どうもありがとうございました。

それでは、た だいまの経 産省、ＮＥ ＤＯからの 説明に対し まして質問 、意見
をどうぞ。
天野委員、どうぞ。
【天野委員】

中間評価と いうことで 、この研究 の進捗状況 自身は非常 にうま

く進んでいるの だと思いま す。せっか くの中間評 価なので、 この時点で 出来上
がった技術が本 当に日本に とってコス ト競争力の ある技術で 、グローバ ル展開
できるかどうか というとこ ろをちょっ と見ていた だくのもい いのではな いかと
いう気がします。
というのは、 私はこちら の分野は専 門ではあり ませんが、 それなりに 勉強い
たしまして、石 炭のガス化 発電と燃料 電池という ２つの要素 技術がある かと思
うのですが、酸 素吹と空気 吹で、酸素 吹が中心で すよね。酸 素吹という のは、
やっぱり酸素を つくるだけ でかなりエ ネルギーを 使うかと思 いますのと 、あと、
酸素吹に関して は、最近中 国がかなり 追い上げて きていると いうような ことが
言われているよ うですので 、本当に日 本がすぐ追 い付かれて ひっくり返 される
ということがな いようにす るためには 、空気吹な んかもちょ っと横目で 見てい
ただいてもいいのではないかという気がします。
あと、燃料電 池なんかも 、これは韓 国がかなり 追い上げて きていると いうこ
となので、一生 懸命日本が いい技術を おつくりに なって、知 財化しても 市場が
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中国や韓国にと ってかわる というよう なことにな ってしまわ ないように 、この
中間評価の段階 で是非、い ろいろな情 勢等を鑑み てというよ うなコメン トもあ
りましたけれど も、国内だ けじゃなく て、これは 最終的に世 界で売る技 術です
から、世界の状 況の中で一 度評価して みていただ いてもいい んじゃない かなと
いう気がします。
【久間会長】

では、コスト競争力について、清水委員どうぞ。

【清水臨時委員 】

ただい まのコメン トでござい ますが、ど うもありが とうご

ざいます。海外 展開、それ から海外と の技術の差 別化に対す るただいま の御指
摘は私どもも十 分承知して おりまして 、この中間 評価の５ペ ージ目、２ ．４の
第２段落のとこ ろに「海外 との競合ガ ス化炉との 差別化を図 り、海外展 開の可
能性検証に着手 すべきであ る」という ふうに中間 評価の方で も実施者に 対して
提言として求め ております ので、今後 、実施者の 方からそち らの方での 調査な
り、そのような形での検証がなされるものと期待しておりま す。
【久間会長】

清水先生の コメントは 正しいと思 うのですが 、ＮＥＤＯ や経産

省は、当然のこ とながらコ スト競争力 に関する分 析を行って いるはずで す。そ
れについてのコメントをお願いします。
【江澤課長】

経産省石炭課長、江澤でございます。

海外も含めた ところです けれども、 コスト競争 力がなけれ ば実際には 普及し
ないので、研究 開発の成果 が進展でき ないという か、普及で きないとい うこと
になりますので 、正にその 点は我々が 常に注目し ていくべき ところです し、仮
にそういう面で コスト競争 力上どうな のかなとい う疑問符が 付いた場合 には、
我々としては、 事業の途中 での見直し といったこ とも考えな ければいけ ないと
いうものだと考えております。
先ほどの天野 委員から御 指摘いただ いた、空気 吹との関係 を横で見な がらと
いうことですけ れども、実 は空気吹の 方は、もう 既に３５年 ぐらいの歴 史があ
って、もう長い こと開発を しておりま して、２０ ２０年に福 島の勿来と 、２０
２１年に、これ も福島の広 野でそれぞ れ実用プラ ントが、大 型の商業プ ラント
が運開するよう になってい まして、た だいま、正 に工事をし ている最中 でござ
います。
海外展開も当 然でござい まして、高 効率なもの は、先ほど 少し説明の 中で入
れさせていただ いたのです が、初期の 費用が高く ても、ラン ニングコス ト、つ
まり石炭の消費 量が少なく て済むので 、その分の 燃料代でペ イするので はない
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か。更 に、Ｃ Ｏ ２ の 削減が 可能で すの で、そ の面 も含め て海外 展開 が可能 では
ないかと思っております。
空気吹のＩＧ ＣＣでも、 例えば今、 タイとポー ランドなん かに売込み を図っ
ております。正 にそういう ことにつな がっていか なければ可 能性として はない
ですし、更に、 新たに別途 この酸素吹 というもの をやる以上 は、酸素吹 という
のは更に空気吹 に対しての メリットで 、環境面だ けでなくて 経済性も含 めたメ
リットがあり、 普及が将来 的に図られ るものであ るというふ うに考えて おりま
すし、そこを目標にしているところでございます。
【天野委員】

ありがとう ございます 。今お話し していただ いたこと、 やっぱ

り評価をすると きには、そ ういう内容 も入ってい ると、こち らでは委員 の先生
方が非常に評価 しやすいと 思います。 今、世の中 、社会実装 ということ がかな
り言われている わけで、特 にこちらに 関しては、 日本が本当 に頑張って いただ
かないといけな い技術だろ うと思いま すので、そ ういうこと も含めて、 中間の
段階で今後検討 しますとい うことでは なくて、今 、経産省さ んがお考え の中で
こういう位置付 けですとい うところを 言っていた だけるとよ ろしいかと 思いま
す。
【江澤課長】

分かりまし た。正にそ のとおりで ございまし て、我々も 、我々

と事業者の関係 では、当然 これがどれ ぐらいのコ スト競争力 なのかとい うとこ
ろを評価してお ります。こ ういった中 間評価、そ れからまた 、更に長い 事業で
すので、また中 間評価とい うような形 で、途中段 階でそうい うものをチ ェック
するのが非常に 重要な観点 だと思いま すので、そ れを踏まえ まして、Ｎ ＥＤＯ
とも相談の上、対応してまいりたいというふうに考えており ます。
【久間会長】

経産省、Ｎ ＥＤＯは引 き続き分析 をしっかり と行い、世 界で勝

てる評価システムにしてもらいたいと思います。
門永委員、どうぞ。
【門永委員】

ありがとう ございます 。いろいろ と新規性の あるものが 入って

いる大事な取組だと思います。
ＣＯ２に関し て２つ教え ていただき たいです。 分離と回収 ということ でまと
められています が、まず分 離について です。先ほ ど経済産業 省の方から 、アミ
ンを使って分離 するという お話があり ましたが、 これは恐ら く５０年ぐ らい前
からもう確立し ているプロ セスです。 私自身、若 いころは、 ハイドロカ ーボン
から水素をつく るプラント の設計のエ ンジニアを やっていま して、高温 で出て
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きたガスをアミ ンで洗って ＣＯ２を分 離するとい う商業プラ ントも幾つ も建て
た経験がありま す。今回の 第２ステー ジでは何を 検討するの か、何を実 証する
のかを教えていただきたいというのが１点目。
もう一つは回 収の方です が、普通は 、毒性はな いので回収 せずに大気 に放出
してしまいます 。でも、そ れを回収し てどこかに 閉じ込めて おかないと 、何ら
クリーンエネル ギーでもな いわけです ね。特に昨 今、水素社 会とかいろ いろ言
われていますけ れども、海 外で水素を つくって日 本に持って くればクリ ーンだ
というのは偽善 で、海外で ＣＯ２を外 に出してい れば、地球 全体で見れ ば同じ
ことです。です から、先ほ どＣＯ２の 排出量が減 るというチ ャートもあ りまし
たが、回収した 後どうする のかという ところの目 途が立たな いと、この こと自
体の優位性が確 立できない わけで、そ こはどうな っているか 教えていた だきた
いです。
【久間会長】

では、坂内部長、お願いします。

【坂内部長】で は、今頂い た質問の前 半のアミン とＣＯ２分 離のところ の御説
明でございます。
私、アミンと 言及したの は、ＮＥＤ Ｏの５ペー ジ目で言及 したのです が、貯
留に求められる 今現在の基 準というこ とで、純度 ９９％以上 というのが 、正に
先生がおっしゃ られた、既 に確立され ているアミ ンを使った ことを前提 とした
基準となってご ざいまして 、今後、こ の技術実証 で我々がや っていくの が８ペ
ージ目でござい ます。そこ までちょっ と詳しい情 報を載せて ございませ んけれ
ども、アミンを 使ったもの は化学吸収 法というこ とで、アミ ンとの化学 的な結
合を利用した吸 収法でござ いますが、 私どもが使 うのは物理 吸収法とい うもの
でございまして 、セレクソ ールという 液体をＣＯ ２吸収塔の ところに使 用して、
ＣＯ２の分圧に 応じて高圧 になればな るほど液相 に入ってい くような、 そうい
う物理現象を用 いた方法を 用いて実証 しようとし てございま す。この方 法とい
うのは、実はこ の技術実証 の前身のＥ ＡＧＬＥプ ロジェクト の方で検証 されて
おりまして、そ れを更に耐 久性も含め た検証を進 めていくと いうことと してご
ざいます。
とりあえず以上ということでございます。
【久間会長】

回収に関してはいかがですか。

【江澤課長】

回収については経産省からお答えしたいと思います。

本実証事業に おける回収 と、今後の 展開を踏ま えた回収と いう２つの お話が
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あるかというふ うに理解を しておりま す。今後、 ＣＣＳを本 格的にやる には、
先ほど水素を持 ってきて、 それで発電 するのは、 それは偽善 であるとい うこと
だったのですが 、正にその とおりでご ざいまして 、どこかの 段階で水素 をつく
るなり、こうい った分離し た二酸化炭 素を地下に 貯留しなけ ればＣＣＳ として
の回収としての 効果がない ということ だと考えて おります。 それは、例 えばオ
ーストラリアの 産炭国でＣ ＣＳをした 上で水素を つくる方法 、それから 、日本
で分離した上で 、それをど こかに持っ ていって、 国内若しく は国外に運 搬した
上で、それを貯 留する方法 等が考えら れると思っ ています。 そういった 、最終
的にどういうふ うな事業モ デルを描く のかという ことも踏ま えて、今後 の検討
は必要だという ふうに考え ております 。そこも別 途、苫小牧 の実証、そ れから、
それをどのよう に輸送する のかという ところも含 めて政策的 に検討をし ている
ところでございます。
本プロジェク トについて は、回収し た二酸化炭 素、この用 途について は現在
検討中でござい ます。何と か二酸化炭 素の一部だ けでも使え ないかとい うこと
を検討している ところでご ざいます。 実際に回収 したものを 全て使おう とする
と、実証プラン トといって も、かなり 多くのＣＯ ２が分離・ 回収される ことに
なりますので、 なかなか用 途という形 では見つけ にくいとこ ろですが、 現在検
討中といったところでございます。
【久間会長】

よろしいですか。門永委員、とうぞ。

【門永委員】

検討中とい うことは、 やっぱりま だ見通しが なかなか立 たない

という理解でよろしいですか。
【江澤課長】

はい。

【久間会長】

ありがとうございました。松橋委員、どうぞ。

【松橋委員】

私自身は、 ちょうどド クターのこ ろにこうい う研究をや ってお

りまして、燃焼 前にガス化 して酸素吹 でやること でシフト反 応すると濃 いＣＯ
２がとれますか ら、効率よ くＣＯ２の 回収ができ るのですね 。ですから 、本質
的にはこのシス テムは、こ れは今、実 現の運びに なっている のはうれし いです
し、是非国とし て成功に導 いていただ きたいと思 っているの ですが、本 質的に
は、やはりこれ はＣＯ２を 回収するか ら高効率に なるのであ って、どう しても
酸素のところの 動力がかか るというの は当然のこ とです。だ から、ＣＯ ２を回
収するという前 提で考える と、この酸 素吹のシス テムの方が トータルで 効率が
よくなると、こういうことですね。
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技術的に細か い質問はい っぱいある のですが、 それは別途 させていた だいた
ので、ここでは あえてしま せんで、そ ういう意味 で、やはり 経産省の方 から示
された絵ですね 。先ほどの 委員の御質 問にも関係 あるのです が、例えば １３億
トン減るという 経産省の方 の１１ペー ジの絵があ るのですが 、これは、 １０年
ぐらい前からセ クター別ア プローチを 国を挙げて 提案してい たときに、 １３億
トンという議論 はよくされ ていた話で 、ずっと変 わっていな いんですよ ね。こ
れを 言 うの は 当 たり 前 です け れど も 、本 当 に今 、 世 界で 石 炭が ス トラ ン デッ
ド・アセットと 言われて、 ＪＢＩＣが 必死で頑張 っているけ れども、ワ ールド
バンクとかがみ んなファイ ナンスを引 き上げて非 常に苦しい 状況でやっ ている
わけですね。だ から、その 世界の流れ に対して、 こういった システムを 売って
いくには、もう ちょっと別 の情報の仕 組み、発信 の仕組みが 一つは必要 だと思
います。
つまり、この システムは 本気でＣＣ Ｓをやるも ので、ＣＣ Ｓレディー なんだ
と。今すぐ処分 しなくても 、ＣＣＳレ ディーだか ら、必要な らいつでも 貯留で
きますよという 形で世界に 売り込んで いく、ある いは国内で もＪ－ＰＯ ＷＥＲ
と中国電力がや って、単に 効率を上げ るだけなら いいけれど も、このま までや
ると回収までや っても損に なるわけで すよね。だ から、その 減った分に 対して
クレジットが付 くか、税額 が控除され るとか、Ｄ ＯＥはそう いうことを やって
いるわけで、そ ういう政策 と本気であ る意味整合 性をとって 進めないと 、誰も
喜んで処分しな いですよね 。だから、 そこをそろ そろもう本 気で政策と 技術開
発をがっちりと 連携して進 めていただ く時期に来 ているのか なと思って おりま
す。私は是非、 これを国と して成功さ せてほしい と思ってお りまして、 そのた
めにも今の点、是非よろしくお願いします。
以上です。
【久間会長】

松橋委員、 門永委員、 天野委員に 共通すると ころは、Ｃ Ｏ２の

回収とＣＣＳの 固定、これ ありきなの で酸素吹の システムだ という、重 要な御
指摘だと思いま す。これに ついてはコ ストまで詰 めて、引き 続き検討し ていた
だきたいと思います。そういうことでよろしいでしょうか。
どうもありがとうございました。
ほかにも御意 見があるか と思います が、次の議 題に移りた いと思いま す。他
に御意見のある 方は、後ほ ど事務局か ら説明があ ります意見 収集票に記 載して
いただければと思います。どうもありがとうございました。
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（説明者退室）
【久間会長】

それでは、 続きまして 、２つ目の 議題である 国家的に重 要な研

究開発の事前評価について、事務局より進め方の説明をお願 いします。
なお、本日、Ｎ ＥＤＯで外 部評価をし ていただい た早稲田大 学の小林教 授を、
本研究開発の評価に関する知見を頂くため臨時委員として招 聘しており ます。

（説明者入室）
【久間会長】

それでは、事務局お願いします。

【板倉企画官】

それでは 、事務局の 方から進め 方について 簡単に御説 明させ

ていただきます。
使用する資料 としては、 資料の２－ １、２－２ 、２－３で す。また、 机上配
布資料としまし ては３番と ５番で、ま た番号なし の机上配布 資料として ポスト
ムーア時代とい うポンチ絵 の資料も活 用させてい ただきます 。資料２－ １に関
しまして、事務 局案として 調査検討事 項につきま してお示し しましたも のでご
ざいます。
また、この資 料２－１の 裏面、２ペ ージ目を見 ていただく と分かるの ですけ
れども、実施ス ケジュール としては先 ほどの中間 評価と同じ で、今回ヒ アリン
グを行った後、 １１月１６ 日の調査会 で評価結果 案を取りま とめて、１ ２月の
本会議で審議・決定していただくという形になります。
また、机上資 料３につき ましては、 この調査事 項に沿って 表に経済産 業省で
の説明や事前評価の結果について取りまとめさせていただい たものです 。
机上資料５に つきまして は、意見収 集票として 後ほど御提 出いただき たいと
思っているものでございます。
先に経済産業 省等から説 明していた だいた後、 質疑応答を お願いいた します。
以上になります。
【久間会長】

では、資料 ２－２につ いて、経済 産業省及び ＮＥＤＯか ら説明

をお願いします。
【田中室長】

経済産業省 商務情報政 策局でデバ イス・情報 家電を担当 してお

ります田中と申します。本日はよろしくお願いいたします。
お手元、事務 局から配布 していただ いておりま す資料２－ ２に沿って 御説明
をさせていただ きたいと思 います。資 料２－３、 それから、 その補足説 明とし
て机上配布され ているもの 、これはＮ ＥＤＯの事 前評価で使 用されたと いうこ
－20－

とで、後ほど必 要に応じま してＮＥＤ Ｏの方から も御説明さ せていただ きたい
と思っております。
資料２－２に つきまして 、タイトル でございま すけれども 、「高効率 ・高速
処理を可能とす るＡＩチッ プ・次世代 コンピュー ティング技 術開発事業 」とい
う名で、来年度 新規予算と してエネル ギー特別会 計で１００ 億円の概算 要求し
ておりますけれ ども、その プロジェク トに関しま して御説明 させていた だきま
す。
まず、ＩｏＴ の推進とい うふうにな っておりま すけれども 、これは、 まずこ
の前段といたし まして、今 現在、我々 はＮＥＤＯ におきまし てＩｏＴの 横断的
な技術開発とい うものを約 ５０億弱で やっており ます。それ がベースと なりま
して、この概算 要求になっ ております ので、そち らからの方 の御説明を まずさ
せていただきたいと思っております。
ここに書かれ たＩｏＴと いうことは 、皆様御考 証のとおり だとは思う のです
けれども、改め て簡単に御 説明します と、リアル とサイバー というのが ＩｏＴ
というもので繋 がっていく という中で 、現実の中 からデータ の収集とい うもの
があって、これ を解析して 、そしてま た現実に戻 していくと いう、この 一連の
サイクルの中で 、この横断 的に必要と なる技術開 発をやろう というのが 、我々
が今やっているプロジェクトでございます。
その際の課題 というのが 次のページ でございま すけれども 、ＩｏＴ社 会にお
ける情報産業の 課題という ふうになっ ております が、情報量 の爆発であ るとか、
消費エネルギー がどんどん 増えていく 。ＩｏＴデ バイスが増 えるわけな のでデ
ータもその処理 をする消費 電力も増え ていくとい うような話 、それから セキュ
リティーなど、 そういう様 々な課題に 対して横断 的に対応で きる技術を 開発し
ようということ で、今２年 目ですけれ ども、５年 間でやって いるＩｏＴ の横断
的な技術開発というものがございます。
この後の議論 として、結 局我々、ど ういう形で 日本のＩＴ 産業は勝っ ていく
のだろうかとい うようなこ とを審議会 の場を含め て議論させ ていただき ました。
その中で出てき た議論とい たしまして 、ネットの 世界でのデ ータ、これ はある
意味 勝 負が ほ ぼ つき つ つあ る とい う ふう な 理解 の 下 で、 そ うし ま すと 、 結局
我々が強いとこ ろはエッジ 側のところ 、これはど ういうふう なとらまえ 方もい
ろいろあると思 うのですけ れども、例 えば自動車 そのものが エッジの端 末であ
ったり、それか らロボット であったり 、それから 健康医療に 関わる、例 えばウ
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エアラブルみた いなものが 今後出てく るというふ うなことを 考えたりす ると、
そういうエッジ 側のところ を日本の強 みというふ うなことを 考えたとき に、そ
こをどうやって 強化して新 しい社会に つなげてい くのかとい うようなと き、特
に手元にある、 それからた くさんつな がる、そし て、それが 自分の日々 のデー
タであったりと か、ないし は自動運転 とかいうも のを想念す るのであれ ば、正
に事故が起きず に間違いな くコントロ ールされて 制御されて いくという ような
ことを考えたと きに、全部 クラウドで ネットに上 げてやって いくという ような
ことではなくな る世界、当 然そういう ものを考え ていかなけ ればならな いなと
いうような話がございました。
正にそういう 意味で、エ ッジ側のコ ンピューテ ィングをど うやって高 めてい
くか、正にＩｏ Ｔ、ＡＩを 強めていく かというよ うなものが 、やっぱり 大きな
課題であろうと 、これがチ ャレンジす べきもので あろうとい うことで、 正にこ
のエッジ側でリ アルタイム 、そして小 型かつ高度 なというこ とで書いて おりま
すけれども、こ この部分の 技術開発を 正にやって いくべきで はないかと いうよ
うな議論を、その後行っております。
次のページを 見ていただ きますと、 今申し上げ たことをざ っくり図に したも
のがこういうも のになるわ けです。こ こでは自動 運転として トヨタみた いなこ
とを書かせてい ただいてお りますけれ ども、エッ ジヘビーな コンピュー ティン
グ、端末側エッ ジ側でリア ルタイムで 処理してい くというよ うなことが 求めら
れていく中で、 こういう自 動運転だっ たり製造ロ ボットであ ったり、こ ういう
分野を強めてい こうと。正 にこういう 分野は、例 えば自動車 、乗用車の 世界で
申し上げますと 、日本が３ 割以上のシ ェアを取っ ているとい うような話 、製造
用、産業用ロボ ットであれ ば５割、６ 割、非常に 強いといっ たところ、 正にこ
ういう分野での エッジ側の コンピュー ティングの パワーがど んどん強ま ってい
く中で、この部 分の競争力 を高めてい くかという ようなこと をやってい かなけ
ればならない。
我々が今やっ ているＩｏ Ｔの横断的 な技術開発 の中で申し 上げますと 、正に
余りエッジ側の コンピュー ティングと いうことに フォーカス したもので はなか
ったものですか ら、この新 しい部分に ついて新た な取組をや らなければ ならな
いんじゃないか。こうしたものが一つ大きな問題意識として ありました 。
次に、そうは いっても、 大きなトレ ンドの中を 見ていくと 、次のペー ジ、下
段でございます けれども、 だんだんよ く見てみる と、ムーア の法則とい うのが、
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この場合半導体 、ないしは ＩＴそのも のを大きく ドライブし てきたわけ なので
すが、ムーアの 法則という か、微細化 自身がまだ 進んではお りまして、 進んで
いるものの、経 済的な意味 、それから 性能的な意 味、電力消 費的な意味 での性
能という意味で は、デナー ドのスケー リング則み たいな別な スケーリン グ則が
あるわけなので すけれども 、実はそう いうものは もうやや止 まっている 。特に
経済的な意味で ムーアの法 則というの は、トラン ジスタ当た りのコスト にしま
すと、基本的に は２８ナノ 以降の微細 化というの はトランジ スタ当たり のコス
トにはきいてこ ない。性能 にはきいて くるけれど もコストに は効いてこ ないと
いうふうに言わ れておりま して、そう いう意味で 言うと、ト ランジスタ コスト
が下がらない時 代に入りつ つある、な いしは入っ たというふ うなことを 考えた
りします。
そして、当然 こちら、Ａ Ｉと言われ た新しい、 例えばデー タによって プログ
ラミングしてい く。必ずし も正確さが 必要なわけ ではなくて 、例えば大 体この
辺ですといった ような大き なデータの 中から、大 体ないしは 概ねこうだ といっ
たような傾向や 特徴を見い だしていく 、これは見 方を変える とデータに よるプ
ログラミングの 技術が出て きておりま す。また、 この世界は 、必ずしも ブール
代数的な１足す １が必ず２ になるよう なものであ る必要はな くて、だん だん確
率的な世界も含 めて考えて いかなけれ ばならない 。そういう 新しいソフ トウエ
アパラダイムが 起きている というよう な中で、あ とＩｏＴの 時代ですし 、自分
の身近なものが 繋がってい くというよ うな中で、 当然セキュ リティーは 大事だ
という中で、大 きな意味で 申し上げる と、大きな トレンドの 対応につい ても、
同時に我々は考えていかないといけないのではないか。
このときには 、ポストム ーアという ふうに我々 は申し上げ ております けれど
も、ポストムー アは必ずし もノイマン のスタイル ではない、 古典ノイマ ンのス
タイルではない コンピュー ティングも 当然含めて 考えていか なければな らない
のではないかと いうような 問題意識が 議論されま して、した がって、ポ ストム
ーアとして非ノ イマン的な ものも含め た技術の準 備を、やっ ぱり今から 始めな
いと、間に合わ なくなって くるんじゃ ないかとい う問題意識 の中で、こ ういう
大きなトレンド の変化、コ ンピューテ ィング技術 の節目があ る中で、そ こら辺
についても準備 を始めよう ということ で、この２ 点を大きく 念頭に置い て予算
要求をさせていただいているものでございます。
そして次のペ ージ、その 下段でござ いますが、 今申し上げ ましたとお り、エ
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ッシ側のコンピ ューティン グの技術開 発、それか ら次世代コ ンピューテ ィング
としております 。いわゆる 非ノイマン を含めたポ ストムーア に向けた技 術の準
備、こちらをや っていくと いうことを 主眼にいた したときに 、現状やっ ている
ＩｏＴ横断とい うものが、 これは当然 密接に関係 してくるも のですから 、この
事業も取り込ん だ形でやっ ていこうと いうことで 、本日、既 存の部分は 審査の
対象ではないと いうふうに は内閣府と 事務局から 伺っており ますけれど も、そ
れも含めた形で 、この１０ ０億の中で 実施してい こうという ことで、今 概算要
求をさせていただいているものでございます。
したがいまし て、次のペ ージを見て いただきま すと、上か ら３つぐら いの柱
というか矢印が あるかと思 いますけれ ども、この 課題設定と して、今短 期とさ
せていただいて いるのが、 これは今既 存でやって おりますＩ ｏＴ推進の ための
横断的な技術開 発というよ うなもので ございまし て、これは 既存の事業 。本年
度でいきますと ４７億円と いうもので 、ＮＥＤＯ においてや っていただ いてい
るところでございます。
今回、新たに それも含め た形で１０ ０億円と要 求させてい ただいてお ります
のが、この中期 のいわゆる エッジコン ピューティ ングの革新 的技術の開 発でご
ざいます。それ から、ポス トムーア、 非ノイマン も含めた長 期を見据え た技術
開発というもの 、これが次 世代コンピ ューティン グという名 前を付けて おりま
すけれども、そ の３本柱の うち、この ２本を大き く今回は付 けた形にし まして
要求をしているというようなものでございます。
こちらの今説 明申し上げ ている表自 身は、これ はそういう 意味で言う と１０
年間というふう なものは、 大きく見る と、今進ん でいるＩｏ Ｔ、これが 残り３
年でございます ので３年と いうもの、 それから、 今回新たに 始める５年 間、中
期の話、これが ５年間とい うもの、そ れから、最 長１０年と いうことで 、次世
代の準備、非ノ イマンも含 めた準備を 含めた技術 開発という ことで、最 長１０
年間ということで考えておるものでございます。
したがいまし て、それぞ れ要求、求 める事項、 内容という のがまた大 分変わ
っておりまして 、下に見て いただきま すと、アウ トプットと して念頭に 置いて
いるのは、今後 重要になっ ていく５年 のところは 、正にエッ ジ側の消費 電力の
性能の桁を変え ようという ことをミニ マムで考え ております ので、それ ぐらい
のものではない 限りはナシ ョプロとし てやる意味 はないだろ うというこ とで、
従来比の１０倍 以上という ことを、そ の技術の確 立というこ とを直接の 目的に
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しております。
アウトカムで ございます けれども、 これはエネ ルギー特会 でやる事業 という
ことでございま して、アウ トカムとい たしまして は、その技 術によって どれぐ
らいのコンピュ ーティング が効率化さ れてエネル ギーが減少 したかとい うこと
を想定して載せさせていただいておるということでございま す。
あと、長期、 これは次世 代というこ とで、非常 に今後どう なるかやや 分から
ないところがあ る中で、１ ００倍、こ れは５年、 ５年でムー ア則も終わ って、
別にこれまでの とおり電力 消費が下が るという見 込みがない 中で、電力 性能を
５年で１０倍、 桁を変えよ うというこ とだったの で、１０年 たてば２桁 ぐらい
いかないと、当 然それぐら いの革新的 なことをや らないと国 としてやる 意味は
ないだろうとい うことで、 １００倍と いうことを 目指してお ります。し たがい
まして、この事 業が普及し た場合にお いては、そ の後、１０ 年後になり ますけ
れども、所要の エネルギー の換算をさ せていただ いていると いうのが、 我々の
本事業のアウトプット、アウトカムということでございます 。
具体的に何を やるか、な いしはそれ ぞれの課題 設定と、そ れから評価 という
位置付けですけ れども、８ ページの上 の段に戻っ ていただき まして、ま ず課題
設定自身は、我 々が想定し ているもの は当然ある わけですけ れども、当 然我々
だけで決めると いうよりは 、Ｒｅｑｕ ｅｓｔ

Ｆ ｏｒ

Ｉｎ ｆｏｒｍａ ｔｉｏ

ｎといった、こ れはＮＥＤ Ｏにおいて やっていた だく手続で はあるので すけれ
ども、広く課題 自身を募集 する。これ は、我々数 年前からＤ ＡＲＰＡの 手続を
参考にしながら 入れている 手続でござ いまして、 Ｒｅｑｕｅ ｓｔ

Ｆｏ ｒ

Ｉ

ｎｆｏｒｍａｔ ｉｏｎ、そ れから、こ れも同様に ＮＥＤＯに おいて基本 計画の
案をパブコメさ せていただ いておりま すので、こ うしたパブ コメ等を通 じて具
体的な研究課題 を設定して いこうと。 その際に、 我々の目線 としては、 桁が違
うというレベル の技術開発 をやってい く。その際 に、我々、 デバイスと いう名
前にせずにコン ピューティ ングという ふうに付け ているのは 、やはりコ ンピュ
ーティングとし て、あるい はソリュー ションとし て、あるい はシステム として
ある程度確立さ れていると ころを目指 せるという ことを、そ ういう具合 のデバ
イスレイヤーに は留まらな い、少なく とも１つ上 のレイヤー も含めたコ ンピュ
ーティングとし ての技術確 立を目指そ うというこ とで、この ような形に してお
ります。
従いまして、 １０年のも のも基本的 には同様で すけれども 、これは、 ここの
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表の大きさの中 で若干あり ますが、初 年度の最初 の５年間で やる話、な いしは
その途中なりで やる話と、 やや探索的 にやらざる を得ない時 期があった りとか
するものもあり うるので、 その金額な どを含め大 きくメリハ リを付けな がら、
この中で中間評 価もござい ますし、ま たステージ ゲートとい ったような 評価の
ものもございま すので、そ の段階で研 究について のターゲッ トも含めて 見直し
をしながら、予 算規模なん かも調整を して考えて いく。した がいまして 、探索
的なものは、次 は当然少額 でございま すし、やは りここは張 って世界の トップ
に立たなければ いけないと いうような ときには、 そこに大き くシフトす るとい
うようなダイナ ミックな評 価というも のを、ＮＥ ＤＯの様々 なプロジェ クトマ
ネジメントを通じてやっていくということを念頭に置いてお ります。
具体的な例として２例ほど載せております。
中期の課題の 例の１つが リコンフィ ギャラブル というふう になってお ります。
このリコンフィ ギャラブル というのは 、例えばＦ ＰＧＡなん かが通常よ く言わ
れている代表例 ではあるの ですけれど も、ハード ウエアを実 際に、普通 、回路
は焼いてしまう とそのまま 固定ですけ れども、そ れを別な形 でソフトウ エア的
に制御すること でハードウ エアの回路 自身を変え ることがで きる技術で ござい
ます。その意味 で、トラン ジスタ自身 のコストが だんだん下 がらなくな るとい
う中で、逆に言 うと、ある 意味ポスト ムーア、な いしはトラ ンジスタが 下がら
ない時代には、 だんだん特 化回路、な いしは一定 の汎用性が ある、フレ キシビ
リティーがある 形で回路を 冗長性なく 、そのため に適した回 路を作って いくと
いう中で、そう いう意味で リコンフィ ギャラブル というもの が改めて注 目され
ているわけなの ですけれど も、そうい うものをＡ Ｉの処理、 例えば深層 学習で
いくところの畳 み込みのよ うな、ああ いうものに 適したよう なアーキテ クチャ
ーでありますと か、いわゆ る実際エッ ジ側で使用 する際の状 況を考えて 、その
必要なアーキテ クチャーか らやって、 この部分を リコンフィ ギャラブル として
新しい技術とし て確立して いくという ようなこと を念頭に置 いているの が、こ
の想定課題の例でございます。
もう一つ、こ れは長期の 課題の例と して載せさ せていただ いておりま す。こ
れはアニーリン グコンピュ ーティング と書いてお ります。今 、量子コン ピュー
ターと言われて いるものが 幾つか話題 になってお りますけれ ども、その うちの
アニーリングと いう一つの 方式につき ましてフォ ーカスした 形でちょっ と載せ
させていただい ます。「量 子」という のを付けて いないのは 、アニーリ ング自
－26－

身は、現在のコ ンピュータ ーの中でも シミュレー テッドアニ ーリングと 言われ
るような手法も ございます し、また、 ＣＭＯＳな いしはＦＰ ＧＡみたい なもの
を含めてなんで すけれども 、特化回路 において擬 似的にアニ ーリングを 加速す
るというような やり方もご ざいます。 そういうも のを含めま して検討し ており
ますので、量子 アニーリン グという「 量子」の限 定しない形 、他方で量 子アニ
ーリングを含め て、最も計 算能力が要 される計算 の一つとさ れている組 合せ問
題を 非 常に 低 コ スト 、 ない し は非 常 に省 エ ネル ギ ー で解 く とい う 技術 と して
我々は捉まえて 、ここの部 分につきま してフォー カスを当て て検討して いこう
ということでございます。
量子アニーリ ングコンピ ューター自 身は、量子 アニーリン グの理論に つきま
して申し上げる と、これは 東工大の西 森先生らが 理論的には 発見された のは御
案内のとおりか と思います し、あと超 電導デバイ スといった ような技術 も、か
つて超電導の時 代のブーム の中で研究 開発された 要素の中も 含めて、日 本には
それなりにある というふう に思ってお りまして、 この中で、 いわゆるデ ジタル
の量子コンピュ ーターとい うところは 、我々から すると是非 やりたいと ころで
すが、まだちょ っと基礎研 究的な段階 があるので 、是非他省 庁さんのプ ロジェ
クトにおいてや っていただ きながら、 我々、まず 、この実用 化が見え始 めてい
るアニーリング のところに つきまして 、ポストム ーアという ことの一つ として
準備をさせていただきたいと思っております。
次からが、先 ほど少し触 れましたＮ ＥＤＯの研 究開発マネ ジメント体 制でご
ざいます。そう いう意味で 、ＮＥＤＯ の交付金と いう形で、 ＮＥＤＯが プロジ
ェクトマネジメ ントを推進 するという ことでござ いますけれ ども、実際 には各
テーマが幾つか 入るわけで ございます 。そこにそ れぞれのプ ロジェクト リーダ
ー、ないしはテ ーマが分か れる、例え ば企業で競 争している ような場合 に、そ
れぞれのテーマ が入ってく るというよ うなことも ございます し、また、 アプリ
ケーションが違 うと言った けれども、 例えばある ところは一 緒だという ような
ところがありま すので、そ ういうこと のリーダー を定めまし て、当然外 部の有
識者を含めたア ドバイザリ ー委員会と いうような ものを置く 中で、下に ありま
すＰＤＣＡというものを回していくということになります。
上の段は、こ れは推進体 制になりま して、この 下の段は、 評価も含め た体制
になります。Ｎ ＥＤＯにお きましては 、推進をや る部署と評 価をやる部 署が独
立しておりまし て、評価は 、ある意味 第三者的に 客観的な立 場から評価 事務局
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が実施していく というよう な形の中で ＰＤＣＡを 回していく というふう な形に
なります。
次のページを 見ていただ きまして、 この事業自 身が科学技 術政策にお いてど
ういうふうな位 置付けにな るのかとい うことで簡 単にまとめ させていた だいた
ところでござい ます。エッ ジコンピュ ーティング といったよ うな話、そ れから
サイバーとかフ ィジカルと いったよう な話、それ ぞれ内閣府 の科学技術 会議で
おまとめいただ いておりま す総合戦略 、それから 基本計画、 それぞれに 記載さ
れておりますし 、それから 、官邸の方 で行ってお ります未来 投資戦略と いうよ
うな中において も書かれて いるという ことで、非 常に重要な 技術という ふうに
位置付けており ますし、経 産省は、Ｃ ｏｎｎｅｃ ｔｅｄ

Ｉ ｎｄｕｓｔ ｒｉｅ

ｓというのをＳ ｏｃｉｅｔ ｙ５．０に 向けた産業 の在り方と して世耕大 臣を含
めて打ち出して おり、本プ ロジェクト がこの中で も大きく位 置付けてお るとい
うことで資料を付けさせていただいております。
以上が配布資 料の内容で すけれども 、若干委員 の方、机上 資料として 、ちょ
っと参考までに 具体例を幾 つか見てい ただいた方 がよいかな と思いまし て、机
上配布として幾つか資料を付けさせていただいております。
そこで、最初 の２１ペー ジのところ にあるのが 、これは中 期のイメー ジの資
料でございまし て、２２ペ ージが長期 のイメージ として、今 我々が頭に 描いて
いるものでござ います。最 後に、今年 度やってい る、４７億 というふう になっ
ていますけれど も、今やっ ているＩｏ Ｔ横断の説 明資料を参 考までに付 けさせ
ていただいているところでございます。
非常に今後、 この事業自 身はコンピ ューティン グというこ とで、例え ば文科
省でやっていた だいた事業 とか、あと 、それから 内閣府ＦＩ ＲＳＴとか でやっ
ていただいてい る、例えば スピンとか 新しい原理 をどうやっ てコンピュ ーティ
ングしていくか というよう なことを考 えますと、 当然我々の 事業だけで 完結し
ているものでは なくて、内 閣府の事業 、それから 文科省の事 業、そうし たもの
の成果を是非活 用させてい ただきたい と思ってお りますし、 また別途、 我々、
これ以外にも、 半導体の設 計というよ うなものに つきまして 技術基盤を 作ろう
という要求もし ております 。それにつ きましては 内閣府のＰ ＲＩＳＭと いう新
しい制度の登録 について申 請させてい ただいてい るところで ございまし て、こ
ういう議論を、 それらの政 策とも連携 しながらや っていきた いというふ うに現
状考えるところでございます。
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経産省からの説明は以上でございます。
【久間会長】

ＮＥＤＯから追加説明は、特によろしいですか。

それでは、経 産省から説 明がありま したが、Ｎ ＥＤＯでの 外部評価を 担当し
ていただいた小林委員から補足説明をよろしくお願いします 。
【小林臨時委員 】

それで は、資料２ －３、事前 評価結果概 要という資 料を御

覧ください。
開いていただきまして、まず３ページの上を御覧ください 。
これがＮＥＤ Ｏ研究評価 委員会の構 成です。そ れから、下 の方に今回 の事前
評価における評 価項目・基 準というの が７つ書い てあります ので、これ も御覧
ください。
２ページに戻りまして、総合評価についてまず御報告いた します。
我々は、これ は非常にチ ャレンジン グなプロジ ェクトであ るという評 価をい
たしまして、主 なことがこ こに書いて あります、 少し分けま すと約５つ のポイ
ントを評価委員 会としては 今後期待を しています 。全体とし ては着実に 推進す
べきであること 、ハードウ エア、ソフ トウエア、 応用を一体 で開発する という
ことであります が、最初の 我々の期待 は、３行目 の右の方に あります具 体的な
社会課題解決に つながるこ と、これが １つ目であ ります。そ れから、４ 行目に
ありますように 日本の産業 の真の復活 を目指す戦 略的提案に つなげる。 戦略的
に進めていただ きたいとい うことです 。その後に いろいろ、 有機的な連 携等と
書いてございますが、戦略が非常に重要であるということで あります。
それから、２ つ目のパラ グラフにあ りますが、 これは３つ 目でありま すが、
リーダーの権限 を強化し、 あるいは機 動性・融通 性を重視し て、特にプ ロジェ
クトマネジメントを非常に重視していただきたいということ です。
それから、４ 番目は人材 の発掘・育 成・活用で あります。 我が国では 、この
分野の人材が必 ずしも豊富 ではありま せんので、 人材の育成 にも是非注 力をし
ていただきたいと思います。
それから、最 後に産学連 携や中小ベ ンチャー企 業支援と書 いてありま すが、
是非これを、産 業をエンカ レッジする プラットフ ォームとし て機能させ てほし
いと思います。 そういう意 味で５つ、 既にここで 総合評価と して期待を 書いて
あります。
それで、今度 は４ページ から少し個 別の内容に ついて御説 明をいたし ます。
先ほど申し上げましたように、７つの項目で評価をいたしま した。
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評価項目の１ にアウトカ ムの妥当性 というのが あります。 これと、評 価項目
２－２にアウト プットの妥 当性、それ から、５ペ ージに行っ ていただき まして、
評価項目の４に アウトプッ トからアウ トカム達成 に至るまで の道筋（ス トーリ
ー）の妥当性とあります。まず、これをあわせて御説明をい たします。
まず、アウト カムの妥当 性について は、先ほど 田中室長の 方からも御 説明が
ありましたけれ ども、非常 に飛躍をす るアウトカ ムというの を設定して おりま
す。ポストムー アの新市場 形成に伴う 経済成長と いうことも 期待されて おりま
すので非常に妥 当であろう という一方 で、問題あ り・要改善 とする所見 の２行
目にございます けれども、 プロジェク トフォーメ ーションを 機動的に修 正して
いくポリシー、 体制、アウ トカムに向 けて、これ を是非期待 したいとい うこと
であります。
それから、ア ウトプット が評価項目 の２－２に ありますが 、これも通 信、Ａ
Ｉ、新原理のコ ンピューテ ィングに関 して、１桁 から２桁の 効率改善を という
ことで、非常に 野心的であ るという一 方、５ペー ジの上の方 を見ていた だきま
すと、やはり機 動的な推進 体制の修正 等、更には 、欧米系企 業の製品が デファ
クトになる中で 、海外製品 を凌駕でき るものがで きるのかと 、そのあた りまで
きちんと考慮していただきたい、ということであります。
同じように評 価項目４、 今度はスト ーリー、道 筋ですね。 これも現時 点では
突き詰めてよく 考えられて いるけれど も、下の方 に書いてあ りますが、 機動的
な修正、更には 商用化に持 っていくス トーリーと いうのはき ちんと出し ていた
だきたいと思います。
４ページに戻 っていただ きまして、 評価項目２ －１、研究 開発内容の 妥当性。
この内容につい て、今、田 中室長の方 からかなり 丁寧な御説 明がござい ました
が、現在、開始 するところ では妥当で ある。一方 で、パラダ イムシフト を目指
す野心的な内容 も含まれて います。た だ、これは 先ほどと同 じですけれ ども、
既に欧米系企業 の製品がデ ファクトに なっている 中で、海外 製品を凌駕 できる
ものが出せるかどうか、きちんと考慮いただきたいというこ とです。
また５ページ に行ってい ただきまし て、今度は 評価項目の ３、ＮＥＤ Ｏが実
施することの必 要性です。 正に日本の エレクトロ ニクス、あ るいはＩＴ 、Ｉｏ
Ｔ産業が競争力 を強化しな ければいけ ないという ことは、も う国を挙げ てこれ
はやるべきであ るというこ とで、特に 問題あり・ 要改善とい うことはな く、是
非全面的なバックアップを期待したいということであります 。
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それから、５ ページの下 の方に評価 項目の５、 実施・マネ ジメント体 制。こ
れは先ほど申し 上げました ように非常 に重要であ ります。め くっていた だきま
して、６ページ の上に幾つ か項目がご ざいます。 ポリシーの 設定、プロ ジェク
トリーダーの権 限強化、研 究戦略・計 画を修正す るリーダー をサポート するス
タッフというこ とで、特に マネジメン トに関して は評価委員 会としては 是非検
討を期待しております。
評価項目６、 費用対効果 の妥当性、 評価項目７ 、非連続ナ ショナルプ ロジェ
クト選定の妥当 性は、そこ にも書いて あるとおり でございま すけれども 、パラ
ダイムシフトを 起こす技術 というのを 是非開発し ていただい て、それを 商用市
場へ投入して非 連続なイノ ベーション につなげて いただきた いというの が評価
委員会の意見でございます。
以上でございます。
【久間会長】

ありがとうございました。

それでは、皆 さんから御 質問、御意 見等を頂き たいと思い ます。よろ しくお
願いします。
北村委員、とうぞ。
【北村委員】

１つ聞かせ てください ませ。御説 明がありま した９枚目 のスラ

イドの 中に、 アウト プッ トはい いです けれ ども、 アウ トカム がＣＯ ２ 削減 のみ
ですね。これ、 会計の関係 からそうな のかもしれ ませんけれ ども、先ほ どのア
ウトプットから アウトカム へのという のでは、ア ウトカムが なっていな いので
はないかという 気がします ので、その 辺のところ はもう少し 分かりやす く書い
ていただいてもいいのかなという気がしていますが、いかが でしょうか 。
もう一つは、 それに関し まして、こ ういうもの はほかのエ ッジ側とい うふう
に御説明があり ましたけれ ども、そう すると、他 の事業との 、あるいは 他の政
策課題との関連 性が大きい と思います 。これで達 成されたこ とがいかに 利用側、
エッジ側である とか、ある いは量子計 算の方もそ うですけれ ども、どれ ぐらい
インパクトを持 って社会を 変えていく のか、どれ ぐらいの数 値になって いるの
かというのをお教えいただけたらなと思います。
【田中室長】

まず、アウ トプットと アウトカム のお話がご ざいました 。アウ

トカムの位置付 けですけれ ども、これ は我々の方 の予算制度 上の要求事 項とし
て省エネルギー ということ を第一に、 この省エネ ルギー自身 も大きな社 会課題
でございます。 当然エネル ギーが増え ていくとい うことにな りますと、 社会課
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題の話だけでな く、実際に それ自身が 大きな産業 競争力とし て見ても問 題にな
る。例えばデー タセンター でのエネル ギー、これ はポストム ーアのとこ ろに関
係してくるとは 思うのです が、エネル ギー自身が 大きな産業 競争力の利 点にも
なれば、足かせ にもなり得 るというよ うな点もご ざいます。 したがいま して、
そういう意味で 申し上げま すと、エネ ルギー消費 につきまし て予算制度 の趣旨
も鑑みまして、 我々、こち らの特別会 計におきま して概算要 求させてい ただい
ておりますので、その点につきましては御理解いただければ と思います 。
他方で、今、 具体的な社 会へのイン パクトのイ メージにつ きましては 、引き
続きちょっとど ういう形で 表現するの がいいのか ということ について、 これだ
け大きく社会構 造が変わろ うとしてい ますので、 例えばビジ ネスモデル も含め
て変わろうとし ているので 、ある種の 仮定を置い てという形 になってし まうと
いうことが前提 にはなって しまうので が、そうい うものの中 においては 何らか
考えることはで きるかなと 思う一方で 、逆に言う と、経産省 がそういう ことを
何か打ち出して いるという ような話が いい方に働 くこともあ れば悪い方 に働く
とき も あり ま す 。そ の 辺の 政 策的 な 判断 は ちょ っ と 別途 あ るこ と も含 め て、
我々としては現 在、審議会 においてビ ジネスモデ ルの在り方 、社会の在 り方に
ついては議論さ せていただ いて、それ はそれで産 構審の報告 書として世 の中に
問うような形を とっており ます。それ とどういう 形で掛け合 わせていく かとい
うことにつきま しては、予 算の中の様 々な制約、 それから手 続、それか ら社会
にどうやってイ ンパクトを 与えていく のかという 関係の中で 、我々の部 門だけ
でやっているわ けでは当然 ないわけな ので、関係 部局との連 携も含め、 御指摘
を含めて、この 事業の実施 につきまし ては、どう いう説明を やっていく かとい
うことのアドバ イスを頂い たというこ とで検討さ せていただ きたいと思 います。
【久間会長】

北村委員の 御指摘はも っともで、 ＣＯ２の削 減だけがア ウトカ

ムという経産省 側の回答は 苦しいです 。経産省の 中での資料 はこれでい いかも
しれませんが、 この場では 説得力があ りません。 ですから、 こういう産 業をつ
くるという目標 とか、国際 競争力に勝 つ戦略など を、別紙で いいので提 出して
もらえますか。
【小林 臨時 委員 】

よろし いで すか 。実 は、NEDO の 評価 委員会 のと きは ＣＯ

２削減だけでは なくて、市 場規模とか 産業活性効 果の提示が ありました ので、
我々は、それに 基づいてア ウトカムを 評価いたし ました。そ れだけ申し 添えて
おきます。
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【久 間 会長 】

分か り まし た 。し か し、 ア ウト カ ム がＣ Ｏ ２の 削 減だ け で、

NEDO の研究評価委員会が高い点を付けるというのはおかしい です。
【小林臨時委員 】

ですか ら、それだ けで付けた わけではあ りません。 ただ、

その資料はここに出てきていないようです。
【久間会長】

ＣＯ２削減 のみで付け たわけでは ないエビデ ンスを出し ていた

だければよいのですよ。
【都築部長】

会長、よろ しいですか 。お手元で 机上配布と いう資料で 、ポス

トムーア時代に 向けたＡＩ ・異次元コ ンピューテ ィング技術 開発事前評 価用補
足資料というも のがお手元 に、委員の 先生方にお かれては置 いてあるか と思い
ます。それのス ライド２ア ップですけ れども、右 肩にページ が付いてい るので
すが、１０とい うスライド がございま す。ちょっ と、この時 点と実際の 予算要
求フレームが若干変わっておりますので……
【久間会長】

出口戦略と 、ＣＯ２削 減の間の説 明が抜けて いるのです 。ＣＯ

２削減だけでこ んなに大き な産業がで きるはずは ないです。 次世代コン ピュー
ティングの中身 をしっかり と書いた補 足資料を出 してもらい たいという ことで
す。
桑名委員、どうぞ。
【桑名委員】

次世代コン ピューティ ングの話が 出ましたの で、ちょっ とこれ

に対してコメントと質問をさせていただきます。
組合せ問題を 効率よく解 くとか、ア ウトプット の中にも一 部、学習性 能等の
話も少し書かれ ていますけ れども、学 習性能を大 幅に高める とか、その ような
特徴を持つコン ピューター とアルゴリ ズムの開発 というのは 、非常に大 事であ
るし、この次世 代コンピュ ーティング の開発プロ ジェクトを 進めること はとて
も重要なことだと思います。
その中におい て、今回量 子アニーリ ングという 形で、アニ ーリングコ ンピュ
ーティングとい うプロジェ クトを一つ の例として 進める案が ご提示され ていま
すが、この中で 一つ大事な 話として、 ミドルウエ アというも のをどう開 発して
いくのかがあり ます。ハー ドウエアが できたのは いいのだけ れども、結 局ミド
ルウエアがなく て社会実装 できないと いう問題に 直面すると いうのは過 去多々
あったと思いま す。ここの ミドルウエ アの部分に ついて、今 後開発をこ の中で
どう進めていくかが１点目の質問です。
それから、も う一点は、 先ほどの説 明の中に他 プロジェク ト、既に進 んでい
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るプロジェクト と省庁連携 もすると言 われており ましたが、 ＩｍＰＡＣ Ｔの中
でも量子アニー リングの研 究が進んで おり、これ との連携に ついてどの ように
お考えなのかというのが２点目でございます。
それから、長 期のマイル ストーンと して１０年 ということ を考えてい ますけ
れども 、世 の中で は、 Ｄ－ Ｗａ ｖｅ や、 先ほ どのミ ドル ウエ アに相 当す るも
のとして、例え ば 1Qbit 等 も既に出て きているわ けで、もう 少し早い時 期にア
ウトプット、ア ウトカムを 出していか ないと、結 局国際競争 力がなくな るプロ
ジェクトになる のではない かと思いま す。以上３ 点について お考えをお 聞かせ
いただけたらと思います。
【田中室長】

ややまとめ て返答して いく形にな るかと思い ますので、 お許し

いただければと 思いますけ れども、ま ずミドルウ エアのとこ ろです。正 に御指
摘のとおりでし て、我々、 これからゼ ロからやろ うというよ りは、若干 今のプ
ロジェクトの中 でも少し先 鞭をつけて おったりし ておりまし て、今のプ ロジェ
クトの中での考 え方は、基 本的に最適 化問題とい うのは、少 なくともイ ジング
モデルという物 理モデルに 換算してい ることを前 提にアニー リングをや るとい
う仕組みになり ますので、 現実の社会 問題をどう イジングモ デルという アニー
リングマシンが 解ける形に するか。今 度は実際に どういう物 理マッピン グをし
て解くかという あたりで、 今、委員か ら御指摘が あったのは 、この物理 マッピ
ングにするところを御指摘頂いたというふうに理解しており ます。
その部分は、 非常に正に 論点になる ところであ ろうという ことで、現 在では
そこの部分は、 ちょっと数 学の専門家 なんかを入 れて対応し ていこうと いうこ
とで、ＮＩＩの 河原林先生 なんかを中 心に研究さ せていただ いているよ うなこ
とも進めておりまして、正に御指摘のとおりかなというふう に思ってい ます。
更に言うと、 最初の社会 課題をどの ようにやっ ていくかみ たいなとこ ろも非
常に重要ですの で、そこの 部分は、例 えば、私ど もの理解が 正しくなけ ればで
すけれども、文 科省さんの 方で量子ア ニーリング 、これはだ からＤ－Ｗ ａｖｅ
になってしまう のかもしれ ませんけれ ども、Ｄ－ Ｗａｖｅの マシンなん かも使
いながら、その 部分をやっ ていくとい うような話 も伺ったり しておりま すので、
そういう部分の 研究のプロ ジェクトと の連携は当 然あるかな というふう には思
っております。
また、我々の 方でも、こ のプロジェ クトの中で 提供可能な マシンがで きるの
であれば大いに 提供させて いただいて 、その部分 を活性化し ていく。そ のとき
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にミドルウエア というのが 必須になる と思ってお りますので 、それまで には間
に合わせたいというふうには思っているところでございます 。
他方で、現実 のＤ－Ｗａ ｖｅと、あ と、それか らグーグル 、そのほか ＩＢＭ
なんかも、ＩＢ Ｍはゲート 型というか 、デジタル の方かもし れないです が、そ
ことの競争をど うするかと いうのは御 指摘のとお りです。そ ういう意味 で申し
上げると、今、 量子アニー リングで検 討している のは、今、 Ｄ－Ｗａｖ ｅがや
っているのは二 次元平面で 超電導デバ イスをつな げていくと いうような 仕組み
を考えています けれども、 これだと量 子結合がそ んなに増え ないだろう という
ふうに理論限界 みたいなも のが言われ ておりまし て、したが って三次元 に積層
していくという ような新し いプロセス 技術も含め て考えてい くというよ うなこ
と、それから、 おっしゃっ たようにミ ドルウエア の部分を充 実させるこ とによ
って、そのデバ イスの強み 、ハードウ エアの強み がソリュー ションサー ビスと
して生かせると いうような 仕組みまで 検討してい くというよ うなことの 中で達
成していきたいなというふうに思っております。
【久間会長】

安浦委員、どうぞ。

【安浦委員】

経産省がこ ういうデバ イスでなく てアーキテ クチャーを 中心に

プロジェクトを つくられた ということ は第五世代 以来ではな いかと思う のです
けれども、非常 に重要なポ イントだと 思います。 一番気にな りますのは 、プレ
ーヤーをどう設 定されてい るか。要す るに産業と してどう出 すかという ところ
で、今回の資料 ではグーグ ルだとかア ップルを引 き合いに出 されている わけで
すね。インテル とかエヌビ ディアでは ないわけで すね。要す るにチップ メーカ
ーの産業をつく ろうとして いるのでは ないという お気持ちが 本当にある のか。
そうするのであ れば、ビジ ネスモデル として、ど ういうＩＴ の新しい産 業のビ
ジネスモデルを 描かれてい るのかとい う、そこの ビッグピク チャーがな いと、
なかなか納得がいかない。
要するに、こ のチップを グーグルが 使ってグー グルが儲か るという話 に落ち
てしまう可能性 もあるわけ で、あるい は誰も使わ ないか、そ ういう意味 合いか
ら、ビッグピク チャーがな いと、アー キテクチャ ーというの は技術的な ことだ
けではうまくい かないと思 います。そ こら辺をど ういうふう にお考えに なって
いるかを教えていただきたいと思います。
【田中室長】

これは机上 資料で配布 させていた だいている 資料で、ち ょっと

個別のお話にな ろうかと思 いますので 、説明させ ていただけ ればと思っ ており
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ます。
そういう意味 で、コンピ ューティン グとあえて 付けたのは 、アーキテ クチャ
ーを含めて、特 にポストム ーアという 中で微細化 だけで勝負 したという ものの
中ではいいデバ イスはでき なくなって きたという 話で、そう いう意味で はアー
キテクチャーの 勝負になっ てきている ということ で、我々は コンピュー ティン
グという名前を 付けさせて いただいて おります。 我々も歴史 を調べて、 第五世
代とかリアルワ ールドコン ピューティ ングとか、 過去は幾つ かやってい ますが、
久しく１０年ぐ らいコンピ ューティン グの名前が 付いていな かったとい うのは
事実なので、こ れは反省を 含めて、や っぱりそう いうところ にターゲッ トしな
いといけない時 期にも来て いるし、そ れをやって きていなか ったという 反省も
含めて、こうい う名前を設 定させてい ただいてい おります。 その意味で 、最後
はそういうデバ イスがない と、そのコ ンピューテ ィングがで きないのは また事
実なので、そこ のデバイス 技術のとこ ろと、それ からコンピ ューティン グ技術
にしていくとこ ろをどう掛 け合わせて 設定してい くのかとい うところの 話。そ
れから、先ほど も他の委員 からありま したミドル ウエアみた いなところ のビジ
ネスの設定の仕 方、この辺 が肝になる のかなとい うふうに思 っていると ころで
ございます。
その中で幾つ か、中期の 方で御説明 させていた だきますと 、スピンと いった
ようなお話、こ れは現時点 でもＩｍＰ ＡＣＴとい う内閣府の 事業で集中 的にプ
ロジェクトとし てやらせて いただいて いるところ があろうか と思います 。これ
を、この場合デ バイスをつ くる企業に 実際には取 り込んでも らってつく ってい
くというような ことが必要 ですし、ま た、その場 合、アーキ テクチャー が変わ
ってくる。特に ロジックに 入れるよう な場合、ア ーキテクチ ャーが変わ ってく
ることが想定さ れるので、 その部分を 含めて考え ないといけ ないという 中で、
実際には、今、 例えばここ で名前を出 すのがいい かどうかな んですけれ ども、
ロジックのエッ ジ側でとい うと、日本 を見ると、 結局ルネサ スみたいな ところ
がどういうふうな位置付けになるのかということかと思って おります。
それから、ス ピンについ ては、例え ばエンベデ ィッドとい うようなこ とをス
ピンで使ってい くとなると 、これは更 にもう少し 広がりが出 てくるとい う話に
なってくると思 います。ま た、新原理 、それから リコンフィ ギャラブル 技術も
含めて、デバイ ス専業メー カーの基本 として、イ ンテルしか り、他もし かりな
んですけれども 、当然ミド ルウエア、 ソフトウエ アのレイヤ ーまで基本 的には
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準備をして、開 発環境とい うことなの かもしれま せんけれど も準備をし てビジ
ネスをするとい うことを念 頭に置いて いますので 、デバイス 部分のレイ ヤーだ
けで申し上げて も、基本的 にはそうし たソフトウ ェアレイヤ ーまでもタ ーゲッ
トのスコープの 一部に入れ た上で検討 していると いうことが 我々のイメ ージの
一つになります。
それから、実 際のアーキ テクチャー に関する質 問になると 、これはコ ンピュ
ーティング技術 そのもの、 先ほどグー グルとかと いう話が出 てきたわけ なので
すけれども、残 念ながら日 本にグーグ ルに匹敵す るような企 業がいない 中で、
どういうふうな 形でやって いくかとい うような話 があります 。この中で 少し中
期のところで書 かせていた だいたので すが、次世 代データ選 定用のソフ トウエ
アみたいな話が 書いてある んですけれ ども、実態 的に、例え ば日本の今 ＳＩｅ
ｒのビジネスを 見ますと、 実際には例 えばデータ ベースにし てもエンタ ープラ
イズリソースマ ネジメント にしても、 どこかの企 業のある種 のプロダク ツをロ
ーカライズない しはオンプ レミスでサ ービスする というよう なビジネス モデル
で実際には日本 の中はやら れています 。このシス テムが出来 上がってい るとい
う中で、少しず つクラウド といったイ ンフラ自身 も含めた、 サービスも 含めた
ビジネスが新し い形で出始 めていると いうような 中にあって 、例えばエ ンター
プライズの話で いくと、例 えばデータ ベースのと ころが、実 はそのうち 、もう
すぐクラウドに 全社なって 、少なくと もその外で プロダクツ 売りして、 それを
客に売るという もとのネタ がなくなっ てしまう可 能性がある とか、ない しはオ
ンプレミスでの データベー スプロダク トのレイヤ ーが、クラ ウドではデ ータベ
ースミドルウエ アのレイヤ ーになると は思います けれども、 その部分を 何らか
問題意識を持っ てやってい かないとい けないとい う話は当然 我々の中に はござ
います。これは どういう形 でやるのか というのが 、我が国の 中で中核的 な企業
がいないもので すから、そ こをある種 、ちょっと オープンソ ースのよう な形も
含めてやれない かというの は少し念頭 には置いて 検討してい るところで ござい
ます。
したがって、 クラウド側 のところの サービスの 担い手や中 核的な企業 は非常
に難しくて、エ ッジ側の方 は、基本的 にトヨタな らトヨタ、 自動車会社 は自動
車会社の中で、 Ｔｉｅｒ１ 、Ｔｉｅｒ ２、Ｔｉｅ ｒ３、ＯＥ Ｍといった 構造の
中で最後パッケ ージになっ ていくとい うことなの で、そうい う意味では Ｔｉｅ
ｒ１、ないしは ＯＥＭが使 いやすいよ うな設計環 境をつくっ てあげる。 これま
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でのソフトウエ ア資産がな るべくその まま使える ようなもの にしていく という
ようなものも含 めて考えて いけばいい わけですけ れども、ク ラウド側の サービ
スのところというのは、実際に中核的な事業者が……
【久間会長】

田中室長、手短にお願いします。

【田中室長】

いないもの ですから、 非常にこの 部分は、ち ょっと我々 もうち

手が結構限られ ていて、逆 に言うと、 是非、安浦 委員に、何 かこういう ふうな
ことをやったら 勝つぞとい うような道 筋がもしあ りましたら 、我々も非 常に悩
んでいる点でご ざいますの で、すみま せん、説明 が非常に長 くなってし まった
のですが、ちょ っと御指摘 を頂けます と、まだ当 然この課題 はこれから 改めて
皆様の御意見を 踏まえなが ら検討して いくことに なりますの で、是非そ ういう
アドバイスも頂ければ幸いでございます。
【久間会長】

どうもありがとうございました。

時間の都合上 ここで終わ りますが、 重要な課題 ですので、 皆さん、後 で御意
見を出していただきたいと思います。
次世代コンピ ューティン グ、ＡＩチ ップは、Ｓ ｏｃｉｅｔ ｙ５．０実 現のた
めのキーテクノ ロジーの一 つとして重 要です。そ れから、Ｓ ｏｃｉｅｔ ｙ５．
０もそうですが 、これまで の物づくり の半導体で はなくて、 アーキテク チャー
やアルゴリズム 主体の半導 体デバイス を開発し、 半導体産業 を再生する という
点からも重要だ と思います 。限られた 予算を有効 に活用する ということ で、小
林先生の評価概 要は正しい 評価方法と 思います。 評価方法は ＳＩＰ、Ｉ ｍＰＡ
ＣＴで行ってい る手法その ものです。 ですから、 ＳＩＰのマ ネジメント 、Ｉｍ
ＰＡＣＴのマネジメントも参考にして進めていただきたいと 思います。
それから、御 存じのよう に、ＰＲＩ ＳＭでは来 年度から３ つの領域を 始めま
す。その中の一 つがフィジ カル空間基 盤技術で、 ここに経産 省からＡＩ チップ
のプロジェクト が入ります 。説明の中 にありまし たけれども 、このプロ ジェク
トとの連携をしっかりと進めていただきたいと思います。
以上です。安 浦委員ほか 、有識者の 方々の意見 を聞き、こ の難しい課 題を成
功させていただきたいと思います。よろしくお願いします。
（説明者退室）
【久間会長】

以上の２件 の評価につ いては、本 日の議論を 踏まえまし て事務

局で取りまとめ た後、次回 の調査会に おいて取り まとめ案を 審議してい ただく
ことといたしま す。取りま とめについ ては、後ほ ど事務局か ら説明をし ていた
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だくことになっ ています。 ２件とも非 常に重要な テーマだと 思いますの で、是
非よろしくお願いします。
それでは、冒頭で申し上げましたとおり、先に議題５に移 ります。
まず、前回会 合の議事録 案について です。前回 の第１２２ 回評価専門 調査会
の終了後、事務 局から照会 が行われ、 各委員の意 見を踏まえ て修正した 最終案
が資料５で提示 されており ます。委員 の皆様には 事前配布さ れておりま すので、
内容を御確認い ただけてい ると存じま す。更に修 正、意見等 ありました ら、こ
の場でお願いします。よろしいですか。
どうもありがとうございます。
それでは、本 議事録案に ついては、 各委員承認 されたもの として取り 扱わせ
ていただきます 。なお、非 公開の議題 の議事録に ついては公 開はしない ことに
いたします。どうもありがとうございました。
事務局から何かありますか。
【板倉企画官】

それでは、２点ほど御説明させていただきます。

今回、２件の 評価の取り まとめに関 しましては 、本日の御 意見、その 他御意
見がございまし たら、既に 電子データ で送らせて いただいて おります机 上配布
資料の意見収集 票というも のに御記入 をいただき まして、１ ０月３０日 、来週
の月曜日の１８ 時までに事 務局まで御 提出いただ きたく、よ ろしくお願 いいた
します。なお、 全ての項目 を書いてい ただく必要 はございま せんので、 評価す
べき点だとか意見がある点について御記入いただければと思 っておりま す。
また、その意 見収集票を 頂いたもの を、なるべ く早く評価 結果素案と いうこ
とで委員の皆様 方には照会 したいと思 いますけれ ども、何分 時間がない もので、
１６日までぎり ぎりになっ て照会する ことになる かもしれま せんが、御 了承い
ただきたいと思います。
２点目は、次 回の開催に つきまして 、１１月１ ６日木曜日 の１４時か ら１６
時までを予定し ております 。会議室は 、この建物 の８階にな ります。御 案内に
ついては、後ほど事務局からまた書面で御案内させていただ きます。
また、１１月 以降の会合 につきまし ても、今予 定を調査さ せていただ いてお
りますところ、 年明け２月 ごろに調査 会を開催し たいと思っ ております ので、
２月以降の開催 については 、１２月ご ろには御案 内させてい ただきたい と思っ
ております。
事務局からは以上です。
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【久間会長】

次に議題３ については 非公開とし ますので、 一般傍聴者 は退席

してください。
（傍聴者退室）

【久間会長】
以上で本日予定していた議事は全て終了いたしました。
冒頭で述べま したとおり 、非公開の ものを除き まして、配 布資料及び 前回の
第１２２回の議事録は公表することとしますので、御承知お きください 。
その他、事務局から何かありましたらお願いします。
【板倉企画官】

本日、大 量に資料を 配布させて いただいて おりますの で、希

望がありました ら、事務局 の方で郵送 させていた だきます。 あと、全て 机上配
布資料も持ち帰 っていただ いても結構 です。１つ だけ、大綱 的指針の冊 子だけ
は机上にそのまま残しておいていただきますようお願いいた します。
事務局からは以上です。
【久間会長】

本日は、長 い時間議論 いただきま してどうも ありがとう ござい

ました。今後とも是非よろしくお願いいたします。
－了－
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