総合科学技術・イノベーション会議

第１２４回評価専門調査会

議事概要
日

時：平成２９年１１月１６日（木）１３：５８～１５： ３８

場

所：中央合同庁舎第８号館

特別中会議室（８階）

出席者：久間会長、原山議員、上山議員
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、角南委員、
菱沼委員、安浦委員
欠席者：小谷議員、橋本議員
荒川委員、小澤委員、鈴木委員、関口委員、松橋委員、福井委 員
事務局：山脇統括官、生川審議官、黒田審議官、進藤審議官 、
柳審議官、板倉企画官、松井参事官補佐
説明者：竹上技術評価室長（経済産業省）
田中デバイス・情報家電戦略室長（経済産業省）
保坂評価部長（新エネルギー・産業技術総合開発機構）
猿橋石炭課補佐（資源エネルギー庁）
坂内環境部統括主幹（新エネルギー・産業技術総合開発機構）
議

事：１．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
結果（案）について
・ 「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」（経済産業省）
２．国家的に重要な研究開発の中間評価結果（案）について
・「石炭ガス化燃料電池複合発電実証事業」（経済産業省 ）
３．その他

（配布資料）
資料１－１

「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」補足説明資料

資料１－２

「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」に対する意見概要

資料１－３

「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」の評価結果（案）
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資料２－１

「石炭ガス化燃料電池複合発電実証事業」に対する意見概要

資料２－２

「石炭ガス化燃料電池複合発電実証事業」の評価結果（案）

資料３

第１２３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

第１２３ 回評価専門 調査会資料 「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」経済産業省説明資料

参考資料３

第１２３ 回評価専門 調査会資料 「石炭ガス 化燃料電池 複合発
電実証事業」経済産業省・ＮＥＤＯ説明資料

（机上資料）※委員のみ
机上配布資料１

国の研究開発評価に関する大綱的指針
（平 成 ２８ 年 １２ 月 ２１ 日

内閣 総 理大 臣 決定 ） （冊

子）
机上配布資 料２

第 １２３回評 価専門調査 会資料「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（ＮＥＤＯ）」

議事概要：
【久間会長】

皆さん、こ んにちは。 定刻になり ましたので 、ただいま から第

１２４回評価専門調査会を開催いたします。
本日は御多忙 の中、ご出 席いただい た議員及び 委員の皆様 、どうもあ りがと
うございます。
本日は、小谷 議員、橋本 議員、荒川 委員、小澤 委員、関口 委員、鈴木 委員、
福井委員、松橋委員が御欠席です。
本日の議題で すが、１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、経済産業 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」、２ 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」、
３つ目の議題はその他となっております。
それでは、事務局より配布資料の確認をお願いします。
皆さん、こんに ちは。定刻 になりまし たので、た だいまから 第１２４回 評価専
門調査会を開催いたします。
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【板倉企画官】

それでは 、議事次第 をめくって いただきま して、配布 資料一

覧を御確認いただきたいと思います。
※ 資料１－１～１－３、資料２－１～２－２、資料３、
参考１～３、机上配布資料１～２を確認。
もし不足等が ございまし たらお申し つけくださ い。よろし くお願いい たしま
す。
【久間会長】

本日の調査 会におきま しては、私 は所用のた め途中で席 を外さ

せていただきま すので、御 了承いただ ければと思 います。以 降の議事進 行は上
山議員を会長代 理として指 名させてい ただきます 。よろしく お願いいた します。
それでは、１ つ目の議題 であります 、国家的に 重要な研究 開発の事前 評価の
評価結果について、事務局より進め方の説明をお願いします 。
【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

１－１、１－２ 、１－３、 あと参考資 料２、また 、委員のみ に配布して います
机上資料２、参 考資料２と 机上資料２ については 前回の調査 会で配布さ せてい
ただいたものと同じものでございます。
最初に、前回 の調査会に おいて市場 展開等に係 る補足資料 の提出の御 指示を
頂きましたので 、まず資料 １－１に基 づきまして 、経済産業 省の方から 補足の
説明をさせてい ただきます 。その後、 質疑応答を 踏まえまし て、評価の まとめ
について御議論いただきたいと思っております。よろしくお 願いいたし ます。
（説明者入室）
【久間会長】

それでは、 前回の調査 会で提出を 求めました 補足資料に ついて、

経済産業省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。
前回御指摘を 頂いた事項 につきまし て、補足説 明資料に基 づきまして 御説明
申し上げます。
まず、最初のページでございます。
前回、アウト プット・ア ウトカムに ついて、エ ネルギーを 前提とした 省エネ
の量を規定して おりました が、これに ついて具体 的なイメー ジをという 御指摘
を頂いておりま す。したが いまして、 アウトプッ トといたし ましては、 中期の
開発として、エ ッジ側の消 費電力当た りの性能を １０倍以上 にしていく という
のが、長期の開 発におきま しては、正 にそれを２ 乗して１０ ０倍以上と いう技
術の確立を目指 すというこ とを基本的 なターゲッ トのイメー ジとしてお ります。
また、市場展開 のイメージ ですけれど も、前回御 説明申し上 げたとおり 、基本
的に我々、日本 の産業の強 みを考えた ときには、 エッジ側、 ないしは素 材、材
料、それからま じめな国民 性といった ことからく る健康医療 も含めての 現場の
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データとか、そ うしたとこ ろに強みが あるという 仮説のもと 、そこにあ るコン
ピューティング を高めて全 体の企業の 競争力、商 品、サービ スの競争力 を上げ
ていくというグ ランドスト ラテジーの 中で考えて おります。 したがいま して、
そうした形で資 するよう、 海外の企業 をベンチマ ークしなが ら、それを 超える
ような小型化、 省エネ化の コンピュー ティング技 術を開発し 、それらが 大きく
使われる自動車 、産業機械 、医療機器 など日本の 産業がまだ 引き続き強 い、な
いしは強いと言 われている 分野の強化 に更に資し ていくと共 に、更にこ れら以
外のものについても展開をしていくという絵姿を考えており ます。
したがいまし て、現在こ れは予算要 求中でござ いまして、 今後具体的 な公募
の段階におきま して、企業 において具 体的な提案 、通常、産 学連携で次 世代の
技術を開発する というよう な御提案を 頂くような 中で、市場 展開のイメ ージに
沿ったものに、 ある種厳選 して採択し ていくこと を想定して おります。 中期の
目標におきまし ては、現状 １０％とい うことでご ざいますけ れども、技 術の普
及率という形で 表現させて いただいて おります。 この技術が 部品になる のか、
システムになる のか、そこ のところは 個々の企業 の戦略によ るかと思い ますが、
普及率のある種 の最大化し 倍増を目指 すことを考 えて、そう したハイイ ンパク
トのあるものについて、今後具体的なものを選択していくと 考えており ます。
長期の開発に つきまして も、これは 我々では主 に「非ノイ マン」と申 し上げ
ておりますけれ ども、関連 技術の普及 が１０％程 度になるこ とを目指し て、そ
うしたハイインパクトのものを考えております。
次のページでございます。
したがいまし て、海外、 足元の状況 かというこ とを含めて 、中期、そ れから
長期のシナリオについて御説明させていただきます。
海外の開発動 向、中期、 現在ＡＩチ ップという ことで申し 上げますと 、ＮＶ
ＩＤＩＡ、それ からＩｎｔ ｅｌという ことが盛ん に言われて おり、実際 問題、
ＮＶＩＤＩＡが 深層学習の コンピュー ティングデ バイスとし ては、正に 一強に
なっている現実 がございま す。他方で 、そういう ものはクラ ウド領域中 心に開
発構想が行われ ております ので、この クラウドで 確立された 技術を単に ダウン
サイジングして エッジ側に 適用してい る現状にお いて、我々 は更なる省 エネを
目指す余地は十分にあると考えております。
それから長期 、これは現 在まだ星雲 状態でござ いまして、 今、量子ア ニーリ
ングを題材にさ せていただ いておりま すけれども 、前回も御 指摘があっ たミド
ルウエアの層、 それから実 際のビジネ スモデル、 そうしたも のも含めま して、
まだ星雲状態で ございまし て、まだ勝 負は全く決 まっていな いという認 識でご
ざいます。した がいまして 、ここにつ きまして、 それぞれ次 のページ、 ３ペー
ジ以降で御説明 申し上げま すシナリオ に基づきま して、こう したシナリ オを前
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提に、例えば新 しい技術と して、５年 であります とスピンと 同じ、これ はＩｍ
ＰＡＣＴでも実 際にやって いただいて おりますの で、こうし た技術を実 際にデ
バイス化、コン ピューティ ングにして いく、ある いはシステ ム化をして いくと
ころを念頭に置 いたプロジ ェクトの課 題設定、そ れからリコ ンフィギャ ラブル、
これも様々にこ れまで提案 されたもの が、逆に改 めて今、エ ッジコンピ ューテ
ィングとして使えるような時代になってきていると思います 。
こうしたもの を組み込み 、エッジ側 をどういう 形で強化し ていく、特 にソフ
トウエアの話に なりますが 、そのため のハードウ エア、ソフ トウエアア ーキテ
クチャーみたい なものを考 えると、こ ういう様々 な領域につ きまして、 未開発
領域というのが 、先ほど申 し上げたと おり、ある 意味クラウ ド側が主導 で行わ
れてきている、 今のＡＩの コンピュー ティングの 戦いを、我 々の技術、 日本の
強みを生かした 技術で、ど ういう形で エッジ側で 戦うものに 持っていけ るかと
いうような開発 シナリオを 考えており ます。した がいまして 、日本側の 強みを
持つエッジ産業 への早期展 開、それか ら、その場 合のエッジ 側のリアル データ、
シリアスなデー タを活用し ていく。こ の場合には クラウドの 連携みたい なもの
は当然想定され るものです けれども、 そうしたビ ジネスモデ ルの構築も 含めた
ところも含めて 、具体的な 構想、提案 を今後選定 していきた いと思って おりま
す。
長期の開発で ございます 。次のペー ジでござい ます。これ は少し長い 話にな
りますので、少 しざっくり とした話に なることは ちょっとお 許し願いた いと思
っております。 現状、量子 コンピュー ターの一つ であります アニーリン グコン
ピューターにつ きまして、 ＩｍＰＡＣ Ｔでもやっ ていただい ております し、そ
れから、これま でも文科省 におきまし てＥＲＡＴ Ｏや、それ から、今回 文科省
もＱ－ＬＥＡＰ という新し いプロジェ クトを検討 されている と伺ってお ります。
こうした成果と も連携しな がら、世界 の最先端を 、ある種の ゲームチェ ンジに
つながるような ハイリスク ・ハイリタ ーンのとこ ろを産学連 携、各省・ 府省連
携において実施 していくと いうことを 念頭に置い ているもの でございま す。そ
れ以外にも関連 要素技術、 そのほかい ろいろある ところでご ざいますけ れども、
ここでは「脳型 コンピュー ティング」 と書いたり 、それから ポスト深層 学習的
なものもござい ますので、 そうしたも のの技術を 生かしなが ら、例えば センサ
とかＡＩとか、 日本の様々 な複数の技 術を組み合 わせていく ことで、次 世代の
プレーヤーを創 出していく ことを念頭 に置いてお りますが、 これは逆に 長期の
話でございます ので、短期 、短期で、 ある意味プ ロジェクト リーダーへ の権限
移譲みたいな話 も御指摘を 頂いている ところでも ございます ので、そう した権
限配分なども考 えながら、 プロジェク トマネジメ ントを最大 限、ＮＥＤ Ｏの機
能を最大限生か しまして、 積むところ は積む、絞 るところは 絞る、広げ るとこ
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ろは広げるとい うような有 機的、機動 的なことを 考えていく と共に、若 手、ベ
ンチャーみたい なものを主 たるプレー ヤーにでき るような形 のプロジェ クトフ
ォーメーション を念頭に置 いた今後の 公募などを 考えていき たいと思っ ており
ます。
それから、本 事業に関す るロードマ ップ、開発 内容につい てでござい ます。
これは、基本的 にＡＩコン ピューティ ング、次世 代コンピュ ーティング という
ふうに書かせて いただいて おりますが 、正にこれ は人工知能 戦略会議等 で議論
されたロードマ ップがござ いまして、 正にそれに 沿った内容 となってお ります。
どういうタイミ ング、デバ イス、個々 の事業にな るかという のは、これ から各
企業、具体的な 提案等を含 めて検討さ れることに なりますけ れども、現 状、こ
のロードマップ 、開発内容 に沿った形 を念頭に置 きながら、 我々として はやっ
ていきたいと思っております。
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、た だいまの経 済産業省の 説明につい て、御質問 、御意見を 、よろ
しくお願いします。
天野委員、どうぞ。
【天野委員】

この分野は 専門ではな いのですが 、御説明を お聞きして 、経産

省さんとしてとてもしっかりおやりになっていると感じまし た。
ただ、少し教 えていただ きたいのは 、ところど ころでＳＩ ＰやＰＲＩ ＳＭと
いったキーワー ドが出てき ていますけ れども、５ 年間などの 期限付とい うのも
ありますし、国 全体として の場を持っ ていると思 います。で すから、こ ちらの
プロジェクトと 国全体との 関連みたい なものが簡 単に、行く 行くはやっ ぱり経
産省さんが中心 になって、 この成果を 社会実装し ていくとい う動きにな って出
てくるものだと 思いますが 、その辺り 、今のお話 だけではよ く分からな かった
ので、少し教えていただけますか。
【田中室長】

すみません 。資料が直 接我々の資 料ではない ので、口頭 でまず

申し上げますと 、経産省、 第４次産業 革命、それ からＳｏｃ ｉｅｔｙ５ ．０と
いったものに、 ある意味産 業構造の変 革みたいな ものを含め てどう対応 してい
くかということ につきまし ては、経済 産業省、相 当何年かぶ りに新産業 構造部
会という、その ための審議 会を設けま して、そこ で１年以上 議論をして 、今年
の夏ですけれど も、中間報 告というよ うな形で申 し上げさせ ていただい ており
ます。そこの課 題は、デー タの話、そ れから、そ れを支える ためのビジ ネスモ
デルをどうする か、そうい った話、そ れから人材 の話といっ たような、 様々な
多岐にわたる形 で報告をさ せていただ いておりま して、こう いうものを 我々と
しても官邸の会 議や内閣府 の、こちら もそうです けれども、 それぞれの 各省・
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府省に持ち込みまして、政府としてやっていきたいと思って おります。
他方で、総合 科学技術会 議の資料を ちょっとお 借りする感 じになりま すけれ
ども、それをま とめていた だいている のが、資料 １－３の３ ．１．２の 関連す
る上位の政策・ 施策等の目 標を達成す るための道 筋というと ころが６ペ ージに
書いております 。これはい わゆる科学 技術基本計 画との絡み で整理して いただ
いているものが ございまし て、この科 学技術関係 では、ある 種こちらに 整理さ
れているとおりと我々としては思っております。
【天野委員】

今のような お話は、産 業構造審議 会などに関 与させてい ただい

ていることもあ って様子は 分かってい るのですが 、そういう ことではな くて、
例えば、先ほど ＮＥＤＯの プロジェク トマネジメ ント機能を 生かしてと いうお
話があったと思 いますが、 やっぱりＳ ＩＰにして もＰＲＩＳ Ｍにしても 、ある
ところ、ＮＥＤ Ｏさんが技 術開発の管 理部門を非 常にしっか りおやりに なって
いると思います 。ですから 、そういう 実務のとこ ろをＮＥＤ Ｏである程 度お持
ちなので、こっ ちは経産の プロジェク ト、こっち は国家のプ ロジェクト という
ことではなくて 、きっとそ うではない と思います が、お話を 聞いている とその
ように見えてし まうので、 その流れは 大体一つの 大きな流れ の中で、経 産のプ
ロジェクトの位 置付けと、 ＳＩＰとか ＰＲＩＳＭ の位置付け というよう なこと
を何となく時系 列的にとい うか、現状 の範囲でと いうか、教 えていただ けると
分かりやすいのですが。
【田中室長】

経産省ない しはＮＥＤ Ｏがやって いるプロジ ェクトにつ いては、

ある意味すぐ御 説明申し上 げることが できますけ れども、政 府ワイドで 科学技
術関係のプロジ ェクトとい うことであ りますと、 この総合科 学技術会議 におき
まして全体的に整理していただいているという認識でござい ます。
他方で、今申 し上げられ たようなお 話のうち、 事例をもっ てお答えす るのは
若干おかしい話 かもしれま せんが、例 えばＳＩＰ 、内閣府の 事業でＮＥ ＤＯが
執行しているも のなどもご ざいまして 、当然こう いうものは 経産省、そ れから
ＳＩＰは各省連 携でやって おりますの で、例えば ＪＳＴの事 業といった ような
ところを、私が 言うのも何 ですけれど も、正に内 閣府が中心 となり会議 をかな
り頻繁に行って いただいて 、そこの頭 合わせをし ながら、足 並みをそろ えた形
でやらせていただいているという認識はございます。
【天野委員】

ですから、 そういうこ とではなく て、今正し くおっしゃ ったよ

うに、あっちは 国でやって いるからよ く分からな いのでとい うことでは なくて、
プロジェクトの 内容じゃな いですか。 だから、そ ういうこと をこちらの 方でも
ある程度きちん と把握した 上で、こう いう位置付 けでやって いかないと いけな
いというのがあるような気がするのですが。
【久間会長】

ＰＲＩＳＭ と、経産省 のＡＩチッ プのプロジ ェクトは、 連携し
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て進めたいと考 えています 。ＰＲＩＳ Ｍには各省 庁からプロ ジェクトを 提案し
てもらっている ので、それ らを一体的 に進める。 これまで各 省庁は、こ ういっ
た関連するプロ ジェクトを ばらばらに 推進する傾 向があった けれども、 これか
らは国として一 体的に進め ないと世界 で勝ってい けないので 、経産省の 皆さん
にも協力していただけると思います。
【天野委員】

了解しました。

【久間会長】

この分野の専門家の安浦委員、御意見はいかがでしょう か。

【安浦委員】

前回より分 かりやすく まとめてい ただいてい るとは思う んです

が、まだよく見 えないのは 、産業政策 としてどう いう産業を つくってい くのか
という、そこの 路線がどう しても明解 でないと思 います。ま だチップメ ーカー
をつくろうとし ているのか とか、従来 型のハード ウエアベン ダーをつく ろうと
しているのかというようなイメージ。
それから、エ ッジコンピ ューティン グにしろ、 クラウドに しろ、通信 の部分
というのが非常 にエネルギ ー的にも大 きい部分に なってくる のに対して 、あえ
て通信の部分を 逃げたよう な表現にな っているふ うに見える んですよね 。その
辺がきちんと全 体がつなが らないと、 なかなか産 業イメージ 、例えば自 動車と
いうふうに言っ ても、それ は自動車の 車の中だけ ではなくて 、車の外と の通信
も含めて全体で 一つのアー キテクチャ ーになって いくわけで 、そういう ふうな
ものをどちらの 方向に持っ ていくのか という、細 かい技術の 話ではなく て、産
業自身が変わる のだという 、そのメッ セージをも う少しクリ アに出して いただ
けないかなという、そういう気がしております。
【田中室長】

今のは、や や御質問と いうかコメ ントという ふうに頂い て……。

【安浦委員】

コメントで もあります けれども、 一方で、例 えばＮＴＴ さんの

ようなところが 、やはりク ラウドとか エッジコン ピューティ ングを意識 した今
後のネットワー クというこ とを真剣に お考えにな っていて、 しかもその 技術の
中から、このイ ジングモデ ルに対する 新しい、Ｄ －Ｗａｖｅ よりも、あ る意味
で極めて優れた 技術をおつ くりになっ ています。 そういった 部分という のは、
通信のところっ て今でも日 本はやはり 強いですね 。その部分 を何か逃げ ている
のではないかと いうのが、 全体的にコ ンピューテ ィングの部 分だけで全 てが済
むような書き方 になってい るという、 そういう感 じがいたし ます。メモ には少
しＭ-ＲＡＭ とか 書い てあり ます けれ ども、 アー キテ クチ ャーを 考え ると きに、
必ずコンピュー ティングだ けではなく て、通信と 記憶と、そ ういうもの が一体
になって全体の 社会的なア ーキテクチ ャーが組ま れるという 、そこの視 点が少
し見えにくいなという気がいたします。
【田中室長】

コメントありがとうございます。

通信を捨象し ているわけ ではなくて 、我々とし ては、クラ ウドにフォ ーカス
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した形、ないし はエッジか らクラウド に集めて、 そちらで集 中的にコン ピュー
ティングをして いくという ゲームより も、我々は どちらかと いうとリア ルタイ
ムで、その場で やっていく という、若 干分散側に 振れていく という大き な仮説
を大きく持って おりまして 、それに基 づいてエッ ジのコンピ ューティン グをよ
り強化して、エ ッジ側の産 業を強めて いこうとい う大きなグ ランドスト ラテジ
ーの中で考えて いるため、 そういうこ とにフォー カスしてい るために、 こうい
う説明になって おりますけ れども、も ちろん最終 的にデータ をどこかに 集めて
管理をするとか 、そういう ことは当然 必要になっ てきますの で、当然そ の中で
は通信というのは大きな要素にはなってくると思っておりま す。
他方で、そこ にフォーカ スをした形 で、今回の プロジェク トとしては 重きを
置いてはいない ということ だけでござ いまして、 そこを捨象 していると か無視
しているとかと いうことは 全くござい ません。ビ ジネスを実 際に組むと いう段
階におきまして は、そうい うものを当 然念頭に置 いた形で、 クラウド側 はどう
するのか、エッ ジ側はどう するか、ど こまでやる のかという ようなこと を考え
た上で、プロジ ェクトにつ いて課題を 設定してい くというこ とでござい ますの
で、当然そこに おきまして は、頂いた コメントを 反映させな がら考えて まいり
たいと思っております。
【久間会長】

日本はこれ までＳＷを 組み込んだ マイコンが 強く、一方 、クラ

ウド側の大規模 コンピュー ティングは 圧倒的に弱 かった。し かし、今後 の強い
組み込み型マイ コン、いわ ゆるエッジ コンピュー ティングで は、これま でのよ
うな閉じたシス テムではな く、必要に 応じてクラ ウドからデ ータを入手 したり、
手に負えない課 題は、クラ ウド側の大 規模コンピ ューティン グに送信し て解を
得るシステムです。
ですから、今 、安浦委員 がおっしゃ ったのは、 クラウドと エッジコン ピュー
ティング間の通 信技術はキ ーであり、 国際標準化 のターゲッ トにもなる ので、
研究開発をしっ かりやらな いと駄目だ という御指 摘だと思い ます。です から、
そういった技術 も強化する ように書い ていただき たいと思い ます。よろ しいで
しょうか。
桑名委員、どうぞ。
【桑名委員】

先ほどの件 にも絡みま すが、計画 段階での省 庁連携は大 事であ

ると思っており ます。昨年 もＡＩＰの 議論があっ たときに、 文部科学省 が主導
して議論が行わ れましたが 、省庁連携 、文部科学 省、経済産 業省、総務 省が連
携してやること が非常に重 要であると いうことで 、府省連携 が具体的に 検討さ
れ盛り込まれた 計画策定と なりました 。もちろん 余分な仕事 、新たな仕 事、作
業を増やすつも りは毛頭あ りませんが 、是非そこ を議論し、 これだけの 大きな
計画であり、将 来の産業を 左右するだ けのプロジ ェクトにな り得る可能 性があ
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るわけですので 、是非、府 省連携した 形の計画が 必要じゃな いかなと強 く思い
ます。
もう一点は、 次世代コン ピューティ ングに関し てですが、 今日の資料 の中で
も競合の名前も 出てまいり ましたが、 依然として 今日の御提 案の資料は 長期的
なプロジェクト として進め るというふ うに書かれ ているよう に思います 。海外
競合もあり、中 期的にも成 果を創出し ていくとい う時間マネ ジメントが 非常に
重要じゃないかと考えます。
【田中室長】

まず、府省 連携につき ましては、 ある意味Ｓ ＩＰや内閣 府のこ

れまでの成果だ と思います が、ある意 味、我々の 世界の中で 何となく当 たり前
というか、言わ ずもがなみ たいなとこ ろが既にご ざいまして 、すみませ ん、特
段に形をつくる 形では紙の 中には書い ておりませ んけれども 、当然府省 連携と
いうのは念頭に 置いており ますし、冒 頭、口頭で も御説明申 し上げまし たけれ
ども、例えば量 子コンピュ ーターの話 とか、例え ばＩｍＰＡ ＣＴの話と か、当
然我々も、各省 が何をやら れているか みたいなも のも意見交 換もさせて いただ
いていますし、 府省連携の ことについ て当然連携 をさせてい ただいてお ります。
例えば、非常 に形式的な 話で申し上 げると、私 は現在、商 務情報政策 局の情
報産業課として の管理職の 肩書を持っ ております けれども、 あわせて総 務省と
の併任まで一応 かかったり しておりま して、そう いう意味で 、経産省の 中と総
務省、それから 各省を含め てなんです けれども、 そういう政 府内ではか なり連
携が進んでいると御理解いただければと思っております。
それからもう 一つ、マネ ジメントの 件。すみま せん、これ 、長期と書 いた瞬
間に何もしない んじゃない かというふ うに思われ ているかと 思うんです けれど
も、当然これは 、我々の予 算書の出し 方は、正直 言って最長 １０年と書 いてお
りまして、その 意味すると ころは、５ 年で成果が 出なければ そこでおし まいで
すし、当然５年 というのは 、ＮＥＤＯ の現在の中 期計画上も 非常に大き な意味
合いを持つもの でございま す。そうい う意味で５ 年、ある意 味中期の成 果を出
すということについては、当接頭に置いてやっていきたいと 思っており ます。
【竹上室長】

技術評価室 長でござい ますけれど も、天野委 員、安浦委 員、あ

るいは桑名委員 からの御指 摘ですが、 このプロジ ェクトが全 体の一部で あると
いうこと、この プロジェク トだけで成 り立つもの ではないと いうことの 御指摘
であったという ふうに理解 をしており ますので、 今、田中室 長からお話 があり
ましたおり、府 省連携で取 り組んでい く、それぞ れの役割分 担の中で取 り組ん
でいくというこ とは、当然 そのような ことでこれ から取り組 んでまいり ますの
で、そういった説明をこれからしてまいりたいと思っており ます。
【久間会長】

よろしいですか。白井委員、どうぞ。

【白井委員】

前回のとき よりも、シ ナリオ、ロ ードマップ についてよ くまと
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められているの で、わかり やすくなり ましたが、 やはり今お 話があった 長期の
部分についてわ かり辛い点 があります 。産業構造 が変わると いう点につ いて、
例えば今ＧＡＦ Ａと言われ るようなと ころがこう いった技術 を握ってい るのに
対して、また違 うプレイヤ ーが出てく るだろう。 あるいは、 今、製造業 を中心
として産業が成 り立ってい るのが、本 当にそれが 続くのか。 １０年とい う単位
でいうと今と同 じ状態かも しれません が、もしか すると限界 費用ゼロと 言われ
るように物がど んどん安く つくれてし まって、今 の産業構造 のままでは 資本主
義さえ続かなく なるのでは ないかと言 われている ような、そ ういう世界 が割と
早く近づくかも しれません 。その世界 でこういう 新しいコン ピューティ ングが
どういう役割を 果たすのか といった構 想、それは ５年、１０ 年の単位で のロー
ドマップに表せ ないのかも しれないけ れども、を 描いてもら いたい。非 ノイマ
ン型のコンピュ ーティング がと言われ ても、それ は純粋に技 術的な側面 からコ
ンピューター技 術がどうな るかという ことを言っ ているだけ で、産業に とって
それがどう役に 立っていく のか、ある いはどう関 わっていく のかという のが、
なかなか理解しにくいのではないかなという感じがしました 。
また国際競争 力に関して 、今、日本 はコンピュ ーティング において、 アメリ
カなどの国に後 れをとって おり、それ を取り戻す ために、エ ッジ側やデ バイス
側の強みを生か すという前 提が置かれ ています。 本当に産業 構造が変わ ってい
くときに、それ が正しいの かなと。そ ういうとこ ろに競争力 の源泉を求 めてい
くということが 本当にこの まま続けら れるのかど うか。必ず しも純粋な 技術的
な見地からでは ありません が、そうし た点に対し て構想を持 って取り組 んでい
かれるのがいいんじゃないかなと思いました。
【久間会長】

本件は非常 に重要なプ ロジェクト なのですが 、特にネッ トワー

クソフトウエア と、ＬＳＩ のアーキテ クチャー、 ＬＳＩに組 込むアルゴ リズム
が弱いと思いま す。やはり ハードウエ アベースで 、省エネと か小型化と かの研
究開発が中心に なっていま す。それも 重要ですが 、今日の議 論を踏まえ て、ネ
ットワークやＳ Ｗなどの弱 い分野を補 強しながら プロジェク トを進めて いただ
きたいと思います。
よろしいでしょうか。
どうもありがとうございました。
それでは、冒 頭申し上げ ましたとお り、ここで 私は退席さ せていただ き、以
降の議事進行は 上山議員に 会長代理と してお願い いたします 。よろしく お願い
します。
【上山議員】

上山でござ います。予 定よりずっ と早く引き 継ぐことに なりま

した。たしか私 の最初の久 間さんとの 約束では、 最後の３０ 分だけお願 いしま
すということだ ったのです が、何か今 になりまし た。以降の 議事進行は 私の方
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で久間会長の代理として進めます。
私は技術畑で はございま せんので、 どちらかと いえば政策 寄りのこと で発言
するかもしれませんが、どうぞ御容赦ください。
それでは、議題に戻ります。
事務局の方か ら、議員及 び委員から の意見の概 要及び評価 結果（案） につい
て説明をお願いします。
【板倉企画官】

それでは 、資料１－ ２と１－３ を御覧いた だきたいと 思いま

す。
資料１－２は 、前回の調 査会から頂 いた委員か らの意見を 各評価項目 ごとに
取りまとめさせ ていただい た資料です 。各評価項 目ごとに評 価の意見、 プラス
の意見と、あと 改善意見等 ということ で、事務局 の方でそれ ぞれ整理さ せてい
ただいたもので す。この皆 様からの御 意見を踏ま えて、評価 結果（案） という
ことで事務局の 原案を策定 したのが１ －３でござ います。説 明につきま しては、
１－３に基づき 、評価結果 （案）につ いて御説明 させていた だきたいと 思いま
す。
それでは、１ －３を御覧 いただきま して、それ ぞれ簡単に ポイントだ け説明
させていただきます。
まず、１枚目 が「はじめ に」という ことで、こ れまでの背 景を記した ものに
なってございます。
続いて２ペー ジ目に入り ますと、「 評価の実施 方法」とい うことで、 評価対
象とその実施計画等を記載しております。
３ページ目に 行きまして 、評価の目 的、評価方 法等を記載 していまし て、今
回、評価方法と いうところ には、評価 の視点とい うことで、 国家の基本 計画や
関連する上位政 策・施策等 の推進とい ったより大 局的・俯瞰 的観点での 評価に
力点を置くとい うことを従 来からは新 たに追加さ せていただ いておりま す。ま
た、実施府省で の評価の妥 当性を確認 して、それ を活用して いくという ことも
追加しています 。その下に は、そのた めにＮＥＤ Ｏの評価委 員長である 早稲田
大学の小林委員長にも来ていただいたということを記載して おります。
その下は実施 府省での評 価結果概要 を記してお ります。こ れは参考３ の方に
評価結果の概要を添付させていただいております。
５ページ目からが評価結果の原案になっております。
まず、３．１ の前段とし て全体的評 価を記載し ております 。前半部分 を読ま
せていただきま すと、「本 事業で開発 される基盤 技術が様々 な産業やサ ービス
に活用され、我 が国の産業 競争力の維 持・強化に 貢献するこ とが大いに 期待さ
れるものである 」。また、 「本事業は 国として主 導的に取り 組むべきも のであ
り、国費を投入 して実施す る意義・必 要性は認め られる」と いうことで 総括を
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させていただい ています。 しかしなが ら、今後、 事業を開始 するに当た り解決
すべき事項とし て、その下 に、①～④ 番の各評価 項目ごとに 指摘事項を 記載す
るという形をとらせていただいております。
また、なお書 きとして、 全体的なコ メントとし て、今後よ り厳格なＮ ＥＤＯ
での評価に努め て、情勢の 変化等によ り目標の再 設定等、計 画変更の要 否を定
期的に検討して いくべきで あるという 総括的なコ メントを入 れさせてい ただい
ています。
続きまして、 ３．１．１ は実施府省 での評価の 妥当性とい う部分でご ざいま
す。当該部分に つきまして は、国の研 究開発評価 の大綱的指 針に沿って 適切に
行われ、評価結 果について も特段問題 となる点は 見受けられ なかったと 総括さ
せていただいています。
６ページに移 らせていた だきまして 、実施体制 についても 適切な評価 の実施
体制がとられているということで評価させていただいていま す。
続いて３．１ ．２は、関 連する上位 政策の目標 を達成する ための道筋 という
部分でまとめさ せていただ いています 。前半部分 は科学技術 基本計画、 あと未
来投資戦略、ま た、それに 基づき関連 して経済産 業省でのＣ ｏｎｎｅｃ ｔｅｄ
Ｉｎｄｕｓｔｒ ｉｅｓとい う政策で、 ちゃんとこ の技術開発 は位置付け られて
いるということを記載しております。
６ページ目の 最後のとこ ろです。以 上から、政 策目標とそ の達成に向 けた基
盤技術の確立と 省電力化を 実現する本 事業の成果 と道筋には 妥当性があ り、イ
ノベーションを 創出する挑 戦的な研究 開発を進め る戦略性が 認められる 。「し
かしながら」と いうことで 、前回の資 料では情報 産業やＩｏ Ｔ社会への 効果・
効用が不明確な 部分があっ たため、我 が国産業の 国際競争力 の強化に係 る道筋
が不 明 確で あ っ たと い うこ と にし て おり ま す。 そ れ を踏 ま えて 、 総合 科 学技
術・イノベーシ ョン会議や 人工知能技 術戦略会議 等の関連会 議で将来の グラン
ドデザインやシ ナリオを関 係者で共有 しつつ、経 済産業省に おいて、我 が国産
業の育成・強化 に向けた戦 略やアウト カム目標と 共に、それ を達成する 道筋を
時間軸に沿って明確化していく必要があるということにして おります。
３．１．３に つきまして は、まず（ １）番とし て実施内容 となります 。これ
は専門分野の委 員から幾つ かコメント を頂いてい るのですけ れども、特 にポイ
ントとしては、 中段部分で 、サービス や応用を想 定したトッ プダウン的 思想に
より、我が国が 世界に対し 競争力を有 するアプリ ケーション を具体的に 特定し、
また、そういっ たものを同 様の研究開 発を行う機 関と連動し て、本事業 による
研究開発目標の 更なる具体 化を図る必 要がある。 また、その 下には国際 標準化
についてのコメントも記載しております。
続いて８ペー ジ目に移ら せていただ きまして、 （２）番と して府省連 携、産
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学官での連携と いうところ でございま す。こちら も幾つか委 員から御指 摘いた
だいているとこ ろでござい ますが、Ｉ ｍＰＡＣＴ とか、あと は関連府省 の同領
域の研究開発、 特に文科省 とか総務省 ですね。ま た国内企業 との連携を 積極的
に進める必要が ある。その 下には来年 度から行わ れるＰＲＩ ＳＭの話を 記載さ
せていただきま して、政府 全体として 本領域に係 る研究開発 の整合性を 持って
進めていく観点 から、ＰＲ ＩＳＭのフ ィジカル領 域の領域統 括等と緊密 な連携
のもと、推進すべきであるという指摘をさせていただいてお ります。
９ページ目の 上段に行き ますけれど も、３．１ ．４、研究 開発マネジ メント
に関しましては 、適切なマ ネジメント 体制が整備 され、実施 されている ものと
評価できる。イ ノベーショ ン創出を加 速するため には、ＳＩ Ｐなどで採 用させ
ていただいてお りますリー ダーの権限 強化とか、 体制づくり というもの を考慮
したマネジメン トを更に目 指すべき。 その下には 挑戦的な研 究開発とい うこと
で、ＩｍＰＡＣ Ｔでもやっ ていますけ れども、推 進に適した 手法や評価 方法を
検討すべきとい うことを指 摘しており ます。また 、その下に は、今後実 施主体、
実施研究機関が 選定されて いくのです けれども、 特に産業化 を担う主体 を意識
した選定をして ほしいとい う点、また 、その下に は、人材や 中小・ベン チャー
企業を早急に育 成するとい う観点でも マネジメン トを実施す べきという 指摘に
させていただいております。
最後に、本事 業について は、平成３ ２年度に中 間評価をＣ ＳＴＩの方 で行う
という取りまと めをさせて いただいて おりますの で、御意見 等よろしく お願い
いたします。
以上です。
【上山議員】

どうもありがとうございました。

先ほどの御意 見を聞いて いると、や はり国全体 の政策とＳ ＩＰ、Ｉｍ ＰＡＣ
Ｔの関わりのご 質問が多い ですね。興 味深かった のは、産業 政策等をど れまで
念頭に置いてや っておられ るのかとい うような御 質問です。 これについ ては当
然ながらですが 、省庁の連 携の話も出 てきました けれども、 これらのご 指摘も
踏まえまして、 この一つ一 つの文言に ついても、 更に委員の 先生方から の御指
摘を頂きながら ブラッシュ アップして 、最後整え ていきたい という事務 局の考
えだと思います 。是非とも 委員の先生 方の御意見 を、どなた からでも結 構です
が、その箇所にスペシファイして御意見を頂けますでしょう か。
桑名委員、どうぞ。
【桑名委員】

細かなとこ ろで大変申 し訳ないの ですが、６ ページのと ころの

ロードマップの 部分です。 下３分の１ ぐらいのと ころでござ いますけれ ども、
「全く新しいア ーキテクチ ャの半導体 等をフェー ズ３」と書 いてありま すけれ
ども、ここは私 の理解では 、全く新し いアーキテ クチャー及 び半導体、 更にシ
－14－

ステム化─ システム化 まで進め るという言 葉が、先 ほどの冒 頭の話で あった
かと思いますが 、新しいア ーキテクチ ャー及び半 導体、更に システム化 までを
フェーズ３まで 含めて計画 するという ことでない と、単にこ れは半導体 チップ
をつくる研究開 発にとどま ってしまう 、アウトプ ットがそう いうことに 限られ
てしまうという ふうに解釈 される可能 性があると 思いまして 、ここは修 正が必
要かと思いました。
【上山議員】

経産省の方から何か御意見はありますか。

【板 倉 企画 官 】

御 指 摘と し ては 、 今書 い てあ る 「 アー キ テク チ ャの 半 導体

等」というとこ ろの「等」 というのを 、もう少し システムと か、そうい ったも
のを書き加えた方がいいということですか。
【桑名委員】

新しいアー キテクチャ ー、半導体 、更に先ほ ど通信まで 含めた

とか、いろいろ な話があっ たかと思い ます。半導 体だけでは 動くわけで はない
ので、通信等も 含めたシス テムとして の研究開発 まで検討す べきである という
議論があったか と思いいま すが、この ままの文章 とすると、 フェーズ３ のとこ
ろで結局できて くるものは 、半導体が できてくる のみという 形の非常に 狭い解
釈になってしまう恐れもあると思いました。
【田中室長】

すみません 。経産省が これにコメ ントするの は、ここの 会議の

報告なので、若 干差し控え た方がいい かと思って おりますが 、我々とし ては、
これは名前をコ ンピューテ ィングと名 付けたとお り、正にシ ステム的な 発想で
やる。他方で、 システムそ のものをつ くるという 形になると 、これは企 業の商
品とか製品その ものを指す ことになる ので、そこ は若干幅を 持たせた形 で、例
えば私が言うの も何ですけ れども、シ ステム化を 視野にみた いな、そう いう何
かスコープとし ての範囲を 表すような 形で修正い ただけると 、我々にと っては
非常に有り難いかなと思っております。
【上山議員】

よろしいで すか。じゃ 、事務局の 方でそれで 引き取って いいで

すか。
【安浦委員】

ちょっと今 の関連で、 今の桑名委 員の御意見 、要するに 、この

プロジェクトの タイトルで あるＡＩチ ップ・次世 代コンピュ ーティング という
ふうに書かれて 、このまま の書き方だ と、桑名委 員の御意見 というのは 、この
ＡＩチップの方 に物すごく 重点が置か れてしまっ て、後ろの 次世代コン ピュー
ティングの方が 弱まってし まうのでは ないか。要 するに、チ ップをつく ればい
いじゃないかと いうことで 従来型の半 導体産業を 強化すると いう施策に なって
しまうのではな いかという ふうに読ま れてしまう 可能性があ るので、シ ステム
部分、正に後半 の次世代コ ンピューテ ィングとい うところも 表に出るよ うに表
現した方がいいのではないかということだと思うのですけれ ども。
【上山議員】

いかがですか。
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【板倉企画官】 分かりまし た。この部 分の書き方 をもう少し 工夫させて いただ
いて、今、半導 体等という ことで書か せていただ いているの ですけれど も、も
う少し次世代コ ンピューテ ィングの話 を含めるよ うな位置付 けになって いるは
ずなので、そこを変更した形で修正したいと思います。
【上山議員】

よろしいですか。ほかの御意見はいかがですか。

安浦委員、どうぞ。
【安浦委員】

それでは、 ７ページで す。３行目 からアンダ ーラインを 引いて

ある「本事業に よって実現 される成果 によっても たらされる 情報産業や ＩｏＴ
社会への効果・ 効用が」と いう書き方 になってい るのですが 、産業構造 とか社
会全体の在り方 とかいうふ うにもうち ょっと広げ ておかない と、波及効 果は物
すごく大きなも のがある話 をされよう としている ので、余り ここを情報 産業と
かＩｏＴ社会だ けに限定し ない方がい いのではな いかという ふうに思っ ており
ます。
その後の「次 世代コンピ ューティン グに関して 、我が国産 業の国際競 争力の
強化」、これは もちろんで すけれども 、これが自 動車産業と か、ほかの 産業も
強くすることに つながるの が、先ほど の御説明で もポイント だったかと 思いま
すので、そこま で広げて社 会全体をこ れが変えて いくんだと いうふうに 読める
ように書いてお く方が、こ の章の最初 はＳｏｃｉ ｅｔｙ５． ０の話から 説き起
こしているわけ で、Ｓｏｃ ｉｅｔｙ５ ．０を基本 的に支える 一番肝の部 分をや
るというメッセ ージがもう 少し強く出 てくるんじ ゃないかと いうふうに 思いま
す。
【上山議員】

産業構造的 なというこ との言葉だ けでいいの でしょうか 。もう

少し踏み込んだ 、それこそ 自動車産業 とか、スペ シファイし た表現が入 った方
がいいというふうにお考えでいらっしゃいますか。
【安浦委員】

もし長くな っていいの だったら、 具体的に、 先ほどの田 中室長

の御説明の中で もあった、 例として出 された自動 車とか３つ の産業を挙 げてあ
りましたけれど も、そうい うものを例 えばという 形で入れて いくのもい いのか
もしれない。医 療なんかも 本質的に変 わってきて 、いわゆる コホートみ たいな
ことを医者がい なくても人 のデータが とれて、そ れで病気の 予防だとか 、そう
いったことまで 変わってく ると、健康 保険の考え 方すら変わ ってくるわ けです
よね。それぐら いの波及効 果がある話 をやるもの のベースを つくろうと してい
る話だと私は思 うので、そ このところ はもう少し 大き目に書 いていただ いた方
がいいのではないかと思います。
【上山議員】

なるほど。 そうすると 、我が国産 業の国際競 争力という ところ

もかなり、もう 少し幅広め に言語を入 れた方がい いという御 意見でいら っしゃ
いますね。事務局、大丈夫ですか。
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【板倉企画官】

はい。こ の部分は、 前回の説明 資料で、こ の辺が不明 確だっ

たということで 書かせてい ただいてい るものなの で、今回説 明いただい た内容
を踏まえて、よ りこういう ものが重要 だというよ うな書きぶ りに書き換 えたい
と思います。そ の中で、例 えば広く効 果や効用が あるとか、 産業構造を 変えて
いくものである とか、そう いう重要性 をここで期 待するよう な形に変更 したい
と思います。それでよろしいでしょうか。
【上山議員】

よろしいでしょうか。分かりました。ありがとうござい ます。

それでは、白井委員、どうぞ。
【白井委員】

評価の内容 そのもので はなくて、 評価の手続 についてで す。５

ページ目の一番 先頭で、本 件は国の研 究開発評価 に関する大 綱的指針に そって
適切に行われ云 々とありま す。この大 綱的指針、 去年改訂さ れましたの で、そ
れをもう一度ち ゃんと読み 直してみた のですが、 そうすると 、この今回 のテー
マは、研究開発 プロジェク トの評価で はなくて、 研究開発プ ログラムの 評価だ
と考えられます 。単一のプ ロジェクト ではなく、 短期、中期 、長期それ ぞれの
研究開発課題を まとめて提 案をして、 それを施策 ・政策と言 われるよう な、も
う少し大きな政 策的にチャ レンジング なテーマに 対して活用 していこう として
います。そうい う意味で、 この大綱的 指針で言っ ているとこ ろの研究開 発プロ
グラムそのものだと思うんです。
最初に経産省 から出てき た段階での 認識とは違 うかもしれ ませんが、 評価を
する側としては 、これはプ ログラムの 評価である という前提 で対応しな ければ
いけないんじゃ ないかなと 思います。 そうすると 、プログラ ムの評価と いう前
提では、実施省 庁である経 産省なりＮ ＥＤＯなり がどのよう な手続でこ のプロ
グラムを進めて いくのか、 またそのと きに、先ほ ど質問や意 見にも出ま した他
省庁との連携を どうやって 進めていく か、こうし た進め方が 評価する対 象にな
るのではないかというふうに感じた次第です。
ということで 、ここで今 出ている評 価結果（案 ）は、全て 研究開発プ ロジェ
クトの評価とし て見たとき の記述がさ れています ので、そこ に違和感を 感じた
ところです。
【上山議員】

ありがとうございます。

私もこの評価 専門委員会 の大綱的指 針というの にずっと参 加させてい ただき
まして、そこで 門永委員が この問題を 議論されて いたのは非 常によく覚 えてお
ります。また、 それが実際 諸外国でな されている 評価の仕方 だと思って おりま
すけれども、今 の点につい ては、門永 先生の方か ら何かあり ますか。全 体とか、
合わないとか、 あるいは薄 まっている とか、そう いうような 御印象を持 たれま
したか。
【門永委員】

細かいとこ ろまではよ く理解でき ていないの ですが、多 分タイ
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ミングの問題も あって、大 綱的指針を 十分に踏ま えて最初か らプランニ ングさ
れて進められて きたわけで はないかも しれません 。その整合 性をとるの は結構
難しいのではな いかと拝察 しますが、 ５ページに 、「アウト プット、ア ウトカ
ム、道筋」とい うことが書 かれていて 、これが反 映されてい ると言われ てしま
うと、それ以上 なかなか指 摘しにくい というのが 率直な感想 です。本当 にそれ
が分かりやすい 形で目に見 える形で反 映されてい るのかは、 ここからだ と読み
取れないというのが正直な感想です。
【上山議員】

そこで、シ ナリオとか 道筋とかい う議論を随 分私もさせ ていだ

たいたことを覚 えておりま すけれども 、ここで「 『道筋』に おける位置 付け」
ということも言 葉として入 っていると いう意味で は、ある程 度踏まえた という
意識だと思いますが、何かありますか。
【保坂部長】

ＮＥＤＯ評価部長の保坂と申します。

御指摘の点、 ＮＥＤＯの 評価という のは、この 事前評価に 限らず大綱 的指針
の改訂に伴って 、ＮＥＤＯ の技術評価 実施規程等 々、それに 沿った形で 運営し
ています。本件 につきまし ても、今回 プログラム の推進とい うのが大綱 的指針
で従前からうた われており ますけれど も、この大 きな研究開 発項目間の 連携、
あるいはアウト カム、アウ トプットに 向けた道筋 がどうなっ ているかと いうこ
とも評価項目の中に設けて評価させていただいております。
【上山議員】

そう言われるとそうだなというような……。

ほかに御発言はありますか。白井委員、どうぞ。
【白井委員】

数字やシナ リオは、そ れが十分か どうかは別 として、き ちんと

評価されている とは思いま すが、大綱 的指針の９ ページによ れば、研究 開発プ
ログラムの評価 では研究開 発を実施す る主体では なく政策立 案者、すな わち経
産省、ＮＥＤＯ が評価の対 象となる。 その在り方 だとか、研 究開発の進 め方を
評価するのであ るとしてい ます。そう いう意味で 、この研究 開発テーマ 自身の
アウトプット、 アウトカム 、道筋、こ れはもちろ ん重要です けれども、 それを
進める経産省な りＮＥＤＯ なりの方針 、あるいは 行動、それ を評価する のだと
読み取れます。
その場合に、 先ほど意見 でもありま したように 府省間の連 携はどうや ってい
くのかと、その 連携をする ための道筋 、あるいは 連携をする ためのスト ラテジ
ーというのはど うなのかと いうところ まで踏み込 むべきだっ たんじゃな いかな
と思いました。 確かに時間 的な問題が ありますか ら、これを 評価したと きには、
そこまで評価を する対象だ と考えてい なかったと 言われれば 、やむを得 ないの
かもしれませんけれども。
【上山議員】

ありがとうございます。

何か付け加えることはありますか。
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【板倉企画官】

御指摘の 点は確かに そうだと思 いますけれ ども、我々 として

は、ＮＥＤＯで の評価を踏 まえた、経 産省でどう いうふうに フィードバ ックす
るかとか、そう いった点は 確認させて いただいて 、ちゃんと 政策に落と し込ん
でいくというと ころも確認 させていた だきました 。また、上 位施策との 関連性
の中でそういっ たものも、 経済産業省 とＮＥＤＯ との連携の 仕方という のもあ
る程度確認をさせていただいているところです。
確かに府省連 携とか省庁 連携の部分 に関しまし ては不十分 、改善すべ き点と
いうところで指 摘させてい ただいてい ますので、 本部分の記 述ぶりとし ては、
この辺が妥当なのではないかなというのが事務局の考えでご ざいます。
また、研究開 発プログラ ムとしての 評価という ものも根付 かせていく 、推進
していくという 観点で、こ の辺にもう 少し文言を つけ加える ということ を検討
したいと思いますけれども、そのような形でいかがでしょう か。
【竹上室長】

この大規模 評価をプロ ジェクト単 位でやるの か、そもそ もプロ

グラムとしてや るのかとい うところを 、そもそも スタートと して決めな いまま、
今日この日に至 っているの ではないか と思います 。経産省と してもプロ グラム
評価を大綱的指 針に基づい てやるとい うことをこ れから更に 進めていく 。今、
門永委員から御 指摘があり ましたとお り大綱的指 針が見直さ れましたの で、そ
れを踏まえて経 産省として もプログラ ム評価を進 めていくと いうことで ありま
すが、この場で プログラム 評価として やるのか、 プロジェク ト評価とし てやる
のかということ をお決めい ただければ 、それに沿 ってやって いたんです が、や
や前後してしまっている部分があるのかなと思っております 。
いずれにしま しても、プ ログラム評 価として進 めるべきで あるという ことは、
全体としてはあ ると思って おりますの で、そうい う観点から 進めていき たいと
いうふうに思っ ております が、ちょっ とこの場で どっちにす るかという ところ
は決めていただければと思います。
【上山議員】

その議論はまた、させていただいて、門永委員、他に何 か。

【門永委員】

今のに関連 してですが 、私は、大 綱的指針の 精神からい うとプ

ログラム評価だ と思います 。白井委員 に御指摘い ただいたの は大変心強 いと思
っています。
大綱的指針の 議論をして いるときも 、何度も何 度も確認を したのです が、プ
ログラムといっ たときに、 実際それを 推進して何 に到達する のですかと いう切
り口と、言葉は 適切ではな いですけれ ども、それ をやらせて いる側の評 価をす
る。その両面が ありますの で、そこを きっちり評 価しようと すると、章 立てと
いうか、項目を 分けて、こ ちらから見 るとこうで す、もう一 方の方から 見ると
こうですと示す ぐらいに徹 底する方が 、本来の趣 旨にかなっ ているので はない
かと思います。
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私が先程タイ ミングの問 題と申し上 げたのは、 まず大綱的 指針の周知 徹底に
相当時間がかか るだろうと 聞いていま したので、 そこまで行 っていない のかな
と思う節もあっ たのですが 、せっかく やるのであ れば、そこ までやるべ きだと
思いを新たにしました。
【上山議員】

ありがとうございます。

ほかに御意見ございませんでしょうか。
ここまでまと めています ので、この 中身をある 程度ブラッ シュアップ するこ
とにいたしまし て、本日は ここでとい うことにな りますけれ ども、私自 身も、
この大綱的指針 の策定に参 加していて 、ＣＳＴＩ のやる評価 とは一体ど ういう
ものかというこ とを改めて 結構考える ことが多か った。個人 的には、個 別のイ
シューよりは政 策、あるい は評価して いるものを 評価する、 評価の在り 方、そ
こをどういう視 点で切り込 んでいくか ということ に本当は議 論が集中す るべき
で、それをする ためには、 ちょっと資 料が足りな いなと。ど ういう切り 口で議
論をすべきか、 例えば省庁 間の連携は うまくいっ ているかど うかに関し ても、
言葉で言ってい るだけでは なかなか切 り込めない なというと ころは結構 あって、
これを評価の評 価というと ころまで持 っていくた めには少し 道具立てが 要るだ
ろうなというよ うな印象を 当時もまた 今も持って おります。 この評価結 果に関
しては、ある程 度積み上げ てきて、現 段階では一 つの過渡期 的な形とし ていい
のではないかと 私は思いま すけれども 、それでも 、今のよう なコメント があっ
たということを 踏まえて、 今後、評価 の全体の在 り方につい て、やっぱ りどこ
かで議論するということが必要なんじゃないかなと改めて思 っておりま す。
いいですか。竹上室長、何かありますか。
【竹上室長】

先ほどから 御指摘のあ りました６ ページのと ころに、半 導体等

のところ、もう 少しシステ ムをという ことを記載 すべきとの ご指摘です けれど
も、この３．１ ．２のとこ ろは、１パ ラ、２パラ 、３パラま ではファク トを書
いている部分な のですね。 それを踏ま えて「以上 から」とい うふうにお 書きに
なられているの で、２パラ のところ、 今のような 御指摘で変 更してしま うと、
ファクトを書い ていること にならなく なっちゃう ので、ちょ っとその辺 のとこ
ろ、今ここで御 議論いただ く必要はな いと思いま すけれども 、表現ぶり を直す
べきなのか、フ ァクトとし て書くので あればこの ままなのか どうかなの という
ことを、後ほど事務局と相談させていただきたいと思います 。
【上山議員】

システム的 な話として は、大きな ところはず っと別のと ころに

入れるべきかと、そういう話はちょっと事務局の方でやって ください。
【竹上室長】

そこは書き 方の問題だ と思います 。ここの話 じゃないの かなと

いうように思いました。
以上です。
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【上山議員】

発言の御趣 旨を全部酌 み取りなが ら、どこか の形で入れ ていく

という形だと思うんですけれども、よろしいですか。
【板倉企画官】

はい。そ の点と、今 、上山会長 代理がおっ しゃった部 分、今

正にＣＳＴＩの 評価として の見直しを 議論させて いただいて いまして、 トライ
アルしながら、 実際に評価 をやりなが ら、ブラッ シュアップ していきま しょう
ということにな っておりま す。今年度 はこのよう な形でさせ ていただき ました
ので、来年度は もう少し、 ＣＳＴＩと しての評価 をどういう ようにやる かとい
う点を今後議論させていただければと思っております。
以上です。
【上山議員】

ありがとうございます。

ほかに御意見ありませんか、どなたでも。
もしなければ、ここで引き取って、次の議題に入りたいと 思います。
（説明者退室）
【上山議員】

では、議題 ２の国家的 に重要な研 究開発の中 の中間評価 、事務

局から進め方と配布資料の説明をお願いいたします。
（説明者入室）
【板倉企画官】

それでは 、議題２に 関しまして 、使用する 資料として は資料

２－１、２－２ 、あと参考 資料の３で す。参考資 料３は前回 説明資料と して配
布させていただ いたもので す。この３ 点を使用し て御議論い ただきたい と思っ
ております。
こちらにつき ましては、 追加の説明 というのは ございませ んので、評 価の結
果の取りまとめ につきまし て、まず事 務局の方か ら説明させ ていただき まして、
その中身について御議論いただきたいと思っております。
説明はないの ですけれど も、オブザ ーバーとし て資源エネ ルギー庁と ＮＥＤ
Ｏが同席してお りますので 、もし何か 御質問等が ございまし たらよろし くお願
いいたします。
それでは資料 ２－１を説 明させてい ただきまし て、こちら は、先ほど の議題
１と同じく、前 回の調査会 から頂いた 意見を各調 査項目ごと に取りまと めさせ
ていただいた資 料になって おります。 評価の意見 と改善意見 等というこ とで整
理させていただ いておりま す。この御 意見を踏ま えましてま とめたのが 資料２
－２になります 。こちらに 基づいて、 簡単にポイ ントのみ御 説明させて いただ
きます。
資料をめくっていただきまして、１ページ目からです。
「はじめに」というのは、これまでの背景等を記載したも のです。
めくっていた だきまして 、３ページ 目からは「 評価の実施 方法」とい うこと
で、評価の対象と、その事業計画内容について記載しており ます。
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めくっていた だきまして 、４ページ 目は、実施 研究機関や 、これまで のＣＳ
ＴＩによる評価の実施を記載しています。
５ページ目が 「評価方法 」でござい まして、こ ちら、先ほ どの議題１ と同じ
ように、今回の 評価は、国 家の基本計 画や関連す る上位政策 等のより大 局的・
俯瞰的観点に力 点を置く、 実施府省で の評価結果 を活用して いくという ことを
記載しています 。また、そ の際に、新 潟大学の清 水教授にも お越しいた だいた
ことを記載しております。
５ページの下の方は実施府省での評価結果の概要を記載し ているもの です。
評価の結果としては７ページ目を御覧いただきたいと思い ます。
最初に、３． １の評価結 果というこ とで、最初 の部分、全 体的評価を 記載し
ております。少 し読み上げ させていた だくと、「 エネルギー 基本計画等 関連す
る上位の政策・ 施策等の目 標達成に向 けておおむ ね妥当な内 容となって いると
評価できる」。 また、今後 進めるに当 たって改善 すべき課題 等があり、 指摘事
項に関しましては、各項目に沿って記載するということにし ております 。
また、なお書 きで、全体 的なコメン トとしては 、よりＮＥ ＤＯでの厳 格な評
価に努めて、情 勢の変化等 により、定 期的に実施 計画などを 見直す、定 期的に
検討していくべきというコメントにさせていただいておりま す。
３．１．１は 、実施府省 等における 評価の妥当 性について です。これ は、大
綱的指針に沿っ た評価が適 切に行われ 、評価結果 についても 特段問題と なる点
は見受けられなかったということにしております。
めくっていた だきまして ８ページ目 、上の方で す。適切な 評価の実施 体制も
とられているということにしております。
続いて３．１ ．２は、上 位の政策目 標を達成す るための道 筋を踏まえ た今ま
での成果と目標 の達成状況 という点で す。前段部 分はエネル ギー基本計 画、ま
たその次は地球 温暖化対策 計画、それ を踏まえた 経産省での エネルギー 革新計
画や技術ロード マップで、 この研究開 発というの は位置付け られていま す。更
に、第５期科学 技術基本計 画、未来投 資戦略等で もちゃんと 位置付けら れてい
るものと記載しています。
最後の部分で 、これら政 府の計画や 関連する上 位政策の目 標を達成す るため
に、９ページ目 に移らせて いだたきま して、本事 業は計画し た目標を達 成して
きて お り、 今 後 の最 終 成果 目 標の 達 成も 大 いに 期 待 でき る 状況 に ある 。 「一
方」ということ で、その下 に、今、次 期エネルギ ー基本計画 の検討が経 済産業
省で行われてい る。その次 期計画にお ける石炭火 力の位置付 けを踏まえ て、本
事業の目標や実 施計画を柔 軟に見直す ことが必要 であるとい うことにさ せてい
ただいております。
続いて３．１ ．３は中間 評価以降の 成果予定と 目標の達成 見込みとい うこと
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です。
こちらにつき ましては、 中間評価以 降の実施計 画について も、進捗も 含めお
おむね妥当と評価できるということにしています。
また、第３段 階は燃料電 池の組入れ になるので すけれども 、燃料電池 メーカ
ーとの連携体制 により、よ りスピード 感を持って 研究開発に 取り組むこ とが必
要。「 また」 以降で 、第 ２段階 、ＣＯ ２ の分 離・ 回収と いうと ころ なので すけ
れども 、ＣＣ Ｓとい うＣ Ｏ ２ 貯留 が有 力なの です が、ま だ技術 が確 立され てい
ない。よって、 最後に書か せていただ きましたが 、本事業と 並行して進 めてい
るＣＣＳや燃料 電池に関す る他の事業 と本事業が 連動して、 プロジェク ト全体
での社会実装に 向けた成果 を検証しつ つ推進して いくべきで あるという ことに
させていただいております。
３．１．４は 、今後の波 及効果の見 込みという 点です。ポ イントを申 します
と、開発された 技術が採用 され普及さ れていくこ とが肝要と いう点、ま た、政
策面での産業化 や普及の検 討も技術開 発と並行し て進める必 要がある点 、また、
海外への事業展 開というこ とでは、海 外のパート ナーシップ の構築につ いては
評価できるけれ ども、先行 する空気吹 ＩＧＣＣや 先進超々臨 界圧等の先 端高効
率技術とのすみ 分けも含め た海外展開 戦略を策定 して実施し ていくべき という
こと。また、そ の際には、 知的財産戦 略について も踏まえた 戦略を策定 してい
くべきということにさせていただいております。
１１ページ目 は研究開発 マネジメン トの妥当性 ということ で、こちら につき
ましては、適切 なマネジメ ント体制が 整備され実 施されてい るものと評 価でき
る。最後に書か せていただ きましたが 、経済産業 省、ＮＥＤ Ｏ、実施研 究機関
の３者が緊密に 連携したマ ネジメント 体制で、海 外展開戦略 の具体化を 図って
いくことが肝要であるというまとめ方をさせていただいてお ります。
３．２以降は 、第１次中 間評価、こ れは平成２ ７年度に行 わせていた だきま
したが、そのと きの指摘事 項に対する 対応状況に ついて調査 した結果を 記載し
ているものでご ざいます。 各評価は前 段部分の評 価結果に記 載する構成 にして
おります。
こちらについ ては、例え ば３．２． １では、商 用スケール を見据えた 課題へ
の取組というこ とで、当初 目標の４０ ．５％の送 電端効率を 達成してき ている
といった対応状況を記載させていただいております。
３．２．２で は、海外展 開戦略への 取組という ことで、ア ジアや大洋 州の国
への展開を見据 えた市場性 調査を実施 している点 、また、ネ ットワーク につき
ましては、先ほ ども申した とおり積極 的に対応し ているとい う点、３． ２．３
のＣＣＳ技術の 確立への取 組につきま しては、市 場性調査や ＣＣＳ実証 事業者
との情報連絡会を実施しているということを書いております 。
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３．２．４の 知的財産戦 略への取組 につきまし ては、各社 での知的財 産協定
を締結している点や、検討を進めている点を記載しておりま す。
３．２．５は 、第３段階 に向けた技 術開発への 取組という ことで、燃 料電池
事業については ＮＥＤＯの 方で、他の ２事業を平 成２８年度 から実施し ている
ということを調査結果として記載しております。
評価の取りまとめとしては以上になります。よろしくお願 いいたしま す。
【上山議員】

ありがとうございました。

では、先ほど と同じよう に、この評 価の取りま とめに関し て先生方の 御意見、
あるいは修正点 、コメント などを頂け ればと思い ますが、い かがでいら っしゃ
いましょうか。どなたからでも結構ですけれども。
先ほどと同じ ように、プ ログラム化 の問題みた いなことも コメントの 中にあ
ったとは思いま すけれども 、それを踏 まえて、修 正について のサジェス チョン
があれば頂ければと思いますけれども。
【菱沼委員】

ちょっと 確認させて いただきた いのですけ れども、第 ２段階、

第３段階とステ ップアップ していくん ですが、第 ２段階でも 、今回の報 告書で、
要はコスト面で 競合してい くためには １，５００ ℃のガスタ ービンを採 用して
いくといった形 で、このペ ーパーでは そういった ところで、 ガスタービ ンの方
を改良すれば社 会実装の方 に移行でき るというふ うに読み取 れるのです けれど
も、それでよろしいのでしょうかというのが１点目の質問で ございます 。
それを踏まえ て、第３段 階をやる意 味というの は、中に環 境負荷低減 という
ことは書かれて いるのです が、やっぱ りこの大綱 的指針の中 で経済的価 値とい
うようなことも あるわけで 、そういっ たところに 対して燃料 電池を組み 込むこ
とが更に競争力 を高めるよ うな、そう いった表記 もしていた だければと いうふ
うには思っています。
最後に、市場 導入時期で す。このプ ログラム、 ２０２１年 で一応何か 終わっ
てしまうのです けれども、 一方で、国 の大きな方 針としては 技術確立が 平成３
７年となってい ますので、 その後、ど ういうふう フォローを していくの か、何
かその辺に対し ての記述が あった方が いいのでは ないのかな というふう に思い
ます。
【上山議員】

質問の点は 、エネ庁や ＮＥＤＯか ら何かコメ ントがござ いまし

たら……。
【猿橋補佐】

ありがとう ございます 。資源エネ ルギー庁石 炭課でござ います。

１，５００度 に入りまし たら実用化 に向けて進 んでいくと いうのはお っしゃ
るとおりなので 、もし内閣 府の方で、 ＣＳＴＩの 方で報告書 に書けるよ うな部
分は書かせていただければと思います。
それから、第 ３段階の部 分に関しま しては、Ｆ Ｃを組み込 むというこ とで、
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我々ももちろん ＦＣの現在 の進みぐあ いを見なが ら、見据え ながら進め ていき
たいと思ってお りますので 、途中に書 いてござい ましたとお り、状況が 変わり
ましたら、それ に応じて目 的、目標等 を修正して 進めていく というふう に考え
ております。現 時点ではＦ Ｃを組み入 れることで 高効率を進 めていける という
ことになってお りますので 、我々、こ の方針で進 めておりま すが、もし 何か状
況が変わりましたら、そこは踏まえて進めていく予定でござ います。
それから、市 場の導入時 期でござい ますけれど も、もちろ ん技術確立 をしま
してから、企業 の方々が検 証を進めて いく、その 時間という ふうに我々 はとっ
ておりますので 、実際の技 術開発終了 から実用化 に向けたと ころには対 象の隙
間というか、時 間があいて いるという のが、我々 が今検討し ている状況 でござ
います。
【上山議員】

いかがですか、今、続けて御質問がありますか。

【菱沼委員】

ちょっと確 認なのです けれども、 国としての プロジェク トの関

与は２０２１年 で、それ以 降は民間の 努力で市場 導入、社会 実装に向け ていく
というシナリオであるということでしょうか。
【上山議員】

じゃ、文言 的には修正 とかがあり ますかね。 柔軟に見直 すとい

うところで、ある程度吸収できていけるという感じですよね 。
【板倉企画官】

はい。あ とは、燃料 電池を組み 込むことで 高効率化を 図ると

いう点をもう少 し明確化し たり、御指 摘の点を踏 まえて修正 したいと思 ってお
ります。
【上山議員】

ありがとうございます。

じゃ、庄田先生、どうぞ。
【庄田委員】

平成２７年 度の第２段 階移行時の 評価の際に も指摘申し 上げ、

今回の評価でも 他の委員の 方が指摘さ れている箇 所です。１ ０ページの 下から
７行目の他の石 炭火力発電 関連の先端 技術との位 置付けを、 社会実装あ るいは
商用化の時期を 踏まえ、も う少し明確 にした方が 良いのでは ないかと思 います。
例えば、Ａ－Ｕ ＳＣ等の先 端技術との 時間軸の関 係について 、評価の中 で書き
ぶりを少し深め ていただけ たらと思い ます。先ほ どの議題１ で白井委員 からご
発言があったよ うに、次世 代火力発電 に関わる研 究開発プロ グラムの一 部を構
成しているという視点で評価することが重要と思います。
【上山議員】
【板倉企画官】

今の件について、事務局の方、答えられますか。
ここの書 きぶりを、 もう少しエ ネルギー庁 とかが考え ている

ようなすみ分けについて追加で記載することを検討したいと 思います。
【庄田委員】

例えば、最 近報道され たバングラ デシュで商 用化される ＵＳＣ

等の 先 行す る 先 端技 術 を置 き かえ て いく か を明 確 に する と 良い と 思い ま す。
【板倉企画官】

何かありますか。
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【猿橋補佐】

すみません 。我々、Ａ －ＵＳＣと 言われる超 々臨界の方 も技術

開発は行ってお りました。 そういう意 味で、時間 軸というと ころと、ほ かの技
術開発の部分と 関連性をも うちょっと クリアにし て、ＣＳＴ Ｉの方にお 伝えを
したいと思います。
【板倉企画官】

それでは 、エネ庁か ら頂いたも ので、もう 少しここを 具体的

な書きぶりを深めたいと思いますので、よろしくお願いいた します。
【上山議員】

ありがとうございます。

ほかの御意見、いかがでしょうか。
門永委員、どうぞ。
【門永委員】

先ほどと同 じ切り口で の意見です 。先ほどＡ Ｉチップ・ コンピ

ューティングの ５ページに ついて議論 しましたが 、こちらで は、それが ７ペー
ジなのですか、 並べてみる と結構テン プレート化 している様 です。要す るに評
価側を評価しな ければいけ ないという ことについ ては、上段 の方に、今 後の変
化に応じていろ いろと変え ていって下 さいよと言 っているだ けで、主語 が何に
変わっても全部 これで済ん でしまうと いうことに なるのでは ないかとい う懸念
があります。下 の方も「特 段問題とな る点は見受 けられなか った」と。 こう書
くだけで、あれ だけ議論し た大綱的指 針の話が終 わってしま うのではな いかと
思うと、心配に なります。 特に、既に 進めている 石炭ガス化 の方は、Ｃ ＳＴＩ
の評価として、 ここは方向 を変えた方 がいいので はないかと か、そうい う具体
的なことが幾つか入っていてもいいのではないかと思います 。
例え ば、前 回私が ＣＯ ２ を回収 して 持って いく 先がな いと困 るの ではな いで
すかという話を しましたが 、それをそ のままにし て、これを このまま続 けるの
か、というよう な切り口の 指摘が、も しそれが的 を射ていれ ばですけれ ども、
そのぐらいの具体的なレベルが入っていてもいいのではない かと思いま した。
【上山議員】
【板倉企画官】

なかなか厳しい。
ここは確 かにＡＩチ ップの方と 、７ページ のところで すね。

なぜかというと 、今回は実 施機関、評 価している 者がＮＥＤ Ｏで同一だ ったた
め同一の記述になってしまったというのが、事務局としての 答えになり ます。
【上山議員】

門永先生の おっしゃっ ているのは 、例えばも う少しＣＯ ２の全

体の政策みたい なものにつ いての言及 があり、か つ、その指 摘を踏まえ た上で
の評価という感じでしょうか。
【門永委員】

もう少し限 定された話 での意見で すが、前回 そういう指 摘があ

って、まだ見通 しが立たな いままに、 これは誰か ほかの人が やってくれ るだろ
うとい う前提 のまま に、 これを 進めて いけ ばＣＯ ２ の削 減につ なが ります とい
う、それで進め ていってい いのかとい う類のこと です。答え はないです けれど
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もね─ というのが、例 えばやら せている側 に対して のＣＳＴ Ｉの意見 の一つ
なのではないかなと思ったわけです。
【竹上室長】

今のいろい ろな御指摘 のところは 、そういう 意味では、 ３．１．

１のところは評 価の妥当性 ということ について記 載をしてお りますので 、先ほ
ど板倉企画官か らお話があ ったように 、評価のや り方のとこ ろでＮＥＤ Ｏがや
っているという ことで記載 が同一であ るというこ とでござい ますので、 御指摘
のところは、ま た違う部分 で記載が必 要なところ はあろうか と思います ので、
その辺のところはよく見てまいりたいと思います。
【上山議員】

ありがとうございます。

じゃ、先生から。
【北村委員】

今のところ をもう一歩 進めると、 研究評価委 員会とか、 あるい

は外部評価がど のように行 われたか、 その中身の 指摘まで入 るかどうか 分かり
ませんが、それ をどうやっ てフィード バックした かというよ うな、運用 面とい
うか、プロジェ クトとして のシステム 面について の具体的な 記述が要る んじゃ
ないでしょうか。
【板倉企画官】

そこは、 ７ページ目 の評価の妥 当性という ところにど のよう

にフィードバッ クされたか とかといっ た話を入れ た方がいい という御指 摘です
か。
【北村委員】

プロジェク トを実施す る側の評価 という部分 が欠けてい るとい

うのであれば、 実施する側 が何かした ことに対し て、それが どうだった かとい
うようなことが 必要です。 ただ単に外 部評価を実 施した、研 究評価委員 会があ
ったというだけでは、実施する側の評価にはなっていないわ けですね。
【板倉企画官】
【上山議員】

分かりま した。具体 的な記述と しては検討 させて頂き ます。
先生のおっ しゃってい る箇所とい うのは、こ の３．１． １のあ

たりということでいらっしゃいますか。
【北村委員】

ほかの場所 でもいいと 思います。 内部の実態 としては別 のとこ

ろに書くんだっ たら、例え ば、どのよ うな内容の 研究評価委 員会であっ たか、
それについてど ういう主な 指摘をして 、それにど う対応しよ うとしたか という
ような事実の記 述がどこか にないと、 プログラム の評価にな らないので はない
かというふうに思います。
【上山議員】

毎回同じよ うな議論が ずっと続い ていますけ れども、上 野委員、

お願いします。
【上野委員】

私も、今ま で皆様がお っしゃって いることに 同感、賛成 なんで

すけれども、こ の評価結果 の７ページ の３．１． １のところ に、「『国 の研究
開発評価に関す る大綱的指 針』（平成 ２８年１２ 月２１日内 閣総理大臣 決定）
に沿った評価が 適切に行わ れており、 評価結果に ついても特 段問題とな る点は
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見受けられなか った」と書 くのであれ ば、やはり もう少しプ ログラム評 価の観
点を、つまり先 ほどほかの 委員の方か らも御指摘 があったよ うに、政策 立案者
側、推進する側 の取組に対 する評価を もう少し入 れる方がよ いと思いま す。本
事業は特に、中 間評価を行 って、中間 評価に対す る回答も入 れないとい けない
ということもあ って、ペー ジの大半は 、研究開発 そのもの、 プロジェク トその
ものに対する評 価になって いると思い ます。特に 後ろの方は 、中間評価 で指摘
されたことに対 する対応状 況というこ とで、「指 摘されたこ とに対して 今はこ
うです」という 内容になっ ていますし 、その前の ３．１．２ や３．１． ３も、
研究開発の目標 の達成見込 みとか波及 効果の見込 みといった ように、み なプロ
ジェクトの話に なっていま す。したが って、やは り皆様おっ しゃってい るよう
に、推進側につ いての記述 のボリュー ムをもっと 増やして、 門永先生が おっし
ゃったように、 構成を分け てでもプロ グラムの評 価を入れ込 んだ方が、 この新
しい大綱的指針 に沿ってい ると言うた めには、そ ういうふう にする方が 適切な
のではないかと思います。
【上山議員】

ありがとう ございます 。私、責任 者としてこ れをやって いるわ

けではないので すが、政策 畑の人間な ので、基本 的に私自身 が関心があ るのは、
国としてやって いるものが どれぐらい 効率的に、 かつ目標に 向かって横 断的に
なされているか ということ を、どこか で評価する 必要がある 。かつ、そ れがど
れぐらいの予算 で回ってい るかという ことも含め て評価する 必要がある とは個
人的に思ってい るのですが 、この手の 評価は屋上 屋を重ねる ような議論 になっ
ていて、大きな ストーリー の中でとい うことがで きていない なという感 じは持
っていますけれども。
大綱的指針に 沿ってとい うと、大綱 的指針の中 ではプログ ラム評価を やって
いるということ を前提で議 論されてい ますから、 やっている んだなとい う感じ
になるのだろう と思います けれども、 お話を聞い ていると、 やっぱり実 際に具
体的にやった評 価とか、あ るいは政策 の中身をど れぐらい、 どれがどう いうふ
うに連動してい るかという ことをちゃ んと見せた 上で評価す べきだろう と。そ
ういうような何 かサジェス チョンがど こかにあっ てもいいな という気は 、個人
的にはお話を伺っていていたします。
恐らくは、国 際的な連携 とか、ある いは更に言 うと、実際 の具体的な 産業的
な政策に向けて もどういう 効果がある かみたいな ことも念頭 に置いた議 論をす
べきではないか というよう なお話が出 るのだろう とは思いま す。そのよ うなこ
とも含めて、こ こに皆さん の評価の意 見概要にも 、同様のご 意見が書か れてい
るような感じが いたします ので、それ は改めて御 意見を頂い て、どこか に盛り
込めるなら盛り 込んでいき たいと思い ますが、い かがでしょ うか。先生 方、ど
うですか。
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【竹上室長】

今の御指摘 のあった政 策との関係 につきまし ては、３． １．５

のところで、タ イトルが正 しいかどう か、研究開 発マネジメ ントの妥当 性とい
うところで実は 書いており まして、Ｎ ＥＤＯにお ける研究開 発評価にお いてど
ういう評価が行 われ、どう であったの かというこ ととあわせ て、経済産 業省に
おける政策との関連性ということを記載しております。
これは実は経 済産業省側 の考え方で すけれども 、ＮＥＤＯ で実施して いるも
のについては、 ＮＥＤＯで やったもの を更に経済 産業省本省 でやるとい うのは
二重の評価にな るので、評 価の負担軽 減のために 、ＮＥＤＯ でやってい るもの
はＮＥＤＯで実 施したもの をもって経 済産業省の 評価にかえ るというこ とにし
ているものです から、どう してもこう いう書き方 になります 。ただ、今 、上山
会長代理から御 指摘があっ たように、 表現ぶりの ところは少 し、今御指 摘にな
られたようなプ ログラム評 価という観 点からどう であったか ということ が分か
るような形で書 くのがよい かなと思い ますので、 ちょっと相 談をさせて いただ
ければと思います。
【上山議員】

ありがとうございます。

今のような対 応でよろし いでしょう か。ほかの 先生の方の 御意見、な いでし
ょうか。大丈夫 でいらっし ゃいますか 。それだと すると早く 終わって私 は有り
難いのですが、いかがでいらっしゃいますか。
この中には、 ＣＳＴＩと しての対応 みたいな表 現は全然な いのですが 、ここ
は要らないのですか。さっきの方にはちゃんと書いてありま したけれど も。
【板倉企画官】

ＣＳＴＩ としては、 中間評価は これで終了 し、あとは 、本事

業が終わった後 の事後評価 という対応 を想定して います。実 施期間はあ と４年
あるので、７ペ ージ目の全 体的評価の 最後に書か せていただ いています けれど
も、ＮＥＤＯの 方で中間評 価の実施等 により定期 的に検討し てください という
ことで、ＮＥＤＯでの厳格な評価を求めております。
以上です。
【上山議員】

ありがとう ございます 。それでし たら、この 委員の皆さ んのお

手元にあるとこ ろの評価結 果（案）と いうのを、 今御指摘い ただいた点 の幾つ
かの文言と、そ れから表現 ぶりの直し 方、それを やった上で 改めて最終 版とい
う形にさせていただきたいと思います。
（説明者退室）
【上山議員】
【板倉企画官】

それでは、最後の議題ですかね。その他に移ります。
その前に 、今後のこ の２つの評 価結果の対 応について 、説明

をさせていただきたいと思います。
今回、議題１ と議題２で 頂いた御意 見を踏まえ て事務局の 方で加筆修 正を行
わせていただき ます。加筆 修正した評 価結果案に つきまして は、来週の ２０日
－29－

月曜日に各委員 にメールで 照会をさせ ていただき たいと思っ ております 。今後、
ＣＳＴＩ本会議 での審議・ 決定を踏ま えますと、 大変短いの ですけれど も、２
０日に照会した ものを２２ 日の水曜日 までに御意 見を頂けた らと思って おりま
す。大変恐縮ですが、よろしくお願いします。
御意見を踏ま えて、本会 議用の評価 結果案とい うものにさ せていただ きたい
と思うのですが 、以後の取 扱いについ ては会長一 任でよろし くお願いし たいと
思っております。
以上でございます。
【上山議員】

ありがとう ございまし た。会長一 任というの は久間会長 一任と

いうことでございます。お願いいたします。
じゃ、以上の 形で２つの 議題につい て評価の修 正というこ とで議論を させて
いただきました 。事務局か ら説明があ りましたと おり、皆様 にもう一度 修正の
案をお諮りした 上で、最終 的な判断は 久間会長一 任というこ とでよろし くお願
いします。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
【白井委員】

今後このよ うな事前評 価や事後評 価を行うと き、プログ ラム評

価をしているの か、プロジ ェクト評価 をしている のかを最初 に定義すべ きです
ね。この件につ いてだけで はなく全体 に対してで すけれども 、そうしな いと、
どうも議論がか み合わない 状態が起き てしまいそ うです。是 非、今後評 価をす
るときは、テー マを上げる 段階で、ど ういう評価 をするので あるかを明 示され
るとよいかと思いました。
【上山議員】

ありがとう ございます 。実は大綱 的指針のと きに随分や りまし

たけれども、そ もそもプロ グラムとい う概念その ものがなか なか理解し にくい
というか、浸透 しないとい うのがあっ たと思いま す。私は個 人的には、 こうい
う委員会で議論 するのはあ くまで大局 的な政策評 価だろうな とは思って おりま
すし、一度官邸 の方に、評 価委員会の 紙を持って いったとき に「ＣＳＴ Ｉって
評価をやってい るの」と言 われてがく っときたこ とがありま すが、評価 のイメ
ージがちょっと やっぱりず れているの だろうなと 思いました 。そういう 意味で
は、この評価委 員会という ものが一体 どういうよ うな立ち位 置で、どう いうこ
とをカバーして 、どのよう なフィロソ フィーとい いますか、 それでやっ ていく
かということは 、恐らく先 生がおっし ゃるように 、最初のと ころでどこ か決め
ていかないといけないというような印象は個人的には持って おります。
それでは、こ の２つの評 価の案とい うものの修 正を今後図 っていきた いと思
いますけれども 、それも踏 まえまして 、最後の議 題のその他 ですね。よ ろしく
お願いします。
【板倉企画官】

それでは 、まず、資 料３の前回 の調査会の 議事録案に ついて

でございます。
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これは、前回 終了後、事 務局から各 委員に照会 を行わせて いただきま して、
修正した最終案 を資料３と して配布さ せていただ いておりま す。事前に 配布し
て内容を確認し ていただい ております が、更なる 修正がござ いましたら 、この
場でもいいです し、後ほど 頂けたらと 思っており ます。よろ しくお願い いたし
ます。
【板倉企画官】

あと連絡 事項が２点 ほどござい まして、次 回の開催な のです

けれども、次回 は年明けの ２月を予定 しておりま す。主な議 題は特定研 発法人、
理研の次期中長 期目標に対 する意見な どを予定し ております 。開催日は ２月１
日又は１４日を 予定してお ります。で きれば２月 １日に開催 させていた だきた
いと思っており ますが、再 度年内中に 確認させて いただきま すので、よ ろしく
お願いいたします。
また、国家的 重要な研究 開発の評価 に関しまし ては、以前 行った文科 省のフ
ラッグシップ２ ０２０プロ ジェクト、 いわゆるポ スト「京」 の評価、こ れを中
間評価を行うか どうかを文 部科学省の 方と調整い たしますの で、もし中 間評価
を行うというこ とになれば 、３月及び ４月で実施 させていた だきたいと 思って
おります。次回 以降、より 議論の時間 を１議題当 たり確保し たいと思い ますの
で、よろしくお願いいたします。
もう一点目は 、資料の取 扱いなので すけれども 、事務的な 御連絡です が、机
上の冊子につき ましてはそ のまま残し ておいてい ただきたい と思います 。また、
資料の郵送を御 希望される 場合は、封 筒にお名前 を御記入の 上、残して いって
いただきたいと 思います。 また、電子 データで欲 しいという 場合は事務 局にメ
ールで御連絡く ださい。事 務局の人数 が少ないも ので、効率 化に御協力 をお願
いいたします。
事務局からの連絡は以上です。
【上山議員】

どうもありがとうございました。

では、以上で本日予定をいたしました議事は全て終了いた しました。
非公開資料を 除き、本日 の配布資料 及び前回、 第１２３回 の議事録は 公表さ
せていただきますので、御承知おきください。
今年はこれが 最後の評価 専門調査会 となります 。本年１年 間、御多忙 のとこ
ろ、御対応いただきまして本当にありがとうございました。
では、以上を もって閉会 とさせてい ただきます 。どうもあ りがとうご ざいま
した。
－了－
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