総合科学技術・イノベーション会議

第１２６回評価専門調査会

議事概要
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安藤委員、上野委員、梅村委員、尾道委員、門永委員、
岸本委員、桑名委員、庄田委員、関口委員、菱沼委員、
白井委員、高井委員
欠席者：橋本議員
天野委員、荒川委員、小澤委員、鈴木委員、福井委員、
松橋委員
事務局：山脇統括官、生川審議官、進藤審議官、黒田審議官 、
板倉企画官
説明者：小柳名誉教授（東京大学）
坂下研 究振興局参 事官（情報 担当）付計 算科学技術 推進室長室 長（文
部科学省）
松岡計算科学研究センター長（理化学研究所）
常行物性研究所教授（東京大学）
齋藤材 料・ナノテ クノロジー 部主査（新 エネルギー ・産業技術 総合開
発機構）
松本研究開発課産業技術プロジェクト推進室長（経済産業省）
岸理事長（新構造材料技術研究組合）
秋宗技術企画部長（新構造材料技術研究組合）
議

事：１．国家的に重要な研究開発の中間評価について
「 フラッグシ ップ２０２ ０プロジェ クト（ポス ト「京」の 開発）
の中間評価について
２．「 革新的新構 造材料等技 術開発」の ステージゲ ート評価の 確認に
ついて
３．その他
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（配布資料）
資料１

「フラッ グシップ２ ０２０プロ ジェクト（ ポスト「京 」の開
発）」について（文部科学省）

資料１－２

国家的に 重要な研究 開発の中間 評価につい て（案）－ 「フラ
ッグシップ２０ ２０プロジ ェクト（ポ スト「京」 の開発）」
の中間評価－（事務局）

資料２－１

「革新的 新構造材料 等技術開発 」の第２期 ステージゲ ート評
価結果の確認方法について案（事務局）

資料２－２

「革新的新構造材料等技術開発」説明資料（経済産業省）

資料３

総合科学 技術・イノ ベーション 会議
査会議事概要（案）

第１ ２５回評価 専門調

※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

情報科学 技術に関す る研究開発 課題の中間 評価結果（ ポスト
「京」で重点的 に取り組む べき社会的 ・科学的課 題に関する
アプリケーション開発・研究開発）

参 考資 料 ３

情 報 科学 技 術に 関 する 研 究開 発 課 題の 中 間評 価 結果 （ 案）
（ポスト「京」システム開発）

参考資料４

総合科学 技術・イノ ベーション 会議が実施 する国家的 に重要
な研究開発の評 価について （平成２９ 年７月２６ 日

総合科

学技術・イノベーション会議一部改正）
参考資料５

「革新的新構造材料等研究開発」中間評価報告書概要

参考資料６

「フラッ グシップ２ ０２０プロ ジェクト（ ポスト「京 」の開
発 ） 」 に 係 る 基 本 設計 評 価 の 確 認 結果 （ 平 成 ２ ８年 ３ 月 １
日）

参考資料７

「革新的 新構造材料 等技術開発 」のステー ジゲート評 価の確
認結果（平成２８年１０月２１日）

（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

平成３０年度評価専門調査会計画予定表

机上配布資 料３

評価 専門調査会 「革新的新 構造材料等 技術開発」 補足説
明資料
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議事概要：
【角南会長】

それでは、 定刻となり ましたので 、ただいま から第１２ ６回評

価専門調査会を開催いたします。
本日は、先生 方、本当に 御多用のと ころ出席い ただいた議 員及び委員 につき
ましては御礼を申し上げます。
なお、本日は 、橋本議員 、天野委員 、荒川委員 、小澤委員 、鈴木委員 、福井
委員、松橋委員は欠席ということになっております。
本日の議題に 入る前に、 今年度から 新委員とな られました ２名の先生 方につ
いて御紹介をさせていただきます。
高等専門学校機構で理事を務められております安藤委員で ございます 。
【安藤委員】

安藤です。よろしくお願いします。

【角南会長】

御専門は電気・電子分野というふうに伺っております。 よろし

くお願いします。
それから、東京工業大学名誉教授であります岸本委員でご ざいます。
【岸本委員】

岸本でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

【角南会長】

御専門は機械分野ということでお願いしております。

このほか、ポ スト「京」 の開発の中 間評価で専 門的に関わ っていただ いて、
専門的知見を有 する委員と いうことで 、横河電機 の白井委員 、それから 北海道
大学の高井委員をお招きしております。よろしくお願いいた します。
それでは、本 日の議題で すけれども 、議事次第 にお示しし ております とおり、
１つ目の議題が 国家的に重 要な研究開 発の中間評 価、フラッ グシップ２ ０２０
プロジェクトと いうことで 、ポスト「 京」の開発 についてと いうことに なって
おります。２つ 目の議題と しましては 、革新的新 構造材料等 の技術開発 という
ことで、ステー ジゲート評 価の確認と いうことに なっており まして、そ して３
つ目の議題が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。
【板倉企画官】

それでは 、議事次第 の裏面をめ くっていた だきますと 配布資

料の一覧になっ てございま す。資料の １の関係で は１と２、 資料の２の 関係で
は２－１と２、 御準備させ ていただい ております 。また、資 料３の議事 録にな
っております。
あと、参考資 料としまし て７つほど 準備させて いただいて おります。 御確認
をお願いします。
また、委員の みの机上配 布資料とし まして大綱 的指針の冊 子、黄色の 冊子と
他に参考資料２と３というものを配布させていただいており ます。
不足がございましたら事務局の方に御連絡ください。
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以上です。
【角南会長】

ありがとうございました。

本日の調査会 の議題に当 たりまして 、第１２５ 回評価専門 調査会での 報告の
ありました平成 ３０年度の 予定から変 更となって いる部分が ありますの で、事
務局から御説明をお願いいたします。
【板倉企画官】

それでは、机上配布資料２を御覧いただきたいと思います。

まず１点目、 ポスト「京 」の中間評 価に関しま して、当初 ９月からの 開始を
予定しておりま したが、今 回６月から 議論を開始 したいとい う文科省の 意向で
変更させていた だいており まして、８ 月に試作チ ップの評価 結果が出て きます
ので、それを受 けて９月、 １０月に評 価専調で取 りまとめて 、１１月の ＣＳＴ
Ｉ本会議に上げるということを予定しております。
また、これに 伴いまして 、下の方の 大綱的指針 のフォロー アップを６ 月に予
定していたものを７月に行うということで変更させていただ いておりま す。
変更点は以上になります。
【角南会長】

ありがとうございます。

それでは、１ つ目の議題 であります 、国家的に 重要な研究 開発の中間 評価、
「フラッグシッ プ２０２０ プロジェク ト（ポスト 「京」の開 発）」につ いて、
担当省でござい ます文部科 学省より事 業概要、そ れから中間 評価の状況 、並び
に前回基本設計の評価からの進捗状況について御説明をお願 いいたしま す。
【坂下室長】

文部科学省でございます。本日はよろしくお願いいたし ます。

資料１－１を 御覧くださ い。「フラ ッグシップ ２０２０プ ロジェクト （ポス
ト「京」の開発について）」という資料でございます。
１枚おめくりください。
まず、第５期 科学技術計 画では、今 までにない 新たな価値 を創出し、 社会的
課題を解決する Ｓｏｃｉｅ ｔｙ５．０ が掲げられ ております 。シミュレ ーショ
ンによる社会的 課題の解決 、ＡＩ開発 や情報の処 理・流通に 関する技術 開発を
加速するため、 高速のスー パーコンピ ュータ等の 情報基盤技 術がますま す重要
なものとなっております。
これまで計算 科学、すな わちシミュ レーション は、理論・ 実験・観測 と並ぶ
第３の科学と言 われてまい りました。 さらに近年 、ビッグデ ータ解析や ＡＩと
いったデータ科 学が第４の 方法として 浸透しつつ あり、これ らを融合・ 連携さ
せることがますます重要と言われております。
次の４ページ目にいきます。ポスト「京」の概要でござい ます。
ポスト「京」 は、我が国 の科学技術 の発展、産 業競争力の 強化に資す るため、
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イノベーション の創出や国 民の安全・ 安心の確保 につながる 最先端の研 究基盤
とし て 開発 を 進 めて お りま す 。現 在 、神 戸 の理 化 学 研究 所 に設 置 され て いる
「京」コンピュ ータは、２ ０１１年６ 月と１１月 に単純演算 性能におい て世界
１位を獲得いた しました。 そして、２ ０１２年９ 月２８日よ り広く学術 ・産業
界に供用されて ございまし たが、供用 開始から６ 年を経まし て、国内の 大学に
おいても既に今 の「京」コ ンピュータ を超える性 能のスーパ ーコンピュ ータも
設置されている 状況でござ います。こ のポスト「 京」は、消 費電力を「 京」の
３倍程度に抑え つつ、最大 で「京」の １００倍の アプリケー ション実行 性能を
開発目標としております。
「京」の時代 と異なりま して、今、 スパコンの ランキング で使用され ている
ＬＩＮＰＡＣＫ というベン チマークに 基づく演算 性能は、ア プリケーシ ョン実
行性能の高さを 単純には意 味しないと 言われるよ うになって おります。 ポスト
「京」は、アプ リケーショ ンとシステ ムを協調的 に開発する コ・デザイ ン等の
取組によりまし て、ユーザ にとっての 使いやすさ を重視しつ つ、世界最 高水準
の性能をバランスよく持ったスーパーコンピュータを目指し ております 。
スケジュール が真ん中の 図にござい ますが、ポ スト「京」 は２０１４ 年から
基本設計を開始 しておりま して、現在 は試作・詳 細設計の最 終段階とな ってお
ります。来年か ら再来年度 にかけて製 造、２０２ １年から２ ２年の供用 開始を
目指しておりま す。総合科 学技術・イ ノベーショ ン会議には 、これまで 平成２
５、２６、２７ 年と３回御 評価を頂き まして、開 発の意義、 目標、基本 設計の
内容等をお認め いただいて いるところ でございま す。現在、 開発は順調 に進捗
しております。
前回のＣＳＴ Ｉによる評 価の後の変 更点といた しまして、 ４ページの 一番下
のところに書い ております けれども、 最先端の半 導体の設計 ・製造につ いて、
加工技術の困難 さ等から世 界的な遅延 が生じ、開 発スケジュ ールが一、 二年お
くれる見込みと なっており ます。この 点につきま して、文部 科学省のＨ ＰＣＩ
計画推進委員会 においてコ スト及び性 能の観点か ら評価をし 、国費総額 を変更
せずに当初の開 発目標を達 成できると いうことを 確認いたし ました。さ らに、
この期間を利用 しまして半 精度浮動小 数点演算を 導入し、デ ィープラー ニング
等のＡＩを含む幅広い応用に適用できるような改良も加えて おります。
その次の５ペ ージ目のポ スト「京」 の特徴につ きましては 、後ほど理 化学研
究所の松岡センター長より御説明いたします。
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次の６ページを御覧ください。
ポスト「京」 におきまし て、健康長 寿、防災・ 環境、エネ ルギー問題 などの
社会的・科学的 課題の解決 に資するア プリケーシ ョンの研究 開発を推進 してお
ります。
７ページ目を御覧ください。
これまで「京 」コンピュ ータを用い て気象分野 での予測、 新材料開発 技術を
採用したタイヤの製品化などの成果が出ております。
次の８ページ、９ページを御覧ください。
ポスト「京」 になります と、例えば 創薬や地震 ・津波につ いて、より 現実に
近い環境でのシ ミュレーシ ョンが可能 となります 。ポスト「 京」により まして
研究者は、より 複雑な現象 をより短時 間で、更に より高い精 度で成果を 出すこ
とが可能になり ます。後ほ ど、新機能 デバイスや 高性能材料 で具体的に どうい
ったアプリケー ション研究 開発が進ん でいるかに ついて、東 京大学の常 行教授
から御説明を頂きます。
１０ページを御覧ください。
ポスト「京」 の運用に当 たりまして 、これまで 「京」コン ピュータで 培って
きた運用や利用 支援を継承 し、ポスト 「京」と全 国の大学の 情報基盤を 高速ネ
ットワークでつ ないで１つ のアカウン トで利用可 能とし、学 術・産業界 の多様
なニーズに応えられる環境を引き続き構築してまいります。
１１ページに ありますよ うに、「京 」を中核と したＨＰＣ Ｉの利用者 数は、
「京」の供用開 始以来毎年 ２割ずつ増 加し、平成 ９年度まで には全体の ３割が
産業界の利用者となっております。
次の１２ペー ジにありま すように、 ユーザコミ ュニティ・ 産業界との 連携も
進展しており、 産業界のユ ーザのニー ズの集約、 普及啓発、 中小企業等 への裾
野拡大について の取組、ま た業界ごと のコンソー シアム形成 なども進展 してき
ているところで ございます 。こういっ たことをポ スト「京」 で引き続き 続けて
いきたいと思っております。
【松岡センター 長】

れで は、４月か ら本センタ ーのセンタ ー長に就任 いたし

ました松岡が、ポスト「京」の技術的な側面を御説明させて いただきま す。
１３ページを御覧ください。
ポスト「京」 の特徴をま とめました 。ポスト「 京」という のは、つく ること
によるＩＴ分野 におけるイ ンパクト及 び、それを 使うことに よるアプリ ケーシ
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ョンのインパク ト、両方共 において正 にゲームチ ェンジャー であると、 そうい
うものができる ということ を我々は強 く確信して おります。 「京」のヘ リテー
ジを継いで、次 に述べるコ ・デザイン によって非 常に高性能 なマシンが でき、
それによってア プリケーシ ョンで国民 の関心事に 応える様々 な成果を出 すこと
はもちろんです 。しかし、 それだけで はなくて、 ポスト「京 」の今回開 発され
るマシン、特に プロセッサ ーというの は、正に「 京」のとき と比べても ゲーム
チェ ン ジャ ー で 、一 種 の日 本 の半 導 体産 業 の復 興 だ と言 え るの で はな い かと
我々は思っています。
特にチップ自 身の高演算 性能は、「 京」と比べ ても、比較 する同時代 のプロ
セッサーと比べても非常にすぐれたものになります。
また、先ほど ありました ように非常 に電力効率 が高く、ス パコンだけ ではな
くて、ほかのＩＴ分野での波及効果も見込めます。
今回のプロセ ッサーはＡ ｒｍ、すな わち、先生 方も多分お 持ちだと思 われま
すが、スマホ等 でのアプリ ケーション プロセッサ ーとしての 用途では年 間３０
億個生産され、 組み込み用 途を含めれ ば全体で１ ４０億個世 界において 生産さ
れているプロセ ッサーの命 令セットを 採用してい ます。しか し、新たに 命令セ
ットを採用する だけではな く、今回は 、そこに対 して新たな 命令体系を 付加す
るというところ で大いなる 貢献をする ことができ ます。我々 が一種のそ こにお
けるグローバルスタンダードをとることができます。
先ほど坂下室 長が申し上 げましたが 、ポスト「 京」のこの ディレイに よって、
幾つかの技術的 な変更点が ありました 。さらに、 人工知能、 ＡＩ、機械 学習と
いうものが世の 中にとって 非常に重要 になるとい う社会的な 変化があり ました。
ポスト「京」は 様々な変更 及び元々の マシンの性 質によって 、世界一の 機械学
習マシン、ＡＩマシンになるのではないかと我々は確信して おります。
次のページを御覧ください。
コ・デザイン と申します のは、アプ リケーショ ン側とシス テム側が非 常に密
に連携して、そ の特性を交 換しながら 研究開発を 行うことで す。この体 制とい
うのは、「京」 やそれ以前 のマシンと 比べてはる かに満ちた ものができ たとい
うのが今回であ ります。そ の理由もあ って、９つ のターゲッ トアプリケ ーショ
ンで多くのもの が数十倍、 最大では１ ００倍以上 の性能とい うのが達成 するこ
とができたわけ です。これ が特殊なマ シンででき たというの ではなく、 今回、
これが非常にプ ログラミン グの容易性 、プログラ ムの開発の 容易性を伴 って、
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このような性能が達成できたというのがもう一つの大きな特 徴でありま す。
次のページ、１５ページを御覧ください。
では、なぜプ ロセッサー の性能が高 いのかと申 しますと、 一つはコ・ デザイ
ンによるもので 、それによ って非常に 高いメモリ バンド幅を 具現化する ことが
できました。競 合のプロセ ッサーと比 べても数倍 のメモリバ ンド幅を持 ち、演
算性能も性能優 位なものが 達成できて おります。 それは簡単 ではなくて 、それ
に対応するＣＰ Ｕ側が非常 に高いメモ リバンド幅 に対応でき るようにな って、
今回そのような研究開発ができたということです。
グリーン性能 も同じで、 非常に高性 能でありな がら非常に 省電力です 。通常
ＣＰＵとしては 世界トップ の性能を獲 得できるの ではないか と思ってお ります。
Ａｒｍに関し ては、スケ ーラブル・ ベクター・ エクステン ション、Ｓ ＶＥと
いう命令が今回 追加されま した。これ はＡｒｍ社 が開発企業 の富士通及 び我々
のインプットを もとに開発 したもので 、ＳＶＥの 実装は世界 で初めてに なるこ
とが予想されて おります。 このＳＶＥ というのは 、スパコン だけではな く、将
来のスマホにも 入っていく ということ が予定され ています。 すなわち、 我々の
研究開発の成果 というもの がグローバ ルスタンダ ードをとっ ていくこと ができ
るのではないかと思っております。
最後に、Ｓｏ ｃｉｅｔｙ ５．０、特 にＡＩを中 心としたも のでありま すが、
先ほどありまし たようにＦ Ｐ１６等の データ形式 をサポート した専用命 令が入
っており、メモ リバンド幅 が高く、か つ高いネッ トワーク性 能があると いうこ
とを申し上げま したが、そ れがＡＩの 高性能化に どのように 寄与するの か説明
します。
１６、１７ページを御覧ください。
機械学習、特 にディープ ラーニング によって、 第３のＡＩ の隆盛が生 じたの
はなぜかと申し ますと、こ れはコンピ ュータの性 能が過去と 比べて１０ ０万倍
ぐらいになった ということ が非常に大 きいことで ございます 。過去にも ディー
プラーニングの アルゴリズ ムや理論は ありました が、それが マシン上で 実現で
きなかったのは マシンが遅 過ぎたとい うわけです 。ところが 、ディープ ラーニ
ングというのは データをよ り多くくべ ればくべる ほど精度が 上がってい って、
その精度を上げ るための莫 大な演算量 を担保でき るようにな ったので、 近年進
化しました。し かし、これ を今のアプ リケーショ ンだけでな く、３次元 の画像
や複雑な領域、 様々なとこ ろに適用し ていくため には、さら なる高速化 が必要
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です。そのため には多くの ＣＰＵの並 列化、つま りＡＩのス ーパーコン ピュー
ティングをやっていく必要があります。
１７ページ、 最後のスラ イドですが 、ポスト「 京」という のは、一個 一個の
プロセッサーと いうものが ただ単に高 性能だけで はなく、Ａ Ｉに適した 性能の
特性を備えてお り、一個一 個のチップ 自身が、Ｇ ＰＵ等と比 較しても比 肩する
ような性能を持 つことが予 想されてい ます。さら に、それら つなげて、 機械学
習を非常に大規 模に行うに は非常に高 速なネット ワークが必 要です。こ れもポ
スト「京」の場 合は１０万 単位でスケ ールするよ うな非常に 高速な、普 通のデ
ータセンターで 使われてい るものと比 べると数十 倍の速度の ネットワー クを持
っています。
以上をもちま して、新し いＳｏｃｉ ｅｔｙ５． ０のアプリ ケーション 等にお
いてもポスト「 京」という のは非常に 力を発揮し 、この技術 が普及する ことに
よって、我が国 が新たに覇 権をとる、 一種のゲー ムチェンジ ャーとなる という
可能性を秘めていると思っております。
以上でございます。ありがとうございました。
【常行教授】

東京大学の常行でございます。

それでは、私 としてはユ ーザの立場 で、ポスト 「京」コン ピュータに どうい
うことを期待し て、どのよ うなアプリ 開発を行っ ているかと いうお話を させて
いただきます。
資料１８ページを御覧ください。
私、ポスト「 京」のアプ リケーショ ン開発のプ ロジェクト の中の重点 課題７
番、次世代の産 業を支える 新機能デバ イス・高性 能材料の創 生というと ころで
課題責任者をし ております 。ここは簡 単に言いま すと、物理 、あるいは 化学の
学理と産業応用 をつなぐ材 料デバイス シミュレー ションのソ フトウエア 開発、
こういうものを行っております。
ポスト「京」 に対して我 々が非常に 期待してお りますのは 、その左下 に図が
ございます。四 角形、立方 体で象徴的 に書かせて いただきま した。大き な計算
機、速い計算機 ができるこ とでシミュ レーション の対象のサ イズであり ますと
か物理時間を伸 ばす、これ は当然のこ とでござい ますが、縦 軸の方は、 今度は
近似の精度を上 げて、より 信頼性の高 いシミュレ ーションを 行う精度の 問題。
そしてもう一つ 重要なのが 、奥向きに 書いた場合 の数、組合 せの問題で ござい
まして、これは 統計量をと る、そして 信頼できる 結果を得る ということ に加え
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て、先ほど松岡 先生の方か らお話があ りましたＡ Ｉとの関連 でデータを たくさ
んとる、これを ＡＩと結び つけて材料 開発につな げる、ここ で非常に重 要な役
割を果たします 。こういう ことを通じ て複雑材料 の電子状態 を解析して 、計算
して究極的な材 料・デバイ スの性能予 測を行う、 新デバイス の構造提案 を行う、
あるいは未知物 質の構造、 製造プロセ スを探索す るというこ とを狙って おりま
す。
右側に、実際 にどういう ものが対象 となってい るか、ごく 一部ですが 書きま
した。学理のと ころから産 業の応用ま では非常に 遠い距離が ございます が、こ
こをポスト「京 」コンピュ ータを使っ てシミュレ ーションで つなげてい きたい
というふうに考 えておりま す。半導体 デバイスの 延長にあり ますＬＳＩ 、ナノ
構造デバイスで ありますと か、ＥＶモ ーターに欠 かせない磁 石材料、そ れから
新しいパワーデバイス、こういうところに活用が期待されま す。
下の１９ページに参ります。
もう少し具体 的に、アプ リケーショ ンの課題と 、それから 将来見込ま れるア
ウトカムについて御説明いたします。
左側はパワー 半導体デバ イス、シリ コンカーバ イト、ある いはガリウ ムナイ
トライドと呼ば れる材料で 、これは現 在でも応用 に使われて おりますけ れども、
実は、本来この 物質が持っ ている特性 が十分に発 揮できてい ない。それ は幾つ
か課題がござい まして、例 えば界面ト ラップの問 題で、酸化 膜との間の 界面で
トラップ準位が できて性能 が出ないと いうような ことが言わ れておりま す。ポ
スト「京」コン ピュータを 使って、我 々はこの界 面構造を明 らかにし、 どのよ
うな界面を用意 してやれば よいか、そ れをつくる ために成長 プロセスを どうす
ればよいかということにチャレンジしてまいります。
それから、右 側には磁石 材料の例を 記載しまし た。磁石は 、御存じの とおり
世界最強の磁石 、ネオジム 磁石という のが日本で 開発されて 、これが今 、ＥＶ
モーター等あら ゆるところ で使われて います。こ れのおかげ でハイブリ ッド自
動車も動いてお ります。た だ、これは ネオジムと いう希少金 属元素、さ らには
ジスプロシウム 等、非常に 少ない元素 を使って動 いています ので、これ を新し
い材料、ほかの 代替材料を 使って、い ろいろな実 用温度で使 えるものを つくっ
ていきたいと考 えています 。こういう ことで、国 の元素戦略 プロジェク ト等で
も材料開発が進 んでいます が、我々は 、ここにス ーパーコン ピュータの 性能を
利用して新しい 材料の提案 、それから 、磁石には 欠かせない 界面の制御 につい
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て貢献をしたい と考えてい ます。ここ では特にＡ Ｉを使った 、機械学習 を使っ
た新しい材料の開発というところが非常に大きな役割を果た します。
次のページ、 ２０ページ 。ここはも う少しファ ンシーな話 を幾つか書 いてご
ざいます。
１つは、強い 電子相関を 持つポスト 「京」を使 った新規デ バイスの探 索。こ
れは近年、ノー ベル物理学 賞をとりま したトポロ ジカル系と いうのがご ざいま
す。トポロジー 現象という のがござい ますが、こ のトポロジ ーを使った 新しい
デバイスは全く 市場には出 ておりませ ん。そうい うところ、 実は界面が 非常に
重要で、界面で 、しかもそ こに電子相 関という新 しい物理の 原理が入っ たとき
にどういうふう に動作して 役に立つの か、これが 実現される とすれば、 非常に
消費電力の少な い新しいデ バイスにつ ながると期 待されてお ります。こ ういう
ところに計算機、スーパーコンピュータが役立ちます。
真ん中は光と 物質の相互 作用で、強 い光を当て るときに物 質がどう振 る舞う
か、これを本当 に地道に基 礎から計算 することに よって、例 えば受光デ バイス
であったり、光 を使った非 熱的な加工 であったり とか、そう いうところ の技術
開発を行うのが目標でございます。
右側は鉄鋼材 料で、鉄鋼 に限りませ ん。高信頼 性の構造材 料でござい ます。
そこでの研究で も、実は非 常に細かい 界面の問題 が重要でご ざいまして 、ここ
でスーパーコンピュータが使われているということになりま す。
こういうこと を通じて、 新しい超ス マート社会 を支える新 規のデバイ ス、光
量子技術の革新 、あるいは 安全・安心 な社会を支 える構造材 の開発、こ ういう
ところに貢献できるというふうに考えております。
以上でございます。
【小柳教授】

東京大学名誉教授の小柳でございます。

最後に、文部科学省における中間評価について御報告申し 上げます。
ポスト「京」 のシステム 検討ワーキ ンググルー プと、それ からアプリ ケーシ
ョンの重点課題 推進ワーキ ンググルー プで主査と して中間評 価を担当い たしま
した。
まず２２ペー ジを御覧く ださいませ 。中間評価 の概要につ いて御説明 申し上
げます。
ポスト「京」 は、先ほど から御説明 があります ように、最 大で「京」 の１０
０倍のアプリケ ーション実 行性能と、 ３０から４ ０メガワッ ト以内の消 費電力
－11－

を目標に開発が進んでおります。
重点課題のア プリケーシ ョン開発に ついては、 本年４月に 研究計画・ 評価分
科会でおおむね 妥当と評価 いたしまし た。システ ムの評価に ついては、 昨年度
コスト及び性能 の見通しに ついて評価 し、今年度 中間評価を 実施いたし ました。
システムについ ても開発目 標を達成す る見通しが 得られてお り、ポスト 「京」
の製造・設置を 着実に推進 することが 適当である と判断いた しました。 システ
ム、アプリ、両 方とも必要 性、有効性 、効率性の 観点から評 価いたしま したの
で、以下、それぞれについて概要を申し上げます。
２３ページを御覧くださいませ。評価体制でございます。
アプリケーシ ョンの評価 は、ポスト 「京」重点 課題推進ワ ーキンググ ループ
とＨＰＣＩ計画 推進委員会 により評価 いたしまし た。システ ムの評価は 、シス
テム検討ワーキ ンググルー プとＨＰＣ Ｉ計画推進 委員会によ り評価いた しまし
た。スライドか らは省略し ております が、重点課 題ワーキン ググループ に萌芽
的課題のサブワーキンググループもございます。
２４ページを 御覧くださ い。システ ム開発の中 間評価から の詳細を説 明いた
します。
まず、必要性 の観点から は、１つ目 の丸であり ます「超ス マート社会 」のた
めに新たな価値 を創造する 基盤として スーパーコ ンピュータ が不可欠で あるこ
と、２番目の丸 として、最 大で「京」 の１００倍 のアプリケ ーション実 行性能
と目標の消費電 力を達成す る見込みで あること、 ３つ目の丸 として、画 期的な
成果の創出のた めにユーザ の利便性向 上やポスト 「京」シス テムの使用 等の情
報公開がなされ ていること 、４つ目の 丸として、 「京」は内 閣府の南海 トラフ
地震の被害予測 などに活用 されてきま したが、ポ スト「京」 についても 、この
ような政府の重 要政策への 貢献が期待 できること 、５番目と して、量子 コンピ
ュータの開発状 況を鑑みて もスーパー コンピュー タの必要性 が変わらな いこと
などを挙げております。
２５ページを御覧くださいませ。
有効性につい ては、１つ 目に、コ・ デザインに よりシステ ムとアプリ の最適
化方針が同時に 得られるこ と、２つ目 として、ハ イエンドな ＡｒｍのＣ ＰＵを
開発し、Ａｒｍ のエコシス テムを構築 し、ソフト ウエアの充 実を図るこ と、３
番目として、Ａ Ｉ分野のア プリについ ても性能を 発揮するこ となどを挙 げてお
ります。
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２６ページを御覧くださいませ。
効率性につい ては、１つ 目に運用コ スト削減の ために消費 電力を最適 化する
などの工夫を行 ったこと、 ２つ目に、 これまでの 「京」を安 定稼働させ てきた
知見をポスト「 京」にも継 承していく こと、３つ 目に、「京 」と同様に 地元自
治体からの支援 を引き続き 得ていくこ と、４つ目 に、文部科 学省や、こ のＣＳ
ＴＩの評価など によりＰＤ ＣＡサイク ルが適切に 回っている ことなどを 挙げて
おります。
次に、アプリ ケーション 開発に関す る中間評価 でございま すが、２７ ページ
を御覧ください。
１つ目に、ポ スト「京」 の大規模シ ミュレーシ ョンのため の手法開発 が進展
しており、論文 に関しても 着実に増加 しておりま す。また、 ２つ目に、 創薬等
の産学コンソーシアムにより産学官連携も積極的に進められ ております 。
次、２８ページを御覧ください。
必要性の観点 からは、我 が国におい て喫緊の課 題とされて いる健康長 寿社会
の実現や防災等 の対応を挙 げており、 それぞれの 分野につい て重点課題 実施期
間からのヒアリ ングで世界 に先駆けた 成果が期待 されると判 断、評価さ れまし
た。
２９ページを御覧ください。
有効性の観点 からは、材 料力学やも のづくり分 野において 実験をシミ ュレー
ションによって 革新、代替 し、研究開 発の質や生 産性を向上 できること を挙げ
ております。ま た、基礎科 学の分野に おいては、 新しい知の 創出への貢 献をす
ることが期待さ れているこ とが、それ ぞれの重点 課題実施機 関からのヒ アリン
グにより評価されました。
３０ページを御覧ください。
効率性の観点 からは、各 重点課題実 施機関内に おいて外部 有識者によ る諮問
委員会などが構 成されてお り、課題内 での外部有 識者のコメ ントや産業 界の要
望等を取り入れ 、アプリケ ーションの 開発でも積 極的に課題 の選択と集 中を図
る等の取組が行われております。
以上でございます。
【角南会長】

よろしいですか。ありがとうございます。

それでは、た だいまの文 部科学省か らの説明に ついて御質 問、御意見 などご
ざいませんでしょうか。尾道委員どうぞ。
－13－

【尾道委員】

本プロジェ クトについ ては、従前 の「京」が かなり産業 応用も

含めて大きな成 果を上げて いるという ことで、そ れに引き続 いて期待を 持てる
プロジェクトと いうことで 、この計画 どおり進め ていくとい うことに対 してす
ごく妥当だとは 思うのです が、１点確 認です。世 界的にも競 争の激しい 領域で
ありますが、こ れについて 、基本設計 が評価後に 加工技術開 発の困難な 点から、
日本だけにとど まるところ ではありま せんが、世 界的に開発 スケジュー ルが１
年半ぐらい遅延 していると いうことで 、この影響 が、この時 間の中で新 たな付
加価値の創出に 向けた工夫 がされてい ると思いま すが、競争 環境とか外 部環境
も含めて、その 辺について 何か大きな 変化があっ たとか、そ ういうこと があれ
ば、何かちょっと付加的な説明を頂けるとありがたい。
【坂下室長】

ありがとうございます。

まずは世界的 な遅れとい う状況です ので、一、 二年の遅れ はありまし たけれ
ども、２０２１ 年頃の供用 開始という ことで、世 界の最高水 準という開 発目標
は変わっていないと評価を受けているところでございます。
ありがとうございます。
【松岡センター 長】

世界 的な状況は 、スーパー コンピュー タ技術、シ ミュレ

ーション系のア プリケーシ ョン及び人 工知能系の アプリケー ション、こ れらに
関して世界的な 競争がより ステップア ップされた というのが 我々の印象 でござ
います。例えば ヨーロッパ においては 、この期間 においてヨ ーロピアン エクサ
スケールという 、ヨーロッ パの固有の 技術で日本 やアメリカ や中国とマ ッチン
グするようなマ シンをつく るプロジェ クトがヨー ロピアンコ ミッション を中心
に立ち上がり、非常に大きなファンドを得ております。
アメリカも、 トランプ政 権になって から、エク サスケール コンピュー ティン
グプロジェクト に関する予 算措置が非 常に増加し て、性能タ ーゲットも 上がり、
非常にアグレッシブな研究開発を行っている状況になってお ります。
正にこの１年 半のディレ イというの は世界中で 経験したこ とでござい ますが、
各国ともそれを 逆に活用し 、更に競争 が激化して きました。 我々はそれ に負け
ないように新た な付加価値 をこの期間 で追加した というのは 、御説明し たとお
りでございます。
【角南会長】

安藤委員、どうぞ。

【安藤委員】

松岡先生の 御説明であ ったと思い ますが、４ ページで、 今の質

問にも関係しま すが、少し 遅れた期間 をうまく利 用して半精 度の機能を 導入し
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たとおっしゃったのでしょうか。
【松岡センター 長】

ＳＶ Ｅというの はいわゆる ベクトル演 算をする命 令です。

それはＡｒｍ社 が中心とな り、富士通 及び理研も 貢献して今 回新たに設 計した
命令セットでご ざいまして 、様々なベ クトル幅が 可能で、数 値フォーマ ットは
例えば６４ビッ トの倍精度 だとか、多 様なフォー マットを受 け付けるの ですが、
今回特に機械学 習用にＦＰ １６という 短い形式の 浮動小数点 や、更にＩ ＮＴ８
等の非常に精度 の低い、そ のかわり並 列数がかな り上がるよ うな新たな 数値フ
ォーマットをサ ポートする ということ を行いまし た。これに よって機械 学習の
性能は大幅に向 上し、また 、場合によ ってはこれ らがＨＰＣ に使えるか もしれ
ません。それ以 外にも、例 えばメモリ をより高性 能なもの、 新しい技術 のもの
に変えたとか、幾つかの技術的な変更点はございます。
【安藤委員】

では、その 半導体の遅 れの間にも 、今おっし ゃったよう な設計

がどんどん進んでいるようなイメージでよろしいですか。
【松岡センター 長】

はい 。ＦＰ１６ の導入とい うのは当初 の計画には ありま

せんでしたが、 今、世の中 でＡＩが非 常に重要に なり、我々 もただ単に シミュ
レーションだけ ではなく、 ＡＩにおい ても世界ト ップ性能の マシンをつ くって
いこうとなりま した。シミ ュレーショ ンとＡＩと いうのが相 乗的にイン タプレ
イすることによ って、サイ エンスやエ ンジニアリ ング、Ｓｏ ｃｉｅｔｙ ５．０
のアプリケーシ ョンがより 前進すると 、そのよう な理解でそ のような機 能をつ
け加えたということでございます。
【庄田委員】

システムと アプリケー ションのコ ・デザイン に関して１ 点確認

をさせてくださ い。この評 価専門調査 会で数年前 、事前評価 のときに、 現在の
「京」の利用状 況について 御質問をし た記憶があ りますが、 当時お答え として
は、「京」がア プリケーシ ョン開発に 大体半分が 利用されて いるのだと いうお
答えを記憶して おります。 このシステ ムとアプリ ケーション のコ・デザ インで
実際に運用が開 始されると 、アプリケ ーション開 発も当然続 くと思いま すが、
比率的には現在 の「京」と は大分異な ってくる、 そういう想 定をされて いるの
ではないかと思いますが、確認をお願いしたいと思います。
【坂下室長】

現在の「京 」につきま しては、運 転時間の割 合のうち４ 割程度

を、この重点課 題のアプリ ケーション 開発に充て ているとい う状況でご ざいま
す。恐らくそのことを回答したのだと思います。
ポスト「京」 になってか ら、どうい った形のア プリケーシ ョン開発プ ログラ
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ムを実施して、 それにどれ だけの資源 を割り当て るかという ことは今後 の検討
ではございます けれども、 全体のマシ ンのパワー が大きくな っていると いうこ
とも踏まえまし て、また、 様々な新し い利用の可 能性も広が っていると いうこ
とも考えまして 、これから 適切な割合 を検討して いきたいと いうふうに 考えて
おります。
【菱沼委員】

御説明あり がとうござ います。技 術的な内容 の御説明で すとか、

あるいは文科省 の中間評価 の内容を聞 いて、正に 「京」で既 にもう成果 が出始
めていて、かと いって５年 経ったら古 くなってき て、もっと 速いコンピ ュータ
が必要だといっ たニーズな んかもよく 分かりまし て、とても 本当に国家 にとっ
て重要なインフ ラの一つだ なと思って います。是 非是非この プロジェク トを進
めていただくと 共に、皆さ んにオープ ンに使って いただいて 、多くの成 果を出
していただきたいなというふうに思いました。
１点質問です けれども、 冒頭、スマ ート社会に おいて９つ の重点課題 を解い
ていくのだとい ったことで 、そこのと ころは材料 開発だとか 医薬開発と か、そ
ういったところ で具体的な これまでの 取組、今後 何をやりた いかという ことが
示されていてよ く分かった んですけれ ども、ＡＩ 開発の部分 に関して、 ハード
的にはこれから 世界的な規 模のディー プラーニン グができる ところまで は理解
できたのですが 、それを利 用してどう いう方々が 何をしよう としている のかと
いうことについ て御説明い ただけると 、ますます この「京」 の重要性と いうの
が理解できると思いますのでお願いいたします。
【坂下室長】

今回の評価 を頂く内容 につきまし ては、今の 開発とアプ リケー

ションをつくる というとこ ろまででご ざいますけ れども、今 後、ポスト 「京」
ができた後にど ういった可 能性が広が っているか ということ については 、一般
論で少し専門家の先生方から御説明いただいてもよろしいで すか。
【松岡センター 長】

そも そも理化学 研究所には ＡＩＰとい うＡＩのセ ンター

がございまして 、ポスト「 京」の活用 に関して、 どのような 新しいＡＩ のチャ
レンジングな課 題にこのよ うな計算パ ワーという のを適用で きるかとい うのは、
様々な方面で検 討しており ます。例え ば、一つの 検討課題と しては地震 です。
我々は「京」、 さらにポス ト「京」に おけるシミ ュレーショ ン技術で非 常に精
緻に、東京都や 大阪市など の大都市の 建物、地表 、さらに地 盤を全部統 合的に
揺らすことがで きるシミュ レーション 技術を持っ ています。 しかしなが ら、そ
れを現実のもの とするには 、それぞれ の基礎的な 構造データ が必要で、 地表近
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くの土の構造や 地層がどう なっている かというの は、実際は 詳細には分 からな
いのが問題でし た。これに 関してＡＩ 技術を用い て、シミュ レーション のデー
タから逆に地層 がどういう 活動をして いるかを機 械が学習し て、最もあ りそう
な地層を簡便に 生成して、 それによっ てシミュレ ーションの 精度を大幅 に上げ
る、そのような 研究が今既 に本センタ ー、東京大 学地震研と ＡＩＰの共 同研究
で始まっております。
それはごく一 例でござい ますが、今 後、これだ けのフルパ ワーのＡＩ 能力を
活用する事例は 多く挙げら れています 。例えば医 療ＣＴ等の 高精度な三 次元画
像や、ビデオ系 です。映像 系では二次 元の静止画 は簡単です けれども、 三次元
画像やビデオと いうのはか なり難しい です。しか し、それら への適合に よって、
ＡＩのネットの データへの 適用だけで はなく、ス マートシテ ィーへの適 用だと
か、様々な新し いＡＩの領 域のチャレ ンジという ものが今模 索されてお ります。
【常行教授】

材料分野に関して、少し御説明を追加させていただきま す。

材料の方では ３つぐらい ＡＩの利用 というのが 考えられて います。１ つは、
一番皆さん期待 されるもの としては新 しい材料の 探索という ことで、最 初に私
が御説明したよ うに、ポス ト「京」を 使いますと 、いろいろ な組合せに 対する
計算ができるよ うになりま す。この数 が増えるこ とによって 探索の空間 が広が
って、そこから 機械学習で 次の新しい 材料を見つ けていくと いう、ここ がおそ
らく一般的には最も期待されるところであろうと思います。
もう一点は、 我々が計算 して出てく る結果とい うのは、ど うしても限 られた
情報量でござい ますが、そ の限られた 曖昧な情報 の中から本 質的な部分 を抜き
出す、スペクト ルの解析で ありますと か、これは 実験のデー タ解析とほ ぼ同じ
ものがございますが、そこでＡＩを使う、これが２つ目でご ざいます。
３つ目は、も っと基礎科 学の問題で して、我々 が基礎物理 の世界で一 番のタ
ーゲットとして おります多 体問題とい うのがござ いますが、 いかにたく さんの
電子の問題を正 確に解くか 、そこにＡ Ｉを使うと いうことが 実は研究と しては
非常に進んでお ります。物 理の世界で もＡＩとい うのは今浸 透しつつあ ります。
そういうところに期待できます。
【岸本委員】

御説明ありがとうございます。

計算科学やデ ータ科学の 分野の研究 者、あるい は企業の関 係者の中で 非常に
待たれている計 算機の完成 だと思って おりますの で、是非進 めていただ きたい
と思っております。
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今日の説明の 中で１点確 認させてい ただきたい のは、松岡 先生のお話 の中で、
今回のＣＰＵは ゲームチェ ンジャーと なるぞとい うお話があ ったと思い ますけ
れども、こうい ったスーパ ーコンピュ ーター、あ るいはコン ピューター の開発
って、ずっと続 けていかな ければいけ ない、競争 が激しい分 野だと思い ます。
今回のポスト「 京」の完成 というのが 待たれると ころですけ れども、こ のゲー
ムチェンジャー になるとい う観点から 、さらなる 高精度、あ るいは汎用 性とい
うことがあると思います。そのあたりの見通しというのはい かがでしょ うか。
【松岡センター 長】

この ポスト「京 」というマ シンと、そ の現状に関 しての

評価ですけれど も、先ほど も申し上げ ましたが、 今回のチッ プはコ・デ ザイン
が成功した面も あり、チッ プ単体で非 常に高い性 能を持たせ ることがで きまし
た。また、Ａｒ ｍプロセッ サーですの で、極端な 話、ポスト 「京」のチ ップを
使ってスマホも 作ろうと思 えば作るこ とができま す。もう少 し現実的に は、例
えばワークステ ーションを つくって、 その上でＷ ｏｒｄすら 動くような 汎用性
を持っております。
非 常 に高 い 性 能、 競 合他 社 に対 す る高 い 性能 に よ り、 こ の技 術 とい う のが
様々なところに 入っていく ようになり ます。例え ばチップが 入っていく だとか、
ライセンスで入 っていくと か、そうい うことを期 待しており ます。究極 的には、
ポスト「京」の 技術という のが、ただ 単にポスト 「京」とい うマシンに とどま
らず、メジャー なクラウド に入ってい って、その 技術が世界 中で使われ て、そ
この技術の根幹 を我々が握 っているよ うになるこ とです。例 えばＳＶＥ につい
ても、今のＮＥ ＯＮという 命令セット に加え、Ｓ ＶＥが今度 新しいベク トル拡
張になるという ことが決ま っており、 将来はスマ ホなどにも 入っていく ことが
期待されます。 そうすると 、ポスト「 京」がある 種かなり貢 献したとこ ろの技
術というのが、 年間約１５ 億から３０ 億ぐらい売 れる、こう いうＩｏＴ デバイ
スに入っていき ます。その ような日本 発の技術や 日本発の製 品というの が世界
に普及して、更 に我々が開 発するソフ トウエアの アプリケー ションだと かシス
テムソフトウエ アの技術も 普及してい くと、こう いうことも 非常に期待 すると
ころでございます。
【白井委員】

説明ありが とうござい ます。私は ５年前の２ ０１３年の 事前評

価のときから関 わっていま したので、 そのときか ら指摘を沢 山させてい ただき
ました。今回は 、これの原 本になりま す文科省か ら出ている 評価報告書 、これ
も読ませていた だきまして 、その指摘 事項に非常 に丁寧に答 えられてい るとい
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うことも確認さ せていただ きました、 ありがとう ございます 。それに関 係して
２点だけ、御説明いただければと思います。
まず１つ目は 、目標設定 のところで 、一番最初 の事前評価 のときは、 単に性
能を１００倍に 上げるとい うことが書 かれていま した。２回 目の事前評 価から
は、単に性能が 高いだけで はなくて、 今回も書か れています ように高効 率かつ
省電力、使い勝 手のよいシ ステムとい う目標設定 にされてい ます。ただ 、その
ときの設定のさ れ方が非常 に定性的で 、それを何 か定量的な 指標にでき ないの
かという指摘も させていた だきました 。また国際 的に比較を するときに 、ラン
キングというの は余り意味 がないとは 思いますが 、それぞれ のシステム がどう
いう位置づけに あるかを評 価するため には一定の 基準がない といけない と思っ
ています。その ときに、今 回のポスト 「京」で言 われている 高効率かつ 省電力
で使い勝手のよ いシステム であるとい うのを評価 する指標と いうのは、 何か考
えられているのでしょうかというのが１つ目の質問です。
もう一点は、 ちょっとま た離れまし て、利活用 の効果の面 で、指摘事 項の中
に、こういった システムを 多く広く産 業界で使う ためにオー プンでない といけ
ないということ があると思 います。オ ープンであ ればいろい ろな方に使 われる。
さきほどのスマ ホの例がそ の一例です 。一方では 、これは開 発元である 富士通
さんがプロプラ エタリに開 発されたも のですから 、やはり知 財のクロー ズな部
分があると思い ます。そう いったクロ ーズな部分 とオープン な部分の境 目、あ
るいはそれをう まく切り分 けながら活 用されてい くという方 向性、そう いった
ところをお伺いしたいと思います。２点目の質問です。
【坂下室長】

お手元の資 料の１－１ の３９ペー ジ、３８ペ ージが上で ３９ペ

ージが下でござ います。前 回、世界最 高水準の各 特徴の検証 方法及び総 合力の
比較検証という ことで御指 摘を頂いて おりました 。やはり全 てのものを 横に並
べて比較すると いうのは難 しい点もご ざいますし 、先ほど申 し上げまし たけれ
ども、ＬＩＮＰ ＡＣＫです とか、いろ いろなラン キングに使 われている アルゴ
リズムが、必ず しも使いや すさとか全 てのアプリ ケーション への有効性 を示す
ものではないと いう状況も ある中で、 ポスト「京 」につきま しては、初 版のＣ
ＰＵの性能の評 価をこれか ら夏にかけ て試験を行 います。そ の後、いろ いろな
性能についても う少しはっ きりしたこ とを出せる 状況にもな りますので 、そう
いった情報を含 めて、現在 、２０２０ 年から２１ 年頃に設置 が見込まれ る他国
のＣＰＵマシン との比較を 、次回の９ 月にお出し できればと いうふうに 考えて
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おります。
また、もう一 つの観点と しまして、 使いやすさ について、 調査機関の 方調査
を依頼しており ますので、 その比較の 結果も次回 お示しでき ればという ふうに
思っております。
それから、知 的財産につ きましては 、上の３８ ページの方 でございま すけれ
ども、正におっ しゃるとお りオープン ・クローズ ということ になります けれど
も、 シ ステ ム 開 発、 ア プリ ケ ーシ ョ ン開 発 、そ れ ぞ れに つ きま し て、 ポ スト
「京」のプロジ ェクト成果 を幅広く展 開するとい う観点でオ ープンにや ってい
くもの、一方で 付加価値を 創造するた めにクロー ズでやって いくもの、 そこの
切り分けをそれ ぞれシステ ム、アプリ ケーション の開発の中 で関係者で 議論を
しながら戦略的に考えていくという取組を進めているところ でございま す。
【角南会長】

ですと、９ 月ですから 、この専門 調査会の方 では第１２ ８回の、

もう一回このケ ースを評価 する際にＣ ＰＵ等の補 足的なデー タを頂くと いうこ
とでいいですね。
では、まず高井委員から、それで、その次、関口委員。
【高井委員】

どうも御説明ありがとうございました。

私は２点御質 問させてい ただきます 。説明いた だいた資料 の１３ペー ジでご
ざいます。松岡 先生からゲ ームチェン ジャーにな るんだとい うお話がご ざいま
して、要はＳｏ ｃｉｅｔｙ ５．０に非 常に機敏に 対応されて 命令セット の拡張
等をされて、正 にＡＩ機械 学習にもポ スト「京」 を活用して いくという 、その
対応ぶりという のは非常に 感銘を受け たところで はあるので す。こうい った新
しい情報通信技 術の芽生え の時期から 成熟してい くまでの過 程はハイパ ーカー
ブというような 形で表現さ れますが、 今正に機械 学習などが ハイパーカ ーブの
ピークにありま して、最も 関心が高い 時期が今で あって、ポ スト「京」 の運用
が始まるのはこ れから三、 四年先にな りますけれ ども、その 時点ではこ れがず
っと落ちていく状況が予想されます。
ですから、今 現時点でこ の第４の科 学に対する 対応を重要 視されてい ますけ
れども、結局運 用が始まる ときに、ど れだけその 効果が出る かというの は、こ
れは非常に難し い問題では あると思い ます。それ でちょっと 懸念は、つ まり第
３の科学に対す るリソース と、それか ら第４の科 学に対する リソースと いいま
しょうか、その 資源配分が どうなって いくのだろ うか。やは りゲームチ ェンジ
ャーというより も、環境変 化の方が多 分もっと激 しいような 気もするの で、そ
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の環境変化に対 してどれだ け柔軟に対 応できてい けるのか。 それはシス テム的
なことと、運用 的なことも あると思い ますが、特 にシステム 的な面にお いて、
柔軟に対応でき るような仕 組みを既に 検討されて いるのかど うかという ことが、
まず第１点の質問でございます。
それから、２ 点目は評価 の話ですけ れども、２ ３ページ目 で文部科学 省にお
ける中間評価の 評価体制と いう図がご ざいました 。これは、 「京」、そ れから
ポスト「京」の 計画推進そ のものにつ いてはＨＰ ＣＩ計画推 進委員会が ハンド
リングされてい るというの は承知して いるところ ですが、こ の中に評価 委員会
に相当するよう なものが置 かれて評価 されていた のか、それ とも、また 別途有
識者会議などが 置かれて評 価されてい るのか。そ の辺をちょ っと御説明 いただ
ければなというふうに思いました。
以上です。
【松岡センター長】

ありがとうございます。

機械学習に対 する対応を 幾つか行っ たというの は申し上げ ましたが、 ポスト
「京」における 機械学習の 高速かつ大 規模なスケ ーラビリテ ィーという のは、
必ずしもそれ単 独ではなく て、実は著 しく高いメ モリバンド 幅だとか非 常に高
いネットワーク 性能を併せ 持っている ことが特徴 です。この 特性という のは、
通常のシミュレ ーションの 科学におい ても非常に 役立ち、む しろそれが ドミナ
ントな性能メトリックになるというようなものであります。
先ほど申し上 げたように 、競合のプ ロセッサー に対して、 ２倍から数 倍ぐら
い速 く なる と い うの は 、そ れ はシ ミ ュレ ー ショ ン の 科学 の 例で あ り、 ポ スト
「京」のプロセ ッサーとい うのは、コ ・デザイン によって様 々なメトリ ックが
可能な範囲で非 常に最高に なるように 設計したの で、ある意 味で非常に 懐が深
いプロセッサーであると思っております。
ですので、今 後どのよう なことが起 こってくる かというの は、まだそ こまで
ＡＩは進化して いないので 、我々は全 く予測でき ませんが、 私の長年の スパコ
ン開発の経験か ら、このよ うに素性の よいマシン というのは 、様々な新 しい環
境に対応できて いくと思っ ております 。今回のマ シンは、Ａ Ｉだけでは なく、
ブロックチェー ンセキュリ ティーみた いな用途に も非常に高 速に対応で きると
思っております 。そういう 新しいアプ リケーショ ン分野に非 常に柔軟に 対応で
きていくのが今回のマシンの特徴であるとも思っております 。
【坂下室長】

評価に関し てでござい ますけれど も、資料１ －１の３７ ページ
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を御覧いただければと思います。
御指摘いただ いた委員の 名称があり ましたのは 、３７ペー ジの左上の ＨＰＣ
Ｉ計画推進委員 会とポスト 「京」に係 るシステム 検討ワーキ ング、重点 課題推
進ワーキングで ございます 。こちらの 方で、特に 個別の分野 に関しては 、より
詳しい専門家な ども加えま して、かな り厳格な評 価基準を使 いまして、 実質的
な議論をこのＨ ＰＣＩ推進 委員会と、 その下のワ ーキングで しておりま す。た
だ、最終的に文 部科学省と しまして、 これを情報 科学技術委 員会研究計 画評価
分科会というと ころで評価 として確定 していくと いう、そう いうプロセ スにな
っております。 上の方の委 員名簿は、 今回省略し ておりまし たけれども 、体制
としてはこういうふうになっております。
【角南会長】

よろしいですか。

関口委員、どうぞ。
【関口委員】

貴重なお話、ありがとうございます。

話 が 出て い る とこ ろ にも 関 連す る ので す が、 「 ２ 位じ ゃ 駄目 な んで し ょう
か」という有名 な言葉があ りましたが 、実をとっ ていく戦略 というの方 法は非
常にいいと思い ます。そう はいっても 、やはりプ レゼンスと か対外的な イメー
ジとか、そうい ったことを 考えたとき に、分かり やすい基準 でトップに 立つと
いうことは、一 方でそれ自 体にまた意 味があるよ うな気もす るわけであ ります。
そういう意味で いきますと 、今おっし ゃった３７ 、その前の ３６ページ ですか、
ＴＯＰ５００は もう追わな いと決めて いるのか、 そうじゃな くて、この 次につ
ながる、今のコ ・デザイン の仕組みで いって、そ の次がまた 狙えるとい う、そ
ういうシナリオ のもとにや っていらっ しゃるのか どうなのか という点と 、今の
仕組みのグロー バルスタン ダード化と いうことが 書かれたと 思いますが 、自分
達だけですごい と言っても 余り意味が ないので、 それを諸外 国というか 、この
分野の専門家、 あるいはメ ディアみた いなものも 含めて納得 がいくよう にする
ためには、その 方法につい ての認知と か周知徹底 みたいなも のもやらな ければ
いけないと思い ますので、 その辺のグ ローバル化 、グローバ ルスタンダ ード化
みたいな戦略をどう考えているのか、その２点をお聞きした いと思いま す。
【坂下室長】

まず１つ目 の点でござ います。ラ ンキングに つきまして は、繰

り返しになりま すけれども 、このラン キングに使 われている アルゴリズ ムを目
標に開発をして いくという ことはしな いというこ とが我々の 今の開発の 方針で
ありまして、そ れは、やは り我が国と してフラッ グシップと なるマシン をつく
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って、それを使 っていただ いて成果を 出していた だくという ことが一番 大事で
すので、ランキングを追うということを目標にはしておりま せん。
他方、ランキ ングという のは結果だ というふう に我々は思 っておりま して、
実際にマシンが できたとき に、このラ ンキングの 中でどうい う結果が出 るかと
いう形で出てく るものだと 、それが世 界の中でど れぐらいの 水準かとい うもの
を見ていく上で の一つの参 考として、 こういった ものの中に 入ってくる ことを
考えております。
【松岡センター 長】

そう ですね。私 もスパコン の主要世界 ランキング で数回

世界１位をとっ ておりまし て、ランキ ングの重要 さは別に否 定するもの ではご
ざいません。
こちらの３６ ページを見 ていただい ても分かる とおり、例 えばＨＰＣ Ｇとか
Ｇｒａｐｈ５０ ０のような ランキング では相変わ らず「京」 は１位で、 この理
由は、システム のバンド幅 が著しく競 合他社に対 して高いか らです。Ｈ ＰＣＧ
やＧｒａｐｈ５ ００のスコ アがポスト 「京」でど のぐらい伸 びるかとい うと、
具体的なことは まだ申し上 げられない のですが、 すさまじく 向上します 。特に
多くの偏微分方 程式系のア プリケーシ ョンを代表 するＨＰＣ Ｇと、ビッ グデー
タ処理における グラフ解析 を代表する Ｇｒａｐｈ ５００、に 関しては、 速度向
上の目覚ましさというのは、かなり注目されると思います。
Ｇｒｅｅｎ５ ００に関し ても、こち らにあるマ シンという のは、私の つくっ
たＴＳＵＢＡＭ Ｅ３．０を 含めまして 、これらは 特殊なアク セラレータ ー系の
プロセッサーを 使っていま す。「京」 のように一 般プロセッ サーを使っ て非常
に高い電力効率 を出すのは 難しいので すが、これ らに比肩す るような効 率が出
るのではないか と思ってお ります。で すから、一 般ＣＰＵと しては世界 トップ
になるのではないかと思っております。
ＴＯＰ５００ でございま すが、こち らも時の運 で、例えば 中国とかア メリカ
というのは、特 に中国は、 政治的にこ のメトリッ クに執心し ております けれど
も、彼らの戦略 というのは 、他の重要 なメトリッ クを犠牲に してまでも 、これ
だけを向上させ ようとして いるとしか 思えないの で、我々は そこに追随 するこ
とは、きちんと したスパコ ン技術の研 究開発とし ては好まし くありませ ん。も
ちろんタイミン グ的にポス ト「京」は １位になる かもしれま せんし、そ うなら
ないかもしれな い。ただ、 「京」、ポ スト「京」 はあまねく アプリケー ション
の性能が高いの で、Ｔｏｐ ５００で１ 位か２位か は別として 、国際競争 力とい
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う点では決して劣ったものにはならないと信じております。
広げるという 意味では、 やはり先生 がおっしゃ ったとおり コンピュー タは、
基本的にエコシ ステムが最 も大事だと 思います。 しかし、そ れを国際的 にやっ
ていくには、先 ほど申し上 げたＡｒｍ のエコシス テムに乗り 、さらに、 ハイエ
ンド系における エコシステ ムを普及さ せていくと いうことが 非常に大事 になり
ます。これに関 しては、富 士通だけで なくＡｒｍ 社や、Ａｒ ｍに関心を 持って
いる様々なスパ コンセンタ ーやクラウ ドデータセ ンターと、 今後非常に 密な協
議を続け、ハー ドウエア だけではな くてソフト ウエアの観 点から、 ポスト
「京」で開発さ れた諸技術 というのを 彼らに売り 込み、逆に 彼らがつく った技
術もこちらに取 り込んでい くと、その ようなエコ システムを 国際的につ くって
いく、その仕組みを今、理研、富士通、Ａｒｍ等で進めてお ります。
【角南会長】

梅村委員、どうぞ。

【梅村委員】

すみません 。私もこの プロジェク トを進める こと自体に 関して

は何の異存もご ざいません けれども、 １点御説明 の中で、資 料１－１の ２５ペ
ージ目のところ で１点だけ 、ちょっと 気になった のは、ＡＩ だとか機械 学習を
盛んに意識され てのことだ と思うので すが、「Ｇ ＰＵと比肩 する性能を 引き出
すことができる 可能性」と いう表現が ありました 。個人的に は、やっぱ りＣＰ
ＵとＧＰＵはそ もそも基本 的に違うも のであって 、それぞれ の特徴を生 かした
もので、両方と もうまく組 み合わせて 使っていく ことが重要 じゃないか という
ふうにちょっと考えています。
常行先生の御 説明があり ました材料 開発におい ても、今後 、ＣＰＵを 高性能
化していって、 どんどんシ ミュレーシ ョンを拡大 していくと いうのは大 変重要
なことというの はよく分か りますけれ ども、片や 、例えば顕 微鏡のデー タです
か各種の分析デ ータを画像 処理をして 、それで新 しい材料開 発を行って いくと
いうＧＰＵを使 ったアプロ ーチという のも盛んに 研究が行わ れているわ けであ
って、一概にＧ ＰＵに勝て るだとかま さっている ということ を評価する よりも、
何かＣＰＵとし ての特徴を 生かした中 での評価を していくこ とが重要じ ゃない
かなというふう に考えます が、いかが でしょうか 。この場で ＧＰＵ、Ｃ ＰＵ議
論をし始めると、多分切りがないと思いますので。
【松岡センター 長】

私は 、長年ＧＰ Ｕマシンを つくってま いりました が、お

っしゃるように 、純粋なグ ラフィック ス処理に関 してポスト 「京」のプ ロセッ
サーは、画像を 出すグラフ ィックス処 理を直接高 速化する機 能はないの で、そ
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のような用途ではＧＰＵを使うことが当然ながら必要です。
ＧＰＵにとっ ても機械学 習等は新し い分野です 。ではその ＧＰＵにお いてな
ぜ機械学習が高 速化されて きたかとい うと、１つ は、演算性 能、特に低 精度の
演算の性能は非 常に並列性 があって高 いというこ とと、もう １つは、深 層学習
で一番重要な部 分である畳 込み演算の 性能が高い ということ です。両方 におい
てＧＰＵという のは性能が 高いので、 それによっ て機械学習 性能が高い という
ことになります。
実はポスト「 京」のチッ プもそれら の点では同 じです。ポ スト「京」 のチッ
プも、演算性能 は最新の最 も性能の高 いＨＰＣ用 のＧＰＵと 比較すると 多少は
劣りますが、か なり近いと ころの演算 性能を持っ ています。 メモリバン ド幅は、
正確なことはま だ８月ぐら いまで申し 上げること はできませ んが、ＧＰ Ｕに比
肩するような性 能を持って いる可能性 が高いです 。そうしま すと、ＡＩ におけ
る最も基本的な 演算性能の 部分という のはそれほ ど大きく乖 離はせず、 似たよ
うなものになる 可能性は高 いです。で すので、画 像処理に関 してはＧＰ Ｕは得
意で す けれ ど も 、い わ ゆる Ａ Ｉに お ける 、 特に 深 層 学習 に おい て は、 ポ スト
「京」のプロセ ッサーとい うのはＧＰ Ｕに比肩す るような性 能を持ちま す。そ
れは分野によっ て違うと思 うので、分 野によって ＧＰＵを使 ったり使わ なかっ
たりという判断 はあります 。ただ、今 までのＣＰ Ｕと比べる と、かなり ＧＰＵ
の領域を侵食するというのは、今回のポスト「京」では言え ると思いま す。
【門永委員】

ありがとうございます。

専門的なやり とりがずっ と続いたの で、素人質 問をさせて いただきま すが、
要は需要が十分 にあるのか ということ です。作っ て何ぼでは なくて、使 って何
ぼが大事。使う ときもオペ レーション コストが相 当かかりそ うですが、 従来よ
り１００倍ぐら いの何らか の能力があ る。今回の 御説明も、 こういう性 能が出
ますという資料 をたくさん つけていた だいていま すし、それ から、アカ デミア
の御専門の先生 が来られて これの魅力 を語ってい ただいたの で、そこは いいと
思うのですが、 この例とか 、お伺いし た話を積み 上げていっ ても１００ にはな
らないのではないかという、素人としての心配があります。
もちろんこれ 以外にもい ろいろアプ リケーショ ンはあると 思いますが 、要は
御心配なくと、 これは行列 ができて、 すぐに１０ ０埋まって しまいます よとい
う話なのかどう か。または 、オープン にすれば口 コミでいろ いろとみん な集ま
ってきますよ、 そのうち埋 まりますよ という話な のか。若し くは、いろ いろマ
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ーケティングと かプロモー ションをし て、例えば 文科省で、 これはこう いうふ
うに使うと成果 が最大化さ れるのだと いうことを 広めていく というよう な施策
を考えていらっしゃるのか。この辺はいかがでしょうか。
【坂下室長】

具体的なデ ータ等でお 示しできる ものをつけ てはおりま せんけ

れども、今、「 京」につき ましても、 実際の計算 資源を上回 る、使いた いとい
う要望が非常に 多い状況で ありまして 、さらに今 、ＨＰＣＩ コンソーシ アムと
いう大学の基盤 センターや ユーザのコ ンソーシア ムがありま すけれども 、そう
いったところで いろいろな 方と対話を していただ いている中 で、やはり ポスト
「京」を使いた いと。１０ ０倍の実行 性能になり ますけれど も、例えば 今やっ
ているアプリケ ーション一 つをとって も、より高 精度、高速 、たくさん の範囲
を使って計算を したいとい うことにな った場合は 、そのまま 大きな計算 資源を
必要とするとい うことにも なりますの で、そうい ったことを 考えると、 需要に
ついては余り心 配をしてい ないという よりも、非 常にたくさ んの方が使 いたい
と思っている状況であるというふうに認識しております。
【常行教授】

材料系につ いて言いま すと、まず 潜在的な需 要で言いま すと、

我々だけで全シ ステムを使 いたいぐら いなので、 幾らでも希 望は出てく ると思
います。ただ問 題は、その システムが どれだけ我 々にとって 使いやすい システ
ムであるか、性 能が出しや すいシステ ムであるか 、そこが問 題でして、 その意
味で言いますと 、非常に汎 用性を考え て今つくっ ていただい ている、そ れから
コ・デザインで 、我々のア プリが実際 に速く性能 が出るよう につくって いただ
いているという ところは非 常に心強い ところで、 我々として は期待して いると
ころです。
【坂下室長】

その点で １点補足い たしますと 、「京」の ときから利 用支援

とか、例えばチ ューニング とか、いろ いろなとこ ろで支援を するという 取組も
しておりまして 、恐らく新 たなユーザ の方が入っ てきていた だくときに 、そう
いったサポート があるとい うことが大 事で、また 、今回いろ いろな情報 をでき
る限り早い段階 でユーザコ ミュニティ に共有して いくという 公開の取組 も進め
ておりまして、 そういうい ろいろなこ とを組み合 わせて、使 っていただ くため
の取組というのも実施しているところでございます。
【小柳教授】

私は、「京 」のときに は運用にも 若干関与し た者でござ います

が、そのときの 経験から申 しますと、 「京」の場 合には戦略 分野という プロジ
ェクトが前から 立ち上がっ ておりまし て、今でい う重点課題 と似ており ますが、
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運用が始まった 初期には、 そういう準 備していた ところがま ず最初に利 用しま
した。一般の利 用というの は若干ワン テンポおく れてわっと 立ち上がっ て、先
ほどから話があ りますよう に、もう一 杯一杯とい う状況でご ざいました 。ポス
ト「京」も似たような状況になるのではないかと考えており ます。
【松岡センター 長】

今回 、様々な取 組をさせて いただいて おりますが 、ここ

の説明でやっぱ り一番大き いのはＡｒ ｍのエコシ ステムを採 用したこと だと思
っております。 産業利用す る際に、多 くの場合は 商用のソフ トウエア、 専門の
ソフトウエアを 使う場合が 多いですが 、「京」の ときはその 産業用のソ フトウ
エアをそれぞれ の会社が移 植してくれ るというこ とはなかな かありませ んでし
た。
ところがＡｒ ｍの場合は 、普通のパ ソコンより はるかに多 くの個数が あるの
で、今回、まだ 完全なリス トは持って おりません が、様々な 商用ソフト ウエア、
特にＩＳＶと呼 ばれるよう な商用ソフ トウエアを 開発する会 社が、Ａｒ ｍやＡ
ｒｍプラスＳＶ Ｅにコミッ トをしてき ております 。例えば半 導体の製造 設計の
ケイデンス社だ とか、構造 設計の一番 有名なアン シス社等は Ａｒｍ版を 出す計
画をしています 。このよう にソフトウ エアが充実 することに よって、た だ単に
我々が開発する だけではな く、世界中 のソフトウ エアが商用 を含めてこ のマシ
ン上で動くとい うことによ って、非常 に多くのユ ーザに使っ ていただけ るので
はないか、特に 産業用等に おいても「 京」以上に 華やかにな るのではな いかと
いうふうに期待しております。
【門永委員】

ありがとう ございます 。皆さん異 口同音に「 御心配なく 」と歯

切れよくお答えいただいたので安心いたしました。
【角南会長】

ありがとうございました。

ちょっと予定 した時間を 多少過ぎて おりますが 、このポス ト「京」に つきま
しては、重要性 といい、そ れから注目 度といい非 常に高いも のですから 、引き
続き委員の先生 方、きょう 、この後も 追加的な質 問、あるい は観点とい うもの
がありましたら 事務局の方 に出してい ただければ 、次回、９ 月にまたこ の議論
をさせていただ きますので 、そのとき にまた御回 答いただく というふう になる
と思います。そ れから追加 的な評価指 標も出てく るというこ とですので 、引き
続きよろしくお願いいたします。
それでは、次 ですね。大 規模研究開 発の評価で すね。今回 の評価に当 たって
の事務局からの評価方法等の案について説明をお願いします 。
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【板倉企画官】

それでは 、資料の１ －２と、あ と参考資料 ６をお手元 に御準

備ください。ち ょっと時間 が押してい るので、簡 単に要点だ け説明させ ていた
だきます。
資料 １-２に関 しま して 、本ポ スト 「京 」の 中間評 価の 進め 方の案 でご ざい
ます。
１枚目は根拠 と経緯を主 に書いてい るもので、 めくってい ただきまし て２ペ
ージ目、真ん中 あたりから 中間評価の 進め方とい うことを記 載しており ます。
従来どおり中間 評価につき ましては、 評価専調で 調査した結 果をＣＳＴ Ｉ本会
議で審議、決定するという流れにさせていただきます。
３ページ目の 上に実施ス ケジュール の予定を記 載しており ます。今回 、６月
２１日です。次 回が９月で 、試作ＣＰ Ｕに係る部 分等の説明 をしていた だきま
して、１０月に 評価の取り まとめ、１ １月にＣＳ ＴＩ本会議 で決定とい うこと
を予定しております。
その下の４ポ ツ、調査検 討する事項 案でござい ますけれど も、下に書 いてご
ざいます①から ⑤番、こち ら、昨年石 炭ガス化の 中間評価を 行わせてい ただき
ましたが、同様 の調査項目 にしており ます。これ らの調査結 果に基づい て見直
しの可否等の評 価を行うと いう進め方 をさせてい ただきたい と思ってお ります。
５ページ目に 進んでいた だきまして 、この調査 検討項目に 関して評価 内容を
お示ししたもの でございま す。これに 関しまして は、参考資 料６、これ は平成
２８年に行った 基本設計評 価の確認と いうもので ございまし て、参考資 料６の
３ページ目からが確認結果になっております。
この４ページ 目から指摘 事項を前回 させていた だいており ます。例え ば計算
科学の研究基盤 であること を毅然とし て示すべき とか、あと は、５ペー ジ目に
いきますとアウ トカムのさ らなる具体 化・明確化 等ですね。 こういった 指摘事
項をさせていた だいていま すので、こ の評価内容 の中に前回 指摘事項と いう形
で盛り込ませて いただいて いるもので す。例えば １番の実施 府省におけ る中間
評価結果の妥当 性というと ころでは、 評価内容と しては２ポ ツですね。 成果ア
ウトカムをより 具体化・明 確化させて いるかと、 これは前回 指摘事項と いう形
で入れさせてい ただいてお ります。こ のような評 価内容でよ ろしいのか どうか、
御審議のほどよろしくお願いいたします。
【角南会長】

ありがとうございました。

それでは、た だいまの事 務局からの 説明につい て質問、意 見ございま せんで
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しょうか。
一度これは調 査会で議論 した話なの で、特に追 加的な質問 がなければ 次の議
題に移らせていただきたいと思います。
【板倉企画官】

分かりま した。では 、この評価 内容に沿っ て、次回ま でに文

部科学省なりの 対応を事務 局で整理さ せていただ きまして、 また委員に 事前に
配布させていた だきます。 それを踏ま えて、また ９月に御議 論を頂きた いと思
っております。
【角南会長】

分かりました。よろしくお願いします。

それでは、文部科学省の関係者の皆様、ありがとうござい ました。
ちょっと入れかえですね。じゃ、よろしくお願いいたしま す。
（説明者退室・説明者入室）
【角南会長】

それでは、 次の議題で すね。「革 新的新構造 材料等技術 開発」

のステージゲート評価の確認について。
確認項目につ きましては 、事務局か ら案を各委 員に紹介し ているとこ ろです
が、本件について事務局から御説明をお願いいたします。
【板倉企画官】

それでは 、資料２－ １と、まず 参考資料の ７を御準備 いただ

けますでしょうか。
今回、第２回 目のステー ジゲート評 価結果の確 認というこ とで、資料 ２－１
でお示ししまし たのが、そ の確認方法 の案でござ います。こ ちらにつき まして
は、各委員に一 度目を通し ていただい たと思って おりますの で、簡単に 御説明
させていただき ますと、前 回の第１回 目のステー ジゲート評 価の確認を 踏襲し
た視点をセットしております。
２ポツ目とし て、確認方 法として、 目標及び計 画、あとマ ネジメント につい
て、その他ＳＩＰ等との連携の視点を留意しつつ妥当性につ いて確認を 行う。
前回指摘事項 についての 対応状況に つきまして もあわせて 確認してい きたい
と思っておりま す。こちら 、めくって ２ページ目 になるんで すけれども 、こち
らにつきまして は、参考資 料７の、こ れが前回、 平成２８年 に行った評 価結果
の確認ですが、これの３ページ目から確認結果というものに なっており ます。
もう１枚めく っていただ きまして４ ページ目の ところに、 次回のステ ージゲ
ート評価までに 改善すべき 点というも ので何点か 御指摘をさ せていただ いてい
るものにつきま して、戻っ ていただき まして、す みません。 資料２－１ の２ペ
ージ目の上段に 書かせてい ただいてい ます前回指 摘事項とし まして、① から④
－29－

番をこれから確認していきたい点として挙げさせていただい ております 。
今後の予定と しましては 、本日、こ の確認方法 に基づきま して経済産 業省の
方から説明、質 疑応答を受 けまして、 次回、７月 ３１日なん ですけれど も、そ
れまでに審議結 果の取りま とめ案を事 務局から各 委員にお示 しをしまし て、次
回にそれを御審議いただくという流れを考えております。
事務局からは以上になります。
【角南会長】

ありがとうございます。

続きまして、 経済産業省 より、評価 手法に基づ いたステー ジゲートの 評価結
果について御説明をお願いします。
【松本室長】

経済産業省 の産業技術 プロジェク ト推進室長 、松本でご ざいま

す。よろしくお願いいたします。
座って説明させていただきます。
資料 ２-２を御 覧く ださ い。こ ちら に基 づき まして 事業 の方 の状況 を説 明さ
せていただきま す。私と、 あとＮＥＤ Ｏ、それか ら実施者の ＩＳＭＡの 方から
順に説明をさせていただきます。
まず、ページ をめくって いただきま して２ペー ジ目を御覧 ください。 私の方
から、まずちょ っと政策的 なところで の背景など について説 明させてい ただき
ます。
２ページ目は 御承知のと おりでござ いますけれ ども、２０ １５年にパ リ協定
で国際 的に決 められ たと おりで ござい ます が、引 き続 き各国 、ＣＯ ２ の削 減を
しなければなら ないという ところで、 特にここで 掲げており ます運輸部 門、相
当の割 合を占 めてお りま して、 その中 でも 自動車 のＣ Ｏ ２ 排出 量と いうの は相
応の量を占めて おり、ここ の削減とい うことは非 常に重要な 課題である という
ところになってございます。
次の３ページ 目でござい ますけれど も、その中 で燃費改善 というのは 、もの
すごくそういう 意味では重 要なところ ではあるん ですけれど も、エンジ ンその
ものだけという のは、日本 はかなりい いところま で来ていま すので、更 にそこ
からもう一歩行 くというと ころでいく と、抜本的 にやっぱり 車体を軽く してい
くということが ものすごく 必要になっ てきます。 その中で、 我々が掲げ ており
ますのがマルチ マテリアル という考え 方でござい まして、従 来ですと、 各個別
の産業ごと、鉄 だったら鉄 、アルミだ ったらアル ミ、チタン だったらチ タン、
こういった分野 でそれぞれ 技術開発を して、うち の材料が一 番いいとい うよう
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な形になってし まうんです けれども、 それだけで はもはや駄 目で、いろ いろな
材料の一番いい ところを使 って最適化 を図ったと ころで、こ こは鉄がい いだろ
う、ここはアル ミの方がい いだろうと 、軽量化し つつも、ち ゃんと構造 として
の安全性なんか も担保する ベストな解 を求める、 これがマル チマテリア ルとい
うふうに名付け ておりまし て、そのた めの研究開 発というの を進めてお ります。
これは単一の企 業だけでは できないと いうことで 、次の４ペ ージ目を御 覧くだ
さい。
これは、もう いろいろな 業界、鉄鋼 、マグネシ ウム、アル ミニウム、 チタン、
それからＣＦＲ Ｐ、こうい った様々な 材料を扱う 業界、研究 者、こうい ったも
のが一堂に会し まして研究 開発を進め るというこ とで行って おります。 こうい
ったものを更に 、とりあえ ず自動車の 軽量化とい うことをや った上で、 最終的
に共通基盤的技 術を更にい ろいろな分 野にどんど ん応用させ ていこうと いうよ
うなところを目標としているものでございます。
５ページ目を御覧ください。
実際の体制と しましては 、経済産業 省がＮＥＤ Ｏに交付を している交 付金を
用いまして、公 募によりま して選定さ れました実 施者である ＩＳＭＡ、 新構造
材料技術研究組 合、こちら の方に委託 をいたしま して、それ ぞれ下に掲 げてあ
るとおりで、様 々な分野の 研究者、あ るいは企業 が連携をし まして、競 争領域
ではなくて協調 領域のとこ ろの共通基 盤技術を開 発していく ということ になっ
ております。こ れは、プロ ジェクトリ ーダーとし ましては東 大名誉教授 の岸先
生に御着任いた だきまして 、更に文科 省、内閣府 の関連する プロジェク トとも
密接な連携をして研究を進めていると、こういう状況でござ います。
めくっていた だきまして ６ページ、 これは体制 図、７ペー ジも、それ ぞれの
分野ごとのコー ディネータ ーなどの名 前を参考ま でに掲載さ せていただ いてい
るものでございます。
８ページ目、 これも実際 体制の中で ＮＥＤＯだ けにやらせ ているわけ ではな
くて、更にそれ を経済産業 省の方でも アドバイザ リーボード という組織 を構築
いたしまして、 それの中身 というのが 最終的に使 われる側、 ユーザであ ります
自動車業界とか も含めまし て、どうい う位置づけ なのかとい うのを評価 をしな
がら、ユーザ側 の声という のも反映さ せていくと いうような 対応をさせ ていた
だいていると、こういう状況でございます。
９ページ目を御覧ください。
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このプロジェ クトの詳細 は、この後 ＮＥＤＯの 方で体制、 中身の方を ＩＳＭ
Ａの方から説明 させていた だきますけ れども、こ れを内閣府 のＳＩＰの 事業、
文科省の元素戦 略事業との 間で、それ ぞれの役割 分担を明確 にしながら 、それ
ぞれの出てきた 成果という のを共有し て連携をさ せて、より 高度な高み を目指
すというような ことをやっ ております 。特に、や っぱり航空 機分野です とか、
そういったとこ ろは主とし てＳＩＰの 事業でやり ますという ところで、 やはり
ＩＳＭＡ、今回 の御説明さ せていただ いている事 業というの は自動車を メーン
にいたしまして 、さらにそ の中で鉄道 にも応用し たり、産業 系にも応用 したり
というところで主にデマケをしているというようなことでご ざいます。
こうした成果 の具体的な 共有のやり 方としまし ては、１０ ページ目に なりま
すけれども、内 閣府、文部 科学省、経 済産業省、 ３府省によ ります共同 のパネ
ルディスカッシ ョン、シン ポジウムを 行うことに よりまして 、そういっ た各研
究者、研究成果 の知見とい うのを共有 しまして、 更にそこか ら発展をさ せてい
くというような ことをやら せていただ いておりま す。特にＳ ＩＰでやら れてい
るところ、いわ ゆるマテリ アルインテ グレーショ ン、新たな 材料という のを計
算科学でどんど ん開発して いくという ようなとこ ろとの連携 というのを 非常に
深めていると、こういう状況でございます。
では、事業の 進捗のとこ ろについて は、ＮＥＤ Ｏから次に 説明させて いただ
きます。
【齋藤主査】

ＮＥＤＯの齋藤でございます。よろしくお願いいたしま す。

それでは、１ １ページ目 、３．事業 のロードマ ップのとこ ろから御説 明を続
けさせていただきます。
１１ページ目 は研究開発 のスケジュ ールを大枠 で示してお ります。研 究期間
といたしまして 、ここに示 しています とおり、１ 期、２期、 ３期、４期 という
形に分けて進め ております 。この期の 最後の年に は中間評価 、ステージ ゲート
評価というもの を行いまし て、次の期 に向けて課 題ですとか 方針等の見 直しを
進め、次の期に つなげてい くという形 で進めてお ります。現 在、第３期 に入っ
たところでござ いますけれ ども、第２ 期の末、昨 年度に中間 評価及びス テージ
ゲート評価というものを実施しております。
次に１２ペー ジ目ですけ れども、こ ちらの方は １期、２期 の技術開発 の進め
方のところを示させていただいております。
まず金属材料 、鋼板、マ グネシウム 、アルミ、 チタン等で ございます けれど
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も、こちらの方 は、この図 にあります ように、横 軸に強度、 縦軸に伸び 、加工
性や成形性を示 しますけれ ども、強度 を上げると 伸びが低く なる、成形 性が悪
くなる。伸びを よくして成 形性をよく すると強度 が下がって くると、い わゆる
このようなバナ ナカーブと いうものを 示しまして 、目標とい たしまして は、こ
の図でいいます と右上の方 で強度と伸 び、成形性 を両立する 方向で目標 値を定
め、材料の開発を進めてきております。
次に、熱可塑 性ＣＦＲＰ ですけれど も、こちら の方は大型 部品の試作 技術と
いうものを高速 成形ですと か、そうい うことを行 いながら構 造部材への 対応の
検討を進めてまいりました。
最後に接合・ 接着技術で すけれども 、同種材料 、例えば高 強度の鋼板 同士の
接合ですとか、 そういうも のはＦＳＷ 、摩擦撹拌 を使った接 合の技術と いうも
のを中心に検討 を進めてま いります。 異種材料の 接合といた しましては 、例え
ば鋼板とアルミ 、アルミと ＣＦＲＰの 接合という ことでござ いますが、 素材の
特徴を生かした接合技術と、その方法ということを研究して まいりまし た。
次に、１３ペ ージ目が事 業のロード マップ、各 分野の各期 の目標とい うもの
を掲げておりま す。詳細は 割愛いたし ますけれど も、第３期 に一番上の 設計技
術開発の目標を 定めて進め ていくとい うことで、 見直しを行 って進めて おりま
す。こちらのこ とを生かし まして、続 けて平成３ ４年度は、 この２つの 目標と
いうことに向か って進めて いこうとい う形にして おります。 １つ目がマ ルチマ
テリアル設計を 核にした適 材適所に材 料を使って 輸送機器の 軽量化とい うこと
を実証するとい うこと、２ つ目は、こ のマルチマ テリアルに 使う材料、 革新の
材料ですとか、 それをつな ぐ接合の技 術というと ころを社会 実装に向け 創出を
していくという２つの目標でございます。
１４ページ目 に続けさせ ていただき ます。１４ ページ目か ら評価の体 制とい
うところについて御説明をいたします。
評価の体制は 、２つ評価 体制を行っ ておりまし て、まず最 初、１４ペ ージ目
は中間評価分科 会の御説明 でございま す。この中 間評価分科 会は、事業 全体の
評価ということ を行ってお り、評価基 準といたし まして、こ こに示して おりま
す４つの項目で行っております。昨年度は６月３０日に実施 をいたしま した。
１５ページ目 が、もう一 つの評価で あります技 術推進委員 会でござい ます。
こちらの方は個 別テーマ毎 に評価を行 って進めて おります。 こちらの評 価基準
は、ここに示し ます１、２ 、３の３つ でございま す。こちら の方も昨年 度１０
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月３日、４日、５日と３日間にわたり開催をして評価をいた しました。
このように、 先ほどの中 間評価で全 体評価を行 い、その内 容に基づい て技術
推進委員会で個 別のテーマ の評価を行 う。その結 果、ステー ジゲートの 評価を
行うという形で評価を行っております。
１６ページ目が中間評価分科会の結果でございます。
まず最初の上 の四角でご ざいますが 、肯定的な コメントの ところです 。こち
らの方は、オー ルジャパン 体制で実施 できている ですとか、 中間目標を 達成で
きている、多数 の論文、特 許、技術報 告がなされ ているとい うことで、 全体的
には高評価を得 ました。そ れから、下 の表のとこ ろにありま すように指 摘事項
もございまして 、この指摘 事項は幾つ かございま すけれども 、大きく分 けると
研究開発マネジ メントのと ころに書い ております ２つ、各素 材間の連携 、もう
一つが最終材料 使用ユーザ との連携、 これを推進 してほしい というとこ ろが指
摘事項となって おります。 これに対し て対応方針 といたしま しては、マ ルチマ
テリアルの設計 ということ を平成３０ 年度よりテ ーマとして 立てており まして、
こちらの中で異 種材料のデ ータを集約 して、各素 材間の連携 を進めてい くとい
う形で進めております。
もう一つの最 終ユーザと の連携です けれども、 こちらの方 も新規にマ ルチマ
テリアルの技術 のテーマと いうのを立 ち上げてお りまして、 この中で自 動車メ
ーカーと材料メーカーが協調する仕組みというものを強化い たしており ます。
続きまして１ ７ページ目 、こちらの 方は技術推 進委員会の 結果のとこ ろにな
ります。
まず最初に１ ７ページ目 は、各課題 の評価とい うことを行 った内容を 踏まえ
て、左側にあり ます各分野 にまとめた ＰＬ総合の コメントに なります。 代表例
で御説明いたし ますけれど も、一番上 の接合・接 着のところ で２行目の ところ
から、マルチマ テリアル化 できる組織 を検討すべ きであると いうことで 、先ほ
ど来御説明して おりますマ ルチマテリ アルによる 軽量化とい うところに つなげ
ていくということで進めさせていただいております。
１８ページ目 に移りまし て、ここか ら各課題の 評価結果に なります。 １８ペ
ージ目のところは、課題数という形で全体像をまとめており ます。
まず最初に、 平成２９年 度ステージ ゲート判断 というとこ ろでござい ますが、
平成２９年度は 課題として 合計３４課 題ございま した。この 中で事業継 続、再
編、課題の見直 し等という 形で、この ように分類 いたしてお ります。そ の分類
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した内容で平成 ３０年度の 課題という のを設定い たしまして 、課題数と しては
２８になっております。
それぞれ代表 例について １９ページ 目に示させ ていただい ております ので、
次に進ませていただきます。
１９ページ目 の一番最初 、継続のと ころは、目 標値を達成 して、その まま課
題を継続するということでございます。
２つ目、基本 的には課題 の目標値と いうものは 達成してお りますが、 さらに
課題の連携です とか、あと 今後の開発 のスピード をアップし ていくとい うこと
も含めまして、 各課題を再 編するとい う形をとっ ておるのが 革新的マグ ネシウ
ムの行でござい ます。こち らの方は６ つの課題を ２つの課題 に集約をし て促進
をすることといたしました。
上から４つ目 の接合接着 のところで すけれども 、こちらの 方は目標以 上の達
成状況であり、 課題の見直 しというこ とになって おりますけ れども、今 後のマ
ルチマテリアル を進めるに 当たって、 課題の中で 優先順位を つけて進め るとい
う形で、更に効 率化とスピ ードアップ を図るとい うことで、 こういう課 題の見
直しという評価を行っております。
その後、革新 鋼板のとこ ろですけれ ども、こち らの方は達 成状況とし ては目
標以上というこ とになって おり、判断 としては終 了となって おります。 こちら
の方は、実施者 の方に材料 としては持 って帰り、 実用化を進 めていく。 残った
課題に関しまし ては、協調 課題で新た にテーマを 立てて行う という形で 終了と
いう判断基準となっております。
続きまして、内容の方を詳細に御説明させていただきます 。
【秋宗部長】

ＩＳＭＡの秋宗といいます。よろしくお願いします。

それでは、２ ０ページの ところから の成果及び ステージゲ ート評価で 頂きま
したコメントへの対応を引き続き述べていきます。
２０ページ、 ２１ページ で、前半５ 年間の材料 技術及び接 合技術の成 果を一
覧にしたものでございます。
２０ページの 一番上で革 新鋼板では 、目標値の 強度１，５ ００メガパ スカル、
伸び２０％で、 一番右にあ りますよう な組織制御 、カーボン 量をある程 度多め
に入れて、熱処理による組織制御で目標値を達成しています 。
マグネシウム 材につきま しては、素 材としては 難燃性で、 カルシウム を多少
添加したものが あるんです けれども、 それを鉄道 車両ですの で２５メー トル押
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し出すと、そう いう方法で つくった材 料によりま して強度、 伸びとも達 成して、
モデルとしまし ては新幹線 を模擬した 鉄道車両の ドアをつく るところま で来て
おります。
アルミニウム につきまし ては、強度 をますます 高めて自動 車用のセン ターピ
ラー等に使える ようにとい うことで、 強度を向上 させる手法 及び、２ペ ージ後
で述べますけれ ども、複層 化して強度 を上げてい こうと、そ ういうアプ ローチ
をとって目標値は達成しているところでございます。
チタン材につ きましては 、ここはひ とえに低コ スト化とい うところが 目標に
なりますので、 スポンジチ タンから圧 延、熱処理 、溶解工程 を経ずに平 板をつ
くっていくと、そういう方法、プロセスを確立したところで す。
熱可塑性樹脂 につきまし ては、初年 度につきま してはプロ ジェクトが 分かれ
ていまして、名 大、東大に おいてコン ソーシアム 形式でスタ ートして、 ２０１
４年からこのプ ロジェクト に合体して います。名 大の方では 大型のボデ ィー構
造をつくってい く。東大の 方では高強 度化という ことで、そ れぞれ違う プロセ
スを確立したところです。
それから、２ １ページ目 では接合・ 接着ですけ れども、大 事なのは鋼 板－鋼
板で接合ができ る。これに は摩擦撹拌 接合、ツー ルを回転さ せた摩擦熱 で接合
していく、そう いう技術を 確立しまし た。それか ら、鋼板－ ＣＦＲＰで は、船
用の部材ですけ れども、接 着、それか らＲＰ溶接 を使ってつ くれるとこ ろまで
来ました。アル ミニウム－ 鋼板につき ましては、 先ほどの見 直しのとこ ろでも
ありましたけれ ども、外側 から部材を 押さえてス ポット溶接 する。スポ ットで
つけられるとい うところを 確認できて います。ア ルミニウム －ＣＦＲＰ につき
ましても、シラ ンカップリ ング剤を使 って摩擦撹 拌接合で接 合できると 、そこ
まで参りました。
続きまして２ ２ページで 、ステージ ゲートの結 果で、２１ 番、継続で すけれ
ども、今のとこ ろ２種類の アルミ－亜 鉛、アルミ －マグネシ ウムのそれ ぞれの
アルミニウム材 を積層して 、また必要 に応じて中 の方で厚み を変えてい く、そ
ういう技術で現 在強度を更 に高めよう というとこ ろで、もう あと何年か 研究が
必要ということで継続にしております。
２３番は終了 課題ですけ れども、鉄 鋼材の残留 オーステナ イトで微構 造制御、
それが完全にで きるように なったとい うことと、 そのオース テナイト中 のカー
ボン量、その分 析が確実に できるよう になったと いうことで 、この後、 自社の
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方で水素脆化及び腐食、そっちの研究に移るということで終 了になりま した。
それから、２ ４ページが 再編です。 先ほどＮＥ ＤＯさんの 方から説明 がござ
いましたように 、１５から ２０のテー マ、これは 当時ではや っていた縦 連携で、
１５が材料、１ ６、１７、 １８がプロ セス、１９ 、２０が評 価というこ とであ
りましたけれど も、材料系 及び車両を つくってい くという、 そういう方 向で２
つのテーマに分 けてそれぞ れを集約し て、また再 委託先につ いても終了 したと
ころはお引き取りいただくという、そういう形で整理したと ころであり ます。
それから、マ グネシウム 材につきま しては、今 年からテー マ化しまし たマテ
リアルズインテ グレーショ ン、これは ＳＩＰの技 術を活用さ せていただ くんで
すけれども、そ この人々も 研究者とし て参加いた だいて、マ グネシウム に関し
ましては素材づ くり、それ から評価等 を結びつけ る、そうい う研究を進 めてい
くことになっております。
２５ページが 内閣府評価 専門調査会 からの前回 指摘事項へ の対応とい うこと
で、まずコスト を配慮した 上で、設計 や製造、あ るいは開発 された材料 の社会
への波及効果な どで評価と いった実用 化を見据え た対応が必 要というこ とで、
自動車会社さん 、先ほどの アルミと鉄 の接合につ きましては 、直接自動 車会社
さんは入ってい ないんです けれども、 やっている 素材メーカ ーさんと覚 書を交
わしていただい て、バック に控えてい ただいてア ドバイスを 頂くと、そ ういう
方向をまたとらせていただいています。
鉄鋼材につき ましては、 ヨーロッパ 等ではホッ トプレスと いうのがは やって
いますけれども 、これは高 コストにな るので、我 々の方では 冷延鋼板で 強度の
高いもの、それを最初から提供する。
チタンにつき ましては、 机上配布資 料のＡ４の ページです ね。ここに ざっく
り書きましたけ れども、途 中の工程を 省略する。 スポンジチ タンから圧 延、熱
延を経て冷延の チタン板が できるよう な、そうい うプロセス の構築にト ライし
ております。
②番につきま しては、次 の２６ペー ジでござい ますが、こ こで強度と 伸び以
外の特性につい てもちゃん と評価して くださいと いうことで すけれども 、今年
度から腐食、さ らに水素脆 化、それか ら元素の分 散等をマク ロに見てい くと、
そういう研究の方に移ることになっております。
それで、戻り まして２５ ページで、 ③で、マル チマテリア ル化におき まして
どの材料がどの 部品に応用 できるかに ついて検討 。それから 、その上で 、各材
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料が要求される 性能、品質 、コストを 満足したも のになって いるかどう かとい
うことで、これ が机上配布 資料のＡ５ ですね。こ の辺、非公 開にしてほ しいと
いうことで分け させていた だいていま す。京都大 学の方で、 素性のよい 基本骨
格構造を創出す る。高剛性 ですね。ヤ ング率等を メーンにし た計算及び 構造の
最適化を行って いこうとい うことでご ざいます。 モデルがサ スペンショ ンタワ
ーのショックア ブソーバー の入る部分 を、アルミ と鉄で現在 できていま すけれ
ども、そこをも うちょっと 設計をきち んとやって 、いい材料 を使えるよ うにし
ようという、そういう研究を行っています。
ちょっとこれ をモデルで 出ると、空 間のあいた 網目状のも のが出てく るんで
すけれども、実 際はこうい うものは物 としては存 在できない かなと思い ますの
で、それは計算 上の話で、 実際のとこ ろと自動車 会社さんと お話ししな がら、
この辺は進めていきたいと思っております。
④番につきま しては、接 合技術でい かなる環境 下で使用さ れても、ど のよう
な物性が要求さ れるかを明 確にした上 で評価すべ きというこ とで、その 次のＡ
６ですね。スタ ート時点で ニーズの高 かった鋼材 －鋼材、そ れから鋼材 －アル
ミ、アルミ－Ｃ ＦＲＰ、鋼 材－ＣＦＲ Ｐ、このそ れぞれ４種 類の組合せ につき
まして耐環境試 験の方を実 施している ところです 。これは自 動車技術会 の評価
部会等も参加し ていただい て、自動車 会社等のニ ーズも合わ せながら検 討を進
めているところでございます。
これで中身の方の説明は終わりたいと思います。
【松本室長】

最後、２７ ページでご ざいますけ れども、以 上まとめで ござい

ます。こういっ た形で、こ ちらの会で の前回の御 指摘事項も 受けながら 、特に
ユーザ側の声を 様々な形で 取り上げま して、それ ぞれの個別 の技術の開 発とい
うのを進めまし て、それが 、だんだん 今研究が進 む中で、個 別の技術開 発はよ
り競争領域に入 ってきてい ますので、 事業が終了 するなりす る形で縮小 してい
く中、よりマル チマテリア ルというこ とで、全体 の最適設計 をやってい くとこ
ろの技術を基盤 技術として より強く打 ち出してや っていって いると、こ ういう
状況でございます。
以上、説明を終わらせていただきます。
【角南会長】

ありがとうございました。

ただいまの説明について質問ありますか。
上野委員、どうぞ。
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【上野委員】

御説明ありがとうございました。

本プログラム については 、前回のス テージゲー ト評価を含 めて、開始 のころ
から何回かずっ と評価に携 わらせてい ただいてい るのですけ れども、そ ういう
意味で、先ほど の資料２－ ２の２５ペ ージのとこ ろで御説明 を頂いた、 このＣ
ＳＴＩの評価専 門調査会の 前回のステ ージゲート 評価に対す る対応状況 という
ところを中心に １点御質問 させていた だきたいの と、あとも う一点、別 の観点
で御質問させていただければと思います。
１点目は、先 ほどござい ましたよう に、前回の 評価結果の 方は参考資 料の７
の４ページのと ころに文章 化してあり ますけれど も、その第 ３段落目の ところ、
「具体的には、 用途によっ て材料に要 求される品 質やコスト が異なる」 、そし
て次の段落のと ころにあり ますように 、マルチマ テリアル化 による軽量 化とい
う場合も、どの 材料がどの 部品に応用 できるのか について検 討して、そ の上で
要求される性能 、品質、コ ストを満足 したものと なっている かを評価す べきと
か、接合技術に ついても、 どういう環 境下で使用 されるので 、どういう 物性が
要求されるかを 明確にした 上で評価を すべきとい うことを前 回御指摘を させて
いただいて、先 ほど例とし て幾つか、 ユーザ企業 の要望に応 じてコスト ダウン
ですとか軽量化 ですとかを 取り組んで いるという のはあった んですけれ ども、
各研究開発課題 の目標、例 えばその前 の２０ペー ジ、２１ペ ージ、２２ ページ
のあたりですと 、目標の方 は、やはり 何かを２０ ％増しにす るとか、何 かをよ
りこうするとい ったような 目標の設定 のされ方が しているよ うに思われ るので
すが、先ほど御 説明があっ たような、 ユーザの要 望を取り入 れて具体的 に開発
目標といいます か、物性と か性能、品 質、コスト といったと ころの目標 を設定
して開発を行う ような形に 変更されて いらっしゃ るのかどう かというと ころを
お尋ねしたいというのが１点目でございます。
２点目は、こ のプログラ ム、机上の 資料の方を 拝見させて いただいて も、非
常に多数の大学 ・企業が入 っていて、 正にプログ ラムのよい 例だと思う んです
けれども、その 中にたくさ んの研究開 発課題があ って、たく さんのプレ ーヤー
が入っていると いう状況で 、最初にお っしゃって おられまし た自動車の 軽量化
というのがメー ンのターゲ ット目標で あるという ことですと 、個々の研 究開発
課題の方が、自 分たちの個 々の研究開 発課題で何 ％軽くする とか、何％ よくす
るというところ を目指して いるだけで はなくて、 プログラム 全体として のゴー
ルを達成するた めには、そ の目標、プ ログラム全 体の目標と そこへの道 筋を共
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有していくとい うことが重 要になるか と思うんで す。それを どのような 方法で
共有されて、ど のような方 法で浸透し ていらっし ゃるのかと いう点を教 えてい
ただければ幸いです。
以上、２点です。
【秋宗部長】

最初の方で すけれども 、非常に分 かりにくく て申し訳な いので

すが、自動車会 社の関与と いうところ で述べてい きますと、 ２０ページ の、ま
ずは一番中ほど 、下の方で すね。熱可 塑性ＣＦＲ Ｐで名大で やっている もので
すけれども、こ このコンソ ーシアムに 自動車会社 ５社が入っ ていただい て、そ
こに参加してい る方、そこ は全部組合 員ですけれ ども、その グループ、 委員会
のニーズに合わ せて、まず はこういう ボディー構 造の大型部 品から入っ てもら
えないかという ことで、こ れはテーマ が決まって います。実 際、この右 側にあ
る、これはフロ アですが、 造ったのは いいのです が、若干強 度がまだ足 りない
というので、こ こにつきま しては別の 素材で補強 していくと か、違う構 造の方
を自動車会社さ んと一緒に 開発を進め ていくこと になってい ます。この フロア
の真ん中辺のと ころにディ ンプルとい うか、穴が あいている 。穴という か、丸
いへこみがある かと思いま すけれども 、これは自 動車会社さ んからのシ ミュレ
ーション結果を あわせて、 そこの構造 が決まって いまして、 これは特許 にも出
させていただいているところです。
名古屋大学の コンソーシ アムのいい 点は、ちょ っと質問と は違います けれど
も、特許を全参 加者で共有 するという のがありま して、手を 挙げれば、 「我が
社で必要です」 と言えれば 、そこの出 願人になる ことが可能 ということ で、技
術の横並びの共 有化も協調 領域として 図れている というのが この例であ ります。
上の方のマグ ネシウム素 材につきま して、ＪＲ の各社さん からの要望 を頂い
て、最初、コン ソに入って いなかった のですが、 車両メーカ ーさんとし て、メ
ンバーである川 崎重工さん にもこっち に入り直し ていただい て、こうい う新幹
線を実際につく っていると ころのニー ズをそのま ま取り込ん でいる、そ ういう
テーマがございます。
また、プロセ スだけとい うのももち ろんあるの で、できる 限り後ろの 方のユ
ーザと覚書を結 んで、その ニーズに合 わせた仕事 をしてくだ さいという お願い
をしているところです。それが最初の方の回答です。
【松本室長】

では、次に 全体と個々 の目標を共 有するとい うところで ござい

ます。
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まず、最終的 な全体の目 標というの は、資料で いいますと 一番最後に 予算の
概要紙というの が付いてい るんですけ れども、２ ８ページに なります。 ここの
ところで成果目 標と左下の ところに書 いてござい ますけれど も、「自動 車車体
の場合５０％軽 量化」と書 いていると ころがござ います。正 にこれがト ータル
としての目標と なります。 ここのとこ ろでそれぞ れがどうな っていくん だとい
うところ。個別 には、正に 岸先生がそ れぞれの業 界を本当に 詰め詰めで 議論を
させていただい て詰めると 共に、それ が実際、本 当に末端ま で議論をち ゃんと
浸透させるとい う意味では 、資料です と７ページ 目を御覧い ただければ と思う
んですけれども 、正に技術 研究組合の ＩＳＭＡの 運営体制と してのプロ ジェク
ト推進委員会の ところの会 議と共に、 あと成果報 告会という のも年２回 やって
おります。こう いったとこ ろで、これ も公開の会 議と非公開 の会議と両 方やっ
ておりまして、 そこで特に 、どっちか というとイ ンナーの話 は非公開の ところ
だという形でう まく共有を しながら進 めていると 、こういう ことをやら せてい
ただいております。
【上野委員】

ありがとうございました。

【角南会長】

よろしいですか。

そのほか、ございますか。
岸本委員、どうぞ。
【岸本委員】

このプロジ ェクトは、 ちょうど半 分ぐらいの ところに来 て、こ

れから後、３期 、４期と続 くように計 画されてい るところで ありますが 、先ほ
ど来の説明で、 いろいろな 素材開発に ついていろ いろな成果 が上がって きてい
て、それぞれの ところでは 目標が達成 されつつあ るというと ころですが 、本来
の目標にしてい る車体の重 量の半減と いう点につ いては、目 標達成がか なりほ
ど遠いと思われ ます。素材 開発という のは我が国 にとって非 常に大切な ことで
すけれども、本 当の目標を どこにリア ルに置いて 進めるのか ということ も含め
て、これからの ５年間を有 効に使って いただけた らと思って いるところ が１つ。
あともう一つ は、マルチ マテリアル を使った車 体構造の開 発は、日本 だけじ
ゃなくて、特に ドイツを中 心に相当な 研究が進ん でいるとい うふうに接 合技術
も含めてある中 で、このプ ロジェクト の中での特 徴を、世界 的な意味で の競争
力をどこに求め ていくかと いうことも 観点として 必要じゃな いかなとい うふう
に思います。こ れらの点に ついて何か お考えがあ れば、御説 明いただけ るとあ
りがたいですけれども。
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【秋宗部長】

すみません 。重量のと ころで、自 動車の平均 的な車体構 造は、

シャシーとエン ジンと内装 を取っ払う と大体６０ ０キロぐら いなんです ね。先
ほどの半分とい うのはおっ しゃるとお りで、４０ ０キロ分ぐ らいの鉄を 置換し
ていかないと難 しいかなと 、そういう ところがあ るんですけ れども、ま ずはで
きるところから というのが 現状かなと 思います。 世の中でも 今、鉄、ア ルミの
複合構造がかな り多くなっ てきてはい ますので、 我々の方も できる限り 自動車
会社さんにお願 いして、い ろいろな素 材を、ドア の外板、そ れから強度 補強材
等に使えるよう にというの で、それを 使うプロジ ェクトの中 の下のテー マで入
れていくように努力しているところでございます。
【松本室長】

今後の目標 という観点 で、今時だ と国の予算 要求でも、 １０年

プロジェクトの ６年目でご ざいます、 何年目でご ざいますと 言っても、 そんな
の知るかという ことになっ てしますの で、やっぱ りそこは世 の中の、正 に今オ
ンゴーイングで 起きている 社会的課題 というのに も常に柔軟 に対応しつ つやっ
ていくべきだと いうふうに 考えており まして、そ ういった観 点でやって おりま
す。
例えば今の観 点ですと、 やっぱり今 、国際的に も一番盛り 上がってい るのは
ＳＤＧ ｓとい う概念 。こ れはた だ単に ＣＯ ２ だけ じゃな くて、 本当 にライ フサ
イクル全体を考 えて、やっ ぱり環境を 配慮という ことを考え ていかなけ ればい
けないなという ところです と、リサイ クルの技術 なんていう ところなん かは、
一例で言います と、例えば ＣＦＲＰ、 炭素繊維な んかのとこ ろのリサイ クルな
んていうのも、 これは特に これが本当 に産業的な 実用化をし ていく部分 におい
てはものすごく 効いてくる ことになっ てきますの で、そうい ったところ にも更
に力を入れてい くというよ うな形で、 このプロジ ェクト全体 の中でも更 に新た
な課題も見据え つつ、より 国としてプ ロジェクト で進めてい く協調領域 とは何
かというところ を常に見続 けながらや っていくと いうことで やらせてい ただき
たいと思います。
【岸本委員】

是非、その 方向が望ま しいと思い ますので、 その方向で 考えて

いただければと思います。
【角南会長】

そのほか、ございませんか。

関口委員、どうぞ。
【関口委員】

今のことに 関連してな んですけれ ども、これ は質問とい うより

はコメントです が、自動車 の形が今こ こに来て相 当程度変わ りつつある 。とい
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うのは、今まで のガソリン ディーゼル 車から電気 自動車とい うのがかな りもう
見えてきている 。先週もド イツに行っ てきまして が、ノルウ エーなんか に行き
ますと、半分以 上もう電気 自動車にな ってきてい まして、そ うすると、 重さと
いうことの概念 が多分変わ ってくるか と思います 。ですから 、そういう ことを
考えたときに、 オンゴーイ ングでやっ ているのは かまわない のですが、 どこを
軽くするかとい うことをも う一回見直 すというこ とが必要じ ゃないかな と個人
的には思います 。もし、そ ういう計画 、変更とい うよりは、 そういう前 提をも
う一回見直すと か、そうい うことがな されている のかどうか 。結局は質 問にな
りましたけれども、お聞きできればと思います。
【齋藤主査】

今御指摘い ただいたＥ Ｖカーのと ころですけ れども、昨 年度、

ＮＥＤＯの方で も、電動化 というのが かなりヨー ロッパを初 め規制等が あると
いうことで、か なり声が大 きくなった というのも ございまし て、調査事 業の方
を少しさせてい ただきまし た。当面、 どのスパン で見るかと いうことだ と思い
ますが、まずや っぱりバッ テリーがま だまだとい うところも ございまし て、航
続距離を稼ぐた めには、一 段としては やっぱり軽 量化という のががんと 進むの
ではないか。そ の後、バッ テリーが改 善されてき たときには 、今度は軽 量化の
方がだんだん薄 くなってく る。ですの で、自動車 のパワート レインによ って、
どういう材料を どういうタ イミングで 開発して提 供していか ないといけ ないの
かというのは、やっぱり考えないといけないというのが一つ ございまし た。
【角南会長】

今、ＮＥＤ Ｏさんの方 では、そう いうことを 視野に入れ ながら、

今後のフェーズ でやはり目 標なんかも 徐々に議論 していくと いうことで よろし
でしょうか。
【齋藤主査】

そうですね 。そういう 調査事業を まとめた結 果を経済産 業省さ

ん、実施者のＩ ＳＭＡさん 、それから 実際に行っ ております 企業さんを 含めて、
その内容をたたき台にして議論をしていきたいというふうに 思っていま す。
【角南会長】

よろしいですか。

【関口委員】

ですから、 例えばアメ リカなんか ですと、今 度は３Ｄプ リンタ

ーでシャシーと かを全部つ くろうとい う話になっ てきている ので、そう なって
くると部品点数 が大幅に減 るというこ とで言うと 、バッテリ ーは重くな ります
けれども、シャ シーとか骨 格部分は、 今度は相当 程度、放っ ておいても 軽くな
るという現象が あるわけで 、こっち側 のシャシー とか骨格部 分のことを 軽くす
ることを一生懸 命やってい ても、全体 に占める重 量軽減とい う意味で言 うと余
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り意味がなくな ってきたり する部分も あるのでは ないかとい う点で、申 し上げ
た次第です。
【角南会長】

ありがとうございました。

ほかの委員の方々。
安藤委員、どうぞ。
【安 藤 委員 】

分野 外 なの で 、ち ょ っと 教 えて い た だけ れ ばと 思 いま す 。接

合・接着という ところは、 多分その後 の構造シミ ュレーショ ン等のモデ ル化で
一番難しい部分 ですので、 それでどう しても実験 でつくって 確かめると いうこ
としかないのか と思います が、例えば ２７ページ のＣＡＥ、 計算機援用 構造設
計というのは、 逆に言うと 、今回の研 究の知見は 、シミュレ ーションの ときに、
入れるべきパラ メータその ものが成果 となるとい うこと、接 合の物理現 象その
ものを汎用的に シミュレー ションし、 パラメータ を求めるこ とができる という
意味ではない、 そういう理 解でよろし いでしょう か。シミュ レーション すると
き、一番難しい 境界条件で ある接合部 分をどのよ うに表現す べきかとい う問題
は、簡単には解 ける問題で はないので はないかと 想像して、 質問させて いただ
きます。
【秋宗部長】

そこはおっ しゃるとお りでござい まして、現 在、先ほど の資料

の方の一番最後 の接合のと ころですね 。あそこの データを現 在組合の中 で調査
研究的に行って いまして、 それをＣＡ Ｅのトポロ ジカルオプ ティマイゼ ーショ
ンの中の一データとして入れていこうと考えているところで す。
【安藤委員】

分かりました。

【角南会長】

よろしいでしょうか。

それでは、御 指摘を頂い た、あるい は御質問等 の内容を事 務局の方で 取りま
とめていただきたいと思います。
【板倉企画官】

今後、意 見収集票を 各委員の皆 様にメール で配布させ ていた

だきますので、 何か御意見 があればで きれば７月 ６日までに 事務局の方 まで、
提出をいただき ますようよ ろしくお願 いいたしま す。その御 意見を取り まとめ
て、次回までに 再度事務局 の方から取 りまとめに ついて意見 照会をさせ ていた
だいた後、次回にまた御審議を頂きたいと思っております。
以上です。
【角南会長】

ありがとうございます。

それでは、そ の他の議題 ということ ですけれど も、まず前 回の会合の 議事録
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案についてでございます。
前回の第１２ ５回評価専 門調査会の 終了後、事 務局から照 会が行われ ており
まして、各委員 の意見を踏 まえて修正 した最終案 が資料３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 ければ
と思いますが、 更に何か修 正意見等が ございまし たら、ちょ っと時間を 過ぎて
いますけれども 、この場で 何か御指摘 を頂きたい と思います が、いかが ですか
ね。大丈夫ですか。よろしいですかね。
それでは、本 議事録案に ついて、各 委員了承さ れたものと して取り扱 わせて
いただきます。ありがとうございました。
事務局からほかに何かございますか。
【板倉企画官】

それでは 簡単に、次 回は７月３ １日火曜日 を予定して おりま

す。議題として は、先ほど の革新的新 構造材料の 取りまとめ 案について 、あと
大綱的指針のフ ォローアッ プ調査の結 果の報告を させていた だくのと、 平成３
１年度の概算要 求に向けた 新規球の調 査方法など について、 以上３点の 議題を
予定しておりま す。また、 開催通知に ついては別 途御案内さ せていただ きます。
９月以降の日 程について なんですけ れども、今 申し上げる と、９月２ ５日火
曜日を今予定し ております 。また、１ ０月ですけ れども、結 構先の話で すが、
１０月１６日か 、又は１０ 月２３日火 曜日のどち らかを予定 しておりま す。ま
た、ちょっと先 ですけれど も、１１月 ですけれど も、１１月 ２０日火曜 日の開
催を予定してお りますので 、また別途 調整させて いただきた いと思って おりま
す。
また、事務的 な御連絡で すけれども 、大綱的指 針の冊子に つきまして は、そ
のまま机上に残 しておいて いただけれ ばと思いま す。また、 資料の後日 送付を
御希望される場 合は、封筒 にお名前の 御記入をよ ろしくお願 いいたしま す。ま
た、電子メール で御利用の 場合は事務 局の方に御 連絡をくだ さい。よろ しくお
願いいたします。
以上です。
【角南会長】

それでは、 以上で本日 予定してい た議事は全 て終了いた しまし

た。
なお、非公開 資料を除き 、本日の配 布資料及び 前回の議事 録は公表す ること
といたしますので、御承知おきください。
先ほど事務局 からありま したように 、今年度の 評価専門委 員会につき まして
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は、皆さんお忙 しいとは思 いますけれ ども、御対 応いただき ますようよ ろしく
お願いいたします。
本日はありがとうございました。以上をもって閉会といた します。
－了－
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