総合科学技術会議

第２８回評価専門調査会
議事概要

日

時：平成１５年１０月１５日（水）１５：００～１７：０５

場

所：中央合同庁舎４号館

第４特別会議室

出席者：大山会長、阿部議員、井村議員、薬師寺議員、黒川議員、黒田議員
石田委員、伊丹委員、市川委員、大石委員、大見委員、加藤委員、国武委員、
末松委員、鈴木委員、谷口委員、寺田委員、中西委員、馬場委員、畚野委員、
増本委員
欠席者：松本議員、秋元委員、江崎委員、國井委員、藤野委員

議

事：１．平成１５年度に総合科学技術会議が行う国家的に重要な研究開発の評価に
ついて
・新たに開始される大規模な研究開発の評価の中間とりまとめについて
（議題１）
２．評価専門調査会（第２７回）議事録について（議題２）

資

料：資料１

「ゲノムネットワーク研究」評価検討結果の中間とりまとめ

資料２

「南極地域観測事業」評価検討結果の中間とりまとめ

資料３

「アルマ計画」評価検討結果の中間とりまとめ

資料４

「先端計測分析技術・機器開発事業」評価検討結果の中間とりまとめ

資料５

「第３次対がん１０か年総合戦略に基づく研究開発」評価検討結果の
中間とりまとめ

資料６

評価専門調査会（第２７回）議事録（案）

（机上資料）
○

国の研究開発評価に関する大綱的指針（平成１３年１１月２８日）

○

科学技術基本計画（平成１３年３月３０日）

議事概要：

【大山会長】
た だい まから 、第 ２８回 評価 専門調 査会 を開会 いた します 。各 委員の 先生 方には 、大
変お忙しいところご出席いただきましてありがとうございます。
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本日は 、お 手元の 議事 次第に 示さ れてお りま すよう に、 ２つの 議題 があり ます。１つ
は 、新た に開 始され る大 規模な 研究 開発の 評価 の中間 とり まとめ につ いての 審議であり
ます。２つ目は、第２７回の議事録（案）の確認であります。

議題１：新たに開始される大規模な研究開発の評価の中間とりまとめについて
平成１ ６年 度から 開始 される 大規 模新規 研究 開発の 評価 につい て、 各評価 検討会の座
長 から評 価検 討会に おけ る「評 価検 討結果 の中 間とり まと め」に つい て説明 があり、そ
の後、審議が行われた。

【大山会長】
議題１ 「新 たに開 始さ れる大 規模 な研究 開発 の評価 の中 間とり まと め」に ついては、
前 回の評価専 門調査会で 報告したと おり、新規 の大規模な ５つの研究 開発を取り 上げて 、
総 合科学 技術 会議が みず から評 価す ること とし ました 。評 価に当 たっ ては、 課題ごとに
評価検討会を設け、現在鋭意検討をいただいているところです。
本日は 、そ れぞれ の評 価検討 会に おける 評価 の中間 とり まとめ がで きまし たので、各
評 価検討会の 座長からご 報告をいた だきます。 また、中間 とりまとめ をご審議い ただき 、
評 価専門調査 会としての 中間結論を 得たいと思 います。中 間とりまと めの説明を １０分 、
意見交換を１０分といった時間配分で進めますので、よろしくお願いいたします。
それで は、 本日は 黒川 議員が 所用 のため 途中 で退席 され ますの で、 最初に 「第３次対
が ん１０ か年 総合戦 略に 基づく 研究 開発」 につ いて、 黒川 座長か らご 報告を お願いいた
します。

＜黒川議員（座長）から、資料５に基づき説明が行われた。＞

【大山会長】
あ りが とうご ざい ました 。た だいま 説明 があり まし た中間 とり まとめ につ いて、 ご意
見等がありましたらお願いいたします。

【寺田委員】
こ の対 がん１ ０か 年とい うと ころに 、文 部科学 省の 科研費 、が ん特定 研究 、これ は平
成 １７年 度か らスタ ート するの です が、こ れが 入った 中で のお話 か、 それと も別にした
全 体の話 でし ょうか 。中 間とり まと めは、 よく まとま って いると 思い ますが 、それによ
って考え方とか文言が変わり得ると思いますので。

【鵜戸口参事官】
事務局 から 説明さ せて いただ きま す。文 部科 学省か らの ヒアリ ング におい て、この対
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がん１０か年計画の中には科研費によるがん研究も含まれているという説明でした。

【寺田委員】
中 間と りまと めに あるよ うに 、がん の研 究が臨 床の 方に移 るべ きだと いう のはよ く分
か ります が、 がんの 基礎 研究と いう のは井 戸水 みたい なも ので、 これ がない と臨床研究
も 駄目に なり ます。 基礎 的な研 究も 大変大 事で す。し かし 、この 文章 全体で は、その点
が 欠けて おり ます。 また 、ここ に科 研費を 含む のであ れば 、その 部分 も少し 欠けている
と 思いま すの で、今 後、 最終結 論の ところ に持 ってい くま での間 に、 その点 を入れてい
ただきたいと思います。
それか ら、 言葉に こだ わると ころ がある ので すが、 ３ペ ージの （４ ）の１ から２行目
に 「これ まで 厚生労 働省 と文部 科学 省が連 携し て戦略 を策 定して きた が、推 進段階での
両 省の連 携は 弱かっ た」 とあり ます が、が ん研 究の分 野で は、割 合う まくい っていたと
思 います 。実 際に、 文部 科学省 と厚 生労働 省は 研究者 の相 互乗り 入れ や、評 価委員会が
お 互いに 意識 してオ ーバ ーラッ プを 避けた り、 共同で の一 般市民 、あ るいは 科学者に対
す る合同 発表 会、事 務レ ベルの 連絡 会とい うこ とでや って きてお りま すので 、少し言葉
を変えていただければと思います。
それか ら、 連携の とこ ろに入 りま すが、 がん の問題 は、 ご存知 のよ うに大 変大事な問
題 だと思 いま す。ア メリ カのニ クソ ン・キ ャン サー・ コン トロー ル・ プログ ラムが今３
０ 何年延 々と やって いま すが、 日本 では１ ０年 ごとに 切り 改めて 評価 うけ、 企画してき
ま した。 今回 は有識 者会 議とい うも のを開 き、 文部科 学省 、厚生 労働 省と一 緒にやって
き ました 。こ この委 員の ある先 生も 一緒に 入っ ていた だい て検討 を長 時間か けやってき
ま した。 その ような プロ グラム を有 識者会 議で やって きた ことを 、こ こに入 れていただ
きたいと思います。
それか ら、 もう１ つ気 になる こと は、３ ペー ジの最 後の 「今後 、そ の具体 的な組織の
在 り方」 のと ころで す。 これは 後か ら議論 にな ると思 いま すが、 どう いうこ とを考えて
い るのか 教え ていた だけ ればと 思い ます。 ゲノ ムと同 じよ うな形 を考 えてい るのでした
ら 、それ はそ れで結 構だ と思い ます し、そ の場 合には 研究 者主体 であ って、 評価の方は
ゲ ノムと 同じ ように 助言 会議の 方に 、がん 研究 のこと をよ く知っ てい る方を 入れていた
だきたいと思います。

【黒川議員】
寺 田委 員のお っし ゃるこ とは よくわ かり ます。 臨床 におけ る両 省の連 携と しては 、例
え ばＪＣ ＯＧ などは 非常 にうま く機 能して おり 、それ ぞれ のがん のリ ーダー が、大学の
方 とがん セン ター関 係の 方が大 体半 々ぐら いで 、非常 にす ばらし い組 織だと 思います。
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た だ、大 学病 院の方 がほ とんど 入っ ていな いと いうよ うな ことが ある ので、 もう少しス
ム ーズに する という 主旨 です。 例え ば文部 科学 省だと 、最 近は色 々な ターゲ ットができ
て おり、 トラ ンスレ ーシ ョナル ・リ サーチ をど んどん やる のです が、 どうし てもある程
度 大学病 院と かに限 られ ている ので 、その 辺を どうや って 整合し てい くか非 常に大事な
問題ではないかという意味です。
２番目 に基 礎研究 です が、こ の書 きぶり で別 に弱く して いるわ けで はなく て、やはり
基 礎研究 の分 野は非 常に 広がっ てい るので 、ゲ ノム、 ある いはタ ンパ クレベ ルの色々な
こ とがが ん組 織では どう か、あ るい はがん のヒ トでは どう いう構 造だ という 話がすぐ出
た 途端に 、や はりタ ーゲ ットが マル チプル にな ってき て、 非常に その 辺がが ん全体の戦
略 として は大 事だと 思い ます。 決し て基礎 研究 を軽視 して いると いう つもり はありませ
ん 。しか し、 やはり 出口 をどう する かとい うの があっ て、 例えば アメ リカで は、トラン
ス レーシ ョナ ル・リ サー チをや ると きに、 今ま で色々 な組 織のや り易 いシス テムができ
上 がって いる わけで す。 例えば 臨床 治験を する とか、 新し いアー リー フェー ズワンをや
る 、それ が全 然でき てい ないの で、 そこを やは りがん のよ うにタ ーゲ ットが 非常にクリ
ア なとこ ろで きちん とや ってお かな いと、 いつ まで経 って もトラ ンス レーシ ョナル・リ
サ ーチは 言葉 ばかり で進 まない のは 非常に 心外 だなと いう のは、 一つ のメッ セージとし
て入れていくことになると思います。

【大山会長】
最 後に ご質問 があ りまし た組 織の在 り方 につい ては 、井村 議員 からコ メン トをい ただ
きたいと思います。

【井村議員】
た だ今 の点で 、黒 川座長 の説 明を補 完し ますと 、対 がん１ ０か 年戦略 が始 まった ２０
年 前に比 べる と、日 本の 研究費 のう ち競争 資金 は恐ら く４ 倍ぐら いに は増加 しており、
そ の中で 基礎 研究も 非常 に伸び てき ており ます 。だか ら、 一部の 委員 からは 、もう基礎
研 究は要 らな いとい う意 見もあ りま した。 ただ 、我々 はそ うでは ない であろ う、がんの
本 態は依 然と してわ から ないこ とが 多く、 基礎 研究も 重要 である 。た だし、 基礎研究の
成 果を臨 床に 生かす とこ ろには 従来 よりも もっ と力を 入れ るべき であ るとい う考え方で
す 。文章 は若 干修正 が必 要かと も思 います が、 要する に、 今まで より ももう 少し臨床に
シ フトす るの がよい ので はない か、 そうで ない と、過 去の ２０年 間と 変わら ないという
意見もあり、そのあたりを酌んでいるつもりです。
それか ら、 寺田委 員が おっし ゃる ように 、従 来から 旧文 部省と 旧厚 生省の 間が一番う
ま くいっ たモ デルだ ろう と思っ てい ます。 ただ 、それ でも 共通の マネ ージメ ントをする

4

と ころま では いかな かっ たと思 いま すので 、第 ３期は より 連携を 深め て、共 通のマネー
ジ メント 体制 を考え てい った方 がよ いので はな いかと いう 意味で す。 どうい う体制がよ
い かわか りま せんが 、こ こに書 いて あるの は、 寺田委 員に お願い した ミレニ アムのよう
な ことを モデ ルとし て考 えてお りま す。そ のと おりに する のがよ いの か、よ り違った体
制 であっ ても よいの です が、や はり 省庁を 超え て評価 をす るよう な仕 組みを つくった方
がよいという意味です。

【大山会長】
他に如何でしょうか。谷口委員、どうぞ。

【谷口委員】
私 は、 この評 価検 討会の メン バーで もあ ります し、 現在の がん 研究に もか かわり 合っ
て いる立 場で あると いう ことを 申し 上げま して 、若干 重複 するか もし れませ んが、少し
意見を申し上げます。
これに 対し ては２ 度に わたる 評価 検討会 が開 かれま した が、基 本的 には私 の認識では
研 究開発 とい うこと であ りまし たの で、主 に研 究開発 に特 化した 部分 を評価 するという
認 識でお りま した。 今、 事務局 の説 明を聞 いて います と、 科研費 を含 めた評 価であると
い うこと で、 少しび っく りして おり ます。 とい うのは 、こ の２回 の評 価検討 会で科研費
の 支援に よる がん研 究に 関する 議論 がなさ れた ことは 一度 もあり ませ ん。そ ういう状態
で 、この 評価 のまと めが 適切か 、そ れから まだ 中間段 階で あると 理解 してい ますが、こ
のような形で進めることが適当かどうかということについて疑問に思っております。
私は基 本的 には、 開発 研究の 評価 を行う には 、がん に特 化した 研究 がどう あるべきか
と いうこ とを 学問的 視点 を中心 に充 分に議 論す る必要 があ ったの では ないか と思いまし
た 。中に 書か れてい るこ とを見 ます と、昨 日も メール で私 は気が つい たこと を随分長文
に わたり お送 りした ので すが、 ぱっ と拝見 しま すと一 部に は生か され ている ようなとこ
ろ がある よう でない よう なとこ ろも 若干あ りま す。す べて を生か して もらお うとは期待
はしておりませんが、もう少しご検討をただければありがたいと思います。
一点目 は、 先ほど 寺田 委員が おっ しゃい まし たがん の有 識者会 議と いう専 門家の大き
な 集団に よる 長期に わた った調 査に 基づい た報 告書が あり ます。 これ は、次 期の第３次
が んに対 して 一体ど うい う方策 で臨 むべき かと いうこ とを きちん と議 論され て、その方
策 につい て述 べられ てい るもの です 。これ に関 しても 、ま だ評価 検討 会では 一度も議論
さ れたこ とが ないと 思い ます。 こう いうも のを もう少 し尊 重して いた だきた いというこ
とを私はメッセージで申し上げました。
二点目は、 各論にはな りますが、 基礎研究と いうのをど うとらえる かというこ とです 。
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今 日も朝 日新 聞に白 川先 生のコ メン トが出 てお り、ど うい う芽が 出る かわか らない基礎
研 究が大 切だ という お話 でした 。こ の視点 はわ が国の 学術 研究全 般に 亘る基 本的なもの
で あり極 めて 重要と 思い ます。 一方 、がん 研究 で述べ られ ている 基礎 研究と いうのは、
が んに特 化し た基礎 研究 であっ て、 がんの 本態 を解明 し、 それを 診断 や治療 に繋げよう
と いう研 究で す。そ の辺 を混同 しま すと、 生命 科学が バイ オサイ エン スに進 展したのだ
か ら、が んの 基礎研 究は もう不 必要 だとい う議 論につ なが りかね ない という ところがあ
ります。
私は、 生命 科学全 体が まさに 進ん だから こそ 、それ を取 り組ん で学 横断的 な新しいが
ん の本態 解明 を行う 、そ ういう がん の基礎 研究 が重要 だと いうこ とを 申し上 げたいと思
い ます。 そう いう観 点か らいき ます と、基 礎と 応用と いう のは表 裏一 体のも のであり、
両 方が同 時に 進展し て初 めて新 しい 実がな ると いうか 、が んの克 服に つなが るような研
究 が発展 する と思い ます 。基礎 的研 究から 応用 ・臨床 研究 へ移す とい うこと が適当であ
る という 文言 は非常 にソ フトに 見え ますが 、と らえよ うに よって は、 これは より応用に
特 化した 、い わゆる すぐ に役立 つよ うな研 究を 重点的 にや りなさ いと いうよ うにも聞こ
え なくな い。 これは やは り長期 的な 研究を 進め ようと した ときに 、今 までの 歴史がそう
で あった よう に、こ れか らもこ れは 非常に 注意 して検 討い ただき たい ので、 この辺をも
う一度検討していただきたいと思います。
ちなみ に、 それと かか わり合 うこ とで、 最後 の方の 文章 に、こ の文 言の一 番下の方に
「 生命科 学全 般に関 する 研究開 発資 金も活 用し つつ」 とあ ります が、 これは どういう意
味 かよく わか りませ ん。 見方に よっ ては、 生命 科学系 の他 の研究 費が あるか ら、がんの
基 礎研究 はそ こでや った らいい のか という よう にもと らえ られま すし 、ある いは、そこ
で やって いる 研究は がん 研究に つな がるの だか ら、も う基 礎は要 らな いとい うようにも
読 めます 。こ ういう よう に比較 的ま だ曖昧 なメ ッセー ジを 出され ます と、ど ういうよう
にとらえていいのか受ける方も困ってしまうのではないかという印象を受けました。
三点目 は、 推進体 制に ついて のと ころで す。 やはり この 両省庁 の連 携とい うのは、今
ま でより 一層 強くす ると いうこ とは もちろ ん重 要です が、 今まで も両 省庁の がん研究体
制 はお互 いに 連携し てお ります し、 今度の 第３ 次対が んも 、有識 者会 議の議 論というの
は しっか りと なされ て、 その提 言が 両省大 臣の 合意ま で至 ってい ると いうと ころがあり
ま すので 、そ ういう とこ ろもよ り慎 重に扱 って いただ きた いと思 いま す。や はり評価を
す るとき には 、がん の専 門家を 中心 とした 評価 といっ たも のを重 視し て推進 をしていた
だきたいと思います。

【大山会長】
ご意見ありがとうございました。
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これは 座長 に相談 です が、一 部修 文では 、本 件の最 終と りまと めに 至らな いというこ
と で、本 件に ついて は、 もう一 度評 価検討 会を 開催い ただ き最終 案を 取りま とめるとい
う形をとらせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
それでは、本件については、そういう形で進めさせていただきたいと思います。
続きま して 、「ゲ ノム ネット ワー ク研究 」に ついて 、大 石座長 から ご報告 をお願いい
たします。

＜大石委員（座長）から、資料１に基づき説明が行われた。＞

【大山会長】
あ りが とうご ざい ました 。た だいま の説 明にあ りま した中 間と りまと めに ついて 、ご
意見等をお願いいたします。

【馬場委員】
１ ペー ジ目の 真ん 中辺に 「ヒ ト及び マウ スの完 全長 ｃＤＮ Ａラ イブラ リー など我 が国
の 優位性 を生 かして 計画 されて おり 」とあ り、 ２ペー ジの ２つ目 のパ ラグラ フに、「ま
た 、本研 究開 発の構 想で 想定さ れて いる対 象生 物はヒ トと マウス とな ってい るが、主た
る 解析対 象は ヒトで ある ことを 明確 にして 進め ること が適 切であ り」 と、こ れは当たり
前 の話で す。 そこに 、マ ウスの 病気 を研究 して いるわ けで はない ので すが、 「マウス等
は 補完的 に用 いるべ きで ある」 とわ ざわざ 言及 してい るの は、先 ほど の座長 の説明では
理解し難かったので、何故ここまで言及したのか説明してください。

【大石委員】
こ れは 、我々 でも 非常に 議論 があっ たと ころで す。 最初の 理化 学研究 所を 中心と する
提 案では 、マ ウスと ヒト が同等 にな ってお りま した。 それ で、我 々の 中でも 、理化学研
究 所でマ ウス のｃＤ ＮＡ の解読 が進 んだた めに 、それ を発 展的に 応用 するた めという考
え 方も考 えら れるわ けで すが、 評価 検討会 の意 見はほ ぼ一 致して 、こ れはヒ トをするべ
き である とい うこと にな りまし た。 現在ヒ トの ｃＤＮ Ａは 、クオ リテ ィーの 差はありま
す が、一 応我 が国で は相 当揃っ てい るわけ で、 必ずし もそ こでマ ウス を対等 に扱う必要
は ないわ けで す。一 部の ヒトの ｃＤ ＮＡに つい ては、 マウ スを使 わざ るを得 ないという
議 論もあ るわ けです が、 基本的 には 我々の メッ セージ は非 常に明 白で 、これ はヒトをや
る という こと です。 ただ 、ここ の書 き方が 、最 初の原 案に やや引 きず られて いるところ
が あると 思い ますが 、１ ページ のヒ ト及び マウ スの完 全長 ｃＤＮ Ａの 我が国 の優位性、
こ れは事 実で す。ヒ トと マウス は両 方とも 世界 的に我 が国 はかな りの 優位性 を持ってお
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り ますが 、２ ページ 目に おいて は、 ヒトを 中心 とし、 マウ スは補 完的 に用い るべきであ
る という こと を書い てい るわけ です 。もし 誤解 がある よう でした ら、 「マウ ス等は補完
的」ということを取り除いてもやむを得ないと思います。

【馬場委員】
一 言よろ しい でしょ うか 。マウ ス等 は補完 的に 用いる のは 、当た り前 だと思 うのです。
で すから 、わ ざわざ ここ に表記 して あるこ とに 何か意 味を 持たせ たの かと思 い伺ったと
ころです。

【大石委員】
そ れは 非常に 鋭い ご指摘 で、 実は先 ほど 申しま した ような 最初 のプロ ジェ クトに 対す
る 意見交 換で は、ヒ トを やらな いで マウス をや るとい う極 端な意 見も ある方 があったわ
け です。 我々 は非常 にそ れに対 して 反発と いい ますか 、そ うでは なく て、マ ウスの病気
を 治すの では なくて ヒト の病気 を治 すわけ です から、 その ことに つい ては非 常に明白に
し た上で 、も しマウ スを やるの でし たら、 やる べきで ある 。また 、も っと他 にやるべき
生 物種は ある という 意見 も私個 人は 持って おり ますが 、こ の場合 はあ くまで ヒトが中心
で あって 、補 完的と いう 言葉が もし 誤解を 及ぼ すよう でし たら、 これ は取り 除いてもや
むを得ないと思っています。

【大山会長】
他に如何でしょうか。寺田委員、どうぞ。

【寺田委員】
私も今 の馬 場委員 と同 じよう な意 見で、 実際 に具体 的に 機能を やる ときに は、ほとん
ど ヒトは 使え ないと 思い ます。 です から、 こう いうヒ トで やると 書き ますと 、実際何を
や るのだ ろう と一般 の研 究者は 思う のです 。人 間の材 料を 使って 機能 をやる というのは
非 常に難 しい 。やは りマ ウスと 補完 しなが らや ってい くと いうこ とが 大事で すから、こ
この言葉は除かれた方がよいと思います。
それか らも う一つ 、３ ページ の（ ４）。 やは りこう いう 公に世 の中 に出る 文章では、
こ れは自 分自 身の感 覚で すが、 「国 益を実 現す るため に」 。これ は全 くその とおりであ
っ て、そ うす べきで ある と思い ます が、こ れを 小節に して 表へ出 すと いうの は、少し下
品だという感じがします。

【大石委員】
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そ のこ とにつ いて は、率 直に 申しま して 、我々 、マ ウスと ヒト につい ての 科学的 な議
論 は十分 行っ たわけ です が、こ こに ついて は私 の記憶 では 、ほと んど 議論し ておりませ
んでした。

【井村議員】
こ この 書き方 は少 し考え てみ たいと 思い ます。 それ から、 寺田 委員が おっ しゃっ たの
は、マウスもやるのは当たり前だということですね。

【寺田委員】
そ う で す 。 と い う の は 、 逆 に ヒ ト の 機 能 と い う の は 、 in vivo で ど う い う よ う な 方 法
を使ってやるのかよくわかりません。

【大石委員】
そ の点 につい ては 、我々 は、 先ほど 少し ヒトの 疾病 云々と 言っ たので すが 、ここ に一
つ の遠い 目標 という 意味 で、我 々の 議論は むし ろ技術 論に 終始し 、ヒ トのｃ ＤＮＡがあ
る 、ヒト の遺 伝子が かな りわか って いると いう ことか ら、 実際に は創 薬ある いは治療法
に つなが ると いうこ とよ りも、 むし ろヒト を題 材とし て、 それに 関係 するト ランスクリ
プ ション のユ ニット 、あ るいは それ と反応 する タンパ ク質 、ある いは 、その タンパク質
と 反応す るも う一つ のタ ンパク 質、 その辺 のと ころを ヒト ですべ て明 白にし ようという
の が基本 的な 考えで す。 ですか ら、 はっき り言 えば非 常に 基礎的 なこ とで、 それをヒト
の 現在３ ２， ０００ と言 われて いる 遺伝子 、す べてに やる かやら ない か、こ れから優位
づ けとか 順番 づけを しな ければ なら ないわ けで すが、 その 典型的 なも のにつ いて様々な
技術を使ってそれをしていくというのが、このゲノムネットワークの目的です。
マウス につ いては 、ご 承知の よう に、マ ウス でのイ ンタ ラクシ ョン を調べ るというよ
り も、将 来、 マウス はマ ウスの 持っ ている 役割 といい ます か、ノ ック アウト とか、いわ
ゆ る機能 を解 明する とき に、そ れと 同じよ うな オート ロー ガスな 遺伝 子をノ ックアウト
し て、そ の機 能を推 定す るとい うこ とが一 つの 現在の 方法 論です から 、そう いうときに
そ れを使 うと いう意 味で 、ここ にあ る補完 的と いうの は、 最初の 遺伝 子がど うこうだか
ら それを する という 意味 では必 ずし もとっ てお りませ ん。 ただ、 率直 に言い まして、理
化学研究所では、その辺については我々との意見の食い違いはありました。

【大山会長】
ありがとうございました。他に如何でしょうか。谷口委員、どうぞ。
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【谷口委員】
先 ほど のがん のと ころで 、科 研費の 問題 が出ま した が、ゲ ノム に関し ても 、科研 費で
の 研究は 続け られて おり ました し、 また、 私の 知ると ころ では、 科学 技術・ 学術審議会
の 部会に おい て、こ の推 進方策 とい ったよ うな ところ が議 論され てい ると理 解しており
ま す。こ のゲ ノム研 究は 、そう いう ものは 含ま ないの です か。今 回の 評価に はそれは対
象になっていないのですか。

【大石委員】
科研費のどういうことですか。

【谷口委員】
ゲ ノム といい まし ても、 ゲノ ム全体 の研 究とい うこ とを考 えま すと非 常に 広い分 野で
す 。先ほ どの 話です と、 がん研 究は 厚生労 働省 と文部 科学 省と何 とか という 話がありま
し た。今 回の 研究は 、先 ほども 科研 費の話 が出 ました ので 、科研 費で のゲノ ム研究の推
進 という のが 議論さ れて いると 理解 してい ます が、そ れは 今回の 評価 の対象 にはなって
いないのですか。

【大石委員】
基本的に科研費はこれとは別だと思います。

【谷口委員】
こ れは 、科研 費は 別なの です か。ゲ ノム は別で 、が ん研究 には 科研費 を含 むとな ると
非常に不統一な感じがします。

【大山会長】
事務局から回答させます。

【鵜戸口参事官】
このゲノムネットワークの中には科研費による研究は入っておりません。

【谷口委員】
こ れは 補足で すが 、科研 費と いうの は、 基本的 には トップ ダウ ン形式 とい うわけ では
な くて、 研究 者が計 画を 立てて 、そ れがし かる べき審 査を 受け、 その 結果認 められる、
と いうい わば ボトム アッ プ形式 です 。従っ て、 そのよ うな 研究内 容を この評 価専門調査
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会 がどう いう 形で評 価す るかは 仕組 み的に 大変 難しい 、あ るいは 不適 切とも いえるとこ
ろがあるのではないかというような印象を持ちましたので、今伺ったわけです。

【大石委員】
少 しよ ろしい です か。谷 口委 員のご 質問 は、一 般論 として 非常 に大事 なポ イント を突
い ている と思 います が、 基本的 に、 ここに あり ました 、い わゆる 公募 という のはあくま
で 大きな 枠と して、 私自 身は、 これ だけの 大き なお金 です から、 かな りこれ の自由度を
増 してフ レキ シブル とい います か、 かなり 広範 囲にこ れを とるべ きだ と思い ます。先ほ
ど 説明に あり ました よう に、こ れは 科研費 とは 別でし て、 いわゆ る先 ほど申 しましたコ
ン セプト に合 う、非 常に 大きな 意味 でのコ ンセ プトに 合う プロジ ェク トを募 集するとい
うように私は理解しております。

【井村議員】
こ れを ヒトで やる べきだ とい うこと にな った一 つの 理由は 、理 化学研 究所 の方が 網羅
的 にやる 研究 として は、 遺伝子 の発 現調節 部分 と、そ こに 結合す るタ ンパク をやりたい
と いうこ とで した。 そう いうこ とで したか ら中 心をヒ トに 置いて 、ヒ トでで きないとこ
ろ だけマウス でやった方 がいいとい うことでヒ トというこ とになった と思います 。ただ 、
こ れから 色々 な公募 をし ていく 段階 で、余 りヒ トに限 って しまう と少 し問題 があるので
は ないか と思 います 。特 に機能 の場 合には 、確 かに寺 田委 員がお っし ゃった ようにでき
ま せんの で、 そこは 若干 大石座 長と 相談し て修 文をさ せて いただ くと いうこ とで如何で
しょうか。

【大山会長】
ありがとうございました。
本件に つい ては、 ただ いま各 委員 からい ただ いたご 意見 を踏ま え、 一部修 正いたしま
し て、本 評価 専門調 査会 の中間 結論 という 形に させて いた だきた いと 思いま す。なお、
最 終結論に向 けての修文 については 、会長と大 石座長にご 一任いただ きたいと思 います 。
続きま して 、「南 極地 域観測 事業 」につ いて 、市川 座長 からご 報告 をお願 いいたしま
す。

＜市川委員（座長）から、資料２に基づき説明が行われた。＞

【市川委員】
以上で 概要 の報告 を終 わらせ てい ただき ます が、委 員と してご 参加 いただ いておりま
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す加藤委員、馬場委員、何か追加することがありましたらお願いいたします。

【馬場委員】
私からは特段ございません。

【加藤委員】
今 回、 「しら せ」 の後継 船と いうこ とで 、かな り的 を絞っ た議 論があ り、 現物を 見学
す る機会 もい ただき まし た。事 務局 の方々 、ま た文部 科学 省の方 々に は大変 ありがとう
ございました。
具体的 に私 の船の 印象 を申し 上げ ますと 、大 きく一 つは 、やは り砕 氷能力 です。砕氷
能 力のポ テン シャル は、 そこそ こあ ると思 いま した。 艦長 がおっ しゃ った話 だと思いま
し たが、 氷を 割ると いう のは濡 れた せんべ いを 切るよ うな 感じだ と表 現され 、船の形、
表 面の摩 擦が 非常に 重要 だとい うこ とがよ くわ かりま した 。した がっ て、こ の辺は新し
い技術で取り組んでいくという話ですので、そうかというように思いました。
２つ目 は老 朽化で す。 現物は 見る ことが でき ません でし たが、 プロ ペラシ ャフトのス
ク リュー のシ ャフト の軸 受けの 中の さびの 状態 などを 初め とする 劣化 が非常 に進んでい
る ということ であります 。船体の表 面も、１航 海すると非 常な損傷を 受けて帰っ てきて 、
大変だなというように思いました。
それか ら、 その劣 化に 関して は、 エンジ ンと か発電 機と かの動 力関 係、あ るいは測定
機 器もか なり 老朽化 して おりま す。 それだ け換 えたら いい のでは ない かとい う話を単純
に 想像し たの ですが 、船 を全部 分解 しない と外 れない よう になっ てい るらし く、それも
大変なことだということで、新しく造る必要があると思いました。
最後で すが 、荷揚 げ、 荷おろ しが 効率の 悪い 状況に なっ ていま す。 コンテ ナでやれる
よ うな状 況に なって いな いので 、ば らで一 つ一 つやっ てい るので す。 そうい うことから
言 うと、 それ も含め てか なり劣 悪な 環境で 、厳 しい航 海を される のだ という ことも感じ
ま した。 そん なこと で、 是非「 しら せ」に 継ぐ いい船 を造 ってい く必 要があ るのではな
いかと私は感じました。

【大山会長】
あ りが とうご ざい ました 。た だいま の中 間とり まと めにつ いて 、ご意 見等 があり まし
たらお願いいたします。薬師寺議員、どうぞ。

【薬師寺議員】
今 、市 川座長 にお 願いし てい るこの 評価 検討会 に私 も担当 で参 加させ てい ただい てお
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りますが、中間とりまとめは、これで結構だと思います。
ただ、 皆様 方にご 理解 してい ただ きたい のは 、「し らせ 」は海 上自 衛隊で 運用してい
る という こと です。 建造 するの は文 部科学 省の 予算で すが 、運用 は海 上自衛 隊というこ
と になっ てい ます。 海上 自衛隊 で長 い間積 み重 なって いま すので 、防 衛庁に 聞きまして
も、継続してやっていただきたいということです。
船のコ スト が、維 持費 も含め て６ 割以上 かか ります 。で すから 、南 極観測 のコストと
い うのは ６割 ぐらい が船 に関す るコ ストと いう ことを ご理 解いた だい て、そ して航空輸
送 という こと で、市 川座 長のお 話も ありま した ように Ｃ１ ３０と いう ような ものがあり
ま すが、 それ は物理 的に 運ぶこ とは できま す。 ただ、 今は アフガ ニス タン等 々でＣ１３
０ がほとんど 余裕のない ということ で、もうこ れは船でや る以外はな いというこ とです 。
そ れから 、船 そのも のに 関して は、 加藤委 員が お話し して いただ きま したよ うに、やは
り 日本の 造船 業に関 する 能力と いう ものを 維持 するた めに は、や はり 「しら せ」という
も のが特 殊な 船とい うこ とであ りま すので 、あ る意味 では 一定の 役目 を維持 していると
い うこと です 。日本 の造 船業と いう ものの 一つ の姿と いう のを評 価し ていい のではない
かということです。

【大山会長】
他の委員の方、如何でしょうか。増本委員、どうぞ。

【増本委員】
今 の色々 なご 指摘、 船と かヘリ コプ ターの 点に ついて は特 に意見 があ るわけ ではなく、
む しろ必 要だ と思い ます が、こ の資 料の５ ペー ジの（ ２） 推進・ 支援 体制の 改革や整備
に ついて のと ころで 気に なると ころ があり ます 。とい うの は、随 分長 い事業 ですので、
マ ンネリ ズム になっ てい る可能 性が あるの では ないか 。南 極に行 った ことが ある人に聞
い たこと があ るので すが 、これ は個 人的な 意見 ですが 、参 加者は 毎年 １年間 で変わるわ
け で、全 体的 な計画 とい うのが 曖昧 になり 、本 当にお 金が 有効に 使わ れてい るのかどう
か という とこ ろが、 私に はよく わか らない ので 気にな ると ころで す。 そこら 辺はご議論
されているのでしょうかという質問です。

【市川委員】
最 も議 論が激 しか ったポ イン トです 。こ ういう 言い 方は差 し障 りがあ るか もしれ ませ
ん が、こ れま での観 測と いうの は、 定常観 測に 関して は他 の省庁 が積 極的に 加わってい
る もので すが 、研究 観測 に関し ては 国立極 地研 究所が 主体 的に動 きま して、 その国立極
地 研究所 の中 からテ ーマ が上が って きて、 専門 委員会 で審 議をさ れ、 それが 統合推進本
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部 に上が って いくと いう ルート にな ってお りま す。そ うい う意味 では 、ある 意味では閉
じ ていた わけ です。 しか も南極 に関 心を持 つ研 究者に 公開 されて いた わけで もありませ
ん 。その 辺に ついて 非常 に激し い議 論があ り、 どうい う方 法でや るか という 具体的な提
案 まであ りま した。 ここ では執 行レ ベルに は介 入しな いと いうこ とで 、具体 的な委員会
の つくり 方等 には言 及は してお りま せんが 、統 合本部 の外 側に外 部評 価委員 会を持つべ
き である とか 、専門 委員 会とい うも のの視 野を 広げて 、そ こで広 い範 囲にわ たって観測
の 計画が でき るよう にす るとか 、さ らには 、関 心を持 って いる人 がみ ずから 資金を用意
し て、と いう ことは 競争 的資金 にな るかと 思い ますが 、そ ういう もの を持っ て観測に入
っ ていく こと とか、 そう いうこ とが 実現で きる ような 体制 を今後 とっ て欲し いという、
そ ういう 要望 が出て まい りした 。し たがい まし て、極 端な 言い方 とし て、そ れを要件と
して継続を認めるという表現をした人すらいるぐらいです。

【大山会長】
ありがとうございました。他にご意見はございますか。畚野委員、どうぞ。

【畚野委員】
こ の中 間とり まと めの中 に２ カ所「 課せ られて きた 制約の もと で」と 書い てある ので
すが、具体的にどんなような制約でしょうか。

【市川委員】
これは、こういう事業に関しては極めて常識的なことで、資源制約です。

【大山会長】
よ ろし いでし ょう か。本 件に ついて は、 この中 間と りまと めを 評価専 門調 査会の 中間
結 論とい う形 で、そ のま ま持っ てい けるの では ないか と思 うので すが 、座長 としてはも
う少し深掘りしたいというお考えもあると伺っております。如何いたしましょうか。

【市川委員】
あ りが とうご ざい ます。 この 中間と りま とめで 「意 見もあ る」 という よう な表現 をと
っ ている とこ ろは、 ここ では大 勢意 見を書 いて おりま すが 、必ず しも そうで はない少数
意 見もあ りま す。し たが いまし て、 これを ベー スにし てブ ラッシ ュア ップし たものにつ
い て、で きれ ば第３ 回の 評価検 討会 を開催 し、 そこで 一致 した意 見と して取 りまとめた
いと思っております。
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【大山会長】
あ りが とうご ざい ました 。本 件につ いて は、今 、座 長のご 案内 があり まし たよう に、
第 ３回評 価検 討会を 開催 して最 終結 論とい った ものを ご提 示いた だく という 形にしたい
と思います。
続きまして、「アルマ計画」について、畚野座長からご報告をお願いいたします。

＜畚野委員（座長）から、資料３に基づき説明が行われた。＞

【大山会長】
あ りが とうご ざい ました 。た だいま 説明 があり まし た中間 とり まとめ につ いて、 ご意
見等をお願いいたします。

【馬場委員】
質 問で すが、 １ペ ージの 下の 方に「 サブ ミリ波 等に 関する 技術 から他 の科 学技術 や産
業 への応 用・ 発展の 可能 性」と 書い てあり ます が、も しこ れがあ ると 魅力が もう一つ増
えるわけですので、具体的にどういうものが期待できるのか教えてください。

【畚野委員】
サ ブミ リ波、 ミリ 波とい いま すが、 短い 周波数 の電 磁波と いう のは、 将来 通信を 初め
色 々なも のに 使われ ます 。これ らの 非常に 先端 的な素 子の 開発と いう のは、 将来非常に
幅広くそういう関連の産業に使われる基礎的な技術だと考えております。

【馬場委員】
それは産業発展の基礎的な技術としてはかなり魅力あるものなのですか。

【畚野委員】
そ の意 味によ りま すが、 今、 電磁波 の高 い部分 とい うのは 、ほ とんど 技術 的な制 約で
使 用され てい ない。 しか し、電 波に よる通 信と いうの は、 皆さん ご承 知のよ うに、携帯
電 話で象 徴的 なよう に、 どんど ん使 われて いっ て電波 が足 りなく なっ ており ます。今ま
で 技術的 に難 しいこ とで 使われ ない ような 高い 電波も 、様 々な用 途に 使って いくことに
な ると思 われ るわけ です 。そう いう 面で、 それ の基礎 技術 、特に 半導 体、あ るいは微弱
電 波の検 出増 幅とい うよ うなも のの 技術に つい て、こ れが 非常に 先端 的な貢 献をしてい
る と私ど もは 考えて おり 、将来 、そ ういう とこ ろの電 磁波 が使わ れる ように なるという
の は、こ れは 必至で あり ますの で、 そうい うた めの有 効な 基礎技 術が 確立さ れつつある
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時に、これが先駆けになったというように考えております。

【大山会長】
他に如何でしょうか。畚野委員、どうぞ。

【畚野委員】
基 本的 には、 この 計画そ のも のの目 標と いうの は、 むしろ そう いう産 業の 発展と か何
か は別に して も大き な成 果があ ると 思いま すし 、他の 計画 でも、 何か 産業に 役に立つも
の でない と駄 目だと いう ような 風潮 になる のは 非常に 好ま しくな いと 思って いるのです
が 、この 計画 のこの 部分 に関し ては 、そう いう 意味で 副産 物とい いま すか、 そういう部
分が非常に大きくて、産業への貢献が非常に大きいような気はいたします。

【大山会長】
井村議員、どうぞ。

【井村議員】
少 し質 問をし たい のです が、 これは ２年 遅れで 参加 するわ けで 、サブ ミリ 波の有 利な
点 を生か して 参加す るこ とにな って おりま すが 、ミリ 波と 比較し て、 例えば 空間分解能
が どう違 うの かとか 、そ ういう あた り、少 し書 き込ん だ方 がいい ので はない かという気
もするのですが、如何でしょうか。

【畚野委員】
報 告書 にです か。 分解能 だけ ではな くて 、ミリ 波で は検出 でき ないよ うな 物質で あり
ま すとか 、タ ーゲッ トで あると いう のが見 えて くると いう ような こと もあり ますので、
もし具体的にこの報告書に書くのが適当であるとすれば、書き加えたいと思います。

【大山会長】
加藤委員、どうぞ。

【加藤委員】
ち ょっ とお尋 ねし ますが 、こ の米欧 日と 参画す る仕 事の中 で、 今おっ しゃ ったサ ブミ
リ 波とい う技 術があ ると いうこ とは よくわ かり ました が、 全体の 技術 の中で 日本が貢献
で きるの は何 割ぐら いの ものに なる のでし ょう か。こ れが 非常に 決め 手にな るのでした
ら 、かな り割 合が多 いと 思いま すが 、後か ら行 って、 何と なく小 さい ところ だけで、お
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金 がどう いう 分担で 出す のかよ くわ かりま せん が、要 する に日本 の役 割と日 本の分担の
費 用だと か、 その辺 とい うのは 、や ってい るう ちに何 とな く日本 が参 画して いるという
ような感じにならないように危惧しているのですが。

【畚野委員】
先 ほど 申し上 げま したよ うに 、一番 初め は、ど ちら かとい うと 日本が リー ドして いる
と いうか 、日 本とア メリ カとで ミリ 波のこ うい う大き な電 波天文 の計 画があ ったようで
す 。その 中で 、日本 がサ ブミリ 波を つけ加 える とこう いう ことが でき るとい う提案をし
て 、サブミリ 波を含んだ 計画が進ん でいたわけ です。これ はまだ学者 の間の計画 であり 、
そ の後、 １０ 年以上 遅れ てヨー ロッ パがそ の計 画に入 って きた。 その 後、実 際にやる場
合 に、日 本は お金が 出な くて２ 年遅 れてし まっ た。そ れで 欧米だ けで とりあ えずスター
ト した。ただ 、サブミリ 波の一番高 い部分は日 本が参加し ないと入ら ないという ことで 、
性 能的に はか なり落 ちる という よう なこと があ って、 日本 が参加 して 欲しい ということ
になっております。
私の感 じで 、私も 宇宙 の国際 プロ ジェク トの 経験が ある のです が、 国際的 な協力とい
い ますの は非 常に難 しい ことで す。 予算年 度も 違いま すし システ ムも 違うの で、みんな
並 行して いく という のが なかな か難 しいの です 。それ から 、結局 最後 は信頼 関係で、先
に 行ける とこ ろは行 って 後から つい てくる だろ うと、 自分 たちが その ことで 牽引車にな
れ るので はな いかと いう ような 形で 先に先 行し ている と私 は思っ てい るので すが、ヒア
リ ングの 中で 、天文 台の 方々は 非常 に危機 感を 持って おら れ、こ れ以 上遅れ ると信頼関
係はなくなるというようなことを言われまして、そういう状況だと認識しております。

【増本委員】
評 価検 討会の メン バーで すの でコメ ント させて いた だきま す。 今、色 々ご 議論い ただ
い て、そ うい う点も 色々 議論い たし ました が、 私は、 この プロジ ェク トで一 番感じたの
は 、これ はボ トムア ップ の大型 研究 と理解 して います 。こ ういう タイ プの大 型研究とい
う のは、 日本 は本当 に弱 いとい うか 、少な いの です。 そう いう意 味で 言えば 、非常に強
力 なリー ダー がおり ます し、話 を聞 いてい ます と非常 に計 画もき ちん として いる。そう
言 っては 悪い のです が、 要する に欧 米追従 型の 大型研 究に 比べれ ば、 私は、 これは日本
と して進 める べきだ とい う感覚 にな りまし た。 それで 、話 を聞い てい て、こ れは是非や
っ た方がいい 。ただ、見 切り発車さ れてしまっ たというと ころがすご く気になり ました 。
欧 米諸国 は、 もう日 本な んかい なく たって 大丈 夫だと いう ような とら え方を したのか、
あ るいは 、ど うせ日 本は ついて くる ぞとい うこ とで見 切り 発車し たの か、そ こが心配だ
っ たもの です から随 分議 論をさ せて いただ きま した。 その 結果、 やは り日本 が参加して
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欲 しいと いう 熱烈な 米欧 の意思 がわ かりま した ので、 私は 、是非 これ はやる べきである
と判断をさせていただいたということです。

【末松委員】
最 後に 恐縮で すが 、今、 増本 委員の お話 にもあ りま したよ うに 、こう いう かなり 質の
高 い国際 プロ ジェク トに 対して 、日 本が少 し遅 れをと ると いうこ とが ないよ うな、今後
迅 速にこ うい うこと が進 められ るよ うなシ ステ ムとい いま すか、 意思 決定の 方法を考え
て いただ きた いとい うよ うなこ とを どこか に折 り込め ます と、こ れが 例にな って、次の
プロジェクトをやっていくときにプラスになるのではないかと思います。

【畚野委員】
わ かり ました 。こ の最後 のと ころの 、い わゆる 自助 努力と いい ますか 、ス クラッ プ・
ア ンド・ ビル ドを含 めて やられ ると いうの は、 将来の 前提 になる とい うよう なところの
一部として、そういうことがもしできましたら少し修文させていただきます。

【大山会長】
あ りが とうご ざい ました 。本 件につ いて は、こ の中 間とり まと めは、 ただ いまい ただ
き ました ご意 見を踏 まえ 、一部 修正 して評 価専 門調査 会の 中間結 論と させて いただきま
す 。なお 、最 終結論 に向 けての 修文 につい ては 、会長 と畚 野座長 に一 任いた だきたいと
思います。
続きま して 、「先 端計 測分析 技術 ・機器 開発 事業」 につ いて、 国武 座長か らご報告を
お願いいたします。

＜国武委員（座長）から、資料４に基づき説明が行われた。＞

【大山会長】
あ りが とうご ざい ました 。た だいま 説明 があり まし た中間 とり まとめ につ いて、 ご意
見等をお願いいたします。

【馬場委員】
こ れは 極めて 重要 なテー マで 、今、 座長 からご 説明 があっ たよ うに、 その 評価検 討会
の メンバー全 員が積極的 に推進せよ と言ったと いうのは、 誠にそのと おりだと思 います 。
それで 、こ のテー マに ついて は、 私も大 変興 味を持 って 色々と 取材 したこ とがありま
す が、こ の分 析技術 とか 機器開 発事 業とい うの は、研 究開 発にと って 重要な だけではな
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く て、日 本の 産業競 争力 の重要 なフ ァクタ ーに なって いる という こと が一番 大事だと私
は 感じて いま す。そ れで 、全体 的に 見ると 、研 究開発 現場 、ある いは 研究者 は若干受け
身 的にな って いる。 つま り、ア イデ アを持 って いるベ ンチ ャー企 業と か、そ ういう人た
ち が積極 的に 自分た ちの アイデ ア、 技術を 発信 して、 それ を発掘 して 結びつ けろという
こ とが柱 にな ってい るの ですが 、む しろ研 究現 場とか 研究 者が現 場か ら要請 することが
重 要であ ると 。それ がユ ーザー フレ ンドリ ーに も結び つい たもの にな ってい くというこ
とを感じています。
これは 、中 曽根内 閣の 時の貿 易黒 字を減 らす ために 、外 国の物 を買 えと言 って大量に
買 ったり した ころの 意識 がまだ 漂っ ており 、何 か外国 から まだ入 れる ような ところもあ
り ます。 それ は余談 です が。要 する に研究 現場 からこ うい うもの が欲 しいの だというこ
と をフレ ンド リーに 情報 を発信 しな いと、 うま くいか ない のでは ない かと私 は感じてお
ります。

【国武委員】
今 のと ころに つい て、こ のと りまと めは 誤解を 与え ている よう ですが 、も ともと は研
究 の現場 から 、こう いう 機器の 先端 開発を した いとい う非 常に強 い要 望に基 づいて、こ
の 事業が つく られた わけ です。 ただ 、その 中で は、大 学と か研究 機関 の研究 者だけでは
な くて、 実際 はベン チャ ービジ ネス とか、 そう いうと ころ の持っ てい る技術 が非常に大
事 で、そ れを どう拾 い上 げるか とい う部分 が見 えてい なか ったの で、 あえて その部分が
コ メント とし て出て きて 、それ がこ の中で は強 く浮き 上が ってい ると いうこ とです。も
ともとは全く研究者レベルの話だけでした。

【畚野委員】
こ れは 昔から のこ とでし て、 振り返 りま すと戦 後半 世紀以 上に わたっ て、 日本の 国の
Ｒ ＆Ｄに 対す る投資 が非 常に低 かっ た。当 時、 日本の 研究 界とい うか 、特に 大学を含め
て 貧乏だ った もので すか ら、こ うい う機器 は細 々と自 分で 作った り、 出入り の技術の好
き な人た ちと か、特 定の 企業の 特定 の部分 の人 たちが 苦労 しなが ら密 着して やってきま
し た。と ころ が、今 、馬 場委員 が言 われた よう に中曽 根補 正で、 それ がバン とインパク
トを受けたと、そういうことだと思います。
さらに 、日 本のＲ ＆Ｄ の予算 が増 えてき たと いうの は非 常にい いこ となの ですが、研
究 者たち が以 前に比 べて 急にお 金持 ちにな った 。それ で、 もうそ のこ ろに日 本にないか
ら 、しか し一 方、外 国か らは輸 入で きるか ら、 買える から という ので どんど ん外国から
買 うよう にな ってき たと いうの が現 状だと 思う のです 。た だ、こ うい う状況 が続くとい
う のは、 非常 にまず いこ とだと 思い ますの で、 これは 産業 側もそ うで すし、 研究者側も
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両 方が努 力し て盛り 立て るよう にし ていか ない といけ ない 。やは り今 、馬場 委員が言わ
れ たよう な、 研究者 に根 付かな いよ うな機 器だ けの提 案と いうこ とで 金をつ けて開発し
て済む問題ではないような気がします。

【国武委員】
全 くそ のとお りだ と思い ます 。やは り研 究者の ニー ズに基 づく 、研究 者が 研究を 通し
て 作り出 して いくと いう ことが 大事 である とい うこと が、 この事 業の 出発点 として提案
されております。

【大見委員】
こ れは 文部科 学省 の提案 です から、 研究 開発と いう のが中 心に 書かれ てい ること はそ
れ でいい と思 うので すが 、先ほ ど馬 場委員 も言 われた よう に、日 本の 産業競 争力に真っ
正 面にか かわ ってく る問 題だと いう 認識を 是非 持って いた だきた いと 思いま す。私ども
の ような 、例 えば半 導体 である とか 平板の デジ タルデ ィス プレイ とい うよう な仕事をや
っ ていま すと 、どん どん 技術レ ベル が高ま って 、計測 評価 分析装 置の 設備投 資のウエー
ト がどん どん 大きく なっ ていま す。 しかも 、そ れが歩 どま りや生 産性 そのも のを制する
と いうと ころ につな がっ てきて おり 、ここ の部 分を本 当に 強くし ない と、日 本の産業競
争力というのは保てないだろうと思うのです。
わかり いい 例を申 し上 げると 、今 、日本 の現 場も、 例え ば最終 商品 の製品 の目視検査
な んてい うの がいっ ぱい 残って いま す。目 視検 査とい うの は人間 を使 うので す。日本と
中 国の人 件費 を考え てい ただけ ると 、目視 検査 なんて いう ものを 残し た産業 技術力では
日 本は食 って いけな いと いうこ とで す。そ うい う研究 開発 だけで はな くて、 日本が食っ
ていけるかどうかというようなところに真っ正面にかかわる仕事ですよということを
我 々は非 常に 強く認 識し て、こ うい うまと め方 をさせ てい ただき まし た。で すから、産
業 のとこ ろが 弱いよ うな 書き方 にな ってい るか もしれ ませ んが、 思い はそう いうところ
が非常に強いということです。

【伊丹委員】
私 も一 般論と して は大変 大切 な分野 だと 思いま すが 、幾つ か確 認をさ せて いただ いた
上で、意見を申したいと思います。
まず、これは何を計測するかといったら、何でもだというのが答えですか。

【国武委員】
内 容は 、特定 領域 という のと 非特定 領域 という のが あり、 特定 領域で は、 バイオ 部分
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とナノ部分などという領域が指定されております。

【伊丹委員】
後 で載 ってお りま す重複 プロ ジェク トの 話とい うの は、非 常に 大切な こと だと思 うの
で すが、 ここ ではバ イオ 関係の もの がかな り多 い。そ の意 味では 、バ イオ関 係の先端計
測 技術、 ある いはそ のツ ールの 開発 という こと が一番 の眼 目であ る事 業とい うように考
えてよろしいのでしょうか。

【国武委員】
こ こで 提案さ れて いる特 定領 域はバ イオ とナノ など です。 特に バイオ だけ という こと
ではありません。

【伊丹委員】
そ うです か。 実は私 、バ イオテ クノ ロジー 戦略 会議の 委員 もやっ てお りまし て、先日、
昨 年出し まし たバイ オテ クノロ ジー 戦略大 綱の フォロ ーア ップ会 合を やった ときにも、
や はりこ の分 野の重 要性 を戦略 会議 の方々 に申 し上げ たの ですが 、ち ょうど 大見委員の
意 見と私 は全 く一緒 で、 日本の 機械 産業全 体が 戦後の ５０ 年、物 すご く発達 した。その
ベ ースに は工 作機械 と計 測機械 の産 業がき ちん と日本 でで きたこ とが ある。 産業の規模
と しては 、売 り上げ 規模 だけを 取り 上げる と、 これは 実は 大した こと はない のです。し
か し、ベ ース のとこ ろで 日本の 様々 な研究 開発 の、あ るい は技術 開発 の現場 を下支えし
た のがこ れら の産業 なの だと、 それ ぐらい の戦 略的重 要性 が、バ イオ とかナ ノとかとい
う これか ら伸 びてい くで あろう 分野 には物 すご く大き いと いうこ とを 、もっ と高らかに
う たって いた だいて 、何 でも計 測す るとい う印 象を与 える ような プロ ジェク トではなく
て 、バイ オと ナノだ と。 もちろ んそ の一部 に領 域を特 定し ない自 由度 のある 部分があっ
て も全然 構わ ないと 思い ますが 、た だ先端 技術 と言い ます と、私 なん か素人 は何でも計
測 するの かと 、こう いう ように なっ てしま い、 ミリ波 の計 測もや るの とか、 そんなこと
になってしまう。それはやはりまずいのではいかと思います。
それか ら、 もう一 つは 、この プロ ジェク トは 産学連 携の 本当の エッ センス が試される
事 業だと いう ことを 深く 認識す べき だと思 いま す。先 ほど 大見委 員が おっし ゃったのも
同 じ趣旨 のご 発言だ と思 います が、 実際に 機械 を作る とい う作業 は中 小企業 がやってく
れ るのか もし れない し、 何かや って くれる のか もしれ ませ んが、 産業 側が機 器を作る作
業 の基本 は多 分やる はず である と。 それに 対す るニー ズを ぶつけ るの は、大 学とか企業
の 研究所 の研 究者の 方た ちであ ろう と。そ この ところ のコ ミュニ ケー ション とかコラボ
レ ーショ ンが どれぐ らい うまく いく かとい うこ とが最 大の 鍵にな る。 そのた めには、単
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に ベンチ ャー 支援と か、 そうい うの ではな くて 、文部 科学 省のプ ロジ ェクト というよう
に せずに 、文 部科学 省と 経済産 業省 合同の 事業 とせよ とい うぐら いの 国とし ての取り組
む 体制が 実は 必要な ので はない かと 、そう いう ように 私は 形の上 で、 実はそ の後面倒な
問 題があ るこ とは私 も想 像がつ きま すので 、文 部科学 省と 経済産 業省 の方は 発言を嫌が
ら れると は思 うので すが 、でも 、そ れぐら いに しない と、 本当に うま くはい かないので
はないのかと思うのです。
それか ら３ 番目の 意見 は、類 似の 事業と の重 複の問 題を 既にこ こで 書かれ ております
が 、この 問題 は、私 はバ イオテ クノ ロジー の戦 略会議 のメ ンバー でし たが、 ただでさえ
少 ない、 ある いはア メリ カに大 きく 遅れを とっ ている バイ オテク ノロ ジー分 野の国全体
の 研究予 算を ばらば らに 使う、 非効 率の典 型例 になっ てし まう危 険が ある。 是非、この
総 合科学 技術 会議が 中心 となっ て、 これ全 体を 取りま とめ る強力 な事 業にす べきではな
いかと個人的には思います。
それか ら、 もう一 つだ け、こ れは 小さい こと ですが 、成 果が産 業化 される ことが大切
だ から、 プロ グラム オフ ィサー には 事業の 成否 に結果 責任 を伴う よう にする と書いてあ
る のです が、 プログ ラム オフィ サー という 立場 と事業 の結 果責任 とい う言葉 は、事業と
い う言葉 の定 義にも より ますが 、最 終的に 利益 が出る とこ ろまで 事業 の結果 責任と言っ
ておられるのかどうか知りませんが、そぐわないような気がいたしました。

【国武委員】
確 かに どうフ ォー カスす るか という こと 、それ が大 事なポ イン トで、 特定 領域と いう
の があり 、そ れとも う一 つ非特 定と 言いま した のは、 例え ば特定 領域 、その 他にしまし
て も、こ うい う基盤 的な ところ の横 断的な 部分 が強い ので 、色々 なと ころか ら入ってく
る 。応用 的な ところ から 新しい 技術 が生ま れる のであ ろう という こと で、柔 軟性は持つ
べ きであ ると 。そう しな いと、 最初 に決ま りま した、 提案 されフ ィッ クスし た形だけで
進んでいくと、これは問題だということの議論の反映です。
産学連 携に ついて は、 経済産 業省 と合同 でや れとい うよ うなと ころ までの 意見は出ま
せ んでし た。 文部科 学省 の事業 を対 象に評 価を してい ると いうこ とで したの で出ません
で したが 、意 見の中 身と しては 、実 際のプ ロト タイプ を作 る、さ らに マーケ ットを結び
つ けると いう ところ の議 論は非 常に 多くな され たので 、気 持ちと して はかな り共通であ
っ たと思 いま す。そ れか ら、関 連事 業等の 問題 も、こ れは やはり 総合 科学技 術会議等で
十分考えていただきたいことだと思います。

【大山会長】
ありがとうございました。阿部議員、お願いします。
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【阿部議員】
今 、色 々な委 員か ら色々 なご 示唆、 ご意 見をい ただ きまし て、 私もこ れに 出席し てお
り ました ので 、そこ で出 た意見 と重 複する こと がかな りた くさん あり ますし 、精神にお
い ては全 く同 感なと ころ があり ます 。そう いう ことで 、修 文につ いて は後で 会長からま
と めがあ ると 思いま すが 、今日 のご 意見を いた だいて 、は っきり アク セント が見えるよ
うにすべきところはさせていただいたらいいかと思います。
総合科学技 術会議が中 心になって コーディネ ートしろと いう伊丹委 員のご意見 ですが 、
総 合科学技術 会議がそう いう役割を 負っていい かどうかよ くわかりま せんが、一 般的に 、
そ ういっ たき ちんと した コーデ ィネ ート機 能を 持つコ ミッ ティー のよ うなと ころが責任
を 持って やる という こと につい ては 、総合 科学 技術会 議で も色々 と提 言をさ せていただ
い ております 。ほとんど は各省にか かわること なのですが 、総合科学 技術会議と しても 、
き ちんと した ウォッ チを してい くべ きだと 私は 思って おり ますの で、 そのか かわり方に
つ いては 少し ご相談 をさ せてい ただ きたい 。趣 旨はお っし ゃると おり だと思 いますが、
ど こまで 事務 的にか かわ れるか とい うあた りを 含めて 、文 部科学 省の 責任体 制もきちん
と確保した上でということで検討させていただきたいと思います。

【大山会長】
あ りが とうご ざい ました 。た だいま 各委 員から いた だきま した 意見を 踏ま え、一 部修
正 し、評 価専 門調査 会の 中間結 論と いう形 にさ せてい ただ きたい と思 います 。なお、最
終結論に向けての修文については会長と国武座長に一任いただきたいと思います。

【谷口委員】
今回の議題の全体にかかわることでよろしいでしょうか。
評価を する という のは 非常に 重要 なこと だと 思いま すが 、ただ 、評 価とい うのは一方
的 であっ ては ならな いと いう側 面が ありま すし 、評価 の限 界とい うの も、す る立場の人
間 として は深 く認識 をす るとい うこ とも大 切で すし、 それ を踏ま えた 上での ある程度の
スタンスをきちんとするということが非常に重要ではないかという気がします。
そうい う観 点から 、今 回の数 件の 評価内 容を 拝見し てい ますと 、統 一性が 必ずしもあ
る とは言 えな いよう な印 象を受 けま す。あ るも のは課 題に 対して 非常 に踏み 込んだ評価
を してい るケ ースも あり ますし 、あ るとこ ろで は必ず しも そうで はな くて、 総論的なと
こ ろでと どま ってい ると いうケ ース もあり ます 。その 各評 価検討 会が どうい うスタンス
で 、何の ため にどう いう 効果を これ に実際 に及 ぼすか とい うこと を十 分認識 してやって
お られる のか どうか とい う、こ れは 私の素 直な 疑問で す。 これが やは りある 程度の拘束
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力 があり 、あ るいは メッ セージ があ るとい うこ とにな りま すと、 昨年 度も同 じことを申
し 上げま した が、や はり 受けと める 方とし ては かなり 重い ものが あり ますの で、くれぐ
れも慎重にやっていただきたいと思うわけです。
やはり 評価 を受け る立 場には 受け る立場 の言 い分も もち ろんあ るで しょう し、そこで
議 論され た専 門家の 意見 という のも あるわ けで すから 、そ ういう こと を重視 しながら、
き ちんと スタ ンスを わき まえた 評価 といっ たも のをや って いただ きた いと私 は思いまし
た 。今回 の評 価の全 体に 関して 若干 今後検 討す るべき こと がある とす れば、 ある程度項
目 などを きち んと設 定を して、 それ に則し た焦 点を合 わせ た評価 を行 うとか 、そういう
ようなスタンスというのも必要ではないかというような印象を受けました。

【市川委員】
今 の谷 口委員 のご 指摘に 対し て、私 はあ えて反 対を 唱えた いと 思いま す。 と申し ます
の は、私がこ の評価作業 を進めてい る上で幾つ かの事柄に 出会いまし た。そのと きには 、
この大綱的指針、私はこの場では憲法と同じだと思いますが、これに立ち戻りました。
この調 査会 が原案 をお つくり にな ったの です から言 うま でもな いか もしれ ませんが、
７ ページ 以降 、第２ 章の 共通原 則と いうの があ ります 。そ の中で ９ペ ージの ５．評価方
法 という とこ ろの（ １） 評価方 法の 周知の ２行 目に「 評価 目的や 評価 対象に 応じて、あ
ら かじめ評価 方法を明確 かつ具体的 に設定し、 被評価者に 対し周知す る」となっ ており 、
１ ０ペー ジの 下の方 に（ ４）柔 軟な 評価方 法の 設定で は「 研究開 発評 価は、 その目的、
内 容や性格に 応じて適切 な評価の視 点を設ける 等、柔軟に 実施する」 となってお ります 。
さて、 今回 の５つ の評 価対象 を眺 めてみ ます と、こ れを １つの 性格 として くくるとす
れ ば大規 模と いう言 葉し かない と思 います 。具 体的に 内容 を見ま すと 、かな りサイエン
テ ィフィ ック である 南極 および アル マ計画 が入 ってお りま すし、 開発 的なも のもありま
す 。すな わち 、これ らの 評価対 象の 内容、 性格 、ある いは その目 的と すると ころはかな
り 異なっ てい るわけ です 。この 異な ったも のを Ａから Ｅま での画 一し た評価 の視点で評
価 をする とい うこと は、 私は如 何な ものか 、み ずから 原案 をつく った 大綱的 指針に反し
ているのではないかと思います。
そうい たし ますと 、そ れぞれ に対 して適 正な 評価を する ような 評価 方法を とったとい
た します と、 その報 告書 は当然 体裁 におい ても 内容に おい ても異 なっ たもの になるのは
当 然のこ とだ と考え ます 。私は 、評 価とい うの は画一 的に しては なら ないと いう信念を
持っております。これは私の信念ですから、ご反対のご意見もあるかと思います。

【畚野委員】
こ れは 評価の 対象 がみん なバ ラエテ ィー に富ん でい ますか ら、 同じよ うに やるこ との

24

方 がやは りま ずいと 私も 思いま す。 やはり お互 いにそ れぞ れ不公 平に ならな いようにや
ら ないと いけ ないと は思 います が、 ここで 今言 われた よう なＡか らＥ までの スタンスと
い うのが一応 基準点とし て決まって いますから 、それを頭 に置いてや っているわ けです 。
ただ、 例え ば私が 見ま したア ルマ 計画で は、 社会経 済上 の意義 とい うとこ ろで、経済
上 の意義 とい うのを あえ て深く やり ません でし た。こ れは 計画全 体の 意義と して社会的
な 意義の 方が 非常に 重要 だった とい うこと です 。経済 的な 意義は むし ろプラ スアルファ
で あると 最初 申し上 げま したが 、そ ういう よう な考え 方で やって おり 、それ は他の計画
も すべて そう いうよ うな 性格の 違い がある と思 います 。何 のスタ ンダ ードも なしに、そ
の 評価検 討会 の好き 勝手 にやる とい うのは よく ないこ とで すが、 今こ こでや られている
よ うな、ある 程度のガイ ドラインの 上でやるこ とは非常に 適切である と思ってお ります 。

【谷口委員】
私 も、 別にす べて 画一的 にや れとい うこ とを必 ずし も申し 上げ ている わけ ではな いの
で すが、 やは りそれ なり のスタ ンス という のが 必要だ とい うこと 、最 初に申 し上げたこ
と を非常 に強 調した いと 思いま すし 、今ご 指摘 があり まし たよう に、 あらか じめ評価方
法 という のが 、本当 に明 確に被 評価 者に提 示さ れると いう ことが 書い てあり ますが、果
た してこ うい うこと が実 際に具 体的 になさ れて いるか どう かとい うこ とも若 干疑問に思
っ たとこ ろも ありま すし 、やは りそ の辺は 、こ れから やっ ていく 上で 慎重に 考えていた
だきたいと思います。

【市川委員】
被 評価者 に示 された のが 、前回 の評 価専門 調査 会で示 され たＡか らＥ までと しますと、
大 変失礼な言 い方ですが 、被評価者 というのは ある意味の 弱者です。 そういたし ますと 、
そ のＡか らＥ までに 沿っ たよう な成 果を見 せよ うと努 力を するわ けで 、その ことが本当
に 研究目 的に とって よろ しいこ とか どうか に、 私は疑 問を もちま す。 したが いまして、
今 、谷口 委員 が言わ れま したよ うに 、それ ぞれ の対象 につ いて最 適な 評価方 法を決めた
上で、そこで生まれた評価の視点を被評価者に示すべきだと私は考えます。

【大山会長】
あ りが とうご ざい ました 。両 委員か ら大 変貴重 なご 意見を いた だきま した が、次 回の
評価専門調査会等々においても、こういったご意見をいただければと思います。
今後の 予定 ですが 、本 日、各 委員 からい ただ いたご 意見 を踏ま え、 各評価 検討会の座
長 、ある いは 参加の 議員 ・委員 によ りご検 討を いただ くと ともに 、「 第３次 対がん１０
か 年総合 戦略 に基づ く研 究開発 」、 「南極 地域 観測事 業」 につい ては 再度評 価検討会を
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開 催し、 最終 結論案 をと りまと めい ただき 、次 回、１ １月 １９日 に予 定して いる本評価
専門調査会にご提案をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
続きまして、議題２、評価専門調査会第２７回の議事録の確認です。
前回の 議事 録（案 ）は 、お手 元の 資料６ のと おりで す。 各委員 のご 発言の 部分につい
て は、書面で 事前に確認 をいただい ております ので、ご了 承をいただ きたいと思 います 。
また何かお気づきの点がありましたら、事務局までご連絡いただければ修正可能です。
それから、本日の資料の取り扱いですが、すべて公表することといたします。
そろそ ろ閉 会にし たい と思い ます 。次回 の評 価専門 調査 会、先 ほど もご案 内いたしま
し たが、 大規 模新規 の評 価の最 終結 論につ いて ご審議 をい ただき ます 。日程 について事
務局から報告してください。

【鵜戸口参事官】
次 回の 日程で すが 、事前 に調 整をさ せて いただ いて おりま して 、先ほ ども ご案内 があ
り ました よう に、１ １月 １９日 水曜 日の午 後３ 時から ５時 に開催 した いと思 います。よ
ろしくお願いいたします。

【大山会長】
これをもちまして、本日の会を閉会いたします。本日はありがとうございました。

－了－
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