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事務局：山脇統括官、松本審議官、柳審議官、上谷企画官、 松下参事官 補佐、
広瀬参事官補佐、高橋上席調査員
議

事：１．国の研究開発評価に関する大綱的指針の改定に ついて
２．国家的に重要な研究開発の事後評価について
・「アルマ計画」（文部科学省）
３．その他

（配布資料）
資料１－１

国の研究開発評価に関する大綱的指針（改定原案）

資料１－２

大綱的指針改定概要

資料１－３

大綱的指針に関するフォローアップについて（案）

資料２

国家的に重要な研究開発の事後評価の実施について（案）

資料２補足

「アルマ計画」（文部科学省）のこれまでの評価の経緯

資料３

第１１８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委員名
簿

参考資料２

総合科学技術・イノベーション会議が事前評価を実施した
研究開発に対する事後評価の調査検討等の進め方について
（平成２１年１月１９日評価専門調査会決定、平成２６年
７月４日一部改正）

（机上資料）
・国 の研 究 開発 評 価に 関す る 大綱 的 指針 （平 成 ２４ 年 １２ 月６ 日 内閣総
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理大臣決定）（冊子）
・総 合科 学 技術 会 議が 実施 す る国 家 的に 重要 な 研究 開 発の 評価 「 アルマ
計画」について（平成１５年１１月２５日）（冊子）
議事概要：
【久間会長】

皆さん、こ んにちは。 今日は、お 忙しい中お 集まりいた だきま

して、どうもあ りがとうご ざいます。 定刻になり ましたので 、第１１９ 回評価
専門調査会を開催いたします。
それでは、本 日の議題で すけれども 、議事次第 にあります ように二つ ありま
す。一つ目が「 国の研究開 発評価に関 する大綱的 指針の改定 原案」の取 りまと
め、二つ目が「 国家的に重 要な研究開 発「アルマ 計画」の事 後評価につ いてと
なっております。
それでは、まず事務局から配布資料の確認をお願いします 。
【上谷企画官】

そうしま したら、議 事次第の裏 に配布資料 の一覧を付 けてお

りますので、それも御覧になりながら確認いただければと思 います。
まず資料１－ １というこ とで、大綱 的指針の改 定原案、そ れから資料 １－２
ということで、 大綱的指針 改定概要と いうもの、 それから資 料１－３、 フォロ
ーアップについ て（案）と いうもの、 ここまでが 議題１に関 連するもの です。
それ か ら続 き ま して 、 資料 ２ とい う こと で 、事 後 評 価の 実 施に つ いて （ 案）
「アルマ計画」 というもの 、もう一つ 、資料２の 補足、これ は配布資料 一覧に
付けておりませ んが、横長 の「アルマ 計画」のこ れまでの評 価の経緯と いうも
の、それから委 員のみにお 配りしてお りますが、 資料３とい うことで、 前回の
１１８回の議事 概要（案） 、それから 参考資料と しまして委 員名簿、そ れから
参考２というこ とで事後評 価の調査検 討等の進め 方について というもの 、ここ
までがお持ち帰りいただいて結構な資料でございます。
それから、机 上資料とい たしまして 、オレンジ 色の大綱的 指針の冊子 、それ
から「アルマ計 画」の事前 評価の際の 評価結果の 冊子という ことでお配 りして
おります。
【久間会長】

ありがとうございました。

それでは、早速議題１に入りたいと思います。
国の研究開発 評価に関す る大綱的指 針の改定に 当たっては 、今年４月 に開催
しました第１１ ６回評価専 門調査会で 改定ワーキ ンググルー プの設置を 御承認
いただいた後、 ワーキング グループの 会合を７回 開催いたし まして、改 定に向
けた調査検討を進めてまいりました。
本日は、ワー キンググル ープにおい て取りまと められた改 定原案につ いて御
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審議いただき、改定案を取りまとめたいと思います。
取 り まと め た 改定 案 は、 次 回の 総 合科 学 技術 ・ イ ノベ ー ショ ン 会議 （ 本会
議）に付議し、審議決定いただくことになります。
本日の審議の 進め方です が、まず改 定ワーキン ググループ の座長を務 めてい
ただきました門永専門委員から改定原案を内容について御説 明いただき ます。
その後、評価 専門調査会 としての案 の取りまと めに向けた 討議を行い たいと
考えています。
それでは、御説明お願いします。よろしくお願いします。
【門永委員】

座長を務めさせていただきました門永でございます。

改定原案の方 はＡ４の縦 書きでホチ キスどめの ものがござ いますけれ ども、
これは字ばかり 書いてあり ますので、 そもそもの 大綱的指針 とは何ぞや という
ところから説き 起こしたＡ ４横書きの 数ページの 資料１－２ を使って御 説明し
たいと思います。
そもそも、大 綱的指針と は何ぞやと いうことが めくってい ただいた１ ページ
目に書いてあり ますが、当 然、研究開 発評価の仕 組みという 文脈の中の 話です。
科学技術基本計 画というの が定期的に つくられる わけですけ れども、そ のたび
に、それを踏ま えて、そこ にオレンジ 色で塗って あります国 の研究開発 評価に
関する大綱的指 針というも のを出しま す。今回は 、平成２４ 年に出した 指針を
改定するという ワーキング グループを 立ち上げて 議論してき た結果、改 定案を
取りまとめたということです。
この大綱的指 針というの は何に使わ れるかとい うと、左側 と右側に書 き分け
てございますけ れども、左 側は、各府 省等が行う 研究開発の 評価に際し て、そ
れぞれの各府省 の研究開発 評価指針と いうのが幾 つかござい ます。それ から、
例えば研究開発 法人だとす ると、それ ぞれの法人 ごとに評価 のルールが ござい
ますが、それの上位概念としての大綱的指針というのがござ います。
それから、正 にこの総合 科学技術・ イノベーシ ョン会議で すけれども 、ここ
でも規模の大き いものにつ いては評価 をしている わけで、そ の評価の仕 方につ
いてもこの大綱 的指針とい うのがアン ブレラのよ うにかかっ てくると、 こうい
う位置づけでございます。
それで大体、どんな中身かというと、次のページ、２ペー ジです。
これは、大綱 的指針とい うからには 基本的な方 針を定める ものであっ て、細
かいことは書いてございません。大枠でございます。
それで、そこ の図ですけ れども、上 の方の箱で 、基本的な 考え方とあ ります
が、なぜ評価を するのかと いう評価の 意義という のが５つの 箱に書いて ござい
ますが、これは 基本的に改 定を続けて きても、こ この部分と いうのはそ う変わ
るものではあり ません。幾 つか、今度 の改定では 強調すると いう部分が 出てく
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るかもしれませんけれども、項目的には毎回同じようなもの です。
先に申し上げ ますと、今 回の改定で は、左上の 次の段階の 研究開発に 連続し
てつなげると、 要するに評 価しておし まいという ことじゃな くて、それ がその
先につながって 、意味のあ るものにす るというと ころの基本 スタンスは 強調し
ておきましょうというところが今回の改定では反映されてい ます。
それから、対 象別評価の 実施という のが下にご ざいますが 、四つ、赤 い箱か
ら始まって右に 並んでいる 箱がござい ますが、ま ず、研究開 発プログラ ムとい
うのがあって、 それは大き なテーマに 対して、い ろいろな研 究開発の課 題があ
って、それをつ ないでいく とアウトプ ットがアウ トカムにな って、最後 は本来
の目的の政策で あるとか、 そこに資す るものにな るという、 こういう大 きなシ
ナリオというか 、ストーリ ー、誰がい つまでにど うやってや るのかとい うこと
を組み立てたも のが研究開 発プログラ ムで、その 次にあるの が、個別の 研究開
発課題、それか ら右の方に 行くと、研 究開発機関 そのものの パフォーマ ンスで
あるとか、研究 者の業績と いう方に流 れていきま すが、前回 の改定のと きは、
一番最初の研究 開発プログ ラムのとこ ろに相当ハ イライトを 当てて、研 究開発
プログラムその ものがいい のかどうか というのを 評価しまし ょうという のが改
定の目玉でした。
それはどうい うことかと いうと、研 究開発プロ グラムをつ くるのは、 細かい
違いはあります けれども、 基本的には 研究開発を やらせる側 の話で、研 究開発
をやらせる側、 そこがつく る研究開発 プログラム を評価しま しょうと、 これが
前回の目玉でした。
それで、四年 たってみて 、どうなっ たかという のが３ペー ジ目の上の 改定の
経緯のところで すが、前回 の目玉であ った研究開 発プログラ ムの評価と いうの
が、実は実態調 査をしたと ころ、十分 に浸透して いないとい うことが分 かりま
した。その原因 をいろいろ 議論した上 で、今回は 、そこのと ころを中心 に改定
をしています。
それから、２ 点目ですが 、第５期、 今回の大綱 的指針は、 第５期の科 学技術
基本計画に対応 しているん ですが、こ こで新しい 切り口が入 ってきまし て、超
スマート社会の 実現に向け たＳｏｃｉ ｅｔｙ

５ ．０として 国を挙げて 推進す

るとか、出口 志向― 出口のイメ ージを持っ て研究開 発をしま しょうと いうこ
とであるとか、 イノベーシ ョン創出と いうことに もっとウエ イトを起き ましょ
うというのが基 本計画で書 かれており 、それを反 映している というのが ２点目。
それから３点 目は、評価 結果が活用 されないこ とで研究者 の徒労感を 生み出
す評価疲れ。活 用されない ということ もあります けれども、 作業自体が 膨大に
なって疲れてい るという現 実もありま すので、こ こは何とか ならないも のかと
いうのが、今回の改定に当たって課題として取り組んだもの です。
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それで、今回 の改定の中 身ですが、 大枠でいう と四つあり まして、一 番上の
箱、これは冒頭 申し上げま した、何の ための評価 なのかと。 評価自体が 目的関
数になって、作 業も膨大に なって、評 価をやって おしまいと いうことじ ゃない
んですよと、そ の後につな げていくも のなんです よというと ころを、こ こで強
調しています。 かなり意識 改革の部分 、評価する 側もされる 側もスタン スの問
題がありますので、ここでもう一回確認しておこうと。
それから１、 ２、３と番 号を振った ものですが 、先程申し 上げました 研究開
発プログラムの 評価という のが浸透し ていなかっ たので、こ の原因を分 析した
ところ、大体研 究開発プロ グラムとは 何ですかと か、それか らこれは実 は、私
も最初のころ、 全然分から なかったん ですけれど も、研究開 発をやらせ る側を
評価するといっ ても、結局 やらせてい る側の内部 でやらせて いる側を評 価する
という、ある種 、構造的矛 盾のある中 で、これを やっていく ということ の難し
さなどもあって 、なかなか 浸透してい なかったん じゃないか と思います が、こ
れをもっと分か りやすく、 こういうこ となんです よというふ うに記述を 充実化
することによっ て、先に進 むのではな いかという 期待のもと に、この１ 番がか
なり目玉になって、改定の柱になっております。
それから２番 目が第５期 の科学技術 基本計画で 新たに加わ ったことに 対して
の対応ですけれ ども、アイ デアの斬新 さと経済社 会インパク トを重視し た研究
開発の促進、これはまた後で細かく申し上げます。
それから３番 目、研究開 発評価に係 る負担の軽 減。これは 具体的にこ ういう
ふうにしたらも っといいん じゃないの かというと ころを改定 の、また一 つの柱
にしております。
それから４番 目、４ペー ジ目です。 これは、結 果はこうい う形で紙に まとま
っているんです けれども、 今回は、結 局、ステー クホルダー である各省 との議
論というのを相 当重視しま した。４ペ ージにあり ますように 、左側のこ ういう
委員でやりまし たというの は毎回、皆 さんおなじ みの表だと 思いますけ れども、
ここで言いたい のは、毎回 、７回あっ たんですけ れども、全 部、各省の 実際に
これを運用して いく方に参 画していた だいて、こ こで現実は どうなって いるん
だというお話を聞きながら中身を練っていきました。
実際には７回 の会合で２ ０時間ぐら い委員会を やったんで すが、恐ら く、そ
の数十倍の時間 が、事務局 の方が行っ たり来たり しながら、 実際に実施 可能な
大綱的指針にし ようという 努力をされ たというと ころが今回 の改定の実 は一番
大きな目玉で、 実施の歩留 りがこれで 上がるので はないかな というふう に期待
をしています。
５ページ目は 、７回ワー キンググル ープをやり ましたとい う話ですが 、全部
の回に各省の方 が出席され ていました 。そのほか に、ＮＥＤ Ｏであると か、Ｊ
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ＳＴであるとか、そういうところの方も御参画をいただきま した。
それで、６ペ ージ目以降 は、先程１ 、２、３と ありました 、今回の改 定の柱
の部分ですが、 そもそもそ の研究開発 プログラム とは何だと いうことが 前回の
改定では、余り 明確に記述 されていま せんでした ので、今回 、喧々諤々 の議論
はあったのですが、こんなことではないかということで、図 にしました 。
研究開発プロ グラムの定 義というの はいろいろ あるんです けれども、 くくり
もいろいろある んですが、 要は、実際 に手を動か してやって いる研究開 発活動
― ここでは研究開発課 題という 表現になっ ています けれども 、それが 、何ら
かのアウトプッ トを生み出 して、それ を幾つか束 ねると、そ れがアウト カムに
つながってきて 、それで実 際にこうい う施策をや ろうと思っ て、それを バック
アップするよう な研究開発 課題に取り 組んできた わけですけ れども、そ の目標
に達しているの かと。そし てそれをず っと上に持 っていくと 、そもそも の政策
であるとかいうものをサポートするものになっているのかど うか。
これを、誰が いつまでに どうやって やるのかと 、評価もど ういうふう にして
やるのかという ことを一つ の流れとし てまとめた ものを研究 開発プログ ラムと
言おうというので、今回新たに定義をいたしました。
右下に書いて ありますけ れども、競 争的資金制 度等も研究 開発プログ ラムの
一つに含めてか なり広い定 義になって いますし、 実は省庁を またがって 研究開
発プログラムが 来て、それ が一つにな って、最終 的な目的を 達成すると いうと
ころまで幅広く、研究開発プログラムというのは定義できる と思います 。
それで次のペ ージですが 、では、そ れをどうや って評価す るのかとい うと、
研究開発プログ ラムという のは大体流 れになって いるわけで すけれども 、それ
を道筋と言った り、ストー リーと言っ たり、フロ ーと言った り、いろい ろな呼
び方があると思 いますけれ ども、ここ にあります ように、政 策、施策の 目的に
対して現状がど うなってい るのかと。 目的と現状 のギャップ を埋めるた めにど
んな活動をどん な手順で行 うのか。成 果の受け手 側で発現す る効果・効 用と、
結局こういうこ とをやって 出てきたも のを、どう いうふうに 使うのかと いうと
ころまで含めて 道筋として 描いたもの である。そ れを図にし たものがそ の下で
すが、先程の説 明とちょっ と重複する ところがあ りますが、 大事なのは 、その
下のところで、 研究開発プ ログラムの 評価という のは、概念 としては、 政策立
案者や推進する主体等の行動及びその結果について評価を行 う。
どこを見るか というと、 その道筋と して、妥当 性があるか どうか、こ ういう
ルートでやって いって、最 終的な成果 につながる のかどうか 。それから 、この
ようなやり方で アウトカム 目標の達成 とか、達成 見込みとい うのが果た してあ
るのかどうか。 途中で確認 するという ことも含め 、それから マネジメン トの有
効性― こういう体制で 、こうい う人材でや っていて 、果たし て最後ま で行け
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るのかと、こう いうような ところを評 価していき ましょうと いうのが研 究開発
プログラムの評価です。
実はこれは、 先程申し上 げたように 、前回の改 定でこうい う話を強調 して、
今回改定するに 当たって、 現実どうな っているか という調査 をしたとこ ろ、浸
透していない結 論であった んですが、 細かく聞い ていくと、 これに似た ような
ことを既にやっ ている。省 庁によって 分かれるん ですけれど も、それは 随分あ
りました。ただ 、こういう 定義でやっ ていなかっ たり、使っ ているボキ ャブラ
リーが違ったり というとこ ろがありま して、そう いうことも あって、大 綱的指
針で示されたも のはそれ、 自分たちが やっている ものはこれ というとこ ろで、
大綱的指針で示 されたもの をやってい ませんとい う返事にな って、ああ 、全然
浸透していない のかと最初 は思ったん ですが、い ろいろ話を 聞いている と、や
っているところ も結構あっ て、考えれ ば当たり前 の話なんで 、言われな くても
やっているという部分はございました。
それが研究開 発プログラ ムの評価で す。いずれ にしろ、こ ういうもの なんで
すよということ をはっきり させること によって、 それから今 やっている ことと
の重複も排除す ることによ って、今回 の改定の結 果、浸透度 合いは上が るので
はないかというふうに期待しています。
それから二つ 目、新しく 追加した部 分ですが、 これは第５ 期の基本計 画にの
っとった部分で すけれども 、三つあり まして、挑 戦的な研究 開発の評価 。これ
はどういうこと かというと 、最初にセ ットした目 標の達成度 だけではな くて、
途中で副次的成 果が出てく ると。思い もよらなか った結果が 出てきまし たと。
だけど、それと いうのは、 大きな枠で 考えるとい ろいろ役に 立つよねと 。それ
から最初は想定 していなか ったけれど も、新しい 領域に生か せるじゃな いかと
いうのは大いに評価しましょうというのが１点目です。
それから２点 目は、期間 ですけれど も、例えば 独立行政法 人を捉える と、中
期計画は５年と 決まってい たんですけ れども、３ 年で終わる ものがあっ てもい
いし、７年かか るものがあ ってもいい しと、それ はその性格 に応じて変 えてい
くべきじゃない ですかと。 それから、 その評価も 、毎年毎年 機械的にや って、
５年たったらや るんじゃな くて、２年 おきのもの もあるかも しれないし 、もっ
と細かく刻みを 入れたもの もあるかも しれないし 、それはも う性格に応 じて変
えていきましょうという話です。
それから３番 目は、イノ ベーション を生むため のマネジメ ントに関わ る評価。
これは、例えば 国立研究開 発法人でい うと、そこ の理事長の トップマネ ジメン
トになるわけで すが、マネ ジメントの 評価という と、これま ではどちら かとい
うと、内部統 制の仕組 み― ちゃんと契約は 公正にや っている のかとか 、情報
の漏えいに関し てはしっか りと手を打 っているの かとか、そ れから何を やって
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いるのかという 、いわゆる チェックリ スト的な、 管理的なも のが多かっ たんで
すけれども、そ れはそれで やるとして 、そこの組 織の長がい かにして研 究者た
ちをモチベート して、イノ ベーション が起こるよ うな方向に 仕掛けてい るか、
ドライブしてい るかと、こ ういうこと をイノベー ションを生 むためのマ ネジメ
ントとして評価しましょうと。これを強調しています。
かなりチェッ クリストを チェックす るのは定量 的で簡単な んですけれ ども、
イノベーション を起こすよ うなマネジ メントをし ているのか というのは 、なか
なか定性的な話 で難しい中 で、それが ちゃんとで きていない とイノベー ション
は起こりません ので、それ を何とか工 夫してやっ ていきまし ょうという ことを
ここで強調しています。これが２点目です。
それから三つ目の評価疲れへの対応。９ページです。
先程もちょっ と申し上げ ましたよう に、もう既 にやってい ますと。名 前は違
いますけれども 既にやって いますとい うようなと ころもあり ますし、ほ かにも
各省においては 、いろいろ な評価の仕 組みがあり ますので、 重なるのは 極力排
除しましょうと 。今までや っているや つを全部や った上で、 また別枠で 、この
一つの目玉にな っている研 究開発プロ グラムの評 価をやるの は、単に負 荷がふ
えるだけですの で、そこは よく分かっ た上で、重 なりのない ようにやっ ていき
ましょうというのが一つ。
二つ目は、評 価結果。こ れを、研究 者の意欲向 上につなが るように共 有化し
て、それを次に 生かすと。 もっと言う と資源配分 、予算とか 人事にも反 映して、
やはりいい成果 が出たら、 いいリター ンがあると 、そちらの 面でですね 、そう
いうところまで踏み込んでいこうじゃないかというのが２番 目。
それから３ 番目は、 評価にか けるリソー ス― 人、金、時間 なんです けれど
も、これが十分 なのかと。 大体、評価 の作業量は 膨大なんで すけれども 、それ
は必要なものに 絞っていく として、質 の高い評価 をするのに 、外部の評 価委員
も含めて、しっ かりとその リソースを 確保できて いるのかと 。いつも同 じよう
な顔ぶれで時間 を細切れに してやって いるんじゃ ないのかと いう、そう いうと
ころから来てい るんですけ れども、そ こは、しっ かりとやっ てほしいな という
のが今回の改定にあらわれています。これが三つの柱です。
それから、実 はもう一つ 、対象別評 価、先程の 話は、主に 研究開発プ ログラ
ムという大きな くくりだっ たんですが 、個別の評 価の仕方と いうのは特 に大き
な改定はしてい ません。し いて言えば 、自己評価 が評価の基 盤ですよと 、規模
の大きなものや 重要なもの は外部評価 や第三者評 価を実施し てください ねとい
うところは強調 しています 。これはど ちらかとい うと、一個 一個粒々の 研究開
発課題に関する 評価に関し てです。そ れから、も ちろん研究 者に関して の評価
に関してです。
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それで、最後です。
これをもっと きちんとフ ォローアッ プしていき ましょうと いう話が最 後のペ
ージです。
歩留りを考え て、先程か らくどくど 言っていま すように、 各省庁との 対話と
いうのに物すご く時間をか けて、しっ かりとこれ を使ってい ただくとい うこと、
なるべくそうな るように時 間をかけて きたんです が、さらに それにフォ ローア
ップをしましょ うというこ とで、主体 はこちら、 ＣＳＴＩに なるんです けれど
も、山のように フォローア ップの項目 のリストは つくりまし た。でも、 すぐに
は全部できない ので、下に ありますよ うに、まず はどういう 取組をして います
かと。自分の省 では、幾つ かある項目 を束ねて、 ここに研究 開発プログ ラムの
評価をここに入 れて、こう いうふうに やると効率 よくできま すよみたい なノウ
ハウ、知見を蓄積して、それを共有化する。
それからもっ とやりやす い評価の仕 方がありま したと。研 究開発プロ グラム
の、例えばフロ ーチャート の書き方と いうレベル まで含めて 、そういう ことを
共有化していく と大分レベ ルアップす るんじゃな いかという ことで、で きると
ころから始めましょうというのが現実的なフォローアップの ステップで す。
それをどうす るかと、い つやるかと いうことで すが、すぐ にやっても 多分、
まだ余り実態が 出ていない と思うので 、１年ぐら いたってか ら定期的に こうい
う調査をして、 集まって、 それで共有 化をしてい きましょう という現実 的なフ
ォローアップの プランにな っています が、現実的 なだけに、 必ず実施し ていこ
うと、こういう意気込みでつくっております。
私からは以上でございます。
【久間会長】

どうもありがとうございました。

それでは、た だいま御説 明いただき ました評価 結果原案に つきまして 、御意
見等ありましたら、お願いいたします。
【尾道委員】

今回、新し い改定の中 で、特に目 玉として取 り上げられ ている、

アイデアの斬新 さと経済社 会インパク トを重視し た研究開発 の促進とい う、こ
れはすごく項目として、私はすごくいいと思います。
やはり、チャ レンジング な研究開発 を評価して いく中で、 その性質に 応じて、
波及効果である とか、余り 定量的な評 価だけにと らわれて定 性的な面で の評価、
そういったとこ ろも、中で 記述がござ いますけれ ども、そう いったとこ ろもと
っていかなけれ ばいけない と思ってい ますし、実 施期間の長 さでありま すとか、
あるいは研究開 発の内容に 応じて、少 しその中の 評価項目を 変えていっ たり、
あと、マネジメ ントのとこ ろ、これは 実際にブレ ークダウン して落とし ていく
ところではなか なか難しい ところもあ るかと思い ますが、や はり権限で ありま
すとか、あるい は実際にど んな施策を とったかと いうところ をいかに拾 い上げ
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ていくかという ところは、 一つの大き なプロジェ クトやテー マを推進し 、成功
させるポイント だと思いま すので、実 際にこれを 、これがで きたところ で、実
際の現場での運 用というこ とですと、 それぞれの プロジェク トにおりて いくと
ころで、これを どう使って いくかとい うところに かかってい るかと思う んです
が、そこは工夫 が一つ要る とは思うん ですが、こ ういった形 でまとめら れたの
は非常にいいと思いますので、ここ、意見としてポジティブ に受け止め ます。
【久間会長】

どうもあり がとうござ います。ほ かに御意見 等、ありま すでし

ょうか。
【天野委員】

私は現在、 二つの国立 研究開発法 人の方に関 わっている んです

が、今回の改定、非常にいいと思います。
というのは、 各省庁さん によって、 いろいろな 考え方があ るのはよく 分かり
ます。国立研究 開発法人を 沢山お持ち のところほ ど、やはり これは今、 生かさ
れている方向に あると思う んですが、 どちらかと いうと国立 研究開発法 人を少
なく持っている 省庁さんは なかなか意 識改革が難 しいようで 、やはりこ ういっ
たものを明確に 出していた だいて、し かも新しい ものという ことで、非 常に私
にとっては喜ばしいというか助けになることだと思っていま す。
お願いがある のは、評価 結果の公表 というのは 書いてあり ますけれど も、活
用の方で、是非 これをちゃ んと知らせ るような形 で出してい ただけると 、より
効果が上がるんではないかなという気がします。
よろしくお願いします。
【久間会長】

どうも、非 常に皆さん ポジティブ な御意見を 頂きまして 、あり

がとうございます。
【石田委員】

私も非常に ポジティブ で、いいも のをつくっ ていただい たなと

いうふうに思います。
ちょっと思い 返しますと 、３年ぐら い前に研究 開発法人の 評価のワー キング
で御一緒させて いただきま して、そこ でも新しい イノベーテ ィブな評価 の方法
をまとめさせて いただいた わけであり ますけれど も、実際に あれが適用 される
場面においては 、なかなか そこの精神 が浸透しに くかったと いう体験を 持って
おりまして、そ こで、最後 にフォロー アップが大 事だよとい う御認識は 本当に
すごいと思うの ですが、フ ォローアッ プも是非、 ＣＳＴＩと してきちん とやっ
ていくということの重要さを指摘させていただきたいと思い ます。
ありがとうございました。
【久間会長】

どうもありがとうございます。

【白井委員】

私の方は、 今回、ワー キンググル ープに参加 していただ いて、

議論をする側で 参加させて いただきま したけれど も、非常に 、門永座長 初め、
事務局の方も非 常に努力さ れて、最初 は非常に議 論がばらば らになって いたん
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ですけれども、よくまとめていただいたと思います。
私の方の意見 としては、 今、石田先 生がおっし ゃった最後 のところで 、フォ
ローアップです ね。やはり 議論をずっ と聞いてい ても、どん ないい指標 ができ
ても、それをい かに使える か。使って 、しかも良 い、いろい ろな評価が ありま
すから、良い評 価もあれば 、うまくい かなかった 評価もある 。研究はう まくい
っても評価が余 りよろしく なかった、 そういった 事例を蓄積 していって 、良い
事例、悪い事例 も含めて蓄 積して、そ れを情報共 有すること が非常に大 事だと
思います。
それについて は、ここで いうところ のフォロー アップ、一 番最後のペ ージ、
１１ページに書 いてあるよ うなフォロ ーアップを していくこ とになるん ですけ
れども、このフ ォローアッ プを１年後 に突然でき るわけがな くて、やは りこの
ＣＳＴＩなり、 事務局なり に、リソー スがつき、 予算がつい ていかなけ れば、
実際、こういった情報の蓄積を共有できないと思うんです。
ここから少し 事務局への 質問になる かと思うん ですけれど も、こうい ったフ
ォローアップを するための 仕組み、ま だスタート はしていな いと思うん ですけ
れども、来年度 に向けての 予算化とか 、そういう 準備をされ ているのか という
ことと、それか ら、この指 針自身も、 これだけで 出てはなか なか理解さ れにく
いと思うんで、 前回もそう でしたけれ ども、解説 書なり、そ ういったも のをま
た用意されるか と思うんで すけれども 、そういっ た準備のほ どはどうな ってい
るのかというのは、ちょっとお伺いしたいと思います。
【上谷企画官】

フォロー アップに関 しては、白 井委員の御 指摘のとお り、急

にやっても、や はりちゃん とした実の あるフォロ ーアップは できないな と。そ
のためのやはり データ集め なり、要す るに現状把 握をちゃん としなけれ ばいけ
ないなというふうに思っています。
今、まだ具体 的にこうだ と申し上げ るレベルに はないんで すけれども 、年度
が明けたら、具 体的に各現 場がどうい う状況にな っているか ということ を調べ
ていって、デー タを蓄積し て、それで 、どういう 形になるか 分かりませ んが、
フォローアップ という場を 持ちたいな というふう に思ってお ります。予 算の話
は、ちょっとま だ何とも言 いようがな いのですが 、事務局と しては予算 にかか
わらず、活動をしていきたいなというふうに思っております 。
解説書につい ては、そう いうデータ 集めなり何 なりをして 、それから いろい
ろな現場の声を 聞いていく 中で、必要 だなと思え ばつくって いきたいな と思っ
ています。現時点で、つくるかどうかはまだ決めておりませ ん。
【久間会長】

各省庁もＣ ＳＴＩも、 それぞれプ ログラムと いうのは、 非常に

チャレンジング なプログラ ムもあれば 、あるいは 着実に成果 が出るもの もあり
ますね。ですか ら、評価の 仕方という のがやはり 違うべきな んです。そ れでそ
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ういうケース・ バイ・ケー スで評価す るんだぞと いうことを 、こういう 大綱的
指針にまとめたというのが非常に重要なことだと思うんです 。
ですから、省 庁、我々も 含めて、こ れを正しく 使うという ことが非常 に重要
だと思うんです 。悪用され たら大変な ことになる と私は思い ます。正し く使う
と、非常に大きな効果を生むと思います。
【松橋委員】

大変御尽力いただきまして、ありがとうございます。

今、座長がお っしゃられ たとおりだ と思うんで すが、私、 実際にこれ を適用
する場合に、一 つ難しい点 は、やはり 評価者の選 定というと ころかなと 思いま
す。
例えば１６ペ ージを拝見 しますと、 ３ポツの一 番最後の３ 行ですね。 外部の
専門家を活用す る場合に、 更に専門家 の能力や構 成は評価の 品質や正当 性に大
きな影響を与え ることから 、評価対象 の特性等に 応じて適切 な専門家を 選任す
ることが重要で あり、専門 家を指名す る側の役割 、責任は極 めて重いと 、こう
なっていますね 。具体的な プロジェク トというこ とになった 場合に、日 本の場
合は非常に多岐 にわたる、 数多くの研 究開発プロ グラムが走 っていて、 それぞ
れに評価者が選 定されてい ると。しか し、プロジ ェクトも非 常に内容が 多岐に
わたっていて難 しいですか ら、それを 適正に評価 できるとい うのは、か なり能
力とバランスと 、研究とい う意味での 能力も必要 ですし、実 務という意 味での
能力も必要です し、本当は 人間性とか 、そういう ものもない と、ただ単 にいじ
めてやろうとか 、そういう ことでは非 常に間違っ た方向に行 くわけです し、総
合的な能力が求められると思うんです。
だから、ここ の運用が一 番の肝だと 思います。 そこを見え る化すると いうの
は難しいことだ と思います が、是非、 ＣＳＴＩの 方から各機 関に周知し ていた
だいて、何とか 知恵を絞っ ていただく ようにして いただける のがいいの かなと
思います。
【久間会長】

的を射たア ドバイスを 頂きまして 、どうもあ りがとうご ざいま

す。それではほかに御意見は。
【庄田委員】

門永座長か ら「大綱的 指針とは何 ぞや」を含 めたご説明 をいた

だき、非常によく理解することができました。
７月の評価専 門調査会で の「大綱的 指針改定の 方向性」の 議論のとき にも研
究開発プログラ ムの概念の 重要性につ いて議論が あったと思 います。今 回、各
府省と対話を重 ねられて改 定案に至っ たというこ とですが、 例えば内閣 府のＳ
ＩＰは研究開発 プログラム であるいう 理解はよく 浸透してい る一方、ほ かの府
省庁の場合には 、資料１－ ２の６ペー ジにある「 研究開発プ ログラムと は」の
中の研究開発課 題と研究開 発プログラ ムを少し混 同している のではない かと感
じます。政策・ 施策・分野 ・研究開発 課題を包含 して「研究 開発プログ ラム」
－12－

という概念があ るというこ とを、各府 省それぞれ に浸透・共 有すること が大変
大事ではないかと思います。
このことを各府 省でしっか り捉えて、 それぞれで 「研究開発 プログラム 」が一
体幾つ進められ ているかが 見えると、 日本全体の 科学技術政 策が見える のでは
ないかと思います。
【門永委員】

具体例を見 ながらやっ ていかない と、結局、 机上の空論 になっ

てしまうと思う んです。で すから、ま ず、小さい ところから 始めなきゃ いけな
いと思うんです けれども、 各省で、こ の定義に従 って、今や っているこ とはこ
ういう形で研究 開発プログ ラムとして まとめられ ますという ものを書い てもら
って、それが出 てきて、事 務局の方が 中心になる と思うんで すけれども 、思い
違いであるとか 、それから ひょっとし たら、もっ といいアイ デアが出て くるか
もしれないんで すけれども 、そういう ことを繰り 返していか ないと、つ くり込
んで、一気に落 としても、 またなかな か浸透しな いんじゃな いかと、そ んなア
プローチで、今 、庄田さん がおっしゃ ったような ことを実現 していくの がいい
んじゃないかなというふうに思います。
【安浦委員】

どうも非常 に大事なこ とをまとめ ていただい て、自分自 身が評

価者側になるこ とと、評価 される側に なる、両方 の立場、大 学の場合は そうい
うことが多いわ けでござい ますけれど も、先程松 橋委員の方 から非常に 重要な
ことを御指摘い ただいたん ですけれど も、３ペー ジの方で、 改定の方向 のとこ
ろで、評価は受 動的なもの でなく、そ の後の意思 決定に生か していくた めのも
のであるという 、これは非 常に重要な ポイントだ と思うんで すけれども 、その
ためには、やは り評価の信 頼性という か、評価を 受けた人も 納得するし 、評価
をした人も納得したものが出ていくということが非常に重要 だと思うん です。
その場合、二 つの方向で 、一つは時 間軸におけ る一貫性と いうのが非 常に重
要で、採択のと きに評価さ れたときに は右に走れ と言われた のに、最終 の評価
では、何で右に 走ったんだ 、左の方が 良かったん じゃないか と、それは その世
の中の環境が５ 年もたてば 変わってい るのに違う ことを言わ れることが あると。
それから、評 価者側にな ってみると 、採択時に 評価した人 と、最後の 評価を
する人が違って いると、採 択時にどう 言ったかと いうことが 必ずしも最 終評価
側に伝わってい なくて、そ れを受ける 側からする と矛盾した 、言われた とおり
にやったのに逆 のことを言 われちゃっ たという、 そういうこ とが起こら ないよ
うにするということが一つ。
それから、今 度は分野に よる一貫性 。経済産業 省でやった ときには右 に行け
と言われたのに 、文部科学 省でやると 左に行けと 言われる。 もちろん、 それは
ある程度施策の 基本方針が 違うんで、 当然の場合 もあるんで すけれども 、必ず
しも国の政策と して一貫性 が本当に保 たれている かどうかと いうことが 、やは
－13－

り評価を受ける側からすると、ちょっと分かりづらい。
逆に評価する 側に立つと 、今は経済 産業省だか らこういう 施策のもと でやっ
ているから、文 部科学省で 同じような 評価をされ ているにも かかわらず 、ここ
はこういう視点 でやってく ださいとい うことを明 確に言って もらった方 が、逆
にいいと思うんです。
その辺の運用 にこれを、 精神をどう やって落と していくか ということ が非常
に重要になるんじゃないかというふうに感じました。
【久間会長】

やはり松橋 先生のおっ しゃったよ うに、それ ぞれのプロ グラム

に対する評価委 員長と、そ れから評価 委員ですね 。このレベ ルといいま すか、
質、これが最も 重要ですよ ね。それか ら各省庁に よって、要 するに言う ことが
違うじゃないか というのは 、場合によ ってはそれ はあっても いいと思う んです。
経済産業省は当 然、出口志 向だし、文 部科学省は ベースをや るんだと。 だから、
違ったことを言 ってもいい んだけれど も、一つの プログラム の中で、そ ういう
問題が発生した ときに、や はりそれを ちゃんと全 体を取りま とめるのは ＣＳＴ
Ｉの役割ではないかと思います。
皆さん、ほかに御意見は。どうぞ。
【松岡委員】

非常に良い内容でまとめていただいたと思います。

私が感じまし たのは、正 に改定案の はじめにの ところで、 評価を受け るとい
うことは、本来 受動的なも のではない と書かれて いるのです ね。この認 識が現
場の研究者にも 浸透すれば 、国全体と して非常に いい評価体 制というか 、研究
運営体制、国の 事業として 非常に積極 的にアウト プット、ア ウトカムを 出せる
体制が出来上がるのではないかと思いました。
今まで、私も 昔ちょっと 研究畑にお りましたけ れども、研 究全体、研 究者に
とって研究の流 れがあると すると、最 初の申請の 時点で一生 懸命、研究 費を頂
戴したいために 努力して、 申請の作業 をいたしま す。その後 は、もう当 然です
けれども、研究 課題そのも のについて 時間を費や します。そ こで成果と して、
報告書なり、あ るいは途中 で論文にま とめたりと いうことま で出せば、 一応、
その研究は終わ りというふ うな認識だ ったんです けれども、 これからは 、今の、
本来受動的なも のではない というとこ ろからする と、評価を 受けること も研究
の中の一つとい うふうに考 えて、最初 、申請で作 業を行いま すね。当然 ですけ
れども、大部分 の時間は研 究の実施そ のものに費 やし、最後 に評価を受 けると
ころまでも、最 初のスケジ ュールに入 っていると いうぐらい の認識に、 現場の
研究者がなれば、非常に大綱は生きてくるというふうに感じ ました。
【西島委員】

かなり似た ようなこと になってし まいますけ れども、今 、私は

大学におります 。大学も、 本当にいろ いろな評価 を受けてお りまして、 大学基
準協会というの が７年に１ 度評価をす るわけです けれども、 その中で、 今、一
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番強く言われて いますのは 、大学の中 の自己点検 、これを内 部の質保証 という
ことでやりなさいということなんです。
今、松岡先生 がおっしゃ ったことと 通じるんで すけれども 、その中で 、評価
というのは受動 的なものじ ゃなくて、 それを自ら 生かすもの だというこ とを非
常に強く言われ ておりまし て、それは そのとおり だと思いま す。その中 で、や
はり、我々、評 価を受ける 中で松橋先 生がおっし ゃったよう に、評価を する人、
これがとても大 事で、その 両者がうま く、ある意 味、ウイン ・ウインの 関係で
生かされていくことが非常に重要だというふうに思います。
【関口委員】

私も議論に 参加させて いただいた ので、ここ では多く申 し上げ

ることはないん ですけれど も、感想と して言える のは、今回 、一番大き な目玉
だったのは、私 はいわゆる 負担の軽減 ですね。評 価疲れをな くすという ことが
結構議論の焦点であったかと思います。
研究が目的で あって、そ の評価のた めに時間が とられたり 、手を煩わ される
というのは余り 好ましいこ とではあり ませんので 、その辺の 基準を今回 きれい
にしてあげた、 分かりやす くしたとい うことは、 大変大きな 前進ではな かった
かと思います。
それと構成も 、前回の大 綱的指針に 比べて大き く入れかえ をしまして 、前回
がちょっと分か りにくいか ったところ があったの が、今回す っきりした という
のも大きな前進ではなかったかと思います。以上です。
【久間会長】

どうもありがとうございます。よろしいでしょうか。

【門永委員】

いろいろとコメントありがとうございました。

２点補足なん ですけれど も、実は、 文部科学省 は国立研究 開発法人を 沢山持
っていまして、 １０個近い んですけれ ども、この 研究開発プ ログラムの 図が公
になる前に、実 は研究開発 法人の一つ で、こうい うのを書い て評価をし ている
ところがありました。
その部会に私 は属してい るんですけ れども、大 体、字がば っと書いた やつを
見ながらやって いるんです が、それを こういう絵 に直して、 それで評価 をした
ところがありま して、評価 する側から すると、非 常に使いや すかったで す。で
すから、やはり やってもら わないと良 さは分から ないという ところがあ るかな
と思います。
それから、２ 点目は、研 究開発の長 のイノベー ションを起 こしている かどう
かという、この 評価の仕方 なんですけ れども、先 程、定性的 で難しいと いうふ
うに申し上げました。
これは、これ とこれとこ れをやるべ きという指 針をつくっ てやりなさ いと言
ってもできる話 ではないで す。研究開 発機関のや っている内 容にもより ますし、
そのトップの個 人のスタイ ルにもよる わけです。 最終的にイ ノベーショ ンが進
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めばいいわけですから。
それで、実は これも文部 科学省なん ですけれど も、それぞ れの長の人 がどう
いう工夫をして いるか、今 ヒアリング をかけてい まして、そ れから何に 困って
いるか。それか ら、文部科 学省の外で も、民間企 業の中央研 究所のトッ プの方
にも何人かイン タビューを して、ノウ ハウ集をつ くっていま す。こうす るとう
まくいくんです よというの を見てもら って、その 中で自分の 使えそうな やつを
使って、それで少しやってもらうと。
ですから、い きなりイノ ベーション を促進して いるかどう か評価しま すよと
言っても、ちょ っとフェア じゃないの で、最初の 二、三年は ノウハウを シェア
するところから 始めようじ ゃないかと いうことで 、文部科学 省はそうい うこと
をやっています ので、その 形ができて くると使え るんじゃな いかなとい うふう
に思いました。
それで最後に なりますけ れども、本 当に委員の 先生方には ２０時間プ ラス、
これを読む時間 も含めると 膨大な時間 を使ってい ただいたと いうこと。 それか
ら、各省の方に も毎回出て きていただ いて、何よ りも事務局 の方がその 何十倍
の時間も使って 、これをう まくいかせ るためのす り合わせと いうのを事 前にさ
れてきたという のが今回の 舞台裏の最 大の目玉だ ったと思い ますので、 この場
をかりて、皆様に感謝をしたいと思います。どうもありがと うございま した。
【久間会長】

どうもありがとうございました。

そうしました ら、本日の 議論を踏ま えまして、 最終的な取 りまとめは 会長で
ある私に一任させていただいてよろしいでしょうか。
どうもありがとうございました。
本当に門永委 員には座長 として７回 のワーキン ググループ 、通常、２ 回か３
回なんですけれ ども、７回 ワーキング グループを 開きました 。それで、 改定原
案の取りまとめに御尽力いただきまして、本当に厚く御礼申 し上げます 。
また、ワーキ ンググルー プに御参加 いただきま した専門委 員の先生方 におか
れましても、御 多忙中のと ころ精力的 に議論を行 っていただ き、誠にあ りがと
うございました。
それから、私 からも事務 局の皆さん 、本当に頑 張ってくれ てどうもあ りがと
うございます。
どうもありがとうございました。
それでは続き まして、二 つ目の議題 であります 国家的に重 要な研究開 発の事
後評価についてに移ります。
事後評価の対 象は、文部 科学省のア ルマ計画で す。まず事 後評価を実 施する
に至る経緯と、評価の進め方について、事務局から説明して ください。
【上谷企画官】

そうしま したら、資 料２と資料 ２補足を御 覧いただけ ますで
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しょうか。
まず、資料２ の補足の方 で簡単に概 要を御説明 いたします と、このア ルマ計
画といいますの は文部科学 省の方で進 められてい るものでし て、南米チ リのア
タカマ高地、標 高５，００ ０メートル の高地に巨 大な電波望 遠鏡を建設 しよう
というプロジェ クトでござ いまして、 日米欧でい わゆる、こ れは本格的 な国際
協力でやろうというものです。
総建設費が１ ，５００億 円で、その うち日本が 負担するの が２５１億 円の建
設費、それから 運用費とし て、毎年３ ０億円を負 担していく というもの でござ
います。これは概要でございます。
それで資料２ の方に戻っ ていただき まして、ア ルマ計画に つきまして は、平
成１６年から２ ５年までと いうことで 進められて おりまして 、建設自体 は２５
年まで進められ ておりまし て、実際、 運用は今後 まだ３０年 ほど続くと いうも
のでございます。
今回、評価に 当たりまし ては、建設 が終わった 段階で事後 評価をする という
ことで当初から予定していたものでございます。
２５年度に終 了していた んですけれ ども、その 後、本格運 用から３年 経過し、
ある程度成果が 出てきたと いうことで 、実を言い ますと、文 部科学省の 方から
ある程度成果が 出てから評 価していた だけないか という話が ありまして 、３年
ほど待って事後評価するというものでございます。
それから、２ ポツの方へ 行きまして 、いつも書 いてあるこ とですが、 評価に
当たりましては 非公開の評 価検討会を 設置しまし て、調査検 討を進めた いとい
うふうに思っております。
裏面の方をお願いします。
スケジュール ですけれど も、本日、 キックオフ をさせてい ただきまし て、年
明け１月から２ 月にかけま して評価検 討会を２回 開催いたし ます。それ で３月、
年度末になりま すけれど も、そこで 評価専門調 査会を開催 して、評 価結果
（案）を取りま とめという ふうなスケ ジュールで 考えたいと いうふうに 思って
おります。
説明は以上です。
【久間会長】

どうもありがとうございました。

今後、本件の 具体的な調 査検討につ いて、評価 検討会の場 で進めてい きたい
と思います。また、御協力よろしくお願いいたします。
以上をもちま して、本日 予定しまし た議事は全 て終了いた しましたが 、全体
を通して何かございますでしょうか。
ありがとうご ざいます。 本日の配布 資料及び、 前回１１８ 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。
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最後に今後の予定などについて、事務局から説明お願いし ます。
【上谷企画官】

次回、１ ２０回評価 専門調査会 は、平成２ ９年３月２ ８日、

火曜日、１３時 からという ことで、場 所は本日と 同じ６２３ 会議室で予 定して
おります。
議題としまし ては、現時 点の予定で は、先程御 説明しまし たアルマ計 画の事
後評価結果案についてということで考えております。
以上です。
【久間会長】

ありがとうございました。

以上をもちまして、閉会いたします。どうもありがとうご ざいました 。
－了－

－18－

