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総合科学技術・イノベーション会議評価専門調査会研究開発
法人部会

構成員一覧

（机上資料）
・国の研究開発 評価に関す る大綱的指 針（平成２ ８年１２月 ２１日

内閣

総理大臣決定）（冊子）
議事概要：
【久間会長】

皆さん、こ んにちは。 お忙しい中 お集まりい ただきまし て、あ

りがとうござい ます。定刻 になりまし たので、た だいまから 第１２１回 評価専
門調査会を開催いたします。
初めに、今年 度から新た に評価専門 調査会の構 成員に御就 任いただい た３名
の方々を事務局から御紹介させていただきます。
【板倉企画官】

それでは 、配布資料 の参考１、 評価専門調 査会委員名 簿を御

覧いただきたいと思います。
今年度から御 就任いただ きました委 員につきま して、事務 局からお名 前を読
み上げさせてい ただきます ので、各委 員から簡単 な御挨拶を 頂けたらと 思いま
す。
まず東京大学大学院、小澤先生、本日御欠席となっており ます。
続きまして、ＮＴＴアドバンステクノロジ、桑名委員。
【桑名委員】
【板倉企画官】

桑名でございます。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。

株式会社日立製作所、鈴木委員。
【鈴木委員】
【板倉企画官】
【久間会長】

鈴木です。よろしくお願いいたします。
御就任は３名、以上になります。
どうもありがとうございました。

それでは、本 日の議題で すが、議事 次第に示し ていますと おり、一つ 目の議
題は、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
の評価の見直し （案）につ いて。二つ 目の議題は 、特定国立 研究開発法 人の見
込評価等及び次 期中長期目 標の内容に 対する意見 ・指摘事項 の考え方（ 案）に
ついてとなっております。
それでは、事務局から、配布資料の確認をお願いします。
【板倉企画官】

それでは 、議事次第 の裏面を見 ていただき たいと思い ます。

配布資料一覧に なってござ います。こ ちらに基づ きまして確 認させてい ただき
ます。
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※ 資料 １－ １、 資料 １－ ２、 資料 １－ ３、 資 料１ －４ 、資 料２ －１ 、資 料
２－２、資料２－３、資料２－３別紙１、資料２－３別紙２ 、資料３、
参考 １、 参考 ２、 机上 配布 資料 （特 定研 究 開発 法人 の資 料、 研究 開発 の
大綱的指針の冊子）を確認。
過不足等ございましたら御指摘いただけると幸いです。
【久間会長】

よろしいですか。

それでは、議題１に入りたいと思います。
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
価の見直し（案）についてです。
前回の第１２ ０回評価専 門調査会で は、国家的 に重要な研 究開発の評 価の見
直しについて御 議論いただ きました。 本日は、こ のＣＳＴＩ 評価の見直 しに向
けて、今後の具体的な運営について議論していただきたいと 思います。
それでは、資料について事務局から説明をお願いします。
【板倉企画官】

それでは 、議題１に 関しまして 事務局より 配布資料の 説明を

させていただきたいと思います。
まず、資料１－１と１－２を御覧下さい。
１－１に関し ましては、 前回３月の １２０回評 価専門調査 会での議論 を簡単
にまとめさせて いただいた ものです。 資料１－２ に関しまし ては、前回 お配り
させていただい た議論のた たき台につ きまして、 再度配布さ せていただ いてい
るものです。
１－１と１－ ２の５ペー ジ目、特に 運営案とい うところを 開いていた だきま
して、この二つの資料をもとに御説明させていただきたいと 思っており ます。
特に、５ペー ジ目の新方 式というと ころなんで すけれども 、赤字で書 かせて
いただいたものが運営に係る具体的な変更案になってござい ます。
国家的に重要 な研究活動 の評価に関 しまして、 平成１４年 度から実施 してお
りますが、前回 、更に効率 性と実効性 を図るとい う観点で見 直しについ て議論
させていただきました。
課題としまし ては三つご ざいまして 、課題１と しましては 大規模評価 の選定
基準が機械的で はないかと いうこと。 課題２とし ましては、 評価結果に 対する
フォローアップ がないので はないかと 。課題３と しましては 、各省評価 とＣＳ
ＴＩ評価の役割 分担が曖昧 ではないか ということ で、整理さ せていただ いたも
のです。
課題１に関し ましては、 対応としま しては、科 学技術政策 上の観点か ら評価
対象とする案件 を判断する ということ で、具体的 な運営とし ては、評価 対象の
選定基準につい て、約３０ ０億円以上 の研究開発 のうち、科 学技術上の 重要性
に鑑み、評価専 門調査会が 評価対象と する案件を 判断するよ う、この点 でＣＳ
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ＴＩの本会議決 定を改定し たいと思っ ております 。それに基 づきまして 、本年
９月に評価対象を決定していきたいと思っております。
課題２につき ましては、 今まで必要 に応じて行 っていた中 間評価に関 しまし
て原則実施する ということ で、こちら についても ＣＳＴＩ本 会議決定に つきま
して変更を加え たいと思っ ております 。また、フ ォローアッ プ調査とい うのを
行っていたんで すけれども 、これを中 間評価に統 合させると いうことで 廃止さ
せるということです。
課題３に関し ましては、 また後ほど 資料１－４ で具体的に 説明させて いただ
きますが、具体 的な案件で の評価実績 を積み重ね て、ＣＳＴ Ｉとしての 「評価
の視点」や「評 価のプロセ ス」につい て具体化を 図っていき たいと考え ており
ます。
続きまして、 資料１－３ を御覧いた だきたいと 思います。 こちらは先 ほど申
しました課題１ と課題２の 対応に関し まして、Ｃ ＳＴＩの本 会議決定を 変更す
る必要がござい ます。そち らについて 説明させて いただいて いる資料に なりま
す。
１枚目は、繰 り返しにな りますので 割愛させて いただきま すが、ペー ジをめ
くっていただきますと、新旧対照表を付けております。
具体的には２ ポツの評価 対象につき まして、① の新規の研 究開発のと ころで
約３００億円以 上の研究開 発のうち、 以下につい て書きぶり を加えたい と思っ
ております。ま た、②の中 間評価につ きましては 、逆に「の うち、」の 以降を
消したいと考えております。
また、裏面に 行きまして 、４ポツに その他とい うことでフ ォローアッ プを記
載させていただ いているん ですけれど も、こちら について削 除させてい ただき
たいと考えてお ります。本 案につきま して、ＣＳ ＴＩの本会 議で決定を させて
いただきたいと考えております。
続きまして、 特に課題３ の部分なん ですけれど も、資料１ －４に基づ きまし
て、今後の進め方について御説明させていただきたいと思っ ております 。
平成２９年度 における評 価専門調査 会の取組（ 案）という ことで、事 務局と
してお示しして いるもので す。まず大 規模研究開 発の評価と いうことで 、①事
前評価につきま しては、今 年度、先ほ どの改定し た本会議決 定に基づき まして、
平成３０年度概 算要求にお いて新たに 要求される 案件につき まして、事 前評価
を実施したいと考えております。
具体的には、 ８月に事務 局で約３０ ０億円以上 の案件につ いて調査を いたし
まして、９月に 評価専門調 査会の方で 案件の決定 と調査・検 討の実施方 針の確
認をさせていただきたいと思っております。
また、それに 基づきまし て１０月、 １１月に評 価案のまと めを行いま して、
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１１月下旬ぐら いの本会議 で決定をさ せていただ くというこ とを考えて おりま
す。
②中間評価に 関しまして は、今、実 施府省で行 っている案 件につきま して、
実施時期につい ては調整さ せていただ きたいと思 っておりま す。具体的 な案件
としましては、 経済産業省 の石炭ガス 化燃料電池 複合発電実 証事業費補 助金事
業につきまして 、中間評価 を実施した いと思って おりますが 、実施時期 につい
ては調整させていただきたいと思っております。
（２）としま しては、大 規模評価以 外にも評価 対象を指定 できること になっ
ておりまして、 こちらにつ いても必要 に応じて案 件を抽出し て評価を実 施して
いきたいと考えております。
ページをめくっていただきまして、２ページ目になります 。
昨年度、研究 開発評価に 関する大綱 的指針を改 定させてい ただきまし た。こ
ちらにつきまし ては、実施 状況等フォ ローアップ を継続して 行うことに なって
おります。今年 度につきま しては、各 省での評価 の実施状況 や現場での 特に評
価疲れの実態把 握などを進 めまして、 来年度にこ の大綱的指 針のフォロ ーアッ
プを行いたいと 思いますの で、２月ご ろからその 具体的なフ ォローアッ プにお
ける議論を開始したいと思っております。
３ポツの特定 国立研究開 発法人の評 価につきま しては、後 ほど議題２ の方で
詳しく説明させていただきますので、割愛させていただきま す。
続いて、３ペ ージ目を見 ていただき たいと思い ます。添付 資料１にな ります。
具体的な評価専門調査会の開催日程についてでございます。
もう日程の調 整はさせて いただいて おりますけ れども、次 回につきま しては
９月２０日の９ 時半からを 予定してお ります。こ ちらにつき ましては、 大規模
評価の案件の決 定や特定国 立研究開発 法人の文部 科学省や理 化学研究所 のヒア
リングを実施する予定になっております。
１０月に関し ましては、 今のところ １０月２５ 日を予定し ておりまし て、事
前評価の検討開 始や特定国 立研究開発 法人につい ての取りま とめなどを 予定し
ております。
また、大規模 評価に関し ましては、 １１月にも う一度開催 させていた だきま
して、評価結果の取りまとめを行いたいと思っております。
また、来年２ 月なんです けれども、 評価専門調 査会を開催 しまして、 大綱的
指針のフォロー アップや特 定国立研究 開発法人の 次期中長期 目標への取 りまと
めを行いたいと考えております。
続いてページをめくっていただいて、４ページ目を御覧下 さい。
先ほど申しま した大規模 研究開発の 事前評価の 進め方につ きまして、 事務局
としてたたき台をお示ししているものです。
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まず実施体制 の中で評価 の手順とし まして、特 に第２段落 目、実施府 省にお
ける自己評価結 果の調査検 討を行いた いと思って おりますけ れども、そ の結論
に対する実施府 省の見解を 聴取した上 、これは実 施府省の評 価委員会の 座長等
からのヒアリン グも含みま す、評価結 果案の取り まとめを行 いたいと思 ってお
ります。
こちらは資料 １－２の５ ページ目に 書かせてい ただいてい る評価のプ ロセス
というところで も書かせて いただいて いますけれ ども、こう いった形で 個別の
専門的な評価に 関しまして は、実施府 省からの評 価結果の聴 取という形 で評価
の効率化を図っていきたいと思っております。
また、外部専 門家としま して、その 案件に応じ まして有識 者を臨時委 員とし
て招聘することを考えております。
また、２ポツ 、調査検討 をする事項 としまして は、以下の ①から④に かけて
の事項を事務局 の方であら かじめ調査 を行いまし て、科学技 術政策上の 重要性
を考慮した上で 、評価専門 調査会にお いて評価対 象として決 定をしてい ただく
ことを考えております。
また、繰り返 しになりま すけれども 、各実施府 省における 自己評価結 果等を
踏まえて具体的 な調査事項 を検討して いくのです けれども、 案件ごとの 調査内
容というのは、 ９月の段階 でまた御議 論させてい ただきたい と思ってお ります。
３ポツ、評価 の実施の部 分ですけれ ども、上記 の２ポツの 調査検討を 踏まえ
まして、関連す る上位の政 策・施策等 の目的・目 標との整合 性や実施府 省にお
ける自己評価の 妥当性につ いて確認を した上で、 政府の基本 方針（科学 技術計
画等）を推進す る上で当該 研究開発の 必要性や研 究開発のマ ネジメント の妥当
性について評価を行っていきたいと考えております。
また、５ペー ジ目になり ますけれど も、評価結 果を踏まえ まして、当 該研究
開発を実施する 上での今後 の課題につ いても指摘 事項として 検討してい きたい
と思っております。
以上のような 観点で、今 後、事前評 価というも のを行って いったらど うかと
考えているところです。
５ページ目の 下の方に示 しました四 角で囲って いる部分で すけれども 、これ
は今まで事前評 価において 、これらＡ 、Ｂ、Ｃ、 Ｄ、Ｅとい う観点で評 価を行
ってきたという ことで、こ れとはちょ っと違った 形で今回は 評価の視点 という
ものをＣＳＴＩ評価として具体化を図っていきたいと考えて いるところ です。
事務局からの説明としては以上になります。
【久間会長】

ありがとうございました。

それでは、た だいまの事 務局からの 説明に対し て、御質問 、御意見等 ありま
したらお願いします。
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上野委員、どうぞ。
【上野委員】

御説明ありがとうございました。

評価対象につ いての本会 議決定の改 定（案）の ところです けれども、 今回の
変更の課題１と いうところ にあります ように、今 回の変更方 針の一番重 要な点
というのは、従 来、機械的 に国費総額 約３００億 円以上とい うふうに決 めてい
たものを、国費 総額が３０ ０億円に満 たないもの であっても 、このＣＳ ＴＩの
評価専門調査会 で評価をす るか否かを 判断すると いうことだ ったと思う んです
が、現状のＣＳ ＴＩ本会議 決定の改定 （案）です と、従来ど おりの（１ ）大規
模研究開発、（ ２）総合科 学技術・イ ノベーショ ン会議が指 定する研究 開発と
いう枠組みがそ のまま残っ ていて、（ ２）の方に は変更はな く、（１） の方に
３００億円以上 の研究開発 のうち、評 価すべきと 認めたもの というよう に書か
れていて、かえ って評価対 象が狭まっ ているよう な印象を受 ける改定に なって
いるかと思います。
最も重要な点 としては、 この３００ 億円未満の ものであっ ても評価対 象にす
るということで すので、こ の（２）を 変えずに（ １）を更に 狭めるとい うよう
な変更案ではな くて、この （１）と（ ２）を合わ せた形で、 今回の趣旨 の改定
の対応方針に沿った形で変える方がいいのではないかと思い ます。
そうしないと 、例えば今 後の開催日 程の予定の ところでも 、９月、１ ０月、
１１月全て大規 模研究開発 評価（事前 評価案件の 検討開始） の案件を選 ぶとい
うように、（１ ）大規模研 究開発評価 のみを行う というよう になってい ますし、
３００億円以上 のものをピ ックアップ しましたと いうような 形のことも おっし
ゃっていて、従 来よりも対 象が狭まっ ているよう な方向に動 いてしまっ ている
ので、ここの本 会議決定の 改定方向と いうのは、 本来、資料 １－２の３ ページ
に書いてある対 応方針、課 題１への対 応ですので 、機械的な 選定基準を そうで
はないようにす るという重 要な点を、 きちんと評 価対象のと ころに書き 込んだ
ものにした方がいいのではないかと思います。
【久間会長】
【板倉企画官】

事務局どうですか。
御指摘の 点で機械的 になってい るというこ とで、今ま で３０

０億円以上が自 動的に評価 対象になっ ていたとい うところ、 今回お示し しまし
たような、３０ ０億円以上 でも必要性 を勘案して 評価対象と するという ことで
今回変更させて いただきた いと思って いるんです けれども、 （２）につ いては
従来どおり３０ ０億に満た なくても対 象として指 定できると いうことは 残した
形をとらせてい ただくこ とで、３０ ０億に満た ないものに ついても 、この
（２）の方で拾 っていくと いうことで 対応したい と考えてい ます。事務 局とし
ては３００億と いうメルク マールをあ る程度維持 した形にし ますけれど も、調
査としては２０ ０億とか、 そういった ３００億に 満たない案 件について も評価
－7－

資料

３

の必要性につい て検討した 上で、評価 対象を決定 していただ こうと思っ ており
ます。
具体的な運営 としては、 そういう方 向で行わせ ていただく ことで、前 回の評
価専門調査会でも議論をさせていただいたと思っております 。
９月、１０月 に関しまし ては、大規 模研究開発 の評価以外 にも特定国 立研究
開発法人の評価 につきまし ても御議論 させていた だく予定と しておりま すので、
そちらは訂正させていただきます。
事務局からは以上です。
【久間会長】

資料１－１ だけ読んで いると少し 誤解を招き ますね。資 料１－

２の３ページの 課題１を読 んでいただ くと、３０ ０億円以上 の研究開発 につい
ては、必要に応 じて評価す るとありま す。加えて 、その下に あるように 、新規
案件調査に当た っては、国 費総額が３ ００億円に 満たないも のであって も、評
価専門調査会と して重要と 判断したも のは評価す るとありま す。それで よろし
いですね。
天野委員、どうぞ
【天野委員】

関連して、 私も全く同 じことを質 問したかっ たのですが 、この

資料１－４の１ ページ目の 一番下を見 ると、評価 専門調査会 の取組とい うこと
で、（２）のCST Iが指定す る研究開発 の評価につ いて、「対 象となる研 究開発
案件」に続けて 括弧書きで 「研究の著 しい遅延や 環境・計画 の大幅な変 化が認
められる案件」 とだけ書い てあり、こ の点のみと いうことに なってしま います。
多分ここで議 論があった ときに余り 具体的な話 は出ません でしたけれ ども、
ある省庁がＣＳ ＴＩ評価に かかるのを 嫌って、大 型案件をわ ざと半分に して３
００億円以下に するという ような傾向 が出たりと か、第５期 科学技術基 本計画
の中にうたわれ ているのだ けれども、 省庁として は余り大き くない省庁 なので、
３００億円にな らないよう な案件が素 通りしてい るとか、具 体的な話が 色々出
てきた上でその ような議論 があったと 思うので、 もう少し書 きぶりを工 夫され
ても良いのではないかと思います。
やはり字が赤 になってい る方に目が 行きますし 、今まで書 いてあって もその
ような実情があったわけですから、是非よろしくお願いしま す。
【久間会長】も う少し全体 が分かるよ うに１枚紙 を修正した らいかがで しょう。
内容について反対されているわけではないと思います。
【天野委員】
【板倉企画官】

はい、そうです。
分かりました。ありがとうございます。

【久間会長】

白井委員、どうぞ。

【白井委員】

御説明ありがとうございました。

非常にコンパ クトに案は つくられて いて読みや すかったで す。ところ で、前
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回出た資料、資 料１－２の ６ページ目 のところに 「懸念され る事項」と いう章
があって、そこ にＣＳＴＩ の評価目的 のうちプロ ジェクト間 の優先順位 決定が
目的ではあるの だが、現行 では事務局 のリソース が不十分だ から、それ を十分
対応することは 知識量、時 間的にも無 理であろう と記されて います。し たがっ
て、省庁にプロ ジェクト間 の優先順位 付けを任せ る形でＣＳ ＴＩとして 評価し
ていくというふ うに書かれ ていますが 、これに対 応する、そ ういう懸念 がある
ことに対しての考え方が、最終的な取組案では出てこないよ うな気がし ます。
一つの省庁の 中でのプロ ジェクトの 優先順位は 、当然その 省庁の中で 評価さ
れるんでしょう 。一方、恐 らく課題に なるのは、 省庁間で似 たようなプ ロジェ
クトがある場合 で、それぞ れがどうい う優先順位 を持ってい るのかは各 省庁で
は評価できない と思うので 、ＣＳＴＩ で賄ってい かなきゃい けないとい うこと
でしょう。ここ をどう取り 組まれるの かというの が、最終的 な案のとこ ろでは
見えてこなかっ たです。こ のままでは 、今の懸念 のままに、 また次も続 くのか
なと思いまして、お伺いしたいと思いました。
【久間会長】
【板倉企画官】

事務局どうぞ。
こちらの 点につきま しては、具 体的な運営 案には反映 できて

いないのですけ れども、こ ちらについ ては各省の 取組やその 調査項目を 調査す
る上で、今後の課題として検討していきたいと考えています 。
なかなかＣＳ ＴＩ評価の 中で優先順 位付けとい うのは、少 し難しい面 がある
んですけれども 、どういう 方法が適切 かどうかも 含めて、そ こは検討し て対応
していきたいと思っております。
【久間会長】

尾道委員、どうぞ。

【尾道委員】

私も同様の 点がやはり すごく気に なっていた んですが、 今回３

００億円以上と いうところ を機械的に 切るのでは なくて、や はり科学技 術政策
上の重要性に鑑 みて重要だ と思うプロ ジェクトに ついては評 価しましょ うとい
うところが、やっぱり趣旨だと思うんですね。
ただ、この資 料１－４の ところの（ ２）のとこ ろですと、 どちらかと いうと
ネガティブなフ ァクターで 研究開発案 件で少し課 題がありそ うなテーマ を選ん
でというように しか読めな いので、今 の実際のプ ロジェクト 間の優先順 位をど
う付けるか、そ ういったと ころも非常 に難しい話 だと思うん ですが、も う少し
ここのところを 全体的に俯 瞰（ふかん ）する中で プロジェク トの優先順 位をと
いうように、最 初は進行し ながらでい いと思うん ですね。た だ、そうい った取
組を着手して、 そういった ところに踏 み込んでい くというと ころを少し 資料１
－４の２のとこ ろにでも、 一文入れて いただける と随分違う のかなとい うよう
に思うんですけれども。
【久間会長】

おっしゃる とおりです ね。国とし て重要なテ ーマについ て、し
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っかり評価する ことを全面 に出すべき だと思いま す。少し文 章を変えま しょう。
【板倉企画官】

分かりま した。９月 の段階でお 示しする方 針では、変 更した

もので御議論いただきたいと思っております。
【天野委員】

先ほど説明 していただ いたときに 、資料１－ ４の一番最 後の５

ページ目で「事 前評価にお いて調査検 討する事項 」というの が、おいお い検討
していきたいと いうお話だ ったのです が、今いろ いろ意見が 出されたよ うに、
この段階で国の 政策上でど のような位 置付けなの かというの は、やはり 評価す
るべきではないかという気がします。
ですから、お いおいとお っしゃいま したけれど も、次のと きからもう 始まっ
てしまいますので、どのような工程でどのようにされるのか なと思いま した。
【久間会長】
【板倉企画官】

事務局、いかがですか。
事務局と しては、９ 月の段階で もうちょっ と具体的な 選定基

準だとか評価の 視点、どう いう点で評 価をするか というのを 、具体的な 案件が
出てこないとな かなか設定 できなかっ たものなの で、具体的 な案件を見 て事務
局からお示ししたいと思っておりました。
【久間会長】

おおよその ガイドライ ンは作成し 、それに沿 って進めて いいか

を、皆さんの御意見を聞きながら決めていくということでよ ろしいです か。
原山議員、どうぞ。
【原山議員】

折衷案とい うか、１－ ３の資料の 一番最後の ページの新 旧対照

表のところには 、（２）の ところに具 体的に四つ の項目が書 かれている んです
ね。ですので、 この辺のと ころから何 点か抽出し たものを１ －４の進め 方とし
て出していくやり方があるんじゃないでしょうか。
【板倉企画官】

ありがとうございます。

【久間会長】

上野委員、どうぞ。

【上野委員】

いろいろ皆 さんがおっ しゃってい るのと同じ で、評価対 象の選

定は、もう次の ９月の会議 から始まっ てしまうと 思うんです けれども、 その時
に、先ほどの大 規模研究開 発評価（事 前評価案件 ）だけにな っていると 申し上
げたのは、研発 法人の見込 評価をする のは分かっ ております ので、そう いう意
味ではなく、大 規模研究開 発評価だけ ではなくて 、現状（２ ）として書 かれて
いるＣＳＴＩが 指定する研 究開発、３ ００億円未 満の案件に ついてもど の案件
を評価するのか を、次回の ９月の会議 で議論する 選定対象に 是非含めて いただ
きたいと思いますので、よろしくお願いします。
【久間会長】

各省庁の計 画が分かる 範囲内で、 評価対象を 選定したい と思い

ます。
白井委員、どうぞ。
【白井委員】

少し事務 的な話です けれども、 スケジュー ルに関して です。
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事前評価につい ては９月に 選んでいく のでしょう が、既存の 案件で今年 度フォ
ローアップの予 定だったも の、ＡＩＰ とＦＳ２０ ２０、があ ると思いま す。こ
れはフォローア ップを廃止 にするとい う対象にな っていると 理解してよ ろしい
ですか。それとも、まだ検討中ですか。
【板倉企画官】

検討中で はございま すが、今回 の本会議決 定の変更を 踏まえ

まして、中間評 価という形 で、その２ 件について は次年度以 降に実施さ せてい
ただきたいと考えております。
【白井委員】

これは単に 私の個人的 意見ですが 、ＡＩＰは フォローア ップを

中止して中間評 価でいいよ うな気がし ますが、Ｆ Ｓ２０２０ は本当に中 間評価、
恐らく来年度だ と思うんで すが、まで 待っていい のかなと思 います。大 規模な
開発がかなり進 捗してしま った後の中 間評価とい うことにな りますから 、ちょ
っと懸念したところです。
【久間会長】
【板倉企画官】

事務局からお答えすることはありますか。
現在検討 中ですので 、中間評価 の時期につ きまして検 討させ

ていただきたいと思います。
【久間会長】

やはり課題 ごとに、そ の重要度に 応じて検討 しなくては いけな

いと思います。その辺は少し検討させてください。
多くの御意見を頂きまして、どうもありがとうございます 。
まず重要なこ とは、資料 １－１に、 研究開発を 正しく評価 するのに、 評価の
体制とか仕組み の何を変え たのかを、 明確に示し ていくべき と思います 。よろ
しくお願いします。
それでは、よ ろしいでし ょうか。本 日の議論を 踏まえます と、内容は 問題な
いと思うので、 皆さんに理 解いただけ るような書 き方に変え ていきたい と思い
ます。
それでは、続きまして議題２に入ります。
議題２は、特 定国立研究 開発法人の 見込評価等 及び次期中 長期目標の 内容に
関する意見・指摘事項の考え方についてです。
こちらは、前 回の第１２ ０回評価専 門調査会に て、特定国 立研究開発 法人の
評価等の考え方 の案を取り まとめるに 当たり、研 究開発法人 部会を開催 する旨
を決定いたしました。
その後、部会 において考 え方の案を 取りまとめ ていただき ましたので 、座長
を務められた門 永委員から 御報告いた だければと 思います。 よろしくお 願いし
ます。
【門永委員】

ありがとうございます。

それでは、部 会で取りま とめた案を 御報告した いと思いま す。私はき ちんと
書き込まれた文 章の書類で 説明するの が不得手で して、最初 に書類なし で私の
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方から背景や大 枠の流れな どの話をさ せていただ いて、かっ ちりした話 は星野
参事官に書類を使って御説明いただくという順番にさせて頂 きます。
まずこの対象 となってい る特定国立 研究開発法 人とは何ぞ やというと ころを
少しひもときま す。十数年 前に独立行 政法人の制 度が始まり ました。そ の後、
改廃もありまし たが、全部 で１００ぐ らいの独立 行政法人で スタートし 、その
中には、研究開発型のものもあればそうでないものもあった 。
例えば１００ のうち４分 の１ぐらい を管轄して いる文部科 学省でいう と、そ
の中には理研や ＪＡＸＡも あれば、国 立博物館や 西洋美術館 や入試セン ターも
ある。これ等を 同じ物差し で評価をし ていては、 やはり物差 しが間尺に 合わな
いのではないか ということ がずっと指 摘されてい まして、こ れを何とか しよう
という議論を重ねてきました。
数年前ですけ れども、研 究開発型の 法人は別枠 にして、違 う物差しで 評価を
しようではない かというこ とで、国立 研究開発法 人という枠 組みが生ま れまし
た。たしか三十 幾つありま したので、 １００のう ちの３分の １以上がこ の国立
研究開発法人になりました。
ではそれをど う評価をし ていくのか ということ を議論して 、ＣＳＴＩ で評価
の指針を部会を 組んでつく ったわけで す。その中 にはいろい ろなことが 書いて
ありますが、基 本的には、 研究開発法 人について は、決めら れた目標に 対して
達成度管理をす るというこ とで果たし ていいのだ ろうかとい う疑問がず っと呈
されていました ので、それ はするのだ けれども、 なかなかそ の目標を立 てられ
ないようなイノ バティブな 研究もあり ますし、や っているう ちにすごく いいも
のが出てきたと きはどう評 価するのか ということ もあって、 そういうこ とをフ
ェアに評価でき る仕組みを 是非入れま しょうと。 ほかにもあ りますが、 これが
肝だったと思います。これを軸にして指針をつくりました。
国立研究開発 法人といえ ども、総務 省のアンブ レラの中で 評価をする という
ことで、ＣＳＴ Ｉでつくっ たその指針 を総務省に 渡したわけ ですが、ほ とんど
の部分が採用さ れ、国立研 究開発法人 はこれで評 価をしなさ いというこ とでス
タートしたわけです。
今それが各省 庁におりて 、どこまで その指針に 沿ってイン プリされて いるか
ということは省庁によって違うと思いますが、現在それが浸 透中である と。
実は、そのと きに特定国 立研究開発 法人という ものも設け るという議 論があ
りました。これ は評価の観 点で言うと 、先ほど申 し上げた総 務省のアン ブレラ
からちょっとは み出す。は み出したと ころはＣＳ ＴＩが意見 を言ったり 指摘事
項を挙げたりと 、こういう ことが直接 できるよう になるとい うので、ほ かの三
十幾つの国立研 究開発法人 とは異なる と。中身も 運営に少し 自由度を与 えて、
頑張ってイノベ ーションを 推進しても らおうと、 こういう議 論だったと 思いま
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す。
それで選ばれ たのが、紆 余曲折はあ りましたが 、理研と物 質・材料研 究機構。
これは文科省で す。それか ら、経済産 業省の産総 研、この三 つが選ばれ ました。
先ほど申し上 げたアンブ レラからは み出した部 分、ＣＳＴ Ｉが直接評 価をす
る部分について は、どうい う考え方で やったらい いんだろう かというこ とを決
めるために部会 を立ち上げ て、今日そ の案が出て きたという 背景がござ います。
具体的には各 法人の中長 期計画、こ れが終わっ たところの タイミング と、そ
れを踏まえて次 の中長期計 画を立てる タイミング があるわけ ですが、そ の内容
について意見、 それから指 摘事項を述 べる。これ が具体的な 切り口にな ります。
この部会につ いては３回 開きました 。実はその 前にプレの 集まりが４ 回ほど
あり、それはた またまこれ に関連して 外部の調査 機関にベン チマーキン グ的な
調査レポートを つくっても らいました ので、その ステアリン グコミッテ ィーと
いう形で、そこ でかなりの 議論をしま した。その 時の委員の 方々も部会 に入っ
ていただいて議論をしましたので、合計７回ミーティングを しています 。
そのときにい ろいろな意 見が出てき まして、そ れを幾つか 御紹介しま す。そ
れが今回の案に は反映され ています。 一つは、評 価は多重の レイヤーに なって
いて、例えば理 研を例にと ると、法人 の中で２レ イヤーで外 部の人も入 って評
価をしています 。次は文科 省の理研の 評価の部会 があり、そ こにまた外 部の委
員が入るのです が、そこで 評価をして 、それから その上に研 発法人審議 会があ
ります。文科省 の場合は八 つ研発法人 があります ので、八つ の部会長を 中心に
審議会を開催し て、そこで また議論を する。そう すると、も う既に４レ イヤー
になっていて、 ここから数 えていくと 、ＣＳＴＩ は５レイヤ ー目に当た るんで
すね。
重複した内容 でやっても 、全く意味 がないだろ うというこ とで、ＣＳ ＴＩは
どの観点から評 価をすべき かという議 論をしまし た。基本的 には、各省 庁横断
的な見方をした ときに、そ の法人、例 えば理研は どうなのか という視点 と、そ
れから国家戦略 との整合性 というもの を考えたと きに結果は どうなのか 、これ
からの計画はど うなのかと 、この二つ の視点でや っていくべ きだろうと いうの
がこの議論の結論です。
それからもう 一つは、今 申し上げた ように４レ イヤーで評 価されてき ていま
すので、全部終 わってから 、さあどう ぞと言われ ても手遅れ になる部分 もある
でしょう。結果 については 、そういう 面はあるの ですが、こ れから立て る計画
については、事 前に情報交 換をしたり ディスカッ ションをし たりして、 やはり
ＣＳＴＩとして の見方が入 るような工 夫が必要で あろうとい う議論があ りまし
た。
それから、三 つ目に、対 象になって いるのは３ 法人、。理 研と物質・ 材料研
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究機構と産総研 ですが、共 通項をくく ってその切 り口で議論 の軸を組立 ててみ
たとしても、か なり一般的 になってし まう。やは り法人ごと に固有の見 方をす
べきであるとい う意見が出 まして、そ れで後で御 紹介があり ますけれど も、共
通部分と固有の部分というふうに分けた形になっています。
それから、ど ういう形で その評価を していくか というと、 先ほどの話 もそう
ですけれども、 例えばこの 場で法人を 呼んでヒア リングをし ていろいろ 質問を
して、それで評 価をしてい くわけです が、どうい う質問をし たらいいか 、どう
いうヒアリング の内容だっ たら一番Ｃ ＳＴＩとし ての付加価 値を上げら れるの
か、これが多分 肝だろうと 。それを短 い時間でや らなくては いけないの で、質
問する側、ここ にいらっし ゃる方々で すけれども 、その方た ちのガイド になる
ようなものをつ くるのが一 番役に立つ のではない かという意 見が出まし て、こ
れもそういう形でまとめております。
それから、最 後ですが、 トップダウ ンの上から 目線でチェ ックするだ けでは
いけないであろ うと。あれ はできたの か、これは できたのか ということ だけで
は、恐らくせっ かく特定に して、そこ で伸び伸び やってもら って成果を 出して
もらおうという 観点から考 えると不十 分。それだ けではなく て、各法人 が実は
これとこれとこ れをやりた いと宣言し たものに対 しては、そ れをいかに サポー
トしていくか、 引っ張り上 げていくか という観点 も必要でし ょうという ことで、
先ほど申し上げ たヒアリン グや質問の ガイドライ ンを考える ときも、そ の両面
からやっていきましょうと、こういう議論をしました。これ が背景です 。
具体的にどの 様に記述さ れているか ということ については 、星野参事 官にお
願いしたいと思います。
【星野参事官】

それでは 、門永部会 長の非常に 丁寧な御説 明の後に、 もう少

し資料をたどり ながら、事 務局といた しまして参 事官の星野 より補足を させて
いただければと思います。
まず、お手元 に資料２－ １という横 長のスケジ ュールを書 いた資料を 御覧い
ただければと思 いますが、 今日は７月 ４日という ことで、資 料２－１の 真ん中
の７月のカラム のところに 書いてある 専門調査会 ということ になります が、実
際にヒアリング をすること になります よと門永部 会長から御 紹介があり ました
が、そのヒアリ ングの日程 はもう決ま っておりま して、９月 ２０日とい うこと
で、９月のカラ ムのところ に専門調査 会が用意さ れていると 。このとき に、正
に今日お集まり の専門調査 会の委員の 先生方に、 ヒアリング に臨んでい ただく。
この９月２０日 のヒアリン グに臨んで いただくた めのものを 御用意いた しまし
たというのが趣旨でございます。
新しいメンバ ーの方もい らっしゃい ますので、 特定国立研 究開発法人 の制度
的な枠組みが何 なのかとい うところか ら、何回も お聞きにな っておられ る先生
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もいらっしゃる と思います が、少しだ け紹介をさ せていただ きますと、 次の資
料２－２という 横長のＰＤ ＣＡサイク ルが回って いる資料を 御覧いただ ければ
と思います。
先ほど門永部 会長からの 御説明にも ありました とおり、国 の研究開発 法人と
いうのは、それ ぞれの省の 傘の中に置 かれている 、そういう 位置付けを 持って
いる研究機関で ございます 。その上で 、なぜ特定 国立研究開 発法人とい う、ち
ょうどこの真ん 中の箱の下 の方の箱に 物質・材料 研究機構、 理化学研究 所、産
業技術総合研究 所という三 つの研究開 発法人を指 定したのか というとこ ろなん
ですけれども、 一番上に赤 く太い箱で 囲ってあり ますとおり 、産学官の 人材、
知、資金、こう いったもの を結集して 、日本のイ ノベーショ ンを強力に 駆動す
るための中核の 機関として 活動してい ただくこと の期待を特 に込めてい るのが
この３法人ということになります。
したがいまし て、観点と して大事に なってまい りますのは 、いわゆる オール
ジャパンという 観点が重要 になってま いります。 したがいま して、この 赤い箱
の２番目の白丸 にあります とおり、Ｃ ＳＴＩがし っかりと法 人の運営に 関して
も意見を述べら れるように して、そし て国家戦略 、例えば科 学技術基本 計画の
ようなものでご ざいますけ れども、こ ういったも のとの連動 性を高めて 、国際
的な産業競争力 の強化とい うものの実 現に資して いくような 活動をして いただ
きたいという、そういう目的のもとに制度をつくりました。
具体的には、 プランとい うところに 書いてあり ますけれど も、それぞ れの研
究開発法人の活 動というの は、それぞ れの省の大 臣の責任の もとに定め られる
中長期目標、こ のもとで研 究の計画が 数年間のオ ーダーで立 てられるわ けです
けれども、この 目標の策定 に当たって もＣＳＴＩ の意見をし っかり反映 をして、
オールジャパン という切り 口、そして 国際的な産 業競争力の 強化の実現 への法
人の貢献、こう いった観点 を目標の中 にもきちん とインボル ブをしてい ただく
と。その目標に 沿った形で 、右のドゥ ーのところ の第５条と いうところ に書い
てありますとおり、計画的に業務運営の改善を進めていただ くと。
また、門永部 会長から自 由度を高め るといった ような説明 がございま したけ
れども、その自 由度を高め るというと ころがドゥ ーのところ の赤枠で囲 ってい
ないところのそ れぞれの条 項に当たる ようなこと を、法人に とって活動 の柔軟
性を持たせているというところでございます。
今回は、法人 の活動につ いての評価 のタイミン グが来てい るというこ とで、
チェックという ところで左 の下にあり ます赤い箱 で囲ってい るＣＳＴＩ の意見
を反映した成果の評価というところに来ているというところ でございま す。
実は、今回、 理化学研究 所のみが対 象法人にな っておりま すのは、背 景とい
たしまして、独 立行政法人 化をしたタ イミングが 実は法人に よって開始 年度が
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少しずれており ます。また 、中長期目 標という言 い方をして いることか ら御理
解を頂ければと 思うんです が、５年ぐ らいの中期 的な期間を もって目標 期間と
している法人も あれば、産 業技術総合 研究所が正 にそういう 典型的なと ころで
すけれども、７ 年という長 期的な目標 期間を設定 していると ころもあっ て、法
人ごとに目標期 間にずれが ございます 。発足年度 もずれ、中 長期目標の 年度も
期間もずれてい るというこ ともありま して、今年 度でこの中 長期目標の 期間が
終了するのが理化学研究所というところでございます。
また、特定国 立研究開発 法人という 制度は昨年 度からスタ ートしてい る制度
でございまして 、理化学研 究所にとっ ては、今の 中長期目標 の期間の途 中で特
定国立研究開発 法人の指定 を受けて、 それで初め ての評価の タイミング になっ
ているというこ とで、これ まで前例が なかったと いうことも ありまして 、今回、
特定国立研究開 発法人とし ての評価の 考え方を初 めて整理を させていた だいた
ということになります。
具体的な中身 のところで ございます が、今度は 資料２－３ を御覧いた だけれ
ばと思います。
これは考え方 の本文でご ざいまして 、かなりも う門永部会 長から丁寧 に趣旨
を御説明いただ いたので、 なるべく重 複を排除し ながらポイ ントだけ説 明をさ
せていただきます。
表紙をめくっ ていただい て、下の方 に通しのペ ージ番号が ございます が、２
ページというと ころです。 「はじめに 」という基 本的にこの 考え方を整 理する
際の哲学的なこ とが書いて あるわけで すけれども 、それのち ょうど真ん 中のと
ころに①、②、③というふうに丸数字を振っているところが ございます 。
この中で大事 なのは、ま ず①という ところで、 先ほどの部 会長からの 御説明
にもありました とおり、既 に４段階の レイヤーで の評価を受 けている仕 組みが
できているとい うこともご ざいますの で、全く同 じ評価をな ぞるという ことは、
それはなかなか 冗長感があ るだろうと いうことで 、むしろそ の４段階の 、理研
で２段階、それ から文部科 学省の中で の２段階の 評価プロセ スがありま すので、
その評価結果を ＣＳＴＩと しては点検 をしましょ うと。その 際もオール ジャパ
ンでありますと か国家戦略 との連動性 、それから 国際産業競 争力の強化 、こう
いった観点で重 点を置くよ うな部分を しっかり見 るというよ うなところ がアク
セントを置くべきところでしょうというのが①の趣旨でござ います。
それから、② のところは 先ほどの説 明と全く重 複しますの で省略をい たしま
すし、③も何で 理研がまず トップバッ ターなのと いうところ の説明でご ざいま
す。
それと、④の ところが法 律上の説明 をしなけれ ばいけない ので少しだ け補足
をさせていただ きますと、 「見込評価 」という言 葉を使って ございます が、こ
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れは何かと申し ますと、理 化学研究所 の中長期目 標期間が今 年度で終了 する、
その終了を前提 に、まだ年 度が終わっ ていないん だけれども 今評価をす るので
見込評価といい ます。これ は大学卒業 見込みと言 っていると きの見込み と同じ
意味で使ってい るんですが 、事実上、 中長期目標 期間の終了 時の評価だ という
ふうに受け止めていただければと思います。
そして、その 評価を受け て、次の新 たな中長期 目標を設定 するという ことに
なっていますの で、次の次 期中長期目 標に対して というとこ ろで進んで いただ
きますと、次の 中長期目標 を立案する に際しても 、ＣＳＴＩ と法人、そ れから
法人の所管の省 、こことし っかりと意 見交換をし て、よい中 長期目標が 立案で
きるようにして いこうと。 つまり、今 回ＣＳＴＩ が行います 見込みの評 価、こ
れは事実上、終 了時の評価 の結果とい うのと同義 でございま すが、これ は次の
中長期目標のために行うんだということを明確にさせていた だいており ます。
３ページは、 文部科学省 の評価のプ ロセスを参 考までに書 いた部分が 箱書き
ですので、ここ の説明は省 略します。 真ん中にし れっと「総 務省」とい う括弧
書きが見えてい ますが、実 は第４レイ ヤーの脇に 総務省の方 が経営の合 理化、
効率化の観点で の評価とい うのも行う ことになっ ているので 、実は法人 が評価
をされるプロセ スというの は、四つの レイヤーの ほかにプラ スワンがあ るとい
うふうに思っていただければと思います。
４ページの方 に進ませて いただきま すけれども 、まずここ は共通事項 として、
これは理研だけ ではなくて 、産総研や 物質・材料 研究機構も 含めて見て おくべ
き観点というと ころで、こ れが冒頭か ら繰り返し 申し上げて おります４ ページ
の最初の段落に ありますよ うに、我が 国全体の見 地でありま すとか国家 戦略と
の整合性、こういったような観点でやりますよと。
特に、ここは 基本計画が 更新されれ ば内容は改 めてまいり たいと思い ますが、
今の基本計画、 第５期の基 本計画では 、Ｓｏｃｉ ｅｔｙ５． ０の実現と いうの
が非常に大きな テーマとし て掲げられ ていますし 、国の研究 機関の役割 として、
その実現に資す るようなイ ノベーショ ンの基盤的 な力をしっ かりと強化 をして
いただくという ところが、 やはり重要 な役割であ ろうという ことで、こ こが特
に確認をすると ころで重要 なポイント ですよとい うふうにま ずは宣言を して、
そして①、②と いうふうに 書いていま すけれども 、①のとこ ろは基本計 画の中
身を少しブレー クダウンし て表現をし ている部分 。②のとこ ろは、特定 国立研
究開発法人は、 ＣＳＴＩの 定める基本 的な方針と いうものを 受けて中長 期目標
を立てるという ことになっ ています。 その基本的 な方針の中 で通してい る理念
というのが、世 界最高水準 の研究開発 成果の創出 、普及、活 用の促進と いった
ようなところま でを一気通 貫で取り組 んでいくと いうような ところもし っかり
と打ち出してご ざいますの で、現行の 基本計画、 それから特 定国立研究 開発法
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人としての理念 の実現、こ ういった観 点が特に重 要ですよと いうことを 最初の
段落に書いてあ ることをも う少しブレ ークダウン して、明確 に位置付け させて
いただいていると。
また、次の中 長期目標に おいては、 今回９月に ヒアリング をし、１０ 月に取
りまとめをして 、１１月に 決定をする ＣＳＴＩと しての評価 の結果を受 けて、
次の中長期目標 をしっかり と考えてく ださいねと いうのが（ ３）のとこ ろにな
ります。
さらにページ を進んでい ただきまし て、５ペー ジからが個 別事項のと ころで
ございます。
これは理化学 研究所の特 に注目され るところを 整理したと いうところ でござ
いますが、一つ は理化学研 究所は、今 の中長期目 標の期間の 途中で理事 長が交
代をされており ます。一般 的には、中 長期目標の 期間と理事 長の任期が 一致す
ることが通例で はございま すが、今回 、理研は途 中で理事長 が交代をさ れてい
る。平成２７年 度から新し い理事長に 着任をされ ていて、ま た、新理事 長の着
任のタイミング が、ちょう ど特定国立 研究開発法 人を目指し た議論とも 重なっ
ていた、また第 ５期科学技 術基本計画 の議論とも 重なってい たというと ころも
ございます。
新理事長の着 任されたと きに打ち出 されている 理事長構想 、これは科 学力展
開プランという ものでござ いますが、 実はそれを 参考までに 詳細として 用意さ
せていただいて いるのが、 この机上配 布という表 紙を付けた 資料の、右 下にペ
ージを振ってい ますが、３ ページ目の ところに「 理研

科学 力展開プラ ン」と

いうものが、こ れは理研が プレス発表 したものが そのまま添 付されてい ますけ
れども、こうし たプランの もとに法人 の運営を進 めていきま すよという ことを
明示されております。
ということも ございまし て、やはり 理研ならで はの評価す べき部分と して、
新理事長のイニ シアチブの 部分、従来 の第４期科 学技術基本 計画に基づ いて取
り組んでいたこ とに上乗せ をして、こ ういった新 しい展開プ ランという ものを
示されていると いうところ がございま すので、こ の差分のと ころはしっ かりと
注目をさせてい ただく必要 があるので はないかと いうのが、 このＡとい うとこ
ろの固まりでございます。
次に、Ｂとい うところで ございます が、この数 年間、特に 新体制にな ってか
らの理研におい て、注目す べきトピッ クスとでも いうものが 幾つかある だろう
ということで、 事務局とし て当初注目 すべきとこ ろというふ うに考えて 、部会
の中でお諮りい ただいて、 妥当という ことでここ に記載をさ せていただ いてい
ますのが三つございます。
一つは、ⅰに ありますと おり、ＡＩ Ｐです。革 新知能統合 研究センタ ー、こ
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れは先ほど議題 １の議論の 中で、フォ ローアップ の対象その ものにはし ないと
いうことにはな っていると 承知はして ございます けれども、 やはりこの ＡＩＰ
の立ち上げの状 況というの は、理研の 新規のプロ ジェクトの 中でも特に 注目す
るべきところで あろうとい うことで、 今回、特定 国立研究開 発法人の評 価の取
組の一環として 、立ち上げ 状況につい て伺いたい ということ を明確にし てござ
います。
その次にⅱの ところでご ざいますけ れども、こ れはこの次 に申し上げ ます研
究不正の原因の 一つとして も指摘をさ れておりま す理化学研 究所におけ る研究
者の任期付き研 究者が圧倒 的多数を占 めていると いうような 側面につい ての改
善の状況につい て、これは 理事長構想 の中で持ち 出されてお りましたの で、そ
こを少し掘り下 げてお話を 伺いたいと いうような ところで整 理をしてご ざいま
す。
理化学研究所 は、現在、 任期付きの 研究者が９ 割ほど、任 期を付さな い研究
者が１割ほどと いうふうに 伺っており まして、こ の部分につ いて、今後 もバラ
ンスをもう少し 考えようと いうような 方針を理事 長が示され ております ので、
そういったテニ ュア制度の 進捗、ある いは新たな テニュア制 度導入に向 けた検
討の状況、こう いったとこ ろは注目を させていた だこうとい うところで ござい
ます。
次に、６ペー ジのところ でございま すが、正に これはかな り報道等で も取り
上げられました ＳＴＡＰ細 胞論文の不 正を受けて 、理化学研 究所として 不正防
止のためのガバ ナンス、マ ネジメント の取組をか なり充実さ れたという ふうに
伺っております 。その後の 状況を実際 にどういっ た形で不正 の抑止が進 んでい
るのかといった ようなとこ ろを、是非 伺わせてい ただきたい というよう なとこ
ろが３番目でございます。
あと、実はこ れに更に加 えようとい うふうに思 っている部 分がござい まして、
これは柔軟に加 えられるよ うにという ことで、こ の考え方の 中には明確 には列
挙はしてござい ませんけれ ども、先ほ どの机上配 布の資料の 続きでござ います。
４ページのとこ ろに、これ はまだ表題 がしっかり と固まって いないので 検討中
というふうにな っています が、エンジ ニアリング ・ネットワ ークの構築 という
ことで、これは 今、理化学 研究所が新 しい体制の 中で鋭意検 討を進めて いると
ころということ ですが、理 研の中で、 これまで縦 割りに存在 していた各 種のセ
ンターを横断的 につなげる ような、横 串を刺して いくような 取組、これ がやは
りイノベーショ ンを生み出 す上でも重 要な観点で あろうとい うことで検 討を進
めていただいて いるところ でございま すので、こ れについて の進捗状況 なども
是非取り上げたいなというふうに思っております。
さらに、その 次、机上資 料の５ペー ジでござい ますが、理 研イノベー ション
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事業支援法人、 これもこう いう名称に なるかどう かまだ分か らないので 検討中
ということで、 飽くまでも 進行形のも のではござ いますが、 理化学研究 所がベ
ンチャーをより 創設しやす いような仕 組みを今後 つくってい きたいとい うよう
なことで、いろ いろと今シ ミュレーシ ョンと申し ますか、試 行実験をさ れてい
るというような ことを伺っ ております 。これにつ いて、実際 の検討の進 捗など
についてもヒアリングできればというふうに思っています。
こういった観 点を含めて 、実際にヒ アリングの 場で、９月 ２０日の場 でどう
いったチェック シートを用 いてヒアリ ングに、こ こにいらっ しゃる先生 方に臨
んでいただくか というとこ ろで、資料 ２－３の別 紙１という Ａ３の横長 のもの
を御用意させていただきました。
これは９月２ ０日の当日 に御利用い ただくこと を前提に整 理をしたも のでご
ざいます。今、 私が申し上 げました評 価の考え方 についての 本文から要 点を抜
粋したものが、 左の方のカ ラムに共通 事項、まず 表面が共通 事項で、左 のカラ
ムに日本語がわ あっと打た れています けれども、 これが正に 評価の考え 方から
の抜粋の部分で ございまし て、それぞ れの観点に ついて質問 のポイント という
ふうにあります が、ここは 委員の先生 方がメモ欄 として使っ ていただき たい、
こんなことを理 研、あるい は文部科学 省、両者か らヒアリン グをします ので、
理研、文部科学 省にこんな ことを聞い てみようか という質問 事項を整理 する際
のメモ欄を、ち ょうど真ん 中のところ のカラムを 活用してい ただいて、 その上
で質疑のやりと りをした後 、簡単に評 価、大体、 十分できて いるかとか 、ある
いはおおむねか とかという ようなもの はチェック していただ くとして、 一番右
の方には、実際 にその質問 事項に対し ての受け答 えを含めて 、高く評価 をした
のであればどう いった点が よかったの かとか、こ ういった点 をもっと改 善して
ほしいといった ような指摘 事項を整理 して記載を 頂ければと いうふうに 思って
おります。
これは表面は 共通事項で すが、裏側 をめくって いただきま すと、今申 し上げ
ました個別事項 のところも 、ここに細 目で整理を しておりま す。先ほど 机上配
布資料の検討中 で二つの項 目、まだ表 題が明確に 決まってお りませんと いうこ
とで御紹介をさ せていただ きましたが 、この二つ の項目は、 実はこの細 目の欄
の一番下に「そ の他のトピ ックス（内 容について は適宜追加 ）」という ふうに
なっていますが 、ここに実 際のヒアリ ングのとき に出てくる 資料の件名 が分か
るような形にして追記をさせていただきます。
今、たまたま ２枚紙、表 裏でおさま っています が、もしか すると項目 が二つ、
三つ増えるとペ ージが増え る可能性は ないわけで はないんで すけれども 、むや
みやたらに増や すというこ とではなく て、特に理 研として次 の中長期目 標につ
なげていく上で 、評価の対 象として重 要というふ うに思える 部分をここ に追加
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をしていこうと。
現状のところ 、先ほど申 し上げまし た横串を刺 していくエ ンジニアリ ング・
ネットワークの 話と、それ から事業支 援の方針と いうのが、 特に注目す べきト
ピックスになる んじゃない かなという ふうに想定 はしてござ いますけれ ども、
ここの部分は適宜追加をさせていただければというふうに思 っておりま す。
使い方は、先 ほどの共通 事項で申し 上げたのと 全く同じで ございまし て、質
問のポイントと いうところ はメモ欄と して質問事 項を書いて いただいて 、質疑
応答の後、右の 指摘事項と いうところ にコメント を書いてい ただくとい ったよ
うな形で御利用していただければというふうに思っています 。
実際に、当日 の流れをシ ミュレーシ ョンしたも のが机上配 布資料の１ ０ペー
ジ、一番最後の シートにな ります。こ の横長の机 上配布資料 の１０ペー ジのと
ころに９月２０ 日、評価専 門調査会自 身としては １５０分の 時間で予定 を今の
ところしており ますけれど も、そのう ち１００分 ほどを割い ていただい て、特
定国立研究開発 法人のヒア リングに充 てさせてい ただければ というふう に思っ
ております。
理研と文部科 学省から、 それぞれの 評価のとき の結果につ いて、特に 今回考
え方で示しまし たＣＳＴＩ としての見 る角度に沿 った形でプ レゼンテー ション
をしていただい て、その上 で共通事項 と個別事項 に分けて質 疑の時間を 設けて、
また全体の質疑 であります とか、ある いは被対象 者が退出し た後に全体 の討議
のようなことも していただ いて、最後 にチェック シートの記 入の時間を 一定程
度確保した上で 事務局の方 で回収をさ せていただ ければとい うふうに思 ってご
ざいます。
こういった形 で、特に今 日お決めい ただきたい のは、資料 ２－３の別 紙の１
のようなチェッ クシートで ９月２０日 に先生方に 臨んでいた だくという ことで、
是非これを御了解を頂ければなというのが一番のポイントで ございます 。
また、もう一 枚、別紙が 付いている と思います 。別紙２と いうもので すけれ
ども、これは次 の中長期目 標の案のヒ アリングを するときに 使う前提の もので
すが、具体的に どういう意 見、あるい は指摘事項 が出てくる かに応じて 、内容
は事務局の方で 柔軟に案を 立てさせて いただきま して、評価 専門調査会 にお諮
りすることがで きればいい んですが、 なかなか定 足数に達す るような機 会がう
まいタイミング でできない 場合には、 メール等で 御確認をさ せていただ くよう
な形で、事務局 の方に案の 作成をなる べく任せて いただけれ ば幸いだと いうふ
うに思ってございます。
あと、もう一 度スケジュ ールのとこ ろにお戻り を頂きまし て、資料２ －１の
方にお戻りを頂きたいと思います。
９月２０日に ヒアリング を行います けれども、 そのヒアリ ングの結果 を受け
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て、委員の先生 方から頂き ましたコメ ントを事務 局の方で整 理をいたし まして、
その整理の結果 については １０月２５ 日に、また この評価専 門調査会で 御議論
を頂こうというふうに思っています。
その中で特に 重要なのは 、意見と指 摘事項の違 いでござい ます。実は 、意見
というのは、特 定国立研究 開発法人の 特別措置法 で法定事項 ということ になっ
てございまして 、分かりや すく申し上 げますと、 内閣総理大 臣を座長と する会
議がこういうふ うにしてく ださいとい うふうに、 ややもすれ ば指示を出 すとい
うぐらいの響き を持ったも のが意見で ございます 。法律に基 づいての意 見でご
ざいます。ただ 、そこまで のことでは ないんだけ れども、次 の中長期目 標を考
える際にはこう いったこと は考慮して ほしいとい う要望的な 、参照して ほしい
といったような 部分は指摘 事項という ことで、２ 段階に分け て整理をし たいと
いうふうに思ってございます。
意見はとても 重たいもの です。法律 に基づいて 出すもの。 そうじゃな くて、
理研、それから 文部科学省 に参考にし ていただき たい、そう いうサジェ スチョ
ンは指摘事項と いう形で、 ２段階で整 理をし、い ずれにして も両方とも 文部科
学省、理化学研究所の方にはしっかりとお伝えをするという ことになり ます。
また、こちら のＣＳＴＩ の方から出 しました意 見でありま すとか指摘 事項に
ついて、次の中 長期目標の 検討におい て、どうい うふうに酌 み取ってい ただけ
ているのかとい うことを、 コミュニケ ーションし て我々もそ の確認をす るよう
な場として政策 討議のよう な形のもの を別途用意 したいなと いうふうに 思って
ございます。
その上で、再 びこの評価 専門調査会 においては 、新しい中 長期目標の 案につ
いてのヒアリン グをし、そ れについて の意見、そ れから指摘 事項といっ たよう
なものを再び出 すと。今度 は新しい年 度の１カ月 前までに次 の中長期目 標を決
定しなければい けないとい うのが、こ れはまた法 律事項であ るので、少 しショ
ートノーティス になってし まって大変 恐縮なんで すけれども 、２月の頭 から２
月の末にかけて 、次の中長 期目標の策 定に向けて の手続があ るというふ うに御
理解を頂ければというふうに思います。
私からの説明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。

特定研発法人 は三つあり ますが、今 回の評価は その一番目 ですので、 重要で
す。ここで評価 専門調査会 が正しく評 価しないと 、他の二つ の特定研発 法人も
同じ評価になり、ＣＳＴＩが評価する役割が問題になると思 います。
門永委員、星 野参事官か ら説明いた だきました けれども、 自由に議論 してい
ただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
尾道委員、どうぞ。
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今回の評価 は非常に重 要だと思い ますし、ま た一方、こ の制度

ができてまだ間 もないとこ ろで、ある 程度、新理 事長に交代 されたとこ ろで、
この議論が並行 して進んで いる中で、 実際の理研 の運営も大 きく変えて きてい
るというところ はあると思 うので、そ こをある程 度しんしゃ くするにし ても、
ある程度これが 大事な初め ての評価と いうことで すので、や はり今後の 中長期
目標に続くよう な、そうい った前向き な議論がで きた方がい いと思うん ですね。
ですので、そ れぞれ３法 人は特徴が ありますけ れども、や はり共通事 項のと
ころは、それぞ れの理研内 、あるいは 文科省の中 で既に２段 階ずつの評 価があ
る中で、それを 踏まえての 議論をして いくという ところで効 率的にでき ている
と思いますし、 やはり重要 なのはそれ ぞれの個別 事項のとこ ろだと思う んです
ね。
特に新理事長 の構想のと ころが、実 際に具体的 にこれが進 んでいるか という
ところと、それ から先ほど のトピック スにありま すような、 やはり省庁 横断的
な目的でできて いる実際の 革新知能統 合研究セン ターのとこ ろは、実際 に滑り
出し、この運営 のところは うまくいっ ているかと いうところ と、あと理 研の中
での大きな課題 としての任 期付きの研 究者のとこ ろ、それか らＳＴＡＰ 細胞の
そういったコン プライアン ス、ガバナ ンスのとこ ろ、こうい ったところ をそれ
ぞれきちっと整 理した中で 次の中長期 計画につな げていくよ うな、そう いった
前向きな議論ができた方がいいと思います。
ですので、今 回こういっ たかなり事 務局の方で 苦労されて 、このチェ ックシ
ートをつくられ たと思うん ですが、非 常に私自身 は分かりや すくて使い やすい
と思っています ので、是非 こういった 中で、次の 中長期目標 に続くよう な前向
きな意見ができ れば、議論 ができれば いいなと思 うので、基 本的にはこ の御提
案のとおりで私自身はいいと考えます。
【久間会長】

どうもありがとうございます。

ほかに御意見やアドバイス等がありましたらお願いします 。
私は、チェッ クシートの 中身が重要 だと思いま す。それか ら今回は文 科省と、
理研、合わせて ４階層で評 価している というけれ ども、そこ で正しく評 価でき
ているかどうか 。ＣＳＴＩ が余り細か い部分まで 評価するの も問題です が、Ｃ
ＳＴＩの前に評 価した４階 層は、もし かしたら同 じような評 価をしたか も分か
らない。そうい う意味で、 ４階層で評 価ができて いるかどう かのチェッ クも必
要と思います。
北村委員、どうぞ。
【北村委員】

今のところ がちょっと 今の御説明 の中では見 えないとこ ろでし

て、４階層もあ るという評 価がどのよ うな形で出 てきて、ど のような特 徴があ
るかというのは 、まだイメ ージを描け ていないん です。端的 にはどんな ふうな
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ものが出てくるんでしょうか。
【久間会長】

ＣＳＴＩの 前の４階層 の評価につ いて、それ ぞれの階層 での評

価の目的を説明してもらえますか。
【星野参事官】

まず、こ の考え方の ちょうど３ ページのと ころに箱書 きをし

ているところを御覧いただければと思います。
真ん中のとこ ろにスケジ ュールとい うふうにな っていて、 スケジュー ルとい
うよりはプロセ スと言った 方が正しい と思うんで すけれども 、被評価法 人、今
回の場合、例え ば理化学研 究所であれ ば、業務実 績とか、そ れから中長 期目標
の最終年度の見 込みを取り まとめた自 己評価書と いうものを 作成して提 出をす
るというふうに なっていま すが、それ がかなり大 部なもので す。理化学 研究所
の場合は、それ こそ十幾つ のセンター がございま すので、セ ンターごと にまず
しっかりと評価 をしている と。その際 も外部の目 も入れたよ うな形での 評価を
した、そういう センターご との自己評 価書を束ね たものが、 所管省の方 に提出
されます。それ をその法人 から自己評 価書に基づ いた説明と いうかヒア リング
が行われて、そ れを文部科 学省の部会 の中から、 自己評価書 をベースに した評
価案というもの を審議され ますが、そ の際には一 般的にはＳ ＡＢＣのよ うな、
ある意味、定量 化できるよ うな評価の 結果が見え るといった ようなもの がつく
られます。
その上で、ど ちらかとい うとＳとか Ａばかりが ひとり歩き をする嫌い はある
やに伺っていま すけれども 、そういっ た結果と、 実際にその 意見のよう なもの
がセットになって、上部機関であります審議会の方に送られ ると。
ですから、ま ず理研の方 は、センタ ーごとの評 価があって 、理研全体 の中の
評価というのが 二つの段階 。文科省は 、部会の中 でその理研 の自己評価 書をベ
ースとした評価 をした上で 、それにＳ ＡＢＣのよ うな評価と 意見を付し て、そ
れを今度、上部 の審議会に 報告をし、 その上部の 審議会がそ の評価結果 の妥当
性について承認 をするとい うようなや り方をして います。そ の結果が最 終的に
主務大臣による決定ということで、結果が公表されますと。
特に、文部科 学省の中で 行われてい る評価につ いては、研 究開発のど ちらか
というと中身と いいますか 、研究開発 業績の評価 が中心であ るんですけ れども、
実はマネジメン トの部分に ついては総 務省の方に 送られて、 業務の効率 化とい
ったような観点 での評価が 総務省の方 で並行して 行われると いう流れに なって
おります。
す み ませ ん 、 ちょ っ と月 並 みな 説 明に な って し ま いま し たけ れ ども 、 要は
我々が今回見な ければいけ ないのは、 特定国立研 究開発法人 というのは 、省の
縦割りを超えた 形での活動 というのを 特に期待し ております ので、その 部分を
理研の内部の評 価、それか ら文部科学 省の評価の プロセス、 それぞれ２ 段階ず
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つありますが、 その中でち ゃんとチェ ックをして 、それが文 科省なんか の評価
の場合ですと、 ＡとかＢと か付いてい ますから分 かりやすい んですが、 その項
目、評価軸とし て、こうい う評価結果 になりまし たというこ とをちゃん と説明
していただくということが基本だというふうに思っています 。
ですから、こ れまではそ ういう省庁 横断的な取 組という評 価軸は必ず しも意
識されていなか ったかもし れませんけ れども、そ れを理研の 内部評価、 文科省
の評価のプロセ スの中に評 価軸として 設けて、そ れを報告し ていただく 。その
報告の結果が妥 当なもので あるかどう かというの をＣＳＴＩ のヒアリン グの場
で共通事項とい うところで 確認をする というよう な流れを想 定している ところ
でございます。
以上でございます。
【久間会長】

北村委員、よろしいですか。

【北村委員】

はい。

【久間会長】

ほかに御意 見等ありま したら、お 願いします 。福井委員 、どう

ぞ。
【福井委員】

私もチェッ クシートを 作成して評 価するのは 大変いいこ とだと

思います。
ただいま説明 されたプロ セスについ て、チェッ クシートの 個別事項に 相当す
る項目は、あら かじめ投げ かけてあっ て、それら の答えが上 がってくる んです
ね。
【星野参事官】

正にそのとおりでございます。

実は、既に部 会の方も公 開で、また 理研と文科 省もお呼び して部会の 検討を
進めていまして 、こういっ た議論はつ ぶさに彼ら も見ていて 、今、理化 学研究
所の内部評価、 それから文 科省の評価 プロセスも スタートし たと伺って います
が、その中には 、正にＣＳ ＴＩの部会 で議論を踏 まえて評価 軸をどうい うふう
に入れようかと いう議論を 進めていた だいている というふう に伺ってお ります。
実は明後日、 その文科省 の部会の中 で大きな評 価軸の決定 の議論があ るやに
伺っていまして 、私も実際 にその場で ウオッチを させていた だく予定で ござい
ます。
【久間会長】

門永委員、どうぞ。

【門永委員】

先ほどの北 村先生の御 質問に対す る単純な答 えを申し上 げます

と、ファースト レイヤーと セカンドレ イヤー、理 研の中でや るものは基 本的に
自己評価です。 まず各セン ターで評価 し、それを 束ねて理研 としてどう かとい
う自己評価。
三つ目のレイ ヤーの部会 のやり方と いうのは、 基本的に出 てきた自己 評価を
見て、それをた たくという かチャレン ジする。自 己評価は高 いですがど うして
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ですかといって 、その説明 を聞いて、 納得すれば オーケーだ し、納得で きなけ
ればいろいろ議論をして下げるかもしれない。
４レイヤー目 の審議会は 、個別の法 人の話まで はなかなか 入れなくて 、例え
ば文科省ですと 八つ法人が ありますが 、横並びで 見たときに 、フェアな 評価に
なっているかど うか。例え ばある法人 では、この ぐらいの問 題を起こし てＣ評
価になっている けれども、 こちらの法 人は何かも っと大変な ことが起こ ってい
るのに何でＢ評価なのですかとか、そういうレベルの話。
それから、評 価のやり方 等について のノウハウ の共有とい うのが審議 会のレ
ベルです。その ときに、こ れから「特 定」という レッテルを 貼ったとこ ろが二
つ入ってくるわ けですが、 その場合は もう少しチ ャレンジす ると思うの ですね。
要するに、例え ば「理研さ んは特定で すが、もっ と目線を上 げた話とい うのは
ないのですか」 とか「オー ルジャパン から見ると どうなんで すか」と。 但し、
こういう質問は できますが 、審議会の 限界として 、文科省の 外の話まで 含めて、
なかなか意味の ある指摘を することは できないの です。そう すると、そ の先は
ＣＳＴＩかなと、審議会の目線から言うと、そんな感じを持 っています 。
【久間会長】

非常に分かりやすかったです。

私が思うのは 、この４段 階の評価で 最も興味が あるのは、 もちろん各 法人、
研発法人でそれ ぞれミッシ ョンが違い ますよね。 非常に基礎 に近い研究 をやる
とか、あるいは 実用に近い ところをや るとか大分 ミッション が違う。だ から、
その成果の評価軸というのもそれぞれ違って構わないと思う んですよね 。
それで、ただ 、理研に限 って話しま すと、理研 の場合に、 あれは何千 人の研
究者がいますよね。
【久間会長】

大変に分かりやすかったです。

各研発法人は 、基礎に近 い研究をや るとか、あ るいは実用 に近い研究 をやる
とか、ミッショ ンが違いま す。ですか ら、成果の 評価軸もそ れぞれ違う べきで
す。
ところで、理研の研究者は、何千人でしたか。
【星野参事官】
【久間会長】

３，５００人です。
３，５００ 人もの研究 者がいるわ けですから 、目的を持 った基

礎研究から、実 用化に近い 研究まで、 いろいろあ るわけです 。ですから 多くの
研究成果の事例が出るのが当たり前です。
３，５００人 の研究者を 抱える理研 が使った国 費をいかに 回収してい るかと
いう視点です。 つまり将来 のための基 礎研究とこ れまでの研 究成果をい かに社
会に活用してい くかといっ た成果をど う評価する か。ここが 最も重要だ と思う
のです。
ですから、４ 階層の評価 で、そうい った切り口 で評価がで きているか どうか
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を知りたいので す。ここに 書いてある ＡＩセンタ ーを設立し たとか、テ ニュア
制度で任期なし の研究者を 増やしたと か、ＳＴＡ Ｐ細胞の件 だとか、松 本理事
長が新たに始め たエンジニ アリング・ ネットワー クとか、こ れらは良い 成果だ
と思いますが、 やはり投入 した国費に 対してリタ ーンがある かどうかと いった
評価をどうする かが重要だ と思うので す。そうい った切り口 での評価は 、文科
省の中でやられているのですか。
【星野参事官】

基本的に はそういう 評価を、正 に全体とし て、理研全 体とし

てのマネジメン ト、それか ら経営に対 しての評価 、これを行 うことが期 待され
て、これは理研 に限らない と思います 。独立行政 法人の評価 の枠組みが できて
いるはずです。 そこは私自 身も明後日 の部会には 直接この目 で見て、ま たこの
評価専門調査会 の場では状 況の報告を させていた だければと いうふうに 思って
おります。
【久間会長】

評価という のは非常に 難しいので す。現在の 理研の基本 計画の

策定時に、基礎 研究、応用 研究、実用 化研究等に どのように 予算配分す るか、
そういう視点は 全く関係な く作られた かもしれま せん。それ で、評価の 時にそ
ういった切り口での成果を期待されたら、大変だとも思うの です。
で す から 、 こ れま で の経 緯 も含 め て、 評 価し な い とい け ない と 思い ま す。
原山議員、どうぞ。
【原山議員】

今の久間さ んの発言に のっとって なんですけ れども、同 じサポ

ーティブな話で。
個別事項のと ころの頭書 きのところ には、日本 全体を見た ときに基礎 的研究
の基盤力という のを付ける のはここだ というふう に書き込ま れているの ですが、
このチェックシ ートの中の 個別事項の ところには 、細分化さ れたところ は入っ
ているのですけ れども、大 もととなる 基礎的な部 分の基礎力 を強化する ことに
関しては、書き込むところは一つもないんですね。
理事長の構想 に関してチ ェック項目 があって、 個別事項な んですけれ ども、
全体のところで も、下の「 全体を通し てのご意見 」に含まれ るのか、そ もそも
ここをチェック すべきだと いうところ を書き込む のか、その 辺もちょっ と配慮
しておかないと 、全体を通 しては大概 書かないん ですよ。忘 れちゃって 、やっ
ぱり押さえるべ きところと いうのは、 日本の中で の、正に基 本計画の中 に書き
込んだ大きなと ころの一つ の柱がそれ なんですよ 。それを担 うのが理研 なんで
すよ。
【星野参事官】

ありがとうございます。

正に、そうい う全体のも っと細分化 された上の レイヤーの 観点での評 価の欄
が今設けられて おりません ので、そこ はちょっと 工夫をさせ ていただき まして、
もしかすると当 日のチェッ クシートは ２枚ではな くて３枚紙 になってし まうか
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もしれませんが 、それは項 目を増やし たというこ とではなく て、先生方 の書き
やすさを考えた というふう に御理解を 頂くととも に、フォー マットの方 はこの
評価専門調査会 の会長の久 間先生と相 談をさせて 決めさせて いただけれ ばと思
いますが、よろしゅうございますでしょうか。
【久間会長】

それで結構です。

評価は全員が全 ての項目を 評価するわ けではなく 、各委員が 理解できる 項目の
みを評価する方が、私はいい評価結果が得られると思います 。
【星野参事官】
【久間会長】

そのとおりです。
ですから、 チェックシ ートは３枚 になっても 構わないと いうこ

とですね。
ほかに御意見ありますでしょうか。
どうぞ、荒川委員。
【荒川委員】

【荒川委員 】

質問な のですけれ ども、さき ほどの評価 シート

で「左記に関す る質問のポ イント」と いうのは、 左側に書い てあること につい
て質問をすると いうことで 、右の細目 について質 問してはい けないので しょう
か。
【星野参事官】

もちろん 、ここはメ モ欄なので 御自由にお 使いいただ いて構

いません。
【荒川委員】

そうですか。細目について質問してもいいわけですね。

【星野参事官】

もちろんでございます。

【荒川委員】

すみません、ありがとうございます。

【久間会長】

ほかに、皆さんいかがですか。原山議員、どうぞ。

【原山議員】

今の久間さ んの発言に のっとって なんですけ れども、同 じサポ

ーティブな話で。
個別事項のと ころの頭書 きのところ には、日本 全体を見た ときに基礎 的研究
の基盤力という のを付ける のはここだ というふう に書き込ま れているん ですが、
このチェックシ ートの中の 個別事項の ところには 、細分化さ れたところ は入っ
ているんですけ れども、大 もととなる 基礎的な部 分の基礎力 を強化する ことに
関しては、書き込むところは一つもないんですね。
理事長の構想 に関してチ ェック項目 があって、 個別事項な んですけれ ども、
全体のところで も、下の「 全体を通し てのご意見 」に含まれ るのか、そ もそも
ここをチェック すべきだと いうところ を書き込む のか、その 辺もちょっ と配慮
しておかないと 、全体を通 しては大概 書かないこ とが多い、 忘れてちし まって。
やっぱり押さえ るべきとこ ろというの は、日本の 中での、正 に基本計画 の中に
書き込んだ大き なところの 一つの柱が 基礎力の強 化で、それ を理研がど こまで
担うのか、ということですよ。
－28－

資料
【星野参事官】

３

これは現 在まだ検討 中でござい ますけれど も、事務局 として

イメージをして ございます のは、ＣＳ ＴＩの木曜 日の有識者 の定例会を 有効活
用できればとい うふうに思 っています 。それは一 案でござい ます。いず れにし
ろ、どういった 形でやるの かも含めて 、また別途 御相談をさ せていただ ければ
と思います。
いずれにしろ 、評価をし た後、次の 中長期目標 の案が来る までの間に 何らか
の形で文部科学 省、理化学 研究所とコ ミュニケー ションの場 を設けなけ ればい
けないという趣 旨でこうい うふうに書 かせていた だきました が、場につ いては
また改めて御相談をさせていただければと思います。
【久間会長】

北村委員、どうぞ。

【北村委員】

大きく言っ て二つ仕事 があるよう な感じがし まして、一 つは評

価の評価。文科 省等と、あ るいは総務 省等の評価 をされてき たことの、 それに
対する評価。そ れと、例え ばこの場合 だと理研に 対する直接 的な評価、 今期で
やられているこ とと次期に 向けての内 容も含めて ですね。そ れがこのチ ェック
シートの中では 区別されて いないよう な気がして いるように 思うんです けれど
も、どうでしょうか。
【星野参事官】

評価の評 価にかかわ る部分とい うのは、む しろ共通事 項にか

かわる部分だというふうに考えております。
個別事項の方 は、むしろ 理研ならで はのところ ということ での、ＣＳ ＴＩな
りの問題意識を 直接ぶつけ る部分とい うふうに事 務局として は整理した つもり
でございます。
【北村委員】

でも、共通 事項の中は 特に両方あ ってもいい ですし、個 別事項

の場合も文科省 がそれを評 価されるわ けですから 、そこにも 二つあって もいい
と思うので、こ の場合は、 そういうふ うには整理 できないよ うな気がし ますが。
【星野参事官】

そこは境 界線を余り しゃくし定 規に設け過 ぎてもいけ ない部

分もあるかもし れませんの で、例えば 全体を通し てというよ うなところ を活用
していただく等 をすればよ いのではな いかという ふうに思っ ている次第 でござ
います。
【久間会長】

門永委員、どうぞ。

【門永委員】

今の点につ いてですが 、実は７回 あったミー ティングの ７回目

にその話が出て きました。 ７回目に至 って、そも そもこれっ て単に評価 されて
きたものをちゃ んと評価し ているかど うか点検す るだけの話 なのかと、 それで
は何のために議 論してきた か分からな いねという 、ちゃぶ台 返し的な意 見が出
てざわついたのですが、それだけではないと。
点検はするけ れども、そ れにプラス アルファの ことを幾ら でも指摘も できる
し、質問もでき るしという ことで、や はり２段階 で考えてい るんですね 。もし
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分けるのであれば、もう点検した結果に不備はないと、まず
１段階目で。し かしながら 、こういう ことを聞き たい、ここ はどうなっ ている
んですか、どう ですかとい うことを２ 段階目で議 論すること は可能だと 思いま
す。
ただ、恐らく 点検して不 備が出てく るというの は余り考え られないで す。プ
ロセス上の話に なってしま うので。し たがって、 そこはあえ て直接的に は評価
していないという、こういう理解ですが……、星野さん。
【星野参事官】

正にそういうことかと思います。

すみません、 私の説明が 十分ではな かったかと 思いますけ れども、正 に部会
での議論を含め て、メタ評 価的なとこ ろというの をあえて項 目立てする のでは
なくという背景は、今、門永部会長からの御説明のとおりで ございます 。
【久間会長】

ほかに御意見ありますでしょうか。よろしいですか。

どうもありが とうござい ました。冒 頭に申し上 げましたが 、特定研発 法人の
最初の評価です ので、余り ミクロには 入り込まず 、マクロ的 に正しい評 価がで
きる仕組みをつくっていきたいと思います。
今日、チェッ クシート等 に関して多 くの御意見 を頂きまし たが、修正 に関し
ましては、座長の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す。
それでは、本日予定していました議事は全て終了いたしま した。
本日の配布資 料及び前回 、第１２０ 回の議事録 は公表する こととしま すので、
御承知おきください。
最後になりま すが、今後 の予定につ いて、再度 事務局から 説明をお願 いしま
す。
【板倉企画官】

次回、第 １２２回評 価専門調査 会ですけれ ども、既に 資料で

お示ししたとお り、９月２ ０日水曜日 、９時半か ら予定させ ていただい ており
ます。
日程等が確定 しましたら 、事務局か ら改めて各 委員の皆様 に周知させ ていた
だきますので、よろしくお願いいたします。
事務局からの連絡事項は以上です。
【久間会長】
【板倉企画官】

９月２０日は全て理研のヒアリングですか。
いえ、国 家的に重要 な研究開発 の評価対象 の選定等も ござい

ます。
【久間会長】

理研のヒア リングは重 要です。短 時間となら ないように 、時間

配分をよろしくお願いします。
それでは、以 上をもちま して閉会と します。本 日はどうも ありがとう ござい
ました。
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