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国の研究開発評価に関する大綱的指針
（平成２８年１２月２１日

内閣総理大臣決定）（冊子）

議事概要：
【久間会長】

定刻になり ましたので 、ただいま から第１２ ５回評価専 門調査

会を開催いたし ます。御多 忙の中、御 出席いただ きましてど うもありが とうご
ざいます。
本日は、小谷 議員、天野 委員、小澤 委員、門永 委員、北村 委員、庄田 委員、
角南委員、松橋 委員、安浦 委員は御欠 席で、荒川 委員が少し おくれて出 席する
予定です。
本日の議題で すが、議事 次第に示し ていますと おり、１つ 目の議題は 、「平
成３０年度にお ける評価専 門調査会で の調査・検 討について 」、２つ目 の議題
は、「特定国立 研究開発法 人の次期中 長期目標（ 案）に対す る文部科学 省及び
理化学研究所へ のヒアリン グ等につい て」、３つ 目の議題は 「その他」 となっ
ております。
それでは、事務局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 の裏面を御 覧いただき たいと思い ます。

配布資料の一覧になってございます。
資料の１、資 料の２のシ リーズとし まして１か ら５がござ います。資 料２－
３、２－４、２ －５につき ましては委 員のみに配 布させてい ただいてお ります。
また、資料３につきましては議事概要になってございます。
参考資料としましては１から６までを配布させていただい ております 。
また、机上配 布資料とし まして、大 綱的指針の 黄色の冊子 プラス委員 のみに
ヒアリングの進め方というものを１枚配布させていただいて おります。
不足等ございましたらお申しつけください。よろしくお願 いいたしま す。
【久間会長】

どうもありがとうございました。

本日の調査会 の議題のう ち、議題２ につきまし ては、理研 の次期中長 期目標
の期間に向けた 研究開発の 方向性、業 務運営上の 見直しなど も含めた検 討段階
の内容が含まれ ております 。対外的に オープンと なることで 理研の研究 開発等
の競争力を阻害 しかねない ことから、 非公開とさ せていただ きます。つ きまし
ては、議題１に 続いて議題 ３を先に取 り扱った後 、議題２に 入ります。 議題２
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に入りましたら 、一般の傍 聴者に退席 をお願いす ることとな りますので 、御了
承いただければと思います。
そ れ では 、 １ つ目 の 議題 で ある 平 成３ ０ 年度 に お ける 評 価専 門 調査 会 の調
査・検討について、事務局から説明をお願いします。
【板倉企画官】

それでは 、事務局よ り議題１に 関しまして 説明をさせ ていた

だきます。
使う資料とし ましては、 資料の１と 参考資料の ３になりま す。御準備 のほど
よろしくお願いいたします。
まず、資料の１に基づきまして説明をさせていただきます 。
資料の１、３ ０年度にお ける評価専 門調査会で の調査・検 討について の案で
ございます。説明事項としては３点ございます。
まず１点目、 国家的に重 要な研究開 発の評価の 実施予定案 件というこ とで、
来年度につきましては主に３点実施をさせていただきたいと 思っており ます。
まず１点目、 革新的新構 造材料等技 術開発につ きましては 、こちらに つきま
しては概要資料 としまして 参考資料の １ページ目 も御覧いた だきたいと 思いま
す。こちら、平 成２５年に 事前評価を 行いまして 、２６年度 にそのフォ ローア
ップ、２８年度 には第１段 階のステー ジゲート評 価を行って おります。 実施と
しましては、平 成２６年１ １月のフォ ローアップ におきまし てステージ ゲート
を経済産業省が 行った時点 で、評価専 門調査会に おいて、そ の確認を行 うとい
うことが決定さ れておりま す。そのた め、第１段 階のステー ジゲート評 価を２
８年に実施いた しまして、 来年度につ きましては 第２段階の ステージゲ ートの
評価の確認というものをさせていただきたいと思っておりま す。
参考資料の１ ページ目の 下の方に開 発スケジュ ールという ものがつい ており
ます。本研究開 発につきま しては、ス テージゲー トを３回設 けておりま して、
今回は、その真 ん中に当た ります第２ 段階のステ ージゲート を行う段階 になっ
ている。今年度 にステージ ゲートを行 った評価結 果につきま して、来年 度、評
価専門調査会で 確認を行わ せていただ きたいと思 っておりま す。そちら につき
ましては、来年 度の６月、 ７月の２回 にかけて確 認をさせて いただきた いと考
えております。
２点目、フラ ッグシップ ２０２０プ ロジェクト 、いわゆる ポスト「京 」の開
発につきまして 、こちらに つきまして も、参考資 料の２ペー ジ目を参考 に御覧
いただきたいと思います。
こちらにつき ましては、 平成２５年 １２月に事 前評価で、 平成２７年 に再評
価を行っており ます。また 、平成２８ 年３月には 基本設計の 評価の確認 を行わ
せていただいて おります。 平成２７年 １月の再評 価におきま して文科省 におけ
る中間評価の確 認をし、本 会議におい て中間評価 の実施を判 断するとい うこと
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が決定されてお りますので 、今回、中 間評価を３ ０年度に文 科省が行う のに合
わせまして中間評価を行わせていただきたいと思っておりま す。
こちらにつき ましては、 参考資料の ２ページ目 を御覧いた だきたいと 思いま
す。実施スケジ ュールとし ては、真ん 中のあたり の線表みた いなものを 御覧い
ただきたいと思 うんですけ れども、平 成２６年度 から開始し ておりまし て、今、
試作・詳細設計 の段階にシ ステムとし ては入って おります。 黄色の星印 がある
とおり、平成３ ０年度につ きましては 、秋頃に中 間評価を踏 まえて製造 段階へ
の移行を最終的 に判断する 段階に来て おりますの で、その前 の段階とし て、こ
ちらの本会議の 方で中間評 価を行わせ ていただき たいと考え ておるもの です。
この中間評価に つきまして は、実施時 期としまし て９月、１ ０月、１１ 月の３
回にかけて中間評価を行わせていただきたいと考えておりま す。
めくっていた だきまして 、資料１の ２ページ目 ですね。も う一点は、 ３１年
度概算要求に係 る事前評価 を行わせて いただくも のです。こ ちらも毎年 度行っ
ているものでし て、８月末 に出てきた 概算要求の うち、国家 的に重要な 研究開
発の事前評価を 行わせてい ただくもの です。こち らにつきま しても９月 、１０
月、１１月の３回を予定させていただいております。
ということで 、研究開発 の評価とし ましては、 ６月、７月 の２回と、 ９月、
１０月、１１月 の３回を来 年度は開催 して行わせ ていただき たいと思っ ており
ます。
２点目、国家的に重要な研究開発の評価の進め方について でございま す。
こちらにつき ましては、 昨年度の本 会議におい て、評価に ついてとい うのを
改定させていた だきまして 、評価検討 会を廃止し て評価専門 調査会のみ で評価
を行うというこ とで今年度 実施させて いただきま した。今年 度実施した ことに
関しまして実績 を踏まえま して、来年 度の実施の 改善を図っ ていきたい と思い
ますので、改善 のポイント につきまし て、何か今 の時点で委 員からの御 意見を
頂きたいと思っております。
改善のポイン トとしまし ては、今回 、評価専門 調査会、主 に２回で集 中的に
評価の議論をさ せていただ きましたけ れども、議 論のための 十分な時間 がとれ
たかどうか。ま た、新たな 視点に基づ きまして大 局的・俯瞰 （ふかん） 的での
ＣＳＴＩ評価の 視点を行っ たのですが 、それが十 分であった かどうか。 こちら
につきましては 、本資料の ４ページ目 、５ページ 目、６ペー ジ目に、今 回見直
した視点という のをつけさ せていただ いておりま す。４ペー ジ目が事前 評価、
５ページ目から が中間評価 になるもの で、これま での事前評 価の視点と 今年度
行わせていただ きました視 点を対照表 で示したも のです。こ れらの点に つきま
して、今回実施 させていた だきました けれども、 何か改善す べき点があ るかど
うかにつきまし て、できれ ば見直して いきたいな と事務局と しては思っ ており
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ます。
また２ページ 目に戻って いただきま して、こう いった調査 の視点を設 定する
前に、研究開発 概要の説明 が十分であ ったかどう かという点 でも改善を 図って
いきたいと思っ ております 。また、実 施府省で行 った評価結 果の妥当性 を確認
するというのを 大きな評価 のポイント としている のですけれ ども、その 関係で、
実施省庁の評価 委員の座長 に来ていた だきまして ヒアリング を行わせて いただ
きました。この ヒアリング につきまし ても、時間 の関係もあ ったのでが 、十分
に見解を聴取で きたかどう かという点 についても 改善を図っ ていきたい と思っ
ております。ま た、評価の 取りまとめ についても 、十分な時 間がとれな かった
という点もあるので、そこも十分確保していきたいと思って おります。
参考としまし ては、今年 度実施させ ていただい たスケジュ ールを示し たもの
です。
事務局としま しては、特 に今回、２ 回の集中討 議をしまし たが、９月 の評価
の進め方や調査 事項の設定 の段階で、 もう研究開 発の概要に ついて、こ の場で
実施府省からの 説明を、特 に中間評価 はさせてい ただきたい と思ってお ります。
また、大局的・ 俯瞰（ふか ん）的とい う点では、 特に評価を 実施してい る府省
での評価の妥当 性を確認す るといった 点に重きを 置いて、そ の上でのＣ ＳＴＩ
評価の俯瞰（ふ かん）的な 見方という のを検討し ていきたい と思ってお ります。
また、実施府 省での評価 委員の座長 に来ていた だく、ヒア リングを行 うとい
う点についても 、あらかじ め評価、説 明していた だくポイン トを事前に お示し
しまして、その 点について 特に説明を 頂くといっ たような方 法の改善を 図って
いきたいと思っております。
これらについ て、何か事 務局として の改善につ きまして、 委員から御 意見を
頂きたいと思っております。
３点目ですけれども、３ページ目を御覧いただきたいと思 います。
３点目は、国 の研究開発 評価に関す る大綱的指 針のフォロ ーアップに ついて
でございます。
平成２８年１ ２月に大綱 的指針を改 定させてい ただきまし た。約１年 を経過
いたしましたの で、そのフ ォローアッ プを行いた いと思って おります。 こちら、
大綱的指針にも フォローア ップを行う という規定 を入れさせ ていただい ておる
ところです。
フォローアッ プの調査に つきまして 、実施時期 としまして は３０年３ 月頃か
ら、事務局の方 でまずは関 係省庁、関 係研究開発 機関のヒア リングを行 わせて
いただきたいと 思っており ます。調査 項目として は、評価の 体制や実績 、あと
大綱的指針の改 定に基づく 評価指針へ の反映状況 、また研究 開発プログ ラムの
実施状況などに ついて、事 務局の方で まずはヒア リングさせ ていただき たいと
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思っております 。これらに つきまして 、６月に予 定いたしま す調査会で 事務局
の調査結果をお 示ししまし て、また最 終的な取り まとめのよ うな形をと ってく
か、その取りま とめにつき まして御意 見を頂きた いと思って おります。 ３０年
度中に取りまと めを行いま して、各府 省にフィー ドバックを し、この大 綱的指
針の実施の浸透を図るということを進めていきたいと考えて おります。
事務局からの説明は以上です。
【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 務局の説明 について、 御質問、御 意見等ござ いまし
たらお願いいたします。
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。

国家的に重要 な研究開発 の評価の進 め方の改善 点について 御意見をと いうこ
とですので、コ メントを述 べさせてい ただきたい と思います 。資料で申 し上げ
ますと、資料１の２ページ目のところになります。
今年度、国家 的に重要な 研究開発の 評価の進め 方が変わり ましたけれ ども、
感想としまして は、やはり 圧倒的に時 間が足りな かった、回 数が足りな かった
ということを感 じます。説 明を聞いて 、直後に思 ったことを 言うという のは内
容に限界がある と思うので すが、今回 、会議は２ 回というこ とで、１回 目に説
明を聞かせてい ただいて、 その場で意 見交換をし て、２回目 には評価報 告書の
案が上がってき て、初めて 見るのです が、もう評 価報告書案 という、ほ ぼ完成
版で、意見を言 うにしても 修正できる 範囲という のは限られ ていて、そ れで終
わる、２回ですとこういうことになります。
やはりよい評 価報告書が できないと 、ＣＳＴＩ 評価は屋上 屋ではない か、あ
るいは意味がな いのではな いかという 批判につな がってしま うおそれも ありま
す。今回のこの 評価の進め 方の改定は 、効率化と いうのも目 的ではあっ たので
すけれども、充 実させると いうところ も目的でし たので、進 め方につい ては改
善が必要なのではないかと思います。
回数は、でき れば３回は ある方がい いと思いま す。少なく とも評価報 告書の
案について議論 する時に、 もう最初か ら完成版に 近いものが 上がってき て、議
論１回だけというのは避けることが必要ではないかと思いま す。
【久間会長】
【板倉企画官】

事務局、いかがですか。
それにつ きましては 、９月、１ ０月、１１ 月の３回、 回数を

増やすというの は、お忙し い委員の皆 様方なので 、なかなか 難しいかな と思す
ますが、例えば ９月の段階 で研究開発 の概要とか ヒアリング を実施させ ていた
だくとか、１０ 月、１１月 で評価結果 案を取りま とめていく といった時 間の使
い方を、もう少し時間をとれるように改善していきたいと思 っておりま す。
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【久間会長】

よろしいですか。

尾道委員、どうぞ。
【尾道委員】

今の評価方 法について は上野さん と同じ意見 で、評価報 告書の

案をまとめると ころが少し 忙しかった なと、そこ は時間で工 夫していた だきた
いなと思います。
あともう一点 、ここで議 論になった のが評価案 件の選択方 法のところ ですね。
当初はある程度 、２００億 と、その年 度の３０億 円以上でご ざいました っけ、
そこで事務局の 方でかなり 絞り込んだ 形で御紹介 したところ 、こちらの 議論の
中で、もう少し 幅広く見た いというこ とで、平成 ３０年度の 予算概算要 求の中
から事務局の方 が苦労され て各省庁か ら新規研究 案件を集め て、それを リスト
アッ プ した も の をこ こ で議 論 した と 思い ま す。 や は りこ こ では 大 局的 ・ 俯瞰
（ふかん）的観 点でのＣＳ ＴＩ評価と いう視点が 非常に重要 なので、各 省庁か
らの新規研究開 発案件をあ る程度網羅 した大まか なリスト、 その中では 省庁ご
とに全体の偏り がないかと か、あるい は重複投資 がないかと か、そうい ったこ
とも含めて我々 がある程度 確認して、 評価案件を 絞り込むこ とができる ので、
そこが手順とし ては非常に 重要であり 、来年度以 降も継続し ていただき たいと
思います。
ただ、これは 事務局が資 料を準備す る上で、本 調査会でも 、上野さん だった
かな、やはり同 じような指 摘をされて いたと思い ますが、事 務局が資料 を準備
する上での基準 とか評価手 順みたいな ものをもう 少し明確に してあげた 方が、
事務局がこうい った情報を 各省庁から 収集するた めの労力も 軽減される し、効
率的ではないか というふう に考えます 。予算概算 要求の重点 ポイントか ら事務
局が事業を抽出 して、そし てＣＳＴＩ の評価専門 調査会で議 論すること を手続
として例えば定 めるとか、 そういった ことをある 程度明文化 してあげる ような
ことをしてあげ れば、もっ と事務局が やりやすい のかなとい うのがあり ました。
また、本調査会 で用いた研 究開発新規 案件のリス トについて は平成３０ 年度の
要求額の数字し か示されて いませんで した。概算 要求の時点 では総額ま で書い
ていない、検討 中の案件も すごく多い とは思いま すが、案件 の規模を知 るでは、
ちょっと表の工 夫も含めて 、もう少し 来年度は改 善していた だきたいと 思いま
す。
【久間会長】
【板倉企画官】

事務局いかがですか。
御指摘の 点、事務局 で検討いた しまして、 来年度、６ 月か７

月には、新たな 評価方法と か進め方に つきまして お示しをし たいと思い ます。
ありがとうございます。
【久間会長】

どうもありがとうございました。

ほかに御意見等ございますか。
－7－

白井委員、どうぞ。
【白井委員】

今、いろい ろ手続につ いてのお話 が出ました けれども、 もう一

点追加です。前 回ヒアリン グしたとき に、各省庁 からの説明 と、我々が 聞きた
いことのポイン トがずれて いたと思う んですね。 例えば、我 々がこれは プログ
ラム 評 価対 象 で はな い かと 考 えて い るの に 対し て 、 省庁 の 方は プ ロジ ェ クト
個々の評価につ いてのお話 をされてい たことがあ りました。 初回に評価 全体の
進め方と評価の 視点を決定 して、それ からヒアリ ングになる と思うので すが、
そのときに、こ ういう評価 をしていき たいという 考え方をは っきり省庁 に伝え
ていただいて、 無駄のない ヒアリング ができるよ うにするこ とが必要か なと前
回思いました。その点だけ指摘させていただきたいと思いま す。
【久間会長】ありがとうございます。
ほかに御意見等ありましたらお願いいたします。よろしい でしょうか 。
どうもありがとうございました。
事務局は今回 頂いたご指 摘内容を踏 まえ、来年 度の評価方 法改善に生 かして
いただきたいと 思います。 また、フォ ローアップ については 事務局で調 査し、
結果を次回の調査会で提示するようにお願いします。
それでは、冒頭に申し上げましたとおり、先に議題３に移 ります。
まず、前回会 合の議事録 案です。前 回の第１２ ４回評価専 門調査会の 終了後、
事務局から照会 が行われ、 各委員の意 見を踏まえ 修正した最 終案が資料 ３で提
示されておりま す。各委員 には事前配 布されてお りますので 、内容を御 確認い
ただけていると 存じますが 、更なる修 正意見等ご ざいました ら、この場 でお願
いします。
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、本議 事録案につ いては、各 委員御
了承されたものとして取り扱わせていただきます。
事務局からほかに何かありますでしょうか。
【板倉企画官】

それでは １点、次回 の第１２６ 回評価専門 調査会です けれど

も、先ほど申し たとおり、 年度明けた ６月頃を予 定しており ます。その ため、
３月頃には各委 員の６月、 ７月の御予 定を確認さ せていただ く予定です ので、
よろしくお願いいたします。
事務局からは以上です。
【久間会長】

ありがとうございました。

以上で、本日予定していました議事は全て終了いたしまし た。
非公開資料を 除き、本日 の配布資料 と前回の議 事録は公表 いたします ので、
－8－

御承知おきください。
最後に、事務局から連絡事項はありますか。
【板倉企画官】

それでは、２点ほど御連絡させていただきます。

まず１点目は、委員の任命の関係でございます。
今月中旬まで に、該当委 員へは事務 局の方から 御連絡をさ せていただ く予定
にしております 。また、そ の関係で、 委員の交代 や今年度の 各委員の御 慰労も
兼ねて、懇親会 を３月の下 旬頃に開催 したいと思 っておりま すので、ま た別途
事務局の方から御案内をさせていただく予定です。
２点目は、黄 色の冊子は 机上に置い たままにし ていただき たいと思い ます。
また、郵送を御 希望される 方は、封筒 にお名前を 御記入の上 、そのまま 残して
おいていただけ ればと思い ます。また 、電子デー タで御入り 用でしたら 、事務
局に御連絡ください。御支援をよろしくお願いいたします。
事務局からは以上です。
【久間会長】

委員の交代 時期でもあ ります。事 務局からの 説明にもあ りまし

たように、次期 委員体制に ついては、 ２月中旬ま でに任期満 了対象者へ のお知
らせをするということでございますので、よろしくお願いい たします。
退任者につき ましては、 ２年間本当 に御多忙の ところ、こ の評価専門 調査会
に御出席いただくと共に、貴重な御発言を頂き、心から御礼 申し上げま す。
それでは、以上をもちまして本日の委員会を閉会といたし ます。
どうもありがとうございました。
－了－
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