総合科学技術・イノベーション会議

第１２７回評価専門調査会

議事概要
日

時：平成３０年７月３１日（火）１４：００〜１５：３ １

場

所：中央合同庁舎第８号館

特別中会議室（８階）

出席者：角南会長、上山議員、梶原議員
天野委員、荒川委員、安藤委員、上野委員、梅村委員、
尾道委員、門永委員、岸本委員、桑名委員、庄田委員、
鈴木委員、菱沼委員、福井委員、松橋委員
欠席者：小谷議員、橋本議員
小澤委員、関口委員
事務局：佐藤審議官、松尾審議官、黒田審議官、柳審議官
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説明者：松本研究開発課産業技術プロジェクト推進室長（経 済産業省）
齋 藤 材 料 ・ ナノ テ ク ノロ ジ ー 部主 査 （ 新エ ネ ル ギー ・ 産 業技 術 総 合
開発機構）
秋宗技術企画部長（新構造材料技術研究組合）
議

事：１．「 革新的新構 造材料等技 術開発」の ステージゲ ート評価の 確認に
ついて
２．国 の研究開発 評価に関す る大綱的指 針のフォロ ーアップ調 査結果
について
３．その他

（配布資料）
資料１

「革新的 新構造材料 等技術開発 」の第２期 ステージゲ ート評
価の確認に対する意見のとりまとめ案（事務局）

資料１−２

「革新的 新構造材料 等技術開発 」の第２期 ステージゲ ート評
価結果案（事務局）

資料２

国の研究 開発評価に 関する大綱 的指針のフ ォローアッ プ調査
結果（事務局）

資料３

総合科学 技術・イノ ベーション 会議
査会議事概要（案）

第１ ２６回評価 専門調

※委員のみ

（参考資料）
参考資料１

総合科学技術・イノベーション会議評価専門調査会名簿
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参考資料２

「革新的 新構造材料 等技術開発 」の第２期 ステージゲ ート評
価結果の確認方法について（第１２６回評価専調査会資料）

参考資料３

「革新的 新構造材料 等技術開発 」説明資料 （第１２６ 回評価
専調査会提出資料）

参考資料４

「革新的新構造材料等技術開発」中間評価報告書概要

参考資料５

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

参考資料６

各省の研 究開発評価 指針におけ る「国の研 究開発評価 に関す
る大綱的指針」の反映状況

参考資料７

各省庁の評価実施体制

（机上資料）※委員のみ
机上配布資料

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：
【角南会長】

それでは、 定刻となり ましたので 、ただいま から第１２ ７回評

価専門調査会を開催いたします。
本日は、御多 忙の中、ま た暑い中御 出席いただ きまして、 ありがとう ござい
ます。
本日は、小谷議員、橋本議員、小澤委員、関口委員が欠席 となります 。
それでは、本 日の議題で ございます けれども、 議事次第に お示しして おりま
すとおり、１つ 目の議題と して、「「 革新的新構 造材料等技 術開発」の ステー
ジゲート評価の 確認」、そ れから２つ 目の議題で ございます けれども、 「国の
研究開発評価に 関する大綱 的指針のフ ォローアッ プ調査結果 」というこ とです。
それから、３つ目の議題は「その他」となっております。
それでは、事務局より配布資料の確認をお願いします。
【板倉企画官】

それでは 、配布資料 の確認の前 に、今回の ７月の人事 異動で

事務局の体制が変わりましたので御紹介させていただきます 。
政策統括官で すけれども 、山脇から 赤石に変更 になってお ります。今 日は所
用により欠席となっております。
また、同じく 審議官です けれども、 赤石審議官 から中川審 議官に変更 になっ
ておりますが、本日は欠席となっております。
続いて、進藤審議官から佐藤審議官に変更になっておりま す。
【佐藤審議官】

佐藤です。よろしくお願いいたします。
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【板倉企画官】

続いて、 生川審議官 から松尾審 議官に変更 となってお ります。

【松尾審議官】

松尾でございます。よろしくお願い申し上げます。

【板倉企画官】

事務局の体制の変更としては、以上になります。

それでは、配布資料の確認をさせていただきたいと思って おります。
議事次第の裏 面を見てい ただきまし て配布資料 一覧になっ てございま す。資
料１−１と１− ２を準備さ せていただ いておりま す。また、 資料２と３ 。３は
ちょっと分厚い資料になっております。
参考資料とし まして１番 から７番ま で配布させ ていただい ております 。資料
６については、Ａ３の資料になってございます。
また、委員の みですけれ ども、黄色 の大綱的指 針を冊子と して机上配 布させ
ていただいております。
不足等ございましたら、事務局までお申出ください。
以上になります。
【角南会長】

ありがとうございました。

それでは、早 速ですけれ ども、１つ 目の議題で ございます 。「「革新 的新構
造材料等技術開 発」のステ ージゲート 評価の確認 について」 、事務局か ら説明
をお願いいたします。
【板倉企画官】

それでは 、資料とし ましては、 資料１−１ と１−２、 また参

考資料としまし て２と３、 ４、５が本 議題１の関 係の資料に なってござ います。
御準備の方、よろしくお願いいたします。
まず資料１− １からです けれども、 前回６月に 行わせてい ただきまし た評価
専調におきまし て、ステー ジゲート評 価の確認方 法と、それ に基づき、 経済産
業省等からの説明を受けて質疑応答を行わせていただきまし た。
その後、ほか に意見の確 認というこ とで、７月 ６日まで意 見収集とい うこと
を委員の皆さん にさせてい ただきまし たところ、 特段の御意 見がござい ません
でしたので、前 回の評価専 調で頂いて いる意見を まとめたも のが資料１ −１に
なってございます。
全般的な意見 としまして は、研究開 発プログラ ムに対する 評価のよい 事例で
あるとか、あと ユーザーの 要望を取り 入れて具体 的に目標を 設定して開 発に取
り組んでいると いったよう な全体的な 意見を頂い ているほか 、ステージ ゲート
評価結果については妥当云々（うんぬん）という御意見を頂 いておりま す。
２ページ目も アウトカム に向けた取 組や国際競 争力につい ての御意見 を前回
頂いているところでございます。
本資料の内容 につきまし ては、次の 資料１−２ としまして 、評価専調 の確認
結果の報告書の 中に取り入 れてござい ますので、 次の１−２ の方の説明 でさせ
ていただきたいと思っております。
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続けて、１−２の方に入らせていただいてもよろしいです か。
資料１−２の 方ですけれ ども、本資 料が評価専 調としての 確認結果の 報告書
（案）になってございます。
めくっていた だきまして 、１ページ 目に「はじ めに」とい うことで本 ステー
ジゲート評価の確認の経緯を書かせていただいております。
本課題に関し ましては、 平成２５年 ３月に事前 評価を実施 、ＣＳＴＩ として
評価しております。
また、２６年 １１月には フォローア ップを実施 しており、 その際に経 済産業
省によるステー ジゲート評 価が実施さ れた時点で 評価専調に おいて研究 開発の
進捗状況やマネ ジメントの 状況等の確 認を行うと いうことを 決定させて いただ
いております。
それを踏まえ て、平成２ ８年１２月 に第１回目 のステージ ゲート評価 の確認
を行わせていた だきまして 、今回第２ 回目の確認 を行ってい るというと ころを
書かせていただいております。
めくっていた だきまして ２ページ目 でございま す。確認の 実施方法を 書かせ
ていただいてお ります。詳 細な説明は 省略させて いただきま すが、本事 業に関
しましては、平 成２５年か ら約１０年 間の実施期 間というこ とで国費総 額も４
００億円以上と いうような ことになっ ております 。平成３０ 年度の予算 として
は４１．５億円を予定している─ になっているところでございます。
続いて３ペー ジ目にステ ージゲート 評価の確認 結果を書か せていただ いてお
ります。少し詳し目に説明させていただきます。
まず「ステー ジゲート評 価結果の妥 当性」とい う部分です けれども、 まず本
研究開発につい ては、平成 ２５年度は 経済産業省 、平成２６ 年度からは その所
管法人のＮＥＤ Ｏの方の事 業として研 究開発を実 施している ものです。 ＮＥＤ
Ｏにおいては、 ステージゲ ート評価に おいて中間 評価分科会 における中 間評価
─ 、全体評価です。あ と技術推 進委員会に おける個 別テーマ 評価の意 見を踏
まえて、このス テージゲー ト評価を行 っていると いったとこ ろを書かせ ていた
だいております。
これらに加え て、経済産 業省におい てはアドバ イザリーボ ードを設け て今後
の方針などにつ いての助言 も行ってい るというと ころを書か せていただ いてお
ります。
２段落目、第 ２期ステー ジゲート評 価において は、３４の 研究開発テ ーマ全
てが目標値を達 成、又は目 標値以上を 達成してい ることを確 認しており ます。
その上で幾つか テーマの絞 込みや統合 などを進め ていること を、課題の 見直し
を行ってきてい ると。平成 ３０年度か らは、マル チマテリア ル設計を新 たなテ
ーマとして取り 組むとし、 ６テーマを 新規課題と して設定し ていると。 結果と
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して、平成３０ 年度からは ２８の研究 開発テーマ に取り組む こととして いると。
これらのこと から全体評 価及び個別 課題評価結 果、さらに アドバイザ リーボ
ードからの助言 を考慮して 整理された ものであり 、実質的で 効果のある 検討が
行われていたと判断できるということを書かせていただいて おります。
また、中間評 価において は、全体評 価として高 い評価を受 けており、 また実
用化・事業化に 向けた取組 も進めてい るといった 点を書かせ ていただい ており
ます。
指摘事項とし ては、次の ４ページ目 に移らせて いただきま すが、その 実施者
であるＩＳＭＡ 、技術研究 組合の方で 既に対応を 進めており 、適切なマ ネジメ
ントが行われていると評価できると書かせていただいており ます。
また、平成２ ８年度に本 調査会で行 われました ステージゲ ート評価の 確認に
おいて改善すべ き点につい てもいろい ろと対応し ており、特 に文科省の 事業、
あと本府のＳＩ Ｐとの間の 適切な役割 分担と連携 も図れてき ているほか 、知的
財産の取組だと か国際標準 化に向けた 取組も推進 してきてい ると書かせ ていた
だいております。
以上のことか ら、最終的 な結論とし てですけれ ども、ステ ージゲート 評価結
果はおおむね妥 当であり、 特に多数の 大学や企業 が参加して 研究開発課 題の目
標を達成してい る点は研究 開発プログ ラムの好事 例として評 価できると いった
ところで総括させていただいております。
次の今回のス テージゲー ト評価に当 たっての指 摘事項とし ては、３． ２の方
で書かせていただいております。
まず第１段落 目ですけれ ども、ユー ザー企業か らの要望を 把握しなが ら進め
ていくとしてい るけれども 、その評価 項目を加え るべきであ るといった 点を指
摘させていただいております。
また、抜本的 な軽量化に 向けては車 体のどの部 分で具体的 に実現して いくか
という点を明確 にしていく ことが重要 であると。 また、今後 電気自動車 等の流
れがあることか ら、十分に 調査を行っ て、将来の 予測を立て ながら社会 実装へ
の道筋を立てていって検討を進めていくことが必要であると いった点。
最終的には、 これまでの 実施体制を 検証しつつ 、必要に応 じて評価項 目の追
加や体制の見直 しなどを柔 軟に対応し ていくこと が重要であ るといった 点を総
括として書かせていただいております。
以上が事務局 で御準備し ました評価 結果の確認 の報告書（ 案）になっ てござ
います。よろしくお願いいたします。
【角南会長】

ありがとうございました。

それでは、た だいまの事 務局から提 案のありま した「革新 的新構造材 料等技
術開発」ステー ジゲート評 価の確認結 果報告書（ 案）につい て御質問、 御意見
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をお願いいたし ます。また 、本日は経 済産業省、 ＮＥＤＯ及 びＩＳＭＡ からオ
ブザーバーとし て御参加い ただいてお りますので 、適宜御発 言をお願い したい
と思います。
資料１−１が 皆さんから 前回頂いた 意見でござ いまして、 今事務局の 方から
御提案いただい ている結果 の報告書（ 案）の方で すけれども 、そちらの 方に幾
つか指摘事項も 入れさせて いただいて いるという 形になって おります。 そうい
ったところも含めて御確認いただければありがたいです。
この下線部分については、強調している部分ですよね。
【板倉企画官】

事務局の 方で強調の ために参考 として引か せていただ いてお

ります。
【上野委員】

指摘などで はないです が、前回の 会議での我 々の意見を 非常に

丁寧に取り入れていただいたと感じております。
このプロジェ クトに関し ましては、 最後の４ペ ージの「次 回のステー ジゲー
ト評価への指摘 事項」にも 書かれてい る点が最も 重要ではな いかと思っ ており
まして、非常に 幅広い多様 な多数の大 学、企業が 入って実施 しているプ ログラ
ムですので、ユ ーザーの要 望を把握し ながら、ユ ーザーの要 望に合った ものを
開発するという方向に進めていくことが重要かと思います。
特に４ページ で３．２の 下線が、正 に今御指摘 もあった下 線が引いて あると
ころですけれど も、「抜本 的な軽量化 」というと ころはかな り高いハー ドルだ
とは思いますけ れども、そ れをどのよ うに具体的 に実現して いくのかと か、ほ
かの国のマルチ マテリアル 化の研究開 発状況です とか、また 電動化とい う、こ
のプログラムが できたころ とは違う流 れもありま すので、そ ういったと ころも
踏まえて、これ から必要に 応じて評価 項目とか観 点とか評価 方法も見直 してい
くというところ が、柔軟に 対応してい くというこ とが、求め られるので はない
かと思います。
以上です。
【角南会長】

ありがとうございます。

松橋委員、どうぞ。
【松橋委員】

すみません 、ちょっと 見当外れに なっていた ら申し訳な いので

すが、私は専門 がちょっと 違うもので すから、純 粋に関心と して、車体 軽量化
５０％達成する と、強度を 維持すると いう観点で されている と思うんで すが、
純粋に構造材の 材料力学と いいますか 、そういう サイエンス 、テクノロ ジーと
いう方面と、若 干想像しま すと異なる ステークホ ルダーで、 例えばスチ ールを
もとにした材料 を製造して いるところ と、それか らアルミの ようなもの でやる
場合とＦＲＰみ たいな、Ｃ ＦＲＰとか 全く異なる 材料ですと 、製造する ステー
クホルダーも違 ってくるの で、余り斟 酌し過ぎる と、そこの 利害の問題 という
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のも遠くに出て くると思う のですが、 そういうも のとは全く 切り離して 、純粋
にサイエンス、 テクノロジ ーとしてさ れたのか、 そこの問題 をうまく調 整しな
がらされたのか 、そこらあ たりを、も し説明いた だける範囲 で少し教え ていた
だけますでしょうか。
【秋宗部長】

すみません 、実施者の ＩＳＭＡの 方から、回 答になるか ちょっ

と不安ではありますけれども。
６年 前の段 階です と、 まだ内 燃機関 がベ ースで 、走 行時の ＣＯ ２ を半減 する
という、そうい うのが大目 標だったと 思います。 まず、そこ でつくり上 げて、
前期の５年間─ 昨年度 までです ね。まずは いろいろ な比重の 小さい材 料を自
動車に使えるよ うにすると いうのが一 番の目標で 、アルミニ ウムの、鉄 にかわ
れるぐらいの強 度を持たせ るとか、マ グネシウム が発火しな い状態で薄 い板で
使えるとか、そ ういう研究 をやってき て、前回の 指摘でも頂 いきました が、計
算上、そういう マルチマテ リアル化は 可能なのか 、ちゃんと 検証してい るんで
すよねという、 そういう御 意見も頂き まして、昨 年度から我 々はトポロ ジカル
オプティマイゼ ーションを 取り入れて 、剛性的に 、衝突時の 荷重に耐え られる
ような車の設計 のところか ら入ろうと 。そこで、 こういう材 料がどうし ても必
要になれば５年 間で培って きたものを 利用しよう と、そうい う考えで今 のとこ
ろ来ています。
だから、結論 としてオー ル鉄が一番 いいよとな るかもしれ なませんが 、あら
ゆる材料、日本 が得意とす るあらゆる 材料を投入 できるよう な、そうい うレパ
ートリーを増や していける ような、そ ういう開発 になってい くのではな いかな
と。今そこを我々実施者としては期待しているところです。
【松橋委員】

分かりました。ありがとうございました。

【角南会長】

確認ということでしょうか。

【松橋委員】

はい。

【角南会長】

委員の方、ほかにございますでしょうか。

天野委員どうぞ。
【天野委員】

当初のテー マを立てた ときから社 会状況はい ろいろ変わ ってき

ているというの は、もう仕 方がないこ とというと ころもある のですが、 今回の
中間的な評価に 関しては、 非常にいろ いろな機関 が集まって 、これだけ のもの
を現時点でつく り上げたと いうことに 関しては、 ４ページ目 の３．１の 最後の
方にちょっと書 いてありま すけれども 、「評価で きる」とい うふうな文 言が入
ったのは非常にいいんじゃないかなと思います。
ただ、３．２ 、こちらは 指摘事項を どう書いた らいいか、 私もよく分 からな
いところがある りまして、 ここで「抜 本的な軽量 化」で、括 弧して「５ ０％軽
量化」って書い てあるんで すけれども 、ひょっと すると、こ れをずっと 最後ま
−7−

で堅持するとい うか、掲げ ていくのは 経産省さん の説明者と してもちょ っとつ
らいところがあ るかもしれ ないので、 最後の３． ２の中で、 今後の目標 として
は、ここに一応 言葉は書い てあるんで すけれども 、「国際的 な自動車の 電動化
の流れ等につい て十分調査 を行い」と いうような ところが書 いてありま すけれ
ども、こういう ところを十 分考慮して 、実用化研 究なんで、 初めの目的 とちょ
っとずれたとこ ろに着地点 があっても 、それはそ れで評価す べきものは あるは
ずなので、その 辺が含まれ るような書 き方がいい かなと思い ました。今 ここで
こう直したらい いんじゃな いでしょう かという案 はすぐには 思い浮かば ないの
で、その辺を状 況を踏まえ てビジネス モデルまで 考慮した上 でこの研究 開発の
着地点を考える というよう なことを入 れていただ けるといい んじゃない かなと
思います。
それと、もう一つだけ。
これは非常に いいのです けれども、 全体設計で やると、私 も民間で技 術開発
やって材料開発 したことあ るんですけ れども、一 番最後のネ ックは、と にかく
接合のところな ので、全体 の構造物と して何をど こに使って いく、書い てあり
ますけれどもね 。で、接合 のところを どういうふ うに考えて いくのかと いうよ
うなところは、 きっと最後 に大きなテ ーマになる はずなので 、その辺も 後で困
らないような感 じで３．２ に入れてお いていただ けると。具 体的な文章 はこち
らも出てきませんが、入れていただけるといいなと思います 。
【角南会長】

ビジネスモデルという点と、それから接合のところです かね。

それで、この 後１度御意 見を頂く機 会もあるの で、天野委 員の方から メール
等で何かこうい う文章がい いんじゃな いかという のがあれば 事務局に送 れるん
ですよね。
【板倉企画官】

はい、この報告書の取りまとめ方法を説明いたします。

今回、御議論 いただいた 後に、再度 意見収集表 を委員の皆 さんに配付 させて
いただいて、来 月、８月末 めどに報告 書を取りま とめていき たいと思っ ており
ます。その際に 再度委員の 皆様に御意 見を頂く機 会を設けた いと思って おりま
して、最終的には微修正は会長一任にさせていただければと 思っており ます。
次回の９月の 評価専調で 最終的に取 りまとめた 報告書を報 告させてい ただく
予定になっております。
以上です。
【角南会長】
【板倉企画官】
【角南会長】

そのときは、「案」が取れた段階でということですね
はい、そうです。
今、天野委 員から御意 見を頂いた ２点につい ては、事務 局の方

でもちょっと作 文していた だいて、そ れをまた確 認していた だいて、ま た更に
意見があればと いうのも現 実的なのか なと思いま すので、よ ろしくお願 いいた
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します。
ほかにございますでしょうか。岸本委員、どうぞ。
【岸本委員】

全体的に前 回の報告等 を踏まえて まとめてい ただいてい ると思

います。ただ、 意見の取り まとめの案 の中で「Ｓ ＤＧｓ」と いう言葉が 入って
いて、それで「 国際的な競 争力」とい うような言 い方になっ ていたのが 、先ほ
どからの指摘と 同じところ なんですけ れども、こ こでは車体 のどの部分 で具体
的に実現してい くかという ことで、か なり限定し た内容にな っています 。もう
少し幅広に注文 をつけるこ とによって 開発が良い 方向に進む ように思い ますの
で、意見聴取の際に文案を提出せていただきます。
【角南会長】

そのほかの委員はいかがですか。

大丈夫ですか 。前回もう 一応皆さん に議論いた だいていた ものを反映 したと
いう形になって ありますの で、今回、 それでは事 務局の方で 先生方に頂 いた意
見をもとに内容を報告書に修正をお願いするという形になる と思います 。
それから、先 ほど御説明 ありました ように、意 見収集表と いうものが 別途送
付されますので 、岸本委員 はそちらの 方にも、先 ほどの御意 見のところ を入れ
ていただけると いうことで ございまし たので、ま た事務局の 方に提出い ただく
ようにお願いいたします。
特に御質問等ございませんでしょうか。
では、それを 踏まえて事 務局が最終 的に報告案 をつくって いただいて 、それ
で修正を一任していただくということでよろしいですか。
ありがとうございました。
経済産業省、 それからＮ ＥＤＯ、そ れからＩＳ ＭＡ、本当 にありがと うござ
いました。よろしくお願いします。
（説明者退室）
【角南会長】

それでは、次の議題に入りたいと思います。

議題２の「国 の研究開発 評価に関す る大綱的指 針のフォロ ーアップ調 査結果
について」、事務局から説明をお願いいたします。
【板倉企画官】

それでは 、資料とし ましては、 資料２と参 考資料６と ７、あ

と黄色の冊子、大綱的指針の冊子が本議題の関連資料になっ てございま す。
まず、資料２ ですけれど も、これに 基づきまし て、フォロ ーアップ調 査結果
につきまして説明させていただきます。
２月に評価専 調を開催し ましたけれ ども、その 際にフォロ ーアップ調 査の実
施について御承 認を頂いて いるところ です。それ に基づきま して事務局 の方で
調査した結果になってございます。
まず、１ペー ジ目を御覧 いただきた いと思いま す。このフ ォローアッ プ調査
の背景をまとめさせていただきました。
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背景としまし ては、平成 ２８年度に 内閣総理大 臣で決定さ れました大 綱的指
針において、こ のフォロー アップを行 うというこ とが記載さ れておりま す。目
的としては、大 綱的指針の 浸透のため 及び知見の 蓄積と継続 的な改善の ための
フォローアップを継続して行うということになっております 。
実際の書きぶ りについて は、この本 資料の１５ ページ目に 大綱的指針 の抜粋
をつけさせてい ただいてお ります。下 線部を引か せていただ いたところ に具体
的な記載がござ います。ま た、大綱的 指針ですと 、冊子の方 ですけれど も、１
４ページに記載がございます。
この中でＣＳ ＴＩとして フォローア ップすべき 事項としま しては、研 究開発
プログラムの実 施状況等に ついて定期 的に調査す る点、あと 評価に係る 状況を
府省横断的に把 握するとい った点、ま たそれらを 各府省等に フィードバ ックし
て情報の共有と 好事例等の 展開を図る 点。この３ つの点につ いて今回フ ォロー
アップ調査を行ったものです。
めくっていた だきまして 、２ページ 目に移らせ ていただき まして、フ ォロー
アップ調査の目 的を書かせ ていただい ております 。本調査に 関しまして は、過
去に、平成２７ 年に行って いますけれ ども、これ は大綱的指 針の改定に 向けた
調査ということ で、今回の ように改定 後直後に行 っているフ ォローアッ プ調査
というのは今回 初めてでご ざいます。 これら目的 などについ ては、前回 ２月の
調査会において 御承認いた だいており ますので、 少し簡単に 説明させて いただ
きますが、調査 の項目とし ては、平成 ２７年に実 施した調査 の項目に照 らして、
①から④の調査項目を立てております。
また、調査方 法ですけれ ども、関係 者へのヒア リング方式 で行ってお ります。
調査対象は、平 成２７年度 調査におい て対象にし た９省庁と 国立研究開 発法人
に関しましては 、自ら評価 を実施して いる機関に 限るという ことで、特 定研発
法人の理化学研 究所、あと 競争的資金 を多く実施 しているＮ ＥＤＯ及び それ以
外の情報通信研究機構の３機関において行わせていただきま した。
３ページ目が 先ほどの① から④の調 査項目をも う少しブレ ークダウン したも
のになってございます。
１番目は、評 価の実施体 制というこ とで、評価 指針の整備 状況等を確 認して
おります。
２番目としま しては、評 価の実施状 況としまし て評価の実 施数などを 調査し
ております。
また、３番目 に研究開発 プログラム 評価の実施 状況としま して、事例 や実施
数などを調査しています。
その他としては、利活用状況や御意見などを調査しており ます。
各項目に沿って、４ページ目以降に説明させていただきま す。
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まず評価の実 施体制のと ころですけ れども、評 価指針の整 備状況につ いて参
考資料６を御覧 いただきた いと思いま すが、まと めてござい ます。Ａ３ の資料
になってございます。
大綱的指針を 踏まえて、 各省庁の評 価指針につ いて調査を 行ったもの です。
評価指針の規定 類につきま しては各９ 省庁とも整 備されてお りまして、 そのう
ち６省庁は大綱 的指針の改 定に伴って 規定の改定 を行ってお ります。２ 省庁、
農水省と防衛省 につきまし ては、現行 、改定せず にも対応可 能というこ とで変
更は行ってございません。
また、消防庁 におきまし ては、総務 省の改定に 基づき、今 後改定を実 施する
予定になっております。
総務省におき ましては、 パブコメも この改定時 には行って いるという 状況に
なってございます。
続いて、評価 の実施体制 につきまし ては、参考 資料７にま とめてござ います。
ちょっと分厚い 資料になっ てございま すが、１ペ ージ目の総 務省から１ ７ペー
ジ目の消防庁ま で評価のそ れぞれの省 庁の体制や 委員の構成 などについ て取り
まとめを行った資料になってございます。
また、１８ページ以降に先ほどの３法人についてもまとめ てございま す。
それぞれの省 庁において 評価指針等 を公開して おりまして 、それぞれ 評価実
施において工夫 している点 もございま した。それ らの点を４ ページの下 に抜粋
させていただいております。
まず、総務省 としまして は、事前評 価の段階で 事前事業評 価、基本設 計書に
関する評価、採 択評価と三 段階の評価 を行ってい る事例がご ざいました 。また、
文部科学省にお いては、若 手研究者の 育成や不正 行為などの 観点などの 独自の
項目も盛り込んできております。
厚生労働省に 関しまして は、事前評 価とその後 の中間・事 後評価の委 員を重
複しないように異なる者を採用している事例もございます。
また経済産業 省において は、一貫性 を持たせる ための標準 的評価項目 ・評価
基準というものを定めている省庁もございます。
これら工夫した事例を取り上げさせていただいております 。
５ページ目に 行きまして 、同じく参 考資料７の 関連ですけ れども、評 価者に
関しましては、 外部の有識 者を、様々 な分野の評 価の専門家 を委員とし て配置
しております。 また、秘密 保持の観点 から、特化 した委員に 限定してい る事例
もございました 。一部では 選定母数が 少ないとい うところで 苦労してい るとこ
ろもございました。
続いて２番目 ですけれど も、評価の 実施状況に 関しての報 告、説明を させて
いただきます。
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５ページ目の 真ん中から ですけれど も、平成２ ８年から３ ０年の３月 末まで
を調査対象にし まして、評 価件数をそ れぞれの省 庁から集計 したものが 下段の
評価数の表にな ってござい ます。それ ぞれの実施 、評価のカ ウントの組 織が異
なることから、 評価数が多 いからとい って一概に 比較はでき ない数字に なって
ございますので、御留意ください。
続いて、６ページ目に移らせていただきます。
先ほどは評価 の実施数で したが、２ 番目としま しては、事 前、中間、 終了時、
追跡評価の実施 状況の確認 を行ってお ります。そ れぞれの省 庁ともに、 事前、
中間、終了時の 評価を実施 してきてお りまして、 経済産業省 などにおい ては、
終了時の評価を 前倒しに行 っている事 例もござい ました。ま た、追跡評 価に関
してなんですけ れども、各 省によって 事情は異な っておりま して、追跡 調査を
実施しているも のの追跡評 価を実施し ていないケ ースは多く なかった状 況でご
ざいます。
追跡評価まで 実施されて いない理由 としまして は、研究開 発終了後に 研究開
発実施者と、そ れを社会実 装する企業 とで被評価 者が曖昧と なることが 要因と
する意見が最も多かった状況でございます。
３番目としま しては、評 価観点の点 ですけれど も、おおむ ね大綱的指 針に基
づきまして、必 要性や効率 性、有効性 などを柱に して評価項 目を立てて おりま
した。
また、４番目 ですけれど も、評価結 果の公表と しましては 、機密性が 高いも
のを除き、評価結果として公表をしているという状況でした 。
駆け足で申し 訳ありませ んが、７ペ ージ目に移 らせていた だきまして 、３番
目の研究開発プログラム評価の調査結果になってございます 。
大綱的指針以 降の考え方 としまして は、各省と も研究開発 プログラム 評価を
実施しており、 その件数は 増加し、そ のプログラ ム評価の意 識を持って 取り組
んでいる状況でございます。
このプログラ ム評価の枠 組みに関し て、それぞ れの省庁で 判断が異な ってお
りまして、大綱 的指針にも っと解説書 なりで定義 した方がい いという意 見と、
各省で柔軟性を 持たせるた めに今の書 きぶりでも いいのでは ないかとい う２つ
の意見がございました。
また、競争的 資金の研究 開発プログ ラム化につ いては、実 際問題とし ては、
課題の基本設計 が、基本計 画が定まっ た後でない とプログラ ムとしてな かなか
まとめられず、判断が難しいという御意見もございました。
２番目としま しては、プ ログラム評 価の実施状 況になって ございます 。これ
は、８ページ目 に調査のグ ラフを示さ せていただ いておりま す。まず８ ページ
目の左の方のプ ログラム評 価件数です けれども、 青色が前回 の調査で、 黄色が
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今回の調査にな ってござい ます。前回 の９３件か ら今回の調 査で５０３ 件と大
幅に約５倍の増加になってございます。
また、実施し ている省庁 ですけれど も、前回は 農水省と厚 労省の２省 庁だっ
たところ、今５ 省増えて７ 省庁実施し ているとい うような状 況になって ござい
ます。
その割合に関 しては、右 の方の図に 移りまして 、全体の件 数に占める 割合は
８．２％ほどに なってござ います。高 いところで 言うと、経 済産業省が 全体の
９８．１％、プログラム評価を行っているというところでご ざいます。
これらの増加 の要因とし ましては、 やはり大綱 的指針にお いてプログ ラム評
価を推奨してい るという点 が多く反映 されてきて いるのかな というとこ ろでご
ざいます。
８ページ目は、先ほど説明させていただきました。
９ページ目で すけれども 、これは省 庁によって は研究開発 法人の評価 実数が
含まれておりま すので、研 究開発法人 での評価に つきまして 特出しで集 計させ
ていただいたものです。
緑色が各省の 全体の評価 数で、ピン ク色が研究 開発法人で の評価件数 、黄色
がその中でプログラム評価を実施している件数を示しており ます。
例えば、総務 省は研究開 発法人で５ ６件評価を 行っていま すけれども 、その
全てがプログラム評価を実施しているというような見方にな ります。
続いて、１０ ページ目、 １１ページ 目、１２ペ ージ目に研 究開発評価 プログ
ラムの参考事例を３事例ほど掲載させていただいております 。
１０ページ目 は、経済産 業省のスマ ートモビリ ティシステ ム研究開発 ・実証
事業でございま して、こち らは研究開 発課題から 実証試験ま で一貫した プログ
ラム評価を行っている事例になってございます。
１１ページ目 は環境省が 行っている もので、環 境省は研究 開発プログ ラムと
する領域を事前 に決定して おりまして 、例えば下 の表にござ いますよう に、環
境研究総合推進 費などは、 研究開発プ ログラムと して評価を 行うという よう事
前に決定している事例でございます。
続いて１２ペ ージ目です けれども、 先ほどステ ージゲート 評価の確認 をさせ
ていただいた案 件になって ございます が、革新的 新構造材料 研究開発、 ＮＥＤ
Ｏが実施してい るものです けれども、 こちらは１ つのアウト カム、これ はＣＯ
２

排出量 の削 減と いうア ウト カム です─ に対 して 複数の 研究 開発課 題を 設定

しているような 事例で、プ ログラム評 価としては 好事例とい うことを先 ほども
書かせていただいたものでございます。
以上が事務局の方で抽出しました参考事例になってござい ます。
１３ページ目 、最後の項 目ですけれ ども、その 他の項目に なってござ います。
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１番目は大綱 的指針の利 活用状況で ございます けれども、 各省庁とも 評価の
大綱的指針につ きまして評 価指針策定 のガイドラ インとして 活用してい るとい
う状況でございますが、以下のような意見がございました。
現行の大綱的 指針に関し まして、も っと具体的 に記載すべ きという意 見と、
もう少し柔軟性 を持たせる ために、現 行の範囲で 問題ないと いうような 意見も
ございました。 また、共通 した意見と しては、大 綱的指針の 解説書、又 はコン
メンタールのようなものを策定すべきというような意見がご ざいました 。
２番目としま しては、評 価の全般的 に関する意 見でござい ますが、各 省での
評価の実態調査 において参 考にできる ような事例 をもっと情 報共有すべ きでは
ないかという意 見、又は研 究開発プロ グラム評価 に関しまし て、そのメ リット
をもうちょっと 明確にして いくべきで はないかと いうような 御意見もご ざいま
した。
駆け足の説明 になってご ざいますが 、以上がフ ォローアッ プ調査の事 務局と
しての調査結果になってございます。
いろいろ各省 にヒアリン グ等を行っ て実施した もので、各 省に過大な 作業を
お願いすること なく実施し た点もござ いますので 、不足して いるような ことも
ございますけれ ども、この 御意見を頂 いた後、更 に追加の調 査などが必 要であ
れば実施して、 年度内に調 査結果とし て評価専調 としてまと めて情報共 有して
いきたいと思っております。
説明は、以上です。
【角南会長】

ありがとうございました。

ただいまの事 務局からの 説明につい て、御質問 、御意見な どをお願い いたし
ます。
【尾道委員】

今回のフォ ローアップ 調査、まず 関係省庁、 関係研究機 関に事

務局のヒアリン グは、そう はいっても 、すごく大 変だったと 思います。 本当に
御苦労さまでした。
今回、研究開 発評価に関 する大綱的 指針に沿っ た評価が、 事務局がま とめて
いただいたこの 表を見ても 、各省庁や 研究開発機 関で着実に 進んでいる のはす
ごく評価できると思いますし、非常にいいことだと思います 。
国民や研究実 施者に対す る透明性と いうことで も、かなり よい方向に 向かっ
ていると考えています。
一方、研究開 発プログラ ム評価とい うのが今回 の大綱的指 針の１つの 目玉と
いう こ とで あ っ たと 思 いま す が、 こ れに つ いて は 各 省庁 で の取 組 に若 干 濃淡
─ まあ、数字上ですけれども見られていると思います。
実施されてい るプログラ ム評価が各 省庁でかな り性格や内 容が違うと いうの
は、ある程度、 斟酌できる とは言うも のの、ある 意味、研究 開発プログ ラムを
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実施する際の対 象領域の考 え方等の定 義に若干ば らつきがあ るというと ころも
あると思うので 、そこにつ いては今後 ある程度全 体の水準を そろえてい くとい
うことがすごく重要ではないかというふうに感じました。
あともう一点 は追跡評価 の手法であ りますが、 これはなか なか難しい 問題で
はあると思いま すが、これ についても 今後また本 指針の中で 徹底する、 あるい
は定義を明確に していくと いうところ が重要だと 思います。 ここで要望 も各省
庁から出ていま したように 、大綱的指 針の解説書 やコンメン タールみた いなも
のを今後是非つ くっていた だいて、そ の中で、こ のような定 義でありま すとか、
あるいは追跡評 価について はある意味 こんな形で というよう なものがあ る程度
例示できるよう なことにな れば、事務 局の負担は 増しますが 、もっとい いのか
なというふうに思いました。
以上です。
【角南会長】

ありがとう ございます 。よろしい ですか。何 か今回は各 省から

いろいろとお互いゼロというのがなくなっております。
【門永委員】

確か２年前 に多大な時 間をかけて 、けんけん ごうごう、 かんか

んがくがく議論 をしてまと めた大綱的 指針なわけ ですが、そ の割にはい かがな
ものかという感じが正直なところします。
というのも、 そもそも大 綱的指針で はなくて、 もともとあ る指針でい いよと
言っている省庁 が二、三か 所ある。ま た、もっと 具体的にし てほしいと か、解
説書が欲しいと か言ってい るのを聞く と、２年前 に議論した ときには毎 回各省
庁の方がオブザ ーバーで入 っていて意 見もくださ ったわけで すが、恐ら くその
方たちはもう異 動していな いのだろう なと思わせ ます。それ はうまく引 き継い
でいただくとい う前提です が、プログ ラム評価が 増えました といっても 、大綱
的指針の精神に のっとった プログラム 評価になっ ているのか どうかとい うのは
数だけでは分か らないです 。単純に言 うと、目標 設定がして あって、課 題分解
がされ、それ等 のアウトプ ットが道筋 を経てアウ トカムにつ ながってい るかと
いう構成になっ ているかど うかという 中身を見せ てもらわな いと、「や りまし
た」と言われても何とも言えない。
それから、研 究をさせる 主体がそう いう道筋を レイアウト するわけで すが、
その道筋でいい のかとか、 アウトカム にどう繋が っているの かとか、要 するに、
研究をやらせた 側の評価を しましょう というとこ ろが大事な わけです。 それを
実際にやったの か、やらな いのか、や ってどうだ ったのかと いうことを 本当は
知りたいところです。
この様なフォ ローアップ をするのに あたって、 その後人員 削減等もあ って、
皆さん少ない人 数で大変だ ったと思い ます。私も そこは大い に敬意を表 したい
と思います。
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ただし、この ままだと、 ここから先 は余り進ん でいかない のではない かなと。
各省庁同じよう に浸透させ てレベルを 上げていく というのは 難しいだろ うと思
うので、セレク ティブでも いいので、 さっき申し 上げたよう なレベルで 幾つか
本当にいい事例 があるのか どうかとい うのを見て 、それがあ れば、そこ からブ
レークスルーす るというか 、それでも ってほかの ところにも 、これだけ メリッ
トが出ているの で是非やり ましょうと いうふうな 形で広めて いくという アプロ
ーチをとらなくてはいけないのではないかと思いました。
以上です。
【角南会長】

今回のヒア リングで何 か確かにや っています とか、これ ぐらい

やっていますと いうだけじ ゃなくて、 何となくこ んなに事例 的に代表的 なこう
いう形でやりま したみたい なのが出て きているの か。その辺 のところを また。
いかがでしたか。
【松井補佐】

このたび事 例を３つほ ど挙げてお りますけれ ども、こち らの方

でヒアリングし て、実はほ かにも何件 かあったの ですけれど も、これは 公表資
料になりますの で、今まで は、プロジ ェクトとし て評価して いて、プロ グラム
評価としていな かったもの が、今回の 大綱的指針 の改定でプ ログラム評 価に該
当しますよとい うところも ございまし て、ただ、 そのプログ ラム評価を やった
ときはあくまで 対外的には 、プロジェ クト評価な ので、表面 的に出すと 、それ
はプログラム評 価としては やっていな いという形 になるので 、なかなか この場
で公表できてい ない資料も あるという ことと、プ ログラム評 価というの が出て
きたのが平成２ ４年でござ います。結 局、長期的 なスパンの 評価研究に なりま
すと１０年間と か８年間か かります。 プログラム 評価をやっ た上でアウ トプッ
ト、アウトカム というもの が、きちん と形となっ ているのか との確認が 必要で、
平成２４年から ６年経ちま すので、機 会を見つけ て、何か１ 件か２件ぐ らいプ
ログラム評価を やった評価 事例を抽出 して、どう 役に立って いるか点な ど、事
今後分析が必要かなというふうに事務局も考えております。
以上でございます。
【角南会長】

庄田委員、どうぞ。

【庄田委員】

門永委員と 少し似た印 象論なので すが、今回 は、評価体 制とそ

の中できちんと した評価が されている かどうかを 調査、フォ ローアップ しよう
ということで、 このような 結果を御説 明いただい たのだと思 います。私 がとて
も印象的に感じ ましたのは 、５ページ にあるよう に、各府省 庁が評価対 象とす
る数が非常に多 いという点 です。大綱 的指針を議 論したとき に、指針の ７ペー
ジにある各研究 開発課題を まとめた「 研究開発プ ログラム」 として、正 にプロ
グラムとして評 価をすると いう概念だ ったと記憶 しています 。ご説明頂 いた資
料で、各府省庁 、例えば厚 生労働省は ２，０００ もの評価対 象が存在す るとい
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うのは、大綱的 指針にある 研究開発プ ログラムの 定義、概念 が、以前に 評価専
門調査会で議論 したときの ものとは違 って受け取 られている のではない かと思
いました。評価 対象数の多 さから、研 究開発プロ グラムその ものの定義 の受け
取り方が違っていないかというのが一番気になったところで す。
【板倉企画官】

その点に 関しまして は８ページ を御覧いた だくと分か ります

が、例えば厚生 労働省の割 合ですけれ ども、厚生 労働省に関 しましては 、約２，
０００のうち、 黄色の部分 の１．４％ しかプログ ラム評価と しては実施 してい
ないということとなります。
【庄田委員】

個別の研究 開発課題を プログラム として認識 をするとい うとこ

ろが果たして各 府省庁で行 われている のかという のが１つで す。ですか ら、先
ほどの本日の議 題の１番の ＮＥＤＯの 革新的新構 造材料等、 これは本当 に三十
何課題をまとめ て研究開発 プログラム として進め られている 好事例だと 思いま
すので、こうい う好事例を 各府省庁に フィードバ ックをして いただけた らと思
います。
【角南会長】

ですから、 ５ページの 評価数とい うのは、各 省に出して いただ

いた数というこ とですよね 。ですから 、そのカウ ントの仕方 もかなり違 いがあ
って、２，００ ０件も評価 していると いうのはす ごい、どれ ぐらいの人 員でや
られているのか というのも あると思う のですが、 逆に非常に 少ないもの もあり
ますよね。です から、先ほ ど事務局の 方から横並 びで比較し ないように という
のは正にそうい うことだと は思うので すが、その 中において 特にこのプ ログラ
ム評価が実施さ れていると いうことで 言えば、厚 労省さんは 余りしてい ないと
いうカテゴリーに入るということですよね。
桑名委員、どうぞ。
【桑名委員】

今回、参考 事例が３つ 出てきて、 一つ一つ言 葉を選んだ 上で、

ヒアリングをさ れた上でこ ういう形で まとめられ たというの は、今回の 大綱的
指針の中で目的 とした１つ のステップ としては、 私は非常に 評価ができ ること
じゃないかなと 思います。 内容、書き 方等いろい ろあるかと は思います が、評
価のための視点 や評価の手 法、また、 各省庁がや っているベ ストプラク ティス
的なところも共 有できるよ うなところ に来ている ということ で、私はこ れは非
常に評価できる まず第一歩 、ここはど うしても通 らなきゃな らない道じ ゃない
かなと考えます。
次に、我々が こういう形 で評価した 、大綱的指 針の中で評 価手法等を 共有し
た、さらには状 況を把握し たと仮定し た場合、で は我々自身 がこの評価 の効果
をどう示してい くのか、各 省庁にどう いう形で評 価の効果が あったとい うこと
を示していくか 、若しくは この第一歩 を抜けたと ころでどう いうような ことを
次に向けて表明 していくの かという点 が我々に問 われ、事務 局、我々自 身が考
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えていかなきゃならないと思いました。
それからもう 一点、今回 各省庁、９ 省庁書かれ ております けれども、 内閣府
がやっている、 例えばＳＩ Ｐでも評価 はやってい るわけで、 それ自体を １つの
事例として出し ていく案も あるのでは ないかと思 います。今 回３事例が 出てお
りますけれども 、やはり各 省庁から出 してもらう べく内閣府 も努力をし なきゃ
ならないと思っ ていまして 、内閣府か らの事例に ついてどの ようにお考 えなの
かというのが最後に質問でございます。
【板倉企画官】

今回内閣 府のＳＩＰ など事例を 出してはい ないのです けれど

も、当然内閣府 の方も良い 事例を自ら つくり出し て、それを 共有してい くべき
と考えておりま す。今後そ ういう方向 で進めさせ ていただき たいと思っ ており
ます。
【角南会長】

天野委員、どうぞ。

【天野委員】

今回の調査 、本当に大 変だったと 思います。 これは御苦 労さま

でしたというか 、お疲れさ までしたと いう一言で すけれども 、もともと 大綱的
指針をどういう 背景でおつ くりになっ たかという のを私は何 となく思い 出して
みると、日本の 国って高度 経済成長期 って好きな だけ研究開 発費を使っ ていた
だいて基盤的な 研究開発推 進にお国の 方ではおや りになって いたと。で も、日
本ではそうでは なくて実用 化研究が必 要になるん だろうと、 なってきた という
ことのあかしがこの大綱的指針だったと思うんです。
これは普通に 民間で研究 開発のマネ ジメントや っていると 、これはも う当然
やっているわけ です。研究 開発して、 営業ツール にしてどの ぐらい稼い だとか、
利益がどのぐら い出たかと いうところ でこの評価 はちゃんと しているわ けなん
ですけれども、 これを国に 置きかえて やろうと思 うと、なか なか大変だ ろうと
は思います。
私も土木分野 を手広くや っていまし たので、工 種によって 効果のあら われ方
は全然違います ので、橋だ ったら３年 ぐらいで出 てきますけ れども、ダ ムだっ
たら２０年ぐら いたたない と出てこな いというの があるので 、一律にこ ちらで
全部標準パター ンをお示し するのは難 しいのだろ うというふ うに考えて います。
なので、気持 ちというか 、ある意味 イメージ的 なところを やって、そ れぞれ
の御事情で自分 たちの問題 として考え ていただく ということ は日本の国 として
も必要だと思い ます。これ をやってい ただく秘訣 はとにかく 褒めること だと思
います。
さすがに３つ のうち２つ が経産省関 係だったと いうのは、 これはさす が経産
省だなと思いま すけれども 、こちらに ついてもま だ結果が出 たわけじゃ なく、
結果が出るまで 時間がたっ ていないと 思います。 ですが、こ こまできち んと途
中まででも整理 していただ いたという ことについ ては、どう いう形でア ピール
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するかは考えな いといけな いと思うの ですが、と にかく褒め てあげまし ょうと
いうことで、それぞれの省庁さんで真剣に考えてくださいと 。
環境省は実務 を知ってい ますけれど も、こちら は研究開発 プログラム という
名前がくっつい ていますけ れども、本 当にこの研 究開発プロ グラムの定 義に合
っているかどう かは今一疑 問だという ふうにちょ っと思って いるところ もあっ
たりしますので 、各省庁さ んにきちん と自分の省 庁として、 会社で言え ば本部
だと思うんです けれども、 各本部がど ういうふう に会社なり 、自分の国 なりに
貢献していくの かというこ とを考えて いただかな いと、これ はうまくい かない
んじゃないかなというふうに感じています。
【角南会長】

梶原議員、どうぞ。

【梶原議員】

評価、大変 お疲れさま でした。３ 点質問させ ていただき たいと

思います。
１点目は、大 綱的指針の 黄色の冊子 の中で「評 価は本来自 動的なもの ではな
い」ということ が冒頭に書 かれていた り、次のペ ージにも「 当事者の意 識改革
が必要」という ことが冒頭 に書かれて いることに 対して、過 去これをつ くった
ときから今に至 る状況、あ るいは評価 に至る状況 の中で、そ うしたとこ ろが進
んでいるのだろうと思いますけれども、その辺の感覚を教え ていただき たい。
関連して、事例 として３点 出ています が、実際に これがベス トプラクテ ィス
ですよという形 でお示しに なるのかど うか、また 、各省庁へ の横展開は 、広く
一般に公開する ということ もあると思 いますけれ ども、特別 な場と言お うか、
こういうのがあ りますよと 説明する機 会を設けな いと、横展 開はなかな か難し
いのではないかと思うのですが、どのようにお考えでしょう か。
最後に、そこ に全部関係 してくるか もしれない のですが、 ８ページで は前回
より５倍増えた というプロ グラム評価 の件数があ るのですが 、それは次 回はど
ういう方向感で 見えている のでしょう か。同じよ うに増えて いくと、作 業その
ものが大変にな ってしまう かもしれな いとも思い ますし、自 律的に回っ ている
のであれば、当 たり前のこ ととして動 くのだろう とも思いま すが、予測 として
どのように見ているのでしょうか。
そこに関係し て、１３ペ ージのとこ ろで、「も っと具体的 に記載すべ き」と
いう表現である 一方で、「 柔軟性を持 たせるべき 」という、 ある意味反 対の意
見がある。そう いったとこ ろをどのよ うに調整、 または整合 させていく のでし
ょうか。その辺 について方 向感を見て いかないと 、フラスト レーション 的なも
のが残ったまま ではうまく いかないの ではないか と思うので すが、その 辺につ
いてのお考えがあるようであれば、教えていただきたいと思 います。
【板倉企画官】

ありがと うございま す。私個人 的な意見に なってしま う、考

えかもしれませ んけれども 、まず評価 に対する意 識的な部分 に関しまし ては、
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これは平成１３ 年ごろから 、大綱的指 針をつくっ て広めてい た結果とし て、い
ろいろ各省庁で も評価する 意識、自分 たちで評価 する意識と か、外部有 識者を
というところは結構高まってきているという印象はございま す。
２点目のこう いったベス トプラクテ ィスを共有 するような 場というの は、正
に評価専調でこ ういう事例 がいい事例 だというと ころを示し てあげるこ とで各
省庁ともお手本 として見て いただける のではない かと。ここ の場のもの を各省
に我々の方で、 内閣府の方 で展開して いくという のが正に場 なのかなと 思って
います。
あとプログラ ム評価に関 しましては 、今後どう いうような 見通しとい うのは
正直ちょっとよ く分からな い部分あり ますけれど も、今まで あったよう なして
いない部分をプ ログラム評 価として認 識して、各 省に実施し てもらうと いう、
この割合を増やしていくというのが我々の取組なのかなと思 っています 。
その関係で言 うと、柔軟 性と詳細を という話で すけれども 、大綱的指 針は内
閣府総理大臣が つくる指針 になってご ざいますの で、それほ どがちっと 固めず
に、それに解説 するような 、参考にな るようなも ので、より 各省庁に分 かって
もらえるような ものをつく っていくと いうのが一 応落としど ころなのか なと感
じております。
【上野委員】

先ほど門永 先生もおっ しゃったよ うに、やは り「研究開 発プロ

グラム」という 言葉の浸透 というのは 、まだまだ 道半ばなの かなという 印象を
持っています。
前回の大綱的 指針の改定 と、あと前 々回の大綱 的指針の改 定に私は携 わって
いま す けれ ど も 、今 現 状、 「 プロ グ ラム 」 とい う 用 語、 「 研究 開 発プ ロ グラ
ム」という用語 につきまし て、定義が 異なる省が あるという ところと、 あと用
語遣いとして異 なる省があ るというと ころがあり ます。前々 回の改定の ときに、
先ほどの資料で ８ページに グラフがご ざいますが 、それが表 れています 。具体
的には、経済産 業省さんは 非常に昔か らプログラ ム評価に取 り組んでい らっし
ゃるんですけれ ども、経済 産業省の中 では「プロ ジェクト」 という用語 を使っ
ていらっしゃる ので、平成 ２６〜２７ 年度の調査 結果では、 経済産業省 はプロ
グラム評価はゼ ロですと回 答しておら れます。今 回の調査で は、これは 真の意
味でのプログラ ム評価だと 考えてくだ さったこと から、９８ ．１％プロ グラム
評価をやってい ますという 回答が得ら れていて、 正しい調査 結果になっ ている
なと感じている のですけれ ども、逆に 、先ほど天 野委員がお っしゃった ように、
「プログラム評 価です」と 言いつつも 、それがプ ログラムに なっていな いとい
う省がもしかす るとあるか もしれませ ん。長年の 用語遣い、 行政上の用 語遣い
は、なかなか変 えられない という問題 があるのと 、プログラ ムという概 念がな
かなか浸透しづらいという、その２つの問題があると思って います。
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同じ調査結果 の７ページ のところで 、プログラ ムの定義を 明示すべき だとい
う意見と、逆に 明記しない で柔軟にと いう両方の 意見がある というご説 明が、
先ほどありまし た。この辺 は前回の改 定のときも 、前々回の 改定のとき も議論
はあったのです が、非常に 難しいとこ ろがありま す。門永先 生は、前回 改定の
時に、「語り部 」が必要と いうような ことをおっ しゃったの ですが、結 局皆様
異動するので、語り部といえる人は内閣府には１人もいない 状況です。
また、１３ペ ージに解説 書、コンメ ンタールの ようなもの を策定すべ きとの
意見があったと いうことが 書かれてい て、前々回 、平成２４ 年度の改定 のとき
には解説書があ ったと書か れています 。これは、 書かれてい るとおりで すけれ
ども、ただ、こ の解説書を もし作るの であれば、 大綱的指針 の改定を行 った行
政官の方が作成 するように しないと、 適切な解説 書を作成す ることは難 しいの
ではないかと思います。
前々回の平成 ２４年度の 解説書は、 大綱的指針 の改定のお おむねの方 向が出
た時点で担当者 が一気にか わってしま って、最後 の段階で、 それまでの 議論に
全く携わってい なかった方 が、大綱的 指針の文言 の書換えと 解説書の作 成だけ
をされました。 平成２４年 度の解説書 は、そうい った状態で 作られた解 説書で、
しかもＣＳＴＩ の評価専門 調査会では 、これは官 僚の方々向 けのもので 行政文
書ですのでとい うような形 でほとんど 議論は行わ れませんで した。その ためも
あったか、前回 の改定のと きに、「プ ログラム」 という言葉 が、ただ複 数のも
のを束ねればで きるとか、 いろいろな 省庁、機関 がやってい るものを束 ねれば
「プログラム」 だ、として 「プログラ ム化」など という言葉 がなぜか前 面に出
ているという結 果になって しまったと 感じていま す。大綱的 指針の改定 は、特
に前々回は、非 常に長い時 間、１年以 上の時間を かけて検討 したのです けれど
も、その過程に 全く携わら なかった方 がつくる解 説書では、 適切な解説 書にす
るのは難しいと 思います。 もし、解説 書を作るの であれば、 前回の大綱 的指針
も閣議決定され る頃には、 関わられた 職員の方々 はどなたも いらっしゃ らなか
ったと思います ので、よほ ど任期をき ちんとして 、解説書が できるまで 異動さ
せないとといったようにしないと、難しい気がします。
それから、評 価をされる とどんなメ リットがあ るのかとい った話が少 し出て
いましたが、資 料の７ペー ジのところ で、「部署 が異なる場 合や省庁が 異なる
場合に、どこが プログラム として包括 して調整す るのかとい う問題があ る」と
書かれています 。プログラ ムとは、先 ほど門永先 生がおっし ゃったよう に、ア
ウトプットや目 標、そこま での道筋が しっかり定 められてい ることが前 提なん
ですけれども、 もう一つの 前提として 、立案者に 評価結果を フィードバ ックす
る、つまり、責 任の所在が 明確だとい う点があり ます。評価 結果が返っ ていく、
責任の所在が明 確だという ことがプロ グラムの特 徴、条件で すので、誰 が調整
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するのかと言っ ている時点 でプログラ ムになって いないと言 えます。つ まり、
複数のものがあ っても、そ れらを束ね て予算化す る作業をし た部署がプ ログラ
ムの評価される 側（がわ） であり、プ ログラムを 推進する側 （がわ）で 、その
部署にプログラ ム評価の結 果がフィー ドバックさ れる。具体 的には、予 算が減
ったり増えたり 、あるいは 人が減った り増えたり という形で あらわれて くるこ
とになります。 現状は、や はりプログ ラム評価の 概念が十分 には伝わっ ていな
いということを 感じます。 この辺を今 後どうやっ て伝えてい くかという ことは
考えないと、ま た次回調査 したときに 、同じよう に、件数は 一定あるけ れども
実際はどうかということになる気がしました。
【角南会長】

では、上野 委員として は、解説書 、あるいは コンメンタ ールの

ようなものがあ れば望まし いが、実施 する体制と しては課題 があるので という
ことだったよう に伺ったん ですけれど も、それで もやはりあ った方がい いなと
いう感じなんでしょうか。
【上野委員】

そうですね 。人が２年 ぐらいでか わるという ところは、 内閣府

の組織としてど うしようも ないところ があるので 、その場合 は、何か書 かれた
ものがある方が 伝わると思 います。あ るいは門永 委員や私の ように誰か 残って
いれば「語り部 」のように 語れるので すけれども 、そうであ っても全て の皆様
に伝えるのは無 理なので、 そうすると やはりあっ た方がいい とは思いま す。た
だ、解説書を作 るところま でを大綱的 指針の改定 業務として 、担当者は そこま
で異動させない といったよ うにしない と難しいと 思います。 過去２回は 、大綱
的指針が大体ほ ぼできたな という頃か らどんどん 人がいなく なって、最 後は、
そして誰もいな くなったと いう状態に なっていま したので、 解説書まで が業務
というふうにしないとちょっと厳しいと思います。
【角南会長】

そうですね 。もし、仮 にそういっ たものがで きるという ことに

なれば、この会 で先生方で しっかり見 ていただい て、前回の ように、こ れは行
政文書だからと いうふうな ことには私 の責任では させないと いうことで 、多分
それはこの評価 専門調査会 というのは 納税者に対 する我々の 責任がある わけで
ございますし、 そこがこの 会の存在す る一番大き な意義のと ころじゃな いかな
というふうには 思いますの で、多分こ れ調査して 全然広がっ ていません ねとい
う形で終わって しまって、 ではこの会 は何をして いるのだと 。それは我 々は別
に行政組織とし て、行政に 対する責務 というより は、納税者 に対して我 々が内
閣府、ＣＳＴＩ 、司令塔強 化という流 れの中でし っかり評価 ということ を位置
づけていくとい う我々の責 任という観 点でいけば 、多分そう いう議論に ならざ
るを得ないかなという気はしていますけれども。
ほかの委員の 先生方、今 日はもちろ んいろいろ 議論は尽き ないとは思 うんで
すけれども、事 務局も大変 な中で各省 にヒアリン グをしてい ただいてい ますが、
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更に各省に対す る、あるい は一部の省 に対して追 加的な調査 をする必要 がある
か。まあ、必要 はあるので しょうけれ ども、具体 的に何かそ ういう深掘 りをし
たものをこの調査報告の中で更にやっていくと。
これは時間的 ないつまで にまとめな きゃいけな いとの制限 はあるので しょう
か。
【板倉企画官】

いや、特 に時間的な 制約は、い つまでにと いうのはご ざいま

せん。
【角南会長】

ということ ですので、 すぐにやれ というのも あれかもし れませ

んけれども、も し委員の先 生方の方か ら、例えば 先ほどの数 、評価の数 を、で
はこれだけやっ ていますと 言っている のは、どう いう定義で 、どういう 形でや
っているのかと か、あとは 何か、さっ きの天野委 員のように 、褒めてや るとい
う意味で、ベス トプラクテ ィスみたい な何か一番 いい事例が あればお示 しして
くださいという ようなこと でまた各省 にお願いす るというこ ともあるか もしれ
ませんけれども、その辺に対して御意見はありますか。
岸本委員、どうぞ。
【岸本委員】

よろしいで すか。全体 的にはプロ ジェクトの ＰＤＣＡサ イクル

を回すための評 価だという 位置づけに なっている と思うんで す。そのと きに、
例えば１つのプ ロジェクト について評 価すること で、そのプ ロジェクト がうま
く推進していった。そのような評価。
もう一つは、 プロジェク ト自体が終 わって、ま た次のプロ ジェクトに 持って
いくときの評価 のあり方が あるように 思います。 このような 評価したも のをど
ういうふうに使 っているの かというこ とがもっと 明確になる ことによっ て、何
を評価したらい いのかとか 、メリット が明らかに なるように 思います。 このメ
リットよく分か らないと書 いてあるの は、そこの ところがき ちんと伝わ ってい
ないのかもしれないなと思います。
ということで 、例えば調 べることが できれば、 この事例の 中で、プロ ジェク
トの途中で評価 して、それ がどういう 展開をして 、そのプロ ジェクトが うまく
進んでいったの かというこ とが分かる と、いろい ろな形での 展開ができ るのか
なと思いまして。
ということで 、１つのプ ロジェクト の中での評 価でＰＤＣ Ａを回した のと、
もう少し大きな 立場でＰＤ ＣＡを回し ているのか というよう なところが 幾つか
の事例で出てく ると評価の 方に反映で きるのかな と思います けれども、 どうで
しょうか。
【松井補佐】

岸本委員か らの意見は そのとおり でございま して、今回 の各省

庁のヒアリング の中でもＰ ＤＣＡを回 していくの に不可欠な 追跡調査、 追跡評
価なんかも問題 になりまし たが、ＣＳ ＴＩでも追 跡評価は１ 件も行って いない
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ので、それに対 して省がど うのこうの とも特段言 えなくて、 追跡評価に ついて
は、研究開発の アウトカム の結果を評 価し、それ が失敗して いたとして も、な
ぜ失敗したのか 分析して、 それを次の プラン、新 しい計画に 入れること が重要
かと。成功した ケースにつ いても分析 をやりなが らＰＤＣＡ で回してい くのが、
これが評価の醍 醐味なんで すけれども 、そこがち ゃんとでき ていないと いう議
論があったので 、そこにつ いては、来 年に向けて 評価専門調 査会でもち ょっと
考えていきたいと思います。
以上でございます。
【天野委員】

この大綱的 指針以外に ここの評価 専門調査会 で検討した ので、

研発法人の成果 の評価の仕 方というの をやりまし た。あのと きに、私も 国立研
究開発法人幾つ か関わって いたりする のですが、 研究してい るだけなん じゃ駄
目なんですと。 成果がきち んと社会実 装されない と駄目なん ですよとい う話を
大分させていた だいて、そ の社会実装 って何かっ て、研究員 の人たちは 研究す
るのが大好きな ので聞くわ けです。例 えば、政策 の方に反映 しているよ うなこ
とをちゃんと考 えてくださ いというよ うなことを やっていて 、研発法人 の方で
は、その考え方 って、１０ ０点とはと ても言えま せんけれど も、かなり 出てき
ているのではな いかと思う んです。今 回のこの調 査は、これ はこれでも ういい
と思うんです、 第一段階の 調査として は。でも、 研発法人の 方でそうい うふう
に成果をきちん と政策反映 させている んだという 流れは、だ んだん出て きてい
ると思うんです 。特定研発 法人の理研 さんなんか はまだなっ たばかりな んで、
今からかいって 、まだ早過 ぎるって言 われてしま うと思うの ですけれど も、も
うちょっとたっ たときには 、そういう 事例も、逆 に研発法人 の方から出 てくる
んじゃないかな と。省庁は 、別にこれ 研発法人の おかげじゃ ないよねと 思って
いるかもしれま せんけれど も、実はき ちんとニー ズが主務省 の方から出 て、研
発法人でそれを つかまえて 、研究開発 プログラム みたいにし て、それで 成果を
きちんと主務省 の方に反映 させたりと かというの は、具体的 事例として 幾つか
出てきていると思います。
あとＳＩＰな んかも、は っきり言っ て５年プロ ジェクトで すから、成 果がき
ちんと社会実装 されている かというと 、非常に難 しいところ はあります けれど
も、たまたま私 が関わって いるところ ですけれど も、防災科 学技術研究 所のＳ
ＩＰ４Ｄなんて いうのは、 発災後に各 省庁さんが 活動なさる のに、今ま でばら
ばらで自前の省 庁の情報し か使ってい なかったよ うなものが 、各省庁の を全部
一元管理するよ うに、ＳＩ Ｐの成果が 情報の基盤 をつくって 、熊本地震 から九
州北部地震、今 の関西の豪 雨なんかも 非常に使わ れていて、 研発法人の 成果な
んです けれ ども、 内閣 府の 方に 吸い上 げら れて 、ＩＳ AＴ とか という 実務 部隊
にまでなったも のもＳＩＰ の成果で出 ているわけ です。だか ら、今回ヒ アリン
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グされたものを 中心にして 、こんなも のがいい事 例として、 まだ道半ば かもし
れないけれども 、出てきて いるという ことを示し ていくこと が重要なん じゃな
いかなというふうな気がしますけれども。
【角南会長】

ありがとうございます。

そのほか委員の方、ありますでしょうか。
荒川委員、どうぞ。
【荒川委員】

先ほど天野 委員のおっ しゃったよ うに、確か に研発法人 は非常

に重要で、です から、今日 １４ページ にたくさん 研発法人一 覧があって 、そこ
から３つしか例 が出ていな いというの が非常に残 念なので、 ここら辺も その後
調査されて、紹介していただけたらと思います。
【角南会長】

ありがとうございます。ほかに御意見ございますでしょ うか。

今のところ、 あえて各省 にもう一回 追加的にヒ アリングを 行うとか、 あるい
は調査するとい う特段の御 意見はあり ませんが、 ただ、これ はちゃんと 、今日
頂いたいろいろ な御意見を １度まとめ ておく必要 が当然ある ということ で、ど
うですか。今日 頂いた意見 を１つ意見 書というか 、ちょっと リストアッ プして
いただいて、検 討課題とか 、今後こう いうのがあ って、そう いうのを１ 度また
取りまとめてい ただいたも のをもう一 回ここで皆 さんにお示 ししていた だいて
議論していただ いてという ことをもう 一ラウンド やった方が いいかなと 。その
中でまた最終的 な調査結果 というのを もう少し時 間をかけて 取りまとめ ていく
と。今後の課題 として、例 えば解説書 をつくるに しても何し てもという のはや
はり明記をしておくことは必要かなと思うんですが、どうで すか。
【松井補佐】

今、会長の 方から提案 のあった１ ラウンドで 済むんだっ たらい

いと思うんです が、もとも と事務局と しては今回 のフォロー アップ結果 の報告
を行った後、い ろいろな意 見が出され て、それに ついて一応 取りまとめ た後、
今回は、大綱的 指針の後の 確認のフォ ローアップ であり、ど うなってい るかと
いう状況確認な ので、その 調査に対し て意見を踏 まえて、次 のフォロー アップ
の時期、また２ 年後とか１ 年半後とか どうやって いくかとい うのを出す のが１
つと、次の大綱 的指針とか 評価の改善 方法として 、どうやっ て分析を行 うかの
土壌をまとめた ものをつく りたいとい うふうに考 えておりま す。それに ついて、
１ラウンドじゃ なくて、最 低、年度末 までにまと める。目標 としては年 末にま
とめるという形 にとしてい るので、あ と２回ぐら いは御論議 いただかな ければ
いけないのかな というふう な考えはも っておりま す。議員の 皆様、委員 の皆様
にはお手数かけ ますけれど も、何とぞ お知恵等よ ろしくお願 いしたいと いうふ
うに考えています。よろしくお願いいたします。
【角南会長】

ですので、 では次には 今日頂いた 意見を意見 のリストと して頂

いて、また皆さ んにも見て いただいて 、また議論 を続けると いうことで よろし
−25−

いですか。進め 方について 何か御意見 、御質問等 ございます でしょうか 。大丈
夫ですか。
それでは、本 日最後の議 題に入りま す。その他 でございま すが、まず 前回会
合の議事録案に ついてでご ざいます。 前回、第１ ２６回評価 専門調査会 の終了
後、事務局の方 から紹介が 行われてお りまして、 各委員の意 見を踏まえ て修正
した最終案が資料３ということでございます。
委員の皆様に 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
は思いますけれども、あえて今この場で何か御指摘等ござい ますでしょ うか。
大丈夫ですか 。では、本 議事録案に ついては各 委員了承さ れたものと して取
り扱わせていただきます。
ありがとうございました。
では、事務局からほかに何かございますでしょうか。
【板倉企画官】

それでは、何点か御報告させていただきたいと思います。

次回に向けて なんですけ れども、毎 年度行って います概算 要求に係る 事前評
価についてでご ざいます。 既に省庁に 対して概算 要求に係る 調査を開始 してお
りまして、昨年 度御議論い ただいたと おり総額２ ００億、総 額が出せな い場合
は単年度で２０ 億という仕 切りを設け まして、概 算要求、新 規研究開発 案件に
ついて調査を行 いまして、 次回、９月 に予定しま す評価専門 調査会にお いて調
査結果から事前評価の案件を御議論いただきたいと思ってお ります。
なお、政策評 価において １０億円以 下のものは 対象になっ ておりませ んので、
１０億円以下の ものについ ては調査し ないという ことで整理 させていた だきた
いと思っております。
また、各省か ら概算要求 に係る公表 資料も８月 末になると 出ますので 、そち
らから各省が挙 げています 重点事項か ら事務局の 方で取りま とめたもの も次回
の専門調査会で は参考情報 として提出 させていた だきたいと 思っており ます。
それを踏まえて 、次回対象 とすべき案 件について 御議論いた だきたいと 思って
おります。
２点目は、次 回の開催で すけれども 、次回は９ 月２５日火 曜日を予定 してお
ります。時間は同じ１４時からになります。
議 題 と し まし て は 、「 フ ラ ッグ シ ッ プ ２０ ２ ０ プロ ジ ェ クト （ ポ ス ト
「京」）の中間 評価」、こ れは６月に １度説明を させていた だきました けれど
も、引き続き行わせていただきたいと思っております。
また、先ほど の来年度の 概算要求に 係る評価案 件の選定に ついて御議 論いた
だきたいと思っております。
その後の１０ 月ですけれ ども、１０ 月の日程を 申し上げま すと、１０ 月２３
日の火曜日に行 わせていた だきたいと 思っており ます。その 次の１１月 の開催
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ですけれども、 １１月２０ 日火曜日に 開催させて いただく予 定になって おりま
す。
開催通知に関 しましては 、別途また 各委員に御 案内させて いただく予 定です。
最後に事務的 な取扱い、 御連絡です けれども、 冊子につき ましては、 机上に
置いたままによ ろしくお願 いいたしま す。また、 配布資料の 送付を希望 される
場合は、封筒に お名前を御 記入くださ い。電子デ ータで御入 り用の場合 には、
事務局の方に御連絡いただければと思っております。
以上でございます。
【角南会長】

ありがとうございました。

ただいま事務 局から平成 ３１年度の 概算要求に 基づく国家 的に重要な 研究開
発の評価という ことで、評 価に当たっ ての研究開 発案件の選 定方法につ いて御
説明を頂きまし たが、特に 御意見等、 御質問ござ いますでし ょうか。一 応１０
億円に満たない ものは政策 評価の対象 にならない ということ ではありま すが、
これまでは２０ ０億、年間 ２０億とい う基準を一 応設けてい ましたが、 必ずし
も私としては２ ０億、ある いは２００ 億に達して いなくても 、１０億以 上でそ
れなりに評価に 値すべき案 件というも のはあるん ではないか なと思いま すので、
余り機械的にこ れだという ふうに切ら ないで、ち ょっとその 前後も含め て、幾
つか候補リスト として挙げ ていただい て、それで 改めてこの 会の方でど ういっ
たものを取り上 げて、どれ を取り上げ て事前評価 をするかと いうのを皆 さんの
御意見を頂きな がら決めた らいいのか なというふ うに思って いますが、 いかが
でしょうか。よろしいですか。
前回も何かそ ういう議論 があって、 やはり余り 機械的に切 るのは違う のでは
ないのというの もあったも のですから 、ではそう いう形でお 願いをした いと思
います。
それから、今 日はちょっ と早めに終 わりました けれども、 次回は２時 間ちょ
っとの時間をとっているのですよね。
【松井補佐】

昨年の調査 会では２時 間で、検討 会がなくな りましたの で、や

はりここで十分 議論いただ くために時 間を確保す べきという ことで、各 調査会
とも２時間半予定をしております。
【角南会長】

ありがとう ございます 。次回はポ スト「京」 の中間評価 という

ことですので、 他分少し御 意見等、し っかり議論 していただ く必要があ るかな
と思いますので、よろしくお願いいたします。
それでは、以 上で本日予 定した議事 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 。本日
はどうもありがとうございました。以上をもって閉会といた します。
−了−
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