
資料３－１

技術評価に関する指針等（プロジェクト評価関係部分）

［ ］政府全体

科学技術基本計画（平成１３年３月、閣議決定、Ｐ４）

位置付：科学技術振興に関する基本計画（科学技術基本法に基づき策定）

内 容：・評価においては、公正さと透明性を確保する。
・プロジェクト評価は社会的、経済的意義、目的に対する達成度

を第三者により評価。

・評価結果は研究課題の拡大、縮小等の資源配分に適正に反映。

国の研究開発全般に共通する評価の実施方法の在り方についての大綱的指針

（平成９年８月、内閣総理大臣決定、Ｐ５～）

位置付：国費が投入された研究開発評価のガイドライン

内 容：透明性のある明確な評価の実施、外部評価の導入、
評価結果等の積極的な公開、評価結果の適切な活用、等

［ ］経済産業省

経済産業省技術評価指針（平成１３年５月、経済産業省告示、Ｐ７～）

位置付：経済省が行う・支援する研究開発等評価のガイドライン

内 容：
１．評価目的

・経済的・社会的ニーズの反映

・効果的・効率的な研究開発の実施

・国民への制度（施策 ・事業の開示）

・資源の重点的・効率的配分への反映

・研究開発運営管理機関、研究開発実施機関の自己改革の推進

２．評価の基本理念

①透明性の確保

・事業成果及び評価結果・評価過程の可能な限りの公開

②中立性の確保
・中立的な者による外部評価の導入



③継続性の確保
・評価結果を後の施策等の企画立案に反映しやすい継続性の
ある評価の実施

④実効性の確保
・明快で実効性のある評価システムの確立・維持

３．プロジェクトの中間・事後評価
・評価者は、事業の態様に則した専門家や経済的・社会的ニーズ

について指摘できる有識者等であり、評価の責任主体。

・外部評価者からなるパネルレビューを実施。必要に応じて評点

法による評価の定量化を実施。

・評価項目・評価基準は情勢変化に応じて評価者が追加・修正。

・事業終了直後に事後評価を実施。事業期間５年以上の場合は中

間評価を実施。

４．その他
・中間・事後評価の結果は産業技術政策・戦略の立案や、より効

果的な事前評価の評価手法の確立に反映させる。

・評価結果及びこれに基づいて講ずる又は講じた措置については

知的財産権の取得等に配慮しつつ一般公開。

・評価者と被評価者の協調的関係と緊張感を構築し、この中で討

論を行い、評価を確定していく。

（ ） （ ）事業原簿における標準的項目 Ｐ１１ 標準的評価項目・評価基準 Ｐ１２

（評価に使用する資料の項目を規定） （標準的な評価項目等を規定）

・国の関与必要性・制度への適合性 ・事業の目的・政策的位置づけ

・事業の背景・目的・位置づけ ・研究開発目標、計画の妥当性

・事業の目標、計画内容 ・研究開発事業者の事業体制・運

・実用化、事業化の見通し 営の妥当性

・今後の展開 ・計画と比較した達成度・成果

・研究成果 等 ・成果の実用化可能性、波及効果

［ ］ＮＥＤＯ

技術評価実施要領（平成１３年５月制定、Ｐ１３）

内 容：評価にあたっては大綱的指針、経済省指針を適用、等
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科学技術基本計画（平成１３年３月３０日：閣議決定）

（プロジェクト評価関連部分概要）

第２章 重要政策
Ⅱ．優れた成果の創出・活用のための科学技術システム改革

１．研究開発システムの改革

優れた成果を生み出す研究開発システムの構築(1)

④評価システムの改革

競争的な研究開発環境の実現と効果的・効率的な資源配分に向けて、

● 評価における公正さと透明性の確保、評価結果の資源配分への反映

● 評価に必要な資源の確保と評価体制の整備

に重点を置いて改革を進める。

評価における公正さと透明性の確保、評価結果の資源配分への反映(a)

研究開発課題の評価は、その課題の性格に応じて行う。評価は一律の

基準で行うのではなく、研究課題、分野によって柔軟に対応する。とり

わけ、政策目的に応じたプロジェクトや研究開発制度による課題につい

ては、第三者を評価者とした外部評価により、事前評価においては社会

的・経済的な意義・効果や目標の明確性等の評価を、中間及び事後評価

においては実施に当たって設定した具体的目標に対する達成度の評価を

徹底する （中略）。

以上の評価を進めるに当たって、評価の公正さ、透明性を確保するた

め、客観性の高い評価指標や外部評価を積極的に活用するとともに、評

価を行う者は、被評価者に対し、評価手法・基準等の周知、評価内容の

開示等を徹底する。

また、評価結果については、課題の継続、拡大・縮小、中止等の資源

配分、研究者の処遇に適切に反映する。

評価に必要な資源の確保と評価体制の整備(b)

評価は研究開発活動の効果的・効率的な推進に不可欠であり、評価に

必要な資源は確保して、評価体制を整備する。



国の研究開発全般に共通する評価の実施方法の在り方についての大綱的指針

（平成９年８月、内閣総理大臣決定、プロジェクト評価関連部分概要）

１． 指針の位置付け等

位置付け(1)

国費が投入された研究開発活動について、評価を実施する上でのガイ

ドライン。

目的(2)

評価実施主体（各省庁、ＮＥＤＯ等）が行う研究開発課題等の評価に

ついて、外部評価の導入、評価結果の公開、研究資金等の研究開発資源

の配分への適切な反映等を求めることにより、研究開発評価の一層効果

的な実施を図る。

意義(3)

①国の研究開発資金の重点的・効率的配分

②柔軟かつ競争的で開かれた研究開発環境の実現

③研究開発への国費の投入に関する国民の理解と支持

２． 評価実施主体、評価者の責務

・評価実施主体：評価のための具体的な仕組みを整備し、厳正な評価を実

施。国民に対する積極的な情報提供。本指針策定の目的

と意義の達成への努力。

・評 価 者：厳正な評価の実施。研究者を励まし適切な助言。後の評

価者による評価と、最終的には国民による評価のあるこ

とを認識。

３． 評価の在り方

基本的考え方(1)

①評価基準・過程が外部からも分かる透明性のある明確な評価の実施方

法の確立

②第三者を評価者とする外部評価の導入



③国民に評価結果等を積極的に公開するなど開かれた評価の実施

④研究開発資源の配分への反映等評価結果の適切な活用

評価実施上の原則(2)

①評価対象の設定

何を評価するかを、明確かつ具体的に設定

②評価目的の設定

評価結果の活用を念頭に置き、評価目的を明確に設定

③評価者の選任等

原則として、外部専門家を評価者とし、評価者の氏名を公表

④評価時期の設定

事前・事後の評価のほか、５年以上の期間を有するもの等は、中間

評価を実施

⑤評価方法の設定

評価目的や評価対象に応じて、具体的な評価方法を明確に設定

⑥評価結果の取り扱い

・評価結果の適切な活用（研究開発資源の配分の見直しや、研究開発

計画の適正化、研究開発制度の改善、研究開発機関の運営改善等へ

の反映）

・評価結果の公開

・評価結果等の被評価者への開示

⑦評価実施体制の充実

留意すべき事項(3)

①評価に伴う過重な負担の回避

②研究開発の性格等に応じた適切な配慮

③数値的指標の活用、等

４． 重点的資金による研究開発課題

重点的資金による研究開発課題（プロジェクト）は、相対的に高額の

ものが少なくなく、慎重な評価が必要。大規模なものは全体の研究開発

の在り方等について定期的に評価し、継続の判断、見直し等に反映。



（ ）経済産業省技術評価指針 平成１３年５月２８日経済産業省告示第４２８号

（プロジェクト評価関連部分概要）

０． 指針の位置付け等

( )指針の位置付け1

技術評価を行うに当たって配慮しなければならない事項をとりまとめ

たガイドライン。

( )用語の使い分け2

評 価 者：評価の責任主体をいう。評価の結果を踏まえ資源配分や

事業等の変更に責任を有するのは、事業等の所管部署又

は研究開発運営管理機関である。

、 。評価事務局：評価の事務局となる部署であり 評価の責任は負わない

１． 評価の基本的考え方

評価目的(1)

①研究開発に対する経済的・社会的ニーズの反映

②より効率的・効果的な研究開発の実施

③国民への制度（施策 ・事業の開示）

④資源の重点的・効率的配分への反映

⑤研究開発運営管理機関、研究開発実施機関の自己改革の促進

評価の基本理念(2)

①透明性の確保

・事業成果の積極的な公開とそれに対する専門家等の意見の聴取

・評価システムの公開と評価結果・評価過程の可能な限りの公開

②中立性の確保

・中立的な者による外部評価の導入

③継続性の確保

・評価結果を後の施策等の企画立案に反映しやすい継続性のある評価

の実施

④実効性の確保



・明快で実効性のある評価システムの確立・維持

・費用対効果の高い評価の実施

本指針の適用範囲(3)

予算措置を伴う研究開発等の技術関連事業（研究開発要素のない調査

研究は含まない）等

評価の類型、階層構造及びリンケージ等(4)

①実施時期による類型

事前評価、中間・事後評価及び追跡評価

②評価の階層構造

制度評価、制度構造評価、課題評価、分野別評価等

③各評価類型間のリンケージ

中間・事後評価等の結果を産業技術政策・戦略の立案や、より効果
的な事前評価の評価手法の確立に反映させるよう努めるものとする。

( )評価方法等5
①制度・事業原簿

、 、 。正確な情報に基づく評価を行うべく 文書の保存 整理を徹底する
②評価項目・評価基準

標準的な評価項目、評価基準を別途定める。
③評価手続・評価手法

評価の類型に応じて適切な評価手法を用いる。
( )評価結果等の取扱い及び公開の在り方6

評価結果及びこれに基づいて講ずる又は講じた措置については、機密
の保持が必要な場合を除き、個人情報や企業秘密の保護、知的財産権の
取得等に配慮しつつ、一般に公開することとする。

( )評価システムの不断の見直し7
評価作業が終了する度ごとにその評価方法を点検、より精度の高いも

のとしていく努力が必要である。
( )評価体制の充実8

評価体制の充実を図るため、評価業務に携わる人材を育成・確保する
とともに評価に必要な資源を確保する。

( )評価データベース等の整備9



個々の研究開発等技術関連事業についての研究者、資金、成果、評価
者及び評価結果をまとめたデータベースを整備する。

( )評価における留意事項10
①評価者と被評価者の対等性

評価者と被評価者の双方が積極的にその知見と情報を提供し合うと
いう協調的関係と、相互に相手を評価するという緊張関係を構築し、
この中で、討論を行い、評価を確定していく必要がある。

②評価の不確実性
評価精度の向上には、必然的に限界があることを認識した上で、評

価時点で最良と考えられる評価手法をとるよう努める。

２． プロジェクトに関する評価
( )事前評価1

新規事業の創設に当たり、当該事業の予算要求前に行う評価。
①評 価 者：推進部署（経済産業省又はＮＥＤＯの事業担当部門）
被 評 価 者：推進部署
評価事務局：推進部署

②評価手続・評価手法
可能な限り外部専門家や、経済的・社会的ニーズについて指摘でき

る有識者等の知見を活用しつつ評価を行う。
③評価項目・評価基準

評価事務局は、別途定める標準的な評価項目・評価基準、評価時点
における産業技術戦略及びこれまでの関連事業等の中間・事後評価結
果等を基に評価項目・評価基準を策定する。

( )中間・事後評価2
事業の目標達成度の把握や社会経済情勢等の変化を踏まえた改善・見

直しのための評価。
①評 価 者：事業の目的や態様に則した専門家や、経済的・社会的ニ

ーズについて指摘できる有識者等の外部評価者。
被 評 価 者：実施者及び研究開発運営管理機関（ＮＥＤＯ）
評価事務局：研究開発運営管理機関内の評価担当部署。但し、必要に

応じて経済産業省が行うこともできる。
②評価手続・評価手法

事業原簿、成果報告及び運営状況報告等を基に、外部評価者からな
るパネルレビューにより評価を行う。また、必要に応じ、評点法の活



用による評価の定量化を行うこととする。
③評価項目・評価基準

事業原簿に記された評価項目・評価基準とする。情勢変化に応じて
評価者が追加・修正するものとする。

④実施時期
全事業について、原則、事業終了直後に事後評価を実施する。事業

期間が５年以上の場合及び後継事業の提案を予定する場合には、事業
期間中に中間評価を実施する。



事業原簿における標準的項目（プロジェクト評価関連部分概要）

１． 国の関与の必要性・制度への適合性
国が関与することの意義、制度への適合性を記述する。

２． 事業の背景・目的・位置付け
(1)事業の立案に至った背景、事業の目的及び意義の記述。
(2)産業技術戦略における位置付け、政府の実施する他の関連事業との関
係等、また、新規性、先進性、成果の公共性等を記述。

３． 事業の目標
事業の全体目標（値）及び当該目標（値）を選んだ根拠を記述。

４． 事業の計画内容
(1)事業の計画内容、全体スケジュール、予算推移等を記述。

、 （ ）、 、 。(2)研究テーマ毎の内容の詳細 目標 値 計画内容 研究手法等を記述
(3)事業を担う研究開発実施主体の体制を記述。

５． 実用化、事業化の見通し
実用化を想定した製品等の産業界における具体的利用のイメージを記

述。想定される実用化時期、実用化主体、市場創出効果を記述。
６． 今後の展開

、 。 、本事業の目標を達成した後の 政策目的達成のための構想を記述 また
実用化に向けての長期計画や研究開発目標のマイルストーン等を記述。

７． 中間・事後評価の評価項目・評価基準、評価手法及び実施時期
評価項目・評価基準、評価実施上の問題点及び実施時期を記述。

８． 研究開発成果
目標（値）及び計画内容の項目に見合った研究開発成果を記述。

９． 情勢変化への対応
どのような社会的、研究開発上の情勢変化に、どのように対応したか記

述。
10． 今後の事業の方向性

、 。分野別評価の結果 どのような方向性に関する提言が示されたかを記述



標準的項目・評価基準（プロジェクト評価関連部分、概要） 
 
１．事業の目的・政策的位置づけについて 
（１）国の事業としての妥当性 
（２）事業目的・政策的位置づけの妥当性 

 
 
２．研究開発目標、計画の妥当性について 
（１）研究開発目標の妥当性 
（２）研究開発計画の妥当性 
（３）情勢変化に対する計画の適切な見直し 

 
 
３．研究開発実施者の事業体制・運営の妥当性について 
（１）研究開発実施者の事業体制の妥当性 
（２）研究開発実施者の運営の妥当性 

 
 
４．計画と比較した達成度、成果の意義 
（１）計画と比較した目標の達成度 
（２）要素技術から見た成果の意義 
（３）成果の普及、広報 

 
 
５．成果の実用化可能性、波及効果 
（１）成果の実用化可能性 
（２）波及効果 

 



技術評価実施要領

（目的）

第1条 この要領は、新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下「機構」という ）が。

運営管理する研究開発に係る評価（以下「評価」という ）のうち、他機関で評価が実。

施されていないものについて基本的な事項を定めることを目的とする。

（適用）

第2条 評価の実施に当たっては、評価を実施する上でのガイドラインである国の研究開

発全般に共通する評価の実施方法のあり方についての大綱的指針（平成9年8月7日内閣

総理大臣決定）及び経済産業省技術評価指針（平成13年5月28日告示）に定めるところ

によるほか、この要領に定めるところによる。

（評価事務局）

第3条 プロジェクトに関する評価の評価事務局は、事前評価においては当該プロジェク

トの推進部室、事業期間等に応じての中間評価及び事後評価においては企画調整部技術

評価課とする。

2 競争的資金による研究課題に関する評価の評価事務局は、事前評価、中間評価及び事

後評価ともに当該事業の推進部室とする。ただし、研究開発の資金規模や期間・内容か

ら見て、より中立性を高める必要があると企画調整部が認める場合、企画調整部技術評

価課が評価事務局となり中間評価及び事後評価を実施することができる。

（評価の時期）

第4条 機構は、研究開発に係る技術動向、政策動向等に応じ、必要と認めるときは、基

本計画等において予定されていた評価の時期にかかわらず評価を実施することができ

る。

（評価の実施に係る指導等）

第5条 企画調整部技術評価課は、評価事務局となる当該事業の推進部室に対し、評価の

実施について、指導及び助言を行うことができる。

（技術評価に関する委員会）

第6条 機構は、評価を実施するため、別に定めるところにより、技術評価に関する委員

会を設置することができる。

（雑則）

第7条 機構は、必要に応じ、この要領に定めるもののほか、個々の評価の実施のための

要領等を定めることができる。

附 則

この要領は、平成13年5月28日から実施する。


