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資料１ 

 

 

第３回技術評価委員会 議事録 

 

                     新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ） 

                          委員会事務局（技術評価部） 

１．日 時：平成１４年４月９日 

２．場 所：ホテルメトロポリタン「朝日」 

３．出席者：岸委員長 稲田委員 大滝委員 垣田委員 曽我委員 高村委員 

      谷委員 富田委員 西村委員 平澤委員 

      松岡経済産業省技術評価調査課課長補佐 

光川副理事長 井田技術評価部長 坊田評価企画課長  

４．議 題 

 （審議事項） 

  １．評価方法について 

   （１）評価方法について 

   （２）標準的評価項目・評価基準について 

（３）評点法について 

   

 （報告事項） 

  ２．その他 

    

５．議事録 

 （１）開会、委員の紹介がなされ、事務局から資料の確認及び、本委員会が公開にて実施され

る旨の説明がなされた。 

 

（２）議事 １．評価方法について 

    議事１．（１）評価方法について 

事務局から資料３「評価方法について」に基づき説明がなされ、以下のとおり質疑・応

答が行われた。 

 

（岸委員長）これはある意味での最終評価みたいなところですよね、ここのＮＥＤＯとして。 

（井田部長）オーソライゼーション、最後この結果をもって理事長に報告し、中で対応をとるということになりま

す。 

（岸委員長）そうすると、少なくとも、やるもの全部に関して、後で出てくるかもしれない簡単な表ぐらいは全部

いつも見られるようにしていただいて、そして、そのうちで、今のような基準のものはきっちりやりま

しょう。しかし、その出てきたものを見て、変なものに気がついたりしたら、やはりそのときにはすべ

てのものについて、皆さんがフィードバックすることもあり得るということだけは……。 
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ただ、ちょっと心配なのは、そうはいってもＮＥＤＯのプロジェクトうちで、本省でやっているのは半

分ぐらいあるのですね。 

（井田部長）13 年度について申しますと、大体半分ぐらいございます。14 年度中間評価については少なくとも

今ＮＥＤＯが全部行っておりまして、本省の、どちらかというと政策の評価とか、プログラム全体の

枠組みの評価とかいうのが経済省が主にやるようになって、個別のプロジェクトはＮＥＤＯに移って

くるという。 

（岸委員長）だんだん移ってくるのですね。 

（稲田委員）ちょっと済みませんが、今おっしゃった資料３の評価実施予定プロジェクトは、既に決められたのと

一緒でしょうか。この一覧表の①、②、③について、資料もないため、審議せいといわれても何も

できないので……。例えば、これこれの資料がついていて、これをどうするのか、そういうもの審議

をせいというのならわかりますが、見たときに①、②、③とつけられていたら、これは違いますという

わけにいかないのだから、今の審議というのはおかしいと思います。というよりはそうしますから了

承してくださいということであって、審議というものと少々話が違うのではないですか。 

（井田部長）①、②について申しますと、機械的に自動的な基準であります。③については……。 

（稲田委員）③については資料がついてないから、大幅な改善といわれると、ああそうですかといわざるを得な

いわけですね。我々としては……。 

（井田部長）そういうものがあったら、もちろん分科会長にご出席いただいて、あるいは分科会長代理が来てこ

こでやります。それと同時に、すべての報告書について、先ほど岸委員長がいわれましたとおり、

論点がわかるようにまとめた総括表と、それからそれぞれの分科会の報告書、全部本委員会には

お諮りするようにします。 

（松岡課長補佐）先ほどご紹介がありましたので、経済産業省の方針につき簡単にご説明させていただきます。

経済産業省の中では、ＮＥＤＯに関係するプロジェクトは、可能な限りＮＥＤＯの評価部の方で評

価していただこうと考えています。ですから、我々の方で行うプロジェクトの評価というのは、原局、

他の局が管理していて十分でないようなもののプロジェクトの評価に加え、大きくは政策評価の流

れがございますので、プログラムとか政策といった同一目的の事業をまとめた単位で、今省内の

政策が整理できておりまして、それを評価していこうというのが、その評価のお手伝いをしていこう

というのが技術評価課がしようとしているところになっております。 

それから、この資料３の評価方法についてというところで、参考ですけれども、これについて当方

の産構審の方でやっておりましたやり方というのは、ここまで厳密ではないのです。当方の委員

会では末松先生が委員長になっておりまして、末松先生の方から特に審議を４件のみにすべき

との強いご意見を頂きました。つまり何十件も評価した案件があったのですが、議論できる条項

というのは４件しかないのではないかということは、そのとおりで、我々の委員会の中ではそういう

話がありました。ＮＥＤＯの方で今ご提案していただいているように、まずは高額なものから選ん

でいきまして、ただ、その研究開発分野が重ならないように、そういういうやり方をしております。

ですから、こちらのＮＥＤＯでご提案されている方法は、さらに中身まで見て「大幅な改善を提言

された」、「評価意見が大きく分かれた」、「評価委員が審議を必要と認めたプロジェクト」というよ

うな案が出ているので、さらにきっちりした議論をした上でされようとされているのかなと思ってお

ります。 

（稲田委員）それから、②の各分野での年で最高額というのは、基本的に各分野で余り大きな差がないというこ

とのが前提なのでしょうね。そうでないと、1 億円のものと10 億円のものとを一緒にするのはおかし
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いから、こんなのは単に形式的にすぎないわけですね。ある程度の金額で線を引いて、それ以上

のものについてやってもいいのではないのですか。 

（井田部長）一律でいいますと10 億円という線が、年平均であるわけですけれども、ただ、正直申しまして、エ

ネルギー関係というのは非常に大きいものです。それに比べたら、例えば健康福祉とはいいます

と、比較的小規模なものです。ただ、やはり各分野のバランスをとった方がいい。ただ、各分野の

中で見ますと、それほどでこぼこがないというのが……。 

（稲田委員）私がいいたいのは、健康福祉 1 億円、エネルギー分野が 10 億、９億、８億としますと、８億円のプ

ロジェクトはやめて、健康福祉で最大の1 億円についてやるということであれば、それはちょっとお

かしいのではないですかと言いたいわけです。 具体的にいうならば、全部やるといわないけれど

も、例えば５億円以上とその線の引き方を少し考えないと、各分野で年平均予算額が最大のもの

を対象にするというのは、単なる形式でしかない。だから10 億円は当然としても、ほかのものにつ

いても金額の多いものはやらないといけないのではないかと……。確かに一理はあるのですが、

をちょっと考える。そういうこともやらないと。確かに各分野で最大のものを対象とするのは一理は

あるのですが、オーダーが違うものであったら、ちょっとおかしいのではないのかなというのが私の

疑問です。 

（岸委員長）私が最初にお話しした、全部のあるわかりやすいものを見て、そして位置づけで 10 億円以上と各

分野の大きいのをとるのですねといったので、割と先生と同じようにちょっと心配しているのです。

やっぱりこことしては本来全部やらないといけないのですよね。だけれども、全部やるのもちょっと

限度に来ちゃったかなというので、わかりいいすべてを見て、それで今度はこれだけとりますけれ

ども、しかし各委員が、先ほど申しましたように、これとこれを本当はやるのではないのというときは

やれるような体制を残しておかないといかぬといったのはそのことなので、多分、割と先生と同じよ

うな心配をしているつもりなのです。 

（稲田委員）私がいいたいのはやはりケース・バイ・ケースで考えるべきで、機械的にそう決めてしまってよいか

どうか、それを心配しているのです。 

（岸委員長）そうですね。ただし、それをやると、我々の労力がただ増すだけで、うれしいというわけでは決して

ないのですけれども。そういうことは多分同じ心配をしているのだと思うのですが。 

（平澤委員）稲田先生のご懸念は、私も全く同じことなのですけれども、もうちょっと具体的にご説明いただける

といいかなと思うのですが、例えば、ここにありますように、５、６、７でやる予定だとした場合に、全

体像がわかるのはいつごろになるのでしょうか。そういうのが資料としていただけるのがですね。 

（井田部長）５月の第４回目に２ページ目にあるもの、すべてこれを終わる予定ですから、すべての報告書、そ

れから先生がおっしゃっているまとめた総括表、そういったものをすべてお渡しできると思います。

それを見ていただいて、その日審議になかった案件でも、これはぜひ聞きたいという話があったら、

例えば２週間とか３週間の間に事務局にいっていいただいて、その次の回あるいは次の次の回、

それで分科会長なりに出席をお願いするように手順を努めたいと思っております。 

（平澤委員）第４回のときに一応全資料をこの場で渡されるということですね。 

（井田部長）13 年度評価の 32 件で既に審議の終わったもの以外のものについては、全部お渡しする予定で

今進めています。 

（稲田委員）さきほどは言葉が少し足りなかったのですが、そういうものは必ずしも全部やるべきであるというの

ではなくて、一応対象とする余地は残しておいて、それのための何か資料を出していただければ

良いと思うわけです。何も全部やらなくてはいけないのではなく、10 億のものは評価するとしても、
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その他は、必ずしもすることにはならない。しかし、そういう余地を残しておかないと、資料３を見る

限り、すべての基準で決まってしまうおそれがありますよということなのです。 

（曽我委員）やはり稲田先生がおっしゃったように、データとして 10 億円として切るのでしたら、ほかのプロジェ

クトは幾らかということはちゃんと出しておいてほしいと思いますよね。ここのきょうのどれを選ぶか

というときに。年度当たり８億円なのか、５億円なのか、１億円なのかというのは、やはりデータとし

て必要なのです。それがないのに審議してくれというのは、今僕としてはデータ不足だという気が

します。 

（井田部長）わかりました。確かに先ほどいいましたとおり、５月の段階ですべてのものをお出しして、その中で

もう一度ピックアップしていただくということです。 

（大滝委員）基本的なことなのですけれども、中間評価と事後評価で、事後評価はもう終わっているやつです

か。 

（井田部長）そうです。 

（大滝委員）実際に、概算要求とかも考えてやっていかないといけないときに、もちろん事後評価はきっちりや

らないといけないわけですけれども、中間評価というのはまた続いているわけですよね。これに関

しては、また予算を伴うものなので、ここで中途で変なことをやられて、また全然見逃して、またそ

のまま予算をとっていくということが本当にいいのかどうかということが、１つ重要なポイントになると

思いますので、またむだな予算をそのまま続けるのかどうかということが、この評価委員会の意味

でもあるので、そういう意味では、中間評価の評価と事後評価の位置づけをちゃんとしておかない

と、例えば平成 14 年度だったら 14 ぐらいですよね。実際に中間評価でまたこれからお金がぞろ

ぞろ出ていくという。それが結局少ないからといって、本当にそのまま見逃して、一番多いのだけ

評価して、あとはいいという形で予算をやっていっちゃって本当にいいのかどうかというのは、少し

考えないといけないのではないかと思います。だから、そこら辺、ちょっとつらいところはあるとは思

うのですけれども。 

（井田部長）全部もちろん報告書をお出ししますし、各分科会でも本当に真剣にそういった議論はされていま

す。それよりも、もしシステムとして、評価の仕方として疑問があるとか、そういった点があったら、本

委員会でやっていただければ、もう一度、もちろん差し戻していただいても結構ですし、そこは議

論していただきたいと思います。 

ただ、1 個 1 個のプロジェクトは、手順としてやりたいということでご了解いただきたいと思うのです

が。 

（谷委員） 番号の③なのですけれども、私も中間評価を前回といいますか、最近までやっておりまして、そうい

うことから考えると、分科会でもいろいろ議論が出ますので、この③を挙げたのも妥当じゃないかな

と私は思うのですけれども。分科会でいろいろ議論があって、それを本委員会で審議してもらう、

これはいいなと思います。 

（平澤委員）それからもう１つあえていえば、この１ページ目にある４番目のポツですね。我々がこれはぜひ詳し

くお伺いしてみようということをいえるということ自体が、大変な進歩だと思います。今の２点が加わ

ったということで、我々なりにいろいろ努力すればうまくできるのではないかなと思いますね。 

（岸委員長）そうすると今かなりの先生のご意見というのは割と似たところがあって、労力をふやしたいという意

味じゃないんですけれども、やはり責任を持ってやろうとするときには、やれる範囲をきっちりして

ほしいですよということですね。 

（平澤委員）それで、さっきの松岡さんのお話にあえてつけ加えるとすれば、この前の経済産業省でやった会
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は、厳密さの面で、ちょっとやはりまずいと思うのですよね。文部科学省でやっているのは、全部

報告していただく。そのかわり野依先生が部会長なのですが、月に１回ずつ開いているといったよ

うな、かなり前広にやっているわけで、それに対して経済産業省は、これは私もちょっといったけれ

ども、オーソライズするというところで、やはり少しまずいのではないかなというふうに思ったのです

けれどもね。これは別の委員会での話ではあるのですけれども。今ＮＥＤＯがこういうふうな基準を

つくられたというのは、信頼性を回復するという意味で非常にいいのではないかなと思います。 

（岸委員長）わかりました。そうですか。あれは毎月やっているのですか。 

（平澤委員）今、一段落としたところなのですけれどもね。 

（岸委員長）そういう懸念に対しても、ある程度の配慮がなされているということで、それじゃ、評価方法は大体

原案どおりとさせていただきますが、次、また評価項目について説明していただきたいと思いま

す。 

         

    議事１．（２）標準的評価項目・評価基準について 

事務局から資料４－１「標準的評価項目・評価基準について」に基づき説明がなされ、次のと

おり質疑・応答がなされた。 

 

（岸委員長） ここは、もしかすると、きょうの非常に重要な、最も重要な点で、評価項目を４つに集約したらどう

かという提案です。 

大体少なければ非常にわかりやすくなるという利点は必ずありますが、前に比べて内容的にも

本当に重要なのかということです。各項目いろいろ入れ込んで４つになるのだという説明をして

いただきましたが、いかがでしょうか。 

（稲田委員） 細かい項目は前とほとんど変わらないんですね。要するに、くくり方が違うと解釈していいです

か。 

（井田部長） くくり方が違うというのが一番大きいと思います。それからあと、それぞれの中身についていうと、

各分科会でちょっとご議論いただいたものを最後は採用するという形で、今「標準」という言葉で

扱わせていただきたいということです。 

（稲田委員） 結局、補足説明（案）の３ページから５ページまでに、今の４つの大きなくくりの中に１、２、３、４、

５とか（１）、（２）と書いていますよね。これは前と少しくくり方は違うけれども、同じようなものがたくさ

ん入っていますよね。基本的には余り変わってないという感じがするのですよ。 

例えば２．研究開発マネジメント、「研究開発実施者の事業体制の妥当性」とか、「研究開発実施

者の運営の妥当性」というのがあるのでが、実際に私どもが担当しているプロジェクトを見ても、こ

のようなものに関する資料や報告はどこにも出てこないのです。ですから、本当にこういうことは要

るのかどうか疑問です。また、「研究開発実施者の事業体制の妥当性」の中には、「関係者間の連

携／競争が十分行われる」と書かれているけれども、これについてもわかりません。したがってこれ

らは実際に必要なのか、むしろ不要じゃないかというような、意見もあるのです。一方、今度は「情

勢変化への対応の妥当性」を「研究開発マネジメント」に含めるのは適切と考えられます。実用化

にいくまでに、今後の方向性としてそういうようなものも必要になりますから……。全体としての大き

なくくりは、おおむねいいような気がするのですが、細かい点をもうちょっと考え直していただけれ

ばと思います。先ほどくくり直しただけですかといったのは、そういう意味もあるのですけれども…

…。 
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（井田部長）稲田先生のおっしゃったとおりのことを、私どもも個別の分科会に出るたびに実は感じております。

この評価項目、それぞれは非常にもっともなのですが、プロジェクトによって、例えばエネルギーを

やっているのと、健康福祉をやっているのと、あるいは先端のバイオをやっているのと同じ評価軸

を使うというのは、やはり無理があるのではないかというのが私ども事務局の気持ちです。そこはそ

れぞれの分科会の有識者の先生方もわかっていらっしゃるので、ちゃんとそれはそういうものだと

いうことを位置づけをしたいということを……。 

（稲田委員）そういう意味で「標準的」とおっしゃるのだと思いますけれど。確かにエネルギーのような大きなも

のは、やはりこういうものは要ると思いますが、それこそ先ほどの１億円程度のものでは、あまり細

かい項目までやっても意味があるのかという気がするのです。それはわかって申し上げているので

すけれども。 

（岸委員長）細かい項目が多いという感じなのですね、先生のご意見は。 

（稲田委員）そうです。物によっては不必要なのがあるから……。つまりプロジェクトによってはこういうものも必

要だけれども、不必要なものもあるから、その辺のところはちょっと考え直していただいたらどうでし

ょうか。 

（井田部長）事務局の考え方なのですが、４つの軸というのだけはっきりさせて、その中はかなりそれぞれの専

門分野の方にある程度任せていただいた方がいいのではないかというふうに……。 

（稲田委員）私はそれに近いです。 

（垣田委員）私もそれをいおうと思ったのです。まさに分野も違いますし、また同じ開発をやっていても、熟度も

違うわけですよね。ですから、一例として大きな枠のうちの１には（１）と（２）があります。２のマネジ

メントについては（１）と、こういうものを参考にというか、こういう理解にしていかないと、もともと統一

的にやろうなんというのは無理な話ですから、私は今のご回答でいいと思いますけれども。 

（岸委員長）これは４つにするというかなり革新的なことをやったので、かなり減らしてしまったという責任感から

一生懸命書いたという感じになっていますね。 

（曽我委員）この評価のときに、この最後の４ページですと、素点というのは個人でつけるものなのですか。委

員会としての報告、つまりこれをいいか悪いかを判断するのは皆がディスカッションした後でつけ

るものなのか、我々もそれをやっているのですが、なかなかおのおのの項目について、評価委員

の先生方の企業から来られる人、あるいは大学から来られる人と違いがありますから、なかなか合

わないのですね。ですから、前のときも非常に高い分散がありましたり、それが委員会としてつけ

てほしいという言い方をされるのか、あるいはインディペンデントでつけてほしいとなるのか、それ

についてはどうお考えなのでしょうか。 

（井田部長）評点はここであわせてお話しします。 

（岸委員長）評点法は資料５でまた出てきますが、今の曽我先生のご意見はこの点数ですね。 

（曽我委員）グループなのか、あるいは個人でお願いするのか、つまり評価の方法ですよね、これは。 

（岸委員長）個人が物すごくばらついている場合があるわけですよね。 

（曽我委員）個人の評価として集めたものの平均値を報告書に出すのか、ここでもそういう形で最終的にはこの

親委員会でしても、個人でこういう形で出して、それを平均値されるのか。 

（岸委員長）そこは、多分こんなにばらついているのもあるし、ばらついてないのもありますよね。それで、私も

最初にお話ししたのは、もしこんなにばらついていて、しかし2.７と出てきたら、予算の総額にかか

わらず、本来ここでもう一回検討しなくてはならぬということもあるでしょうねというので私は申し上

げました。そうすると、やはりあまり平均してしまうことには少し問題を感じています。 
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（曽我委員）そうですよね。しかしながら、委員会としての報告、ここでそうすると、今度はそういう形でまた皆さ

ん方が投票したら、物すごくばらつきがあったときにおける判断をどうするかという問題が出ますの

で、あるいはそれは分科会に任されていることではないのでしょうか。 

（平澤委員）今のような問題はやはり常に出てくるわけですね。それで通常はこうやるんだと思うのですけれど

も、まずは実施者から報告していただいて、インディペンデントに点数をつけますね。それを集め

ます。それで全体の素点が出ている表をつくって、それで今度は委員会としてどういうふうな点数

にするかという議論をする段階になるわけですけれども、そのときに、例えば非常に意見が分かれ

ているような項目があったとすれば、そういう点をつけられた方に一言ずつ話していただくというふ

うなことをやって、納得して点数を変えますというふうなこともあるし、いや、やはりそれは納得でき

ないからこのままだというふうなこともある。そうすると結局分かれているのは分かれたまま出るとい

うことになる。それでいいのだと思うんですよ。ただし、委員会として報告するときには、平均点で

出さざるを得ないからそれは出すけれど、分離していますよということはわかるような報告の形態を

とっていただくというふうになるんだろうと思うんですね。 

（稲田委員）いわゆる標準偏差あるいは標準誤差といったものを平均点の上下につける方法ですよね。そうい

うようなものにはしないのですか。 

（岸委員長）すべきだと僕は思っています。それは非常に大事だなと思うのです。 

（平澤委員）私もそう思いますね。そういうことでいいのだろうと。我々はそういうのを見れば、これは改めて伺っ

てみましょうかというふうなことになるわけだし、それで、大体恐らく分科会の中でよく議論してみる

と、どこが相違点なのかというのはわかって、議論しないまま単に点をそのまま生かすというような

やり方じゃない、もう一段議論するというようなやり方をとれば、もう少し意見は一致してくるのでは

ないかというふうに思います。 

（曽我委員）そのときに少数意見というのは報告書には盛り込まれるのでしょうか。 

（平澤委員）いえ、それは評価委員がそういうコメントをつけたいというふうにおっしゃれば、必ず載せていいこ

とです。 

（井田部長）今私どもでやっておりますのは、委員会としてのコンセンサスを得た意見というのは 14 ぐらいの、

先ほどの紙ぐらいでありますけれども、個々の委員の意見、生の意見をそのまま載せるということで、

必ず少数意見も、印刷物の製本されたものに入ってくるようにあらわしているというのが今の私ども

のやり方です。もし評点法を、後で説明しますけれども、参考１というところに、現在やっている評

点法というのを載せたんですが、次の議題に入っていますけれども……。 

（岸委員長）それでは一応今のところで10 項目を４項目にまとめるのは、皆さん大体いい方向じゃないかという

ことで、１つ結論を出させていただいてよろしいでしょうか。 

（平澤委員）それは構わないのですけれども、繰り返しここでも意見が出ているように、あるいは最初のときから

も出ていたように、１つ１つのプロジェクトの目的、位 置づけがかなり違うわけですね。ばらばら、幅

がある。ですから、例えばこの中には実用化までは目指さなくていいような位置づけのものもある

のではないかというふうに思うのですね。そういう場合には、その分科会の判断でそれに点をつけ

ないというふうなことはあったって構わないのだろうと思うのです。逆に、ふやさないといけないよう

なものがあったとすれば、それはそれで枠組みを広げてやってもいいのだろうと思うのですよ。 

つまり、今我々がやろうとしているのは過渡期であって、ある枠組みの中で展開したプロジェクトじ

ゃなくて、そういう枠組みがないときにやってしまったものを、後になってどういうふうにするかという

ことをやっているというふうにして、ちょっとフレキシブルに運用されたらいいのではないかな。むし
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ろ逆にプロジェクトの目的に合わせて、それに見合った評価項目でやるのだけれども、それの標

準形だというふうに考える。 

それからもう１つは、４つの中の、さらに細かいブレークダウンしたような評価項目があるだろうと思

うのですけれども、こういうのはいわばチェックリストとしてはできるだけ用意しておいていただける

と、判断するときに「エイヤー！」じゃなくて、いろんな項目を見比べながら判断できるわけで、チェ

ックリストとしては用意していただいた方がいいのではないかなというふうに思いますね。その個々

に点数をつけなくてはいけないということでは決してないわけだけれども。 

（稲田委員）今とよく似たことなのですけれども、中間評価と事後評価によって、やっぱり必要なものと不必要な

ものが出てくるので、その辺のところも少しフレキシブルに考えていただいた方がいいのではない

か。 

（岸委員長）何かこれでいうと事前評価１と２が大事で、中間評価２と３で、事後評価は３と４なのかななんて意

見もあったのですけれども、そうかもしれない。本当にそうなのですね。マネジメントなんて最悪で

もいい成果が出てしまえば問題ないというのは世の中たくさんありますからね。セレンディピティー

というのはそういうものでもあるわけで、なかなか難しいので、それを含めて稲田先生のいわれるよ

うなフレキシビリティーというのか、枠を大きくとらえるというのか……。 

（平澤委員）過渡的なのでですね。それからもう１つは、今後展開するプロジェクトについては、枠組みはちゃ

んとそれなりのものを決めておいてくださいということ。その枠組みに合わせて評価できるように転

換してくださいということだろうと思うのですね。 

（岸委員長）このぐらい簡単になっていると、プロジェクトが始まるときに、我々のプロジェクトについてはと意見

をいいやすくはなりますね。前の 10 項目だと、どこで何をいっているのかさっぱりわからなかった

んですけれども。 

我々は実用化といったって、終わってからまだ 10 年先ですよとか、いろいろありますよね。ですか

ら、簡略化したという点はかなり評価していいのかなという気がしているのですが。 

というところで、点のつけ方というのは、実際はこれに非常に密接なので、そちらまでいった方がい

いと思いますので、今のようなことを踏まえた簡略化を意味のあるものと理解しましょうという付随的

なところは大事だと思いますが。 

 

    議事１．（３）評点法について 

事務局から資料４－２、資料４－３、資料５に基づき説明がなされ、以下のとおり

質疑・応答が行われた。 

 

（岸委員長）いかがでしょうか。 

５段階というのは多いのですかね。やはり優、良、可、不可なんというのは歴史的に意味があるの

でしょうかね。３段階は確かに何か空白がある気がするし……。 

（稲田委員）大学で採点していると優、良、可、不可は割合つけやすいですよ。５段階でもそう変わらないのか

もしれないけれども、５段階ですと、５はなかなか、よほどでないとつけにくい点があるんですよね。

４はそこそこつく。３はまあつくでしょう。１はなかなかつかないけれども、２はつける。ところが１、３、

５で実際つけてみますと、やはり１点はなかなかつけにくい。５点もなかなかつけにくい。３点がふ

えてしまう。それが４段階になっただけで随分違ってくると思います。 

（岸委員長）いわれると何かよくわかるような気もいたします。 
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（稲田委員）実際に私もこの間、担当するプロジェクトでやってみたのですけれども、具体的に点数をつける場

合、やはり国の政策とか、そういうものについては、これは大事だから５点をつけるのにはあまり抵

抗はありません。しかし、実際のいろいろな項目についてのパフォーマンスを見ますと、５点をつけ

るのはためらいます。逆に、少し悪くても１点はちょっとつけにくいですね。これがもし４点だったら、

４点つけたり、２点つけたり、そういうようなことがあるのだけれども、１、３、５でやると、よほどの極端

なものでないと、なかなか１点、５点というのは非常につけにくい。ですので、そういう意味では、４

段階の方がつけやすい感じがします。 

（岸委員長）何となく日本人のメンタリティーに合っているから、優、良、可、不可で来ていたのでしょうね。 

（稲田委員）その人の性格によりますけれども。私の性格では……。 

（岸委員長）いかがでしょうか。まず４段階ということで、私も何となし、いわれてみるとそうかなという気がして…

…。 

（平澤委員）私も賛成ですが、要するに優、良、可、不可の場合は不可をつけるかどうかというのをまず採点す

るときに考えますよね。だから、これは没でやめてもらいましょうとか。それを除くと、あとはよくでき

ているかまあまあか、あるいはだめかというぐらいの判断をすればいいわけですから、比較的やり

やすいのだろうと思うのですね。４段階の４つをいい部分に点数を分けて、そのどれかというふうな

判断ではむしろなくて、優、良、可、不可も大事だというふうに考えれば、Ｄに当たるのは不可だ。 

（岸委員長）５段階の１と２というのは不可なのですよね、大体。 

（平澤委員）１はね。 

（稲田委員）５段階の場合は、実は５をつけるのはよほどなのですよ。４段階の４よりも５段階の５は極めてつけ

にくい。多分何％つけなさいという相対的評価をつくれば、しかたがないからつけますけれども、

絶対評価でつけなさいといったら、なかなかつけられるものではない。 

（岸委員長）平澤先生がいわれたのは、何としても不可と、そうでないのに１つ線があって、合格の中での優、

良、可という意味で、これはおもしろい、こういう感じですかね。 

（稲田委員）それは私がさっき申し上げた、大学で同じ点数をつけるとそういう感じになりますよということです。 

（曽我委員）これですと平均値が外から見たときに、何点が平均ですかというのに答えられないのですよね。Ｄ

が１ですし、Ｃが２ですから。そういうのは外部からなかなか見えにくい。つまり評点の 2.5 というの

は平均値がパッシブなのでパスぐらいしていいのでしょうかという、それがなかなか見えないので

す。これですと２でもいいわけですよね。 

（平澤委員）そうですね。だから１点台だったらこれはちょっとアウトかなという感じですね。 

（稲田委員）２点というのは一応最低点ですよね。 

（曽我委員）ですからＤになぜ１をつけるのか、僕はそれがわからない。Ｄはゼロで、零点でいいのではないで

すかと思っているんですけれどもね。その方が外からわかりやすいのではないですか。 

（稲田委員）要するにＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄと点数は別にする、こういうことですね。それは一理あると思いますね。 

（井田部長）０、１、２、３でも１、２、３、４でも……。 

（曽我委員）それはわかりやすいと思う。 

（稲田委員）曽我先生のおっしゃったのは、まずＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄはつけましょう。その中で点数に変えるときに、１、

２、３、４じゃなくて、０、１、２、３とつけた方が便利ではないかということね。私はそれでも構わない

と思いますけれども。ただ、その評価点を評価する立場の人がどのように評価する人かということ

になりますが……。 

（谷委員）  ４段階で評点をつけるというのは妥当でないかなと思うのです。というのは、機械的に評点をつけ
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るのではなくて、必ずコメントをつけないといけないのですよね。そのときに、例えば３段階であっ

たときに、３にしようか、１にしようかと迷って、どうするというのがあるのですね。そういうこともあって、

先ほどからお話があるように優、良、可、不可という概念も世の中にありますので、割とやりやすい

かなという印象を受けます。 

（大滝委員）ここには応用できないとは思うのですけれども、我々の場合、４点制もしくは５点制でやっているの

ですが、数字を入れて、最終的に全部 100 点満点にするんですね。そうしますと、皆さんやはり一

番わかっているのは 100 点満点なので、何％、何十点というのが出てくるんですよ。そうすると、

我々は 60 点もしくは 70 点で線を引いていまして、実際に我々はベンチャーの技術を評価してき

て、ずっとフォローしていると、大体当たっているのですよ。40 点以下なんというのは恐らく全部つ

ぶれるだろうと思うと、やはりつぶれているわけですね。非常にきれいに出てくるので、皆さんもわ

かりやすいのです。「おたくは60以上だからお金を出しますよ」とか、「そこの問題点はここですよ」

というのはちゃんと出せる。 

そういう形で、これからは、やっている人たちに問題点をいわなければいけない時期が出てくると

思うので、そういう意味で、最初の段階でだれもが理解できるような、これを50点といったら、ここを

何とかやって、60点まで上げようとか、それは70点でもいいのですけれども、ここが弱いよとか、私

たちは実はそういうことをベンチャーの人にもやってもらっているんです。彼らもみんなわかって、

「じゃ、それができるまで２年間ぐらい投資を待ってもらってもいいです」といって、必死になってそ

この実験をやって持ってくるんですね。そうすると、これならいいよということで、そういう意味では、

これは十何年間やっているのですけれども、非常にいい結果が出ている。これがここに応用できる

かどうかはちょっとわからないですけれども。 

（稲田委員）今度、一気に 100 点をもらってしまったとか。 

（平澤委員）今の場合、例えば５段階とおっしゃったのですけれども、１に相当するのは 100 点満点では 20 点

に換算する、そういう換算の仕方ですか。 

（大滝委員）はい、そうです。そこら辺は、全体をどうやったら一番いいかとか、試行錯誤で何回かやっている

んですね。だけど、皆さん非常にわかってはくれますね。 

（稲田委員）いや、点数は非常にわかりやすいが……。 

（大滝委員）わかりやすのですけれども、そこをどうするかなんですね。 

（稲田委員）５点制の５点だと、100 点でしょう。100 点はパーフェクトですから、そう簡単に５点がつかないので

すよね。 

（大滝委員）つかないのです。だから、そこら辺は頭の痛いところなんです。 

（平澤委員）かなりたくさんの項目について５点法でおつけになるわけですね。 

（大滝委員）やっています。項目が非常に多いのですね。そうです。 

（平澤委員）その全体の平均みたいなものということですね。 

（井田部長）従来の重みづけによって総合点をつけるのは避けたいというのが今の事務局の気持ちです。投

資対象というのが、何かそういう方程式ができるのかもしれないですけれども、プロジェクトは随分

性格が違うものがあるので、一律の重みづけは今回避けたかったのです。 

（稲田委員）もう１つは、さきほど、今回はウエートづけをやめるとおっしゃった。従来のご意見でもそうですが、

この４つに分け直した場合も、必ずしもそうはいえないのです。例えば我々としては、パフォーマン

スが一番いいものに大きなウエートをつけたいという気持ちが高いですよね。それでは、どれくら

いのウエイトでつけるんだといったら、今度はなかなか答えが出てこないんで、そういう意味でいう
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と、単純に 100 点に直すということもなかなか難しいんですね。ですから、とりあえずのところは、こ

ういうＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄというか、４段階で評価してくれたものについて、次の点数をどうあらわすかの必

要があるわけですが、これはまだ少し研究の余地があると思います。 

（大滝委員）そうです。それでいいと思うんです。 

（井田部長）そうですね。例えば分野ごとの評価をするとか、１つの実用化を求められているもの同士を比較す

るとか、目的によって総合点の扱いとかも随分変わると思うし、何か使えると思っています。ただ、

まだ全然材料がないので、これは昔経済省でやったような同じ手法を、もう一度やりながらやって

いくというのがいいのかなという気がします。 

（稲田委員）また、その課題、プロジェクトの種類というか、つまり萌芽的な問題と、かなり成熟した問題によって、

ウエートのつけ方が違いますよね。 

（井田部長）違いますね。 

（大滝委員）少し誤解があったかもしれませんが、今４項目に分けましたよね。おのおので100 点満点でやって

いくんですよ。だから、何が弱いかがわかるのです。ですから、こちらでは経営がいいとか、技術

がいいとか。それからあといろいろな項目があって、それを全部おのおの 100 点にしているので、

全体像を見ていると、その会社はどういうふうにどこが弱いかというのが、全部見える上でということ

なので、全部１点でも、60点で、それしかないという話でもございませんで、そういう中で見ていくと

いうことです。 

（井田部長）わかりました。 

（西村委員）でも、最終的にはお金を出すかどうかを決めるわけですよね。 

（大滝委員）かどうかの判断をします。 

（西村委員）ＮＥＤＯのプロジェクトの場合にも、どこにお金を出すかというときは、最後は１、０の評価をしている

わけですよね。合格したプロジェクトと合格していないプロジェクト、つまり、お金を出す出さないと

いうのが事前にはあったわけだから。事後の方は、そこから先の目的が、この結果をどう使うか、

何点がいいとか悪いとかいうときに、ここの評価結果をどう使うのかという問題なのだと思うのです

ね。 

（岸委員長）そうですね。確かに事前評価で採択のときは、ある意味では完全に０、１の部分があったわけです

よね。 

（垣田委員）４つの各項目をＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄというのは非常にわかりやすくて、よかったと思うのですけれども、そ

れはやはりＤをやめましょう。可というのは、Ｃは予算を何％カットするかは別として、とりあえず予

算はある程度予定どおりつけましょう。Ｂだと予定どおり。Ａになれば、やはりこれだけ非常に重要

なんだから、何としても頑張ろうとよりふやす。 

そういう意味では非常にわかりやすいのですけれども、今度１、２、３、４の４つの項目ですね。１つ

でもＤがあれば、Ｄはもうやめた方がいいと、もうはっきりするわけです。１、２、３、４、５のときは、１

なのか２なのかで、やめろというか、本当にやめろというのか、やめた方がいいのか。ところが、Ａ、

Ｂ、Ｃ、ＤでＤがつけば、これはやめる。ところが、４つあるわけですから、ほかの項目は違ったりし

ますよね。その辺の議論は、きょうはとりあえず４つの項目をＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄの４段階でやる。 

そこまで決めていいのですが、やはり次のステップを決めないと、結局その中間評価なんですから、

次のステップにどう行くのか。行かないのだったら、とにかくどれか１つの項目でもＤがあれば行か

ないのかとか、それはまた評価委員会の決めることではなくて、そ れを引き受けた方が判断すべき

だというので、とりあえずもうそこまでしかやらないなら、それはそれでもいいでしょうし、それを生か
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すのであれば、総合的な（１）、（２）、（３）、（４）の４つの項目についての料理ですよね、次のステッ

プに行く。その辺は少し議論した方がいいかなと思いました。 

（稲田委員）私は、それはもうそのまま素朴でいいのではないかと思います。例えば今の実用化云々ということ

について、Ｄがついたとしましょう。これが実は技術としてはマチュアーなものではないが、それな

りのものとします。もし、ここではもう実用化ということが非常に重要な段階であれば、これはＤとい

う評価はまずいです。ところが、まだそれほどではなくて、むしろ今後いろいろな方向性を出すこと

が重要で、実用化は次の段階で考えてもいいのではないかとなると、一つの項目にＤがついてい

ても問題にはならないのではないのでしょうか。中間報告の場合なんかそうですがね。この評価を

我々のこの委員会でやるのか。いや、そうではなくて、これはもっとポリティカルな方で、経済産業

省とか、あるいはＮＥＤＯの方でやられるのかもしれない。ここのところは、評価とその結果をどう見

るかということに、１つのギャップがあって、もうワンステップ考える必要があるんじゃないかという気

がするので、今回はそこまでを議論するには少し早いような気がします。 

（垣田委員）そうですね。ですから、ここでは（１）、（２）、（３）、（４）ごとにＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄをつけるまでというようにす

るのか。 

（稲田委員）そのつけ方を適切につけるということをここで議論するのではないかと、私は理解しています。 

（岸委員長）ここはですね。 

（稲田委員）はい。 

（岸委員長）ただ、大事なのはそこからなんですけれどもね。 

（稲田委員）そうそう。 

（岸委員長）そのことは次にお考えいただこうということですね。 

（稲田委員）それは非常に大事ですが、そこを我々がこの場でやるのかどうかというと、ちょっと難しい気がしま

す。 

（岸委員長）なかなか難しいのは、中間評価で、マネジメントが最悪だけど成果はいいというものです。 

またさっきと同じことで、何もやらないで自由にやらせたら、いいことばかりできてしまったというの

がありますから、それもまた楽しみです。学生だって、ほっといたらいいことをやることもたまにあり

ますので、難しいところですけれども、それを含めても、項目としては結構この４つというのは含ま

れているなという気もしているので、なかなか力作かなという気もしているのです。 

（松岡課長補佐）井田部長から先ほどお話がありました総合点を避けたい、総合点の項目をなくしたいとおっ

しゃっていたところをもう少し教えていただきたいのですが。総合点が多分一番わかりやすいんで

すね。国民に開示したときに、結局何点だったのだろうというのをパーッと見て、「これは点数が低

い」と目がつきやすいのですけれども。 

（井田部長） 私がやっていて一番避けたいのは、国民に説明できない数字がひとり歩きするのを避けたいと

いうことなのです。前回のうちの報告書の平均点は、ほとんど 3.5 から４の間です。経済省がやっ

ているものもほとんど 3.7、3.8 だと思います。本委員会に出したら、本委員会の先生方も、分科

会長に聞くのは、何でこれは2.5 なんですかとか、何で3.5 なんですか。ところが、さっきいったよ

うに、点が物すごく複雑なシステムでできているので、分科会長も、合計したら何でこうなったか説

明ができないような数字なんです。一方で、3.8 とか 3.9 の違いは何かというのがほとんど説明で

きない。 

ですから、外に出す数字というのはＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄでわかりやすい数字で、分科会長、各委員がどう

いうふうにつけたかわかるような数字を出したい。ただ、議論の過程で、もっと細かいａ、ｂがあるん
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だったら、それはそれで委員の中でやるのはいい。しかし、意味があるのかないのか説明できない

数字が出てしまい、事務局として説明できないという事態は何としても避けたいというのが、事務局

としての思いです。 

ただ、後で合計してやるときに、意味のある数字が出るとしたら、もっと分野別評価をするときに相

互の比較をするとか、同じ目的、実用化段階に極めて近い、補助金なら補助金でやっているもの

を総合評価するとか、そういうふうな目的ごとに重みづけをしてくくるとか、要するに、総合比較を

する必要があるところによって、その総合比較の目的によっても重みづけすればいいではないか

というのが私の考えです。ただ、経済省でやっているような、点とこれがある程度のコンバージョン

ができるものであるような数字かどうかというのは、これから検証していきたいと思っていますし、お

互いに分担してやっている分野もありますので、そこはご迷惑をかけないようにはしたいと思いま

す。 

（岸委員長）例えばこれは余りいい方じゃないわけですね。いい計画ですけれども、どんどん下がりましたね。 

（井田部長）これはダミーでやっていますので。 

（岸委員長）ダミーです。例えばです。ですから、政策は少しあいまいだけれども、すばらしく上がったですねと

か、こうなりますから、これは勾配も意味があるななんて見ていたんですね。いろいろ今の使い方

があると思うし、点数に直すやり方もあるとは思うのですけれども。ただ、平均すればいいかという

ことにはかなり疑問はありますね。 

（曽我委員）でも、ＮＥＤＯとしてはやはり３が一番だ。総合評価が３だと思うのですね。文科省の場合はこれが

研究成果についているということになるかもわかりませんが、開発成果には実用化するかできるか

どうかも頭に入れた結果、行われているはずですから、そういう点で、なぜこれが分かれて評価し

ないといけないのかというのもある。 

（岸委員長）３と４ですか。 

（曽我委員）３と４です。特に事後報告以後についてはね。 

（井田部長）これは平澤先生からコメントをいただいた方がいいのかもしれませんが、経済社会についてのちゃ

んとした評価というのが、特に我々ＮＥＤＯみたいなプロジェクトをやりなさいというのと、あと科学

技術という軸、この２つの軸があって、本来その両方にマッチングしているものをＮＥＤＯはやって

いるはずなのですが、ただ、やはりそこは今、曽我先生がおっしゃったように、文科省だったら科

学技術という方をより多く見て、ＮＥＤＯだったら経済社会という方をより多く見るということで、おっ

しゃっているようなのと、逆に傾向が出てくるはずなのですが。 

（西村委員）掛け算してしまうやり方があります。そうすると、どっちかゼロだと、ゼロになるのですよ。特に経済

産業省の場合に、４の「実用化、事業化の見通し」がゼロなら、すべて価値はなかったのだという

評価にする。文科省なら、経済社会への方がなくてもいいという評価になるんだと思うのですね。 

（岸委員長）おもしろいですね。 

（平澤委員）そういうたぐいの議論はワンセットあるのですよ。場合場合によって何が適切か。例えば今４項目

の中の小項目がありますね。小項目の中は平均でいいとか、小項目こそ掛け算じゃないといけな

いとか、その手の議論がいっぱいあるのですよ。ですから、いろいろなケースに応じて考えるという

ことだろうと思うのです。だから、一律にどうということはちょっと難しいのではないかと思います。 

（西村委員）ビジネスモデルをつくるときに、堀 紘一さんたちは、差別化要因掛ける回収エンジンというやり方を

しています。リニアモデルだと、研究から開発へという受け渡しだったのが、むしろ研究掛ける開

発で、差別化要因である研究成果：ここでいえば科学技術の成果なのかもしれません、これがな
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ければ、ビジネスモデルは動かないのだけれども、経済社会の方の、お金になる方がなければ、

これもまた動かない。どっちかゼロならゼロだというので、そっちでやろうという議論があちこちにあ

る。 

文科省には適当じゃないかもしれないのですが、ＮＥＤＯや経済産業省の場合には、最終的には

経済社会への効果がなければ、プロジェクトとしては意味がなかったんだということがコンセンサス

ならば、それでどちらかがゼロだと、ゼロになってしまうわけですね。そういう意味では、わかりやす

い指標になる可能性は、ＮＥＤＯや経済産業省のプロジェクトの場合にはなり得るかもしれない。 

経済社会の方への貢献が非常に低くて、科学技術の評価は物すごく高かったというのは、経済産

業省なり、ＮＥＤＯなりのプロジェクトとしては、評価はとても低くていいのだと言えませんか。ただ、

そうねらっていたわけじゃないのだけれども、結果的に科学技術で非常に高い成果を得て、金儲

けには少しもならないかもしれないけれどもというのをどう評価するか。これは個別の問題としたら

救える可能性があります。プロジェクトの評価としては O にしてしまうという手はあるかもしれないで

すね。 

（稲田委員）これはプロジェクトによって違いますね。例えばビジネスに近いものは、かなり金儲けの可能性は

あるのだけれども、私どもがやっている健康福祉というのは、必ずしもそうはならない。むしろ金儲

けは余りしにくい分野かもしれません。しにくいからリスクが大きいので、ＮＥＤＯがお金を出すとい

うわけで、社会的には非常に意味がある。したがって、ビジネスイコール社会的というわけじゃな

いですよね。 

（西村委員）経済社会というのは、そこの部分が含まれている。純粋にお金だけで勘定しなくてもいいと思うの

ですが、ただ、科学技術的な成果とは違う意味ですね。社会へのインパクトとして大きいというの

は、勘定には入れる余地が十分あると思いますから。 

（稲田委員）そうですね。だから、社会的な問題と経済的な問題はちょっと違うよといいたいのです。 

（西村委員）それはそうです。 

（平澤委員）本来ならば、今のような議論が生かされる評価をやりたいのですけれども、今まで展開してきた位

置づけ自身が、ＮＥＤＯの場合は、必ずしも第４番目の項目に相当するようなことを重視しないプ

ロジェクトが多かったわけですよ。ですから、過渡的には仕方がないだろうと思いますね。 

（西村委員）確かに仕方がないですね。過去の場合にやはりＮＥＤＯの役割を３番のところまでに置いて、そこ

から先は受け取る側の会社のやることだという念頭が延々とあった。ある種のリニアモデルがそこ

に組み込まれていたんだと思うのです。 

（平澤委員）だから、プロジェクトごとに実用化を目指す。そういうプロジェクトであるという書き方をしてあって、

これは実用化される見通しがなければ、やはりＤだということは仕方がないですね。そこのところが

あやふやになっているがゆえに、点数がつけにくいという部分が、今走っているものの中にはある。

だから、これからは明確にターゲットは示してください。そしてちゃんと弁別できるようにしましょう。

こういうような途中の段階にあるというふうに考えざるを得ないのではないでしょうか。 

（岸委員長）今の点はいかがですか。 

（富田委員）私も賛成ですね。今度はっきりと実用化、事業化というのが目標になっているとするならば、あるい

はそうしなければならないと思いますので、それが出なければ、やはり西村先生がおっしゃったよ

うに０点というのはやむを得ないですね。世の中に出したときにちょっと心配なところというか、社

会がみんな「０点とは何ぞや。こんなものをどうしてやったんだ」といわれるおそれはありますけれ

ども、これは別に経済効果だけではかるのではなくて、事業として成功するかしないかということし



 

 15

かないのではないかと思いますから、そういう考え方は賛成ですね。 

（大滝委員）ただ、１つ、私自身はすごく反省をしていることがありまして、私自身はもう数年、通産省の時代、

産業運営審議会の方で、企画委員会などで、まさにきょうこういうことで評価するようなところを選

ぶ方をやっていたわけです。やはり通産がやるのだから、製品化というのは当たり前だろうというこ

とをいった方の１人として、その結果として、ずっと何年間も提案書を見てきたときに、余り実用化

をがんがんいい過ぎますと、小粒の提案がすごくふえてきたという問題が、１つ私自身は反省して

いるんです。やはり何かが見えないといかぬということで、提案者自体が確かに小じんまりとはまと

まっているけれども、「おい、これから世界と競争していくんだぜ」という世界と競争するテーマがな

くなったなというのが、実は隣の先生方も同じ考えで、年ごとに小粒になっていくという気が非常に

して、危機感を持ったんです。 

もちろん産業化というのは最終点があることは重々わかるのですけれども、プロジェクトを提案する

方々に、余りそれをいい過ぎると、格好、形が何か出るものだけで提案すれば通るんだろうという

ふうに思われては困るわけです。実際にはそのプロジェクト期間には終わらないけれども、その後

ちょっと実用化までかかるようなものにもチャレンジするような１軍の人がいないと、日本はちょっと

困ってしまうかなというのが１つあるんです。やはりバウアンみたいな中でも、すぐにそのまま製品

化につながるものと、かなり技術の開発が長くかかるようなものがあって、それはちりばめておかな

いと、日本としては危険だなと思うので、そこをどういうふうにみんなにいったらいいのか、余り実用

化、実用化ばかりいうと、非常に小粒なものになりますね。 

（平澤委員）それはプログラムの中で、これは実用化を目指すプログラムです、これはもっと長期的なものを目

指すプログラムですというふうに、性格を分けて、入り口を変えればいいわけですよ。 

（大滝委員）そうしないといけないと思うんです。 

（平澤委員）今まではどちらかというと、技術開発ができればそれでいいですという種類の入り口が多かったわ

けです。例外的にしか実用化まで目指しましょうというようなのはなかったので、ちょっとシフトさせ

ようというような議論があるのですけれども。 

（大滝委員）そうですね。だから、そういうのを最初からちりばめた提案も必要ですね。 

（平澤委員）でも、決してそれをつぶしてしまおうというわけではない。 

（稲田委員）だから、むしろ事前評価をする人が、どういう割合がいいかは別にして、実用化を目指すものをど

れくらいにするか。それから実用化にちょっと時間がかかるかもしれないけれども、そういうものを

どれぐらいにするか。そういった方針、これはポリティカルな問題だと思いますが。それをどういう

ふうに考えるかであって、そういう意味で、何もすべてが実用化を目指すものばかりを採用すると

いうわけではない。逆に実用化を全然考えないものばかりでは、これまた全然話にならないので、

そのウエートの置き方だと思います。ですから、どちらもいいのではないのですか。 

（大滝委員）そういう意味では確かにそうですね。 

（富田委員）私もどちらもいいと思うのですけれども、今はむしろ文科省の方も、例えば起業化までいかないで

いいよ、芽だけつくってくれというプロジェクトと、３年後には必ず起業化してくださいというプロジェ

クトと、そういう分け方なので、１本でいわゆる募集をしてしまうと、これは何で判断したんだというこ

とになりますので、やはりそこはプロジェクトごと、幾らのお金は技術開発のところにする、幾らのお

金は事業化のところに持っていくというふうに、最初から目的別のプロジェクトを志向しないといけ

ない。 

（大滝委員）確かにそもそも公募は、この１～２年はそういう形で、かなりこういうふうになってきているので、まあ
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いいかなと思います。 

（岸委員長）文部科学省も、今度のナノのプロジェクトは、基礎研究というのが１つあって、それから、５年から

10年の実用化は通産で、10年から20年はまた難しいと思うので、文部科学省だという区分けをし

ている。もう１つ、非常におもしろいのは、10 年から 20 年の案をつくるときに、全部民間の人を入

れたんですね。今までは余りそういうことをやっていなかったのです。大学の人たちが集まってや

っていたのですけれども、必ず民間の人を入れて、10 年から20 年をやったというので、随分変わ

ってきましたね。 

ただ、リニアモデルがそれこそ成り立たないと、基礎研究から、何とはなし勘として、案外実用化に

行くだろうというようなものもあるんでしょうね。 

（平澤委員）もちろんありますよ。 

（岸委員長）そうすると、それをやってしまうと、０点が出てくる可能性がいっぱいあることもあるのです。 

（平澤委員）だから、枠組みを何種類か用意しておいて、この枠組みは０点になる枠組みです、こちらは違いま

すよ、そういう切り分けをしていきましょうということです。 

（岸委員長）そうすると、ものによっては西村先生のいわれるように、０点とつけてもいいし、この枠組みはもとも

と０点になる可能性があるけれども、可能性があるなと思ってやった枠組みですよというのは、また

違うところに行くわけですね。４番があれでも、３番で評価できるとかね。 

（曽我委員）でも、今回出ています 13 年度、14 年度のプロジェクトを見ますと、このプロジェクトの上からは、

「実用化」とか、一般市民はこれで何かやってくれるという期待を持てるような名前がついているの

ですよ。ですから、やはりそこの問題ですね。 

（岸委員長）通産省のは、たくさんついていますよね。 

（曽我委員）そうなんです。たくさんついています。「基盤研究」と書いているのもありますが、ごくわずかです。 

（稲田委員）だけど、出した人は、これは通産関係だから、こうつけないと後に響くと考えて名前をつける場合

が多いですよね。 

（平澤委員）やはりしばらくは低い点になってもしようがないのではないですかね。それで反省してもらうというこ

とですね。 

（岸委員長）ただ、日本の場合、さっきいった話１つをとっても、ＪＳＰＳとＪＳＴとＮＥＤＯで、実用化の時間を分け

るようなやり方をナノでやったのですけれども、アメリカの場合は、ダーパとＮＡＳＦが必ずしも時間

的に実用化でというのはないんですね。今どちらかというと、ダーパの方が、ピアレビューをやらな

いから、おもしろいチャレンジングなテーマが多いといって、いっぱい出てきていますね。ピアレビ

ューはだめだというのが逆に出てきて、今慌てているらしいんですね。そういう意味では、僕もちょ

っと詳しくはないのですけれども、日本は３つのファンディング・エージェンシーで、やはり実用化

に対するものというのは、あらゆる分野で今出そうな状況なんでしょうか。 

（曽我委員）アトム・テクノロジーの報告書を見ますと、５年以内に実用化できる、５年から10 年、10 年以上かか

るというぐあいに、丸をつけさせているのですが、「５年から 10 年」というのはかなりあるんですよ。

しかし、すぐというのはほとんどないことは確かで、アトム・テクノロジーはナノの前ですから、そうい

う点では、やはりどこのファンディング・エージェンシーを使うということではなくて、科学技術として

は進歩したのではないかという気はします。 

（岸委員長）これが出てくるのはよくわかるのですがね。ＮＥＤＯは実用化だけだとしてしまった方がわかりやす

いですよ。もっともっとお金をつぎ込めというのは、その方が今国民の理解を得られやすいです

よ。 
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（稲田委員）ただ、それだけのものでもないと思います。先ほども指摘のあったの技術開発という面もあるわけ

ですから……。文科省も昔とは随分変わってきまして、多少、実用化に近い技術開発的なものに

ついても考慮するようになっています。従来は、文科省はどちらかというと基礎的、基盤的なもの

が中心であり、経済産業省ではこれをもう少し実用的にするというスタンスでしたからね。だけど、

実用的といっても、基礎的なものからその間にバッと飛ぶわけではなく、ある程度段階があるわけ

だから、それを全部実用化とやってしまうと、この間のものがなくなってくる可能性があるわけで、

その辺をどういうふうに考えるかということです。実用化といっても、要は、１、０じゃなくて、ある程

度その間のものを考えてもよく、どちらかといえば実用性を重んじるという考えと、私は理解してい

るのですが……。 

（井田部長）さきほど平澤先生がおっしゃったとおり、本当は１つのプログラムというので政策目標があって、そ

の中にグラント制度みたいなものがあり、プロジェクト制度みたいなものがあり、さらに競争的な実

用化補助金みたいなものがある。そういうような政策の体系をつくって、実は個々のプロジェクトを

我々はやるのですけれども、その全体のバランスというのは、もし必要なら後で実用化指針を紹介

してもらいますが、経済省の方で、その全体の枠組みがどうかというのを評価するということで、こ

の４月１日以降、政策評価法という枠組みもできましたので、これから一応そういうバランスも別途

見ていくような仕組みにはなっていくはずです。 

（岸委員長）わかりました。そういうすべての期待のもとに、これはいい１つの方向に行く。世の中で一番実用化

をいうのは、ファンディング・エージェンシーじゃないけれども、やはりドイツのフランホッファーです

か。 

（平澤委員）フランホッファーは応用ですからね。 

（岸委員長）応用というのでは、あれほど強いところはやはりないですかね。 

（平澤委員）もう一段企業寄りのところがドイツのシステムにあるのです。 

（岸委員長）それはどこですか。 

（平澤委員）ブルーリストといっているのです。 

（岸委員長）でも、ブルーリストは大分、小さい新しい研究所群がありますね。 

（平澤委員）それはそうなのですけれども、ブルーリストは実用化、フランホッファーは応用、マックスフランクは

基礎なんです。ドイツはそういう分け方をしていますが、これはやはりちょっと古い概念だと思いま

すね。 

先ほどダーパとおっしゃったけれども、ダーパみたいに、これは明らかにミッション・オリエントなの

です。軍事に役に立つという大目標があって、その限りで、しかしながら、画期的な技術を探して

いるわけですよ。ですから、何かおもしろいものが見つかってきたりするということになるのだと思う

のです。そういう目標はあるけれども、研究として基礎的な部分というようなタイプのものは、実は

最も効果的なのではないかという議論が、今いろいろなところでされてきているんですね。 

（西村委員）先ほど岸先生がおっしゃっていた時間順序というのは、明らかにリニアモデルだというのが最近の

通説で、時間順序で起業化の方へ受け渡していくという考え方は、もうどこもとらなくなってきてい

るんだと思うのです。特に大学発ベンチャーというような言い方をしきりにされる。今回のナノでも

そうですが、基礎的な科学のところからでも、例えば研究者相手の道具をつくって売り出すなんと

いうのは、非常に初期の段階でも行くはずだし、そういうふうに行くようにしなければいけないはず

です。10 年、20 年先にというのは、やはり大企業に成果を受け渡して、大企業が時間をかけて、

また起業化するという従来型のリニアモデルの中での議論だと思うのです。基礎的な研究成果を
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いきなり研究者向けの道具にすれば、もうそこで市場化は起こってしまうわけですから、時間順序

ではない。目的として、科学的な成果を目指しているのか、経済的な成果を目指しているのかと

考えた方がいいのではいかと思うのですね。 

（岸委員長）総合科学技術会議のナノの区分け方には大問題があるということなのですね。だから、逆に質問

したのは、アメリカにはそれがないではないですかといったんですよ。 

（平澤委員）だから、違う概念なのです。要するにバレー・オブ・デス（死の谷）という言い方をするのですけれど

も、科学技術のポテンシャルになっているセクターと、それを価値転換していくセクターと２つあっ

たとすると、その間に大きな谷がある。これは死の谷だというわけです。どういうふうにしてその間を

ブリッジングするか、あるいはその対岸に飛ぶような弾の撃ち方をするにはどうしたらいいか、こう

いうような議論なわけです。 

まさに今おっしゃったのは、目的というのは、どちら向きに弾を飛ばすのか。ポテンシャルを高める

方の上向きに飛ばしたのであれば、幾ら撃っても向こうへは行かないわけですよ。だから、時間で

はなくて方向性だという話なのですね。そうすると、例えば彼がやったジェファソニアン・リサーチと

いうのですけれども、基礎から始めるのですが、応用を目指して基礎から始めているという種類の

ものをどうやって進行したらいいだろう。ニュートニアン・リサーチみたいなのは、好きな人にやって

もらうというような感じになってきているわけです。だから、時間ではなく、まさに向きである。 

（岸委員長）だから、リニアモデルは成り立 たないといいながら、５年、10 年、20 年と、国の一番大事な政策で

出てくるというところは気にはなりますね。そうすると、ＮＥＤＯのプロジェクトと、ＪＳＴとかあちらは、

一番の区分けは何でやればいいのですか。 

（平澤委員）ＮＥＤＯは、やはり売りとしてできるのは、ちゃんと対岸に飛ばしますよということだと思うのですよ。 

（岸委員長）文部科学省はどちらへ飛ぶかわからぬぞということですか。当たらぬも八卦。 

（平澤委員）あるバランスで行きますが、ただし、遠くまで行きますとか、それから、落ちたときのインパクトは大

きいですよとか。 

（富田委員）今の平澤先生の話は非常におもしろいのですが、私はバイオの世界なので、多分何の世界でも

同じだと思うのですが、よくバイオの世界で、こちら側で研究をやっているグループがあって、こち

らで応用するグループがある。今デス・バレーとかなんとかおっしゃられましたけれども、ここを結

ぶベンチャーが日本には非常に少ないのですよ。いわゆる技術のトランスレーションといってもい

いかと思うのですけれども、そこのところをＮＥＤＯがかなり意識的に、いわゆる技術開発という言

葉で、基礎のデータを起業化に結ぶというトランスレーションの役割を果たすところに、もう少し比

重を置いたプロジェクトをつくっていただいてもいいのかな。それだと、かなりベンチャーというか、

おもしろい開発が出てくるのではないか。 

（平澤委員）それはいろいろなメカニズムがあるわけですね。だから、例えば今こちらは科学技術のポテンシャ

ルで、そちらが価値転換する側だ。こういう方向に撃ちましょうということをいったのですけれども、

実はここを渡れる橋を架けてください。それでスピンアウトして、それを渡っていきますよというのが

ベンチャーの話ですよね。ところが、今は途中で落っこってしまうような橋しか架かっていないじゃ

ないか。 

（富田委員）だから、こっちの人が向こうへ飛んでいくのでは多分うまくいかないので、ここの間をやる人、ある

いは間をやるプロジェクトをつくらないと、いつまでたってもこちらの端とこちらの端だという現象が

日本には起こっているといえる。 

（稲田委員）ですから、例えば今のビジネスでいくと、弾を飛ばす。弾を飛ばすのは今までの方法でも小さな弾
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だったら飛ぶわけですが、しかし、こんな大きなものにすると、なかなか大変だ。大きな弾を飛ば

すことも大事で、その場合、一遍に飛ばさなくても、途中で何かつくって、そこまで飛んでもいいの

じゃないか。 

（平澤委員）そうですね。橋げたをつくってやる。 

（稲田委員）そうそう。だから、そういうふうにいうか、少しマルチプルな考えをしないといけない。 

（平澤委員）そういうのもあるのですよ。 

（西村委員）広い意味でのアントルプレナー。そこが谷の底でしょう。 

（岸委員長）もしかしたら、日本は両側が結構すぐれていると思うんですよ。 

（富田委員）真ん中がないんですよ。 

（岸委員長）真ん中がなくて、おまけにワニかなんかがいて、渡ろうと思って失敗したら、落っこちて食われちゃ

って、それで終わりとかね。 

（富田委員）今日本はそこが欠けていると思うのです。 

（西村委員）ヨーロッパと日本では金と銀の相対的な値段が違うので、ヨーロッパで銀を買って、日本へ来て金

を買って、それを往復すると儲かるということがあった。そのときの例として、ヨーロッパと日本で金

と銀の値段に差があるという知識というのが１つありますね。これがないと、動こうという気になれな

いから儲からない。しかし、その知識を知っただけではだめで、船を仕立てて、水夫を雇って、荒

波に乗り出すという行動をしないといけない。その両方がないと、金と銀の差額の貿易で儲けには

ならない。 

科学技術という先ほどの話でいえば、そちらの方が、金と銀でヨーロッパと日本では値段の差があ

るよという知識を獲得するという行為と、そこで船を仕立てて、荒波に乗り出す。それに必要な金も

要るし、冒険心も要る。そこの部分で多分、最終的に経済的な価値なり、社会的な価値に結びつ

けるには、そこで冒険して船に乗り出すやつが要るわけです。多分今の日本はそちらが非常につ

らい状態なのだと思うのです。 

（平澤委員）だから、良い仕掛けがないのですよ。あるいは古い仕掛けしかない。 

（岸委員長）評価委員会の結論は……。ＮＥＤＯの目指す方は、ブリッジをちゃんとしろ。 

（曽我委員）岸先生のところもそうだと思うのですけが、やはり我々産総研でも、それをブリッジにしようと思って

も、飛ばしたい人がたくさんいるのですよ。みんなこちらから飛ばす方に興味を持っていて、その

人たちに、渡る橋を架けるような技術者になってくれとはなかなかいえないのですね。それが我々

の問題で、むしろ今そういうお金は出そうですけれども、戦力としては不足ですよね。 

（岸委員長）つくづく思うのですが、工学部を出た人はたくさんいるのですけれども、みんなサイエンティストだ

と思っていて、エンジニアだと思っていないんですね。この辺がなかなか難しい問題で、一見いい

のですが、私は、大学にいたころから、エンジニアじゃないかなと自分では思っているのですね。

今の国立研究所群も、サイエンティストばかりふえると、なかなか大変だなと思います。産総研にも

その気が十分ありまして、何で産総研にサイエンティストばかりいるんだということになる。 

（曽我委員）地方には少しそういう人はいますけれども、つくばに集め過ぎたわけです。つくばが問題ですね。 

（岸委員長）つくばはエンジニアをサイエンティストに変えたところなんですよ。 

（曽我委員）そうでしょう。ですから、それが問題だったのです。 

（岸委員長）でも、サイエンティストの素養のない人が、エンジニアなんかできないよというのも事実なんです。 

（稲田委員）しかし、独立行政法人化したから、またやらざるを得ないでしょうがね。 

（曽我委員）お金がなくなれば、交付金がなくなれば、多分やりますね。そのときではもう遅いのではないかと
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思っていますけれども。 

（岸委員長）方向的には、やはりいい方向へ行くと思うんですね。 

もう１つは、そうはいっても、基礎をちゃんとできる人がいろいろなことができるというのは事実なの

で、難しいところですね。だめな人は何をやってもだめです。だから、基礎をちゃんとやると称する

ところが本当に大事だというのはよくわかってきたんです。 

そういうわけですが、いろいろのご指摘はあるのですけれども、きょう不備な点、つけ加える点、考

えるべき点、ある種の宿題はいろいろありますが、部長、大枠で、この４つで進もうではないかとい

うことでは、きょうはご理解をいただけたと考えてよろしいでしょうか。特に大事な点は、全体のプロ

ジェクトを見るべき、ここが単なる抽出作業みたいなことをやると大変ですよというのが１つございま

すね。 

それからもう１つは、点の扱い方の問題がありますね。そういうことは当面考えて、それでもっと大

事な問題、谷を渡るとかそういうことは、評価委員として、本来は一番おもしろいのかもしれないん

ですけれども、ただ、やはりこれを４つに分けてこれで進むとなると、１つおもしろい方向が出ます

ね。ＮＥＤＯはそう行くのかということで、そのほかはどうするんですかという問いかけにはなると思

います。 

（垣田委員）今、井田部長の方で、総合点は避けたいとおっしゃられて、それはそれでいいのですけれども、

要するにこれは何のために評価しているかというと、事後評価はちょっと置いておいて、中間評価

の場合は、先ほどもおっしゃったように、進むかどうかというときに、進むかどうか、違うまでやるの

か。ここは要するに４項目について、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄをつけただけというのかどうかという議論なんで

すね。 

総合評点はつけたくない、それはそれなりの考えはわかるのですけれども、４つに分けて、プラス、

括弧つきでもいいですが、この評価委員会としては今までどおりゴーで行くのか、やめた方がいい

のかという意思表示をする場なのかどうかだけは議論しないと、最初にこれをやり出したとき、一体

何のためにやるのかということをやったわけですね。そうすると、総合点はつけたくない。それはま

たよくわかります。この４つの項目で、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄをつけた。そこまではいいですね。しかし、トータ

ルとしてこれはやめろというのか、進めというのかは、この場ではありませんといったら、こんな評価

は何のためにやったのですかということになりますから、そこははっきりさせるべきだと思うのです。 

それを総合点で、3.幾つとか、2.5 とか、そういう点でやりたくない。それはおっしゃるとおりです。

フェーズも違うし、熟度も違うわけですからね。しかし、いろいろ分科会をつくっておやりいただい

て、またこの場へ出てきて、やはりこれはやめるべきだとか、これはもっと継続してやらなければい

かぬとかという意思表示ができないと、何のための場かということになるので、そこだけちょっと議論

をすべきではないかと思います。 

（岸委員長）その辺はいかがですか。 

（井田部長）中間評価の場合、今後の研究開発に関する提言で分科会にお願いしているのは、やめろ、改善

しろ、後拡大しろと、はっきり書いてくれというのを、まずそこに、特に中間評価の目標があります。

やめろといっているのか、合理化しろというのか、あるいは例えば前回ＳＦ６であったのは、ＣＯＦ２

の安全対策というものにちゃんと特化した研究ができないのだったらやめろというような、かなり方

向性をはっきりしたものでした。それはＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄであらわす話ではなくて、文書の中で、要する

に取りまとめのときに、そこのところははっきり書いてほしい。 

それから、最終評価の場合には、そこよりもむしろ目標の達成度がどうであったかというのははっき
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り書いてほしい。それはきちんと文書の方で書いてもらうようにして、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄというものの性格

とは別にそこは書いてもらう。特に大きい変更を求めるような点があったら、ここに上げるというのが、

最初にいった話です。ですかた、垣田委員がおっしゃるとおり、必ずそこは文書で書く。ただ、Ａ、

Ｂ、Ｃ、Ｄというのはやめた方がいいのではないかということです。 

（垣田委員）そういうのはわかるんですね。総合点はなしとなったといった最初の話も消えたのかなと思って、ち

ょっと心配になったので確認したかったのです。 

（稲田委員）強いていうと、全体のＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄらしきものはあるのですよね。らしきものというのは、全体で、総

合的にいって、これは非常にいいから、少しぐらい予算をふやしてあげてもいいのではないのとか

……。 

（井田部長）これは議論があるのですね。従来のものでも、今後の進め方を、１、３、５で出してもらっていまして、

これも今ほとんどやめようかと思ったのですけれども、それは残した方がいいというご意見もござい

ます。 

（稲田委員）私のいっているのは、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄも総合的につけてしまうと、Ａだったら、ちょっとふやしてあげて

もいい。Ｂは今のままでいい。Ｃはやってもいいが、ちょっと減らす。Ｄはもうやめてしまえ。こんな

ような評価がつくことが考えられるのですけれども、そういうことまでは考えが至っていないのです

かね。 

（岸委員長）ただ、大事なもので、だめだから、金をたくさん出せというのもあるのですよね。これは順調にいっ

ているから、もう金は半分にしてもいいだろう。それはどうですか。 

（井田部長）分科会の報告書などにも、そのたぐいのものも実はあります。 

（稲田委員）逆にいうと、そのプロジェクトの成果を評価する立場と、それから今後お金をつける立場の者、これ

が分かれているということですね。 

（平澤委員）つまり、評価と意思決定とは別なのですよ。ここは評価委員会ですが、つまり実施されたことがどう

いう状況なのかということを明らかにすることに使命があるわけですよ。そのための専門性等を発

揮する。その結果を受けて、意思決定する部分というのがなければいけないはずなのです。それ

がどうなっているのかというのが見えないから、ちょっと不安なわけですね。 

今、岸先生がおっしゃったように、個別にはこういう状況だというのが明らかになった。しかし、全体

を見たときに、意思決定するときに、ここは成績がいいからふやしますといふうに単純にはならない

だろう。そこのところは全体を見た上で意思決定をされればいいのだと思うのです。その部分への

いわばレファレンスとして、我々が明確な意思表示をしますよ。これは評価としての意思表示であ

って、そのとおり意思決定しろということではない。 

（垣田委員）ただし、それがどうされたかのフィードバックはしてもらわないとというのを、第１回目のときもいった

のはそういうことなのです。 

（平澤委員）フィードバックはしてもらわないといけないですね。 

（井田部長）第２回目でいったとおり、中間評価の場合、必ずそれを企画サイドの方で、こういう反映をしますと

いうのを、ここに全部オープンにします。その結果を、もちろんすべて見ていただくようにして、さら

に、もちろん最後の事後評価の段階でも、それは評価の対象になりますので、これはすべて明ら

かにしていきたいと思います。 

（光川副理事長） 後ほど私の方からちょっとお答えしようと思っていたのですけれども、ＮＥＤＯの最終意思決

定の機関というのは理事会がありますね。理事会では、今いわれたような評価の側から出された

意見というか評点、コメントをベースに、いろいろな角度から判断して、つける、つけない、切る、切
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らないということでは必ずしもなくて、いいから、伸ばすかというと、そうでもないのもある。そういうこ

とも含めて議論がされて、最終的に決断がされる。それぞまさに理事会の仕事であるというふうに

認識しております。 

（平澤委員）そういうことでいいのですね。それで我々にフィードバックされる。 

（光川副理事長）フィードバックします。 

（稲田委員）フィードバックしていただくということと、評価委員会の評価ということは別の問題です。だから、要

するに、お金をつける、つけないは、評価委員会の責任ではないわけです。 

（光川副理事長） そういうことですね。予算が取れないかもしれないですし。 

（稲田委員）もう１つ重要な点として、一応大枠で皆さんのコンセンサスを得られたと考えられますので、ある程

度リファインしたもの、ブラッシュアップしたものを出していただくとして、具体的にいつから適用に

なりますでしょうか。 

（井田部長）現在進めているプロジェクトは、従来の評価項目にしてやっております。実は稲田先生にもお世

話になっているのですが、そういう点でも、各分科会の、特に分科会長、それから分科会で、もし

途中からでも新しい方がいいというご意見が多いようでしたら、適用したいと思います。ただ、基本

的にはこれからスタートするものが、この新しい４つの軸というのでスタートしたいと思っておりま

す。 

今ちょうど準備段階にあるものについても、これは個別にご相談させていただいて、ある程度経過

措置的に、従来のもので動き始めてしまっているものについては、ご容赦いただきたいといいます

か、それは堪忍していただきたいと思っております。済みません。明確ではないのですが、個別に

相談しながら進めさせていただきたいと思います。 

（岸委員長）それでは、よろしいでしょうか。非常に有意義な議論ができたと考えております。ぜひこれに沿って

走りながら、また評価方法を考えるというのが現実の、今過渡期だと先生もおっしゃったようなこと

だと考えておりますが、どうもありがとうございました。 

 

（３）議事 ２．その他 

経済産業省松岡課長補佐から参考資料２「経済産業省技術評価指針」につい

て以下のとおり説明がなされた。 

 

（松岡課長補佐） まず、前回は平成 13 年５月に技術評価指針が改訂されていまして、そのときには科学技術

基本計画に対応した改訂ということでした。大綱的指針が昨年 12 月に改定されましたが、それよ

りも早く競争的資金とか、エフォートに関する記述を入れてありました。今回の技術評価指針の改

訂は政策評価法が４月から実施されるということで、その対象を明らかにしようとしたのが趣旨であ

ります。 

簡単に申し上げますと、10 ページのⅡ．１に「施策評価」というのがございます。政策評価法の基

本理念は、技術開発を実施している、またはそれを推進している部署がみずから評価していくとい

う精神がございます。つまり、反映しやすくしていくというところがございまして、我々経済産業省の

中にあります政策評価広報課では、どのような施策、政策に関しましても、すべて一律に自己評

価をやれと指導しています。 

そこで、もちろん外部の有識者の方々を可能な限り用いる、意見をお伺いするということにはなっ

ているものの、そういった自己評価をやっていく単位として、我々経済産業省の中で「施策」という
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ものをつくったということがございます。それに対応するということで、こちらにⅡ．１「施策評価（プ

ログラムの評価を含む）」と書かせていただいたのですけれども、これは個別の課題とか、個別の

事業というものではなくて、それが同一の目的になっていて、集合体であるというふうに判断される

場合には、それ全体を評価していこうというものです。今までそういった施策という概念というのは

余りクリアではなかったのですが、経済産業省の中でつくりまして、基本的には推進課または推進

部署の方で事務局をやって、推進部署がみずから評価をしていくけれども、そのときには外部の

有識者が入った委員会を構成して、意見を聞いてください、というそういう単位をつくりました。簡

単にはこれがポイントになります。 

（岸委員長）わかりました。 

それでは、評価案作成がほぼ成り立ったところで、最後に副理事長にごあいさついただきます。 

（光川副理事長） 大変ご熱心にご討議いただきましてありがとうございます。 

聞いていて、大事なのは、まず一番最初の分科会の皆さん方において、プロジェクトの性格という

か、分野というか、それにのっとって分科会が主体性を持って、どういう視点でちゃんと評価するか。

いい評価を上げるか。いろいろな見方があると思いますが、まずそこに１つのフレキシビリティーと

いうか、権限を与えたいというのが１つです。 

２点目は、そういうところでやっていただいた評価を、この場で、これもまたいろいろ多面的に、形

式的でない形で、おかしいと思ったら、また立ち戻ってというようなことも含めて、どれを議論する

かということも含めて、見ていただきたいということであります。 

３点目は、そこで出された報告というのは、我々が最後に使わないと意味がないということで、これ

はきっちりと使っていきたい。例えば 13 年度のもので、中間評価で幾つか改善指導というのが出

ていますけれども、これは必ず研究計画に反映させます。計画の方向転換とか、ある部分の計画

をやめさせるとか、こういう形で使っていこうと今考えておりますので、その辺も、こういう形で使っ

たということはいずれお示しできると思います。 

４点目、非常に大事な話があったのですが、研究成果の実用化に向けて、そこへ向かういろいろ

な手段、ここをＮＥＤＯはもう少し頑張れというお話ですが、これは実はいろいろな仕掛けがあって、

ＮＥＤＯは本来そこは余り得意な部分ではないのですね。実は余りやっていない部分なのです。と

ころが、昨今ベンチャー志向とか、成果、実用化といったかけ声のもとに、産学連携とかいろいろ

な手法を使いながら、そこをやっていかなければいかぬということは認識しております。これも皆様

方にご指導いただきながら、極力工夫してまいりたいと思っております。これはちょっと重荷なので

すが、頑張りますので、よろしくお願いします。 

きょうありがとうございました。 

（岸委員長）どうもありがとうございました。 

（了） 

 


