
 
第７回技術評価委員会 

資料８ 
 

標準的評価項目・評価基準の改訂について（案） 

 
１． 経緯 
（１） ＮＥＤＯにおいては平成１３年度から、ＮＥＤＯで実施している研究開発プロ

ジェクトの中間評価・事後評価を「標準評価項目・評価基準」に基づき実施し

てきたところ。 
 
（２） 「経済産業省技術評価指針」に、毎年度、評価事業が終了する毎にその評価方

法の点検を行うことが規定されている。今回の改訂は、本規定に基づき、これ

までの評価実績の蓄積により得られた知見から、より効果的・効率的な評価の

実施、及びＮＥＤＯにおけるプロジェクトマネジメントへの効果的な反映に資

するため、「標準評価項目・評価基準」の見直しを行うものである。 
 
（３） また、政策評価法の施行に伴い、経済産業省において施策評価の本格的な実施

が始まっており、これら施策評価と、ＮＥＤＯ技術評価の適切な連携を図れる

よう、併せて「標準評価項目・評価基準」の修正を行うこととする。 
 
２． 第８回技術評価委員会（平成１５年３月４日開催予定）の議事内容について 
  第８回技術評価委員会において、次ページ以降の事務局案について議論していた

だき、委員からいただいた意見を踏まえ NEDO における「標準的評価項目・評価

基準」を改訂する。 
 
３． 主な変更理由・内容 

• 重複する内容の削除、及びわかりにくい記載箇所を明確な文書に修正。 
• ＮＥＤＯ研究開発プロジェクトの上位施策であるプログラムへの適合性への

適合性を評価する。なお、平成１５年度のＮＥＤＯ独立行政法人化後は中期目

標・中期計画への適合性への観点から評価を実施する必要がある旨、注意書き

を追加。 
• これまでの評価事例から見たプロジェクトマネジメントのチェックポイント

（参考資料１参照）を踏まえ、研究開発マネジメントに評価を活用できるよう

に、評価項目・評価基準を修正する。 
• NEDOのプロジェクトのうち、知的基盤・標準整備等ための研究開発につい

ての評価項目を「５．その他」に新たに設ける。 



標準的評価項目・評価基準（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．事業の位置付け・必要性について 

(1)ＮＥＤＯの事業としての妥当性 

・特定の施策（プログラム）、制度の下で実施する事業の場合、当該施策・制

度の選定基準等に適合しているか。 

・民間活動のみでは改善できないものであること、又は公共性が高いことに

より、ＮＥＤＯの関与が必要とされる事業か。 

・当該事業を実施することによりもたらされる効果が、投じた予算との比較

において十分であるか（知的基盤・標準整備等のための研究開発の場合を

除く）。 

（注）独立行政法人化後においては、ＮＥＤＯの中期目標・中期計画に適合

しているかについても評価する。 

 

(2)事業目的の妥当性 

・社会的・経済的背景及び研究開発の動向から見て、事業の目的は妥当か。 

 

２．研究開発マネジメントについて 

(1)研究開発目標の妥当性 

・技術動向調査等に基づき、戦略的な目標が設定されているか。 

・目標達成のために、具体的かつ明確な開発目標を設定しているか。 

・目標達成度を測定・判断するための適切な指標が設定されているか。 

 

(2)研究開発計画の妥当性 

・目標達成のために妥当なスケジュール、予算（各個別研究テーマ毎の配分

【本標準的項目・基準の位置付け（基本的考え方）】 

本項目・基準は、研究開発プロジェクトの中間・事後評価における標準的な

評価の視点の例であり、各分科会における評価項目・評価基準は、被評価プロ

ジェクトの性格、中間・事後評価の別等に応じて、各分科会において判断すべ

きものである。 

 なお、短期間（３年以下）又は少額（予算総額 10 億円未満）のプロジェクト

に係る事後評価については、以下の「３．」及び「４．」を主たる視点として、

より簡素な評価項目・評価基準を別途設定して評価をすることができるものと

する。 



を含む）となっているか。 

・目標達成に必要な要素技術を取り上げているか。 

・研究開発フローにおける要素技術間の関係、順序は適切か。 

・継続プロジェクトや長期プロジェクトの場合、技術蓄積を、実用化の観点

から絞り込んだうえで活用が図られているか。 

 

(3)研究開発実施者の事業体制の妥当性 

・目標を達成する上で、事業体制は適切なものか。 

・各研究開発実施者の選定等は適切に行われたか。 

・全体を把握するプロジェクトリーダー等が選任され、十分に活躍できる環

境が整備されているか 

・目標達成及び効率的実施のために必要な、実施者間の連携 and／or 競争が

十分に行われる体制となっているか。 

・実用化シナリオに基づき、成果の受け取り手（活用・実用化の想定者）に

対して、成果を普及し関与を求める体制を整えているか。 

 

(4)情勢変化への対応等 

・進捗状況を常に把握し、計画見直しを適切に実施しているか。 

・社会・経済の情勢の変化及び政策・技術動向に機敏かつ適切に対応してい

るか。 

・計画見直しの方針は一貫しているか（中途半端な計画見直しが研究方針の

揺らぎとなっていないか）。 

 

３．研究開発成果について 

(1)目標の達成度 

・成果は目標値をクリアしているか。 

・全体としての目標達成はどの程度か。 

 

(2)成果の意義 

・成果は市場の拡大或いは市場の創造につながることが期待できるか。 

・成果は、世界初あるいは世界最高水準か。 

・成果は、新たな技術領域を開拓することが期待できるか。 

・成果は汎用性があるか。 

 

(3)特許の取得、成果の普及等 

・特許（基本特許、外国特許）は事業戦略に沿って適切に取得されているか。 



・論文の発表は、質・量ともに十分か。 

・成果の受け取り手（活用・実用化の想定者）に対して、適切に成果を 

 普及しているか。 

・一般に向けて広く情報発信をしているか。 

・投入された予算に見合った成果が得られているか。 

 

４．実用化、事業化の見通しについて 

 (1)成果の実用化可能性 

・産業技術としての見極め（適用可能性の明確化）ができているか。 

 

(2)波及効果 

・成果は関連分野への技術的波及効果及び経済的波及効果を期待できるもの 

か。 

・プロジェクトの実施自体が当該分野の研究開発を促進するなどの波及効果

を生じているか。 

 

 (3)事業化までのシナリオ 

・コストダウン、導入普及、事業化までの期間、事業化とそれに伴う経済効果

等の見通しは立っているか。 

 

５．その他 

知的基盤・標準整備等のための研究開発に特有の評価項目 

・成果の公共性を担保するための措置、或いは普及方策を講じているのか（Ｊ

ＩＳ化、国際規格化等に向けた対応は図られているか、一般向け広報は積

極的に為されているか等）。 

・公共財としての需要が実際にあるか。見込みはあるか。 

・公共性は実際にあるか。見込みはあるか。 



標準的評価項目・評価基準新旧対照表（案） 

新 旧 

【本標準的項目・基準の位置付け（基本的考え方）】 

本項目・基準は、あくまでも研究開発プロジェクトの中間・事後

評価における標準的な評価の視点の例であり、各分科会における

評価項目・評価基準は、被評価プロジェクトの性格、中間・事後

評価の別等に応じて、各分科会において判断すべきものである。 

 なお、短期間（３年以下）又は少額（予算総額５１０億円以下

未満）のプロジェクトに係る事後評価については、以下の「３．」

及び「４．」を主たる視点として、より簡素な評価項目・評価基準

を別途設定して評価をすることができるものとする。 

 

１．事業の目的・政策的位置付け・必要性について 

(1)ＮＥＤＯ（国）の事業としての妥当性 

単独で立ち上げる事業については、以下の項目により評価する

こととする。なお、特定のプログラム制度（研究開発制度）の

下で実施する事業の場合、以下の項目を参照しつつ当該制度の

選定基準等への適合性を問うこととする。【注１】 

・「市場の失敗」（行政改革委員会「行政関与の在り方に関する

基準」（平成 8 年 12 月）参照）に該当しているか。しない場合、

民間活動のみでは改善できないこと、公共性の高いことが説明

【本標準的項目・基準の位置付け（基本的考え方）】 

本項目・基準は、あくまでも標準的な評価の視点の例であり、各分

科会における評価項目・評価基準は、被評価プロジェクトの性格、

中間・事後評価の別等に応じて、各分科会において判断すべきもの

である。 

なお、短期間（３年以下）又は少額（予算総額５億円以下）のプロ

ジェクトに係る事後評価については、以下の「３．」及び「４．」を

主たる視点として、より簡素な評価項目・評価基準を別途設定して

評価をすることができるものとする。 

 

１．事業の目的・政策的位置付けについて 

(1)ＮＥＤＯ（国）の事業としての妥当性 
単独で立ち上げる事業については、以下の項目により評価する

こととする。なお、特定のプログラム制度（研究開発制度）の

下で実施する事業の場合、以下の項目を参照しつつ当該制度の

選定基準等への適合性を問うこととする。【注１】 

・「市場の失敗」（行政改革委員会「行政関与の在り方に関する

基準」（平成 8 年 12 月）参照）に該当しているか。しない場合、

民間活動のみでは改善できないこと、公共性の高いことが説明



されているか。その際、当該事業に必要な資金規模や研究開発

期間、民間企業の資金能力等は示されているか。 

・他の類似事業や関連技術動向を踏まえ、NEDO（国）の関与が

なかった場合（放置した場合）と比較して、NEDO（国）が関与

することの優位性がより高いものであるか。 

・当該政策目的の達成に当たって当該事業を実施することによ

りもたらされる政策効果が、投じた政策資源との比較において

効率的・効果的であるか（費用対効果はどうか）。（知的基盤・

標準整備等のための研究開発の場合を除く） 

・特定の施策（プログラム）・制度の下で実施する事業の場合、

当該施策・制度の選定基準等に適合しているか。 

・民間活動のみでは改善できないものであること、又は公共

性が高いことにより、ＮＥＤＯの関与が必要とされる事業か。 

・当該事業を実施することによりもたらされる効果が、投じ

た予算との比較において十分であるか（知的基盤・標準整備

等のための研究開発の場合を除く）。 

（注）独立行政法人化後においては、ＮＥＤＯの中期目標・

中期計画に適合しているかについても評価する。 

 

(2)事業目的・政策的位置付けの妥当性 

・評価時点或いは事業開始時点の時代背景認識から見て、事業

の目的は妥当で、政策的位置付けは明確か。 

・政策課題（問題）の解決に十分資するものであるか。 

・国としての国際競争力に資するものであるか。 

されているか。その際、当該事業に必要な資金規模や研究開発

期間、民間企業の資金能力等は示されているか。 

・他の類似事業や関連技術動向を踏まえ、NEDO（国）の関与が

なかった場合（放置した場合）と比較して、NEDO（国）が関与

することの優位性がより高いものであるか。 

・当該政策目的の達成に当たって当該事業を実施することによ

りもたらされる政策効果が、投じた政策資源との比較において

効率的・効果的であるか（費用対効果はどうか）。（知的基盤・

標準整備等のための研究開発の場合を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)事業目的・政策的位置付けの妥当性 

・評価時点或いは事業開始時点の時代背景認識から見て、事業

の目的は妥当で、政策的位置付けは明確か。 

・政策課題（問題）の解決に十分資するものであるか。 

・国としての国際競争力に資するものであるか。 



・社会的・経済的背景及び研究開発の動向から見て、事業の目

的は妥当か 

 

２．研究開発マネジメントについて 

(1)研究開発目標の妥当性 

・技術動向調査等に基づき、戦略的な目標が設定されているか。 

・目標達成のために、具体的かつ明確な開発目標、目標水準を

設定しているか。 

・目標達成度を測定・判断するための適切な指標が設定されて

いるか。 

・費用対効果分析が適切に行われているか。（エネルギー特別

会計を使用している場合には、費用対効果分析を踏まえ定量的

なエネルギー政策上の目標が立てられているか。） 

 

(2)研究開発計画の妥当性 

・目標達成のために妥当なスケジュール、予算（各個別研究テ

ーマ毎の配分を含む）となっているか。 

・目標達成に必要な要素技術を過不足なく取り上げているか。 

・研究開発フローにおける要素技術間の関係、順序は適切か。 

・継続プロジェクトや長期プロジェクトの場合、技術蓄積を実

用化の観点から絞り込んだうえで活用が図られているか。 

 

(3)研究開発実施者の事業体制の妥当性 

・目標を達成する上で、事業体制は適切なものか。 

 

 

 

２．研究開発マネジメントについて 

(1)研究開発目標の妥当性 

・目標達成のために、具体的かつ明確な開発目標、目標水準を

設定しているか。 

・目標達成度を測定・判断するための適切な指標が設定されて

いるか。 

・費用対効果分析が適切に行われているか。（エネルギー特別

会計を使用している場合には、費用対効果分析を踏まえ定量的

なエネルギー政策上の目標が立てられているか。） 

 

 

(2)研究開発計画の妥当性 

・目標達成のために妥当なスケジュール、予算（各個別研究テ

ーマ毎の配分を含む）となっているか。 

・目標達成に必要な要素技術を過不足なく取り上げているか。 

・研究開発フローにおける要素技術間の関係、順序は適切か。 

 

 

 

(3)研究開発実施者の事業体制の妥当性 

・目標を達成する上で、事業体制は適切なものか。 



・各研究開発実施者の選定等は適切に行われたか。 

・関係者間の連携／競争が十分行われるような体制となってい

るか。 

・全体を把握するプロジェクトリーダー等が選任され、十分

に活躍できる環境が整備されているか。 

・目標達成及び効率的実施のために必要な、実施者間の連携

and／or 競争が十分に行われる体制となっているか。 

・実用化シナリオに基づき、成果の受け取り手（活用・実用

化の想定者）に対して、成果を普及し関与を求める体制を整

えているか。 

 

(4)研究開発実施者の運営の妥当性 

・意思決定、進捗状況、計画見直し等の検討が適切に行われて

いるか。 

・プロジェクトリーダー（サブテーマのリーダーを含む）が有

効に機能しているか。 

・プロジェクト開始後の情勢変化（目標未達が明らかになった

場合を含む）への対応は適切であったか。 

 

(5) (4)情勢変化への対応の妥当性等 

・技術動向や社会・市場ニーズの変化等に対応して、計画を

適切に見直したか。 

・計画の見直しに当たっては、時代背景の変化を考慮してい

たか。 

・各研究開発実施者の選定等は適切に行われたか。 

・関係者間の連携／競争が十分行われるような体制となってい

るか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)研究開発実施者の運営の妥当性 

・意思決定、進捗状況、計画見直し等の検討が適切に行われて

いるか。 

・プロジェクトリーダー（サブテーマのリーダーを含む）が有

効に機能しているか。 

・プロジェクト開始後の情勢変化（目標未達が明らかになった

場合を含む）への対応は適切であったか。 

 

(5)情勢変化への対応の妥当性 

・技術動向や社会・市場ニーズの変化等に対応して、計画を適

切に見直したか。 

・計画の見直しに当たっては、時代背景の変化を考慮していた

か。 



・進捗状況を常に把握し、計画見直しを適切に実施している

か。 

・社会・経済の情勢の変化及び政策・技術動向に機敏かつ適

切に対応しているか。 

・計画見直しの方針は一貫しているか（中途半端な計画見直

しが研究方針の揺らぎとなっていないか）。 

 

３．研究開発成果について 

(1)計画と比較した目標の達成度 

・成果は目標値をクリアしているか。 

・全体としての目標達成はどの程度か。 

・立案時点または計画見直し時点の時代背景認識から見て、事

業は研究開発として成功したといえるか。また、評価時の時代

背景から見てどうか。 

 

(2)要素技術から見た成果の意義 

・世界最高水準、世界で初めて、又は国際水準から見て優れた

成果があるか。 

（ある場合は、その根拠及びインパクトが明確に説明されてい

るか。） 

・新たな技術領域を開拓するような成果の独創性が認められる

か。 

（認められる場合は、新たな技術領域の内容、その根拠、規模

及び発展性はどうか。） 

 

 

 

 

 

 

 

３．研究開発成果について 

(1)計画と比較した目標の達成度 

・成果は目標値をクリアしているか。 

・全体としての目標達成はどの程度か。 

・立案時点または計画見直し時点の時代背景認識から見て、事

業は研究開発として成功したといえるか。また、評価時の時代

背景から見てどうか。 

 

(2)要素技術から見た成果の意義 

・世界最高水準、世界で初めて、又は国際水準から見て優れた

成果があるか。 

（ある場合は、その根拠及びインパクトが明確に説明されてい

るか。） 

・新たな技術領域を開拓するような成果の独創性が認められる

か。 

（認められる場合は、新たな技術領域の内容、その根拠、規模

及び発展性はどうか。） 



・新たな市場創造につながるような新規性、先進性が認められ

るか。 

（認められる場合は、新たな市場の内容、その根拠及び発展性

はどうか。） 

・汎用性のある（応用分野の広い）技術が開発されているか。 

・当初想定していなかったような成果（派生技術等）はあるか。 

・将来の時代背景の変化により、重要性の増すあるいは減る成

果はどのようなものか。 

・成果は市場の拡大或いは市場の創造につながることが期待で

きるか。 

・成果は、世界初あるいは世界最高水準か。 

・成果は、新たな技術領域を開拓することが期待できるか。 

・成果は汎用性があるか。 

 

(3)成果の普及、広報特許の取得、成果の普及等 

・特許は適切に取得されているか。 

・基本特許が的確に取得されているか。 

・特許性は十分あると判断されるか。 

・外国特許が適切に出願されているか。 

・必要に応じ、成果の規格化に向けた対応が取られているか。 

・広報は一般向けを含め十分に行われているか。 

・特許（基本特許、外国特許）は事業戦略に沿って適切に取得

されているか。 

・論文の発表は、質・量ともに十分か。 

・新たな市場創造につながるような新規性、先進性が認められ

るか。 

（認められる場合は、新たな市場の内容、その根拠及び発展性

はどうか。） 

・汎用性のある（応用分野の広い）技術が開発されているか。 

・当初想定していなかったような成果（派生技術等）はあるか。 

・将来の時代背景の変化により、重要性の増すあるいは減る成

果はどのようなものか。 

 

 

 

 

 

 

(3)成果の普及、広報 

・論文の発表は、質・量ともに十分か。 

・特許は適切に取得されているか。 

・基本特許が的確に取得されているか。 

・特許性は十分あると判断されるか。 

・外国特許が適切に出願されているか。 

・必要に応じ、成果の規格化に向けた対応が取られているか。 

・広報は一般向けを含め十分に行われているか。 

 

 



・成果の受け取り手（活用・実用化の想定者）に対して、適切

に成果を普及しているか。 

・一般に向けて広く情報発信をしているか。 

・投入された予算に見合った成果が得られているか。 

 

(4)成果の公共性【注２】 

・成果の公共性を担保するための措置、あるいは普及方策を講

じているのか。（JIS 化、国際規格化等に向けた対応は図られ

ているか、一般向け広報は積極的になされているか等） 

 

４．実用化、事業化の見通しについて 

(1)成果の実用化可能性 

・産業技術としての見極め（適用可能性の明確化）ができてい

るか。 

・公共財としての需要が実際にあるか。見込みはあるか。 

・公共性は実際にあるか。見込みはあるか。 

 

(2)波及効果 

・成果は関連分野へのインパクト技術的波及効果及び経済的波

及効果を期待できるものか。 

・当初想定していなかった波及的な成果はあるのか。 

・プロジェクトの実施自体が当該分野の研究開発を促進するな

どの波及効果を生じているか。 

 

 

 

 

 

(4)成果の公共性【注２】 

・成果の公共性を担保するための措置、あるいは普及方策を講

じているのか。（JIS 化、国際規格化等に向けた対応は図られ

ているか、一般向け広報は積極的になされているか等） 

 

４．実用化、事業化の見通しについて 

(1)成果の実用化可能性 

・産業技術としての見極め（適用可能性の明確化）ができてい

るか。 

・公共財としての需要が実際にあるか。見込みはあるか。 

・公共性は実際にあるか。見込みはあるか。 

 

(2)波及効果 

・成果は関連分野へのインパクトを期待できるものか。 

・当初想定していなかった波及的な成果はあるのか。 

・プロジェクトの実施自体が当該分野の研究開発を促進するな

どの波及効果を生じているか。 

 



 

(3)事業化までのシナリオ 

・コストダウン、導入普及、事業化までの期間、事業化とそれ

に伴う経済効果等の見通しは立っているか。 

 

５．その他 

知的基盤・標準整備等ための研究開発に特有の評価項目 

・成果の公共性を担保するための措置、或いは普及方策を講

じているのか（ＪＩＳ化、国際規格化等に向けられた対応は

図られているか、一般向け情報発信は積極的に為されている

か等）。 

・公共財としての需要が実際にあるか。見込みはあるか。 

・公共性は実際にあるか。見込みはあるか。 

 

【注１】：「必要性」の観点からの評価は、政策効果からみて、対象

とする政策に係る行政目的が国民や社会のニーズ又はより上位の行

政目的に照らして妥当性を有しているか、行政関与の在り方からみ

て当該政策を行政が担う必要があるか等を明らかにすることにより

行うものとする。（政策評価に関する基本方針（閣議決定平成 13 年

12 月）参照） 

【注２】：知的基盤・標準整備等のための研究開発のみ。 

【全体注】：評価においては、プロジェクトに対する提言を含めて検

討を実施するものとする。 

 

(3)事業化までのシナリオ 

・コストダウン、導入普及、事業化までの期間、事業化とそれ

に伴う経済効果等の見通しは立っているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【注１】：「必要性」の観点からの評価は、政策効果からみて、対象

とする政策に係る行政目的が国民や社会のニーズ又はより上位の行

政目的に照らして妥当性を有しているか、行政関与の在り方からみ

て当該政策を行政が担う必要があるか等を明らかにすることにより

行うものとする。（政策評価に関する基本方針（閣議決定平成 13 年

12 月）参照） 

【注２】：知的基盤・標準整備等のための研究開発のみ。 

【全体注】：評価においては、プロジェクトに対する提言を含めて検

討を実施するものとする 

 


