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平成 19 年度事業及び中期目標期間終了後の評価手法について 

 

１．序文 

  独立行政法人日本学術振興会（以下、「振興会」という。）は、中期計画において自己点検評価 

・外部評価を実施することを定めている。この自己点検評価・外部評価は、独立行政法人通則法が 

示すように、独立行政法人としての業務が適正かつ効率的に実施されるよう自ら点検し、外部有識 

者の評価を受けることによって、その結果を業務運営の改善に反映させようとするものである。 

  本「評価手法について」は、平成 19 年度事業に係る自己点検評価・外部評価及び中期計画期間

終了後の自己点検・外部評価を実施するにあたり、その点検及び評価に関する基本的な考え方とそ

の具体的な実施手法をまとめたものである。 

 

２．学術研究支援事業に対する評価のあり方 

  振興会事業の評価は、独立行政法人に求められる業務の適正性・効率性に関する観点に加え、学

術研究支援機関として我が国の学術の振興・発展に対する寄与という観点においても行われるべき

である。このため、評価にあたっては以下の項目に留意しつつ、実施することとする。 

 

（１）独立行政法人通則法及び独立行政法人日本学術振興会中期計画に基づく評価 

  独立行政法人の業務運営については、主務大臣が 3 年から 5 年の期間において法人が達成すべき

業務運営に関する目標(中期目標)を定め、法人はこれを達成するための計画(中期計画・年度計画)

を作成し、これらに基づき業務運営を行うこととしている。これらの業務運営の状況については、

毎年度終了時、中期目標期間終了時、さらには中期目標期間終了後に主務省に置かれた評価委員会

等により評価を受けることとされている。 

  これらの評価については、法人の業務運営に自立性・自主性を付与する一方で、主務省に置かれ

た評価委員会等において厳格な評価が行われることにより、法人が国民のニーズに対応した業務運

営が実施されているか検証することを目的としたものである。 

  また、振興会が行う事業に対する自己点検評価・外部評価においても、この独立行政法人の理念

に則り、法人に与えられた裁量を、 大限国民のニーズに対応することになるよう、事業の改善に

役立てるものでなければならない。 

 

（２）学術研究の特性に配慮した評価 

  振興会が行う学術研究活動に対する助成・支援の事業に対する評価は、学術研究の特性（研究者

の発意に基づき行われ、その研究が様々な形として成果が現れるまでに長い時間を要する場合が多

い。）に十分に配慮したものでなければならない。 

  すなわち、評価にあたっては研究者の発意に対して適切な審査・評価、支援などができる業務運 

営が行われているか、また、長い時間をかけて成果が現れる研究に対して適切に支援を行う態勢と 

なっているかなどの観点において評価を行うことが重要である。 

 

（３）「特殊法人等整理合理化計画」に示された理念の実現に向けた評価 

  特殊法人等整理合理化計画（平成 13 年 12 月 19 日閣議決定）においては、振興会の事業につい

て必要な措置を講ずべきとした上で、その組織形態を独立行政法人とすることとされた。 
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  振興会は、同計画の指摘事項に対応する事業において、その講ずべき措置の実現に向け具体的な 

事業を展開しているところであるが、自己点検評価・外部評価においても同計画において示された 

観点により行われることが必要である。 

 

（４）「国の研究開発評価に関する大綱的指針」及び「文部科学省における研究及び開発に関する評  

価指針について」に即した評価 

  我が国の研究開発の事業にかかる評価の指針は、「国の研究開発評価に関する大綱的指針」（平 

成 13 年 11 月 28 日内閣総理大臣決定）において、また、文部科学省における研究及び開発に関す

る評価の指針は、「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針について」（平成 14 年 6

月 14 日科学技術・学術審議会建議）においてそれぞれ示され、自ら研究開発を実施する機関に加

え、振興会のような研究資金を配分する機関を含めてその評価指針が示されたところである。 

  なお、平成 17 年 3 月 29 日には、上記大綱的指針を廃止し、新たな大綱的指針が内閣総理大臣決

定している。これを受けて、文部科学省においても、平成 17 年 9 月 26 日に本指針を踏まえた新た

な評価指針を文部科学大臣決定したところである。この評価指針には３つの改革の方向性（①創造

へ挑戦する研究者を励まし、優れた研究開発を見出し、伸ばし、育てる評価の実施②評価資源の確

保や評価支援体制の強化③効果的・効率的な評価システムの改革）に基づいた見直しが行われてお

り、引き続き、自ら研究開発を実施する機関に加え、振興会のような研究資金を配分する機関を含

めてその評価指針が示されている。特に、評価指針においては、「独立行政法人研究機関等及び学

術研究の評価に当たっての配慮事項」が特記されており、両書に示された評価手法等を参考にしつ

つ、自己点検・外部評価を実施していくことが必要である。 

 

（５）「研究開発関係法人の評価における関心事項」（独立行政法人評価分科会研究開発関係法人の  

評価方法の在り方に関する研究会）を考慮した評価 

  総務省に置かれた独立行政法人評価分科会研究開発関係法人の評価方法の在り方に関する研究会 

は、平成 16 年 6 月 30 日に「研究開発法人の評価における関心事項」を発表した。また、同分科会

財務内容の改善等についての評価方法の在り方に関する研究会は、平成 17 年 7 月 11 日に「平成 16

年度業務実績評価の結果についての評価における関心事項（『財務内容の改善』及び『業務運営の

効率化』関係）」を発表した。これらは、独立行政法人評価分科会が、各府省の独立行政法人評価

委員会が行った業務実績の評価結果の二次評価を有効に行うことができるよう、研究会を設置し取

りまとめたものであるが、独立行政法人が行う研究開発にかかる業務の特性等を考慮して行う評価

に関する基本的な考え方が示されており、振興会の自己点検評価・外部評価を実施する際の参考と

なるものである。 

 

（６）「独立行政法人の中期目標期間終了時の見直し及び業務実績評価に関する当面の取組方針」

（総務省政策評価・独立行政法人評価委員会）を考慮した評価 

  総務省に置かれた政策評価・独立行政法人評価委員会は、平成 19 年 7 月 11 日に「独立行政法人

の中期目標期間終了時の見直し及び業務実績評価に関する当面の取組方針」（以下「取組方針」と

いう。）を公表した。独立行政法人制度では、法人の自主性を確保し、効率的かつ効果的な業務運

営の実現を図るとともに、業務実績に関する厳格な事後評価と組織・業務全般に関する定期的な見

直しを行う仕組みが確立されているが、一部の独立行政法人の不祥事が相次いで明るみにでるなど、

その根幹が揺らぎかねない事態になりつつあることを踏まえ、上記「取組方針」が定められたとこ

ろである。 
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従って、この取組方針に留意しつつ、振興会の自己点検・外部評価を実施していくことが必要で

ある。 

 

（７）文部科学省所管独立行政法人の業務実績評価に係る基本方針を考慮した評価 

  文部科学省に置かれた独立行政法人評価委員会は、平成 17 年 3 月 29 日（一部改正）に「文部科

学省所管独立行政法人の業務実績評価に係る基本方針」（以下「基本方針」という。）を定めた。

これらは、文部科学省独立行政法人評価委員会が、所管法人の「事業年度評価」及び「中期目標期

間評価」の基本方針をまとめたものであり、振興会が実施する自己点検・外部評価の結果は、同評

価委員会が実施する法人評価の基礎（参考）となるものであることに留意することが必要である。 

  また、平成 19 年 2 月 16 日には、基本方針の一部改正を行い、独立行政法人評価のあり方として、

「客観的で質が高く透明性のある評価を通じて、評価を法人運営に着実に反映していくことを可能

とするとともに、ＰＤＣＡサイクルの定着を実現することが重要である。」との方針を踏まえた評

価を実施することが定められた。この改正では、１）各評価項目の評定基準を４段階評価（Ｓ、Ａ、

Ｂ、Ｆ）から、５段階評価（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｆ）に統一し、Ｆ評価（業務改善の勧告）が実施で

きるよう見直しを行った。２）各評価項目とは別に、大項目ごとに評価を実施し、多面的に観点か

ら法人全体を評価し、法人業務の在り方、改善すべき点等を明らかにするなどの改善を行ったとこ

ろである。さらには、３）社会における当該法人の役割を踏まえ、国民目線に立った評価、４）評

価書作成に当たり、全体評価の形式等の変更や財務情報の適切な記載に留意するよう見直しが行わ

れた。 

さらには、法人業務のＰＤＣＡサイクルの更なる強化の観点から、評価作業を前倒しし、事業の

充実・強化や縮減に繋がる評価を実施することができるよう、各部会において検討を行うよう要請

がなされたところである。 

  一方、独立法人評価委員会科学技術・学術分科会日本学術振興部会は、上記基本方針の変更を踏

まえ、平成 20 年 2 月 4 日「独立行政法人日本学術振興会の業務実績に係る基本方針」を一部改正

し、事業年度評価に加え、中期目標期間に係る評価の基本方針を決定したところである。 

 

２．評価の基本方針 

(1)数値目標に関する評価項目については、定量的な指針を用いて客観的な評定基準を設定するこ

とを基本とする。定性的な目標に関する評価項目についても、定量的な指標を補完的に用いる等

により、可能な限り客観的な評定基準の設定に努める。なお、「学術研究においては独創性が重

視されるとともに、萌芽的な研究や長期間を経て波及効果が現れる研究等、評価が困難なものも

多い。さらに、新しい原理や法則の発見に至る過程においては、研究の過程そのものや時には失

敗さえもが、その後の展開にとって価値を有する場合がある。」（平成１４年６月「文部科学省

における研究及び開発に関する評価指針」）ことから、振興会の学術研究に対する助成・支援等

の事業に係る評価に当たっては、これらの特性を十分に配慮する必要がある。 

(2)中期目標は必ずしも毎年度均一に達成されるわけでなく、また、長期的取り組みを要する事業

など、短期間で評価することが困難な項目もあることから、各事業年度終了時における評価基準

は、比較的おおまかなものとする。 

  (3)振興会における評価システムの活用を図る等により、毎年度の評価作業が振興会及び研究者に

とって過度の負担とならないよう努める。 

  (4)評価を確定していくに際しては、適切な方法により振興会からの説明・意見等を十分に聴取す

ることに特に留意する。 
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  (5)次年度以降の評価については、今年度の評価結果等を踏まえて、振興会の独自性や科学技術・

学術分科会における検討などを考慮しつつ、適時適切に見直しを行うものとする。 

 

３．評価の実施方法 

 事業年度評価においては、中期計画に定められた各項目の毎事業年度の実施状況について、中

期目標期間評価においては、中期目標に定められた各項目についての達成度について、それぞれ

以下の評価を行う。 

(1)事業年度評価 

    (ｲ)評価項目 

    中期計画の個々の事項ごとに、当該事業年度における中期計画の実施状況について段階的評

定を行う。 

    (ﾛ)各評価項目の評価基準 

   ①各評価項目の評価については、S、A、B、C、F の５段階評価とする。 

  S：特に優れた実績を上げている。（客観的基準は事前に設けない） 

    A：中期計画通り進んでいる、又は、中期計画を上回り、中期目標を十分に達成し得    

る可能性が高いと判断される。（当該年度に実施すべき中期計画の達成度が 100％以上） 

     B：中期計画通りに進んでいるとは言えない面もあるが、工夫若しくは努力によって、中期

目標を達成しうると判断される。 

（当該年度に実施すべき中期計画の達成度が 70％以上 100％未満） 

    C：中期計画の履行が遅れており、中期目標達成のためには業務の改善が必要である。       

（当該年度に実施すべき中期計画の達成度が 70％未満） 

      F：評価委員会として業務改善の勧告を行う必要がある。 

（客観的基準は事前に設けない） 

 ②”Ｓ”又は”Ｆ”評価の項目は、法人による翌年度以降の事業計画の変更等につなげる必要

がある。 

    ③中期計画の個々の事項とは、中期計画の各項目、あるいは類似の個別業務が複数の項目に分

かれている場合には、これらを大ぐくり化した各単位をいう。 

   ④他法人との項目別評価の結果を比較するため、 

     ・業務運営の効率化に関する目標を達成するために取るべき措置 

 ・国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するために取る

べき措置 

   など、大項目についても段階的評定を行う。 

(ﾊ)評価方法 

振興会から提出される業務実績報告書等を中期目標及び中期計画に照らして、おおむね以下

の手順に沿って、全体評価表、項目別評価等総表及び項目別評価表を作成することにより評価

をとりまとめる。全体評価表及び項目別評価等総表は、「文部科学省所管独立行政法人の業務

実績評価に係る基本方針」において定める様式とし、項目別評価表については各年度の事業年

度評価に当たり、部会において定める様式とする。 

なお、評価に際しては、各事業年度における振興会の自己点検等の結果を参考にする。 

   ①振興会からの業務実績報告書等によるヒアリングの実施 

   ②各委員による評価案の作成 

    ③部会の合議による評価の実施 
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    また、以下のいずれかの方法により評価値（Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｆ）を決定した上で、各項目に

記載事項を付記する。また、必要に応じ評価項目毎に評価指標、評価要領等を作成する。 

    ①数値基準を設定して数値を目安にして決定するもの。 

    ②法人の自己評価及びその根拠を部会として確認、必要に応じて修正する。 

     ③非定量的要素を含む複数の要素を総合的に勘案した上で、部会としての評価をとりまとめ

る。 

 なお、全体評価に当たっては、 各評価項目の評価結果を総括するものとして、 

①評価結果の総括 

    ②評価を通じて得られた法人の今後の課題（評価結果に至った原因分析について明確に記載 

また、独立行政法人の制度・運用上の隘路があれば、積極的に記載） 

    ③評価結果を踏まえ今後の法人が進むべき方向性 

    ④特記事項（総務省政策評価・独立行政法人評価委員会の２次評価や中期目標期間終了時の見

直し作業についての対応） 

について記述する。ただし、ランク付けはしない。 

 

(2)中期目標期間評価 

(ｲ)評価項目 

 中期目標期間中における、中期計画の個々の事項ごとの実施状況について段階的評定を行う。 

(ﾛ)各評価項目の評価基準 

 ①各評価項目の評価については、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｆの５段階評価とする。 

  S：特に優れた実績を上げた。（客観的基準は事前に設けない） 

    A：中期目標を達成、あるいは中期目標を上回る実績を上げた。 

（中期目標の達成度が 100％以上） 

   B：中期目標は達成されなかったが、目標達成に近い実績を上げた。 

（中期目標の達成度が 70％以上 100％未満） 

    C：中期目標は達成されなかった。また、目標達成に向けた実績も不十分だった。 

（中期目標の達成度が 70％未満） 

    F：評価委員会として業務改善の勧告を行う必要がある。（客観的基準は事前に設けない） 

   ②”Ｓ”又は”Ｆ”評価の項目は、中期計画が一層適切なものとなるよう、法人による翌年度以

降の事業計画の変更等につなげる必要がある。 

 ③他法人との項目別評価の結果を比較するため、 

   ・業務運営の効率化に関する目標を達成するために取るべき措置 

   ・国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するために取る

べき措置 

   など、大項目についても段階的評定を行う。 

(ﾊ)評価方法 

   振興会から提出される業務実績報告書等を中期目標期間中における中期計画の個々の事項に照

らして、おおむね以下の手順に沿って、全体評価表、項目別評価等総表及び項目別評価表を作成

することにより評価をとりまとめる。全体評価表及び項目別評価等総表は、「文部科学省所管独

立行政法人の業務実績評価に係る基本方針」において定める様式とし、項目別評価表について

は、中期目標期間評価に当たり、部会において定める様式とする。なお、評価に際しては、振興

会の自己点検等の結果を参考にする。 
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  ①振興会からの業務実績報告書等によるヒアリングの実施 

  ②各委員による評価案の作成 

  ③部会の合議による評価の実施 

  また、以下のいずれかの方法により評価値（Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｆ）を決定した上で、各項目に記

載事項を付記する。また、必要に応じ評価項目ごとに評価指標、評価要領等を作成する。 

 ①数値基準を設定して数値を目安にして決定するもの。 

  ②法人の自己評価及びその根拠を部会として確認、必要に応じて修正する。 

  ③非定量的要素を含む複数の要素を総合的に勘案した上で、部会としての評価をとりまとめる。 

 なお、全体評価に当たっては、各評価項目の評価結果を総括するものとして、 

 ①評価結果の総括 

  ②評価を通じて得られた法人の今後の課題（評価結果に至った要因分析について明確に記載。ま

た独立行政法人の制度・運用上の隘路があれば、積極的に記載） 

 ③評価結果を踏まえ今後の法人が進むべき方向性 

  ④特記事項（総務省政策評価・独立行政法人評価委員会の中期目標期間終了時の見直し作業につ

いての対応等、次期中期目標期間の業務実施に当たって留意すべき点を記載） 

について記述する。ただし、ランク付けはしない。 

  同評価委員会が実施する法人評価の方針を踏まえ、適時、自己点検・外部評価方法の改善を行う

ことが必要である。 

 

（８）効果的・効率的な独立行政法人評価の実現に向けて取るべき方策の基本方針を考慮した評価 

  文部科学省に置かれた独立行政法人評価委員会は、平成 19 年 12 月 19 日に「効果的・効率的な

独立行政法人評価の実現に向けて取るべき方策の基本方針を考慮した評価」（以下「効果的・効率

的な基本方針」という。）を定めた。これらは、文部科学省独立行政法人評価委員会が行う業務実

績評価の結果(※上記(7)参照のこと)を、法人の予算や業務運営に着実に反映させてきたものを、

更に法人業務のＰＤＣＡサイクルを強化していく観点から、評価作業を前倒しして、評価結果を次

年度の概算要求に反映させようとするものである。 

  そのため、評価結果決定の前倒し実現に向け、下記のとおり「取るべき方策」がとりまとめられ

たところである。 

① 業務実績報告書等の早期作成及び委員等に対する日常的な情報提供 

・法人は、財務データも含め評価に必要な定量的データをその対象により、月ごと、重要な事

業終了ごと、四半期ごと等定期的に積み上げる。また、財務データ等を定期的に集計する中で

特異なデータがあれば、その原因分析を行う。これにより、法人は、年間を通じて評価関連事

務の分散を図るとともに、業務実績報告書等を作成する時期までに業務の進捗状況、成果、課

題等を概ね把握するよう努め、財務データも含めた業務実績報告書等の作成の迅速化を図り、

部会等の評価作業開始までに確定させる。 

・部会等における評価作業が効果的・効率的に行われるためには、委員等が法人業務の状況を

良く把握し、評価の視点が明確になっていることが重要であることから、法人所管課（部会等

の事務局）においては、部会等の開催前に、委員等に対して必要な資料を早期に提示するとと

もに、法人においては、法人の業務に関する情報（研究成果、主なイベントの開催状況や成果

等）を日常的に委員等に提供する。 

    法人の努力にかかわらず、評価作業開始までに財務データ等を確定できない場合であっても、

法人においては上記の取組により財務状況や業務の状況、成果、課題等が把握されていること
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から、その時点での暫定的なデータと併用することで確度の高い評価を行うことが可能になる

と考えられる。 

なお、これらの暫定的なデータが確定後、必要に応じて部会等で評価を再検討し、適切な評

価結果を決定することとする。 

② 評価項目の適切な大ぐくり化 

評定を行う項目については、関連する事業を一つの項目としたり、項目の階層構造の上位の

項目のみの評定とするなど、項目別評定に係る議論の効率化を図る。ただし、評価の網羅性の

確保の観点から項目別評定の対象となる一連の事業について、個々に評定を行わない場合も個

別の精査が必要と考えられる場合には、これを実施する。 

③ 自己評価結果の適切な活用 

自らの判断により業務実績報告書に自己評価結果を反映させている法人や自己評価報告書を

部会等に提出している法人の評価の際には、評価作業の独立性の確保に十分留意しつつ、自己

評価結果を適切に活用することとする。ただし、法人が自己評価に係る外部評価を実施する場

合、それに時間を要することにより業務実績報告書の作成作業が遅れることは避けるべきであ

る。 

④ 国民の目線に立った骨太な評価の実施 

部会等においては、国民の目線に立って、社会において当該法人が果たすべき役割を果たし

ているかとの観点から評価を行う。その際、評価が「木を見て森を見ず」とならないよう、個

別事業等の評価にとらわれすぎることなく骨太な評価を重視する。 

社会情勢やこれまでの法人の評価結果等を踏まえ、法人の業務全体について評価を行う中で、

重点的な評価を行うべき項目を絞り込む。例えば、これまでの評価結果が良好であり、かつ経

年で評価結果に大きな変動がないと考えられる項目の評価は簡略化する。 

評価に先立った評価方針（＊）の検討については前年度中に行うなど、なるべく早期に行う。

また、委員等による事前書面審査を推進する。 

 （＊）上述した、重点的な評価を行うべき項目やヒアリングすべき事項の絞り込み、あるいは評価
に必要なデータの明確化等の方針 

 

（９）「日本学術振興会外部評価報告書」（平成 14 年 12 月）における提言に即した評価 

  振興会は、平成 14 年に評議員会に対し、外部評価の実施を依頼した。これに応えて評議員会は、

主要国のファンディングエージェンシー（独立して資金配分等の事業を行う機関）の長等を中心と

した国内外の 7 名の学識経験者・有識者による外部評価委員会を構成した。外部評価委員会は、東

京における評価委員会での審議を含む評価を行い、外部評価報告書を評議員会議長に提出した。評

議員会は同報告書について審議を行った上で、同年 12 月、日本学術振興会会長に外部評価報告書

として提出した。 

  同報告書における評価結果は、その後の振興会の業務運営の指針となっていることから、今回の 

自己点検評価・外部評価も同書の評価内容・提言が適切に実行されているかという観点を含めて実 

施されるべきである。 

 

３．独立行政法人日本学術振興会に対する評価結果 

  振興会が行った平成 15 年度事業、平成 16 年度事業、平成 17 年度事業及び平成 18 年度事業に対

する評価については、振興会に設置した外部評価委員会により実施された外部評価の他、文部科学

省独立行政法人評価委員会が行った「独立行政法人日本学術振興会の業務の実績に関する評価」、
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さらには、総務省に置かれた政策評価・独立行政法人評価委員会による「文部科学省所管独立行政

法人の業務の実績に関する評価の結果等についての意見」がある。 

  また、振興会は、平成 18 年度末に中期目標期間が終了する独立行政法人の主要な事務及び事業

の改廃に関する見直しを受け、「勧告の方向性」として指摘を受けたところであるが、これとは別

に、総務省政策評価・独立行政法人評価委員会による年度評価の「所管法人共通」の意見を踏まえ

評価を実施することが必要である。 

  振興会が自ら評価を行う場合、平成 20 年度においては、これらの評価において指摘された事項

について適切に業務が実施され必要な改善が行われたかについて検証し、平成 19 年度事業に係る

業務実績評価及び中期目標期間終了後の評価を実施することとする。 

  それぞれの平成 15 年度事業、平成 16 年度事業、平成 17 年度事業及び平成 18 年度事業に対する

評価の概略は以下のとおりである。 

 

（１）独立行政法人日本学術振興会外部評価 

  ①平成 15 年度事業 

   振興会が外部の有識者に依頼し実施された外部評価の結果は、平成 16 年７月 14 日、同委員会

江口吾朗委員長から振興会理事長に提出された。この評価報告書は「外部評価委員による総合的

な評価」及び「各事業にかかる外部評価」によって構成されている。「外部評価委員による総合

的な評価」においては、振興会事業全般にかかる記述的な評価が記載されているが、その序文は

以下のとおりである。 

   今回の自己点検評価は法人化して半年あまりという時点でなされたものであり、法人化のため  

のさまざまな作業を進める傍ら、本来の業務を遂行しなければならなかった状況を勘案すると、  

多くの面で期待以上の成果を挙げつつあると高く評価する。 

   自己点検評価は特定の目的・目標を担う事業体（機関）が、目的・目標達成のための計画をい  

かに着実かつ効果的に実施しているかを、その計画も含め自ら厳正に点検し評価するものである。  

この点を強く意識にとどめ、点検・評価の項目の設定について、その軽重を十分考慮の上、可能  

な限り不必要な作業の排除に努め、評価疲れや評価のための評価といった結果に陥らぬよう配慮  

することも肝要である。 

   また、「各事業にかかる外部評価」においては、58 に区分した事業の定性的指標による実績に  

対する「必要性」、「効率性」、「有効性・適切性」、「公正性・透明性」の観点における評価  

と総合的な評価が行われた。 

 

  ②平成 16 年度事業 

   振興会が外部の有識者に依頼し実施された外部評価の結果は、平成 17 年 7 月 13 日、同委員会

江口吾朗委員長から振興会理事長に提出された。この評価報告書は「外部評価委員による総合的

な評価」及び「各事業にかかる外部評価」によって構成されている。「外部評価委員による総合

的な評価」においては、振興会事業全般にかかる記述的な評価が記載されているが、その序文は

以下のとおりである。 

   独立行政法人日本学術振興会の平成 16 年度自己点検評価の作業は平成 17 年 2 月に着手された。

昨年の本委員会からの意見及び提言を参考として、評価項目の設定、自己点検の方法等が慎重に

検討された。具体的には、平成 15 年度の自己点検評価の問題点を項目毎に精査し、評価項目の

見直しを行い、自己点検評価及び外部評価の結果が以後の事業推進に有効に反映されるよう特段

の配慮がなされている。 

8 8

322



 

   外部評価委員会にあっては、自己点検評価の結果を各委員が分担して精査し、その結果を外部  

評価委員会の全体会議に付し、長時間に及ぶヒアリングを実施して、各項目の自己点検評価の妥  

当性を協議検討しつつ評価を実施した。自己点検評価の結果と外部評価委員会による評価結果に  

高度な一致が認められることから示唆されるように、外部評価委員会は自己点検評価の結果は妥  

当なものであると判断するとともに、平成 16 年度の各事業はいずれも円滑に進捗し、所定の目

標は十分達成されていると評価した。 

   とはいえ、なお慎重に検討すべき点も残されている。そのひとつに、数値目標の設定の在り方  

が挙げられる。単に数値目標を設定しうるとの理由により、安易にそれを行うと、その評価は往  

々にして機械的な作業に陥り、評価の結果が必ずしも実状を反映したものではないといったこと  

も当然起りうる。したがって、数値目標の設定に当っては、極力慎重な検討を重ね、評価項目を  

厳選した上で、可能な限り論理的に目標を設定するように心掛けることが肝要であろう。 

   今後、自己点検評価の在り方については、評価のための評価に陥ることなく、また、評価作業  

が過重となることによって本来の業務に支障を生起させることなく、適切な目標設定と効率的な  

方法論の導入に努め、事業の発展的展開を促しうるよう、より実質的な自己点検評価がなされる  

ことを強く希望する。 

   また、「各事業にかかる外部評価」においては、64 に区分した事業の定性的指標による実績に  

対する「意義・必要性」、「効率性」、「有効性」、「公正性・透明性」の観点における評価と  

総合的な評価が行われた。 

 

  ③平成 17 年度事業 

   振興会が外部の有識者に依頼し実施された外部評価の結果は、平成 18 年 7 月 4 日、同委員会

江口吾朗委員長から振興会理事長に提出された。この評価報告書は「外部評価委員による総合的

な評価」及び「各事業にかかる外部評価」によって構成されている。 

   「外部評価委員による総合的な評価」においては、振興会事業全般にかかる記述的な評価が記  

載されているが、その序文及びまとめは以下のとおりである。 

 【序文】 

   独立行政法人日本学術振興会の平成 17 年度事業の外部評価にあっては、事業の継続性を踏ま

え、前年度の評価結果の反映状況なども確認しつつ評価を実施する必要があることから、前年度

に引き続き、自己点検評価結果を各評価委員が評価項目毎に分担して精査し、その結果を全体会

議に付し、評価結果として取りまとめることとした。 

 【まとめ】 

   外部評価委員会としては、振興会が実施した平成 17 年度の各事業が、何れも円滑に進捗し、  

所定の目標は十分に達成されたものと評価する。 

   振興会が実施している研究助成事業、若手研究者養成事業は、人文・社会科学から自然科学の  

全領域にわたり、基礎研究の充実を眼目として進めるべきである。この観点から、近年人文・社  

会科学分野に意が注がれている点を特に評価したい。 

   また、大学をめぐる競争的環境の強化の中で、基礎研究を支える研究資金として、科学研究費  

補助金の役割が極めて大きくなっていること、さらに、内閣府や経済産業省関係のファンディン  

グが政策対応型で技術開発に傾斜してきていることを踏まえるなら、日本の学術研究の将来にと  

って、基礎研究を重視する振興会の助成事業が果たす役割が極めて重要である。  

   振興会は、この役割に応えるべく、研究者の視点に立った事業運営や審査・評価業務の改善を  

進めているが、今後も、学術システム研究センターの研究者へ適材をリクルートし、学術動向の  
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的確な分析に基づいた事業展開を行うことは、振興会の活動にとって基本的な条件である。 

   しかし、ピアレビュー制度は、応募件数の増大と審査員の負担軽減の両面から見ると限界に近  

づいており、今後は全プロセスへの電子システムの導入や有能な人材確保を含めて、学術を振興  

する我が国唯一のファンディングエージェンシーとしての体制の更なる強化・確立を望みたい。  

この問題は容易に克服できるものではなく、今後更に有効な審査体制の模索・検討も必要であろ  

う。 

   なお、「各事業にかかる外部評価」においては、60 に区分した事業の定性的指標による実績に  

対する「意義・必要性」、「効率性」、「有効性」、「公正性・透明性」の観点における評価と  

総合的な評価が行われた。 

 

④平成 18 年度事業 

振興会が外部の有識者に依頼し実施された外部評価の結果は、平成 19 年 7 月 13 日、同委員会

小林誠委員長から振興会理事長に提出された。この評価報告書は、外部評価委員による「外部評

価の総括」及び「各事業にかかる外部評価」によって構成されている。 

   「外部評価の総括」においては、振興会事業全般にかかる記述的な評価が記載されており、そ

の序文及びまとめは以下のとおりである。 

 【序文】 

平成 18 年 12 月には、行政改革推進本部決定において、「独立行政法人日本学術振興会の組織

・事業の見直しに関する勧告の方向性」が示されたところであり、平成 19 年度中には、第２期

中期目標・中期計画が示される予定である。 

これらを踏まえ、独立行政法人日本学術振興会外部評価委員会が実施する外部評価においては、

平成 18 年度事業の評価に加えて、次期中期計画を策定する上で留意すべき点などについても、

評価結果に盛り込むこととした。 

なお、評価方法については、振興会が実施した自己点検評価結果を各評価委員が評価項目毎に

分担して精査・分析し、その結果を全体会議に付すことによって、評価結果として取りまとめる

こととした。 

【まとめ】 

振興会の研究助成事業、研究者養成事業は、量的拡大だけでなく、新規分野や出産等で中断し

た研究活動を再開させるといった細やかな対応が進んでおり、主要な事業を高く評価できる。外

部評価委員会としては、振興会が実施した平成 18 年度の各事業が、いずれも円滑かつ効果的に

進捗し、所定の目標は十分に達成できたものと評価する。 

一方、 近話題となっている国立大学に対する運営費交付金の配分問題をはじめとし、我が国

の大学教育・研究に対する国費投入のポリシーが大きく変化しようとしている。即ち、従来の量

的なパラメーターによる固定的な配分から、質的評価による配分へと大きくシフトしつつある。 

この変化は、振興会の 大の事業である、研究助成事業の枠組みにも影響を与えるものと思わ

れる。我が国は、諸外国と比べて、基礎研究比率が低いが、それでも、従来は、地味であまり経

費を要さない基礎研究を、基本配分研究費により実施できた。しかしながら、今後は、このよう

な基礎研究でも、外部資金に頼らざるを得なくなりつつある。つまり、ボトムアップを標榜する

本事業においても、我が国の基礎研究をバランスよく発展させるための役割をより明確にさせな

くてはならない。 

改革の方向づけについては十分な検討が必要だが、若手重視、大学間格差（国立大・私大格差

を含む）是正、分野間格差（人文・社会・教育系を含む）是正、小規模研究費枠の増大、分科細
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目（申請・審査体制）の見直しなどが必要となろう。 

我が国の基礎研究の推進において、振興会の果たす役割はますます重要となっており、第３期

科学技術基本計画はもとより、教育再生会議、経済財政諮問会議、イノベーション２５戦略会議、

アジア・ゲートウェイ戦略会議などの政府諸会議の提言等を踏まえつつ、研究者の自由な発想に

基づく多様な研究分野の学術研究を支援するという使命を果たすべく、我が国の学術の振興に向

け一層の努力を期待したい。 

なお、「各事業にかかる外部評価」においては、62 に区分した事業の定性的指標による実績に  

対する評価として、総合的な評価が行われた。 

 

（２）文部科学省独立行政法人評価委員会「独立行政法人日本学術振興会の業務の実績に関する評

価」 

   本評価は、「総論」及び「各論」により評価結果が取りまとめられているが、「総論」の記述  

は以下のとおりである。 

  ①平成 15 年度 

   独立行政法人移行後６ヶ月間の業務実績に対する評価としては、振興会の目的・性格及び中期  

目標・計画に照らして、概ね計画通り進んでおり、適切な業務運営がなされたものといえる。 

   とりわけ、法人化のための体制整備や様々な業務遂行の中にあって、学術研究の特性を踏まえ  

た業務運営を充実させるため、評議員会、学術顧問会議や学術システム研究センターを立上げ、  

活用していることは、高く評価できる。 

   中期目標に示された世界に広く認められるファンディングエージェンシーへの着実な一歩を踏  

み出している。今後とも、学術振興のためのファンディングエージェンシーとして、研究者の視  

点に立った事業実施を期待する。 

   また、科学研究費補助金事業をはじめ相当な業務量を、少ない人員（常勤職員数９９名）によ  

り研究者の支援・協力を得つつ、全体として適切に処理していることは、極めて効率的な業務運  

営であると認められる。 

 

  ②平成 16 年度 

   ①評価を通じて得られた法人の今後の課題 

    ○振興会が我が国の学術研究全体の振興に関するファンディングエージェンシーとして、公    

正で、国内外の研究者及び関連機関から信頼され、世界に広く認められる機関になるために    

は、振興会の活動内容をより広く内外の研究者、研究機関や国民に理解してもらう必要があ    

り、振興会の透明性の高い事業運営、効率性の高い事業システム、支援・助成により得られ    

た研究成果などを積極的に公開・発信する広報活動の充実が望まれる。 

   ②法人経営に関する意見 

    ○理事長は、以下に示す学術研究の特性に配慮した業務運営にリーダーシップを発揮してお    

り、今後とも必要な改善を図り、一層効果的な業務運営を期待する。 

    ・学術システム研究センターの充実による公平・公正な審査システムの確立 

    ・大学長経験者など学術研究に特に高い見識を有する研究者で組織する学術顧問会議の活用 

    ・大学院博士課程学生への支援の増などによる特別研究員事業の充実 

    ・優れた若手研究者を顕彰する日本学術振興会賞の創設 

    ・他機関に先立つ電子申請システムの導入の推進 

    ・多岐にわたる国際交流事業の展開による学術の国際交流の推進 等 
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    ○自己収入を増やすために、寄附金の募金活動を行っており評価できる。今後とも自己収入    

を増やすための継続的な取組みを期待する。 

   ③特記事項（中期目標期間終了時の見直し作業、総務省からの指摘についての対応等） 

    ○運営交付金の収益化基準については、より法人にインセンティブを与える観点から、成果    

進行基準または期間進行基準の導入について、各業務の特性を踏まえた検討を行うことが必    

要である。 

    ○職員の給与水準が国家公務員の給与水準と比べてやや高くなっていることについては、大    

学卒・大学院修了など高学歴者の比率が高いこと、勤務地が東京都内にあること、職員宿舎    

がなく住居手当受給者が多いことなどが要因と考えられるが、今後とも要因の分析、所要の    

措置の検討を行う必要がある。 

 

  ③平成 17 年度 

   ①評価を通じて得られた法人の今後の課題 

    ○振興会は、我が国の学術研究全体の振興に寄与し、学術の根幹を支える必要不可欠な機関    

であるが、引き続き、萌芽段階から多様な研究、特に「０から１」へのファーストステップ    

の支援を重視する必要がある。また、プログラムオフィサーの常勤化により学術システム研    

究センターの機能を強化するなど、専門家による審査（ピアレビュー）体制のより一層の充    

実が望まれる。 

    ○学術研究の成果を国内外に積極的に公開・発信するなど、一般社会の学術に対する正しい    

理解と広い支援を得られるような更なる広報活動の充実が望まれる。   

   ②法人経営に関する意見 

    ○我が国を代表するファンディングエージェンシーとして、学術研究の特性に配慮した適切    

な法人運営を行っている、特に事務経費を極力抑え、諸外国の配分機関と比較しても相当効    

率的に業務を行っていることは特筆できる。 

    ○若手研究者への支援等の具体策については、日本学術振興会賞だけではなく、更なる支援    

策の検討が望まれる。 

    ○国際交流事業については、大学等の国際化が進んだ現状を踏まえつつ、絶えず業務の見直    

しを行っていく必要がある。 

    ○自己収入増加のために、寄附金の募金活動を行うなど、努力は認められる。今後も継続し    

て取り組んで頂きたい。 

   ③特記事項（中期目標期間終了時の見直し作業、総務省からの指摘についての対応等） 

    ○給与水準が、国家公務員の平均と比べやや高くなっているが、その水準は前年度からさら    

に低下しており、また、少ない人数で、専門的かつ相当の業務量をこなしていることから、    

適当な水準と考える。 

    ○海外研究連絡センターの運営については、従前から実施してきた事業のみならず、大学等    

の海外展開へ協力・支援することは、費用対効果の観点からも有効である。 

    ○振興会は、日本の学術を支え教育・研究人材を系統的に支援する基本的かつ特徴ある機関    

であり、行財政改革によって、この基本的なシステムを縮小することは我が国の将来にとっ    

て大きなマイナスとなることに留意すべきである。 

     また、「各論」においては、事業の項目毎に文部科学省独立行政法人評価委員会科学技術

分科会において決定された「研究開発独立行政法人の評価に関する検討について」に基づき

評価が行われている。 
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  ④平成 18 年度 

      ①評価結果の総括 

    (ｲ)中期目標の達成に向けて、各事業とも中期計画が着実に実施されている。 

    (ﾛ)日本学術振興会は、我が国の学術研究を支えるファンディングエージェンシーとして、第

一線の研究者からなる学術システム研究センターの機能を活用し、研究現場の意見を各種事

業に適切に反映させるなど、学術の特性に配慮した効率的かつ効果的な業務運営が実施され

ており評価できる。今後とも学術振興を担う中核的な機関として、研究者の自由な発想に基

づく多様な学術研究を支援するという使命を果たすべく努力することを期待する。 

   ②評価を通じて得られた法人の今後の課題 

   (ｲ)特別研究員事業について、我が国の学術研究を支える研究人材の養成の観点から、各種制

度改善等を行いつつ、拡充を図っていることは高く評価できる。今後の一層の拡充が求めら

れる。 

   (ﾛ)科学研究費補助金事業について、学術研究システム研究センターの機能を活用した制度設

計、研究者のピアレビューによる審査など公正性・透明性の高い事業運営を行っていること

は高く評価できる。今後とも、研究者の専門的な視点を反映した制度設計や事業運営の充実

とともに、科学研究費補助金事業の一層の拡充が望まれる。 

   (ﾊ)国際交流事業について、海外の研究機関等と緊密な連携を取りながら、大学等の国際活動

の支援など、各種事業が着実に実施されている。今後は、若手研究者の支援を踏まえた大学

等における国際交流の一層の支援が望まれる。 

   (ﾆ)昨年度に比べ、広報活動に力を入れていることは評価できるが、一般国民に対する広報活

動は、まだ不十分な面がある。 

   ③評価結果を踏まえ今後の法人が進むべき方向性 

   (ｲ)学術研究の促進を図り、新しい知を生み続ける重厚な知的基盤を蓄積するためには、社会

のニーズを迅速に反映し、若手研究者などが意欲と能力を発揮できる環境を整備していくこ

とが非常に重要であり、特別研究員事業の一層の拡充を図るべきである。 

      (ﾛ)我が国の学術水準の維持向上を図っていく上で必要不可欠なボトムアップ型の競争的資金

である科学研究費補助金の拡充及び効率的・効果的な配分には、学術振興を担う中核機関で

あり、独立した資金配分機関である日本学術振興会の知見及び専門性を 大限に活用してい

くべきである。 

      (ﾊ)国際水準での学術研究を推進するためには、大学等での国際的視点を有する若手研究者の

育成が重要であり、国際的な研鑽の機会の提供など若手研究者への支援の充実を図るべきで

ある。 

      (ﾆ)科研費の研究成果を社会に紹介する「ひらめき☆ときめきサイエンス」事業など、研究者

だけでなく一般国民に対する広報活動についても充実を図っていくべきである。 

   ④特記事項 

      (ｲ)給与水準については、前年度から更に引き下げが行われており、また、学歴・地域区分、

仕事の専門性、増大する仕事量を鑑みると適正な水準であると言える。 

      (ﾛ)随意契約の限度額の見直しを図り、また、随意契約の基準及び一定額の随意契約について

ホームページ上で公表するなど、随意契約の適正化を着実に図っている。 

 

（３）総務省政策評価・独立行政法人評価委員会「文部科学省所管独立行政法人の業務の実績に関す  
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る評価の結果等についての意見」 

   本意見は、総務省に置かれた政策評価・独立行政法人評価委員会委員長から、文部科学省独立  

行政法人評価委員会委員長宛てに提出されたもので、各独立行政法人との評価結果についての意  

見と所管法人に対する共通の意見が記されている。このうち、振興会に対する意見は以下のとお  

りである。 

 

  ①平成 15 年度 

   以下の点を踏まえつつ、文部科学省独立行政法人評価委員会の評価結果が活用され、中期計画  

等に基づく業務の質の向上及び効率化が、引き続き効果的に推進されるよう図っていく必要があ  

る。 

   ・本法人が行う科学研究費補助金等による助成対象研究課題の評価業務については、研究費が   

高額で研究期間が長期にわたる研究課題の中間・事後評価業務だけでなく、プロセスチェック   

等により実施した評価業務についても把握・評価し、それらを評価書において明示するなど、   

評価結果が国民に分かりやすいものとすべきである。 

   ・業務運営の効率化の評価については、効率化の目標数値の達成状況だけではなく、外部委託   

の推進状況等の効率化措置の内容を整理した資料等を活用することにより、その効率化努力の   

内容・状況を把握・分析し、業務運営の一層の効率化に資するような評価を行うべきである。 

 

  ②平成 16 年度 

   以下の点を踏まえつつ、文部科学省独立行政法人評価委員会の評価結果が活用され、中期計画  

等に基づく業務の質の向上及び効率化が、引き続き効果的に推進されるよう図っていく必要があ  

る。 

   ・海外研究連絡センターについては、独立行政法人科学技術振興機構の海外事務所との関係を   

明らかにするとともに、センターごとに人員体制、経費、活動実績等を把握・分析し、費用対   

効果の観点から、センターごとに、設置の必要性を含めた今後の運営の在り方について、その   

方向性を示すような評価を行うべきである。 

 

  ③平成 17 年度 

   平成 18 年度末に中期目標期間が終了する独立行政法人については、主要な事務及び事業の改

廃に関する勧告の方向性の指摘に重点を置いたところであるが、今後は、これに加えて、年度評

価の「所管法人共通」の意見を踏まえた評価が行われるようお願いいたします。 

  【所管法人共通】 

  （人件費削減や給与水準の適正化の取組状況等についての評価） 

   ・各法人の人件費については、「行政改革の重要方針」（平成 17 年 12 月 24 日閣議決定）に

おいて、「各省庁の独立行政法人評価委員会及び国立大学法人評価委員会は、各法人の人件費

削減の取組状況や国家公務員の水準を上回る法人の給与水準の適切性等に関し厳格な事後評価

を実施するとともに、総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会においても、２次評価を行

うこととし、これらの結果を公表する。」とされたことを踏まえ、各法人における具体的な取

組状況、その効果及び法人の給与水準の状況とその適切性等を業務実績報告書等で明らかにさ

せた上で、厳格な事後評価を行うべきである。 

  （随意契約の見直し取組状況等についての評価） 

   ・随意契約により実施している業務については、国における取組（「公共調達の適正化につい   

14 14

328



 

て」（平成 18 年 8 月 25 日付け財計第 2017 号。財務大臣からの各省各庁の長あて。））等を

踏まえ、各法人における一般競争入札の範囲の拡大、契約の見直し、契約に係る情報公開等に

ついての取組状況等についての評価を行うべきである。 

  （公的研究費の不正使用等の防止に関する取組状況等についての評価） 

   ・競争的資金の配分を行っている法人又は同資金を受け取っている法人については、同資金の   

不合理な重複及び過度の集中の排除並びに不正使用及び不正支給の防止のため、総合科学技術   

会議が示した「公的研究費の不正使用等の防止に関する取組について（共通的な指針）」（平   

成 18 年 8 月 31 日）等に沿った、体制整備、ルールの整備・明確化等の取組状況についての評

価を行うべきである。 

  （市場化テストの導入を視野に入れた評価） 

   ・業務運営の効率化等についての評価においては、競争の導入による公共のサービスの改革に   

関する法律（平成 18 年度法律第 51 号）に基づく市場化テストが導入されたことを踏まえ、法

人が直接行うことにより高コスト構造になっていると考えられる業務などについては、コスト

削減等を図る観点から市場化テストの導入を視野に入れた評価を行うべきである。 

  （資産の活用状況等についての評価） 

   ・独立行政法人にも、平成 18 事業年度から「固定資産の減損に係る独立行政法人会計基準」    

（平成 17 年 6 月 29 日独立行政法人会計基準研究会設定）が適用されたことを踏まえ、各業務

の評価に際しても、法人の業務と関係した主要な固定資産について中期目標（本来の目的）ど

おりのサービス提供（利用等）が行われているかどうかに着目した評価を行うべきである。 

    また、会議所、職員研修施設、分室等の法人の業務と直接関係しないと考えられる施設につ   

いては、保有目的や利用状況等を業務実績報告書等で明らかにさせた上で、法人が当該施設を   

保有する必要性等についての評価を行うべきである。 

 

④  平成 18 年度 

平成 18 年度における文部科学省所管 27 法人（略）の業務の実績に関する貴委員会の評価の

結果（以下「評価結果」という。）については、以下のとおり改善すべき点がみられた。 

【所管法人共通】 

（評価の基準の明確化等） 

 貴委員会は、業務の実績に関する評価を平成 18 年度までに５回、中期目標期間終了時の事

務・事業の見直し作業も昨年末までに経験している。独立行政法人に係るＰＤＣＡサイクル

の中で必要な評価を行うためには、評価手法や作業の不断の改善が求められるが、その意味

では、多くの有用な経験が蓄積されつつあると考えられる。 

   貴委員会による業務の実績に関する評価は、貴委員会が定めた評価基準に基づき、中期目標

等に定められた個別項目ごとに５段階評定区分(Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｆ)で行うこととなっている。   

しかしながら、外形上、同じような中期目標の達成度でありながら、Ｓ評定（特に優れた実

績を上げている。）となっている項目やＡ評定（中期計画どおり、又は中期計画を上回って履

行し、中期目標に向かって順調、又は中期目標を上回るペースで実績を上げている。）となっ

ている項目があるなど当該評定とした理由が分かりにくいものとなっている。また、複数の項

目を組み合わせて評価を行う大項目等についても、評定の理由、根拠等が明示されていない。 

このようなことを踏まえ、貴委員会として、十分な説明責任を果たす観点から、中期目標等

の達成度合いを数値化して示すなどの方法も工夫しつつ、評価の基準についてより客観的かつ

明確なものとなるよう見直すとともに、評価の結果についてもその考え方、理由、根拠等を評
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価の基準との関係において分かりやすく説明すべきである。 

（目的積立金） 

目的積立金に係る今後の評価に当たっては、独立行政法人が自ら効率的な運営を行うための

インセンティブである目的積立金の計上の促進に資するため、当期総利益を計上していながら

目的積立金を申請していない法人について、利益の発生要因を分析し目的積立金を申請してい

ない理由等を業務実績報告書等で明らかにさせた上で評価を行うべきである。 

（資産の有効活用） 

 資産の有効活用に係る今後の評価に当たっては、「独立行政法人整理合理化計画」（平成 19

年 12 月 24 日閣議決定。以下「整理合理化計画」という。）Ⅲ－１－(2)「保有資産の見直し」

において、見直し状況について評価委員会による事後評価を行うこととされたことをも踏まえ、

主要な固定資産についての減損会計の情報（保有目的、利用実績など）なども十分活用して保

有目的・利用状況を把握した上で資産の活用状況についての評価を行うべきである。 

（官民競争入札等の活用） 

 業務運営の効率化に係る今後の評価に当たっては、整理合理化計画Ⅲ－１－(3)「官民競争

入札等の積極的な適用」において官民競争入札等の積極的な導入を推進することとされ、また、

Ⅲ－２－(1)－③「管理会計の活用及び情報開示の在り方」において管理会計の活用により事

務・事業別、部門別といった単位における費用を明確にするとされていることをも踏まえ、高

コスト構造となっている業務などについて、経費削減の一手段としての官民競争入札等の活用

についての評価を行うべきである。 

（内部統制） 

 内部統制に係る今後の評価に当たっては、整理合理化計画Ⅲ－２－(1)－①「業務遂行体制

の在り方」をも踏まえ、コンプライアンス体制の整備状況（倫理行動規程の策定、第三者を入

れた倫理委員会等の設置、監事による内部統制についての評価の実施など）等についての評価

を行うべきである。 

（当委員会の意見を踏まえた評価） 

    当委員会が貴委員会に通知してきた業務の実績に関する評価の結果についての意見を踏まえ

た評価が行われていないものが一部みられることから、的確な評価を行われたい。 

 

４．行政改革推進本部決定（平成 18 年 12 月 25 日）「独立行政法人日本学術振興会の主要な事務及

び事業の改廃に関する勧告の方向性について」における指摘事項を踏まえた見直し案 

「勧告の方向性」を踏まえ、次期中期目標においては、以下の事項を掲げることにより、事務

及び事業の改善を図る。なお、この見直しの考え方に従い、平成 20 年３月までの間に、研究者

の自由な発想に基づく多様な分野の学術研究を支援することを使命とする、我が国の学術振興を

担う唯一の機関として、①学術研究の助成、②若手研究者の養成、③学術に関する国際交流の促

進のための事業を核とし、真に担うべき諸事業に特化・重点化するとの考え方に立って、具体的

な検討を行い、次期中期目標・中期計画を策定する段階で具体的なものにすることとする。 

 

第１ 事務及び事業の見直し 

１ 学術研究の助成（科学研究費補助金）に係る業務の見直し 

科学研究費補助金については、競争的資金全体のマネジメントの一環として、不合理な重複

及び過度の集中の排除並びに不正使用及び不正受給の防止対策を強化することとする。このた

め、以下の見直しを行う。 
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①「公的研究費の不正使用等の防止に関する取組について（共通的な指針）」（平成18年８月

31日総合科学技術会議）等に沿って、科学研究費補助金の応募段階から重複応募等をシステ

ム的にチェックするとともに、実際の審査の場において、研究計画調書に記載された他の研

究費助成制度への応募・採択状況を確認することとする。なお、平成19年度に使用開始予定

の「府省共通研究開発管理システム」を活用する。 

②また、競争的資金の中で も早い時点（４月）に採否が決定される科学研究費補助金の審査

結果を、他の競争的資金の配分機関に対し迅速に提供することとする。 

③さらに、交付した科学研究費補助金が交付対象研究者の所属する大学等において適正に管理

されるよう、科学研究費補助金の応募時に、検収体制の整備やその状況の報告を義務づける

など、当該大学等における機関管理や監査を徹底させるとともに、日本学術振興会における

監査を充実することとする。 

２ 特別研究員事業等の重点化等 

特別研究員事業等については、事業の重点化等の観点から、以下の措置を講ずることとする。 

①特別研究員事業の対象を大学院博士課程在籍者に重点化する（平成19年度）。 

②特別研究員（21世紀COEプログラム）について、各拠点の時限の到来に伴い順次廃止し、よ

り重点化された拠点への支援に縮小する（平成19年度）。 

③特別研究員に対する研究奨励金については､独立行政法人日本学生支援機構の奨学金との重

複受給を組織的に防止する仕組みを構築する（平成19年度）。 

３ 学術に関する国際交流の促進のための事業の重点化 

学術に関する国際交流事業を促進する事業については、事業の重点化の観点から、以下の措

置を講ずることとする。 

①日本人の若手研究者に海外での研鑽機会を付与する事業に重点をおくこととし､外国人特別

研究員事業の規模を縮小する（平成19年度）。 

②外国との研究交流を目的とする拠点大学交流事業については、日本学術振興会が経費の全額

を負担しているが､平成19年度から23年度までの間にこれを段階的に廃止し、公募により相

手国に対等な負担を求める方式による事業へと転換する。 

４ 人文・社会科学振興プロジェクト研究事業の段階的廃止 

人文・社会科学振興プロジェクト研究事業については、所期の目的が達成されたため、平成

19年度から20年度までの間に段階的に廃止することとする。 

第２ 他の法人との更なる連携の強化等 

日本学術振興会の事務及び事業と独立行政法人科学技術振興機構の事務及び事業については、

文部科学省の政策目標である「科学技術の戦略的重点化」、「優れた成果を創出する研究開発

環境を構築するシステム改革」、「科学技術と社会の新しい関係の構築を目指したシステム改

革」等の達成に効果的かつ効率的に貢献する観点から、第３期科学技術基本計画において「研

究者の自由な発想に基づく研究」と「政策に基づき将来の応用を目指す基礎研究」をそれぞれ

の意義を踏まえて推進することとされているとおり、言わば科学技術・学術政策上の「車の両

輪」として異なった側面から日本の科学技術振興を担っているということを十分に認識した上

で、今後も、両法人が、それぞれの設立趣旨・目的に沿った活動を行い、事業が重複すること

のないよう配慮しつつ、更に連携を強化していくこととする。 

また、両法人の海外事務所については、それぞれの機能に着目しつつ、効率的な運営の観点

から、ワシントン事務所について、共同設置・運用とすることとする。 

第３ その他の業務全般に関する見直し 
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上記第１及び第２に加え、業務全般について以下の取組を行うものとする。 

１ 中期目標等における業務の重点化や効率化に向けた取組の明確化等 

適切な評価や国民の理解に資する観点から、次期中期目標等において、国の政策目標におけ

る日本学術振興会の任務の位置付け、国・民間等との役割分担など、日本学術振興会が担う任

務・役割を明確にすることとし、その任務・役割との関係を踏まえた業務の重点化や効率化の

方針を具体的に明記することとする。その際、目標達成度の厳格かつ客観的な評価に資するよ

う、達成すべき内容や水準等を可能な限り具体的かつ定量的に示すこととする。 

また、事業ごとの厳格かつ客観的な評価・分析の実施を促進し、その結果を事業選択や業務

運営の効率化に反映させること等により見直しの実効性を確保するとともに、日本学術振興会

の財務内容等の一層の透明性を確保する観点から、決算情報・セグメント情報の公表の充実等

を図ることとする。 

２ 効率化目標の設定及び総人件費改革 

一般管理費及び事業費に係る効率化目標について、現行の中期目標と同程度以上の水準の目

標を具体的に示すこととし、業務の質の向上についても客観的かつ具体的な目標を示すことに

より、一層質が高く効率的な業務運営を目指すこととする。その際、総人件費については、簡

素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律（平成18年法律第47号）等に

基づき、５年間で５％以上を基本とする削減を着実に実施することとし、役職員の給与に関し

国家公務員の給与構造改革を踏まえた見直しを促進する。 

３ 随意契約の見直し 

業務の実施に当たり委託等を行う場合には、国における見直しの取組（「公共調達の適正化

について」（平成18年８月25日付け財計第2017号。財務大臣から各省各庁の長あて。））等を

踏まえ、契約の在り方の見直しなど不断の見直しを行い、一般競争入札の導入・範囲拡大や契

約の見直し等を通じた業務運営の一層の効率化を図ることとする。 

４ 資産の有効活用等に係る見直し 

日本学術振興会が会議所、研修施設、分室等の施設を保有する場合には、自己収入の増加を

図る等の観点から、売却や一般利用への開放、関連する諸権利の有効活用等により、土地・建

物等を効率的に活用することとする。 

 

５．独立行政法人整理合理化計画（独立行政法人日本学術振興会） 

Ⅲ．独立行政法人の見直しに関し講ずべき横断的措置 

  ２．独立行政法人の自律化に関する措置 

  ⑥ 事後評価の在り方 

ア 主務大臣は、中期目標について、その達成度を厳格かつ客観的に評価するため、法人の業務

の全般にわたり可能な限り網羅的かつ定量的な指標を設定するなど、法人が達成すべき内容や

水準を明確化及び具体化する。また、中期目標の達成状況等に応じて、当期又は次期の中期目

標の内容や期間について必要に応じ柔軟に検討する。 

イ 評価委員会は、関連法人を有する独立行政法人について、連結財務諸表、個別財務諸表等の

情報を関連法人に関するものを含めて的確に把握した上で評価を実施する。 

ウ 評価委員会の評価については、評定区分を統一する。その上で、評価基準の統一を検討する。 

エ 評価委員会は、独立行政法人の評価の際、業務・マネジメント等に係る国民の意見募集を行

い、その評価に適切に反映させる。 

オ 各独立行政法人は、評価結果を役職員の給与・退職金等の水準、そのマネジメント体制等に
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反映させる。 

カ 現行の各府省ごとの評価体制について、内閣全体として一元的な評価機関により評価する仕

組みに改めるとともに、各独立行政法人の長及び監事の人事について、評価機関が評価結果

を反映させて関与する仕組みとする方向で早急に検討を進め、平成20年のできるだけ早期に

結論を得る。 

 （別表）各独立行政法人について講ずべき措置（独立行政法人日本学術振興会） 

  １）事務及び事業の見直し 

【学術研究の助成（科学研究費補助金）等助成事業】 

①助成を行った研究課題について、大型の課題に対する追跡調査等成果把握の仕組み、成果公

開・普及の仕組みを平成19年度末までに構築する。 

②競争的資金の不合理な重複、過度の集中、不正使用及び不正受給を防止するため、具体の取

組や組織体制の整備を含めた仕組みを平成19年度末までに構築するものとする。また、平成

20年１月から稼働する予定の府省共通研究開発管理システムを活用する。 

③審査・配分に係る業務の人員・体制について、競争的資金の制度・目的に応じた効率化の取

組を引き続き進める。 

④審査・評価業務の効率化を図り、応募者及び審査者双方の利便性の向上を図るため、応募手

続及び審査業務を完全電子化する。 

⑤平成20年度応募分から、「研究機関の公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）

に基づく体制整備等の状況報告書」の提出を応募要件とする。 

【研究者養成のための資金の支給】 

①特別研究員（21世紀COEプログラム）については、順次廃止し、より重点化された拠点への

支援に重点化する。 

②特別研究員事業の対象を大学院博士課程在学者（DC）の支援に重点化する。また、大学等の

研究に関する人材養成を促進するため、海外特別研究員事業と海外での研さん機会を付与す

る事業を一体的に実施し、その効果が 大限発揮できるよう事業を重点化する。 

【学術の国際交流事業の促進事業】 

①日本人の若手研究者に海外での研さん機会を付与する事業に重点を置くため、外国人特別研

究員事業の規模を縮小し、効果的に研究者養成が実施できるよう見直しを行う。 

②外国との研究交流を目的とする拠点大学交流事業については、日本学術振興会が経費を全額

負担しているが、国の財政依存度を引き下げるため、平成23年度までの間に段階的に廃止し、

公募により相手方に対等な負担を求める方式による事業へと転換する。また、効率的かつ効

果的な業務運営の観点から、事業開始から長期間経過した事業や応募件数の少ない小規模事

業については、費用対効果の検証を行うなど不断の見直しを行う。 

２）組織の見直し 

【支部・事業所等の見直し】 

①海外研究連絡センター（カイロ、ナイロビ）については、効率的な業務運営の観点から、独

立行政法人評価委員会による評価等を踏まえながら、活動状況の検証に努め、廃止等見直し

を検討する。 

３）運営の効率化及び自律化 

【業務運営体制の整備】 

①複数の評定者による客観的な勤務評定による職員の処遇への反映について、平成20年度より

本格的に実施する。 
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②「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）において削減対象とされた人件費に

ついては、平成22年度までに平成17年度予算の人件費と比較し、５％以上削減する。また、

業務の効率化の観点から、業務委託を積極的に推進する。 

【随意契約の見直し】 

①平成 20 年１月１日より、国の随意契約の基準を全面的に実施する。 

 

６．海外において実施されている評価手法の検討 

  振興会は中期計画において、自己点検評価・外部評価は諸外国のファンディングエージェンシー 

が行っている学術研究の特性を踏まえた評価手法を参考に評価を行うことを定めた。研究開発に関 

する評価、特に振興会のような研究資金の配分を行う機関の事業に対する評価は、「国の研究開発 

評価に関する大綱的指針」及び「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針について」に 

おいて示されているが、中期目標に示されたように振興会が我が国の学術研究全体の振興に関する 

ファンディングエージェンシーとして世界に広く認められる機関となるためには、その評価におい 

ても世界で広く行われている手法を参考にすることが適当であると考えられる。海外には、米国の 

米国科学財団（National Science Foundation-NSF）、英国の研究評議会（Research Councils）、 

ドイツのドイツ研究協会（Deutsche Forschungsgemeinschaft）などのファンディングエージェン

シーが存在し、それぞれの機関において様々な評価が実施されている。今回の振興会の自己点検評

価・外部評価においては、米国及び英国における評価手法を検討し、参考とすべき事項を抽出した。 

 

（１）米国における評価手法 

  米国における学術研究支援は、基礎科学研究を中心として米国科学財団（National Science 

  Foundation-NSF）において行われている他、生物医学研究支援を中心に行う国立保健研究所 

 （National Institutes of Health-NIH）、高エネルギー・核物理学などの支援を行うエネルギー

省（Department of Energy-DOE）、宇宙科学などを受け持つ航空宇宙局（National Aeronautics 

and Space Administration-NASA）など多元的な機関において行われているが、これらの機関はい

ずれも政府機関であり、米国における法律あるいは大統領主導による行政改革の対象となっており、

それらに基づく事業計画の策定や評価が行われている。また、それぞれの機関においても独自に機

関内部の委員会や外部委託機関により多様な評価が行われている。 

 

  ①政府業績成果法 

   政府業績成果法（Government Performance and Result Act-GPRA）は、クリントン政権下の

1993 年に法律として定められた全政府機関を対象とした行政改革制度で、5 年またはそれ以上の

期間にわたる戦略計画、及び年度毎の業務計画書・業績報告書を作成し、その評価結果を施策に

反映させようとするものである。戦略計画においは、各機関の主要な業務にかかる包括的な使命

やアウトプット・アウトカムを含めた全般的な目的・目標、評価の手法などを含め、また、年度

業務計画書には各業務の客観的で、数値化し、計測することが可能な目標としてのアウトプット、

サービスの水準、アウトカムの測定、評価指標、現状と目標との比較、評価の適正性の根拠づけ

などを示すことが求められている。各政府機関はこの戦略計画及び年度業務計画に基づき業務を

実施し、年度業績報告書においてその成果を目標との比較において示すこととされている。 

   ただし、政府機関の業務の中には上記の年度業務計画において求められる数量的指標により評  

価を行うことが困難なものがあるため、例外的に代替の書式を用いて評価を行うことが認められ  

ており、米国科学財団は、数量的評価が困難な研究支援の業務などについて、数量的な評価に代  

20 20

334



 

えて学識経験者らによる質的評価を行っている。 

   なお、政府業績成果法は法律に基づく行政改革制度であり、次に述べるブッシュ政権による大  

統領管理運営計画に基づき新たな行政評価が開始された後も、これと並行して評価が実施されて  

いる。 

 

  ②大統領管理運営計画とプログラム評価採点ツールによる評価 

   ブッシュ大統領による行政改革は、大統領管理運営計画（President’s Management Agenda）  

と呼ばれるもので、「人的資源の戦略的管理」、「競争的発注」、「財務体質改善」、「E-ガバ  

メント」、「予算・業績統合」という五つの共通する項目において全政府機関の行政改革を行お  

うとするもので、具体的な評価作業は大統領府管理予算室が中心となり、毎年度行い、その結果  

を次年度の予算に反映させようとしている。 

   同計画下における研究開発業務に関する評価の手順は、大統領府科学技術政策室長と管理予算  

室長が連名で関係の省・機関に送付した「機関間研究開発優先順位」に記されており、評価の基  

準としては「関連性」、「質」、「業績」の三点が示されている。 

   また、同運営計画に基づく評価手法としてプログラム評価採点ツール（PART）が開発されてい  

る。この評価は各事業を大きく「目的と設計(Purpose & Design)」、「戦略計画(Strategic 

  Planning)」、「管理運営(Management)」、「成果/アカウンタビリティ(Results/ 

  Accountability)」の四つに分類し、それぞれの分類に設けられた「プログラムは特定の利益、

問題、必要性に対応しているか」、「プログラムは長期的目標を達成するための段階を示した年

度毎の目標を有しているか」、「プログラムはその長期的なアウトカムの目標を達成するための

適切な進展が見られたか」といった内容の計 30 余りの質問項目に対してその可否を定めること

により実施されるものである。 

   なお、2006 年 2 月に 2007 年度予算教書の提出に併せ大統領府科学技術政策室国内政策委員会

より「米国競争力イニシアチブ（American Competitiveness Initiative）」が発表されたが、

同報告書においては、メリットに基づくピアレビューを経て実施される基礎研究に対する連邦政

府支援の拡充などが中核的な施策として示されており、今後更に基礎研究に対する研究者による

質の評価の実施が重視されると見込まれている。 

 

  ③米国科学財団（NSF）における機関・事業評価 

   米国科学財団は、生物医学研究を除く科学研究全般に対して支援を行う独立の政府機関である。  

伝統的にピアレビュー（同僚研究者による評価）を基本とした業務を実施しており、個々のグラ  

ント（研究補助金）の審査に加え、プログラム（個々の事業）の評価についても研究業績の評価  

を行う訪問委員会（Committee of Visitors-COVs）、及び訪問委員会の上部組織である諮問委員  

会（Advisory Committees-AC）により局（Directorate）の単位で評価の実施とそれに基づく業

務の改善が行われてきた。 

   政府業績成果法への対応として、米国科学財団は 2002 年にこの局レベルに設置されていた諮

問委員会を改組し、全機関レベルの政府業績成果法業績評価諮問委員会（Advisory Committee 

for GPRA Performance Assessment-AC/GPA）を設置した。同委員会は現在、Norine E. Noonan チ

ャールストン大学科学数学部長を議長とした大学関係者 18 名、国立研究機関関係者 2 名、民間

研究機関関係者 1 名、企業関係者 3 名の計 24 名の委員により構成されており、2002 年度以降、

毎年政府業績成果法に沿った形で報告書を提出している。この報告書における評価結果は、政府

業績成果法に基づく質的評価による代替評価として業績報告書に含められた他、下記のプログラ
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ム評価採点ツールによる評価においても成果判定の根拠として利用された。 

   大統領管理運営計画におけるプログラム評価採点ツール（PART）による評価においては、米国  

科学財団の事業のうち、新たに「連邦政府資金提供研究開発センター」、「基礎科学工学研究」  

の二つを対象として評価が行われたが、いずれも も高い評価である「効果的」との判定が示さ  

れており、米国科学財団に対する評価は 2003 年度以降実施された 10 事業全てが「効果的」とい

う他の連邦政府機関においては類例を見ない高い評価となっている。 

   また、米国科学財団の業務運営に対しては、これら行政評価とは別に、様々な外部機関や外部  

有識者による評価が行われている。その一例としては米国公共行政アカデミーが議会下院歳出委  

員会による米国科学財団の複数年のグラントの事業計画立案に関する検討の求めに対応して 2004  

年に提出した「米国科学財団：未来へのガバナンスとマネジメント（National Science 

  Foundation: Governance and Management for the Future）」報告書がある。 

 

  ④国立保健研究所（NIH）における機関・事業評価 

   米国科学財団が独立した政府機関であるのに対し、国立保健研究所は、健康福祉省

(Department of Health and Human Services-DHHS）の一部局という位置づけになっており、政

府業績成果法における評価も同省全体の枠組みの中に位置づけられているが、研究所としても独

立の年度業務計画書、業績報告書を作成・公表している。国立保健研究所は研究機関という性格

を有しているため政府業績成果法に基づく報告書も研究計画及び研究成果の評価を中心に、業務

全般に対する評価が行われている。 

   また、2005 年の大統領管理運営計画に基づくプログラム評価採点ツール（PART）による評価に  

ついては、「建物・施設（Buildings and Facilities）」および「所内研究（Intramural 

  Research）」を対象として行われ、いずれも「効果的」と高い評価を得ているが、その評価理由  

においては、米国アカデミー医学機構による評価を根拠にするなど、他の外部評価も参考とされ  

ている。 

   米国科学財団と同様、国立保健研究所も政府主導による行政評価とは別に様々な評価を受けて  

いる。米国科学アカデミーによる評価も過去いくつも行われているが、2004 年においては、「国  

立保健研究所外部センタープログラム：開始と評価の基準（NIH Extramural Center Programs: 

  Criteria for Initiation and Evaluation）」が提出されており、組織運営の改善に利用されて  

いる。 

 

（２）英国における評価手法 

   英国の学術研究に対する支援は、教育研究上の基盤的な経費を支援する高等教育財政評議会  

（イングランド、スコットランド、ウェールズ、北アイルランドのそれぞれに設置）と、主とし

て研究助成を行う研究評議会（バイオテクノロジー・生物科学、工学・物理科学、経済学・社会

科学、医学、自然環境科学、核物理学・天文学の各分野に設置）の二種類の機関よって行われる、

いわゆるデュアルサポートシステムが採用されている。 

 

  ①英国における行政改革と科学技術政策 

   英国における行政改革は、1980 年度初頭のサッチャー政権における改革を皮切りにメージャー  

政権下の 1991 年に開始された中央政府機関の外庁化を含む「次の段階（Next Steps）」と呼ば

れる改革、そしてブレア政権下で始められた「政府の近代化（Modernizing Government）」と、

20 年余りにわたり前政権の改革の成果を踏まえ新たな改革が行われてきた。英国における学術研
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究支援機関も、これらの改革の理念に基づき、業務の効率化・透明性の充実などが進められてい

る。 

   2004 年 7 月には、財務省、教育技能省、貿易産業省により「科学・イノベーション投資フレー

ムワーク（Science & innovation investment framework）」が発表され、2014 年までの期間に

おける科学技術政策とそれに向けた研究開発投資に関する理念が示された。評価に関しては「英

国における 強の COE における世界水準の研究」、「持続可能で財政的に強固な英国の大学・公

的研究機関」、「経済と公共の福祉のニーズに応える研究基盤」、「民間部門による研究開発投

資の増と、知識と人材面における科学基盤への民間部門の関与の増」、「経済に対する科学、技

術、工学、数学面の能力の供給」、「人々の科学と研究に対する関与と信頼」の諸側面について

目標と指標が示されており、これらに基づき定期的な評価が行われる。 

 

  ②高等教育財政評議会（Higher Education Funding Councils） 

   英国の高等教育財政評議会（Higher Education Funding Councils）は学術研究のうち、基盤

的な部分の資金の支援を担っているが、その資金配分は、4～5 年に 1 回行われる研究評価作業 

  （Research Assessment Exercise-RAE）と呼ばれる評価制度に基づき行われている。この研究評  

価作業とは、研究の質の評価を行うもので、その評価の実施においては、全ての学術研究分野を 

  68 の単位に分割し、それぞれにおいて 9 人から 18 人のピア（同僚研究者がパネル（委員会）を

形成し、その専門性に基づく評価により行われており、結果は 5*（5 スター）、5、4、3a、3b、

2、1 の 7 つの段階により示され、その評価に応じて配分される資金の額が決定される。 

   この研究評価作業（Research Assessment Exercise-RAE）については、2003 年 5 月にオックス

フォードウォルフソンカレッジ学長の Sir Gareth Roberts により取りまとめられた評価報告書

が提出されている。この報告書においては、 良の研究の評価は専門性を持つ者が行うべきであ

ること、評価サイクルは 6 年間が適当であること、などに加え、具体的な評価手順（事前評価時

期、評価単位、評価基準、評価資料、評価パネルの数と構成、事務局等）について提言が行われ

ている。各高等教育財政審議会はこの提言に基づき、分野毎の学術的判断に基づく専門家による

評価（expert review）という基本的な性格を維持しつつ、2008 年に次回の評価を行うこととし

た。 

   イングランド高等教育財政審議会は、現在、2003 年から 2008 年までの期間における戦略計画

の下で毎年度評価が行われており、2004～2005 年の達成度が同年度の報告書に記載されている。  

研究支援関連については、戦略目標において「研究部門を、世界の主要国の中にあって強力な地  

位にダイナミックに発展・維持させ、経済繁栄と国家の福祉への大きな貢献と知識の拡大・普及  

をもたらせる。」という目標が掲げられている。 

   この年度報告書の自己点検評価については、「戦略計画期間を通して英国の研究卓越性に関す  

る主導的地位を維持する。」という項目において、「研究評価作業（RAE）における 高評価の

部局への資金提供を増加させ、リサーチカウンシルと保健省と共同で機能開発イニシアチブを開

始した。」などの理由により、「目標に沿っている」との評価が与えられている。また、「利害

関係者に対し関連する業績を通知し、それぞれの分野の研究努力のアウトプットの多様性を認識

させるという 2008 年に向けた新たな研究評価手順を開発・実施する。」という項目においては、 

  「2008 年研究評価作業の管理運営の計画のための業務を実施した。」との結果に基づき、「目標  

に沿っている」という評価が与えられている。更に、「2008 年までに国の研究基盤のより優れた  

持続可能性を示す。」という項目においては「経費透明手順（Transparent Approach to 

Costing-TRAC）の手法を継続的に開発・実施し、研究経費全額が回収されるよう利害関係者との
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協力を行った。」とし、「目標に沿っている」との評価となっている。この結果、2 項目におい

て「進展中」（達成できていない）とされた前年度に対し改善がみられる。 

 

  ③研究評議会（Research Councils） 

   研究評議会（Research Councils）は他の政府系の独立法人と同様、5 年に一度定期的に抜本的  

な評価を受けることとなっており、研究評議会が現在の形態となって 初の評価が 2001 年に公

表された。この評価は、所管庁である貿易産業省科学技術庁に設置された大学関係者、産業界、

各研究評議会の 高責任者、及び政府関係者から成る運営委員会によるもので、第一段階として

研究評議会の役割及び組織のあり方についての評価、そして第二段階として業務の効率性・有効

性の観点からの評価が行われた。この結果、第一段階の評価としては、研究評議会は各々の業務

を的確に遂行しており当面組織体制に変更の必要性は見あたらないこと、また、第二段階の評価

としては、全般的に見れば研究評議会は適切に業務を遂行しているが、若干の問題はあり、今後

各研究評議会が集合的に機能したり新たな科学の展開に柔軟に対応できるようにすることが求め

られるという評価であった。 

   この結果を受けて 2002 年 5 月 1 日にリサーチカウンシルズ UK（Research Councils UK-RCUK）

が、研究評議会の戦略的連合体組織として設置された。リサーチカウンシルズ UK は、各研究評

議会がその目標を達成のために行う活動を 適化し、英国における研究・訓練・知識の移転の能

力を高め、学界・産業界・政府から研究支援の卓越性に関する理解を得ることを目的としている

が、貿易産業省科学技術庁による同機関に対する評価が 2004 年 10 月に発表された。この評価報

告書は、「OST Review of Research Councils UK」と題されたもので、評価は、各リサーチカウ

ンシルの長やリサーチカウンシル内部及び外部の利害関係者など計 74 名からの聞き取りにより

行われた。この結果、リサーチカウンシル UK の必要性については認められたが、その役割や各

リサーチカウンシルとの関係が十分に明らかにされていないといった検討内容に基づき、7 項目

の提言が示された。 

   なお、このリサーチカウンシル UK に関する評価とは別に、各研究評議会においても独自の戦

略計画が策定され、それに基づき行われた業務に対する評価が行われている。 

   例えば工学・物理科学研究評議会は、2003 年から 2007 年の間の戦略計画を策定し、英国の経

済社会の問題に対応する世界水準の工学・物理科学の支援、有能な科学者・工学者の育成、知識

経済への支援、研究への人々の関与、効果的・効率的な管理運営、という五つの目標を定め、そ

れぞれに個別の具体的戦略や手段、目標を設定し、業務を実施し評価を行うこととしており、年

間の報告書においても、それぞれの目標の性格に応じた成果が記述されている。 

   また、2005 年には英国における物理学研究および天文学研究について国際的視点から行う評価  

として、工学・物理学研究評議会と素粒子物理学・天文学研究評議会が主導し、物理学機構、王  

立天文学協会の協力を得て、国際パネルによる外部評価が実施されたが、同評価においては個別  

の分野等に対する評価の他、リサーチカウンシルによる資金提供についても評価が行われている。  

この評価においては「研究者の好奇心に基づく研究」と「革新的基礎研究」のそれぞれについて  

言及されているが、「研究者の好奇心に基づく研究」については、その重要性を指摘するととも  

に英国の高い研究水準を維持するため、リサーチカウンシルは特定の目標を定めた研究との適切  

なバランスを検討すべきとされている。また、「革新的基礎研究」については、長期にわたる研  

究支援メカニズムを設置すべきであるとされている。更に報告書においては、特に物理学と生命  

科学のインターフェイスとしての学際研究について柔軟性の高い支援を行うべきであることも提  

言されている。 
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（３）米英の評価手法において参考とすべき事例 

  米国及び英国におけるファンディングエージェンシーが行う評価は、個々の事業、あるいは研究 

課題に対する評価の積み重ねに基づき実施されており、本来、その評価手法を参考とすることは、 

各機関において蓄積された膨大な評価のノウハウを理解し、体系化した上で行うべきであるが、調 

査開始後間もなく、未だ十分な知見も得られていない。このため、平成 17 年度に実施する自己点

検評価・外部評価においては、両国における評価制度のうち、以下の点に着目し作業に反映させる

こととしたい。 

 

  ①学界、産業界を代表する有識者により構成される評価委員会 

   海外におけるファンディングエージェンシーに対する評価は、行政的な評価を含め学界・産業  

界を代表する有識者により構成される評価委員会により行われる場合が多い。具体的には米国の  

米国科学財団に設置された政府業績成果法業績評価諮問委員会、あるいは、国立保健研究所の組  

織運営に対して評価を行った米国アカデミーの委員会などが、学界、産業界を代表する有識者に  

よるパネルを構成し、質の高い評価を行っている。 

   振興会の外部評価委員についても、これらの例に倣い、学術研究機関に所属する研究者及び産  

業界を代表する者で構成することにより、振興会の全ての業務に対する質の高い評価が可能とな  

ると考えられる。 

 

  ②質的な評価の手法 

   研究開発、特に基礎研究においては国の行政評価制度が求める数量的な測定指標を用いること  

が困難な場合があり、海外の機関においてはピアレビューの結果を行政評価に生かすなどの努力  

が行われている。例えば米国科学財団は、政府業績評価法を所管する大統領府管理予算室より専  

門家により構成される独立委員会が行う質的評価による書式の使用の承認を受け、事業実施に関  

する目標についても政府業績成果法業績評価諮問委員会の評価を政府業績成果法に基づく評価結  

果として利用している。 

   独立行政法人の評価は、基本的には客観的で数値化されたアウトプットやアウトカム（31 ペー  

ジ「備考」参照）の指標によるべきであるが、振興会が行う学術研究支援事業の評価においては、  

米国科学財団や英国のリサーチカウンシルと同様、外部の研究者等の有識者により構成された委  

員会による質的な評価を取り入れることが適当と考えられる。 

 

  ③個別の研究評価・事業評価に基づく機関の全体評価の実施 

   米国科学財団は、政府業績成果法業績評価諮問委員会を設置し、訪問委員会の実施した個々の  

研究成果に対する評価を機関全体として取りまとめる形で政府業績成果法に基づく質の評価を行  

っている。 

   また、国立保健研究所の評価においても、その業績の測定において独立評価ワーキンググルー  

プが行った評価を取りまとめる形で機関全体の政府業績成果法における業績報告書を作成してい  

る。 

   振興会においては、ほとんどの事業が研究者を中心とした専門家の審査・評価や、学術システ  

ム研究センター研究員による検討・助言に基づき実施されている。現時点においては、これらの  

様々な研究者による審査・評価活動を取りまとめ、法人全体の評価に反映させるシステムを構成  

するには至っていないが、自己点検評価・外部評価においては、これらの審査・評価活動につい  
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て自己点検評価報告書に記載することにより、外部評価の参考とすることが望ましい。 

 

  ④年度毎の評価の中期的な事業計画における位置づけ 

   英国、米国のいずれにおいても、各機関が 5 年程度の中期的な戦略計画を策定し、各事業年度

及び戦略計画期間の終了時にその業務の実績について評価を行うという手順で行政評価が行われ

ている。これは、英国のエージェンシー化（外庁化）において端を発し米国の政府機関において

政府業績成果法（GPRA）として取り入れられ、また、我が国の独立行政法人制度に組み込まれた

手順であることによるものであるが、独立行政法人である振興会がこれら英米の評価制度を参考

とすることは有効であると考えられる。 

   米英いずれの評価制度においても、年度毎の評価は中期的な期間の中で段階的に示された計画  

に対する実績に対して行われており、中でも米国の政府業績成果法においては、目標が達成され  

ない場合、当該年度に達成し得なかった目標にかかる次年度以降の計画については、実現させる  

ための計画を示すか、実現できないと判断した場合には、代替案を作成することができることな  

どが定められており、以後の年度毎の計画の改訂を含めた業務の改善に利用できる制度となって  

いる。 

   振興会の自己点検評価・外部評価においても、平成 17 年度の評価を中期計画の枠組みの中に

位置づけて行うことにより、単年度の事業計画の達成度を測定することに留まることなく、次年

度以降の中期計画期間中の業務の改善に役立てるようにすることが望ましい。 

 

７．平成 19 年度事業に対する評価手法の検討 

（１）評価の方針 

   年度計画に定められた各業務の項目毎に達成度の評定を実施し、その達成度について段階的評

定を行うこととする。 

   評価結果は、「評価シート」に記載し、業務の達成度を明確に示すこととする。 

 

（２）評価シートの項目 

   平成 19 年度事業に係る自己点検評価シートは、評価の継続性を考慮し、前年度の様式に、外

部評価委員及び文部科学省独立行政法人評価委員会日本学術振興会部会等の意見に基づく修正を

行うことにより作成することとし、以下の項目を設定することとする。 

 

  １）意義・必要性 

    当該業務・事業を行う意義・必要性について記述し、検証または評価するもの。 

    事業・業務の意義や必要性については、振興会法、振興会業務方法書に示された学術の振興   

という目的を達成するために必要な業務・事業であることを明らかにするだけではなく、国の   

政策との関連、科学技術・学術審議会の答申等において示された必要性、あるいは、研究助成、   

研究者養成、国際交流などの観点における必要性の根拠などが示されるべきであるが、これら   

は多くの場合不変であり、毎年度の評価に馴染む性格のものではない。「意義・必要性」にか   

かる評価作業は毎年度評価を実施すべき対象とはせず、真に評価が必要な場合を定め、それ以   

外においては、意義や必要性の根拠等について検証を行うことで評価に代えることとする。な   

お、ここで言う「評価が必要な場合」とは以下の場合とする。 

   ① 新たな事業・業務である場合 

   ② 事業・業務の実施形態や規模等において変更があった場合 
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   ③ 事業・業務を取りまく環境に変化があった場合 

   

２）評価資料 

    自己点検評価において利用し、外部評価委員が行う評価のために提供された資料。 

 

  ３）事業・業務の実施状況 

    事業・業務の実施状況について、その概略を記載するもの。 

 

  ４）事業・業務の実施状況に関する評価（定性的評価） 

    事業・業務の実施状況に関する評価は、「効率性」、「有効性」、「公正性・透明性」の三   

つの観点において行う。それぞれの観点の考え方は以下のとおりである。 

   ① 効率性 

     独立行政法人に求められる効率性にかかる評価を行うものである。評価にあたっては、単    

に経費の節減といった点にとどまらず、目標に対して適正な資源配分が行われたか、効率化    

がマイナスの影響を及ぼしていないか、などについても考慮した評価が求められる。評価に    

おける考え方の例には次のようなものが含まれる。 

    ○期待される成果に対する経費支出の合理性、適切性 

助成・支援事業の実施において、期待される成果に対して、合理性、適切性の高い経費支

出が行われたかについての評価。 

    ○支援規模・研究期間の面における妥当性 

研究者に対する支援の規模（採択課題数・採用者数等や個々の採択課題への支援額・研究

者等への経費支給額等）及び支援期間（採択・採用期間、派遣・受入れ期間等）に関し適切

に業務が遂行されたかを効率性の観点から行う評価。 

○外部委託（アウトソーシング）の実施 

外部委託による効率化の達成に関する評価。外部委託を行う場合、経費節減効果を測定     

することは重要であるが、業務の質やサービスの向上という観点においても効率性を評価     

することが可能である。 

○中間評価の実施とその場合の以後の支援への反映 

中間評価を行った結果、以後の配分額について増減を行うなどにより効率化されたかとい

う点における評価。 

    ○効率性に関する影響評価（アセスメント）の実施 

経費の削減等の効率化に際し、研究の質、支援対象者及び機関の負担、公正性・秘匿性の

確保などの点において検討・評価が加えられ、その効率化が適切性をもっていることが確認

されているかという点に関する評価。 

   ② 有効性 

     高い学術研究成果の創出や、優れた研究者の養成など、質を高めるために振興会が行った    

業務の実績について評価するもので、評価における考え方の例には次のようなものが含まれ    

る。 

    ○学術研究の特性が配慮された審査・評価 

個々の審査・評価業務において学術研究の特性が十分に配慮されるように行われたかとい

う点についての評価。 

    ○期待される成果に対する支援の適切性 
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支援・助成の形態や内容が、期待する研究の成果を生み出すために適切であったかという

点における評価。 

    ○研究者の発意が成果に結びつく支援制度 

研究者の発想や意欲が研究成果に結実するような制度により事業が実施されたかという点

に関する評価。 

    ○成果を高めるための誘因 

研究途上で新たな展開を見せたことにより研究計画が変更となった場合にも適切に評価・

支援が行われたか、経費支出について過大な制約がなかったかなど、研究の成果を高めるた

めに有効と考えられる誘因が備わった事業・業務が行われたかという点についての評価。 

    ○高いリスクのある研究に対する支援 

創造的・革新的な研究計画で高いリスクを伴うものについても適切な審査・評価に基づき

支援が行われたかという観点における評価。 

    ○フォローアップの実施 

助成・支援期間中、あるいは期間終了後において、研究者に対する指導・助言や情報提供

を行うなど、助成・支援の効果が高まるような適切な手当が行われたかという点に関する評

価。 

   ③ 透明性・公正性 

申請課題の採否決定や中間・事後評価などが公正性を有し、かつ、研究者や国民一般に説

明できる形で事業・業務が行われたかという点について評価するもの。評価における考え方

の例には次のようなものが含まれる。 

    ○審査・評価業務の公正性 

審査・評価において公正性を確保するための適切な措置が取られていたかという点に関す

る評価。 

    ○事業の目的に沿った支援対象の設定とその明示 

個々の事業の趣旨・目的等に沿った形で応募資格が設定され、その内容が適切に対象者に

周知されたかという点に関する評価。 

    ○審査・評価基準、審査員等の氏名の公表 

審査・評価基準や事業委員、審査員等の氏名の公表に関する評価。ただし、審査の中立性

・公正性を損なうことのないよう適切な規程が整備されていることを公表の前提とすべきで

ある。 

    ○支援決定根拠・手順の明示 

委員会等における審議状況や学術システム研究センターにおける評価結果等、支援を決定

するに至った根拠や手順が明示されたかという点に関する評価。 

    ○不採択となった申請者に対する説明 

不採択となった申請について、書面審査の結果等を通知するなど申請者に対する説明が適

切になされたかという点に関する評価。 

 

  ５）数値目標に対する評価（定量的評価） 

    中期計画において定めた定量的な目標を含め、振興会が行う事業・業務の評価には定量的に   

記載すべきものがある。これらについては、一括して数値目標に対する評価として取りまとめ    

て記載することが適当と考えられる。 
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  ６）得られた成果に関する評価 

    事業・業務を実施した結果として得られた成果に対して行う評価の項目。 

    本「評価手法について」においては、インプット、アウトプット、アウトカム、インパクト   

それぞれの観点を別記のとおり規定しているが、「４）．事業・業務の実施状況に関する評    

価」がインプット及びアウトプットに対する評価であるのに対し、この「６）．得られた成果   

に関する評価」はアウトカム、インパクトに対して評価を行うものである。 

    ここに記載される成果の内容はそれぞれの事業・業務の目的により異なり、また、その評価   

の手法も様々なものが想定されるため、特に評価の観点を設ける必要はないが、具体的には以   

下の例のような評価が考えられる。 

   ○支援対象における研究の発展 

支援を受けた研究者が成果を挙げることができたかという点における評価。この場合の成果

には、論文・学会発表等の他、支援対象者から提出された研究報告等における成果事例、中間

評価・事後評価等における研究の進展状況やそれまでの研究成果に対する評価等も含まれる。 

   ○支援対象者の研究能力、地位、受けた評価などの向上 

特に若手研究者を対象とした事業における評価として、対象となる研究者が研究遂行能力を

向上させたか、あるいはより高いレベルの研究職へ就任したかなどの点において評価するもの。 

   ○社会的・国際的ニーズへの対応 

社会的要請の高い新たな学問領域における研究成果の発信、開発途上国の研究水準を高める

共同研究の支援など、明らかなニーズがある場合に、それに的確に対応した事業・業務が実施

されたかという点における評価。 

   ○優れた支援対象の選定 

申請手順の変更、審査・評価方式の改善などの結果として、より優れた課題等に対し支援を

行うことができたかという点における評価。 

   ○妥当性に関する評価の実施とその結果の資源配分への反映 

研究計画における経費等の妥当性についての評価を行い、その結果に基づき配分額の増減等、

適切な資源配分が行われたかという点における評価。 

   ○利用者に対するサービスの向上 

事務処理の向上、広報や情報の提供など一般的な行政サービスの向上の点における評価。    

なお、この観点に対する評価の指標としては、具体的なサービス向上の事例の他、アンケ     

ート等における満足度、利用者数（アクセス数、照会件数、参加者数等）の増減などが考     

えられる。 

○業務の質の向上 

職員の資質の向上によりもたらされた事務の効率化、組織改革による職員の能力の十分な活

用、学術システム研究センター研究員との協力による審査・評価業務の高度化、電子化による

事務処理の高度化・迅速化など、業務の質の改善の点における評価。 

○経費や利用した資源の節減 

事業・業務の効率化によりもたらされた経費の節減に加え、事務スペースや機器の効率的な

利用、紙媒体から電子媒体への移行にともなう事務の省力化・迅速化など、経費・資源の節減

に関する評価。 

 

  ７）独立行政法人日本学術振興会による自己点検評価 

    当該事業・業務にかかる自己点検評価の結果について包括的に記述するもの。 

29 29

343



 

 

（３）評価の基準 

   評価シートのうち、「１）．意義・必要性」における評点は、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃの 4 段階とし、

その基準については以下のとおりとする。 

   Ｓ ：事業・業務を行う意義・必要性が極めて高い。 

   Ａ ：事業・業務を行う意義・必要性が高い。 

   Ｂ ：事業・業務を行う意義・必要性は必ずしも高いとは言えないため、事業・業務の実施に

あたっては検討を加える必要がある。 

   Ｃ ：事業・業務を行う意義・必要性は認められない。 

   また、「４）．事業・業務の実施状況に関する評価（定性的評価）」、「５）．数値目標に   

対する評価（定量的評価）」、「６）．得られた成果に関する評価」の各評価項目における評   

点は、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃの 4 段階とし、その基準については以下のとおりとする。 

なお、この基準は、文部科学省所管独立行政法人評価委員会において決定された「文部科学省

所管独立行政法人の業務実績評価に係る基本方針」を基礎としている。 

   Ｓ ：特に優れた実績を上げている。 

   Ａ ：計画通り進んでいる。又は計画を上回り、中期計画を十分達成し得る可能性が高いと判

断される。 

   Ｂ ：計画通り進んでいるとは言えない面があるが、工夫若しくは努力によって、中期計画を

達成し得ると判断される。 

   Ｃ ：遅れている、又は、中期計画を達成し得ない可能性が高いと判断される。 

 

（４）全体評価（自己点検・外部評価） 

   平成 19 年度事業に係る全体評価の結果について、個別具体に記載する。また、今後の業務実

施に当たって留意すべき点などについても、記述する。 

 

８．中期目標期間終了後の評価手法の検討 

（１）評価の方針 

   中期計画に定められた各業務の項目毎に達成度の評定を実施し、これを踏まえて、中期計画の

項目毎に、その達成度につき段階的評価を行うこととする。 

   なお、評価の実施にあっては、年度評価の積み上げで十分対応可能と判断されることから、中  

期目標期間中に実施された評価の結果を「中期目標期間終了後の評価結果シート」に記載し、業

務の達成度を明確に示すこととする。  

 

 （２）各評価項目の評価基準 

    ① 段階的評定の区分については、次の考え方を基本とする。 

      Ｓ：特に優れた実績を上げた ※１ 

           Ａ：中期計画を十分に達成した 

      Ｂ：中期計画をおおむね達成した 

      Ｃ：中期計画は十分に達成されなかった 

      ※１ 業務の特性に応じて、適宜設定する。 

    ② 評定に当たっては、数値目標に関する評価項目について、定量的な指標を用いて客観的な評   

定基準を設定することを基本とする。また、定性的な計画に関する評定項目（自己点検・外部
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評価）については、定量的な指標を補完的に用いるなどにより、客観的な評定基準の設定に努

める。 

    ③ 複数の評価項目、指標を組み合わせて評定を行うことも可能とする。 

  ④ 客観的な評定基準を設定することが困難な項目については、別に協議し評定する。 

    なお、この基準は、文部科学省独立法人評価委員会において定められた方針「文部科学省所

管独立行政法人の業務実績評価に係る基本方針」を基礎としている。 

 

（３）全体評価（自己点検・外部評価） 

   中期目標期間に係る全体の評価結果について、個別具体に記載する。また、今後の業務実施に

当たって留意すべき点などについても、記述する。 

 

９．次年度以降における評価の考え方 

  本「評価手法について」は、平成 19 年度の評価手法を基に作成したものであるが、外部評価委

員会による評価及び文部科学省独立行政法人評価委員会の意見を参考に、更に検討を重ね、中期計

画に基づく事業・業務の遂行に対する評価の向上に努めることとしたい。 

 

 

【別記】 

 

備考：インプット、アウトプット、アウトカム、インパクトについて 

   インプット、アウトプット、アウトカム、インパクトについての考え方は、行政評価と研究開  

発評価とでは必ずしも同一ではないが、振興会は行政機関であると同時に研究支援機関である

ことから、行政評価、研究開発評価双方の考え方を取り入れ、以下により本評価を実施する。 

 

インプット：振興会が業務を実施するために投入された資源。 

アウトプット：振興会が業務を実施したことにより直接研究者等に及ぼされたモノやサービス。具体     

的には研究費の交付、奨励金の支給、研究者の派遣・招へい、シンポジウムや共同研究の     

開催・実施など 

アウトカム：振興会が業務を実施したことによる結果として研究者や研究活動等により及ぼされた効     

果。具体的には助成・支援対象者が行った研究の成果、支援を受けた特別研究員の研究職     

への就職、支援を受けた研究者の満足度など 

インパクト：振興会が実施した事業・業務の結果、直接の助成・支援対象者を超えて研究者コミュニ     

ティーや社会一般に及ぼされた影響。具体的には支援を行った研究の成果を踏まえた新た     

な研究の展開、人々の学術研究に対する関心の高まりなど 
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