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参考４ 

 

 

産総研の平成２６年度評価及び第３期中期目標期間評価の方法について 

 

 

○評価項目とウエイト 

 

項  目 ウエイト 

Ⅰ．研究開発の成果の最

大化その他の業務の質

の向上に関する事項

（７０％） 

研究開発マネジメント ２０％ 

鉱工業の科学技術 ４０％ 

 グリーンイノベーション ２０％ 

ライフイノベーション １５％ 

先端的技術開発  ５％ 

地質の調査  ５％ 

計量の標準  ５％ 

Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項 １５％ 

Ⅲ．財務内容の改善に関する事項 １５％ 

各事項の評定を合算して算定される総合評定 １００％ 

 

○評定区分 

Ｓ：国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、人の活動によ

る成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、適正、

効果的かつ効率的な業務運営の下で「研究開発成果の最大化」に向けて

特に顕著な成果の創出や将来的な特別な成果の創出の期待等が認められ

る。  

 

Ａ：国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動に

よる成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、適

正、効果的かつ効率的な業務運営の下で「研究開発成果の最大化」に向

けて顕著な成果の創出や将来的な成果の創出の期待等が認められる。  

 

Ｂ：国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動に

よる成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、「研

究開発成果の最大化」に向けて成果の創出や将来的な成果の創出の期待

等が認められ、着実な業務運営がなされている。  

 

Ｃ：国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動に

よる成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、「研
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究開発成果の最大化」又は「適正、効果的かつ効率的な業務運営」に向

けてより一層の工夫、改善等が期待される。  

 

Ｄ：国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動に

よる成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、「研

究開発成果の最大化」又は「適正、効果的かつ効率的な業務運営」に向

けて抜本的な見直しを含め特段の工夫、改善等が求められる。 

 

○総合評定の方法 

・各評価項目の評定区分の点数は、Ｓ：５点、Ａ：４点、Ｂ：３点、Ｃ：２

点、Ｄ：１点とする。 

・各評価項目の評定の点数にウエイト付けを行い、その合計点が該当する次

の評定区分を総合評定とする。 

Ｓ：4.5＜Ｘ≦５ 

Ａ：3.5＜Ｘ≦4.5 

Ｂ：2.5＜Ｘ≦3.5 

Ｃ：1.5＜Ｘ≦2.5 

Ｄ：１≦Ｘ≦1.5 

 

 

（参考）平成２５年度実績評価までの評定区分 

 

ＡＡ：法人の実績について、質・量の両面において中期計画の達成に向けて

策定された年度計画を超えて特筆すべき優れたパフォーマンス を実

現 

Ａ：法人の実績について、質・量のどちらか一方において中期計画の達成

に向けて策定された年度計画を超えて優れたパフォーマンスを実現 

Ｂ：法人の実績について、質・量の両面において中期計画の達成に向けて

策定された年度計画を着実に達成 

Ｃ：法人の実績について、質・量のどちらか一方において中期計画の達成

に向けて策定された年度計画を未達、もしくは、法人の業務運営に当

たって問題となる事象が発生 

Ｄ：法人の実績について、質・量の両面において中期計画の達成に向けて

策定された年度計画を大幅に未達、もしくは、法人運営に当たって重

大な問題となる事象が発生 
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                             （別添） 

 

独立行政法人産業技術総合研究所の業務実績に関する評価基準 

 

平成２５年６月４日 

産業技術総合研究所部会 

 

独立行政法人産業技術総合研究所（以下「産総研」という。）の第三期中期

目標期間に関する業務の実績の評価については、以下のとおり行うこととする。 

 

Ⅰ．各事業年度に係る業務の実績に関する評価 

 １．基本的な考え方 

・ 各事業年度終了後、産総研の中期計画の実施状況を調査・分析し、業務の

実績の全体について総合的な評価を実施する。 

・ 部会は評価の実施に当たり、以下の事項に留意する。  

①法人の実施している業務と国の政策の方向性との整合性。 

②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。 

③法人の行う事務・事業の効率的かつ効果的実施。 

 

２．評価項目 

・ 評価項目は、産総研の中期計画を踏まえ、次のⅠ～Ⅲ（Ⅰの中の小項目を

含む）の６項目を基本とし、必要に応じⅣを追加する。 

Ⅰ．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事項。 

 Ⅰ－１．総論 1（研究開発マネジメント） 

 Ⅰ－２．別表１：鉱工業の科学技術 2（研究成果） 

 Ⅰ－３．別表２：地質の調査（研究成果） 

 Ⅰ－４．別表３：計量の標準 3（研究成果） 

Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項。 

Ⅲ．財務内容の改善に関する事項。 

Ⅳ．その他業務運営に関する重要事項。 

・ これらの項目の中で、法人に共通する業務運営に関する内容として、以下

                                                   
1 ただし、総論に記載されている個別研究開発の成果については、Ⅰ－２～Ⅰ－４で評価を行う。

なお、「被災者支援及び復旧対応に関する取組と法人のミッションとの関係、法人の業績低下

等と震災との関係を精査した厳格な評価を行う。 
2 ただし、「Ⅳ．イノベーションの実現を支える計測技術の開発、評価基盤の整備」を除く。 
3 ただし、別表１「Ⅳ．イノベーションの実現を支える計測技術の開発、評価基盤の整備」を含む。 
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の事項について、評価を必ず実施する。 

＜総論＞ 

 中期計画に加え、「独立行政法人の事務・事業見直しの基本方針（平

成 22年 12月 7日閣議決定）」等の政府方針を踏まえた取り組みが適

切になされているか。 

＜業務運営の効率化に関する事項＞ 

 業務の電子処理システムを高度化することにより、研究支援業務の効

率化が図られているか。 

 内部統制に係る取り組みが適切になされているか。 

 官民競争入札等の活用が進められているか。 

 一般競争入札の範囲の再検討等、適正な契約形態の選択が行われてい

るか。契約に関する情報公開は適切に実施されているか。 

 役職員の給与等の水準は適正か。 

＜財務内容の改善に関する事項＞ 

 保有資産は有効に活用されているか。 

 剰余金の適正化に向けた努力が行われているか。 

 

３．評価の基準及び方法 

（１）評価の指標 

・ 年度評価の実施にあたっては、表１に示す評価判定指標により評価を行う。 

表１：評価判定指標（年度評価） 

ＡＡ：法人の実績について、質・量の両面において中期計画の達成に向けて策定され

た年度計画を超えて特筆すべき優れたパフォーマンス を実現 

Ａ：法人の実績について、質・量のどちらか一方において中期計画の達成に向けて

策定された年度計画を超えて優れたパフォーマンスを実現 

Ｂ：法人の実績について、質・量の両面において中期計画の達成に向けて策定され

た年度計画を着実に達成 

Ｃ：法人の実績について、質・量のどちらか一方において中期計画の達成に向けて

策定された年度計画を未達、もしくは、法人の業務運営に当たって問題となる

事象が発生 

Ｄ：法人の実績について、質・量の両面において中期計画の達成に向けて策定され

た年度計画を大幅に未達、もしくは、法人運営に当たって重大な問題となる事

象が発生 

 

（２）総合的な評価の基準と方法 

・ 総合的な評価については、各評価項目の業績評価、達成状況を総合的に勘
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案して行う。 

・ 具体的には、各評価項目の業績評価（下記（３）を参照）を踏まえ、表２

に示すウエイト付けを行い、合算して算定される総合評定を計算する。（そ

の際、項目Ⅰ（別表１）の各細項目については、それぞれで評定を行い、

それを踏まえて、項目Ⅰ（別表１）としての評価を行うものとする。） 

 各項目の評定の点数は、ＡＡ：５点、Ａ：４点、Ｂ：３点、Ｃ：２点、

Ｄ：１点とする。 

 その上で、「各事項の評定を合算して算定される総合評定」として、

各項目の評定（Ⅰについては、小項目毎に算定した評定）の点数にウ

エイトを付けた加重平均で算定する（小数点第２位以下四捨五入）。 

 加重平均による点数をＸとすると、ＡＡ：4.5＜Ｘ≦５、Ａ：3.5＜Ｘ

≦4.5、Ｂ：2.5＜Ｘ≦3.5、Ｃ：1.5＜Ｘ≦2.5、Ｄ：１≦Ｘ≦1.5とす

る。 

表２：各評価項目とウエイト 

項  目 ウエイト 

Ⅰ．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

事項（７０％） 

総論 4１～５ ２０％ 

別表１5：鉱工業の科学技術 ４０％ 

 グリーンイノベーション【別表１・Ⅰ】 ２０％ 

ライフイノベーション【別表１・Ⅱ】 １５％ 

先端的技術開発【別表１・Ⅲ】  ５％ 

別表２：地質の調査  ５％ 

別表３6：計量の標準  ５％ 

Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項 １５％ 

Ⅲ．財務内容の改善に関する事項 １５％ 

Ⅳ．その他業務運営に関する重要事項  ０％ 

各事項の評定を合算して算定される総合評定 １００％ 

 

・ 以上の算定される総合評定を踏まえ、最終的に総合評定を決定する。 

 その際、評価値とともにその評価を出すに至った背景や理由について

も明示する。 

 なお、機械的に算定される総合評定と異なる評定を行う場合には、そ

の理由を合理的に説明する。 

                                                   
4 ただし、総論に記載されている個別研究開発の成果については、Ⅰ－２～Ⅰ－４で評価を行う。 
5 ただし、「Ⅳ．イノベーションの実現を支える計測技術の開発、評価基盤の整備」を除く。 
6 ただし、別表１「Ⅳ．イノベーションの実現を支える計測技術の開発、評価基盤の整備」を含む。 
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（３）項目別業績評価の基準及び方法 

 ＜共通事項＞ 

・ 中期目標上の各項目の業績評価については、中期計画の対応する項目に掲

げられる具体的取り組み内容の達成状況を勘案しつつ総合的に判断し、上

記同様、上記表１の評価判定指標により行う。 

・ その際には、次の事項を考慮する。 

 項目別業績評価、達成状況の判断に当たっては、評価値とともにその

評価を出すに至った背景や理由についても明示する。 

 中期計画に掲げられる具体的取り組み内容に対するもののみならず、

当該項目の評価材料となり得るものがある場合にはこれらを積極的

に勘案する。 

 達成状況の判断に当たっては、研究開発活動の特質にも配慮しつつ、

当該実績となった背景（外的要因か内的要因の別等）についても考慮

する。 

 単なる達成の度合いのみならず、研究の展開、プロセスや質的な側面

も重要な視点とする。 

 

＜中期目標上の各項目の評価の基準の詳細＞ 

・ 中期目標上の各項目の評価にあたっては、以下の視点を踏まえて、評価を

行う。 

Ⅰ．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事項 

 第２期中期目標期間等との比較における業務の質の向上の状況。 

 個々の研究開発課題等に係る業績の評価・達成状況の判断については、

研究の特性を念頭におきつつ、単に研究上の業績だけではなく、産学

との連携及び成果の外部への普及・活用への取り組み、度合いについ

ても考慮する。 

 予期せぬ社会情勢の変化への対応等のために、個別の研究活動を変

更・中止するなどの対応については、積極的に考慮するものとする。 

 研究評価にあたっては、第２期同様、産総研の自己評価（ユニット評

価）の結果を、部会が行う評価の参考データとして活用する。 

 また、研究成果に対する評価については、これまで産総研が実施して

きている「アウトカムの視点からの評価」についても考慮する。 

Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項 

 第２期中期目標期間等と比較における業務運営の効率化の状況。ただ

し、比較に際しては、新たに発生する業務の存在については十分考慮
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するものとする。 

 国の業務運営の効率化、他の機関の業務運営の効率化の平均的な水準

との比較。 

Ⅲ．財務内容の改善に関する事項 

 第２期中期目標期間等との比較における財務内容との比較。 

 他の類似の研究開発機関における財務内容の改善との比較。 

 公的研究開発機関の意義を踏まえつつ、保有資産・知的資産の活用や、

外部資金の導入等への取り組みについて考慮する。 

 

４．その他 

・ 業務実績評価の各評価事項において、法人の業務運営に当たって問題とな

る事象が発生している場合には、その内容について評価書に記載するとと

もに、必ず評価の対象に加えることとする。 

 

 

Ⅱ．第３期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価 

１．基本的な考え方 

・ 中期目標期間終了後、産総研の中期目標の達成状況を調査・分析し、業務

の実績について総合的な評定を実施する。 

・ 部会は評価の実施にあたり、以下の事項に留意する。 

①各年度の評価結果。 

②中期目標の意図するアウトカムの実現状況。 

③アウトカムに至る進捗状況。 

④次期中期目標期間における業務運営の改善に資する課題の抽出。 

 

２．評価項目 

・ 評価項目は、次のⅠ～Ⅲ（Ⅰの中の小項目を含む）の６項目を基本とし、

必要に応じⅣを追加する。 

Ⅰ．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事項。 

 Ⅰ－１．総論 7（研究開発マネジメント） 

 Ⅰ－２．別表１：鉱工業の科学技術 8（研究成果） 

 Ⅰ－３．別表２：地質の調査（研究成果） 

 Ⅰ－４．別表３：計量の標準 9（研究成果） 

                                                   
7 ただし、総論に記載されている個別研究開発の成果については、①－２～①－４で評価を行う。 
8 ただし、「Ⅳ．イノベーションの実現を支える計測技術の開発、評価基盤の整備」を除く。 
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Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項。 

Ⅲ．財務内容の改善に関する事項。 

Ⅳ．その他業務運営に関する重要事項。 

     

 ３．評価の基準及び方法 

（１）評価の指標 

・ 中期目標期間の評価については、以下の表３の評価判定指標により行う。 

表３：評価判定指標（中期目標期間評価） 

ＡＡ：法人の実績について、質・量の両面において中期目標を超えた極めて優れたパ

フォーマンスを実現 

Ａ：法人の実績について、質・量のどちらか一方において中期目標を超えて優れた

パフォーマンスを実現 

Ｂ：法人の実績について、質・量の両面において着実に中期目標を達成 

Ｃ：法人の実績について、質・量のどちらか一方において中期目標を未達、もしく

は、法人の業務運営に当たって問題となる事象が発生 

Ｄ：法人の実績について、質・量の両面において中期目標を大幅に未達もしくは、

法人の業務運営に当たって重大な問題となる事象が発生 

 

（２）各項目及び総合的な評価の基準及び方法 

・ 中期目標期間に係る中期目標上の各項目の評価は、当該中期目標期間内の

当該項目の年度評価結果の平均を基礎とし、アウトカムの実現・進捗状況

や中期目標期間全体の視点で行った評価結果等を踏まえ、これを反映すべ

き特段の事情がある時は客観的理由を付して行う。 

・ 中期目標期間評価の総合評価は、各事業年度に係る評価と同様の方式で、

各項目の評定にウエイト付けを行い、各項目の評定を合算して計算するこ

とを基本とし、アウトカムの実現・進捗状況や中期目標期間全体の視点で

行った評価結果等を踏まえ、これを反映すべき特段の事情がある時は客観

的理由を付して行う。 

 

 ４．その他 

・ 中期目標期間業務実績評価の各評価事項において、法人の業務運営に当た

って問題となる事象が発生している場合には、その内容について評価書に

記載するとともに、必ず評価の対象に加えることとする。 

 

                                                                                                                                                     
9 ただし、別表１「Ⅳ．イノベーションの実現を支える計測技術の開発、評価基盤の整備」を含む。 


