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中間評価概要説明資料

評価委員会

「次世代DDS型悪性腫瘍治療システム

／中性子捕捉療法」 自主中間評価

評価の実施方法について

独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構

バイオテクノロジー･医療技術開発部

2006/12/21

【資料3-4】 「次世代DDS型悪性腫瘍治療
システム／中性子捕捉療法」

（自主中間評価） 評価委員会
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ＮＥＤＯにおける研究評価

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）

経済産業省技術評価指針（平成14年4月経済産業省告示第167号）

評価の開始－平成１３年度～

評価の実績

2006/12/21

５６件（予定）６件（予定）６２件（予定）平成１８年度

１５件６件２１件平成１７年度

３０件２９件５９件平成１６年度

２９件２９件５８件平成１５年度

２７件１３件４０件平成１４年度

９件３０件３９件平成１３年度

事後評価中間評価総数年度
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中間評価目的 2006/12/21中間評価目的

◆事前評価 ： プロジェクト立案の判断のため実施。

経済産業省およびプロジェクト推進部門が実施。

◆中間評価 ： 研究期間が５年以上のプロジェクトについて、

中間年（３年目程度）に実施。ただし、必要と認め
る場合は、予定していた時期に係わらず実施。
目標達成度の把握、テーマの継続・拡大・縮小・
中止等の資源判断及び改善、見直しに資する。

◆事後評価 ： プロジェクトの終了直後（終了年の翌年）に実施。

評価結果を以後のプロジェクトの企画、運営管理
に反映。

◆追跡評価 ： プロジェクト終了の数年後に実施。研究成果の

社会への貢献について評価。
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評価実施体制

NEDO中間評価

– ５年以上のプロジェクトに関する中
間評価は研究評価部が主催し、評
価事務局を担当

– 本ＰＪは事業推進部室であるバイオ
テクノロジー･医療技術開発部が主
催し、評価事務局を担当

評価委員会

– プロジェクトの説明・質疑応答を通じ
て実質的議論の場

– 評価報告書（案）の作成

評価報告書の取扱い

– 国民へ広く公開

– 経済産業省へ報告
NEDOバイオテクノロジー･医療技術開発部評価事務局

実施者及びNEDOバイオテクノロジー･医療

技術開発部（事業推進部室）
被評価者

外部評価者（事業の目的や態様に則した専
門家や、経済的・社会的ニーズに基づいて
指摘できる有識者等）

評価者

2006/12/21

基本理念；透明性確保、中立性確保、継続性確保、実効性確保

企画調整部

評価報告書報告

推進部室

実施者
プロジェクトの説明

国 民

評価報告書公開
ＮＥＤＯ

・PJの説明・質疑応答

・評価報告書(案)

審議・確定

評価委員会
バイオテクノロジー･医療技術開発部

事務局
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☆☆基本原則基本原則

１．透明性の確保
– 評価結果のみならず評価方法及び評価結果の反映状況を可能な限り被評価者及び社会に公表す

る。なお、評価結果については可能な限り計量的な指標で示すものとする。
– ２．明示性の確保
– 可能な限り被評価者と評価者の討議を奨励する。
– ３．実効性の確保
– 資源配分及び自己改革に反映しやすい評価方法を採用する。

– ４．中立性の確保
– 可能な限り外部評価又は第三者評価のいずれかによって行う。

– ５．効率性に留意

研究開発等の必要な書類の整備及び不必要な評価作業の重複の排除等に努める。

☆その他の留意事項
１．機密保持
– 評価委員の職務にあったものは、審議の内容やその他、その職務において知り得た情報を漏らし、ま

たは盗用してはならない。

２．柔軟性の確保
– 社会情勢の変化やプロジェクトの特性によって、適正な評価手法を採るべきであり、プロジェクトごとに

評価項目・評価基準等を設定することができる。

３．コスト合理性の確保
– 評価用資料作成の作業負担を軽減し、評価にかかる作業を効率化するために、被評価者があらかじ

め事業原簿を整理しておくことにより、評価に伴う負担の集中を回避する。

評価の基本原則と留意事項 2006/12/21
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中間評価結果の反映

 

Plan（企画）

企画・公募・選定 

Do（運営）

プロジェクト 
マネジメント 

See（評価）

技術評価

最適な 
プロジェクト運営 

評価結果を次年度からの計画に反映（継続是非、基本計画の
変更、予算の変更）

類似プロジェクトにおける企画立案・運営管理 に反映させ
る。

反映状況等については、NEDO内外に周知する。

2006/12/21
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評価フロー

評価フロー

評価委員会は１回
•概要説明（公開）

•詳細説明（知財保護の観点から非公開可）

評価報告書（案）
・十分な議論

・評価書の確定は評価委員会

2006/12/21

－評価者と被評価者は対等の立場－

評価ｺﾒﾝﾄ

取り纏め
（事務局）

評価報告書（案）完
成

・評価概要
・評価・評点
・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ概要
・評価説明
・参考資料

実施者

事実誤認、補足説明の
意見書提出

意見反映

ｺﾒﾝﾄ改訂
（必要に応じ）

事業原簿等
資料の配付

（事務局）

評価委員会

事業の把握
質議応答

実施者

追加資料提出
（必要に応じ）

実施者

事業説明

評価ｺﾒﾝﾄ

作成

;評価委員の作業

;実施者の作業

評価結果

確認

Ｈ１８年１２月２１日

Ｈ１９年１月末頃
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評価項目・評価基準（案）

３．研究開発成果

(1)目標の達成度

(2)成果の意義

(3)特許の取得

(4)論文発表、成果の普及

４．実用化・事業化の見通し
(1)成果の実用化可能性

(2)事業化までのシナリオ

(3）波及効果

１．事業の位置付け・必要性

(1)ＮＥＤＯの事業としての妥当性

(2)事業目的の妥当性

２．研究開発マネジメント

(1)研究開発目標の妥当性

(2)研究開発計画の妥当性

(3)研究開発実施者の事業体制の

妥当性

(4)情勢変化への対応等

2006/12/21

以下に示す４つの評価軸に対して標準的な評価項目・評価基準を設定

評価軸

評価項目
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評価内容

１．プロジェクト全体に関する評価

１-１ 総論

１）総合評価

２）今後に対する提言

１-２ 各論

１）事業の位置付け・必要性

２）研究開発マネジメント

３）研究開発成果

４）実用化、事業化の見通し

２．個別テーマに関する評価

成果に関する評価、実用化の見通し、今後に対する提言等

各論、個別テーマに関

する評価を踏まえ総合

的に評価

各論、個別テーマに関

する評価を踏まえ総合

的に評価

４つの評価軸４つの評価軸

2006/12/21
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個別研究テーマ 2006/12/21

中間評価対象個別テーマ

次世代DDS型悪性腫瘍治療システム／中性子捕捉療法

個別テーマ

A．加速器中性子源の開発

B／C．ホウ素DDS製剤の開発

Ｄ．治療計画システム・線量測定システムの開発
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評価コメント票

３）研究開発成果について 

 

【評価委員コメント欄】 

＜肯定的意見＞ 

 

＜問題点・改善すべき点＞ 

 

＜その他＞ 

 

単に妥当である、評価できるというコメントではなく、可能な

限りその理由を記述願います。 

2006/12/21

評価コメントの記入例

目標の達成度 成果の意義

特許の取得 論文発表等の

評価項目について
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評点法

(1)事業の位置付・必要性について

<判定基準>

・非常に重要（優） →Ａ

・重要（良） →Ｂ

・概ね妥当（可） →Ｃ

・妥当性がない又は失われた（不可）→Ｄ

(2)研究開発マネジメントについて

<判定基準>

・非常によい（優） →Ａ

・よい（良） →Ｂ

・概ね適切（可） →Ｃ

・適切とはいえない（不可） →Ｄ

(3)研究開発成果について

<判定基準>

・非常によい（優） →Ａ

・よい（良） →Ｂ

・概ね妥当（可） →Ｃ

・妥当とはいえない（不可） →Ｄ

(4)実用化（事業化）の見通しについて

<判定基準>

・明確に実現可能なプランあり（優） →Ａ

・実現可能なプランあり（良） →Ｂ

・概ね実現可能なプランあり（可） →Ｃ

・見通しが不明（不可） →Ｄ

2006/12/21

４つの評価軸に対し、A，B，C，Dの４段階の評点付けをする。



13

評点結果（例）

A=3，B=2，C=1，D=0として数値に換算。 最終的に各委員の評点を平均して
表す。

1.4

2.1

1.9

2.6

0.0 1.0 2.0 3.0

４．実用化・事業化の見通し

３．研究開発成果

２．研究開発マネジメント

１．事業の位置付け・必要性

平均値

2006/12/21
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評価の分担（案） 2006/12/21


