
1
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「ナノ医療デバイス開発プロジェクト」
（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

年度 総数 中間評価 事後評価

平成13年度

平成14年度

３０件

３９件

２２件

１３件

８件

２６件

平成15年度 ５８件 ２９件 ２９件

2005/10/20

平成16年度 ５８件 ２９件 ２９件

（研究評価部主催）
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中間評価目的 2005/10/20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

2005/10/20

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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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。

2005/10/20
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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

2005/10/20

－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

Ｈ１７年１０月２０日

Ｈ１７年１２月末頃
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事業原簿 2005/10/20

事業原簿とは

– ＮＥＤＯで実施する事業について、事業毎にその全容について記述した文書であり、事
業推進部署が事業開始時に作成し、その後、事業進捗や社会情勢変化等に応じて適
時追記・修正等更新するものである。なお、事業原簿は、技術評価を実施する際の主
たる資料となるものである。

目次（案）
– 概要
– プログラム・プロジェクト基本計画
– プロジェクト用語集
– Ⅰ．事業の位置付け・必要性について
– １．ＮＥＤＯの関与の必要性・制度への適合性

– １．１ ＮＥＤＯが関与することの意義

– １．２ 実施の効果（費用対効果）

– ２．事業の背景・目的・位置付け

– Ⅱ．研究開発マネジメントについて
– １．事業の目標

– ２．事業の計画内容

– ２．１ 研究開発の内容

– ２．２ 研究開発の実施体制

– ２．３ 研究の運営管理

– ３．情勢変化への対応

– ４．中間評価結果への対応

– ５．評価に関する事項

– Ⅲ．研究開発成果について
– １．事業全体の成果

– ２．研究開発項目毎の成果

– Ⅳ．実用化、事業化の見通しについて
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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)波及効果

１．事業の目的・位置付け

(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

2005/10/20

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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評価の内容（案）

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）今後に関する提言

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、今後の提言等

2005/10/20

各論その他の評価項目を

踏まえ総合的に判断する
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個別研究テーマ 2005/2/4

中間評価対象個別テーマ

ナノ医療デバイス開発プロジェクト

個別テーマ

(1)がん検出用分光イメージング機構及び
内視鏡への組み込み技術の開発

(2)生体内光特性解析技術の開発

(3)生体内光学マーカー等の評価と探索
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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。 

2005/10/20

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

2005/10/20

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。
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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

2005/10/20
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評価の分担（案） 2005/10/20


