
（別添２）

レギュラトリーサイエンス新技術開発事業評価実施規程

第１ 評価委員会の設置等

１ 評価委員会の設置

レギュラトリーサイエンス新技術開発事業（以下「本事業」という。）において、「レ

ギュラトリーサイエンス新技術開発事業の実施について」第７の４に定める研究課題の

評価を実施するため、農林水産省消費・安全局に「レギュラトリーサイエンス新技術開

発事業評価委員会」（以下「評価委員会」という。）を設置する。

２ 評価体制

評価委員会は、次の条件を満たす者で農林水産省消費・安全局長が評価委員会の委員

として委嘱する外部専門家のほか、農林水産省消費・安全局担当官により構成する。

（ア）本事業で実施する研究課題を評価するための十分な能力を有し、かつ公正な立場

から評価を行うことができる者であること。

（イ）その氏名、所属及び研究論文等の実績並びにその者が行う評価結果の内容の公表

についてあらかじめ同意している者であること。

３ 評価委員会の委員の任務等

ア 評価委員会の委員は、農林水産省消費・安全局長が評価を依頼した研究課題につい

て評価するものとする。ただし、評価に当たっては、公正で透明な評価を行う観点か

ら、原則として利害関係者が加わらないようにするとともに、利害関係者が加わる場

合には、その理由を明確にする。

イ 利害関係者の範囲は、次の（ア）から（キ）に定めるとおりとする。

（ア）当該研究課題の中で研究課題担当者となっている場合。

（イ）当該研究課題の研究課題担当者と、同一の民間企業又は大学、独立行政法人等の

研究機関における同一の学科、研究所等に所属する場合。

（ウ）当該研究課題の研究課題担当者と親族関係にある場合。

（エ）当該研究課題の研究課題担当者と直接的な競争関係にある場合。

（オ）当該研究課題の研究課題担当者と緊密な共同研究を行う関係にある場合。

（カ）当該研究課題の研究課題担当者と密接な師弟関係もしくは直接的な雇用関係にあ

る場合。

（キ）その他、農林水産省消費・安全局長が公正な判断を行うに当たって適当ではない

と判断した場合。

ウ 評価委員会の委員は、研究課題の評価により知り得た情報について、農林水産省消

費・安全局長が認める場合を除き、外部に漏らし、又は自身の研究に利用してはなら

ない。

第２ 評価の方法等

１ 評価の対象

中間評価は３年の研究期間を有する研究課題を対象とする。事後評価は研究期間が終

了する研究課題を対象とする。

２ 評価の実施時期

中間評価については、原則として研究開始年度の翌年度に実施するものとする。



ただし、「レギュラトリーサイエンス新技術開発事業の実施について」第７の２に定

めるチーム長が運営チームの意見を聴いた上で必要と認めたときは、中間評価の実施時

期の変更等評価に係る弾力的な運営を行うことができるものとする。

また、事後評価は研究実施期間終了後に速やかに実施するものとする。

（１）中間評価

ア 農林水産省消費・安全局長は、中間評価の対象となる研究課題を評価委員会の委

員に通知し、中間評価を実施するものとする。

イ 中間評価の対象となる研究課題に係る研究機関（複数の研究機関が共同で研究を

行う場合は中核機関。以下「中核機関等」という。）は、あらかじめ評価時点にお

ける別紙１の研究成果報告書を作成し、農林水産省消費・安全局長に提出するもの

とする。

ウ 評価委員会の委員は、研究成果報告書に基づき、別紙２の評価票を作成するもの

とする。

エ この際の評価項目及び評価基準は、別表１のとおりとする。

（２）事後評価

事後評価の評価の方法は、中間評価に準じるものとする。この際、研究成果報告書

及び評価票は、それぞれ別紙１及び別紙３を用いるものとし、評価項目及び評価基準

は、別表２のとおりとする。

第３ 評価結果に基づく対応措置及び反映

１ 農林水産省消費・安全局長は、第２の評価結果に基づき、中間評価にあっては研究計

画の変更又は中止等、事後評価にあっては成果の活用等の所要の対応措置を決定する。

この際、必要に応じ評価委員会の委員の意見を聴くことができる。

２ 農林水産省消費・安全局長は、１の決定を行った場合には、中核機関等に、実施した

研究課題に係る決定結果を通知するとともに、中核機関等の要請に応じて、その理由に

ついて説明するものとする。

３ 農林水産省消費・安全局長は、１の決定に基づき、予算への反映等必要な手続を行う

ものとする。

第４ 評価結果の公表

農林水産省消費・安全局は、第３の決定結果について、知的財産権等に十分配慮した

上で、農林水産省ホームページ等で公表する。



別表１ 中間評価 評価項目、評価基準

評価項目 評 価 基 準

Ⅰ．研究の進 １．計画のとおり、研究が進行してい Ａ：想定以上に進行している

捗状況 るか。 Ｂ：想定のとおり順調に進行し

ている

Ｃ：遅れている

Ⅱ．研究成果 １．現場（生産、加工、流通、検査機 Ａ：活用できる

関等）において活用できるか。 Ｂ：概ね活用できる

Ｃ：活用できない

２．十分な新規性、先導性があるか。 Ａ：十分である

Ｂ：概ね十分である

Ｃ：十分でない

Ⅲ．予算執行 １．予算は適切に執行されているか。 Ａ：適切である

（人件費が過大でないか、不要な機 Ｂ：概ね適切である

器の購入がないか等） Ｃ：適切でない

Ⅳ．行政との １．研究推進会議等を通して運営チー Ａ：十分な連携がとれている

連携 ムと十分な連携がとれているか。 Ｂ：概ね連携がとれている

Ｃ：連携できていない

２．必要に応じて研究計画の見直しが Ａ：適切に行われている

適切に行われているか。 Ｂ：概ね適切に行われている

Ｃ：適切に行われていない

（研究計画を見直す必要がなか

った場合は「Ａ」とする）

総括評価基準

上記を踏まえ、総合的な評価として、次の三段階で評価を行う。

Ａ：引き続き行政と連携し、継続して研究を実施することが妥当である。

Ｂ：行政と連携して研究計画を見直し、研究を実施することが妥当である。

Ｃ：研究計画を見直しても目標を達成できる見込みが低いことから、研究課題を中止す

ることが妥当である。



別表２ 事後評価 評価項目、評価基準

評価項目 評 価 基 準

Ⅰ．研究の進 １．研究目標を達成したか。 Ａ：達成した

捗状況 Ｂ：概ね達成した

Ｃ：達成できなかった

Ⅱ．研究成果 １．現場（生産、加工、流通、検査機 Ａ：活用できる

関等）において活用できるか。 Ｂ：概ね活用できる

Ｃ：活用できない

２．十分な新規性、先導性があるか。 Ａ：十分である

Ｂ：概ね十分である

Ｃ：十分でない

Ⅲ．予算執行 １．予算は適切に執行されたか。 Ａ：適切であった

（人件費が過大でないか、不要な機 Ｂ：概ね適切であった

器の購入がないか等） Ｃ：適切でなかった

Ⅳ．行政との １．研究推進会議等を通して運営チー Ａ：十分な連携がとれていた

連携 ムと十分な連携がとれていたか。 Ｂ：概ね連携がとれていた

Ｃ：連携できていなかった

２．必要に応じて研究計画の見直しが Ａ：適切に行われた

適切に行われたか。 Ｂ：概ね適切に行われた

Ｃ：適切に行われていなかった

（研究計画を見直す必要がなか

った場合は「Ａ」とする）

総括評価基準

上記を踏まえ、総合的な評価として、次の三段階で評価を行う。

Ａ：目標以上の成果をあげた。

Ｂ：概ね目標を達成した。

Ｃ：目標の達成は不十分であった。



別紙１

研究成果報告書

研究課題名

研究総括者名

１．研究目的

２．研究内容（研究推進会議で研究計画が変更された場合は、具体的修正箇所

を記載）

３．研究推進会議の開催状況（当該会議における主なやり取りも添付）

４．成果の概要

５．成果の発表（主要な論文、取得した（申請中の）特許等を記述）

６．目的の達成にあたっての現時点での問題点等

７．次年度の研究計画案（注：事後評価の場合は不要）

＜研究総括者の自己評価＞

項 目 評 価 結 果

研究内容の進捗状 全 体 Ａ：順調 Ｂ：概ね順調 Ｃ：遅れている

況

研 Ａ：順調 Ｂ：概ね順調 Ｃ：遅れている

究 Ａ：順調 Ｂ：概ね順調 Ｃ：遅れている

小 Ａ：順調 Ｂ：概ね順調 Ｃ：遅れている

課 Ａ：順調 Ｂ：概ね順調 Ｃ：遅れている

題 Ａ：順調 Ｂ：概ね順調 Ｃ：遅れている

自己評価コメント



別紙２ 中間評価

評価票

評価委員名

研 究 課 題 名

研 究 総 括 者 名

評価項目 評 価 基 準 コメント

Ⅰ．研究の進 １．計画のとおり、研究が進行 Ａ：想定以上に進行している

捗状況 しているか。 Ｂ：想定のとおり順調に進行

している

Ｃ：遅れている

Ⅱ．研究成果 １．現場（生産、加工、流通、 Ａ：活用できる

検査機関等）において活用 Ｂ：概ね活用できる

できるか。 Ｃ：活用できない

２．十分な新規性、先導性があ Ａ：十分である

るか。 Ｂ：概ね十分である

Ｃ：十分でない

Ⅲ．予算執行 １．予算は適切に執行されてい Ａ：適切である

るか。（人件費が過大でな Ｂ：概ね適切である

いか、不要な機器の購入が Ｃ：適切でない

ないか等）

Ⅳ．行政との １．研究推進会議等を通して運 Ａ：十分な連携がとれている

連携 営チームと十分な連携がと Ｂ：概ね連携がとれている

れているか。 Ｃ：連携できていない

２．必要に応じて研究計画の見 Ａ：適切に行われている

直しが適切に行われている Ｂ：概ね適切に行われている

か。 Ｃ：適切に行われていない

（研究計画を見直す必要がな

かった場合は「Ａ」とする）

総括評価基準

上記を踏まえ、総合的な評価として、次の三段階で評価を行う。

Ａ：引き続き行政と連携し、継続して研究を実施することが妥当である。

Ｂ：行政と連携して研究計画を見直し、研究を実施することが妥当である。

Ｃ：研究計画を見直しても目標を達成できる見込みが低いことから、研究課

題を中止することが妥当である。



別紙３ 事後評価

評価票

評価委員名

研 究 課 題 名

研 究 総 括 者 名

評価項目 評 価 基 準 コメント

Ⅰ．研究の進 １．研究目標を達成したか。 Ａ：達成した

捗状況 Ｂ：概ね達成した

Ｃ：達成できなかった

Ⅱ．研究成果 １．現場（生産、加工、流通、 Ａ：活用できる

検査機関等）において活用 Ｂ：概ね活用できる

できるか。 Ｃ：活用できない

２．十分な新規性、先導性があ Ａ：十分である

るか。 Ｂ：概ね十分である

Ｃ：十分でない

Ⅲ．予算執行 １．予算は適切に執行されたか。Ａ：適切であった

（人件費が過大でないか、不 Ｂ：概ね適切であった

要な機器の購入がないか等） Ｃ：適切でなかった

Ⅳ．行政との １．研究推進会議等を通して運 Ａ：十分な連携がとれていた

連携 営チームと十分な連携がと Ｂ：概ね連携がとれていた

れていたか。 Ｃ：連携できていなかった

２．必要に応じて研究計画の見 Ａ：適切に行われた

直しが適切に行われたか。 Ｂ：概ね適切に行われた

Ｃ：適切に行われていなかっ

た

（研究計画を見直す必要がな

かった場合は「Ａ」とする）

総括評価基準

上記を踏まえ、総合的な評価として、次の三段階で評価を行う。

Ａ：目標以上の成果をあげた。

Ｂ：概ね目標を達成した。

Ｃ：目標の達成は不十分であった。
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