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環境研究総合推進費令和５年度中間・事後評価要領 

（独）環境再生保全機構環境研究総合推進部 
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Ⅰ．中間・事後評価全般について

１．評価者 

(1) 評価実施主体と評価者 

（独）環境再生保全機構（以下「機構」という。）は、「環境研究総合推進業務実施要領（平成

28年９月30日細則第23号）」及び「環境研究総合推進業務に係る研究課題評価実施細則（平成

28年９月30日細則第24号）」に基づき、環境研究推進委員会（以下「推進委員会」という。）

による調査審議を経て、中間・事後評価を行う。 

中間・事後評価は、推進委員会の下の研究部会が実施し、研究部会の委員が評価者となる。な

お、ヒアリング評価においては、評価者として環境省担当者を加えることとする。 

(2) 利害関係者の排除 

評価者が評価対象の研究課題に対し利害関係を有する場合は、当該研究課題に対する評価を

棄権する。 

利害関係がある場合とは、次の場合をいう。 

①当該研究課題の研究代表者または研究分担者と直接の上司・部下の関係にある又は過去３年

以内にあった場合 

②当該研究課題の研究代表者の所属する機関において、大学における学部長、独立行政法人（国

立研究開発法人含む）における領域長等の役職に就いている場合 

③評価者自らが研究代表者、研究分担者、研究協力者、アドバイザー※等として、当該研究課題

に参画している場合 

④当該研究課題の研究代表者と血縁関係にある場合（親子・兄弟ほか、社会通念上の親戚づきあ

いがある場合） 

⑤当該研究課題の研究代表者の学位取得時の指導教官であった場合等、密接な師弟関係にある

場合 

⑥当該研究課題の研究代表者または研究分担者と過去３年以内に緊密な共同研究（例えば、共同

プロジェクトの遂行、共著研究論文の執筆など、同じ研究グループにおける研究活動）を行っ

ていた場合 

 ※研究推進のために研究代表者が開催する「アドバイザリーボード会合」におけるアドバイザ

ーとする。 

(3) 守秘義務 

評価者は、研究課題の評価に関して知ることのできた個人情報、企業秘密及び研究課題に係る

未公表の情報を漏らし、又は盗用してはならない。 
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２．評価の概要 

(1) 目的等 

 【中間評価】 

  ○研究期間が３年間以上で、本年度が研究の中間年に当たる研究課題について、情勢の変化

及び進捗状況等を把握し、研究の加速、中断又は中止を含めた計画変更の要否の確認等に資

することを目的とする。 

  ○書面評価又はヒアリング評価を実施する。その際、中間研究成果報告書等を評価の対象と

する。なお、研究区分ごとの評価方法は、以下のとおりとする。 

研究区分 評価方法 

環境問題対応型研究（技術実証型含む） 

書面評価 次世代事業 

革新型研究開発（若手枠） 

戦略的研究開発（Ⅰ） ヒアリング評価 

戦略的研究開発（Ⅱ） 書面評価 

 【事後評価】 

  ○前年度で終了した研究課題を対象とし、目標の達成状況、成果の内容等を把握し、その後

の研究発展への活用等に資することを目的とする。 

  ○令和４年度で終了する研究課題については、全ての研究区分においてヒアリング評価を実

施する。その際、終了研究成果報告書等を評価の対象とする。なお、令和５年度以降で終了

する研究課題については、革新型研究開発（若手枠）において書面評価、その他の研究区分

においてヒアリング評価を実施する。評価方法は、以下のとおりとする。 

研究区分 
評価方法 

（令和４年度終了の場合）

評価方法 

（令和５年度以降終了の場合）

環境問題対応型研究（技

術実証型含む） 

ヒアリング評価 

ヒアリング評価 

次世代事業 

革新型研究開発（若手

枠） 
書面評価 

戦略的研究開発（Ⅰ） 
ヒアリング評価 

戦略的研究開発（Ⅱ） 
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(2) 評価の観点と評価方法 

「国の研究開発評価に関する大綱的指針（平成 28 年 12 月 21 日内閣総理大臣決定）」及び

「環境省研究開発評価指針（平成29年７月14日総合環境政策統括官決定）」に基づき、「必要

性」（環境行政上の意義、科学的・技術的意義等）、「有効性」（環境問題の解明・解決、環境政

策・施策の企画立案・実施等に対する効果等）、「効率性」（計画・実施体制の妥当性、目標・

達成管理の妥当性、費用構造や費用対効果の妥当性、研究開発の手段やアプローチの妥当性等）

の観点から評価を実施する。あらかじめ研究開発分野ごとの特性に応じて、具体的かつ明確で

判定しやすい研究目標（できる限り数値化）を設定し、評価の基礎とする。 

研究目標及び研究計画に照らした進捗状況・達成状況を、研究実施者による自己点検結果等

も活用し、総合評価を行う。 

(3) 評価結果の公表と反映 

 評価過程は、非公表とする。 

評価委員については、次年度の新規課題採択の公表とあわせ、推進委員会（各研究部会を含

む。）の委員名を公表する。 

評価結果は、各研究部会終了後、推進委員会における検討の後、機構において決定し、環境

省が設置する環境研究企画委員会に報告する。また、被評価者に通知するとともに、機構ウェ

ブサイトにて公表する。 

なお、中間評価結果における研究経費の妥当性に関する評価結果は、次年度以降の研究費に

反映させる。また、中間評価結果に基づき、今後の研究計画の妥当性について確認し、必要に

応じて研究計画の変更、経費の増減額、研究開発の中止等の措置を講じる。 
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Ⅱ．評価の観点と評価方法等について 

１．評価項目と採点方法 

(1)研究目標の達成状況 

研究計画で設定したアウトプット目標に対する進捗・達成状況を評価することにより、総合評

価の基礎とする。その際、成果報告書に記載されている論文数や特許の出願件数なども参考にす

る。 

なお、評価対象は、事前審査において、必要性の観点（環境行政上の意義や科学的・技術的意

義）から十分に実施価値があると判断・採択され、実施された研究課題であることを踏まえ、研

究目標に対する進捗・達成状況を評価することにより、必要性の観点の評価とする。 

挑戦的・意欲的な目標を設定し、困難度の高い研究を実施していると認められる場合には、加

点する。 

中間評価では「計画通りに進捗しているか」、事後評価では「期待通りの研究成果があがって

いるか」について評価する。 

【目標達成度】 

研究計画で設定したアウトプット目標に対する進捗・達成状況について、１００点を評

価の基準とし、研究の進捗・達成状況によって０点～１２０点の範囲で評価する。 

研究の進捗・達成状況 
点数の目安 

中間評価 事後評価 

計画以上の進展があり、目標を

上回る成果が期待できる。 

目標を上回り、当初期待以上

の成果をあげた。 
１０１～１２０点

計画と同等の取組が行われ、目

標通りの成果が期待できる。 

目標を達成し、当初期待通り

の成果をあげた。 
１００点

概ね計画通り進展しており、目

標通りの成果が期待できる。 

目標を概ね達成し、ほぼ期待

通りの成果をあげた。 
 ８１～９９点

計画の進捗に問題があるもの

の、概ね許容できる成果が期待

できる。 

目標にはやや及ばない成果し

かあげられなかったが、概ね

許容できる範囲であった。 

６１～８０点

計画の進捗に大きな問題があ

る。 

目標に大きく及ばない成果し

かあげられず、不満の残る状

況であった。 

４１～６０点

計画を進捗できる見込みがな

い。 

意義のある成果がほとんど得

られなった。 
４０点以下
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【目標困難度】 

研究目標の設定レベルについて、１０点を評価の基準とし、挑戦的・意欲的で達成困難

なものであるか、容易に達成可能なものであるかの状況によって、０点～２０点の範囲で

評価する。 

目標の設定状況 点数の目安 

挑戦的・意欲的であり、達成が困難な研究目標が設定されている。 １１～２０点

一定の困難度があり、適正な研究目標が設定されている。 １０点

容易な研究目標が設定されている。 ０～９点

(2)研究成果のアウトカム 

研究のアウトプットとして得られた成果が、今後の環境行政にどのように貢献することがで

きるか、その他一般社会に対して社会的・経済的にどのような効果をもたらすことができるか、

というアウトカムの観点から、研究着手後の環境政策の動向等の変化も考慮して、有効性の観点

の評価とする。その際、研究計画においてアウトカム目標が設定されている場合には参考とする。 

０点を評価の基準とし、特筆すべきものがある場合には、加点又は減点を行う。 

【研究成果のアウトカム】 

研究成果の受け手である環境行政や一般社会におけるアウトカムとして、研究成果が大

きな効果をもたらすことができるか、限定的な効果を見込むことしかできないかという観

点から、評価を行い、－１０点～３０点の範囲で加点又は減点する。 

研究成果の活用の状況又は今後の見通し 点数の目安 

・今後の政策等への活用が確実に見込まれ、社会的経済的な効果も

十分に期待できる。 

・政策等に成果が活用され、十分な効果があった。 

１～３０点

・今後の政策等への活用が見込まれ、社会的経済的な効果も期待で

きる。 

・政策等に成果が活用され、効果があった。 

０点

・今後の政策等への活用がほとんど期待できない。 

・政策等への活用が限定的である。 
－１０～－１点
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(3)研究の効率性 

研究の分担体制、費用構造や費用対効果の妥当性、研究目標の達成に向けた研究手段やアプロ

ーチの方法等の観点から評価する。 

０点を評価の基準とし、特筆すべきものがある場合には、加点又は減点を行う。 

【研究の効率性】 

研究体制や課題管理が模範となる水準であったか、改善すべき点があったか、研究資金の

運用について、費用対効果が優れていたか、劣っていたかの状況によって、－１０点～１０

点の範囲で加点又は減点する。 

研究体制、課題管理、研究資金の運用の妥当性 点数の目安 

研究体制、課題管理、研究資金の運用は模範となる水準である。 1～１０点

研究体制、課題管理、研究資金の運用は円滑に実施されており、

優れている。 

０点

研究体制、課題管理、研究資金の運用が非効率的である。 －１０～－１点

２．総合評価の採点方法

〇各評価者の評価項目ごとの採点結果を下式により加算し、総合評価点（素点）とする。 

①達成度＋②困難度＋③アウトカム＋④効率性 ＝ 総合評価点（素点） 

①達成度：０点～１２０点 

②困難度：０点～２０点 

③アウトカム：－１０点～３０点 

④効率性: －１０点～１０点 

○各評価者の総合評価点（素点）のうち、評価者全体の平均点（小数点以下切り捨て）を算出し、

総合評価点を決定する。なお、ヒアリング評価の場合は、最上位及び最下位の総合評価点（素

点）を排除した上で評価者全体の平均点（小数点以下切り捨て）を算出し、総合評価点を決定

する。決定した総合評価点は以下のとおり評価ランクに変換し、総合評価点及び評価ランクを

機構ウェブサイトに公表する。

〈評価ランク換算〉

評価ランク 総合評価点 

Ｓ １２０～ 

Ａ １００～１１９ 

Ｂ ８０～９９ 

Ｃ ６０～７９ 

Ｄ ～５９ 
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〇評価項目ごとの評価結果については、評価者全体の平均点（小数点以下切り捨て）を算出し、

被評価者に総合評価点等と合わせて通知する。なお、ヒアリング評価の場合は、総合評価点の

最上位及び最下位の各項目の評価点を排除した上で評価者全体の平均点（小数点以下切り捨

て）を算出し、被評価者に総合評価点等と合わせて通知する。

３．研究経費の妥当性（中間評価のみ） 

中間研究成果報告書に記載された中間評価時点までの研究経費の実績及び今後の研究計画と

執行計画、研究目標の達成見通し等を踏まえ、今後の研究経費の計画が適正であるかについて評

価を行い、減額又は増額の評価が過半数を超えた場合は、研究部会において研究経費の増減の可

否及び増減率を決定する。 

また、評価ランクがＢ以下の課題又は「目標達成度」が８０点以下の課題については、総合評

価確定後に研究部会において研究計画と経費の確認を改めて行い、次年度以降の研究経費の取

扱いとその理由について判定する。 

研究経費の妥当性 

増額すべき 

経費は妥当である 

減額すべき（95％程度） 

大幅削減すべき（90％以下）

４．評価シートのコメント 

評価シートのコメント欄は、評点の根拠、研究目標の達成状況、研究計画の改善方向等を記入

する（研究者が今後の研究を進めるに当たっての「参考意見」とする。）。なお、中間評価に当た

って、今後の研究計画又は研究経費に変更を求める場合は、変更すべき内容をコメント欄へ必ず

記入した上で、当該研究部会にて議論を行って「勧告」とすることを、研究部会として確認する。 

５．評価に当たっての留意事項

内閣府の指示により、研究費が一定規模以上の研究課題においては「国民との科学・技術対話

（シンポジウム、講演会など）」をすることとなっている。事後評価では終了研究成果報告書の

「６．研究成果の発表状況」、中間評価では中間研究等成果報告書の「７．研究成果の発表状況」

及び研究者の発表から、実施状況を確認の上、総合評価の評価項目「目標達成度」において以下

の基準で評価をする。なお、戦略的研究開発の研究プロジェクトにおいては、主催して公開シン

ポジウム等を実施することが特に推奨される。 

・研究費が年間3,000万円（直接経費）以上の研究課題：実施していない課題をマイナス評価 

・研究費が年間3,000万円（直接経費）未満の研究課題：実施した課題をプラス評価 
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※国民との科学・技術対話には、研究者主催のシンポジウム・講演会のほか、以下のような顔の

見える双方向コミュニケーション活動も含む（オンラインでの開催も可とする。）。 

①小・中・高等学校の理科授業での特別授業 

②地域の科学講座・市民講座での研究成果の講演 

③大学・研究機関の一般公開での研究成果の講演 

④一般市民を対象としたシンポジウム、博覧会、展示場での研究成果の講演・説明 

⑤インターネット上での研究成果の継続的な発信


