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はじめに 

 

研究開発の評価は、研究開発活動の効率化・活性化、優れた成果の獲得や社会・経済への還元

等を図るとともに、国民に対して説明責任を果たすために、極めて重要な活動であり、このため、

経済産業省では、「国の研究開発評価に関する大綱的指針」（平成２０年１０月３１日、内閣総理

大臣決定）等に沿った適切な評価を実施すべく「経済産業省技術評価指針」（平成２１年３月３

１日改正）を定め、これに基づいて研究開発の評価を実施している。 

 

経済産業省において実施している二酸化炭素回収・貯留安全性評価技術開発事業（CO2 地下貯

留の安全性・周辺環境影響の予測及び評価手法の研究開発）は、ＣＯ２の地中挙動と地層の変形・

応力問題を連成解析できる環境影響予測シミュレータを開発し、実際のＣＣＳプロジェクトで取

得された地表面隆起データを用いて、開発した環境影響予測シミュレータの検証を平成２３年度

に実施したものである。 

 

今回の評価は、この二酸化炭素回収・貯留安全性評価技術開発事業（CO2 地下貯留の安全性・

周辺環境影響の予測及び評価手法の研究開発）に関する事後評価であり、実際の評価に際しては、

省外の有識者からなる「平成２４年度 CO2固定化・有効利用分野評価検討会」（座長：持田 勲 九

州大学 炭素資源国際教育センター 特命教授）を開催した。 

 

今般、当該検討会における検討結果が評価報告書の原案として産業構造審議会産業技術分科会

評価小委員会（小委員長：平澤 泠 東京大学名誉教授）に付議され、内容を審議し、了承された。 

 

本書は、これらの評価結果を取りまとめたものである。 
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事後評価報告書概要 

 

プロジェクト名 
二酸化炭素回収・貯蔵安全性評価技術開発事業（CO2地下貯留の安全性・

周辺環境影響の予測及び評価手法の研究開発） 

上位施策名 CO2固定化・有効利用分野技術 

事業担当課 資源エネルギー庁 資源・燃料部 石炭課 

プロジェクトの目的・概要 

地球温暖化問題の解決に向けては、国際機関や諸外国との連携を図りつつ、わが国企業の国際

展開や環境負荷低減に資する技術の国際移転、地球温暖化対策交渉の進展などを効率的に促進す

るための取組が必要である。 
このうち、二酸化炭素回収・貯留（ＣＣＳ：Carbon dioxide Capture and Storage）技術は、

エネルギーの高度利用や温室効果ガスの排出削減に資する重要な技術である。特に、今後は我が

国においてＣＣＳを実用化する必要があることから、ＣＯ２の大規模圧入により生じる可能性が

考えられる周辺の地下水圧上昇、地表面変形など、地表に近い生活圏近傍での副次的な環境影響

予測のための高性能数値シミュレータの検討・開発を行うことが、ＣＣＳの安全性評価・社会的

信頼醸成の要素技術として重要と考えられる。 
上記の背景のもと、本事業の事業目的は、ＣＯ２の地中挙動と地層の変形・応力問題を連成解

析できる環境影響予測シミュレータを開発し、実際のＣＣＳプロジェクトで取得された地表面隆

起データを用いて、開発した環境影響予測シミュレータの検証を実施することである。 
 

予算額等（委託）                            （単位：千円） 

開始年度 終了年度 中間評価時期 事後評価時期 事業実施主体 

平成２３年度 平成２３年度 － 平成２４年度 みずほ情報総研(株) 

H23FY 予算額 総予算額 総執行額 

911,671千円の内数 911,671千円の内数 19,936千円 
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目標・指標及び成果・達成度 

(1) 全体目標に対する成果・達成度 

要素技術 目標・指標 成果 達成度 
（１）環境影
響予測シミュ
レータの開発 

（目標） 
国内外の多くのＣＣＳプロジェ
クトで実績のある多相流体解析
コードを地盤力学解析コードと
組み合わせることにより、ＣＯ２

の地中挙動と地層の変形・応力
問題を連成解析できるシミュレ
ータの開発を行う。 
（指標） 
多相流体解析コードと地盤力学
解析コードを、連成解析シミュ
レータとして一体化させる。 

多相流体解析コードと地盤力
学解析コードを、それぞれ必要
な改良を施したうえで、連成解
析シミュレータとして一体化
させた。 

達成 

（２）環境影
響観測データ
によるシミュ
レータの検証 

（目標） 
海外における実際のＣＣＳプロ
ジェクトで取得された地表面隆
起データを用いて、開発したシ
ミュレータを検証する。 
（指標） 
アルジェリア・インサラＣＣＳ
プロジェクトの地質条件・圧入
条件をもとにシミュレーション
を実施し、計算結果と観測デー
タとを比較する。また、先行研
究であるTOUGH-FLACによる
解析結果と比較する。 

アルジェリア・インサラＣＣＳ
プロジェクトの地質条件・圧入
条件をもとにシミュレーショ
ンを実施し、計算結果と観測デ
ータとを比較した。 
解析結果と観測データとの一
致性は定性的にも定量的にも
良 好 で あ っ た 。 ま た 、
TOUGH-FLAC の結果と比較
すると、10%程度の差異があっ
たが、経時変化の傾向も鉛直分
布の傾向も、よい一致が確認さ
れた。 

達成 

 

 (2) 目標及び計画の変更の有無 

なし 

 

＜共通指標＞ 

要素技術 論文数 論文の被引

用度数 

特許等件数 

（出願を含む） 

特許権の

実施件数 

ライセン

ス供与数 

取得ライ

センス料 

国際標準

への寄与 

（１）環境影響予測シ

ミュレータの開発 

1 

(発表) 

－ － － － － － 

（２）環境影響観測デ

ータによるシミュレ

ータの検証 

－ － － － － － － 

計 1 － － － － － － 

 

 

評価概要 

１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性 

流体圧力によっては有意な地層の変形が起こる可能性が大きく、その程度を定量的に見積もるために

は，本事業で対象としているような，流体圧力と地層の変形を連成させて解析できるシミュレータが必

要である。また、当該技術は大規模計算が可能であること、機能拡張や改良が容易であること等の特徴
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を持ち、既存のシミュレータと比べても遜色のないものである。 

地球温暖化対策として二酸化炭素の地中貯留技術は重要であり、特に貯留の安全性評価はＣＣＳの実

用化に向けた社会的受容性を確保するうえで必要不可欠であることから、制度的・社会的課題を解決す

るためには国主導のもとで本研究開発を実施することが重要である。 

CO2排出抑制への国際社会の取り組みが活発化し、CO2排出のコスト化のリスクが顕在化する可能性もあ

る。こうした事業性の予測が難しい問題に関しては、国が主導する意義は大きい。国が率先して、影響

評価のノウハウを確立し、知見を蓄積しておくことは、環境行政を適切に進める上からも重要である。 

なお、他の貯留に関する安全性評価の研究開発との関連性の明確化が必要である。 

 

２．研究開発等の目標の妥当性 

 CO2貯留に伴う地表面隆起を予測するシミュレータの開発は、社会受容性を高めるうえで重要なもので

あり、実用化にあたり地域住民の理解を得るのに有用なデータであるとともに、我が国独自の CCS 技術

の確立に必要である。 

 既存の CCS プロジェクトで実績のあるシミュレータを組み合わせて日本の地質構造にあったものを開

発し、日本の CCS と条件の近いサイトで、実データと検証・比較する、という目標は、限られた予算の

中で必要最小限の作業で効果を上げる手法として評価でき、概ね妥当である。 

 なお、CCS の全体像のなかでの本事業の位置づけを明確にすべきである。また、アルジェリア・イン

サラ CCS プロジェクトのデータが検証に適切であることを、明確に説明すべきである。他、１つの貯留

サイトだけの検証ではなく、複数のサイトで検証を行うことが必要であり、今後国内のデータを用いた

解析と海外での利用が期待される。 

 

３．成果、目標の達成度の妥当性 

環境影響予測シミュレータが開発し、既存のシミュレータと同等の一定の予測精度を確保できたこと

は、実施期間が１年ということを考えれば妥当な成果である。 

 なお、アルジェリアのインサラＣＣＳプロジェクトのデータが使用されているが、１つの貯留サイト

だけの検証では精度的に疑問が残る。今後、さらに実データとの比較、先行シミュレータの計算結果と

比較を重ねることで、予測精度への信頼感を高める必要がある。 

また、開発されたシミュレータは、既存の同様のものと何が根本的に違い、どのような意義があるのか

は明確にすべきであり、“先行技術に対する優位性”を明示すべきである。 

 

４．事業化、波及効果についての妥当性 

 環境影響予測シミュレータのプロトタイプが開発できたことから、今後、様々な地質条件下での検証

実績を重ねることができれば、環境影響予測の精度向上が期待できる。CCS 技術が本格始動すると必須

なシミュレーション技術となるため、今後国内外での CCS の現場では活用される可能性があると考えら

れる。  

 波及効果をさらに高めるためには、既存の同種のシミュレータとの差別化を明確にし、また、様々な

地質条件下での検証など、国内外の多くのデータを用いて検証し精度を上げ、先行するシミュレータに

対して競争力を持てるようにするべきである。そのためにも、他の競合する海外のシミュレーション技

術との性能比較が必要である。 

 また、メタンハイドレート等への応用展開は可能か、あるいは積極的にその分野への技術移転ができ

るかなどの議論も必要である。 

 

５．研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等の妥当性 

ローレンス・バークレー研究所の協力を仰ぎ実施したことなど、開発の目標に見合った適切な体制が
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取られている。また、文部科学省のプロジェクトで開発した既存のシミュレータを活用したことは非常

に効率的であり、少ない予算である程度精度のよいシミュレータを開発していることは、費用対効果は

得られていると評価できる。 

 なお、RITE を中心とした CO2回収・貯蔵安全評価技術開発事業のなかで、予測シミュレーションモデ

ルの開発と連携・並行して、より独自性の高い環境影響評価ツールを開発するという体制の方が、効果

的、効率的であると考えられる。また、様々な地質条件での検証を重ね精度を向上させる必要があるこ

とから、研究開発計画が短いと考えられる。 

 

６．総合評価 

シミュレータを開発することはＣＣＳ全体の事業性を高める上で重要であり、地域住民の了解を取得

する上で有益なデータとなる。また、海外の技術に頼らず、入手可能なコード（オープンソース）を用

いて短期間にシミュレーション技術の開発に成功したことは、費用対効果も高くわが国の知的資産とし

て評価が高い。 

 また、今後、実用化に向けて事業性を確保するためには、１つの貯留サイトだけの検証では精度的に

疑問が残り、また、世界的にトップ水準の予測精度とは言えないことから、様々な地質条件での検証、

精度を向上させること、シミュレーション技術のアップグレイドが必要である。また、他の競合する海

外のシミュレーション技術との性能比較・差別化が必要不可欠である。他には、メタンハイドレート等

への応用展開は可能か、あるいは積極的にその分野への技術移転ができるかなどの議論も必要である。 

 

７．今後の研究開発の方向等に関する提言 

環境影響予測シミュレータのプロトタイプが開発できたが、１つの貯留サイトでの検証を行った段階

であり、今後は、本研究開発を継続して様々な地質条件下での検証実績を重ね、また、断層ができたら

どうなるかなど「想定外」の事象も含めた視点での開発を進めることにより、今後、実用化に向けて社

会的受容性を確保することが可能となる。 

また、なぜこのような研究を行う必要があるのか、開発されるものがどのような意義があるのか、開発

技術が今後日本の CCS 事業でどう使われていくのかといった点を明確に示すことが不可欠である。 
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評点結果 

 

評点法による評点結果 

二酸化炭素回収・貯蔵安全性評価技術開発事業 

（CO2地下貯留の安全性・周辺環境影響の予測及び評価手法の研究開発） 

  評点 
Ａ 

委員 

Ｂ 

委員 

Ｃ 

委員 

Ｄ 

委員 

Ｅ 

委員 

Ｆ 

委員 

Ｇ 

委員 

Ｈ 

委員 

 １．事業の目的・政策的位置付けの妥当性 2.13  2  1  2  3  3  1  3  2  

 ２．研究開発等の目標の妥当性 1.88  1  2  2  2  2  2  2  2  

 ３．成果、目標の達成度の妥当性 1.75  1  1  1  3  2  2  2  2  

 ４．事業化、波及効果についての妥当性 1.50  1  2  1  1  2  1  2  2  

 ５．研究開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･体制･資金･費用対効果等の妥当性 1.63  1  1  1  2  2  2  2  2  

 ６．総合評価 1.88  1  2  1  2  3  2  2  2  

 

  

        
  

         
  

         
  

         
  

         
  

         
  

         
  

 

 

１．事業の目
的・政策的位
置付けの妥当
性 

２．研究開
発等の目
標の妥当
性 

３．成果、目
標の達成度の
妥当性 

４．事業化、波
及効果について
の妥当性 

５．研究開発マネ
ジメント・体制・
資金・費用対効果
等の妥当性 

６．総合評価 
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第１章 評価の実施方法



2 
 

第１章 評価の実施方法 

 

 

本プロジェクト評価は、「経済産業省技術評価指針」（平成 21年 3月 31日改定、

以下「評価指針」という。）に基づき、以下のとおり行われた。 

 

１．評価目的 

 

 評価指針においては、評価の基本的考え方として、評価実施する目的として 

(1)より良い政策・施策への反映 

(2)より効率的・効果的な研究開発の実施 

(3)国民への技術に関する施策・事業等の開示 

(4)資源の重点的・効率的配分への反映 

を定めるとともに、評価の実施にあたっては、 

(1)透明性の確保 

(2)中立性の確保 

(3)継続性の確保 

(4)実効性の確保 

を基本理念としている。 

プロジェクト評価とは、評価指針における評価類型の一つとして位置付け

られ、プロジェクトそのものについて、同評価指針に基づき、事業の目的・

政策的位置付けの妥当性、研究開発等の目標の妥当性、成果、目標の達成度

の妥当性、事業化、波及効果についての妥当性、研究開発マネジメント・体

制・資金・費用対効果等の妥当性の評価項目について、評価を実施するもの

である。 

その評価結果は、本プロジェクトの実施、運営等の改善や技術開発の効果、

効率性の改善、更には予算等の資源配分に反映させることになるものである。 

 

２．評価者 

 

 評価を実施するにあたり、評価指針に定められた「評価を行う場合には、

被評価者に直接利害を有しない中立的な者である外部評価者の導入等によ

り、中立性の確保に努めること」との規定に基づき、外部の有識者・専門家

で構成する検討会を設置し、評価を行うこととした。 

 これに基づき、評価検討会を設置し、プロジェクトの目的や研究内容に即

した専門家や経済・社会ニーズについて指摘できる有識者等から評価検討会



3 
 

委員名簿にある８名が選任された。 

 なお、本評価検討会の事務局については、指針に基づき産業技術環境局産

業技術環境局地球環境連携・技術室及び資源エネルギー庁資源・燃料部石炭

課が担当した。 

  

３．評価対象 

 

二酸化炭素回収・貯蔵安全性評価技術開発事業（ＣＯ２地下貯留の安全性・

周辺環境影響の予測及び評価手法の研究開発）（実施期間：平成２３年度）を

評価対象として、研究開発実施者（みずほ情報総研株式会社）から提出された

プロジェクトの内容・成果等に関する資料及び説明に基づき評価した。 

 

４．評価方法 

 

第１回評価検討会においては、研究開発実施者からの資料提供、説明及び質

疑応答、並びに委員による意見交換が行われた。 

第２回評価検討会においては、それらを踏まえて「プロジェクト評価におけ

る標準的評価項目・評価基準」、今後の研究開発の方向等に関する提言等及び要

素技術について評価を実施し、併せて４段階評点法による評価を行い、評価報

告書(案)を審議、確定した。 

また、評価の透明性の確保の観点から、知的財産保護、個人情報で支障が生

じると認められる場合等を除き、評価検討会を公開として実施した。 

 

５．プロジェクト評価における標準的な評価項目・評価基準 

 

評価検討会においては、経済産業省産業技術環境局技術評価室において平成

２３年７月に改訂した「経済産業省技術評価指針に基づく標準的評価項目・評

価基準について」のプロジェクト評価（中間・事後評価）に沿った評価項目・

評価基準とした。 

 

１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性 

（１）事業目的は妥当で、政策的位置付けは明確か。 

・事業の政策的意義（上位の施策との関連付け等） 

・事業の科学的・技術的意義（新規性・先進性・独創性・革新性・先導性

等） 

・社会的・経済的意義（実用性等） 

（２）国の事業として妥当であるか、国の関与が必要とされる事業か。 
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・国民や社会のニーズに合っているか。 

・官民の役割分担は適切か。 

 

２．研究開発等の目標の妥当性 

（１）研究開発等の目標は適切かつ妥当か。 

・目的達成のために具体的かつ明確な研究開発等の目標及び目標水準を設

定しているか。特に、中間評価の場合、中間評価時点で、達成すべき水

準（基準値）が設定されているか。 

・目標達成度を測定・判断するための適切な指標が設定されているか。 

 

３．成果、目標の達成度の妥当性 

（１）成果は妥当か。 

・得られた成果は何か。 

・設定された目標以外に得られた成果はあるか。 

・共通指標である、論文の発表、特許の出願、国際標準の形成、プロトタ

イプの作製等があったか。 

 

（２）目標の達成度は妥当か。 

・設定された目標の達成度（指標により測定し、中間及び事後評価時点の

達成すべき水準（基準値）との比較）はどうか。 

 

４．事業化、波及効果についての妥当性 

（１）事業化については妥当か。 

   ・事業化の見通し（事業化に向けてのシナリオ、事業化に関する問題点及

び解決方策の明確化等）は立っているか。 

（２）波及効果は妥当か。 

・成果に基づいた波及効果を生じたか、期待できるか。 

・当初想定していなかった波及効果を生じたか、期待できるか。 

 

５．研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等の妥当性  

（１）研究開発計画は適切かつ妥当か。 

・事業の目標を達成するために本計画は適切であったか（想定された課題

への対応の妥当性）。 

・採択スケジュール等は妥当であったか。 

・選別過程は適切であったか。 

・採択された実施者は妥当であったか。 
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（２）研究開発実施者の実施体制・運営は適切かつ妥当か。 

・適切な研究開発チーム構成での実施体制になっているか、いたか。 

・全体を統括するプロジェクトリーダー等が選任され、十分に活躍できる

環境が整備されているか、いたか。 

・目標達成及び効率的実施のために必要な、実施者間の連携／競争が十分

に行われる体制となっているか、いたか。 

・成果の利用主体に対して、成果を普及し関与を求める取組を積極的に実

施しているか、いたか。 

 

（３）資金配分は妥当か。 

・資金の過不足はなかったか。 

・資金の内部配分は妥当か。 

 

（４）費用対効果等は妥当か。 

・投入された資源量に見合った効果が生じたか、期待できるか。 

・必要な効果がより少ない資源量で得られるものが他にないか。 

 

（５）変化への対応は妥当か。 

・社会経済情勢等周辺の状況変化に柔軟に対応しているか（新たな課題へ

の対応の妥当性）。 

・代替手段との比較を適切に行ったか。 

 

６．総合評価 

 



6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第２章 プロジェクトの概要 
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１．事業の目的・政策的位置付け 
 
１－１ 事業目的 

 
地球温暖化問題の解決に向けては、国際機関や諸外国との連携を図りつつ、

わが国企業の国際展開や環境負荷低減に資する技術の国際移転、地球温暖化対

策交渉の進展などを効率的に促進するための取組が必要である。 
このうち、二酸化炭素回収・貯留（ＣＣＳ：Carbon dioxide Capture and 

Storage）技術は、エネルギーの高度利用や温室効果ガスの排出削減に資する重

要な技術である。特に、今後は我が国においてＣＣＳを実用化する必要がある

ことから、ＣＯ２の大規模圧入により生じる可能性が考えられる周辺の地下水圧

上昇、地表面変形など、地表に近い生活圏近傍での副次的な環境影響予測のた

めの高性能数値シミュレータの検討・開発を行うことが、ＣＣＳの安全性評価・

社会的信頼醸成の要素技術として重要と考えられる。 
上記の背景のもと、本事業の事業目的は、ＣＯ２の地中挙動と地層の変形・応

力問題を連成解析できる環境影響予測シミュレータを開発し、実際のＣＣＳプ

ロジェクトで取得された地表面隆起データを用いて、開発した環境影響予測シ

ミュレータの検証を実施することである。 
 
 
 
１－２ 政策的位置付け 

 
経済産業省の技術戦略マップ２０１０においては、ＣＯ２固定化・有効利用分

野の導入シナリオ（図１）の研究開発のうち「貯留の安全性評価」として位置

づけられている。また、技術ロードマップ（図２）においても、地中貯留のう

ち「影響評価・安全性評価手法の開発」として位置づけられている。 
本事業は地中貯留の安全性評価・環境影響予測のための要素技術を開発する

ものであり、上記のとおり、上位施策における位置づけは明確である。 
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  出所：技術戦略マップ２０１０ 
図１．ＣＯ２固定化・有効利用分野の導入シナリオ 
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出所：技術戦略マップ２０１０ 

図２．ＣＯ２固定化・有効利用分野の技術ロードマップ 
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１－３ 国の関与の必要性 
 
本事業はＣＣＳに関する要素技術の開発を目的とするものである。ＣＣＳは

地球温暖化対策技術のひとつであるが、現状では利益に直結しないこと及び相

当程度の投資及び実施期間を要することから、民間企業においては技術開発の

インセンティブが働きにくいため、国が関与する必要性がある。さらに、ＣＣ

Ｓの実用化に当たっては、制度的・社会的課題を解決する必要があることから、

民間企業には技術開発のインセンティブが働きにくく、国の関与が必要である。

また、地球温暖化対策に関しては国際的な枠組みのもと、我が国の政策に位置

づけて推進すべきものである。以上のことから、本事業は国が主体となって関

与する必要がある。 
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２．研究開発等の目標 
 
２－１ 研究開発目標 
 
２－１－１ 全体の目標設定 

 
全体の目標を表１に示す。 
 

表１．全体の目標 
目標・指標 設定理由・根拠等 

ＣＯ２の地中挙動と地層の変形・応力問

題を連成解析できる環境影響予測シミ

ュレータを開発し、実際のＣＣＳプロジ

ェクトで取得された地表面隆起データ

を用いて、開発した環境影響予測シミュ

レータの検証を実施する。 

 将来のＣＣＳの実用化に向けて、環

境影響を予測できるソフトウェア

の確立が必要である。 
 開発されたシミュレータの有効性

を示すためには、実例題のシミュレ

ーションを適切に行う必要がある。 
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２－１－２ 個別要素技術の目標設定 
 
個別要素技術の目標を表２に示す。 

 
表２．個別要素技術の目標 

要素技術 目標・指標 設定理由・根拠等 
環境影響予測シミ

ュレータの開発 
（目標） 
国内外の多くのＣＣＳプロジェクトで

実績のある多相流体解析コードを地盤

力学解析コードと組み合わせることに

より、ＣＯ２の地中挙動と地層の変

形・応力問題を連成解析できるシミュ

レータの開発を行う。 
（指標） 
多相流体解析コードと地盤力学解析コ

ードを、連成解析シミュレータとして

一体化させる。 

連成シミュレータを一か

ら開発するのではなく、

流体解析と地盤力学のそ

れぞれで実績のあるシミ

ュレータを組み合わせて

開発し、一体化させる方

針をとることが、より効

率的である。 

環境影響観測デー

タによるシミュレ

ータの検証 

（目標） 
海外における実際のＣＣＳプロジェク

トで取得された地表面隆起データを用

いて、開発したシミュレータを検証す

る。 
（指標） 
アルジェリア・インサラＣＣＳプロジ

ェクトの地質条件・圧入条件をもとに

シミュレーションを実施し、計算結果

と観測データとを比較する。また、先

行研究である TOUGH-FLAC による

解析結果と比較する。 

インサラプロジェクト

は、地質データ、ＣＯ２

圧入データ、及び衛星に

よる地表面変位観測デー

タが公表されている。 
また、本事業で開発する

シミュレータと同種の先

行シミュレータである

TOUGH-FLACによる解

析例が公表されている。 
以上から、検証例題とし

て適している。 
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３．成果、目標の達成度 
 
３－１ 成果 
 

３－１－１ 全体成果 

 

国内外の多くの CCS プロジェクトで実績のある多相流体解析コードである

TOUGH2 と、有限要素法による構造解析コード FrontISTR とを組み合わせ、CO2

の地中挙動と地層の変形・応力問題を連成解析できる環境影響予測シミュレー

タを開発した。 

まず、FrontISTR を土質力学向けに改良し、機能を検証した。次に、TOUGH2

に対し、計算の効率化や計算結果の可視化のための改良を行った。さらに、

TOUGH2 と FrontISTR との連成機能を開発し、正常な連成計算が行われているこ

とを確認した。 

アルジェリア・インサラ CCS プロジェクトで実際に取得された地質データ等

を用いて例題を作成し、環境影響予測シミュレータの検証を行った。インサラ

プロジェクトにおける地表面隆起の実測データと、本事業により開発されたシ

ミュレータによる解析結果、及び TOUGH-FLAC による解析結果とを対比し、本

環境影響予測シミュレータの妥当性を確認した。さらに、物性値等のパラメー

タの感度分析を行い、計算結果に影響を及ぼすパラメータ種別を同定するとと

もに、その影響の度合いを確認した。 

 

 

３－１－２ 個別要素技術成果 

 

（１）環境影響予測シミュレータの開発 

① FrontISTR の改良 

FrontISTR は、一般的な構造解析を対象として、イノベーション基盤シミュ

レーションソフトウェアの研究開発（RISS）において開発されている。そのた

め必ずしも地盤解析に固有の機能を有しておらず、環境影響予測シミュレータ

の連成解析の中の「地盤解析コード」として使用するためには改良が必要であ

った。具体的には、土質力学向けの問題に対応できるように、以下の機能を追

加した。 

 間隙水圧を扱う機能 

 有効応力と全応力を区別する機能 

 連成解析のためのインターフェース機能 

 

② TOUGH2 の改良 
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TOUGH2 に対し、計算の効率化や計算結果の可視化を行うための改良を行った。

具体的には、以下のとおりである。 

 メッシュの要素と節点との間のコネクション情報作成ルーチンにおい

て、隣接セル要素の検索アルゴリズムを改良することにより、計算時

間の短縮化を図った。 

 CO2圧入の設定機能において、ステップ状のデータ入力が可能となるよ

うにプログラムを改良した。 

 解析結果の可視化を行うために、3 次元可視化ソフトウェア TECPLOT 描

画用のデータファイル出力ルーチン、およびポスト処理プログラムを

作成した。 

 

③ TOUGH2 と FrontISTR との連成機能の開発 

連成シミュレータは、流体解析コード TOUGH2 で得られる圧力 P と温度 T を

地盤解析にて使用し、地盤解析コード FrontISTR で得られる有効応力から算定

される地盤の空隙率φ、浸透率 k、毛管圧力 Pc を流体解析にて使用するといっ

た連成モデルである。これは TOUGH-FLAC の概念を参考としたものである。概

念図を図３に示す。 

また、FrontISTR から TOUGH2 へ渡されるφ、k、Pc は、以下の式により与え

ることとする。 

)'exp()( 0 Mrr a σφφφφ ⋅−+=  
ここで、φ：空隙率 

 φ0：ゼロ応力状態の空隙率 

 φr：残差空隙率 

 σ’M：地盤の有効応力 

 a：経験的に決定する指数（=5×10-8：1/Pa） 

















−⋅= 1exp

0
0 φ

φckk  

ここで、k：浸透率 

 k0：ゼロ応力の浸透率 

 c：経験的に決定する指数（=22.2） 

φ

φ

/
/

)( 00
0 k

k
SPP lcc =  

ここで、Pc：毛管圧力 
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 Sl：液相の飽和率 

 Pc0：ゼロ応力の毛管圧力 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※赤で囲んだ部分が本事業により開発した部分 

 

図３．環境影響予測シミュレータの概念図 
 

TOUGH2から FrontISTRへは図３に示したように圧力 Pと温度 Tを受け渡すこ

ととなる。これらの値は TOUGH2 では要素中心で算出される。一方、FrontISTR

では圧力は要素中心で与えるが、温度については節点で与える必要がある。よ

って、これらの物理量は線形的に値を補間することにより設定することとする。

図４に、TOUGH2 から FrontISTR への物理量の授受に関する概念を示す。 

 

 地盤解析コードでの
入力節点 

TOUGH2 コードでの物
理量の出力点 

 

図４．TOUGH2 から FrontISTR への物理量の授受 
 

本シミュレータでは、流体挙動と地盤挙動とをそれぞれ別々のプログラムで

計算し、計算上の時間ステップごとに物理量の情報交換を行う「弱連成解析」

という手法を採用した。具体的には、tk-1 から tk 時間に流体解析により計算

された流体に関する物理量（ΔP、ΔT）を、地盤解析の tk-1 ステップにて入

力し、tk-1 から tk までの時間までの地盤解析を実施する。この tk-1 から tk

環境影響予測シミュレータ 

（多相流体～地盤力学連成シミュレータ） 

TO
U

G
H

2 
(地

下
水
、

CO
2、

他
) 

地
盤
力
学

 
解
析
コ
ー
ド

 
P, T 

φ, k, Pc 

input 

input output 

output 

P：圧力、T：温度、 
φ：空隙率、k：浸透率、Pc：毛管圧力 
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までの流体解析に関わる物理量（Δφ、Δk、ΔPc）を流体解析側の tk 時間に

戻し、tk から tk+1 時間までの流体解析を実行するといった流れとなる。図５

に弱連成解析の概念図（TOUGH2 と FrontISTR との時間軸における物理量の交換

方法）について示す。 

 Tk 
Pk 
φk-1 
kk-1 

Tk 
Pk 
φk 
kk 

σk,εk σk+1,εk+1 

Δσ 
Δε  
 

Δφ 
Δk 
ΔPc 

ΔP 
ΔT 

ΔP 
ΔT 

Δφ 
Δk 
ΔPc 

Δσ 
Δε  
 

tk tk+1 

時間ステップ 

TOUGH2 

地盤力学コード 

Tk+1 
Pk+1 
φk 
kk 

Tk+1 
Pk+1 
φk+1 
kk+1 

 
図５．TOUGH2 から FrontISTR への時間軸上の物理量の授受 

 

④ 連成機能の確認 

開発した連成シミュレータが定性的に機能するかどうか確認を行った。検証

例題として簡易な 2 次元モデルを作成し、深度 4,000m に 138 万 t-CO2/年の圧

入を 10 年間行うという設定で試計算した結果、地表面の鉛直最大変位が

0.408m という結果が得られた。このことにより、TOUGH2 と FrontISTR とが正

常に連成計算していることが確認された。 
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（２）環境影響観測データによるシミュレータの検証 

① 検証計算の入力データの整備 

開発した環境影響予測シミュレータの妥当性を検証するために、アルジェリ

ア・インサラ CCS プロジェクトを検証例題として選択し、必要な入力データの

整備を行った。物性値や入力データについては、Rutqvist et al.(2009)に記

載のデータを基本とした。地層物性を表３に、形状モデルと地盤の境界条件を

図６に、解析条件を表４に、それぞれ示す。 

 

表３．地層物性 

 浅層 キャップ 
ロック 圧入層 圧入セル 基盤層 

深さ 0～ 
900m 

900～
1800m 

1800～
1820m 

1800～
1820m 

1820～
4000m 

岩石 白亜砂岩・ 
泥岩 石炭系泥岩 石炭系砂岩 

（C10.2） （圧入井） 泥岩 
（D70） 

空隙率φ（－） 0.01 0.01 0.17 0.97 0.01 

浸透率 k（m2） 1×10－19 1×10－19 

1×10－21 1.5×10－14 1×10－10 1×10－21 

残留ガス飽和率 Sgr
（－） 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

残留液相飽和率 Slr
（－） 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 

van Genuchten(1980) 
Po（kPa） 621 621 19.9 19.9 621 

van Genuchten(1980) 
m（－） 0.457 0.457 0.457 0.457 0.457 

密度ρ（kg/m3） 2260 2260 2370 2370 2260 
ヤング率 E（GPa） 1.5 20 10 10 20 
ポアソン比ν（－） 0.2 0.15 0.2 0.2 0.15 
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図６．形状モデル（左）と地盤の境界条件（右） 
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表４．解析条件 

項目 条件 

計算領域 10.2km×10.2km（水平方向）×4.01km（深さ方向） 
計算セル数 9,680 セル＝22×22×20 セル（X,Y,Z） 
計算対象期間 3 年間 

圧入セル 12 セル （1.525 kg/s：4 セル、0.610 kg/s：4 セル、0.1525 
kg/s：4 セル、合計 9.15 kg/s） 

圧入レート 
9.15 kg/sec ＝ 4.916 m3/sec＝ 15 MMscfd（million 
standard cubic feet per day）＝ 28.86 万トン/年 
CO2 密度 1.861 kg/m3（10℃） 

圧入期間 3 年間（＝9.4608×107 sec） 
圧入点の深度 1810 m 
圧入点の温度 55.25 ℃ 
圧入点の初期圧力 17.9 MPa 
側面境界条件 流体圧力（静水圧）、温度、応力 一定 
底面境界条件 不透水、鉛直方向変位ゼロ 
温度の考慮 等温条件（isothermal） 
浸透率の非等方性 考慮しない（水平方向と鉛直方向は同じ値を設定） 
圧入井 水平井 

地温勾配 2.5℃/100m 
（地表面温度 10℃、圧入点 1810m で 55.25℃） 

時間刻み幅（デフォルト値）Δt 
最大時間刻み幅Δtmax 

Δt＝1.0×104 sec（＝0.116 day＝3.17×10-4 year） 
Δtmax＝8.640×106 sec（＝100 day＝0.274 year） 

セル界面の物性 易動度：風上重み付き（有効浸透率と粘度の比） 
浸透率：調和平均 

CO2物性値テーブル CO2TAB 温度 3.04 ℃ ～ 243.04 ℃ 
圧力 0.1 MPa ～ 67.6 MPa 
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② 検証計算の実施 

準備計算として TOUGH2 のみにより圧入シミュレーションを実施した後、本

計算として TOUGH-FrontISTR により連成計算を実施した。計算後の圧力分布と

CO2飽和率分布を図７に示す。 
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図７．計算結果（上段：圧力分布、下段：CO2飽和率分布） 
 

図８に、地表面中央の上昇変位の時刻歴を、観測データ及び TOUGH-FLAC に

よる計算結果と比較したものを示す。比較は、キャップロックの浸透率が 1×

10-19m2と 1×10-21m2の 2 通りのケースについて行った。本解析結果は、キャッ

プロックの浸透率の違いが地表面変位に与える影響も含めて、観測データの変

位の時刻歴の傾向をよく捉えている。観測データのばらつきも考慮すると、解

析結果と観測データとの一致は定性的にも定量的にも良好であるといえる。ま

た、TOUGH-FLAC の結果と比較すると 3 年後の地表面変位が 10%程度小さい値と

なっているほかは、経時変化の傾向も鉛直分布の傾向も、よい一致が見られる。 
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図８．地表面中央の上昇変位の時刻歴（観測データ及び TOUGH-FLAC との比

較） 
 

③ パラメータ感度分析の実施 

物性値等のパラメータが結果に与える影響の度合いを把握するために、パラ

メータの感度分析を行った。分析対象のパラメータは以下のとおりである。 

(1) キャップロックと基盤層の空隙率 

(2) キャップロックの浸透率 

(3) 圧入層のヤング率 

(4) カップリング方法 

(5) 空隙率の取り得る範囲 

(6) カップリングの時間刻み幅 

各パラメータを２～３通りに変えて地表面鉛直変位の計算結果を比較したと

ころ、(1)(2)(3)ではパラメータ値を変化させることにより、結果が異なるこ

とがわかった（図９）。(1)については空隙率が大きくなると、地表面の上昇が

小さくなる傾向となる。これは地表面上昇の原動力となる間隙水圧が小さくな

るためと考えられる。(2)については浸透率が大きくなると、地表面の上昇が

大きくなる傾向となる。これは間隙水圧が高くなる領域が上方向に拡大するた

めと考えられる。(3)についてはヤング率が小さくなると、地表面の上昇が大

きくなる傾向となる。これはヤング率が小さい（軟らかい）地盤ほど変形しや

すいためと考えられる。このようにパラメータ感度分析の結果はいずれも合理

的な解釈が可能であり、このことは開発されたシミュレータの妥当性を示す。 
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図９．地表面中央の上昇変位の時刻歴 

空隙率 0.01 

空隙率 0.1 

浸透率 1E-17 m2 

浸透率 1E-19 m2 

浸透率 1E-21 m2 

ヤング率 3 GPa 

ヤング率 6 GPa 

ヤング率 10 GPa 

(1)キャップロックと基盤層の空隙率 

(2)キャップロックの浸透率 

(3)圧入層のヤング率 
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３－１－３ 特許出願状況等 

 

事後評価実施時点（平成２４年１０月）においては、特許ならびに論文の実

績はないが、ＣＣＳに関する国際会議であるＧＨＧＴ－１１（平成２４年１１

月）においてシミュレータの開発・検証に関して発表する予定である。 

 

表５．特許・論文等件数 

要素技術 論文数 論 文 の 被

引用度数 

特 許 等 件

数（出願を

含む） 

特 許 権 の

実施件数 

ラ イ セ ン

ス供与数 

取 得 ラ イ

センス料 

国 際 標 準

への寄与 

（１）環境影

響予測シミュ

レータの開発 

1 

(発表) 

－ － － － － － 

（２）環境影

響観測データ

によるシミュ

レータの検証 

－ － － － － － － 

計 1 － － － － － － 

 

 

表６．論文、投稿、発表、特許リスト 

 

 
 

 題目・メディア等 時期 

論文 －  

投稿 －  

発表 Development of TOUGH-FrontISTR, a numerical simulator for 

environmental impact assessment of CO2 geological storage, 

11th International Conference on Greenhouse Gas Control 

Technologies 

H24.11 

特許 －  



23 
 

３－２ 目標の達成度 
 
表７に示すとおり、「環境影響予測シミュレータの開発」「環境影響観測デー

タによるシミュレータの検証」の両要素技術ともに目標を達成した。 
 

表７．目標に対する成果・達成度の一覧表 
要素技術 目標・指標 成果 達成度 

（１）環境影響

予測シミュレー

タの開発 

（目標） 
国内外の多くのＣＣＳプロジェ

クトで実績のある多相流体解析

コードを地盤力学解析コードと

組み合わせることにより、ＣＯ２

の地中挙動と地層の変形・応力

問題を連成解析できるシミュレ

ータの開発を行う。 
（指標） 
多相流体解析コードと地盤力学

解析コードを、連成解析シミュ

レータとして一体化させる。 

多相流体解析コードと地盤

力学解析コードを、それぞれ

必要な改良を施したうえで、

連成解析シミュレータとし

て一体化させた。 

達成 

（２）環境影響

観測データによ

るシミュレータ

の検証 

（目標） 
海外における実際のＣＣＳプロ

ジェクトで取得された地表面隆

起データを用いて、開発したシ

ミュレータを検証する。 
（指標） 
アルジェリア・インサラＣＣＳ

プロジェクトの地質条件・圧入

条件をもとにシミュレーション

を実施し、計算結果と観測デー

タとを比較する。また、先行研

究であるTOUGH-FLACによる

解析結果と比較する。 

アルジェリア・インサラＣＣ

Ｓプロジェクトの地質条

件・圧入条件をもとにシミュ

レーションを実施し、計算結

果と観測データとを比較し

た。 
解析結果と観測データとの

一致性は定性的にも定量的

にも良好であった。また、

TOUGH-FLAC の結果と比

較すると、10%程度の差異が

あったが、経時変化の傾向も

鉛直分布の傾向も、よい一致

が確認された。 

達成 
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４．事業化、波及効果について 
 
４－１ 事業化の見通し 
 
本事業の成果である環境影響予測シミュレータは、実際の１つの貯留サイト

で得られたデータを使って検証を行った段階である。３．で述べたとおりシミ

ュレータの検証を行ったが、今後の事業化・実用化にあたっては、さらにシミ

ュレータの検証実績を重ねることが必要である。具体的には、さらに様々な地

質条件（地質構造、岩石物性）やＣＯ２圧入条件に対してシミュレータを適用し、

地表面変位等の環境影響予測の精度等について実証を行った後、実用化に至る

ものと考える。 
成果の利用主体としては、国内外の CCS に関する調査研究・実証プロジェク

ト等での活用が想定される。 
 
 

４－２ 波及効果 
 
本事業はＣＣＳシミュレータのプロトタイプを製作することを目標とした研

究開発プロジェクトであり、現段階で成果の波及効果が明らかになっているも

のはないが、将来、ＣＣＳ以外の分野において、次のような波及効果が期待さ

れる。 
・放射性廃棄物地層処分 
・地熱開発 
・石油・天然ガス開発 
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５．研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等 
 
５－１ 研究開発計画 

 
本事業は委託契約後、表８に示す研究開発計画のもと研究開発を実施した。

限られた期間でシミュレータの開発と検証を効率的に実施するために、シミュ

レータ開発中に検証例題の準備を平行して行うこととした。インサラＣＣＳプ

ロジェクト研究ならびにＣＯ２流動と地盤変形の連成シミュレーション研究に

おいて先行している米国研究機関とは、随時メールベースで連絡を取り合うこ

ととしたが、連成シミュレータのプロトタイプ完成・検証例題準備のタイミン

グで連絡会（打合せ）を実施して情報交換を行い、さらに検証結果が出揃った

際にも連絡会により議論を行った。これらの計画に大きな遅延はなく、ほぼ予

定通り研究開発を完了した。 

 

表８．研究開発計画 

実施項目／年度 ２３ 

10月                  2月 

環境影響予測シミュ

レータの開発 

 

環境影響観測データ

によるシミュレータ

の検証 

 

米国研究機関との 

協力体制構築 

 

 

 

 

環境影響予測シミュレータの開発 

検証例題の準備 検証解析実施 解析結果の評価 

連絡会 連絡会 

情報交換 
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５－２ 研究開発実施者の実施体制・運営 

 

本事業は、公募による選定審査手続きを経て、みずほ情報総研株式会社が経

済産業省からの委託を受けて実施したものである。実施にあたっては、米国ロ

ーレンス・バークレー研究所と連携して行った。 

研究開発実施者であるみずほ情報総研株式会社は、環境影響予測シミュレー

タを開発し、さらにシミュレータの検証を行った。研究協力先であるローレン

ス・バークレー研究所とは、研究期間中に２回の研究実施連絡会を行い、検証

例題に必要なデータを入手するとともに、過去の同種の研究成果との比較を行

うなどして、検証例題の計算結果の妥当性について議論した。 

 

 

図１０．研究開発実施体制 

 

 

 

５－３ 資金配分 

 

本事業に係る資金配分を表９に示す。 

 

             表９．資金度配分       （単位：百万円） 

年度（平成） ２３ 合計 

環境影響予測シミュレータ

の開発 

６．６ ６．６ 

環境影響観測データによる

シミュレータの検証 

８．７ ８．７ 

米国研究機関との研究協力

体制構築 

３．７  ３．７ 

合計 １９．０ １９．０ 

 

みずほ情報総研株式会社 
（プロジェクトリーダー：青柳良輔） 

ローレンス･バークレー 
研究所（米国） 研究協力 

経済産業省 

委託 
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５－４ 費用対効果 
 
ゼロベースから構造解析シミュレータを開発するにはプログラミングや検証

に多大な工数がかかるものであるが、本事業においては、文部科学省プロジェ

クトの成果である FrontISTR を活用したことから、工数を大幅に短縮すること

ができた。これは、事前審査時に「公的資金で開発されたコード GeoFEM の使

用を検討できないか」との指摘を受けており、これを真摯に検討した結果、

GeoFEM の後継シミュレータである FrontISTR を活用することが効率的であ

る、と判断したものである。 
また、多相流体解析コード「TOUGH2」についても、既にソースコードを改

変権とともに取得済みであったため、本事業において追加のライセンス取得費

用は必要としなかったことから、効率的に事業を実施できたと考える。 
 
 
 
５－５ 変化への対応 

 
事業期間（平成２３年１０月～平成２４年２月）においては、事業に影響を

与えるような、大きな社会経済情勢の変化はなかった。そのため、当初計画ど

おり事業に取り組んだ。 
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二酸化炭素回収・貯蔵安全性評価技術開発事業 
（CO2地下貯留の安全性・周辺環境影響の予測及び評価手法の研究開発） 

 
 
 

第３章 評価 
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第３章 評価 

 

１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性 

流体圧力によっては有意な地層の変形が起こる可能性が大きく、その程度を

定量的に見積もるためには，本事業で対象としているような，流体圧力と地層

の変形を連成させて解析できるシミュレータが必要である。また、当該技術は

大規模計算が可能であること、機能拡張や改良が容易であること等の特徴を持

ち、既存のシミュレータと比べても遜色のないものである。 

地球温暖化対策として二酸化炭素の地中貯留技術は重要であり、特に貯留の

安全性評価はＣＣＳの実用化に向けた社会的受容性を確保するうえで必要不可

欠であることから、制度的・社会的課題を解決するためには国主導のもとで本

研究開発を実施することが重要である。 

CO2排出抑制への国際社会の取り組みが活発化し、CO2排出のコスト化のリスク

が顕在化する可能性もある。こうした事業性の予測が難しい問題に関しては、

国が主導する意義は大きい。国が率先して、影響評価のノウハウを確立し、知

見を蓄積しておくことは、環境行政を適切に進める上からも重要である。 

なお、他の貯留に関する安全性評価の研究開発との関連性の明確化が必要で

ある。 

 

【肯定的意見】 

○CO2貯留に係わる地質学的シミュレータの重要性は理解できるが、貯留に関わ

る全体像とそこで必要になる、あるいは有用なシミュレータ群のイメージを

明確にして欲しい。（D委員） 

○地球温暖化対策として二酸化炭素の地中貯留技術は重要であり、特に貯留の

安全性評価はＣＣＳの実用化に向けた社会的受容性を確保するうえで必要不

可欠であることから、制度的・社会的課題を解決するためには国主導のもと

で本研究開発を実施することが重要である。（A委員） 

○地層のシミュレーションは CCS においては必要な技術であり、事業目的は妥

当である。今後、CCS 技術の民間での実用化に目処が立てば、本事業も民間主

導で進められると思われるが、立ち上げ時期には国が担う事業と考える。（B

委員） 

○CCSは、省エネや効率化技術と違い、それ自体が経済的価値を生み出さない。

経済的なインセンティブが生まれる条件は、炭素税や排出権取引のようなCO2

排出をコスト化する懲罰的な制度が前提になる。しかし、国連気候変動枠組

条約締約国会議の動向を見ると、ポスト京都議定書の国際枠組み形成にます

ます不透明感が増しており、政策的にCO2排出をコスト化する動きは強まって
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はいない。 

  だが、気候変動問題は、異常気象の頻発など、何らかの世界的なイベント

をきっかけに、再び国際社会の取り組みが活発化し、CO2排出のコスト化のリ

スクが顕在化する可能性もある。こうした事業性の予測が難しい問題に関し

ては、国が主導する意義は大きい。 

  一連のCCSの実証プロジェクトの中でも、地中貯留に関しては、現状で経済

的なインセンティブがないばかりか、貯留サイトの確保や周辺住民への対応

などでは、国が主体的に取り組むことが事業推進の前提になる。CO2圧入によ

る環境影響評価は、社会的受容性の向上に不可欠なばかりか、事業化の前提

として将来、法的に義務化される可能性も高い。国が率先して、影響評価の

ノウハウを確立し、知見を蓄積しておくことは、環境行政を適切に進める上

からも重要である。（C委員） 

○二酸化炭素貯蔵技術は、民間レベルで経済的にペイすることが困難であり、

一方、その実用が必要とされた際の対応する手段をわが国として保有するこ

と、および二酸化炭素回収貯蔵技術が、エンジメーカーなどが海外で事業展

開する際に不可欠な現状を考えれば、わが国独自の当該技術の開発は、広く

国民のニーズと合致すると言えるので、公的資金によってその研究開発を支

援すべき案件と判断できる。（E委員） 

○本研究で開発しようとしている連成シミュレータは、CCS事業のモニタリング

と合わせて事業の監視・環境影響評価をするうえで必要である。（F委員） 

○本事業がCCS技術確立の中で、重要な要素技術の一つと位置付けられている以

上、CCS技術と同じ位置づけと解釈することは自然であり、CCS技術と同様に

国が主体となって実施することは適切であると言える。（G委員） 

○CO2注入によって発生する流体圧力は，自然状態の間隙水圧に比べて無視でき

ない大きさになるため，その圧力によって有意な地層の変形が起こる可能性

が大きい．その程度を定量的に見積もるためには，本事業で対象としている

ような，流体圧力と地層の変形を連成させて解析できるシミュレータが必要

となる．（H委員） 

 

【問題点・改善すべき点】 

●CO2貯留に伴う地表面隆起を解析することは社会的受容性を確保するうえで貴

重なデータとなるが、ここでの研究成果と他の貯留に関する安全性評価の研

究開発とは、どのような関連があり、どうつながっていくのかがよく分から

ない。(A委員) 

●技術は継続性を考え既存のシミュレータの改良版であるため、大きな技術的

な進歩は見受けられない。CCSの安全性を担う技術であるため、開発費の問題

はあるが常にシミュレーション技術のアップグレイドは必要である。（B委員） 

●既に国内外で開発されているシミュレータに加えて、新たに開発をする必要
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性をさらに明確にすべきではないかと思われる。（F委員） 

●事業のタイトルと目標が見合っていない．目標を達成できるシミュレータと

してＴＯＵＧＨ－ＦＬＡＣが既に存在する．その上で本開発事業が必要な理

由が明記されるべきである．例えば，ＴＯＵＧＨ－ＦＬＡＣでは不可能なシ

ミュレーションで検討すべき課題があるとか，将来的に「・・・」の機能を

組み込む必要があり，ＴＯＵＧＨ－ＦＬＡＣでは商用コードを含むために対

応できないためなど．そうしないと，既存技術があるのに，なぜ新たな開発

が必要なのかが分からない．（H委員） 

●疑問として、なぜこの事業を CCS技術確立から切り出して評価しているのか、

意図が分からない。CCS技術の中の要素技術として組み込んで実施すれば良い

のではないだろうか。外に出すことで、個別に資料を作成し、評価も別途行

い、余分な仕事が増えているだけのような気がするが、外に出した理由が何

も述べられていない。明確にすべきである（G委員） 

 

 

 



32 
 

２．研究開発等の目標の妥当性 

 CO2貯留に伴う地表面隆起を予測するシミュレータの開発は、社会受容性を高

めるうえで重要なものであり、実用化にあたり地域住民の理解を得るのに有用

なデータであるとともに、我が国独自の CCS技術の確立に必要である。 

 既存の CCS プロジェクトで実績のあるシミュレータを組み合わせて日本の地

質構造にあったものを開発し、日本の CCS と条件の近いサイトで、実データと

検証・比較する、という目標は、限られた予算の中で必要最小限の作業で効果

を上げる手法として評価でき、概ね妥当である。 

 なお、CCSの全体像のなかでの本事業の位置づけを明確にすべきである。また、

アルジェリア・インサラ CCSプロジェクトのデータが検証に適切であることを、

明確に説明すべきである。他、１つの貯留サイトだけの検証ではなく、複数の

サイトで検証を行うことが必要であり、今後国内のデータを用いた解析と海外

での利用が期待される。 

 

【肯定的意見】 

○CO2貯留に伴う地表面隆起を予測するシミュレータの開発は、社会受容性を高

めるうえで重要なものであり、実用化にあたり地域住民の理解を得るのに大

きなデータとなる。（A委員） 

○CO2の地中貯留を進めるうえでの最大の障壁は、貯留サイトの周辺住民の理解

、社会的な受容性の確保にあると思われる。その点で、貯留サイト周辺に対

する環境影響予測シミュレータの開発、予測精度の向上は、不可欠だ。既存

のCCSプロジェクトで実績のあるシミュレータを組み合わせて日本の地質構

造にあったものを開発し、日本のCCSと条件の近いサイトで、実データと検証

・比較する、という目標は、限られた予算の中で必要最小限の作業で効果を

上げる手法として評価できる。（C委員） 

○限られた期間、予算から考えると研究開発等の目標は概ね妥当である。（B委

員） 

○わが国のみでは得難い海外のデータと連携して、実用化に資するシミュレー

ション技術を開発することは我が国独自のCCS技術の確立に必要と判断でき

る（E委員） 

○シミュレータの開発としては、目標設定、達成度の指標は妥当である。（F委

員） 

○目的がシミュレータの開発であり、シミュレータの精度を実データにより検

証しており、妥当な目標設定であると言える（G委員） 

○目標が明確で，その内容も妥当である．（H委員） 
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【問題点・改善すべき点】 

●全体像のなかの位置づけ、先行するシミュレータに対する優位性を明確にし

て欲しい。このシミュレータが世界に売れることになるのか。（D委員） 

●開発した環境影響予測シミュレータの検証に、アルジェリアのインサラＣＣ

Ｓプロジェクトのデータが使用されているが、１つの貯留サイトだけの検証

ではなく、複数のサイトで検証を行うことが必要ではないか。（A委員） 

●コンピュータによるシミュレーションは、計算結果を実データと繰り返し比

較することで、改良を加え、精度を上げていく。今後、複数の実サイトで、

検証していくことが求められる。（C委員） 

●国内のデータを用いた解析が行えなかった点が残念である。（B委員） 

●今回選択したアルジェリア・インサラ CCS プロジェクトのデータが、新しく

開発したシミュレータの検証に適切であることを、何を持って言えるのかが

明確でない。また、他の CCS プロジェクトのデータで検証することをしなか

った理由は何故か不明な点もある（G委員） 
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３．成果、目標の達成度の妥当性 

 環境影響予測シミュレータが開発し、既存のシミュレータと同等の一定の予

測精度を確保できたことは、実施期間が１年ということを考えれば妥当な成果

である。 

 なお、アルジェリアのインサラＣＣＳプロジェクトのデータが使用されてい

るが、１つの貯留サイトだけの検証では精度的に疑問が残る。今後、さらに実

データとの比較、先行シミュレータの計算結果と比較を重ねることで、予測精

度への信頼感を高める必要がある。 

また、開発されたシミュレータは、既存の同様のものと何が根本的に違い、

どのような意義があるのかは明確にすべきであり、“先行技術に対する優位性”

を明示すべきである。 

 

【肯定的意見】 

○目標は達成できているが、目標の先はどうか。“先行技術に対する優位性”

を目標に入れるべきではないか。（D委員） 

○プロトタイプとはいえ環境影響予測シミュレータが開発できたことは、実施

期間が１年ということを考えれば妥当な成果が得られている。（A委員） 

○限られたデータからのシミュレーションであるため、成果は妥当であり、目

標は達成された。（B委員） 

○新開発した環境影響予測シミュレータを、実観測データと比較したところ、

一致性は良好で、先行シミュレータとの比較でも 3 年後の地表面変異が 10％

小さくなった程度だった。実データや他のシミュレータとの大幅なかい離は

見られず、一定の予測精度を確保したと評価できる（C委員） 

○設定されたシミュレーション技術はおおむね確立されたと判断できる。（E委

員） 

○シミュレータの開発としては期待される成果が得られていると判断される。

（F委員） 

○短期間で、先行するローレンス・バークレー研究所の持つ TOUGH-FLACに近い

精度のプロトタイプのシミュレータを開発できたことは評価できる（G委員） 

○目標に見合った成果が得られている。（H委員） 

 

【問題点・改善すべき点】 

●開発した環境影響予測シミュレータの検証に、アルジェリアのインサラＣＣ

Ｓプロジェクトのデータが使用されているが、１つの貯留サイトだけの検証

では精度的に疑問が残る。また、先行研究である TOUGH-FLACの解析結果と１

０％程度の差異があり、検証が必要である。（A委員） 

●経時変化の解析期間が短いため、10%程度の差異に留まっているが、さらに長
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い期間の解析が行えるようになると実測値とのズレは拡大するように思われ

る。さらなる技術の改良が必要であろう（B委員） 

●しかし、1年後と3年後を比べると、かい離幅は大きくなっており、特に実デ

ータとのかい離は10％以上大きくなっている。このかい離幅をどう評価する

のは難しい。だが、予測するタイムスパンが10年～100年以上を求められてい

ること、かい離方向が影響の小さい方向に表れていることを考えると、周辺

住民の立場に立てば、「3年で10％」という誤差は看過できるものではないと

も言える。 

今後、さらに実データとの比較、先行シミュレータの計算結果と比較を重ね

ることで、予測精度への信頼感を高める必要がある。（C委員） 

●開発されたシミュレータは、既存の同様のものと何が根本的に違い、どのよ

うな意義があるのかは明確であろうか。（F委員） 

●今回開発したプロトタイプの精度が TOUGH-FLACに比べてどの程度なのかが示

されていない。より精度が向上したと言えるのか、まだ TOUGH-FLACの方が上

回っているのかよくわからない（G委員） 
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４．事業化、波及効果についての妥当性 

 環境影響予測シミュレータのプロトタイプが開発できたことから、今後、様々

な地質条件下での検証実績を重ねることができれば、環境影響予測の精度向上

が期待できる。CCS技術が本格始動すると必須なシミュレーション技術となるた

め、今後国内外での CCSの現場では活用される可能性があると考えられる。  

 波及効果をさらに高めるためには、既存の同種のシミュレータとの差別化を

明確にし、また、様々な地質条件下での検証など、国内外の多くのデータを用

いて検証し精度を上げ、先行するシミュレータに対して競争力を持てるように

するべきである。そのためにも、他の競合する海外のシミュレーション技術と

の性能比較が必要である。 

 また、メタンハイドレート等への応用展開は可能か、あるいは積極的にその

分野への技術移転ができるかなどの議論も必要である。 

 

【肯定的意見】 

○１つの貯留サイトでの検証を行った段階ではあるが、環境影響予測シミュレ

ータのプロトタイプが開発できたことから、今後、様々な地質条件下での検

証実績を重ねることができれば、環境影響予測の精度向上が期待できる。（A

委員） 

○CCS技術が本格始動すると必須なシミュレーション技術となるため、今後 CCS

の現場では活用されると考えられる。（B委員） 

○CCSが実際に事業として普及始めた場合、環境影響評価は不可欠になると考え

られ、その場合、今回のシミュレータが生かされる余地がある。ただ、CCSの

事業性については不透明である。（C委員） 

○本シミュレーション技術は、海外でのCCSサイトの実用化に関して利用できる

可能性があり、有意義と判断した（E委員） 

○様々な分野で利用される可能性のあるシミュレータが開発されたものと評価

される。（F委員） 

○シミュレータの精度を上げ、実用化に耐えられるようにするにも、複数の CCS

プロジェクトにおけるデータ検証が必要となる。今後は、もっと多くのデー

タを用いて検証し精度を上げるようにして頂きたい（G委員） 

○事業化の見通しが明確である．（H委員） 

 

【問題点・改善すべき点】 

●既存の同種のシミュレータとの差別化は明確であろうか。それによっては、

波及効果はさらに大きくなる可能性もある一方、波及効果に期待できないこ

とも想定されうる。（F委員） 

●波及効果が期待できるものにするためには，先行技術（ＴＯＵＧＨーＦＬＡ



37 
 

Ｃ）に勝る特徴付けが必要である．（H委員） 

●折角、環境影響予測シミュレータのプロトタイプが開発できたことから、本

研究開発を継続して様々な地質条件下での検証実績を重ねるべきではないか。

（A委員） 

●仮にCCS事業が立ち上がったとしても、今のレベルのシミュレーション実績で

は、先行するシミュレータに対して、競争力はないであろう。国内のCCS実証

プロジェクトなどを通じ、計算結果と実データを比較しつつ、改良を加えて

いく必要がある。（C委員） 

●国内での需要はあまり見込めないが、石油や天然ガス開発の分野での実用化

が海外では考えられ、他の競合する海外のシミュレーション技術との性能比

較が必要である。また、メタンハイドレート等への応用展開は可能か、ある

いは積極的にその分野への技術移転ができるかなどの議論も必要である。（B

委員） 

●現時点ではよく分からない。（D委員） 

 

 

 

 

 



38 
 

５．研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等の妥当性 

 ローレンス・バークレー研究所の協力を仰ぎ実施したことなど、開発の目標

に見合った適切な体制が取られている。また、文部科学省のプロジェクトで開

発した既存のシミュレータを活用したことは非常に効率的であり、少ない予算

である程度精度のよいシミュレータを開発していることは、費用対効果は得ら

れていると評価できる。 

 なお、RITE を中心とした CO2 回収・貯蔵安全評価技術開発事業のなかで、予

測シミュレーションモデルの開発と連携・並行して、より独自性の高い環境影

響評価ツールを開発するという体制の方が、効果的、効率的であると考えられ

る。また、様々な地質条件での検証を重ね精度を向上させる必要があることか

ら、研究開発計画が短いと考えられる。 

 

【肯定的意見】 

○短期間で成果を出すために、ローレンス・バークレー研究所の協力を仰ぎ実

施したことは評価できる。また、少ない予算である程度精度のよいシミュレ

ータを開発しているので費用対効果は高いと言える。（G委員） 

○開発の目標に見合った適切な体制が取られている．（H委員） 

○文部科学省のプロジェクトで開発した既存のシミュレータを活用したことは

非常に効率的であり、費用対効果は得られていると評価できる。（A委員） 

○期間、予算額を考えると概ね妥当である。（B委員） 

 

【問題点・改善すべき点】 

●CO2貯留に伴う地表面隆起を予測するシミュレータの開発には、様々な地質条

件での検証を重ね精度を向上させる必要があることから、研究開発計画が短

いのではないか。（A委員） 

●地上表面の環境影響評価と、地層モデリング、地層内CO2の挙動モニタリング

、予測シミュレーションは、表裏一体のものであることから、今回のように

地上影響評価だけを別の研究開発プロジェクトにすることが適切であったか

、という疑問が残る。RITEを中心としたCO2回収・貯蔵安全評価技術開発事業

のなかで、予測シミュレーションモデルの開発と連携・並行して、より独自

性の高い環境影響評価ツールを開発するという体制の方が、効果的、効率的

であったように思う。（C委員） 
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６．総合評価 

シミュレータを開発することはＣＣＳ全体の事業性を高める上で重要であ

り、地域住民の了解を取得する上で有益なデータとなる。また、海外の技術に

頼らず、入手可能なコード（オープンソース）を用いて短期間にシミュレーシ

ョン技術の開発に成功したことは、費用対効果も高くわが国の知的資産として

評価が高い。 

 また、今後、実用化に向けて事業性を確保するためには、１つの貯留サイト

だけの検証では精度的に疑問が残り、また、世界的にトップ水準の予測精度と

は言えないことから、様々な地質条件での検証、精度を向上させること、シミ

ュレーション技術のアップグレイドが必要である。また、他の競合する海外の

シミュレーション技術との性能比較・差別化が必要不可欠である。他には、メ

タンハイドレート等への応用展開は可能か、あるいは積極的にその分野への技

術移転ができるかなどの議論も必要である。 

 

【肯定的意見】 

○社会受容の醸成のためには、ＣＣＳに対する安全性・信頼性の構築が必要で

あることから、CO2貯留に伴う地表面隆起を予測するシミュレータの開発は、

地域住民の了解を取得するうえで有益なデータとなる。（A委員） 

○CCSにおける地上表面の環境影響評価を重視し、日本の地層構造に合ったシミ

ュレータを開発するという目標は、CCSの社会的受容性を高めるうえで、評価

できる。（C委員） 

○海外のプロジェクトと適切に連携して、表題のシミュレーション技術の開発

に成功したことは、わが国の知的資産として高く評価した。（E委員） 

○期待される数値シミュレータが開発されたことは評価できる。（F委員） 

○いずれも入手可能なコードで目標を達成できたことは良いことである．（H委

員） 

○CCS技術確立に必要な要素技術を、海外の技術に頼らず自ら得たことは意義が

あり、しかも費用対効果も高く短期間に獲得できたことは評価できる。（G委

員） 

○地層のシミュレーションはCCSにおいては必要な技術であり、事業目的は妥当

である。今後、CCS技術の民間での実用化に目処が立てば、本事業も民間主導

で進められると思われるが、立ち上げ時期には国が担う事業と考える。（B委

員） 

○立てた目標は達成できている。（D委員） 

 

【問題点・改善すべき点】 

●開発した環境影響予測シミュレータの検証に、アルジェリアのインサラＣＣ
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Ｓプロジェクトのデータが使用されているが、１つの貯留サイトだけの検証

では精度的に疑問が残る。今後、実用化に向けて社会的受容性を確保するた

めには、様々な地質条件での検証を重ね精度を向上させる必要があるのでは

ないか。（A委員） 

●技術は継続性を考え既存のシミュレータの改良版であるため、大きな技術的

な進歩は見受けられない。CCSの安全性を担う技術であるため、開発費の問題

はあるが常にシミュレーション技術のアップグレイドは必要である。また、

データ解析を国内データで行えなかった点は残念である。 

  経時変化の解析期間が短いため、10%程度の差異に留まっているが、さらに

長い期間の解析を行うと実測値とのズレは拡大するように思われる。さらな

る技術の改良が必要であろう。 国内での需要はあまり見込めないが、石油

や天然ガス開発の分野での実用化が海外では考えられ、他の競合する海外の

シミュレーション技術との性能比較が必要である。また、メタンハイドレー

ト等への応用展開は可能か、あるいは積極的にその分野への技術移転ができ

るかなどの議論も必要である。（B委員） 

●ただ、今回得られた計算結果だけを見ると、その値と実測データ、先行シミ

ュレータとの比較から、世界的にトップ水準の予測精度とは言えず、もの足

りなさが残る。今後は、長岡や苫小牧などの実際のCO2貯留プロジェクトを通

じ、地層内CO2挙動シミュレーション技術の研究・開発の一環として取り組む

選択肢もある。（C委員） 

●このシミュレータが、なぜ必要になるのか、他の同種のシミュレータと何が

違うのかといった差別化がこの種の研究には不可欠ではないだろうか。その

点が気になる。（F委員） 

●この事業を CCS 事業とは切り離して、別事業として評価している意味がよく

わからない。ここでの評価がどのように利用され、またどんな価値を生むの

かも見えてこない。なぜこの事業を CCS 事業と別に評価しなくてはならない

のかという理由を明確にする必要がある。（G委員） 
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７．今後の研究開発の方向等に関する提言 

環境影響予測シミュレータのプロトタイプが開発できたが、１つの貯留サイ

トでの検証を行った段階であり、今後は、本研究開発を継続して様々な地質条

件下での検証実績を重ね、また、断層ができたらどうなるかなど「想定外」の

事象も含めた視点での開発を進めることにより、今後、実用化に向けて社会的

受容性を確保することが可能となる。 

また、なぜこのような研究を行う必要があるのか、開発されるものがどのよ

うな意義があるのか、開発技術が今後日本の CCS 事業でどう使われていくのか

といった点を明確に示すことが不可欠である。 

 

【各委員の提言】 

○環境影響予測シミュレータのプロトタイプが開発できたが、１つの貯留サイ

トでの検証を行った段階であり、今後、実用化に向けて社会的受容性を確保

するためには本研究開発を継続して様々な地質条件下での検証実績を重ねる

ことが必要である。（A委員） 

○今回のCCSによる環境影響評価シミュレーションの開発では、地層内のCO2はキ

ャップロックがあるから絶対に漏れない、ということを前提にしている。し

かし、「地震によって断層ができたらどうなるのか」「地層面が大きく褶曲

したら、どうなるのか」「もし断層面からCO2が漏れた場合、地上にどんな影

響があるのか」という疑問は、貯留サイト周辺の住民に理解を求める中で当

然、出てくると思われる。東日本大震災時の原発事故によって、科学者、専

門家への信頼性が大きく揺らいでいるなか、こうした極端に確率の低い事象

に対しても、丁寧に説明していく必要性が増している。 

環境影響評価シミュレーションにも、こうした「想定外」の事象も含めた視

点が必要で、住民の立場になった真摯な姿勢が、結局はCCSの社会的受容性を

高めることになると思う。（C委員） 

○米国研究機関との協力は大切と思うが、そこへ相当の資金が支出されている

ため、この限界を早く超えて本シミュレータが今後売れるソフトになること

を期待している。（D委員） 

○本研究自体としては、成果が得られているものと判断されますが、なぜ、こ

のような研究を行う必要があるのかを明確にし、開発されるものがどのよう

な意義があるのかを示すことが不可欠だと思います。その点、本研究の実施

そのものにやや気になる点が残りました。（F委員） 

○本事業のほかに今回2件のCCS事業に関わる要素技術評価を実施しているが、

どの事業もCCS事業予算の100分の1にも満たない小額予算の事業となってい

る。それらの小額事業を本体のCCS事業と同等のレベルの様式で評価している

が、評価に要するコストと労力を考えると、とても効率的とは言えず、それ
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ぞれの本来のあるべき評価はCCS事業そのものに起因している以上、小額事業

を個別に評価してもそれほど意味が無いように思える。このような付属的な

事業を本体事業と切り分けて、しかも同じプロセスで評価することは合理性

に合わない。もっと、簡素化したプロセスを準備するか、本体事業と一緒に

評価するか効率性の観点から無駄を省いて欲しい。（G委員） 

○成果が，できるだけ広く利用できるような形で公開されることを希望する．

（H委員） 
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第４章 評点法による評点結果 

 

 

「二酸化炭素回収・貯蔵安全性評価技術開発事業（CO2 地下貯留の安全性・周辺環境

影響の予測及び評価手法の研究開発）」に係るプロジェクト評価の実施に併せて、以下

に基づき、本評価検討会委員による「評点法による評価」を実施した。その結果は「３．

評点結果」のとおりである。 

 

１．趣 旨 

 

評点法による評価については、産業技術審議会評価部会の下で平成 11年度に評価を

行った研究開発事業（39 プロジェクト）について「試行」を行い、本格的導入の是非

について評価部会において検討を行ってきたところである。その結果、第 9回評価部会

（平成 12年 5月 12日開催）において、評価手法としての評点法について、 

 (1)数値での提示は評価結果の全体的傾向の把握に有効である、 

 (2)個々のプロジェクト毎に評価者は異なっても相対評価はある程度可能である、 

との判断がなされ、これを受けて今後のプロジェクト評価において評点法による評価を

行っていくことが確認されている。 

 また、平成 21年 3月 31日に改定された「経済産業省技術評価指針」においても、プ

ロジェクト評価の実施に当たって、評点法の活用による評価の定量化を行うことが規定

されている。 

これらを踏まえ、プロジェクトの中間・事後評価においては、 

 (1)評価結果をできる限りわかりやすく提示すること、 

 (2)プロジェクト間の相対評価がある程度可能となるようにすること、 

を目的として、評価委員全員による評点法による評価を実施することとする。 

  本評点法は、各評価委員の概括的な判断に基づき点数による評価を行うもので、評価

報告書を取りまとめる際の議論の参考に供するとともに、それ自体評価報告書を補足す

る資料とする。また、評点法は研究開発制度評価にも活用する。 
 

２．評価方法 

 

・各項目ごとに４段階（Ａ(優)、Ｂ(良)、Ｃ(可)、Ｄ(不可)<ａ，ｂ，ｃ，ｄも同様>）

で評価する。 

・４段階はそれぞれ、Ａ(ａ)＝３点、Ｂ(ｂ)＝２点、Ｃ(ｃ)＝１点、Ｄ(ｄ)＝０点に

該当する。 

・評価シートの記入に際しては、評価シートの《判定基準》に示された基準を参照し、

該当と思われる段階に○を付ける。 

・大項目（Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ）及び小項目（ａ，ｂ，ｃ，ｄ）は、それぞれ別に評点を

付ける。 

・総合評価は、各項目の評点とは別に、プロジェクト全体に総合点を付ける。   
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３．評点結果 

 

評点法による評点結果 

二酸化炭素回収・貯蔵安全性評価技術開発事業 

（CO2地下貯留の安全性・周辺環境影響の予測及び評価手法の研究開発） 

  評点 

Ａ 

委員 

Ｂ 

委員 

Ｃ 

委員 

Ｄ 

委員 

Ｅ 

委員 

Ｆ 

委員 

Ｇ 

委員 

Ｈ 

委員 

 １．事業の目的・政策的位置付けの妥当性 2.13  2  1  2  3  3  1  3  2  

 ２．研究開発等の目標の妥当性 1.88  1  2  2  2  2  2  2  2  

 ３．成果、目標の達成度の妥当性 1.75  1  1  1  3  2  2  2  2  

 ４．事業化、波及効果についての妥当性 1.50  1  2  1  1  2  1  2  2  

 ５．研究開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･体制･資金･費用対効果等の妥当性 1.63  1  1  1  2  2  2  2  2  

 ６．総合評価 1.88  1  2  1  2  3  2  2  2  

 

 
 

        
  

         
  

         
  

         
  

         
  

         
  

         
  

 

１．事業の目
的・政策的位
置付けの妥当
性 

２．研究開
発等の目
標の妥当
性 

３．成果、目
標の達成度の
妥当性 

４．事業化、波
及効果について
の妥当性 

５．研究開発マネ
ジメント・体制・
資金・費用対効果
等の妥当性 

６．総合評価 
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経済産業省技術評価指針の位置付け 

 

経済産業省技術評価指針（以下、「本指針」という。）は、経済産業省が、経済産業省における技

術に関する施策及び技術に関する事業（以下、「技術に関する施策・事業」という。）の評価を行う

に当たって配慮しなければならない事項を取りまとめたガイドラインである。 

本指針は、「産業技術力強化法」（平成１２年法律第４４号）第１０条の規定、「科学技術基本計画」

（平成１８年３月閣議決定）、「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研

究開発等の効率的推進等に関する法律」（平成２０年法律第６３号）第３４条の規定及び「国の研究

開発評価に関する大綱的指針」（平成２０年１０月内閣総理大臣決定）（以下、「大綱的指針」という。）

に沿った適切な評価を遂行するための方法を示す。 

同時に、「行政機関が行う政策の評価に関する法律」（平成１３年法律第８６号）（以下、「政策評

価法」という。）に基づく「経済産業省政策評価基本計画」（以下、「政策評価基本計画」という。）

に沿った、経済産業省政策評価のうち研究開発に関する部分の実施要領としての性格を持つ。した

がって、技術に関する施策・事業についての評価の結果は、政策評価基本計画に基づき実施される

事前評価及び事後評価に適切に反映・活用を図る。 

技術評価は、政策評価法上要請される評価を含め政策評価の一環としての位置付けを有すること

から、本指針は、技術に関する施策・事業の成果や実績等を厳正に評価し、それを後の技術に関す

る施策・事業の企画立案等に反映させる政策サイクルの一角としての評価の在り方について定める

ものである。 

ただし、技術に関する施策・事業に係る評価は、競争的資金制度による研究課題、プロジェクト

といった研究開発の内容や性格、実施体制等の態様に応じた評価方法に拠るべきであるとともに、

評価の厳正さと効率性を両立するためには、評価をとりまく様々な状況に応じた臨機応変な評価手

順を設定する必要がある。さらに、評価手法は日進月歩であり、今後よりよい評価手法が提案され

ることも十分考えられる。したがって、本指針では共通的なルール及び配慮事項を取り上げること

とし、より詳細な実施のプロトコルは評価マニュアルの作成等により記述することで、機動的な実

施を図ることとする。 

研究開発機関が自ら実施する評価をその機関の自己改革の契機とするような自律的なシステムの

構築に努め、研究開発を実施する独立行政法人が、大綱的指針及び本指針に沿って、研究開発評価

の実施に関する事項について、明確なルールを定め、研究開発評価の実施及び評価結果の活用が適

切かつ責任を持って行われるよう、所管官庁としての責務を果たすものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 



-2- 
 

 

◎本指針における用語については、次に定めるところによる。 

 

・競争的資金制度：資金を配分する主体が、広く一般の研究者（研究開発に従事している者又はそ

れらの者から構成されるグループをいう。）、企業等又は特定の研究者、企業等を対象に、特定の

研究開発領域を定め、又は特定の研究開発領域を定めずに研究課題を募り、研究者、企業等から

提案された研究課題の中から、当該課題が属する分野の専門家（当該分野での研究開発に従事し

た経験を有する者をいう。）を含む複数の者による、研究開発の着想の独創性、研究開発成果の先

導性、研究開発手法の斬新性その他の科学的・技術評価又は経済的・社会的評価に基づき、実施

する課題を採択し、当該課題の研究開発を実施する研究者等又は研究者等が属する組織若しくは

企業等に資金を配分する制度をいう。 

・研究開発制度：資源配分主体が研究課題を募り、提案された課題の中から採択した課題に研究開

発資金を配分する制度をいう。 

・プロジェクト：具体的に研究開発を行う個別の実施単位であり、明確な目的や目標に沿って実施

されるものをいう。研究開発制度（競争的資金制度を含む）による研究課題は、本指針上プロジ

ェクトには該当しない。 

・研究開発機関：国からの出資、補助等の交付を受けて研究開発を実施し、又は研究開発の運営管

理を行う機関をいう。 

・技術に関する事業：具体的に研究開発を行う個別の実施単位をいい、「研究開発制度（競争的資金

制度を含む）」、「プロジェクト」及び「競争的資金制度による研究課題」により構成される。 

・技術に関する施策：同一又は類似の目的を有する技術に関する事業のまとまりをいい、当該目的

との関係で必要な研究開発以外の要素（調査等）を含む場合がある。 

・政策評価書：本指針において用いる「政策評価書」とは経済産業省政策評価実施要領を踏まえた

評価書をいう。 

・政策サイクル：政策の企画立案・実施・評価・改善（plan-do-check-action）の循環過程をいう。 

・評価システム：評価目的、評価時期、評価対象、評価方法等、評価に係るあらゆる概念、要素を

包含した評価制度、体制の全体をいう。 

・推進課：技術に関する事業を推進する課室（研究開発担当課室）をいう。推進課は、評価結果を

反映させるよう努力する義務がある。 

・主管課：技術に関する施策の企画立案を主管する課室及び予算等の要求事項を主管する課室をい

う。 

・査定課：予算等の査定を行う課室（大臣官房会計課、資源エネルギー庁総合政策課等）をいう。 

・有識者等：評価対象となる技術に関する施策・事業について知見を有する者及び研究開発成果の

経済的・社会的意義につき指摘できる人材（マスコミ、ユーザ、人文・社会科学者、投資家等）

をいう。 

・外部評価者：経済産業省に属さない外部の有識者等であって、評価対象となる技術に関する施策・

事業の推進に携わっていない者をいう。 

・外部評価：外部評価者による評価をいい、評価コメントのとりまとめ方法としてパネルレビュー
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（評価者からなる委員会を設置（インターネット等を利用した電子会議を含む。）して評価を行う

形態）による場合とメールレビュー（評価者に対して郵便・ＦＡＸ・電子メール等の手段を利用

して情報を提供し、評価を行う形態）による場合とがある。 

・評価事務局：技術に関する施策・事業の評価の事務局となる部署をいい、評価者の行う評価の取

りまとめ責任を負う。 

・評価者：評価の責任主体をいい、パネルレビューによる場合には外部評価者からなる委員会が責

任主体となる。また、評価の結果を踏まえて、資源配分の停止や変更、技術に関する施策・事業

の内容の変更に責任を有するのは企画立案部門である技術に関する施策・事業の推進課及び主管

課である。 

・終了時評価：事業終了時に行う評価であり、事業が終了する前の適切な時期に行う終了前評価と

事業の終了直後に行う事後評価がある。 
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Ｉ．評価の基本的考え方 

１．評価目的 

(1) より良い政策・施策への反映 

   評価を適切かつ公正に行うことにより、研究者の創造性が十分に発揮されるような、柔軟か

つ競争的で開かれた研究開発環境の創出など、より良い政策・施策の形成等につなげること。 

(2) より効率的・効果的な研究開発の実施 

評価を支援的に行うことにより、研究開発の前進や質の向上、独創的で有望な優れた研究開

発や研究者の発掘、研究者の意欲の向上など、研究開発を効果的・効率的に推進すること。 

(3) 国民への技術に関する施策・事業の開示 

高度かつ専門的な内容を含む技術に関する施策・事業の意義や内容について、一般国民にわ

かりやすく開示すること。 

(4) 資源の重点的・効率的配分への反映 

評価の結果を技術に関する施策・事業の継続、拡大・縮小・中止など資源の配分へ反映させ

ることにより資源の重点化及び効率化を促進すること。また、研究開発をその評価の結果に基

づく適切な資源配分等通じて次の段階に連続してつなげることなどにより、研究開発成果の国

民・社会への還元の効率化・迅速化に資すること。 

 

２．評価の基本理念 

評価の実施に当たっては、以下の考え方を基本理念とする。 

(1) 透明性の確保 

推進課、主管課及び研究開発機関においては、積極的に成果を公開し、その内容について広

く有識者等の意見を聴くこと。評価事務局においては、透明で公正な評価システムの形成、定

着を図るため、評価手続、評価項目・評価基準を含めた評価システム全般についてあらかじめ

明確に定め、これを公開することにより、評価システム自体を誰にも分かるものとするととも

に、評価結果のみならず評価の過程についても可能な限り公開すること。 

(2) 中立性の確保 

評価を行う場合には、被評価者に直接利害を有しない中立的な者である外部評価の導入等に

より、中立性の確保に努めること。 

(3) 継続性の確保 

技術に関する施策・事業においては、個々の評価がそれ自体意義を持つだけではなく、評価

とそれを反映した技術に関する施策・事業の推進というプロセスを繰り返していく時系列のつ

ながりにも意義がある。したがって、推進課及び主管課にとって評価結果を後の技術に関する

施策・事業の企画立案等に反映させる際に有用な知見を抽出し、継続性のある評価方法で評価

を行うこと。 

(4) 実効性の確保 

政策目的に照らし、効果的な技術に関する施策・事業が行われているか判断するための効率

的評価が行われるよう、明確で実効性のある評価システムを確立・維持するとともに、技術に

関する施策・事業の運営に支障が生じたり、評価者及び被評価者双方に過重な負担をかけるこ
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とのない費用対効果の高い評価を行うこと。 

 

３．指針の適用範囲 

(1) 本指針においては、多面的・階層的な評価を行う観点から、経済産業省における具体的に研

究開発を行う個別の実施単位である研究開発制度、プロジェクト及び競争的資金制度による研

究課題である技術に関する事業並びに同一又は類似の目的を有する技術に関する事業のまとま

りである技術に関する施策を評価対象とする。 

(2) 国費の支出を受けて技術に関する事業を実施する民間機関、公設試験研究機関等の評価につ

いては、当該事業の評価の際等に、これら機関における当該事業の研究開発体制に関わる運営

面に関し、国費の効果的・効率的執行を確保する観点から、必要な範囲で評価を行う。 

(3) 上記(2)の規定にかかわらず、独立行政法人が運営費交付金により自ら実施し、又は運営管理

する技術に関する事業については、独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）及び大

綱的指針に基づいて実施されるものであり、本指針の対象としない。なお、技術に関する施策

には、これら事業は含まれるものとする。 

(4) 評価の種類としてはこの他に研究者等の業績の評価が存在するが、これは研究開発機関の長

が評価のためのルールを整備した上で、責任を持って実施することが基本であり、本指針の対

象としない。 

 

４．評価の類型・階層構造及びリンケージ 

(1) 実施時期による類型 

評価はその実施時期により、事前評価、中間・終了時評価及び追跡評価に類型化される。 

(2) 評価の階層構造 

経済産業省における技術評価では、技術に関する施策・事業での評価を基本的な評価単位と

するが、政策効果をあげるために、特に必要があると認められるときには、関連する複数の技

術に関する施策・事業が有機的に連携をとって 

体系的に政策効果をあげているかを評価することとする（これは経済産業省政策評価実施要

領における「政策体系評価」に対応するものと位置付ける。）。 

(3) 実施時期による評価のリンケージ 

中間・終了時評価は、技術に関する施策・事業の達成状況や社会経済情勢の変化を判断し、

計画の見直しや後継事業への展開等の是非を判断するものである。また、事前評価での予想が

実際にどのような結果となったか、予算措置は妥当であったか等を確認することにより、事前

評価の方法を検証し得るものである。したがって、中間・終了時評価の結果をその後の産業技

術政策・戦略の企画立案や、より効果的な事前評価の評価手法の確立に反映させるよう努める

ものとする。 

また、中間・終了時評価の結果は、追跡評価にて検証されるものである。 

 

５．評価方法等 

厳正な評価を行うためには、評価方法、評価項目等に客観性を持たせることが必要であること
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から、本指針をはじめ評価実施に係る諸規程等を整備の上、公開するものとする。 

技術評価室は本指針を踏まえ、評価マニュアル等を策定するとともに、円滑な評価の実施のた

めの指導及び評価システムの維持管理を行う。 

(1) 施策原簿 

技術に関する施策の基本実施計画書、政策評価書等をもって施策原簿とする。施策原簿を作

成・改定した場合は、速やかにその写しを技術評価室へ提出する。 

(2) 事業原簿 

技術に関する事業の基本実施計画書、政策評価書等をもって事業原簿とする。研究開発制度

及びプロジェクトの事業原簿を作成・改定した場合は、速やかにその写しを技術評価室へ提出

する。 

(3) 評価項目・評価基準 

評価の類型及び技術に関する施策・事業の態様等に応じて標準的な評価項目・評価基準を技

術評価室が別に定めることとする。 

(4) 評価手続・評価手法 

評価の類型に応じて適切な評価手法を用いるものとする。なお、複数の事業間の相対的評価

を行う場合等においては、評点法の活用が有効と考えられ、評価の類型及び対象案件の態様に

応じ適宜活用することが望ましい。 

(5) 評価の簡略化 

評価の実施に当たっては、評価コストや被評価者側の過重な負担を回避するため、評価対象

となる事業に係る予算額が比較的少額である場合には、評価項目を限定する等の簡略化を行う

ことができるものとする。なお、簡略化の標準的な方法については技術評価室が別に定める。 

 

６．評価結果の取扱い等 

(1) 評価結果の取扱い 

評価事務局は、評価終了後速やかに評価書の写しを技術評価室に提出する。技術評価室は全

ての評価結果について、これまでに実施された関連調査及び評価の結果、評価の実施状況等を

踏まえつつ意見をまとめ、査定課、秘書課及び政策評価広報課に報告することができる。 

(2) 予算査定との関係 

査定課は、技術評価室から事前評価及び中間評価の評価書の提出を受けた場合は、技術評価

室の意見を踏まえつつ技術に関する施策・事業の評価等を行う。事前評価に関しては査定課の

評価を終えた事前評価書に記載された技術に関する施策・事業の内容をもって、推進課又は主

管課と査定課との間の合意事項とみなし、査定課はこれを踏まえて予算査定を行う。中間評価

に関しては、査定課は中間評価結果を踏まえて予算査定を行う。 

(3) 評価結果等の公開の在り方 

評価結果及びこれに基づいて講ずる又は講じた措置については、機密の保持が必要な場合を

除き、個人情報や企業秘密の保護、知的財産権の取得等に配慮しつつ、一般に公開することと

する。なお、事前評価については、政策立案過程の透明化を図る観点から、評価事務局は予算

が経済産業省の案として確定した後に、公開するものとする。パネルレビューを行う場合にお
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ける議事録の公開、委員会の公開等については、「審議会等の透明化、見直し等について」（平

成７年９月閣議決定）に準じて行うものとする。 

 

７．評価システムの不断の見直し 

いかなる評価システムにおいても、評価は評価者の主観的判断によってなされるものであり、

その限りにおいては、完璧な客観性、公平性を求めることは困難である。したがって、評価作業

が終了するたびごとにその評価方法を点検し、より精度の高いものとしていく努力が必要である。

また、本指針については、こうした一連の作業を踏まえ、原則として毎年度見直しの要否を検討

する。 

 

８．評価体制の充実 

評価体制の充実を図るため、研究者の評価者としての活用などにより評価業務に携わる人材を

育成・確保するとともに、研究開発費の一部を評価費用に充てるなど評価に必要な資源を確保す

る。 

 

９．評価データベース等の整備 

技術評価室は、国内外の適切な評価者を選任できるようにするため、及び個々の評価において

普遍性・信頼性の高い評価を実現するため、個々の技術に関する施策・事業についての研究者、

資金、成果、評価者、評価結果等をまとめたデータベースを整備する。 

また、競争的資金制度による研究課題に関する評価など、審査業務等を高度化・効率化するた

めに必要な電子システムの導入も促進する。 

 

１０．評価における留意事項 

(1) 評価者と被評価者との対等性 

① 評価者と被評価者との関係 

評価作業を効果的に機能させるためには、評価者と被評価者の双方が積極的にその知見と情

報を提供し合うという協調的関係と、評価者もその評価能力を評価されるという意味で評価者

と被評価者とが相互に相手を評価するという緊張関係とを構築し、この中で、討論を行い、評

価を確定していく必要がある。 

この際、評価者は、不十分な成果等被評価者が自ら進んで提示しない事実があるかどうかを

見極める能力が要求される。一方、被評価者は、評価対象の技術に関する施策・事業の位置付

けを明確に認識するとともに、評価結果を正確に理解し、確実にその後の技術に関する施策・

事業の創設、運営等に反映させていくものとする。 

② 評価者に係る留意事項 

研究者が評価者となる場合、評価者は、評価作業を評価者自らの研究を妨げるものとして捉

えるべきではなく、自らの研究の刺激になる行為として、積極的に取り組むことが必要である。         

また、研究開発成果を、イノベーションを通じて国民・社会に迅速に還元していく観点から、

産業界の専門家等を積極的に評価者に選任する。 
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③ 被評価者に係る留意事項 

被評価者は、評価を事業の質をより高めるものとして積極的に捉え、評価は評価者と被評価

者の双方の共同作業であるとの認識の下、真摯な対応を図ることが必要である。 

(2) 評価の不確実性 

評価時点では見通し得なかった技術、社会情勢の変化が将来的に発生し得るという点で評価

作業は常に不確実性を伴うものである。したがって、評価者は評価の精度の向上には、必然的

に限界があることを認識した上で、評価時点で最良と考えられる評価手法をとるよう努めるこ

とが必要である。かかる観点からは、厳正さを追求するあまりネガティブな面のみを過度に減

点法で評価を行うこととなると、将来大きな発展をもたらす技術を阻害するおそれがある点に

も留意する必要がある。 

また、成果に係る評価において、目標の達成度合いを評価の判定基準にすることが原則であ

るが、併せて、副次的成果等、次につながる成果を幅広い視野からとらえる。 

(3) その他の留意事項 

① 海外の研究者、若手研究者の活用 

研究者には、研究開発の発展を図る上で専門的見地からの評価が重要な役割を果たすもので

あることから、評価者としての評価への積極的参加が求められる。一方、特定の研究者に評価

実施の依頼が集中する場合には、評価への参加が大きな負担となり、また、評価者となる幅広

い人材の養成確保にもつながらないことから、海外の研究者や若手研究者も評価者として積極

的に参加させることなどにより評価者確保の対象について裾野の拡大を図るよう努める。 

② 所期の成果を上げられなかった研究開発 

研究開発は必ずしも成功するとは限らず、また、失敗から貴重な教訓が得られることもある。

したがって、失敗した場合には、まずその原因を究明し、今後の研究開発にこれを生かすこと

が重要であり、成果を上げられなかったことをもって短絡的に従事した研究者や組織、機関を

否定的に評価すべきものではない。また、評価が野心的な研究開発の実施の阻害要因とならな

いよう留意しなければならない。 

③ 数値的指標の活用 

論文の被引用度数、特許の申請状況等による成果の定量的評価は一定の客観性を有するが、

技術に関する施策・事業においては研究分野や内容により、その意味は大きく異なり得るもの

であり、必ずしも研究開発成果の価値を一義的に表すものではない。したがって、これらを参

考資料として有効に活用しつつも、偏重しないよう留意すべきである。 

④ 評価結果の制度間での相互活用 

  研究開発をその評価の結果に基づく適切な資源配分等を通じて次の段階の研究開発に連続

してつなげるなどの観点から、関係府省、研究開発機関及び制度を越えて相互活用するよう努

める。 

⑤ 自己点検の活用 

  評価への被評価者等の主体的な取組を促進し、また、評価の効率的な実施を推進するため、

推進課及び主管課は、自ら技術に関する施策・事業の計画段階において具体的かつ明確な目標

とその達成状況の判定基準等を明示し、技術に関する施策・事業の開始後には目標の達成状況、
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今後の発展見込み等の自己点検を行い、評価者はその内容の確認などを行うことにより評価を

行う。 

⑥ 評価の国際的な水準の向上 

  研究開発の国際化への対応に伴い、評価者として海外の専門家を参加させる、評価項目に国

際的なベンチマーク等を積極的に取り入れるなど評価に関して、実施体制や実施方法などの全

般にわたり、評価が国際的にも高い水準で実施されるよう取り組む。 

 

Ⅱ．評価の類型と実施方法 

Ⅱ．１．技術に関する施策評価 

技術に関する施策の評価は、当該技術分野全体の方向性等を勘案しつつ、当該施策の下に位置

付けられる技術に関する事業のまとまりを俯瞰する形で、各事業の相互関係等に着目し、個々の

事業に係る評価結果を踏まえて行う。 

(1)事前評価 

  新規の技術に関する施策の創設に当たって行う。 

① 評価者 

外部評価者 

② 被評価者 

   推進課及び主管課 

③ 評価事務局 

推進課及び主管課。ただし、必要に応じて技術評価室が行うこともできる。 

④ 評価手続・評価手法 

   外部評価を行う。 

   評価対象とする技術に関する施策は、技術評価室が推進課及び主管課と協議の上、定める。 

⑤ 評価項目・評価基準 

    技術評価室が定める標準的な評価項目・評価基準又は評価者が定めるものとする。 

 

(2) 中間・終了時評価 

    技術に関する施策創設後、一定期間継続的に実施しているものについて、技術に関する施策

ごとに中間・終了時評価を行う。 

① 評価者 

    外部評価者 

② 被評価者 

   推進課及び主管課 

③ 評価事務局 

推進課及び主管課。ただし、必要に応じて技術評価室が行うこともできる。 

④ 評価手続・評価手法 

   施策原簿、成果報告、運営状況報告等を基に外部評価を行う。 

評価対象とする技術に関する施策は、技術評価室が推進課及び主管課と協議の上、定める。 
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⑤ 評価項目・評価基準 

    技術評価室が定める標準的な評価項目・評価基準又は評価者が定めるものとする。 

⑥ 実施時期 

中間評価については、実施が４年以上にわたる又は実施期間の定めのない技術に関する施策

について３年程度ごとに定期的に行う。なお、モニタリング（進捗状況を把握する作業）につ

いては毎年行うこととする。 

終了時評価については、当該技術に関する施策の成果を切れ目なく次の技術に関する施策に

つなげていく場合には、当該技術に関する施策が終了する前の適切な時期に終了前評価を行う

こととし、その他の場合には、当該技術に関する施策の終了直後に事後評価を行うものとする。 

なお、中間・終了時評価は、効果的・効率的な評価の実施の観点から、技術に関する施策を

構成する技術に関する事業の評価を前提として実施する。 

 

Ⅱ．２．技術に関する事業評価 

Ⅱ．２．１．研究開発制度評価 

研究開発制度評価は、個々にその目的・政策的位置付け、目標、成果、目標の達成度、必要性、 

効率性、有効性等について、事前評価及び中間・終了時評価を行う。 

(1) 事前評価 

   新規の研究開発制度の創設に当たって行う。 

① 評価者 

外部評価者 

② 被評価者 

   推進課 

③ 評価事務局 

   推進課 

④ 評価手続・評価手法 

   外部評価を行う。 

⑤ 評価項目・評価基準 

技術評価室が定める標準的な評価項目・評価基準又は評価者が定めるものとする。研究開発

制度について制度実施予定期間及び中間評価の時期の妥当性に関して評価する。 

 

(2) 中間・終了時評価 

 研究開発制度創設後、一定期間継続的に実施しているものについて、研究開発制度ごとに中

間・終了時評価を行う。 

① 評価者 

外部評価者 

② 被評価者 

   推進課及び研究開発機関 

③ 評価事務局 
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推進課又は研究開発機関（独立行政法人であって、研究開発制度の推進部門から独立した評

価部門が評価を行う場合に限る。）。ただし、必要に応じて技術評価室が行うこともできる。 

④ 評価手続・評価手法 

事業原簿、研究開発制度から得られた成果、研究開発制度の運営状況等を基に外部評価を行

う。また、必要に応じ、評点法の活用による評価の定量化を行うこととする。 

⑤ 評価項目・評価基準 

技術評価室が定める標準的な評価項目・評価基準又は評価者が定めるものとする。 

⑥ 実施時期 

中間評価については、実施期間が５年以上の研究開発制度又は実施期間の定めのない研究

開発制度については、その目的、内容、性格、規模等を考慮し、３年程度ごとに定期的に行

う。なお、モニタリング（進捗状況を把握する作業）については毎年行うこととする。 

終了時評価については、当該研究開発制度の成果を切れ目なく次の研究開発制度につなげ

ていく場合には、当該研究開発制度が終了する前の適切な時期に終了前評価を行うこととし、

その他の場合には、当該研究開発制度終了直後に事後評価を行うものとする。 

なお、中間・終了時評価は、効果的・効率的な評価の実施の観点から研究開発制度に関す

る評価結果の情報を集積し、関連する技術に関する施策の評価に際しその情報を提供する。 

 

Ⅱ．２．２．プロジェクト評価 

プロジェクト評価は、個々にその目的・政策的位置付け、目標、成果、有効性、効率性等につ

いて評価を行う。事前評価及び中間・終了時評価を行う。 

(1) 事前評価 

 新規のプロジェクトの創設に当たって行う。 

① 評価者 

外部評価者 

② 被評価者 

   推進課 

③ 評価事務局 

   推進課 

④ 評価手続・評価手法 

   外部評価を行う。 

⑤ 評価項目・評価基準 

    技術評価室が定める標準的な評価項目・評価基準又は評価者が定めるものとする。プロジェ

クトについて実施予定期間及び中間評価の時期の妥当性に関して評価する。 

 

(2) 中間・終了時評価  

プロジェクト創設後、一定期間継続的に実施しているものについて、プロジェクトごとに中

間・終了時評価を行う。 

① 評価者 
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外部評価者 

② 被評価者 

   推進課、研究開発機関及び実施者（研究開発機関から委託又は補助を受けてプロジェクトを

実施する機関又は個人をいう。） 

③ 評価事務局 

推進課又は研究開発機関（独立行政法人であって、事業の推進部門から独立した評価部門が

評価を行う場合に限る。）。ただし、必要に応じて技術評価室が行うこともできる。 

④ 評価手続・評価手法 

   事業原簿、成果報告、運営状況報告等を基に外部評価を行う。また、必要に応じ、評点法の

活用による評価の定量化を行うこととする。 

⑤ 評価項目・評価基準 

技術評価室が定める標準的な評価項目・評価基準又は評価者が定めるものとする。 

⑥ 実施時期 

   中間評価は、実施期間が５年以上のプロジェクト又は実施期間の定めのないプロジェクトに

ついては、その目的、内容、性格、規模等を考慮し、３年程度ごとに定期的に行う。なお、モ

ニタリング（進捗状況を把握する作業）については毎年行うこととする。 

   終了時評価は、当該プロジェクトの成果を切れ目なく次のプロジェクトにつなげていく場合

には、当該プロジェクトが終了する前の適切な時期に終了前評価を行うこととし、その他の場

合には、当該プロジェクト終了直後に事後評価を行うものとする。 

なお、中間・終了時評価は、効果的・効率的な評価の実施の観点から個別プロジェクトに関

する評価結果の情報を集積し、関連する技術に関する施策の評価に際しその情報を提供する。 

 

Ⅱ．２．３．競争的資金制度による研究課題に関する評価 

  競争的資金制度に提案された個々の研究課題について、当該競争的資金制度の目的に照らして、

目標・計画、科学的・技術的意義、実施体制、実用化の見通し等について評価を行う。複数の候

補の中から優れた研究課題を採択するための事前評価及び目標の達成状況や成果の内容等を把握

するための中間・終了時評価を行う。 

(1) 事前評価 

   新規研究課題の採択時に行う。 

① 評価者 

    外部評価者。 

研究課題の採択の際、被評価者と同じ研究開発機関に所属する等の専門家は排除する必要

があるため、例えば評価事務局はあらかじめ全評価者名を公表し、被評価者に対して申請時

に利害関係者の存在を併せて書面にて宣誓することを求める等の措置を講ずる。また、評価

者には秘密保持を義務付ける。 

なお、評価者としてふさわしい者であることを示すため、評価者の業績又は実績について

適切な時期にホームページ等で公開する。 

② 被評価者 
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   研究課題の提案者 

③ 評価事務局 

   推進課又は研究開発機関 

④ 評価手続・評価手法 

研究課題の採択に当たっては、エフォート（一研究員の全研究活動時間のうち当該競争的資

金制度による研究活動に充てる時間の割合をいう。）の明記を原則求める。また、被評価者と

利害関係のない有識者等によるパネルレビュー又はメールレビューによる評価を行う。採択に

当たっては、他の競争的資金制度による研究課題等との重複が生じないようにする。評価事務

局は研究課題の提案者へ不採択の結果を通知する場合には、原則として評価項目別に詳細な評

価内容を提示するとともに、不採択となった提案者からの問い合わせに応じるための環境を整

備する。 

   なお、研究課題の評価に際しては、研究分野や当該競争的資金制度の趣旨を踏まえ、必要に

応じて、主に業績が十分に定まらない若手研究者等について、マスキング評価の導入を図るこ

ととする。主に中堅以上の研究者に関する研究者としての評価は、所属組織や機関のみに着目

するのではなく、過去の実績を充分に考慮した評価とする。 

   また、研究者の研究遂行能力を示している過去の研究実績について、定量化を試みつつ、研

究者としての評価を過去の実績を十分考慮して行った上で研究課題の採否を決定する。 

  ⑤ 評価項目・評価基準 

技術評価室が定める標準的な評価項目・評価基準又は評価者が定めるものとする。研究課

題について実施予定期間及び中間評価の時期の妥当性に関して評価する。 

 

(2) 中間・終了時評価 

  研究課題の目標達成度の把握とともに研究課題の継続、拡大・縮小、中止等の資源配分の判

断、および必要に応じ被評価者に対する支援的助言を行うための評価。 

① 評価者 

   外部評価者 

なお、評価者としてふさわしい者であることを示すため、評価者の業績又は実績について適

切な時期にホームページ等で公開する。 

② 被評価者 

   研究課題の実施者 

③ 評価事務局 

   推進課又は研究開発機関。ただし、必要に応じて技術評価室が行うこともできる。 

④ 評価手続・評価手法 

   事業原簿、成果報告、運営状況報告等を基に外部評価を行う。 

   競争的資金制度による継続的な研究の必要性及びプロジェクトへの発展の可能性（主として

技術シーズの創造を目的とする研究の場合に限る。）の有無が判断できる手法により評価を行

う。 

また、研究課題の終了時評価の結果については、採択された研究課題ごとに定量化されたも
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のについては結果を公表する。 

⑤ 評価項目・評価基準 

   技術評価室が定める標準的な評価項目・評価基準又は評価者が定めるものとする。 

⑥ 実施時期 

   中間評価については、実施期間が５年以上の研究課題又は実施期間の定めのない研究課題に

ついては、その目的、内容、性格、規模等を考慮し、３年程度ごとに定期的に行う。 

   終了時評価については、当該研究課題の成果を切れ目なく次の研究課題又はプロジェクト等

につなげていく場合には、原則、当該研究課題が終了する前の適切な時期に終了前評価を行う

こととし、その他の場合には、当該研究課題終了直後に事後評価を行う。 

 

Ⅱ．３．追跡評価 

  終了して数年経った技術に関する施策・事業を対象に、その研究開発活動や研究開発成果が産

業、社会に及ぼした効果について調査し、その調査結果を基に現在の視点から総合的に評価を行

う。 

(1) 評価者 

  外部評価者 

(2) 被評価者 

  評価対象となる技術に関する施策・事業及びこれに関連する技術に関する施策・事業に携わ

った推進課及び研究開発機関 

(3) 評価事務局 

  推進課又は技術評価室 

(4) 評価手続・評価手法 

  過去の事業原簿等の文献データ、関連部署・機関及びその他関係者等からの聞き取り調査等

による情報を基にパネルレビュー又は第３者機関への委託による外部評価を行う。また、可能

な限り定量的な評価に努める。 

(5) 評価項目・評価基準 

  技術評価室が定める標準的な評価項目・評価基準又は評価者が定めるものとする。 

(6) 実施時期  

   技術に関する施策・事業終了後、成果の産業社会への波及が見極められる時点とする。 



 
                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 

経済産業省技術評価指針に基づく 
標準的評価項目・評価基準 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成２３年７月 

経済産業省産業技術環境局 

技術評価室 
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はじめに 

 

 研究開発評価に当たっては、公正性、信頼性さらには実効性の観点から、その対

象となる研究開発の特性や評価の目的等に応じて、適切な評価項目・評価基準を設

定して実施することが必要である。 

 本標準的評価項目・評価基準は、経済産業省における技術に関する施策及び技術

に関する事業の評価を行うに当たって配慮しなければならない事項を取りまとめた

ガイドラインである経済産業省技術評価指針に基づき、評価方法、評価項目等に一

貫性を持たせるために、標準的なものとして、技術評価室が定めるものである。 

 なお、本標準的評価項目・評価基準は、あくまで原則的なものであり、必ずしも

全てそのとおりとしなければならないものではなく、適切な評価の実施のために評

価対象によって、適宜、変更することを妨げるものではない。                       
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Ⅰ．施策評価  

【事前評価】 

１．目的  

・施策の目的は特定されていて、簡潔に明示されているか。                        

・当該施策の導入により、現状をどのように改善し、どのような状況を実現しよう 

 としているのか。  

 

２．必要性  

・国（行政）が関与する必要があるか。 

 (注１)   背景として、どのような問題が当該施策の対象領域等に存在するのか。 

            また、その問題の所在や程度を数値、データや文献により具体的に把握しているか。 

 (注２)  行政関与の必要性や妥当性について、その根拠を客観的に明らかにする。 

      具体的には、妥当性を有することを説明する場合、これらニーズや上位目的に照らした妥当性を可    
           能な限り客観的に明らかにする。また、「市場の失敗」と関連付けて行政の関与の必要性を説明する 
           場合には、「行政関与の基準」の「行政関与の可否に関する基準」により、必要性を明らかにする。 

（注３）   行政目的が国民や社会のニーズ又はより上位の行政目的に照らして妥当性を有していること、民 
         間活動のみでは改善できない問題であって、かつ、行政が関与することにより改善できるものが存 

         在することを明らかにする。 

 
３．施策の概要  
・施策全体としての概要を適切に記述しているか。 
・当該施策を構成する事業を網羅し、個々の事業について記載しているか。 
 （注）施策の概要の記載において、施策の中間・事後評価時期を記載する。 

 
４．目標、指標及び達成時期  
（１）目標 
・具体的にいつまでにいかなる事業をどの程度実施し、どの水準から事業を開始

し、どの水準の成果を達成するのか。目的と照らして、明確かつ妥当な目標を

設定しているか。  

・政策の特性などから合理性がある場合には、定性的な目標であっても良いが、

その場合、目的として示された方向の上で目指す水準（例えば、研究開発成果

による新規市場の創設効果など）が把握できるものとなっているか。 

   （注） 目標は、資金提供やサービス提供の量といった施策の実施の直接的な結果（アウトプット）だけ

でなく、施策の目的を具現化した効果（アウトカム：実施の結果、当該施策を直接に利用した者以

外にも生ずる効果等）についても設定する。 

（２）指標及び目標達成時期 

・適切な指標を設定しているか。毎年のモニタリングとして測定可能なものと

なっているか。 

・当該指標により当該目標の達成度が測定可能なものとなっているか。 
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・目標達成時期は明確かつ妥当であるか。 

 

（注）＜共通指標＞  

 ・論文数及びそれら論文の被引用度数 

 ・特許等取得した知的所有権数、それらの実施状況 

 ・特に、製品化に際しての実施権供与数、取得実施権料 

 ・国際標準形成への寄与 

 

５．中間・事後評価の時期及び方法  

・事前評価書に、中間・事後評価の時期を設定しているか。 

・目標達成や運用の状況を、いつ、どのようにして計測し、また、検証するかを明 

 らかにしているか。 

・事前評価段階で、評価方法を定めているか。 

 

（注１）施策の中間評価は、技術評価指針に基づき、４年以上の事業期間である施策について、実施する。 

     なお、技術評価指針における「中間評価」は、政策評価法上においては「事後評価」のカテゴ 

    リーに整理される。 

（注２）事業の実施状況モニタリングは、過度のコストを伴う等非現実的な実施が前提とならないように配 
    慮し、各指標値を得る情報源及び入手頻度等は明確にする。 

 

６．有識者、ユーザー等の各種意見  

・当該施策の企画・立案過程において参照した外部の意見や要請等を施策全体及び

個別事業毎に具体的に記述しているか。 

 

７．有効性、効率性等の評価  

（１）手段の適正性                          

・目的や目標を達成するために採り得る政策手段にはどのようなものがあるか。 

  その中で、提案している施策が最も優れていると考える根拠は何か。                            

・採ろうとする政策手段が目的や目標の達成に役立つ根拠及び程度を明らかにし

ているか。     

（２）効果とコストとの関係に関する分析（効率性）                              

・要求予算規模、想定減税規模、機会費用その他の当該政策手段に伴い発生する

コストを明確にしているか。 

・各選択肢についての社会的便益と社会的費用の比較（費用便益分析、費用効果

分析、（社会的便益が同等な場合は）コスト分析等）を行っているか。定量的な

評価が困難な場合は、少なくとも、各々の想定される結果の長所・短所の定性

的な比較に基づいて行っているか。 

（３）適切な受益者負担 

・政策の目的に照らして、政策の効果の受益や費用の負担が公平に分配されるか。 
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【中間・事後評価】 

１．施策の目的・政策的位置付けの妥当性  

（１）施策の目的の妥当性 

 ・施策の目的が波及効果、時期、主体等を含め、具体化されているか。 

 ・技術的課題は整理され、目的に至る具体的目標は立てられているか。 

 ・社会的ニーズに適合し、出口（事業化）を見据えた内容になっているか。 

（２）施策の政策的位置付けの妥当性 

 ・施策の政策的位置意義（上位の政策との関連付け、類似施策との関係等）は高

いか。 

 ・国際的施策動向に適合しているか。 

（３）国の施策としての妥当性、国の関与が必要とされる施策か。 

 ・国として取り組む必要のある施策であり、当省の関与が必要とされる施策か。 

 ・必要に応じ、省庁間連携は組まれているか。 

 

２．施策の構造及び目的実現見通しの妥当性  

（１）現時点において得られた成果は妥当か。 

（２）施策の目的を実現するために技術に関する事業が適切に配置されているか。 

 ・配置された技術に関する事業は、技術に関する施策の目的を実現させるために

必要か。 

 ・配置された技術に関する事業に過不足はないか。 

 ・配置された技術に関する事業の予算配分は妥当か。 

 ・配置された技術に関する事業のスケジュールは妥当か。 

 

３．総合評価  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

Ⅱ．技術に関する事業評価  

Ⅱ－１ プロジェクト評価  

【事前評価】 

１．事業の目的・政策的位置付け  

（１）事業目的は妥当で、政策的位置付け（上位の施策における位置付け）は明確か

。 

（２）官民の役割分担は適当か。 

※ 事業目的の妥当性、政策的位置付けを技術戦略マップを用いて説明し、官民､ 

国と地方公共団体、他省庁との役割分担についても記述すること。目標（目指す 

結果、効果）については、技術戦略マップのロードマップとの整合性を説明する 

こと｡ 

 

２．研究開発目標の妥当性  

①目標（目指す結果、効果）は、具体的かつ明確か。 

②目標達成度を測定・判断することが容易な指標が設定されているか。 

※ 事業の進捗を示す指標については、技術戦略マップのロードマップ、技術マッ 

プを参考に設定すること。 

③最終目標に至るまでのマイルストーンとして戦略的に中間目標が立てられている

か。 

※ 事業の目指す結果、効果については、技術戦略マップのロードマップとの整合 

性をとったマイルストーンを設定すること。 

④中間・事後評価時期が明確に設定されているか。 

 

３．有効性・効率性等  

（１）手段の適正性 

①他の政策手段（事業を実施しない場合の影響を含む。）との比較検討において、

提案する事業が最も優れている根拠が明確であるか。 

②実施する事業が目的や目標の達成に役立つ根拠は明確か。 

・目的達成のための妥当なスケジュール、予算となっているか。 

・事業終了後の実用化や事業化のシナリオは明確になっているか。 

※ 技術戦略マップの導入シナリオを用いて、研究開発事業と関連事業の関係を説 

明すること。 

・研究開発実施者の事業体制・運営は適切かつ妥当であるか。 

（２）効果とコストに関する分析 

・可能な限り、各選択肢についての社会的便益と社会的費用の比較（費用便益分析

、費用効果分析、コスト分析等）が行われているか。定量的な評価が困難な場合
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は、少なくとも、各々の想定される結果と長所・短所の定性的な比較に基づいて

行う。 

（３）適切な受益者負担 

・実用化、事業化のシナリオを踏まえて、事業者等が得る利益に応じて適切な負担

を求める委託費や補助制度となっているか。 

 

※知的基盤・標準整備等のための研究開発に特有の評価項目 

・成果に公共性は見込まれているか。 

・成果の公共性を担保するための措置が想定されているか、又は標準化した場合

に得られる経済効果は十分にあるか。無差別に公開されるものであるか。 

・公共財としての需要は見込まれているか。 

・公共財整備のための技術を民間能力を活用して開発することの妥当性はあるか。 

 ・成果を国際標準として提案する場合に、他国から賛同を得られる見通しはあるか。 

 

 

【中間・事後評価】 

１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性  

（１）事業目的は妥当で、政策的位置付けは明確か。 

・事業の政策的意義（上位の施策との関連付け等） 

・事業の科学的・技術的意義（新規性・先進性・独創性・革新性・先導性等） 

・社会的・経済的意義（実用性等） 

（２）国の事業として妥当であるか、国の関与が必要とされる事業か。 

・国民や社会のニーズに合っているか。 

・官民の役割分担は適切か。 

 

２．研究開発等の目標の妥当性  

（１）研究開発等の目標は適切かつ妥当か。 

・目的達成のために具体的かつ明確な研究開発等の目標及び目標水準を設定して

いるか。特に、中間評価の場合、中間評価時点で、達成すべき水準（基準値）

が設定されているか。 

・目標達成度を測定・判断するための適切な指標が設定されているか。 

 

３．成果、目標の達成度の妥当性  

（１）成果は妥当か。 

・得られた成果は何か。 

・設定された目標以外に得られた成果はあるか。 

・共通指標である、論文の発表、特許の出願、国際標準の形成、プロトタイプの

作製等があったか。 
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（２）目標の達成度は妥当か。 

・設定された目標の達成度（指標により測定し、中間及び事後評価時点の達成す   

べき水準（基準値）との比較）はどうか。 

 

４．事業化、波及効果についての妥当性  

（１）事業化については妥当か。 

 ・事業化の見通し（事業化に向けてのシナリオ、事業化に関する問題点及び解決

方策の明確化等）は立っているか。 

（２）波及効果は妥当か。 

・成果に基づいた波及効果を生じたか、期待できるか。 

・当初想定していなかった波及効果を生じたか、期待できるか。 

 

＊知的基盤・標準整備等の研究開発の場合、以下の評価項目・評価基準による。 

 ４．標準化等のシナリオ、波及効果の妥当性 

（１）標準化等のシナリオは妥当か。 

 ・ＪＩＳ化や我が国主導の国際規格化等に向けた対応は図られているか。 

（２）波及効果は妥当か。 

 ・成果に基づいた波及効果を生じたか、期待できるか。 

 ・当初想定していなかった波及効果を生じたか、期待できるか。 

 

５．研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等の妥当性  
（１）研究開発計画は適切かつ妥当か。 

 ・事業の目標を達成するために本計画は適切であったか（想定された課題への対

応の妥当性）。 

 ・採択スケジュール等は妥当であったか。 

 ・選別過程は適切であったか。 

 ・採択された実施者は妥当であったか。 

（２）研究開発実施者の実施体制・運営は適切かつ妥当か。 

 ・適切な研究開発チーム構成での実施体制になっているか、いたか。 

・全体を統括するプロジェクトリーダー等が選任され、十分に活躍できる環境が

整備されているか、いたか。 

 ・目標達成及び効率的実施のために必要な、実施者間の連携／競争が十分に行わ

れる体制となっているか、いたか。 

 ・成果の利用主体に対して、成果を普及し関与を求める取組を積極的に実施して

いるか、いたか。 

・国民との科学・技術対話を効果的に実施したか、又は実施することとしている

か。（ただし、公募要項に当該対話を実施することが明記されている研究開発で、

３千万円以上の公的研究費の配分を受ける研究開発を実施する研究者等を対象と

する。）ここで、国民との科学・技術対話とは、研究活動の内容や成果を社会・
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国民に対して分かりやすく説明する、未来への希望を抱かせる心の通った双方向

コミュニケーション活動をいう（「国民との科学・技術対話」の推進について

（基本的取組方針）（平成 22年 6月 19日））。 

（３）資金配分は妥当か。 

 ・資金の過不足はなかったか。 

 ・資金の内部配分は妥当か。 

（４）費用対効果等は妥当か。 

・投入された資源量に見合った効果が生じたか、期待できるか。 

・必要な効果がより少ない資源量で得られるものが他にないか。 

（５）変化への対応は妥当か。 

 ・社会経済情勢等周囲の状況変化に柔軟に対応しているか（新たな課題への対応

の妥当性）。 

 ・代替手段との比較を適切に行ったか。 

 

６．総合評価  

 

 

Ⅱ－２ 研究開発制度評価  

※複数の制度の制度構造評価を実施する場合、参考に示す評価項目・評価基準に留意する。 

【事前評価】 

１．事業の目的・政策的位置付け  

（１）事業目的は妥当で、政策的位置付け（上位の施策における位置付け）は明確

か。 

（２）官民の役割分担は適当か。 

※ 事業目的の妥当性、政策的位置付けを技術戦略マップを用いて説明し、官民､ 

国と地方公共団体、他省庁との役割分担についても記述すること。目標（目指 

す結果、効果）については、技術戦略マップのロードマップとの整合性を説明 

すること。 

 

２．目標の妥当性  

①目標（目指す結果、効果）は、具体的かつ明確か。 

②目標達成度を測定・判断することが容易な指標が設定されているか。 

※ 事業の進捗を示す指標については、技術戦略マップのロードマップ、技術マ 

ップを参考に設定すること。 

③最終目標に至るまでのマイルストーンとして戦略的に中間目標が立てられてい

るか。 

※ 事業の目指す結果、効果については、技術戦略マップのロードマップとの整 
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合性をとったマイルストーンを設定すること。 

④目標達成時期及び中間・事後評価時期が明確に設定されているか。 

（注）指標及び目標達成時期は、事業全体及び採択テーマごとに設定する。 

 

３．有効性・効率性等 

 

（１）手段の適正性 

①他の政策手段（事業を実施しない場合の影響を含む。）との比較検討において

、提案する事業が最も優れている根拠が明確であるか。 

②実施する事業が目的や目標の達成に役立つ根拠は明確か。 

・目的達成のための妥当なスケジュール、予算となっているか。 

・事業終了後の実用化や事業化のシナリオは明確になっているか。 

※ 技術戦略マップの導入シナリオを用いて、当該事業と関連事業の関係を説明 

すること。 

・事業の運営体制・組織は効率的となっているか。 

・事業の目的に照らして、個々のテーマの採択プロセス（採択者、採択評価項目

・基準、採択審査結果の通知等）は妥当か。 

・他の事業との関連において、重複等はないか。 

（２）効果とコストに関する分析 

・可能な限り、各選択肢についての社会的便益と社会的費用の比較（費用便益分

析､費用効果分析、コスト分析等）が行われているか。定量的な評価が困難な場

合は、少なくとも、各々の想定される結果と長所・短所の定性的な比較に基づ

いて行う。 

（３）適切な受益者負担 

・実用化、事業化のシナリオを踏まえて、事業者等が得る利益に応じて適切な負

担を求める委託費や補助制度となっているか。 

 

４．有識者、ユーザー等の各種意見 

・有識者等の意見を活用しているか。 

 

 

【中間・事後評価】 

１．制度の目的及び政策的位置付けの妥当性  

（１）国の制度として妥当であるか、国の関与が必要とされる制度か。 

（２）制度の目的は妥当で、政策的位置付けは明確か。 

（３）他の制度との関連において、重複等はないか。 

 

２．制度の目標の妥当性 
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（１）目標は適切かつ妥当か。 

・目的達成のために具体的かつ明確な目標及び目標水準を設定しているか。特に、

中間評価の場合、中間評価時点で、達成すべき水準（基準値）が設定されてい

るか。 

・目標達成度を測定・判断するための適切な指標が設定されているか。 

 

３．制度の成果、目標の達成度の妥当性 

（１）制度としての成果は妥当か。 

・得られた成果は何か。 

・設定された目標以外に得られた成果はあるか。 

・共通指標である、論文の発表、特許の出願、国際標準の形成、プロトタイプの  

作製等があったか。 

（２）制度としての目標の達成度は妥当か。 

・設定された目標の達成度（指標により測定し、中間及び事後評価時点の達成す

べき水準（基準値）との比較）はどうか。 

 

４．制度採択案件に係る事業化、波及効果等その他成果についての妥当性 

（１）成果については妥当か。 

・当該制度の目的に合致する成果は得られているか。 

・事業化が目標の場合、事業化の見通し（事業化に向けてのシナリオ、事業化に

関する問題点及び解決方策の明確化等）は立っているか。 

（２）波及効果は妥当か。 

 ・成果に基づいた波及効果を生じたか、期待できるか。 

・当初想定していなかった波及効果を生じたか、期待できるか。 

 

５．制度のマネジメント・体制・資金・費用対効果等の妥当性 

（１）制度のスキームは適切かつ妥当か。 

 ・目標達成のための妥当なスキームとなっているか、いたか。 

（２）制度の体制・運営は適切かつ妥当か。 

 ・制度の運営体制・組織は効率的となっているか、いたか。 

・制度の目標に照らして、個々のテーマの採択プロセス（採択者、採択評価項

目・基準、採択審査結果の通知等）及び事業の進捗管理（モニタリングの実施、

制度関係者間の調整等）は妥当であるか、あったか。 

 ・制度を利用する対象者はその目標に照らして妥当か。 

 ・個々の制度運用の結果が制度全体の運営の改善にフィードバックされる仕組み

となっているか、いたか。 

 ・成果の利用主体に対して、成果を普及し関与を求める取組を積極的に実施して

いるか、いたか。 

・国民との科学・技術対話を効果的に実施したか、又は実施することとしている
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か。（ただし、３千万円以上の公的研究費の配分を受ける研究開発で、公募要項

に当該対話を実施することが明記されている研究開発を実施する研究者等を対

象とする。）ここで、国民との科学・技術対話とは、研究活動の内容や成果を社

会・国民に対して分かりやすく説明する、未来への希望を抱かせる心の通った

双方向コミュニケーション活動をいう（「国民との科学・技術対話」の推進につ

いて（基本的取組方針）（平成 22年 6月 19日））。 

（３）資金配分は妥当か。 

 ・資金の過不足はなかったか。 

 ・資金の内部配分は妥当か。 

（４）費用対効果等は妥当か。 

・投入された資源量に見合った効果が生じたか、期待できるか。 

・必要な効果がより少ない資源量で得られるものが他にないか。 

（５）変化への対応は妥当か。 

 ・社会経済情勢等周囲の状況変化に柔軟に対応しているか。 

・代替手段との比較を適切に行ったか。 

 

６．総合評価 

 

（参考）制度構造評価  

 

＜複数制度の俯瞰的評価＞ 

 

１．複数制度のバランス、相対的位置の妥当性 

・他の制度との重複により効率が低くなっていないか。結果的に類似し重複や非効 

 率が目立つ制度となってはいないか。 

・産業技術戦略や内外情勢変化に即した制度の配置、構成となっているか。 

・目標のレベル、国が関与すべき程度、実用化時期の想定等に関して、複数制度の 

 相対的位置、複数制度間の政策目的に照らした整合性は妥当か。 

・利用者から見て、制度間の相違（趣旨、対象者、要件等）が分かりにくいものと 

 なっていないか。一方、複数の制度間で申請書類の様式が必要以上に異なり、利 

 用者側に不用な負担をしいることとなっていないか。 

 

＜個別制度の方向性項目＞ 

 

２．俯瞰的にみた個別制度の方向性 

・内外情勢変化、他の制度との相対関係、個別制度評価の結果等を踏まえ、個別制 

 度の継続、統廃合、新設の必要性はどうか。国の関与の度合いはどうか。 
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・統廃合を行う必要はなくても、運用面における連携、協調の必要性はどうか。 

 

Ⅱ－３ 競争的資金による研究課題に関する評価  
＜ア．主として技術シーズの創造を目的とする競争的資金制度の場合＞ 

【事前評価】 
１．目標・計画  

・制度の目的（公募の目的）に照らして、研究開発目標・計画が具体的かつ明確に 

 設定されているか。その目標の実現性、計画の妥当性はどうか。 

 

２．科学的・技術的意義（新規性、先進性、独創性、革新性、先導性等） 

・最新の研究開発動向・水準からみて新規性はあるか。 

・研究開発内容について独創性はあるか。 

・飛躍的に技術レベルを高めるような技術的ブレークスルーポイントがあるか。 

 

３．実施体制  

・研究開発代表者に十分な研究開発管理能力があるか。既に、相当程度の研究開発 

 実績を有しているか。 

・研究開発内容に適した研究開発実施場所が選定されているか。 

・研究開発を行う上で、十分な研究開発人員（研究開発分担者）及び設備等を有し 

 ているか、また、研究開発を推進するために効果的な実施体制となっているか。 

 

４．実用化の見通し  

・研究開発の成果が実用化に結びつく可能性があるか。 

・実用化された場合に、産業・社会への波及効果は認められるか。 

・研究開発代表者又は研究開発チームに属する研究開発分担者が、当該研究開発の 

 基礎となる特許を有しているか、又は出願中であるか。 

・国内外で関連の特許が押さえられていないか。 

 

５．想定される選択肢内の比較  

・事業の提案に当たり、選択肢の吟味を行っているのか。提案する手段が最も優れ 

 ていると考える根拠は何か。 

 

 

【中間・事後評価】 

１．目標・計画  

・技術動向等の変化に対応して、事業の目的や計画は妥当であったか。 

・成果は目標値をクリアしているか。 
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２．要素技術から見た成果の意義  

・科学的・技術的意義（新規性、先進性、独創性、革新性、先導性等）が認められ 

 るか。 

 

３．実施体制  

・研究開発管理能力、研究開発実施場所、研究設備等実施体制は適切であったか。 

・国民との科学・技術対話を効果的に実施したか、又は実施することとしているか。（ただ

し、３千万円以上の公的研究費の配分を受ける研究開発で、公募要項に当該対話を実施す

ることが明記されている研究開発を実施する研究者等を対象とする。）ここで、国民との科

学・技術対話とは、研究活動の内容や成果を社会・国民に対して分かりやすく説明する、

未来への希望を抱かせる心の通った双方向コミュニケーション活動をいう（「国民との科

学・技術対話」の推進について（基本的取組方針）（平成 22年 6月 19日））。 

 

４．実用化の見通し  

・成果に関する特許の出願予定はあるか。 

・実用化に向けた具体的な計画があるか。 

 

 

＜イ．主として研究開発成果を早期に実用化することを目的とする競争

的資金の場合＞ 

【事前評価】 

１．必要性  

・制度の目的に照らして、国の支援が必要な事業であるか。 

・当該事業に対する社会的なニ－ズが具体的かつ明確となっており、ニ－ズを満た 

 すために相当程度有効な事業であるか。 

 

２．目標・計画  

・制度の目的（公募の目的）に照らして、技術開発目標・計画が具体的かつ明確に      

 設定されているか。その目標や計画は実現性が高い妥当なものとなっているか。 

・実用化（事業化）に向けた具体的な計画を有し、実用化（事業化）の可能性が高 

 いものとなっているか。 

 

３．新規性、先進性、技術レベル  

・革新的な新製品の開発に取り組むものであるか。 

・既存製品の延長ではあるが経済性の格段の向上や新機能の付加が認められるなど、 

 新規性・先進性を有しているか。 

・技術開発の難易度が既存の技術水準に比して高い事業であるか。 
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４．実施体制  

・事業を的確に遂行するために必要な開発体制及び能力を有しているか。既に、関 

 連する研究開発等の事業経験があるか。 

 

５．実用化（事業化）の見通し  

・当該研究開発の基礎となる研究開発成果が確実なものとなっているか。 

・実用化による産業・社会への波及効果は認められるか。 

・実用化による市場の創出効果が大きいか。または市場を占めるシェアが大きいか。 

・実用化した製品が継続的に受け入れられる市場環境にあるか。 

・事業化に結びつくための生産に必要な資源の確保や、販売ルートを保有している

か。 

・事業化に結びつくための（競争相手に対する）優位性が存在するか。 

 

 

【中間・事後評価】 

１．必要性  

・社会的なニーズを満たすために相当程度有効な事業であったか。国の支援が必要

な事業であったか。 

 

２．目標・計画  

・技術動向等の変化に対応して、事業の目的や計画は妥当であったか。 

・成果は目標値をクリアしているか 

 

３．要素技術から見た成果の意義  

・新規性、先進性が認められるか。 

 

４．実施体制  

・開発体制及び能力は適切であったか。 

・国民との科学・技術対話を効果的に実施したか、又は実施することとしているか。

（ただし、３千万円以上の公的研究費の配分を受ける研究開発で、公募要項に当該

対話を実施することが明記されている研究開発を実施する研究者等を対象とす

る。）ここで、国民との科学・技術対話とは、研究活動の内容や成果を社会・国民

に対して分かりやすく説明する、未来への希望を抱かせる心の通った双方向コミュ

ニケーション活動をいう（「国民との科学・技術対話」の推進について（基本的取

組方針）（平成 22年 6月 19日））。 

 

５．実用化（事業化）の見通し  
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・成果に関する特許出願、国際標準の提案の予定はあるか。 

・実用化に向けたスケジュールや体制は明確になっているか。 

・実用化による産業・社会への波及効果は認められるか。 

・実用化による市場の創出効果が大きいか。または市場を占めるシェアが大きいか。 

・実用化した製品が継続的に受け入れられる市場環境にあるか。 

・事業化に結びつくための生産に必要な資源の確保や、販売ルートを保有している 

か。 

・事業化に結びつくための（競争相手に対する）優位性が存在するか。 

 

 

Ⅵ．追跡評価  

Ⅰ．波及効果に関する評価 

Ⅰ－１．技術波及効果 

（１）実用化への進展度合 

・プロジェクトの直接的および間接的な成果は、製品やサービスへの実用化にど

のように寄与したか、あるいは寄与する可能性があるか。特許取得やその利用

状況、市場環境の変化、競合技術の台頭等を踏まえて評価する。 

①プロジェクト終了後に実用化した製品やサービスは数多くあったか。 

②プロジェクトの成果から今後実用化が期待される製品やサービスはあるか。 

③多額の実施料収入を生み出す等、インパクトのある技術が得られたか。 

④外国での特許取得が行われたか。 

⑤基本特許を生み出したか。 

（２）プロジェクト成果からの技術的な広がり具合 

・プロジェクトの成果により直接的に生み出された技術は、関連技術分野に技術

面でのインパクトを与えたか。派生技術には、プロジェクト実施当時に想定さ

れていたもの、想定されていなかったものを含めてどのようなものがあり、そ

れらはどのように利用されているかを踏まえて評価する。 

①数多くの派生技術を生み出したか。 

②派生技術は多くの種類の技術分野にわたっているか。（当該技術分野、他の

各種技術分野） 

③直接的に生み出された技術又は派生技術を利用した研究主体は数多くあるか。 

④直接的に生み出された技術又は派生技術を利用する研究主体は産業界や学会

に広がりを持っているか。（参加企業、大学等、不参加の同業種の企業、そ

の他の産業等） 

⑤参加企業等が自ら実施する研究開発の促進効果や期間短縮効果はあったか。 

（３）国際競争力への影響 

・直接的に生み出された技術の成果技術や派生技術により、国際競争力はどのよ

うに強化されたか。 
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    ①我が国における当該分野の技術レベルは向上したか。 

②外国と技術的な取引が行われ、それが利益を生み出しているか。 

③プロジェクトの技術分野に関連した外国での特許取得は積極的になされてい

るか。 

④国際標準の決定に対し、プロジェクトはメリットをもたらしたか。 

⑤国際標準等の協議において、我が国がリーダーシップをとれるようになった

か。 

⑥外国企業との主導的な技術提携は行われたか。 

⑦プロジェクトが外国の技術政策に影響を与え、その結果技術交流が促進され

たり、当該分野で我が国がイニシアチブをとれるようになったか。 
 

Ⅰ－２．研究開発力向上効果 

（１）知的ストックの蓄積度合 

・特許や、研究者のノウハウ・センス・知識等の研究成果を生み出す源となる知

的ストックはどのような役割を果たしたか。それらはプロジェクト終了後も継

承され、次の研究の芽になる等、今後も影響を持ち得ることができるか。 

①当該分野における研究開発は続いているか。 

②プロジェクト終了後にも、プロジェクトに参加した研究者が派生技術の研究

を行っているか。 

③プロジェクトの終了時から現在までの間に、知的ストックが将来的に注目す

べき新たな成果（画期的な新製品・新サービス等）を生み出す可能性は高

まっているか。 
（２）研究開発組織の改善・技術戦略への影響 

・プロジェクトは、研究開発組織の強化・改善に対してどのように役立ったか。

あるいは、実施企業の技術戦略に影響を与えたか。 

①企業を超える研究開発のインフラとして、学会、フォーラム、研究者間交流

等の公式・非公式の研究交流基盤は整備され、活用されているか。 
②企業間の共同研究の推進等、協力関係、良好な競争的関係が構築されたか。 
③顧客やビジネスパートナーとの関係の変化が、経済性を向上させたか。 
④技術の管理組織を再編成する契機となったか。 
⑤研究開発部門の再構成等、社内の組織改編は積極的に行われたか。 
⑥研究開発の予算規模が増減する契機となったか。 
⑦プロパテント等の特許戦略に対する意識が高くなったか。 
⑧知的ストックは、企業の技術戦略にどのような影響を与えたか。 

（３）人材への影響 

・プロジェクトは研究者の効率的・効果的配置や能力の向上にどのように寄与し

たか。 
①国内外において第一人者と評価される研究者が生まれたか。 
②論文発表、博士号取得は活発に行われたか。 
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③プロジェクト従事者の企業内での評価は高まったか。 
④研究者の能力向上に結び付くような研究者間の人的交流が行われたか。 
⑤関連分野の研究者増員が行われたか。 

⑥国内外から高く評価される研究機関となったか。 
 

Ⅰ－３．経済効果  

（１）市場創出への寄与 

・新しい市場を創造したか。また、その市場の拡大に寄与したか。 

（２） 経済的インパクト 

・生産波及、付加価値創出、雇用創出への影響は大きかったか。 

①直接的に生み出された技術や派生技術の実用化により、製品の売り上げと利

益は増加したか。 

②直接的に生み出された技術や派生技術の実用化により、雇用促進は積極的に

図られたか。 

（３）産業構造転換・活性化の促進 

・プロジェクトが産業構造の転換や活性化（市場の拡大や雇用の増加等）にどの

ような役割を果たしたか。 

①プロジェクトが、各関連産業における市場の拡大や雇用の増加等に寄与した

か。 

②プロジェクトが新たな産業の勃興や、既存市場への新規参入、あるいは既存

市場からの撤退等をもたらしたか。また、それらが市場全体における雇用に

影響したか。 

③プロジェクトが生産業務の改善や更新に結びついたことにより生産性・経済

性は向上したか。 

 

Ⅰ－４．国民生活・社会レベルの向上効果  

・プロジェクトによって新たな製品・サービスが実用化されたこと、プロジェクト 
 の成果の応用による生産性の向上や顕著なコストダウン、デファクトを含めた規 

 格化を促進したこと等の事例がある場合、それらは、例えば下記に挙げる項目に 

 それぞれどのような影響をもたらしたか。 

 
（１）エネルギー問題への影響 

・エネルギー問題の解決に寄与した効果としてどのようなものが考えられるか。 

（２）環境問題への影響 

・環境問題の解決に寄与した効果としてどのようなものが考えられるか。 

（３）情報化社会の推進 

・情報化社会の推進に寄与した効果としてどのようなものが考えられるか。 

（４）安全、安心、生活の質 

・国民生活の安全、安心、生活の質の向上に寄与した効果としてどのようなもの
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が考えられるか。 

①国民生活の利便性を向上させた事例が存在するか。 

②国民生活の安全性の向上に寄与したか。 

③プロジェクトの成果は、身障者や高齢者の多様な生活を可能にしたか。また、

個の自立を支援するものであるか。 

 

Ⅰ－５．政策へのフィードバック効果  

（１）その後の事業への影響 

・プロジェクトの成果や波及効果、改善提案、反省点等がその後の研究開発プロ  

ジェクトのテーマ設定や体制構築へ反映されたか。 

（２）産業戦略等への影響 

・プロジェクトの直接的・間接的な成果が実用化したり、関連の研究開発基盤が

できたこと等による、その後の産業戦略等への影響があったか。 

 

 

Ⅱ．現在の視点からのプロジェクトの評価      

Ⅱ－１．国家プロジェクトとしての妥当性  

・国のプロジェクトとしてどのような効果があったか。Ⅰに示した各効果を総合的 
 に評価する。 
・現在（追跡評価時点）から見て、国が関与する必要性があったか。また、関与の 
 方法や程度は妥当であったか 
①多額の研究開発費、長期にわたる研究開発期間、高い技術的難度等から、民間

企業のみでは十分な研究開発が実施されない場合。 
②環境問題への先進的対応等、民間企業には市場原理に基づく研究開発実施イン

センティブが期待できない場合。 
③標準の策定、データベース整備等のうち社会的性格が強いもの（知的基盤）の

形成に資する研究開発の場合。 
④国の関与による異分野連携、産学官連携等の実現によって、研究開発活動に新

たな付加価値をもたらすことが見込まれる場合。 

⑤その他国が主体的役割を果たすべき特段の理由がある場合。 

 

Ⅱ－２．目標設定 

・当時の技術動向、市場動向、社会環境、政策目的等から見て、目標設定の方向性 
 とそのレベルは妥当であったか。 
 

Ⅱ－３．プロジェクト実施方法 

・プロジェクトの計画策定、スキーム（予算制度）、実施体制、運営方法等の実施 
 方法が現在の視点から見て妥当であったか。 
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Ⅱ－４．Ⅱ－１～Ⅱ－３の評価結果を踏まえ、プロジェクト終了時の事後評価の妥

当性 

・事後評価で行われた評価結果は、追跡評価の時点から見て妥当であるか。 
（現在の事後評価項目の例示） 
 目的・意義の妥当性、目標の妥当性、計画内容の妥当性、国のプロジェクトであ

ることの妥当性、研究開発体制・運営の妥当性、研究開発成果の計画と比較した達

成度、実用化の見通し（成果普及、広報体制、波及効果）、総合評価、今後の提言 
・今後の最終評価において改善すべき評価方法、考慮すべき要因等を提案。 
 

Ⅱ－５．プロジェクト終了後のフォローアップ方法 

・プロジェクトの成果の実用化や普及に対して、プロジェクト終了後のフォロー 
 アップ体制が適切であったか。後継の国のプロジェクトを立ち上げる必要は無 
 かったか。 
・不適切な場合の改善点、より効果を発揮するための方策の提案。 
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