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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 の地下

深部塩水層貯留についての基盤的研究）は、カナダ Aquistore プロジェクトの企画立案・研究項

目等の収集及びカナダ側における地質モデル構築並びに CO2移行シミュレーション情報を収集・

取りまとめるとともに、日本側においても地質モデルの構築及びオープンソースシミュレータを

用いた CO2移行シミュレーションを実施し、カナダ側の結果との比較検討を行うことにより、日

本に導入する場合に必要となる課題や考え方等のとりまとめを平成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 の地下深部塩水層貯

留についての基盤的研究）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（地下高温域での CO2の流動と

化学反応による鉱物固定に関する研究） 

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 

地球温暖化を緩和・抑止し持続可能な社会を構築するための取り組みとして、従来から省エネ

ルギー技術の開発や、CO2 をはじめとする温室効果ガスの排出の抑制のための取組が行われてい

る。さらに排出後の CO2 に対する固定化・有効利用技術についても、将来的に導入可能な対策オ

プションとすべく、技術開発が進められてきた。 

主に石炭火力発電所を発生源とする日本型の二酸化炭素回収・貯留（CCS：Carbon dioxide 

Capture and Storage）の確立に向け、我が国における安全性の高い CO2地下深部塩水層貯留技術

の早期確立を図るためには、CCS 技術のうちの貯留に関する技術の各種手法、特に不均質性を考

慮したモデリング、圧入性の評価手法・手順、圧入後の CO2 の挙動シミュレーション等の最新の

知見及び技術を取得する必要がある。本事業は、カナダの石油技術開発センター（PTRC）が実施

する地下深部塩水層への CO2貯留実証プロジェクト（Aquistore）との連携を取り、これらに関す

る最新の知見と技術を取得し、我が国における地下深部塩水層貯留に向けた技術指針作成に資す

る基礎資料として取りまとめ、日本型 CCSの早期確立に資することを目的として実施したもので

ある。 

 現在、我が国では苫小牧における CCS大規模実証試験に向けた各種技術開発が進められている

段階である。我が国に先行して大規模な実証試験が行われている Aquistoreは、我が国の地下深

部塩水層貯留実証試験のモデルケースとみなすことができる。Aquistore に参加することで、実

際の大規模実証試験における最新の技術及び知見を得ることができ、これらを我が国における

CCS 実証試験に向け活用することが可能となる。 

 なお、本事業は独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下「NEDO」という。）

からの委託により、平成 22 年度に実施した成果を踏まえ、経済産業省からの委託により平成 23

年度の事業を実施しているため、本資料では平成 22年度及び平成 23年度の事業成果を取りまと

めている。このうち平成 22年度分は NEDOにおいて現在評価を実施しているため、本評価検討会

では平成 23年度分を評価対象とする。 

 

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 応用地質(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 18,111千円 
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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)プロジェ

クト全体

の実施内

容・運営方

法 

【目標】 

プロジェクトの企画立案・運営方法・

研究項目の設定方法・考え方について

実態を把握し取りまとめる(平成 22

年度および 23年度) 

【指標】 

以下の内容を含む資料を作成する 

・プロジェクトの運営組織体制 

・研究項目の設定方法と根拠 

【平成 22年度】 

リジャイナにおけるプロジェクトの実施

内容、背景および目的、体制、資金、研

究項目の検討に関する資料の収集・分析

と取りまとめを行った。 

【平成 23年度】 

サイト変更に伴うプロジェクトの実施内

容、体制に関する資料の収集・分析・取

りまとめを行った。 

達成 

(2)地質構造

モデリン

グ方法 

【目標】 

地球統計学的モデルを含むモデル構

築の手順・使用データ、解釈方法の情

報を入手し取りまとめるとともに、地

質モデルを構築する（平成 22 年度お

よび平成 23 年度） 

【指標】 

以下の内容を含む資料を作成する 

・モデル作成に利用したデータ 

・モデルの設定根拠 

・我が国で適用する場合に参考となる

点、検討事項等 

・地質モデル構築結果 

【平成 22年度】 

カナダ側で作成したリジャイナにおける

地質モデルデータ、およびモデル作成に

利用した各種データを取得し、モデル作

成の方針、考え方について取りまとめた。 

【平成 23年度】 

カナダ側で作成したエステバンにおける

地質モデルデータ、およびモデル作成に

利用した各種データを取得し、モデル作

成方法、考え方、について取りまとめた。

さらにこれらのデータを利用し日本にお

いて地質モデルの構築を行い、地球統計

学的モデルを適用する際の問題点等を取

りまとめた。 

達成 

 

(3)圧入性の

評価方法 

【目標】 

圧入後の CO2移行シミュレーションの

手順、物性値の設定方法に関する情報

を入手し取りまとめるとともに、CO2
シミュレーションを実施し、カナダ側

の結果との比較検討を行う（平成 22

年度および平成 23年度） 

【指標】 

以下の内容を含む資料を作成する 

・シミュレーションモデルの設定根拠 

・シミュレーションに用いた物性値の 

 設定に利用したデータ・設定根拠 

・オープンソースのシミュレータを使 

ったシミュレーションの実施 

・我が国で適用する場合に参考となる

点、事項等 

・シミュレーション結果の比較検討 

【平成 22年度】 

カナダ側で作成したリジャイナにおける

シミュレーションモデル（パラメータ等

を含む）、およびモデル作成に使用したデ

ータを一式入手し、パラメータの設定方

法、シミュレーション手法について取り

まとめた。 

【平成 23年度】 

カナダ側で作成したエステバンにおける

シミュレーションモデル（パラメータ等

を含む）、およびモデル作成に使用したデ

ータを一式入手し、パラメータの設定方

法、シミュレーション手法について取り

まとめた。さらにこれらのデータを基に

日本においてシミュレーションを実施

し、我が国で適用する場合の問題点等を

取りまとめた。 

 

 

 

 

 

達成 
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(4)プロジェ

クトに関

する政

策・法規

制・標準化 

【目標】 

カナダにおける CCS 事業に関する政

策と法規制、標準化に向けた取り組み

と現状について情報を入手し取りま

とめる(平成 23年度) 

【指標】 

以下の内容を含む資料を作成する。 

・カナダ国内およびサスカチュワン州 

における CCS事業に関する規制、法 

律および各種手続きの手順 

・カナダにおける CCSの ISO化への取 

り組みの現状、および Aquistore

に 

おける対応 

Aquistoreプロジェクトで実施した CCS

に関する法的手続きおよびカナダサスカ

チュワン州における CCSに関する規制等

の法体系について、ヒアリング結果およ

び入手資料を基に取りまとめた。また

CCSの ISO化への現在の取り組み状況及

び本プロジェクトにおける基準への対応

状況について情報を入手し、資料として

取りまとめた。 

達成 

 

 (2) 目標及び計画の変更の有無 

なし 

 

＜共通指標＞ 

特許出願、論文発表等は現時点において行っていない。 

 

評価概要 

１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性 

本事業は、地下深部塩水層への CO2地中貯留を実現するためには必要な事業であり、海外

の CO2貯留プロジェクトに参加し、ＣＣＳ技術、法規制、住民対話等の知見と実施実績を積

むことの意義は極めて大きく、今後の国内での事業に資する情報として取りまとめること

は、より適切な CCS事業の実施に対して有意義である。 

政策的にCO2排出をコスト化する動きは強まってはいないが、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り、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。また、ＣＣＳは現在では経済性が

直ちにあるわけではないため、国が主導する意義がある。 

今後、温暖化対策との両立を考慮すれば、「ＣＣＳ付き石炭火力」の需要が急速に顕在

化する可能性もあり、国が支援して石炭火力を想定したCCSの知見を高めておく意義は大き

い。 

なお、本研究開発を皮切りに海外のプロジェクトへの参加を積極的に進めていくべきで

あり、また、国際的にも応用可能な技術か検討が必要である。 

 

２．研究開発等の目標の妥当性 

基礎資料を作成するという全体目標は、今後の苫小牧での大規模実証試験を実施するに

あたり技術的な課題を先行して得ることができるため非常に有益であり、また、基礎デー

タの取得、法規定、標準化など CCS を事業化する上での必要な内容を含んだ研究開発であ

り、さらに、海外 CCS 事業のデータやモデリング手法を参考に我が国における地質構造モ

デリングや圧入性の評価方法の比較検討という目標が掲げられていることは実用上評価に

値する。 

なお、ここで得た成果を基に、今後どれだけ一般性を持たせるかの議論が必要である。
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また、本事業を実施することにより、具体的に何を明らかにし、国内における CCS 技術や

事業にどう貢献するのかは、明確にすべきと思われる。また、Aquistoreプロジェクトの地

層構造は日本に比べフラットで相違が大きい点を十分考慮して調査研究を実施し、成果を

利用する必要がある。その他、海外のプロジェクト自体が頓挫しかねない様々な要因等に

ついて洗い出すことも必要である。 

 

３．成果、目標の達成度の妥当性 

地下深部塩水層貯留のための有用な成果報告書が作成されていること、モデル化に資す

るデータの抽出についても、概ね目標は達成されている。当初目標の地質構造モデリング、

圧入の評価、海外 CCS事業における政策・法規則・標準化に対する成果は達成されており、

その意義は大きく、我が国の CCS 事業の推進に大いに役立つ。今後、本プロジェクトにお

いて日本が立案、貢献できる点を増していくことで成果を拡大できる。 

なお、プロジェクトを進めていく中で頓挫しかねない様々な要因等について、実用化に

向けた貴重な知見として取りまとめることが必要である。また、プロジェクトが中断させ

ざるをえない状況でも、どのような目的が達成できるか、あるいはさらに重要な情報を得

られるのか、今後国内事業に還元するためにはどのような検討を行いその結果をどう還元

するか、本事業によって行われたモデル化・シミュレーションがカナダ側のそれとどのよ

うな考え方の違いに基づいているのか、その結果どのような具体的な課題が抽出されうる

のか、カナダと日本との地質環境・圧入深度の違いを考慮した場合における課題等につい

ても、十分な検討・取りまとめが必要である。 

 

４．事業化、波及効果についての妥当性 

カナダの研究機関 PTRCと今後も情報交換を継続できる関係を築いたことは非常に評価。

今後も最新の技術と知見を得ることが期待。石炭火力への期待が高まる中、「CCS付き石炭

火力」の先行事例を調査しておく意義は大きい。今後、国内で予定されている CCS プロジ

ェクトに生かせる余地は大きい。今後、この成果を利用したモデルが確立できれば、わが

国に適した CCS 技術の確立に資するものと期待できる。本開発の成果を他のリスクを伴う

地下開発への応用も期待される。 

 なお、具体的にどのように事業化に向けて位置づけられ、事業化に資するのかは明確

ではない。また、国が積極的に関与して、国内のみならず、むしろ期待の大きい海外を中

心に大規模実証試験を推進していくことが必要である。ほか、カナダ以外の CCS に関する

規制、法律等の情報入手が必要である。さらに海外プロジェクトの調査事業という色彩が

強いが、本研究開発における「事業化」「波及効果」については、CCSの特異な事業性を理

解した上で、適切な成果の活用方向を検討するべきである。 

 

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 

外部の専門家の意見を求めるなど、適切に研究開発マネジメント、体制が取られ、資金

配分も妥当である。国内で同様の成果を得るためには年間数十億円程度の費用がかかるこ

とを踏まえれば、費用対効果は非常に大きい。 

なお、苫小牧の実証試験を実施する事業者も含めた研究体制、少なくとも成果の共有体

制を構築する方が、より円滑な技術提供が可能となり、実用化の加速にもつながる可能性

がある。また、情報入手自体も意義のあることではあるが、より親密に情報を公開し合い、

CCSの技術水準を高めていくためには、本格的な共同研究にまで発展させていくことも必要

である。他、プロジェクトへの参加の立場を明確にした評価書とすべきである。今後は本



v 
 

格的な共同事業への参加などにおいて、日本の立場強化が望まれる。 

 

６．総合評価 

海外で先行する CCS 事業に参加することは、今後、国内外で大規模実証試験を実施する

に当たっての、マネジメント及び技術の観点の両者の情報や課題が先行して得ることがで

きるため、非常に有益。また、わが国に適した CCS 技術の確立は、国内のみならず、独自

の技術を携えて海外展開するためにも重要である。 

なお、CCS技術の国際的な事業化をはかる観点から、この事業が国際的にも応用可能な技

術か検討が必要である。また、Aquistore プロジェクトが 2014 年の商業運転本格始動する

ことを見据え、日本の技術等が評価されるような、今後の進め方の方向性を検討する必要

がある。ほか、海外の情報がどのように国内の事業に反映されるべきかにまで踏み込んだ

議論がなされれば、さらに優れた成果となることが期待される。 

 

７．今後の研究開発の方向等に関する提言 

海外の実証実験データは非常に貴重であり、CCS事業の失敗リスクを軽減するためにもそ

のデータ・情報収集は不可欠である。国内で大規模実証試験をすることが望ましいが、適

した場所が限られていることを踏まえれば、国主導のもとで寧ろ海外で積極的に展開すべ

きである。近い将来にはプロジェクトそのものに参加することが要請され、技術や成果提

供による資金還元を目指す必要がある。 

なお、海外で実施していることと同様な内容を国内で行うというアプローチに関しては、

そこから何を抽出し国内での事業に還元するのかという観点から、結果を十分に検討し、

その中から成果を見出していくという作業をすることが極めて重要である。 
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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 

（地下高温域での CO2 の流動と化学反応による鉱物固定に関する研究） 

  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  1  2  2  3  3  2  3  1  

 ２．研究開発等の目標の妥当性 1.63  1  1  2  2  2  1  2  2  

 ３．成果、目標の達成度の妥当性 1.50  2  1  2  2  1  1  2  1  

 ４．事業化、波及効果についての妥当性 1.38  1  1  1  2  2  1  2  1  

 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 1.88  1  2  2  3  2  2  2  1  

 ６．総合評価 1.63  1  2  2  2  2  1  2  1  
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第１章 評価の実施方法
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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
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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 の地下深部塩水層貯

留についての基盤的研究）（実施期間：平成２３年度）を評価対象として、

研究開発実施者（応用地質株式会社）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 
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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 
 地球温暖化を緩和・抑止し持続可能な社会を構築するための取り組みとして、

従来から省エネルギー技術の開発や、CO2 をはじめとする温室効果ガスの排出の

抑制のための取組が行われている。さらに排出後の CO2 に対する固定化・有効

利用技術についても、将来的に導入可能な対策オプションとすべく、技術開発

が進められてきた。 

主に石炭火力発電所を発生源とする日本型の二酸化炭素回収・貯留（CCS：

Carbon dioxide Capture and Storage）の確立に向け、我が国における安全性

の高い CO2地下深部塩水層貯留技術の早期確立を図るためには、CCS技術のうち

の貯留に関する技術の各種手法、特に不均質性を考慮したモデリング、圧入性

の評価手法・手順、圧入後の CO2の挙動シミュレーション等の最新の知見及び技

術を取得する必要がある。本事業は、カナダの石油技術開発センター（PTRC）

が実施する地下深部塩水層への CO2 貯留実証プロジェクト（Aquistore）との連

携を取り、これらに関する最新の知見と技術を取得し、我が国における地下深

部塩水層貯留に向けた技術指針作成に資する基礎資料として取りまとめ、日本

型 CCSの早期確立に資することを目的として実施したものである。 

 現在、我が国では苫小牧における CCS 大規模実証試験に向けた各種技術開発

が進められている段階である。我が国に先行して大規模な実証試験が行われて

いる Aquistore は、我が国の地下深部塩水層貯留実証試験のモデルケースとみ

なすことができる。Aquistoreに参加することで、実際の大規模実証試験におけ

る最新の技術及び知見を得ることができ、これらを我が国における CCS 実証試

験に向け活用することが可能となる。 

 なお、本事業は独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下

「NEDO」という。）からの委託により、平成 22 年度に実施した成果を踏まえ、

経済産業省からの委託により平成 23年度の事業を実施しているため、本資料で

は平成 22 年度及び平成 23 年度の事業成果を取りまとめている。このうち平成

22年度分は NEDOにおいて現在評価を実施しているため、本評価検討会では平成

23年度分を評価対象とする。 

 
 
１－２ 政策的位置付け 
地球温暖化対策として、省エネルギー技術の開発・導入や、CO2をはじめとす

る温室効果ガス排出の抑制に対する取組が行われている。地球温暖化の緩和・

抑止と持続可能な社会の構築には、これまでの取組に加え、排出後の CO2の固定

化についても、将来的に導入可能な対策オプションとして技術開発を進める必

要がある。 
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CO2固定化分野の中でも特に CO2回収・貯留技術（CCS）は、IPCC第四次評価報

告書において温暖化緩和対策のキーテクノロジーの一つとして期待されている。

我が国においても 2008年 3月に策定された「Cool Earth－エネルギー革新技術

計画」において、2050 年までに世界全体の温室効果ガス排出量の半減のために

必要な革新的技術として CCSが位置付けられている。 

技術戦略マップ 2010によれば、化石燃料の安定供給と有効かつクリーンな活

用に向けて、図 1 に示すような導入シナリオが策定されている。この中で CO2

回収・貯留について、コスト削減とともに CO2の挙動モニタリングやシミュレー

ション、大規模実証による実用化に向けた技術的課題の検証などの技術開発が

必要と指摘されている。 

また図 2に示した技術戦略マップ 2010におけるエネルギー分野の技術ロード

マップによれば、現在の実用化シナリオの第 1段階（CCSの研究開発フェーズ）

において、2015 年ごろを目途に CO2 地中貯留の大規模実証実験を実施する計画

であり、それに向けた CO2地中挙動予測シミュレーション技術・モニタリング技

術、地下深部塩水層貯留等の技術研究開発を進める必要がある。 

図 3に示した CO2固定化・有効利用分野の技術ロードマップ（2010）によれば、

CO2地中挙動の理解と予測に関する研究開発や、適用性の総合評価、関連法体系

等の確立について 2015年を目途に進めるとされている。さらに理解促進と国際

ネットワーク構築を継続して進めるとされている。さらに図 4に示した CO2固定

化・有効利用分野の導入シナリオによれば、2020年ごろの CO2地中貯留の本格

導入にむけて、地中貯留の安全性評価についての研究開発を進めるとされてい

る。 

本事業は CO2の地下深部塩水層貯留の大規模実証試験に向け、海外における先

行事例を我が国におけるモデルケースとして、海外の研究機関（カナダ PTRC）

と協力して最新技術及び知見を収集し、日本に導入する場合に必要となる課題

や考え方等を取りまとめるものである。これは CO2固定化・有効利用分野の技術

ロードマップ（2010）における大規模実証試験の前段階に位置し、実証技術の

適用・評価から統合プロセスの実証の間に位置づけられるものである。 
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図 1 化石燃料の安定供給確保と有効かつクリーンな活用に向けた導入シナリオ 

（技術戦略マップ 2010より） 
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図 2 エネルギー分野の技術ロードマップ（技術戦略マップ 2010より） 
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図 3 CO2固定化・有効利用分野の技術ロードマップ（技術戦略マップ 2010 より） 
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図 4 CO2固定化・有効利用分野の導入シナリオ（技術戦略マップ 2010より） 
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１－３ 国の関与の必要性 
 

・一般に CO2 の地下深部塩水層貯留を含む CCS 事業は、現段階では利益に直結

しないことから民間単独で取り組むには事業としての価値が薄い。さらに一

般的に相当規模の投資及び実施期間を要することから、民間企業に実施のイ

ンセンティブが働かない分野であり、国の積極的関与が必要である。 

・CO2の地下深部塩水層貯留事業は、化石燃料の有効かつクリーンな活用、ひい

ては温室効果排出削減に向け全世界で取り組みが進められており、国際的な

共同を含めグローバルに取り組むことが求められている。さらに CCS 事業に

は相当規模の投資が必要であることから、国際共同による取り組みが有効と

考えられる。これらをより一層推進させるためには、国が積極的に関与し、

リードすることが有効である。 

・本事業で得られる技術・知見・ノウハウは、我が国における地下深部塩水層

への CO2貯留技術確立のために活用されることが重要であり、これらの技術・

知見・ノウハウは、公共財的な性格のものとみなすことができる。民間によ

る事業実施により、限られた企業にこれらの技術等が占有された場合、我が

国における CO2貯留技術確立に資することが困難になるととともに、CCS事業

の推進が鈍化することが予想される。したがって、国が関与することにより

これらの技術・知見・ノウハウを活用できるようにすることが有効である。 
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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 
 

表 1 全体の目標 

目標・指標 設定理由・根拠等 
【目標】 
Aquistore プロジェクトに参加し、我が国

における地下深部塩水層貯留のための技術

基準に向けた基礎資料を作成する 
【指標】 
以下の内容を含む資料を作成する 
・プロジェクト全体の実施内容・運営方法

と日本における適用性 
・我が国における地質モデル構築方法 
・我が国における圧入性の予測方法および 
手順 

・我が国における各種モニタリング手法の 
適用性 

・CCS プロジェクトの経済性およびリスク

評価手法 
・カナダにおける CCS に関する法規制及

び政策 

地下深部塩水層へのCO2の大規模貯

留実証試験である Aquistore プロ

ジェクトは、我が国における大規

模貯留実験のモデルケースとみな

すことができる。本プロジェクト

に参加することで今後の我が国に

おける大規模実証試験を実施する

際の技術的な課題に対する、先行

事例を得ることができる。 
 我が国における今後の活用を念

頭に資料を作成する。 
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２－１－２ 個別要素技術の目標設定 
 

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 

(1)プロジェクト全体の実施

内容・運営方法 

【目標】 

プロジェクトの企画立案・運営方法・研究

項目の設定方法・考え方について実態を把

握し取りまとめる(平成 22年度および 23年

度) 

【指標】 

以下の内容を含む資料を作成する 

・プロジェクトの運営組織体制 

・研究項目の設定方法と根拠 

プロジェクト全体の進め方や考え

方を日本の場合と比較し、課題に

ついて言及することで、日本で今

後プロジェクトを実施する際に活

用が可能となる。 

(2)地質構造モデリング方法 【目標】 

地球統計学的モデルを含むモデル構築の手

順・使用データ、解釈方法の情報を入手し

取りまとめるとともに、地質モデルを構築

する（平成 22年度および平成 23年度） 

【指標】 

以下の内容を含む資料を作成する 

・モデル作成に利用したデータ 

・モデルの設定根拠 

・我が国で適用する場合に参考となる点、

検討事項等 

・地質モデル構築結果 

地下深部塩水層への CO2 地中貯留

においては、地質モデル構築に利

用できる地下情報が少なく、モデ

ル構築方法に関して課題が多いの

が現状である。Aquistore におい

ては現地データを用いたモデル構

築が行われていることから、実際

に行われている検討課程やデータ

の分析を行い、日本においてもモ

デル構築を行うことで、我が国に

おける地質モデル構築に活用する

ことができる。 

(3)圧入性の評価方法 

 

 

【目標】 

圧入後の CO2移行シミュレーションの手順、

物性値の設定方法に関する情報を入手し取

りまとめるとともに、CO2シミュレーション

を実施し、カナダ側の結果との比較検討を

行う（平成 22年度および平成 23年度） 

【指標】 

以下の内容を含む資料を作成する 

・シミュレーションモデルの設定根拠 

・シミュレーションに用いた物性値の 

 設定に利用したデータ・設定根拠 

・オープンソースのシミュレータを使 

ったシミュレーションの実施 

・我が国で適用する場合に参考となる点、

事項等 

・シミュレーション結果の比較検討 

CO2 の圧入性の予測評価に用いら

れるシミュレーションで、貯留層

の浸透率などの物性値やこれらの

不均質性を考慮したパラメータ設

定が必要となる。Aquistore にお

いてもシミュレーションのための

データ取得と解析評価、およびシ

ミュレーションが行われているこ

とから、実際に行われたこれらの

検討課程や使用データの入手・分

析とシミュレーションの実施、比

較検討により、我が国における圧

入性の予測やシミュレーションに

活用することができる。 

 

 

(4)プロジェクトに関する政

策・法規制・標準化 

【目標】 

カナダにおける CCS 事業に関する政策と法

規制、標準化に向けた取り組みと現状につ

いて情報を入手し取りまとめる(平成 23 年

度) 

【指標】 

以下の内容を含む資料を作成する。 

・カナダ国内およびサスカチュワン州 

における CCS事業に関する規制、法 

律および各種手続きの手順 

・カナダにおける CCSの ISO化への取 

り組みの現状、および Aquistoreに 

おける対応 

我が国における CCS に関する法体

系は経済産業省によるガイドライ

ン「CCS 実証事業の安全な実施に

当たって」および環境省による海

洋汚染防止法が基本となる。我が

国に先行して CCS の実証試験が行

われているカナダにおける、実際

のプロジェクトに関連した法体系

や政策を取りまとめることで、我

が国における今後の地下深部塩水

層貯留の実施に向けて活用が可能

となる。 
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３．成果、目標の達成度 
 
３－１ 成果 
本事業は平成 23 年度委託業務であるが、Aquistore プロジェクトの進捗の遅

れに伴い、平成 23年度委託業務を平成 24年 12月 28日まで委託期間の繰越（計

画変更）を行ったものである。得られた成果を以下に示す。 

 
 
 
３－１－１ 全体成果 

 

以下の内容を含む成果報告書を作成した。 

・地質構造モデリング（サイト移動後の広域地質情報を基にしたモデル、追

加データによる更新後モデル、地球統計学的手法を用いたモデルの作成方

法に関する考察） 

・圧入性の評価（上記モデルを用いたシミュレーション結果およびシミュレ

ーション方法に関する考察） 

・プロジェクトに関する政策・法規制・標準化に関する考察 

 

なお、平成 22 年度事業成果（今回評価対象外）は、以下の内容を含む成果

報告書を作成し、NEDO ホームページ上で公開済みである。 

・Aquistore プロジェクトの実施内容（背景・目的・実施体制・運営資金・

スケジュールおよび研究タスク） 

・地質構造モデリング（広域地質情報を基にしたモデル） 

・圧入性の評価（上記モデルを基にしたシミュレーション結果） 
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３－１－２ 個別要素技術成果 

（１）プロジェクト全体の実施内容・運営方法（平成 22 年度及び 23 年度） 

 

＜カナダ側からの入手情報＞ 

Aquistore プロジェクトの実施内容・運営方法について入手した情報を基に

以下のように取りまとめた（平成 22 年度）。 

 

○Aquistore プロジェクトの概要 

 本事業で、我が国における地下深部塩水層への大規模 CO2貯留実証試験のモ

デルケースとして参加している Aquistoreプロジェクトの概要について以下に

示す。 

 

Aquistore はカナダ-サスカチュワン州における深部塩水層への CO2 貯留実証

プロジェクトであり、2008 年よりプロジェクトが開始されている。当初計画で

はサスカチュワン州リジャイナ市の石油精製会社が所有する石油精製プラント

において、新たに CO2回収施設を導入するとともに延長約 8kmのパイプラインを

新設し、リジャイナ郊外に回収した CO2を輸送・圧入する計画であった。サスカ

チュワン州においては CO2 排出規制や炭素税等の条例制定が検討されていたこ

とから、炭素税等の経済的負担を考慮し、石油精製会社は Aquistore への CO2

の供給源として参加したものである。しかし、州による条例制定が遅れている

ことから、石油精製会社としてはこの動向を見極めたうえで CO2回収のための設

備投資を見直すこととし、プロジェクトへの CO2供給の計画を中断したことから、

Aquistoreのサイトがエステバン郊外に変更された。 

エステバンでは、エステバン市郊外のバウンダリーダム火力発電所において、

施設の更新に合わせて CO2回収施設の導入と、回収した CO2を EOR用として売却

する計画が進められていたことから、この CO2の一部を、約 3km東の深部塩水層

にパイプラインで輸送し、圧入・貯留する計画である。図 5 にサイト周辺の位

置図を示す。 

Aquistoreのプロジェクト実施期間は当初計画においては2008-2012年であっ

たが、サイト変更に伴い 2013年まで延長された。現時点の計画においては、2012

年に圧入井、観測井を各 1坑掘削し、年末までに 1000トンの圧入試験を行う計

画である。2013 年には圧入後のモニタリングを実施し、バウンダリーダム火力

発電所からの CO2供給および本格的な圧入(商業運転）は 2014年に開始予定であ

る。 

商業運転時の CO2の回収量は 3000トン/日、このうち 2000トン/日を深部塩水

層へ圧入する計画である。なお、残りの 1000 トン/日は EOR 用に売却する予定

である。 
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図 5 Aquistore サイト位置図 
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○プロジェクトの運営組織体制 

プロジェクトの運営方法・実施内容について、PTRC へのヒアリング及び資料

を基に取りまとめた（平成 22 年度）。 

→・プロジェクトの企画は PTRC が実施し、政府補助金申請のプロポーザル

を実施した。 

・プロジェクトの運営はサスカチュワン州内のエネルギー関連企業、スポ

ンサー企業、州政府からなる運営委員会で決定し、実務を PTRC が担当し

ている。 

・資金は政府補助金を主体とし、このほかにスポンサー企業からの資金提

供で賄っている。 

・サスカチュワン州内においては CCS に関しての法制度は未整備のため、

既存の法律（石油・ガスの保全に関するする法律）の排水井戸に関する

条文と、サスカチュワン州の環境アセスメント法を準用した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6 プロジェクトの実施・運営体制 
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○サイト変更に伴う Aquistore プロジェクトのおける実施内容（平成 23 年度） 

 サイト変更に伴う Aquistore プロジェクトにおける実施内容、コミュニケー

ション活動および地元状況について、情報収集を行い取りまとめた。 

・当初計画の CO2排出源企業による CO2 供給が中止となったため、新たな

CO2 排出源企業を選定し、圧入地点を排出源近傍としたためサイトを変

更することとなった。 

・地点変更に伴い井戸設計、地質モデルの作成、CO2移行シミュレーション

を再度実施した。さらに用地借用、坑井許可申請、鉱業権取得、地下の

空隙の借用手続きを実施した。なお、新規サイトはほぼ全域が CO2 排出

源企業の所有地内である。 

・地元対応、コミュニケーションは以下の内容を含む戦略的コミュニケー

ションプランを策定し実施した。 

1)プロジェクトのステークホルダーの抽出とランク分け 

2)各ランクのステークホルダーへのコミュニケーション方法、時期、内

容の決定 

3)対応のための窓口を統一、担当者の選定と FAQ の作成 

・ プロジェクトの広報及び PA に関する活動は、一括して実施する部署を

設けており、パンフレット等のコミュニケーション活動を戦略的に実施

している。また PA については地元利害関係者を含む公開の委員会を設

置して活動を進めている。 

・サイト移動の決定以降、これまでに周辺地権者、地元自治体、商工会等

へのプロポーザル、オープンハウス等を実施した。CO2排出企業が地元の

有力企業のため CCS 事業について協力的であった。 

 

 

○研究項目の設定方法と根拠（平成 22 年度） 

・ 研究内容は有識者からなる諮問委員会（ Science and Engineering 

Research Committee）で検討した。諮問委員会で決定された研究タスクを

表 3 に示す。 

・ 諮問委員会において、各タスク内で実施する研究の項目及び計画を検討・

策定した。なおタスク内での研究項目は「優先的（必ず）に実施する項目」

と「追加で実施可能な項目」に分類され、必ず実施する項目のみに予算が

配分されている。 

・ 追加的に実施可能な項目については、追加の資金が得られた場合に実施を

検討することとなっている。 

・ 諮問委員会はカナダ地質調査所、アルバータ大学、サスカチュワン大学の

有識者、CO2地中貯留の実務を担っている専門家および PTRC のメンバーで

構成されている。 
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表 3 研究タスク一覧 

タスク 実施内容 予算 

1.サイト適合性 ・第一段階として既往資料等を基にサイト適合性を検証 

・サイト候補地の選定、地質モデル作成、CO2移行シミュ

レーションを実施 

CA$30,000 

(約 240 万円) 

2.詳細なサイトキャラ

クタリゼーション 

・選定したサイトの詳細な地質モデル作成・更新 

・CO2の圧入性、貯留可能量の推定 

・CO2の貯留及び以降予測のためのデータ収集 

CA$1,735,000 

(約 1.4 億円) 

3.地球物理学的モニタ

リング 

・数値シミュレーションに利用する地質学的特性の決定

のための各種地球物理モニタリングの実施 

・CO2移行モニタリングの実施 

CA$1,030,000 

(約 8240 万円) 

4.地球化学サンプリン

グと分析 

・CO2圧入の影響把握のための地下水モニタリング 

・CO2の地表への漏洩把握のための土壌ガスモニタリング 

CA$275,000 

(約 2200 万円) 

5.圧入井・観測井の設

計設置 

・圧入井および観測井の掘削 

・坑内観測機器の設置 

・原位置測定、サンプリングの実施 

CA$7,000,000 

(約 5.6 億円) 

6.数値シミュレーショ

ン 

・CO2プリュームの分布・移動予測 

・地質モデル更新に伴う予測の更新 

・力学（地盤の変形）予測 

CA$600,000 

(約 4800 万円) 

7.リスクアセスメント ・リスクマネジメント方針の策定 CA$550,000 

(約 4400 万円) 

8.商用化・経済性分析 ・プロジェクトの経済性評価 

・操業上の可変性の評価 

CA$250,000 

(約 2000 万円) 

 

 

 

○我が国において適用する場合に参考となる点・検討事項等(平成 22 年度) 

・ プロジェクトの資金確保のために広くスポンサーを募り、スポンサーに対

しては金額に応じてプロジェクトのデータへのアクセスや運営への関与

を認めるなど、民間企業等からの出資を促す仕組みとなっている。 

・ 研究の実施内容や項目、研究手法、優先度等の検討を有識者や実務担当者

からなる委員会で行う体制としている。 

・ これらの運営体制は我が国における CCS 実証試験及び実施における運営

体制を検討する上で参考とすることができる。 
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（２）地質構造モデリング方法 

地質構造モデリングに用いたデータおよび作成されたモデルのデータ一式を

入手し、モデル構築方法、作成したモデルの利用方法について取りまとめると

ともに、地質モデルの構築を行った。 

 

【リジャイナ】（平成 22 年度） 

＜カナダ側からの入手情報＞ 

○モデル作成に利用したデータ（カナダ側） 

・ モデルは坑井掘削の許可申請資料に添付するため、概略モデルとして作成

した。 

・ モデル作成には、Web で公開されている広域地質情報、大学所有の深井戸

データ、サイト周辺の企業が所有する井戸データ利用した。 

・ 圧入位置は CO2排出源までの距離、アクセスの良さ、地権者との交渉の容

易さより選定された。対象地域は地質的変化が乏しいため、地質的な制約

はない。 

・ 概略モデルの位置づけであるため、モデルは広域地質情報を基本に、複数

の浅井戸と 1 本の深井戸の検層データから作成した。各層の物性値は検層

データを用いて設定した。 

 

図 7 に入手したリジャイナにおける地質モデルの例を示す。また、表 4 には

入手したデータの一覧を示す。 

 

 
図 7 入手した地質モデルの例(貯留層) 
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表 4 入手したデータ一覧（リジャイナ） 

データの種類 データの内容 

論文 Regina Geothermal Project 

リジャイナ大学で計画されていた地熱プロジェクトの踏査結

果に関する論文。モデル作成にこの論文で示された坑井デー

タを利用した。 

公開情報 サスカチュワン州、マニトバ州における Williston 体積本の

広域地質情報（Web による公開情報）。地質構造作成に利用し

た。 

報告書 Aquistore プロジェクト 

シュルンベルジェカーボンサービス社（以下 Schlumberger 

CS）による Static Model 及びシミュレーションに関する結果

報告書 

電子データ Petrel Model 

Schlumberger CS による Static Model 及びシミュレーション

に関するデータファイル一式。坑井データ、各層の物性値を

含む 

報告書 Deadwood Formation Well(03-08-017-19W2M) CO2 

Sequestration Study 

リジャイナ大学の坑井（上記論文中の坑井）で採取されたコ

アサンプルを用いた相対浸透率等の時化県結果報告書 

 

○カナダ側モデルの設定根拠 

・ 圧入位置は CO2排出源までの距離、アクセスの良さ、地権者との交渉の容

易さより選定された。対象地域は地質的変化が乏しいため、地質的な制約

はない。 

・ 概略モデルの位置づけであるため、モデルは広域地質情報を基本に、複数

の浅井戸および 1 本の深井戸の岩相および検層データから、各地層の境界

面を作成した。 

・ 各層の物性値は検層データを利用し、各層における平均値をその層の代表

値として設定した。同一層内で物性値は変化しないモデル（均質モデル）

とした。 

・ モデルの範囲は計算時間を考慮して設定した。 
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【エステバン】（平成 23 年度） 

サイト変更後の概略地質モデルのデータ一式、および詳細地質モデル作成に

用いたデータと詳細地質モデルのデータ一式を入手し、カナダ側のモデル作成

方法、地球統計学的手法を用いた不均質モデルの作成方法について取りまとめ

た。また、入手データをもとに日本側においても地質モデルを構築し、我が国

でモデル作成を行う場合に参考となる点、課題等の抽出、検討を行った。 

 

＜カナダ側からの入手情報＞ 

○カナダ側地質モデルの基本構成 

・ 既往井戸データ（4 坑井分）と、公開情報である広域地質構造データから

概略モデルが作成され、プロジェクトの実施許可申請等の法的手続きに利

用された。 

・ この概略モデルに、新たな坑井データ(4 坑井分)、および専門業者から購

入した地震探査データ(16 測線)を加え、詳細地質モデルへの更新が行わ

れた。 

 

○モデル作成に利用したデータおよび物性設定に利用したデータ（カナダ側） 

・ 詳細モデル構築に利用されたデータは、概略地質モデルデータ、追加の既

往検層データ、および購入した既往反射法地震探査データであり、新たな

データ取得（観測の実施等）は行われていない。 

・ モデル作成、シミュレーションの一連の作業は Schlumberger CS が実施し

ている。 

検層データ： 

・ 密度検層、CMR（浸透率）、中性子検層（孔隙率）、比抵抗、自然電位、自

然放射能、音波検層の 7 種類であり、モデルの層構造の検討には主に密度、

自然放射能、音波検層結果が利用された。 

反射法地震探査データ： 

・ 購入した既往反射法地震探査データ(16 測線分)が利用された。解析には

測線近傍の坑井における音波検層のデータが利用された。 

・ 2012 年 3 月に 3D 反射法地震探査が実施されているが、この結果は今後の

CO2 圧入試験後のモニタリング成果を踏まえたモデル更新に利用される計

画であり、今回の詳細モデル構築には利用されていない。 

 

図 8 に入手したカナダ側の地質モデルの例を示し、表 5 に入手データの一覧

を示す。 
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図 8 入手した地質モデルの例（遮蔽層から貯留層底面まで） 

 

表 5 入手データ一覧（エステバン） 

データの種類 データの内容 

報告書 Aquistore Project CO2 Sequestration(Estevan) 

Schlumberger Carbon Service による地質モデル（Static Model、

不均質モデル）及びシミュレーションに関する結果報告書 

プレゼンテーショ

ン資料 

Aquistore Wellbore Desgn, Modeling and simulation Results 

Schlumberger Carbon Service によるモデリング、シミュレーシ

ョンおよび坑井設計に関する報告資料 

電子データ BoudaryDam Geologic Model data 

Schlumberger Carbon Service による地質モデル及びシミュレー

ションに関するデータファイル一式。坑井データ、各層の物性値、

物性値の設定条件、2D 地震探査データを含む 

 

○カナダ側モデルの内容について 

・モデル作成の範囲は 123km×73km（グリッド数南北 298×東西 585 グリッド）

の非常に大きな範囲で作成されている。 

・地層区分は 2D 反射法地震探査データと坑井の岩相データ、検層データをも

とに、合計で 367 層（グリッド高さ 1m 程度）と非常に細かく区分されてい

る。モデル全体のグリッド数は約 6385 万グリッド以上に及び、作業にはス

ーパーコンピュータを利用している。 
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X
Y

Z

圧入地点

＜日本側での地質モデルの構築＞ 

○日本側地質モデル構築に利用したデータ 

・日本側地質モデル作成にあたっては、カナダ側より入手した地質モデルのフ

ァイル（モデリングソフトウェア PETREL で構築された地質モデルの電子フ

ァイル）の分析を行い、このデータを基にモデルを構築した。 

 

○地質モデル構築結果 

・カナダ側地質モデルは広範にわたって非常に細かいグリッドで構成されてい

る。我が国においては、通常検層等の利用可能なデータを組み合わせた解釈、

解析により層区分を行うため、より粗いグリッドでモデルが作成されること

が一般的である。したがってモデル構築範囲の切り出しおよびグリッドのア

ップスケールを行った。 

・モデル作成範囲は、CO2移行シミュレーションにおける検討範囲や、作業環境、

作業時間を考慮し、圧入箇所近傍 10km×10km とした。またモデルのグリッ

ドは全体で 33×33×13 グリッドとなるようにアップスケールを行った。 

 

図 9 に作成した日本側地質モデルを示し、表 6 に日本側およびカナダ側モデル

の仕様一覧を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9 日本側地質モデル 
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表 6 地質モデル仕様一覧 

 

 

 

○我が国において適用する場合に参考となる点・検討事項等 

・Aquistore では陸域の大規模な堆積盆における地下深部塩水層をモデル化し

ているという特徴がある。また、サイト周辺の地質構造は非常に単純であり、

構造運動による断層などの地質の不連続性がほとんどない地域であるため、

広域地質情報、2D 地震探査及び数少ない坑井のデータから、容易に構造をモ

デリングすることが可能という特徴がある。 

・我が国において構造的不均質性の大きいエリアのモデリングを行う場合、

Aquistore で行われたような広域地質情報や数少ない坑井データ、2D 反射法

地震探査データでは、構造的な不確実性が大きくなると考えられる。より多

くのデータの利用が必要になると考えられる。 

・カナダ側モデルにおいてはモデルのグリッドを非常に細かく設定しているが、

モデル作成に利用したデータそのものが少ないことや、作業効率等を考慮す

ると、カナダ側におけるグリッドの設定は過剰であると考えられる。 

・我が国においては検層データやほかのデータを組み合わせた分析、解釈から

層区分を決定することが一般的である。作業環境や計算時間、データのサイ

ズ、元となるデータの分解能等を考慮し、現実的なモデルサイズとグリッド

サイズを検討する必要がある。 

 

 

項目 日本側モデル カナダ側モデル 

モデル作成範囲 遮蔽層（Winnipeg層）上面から貯留層（Deadwood層）底面 

モデルサイズ 
圧入地点周辺 10km×10km 

作業効率・計算時間等を考慮 

東西 123km×南北 73km 

グリッド数 

東西 33×南北 33×13グリッド 

（グリッドサイズ 300m×300m 

グリッド高さ平均 20m程度) 

           合計 14157グリッド 

遮蔽層（Winnipeg):1層 

貯留層・遮蔽層（BlackIsland)：2層 

貯留層（Deadwood)：10層 

東西 585×南北 298×364グリッド 

（グリッドサイズ 160m×160mを基本 

グリッド高さ平均 1m程度） 

合計約 63,858,000グリッド 

Winnipeg：24層 

BlackIsland：100層 

Deadwood：240層 

モデル作成に 

利用したデータ 

カナダ側で作成されたモデルのデータ

（PETRELのファイル）を利用 

範囲の切出し・グリッドの再構成 

坑井データ：8坑 

2D震探データ：16測線 

広域地質情報データ 

その他 

TOUGH2によるシミュレーションを考慮し、カ

ナダ側モデルで地層が途切れた箇所（つぶれ

格子）には高さ 0.1mの薄いグリッドを挿入 

検層結果を基に非常に細かいグリッドを設定、作

業はスーパーコンピュータを利用 
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（３）圧入性の評価方法 

圧入後のCO2 移行シミュレーションの手順、物性値の設定方法に関する情報

を入手し取りまとめるとともに、CO2シミュレーションを実施し、カナダ側の結

果との比較検討を行った。 

 

【リジャイナ】（平成 22 年度） 

＜カナダ側からの入手情報＞ 

○シミュレーションモデルの設定根拠（カナダ側） 

・各層の物性値は井戸 1坑の検層で得られた物性値の各層の平均値を採用し、

同一層内では物性値は変化しない設定としている。 

・検層で得られなかった物性値は、一般的な値を仮定して設定した。 

・シミュレーション結果は坑井の許可申請の添付資料として利用した 

・シミュレーションモデルのセルは圧入地点近傍で細かく、外側で粗く設定

し、モデルの端部では無限遠まで深部塩水層が広がっている設定とした。 

・予定されている CO2 供給量を基に圧入レートを設定して定流量でシミュレ

ーションを実施し、圧入圧の変化、CO2プリュームの変化を求めた。 

図 10 に入手したカナダ側のシミュレーションモデルの例を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 10 入手したシミュレーションモデルの例 

 

 

浸透率(mD)
2.1 456

北

Black-Island 1-2
Deadwood A
Deadwood B-C

Deadwood E-F1

Deadwood D1
Deadwood D2

Deadwood F2
Deadwood F3-G

 

孔隙率
0.024 0.141

北

Black-Island 1-2
Deadwood A
Deadwood B-C

Deadwood E-F1

Deadwood D1
Deadwood D2

Deadwood F2
Deadwood F3-G
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【エステバン】（平成 23 年度） 

サイト変更後の地質構造モデルに基づくシミュレーションの実施にあたり、

カナダ側におけるシミュレーションの条件設定、地球統計学的手法によるシミ

ュレーションモデルの設定方法、日本においてシミュレーションを実施する場

合に参考となる点や課題等の抽出と検討を行った。さらに TOUGH2 による CO2

移行シミュレーションを実施し、カナダ側のシミュレータ（ECLIPSE）による

シミュレーション結果との比較検討を行った。 

 

＜カナダ側からの入手情報＞ 

○シミュレーションの基本的な考え方 

・ カナダ側においては目標圧入レート（2000 トン/日）の達成可能かの検討

を目的としてシミュレーションを実施している。 

・ シミュレーションモデルは、地質モデルより圧入地点を中心とした 40km×

40km を切り出して作成し、グリッドは約 160m×160m を基本として圧入地

点周辺では 80m四方、圧入地点から離れた地点では 1280m四方としている。 

・ シミュレーションは石油貯留層シミュレータ ECLIPSE を利用し、

Schlumberger CS によってすべておこなわれている。 

 

○シミュレーションモデルの物性設定に利用したデータ・設定根拠（カナダ側） 

・ シミュレーションモデルの物性値設定には検層データ、相対浸透率データ、

コアサンプルによる試験データが利用されている。 

検層データ： 

・ 既往検層データ（8 坑分）のうち十分な検層結果のある 4 坑井分のデータ

を利用している。 

相対浸透率データ 

・ スタンフォード大学 Benson研究室より提供された Webベースのデータベー

スより、アルバータ州におけるカンブリア系の砂岩サンプルから得られた

データを引用している。 

コアサンプル： 

・ リジャイナ市内（エステバンより約 200km）にあるリジャイナ大学におけ

る坑井で以前に取得されたコアサンプルをコア試験に利用している。 

物性値の設定方法： 

・ 孔隙率、浸透率の各物性値は地球統計学的手法を用いて設定している。 

・ 毛管圧の設定は行っていない。 

・ 浸透率の鉛直/水平比(Kv/Kh)はコアサンプルに対する試験結果より 1.0 と

設定している。 

・ その他利用できるデータが得られていない物性値は、サイト周辺の地質に

おける一般値を採用している。 
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地球統計学的手法について： 

・ 孔隙率の設定：4 坑井の検層データより Randam Gaussian Function 

Simulation（RGFS）で設定している。 

・ 浸透率の設定：上記で設定された孔隙率および 4 坑井の検層データから

RGFS で設定している。 

・ これらによる孔隙率-浸透率の組み合わせを 20 パターン作成している。 

・ 各パターンにおいて圧入地点のグリッドにおける浸透率×グリッド高さで

ある kh を計算し、圧入区間全体の kh を求めている。この 20 通りの kh に

ついて、確実性（リアライゼーション）に応じて P90、P50、P10、ベスト

ケースの４パターンを抽出し、この４パターンを不均質モデルとしてシミ

ュレーションを実施している。 

 図 11 に入手したカナダ側のシミュレーションモデルの例（ベストケース）

を示し、表 7 にカナダ側シミュレーション計算条件を示す。 

 

図 11 入手したシミュレーションモデルの例(ベストケース） 

 

表 7 カナダ側シミュレーション計算条件 

 

貯留層の圧力 34.3MPa(深度 3300m) 

貯留層の塩分濃度 300,000ppm 

貯留層の温度 94℃ 

最大圧入圧力 44.7MPa(深度 3300m) 

圧入区間 深度 2584～2720m（BlackIsland 層～Deadwood 層） 

井戸直径 7 5/8 インチ（約 0.194m） 

圧入制御方法 圧力制御（制御値 44.7MPa） 

スケジュール 2000 トン/日×10 年間（目標） 
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＜日本側での CO2シミュレーションの実施＞ 

○オープンソースのシミュレータを使ったシミュレーションの実施 

 Aquistore においてはモデリング、シミュレーション等の作業は

Schlumberger CS が一括して実施しており、シミュレータとしては同社のパッ

ケージソフトウェアである ECLIPSE が使用されている。一方 CCS 分野における

CO2移行シミュレータとしては、オープンソースである TOUGH2 が世界的に広く

利用されている。そこでカナダ側シミュレーションデータを基に、TOUGH2 を利

用したシミュレーションを実施し、カナダ側シミュレーション結果との比較検

討を行った。 

 

○日本側シミュレーションの基本的な考え方 

・ カナダ側シミュレーションモデルでは非常に細かいグリッドで物性値の設

定がされていることから、日本側地質モデルのグリッドサイズに合わせ物

性値のアップスケールを行った。 

・ アップスケールは、カナダ側モデルで該当するグリッド範囲の物性値のう

ちの最大値を採用した。 

・ カナダ側で主に不均質モデルを用いたシミュレーションが行われているが、

日本側では一般的に均質モデルを対象としている TOUGH2 を利用すること

から、均質モデル、不均質モデルそれぞれを作成しシミュレーションを行

った。 

 

○シミュレーションモデルの物性設定に利用したデータ・設定根拠（日本側） 

・ シミュレーションモデルの物性値は、カナダ側におけるベストケースの不

均質モデルの孔隙率、浸透率の分布を利用した。 

・ 相対浸透率曲線はカナダ側で設定されたものを利用し、不動水飽和率、臨

界ガス飽和率はこの相対浸透率曲線より読み取った。 

・ 均質モデルは、圧入地点におけるアップスケール後のグリッドの物性値を

水平方向に展開して設定した。 

・ 不均質モデルでは、アップスケール後のグリッドの物性値について、各地

層における孔隙率-浸透率の組み合わせを分析し、TOUGH2 における岩種区

分（Rock Type）の上限に合わせ、これらの組み合わせが全体で 26 種類と

なるように整理して設定した。 

・ その他のシミュレーション条件は、基本的にカナダ側と同様の条件とした。

表 8 に日本側およびカナダ側シミュレーションの設定一覧を示す。 

 

図 12 に日本側シミュレーションモデル（均質モデル）を、表 9 に均質モデル

における物性値一覧を示す。また図 13 に日本側シミュレーションモデル（不

均質モデル）を、表 10 に不均質モデルにおける物性値一覧をそれぞれ示す。 
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表 8 日本側およびカナダ側シミュレーション設定一覧 

 

項目 日本側設定 カナダ側設定 
モデルサイズ 圧入地点周辺 10km×10km 圧入地点周辺 40km×40km 

グリッドサイズ 約 300m×300m×平均 20m程度 

（30×30×13グリッド） 
約 80m×80m×平均 1m程度 

（112×104×364グリッド） 

物性値設定に 

利用したデータ 

・カナダ側不均質モデル（ベストケース）の各

グリッドの物性値（孔隙率・浸透率）を利用 

・日本側モデル（粗いグリッド）に対応する位

置のカナダ側モデル（細かいグリッド）の物

性値のうち最大値を採用 

相対浸透率曲線： 

・カナダ側のデータを利用し、臨界ガス飽和率、

不動水飽和率等は曲線から読み取った 

・坑井データ 8孔のうち主に検層データの

豊富な 4坑分を利用 

・スタンフォード大 Benson Labによる Web

データベースを利用 

・リジャイナ大学で採取されたコアの試験

結果を利用 

物性値設定方法 

均質モデル： 

・圧入地点のグリッドの物性値を利用 

不均質モデル： 

・日本側グリッドの物性値について、地層ごと

に孔隙率と浸透率の分布を整理し、26種類

の孔隙率－浸透率の組み合わせを設定 

 

不均質モデル 

孔隙率： 

・検層結果を基に RGFSで設定 

浸透率： 

・設定した孔隙率と検層結果を基に RGFS

で設定 

Kv/kh： 

・リジャイナ大学で採取されたコア試験結

果より 1.0と設定 

その他 

境界条件： 

・側面＝圧力固定境界 

・上下面＝不透水境界（静水圧固定） 

初期圧力： 

・水で完全飽和とし、圧入区間中央深度の圧力

をカナダ側モデルと同一の値とした 

境界条件： 

側面＝圧力固定境界 

上下面＝不透水境界（静水圧固定） 
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表 9 日本側均質モデルの物性値一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 12 日本側シミュレーションモデル（均質モデル） 

 

 

地層 主要

岩相 

セル 
中心深度

(m) 

浸透率 
(mD) 孔隙率 不動水飽和

率 Swir 

臨界ガス

飽和率 
Sgcr 

残留ガス

飽和率 
Sgrm 

Winnipeg 頁岩 2517.19 2.666 0.031 0.04 0.14 0.52 
BlackIsland_U 頁岩 2540.25 1.206 0.019 0.02 0.14 0.53 
BlackIsland_L 砂岩 2563.25 6.074 0.026 0.02 0.14 0.52 
DeadwoodU_1 砂岩 2586.25 0.025 0.054 0.56 0.14 0.49 
DeadwoodU_2 砂岩 2607.35 0.013 0.005 0.01 0.14 0.54 
DeadwoodU_3 砂岩 2628.46 2.894 0.032 0.04 0.14 0.52 
DeadwoodU_4 砂岩 2649.56 0.015 0.045 0.54 0.14 0.50 
DeadwoodU_5 砂岩 2670.67 0.012 0.002 0.00 0.14 0.55 
DeadwoodL_1 砂岩 2691.77 1.994 0.026 0.03 0.14 0.52 
DeadwoodL_2 砂岩 2709.14 53.146 0.054 0.03 0.14 0.49 
DeadwoodL_3 砂岩 2726.51 50.142 0.042 0.02 0.14 0.51 
DeadwoodL_4 砂岩 2743.87 98.805 0.077 0.04 0.14 0.47 
DeadwoodL_5 砂岩 2761.24 19.792 0.029 0.01 0.14 0.52 

孔隙率

XY

Z

圧入地点

XY

Z

浸透率(mD)圧入地点
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表 10 日本側不均質モデルの物性値一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 13 日本側シミュレーションモデル（不均質モデル） 

地層 物性番号 浸透率 
(mD) 

孔隙率 不動水飽和率

Swir 
臨界ガス飽和

率 Sgcr 
残留ガス飽和

率 Sgrm 

Winnipeg 

1 0.0184 0.1036 0.01 0.14 0.53 
2 6.2581 0.15 0.14 0.51 
3 0.0359 0.2668 0.04 0.14 0.51 
4 6.4931 0.02 0.14 0.51 

BlackIsland 

5 
0.0248 

0.3767 0.07 0.14 0.52 
6 3.6667 0.02 0.14 0.52 
7 21.0815 0.01 0.14 0.52 
8 0.0460 4.6459 0.06 0.14 0.5 
9 24.6153 0.03 0.14 0.5 

Deadwood 
上部 

10 0.0070 0.0144 0.03 0.14 0.54 
11 6.9739 0 0.14 0.54 
12 

0.0237 
0.0227 0.21 0.14 0.52 

13 2.5171 0.02 0.14 0.52 
14 40.1383 0.01 0.14 0.52 
15 

0.0474 
0.2236 0.25 0.14 0.5 

16 4.8112 0.07 0.14 0.5 
17 43.4464 0.02 0.14 0.5 

Deadwood 
下部 

18 
0.0334 

0.3824 0.11 0.14 0.51 
19 4.0757 0.04 0.14 0.51 
20 29.3835 0.01 0.14 0.51 
21 

0.0551 
3.9969 0.1 0.14 0.49 

22 33.6938 0.04 0.14 0.49 
23 169.4720 0.02 0.14 0.49 
24 

0.0813 
4.9685 0.17 0.14 0.47 

25 46.6553 0.06 0.14 0.47 
26 227.8560 0.03 0.14 0.47 
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＜シミュレーション結果の比較検討＞ 

○カナダ側シミュレーション結果 

・ 図 14 にカナダ側シミュレーション結果を示す。カナダ側におけるベストケ

ースのシミュレーション結果では、圧入開始後 1 年以内のみ目標圧入レー

ト（2000 トン/日）が確保できるものの、その後は圧入レートが徐々に低

下する結果となっている。 

・ 10 年間の累計圧入量は 60 万 t 弱、圧入完了時の CO2プルーム（飽和率 50%）

の広がりは圧入地点より約 4km×4km 程度となっている。 

・ 一般的に CO2 の側方への移行が卓越し、層を跨ぐ上下方向の移行が少ない

モデルの場合、カナダ側シミュレーション結果のような、継時変化ととも

に圧入レートが減少する傾向を示すことが多い。カナダ側シミュレーショ

ンモデルでは、厚さが非常に薄いグリッドが多数設定されているため、不

均質モデルであるものの側方への CO2 の移行が卓越しているものと推定さ

れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 14 カナダ側シミュレーション結果（ベストケース） 
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○日本側シミュレーション結果 

・ 図 15 に日本側シミュレーション結果を示す。均質モデルにおける圧入レー

トは圧入開始直後で約 6 万トン/日であり、それ以降徐々に低下している。 

・ 不均質モデルにおける圧入レートは圧入開始直後が約 1万 3千トン/日程度、

その後は徐々に増加し圧入完了時は約 2 万トン/日程度である。 

・ 日本側シミュレーションの結果で得られた圧入レート及び累計圧入量は、

カナダ側の結果と比較して極めて大きな値となった。 

・ 日本側均質モデルにおける圧入レートの傾向は、カナダ側の結果と同様

（徐々に圧入レートが低下）の傾向を示している。これらのモデルでは、

圧入した CO2 は側方への移行が卓越し、層を跨ぐような上下方向への移行

が少ないものと考えられる。 

・ 日本側不均質モデルにおける圧入レートは徐々に増加する傾向を示してい

る。これは CO2プルームの広がりに伴い、新たな CO2の移行・拡散パスが形

成されているものと考えられる。 

 

○圧入レート・累計圧入量の相違について 

・ 日本側シミュレーションによる圧入レートや累計圧入量が、カナダ側の結

果と比較して極めて大きな値となった理由としては以下が考えられる。 

・ カナダ側モデルからのグリッドの物性値のアップスケールの際に、対応

するカナダ側モデルのグリッド範囲における物性値の最大値を採用し

たことから、カナダ側モデルと比較して全体に孔隙率、浸透率が大きな

値に設定された。 

・ 日本側モデルのグリッドサイズがカナダ側と比較して大きい（粗い）た

め、このグリッドサイズの影響により CO2 が圧入・移行しやすい結果と

なった。 

・ グリッドのアップスケールを行う際は、対応する元の細かいグリッドの範

囲における物性値と等価となる様な物性値の設定方法が課題である。 
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   a)均質モデル計算結果         b)不均質モデル計算結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)均質モデル CO2プルーム範囲   d)不均質モデル CO2プルーム範囲 

 

図 15 日本側シミュレーション結果 
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○我が国において適用する場合に参考となる点・検討事項等 

参考となる点： 

・ カナダ側における CCSの法的手続きでは、入手可能な既往情報による密度の

粗い（数の少ない）データから作成した概略地質モデルと、これを用いた

CO2 移行解析結果を利用している。この法的手続きの手順は、日本における

法的手続きの検討に向けて参考となる。 

・ 我が国においては地震探査データを取り扱う専門業者がない。特に我が国

においては、地下深部塩水層貯留のサイトは海域となる場合が多いと想定さ

れることから、JOGMEC や JAMSTEC 等の地震探査データ、坑井のデータを利

用できることが望まれる。 
・ カナダにおける実際のオペレーションでは、圧力のモニタリングにより運用

が行われると想定されている。カナダ側の圧力制御による圧入シミュレーシ

ョンは、実際の運用に沿った方法で実施されており、我が国に適用する場合

の参考となる。 

 

検討すべき事項： 

（モデリング手法） 

・ 我が国ではカナダと比較して一般に地質の変化が大きいため、カナダ側のよ

うな少ない数のデータのみから地質モデルを作成した場合、構造や物性値の

不確実性が大きくなると考えられる。モデル構築の際に利用するべきデータ

の密度（量）について検討が必要である。 

・ カナダ側ではスーパーコンピュータを利用し、概略モデルの段階においても、

可能な限り広く細かいモデルを作成している。我が国では検層等のデータを

組み合わせた解釈により層区分を設定し、データの量や分解能に見合った地

質モデルを作成することが一般的である。したがってモデル作成にあたって

は、作業上のコスト、効率、作業環境、作業時間や、利用するデータの密度

を考慮し、より現実的なモデル作成範囲及びグリッドサイズの設定と、それ

に適する物性値の設定方法が検討課題である。 

・ モデルのグリッドのアップスケールを行う場合、元のグリッドと等価となる

ような適切な物性値の設定方法が課題である。これらについてはこれまでに

多くの研究者により研究が進められてきているが、特に動的な物性値につい

てはまだ議論がなされており、今後の検討課題である。 

・ TOUGH2を利用した不均質モデルによるCO2移行シミュレーションを行う場合、

現状のコードで規定されている岩種区分（ROCK TYPE）の設定数では、地盤

の不均質性を反映するには不足すると考えられ、コードの改良やモジュール

の開発等の対応が必要である。また、地層内の圧力勾配も一定勾配であり、

水相の密度に応じた設定ができないことから、この点についても改良が必要

である。 
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（４）プロジェクトに関する政策・法規制・標準化（平成 23 年度） 

CCS プロジェクトに関するカナダにおける法規制、法的手続き、政策と、現

在進められている標準化への取り組みについて、情報収集・整理を行った。 

 

○カナダにおける CCS プロジェクトに関する政策 

・ カナダでは 2020 年までに 2005 年比で 17%の温室効果ガス排出削減を目標

としている。 

・ 新設および経済的寿命に達した石炭火力発電所に対しては、CO2排出量を高

効率ガス火力発電所と同等（375 トン CO2/GWh）とするとした法律が 2015

年 7 月に施行される。ただし CCS の実施をコミットした場合は 2025 年まで

適用が除外される。 

・ CO2 排出の削減方法としては、主には CCS に頼らざるを得ないと考えてい

る。また CO2 貯留ポテンシャルが大きく、CO2 の大規模発生源と貯留地点

が重なっていることが多いことから、CCS に注力している。 

・ カナダ連邦政府や州政府により CCS 関連プロジェクトに利用できるファン

ドが用意されており、Aquistore を含め複数のプロジェクトで活用されて

いる。 

 

○カナダ国内およびサスカチュワン州における CCS 事業に関する規制、法律お

よび各種手続きの手順 

・ カナダ国内においては CCS に関連する法律は各州で規定されており、特に

アルバータ、ブリティッシュコロンビア、ノバスコシア、サスカチュワン

の各州においては、温室効果ガス排出規制や CCS に関する法整備が進めら

れつつある。 

・ Aquistore プロジェクトを実施しているサスカチュワン州においては、CCS

プロジェクトを対象とした法制度は未整備であり、石油・天然ガスの保全

に関する法律の中の排水井戸に関する規定など、既存の法律を準用してい

る。 

・ 事業許可及び坑井掘削許可の取得には、上記に加え他の法令に基づいた鉱

業権の取得、環境アセスメント手続き、地下の空隙の借用等が必要である。 

・ サスカチュワン州環境省によって、CCS プロジェクトが開発行為に該当す

ると判断された場合は、環境アセスメント条例に基づく環境アセスメント

実施が求められる（今回は該当せずと判断されている）。 

・ サスカチュワン州においは、CO2 排出削減目標を年間排出量の 2%の改善と

し、これを満たさない場合は技術ファンドへの支払いを定めた法律が 2012

年 11 月に施行された。なお、アルバータ州においては 2008 年より CO2オ

フセットに関する法律（排出源企業への排出上限枠設定、超過分に対する

CA$15/トン- CO2の支払い義務付け）が施行され、さらに 2010 年より CCS
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に関連する地下の空隙の所有権、長期信頼性、モニタリング、坑井閉鎖後

の資金等に関する法的整備が進められている。 

・ サスカチュワン州における CCS プロジェクトの法的な手続きの手順は以下

の通りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 16  サスカチュワン州における CCS プロジェクトの法的手続き手順 

 

 

○カナダにおける CCSの ISO化への取り組みの現状と Aquistoreにおける対応 

・ カナダにおいては Weyburn-Midaleにおける CO2-EORプロジェクトの実績を

参照し、ベストプラクティスマニュアル作成の取り組みが進められている。 

・ Aquistoreは深部塩水層貯留という点で Weyburn-Midaleとは異なるものの、

Weyburn-Midaleで得られた知見に基づいてプロジェクトが進められている。 

・ Aquistore では、現地オペレーションを担当している Schlumberger CS が、

プロジェクトの実施内容の検討等のプロジェクト運営に深くかかわってい

る特徴がある。また同社は米国・カナダにおける CCS の規格に関する専門

委員会にも委員として参加しており、CCS の標準化に対して貢献している

ものと考えられる。 

・ Aquistore は CCS の ISO 化を見越して、主に Schlumberger CS のカナダに

おける標準的な内容、手順で進められている。 

 

 

(1) 鉱業権取得→州知事の申請 

(2) 地権者より地上権取得（借用等） 

(3) 環境保全計画の策定→州環境省へ提出 

(4) 事業許可申請→州知事に申請 
事業概要・シミュレーション結果を添付 

(4)地下の空隙の借用申請→州知事に申請 

(4)井戸掘削許可申請→州知事に申請 
井戸設計・閉坑後の措置、安全対策等を添付 
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３－１－３ 特許出願状況等 

特許出願、論文発表等は現時点において行っていない。なお、Aquistore プ

ロジェクト自体については、別途 PTRC より 2010 年の GHGT10 において発表が

行われている。また、2012 年 11 月 19 日より京都で開催された GHGT11 におい

ても、PTRC によるブースが設けられ、プロジェクトの PR が行われている。  
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３－２ 目標の達成度 
 

表 11 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)プロジェクト

全体の実施内

容・運営方法 

【目標】 

プロジェクトの企画立案・運営方法・研究

項目の設定方法・考え方について実態を把

握し取りまとめる(平成 22年度および 23年

度) 

【指標】 

以下の内容を含む資料を作成する 

・プロジェクトの運営組織体制 

・研究項目の設定方法と根拠 

【平成 22年度】 

リジャイナにおけるプロジェクトの実施内

容、背景および目的、体制、資金、研究項

目の検討に関する資料の収集・分析と取り

まとめを行った。 

【平成 23年度】 

サイト変更に伴うプロジェクトの実施内

容、体制に関する資料の収集・分析・取り

まとめを行った。 

達成 

(2)地質構造モデ

リング方法 

【目標】 

地球統計学的モデルを含むモデル構築の手

順・使用データ、解釈方法の情報を入手し

取りまとめるとともに、地質モデルを構築

する（平成 22年度および平成 23年度） 

【指標】 

以下の内容を含む資料を作成する 

・モデル作成に利用したデータ 

・モデルの設定根拠 

・我が国で適用する場合に参考となる点、

検討事項等 

・地質モデル構築結果 

【平成 22年度】 

カナダ側で作成したリジャイナにおける地

質モデルデータ、およびモデル作成に利用

した各種データを取得し、モデル作成の方

針、考え方について取りまとめた。 

【平成 23年度】 

カナダ側で作成したエステバンにおける地

質モデルデータ、およびモデル作成に利用

した各種データを取得し、モデル作成方法、

考え方、について取りまとめた。さらにこ

れらのデータを利用し日本において地質モ

デルの構築を行い、地球統計学的モデルを

適用する際の問題点等を取りまとめた。 

達成 

 

(3)圧入性の評価

方法 

【目標】 

圧入後の CO2移行シミュレーションの手順、

物性値の設定方法に関する情報を入手し取

りまとめるとともに、CO2シミュレーション

を実施し、カナダ側の結果との比較検討を

行う（平成 22年度および平成 23年度） 

【指標】 

以下の内容を含む資料を作成する 

・シミュレーションモデルの設定根拠 

・シミュレーションに用いた物性値の 

 設定に利用したデータ・設定根拠 

・オープンソースのシミュレータを使 

ったシミュレーションの実施 

・我が国で適用する場合に参考となる点、

事項等 

・シミュレーション結果の比較検討 

【平成 22年度】 

カナダ側で作成したリジャイナにおけるシ

ミュレーションモデル（パラメータ等を含

む）、およびモデル作成に使用したデータを

一式入手し、パラメータの設定方法、シミ

ュレーション手法について取りまとめた。 

【平成 23年度】 

カナダ側で作成したエステバンにおけるシ

ミュレーションモデル（パラメータ等を含

む）、およびモデル作成に使用したデータを

一式入手し、パラメータの設定方法、シミ

ュレーション手法について取りまとめた。

さらにこれらのデータを基に日本において

シミュレーションを実施し、我が国で適用

する場合の問題点等を取りまとめた。 

達成 

 

(4)プロジェクト

に関する政

策・法規制・

標準化 

【目標】 

カナダにおける CCS 事業に関する政策と法

規制、標準化に向けた取り組みと現状につ

いて情報を入手し取りまとめる(平成 23 年

度) 

【指標】 

以下の内容を含む資料を作成する。 

・カナダ国内およびサスカチュワン州 

における CCS事業に関する規制、法 

律および各種手続きの手順 

・カナダにおける CCSの ISO化への取 

り組みの現状、および Aquistoreに 

おける対応 

Aquistoreプロジェクトで実施したCCSに関

する法的手続きおよびカナダサスカチュワ

ン州における CCSに関する規制等の法体系

について、ヒアリング結果および入手資料

を基に取りまとめた。また CCSの ISO化へ

の現在の取り組み状況及び本プロジェクト

における基準への対応状況について情報を

入手し、資料として取りまとめた。 

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 
・ 本事業は CCS の実用化を行うために必要となる安全な地下深部塩水層への

CO2圧入・貯留技術に直結するものであり、ここで得られた知見を我が国に

おける大規模実証試験に反映することが重要である。 

・ 本事業の成果は、国内外の CCS に関する調査研究機関や、CCS 実証プロジ

ェクトにおける活用が想定される。また、RITE が実施する二酸化炭素回収・

貯蔵安全性評価技術開発事業の成果との相互補完により、地下深部塩水層

貯留の事例集等として、我が国における地下深部塩水層貯留の大規模実証

試験に資することが期待される。 

・ 我が国における CCS 実施に向け技術指針や法的枠組みの整備の検討を行う

行政機関、研究機関および委員会等における参考資料としての活用も期待

される。 

・ CO2 固定化・有効利用分野の技術戦略マップで示された工程表によれば、

2015 年までの大規模実証試験を含む CCS の技術確立がなされ、2020 年ごろ

からの CCS の実用化が目標に掲げられている。事業化に至る期間はこの工

程表に示された期間を想定している。 

 

 

４－２ 波及効果 
 

① CCS事業化の促進及び他分野の研究開発事業への効果 

我が国における CCS導入に向けては、図 1～図 4の技術戦略マップでも示され

ているように、2015年ごろを目途に CO2地中貯留の大規模実証実験を実施する計

画であり、それに向けた各種計画準備と並行して、CO2 地中挙動予測シミュレー

ション技術・モニタリング技術、地下深部塩水層貯留等の個別要素技術の研究

開発を進める計画となっている。本事業の成果をこれらの研究開発及び大規模

実証試験に活用することにより、CCS事業の早期実現に寄与することができると

期待される。さらに、本事業で取りまとめる地質モデリングやシミュレーショ

ン手法は、例えば放射性廃棄物の地層処分やメタンハイドレートやシェールオ

イル・ガスなどの資源開発にも応用が可能と考えられる。 

 

② 海外研究機関との連携強化への効果 

 本事業の実施に伴い Aquistoreの実施主体であるカナダの研究機関 PTRCと情

報入手に関する契約を締結したことにより、今後も情報交換を継続できる関係

を築くことができた。特にサスカチュワン州内においては PTRCによりさまざま

なプロジェクトが進められており、Aquistoreも今後さらに発展していくと想定
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される。CCS事業は国際的な共同を含めたグローバルな取り組みが求められてい

るが、本事業で PTRC との国際連携を構築できたことは、CCS 事業に関してより

一層カナダとの協力関係を助長できたものと考える。Aquistoreは石炭火力発電

所からの CO2の地下深部塩水層貯留という、我が国における CCSのまさにモデル

ケースであることからも、今後はこの国際連携を活かし、プロジェクトへの積

極的な関与が望まれる。例えば、我が国の弾性波トモグラフィは世界に先駆け

て CCSのモニタリングに適用された技術であり、Aquistoreでも日本の技術を適

用するといった切り口で関与していく方法も考えられる。 
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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 Aquistore プロジェクトの参加及びプロジェクトの進捗に応じて取

得できる各種知見・データを基に研究を進めるものである。表 12 には

Aquistore プロジェクト全体の計画工程を示し、表 13 に本事業の研究開発計

画を示す。 

・Aquistoreプロジェクトの進捗に基づき、本事業は当初 3か年の計画（委託と

しては単年度業務）で開始したものであるが、諸般の事情より事業予算が平

成 23年度業務までとなったことから、2か年での実施となった。 

・一方で平成 23年度業務の委託決定後に、PTRCに進捗を確認したところ、下記

の事情により Aquistore プロジェクトの進捗が約 1 年遅れ、検討に必要とな

る各種データを平成 23 年度中に取得することが困難であることが判明した。

そのため工期を平成 24 年 12 月まで繰り越し、計画工程を変更したものであ

る。 

 

 ＜Aquistoreの進捗遅延の理由＞ 

・地下深部塩水層貯留のための CO2の排出源として当初計画されていた石油精製

所が、CO2 回収のための設備投資を中断したことから、新たな CO2 の排出源を

探す必要が生じた。 

・新たな CO2排出源として当初圧入予定地点より約 200km程度南に位置する火力

発電所が選定されたため、これに伴い CO2圧入地点を火力発電所近傍に変更し

た。 

・サイトの変更に伴い、各種法的手続き、地元対応、サイトキャラクタリゼー

ション、モデル作成、圧入計画、井戸設計、CO2移行シミュレーション等すべ

ての作業を再度実施したことから、当初計画と比べ約 1年の遅延となった。 
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表 12 Aquistoreプロジェクトの工程 

1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10

：
：

2012

井戸掘削

ベースライン調査

リスクアセスメント

2013 2014～

サイト選定

地質モデル(ver1)作成、
CO2移行解析

～2009 2010 2011

当初計画工程
変更後工程

商用運転

モニタリング

実施項目

地質モデル(ver2)作成、
CO2移行解析

圧入試験

試験結果検討

地質モデル(ver3)作成、
CO2移行解析

井戸設計

サイト変更に伴い再選定

サイト変更に伴い再作成

サイト変更に伴い再設計

圧入試験結果 商用運転

 

 

 

表 13 本事業の計画工程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第1 第2 第3 第4 第1 第2 第3 第4 第1 第2 第3 第4
四半期 四半期 四半期 四半期 四半期 四半期 四半期 四半期 四半期 四半期 四半期 四半期

(1)プロジェクト全体の実施内容・運営方法

(2)地質構造モデリング方法
　a 地質学的情報の収集および整理

　b 地質構造モデルの構築

　c 地質構造モデルの高精度化に向けた研究

(3)圧入性の評価方法
　a 圧入性に係わる物性データの収集および整理
　b シミュレーションによるCO2移行解析

　c 圧入性の評価手法に係わる知見の比較検討

○ ○ ○ ○
○ ○ ○

NEDO委託業務 経産省委託業務 H23年度業務繰越（H24.12まで）

平成24年

(4)プロジェクトに関する政策･法規制･標準化

技術項目
平成22年度(実績） 平成23年度

：H22年度業務計画工程

：H23年度業務計画工程

：実績

カナダ研究機関との協力体制構築

有識者からの指導・助言

(5)わが国の深部塩水層貯留のための技術基準に
　 むけた基礎資料作成
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５－２ 研究開発実施者の実施体制・運営 

＜実施・運営体制＞ 

・ 本事業は公募による選定審査手続きを経て、応用地質株式会社が経済産業省

からの委託を受け、再委託先として参加した RITE とともにコンソーシアム

形式で実施した。図 17に平成 23年度実施体制図を示す。 

・ カナダ PTRC との Aquistore プロジェクトへの参加・共同研究に関する契約

（スポンサーとしての参加）は応用地質・RITE連名で締結した。 

・ 研究開発の実施に当たっては、実施責任者として応用地質(株)東宏幸（ただ

し東の退職に伴い平成 24 年 6 月より応用地質(株)竹島淳也に交代）を選任

し、事業全体の進捗管理、各研究員間の調整等を行った。 

・ 研究の方向性、技術的事項の助言・指導を得るため、外部有識者（東京大学 

佐藤光三教授、京都大学 松岡俊文教授）に助言・指導を仰いだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 17 業務実施体制 

 

 

 

 

 

カナダ連邦政府
Sustainable Development
Technology Canada
サスカチュワン州環境省
Go Green fund

石油技術研究センター
PTRC

(Petroleum Technology 
Research Center)

経済産業省資源エネルギー庁

応用地質株式会社
・研究項目：
①Aquistoreの実施内容の調査
②地質構造モデリング方法の検討
③圧入性の評価方法の検討
④プロジェクトに関する政策・法規制・標準化
⑤我が国における地下深部塩水層貯留の技
　術指針に向けた基礎資料作成

財団法人地球環境産業技術研究機構

・カナダ側作成の地質構造モデルに関する情報収集
及び整理
・CO2移行シミュレーションのための物性データの整
理・検討
・カナダCO2貯留プロジェクトに関する政策・法規制
等の情報収集と分析

委託

再委託 共同研究契約

資金提供

コンソーシアム

外部有識者（助言・指導）
　東京大学　佐藤光三教授
　京都大学　松岡俊文教授
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＜成果の広報・活用＞ 

 平成 22 年度委託業務（NEDO）については、成果報告書が NEDO ホームページ

より公開されており、成果の利用が可能となっている。 

 平成 23年度委託業務（経産省）については、平成 24年 12月に業務が完了し

たことかから、今後ホームページでの公開等により利用可能となるものと考え

られる。 

 

 

５－３ 資金配分 

・平成 22年度～23年度の 2か年における資金配分は、人件費・事業費・再委託

費、一般管理費からなり、事業費の約半分にあたる約 1,580万円は Aquistore

プロジェクトの最新のデータおよび知見を取得するための費用（プロジェク

ト参加費）である。 

・個別要素技術への配分は、カナダ PTRCへの訪問・ヒアリング及び現地確認の

ための渡航費用が含まれる「(1)プロジェクト全体の実施内容・運営方法」に

最も多く配分した。その他の個別要素技術へは作業量に応じた配分となって

いる。 

 

             表 14 資金配分       （単位：百万円） 

 22 年度 23年度(見込み) 合計 

(1)プロジェクト全体の実施内容・運

営方法 

8.19 4.75 12.94 

(2)地質構造モデリング方法 1.92  1.69 3.60 

(3)圧入性の評価方法 1.71 1.43 3.14 

(4)プロジェクトに関する政策・法規

制・標準化 

0 1.54 1.54 

(5)我が国における技術基準に向けた

基礎資料作成 

0 0.69 0.69 

カナダ研究機関との協力体制構築 

(プロジェクト参加費※) 

8.285 7.51 15.80 

合計 20.1 17.6 37.7 

注) 上記資金配分には一般管理費は含まれない 

※) Aquistore プロジェクトで得られるデータへのアクセス・取得のための費用 
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５－４ 費用対効果 
・Aquistoreプロジェクトは我が国における地下深部塩水層貯留の大規模実証試

験のモデルケースとして、我が国に先行してカナダで実施されるプロジェク

トである。 

・実際の地下深部塩水層貯留の大規模実証試験で得られるデータやプロジェク

トの運営体制、検討内容等は、本事業により実際の大規模実証試験に参加し

なければ得ることができなかったものである。 

・国内において本事業で得られるデータ等と同等のデータ・知見を得るために

大規模実証試験を行う場合は、年間数十億程度の費用が掛かると見込まれる

が、本事業に要した費用は、プロジェクトで得られる最新のデータおよび知

見を取得するための費用（プロジェクトへのスポンサーとしての参加費用）

として、年間 10万カナダドル（800万円前後）、情報収集・検討費用を含めた

事業全体では年間 2000万円程度であり、コストパフォーマンスは非常に高い

といえる。 

 
５－５ 変化への対応 
プロジェクトの進捗の遅れへの対応 

・平成 23 年 2 月の平成 22 年度委託業務終了後、平成 23 年 9 月の平成 23 度委

託業務開始までの間に、Aquistore プロジェクトにおいては圧入地点及び CO2

排出源を変更することが決定され、それに伴いプロジェクト全体の進捗が約 1

年程度遅れることとなった。これらの状況は平成 23年度業務開始後にプロジ

ェクトの進捗等の情報収集により判明したため、この Aquistore の進捗の遅

れに対応し、平成 23年度委託業務として十分な成果を得るために事業計画を

以下のとおり変更した。 

→・委託業務工期を平成 24年 12月 28日まで繰越し、事業目的を達成するた

めの検討に必要となるデータの取得・検討を可能とする工程とした。 

・計画変更の内容は工期の繰越しのみであり、目標、研究体制については当

初計画通りとした。 
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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 

本事業は、地下深部塩水層への CO2地中貯留を実現するためには必要な事業で

あり、海外の CO2貯留プロジェクトに参加し、ＣＣＳ技術、法規制、住民対話等

の知見と実施実績を積むことの意義は極めて大きく、今後の国内での事業に資

する情報として取りまとめることは、より適切な CCS 事業の実施に対して有意

義である。 

政策的にCO2排出をコスト化する動きは強まってはいないが、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り、

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。

また、ＣＣＳは現在では経済性が直ちにあるわけではないため、国が主導する

意義がある。 

今後、温暖化対策との両立を考慮すれば、「ＣＣＳ付き石炭火力」の需要が

急速に顕在化する可能性もあり、国が支援して石炭火力を想定したCCSの知見を

高めておく意義は大きい。 

なお、本研究開発を皮切りに海外のプロジェクトへの参加を積極的に進めて

いくべきであり、また、国際的にも応用可能な技術か検討が必要である。 

 

【肯定的意見】 

○カナダの大規模貯留への参加の意義は大きい。現時点で充分な成果が出てい

ないが、継続して成果の追加さらには技術や成果の提供による資金の獲得を

実現して欲しい。（D委員） 

○国内のＣＣＳ大規模実証試験が苫小牧だけという現状においては、海外のCO2

貯留プロジェクトに参加し、最新の技術と知見を得ることは非常に有用であ

ることから、今後とも積極的に海外のプロジェクトに参加することが必要で

あり、国が関与する意義は大きい。（A委員） 

○我が国に広く分布する地下深部塩水層への CO2 地中貯留を実現するためには

必要な事業である。（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制度のよう

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
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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。 

加えて、東日本大震災によるエネルギー政策の見直しで、原子力発電の依存

度を下げていく方向にあり、世界的にも特に先進国では原発の漸減、石炭火力

の再評価という流れも出てきている。温暖化対策との両立を考慮すれば、「Ｃ

ＣＳ付き石炭火力」の需要が急速に顕在化する可能性もある。国が支援して、

石炭火力を想定したCCSの知見を高めておく意義は大きい。（C委員） 

○CCSの国内での実施に当たり、海外における事例や事業の進め方についてその

知見を入手し、今後の国内での事業に資する情報として取りまとめることは

、より適切なCCS事業の実施に対して有意義なものであると考えられる。（F

委員） 

○ＣＣＳは国際的かつ政策的に実施されるプロジェクトであるから、本開発事

業のように、他国で先行して実施されているプロジェクトの状況を把握する

ことは積極的に進めるべきである。（H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は困難であり、

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、特に我が国において安全性の高い地下深部塩水層における二酸化炭素回

収貯蔵技術を確立することは、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） 

○CCS事業にかかわる一連の付属事業としての位置づけであり、CCS事業自体が

国としての関与が必要な事業であることより、本事業も国としての関与が必

要であることは明らかである。（G委員） 

 

【問題点・改善すべき点】 

●大規模実証試験を実施することで初めて潜在する課題が明らかとなることも

あるため、ＣＣＳの実用化に向けては相当程度の大規模実証試験が必要と思

われる。本研究開発を皮切りに海外のプロジェクトへの参加を積極的に進め

ていくべきである。(A委員) 

●CCS技術の国際的な事業化をはかる観点から、この事業が国際的にも応用可能

な技術か検討が必要。（B委員） 

●本事業が CCS事業の一部の事業であることに対して、CCS事業と切り離して評

価する意味がどれほどあるのか理解できない。過去の経緯として平成 22年度

分が NEDOにおいて評価が行われたようであるが、CCS事業に組み込まれたの

であれば、その説明を先にして CCS 事業の要素技術の一部として追加して評

価すれば良い。（G委員） 
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２．研究開発等の目標の妥当性 

基礎資料を作成するという全体目標は、今後の苫小牧での大規模実証試験を

実施するにあたり技術的な課題を先行して得ることができるため非常に有益で

あり、また、基礎データの取得、法規定、標準化など CCS を事業化する上での

必要な内容を含んだ研究開発であり、さらに、海外 CCS 事業のデータやモデリ

ング手法を参考に我が国における地質構造モデリングや圧入性の評価方法の比

較検討という目標が掲げられていることは実用上評価に値する。 

なお、ここで得た成果を基に、今後どれだけ一般性を持たせるかの議論が必

要である。また、本事業を実施することにより、具体的に何を明らかにし、国

内における CCS 技術や事業にどう貢献するのかは、明確にすべきと思われる。

また、Aquistoreプロジェクトの地層構造は日本に比べフラットで相違が大きい

点を十分考慮して調査研究を実施し、成果を利用する必要がある。その他、海

外のプロジェクト自体が頓挫しかねない様々な要因等について洗い出すことも

必要である。 

 

 

【肯定的意見】 

○カナダのAquistoreプロジェクトに参加し、日本での活用を念頭に地下深部塩

水層貯留のための基礎資料を作成することは、今後の苫小牧での大規模実証

試験を実施するにあたり技術的な課題を先行して得ることができるため非常

に有益である。（A委員） 

○地域は限定されているが、基礎データの取得、法規定、標準化などCCSを事業

化する上での必要な内容を含んだ研究開発であり、その目標は概ね妥当であ

る。（B委員） 

○PTRCが実施する地下深部塩水層への大規模CO2貯留プロジェクト（Aquistore)

を、我が国における実証試験のモデルケースとし、PTRCと連携して実際の大

規模実証試験における最新の技術及び知見を入手し、我が国における地下深

部塩水層貯留のための技術指針の作成に資する基礎資料を取りまとめること

を目的とすることは、わが国の技術開発を効果的に進める上で、重要と判断

した。（E委員） 

○研究推進の中心ではないので、難しいと思うが、加速に努力して欲しい。小

さい力で大きな効果を獲得すべきが日本の現状であるから。（D委員） 

○カナダにおけるプロジェクト運営の具体や地下帯水層の評価についての情報

を取りまとめることは、国内における事業の実施に有益な情報を提供するも

のと期待される。（F委員） 

○海外で先行する CCS事業に積極的に参加し、具体的な事例やデータを入手し、

新たな知見をもって我が国の CCS 技術確立に貢献することは非常に意味ある
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ことであり、CCS 事業リスクを大幅に軽減することができる。本事業では単

位情報を入手のみならず、海外 CCS 事業のデータやモデリング手法を参考に

我が国における地質構造モデリングや圧入性の評価方法の比較検討も目標に

入れており、我が国の CCS 技術確立へ大きく貢献する目標が掲げられている

ことは評価に値する（G委員） 

○目標だけでは具体的に何をするのか曖昧になりがちであるが、指標を設定す

ることで実施する内容を明確化していることは良い。（H委員） 

 

【問題点・改善すべき点】 

●国内での実証試験と異なり、海外のプロジェクトでは思わぬ外的要因があり

進捗状況が読みにくい面がある。実際 Aquistoreプロジェクトでは当初の CO2

供給サイトが計画中止の事態になっていることから、プロジェクト自体が頓

挫しかねない様々な要因等について洗い出すことも必要ではないか。（A 委

員） 

●得られた成果を基に、今後どれだけ一般性を持たせるかの議論が必要か。（B

委員） 

●カナダのAquistoreプロジェクトを選んだ根拠に乏しい。地質が近くとも地層

構造は日本に比べフラットで、相違が大きい。研究事業の目標設定として、

「資料を作成」「比較する」「とりまとめる」というのは、独創性を求めら

れる「研究」というよりも、調査事業と位置付けるべきではないか（C委員） 

●本研究において、入手可能なデータに基づきモデル構築やシミュレーション

を行い、カナダの結果との比較検討を行うというアプローチにおいて、具体

的に何を明らかにし、国内におけるCCS事業に貢献するのかは、それほど明確

ではないように思われる。また、目標達成度を測定・判断するための指標の

明確さにはやや十分でないように感じられる。（F委員） 
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３．成果、目標の達成度の妥当性 

地下深部塩水層貯留のための有用な成果報告書が作成されていること、モデ

ル化に資するデータの抽出についても、概ね目標は達成されている。当初目標

の地質構造モデリング、圧入の評価、海外 CCS 事業における政策・法規則・標

準化に対する成果は達成されており、その意義は大きく、我が国の CCS 事業の

推進に大いに役立つ。今後、本プロジェクトにおいて日本が立案、貢献できる

点を増していくことで成果を拡大できる。 

なお、プロジェクトを進めていく中で頓挫しかねない様々な要因等について、

実用化に向けた貴重な知見として取りまとめることが必要である。また、プロ

ジェクトが中断させざるをえない状況でも、どのような目的が達成できるか、

あるいはさらに重要な情報を得られるのか、今後国内事業に還元するためには

どのような検討を行いその結果をどう還元するか、本事業によって行われたモ

デル化・シミュレーションがカナダ側のそれとどのような考え方の違いに基づ

いているのか、その結果どのような具体的な課題が抽出されうるのか、カナダ

と日本との地質環境・圧入深度の違いを考慮した場合における課題等について

も、十分な検討・取りまとめが必要である。 

 

【肯定的意見】 

○今後、本プロジェクトにおいて日本が立案、貢献できる点を増していくこと

で成果を拡大できる。（D委員） 

○カナダの Aquistore プロジェクトから得た知見と技術について、日本に適用

した場合の問題点等が取りまとめられ、地下深部塩水層貯留のための成果報

告書が作成されており、概ね目標は達成されている。（A委員） 

○実施場所の変更があり、全ての研究計画を実施できている訳ではないが、概

ね成果は妥当である。（B委員） 

○最も研究開発の要素の大きいテーマは、地質モデルとCO2挙動シミュレーショ

ンにおいて、日本側の計算結果とカナダ側の計算結果とを比較するという目

標であろう。ただ、これらいずれについても「現在、検討作業中」というこ

とあるが、これまでの工程は順調に進んでいるということであり、計算結果

の比較という狙いは達成できるであろう。（C委員） 

○適切にPTRCのプロジェクト調査が行われ、モデル化に資するデータの抽出が

行われたものと判断できる。（E委員） 

○カナダで進行中の事業に関する情報を詳細に得たこと、また、カナダの実施

機関との連携関係を持つことができたことは評価される。（F委員） 

○海外CCS事業であるAquistoreプロジェクトの遅れにより、本事業の進捗は遅

れているが2012年12月末までには完了予定で事業は進められており、当初目

標の地質構造モデリング、圧入の評価、海外CCS事業における政策・法規則・
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標準化に対する成果は達成見込みとなっている。これらの、当初目標が達成

できるとすると、その意義は大きく我が国のCCS事業の推進に大いに役立つ資

料が出来上がる（G委員） 

○日本で想定されている地質構造に類似したサイトが選定されている。文献調

査のみならず、プロジェクトに参画することで、より本質的で進行中の情報

を得ることに成功している。（H委員） 

 

【問題点・改善すべき点】 

●本研究開発では Aquistore プロジェクトの進捗の遅れを工期の延長で対応し

ている。今回は数ヶ月の工期延長で対応できたものの、場合によってはプロ

ジェクト自体が頓挫する可能性もあり得るため、プロジェクトを進めていく

中で頓挫しかねない様々な要因等について、実用化に向けた貴重な知見とし

て取りまとめることが必要である。（A委員） 

●2014 年に商業運転の本格始動が行われることを考えると、さらに継続的な事

業は必要か？中途半端に中断させることで目的を満たせないのであれば、あ

るいは今後さらに重要な情報を得られるのであれば、今後の進め方の議論が

必要。（B委員） 

●得られた情報の整理に加え、国内事業に還元するためにはどのような検討を

行い、その結果を還元するかといった点が具体的に言及されていないのはや

や残念である。また、この事業によって行われたモデル化・シミュレーショ

ンが、カナダ側のそれとどのような考え方の違いに基づいているのか、その

結果どのような具体的な課題が抽出されうるのかといった点や、カナダと日

本との地質環境・圧入深度の違いを考慮した場合における課題等の検討・取

りまとめが十分でないように思われ、本事業の成果の意義を十分に示せてい

ない感が否めない。（F委員） 
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４．事業化、波及効果についての妥当性 

カナダの研究機関 PTRCと今後も情報交換を継続できる関係を築いたことは非

常に評価。今後も最新の技術と知見を得ることが期待。石炭火力への期待が高

まる中、「CCS付き石炭火力」の先行事例を調査しておく意義は大きい。今後、

国内で予定されている CCS プロジェクトに生かせる余地は大きい。今後、この

成果を利用したモデルが確立できれば、わが国に適した CCS 技術の確立に資す

るものと期待できる。本開発の成果を他のリスクを伴う地下開発への応用も期

待される。 

 なお、具体的にどのように事業化に向けて位置づけられ、事業化に資するの

かは明確ではない。また、国が積極的に関与して、国内のみならず、むしろ期

待の大きい海外を中心に大規模実証試験を推進していくことが必要である。ほ

か、カナダ以外の CCS に関する規制、法律等の情報入手が必要である。さらに

海外プロジェクトの調査事業という色彩が強いが、本研究開発における「事業

化」「波及効果」については、CCSの特異な事業性を理解した上で、適切な成果

の活用方向を検討するべきである。 

 

【肯定的意見】 

○本事業の実施により Aquistore プロジェクトの実施主体であるカナダの研究

機関 PTRCと契約し、今後も情報交換を継続できる関係を築いたことは非常に

評価できる。２０１４年から Aquistore は商業運転を開始することから、今

後も最新の技術と知見を得ることが期待される。（A委員） 

○前項でも記入したが、PTRCとの情報交換が可能になったことは、有意義なこ

とであると評価される。（F委員） 

○CCSプロジェクト等で活用されると思われ、事業化は概ね妥当。（B委員） 

○CCSの事業化は、国際的な気候変動対策の枠組みに依存するため、不透明であ

る。ただ、先進国においては、石炭火力の新設は、CCS付きを前提とすべきと

いう動きは出てきており、東日本大震災による原発事故で、石炭火力への期

待が高まる中、「CCS付き石炭火力」の先行事例を調査しておく意義は大きい

。今後、国内で予定されているCCSプロジェクトに生かせる余地は大きい。（

C委員） 

○これからか？（D委員） 

○今後、この成果を利用したモデルが確立できれば、わが国に適したCCS技術の

確立に資するものと期待できる。（E委員） 

○本事業は CCS 事業に依存しており、直近として苫小牧で行われる CCS の大規

模実証実験に本事業の成果を生かすことが期待される。（G委員） 

○本開発はＣＣＳそのもの実施方法に関する調査であり、その事業化とはまさ

にＣＣＳを実施する以外の何者でもない。 
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○本開発の成果を他のリスクを伴う地下開発にも応用できると考えられる。（H

委員） 

 

【問題点・改善すべき点】 

●ＣＣＳ事業化のためには大規模実証試験の実施が重要であるが、日本で実施

される大規模実証試験は現状、苫小牧のみである。国が積極的に関与して、

国内のみならず、むしろ期待の大きい海外を中心に大規模実証試験を推進し

ていくことが必要ではないか。（A委員） 

●カナダ以外の CCSに関する規制、法律等の情報入手が必要。（B委員） 

●今回の事業は、評価用資料を読む限り、海外プロジェクトの調査事業という

色彩が強く、その生かし方は、研究開発における「事業化」「波及効果」と

は次元が違うものと思う。（C委員） 

●事業化の見通しについては、報告書に書かれている通りであろうが、本研究

が具体的にどのように事業化に向けて位置づけられ、事業化に資するのかは

明確ではないように思われる。（F委員） 
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５．研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等の妥当性 

外部の専門家の意見を求めるなど、適切に研究開発マネジメント、体制が取

られ、資金配分も妥当である。国内で同様の成果を得るためには年間数十億円

程度の費用がかかることを踏まえれば、費用対効果は非常に大きい。 

なお、苫小牧の実証試験を実施する事業者も含めた研究体制、少なくとも成

果の共有体制を構築する方が、より円滑な技術提供が可能となり、実用化の加

速にもつながる可能性がある。また、情報入手自体も意義のあることではある

が、より親密に情報を公開し合い、CCSの技術水準を高めていくためには、本格

的な共同研究にまで発展させていくことも必要である。他、プロジェクトへの

参加の立場を明確にした評価書とすべきである。今後は本格的な共同事業への

参加などにおいて、日本の立場強化が望まれる。 

 

【肯定的意見】 

○外部の専門家の意見を求めるなど、適切に研究開発マネジメント、体制が取

られ、資金配分も妥当であった。（B委員） 

○本研究開発全体で要した費用が年間２０００万円程度であり、国内で同様の

成果を得るためには年間数十億円程度の費用がかかることを踏まえれば、費

用対効果は非常に大きい。（A委員） 

○現時点で妥当。長期的計画を立て、進めて欲しい。（D委員） 

○CCS事業規模から考えて、本事業に対しての予算と成果を見た場合、その貢献

度は費用に対して大きいと思える。また、対象となるAquisoreプロジェクト

の圧入地点の変更による本事業の影響は大きいとも思われるが、その変更に

対しても柔軟に対応し委託業務期間を繰越して対応していることも評価でき

る。（G委員） 

○目標に沿った実施体制が適切に取られている。費用の大きな割合がプロジェ

クト参加費に充てられているが、これはやむを得ない。（H委員） 

 

【問題点・改善すべき点】 

●本研究開発で得た地下深部塩水層貯留の知見を日本における大規模実証試験

に反映するということであれば、苫小牧の実証試験を実施する事業者も含め

た研究体制を構築する方が、より円滑な技術提供が可能となり、実用化の加

速にもつながるのではないか。（A委員） 

●評価資料を読む限り、カナダの研究機関PTRCとは、「情報入手に関する契約

」であり、知見を持ち寄っての共同開発ではない。情報入手自体も意義のあ

ることではあるが、より親密に情報を公開し合い、CCSの技術水準を高めてい

くためには、本格的な共同研究にまで発展させていくことも必要であろう。 

本事業を、「調査事業」ととらえた場合、800万円前後を情報取得の費用とし
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てカナダ側に支払っており、その他を含め2000万円という費用が適正である

のか疑問も残る。（C委員） 

●どのような立場でプロジェクトに参加しているのか明記すべきである。（H委

員） 

 

 

 



61 
 

６．総合評価 

海外で先行する CCS 事業に参加することは、今後、国内外で大規模実証試験

を実施するに当たっての、マネジメント及び技術の観点の両者の情報や課題が

先行して得ることができるため、非常に有益。また、わが国に適した CCS 技術

の確立は、国内のみならず、独自の技術を携えて海外展開するためにも重要で

ある。 

なお、CCS技術の国際的な事業化をはかる観点から、この事業が国際的にも応

用可能な技術か検討が必要である。また、Aquistore プロジェクトが 2014 年の

商業運転本格始動することを見据え、日本の技術等が評価されるような、今後

の進め方の方向性を検討する必要がある。ほか、海外の情報がどのように国内

の事業に反映されるべきかにまで踏み込んだ議論がなされれば、さらに優れた

成果となることが期待される。 

 

【肯定的意見】 

○日本のモデルケースとして Aquistore プロジェクトに参加し、地下深部塩水

層貯留のための最新の技術と知見を得ることは、今後、国内外で大規模実証

試験を実施するに当たり技術的な課題を先行して得ることができるため非常

に有益である。（A委員） 

○我が国に広く分布する地下深部塩水層へのCO2地中貯留を実現するためには必

要な事業である。地域は限定されているが、基礎データの取得、法規定、標

準化などCCSを事業化する上での必要な内容を含んだ研究開発であり、その目

標は概ね妥当である。実施場所の変更があり、全ての研究計画を実施できて

いる訳ではないが、概ね成果は妥当である。（B委員） 

○現実的な貯留サイトに寄生して、データをとることは日本にとって重要。（D

委員） 

○わが国に適したCCS技術の確立は、わが国のみならず、独自の技術を携えて海

外展開するためにも重要と思われる。そのような技術確立に向けた基盤形成

に本PJ十分に役立つものと判断できるし、またそのように役立ててほしい（E

委員） 

○海外におけるCCS事業の具体的な情報を、マネジメント及び技術の観点の両者

について入手したことは今後の国内での事業に資するものとなることが期待

される。（F委員） 

○我が国の CCS 事業を失敗させないためにも、海外で先行する CCS 事業に参加

し、情報を収集しできる限りの対策を準備しておくことはリスクマネジメン

トの観点からも非常に重要である。本事業は CCS 事業の抱えるリスク要因を

少なくするという点において価値のある事業であり、その成果も大きいと思

われる。（G委員） 
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○必要な事項について適切な調査がなされ、それに応じた成果が得られている

。（H委員） 

 

【問題点・改善すべき点】 

●CCS技術の国際的な事業化をはかる観点から、この事業が国際的にも応用可能

な技術か検討が必要。得られた成果を基に、今後どれだけ一般性を持たせる

かの議論が必要か。 

2014年に商業運転の本格始動が行われることを考えると、さらに継続的な事業

は必要か？中途半端に中断させることで目的を満たせないのであれば、ある

いは今後さらに重要な情報を得られるのであれば、今後の進め方の議論が必

要である。また、将来的にはカナダ以外のCCSに関する規制、法律等の情報入

手も必要となってくる。（B委員） 

●事業の位置付けが、「研究開発」なのか「調査事業」なのか、あいまいであ

る。 

（C委員） 

●海外の情報がどのように国内の事業に反映されるべきかにまで踏み込んだ議

論がなされれば、さらに優れた成果になっていたと思われる。（F委員） 

●本事業は CCS 事業の本体に入れて評価すべきものである。個別に切り出して

評価する意義が見当たらない。（G委員） 

●アプローチの仕方、費用などの点について国内プロジェクトとの対比をして

もらいたい（H委員） 

●ＣＣＳの実用化に向けては潜在する課題を明らかにするうえでも相当程度の

大規模実証試験が必要であり、国内での適地が限られていることを踏まえれ

ば、寧ろ海外で積極的に推進すべきである。但し、海外のプロジェクトでは

思わぬ外的要因で進捗が読みにくい面があるため、本研究開発を通してプロ

ジェクトが頓挫しかねない様々な要因等について検証することが必要である。

（A委員） 
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７．今後の研究開発の方向等に関する提言 

海外の実証実験データは非常に貴重であり、CCS事業の失敗リスクを軽減する

ためにもそのデータ・情報収集は不可欠である。国内で大規模実証試験をする

ことが望ましいが、適した場所が限られていることを踏まえれば、国主導のも

とで寧ろ海外で積極的に展開すべきである。近い将来にはプロジェクトそのも

のに参加することが要請され、技術や成果提供による資金還元を目指す必要が

ある。 

なお、海外で実施していることと同様な内容を国内で行うというアプローチ

に関しては、そこから何を抽出し国内での事業に還元するのかという観点から、

結果を十分に検討し、その中から成果を見出していくという作業をすることが

極めて重要である。 

 

【各委員の提言】 

○我が国のCCS事業において充分な実証実験データがそろってない現状では、海

外の実証実験データは非常に貴重であり、CCS事業の失敗リスクを軽減するた

めにもそのデータ・情報収集は不可欠である。今後も、リスクマネジメント

の観点から積極的に海外CCS事業に参加し、データ及び知見を吸収していって

頂きたい。（G委員） 

○本研究開発で得た地下深部塩水層貯留の知見を日本における大規模実証試験

に反映することが重要であるが、日本で実施されている大規模実証試験は苫

小牧の１サイトのみである。国内で大規模実証試験をすることが望ましいが、

適した場所が限られていることを踏まえれば、国主導のもとで寧ろ海外で積

極的に展開すべきである。（A委員） 

○今回の事業は、「調査事業」と位置付けるのが自然に思われる。 

その場合、調査サイトをもっと広げ、網羅的にCCSの実態を調べる方が世界の

流れが把握できる。 

CCSのノウハウの根幹に当たるような詳細な技術情報を求めるならば、「共同

研究」として、研究者を派遣し、知見を相互に公表した方が実り多いように

思う。情報提供料を払うという形だと、中途半端で本当に欲しい情報が分か

らないということも想定される。（C委員） 

○重要な一歩として本事業を評価します。参加費も必要なことも理解しますが

、近い将来には参加することが要請され、技術や成果提供による資金還元を

目指して欲しい。米国は、ＣＣＳについて経済的実現性の事業を推進する方

針を示している。日本も国の指針として採用すべき要素のひとつとして考え

て欲しい。（D委員） 

○同様な調査を今後も継続して実施すべきと考える。（H委員） 

○海外情報の入手という観点からは、このような調査研究事業を実施すること
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は十分な意義があると考える。一方、海外で実施していることと同様な内容

を国内で行うというアプローチに関しては、そこから何を抽出し国内での事

業に還元するのかという観点から、結果を十分に検討し、その中から成果を

見出していくという作業をすることが極めて重要である。今回の結果につい

ても、いくつか重要な知見が得られているように思われるが、適切に取りま

とめられているかどうかはやや不明なところがある。本調査研究事業の価値

をより高めるためにも、本年度の結果について今一度検討を行うことが望ま

しいと考える。（F委員） 
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第４章 評点法による評点結果 
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第４章 評点法による評点結果 

 

 

「（CO2 の地下深部塩水層貯留についての基盤的研究）」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 の地下深部塩水層貯留についての基盤的研究） 

  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 2.63  3  2  2  3  3  2  3  3  

 ２．研究開発等の目標の妥当性 2.00  3  2  0  3  2  1  3  2  

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

 ４．事業化、波及効果についての妥当性 1.75  2  1  1  1  2  2  3  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 2.13  3  2  1  2  2  2  3  2  

 ６．総合評価 2.00  3  2  0  2  2  2  3  2  
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性 
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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。 
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◎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  
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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。 



14 
 

 

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。 



18 
 

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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