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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（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）は、CO2 地中貯留の安全性確保方策の一
つとして位置づけられる CO2 の鉱物化について、鉱物固定化の予測シミュレーション（シール層
形成予測シミュレーション）技術の高度化に向けて高温環境下で鉱物化を加速させた各種試験を
実施することで、炭酸塩鉱物の沈殿と透水性の関係に関する基礎データの取得と、雄勝実験場を
モデルとしたシール層形成予測や、米国研究機関の Lawrence Berkeley National Laboratory
(LBNL)との共同研究による CO2 溶解水-岩石反応予測等の実用化に関わる基礎技術の開発を平成
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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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
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プロジェクトの目的・概要
地球温暖化問題により CO2 排出量の削減が強く求められている中で、2009 年 11 月の日米首脳会
談において、世界的なエネルギーの安全保障及び気候変動へ対応するため、エネルギー・環境分
野の技術開発分野での協力を推進することとなり、その中で、二酸化炭素回収・貯留（CCS：Carbon
dioxide Capture and Storage）技術が重要とされている。
地下に貯留された CO2 は超臨界状態となり、水に比べて密度が小さいため浮力が働き、不安定
な状態であり、地表への漏洩が危惧される。一方、CO2 が地層との化学反応により炭酸塩鉱物とし
て固定されれば、安全な CO2 貯留が可能となる。また、生成した炭酸塩鉱物が地層内の空隙やフ
ラクチャー（割れ目）を充填し、CO2 の移動を抑止する効果も期待される。この反応は低温では進
行が遅く、全体の 10%程度を固定するのに数千年以上を要すると推測されているが、高温環境
（100℃以上）では CO2 の鉱物固定化が促進されることが RITE プログラム研究（平成 18 年度～平
成 20 年度）により判明している。
そこで本事業は、CO2 地中貯留の安全性確保方策の一つとして位置づけられる CO2 の鉱物化につ
いて、鉱物固定化の予測シミュレーション（シール層形成予測シミュレーション）技術の高度化
に向けて高温環境下で鉱物化を加速させた各種試験を実施することで、炭酸塩鉱物の沈殿と透水
性の関係に関する基礎データの取得と、雄勝実験場をモデルとしたシール層形成予測や、米国研
究機関の Lawrence Berkeley National Laboratory(LBNL)との共同研究による CO2 溶解水-岩石反
応予測等の実用化に関わる基礎技術の開発を行った。
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からの委託により平成 22
年度に実施した成果をふまえ、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 年度の事業成果をまとめているが、H22 年度分は NEDO にて現在評価の実施中のため、
本評価検討会では平成 23 年度分を評価対象とする。
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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
(1) 雄勝実験
場での CO2 濃
度測定及び
方解石沈殿
速度測定法
の検討と炭
酸塩飽和水
注入による
透水性評価
試験

(2) 炭酸塩鉱
物の沈殿が
貯留層の透
水性へ与え
る影響評価
試験

目標・指標

成果

【目標】
深部地下流体中の CO2 濃度測定手
法を確立する。
（平成 22 年度）
【指標】
CO2 濃度を正確に測定する方法が
確立できたか？

平成 22 年度
地下深部の流体中の CO2 濃度
をより正確に求めるには、
MMTEC 地化学サンプラーで採
水し、酸添加真空抽出法によ
る分析が有効であることを確
認した。
【目標】
平成 22 年度
方解石沈殿速度測定手法を確立す 結晶表面の一部に金箔を貼り
る。
（平成 22～23 年度）
付けた方解石結晶を地化学サ
【指標】
ンプラー内に設置すること
方解石の沈殿速度の測定ができた で、方解石の沈殿あるいは溶
か？
解速度の測定が可能であるこ
とを確認した。
平成 23 年度
雄勝実験場における CO2 溶解
水（炭酸塩飽和水）注入試験
で方解石沈殿速度の測定を行
った結果、温度の変化が方解
石の成長速度に大きく影響を
及ぼすことが判明した。
今後は、地化学サンプラーを
坑井から引き上げる際に、温
度変化が生じないようにする
仕組みや、温度が変化する場
合には結晶を溶液から切り離
す仕組みを検討する必要があ
る。
【目標】
平成 23 年度
実規模での CO2 溶解水（炭酸塩飽 (財)電力中央研究所所有の雄
和水）注入試験を実施し、地層の 勝 実 験 場 の 深 度 -950m （ 約
透水性の変化や地下流体の水質の 200℃）の地下へ、CO2 溶解水
変化、炭酸塩の沈殿速度を把握す （炭酸塩飽和水）を 1 週間に
る。
（平成 23 年度）
渡って注入した。炭酸塩の沈
【指標】
殿速度を測定することはでき
データの取得は出来たか？
なかった(*)ものの、地層の透
水性の変化と、注入した炭酸
塩飽和水の水質の変化から
CO2 が炭酸塩鉱物化したこと
を確認し、鉱物固定に関する
データを取得することができ
た。(*)対処については上段の
課題と同じである。
【目標】
平成 22 年度
高温高圧装置内のカラムへ炭酸塩 高温高圧装置の設計・製作を
飽和水を通水し、CO2 の炭酸塩鉱物 行い、通水試験を行ったとこ
化と、透水性の変化を確認し、炭 ろ、温度制御に不具合がある
酸塩鉱物の沈殿が透水性へ及ぼす ことが判明した。
影響について検討を行う。（平成 平成 23 年度
22～23 年度）
炭酸塩飽和水通水試験の結
果、通水開始後約 1 日で透水
【指標】
炭酸塩鉱物の沈殿箇所と透水性の 性が低下し、特に流入口付近
ii

達成度
達成

一部達成

一部達成

達成

変化の関係は把握できたか？

では初期状態の 50%と最も透
水性が低下した。カラム内に
は炭酸塩鉱物の沈殿が確認さ
れ、岩石試料に沈殿した Ca 量
は、流入口で特に多く、透水
性の解析結果と炭酸塩鉱物の
沈殿状況に整合性が認められ
た。
【目標】
平成 22 年度
炭酸泉水（松代温泉水）をカラム カラム通水装置の設計・製作
へ通水し、CO2 の炭酸塩鉱物化と、 を行い、松代温泉水によるカ
透水性の変化を確認し、炭酸塩飽 ラム通水試験を実施したとこ
和水による通水試験と炭酸泉通水 ろ、ガス分離性に改良が必要
試験の結果を比較検討する。
（平成 なことが判明した。
22～23 年度）
平成 23 年度
【指標】
カラム通水装置の改良を行
水質や通水条件の違いによる炭酸 い、松代温泉水によるカラム
塩鉱物沈殿箇所の違いや透水性変 通水試験の結果、通水開始後
化の違いを把握することができた 43 時間で炭酸塩鉱物の沈殿に
か？
より透水性が 15～35%低下し
た。雄勝実験場での試験では
流入口付近に炭酸塩鉱物の沈
殿が集中していたのに対し、
松代温泉での試験では、流入
口から流出口にかけての広範
囲に炭酸塩鉱物が沈殿してお
り、通水した流体の水質や通
水流量等の試験条件の違いに
より、炭酸塩鉱物の沈殿状況
が異なることが把握できた。

達成

(2) 目標及び計画の変更の有無
なし
＜共通指標＞
要素技術

論文数

論文の

特許等件

特許権の

ライセン

取得 ライ

国際 標準

被引用

発表

数 (出願 を

実施件数

ス供与数

センス料

への寄与

度数

含む)

(1) 雄勝実験場
での CO2 濃度測
定及び方解石沈
殿速度測定法の
検討と炭酸塩飽
和水注入による
透水性評価試験
(2) 炭酸塩鉱物
沈殿が貯留層の
透水性へ与える
影響評価試験
(3) CO2 溶解水
と岩石との反応
予測及びシール
層形成に関する
理論予測

0

0

4

0

0

0

0

0

3

0

6

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

計

3

0

13

0

0

0

0

0

iii

評価概要
１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性
地球温暖化対策として二酸化炭素の地中貯留技術は重要であり、特に貯留の安全性評価はＣＣＳの実
用化に向けた社会的受容性を確保するうえで必要不可欠であることから、制度的・社会的課題を解決す
るためには国主導のもとで本研究開発を実施することが重要。
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。
CO2の圧入によって、地下の鉱物とCO2がどのような反応を起こしているかは、CO2挙動予測シミュレー
ションの精度を上げるのに不可欠なものであり、予測シミュレーションは、CCSの社会的受容性を高める
重要なツールである。また、ＣＯ２貯留における地下深部の地球化学的研究として政策目的にも合致す
る。
なお、他の貯留に関する安全性評価の研究開発との関連性の明確化が必要であり、また、目標達成度
の設定に関しては、より定量的なものを設定すべきである。なお、今後は、本研究開発で明らかになっ
た新たな課題への対応が必要である。
２．研究開発等の目標の妥当性
ＣＯ２の鉱物化にかかわる各種試験は、社会的受容性を高めるうえで重要なものであり、実用化にあ
たり地域住民の理解を得るのに貴重なデータであり、シール層形成予測シミュレーション技術を高度化
するために基礎データの取得のための必要な要素技術を明確にし、それぞれの要素技術に対して目標設
定を行い、事業を推進したことは評価できる。
CCS という大規模なエンジニアリング手法を、極めてミクロで未知な物理現象にまで踏み込んで解明
することは、CCS システム全体の予測精度を上げる可能性がある。独自性の高い CCS 技術の確立という
視点からも評価できる。
また、実用化に向けて、鉱物化に要する時間や低温環境での早期鉱物化条件、ＣＯ２貯留に伴う閉塞、
岩盤浸食や地層崩壊等への影響なども今後検証項目として取り組む必要性がある。ほか、目標を定量的
に明らかにすることなども今後検討する必要がある。
３．成果、目標の達成度の妥当性
方解石沈殿速度の測定手法の確立、炭酸塩飽和水注入による透水性評価では、一部未達成のものもあ
ったが、ＣＯ２鉱物化の基礎的な現象が解明できたことから、ＣＯ２鉱物化に必要な基礎技術が開発さ
れており、概ね目標が達成されている。極めて難しい実験を地下で実施し、データの取得を行ったこと
は評価できる。
なお、一部未達成な部分に関しては、今後、実用化に向けて社会的受容性を確保するためには必要な
データであることから、再度検証が必要である。今後さらに複数の実サイトを使ってパラメータを調整
し、予測精度を上げていくことが重要。個々の研究に関しては、その妥当性等をより定量的に評価すべ
きであり、また、それが困難である場合においても、定性的にどの程度妥当であるかを明確にすべきで
ある。他、類似した過去の研究があると思われるので，それと比較した結果を示すべきである。
４．事業化、波及効果についての妥当性
CO2 鉱物化の基礎的な現象を解明し、基礎技術を開発できたことは、今後改良を重ねることで貯留の
安全性評価の向上が期待される。CO2 貯蔵の社会的受容性を確保するため、今後も積極的に推進してい
くことが望ましい。
また、蒸気を地下に戻す方式の地熱発電や高温岩体発電、油田での EOR（回収増進）に応用可能であ
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る。また、地下の深部の鉱物物性の測定・分析手法は、高レベル放射性廃棄物の地層処分の建設などに
も生かせる可能性がある。
また、本研究の結果の定量的な評価、事業化に向けての具体的な課題の検討・抽出を行うべきである。
ほか、CCS 技術の推進上どのように関連してくるかを検討する必要がある。
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
熱発電の開発で実績、知見のある民間企業、研究機関が連携して実施したことは、これまでの知見の
活用、今後の応用可能性を考慮すれば、極めて妥当な体制である。
開発体制においては、産官学が協力して推進する体制を取っており、さらには米国LBNL（ローレンス・
バークレー国立研究所）とも共同研究を行い、海外の知見も取り入れながら推進していることについて
は評価できる。また、多岐にわたる技術開発を短期間で実施しているにもかかわらず、一定の成果が上
げられていることから、費用対効果は得られている。
また、一部目標未達となっている点について、今後本研究開発を継続することなどを含めて、その対
応について明確にすべきである。また、反応予測シミュレータの根幹とも言えるパラメータや熱力学デ
ータを LBNL から、提供を受けており、今後の共同研究を通じで、日本側の独創部分を増やしていくこと
が望まれる。また、現場実験についてはより費用に見合った結果が得られるよう今後検討が必要である。
６．総合評価
本事業内容は地球科学研究として重要であり、鉱物固定化に関する基礎的情報を得ることは、長期に
わたる CCS 事業に対して極めて重要な貢献をすることが期待される。貯留の安全性評価はＣＣＳの実用
化に向けた社会的受容性を確保するうえで必要不可欠で、中でも鉱物固定化に関する研究は、圧入後の
CO2 の行方を確実性を持って説明するもので、固定化の信頼性を高め、地域住民の理解を得るのに貴重
なデータとなることが期待される。また、参加費用等が発生しない形で共同研究が実施されており、海
外との共同研究の体制として評価できる。
また、問題点・改善すべき点については、ＣＯ２鉱物化の基礎的なデータが一部得られておらず、ま
だ技術としての完成度は低く実験の改善が必要であり、今後適切な対応が必要である。研究実施内容の
具体的な評価と次の展開に向けての課題の抽出等が十分でない。
７．今後の研究開発の方向等に関する提言
地下鉱物との高温高圧下での化学反応を解明することは、CCS 技術の根幹とも言える。地下で化学反
応により CO2 が固定化されていくことを実証できれば、CCS の社会的受容性は高まることが期待でき、
今後ともさらに研究を行うことが重要である。
本研究開発ではＣＯ２鉱物化の基礎的なデータの一部が得られなかったため、今後は、これらのデー
タを取得しより有意義な成果を出していくための試験方法及び実施体制を検討していく必要がある。
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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）
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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（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）（実施期間：平成２３年度）を
評価対象として、研究開発実施者（三菱マテリアルテクノ株式会社）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）
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（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。
（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。
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・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。
（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
地球温暖化問題により CO2 排出量の削減が強く求められている中で、2009 年
11 月の日米首脳会談において、世界的なエネルギーの安全保障及び気候変動へ
対応するため、エネルギー・環境分野の技術開発分野での協力を推進すること
となり、その中で、二酸化炭素回収・貯留（CCS：Carbon dioxide Capture and
Storage ） 技 術 が 重 要 と さ れ て い る （ 参 考 URL ：
http://www.kantei.go.jp/jp/hatoyama/statement/200911/13usa_kaiken.html ）。
地下に貯留された CO2 は超臨界状態となり、水に比べて密度が小さいため浮力
が働き、不安定な状態であり、地表への漏洩が危惧される。一方、CO2 が地層と
の化学反応により炭酸塩鉱物として固定されれば、安全な CO2 貯留が可能となる。
また、生成した炭酸塩鉱物が地層内の空隙やフラクチャー（割れ目）を充填し、
CO2 の移動を抑止する効果も期待される。この反応は低温では進行が遅く、全体
の 10%程度を固定するのに数千年以上を要すると推測されているが、高温環境
（100℃以上）では CO2 の鉱物固定化が促進されることが RITE プログラム研究（平
成 18 年度～平成 20 年度）により判明している。
そこで本事業は、CO2 地中貯留の安全性確保方策の一つとして位置づけられる
CO2 の鉱物化について、鉱物固定化の予測シミュレーション（シール層形成予測
シミュレーション）技術の高度化に向けて高温環境下で鉱物化を加速させた各
種試験を実施することで、炭酸塩鉱物の沈殿と透水性の関係に関する基礎デー
タの取得と、雄勝実験場をモデルとしたシール層形成予測や、米国研究機関の
Lawrence Berkeley National Laboratory(LBNL)との共同研究による CO2 溶解水岩石反応予測等の実用化に関わる基礎技術の開発を行った。
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からの
委託により平成 22 年度に実施した成果をふまえ、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 年度の事業成果をまとめてい
るが、H22 年度分は NEDO にて現在評価の実施中のため、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
経済産業省では、我が国の技術戦略マップを策定しており、環境分野におい
ては「CO2 固定化・有効利用分野」の技術戦略マップを策定している。本事業は、
技術戦略マップ 2010 の CO2 固定化・有効利用分野の導入シナリオ（図１）にお
ける、
「研究開発」の「貯留の安全性評価・信頼醸成手法等の高度化」に位置付
けられ、技術ロードマップ（図２）においては、
「地中貯留・海洋隔離」の「影
響評価・安全性評価手法の開発」に位置付けられる。
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出所：技術戦略マップ２０１０
図１．CO2 固定化・有効利用分野の導入シナリオ
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出所：技術戦略マップ２０１０
図２．CO2 固定化・有効利用分野の技術ロードマップ
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１－３

国の関与の必要性

CO2 地中貯留に係わる安全性評価においては、時間的及び空間的に様々なレベ
ルの不確実性がある。本事業はこの問題を解決するための一手法として意義が
大きいが、研究方法、とりわけ実際の地質環境を考慮した規模での実験・技術
開発となると、国内外ともに経験が不十分であり技術課題も多いため、民間が
実施するにはリスクが大きいと言える。また、CO2 地中貯留の市場はまだ確立さ
れておらず、民間企業が単独で実施するには投資リスクが高く、技術開発のイ
ンセンティブが働きにくい状況である。
また、現状では、CO2 地中貯留事業は、国家の政策として、国際的な理解を獲
得しながら推進していかなければならない段階と考える。したがって、国が主
体となって、民間企業および研究機関の知見を結集して推進していかねばなら
ないものである。
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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

シール層形成予測シミュレ

CO2 地中貯留の安全性評価をより的確に行うためには、貯留層に

ーション技術の高度化のた

おける CO2 の鉱物固定化を考慮する必要があり、そのためには、

めの基礎データ取得と、雄

鉱物固定化の予測シミュレーション（シール層形成予測シミュ

勝実験場をモデルとしたシ

レーション）を実施し、実サイトへ適用する必要がある。しか

ール層形成予測や LBNL と

し、現段階ではシミュレーションに必要な炭酸塩鉱物沈殿と透

の共同研究による CO2 溶解

水性の関係に関する基礎データが不足しているとともに、鉱物

水-岩石反応予測を実施し、 固定予測のためのシミュレーションモデルの構築方法やパラメ
実用化に関わる基礎技術の

ータ設定等の基礎技術もまだ研究段階である。そこで本事業で

開発を行う。

は、シミュレーション技術の高度化に向けて、CO2 の鉱物化と透
水性の関係に関する基礎データの取得と、CO2 溶解水-岩石反応
予測や雄勝実験場をモデルとしたシール層形成予測を実際に行
い、実用化のための基礎技術の開発を行う。なお、短期間でデ
ータを取得できるように高温環境で CO2 注入試験を行うことで
炭酸塩鉱物化を加速させ、地層内での炭酸塩鉱物の沈殿場所や
沈殿量、透水性へ与える影響について検討を行う。
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２－１－２

個別要素技術の目標設定
表２（１）

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) 雄勝実験場
での CO2 濃度
測定及び方解
石沈殿速度測
定法の検討と
炭酸塩飽和水
注入による透
水性評価試験

【目標】
深部地下流体中の CO2 濃度測定手法を確立す
る。
（平成 22 年度）
【指標】
CO2 濃度を正確に測定する方法が確立できた
か？
【目標】
方解石沈殿速度測定手法を確立する。（平成
22～23 年度）
【指標】
方解石の沈殿速度の測定ができたか？

被圧下の地層流体中の CO2 濃度（被圧地下
水溶解 CO2 濃度）を正確に測定する技術
は、CO2 挙動モニタリングや安全性評価に
は必要な技術であるにも関わらず、その測
定手法は確立されていないため。

(2) 炭酸塩鉱物
の沈殿が貯留
層の透水性へ
与える影響評
価試験

実証サイトにおける CO2 の鉱物固定化を評
価するには、水質による炭酸塩鉱物の沈殿
速度の違いを把握し、シール層形成予測シ
ミュレーションへ反映させる必要があり、
炭酸塩鉱物の沈殿速度を把握する技術が
必要であるため。
【目標】実規模での CO2 溶解水（炭酸塩飽和 シール層形成予測シミュレーション技術
水）注入試験を実施し、地層の透水性の変化 を高度化するためには、室内での CO2 水－
や地下流体の水質の変化、方解石の沈殿速度 岩石反応試験だけでなく、実規模における
を把握する。
（平成 23 年度）
CO2 の鉱物固定化現象の把握と、様々なパ
【指標】
ラメータの取得が必要であるため。
データの取得は出来たか？
【目標】
雄勝実験場の注入井から注入した CO2 が地
高温高圧装置内のカラムへ炭酸塩飽和水を通 層のどの部分に炭酸塩鉱物として沈殿し
水し、CO2 の炭酸塩鉱物化と、透水性の変化を 透水性へ影響を及ぼすのかを把握するた
確認し、炭酸塩鉱物の沈殿が透水性へ及ぼす め、地下で起こっている反応を室内で再現
影響について検討を行う。
（平成 22～23 年度） するとともに、今後のシール層形成予測シ
ミュレーション技術の高度化に資するた
【指標】
炭酸塩鉱物の沈殿箇所と透水性の変化の関係 め。
は把握できたか？
高温高圧装置による炭酸塩飽和水の通水
【目標】
炭酸泉水（松代温泉水）をカラムへ通水し、 試験とは異なる水質、温度、通水条件での
CO2 の炭酸塩鉱物化と、透水性の変化を確認 カラム通水試験を行い、水質等の違いが炭
し、炭酸塩飽和水による通水試験の結果と比 酸塩鉱物の沈殿状況や透水性の変化へ及
ぼす影響を把握するため。
較検討する。
（平成 22～23 年度）
【指標】
水質や通水条件の違いによる炭酸塩鉱物沈殿
箇所の違いや透水性変化の違いを把握するこ
とができたか？

12

表２（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

(3) CO2 溶解水
と岩石との反
応予測及びシ
ール層形成に
関する理論予
測

【目標】
CO2 溶解水と岩石との反応予測シミュレーションを行い、
岩石や温度の違いによる炭酸塩鉱物沈殿挙動の違いを把
握する。
（平成 22～23 年度）
【指標】
岩石や温度の違いによる炭酸塩鉱物沈殿量や沈殿開始時
期の違いを把握することができたか？
【目標】
雄勝実験場での炭酸塩飽和水注入試験の前にシール層形
成予測シミュレーションを実施し、注入井近傍に炭酸塩
鉱物を沈殿させるための炭酸塩飽和水の水質条件を決定
し、実際に雄勝実験場の注入井へ注入することで観察さ
れる透水性の変化と、シミュレーションから予測される
透水性の変化を比較する。
（平成 22～23 年度）
【指標】
シミュレーションによって得られた透水性変化の予測結
果は、実際の透水性変化と整合的か？
【目標】
米国研究機関との共同研究を実施する。
（平成 22～23 年
度）
【指標】
共同研究は実施されたか？

シール層形成予測シミュレ
ーションの基礎となる CO2 の
炭酸塩鉱物化に関するシミ
ュレーション技術の高度化
のため。
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雄勝実験場をモデルとした
シール層形成予測シミュレ
ーションで作成したモデル
や設定パラメータの妥当性
を確認するため。

海外における CO2 地中貯留研
究の知見を取り入れて、シー
ル層形成予測シミュレーシ
ョン技術の高度化を行う。

３．成果、目標の達成度
３－１

成果

３－１－１ 全体成果
炭酸塩飽和水注入試験や、炭酸泉を用いたカラム通水試験により、CO2 の炭
酸塩鉱物化による透水性の変化を観察し、シール層形成予測シミュレーション
技術高度化のためのデータを取得した。また、雄勝実験場における炭酸塩飽和
水注入試験により、雄勝実験場をモデルとしたシール層形成予測シミュレーシ
ョンモデルの妥当性を確認した。さらに、LBNL との共同研究により実施した
CO2 溶解水-岩石反応予測により、これまでの実験で観察された現象（高温ほど
CO2 が炭酸塩鉱物として沈殿しやすい）をシミュレーションで再現し、設定モ
デルやパラメータの妥当性を確認した。
これらの成果により、シール層形成予測シミュレーションの実用化に関わる
CO2 溶解水-岩石反応予測や雄勝実験場をモデルとしたシール層形成予測等の
基礎技術が開発された。
３－１－２ 個別要素技術成果
（１）雄勝実験場での CO2 濃度測定及び方解石沈殿速度測定法の検討と炭酸塩飽
和水注入による透水性評価試験
・深部地下流体中の CO2 濃度測定手法の確立（平成２２年度）
秋田県湯沢市の雄勝実験場（(財)電力中央研究所所有）の OGC-2 井（深度
-950m で約 200℃）において、流体採取方法の違いによる CO2 濃度の違いの検
討を行い（平成 22 年度）、地下深部の流体中の CO2 濃度をより正確に求めるに
は、MMTEC 地化学サンプラーで採水し、酸添加真空抽出法による分析が有効で
あることを確認した。
・方解石沈殿速度測定手法の確立（平成２２年度～平成２３年度）
雄勝実験場の OGC-2 井を用いて、方解石沈殿速度測定手法の検討を行った結
果、結晶表面の一部に金箔を貼り付けて基準面を作成した方解石の結晶を地化
学サンプラー内に設置し、目標深度へ降下させて流体を地化学サンプラー内に
導入することで方解石の沈殿あるいは溶解速度の測定が可能であることが確
認できた（平成 22 年度）。
しかし、平成 23 年度の炭酸塩飽和水注入試験において方解石の沈殿速度測
定を実施したところ、温度の変化が方解石の成長速度に大きな影響を及ぼすこ
とが判明し、地化学サンプラーを地上へ回収する間の水温の低下により方解石
が溶解してしまい、地下へ注入された炭酸塩飽和水からの方解石の沈殿速度を
測定することが出来なかった。
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・CO2 溶解水（炭酸塩飽和水）注入による地層透水性変化、地下流体水質変化及
び炭酸塩沈殿速度の把握（平成２３年度）
雄勝実験場における炭酸塩飽和水注入試験では、注入井へ炭酸塩飽和水（CO2
濃度 2,000mg/L、CaCl2 濃度 1,000mg/L）を 1 週間注入したところ、OGC-2 井の
坑内で採取した水試料の水質分析結果から、注入した炭酸塩飽和水の Ca 濃度
と CO2 濃度が、深度-950m では大幅に減少していることが確認され、炭酸塩飽
和水中の Ca と CO2 が炭酸カルシウムとして沈殿した可能性が示された。また、
地層の透水性の低下が確認されたことから、炭酸塩飽和水の注入によって炭酸
塩鉱物が沈殿し、シール層が形成されつつあることが確認された。
（２）炭酸塩鉱物沈殿が貯留層の透水性へ与える影響評価試験
・高温高圧試験装置への炭酸塩飽和水通水による透水性評価試験（平成２２年
度～平成２３年度）
平成 22 年度に設計・製作した高温高圧通水装置は、温度制御に不具合があ
ることが判明し、平成 23 年度に装置の改良を行った。平成 23 年度に実施した
高温高圧装置を用いた炭酸塩飽和水通水試験（温度 175℃、CO2 濃度 1,990mg/L、
Ca 濃度 448mg/L）の結果、通水開始後約 1 日で透水性が低下し、特に流入口付
近では初期状態の 50%と最も透水性が低下した。カラム内には炭酸塩鉱物の沈
殿が確認され、岩石試料に沈殿した Ca 量は、流入口で特に多く、透水性の解
析結果と炭酸塩鉱物の沈殿状況に整合性が認められた。
・カラム通水装置への炭酸泉水通水による透水性評価試験（平成２２年度～平
成２３年度）
平成 22 年度に設計・製作したカラム通水装置は、ガス分離性に改良が必要
なことが判明し、平成 23 年度に装置の改良を行った。平成 23 年度に実施した
松代温泉水によるカラム通水試験（温度 49℃、HCO3 濃度 1,800mg/L、Ca 濃度
850mg/L）の結果、通水開始後 43 時間で炭酸塩鉱物の沈殿による透水性の低下
が確認された。雄勝実験場での試験では流入口付近に炭酸塩鉱物の沈殿が集中
していたのに対し、松代温泉での試験では、流入口から流出口にかけての広範
囲に炭酸塩鉱物が沈殿しており、通水した流体の水質や通水流量等の試験条件
の違いにより、炭酸塩鉱物の沈殿状況が異なることが把握できた。
（３）CO2 溶解水と岩石との反応予測及びシール層形成に関する理論予測
・CO2 溶解水と岩石との反応予測（平成２２年度～平成２３年度）
CO2 を溶解させた水と岩石が反応することによって生じる水質の変化と、炭
酸塩鉱物の沈殿に関する予測計算を行った。CO2 を溶解させる溶媒として平成
22 年度は蒸留水を、平成 23 年度は模擬熱水を使用した。100～200℃の範囲で
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計算を行ったところ、蒸留水、模擬熱水ともに、温度が高いほど方解石の沈殿
量が多く、沈殿開始時期も早い結果となり、また玄武岩＞安山岩＞花崗閃緑岩
（雄勝岩石）の順で、方解石沈殿量が多く、沈殿開始時期も早くなる結果とな
った。このことから、温度が高く、塩基性岩で構成された貯留層ほど、より多
くの CO2 を鉱物として固定されると考えられる。
なお、蒸留水を用いた平成 22 年度の計算結果では、どの温度においても花
崗閃緑岩では方解石が 30 日間では沈殿しない結果であったが、平成 23 年度の
模擬熱水を用いた予測計算では、200℃で約 8 日後、150℃で約 26 日後に方解
石が沈殿する結果となり、水質、岩石、温度の違いによる炭酸塩鉱物沈殿挙動
の違いを把握することができた。雄勝実験場での原位置試験で炭酸塩鉱物が沈
殿したことも考慮すると、模擬熱水を用いた方がより現実的なモデルであると
考えられる。
・雄勝実験場をモデルとしたシール層形成に関する理論予測（平成２２年度～
平成２３年度）
雄勝実験場におけるシール層形成予測シミュレーションのためのモデルを
平成 22 年度に作成し、そのモデルを用いて平成 23 年度に雄勝実験場での炭酸
塩飽和水注入試験の前に、雄勝実験場をモデルとしたシール層形成シミュレー
ションを行い注入井近傍に炭酸塩鉱物が沈殿し、尚且つ沈殿により注入井近傍
の地層の透水性が低下するために必要な炭酸塩飽和水の水質条件の検討を行
った。検討の結果、注入する炭酸塩飽和水の水質条件として、CO2 濃度を
2,000mg/L、CaCl2 濃度を 1,000mg/L とすることとした。 シミュレーションに
より決定された CO2 および CaCl2 濃度の炭酸塩飽和水を 1 週間に渡り雄勝実験
場で注入し、注入井の水位の変化から透水性の時間変化を求めたところ、注入
井近傍の地層の透水性の変化は、シミュレーションで予測された透水性の変化
と整合するものであった。
・米国研究機関との共同研究の実施（平成２２年度～平成２３年度）
米 国 ロ ー レ ン ス バ ー ク レ イ 国 立 研 究 所 （ Lawrence Berkeley National
Laboratory：LBNL）との間に取交わした共同研究に関する MoU に基づき、主に
CO2 溶解水と岩石の反応予測について共同研究を実施した。
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３－１－３

特許出願状況等
表３．特許・論文等件数

要素技術

論文数

論文の

特許等件

特許権の

ライセン

取得 ライ

国際 標準

被引用

発表

数 (出願 を

実施件数

ス供与数

センス料

への寄与

度数

含む)

(1) 雄勝実験場
での CO2 濃度測
定及び方解石沈
殿速度測定法の
検討と炭酸塩飽
和水注入による
透水性評価試験
(2) 炭酸塩鉱物
沈殿が貯留層の
透水性へ与える
影響評価試験
(3) CO2 溶解水
と岩石との反応
予測及びシール
層形成に関する
理論予測

0

0

4

0

0

0

0

0

3

0

6

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

計

3

0

13

0

0

0

0

0

表４（１）
論文

投稿

論文、投稿、発表、特許リスト

題目・メディア等
日本材料学会誌「高温下 CO2 地中貯留を模擬したカラム試験におけ
る炭酸塩鉱物の付着速度評価」
（柳丞烈，上田晃，水戸義忠，松岡俊
文）
Applied Geochemistry 「A geochemical clogging model with
carbonate precipitation rates under hydrothermal conditions.」
（Yoo, S.Y., Kuroda,Y., Mito, Y., Matsuoka, T., Nakagawa, M.,
Ozawa, A., Sugiyama, K., Ueda, A.）
Proceedings of the 11th International Conference on Greenhouse
Gas Control Technologies (GHGT-11)「Geochemical clogging in
fracture and porous rock for CO2 mineral trapping.」（Yoo, S.Y.,
Mito, Y., Ueda, A., Matsuoka, T.）
Applied Geochemistry「Carbon dioxide mineral trapping
capabilities for different rock types of basalt, andesite and
granite in geothermal reservoirs」Ajima, S., Todaka, N., Xu, T.,
Ueda, A. and Mito, S）
Applied Geochemistry「Geochemical monitoring of fluid and
carbonate precipitation during CO2 injection into geothermal
condition at Ogachi」
（Ueda, A., Yoo, S., Kuroda, Y., Satoh, H.,
Ozawa, A., Sugiyama, K., Mito, S., Ito, H. and Kaieda, H.）
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時期
H24.3

印刷中

印刷中

投稿中

投稿中

表４（２）
発表

特許

論文、投稿、発表、特許リスト

題目・メディア等
Geothermal Resources Council Annual Meeting 2010「Fluid-Rock
Interactions in Enhanced Geothermal Systems with CO2 as Working
Fluid: Modeling of Geochemical Changes Induced by CO2 Injection
into the Ogachi (Japan) EGS Site.」
（Xu, T., Kaieda, H., Ueda, A.,
Sugiyama, K., Ozawa, A., Wan, Y. and Pruess, K.）
日本地熱学会「地熱井内スケール付着速度測定のための新地化学サン
プラーの開発」
（小澤晃子・杉山和稔・佐藤文孝・畠山善弘・佐藤久
夫・上田晃）
Proceedings of the 14th International Symposium on Recent
Advances in Exploration Geophysics (RAEG 2010)「The first report:
modeling for the clogging effect of calcite precipitation on CO2
sequestration.」( Yoo, S.Y., Kuroda, Y., Mito, Y., Ueda, A.,
Matsuoka, T.)
The First International Symposium on Geothermal Research
Symposium「A geochemical clogging model with calcite
precipitation rates at hydrothermal condition.」 ( Yoo, S.Y.,
Kuroda, Y., Mito, Y., Matsuoka, T., Nakagawa, M., Ozawa, A.,
Sugiyama, K., Ueda A.)
Harmonising Rock Engineering and the Environment, Proceedings of
the 12th Congress of the International Society for Rock Mechanics
「Physical clogging model using stick rate of calcite on CO2
mineral trapping.」( Yoo, S.Y., Kuroda, Y., Mito, Y., Ueda, A.,
Matsuoka, T.)
日本地球化学会「ジオリアクター：高温地帯への CO2 注入・固定化研
究」
（上田晃･柳丞烈･小澤晃子･杉山和稔･佐藤久夫･戸高法文･阿島秀
司･佐藤龍也･海江田秀志･伊藤久敏･三戸彩絵子）
日本地球化学会「高温下カラム試験における炭酸塩鉱物の透水性評
価」
（柳 丞烈, 上田 晃, 小澤晃子, 杉山和稔, 水戸義忠, 松岡俊文）
日本地球化学会「簡易で汎用性の高い鉱物反応試験法（ミネラルセン
サー）
」
（伊藤久敏，海江田秀，上田 晃，小澤晃子，鍜治義和）
日本地球化学会「高 CO2 流体・高温流体採取用及び鉱物-水反応のそ
の場観察用地化学ゾンデの開発」（小澤晃子・杉山和稔・佐藤文孝・
畠山善弘・佐藤久夫・上田晃）
日本地球化学会「岩石-CO2 反応予測シミュレーションによる雄勝高温
（佐藤龍也･上田晃･海江田秀志・三戸
岩体での CO2 注入試験の解析」
沙絵子）
日本地球化学会「ジオリアクター：CO2 鉱物固定高温実験シミュレー
ション」
（戸高法文･阿島秀司･許天福･上田晃･小澤晃子･三戸彩絵子）
日本地球惑星連合大会「バクテリアの関与による方解石沈殿現象の実
験的研究」
（名生聡希・上田晃・張勁・中村省吾）
日本地球化学会「バクテリアを用いた炭酸塩鉱物沈殿現象の研究」
（名
生聡希・上田晃・中村省吾・吉田秀徳）
なし
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時期
H22.10

H22.11

H22.11

H23.5

H23.10

H23.9

H23.9
H23.9
H23.9

H23.9

H23.9
H24.5
H24.9

３－２

目標の達成度

地下高温域へ注入された CO2 の地層との化学反応による鉱物化と、これによる
地層の透水性への影響評価を行い、シール層形成予測シミュレーション技術の
高度化のためのデータを取得するという全体目標は、方解石沈殿速度の測定技
術に関しては一部未達成ではあったものの、各種試験により CO2 の炭酸塩鉱物
化による透水性の変化が観察され、様々なデータを取得することができ、概ね
全体目標を達成することができた。
表５（１）

目標に対する成果・達成度の一覧表

要素技術

目標・指標

(1) 雄勝実験場
での CO2 濃度測
定及び方解石
沈殿速度測定
法の検討と炭
酸塩飽和水注
入による透水
性評価試験

【目標】
深部地下流体中の CO2 濃度測定手法を確
立する。
（平成 22 年度）
【指標】
CO2 濃度を正確に測定する方法が確立で
きたか？
【目標】
方解石沈殿速度測定手法を確立する。
（平成 22～23 年度）
【指標】
方解石の沈殿速度の測定ができたか？

成果

【目標】
実規模での CO2 溶解水（炭酸塩飽和水）
注入試験を実施し、地層の透水性の変化
や地下流体の水質の変化、炭酸塩の沈殿
速度を把握する。
（平成 23 年度）
【指標】
データの取得は出来たか？
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達成度

達成
平成 22 年度
地下深部の流体中の CO2 濃度をより
正確に求めるには、MMTEC 地化学サ
ンプラーで採水し、酸添加真空抽出
法による分析が有効であることを
確認した。
平成 22 年度
一部達成
結晶表面の一部に金箔を貼り付け
た方解石結晶を地化学サンプラー
内に設置することで、方解石の沈殿
あるいは溶解速度の測定が可能で
あることを確認した。
平成 23 年度
雄勝実験場における CO2 溶解水（炭
酸塩飽和水）注入試験で方解石沈殿
速度の測定を行った結果、温度の変
化が方解石の成長速度に大きく影
響を及ぼすことが判明した。
今後は、地化学サンプラーを坑井か
ら引き上げる際に、温度変化が生じ
ないようにする仕組みや、温度が変
化する場合には結晶を溶液から切
り離す仕組みを検討する必要があ
る。
平成 23 年度
一部達成
(財)電力中央研究所所有の雄勝実
験場の深度-950m（約 200℃）の地
下へ、CO2 溶解水（炭酸塩飽和水）
を 1 週間に渡って注入した。炭酸塩
の沈殿速度を測定することはでき
なかった(*)ものの、地層の透水性
の変化と、注入した炭酸塩飽和水の
水質の変化から CO2 が炭酸塩鉱物化
したことを確認し、鉱物固定に関す
るデータを取得することができた。
(*)対処については上段の課題と同
じである。

表５（２）
要素技術
(2) 炭酸塩鉱物
の沈殿が貯留
層の透水性へ
与える影響評
価試験

目標に対する成果・達成度の一覧表

目標・指標

成果

達成度

【目標】
高温高圧装置内のカラムへ炭酸塩飽和
水を通水し、CO2 の炭酸塩鉱物化と、透
水性の変化を確認し、炭酸塩鉱物の沈殿
が透水性へ及ぼす影響について検討を
行う。
（平成 22～23 年度）
【指標】
炭酸塩鉱物の沈殿箇所と透水性の変化
の関係は把握できたか？

平成 22 年度
高温高圧装置の設計・製作を行い、
通水試験を行ったところ、温度制御
に不具合があることが判明した。
平成 23 年度
炭酸塩飽和水通水試験の結果、通水
開始後約 1 日で透水性が低下し、特
に流入口付近では初期状態の 50%
と最も透水性が低下した。カラム内
には炭酸塩鉱物の沈殿が確認され、
岩石試料に沈殿した Ca 量は、流入
口で特に多く、透水性の解析結果と
炭酸塩鉱物の沈殿状況に整合性が
認められた。
平成 22 年度
カラム通水装置の設計・製作を行
い、松代温泉水によるカラム通水試
験を実施したところ、ガス分離性に
改良が必要なことが判明した。
平成 23 年度
カラム通水装置の改良を行い、松代
温泉水によるカラム通水試験の結
果、通水開始後 43 時間で炭酸塩鉱
物の沈殿により透水性が 15～35%
低下した。雄勝実験場での試験では
流入口付近に炭酸塩鉱物の沈殿が
集中していたのに対し、松代温泉で
の試験では、流入口から流出口にか
けての広範囲に炭酸塩鉱物が沈殿
しており、通水した流体の水質や通
水流量等の試験条件の違いにより、
炭酸塩鉱物の沈殿状況が異なるこ
とが把握できた。

達成

【目標】
炭酸泉水（松代温泉水）をカラムへ通水
し、CO2 の炭酸塩鉱物化と、透水性の変
化を確認し、炭酸塩飽和水による通水試
験と炭酸泉通水試験の結果を比較検討
する。
（平成 22～23 年度）
【指標】
水質や通水条件の違いによる炭酸塩鉱
物沈殿箇所の違いや透水性変化の違い
を把握することができたか？
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達成

表５（３）

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

(3) CO2 溶解水と
岩石との反応
予測及びシー
ル層形成に関
する理論予測

【目標】
CO2 溶解水と岩石との反応予測シミ
ュレーションを行い、岩石や温度の
違いによる炭酸塩鉱物沈殿挙動の
違いを把握する。（平成 22～23 年
度）
【指標】
岩石や温度の違いによる炭酸塩鉱
物沈殿量や沈殿開始時期の違いを
把握することができたか？

平成 22 年度
蒸留水に CO2 を溶解させた条件で、反応
予測計算を行った。
平成 23 年度
模擬熱水に CO2 を溶解させた条件で、反
応予測計算を行った。

達成

蒸留水、模擬熱水ともに 100～200℃の
範囲で計算を行った結果、蒸留水、模擬
熱水ともに温度が高いほど方解石の沈
殿量が多く、沈殿開始時期も早い結果と
なり、また玄武岩＞安山岩＞花崗閃緑岩
（雄勝岩石）の順で、方解石沈殿量が多
く、沈殿開始時期も早くなる結果となっ
た。蒸留水を用いた平成 22 年度の計算
結果では、どの温度においても花崗閃緑
岩では方解石が 30 日間では沈殿しない
結果であったが、平成 23 年度の模擬熱
水を用いた予測計算では、200℃で約 8
日後、150℃で約 26 日後に方解石が沈殿
する結果となり、水質、岩石、温度の違
いによる炭酸塩鉱物沈殿挙動の違いを
把握することができた。雄勝実験場での
原位置試験で炭酸塩鉱物が沈殿したこ
とも考慮すると、模擬熱水を用いた方が
より現実的なモデルであると考えられ
る。
【目標】
平成 22 年度
雄勝実験場での炭酸塩飽和水注入 雄勝実験場におけるシール層形成予測
試験の前にシール層形成予測シミ シミュレーションのためのモデル作成
ュレーションを実施し、注入井近傍 を行った
に炭酸塩鉱物を沈殿させるための 平成 23 年度
炭酸塩飽和水の水質条件を決定し、 平成 22 年度に作成したモデルを用いて
実際に雄勝実験場の注入井へ注入 シミュレーションを実施し、雄勝実験場
することで観察される透水性の変 の注入井近傍に炭酸塩鉱物が沈殿し、地
化と、シミュレーションから予測さ 層の透水性が低下するために必要な炭
れる透水性の変化を比較する。（平 酸塩飽和水の水質条件として、CO2 濃度
成 22～23 年度）
2,000mg/L, CaCl2 濃度 1,000mg/L が最適
【指標】
であるとして、炭酸塩飽和水の水質を決
シミュレーションによって得られ 定した。雄勝実験場注入井への炭酸塩飽
た透水性変化の予測結果は、実際の 和水注入により観察された透水性の変
透水性変化と整合的か？
化は、シミュレーションで予測された透
水性の変化と整合するものであり、モデ
ルやパラメータの設定が妥当であるこ
とが確認された。
【目標】
平成 22 年度、平成 23 年度
米国研究機関との共同研究を実施 米国研究機関の LBNL との間に取交わし
する。
（平成 22～23 年度）
た共同研究に関する MoU に基づき、主に
【指標】
CO2 溶解水と岩石の反応予測について共
共同研究は実施されたか？
同研究を実施した。
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達成

達成

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、CO2 の鉱物化について、貯留技術としての基礎的な現象解明と実用
化に関わる基礎技術の開発を行うことを目的としており、事業化に至るまでに
得るべき知見や技術はまだ数多くある。次の段階としては実規模の実証試験サ
イトにおいて試験及びシミュレーションを実施し改良を行った上で、我が国に
おける CCS 実施主体により本技術が活用される。実用化時期は、CCS 実証試験以
降と予測される。
以下に実証試験における技術課題について述べる。
（１）2 本の坑井を用いた CO2 注入試験の実施
本事業では、炭酸塩鉱物沈殿によるシール層形成を評価するための原位置試
験として、雄勝実験場の OGC-2 井を用いた注入試験を行ったが、単一孔を使っ
た試験だけでは、注入した CO2 が流動した先の地層水を採取することができない
ため、CO2 が地層中を流動する間の反応を充分に捉えることは難しい。また、今
回の試験では短期間で結果が得られるようにするため、炭酸塩飽和水を作成し
て地下高温域へ注入することで反応を加速させ、坑井近傍における水質変化や
透水性変化を検討したが、実際の CO2 地中貯留では、超臨界 CO2 が注入される。
地下に超臨界 CO2 を注入すると、地下水に CO2 が溶解して炭酸水となり、これが
岩石と反応して岩石中の Ca が溶脱し、炭酸イオンと反応して方解石などの炭酸
塩鉱物が沈殿する。本技術を実用化するためには、より現実に近い注入条件で、
２本の坑井を利用した CO2 注入試験を行う必要がある。注入井には、超臨界 CO2
あるいは炭酸水を注入し、数 100m 離れた別の坑井で流体を連続的に採取あるい
はモニタリングすることで水質の変化を把握し、注入した CO2 が地層中を流動す
る間に起こる反応の検討や、CO2 の鉱物固定量、地層の透水性変化量の検討を行
う。試験によって得られたデータを CO2 水-岩石反応予測やシール層形成予測へ
反映させることによって、予測計算の精度向上が可能であり、様々な条件下で
の予測計算行うことで、CO2 の鉱物固定に関する予測を雄勝以外の場所へも応用
することが可能となる。
（２）方解石成長速度測定手法の高度化
方解石の成長速度測定では、溶液の温度変化が成長速度に大きな影響を与え
ることが判明したため、今後は、結晶を設置した地化学サンプラーを坑井から
引き上げる際に、温度変化が生じないようにする仕組みや、温度が変化する場
合には結晶を溶液から切り離す仕組みを検討する必要がある。
（３）通水試験によるシール層形成予測のためのパラメータ取得
高温高圧装置やカラム通水装置を用いた通水試験結果では、CO2 の炭酸塩鉱物
化には注入水中の炭酸カルシウム飽和度が大きく影響することが判明した。今
22

後は、温度や流速、通水する溶液の炭酸カルシウムの飽和度などの条件を変え
て通水試験を行い、各条件の違いによるシール層形成状況の違いや透水性変化
の違いを把握し、シール層形成に関する理論予測のためのパラメータ取得を行
う必要がある。
（４）花崗岩以外の岩石を対象とした地化学パラメータの取得とシール層形成
予測シミュレーションへの反応速度パラメータの適用手法の確立
模擬熱水を用いた反応予測シミュレーションにより、CO2 の鉱物化による透水
性への影響を評価するための、より現実的な理論予測計算モデルを構築するこ
とができたが、計算に使用した地化学パラメータは、花崗閃緑岩と CO2 溶解水の
室内での反応試験により取得されたデータを基にしているため、今後、花崗岩
閃緑岩以外の岩石を対象とした反応予測を精度良く実施するためには、他の岩
石を使った CO2 水-岩石反応室内試験を行って地化学パラメータを取得し、予測
計算を行う必要がある。また、今後、反応予測を実験室レベルからフィールド
レベルへ発展させるために、反応速度に関する地化学パラメータのフィールド
への適用手法の確立が必要である。
４－２

波及効果

本事業および今後実証試験を実施することによって、坑井内及び貯留層内で
の CO2 の化学的挙動、水質変化及び透水性への影響が、より深く、定量的に理解
されることが期待される。今後、低温環境における炭酸塩鉱物固定化（CO2 の地
化学トラップ）の化学プロセスや時間等を評価するためのデータや知見を得る
ことで、地中貯留の安全性評価体系の向上に大いに寄与できるものと考えられ
る。海外では CO2 貯留候補地の住民の反対により CO2 貯留事業が停止になった事
例がある（ドイツのバッテンフォール）。このような住民の不安解消や合意形成
に、本研究成果が貢献できると期待される。
CO2 の炭酸塩鉱物化に係る知見や研究手法は地下を用いる以下のような事業に
おいても、有効に寄与できる。
・ 既存の地熱発電や温泉等の坑井におけるスケール対策
・ CO2 を多く含む地熱流体を用いる際のゼロエミッション型地熱発電
・ 高温岩体発電（または EGS）における性能評価。とくに米国では EGS の循
環流体として CO2 を用いる計画があり、本事業の技術課題等とは共通点が
ある。
・ その他、地下を用いる事業の性能評価及び安全性評価（放射性廃棄物地層
処分、石油・ガス回収事業）
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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、地下高温域へ注入された CO2 の地層との化学反応による鉱物化と、
これによる地層の透水性への影響評価を行い、シール層形成予測シミュレーシ
ョン技術の高度化のためのデータを取得することを目標として、各種試験やシ
ミュレーションを実施した結果、方解石沈殿速度の測定については一部目標未
達成となったものの、その他については目標を達成しており、概ね合理的な事
業計画であった。
表６．研究開発計画
実施項目／年度
(1) 雄勝実験場での CO2 濃度
測定及び方解石沈殿速

２２

２３

CO2 濃度測定手法の検討
方解石沈殿速度測定法の検討

度測定法の検討と炭酸
塩飽和水注入による透

炭酸塩飽和水注入による
透水性評価試験

水性評価試験
(2) 炭酸塩鉱物沈殿が貯留
層の透水性へ与える影

高温高圧
装置の製
作

高温高圧装置を用いた炭酸塩飽和水の通水
試験

カラム通
水試験装
置の製作

炭酸泉を用いたカラム通水試験

響評価試験

(3) CO2 溶解水と岩石との反
応予測及びシール層形
成に関する理論予測

CO2 水-岩石反応予測

シール層形成予測

米国研究機関との共同研究の実施
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５－２

研究開発実施者の実施体制・運営

本研究開発は、公募による選定審査手続きを経て、平成 22 年度は三菱マテリ
アルテクノ株式会社、京都大学、地熱技術開発株式会社が、独立行政法人新エ
ネルギー・産業技術総合開発機構からの委託を受けて実施した。また、再委託
先として財団法人電力中央研究所が参加した。平成 23 年度は、三菱マテリアル
テクノ株式会社が経済産業省からの委託を受けて実施し、再委託先として、富
山大学、地熱技術開発株式会社、財団法人電力中央研究所が参加した。
財団法人電力中央研究所と米国研究機関の LBNL（Lawrence Berkeley National
Laboratory）との間に共同研究に関する MoU(覚書）が取り交わされ、平成 22、
23 年度ともに、LBNL との共同研究が実施された。
図３．研究開発実施体制（平成 22 年度）
共同研究に関する
協議

NEDO

DOE

委託

三菱マテリアルテク
ノ株式会社
・研究実施場所：
雄勝実験場（秋田）
資源調査部（東京）
環境技術センター
（埼玉）
・実施項目：
原位置試料採取分析
地化学サンプラーに
よる方解石沈殿速度
方法の検討

京都大学
・研究実施場所：
工学研究科（京都）
雄勝実験場（秋田）
・実施項目：
岩石-CO2 反応試験
透水性評価試験
地化学解析
原位置試料採取分析

地熱技術開発株式会
社
・研究実施場所：
技術部（東京）
雄勝実験場（秋田）
・実施項目：
シール層形成シ
ミュレーション
実用化試験設計

LBNL（Lawrence
Berkeley National
Laboratory）

電力中央研究所
・研究実施場所：
雄勝実験場（秋田）
我孫子地区（千葉）

共同研究
に関する
MoU

・実施項目：
飽和炭酸水注入試験
シール層形成評価
実用化試験設計
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CO2-岩石―水反応
予測シミュレーシ
ョン
シール層形成に関
する情報交換

図４．研究開発実施体制（平成 23 年度）

エネルギー・環境分野におけ
る研究開発協力の合意

経済産業省

DOE

委託
三菱マテリアルテクノ㈱
・研究実施場所：資源調査部、環境技術センター（埼玉）
、
雄勝実験場（秋田）
・実施項目：炭酸塩飽和水注入試験における孔井流体の採取・分析・
炭酸塩鉱物沈澱速度の測定、高温高圧装置およびカラムを
用いた通水試験における試料採取・炭酸塩鉱物沈澱速度の
測定、模擬熱水による岩石-水反応予測
再委託
富山大学
(財)電力中央研究所
地熱技術開発㈱
・研究実施場所：
・研究実施場所：
・研究実施場所：
理学部（富山）
我孫子地区（千葉）
技術部（東京）
雄勝実験場（秋田）
雄勝実験場（秋田）
雄勝実験場（秋田）
・実施項目：
・実施項目：
・実施項目：
炭酸塩飽和水注入試
高温高圧装置を用
実規模での鉱物固定
験における透水性評
いた炭酸塩飽和水
量およびシール層形
価試験
の通水試験
成予測
炭酸泉を用いたカ
ラム通水試験

共同研究
に関する
MoU

LBNL（Lawrence
Berkeley National
Laboratory）
CO2-岩石―水反応
予測シミュレーシ
ョン
シール層形成に関
する情報交換

（当該実施体制の妥当性の具体的理由およびその根拠）
・三菱マテリアルテクノ株式会社
各種化学分析装置・同位体分析装置を所有し、水試料の分析技術を有してい
ること、また、地下の高圧流体を採取すると同時に炭酸塩鉱物の成長速度を測
定することが可能な装置を所有し、CO2 の鉱物固定化状況の評価や、流体中の
正確な CO2 濃度の測定技術を有していることから、本事業を行う機関として妥
当である。
・地熱技術開発株式会社
国内の地熱貯留層モデリングで数多くの実績を有しており、地化学反応を考
慮した地下水流動シミュレーションの経験を有していることから、本事業を行
う機関として妥当である。
・財団法人電力中央研究所
本事業を実施するのに最適な雄勝実験場（深度 1100m で 220℃）を所有して
おり、平成 14 年度から地下高温域における CO2 の鉱物固定に関する研究を行
っている実績があること、また、孔井を用いた透水性評価試験の実績を有して
いること、さらに、米国ローレンスバークレイ国立研究所（LBNL）と電力中央
26

研究所の間で共同研究に関する MOU を結んでいることから、本事業を行う機関
として妥当である。
・京都大学
室内における CO2 溶解水と岩石の反応試験の実績が豊富であり、また、CO2
溶解水-岩石反応予測シミュレーションの実績を持つことから、本事業を行う
機関として妥当である。
・富山大学
本事業を実施するのに必要な高温高圧装置を所有していることに加え、カラ
ム通水試験の豊富な実績を有していることから、本事業を行う機関として妥当
である。
・LBNL
CO2 貯留技術開発や地熱開発（Enhanced Geothermal Systems）における熱水
流動および化学反応に関する世界最高の解析・数値シミュレーション技術を要
しており、本事業を行う共同研究先として妥当である。
（プロジェクトの運営・管理）
プロジェクトの運営・管理は、平成 22 年度は NEDO からの委託先の代表とし
て三菱マテリアルテクノ株式会社が実施し、平成 23 年度は経済産業省から三菱
マテリアルテクノ株式会社が委託を受けて事業を実施し、プロジェクトの運
営・管理を行った。
５－３

資金配分

・当初の計画通りに実施され、資金の過不足は無かった。
・個別要素技術研究への内部配分について、「雄勝実験場での CO2 濃度測定及び
方解石沈殿速度測定法の検討と炭酸塩飽和水注入による透水性評価試験」に
関しては、CO2 の注入実験を 2 年目に実施したことにより、費用配分が 2 年目
で増加した。
「炭酸塩鉱物沈殿が貯留層の透水性へ与える影響評価試験」に関
しては、1 年目に試験装置の製作を行ったため、1 年目に費用配分が多くなっ
ており、各個別要素技術への内部配分は妥当であったと言える。
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表７．資金度配分
年度

平成

（単位：百万円）

２２

２３

（NEDO）

(METI)

地下高温域での CO2 の流動と化

合計

20

20

40

9

13

22

7

3

10

4

4

8

20

20

40

学反応による鉱物固定に関する
研究
(1) 雄勝実験場での CO2 濃度測
定及び方解石沈殿速度測定
法の検討と炭酸塩飽和水注
入による透水性評価試験
(2) 炭酸塩鉱物沈殿が貯留層の
透水性へ与える影響評価試
験
(3) CO2 溶解水と岩石との反応予
測及びシール層形成に関す
る理論予測
合計

５－４

費用対効果

2 年間で 4000 万円の費用が投入され、CO2 溶解水-岩石反応予測シミュレー
ションから CO2 注入試験まで幅広い技術開発を実施し、表５に挙げた成果が得
られたことは、十分な費用対効果が得られていると考えられる。特に、CO2 注
入試験においては、高温環境での試験を行う設備として既存の坑井を利用した
ため、新規に坑井を掘削する場合と比べて安い費用で試験を実施することが可
能であったことに加え、地下への CO2 の注入方法として、水に溶解した CO2 を
注入する方法を選択したことにより、超臨界 CO2 を注入する場合に比べて、加
圧設備や昇温設備等の地上設備が不要となり、安価に注入することができたこ
とから、費用対効果は高かったと言える。
５－５

変化への対応

本事業を実施した 2 年間で技術動向・社会情勢・市場ニーズに変化はなかっ
たものと認識しており、事業計画の変更は行わなかった。
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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）

第３章 評価
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第３章

評価

１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性
地球温暖化対策として二酸化炭素の地中貯留技術は重要であり、特に貯留の
安全性評価はＣＣＳの実用化に向けた社会的受容性を確保するうえで必要不可
欠であることから、制度的・社会的課題を解決するためには国主導のもとで本
研究開発を実施することが重要。
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。
CO2の圧入によって、地下の鉱物とCO2がどのような反応を起こしているかは
、CO2挙動予測シミュレーションの精度を上げるのに不可欠なものであり、予測
シミュレーションは、CCSの社会的受容性を高める重要なツールである。また、
ＣＯ２貯留における地下深部の地球化学的研究として政策目的にも合致する。
なお、他の貯留に関する安全性評価の研究開発との関連性の明確化が必要で
あり、また、目標達成度の設定に関しては、より定量的なものを設定すべきで
ある。なお、今後は、本研究開発で明らかになった新たな課題への対応が必要
である。
【肯定的意見】
○地球温暖化対策として二酸化炭素の地中貯留技術は重要であり、特に貯留の
安全性評価はＣＣＳの実用化に向けた社会的受容性を確保するうえで必要不
可欠であることから、制度的・社会的課題を解決するためには国主導のもと
で本研究開発を実施することが重要である。（A 委員）
○安全性の高い CO2 貯留技術の確立には不可欠な技術であり、事業は妥当であ
ると考える。民間単独での技術開発が難しいことを考えると、国の関与が必
要である。（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
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、国が主導する意義は大きい。
一連のCCSの実証プロジェクトの中でも、地中貯留に関しては、現状で経済
的なインセンティブがないばかりか、貯留サイトの確保や周辺住民への対応
など、国が主体的に取り組むことが事業推進の前提になる。CO2の圧入によっ
て、地下の鉱物とCO2がどのような反応を起こしているかは、CO2挙動予測シ
ミュレーションの精度を上げるのに不可欠なものである。予測シミュレーシ
ョンは、CCSの社会的受容性を高める重要なツールであり、国の関与で積極的
に進めるべき研究と言える。（C委員）
○二酸化炭素貯蔵技術は、民間レベルで経済的にペイすること困難であり、一
方、その実用が必要とされた際の対応する手段をわが国として保有すること
、および二酸化炭素回収貯蔵技術が、エンジメーカーなどが海外で事業展開
する際に不可欠な現状を考えれば、わが国独自の当該技術の開発は、広く国
民のニーズと合致すると言えるので、公的資金によってその研究開発を支援
すべき案件と判断できる。（E委員）
○CCS技術がCO2削減の中核的な技術でありながら、経済性の観点から民間企業
が技術開発を行うインセンティブが働かない現状においては、国が率先して
推進していく必要がある。CCS技術の安全性評価は国民の受容性を高めるため
にも重要な技術であり、CCS技術を普及するためにも積極的に推進していく必
要がある（G委員）
○ＣＯ２貯留における地下深部の地球化学的研究として政策目的に合致してい
るが、適用環境の一般性は高いか。（D委員）
○目標として設定している個々の事象は妥当であると判断される。（F委員）
【問題点・改善すべき点】
●ＣＯ２鉱物化のための基礎技術の開発は社会的受容性を確保するうえで貴重
なデータとなるが、ここでの研究成果と他の貯留に関する安全性評価の研究
開発とは、どのような関連があり、どうつながっていくのかがよく分からな
い。本研究開発で新たな課題も抽出されたことから、その課題への対応を今
後どこでやっていくのか。(A委員)
●この事業も CCS 技術の付属的な位置づけであり、わざわざ CCS 技術の評価か
ら切り出して個別に評価を行う意味が良く分からない（G 委員）
●「二酸化炭素回収・貯蔵安全性評価技術開発事業」との切り分けが不明確で
ある（H委員）
●今回のような短期間では鉱物固定化の評価は難しく、基礎データに加え実地
評価が必要であろう（B 委員）
●目標達成度の設定に関しては、より定量的なものを設定すべきではないかと
思われるものが散見される。（F委員）
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２．研究開発等の目標の妥当性
ＣＯ２の鉱物化にかかわる各種試験は、社会的受容性を高めるうえで重要な
ものであり、実用化にあたり地域住民の理解を得るのに貴重なデータであり、
シール層形成予測シミュレーション技術を高度化するために基礎データの取得
のための必要な要素技術を明確にし、それぞれの要素技術に対して目標設定を
行い、事業を推進したことは評価できる。
CCS という大規模なエンジニアリング手法を、極めてミクロで未知な物理現象
にまで踏み込んで解明することは、CCS システム全体の予測精度を上げる可能性
がある。独自性の高い CCS 技術の確立という視点からも評価できる。
また、実用化に向けて、鉱物化に要する時間や低温環境での早期鉱物化条件、
ＣＯ２貯留に伴う閉塞、岩盤浸食や地層崩壊等への影響なども今後検証項目と
して取り組む必要性がある。ほか、目標を定量的に明らかにすることなども今
後検討する必要がある。
【肯定的意見】
○ＣＯ２の鉱物化にかかわる各種試験は、社会的受容性を高めるうえで重要な
ものであり、実用化にあたり地域住民の理解を得るのに貴重なデータとなる
。（A委員）
○ＣＯ２を地中に安全に貯留する手法の１つとして考えられているＣＯ２の鉱
物化およびシール層の形成に関する研究を実施することがＣＣＳの安全性評
価・社会的信頼醸成の要素技術として重要であることは十分に理解でき、適
切な目標設定がなされたと判断した。（E委員）
○シール層形成予測シミュレーション技術を高度化するために基礎データの取
得のための必要な要素技術を明確にし、それぞれの要素技術に対して目標設
定を行い、事業を推進したことは評価できる。（G 委員）
○シミュレーション技術の検証のためのデータ取得を行う等、研究開発の目標
は妥当である。（B委員）
○CO2圧入によるシール層形成予測シミュレーション技術の高度化という大目
標を設定し、そのパラメータの１つとなる物理現象（鉱物との反応）のシミ
ュレーションと実サイトでのCO2溶解水の注入による検証、それに必要な分析
、測定手法という要素技術に分解し、目標に落とし込んでいる。CCSという大
規模なエンジニアリング手法を、極めてミクロで未知な物理現象にまで踏み
込んで解明することは、CCSシステム全体の予測精度を上げる可能性がある。
独自性の高いCCS技術の確立という視点からも評価できる。（C委員）
○ＣＯ２貯留に伴う鉱物沈積の化学研究として価値がある。（D委員）
○目標として設定している個々の事象は妥当であると判断される（F委員）
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【問題点・改善すべき点】
●ＣＯ２貯留に伴う閉塞、岩盤浸食や地層崩壊等への影響も考察して欲しい。
（D委員）
●実用化に向けて、鉱物化に要する時間や低温環境での早期鉱物化条件なども
知見として有益であるので、今後検証項目として取り組んでほしい。
（A 委員）
●要素技術に細分化して実施していることは評価できるが、その要素技術で充
分なのか、それともまだ必要な要素技術が存在するのかが分からないため、
客観的に評価が難しい（G 委員）
●実規模実験の必要性が不明確である．実施された内容は，実験室でも可能で
あり，その方がむしろ現象を詳細に把握できるので良いと思われる．
（H 委員）
●目標達成度の設定に関しては、より定量的なものを設定すべきではないかと
思われるものが散見される。（F委員）
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３．成果、目標の達成度の妥当性
方解石沈殿速度の測定手法の確立、炭酸塩飽和水注入による透水性評価では、
一部未達成のものもあったが、ＣＯ２鉱物化の基礎的な現象が解明できたこと
から、ＣＯ２鉱物化に必要な基礎技術が開発されており、概ね目標が達成され
ている。極めて難しい実験を地下で実施し、データの取得を行ったことは評価
できる。
なお、一部未達成な部分に関しては、今後、実用化に向けて社会的受容性を
確保するためには必要なデータであることから、再度検証が必要である。今後
さらに複数の実サイトを使ってパラメータを調整し、予測精度を上げていくこ
とが重要。個々の研究に関しては、その妥当性等をより定量的に評価すべきで
あり、また、それが困難である場合においても、定性的にどの程度妥当である
かを明確にすべきである。他、類似した過去の研究があると思われるので，そ
れと比較した結果を示すべきである。
【肯定的意見】
○設定目標は、ほぼ達成している。（D委員）
○各種試験によってＣＯ２鉱物化の基礎的な現象が解明できたことから、ＣＯ
２鉱物化に必要な基礎技術が開発されており、概ね目標が達成されていると
思われる。（A 委員）
○一部測定が不十分であったため、期待された成果が得られないデータもあっ
たが、概ね良好な成果を上げた。（B委員）
○方解石沈殿速度の測定手法の確立、炭酸塩飽和水注入による透水性評価では
、一部未達成のものもあったが、シール層形成予測シミュレーションに用い
るモデルやパラメータの設定という大目標は達成した。実際の1カ所のサイト
でCO2溶解水を注入して得たデータと計算結果も整合しており、一定の信頼性
を確保しているものと判断できる。（C委員）
○シミュレーションに必要な基盤技術に関して、基盤的手法を確立することは
重要で、概ね成果をあげていると判断できる。（E委員）
○極めて難しい実験を地下で実施し、データの取得を行ったことは評価できる
。（F委員）
○個別要素において、おおむね目標は達成できていることは評価できる。（G委
員）
【問題点・改善すべき点】
●ＣＯ２鉱物化の沈殿速度は温度変化が原因で測定できなかったため一部目標
が未達となっている。逆に考えると、温度変化がＣＯ２鉱物化に与える影響
が大きいことを成果として得ることができたとも言えるが、今後、実用化に
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向けて社会的受容性を確保するためには必要なデータであることから、再度
検証することが必要ではないか。（A 委員）
●一部、当初予測することが難しかった実験的困難に遭遇したため、方解石の
沈澱速度データの測定には至らなかったが、問題点は適切に把握している。
（E委員）
●報告書に記載されているように、実験の改善が必要であろう。（B 委員）
●今後、さらに複数の実サイトを使って、計算結果と実データを比較して、パ
ラメータを調整して、予測精度を上げていくことが必要だろう（C委員）
●個々の研究に関しては、その妥当性等をより定量的に評価すべきであり、ま
た、それが困難である場合においても、定性的にどの程度妥当であるかを明
確にすべきであろう。その上で、課題が明らかになり、さらなる検討が可能
になるはずである（F委員）
●今回の報告で、シール層形成予測シミュレーションの基礎技術が開発された
とされているが、達成度において一部達成にとどまっているものが二つほど
あり、その状態で基礎技術が開発されたと言えるのかどうか、どう判断して
よいのか分かりにくい。（G 委員）
●高温で実験するのが現象を加速するためであるならば，その結果から実際の
温度で起こる現象を予想しなければ，目標を達成したことにならない．類似
した過去の研究があると思われるので，それと比較した結果を示すべきであ
る．（H委員）
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４．事業化、波及効果についての妥当性
CO2 鉱物化の基礎的な現象を解明し、基礎技術を開発できたことは、今後改良
を重ねることで貯留の安全性評価の向上が期待される。CO2 貯蔵の社会的受容性
を確保するため、今後も積極的に推進していくことが望ましい。
また、蒸気を地下に戻す方式の地熱発電や高温岩体発電、油田での EOR（回収
増進）に応用可能である。また、地下の深部の鉱物物性の測定・分析手法は、
高レベル放射性廃棄物の地層処分の建設などにも生かせる可能性がある。
また、本研究の結果の定量的な評価、事業化に向けての具体的な課題の検討・
抽出を行うべきである。ほか、CCS 技術の推進上どのように関連してくるかを検
討する必要がある。
【肯定的意見】
○本研究開発によってＣＯ２鉱物化の基礎的な現象を解明し、基礎技術を開発
できたことは、今後改良を重ねることで貯留の安全性評価の向上が期待され
る。（A 委員）
○将来的な事業化の必要性は感じる。（B 委員）
○事業化は、CCS自体の導入動向に依存するので、不透明である。ただ、CO2を
多く含む流体を地下に注入するケースは、蒸気を地下に戻す方式の地熱発電
や高温岩体発電、油田でのEOR（回収増進）に応用可能と思われる。また、地
下の深部の鉱物物性の測定・分析手法は、高レベル放射性廃棄物の地層処分
の建設などにも生かせる可能性がある。（C委員）
○特に現段階で異論ない。（E委員）
○ＣＯ２貯留における化学的課題の解決の第一歩として妥当。直ちに事業化波
及を考える時期ではない。（D委員）
○事業化に向けて、さらに得るべき知見・技術があることはその通りであり、
そのための引き続きの努力が必要であるのもその通りである。（F委員）
○本事業のシミュレーション予測の高度化を実現するには、様々な CCS 実証実
験で取得できるデータをもとに改良を加えていく必要がある。事業化には、
まだまだ時間を要すものであり、今後様々な技術的な課題が出てくることで
あろうが、CO2 貯蔵を実現するために住民の不安を解消する意義は大きく、技
術的な根拠を持って住民に説明できる可能性を持った技術でもあるので、今
後も積極的に推進していくことが望ましい。（G 委員）
○研究内容からして事業化の見通しを立てにくいことは理解できる．（H委員）
【問題点・改善すべき点】
●本研究開発で新たな課題も抽出できたことから、その課題の検証を継続して
実施することが必要ではないか。（A 委員）
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●まだ技術としての完成度は低いため、事業化はさらに先であろう。（B 委員）
●より現実的な条件における原位置実験をすべきとあるが、その前に、加速実
験が可能な場で、何をさらに明らかにすべきか、という課題が残っているの
ではないだろうか。また、本研究の結果について、定量的な評価が十分に行
われていない印象があり、そのために、事業化に向けて何が具体的な課題か
が適切に抽出されていないようにも思われる。（F委員）
●CCS技術と強い関係性を持ったテーマであるが、CCS技術の推進に対してどの
よう位置づけで実施されているのかもわかりにくく、実現のタイムフレーム
もCCS技術の推進上々とどのように関連してくるのかも不明確である。（G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
熱発電の開発で実績、知見のある民間企業、研究機関が連携して実施したこ
とは、これまでの知見の活用、今後の応用可能性を考慮すれば、極めて妥当な
体制である。
開発体制においては、産官学が協力して推進する体制を取っており、さらには
米国LBNL（ローレンス・バークレー国立研究所）とも共同研究を行い、海外の
知見も取り入れながら推進していることについては評価できる。また、多岐に
わたる技術開発を短期間で実施しているにもかかわらず、一定の成果が上げら
れていることから、費用対効果は得られている。
また、一部目標未達となっている点について、今後本研究開発を継続するこ
となどを含めて、その対応について明確にすべきである。また、反応予測シミ
ュレータの根幹とも言えるパラメータや熱力学データを LBNL から、提供を受け
ており、今後の共同研究を通じて、日本側の独創部分を増やしていくことが望
まれる。また、現場実験についてはより費用に見合った結果が得られるよう今
後検討が必要である。
【肯定的意見】
○ＣＯ２溶解水と岩石の反応予測シミュレーションからＣＯ２注入試験まで多
岐にわたる技術開発を短期間で実施しているにもかかわらず、一定の成果が
上げられていることから、費用対効果は得られていると思われる。（A委員）
○異なる専門分野の機関を取り込み、適切に運用された。資金の配分も妥当で
あった。（B委員）
○特に意見はない（E委員）
○地熱発電の開発で実績、知見のある民間企業、研究機関が連携して実施した
ことは、これまでの知見の活用、今後の応用可能性を考慮すれば、極めて妥
当な体制といえよう。（C委員）
○計画、資金、資金配分効果は妥当。短期間で事業をこなしている。（D委員）
○開発体制においては、産官学が協力して推進する体制を取っており、さらに
は米国LBNLとも共同研究を行い、海外の知見も取り入れながら推進している
ことについては評価できる。
CO2注入試験において新規に抗井を掘削せず既存の抗井を活用したり、地下
へのCO2注入において臨界CO2を利用せず水に溶融したCO2を注入したり、限ら
れた予算の中で成果を出すために様々な努力が行われており、結果として費用
対効果の高い結果を得たと評価できる。（G委員）
○目標を達成するための適切な体制が取られている．（H委員）
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【問題点・改善すべき点】
●ＣＯ２鉱物化の基礎的なデータが一部得られていないなど目標未達となって
おり、今後、実用化に向けて社会的受容性を確保するために必要なデータで
あることから、本研究開発を継続することなどを含めて、その対応について
明確にすべきではないか。（A 委員）
●反応予測シミュレータの根幹とも言えるパラメータや熱力学データをLBNLか
ら、提供を受けており、今後の共同研究を通じで、日本側の独創部分を増や
していくことが望まれる。（C委員）
●あまり重要でないと思われる現場実験に大きな費用が充てられている．費用
に値する実験であれば，それがわかるような結果を示す必要がある．（H委員
）
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６．総合評価
本事業内容は地球科学研究として重要であり、鉱物固定化に関する基礎的情
報を得ることは、長期にわたる CCS 事業に対して極めて重要な貢献をすること
が期待される。貯留の安全性評価はＣＣＳの実用化に向けた社会的受容性を確
保するうえで必要不可欠で、中でも鉱物固定化に関する研究は、圧入後の CO2
の行方を確実性を持って説明するもので、固定化の信頼性を高め、地域住民の
理解を得るのに貴重なデータとなることが期待される。また、参加費用等が発
生しない形で共同研究が実施されており、海外との共同研究の体制として評価
できる。
また、問題点・改善すべき点については、ＣＯ２鉱物化の基礎的なデータが
一部得られておらず、まだ技術としての完成度は低く実験の改善が必要であり、
今後適切な対応が必要である。研究実施内容の具体的な評価と次の展開に向け
ての課題の抽出等が十分でない。
【肯定的意見】
○地球化学的研究として重要な課題である。（D委員）
○貯留の安全性評価はＣＣＳの実用化に向けた社会的受容性を確保するうえで
必要不可欠である。本研究開発によってＣＯ２鉱物化の基礎的な現象を解明
し、基礎技術を開発できたことは貯留の安全性の向上が期待されるため、実
用化にあたり地域住民の理解を得るのに貴重なデータとなる。（A委員）
○CCSによって地下に圧入したCO2の挙動に関しては未知な部分も多く、それゆ
えにモニタリング技術が重要性で、社会的な受容性の課題もそうした圧入後
のCO2の不確実性に起因する。そうしたCO2貯留の一連の流れの中で、地下高
温域でのCO2と鉱物との化学反応を解明することは、圧入後のCO2の行方を、
確実性を持って説明し、固定化の信頼性を高める。今回の研究では、モデル
化、パラメータ化にもめどを付けたことで、目標を大方、達成したと評価で
きる。（C委員）
○鉱物固定化に関する基礎的情報を得ることは、長期にわたるCCS事業に対して
極めて重要な貢献をすることが期待される分野である。また、この種の研究
は、民間主導での実施は困難であり、国の寄与が必要とされるものである。
従って、本研究が目指すもの自体は、重要な内容であると考える。（F委員）
○安全性の高いCO2貯留技術の確立には不可欠な技術であり、事業は妥当である
と考える。民間単独での技術開発が難しいことを考えると、国の関与が必要
である。一部測定が不十分であったため、期待された成果が得られないデー
タもあったが、概ね良好な成果を上げた。（B委員）
○技術基盤を確立する上での必要な基盤技術を適切にピックアップし、プロジ
ェクトが遂行されたことは評価できる。（E委員）
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○少ない費用の中で、様々な技術開発を実施し、数多くの成果を得たことは評
価できる。また、本研究を推進するにあたり、国内の大学や公的研究機関だ
けでなく、海外の研究機関との連携も行える体制を構築し成果を出しやすく
したことも評価できる。（G 委員）
【問題点・改善すべき点】
●ＣＯ２鉱物化の基礎的なデータが一部得られていない。今後、実用化に向け
て社会的受容性を確保するためには必要なデータであることから、再度検証
することが必要ではないか。（A 委員）
●今回のような短期間では鉱物固定化の評価は難しく、基礎データに加え実地
評価が必要であろう。報告書に記載されているように、実験の改善が必要で
あろう。まだ技術としての完成度は低いため、事業化はさらに先であると感
じた。（B 委員）
●アメリカ機関との共同協力は大切であるが、いずれの事業も支払いのみであ
ることは改善すべき。（この事業に限ったコメントではない。）（D委員）
●実験上の問題点が研究開発の過程で明らかになったので、今後適切に対応し
ていただければよい。（E 委員）
●研究実施内容の具体的な評価と次の展開に向けての課題の抽出等が十分でな
い部分が見られ、より効率的に進めるための作業がさらに行えるのではない
かと思われる。このような観点からの研究のさらなる深化が望まれる。（F委
員）
●CCS事業と切り離して評価する意義を明確にして欲しい。（G委員）
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７．今後の研究開発の方向等に関する提言
地下鉱物との高温高圧下での化学反応を解明することは、CCS 技術の根幹とも
言える。地下で化学反応により CO2 が固定化されていくことを実証できれば、
CCS の社会的受容性は高まることが期待でき、今後ともさらに研究を行うことが
重要である。
本研究開発ではＣＯ２鉱物化の基礎的なデータの一部が得られなかったた
め、今後は、これらのデータを取得しより有意義な成果を出していくための試
験方法及び実施体制を検討していく必要がある。
【各委員の提言】
○実用化には社会的受容性を確保することが不可欠であることから、地域住民
の理解を得るために必要な基礎データの蓄積が必要である。本研究開発では
ＣＯ２鉱物化の基礎的なデータの一部が得られなかったため、再度検証する
ことが必要であり、データの取りこぼしは避けるべきである。（A 委員）
○CCSの社会的な受容性が問題になる最大の原因は、「圧入したCO2はどうなっ
てしまうのか」「また地上に漏れ出てきて、何らかの影響があるのではない
か」という疑問が根本にある。その意味で、地下鉱物との高温高圧下での化
学反応を解明することは、CCS技術の根幹とも言える。また、CO2挙動予測シ
ミュレーションのパラメータを充実させるうえでも、不可欠な知見だ。予測
精度を高め、地下で化学反応によりCO2が固定化されていくことを実証できれ
ば、CCSの社会的受容性は高まることが期待できる。（C委員）
○ＣＣＳにおける障害について、地下の地球化学的研究は大切である。大規模
貯留サイトにおける検討もして欲しい。日本発国際的利用共同研究を超える
成果、方向性を追求して下さい。（D委員）
○この種の研究事業は、長期にわたる CCS の安定性の評価のためには極めて重
要であり、また、実施グループは、適切な原位置サイトを利用していること
から、今後ともさらに研究を行うことが重要であると考えます。一方、今回
と同様の実験結果の整理・検討では、効率的に成果を出していくことができ
るかどうかやや疑問が残ります。より有意義な成果を出せるためのサポート
(例えば実施グループへのアドバイザリーボード等の設置)を考えていかれる
とよいように思います。（F 委員）
○本事業のほかに今回2件のCCS事業に関わる要素技術評価を実施しているが、
どの事業もCCS事業予算の100分の1にも満たない小額予算の事業となってい
る。それらの小額事業を本体のCCS事業と同等のレベルの様式で評価している
が、評価に要するコストと労力を考えると、とても効率的とは言えず、それ
ぞれの本来のあるべき評価はCCS事業そのものに起因している以上、小額事業
を個別に評価してもそれほど意味が無いように思える。このような付属的な
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事業を本体事業と切り分けて、しかも同じプロセスで評価することは合理性
に合わない。もっと、簡素化したプロセスを準備するか、本体事業と一緒に
評価するか効率性の観点から無駄を省いて欲しい。（G委員）
○「二酸化炭素回収・貯蔵安全性評価技術開発事業」との切り分けが不明確で
ある．（H委員）
○実規模実験の必要性が不明確である．実施された内容は，実験室でも可能で
あり，その方がむしろ現象を詳細に把握できるので良いと思われる．（H委員
）
○高温で実験するのが現象を加速するためであるならば，その結果から実際の
温度で起こる現象を予想しなければ，目標を達成したことにならない．類似
した過去の研究があると思われるので，それと比較した結果を示すべきであ
る．（H委員）
○あまり重要でないと思われる現場実験に大きな費用が充てられている．費用
に値する実験であれば，それがわかるような結果を示す必要がある．（H委員
）
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第４章 評点法による評点結果

「二酸化炭素回収・貯蔵安全性評価技術開発事業（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）」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
（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

１．事業の目
的・政策的位
置付けの妥当
性

２．研究開
発等の目
標の妥当
性

３．成果、目
標の達成度の
妥当性
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４．事業化、波
及効果につい
ての妥当性

５．研究開発マネ
ジメント・体制・
資金・費用対効果
等の妥当性

６．総合評価
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第５章 評価小委員会のコメント及びコメントに対する対処方針
本研究開発事業の評価に係る評価小委員会のコメント及びコメントに対する推進課
の対処方針は、以下のとおり。
【・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）】
（コメント①）

貯留ポテンシャルがどの程度あるのかを明確にしておかないと、研究成果が次に活か
せない。
（コメント②）

公募事業は、現状を踏まえて、更にその先の知見を得ようとする公募であれば意味が
あるが、本事業は、後追いの補完的な課題が多く、公募によって何を知ろうとしてい
たのか明確でない。
（対処方針①）

我が国の貯留ポテンシャルについては、ご指摘の通りより詳細な貯留ポテンシャル
を把握することが重要であると認識しており、今後は、CCS の国内外での展開の見通
しや国内の大規模実証の状況等も踏まえた我が国の CCS 施策展開の中で、我が国の貯
留ポテンシャルに関する調査を検討していく。
（対処方針②）

我が国の CCS 技術は、１００万トン規模の大規模貯留データを用いたシミュレーシ
ョンなどに関する研究開発等が不足していると認識しており、特に本事業において
は、今後の CCS 実用化の際に必要となると考えられる CO2 地中移行や地化学反応性シ
ミュレーション技術を中心とした基礎的な調査研究を行ったものである。
今後も、我が国としての技術の現状をより適切に把握した上で、事業の狙いが明確
になるよう公募を行い、必要な技術開発の展開を検討していく。
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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尐額である場合には、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。
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参考資料２

（プロジェクトの抜粋）

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

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

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。
（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・
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

