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まえがき 

本報告書は、経済産業省の補助金交付を受けて、財団法人地球環境産業技術研究機構

(RITE)が実施した平成 17 年度「二酸化炭素地中貯留技術研究開発」の成果を取りまとめ

たものである。 

平成 9 年 12 月に開催された「国際連合気候変動枠組条約第 3 回締約国会議(COP3)」に

おいて、第１約束期間（2008 年～2012 年）におけるわが国の温室効果ガス排出削減量が

1990 年比で 6％という目標が合意されている。また、平成 17 年 2 月には京都議定書が発

効され、平成 17 年 9 月に「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)」において、二酸化炭

素の回収・貯留を「大気中の温暖化ガス濃度を安定化させる方策の１つ」とした特別報告

書がまとめられたたように、温室効果ガス、特に二酸化炭素の排出削減は喫緊の課題とな

っており、早期に実用化が期待できる二酸化炭素排出削減技術の確立が望まれている。 

二酸化炭素地中貯留技術は、天然ガスの地下貯蔵や石油増進回収等で蓄積された技術を

地中へのガス圧入・貯留に応用できるので、最も実用的な技術として期待されている。 

このような中、本研究開発は地中に長期間に亘り安定して二酸化炭素を貯留することをね

らいとして平成 12 年度にスタートし、平成 16 年度までの基礎研究等、及び圧入実証試験、

地質調査などにおいて、平成 15 年 7 月から長岡市の岩野原基地で実施した実証試験で、

地下 1,100m の帯水層に我が国で初めて、また、陸域帯水層としては世界で初めて二酸化

炭素を貯留し、約 1 万４百 t-CO2の累積圧入量を以って平成 17 年 1 月 11 日に圧入終了し

た。この間、岩野原基地から 20km 以内で発生した新潟県中越地震（平成 17 年 10 月 23

日発生）に対して、貯留された二酸化炭素、坑井、圧入設備など二酸化炭素地中貯留の健

全性を確認している。平成 17 年度からは、科学的技術的知見の集積段階から実適用に向

けた技術実証段階への進展を目指し、安全評価手法の開発として岩野原モニタリング、  

基礎的研究、地中挙動予測手法の高精度化、総合評価として想定モデル地点調査、全国  

賦存量調査、有効性評価、周辺関連調査、安全評価関連調査などを実施している。今まで

の研究開発を通じて集積できた二酸化炭素地中貯留の科学的技術的知見を今後の実適用、

及び技術実証段階に必要な技術基盤構築に役立てればと考える次第であります。 

 

 最後に、研究推進委員会やワーキンググループ等においてご指導いただいた先生方、本

研究開発実施に当たりご協力をいただきました財団法人エンジニアリング振興協会を始め

とする多くの関係者の方には、心から感謝申し上げます。 

平成 18 年 3 月 

財団法人 地球環境産業技術研究機構 
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「二酸化炭素地中貯留技術研究開発」委員会等の構成 

1. 研究推進委員会 

 ○ 委員会メンバー 

委員長 田中 彰一 東京大学 名誉教授 

石谷 久 慶應義塾大学 政策･ﾒﾃﾞｨｱ研究科 教授 

榎本 兵治 東北大学大学院環境科学研究科 環境科学専攻 教授 

石戸 恒雄 (独 )産業技術総合研究所地圏資源環境研究部門

地圏流体ﾀﾞｲﾅﾐｸｽ研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

駒田 広也 (財)電力中央研究所 地球工学研究所 首席研究員 

鹿園 直建 慶應義塾大学 理工学部 応用化学科 教授 

乗杉 洋一 (独 )石油天然ｶﾞｽ･金属鉱物資源機構  石油･天然

ｶﾞｽ開発技術企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞ 

伊東 明人 東京電力㈱  技術開発研究所地球環境技術ｸﾞﾙｰ

ﾌﾟ 

ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

大原 敏廣 石油資源開発㈱ 常務執行役員 

（平成 18 年 2 月就任 揖斐敏夫委員から交替）  

佐野 正治 帝国石油㈱  常務取締役海

外 ･大陸棚本

部長 
永広 和夫 新日本製鐵㈱ 副社長 

藤田 和男 芝浦工業大学専門職大学院 工学ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究科 教授 

森田 信男 早稲田大学 理工学部 環境資源工学科 教授 

山地 憲治 東京大学大学院工学系研究科 電気工学専攻 教授 

佐藤 光三 東京大学大学院工学系研究科地球ｼｽﾃﾑ工学専攻 教授 

委 員 

松岡 俊文 京都大学大学院工学研究科社会基盤工学専攻 教授 

  

○ 委員会の開催日 

  第１回委員会 平成 17 年  6 月  3 日 

  第２回委員会 平成 17 年 11 月  2 日  

  第３回委員会 平成 18 年  3 月 20 日  
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2. 調査関係合同ワーキンググループ 

 ○ 合同ワーキンググループメンバー 

主 査 山地 憲治 東京大学大学院 工学系研究科 電気工学専攻 教授 

委 員 赤井 誠 (独 )産業技術総合研究所  ｴﾈﾙｷﾞｰ技術研究部門 

分散ｼｽﾃﾑｸﾞﾙｰﾌﾟ 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

 
飯島 正樹 三菱重工業㈱  機械事業本部ﾌﾟﾗﾝﾄ･交通ｼｽﾃﾑ事

業ｾﾝﾀｰ CO2事業推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

 西垣 誠 岡山大学 環境理工学部 環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ工学科 教授 

 井出 裕恭 JFE ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝｼｽﾃﾑ技術部 流送設計室長 

 小野 透 新日本製鐵㈱ 技術総括部ｴﾈﾙｷﾞｰ技術ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞ 

 庄司 一夫 東洋ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 技術ﾋﾞｼﾞﾈｽ本部 技術研究所 所長 

 岩間 徹 西南学院大学 副学長 

 
藤井 康正 東京大学大学院 新領域創成科学研究科 先端ｴﾈ

ﾙｷﾞｰ工学専攻 

助教授 

 小野田 聡 電気事業連合会 立地環境部長 

 （平成 17 年 10 月就任）   

 駒田 広也 (財)電力中央研究所 地球工学研究所 首席研究員 

○ 合同ワーキンググループの開催日 

  第１回合同ワーキンググループ   平成 17 年  7 月 27 日 

  第２回合同ワーキンググループ   平成 17 年 10 月 26 日 

  第３回合同ワーキンググループ   平成 18 年  1 月  6 日 

  第４回合同ワーキンググループ   平成 18 年  3 月 13 日 

 

 

3. 技術関係合同ワーキンググループ 

 ○合同ワーキンググループメンバー 

主 査 田中 彰一 東京大学  名誉教授 
佐藤 光三 東京大学大学院  工学系研究科  地球ｼｽﾃﾑ工学専

攻 
教授 

松岡 俊文 京都大学大学院 工学研究科 社会基盤工学専攻 教授 

稲森 敏泰 日本ｵｲﾙｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 開発技術部 理事 

佐藤 徹 石油資源開発㈱ 開発本部 貯留層開発部 部長 

上田 晃 三菱ﾏﾃﾘｱﾙ㈱ ｴﾈﾙｷﾞｰ事業ｾﾝﾀｰ 地下環境ｼｽﾃﾑ部 技術主幹 

江原 昌彦 電源開発㈱ ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部 調査役 

委 員 

塩澤 有史 ｼﾞｬﾊﾟﾝｴﾅｼﾞｰ石油開発㈱ 事業部開発生産ｸﾞﾙｰﾌﾟ 主席技師長 

 山本 一雄 帝国石油㈱  取締役技術

企画部長 
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○ 合同ワーキンググループの開催日 

  第１回合同ワーキンググループ  平成 17 年  7 月 21 日 

  第２回合同ワーキンググループ  平成 17 年 10 月 25 日 

  第３回合同ワーキンググループ  平成 18 年  1 月 12 日 

  第４回合同ワーキンググループ  平成 18 年  3 月  9 日 

 

4. 有効性評価ワーキンググループ 

 ○ ワーキンググループメンバー 
主 査 藤井 康正 東京大学大学院 新領域創成科学研究科 先端ｴﾈ

ﾙｷﾞｰ工学専攻 
助教授 

委 員 藤野 純一 (独)国立環境研究所 社会環境ｼｽﾃﾑ研究領域 
統合評価ﾓﾃﾞﾙ研究室  

主任研究員 

 大野 剛正 石油資源開発㈱ 新技術事業推進室  室長 

 小野 透 新日本製鐵㈱ 技術総括部 ｴﾈﾙｷﾞｰ技術ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞ 

 小野田 聡 電気事業連合会 立地環境部長 
 （平成 17 年 9 月就任）  

○ ワーキンググループの開催日 

  第１回ワーキンググループ 平成 17 年  7 月 22 日  

  第２回ワーキンググループ 平成 17 年 10 月 17 日  

  第３回ワーキンググループ 平成 17 年 12 月 15 日  

  第４回ワーキンググループ 平成 18 年  3 月 8 日 

 

5. 実適用環境整備ワーキンググループ 

 ○ ワーキンググループメンバー 
主 査 藤井 康正 東京大学大学院 新領域創成科学研究科 先端ｴﾈ

ﾙｷﾞｰ工学専攻 
助教授 

委 員 佐藤 徹 東京大学大学院 新領域創成科学研究科 環境学
専攻環境ｼｽﾃﾑ学大講座 

教授 

 
梶原 秀夫 (独)産業技術総合研究所  化学物質ﾘｽｸ管理研究

ｾﾝﾀｰ  
主任研究員 

 織  朱實 関東学院大学 法学部 法政策学科  助教授 

○ ワーキンググループの開催日 

  第１回ワーキンググループ 平成 17 年  7 月 22 日  

  第２回ワーキンググループ 平成 17 年 10 月 17 日  

  第３回ワーキンググループ 平成 18 年  3 月  8 日 

 

6. モデル地点調査ワーキンググループ 

 ○ ワーキンググループメンバー 

主 査 駒田 広也 (財)電力中央研究所 地球工学研究所 首席研究員 
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○ ワーキンググループの開催日 

  第１回ワーキンググループ 平成 17 年  7 月 11 日  

  第２回ワーキンググループ 平成 17 年 10 月 12 日  

  第３回ワーキンググループ 平成 17 年 11 月 30 日  

  第４回ワーキンググループ 平成 18 年  3 月 7 日 

 

7. 全国賦存量調査ワーキンググループ 

 ○ ワーキンググループメンバー 

主 査 駒田 広也 (財)電力中央研究所 地球工学研究所 首席研究員 

○ ワーキンググループの開催日 

  第１回ワーキンググループ 平成 17 年  7 月 11 日  

  第２回ワーキンググループ 平成 17 年 10 月 12 日  

  第３回ワーキンググループ 平成 17 年 11 月 10 日  

  第４回ワーキンググループ 平成 17 年 12 月 21 日  

  第５回ワーキンググループ 平成 18 年  3 月  7 日 

 

8. 岩野原モニタリングワーキンググループ 

 ○ ワーキンググループメンバー 

主 査 佐藤 光三 東京大学大学院 工学系研究科 地球ｼｽﾃﾑ工学専攻 教授 

○ ワーキンググループの開催日 

  第１回ワーキンググループ 平成 17 年  7 月 12 日  

  第２回ワーキンググループ 平成 17 年 10 月 11 日  

  第３回ワーキンググループ 平成 17 年 11 月  8 日  

  第４回ワーキンググループ 平成 18 年  1 月 10 日  

  第５回ワーキンググループ 平成 18 年  3 月  3 日 

 

9. 地中挙動ワーキンググループ 

 ○ ワーキンググループメンバー 

主査 佐藤 光三 東京大学大学院 工学系研究科 地球ｼｽﾃﾑ工学専攻 教授 

○ ワーキンググループの開催日 

  第１回ワーキンググループ 平成 17 年  7 月 12 日  

  第２回ワーキンググループ 平成 17 年 10 月 14 日  

  第３回ワーキンググループ 平成 17 年 12 月 20 日  

  第４回ワーキンググループ 平成 18 年  2 月 28 日  

 

＊ 委員の方々の所属等は、平成 18 年 3 月末現在である。 
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要約 

「二酸化炭素地中貯留技術研究開発」 

 

RITE では、経済産業省の補助金交付を受け、わが国における大規模発生源から排出さ

れる二酸化炭素(CO2)を地中に長期的に安定かつ安全に貯留する技術を確立するための研

究開発を進めている。平成 17 年度の研究開発の進捗状況は以下のとおりである。 

なお、平成 12 年度から平成 19 年度の 8 ヵ年にわたって計画されている本研究開発のう

ち、平成 12 年度と平成 13 年度は新エネルギー･産業技術総合開発機構(NEDO)の委託研究

開発として実施された。 

 

1. 安全評価手法の開発 

(1) 岩野原モニタリング 
岩野原モニタリングの目的は、圧入された二酸化炭素の地中挙動を高精度に予測するこ

とであり、岩野原実証試験サイトにおいて地下 1,100m に圧入された超臨界二酸化炭素の

挙動を、各種モニタリングにより観測する。また、観測データを用いたシミュレーション・

スタディにより総合解析を行うとともに、二酸化炭素地中貯留の安全性評価に係わるデー

タの取得を行うことである。 

平成 17 年度は、圧入完了後の二酸化炭素の地中での挙動を把握するため、各種観測と

圧入後の貯留層の地層流体試料の採取・分析、ヒストリー・マッチングにより、挙動予測

のためのシミュレーション・スタディを実施した。 

なお、平成 15 年 7 月に開始された二酸化炭素の圧入運転は、平成 17 年 1 月 11 日に最

終累計圧入量 10,405.2 t-CO2をもって完了している。 

・岩野原サイトにおける二酸化炭素挙動を継続して観測し、ヒストリー・マッチングに

よる長期挙動予測モデルの精度向上を図った。 

・二酸化炭素地中貯留では世界初となる地層水サンプリングを観測井 CO2-2 で行い、地

下における二酸化炭素の状況を確認した。 

 

(2) 基礎的研究 
基礎的研究の目的は、帯水層に圧入された二酸化炭素の長期安定性評価に係わる現象を

実験室レベルで確認するとともに、二酸化炭素地中貯留に係わる各種物性データを取得し、

岩野原におけるシミュレーション結果と合わせることにより、高精度な長期解析モデルや

評価手法を提供する「地中挙動予測手法の高精度化」に役立てることである。 

平成 17 年度は、主に次の内容を実施した。 



 
 

x 

・室内実験により二酸化炭素（溶解水）がシール層の力学的安定性に与える影響、二酸

化炭素による鉱物溶解度の定量化、二酸化炭素の地層水置換メカニズム解明等を実施

した。また、モニタリング手法適用に必要な基礎物性値を取得した。 

・二酸化炭素（溶解水）がシール層の力学的安定性に与える影響の評価や二酸化炭素地

層水置換メカニズムの解明などに取り組んだ。 

 

(3) 地中挙動予測手法の高精度化 
地中挙動予測手法の高精度化の目的は、安全評価体系構築に向け、圧入された二酸化炭

素が帯水層およびその上部において、短期的・長期的に取り得る挙動の科学的な検討を行

い、二酸化炭素地中挙動メカニズムの集大成を行うことである。 

平成 17 年度は、主に次の内容を実施した。 

・地下深部における地中挙動モデルの予測手法、及び浅部地層における影響評価を行っ

た。 

・東京湾深部を対象とした地中挙動モデル作成に着手するとともに、浅部地層における

二酸化炭素の影響を評価した。 

 

2. 総合評価 

(1) 想定モデル地点調査 
想定モデル地点調査の目的は、モデル地点を対象に二酸化炭素地中貯留の実適用を想定

したエンジニアリングスタディを行って課題を抽出し、その課題解決に向けた検討を通じ

て有効性評価を定量的に裏付ける情報を提供することである。また、地中貯留の一般化し

た実適用イメージ（集中排出源を持つ複数産業を対象に）を検討し、コスト、投入エネル

ギー、二酸化炭素削減効果などの定量的データを得ることで、マイルストーンを明確化し

た技術実証･実適用のロードマップに反映することである。 

平成 17 年度は、主に次の内容を実施した。 

・北海道と新潟地区をモデル地点とした貯留システムのエンジニアリングスタディを実

施し、実適用に向けた課題を抽出した。 

 

(2) 全国貯留層賦存量調査 
全国貯留層賦存量調査の目的は、日本の帯水層貯留において十分な貯留可能量が存在す

ることを信頼性の高いデータで示すことであり、平成 17～19 年度は、日本の地質状況に

おいて地中貯留が実現可能な考え方および概念を整理するとともに、賦存量調査の調査手

順・評価手順を全国貯留層賦存量調査法としてとりまとめることにより、貯留層の全国的

な分布および貯留可能量の算定に反映することである。 

平成 17 年度は、主に次の内容を実施した。 
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・平成５年度の我が国帯水層における貯留可能量を新たな知見をもとに再評価した。ま

た、貯留量評価手法を検討し、既知の地質情報をもとに排出源を考慮した貯留の可能

性評価と概算貯留量算定を実施した。 

 

(3) 有効性評価 
有効性評価の目的は、我が国における二酸化炭素地中貯留の実適用に向け、発生源、回

収法、輸送法、貯留層、圧入方法等から構成される類型化された貯留システムについて、

コスト、貯留ポテンシャル、投入エネルギー、二酸化炭素削減効果などをもとに客観的な

評価を行い、二酸化炭素地中貯留が地球温暖化防止対策として有効な手段に成り得ること

を定量的シナリオで提示することである。また、二酸化炭素地中貯留の実適用に向けた技

術課題を解決していくには、マイルストーンを明記したロードマップを作成し、実証試験

などを含めた現実的な取り組みを行うことが重要となるので、想定モデル地点調査や全国

賦存量調査などのデータから我が国における導入イメージを明確化し、二酸化炭素地中 

貯留の有効性を明らかにすることである。次に、我が国で二酸化炭素地中貯留の実適用に

向けた道筋についてマイルストーンを含めた時間軸で示す（ロードマップ）ことにより、

各時点での実施・達成すべき内容を明瞭化し、円滑な実現の推進を達成させることである。 

平成 17 年度は、主に次の内容を実施した。 

・二酸化炭素貯留システムの類型を提示し、コスト､貯留可能量等の評価を行うことに

より、我が国における有効性を定量的に明らかにした。想定モデル地点調査､全国貯留

層賦存量調査などの検討結果を踏まえ、実適用に向けたロードマップを作成した。 

・想定モデル地点調査､全国貯留層賦存量調査などの検討結果を踏まえ、実適用に向け

たロードマップを作成した。 

・平成 5 年度の賦存量調査結果を最新の知見で再評価された貯留可能量をもとに、経済

的に優位となる排出源を考慮した貯留の可能性を検討し、概略の貯留量を算定した。 

 

(4) 周辺関連調査 
周辺関連調査の目的は、社会的受容向上など社会への普及方策や実適用の実施スキー

ム、法体系などの社会システムを検討するため、国際的な技術動向、政策動向を把握しつ

つ、社会的受容向上方策や法体系などを調査するとともに、地中貯留に関わる情報発信機

能を確立することによって二酸化炭素地中貯留の普及に寄与することである。 

平成 17 年度は、主に次の内容を実施した。 

・CSLF などの国内外における動向調査、および国際ワークショップ開催等による情報

発信を行った。また、実適用に際して検討の必要な社会システムを調査した。 

・長岡プロジェクトの成果を国内外に発信し、地中貯留の実適用に向けた理解と評価を

受ける、「二酸化炭素地中貯留国際ワークショップ～世界の動向と長岡プロジェクト」

を開催した。 
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(5) 安全評価関連調査 
安全評価関連調査の目的は、二酸化炭素地中貯留技術の実適用に向けた安全及び環境

影響評価に関する考え方を整理し、海外動向を踏まえた指針案を検討する。また、海

外における安全性評価に関する調査を実施し、リスクシナリオの抽出と評価を行い、

我が国の環境に適した指針案作成に向けた安全評価に係わる情報の整理・検討を行う

ことである。 

平成 17 年度は、主に次の内容を実施した。 

・安全確認･環境影響評価に関わる海外動向等を調査し、安全評価手法の検討を行った。 
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第1編 概要 

第1章 事業概要 

1.1 事業目的 
平成 9 年 12 月に開催された「国際連合気候変動枠組条約第 3 回締約国会議(COP3)」に

おいて、第１約束期間（2008 年～2012 年）におけるわが国の温室効果ガス排出削減量が
1990 年比で 6％という目標が合意されている。また、平成 17 年 2 月には京都議定書が発
効されたように、温室効果ガス、特に二酸化炭素(CO2)の排出削減は喫緊の課題となって
おり、早期に実用化が期待できる二酸化炭素排出削減技術の確立が望まれている。 
二酸化炭素地中貯留技術は、天然ガスの地下貯蔵や石油増進回収等で蓄積された技術を

地中へのガス圧入・貯留に応用できるので、最も実用的な技術として期待されている。ま

た、これまでの調査研究結果から、貯留の対象として考えられる日本近海の帯水層が、十

分な貯留能力を有するとの試算もなされている。しかしながら、対象層である帯水層内で

の二酸化炭素挙動等については十分な検証がなく、さらに長期貯留に関する安全や環境影

響について技術的、科学的な検討が十分とは言い難い。 
そこで本研究開発では、大規模発生源から分離･回収した二酸化炭素を地中帯水層に長

期に安定的かつ安全に貯留する技術を確立するための研究開発を行う。 
 
1.2 事業の概要 
二酸化炭素地中貯留技術研究開発の実施項目は図 1.2-1 に示すように大きく分けて 2 つ

の項目から構成されている。それぞれの内容を以下に記載する。 

 
図 1.2-1  二酸化炭素地中貯留技術研究開発の実施項目  

二酸化炭素地中貯留

技術研究開発 
安全評価手法

の開発 

総合評価 想定モデル地点調査 

全国貯留層賦存量調査  

安全評価関連調査 

有効性評価  

周辺関連調査 

岩野原モニタリング 

基礎的研究  

地中挙動予測手法の高精度化 



 
 

2 

 

1.2.1 安全評価手法の開発 
(1) 岩野原モニタリング 
平成17年度は、平成17年1月11日に圧入を完了した二酸化炭素10,405.2t-CO2の地中での挙動

を継続して把握するため、各種観測と圧入後の貯留層の地層流体試料の採取・分析、及びヒス

トリー・マッチングによるシミュレーション・スタディを実施した。 
 

(2) 基礎的研究 
室内実験により二酸化炭素（溶解水）がシール層の力学的安定性に与える影響、二酸化炭素

による鉱物溶解度の定量化、二酸化炭素の地層水置換メカニズム解明等を実施した。また、モ

ニタリング手法適用に必要な基礎物性値を取得した。 

 

(3) 地中挙動予測手法の高精度化 
地下深部における地中挙動モデルの予測手法、及び浅部地層における影響評価を行った。 

 

1.2.2 総合評価 
(1) 想定モデル地点調査 
北海道地区と新潟地区をモデル地点とした貯留システムのエンジニアリングスタディを 

実施し、実適用に向けた課題を抽出した。 

 

(2) 全国貯留層賦存量調査 
平成5年度の我が国帯水層における貯留可能量調査を新たな知見をもとに再評価した。また、

貯留量評価手法を検討し、既知の地質情報をもとに排出源を考慮した貯留の可能性評価と概算

貯留量算定を実施した。 

 

(3) 有効性評価 
二酸化炭素貯留システムの類型を提示し、コスト､貯留可能量等の評価を行うことにより、

我が国における有効性を定量的に明らかにした。また、想定モデル地点調査､全国貯留層賦存

量調査などの検討結果を踏まえ、実適用に向けたロードマップを作成した。 

 

(4) 周辺関連調査 
CSLFなどの国内外における動向調査、および国際ワークショップ開催等による情報発信を行

った。また、実適用に際して検討の必要な社会システムを調査した。 

 

(5) 安全評価関連調査 
安全確認･環境影響評価に関わる海外動向等を調査し、安全評価手法の検討を行った。 
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第2章 平成 17 年度 実施内容および成果概要 

2.1 実施主体 
財団法人 地球環境産業技術研究機構 

 京都府相楽郡木津町木津川台九丁目2番地 
 

2.2 実施期間 
 自 平成17年4月 1日 
 至 平成18年3月31日 

 

2.3 実施体制 
2.3.1 事業管理体制 
事業の管理は図1.2-1に示す体制で行った。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

図 2.3-1  事業管理体制 
 

2.3.2 事業実施体制 
事業の実施は図2.3-2に示す体制で行った。 

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 茅 陽一（兼任） 

理事長  事務局長 総務ｸﾞﾙｰﾌﾟ 経理ﾁｰﾑ 

地球環境産業

技術研究所 研究企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

ｼｽﾃﾑ研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

CO2貯留研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

秋山 喜久  日高 哲男  ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 中川 良久  ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ 前田 浩  

所長 茅 陽一 
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 岡村 繁寛  

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 友田 利正  

財団法人 地球環境産業技術研究機
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図 2.3-2  事業実施体制 
 

2.3.3 事業担当責任者 
二酸化炭素地中貯留プロジェクト 

 プロジェクトリーダー 水野 康信 

 

2.3.4 経理担当者 
総務グループ 経理チーム 

 チームリーダー   前田 浩 

 

2.4 実施内容および成果概要 
2.4.1 安全評価手法の開発 
(1) 岩野原モニタリング 
平成17年度は、平成17年1月11日に圧入を完了した後の二酸化炭素10,405.2t-CO2の地中での

挙動を継続して把握するため、各種観測と圧入後の貯留層の地層流体試料の採取・分析、ヒス

トリー・マッチングにより、挙動予測のためのシミュレーション・スタディを実施した。 
 
① モニタリング 
a 圧力・温度計測 
平成 17 年度は平成 16 年度からの継続として、圧入井 CO2-1 坑および観測井 CO2-4 坑

を対象に二酸化炭素圧入貯留層 Zone-2 の圧入終了後の圧力・温度を測定した。 
 

財団法人 地球環境産業技術研究機

責任者  大関  真

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞｰ 水野 康信  ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 茅 陽一  

CO2貯留研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

RITE エン振協分室 

研究推進委員会  
○技術関係合同WG 
 ・岩野原モニタリング WG 
 ・地中挙動 WG 
○調査関係合同 WG 
・モデル地点調査 WG 
・全国賦存量調査 WG 
・有効性評価 WG 
・実適用環境整備 WG 

CO2地中貯留ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 
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b 坑井間弾性波トモグラフィ 
坑井間弾性波トモグラフィ測定は、観測井 CO2-2 坑～観測井 CO2-3 坑間を対象として、

平成 14 年度の第１回、平成 15 年度の第２回、平成 16 年度の第３回～第５回に続いて第
６回を実施した。なお、観測井 CO2-2 坑～観測井 CO2-4 坑間および観測井 CO2-3 坑～観
測井 CO2-4 坑間の測定は、平成 16 年度の第５回に続き、第６回においても測定を実施し
た。測定回数および測定時期、二酸化炭素圧入量を以下に示す。 

• 第１回：平成 15 年 2 月  8 日～ 2 月 19 日 圧入開始前（初期状態測定） 
• 第２回：平成 16 年 1 月 26 日～ 2 月 9 日  圧入中 (3,180～3,400t-CO2） 
• 第３回：平成 16 年 7 月 21 日～ 7 月 30 日  夏季休止中 (6,237 t-CO2） 
• 第４回：平成 16 年 11 月 19 日～11 月 29 日 地震後中断中 (8,954 t-CO2） 
• 第５回：平成 17 年 1 月 20 日～ 2 月 13 日  圧入終了後 (10,405 t-CO2） 
• 第６回：平成 17 年 10 月 11 日～11 月 4 日  圧入完了９ヵ月後 (10,405 t-CO2） 

これらの測定により、二酸化炭素圧入による地盤弾性波速度の低下と低下域の拡大状況

を確認した。 
 

c 物理検層 
平成 17 年度は、観測井 CO2-2 坑、CO2-4 坑における物性値の変化および観測井 CO2-3

坑への二酸化炭素到達確認を目的に検層作業を実施したが、観測井 CO2-2 坑、CO2-4 坑
の各測定結果に顕著な変化は認められず、観測井 CO2-3 坑への二酸化炭素到達は、シミュ
レーション予測のとおり確認できなかった。また平成 17 年度は、新潟県中越地震による
観測井への影響を調査する目的で平成 16年度に観測井 CO2-2坑および CO2-4坑において
実施したボアホール・テレビュアー検層を観測井 CO2-3 坑においても実施し、坑井の健全
性を確認した。 

 
d 微動観測 
平成 17 年度は、二酸化炭素圧入期間完了後の微動発生状況の観測を目的として、地上
に設置した地震計 1 箇所で微動観測を実施した。観測された微動からノイズおよび震源が
特定された地震を除去した後の記録数を、二酸化炭素圧入中と二酸化炭素圧入完了後の 2
つの時系列データに分けて統計的に検討した。これより、二酸化炭素の圧入中と圧入完了

後で差は見られたが、今後の検証が必要である。 
 

e 地層流体採取および分析 
観測井 CO2-2坑の坑内に坑内降下式採取器を降下し、貯留層 Zone-2区間の深度 1,118m、

1,114mおよび 1,108.6mの 3点における地層流体試料を採取するとともに、深度 1,108.6m
においては試料採取時の地層圧力挙動を記録し、その解析を行なった。 
採取した地層流体試料の分析により、深度 1,118m では遊離二酸化炭素（注）は存在しな

                                                  
（注）貯留層における超臨界二酸化炭素。シミュレーション・スタディにおいては、ガス相二酸化炭素と
呼称する。  
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いが、地層水に顕著に二酸化炭素が溶解していたこと、深度 1,114m では可動流体は殆ど
遊離二酸化炭素のみであること、深度 1,108.6m では二酸化炭素圧入の顕著な影響は認め

られないことが明らかになった。これらの結果は物理検層結果と整合しており、かつ、深

度 1,118m の試料中の重炭酸イオン濃度から、当該深度での比抵抗検層と中性子検層の結
果の不一致の原因を説明できることを確認した。また、圧力挙動解析結果からは、深度

1,108.6m の坑井近傍の水平浸透率は 1.0md、垂直浸透率は 0.4md と算定された。 
 

② シミュレーション・スタディ 
平成 17 年度のシミュレーション・スタディでは、平成 16 年度までの差分グリッドに替

え、局所細分機能を繰り返し適用した入れ子状のグリッドグリッドを用い計算時間の短縮

を可能とした上で、ヒストリー・マッチングと長期挙動予測計算を行った。 
平成 17 年度のヒストリー・マッチングでは、追加データを加えた以下の観測データを

マッチングの対象とした。 
• 圧入井 CO2-1 坑における坑底圧 
• 観測井 CO2-4 坑における坑底圧 
• 観測井 CO2-2 坑へのガス相二酸化炭素の到達時期 
• 観測井 CO2-4 坑へのガス相二酸化炭素の到達時期 
• 観測井 CO2-3坑へは平成 18年 3月 6日までガス相二酸化炭素は到達していない。 
• 観測井 CO2-2坑および CO2-4坑における深度に対するガス相二酸化炭素飽和率分
布の経時変化。 

平成 17 年度のヒストリー・マッチングで得られた最良ケースモデルにおける圧入二酸
化炭素の 1000 年間長期挙動予測計算では、平成 16 年度と同様に、圧入した二酸化炭素は
実証試験が行われた区域に長期間貯留されるとの結果が得られた。 

 

(2) 基礎的研究 
① 平成 17 年度の実施内容 
 以下に，平成 17 年度に実施した基礎実験に係わる各研究項目の目的及び実施概要を整
理した。 
1） 岩野原実証試験サイトで行われてきた音波検層と比抵抗検層の経時変化に基づいて，

Gassmann の式と Archie の式より観測井 CO2-2、CO2-4 近傍の二酸化炭素飽和度を
それぞれ推定し，コア試料の測定結果や中性子検層（NMR）で得られた測定結果との
比較検討を行った。 

2） 地中貯留の重要なトラップメカニズムとして注目されている残留ガス（二酸化炭素）

飽和度測定に関するコアフラッド実験を実施し，測定手法の確立や Berea 砂岩を用い
た予備実験を行った。 

3） 二酸化炭素圧入に伴うシール層（Caprock）の力学特性への影響を調べるために，泥
質岩の測定試料を用いた三軸圧縮試験を実施した。難浸透性の泥質岩試料への超臨界

二酸化炭素注入方法を中心に，間隙圧だけ（single-phase）で飽和した場合と間隙水
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及び超臨界二酸化炭素（two－phase）で同時に飽和された場合の強度，変形特性の違
いを明らかにした。 

4） 泥質岩の力学特性試験の結果を基に，超臨界二酸化炭素と間隙水からなる二層流の浸

透や泥質岩の強度，変形特性について，解析ツール COMSOL を用いた連成解析の理
論的検討を行ったほか，検討課題を整理した。 

5） 岩野原実証試験サイトでは，二酸化炭素圧入期間中に中越地震が発生し，圧入サイト

に設置された地震計にも重要な観測データが記録された。圧入サイト周辺約 10km 範
囲内にある他研究機関の地震計の観測データを調査したほか，観測データの特徴や地

震による地盤震動の影響評価を行った。 
6） 広域地下水流動の調査方法について，国内外の文献資料を整理した上で地中貯留にお

ける広域地下水流動調査法のあり方について検討した。 
7） 抗井間弾性波トモグラフィ測定結果の解析方法について，従来は波線（光線）理論が

利用されてきたが，同一測定データセットに波動理論（線形有限周波数波動理論）を

適用し，異なった解析方法による速度低下率や二酸化炭素分布領域の差異を調べた。 
8） 二酸化炭素の鉱物固定について，実証試験サイトの石灰質シルトを用いた反応試験か

ら二酸化炭素圧入による地球化学反応の検討に必要な基礎データを取得し，

ChemTOUGH を用いた数値解析に供し，検討した。 
9） 長期二酸化炭素挙動予測シミュレータに必要な不動水飽和率，残留ガス飽和率に関す

る知見を得るために，格子ボルツマン法を用いたミクロな多孔質体内部二相流解析を

実施した。解析条件として，室内試験および地下環境の温度圧力条件を設定し，空隙

構造と圧力勾配を変化させた。 
 
② 平成 17 年度の成果概要 
主要な成果の概要を以下に整理する。 

1） 音波検層の結果から Gassmann の式よって推定された観測井近傍の二酸化炭素飽和
度は最大で約 40％（CO2-2）に達しており，NMR の検層結果で得られた自由水（FFV)
の値とよく一致する。一方，比抵抗検層の結果を基に推定された二酸化炭素飽和度は

音波検層の場合に比べて全体的に低いことがわかった。二酸化炭素飽和度の算出に用

いる定数 n（Archie Saturation Exponent）の精度に依存し，コア試料を用いた測定
実験より定数 n の精度向上を図る必要がある。また，Berea 砂岩を用いた比抵抗測定
実験では，二酸化炭素注入に伴って比抵抗が数倍ほど大きく増加するが，岩野原実証

サイトの比抵抗検層では 20％の増加にとどまっている。 
2） コアフラッドテストによる超臨界二酸化炭素‐水系における残留ガス飽和率測定手

法を確立したほか，キャピラリーエンドエフェクトやキャピラリーデュサチュレーシ

ョンの概念を考慮した残留二酸化炭素飽和率測定方法を検討した。Berea 砂岩の場合，
約 7～15％であり，多胡砂岩では約 7％となっている。また，初期二酸化炭素飽和率
が大きいほど，残留二酸化炭素飽和率大きくなる傾向が見られ，超臨界二酸化炭素‐

水系でも Land の式が適用される可能性が示唆された。一方，超臨界二酸化炭素と N2
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との比較では，初期ガス飽和率，残留ガス飽和率ともに差異が認められた。よって，

残留二酸化炭素飽和率の評価には超臨界二酸化炭素を使用することが不可欠である

ことがわかった。 
3） 三軸応力条件下において岩石に二酸化炭素を注入するための試験装置の開発および，

計測のための周辺設備の開発を重点的に行った。二酸化炭素を注入した場合，破壊強

度の傾向に含水飽和状態での試験結果と明瞭な傾向は見られなかったが，ヤング率の

減少と，封圧依存性の低下が確認された。ポアソン比に関しては，変化に有意な相違

点は確認できなかった。周変位計による径方向の供試体変形のモニタリングの結果，

二酸化炭素注入開始から 10 時間程度で，明瞭な膨張が確認されたが，詳細に関して
は来年度以降への検討が必要である。また，破断面形状の観察では，算出したスティ

ープネスが僅かながら二酸化炭素注入後の試料の載荷軸方向で大きく得られた。破断

面の外見では，供試体全体にせん断亀裂の生じている含水飽和状態での試験片と比較

して，二酸化炭素を注入した場合は供試体上端面側でせん断破壊するケースが目立っ

た。 
4） Biot の空隙弾性論に関する文献資料を整理し，応力と地下水流れの連成効果を考慮し

た連成解析技術を調査した。連成解析においては，スケンプトン定数 B と呼ばれるひ
ずみ変化と間隙水圧変化の大きさを規定する定数，ならびに，不飽和状態での透水性

を定めるパラメータなどが，連成現象を左右する物性値であることがわかった。岩盤

を対象とした連成解析を用いて，二酸化炭素圧入時のシミュレーションを予備的に実

施した結果，二酸化炭素圧入に伴って地下水圧の増加による岩盤の変形や，断層など

の不均質性が存在する場合でも，シミュレーションが可能であることがわかった。 
5） 実証試験サイト周辺における中越地震本震の観測記録の特徴を比べると，実証サイト

内で観測された中越地震の波形は，最大加速度は大きな差がないものの，継続時間が

長く，高周波数成分が豊富であり，むしろ 10Hz 以上が卓越している。その要因につ
いては，地下構造，震源との位置関係及び地震計の特性から検討する必要がある。ま

た，現存の地震動解析手法は極浅い表層地盤の増幅特性を評価するものであり，地下

大深度に適用する限界がある。既存のデータは浸透性・間隙率等貯留特性に関するも

のが多く，大深度地震動解析を実施する場合は，地震基盤の位置，貯留層を含める地

震基盤から地表までの S 波速度構造等地震工学的なデータを取得する必要がある。 
6） 広域地下水流動に係わる調査項目や手法について，類似プロジェクトの事例を中心に

国内文献に基づく資料調査を行い，個々のプロジェクトの目的や着眼点をまとめると

ともに，それらの観点から調査項目や調査手法の組み合わせ方についても調べた。 
7） 波動理論を用いたトモグラフィ結果から，二酸化炭素圧入領域下部で 10％のオーダー

の明瞭なタイムラプス速度差が認められた。波線理論から求められたトモグラフィの

速度差はこれよりも約 25％小さくなった。ノイズおよび波線の不均質性が求められた
4D 速度結果の貯留層上部に見られる白いストライプ状の偽像の原因となった。これ

らの白いストライプは二酸化炭素のキャップロック内へ漏洩を示すものではない。同

じ実証試験で実施された検層結果から，二酸化炭素で飽和された音波 P 波速度が 21％
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低下することが示された。 
8） 岩石反応試験により，炭酸塩鉱物の生成に必要な Ca，Mg，Fe，Mn が実証試験サイ

トの岩石から供給されることがわかった。また，観測井 CO2-2 で実施された CHDT
サンプリングの結果も地下で鉱物溶解反応が進行していることを示唆した。岩石反応

試験結果を ChemTOUGH で感度解析することにより，実証試験サイト特有のパラメ
ータ設定ができる見込みを得た。また，実証試験サイトでは鉱物固定のポテンシャル

が大きいことが推定された。 
9） 格子ボルツマン法によるミクロな多孔質体内部二相流解析によって，二酸化炭素と水

の流動と残留の様子が観察された。これによって，不動水飽和率および，残留ガス飽

和率は圧力勾配には大きな影響を受けない，空隙率が高いほど流体の置換が起こりや

すく残留する二酸化炭素が少ない可能性がある，流速分布とその履歴によって二酸化

炭素の流動が大きく変化する，等の知見が得られた。 
 

(3) 地中挙動予測手法の高精度化 
① 平成 17 年度の研究概要 
a  二酸化炭素地中挙動解析モデルの作成 
閉止構造を持たない一般帯水層に適応範囲を広げるに当たっては，解決すべき様々な問

題が判明した。それらは， 
1）二酸化炭素(CO2)を圧入した地下地層ではどのようなことが起こっているのか？ 
2）どのくらい長期にわたって貯留されるのか？ 
3）地層を通じて地表への漏洩の可能性はあるのか？ 
4）圧入の技術は完成された技術か？ 
5）圧入された二酸化炭素移動のモニタリング方法は？ 
6）リスク評価はどのように実施すべきか？ 
などと集約される。 
 
b 二酸化炭素予測手法の開発 
・閉止構造が存在しない一般帯水層で重要になるのが，貯留層孔隙への物理的な捕捉

（Residual CO2 trapping）と，貯留層を満たす塩水間隙水への溶解（Solubility trapping）
である。二酸化炭素は水溶性天然ガス鉱床を作るメタンよりも水に溶けやすく，二酸化

炭素を溶解した水（塩水）は溶解しないものにくらべ比重が高くなる。これにより，二

酸化炭素は上方の生活圏へ移行・到達しがたくなる。帯水層での二酸化炭素貯留では，

この間隙水への溶解が重要と考えられている。 
・貯留層深度の通常の帯水層では圧力が 10MPa 程度，温度は 100℃に至らないと期待さ
れる。このような条件化では，珪酸塩鉱物からなる堆積岩に短時間のうちに顕著な化学

反応がおきることはあまり期待できない。しかし，地質学的長期を経過した堆積岩層に

炭酸塩を含む各種の鉱物が自生することは，経験的に明らかである。同様のメカニズム
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にて人工的に注入された二酸化炭素が固定されるのが，帯水層貯留における鉱物固定で

ある。 
・一般帯水層の二酸化炭素貯留では，上記の各種メカニズムの組み合わせによって，二酸

化炭素を地下に長期的に安定隔離することを目標に，技術開発を始めた。 
 
c シミュレータの特性把握 
・現在我が国にて帯水層貯留に使われる可能性のある計算コードについて，基本例題の計

算結果の比較により検討を行った。検討対象としたシミュレータは，次のとおりである；

STAR/CO2SQS，TOUGH2/ECO2N，GEM-GHG，ChemTOUGH。 
・GHGT-6 で比較計算されなかった非等温過程を扱う例題を新たに作成した。 
・シミュレータの相互比較検討から，GHGT-6 例題について，その後の状態方程式等の改
良による結果の違いを把握した。 

・浸透率の不均一分布を扱う問題 7（スライプナーの注入サイトを模した 2 次元のモデル）
について，TOUGH2 に見られる結果の違いはブロック間の浸透率の与え方に起因するこ
とを見出した（TOUGH2 ではデフォルトで上流値を使用）。 
・帯水層温度が注入二酸化炭素の温度と異なる非等温過程を扱う新例題については，シミ

ュレータ間の差が 10%以内に収まらないことを把握した。 
 
d 断層モデリング手法の開発 
・実験結果から，深度 1,000m 以深では，微小断層の存在が流体輸送特性に影響しないと
いうことが推定される。 

 
e 帯水層における地層水移動評価手法の研究 
・地下温度を指標とした帯水層中の地下水流動評価手法について，有効性と適用範囲を検

証した。 
・3 次元地下温度分布から，流域単位での広域な地下水流動の評価が可能である。関東平
野における地下温度分布から，平野中央部に向かう広域的な地下水流動の存在が示され

た。 
 
f 二酸化炭素の遅延メカニズムの研究 
・天然帯水層砂岩において，地層間隙水の二酸化炭素濃度上昇に伴う鉱物学的変化をレビ

ューし，貯留層での地化学的変化イメージを把握した。 
・貯留層での地化学的変化を媒介する地層間隙水について，化学組成をデータベース化し

た。貯留層想定深度での地層間隙水は，海成層堆積盆では海水並の、淡水成層堆積盆で

は海成層に比し低い塩濃度であった。 
・貯留層での地化学的変化を理論的に予測する第一歩として，相平衡シミュレーションを

開始した。地層間隙水を模して平均海水の組成を採用し，堆積岩および二酸化炭素を少

量ずつ加えて反応，完全平衡に達することを仮定して，沈殿鉱物相と溶液相の組成を計
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算した。海水－岩石系および海水-岩石-二酸化炭素系についての計算結果は，ともに，
添加量が著しく高くない領域で天然の観察事実をよく再現した。この結果は，計算手法

と用いた熱力学的パラメータが妥当なものであることを示唆する。  
 
g キャップロックの健全性評価のための差トモグラフィ技術の開発 
・水飽和した岩石試料に二酸化炭素を注入し，浸透状況を把握する技術開発のために，二

酸化炭素注入前の基準となる水飽和状態について，速度の異方性を考慮した解析を行な

い，２次元 P 波速度構造を精度良く求めることができた。 
・二酸化炭素注入試料について P 波速度の差トモグラフィを行い，二酸化炭素浸透の状況
を高い精度で解析することができた。 
・二酸化炭素は孔隙率の高い領域に優先的に入り込むことおよび，最終速度低下量は孔隙

率に比例することが分かった。 
・難透水性の脈が存在するなど岩層の構造が複雑である場合も、差トモグラフィが有効で

あることが判明した。難透水性脈は一時バリアの役割を果たし，二酸化炭素の流動を複

雑化させることも確認できた。 
 
h キャップロックの健全性評価のための軟岩のクリープ試験 
・帯水層でのキャップロックの流動変形特性を評価する技術開発を目的に，ベレア砂岩と

珪藻土を用いたクリープ実験を行った。実験では封圧，温度を厳密に制御できる長期高

温高圧クリープ試験装置を使用し，これにより低応力レベルの１ヶ月を目途とした高精

度な試験が可能となった。 
・いずれの試料についても供試体の破壊には至らなかった。べレア砂岩ではひずみの変化

に顕著な温度依存は認められなかった。一方、珪藻土では顕著な差が認められた。孔隙

率や強度，湿分の影響，クリープ応力レベルなどの諸条件の違いがこれらの変化を引き

起こすであろうことは予測されるが，要因の特定には至っていない。 
 
i 沿岸部一般帯水層モデルの構築―東京湾モデリング 
・東京湾周辺を対象に取得された反射法地震探査データ，微動アレイ探査データ，電気検

層データ，音波探査データ，ボーリングデータデータ，地下構造図データを収集し，地

下構造データとして統合した。 
・地下構造データである層序データは性質的なパラメータであり，物性値をもたない。こ

のデータをそのまま補間することはできないため，Indicator 変換を行なったうえで 3
次元最適化手法により補間し，層序の存在確率分布を推定した。 
・上記の手法により作成された 3 次元深部地下構造モデルより，東京湾周辺地域の地下深
部構造の概要を推定できた。 

 
j 浅部地層での二酸化炭素移行の把握 
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・地表湧出するいわゆる上ガスの濃度を、測線上で計測した結果、対象地域では必ずしも

一様に湧出するものではなく、偏在することが認められた。また、この地表ガス濃度が

高い地点の分布と、想定される２本の断層間とがよく一致しており、断層（破砕帯）の

存在が、天然ガスの移行漏洩に強く影響を及ぼすものであることが示唆される。 
 
k 湧出二酸化炭素の大気中拡散状況の把握 
・二酸化炭素湧出量を約 0.02kg/s/m2 と設定した場合、平地上で一定以上の風速の風が吹

く場合には、大気中二酸化炭素濃度の増加が人体に与える影響は無視できるレベルであ

ることが明らかとなった。 
 
l 上昇二酸化炭素の地下水･地盤に及ぼす化学的影響の推定 
・来待砂岩を用いた室内溶出実験（バッチ、フロー）の結果から得られた各元素の溶出速

度を求めた結果、バッチ実験とフロー実験では、溶出速度はほぼ同様な値を示す元素も

あったが、1～4 桁ほど異なる元素もあった。 
・長湯地域の白水鉱泉から長湯温泉にかけての炭酸泉は、天水に二酸化炭素（主に火山ガ

ス起源）が溶解した水が山頂から山麓に向かって涵養される過程で、岩石から元素が溶

出した可能性が高いことが示唆され、長湯地域の塚野鉱泉や津和野地域の炭酸泉より

も、微量元素のナチュラルアナログとして適当であると考えられた。 
 
② 平成 17 年度の成果概要 
平成 17 年度は，(a)貯留層内での挙動について，注入二酸化炭素の貯留層内移動を予測

するためのシミュレータの特性把握を行い，貯留層内での地化学的二酸化炭素移行遅延メ

カニズムにかかわる鉱物学的変化と地層間隙水について検討した。(b)貯留層からの上方移
行については，キャップロックの健全性評価に関する 2 種類の基礎的研究を行ない，断層
モデリング手法開発では亀裂の流体透過性能を実験的に検討した。 (c)貯留の場に関して
は，関東地域地層水広域流動特性の把握研究を開始し，東京湾岸地域の地下構造のモデル

化を試みた。  
 

a  二酸化炭素地中挙動解析モデルの作成 
水溶性天然ガスに類似性を求めた帯水層貯留では，二酸化炭素を溶解する塩水に満たさ

れた地中空間が必要条件であることから，我が国沿岸に広く分布する一般帯水層にその適

応範囲を広げることが方策として考えられる。しかし，閉止構造を持たない一般帯水層に

適応範囲を広げるに当たっては，解決すべき様々な問題があることもあわせて判明した。

それらは， 

1）二酸化炭素を圧入した地下地層ではどのようなことが起こっているのか？ 

2）どのくらい長期にわたって貯留されるのか？ 

3）地層を通じて地表への漏洩の可能性はあるのか？ 

4）圧入の技術は完成された技術か？ 
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5）圧入された二酸化炭素移動のモニタリング方法は？ 

6）リスク評価はどのように実施すべきか？ 

などと集約される。 

 

b  二酸化炭素予測手法の開発 
帯水層貯留では，二酸化炭素が超臨界状態になると予測される深度よりやや深い，地下

1,000ｍ程度を貯留層に想定している。注入直後の二酸化炭素流体は，注入の圧力，自身
の浮力，貯留層の孔隙率・浸透率や間隙水流動などの要因で挙動が規制される状態にある。  
閉止構造が存在しない一般帯水層で重要になるのが，貯留層孔隙への物理的な捕捉

（Residual CO2 trapping）と，貯留層を満たす塩水間隙水への溶解（Solubility trapping）
である。二酸化炭素は水溶性天然ガス鉱床を作るメタンよりも水に溶けやすく，二酸化炭

素を溶解した水（塩水）は溶解しないものにくらべ比重が高くなる。これにより，二酸化

炭素は上方の生活圏へ移行・到達しがたくなる。帯水層での二酸化炭素貯留では，この間

隙水への溶解が重要と考えられている。 
貯留層深度の通常の帯水層では圧力が 10MPa 程度，温度は 100℃に至らないと期待さ

れる。このような条件化では，珪酸塩鉱物からなる堆積岩に短時間のうちに顕著な化学反

応がおきることはあまり期待できない。しかし，地質学的長期を経過した堆積岩層に炭酸

塩を含む各種の鉱物が自生することは，経験的に明らかである。同様のメカニズムにて人

工的に注入された二酸化炭素が固定されるのが，帯水層貯留における鉱物固定である。 
一般帯水層の二酸化炭素貯留では，上記の各種メカニズムの組み合わせによって，二酸化

炭素を地下に長期的に安定隔離することを目標に，技術開発を始めた。 
 

c  シミュレータの特性把握 
・現在我が国にて帯水層貯留に使われる可能性のある計算コードについて，基本例題の計

算結果の比較により検討を行った。検討対象としたシミュレータは，次のとおりである；

STAR/CO2SQS，TOUGH2/ECO2N，GEM－GHG，ChemTOUGH。 
・GHGT-6 例題の一部についても，その後の状態方程式の改良などのチェックや未参加シ
ミュレータについての比較を行うために，今回のコード比較に含めた。 
・GHGT-6 で比較計算されなかった非等温過程を扱う例題を新たに作成した。 
・シミュレータの相互比較検討から，GHGT-6 例題について，その後の状態方程式等の改
良による結果の違いを把握した。 

・浸透率の不均一分布を扱う問題 7（スライプナーの注入サイトを模した 2 次元のモデル）
について，TOUGH2 に見られる結果の違いはブロック間の浸透率の与え方に起因するこ
とを見出した（TOUGH2 ではデフォルトで上流値を使用）。 
・帯水層温度が注入二酸化炭素の温度と異なる非等温過程を扱う新例題については，シミ

ュレータ間の差が 10%以内に収まらないことを把握した。 
 

d  断層モデリング手法の開発 
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・水およびガスを間隙流体とした場合の浸透率測定手法を開発し，微小亀裂を含む軟岩の

浸透率を圧力下で測定する実験に拡張した。 
・圧力が低い領域では微小亀裂を持つ試料の方が持たない試料より浸透率が大きい。しか

し，有効圧が 20MPa 以上の領域（封圧 30MPa，間隙水圧 10MPa）では，微小亀裂の
影響はみられなくなる。 
・実験結果から，深度 1,000m 以深では，微小断層の存在が流体輸送特性に影響しないと
いうことが推定される。 
 

e  帯水層における地層水移動評価手法の研究 
・地下温度を指標とした帯水層中の地下水流動評価手法について，有効性と適用範囲を検

証した。 
・地下温度は地下水流動の優れた指標の一つである。地下温度プロファイルの解析から，

地下水流動の深度別区分，鉛直成分の流速と流動方向を把握できる。 この手法は深部・
低透水層にも適用でき，貯留層レベルの深部の地層水流動を高精度で解析することが可

能である。 
・3 次元地下温度分布から，流域単位での広域な地下水流動の評価が可能である。関東平
野における地下温度分布から，平野中央部に向かう広域的な地下水流動の存在が示され

た。 
 

f  二酸化炭素の遅延メカニズムの研究 
・天然帯水層砂岩において，地層間隙水の二酸化炭素濃度上昇に伴っておきる鉱物学的変

化をレビューし，貯留層での地化学的変化イメージを把握した。 
・貯留層での地化学的変化を媒介する地層間隙水について，化学組成をデータベース化し

た。貯留層想定深度での地層間隙水は，海成層堆積盆では海水並の、淡水成層堆積盆で

は海成層に比し低い塩濃度であった。 
・貯留層での地化学的変化を理論的に予測する第一歩として，相平衡シミュレーションを

開始した。地層間隙水を模して平均海水の組成を採用し，堆積岩および二酸化炭素を少

量ずつ加えて反応，完全平衡に達することを仮定して，沈殿鉱物相と溶液相の組成を計

算した。海水－岩石系および海水－岩石－二酸化炭素系についての計算結果は，ともに，

添加量が著しく高くない領域で天然の観察事実をよく再現した。この結果は，計算手法

と用いた熱力学的パラメータが妥当なものであることを示唆する。  
 

g  キャップロックの健全性評価のための差トモグラフィ技術の開発 
・水飽和した岩石試料に二酸化炭素を注入し，浸透状況を把握する技術開発のために，二

酸化炭素注入前の基準となる水飽和状態について，速度の異方性を考慮した解析を行な

い，２次元 P 波速度構造を精度良く求めることができた。 
・二酸化炭素注入試料について P 波速度の差トモグラフィを行い，二酸化炭素浸透の状況
を高い精度で解析することができた。 
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・二酸化炭素は孔隙率の高い領域に優先的に入り込むことおよび，最終速度低下量は孔隙

率に比例することが分かった。 
・難透水性の脈が存在するなど岩層の構造が複雑である場合も、差トモグラフィが有効で

あることが判明した。難透水性脈は一時バリアの役割を果たし，二酸化炭素の流動を複

雑化させることも確認できた。 
 

h  キャップロックの健全性評価のための軟岩のクリープ試験 
・帯水層でのキャップロックの流動変形特性を評価する技術開発を目的に，ベレア砂岩と

珪藻土を用いたクリープ実験を行った。実験では封圧，温度を厳密に制御できる長期高

温高圧クリープ試験装置を使用し，これにより低応力レベルの１ヶ月を目途とした高精

度な試験が可能となった。 
・いずれの試料についても供試体の破壊には至らなかった。べレア砂岩ではひずみの変化

に顕著な温度依存は認められなかった。珪藻土では顕著な差が認められた。孔隙率や強

度，湿分の影響，クリープ応力レベルなどの諸条件の違いがこれらの変化を引き起こす

であろうことは予測されるが，要因の特定にはいたっていない。 
 

i  沿岸部一般帯水層モデルの構築―東京湾モデリング 
・東京湾周辺を対象に取得された反射法地震探査データ，微動アレイ探査データ，電気検

層データ，音波探査データ，ボーリングデータデータ，地下構造図データを収集し，地

下構造データとして統合した。 
・地下構造データである層序データは性質的なパラメータであり，物性値をもたない。こ

のデータをそのまま補間することはできないため，Indicator 変換を行なったうえで 3
次元最適化手法により補間し，層序の存在確率分布を推定した。 
・上記の手法により作成された 3 次元深部地下構造モデルより，東京湾周辺地域の地下深
部構造の概要を推定できた。 

 
j  浅部地層での二酸化炭素移行の把握 
地表調査により南北走向・東落ちの正断層が２本確認できた。この断層の変位は詳細調

査地域では約 20m と 8m であり、断層の周辺には 5m 程度の破砕領域が存在することが想
定された。一方地表湧出するいわゆる上ガスの濃度を、限られた測線上ではあるが計測し

た結果、対象地域では必ずしも一様に湧出するものではなく、偏在することが認められた。

また、この地表ガス濃度が高い地点の分布と、想定される２本の断層間とがよく一致して

おり、断層（破砕帯）の存在が、天然ガスの移行漏洩に強く影響を及ぼすものであること

が示唆される。 
天然ガスと二酸化炭素との流体特性の相違に関する検討としては、室内実験を想定し、

土槽にメタンガスおよび二酸化炭素ガスを注入する実験の数値シミュレーションを実施し

て予備的な検討を行った。この結果、二酸化炭素・メタン間の流体の物性、すなわち密度、

粘性、溶解度等の違い、および透過性の違いが移行挙動評価結果に大きく影響することが
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示唆された。また、水に溶存する二酸化炭素の移行範囲を推定するための測定手法につい

て検討するため、水槽を用いた室内実験を実施した結果、二酸化炭素の移行挙動範囲推定

には pH の測定が有効であることを確認し、比抵抗トモグラフィでは二酸化炭素注入量に
応じ物性値の変化量を表現できる可能性を示した。 
 

k  湧出二酸化炭素の大気中拡散状況の把握 
高密度ガスの大気拡散に関する既往の研究事例を調査し、湧出二酸化炭素の濃度予測の

ためのモデル化手法の選定を行った。二酸化炭素濃度の予備解析では、湧出条件や気象条

件が二酸化炭素の大気拡散挙動に与える影響についても検討を行った。その結果、二酸化

炭素湧出量を約 0.02kg/s/m2 と設定した場合、平地上で一定以上の風速の風が吹く場合に

は、大気中二酸化炭素濃度の増加が人体に与える影響は無視できるレベルであることが明

らかとなった。 
 

l  上昇二酸化炭素の地下水･地盤に及ぼす化学的影響の推定 
本研究では、室内実験およびナチュラルアナログにより、貯留二酸化炭素が上昇して地

下水に溶解した場合における岩石からの微量元素溶出速度の推定を試みた。微量元素の種

類は、地下水や土壌の環境基準を参考に決定し、来待砂岩を用いた室内溶出実験（バッチ、

フロー）の結果から得られた各元素の溶出速度を求めた。その結果、バッチ実験とフロー

実験では、溶出速度はほぼ同様な値を示す元素もあったが、1～4 桁ほど異なる元素もあっ
た。また、溶出した微量元素の種類が一部異なっていた。この理由は不明であるが、加速

実験であるバッチ試験と現実の系により近いフロー実験の両方で補完的に行うことが望ま

しいと考えられた。また、対象元素により実験を使い分けることができると考えられた。 
また、炭酸泉二箇所（長湯、津和野地域）について、二酸化炭素溶解水により岩石から

微量元素が溶出する現象のナチュラルアナログとして適当かどうかを温泉水の分析結果を

もとに検討した。その結果、長湯地域の白水鉱泉から長湯温泉にかけての炭酸泉は、天水

に二酸化炭素（主に火山ガス起源）が溶解した水が山頂から山麓に向かって涵養される過

程で、岩石から元素が溶出した可能性が高いことが示唆され、長湯地域の塚野鉱泉や津和

野地域の炭酸泉よりも、微量元素のナチュラルアナログとして適当であると考えられた。 
そして、室内実験と天然現象から求めた元素の溶出速度が比較できるかを検討した。ナ

チュラルアナログとして調査した炭酸泉における元素が、二酸化炭素を含む地下水が流動

する間に周辺の岩石と反応して溶出する元素のみによると仮定し、さらに室内実験とナチ

ュラルアナログにおける元素溶出メカニズムが同じであると仮定すれば、室内実験で求め

た溶出速度と炭酸泉における地下浅部の岩石から溶出速度から、天然での反応表面積が、

また現場の岩石の単位重量あたりの比表面積データを用いれば、反応ボリュームの推定が

できる可能性があることが示された。 
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2.4.2 総合評価 
(1) 想定モデル地点調査 
① 目的  

想定モデル地点調査では、貯留層に関する諸データが豊富で、かつ、近隣に二酸化炭素

集中排出源がある複数の地区を選定し、二酸化炭素地中貯留の実適用を想定したエンジニ

アリング･スタディを行う。 
地中貯留技術は、地理的に広がりがあるとともに、排出源からの二酸化炭素の分離･回

収、二酸化炭素の輸送および貯留層への圧入という多様な技術分野を総合したシステムで

あることから、本調査では、初めに各設備のエンジニアリング･スタディを実施し、実適用

時のシステム･イメージを策定する。これにより、二酸化炭素排出源ごとの排出量、排出工

場の稼動状況、設備設置のための用地･用役、輸送ルート状況等の条件を明らかにし、想定

地点での実施に関してシステム構成上の技術課題を抽出し、解決方法を提案する。 
次に、想定地点の排出源企業や周辺状況に関する調査に基づき、二酸化炭素の圧入規模

に応じた各設備の建設費、ランニング･コストを詳細に検討し、複数のシステム構成におけ

る圧入コストを算定するとともに、構成要素ごとの一般的なコスト･データを整理する。本

研究開発全体の経済性評価に資するため、これらのコスト・データを有効性評価 WG に提
供する。 
以下に本調査の成果概要を記載する。成果の主要部分は、多数の図表およびコスト一覧

表となっていることから、詳細については本編を参照されたい。 
 
② 想定モデル地点のエンジニアリングスタディ 

a  実適用規模の想定 

以下の 3 項目を満足することを条件に、モデル地点を選定した。 
1) 実適用規模の二酸化炭素地中貯留が可能な大規模な構造性地下帯水層の存在が期
待できる。 

2) 貯留層等の諸データが比較的豊富に揃っている。 
3) 近傍に二酸化炭素集中排出事業所が存在する。 
選定した想定モデル地点は、下記の 2 地区 4 地点である。平成 5 年度 ENAA 方式によ

る評価結果より、(a)～(c)の地点は、1 地点あたり 1,900～5,200 万 t-CO2の貯留可能量が

推定され、1 地点における実適用規模として 100 万 t-CO2/年×20 年間を想定した場合、十
分な貯留可能量があると判断される。(d)の地点は上記方式による貯留可能量は 1,100 万
t-CO2であるが、全国賦存量調査 WG の算定式によると貯留可能量が 2.5 倍となる。 

(a) 北海道地区 苫小牧地点（海域） 
(b) 北海道地区 鵡川沖地点（海域） 
(c) 新潟地区  阿賀沖地点（海域） 
(d) 新潟地区  南阿賀地点（陸域） 
二酸化炭素排出源から実適用規模を想定すると、製鉄所、セメント工場、および、製紙

工場では、一設備あたり 100 万 t-CO2/年規模の二酸化炭素排出が期待できる。火力発電所
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は稼働率・負荷率変動が大きいため、50～100 万 t-CO2/年規模であり、製油所の水素製造
設備では、一箇所あたり 10～40 万 t-CO2/年規模となる。分離回収プラントの設備サイズ
からも概ね 100 万 t-CO2/年を１ユニットとすることが現実的と考えられる。 
 

b  排出源と分離･回収法 

二酸化炭素排出源である火力発電所、製鉄所、製油所、セメント工場および製紙工場に

ついて業種別の排出量を把握した上で、想定モデル地点の対象事業所の稼働状況から設備

ごとの対象ガスの種類と回収量を設定した上で、分離回収プロセスを選定し、設備を設計

した。 

 

表 2.4-1 二酸化炭素排出源ごとの排出量および回収量  
二酸化炭素  
発生源 発電所 製鉄所 製油所 セメント 

工場 製紙工場 

業種別排出量 
（百万 t-CO2/年） 

363.0 
（電事連） 

182.4 
（鉄鋼連盟） 

43.9 
（石油連盟） 

21.9 
(セメント協会) 

26.3 
(製紙連合会) 

化石燃料起源 
（百万 t-CO2/年） 

363.0 
（石炭 113） 182.4 43.9 21.9 26.3 

その他排出 
（百万 t-CO2/年） なし なし 2.3-3.0 

（水素ガス） 
32.5 

（石灰石） 
約 26 
（バイオ） 

調査対象 
石炭焚き 
LNG 焚き 
LNG 複合 

高炉ガス 
（BFG） 水素製造 

ロータリー 
キルン 
（石灰石 
 +燃料） 

ソーダ回収 
ボイラー 
（バイオ 
 燃料） 

対象ガス種類 燃焼排ガス 還元ガス 
（燃焼前） 

水素製造ガス 
（CO2除去前） 燃焼ガス 燃焼ガス 

排ガス中 CO2 
（Vol%湿式基準） 

12.4（石炭） 
8.4（L 焚） 
3.8（L 複） 

 
20.4 

20.9 
（3bar 分圧） 

 
18-20 
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対象設備回収量 
（百万 t-CO2/年） 1.0 1.0 0.34 1.0 1.0 

 

表 2.4-2 二酸化炭素排出源ごとの分離回収プロセス 
対象排出源 分離回収プロセス 

火力発電所 KEPCO/MHI プロセス 

製鉄所（高炉ガス） 化学吸収法（DEA） 

製油所（水素製造設備） aMDEA プロセス（BASF 社） 

セメント工場 Econamine プロセス（Fluor 社） 

製紙工場 Econamine プロセス（Fluor 社） 

 

c 輸送方法 

北海道地区および新潟地区における各ケースの輸送経路について現地調査を行い、設置

環境、経済性、施工性、維持管理性、許認可取得の難易度等の観点より、パイプラインの

最適ルートを選定した。 
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輸送圧力は、国内の天然ガスパイプライン輸送実績の上限である 7.0MPa とした。輸送
量 100 万 t-CO2/年の場合、配管サイズは 300A～400A である。 
 

d  貯留方法 

海域および陸域につき、地質調査で調査すべき項目を整理し、圧入設備（敷地・坑井設

備）、操業条件、モニタリング計画および圧入挙動予測につき検討し、コストを算出した。 

海域の圧入井については、以下のように沿岸の圧入基地からの大偏距掘削（ERD)を検
討した。 

(a) 苫小牧沖：垂直深度 1,200ｍ、水平偏距 3,300ｍの ERD 井（4 坑井） 
(b) 鵡川沖：垂直深度 1,200ｍ、水平偏距 1,550ｍ、2,000ｍ、3,000ｍ、4,000ｍの ERD

井（4 坑井） 
(c) 阿賀沖：垂直深度 2,400ｍ、水平偏距 5,500ｍ、7,200ｍの ERD 井（2 坑井） 
陸域の圧入井については、圧入対象層の条件から、水平長 1,200ｍの坑井（垂直深度 1,200

～1,300ｍ）（1 坑井）とした。 
 

③ 実適用に向けた技術課題の抽出、課題解決に向けた検討 

a  排出源（分離･回収）に係わるもの 
上記の排出源ごとに、(a)低コスト化、(b)敷地･ユーティリティ確保、(c)既存事業に及ぼ

す影響、(d)長期的な排出源の操業保障の観点から、事業の特徴と課題を整理した。 
業種特有の課題としては、以下があげられる。 

(a) 発電所：排ガス温度低下（LNG 火力）、総合的な熱利用効率の改善（蒸気源の確
保）、老朽化に伴う操業率低下の影響 

(b) 製鉄所：高炉ガス（BFG）利用プロセスへの影響把握 
(c) 製油所：製油所ごとに大きく異なる水素製造装置の稼働率（平均 44％）の把握 
(d) セメント工場・製紙工場：セメント工場排ガスの分離回収プロセスへの影響。工

場が内陸部にある場合、設備建設時の大型機器搬入や二酸化炭素輸送へ

の制限。 
b  輸送方法に係わるもの 

パイプラインの高圧化（二酸化炭素二相流を避ける観点からは 4～9MPa の圧力範囲を
避けることが望ましい）、安全対策（空気より重い二酸化炭素の緊急放散設備）等の課題を

検討した。 
c  貯留方法に係わるもの 

海域、陸域ごとに地質調査、坑井掘削、圧入設備、圧入操業、モニタリングの観点から

課題の抽出と対策案の検討を行った。 

共通の主な課題をあげると以下のようになる。 

(1)貯留層における地質情報の不足･不確実性 

(a) 事前調査（地震探査、調査井掘削） 
(b) 地質モデルの構築、数値シミュレーション 
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(c) 圧入可能量の再評価 
→圧入性評価、坑井デザイン 

(d) モニタリング仕様およびコストの見直し 
(2)キャップロックのシール性能評価 

(a) シール能力関係の調査･検討 
(3)坑口での圧力条件の影響評価 

(a) 二酸化炭素の圧入温度、相変化の影響評価 
→坑井の管内流動シミュレーション 

(4)モニタリング関連の技術確立 

(a) 関連技術の最新動向に関する継続的な調査、実証試験等による確証 
(b) 地震探査記録に基づく二酸化炭素検知技術の開発とコストダウン 
(c) 早期漏洩への対応 
(d) 既存井への影響評価 

 

④ 一般的な地中貯留システムを想定した各種データの定量化 

a  排出源（分離･回収）に係わるもの 

有効性評価 WG の検討に資するため、②項で述べたエンジニアリングスタディで得られ
た諸データの特異性／普遍性を検討した。その結果を以下の考え方で各排出源での定量化

を図った。 
ｱ) 火力発電所、製鉄所、セメント工場･製紙工場（共通） 

(a) 化学吸収プロセスの消費熱原単位を現状適用可能最高レベルに統一 
(b) 蒸気単価を含む各種ユーティリティ単価の統一 
(c) 分離回収設備コストの内訳比率の統一（機器･材料費、工事費、人件費） 

ｲ) 製油所 
(a) 今回のエンジニアリングスタディの対象は PSA 法による水素分離方式とする 
（湿式分離方式では既に高濃度二酸化炭素が分離済み）。プロセスは aMDEA とす
る。 

(b) 蒸気単価を含む各種ユーティリティ単価の統一 
(c) 分離回収設備コストの内訳比率の統一（機器･材料費、工事費、人件費） 

ｳ) セメント工場･製紙工場 
(a) 想定モデル地点近傍にセメント工場、製紙工場がないため、標準的モデル工場と

して検討した。 
b  輸送方法に係わるもの 

以下の条件で定量化を図った。 
ｴ) パイプライン輸送 

(a) 輸送量 100 万 t-CO2/年 
(b) 敷設形態：一般部－道路下 1.2ｍに敷設、特殊部－河川･鉄道等を推進工法で横断 
(c) 輸送距離 78km、坑口圧力 10MPa、設備稼働時間 8,500 時間/年  
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ｵ) 船舶輸送 
(a) 輸送量 100 万 t-CO2/年、20 万 t-CO2/年 
(b) 輸送距離 1,000km、500km 
(c) 輸送形態：陸上中継ケース、洋上中継ケース 

 

c  貯留方法に係わるもの 

ｶ) 海域 
(a) 事前調査：ストリーマ 2D、ストリーマ 3D、OBC-3D 
(b) 坑井掘削：大偏距井、海底坑口、海上坑口ごとに条件を設定 

ｷ) 陸域 
(a) 事前調査：対象地域選定、2D 地震探査、調査井掘削、追加 2D 地震探査と追加

調査井掘削、最終調査 
(b) 圧入プロジェクト：坑井基地、圧入井、観測井、2D 地震探査、 

 

⑤ 総合評価 

a  想定モデル地点での実用化イメージ 

北海道地区および新潟地区の二酸化炭素排出源と圧入候補地の配置を念頭に、排出源と

圧入候補地の 7 通りの組合せで全体システム構成例をあげ、実適用時のイメージを策定し

た。 

これらのモデルにおける貯留コストは下表の通りとなる。パイプライン輸送は非常に高

価であり、極力最短距離とするように分離回収サイトと圧入サイトの組合せを選定するこ

とが重要である。また、全体コストのなかでは分離回収が占める割合が大きい。 



 
 

22 

 

表 2.4-3 貯留コスト一覧表（北海道地区）   （単位：円 /t-CO2） 

 
ｼｽﾃﾑ構成 A 
（C 製鉄⇒  
苫小牧）  

ｼｽﾃﾑ構成 B 
（F 製紙⇒  
苫小牧）  

ｼｽﾃﾑ構成 C 
（D 製油⇒  
苫小牧）  

ｼｽﾃﾑ構成 D 
（A 火力⇒  
鵡川沖）  

ｼｽﾃﾑ構成 E 
（3 排出源⇒  
2 貯留地点）  

地中貯留量  
(万 t-CO2/年) 100 100 100 100 234 

分離回収  4,170 4,140 3,130 4,120 4,000 
昇圧  1,710 1,390 1,840 1,640 1,810 
輸送  2,760 820 590 220 1,410 
圧入  1,360 1,340 2,130 1,100 1,240 

合計  10,000 7,700 7,680 7,080 8,460 
 

表 2.4-4 貯留コスト一覧表（新潟地区） （単位：円 /t-CO2） 

 
システム構成 F 

（B 火力 2 号⇒阿賀沖） 
システム構成 G 

（B 火力 4 号⇒南阿賀） 
地中貯留量  

(万 t-CO2/年) 100 100 

分離回収  4,630 5,670 
昇圧  1,800 1,800 
輸送  130 850 
圧入  1,500 990 

合計  8,060 9,300 

 
 

(2) 全国貯留層賦存量調査 
二酸化炭素地中貯留研究開発のうち、全国貯留層賦存量調査の役割は、帯水層を貯留層

とした場合、日本において十分な貯留可能量が存在することを十分な信頼性を持って示す

ことである。本調査は、“地中挙動予測手法の高精度化”の成果を取り込みながら行われ、

その成果は“有効性評価”に引き継がれ帯水層貯留の有効性について検討が加えられる。 
全国賦存量調査は平成 17 年度から 19 年度にかけて実施するもので、その実施手順を図
2.4-1 に示す。 
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① 平成 17 年度の実施内容 
平成 17 年度の実施内容は以下のとおりである。 
 

ａ 平成 5 年度全国貯留層賦存量の再評価［M1］ 
わが国における帯水層を対象とした二酸化炭素地中貯留の有効性評価の基礎データとす

るために、わが国において技術的に利用可能な帯水層賦存状況を見直す。また、「二酸化

炭素地中処分技術調査 平成 5 年度報告書」の概算結果について、その後に利用可能とな
ったデータ等で得られた知見を加えて、より現実的な観点から二酸化炭素地中貯留量の見

直しを行い、新たに二酸化炭素地中貯留量の算定を行った。 
 
ｂ 大量排出源近傍の貯留可能量の評価［M2-1］ 
地中貯留の考え方、概念等を踏まえた上で、大規模排出源集中域近傍を対象として既存

の地質資料を収集・整理し、実構造をもとに貯留層モデルを例示し、概算貯留層を試算す

ることを目的とする。即ち、石油・ガス田の調査が行われていない、かつ大規模排出源集

中地域近傍での貯留可能量を試算する。 
平成 17 年度は、大規模排出源近傍について貯留可能性を検討し、当該域の貯留可能量

の一次試算を行った。 
 

ｃ 日本の二酸化炭素貯留層賦存量分布［M2-2］ 
平成 17 年度「二酸化炭素地中貯留技術研究開発」に係わる全国貯留層賦存量概算調査

業務（M1）、平成 17 年度「二酸化炭素地中貯留技術研究開発」に係わる全国貯留層賦存
量調査 全国既存地質情報量調査（Ｍ2-2）ならびに大規模排出源近傍の概算貯留可能量評
価業務（M2-1）で得られた情報をもとに、賦存量マップ（以下「賦存量分布図 Ver.2」と
いう）を作成することが目的である。図 2.4-2 に全国貯留層賦存量マップ作成までの作業
の流れ図を示す。 

 
図 2.4-2 全国貯留層賦存量マップ作成までの作業の流れ図 
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ｄ 調査法・評価手法の作成 
一般に資源探査が行われていない大規模排出源集中域近傍の帯水層カテゴリーB（連続
的なシール層が期待される貯留層）における将来的に貯留可能量を調査しようとする場合

のレファレンスとなる調査法・評価手法の構築を目的としており、本調査法に則って調査・

評価を行うことにより、貯留可能量が算定できるという位置づけである。 
平成 17 年度は、基本的な調査概念フロー(案)の提示を行った。 

 
② 平成 17 年度の成果概要 
主要な成果の概要を以下に整理する。 
ａ 平成 5 年度全国貯留層賦存量の再評価［M1］ 
(a) 平成 5 年度調査の概要 
平成 5 年度の調査においては、わが国における帯水層への二酸化炭素貯留可能量は合計

914 億 t-CO2と評価された。評価に関しては、帯水層の性格、地質構造形態、地理的な位

置などから下記の通り４つのカテゴリーに区分された。 
カテゴリー1： 油・ガス田の油・ガス層および帯水層 
カテゴリー2： 国による基礎試錐が行われた構造で、背斜構造を形成する帯水層 
カテゴリー3： 陸域で確認された堆積盆地内の背斜構造を伴わない帯水層 
カテゴリー4： 震探データから推定される海域に発達する堆積盆地内の背斜構造を伴

わない帯水層 
  
各カテゴリーの二酸化炭素地中貯留量の算定には、下記式が用いられた。  
【カテゴリー１およびカテゴリー2】 
地中貯留量＝Ef×A×h×φ×Sg/BgCO2 + Ef×A×h×φ×(1-Sg)×RsCO2 

掃攻率 50%、遊離二酸化炭素 20%、溶解二酸化炭素 80% 
【カテゴリー3 およびカテゴリー4】 

地中貯留量＝Ef×A×h×φ×RsCO2 
掃攻率 50%、遊離二酸化炭素 0%、溶解二酸化炭素 100% 

Ef ： 掃攻率 
A ： 面積 
H ： 有効層厚 
φ ： 孔隙率 
Sg ： 遊離二酸化炭素の割合 

BgCO2  ： 二酸化炭素の容積係数 
RsCO2 ： 二酸化炭素の溶解度 

 
 図 2.4-3 に各カテゴリー別の地中貯留可能量を示す。 
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図 2.4-3 平成 5 年度  二酸化炭素概算地中貯留量評価結果概要 

 
(b) 平成 12～16 年度調査の概要  
二酸化炭素地中貯留の対象となる背斜構造を有する帯水層の地理的位置は、二酸化炭素

の大規模発生源に近いことや、離岸距離、圧入施設などの立地条件を考慮する必要性が指

摘され、沿岸海域の堆積盆地を中心に地質調査を進めていくことが現実的であると考えら

れるようになり、このため、平成 12 年度～16 年度にかけて海域における構造性帯水層の
検討が実施された。重点検討対象 8 海域において、国により実施された基礎調査のデータ
をもとに、貯留対象となりうる層準すべて（原則として基盤岩類を除く）について、クロ

ージャー構造の摘出・整理を行い、二酸化炭素の貯留可能容量の概算が行われた。なお、

算定式は平成５年度の方法が踏襲された。 
 
(c) 帯水層カテゴリー区分の考え方（見直し） 
帯水層カテゴリーは、カテゴリーＡ（シール層が期待されかつクロージャーが想定され

る貯留層）およびカテゴリーＢ（連続的なシール層が想定される貯留層）に大別した。各

カテゴリーは主に国による基礎調査（基礎試錐および基礎物探）で取得された地質データ

により、評価精度が異なることを考慮し、さらに構造性帯水層を 3 つの準カテゴリー、非
構造性帯水層を 2 つの準カテゴリーに細分した。新規の帯水層のカテゴリー分類について
図 2.4-4 にまとめた。なお東京湾を除く内陸盆地や内湾（瀬戸内海、大阪湾、伊勢湾など）
は対象としていない。 
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図 2.4-4 帯水層のカテゴリー分類概念図 
 
(d)  概算貯留可能量の検討手法  
二酸化炭素地中貯留可能量を見直すにあたり、下記の式を用いて算定を行った。算定に

は、平成５年度当時の算定式にはない貯留率(Sf :Storage Efficiency Coefficient)および
飽和率(Sg : Saturation)という概念を検討し、新たな地質パラメータとして加えた。こ
の貯留率、飽和率については、地質条件、坑井設計・配置、開発計画などの諸条件に

より大きく変動するため、カテゴリー別にパラメータを与えている。 
 

地中貯留量＝Sf × A × h × φ × Sg /BgCO2 ×ρ 
Sf  ：貯留率（50%または 25%） 
A  ：面積 
h  ：有効層厚 
φ  ：孔隙率 
Sg  ：超臨界二酸化炭素飽和率（20%-50%-80%） 

BgCO2  ：二酸化炭素の容積係数（約 0.003m3/m3） 
ρ  ：二酸化炭素密度（1.976 kg/m³ 標準状態） 
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(e) 概算貯留可能量の評価結果 
平成 5 年度以降に行われた基礎試錐や基礎物理探査、ならびにこれまで未検討であった

データ、および現在における地中貯留技術の知見をもとに、わが国における概算貯留可能

量を見直した結果について、飽和率（20,50,80％）別にまとめて表 2.4-5 に示した。さら
に平成５年度調査との評価結果の比較を表 2.4-6 に示した。再評価の結果、日本における
二酸化炭素貯留可能量は平成５年度当時に比べ約 1.6 倍に増大したことが示された。 
 

表 2.4-5 二酸化炭素地中貯留可能量算定結果一覧表 

 

表 2.4-6 二酸化炭素地中貯留可能量算定結果比較表 

 

 

CO 2 飽和率 

20% 50% 80% 

カテゴリー A A1 1,397 3,492 5,587 

A2 2,057 5,202 8,322 

A3 8,557 21,393 34,229 

カテゴリー B B1 11,013 27,532 44,052 

B2 35,391 88,477 141,563 

合計 58,415 146,096 233,753 

（百万 t） 

貯留可能量  
（百万 t） 

貯留可能量  
（百万 t） 

A1 3,492 1,987 

A2 5,202 1,541 

A3 21,393 

B2 88,477 

B1 27,532 15,847 

合計 146,096 合計 91,417 
CO2 飽和率 50％ 

平成 5 年度評価結果 

カテゴリー区分 

72,042 

カテゴリーA 

カテゴリーB 

カテゴリー 1 

カテゴリー 2 

カテゴリー 4 

カテゴリー 3 

平成１７年度評価結果  

カテゴリー区分 
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ｂ 大量排出源近傍の貯留可能量の評価［M2-1］ 
(a) 調査地点の選定 
図 2.4-5 に我が国の主な排出減と排出量を示す。日本の二酸化炭素の大量排出源地域は

限定されており、東京湾から北部九州にかけて直線状に分布している。この大量排出減集

中地域の中から、特に年間排出量が多い大規模排出源集中域を今年度の対象地域すること

とし、「大阪湾地域」「伊勢湾地域」「北部九州地域」「東京湾地域」の４地域を選定した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2.4-5 我が国の主な排出源と排出量 
 
これらの地域の堆積岩類は大きく次の２つのグループに分かれ、前者は比較的新しい地

質時代に堆積したもので、流体（石油、天然ガス）を貯留した実績がある地質である。後

者は石炭を挟在し、比較的古い時代に堆積した地質である。 
伊勢湾、大阪湾、東京湾地域 
……新第三紀～第四紀の堆積岩類（海成層、河成層および湖成層） 

北部九州地域 
……古第三紀～新第三紀の堆積岩類（夾炭層） 

なお、瀬戸内地域は 4 地域と同等の排出量を示しているものの今回の検討対象から除外
した。瀬戸内地域では 800m 以深に地中貯留可能と想定される砂岩・砂岩優勢層が広域に
認められず、花崗岩類や古い時代の酸性岩類が分布するためである。 

 

北海道

東北南部
（太平洋）

☆

火力発電所 一貫製鉄所 セメント工場

東北
（日本海）

東京湾

関東
（太平洋）

伊勢湾大阪湾

瀬戸内海

九州
北西部

九州
北東部

中部
（日本海）

22

35

24

33

106
63

10

50

8655

25

合 計 ：539 百万t-CO2/年
工場数 ：161
平 均 ：3.3 百万t-CO2/年・工場
最 大 ：24 百万t-CO2/年・工場

〔発電15、製鐵3〕

〔発電35〕

〔発電20、製鐵13〕

〔発電72、製鐵32〕
〔発電49、製鐵11〕〔発電31、製鐵19〕

〔発電25〕

〔発電11、
製鐵22〕

〔発電34、製鐵41〕

〔発電10〕

〔発電24〕

200km

〔縮尺〕

【データ】 

①発電所 (2004 年)：経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部「電力需給の概要」 

②製鉄所 (2002 年)：(財)石炭エネルギーセンター［http://www.jcoal.or.jp/cctinjapan/dlfiles/1_4.pdf］ 

③セメント (2005 年)：セメント年鑑 第 57 巻 
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(b) 調査方法の概略 
平成 17 年度は、二酸化炭素を圧入する器（貯留対象層）の構造把握および物性値の

取得により、理論的貯留可能量を算出することが目的である。理論的貯留可能量の算

出は、①器の構造の推定、②計算パラメータの推定という２つの流れから構成される。

①器の構造の推定にあたっては、各地域の関連資料の収集整理、地質構造の推定によ

り、貯留対象層および遮蔽対象層を想定する。②計算パラメータの推定にあたっては、

文献収集整理、露頭から採取した岩石試料による室内試験により、必要なパラメータ

を推定し設定する。これらの 2 つの流れから得られる検討結果より、貯留対象層と遮
蔽対象層の組み合わせなどの水理地質構造を推定し、各地域の貯留可能量の概算を行

うこととした。 
ただし、４地域のうち東京湾についてはアプローチが異なる。東京湾は、産業技術

総合研究所（AIST）が「地中挙動予測手法の高精度化」で東京湾に関する既存地質資
料から地球統計学的手法を用いて３次元モデルを構築する作業を行っているので、本

データの提供を受け貯留可能量を算定したものである。 
 

(c) 各地域の貯留条件の整理・検討 
図 2.4-6 に貯留層と遮蔽層の位置関係と貯留二酸化炭素の状態変化を示す。わが国の臨

海の平野や沿岸および海域では、図に示すように二酸化炭素が貯留に適した超臨界状態(約
73bar,約 31℃）となり得る約 800m 以深の深さと遮蔽層との位置関係から、α、β、γの
３条件が考えられ、以下に示す。なお、今回の理論的貯留可能量の算定はα条件のみを対

象としている。 
α条件；遮蔽層と貯留層がともに 800m 以深にある場合、二酸化炭素は超臨界状態。 
β条件；貯留層は 800m 以深でも遮蔽層は 800m 以浅にある、二酸化炭素は超臨界状態。 
γ条件；β条件の超臨界二酸化炭素が時間の経過に伴い 800m 以浅に移行したもの。二

酸化炭素は気相が主体となる。 
この深度 800m を考慮した場合における、大量排出源４地域で想定される貯留概念を図

2.4-7 に示す。特に伊勢湾は、東京湾や北部九州と同じ同斜構造を示しているが、遮蔽層
の連続性が悪く地表に向かって開放されている部分が推定されることが特徴である。 
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図 2.4-6 貯留層と遮蔽層の位置関係と貯留二酸化炭素の状態変化  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.4-7 各地域で想定される貯留概念 
 
(d) 各地域の地質構造検討結果 
４地域を対象とした既存資料の収集・整理に基づく今年度の地質構造検討結果を表 2.4-3

に示した。今年度の調査の大きな成果は、既存資料を収集・整理し、地質構造を検討する

ことによって、これまで二酸化炭素地中貯留の視点から地質的に検討されていなかった大

規模排出源集中域近傍の地点(上記 4 地域)の、いわゆる非構造性帯水層において二酸化炭
素地中貯留の可能性が見出されたことである。 
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(e) 各地域の理論的貯留可能量 
各地域の地質構造検討結果を元に、M1 の算定式により概算の貯留可能量を算定した。 
伊勢湾地域、大阪湾地域および北部九州においては、地質構造断面および平面から貯留

対象層の分布面積を求め貯留対象層の体積を算出した。東京湾周辺地域においては３次元

地質構造モデルが構築されているため、遮蔽対象層が深度 800m 以深に広く分布する範囲
（即ち貯留対象層の分布面積）が決まれば、機械的に貯留対象層の体積が算出される。 
貯留可能量の算出に必要なパラメータのうち、孔隙率は既存データと地表露頭から採取

された室内試験結果とを比較検討した上で提案値を用いた。砂泥比率は、貯留対象層の層

厚から貯留可能な砂層の割合（有効層厚）を算出するためのパラメータで、既存の柱状図

などから砂と泥の比率を検討して求めた。その他のパラメータは全て M1 で使用した値を
適用した。即ち、貯留率（Sf）は非構造性帯水層の 0.25 を、また二酸化炭素飽和率は
0.2,0.5,0.8 の中間値である 0.5 を用いた。 
算定された各地域の理論的貯留可能量をまとめて表 2.4-8 に示す。今年度は、初年度の

検討であるため、遮蔽層、断層などからのリークを想定しない前提で貯留対象層の体積を

算出したこと、既存資料データのみを検討していること、まだ地質構造そのものの精度に

課題がある等種々の課題がある。したがって、算定された貯留可能量もあくまで試算・概

算の位置づけにあるといえる。 
 

表 2.4-8  各地域の理論的貯留可能量 

貯留可能量 
(億 t) 

大規模排出源地域 

貯留

面積 
A 

（km2) 

有効

層厚 
H 

(m) 

砂泥

比率 
h 

(m) 

孔 
隙 
率 
φ 

CO2貯留

可能容積 
(km3) 貯留率 Sf 

25% 

東京湾 
貯留層堆積 315km3 

上総層群下部  砂割合  

（富津井で代表）0.35 

0.443 
＆ 

0.461 

 
54.3 

 

 
44.7 

伊勢湾 375.0 206 (0.65) 0.370 28.59 23.6 
大阪湾 400.0 600 (0.50) 0.250 60.00 49.4 

小倉 出山層 67.5 100 (1.00) 0.137 0.92 0.8 
芦屋 出山層 74.2 150 (1.00) 0.137 1.52 1.4 

佐世保層群 60.32 323 (0.75) 0.161 4.38 2.6 

北 
部 
九 
州 

松浦 
相浦層群 93.9 166 (0.72) ＊(0.0754) 1.17 1.0 

 
 
 
 
 

超臨界飽和率；Sg 0.5 を採用 

 

北部九州 ・海域部の貯留可能量を除く 

     ・相浦層群の孔隙率は、露頭サン

プルの室内試験結果による 
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ｃ 日本の二酸化炭素貯留層賦存量分布 
(a) GIS データベース 
全国貯留層賦存量調査における地質評価・解析作業支援を行うために、GIS データベー

スの整備を行った。海岸線や水深などの基本的な地理的情報に加え、基礎試錐や基礎物理

探査などの調査位置などを基本データとして整備し、地質的な検討対象となった地質構造

や貯留層の位置などを地質構造データベースとして蓄積する作業を実施した。 
 
(b) 二酸化炭素貯留層賦存量マップ Ver.1［M1］ 
今年度終了した、平成 5 全国貯留層賦存量の再評価後の成果（M1）を図面化し、図 2.4-8

に示した。図には日本周辺における堆積盆分布図ならびに M1 すべてのカテゴリーの算出
位置を表示した。 
 
(c) 地層・岩体分布図［M2-2］ 
Ｍ2-2 調査で取得されたデータ類のうち、今後利用頻度の高いデータを選別するととも

に GIS データベース化し、地層・岩体別分布図の作成を行った。地層・岩体別分布図につ
いては、岩体分布図、地層分布図（第三系/第四系）および地層分布図（日本の炭田）の出
力を行った。このうち、岩体分布図を図 2.4-9 に示した。二酸化炭素排出源との位置関係
を明確にするため、すべての分布図に二酸化炭素排出源位置の表示を行った。 
 
(d) 大規模排出源近傍４地域の貯留可能量調査図 
大規模排出源近傍４地域（北部九州、大阪湾、伊勢湾ならびに東京湾）のデータ類のう

ち、今後利用頻度の高いデータを選別するとともに GIS データベース化を行い、各地域に
おける貯留可能量調査図作成を行った。 

 

(e) 全国貯留層賦存量分布図（Ver.2） 
平成 17 年度「二酸化炭素地中貯留技術研究開発」に係わる全国貯留層賦存量概算調査

業務（M1）で作成された賦存量マップに、全国既存地質情報量調査(Ｍ2-2)データに基づ
く地層・岩体別分布図の作成業務で得られた情報を加味し、さらに本業務で追加された大

規模二酸化炭素排出源近傍の情報を追加・編集し、全国貯留層賦存量分布図（Ver.2）を作
成した（図 2.4-10）。 
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図 2.4-8 全国貯留層賦存量分布図（Ver.1）  
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図 2.4-9 岩体分布図-非貯留対象層（M2-2）  
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図 2.4-10 全国貯留層賦存量分布図 Ver.2（M2-2） 
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ｄ 調査法・評価手法の作成 
図 2.4-11 に M2 調査法フロー図（案）を示す。 
既存地質調査資料の質・量は地域によって特徴があり、各地域の地質構造の特性と相俟

って実際の調査手法にも地域特性といったものが認められる。この中から、今後、他地域

へ手法を適用・展開することを目的に、最終的には一般化した手法のフローを提示するこ

とを念頭に、先ず第 1 案として調査の概念フローを提示したものである。 
各調査ステップの考え方・内容を以下に示す。 

 
第 1 ステップ：既存調査資料に基づく概略的地質構造構築の段階 
既存資料収集、地質構造モデルの構築（器の設定）、水理地質構造の把握（パラメータ

の設定）、課題の抽出という手順で実施され、既存資料を最大限収集し総合的に解析する段

階である。 
 
第２ステップ：層相変化把握等の地質構造の精度向上と二酸化炭素の概略的挙動把握 
ボーリング調査による新規データ取得により貯留モデル確認や地質構造の再解析を行

う前段階として、追加物理探査、既存反射法探査データの再解析による層相変化等の解析・

把握、ならびに既存調査のレベルにおいて当該地域の地質構造特性の下での比較的簡易な

二酸化炭素移行解析を実施し、貯留層体積の見直し、即ち貯留可能量算定の見直しを行う

段階である。 
 
第３ステップ：ボーリングを含む調査による貯留概念の確認 
ある程度の精度で貯留可能量を算出しようとするならば、既存地質調査データを総合解

析した段階で、貯留層、遮蔽層の性能や物性パラメータをボーリングにより確認する必要

がある。このとき、それらを確認し得る既存ボーリングがない地域においては、適切な地

点においてボーリング調査を行い、貯留概念の確認や物性パラメータが取得・確認される

べき段階である。 
 
第４ステップ：地域全体の貯留可能量算定 
第 3 ステップまでの調査・解析の結果に基づき、当該地域全体の貯留可能量算定を実施

する。また第４段階としての課題が抽出され、それまでのデータで不足しているものがあ

るかどうかが検討され、必要に応じ追加調査が行われることになる。通常の資源探査と同

様に、フィードバックして調査・解析・評価作業が行われ、必要な精度で貯留可能量が算

定出来るまで追加調査サイクルが繰り返されることになる。 
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(3) 有効性評価 
① 研究概要 
我が国で二酸化炭素地中貯留を事業として具体化するには、発生源、回収法、輸送法、

貯留層、圧入方法等から構成される類型化された貯留システムについて、コスト、貯留ポ

テンシャル、投入エネルギー、二酸化炭素削減効果などの客観的な評価を行い、二酸化炭

素地中貯留が地球温暖化防止対策として有効な手段に成り得ることを定量的シナリオで提

示する必要がある。また、二酸化炭素地中貯留の実適用に向けた技術課題を解決していく

には、マイルストーンを明記したロードマップを作成し、実証試験などを含めた現実的な

取り組みを行うことが重要となる。 
このため、想定モデル地点調査や全国賦存量調査などのデータから我が国における導入

イメージを明確化し、二酸化炭素地中貯留の有効性を明らかにすることを試みた。具体的

な研究の概要を以下に示す。 
 
ａ 地中貯留システムの類型整理 
地中貯留を構成する排出源、分離回収、輸送、圧入について概観するとともに、さらに

それらを構成する要素について調べ、類型化した。 
 

ｂ 地中貯留のコスト評価 
類型化したそれぞれの項目（分離回収、昇圧、輸送、圧入）について現状技術でのコス

トを求めた。元となるデータは想定モデル地点調査から提供をうけた。コスト評価の条件

は、想定モデル地点調査のデータをベースとし、実適用を想定した現実的なものに一般化

して行った。また、コストは Captured/Stored Cost、Avoided Cost の両方で算出した。
算出されたコストについては、IPCC SRCCS と比較し、世界的にサーベイされたコストに
比べて妥当な範囲かどうか確認した。さらに、地中貯留のトータルコストを 3,000 円
/t-CO2、分離回収コストを 2,000 円/t-CO2と想定したときの技術課題を整理した。 

 
ｃ EOR・EGR のコスト・ポテンシャル調査 
帯水層貯留との有効性の比較を行うため、EOR の全国ポテンシャル調査を行った。また、

実施可能性のある油井について、EOR を実施した場合のコストを検討した。 
 
ｄ 累積貯留量と貯留コストの関係 
全国賦存量調査で推定された貯留ポテンシャルについて、コスト評価で推定された圧入

コストのデータを基に、貯留ポテンシャルと圧入コストとの関係を分析・評価し、累積貯

留量と圧入コストの関係について検討した。 
 
ｅ 地中貯留の有効性に関する定量的評価 
平成 16 年度までに構築を行った日本を対象とした地中貯留の経済性評価モデルを用い

て、平成 17 年度実施された日本の現状を反映した貯留コストの調査と、全国賦存量調査
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で推定された最新知見に基づく貯留ポテンシャルを基にして、地中貯留の有効性の評価を

行った。その評価においては、貯留技術の経済性評価で重要な排出源と貯留層の位置関係

が考慮され、また、輸送、圧入コストについての規模の経済も考慮される。 
 

ｆ 技術実証・実適用ロードマップ 
我が国における地中貯留の実適用において、各時点での実施・達成すべき内容を明瞭化

し、円滑な実現の推進を達成させる目的で、実施すべき道筋を時間軸に示したロードマッ

プを作成した。国際的な地中貯留の動向との整合をとり、「有効性評価」の定量的シナリオ

を基に、長期（2050 年頃まで）の地中貯留のシナリオを整理した。有効性評価、想定モデ
ル地点調査、全国賦存量調査などの検討結果から、実適用に向けた課題を抽出し、政策、

技術開発、実証・実適用に分けて時間軸に記述した。 
 
② まとめ 
我が国で二酸化炭素地中を事業として具体化するために、類型化された地中貯留システ

ムについて、コスト、貯留ポテンシャル、投入エネルギー、二酸化炭素削減効果などを評

価し、これらの結果をもとに総合経済モデルを使用した検討を行い、地中貯留が我が国に

おいても有効な手段になりうることを定量的シナリオで提示した。さらにこれらの有効性

評価の結果をもとに海外での動向もふまえて、技術実証・実適用のためのロードマップを

作成した。 
以下、実施項目毎に得られた結果についてまとめる。 
 

ａ 地中貯留システムの類型整理 
地中貯留システムを大規模排出源からの二酸化炭素の「分離回収」、排出源から貯留層へ

の「輸送」、事前調査およびモニタリングを含む「圧入・貯留」の３つの工程に分け、さら

にそれぞれの工程を構成する要素について記述した。「分離回収」では、主な排出源の排出

量とその分布、排出される二酸化炭素の性状、分離回収法について述べた。「輸送」では海

外でのパイプライン輸送の現状と望ましい輸送条件を示した。「圧入・貯留」では、国内で

の貯留ポテンシャル、陸域、ERD、海上坑口、海底坑口などの圧入法の種類、事前探査、
モニタリングについて概要を示した。 
 
ｂ 地中貯留のコスト評価 
「分離回収」、「昇圧」、「輸送」、「圧入・貯留」の各項目についてコスト算出を行い、IPCC
特別報告書との比較を行った。二酸化炭素の分離回収・貯留量は 100 万 t-CO2/年とした。
新設石炭火力発電所、既設火力発電所の現状技術での分離回収・昇圧のアボイディドコス

トはそれぞれ、4,256 円/t-CO2、7,752 円/t-CO2となり、IPCC 特別報告書の範囲内であっ
た。製鉄所の場合のアボイディッドコストは 6,535 円/t-CO2となった。一方、パイプライ

ンによる輸送コストは 20～40 円/t-CO2/km であり、海外の約 10 倍と非常に大きな値とな
った。また、圧入コストも、我が国の緻密な地層を想定した 10 万 t-CO2/年/坑井の圧入量
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では非常に大きなものとなる。100 万 t-CO2/年で分離回収を行い、20km パイプライン輸
送し、10 万 t-CO2/年/坑井の圧入量の地層に ERD で圧入する場合の貯留トータルのアボイ
ディッドコストは、新設石炭火力で 7,348 円/t-CO2、既設石炭火力改造で 12,354 円/t-CO2、

製鉄所で 9,012 円/t-CO2と非常に高い。つぎに貯留のトータルコストを 3,000 円/t-CO2、

分離回収コストを 2,000 円/t-CO2と想定し、コストダウンに必要な技術課題を整理した。

分離回収・昇圧工程では再生時に必要な熱量の小さな吸収液の開発および設備費の低減が、

加えて発電所では分離回収設備へ蒸気を供給するときに発電ロスを小さくするシステムの

開発が、製鉄所では安価な廃熱回収システムの開発が必要である。輸送工程では輸送圧力

の増大が、また圧入工程では坑井 1 本あたりの圧入量の増大が重要な課題である。また、
我が国では輸送コストが非常に大きいために、排出源近傍での貯留層の開拓が低コスト化

のためには重要である。 
 
ｃ EOR・EGR のコスト・ポテンシャル調査 
帯水層貯留と比較する上で、我が国での EOR のポテンシャルを調査した。対象とした

12 の油田における二酸化炭素貯留可能量は 10～1,450 万 t-CO2で、可能性の高い油田につ

いて算出した EOR のコスト（分離回収、昇圧、輸送を含まず）は既存の設備が利用でき
るケースで 1,484 円/t-CO2、放棄油田の再利用ケースで 5,658 円/t-CO2であり、圧入規模

が 20 万 t-CO2/年と小さいため、帯水層貯留の圧入コストより割高な結果となった。 
 
ｄ 累積貯留量と貯留コストの関係 
全国賦存量調査で推定された貯留ポテンシャルについて、コスト評価で推定された圧入

コストのデータを基に、貯留ポテンシャルと圧入コストとの関係を分析・評価した。まず、

様々な貯留層の条件下で適用可能な圧入コストの簡易推定式を導出した。そして、その推

定式を利用して、各貯留層に適用して圧入コストを算出し、それを基に、累積貯留量と圧

入コストの関係を示した。カテゴリーA2 の範囲では、可能な場合には、10 億 t-CO2程度

のポテンシャルがおよそ 1,000 円以内の圧入コストで利用でき、大部分の貯留層（45 億
t-CO2程度）はおおよそ 1,500 円以内の圧入コストで利用できることが示された。しかし、
10万 t-CO2/年/坑井しか圧入できない場合には、最低でも 2,000円、トータルで 30億 t-CO2

利用するには 3,000 円程度までの圧入コストが必要と推定された。このように、1 坑井あ
たりの圧入可能量は圧入コスト面から重要なファクターであることが示された。一方、カ

テゴリーA3 では、50 万 t-CO2/年/坑井の圧入が可能な場合には、50 億 t-CO2程度のポテ

ンシャルがおよそ 1,000 円以内の圧入コストで利用でき、1,500 円以内では 120 億 t-CO2

程度が利用可能となることがわかった。 
 
ｅ 地中貯留の有効性に関する定量的評価 
平成 16 年度までに構築を行った日本を対象とした地中貯留の経済性評価モデルを用い

て、平成 17 年度に実施された日本の現状を反映した貯留コストの調査と、全国賦存量調
査で推定された最新知見に基づく貯留ポテンシャルを基にして、地中貯留の有効性の評価
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を行った。その評価においては、貯留技術の経済性評価で重要な排出源と貯留層の位置関

係が考慮され、また、輸送、圧入コストについての規模の経済も考慮される。評価結果か

らは、それらが考慮された上でも、地中貯留は、日本において経済的に有効な二酸化炭素

削減オプションの一つと示唆された。日本の状況を十分に反映させ、輸送、圧入コストを

昨年度までよりも高いコスト想定とした一方で、ポテンシャルは最新知見に基づく大きな

ポテンシャルを見込んだ修正を行ったが、その結果としての地中貯留の経済性は、従来よ

りも、大きな経済的ポテンシャルが見込まれる結果となった。日本では省エネが進んでお

り、更なる削減はコスト高になりがちであり、太陽光発電を除けば、再生可能エネルギー

のポテンシャルも限定的であるため、コストが多少高い程度ならば、むしろポテンシャル

の方が重要となり、コスト効率的なオプションの一つとなりやすいことがその理由である。

また、坑井 1 本当たりの二酸化炭素圧入可能量が圧入コストに大きく影響することを示し
たが、日本全体での経済的な貯留量という視点からは、それはさほど大きな影響を与えな

いことが示された。ただし、実施時にはそのままコスト増となり、社会としてもそのコス

ト増の影響を受けることになるので、コスト低減が重要な課題であることは間違いない。 
 
ｆ 技術実証・実適用ロードマップ 
地中貯留の有効性評価結果をもとに、我が国での地中貯留の実現に向けての 2050 年ま

でのロードマップを作成した。国際的な地中貯留の動きをふまえ、世界的に本格的な地中

貯留が開始予定である 2015 年に向けて、わが国でも地中貯留が適用可能となるようなシ
ナリオ設定とした。その上で政策（地中貯留の二酸化炭素削減技術としての認知とルール

化、法整備、社会合意形成など）、技術開発（分離回収、輸送、圧入・貯留など）、実証・

実適用（実施主体形成、候補地選定、事業計画など）の３つの面から実施すべき課題をま

とめた。 
 
平成 17 年度の検討によって、現状での地中貯留のコスト・ポテンシャルについて大ま

かな把握が可能となり、これをもとに地中貯留が我が国にとって有効なオプションである

ことが確認できた。また、今後の具体的な技術課題が明確化され、ロードマップ化された。

今後は、ポテンシャル・コストについてさらに詳細な検討を行い、また地中貯留を実施す

るために取り組むべき課題について深く検討し、ロードマップをより精緻なものにしてい

きたい。 
 
(4) 周辺関連調査 
① 研究概要 
周辺関連調査では、諸外国において二酸化炭素地中貯留の技術開発、商業実施がどのよ

うに行われているのかについて国際動向を調査した。また二酸化炭素地中貯留が有する温

暖化対策技術としての重要性や研究開発による技術確立への期待が認識されている一方

で、一般の人々は二酸化炭素地中貯留をどのように捉えているのかについては明確ではな

い。このため、それらを調査すると共に、二酸化炭素地中貯留の実施に向けて一般の人々
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の理解をどのように得ていくのかについての検討を行った。さらに、将来、二酸化炭素地

中貯留が事業目的で展開される際の法的側面を検討した。 
 
② まとめ 
国際動向調査では、米国 FutureGen 計画における動向と CSLF 認証プロジェクトにお

ける動向を調査した。米国 FutureGen 計画では、外国政府に向けて FutureGen プロジェ
クトへの参加を募る「参加案内書」を発行し、二酸化炭素の回収・貯留の実施を含む、化

石燃料発電施設ゼロエミッションに関するプロジェクトへの参加を呼びかけていることが

明らかとなった。CSLF 認証プロジェクトは平成 18 年 2 月現在で 17 あり、参加国、参加
プロジェクトは増加しつつあり、今後も諸外国における二酸化炭素地中貯留に関する技術

開発や事業化へ向けたプロジェクトなどの国際動向の調査は重要である。 
社会システムのあり方に関する調査および検討のうち、一般の人々が二酸化炭素地中貯

留をどのように捉えているのかの分析では、まず、二酸化炭素地中貯留の社会的受容を構

成する要因としてリスク認知、ベネフィット認知、信頼、二酸化炭素地中貯留の実施に対

する環境保全意識、地球温暖化に関する環境価値観の要因が影響を及ぼす程度が大きく、

その寄与は 83％という結果が得られた。今後、社会的受容を高めるためには、二酸化炭素
地中貯留のベネフィットを適切に伝えることが重要であり、またベネフィットをより有効

に認知されるようにするには、実施主体となる組織の信頼を高める事も重要である。温暖

化防止に関する環境価値観が地中貯留のベネフィット認知を通じて間接的に社会的受容に

働くことから、地球温暖化の防止の必要性に関する認識の向上は重要であることも明らか

になった。二酸化炭素地中貯留の実施に向けてリスク認知の低減に寄与する情報としては、

本調査に用いた天然類似例に関する情報は、低減に効果的であることが明らかとなった。

一方、二酸化炭素地中貯留の実証事例に関する情報には、実証試験から得られる二酸化炭

素漏洩に関する情報など、二酸化炭素地中貯留の受容向上のために有効な具体的内容が重

要となり得ることが明らかとなった。 
欧州各国における二酸化炭素地中貯留に対する社会的反応に関する調査結果から、情報

提供によって二酸化炭素地中貯留の受容が向上するということが欧州における意識調査を

通じて判明した。また欧州では、政府や研究機関が中心となり、NGO・企業等利害関係者
間を入れた CCS に関するコミュニケーションがさまざまなかたちで実施されており、二
酸化炭素地中貯留を温暖化問題全般の政策にいかに組み込んでいくかという議論が重要と

なっていることが明らかとなった。一方、NGO の間では二酸化炭素地中貯留に対して、

積極的に推進する立場から消極的な立場までさまざまな見解があり、温度差がみられるが、

いずれにしても NGO は現在、温暖化対策のオプションとして原子力より CCS の方が好ま
しいという見解であることが明らかとなった。ただし、さまざまな温暖化防止対策の組み

合わせの１つとして考えるのが適切であり、機能するためには、(a)国際的環境基準の設定、
(b)モニタリング評価の国際的基準の設定、(c)法的責任（liability）に関する国際的枠組み
が必須条件として必要であるとした。海外においても二酸化炭素地中貯留の受容について

は地域レベルの議論と国の政策レベルの議論では争点が異なってくることが想定されてお
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り、二酸化炭素地中貯留のサイト選定や実施にあたっては、過去の合意形成に関する事例

を参考にすることも重要である。 
法的側面の検討では、ロンドン条約の最新動向も考慮しつつ、回収した二酸化炭素の扱

いおよび二酸化炭素を長期に貯留することに関して我が国における二酸化炭素地中貯留に

係る法律について、現行の範囲で実施可能なのか、現行法の改正で可能なのか、あるいは

新たな法があった方がいいのか、解決に向けてどのような措置があり得るのか、より多数

の意見を募ることも重要であり、さらなる検討を要する。 
 

(5) 安全評価関連調査 
① 研究概要 
二酸化炭素地中貯留実適用に向けては、設計・建設及び操業に係わる要素技術の確保と

同様に、技術の社会的受容に向けた環境整備が求められる。事業者、或いは周辺住民の立

場から安全の確保を求める声に応える、つまり技術の必要性と内容を平易に提供する説明

性の確保は環境整備の大きな要素の一つである。安全評価関連調査では研究初年度である

平成 12 年度から平成 16 年度に掛けて、事業規模の二酸化炭素地中貯留として 1,000MW
級規模の火力発電所からの排出二酸化炭素を想定し、二酸化炭素を帯水層に圧入した場合

の安全性評価を中心に取り組んできた。 
主たる取り組み内容としてまず、関係事象の洗い出しおよび整理を行った。過去の知見

から、二酸化炭素地中貯留の想定される状態、状態変化をもたらす要因事象および状態変

化プロセスについてその概略を整理し、その中から安全に影響を与える可能性のある事象

を「極端ケース」として選び出してシミュレーションにより影響評価を行った。検討対象

は(a)圧入層に地層水流が存在した場合、(b)地震等で上部に浸透性を持つ経路が万が一発生
した場合、および(c)操業後に廃坑した坑井を通して圧入した二酸化炭素が万が一上部に移
行した場合、に考え得る周辺影響であり、(a)～(c)のいずれも想定下での影響は軽微であり、
海底ないしは坑内の圧力監視などにより事前の状況変化を把握し得ることを確認した。 
この間において、海外ではいち早く先行した Sleipner プロジェクトに続き、Weyburn

プロジェクトでも商業規模での運転が開始され、これ以外にも Frio(米国),Gorgon(豪州)
等のプロジェクトが後を追う形で動き出しており、世界規模でも二酸化炭素地中貯留の安

全管理を確認する動きが生じて来た。 
平成 17 年度は、安全に影響を与える可能性のある事象として、上記「極端ケース」以

外の可能性を確認するべく、地中貯留に係るシナリオの網羅的抽出として Weyburn プロ
ジェクトで使用された FEP データベースを用い、これを改良して我が国における地中貯
留シナリオの網羅的抽出に向け、仮想サイト（構造性及び非構造性）を対象に安全性評価

上で重要となるシナリオ抽出に取り組むこととした。また、同シナリオ評価上の目安とし

て末端事象をエンドポイントと捕らえ、それへの影響を外部情報により調査して二酸化炭

素の影響を調査すると共に海生生物への影響をモデル化して海域環境への影響検討に取り

組んだ。併せて、平成 17 年度に発足した IEA GHG Risk Assessment Network 及び IEA 
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GHG Weyburn CO2 Monitaring & Storage Project Phase2 に参画し、海外動向調査にも
取り組んだ。 
 
② まとめ 
二酸化炭素地中貯留実適用のための環境整備として、説明性の確保を目標とした安全評

価関連調査に取り組んできた。国際動向調査では先行する Weyburn プロジェクト調査か
ら二酸化炭素中の不純物管理、圧力管理等の操業情報を得た。一方、同プロジェクトは二

酸化炭素地中貯留安全管理では技術情報を蓄積する段階にあり、同 Phase2 にて関連事項
の検討及び実用化に有効なプラクテイスマニュアルを作成する計画にある。国際的にも二

酸化炭素地中貯留の安全・環境面への考え方を統一する方向性が打ち出されており、平成

17 年に発足した IEA GHG Risk Assessment Network では Weyburn、Sleipner 等の主要
プロジェクト・データを中心にリスク評価、データ管理等の共有化を図る状況にある。 

IPCC 特別報告書の地中貯留に関する項目を中心に Weyburn,Sleipner 両プロジェクト

主要メンバーからの情報と計画、実行時に参考使用された現地規格を用いて、安全管理に

求められる用件を整理集約し、二酸化炭素の集計等の 8 つのステップに分類して「技術的

標準」として「十分な貯留容量と圧入性、キャップロックの密閉性、地質の安定性等」な

どの安全管理上留意すべき 34 項目を抽出した。この前段となる二酸化炭素分離回収、輸

送施設については国内既存法(鉱山保安法及び高圧ガス保安法)中に主要な安全管理項目が

含まれており、「プロセスから発生する廃棄物、腐食防止の設計：水分、SOx、NOx、H2S

等の不純物濃度とパイプラインの材質の評価」等の上記海外情報の一部を加えて安全管理

に適用出来るものと考えた。 
地中貯留の安全性に影響を与え得る事象を網羅的に抽出する手法として、Weyburn プ

ロジェクトで使用された FEP データベースに以下 2 点の改良を加えた。 
• 日本に特有な 35 の FEP 追加及び細分化 
• FEP 相互関係の整理及び連鎖作成機能の追加 

断層を有する構造性仮想サイトの評価に適用したところ、人間侵入,断層、未検出断層及
びシール不良を基点とする 24 通りのシナリオ抽出に至った。断層を有さない非構造性仮
想サイトでは同様に人間侵入、未検出断層及びシール不良を基点とする 17 通りのシナリ
オ抽出を得た。本結果は従来から関係者間で重要なリスクと評価されてきた事象を含んで

おり、網羅的に抽出する機能を付与しており重要シナリオの網羅的抽出に大きく寄与し得

るものと言える。 
上記の人間、生態系への影響を二酸化炭素濃度と関連付けると、人間影響については、

国内法規で作業中濃度 1～1.5％が定められている（安全衛生規則、鉱山保安規則）。一般
への目安ではカナダ厚生省の定める「一生の時間（Lifetime exposure）」を対象とした「長
期許容安全レベル」3,500 ppm（0.35%）と設定されている。植物を中心とした生態系で
は IPCC 特別報告書に見られる 5％以下でも生育を確認出来るが、収量の増加、老化の進
行など正負の両方面での影響を確認されている。一般に二酸化炭素の漏洩に伴う環境影響
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については、多くのナチュラルアナログや生理学的研究の積み重ねにも関わらず、現在も

影響メカニズムの情報が十分得られた状況にはない。植物については、現在得られている

実験事例の多くが、二酸化炭素濃度が現在から倍増した環境を想定して行われてきたもの

であり、影響の是非を論ずるには、今後の技術蓄積を待たざるを得ない状況にある。 
地中からの貯留二酸化炭素の漏洩が海洋生物に及ぼす影響について、これまでに国内外

で蓄積されている知見を活用して定性的な評価を行うと共に、海域環境（pelagic な条件）
への特に水柱（water column）に対して、海底面から一定流量で二酸化炭素が連続的に漏
洩した場合の挙動およびプランクトンへの影響を数値シミュレーションモデルによって、

定量的に分析・評価を行った。その結果、海域への二酸化炭素漏洩が万が一起こったとき

でも、どういったサイト条件であれば、その影響が小さくなるのか、といった評価の目処

を立てることができた。これらは、来年度以降の安全評価・環境影響評価指針の策定の基

礎を与えるものである。 




