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第3章 有効性評価 

3.1 研究概要 

我が国で二酸化炭素(CO2)地中貯留の実適用を図るには、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。 

 

（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。 

 

（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受けた。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。 

 

（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。 

 

（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。 
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（地中貯留の有効性に関する定量的評価）  

平成 16 年度までに構築した国内を対象とする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した。 

 

（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。 
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3.2 貯留システムの類型整理 
3.2.1 貯留システムの概要と構成要素 
地中貯留のシステム構成を図 3.2-1 に示す。大規模排出源から二酸化炭素を分離する「分

離回収工程」、排出源から圧入サイトまで二酸化炭素の輸送を行う「輸送工程」、圧入サイ

トにおいて二酸化炭素を昇圧し貯留層へ圧入し貯留する「圧入工程」からなる。「分離回収

工程」では大規模排出源から排出される二酸化炭素を分離回収設備で分離し、純度 99%以

上にする。「輸送工程」にはパイプライン輸送と船舶輸送が考えられる。パイプライン輸送

の場合には、分離回収後、二酸化炭素を昇圧しパイプラインに送り込む。船舶輸送では昇

圧・液化し、タンクに貯留した後、船送する。港で荷揚げ後は圧入サイトまでパイプライ

ン等で輸送する。「圧入工程」では貯留層の条件に応じて、二酸化炭素を再昇圧し貯留層に

圧入する。また「圧入工程」には、圧入層の「事前探査」や貯留した二酸化炭素の「モニ

タリング」も含まれるものとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2-1 地中貯留のシステム 

 

(1) 排出源と二酸化炭素分離回収 
以下、地中貯留を構成する各要素について概観する。 

① 排出源 
二酸化炭素の大規模排出源としては、発電所、製鉄所、セメント工場、製紙工場からの

燃焼排ガス、天然ガス採掘や石油精製・化学プラントからのプロセスガスがある。我が国

の主要な大規模排出源である火力発電所、一貫製鉄所、セメント工場の位置と二酸化炭素
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排出量の推定値を図 3.2-2 にまとめた。対象となる工場は 161 あり、排出される二酸化炭

素量は 539 百万 t-CO2/年と推測される。排出源は東京湾、大阪湾、瀬戸内海、伊勢湾、九

州北東部等の地区に集中している。また、これらの排出源から発生する二酸化炭素の性状

（濃度、圧力）を表 3.2-1 にまとめた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2-2 国内の火力発電所、一貫製鉄所、セメント工場の二酸化炭素排出量  

 

表 3.2-1 主な排出源別の二酸化炭素の性状(IPCC 特別報告書)１）  
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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
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【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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② 分離回収技術 
主な二酸化炭素の分離回収技術を現在開発中のものも含めて表 3.2-2 に示した。分離す

べきガスの種類に応じて、「プロセスガスからの分離」、「燃焼後回収」、「燃焼前回収」、「酸

素燃焼」などの技術がある。「燃焼後回収」は通常の燃焼排ガスから二酸化炭素の分離を行

うもので、大規模排出源からの回収技術として主要なものである。燃焼後回収の分離回収

技術のうち「化学吸収法」は古くから検討がなされ、すでに「特定の条件下で実施可能」

な技術レベルにある。現段階で、商業的に利用可能なプロセスとして以下の３つがある。 

 

・ Kerr-McGee/ABB Lummus Crest プロセス（MEA 15-20ｗ％使用） 

・ Fluor Daniel ECONAMINE プロセス（MEA 30w%使用） 

・ 関電/三菱重工 プロセス（KS-1 吸収液使用） 

 

表 3.2-2 分離回収技術２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 二酸化炭素の輸送 
ここではパイプライン輸送について概観する。船舶輸送については 1.5.2(2)項を参照。 

 

① 海外での二酸化炭素パイプライン輸送に関する調査 
 

（海外におけるパイプラインの実施状況） 
パイプラインによる二酸化炭素の輸送は海外では以前から行われており、アメリカ西部

では多くの二酸化炭素パイプライン設備が建設され操業している。二酸化炭素輸送が最も
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一般的に使われているのは産油量が減少傾向にある油田からの石油採取用、いわゆる

EOR(Enhanced Oil Recovery)用である。アメリカでは、EOR 用に大量の二酸化炭素を使

用しており、世界最大の二酸化炭素パイプラインネットワークが存在している。 

これらの北米で稼働している二酸化炭素パイプラインの配管径は 4～20 インチで、敷設

距離は 4,800km を超える。テキサス・コロラド・ニューメキシコにまたがって敷設されて

いる二酸化炭素パイプラインネットワークは最も規模が大きい（West Texas 二酸化炭素

パイプライン）。やや規模が小さいものとしては、ノースダコダとウェイバーン（カナダ、

サスカチェワン州）をつなぐ Weyburn 二酸化炭素パイプライン、コロラド・ワイオミン

グ間の Raven Ridge パイプライン、ミシシッピの Chactaw パイプラインなどがある。北

米以外の国で稼動している大型パイプラインは、唯一トルコにあるのみである。ヨーロッ

パではノルウエーで建設中のパイプラインがあり、また、北海油田用の二酸化炭素輸送ラ

インが計画されている。表 3.2-3 にプロジェクトの概要をまとめた。 

表 3.2-3 世界で稼働・建設計画中の二酸化炭素パイプライン 

No. パイプライン名 所有/運転企業 長さ 配管径 配管径 設置場所

km ｉｎ ｍｍ

北米の稼動中のCO2パイプライン 州名

1 Anadarko Powder River Basin CO2 PL Anadarko 201 16 406 ワイオミング

2 Anton Irish Oxy 64 8 203 テキサス

3 Bravo Oxy Permian 351 20 508 ニューメキシコ、テキサス

4 Canyon Reef Carriers Kinder Morgan 224 16 406 テキサス

5 Centerline Kinder Morgan 182 16 406 テキサス

6 Central Basin Kinder Morgan 230 26-16 660-406 テキサス

7 Chaparral Chaparral Energy 37 6 152 オクラホマ

8 Choctaw Denbury Resources 177 20 508 ミシシッピ

9 Cordona Lake ExxonMobil 11 6 152 テキサス

10 Cortez Kinder Morgan 808 30 762 テキサス

11 Dakota Gasification Dakota Gasification 328 12 305 ノースダコタ/カナダＳａｓｋ

12 Dollarhide Pure Energy 37 8 203 テキサス

13 El Mar Kinder Morgan 56 6 152 テキサス

14 Enid-Purdy (Central Oklahoma) Anadarko 188 8 203 オクラホマ

15 Este I - to Welch, Tx ExxonMobil, et al 64 14 356 テキサス

16 Este II - to Salt Creek Field ExxonMobil 72 12 305 テキサス

17 Ford Kinder Morgan 19 4 102 テキサス

18 Joffre Viking Penn West Petroleum Ltd. 13 6 152 カナダ-アルバータ

19 Llano Trinity CO2 85 12-8 305-203 ニューメキシコ

20 Pecos County Kinder Morgan 42 8 203 テキサス

21 Raven Ridge ChevronTexaco 257 16 406 ワイオミング/コロラド

22 Sheep Mountain British Petroleum 656 24 610 テキサス

23 Shute Creek ExxonMobil 48 30 762 ワイオミング

24 Slaughter Oxy Permian 56 12 305 テキサス

25 Transpetco TransPetco 177 8 203 テキサス

26 Val Verde PetroSource 134 10 254 テキサス

27 W. Texas Trinity CO2 97 12-8 305-203 テキサス、ニューメキシコ

28 Wellman Wiser 40 6 152 テキサス

29 White Frost Core Energy, LLC 18 6 152 ミシガン

30 Wyoming CO2 ExxonMobil 180 20-16 508-406 ワイオミング

北米小計 4,854
その他の稼動中の長距離CO２パイプライン

31 Bati Raman Turkish Petroleum 90 トルコ
計画・建設中のプロジェクトの長距離CO２パイプライン

32 Snohvit Statoil 170 8 ノルウェー、バレンツ海

33 Decarbonized Fuel Project （DF1） BP 北海 Miller 油田

34 CO2-Infrastructure for EOR in the North Sea (CENS) 北海
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11 Dakota Gasification Dakota Gasification 328 12 305 ノースダコタ/カナダＳａｓｋ

12 Dollarhide Pure Energy 37 8 203 テキサス

13 El Mar Kinder Morgan 56 6 152 テキサス

14 Enid-Purdy (Central Oklahoma) Anadarko 188 8 203 オクラホマ

15 Este I - to Welch, Tx ExxonMobil, et al 64 14 356 テキサス

16 Este II - to Salt Creek Field ExxonMobil 72 12 305 テキサス

17 Ford Kinder Morgan 19 4 102 テキサス

18 Joffre Viking Penn West Petroleum Ltd. 13 6 152 カナダ-アルバータ

19 Llano Trinity CO2 85 12-8 305-203 ニューメキシコ

20 Pecos County Kinder Morgan 42 8 203 テキサス

21 Raven Ridge ChevronTexaco 257 16 406 ワイオミング/コロラド

22 Sheep Mountain British Petroleum 656 24 610 テキサス

23 Shute Creek ExxonMobil 48 30 762 ワイオミング

24 Slaughter Oxy Permian 56 12 305 テキサス

25 Transpetco TransPetco 177 8 203 テキサス

26 Val Verde PetroSource 134 10 254 テキサス

27 W. Texas Trinity CO2 97 12-8 305-203 テキサス、ニューメキシコ

28 Wellman Wiser 40 6 152 テキサス

29 White Frost Core Energy, LLC 18 6 152 ミシガン

30 Wyoming CO2 ExxonMobil 180 20-16 508-406 ワイオミング

北米小計 4,854
その他の稼動中の長距離CO２パイプライン

31 Bati Raman Turkish Petroleum 90 トルコ
計画・建設中のプロジェクトの長距離CO２パイプライン

32 Snohvit Statoil 170 8 ノルウェー、バレンツ海

33 Decarbonized Fuel Project （DF1） BP 北海 Miller 油田

34 CO2-Infrastructure for EOR in the North Sea (CENS) 北海  
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（パイプライン輸送条件） 
二酸化炭素は気相、液相、超臨界の何れの状態でもパイプライン輸送が可能であるが、

超臨界状態での輸送が最も経済的で現実的な方法である。気相の場合には、冬の条件では

圧力が 4.8 MPa 以上では二相流になる。起伏の多いパイプライン経路では圧力損失が増大

し、ブースターステーションでは気液分離設備が必要となる。このため、まず気液二相流

になることを避けるように輸送条件を選ぶのが普通である３）。一般に二酸化炭素パイプラ

インの運転温度は環境温度で決まることになり、陸上パイプラインは通常埋設されるので

地中温度を、海底パイプラインでは海水温度を基準に考える必要がある。一般にパイプラ

インに保温は設けられない。気相輸送の場合、パイプラインの最低運転温度を 5℃とする

と、対応する 100％二酸化炭素の飽和圧力が 4.0 MPa であるため、パイプライン圧力損失、

経路に沿った標高差および操業圧力変動を考慮した上で、運転圧力が 4.0 MPa 以上になら

ない様に設計することが必要になる。一方、液相輸送の場合は、パイプラインの最低運転

温度を 10℃とすると、対応する 100％二酸化炭素の飽和圧力は 4.5 MPa となり、上記と

同様に圧力変動要因を考慮して、気液二相域に入らない運転計画が必要になる。米国での

EOR 用の二酸化炭素輸送では 3%程度の不純物が含まれている。二酸化炭素純度が低下す

ると、飽和圧力は高くなる。ニ相流になることを避けるために、この飽和圧力の上昇分だ

け更にパイプラインの運転圧力を高めることが必要になる。 

経済性と上述のような事項を考慮して、既存の二酸化炭素パイプラインは臨界圧力以上

で運転することを選択している。既存の長距離二酸化炭素パイパイプラインのほとんどが、

二酸化炭素の臨界圧力以上の利用域で運転されている。それらのパイプラインの流送条件

について考慮すべき事項を示す４）。 

○ 米国二酸化炭素パイプラインで輸送されるガス組成 

米国の二酸化炭素パイプラインで輸送される代表的なガス組成は下記とされる。 

・ CO2： 98.372% or 98.350% 

・ N2 ：  1.521% or 0.136%  

・ CH4：  0.107% or 1.514% 

・ H2S：  0.000% 

○ 設計圧力と運転範囲 

パイプラインの運転圧力と温度の範囲は、（8.6MPa, 4℃）と（15.3MPa, 38℃）と言わ

れる。上限は ASME/ANSI 900#のフランジ・レーティングとなる。下限は冬の地中温度

と、超臨界状態圧力を維持できる条件により決められる。これに従った代表的運転範囲と

して示されているものを図 3.2-3 の相境界線図上に示した。 

 

なお、我が国で使用されている天然ガスパイプラインの最高圧は 7MPa であり、高圧で

のパイプライン輸送の実績がないことから、高圧パイプラインの導入には相当な準備期間

が必要であろう。 
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図 3.2-3 代表的なパイプライン運転範囲 

(3) 圧入・貯留 
① 貯留ポテンシャル 
我が国での EOR のポテンシャルは 3.4 節で述べるように小さいため、帯水層貯留が中

心になる。我が国での帯水層貯留の貯留可能量について全国賦存量調査 WG で検討された

結果を表 3.2-4 に示す。 

表 3.2-4 国内の帯水層分類とポテンシャル  

Sleipner（ノルウェー）等

１，４６１億t-CO2合 計

１，１６０億t-CO2３０１億t-CO2小 計

Weyburn（カナダ）等

長岡岩野原（日本）
（参考）実施状況

貯留概念図

Ｂ２
８８５億t-CO2

Ａ３
２１４億t-CO2

坑井データなし、
震探データあり基礎物探

Ａ２
５２億t-CO2

坑井・震探

データあり
基礎試錐

Ｂ１
２７５億t-CO2

Ａ１
３５億t-CO2

坑井・震探

データが豊富
油ガス田

カテゴリーＢ

連続的なシール層が期待される
貯留層

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

地質データ

Sleipner（ノルウェー）等

１，４６１億t-CO2合 計

１，１６０億t-CO2３０１億t-CO2小 計

Weyburn（カナダ）等

長岡岩野原（日本）
（参考）実施状況

貯留概念図

Ｂ２
８８５億t-CO2

Ａ３
２１４億t-CO2

坑井データなし、
震探データあり基礎物探

Ａ２
５２億t-CO2

坑井・震探

データあり
基礎試錐

Ｂ１
２７５億t-CO2

Ａ１
３５億t-CO2

坑井・震探

データが豊富
油ガス田

カテゴリーＢ

連続的なシール層が期待される
貯留層

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

地質データ

（注）内陸盆地、湾（瀬戸内海、大阪湾、伊勢湾など）は対象外。Ｂ１、Ｂ２は水深２００ｍ以浅を対象。
出典）RITE/ENAA、「二酸化炭素地中貯留技術開発 平成17年度成果報告書」、2006  
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② 圧入法の種類 

ＥＲＤ（大偏距掘削）
水平井

（プラットフォーム）

帯水層

陸上

海洋

海上坑口

海底坑口

 

 

図 3.2-4 圧入法の種類 

 

貯留層への圧入法の種類を図 3.2-4 にまとめた。陸域では貯留層へ垂直に井戸を掘る場

合と圧入量を大きく取るために図のような水平井を掘る場合がある。海域の貯留層では、

陸地から貯留層までの距離が大きくない場合（10km 以内、想定モデル地点調査では 7.2km

まで検討している）、陸地から水平部分の大きな大偏距掘削(Extended Reach Drilling：

ERD)を行うことが可能である。一方、貯留層が海岸から遠く離れる場合には、「海上坑口」

と「海底坑口」の２つの方法がとられる。「海上坑口」は圧入設備を設けた海洋プラットフ

ォームを建設するもので、陸地からプラットフォームまではパイプラインで接続する。海

底パイプラインからプラットフォームへパイプラインを一度立ち上げ、プラットフォーム

上の坑口から貯留層への圧入を行う。一方、海底抗口はプラットフォームを建設せず、陸

地にある昇圧設備から海底にある坑口までをパイプラインで結ぶものである。どちらの方

法がとられるかは、水深等の条件によって異なる。浅海域ではプラットフォームの設置が

容易であるため、海上坑口が有利だが、水深が大きくなるほどコスト的には海底抗口が有

利となる。 

 

③ 事前探査、モニタリング 
貯留層への二酸化炭素圧入を実施する前に、貯留層についての事前調査を行い、地質構

造の形態、地層の累重関係と分布、貯留層・シール層の性状、断層の発達状況、坑井の圧

入性について把握する必要がある。事前調査の方法としては、地震探査によるものと、調

査井をボーリングするものがある。必要な事前調査の量については、その貯留サイトに関

する情報がどの程度取得されているかによって異なる。石油やガスの採掘のために、相当

量の情報が集積されている場所では、二酸化炭素貯留という観点からだけの調査で十分で

あろうが、これまでに調査のなされていない場所では相当の情報を集める必要がある。ま

た、事前調査の方法もそのサイトの環境によってかなり影響を受ける。 
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モニタリングについては、圧入を実施期間中はもちろんであるが、注入後も二酸化炭素

挙動を調べるために実施される必要がある。しかしながら、どの程度の期間実施する必要

があるのか、また、どの程度の精度でなされるべきであるのかについては、まだ議論の途

上にある。 

 

 

参考文献 
1) IPCC Special Report on Carbon Dioxide Capture and Storage 2005, Chapter 2 

2) IPCC Special Report on Carbon Dioxide Capture and Storage 2005, Chapter 3 

3) Recht, D. L., “Carbon Dioxide Pipeline Design Considerations”, 1987 ASME 

Pipeline Engineering Symposium-ETCE, Dallas, TX 

4) Mohitpour,M., et al. ”Pipeline design & Construction: A Practical Approach”, 

ASME Press, 2000 
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3.3 地中貯留のコスト評価 

3.3.1 コストの算出方法 

① コスト構成 

「分離回収」、「昇圧」、「輸送」、「圧入・貯留」の４工程に分けてコストを算出した。3.2.1

節では、昇圧は輸送工程に含めて説明したが、実際には昇圧設備は発電プラント等の大規

模排出源に設置され、昇圧に必要なエネルギーもこれらの設備から供給されることが多い

ので、輸送から分離して検討することとした。それぞれの工程の詳細は想定モデル地点調

査での検討結果を参照（第３編 第１章）。ここでは、以下の項目を中心に一般化された地

中貯留コストを算出することとした。 

分離回収：化学吸収法による分離回収について主に発電所（新設石炭火力、既設石炭火

力改造）と製鉄所について検討した。 

昇  圧：パイプラインでの輸送を行うために、分離回収プラントにて 7MPa までの昇

圧を行う時のコストを計算した。 

輸  送：パイプライン輸送について検討した。 

圧入・貯留：貯留層の近傍で再昇圧し、オフショア、ERD、海上坑口、海底抗口などの

圧入方法で圧入するときのコストを計算した。また、事前調査やモニタリン

グのコストについても検討した。 

 

②コストの算出方法 

（発電所） 

IPCC 特別報告書の方法１）に従った。すなわち、分離回収付きプラントと分離回収なし

のリファレンスプラントについて、発電コスト（式(3.3-1)で算出）、二酸化炭素排出量を比

較し、式(3.3-2)からアボイディッドコストを、式(3.3-3)からキャプチャーコストを算出し

た。 

○発電単価（COE）の算出 

COE = [(TCR)(FCF) + (FOM)]/[(CF)(8760)(kW)] + VOM + (HR)(FC)    (3.3-1) 

ここで COE レベル化された発電単価(円/kWh) 

TCR 総資本(円) 

FCF 固定配当率 fixed charge factor (割合/年) 

FOM 固定費 (円/年) 

VOM 変動費 (円/kWh) 

HR 正味のプラント熱消費率(kJ/kWh) 

FC 単位燃料コスト (円/kJ) 

CF 運転率 

8760 １年間の時間数 

kW 送電端出力 (kW) 
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○アボイディドコストの算出 

Cost of CO2 Avoided (円/t-CO2) 

 = [(COE)capture – (COE)ref] / [(CO2/kWh)ref –(CO2/kWh)capture]     (3.3-2) 

 

（注）本式は以下の様に変形できる。 

  分子 ＝ (COE)capture – (COE)ref  

= (Expense)capture / (kWh)capture – (Expense)ref /( kWh)ref 

= (Expense)capture – (Expense)ref×(kWh)capture/ (kWh)ref 

分母＝(CO2/kWh)ref–(CO2/kWh)capture 

= (CO2)ref×(kWh)capture / (kWh)ref – (CO2)capture 

 

すなわち、分子ではキャプチャー付きプラントと同じ発電出力となる時のリファレン

スプラントの費用を計算し、キャプチャープラントとの差を算出する。分母では同じ

く発電出力を合わせたときの、二酸化炭素排出量の差を計算している。 

           

○キャプチャーコストの算出 

Cost of CO2 Captured (円/t-CO2)  

= [(COE)capture – (COE)ref] / (CO2, captured/kWh)             (3.3-3) 

 

（製鉄所等） 

分離回収プラントで発生する費用を算出し、これを NET の二酸化炭素隔離量で除して

アボイディドコストを算出した。NET の二酸化炭素隔離量は 

NET の二酸化炭素隔離量＝（二酸化炭素隔離量）－Σ（使用エネルギー量） 

×（二酸化炭素排出係数） 

とした。 

 

（昇圧の圧力） 

3.2 節で述べたように、海外で実施されているパイプライン輸送では二相流とならない

ように設計するため、輸送圧力は 10MPa 以上となっている。一方、我が国の天然ガスパ

イプラインは 7MPa 以下しか実績がなく、7MPa を超える二酸化炭素のパイプライン輸送

は現状ではすぐに実施できない。そこで、パイプライン輸送圧力を 7MPa とし、圧入地点

で 10MPa に再度昇圧を行う想定とした。 
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3.3.2 現状技術での貯留コストの算出と海外との比較 

地中貯留を構成する要素ごとに現状のコストを算出し、IPCC 特別報告書における海外

での貯留コストと比較した。 

 

(1) 分離回収・昇圧 
① 発電所からの二酸化炭素分離回収・昇圧コストの算出方法 
発電所からの分離回収・昇圧コスト算出に際しては、IPCC 特別報告書の引例である

IEA-GHG(2004)２）のレポートや Rao, Rubin(2004)３）のレポートを参考にした。コスト算

出に使用した前提や各種条件を以下にまとめる。 

 

（共通の設定） 

イ） 二酸化炭素回収量：100 万 t-CO2/年 

ロ） 石炭： 

価格：7000 円/t-CO2（財務省貿易統計 平成 17 年 5 月） 

LHV：28,819MJ/t-CO2  242.9 円/GJ-LHV  

ハ） 一般炭の排出係数：0.09542kg-CO2/MJ-LHV（温対法施行令） 

ニ） 年経費率：9％（年利率 4％－15 年） 

ホ） 回収プラントの労務費：運転は発電所本体の用員でみるため、人件費は計上しな

い。 

ヘ） 設備費は平成 13 年ベースとし、時間当たりの回収量・処理量によって基準となる

プラント価格から 0.6 乗則で算出するものとした。 

 

（新設石炭火力の設定） 

イ) 分離回収に必要な蒸気・電気はすべて発電所から供給する。 

ロ) 分離回収プラントの GROSS 出力はリファレンスプラントと同じとする。従って、

分離回収プラントとリファレンスプラントの燃料使用量は同じとする。 

以下は、IEA-GHG(2004)と同じ設定とした。 

ハ) リファレンスプラントの条件 

発電端出力：830MWe、発電端効率：48.3% LHV 

送電端出力：758MWe、送電端効率：43.9% LHV 

石炭使用量：6,203GJ/Hr LHV 

設備費：106,490 百万円（1$＝115 円換算） 

固定費（人件費等）：6,530 百万円/年 

燃料以外の変動費：743 百万円/年 

ニ) 分離回収に必要なエネルギー（蒸気、電力）は発電プラントから供給する。 

ホ) プラント寿命は 25 年、運転率は 85%とする。 
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ヘ) 冷却水は海水を用いるため、特にユーティリティ費用が発生しない。 

ト) 石灰石を用いた湿式脱硫によって、現状技術からコストをあげることなく SOX濃度

を 10ppm まで低減できるものとする。 

チ) 修繕費は TCR（設備投資総額）の 3.22% 

 

運転率：８５％

送電端出力
758MW ＊電力ロス係数(kWh/MJ）

分離回収セクション発電所

排ガス

電気

蒸気*

電力（ＭＷ）

昇圧

電気

分離後排ガス

CO2 輸送・
圧入へ

吸収 再生
rich

lean

燃料

ボイラー

タービン

燃焼排ガス

液循環量

冷却

/

発電端出力
830MW

6,203GJ/Hr
LHV 

→7MPa
回収率90%
純度99.9%
100万t/年

運転率：８５％

送電端出力
758MW ＊電力ロス係数(kWh/MJ）

分離回収セクション発電所

排ガス

電気

蒸気*

電力（ＭＷ）

昇圧

電気

分離後排ガス

CO2 輸送・
圧入へ

吸収 再生
rich

lean

燃料

ボイラー

タービン

燃焼排ガス

液循環量

冷却

/

発電端出力
830MW

6,203GJ/Hr
LHV 

→7MPa
回収率90%
純度99.9%
100万t/年

 

図 3.3-1 分離回収付き新設石炭火力発電の想定 

 

送電端出力
508MW

運転率80%

タービン改造

＊発電ロス係数（kWh/MJ）
タービン改造、抽気時

分離回収セクション発電所

排ガス

電気

蒸気*

電力（ＭＷ）
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タービン

燃焼排ガス

液循環量

発電端出力
540MW

4,521GJ/Hr
HHV 

→7MPa
回収率90%
純度99.9%
100万t/年

燃料燃料
補助

ボイラー

高次脱硫

蒸気

 

図 3.3-2 分離回収付き既設改造石炭火力発電所の想定  

 

（石炭火力既設改造） 

イ) 分離回収に必要な蒸気を石炭焚補助ボイラーから供給する。電気については発電シ

ステムから供給を受ける。 
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ロ) リファレンスプラントの出力等の条件 

発電端出力：540MWe、発電端効率：43% HHV 

送電端出力：508MWe、送電端効率：40% HHV 

石炭使用量：4,521GJ/Hr HHV 

以下は Rao, Rubin(2004)と同じとした。 

ハ) 発電端出力：540MWe 

ニ) 発電プラントの本体設備に関わる経費（償却費等）は本コスト計算には含めない。 

ホ) 分離回収付プラントの設置によって、発電プラント自体には新たな投資が発生しな

いものとする。 

ヘ) 固定費（人件費等）：2,013 百万円/年 

ト) プラントの運転率は 80%とする。 

その他の設定として 

チ) 冷却水は海水を用いるため、特にユーティリティ費用が発生しない。 

 

（分離回収・昇圧プラントの諸元） 

分離回収・昇圧プラントの諸元は想定モデル地点調査から提出されたものを用いた。 

排ガス条件： 

表 3.3-1 検討した排ガス条件 

石炭火力 製鉄所
排ガス条件

温度 ℃ 47 30～50
圧力 barabs 1.01 1.07
処理量 Nm

3
/h 578,000 336,000

CO2含有量 t/h 141 135
ガス組成

CO2 vol% 12.4 20.4

N2 vol% 72 49.2

O2 vol% 4.8
CO vol% 20.4
H2O vol% 10.8 7.2

SOX ppm 50

NOX ppm 50

ばいじん mg/Nm3 10 5

排出源

 

 

ユーティリティ： 

表 3.3-2 石炭火力発電所のユーティリティ使用量 
工程 項目 単位 値 備考

蒸気 t/h 170 CO2回収量：127t/h、吸収液　KS-1、石炭火力

熱量原単位 MJ/t-CO2 3,000 CO2回収量：127t/h、吸収液　KS-1、石炭火力

動力 kW 3,600 CO2回収量：127t/h、吸収液　KS-1、石炭火力

動力原単位 kWh/t-CO2 28.4 CO2回収量：127t/h、吸収液　KS-1、石炭火力

冷却水 t/h 10,000 CO2回収量：127t/h、吸収液　KS-1、石炭火力

吸収液 kg/hr 41 CO2回収量：127t/h、吸収液　KS-1、石炭火力

NaOH kg/hr 127 CO2回収量：127t/h、吸収液　KS-1、石炭火力、高次脱硫用

電力 kW 13,500 CO2回収量：118t/h、→7MPa

電力原単位 kWh/t-CO2 115 CO2回収量：118t/h、→7MPa

冷却水 t/h 3,300 CO2回収量：118t/h、→7MPa

分離回収

昇圧
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設備費： 

表 3.3-3 分離回収・昇圧設備の設備費 

工程 設備名

価格
2005年
ベース

（百万円）

価格
2001年
ベース

（百万円）

脱硫設備 1,300 1,057

CO2濃度１2％
CO2回収量：127t/h

吸収液：KS-1
CO2回収率：90%、CO2純度：99%

9,300 7,561

CO2濃度20％
CO2回収量：118t/h

吸収液：KS-1相当
CO2回収率：90%、CO2純度：99%

8,200 6,667

補助ボイラー 8,000 6,504

昇圧 昇圧設備 2,400 1,951

圧入 昇圧設備 1,400 1,138

仕様

CO2回収量：127t/h,　SOX：50→1ppm

NaOH使用

分離回収設備

CO2処理量：118t/h

5.5MPa→10MPa

分離回収

石炭焚、蒸気発生量　260t/h

CO2処理量：118t/h

2→72kg/cm2abs、二段圧縮・冷却

 
 

プラント価格は年によって相当変化する。平成 9 年から平成 15 年にかけて価格は安定

していたがこの 1、2 年は急騰しているため、標準的な値として平成 13 年の値を使用する

こととした。想定モデル地点調査から提出された平成 17 年のプラント価格を元に、平成

13 年ベースに補正して使用した（図 3.3-3 参照）。 
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図 3.3-3 プラント価格の推移（日本機械輸出組合） 
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（発電ロス係数） 

図 3.3-1 のように蒸気を発電所の蒸気システムから分離回収設備に供給すると、発電端

出力が低下する。このときの供給した熱エネルギー(MJ)あたりの発電ロス量(kWh）を発

電ロス係数と定義した。値が小さいほど、同じエネルギーを蒸気システムから供給すると

きに発生する発電ロスが小さくなる。 

発電ロス係数（kWh/MJ） 

＝（蒸気供給による発電量の低下量、kWh）/（分離回収に必要な熱量、MJ） 

 

Rao, Rubin(2004)３）によれば、低圧蒸気を抽気する場合の発電ロス係数は新設の場合で

0.025～ 0.052kWh/MJ、既設改造の場合には 0.056～ 0.069kWh/MJ である。また、

NEDO(1992)４）では新設石炭火力で 0.05kWh/MJ の値を想定している。従って現状技術

の発電ロス係数として、新設の場合は Rao の論文の最大値である 0.052kWh/MJ を採用す

ることとした。 

 

（新設石炭火力からの分離回収・昇圧コスト） 

表 3.3-4 に計算結果を示す。100 万 t-CO2/年規模の分離回収・昇圧プラントを設置する

ことにより、 

  送電端出力：758→716MW（△42MW） 

  発電コスト：4.97→5.58 円/kWh（＋0.7 円/kWh） 

  発生二酸化炭素原単位：0.781→0.639t-CO2/MWh（△0.142t-CO2/MWh） 

となる。この結果、Capture Cost は 3,207 円/t-CO2、Avoided Cost は 4,256 円/t-CO2と

なり、このときの NET 貯留量は 754 千 t-CO2/年となる。 

 

（既設石炭火力からの分離回収・昇圧コスト） 

表 3.3-5 に既設の石炭火力からの分離回収・昇圧コストを示す。本ケースでは石炭焚補助

ボイラーを設置し、そこから分離回収に必要な蒸気を供給することとした。100 万 t- CO2/

年規模の分離回収・昇圧プラントを設置することにより、 

  使用燃料増：4,521→5,096GJ/h（+575GJ/h） 

送電端出力：508→485MW（△23MW） 

  発電コスト：2.62→3.78 円/kWh（＋1.16 円/kWh） 

  発生二酸化炭素原単位：0.807→0.658t-CO2/MWh（△0.149t-CO2/MWh） 

となる。この結果、Capture Cost は 3,925 円/t-CO2、Avoided Cost は 7,752 円/t-CO2と

なり、このときの NET 貯留量は 506 千 t-CO2/年となる。 

石炭焚補助ボイラーの設置で送電端出力の低下は抑制されているが、補助ボイラーから

発生する二酸化炭素のために NET 貯留量は小さくなり、Avoided Cost は Capture Cost

の約 2 倍と大きくなった。 
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表 3.3-4 新設石炭火力からの分離回収・昇圧コスト 

単位 新設火力発電所 解　　　説

％ 85

hr/ｙ 7,446

MW 830

％ 48.3

MW 758

％ 43.9

GJ/hr 6,203

百万円/年 6,530

百万円/年 743

百万円 106,490

円/ｔ 7,000 2005年５月財務省貿易統計

円/GJ 242.9 上記を熱量28,819KJ/kg　LHVで除する

kg-CO2/MJ 0.09542 温対法施行令

円/kWh 4.97
年経費率9%
COE = [(設備費×（年経費率） + (固定費)＋（石炭使用量）×（石炭価
格）×（年間運転時間）＋（変動費）]/[(年間運転時間)×(送電端出力)]

t-CO2/MWh 0.781 （排出係数LHV）×（石炭使用量）/（送電端出力）

必要熱量 MJ/t-CO2 3,000 KS-1使用時の熱負荷、MHI2005

電力ロス係数 kWh/MJ 0.052 発電所蒸気システムからの抽気、Rao2004の最大値を採用

抽気による発電ロス kWh/t-CO2 156 （必要熱量）×（発電ロス係数）

動力原単位 kWh/t-CO2 28.4 3,600kW×7900hr/（百万t-CO2） MHI2005

原単位（→7MPa） kWh/t-CO2 115 13,500kW×8497hr/y/100万ｔ＝114.7　NSC2005

原単位（5.5→10MPa） kWh/t-CO2 16 NSC2005

kWh/t-CO2 315.4

MW 716
（リファレンスプラント送電端出力）-{（発電ロス合計）
×100万t-CO2/（年間運転時間）}

千t-CO2/年 1,000

t-CO2/h 134

■発電プラント費用 百万円/年 28,076 リファレンスプラント費用合計

原単位 千t/年 0.490

SOX濃度1ppm時の吸収液損失：0.32kg/t-CO2　MHI2005

吸収液でのSOX反応率99.5%、１モルSO2に対しMEA２モルが反応、よっ

て2×61/64=1.9重量比のアミンが減少。
CO2回収率：90%、CO2濃度12.4%、SOX10ppmのガスを処理する場合の

アミン減少量は
100万ｔ/0.124/0.9*10/1000,000*1.9

単価 円/kg 880 MHI2005

費用 百万円/年 431

設備投資額（分離回収） 百万円 7,808
9300百万円（2005年、127t-CO2/h処理ベース）MHI2005

9300/1.23*(134/127)^0.6

設備固定費 百万円/年 703 （設備投資額）×9%

修繕費 百万円/年 251 （設備投資額）×3.22%(固体取り扱いを含むため修繕費高）

百万円/年 1,386

設備投資額 百万円 2,106
2400百万円（2005年、118t-CO2/h処理ベース）NSC2005

2400/1.23*(134/118)^0.6
設備固定費 百万円/年 190 （設備投資額）×9%

修繕費 百万円/年 63 （設備投資額）×3%

百万円/年 253

円/kWh 5.58
COE = [(発電プラント費用）＋（分離回収費用）＋（昇圧費用）]/（送電
端出力）Capture

t-CO2/MWh 0.639
｛（排出係数LHV）×（石炭使用量）-100万ｔ-CO2/(年間運転時間）｝/

（送電端出力）

円/t-CO2 3,207
Cost of CO2 Captured (US$/tonne CO2)

= [(COE)Capture ‒ (COE)ref] / (CO2, Captured/kWh)

円/t-CO2 4,256
Cost of CO2 Avoided (US$/tonne CO2)

 = [(COE)capture ‒ (COE)ref]
　　　　　　　　　　　/ [(CO2/kWh)ref ‒(CO2/kWh)Capture]

分離回収・昇圧コスト（Avoided）

分離回収・昇圧コスト（Capture）

送電端効率　LHV

石炭使用量　LHV

石炭価格

■分離回収費用

熱量当たりの石炭価格　LHV

排出係数 LHV

発電ロス合計

■送電端出力

項目

固定費

変動費（燃料以外）

設備費

リファレンスプラント

IPCC特別報告書の引用文献であるImprovement in Power Generation
with Post-Combution Capture of CO2  IEA-GHG PH4/33 (2004)に準

拠

1$＝115円で計算

分離回収プラント（回収＋昇圧付き

運転率

年間運転時間

発電端出力

発電端効率　LHV

送電端出力

■回収CO2量

時間当たりの回収CO2量

圧入

発電コスト　(COE)ref

排出CO2原単位

（CO2/kWh)ref

■エネルギー消費

熱

動力

昇圧

排出CO2原単位

（CO2/kWh)Capture

吸収液

設備

分離回収費用

昇圧費用

設備

■昇圧費用

発電コスト　(COE)Capture

 



 1544

表 3.3-5 既設石炭火力からの分離回収・昇圧コスト 
単位 既設火力発電所 解　　　説

％ 80

hr/ｙ 7,008

MW 540

％ 43

MW 508

％ 40

GJ/hr 4,521

百万円/年 2,013

百万円/年 0

百万円 0

円/ｔ 7,000 2005年５月財務省貿易統計

円/GJ 231 上記を熱量28,819/0.95 KJ/kg　HHVで除する

kg-CO2/MJ 0.09065 温対法施行令

円/kWh 2.62

年経費率9%
COE = [(設備費×（年経費率） + (固定費)＋（石炭使用量）×（石炭価
格HHV）×（年間運転時間）＋（変動費）]/[(年間運転時間)×(送電端出
力)]

t-CO2/MWh 0.807 （排出係数HHV）/×（石炭使用量）/（送電端出力）

必要熱量 MJ/t-CO2 3,000 KS-1使用時の熱負荷、MHI2005

蒸気量 t/h 192 （必要熱量）/（2225MJ/t-蒸気）×100万ｔ/（運転時間）

石炭使用増 GJ/hr 575 （必要熱量）×100万ｔ/（年間運転時間）/(ボイラー効率0.745）

動力原単位 kWh/t-CO2 28.4 3,600kW×7900hr/（百万t-CO2） MHI2005

原単位（→7MPa） kWh/t-CO2 115 13,500kW×8497hr/y/100万ｔ＝114.7　NSC2005

原単位（5.5→10MPa） kWh/t-CO2 16 NSC2005

kWh/t-CO2 159.4

MW 485
（リファレンスプラント送電端出力）-{（発電ロス合計）
×100万t-CO2/（年間運転時間）}

千t-CO2/年 1,000

t-CO2/h 143

■発電プラント費用 百万円/年 9,323 リファレンスプラント費用合計

原単位 千t/年 0.320 SOX濃度1ppm時の吸収液損失：0.32kg/t-CO2　MHI2005

単価 円/kg 880 MHI2005

費用 百万円/年 282 （原単位）×（単価）

燃料費 百万円/年 929 （石炭使用増）×（石炭価格HHV）×（年間運転時間）

その他の変動費 百万円/年 180
243.5百万円/年（260t-s/hベース）　NGC2005
243.5×192/260

補助ボイラー変動費合計 百万円/年 1,109

NaOH 百万円/年 70
1kg-NaOH/t-CO2 MHI2005 ＠70円/kg

1/1000×1000千t-CO2/年×70,000円/ｔ

補助ボイラー 百万円 5,422
8000百万円（2005年、260t-s/hベース）NGC2005
8000/1.23×(192/260)^0.6

高次脱硫 百万円 1,135
1300百万円（2005年、127t-CO2/h処理ベース）MHI2005

1300/1.23×(143/127)^0.6

設備投資額（分離回収） 百万円 8,119
9300百万円（2005年、127t-CO2/h処理ベース）MHI2005

9300/1.23×(143/127)^0.6

設備固定費 百万円/年 1,321 （設備投資額）×9%

修繕費 百万円/年 473 （設備投資額）×3.22%(固体取り扱いを含むため修繕費高）

百万円/年 3,254

設備投資額 百万円 2,106
2400百万円（2005年、118t-CO2/h処理ベース）NSC2005

2400/1.23*(134/118)^0.6
設備固定費 百万円/年 190 （設備投資額）×9%

修繕費 百万円/年 63 （設備投資額）×3%

百万円/年 253

円/kWh 3.78
COE = [(発電プラント費用）＋（分離回収費用）＋（昇圧費用）]/（送電
端出力）cap

t-CO2/MWh 0.658
｛（排出係数HHV）×（石炭使用量+石炭使用増）-100万ｔ-CO2/(年間運

転時間）｝/（送電端出力）

円/t-CO2 3,925
Cost of CO2 Captured (US$/tonne CO2)

= [(COE)Capture ‒ (COE)ref] / (CO2, Captured/kWh)

円/t-CO2 7,752
Cost of CO2 Avoided (US$/tonne CO2)

 = [(COE)Capture ‒ (COE)ref]
　　　　　　　　　　　/ [(CO2/kWh)ref ‒(CO2/kWh)Capture]

脱硫用アルカリ

排出CO2原単位

（CO2/kWh)Capture

吸収液

分離回収費用

昇圧費用合計

設備

■昇圧費用

発電コスト　(COE)Capture

設備

補助ボイラー

■回収CO2量

時間当たりの回収CO2量

圧入

発電コスト　(COE)ref

排出CO2原単位

（CO2/kWh)ref

■エネルギー消費

熱

動力

昇圧

A. B. Rao, E. S. Rubin, M. B. Berkenpas, An Integrated Modeling
Framework for Carbon Management Technologies Vol.1, DOE Repot
DE-FC26-00NT4093 (2004) に準拠

1$＝115円で計算

分離回収プラント（回収＋昇圧付き）

運転率

年間運転時間

発電端出力

発電端効率　HHV

送電端出力

項目

固定費

変動費（燃料以外）

設備費

リファレンスプラント

分離回収・昇圧コスト（Avoided）

分離回収・昇圧コスト（Capture）

送電端効率　HHV

石炭使用量　HHV

石炭価格

■分離回収費用

熱量当たりの石炭価格　HHV

排出係数 HHV

発電ロス合計

■送電端出力
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（海外でのコスト計算例との比較） 

 IPCC 特別報告書１）では分離回収に一章を設け、これまでの検討結果をまとめている。

IPCC 特別報告書の分離回収コスト計算例のまとめを表 3.3-6 に、本検討で求めた石炭火

力からの分離回収・昇圧コストを海外での検討と比較した結果を表 3.3-7 に示した。 

今回算出した新設石炭火力からの分離回収・昇圧コストは、 

Capture Cost 3,207 円/t-CO2  IPCC-SRCCS 2,645～4,025 円 /t-CO2 

Avoided Cost 4,256 円/t-CO2  IPCC-SRCCS 2,645～5,865 円 /t-CO2 

となり、IPCC 特別報告書の範囲にある。また、既設石炭火力からの分離回収・昇圧コス

トは、 

Capture Cost 3,925 円/t-CO2  IPCC-SRCCS 3,565～6,440 円 /t-CO2 

Avoided Cost 7,752 円/t-CO2  IPCC-SRCCS 5,175～8,395 円 /t-CO2 

となり、IPCC 特別報告書の上限に近い値を示している。なお、海外の報告は発電所の発

生する二酸化炭素のほぼ全量を回収しているものが大半である。 

表 3.3-6 IPCC 特別報告書の分離回収・昇圧コスト 

４１－６１

５４－７９

４３－５２

６２－８６

３１－５０

４２－７２

COE （US$/MWh）
分離回収なし

分離回収付き

１１６９－１５６５

１４１４－２２７０

１１６１－１４８６

１８９４－２５７８

５１２－７２４

９０９－１２６１

建設費（ US$/kWh）
分離回収なし

分離回収付き

１３－３７２９－５１３７－７４
アボイデッドコスト（US$/t-
CO2）

１４－２５２４－４０１１－２２エネルギー消費の増加 ％

６８２－８４６

６５ー１５２

７３６－８１１

９２－１４５

３４４－３７９

４０－６６

CO2排出量（kg-CO2/MWh）
分離回収なし

分離回収付き

IGCC新設石炭火力新設NGCC新設項 目

４１－６１

５４－７９

４３－５２

６２－８６

３１－５０

４２－７２

COE （US$/MWh）
分離回収なし

分離回収付き

１１６９－１５６５

１４１４－２２７０

１１６１－１４８６

１８９４－２５７８

５１２－７２４

９０９－１２６１

建設費（ US$/kWh）
分離回収なし

分離回収付き

１３－３７２９－５１３７－７４
アボイデッドコスト（US$/t-
CO2）

１４－２５２４－４０１１－２２エネルギー消費の増加 ％

６８２－８４６

６５ー１５２

７３６－８１１

９２－１４５

３４４－３７９

４０－６６

CO2排出量（kg-CO2/MWh）
分離回収なし

分離回収付き

IGCC新設石炭火力新設NGCC新設項 目

 
 

（発電所からの分離回収・昇圧の課題） 

表 3.3-8 に現状技術による石炭火力からの分離回収・昇圧コストの構成比を示す。新設

では、エネルギーコストが占める割合が 49%と最も大きく、次に分離回収設備費（30%）

となっている。エネルギーコストの内訳は、熱、昇圧の順となっており、分離回収時に消

費される熱エネルギーをいかに低減させるかが大きな課題であるとともに、昇圧エネルギ

ー低減も考慮すべき課題である。分離回収設備費も大きく、設備のコンパクト化が課題で

ある。次に、吸収液費用が大きい。これは排ガス中の SOXによる吸収液の損失、熱損失な

ど損失量が大きいためであり、SOXの除去、吸収液の低コスト化、安定性の向上が課題で

ある。 
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表 3.3-7 海外の分離回収コストとの比較 

IEA GHG
2004

IPCC-SRCCS 今回検討

Rao,Rubin&
Berkenpass

2004
（脱硫設備増

強）

IPCC-SRCCS

今回検討
（脱硫強化+
補助ボイ
ラー）

稼働率 ％ 85 65～85 85 80 67～91 80
年経費率 ％ 11 11～15.5 9 15 9.4～15 9
燃料価格 円/GJ 203 113～173 243 85 113～353 231

リファレスプラント
　　発電端出力 MW 831 831 441 540
　　送電端出力 MW 758 462～758 758 405 248～470 507.6
　　送電端効率 ％ 44 41～45 44 32.8 33～37 40.42
　　燃料使用量 GJ/hr 6,203 6,203 4,455 4,521
　　CO2発生量 千t-CO2/年 3,700 4,407 2,630 2,872

　　SOX発生量 kgSO2/MWh 4.84 0.27
分離回収付プラント
　　CO2回収量 千t-CO2/年 3,595 1,830～4,170 1,000 2,356 1,480～2,660 1,000

　　CO2純度 ％ 99.9 99.9 99.9 99.9

　　製品CO2圧力 MPa 11 8～14 7 13.8 10～14 7
　　吸収液 econamine KS-1 MEA KS-1
　　必要熱量原単位 MJ/t-CO2 3,348 3,000 4,575 3,000

　　必要動力原単位 kWh/t-CO2 161 159.4 166 159.4
　　熱→電力変換 kWh/MJ 0.104 0.05 0.06
　　発電端出力 MW 827 810 341 540
　　送電端出力 MW 666 329～676 716 246 140～400 485
　　送電端効率 ％ 34.8 30～35 41.5 19.9 19～25 38.6
　　燃料使用量 GJ/hr 6,889 6,203 4,438 5,096
　　CO2排出量 千t-CO2/年 514 3,407 262 2,237

設備費合計（回収付） 百万円 134,441 116,404 17,607 16,782
　　分離回収・昇圧 百万円 20,717 9,914 17607 10,225
　　脱硫・改造 百万円 ↑ 1,135
　　補助ボイラー 百万円 5,422
回収・昇圧設備費原単位 千円/t-CO2 5.8 9.9 7.5 16.8

設備費原単位 千円/kWh 201.9 218～296 162.7 71.7 74～223 34.6
発電コスト（リファレンス） 円/kWh 5.02 4.95～5.98 4.97 2.3 2.07～2.99 2.6
発電コスト（分離回収） 円/kWh 7.15 7.13～9.89 5.58 7.95 5.87～7.13 3.78

コスト（Caputure） 円/t-CO2 2,594 2,645～4,025 3,207 3,869 3,565～6,440 3,925

コスト（Avoided） 円/t-CO2 3,406 2,645～5,865 4,255 6,842 5,175～8,395 7,752

NET回収量 千t-CO2/年 762 754 565 506

新設

項目

既設改造

単位

 

 

表 3.3-8 現状技術での分離回収・昇圧コストの構成比  

（左：新設石炭火力、右：石炭火力既設改造、石炭焚補助ボイラー） 

 

構成比

100
■エネルギー 49

熱 776 1,030 24
動力 141 188 4
昇圧 572 759 18
圧入 79.59 106 2

■吸収液 13
■分離回収設備 30
■昇圧設備 8

NET貯留量 千t-CO2/年754

キャプチャー
円/t-CO2

アボイディド
円/t-CO2

コスト合計

項目

253

4,256

572
1,266
335

2,082

3,207

1,569

431
954

構成比

100

蒸気（燃料＋設備） 45
エネルギー 11

熱
動力 74 147 2
昇圧 301 596 8
圧入 42 83 1

5
吸収液 7
分離回収設備 25
昇圧設備 6

NET貯留量 千t-CO2/年

253

7,752

556
1,960
499

3,500

3,925

1,772

282
992

キャプチャー
円/t-CO2

アボイディド
円/t-CO2

コスト合計

項目

506

脱硫（設備＋アルカリ 209

825

412

418
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既設改造では、蒸気を石炭焚ボイラーで供給するがその費用が最大(45%)である。次い

で、分離回収設備費(25%)となっている。昇圧のエネルギーコストは小さいが、これは既

設発電プラントの利用および蒸気供給が発電システムから切り離されているため、発電出

力低下が少ない結果、発電原価が低いためである。 

 

② 製鉄所からの二酸化炭素分離回収・昇圧コスト 
製鉄所からの回収では、発電所のケースのように、製鉄所全体をひとつのシステムとみ

なし、全体コストとしてとらえる方法がとりにくい。そこで図 3.3-4 のように分離回収プ

ラントを考え、そこで必要なエネルギーを製鉄所等から購入する想定とした。 

 

分離回収セクション製鉄所

副生ガス

電気

廃熱*

昇圧

電気

副生ガス

CO2 輸送・
圧入へ

吸収 再生
rich

lean

原料炭

排ガス

液循環量発電所

排ガス

副生ガス

10円/kWhで購入

※廃熱回収を行い、分離回収プラントに供給。

→7MPa 回収率90%
純度：99.9％
100万t-CO2/年

分離回収セクション製鉄所

副生ガス

電気

廃熱*

昇圧

電気

副生ガス

CO2 輸送・
圧入へ

吸収 再生
rich

lean

原料炭

排ガス

液循環量発電所

排ガス

副生ガス

10円/kWhで購入

※廃熱回収を行い、分離回収プラントに供給。

→7MPa 回収率90%
純度：99.9％
100万t-CO2/年

 

図 3.3-4 製鉄所からの二酸化炭素分離回収・昇圧の想定 

 

設備費は表 3.3-3 のもの（二酸化炭素濃度 20%）を使用した。分離回収のユーティリテ

ィ使用量は表 3.3-9 の値を使用した。昇圧の電力使用量は表 3.3-2 のものを使用した。現

状での蒸気価格として 2,500 円/t-蒸気を、電力単価として 10 円/kWh を使用した。 

表 3.3-9 製鉄所からの分離回収のユーティリティ使用量 
工程 項目 単位 値 備考

蒸気 t/h 159 CO2回収量：118t/h、吸収液　KS-1相当、製鉄所

熱量原単位 MJ/t-CO2 3,000 CO2回収量：118t/h、吸収液　KS-1相当、製鉄所

動力 kW 3,500 CO2回収量：118t/h、吸収液　KS-1相当、製鉄所

電力原単位 kWh/t-CO2 29.7 CO2回収量：118t/h、吸収液　KS-1相当、製鉄所

冷却水 t/h 9,500 CO2回収量：118t/h、吸収液　KS-1相当、製鉄所

吸収液 kg/hr 16 CO2回収量：118t/h、吸収液　KS-1相当、製鉄所

分離回収
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製鉄所の排ガスはそのまま分離回収プラントに導入できるものとした。分離回収プラン

トの労務費や冷却水の費用は発電所のケースと同様、計上しなかった。 

表 3.3-10 に計算結果、表 3.3-11 にコストの構成比を示す。 

Capture Cost は 6,147 円/t-CO2と大きなものとなった。構成比の大きなものは、蒸気（廃

熱回収費：55%）、昇圧電力(19%)、分離回収設備（13%）である。蒸気単価 2,500 円/t-CO2、

電力単価 10 円/kWh の想定が効いている。また、蒸気は廃熱回収から得られるとしたため

に、二酸化炭素発生が少なく、Avoided と Capture の差は小さい。 

発電所と同様、分離回収工程で必要な熱量、昇圧のエネルギー、分離回収の設備費の削

減が望まれる。 

 

表 3.3-10 製鉄所からの二酸化炭素分離回収・昇圧コスト 
単位 製鉄所 解　　　説

％ 97

hr/ｙ 8,497

必要熱量 MJ/t-CO2 3,000 KS-1相当使用時の熱負荷、NSC2005

単価 円/MJ 1.12 （2500円/t-蒸気)/（2225MJ/t-蒸気）

廃熱費用 百万円/年 3,371 （必要熱量）×（蒸気単価）×100万t-CO2/年

動力原単位 kWh/t-CO2 29.7 3,500kW×（年間運転時間）/（百万t-CO2） NSC2005

原単位（→7MPa） kWh/t-CO2 115 13,500kW×8497hr/y/100万ｔ＝114.7　NSC2005

原単位（5.5→10MPa） kWh/t-CO2 16 NSC2005

kWh/t-CO2 160.7

円/kWh 10.0

百万円/年 1,607.4 （電力使用量）×（電力炭化）×100万t-CO2

t-CO2/MWh 0.370 全国平均値、2005年見通し

千t-CO2/年 59 （電力消費量合計）×（電力の排出係数）×100万t-CO2

千t-CO2/年 1,000

t-CO2/h 118

原単位 千t/年 0.136 16kg/hr×（年間運転時間）/1000000

単価 円/kg 880 MHI2005

費用 百万円/年 120 （原単位）×（単価）

設備投資額（分離回収） 百万円 6,667
8200百万円（2005年、118t-CO2/h処理ベース）NSC2005

8200/1.23

設備固定費 百万円/年 600 （設備投資額）×9%

修繕費 百万円/年 215 （設備投資額）×3.22%(固体取り扱いを含むため修繕費高）

百万円/年 934

設備投資額 百万円 1,951
2400百万円（2005年、118t-CO2/h処理ベース）NSC2005

2400/1.23
設備固定費 百万円/年 176 （設備投資額）×9%

修繕費 百万円/年 59 （設備投資額）×3%

百万円/年 234

千t-CO2/年 941 （分離回収CO2量）ー（電力消費分のCO2排出量）

円/t-CO2 6,147 （年間費用合計）/（CO2貯留量、100万ｔ）

円/t-CO2 6,535 （年間費用合計）/（NETCO2貯留量）

項目

分離回収・昇圧コスト（Avoided）

分離回収・昇圧コスト（Capture）

■分離回収費用

電力使用量合計

電力単価

分離回収プラント（回収＋昇圧付き
運転率

年間運転時間

電力の排出係数

製鉄所の実績による。NSC2005

■回収CO2量

時間当たりの回収CO2量

圧入

■エネルギー消費

熱

動力

昇圧

電力消費分のCO2排出量

電力費用

NET貯留量

吸収液

設備

分離回収費用

昇圧費用

設備

■昇圧費用
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表 3.3-11 製鉄所からの分離回収・昇圧コストの構成比  

構成比

100
55

■エネルギー 26
熱 0 0
動力 297 316 5
昇圧 1,150 1,223 19
圧入 160 170 3

■吸収液 2
■分離回収設備 13
■昇圧設備 4

NET貯留量 千t-CO2/年

■廃熱回収費 3,371 3,584

941

キャプチャー
円/t-CO2

アボイディド
円/t-CO2

コスト合計

項目

234

6,535

127
866
249

1,709

6,147

1,607

120
815

 

 

(2) 輸送 
想定モデル地点調査でのパイプライン設備単価を表 3.3-12 に示す。本表の単価を用い年

経費率 9%＋設備費 3%として、輸送コストを計算した結果を、これまでに報告されている

パイプライン輸送コスト検討結果および IPCC 特別報告書５）の海外でのコスト結果とあわ

せて図 3.3-5、図 3.3-6 に示した。 

表 3.3-12 パイプライン設備費（100 万 t-CO2輸送、陸上） 

工程 設備名
価格

（百万円
/km）

100万t-CO2/年、400A 238

300万t-CO2/年、600A 300

11.5MPa 100万t-CO2/年、350A 222

輸送
パイプライン

単価

7MPa

仕様

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.3-5 パイプライン輸送コストの海外との比較（左：国内、右：IPCC） 

 

2.8
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図 3.3-6 国内でのパイプライン輸送コスト（陸場・海底、輸送量、圧力の影響） 

 

我が国でのパイプライン輸送コストには、海外のそれと比較すると以下の様な特徴があ

る。 

・ 陸上パイプラインと海底パイプラインについて、国内でのパイプラインコストは陸

上＞海底で、海外とは逆である。 

・ 国内のパイプラインコストは海外の約 10倍高い。IPCCのグラフから 100万 t-CO2

のコストを推定するとおよそ 3 円/t-CO2/km であり、国内の 20～40 円/t-CO2/km

の約 1/10 である。 

 

海外の検討例では輸送量が極めて大きな場合のコストが求められている。今回の計算は

輸送量が 100 万 t-CO2/年になっており、かなり差がある。輸送コストは輸送量が大きくな

ると急速に低下するので、輸送量が同程度で海外の例と比較した。図 3.3-7 は IEA-GHG

報告書６）の例であるが、今回の想定に近い 125 万 t-CO2輸送時のパイプラインコストが算

出されている。10＄/t-CO2で輸送可能な距離は 380km であり、1$=115 円の想定で、同じ

く 3 円/t-CO2/km であり、我が国でのパイプラインコストの約 1/10 となった。 

我が国においては人口の密集地が多いこと、陸上でのパイプラインは地下埋設であり、

この工事費用が相当大きいことが理由として上げられる。いずれにしても、国内の輸送コ

ストは相当大きいため、遠距離輸送はコスト的に困難であると考えられる。 

図 3.3-6 に輸送コストに及ぼす圧力、輸送量の影響を示した。輸送圧力が大きくなるほ

ど配管径が小さくてすみ、コストは小さくなる。輸送量の影響は大きく、300 万 t-CO2/年

になると、輸送コストは約 1/2 程度に低下する。 
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図 3.3-7 海外でのパイプライン輸送コスト(IEAGHG) 

 

(3) 圧入・貯留 
① 圧入のコスト構成 
圧入コストを構成する要素を以下に示す。圧入コストはサイトスペシフィックであり、

これらの要素はすべてサイトによって変化する。 

 

・事前調査費：圧入に先駆けて貯留層の状態を地震探査・調査井などにより調査するも

のであり、貯留層の広さや、周囲の状況によって調査方法が異なり、

費用も異なる。 

・坑井費  ：貯留層までの掘削費用であり、井戸の本数、深さ、井戸の種類（垂直井、

水平井、ERD）によって費用が異なる。これらは貯留層の位置（すな

わち陸域か海域か、海域の場合には海岸からの距離、地表・海底から

の深さなど）、貯留層の物性（浸透率）などによって変化する。 

・再昇圧費用 ：貯留層への圧入圧力に応じて、再昇圧を行うもの。圧入圧力は井戸の

深さ、圧入する貯留層の物性によって変化する。 

・プラットフォーム：海上坑口法では、プラットフォームの建設費が必要である。本費

用は設置する海域の水深によって工法が異なり、費用も異なる。 

・パイプライン費用：海上坑口、海底抗口では圧入井と昇圧設備を接続するパイプライ

ンが必要である。本費用は圧入井と海岸との距離によって変化する。 

 

② 圧入コストの算出 
サイトスペシフィックな圧入コストを一般化する目的で、下記の様なケースについて圧

入コストを見積もった。 

 

 

１２５万t-CO2/y１２５万t-CO2/y
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深度（1,000、2,000、3,000、4,000、5,000m）、 

陸域、海域、さらに海域において 

貯留層が海岸に近い場合の大偏距掘削（ERD） 

海上坑口（水深：30、90、150m、離岸距離；20、70km） 

海底坑口（水深：30、90、150、300、500m、離岸距離；20、70km） 

 

ここで、井戸１本当たりの圧入量を 10 万 t-CO2/年/坑井と 50 万 t-CO2/年/坑井の両ケー

スで計算した。この結果を表 3.3-14 に示す。計算には想定モデル地点調査から提出された

表 3.3-13 の単価を用いた。 

表 3.3-13 坑井の単価  

工程 設備名
価格

（百万円/
本）

垂直深度1000ｍ 垂直井 180
垂直深度2000ｍ 垂直井 360
垂直深度1000ｍ 傾斜井 700
垂直深度2000ｍ 傾斜井 1,360
垂直震度1300m 水平井　掘削長：2400m* 1,300
垂直深度1000ｍ 偏距：2500ｍ、掘削長：3013m 1,175
垂直深度2000ｍ 偏距：5000ｍ、掘削長：5708m 2,626
垂直深度１000ｍ 偏距：1700ｍ、掘削長：2242m 1,121
垂直深度2000ｍ 偏距：2000ｍ、掘削長：3233m 2,231
垂直深度１000ｍ 偏距：1700ｍ、掘削長：2242m 1,009
垂直深度2000ｍ 偏距：2000ｍ、掘削長：3233m 2,101

ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑから

坑井

陸域

ERD坑井

海底掘削リグ

仕様
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図 3.3-8 海外との圧入コストの比較 
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表 3.3-14 圧入コストの算出（年経費率 9%、修繕費 3%） 

パイプライ
ン

付帯工事
陸上→海底
海底→ﾌﾟﾗｯ

ﾄﾌｫｰﾑ

海上プラッ
トフォーム

10万t/坑井 50万t/坑井

深度1000m 7,000 1,400 840 168

深度2000m 13,600 2,700 1,632 324

深度1000m 11,750 2,400 1,410 288

深度2000m 26,260 5,300 3,151 636

離岸距離20km/深度1000m 18,000 4,500 2,700 500 2,544 924
離岸距離20km/深度2000m 29,100 6,700 2,700 500 3,876 1,188
離岸距離20km/深度3000m 38,300 8,500 2,700 500 4,980 1,404
離岸距離20km/深度4000m 47,800 10,400 2,700 500 6,120 1,632
離岸距離20km/深度5000m 73,700 15,600 2,700 500 9,228 2,256
離岸距離20km/深度1000m 18,000 4,500 2,700 500 2,544 924
離岸距離20km/深度2000m 29,100 6,700 2,700 500 3,876 1,188
離岸距離20km/深度3000m 38,300 8,500 2,700 500 4,980 1,404
離岸距離20km/深度4000m 47,800 10,400 2,700 500 6,120 1,632
離岸距離20km/深度5000m 73,700 15,600 2,700 500 9,228 2,256
離岸距離70km/深度1000m 18,000 4,500 10,000 500 3,420 1,800
離岸距離70km/深度2000m 29,100 6,700 10,000 500 4,752 2,064
離岸距離70km/深度3000m 38,300 8,500 10,000 500 5,856 2,280
離岸距離70km/深度4000m 47,800 10,400 10,000 500 6,996 2,508
離岸距離70km/深度5000m 73,700 15,600 10,000 500 10,104 3,132
離岸距離20km/深度1000m 18,000 4,500 2,700 500 2,544 924
離岸距離20km/深度2000m 29,100 6,700 2,700 500 3,876 1,188
離岸距離20km/深度3000m 38,400 8,500 2,700 500 4,992 1,404
離岸距離20km/深度4000m 47,900 10,400 2,700 500 6,132 1,632
離岸距離20km/深度5000m 73,800 15,600 2,700 500 9,240 2,256
離岸距離70km/深度1000m 18,100 4,500 10,000 500 3,432 1,800
離岸距離70km/深度2000m 29,200 6,700 10,000 500 4,764 2,064
離岸距離70km/深度3000m 38,400 8,500 10,000 500 5,868 2,280
離岸距離70km/深度4000m 47,900 10,400 10,000 500 7,008 2,508
離岸距離70km/深度5000m 73,800 15,600 10,000 500 10,116 3,132
離岸距離20km/深度1000m 18,100 4,500 2,700 500 2,556 924
離岸距離20km/深度2000m 29,200 6,700 2,700 500 3,888 1,188
離岸距離20km/深度3000m 38,400 8,500 2,700 500 4,992 1,404
離岸距離20km/深度4000m 47,900 10,400 2,700 500 6,132 1,632
離岸距離20km/深度5000m 73,800 15,700 2,700 500 9,240 2,268
離岸距離70km/深度1000m 18,100 4,500 10,000 500 3,432 1,800
離岸距離70km/深度2000m 29,200 6,700 10,000 500 4,764 2,064
離岸距離70km/深度3000m 38,400 8,500 10,000 500 5,868 2,280
離岸距離70km/深度4000m 47,900 10,400 10,000 500 7,008 2,508

離岸距離70km/深度5000m 73,800 15,700 10,000 500 10,116 3,144

離岸距離20km/深度1000m 11,200 2,200 2,700 550 1,660 1,933 853

離岸距離20km/深度2000m 22,300 4,500 2,700 550 1,660 3,265 1,129
離岸距離20km/深度3000m 31,500 6,300 2,700 550 1,660 4,369 1,345
離岸距離20km/深度4000m 41,000 8,200 2,700 550 1,660 5,509 1,573
離岸距離20km/深度5000m 66,900 13,400 2,700 550 1,660 8,617 2,197
離岸距離70km/深度1000m 11,200 2,200 10,000 550 1,660 2,809 1,729
離岸距離70km/深度2000m 22,300 4,500 10,000 550 1,660 4,141 2,005
離岸距離70km/深度3000m 31,500 6,300 10,000 550 1,660 5,245 2,221
離岸距離70km/深度4000m 41,000 8,200 10,000 550 1,660 6,385 2,449
離岸距離70km/深度5000m 66,900 13,400 10,000 550 1,660 9,493 3,073
離岸距離20km/深度1000m 10,100 2,000 2,700 600 14,100 3,300 2,328
離岸距離20km/深度2000m 21,000 4,200 2,700 600 14,100 4,608 2,592
離岸距離20km/深度3000m 29,800 6,000 2,700 600 14,100 5,664 2,808
離岸距離20km/深度4000m 36,800 7,400 2,700 600 14,100 6,504 2,976
離岸距離20km/深度5000m 43,800 8,800 2,700 600 14,100 7,344 3,144
離岸距離70km/深度1000m 10,100 2,000 10,000 600 14,100 4,176 3,204
離岸距離70km/深度2000m 21,000 4,200 10,000 600 14,100 5,484 3,468
離岸距離70km/深度3000m 29,800 6,000 10,000 600 14,100 6,540 3,684
離岸距離70km/深度4000m 36,800 7,400 10,000 600 14,100 7,380 3,852
離岸距離70km/深度5000m 43,800 8,800 10,000 600 14,100 8,220 4,020
離岸距離20km/深度1000m 10,100 2,000 2,700 650 18,800 3,870 2,898
離岸距離20km/深度2000m 21,000 4,200 2,700 650 18,800 5,178 3,162
離岸距離20km/深度3000m 29,800 6,000 2,700 650 18,800 6,234 3,378
離岸距離20km/深度4000m 36,800 7,400 2,700 650 18,800 7,074 3,546
離岸距離20km/深度5000m 43,800 8,800 2,700 650 18,800 7,914 3,714
離岸距離70km/深度1000m 10,100 2,000 10,000 650 18,800 4,746 3,774
離岸距離70km/深度2000m 21,000 4,200 10,000 650 18,800 6,054 4,038
離岸距離70km/深度3000m 29,800 6,000 10,000 650 18,800 7,110 4,254
離岸距離70km/深度4000m 36,800 7,400 10,000 650 18,800 7,950 4,422

離岸距離70km/深度5000m 43,800 8,800 10,000 650 18,800 8,790 4,590

海底坑口
水深30m

海底坑口
水深90m

オンショア

大偏距

圧入

圧入コスト
PL

(円/t-CO2）坑井掘削費
（百万円）
50万ｔ/坑井

項目
坑井掘削費
（百万円）
10万ｔ/坑井

海上坑口
水深150m

海上坑口
水深30m

海上坑口
水深90m

海底坑口
水深150m

海底坑口
水深300m
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井戸１本当たりの圧入量は地層の影響を受けるが、日本の地層は緻密で、海外（例えば

Sleipner）の様な、100 万 t-CO2/年/坑井の圧入は困難である。確実な圧入量は 10 万 t-CO2/

年/坑井で、この場合の圧入コストは最も安価なケース（陸域、貯留深度 1,000m、100 万

t-CO2/年、10 万 t-CO2/年/坑井）でも 1,000 円/t-CO2と高い。IPCC 特別報告書では圧入コ

ストが 0.5～8 $/t-CO2net injected と報告されている。圧入量を 50 万 t-CO2/年/坑井、100

万 t-CO2/年/坑井としたときの国内での圧入コストの推定値を海外のものと比較した７）（図

3.3-8）。我が国でも 100 万 t-CO2/年/坑井での圧入ができれば、海外と同程度の圧入コスト

となることがわかる。 

 

③ 事前調査費用・モニタリング費用 
貯留層付近の地質について相当の情報が得られているという前提で、貯留に先立つ事前

調査費を見積もった（表 3.3-15）。 

地質調査は 3D 地震探査と調査井１本とした。地震探査は 5×5km 程度とし、データ密

度は 25×25m とした。対象深度は 3,000m までとする。調査すべき場所の環境（水深、周

囲の状況）によって、取りうる調査方法が異なり、費用も異なるが、一般化された値とし

て事前調査費用 863 百万円、モニタリング 492 百万円/回と設定した。 

表 3.3-15 海域での事前調査・モニタリング費用 

項目 苫小牧沖 鵜川沖 阿賀沖 平均 

貯留層環境  海陸境界部 海岸より遠距離  

3D 探査＋解析 406 620 423  

調査井 400 300 1,500  

事前調査費合計 806 920 1,923 863（苫、鵜） 

モニタリング(1 回) 414 629 433 492（３者） 

 

④ 圧入・貯留コストの算出 
圧入・貯留コストは圧入しようとするサイトの影響を強く受けるので、一般化は困難で

あるが、次のケースについて圧入・貯留コストを算出した。 

・ オンショア 

・ 貯留槽が海岸より近く ERD が可能なところ 

・ 離岸距離が 20km で水深が 30m 程度の海上坑口 

・ 離岸距離が 70km の海底坑口 

（単位 :百万円） 
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貯留層の深度は 1,000m とし、井戸１本当たりの圧入量は 10 万 t-CO2/年/坑井、50 万

t-CO2/年 /坑井の両ケースを図 3.3-9 に見積もった。事前調査・モニタリングはすべて表

3.3-15 の数字を使用した。 

 

 

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000

オンショア

ERD

海上抗口
離岸距離20km

海底抗口
離岸距離70km

オンショア

ERD

海上抗口
離岸距離20km

海底抗口
離岸距離70km

コスト　円/t-CO2

坑井

コンプレッサー

パイプライン

プラットフォーム等

事前調査

モニタリング

圧入量

50万t-CO2/年/坑井

圧入量

10万t-CO2/年/坑井

５１７

６３７

１，２０３

２，１４９

１，１８９

１，７５９

２，２８３

３，７６９

 

図 3.3-9 我が国での圧入コストの典型例（深度 1,000m） 

 

圧入量 10 万 t-CO2/年/坑井ではすべてのケースで坑井費が相当部分を占める。特にオン

ショアや ERD では大部分が坑井費である。坑井費の次に、離岸距離 20km の海上坑口で

はパイプライン費とプラットフォーム費が、離岸距離 70km の海底坑口ではパイプライン

費が主要なものとなる。圧入量が 50 万 t-CO2/年/坑井に増えると、大幅にコストが低下し、

オンショア、ERD では圧入コストが 1,000 円/t-CO2を下回る様になる。井戸１本当たりの

圧入量が大きくなるような地層を選ぶと共に、水平性、マルチラテラルウエルなどの圧入

量が大きくなるような技術開発が課題である。 

 

(4) 我が国での地中貯留コストのまとめ 
以上の結果のまとめとして、我が国での地中貯留コストを 

 

新設石炭火力からの 100 万 t-CO2/年の分離回収→20km パイプライン輸送 

→10 万 t-CO2/年/坑井での ERD 圧入（事前調査・モニタリング含む） 
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の条件で算出した例を表 3.3-16 にまとめる。分離回収～地中貯留全体では IPCC 特別報告

書５）のコスト範囲の上限にあるが、輸送距離が海外（250km）に比べ 20km と非常に短く

しかとれないこと、圧入コストが非常に高いことが特徴的である。 

また、発生源が新設石炭火力以外に既設石炭火力、製鉄所、随伴ガス分離のケース、圧

入が帯水層貯留のほかに EOR のケースを含めて、コスト算出した結果を図 3.3-10 にまと

めた。EOR のコスト算出結果については 3.4 節で詳述する。 

 

表 3.3-16 我が国での帯水層貯留コストと海外の比較 

９－４４

△１０～１６

２９－５１

新設石炭火力
～EOR

４０－９０

３７－７４

新設NGCC
～帯水層貯

留

２９－５１４，２００
分離回収～

昇圧

０．５～８
２，３００

１０万t/年・well，
ERD

圧入

３０ー７０
７，３００

100万t/ｙ・２０ｋｍ-
ERD

トータル

１－８
500-4000万t/y

250km

８００
100万t/ｙ－２０ｋｍ

輸送

新設石炭火力
～帯水層貯留

新設石炭火力
～帯水層貯留

ケース

IPCC SRCCS
US$/t-CO2

現状

円/t-CO2

９－４４

△１０～１６

２９－５１

新設石炭火力
～EOR

４０－９０

３７－７４

新設NGCC
～帯水層貯

留

２９－５１４，２００
分離回収～

昇圧

０．５～８
２，３００

１０万t/年・well，
ERD

圧入

３０ー７０
７，３００

100万t/ｙ・２０ｋｍ-
ERD

トータル

１－８
500-4000万t/y

250km

８００
100万t/ｙ－２０ｋｍ

輸送

新設石炭火力
～帯水層貯留

新設石炭火力
～帯水層貯留

ケース

IPCC SRCCS
US$/t-CO2

現状

円/t-CO2

 

 

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000

製鉄所～帯水層

石炭火力既設改造～帯水層

石炭火力新設～帯水層

随伴ガス分離～帯水層

EOR(放棄油田再開）

EOR（既存井使用）

アボイデッドコスト 円/t-CO2

分離回収

昇圧

輸送

貯留

新設石炭火力から分離回収・輸送

３カ所の井戸で昇圧

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000

製鉄所～帯水層

石炭火力既設改造～帯水層

石炭火力新設～帯水層

随伴ガス分離～帯水層

EOR(放棄油田再開）

EOR（既存井使用）

アボイデッドコスト 円/t-CO2

分離回収

昇圧

輸送

貯留

新設石炭火力から分離回収・輸送

３カ所の井戸で昇圧

 

図 3.3-10 現状技術での我が国での地中貯留コスト 
標準条件：回収隔離量 100 万 t-CO2/年、輸送距離 20ｋｍ、圧入 10MPa 
圧入法：ERD、坑井１本あたりの注入量：10 万 t-CO2/年、深度 1,000m 
EOR：新設石炭火力から 20 万 t-CO2/年分離回収、輸送距離 20km 
費用から収入を差し引く  
随伴ガス：隔離量 10 万 t-CO2、輸送距離 9km 
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3.3.3 コスト低減のための技術課題と目標設定 

地中貯留コスト低減のための技術課題と目標を明確にして、ロードマップに盛り込むた

め、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とす

る目標を設定し、コスト到達のために必要な事項を分析した。なお、地中貯留コスト 3,000

円/t-CO2は現在技術での海外での貯留コストの最小値である。 

 

(1) 分離回収コスト 2,000 円/t-CO2達成のための課題抽出 
① 新設石炭火力 
表 3.3-8 に示した様に、新設石炭火力からの二酸化炭素分離回収・昇圧コストの構成要

素のうち、コストへの寄与が大きいのは、吸収液再生時の蒸気供給による発電ロス、昇圧

のための電力、分離回収設備費、吸収液費用である。新設石炭火力では、分離回収工程で

必要な熱エネルギーは発電所の蒸気システムから蒸気として供給され、抽気による発電ロ

スとしてコストに影響する（図 3.3-1）。すなわち、 

（分離回収工程での熱要求量）×（電力ロス係数） 

の２つの因子が重要となる。また、分離回収の設備費は二酸化炭素の吸収・再生の効率に

関係する。これらの分離回収工程でのコストに影響する因子について考察した。 

 

（化学吸収法プロセス） 

図 3.3-11 に化学吸収法の概要を示した。燃焼排ガスは吸収塔に送られ、ここでアミン吸

収液と向流接触し、二酸化炭素は吸収液に溶解・反応し、燃焼排ガスから分離される。二

酸化炭素と結合したアミン吸収液は再生塔に送られ、ここで 120℃程度の加熱により二酸

化炭素が再生し、再生塔の塔頂から蒸気とともにコンデンサーに送られ、水が凝縮分離さ

れて純粋な二酸化炭素として回収される。また、二酸化炭素放出後の吸収液は熱交換器を

経て、吸収塔に送られ再使用される。 
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図 3.3-11 化学吸収法による分離回収プロセス 
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（分離回収工程での熱負荷量の低減） 

化学吸収法での蒸気（熱）負荷量は、吸収液として MEA（モノエタノールアミン）を

用いる場合には 4,200MJ/t-CO2程度であるが、吸収液の改良が続けられており、関西電力

―三菱重工の KS-1 では 3,000MJ/t-CO2まで低減されている。先の現状技術のコスト解析

ではこの KS-1 を使用したときの値をベースにしている。今後も吸収液の改良が進むと予

想され、Feron2005８）では 2015 年における到達予測値として 2,000MJ/t-CO2を上げてい

る。 

今後到達可能な化学吸収法での熱負荷量や設備費の値を推測するツールとして、下記の

ような化学吸収法のプロセス・コストシミュレーションプログラムを構築し、これを用い

てコスト低減の可能性について検討した。 

 

○ 平衡モデルの構築 

アミン吸収液と二酸化炭素の気液平衡を元に循環液量、搭サイズ、プラントコスト

をシミュレーションするプログラムを構築した。 

主な仮定と計算方法： 

・ Lean 溶液の CO2Loading（CO2【mole】/Amine【mole】）を 0.2 と設定。 

・ 吸収塔に入る Lean 溶液の温度を 40℃と固定した。 

・ MEA 循環量は、吸収塔塔底液が示す気液平衡から期待される二酸化炭素蒸気圧と

入口二酸化炭素分圧の比が 0.8 となるように選んだ。 

・ ガス速度、吸収率、物質収支から液流速を求め、また、塔頂分圧/二酸化炭素濃度、

塔底分圧/ 二酸化炭素濃度、気液平衡から NOG（移動単位数）を求める。さらに、

NOG からプレート数をもとめ塔高を算出する 

・ 放散塔は常圧で、塔底は 1.2 atm であるとした。 

・ リボイラー負荷は気液平衡図を用いて段計算し算出した。また、理論段数からプレ

ート数をもとめ、再生塔の塔高を計算した。 

 

○ 各種アミン吸収液を用いたシミュレーション 

MEA（モノエタノールアミン）、DEA（ジエタノールアミン）、DMEA（ジメチルエタ

ノールアミン）、MDEA（メチルジエタノールアミン）について二酸化炭素吸収熱および

気液平衡の結果を入力し、Rich 溶液の CO2 Loading、循環液量、リボイラー負荷、吸収塔

サイズ、再生塔サイズ、熱交換器伝熱面積、設備費などを求めた。 

図 3.3-12 にシミュレーション結果を示す。図中、想定モデル地点調査とあるのは、想定

モデル地点調査で今回エンジニアリング会社が見積もった値である。Model1,2 は気液平衡

および吸収熱を仮想的に組み合わせたものである。 
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図 3.3-12 平衡モデルによる熱負荷量のシミュレーション 
(a)アミン種類とリボイラー負荷量、(b)アミン種類と循環液量 

(c)吸収液の循環液量とリボイラー負荷、(d)吸収液の循環液量と設備費 
 

図 3.3-12(b)には、吸収液の循環液量の計算結果を示した。循環液量は吸収液への二酸化

炭素の溶解量に依存し、二酸化炭素溶解量が大きくなるほど値が小さくなる。例えば、MEA

で２モル溶液から 30%（約４モル）に濃度が増加すると、その分だけ吸収液あたりの二酸

化炭素吸収量が増加し、循環液量が小さくなる。一級アミンより二級アミンの方が、さら

に二級アミンより三級アミンの方が二酸化炭素吸収量は小さくなり、その分だけ循環液量

が大きくなる。循環液量とリボイラー負荷量、および設備費の関係を図 3.3-12(c)および(d)

に示す。循環液量が小さくなるほど加熱する液量が小さくなるので、リボイラー負荷は小

さくなる。また、全体的に設備が小さくなるため設備費が低減できる。二酸化炭素吸収量

を大きくする努力がなされており、KS-1 では吸収量が非常に高められ、その結果、循環

液量が非常に小さく抑えられるので、リボイラー負荷量 3,000MJ/t-CO2 が達成されてい

る。 

 一方、リボイラー負荷量に関係する因子としては、アミンと二酸化炭素の反応熱がある。

アミンと二酸化炭素が強固な結合を作るほど（反応熱が大きいほど）、その逆反応である再

生過程で多くの熱量を必要とする。一級アミンは反応熱が大きく、二級、三級とアミンの
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置換が進むほど、その値は小さくなる。循環液量が小さく、かつリボイラー負荷量が小さ

な吸収液を作るには、反応熱が小さなアミンを中心に、吸収量が大きくなるような開発が

必要となる。 

 現状の値から、今後の技術開発の進展から期待されるリボイラー負荷量の値を、Feron

（2005）より一歩進んだ 2,800MJ/t-CO2と設定した。このためには図 3.3-12(c)から循環液

量が 1,000t/h となるような吸収液の開発が必要である。 

 

（設備費の低減） 

図 3.3-12(d)で循環液量が 1,000t/h 程度になれば、設備費は 50 億円近くになると予想さ

れる。さらに、膜コンタクターなどの吸収効率を上昇させる技術の取り込み等を含めて、

現状の 6 割まで設備費が削減されると想定した。 

 

（吸収液損失量の低減） 

吸収液自体も SOXによる塩の形成や劣化によって減少するため、補給する必要がある。

発電プラントの燃焼排ガス中の SOX分が低減すること、また吸収液の安定性がより向上す

ることによって、補給量が 1/2 となると想定した。 

 

（発電ロスの低減） 

吸収液の再生過程において必要とする熱は 120℃程度の低圧蒸気による加熱で十分であ

る。発電所の蒸気システムは図 3.3-13 のように、超超臨界ボイラー等から発生する高温高

圧蒸気で高圧タービンを駆動し、そこから排出される蒸気を加熱した高温・中圧蒸気で中

圧タービンを駆動、最後に低圧蒸気で低圧タービンを駆動するのが一般的である。この低

圧タービンから低圧蒸気を取り出して使用できれば、エクセルギーの小さな蒸気であるた

め、発電ロスを小さくすることが期待できる。900MW の石炭火力で低圧タービンからの

抽気による発電ロス量が三村９）らによって 0.04kWh/MJ と見積もられている。この値は

オランダの Feron(2005)らの見通しとも一致している。このため、発電ロス係数の目標値

として 0.04kWh/MJ を採用することとした。なお、既存のプラントで本抽気を行うには、

タービン機器の改造が必要である。 

さらに、吸収液の改良によって循環液量が小さくなると、ポンプなどの動力も少なくて

すむ。現状の動力値は 24kWh/t-CO2であるが、これが半減し 10kWh/t-CO2になると設定

した。 
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図 3.3-13 発電所の蒸気システムと低圧タービンからの抽気 

 

表 3.3-17 分離回収付発電所におけるエネルギー削減の見通し 
Paul H. M. Feron (TNO, Netherland) Reduction of emission and 

Geological storage of CO2, Paris (2005) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

（昇圧電力量の低減） 

昇圧に必要な電力量は以下の式で計算される。 

 

 

 

Ｌ [kW]：理論動力、Ps：吸込み絶対圧力（kg/cm2abs）、Pd：吐出し絶対圧力

（kg/cm2abs）、Qs：吸込み風量(m3/min)、n：段数、κ：比熱比 

さらに 消費電力 Lc＝L/（断熱効率）/（モーター効率） 

 

理論動力は吸い込み圧、吐出圧、流量によって決定されるので、昇圧工程の低エネルギ

ー化を行うには、効率のよいコンプレッサーを導入する等の対策しか考えられない。Feron

L[kW] =
n・κ

κ－１
・

Ps・Qs

0.612
・

Pd

Ps

κ・ｎ －１

0.1980.3040.444MWh/t合計

0.1030.1080.114MWh/tコンプレッサー

0.010.020.04MWh/t動力

0.0420.0550.069kWh/MJ発電ロス係数

2,0003,2004,200MJ/t熱エネルギー

201520051995年

0.1980.3040.444MWh/t合計

0.1030.1080.114MWh/tコンプレッサー

0.010.020.04MWh/t動力

0.0420.0550.069kWh/MJ発電ロス係数

2,0003,2004,200MJ/t

-CO2-CO2

熱エネルギー

201520051995年

-CO2-CO2

-CO2-CO2

-CO2-CO2
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の報告では、2015 年のコンプレッサーのエネルギー値を 103kWh/t-CO2 としている（表

3.3-17）ので、本検討でも同程度の 100kWh/t-CO2を採用することにした。 

 

（分離回収・昇圧コストの低減） 

以上のコスト低減のための目標値を表 3.3-18 に示す。 

表 3.3-18 分離回収・昇圧の目標値 

2005 2015 （参）Feron

分離回収：熱負荷量 MJ/t-CO2 3,000 1,800 2,000

分離回収：動力原単位 kWh/t-CO2 26.8 10 10

分離回収：吸収液原単位 指数 1 0.5

分離回収：設備費 指数 1 0.6

昇圧：電力原単位 kWh/t-CO2 115 100 103

昇圧：設備費 指数 1 0.5

新設石火 電力ロス係数 kWh/MJ 0.052 0.04 0.042

低圧タービン工事費 百万円 4200

電力ロス係数 kWh/MJ 0.05

製鉄所 廃熱回収コスト 円/t-蒸気 2,500 1,300

項目
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アボイデッドコスト　円/t-CO2

電力：熱

蒸気（燃料＋設備）

廃熱回収
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図 3.3-14 分離回収・昇圧コストの低減 

 

表 3.3-18 の値を元に、分離回収・昇圧コストを算出した結果を図 3.3-14 に示す。新設

石炭火力では表 3.3-18 の各項目の改良によって、特に蒸気供給のための発電ロスおよび分

離回収の設備費が大幅に削減され、分離回収・昇圧コストは 2,252 円/t-CO2まで低下する。 

既設石炭火力では、まず石炭焚補助ボイラーはそのままにして表 3.3-18 の改良をするこ

とにより、分離回収・昇圧コストが 4,124 円/t-CO2まで低下する。次に、新設の場合と同

様、低圧タービンから抽気した場合のコストを計算した。抽気のためのタービンの設備改



 1563

造費を 42億円とし、発電ロス係数を 0.05とした結果、分離回収・昇圧コストはさらに 2,605

円/t-CO2まで低減した。 

製鉄所の場合は、現状コストの大半が廃熱回収費用によって占められている。いかに安

価に廃熱が回収できるのかが、もっとも重要なポイントである。現状の廃熱回収コスト

2,500 円/t-蒸気換算が 1,300 円/t-蒸気換算まで低減できると想定した。表 3.3-18 の値を使

用した結果は、3,186 円/t-CO2となった。想定した購入電気の価格 10 円/kWh が発電所原

価の電気代に比べて高いので、コストが高めとなっている。電気代を 5 円/kWh と想定す

れば、分離回収・昇圧コストは 2,500 円/t-CO2となる。 

 

（貯留コスト 3,000 円/t-CO2の姿） 

分離回収・昇圧工程のコストダウンが進むという前提で、貯留コストを 3,000 円/t-CO2

としたときの取りうる地中貯留の姿を図 3.3-15 にまとめた。 

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500

新設石炭火力

　+陸域

 +輸送10km+オンショア

 +輸送20km+オンショア

　＋ERD

 +輸送10km+ERD

既設石炭火力

 +オンショア

製鉄所

製鉄所（電気５円）

製鉄所（電気５円）+オンショア

製鉄所（電気５円）＋ERD

アボイデッドコスト　円/t-CO2

分離回収・昇圧

輸送

圧入（オンショア）

圧入（ERD）

新設
石炭火力

製鉄所

石炭火力
既設改造

深度１０００ｍ

深度１０００ｍ

深度１０００ｍ

深度１０００ｍ

 

図 3.3-15 貯留コスト 3,000 円/t-CO2の姿 

分離回収・昇圧コストは改良後、分離回収・輸送・圧入量 100 万 t-CO2/年 

圧入：50 万 t-CO2/年 /坑井、深度：1,000ｍ 

 

 新設石炭火力では 100 万 t-CO2/年規模の分離回収・昇圧コストが 2,252 円/t-CO2である

ので、年間 50 万 t-CO2/坑井の圧入が可能であれば、発生源直下深度 1,000ｍでの陸域の帯

水層への貯留、あるいは発生場所から海域へ ERD 工法を使用した貯留が可能である。ま

た、陸上パイプラインで 10km 輸送し、陸域貯留までが 3,000 円/t-CO2の圏内となる。輸
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送量が 300 万 t-CO2/年であれば、輸送距離は 2 倍の 20km になる。また、このとき輸送距

離が 10km ならば ERD も可能となる。 

既設の石炭火力では、低圧タービンからの抽気を行うケースの分離回収・昇圧コストが

2,605 円/t-CO2であるので、陸域貯留でも 3,000 円/t-CO2をやや超えてしまう。 

製鉄所では電気代を 10 円/kWh にすると、分離回収・圧入コストが 3,000 円/t-CO2を超

えている。電気代が 5 円/kWh となれば、分離回収・昇圧コストが 2,500 円/t-CO2と低下

するので、陸域での貯留が可能となる。 

いずれにしても、50 万 t-CO2/年/坑井の圧入が可能なサイトが排出源近傍にあることが

条件となる。排出源近傍での貯留層の開発や井戸一本あたりの圧入量を大きくできる工法

の開発が低コスト化、貯留量の拡大のための課題である。 

 

3.3.4 自圧を持つガスからの分離回収 

前節では現状技術での燃焼排ガスからの分離回収・昇圧コスト（燃焼後回収）をもとめ、

さらに今後のコストダウンの可能性とそのための課題についてまとめた。本節では燃焼前

回収などの自圧を持つガスからの分離回収・昇圧コストについてまとめた。 

 

(1) 自圧を持つガスからの分離回収 
自圧を持つガスからの分離回収・昇圧コストは、分離すべきガスが圧力を有しており、

エネルギー的に高い位置にあることから、常圧の燃焼排ガスからの分離回収に比べて、低

エネルギーかつ安価に分離回収が行える。 

このようなガスとしては、天然ガスや天然ガスや石油を原料とした水素・アンモニアプ

ラントでの合成ガス、IGCC（Integrated Gasification Combined Cycle）、石炭ガス化な

どがあり、天然ガスや水素・アンモニアプラントからの二酸化炭素分離はすでに技術確立

され、工業化されている（表 3.2-2）。例えば、Sleipner、In Sarha など現在海外で実施さ

れているプロジェクト、および Gorgon など今後計画されているプロジェクトの大半が天

然ガス採掘時の随伴二酸化炭素の分離回収・貯留である。 

また、今後の発電技術として IGCC が期待されており、石炭等をガス化した圧力を持つ

燃料ガスからの二酸化炭素分離が行われる（燃焼前回収）。 

これらの自圧を持つガスからの分離回収には物理吸収法、化学吸収法、膜分離などが実

用化されているが、主として高圧ガスには物理吸収法、中圧ガスには化学吸収法が用いら

れている。 
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① IGCC の概要 

ガス化
石炭等

酸素分離

酸素

水

スラグ

シフト反応

水

ガス燃焼
タービン

蒸気
タービン

発電機
ガス燃焼
タービン

蒸気
タービン

発電機

CO2 / H2

冷却 分離回収

空気

CO2

酸性ガス

排熱回収
ボイラー

5.5MPa
1040℃

287℃

4.9MPa
39℃

H2S

Selexol ２段

 
図 3.3-16 典型的な IGCC のブロックフロー 

 

IGCC の概要を図 3.3-16 に示した。石炭等の燃料は酸素（空気の場合もある）を用いて

高圧でガス化されたのち、粗合成ガスに水蒸気を添加し、Water-Gas Shift 反応を促進
させるシフト反応器に導入され、二酸化炭素および H2濃度が増加される。酸素吹きあ

るいは空気吹きの違い、またガス化条件によって得られる合成ガスの圧力および二酸化炭

素濃度は異なるが、ガス圧 2～7MPa、二酸化炭素濃度 8～20％の範囲にある。二酸化炭

素回収は、この H2/CO2ガスを冷却し、物理吸収あるいは化学吸収で行われる。物理吸

収の代表的例である Selexol プロセスでは、ガスを 39℃まで冷却後、分離プロセスに
導入される。Selexol 分離器は H2S の除去並びに二酸化炭素の分離を同時に行うこと
ができる。CO2-lean の Selexol は H2S を優先的に燃料ガスから分離し、CO2-rich の
Selexol は H2S を選択的に解放する（double-stage Selexol unit）。従って燃料ガスは
この Selexol unit と飽和塔との間を循環しつつ H2、H2S/CO2に分離される。H2S/CO2

においては H2S-rich の酸性ガスは Claus unit/Tail Gas Treating unit に送られて無機
硫黄に分離される一方、二酸化炭素は分離器で分離された後に圧縮される。また、二

酸化炭素分離回収後の H2ガスは燃焼させてガスタービンを回し、さらに廃熱回収ボイ

ラーで高圧蒸気を発生させて蒸気タービンを回し発電を行う。 

 
② IGCC からの分離回収・昇圧コスト 
表 3.3-6 に石炭火力とともに IGCC からの分離回収・昇圧コストを示した。石炭火力と

比較した時の IGCC の特徴は以下の通りである。 

・ IGCC からの分離回収・昇圧のアボイディドコストは 13-37US$/t-CO2であり、石

炭火力の 29-51US$/t-CO2に比べ小さい。その理由として、IGCCシステムでは 平

均的なエネルギー必要量が小さいこと、酸素吹きでガスボリュームが小さく、装

置サイズ・コストを小さくできることがあげられる。 
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・ 一方で発電コスト（COE）は分離回収なしで 41～61US$/MWh と石炭火力の 43

～ 52US$/MWh より高めである。この理由としては、建設費が 1,169～

1,565US$/kWh と石炭火力 1,161～1,486US$/kWh より高いことがあげられる。 

・ 分離回収付きの IGCC の COE は 54～79US$/MW と石炭火力 62～86US$/MW に

比べて安価になる可能性がある。 

IGCC は二酸化炭素分離回収が要求される場合、次世代の発電プラント構成として非常

に魅力的である。しかし、いまだ初期の商用ベースにあり、石炭火力にくらべて高価とな

っている。商用ベースの経験と稼働時における信頼性が十分でないこと、また財政面にお

いてもリスクのより多い技術として受け入れられていることがその理由である。今後の技

術開発による信頼性の向上が課題である。 

燃焼前回収の場合には、分離回収プラントよりもガス化・発電プラントをどのように組

み込むかが発電コストおよび分離回収コストを決める重要な問題となる。IGCC ばかりで

なく、製造された水素ガスを販売するケース、さらに水素ガスから化学品を製造するケー

ス、燃料電池を用いて発電を行うケースなどさまざまなバリエーションについて検討がな

されており、今後の展開が期待される。 

 

3.3.5 分離回収技術の技術動向調査 

最後に分離回収技術に関して、特許調査を実施した結果をまとめる。 

 

(1) 検索条件 
データベース：国内 PATOLIS、 海外：WPI 

   検索範囲：平成 7 年 1 月出願～平成 17 年 9 月末公開分（過去 10 年間） 

2,696 件1995年以降 ①*② not ③ 【本調査範囲】

131,726件
FK=(フロン+ヒドロ*フルオロ+海洋+海底+浅海+貯留+貯蔵+放流+ＣＯ*選択*酸
化+ＣＯ*シフト*反応+同位体)

③ノイズ

810,509件FK=(分離?+?分離+?回収+回収?+吸着?+?吸着+?吸収+吸収?)②分離・回収

31,129件FK=(２*酸化*炭素+２酸化炭素+ＣＯ↓２)①二酸化炭素

件数キーワード

2,696 件1995年以降 ①*② not ③ 【本調査範囲】

131,726件
FK=(フロン+ヒドロ*フルオロ+海洋+海底+浅海+貯留+貯蔵+放流+ＣＯ*選択*酸
化+ＣＯ*シフト*反応+同位体)

③ノイズ

810,509件FK=(分離?+?分離+?回収+回収?+吸着?+?吸着+?吸収+吸収?)②分離・回収

31,129件FK=(２*酸化*炭素+２酸化炭素+ＣＯ↓２)①二酸化炭素

件数キーワード

480 件1995年以降 ①*②*③ not ④ not PC=JP（出願国日本を除く） 【本調査範囲】

274,511件REFRIGERAT?(W)MACHINE? OR REFRIGERAT?(W)CYCLE OR HEAT(W)PUMP OR LASER?

2,065,723件
OCEAN?+(CHLORO?+FLUORO?+BROMO?)*(METHANE?+ETHANE?)
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82,119件CARBON(W)DIOXIDE+CO2
①二酸化炭素

件数キーワード

480 件1995年以降 ①*②*③ not ④ not PC=JP（出願国日本を除く） 【本調査範囲】

274,511件REFRIGERAT?(W)MACHINE? OR REFRIGERAT?(W)CYCLE OR HEAT(W)PUMP OR LASER?

2,065,723件
OCEAN?+(CHLORO?+FLUORO?+BROMO?)*(METHANE?+ETHANE?)
+CO+CARBON(W)MONOXIDE+ISOTOP+PLANT?④ノイズ

67,017件ADSORB?

460,657件
ABSORPTION+ABSORB?+ADSORPTION+SEPARAT?(N)MEMBRANE?
+CRYOGENIC?③分離・回収技

術

810,509件CAPURE?+REMOV?+SEPARAT?+RECOVER?②分離・回収
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82,119件CARBON(W)DIOXIDE+CO2
①二酸化炭素

件数キーワード

（国 内）

（海 外）
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(2) 技術動向 
化学吸収、物理吸収、膜分離、物理吸着、冷却・液化その他について、出願件数の経年

変化を図 3.3-17 にまとめた。 

二酸化炭素の分離回収技術に関する国内出願件数は、化学吸収と物理吸着に関するもの

が多く、次いで膜分離の順である。物理吸収に関するものは非常に少ない。海外特許にお

いても同様の傾向が認められる。海外特許では平成 12 年から化学吸収の出願件数が増加

している。 

① 化学吸収法 
化学吸収法についての出願をさらにアミン・アルカリ等の液体のもの、固体の吸収剤、

その他に分類した（図 3.3-18）。国内特許では固体吸収剤に関するものが多いが、海外特

許では海外特許では大半が液体吸収剤に関する出願である。液体の化学吸収に関する国内

の主な出願人は三菱重工、関西電力、新日鐵であり、固体の化学吸収では東芝、産総研で

ある（表 3.3-19）。また、表 3.3-20～21 には液体化学吸収剤に関する主な出願をまとめた。

アミンの選定、混合アミン、活性化剤の添加、安定化のための処方、熱統合、熱効率の向

上等に関する出願がなされている。 

② 膜分離法 
膜分離法についての出願をさらに高分子膜、セラミック膜、その他に分類した（図

3.3-17）。国内特許では平成 8 年～10 年にセラッミク膜に関する出願が集中的になされて

いる。一方、海外特許ではセラッミク膜についての出願が非常に少ないのが特徴的である。

表 3.3-22～23 には膜分離に関する主な出願をまとめた。 
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図 3.3-17 技術分類別公開特許の経年推移 

左：国内(PATORIS)、右：海外(WPI) 
 

 

図 3.3-18 化学吸収：方法別技術分類の経年推移 
左：国内(PATORIS)、右：海外(WPI) 

 

表 3.3-19 化学吸収法の主な出願人 

三菱重工業

出願数 概 要

溶液：３７

東芝 溶液：５
固体：２７

関西電力 溶液：１３

産総研 溶液：１
固体：１２

新日鐵 溶液：４

○リチウムが固溶された複合酸化物

○ナトリウムーカルシウム複炭酸塩
○アミノ酸

○「方法」「装置・システム」に関する特許が中心。
特定アミンの記載がある特許は4件。

○全件、三菱重工との共同出願。

○製鉄所における分離回収。「方法」「装置」
に関する特許。
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表 3.3-20 液体化学吸収法に関する主な出願（国内） 

出願番号 出願人 発明の名称 概要

特開2002-519171 DEベーアーエスエ
フＡＧ

ガスからの酸性ガス成分の
除去法

単環式若しくは二環式の窒素-複素環式化合物，多価アルコ-
ル，脂肪族アミノアルコ-ル，水及びK2CO3をそれぞれ特
定量含有するものから調製する吸収剤

特開2003-535209 炭化水素の流体流の脱酸
法

再生する吸収性液体を第一の低圧減圧工程で特定の圧力に
減圧し，加熱した後，第二の低圧減圧工程で再度特定の圧力
に減圧することにより，経済的な改善された脱酸法。

特開2001-513417 HUハンツマンＣＯＲＰ
ハンガリーヴェジバリ
テルメロフェレスツ

酸性成分を含有するガスを
精製するための吸着組成物

ポリアミンを20～60重量％，好ましくは30～50重量％の水溶
液として含むことにより，天然ガスから二酸化炭素を無くす。

特開2003-261315 ＪＳＲ（株） 二酸化炭素の回収方法 1，8-ジアビザシクロ〔5，4，0〕ウンデ-7-センやN-メチル-1，
4，5，6-テトラヒドロピリミジン等の第3級アミンとCO2とを反
応させて両性イオン付加物を形成する工程を含むことにより、
吸収したCO2の再放出等を容易に制御する。

特開2005-514194 NLシエルＩＮＴＥＲＮリ
サーチマーチヤツ
ピーＢＶ

ガス混合物からの二酸化炭
素の除去方法

水、スルホラン、及びアミンに対し特定量の第一又は第二アミ
ン化合物の存在下で、二酸化炭素等の化合物を除去すること
により、二酸化炭素の吸収速度が速い等の利点を持つ方法を
得る。

特開平09- 875 バブコツク日立（株）;
東邦化学工業（株）

二酸化炭素の吸収液と該吸
収液を用いる被処理ガス中
の二酸化炭素吸収方法

被処理ガスを吸収塔中でアルカノ-ルアミン吸収液と接触させ
てCO2含有溶液となし、吸収塔中に再循環させる吸収液の
酸化劣化を低減するために特定の有機硫黄化合物を使用す
ることにより、排ガス中のCO2を処理するための吸収液の
酸化を抑制する。

特開平08-252430 関西電力（株）;三菱
重工業（株）

燃焼排ガス中の二酸化炭素
を除去する方法

アミン水溶液と排ガスを接触させる系において、第2級アミン
及び第3級アミンの夫々の濃度が特定の範囲にあるアミン混
合水溶液を用いることにより、吸収速度を促進し、吸収効率を
向上することを可能にする。2-メチルアミノエタノ-ル、2-ジメチ
ルアミノエタノ-ル

特開平08-257353 関西電力（株）;三菱
重工業（株）

燃焼排ガス中の二酸化炭素
を除去する方法

特定式で示されるジアミン化合物を含有する水溶液と大気圧
下の燃焼排ガスとを接触させることにより、燃焼排ガス中の
CO2を効率よく除去できる。

特開平08-257354 関西電力（株）;三菱
重工業（株）

燃焼排ガス中の二酸化炭素
を除去する方法

特定式で示されるアミン化合物と特定のピペラジン系化合物
とを含有する水溶液と、大気圧下の燃焼排ガスとを接触させ
ることにより、燃焼排ガス中のCO2を効率よく除去可能とす
る。

特開平09-150029 三菱重工業（株） ガス中の炭酸ガスを除去す
る方法

R1R2NCH2CH（OH）CH2OH （式中、R1及びR2

はそれぞれ独立に炭素数1～3の低級アルキル基を表す。）で
示されるアミン化合物従来のMDEA水溶液に比べ、更に
CO2吸収能に優れ、吸収液の再生時にエネルギ効率の点
でも有利にする。

特開2003-225537 三菱重工業（株） 二酸化炭素回収プロセスの
排熱利用方法

温水戻り水を、熱交換後の再生吸収液、再生塔から排気され
る二酸化炭素、及び再生塔を加熱後の飽和水と、それぞれ熱
交換させることにより、燃焼排ガスから二酸化炭素を回収する
プロセスで大量に発生する排熱を有効に利用し、多量の温水
を確保する。

特開2004-323339 三菱重工業（株） 二酸化炭素の回収方法及び
そのシステム

CO2吸収液を再生するための熱エネルギ-と、回収した
CO2を圧縮する動力とを供給するとともに、高い熱効率を有
するCO2の回収方法及びそのシステムを提供する。

特開2005-254212 三菱重工業（株）;関
西電力（株）

ＣＯ２回収装置及び方法 エネルギ-効率を一層向上させたCO2回収装置及び方法を
提供する

特開2000-229219 産業技術総合研究
所、ＲＩＴＥ

二酸化炭素の吸収剤 二酸化炭素に対してすぐれた吸収作用を有する吸収剤及び
それを含む二酸化炭素分離用液膜を提供する。

特開2004-237167 新日本製鉄（株） 製鉄所設備を用いた二酸化
炭素分離回収システム運用
方法

国などの事業者が製鉄所設備を用いた二酸化炭素の分離回
収システムを継続的に運用していくことを可能とする方法を提
供する。

特開2004-292298 新日本製鉄（株） 二酸化炭素の分離回収方
法および装置

大規模二酸化炭素発生源から排出される二酸化炭素を、コン
パクトな設備で効率的かつ安価に分離回収する方法を提供す
る。

特開2005-195283 新日本製鉄（株） ステーブクーラの循環冷媒の
廃熱を用いた副生ガス中の
ＣＯ２吸収法

CO2を排出しない、ステーブクーラーの循環冷媒が有する廃熱
を用いて製鉄所で発生する副生ガス中からCO2を吸収液で
吸収するCO2吸収法を提供する。

特開平11-114353 帝国石油（株） 二酸化炭素吸収除去用剤 気体又は液体中に不純物として含まれる二酸化炭素を、吸収
除去する際、高濃度の水溶液としても装置の腐食が防がれ、
速やかに効率よく吸収除去できる吸収除去用剤を得る。

特開2005- 8478

特開2005-211826

特開2005-288313

WO99/051326 日本乳化剤（株）;三
菱重工業（株）

メチルジエタノールアミンと低
級アルキルピペラジンを含
有する酸性ガス吸収液の再
生方法

メチルジエタノ-ルを低級アルキルピペラジンを含有する酸性
ガス吸収液に酸性ガスを吸収させた後，比較的低い温度で，
酸性ガス吸収液から酸性ガスを脱離することにより，吸収液を
再生し，吸収液として再利用する。

特開平08-257355 鈴木仁美;関西電力
（株）;三菱重工業
（株）

ガス中の二酸化炭素を除去
する方法

式（式中、R1は炭素数1～4の低級アルキル基、イソプロピ
ル基である）で示されるアミン化合物を含有する水溶液と
CO2含有ガスとを接触させることにより、大気圧下の燃焼排
ガスなどのガス中のCO2を効率よく除去できる。 脱CO2

塔、燃焼排ガス冷却器、吸収液再生塔、CO2分離器

東芝（株） 排ガス中の二酸化炭素回収
システムおよび二酸化炭素
回収方法

発電用ボイラ-のスチ-ムなどを用いずに、二酸化炭素を吸収
した吸収液から二酸化炭素を取り出すことができる排ガス中
の二酸化炭素回収システムおよび二酸化炭素回収方法を提供。

DEベーアーエスエ
フＡＧ
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表 3.3-21 液体化学吸収法に関する主な出願（海外） 

特許番号 出願人 出願年 概要

WO 200587349 BASF AG (BADI ) 2004 3級脂肪族アミンと、3-methylaminopropylamine, piperazine,
2-methylpiperazine, N-methylpiperazine, homopiperazine,
piperidine and morpholineanから選ばれる活性剤（activator)
を含む。

KR 2005017749 KOREA ELECTRIC
POWER
CORP (KOEL-N)

2003 t-アルカノールアミンと 、吸収速度を向上させるN-methyl-
diethanolamine that is selected from 3,3'-diaminopropyl
amine(DADPA) or N-(2-aminoethyl)-1,3-propane
diamine(AEPDA)などを含む。

RU 2244587 KARPOV PHYS CHEM
RES INST (KARP-R)

2002 N－メチルジエタノールアミン、ピペラジン、炭酸カリウム、
およびモルホリンを含む水溶液使用。高圧化で有利。

RU 2242268 KARPOV PHYS CHEM
RES INST (KARP-R)

2002 35-45%のN－メチルジエタノールアミン、2-10%のピペラジ
ン、0.5-3.0%の炭酸カリウム、およびさらに0.5-5.0%のアニリ
ンを含む水溶液。水素、アンモニア製造におけるCO2分離。

WO 200489512 UNIV TEXAS
SYSTEM (TEXA )

2003 ポリアミン、アルカリ塩を含む水溶液、ガス流からの分離

BP EXPLORATION
OPERATING CO
LTD (BRPE )

CANADA CHEM
CORP (CACH-N)

DE 10306254 BASF AG (BADI ) 2003 三級アルカノールアミンと一級および/または二級ヒドロキシ
エチルピペラジンを含む吸収剤。天然ガス、合成ガスなどガ
ス流からの分離。

TEIKOKU OIL CO
LTD (TOIL )

SHINETSU CHEM CO
LTD (SHIE )

KR 2003035018 KOREA ELECTRIC
POWER
CORP (KOEL-N)

2001 かさ高いアミン（2-amino-2-ethyl-1,3-propanediol (AEPD)）
による吸収、ガス流

CN 1169334 LIAOYANG
PETROCHEM FIBRE
CO SINOPEC (LIAO-

1996 炭酸ビニルエステル にエステル、エーテル、アンモニア、ア
ンモニアアルコレート、NとSを含むヘテロ環式化合物を加え
た水溶液により吸収

WO 200587350 BASF AG (BADI ) 2004 an aqueous solution of a tertiary aliphatic amine (A) and, as
activator, an omega-alkylaminoalkylamine (B) with a 1-6
carbon alkyl and 2-6 carbon alkylene group.

KANSAI ELECTRIC
POWER CO (KANT )

MITSUBISHI
JUKOGYO KK (MITO

KANSAI ELECTRIC
POWER CO (KANT )
MITSUBISHI
JUKOGYO KK (MITO

EP 880990 1995 アミン化合物とpiperazine, 2-methyl piperazine, 2,3-dimethyl
piperazine and 2,5-dimethyl piperazineから選ばれたピペラ
ジン

EP 880991 1995 ピペラジン誘導体を含む水溶液

WO 200448642 2002 organopolysiloxaneを含むpolyoxyalkylene group組成とsilica
fine powderを含む アルカノールアミン水溶液

WO 200482809 2003 （a diamine of formula (R1)2N(CR2R3)nN(R1)2 (I), a triamine
of formula (R1)2N(CR2R3)nN(R)(CR2R3)nN(R1)2 (II) or
tetramine of formula
(R1)2N(CR2R3)nN(R)(CR2R3)nN(R)(CR2R3)nN(R1)2 (III)より
選ばれた）t-アルカリアミン

 

 

 

図 3.3-19 膜分離：方法別技術分類の経年推移 
左：国内(PATORIS)、右：海外(WPI) 
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表 3.3-22 膜分離に関する主な出願（国内）  

出願番号 出願人 発明の名称 概要

特開平08-243364 産業技術総合研究所（政）;地球環
境産業技術研究機構（財）;住友電
気工業（株）

二酸化炭素分離促進輸送膜 二酸化炭素分離促進輸送膜において、二酸化炭素キヤリヤと二酸
化炭素以外の酸性ガスキヤリヤを膜中に保持させることにより、二
酸化炭素透過特性を向上させる。

特開平10- 36113

特開平10- 36114

特開平10- 85553 東芝（株） 炭酸ガス分離膜 多孔質支持部材、分離膜本体、炭酸リチウム

特開平11-179177 京セラ（株） 二酸化炭素分離膜及びその製
造方法

シリコンのアルコキシドと、Si原子に直接結合した有機官能基を有
するシリコンのアルコキシド及びジルコニウムのアルコキシドとの複
合アルコキシドを用いることにより、CO↓2分離膜を得る。

特開平11-207160 京セラ（株） 二酸化炭素分離膜及びその製
造方法

シリカ質の二酸化炭素分離膜及びその製造方法を得る。£反応性、
シロキサン結合、微細孔構造、親和性

特開2000-  5579 京セラ（株） 二酸化炭素分離膜及びその製
造方法

シリカ質の二酸化炭素分離膜及びその製造方法。£テトラアルコキ
シシラン、有機官能基、トリアルコキシシラン、ナトリウム、カリウム、
マグネシウム、バリウム

特開2000-  5578 電力中央研究所（財） 二酸化炭素分離膜 多孔質基材上にゾル-ゲル法で形成したポリシロキサン骨格と有機
ポリマ-骨格とを有する有機-無機複合体被膜を有する分離膜

特開2000- 15040 日本山村硝子（株） ガス分離膜 酸素と窒素又は二酸化炭素と窒素を分離するためのガス分離膜

特開2000- 93770 京セラ（株） 二酸化炭素分離膜及びその製
造方法

シリカ質の二酸化炭素分離膜及びその製造方法。£α-アルミナ支
持体、γ-アルミナ膜、加熱還流

特開平08-318140 日東電工（株） 酸性ガス分離膜の分離活性層
のためのポリマ－の選択方法
及びそのようなポリマ－からな
る分離活性層を備えた酸性ガ
ス分離膜

炭酸ガスに対して、高い分離能と高い透過性を有する分離活性層
のためのポリマ-を選択する方法と選択されたポリマ-からなる分離
活性層を備えた酸性ガス分離膜を提供。

特開平08-332362 経済産業省産業技術総合研究所
長;地球環境産業技術研究機構
（財）;新日本製鉄（株）

エステル置換基を有する気体
分離膜

繰返し単位として嵩高い構造部分を有し、かつ繰返し単位の置換
基としてエステル基を有する高分子材料を用いる二酸化炭素の分
離性能を有する気体分離膜

特開平09-   896

特開平09-   898

特開平09-   897

特開平09-124661 相模中央化学研究所（財） ピロリドン環を有する含ケイ素
モノマ－および重合体

新規なピロリドン環を有する含ケイ素モノマ-。£膜強度、高気体透
過係数、分離係数

特開平09-267017 産業技術総合研究所（政）;地球環
境産業技術研究機構（財）;住友電
気工業（株）;川崎重工業（株）

促進輸送膜 高分子を膜状に形成させ、かつ膜表面を変成によりゲル化させるこ
とにより、ハイドロゲル層の剥離が防止されると共に、ゲル層を薄
膜化してもピンホ-ルの発生を防止

特開平10-156157 宇部興産（株） 芳香族ポリイミド気体分離膜 芳香族テトラカルボン酸成分と芳香族ジアミン成分とを重合及びイ
ミド化して得られる芳香族ポリイミド膜を、特定温度で加熱処理して
架橋。

特開平10-249175 京セラ（株） 多孔質分離膜及びその製造方
法

シリカ質の多孔質分離膜及びその製造方法。£無機多孔質、モル
比、γ-アルミナ、α-アルミナ

特開平11- 47568 京セラ（株） 無機分離膜及びその製造方法 シリカ質の無機分離膜及びその製造方法を得る。£焼成体、反応ガ
ス、シロキサン結合、微細孔構造

特開平11-169691 住友電気工業（株） ガス分離膜およびその製造方
法

多孔質膜、細孔、気孔、分離能

特開平11-169692 住友電気工業（株） ガス分離膜およびその製造方
法

セラミツクウイスカ-と、SiO↓2をベ-スとするSiO↓2-B↓2O↓3-
Na↓2O系多孔質ガラスとから構成するガス分離膜を得る。£多孔
質ガラス膜、多孔質膜

特開平11-262642 住友電気工業（株） 多孔質ガラス膜 CO↓2を吸着し且つN↓2を選択的に透過させ、350℃を越える高温
においても優れたガス分離性能を有するようにする。£マイクロポ
ア、ゼオライト膜

特開平11-267478 住友電気工業（株） シリカガラス系ガス分離膜の製
造方法

2～10Åの範囲に制御された平均細孔径を有するガス分離膜の製
造方法を提供する。

特開平11-267479 住友電気工業（株） 多孔質シリカガラス膜及びその
製造方法

多孔質シリカガラス膜、及びその製造方法を提供する。

特開平11-267480 住友電気工業（株） 多孔質窒化ガラス膜及びその
製造方法

多孔質窒化ガラス膜、及びその製造方法を提供する。£ガス分離
膜、高分子膜、有機溶剤系、腐食性雰囲気、シリカ膜

特開2001-518007 USエクソンモ－ビルリサ－チアンド
ＥＮＧＣＯ

親水性ポリマ－中にアミノアル
コ－ルを含んでなる膜

親水性ポリマ-と一種以上の特定のアミノアルコ-ルとを含むと共
に，アミノアルコ-ルの特定量を配合してポリマ-組成物を調製する
膜形成用ポリマ-組成物。

特開2001-519711 USエクソンモ－ビルリサ－チアンド
ＥＮＧＣＯ

ポリアミンポリマ－およびブレン
ド中にアミノ酸塩を含んでなる

ポリアミンまたはそのポリマ-ブレンドと，アミノ酸塩と架橋剤とを含
む組成物から成る膜

特開2000-313742 日東電工（株） ポリイミド及びこれを用いた気
体分離膜並びにこれらの製造

特定のテトラカルボン酸二無水物と特定のジアミンを重縮合させる
ポリイミド膜

特開2001-293340 東ソ－（株） 酸性ガス用透過分離膜 £ピペラジン、メチルピペラジン、二酸化炭素、硫化水素、二硫化炭
素特開2001-354767 日東電工（株） ポリイミド及びその製造法、並

びにこれを用いた気体分離膜
ポリイミド樹脂

特開2003- 82584 SGインスチ．オブマテリアルズリ
サ－チアンドＥＮＧ

ポリイミドの化学的変性 ポリイミドを外側層とする多層中空繊維をポリアミン溶液と接触させ
ることにより、ポリイミドを架橋変性して気体分離に有用な化学的変
性されたポリイミドを含む中空繊維

特開2004-514546 USシエブロンユ－エスエ－ＩＮＣ; 熱分解炭素ふるい粒子を混合
したマトリツクス膜及びその製
法と使用法

熱分解炭素篩分子を混合したマトリツクス膜において、篩粒子とし
て熱分解ポリマ-を用いる

特開2004-516131 FRレ－ルリキ－ドＳＡ コポリイミドガス分離膜 ジアミンと酸二無水物の共重合によるコポリイミドのガス分離膜

特開2004-277743 SGナシヨナルＵＮＩＶオブシンガポ
－ル

ポリイミド処理プロセスおよび
ポリイミド膜

低い温度でポリイミドを処理可能な処理プロセスを得ること、およ
び、気体または蒸気の分離用として高性能、または安定した膜を提
供する。

フアインセラミツクスセンタ－（財） ゼオライト膜、ゼオライト膜の
製造方法及びゼオライト膜によ
るガス混合体の分離方法

混合気体の選択的分離に有効なゼオライト膜を得る。£多孔質α-
アルミナ管、多孔質α-アルミナ平板、Na-X型ゼオライト、水ガラ
ス、アルミン酸ナトリウム

日東電工（株） フツ素含有ポリイミド系気体分
離膜とその製造方法及びモジ
ユ－ル

フツ素含有ポリイミド系気体分離膜に於て、分離膜の膜面積、スキ
ン膜の平均厚さ、CO↓2ガスの透過速度、CO↓2／メタンの分離係
数をそれぞれ特定
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表 3.3-23 膜分離に関する主な出願（海外）  
特許番号 題名 出願人 出願年 概要

SG 85629 Formulation of polymer dope for
preparing ultra-thin-skinned
asymmetric hollow fiber gas
separation membranes, involves
mixing polymer, solvent, and
non-solvent additive

UNIV SINGAPORE
NAT (UYSI-N) 

1999 ポリスルフォン中空糸膜

NAT RES COUNCIL
CANADA (CANA ) 

GUIVER M D (GUIV-I) 

LE THI H N (LTHI-I) 

ROBERTSON G P (ROBE-I) 

KR 2002003424 Zeolite-filled polyimide
membrane containing 2,4,6-
triaminopyrimidine and its
preparation

KOREA ELECTRIC POWER
CORP (KOEL-N) 

2000 2,4,6-triaminopyrimidineを含むポリ
イミドで満たされたゼオライト膜

WO 200170626 Gas-impermeable, mixed
electron- and ion-conducting
membrane for reactor used to
separate e.g. carbon dioxide
from air comprises porous
electron-conducting matrix
impregnated with molten salt

ELTRON RES INC (ELTR-N) 1999 溶融塩を含浸させた多孔電子伝導
マトリックスを含むガス不透過、混合
電子-、イオン-伝導膜によるCO2分
離

PRAXAIR TECHNOLOGIES
CORP (PRAX-N) 
PRAXAIR TECHNOLOGY
INC (PRAX-N) 
BIKSON B (BIKS-I) 

DING Y (DING-I) 

MACHERAS J T (MACH-I) 

NELSON J K (NELS-I) 

RU 2146169 Method of producing composite
polymer membrane for
separation of carbon dioxide
from gas mixtures

MOSC FINE CHEM TECHN
INST (MOFJ ) 

1998 混合ガスからのCO2膜分離、ポリビ
ニルブチラールまたは塩基性芳香
族または脂肪族アミノ基を含むその
ポリマーの混合物をカバー層とする
ポリビニルトリメチルシランからなる
異方性膜

GAS RES INST (GASR-N) 

SANDIA NAT LAB (SAND-
N)DE 19627909 Preparation of finely divided,

water-insoluble aziridine
polymers comprises
polymerisation in presence of
crosslinker, using ether as inert
solvent, useful as absorbents,
immobilising agents, or air filters

BASF AG (BADI ) 1996 アジリジンポリマー、空気、inertガス
からのオゾン、酸性ガスの分離など

DE 10322182 Porous, carbon-based material,
useful e.g. as adsorbent or
membrane for gas separation,
manufactured by pyrolyzing
and/or carbonizing polymer film
in oxygen-free atmosphere

BLUE MEMBRANES
GMBH (BLUE-N) 

2003 多孔質カーボン膜

US 5935646 Production of molecular sieve
silica membrane useful in gas
separations

1996 モレキュラーシーブシリカ膜

EP 1095695 New polyimide amic acid salt
polymer for fabricating fluid
separation membranes
exhibiting improved stability,
solubility and process ability

1999 ポリイミドアミック酸ポリマー膜

US 20020062737 Novel composite gas separation
membrane, for separating
hydrogen from hydrogen/carbon
dioxide mixture, comprises
polymer covalently bonded to
zeolite

2000 ゼオライトにポリマーを共有結合し
た膜、水素とCO2混合ガスからの水
素の分離

CO2

CO2

2
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3.4 EOR・EGR のコスト・ポテンシャル調査 
EOR や EGR は原油やガス回収の利得があるため、海外では広く実施されており、地中

貯留の Early Opportunity となり得る。そこで、我が国の主要石油開発企業が国内におい

て保有する油田を対象として、CO2-EOR による二酸化炭素貯留可能量の推定と経済性に

関する検討を行った。最初に、操業中の油田、減退が著しい油田、ならびに枯渇油田を対

象として、簡便法による原油回収量ならびに二酸化炭素貯留可能量を概算し、それらの中

から最も CO2-EOR の実施可能性が高いと思われる 2 つの油田に対して、より詳細に技術

的検討を行い CO2-EOR を適用した場合の経済性を評価した。 

 

3.4.1 EOR の概要 
EOR は図 3.4-1 の様に枯渇油田に二酸化炭素を圧入井から圧入し、その圧力によって生

産井から原油を回収するというものである。 

圧入井
圧入井

生産井

油

水
CO2

圧入井
圧入井

生産井

油

水
CO2

圧入井
圧入井

生産井

油

水
CO2

圧入井
圧入井

生産井

油

水
CO2

 

図 3.4-1 EOR の概念  

 

図 3.4-2 典型的な EOR の圧入・原油回収パターン 

 

図 3.4-2 に典型的な圧入・原油回収パターンを示す。一定の速度で圧入井から二酸化炭

素を圧入していくと、数年は生産井からの二酸化炭素が排出されることなく、油の生産量



 1575

が増加する。図では 2 年弱で生産井に二酸化炭素の発生（ブレークスルー）がみられるよ

うになる。以降は二酸化炭素を回収し、圧入井にリサイクルする。二酸化炭素のリサイク

ル率は急激に立ち上がり、4 年目で 70%、6 年以降は 80%を超える。原油の回収量はブレ

ークスルー時点で一度増加するが以下減少し安定する。図の二酸化炭素の圧入量から生産

量を引いたものが実際の二酸化炭素の貯留量である。 

 

3.4.2 ポテンシャル調査 

(1) ポテンシャルの推定方法 
CO2-EOR を実施した場合の原油回収量等の油層挙動を把握するには、本来貯留層モデ

ルを構築し、油層挙動をシミュレーションすることが必要である。しかしながら、当スタ

ディの対象油田では、レザバーモデルを構築するに十分なデータが揃っていないフィール

ドもあること、また、当スタディの目的が日本国内での CO2-EOR の総ポテンシャルを試

算することであり、全油田の詳細な挙動については必ずしも必要でないので、ここでは

Claridge（1972）1)の提唱する簡易的に油回収量等を予測する手法を用いること事とした。 

これはソルベント圧入による原油回収率の計算を行うもので、米国の研究者により考案

された経験則に基づく簡便法である。限られた範囲のデータしかない大量の油田群データ

ベースを取り扱うのに適しており、より詳細な検討の一段前に行う予備検討の一種である。

いくつかの前提を置く必要はあるが、5 点法圧入パターンのミシブルフラッドにおける

様々なスラグサイズ（HCPV：Hydro Carbon Pore Volume）での油回収率を計算すること

ができる。 

ミシブル置換（置換される油と置換する二酸化炭素の間に、油に対する界面張力が極め

て低い流体が生成されて、油が効率的に置換される状態）が達成されるか否かは、CO2-EOR

の油田スクリーニングの上で重要な検討要素である。これは油層圧力、油層温度、油の性

状などに依存する。 

次の式を用いて、二酸化炭素圧入によるミシブル置換の油回収率を求めた。ただし、単

位層厚で理想的な 5 点法圧入と仮定する。 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

−

−
⋅=

−

− 26.0
28.1

61.0 0.1
6.1

0.1

K

piBT

piBT

p

piBTp

V
VFi

KN
VN

 

ここで、 BT：二酸化炭素のブレークスルー時を示す添え字 

Vpi：二酸化炭素圧入量の孔隙体積に対する比率 

Fi：二酸化炭素圧入量の HCPV に対する比率 

K：Koval 係数 

Np：原油回収率、原油回収量は孔隙体積 Vp を乗じる 

 

また、ブレークスルー時の二酸化炭素圧入量（孔隙体積分率）VpiBTは次式で与えられる。 



 1576

pvdBTABTpiBT VEV ⋅=  

ここで、 Vpvd：二酸化炭素が浸入した領域の体積の孔隙体積に対する比率  

さらに、ブレークスルー時の面積掃攻率 EABTと浸入した領域 VpvdBTはそれぞれ以下の

式で与えられる。 

M
MEABT +

+=
1

4.01 、 
K

VpvdBT
1

=  

M は油層条件下における油と二酸化炭素のモビリティ（易動度）比である。 

 
s

M
µ
µo=  

  μo：原油の粘性、μs：二酸化炭素の粘性 

M の計算に当たっては、二酸化炭素の粘度を油層圧力・温度から推定し、油の粘度を次

式から推定した。 

デッドオイル（溶解ガスをすべて放出した後の原油）に対して 

 110 −= x
odµ 、

163.1)(02023.00324.310 −− ⋅= Tx API  

API は油の比重（°API）で、T は温度（℃）である。 

ライブオイルに対して 

 B
odAµµ =0 、 ( ) 515.0200715.10 −+= sRA 、 ( ) 636.015044.5 −+= RsB  

ここで、Rsは溶解ガス油比（scf/STB）である。 

K（Koval 係数）は次式によって定義される。 

 

44/1

22.078.0
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⋅⋅=

s

oFHK
µ
µ

 

  H：非均質性の程度を表す係数、1 と仮定 

   F：Gravity Override 係数、1 と仮定 

 なお、一般的な油層条件においては、油と二酸化炭素の密度差が極めて小さいと判断し

て、今回は F の値を 1 と仮定した。 

 二酸化炭素圧入によるミシブル置換の EOR において、様々な二酸化炭素圧入量におけ

る二酸化炭素貯留可能量を以下の式により推定した。油を回収した後の孔隙を二酸化炭素

が占めるという前提に基づく。 

 
 hpCOCO SOOIPNM ⋅⋅⋅= 22 ρ  

  Np：ある圧入段階（HCPV に対する）原油回収率 
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  OOIP： 原油の原始埋蔵量 

  Sh：原油の容積係数 

  ρh：油層条件での原油の密度 

 

(2) ポテンシャル評価の結果 
上記の手法を用いて対象油田の油回収量と二酸化炭素貯留量を計算した結果を表 3.4-1

に示す。対象とした油田は 12 であり、原始原油埋蔵量と同程度の二酸化炭素を圧入した

場合の、各油田における二酸化炭素貯留可能量の規模は 10 万 t-CO2から 1,450 万 t-CO2

で、合計 4,200 万 t-CO2という予測が得られた。二酸化炭素圧入量として 50%HCPV と

100%HCPV の 2 点を設定した。上に記した二酸化炭素貯留量の計算式から明らかなよう

に、原始埋蔵量の差異の方が計算結果に与える影響が大きい。すなわち、原始埋蔵量の大

きいものほど原油回収量と二酸化炭素貯留可能量が大きい結果となった。 

 なお、これらの油田のうち、増油量および二酸化炭素貯留可能量の他に、現在の操業状

況ならびに地表条件等を考慮して、D 油田および F 油田が CO2-EOR の実現可能性が高い

と判断して詳細検討を実施することとした。 

 

3.4.3 D 油田の経済性検討 
D 油田 CO2-EOR 挙動予測結果に基づいて経済性検討を行った。当検討では、 

既存設備再利用ケース：既存設備を最大限再利用 

放棄油田再開発ケース：D 油田相当の規模で既に廃山した油田において一から全施設

（坑井、地上設備）を構築し直して実施 

の 2 通りの経済性を示すことで、結果に汎用性を持たせている。 

 

(1) 前提条件 
D 油田は現状では平成 22 年に経済限界を下回り、生産を停止する予測であるので、EOR

は平成 22 年より実施することとする。現存の第 1 プラントには、油処理施設、坑排水処

理施設、生産ガス送出設備が備わっている。坑井に関しても、油層部分（水没し現在は水

層にあるものも含む）に 18 坑、キャップガス部に 1 坑が存在し、これらは使用できる状

態にある。従って、後述の経済検討には、坑井も含み使用可能な既存施設はすべて転用す

るケース（既存設備再利用ケース）をベースケースとしている。 
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(2) 概念設計と設備費 
EOR 実施時の生産プロセス（図 3.4-3）及び二酸化炭素圧入プロセス（図 3.4-4）を示

す。 

図 3.4-3 に示すとおり原油は高圧及び低圧の 2 段階セパレーションを行い、脱硫装置、

脱水装置も設置（既存）し、圧縮後して 7MPa の高圧ガス管に入れることとする。 

なお、既存設備再利用ケースでは、原油処理施設のうちセールスガス昇圧に用いるコン

プレッサーのみ新設する。二酸化炭素ブレークスルー後は、全量リサイクルすることとし、

二酸化炭素輸送ラインからくる二酸化炭素と混合して再圧入することを想定した（図

3.4-5）。また、二酸化炭素に関しては、プラント近傍まで二酸化炭素輸送ラインが伸びて

おり、超臨界状態（７MPa、30℃以上）で輸送されることを想定し、二酸化炭素コンプレ

ッサーにて昇圧後、二酸化炭素ラインにてコンプレッサー出口から各坑井元まで輸送する

こととした。これら二酸化炭素圧入に必要な地上施設は全て新設することとなる。 

設備コスト、オペレーションコストは SUPER IOR２）(SUrface Plant cost Estimation 

Reservoir engineer applying IOR)により算出した。 

当スタディでは、平成 10 年のコストベースに従った。SUPER IOR により予測した D 油

田における EOR 相当設備のコストを表 3.4-3 に示す。なお、プラントの炭酸ガス圧入量及

び原油処理量は前節のシミュレーション結果に従い、それぞれ 20 百万 scf/日、500bbl/日

を想定した。 

 

 
 

図 3.4-3 D 油田 生産プロセス  

 

 

 

 

 



 1580

 

図 3.4-4 D 油田 二酸化炭素圧入プロセス  

 

二酸化炭素圧入及び生産坑井については、既存設備再利用ケースでは全て既存井を転用

することを想定する。放棄油田再開発ケースでは、全坑井を新掘するが、その際の坑井費

用は、表 3.4-2 に示す値を用いた。 

表 3.4-2 坑井価格 

 億円 

垂直坑井新掘費用 4 

水平坑井新掘費用 10 

 

表 3.4-3 Ｄ油田 建設費総計（SUPER IOR） 
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なお、坑井数は前節のケーススタディにしたがい、生産井 12 坑、圧入井 5 坑の計 17 坑

井とした。ただし、D 油田においては垂直井のみ用いたオペレーションでも、相当量の増

油が見込まれる結果であったが、一般的には二酸化炭素圧入井としては水平坑井を用いる

ことが妥当であることから、放棄油田再開発ケースの坑井コストには、水平井 2 坑及び垂

直井 17 坑を含めることとする。 

 

(3) 操業費 
操業費はユーティリティ費、人件費等の直接費と金利、税金等の間接費に大きく分けら

れる。ユーティリティ費は、電力は買電で賄うこととし、その単価は 0.14US＄/kWh とし

た。電力は主にコンプレッサーで消費される。主にヒーター燃料として消費されるガス単

価は 8US$/scf とした。コンプレッサー、ヒーター共に稼働率は 95％とした。 

人件費単価は、平成 10 年のアメリカベース単価である 40＄/hr/人を用いた。プラント

は 40 人時/日体制で操業することを想定している。 

操業費のまとめを表 3.4-4 に示す。なお、これらの各項目の費用は SUPER IOR では生

産量に対する経験的な比率により算出されている。既存設備再利用ケースと放棄油田再開

発ケースでは直接費は同じであるが、設備投資額が異なるために間接費が異なる。表 3.4-4

には、既存設備再利用ケースの間接費を示してある。 

以上に示した CO2-EOR の初期投資及び操業費を既存設備再利用ケース、放棄油田再開

発ケースについて表 3.4-5 にまとめる。既存設備再利用ケースでは地上設備の新規投資と

してはセールスガスコンプレッサー及び炭酸ガス圧入設備のみを考慮しているが、放棄油

田再開発ケースでは D 油田プラント既存設備建設費用も全て考慮している。既存設備再利

用ケースでは既存坑井を転用するが、放棄油田再開発ケースでは、水平坑井 2 坑、垂直坑

井 17 坑の坑井費用を計上している。また、為替レートは 115 円/＄を用いて換算している。 
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表 3.4-4 D 油田 操業費 
 

項目 操業費内訳 
(US$1,000) 備考 

電気代 91.3 CO2 Injection: 57.5HP, Oil Plant: 49.1HP, 
稼働率 95% 

ガス代 210.7 3.165Mscf/hr, 稼働率 95% 
運転員費 1,054.3 40$/時/人, 40 人時/日 

運転員監督費 158.1 運転員費×0.15 
メンテナンス費 185.2  
運転補充品 27.8 計器チャート用紙、潤滑油等 

プラント間接費 611.8 支援部門、会計、研究開発、販売、管理サー

ビス 

賃金付帯費用 428.2 雇用経費（法定保険給付、退職金、交通費、

福利厚生費） 
分析費 105.4 分析要員費、分析薬品費、分析器具費等 
特許費 123.5  

直接費 

予備費 26.9  

金利 1,472.9 4% 
（左の値は既存設備再利用ケース初年度値） 

間接費 

固定資産税、保険 736.4 2% 
（左の値は既存設備再利用ケース初年度値） 

総 計 5,232.6  

表 3.4-5 D 油田 設備投資および操業費のまとめ 

 既存設備再 

利用ケース 

放棄油田再 

開発ケース 

プラント 36,821 40,964 

坑井 0 76,522 
EOR 設備初期

投資（1,000$） 
計 36,821 117,486 

操業費（1,000$/年）初年度 5,233 10,072 

 

 

(4) 二酸化炭素貯留量、増油量 
経済性を検討において使用した 20 年間の増油量（油生産量－自然減退生産量）及び二

酸化炭素貯留量（二酸化炭素圧入量－ガス生産量（2 年後以降））を表に示す。なお、本ケ

ースでは EOR開始 2年後にブレークスルーした二酸化炭素量が炭化水素ガス量を上回る。

したがって、この時点から生産ガスを全量リサイクルし再圧入することを想定した。なお、

シミュレーションにおいては、圧入ガスは二酸化炭素が 100％とし、炭化水素ガス含有分

も二酸化炭素として扱うことにして無視した。 
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表 3.4-6 D 油田 各年度の増油量、二酸化炭素貯留量と操業費、設備費 

 
 

(5) EOR コスト 
年間の二酸化炭素貯留量、原油回収量を表 3.4-6 の合計値を 20 年間の平均したものとし

て、EOR コストを算出した（表 3.4-7）。 

二酸化炭素貯留量：20 万 t-CO2/年  増油量：11 万 bbl/年 

なお、設備費、ユーティリティ量は表 3.4-4、3.4-5 としたが、電力単価は 10 円/kWh とし

た。油価は 40$/bbl、レートは 115 円/＄を使用した。圧入コストは以下の様に求めた。 

 

圧入コスト：｛（年間経費）－（年間収入）｝/（年間貯留二酸化炭素量） 

 

油価 40$/bbl では、EOR 圧入にかかる費用が収入より大きく、コストは既存設備が利用

できるケースで 1,484 円/t-CO2、新たに井戸を掘削する必要がある放棄油田再使用ケース

で 5,658 円/t-CO2と非常に大きなものとなった。 

 

3.4.4  まとめ 

我が国の油田において、CO2-EOR を適用することによる二酸化炭素貯留ポテンシャル

の算定を、簡便法を用いて実施した。その結果、原始原油埋蔵量と同程度の二酸化炭素を

圧入した場合に、12の油田における二酸化炭素貯留可能量の規模が 10万 t-CO2から 1,450

万 t-CO2で、合計二酸化炭素貯留可能量として 4,200 万 t-CO2という値が得られた。 
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表 3.4-7 EOR のコスト 

CASE1 CASE2

ＥＯＲ
（既存設備再利用）

ＥＯＲ
（放棄油田再利

用）
％ 95 95

ｈｒ 8,322 8,322

千t-CO2/yr 200 200
某油田への総CO2貯留量：3,982,940/20＝

199,147　t/y　→20万ｔ/年

千bbl/yr 110 110 同増油量：2,195,840/20＝109,792bbl/yr

US$/bbl 40 40

ｋW

千t/年 0.00 0.00

M￥ 4,234 13,511
M￥ 4,234 13,511

設備費＋工事費 M￥ 2,302 2,583
間接費 M￥ 381 394
輸送費 M￥ 11 21
エンジニアリング費 M￥ 269 300
一般管理費 M￥ 202 225
予備費 M￥ 586 652
報酬 M￥ 483 538

M￥ 4,234 4,711

M￥ 0 8,800

M\/yr 421 421
M￥/yr 421 421

ユーティリティ M￥/yr

電力原単位 kWh/t-CO2 3.3 3.3
（年間費用：91.3千$/yr）/（単価：0.14$/kWh）
/20万t-CO2

電力単価 \/kWh 10 10
電気代 M￥/yr 7 7
ガス代 M￥/yr 24 24

労務費 M￥/yr
運転員費 M￥/yr 121 121
運転員監督費 M￥/yr 18 18
メンテナンス費 M￥/yr 21 21
運転補充費 M￥/yr 3 3
プラント間接費 M￥/yr 70 70
賃金付帯費用 M￥/yr 49 49
分析費 M￥/yr 12 12
特許費 M￥/yr 14 14
予備費 M￥/yr 3 3

間接費 M￥/yr
金利 M￥/yr 37 37
固定資産税、保険 M￥/yr 41 41

％ 9 9

M\/yr 802 1,637 （設備投資額）×（年経費率）＋（運転費用）

M\/yr 505 505 （増油量）×（原油価格）×115

M\/yr ▲ 297 ▲ 1,132 （年間収入）－（年間費用）
\/t-CO2 1,484 5,658

解説

増油量

※石油系の海外のコストシミュレーションソフ
トであるSUPER IOR (Surface Plant Cost
Estimation Reservoir engineer applying IOR)
により算出（コストベース1998年）
１＄＝１１５円で換算

原油価格

運転時間

CO2貯留量

プラント費用合計

発生CO2

単位

消費電力

EOR

坑井費

運転費
用

運転費用合計

設備投
資額

設備投資合計
EOR

貯留
コスト

年経費率

年間費用

年間収入

コスト

損益

ＥＯＲ

稼働率

貯留場所

ケース

※石油系の海外のコストシミュ
レーションソフトであるSUPER
IOR (Surface Plant Cost
Estimation Reservoir engineer
applying IOR)により算出

１＄＝１１５円で換算

 
 

 

 構造性帯水層の二酸化炭素貯留可能量（2～2,100 百万 t-CO2/地点）に比べるとやや小さ

な値となっている。これは CO2-EOR においては、その目的が原油回収にあることから、

圧入期間すなわち二酸化炭素貯留量に制約があるためである。なお、この貯留可能量は、

別途実施されている全国貯留層賦存量調査のカテゴリーA1 に内包される値である。 
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 次に、12 油田の中から期待原油回収量、二酸化炭素貯留可能量、ならびに操業の容易さ

等を考慮して 2 つの油田（D 油田および F 油田）を選び、Ｄ油田について経済性検討を行

った。 

D 油田においては、操業期間 20 年で約 400 万 t-CO2を貯留可能との予測結果が得られ

た。既存設備が利用できるケースにおいては、原油価格が 40$/bbl で二酸化炭素排出権販

売価格－二酸化炭素調達価格が 10$/t-CO2であれば、収支は 15 年目にプラスに転じ、最

終的には約 9 億円の黒字となる。平均的な年の EOR コストは 1,484 円/t-CO2と計算され

た。 

一方、既存設備を利用できずに EOR 設備を新設する場合には、原油価格が 40$/bbl 程度

の場合には、コストは 5,658 円/t-CO2と非常に大きくなり、現実性は薄い。 

我が国の油田に対して CO2-EOR を実施するためには、既存設備が最大限利用でき、二

酸化炭素ができるだけ安価に調達でき、かつ二酸化炭素排出権ができるだけ高く設定でき

る条件が整わないと、実施のインセンティブは働かない。海外においては、CO2-EOR が

二酸化炭素地中貯留の早期実施オプションとして有望視されているものの、我が国におい

てはオプションになりにくいと考えられる。海外に比べて油田の規模が小さいことが最大

の理由としてあげられる。 

 

 

参考文献 
1) E.L.Claridge, Prediction of Recovery in Unstable Miscible Flooding, Society of 

Petroleum Engineering Journal, pp 143-155, April 1972 

2) 石油公団 Technology Research Center, SUPER IOR 2001 
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3.5 累積貯留量と圧入コストの関係 

本節では、本年度新たに推定された貯留ポテンシャルについて、3.3 節で評価を行った

圧入コストとの関係を分析・評価した。ここでは、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。次に、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。なお、

ここで示す圧入コストは、沿岸海域の貯留層の場合、海岸線からの海底パイプラインによ

る二酸化炭素輸送費を含めている。なお、二酸化炭素分離・回収－輸送－圧入といった一

連の工程での貯留コストと貯留量の関係も、本来、より有益な情報ではあるが、この場合、

ポテンシャルが複数の排出源で利用するなどの競合を考慮する必要性が生じるので、その

整合性を確保した評価は、数理モデルを用いた評価が必要となり、簡単にはできない。よ

って、ここでは、圧入コストと貯留量の関係についてのみ評価した。 

 

3.5.1 圧入コスト推定式の導出 

各貯留層の圧入コストを推定するために、3.3 節で評価された圧入コストを、様々な貯

留層の条件で評価できるような推定式を以下のように導出した。 

まず、水深と離岸距離による工法別のコスト優位性、技術的限界を元に、図 3.5-1 のよ

うに掘削・圧入工法を想定した。すなわち、離岸距離 10km 以内については大偏距掘削を

想定したコストとし、離岸距離 10km 以上かつ水深 35m 以内については海上坑口を想定

したコスト、水深 35～500mについては海底坑口を想定したコストで推定することとする。

なお、水深 500m 以深については、コストの増大が見込まれるものの実績が多くなく、コ

スト評価を行わなかったため、ここでの評価では、対象外とした。 

水深

離岸距離

オンショア

大偏距
(ERD)

海上坑口

海底坑口

10 km

35 m

500 m

 

図 3.5-1 水深と離岸距離による想定する坑井掘削工法  

 

その上で、各掘削・圧入工法別に、3.3 節で推定されたコストを基にした回帰分析によ

って以下のような推定式を導出した。なお、以下の式中では、下記の記号を用いている。 
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y：年間圧入量 [Mt/yr] 

x：１坑井あたりの圧入可能量 [Mt/yr/well] 

n：坑井本数 [wells]であり、Roundup(y/x, 0) 

d：圧入深度 [m] 

l：離岸距離 [km] 

γ：年経費率 [%/yr]（13 [%/yr]を仮定） 

 

① オンショア 
a 5.5 MPa 気体二酸化炭素 

 { } ]JPY/tCO[291100700
2+

××+×
y

ynC γ  

b 液化二酸化炭素 

 { } ]JPY/tCO[3251002300
2+

××+×
y

ynC γ  

 ここで、C [million JPY/well]は坑井１本あたりの掘削費に相当し、 

 
( )
( )⎩

⎨
⎧

>××
≤+×

=
− ][000,3105594.5

][000,34066.0
4619.26 mdd

mdd
C  

 

② 大偏距（ERD） 
オンショアの推定式と同様だが、C [million JPY/well]については、下式を用いる。 

 
1181
7.120240092.0

0079.0
1563.1

−×××= ndC  

 

図 3.5-2 には、推定した関数の下でのオンショアと ERD の圧入深度による坑井掘削コス

トを示す。一方、図 3.5-3 には、圧入深度（圧入量は年間 100 万 t-CO2）と１坑井あたり

の圧入可能量（圧入深度は 1,000m）によるオンショアと ERD の圧入コストを示す。 
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図 3.5-2 オンショアと ERD の圧入深度による坑井掘削コスト推定 

（いずれも 5.5MPa 気体二酸化炭素を想定） 
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図 3.5-3 圧入深度（左図、圧入量は年間 100 万 t-CO2）と１坑井あたりの 
圧入可能量（右図、圧入深度は 1,000m）による圧入コスト推定 

（いずれも 5.5 MPa 気体二酸化炭素を想定）  
 

③ 海上坑口 
a 5.5 MPa 気体二酸化炭素 

 { } ]JPY/tCO[291100700550
2+

××++′′+′+×
y

yCCnC γ  

b 液化二酸化炭素 

 { } ]JPY/tCO[3251002300550
2+

××++′′+′+×
y

yCCnC γ  

 ここで、C [million JPY/well]は坑井１本あたりの掘削費に相当し、 

 
( )
( )⎩

⎨
⎧

>××
≤+×

=
− ][000,310192.9

][000,31011.1
4619.26 mdd

mdd
C  
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 また、C’ [million JPY]は海底パイプライン設備費に相当し、 

 
2700

245025092.117 0452.1 +
××=′

ylC  

更には、C’’ [million JPY]は海上プラットフォーム建設費に相当し、本来、水深による

影響が非常に大きいが、水深 35m 程度以深では海底坑口がコスト的に有利なため、水深

35m 以浅を前提として、水深に依存しないものと仮定した。 
 1285375 +=′′ yC  

 

図 3.5-4 には、上記のように推定した関数によって算出した海上坑口における年間圧入

量、１坑井あたりの圧入可能量の違いを含む圧入深度（離岸距離は 20km）と離岸距離（圧

入深度は 1,000m）による圧入コストを示す。 
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図 3.5-4 海上坑口における年間圧入量、１坑井あたりの圧入可能量の違いを含む 
圧入深度（左図、離岸距離は 20km）と離岸距離（右図、圧入深度は 1,000m）に 

よる圧入コスト推定（いずれも 5.5 MPa 気体二酸化炭素を想定） 
 

④ 海底坑口 
a 5.5 MPa 気体二酸化炭素 

 { } ]JPY/tCO[291100700500
2+

××++′+×
y

yCnC γ  

b 液化二酸化炭素 

 { } ]JPY/tCO[3251002300500
2+

××++′+×
y

yCnC γ  

ここで、C [million JPY/well]は坑井１本あたりの掘削費に相当し、 
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( ) ( )

( )⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

>××××

≤××+×
= −

−

−

][000,3
1740
2.295610064.11

][000,3
1740
2.295669011.1

2303.0
4619.26

2303.0

mdnd

mdnd
C  

 また、C’ [million JPY]は海底パイプライン設備費に相当し、 

 
2700

245025092.117 0452.1 +
××=′

ylC  

 

図 3.5-5 には、上記のように推定した関数によって算出した海底坑口における年間圧入

量、１坑井あたりの圧入可能量の違いを含む圧入深度（離岸距離は 20km）と離岸距離（圧

入深度は 1,000m）による圧入コストを示す。 
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図 3.5-5 海底坑口における年間圧入量、１坑井あたりの圧入可能量の違いを含む 
圧入深度（左図、離岸距離は 20km）と離岸距離（右図、圧入深度は 1,000m）に 

よる圧入コスト推定（いずれも 5.5MPa 気体二酸化炭素を想定） 
 

 

3.5.2 各貯留層の圧入コストの推定と圧入コスト曲線の導出 

以上で導出した圧入コスト推定式に基づき、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）の基礎試錐データに基づいた陸域および海域における各

貯留層（カテゴリーA2）と、同じく基礎物探データに基づいた陸域および海域における各

貯留層（カテゴリーA3）についての圧入コストを算出した。ただし、いずれのカテゴリー

についても、コスト推定の面から、水深は 500m 以浅に限定して評価を行った。 

なお、ここでの推定では、いずれの貯留層についても 20 年間で圧入するものとして、

そのために必要な年間圧入量を仮定した。ただし、各貯留層への圧入量は年間 300 万 t-CO2

を上限とした（これ以上は規模の経済が働かないものと仮定したことになる）。また、ここ

で示した圧入コストはいずれも、5.5MPa 気体二酸化炭素の圧入を想定したコストである。
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図 3.5-6 には、カテゴリーA2 の二酸化炭素圧入コスト曲線（横軸：累積二酸化炭素圧入量、

縦軸：二酸化炭素圧入コスト）を、図 3.5-7 には、カテゴリーA3 の二酸化炭素圧入コスト

曲線を示す。それぞれのグラフでは、１坑井あたりの年間二酸化炭素圧入可能量を 10 万

t-CO2、50 万 t-CO2、100 万 t-CO2の３ケースを想定した結果を示している。カテゴリー

A2 の貯留層では、１坑井あたりの年間 50 万 t-CO2圧入可能な場合には、10 億 t-CO2程度

のポテンシャルがおおよそ 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 円以内のコストで利用できると推定される。しかし、１坑

井あたり年間 10 万 t-CO2しか圧入できない場合には、最低でも 2,000 円程度、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になってくると推定さ

れ、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と言える。一方、

カテゴリーA3 では、１坑井あたりの年間 50 万 t-CO2圧入可能な場合には、50 億 t-CO2

程度のポテンシャルがおおよそ 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程度が利用可能である。ただし、本コストは圧入コストのみであり、カテゴ

リーA3 は、A2 とは異なり試錐データが無いものであるため、事前探査コストは A2 より

も大きいコストが必要になると考えられることに注意が必要である。 
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図 3.5-6 カテゴリーA2 の貯留可能量と圧入コストの関係 
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図 3.5-7 カテゴリーA3 の貯留可能量と圧入コストの関係 
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3.6 地中貯留の有効性に関する定量評価 

3.6.1 はじめに 

平成 16 年度までに、二酸化炭素排出量抑制等の政策シナリオの下において、今後 50 年

程度先までの日本で、どの貯留サイトに、いつ頃、どれくらいの二酸化炭素地中貯留を行

うのが費用効果的なのかを、回収、貯留サイトの地理的特性等を考慮しつつ、他の様々な

技術オプションとの競合を踏まえた上での整合性を持った評価を、数理計画モデルを構築

して実施してきた。 

平成 17 年度は、日本における貯留コストの詳細な調査、最新知見に基づく貯留ポテン

シャルの見直しが行われたため、その新しい条件下で、地中貯留の有効性の評価を行った。 

なお、評価のポイントは、次のとおりである。本章で見てきたように、特に日本におい

ては、二酸化炭素の輸送コストが高い。また、特に輸送、圧入工程において、規模（年間

貯留量）がコストに大きな影響を与えることが示唆された。一方、日本における貯留層は、

それぞれの規模が小さいものが多い。このため、地中貯留の経済性を評価する際には、排

出源と貯留層の位置関係をできる限り詳細に考慮し、また、輸送、圧入コストについて規

模の経済を考慮できることが望ましい。ここで用いた数理モデルは、正にこれらを考慮し

た評価が可能になっており、地中貯留の経済性がより適切にできると言える。 

 

3.6.2 二酸化炭素地中貯留経済性評価モデルの概要と主な前提条件 

(1) モデル概要 
以下に二酸化炭素地中貯留経済性評価モデルの概要を記すが、詳細については平成 13

～16 年度報告書 1-4)を参照されたい。 

 

① 評価対象期間 
最適化対象期間は 2000～2050 年であり、最適化の代表時点は 2005、2010、2015、2020、

2025、2030、2040、2050 年の 8 時点とした。なお、時間選好割引率は 5%/年とした。 

 

② モデル対象地域・地域分割 
評価対象地域は日本およびその近海とし、陸域 47 地域（排出源）に分割 

貯留層については、基礎試錐データがあるカテゴリーA2 を評価対象とした。ただし、

水深 500m 以浅に限定した 52 地点を評価した。 

また、海洋隔離地点についても１地点を想定した。 

全体で 100 地域に分割して評価を行った（図 3.6-1）。 

 

③ 評価対象技術の概略 
一次エネルギー種として、石炭、石油、LNG、LPG、水力、原子力、風力、太陽光を想

定した。また、最終エネルギー需要種としては、固体燃料、液体燃料、気体燃料、電力需
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要を想定した。二酸化炭素分離・回収技術としては、燃焼後回収として、化石燃料発電プ

ラント排ガスからの二酸化炭素化学吸収、燃焼前回収として、IGCC および各種ガス化プ

ラントにおける二酸化炭素物理吸収と、純酸素燃焼発電（石炭、LNG）を想定した。各種

ガス化プラントにおける二酸化炭素物理吸収と純酸素燃焼発電については、二酸化炭素貯

留・隔離技術として、地下帯水層への二酸化炭素貯留、海洋への中層放流による二酸化炭

素隔離を想定した。 

一方、最終エネルギー需要部門における省エネルギー技術は、2050 年までの長期に亘っ

て個別に特定することは困難なため、長期価格弾性値を用いたマクロ的なモデル化を行っ

ている。 

 

 

図 3.6-1 二酸化炭素地中貯留評価モデルにおける地域分割 

 

(2) 主な前提条件 
モデルは各種の前提条件の下でシステムコストを最小化する整合的なシステムを導出

する。ここでは、本年度新たに想定したものを中心に貯留と関係の深い前提条件について

のみ記す。記載の無い条件については、平成 13～16 年度報告書 1-4)を参照されたい。 
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① 二酸化炭素回収・貯留 
二酸化炭素輸送、圧入コストについて規模の経済が強く働くが、通常の線形計画モデル

では規模の経済を考慮できない。また、例えば 2/3 乗則を用いた表現も非凸型モデルとな

るため、グローバルな最適性の保証が得られない。そこで、本モデルでは、設備容量 0 に

おける非連続な関数として表現し、混合整数計画モデルとして定式化を行い、二酸化炭素

輸送、圧入コストの規模の経済を表現した。なお、これは、3.3 節のコストの調査結果か

らも、二酸化炭素輸送、圧入コストの近似としては良いと言える。 

表 3.6-1 には、今回の調査を基にした二酸化炭素圧入コストの想定を示す。導出過程は

3.5 節を参照されたい。 

また、図 3.6-2 は、今回調査した二酸化炭素陸上パイプライン設備費（3.3 節参照）と、

それを基に、設備容量に関する規模の経済を考慮しつつ、モデルにおける想定のために設

定した近似曲線を示す。表 3.6-1 には、この近似曲線に基づいて設定した二酸化炭素陸上

パイプラインコストの想定を示す。 

表 3.6-1 二酸化炭素圧入コストの想定（5.5MPa 気体二酸化炭素）  

 建設単価（規模依存項）

 (US$/(t-CO2/day)) 
建設単価（規模非依存項）  

(US thousand $) 
年経

費率  
昇圧動力  

(kWh/t-CO2)

陸域  (1.93 d + 117) / x + 2044  13% 29.13 

沿岸海域      

 離岸距離 10km 未満  
(1.17 d1.1563 + 117) / x 

+ 2044  13% 29.13 

 離岸距離 10km 以上、  
水深 35m 未満  

(3.24 d + 29) / x  
+ 31.9 L1.0452 + 3139 856 L1.0452 + 14680 13% 29.13 

 離岸距離 10km 以上、  
水深 35m 以上  

(2.95 d + 1832) / x0.7697 
+ 31.9 L1.0452 + 2044 

(0.110 d + 68.1) / x0.7697  
+ 856 L1.0452 + 4000 13% 29.13 

注1) L : 輸送距離  [km]、d : 貯留深度  [m]、x : 坑井 1 本あたりの圧入可能量  [Mt-CO2/yr]、1US$=125 円  
注2) 離岸距離 10km 未満の掘削費においても設備容量に対する規模の経済が見られるものの、極めて小さいため、

ここでは離散変数の増大を避けるために無視した。  
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図 3.6-2 二酸化炭素陸上パイプライン設備費とモデルにおける想定値 
注）輸送距離が長いほど圧損が大きく、配管径を大きく取る必要があるために、距離が長いほど単位距

離あたりの設備費が高い傾向が見られるが、ここでは、100 km の場合の単価を利用した。  

表 3.6-2 二酸化炭素陸上パイプラインコストの想定 

 
建設単価（規模依存項）  

 (US$/(t-CO2/day))  
建設単価（規模非依存項） 

(US thousand $) 
年経費率

二酸化炭素  
陸上パイプライン  

482 L  
(1767 L [$/(t-C/day)]) 1056 L 11% 

注）L : 輸送距離  [km]、1US$=125 円。輸送のための圧縮動力は別途考慮  
 

先述のように、二酸化炭素分離・回収技術としては、燃焼後回収として、化石燃料発電

プラント排ガスからの二酸化炭素化学吸収、燃焼前回収として、IGCC および各種ガス化

プラントにおける二酸化炭素物理吸収と、純酸素燃焼発電（石炭、LNG）を想定しており、

それらのモデル想定値を表 3.6-3 および表 3.6-4 に示す。なお、発電単価は、システム総

コストが最小化されるように、モデル内部で電力負荷時間帯別に決定されるので、分離・

回収のための所要電力のコストもそのモデル内部で決定される単価に従ってモデル内部で

決定される。 

表 3.6-3 発電所からの化学吸収法とガス化プラントにおける物理吸収法による 

二酸化炭素回収の建設単価と回収動力の想定  

 建設単価  
(US$/(t-CO2/day)) 

回収動力 
(MWh/t-C) 

設備寿命 

石炭燃料発電所からの化学吸収

法による二酸化炭素回収 
16,118 – 14,182 

(59,100 – 52,000 [($/(tC/day))]) 
0.792 – 0.350 30 年 

LNG 燃料発電所からの化学吸収
法による二酸化炭素回収 

30,682 – 27,273 
(112,500 – 100,000 [($/(tC/day))])

0.927 – 0.719 30 年 

各種ガス化プラントからの物理

吸収法による二酸化炭素回収 
3,955 

(14,500 [($/(tC/day))]) 
0.902 – 0.496 30 年 

出所）文献 5,6)を参考に想定  
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注）時点が進むに従い、表中の値のように、建設単価、回収動力共に低下するものと想定。石油燃料発

電に対しては LNG と同等値を適用した。  

表 3.6-4 二酸化炭素回収装置付 IGCC と純酸素燃焼発電設備の建設単価と 
発電効率の想定 

 建設単価 (US$/kW) 発電効率 (% HHV) 設備寿命 

CO2回収装置付 IGCC 2,800 – 1,300 32.5 – 42.4 30 年 

純酸素燃焼発電（石炭） 2,490 – 1,240 27.8 – 36.2 30 年 

純酸素燃焼発電（LNG） 1,450 – 750 31.1 – 42.8 30 年 
出所）文献 6,7)を参考に想定  
注 1）時点が進むに従い、表中の値のように、建設単価は低下、発電効率は向上すると想定。  
注 2）純酸素燃焼発電については、技術的な困難さも考え、2030 年以降に導入可能と想定した。  

 

② 二酸化炭素海洋隔離 
3.3 節での調査を基に、二酸化炭素海洋隔離のための二酸化炭素液化コスト、船舶輸送

コストについても、平成 16 年度から見直しを行った（表 3.6-5、表 3.6-6）。なお、海洋隔

離は、標準ケースにおいては、2020 年以降に利用可能と想定した。 

表 3.6-5 二酸化炭素液化コストの想定 

設備コスト（$/(t-CO2/day)） 液化動力（kWh/t-CO2）  
6,800 

(24,950 [$/t-C]) 
0.125 

(0.459 [kWh/t-C]) 
注）1US$=125 円。液化動力には電力以外の燃料も計上されているが、
必要電力量に比べて小さいため、経済性評価モデルにおいては、発電効
率 33%と仮定して換算し、電力量に含めて想定することとした。  

表 3.6-6 二酸化炭素海洋隔離コストの想定  

海上輸送コスト（$/t-CO2） 二酸化炭素中層放流コスト

（$/t-CO2）  
3.8 × L + 5.1 

(18.6 × L + 14.0 [$/t-C]) 
4.2 

(15.5 [$/t-C]) 
注）L : 輸送距離  [1,000km]、1US$=125 円  

 

③ 化石燃料価格 
原油、石炭の CIF 価格は、2000 年については実績値 8)と、それ以降については、世界

エネルギーシステムモデル DNE219)の基準ケースにおける計算結果 5)の CIF価格を基に想

定した。また、LNG、LPG については、石油価格に連動すると仮定した。なお、近年の

原油高は考慮していない。 
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④ 発電プラント 
既設および工事中の発電プラントについては、文献 10)を基にモデル化し（平成 13 年度

報告書を参照のこと）、建設コスト等については、文献 11)等を参考に想定した。また、化

石燃料発電プラントの設備寿命は 35 年、原子力発電プラントの設備寿命は 40 年と想定し

た。なお、港湾設備設置の可否等の問題を考慮して、現在、化石燃料発電、原子力発電設

備が存在しない地域については、今後も新設ができないものと仮定した。また、原子力発

電については、社会的な情勢を鑑みて、文献 12)を参考に 6,190 万 kW を設備容量上限とし

た。 

風力発電コストは、1999 年の実績値 21.6 万円／kW13)から年率 1%で低減する（2050

年には 13 万円／kW）と想定、また、太陽光発電は 1999 年の実績値 95 万円／kW13)から

年率 3%で低減する（2050 年には 20 万円／kW）と想定した。風力発電のポテンシャルに

ついては、文献 14)を基に、地域別に想定した。日本全体での想定ポテンシャルは 922 万

kW とした。 

 

⑤ 最終エネルギー需要 
将来の最終エネルギー需要は、人口、一人当り GDP 成長率、GDP 当りの燃料種別最終

エネルギー需要の変化率によって想定した。人口については、人口問題研究所の推定値

（2010 年 1.27 億人、2030 年 1.18 億人、2050 年 1.01 億人）15,16)を利用し、一方、一人当

り GDP 成長率は評価対象期間中に亘って年率+1.5 %と仮定した。2000-2050 年の平均

GDP 成長率は年率+1.0%に相当する。また、GDP 当りの燃料種別最終エネルギー需要の

変化率は、IPCC SRES17)の OECD 諸国の値を利用し、2000 年基準時点のエネルギー需要

は文献 18)に依った。 

最終エネルギー需要部門における省エネルギーについては、各種技術による省エネルギ

ーをボトムアップ的に積み上げることは困難なため、長期価格弾性値を用いてマクロ的に

モデル化を行った。価格弾性値については、文献 13)を参考に、電力を-0.2、非電力につい

ては-0.3 と想定した。 

 

3.6.3 ケース想定と評価結果 
(1) シミュレーションケースの想定 
上記のような前提条件を想定し、混合整数計画問題として定式化した数理モデルを用い

て、地中貯留の経済性の評価を行った（表 3.6-87）。なお、前提条件の違いによる地中貯

留の経済性への影響を見るために、感度解析として以下のようなケースを想定して評価を

行った（表 3.6-8）。なお、帯水層への地中貯留は、何らかの二酸化炭素削減下でなければ

経済性を有しないが、二酸化炭素排出削減の必要性は明白であるものの、長期にわたって

二酸化炭素排出削減をどの程度行うべきかは現状では明確ではない。ここでは、日本にお

ける二酸化炭素排出削減量として、2050 年の二酸化炭素排出原単位（GDP あたりの二酸
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化炭素排出量）を 2000 年比 1/2 を標準ケースとしつつ、二酸化炭素排出原単位 1/3 の場

合も仮定して、評価を行った（表 3.6-9）。 

 

表 3.6-7 経済性評価のためのシミュレーションケースの想定（ケース A） 

項目 ケース A（標準ケース） 
二酸化炭素排出制約 2050年の二酸化炭素排出原単位：2000年比 1/2 
坑井１本あたりの圧入可能量 50 万 t-CO2/年/坑井 
エネルギー需要シナリオ 中位 
省エネルギーの容易さ 長期価格弾性値 電力：-0.2、非電力：-0.3 
二酸化炭素回収技術の技術進歩 有（表 3.6-3、表 3.6-4 参照） 
二酸化炭素分離・回収技術（CCS）の
利用 

CCS 有 

表 3.6-8 経済性評価における感度解析のためのシミュレーションケースの想定 

ケース名 「ケース A」との違い 
ケース B（坑井１本あたりの圧入可能
量） 

10 万 t-CO2/年/坑井 

ケース C（エネルギー需要） 低位 
ケース D（省エネルギーの容易さ） 長期価格弾性値 電力：-0.4、非電力：-0.6 
ケース E（二酸化炭素回収技術進歩） 二酸化炭素回収技術の技術進歩 無 
ケース F（CCS 無） CCS 無 

表 3.6-9 経済性評価のためのシミュレーションケースの想定（二酸化炭素排出量制約）  

項目 二酸化炭素排出制約 
ケース 0（リファレンスケース） 二酸化炭素排出制約 無 
ケース 1（標準ケース） 2050年の二酸化炭素排出原単位：2000年比 1/2 
ケース 2 2050年の二酸化炭素排出原単位：2000年比 1/3 

 

以下には、表 3.6-8、表 3.6-9 で示した感度解析のための前提条件の変更に関して個別の

補足説明を記す。 

 

① ケース B（坑井１本あたりの圧入可能量） 
3.5 節で見たように、坑井１本あたりの圧入可能量が 50 万 t-CO2/年/坑井の場合と 10 万

t-CO2/年/坑井の場合では、圧入コストが大きく異なっている。このコスト差は操業におけ

る経済リスクと言えるものであるが、ケース A では、坑井１本あたりの圧入可能量を 50

万 t-CO2/年/坑井と仮定したが、ここでは、より保守的に 10 万 t-CO2/年/坑井のケースにつ

いて評価を行った。 
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② ケース C（エネルギー需要） 
ケース C では、人口については、人口問題研究所の低位推計値（2010 年 1.27 億人、2030

年 1.13 億人、2050 年 0.92 億人）15), 16)を利用し、一方、一人当り GDP 成長率は評価対象

期間中に亘って年率+1.0%と仮定した。本想定では、2000-2050 年の平均 GDP 成長率は年

率+0.36%に相当する。なお、GDP 当りの燃料種別最終エネルギー需要の変化率は、ケー

ス A と同じとし、これらに基づいてリファレンスケースにおける最終エネルギー需要の想

定を行った。 

③ ケース D（長期価格弾性） 
最終エネルギー需要部門における長期価格弾性値については、ケース A では、文献 13)

を参考に、電力を-0.2、非電力については-0.3 と想定したが、より高い価格弾性値の報告

も存在する。そこで、ケース D では、ケース A の弾性値の 2 倍とした電力-0.4、非電力-0.6

と想定した。このケースでは、最終エネルギー需要部門における省エネルギーがより低い

コストで実施可能と想定したこととなる。 

④ ケース E（二酸化炭素回収技術進歩） 
二酸化炭素貯留においては、分離・回収コストが占める割合が大きく、このコスト低減

が重要と考えられる。ケース A では、表 3.6-3 や表 3.6-4 で示したように、建設単価の低

減や回収効率の向上を見込んだが、本ケース E では、これらの低減や向上が実現できず、

現状値で固定された場合を想定した。 

⑤ ケース F（CCS 無し） 
ケース F は、CCS を利用しない場合にどの程度のコスト増となるのかを評価するため

に、地中貯留、海洋隔離共に 2050 年までは利用しないケースを想定した。 

⑥ ケース 2（二酸化炭素排出制約） 
ケース 2 では、二酸化炭素排出削減をケース 1 よりも厳しく想定し、超長期エネルギー

ビジョン 20)と同様に、2050 年の二酸化炭素排出原単位を 2000 年比 1/3 と仮定した。なお、

超長期エネルギービジョンと GDP の想定は若干異なっているため、二酸化炭素排出量は

完全には一致しない。本ケースは、必要に応じて、ケース A のみではなく、他のケース B

～F に対しても適用して評価を行った。 

 

(2) ケース 1-A（標準ケース）の評価結果 
以上の前提条件の下で、構築した数理モデルを用いて最適化計算を行い、二酸化炭素地

中貯留の経済性を評価した。図 3.6-3 に「ケース 1-A」における二酸化炭素排出量と貯留

量の推移を示す。また、図 3.6-4 には「ケース 0-A」と「ケース 1-A」における一次エネ

ルギー供給量を、図 3.6-5 には、「ケース 0-A」と「ケース 1-A」における発電電力量を示

す。 

まず、二酸化炭素地中貯留量の推移を見ると、「ケース 1-A」では、2020 年時点で約

23Mt-CO2/年（6Mt-C/年）、2030 年時点で約 46Mt-CO2/年（13Mt-C/年）、2050 年時点で
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約 220Mt-CO2/年（61Mt-C/年）程度の利用が経済的と推定された。二酸化炭素排出制約の

想定が異なり一概に比較はできないものの、昨年度までの分析と比較して、その経済的貯

留量はかなり大きなものとなっている。先述したように、今年度は、前提条件となる貯留

コスト（特に輸送、圧入部分）を日本の事情を反映させた高いコスト想定に更新したもの

の、その一方、最新の貯留ポテンシャルの知見（従来よりも大きなポテンシャル推定）も

更新した。結果としては、ポテンシャルの影響が計算結果に大きく影響した。それは、日

本においては、省エネルギーが進んでおり、更なる省エネ余地が大きくないことが強く影

響していると言える。 

一方、一次エネルギー供給を見ると、二酸化炭素削減を想定した「ケース 1-A」におい

ては、二酸化炭素削減を想定しない「ケース 0-A」に比べて、石炭利用を抑制し、天然ガ

ス利用を拡大することがコスト効率的な結果となっている。また、「ケース 0-A」では漸減

する結果となった原子力も、「ケース 1-A」では、想定した上限設備容量まで拡大し、風力

発電も想定ポテンシャル近くまで利用することがコスト効率的なエネルギーシステムとな

っている。すなわち、様々なオプションの組み合わせが重要であるが、特に日本の場合は

対策オプションが限られ、貯留も組み合わせることが、コスト効率的な二酸化炭素削減に

とって重要であると言える。また、発電電力量構成を見ると、「ケース 1-A」では、2030

年以降、LNG を燃料とした純酸素燃焼発電や、石炭を燃料とした二酸化炭素回収装置付

IGCC の導入も見られる。 
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図 3.6-3 ケース 1-A（標準ケース）における二酸化炭素排出量と貯留量 
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図 3.6-4 ケース 0-A とケース 1-A における一次エネルギー供給量  

注）原子力、水力、地熱、風力、太陽光は、1Mtoe=0.086÷0.33TWh で一次換算している。 
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図 3.6-5 ケース 0-A とケース 1-A における発電電力量  

 

 

次に、図 3.6-6 に「ケース 1-A」のオプション別の二酸化炭素分離・回収量を示す。ま

ず、石炭燃料発電からの化学吸収が比較的大きな割合を占めるが、2030 年時点になると、

LNG を燃料とした酸素燃焼発電からの回収が大きな割合を占める結果となっている。 
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図 3.6-6 ケース 1-A における二酸化炭素分離・回収量  

 

 

(3) 感度解析結果 
① ケース 2（二酸化炭素排出制約） 
まず、「ケース 1-A」と二酸化炭素排出削減目標以外の条件は同じくし、二酸化炭素排出

削減目標については、2050 年の二酸化炭素排出原単位を 2000 年比 1/3 と仮定した「ケー

ス 2-A」における二酸化炭素地中貯留量を図 3.6-7 に、一次エネルギー供給量を図 3.6-8

に示す。「ケース 2-A」では、「ケース 1-A」と比べ、地中貯留量が大きな結果となってい

るが（2020 年時点で約 53Mt-CO2/年（14Mt-C/年）、2050 年時点で約 170Mt-CO2/年

（47Mt-C/年））、それ以上に、海洋隔離量が大きいことが注目される。すなわち、ケース 1

以上の削減を行おうとすると、条件が悪くコスト高の地中貯留サイト（容量が小さく、排

出源と離れているなど）を利用せざるを得なくなってくるが、そうすると比較的輸送距離

にコストが影響されにくく、コストの差異が小さい海洋隔離の方がコスト的に優位になる

ためである。一方、本ケースでは、ケース 1 よりも最終エネルギー需要部門等での省エネ

が促進する一方、2030 年以降、海洋隔離を中心に大量の CCS を実施し、それによってエ

ネルギーを大量に消費するために、一次エネルギー供給量は、逆に大きい傾向が見られる。 
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図 3.6-7 ケース 2-A における二酸化炭素排出量と貯留量 
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図 3.6-8 ケース 2-A における一次エネルギー供給量 

 

② ケース B（坑井 1 本あたりの圧入可能量） 
図 3.6-9 には、「ケース 1-B」（坑井 1 本あたりの圧入可能量が 10 万 t-CO2/年/坑井の場

合）における二酸化炭素地中貯留量を示す。3.5 節における圧入コスト－ポテンシャルの

分析等で示されたように、坑井 1 本あたりの圧入可能量は、圧入コストに大きく影響する。

しかしながら、ケース 1 の二酸化炭素排出削減下における経済的な地中貯留量は、「ケー

ス 1-B」では、「ケース 1-A」に比べ小さくなる傾向はあるものの、大きな差異が生じるほ

どではないことがわかる。すなわち、坑井１本あたりの圧入可能量が 50 万 t-CO2/年/坑井

と 10 万 t-CO2/年/坑井のケースで圧入コストが、1,000 円 /t-CO2あまり異なってくるが（図

3.5-6 参照）、日本における二酸化炭素削減オプションがかなり限られているため、その程

度のコスト差があったとしても貯留のコスト効率的な利用量に差はあまり生じない。しか
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し、当然、コストの上昇はもたらされるため、いかに坑井 1 本あたりの圧入可能量を大き

くできるかの検討は重要と考えられる。 
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図 3.6-9 ケース 1-B における二酸化炭素排出量と貯留量 

 

③ ケース C（エネルギー需要） 
低エネルギー需要を想定した「ケース 1-C」における二酸化炭素地中貯留量を図 3.6-10

に示す。また、そのときの一次エネルギー供給量を図 3.6-11 に示す。ケース C のように

エネルギー需要が低成長で、かつ、ケース 1 のように二酸化炭素排出削減量があまり大き

くない「ケース 1-C」でも、地中貯留はサイトによっては経済性を有している。しかし、

その量は、「ケース 1-A」などと比較して、格段に小さくなることがわかる。「ケース 1-C」

の経済的な貯留量は、2020年時点で約 0Mt-CO2/年（0Mt-C/年）、2030年時点で約 3Mt-CO2/

年（1Mt-C/年）、2050 年時点で約 35Mt-CO2/年（9Mt-C/年）となっている。 
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図 3.6-10 ケース 1-C における二酸化炭素排出量と貯留量 
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図 3.6-11 ケース 0-C とケース 1-C における一次エネルギー供給量  

 

④ ケース D（長期価格弾性） 
図 3.6-12 には、「ケース 1-D」における二酸化炭素地中貯留量を示す。ケース D では、

最終エネルギー需要部門における価格弾性が大きい、すなわち、価格の上昇によって最終

エネルギー需要の低減が進みやすいとしたケースであるが、本ケースでは、2020 年、2050

年の地中貯留量が、18 Mt-CO2/年（5Mt-C/年）、220Mt-CO2/年（59Mt-C/年）で、「ケー

ス 1-A」よりも若干小さくなっている。しかしながら、価格弾性値がこの程度の範囲であ

るならば、経済性の面からの地中貯留役割はそれでも大きいと言える。 
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図 3.6-12 ケース 1-D における二酸化炭素排出量と貯留量 

 

⑤ ケース E（二酸化炭素回収技術進歩） 
二酸化炭素分離・回収技術のコストが現状値から進歩しないとするケース E（ケース

1-E）における二酸化炭素貯留量を図 3.6-13 に示す。分離回収技術のコスト低減が進まな

いとしたケースの場合も、ケース B と似た傾向が見られる。すなわち、コスト効率的な貯

留量は、ケース A（ケース 1-A）に比べて減少するものの、その減少の程度はそれほど大

きくなく、地中貯留は、日本における二酸化炭素排出削減オプションの一つとして重要な

役割となり得ると言える。具体的には、本ケースでは、2020 年 20 Mt-CO2/年（5Mt-C/年）、

2050 年 180Mt-CO2/年（50Mt-C/年）の地中貯留量となっている。しかし、二酸化炭素分

離・回収技術のコスト低減は、後述するように、限界削減費用を大きく低減させ得るため、

その技術開発は極めて重要と言える。 
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図 3.6-13 ケース 1-E における二酸化炭素排出量と貯留量 

 

⑥ ケース F（CCS 無し） 
ケース F、すなわち、CCS を利用しない場合の日本の一次エネルギー供給量（二酸化炭

素排出制約の違い（ケース 1-F、ケース 2-F）を含む）を図 3.6-14 に示す。図 3.6-4 の「ケ

ース 1-A」や図 3.6-8 の「ケース 2-A」とも比較すると、特に二酸化炭素排出削減量が大

きいケース 2 では、CCS の利用の有無によって一次エネルギーの供給構成が大きく異なる

ことがわかる。「ケース 2-F」では大きくエネルギー供給量を削減すると共に、水力発電、

太陽光発電の利用増大が見られる。なお、後述するように、このケースでは、二酸化炭素

の限界削減費用は、大幅に増大する結果となっている。 
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図 3.6-14 ケース 1-F およびケース 2-F における一次エネルギー供給量 
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⑦ 各種感度解析ケースの比較 
図 3.6-15 には、各ケースにおける 2050 年までの累積の地中貯留量を示す。平成 17 年

度のモデル分析で想定した貯留ポテンシャルは、平成 17 年度新たに推定がなされた貯留

ポテンシャルのうち、カテゴリーA2 の約 52 億 t-CO2（5.2Gt-CO2）であるが、「ケース 1-A」

の 2050 年までの累積貯留量は約 3.3Gt-CO2（910Mt-C）となっており、想定したポテン

シャルの 60%強が経済性を有する結果となった。一方、二酸化炭素削減がより大きい「ケ

ース 2-A」では、約 3.7Gt-CO2（1,000Mt-C）で約 70%となり、経済性を有する貯留層が

更に広がっている。 

一方、坑井 1 本あたりの二酸化炭素圧入可能量が小さく、圧入コストが高くなる「ケー

ス 1-B」では約 2.7Gt-CO2（720Mt-C）で約 50%、最終需要部門での省エネが進みやすい

「ケース 1-D」では約 3.1Gt-CO2（840Mt-C）で 60%弱、分離・回収技術のコスト低減が

進まない「ケース 1-E」では約 2.8Gt-CO2（780Mt-C）で 50%強と、「ケース 1-A」よりは

若干減少するものの、おおよそ想定したポテンシャルの半分強については、経済性を有す

る結果となっている。 

しかし、エネルギー需要が小さい「ケース 1-C」の場合は、約 0.4Gt-CO2（110Mt-C）

で約 8%と、地中貯留の経済的なポテンシャルはかなり小さくなる。 

一方、図 3.6-16 には、各ケースにおける二酸化炭素限界削減費用（二酸化炭素シャドー

プライス、削減目標値を達成するための理論的な炭素税率に相当）を示す。「ケース 1-A」

の限界削減費用は、2020 年 60$/t-CO2（約 220$/t-C）、2030 年 86$/t-CO2（約 320$/t-C）、

2050 年 59$/t-CO2（約 210$/t-C）となっている。条件の良い貯留サイトから利用され、徐々

にコストが高いサイトも利用していき、2030 年まで価格は上昇する。しかし、分離・回収

コストのコスト低減を見込んでいるため、2030 年以降は、そのコスト増分以上の低減によ

って、限界削減費用は低減する傾向が見られる。分離・回収コストのコスト低減の技術開

発によって、日本全体の限界削減費用の高騰を抑制できることを示している。なお、これ

は、「ケース 1-E」の結果との比較で理解しやすい。また、もし、貯留技術を利用しなかっ

た場合は、「ケース 1-F」で示されているが、特に 2030 年以降の限界削減費用の上昇は急

になることがわかる。また、仮に貯留技術を利用せずに、かつ、より大きな二酸化炭素の

削減を行う「ケース 2-F」では、限界削減費用の上昇が更に急であり、大きなコスト負担

が生じることがわかる。一方、貯留が利用できる場合には、大きな二酸化炭素の削減を行

うケース 2（ケース 2-A）でも、短期的にはケース 1 に比べて大幅な限界削減費用の上昇

が見られるものの、分離回収技術のコスト低減を伴った貯留技術によって、2050 年付近の

限界削減費用はかなり抑制でき得ることがわかる。 
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図 3.6-15 各種ケース別の帯水層への累積貯留量推移の比較 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
Year

C
O

2 s
ha

do
w

 p
ric

e 
($

/tC
)

0

50

100

150

200

250

300
C

O
2 s

ha
do

w
 p

ric
e 

($
/tC

O
2)

Case 1-A
Case 2-A
Case 1-B
Case 1-C
Case 1-D
Case 1-E
Case 1-F
Case 2-F

 

図 3.6-16 各ケースにおける二酸化炭素排出削減限界費用 
（二酸化炭素シャドープライス）  

 

3.6.4 まとめ 

平成 17 年度の二酸化炭素分離・回収、輸送、貯留コストの分析によって、特に日本で

貯留を実施する場合には、二酸化炭素輸送コストが高いことが明確化された。そしてそれ

は、特に二酸化炭素輸送距離と輸送容量に大きく依存する。また、圧入コストについても、
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圧入規模によってコストが大きく異なり、特に貯留層の規模が小さい日本においては、コ

スト高となることが示唆された。一方、平成 17 年度新しい知見によって貯留ポテンシャ

ルの見直しがなされ、貯留ポテンシャルが従来の推定よりも大きい可能性が示された。本

節では、これらの状況を反映しつつ、日本における地中貯留の経済性を評価した。 

このように、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。それは、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で

あり、コスト効率的なオプションの一つとなりやすいためである。 

一方、平成 17 年度行った感度解析結果によると、平成 16 年度の知見と同様、最終エネ

ルギー需要部門における長期価格弾性値（省エネルギーの容易さ）に対して、経済的な貯

留量は、比較的ロバストであることが示された。また、3.5 節では、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。すなわ

ち、3.5 節では坑井１本当たりの二酸化炭素圧入可能量が 50 万 t-CO2/年 /坑井と 10 万

t-CO2/年/坑井とで 1,000 円/t-CO2強の差異が生じることが示されたが、この程度のコスト

差異は、日本全体のコスト効率的な二酸化炭素削減オプションのポートフォリオには大き

な影響を与えないと言える。ただし、実施主体が実施する場合には、そのままコスト増と

なるし、社会としてもそのコスト増をなんらかの形で受けることになるため、いかにその

コストを低減するかということは重要な課題であることは間違いない。その他の感度解析

ケースの多くでも、経済的な貯留量は、平成 17 年度想定したポテンシャル（カテゴリー

A2：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で、試錐データがあるもの）

の半分強は、経済性を有する結果となっており、地中貯留の経済性は高いと言える。 

ただし、今回想定した低需要かつそれほど大きな削減を想定しないケース（ケース 1-C）

では、2050 年までに経済性を有する貯留量は、想定したポテンシャルの 10%未満であっ

た。しかし、今回評価したのは、最も確実に見込めるカテゴリーA2 のみに限定しており、

カテゴリーA3 やカテゴリーB なども含めれば、このようなケースであっても、より大きな

経済的ポテンシャルが見込まれると考えられる。 
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3.7 技術実証・実適用ロードマップ 

これまでに述べた地中貯留の有効性評価の結果をもとに、我が国での地中貯留の実現に

向けてのロードマップを作成した。3.6 節に示した様に、地中貯留は我が国においても非

常に重要な二酸化炭素削減のオプションである。一方、その実現のためには、技術開発、

法整備、社会合意形成など様々な面で多くのなすべき課題があり、それぞれの課題の解決

には相当の時間を要すると考えられる。そこで、これらの課題を整理し、時系列的にまと

めることによって、地中貯留の実適用に向けて今後どの時点で何を実施すべきかを明確に

しようと試みた。しかしながら、現状ではまだ不明な点が多く、十分に道筋を描き切れて

いないところがたくさんあるため、今後も継続して本ロードマップの追加・修正を行って

いく必要がある。 

 

3.7.1 ロードマップの考え方 

以下にロードマップ作成にあたっての基本的な考え方を示した。 

 

(1) 基本 
IPCC 特別報告書の刊行、平成 18 年の IPCC インベントリガイドラインへの地中貯留の

記載、平成 19 年の IPCC 第四次評価報告書への記載など、分離回収・地中貯留を二酸化

炭素削減のためのオプションとして認知させるための国際的な動きが活発に進められてい

る。地中貯留の CDM 適用についても平成 17 年 12 月の京都議定書第一回締約国会議にお

いて検討を開始することが決定された。また、新しい二酸化炭素削減のための国際的な枠

組みである「クリーン開発と気候に関するアジア太平洋パートナーシップ(APP)」におい

ても、地中貯留は重要な位置を占めている。 

このような国際的な地中貯留への期待の中で、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に、二酸化炭素削減技

術としての認知、技術確立、法整備、社会環境整備などを行う設定とした。 

 

(2) 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） 

地中貯留を二酸化炭素削減のための対策技術として国際的に認知・ルール化させるため

の活動が第一に必要である。すなわち、京都議定書締約国会議や APP などの新しい削減

枠組みの中で地中貯留が実行可能となるように、上記の IPCC での活動や CSLF などを通

じて、国際的な協力関係を構築しながら、国際的に働きかけていくことが重要である。 

 

（法整備） 

二酸化炭素の地中貯留を実行するためには、その取り扱いが法的に既定される必要があ

る。海底下の地中貯留はロンドン条約の適用範囲にあり、現在その取り扱いが議論されて
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いるところである。その結果を受けて、国際法と整合する国内法の整備が必要となる。ま

た、パイプライン輸送等操業管理、環境評価、および長期貯留の取り扱いなど、現行の法

枠組みの中での取り扱いが可能か、あるいは新法の制定が必要かの議論を含めて十分な検

討が必要である。 

 

（社会合意形成） 

地中貯留が実行可能となるためには、ステークホルダーが「地中貯留が二酸化炭素削減

技術として必要であり有効である」ことに合意するという「社会合意形成」が欠かせない。

このために、地中貯留の削減技術としての有効性・安全性について積極的な理解促進活動

を行い、実施にむけて十分な社会合意を形成していく必要がある。 

 

(3) 技術開発 
地中貯留が有効な二酸化炭素削減対策となり、分離回収、輸送、圧入、貯留層の事前評

価、安全性評価、モニタリング、圧入二酸化炭素の挙動予測等について積極的に研究開発

を行うことが必要である。また、これらの技術をより確実なものとするため、必要に応じ

て実証試験を考慮していくことも考える。 

 

（分離回収） 

分離回収・圧入コスト：2,000 円/t-CO2を想定したスタディによって明確となった各課

題についてその達成をねらう。課題としては以下があげられる。 

・化学吸収液の性能向上 

混合アミン液の探索と性能検証、分子設計・化学修飾の適用と新規液の探索、新規

アイデアの追求 

・化学吸収システムの性能向上 

膜-化学吸収液ハイブリッドプロセス等の高効率システムの開発、脱硝・脱硫との

効率的統合等の新規アイデアの探索、低温で高効率な吸収液再生プロセスの開発 

・分離膜の適用 

高分子・無機膜の性能向上、高性能分離膜製造技術の開発 

・発電所エネルギーロス低減 

抽気システムの最適化 

・製鉄所等の廃熱活用 

回収システムの低コスト化、廃熱統合利用システムの開発 

・新規発電システムへの適用 

IGCC 等への適用、酸素燃焼法の開発 
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（輸送） 

・パイプラインの高圧化 

 

（圧入・貯留） 

・坑井一本あたりの圧入量増大技術 

・貯留層の評価と利用拡大 

貯留可能層の探索と評価、排出源近傍帯水層の利用可能性の確認 

・圧入二酸化炭素の挙動理解とモニタリング 

圧入二酸化炭素の長期的な挙動理解、圧入二酸化炭素の挙動シミュレーションと実

証データとのマッチング、遠隔モニタリング手法の開発と実用化 

・安全評価・環境影響評価 

安全評価システムの開発、環境影響の評価 

 

(4) 実証・実適用 
地中貯留の実行のためには、実施主体の形成、候補地の選定、事業計画の策定、実行準

備・建設といった動きが必要である。海外では Early Opportunity として、収益が見込め

る EOR や分離回収コストのかからない天然ガス随伴ガスの貯留がまず開始される。とこ

ろが、我が国では 3.6 節でみたように EOR は規模が小さく割高であり、随伴ガス分離も

きわめて量が少ないため、Early Opportunity の効果は余り期待できない。貯留量の大き

い帯水層貯留が中心になるが、分離回収を含めてのトータルコストは技術開発が進んだと

しても大きなものとなるため、民間が自発的に推進していく状況にないのが現状である。

今後の二酸化炭素削減に向けての国際的な動向に注視しながら、我が国の戦略を十分研究

していく必要がある。また、実施主体のあり方についても、ビジネスモデルの検討も含め

て調査し準備していくことが求められる。 

 

 

3.7.2 技術実証・実適用ロードマップ 

表 3.7-1 にロードマップを示した。2015 年を技術確立の年とし、2050 年までのシナリ

オとともに、政策、技術開発、実証・実適用に分けて、なすべき課題を時系列的に整理し

て示した。 



 1616

 

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5

2
0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
8

2
0
1
9

2
0
2
0

2
0
2
5

2
0
3
0

2
0
4
0

2
0
5
0

H
1
7

H
1
8

H
1
9

H
2
0

H
2
1

H
2
2

H
2
3

H
2
4

H
2
5

H
2
6

H
2
7

H
2
8

H
2
9

H
3
0

H
3
1

H
3
2

H
3
7

H
4
2

H
5
2

H
6
2

Ｃ
Ｓ
Ｌ
Ｆ
等

施
策

国
内
法
整
備

社
会
合
意
形
成

技
術

実
証
・
実
適
用

政
策

輸
送

年

シ
ナ
リ
オ

実
行

国
際
動
向

シ
ナ
リ
オ

分
離
回
収

貯
留

発
電
新
技
術

地
中
貯
留
に
向
け
て
の
技
術
開
発
・
実
証
・
環
境
整
備

技
術

確
立

実
適
用
対
象
の
拡
大

海
外
展
開

京
都
議
定
書
約
束
期
間

C
O
2
削
減
対
策
技
術
と
し
て
の
地
中
貯
留
の
国
際
的
認
定

国
内
法
の
整
備

ロ
ン
ド
ン
条
約
取
り
扱
い
に
準
じ
た
国
内
法
整
備
、
既
存
法
の
適
用
・
修
正
と
必
要
に
応
じ
新
法
設
置
の
検
討

（
石
油
、
ガ
ス
、
鉱
業
、
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
輸
送
等
操
業
管
理
、
環
境
評
価
に
関
す
る
法
整
備
、
長
期
貯
留
に
関
す
る
法
枠
組
み
整
備
）

帯
水
層
利
用
拡
大
研
究

新
技
術
適
用
研
究

事
例
調
査
研
究

石
炭
火
力
展
開

未
利
用
熱
利
用
に
よ
る
コ
ス
ト
ダ
ウ
ン

低
再
生
エ
ネ
ル
ギ
ー
吸
収
液
の
開
発

高
効
率
吸
収
/再
生
プ
ロ
セ
ス
開
発

膜
分
離
基
礎
研
究

適
用
研
究

大
規
模
化

低
コ
ス
ト
化

パ
イ
ロ
ッ
ト
試
験

低
コ
ス
ト
化
の
高
濃
度
ガ
ス
実
証

低
コ
ス
ト
化
の
低
濃
度
ガ
ス
実
証

ガ
ス
化
プ
ラ
ン
ト
等
で
の
実
証

ポ
ス
ト
京
都

C
C
S
の
初
期
商
業
展
開
の
推
進
方
法
検
討

C
C
S
技
術
の
確
立

C
C
S
の
拡
大

空
気
吹
き
IG
C
C
実
証
運
転
./
酸
素
吹
き
IG
C
C
開
発
＋
実
証
運
転

IG
C
Ｃ

実
用

IG
F
Ｃ

実
用

技
術
実
適
用
の
た
め
の

検
討

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
技
術
実
証

　
　
　
　
・
低
コ
ス
ト
化
分
離
回
収
法
の
実
証
試
験

　
　
　
　
・
圧
入
コ
ス
ト
大
幅
削
減
の
実
証
試
験

　
　
　
　
・
発
生
源
近
傍
で
の
帯
水
層
利
用
の
検
討
と
実
証
試
験
　
な
ど

事
業
主
体
の
形
成

候
補
地
選
定

事
業
計
画
の
作
成

他
実
行
準
備
・
建
設

安
価
な
と
こ
ろ
か

ら
適
用

開
始

ガ
ス
化
プ
ラ
ン
ト
へ
の
展
開

適
用
対
象
の
拡
大

社
会
合
意
形
成
の
た
め
の
広
報
活
動

高
圧
化
必
要
性
検
討

さ
ら
な
る
コ
ス
ト
ダ
ウ
ン
の
た
め
の
新
法
検
討

基
本
設
計
・
詳
細
設
計

建
設

安
全
関
係
デ
ー
タ
取
得

実
証
デ
ー
タ
取
得

可
能
性
基
礎
実
証

利
用
可
能
性
実
証

貯
留
層
評
価
研
究

貯
留
層
賦
存
量
確
認
調
査

要
素
技
術
研
究
・
実
証
的
研
究

評
価
シ
ス
テ
ム
基
本
設
計

詳
細
設
計

小
規
模
直
接
評
価
手
法
研
究

遠
隔
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
手
法
基
礎
研
究

遠
隔
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
手
法
開
発
・
実
証

挙
動
理
解
・
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
高
度
化
・
基
礎
知
見
蓄
積
/
実
証
デ
ー
タ
マ
ッ
チ
ン
グ

（
挙
動
理
解
・
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
）

（
安
全
評
価
・
事
前
評
価
）

（
圧
入
）

（
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
圧
力
）

●
特
別
報
告

書

●
イ
ン
ベ
ン
ト
リ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

●
第
４
次
評
価
報
告
書

（
膜
分
離
）

（物
理
吸
収
他
）

（
化
学
吸
収
）

熱
統
合
最
適
化

熱
統
合
実
証
・
Ｆ
Ｓ

廃
熱
統
合
利
用
シ
ス
テ
ム

C
O
P
/M
O
P

●
C
D
M
枠
拡
大
合
意

IP
C
C　
　
　
　
　
　
　
ア
ジ
ア
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
(A
P
P
）

表
3.

7-
1 
地
中
貯
留
の
技
術
実
証
・
実
適
用
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ

 



 1617

 

3.8 まとめと今後の課題 

本節ではこれまで述べてきた検討結果をまとめるとともに今後の課題を整理する。 

 

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。 

 

（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。 

 

（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

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
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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、また圧入工程では井戸 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。 

 

(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。 

 

（累積貯留量と貯留コストの関係） 

全国貯留層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、1 坑井あたり年間 50 万 t-CO2

圧入可能な場合には、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、1 坑井あたり年間 10 万 t-CO2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、1 坑井あたり年間

50 万 t-CO2圧入可能な場合には、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。 

 

（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

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
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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。 

 

（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

るために取り組むす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。 

 

 



 1620

第4章 周辺関連調査 

4.1 研究概要 

周辺関連調査では、諸外国において二酸化炭素(CO2)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

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

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。 

 

4.2 国際動向調査 
4.2.1 米国 FutureGen 計画（平成 17 年 3 月以降の主な動き） 
(1) 各国政府機関に対してプロジェクト参加を促す公式文書の発行 

（平成 17 年 3 月 31 日） 
米国エネルギー省化石燃料局は平成 17 年 3 月 31 日に、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」を発行した。参加案内書の主な内容としては、

世界初の大規模な石炭ガス化による発電及び水素の生産と、二酸化炭素の回収・貯留によ

るゼロエミッションを兼ね備えた、未来の化石燃料発電施設に関する大規模プロジェクト

の概要と参加のメリットを述べた上で、発展途上国を含む石炭の生産、消費をおこなう各

国政府機関に参加を呼びかけるものである。なお、米国は、外国政府の参加による資金援

助として、8,000 万ドルを見込んでいる。 

外国政府機関による主な参加の形式としては、以下を挙げている。 

・ コスト・シェアリングを通じた、政府運営委員会への参加を含む政府間協力 

・ 外国の石炭生産者や石炭発電事業者による、コンソーシアムの規約や条項の制度下

での、コンソーシアムメンバーとしての参加 

・ FutureGen に関する調達の際の入札の、設備ベンダー及びエンジニアリング・サー

ビス提供に関するコンペティターとしての参加 

・ FutureGen の試行における、学識者、科学者および研究者としての参加 

また、外国政府機関は、米国政府の職員と外国政府の参加者によって構成される、政府

運営委員会（GSC）への参加を通じて、プロジェクトに参加することとなる。GSC の役割

は、ガイダンスの提供と、FutureGen における研究と試験プログラムに関する要求事項と

設計に関して、エネルギー省にアドバイスを提供するものである。委員会の議長は、米国

エネルギー省の代表の予定である。 

外国政府の、FutureGen プロジェクトへの参加のメリットとしては、次のような項目が

挙げられている。 
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・ 世界初の大規模総合ゼロエミッションテスト設備からのデータにタイムリーにア

クセスできる。このデータは温室効果ガス削減に関する将来的な政策や規制に関す

る決定の支援に必要とされるものである。 

・ 各国の投資によって、世界の石炭及び発電業界のリーダーによる横断的な共同調査

研究及び開発が進められる。これは石炭燃料によるゼロエミッション技術のテスト

と検証において、最もコスト効果の高いアプローチである。 

・ FutureGen の設備を使用して、石炭燃料に関する先端的な技術のテストを行う機会

を得ることができる。 

・ 年間のコストシェアに参加する国家は、同種のプラントとしては世界初の統合設備

から得られる設計原理や操業経験に関する知識を得ることができる。これは、各国

における同種のプラントの概念設計を導くものとなる。 

・ 温室効果ガスの削減に関する手頃な技術的解決策を、加速的スケジュールで入手す

ることができる。国際的協力による研究は世界各国の専門知識を利用することによ

って、技術開発と受容性を加速させることも期待できる。手頃なエネルギーに関す

るソリューションは、国家経済に肯定的な影響を及ぼす。 

これらの呼びかけに対する各国の反応などは特に明らかにされていないが、現在、米国

エネルギー省との協定を発表している連盟には、大規模石炭生産、消費国である中国とオ

ーストラリアが参加している。 

 

(2) 炭素ガス隔離技術の開発推進を目指し、米エネルギー省が 1 億ドルを拠出 
米国エネルギー省は、6 月に、炭素隔離技術の実用化を実現するために、企業、州機関、

大学によって構成される官民の共同事業体による 7つの地域炭素ガス隔離パートナーシッ

プに対して、調査研究の補助的として 1 億ドルを拠出することを発表した。今回補助金が

交付される 7 つの地域炭素ガス隔離パートナーシップは、平成 15 年にも炭素ガス隔離に

最適な技術、法規制、必要なインフラ等を決定するために競争的補助金を交付されており、

今回、研究段階から実用化フェーズに向けて、新たな補助金が交付されるものである。こ

れらの地域は、今後 4 年間で担当地域ごとに最適な炭素ガス隔離技術の実地・実証試験を

行うとともに、地域で二酸化炭素の隔離場所に最適と思われる候補地の評価なども行う。 

7 つのパートナーシップは 40 の米国の州における 240 以上の組織、3 つのインディアン

の組織、カナダの 4 州を含むものである。これらのパートナーシップから得られたデータ

はカンザス大学によって開発された NATCARB という情報ゲートウェイにおいて、隔離サ

イトにおける地中隔離と地上隔離のデータを一元管理するために、統合されている。今回

の実験の結果は、今後 FutureGen のサイト選定にも大きな影響力を持つものであると考

えられている。また、DOE は本年の夏の遅い時期に、これらのパートナーシップに対する

賞の授与の実施を決定する。本フェーズの試験結果により、国家の炭素隔離技術の展開可
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能性について概要が定められる。その後、DOE は FutureGen イニシアチブ支援のために、

第 3 フェーズを支援する必要があるか否かを決定する。 

今回補助金の交付が決定されている 7 つの地域炭素ガス隔離パートナーシップと、それ

ぞれの概要は、以下の通りである。 

 

① Big Sky Regional Sequestration Partnership（ビッグスカイ 地域隔離連盟） 
本プロジェクトでは、二酸化炭素の長期貯留の重要なポテンシャルである、苦鉄質・玄

武岩構造への地中貯留の実証を行う。例えば、Big Sky 地方のコロンビア川玄武岩地域に

は、全米の石炭発電所から排出される二酸化炭素が 30 年分貯蔵できるだけのポテンシャ

ルがあると見積もられている。モンタナ州立大学が中心である本パートナーシップは、耕

地と森林地をテストサイトとして設計している。本パートナーシップがカバーするエリア

は、モンタナ州、ワイオミング州、サウスダコタ州、アイダホ州、東ワシントン州、オレ

ゴン州である。 

• プロジェクト予算総計：17,881,246 ドル 

• DOE からの拠出：14,208,102 ドル 

• パートナーの負担分：3,673,144 ドル（20.5%） 

 

② 中西部地中隔離コンソーシアム～イリノイ盆地 
本プロジェクトは、イリノイ盆地における炭層深部、成熟した油田、深部塩性貯留層、

有機頁岩への二酸化炭素貯蔵に関する可能性、安全性、地中貯留層のキャパシティを決定

するものである。本コンソーシアムは、石油および天然ガス採掘跡地、塩性帯水層、採掘

不可能な炭層において、6 箇所の小規模の隔離の実地テストを実施し、イリノイ盆地の固

定の排出源から毎年排出される 2 億 7600 万 t-CO2の二酸化炭素の一部の貯留可能性を評

価する。本プロジェクトはイリノイ大学・イリノイ州地質研究所が中心となって実施する。 

• プロジェクト予算総計：19,777,433 ドル 

• DOE からの拠出：14,258,105 ドル 

• パートナーの負担分：5,519,328 ドル（27.9%） 

 

③ 中西部炭素隔離パートナーシップ 
本パートナーシップでは、地中貯留システムの安全性と有効性を実証することを目的と

して、少なくとも 200 年分のキャパシティを有する本地域の深部地中貯留層において、少

なくとも 3 箇所の小規模二酸化炭素圧入実地テストを実施する予定である。本パートナー

シップでは炭素貯留と併せて、小規模地上隔離の実地テストを計画しており、計測技術に

ついて実証を実施する予定である。また、炭素クレジットが任意の温室効果ガス市場にお

いてどのように取引されるのかをモニターする。本パートナーシップは、バテル記念研究
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所、コロンバス、オハイオがリードしており、インディアナ、ケンタッキー、メリーラン

ド、ミシガン、オハイオ、ペンシルバニア、ウエストバージニアをカバーする。 

• プロジェクト予算総計：18,067,378 ドル 

• DOE からの拠出：14,299,996 ドル 

• パートナーの負担分：3,767,382 ドル（20.9%） 

 

④ 南東地域炭素隔離パートナーシップ 
本パートナーシップは、EOR 対象油田、炭層、塩性帯水層の 3 つの地理学的構造をター

ゲットとして、3 箇所の炭素隔離の検証に関する実地試験を行い、二酸化炭素貯留のポテ

ンシャルを決定する予定である。本地域は、ジョージア、フロリダ、南カリフォルニア、

北カリフォルニア、バージニア、テネシー、アラバマ、ミシピッピ、アーカンソー、ルイ

ジアナ、南東テキサスをカバーしており、南部州エネルギー委員会、ノークロス、ジョー

ジアによってリードされている。 

• プロジェクト予算総計：19,975,044 ドル 

• DOE からの拠出：14,294,555 ドル 

• パートナーの負担分：5,680,489 ドル（28.4%） 

 

⑤ 炭素隔離南西地域パートナーシップ 
本パートナーシップは、5 つの実地テスト（地中：3 箇所、地上：2 箇所）によって最も

有望な炭素隔離技術と構造基盤の概念について検証を行う予定である。本パートナーシッ

プは、ユタ、ニューメキシコ、テキサスにおいて地中貯留試験と地域全体にわたる地上隔

離の解析の実施を計画している。テストは、深部塩性帯水層、EOR と隔離、石炭層におけ

るメタン生産増強、地上による試験と地中貯留試験の組み合わせを含む、様々な炭素シン

クのターゲットで実施される。南西部パートナーシップは、ニューメキシコ、オクラホマ、

カンザス、コロラド、ユタの各州と、テキサス、ワイオミング、アリゾナ州の一部を含む。

プロジェクトは、ニューメキシコ採鉱技術大学がコーディネートする。 

• プロジェクト予算総計：17,875,000 ドル 

• DOE からの拠出：14,299,999 ドル 

• パートナーの負担分：3,575,000 ドル（20%） 

 

⑥ 平原地域二酸化炭素削減パートナーシップ 
本パートナーシップでは、4 つの技術検証実地試行と、2 つの炭素隔離構想に関する調

査を実施する。実地テストは、二酸化炭素の貯留、総合的モニタリング、石油および石炭

採掘跡地、採掘不可能な炭層の緩和および湿地の修復を含む。平原地域パートナーシップ

には、モンタナ、ワイオミング、ネブラスカ、アイオワ、ミズーリ、ウィスコンシンと、

カナダのアルバータ、サスカチュワン、マニトバ州を含む。本プロジェクトは、ノースダ
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コタ、グランドフォークス（ND）大学のエネルギー・環境研究センターによってリード

される。 

• プロジェクト予算総計：21,461,549 ドル 

• DOE からの拠出：14,300,000 ドル 

• パートナーの負担分：7,161,549 ドル（33.4%） 

 

⑦ 西海岸炭素隔離パートナーシップ 
本パートナーシップでは、カリフォルニアとアリゾナにおける、天然ガス採掘跡地と塩

性帯水層にて二酸化炭素隔離試験の実施、さらに 2 箇所の地質構造への貯留ポテンシャル

の評価、オレゴンのレーク郡、カリフォルニアのシャスタ郡における地上隔離のパイロッ

ト・プロジェクトの実施、及びそれらの結果の市民集会、会議ペーパー、WEB による伝

達を予定している。本パートナーシップには、カリフォルニア、オレゴン、ワシントン、

アラスカ、ネバダの各州、アリゾナ州西部の一部、カナダのブリティッシュ・コロンビア

州が含まれている。本プロジェクトはカリフォルニア・エナジー委員会によってリードさ

れている。 

• プロジェクト予算総計：29,931,646 ドル 

• DOE からの拠出：14,3,000,000 ドル 

• パートナーの負担分：15,631,646 ドル（52.2%） 

 

 

4.2.2 CSLF 認証プロジェクト 
CSLF（Carbon Sequestration Leadership forum）は、平成 15 年、アメリカが世界に

呼びかけて世界 16 カ国と EU の参加により設立された団体であり、地球温暖化対策とし

ての二酸化炭素貯留技術を国際協力で推進することを目的としている（現在、21 カ国１機

関(EC)加盟）。 

CSLF では、CSLF 憲章の目的に添ったプロジェクトのうち、特に情報公開・ネットワ

ーク、促進と協調、研究開発、実証等の面において優れたプロジェクトについて、「認証」

（endorse）している(CSLF, 2005)。認証プロジェクトは平成 18 年 2 月現在で 17 あり、こ

れらは CSLF の WEB サイトで公開されている。 

(1) ARC Enhanced Coal-Bed Methane Recovery Project 
カナダのアルバータ州研究評議会（Alberta Research Council (ARC)）は、地方、国内、

及び国際的機関のグループを率いて、コールベッドメタン（CBM）を探索するべく、アル

バータ州の広範囲で採掘不能となった深層炭田への二酸化炭素注入による含有メタン回収

の実験を行っている。この工程は、増進ガス回収（EGR）とよばれ、石油リザーバでの生

産向上のために二酸化炭素注入を行う、一般的な工程と同様である。 
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将来的にこの分野は、採掘可能炭か深部石炭層リザーバからのメタンを燃料とする発電

所のゼロ GHG 発電所デザインにつながると期待されている。この工程では、石炭燃焼或

いはメタン燃焼の発電所から発生する二酸化炭素が CMB リザーバ内に注入されて、メタ

ンを生産するというサイクルが継続する。加えて、炭層にシンクが形成され、二酸化炭素

の大気放出を抑制できる。カナダと米国における深層のコールベッドは豊富で、石炭燃焼

を行う発電所がある多くの地域で二酸化炭素地中貯留が可能である。 

ARC より以前に本プロセスを実施した例としては、Burlington Research が、北米 San 

Juan 盆地で二酸化炭素を比較的浸透性の高いコールベッドに注入した例がある。この注

入により、コールベッドのメタン生産・回収が向上した。注入された二酸化炭素は石炭層

に吸着され、ガス生産後も地中に留まる。しかし、アルバータや世界各地で見つかってい

る浸透性の低いリザーバにこの工程を適用するには、さらに実験・実証が必要である。 

ARC の先導するプロジェクトには、次の二つの目標が掲げられている。 

• 深部炭層への二酸化炭素注入により温室効果ガス排出を抑制すること。 

• 二酸化炭素注入により、コールベッドメタン回収率と生産性を向上させること。 

 

プロジェクト全体は 4 つのフェーズからなる。 

フェーズ１：概念研究の立証：二酸化炭素、窒素(N2)および燃焼排ガスを Mannville 炭

田に投入することの可能性調査及び初期評価（～平成 9 年） 

フェーズ２：Amoco Production Company の工程に基づく二酸化炭素小規模実証試験の

計画と実施（平成 9～11 年） 

フェーズ３：燃焼排ガス（CO2＋N2）の小規模実証試験の計画と実施（平成 11～14 年） 

フェーズ４：大規模な実証試験の計画と実施（平成 15～17 年） 

（Alberta Research Council, 2004） 

 

(2) CETC R&D Oxyfuel Combustion for CO2 Capture（CETC のオキシ燃料燃焼プロ

グラム） 
① 主要事項 

オタワにある CANMET エネルギー技術センター（CANMET Energy Technology 

Centre）の研究開発プログラムは、輸送と貯留用の回収可能な高純度の二酸化炭素を生産

する目的で、酸素と再生燃焼排ガス（RFG）雰囲気中の化石燃料の燃焼と公害削減技術の

開発に取り組んでいる。オキシ燃焼と呼ばれる技術手法は酸素の発生とその燃焼時使用に

より、95～98 vol %（乾きベース）の二酸化炭素濃度の燃焼ガスを発生する能力を持つ。 

 

② 背 景 
カナダ天然資源省の研究機関である CETC は新しいオキシ燃料燃焼と公害削減技術の

研究を積極的に行っている。研究開発プログラムはオタワにある垂直燃焼機の研究施設
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（VCRF）を利用している。この施設では、粉炭油と天然ガスを、純粋な二酸化炭素と RFG

（湿り or 乾き）混合物と共に空気或いは酸素を使用して燃焼することができる。この施設

は、オキシ燃料燃焼における幅広い処理形態の作業を引き受けられる、世界でごく少数の

施設のひとつである。 

 

③ プロジェクトの概要 
オキシ燃料燃焼技術を採用することで、燃焼ガス中の二酸化炭素を濃縮して回収を容易

にする。この技術は化石燃料を燃焼ガス中の窒素なしに酸素で燃焼し、燃焼ガス中の二酸

化炭素が高濃縮される。純酸素内での燃焼に際しては、高温の火炎に耐えられる素材を使

用した、新式のコンパクトな機器の使用が都合がよい。調査によると、二酸化炭素純化を

目的とした新型オキシ燃料ボイラーとコンパクトなユニットの複合は、従来の空気燃焼ボ

イラーと比べて、はるかに少ない資本と操業コストを実現する。酸素と RFG との混合に

よって従来型の空気燃焼ボイラーに適合する程度まで燃焼温度を速やかに緩和することが

できるので、この方法は従来型の普及施設にも適用可能である。この場合、使用される RFG

の量により、設備規模の縮小、資本及び運転コストの削減量が決まることとなる。 

燃焼排ガス内の二酸化炭素の濃縮にオキシ燃焼手法を適用することは、平成 7 年以来

CANMET エネルギー技術センターの研究の焦点である。この研究プログラムは当初より、

カナダ連邦政府、アルバータ州、米エネルギー省、カナダの電力産業グループ及び米国の

Babcock &Wilcox Limited の支援を受けてきた。Fluor Daniel と Air Liquide North 

America 社が後に加わり、以上がプログラムのグループ参加者となっている。 

CANMET の研究は今までのところ、従来の空気燃焼用のバーナーや火炉の能力を保持

したまま、いかにして酸素・RFG 混合物で化石燃料（主に天然ガスと微粉炭）を燃焼させ

るかに焦点をあててきた。この手法により以下の理解が深まった。 

1) バーナーの設計と設備のパフォーマンスが影響を与える燃焼及び熱伝導特性 

2) その他の公害物質の形成と削減メカニズム 

3) 輸送と貯留用の二酸化炭素純化・生産を目指した対複数公害物質管理戦略の改良及

び統合 

 

CETC は研究パートナーと共に、既設発電所の改良及び新設発電所への酸素/RFG オキ

シ燃料燃焼の適用が実行可能であることを実証し、現在は改良型ガスタービンと燃料電池

を基本とするサイクルへの適用を研究している。二酸化炭素排出管理に加えて、オキシ燃

焼が大幅に窒素酸化物の排出を削減すること等がこれまでの重要な発見として挙げられて

いる。 

 (Natural Resources Canada, 年次不明) 
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(3) CASTOR 
① プロジェクトの概要 

CASTOR の  “二酸化炭素の回収から貯留まで(CO2 from Capture to Storage)”はヨーロ

ッパのイニシアティブであり、欧州 11 ヶ国の 30 のパートナー（産業界、研究所と大学）

から構成され、第６回枠組みプログラムの下で欧州委員会が一部資金援助を行っている。

CASTOR の全体目標は、信頼できる安全な二酸化炭素回収・貯留に必要なすべての革新的

技術を民官双方で開発、実証していくことである。 

CASTOR の主要な目標は、以下のとおりである。 

• 燃焼後の二酸化炭素回収費用の大幅削減。二酸化炭素 1t のあたりの回収費用 50～

60 ユーロを 20～30 ユーロまで削減すること（低二酸化炭素濃度・低圧の多量の燃

焼ガスを処理対象とする必要がある） 

• 貯留パフォーマンス（収容能力、二酸化炭素の残留期間）、貯留安全性及び環境的

許容面等の全体的な概念について、公衆の受容を促進すること 

• ヨーロッパにおける回収、輸送及び貯留オプションの総合的戦略の開発を始めるこ

と 

 

CASTOR の活動は以下の三つの技術的サブ・プロジェクト（SP）に分類される。 

SP1 “ 二酸化炭素削減の戦略”（予算の 7%） 

SP2 “燃焼後の回収”（予算の 67%） 

SP3 “ 二酸化炭素の貯留パフォーマンスとリスクアセスメントの研究 ”（予算の

26%） 

 

SP2 と SP3 では研究結果を実証するために大規模なフィールド実験（回収施設、注入と

モニタリング施設）が行われる予定である。 

CASTOR は、既存の二酸化炭素回収と地中貯留の主要な障害を削減するために、以下

を実施する予定である。 

• 低コストで、大量の低圧排ガスから二酸化炭素を回収するプロセスの改良（新しい

液体や膜の開発） 

• 回収の検証サイトの指定 

• 大衆が受容可能な貯留の新事例 

• 国内及びヨーロッパ各国において、京都議定書の目標を達成する解決策としてクリ

ーンな化石燃料の使用を明確にしつつ、ヨーロッパのエネルギー供給を確保するこ

と 

 

このプロジェクトは、研究機関と産業界が二酸化炭素回収と貯留においてリーダー的地

位を維持し、拡大していくことを可能にするものである。 
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② 研究開発プログラム 
a 二酸化炭素削減の戦略 
この活動の目標は、技術的・経済的視点から欧州連合の二酸化炭素排出 10%削減の遂行

とその戦略の効果を定期的にモニターするのに必要な総合的な戦略を決定することであ

る。研究作業は二酸化炭素源に関するデータの取得や東ヨーロッパ（GESTC ヨーロッパ

プロジェクトの延長）の潜在的な地中貯留能力にも焦点をおいている。同時に、二酸化炭

素貯留に関する認識を調査するテンプレートの開発/適用により、二酸化炭素削減の実行可

能な選択肢としての二酸化炭素貯留概念の法律及びパブリックアクセプタンスの解決策を

模索する。 

 

b 燃焼後回収（Post-combustion capture） 
燃焼後回収に関する活動の目的は、以下のとおりである。 

• 90%回収率で 2.0 GJ/t-CO2のエネルギー消費で行える吸収液の開発 

• 1t-CO2の費用を燃料の種類によっては 20～30 ユーロ/t-CO2以下にすること 

• 実証プラントにより、燃焼後の回収過程の信頼性と効率を示すこと。 

燃焼後回収については吸収技術が有力な選択肢であるが、これを発電所で実施すると 15

～20%発電効率が下がり、発電費用が最大で 50%増加する。このため、吸収技術のなんら

かの突破口が必要であり、CASTOR は以下の問題に取り組む予定である。 

• エネルギー消費 

• 反応率 

• 接触器の改善 

• 液体の収容能力 

• 化学的安定性 

• 腐食/脱離過程改善 

過程統合と実証のためのプラントはデンマークで Elsam により操業されている近代的

な石炭燃焼プラントである Esbjerg 発電所に設置される。1 t-CO2/hour の能力を持つこの

実験施設は実際の燃排ガスを使用しながら 2 年以上操業するので、吸収技術の実践型の経

験を積むことが可能である。 

 

③ 二酸化炭素地中貯留 
この SP の目的は、アセスメント手法の改善、許容基準の決定、安全性に焦点をあてた

費用対効果のあるサイト・モニタリング戦略の開発により、貯留サイトの確実な管理方法

及び選定手法の開発及び適用を行うことである。また、欧州における４つの実証試験の結

果を加味して、ベストプラクティスマニュアルの整備が予定されている。 

欧州の 4 つの実証試験とは、スペイン、オーストリア、ノルウェー、オランダにおける

下記のプロジェクトである。 
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a カサブランカ油田（スペインの Repsol により操業） 
カサブランカ油田はスペインの北東沖に位置している。海底下約 2,500m にあるこの油

田は生産の終末期であり、近々生産を終了する。Repsol はこの油田を、43km 離れた

Tarragona精油所から回収される年間約 500,000トンの二酸化炭素の貯留に使用すること

を検討している。 

b Atzbach-Schwanenstadt ガス田 （オーストリアの Rohoel により操業） 
Atzbach-Schwanenstadt ガス田はオーストリア北中央の Salzburg と Linzの間に位置

する。地表下約 1600m にあるこの陸地の砂岩ガス田は枯渇に近い状態である。Rohoel は

二酸化炭素貯留サイトへの転換を検討しており、二酸化炭素の天然ガス増進回収への利用

の可能性を調査する。二酸化炭素源として製紙工場（年間約 200,000 トン排出）と肥料工

場（年間約 100,000 トン排出）を見込む。二酸化炭素の輸送はトラックにより実施される

予定。ガス田への注入は調査結果や財政支援の目処がつけば事業期間の最終段階で開始さ

れる可能性もある。  

c Snohvit 帯水層（ノルウェーの Statoil により操業） 
Snǿhvit ガス田はノルウェー北方沖に位置する。Statoil は Snǿhvit ガス田から生産さ

れたガスから分離された二酸化炭素をリザーバ（深さ 2,500m）下の帯水層へ注入する公

的許可を得ている。0.75Mt-CO2/年の注入は平成 18 年暮れに開始予定であり、20 年以上

続く予定である。 

d K12b ガス田（オランダの Gaz de France により操業） 
K12b ガス田はオランダ沖に位置する。Gaz de France は天然ガスの増進回収の可能性

調査を行った。平成 16 年半ばに年間約 30,000 t-CO2の小規模での二酸化炭素の注入を始

め、平成 18 年には 20 年間にわたり年間約 400,000 t-CO2の大規模注入を開始する予定で

ある。リザーバは Rotliegend 砕屑岩地帯の 3,500～4,000m に位置する。基本的な地震探

査は実施済みである。 

 

(4) CO2 Capture Project（二酸化炭素回収プロジェクト） 
① 概要 

CO2 Capture Project は、世界有数の八つのエネルギー会社 による共同プロジェクトで

あり、燃焼起源二酸化炭素回収の費用低減を目的としている。本プロジェクトでは、燃焼

施設から二酸化炭素を回収する費用の低減及び地中への安全な貯留のための技術開発を行

っている。さらに、政府、NGO、その他の利害関係者と共同して、経済性のある技術を整

備している。 
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② プロジェクトの目標 
二酸化炭素回収プロジェクト（CCP）の主要目的はタービン、ヒーターやボイラーのよ

うな燃焼施設からの地中貯留と二酸化炭素の分離、回収にかかる費用の低減を可能にする

突破口となる技術の開発である。CCP はこの目標達成に向けて、以下を実施する。 

• 特に燃焼後手法、燃焼前除去及びオキシ燃焼に目標を絞った回収技術と高度な二

酸化炭素隔離技術の実行可能性を実証するための工学的調査、コンピューターモ

デリングと研究室ベースの研究・開発の実施。 

• 安全な地中貯留、貯留量の測定・検証及び貯留リスクの評価と緩和のためのガイ

ドラインの開発。 

• 代替案比較及び研究開発の適正技術への進展のため、現行技術と最善技術に関す

る、二酸化炭素の分離－回収－貯留のライフサイクルでのコスト決定用の経済モ

デルの開発。 

• 出版、発表、会議、インターネット、特許ライセンスや商業サービスを通じた、

技術の伝達と公表。 

 

③ 提携による発展 
二酸化炭素回収プロジェクトの特徴は、政府、産業、NGO やその他の利害関係者との

共同作業や提携に重点をおいていることである。プロジェクトのメンバーは、気候変動問

題は、全人類により経済的にも社会的にも受容可能な解決策で対処されるべきと認識して

いる。（CASTOR, 年次不明） 

 

④ コミュニケーションプログラム 
平成 17 年 9 月、本プロジェクトのフェーズ II としてコミュニケーションプログラムが

実施されており、利害関係者へのプロジェクトの説明が行われた。 

 

(5) CO2 GeoNet 
① 概 要 

“CO2GeoNet”（13 の研究機関から成る）は、地中二酸化炭素貯留の分野で、多くの研究

活動を行っている。エネルギー使用の世界予測によると、2030 年以降も化石燃料への依存

は続き、その維持のためには 2050 年までに二酸化炭素排出を 60%削減する必要があると

されている。 

理論上、北海海底の地層は 800Gt 以上の二酸化炭素を貯留する能力を有する。産業によ

る排出源から二酸化炭素を回収して地下に貯留することは、二酸化炭素排出削減において

大変魅力的な方法である。二酸化炭素回収と貯留技術は多様な燃料の入力 /出力を可能に

し、供給の安定を高め、化石燃料からの水素の生産とうまく連携するものである。 
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「Joule 2, FP4&5 プロジェクト」を通じて、欧州はこの分野で世界の研究開発をリード

し、特にこの 10 年で著しく成長してきた。国家的なプログラムもまた浮上してきている

が、多様性により断片化するというマイナス面もある。米国は京都議定書を拒否したにも

かかわらず、最近、二酸化炭素回収と地中貯留に対し、次の 10 年間莫大な資金（4 億米ド

ル以上 ）を配分する。結果として、欧州はスタート時に本分野で米国に比較して有利な立

場をとることが出来ておらず、この分野での再構築が必要とされている。 

CO2GeoNet の主要目的は、以前の、そして既存の欧州の研究開発力を統合、強化、強

固なものにし、欧州の優秀性を国際的に紹介し、欧州は二酸化炭素の地中貯留研究におい

て今日でも主導的立場にあることを確認することである。 

 

② プロジェクトの目的 
ネットワークは温室効果ガス削減の選択肢として、二酸化炭素の地中貯留を焦点に置

く。実施のための今後 5 年間の EC 資金供与に対し、いくつかの目標が存在する。 

1) 専門性や能力の相互依存が増えている主要な欧州の研究センターから構成される、

持続性と融通性のあるパートナーシップを形成すること。最初のパートナーシップは、

その多くが地中貯留の研究を長く行ってきた 13 の研究機関で形成される。その中に

は新しい組織もあり、将来の二酸化炭素地中貯留プロジェクトにおいて重要な国家的

戦略、ネットワークをより強固なものにする能力、又はユニークさが期待されている。

EC FP プロジェクトとしては、初めて海洋生物学者が参加している。 

2) 欧州に世界で通用し、世界を先導する二酸化炭素地中貯留プロジェトがある状態を

継続し、発展させること。 

3) 国内の研究プログラムの再連携、研究活動の重複の防止、既存或いは新たな基盤の

共有等を通して効率改善を行うこと。 

4) 知識のギャップを確認し、それらのギャップを埋める新研究プロジェクトやツール

を用意すること。 

5) 分担型研究活動のポートフォリオを多様化、体系化、強固にするため、国内/国際プ

ログラム等の外部からの基金援助を求める。当局に二酸化炭素地中貯留の技術的、公

平、かつ質の高い情報を提供し、そうすることで、技術、政策、規制や一般的基準に

対する大衆の信頼を得ていくこと。 

6) パートナーためにトレーニングを提供し、ネットワークのメンバーを増やし、将来

に備えて研究者の後続を保持すること。 

7) ネットワークを維持する歳入源として、また、今後始まる世界的な低炭素エネルギ

ー市場で欧州の産業が競争力を持つべく準備するため、ネットワークを拡大すること。 

 

③ 研究分野 
GEONet の研究分野には、以下の５つが挙げられている。 
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a 炭化水素増進回収 
b モニタリング技術 
c 予測数値手法 
d リスクと不確実性 
e 岩石と流体挙動実験 

 

a 炭化水素増進回収 
本研究グループは、さらに、EOR、EGR、ECBM のサブグループに分かれて活動して

いる。 

b モニタリング技術 
本研究には、貯留二酸化炭素のモニタリングに関連した、坑井内表層での地震探査およ

びリモートセンシング技術を含んでいる。現在検討されているものは、地球物理学的、地

球化学的、生物学的、水文学的技術及びリモートセンシングである。モニタリング装置、

設計システム及びソフトウウェアを共有することで、モニタリング装置の利用を大幅に向

上させることができるだろうとされている。 

本グループは、以下の５つのサブグループに分けられる。 

• 地球物理モニタリング 

• 地球科学モニタリング 

• 生物学的手法 

• 水文学的手法 

• リモートセンシング 

c 予測数値手法 
通常、地下プロセスをシミュレーションするには、ソフトウェアを用いる。これらのプ

ロセスには、膨大な種類があり、それぞれ地球化学、地球物理、流体などのプロセスに分

類される。こうしたプログラムを共有し、そして将来的に共同開発することで、研究団体

として大きな利点を得ることができると考えられている。本グループは、以下の４つのサ

ブグループに分かれる。 

• 地球科学的数値予測モデル 

• 地球物理学的数値予測モデル 

• 流体数値モデル 

• 地球工学的数値モデル 

d リスクと不確実性 
二酸化炭素貯留の社会的受容を獲得し、また法規制を遵守するためには、二酸化炭素貯

留サイトの生態系が二酸化炭素の漏洩によってどのような影響を受けるのかを理解するこ

とが必要である。陸上の生態系については、過去の知見について一定の蓄積はあるが、浅

海域や地下の生態系に関しては、未知である。欧州の大陸棚下の岩石層は二酸化炭素貯留
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ポテンシャルが高いので、浅海の生態系に及ぼす漏洩二酸化炭素の影響は、リスク評価及

び不確実性の除去に対して重要な要素である。 

研究分野は、以下のとおりである。 

• データ及びリスクの不確実性 

• 生態系 

• 健康と安全 

• 長期的安全 

• ミティゲーション戦略 

e 岩石と流体挙動実験 
特定の地下プロセスについて研究する場合には、研究室において特有の専用装置を用い

て行われることが多かった。こうした費用は膨大であり、今までネットワークが活かしき

れていなかったため、本ネットワークによって、新規インフラに共同出資し、研究施設や

分析結果を共有 

によって既存の研究設備の利用を適正化することができれば、多大な恩恵を得られると考

えられている。本グループは、以下の４つのサブグループに分けられる。 

• 地中化学実験 

• 地球物理学実験 

• 流体挙動実験 

• 地球工学実験 

 (CO2GeoNet, 年次不明) 

 

(6) CO2 Separation from Pressurized Gas Stream（圧縮ガス流からの二酸化炭素分
離） 

圧縮ガス流からの二酸化炭素分離の手順と経済性を評価する小規模なプロジェクトで

ある。試験には合衆国ペンシルベニア州ピッツバーグ近辺の実験施設で、日本により開発

された薄膜を使用する。提案されたプロジェクトは、平成 15 年に開始、平成 18 年完成予

定だが、大気圧下で有望な新しい薄膜の評価を行う。 

次の段階では、石炭ガス化による燃焼ガスやその他のガス流から、高圧下で二酸化炭素

を除去する薄膜の性能向上を目指している（CSLF, 年次不明）。 

 

(7) CO2 SINK（二酸化炭素地中貯留-CO2 SINK の現地研究開発の研究所） 
① プロジェクト概要 
このプロジェクトの主要目的は、二酸化炭素地中貯留の現場実験である。このプロジェ

クトは温室効果ガスの排出削減手段としての二酸化炭素地中貯留に関する実際の過程とそ

の科学的仕組みの理解を高めるものである。選定されたサイトには、工業用地や複数のイ

ンフラ施設が含まれており、二酸化炭素回収過程の小規模実証試験に適している。 
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② 位 置 
ドイツのベルリンの西、Ketzin の町から少し離れた場所において、1960 年以降、シベ

リアより輸入された天然ガスが、地下地層に貯蔵されている。この施設は閉鎖されており、

この背斜構造を二酸化炭素貯留の実験場として利用する。 

天然ガスは、浅い場所に位置する（250～400 m）砂岩リザーバに貯留されてきた。探査

井戸により、良質の砂岩リザーバがより深くに存在することが判明した。この砂岩は数十

メートルの厚さがあり、この帯水層の約 700 m の深さに、二酸化炭素注入が計画されてい

る。このリザーバのキャップロックは、石膏と粘土で構成されている。 

 

③ 作業計画 
実験の安全性を確かめるために、まずはこのサイトと使用リザーバの基本調査及び詳細

なリスクアセスメントの実施が予定されている。また、必要な承認と市町村や地元住民の

承諾も申請する予定であり、これには 12～18 ヶ月ほど要するとされている。 

次の段階として約 3 年にわたり年間約 10,000～30,000 トンの純二酸化炭素をリザーバ

に注入する予定である。二酸化炭素源をどうするかは検討中であり、可能であれば再生可

能燃料使用による二酸化炭素が使用される予定である。 

地中の特性を明らかにし、そこでのプロセスを理解するために一連の活動が計画されて

いる。地中の岩石、流体や微生物の詳しいサンプル分析とボアホール内での測定/実験や地

表での化学的調査が行われる。例えば、数値予測モデルを試験する新しいモニタリング機

器を使用して 3D-地表地震波探査イメージングとボアホール地震探査が同時に行われる予

定である。これらの作業は、二酸化炭素の地中注入の準備や長期にわたる追跡調査及びリ

ザーバの安定性と信頼性を評価するのに有用とされている。「Renergiefarm Knoblauch」

として知られるこのサイトの継続使用は、風力、太陽及びバイオマスエネルギーに関する

実験等を含む、地元市町村の計画の一部となっている。 

 

④ パートナーと資金 
このプロジェクトは GeoForschungsZentrum Potsdam により調整され、欧州委員会の

「第６枠組みプログラム」で支援されている。欧州委員会は費用を 870 万ユーロまで支援

する予定である。なお、欧州８ヶ国の大学、研究所と企業から成る 14 の組織の共同体が

このプロジェクトを遂行する予定である。この共同体は、科学諮問委員会と政府機関の二

つの外部助言を受けることとされている。 

(CO2Sink, 2004) 
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(8) CO2 STORE 
本プロジェクトは、SACS、GESTCO、NASCENT と言った過去のプロジェクトからの

教訓を、いかにして今後の欧州の陸上・海底下のプロジェクトに活用できるかを検討する

ものである。 

CO2STORE の全体的な目標は２つある。ひとつは SACS2 プロジェクトの結果を基礎と

して Sleipner 西ガス田での二酸化炭素の注入のモニタリングとモデリングを継続するこ

とにより、進めていくことである。もうひとつは欧州の陸上、沿岸の代表的サイト４つの

回収・輸送・貯留のケース・スタディに着手することである。 

• ノルウェー中部沖合ケース・スタディ 

（ノルウェー中部のガス火力発電所） 

• Kalundborg ケース・スタディ 

（デンマーク北の石炭と超重質油水エマルジョン燃料の火力発電所 ） 

• Valleys ケース・スタディで、イギリスにて行われる。 

（イギリス南ウェールズのガス化複合発電（IGCC）プラント）  

• Schwarze Pumpe ケース・スタディ 

（ドイツの Schwarze Pumpe 褐炭火力発電所） 

本プロジェクトは、欧州委員会の「第５次枠組み」の中で実行され、プロジェクト資金

は、EU 及びプロジェクト参加者間でほぼ均等に分配されている。 

 

① ノルウェー中部 
Industrikraft Midt-Norge(IMN)はノルウェー中部の Trodheimsfjorden(Skogn)の内陸

部に熱電併給プラントの建設を計画している。プラントはノルウェー中部沖の

Haltenbanken の天然ガスを利用する。欧州連合により設立された Gestco プロジェクトに

おいて、ノルウェー中部沖帯水層内の二酸化炭素貯留可能量の総計は、帯水層に 2%の貯

留効率があるとの想定で 100,000Mt-CO2 以上と予測された。この貯留の大部分は

Trǿndelag 高地の南東で行われる予定である。（Halten 段丘/Nordland 山脈の炭化水素が

多い地方の東部と南部）Halen 段丘の油田とガス田での二酸化炭素の貯留は、今後 10～20

年は原油の増進回収を除いて、炭化水素の開発とは相容れないので不可能であろうとされ

ている。そのため、これまでに二酸化炭素貯留の目的で詳細に計画がされたことのない、

炭化水素の多い地方の東部と南部の帯水層に二酸化炭素を貯留することとされた。この地

域の利点として、陸上の二酸化炭素の発生源に近いので、パイプラインが短くて済むこと

が挙げられている。 
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② デンマーク 
デンマークの CO2STORE プロジェクトのケース・スタディは二つの発生源からの二酸

化炭素の地中貯留と潜在的な将来の回収から成る。発生源は、Kalundburg 市にある

Asnæsværket 石炭火力発電所と Statoil の製油所である。 

貯留構造の当初のマッピングは平成 15 年終了の欧州連合に資金援助を受けた研究プロ

ジェクト GESTCO の一部として行われた。調査によると市の北東 15 km に貯留サイトと

しての可能性がある地層を形成している大規模な地下構造が確認された。深さ約 1500ｍに

塩水で満たされた多孔性砂岩がリザーバを形成している。その地下構造はおよそ 160 km2

の広さがあり、準備段階での計算によれば、２つの発生源からの二酸化炭素排出の 150 年

分に相当する 9 億 t-CO2近くの二酸化炭素貯留能力を有することが分かった。 

Kalunborg のケース・スタデディでは 3 つの回収と貯留の仮想シナリオが作成され、試

験される予定である。シナリオは SACS や GESTCO プロジェクトを通して得た経験を基

にするとされている。詳細な地質モデリング、リザーバー・シミュレーション、リザーバ

とキャップロックの位置付けとリスクアセスメントが重要課題となる。 

デンマークとグリーンランドの地質調査（GEUS）が Kalundborg のケース・スタディ

のプロジェクト・リーダーである。発生源からの二酸化炭素排出に関する情報、３つのシ

ナリオの技術提供及び財政的支援は産業パートナーである Energi E2 と Statoil より受け

る。リザーバとキャップロックの地球化学的シミュレーションとモデリング調査はフラン

スの Bureau de Recherches Géologiques et Miniéres (BRGM)で行われる。 

 

③ イギリス 
イギリスの Valleys ケース・スタディは、欧州連合の CO2 STORE プロジェクトの「第

５次枠組み」の一環としての CGCC（Coal Gasification Combined Cycle：石炭ガス化複

合型）発電所における二酸化炭素の貯留である。その目的は、提案されている CGCC 発電

所による二酸化炭素回収、輸送及び地中貯留が可能かどうかの詳細調査を行うことである。 

エネルギー・プロジェクト専門会社の Progressive Energy Ltd は南ウェールズに

450MWの CGCC発電所建設を計画している。発電用燃料は地元の無煙炭と green petcoke

の混合とされている。提案されている技術は、99.5%以上の硫黄が除去された後の、高比

率の二酸化炭素を燃焼前に取り除くことができる。二酸化炭素の量は年間約 1～2M t-CO2

と予測され、平成 18 年から可能になる。二酸化炭素の地中貯留に適するサイトは今後検

討される。 

プロジェクトに含まれるものは、 

• マスバランス・モデリングによるプラントの排出分析（回収、パイプライン輸送

のルートを含む、回収・輸送・注入インフラの概念設計） 

• 提案されている地中貯留施設用の計画物資の評価 

• 選定サイトのリスク分析概要を含む実行可能な二酸化炭素地中貯留サイトの地
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質的な特徴把握 

• 将来における選定サイトでのコスト効率的なモニタリング戦略の設計 

• 二酸化炭素分離から貯留とモニタリングまでのプロセス全体の全体的な技術及

び経済性評価 

なお、期間は、平成 15～18 年 2 月までの 36 ヶ月とされている。 

 

④ ドイツ 
ドイツのケース・スタディはドイツ北東の盆地の深部塩水層を評価するものである。ケ

ース・スタディのリーダーは Bundesanstalt für Geowissenschaftenund Rohstoffe (BGR)

であり、主なプロジェクト・パートナーはスウェーデンの電力会社 Vattenfall である。そ

の他のパートナーは TNO-NITG と BRGM である。 

BGR はドイツの地球科学及び技術に関する研究機関であり、平成 12 年以来 GESTCO、

NASCENT、CASTOR や CO2GeoNet のような、欧州連合に資金援助を受ける主要二酸化

炭素貯留研究開発プロジェクトに参加してきた。欧州第５の電気事業者である Vattenfall

は「CO2 free 発電所」と呼ぶ、石炭火力発電所での二酸化炭素回収・貯留の大型研究を平

成 13 年に開始した。そのプロジェクトの目的は費用対効果のあるレベルで、二酸化炭素

排出をほぼゼロにする、安全で実行可能な技術を得ることである。Vattenfall は欧州連合

が資金援助をする ENCAP や CASTOR のような二酸化炭素回収・貯留のプロジェクトに

も参加している。 

ドイツのケース・スタディの目的は、400Mt-CO2を貯留できるドイツ北東盆地の深部塩

水層の発見、特徴付けと評価である。これは Schwarze Pumpe のような大型発電所が 40

年間で排出した量に相当する。発電所は褐炭を燃料とする２つの 900 MW 設備２基から成

る。トータルでこの２基は、年間約 10Mt-CO2 を排出する。発電所はベルリン南東の

Brandenburg にあり、Vattenfall Europe Generation により操業されている。 

ケース・スタディでは、以下の調査を行う予定である。 

• 発電所の排出ガスの分析 

• 詳細な地質的特長付け 

• リザーバ内の反応予測とキャップロック内の地質的モデリング 

• 二酸化炭素の長期にわたる動向予測をするシミュレーションとモデリング調査 

• リスクアセスメント調査 

• 必要な許可取得の計画 

• 発電所と貯留サイトを結ぶ二酸化炭素輸送の評価 

• 技術的・経済的評価 

プロジェクト末期に、二酸化炭素の輸送と地中貯留の仮の許可申請書に情報が要約され

る予定である。(CO2 STORE, 年次不明) 
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(9) Demonstration of Capture, Injection and Geologic Sequestration of CO2 in 
Basalt Formations of India（インドの玄武岩層における二酸化炭素回収・注入･地中

貯留実証） 

パイロット規模のプロジェクトで、技術開発及びインドに広く存在する玄武岩層下の堆

積岩への二酸化炭素深層注入の可能性の検証を行う。このプロジェクトのために選ばれた

サイトは、玄武岩に覆われた地域で、最低でも貯留層の厚さが 600ｍの基盤堆積岩である。

トータルで 2,000t-CO2 の二酸化炭素が注入可能で、その後の二酸化炭素の挙動は、幅広

く、地球化学的及び地球物理学的技術並びに数値モデルの展開及び漏洩リスクアセスメン

トを駆使して慎重に調査される（CSLF, 年次不明）。 

 

(10) Development of China’s Coalbed Methane Technology / Carbon Dioxide 
Sequestration Project（中国の炭層メタン技術/二酸化炭素隔離プロジェクト） 

Alberta Research Council (ARC) は、中国における温室効果ガス排出削減を目標とす

る、CIDA(カナダ国際開発局)と中国商務部が行う 1,000 万 CAD（カナダドル）の共同プ

ロジェクトを主導している。 

この実験的プロジェクトは、中国東部の山西省 Qinshui 盆地南部で、深部の採掘不可能な

炭層への二酸化炭素貯留や二酸化炭素注入による炭層メタン増進回収の可能性を調査して

いる。 

このプロジェクトの核となる技術は、カナダの企業共同体により提供され、それには次

の企業が含まれる。ARC、Sproule International 及び中国連合炭層メタン企業 (China 

United Coalbed Methane Corporation)と共同作業を行う Computer Modelling Group

（CMG）。プロジェクトの初期段階で、石炭層へ 192t-CO2の液体二酸化炭素の注入、メタ

ンガス生産が行われた。 

第一段階として、以下が達成されている。 

• 注入井での注入・生産を行う際の正確なデータ測定 

• リザーバの特性と吸収挙動の予測 

• 修正シュミレーション・モデルを使用した、より規模の大きなプロジェクトやフ

ィールド開発での挙動予測 

なお、複数注入井の実験の設計/実行や、商業的評価等を含む、プロジェクトの次のステ

ップへ向けた資金を申請中である。 

(Alberta Reserch Council, 2005) 

 

(11) ENCAP 
ENCAP プロジェクト概要 



 1639

ENCAP は最低 90%の二酸化炭素の回収率、および二酸化炭素回収費用の 50%削減が可

能な技術の開発を目指している。6 つの欧州大手化石燃料エンドユザー、11 の先端技術団

体及び 16 の研究技術開発団体から成る 33 の法人組織が ENCAP 共同事業体を設立した。 

ENCAP は、中長期の統合プロジェクト（IP）として組織された。その目的は、経済合

理的かつクリーンで、持続可能なエネルギーシステムと統合できると考えられる、化石燃

料（主に無煙炭、亜炭及び天然ガス）をベースとした発電技術・システム用の燃焼前二酸

化炭素回収技術の開発である。 

研究技術開発団体の活動はワーク・プログラムで規定された目標を達成する 6 つの サブ・

プロジェクトで構成されている。サブ・プロジェクトは以下の 6 つがある。 

SP1：処理と発電システム 

SP2：燃焼前二酸化炭素除去技術 

SP3：オキシ燃料ボイラー技術 

SP4：化学ループ燃焼 

SP5：高温酸素燃焼発電サイクル 

SP6：新型燃焼前回収の概念 

 

ENCAP は、ワーク・プログラムの目標を達成するために、以下を実施する予定である。 

• 燃焼前二酸化炭素回収の研究開発、概念の技術的及び経済的実現性の試験による

検証、同時に、研究関連ネットワークと相互交流をし、訓練と普及を行う。 

• 2015～2020 年に広く商業的に利用できる可能性を持つものの報告を行う。

ENCAP は平成 20～22 年までに電力会社が大規模な実証プラントの計画に着手

するための判断材料を提供する。 

• 欧州産業の競争力を向上する。 

• 欧州における二酸化炭素回収の研究分野の整備へ貢献する。 

• EU 研究政策の実行に貢献する新知識の整備、探求及び普及を行う。 

 

① SP1（処理と発電システム） 
SP1 のリーダーは、Vattenfall AB である。 

目的は次のとおりとされている。 

• 回収技術の評価及び指標づくりにおける一貫性を担保すること。 

• 発電における経済性及び技術の成熟性と開発のリスクに及ぼす影響の評価。 

• 地域レベル及び欧州レベルにおけるエネルギーシステム、人の健康、環境及び安

全の観点における影響を調べる。 

 

② SP2（燃焼前脱炭素技術） 
SP 2 のリーダ－は、RWE Power AG である。 
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目的は、以下に関連する燃焼前脱炭素プロセスの候補を調査することである。 

• 無煙炭と亜炭用のガス化複合発電（Integrated Gasification Combined Cycle） 

• 類似対応を含む天然ガス用の改質複合発電（Integrated Reforming Combined 

Cycle） 

 

③ SP3（オキシ燃料ボイラーの技術） 
SP3 のリーダーは、Vattenfall AB である。 

SP3 は、オキシ燃料燃焼に焦点をあてる。燃料としては、大規模燃焼プラント（ボイラ

ー）で燃焼できる軟炭(bitumaous coal)、褐炭(lignite)、場合によっては重油が検討されて

いる。脱窒された空気中で行う燃焼の基礎知識の提供と、大規模ボイラー技術の概念研究

が行われる。経済的に競争力のある技術提供のため、ボイラーの概念設計と発電施設との

融合を考えた統合研究が提案される予定である。 

 

④ SP4（化学ループ燃焼） 
SP4 のリーダーは、Institut Francais du Petrole である。 

SP4 では、事前に二酸化炭素を分離して、窒素酸化物の生成を抑えた、燃料と燃焼空気

の接触の一切ない全く新しい燃焼技術の確立を目指す。 

 

⑤ SP5（動力サイクル用の高温度酸素発生） 
SP5 のリーダーは、Linde である。 

SP5 の目的は、発電所の SP2（燃焼前脱炭素）と SP3（オキシ燃焼）の過程で使用する、

信頼性のある低コストで高技術の高温酸素燃焼技術の確認と開発をすることである。低コ

ストでの酸素発生技術とそれを発電サイクルに効果的に融合させることは、酸素にかかる

費用の削減を通して、化石燃料発電所からの二酸化炭素回収・隔離の総コスト削減を可能

にする。 

 

⑥ SP6（新しい燃焼前の回収概念） 
SP6 のリーダーは、ALSTOM である。 

目的は、高い回収率及び大幅な回収コスト削減可能性のある燃焼前回収の先端技術を調

査することである。改良型オキシ燃料ガスタービンの概念に重点がおかれる。研究はスク

リーニング、モデリング、検証の三段階で行われる。これには、エネルギー変換効率、改

良型発電やサイクルに関する新たなアイディア、モデリングや概念設計、重点項目の実験

についての新技術、及び経済的順位に関する世界的なスクリーニングが含まれる。これら

は関連 SP と連携して行われる。また、発電サイクルについての回収技術は更に進んで取

り組まれる。(ENCAPCO2, 年次不明) 
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(12) Frio Project（フリオ塩水層パイロットプロジェクト） 
① 概 要 
フリオ塩水層パイロットは、DOE-NETL（米国エネルギー省・国立エネルギー技術研究

所）の資金による複数年にわたる研究の第三フェーズとして実施され、塩水で満たされた

地質構造への最適な貯留の特徴を明確化するのが目的である。この検証の目的は、少量の

二酸化炭素を安全に地層へ注入し、プルームの位置を特定し、二酸化炭素流と移動プロセ

スへの理解を深める事である。地域的広がりを持つ米国の陸上における大規模な地下貯留

地のひとつである米国 Gulf Coast にあるフリオ地層の検証は、GEO-SEQ プログラム下で

展開された貯留のモデリング、測定、モニタリング用の一連のツール開発と同時期に行わ

れている。 

リザーバモデル  により、サイトの研究が深められており、地表下の所有権と目標や坑

井のエンジニアリングとの一体化が、手法の実現可能性を定め、研究の焦点を目標に合わ

せることに成功している。地質学的な特徴づけ、モデリング、認可、NEPA（国家環境政

策法）用資料提出、サイトの開発、注入前モニタリング、注入、注入後モニタリングの工

程が 3 年間かけて実施された。Texas American Resources など 4 つの土地所有者が、テ

キサス州ヒューストン東の South Liberty 油田のサイトへのアクセスを許可した。UIC 坑

井のエンジニアリングを専門とする Sandia Technologies 社が、フィールドサービス提供

者としてチームに参加し、エンジニアリングのマネージメント、サイトの観察、大部分の

現地活動の下請けを担当した。プロジェクトの本格化以降、Schlumberger, USGS, NETL, 

SEQURE, Paulsson Geophysical 及び Australian CO2CRC などから有用な専門知識の提

供があった。合計で 16 の研究機関がパイロットに加わった。このセッションで、研究・

フィールド活動チームにより手法の点検が行われ、パイロットプロジェクトの次世代に有

用な調査結果が指摘された。 

 

② 目 的 
平成 16 年 10 月 4 日から 14 日、フリオ塩水層パイロットチームは 1,600t-CO2を、テキ

サス州 Gulf Coast地下のフリオ層と言われる地下 1,500mで浸透性の高い塩水を含んだ砂

岩へと注入した。このプロジェクトは、米国の地下貯留プログラムを早期に成功させるた

め、大量隔離のターゲットである広い範囲に分布する高透水性で大容量の砂岩を対象とし

ている。注入後 8 ヶ月の段階において、以下の４つの大きな目的達成に向けて活動してい

るところである。 

• 健康、安全、環境に害を与えることなく、二酸化炭素を塩水層に注入できること

の実証。 

• 注入された二酸化炭素の地表下の分布の、様々なモニタリング技術を用いた特定。 

• 概念的、数値的モデルの有効性を検証。 

• 大規模な二酸化炭素注入実験の成功に必要な経験の取得。 
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フリオ塩水層パイロット実験は、DOE-NETL の資金により、BEG（Bureau of Economic 

Geology）、テキサス大学が、LBNL (Lawrence Berkeley National Lab)率いる国内研究所

連合である GEO-SEQ と連携して実行している。 

（Susan D. Hovorka, 2005） 

 

(13) Geologic CO2 Storage Assurance at In Salah, Algeria（In Salah プロジェクト） 
本サイトは、BP と国立エネルギー会社 Sonatrrach との 50:50 の合弁会社である In 

Salah ガスにより開発された。最終的に In Salah Gas は南ヨーロッパ市場に年間 90 億

m3のガス供給を目指しており、また、生成ガスから分離した二酸化炭素を地下へ貯留する

予定である。 

 

① ガス田開発の概要 
全体的開発は、アルジェ南方 745 マイルに位置する 7 箇所の主要ガス田開発が中心であ

る。フェーズⅠは、既存のアルジェ市の輸出設備に最も近い最北部の３つのガス田が対象

である。南部の 4 つのガス田は、プロジェクト継続予定期間 15 年間にわたり年間 90 億

m3の生産率を維持するよう開発が予定されている。総埋蔵量は、現況以上の埋蔵量発見の

可能性もあるが、7.5tcf にのぼると予想される。生産ガスの大部分は、硫黄を含まず、比

較的二酸化炭素レベルの低いスイートガス（sweet gas）であると予測されている。 

プロジェクトのフェーズⅠは平成 16 年完了を目標とされており、生成ガスはスペインと

イタリアへ供給予定である。現在、アルジェリアとヨーロッパを 2 本のパイプラインが結

んでおり、そのうちの 1 本にガス圧縮施設の建設が行われている。この最初のフェーズで

は、ガス井と 310 マイル長の集合システムとしてのガス井周辺施設、さらにガス処理施設

が建設予定である。後者には二酸化炭素除去・圧縮ステーションと計量システムが含まれ

る。最終的には、年間 90 億 m3の生産量を数年にわたり維持する事が可能であるとされて

いる。 

 

② 二酸化炭素回収貯留 
本プロジェクトには、生成ガスから二酸化炭素を除去した後の地中への大規模な貯留が

含まれている。輸出ガスの条件を満たすためには、生産ガス中の二酸化炭素を 0.3％以内

に抑える必要がある。産出ガスは、ほぼ純粋なメタンである場合もあるが、地点によって

その二酸化炭素含有レベルは 1～10%となるためである。プロジェクト継続期間内の二酸

化炭素予想ピーク生産量は、60MMscf/日で、総生産量は 450bscf 程度である。二酸化炭素

の回収・貯留により、最終的に 900,000tpa/CO2の排出削減につながると期待されている。 

（IEAGreenhousegas R&D Programme,2005） 
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(14) ITC CO2 Capture with Chemical Solvents（ITC－化学溶媒を用いた二酸化炭素

回収） 
パイロット規模のプロジェクト（4t-CO2/日の回収能力）で、カナダのサスカチェワン州

レジーナ近辺の褐炭燃料利用発電所の排ガスからの化学溶媒を利用した二酸化炭素回収の

検証を行うものである。支援活動としては、ベンチスケール及び研究室スケールのユニッ

トが含まれ、改良された溶媒や接触装置を用いてのプロセス全体の最適化、溶媒の安定性

についての基礎的知見の展開、及びエネルギー使用の最小化に向けて使用される。現在ま

でに 500 万ドル以上が、プロジェクトでのパイロット施設建設に費やされ、さらに 300 万

ドルが、追加実験の場となる Regina 大学のパイロットプラント（4t-CO2/日の回収能力）

の建設に投資された。プロジェクトの目的は、排ガスからの二酸化炭素の分離回収のため

の、コスト性の高い先進的な技術の開発である。現在の研究では、必要とされる再生エネ

ルギーの顕著な削減が実証されている。（CSLF, 年次不明） 

 

(15) Regional Carbon Sequestration Partnerships（炭素隔離の地域協定） 
米国において、数年という比較的に短い期間で二酸化炭素隔離の大規模実行が必要と仮

定した場合、連邦政府と州当局が技術開発者、規制当局その他と協力して、二酸化炭素削

減に必要なインフラ及び概念を連携して整備していかなければならないとされている。こ

のため、米国では、二酸化炭素隔離技術を気候変動緩和策として利用するため、国と民間

セクターが協定を結ぶ全国的なネットワークが設立された。このネットワークにより、国

の様々な地域での二酸化炭素回収、貯留と隔離に必要な最も適した技術、規制及びインフ

ラが決定される。 

厳密な評価を経て、平成 17 年 6 月 9 日にエネルギー省長官の Samuel Bodman 氏はプ

ログラムの第二段階における国と提携を結ぶ七つの協力団体を発表した。これらの協力団

体は平成 15 年に第一段階で選出された団体と同じである。この協力団体には 140 の州に

またがる 240 以上の組織、三つのインディアン居留地と四つのカナダの州が含まれる。選

出された協力団体は、以下のとおりである。 

 

① 西海岸地域炭素隔離協力団体 (West Coast Regional Carbon Sequestration 
Partnership) 

カリフォルニア州エネルギー委員会（サクラメント、カリフォルニア）をリーダーとし、

アラスカ、アリゾナ、カリフォルニア、ネバダ、オレゴン、ワシントンとカナダのブリテ

ィッシュコロンビア州からの代表組織から成る。 
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② 南西部地域炭素隔離協力団体 (Southwest Regional Partnership for Carbon 
Sequestration ) 

西部知事連合とニューメキシコ鉱業技術研究所（ソコロ、ニューメキシコ）が統合する

八つの州にまたがる 21 の提携組織から構成されている。 

 

③ Big Sky 地域炭素隔離協力団体 (Big Sky Regional Carbon Sequestration 

Partnership) 
モンタナ州立大学（ボーズマン、モンタナ）がリーダーとなり、アイダホ、モンタナ、

サウスダコタ州をカバーする。 

 

④ プレーンズ（大平原）諸州二酸化炭素削減協力団体 
(Plains CO2 Reduction Partnership) 

これはミネソタ、ノースダコタ、サウスダコタ、ネブラスカ、アイオワ、ミゾーリ、ウ

イスコンシン、モンタナ、ワイオミングとカナダの三州にまたがる。ノースダコタ大学（グ

ランドフォークス、ノースダコタ）のエネルギー及び環境研究センターがリーダーとなる。 

これらの州は、将来の CO2sink として適した地層が広がっているのが特徴である。主な

目標としては二酸化炭素発生源、輸送と構造基盤や地上と地中への二酸化炭素の sink の評

価をしていく。また、炭素隔離プロジェクトの規制要件の評価も行い、これらも大衆への

説明に加えていく。 

 

⑤ 中西部（イリノイ盆地）地中貯留共同体 (Midwest (Illinois Basin)Geologic 

Sequestration) 
この団体はイリノイ盆地、インディアナ州西部とケンタッキー州西部の貯留選択を評価

する。リーダーとなるのは、イリノイ大学とイリノイ州立地質調査機関である。 

 

⑥ 南 東 地 域 炭 素 隔 離 協 力 団 体 (Southeast Regional Carbon Sequestration 
Partnership) 

南部エネルギー委員会（ノーコス、ジョージア）がリーダーとなり、アーカンサス、ル

イジアナ、ミシシッピ、アラバマ、テネシー、ジョージア、フロリダ、ノースカロライナ、

バージニア、テキサス、とサウスカロライナ州をまとめる。主な目標は二酸化炭素発生源、

sink と輸送要件の説明、各貯蔵所のライフサイクルの評価、環境への影響の評価そして測

定、モニタリングと認証手順の開発である。また、利害関係者を含めた大衆への説明計画

や南東部での炭素隔離の活動計画を立てること。 
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⑦ 中西部地域炭素隔離協力団体（Midwest Regional Carbon Sequestration 
Partnership） 

Battelle メモリアル研究所（コロンバス、オハイオ）がインディアナ、ミシガン、メリ

ーランド、ケンタッキー、オハイオ、ペンシルベニア、ウエストバージニア州をカバーし

てまとめる。主な目標は地域での温室効果ガスの源の確認とそれらの排出を深い地層、農

業林や荒廃地で回収、隔離するための技術的可能性や費用を割り出すこと。既存の規制や

政策が二酸化炭素隔離の費用効果の妨害にならないかを調査し、その障害を克服する方法

が示される。 

平成 15 年から平成 17 年の第一段階において、七つの共同体が炭素隔離技術の有効化と

展開を行うのに必要な枠組みを整備した。また、多くの隔離手法の中から、特定の地域に

おいて最も適している手法が調査された。また、広範囲において将来隔離を展開するかど

うかを決める際に、必要になる規制や構造基盤の要件も調査開始した。 

第二段階では団体はフィールド実験をして炭素隔離技術の正当性を立証する。また、地

域における二酸化炭素貯留地点の評価、大衆への説明、許可を得るための要件を満たすこ

とや将来の展開に最適な管理方法の確認をする。 

米国エネルギー省は約 1 億 US ドルを資金として、今後 4 年にわたり提供するとされて

いる。各団体は年間 200 万から 400 万 US ドルの援助をエネルギー省基金から受けること

になり、また、プロジェクト費用の最低 20%はエネルギー省基金以外から提供されるもの

とされている。4 年間でプロジェクトの総合費用は 1 億 4500 万 US ドルを超える。 

(US Department of Energy, 年次不明) 

 

(16) Regional Carbon Sequestration Partnerships（炭素隔離の地域協定） 
このプロジェクトは、合衆国と中国の機関の広い範囲にわたる協力体制であり、両国の

エネルギー・環境技術センターが調整にあたる。多国籍チームが、発電所、鉄鋼産業、セ

メント窯、精錬所などを含む、大規模な人為的二酸化炭素排出源の主要な特徴の取りまと

めを行う。また、中国内の地中貯留候補地を調査し、二酸化炭素地中貯留容量の見積りを

行う。 

このプロジェクトの目的は、中国における CCS の技術的・経済的潜在能力を特徴づけ、

将来に向けた中国での二酸化炭素排出削減を緩和する地中貯留の能力を評価することであ

る。(CSLF,年次不明) 

 

(17) Weyburn II CO2 Storage Project（IEA GHG ワイバーン二酸化炭素モニタリン
グ･貯留プロジェクト） 

カナダのサスカチェワン州レジャイナにある Petroleum Technology Research Centre 

(PTRC)「石油技術研究センター」は、温室効果ガスである二酸化炭素を地下の枯渇ガス田・

油田に注入・貯留して、ガス・石油の増進回収を行う先端的な研究を実施している。コン
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ピュータシミュレーションを組み合わせた現地試験によれば、二酸化炭素は数千年にわた

って安全に地中に留まる事が実証された。この二酸化炭素貯留技術の実施によって、今後

100 年間に大気中の二酸化炭素の約３分の１から２分の１の排出量を削減し、未開発の石

油を数億バレル増産できる見込みである。 

プロジェクトの第１フェーズは平成 16 年 6 月に終了した。その結果、ワイバーン油田

の地質的条件が二酸化炭素の長期地中貯留に極めて適していること、貯留された二酸化炭

素は様々な技術を用いて容易にモニタリング可能なこと、そして適用されたモデル化技術

によって、二酸化炭素の挙動及び二酸化炭素貯留の経済的限界点の両方の予測が可能であ

ることが実証された。PTRC の研究の 4,000 万 CAD（カナダドル）の第１フェーズは、個

人的及び公的セクターの協力体制のモデルであり、これには 15 の企業と国営企業、それ

に各国からの 25 の研究・調査機関が関わった。現在進行中の第２フェーズは、同レベル

の支援を受けている。 

このプロジェクトの最大の支援者は、支援面、専門技術面両面においてアメリカ合衆国

である。合衆国は EOR における二酸化炭素投入にも先鞭をつけ、自然発生源を利用して

30 年にわたりこの工程を実施している。 

PTRC は一方で、石油増産のための二酸化炭素の商業的発生源に投入・貯留を行うため

に積極的な科学アプローチを実践してきた最初のグループである。EnCANA 社は、通常大

気中に排出されていた二酸化炭素を回収利用している。すなわち、液化ガスはこのために

設置された 320km におよぶパイプラインにて、Dakota Gasification 社のダコタ北部のグ

レートプレイン合成燃料プラントから運搬される。 

PTRC 主導の研究の第１フェーズは、地質的特徴づけ（geological description）、地震波

探査、地球化学的液体のサンプリング、及び数値的モデリングなどの手段を利用して、そ

の結果を現在のフェーズに統合・適用する。この最終フェーズではまた、第１フェーズで

成功した技術や工程が統合・精選され、専門の共同事業者によって関連プロジェクトから

の発見と連携される。同様に、これによって監督機関や企業に利用される、一連のリスク

アセスメント用ツールが開発される。 
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4.3 社会システムのあり方に関する調査および検討 

4.3.1 はじめに 

地球温暖化防止の有望な対策技術の一つとして、二酸化炭素地中貯留技術の開発が大規

模実用化へ向けて進められている。そこでは、二酸化炭素貯留に伴う環境影響面、二酸化

炭素発生源から貯留・貯留後までのコストや法規制類との関係の社会経済面など、二酸化

炭素地中貯留をとりまくリスクあるいはその表裏を成すベネフィットに関して明らかにす

べき検討課題が少なくない。新しい技術の導入に際しては、リスクが不明な時点であれば

なおのこと社会に導入されるか否かの社会的受容の評価が重要となる。 

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

立への期待は認識されている一方で、一般の人々には十分に知られていないのが現状であ

る。そのため、二酸化炭素地中貯留が社会にどのように認知されるかを評価することは重

要な課題であり、技術導入の政策を決定するにあたり重要となる。そこで、二酸化炭素地

中貯留の社会的受容を構成する要因を分析、評価することを目的とし、またどのような情

報が二酸化炭素地中貯留の社会的受容や要因にどのような影響を及ぼすのかを調査分析す

る。また、諸外国において二酸化炭素地中貯留の社会的受容はどのような状況にあるのか、

二酸化炭素地中貯留を国の政策として位置づけるにあたって、政府関係者はどのようにし

て社会への理解を図ろうとしているのかを調査する。 

 

4.3.2 社会的受容向上の方策検討 
アンケート調査を実施し、それを統計解析することによって二酸化炭素地中貯留に関す

る社会的受容の評価分析を行ってきた 1),2)。そこでは、二酸化炭素地中貯留のほか、地球

温暖化対策技術などと合わせて 20 種のリスク関連項目について質問紙調査を行った 1)。そ

の分析によって、20 種のリスク関連項目をそれぞれ被験者平均したリスク認知およびベネ

フィット認知の 2 要因による、20 種のリスク関連項目の社会的受容の説明率は 92％と高

いことを明らかにした。しかしながら、二酸化炭素地中貯留に限って、被験者の認知の分

布としてのリスク認知およびベネフィット認知の 2要因による二酸化炭素地中貯留の社会

的受容の説明率を分析すると、69％とそれほど高くない結果が得られた。これは、社会平

均として各種リスク関連項目を見た場合には、リスク認知とベネフィット認知はその社会

的受容にとって支配的であるものの、個人レベルでの受容にはそれ以外の認知なども大き

な影響を及ぼし得ることを示している。そこで昨年度 2)は、二酸化炭素地中貯留の社会的

受容に影響を及ぼす要因について、リスク認知およびベネフィット認知を含めその他の要

因を探ると同時に評価した結果では、リスク認知、ベネフィット認知、信頼、環境倫理の

4 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。しかしなが

ら、平成 16 年度の分析では回答データが小さい（被験者数が少ない）ことなどから、統

計学的な信頼度の高い結果が得られず、また情報提供の内容の違いが社会的受容にどのよ

うな影響を及ぼすかを評価するための分析結果も不確かであった。 
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一方、二酸化炭素地中貯留の社会的受容に関する 2 要因分析において、地球温暖化に関

する情報および二酸化炭素地中貯留の概要に関する情報提供によって要因にどのような影

響があるのかを分析した結果、情報提供によってもリスク認知の低減はほとんど見られな

かった。とりわけ、リスク認知のうち恐ろしさ（因子）の低減は見られたが、未知性（因

子）の低減は見られなかった。そのため、リスク認知の低減に寄与する情報の探索が重要

となることが示唆された。 

そこで、平成 17 年度は、平成 16 年度の調査と同様の質問調査を実施し、平成 16 年度

に得られた回答データと平成 17 年度に得られた回答データを合わせて、被験者数を増や

したデータで二酸化炭素地中貯留の社会的受容に影響を及ぼす要因の分析を実施した。さ

らに情報提供の内容の違いによる社会的受容および要因への影響についても評価を行っ

た。 

 

(1) 調査方法 
① アンケート調査の設計 
a 質問紙の構成 
平成 17 年度は、平成 16 年度と同様のアンケート調査を実施した。質問票は 7 点尺度の

SD 法に基づく設計とした。社会的受容に影響を及ぼす要因として、リスク認知、ベネフ

ィット認知に加え、近年のリスク研究などによって重要視されている信頼、環境価値観の

４要因を仮定した。信頼は、間接的に社会的受容に影響を及ぼすことが知られている 3),4)。

また、環境価値観については、遺伝子組み換え技術の社会的受容に対する影響要因の評価

を行った田中 4)の研究で生命倫理を扱っているため、二酸化炭素地中貯留では環境倫理を

扱うのが適当とした。 

リスク認知に関する設問は、二酸化炭素地中貯留を実施することによって考えられる何

らかの影響、例えば二酸化炭素漏洩や地震の影響など二酸化炭素地中貯留に特化した具体

的なリスクについて、どの程度不安に思うかを尋ねることとした。社会的受容とベネフィ

ット認知に関する設問は、田中 4)に準じた。環境価値観に関する設問は、生命倫理を仮定

した田中 4)を参考に設定した。なお二酸化炭素地中貯留の実施に対する環境保全意識と、

地球温暖化防止に関する価値観とを設定した。信頼は、山岸 5)によると「能力に対する期

待としての信頼」と「意図に対する期待としての信頼」があり、田中 4)、Siegrist、前田
6)らを参考に設定した。表 4.3-1 にアンケート調査に用いた設問項目を記す。 

 

b 提供した情報の内容の概要 
二酸化炭素地中貯留の社会的認知が低いと考えられる被験者に対して、二酸化炭素地中

貯留と地球温暖化に関する資料を、アンケート調査前に提供することによって被験者の初

期の知識をある程度揃えるようにした。その上で、アンケートへ回答を求めた（第 1 回目：

初期イメージ）。そして再度、情報提供として二酸化炭素地中貯留の実証事例あるいは天然
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類似例（地層中に二酸化炭素が天然に存在し、これらの炭酸水を飲料水などに用いている

例など）に関する資料を提供した上で、改めて同アンケートへの回答を求めた（第 2 回目：

情報提供後）。これによって、どのような情報がリスク認知、ベネフィット認知、信頼、環

境倫理の要因にどのような変化をもたらし得るのかの評価を行った。提供した情報の概要

項目を表 4.3-2 に示す。それぞれの提供情報は、図、写真を中心に、簡単な解説を添えた

紙面による説明とした。 

 

② 調査方法 
a 被験者（有効回答者数） 

• （平成 16 年度）近畿圏内および中国圏内の大学生 126 名 

• （平成 17 年度）関東圏内の大学生        297 名 

大学生は必ずしも一般市民を代表するものではないが、本研究の探索的な開始点として

位置付けた。 

b 分析手法 
• 共分散構造分析 
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表 4.3-1 アンケート調査に用いた設問項目 

リスク認知に関する質問項目  
CO2 地中貯留の実施に対する環境保全

意識に関する質問 

 
16. 人間の立ち入りの是非  
17. 自然摂理への適合性 
18. 自然のコントロール 

地球温暖化の価値観に関する質問  

19. 地球温暖化防止の必要性 
20. 自然の摂理への適合性  
21. 文明発展のツケ 

信頼に関する質問 

22. 組織の信頼  
23. 情報公開 
24. 組織の能力  

1. 安全性 
2. 結果の深刻さ 
3. リスクの観察可能性 
4. リスクの科学的知見 
5. リスクの新規性 
6. CO2漏洩(海洋環境) 
7. CO2漏洩(地表環境) 
8. CO2突発的噴出 
9. 地震の影響  
10. CO2漏洩(数千年後の大気) 
11. 設備の破壊(地震) 
12. 設備の破壊(腐食) 
13. 地盤環境への影響 

社会的受容に関する質問 
ベネフィット認知に関する質問項目 

11. 社会の便益  
12. 個人の便益  
13. 将来世代の便益 
14. 社会への貢献 
15. 個人的な必要性 

 

25. 個人的な受容 
26. 社会の受容  
27. 場所による受容 
28. 将来世代の受容 
29. 推進の可否  

 

 
表 4.3-2 1 回目のアンケート後に提供した二酸化炭素地中貯留に関する情報の概要項目 

実証事例に関する情報  天然類似例に関する情報 
①  実証事例のサイト概要  
②  日本の例（1/3） 
③  日本の例（2/3） 
④  日本の例（3/3） 
⑤  ノルウェーの例 
⑥  カナダの例  
⑦  オーストラリアの例 

①  天然類似例のサイト概要 
②  ギリシャの例 
③  ハンガリーの例（1） 
④  ハンガリーの例（2） 
⑤  イタリアの例 
⑥  フランスおよびドイツの
例 
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(2) 調査結果および考察 
① 情報提供前後における調査結果および考察 
a 二酸化炭素地中貯留の社会的受容を構成する要因分析の結果および考察 
リスク認知、ベネフィット認知、二酸化炭素地中貯留の実施に対する環境保全意識、温

暖化防止に関する環境価値観、信頼が、二酸化炭素地中貯留の社会的受容を説明できると

仮定して分析した結果を図 4.3-1 に示す。なおそれぞれの要因は、リスク認知、ベネフィ

ット認知は社会的受容に直接影響し、二酸化炭素地中貯留の実施に対する環境保全意識は

リスク認知と社会的受容に影響し、信頼はリスク認知とベネフィット認知に影響し、二酸

化炭素地中貯留の実施に対する環境保全意識と信頼は相関し、地球温暖化防止に関する環

境倫理観はリスク認知とベネフィット認知に影響するという関係があるとして分析した。 

図中の矩形は観測変数、すなわち本調査で用いた質問項目を示し、楕円は潜在変数、す

なわち二酸化炭素地中貯留の社会的受容を構成する要因を示す。また矢印は変数間の因果

関係を示し、矢印上の数値は標準化された回帰係数を示している。なお、分析によって得

られた回帰係数は全て有意であったが、観測変数のうち、リスクの観察可能性、リスクの

科学的知見、リスクの新規性は、統計的に有意であるとは認められなかったため、結果に

含まれていない。 

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、環境価値観、信頼

を分析した結果、説明率 83％が得られた。そのためこれらの要因の社会的受容への寄与は

大きいことが明らかとなった。それぞれの要因が二酸化炭素地中貯留の社会的受容や他の

要因にどのような影響を与えるかは、得られた回帰係数の値から次のようなことが言える。 

リスク認知およびベネフィット認知の２要因の分析でも明らかであったように、本調査

によってもベネフィット認知は寄与が大きい傾向が示された。したがって二酸化炭素地中

貯留の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

ことが有効といえる。信頼は、ベネフィット認知、リスク認知に影響し、間接的に社会的

受容に影響する傾向が示された。すなわち地中貯留を実施する組織への信頼が高いほど、

ベネフィット認知を向上させ、リスク認知を低減させる。したがって二酸化炭素地中貯留

の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。なお、実施主体者が明確でない現状において、被験者は自由に組織

を想定して回答した。被験者がどのような組織を想定したかは不明であるが、いずれの組

織であっても信頼が高い場合にはベネフィット認知を向上させ、低い場合には低減させる

という傾向は一致するということを示している。二酸化炭素地中貯留の実施に対する環境

保全意識が強い被験者は、リスク認知を強くとらえる傾向があり、また社会的受容は低い

傾向があることが明らかとなった。しかしながら、温暖化防止に関する環境価値観は、二

酸化炭素地中貯留の社会的受容に直接に効かず、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が明らかとなった。地球温暖化の防止は重要であるという認
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識の向上は、二酸化炭素地中貯留の受容よりもむしろ、二酸化炭素地中貯留にベネフィッ

トがあるという認識に結びつく傾向があるということである。 

 

b 情報提供の内容別による影響の評価結果および考察 
情報提供の内容別による前後比較の評価のため、共分散構造分析で得られた因子得点ウ

ェイトを用いて認知地図を作成した。提供した情報は二酸化炭素地中貯留の実証事例ある

いは天然類似例に関する情報のどちらかである。 

リスク認知、ベネフィット認知、二酸化炭素地中貯留の実施に関する環境価値観のそれ

ぞれの認知の変化について地図を示す（図 4.3-2、図 4.3-3）。なお二酸化炭素地中貯留の

社会的受容は地図上で、第 3 軸として直径の大きさで受容の程度を示した。地図上の認知

の変化を初期イメージと情報提供後の比較によって評価した結果、本調査に用いた天然類

似例の情報は、リスク認知の低減に効果的であることが明らかとなった。したがって、二

酸化炭素貯留が天然に存在していることや、二酸化炭素移行に関する内容を含んだ天然類

似例の情報は、リスク認知を低減し、受容性を向上させ得る。一方、二酸化炭素地中貯留

の実証事例に関する情報は、二酸化炭素地中貯留の実施が自然への介入であるという環境

保全意識を強める結果が見られた。二酸化炭素地中貯留を知らなかった被験者が、実証事

例の事実を知ったとき、二酸化炭素地中貯留は人間による自然への介入であると認識した

と解釈し得る。本調査に用いた実証事例に関する情報は、二酸化炭素貯留が有する二酸化

炭素排出削減効果や、二酸化炭素漏洩に関するリスク評価が含まれていなかった。したが

って受容性向上のために、実証試験から得られるそのような情報提供は今後重要となり得

る。またそのような情報を含むことによって、二酸化炭素地中貯留の実施に対する環境保

全意識は強まらない可能性があり、さらなる提供情報の探索が重要である。 
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図 4.3-1 二酸化炭素地中貯留の社会的受容に影響を及ぼす要因 
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 図 4.3-2 リスク-ベネフィット認知地図  図 4.3-3 リスク認知-環境価値観 

(二酸化炭素地中貯留) 
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(3) まとめ 
平成 17 年度は、昨年度の調査と同様の質問調査を実施し、平成 16 年度に得られた回答

データと平成 17 年度に得られた回答データを合わせて、被験者数を増やしたデータで二

酸化炭素地中貯留の社会的受容に影響を及ぼす要因の分析を実施した。さらに情報提供の

内容の違いによる社会的受容および要因への影響についても評価を行った。 

共分散構造分析を用いて分析をした結果、二酸化炭素地中貯留の社会的受容にはリスク

認知、ベネフィット認知、地中貯留への信頼、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。これらの要因はそれぞれリスク認知、ベネフィット認知は社

会的受容に直接影響し、二酸化炭素地中貯留の実施に対する環境保全意識はリスク認知と

社会的受容に影響し、信頼はリスク認知とベネフィット認知に影響し、二酸化炭素地中貯

留の実施に対する環境保全意識と信頼は相関し、地球温暖化防止に関する環境倫理観はリ

スク認知とベネフィット認知に影響する傾向があることが明らかとなった。またこれらの

結果から、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、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といえる。なお、二酸化炭素地中貯留の

実施に対する環境保全意識が強い被験者は、二酸化炭素地中貯留の社会的受容が低い傾向

が見られるが、一方で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した。 

また、二酸化炭素地中貯留のリスク認知の低減に寄与する情報の探索として、二酸化炭

素地中貯留の天然類似例および実証事例に関する情報の提供によって、認知にどのような

影響があるのかを認知地図上の比較によって評価した。その結果、本調査に用いた天然類

似例の情報は、リスク認知の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は、二酸化炭素地中貯留の実施が自然への介入である

という環境保全意識を強める結果が見られた。本調査に用いた実証事例に関する情報は、

二酸化炭素貯留が有する二酸化炭素排出削減効果や、二酸化炭素漏洩の可能性に関するリ

スク評価が含まれていなかった。実証事例の情報は、実証していることの事例を伝えるの

ではなく、それが現在もしくは将来的に二酸化炭素排出削減に効果をもたらすことや、二

酸化炭素漏洩の可能性に関するどういった知見がわかってきたのか等を同時に示すことが

重要となり得る。したがって今後の課題として、実証試験から得られる二酸化炭素漏洩の

可能性に関する情報について、二酸化炭素地中貯留の受容性向上のために有効な具体的内

容の探索が重要であると考えられる。 
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4.3.3 諸外国の社会的反応 

環境政策に関しては、平成 4 年リオ宣言 10 原則、アジェンダ 21 第 8 章に「市民参加」

の必要性が明記されてからその必要性が国際的にも強く認識されるようになり、各国で

様々なレベルの環境政策における市民参加のあり方をめぐり制度的検討が行われている。 

二酸化炭素地中貯留が地球温暖化防止対策のための環境政策としてどのように位置づ

けられて実施されていくのか、各国によっても様々であるが、二酸化炭素地中貯留の実施

について社会的理解を得つつ導入を促進するにあたっては、市民参加が重要なキーワード

のひとつとなってくる。 

そこで、二酸化炭素地中貯留プロジェクトを実施している諸外国、とりわけ欧州におい

ては、二酸化炭素地中貯留が政策としてどのように位置づけられているのか、それらに対

する社会的な理解はどうあるのか、また市民参加の観点からどのような情報提供やコミュ

ニケーションが実施されているのかを調査した。調査方法は、二酸化炭素地中貯留の実施

を推進する欧州の各国行政機関、研究機関の関係者に対してのヒアリング調査、Web や文

献を通じての調査とした。なお、Web 調査の範囲でカナダにおける CCS に関する国民意

識調査を実施した報告があったので、その結果の概要を記した。また、欧州の国際環境

NGO に対しても二酸化炭素地中貯留にどのような見解を持っているのか、また行政機関

等の取り組みをどのように受け止めているのかといった観点からヒアリング調査を実施し

た。 

 

(1) 欧州における二酸化炭素地中貯留の基本的政策スタンスと特徴 
イギリス、オランダ、ノルウェー、ベルギー各国における二酸化炭素地中貯留に関する

スタンスを温暖化政策との関係から整理した。また、二酸化炭素地中貯留に対する社会的

受容面に関して整理した。 

  

① イギリス 
a 温暖化政策一般について 
 イギリスは平成 5 年に気候変動枠組条約を批准し、平成 14 年に京都議定書を批准して

いる。また、気候変動枠組条約が成立する以前から地球温暖化対策に高い関心を有してお

り、エネルギー戦略の一環として温暖化問題を検討してきた経緯がある。イギリスの京都

議定書における温室効果ガス排出量の削減目標は、平成 2 年比 12.5％削減（EU バブルの

数値）となっており、この目標はすべて国内措置で達成するとしている。 

平成 15 年に発行したエネルギー白書「エネルギーの未来～低炭素経済の設立」では、

イギリスが取り組むべき３つの政策課題として、(a)エネルギー自給の低下、(b)イギリス内

のエネルギー・インフラ新設の必要性、(c)地球温暖化問題があげられ、地球温暖化問題に

ついては「二酸化炭素排出量を、2050 年を目処に現在より約 60％削減することを目指し、

それに伴う実質的な進歩を 2020 年までに達成する」という目標が掲げられている。また
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イギリスでは、いち早く二酸化炭素排出量取引を行うなど積極的に経済的手法を中心とし

た温暖化対策への政策的取組が行われている。 

 

b 二酸化炭素地中貯留の基本的政策スタンスと特徴 
イギリスは、エネルギー戦略の中で炭素削減技術（Carbon Abatement Technology：CAT。

以下 CAT という。）を温室効果ガス排出削減目標達成のための１つの解決策と位置づけて

いる。炭素回収・貯留（Carbon Capture and Storage。以下 CCS という。）は、この CAT

の中でも特に二酸化炭素排出削減手法として貢献するものと位置づけられており、EU 諸

国の中でも特に積極的に CCS を二酸化炭素排出緩和手法の一つとして推進している。イ

ギリス政府は、CCS は CAT の中でももっとも急進的で費用がかかるオプションだという

問題を有していることは認識しつつ、現状では二酸化炭素削減を高レベルで達成すること

ができる唯一の政策措置であるとみなし 7)、CCS への活用により化石燃料からの二酸化炭

素排出量の最大 85％を削減することができると見積もっている。 

以下は、政府機関（Department of Trade and Industry：DTI）関係者へのヒアリング

によって得られた、イギリスにおける CCS 実施に関するスタンスである。 

• イギリスが、EU 諸国の中でも特に積極的に CCS を二酸化炭素排出緩和手法の一

つとして推進しているその背景には、(a)石油・ガス採掘・貯留の長い経験を有し、

(b)天然ガスのパイプラインなどインフラが既に存在し、(c)地理的条件の知識が豊

富であり、(d)潜在的容量が多い、等がある。ただし、積極的に推進しているのは

offshore（沖合海上）の地中貯留（geological storage）技術であり、海洋貯留（ocean 

storage）は環境に対する影響が不確実であることからオプションの１つとは考え

ていない 。 

• CCS 実施は、クリーンエネルギーや省エネ技術の促進を阻害させ、従来の火力発

電に負うエネルギースタイルの変革を阻害するという主張が NGO からなされて

いるが、それに対して国は、クリーンエネルギー促進の努力は続けていくが、そ

れらは時間のかかる長期的な目標達成の手法であり、差し迫った排出量削減とい

う中期的目標達成のためには、クリーンエネルギーや省エネ技術の促進と平行し

て CCS も実施すべきである、というスタンスである。すなわち温暖化対策には

長期的なものと中期的なものとがあり、長期的にはクリーンエネルギーや省エネ

が重要であるとしても、現在の二酸化炭素排出を削減するには CCS が必要であ

ると考えている。特に、中国やインドにおける二酸化炭素排出削減を行うには

CCS 技術開発が重要である。 

• また、CDM のオプションとして CCS が有効であるという見解を持っている。す

なわち、大量の石炭火力を用いている中国やインドが排出量を削減するには CCS

が有用であり、京都議定書での CDM の要件である「『持続可能』な手法」要件も

満たしていると考えている。 



 1657

 

c 二酸化炭素地中貯留に対する社会的な理解について 
政府関係者へのヒアリングによると、CCS については政治支援と社会的受容が必要であ

ると、イギリスの政府関係者は認識していた。CCS のプロジェクトが進むと国民の関心も

高まるであろうが、いまは一般国民向けに情報提供・コミュニケーションを実施するより

も、まずマスメディアへのコミュニケーションが第一歩であり、いかに質の高い報道をし

てもらうか、「コミュニケーション戦略」を策定中であるとのことであった。 

NGO とのコミュニケーションや社会的理解、社会的受容については同ヒアリングで以

下のように話している。 

〔NGO とのコミュニケーションについて〕 

• 政府は、NGO を巻き込んでのエネルギーに関するコンサルテーションプロセス

（Our Energy Challenge - Energy Review Consultation）をすでに開始してい

る 。 

• 平成 16 年秋には利害関係者との対話（ステークホルダー・ダイヤログ）を実施

したが、この話し合いの過程で、NGO の考え方が変わってきたように思える。

現在、イギリス国内の NGO は、CCS は「必要悪」として認めざるを得ないとい

う方向に進んでおり、それは、エネルギー政策として、原子力発電は絶対反対で

あり、CCS は原子力発電よりは好ましいというスタンスから来ていると分析して

いる。 

• とくに地球の友イギリス（FoE UK）の考え方はコンサルテーションプロセスを

通じて変化してきており、「早く実施すべきである」という主張をするまでに変

わってきた。 

• 但し、国内 NGO が受容しているのはあくまでも Offshore（沖合海上）の地中貯

留についてである。 

〔社会的理解、社会的受容について〕 

• CCS に関する国民の意識調査を行ったところ、情報を与えた後と情報を与える前

では、情報を与えた方が格段に理解および受容が向上したことが判明した。また、

CCS 単独でなく、気候変動（温暖化対策）の中に CCS も位置づけて国民に知ら

せることが重要であるとの結論が得られた。 

• また、DTI は CAT 戦略に関するアンケートを実施し、平成 17 年 3 月に報告書*

「 Analysis of Reponses to the Carbon Abatement Technologies Strategy 

Consultation 」8)を公表している。 
* 質問紙調査：  

（対象者）企業、産業団体、地方政府、研究機関、公共団体、産業関係の NGO を含む 300 以上

の団体・個人  
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（質問項目）(a)CAT 戦略の論理的根拠と目標、(b)CAT 戦略の範囲、(c)CAT 戦略はその目的どの

ように達成できるか、の３分野について 27 問  

（結果概要）CAT 戦略を多くの回答者が受容する。反対意見としては CCS を CAT に取り入れる

こと。CCS 導入の障壁の要因としては、コストが高いことが最も多く、次いで資金

援助や市場メカニズムの不足、その他 CCS のリスクや社会的受容の不足、法律の不

確実性等。  

 

② オランダ 
a 温暖化政策一般について 
オランダは平成 5 年に気候変動枠組条約に批准し、平成 14 年に京都議定書を批准して

いる。オランダの環境政策の基本は、国家環境政策（National Environment Policy Plan：

NEPP。以下 NEPP という。）に示されており、各政策は NEPP に基づいて実施される。

NEPP のもとで、地球温暖化に関する政策の計画として気候政策実施計画（Climate Policy 

Implementation Plan：CPIP。以下 CPIP という。）が策定されている。国内政策はこの

計画に基づき、基本パッケージ（Basic Package）、リザーブ・パッケージ（Reserve 

Package）、革新パッケージ（Innovation Package）の３つから成り立っている。基本パッ

ケージは、産業、エネルギー供給関連部門、園芸部門、サービス・貿易・官公庁部門、運

輸部門、家庭部門、森林関連分野における政策として、エネルギー税の適用、省エネルギ

ー・再生可能エネルギー利用の拡大、エネルギーに関する措置（基準やアドバイス等）、自

主協定等を内容としている。リザーブ・パッケージは、基本パッケージで目標の達成が困

難な場合のセーフティネットを内容とするもので、エネルギー税の引き上げ、自動車重量

税の引き上げ、硝酸製造時の N2O の削減、CCS が含まれている。革新パッケージは、新

技術の開発と新しい政策手段の開発を目的とし、長期的な視点から二酸化炭素排出を抑制

し、京都議定書第１約束期間以降の方策を内容としている。具体的には再生可能エネルギ

ーの利用や CCS などを通じての、二酸化炭素排出ゼロのエネルギー・システム等が含ま

れている 。 

 

b CCS の基本的政策スタンスと特徴 
CCS については、CPIP で、基本パッケージが達成されなかった場合に実施される「リ

ザーブ・パッケージ」と「革新パッケージ」で規定されている。現在、EU の支援を受け、

TNO（オランダ地層科学研究所）が中心となって、ポーランドのシレジア炭田において

RECOPOL プロジェクト を進めている。 

 CPIP では CCS を明確に推進する姿勢は示されていないが、政府関係者へのヒアリング

によると、オランダ政府は、CCS を「持続可能なエネルギー政策」の１つと位置づけるよ

うになってきている。CCS 単独でその実施を検討するのではなく、温暖化対策の一つのオ

プションとして他の政策手法としての組み合わせを検討している。こうした観点から、温
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暖化に関する関係者間のプラットホーム（関係者による政策の話し合いの場）がもうけら

れ、CCS も他の政策手法と同様に議論されている。 

 

c 二酸化炭素地中貯留に対する社会的な理解について 
オランダ政府へのヒアリングによると、オランダ政府は 10 年前からさまざまな政策の

意思決定の初期の段階から NGO を関与させ、政策立案を行ってきており、CCS について

も初期の段階から NGO とコンタクトをとってきている、とのことであった。プラットフ

ォームはテーマごと（例えば新しい交通、新エネルギー、クリーンエネルギー等）に設置

され、NGO・企業・行政の代表者が参加し、オランダ政府が採っている一般的な政策を策

定するものである。このプラットホームには反対派の NGO も積極的に参加させており、

CCS に関しては過激派といわれているグリーン･ピースが最初から参加することで、他の

NGO の参加も促進された、とのことである。 

NGO とのコミュニケーションや社会的理解、社会的受容については同ヒアリングで以

下のように話している。 

〔NGO とのコミュニケーションについて〕 

• 特にグリーンピースは、CCS に対して懐疑的であったが、政策プラットホームに

参加してもらうことで、他の NGO の参加のきっかけともなり、またコミュニケ

ーションが促進されたと評価している。 

• そこでオランダ政府は、実際に何が起こるのかを NGO に対してきちんと見せる

ことが重要であると考え、Offshore（沖合海上）の天然ガス田でテスト（feasibility 

study）を行い、NGO に見せている。 

• また、CCS に対してどんな懸念があるかについて話し合う利害関係者による会合

にも、最初から NGO が参加できる場を設けている。参加した NGO は、オラン

ダ国内の野生生物保護 NGO である Natural and Environment オランダと、グ

リーンピース・オランダ等である。ただしすべての NGO の参加が得られたわけ

ではなく、Environment Denfence には不参加を表明された。 

• このような会合では、利害関係者間での情報の共有や知識の底上げ、対話が必要

ということがわかった。 

• そこで、CCS に関する利害関係者のネットワーク、CATO*, 9)を平成 16 年に設立

した。 
* CATO：  

（目的） 経済的・技術的・社会的・生態学的観点から、オランダで CCS が持続可能なエネルギ

ー・システムに貢献できるか、またできるとするとどのように貢献できるかを特定す

ること。  

（期間） 平成 16～20 年  
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（参加団体）８つの国際・国内企業（Shell 等）、３つの研究機関（Energy Research Center of the 

Netherlands 等）、４大学６機関（ライデン大学等）、３つの国内 NGO（グリーン

ピース・オランダ等）  

（活動概要）①システム分析・インフラストラクチャー・移行の管理、②二酸化炭素回収、③二

酸化炭素貯留、④鉱物化反応（Mineralisation）、⑤モニタリング・安全性・規制、

⑥コミュニケーション、⑦マネジメント・知識移転  

（⑥コミュニケーション）3000 人を対象とした国民の意識調査を行ったところ、情報の提供によ

って CCS の理解が深まるという結果が得られた。また CCS の情報を提供するのでは

なく温暖化対策の一つのオプションと位置づけると、より CCS が受容される傾向に

あることが明らかとなった。  

 

〔社会的理解、社会的受容について〕 

• CCS に対する国民の意識については、ライデン大学が実施した意識調査のデータ

がある。研究プロジェクト**, 10)として、ライデン大学のエネルギー・環境研究セ

ンターのMarjolein de Best-Waldhober氏と Dancker Daamen氏によって実施さ

れ、ユトレヒト大学や CATO も協力した。その結果は報告書「Public Perception 

and preferences regarding large scale implementation of six CO2 capture and 

storage technologies -Well-informed and well-considered opinions versus 

uninformed pseudo-opinions of the Dutch public」にまとめられ、平成 18 年 3

月に公表された。 
** 研究プロジェクト：  

（実施内容） ICQ（Information-Choice Questionnaire：「情報－選択－質問」方式）による調

査、一般的なアンケート調査。  

（結果） CCS に関する情報を提供した場合、情報提供前に比べて CCS を受容する値が上がる。

しかし、CCS を政策レベルに引き上げるには国民に対して温暖化対策に関するオプ

ションを提示し、それぞれを比較してもらうことが必要である。  

 

③ ノルウェー 
a 温暖化政策一般について 
ノルウェーは平成 5 年に国連気候変動枠組条約に批准し、平成 14 年に京都議定書を批

准している。主要な気候変動に対する政策としては、平成 3 年に導入された炭素税がある。

これはノルウェーの二酸化炭素排出量の 68％をカバーするものである。この他には平成

17 年から開始されている排出権取引やさまざまな産業分野との自主協定の締結等がある。 

ノルウェーのエネルギー政策の大きな特徴は、他国と異なり電力の 99%を水力発電に依

存している点である。雨量の多いときは環境的にも問題がないが、雨量の少ない時期には

スウェーデン・デンマークの火力発電所から電力を購入し二酸化炭素の排出増加に係わる
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という問題が発生している。この点については、十数年におよび国民的議論が起こってお

り、大きな社会問題となっている。産業界はエネルギーの安定的供給の必要性から自国の

火力発電所の建設を主張し、一方、NGO からも環境問題を他国に移し替えているといっ

た批判がでている。このように、電力の安定供給は大きな課題であるが、新たに火力発電

所を新設すれば、京都議定書の目標を達成できなくなるおそれがある。こうした背景から、

CCS 実施は重要なオプションとして社会的争点となってきている。 

 

b CCS の基本的政策スタンスと特徴 
平成 18 年 2 月に提出された National Communication の中では、CCS を「排出削減の

大きな潜在能力がある」と評価し、新規の有望な技術と位置づけている。 

以下は、政府関係者へのヒアリングによって得られた CCS に関する見解や実施の関連

状況である。 

• CCS 実施は地球温暖化防止対策だけでなく、石油のより効率的な活用のためにも

必要であり、CCS も考慮に入れたエネルギー循環ループを構築する必要があると

考えられている。それは、火力発電所・その他産業（売り手）から発生する二酸

化炭素を回収し、パイプラインあるいは船で購入元（買い手）へ輸送するもので、

回収二酸化炭素を地中へ圧入することにより、より効率的な石油の活用が可能に

なる。また同時に温暖化対策に資することになると考えられている。 

• 現在、ノルウェーでは２つの CCS プロジェクトが実施されている。１つは平成 8

年から開始されたプロジェクトで、北海の Sleipner ガス田において年間 100 万

t-CO2の二酸化炭素が貯留されてきた。もうひとつは Snøhvit ガス田で、こちら

は平成 19年より操業が開始され、年間 70万 t-CO2の貯留が行われる予定である。

どちらも、天然ガス随伴の二酸化炭素を回収し、海底下の地質構造に二酸化炭素

を圧入する方法で行われる。 

• 平成 16 年に、CCS 技術開発のために 2 億 4000 万ユーロのファンドが設立され

ている。他にも、技術開発とパイロット・プロジェクトを支援するために

Gassnovaという公的機関が設置された。政府が年 180万ユーロの資金を提供し、

ノルウェー研究委員会と共同で、研究・開発を行っている。 

• 10 年前から火力発電所新設を巡る政争があり、その緩和策として CCS が注目さ

れてきている。エネルギー安定供給のためには自国で火力発電所を新設する必要

があるが、それにより二酸化炭素の排出量が増加すると京都議定書の目標が達成

できなくなるという問題である。保守党・産業界は、エネルギーの安定供給の観

点から新設を強く要望したが、労働党・NGO は環境の観点から反対してきた。

それを解決するための緩和政策として、CCS がオプションとして登場してきたと

いう経緯がある。 

• そこで、エネルギーの確保、雇用、産業発展の観点から火力発電所は新設するが、



 1662

Karsto 火力発電所のみとし、そこから発生する二酸化炭素については回収・貯留

を行う。Karsto 火力発電所は平成 19 年から操業開始が予定されており、そのた

めに必要な資金は補助金として国が支出することとなっている。 

• NGO も含め、国民は CCS について政治的課題を解決する手法として受容しつつ

あり、むしろ国民の主要な関心はいかにそのコストを下げるかにある。 

• こうした国民の CCS の受容の背景としては、(a)IPCC の報告書で「CCS は大気

中の温室効果ガス濃度の安定化のための重要な緩和措置である」と明記されたこ

と、(b)地理学的にも潜在的貯留候補地が多数あること、(c)既に貯留の実績（経験、

技術、インフラ、実績への信頼）が 40 年以上もあること、があげられる。 

 

平成 16 年の「Norwegian Petroleum Diretorate」報告によると、ノルウェー国内には

技術的潜在的可能性のある候補地が 20 あり、技術が開発されて二酸化炭素が十分に貯留

されれば、より石油が掘削されることになり、その売り上げとのバランスが取れるので、

商業ベースにのせられるとされている。ただしこれらは沖合の CCS についてのみである

点は、イギリスや各国の一般的動向と同様である。沖合での実績は過去にもあるので、国

民は安心しているが、この実績を陸域の CCS に転用することは難しいと考えられている。 

 

c 二酸化炭素地中貯留に対する社会的な理解について 
現在、ノルウェー政府が考えている政治レベルでの対話（Dialogue）とは、G8、EU と

のエネルギー対話、北海タスク・フォースの設立を含む CCS に関するイギリスのエネル

ギー大臣との共同声明である。 

NGO とのコミュニケーションや社会的な理解、社会的受容については政府関係者への

ヒアリングで以下のように話している。 

 〔NGO とのコミュニケーションについて〕 

• 国際的な NGO（例えばグリーンピース・インターナショナル）は反対している

が、国内のグリーンピース・ノルウェーは反対していない。 

• また、国民に影響力のある NGO、Bellona が、積極的に CCS 実施の受容につい

てマスコミを通じてアピールしてきたということも国民の CCS 受容の一因とな

っていると考えている。Bellonaは産業界からも資金を提供されている NGOで、

環境のみの NGO とは若干立場が異なるが影響力が大きい。 

• NGO とは公式・非公式に対話を行っているが、特にコミュニケーション手法を

活用しているわけではない。CCS について国民の理解や受容が進んでいたために

その必要性がなかったからである。 

• ただし、EU プロジェクトにおいて、ノルウェー政府がコミュニケーションの担

当となったので、今後は NGO とのコミュニケーション・対話についても考えて

いく必要があると考えている。 
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〔社会的理解、社会的受容について〕 

• 国内においては、火力発電所の建設が大きな政治的争点となっており、新聞でも

よく報道されているので、国民は CCS について技術的な詳細は知らなくても、

ある程度は認知しているようである。また、貯留自体は長年に亘ってノルウェー

で行われてきた実績もあり、CCS 技術に対する国民の信頼は高いと捉えている。 

• また、ノルウェーの考え方として、推進派 NGO の意見も、またグリーンピース・

インターナショナル等の反対派の意見も聞きながら、国民が判断していくという

プロセスがある。その背景にはノルウェー国民の「自分の権利も主張するかわり

に、他人の意見を聞き、他人の権利も尊重する」という国民性が反映されている

といえる。これには、長くスウェーデン、デンマークの支配下にあり、また北欧

で唯一ナチスドイツの占領下にあったために労働運動が盛んである等といった

歴史的背景もある。このようにノルウェー国民は、いくつかの選択肢を示され、

自分で決定するというプロセスを何よりも重んじる。 

 

④ ベルギー 
a 温暖化政策一般について 
ベルギー王国は連邦制をとっており、連邦政府と３つの地域政府（ワロン地域政府・フ

ラマン地域政府・ブリュッセル地域政府）により政策が実施されている。ベルギーは、国

連気候変動枠組条約を平成 8 年に批准し、京都議定書を平成 14 年に批准している。 

ベルギーの温暖化政策  の基本は、平成 14 年に採択された「国家気候政策（National 

Climate Plan）2002～2012」と「国家気候政策及び国連気候変動枠組条約と京都議定書

の報告実施のための協力協定（Cooperation Agreement for the implementation of a 

National Climate Plan and reporting in the context of the UNFCCC and the Kyoto 

protocol」」に示されている。「国家気候政策 2002～2012」は連邦政府と地域政府が共同で

開発したもので、この政策の実施とフォローアップと報告書の策定のために「国家気候政

策及び国連気候変動枠組条約と京都議定書の報告実施のための協力協定」が採択されてい

る。協力協定の実施のためには、国家気候委員会（National Climate Commission：以下 

NCC という。）が平成 15 年に設立されている。NCC は連邦政府と地域政府の代表によっ

て構成され、国家気候政策の評価とモニタリング、柔軟性メカニズム（京都メカニズム）

の制度構築を主な役割としている。 

ベルギーは、戦後しばらくは自国でエネルギーを自給していたが、現在はエネルギーの

石油・天然ガス化に伴いほとんどを輸入に頼っている。平成 14 年の時点で、電力供給の

60％近くを原子力発電に依存している 11)。平成 14 年には、連立内閣に参加していた環境

政党（エコロ・アガレフ）が中心となって、稼動開始から 40 年を経過した原子力発電所

を 2014 年から 2015 年にかけて順次閉鎖する法律が制定されたが、温室効果ガス削減目標
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の達成が困難なこともあり見直しの声もあがっている。「持続可能な開発のための連邦政策

（2004～2008）」では、グリーン税制の開発、特定製品への規制や税制改革等による公正な

価格設定、柔軟性メカニズム（京都メカニズム）の実施、代替エネルギーの促進、クリー

ン・ビルディングの建設等といった気候変動の緩和措置やクリーンエネルギーの使用に関

する政策が主要な戦略と位置づけられている。 

 

b CCS の基本的政策スタンスと特徴 
ベルギーは、CCS を唯一の対策としてではなく、不可欠な要素の１つに過ぎないと考え

ているとされているが、政府関係者のヒアリングによると、実際問題として、ベルギーは

イギリスやノルウェーのように油田、天然ガスパイプラインのインフラが整っているわけ

でもなく、そうした産業があるわけでもないので、CCS を実施する可能性はほとんどない

とのことである。CCS を実施するには、ベルギーは経験不足であり（石油掘削の技術等も

ない）、国民からの信頼性がない。また、ベルギー国内には石油生産産業がないため、CCS

によってより多くの石油が抽出されるというメリットを享受できない以上、コストのかか

る CCS を政策オプションとして自国で選択する可能性は低いとのことである。 

 

⑤ 欧州における二酸化炭素地中貯留の基本的政策スタンスと特徴のまとめ 
ヨーロッパでは、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いる。CCS をいかに

政策に組み込んでいくかという議論の前提として、CCS に関する情報提供、関係者のスタ

ンスに関する情報提供などもさまざまなツールを使って行われている。ヨーロッパにおけ

る CCS コミュニケーションの特徴は、CCS に関する情報提供・コミュニケーションに限

定されることなく、温暖化問題全般についての議論の中に、CCS が組み込まれている点で

ある。温暖化問題に限らず、ヨーロッパでは環境問題全般に関して、政府と NGO とのコ

ミュニケーションが長く実施されて、政府は NGO のアドバイスを入れながら政策を立案

するという風土があることも、CCS コミュニケーションの背景として重要である。ヨーロ

ッパ各国政府、特に CCS を積極的に推進しようとしているイギリス、オランダでは、CCS

に対する「公衆の受容に関する調査」も行い、より有効なコミュニケーションに向けての

基礎資料の整備も行っている。 

近年、NGO を含めた関係者間のコミュニケーションの場として、EU では、技術プラッ

トホーム、政策プラットホームを盛んに活用しており、WWF をはじめ、多くの NGO が

初期の段階から政策の意思決定過程に参加している。このように、環境政策の意思形成過

程の初期段階からさまざまな利害関係者の関与する方式は、当初はオランダのみで実施さ

れていたのが、EU 全体、ヨーロッパ各国で通常の政策形成過程として認知されるように

なってきている。 
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(2) 研究機関における二酸化炭素地中貯留に関するコミュニケーション例とカナダの

CCS 意識調査例 

① IEA GHG  
研究機関が NGO や公衆とのコミュニケーションを積極的に行っている例を記す。 

IEA GHG では、ホームページ 上で CCS に関するデータベースやネットワーク情報、

技術ワークショップの案内を掲載している。CCS に関するデータベース は、(a)R&D プ

ロジェクト・データベース、(b)リスク・シナリオ・データベース、(c)二酸化炭素排出量デ

ータベースの３つである。 

 (a)は、各国の CCS に関する実践研究・開発・デモンストレーションといった情報を集

約したデータベースである。プロジェクトの種類や地域によるキーワード検索が可能とな

っている。(b)は、二酸化炭素地中貯留のリスクアセスメントに関する情報を提供するデー

タベースとなっている。(c)は、CCS の潜在的可能性を評価するために、二酸化炭素排出量

に関するグローバル・データベースを整備したものである。IEA GHG のデータベースは、

CCS に関するプロジェクトの実施状況や研究開発の内容、ネットワークやワークショップ

の情報等が掲載され、他の研究機関や政府、NGO のホームページと比較しても、コンテ

ンツが充実している。 

 メディアやNGO等とのコミュニケーションや社会的な理解、社会的受容については IEA 

GHG へのヒアリングで以下のように話している。 

 〔コミュニケーションについて〕 

• IEA は市民に向けて直接コミュニケーションをとることは行っておらず、情報を

各国に提供するのが基本であり、コミュニケーションについては提供した情報を

使って各国が実施するというスタンスである。 

• 一方で、IEAGHG は「市民の意識（Public Awareness）」が重要であることは認

識しており、コンサルタントに「CCS に関する市民の意識調査」報告をまとめて

もらったことがある（非公開）。 

• また、グリーンピース、CAN、Bellona 等、欧州北米の主要な NGO を集めて、

「CCS のなにが問題と考えるのか」と題する大規模な会合を開催した。そのとき

の質問は、CCS の安全性とコストの問題の２つに集約された。 

• NGO の基本的姿勢は、温暖化対策として「原子力」は絶対に認めないというこ

とと、原子力よりは CCS のほうが好ましいというものである。なお NGO は、

CCS については「海洋貯留」は絶対認めず、「地中貯留」のみを認めている。こ

れは数年前からの議論ではあるが、大筋では変化していないものと思われる。 

• IEAGHG は、市民と直接コミュニケーションをとらないが、メディアとはコミュ

ニケーションを行っている。 

• IPCC の CCS に関する特別報告書の発行後に、英語、フランス語、ドイツ語、ス

ペイン語圏でメディアの報道がどのように変化したのかについて調査を行った
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ところ、興味深いことに特別報告書の発表後はメディアの報道量が増大し、メデ

ィアの態度が変化したという結果が得られた。但し、その変化の方向は「肯定的」

と「否定的」とがあり、国の状況によって別れた。イギリス、米国、オーストラ

リアは「肯定的」となり、ベネフィットとリスクのバランスの考慮に関しての報

道が多くなされ、IEA としては望ましい方向であった。一方、ドイツは「否定的」

となり、今まで黙認していた NGO、特にグリーンピースと風力発電企業が、CCS

の潜在的危険性に焦点をあてた議論を始めた。 

 

〔社会的理解、社会的受容について〕 

• しかし、CCS 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と考えられる。そのため、二酸化炭素地中貯留に関しては、

二酸化炭素漏洩により生態系にどういう影響があるのか、また雇用との関わりは

あるのか、気候変動との関わりはどうなのか、等が争点として考えられると認識

しており、二酸化炭素地中貯留の実施について議論する際には、国レベルと地域

レベルのコミュニケーションを同時に視野に入れて行うことが必要であると考

えている。 

• コミュニケーションのポイントとしては、実際の様子（Demonstration）を見せ

ることが重要であると IEAGHG は考えている。 

• カナダで成功した事例があるが、技術が安全であるということを実際に感じさせ

ることが大切であると考えている。そのためには、CCS のリスクアセスメントや

モニタリングの実施、二酸化炭素がどのように反応するのかの理解、また関係者

によるネットワークづくりも重要である。ネットワークづくりにあたっては、初

期の段階から NGO を参加させて、協働でプラットホームを作っていくことが必

要であると考えている。 

 

② カナダにおける CCS 意識調査の実施例 
今回のヒアリング調査のいくつかの国において、カナダにおける調査例が紹介されたの

で、ヒアリングの対象外であったが簡単にその調査と結果の概要を記す。 

a 調査概要 
カナダでは、Jacqueline Sharp 氏が CCS に関する公衆の態度に関する調査を実施し、

平成 17年秋に報告書 12)「Public Attitudes Toward Geological Disposal of Carbon Dioxide 

in Canada」としてまとめられた。 

調査は２つのフェーズで実施された。第 1フェーズはフォーカスグループに対する調査、

第 2 フェーズはカナダ国内の一般市民を対象とする調査であった。 

〔第 1 フェーズ〕平成 16 年 8 月実施。フォーカスグループのメンバーは、エドモントン州

とトロント州において RDD 法（Random digit Telephone Dialing）によ
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って集められた。電話による調査実施となるため、電話での内容が統一

されるようテレフォンガイドに沿った調査とされた。回答者へは対価と

して 50 ドルが支払われた。エドモントンでは 262 名からトロントでは 5

名から回答が得られた。 

〔第２フェーズ〕平成 17 年 3 月実施。フォーカスグループ（第 1 フェーズ）から集められ

た情報を基に新しいアンケート調査紙を作成し、市場調査会社（Synovate

社）による一般市民のサンプリングの基、インターネット調査を実施し

た。回答者には合計 1,000 ドルが支払われた。8,500 人に e-mail が送ら

れ、1,197 人から回答が得られた。調査では気候変動に関する質問や二酸

化炭素地中貯留に関する質問が含まれた。また、調査結果を分析するに

あたっては、重回帰分析が用いられた。 

 

b 調査結果概要 
第２フェーズで得られた調査の結果の概要を以下に記す。 

• 気候変動全般に関する意識について、回答者の大多数は気候変動問題が生じてい

ること、それを解決するためになんらかの行動を起こさなければならないと考え

ていることが明らかとなった。しかし、気候変動は他の国家的な問題と比較する

と重要性は低いと位置づけられており、環境問題では最低ランクだった。 

• CCS に関する質問については、CCS を聞いたことがあると答えた回答者の大多

数は、CCS がどのような技術であるかを正しく答えられなかった。 

• CCS はエネルギー効率に関する技術や再生可能エネルギーよりは受容が低く、そ

れらを犠牲にしてまで CCSを成立させることは望んでいなかった。したがって、

広く一般市民からの支持を得るためには、CCS をそれらの技術との組み合わせと

して位置づけることが重要である。 

• また、CCS の利益よりもリスクの方がさらに重要であると考える傾向が見られ、

将来への影響や地下水汚染、二酸化炭素漏洩のリスク、動植物への影響について

もっとも関心をもっていた。 

• また、CCS に反対している回答者は、技術そのものに反対するよりもむしろ、リ

スクを心配するものであった。それらの意見に対しては、CCS の管理や公衆に対

するコミュニケーションによって変化する可能性があることが示された。具体的

には、(a)技術に関するさらなる情報の提示、(b)連邦政府の関与があること、管理

やモニタリングにおいて専門家や NGO が独立性を有すること、(c)再生可能エネ

ルギーやエネルギー効率への費用を削減しないこと、(d)強い規制やモニタリング

を必要とすること、によって CCS に対する反対をかなり削減するだろうと考え

られる。 

• CCS の管理を行う事業体に関しては、アルバータ州とサスカチュワン州の回答者
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は、州政府が好ましいと考えており、一方残りの州の回答者は、連邦政府は好ま

しいと考えていることが示された。いずれにしても、管理の事業体は企業よりも

政府の方が好ましいと考えていることが明らかとなった。 

• 本調査から、CCS に対するカナダの一般市民の支持は控えめであろうことが推測

され、また、一般市民の好みや懸念に対処するやり方で技術が開発・管理された

場合に、一般市民の支援が著しく増加するだろうという結論が示された。 

• CCS への支持を示すと判定される決定要因は、気候変動の深刻さに関する認識に

比例していた。すなわち、気候変動についてあまり信用していない人は地中貯留

への支持が低く、気候変動について重要性が高いと思う人は地中貯留への支持が

高かった。従って、CCS に対するカナダの社会の理解を促進するには、(a)地中

貯留が他国のいくつかで受け入れられ、用いられていることをメディアが伝える

こと、(b)地中貯留に関するバランスの取れた情報をメディアが提供すること、(c) 

気候変動に関する環境教育を行うこと、が必要である。 

• また安全や環境の質を守るために、CCS は厳しく規制されモニターされなければ

ならず、連邦政府もしくは州政府は、独立した専門家や NGO と連携しながら、

技術の管理に積極的な役割を果たすべきである。 

 

(3) 国際環境 NGO の活動概要および国際 NGO の二酸化炭素地中貯留に対する見解 
① NGO の歴史と活動概要 
非政府組織（Non-Governmental Organization：以下 NGO）は、欧米諸国を中心に科

学者や市民の参加を得ながら活動を展開してきている。「NGO」という言葉は 1945 年に

発効した国連憲章 71 条で使用されたことから広く用いられるようになった（詳細は馬橋
13）を参照されたい）。また、1948 年に設立された International Union for Conservation of 

Nature and Natural Resources（IUCN14)：国際自然保護連合）、1958 年に設立された

International Waterfowl Research Bureau（IWRB、後に Wetlands International（WI：

国際湿地保全連合）に改組）など、 International Non-Governmental Organization

（INGO15)）と呼ばれる団体がある。これらの NGO、INGO は、自然保護に関する国際条

約であるラムサール条約など各条約の締約国会議において、条約の採択に関する決議・勧

告案の作成、報告書の作成をする他、条約に設置された専門機関のメンバーや技術顧問な

どを担うなどといった活動をし、NGO が提供する情報は、NGO のみならず国連や国際組

織、各国政府の政策・戦略の策定や判断の際の基礎的資料の一つにもなっている。多くの

国際環境条約では、NGO をオブザーバーとして締約国会議への参加を認める 16)ものが多

く、NGO に権利能力を付与する事については条約での扱いに慎重さが伺える一方で、NGO

が活躍する場には進歩がみられる。 
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② World Wildlife Fund (WWF：世界自然保護基金) 
a 活動の概要 

WWF17)は 1961 年に絶滅のおそれのある野生動物を保護することを目的にスイスで設

立され、55 カ国に支部をおき（平成 17 年時点 18））、100 カ国以上で活動を行っている世

界最大規模の自然保護 NGO である。活動資金は会員制度による会費や寄付、オリジナル

グッズ等の物品販売による資金から得られており、500 万人が WWF の活動を支援してい

る。スイスにある「WWF インターナショナル」（事務局）を中心に各国支部がネットワー

クで結ばれており、必要に応じて複数国の WWF が協力して活動している。各国支部が出

席のミーティングが、1 年に 1 回開催されている。 

設立当初は「世界野生生物基金」という名称で、野生生物の保護を中心とした活動を行

っていたが、80 年代に現在の「世界自然保護基金」に改称し、また、IUCN、UNEP とと

もに「世界環境保全戦略」を策定するなど自然環境の保全にまで活動領域を拡大している。

現在は、(a)気候変動プログラム、(b)森林プログラム、(c)淡水プログラム、(d)海洋プログ

ラム、(e)野生生物プログラム、(f)有害化学物質プログラムといったテーマに取り組んでお

り、約 2000 のプロジェクトが実施されている。平成 16 年度の WWF ネットワーク全体の

収入は５億 US ドル、支出は約 4 億 6000 万 US ドルであった。 

 

b WWF インターナショナルにおける二酸化炭素地中貯留に対する見解＝『最後の手
法』 

以下は、WWF インターナショナルへのヒアリングによって得られた二酸化炭素地中貯

留に対する見解である。 

・ WWF インターナショナルは、CCS は原子力よりは好ましいが、持続可能なエネル

ギーの最後の手法だと考えている。 

・ しかしながら、CCS は新しい技術で不明確な部分が多いので国際的合意が必要であ

り、(a)法的責任の所在、(b)モニタリングの評価、(c)環境基準の設定、を検討しなけ

れば温暖化問題の解決策とは考えられないという立場である 。また特に(c)の環境基

準は大切であり、設定がなければどの CCS が安全とはいえない。 

・ CCS が CDM のオプションとなりうるかどうかについては、細かい議論（法的責任

の期間やゼロエミッション等）は今後詰めていくとしても、大枠を先に決めておかな

ければ CDM のオプションの１つとなることはあり得ない。また、安全性基準プロト

コル（Safe Standard Protocol）が必要であると考えている。 

・ しかし、仮に CCS が安全の問題をクリアしても、回収・貯留にコストがかかるとい

う点を忘れてはならない。高いコストをかけてまで化石燃料に頼ることは合理性があ

るのだろうか。また、CCS により二酸化炭素排出量のコントロールがされたとして

も、SOx や NOx の問題はまだ残っている。CCS により全てが「クリーン」になる

という誤解を一般に発生させてしまうことも注意しなければならないだろう。 
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③ Greenpeace 
a 活動の概要 
グリーンピース 19), 20)は、アメリカのアラスカ沖での核実験に対する抗議運動がきっか

けとなって 1971 年に設立された。その後、流し網の使用、酸性雨、有害廃棄物、原子力

発電所、南極の汚染、オゾン層破壊、ダイオキシン、気候変動、海洋生態系、森林の消失

など、活動の対象を拡大し、現在は(a)気候変動、(b)海洋、(c)森林、(d)遺伝子工学、(e)有

害化学物質、(f)核、(g)持続可能な貿易、(h)核兵器の問題についての活動を中心としてい

る。 

主な活動手法は、実態の告発、ダイレクト・アクション（直接行動）、調査・分析、ロ

ビー・ワーク、メディア・ワーク、世論喚起、解決策の提示、情報の発信などである。現

在、グリーンピース・インターナショナル（本部）はオランダに置かれ、日本を含む 41

カ国に支部があり、約 1000 人の有給専従スタッフがいる。またボランティアが事務局運

営や、野外での調査等を支援している。グリーンピースを支援する会員数は最盛期で 480

万人であったが、平成 16 年末の総会員数は約 270 万人である。 

平成 17 年度年次報告書 21) によると、約 1 億 6000 万ユーロの収入があり、約 1 億 1000

万ユーロの支出であった。 

 

b グリーンピース・インターナショナルにおける二酸化炭素地中貯留に対する見解

＝『消極的』 
グリーンピース・インターナショナル等の環境 NGO は、過去、地中貯留についても海

洋貯留についても絶対に反対するという立場をとっていた。 

しかしながら政府や研究機関とのコミュニケーションを重ねた結果、地中貯留に関して

は、とりわけイギリス、オランダ、ノルウェーなどでは国内 NGO が賛成の立場に転じる

ようになった。こうした変遷の背景には、オランダ政府のエネルギー政策の委員会でのプ

ラットホームや EU の温暖化委員会でのプラットホームに NGO を参加させるなど、各国

政府と NGO と業界がさまざまなかたちで話し合いを継続してきたことがあげられる。 

以下はグリーンピース・インターナショナルへのヒアリングによって得られた二酸化炭

素地中貯留に対する見解である。 

• 省エネ対策、クリーンエネルギー対策を十分に行った上で CCS を行うのなら良

いが、今 CCS を議論するのは早すぎると考えている。 

• 地球温暖化に対して、一般の人々は何かしないといけないということは認識して

いる。しかし、そうした人々は自分一人がなにかやっても効果があるわけではな

いと考えているので、そこに CCS のような手法を提示されてしまうと、自分た

ちが温暖化対策としてできることをやらないで、今までのライフスタイルを変え

る努力せずに CCS に飛びついてしまう危険性がある、ということを懸念してい

る。 
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• 例えば、産業界は今まで通り排出を続けてもいいと考えて、省エネ設備の投資、

クリーンエネルギーへの変換を行わなくなってしまうおそれがある。一般の人々

は、CCS 政策を政府が実施すれば生活を変えなくていいと考えてしまうかも知れ

ず、一般の人々の生活様式や考え方がかわらないうちに CCS に飛びつくのは妥

当ではない、と考えている。 

• CCS を CDM のオプションとすることには反対である。その理由は、今はまだ知

識や情報が少なすぎてその判断ができないからである。CCS が完全に安全だと十

分に実証できるだけの実績を積んだサイトはまだ１つもなく、せいぜい 10 年程

の実績しかない。 

• 技術そのものに反対しているのではないが、再生可能エネルギーの開発なくして、

多額な資金を CCS の開発に投資することを危惧している。 

• 新しいエネルギー技術開発が進めば、将来的には CCS が不要になることも考え

られる。 

• CCS は、過去にやってきたことへの反省もなしに継続することを前提としている

が、これを途上国に見せられない。CCS は研究レベルだとまだ良いものの、コス

トが高くつくことを考えるべきである。何年もコストをかけて研究したものの、

市場ベースにあわないために企業が参加しないこともありうる。しかし、そうな

ったとしても、そこまでの企業の排出継続は認めることになってしまう。 

• また、「正しいやり方」を皆が共通に認識しないままに CCS が実施されているこ

とが危険であると考えており、CCS のリスクを途上国がかぶる危険性を危惧する。

国際的な法的ルールがないままに CCS が進められると、安全方法を守るための

仕組みがないため、発展途上国、例えば中国で実施された場合に、健康被害を発

生させる可能性も考えられる。 

• そこで、CCS を NGO が受容するためには、国連等における国際プロセスと国際

的合意に基づくガイドラインの整備が必要であると考えている。 

• また、安全性を確保するための国際的合意には、(a)法的責任の確定、(b)独立し

たアセスメントやモニタリング制度、(c)環境基準の設定が必要である。 

• 例えば EU では、CCS がこの 10 年でなにができるか、そのために何をすべきか

を見極めるプログラムを準備し、利害関係者が２カ月に１度集まって議論を始め

る予定である。このように、計画の最初の段階から NGO をいれた対話を、国際

プロセスとガイドラインの整備の段階で行っていくことが重要であると考えて

いる。 
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④ CAN Europe 
a 活動の概要 

CAN22)（Climate Action Network）は平成元年に設立され、365 団体以上が参加する気

候変動に関する NGO の世界的ネットワークで、人間が引き起こす気候変動を生態学的に

持続可能なレベルに制限するため、そのミッションとして、(a)温室効果ガス削減のための

効果的な世界戦略のデザイン・開発に影響を与え、(b)国際・国内・地域レベルでのエクイ

ティと持続可能な開発の促進による市民団体の支援とエンパワメントである。政府・民間

企業・個人の行動を促進する活動を行っている。 

中央・東ヨーロッパ、ヨーロッパ、フランス、ラテンアメリカ、アメリカ、カナダ、オ

ーストラリア、南アジア、東南アジア、東アフリカ、北アフリカ、南アフリカ、西アフリ

カにオフィスがある。CAN に参加している日本の主な NGO には、FoE Japan（地球の友・

日本）、「環境・持続社会」研究センター（JACSES）、気候ネットワーク、グリーンピース・

ジャパン、WWF 日本支部、地球環境と大気汚染を考える全国市民会議（CASA）、環境エ

ネルギー政策研究所（ISEP）、原子力資料情報室等がある。 

CAN Europe は平成元年に設立され、EU・アイスランド・ノルウェー・スイスといっ

た西ヨーロッパ地域の環境団体が参加している。CAN Europe は気候変動に関する意見・

知識・戦略・情報を共有し、NGO フォーラムやメーリングリスト、機関誌、ホームペー

ジ、イベントを通じて、国際政策開発や EU の政策開発に関する情報源として機能してい

る。また、スタンスが異なる多数の NGO に共通のもの（Common Ground）を見つけ出

し、これらをコーディネートすることによって、NGO の主張として EU や国際機関の政

策に訴えたり、あるいは EU や国際機関の動向を観察して CAN Europe に参加している団

体に情報を提供したり、多様な政策利害関係者や組織と連絡をとる役割を果たしている。 

 

b CAN Europe における二酸化炭素地中貯留に対する見解＝『一定の条件の下で賛
成』 

CAN Europe へのヒアリングによると、CAN の基本的立場は以下の通りである。 

• CAN、CAN Europe はネットワークに多数の団体が参加していることもあり、

NGO の中にも様々な立場があることを理解している。その中で、共通の枠組み

を整理し、EU や各国政府に主張していくのが CAN の立場である。 

• CAN Europe のホームページ 23)でも、CCS に対して、(a)二酸化炭素貯留は恒久

的に可能なのか、(b)化石燃料への人類の依存は継続するのではないか、(c)土壌か

らの少量ずつのリーケージやパイプラインからの大規模なリーケージが起こっ

た場合の人間や生態系への影響はどうなのか、といった懸案を示している。一回

でも大規模リーケージ（漏出）があれば今までの排出削減効果がなくなってしま

い、そうなれば CCS は排出削減手法ではなくなってしまう点を CCS の問題点と

して指摘している。 
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• 企業は CCS を推進する考えだが、国民が CCS を、簡単に「ゼロエミッション」

できる方法と考えてしまう恐れがある点にも懸念を有している。「ゼロエミッシ

ョン」や「クリーンな化石燃料」という用語と同様に、「CCS」という言葉も希

望的イメージを与えラベリングしてしまう可能性があるからである。これらの用

語は、実際にそこで何が行われているかを正確に示してはいないため、適切な用

語を使用することが大切である。また、CCS に補助金がつくということは火力発

電のコスト上昇ということであり、それによって CCS は高くつくことになる。

その中で、企業に CCS を実施させるためにはさらにインセンティブを作り出さ

なければならない。しかしながら、これまで既に開発コストに多額な金額をかけ

ており、これ以上費用をかけずに、再生可能なエネルギー開発にコストを投入す

べきである。 

• CCS に対して NGO が持っている基本的な懸念は、(a)安全の基準の欠如（Safe 

Criteria）、(b)liability 責任（汚染者負担原則：PPP に基づく責任体系)、(c)モニ

タリングの評価システム（monitoring verification system）、(d)アセスメントシ

ステムであり、それらについて国際的な枠組みをまず作るべきであると考えてい

る。なお、これは NGO の共通の合意である。 

 

⑤ 国際 NGO の二酸化炭素地中貯留に対する見解のまとめ 
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。例えば、Belloona（ヨーロッパの環境

NGO）が一番積極的であるとするならば、グリーンピース・インターナショナルは一番消

極的で、WWF はやや積極的と評価できる。この違いは、CCS を一つのオプションとして

とらえるがそれは最終のオプションであり、CCS に頼らなくても省エネ、自然エネルギー

技術の開発により、温暖化問題を解決できると考えるか、あるいはそれらは時間がかかる

ので現在の温暖化問題に対応するためには CCS も必要であると考えるかに依るようであ

る。特に消極グループは、市民が火力発電に頼る現在の生活スタイルを変えることなく、

現在の生活を享受したまま CCS が温暖化問題を解決するための万能薬のように考えるこ

とを恐れている。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、今後の技術開発や安全性検証、コスト削減がなけ

れば CCS はオプションとはなり得ないが、これらをクリアしてもオプションとして議論

できるのは地中貯留（geological storage）だけで、海洋貯留（ocean storage）は議論の

対象とならないという点では、すべての NGO において一致している。また、二酸化炭素

地中貯留は技術、安全性、コストの観点からすぐに単独で使用できる技術でなく、さまざ

まなオプションの組み合わせの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ている。 
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4.3.4 合意形成に関する事例調査 

(1) 対象事例の位置付け 
平成 15 年度調査において明らかになったように、二酸化炭素地中貯留の実施にあたっ

ては、NIMBY（Not In My Back Yard）傾向、すなわち社会での必要性を認めて総論とし

ては賛成するものの、それでも自分の家の傍での実施は抵抗があることを示す各論反対の

傾向がある。自分の家の傍に処分場のような施設が立地することを望ましくないと思う心

理は、誰にとってもあるものである。IEAGHG 関係者へのヒアリングでも得られたように、

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り、そのため国レベルと地域レベルの

コミュニケーションを同時に視野に入れて行うことが必要であるとの考えであった。そこ

で過去の事例において NIMBY 傾向がある施設の合意がどのように進められ実施に至った

のか、また合意形成が円滑に進んだ事例についてはなぜ円滑に進んだのかといった観点か

ら、事例調査を実施する。対象事例は次の 6 事例とする。比較的クリーンなイメージの施

設として、風力発電所を 2 事例、典型的な NIMBY 施設として廃棄物処理施設 2 事例、国

策として導入された巨大施設として原子力関連施設 1 事例、我が国初の PI（パブリックイ

ンボルブメント）手法適用事例として道路整備 1 事例を対象とする。 

 

(2) 各事例の概要 
① 風力発電 
a 北海道棚瀬町/海上風力発電事業 
棚瀬町は、昭和 60 年に棚瀬港がマリンタウンプロジェクトのケーススタディ港に指定

されるなど、21 世紀を展望した新たな港湾機能と地域産業の振興発展を目指した検討を実

施してきた。平成 9 年の地球温暖化京都会議（COP3）を契機に、新エネルギーの一つと

して風力発電の導入が推進され、棚瀬町も風力発電の好適地として民間主導による風車２

基の建設（陸上）が進んだ。平成 10 年には北海道大学から洋上風力発電の提案があり、

町として「棚瀬町新エネルギー導入促進調査」を実施する事になり、それ以降、各種調査

結果を踏まえ、平成 13 年度に海上風力発電施設を建設することに至った。 

棚瀬町風力発電の事業実施に係る主要法規は電気事業法や建築基準法等の施設建設に

係る一般的な法であった。事業実施にあたって、事業の実施主体者である棚瀬町は、棚瀬

町民に住民説明会等の開催により良好な関係を構築しており、特に反対意見は出ていない。

一方、事業採算性については棚瀬町議会から指摘はあったため、詳細説明によって理解を

得ている。なお、洋上発電のため本来であれば生じる漁業権の問題は、前述のマリンタウ

ンプロジェクト実施に際して、漁協が既に漁業権放棄をしていたため問題は生じなかった。 
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自然エネルギーである風力発電は、二酸化炭素や SOx 等の大気汚染物質の排出を伴わな

いため、もともとクリーンなイメージを有していることなどから大規模な住民反対等は行

われず、合意形成は円滑に進んだ事例と言える。 

 

b デンマーク／ミドルグルンデン海上風力発電事業 
ミドルグルンデン風力発電所は、政府によって「エネルギー21」目標達成のために 1990

年代を通じて行われた洋上風力発電所建設計画のうち、初めての大規模洋上風力発電施設

であった。平成 12 年から稼動している。その後、デンマークにおける大規模洋上風力発

電の建設はさらに進められている。デンマークの風力発電は、個人所有と協同組合による

所有が大半を占めており、平成 14 年調査によると、デンマークにある約 6,300 の風力発

電機のうち、80％以上が協同組合または農家による個人所有であった。デンマーク人の風

力発電への関心の高さがうかがえる。 

ミドルグルンデン風力発電所に係る主要な法律は自然エネルギーの積極導入に関する

電力価格を定める法律、環境影響評価法であった。本事業は、地元住民、企業による協同

組合が半分出資することで地元の合意・協力の下、事業が進展しているが、発電基数の多

さ（計画当初タービン 27 基）を理由に、特に景観への影響や騒音被害に関して住民から

懸念があった。しかしながら、3 回の住民ヒアリング、環境影響評価実施・公表を通して、

ほとんどが解決し（例えば、タービン 20 基に変更）、合意形成は円滑に進められた。 

デンマークにおける初めての大規模海上風力発電施設のプロジェクト建設であったこ

とから計画段階における留保事項の大半は、環境への悪影響を懸念するものであったが、

いずれも住民との対話や住民からの反対意見への速やかな対応（計画変更）や、環境影響

評価の公表の実施によって、合意形成を進行させた事例といえる。 

 

c 香川県豊島（直島）／廃棄物処理施設 
香川県豊島町に不法投棄された産業廃棄物撤去のための中間処理施設の建設事例であ

る。昭和 50 年代から平成 2 年にかけて豊島に不法投棄された約 60 万トンの産業廃棄物に

ついて、豊島住民 438 名による「廃棄物対策豊島住民会議」が、香川県や産業廃棄物処理

事業者らに対し、産業廃棄物の撤去を求め、公害紛争処理法に基づく調停を申請した。こ

れに応じて香川県が豊島の隣の直島にて中間処理施設を建設する事業計画案を提案し、直

島町長はこの申し入れを受け、平成 12 年 6 月に公害調停が成立、直島にて中間処理施設

の建設・竣工に至っている事例である。 

直島廃棄物処理施設に係る主な法律は廃棄物処理法の他、施設建設に係る一般的な法の

適用であった。香川県と直島町との間には第三者中立機関である豊島廃棄物等処理技術検

討委員会が設置され、両者すなわち行政と住民との間で調整機能を持つ機関の設置もあっ

た。例えば直島町が本施設の受入に際し条件として、(a)公害がないこと、(b)町の活性化に

つながること、(c)デメリット等に適切に対応すること、(d)町民の賛同が得られること、と
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いった提示については本技術検討委員会が活動した。本技術検討委員会の調整により、処

理施設からの排ガス・排水等に対する厳しい環境基準の設置があるなど、住民の要望を踏

まえた措置は合意形成の進行に貢献したといえる。また、香川県は、本施設周辺の地域住

民への補償制度の充実として、被害発生後に被害補償をするという独自の考えを導入し、

直島町における風評被害対策条例を制定した。 

対立してしまった当事者間で合意を形成することは容易ではなく、中立的な第三者の介

在によって事業が推進する事例といえる。 

 

d ドイツ／ノイス郡廃棄物管理計画 
ノルトライン＝ヴェストファーレン州ノイス郡の廃棄物管理計画に関する事例で、ドイ

ツ国内で初めて廃棄物管理計画に調停という手法を取り入れたものである。ノイス郡議会

は圏域廃棄物を処分する責任を有しており、廃棄物管理計画の策定は重要であった。当局

による最初の廃棄物管理計画は昭和 61 年に策定され、平成 3 年の更新の際に紛争が生じ

た。廃棄物処分場の建設計画に関して、すでに焼却施設の候補地が 3 箇所に絞り込まれて

いたためであった。廃棄物管理計画は、この紛争以前から環境保護団体および地元住民か

らの厳しい抵抗があり、環境保護団体や地元住民は、廃棄物は分別・分類・収集によって

再利用でき、商業系廃棄物は排出抑制や再利用の範囲の拡大が可能であると信じ、焼却施

設の建設は不要であると考えていた。 

ノイス郡行政は、ベルリン社会科学研究センター（公的調査研究機関）に対して、調停

手続を要請し、当該機関による第三者機関としての調停が開始された。しかしながら、す

でに可決された廃棄物管理計画の調停手続きに対して、多くの環境保護団体はあまりに遅

すぎると考えていた。1 年 5 ヶ月ほどの期間で、関係者による調停会議が 9 回開催され、

廃棄物焼却処理場のための候補地を無効とする提案がなされた。結果として、ノイス郡の

廃棄物量は相当量が削減され、最終的にはノイス郡議会が提案した新たな焼却施設建設の

必要性はなくなった。再利用不可能な廃棄物については後に、隣接の自治体へ焼却処理の

委託を契約した。 

本事例は、当初の行政の計画が達成されなかったという観点からは合意が形成されてお

らず、廃棄物管理計画の策定プロセスに住民関与がなかったことがその原因の一つといえ

る。調停手続きに関する住民意識調査では 70％が手遅れであると回答していることから

も、行政と住民との関係が悪化していた事が伺える。しかしながら、紛争を通じて行政お

よび住民が廃棄物政策に関する情報共有や知識レベル向上があり、当初の計画に対しては

双方が代替案に同意することが出来た。 

 

e フランス／高レベル放射性廃棄物新地層処分地下研究所 
フランスでは原子力事業が非常に大規模に実施されており、国の総発電量の 4 分の 3 以

上を原子力発電に依存している。あらゆる段階の核燃料サイクルが存在しており、各事業
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の結果発生する高レベル、長寿命放射性廃棄物を処分する地下廃棄処分場問題が発生して

いる。 

フランスは、他の諸外国と同様に高レベル放射性廃棄物問題の解決手段として、最終深

地層処分を考えて、地下研究所設置（設置の経緯は不明確）のために 4 箇所において地下

の試験掘削を実施していたが、1980 年代後半に入り、住民からの反対運動にさらされてい

た。政府は一時的に掘削を中止し新たな政策として、放射性廃棄物管理研究に関する法律

を制定した。また平成 5 年には廃棄物交渉官として特命でクリスチャン・バタイユ議員を

登用し、同氏により地下研究所の候補地選定問題はいったん白紙とされた。そして新たな

地下研究所の選定では、自主的に名乗りを上げた地から選定をやり直した。この際、平成

3 年の新法やバタイユ氏によって明らかにされた地域への補償金による経済波及効果は、

活性化を目指す地域の関心を得るのに大きな効果があったとも考えられ、一時は 30 を越

える地域から立候補が生まれた。 

当初、地下研究所の設置にあたり候補地選定がオープンでないプロセスによって進めら

れていたため、地元の反対運動が起こっていたが。新法の導入とともに放射性廃棄物政策

は変換され、事態の進展を得た事例といえる。 

 

f 横浜環状北西線（仮称）基本構想 
横浜環状北西線の整備は、我が国の活力の源泉である都市について、その魅力と国際競

争力を高め、年再生を実現するための「都市再生プロジェクト」のうちの１事業として、

政府の都市再生本部が平成 13 年 8 月に決定したものである。平成 15 年 6 月に横浜市と関

東地方整備局は道路計画の検討に着手し、具体的には東名高速道路の横浜青葉インターチ

ェンジと第三京浜道路の港北インターチェンジ間（直線延長約 7km）の道路建設構想が始

まった。平成 17 年 7 月現在、概略計画の案が公表された段階で最終的な合意には至って

いないものの、道路構想計画の初期段階から市民の意見を広く聞く「パブリックインボル

ブメント手法」の導入は、地域住民への情報提供と市民ニーズを満たした道路建設計画と

いう面において新たな事例である。 

パブリックインボルブメントとは、政策の立案段階や公共事業の構想・計画段階から、

住民が意見を表明できる場を設け、そこでの議論を政策や事業計画に反映させる手法を意

味し、アメリカにおける制度化が最初である。日本では平成 15 年 6 月に国土交通省が「国

土交通省所管の公共事業の構想段階における住民参加手続きガイドライン」を策定してい

る。 

横浜環状北西線（仮称）基本構想では、パブリックインボルブメントの具体的方法とし

て、オープンハウスの開催（北西線の構想を紹介）、パンフレットの配布（意見聴取のため

の葉書付きもあり。幹線道路の必要性やアンケート結果などを掲載）、広報誌の配布（横浜

市世帯を対象）、自治会・町内との会合、有識者委員会の設置（事業者のための会議）、ホ

ームページの開設（検討スケジュール、アンケート結果等を掲載）がある。 
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北西線は最終的な都市計画決定には至っていないものの、情報公開と意見聴取を繰り返

しながら、比較的問題なく着実に計画プロセスを進めている。 

 

(3) まとめ 
過去の事例において、比較的合意が進みやすいと考えられる施設や、NIMBY 傾向があ

る施設の合意形成がどのように進められたのかといった観点から事例を調査した。風力発

電建設の事例では、特段の住民反対はなく合意が円滑に進められる事例もあれば、景観や

騒音被害を懸念する住民への対応として速やかな計画変更がなされ、事業実施に至ってい

る。事業推進の途中で当事者が対立してしまった廃棄物処理の事例では、当事者の間に中

立的な第三者が介在することによって、両者の合意形成が進み事業実施に至っている。放

射性廃棄物の地下研究所の事例では、住民の反対運動によって一度は計画が白紙になるが、

新法の制定によって事態の進展に至っている。パブリックインボルブメントの適用事例の

成果あるいは課題は今後に期待されるところではあるが、事業の構想段階からの住民参加

を重要視している。いずれの事例も、当事者同氏の対立があったとしても紛争を通じて最

終的には事業に関する情報の共有や知識の向上がみられて、事業の理解に寄与していると

言え、また当事者の互いの要望を知ることができ、時には第三者の介在によって互いの要

望の妥協点を導いていると言える。また法律や法的拘束力を持つ規制等の制定が、事業を

推進に寄与することもあると言える。 

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、これらの地域レベルでの事例を参考にすることも重要である。 

 



 1679

 

4.4 法的側面の検討 

4.4.1 はじめに 

二酸化炭素地中貯留の実施状況としては、米国、日本における二酸化炭素地中貯留実証

試験、ノルウェーにおける天然ガス随伴二酸化炭素の商業ベースでの貯留、カナダにおけ

る CO2-EOR などがあり、二酸化炭素貯留実施の目的や規模の大きさも様々である。しか

しながら、世界的に温暖化対策として二酸化炭素大規模発生源における化石燃料燃焼の二

酸化炭素を分離回収し、地中貯留が実適用されているという状況にはない。一方において、

平成 18 年に改定が予定されている IPCC の GHG 排出インベントリガイドラインでは、二

酸化炭素地中貯留の規定がなされようとしている。このような状況において現在の二酸化

炭素地中貯留にどのような法が適用されるのか、また将来どのような法の適用があり得る

のか、二酸化炭素地中貯留を取り巻く法的課題を既存文献などに基づいて整理検討した。 

その上で、日本において二酸化炭素地中貯留を実施する際に、国内法に係る法的課題の

解決に向けてどのような方策があり得るのかを検討する必要がある。その検討については

有識者へのヒアリング調査を実施したので、その結果をまとめる。 

また、二酸化炭素地中貯留の関連国際法として、平成 16 年度に引き続きロンドン条約

について動向調査の結果をまとめる。 

 

4.4.2 国内法整備のあり方の検討 

(1) 主要国における陸域二酸化炭素地中貯留と適用法 
現在進行中の二酸化炭素地中貯留技術の開発には、研究開発段階という位置付けで実施

されているプロジェクトと、EOR や天然ガス随伴の二酸化炭素排出低減など、石油産業に

おける事業の一環として実施されているものとに大きく二分できる。将来的な大規模展開

では主に、化石燃料燃焼による二酸化炭素を地中貯留するものと、石油産業における事業

一環としての貯留の実施が予想される。現在実施中の二酸化炭素地中貯留プロジェクトの

多くは、研究要素を含んでいるが、その推進にあたってどのような法の適用があるのか、

まず各国における適用法の現状を陸域二酸化炭素地中貯留について整理する。 

 

① 米国 
米国では二酸化炭素地中貯留の研究開発のため、国家プロジェクトの一環として、テ

キサス州における Frio 実証試験が行われている 24)。プロジェクト期間は平成 14 年～27

年が予定されており、平成 16 年 10 月 4 日から 14 日までの 10 日間で、深度 1,500m 程

度の Frio 層と呼ばれる帯水層に約 1,600t-CO2を圧入している。このプロジェクトに係

る主要法規としては、まず National Environmental Policy Act（NEPA：国家環境政策

法）が関連している。NEPA は、環境政策など公共政策に関して、環境影響評価

（Environmental Impact Assessment：EIA）や、情報公開の実施、意思決定プロセスへ
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の市民参加などを法制化しており、Frio 実証試験ではプロジェクト実施前に、本法に基

づく EIA 作成の要否のための予備的なアセスメントを実施している。予備的なアセスメ

ントによって、本実証試験は重大な環境影響がないとの結論に至り、NEPA の要求によ

る EIA 作成および住民説明会の実施までは必要とされなかった（ただし自主的な取り組

みという位置付けでの説明会は実施された）。次に二酸化炭素圧入に関しては、

Underground Injection Control（UIC）Program25)（地下注入規制プログラム）が適用

されている。飲料水を地下からの供給する米国では、Safe Drinking Water Act（飲料水

安全法）の規定に基づき UIC プログラムを策定することによって、飲料水源泉を汚染物

質による影響から保全している。UIC プログラムでは、圧入井を 5 つにクラス分けし、

圧入される物質はその性状に基づいてクラス別圧入井に振り分けられる。 

クラスⅠ坑井：有害廃棄物関連（飲用地下水層より深部へ） 

クラスⅡ坑井：EOR 関連 

クラスⅢ坑井：鉱物資源採掘関連 

クラスⅣ坑井：放射性廃棄物関連 

クラスⅤ坑井：クラスⅠ～Ⅳの範疇外のもの全て 

このような類別からなっており、Frio 実証試験ではクラスⅤが適用されている。 

 

② オーストラリア 
西オーストラリア州の北西海岸沖合いのバロー島において、石油系事業者によって平成

21 年以降実施が予定されている事業に Gorgon Development26)（ゴルゴン開発）がある。

ゴルゴン地域はオーストラリアにおける重要な天然ガス資源を有する地域の一つであり、

ゴルゴン開発はバロー島を拠点にして、この地域の天然ガスを採掘すると同時に、天然ガ

ス随伴二酸化炭素を帯水層へ地中貯留する計画で、貯留規模は 500 万 t-CO2/年のものであ

る。本事業に係る主要な関連法は、Petroleum Pipelines Act（石油パイプライン法）など

で、これらに基づく許可が必要とされる他、Barrow Islands Act 2003（バロー島法）に基

づく社会的影響管理計画に関する提案書、Environmental Protection Act 1986（環境保護

法）に基づく環境影響評価が必要とされている。環境影響評価に係る手続に関しては、関

連する評価書を公開する段階でパブリックコメントを募ることが必要であり、平成 17 年

11 月現在、環境影響評価ドラフトの公開期間中におけるパブリックコメントの募集が終了

したところである。 

 

③ カナダ 
カナダでは、サスカチュワン州において石油事業者や州政府などとの共同による

Weyburn プロジェクトを平成 12 年から進行中で、年間 100 万 t-CO2を圧入している。

このプロジェクトは CO2-EOR が主目的であり、Crown Minerals Act（鉱業法）などが
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主に関連している。また、二酸化炭素挙動に関して、モニタリングプロジェクトが別途

実施されている。 

 

以上のように、現在、実証試験を含みいくつかの国で実施されつつある陸域二酸化炭素

地中貯留に共通していることは、石油・ガス産業、鉱業、パイプライン、輸送など操業管

理に関する法規制の適用、また環境影響評価に関するような法規制の適用である。二酸化

炭素地中貯留に特化した法規制ではないが、少なくとも時刻の多くの法律に基づいて実施

しているということである。 

 

(2) 海域二酸化炭素地中貯留の国際条約における法的取り扱い 
一方、ノルウェーにおける Sleipner プロジェクトは、石油事業者による世界初の商業ベ

ースでの海域二酸化炭素地中貯留実証事例であり、北海沖の Sleipner ガス田において、天

然ガスの随伴二酸化炭素を分離し帯水層へ貯留している。平成 8 年から年間 100 万 t-CO2

を貯留しており、明確な法律名は定かではないが石油あるいは鉱業に関する自国の法律が

適用されている。 

海域における二酸化炭素地中貯留は主に海洋環境に関する国際法が関係し、Sleipner プ

ロジェクトに関して国際法における解釈は明確にされていないが、日本を含め、海域二酸

化炭素地中貯留の実施を検討する国は今後増えることが予想され、国際法における解釈が

重要となっている。国際条約上、二酸化炭素地中貯留の法的取り扱いはどのような方向に

向かいつつあるのか、これまでの経緯について簡単に整理し、ロンドン条約の最新動向は

後で詳述する。 

ロンドン条約は、廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染を防止し、海洋環境の保全を

図ることを目的にした 1972 年制定の国際条約である。条約の付属書に、海洋投棄をして

はならない禁止物質を規定し、また海洋投棄物質の場合の許可要件を掲載する、いわゆる

「ブラックリスト」方式による措置を取っている。 

ロンドン条約 1996 年議定書はロンドン条約の改正版であり、大きな改正点として海洋

投棄の全面禁止を前提とした議定書へ変更された点があげられる。すなわち付属書に掲載

の物質を海洋に投棄する検討ができるとした、いわゆる「リバースリスト」方式の措置の

採択である。 

過去におけるロンドン条約上の二酸化炭素に関する議論として、まず平成 11 年 5 月開

催の科学者会合（年 1 回開催）において、国際環境 NGO の Greenpeace International が

二酸化炭素海洋投棄はロンドン条約に抵触するという問題提起があったことに始まる。

Greenpeace International は、化石燃料から生じる二酸化炭素は産業廃棄物の定義に相当

するため本条約に抵触すると主張した。この主張については支持する締約国もあったが合

意には至らず、締約国会議（年 1 回開催）に持ち越され議論されたもののさらなる検討が

必要であるとして、判断は実質上、未解決のままとなった。二酸化炭素をめぐる議論は、



 1682

それ以降取り立てるべきものはなかったが、平成 15 年 10 月開催の締約国会合にて、海域

における二酸化炭素地中貯留に関する議題（OSPAR 条約に関連する内容）の提供が英国

からなされたことにより、議論が活発化された。平成 16 年 11 月開催の締約国会合では、

英国主導により海洋環境での二酸化炭素貯留に関してロンドン条約およびその 1996 年議

定書における問題（主に法的事項）について議論するためのワーキンググループ設置が提

案され、議決された。また、このワーキンググループは翌年 5 月の科学者会合に対して、

科学的事項として二酸化炭素地中貯留に関する環境リスクとベネフィットについて初期的

な評価と知識の共有に取り掛かることを勧告するなど、ロンドン条約は法律の側面と科学

的側面の両面から二酸化炭素地中貯留についての議論を促進させている。 

このように、二酸化炭素は産業廃棄物か否か、二酸化炭素貯留は投棄という行為に相当

するか否かなど、定義に関する解釈が関連条約の外でもしばしば論点となってきたものの

（例えば Purdy27））、これまでその解釈は不明確なままであった。しかしながら、ロンドン

条約という国際条約上で海域二酸化炭素地中貯留の法的位置付けが問題として取り上げら

れたことにより、今後、条約に基づく明確化がなされていくことが予想される。国際的な

議論は始まったばかりであるが、その際には気候変動緩和策としての必要性が強く認識さ

れるならば条約の改正も視野に入れられるだろう。 

 

(3) 今後の二酸化炭素地中貯留に関連する法的課題 
二酸化炭素地中貯留は、操業の観点から見れば石油産業における油・ガス田掘削技術の

応用が可能であり、また、より類似的な技術である CO2-EOR は石油業あるいは鉱業に関

する法的枠組みにおいて実施されてきている。そのため、二酸化炭素地中貯留の操業管理

面では多分に石油産業における法規制を含む手法を継続あるいは転用することが、可能か

つ現実的であると考えられ得る。したがって、二酸化炭素地中貯留を石油業に関する法的

枠組みにおいて実施することはあり得る。 

しかしながら、二酸化炭素地中貯留が石油産業のような限られた業界の範囲で実施され

る場合であっても、地球温暖化問題に対処する意味を持って広範に実施されるには、地球

温暖化問題に即した環境の面からの規制あるいは法的枠組みが関係し、とりわけ二酸化炭

素長期貯留の評価やモニタリング、貯留の長期的責任など長期貯留に関しての法的枠組み

が課題となり得る。二酸化炭素長期貯留の評価には、二酸化炭素貯留層およびその周辺の

層の地質特性を把握することによって、貯留された二酸化炭素の広がりや、二酸化炭素漏

洩の可能性に関する評価などが含まれ、これらはサイト選定の基準にも密接に関係し得る。

モニタリングは長期的責任の課題と関連し、貯留サイトを管理する手段としてのモニタリ

ングの必要性とその期間や、操業中あるいは操業終了後のデータ保持記録、モニタリング

コスト負担など誰がどれくらいの時間スケールで負担するかなどの課題に取り組む必要が

あると考えられる。なお、平成 18 年に改定が予定されている IPCC の GHG 排出インベン

トリガイドラインでは、二酸化炭素地中貯留の規定がなされようとしており、本ガイドラ
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インそのものは法的拘束力を持たないが、貯留された二酸化炭素を長期的に二酸化炭素削

減量に算定できるよう漏洩リスクの評価やモニタリングの実施などが規定されている。 

また、二酸化炭素地中貯留がもたらし得る影響を、蓋然性を伴うリスクとして扱って法

的に無過失責任とするのか、あるいは不確実性を伴うリスクとして扱って予防原則の措置

の適用によって悪影響が生じないことを立証するという義務を負わせようとするのか等、

種々の課題が想定される。長期的責任は二酸化炭素地中貯留の社会的な理解を得ることに

影響することも指摘されている 28)。なお、法的な許認可取得の負担を含め、法規制面が二

酸化炭素地中貯留の導入に制約を課すことになるのかを検討した報告例 29)もあるが、評価

するにはさらなる時間を要するとして結論に至っていない。 

これまで述べてきたように、現在研究要素を含みつつ実施中の二酸化炭素地中貯留は、

石油業・鉱業に関する法的枠組みで実施する場合もあれば、一般アセスメントに基づいて

環境影響からの保全の合意を得つつ実施する場合もあるなど、それぞれ自国の法の適用に

依っている。将来の本格的な実適用に向けては、陸域および海域二酸化炭素地中貯留とも

に、今後さらに明確な法的解釈を検討していく必要があると言える。また、IEA レポート
30)にも指摘があるように特に長期貯留に関するデータが必要とされており、二酸化炭素漏

洩の可能性に関する評価を十分に行い、貯留サイト選定やモニタリングの要件を明らかに

するデータが求められている。二酸化炭素地中貯留が地球温暖化防止のための方策の一つ

として本格的に実施されるには、科学的データが重要な役割を果たすことはもちろんのこ

と、データの開示によって社会的な理解を得つつ、法的枠組みを構築していくという取り

組みが重要である。 

 

(4) 日本における二酸化炭素地中貯留に係り得る関連法 
我が国においては、平成 12 年 10 月から実施された二酸化炭素地中貯留技術研究開発の

実証試験において、主要な法律として鉱業法と鉱山保安法が係わっている。また、タンク

ローリーでの二酸化炭素輸送に関して道路交通法が係わる他、二酸化炭素の取り扱いにつ

いては高圧ガス保安法に基づくなど既存法の適用によって貯留を実施している。 

二酸化炭素地中貯留を研究開発として実施する場合とは別途、日本で将来二酸化炭素地

中貯留が事業目的で展開される場合、それがいつ、どのような事業主体者によってどのよ

うな枠組み（二酸化炭素削減など）で実施されるのか明確ではないが、係る法的根拠が不

明確なままでは事業実施の障壁ともなり得る。そのため関連法を明確にしておくことは重

要である。 

これまでの調査からは、現行法の範囲で実行可能とされる工程は、二酸化炭素の分離・

回収の部分であり、そこでは高圧ガス保安法や、事業主体に係る法律（二酸化炭素発生源

を火力発電所と想定した場合、電気事業法など）が関連すると言える。パイプラインなど

の二酸化炭素輸送工程については、高圧ガス保安法が主に係る法律としてあげられた。た

だし、土地利用に関する法律が関連することも考えられる。一方、二酸化炭素圧入工程で
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はロンドン条約を担保する廃棄物処理法、海洋汚染防止法が関連することなどが明らかに

なっているが、前節でも述べたようにロンドン条約での二酸化炭素の扱いは不明確で、国

内法でも扱いは明示されていないことが明らかとなっている。国際法においても国内法に

おいても法起草の際に二酸化炭素地中貯留は想定されていなかったことが、法解釈を不明

確にする理由の一つでもある。また、IEA レポート 30)が指摘するように二酸化炭素を長期

に貯留することに関して、責任や二酸化炭素の挙動モニタリングの義務付けなどは、新た

な法的課題となっている。 

将来の日本における二酸化炭素地中貯留の実施シナリオは、事業主体者や枠組みなど組

み合わせによって複数のシナリオが考えられ、現段階において具体的な実施シナリオを規

定することは適当でない。しかしながら、後述するロンドン条約の最新動向との動きも考

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

が国の法的扱いを明確にしておく必要があると考えられる。そこで、二酸化炭素地中貯留

に係る法律について、法的取り扱いを明確にしておく必要があると考えられる点と、それ

ら法的取り扱いに関して現行法の範囲で二酸化炭素地中貯留の実施可能なのか、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、有識者の意見を伺うべくヒ

アリング調査を実施した。以下にその結果を示す（表 4.4-1 参照）。なお、限られた時間制

約でのヒアリング調査において、検討された問題点の抽出や議論は十分とは言えず、また

意見は有識者が有する専門分野の観点に依るため、これら得られた意見は今後の法検討の

際の端緒として位置づける。 

 
表 4.4-1 二酸化炭素地中貯留に係る法的扱いに関して明確にしておく必要があると 

考えられる項目の列挙とそれらに関する意見の概要 
 有識者 A 有識者 B 有識者 C 

回収二酸化炭素  ・ 現行の廃棄物処理法 *1 は気

体を対象外としている。その

ため、二酸化炭素を気体とし

て扱えば「廃棄物」にならな

い可能性はある。  
・ フロン特別対策法 *2 のよう

な扱いも考えられる。  

・ ロンドン条約 1996
年議定書の改正 *3 に

準じて、海洋汚染防

止法 *4 の改正による

扱い (二酸化炭素掲
載、ガイドライン規

定、許認可管轄省庁

の規定等)が可能なの
ではないか。  

・ 京都議定書とリンクす

るような法律がなけれ

ば、accounting に関し
て意味のない実施にな

り得るのではないか。  
 

(二酸化炭素貯留サイトについて)   
土地の権利関連  ・ 鉱業法*5での扱いとするか。

ただし、現行法のままでは適

当ではないため改正が必要

とも考えられる。  
・ 鉱業法における鉱業権は物

権であり、もし二酸化炭素貯

留にとってこのような物権

が既得権としてマイナスに

影響するのであれば立法の

措置を考える必要があるだ

ろう。  

・ (海域地中貯留の場合
の土地の権利関連に

ついて)海域は公のも
のであるが、鉱区 *7

が設定されている場

合は扱いが不明であ

り、検討を要する。  

・ 仮に二酸化炭素貯留権

のような権利が鉱区と

重複するような場合は

事業者間での調整とな

る。権利問題は障害にな

らないのではないか。例

えば油・ガス田が残って

いる鉱区に、他事業者が

二酸化炭素貯留を実施

したいと来た場合、二酸

化炭素貯留による油・ガ
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・ 大深度地下法 *6 を参考にす

ることも考えられる。  
ス田増進回収の可能性

があると考えられる。  
 

被害補償関連  ・ 金属鉱業等鉱害対策特別措

置法 *8 を参考にすることも

考えられる。（しかしながら、

二酸化炭素が相当に厳しい被

害を及ぼすとは考えにくいた

め、そこまで厳しい措置が必要

なのかは検討を要する。）  

・ 風評被害や財産価値

の低下などに対する

補償が必要かとも考

えられる。  

・ 100 年、1000 年後の影
響に対しては、基金制度

を設定するのが適当か

と考えられる。  
 

(二酸化炭素長期貯留について)   
長期責任  ・ 事業者の存続などを考慮す

ると、最終的には国が出てこ

なければ困るとも考えられ

る。ただし、事業に関するこ

とに簡単に国が出ていくべ

きではなく、費用負担は事業

者あるいは消費者になるで

あろう。  
・ 鉱業権 *9 のように厳しい責

任を負わせる必要があるの

かは不明であり、検討を要す

る。  

・ 法で担保することは

あり得る。例えば、

financial guaranty
を定めるなどが考え

られる。  
 

・ 二酸化炭素発生源が責

任事業者で、二酸化炭素

削減量は二酸化炭素発

生源でのカウントとな

る。  
・ 二酸化炭素圧入を掘削

会社が請け負う場合、管

理、測定、モニタリング

に関する責任は掘削会

社が負う。  

環境影響評価、  
モニタリング  

・ 二酸化炭素排出のカウント

目的のために、モニタリング

は必須になるのではないか

と考えられる。  

・ ロンドン条約 1996
年議定書の改正 *3 に

準じて、海洋汚染防

止法 *4 の改正による

扱いが可能なのでは

ないか。  

・ 環境影響評価（情報公

開、住民参加を含む）に

関して法で確保できな

ければならないと考え

るが、現行の鉱業法では

これらの確保が不十分

になるだろう。  
 

(総合意見) 
 ・ 現行法改正で実施可能なの

か、新法が必要なのかの判断

は難しい。  

・ 現行法の改正で実施

可能となる可能性が

高いのではないかと

考えられる。  

・ 新法が必要なの

ではないかと考えられ

る。  

*1:廃棄物の処理及び清掃に関する法律  

*2:特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律  

*3:ロンドン条約 1996 年議定書の改正については、後述を参照  

*4：海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律  

*5：鉱業法の目的 :[鉱業法第一条 ]この法律は、鉱物資源を合理的に開発することによって公共の福祉の増進に寄

与するため、鉱業に関する基本的制度を定めることを目的とする。  

*6：大深度地下の公共的使用に関する特別措置法  

*7：鉱区 :鉱業法 [第 5 条鉱業権 ]（抜粋）登録を受けた一定の土地の区域。  

*8：金属鉱業等鉱害 :鉱害が発生した時の責任の担保として基金があり、毎年度の積み立てをしている。  

*9：鉱業権 :鉱業法 [第 5 条鉱業権 ]この法律において「鉱業権」とは、登録を受けた一定の土地の区域（以下、「鉱

区」という。）において、登録を受けた鉱物及びこれと同種の鉱床中に存する他の鉱物を掘採し、及び取得

する権利をいう。  

 

有識者の意見をまとめると、二酸化炭素地中貯留は現行法改正で実施可能であるとする

ものと、新法が必要であるとするものに分かれる。いずれにしても、現行法の範疇では二
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酸化炭素地中貯留の実施に係る法解釈に関して検討が必要であり、具体的にどのような解

釈があり、どのような問題点が生じるために現行法の範疇を逸するのか、またその解決に

向けて必要な改正あるいは立法にはどのような措置があり得るのかについては、今後、さ

らに多数の意見を募る必要がある。 

 

(5) まとめと今後の課題 
二酸化炭素地中貯留が研究開発を目的として実施される場合とは別に、事業目的に展開

される場合は、係る法的根拠が不明確なままでは事業実施の障壁ともなり得る。これまで

の調査によると、回収した二酸化炭素の扱いが国際法においても国内法においても不明確

であり、また、二酸化炭素を長期に貯留することに関して、長期的責任や二酸化炭素の挙

動モニタリングの義務付けなどは、新たな法的課題となっている。 

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

行法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必要なの

か、有識者へのヒアリング調査を実施した。その結果、有識者間でこれらの意見は分かれ

ることから、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。 

 

4.4.3 国際条約の動向 

(1) ロンドン条約の動向 
ロンドン条約（London Convention）は、正式には“Convention on the Prevention of 

Marine Pollution by Dumping of Waste and Other Matter, 1972”（1972 年の廃棄物その

他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約）といい、1975 年に国際発効した条約で

ある 31)（以下、LC と略す。）。条約の目的は、廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染を

防止し、海洋環境の保全を図ることで、条約は 22 か条の本文と３つの付属書から構成さ

れている。 

付属書では、海洋投棄の禁止、許可を規定しており、付属書Ⅰでは列挙した物質の海洋

投棄を全面禁止、付属書Ⅱでは締約国に委ねられた特別許可によって投棄を許可する物質

を、付属書Ⅲでは一般許可による投棄の許可を規定している。付属書Ⅰには例えば、有機

ハロゲン化合物、水銀および水銀化合物、カドミウムおよびカドミウム化合物など健康影

響の発現のおそれのある物質の他、放射性廃棄物や放射性物質、平成 8 年 1 月 1 日からの

産業廃棄物がある。LC では、海洋投棄してはならない物質を規定する、いわゆる「ブラ

ックリスト」方式による措置を取ってきている。 

一方、LC の全面的な改正版として制定された条約に、ロンドン条約 1996 年議定書

（London Protocol）がある。正式には“1996 Protocol to the Convention on the Prevention 

of Marine Pollution by Dumping of Waste and Other Matter, 1972 and Resolutions 
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Adopted by the Special Meeting”（1972 年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の

防止に関する条約の 1996 年議定書）という（以下、LP と略す）。LP の目的は LC と同様

で、条約は 29 か条の本文と 3 つの付属書から構成されている。大きな改正点の一つとし

て、LC では海洋投棄の禁止および許可を規定するというブラックリスト方式による体制

から、LP では海洋投棄の全面禁止を前提にするという「リバースリスト」方式による体

制へ変更した点があげられる。すなわち、付属書Ⅰに掲載の物質は投棄の検討ができる物

質とした。ただし、投棄の検討を可能としたのであって、投棄には許可を要する措置が定

められている。また、付属書Ⅱでは、付属書Ⅰにおいて投棄を検討できるとされた廃棄物

その他の物について、個別の海洋投棄処分許可を発給する際に規制当局が考慮すべき事項

を規定している（通称、WAF（Waste Assessment Framework））。 

LC では、条約の運用として締約国会合（Meeting of Contracting Parties）と、科学者

会合（Meeting of Scientific Group、以下 SG と略す）がそれぞれ年 1 回開催され、条約

の適用など諸問題を扱うための議論が繰り返されている。 

前出で少し触れたように、二酸化炭素については過去に二酸化炭素地中貯留よりも二酸

化炭素海洋隔離について議論が先行し、また二酸化炭素が産業廃棄物か否かが論点となっ

た。最近では、平成 15 年 10 月に開催された第 25 回締約国会合にて、二酸化炭素地中貯

留に関する議題の提供が英国からなされたことに始まり、議論が活発化している状況にあ

る。 

平成 16 年 11 月に開催された第 26 回締約国会合では、英国から海洋環境での二酸化炭

素貯留（sequestration）に関して、LC および LP における問題について議論するための

ワーキンググループ（WG）設置の提案が行われた。この WG 設置の提案に対しては、複

数の国が賛成するとともに、本 WG への参加が表明され、また TOR（Terms of Reference）

が合意されたことによって正式に LC における議論として英国を議長とした二酸化炭素貯

留（海底下の地中（geological structure）貯留に限定）の WG が進められることで決定が

なされた。 

 

第 27 回締約国会合 

平成 17 年 11 月に第 27 回締約国会合が開催された。そのうちの二酸化炭素地中貯留に

関しては二酸化炭素地中貯留 WG において以下のような結論が得られた。 

・ 海底下地質構造への二酸化炭素貯留に関して LCおよび LPの規定下での整合性につい

て、法的問題の分析を完了していないこと、および見解が暫定的なものであることが

明示された。 

・ EOR での二酸化炭素利用、海洋構造物での通常運用の一部、または海底下の鉱物資源

探索に関連した二酸化炭素廃棄や貯留については、海底下の二酸化炭素地中貯留は容

認できることに合意した。しかしながら、その他の問題については合意に至らなかっ

た。 
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・ そのため、二酸化炭素地中貯留に関して LC および LP の法解釈については合意に達す

るか、あるいは適切な修正を行うのが得策であろうとの見解に至った。 

・ WG は締約国会合が二酸化炭素地中貯留に関して将来的活動を検討して指針を提示す

べきであることを以下の通り勧告した（概要を記す）。 

 海底下地質構造への二酸化炭素貯留が、気候変動と海洋酸性化という課題に取り

組む一連の手段のひとつとして重要な役割を担うものであることを認識すること。 

 海洋投棄による汚染からの海洋環境保護に関する地球規模の特別の枠組みを提供

するロンドン条約および同議定書が、海底下二酸化炭素地中貯留の海洋環境への

影響に取り組むための適切な地球規模の条約であることに合意すること。 

 ロンドン条約および同議定書を海底下二酸化炭素地中貯留の様々な状況に対して

どのように適用するかについては、様々な解釈があることを認識すること。 

 議定書の明確化（必要なら改正）や条約の検討を含めて、海底下二酸化炭素地中

貯留の促進および/または規制のオプションの検討を行うことが望ましいと決定す

ること。 

 海底下二酸化炭素地中貯留の促進および/または規制の観点から、ロンドン条約お

よび同議定書の明確化（必要なら改正）のための選択肢を整備するため、本締約

国会合による提案、それに付随する書類の指示に基づき、関連の WG を召集し、

締約国会合に WG の報告を行うこと。 

 第 28 回締約国会合において、海底下二酸化炭素地中貯留をロンドン条約および同

議定書のもとで促進および/または規制する最良の方法を検討することを決定する

こと。 

 

(2) まとめ 
今後の締約国会合では、二酸化炭素地中貯留の実施は気候変動による海洋環境への影響

に取り組むための重要な役割を果たすという認識の下、ロンドン条約 1996 年議定書の改

正の検討がなされていくこととなる。二酸化炭素地中貯留は国際法上で法的に明示される

可能性もあり、今後も最新の動向を追っていく必要があると考えられる。 
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4.5 まとめと今後の課題 

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、①国際的環境基準の設定、

②モニタリング評価の国際的基準の設定、③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。 

 

 

参考文献 
1) 二酸化炭素地中貯留技術研究開発 平成 15 年度報告書参照 

2) 二酸化炭素地中貯留技術研究開発 平成 16 年度報告書参照 

3) M. Siegrist, “The influence of trust and perceptions of risk and benefit on the 

acceptance of gene technology”, Risk Analysis, 20, 195-203, (2000) 

4) 田中豊 ,“ 遺伝子組み換え技術の社会的受容に影響を及ぼす要因”, 日本社会心理学会

第 43 回大会発表論文集, 606-607,(2002) 

5) 山岸俊男, “安心社会から信頼社会へ”,中公新書, (1999)  

6) 前田恭伸 ,“リスクコミュニケーションにおける信頼性の決定要因 ”,環境科学会

誌,17(4),305-311,(2004) 

7) DTI, “A strategy for developing carbon abatement technologies for fossil fuel 

use”,(2005) 

8) http://www.dti.gov.uk/energy/coal/cfft/cct/pub/pdfs/r276abc.pdf 参照  

9) http://www.CO2-cato.nl/modules.php?name=CATO&page=1 参照  

10) http://www.CO2-cato.nl/downloads/Reports/6-3-06_Public_perceptions_Best_Daam

en.pd 参照 

11) http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/964/964-04.pdf 参照 

12) http://ir.lib.sfu.ca/retrieve/2455/etd2057.pdf 参照 

13) 馬橋憲男，“国連と NGO－市民参加の歴史と課題”，有信堂高文社，(1999) 

14) http://www.ecolex.org/index.php 参照 

15) 上河原献二，吉田正人，“IUCN（国際自然保護連合）”西井正弘編「地球環境条約」，

有斐閣，（2005） 

16) 磯崎博司，“国際環境法”，信山社，（2000） 

17) http://www.wwf.or.jp/ 参照 

18) http://assets.panda.org/downloads/wwfannualreport.pdf 参照 

19) http://www.greenpeace.or.jp/ 参照 

20) http://www.greenpeace.org/international/ 参照 



 1691

21) http://www.greenpeace.org/raw/content/international/press/reports/annual-report-

2005.pdf 参照 

22) http://www.climnet.org/ 参照 

23) http://www.climnet.org/CTAP/CTAP.htm 参照 

24) http://www.beg.utexas.edu/environqlty/CO201.htm 参照 

25) http://www.epa.gov/safewater/uic/index.html 参照 

26) http://www.gorgon.com.au/ 参照 

27) R. Purdy and R. Marcrory, “Geological Carbon Sequestration: Critical Legal 

Issues”, Tyndall Centre for Climate Change Researsh, (2004) 

28) M.A. De Figueiredo, et.al, “Framing the long-term liability issue for geologic 

storage carbon storage in the United States”, Mitigation and adaptation strategies 

for global change. In press. 

29) E. Vine, “Regulatory constraints to carbon sequestration in terrestrial ecosystems 

and geologic formations: a gation and adaptation strategies for global change, 9, 

77-95, (2004) 

30) OECD/IEA, “Legal Aspects of Storing CO2”, Paris, OECD/IEA, (2005) 

31) http://www.londonconvention.org/ 参照 

 



 
 

 1692

第5章 安全評価関連調査 

5.1 研究概要 

二酸化炭素 (CO2)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 100 万 kW 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 (1)圧入層に地層水流が存在した場合、(2)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 (3)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、(1)～ (3)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 GHG Weyburn CO2 Monitaring & Storage Project 

Phase2 に参画し、海外動向調査にも取り組んだ。  
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5.2 海外動向調査 

5.2.1 はじめに  
(1) これまでの研究概要 

平成 13 年度に安全性に関する考え方を参考にするため、類似事業としてフランスと

ドイツにおける帯水層への天然ガス地下貯蔵事業を海外調査し、適地選定のための事

前調査と圧入操業中の観測を重視していることを明らかにした。  

また、平成 14 から 16 年度に掛けては、 IEA GHG Weyburn CO2 Monitaring & 

Storage Project Phase１のスポンサーのひとつとして参画し、貯留二酸化炭素の地中

挙動に関する技術的側面、社会的側面の研究に関与し、同プロジェクト関係者間で進

捗状況、運営管理及び計画を協議する Project Coordination Meeting(PCM)に参加し

て、現地での情報を収集した。  
 

(2) 平成 17 年度研究の位置づけ 

平成 17 年度は、正式に発足した IEA GHG Risk Assessment Network に参画し、安

全性評価、データ管理等の安全性評価周辺分野でのネットワーク活動を開始した。ま

た、上記 IEA GHG Weyburn CO2 Monitaring & Storage Project Phase2 にスポン

サー参画し、安全管理を中心に現地での情報収集を行った。  

 

5.2.2 IEA GHG Risk Assessment Network 
(1) ネットワーク設立の経緯及び活動内容 

二酸化炭素地中貯留実適用に向けては、技術の安全性と環境影響範囲を示すことが

必要であり、且つ、生態系及び健康への影響について理解を得ることも同様に必要で

ある。そのためには、オープンで透明性の有る安全性評価手法が求められるとの認識

に立ち、平成 16 年 9 月から、関係者によるネットワークを形成して同手法を集約する

組織の検討が進められた。今回、ネットワークとしての業務、組織、運営の各案を詳

細検討し、以下の 5 つの WG からなるネットワーク（図 5.2-1 参照）を正式に発足さ

せた（Launch Meeting,8 月 23-24 日 ,オランダ ,ユトレヒト市）。  

Launch Meeting 参加者は Weyburn,Sleipner 等の主要プロジェクト関係者を含む

42 名（除く、事務局）に上り、安全性評価に係る主要なメンバーが会する場となった。

各 WG での活動は協議の結果、以下の内容となった。  

a.データ管理 WG…安全性評価データの目録整備及び主要プロジェクトでの安全

性評価ベンチマークの検討  

b.リスク評価 WG…安全性評価手法、ガイドラインの目録整備及び共同活用の検討  

c.環境影響評価 WG…生態系及び人間健康を中心とした環境影響情報の集約  

d.法規類相関 WG…現行法規の整理と安全性評価に基づくガイドラインの整備  

e.コミュニケーション WG…WG 成果の広報普及（今回は未開催）  
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図 5.2-1 IEA GHG Risk Assessment Network 組織  

 

(2) 今後の活動 

平成 17 年 8 月から 5 年間を目途に上記活動を行う。次回（平成 18 年 9 または 10

月開催予定）は Weyburn,Sleipner 等の国際的に先行するプロジェクト・データを中

心とした安全性評価手法の比較、データ相互のリンク機能、法規類相関等を中心とす

る予定。  

 

5.2.3 IEA GHG Weyburn CO2 Monitaring & Storage Project Phase2 
(1) Phase2 参画の経緯  

Weyburn では平成 12 年 9 月より EOR（Enhanced Oil Recovery）による二酸化炭

素地中貯留を行っており、二酸化炭素地中貯留技術で長期間に渡るフィールド規模で

のデータを持つ数少ないサイトの一つである。 IEA GHG Weyburn CO2 Monitaring & 

Storage Project ではカナダ PTRC(Petroleum Technology Research Center)及び

ENCANA Resources の連携下で発足したプロジェクトに政府機関、企業等 15 のスポ

ンサーが参画していた。平成 16 年に終了した Phase1 では、スポンサーの一つとして

これに参画し、サイトの地質評価、二酸化炭素の地中挙動予測、貯蔵容量算出等の実

用面での有効な情報を得て来た。その一方で、検討に使用した地球科学モデルに改善

の余地を残すこと、実施した試験条件に加えて確認すべき条件を有すること等の継続

検討事項を残すことから、平成 17 年より新たに Phase2 が開始されるに当たり、改め

て ス ポ ン サ ー 参 画 し 関 連 情 報 を 得 る こ と 及 び 関 連 す る Risk Assesment、

ITC(International Test Center)のデータを得て貯留技術の実用化推進に役立てること

を目的とする。  

 

運営委員会  

データ管理ＷＧ  

リスク評価 WG 

環境影響評価ＷＧ  

法規類相関ＷＧ  

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝＷＧ  

事務局  

データセッ
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(2) 現地調査（平成 17 年 11 月 6 日～10 日）  

① 目的：  
平成 17 年度業務計画の「安全指針案作成」に向けて先行プロジェクトの管理状況

を精査し、Web 等による机上調査結果に関係者へのヒヤリング等による情報強化を図

ると共に、設備状況、運転管理等の視点をより充実させることを目的とする。  

 

② PTRC ヒヤリング結果（Regina 大学内、PTRC 会議室にて）  
a.Weyburn プロジェクトでは石油生産量は、一次回収の 1960 年代が最大であった。

二次回収段階においては「水注入＜二酸化炭素注入」となっており、2008～2015

年の生産量が最大となる見込み。  

b.長期安全性評価に関しては、5000 年に及ぶ二酸化炭素挙動をシミュレーションし

たが、その結果、二酸化炭素の地上漏洩は、全貯留量の 0.02%程度であることが

分かり、非常に大きな成果である。  

c. Phase1 では、地震波調査、構造解析などを中心に行った。Phase2 では、地下水

の挙動、地質学的性質の変化などをさらに調査する予定で 5000 年にわたる地質学

的データをはじめとする各種の（Phase1 で得られなかった）モデル解析を行う。 

d.二酸化炭素の挙動等には、注入および地中での圧力が大きく影響することがわかっ

ている。  

e. 二酸化炭素地中貯留に関する法的規制は、現時点で EOR に関する規制はあるもの

の、二酸化炭素地中貯留に限定した法規制はカナダ、アメリカともにない。今後

は、規制も必要になってくるので、その規制をつくるための調査を本プロジェク

トにおいて実施している。このため、カナダ政府やサスカチュワン州政府も、本

プロジェクトに参画をしている。  

 

③ Weyburn CO2貯留サイト視察結果  
a.主 ENCANA 社資料他に基づく概要数量他は次の通り。  

面積：210 km2 

稼動井：725本→採掘量  4,500m3/日 1954年採掘開始 (中位密度 )→1964年  water 

injection 開始→2000 年 CO2 injection 開始  

water injection：220 本→注入量 28,000t/日  

CO2 injection：88 本→注入量   5,000t/日  

石炭ガス：ダコタガス社（DGC 社）・米国より、純度約 95％、  

輸送パイプライン：約 320km 

b.石油採掘同伴二酸化炭素は、分離・再利用を行っており、全注入量の約 20%がリサ

イクルされる。  
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c.二酸化炭素は無色無臭であり、単体では漏洩が確認できないので、着臭剤（硫黄系）

を混入している。  

d.現場機械操作は、一切を計算機制御しており、コントロール･ルームで一元管理し

ている。  

e.サイト選定にあたっては、カナダ及びサスカチュワン州の環境アセスメントの規制

に従って安全性評価を実施している。なお、二酸化炭素貯留として特別な対応は

おこなっておらず、一般的な EOR プロジェクトとして、通常の手続きのみを実施

している。  

f.二酸化炭素貯留に関して特別な規制やライセンスは定められていない。石油生産、

および EOR に関しては、サスカチュワン州政府に申請を行い、操業ライセンスを

取得している。  

g.それぞれの担当者の実施事項や訓練マニュアルなどに関しては、細かい資料が整備

されており、訓練プログラムもあるが、原則非公開である。EnCana 社全体で、

環境・健康・安全マネジメントが構築・運用されており、関連マニュアルが整備

されている。  

ドーム状施設内に water injection,CO2 injection ラインを有する（図 5.2-3 及び

5.2-4）。右手黒いボードはソーラーパネルで制御用電源に使用される。  

 

    図 5.2-2 二酸化炭素注入井外観 

   

 

 

 

 

 

 

 

図 5.2-3 二酸化炭素 ,水受入･注入ライン     図 5.2-4 注入孔  
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図 5.2-3 の右緑ラインが水注入ライン、未塗装立ラインが二酸化炭素受入ラインで、

図 5.2-4 の二酸化炭素注入孔に続く。青矢印が水 (H2O)、赤矢印が二酸化炭素の各移行

方向を示す。  

二酸化炭素と水の切替えは盲板挿入等によって行う。 

 

④ その他  
a.SRC 研究所、Regina 大学研究所及び二酸化炭素回収インターナショナル･テスト･

センター研究所（Regina 大学内、PTRC に隣接）及び Apache 社（Weyburn CO2

貯留サイトに隣接）の各調査を併せて行った。  

b.SRC 研究所及び Regina 大学研究所は Weyburn を対象とした地下水水質測定、原油

性状試験（圧力、気温の影響、質量特性他）等を実施。  

c.二酸化炭素回収インターナショナル･テスト･センター研究所では火力発電所からの

二酸化炭素回収を想定したセミ・コマーシャル規模の実験プラントを有し、二酸化

炭素回収に関する各種の実験を行っている。  

d.Apache 社では Weyburn と同様の形態で EOR を進めている。石油産出に関しては、

1953 年より開始しており、1980 年代から水の注入による二次回収を開始している。

1984～89 年にかけて、二酸化炭素貯留のパイロットプロジェクトを開始し、1992

年～現在まで、二酸化炭素貯留のデモンストレーションを行っており、二酸化炭素

が入手できれば、2005 年～2006 年に Phase1 を実施予定で、Phase2 は 2008 年か

らの開始を考えている。総計１千万 t-CO2 の二酸化炭素を貯留予定である。二酸化

炭素の入手は、EnCana 社と同様、DGC 社から購入予定である。パイプラインも、

一部は共用の予定である。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.2-5 Apache 社概観  
図 5.2-6 CO2分離回収  
セミ・コマーシャル装置  
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(3) 運転及び設備維持管理に関する情報 

① 二酸化炭素の圧入サイトにおける運転維持管理  
a.二酸化炭素の圧入圧力は主要な配管中で 14～15MPa。最大圧入圧は 15.5MPa に制

限され、15.5MPa に圧入圧が達すると、DGC 社の緊急停止（ESD）バルブが閉じら

れる。また、圧入圧が 10MPa に達すると、自動的に圧入ライン分岐 ESD バルブが

閉じられる。  

b.通常運転条件（NOC）の±10％で警報が作動するよう、設定されている。個別井戸へ

の配管ラインには ESD バルブがセットされており、同バルブは NOC の 15％の圧力

低下が生じた場合、閉じられる。  

c.圧入井戸には流量計が取り付けてあり、通常の流量率の±20％の変動で警報が作動す

る。  

d.二酸化炭素ガス中には 2％の H2S が含まれている可能性があり、万一のガス漏洩に

備えて H2S 検知器が全ての圧入井戸のヘッド部や関連する建物に装着されており、

同濃度 2ppm で警報が作動する。  

 

② 圧入における圧力及び二酸化炭素濃度管理について  
a.施設内で、二酸化炭素濃度は管理されていない。DGC 社ガスは約 95％が二酸化炭素

で、再利用されるガス中の二酸化炭素濃度はおよそ 88％であり、これら 2 種類のガ

スを圧入前に混合する。  

b.圧力は以下の組み合わせによりコントロールする。  

 －DGC 社圧入圧：受け入れ中央ターミナルにおけるコントロールバルブにより制御  

 －再利用コンプレッサーからの排出圧  

 

③ 二酸化炭素圧入の適切なメンテナンス手法  
a.二酸化炭素圧入井戸の周囲のケーシング圧については連続モニタリングを行い、H2S

ガスについても各圧入サイトにおいて連続的に検知する。半期に一度の頻度で地震

探査を行い、貯留層中の二酸化炭素の流動状況や移行経路を確認する。  

b.二酸化炭素管理エリアの境界部に敷設された井戸等により、貯留層を含む施設から

漏洩・地中移行してくる二酸化炭素を検出する。  

 

④ パイプライン  
a.二酸化炭素パイプラインに対する DGC 社の機械的な健全性チェックプログラムは、

運輸省（DOT）規制、49 CFR Part 195 に合致したものとなっている。  

b.仮に瑕疵が発見された場合は、少なくとも 5 年間は周辺部を含めた検査を行うこと

としている。  
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c.パイプラインは、圧力漏洩検査システムによりモニターされ、モニターデータは、圧

力ロス値と共にガス化プラント側に送信され、パイプラインからの漏洩有無のチェ

ックが行われ、フォローアップ活動や緊急対応活動が行われる。  

d.主要ラインのバルブ（MLV）は 20 マイルごとに設置され、他部との隔離やメンテナ

ンスのために活用される。  

 

5.2.4 まとめ  
Weyburn プロジェクト調査から以下の様な圧入二酸化炭素の濃度管理、圧力管理等

の操業情報を得た。  

(1)圧入二酸化炭素濃度は管理されておらず、ダコタガス社（DGC 社）から受け入れる

ガス (約 95％CO2)と再利用されるガス (約 88％CO2)とを用いて圧力コントロール

する。  

(2)二酸化炭素ガス中に含まれる H2S(約 2％含有 )の安全管理上、H2S 検知器が全ての

圧入井戸のヘッド部や関連する建物に装着されており、万一のガス漏洩に備えて

2ppm で警報が作動する。  

(3)パイプラインの健全性は圧力漏洩検査システムにより確認されており、ダコタガス

社（DGC 社）にて同システムのデータ確認、フォローアップ活動や緊急対応活動

が行われる。  

一方、現時点で EOR に関する規制はあるものの、二酸化炭素地中貯留に限定した法

規制はカナダ、アメリカともになく、同プロジェクトは二酸化炭素地中貯留安全管理

の技術情報を蓄積する段階とし、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。  

国際的には技術の安全・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  今後 5 年間を目途に

データ管理、リスク評価等 5 つの WG を中心に活動を行うこととなっており、

Weyburn,Sleipner 等の先行プロジェクトでのデータを中心に技術の共有化を図る状

況にある。  

 

 

参考文献 

1) IEA GHG Risk Assessment Network Final Report 

(http://www.co2captureandstorage.info/networks/networks.htm) 
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5.3 関連法規規格調査 

5.3.1 はじめに  
(1) これまでの研究概要  
平成 12 年度の調査において、国内で二酸化炭素地中貯留を大規模実施した場合に

関連する法律の抽出と整理を行った。その結果、貯留工程における二酸化炭素の扱い

を明記したものは無く、周辺整備が今後の課題であることを明らかにした。  

また、平成 13 年度に安全管理に関する参考にするため、類似事業としてフランス

とドイツにおける帯水層への天然ガス地下貯蔵事業を海外調査し、適地選定のための

事前調査と圧入操業中の観測を重視していることを明らかにした。  

 

(2) 平成 17 年度研究の位置づけ  
平成 17 年度は、先行する海外主要プロジェクトである Weyburn,Sleipner 両プロジ

ェクトでの安全管理状況を調査し、貯留工程での二酸化炭素の扱いを検討すると共に、

国内関連法規を精査して、分離回収から圧入に掛けて安全管理に反映すべき内容の抽

出を行った。  

 

5.3.2 海外主要プロジェクト安全管理項目  
(1) 調査の全体構図 

Weyburn、Sleipner 両プロジェクトは商業的な大規模プロジェクトではあるが、二

酸化炭素の地中貯留の観点からは、実験的な色合いが強く、当該プロジェクトから得

られるデータをもとに今後、各種の安全基準等を整備していく状況にある（Weyburn

プロジェクトに関する詳細は 5.2 海外動向調査を参照）。  

そこで、平成 16年 9月に公表された IPCCの地中貯留に関する特別報告書を中心に、

両プロジェクト主要メンバーからの情報とプロジェクトの計画、実行時に参考使用さ

れた炭化水素の取扱に関する現地規格を参考として安全管理に求められる用件を整理

集約するものとした。  

二酸化炭素地中貯留に関る施設を、 二酸化炭素分離回収、輸送施設、地中貯留に分

類し、上記情報を組み合わせて安全管理項目等を調査した。調査対象としたレポート

や規格等は次のとおりである（図 5.3-1 参照）。  
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図 5.3-1 調査対象規格他  

 

(2) 主たる管理項目の抽出 

二酸化炭素分離回収、輸送施設に関する主たる管理項目は以下に列挙される。  

 

① 二酸化炭素分離回収  
プロセスから発生する廃棄物（処理処分方法を含む）について検討すること  

② 輸送施設  
a 概念設計に際しては、以下の点を考慮に入れること  

• 機械的側面の設計：既存の基準値や手続きに従うこと  

• 安定性側面の設計：既存の手法やソフトウェアを活用して安定性評価を行うこ

と  

• 腐食防止の設計：水分、SOx、NOx、H2S 等不純物濃度とパイプライン材質を

評価すること  

• トレンチ及び埋め戻しに関する設計：地上パイプラインは通常、地下 1m のレベ

ルに埋設され、海底下では通常、大陸棚部に埋設される。より深い海底下に埋

設する場合には 400mm 程度の深さの地点に埋設されること  

• パイプラインの長さと保護安定具の設置に関する設計（500m 毎等）：炭化水素

用のパイプラインよりも細かい保護安定具の設置が望まれる  

 

b パイプラインの管理に際しては、以下の点を考慮に入れること  
• 内面について pigs によるモニタリングが行われ、地上パイプライン外面につい

ては腐食モニタリング及び漏洩検査、海底パイプラインについては遠隔操作に

 

海上施設より
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IPCC 特別ﾚﾎﾟｰﾄ③（2005年10月）

IPCC 特別ﾚﾎﾟｰﾄ⑤（2005年10月）

IPCC 特別ﾚﾎﾟｰﾄ④（2005年10月）
NS-EN 1918-5（1998年）

NS-EN 1918-1（1998年）

CSA Standard Storage of 
Hydrocarbon in Underground 
Formations（2002年12月）

カナダにおける炭化水素の地中貯留
に関する規格

EUにおける天然ガスの地下帯水
層中への地中貯留のための規格

EUにおける天然ガスやＬＰＧの地中貯
留のための分離回収施設に関する規格

地中貯留

輸送施設

CO2分離回収

ワイバーン・プロジェクト（カナダ）
スライプナー・プロジェクト（ノルウェー）



 
 

 1702

よる定期的な検査が各行われること。地上部では人の巡視による目視検査、航

空検査も実施すること。漏洩に関する安全性評価を実施すること。  

• ガス中の H2S 濃度には注意が必要で、パイプラインからの漏洩リスクの増大あ

るいは破裂リスクの増大の可能性がある。H2S が人の健康に与える影響を勘案

して 100ppm という目標値を掲げている例もある。（National Institute for 

Occupational Safety and Health) 

 

地中貯留に係わる IPCC 特別報告書に則り、実現に至るプロセスを以下の 8 つのス

テップに分類して前述の参考資料から安全管理上留意すべき項目を抽出する（表

5.3-1）。 

① 二酸化炭素の集計…現在及び将来の排出量の推計  
② サイト選定…候補地の選定  
③ キャラクタライゼーションとアセスメント…数値モデルの構築他  
④ 貯留計画の立案…モニタリング、リスク緩和、井戸修復計画、経済性評価  
⑤ 申請書の提出…許認可当局との調整、ベースラインモニタリングの実施  
⑥ 圧入及びモニタリング…二酸化炭素分布・移行モニタリング、シミュレーシ

ョン結果との比較  
⑦ 圧入の終了及び封鎖に向けた準備…モニタリングの履歴検討・継続、封鎖計

画立案  
⑧ サイト封鎖…状況確認、井戸の封鎖、サイトの修復、定期的モニタリング  
(表中、①及び⑤は留意項目無きために除外。⑦は「封鎖準備」と略記) 
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表 5.3-1 海外主要プロジェクト安全管理項目 (A～E は本表下段参照 ) 

 管理項目 A B C D E 
1 技術的標準：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(堆積層の例：貯留層深さ 貯留層

空隙率・厚さ・浸透性等) 

キャップロックの存在及び連続性：キャップロックの鉱物組

成を含めた特性、キャップロックの水理特性（特に、毛管限

界圧力、透水性：キャップロック中の透水量を推定するた

め）、キャップロックの地質特性（構造、厚さ、水平的広が

り、仮にあるとすれば欠陥など） 

キャップロックに欠陥や不連続点が存在する場合、その影響

（特に、ガス漏洩への影響）を評価 

○ ○  ○
サ
イ
ト
選
定 

2 社会的標準： 周辺地域のインフラ整備状況や産業状況、経

済レベル・環境への関心の高さ(具体例：近隣の人口集中地

域及び産業施設、一般大衆が行き来する近隣のインフラ施

設、貯留される炭化水素の種類と最大稼動流量、近隣におけ

る帯水層、水源、湿地等の環境感度の高い地域の存在) 

○   ○

3 地質データ：キャップロックの透水性（浸透性）・厚さ・均

一性、対象エリア全体にわたる 3 次元の地震弾性波調査、貯

留層全体の地質構造（キャップロック等の密閉構造、帯水層

及び帯水層と連結する帯水層に関する情報を含む）、二酸化

炭素貯留層の境界構造に関する構造、地域における地殻変

動、局所的な断層ゾーン、地質構造上の異常等の評価、二酸

化炭素の地中移行可能性経路、地下亀裂等に関する情報、貯

留層及びシール部における側面方向への相変化、貯留層及び

シール部からのコアサンプル、既設井戸に関する記録、地質

及び地球物理及びエンジニアリング記録、石油及び天然ガス

生産データ、貯留層の圧力変化計測テスト結果及び密閉性を

示す浸透性、空隙率・浸透性・鉱物組成・シーリング機能・

圧力・温度・塩分・岩石強度試験データ(実験室)、貯留層内

の圧力・温度、水分中の塩性、貯留層の種類及び支持メカニ

ズムとそのレベル、水利力学分析データ（水流の方向・交差、

炭化水素製造に伴う圧力減少等）、コア分析結等 

○   ○

4 水文地質データ：地下水の流向、スピード、水質（不純物

の種別や濃度等）、既存流体との適合性等 

5 地質化学データ：酸性化した場合の地下水による化学変化

の影響（地下水の化学組成、岩石組成）等 

○   ○

6 最大運転圧力（MOP：Maximum Operating Pressure）の決定    ○

キ
ャ
ラ
ク
タ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
ア
セ
ス
メ
ン
ト
①(

デ
ー
タ)

 

7 周辺活動の評価：周辺地域における地下活動及び同活動に

よる貯留施設への影響、貯留領域境界 1km 以内に存在する既

存井戸あるいは廃棄井戸 想定領域境界 5km 以内に存在する

既存の地中貯留活動、貯留領域に到達している既存井戸及び

同井戸の健全性 

   ○

8 パフォーマンス予測：シミュレーションコードを活用して

パフォーマンス予測を実施 
○   

同
②(

評
価)

 

9 アセスクアセスメント：リスク事象…浅地層及び表層近く

におけるガス状二酸化炭素による直接的な影響、リスクマネ

ジメントの進め方…シナリオ設定・影響度の推定・安全性評

価の実施、リスクの基本…リスク＝漏洩が生じる確率×漏洩

が生じた場合の影響 

○ ○ ○ 
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 10 観測井戸：観測井戸を用いた貯留層内及び関連透水での炭

化水素の存在及び圧力のモニター。観測井戸の位置及び設計

は潜在的な貯留層から別の層への移行ルート、漏洩が生じる

可能性のあるポイントにおける相互作用、貯留層上部透水可

能層及び層序トラップ、貯留層隣の低透水層及び貯留層と関

連する低透水層を検討。 

   ○

同
③(

そ
の
他)

 

11 コア取得：貯蔵施設開発着手前の、貯蔵ゾーン貫通するキ

ャップロック井からのコア取得(コア取扱い：もとの状態を

保存する様な方法で抽出) 

12 コア分析：キャップロックコアの入り口圧力、空隙率、水

平方向、通常方向、垂直方向、大気への通気性を決定するた

めの分析 

   ○

貯
留
計
画
の
立
案
①(

貯
留

層
周
辺)

 

13 圧入井戸：石油ガス産業で活用されてきたものを応用する

ことが基本。 

地中貯留施設では 3 タイプの井戸を活用 

①ガスの圧入、ガスの抽出、及びモニタリングに活用される

運転井戸、②貯留層や帯水層等の観測井戸、③（活用される

場合とそうでない場合がある）水供給用のサービス井戸（ユ

ーティリティ用、火災用、掘削作業用等） 

漏洩防止用構造を有するケーシングを採用。具体的にはセメ

ントケーシング。ケーシングの破損、圧縮強度等を計算し、

設計温度を遵守。 

○   ○ ○

14 井戸ケーシングに関する要求：高圧部および流体との接触

を制御、掘削流体又は貯蔵した炭化水素の放出回避、帯水層

の真水の汚染回避等 

ケーシング加工時の掘削井の状況、井戸の操業圧力および温

度の幅、注入及び貯蔵後の炭化水素の組成、井戸の循環期、

井戸のプロジェクト期間、貫通され、流体を含む各地層の完

全性、井戸の深さ等を考慮する必要 

15 井戸のモニタリング：健全性確認のため、ケーシング、セ

メントの定期巡回検査及び、閉じ込め圧力の計測等を実施 

   ○ ○

圧
入
及
び
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
①(

建
設)

 
16 緊急遮断システム：緊急遮断バルブは貯留施設をパイプラ

インとの遮断、また、遠隔操作、現場操作、マニュアル操作

を可能とする。 

17 スペースの確保：火災の原因となる可能性のある機器は、

井戸あるいは保護されていない引火性ガス源から 25ｍ以上

離して設置。火気使用機器は上記と同様に 50ｍ以上離して設

置 

   ○

圧
入
及
び
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
②(

運

転
管
理)

 

18 オペレーション時の管理：二酸化炭素の漏洩防止のための

定期的な井戸検査、漏洩防止装置の設置及びメンテナンス、

作業員の教育訓練、緊急時対応及びそのトレーニング、圧入

圧管理（貯留層内圧力よりも大きく、かつ、周辺岩盤に破断

を発生させないレベルに抑制） 

 

19 運転の原則：文書化された運転インストラクションや安全

管理手法との合致。文書には通常運転、緊急事態、緊急停止、

保守管理を含む。 

20 放出される二酸化炭素量の計測管理： 

21 記録：手順書に従った運転保守管理及び実施記録 

○ ○  ○ ○
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圧
入
及
び
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
③(

モ
ニ
タ
リ
ン
グ)

 

22 モニタリングの対象：鉛直方向、水平方向 

モニタリング開始時の、ベースラインを設定するための初期

モニタリング。圧入率、圧入量及び圧入圧力のモニタリング

の継続的実施。圧入井戸健全性確認のモニタリングの継続的

実施（井戸に活用されているセメントの健全性チェック等）。

23 地下水の化学成分モニタリング：Na, K, Ca, Mg, Mn, Cl, 

Si, HCO3-, SO42-、pH、安定アイソトープ（13C, 14C, 18O, 

2H)、ガス状物質濃度等）の継続的実施。 

24 大気モニタリング：主として二酸化炭素の計測(大気放出

される二酸化炭素や SO2等の有害ガスを含む） 

25 貯留層のモニタリング： 

26 圧力モニタリング：貯留層内圧力の最大運転圧力以下保持

の確認 

27 ガススゾーンのモニタリング：ガスゾーンの拡がり把握

(鉛直方向及び水平方向のモニタリング井戸を活用) 

28 ガスのモニタリング：モデルの最適化(井戸ごとのガス流

量率および圧力、貯留層中のガス総量、貯留層中のガス圧力

等のデータ計測)。定期的地下水サンプリング・水質分析(貯

留層中地下水の水質確認) 

29 帯水層のモニタリング： 

30 一般原則：上部帯水層のモニタリングは、初期状態に対す

る変動の有無を確認し、貯留層の漏洩防止性能、特に井戸の

ケーシングのキャップロック接合ポイントでのガスタイト

性能をモニターするために実施 

○   ○

閉
鎖
準
備 

31 井戸廃棄の施工計画：(炭化水素)貯留領域保護及び隔離状

態の確認、地震に伴う別の層へ地中移行防止、地上部の可能

な限りの回復 
   ○

32 廃棄用プラグ：井戸廃棄にセメントを活用。井戸と貯留層

を隔離するため第一のプラグを活用。井戸坑内全ての空隙の

ある領域や透水性領域を被覆あるいは隔離するためにプラ

グを追加で活用。プラグ長さは 30ｍ。 

   ○

33 地上施設の廃棄：井戸から炭化水素の地中移行が発生して

いないことの確認。地下 1ｍ深さのレベルでケーシングのス

トリングをカットし、鋼製プレートの溶接によりキャッピン

グを実施。 

   ○

サ
イ
ト
閉
鎖 

34 サイト回復：廃棄物を全て処理。掘削坑は排水し埋め戻し。

定期的なサイト視察実施 
   ○

A:IPCC 特別報告書、B:パートナー（NIVA）スライプナー関連情報、C:パートナー（ワ

シントンコア）ワイバーン関連情報、D:EU における天然ガスの地下帯水層中への地中貯

留のための基準、E:カナダにおける炭化水素の地中貯留に関する基準、○は当該資料への

記載を示す。  
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5.3.3 国内既存法規における安全管理項目 

(1) 対象法規の選定 

二酸化炭素地中貯留の安全管理に参考となる国内既存法規として鉱山保安法及び高

圧ガス保安法を選定し、関連事項を抽出した。当該法規選定に当たっては、対象作業

が二酸化炭素地中貯留と共通している点および目的が「災害防止、周辺環境影響防止、

公共の安全確保」と安全性確保に共通している点による。  

 
(2) 主な管理項目の抽出 

両法規の各条項に従い、安全管理関連箇所を以下の 7 つに分類し、留意すべき項

目を抽出する（表 5.3-2）。 
① 保安規程・危害予防規程…保安規程の制定と届出  
② 保安統括者・保安管理者…保安関係者の選任と届出、管理者の職務と必要資

格の指定  
③ 保安教育…保安教育計画の作成と実施  
④ 工事計画・使用前・定期検査…工事計画の届出、使用前検査 (完成検査 )の実

施と記録、定期検査 (定期自主検査 )の実施と記録  
⑤ 危害の防止・危害時の措置・緊急措置…作業者の安全確保措置、災害発生防

止の応急措置、危険時の措置  
⑥ 鉱害防止…周辺環境への影響防止、影響測定方法の指定  
⑦ 技術基準…技術基準の設定  

 

表 5.3-2 国内既存法規安全管理項目  
保
安
規
程
・
危
害
予

防
規
程 

規程の内容①保安管理体制の確保、②保安委員会の設置、③審議記録の保管、

④保安推進活動の計画と実行(含む、教育及び実施記録)、⑤災害時の措置、⑥

海洋施設の油処理、⑦保安確保措置(含む、評価・見直し)、⑧技術基準への適

応性、⑨安全操作、⑩巡視点検、⑪工事管理、危険時の措置・訓練、⑫協力会

社等の作業管理、⑬新築・変更時の措置 

工
事
計
画
・
使
用
前
・
定

期
検
査 

対象工事 受電電圧が一万ボルト以上の需要設備、非常用予備発電装置等全 33

設備中の下記 6 工事  

石油鉱山における掘採施設、石油鉱山における海洋掘採、石油鉱山における最

高使用圧力一メガパスカル以上のパイプライン又は海洋に設置するパイプライ

ン  、高圧ガス製造施設、容積 300ｍ 3以上の高圧ガスを貯蔵する高圧ガス貯蔵

所、石油鉱山における高圧ガス処理プラント  
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危
害
の
防
止
・
危
害
時
の

措
置
・
緊
急
措
置 

対象危害①落盤又は崩壊、②出水、③ガスの突出、④ガスまたは炭じんの爆発、

⑤自然発火、⑥坑内火災、⑦ガスの処理、⑧粉じんの処理、⑨捨石、鉱さい、

または沈殿物の処理、⑩機械、器具または工作物の使用、⑪火薬類の取扱、⑫

火気の取扱  

作業の中止、充填容器等の移動、作業者・周辺住民への退避勧告等を行う  

火気取扱作業の注意事項 (作業場所、取扱量、ガス検知の実施等 ) 

鉱
害
防
止 

対象①鉱業廃棄物、②坑水または排水の処理、③鉱煙の処理、④ダイオキシン

類の処理、⑤海洋施設における鉱業廃棄物の処理、⑥土地の掘削、⑦巡視及び

点検  

測定方法：硫黄酸化物、ばいじん、有害物質、粉じん、ダイオキシン類、騒音、

振動等  

対象作業・施設①共通（手すり、柵、照明等の設置）、②掘削装置、③掘削バー

ジ、④海洋掘採施設、⑤湖沼等における掘削施設及び採油施設等、⑦パイプラ

イン、⑧海洋に設置されるパイプライン、⑨高圧ガス製造施設、⑩高圧ガス貯

蔵所、⑪高圧ガス処理プラント、⑫坑廃水処理施設、⑬坑内の排水施設、⑭坑

口の閉そく施設、⑮コンプレッサー、⑯ボイラー及び蒸気圧力容器  

技
術
基
準(

上
段
：
鉱
山
保
安
法/

下
段
：
高
圧
ガ
ス
保
安
法) 

対象作業・施設(1)警戒標表示、保安距離の確保、(2)耐圧試験の手法、(3)気密試験

の手法、(4)圧力に対応した形状、寸法、材料、(5)材料に反映すべき事項、(6)設備基

礎、(7)貯層沈下測定、(8)温度形・圧力計の取付、(9)安全装置放出管の確保、(10)緊

急時通報(事業所内)、(11)バルブの操作性、(12)容器置き場の明示、(13)導管の基

準、(14)安全弁の全開、(15)日常点検、(16)修理態勢(責任者、計画、異常時対応

他)、(17)ガス設備開放点検時の危険防止、(18)修理完了後の作動確認励行、(19)バ

ルブ操作時の考慮事項、(20)境界線の明示、(21)保安距離(保安物件、宿直施設、事

業所境界)、(22)保安区画の設置及び区画内条件の設定(隣接区画との距離)、(23)ベ

ントスタック、(24)フレアスタック、(25)液化石油ガス岩盤貯槽、(26)導管 (事業所間)、

(27)関係事業所間の連絡(電話設置、事項の整理) 

 

5.3.4 まとめ  

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炭化水素の取扱に関

する類似の現地規格を用いて、安全管理に求められる用件を整理集約した。全体を二

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」に加えて、「社会的標準」と
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して「  周辺地域のインフラ整備状況や産業状況、経済レベル・環境への関心の高さ」

等を安全管理上留意すべき項目と評価し、全体で 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類似業務を取り扱う国内

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」或いは「ガス中の H2S 濃度には注意が必要」等の上

記海外情報の一部を加えて安全管理に適用できるものと考えた。  
 

参考文献 

1)  IPCC (2005) Special Report on Carbon dioxide Capture and Storage.  

(http://www.ipcc.ch/) 

2)  Z341 Series-02 Storage of Hydrocarbons in Underground Formation 

3) EN1918-1 Gas supply systems-Underground gas storage-Part1:Functional  

   recommendations for storage in aquifers 

4) EN1918-5 Gas supply systems-Underground gas storage-Part5:Functional  

recommendations for surface facilities 
5) 法令データ提供システム (http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi) 
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5.4 二酸化炭素地中貯留における定性的安全性評価 

5.4.1 はじめに  
(1) これまでの研究概要 

研究初年度の平成 12 年度は、事業規模二酸化炭素地中貯留の圧入部分の安全性に関

する過去の知見について調査し、安全性評価に関係する事象の洗い出し及び整理を行

った。また、安全性に影響を与える可能性のある事象（極端ケース）について、シミ

ュレーションにより影響評価を行うこととした。  

平成 13 年度は準備段階として、100 万 kW 級規模の火力発電所を想定して、二酸化

炭素を帯水層に圧入した場合に、圧入方法や地質条件が圧入層圧力や圧入二酸化炭素

の分布等に与える影響について感度分析を行った。その結果、圧入方法として水平井

を用いると垂直井と比較して坑底圧を低く保つことが可能であり、また、坑井はキャ

ップロックからできるだけ距離を置いて仕上げることが望ましく、地質条件としては

圧入層の連続性と浸透性が重要であることを示した。  

平成 14 年度は、万が一圧入層に地層水流が存在した場合について、圧入層中の地層

水流が圧入操業中および圧入完了後の二酸化炭素貯留状況におよぼす影響について感

度分析を実施した。想定地質構造の場合、地層水流の流速が 0.5ｍ／年では圧入完了後

数年までに総圧入量の 13%程度が流出し、その後の流出はほとんどないこと、超臨界

二酸化炭素は 1.0m/年程度でも圧入層上部に移行することを示した。また、日本では圧

入層に地層水流が存在する可能性は低いが、地層水流は二酸化炭素地中貯留に影響を

及ぼす可能性があるため、個別評価が望ましいことを示した。  

平成 15 年度は、万が一上部への浸透性を持つ経路が発生した場合に、圧入した二酸

化炭素が仮想移行経路を経て上部へ移行する挙動として大規模な仮想移行経路が圧入

層から海底まで垂直に貫通する極端な設定での上部移行挙動を検討した。その結果、

二酸化炭素の上部への移行は移行経路の傾きに大きく影響され、傾斜した移行経路で

の二酸化炭素の移行速度や流出量は、傾きを垂直とした場合と比較して抑制されたも

のとなること、極端な場合でも、圧入層から流出した二酸化炭素は上方へゆっくりと

移行するため、上部帯水層の地層圧監視を行うことで二酸化炭素が万が一上部へ移行

しても早期に検知できる可能性があること等を示した。  
平成 16 年度は、操業後に廃坑した坑井を通して、万が一圧入した二酸化炭素が上部

に移行した場合に、二酸化炭素が海底へ流出する挙動について安全性の面から検討し

た。その結果、二酸化炭素を含む地層水が長期間セメントに接触しても変質に至る部

位は少なく、廃坑を経由した流出の可能性が小さく、同事象を敢えて仮定しても最大

でも 1 日当り数 m3であることを示した。  
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(2) 平成 17 年度研究の位置づけ 

平成 17 年度は、安全性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を網羅的に抽出し安全面へ及

ぼし得る影響を評価する手法を検討した。具体的には、Weyburn プロジェクトで使用

された FEP データベースを改良して、我が国における地中貯留シナリオを網羅的に抽

出出来るものとし、仮想サイト（構造性及び非構造性）について、その安全性を評価

する上で重要となるシナリオ抽出を行った。  

 

5.4.2 FEP データベースの選定と改良  
(1) 既存の安全性評価手法と FEP データベース 

安全性評価手法として関連現象群を場の特性（Feature）、事象（Event）、プロセス

（Process）として規定する FEP データベースを活用した。本手法を用いてシナリオ解

析を行う手法 (以下、広義の FEP データベースとする )とは別に、フォールスツリー法

など他の手法も候補として位置づけられるが、以下の点で地中貯留の安全性評価には

FEP データベースが優位であるものと判断した。  

① 事象の追加、細分化、事象相互の繋がりなど新たな知見に柔軟な対応が可能  
② 時間経過と共に変化する事象を取込んだ評価が可能  
③ 関連する事象を網羅的に取り上げることが可能  
④ シナリオ解析を含んだ網羅性及び透明性まで発展させることが可能  
候補となった手法との比較を表 5.4-1 に示す。  

今回使用した FEP データベースは英国 Quintessa 社所有のもので、アセスメント基

本事項、外部要因、二酸化炭素貯蔵、二酸化炭素物性・移行、地球、採掘、地表層部

環境及び周辺影響の 8 カテゴリー、総数 178 の FEP から構成される (以下、generic 

FEP)。詳細は同社 website より閲覧可能 (http://www.quintessa.org/)。なお、類似し

たデータベースはオランダ TNO-NITG（応用地球科学研究所）でも取り扱っているが、

Quintessa 社 デ ー タ ベ ー ス が IEA GHG を 通 じ て 一 般 に 紹 介 さ れ て い る 点

（http://www.co2captureandstorage.info/riskscenarios/riskscenarios.htm）、地中貯留

での先行事例である Weyburn プロジェクトでの使用実績を考慮し採用に至った。  

 

(2) FEP データベース改良点  

① 日本に特有な FEP の追加及び細分化  

我が国は太平洋プレート上に位置し、活発な地殻活動の影響を受けやすい状況下に

ある。また、明確な四季の移ろいを有し台風等の特徴的気象条件に陥ることもあるこ

とから、上記既存 FEP の追加及び細分化を行った。例えば、既存では「neotectonics

構造地質」と分類されているものを、「活褶曲」、「活断層」など区分して表現する。或

いは、新しく「台風」を追加する等、都合 35 の FEP 追加を行った（表 5.4-2）。  
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表 5.4-1 安全評価手法候補一覧  

候補手法  内容  適用分野例  二酸化炭素地中貯留への適用性  

FEP データ
ベース  

関連する事象を幅広く

網羅し、事象のつなが

りを検討して、最終的

に、シナリオを構築す

る手法  

地層処分  

関連する事象の網羅、事象の追加

あるいは細分、事象のつながりを

考慮した手法であり、地中貯留の

事象の整理に望ましい  

FMECA 法  
（Failure 
Mode and 

Effects 
Analysis）  

故障モードの起こり易

さやその影響の度合い

について要因分析ツリ

ーのボトムアップ方式

で詳細に評価する手法  

宇宙産業  

衛星の点検基準に関する課題を抽

出するために使用された実績など

あるが、追加事象の取り扱い整理

には合致しない  

HAZOP 法  
(Hazard  

and 
Operability 

Study) 

定性的な安全評価手

法。ブレーンストーミ

ング形式により組織的

に解析を進める手法  

原子力プラ

ント  

プラントにおける温度異常が、温

度制御系の故障などによって、プ

ラントの停止につながらないか否

か等を個別に検討する手法で、事

象全体の整理把握には合致しない  

FTA 法  
(Fault Tree 
Analysis) 

対象となる故障を頂上

事象とし、それに関す

る下位事象を展開し、

故障のメカニズムを階

層的に表現する手法  

航空産業  
宇宙産業  

プラント内の流量増加等、複数の

制御装置が機能せず、致命的なプ

ラント停止に到達するかどうかを

定量評価するシステムであり、事

象整理の目的には合致しない  

ETA 法  
(Event Tree 

Analysis) 

故障モードの発端にな

る初期事象を出発点と

して、それに関する上

位事象を展開し、故障

のメカニズムを階層的

に表現する手法  

宇宙産業  

衛星の初期運用における、故障の

影響と回避策の有効性を点検する

ためなど、幅広く使用されている

が、事象整理の目的には合致しな

い  

 

表 5.4-2 我が国に特徴的な FEP 一覧  
 名称（英語）  FEP 概要  二酸化炭素隔離の安全性と

の関連性  
1 傾動  
（ tilting）  

P 堆積層（地塊）が断層面に沿っ

て傾く  
大規模地震発生時に生じること

がある  

CO2 及び地下水の流動及び

圧力勾配に変化を与える  

2 活褶曲  
（active folding）  

P 現在進行中の褶曲運動。測地学

的に観測され、新生代堆積岩分

布地域に存在する  

周 辺 の 位 置 的 関 係 が 変 化

し，CO2 及び地下水の流動

及び圧力勾配に変化を与え

る  
3 活断層  
（active faults）  

F 第四紀または第四紀後期まで地

殻変動を繰り返した断層で将来

にも活動する可能性が高い  

透水性，間隙率分布の変化，

それにより CO2及び地下水

の移行状態が変化  
4 断層の発生  
（new faulting）  

E、P 断層の存在が知られていない場

所で新たに発生する断層  
透水性，間隙率分布が変化

し，CO2 及び地下水の移行

状態も変化する  
5 付加作用

（accretion）  
P プレートの沈み込みに伴い，海

洋底に堆積していた堆積物が剥

ぎ取られて陸側に押し付けられ

てゆく作用  

地質，構造，応力特性が複

雑で，CO2 及び地下水の移

行予測が難しく， CO2隔離

の安全性評価が困難  
6 マグマだまり

（magma chamber）  
F 地下に蓄えられているマグマ。

火山活動を引き起こすが，地上

の火山を伴わないマグマだまり

マグマだまり周辺の地温勾

配の状態により周囲の地下

水及び CO2などの流体の相
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もある  状態が規制される。  
7 溶岩流  
（ lava flows）  

F 火山体から噴出した溶岩の流

れ。活火山体周辺では数年～数

百年の間隔で発生し得る  

CO2 貯留の地上施設（パイ

プライン，試錐櫓，建屋等）

への安全性に留意する  
8 火砕流（pyroclastic 

flows）  
F 火山砕屑物質とガスが混合して

高速で地表を流下する現象  
上記同様。火砕流による地

形変化が地下水の動水勾配

を変化させる。  
9 ラハール（Lahar）

又は火山泥流

（volcanic mud 
flows）  

F 火山地域に生ずる，火山性砕屑物

と水の混合からなる泥流  
上記同様。ラハールによる

地形変化は地下水の動水勾

配を変化させる  

10 火山構造性地形変形
（volcano-tectonic 

ground 
deformation）  

P マグマ活動の応力変化により地

表面が傾斜するなどの変形を引

き起こす  

パイプライン、試錐孔及び

地下水流動の状態を変化さ

せる。新しい CO2移行経路

を形成する  
11 地震の震源
（earthquake 

hypocentre）  

F 地震のエネルギーが解放される

エリアで，典型的には断層によ

る岩石の破壊に起因する  

貯留層やキャップロックが

破損し，CO2 の漏洩に寄与

する移行経路を生成する可

能性がある  
12 地震の振動（ seismic 

vibration）  
E、P 地震エネルギー開放による岩石

の弾性的な変位。特に地表及び

地表付近における振動は大きい  

地上及び地上付近施設の立

地・設計、ボーリング孔壁

へ考慮。  
13 地震による地下流体

の押し出し（ seismic 
pumping）  

E、P 地震活動で引き起こされる応力

状態の一時的な変化により地下

水流動状態が変化する  

鉱物の溶解・沈殿，岩盤中

の亀裂の発生を誘発し，透

水性の変化等永久的な変化

になり得る  
14 断層破壊（ fault 

rupture）  
E、P 弾性ひずみが集中し，断層面の

応力が超過した部位で既存断層

面の破壊、地震を引き起こす  

圧力差の発生及び岩体中の

透水性を変化させ地下水の

流動状態が変化する  
15 非断層地震
（non-fault-related 

seismicity）  

E、P 断層活動以外に誘発される地震  
火山性の地震などが含まれる  

応力変化を引き起こす  
想定外の場所（断層近傍以

外の場所）に発生しうる  
16 大規模な堆積
（ large- scale 

deposition）  

P 埋没地層への応力が増加し，間

隙率の減少，圧密による間隙水

の排除及び移動又は異常間隙水

圧等を生じさせる  

圧力勾配の変化は貯留され

た CO2の移動を誘発する。

極端な場合は急激な漏洩が

生じる  
17 地すべり
（ landslides）  

E、P 不安定な斜面での崩壊，河川等

による侵食，降雨等による過飽

和，地震，噴火，人為的要因に

依ることが多い  

地上及び付近の施設立地・

設計、ボーリング孔壁へ考

慮。大規模なものは移行経

路を形成  
18 自然のダム  
（natural damming） 

E、P 降雨、地震等の自然現象による

地すべりで流路がふさがれ湖化

するもの  

地上及び地上付近施設の立

地・設計、ボーリング孔壁

へ考慮  
19 混濁流  
（ turbidity 

currents）  

E、P 地震等が引き金になり海洋や湖

等において堆積粒子と水が混合

し斜面を流下する密度流の一種  

海底パイプラインの切断。

貯留層が浅い場合，海底深

度が増加し，地下水動水勾

配が変化  
20 津波  
（ tsunami）  

E、P 地震，地すべり，火山噴火，大

規模隕石降下などにより生じる  
地上及び地上付近施設の立

地・設計、ボーリング孔壁

へ考慮。  
21 断層によるシール
（ fault seal）  

F、P 断層岩形成又はその空隙中の鉱

物沈殿による断層の遮断帯機能  
 

CO2 の移行及び貯留層から

の漏洩防止に有効である一

方，貯留層サイズを小さく

する  
22 発熱を伴う鉱物反応
（exothermic 

mineral reactions）  

P 主に石炭層で生じる、有機炭素

及び硫化鉱物（黄鉄鉱等）の酸

化発熱反応  
 

地下水への CO2溶解度及び

貯留層及びキャップロック

の 鉱 物 学 的 特 性 を 変 化 さ

せ，岩盤の強度が低下する  
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23 降雨量の季節変化
（ seasonal variation 

in precipitation）  

P 地域による季節ごとの降雨量及

びその特徴変化  
洪水に対する地上及び地上

付近施設の立地・設計、ボ

ーリング孔壁へ考慮  
24 台風（ typhoons）  E、P 強い降雨，風速及び波浪 (北西太

平洋にて発生 ) 
強風及び洪水に対する地上

及び地上付近施設の立地・

設計、ボーリング孔壁へ考

慮  

25 

人為的な地形の変化  
（anthropogenic 

topographic 
change）  

P 

整地，盛土などの直接的地形変

化及び  
農業，水路変更など侵食や堆積

速度を変更させる間接的地形変

化  

CO2 の移行形態を変化させ

る  

26 

人為的な涵養の変化

（anthropogenic 
change in 
recharge）  

P 

涵養を阻害する構造物，河川経

路の変更，水源からの漏洩，地

下水の貯留を目的とした試錐孔

からの人工的注水，灌漑及び植

生の変更等  

地形の変化は CO2の移行形

態を変化させる  

27 構 造 的 な 位 置

（ tectonic setting）  F 

貯留サイトのプレートシステム

との関係。地震，火山活動，造

山運動，海溝形成はプレート境

界に沿って発生  

プ レ ー ト テ ク ト ニ ク ス は

CO2 貯留サイトの地質及び

地質構造に密接に関係する  

28 プレート境界  
（plate boundary）  F 

2 つのプレートの境界部。特に活
動的な地質環境である収束，分

離及びすれ違いの 3 つのタイプ
がある  

テクトニックプロセスは貯

留サイトとプレート境界距

離及びプレート境界特徴に

深く関係する  

29 褶曲帯（ fold belts） F 
平行に発達した褶曲の集合。日

本の堆積岩分布域に広く認めら

れる  

キャップロックと貯留層の

空間的分布を特徴付ける  

30 断層帯  
（ fault zone）  F 

発生の起源が関係する 1 ないし
それ以上の断層に関係した岩石

の変形帯。  
分岐状の複合帯，亀裂発達帯，

断層岩などの部位が存在  

貯留層からの CO2漏洩経路

となる可能性がある。試錐

孔が断層帯を貫いたとき，

孔壁が不安定になる可能性

がある  

31 亀裂帯  
（ fracture zones）  F 

通常は断層と関係した脆性変形

帯。断層帯が断層面に沿った変

位があるのに対し，亀裂帯は引

張の特徴を持つ  

周囲岩石に比べ透水性の高

いゾーンを形成するため，

地下における流体流動に影

響する  

32 火 山 フ ロ ン ト

（volcanic front）  F 

島弧に沿う火山分布域の海溝寄

り（太平洋側）縁（前線）。火

山フロントより海溝側（太平洋

側）に火山は存在しない  

現在の火山フロントとの位

置関係から将来火山活動の

発生可能性が低いサイトを

選定出来る  

33 
火山帯  
(magmatic  
province) 

F 
多数の火山が分布する幅 100ｍ
～200km 程度の比較的細長い地

帯  

現在の火山帯との位置関係

から将来の火山活動の発生

可能性が低いサイトを選定

出来る  

34 
地 熱 エ ネ ル ギ ー

(geothermal 
energy) 

F、P 熱水の対流系，高温岩体で、発

電及び熱の直接利用  

将来の人間侵入可能性を考

慮する必要がある。地熱資

源探査試錐孔が CO2の漏洩

経路となる  
35 地熱水のレクレーシ

ョン及び治療を目的

とした開発（温泉）

(recreational and 
therapeutic 
exploitation of 
geothermal waters; 
onsen）  

F、P 自然湧水及びボーリングによる

開発  

将来の人間侵入可能性を考

慮する必要がある。自然湧

出温泉の存在は CO2の漏洩

経路となる。  
深部の熱源は CO2の鉱物ト

ラップを促進になる  
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② FEP 相互関係の整理及び連鎖作成機能の追加  
 FEP 表示画面において、その FEP に影響を及ぼす FEP と影響を及ぼされる FEP を

表示し、これを用いて当該 FEP と相関のあるものの連鎖を作成可能とした（図 5.4-1、

5.４ -2）。  

 

図 5.4-1 FEP 画面 (影響関係を記述 )    図 5.4-2 FEP 相互関係のツリー表示  

 

5.4.3 仮想サイトの評価  
(1) 仮想サイトの性状  

既存資料及び文献データを基に構造性及び非構造性の仮想サイトを設定した（図

5.4-3～4、表 5.4-3～4）。構造性仮想サイトは海岸部より数 km 沖合いの海岸部を想定

し、年間 100 万 t-CO2を毎年圧入し、継続して 30 年間の圧入が可能である容積で、幅

5m、長さ 300ｍ程度の断層を有するものとした。非構造性仮想サイトは類似した性状

ながら、背斜構造を有さず、前者に該当する断層も存在しないものとし、貯留可能な

容積を確保するように仮想サイトの地質構造の大きさを設定した。構造性仮想サイト

の概略図を図 5.4-3 に示す。  
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表 5.4-3 構造性仮想サイト性状一覧  
項目   

地質・地質構造  地質：新第三紀中新世～第四紀更新世の堆積層。下位層準より A 層～G
層及び更新～完新統の Q 層が分布。  
褶曲：NE-SW 方向の向斜及び背斜（ドーム状構造）傾斜は約 20° 
断層：F 断層， f 断層群 上記の褶曲を切る。  

岩相  Q: 更新～完新統の未固結堆積層、G: 軟質の堆積岩  
F: 軟質の堆積岩、砂岩及び泥岩からなる、E: やや固結した砂質
泥岩  
D: やや固結した泥岩、C: 固結度の高い泥岩（キャップロック）  
B: 砂岩，泥岩及び礫岩の互層（帯水層）、A: 泥岩，砂岩，礫岩，
夾炭層  

断層  ドーム構造西側に走向 NNE-SSW，傾斜 WNW の主断層（F 断層）。 
右ずれ成分を持つ逆断層で，鉛直方向・水平方向とも少なくとも

300m の変位を示し、粘土化及び角礫化した破砕帯（主断層部）

とその周囲の亀裂帯からなり幅は約 5m。E 層までを切る，F 層、
G 層は未確認。  
副次的な規模の亀裂帯からなる f 断層群も存在し断層幅は 1～
3m。  

貫入 貫入岩の存在は未確認。本地域西方の山地に新第三紀の花崗岩類

の貫入。 

ｷ ｬ ｯ ﾌ ﾟ ﾛ ｯ ｸと 帯水

層、想定貯留可能

量 

圧入井の位置はＦ断層から離し背斜の南東側の翼を計画。  

貯留層の必要体積 3.3km3に対し 13km3が確保できる。  

亀裂 F 断層及び f 断層群以外にも亀裂が発達しているが，これらの透
水特性（透水係数または浸透率等）への影響は有意ではなく，考

慮ﾉ必要はないと判断  
孔隙率 Q 層 : 70%、G 層 : 60%、F 層 : 50%、E 層 : 35%、D 層 : 25%、C 層 : 

20%、B 層 : 30%、A 層 : 30% 
鉱物の種類 石英及びシリカ鉱物，長石類，雲母類，粘土鉱物，炭酸塩鉱物，

黄鉄鉱またはその他の不透明鉱物 

地下水の水質 G 層中に淡水に近い水質の地下水が存在し，下位の層準には塩水
が賦存。背斜軸部における Cl 濃度の深度分布は次のとおり。  
SL-400m（D 層）：4,000mg/L～SL-1000m（B 層）：10,000mg/L 

地下水の滞留時間 現在の地下水の動きは緩慢と考えられる。 

ボーリング孔を用

いた水理試験結果 

C 層及び D 層で，断層を含まない部分の透水係数は 10-9～

10-12m/sec のオーダーと評価された。F 断層を含む範囲は透水係
数 10-7～ 10-8m/sec， f 断層群を含む範囲は透水係数 10-8～

10-11m/sec のデータが得られた。  
地温 海底（SL-50m）：10℃、深度 SL-300m（E層）：17.5℃、深度 SL-500m

（D 層）：23.5℃、深度 SL-700m（D 層）：29.5℃、深度 SL-900m
（B 層上面）：35.5℃、深度 SL-1200m（貯留対象となる下底深度）：

44.5℃、地温勾配は 3℃/100m である。  
現在の応力状態 最大圧縮主応力軸：水平，NW-SE 方向  

最小圧縮主応力軸：鉛直方向で現在の土被り圧に近い  
(深度 SL-500m 及び 1,000m における ) 
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表 5.4-4 非構造性仮想サイト性状一覧  
項目  

地質・地質構造 地質：新第三紀中新世～第四紀更新世の堆積層。下位層準より A 層～G
層及び更新～完新統の Q 層が分布。  
構造：堆積層は沖合い（ESE）方向に傾斜 地層の傾斜は 1～2° 
断層：大規模な断層は認められず，弾性波探査で捉えきれない小

規模断層。  
岩相 Q: 更新～完新統の未固結堆積層、G: 軟質の堆積岩  

F: 軟質の堆積岩、砂岩及び泥岩からなる、E: やや固結した砂質
泥岩  
D: やや固結した泥岩、C: 固結度の高い泥岩（キャップロック）  
B: 砂岩，泥岩及び礫岩の互層（帯水層）、A: 泥岩，砂岩，礫岩，
夾炭層  

断層 堆積岩（A～Ｇ層及び Q 層）中に弾性波探査でとらえることので
きない小規模な断層が存在する。活断層の証拠はなく，岩盤中の

水理特性（透水係数または浸透率等）に対する有意な影響も認め

られない。  
貫入 貫入岩の存在は未確認。本地域西方の山地に新第三紀の花崗岩類

の貫入。 

ｷ ｬ ｯ ﾌ ﾟ ﾛ ｯ ｸと 帯水

層、想定貯留可能

量 

帯水層となる B 層（有効層厚 100ｍ）に向け SL-1,000m の圧入井
を掘削。  
貯留層の必要面積 6.7km2に対し 750km2が確保できる。  

亀裂 堆積岩中に小規模亀裂が発達するが，これらの透水特性（透水係

数または浸透率等）への影響は有意ではなく，とくに考慮する必

要はないと判断 

孔隙率 Q 層 : 70%、G 層 : 60%、F 層 : 50%、E 層 : 35%、D 層 : 25%、C 層 : 
20%、B 層 : 30%、A 層 : 30% 

鉱物の種類 石英及びシリカ鉱物，長石類，雲母類，粘土鉱物，炭酸塩鉱物，

黄鉄鉱またはその他の不透明鉱物 

地下水の水質 G 層中に淡水に近い水質の地下水が存在し，下位の層準には塩水
が賦存。背斜軸部における Cl 濃度の深度分布は次のとおり。  

SL-400m（D 層）：4,000mg/L～SL-1000m（B 層）：10,000mg/L 
地下水の滞留時間 現在の地下水の動きは緩慢と考えられる。 

ボーリング孔を用

いた水理試験結果 

C 層及び D 層で，断層を含まない部分の透水係数は 10-9～

10-12m/sec のオーダーと評価された。  
地温 海底（SL-50m）：10℃、深度 SL-300m（E層）：17.5℃、深度 SL-500m

（D 層）：23.5℃、深度 SL-700m（D 層）：29.5℃、深度 SL-900m
（B 層上面）：35.5℃、深度 SL-1,200m（貯留対象となる下底深度）：

44.5℃、地温勾配は 3℃／100m である。  
現在の応力状態 最大圧縮主応力軸：水平，NW-SE 方向  

最小圧縮主応力軸：鉛直方向で現在の土被り圧に近い  
(深度 SL-500m 及び 1,000m における ) 
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(2) 構造性仮想サイトにおける重要シナリオの抽出  
① 重要 FEP の一次スクリーニング  

本サイトに適用する FEP として generic FEP に上記 35 の FEP を追加し

Site-SpecificFEP とした。表 5.4-3 データを元に、一次スクリーニングとして以下の

FEP を選別除外し、45 に絞り込んだ。  

a.対象とする時間スケール、評価目的などでシナリオ構築に関係しないもの  

≪例≫陸上生態系…対象サイトは海底下であり、陸上生態系は評価範囲外として除

外 

b.サイトデータから、存在しない、或いはシナリオへの影響が無いもの  

≪例≫火山及び地震特性…サイトデータより存在しないことを確認して除外 

c.他の FEP によりシナリオ上の機能が代替出来るもの  

≪例≫地震特性…地震の振動、地震による地下流体の押し出しにより代替出来るた

め除外 

d.シナリオの基点となり得ないもの  

≪例≫二酸化炭素の物性…単独でシナリオ基点とはなり得ないため除外  

 

② 重要 FEP の二次スクリーニング  

仮想サイト情報に基づき選別された FEP に関して影響度及び発生可能性の両面か

ら当該 FEP の重要度を評価した (表 5.4-5、5.4-6)。評価期間は閉鎖直後 (30 年間程度 )

と将来 (1,000 年程度 )に分け、高く評価されたランクを最終評価とした。  

 

表 5.4-5 重要 FEP の二次スクリーニングでの影響度、発生可能性の分類  

 影響度 発生可能性 

High 潜在的な移動経路または経路が形

成される明らかなメカニズムを表

す 

評価期間中に、ほぼ発生すると思わ

れる 

Uncertain/ 

Moderate 

経路形成の間接的な原因となり得

る 

条件が満たされれば発生すると思

われるが、可能性は不確実 

Low 経路形成の間接的な原因となり得

るが、可能性は低い 

発生する可能性は低いが、発生しな

いとは考えられない現象 

None 直接･間接を問わず、潜在的経路形

成の原因となるプロセスを表して

いない 

ほぼ発生しないと考えられる現象 
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表 5.4-6 影響度及び発生可能性から設定した FEP 重要度ランク付けルール  

発生可能性（閉鎖後直後あるいは将来の

可能性）   

High Uncertain Low None 

High High High Low None 

Moderate Moderate Moderate Low None 

Low Low Low Low None 

影響度  

(発生した時、二酸化炭素

漏洩経路を生じ、漏洩発生

に与える影響の大きさ ) None None None None None 

 

High ランクとなる FEP を選択すると、次の 4 つが定まる。  

a.人間侵入 Human Intrusion 

b.断層 Fault Zone 

c.未検出断層 Undetected Fault 

d.シール不良 Seal Failure 

 

③ 重要シナリオの抽出  
上記 4 つの FEP について、前述の「FEP 相互関係の整理及び連鎖作成機能」を用い、

各々を基点、海底放出を終点とする FEP 連鎖、すなわちシナリオを作成し、定量的影

響評価に用い得る「発生が予測され」「事象の基本となる」シナリオを選別した。  

上記連鎖から二酸化炭素移行経路、同プロセスを有するものを基本とし、以下の整

理、集約を行った。  

a. FEP 連鎖の繰り返しを含むもの、他の連鎖に全体が含まれるものを除外  

b. 二酸化炭素移行経路として、水平対流 Advection、変位 Displacement を対象と

し、発生可能性の低い Fault valving は除外  

c.複数の移行形態を含むものを除外  

d.事象の連続性から発生順序が不整合なものを除外  

e.連鎖特性から FEP 連鎖の一部を整理集約する  

上記 4 つの FEP について合計 24 のシナリオ抽出に至った（表 5.4-7）。代表例とし

て「断層 Fault Zone」を基点とするものを次に示す。  

Fault zone 断層⇒  Petrophysical properties 岩盤特性⇒  Advection of free CO2  

二酸化炭素移動⇒Modified hydrology and hydrogeology 水理地質構造変化⇒

Release to the seabed 海底放出「断層の存在により岩盤の透水性が高くなり、貯留

二酸化炭素の移動が起こる。その結果、水理地質構造に変化が発生し、二酸化炭素

を含む地下水が移動して海底への放出に至る。」  

断層、未検出断層及びシール不良は従来から関係者間で重要なリスクと評価されて

きた事象であり、今回の検討結果と整合する。人間侵入は A 層夾炭層の存在を反映し
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たものでサイト特有のリスクである (表 5.4-3)。ここでは関連シナリオを網羅的に抽出

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。  

 

(3) 非構造性仮想サイトにおける重要シナリオの抽出  

構造性仮想サイトと同様の展開で、以下 3 つの重要 FEP 及び 17 の重要シナリオ抽

出に至った（表 5.4-8）。非構造性仮想サイトの概略図を図 5.4-4 に示す。  

a. 人間侵入 Human Intrusion 

b. 未検出断層 Undetected Fault 

c. シール不良 Seal Failure 

構造性仮想サイトと比較して重要 FEP 及び重要シナリオ共に少ないのは、断層の存

在を想定していないことおよび背斜構造を有しないため該当するシナリオが存在しな

いことによる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.4-4 非構造性仮想サイト概念図 

 
 

5.4.4 まとめ  
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。  

① 日本に特有な 35 の FEP 追加及び細分化  

② 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、シナリオを網羅的に抽出する機能を付与していることから、従

来の重要シナリオの抽出を前進させたものと言える。  
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表 5.4-7 構造性仮想サイト重要シナリオ一覧  

基点となる 

重要 FEP 
概略シナリオ 

シナリ

オ数 

人間侵入

Human 

Intrusion 

人的行為により貯留層に漏洩孔が発生し構造性地層の保持能力

の低下、地下水圧分布、或いは水頭圧等の変化が発生して貯留

CO2 の移動が起こる。その結果、水理地質構造に変化が発生し

て CO2を含む地下水が移動し海底への放出に至る。 

人的行為により貯留層に漏洩孔が発生し、構造性地層の透水性

が低下し地下水の移動が促される。その結果、密度・水頭圧等

の水理地質構造に変化が発生し CO2を含む地下水が移動し海底

への放出に至る。 

９ 

断層 

Fault Zone 

断層の存在により岩盤の透水性が高くなり、貯留 CO2の移動が

起こる。その結果、水理地質構造に変化が発生し、CO2を含む

地下水が移動し海底への放出に至る。 

断層の存在により構造性地層の透水性が高くなり、地下水の移

動が促される。その結果、密度・水頭圧等の水理地質構造に変

化が発生し CO2を含む地下水が移動し海底への放出に至る。 

３ 

未検出断層

Undetected 

Fault 

既存断層から派生した断層が想定以上に広範囲に渡り、構造性

地層の透水性が高くなる、或いは、岩性特性や応力特性等が変

化して貯留 CO2の移動が起こる。その結果、水理地質構造に変

化が発生し、CO2を溶解した地下水が海底堆積層へ移動し海底

への放出に至る。 

既存断層から派生した断層が想定以上に広範囲に渡り、構造性

地層の透水性が高くなり、地下水の移動が促される。その結果、

密度・水頭圧等水理地質構造に変化が発生し CO2を含む地下水

が移動し海底への放出に至る。 

７ 

シール不良

Seal 

Failure 

圧入井のシーリングが不十分であり、保持能力の低下、地下水

圧分布、或いは水頭圧等の変化が発生して貯留 CO2の移動が起

こる。その結果、水理地質構造に変化が発生して CO2を含む地

下水が移動し海底への放出に至る。 

５ 
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表 5.4-8 非構造性仮想サイト重要シナリオ一覧  

基点となる 

重要 FEP 
概略シナリオ 

シナリ

オ数 

人間侵入

Human 

Intrusion 

人的行為により貯留層に漏洩孔が発生し層状地層の保持能力の

低下、地下水圧分布、或いは水頭圧等の変化が発生して貯留 CO2

の移動が起こる。その結果、水理地質構造に変化が発生して CO2

を含む地下水が移動し海底への放出に至る。 

人的行為により貯留層に漏洩孔が発生し、層状地層の透水性が

低下して地下水の移動が促される。その結果、密度・水頭圧等

の水理地質構造に変化が発生し CO2を含む地下水が移動し海底

への放出に至る。 

８ 

未検出断層

Undetected 

Fault 

既存断層から派生した断層が想定以上に広範囲に渡り、層状地

層の透水性が高くなる、或いは、岩性特性や応力特性等が変化

して貯留 CO2の移動が起こる。その結果、水理地質構造に変化

が発生し、CO2 を溶解した地下水が海底堆積層へ移動し海底へ

の放出に至る。 

４ 

シール不良

Seal 

Failure 

圧入井のシーリングが不十分であり、保持能力の低下、地下水

圧分布、或いは水頭圧等の変化が発生して貯留 CO2の移動が起

こる。その結果、水理地質構造に変化が発生して CO2を含む地

下水が移動し海底への放出に至る。 

５ 
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5.5 環境影響調査 

5.5.1 エンドポイント設定・抽出  
平成 17 年度は、二酸化炭素地中貯留が周辺環境へ影響を及ぼし得る側面に関する情

報の整理を行った。本作業は二酸化炭素濃度増加の結果、影響を受けると想定される

人間、生物、その他を評価対象となるエンドポイントとして抽出し、それぞれのエン

ドポイントに対する影響を類似事例、学術文献等によって調査し、その結果を整理集

約するものである。この結果から、二酸化炭素地中貯留に関連する現状の周辺技術情

報を評価し、二酸化炭素地中貯留の我が国への適用を検討するに当たり、安全上で考

慮すべき事項の明確化を図った。  

 

(1) エンドポイントの設定  
地中貯留中の二酸化炭素が外部へ移動する可能性は極めて低いが、安全性を評価す

る上で万が一、二酸化炭素が移動した場合をシナリオ想定し、そのシナリオに基づき

評価の対象を設定する。本評価対象は各々のシナリオにおける最終部分であり、その

意味で本作業では評価の対象を「エンドポイント」と呼ぶこととする。横浜国立大学

の中西教授をプロジェクトリーダーとした平成 15 年 8 月の  NEDO 報告書「化学物質

のリスク評価およびリスク評価手法の開発」では、エンドポイントとは “化学物質暴露

の影響の指標として用いる観察可能な、測定可能な生物学的事象あるいは化学的濃度 ”

であると定義されている。ここでは、一般に用いられている意味合いや報告会におけ

る意見等も踏まえ、エンドポイントという用語を「地中に貯留された二酸化炭素が移

動して到達する最終到達点における評価の対象とする物、あるいは末端で評価の対象

となり得る事象そのもの」であると定義し、以下の検討を進める。具体的には人間、

陸生・海生動植物等の生態系、あるいは地盤・地下水等の環境基盤および人工構築物

等の社会資本がこれに該当すると思われる。  

貯留された二酸化炭素が長期間、安定して確保されることを二酸化炭素地中貯留に

おける基本シナリオとして位置付け、二酸化炭素が系外へ移動するとしたシナリオを

変動シナリオとして、その末端をエンドポイントの抽出対象と考えた。  
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(2)エンドポイントの抽出 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.5-1 の影響概念から変動シナリオとして、考え得る 4 つの移動経路について、

エンドポイントとの相関を以下に述べる。  

 

① 大気・海底への移動  
十分な拡散が期待出来る場合は、実質的に有意な影響が想定されるエンドポイント

は見出せない。これは貯留事業を行う以前の状態に緩慢に戻るということである。し

かし、二酸化炭素が拡散せず局地的に濃縮する場合等では、何らかの後続する事象を

想定することが必要となる。大気、海底は人間を含むあらゆる生態系の生活基盤であ

り、各々のエンドポイントに直接、間接の影響を及ぼすことも完全には排除できない。 

 

② 土壌・堆積層への蓄積  
植物および藻類で光合成組織周辺の二酸化炭素濃度が上昇することは、植物および

藻類の光合成速度すなわち成長を増大させる。しかし、ほとんどの植物根では成長お

よび健全な代謝に必要なエネルギー供給源である炭水化物を分解する工程で酸素を必

要とする。土壌中の二酸化炭素濃度が高くなれば、酸素の利用可能性を低下させ、植

物の根ひいては植物全体の衰退に至る可能性がある。また、後述するように二酸化炭

素地中隔離に伴い移動した汚染物質も土壌・堆積層に蓄積する可能性があり、植物を

中心とする生態系及び人間をエンドポイントとして影響を及ぼすことも完全には排除

できない。  

 

図 5.5-1 CO2移動により想定される影響

土壌・堆積層への蓄

大気・海底への放出  

土壌・岩石との反応  

地下水との反応 

 

CO2 の地中貯留  

長期にわたる固定  
基本シナリオ  

変動シナリオ



 
 

 1724

③ 土壌・岩石との反応  
二酸化炭素が地中に存在することで石灰岩中の Ca の溶出、また、その超臨界状態に

ある二酸化炭素の働きで頁岩中に含まれる有機物の溶解に至る可能性がある。これら

の事象はいずれも岩盤中の空洞形成、あるいは新たな水みち形成の可能性につながる。

また、逆に二酸化炭素が地中に移動することにより CaCO3が生成し、岩盤中の空隙を

減少させる、あるいは存在していた水みちを閉塞する可能性もあり、地下水流動系に

影響を与え、地下水経路の変化・発生、地下水位の変化等につながることとなる。地

下水流動系に対する影響は、例えば井戸水の枯渇や田畑の干上がりに至ることも完全

には排除できない。  

地下水位の変化は、地下水圧を勘案して設計されている地中構造物の浮き上がりあ

るいは沈下といった現象にもつながることとなる。また、構造物への影響は岩盤中に

空洞が形成されることによっても生じる可能性がある。以上に述べた事象は、いずれ

も環境基盤および人工構築物等の社会資本のエンドポイントに繋がるものであるが、

到達までのステップが多岐に渡り二酸化炭素地中貯留の影響下に入る可能性は極めて

低い。  

更に、二酸化炭素と石炭層との反応でメタンガスが発生し、エンドポイントとして

人間の健康に直接影響を与えることも完全には排除できない。  

 

④ 地下水との反応  
二酸化炭素と地下水との反応で、地下水の酸性化等の水質変化が起き、その段階で

人間の健康や陸生動植物に多少なりとも影響が起きる可能性もゼロではない。また、

炭酸が鉄を溶解し、酸素との相互作用で錆びが徐々に進行して地中の人工構造物にも

影響を与えることも完全には否定しない。更に、地下水の酸性化はコンクリートの中

性化を導き、通常、pH 値 12～13 の強アルカリ性であるコンクリートは、鉄筋コンク

リート中の鉄筋の表面に不動態皮膜と呼ばれる厚さ約 3nm の酸化皮膜（γ―Fe2O3・

nH2O）を作り酸化から保護されるが、コンクリートの中性化は鉄筋周辺の pH 値を低

下させ、約 11.5 を下回ると不動態皮膜が破壊され鉄筋の腐食が始まる。鉄筋の周囲に

錆びが生じ、元の体積の 2.5 倍に膨れ上がり、鉄筋周辺のコンクリートを圧迫して、

その結果、コンクリートにひび割れを起こすに至り、環境基盤および人工構築物等の

社会資本のエンドポイントに繋がるが、これも到達までのステップが多岐に渡り二酸

化炭素地中貯留の影響下に入る可能性は極めて低い。  

更に、帯水層の鉱物学的組成にも依存するが、酸性化した地下水が岩石と反応し、

岩石中の重金属が溶出する事象も想定される。このメカニズム中には、金属酸化物あ

るいは酸水酸化物の溶解、粘土鉱物の反応／続成作用、そして粘土表面あるいは有機

錯体上に吸着した金属の脱着が含まれ、いずれも、エンドポイントとして人間環境へ

の影響のみならず陸生動植物への影響につながる可能性が完全に否定できない。  
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5.5.2 エンドポイント影響調査  
(1) 調査範囲  
前述の主たるエンドポイントを対象に文献調査により知見を収集した。検索エンジ

ンとして JICST、Yahoo、Google 等その他、以下のデータベースを用いた。  

 

(2) 生態系 (植物 )への影響  
① 実験事例による知見  
水稲等の商品作物を中心に、現状の大気中二酸化炭素濃度が倍増した場合の環境下

での生育を検討している。倍増程度の濃度までであれば、基本的には植物の成長・収

穫量にプラスに働く結果が得られており、金らは、対照区と二酸化炭素倍増区

（690ppm）の 2 つの温度傾斜型二酸化炭素濃度処理チャンバー（TGC）を用意して収
量の変化を調べているが、2 回の実験で (1991、1992 年 )、それぞれ 40％、22％の増収
が認められた（図 5.5-2）。  
農業環境技術研究所と東北農業試験場による岩手県雫石町におけるイネの FACE 実

験 (Free Air CO2 Enrichment)でも類似した傾向が見られている。  
屋外閉鎖型人工気象室を用いて二酸化炭素濃度の違いが個体群光合成、生育、収量

等に及ぼす影響を調査した（二酸化炭素濃度 350～1,900ppm）結果では、二酸化炭素
濃度が高まるにつれ水稲個体群光合成速度の上昇が見られ、650ppm では 350ppm の

場合に比べ、光・光合成関係の初期の勾配（光利用率に相当）で約 50%高まることが
認められた。  

 

 
  

しかし、650ppm を越えると二酸化炭素濃度増加の影響は小さくなった（図 6.5-3）。 

現状では、温暖化研究領域より高い二酸化炭素濃度 1,000ppm を超える実験事例は

殆ど見られない。一方、二酸化炭素濃度の上昇に伴い、炭素同化様式の異なる植物で

は光合成の応答に差異が生じ、300ppm 以下では二酸化炭素濃度上昇に伴う光合成速

度増加率は C3、C4 植物でほぼ等しいか、C4 植物が大きな数値を示すが、同速度の飽

和する二酸化炭素濃度は C4植物の方が低い傾向にある（図 5.5-4）。 

図 5.5-2 CO2倍増区における収量、 

収量構成要素、収穫指数（HI）の増加率
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関連して、Akita and I. Tanaka は、二酸化炭素濃度 1,000～2,500ppm の応答試験

で C3植物では乾物量の増加が認められるが、C4植物では殆ど差異が生じないことと、

1,000ppm を境に種類によっては衰退傾向を示すとし、高濃度域では異なる挙動を示す

ことが予想される。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

       図 5.5-4 C3および C4植物における個葉の光合成の環境応答  

 

 

 

 

 

 

② 天然事象による知見  
Cook らは、アイスランドの Ólafsvík 周辺の二酸化炭素泉で、平均 790ppm の曝露

を受けていたと推定されるイネ科植物 Nardus stricta への影響を調査した。  

 

光合成の炭酸固定経路でカルビン・ベンソン回路だけが働いている植物では、最

初の炭酸固定産物が炭素数 3 の化合物（3-ホスホグリセリン酸）であるので、これ
を C3光合成経路の植物、略して C3植物と呼ぶ。 

一方、被子植物の中で、光合成の炭酸固定で最初の産物が炭酸数 4 のジカルボン
酸（オキサロ酢酸、リンゴ酸、アスパラギン酸）になる植物（たとえばイネ科）を

C4光合成経路の植物、略して C4植物と呼ぶ。 

 
図 5.5-3 水稲個体群の光・光合成関係に及ぼす CO2濃度の影響  

（左り 350、650、1,000CO2ppm、1990 年 快晴）  
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衰退が発生した地区では土壌からの異常な二酸化炭素ガスの放出が生じていた。衰退

地域における土壌ガス中の二酸化炭素濃度は、通常 1%以下のところ 20～95%と高い

値を示した。これにより樹木の根における呼吸と養分の吸収が阻害され、衰退が発生

したと考えられる。 

ニュージーランド北島の Hakanoa 及び Waiare 鉱泉は、高濃度の二酸化炭素ガスを

伴う。Newton らは、鉱泉周辺の牧草地における二酸化炭素ガスの濃度分布を調べた

ところ、Hakanoa 鉱泉では噴気孔周辺の地上 10cm レベルでは 5000ppm、10m 風下

の同レベルでは 400ppm という高濃度の二酸化炭素ガスの分布が認められた（図

5.5-6）。更に、ガス測定地点毎に草本試料を採取して調べたところ、イネ科の C4植物

キクユグラスとシマスズメノヒエの分布に対照的な違いが見られた（図 5.5-7）。シマ

スズメノヒエが広い二酸化炭素濃度範囲に対応して見られたのに対し、キクユグラス

は殆どが二酸化炭素濃度 1,000ppm 以下の地点にのみ認められた。 
 

 

 

 

CO2 泉周辺のものは老化が早く、光合

成 の 能 力 に 現 象 が 認 め ら れ る (図

5.5-5)。この他、光合成において重要な

酵素であるルビスコ量、クロロフィル

量、葉面積指数などにも同様の現象が

認められた。これは、高濃度 CO2環境

によって過剰な炭水化物を生成しない

よう N.stricta の調節機能が働いたた

めと推定される。  

アメリカ・マンモスマウンテンの研

究事例では、ロングバレーカルデラの

南西縁に位置する活火山地域で、1989

年に発生した群発地震の翌年、樹木の

衰退が認められ、2000 年までに樹木の

衰退が生じた面積は計 100 エーカーを

超えている（Sorey ら）。1989 年の群

発地震以降、マンモスマウンテン地域

の CO2ガスの放出量は顕著に増加し、  

図 5.5-5 CO2 泉近くと離れた地点

の N.stricta の光合成応答曲線 

（Cook et al.，1998）  
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図 5.5-6 Hakanoa 鉱泉の噴気孔周辺の地上 10cm レベルにおける  
二酸化炭素濃度分布  

 
 
 
 

 

 

図 5.5-7 Hakanoa 鉱泉の噴気孔周辺の 
イネ科植物 2 種に見られる分布の違い 

（Newton et al.，1996） 

●：キクユグラス 

○：シマスズメヒエ 
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(3) 人間への影響  
安全衛生規則 583 条では以下に示すように規定されている。  

また、特定の作業環境下における作業者の安全を確保する観点から、鉱山保安法に

基づき保安規定として、坑内での二酸化炭素の許容濃度などが規定されている。  

また、米国国立労働安全衛生研究所（National Institute for Occupational Safety 

and Health: NIOSH）は、労働環境における安全な二酸化炭素レベルについて、推奨

量を表 5.5-1 のように公表しており、1 週間の勤務時間を 40 時間とする場合、人体に

とって安全な二酸化炭素濃度は 5,000 ppm（0.5%）とされている。  

一方カナダ厚生省（Health Canada）では、労働時間を基準に安全な二酸化炭素レ

ベルを評価することは、子供や老人など、自宅で一日の大半を過ごす人口を除外する

こととなるため、「労働時間（Occupational exposure）」ではなく「一生の時間（Lifetime 

exposure）」を対象として安全な室内空気中の二酸化炭素レベル（長期許容安全レベル）

を測定している。カナダ厚生省では、一生の時間を過ごすと想定した場合の安全な室

内空気中の二酸化炭素レベルは、3,500 ppm（0.35%）以下、と設定している。  

表 5.5-1 NIOSH・Health Canada による室内空気中の二酸化炭素許容レベル  

二酸化炭素レベル  二酸化炭素濃度

（ppm, %）  状況  

NIOSH 推奨量  
Recommended Exposure Limit 

5,000 ppm
(0.5%)

1 日 10 時間以内又は  
1 週間 40 時間以内  

短時間制限量  
Short-term Exposure Limit 

30,000 ppm
(3%) 15 分間以内  

人命に危険を及ぼす量  
Immediately Dangerous to Life and 
Health 

40,000 ppm
(4%) 即時に人命に関わる  

Health Canada 長期許容安全レベル  
Acceptable Long-term Exposure Range 

3,500 ppm 以下
(0.35%) 生涯安全  

 

一方、国際火山災害健康リスク評価ネットワーク（以下、IVHHN）のまとめによる

と、二酸化炭素濃度と人体への影響について表 5.5-2 のような知見が得られている。  

（坑内の炭酸ガス濃度の基準） 第五百八十三条    
事業者は、坑内の作業場における炭酸ガス濃度を、一・五パーセント以下とし

なければならない。ただし、空気呼吸器、酸素呼吸器又はホースマスクを使用

して、人命救助又は危害防止に関する作業をさせるときは、この限りでない。  

鉱山保安規則 （酸素及び炭酸ガス）第二百十六条  
鉱山労働者が就業し、又は通行する坑内の空気は、酸素含有率十九パーセント

以上、炭酸ガス含有率一パーセント以下としなければならない。  
２ 前項の規定は、特に安全な方法によって人命救助又は保安に関する作業を

させるときは、その作業場については適用しない。  
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二酸化炭素の間接的な影響では、二酸化炭素溶解水との接触あるいは経口摂取が考

えられる。高二酸化炭素濃度水では、日常的に炭酸飲料の摂取が行われているが、健

康への影響についての報告はない。炭酸泉の飲用療法において、遊離炭酸濃度が高い

場合には血中二酸化炭素濃度の急激な上昇を招き、「鉱泉酩酊」と呼ばれる症状を起こ

すことが知られている。  

 

表 5.5-2 二酸化炭素濃度と人体への影響  

（ IVHHN ホームページ，http://www.geocities.jp/ychojp/ivhhn/index_japanese.html）  

曝露限界  
（％  in air）  

健康への影響  

2～3 安静時には気づかないが、運動をしたとき著しい息切れが

起きる。  
3 安静時の呼吸が目立って深く頻繁になる。  

3～5 呼吸のリズムが速くなる。曝露を繰り返すと頭痛を引き起

こす。  
5 呼吸が著しく苦しくなる。頭痛、発汗、跳び上がるような

脈拍が生じる。  
7.5 呼吸の増加、心拍数の増加、頭痛、発汗、めまい、息切れ、

意識障害、脱力、眠気、耳鳴り。  
8～15 頭痛、めまい、嘔吐、意識喪失、迅速な酸素吸入がない場

合には死亡する可能性。  
10 意識喪失とともに 10 分から 15 分で急速に呼吸困難へと発

展する。  
15 これ以上のレベルへの曝露は耐えられない致死濃度  

25+ けいれんが起き、数回の呼吸で意識喪失となる。このレベ

ルが維持されると死に至る。  

 

(4) 構造物、水資源  
標記対象物は二酸化炭素の移動に伴って考えられる関連をあえて想定したものであ

り、事例としても二酸化炭素の濃集等による直接的な影響に当てはまるものは見られ

ず、エンドポイントとして生態系や人間と同列に扱うことはできないものと考えられ

る。  

 

5.5.3 まとめ  
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 ,影響時間と併せて概念図

化した (図 5.5-8)。人間については 3％辺りから呼吸への影響が見られ、国内法規では

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%）と設定している。植物を中心とした生態系では
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IPCC 特別報告書に見られる 5％以下でも生育そのものは確認できるが、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は、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、以下の課題を有する。  

① 長期間の高濃度二酸化炭素に対する応答が不明確である。  

② 高濃度二酸化炭素に適応した遺伝型が選択され、異なる応答を見せる可能性が

ある。  

③ 植物以外の、捕食者、分解者も存在し自然生態系への影響が不明確である。  

二酸化炭素の濃度増加が多様な植物にどのような有意な影響を及ぼすかを定量的に

把握するためには、今後のさらなる研究成果を待つ必要がある。  

 

 

IVHHN:国際火山災害健康ﾘｽｸ評価ﾈｯﾄﾜｰｸ(International Volcanic Health Hazard Network )
HC：カナダ厚生省(Health Canada)

数日間 数ヶ月間 数年間 数十年～数分間 数時間

400ppm

200ppm

4,000ppm

2,000ppm

40,000ppm

800ppm

8,000ppm

80,000ppm

800,000ppm

50,000ppm(5%)

600,000ppm

400,000ppm

60,000ppm

6,000ppm

600ppm

100pp

1,000ppm

20,000ppm

10,000ppm

200,000ppm

100,000ppm

1,000,000ppm

呼吸困難(IVHHN)  5%

急速な吸困難(IVHHN) 10%

200年前の年間平均大気中濃度
（280ppm）

現代の年間平均大気中濃度
（370ppm）

意識不明、痙攣(IVHHN) 25％

頭痛・耳鳴り・めまい(IVHHN) 7.5%

坑内空気　1．5％以下（安全衛生規則）
同上1％以下（鉱山保安規則）

CO2濃度応答試験2
2000年雫石ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
(500～600ppm)
ﾀﾝﾊﾟｸ含量低下、いもち病

樹木生育への影響
（ﾏﾝﾓｽﾏｳﾝﾃﾝ事例）
土壌ｶﾞｽ20%～

CO2濃度応答試験1
(1,000～2,500ppm)
C3植物乾物量増収

ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ排気ｶﾞｽ中濃度　12%

長期許容安全ﾚﾍﾞﾙ
0．35％（HC）

天燃事例1
(5,000ppm)
C4植物生育

0.1%

1%

10%

植物に危険な可能性(IPCC SR)
50,000ppm(5%)

天然事例2
(790ppm）

光合成酵素減少

 

            図 5.5-8 二酸化炭素濃度と環境影響概念  
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2000-2004 
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5.6 海域環境への二酸化炭素漏洩に関する影響評価 

5.6.1 はじめに  
二酸化炭素地中貯留技術開発において、当該技術の社会的な受容を向上させる方途

として、CO2 地中貯留の安全性評価を行い、それによって、安全評価・環境影響評価

指針の策定に結びつけることができれば、それは好ましい一つの方向であろう。その

ためには、長期の CO2地中挙動予測に基づく地点固有の CO2漏洩評価が可能となれば、

漏洩先が海域であった場合について、その環境影響評価が可能であることを示すこと

は、信頼を確保する上で意義がある。  

本調査では、海域への CO2漏洩が生じた場合の環境影響評価を行うことによって、

海域への環境影響面から、安全評価・環境影響評価指針の策定へと繋げると共に、社

会的受容向上にも寄与することを目的とした。  

そのために、本年度は、地中からの貯留二酸化炭素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つつ整理を行った（5.6.2

節）。また、その影響を定量的に評価するために、海域環境への二酸化炭素漏洩時の挙

動およびプランクトンへの影響について、数値シミュレーションモデルによって分

析・評価を行った（5.6.3 節）。  

 

5.6.2 海洋生物に及ぼす影響評価  
地中貯留された CO2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った。評価にあたっては、我が国沿

岸の水深 200m 程度の海域をおおよそ想定し、とりあえず水柱（water column）を対

象に、そこに生息すると想定される生物および生態系への影響について、一般化した

検討を行った。なお、海底面への漏洩の態様および想定する時期については、平成１

６年度までの「二酸化炭素地中貯留技術研究開発」の報告書においての検討結果に基

づいた検討であり、「まとめ」（5.6.4 節）」に述べるような諸点に留意する必要がある。 

(1) 二酸化炭素漏洩時の生物影響  
地中貯留された CO2が、万が一、海水中へ漏洩した場合、CO2は海水中の水（H2O）

と反応し、3 態の溶存無機炭素、すなわち溶存二酸化炭素（aqueous CO2）、重炭酸イ

オン（HCO3-）、炭酸イオン（CO32-）として海水中に存在する。  

H2O + CO2 (gas) ⇔  H2CO3(aqueous) ⇔  HCO3- + H+ ⇔  CO32- + 2H+ 

したがって、二酸化炭素は水と反応すると水素イオン（H+）を放出するので、海水

が酸性化すなわち pH が低下する。また、二酸化炭素は溶存態の二酸化炭素ガスとし

て海水中に存在するので、海水の二酸化炭素分圧が高くなる。このような二酸化炭素

の溶解による海水の変化は、海生生物に影響を与えることが実験的に示されている 1)。

二酸化炭素濃度上昇の影響は、主に海洋表層に生息する個々の生物について、数ヶ月

間までの期間で実験的に調べられている。これまでに観察された影響は、暴露時間の
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延長に伴う死亡率の増加とともに、石灰化、再生産、成長、酸素供給および運動の減

少などである。ある種の生物では、わずかな二酸化炭素濃度の上昇によっても影響が

みられることが示されている。  

一般に海水中へ CO2が付加された場合に起こる生物への影響は、急性影響、慢性影

響、生態系影響に大別することができる。急性影響は、海水の CO2濃度が高くなるこ

とにより数日間のうちに生物（個体）の生残（生死）に影響が及ぶことである。慢性

影響は、CO2 濃度増加が生物の生残に影響を与えない程度であっても、成長や再生産

が阻害されるといった直接的な影響により、世代交代が繰り返される期間のうちに、

その個体群の現存量に影響の及ぶことである。生態系影響は、急性影響や慢性影響に

よる直接的な影響が、食物連鎖のような生物のつながりを通じて他種の現存量の変化

として間接的に現れ、生態系システムの機能（例えば物質循環）に影響の及ぶことで

ある。評価の対象とする海域（ここでは pelagic な環境を想定）が、付加される CO2

のフラックスより十分に大きい場合、上記の影響は、この順に、より広域に、かつよ

り長期に現出する。すなわち、海水中への海底面からの CO2漏洩時の生物影響は、漏

洩範囲（面積）、漏洩量、漏洩速度などの漏洩形態を明確にすることによって、定量的

に評価されることになる。  

以上を踏まえると、定性的には以下のようになるであろう。広い範囲で大量の CO2

がゆっくりと漏洩する場合には、海水中の CO2濃度の上昇は低いので急性影響のおこ

る確率は少ないが、影響の続く期間が長いので慢性影響や生態系影響のおこる可能性

が残される。これとは反対に、狭い範囲で少量の CO2が短時間に漏洩する場合には、

局所的に CO2濃度が高くなるので急性影響のおこる確率は高くなるが、慢性影響や生

態系影響のおこる可能性は小さくなる。  

 

(2) 生態リスク評価  
生態系への影響は、「生態リスク評価」の枠組みで考察することが可能である。化学

物質は、世界で 10 万種類、我が国で 5 万種類流通しているといわれ、その中には、有

害性を持つものも多く、海外や我が国では化学物質の生態リスク評価法が開発されて

いる 2)。代表的な生態リスク評価法は、OECD3)、米国 4)、EU5)、日本 6)において定め

られてきている。化学物質と CO2は特性が異なるものの、これらの生態リスク評価法

は、海水中への CO2漏洩による海洋生態系への安全性評価にも参考にできると考えら

れる。そこで、以下に EU における生態影響評価手法の概要について述べる。  

EU では、新規化学物質のリスク評価に係る委員会指令 93/67/EEC および既存化学

物質のリスク評価に係る委員会規則 (EC)No.1488/94 をサポートするためのテクニカ

ルガイダンス文書（TGD） 5)が発行され、またリスク評価の実施を容易にするため

EUSES(European Union System for the Evaluation of Substances)7)と呼ばれるリス

ク評価ソフトが開発されている。  
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EU の環境リスク評価は、対象とする化学物質に関して、生態系へ影響を全く与えな

いとされる濃度（PNEC,Predicted No Effect Concentration,予測無影響濃度）と、実

測 ま た は 計 算 に よ り 求 め ら れ る 環 境 濃 度 （ PEC,Predicted Environmental 

Concentration, 予測環境中濃度）との比較により行われる（図 5.6-1）。  

PNEC とは、化学物質の環境中でのリスク評価の際、例えば OECD の試験法 3)によ

り求めたその化学物質の環境生物への有害性データを使用して算出され、実環境に影

響がないであろうと予測される濃度である。PNEC は、実験室で得られた影響データ

を生態系に影響のない濃度へ外挿することによる不確実性について、影響濃度（Effect 

Concentration）をアセスメント係数（AF, Assessment Factor）で除すことにより、

安全性を確保している（表 5.6-1）。PEC とは、化学物質の環境中でのリスク評価の際、

例えばその化学物質の物理化学的性状を使用して数学的なモデルにより算出した環境

中の濃度のことである 8)。水生生物に係る PNEC の算出は、急性または慢性毒性の試

験結果に AF を適用して行う（表 5.6-1）。  

こうした検討から、既存化学物質の場合、PEC/PNEC ≤ 1 であれば、現在のところ

追加情報や追加試験の必要はなく、既に適用されているリスク削減措置を超える措置

の必要はない。もし、PEC/PNEC > 1 であれば、追加情報や追加試験が必要である、

あるいはリスクを削減する必要がある（ただし既に適用されているリスク削減措置を

考慮しなければならい）、という結論のいずれかになる。  

以上のような生態リスク評価法を、海水中への海底面からの CO2漏洩による海洋生

態系影響評価に応用しようとすれば、CO2漏洩に係る PEC と PNEC を求めることが

必要である。この PEC は、沿岸海域の地中に貯留された二酸化炭素が海水中へ漏洩し

た際の漏洩域周辺の海水二酸化炭素濃度である。漏洩域周辺の海水二酸化炭素濃度は、

当然、濃度勾配を持つので、影響範囲についても明らかにしなければならない。PNEC

は、評価の初期においては、海洋生物が高二酸化炭素環境に曝された場合にどのよう

な影響が現れるかを記載した信頼性の高い既往知見を基に算出することになる。

PNEC の算出に十分なデータがないと判断されれば、必要な影響データを実験によっ

て揃えなければならない。   
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図 5.6-1 EU の新規および既存化学物質の環境リスク評価過程 2)
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表 5.6-1 アセスメント係数（AF）  

利用できる影響データ  AF 

3 つの栄養段階の代表種（藻類、動物プランクトン、魚類）の少なくとも 1 種以上
の短期 LC50*1または EC50*2値  

1,000 

動物プランクトンか魚類のいずれかの長期 NOEC*3 100 
3 つの栄養段階から 3 つ以上の種（通常は藻類、動物プランクトン、魚類）につい
ての長期毒性  10 

野外あるいは模擬生態系によって得られたデータ  場合による  
*1 LC5 0（median lethal concentration, 半数致死濃度）： 試験生物が暴露される水中で、試験生物の 50%
を死に至らしめると推定される物質濃度。LC5 0は、通常、時間に依存する値（例：48-h または 98-h LC50; 48
時間または 96 時間の暴露の後に試験生物の 50%を死に至らしめると推定される濃度）として表される。LC50

は、観察（１つの試験濃度中で、 50%の試験生物が死んでいるのを観察する）、補間 interpolation（１つの
試験濃度で 50%以上の致死率が観察され、それより低い濃度では 50%以下の致死率であった場合、LC50はこ

れら 2 つのデータポイントを補間して推定する）、または算出（すべての試験濃度の致死データを分析して、
統計的に LC50を導き出す）によって、得ることができる。 8)  

*2 EC50（median effective concentration, 半数影響濃度）： 試験生物が化学物質に水中で暴露された場合
に、試験生物の 50%に何らかの亜致死的反応を引き起こす影響があると推定される物質濃度。EC5 0は、通常、

時間に依存する値（例：24-h または 48-h EC5 0）として表される。被検物質による暴露の結果、試験生物に誘

発される亜致死的反応（影響の指標）は、例えば、試験生物の遊泳阻害、平衡感覚の喪失、生理的または行動

的変化などである。  
*3 NOEC（no observed effect concentration, 無影響濃度）： 毒性試験において、暴露された試験生物集団
に、対照区と比較して有意な有害影響がみられなかった物質の最高濃度。無有害影響レベルあるいは無影響レ

ベルとも呼ばれる。  

 

(3) 高二酸化炭素環境が浅海生物に与える影響  
二酸化炭素の生物影響については、 IPCC 特別報告書二酸化炭素回収・貯留 (2005)9)

の第 6 章  海洋隔離（Ocean Storage）に既存文献を網羅した詳細な解説が記載されて

いるので、以下では特に高二酸化炭素環境が浅海生物に及ぼす影響について記す。  

これまでに調べられた生物のなかで二酸化炭素に対する感受性が最も高いと考えら

れるのは、炭酸カルシウムからできた外骨格などの体構造を持つ（石灰化）生物であ

る。二酸化炭素濃度の上昇は、下記のようにカルシウムを溶解する方向に平衡を移動

させるため、石灰化をする生物は特に感受性が高いと考えられている。  

H2O + CO2 + CaCO3 ⇔  2HCO3- + Ca2+ 

石灰化をする海洋生物のなかで二酸化炭素の影響が調べられているのは、貝類（貝

殻が CaCO3を主成分とする、以下同様）、棘皮動物（ウニ類では殻）、サンゴ類（骨格）

および植物プランクトン（円石藻では細胞表面を覆う微小な殻）である。  

貝類とウニ類では、産業革命以前から 2 倍の溶存二酸化炭素濃度すなわち

560ppm(pCO2)で、成長と生残の減少が実験的に確かめられている 10)。サンゴ類と石

灰藻（石灰質を体壁に分泌している藻類、紅藻類のサンゴモ科 Corallinaceae が主で、

サンゴ礁の造成にあずかる）では、多数の室内実験と野外調査によって、560ppm の

二酸化炭素濃度で、石灰化が 15～85%減少することが示唆されている 9)。円石藻では、

750ppm の二酸化炭素濃度で、石灰が阻害されることが示されている 11)。  
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一方、二酸化炭素濃度の上昇が植物プランクトンのある種に対しては有利に作用す

ることが報告されている 12)。メソコズム実験（できるだけ実際の自然環境に近い生態

系を模擬した水槽実験）によって氷河期（190ppm）、現状（370ppm）、将来（710ppm、

IPCC シナリオ 92a による 2100 年の予測）の二酸化炭素濃度の影響を調べると、二酸

化炭素濃度の上昇により植物プランクトンの純生産が増加することが示された。また、

珪藻類（植物プランクトン、珪酸化した細胞壁をもつ）は 190ppm あるいは 710ppm

で卓越したのに対し、円石藻は 370ppm で卓越することが示された。  

これらの知見は、産業革命以来大気中に増加した二酸化炭素が海洋に溶け込んだ影

響が、既に海洋生物の石灰化に影響を与えている可能性を示唆している。海洋が高二

酸化炭素環境へ変化すると海洋生物の石灰化が阻害され、全球の生物地球化学的循環

に影響を与える可能性がある 13)。  

石灰化を行う生物以外について、既往知見から推定すると、二酸化炭素の急性影響

は、最も感受性の高いイカ類では 5,000ppm 以上、魚類では 13,000～40,000ppm 以上

で現れる 9)。海洋生物のうち主に無脊椎動物おそらくは単細胞生物においては、二酸

化炭素影響のメカニズムから推定して、400～500ppm 以上の長期暴露により生物相お

よび生態系への影響が現れることが示唆されている 9), 14) （表 5.6-2）。  

海域の地中に貯留された二酸化炭素が海水中へ漏洩した際の生物への影響は、ここ

で述べたとおり二酸化炭素が浅海生物に及ぼす影響に係る知見が揃っているので、先

述した二酸化炭素漏洩形態が明らかであれば、急性影響および慢性影響に関しては安

全性評価が可能と考えられる。しかし、二酸化炭素漏洩形態から生態系影響について

も安全性評価が必要となる際には、海洋表層の生態系には解明されていないことも多

くまた生態系の海域による差が著しいことから、この評価を精密に行うことは現状で

は限界がある。  

表 5.6-2 高二酸化炭素環境が浅海生物に及ぼす影響  

生物種  影響濃度  影響  

貝類・ウニ類  560ppm 長期暴露による成長と生残の減少  

サ ン ゴ 類 と 石 灰

藻  
560ppm 石灰化が 15～85%減少  

円石藻  750ppm 石灰化の阻害  

植 物 プ ラ ン ク ト

ン  
190, 370, 710ppm 

二酸化炭素濃度の上昇に伴う純生産の増加種

組成の変化  

イカ類  5,000ppm 以上  生理的影響  

魚類  13,000-40,000ppm 以上  生理的影響  
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(4) 生態系影響解明のためのナチュラルアナログの利用  
二酸化炭素地中貯留による二酸化炭素漏洩時の生態リスク評価には、自然発生する

二酸化炭素（ナチュラルアナログ）も有効であると示唆される 9)。海域においても海

底からの天然現象としての CO2湧出現象が知られており、これらの多くは熱水噴出孔

（hydrothermal vent）や冷水湧出（cold seep）の活動に伴っている。深海底からの二

酸化炭素の自然発生（湧出）は、沖縄トラフの伊是名海穴（Okinawa trough, Izena 

cauldron,）にある JADE サイト（水深 1,350～1,550m）、ハワイ諸島の Loihi Seamount

（水深 1,000m）、マリアナ弧の栄福海山（Mariana arc, NW Eifuku volcano, 水深

1,600m）において知られている。深海底から湧出した二酸化炭素は、深海の冷水（4℃）

に触れ、水圧が高いこともあいまって、ハイドレートを形成することが観察されてい

る 15)。浅海における二酸化炭素の湧出は、パプアニューギニアの Ambitle Island の

Tutum Bay16)、イタリアの Gulf of Trieste などにおいて知られている。Gulf of Trieste

では、CO2GeoNet（European Network of Excellence on Geological Storage of CO2, 

http://www.co2geonet.com/）の活動の一環として、二酸化炭素湧出のモニタリングと

ともに生態学的な調査が行われている。  

このように海域における二酸化炭素湧出の事例も多くあるので、ナチュラルアナロ

グとして二酸化炭素漏洩時の生態リスク評価にある程度役立つと考えられるが、これ

らの二酸化炭素湧出は地中貯留で予測される漏洩フラックス（単位面積あたりの流量）

をはるかに超えていると考えられる。したがって、ナチュラルアナログを生態リスク

評価に利用する際には、先述の二酸化炭素漏洩形態を正確に把握しておくことが重要

である。また、浅海域の生態系は多様性に富み、特に沿岸域ではその多様度も増すの

で、生態リスク評価が必要となるサイトの生態系の特性を事前に調べておかなければ

ならない。  

 

(5) 海洋生態系への影響予測評価  
海洋生態系の食物連鎖を考慮した海洋生態系モデルの開発も行われているが 17-19)、

海洋生態系影響予測評価を現状で行うことは困難と言える。しかし、現状でも海洋生

態系管理に補助的な情報を与えるものとして、海洋生態系モデルを利用することには

意義がある。その場合、いくつかの生態系モデルを適用し、結果の一貫性について確

認することが必要になる。  

 

5.6.3 海域環境への二酸化炭素漏洩時の挙動評価  
本節では、海域環境へ二酸化炭素が漏洩した時の挙動とそれによるプランクトンへ

の影響について、数値シミュレーションモデルを用いて、試算を行った結果をまとめ

る。  
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(1) モデルシミュレーション法  
ここでは、大きく分けて、海域での二酸化炭素挙動を評価する二流体モデルと、プ

ランクトンへの影響を評価する生物影響評価モデルの２種類の数値シミュレーション

モデルを用いた。以下にその概要のみを示す。  

 

① 支配方程式  
本研究のシミュレーションでは分散相（二酸化炭素）と連続相（海水）という二つ

の異なる相から成る二相流を扱う。計算法としては Sato & Sato20)に準拠し、

Eulerian-Lagrangian 二流体モデルを使用した。支配方程式は質量保存則と運動量保

存則（Navier-Stokes の式）である。  

 

② モデルの改良  
Sato & Sato20)は、二酸化炭素海洋隔離の評価に用いられており、地中貯留が対象と

する海域での評価の場合、改良が必要である。本研究では、地中貯留からの二酸化炭

素漏洩に関する海域環境影響の評価のために、以下のような改良を行った。  

二酸化炭素はその深度の圧力と温度によって状態変化を起こす（図 5.6-2）。地中貯

留が対象とするような浅海域での評価のためには、この状態変化を考慮する必要があ

る。このため、セルの静水圧と温度から二酸化炭素の状態（液体、気体、ハイドレー

ト混在）を判断することとした。  

そして、気泡は状態方程式に従い水圧の変化による体積膨張が起きるとした。なお、

Sato & Sato モデル 20)では液滴の体積変化は減少のみであるので、初期半径を適切な

範囲で定めれば、液滴の形状は球で近似できるとしている。しかし、水圧による体積

膨張を考えると、気泡の体積は球で近似できる範囲を超える可能性がある。このため、

本研究では気泡の体積が 3.0×10-6 m3 を超えたときは球ではなく冠球となると想定し

て計算を行った（図 5.6-2）。  
 

      

図 5.6-2 状態遷移図（右図）と想定した気泡形状  
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③ 生物影響評価モデル  
本研究では、生物影響の評価を行うために、Sato21)による動物プランクトンに対す

る pCO2 死亡率モデルを採用した。このモデルでは、死亡率 Z は以下の式で表してい

る。  

( )
∫

−

∞− ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
−=

5

2

2

2
exp

2
1Y

dXXZ
σ

µ
πσ

 (5.6-1) 

ここで、  

( )xX log=  (5.6-2) 

であり、x は毒性物質の濃度であるが、ここでは pCO2を、Y は死亡率 Z のプロビッ

トを、µ とσ は X の平均と標準偏差とする。  

毒性物質の急性影響を調べるには LC50（50％の生物が死亡する平均致死濃度）と

LT50（50％の生物が死亡する平均致死時間）が広く使われる。Sato21)によれば、これ

らを採用した場合死亡率に対して以下の一次式が成立する。  

( ) ( ) cxbtaY ++= loglog  (5.6-3) 

ここで、 t は暴露時間である。式 (5.6-3)の左辺の係数、a、b、c は定濃度生物死亡率

実験の結果により決定され、生物種に固有である。式 (5.6-3)は式 (5.6-4)に変換できる。 

[ ] cxtaY a
b

+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅= log  (5.6-4) 

式 (5.6-4)を非定常の x に対する死亡率へ拡張したのが式 (5.6-5)である。  

[ ] cdxaY
t

a
b

+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= ∫0

log τ  (5.6-5) 

式 (5.6-5)は動物プランクトンに対する急性死亡率の累積ダメージを表す。本研究に

おいては、対象となる動物プランクトンとして Metridia pacifica（a = 3.26335、b = 

0.32943、c = –0.00619）を採用した。これは Sato et al. 22)によって行われた実験で最

も生存率が低かった生物である。  

動物プランクトンは流体の受動トレイサーとしてラグランジュ法により追跡され

る。また、予測無影響濃度（pCO2の上昇分）を 500ppm とした。   

 

(2) 計算条件  
二酸化炭素の漏洩流量、一様流の流速、気泡径、隔離を行った地点の水深といった

各パラメタの影響を調べるために、表 5.6-3 のように Case 1～5 の条件でシミュレー

ションを行った。  
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表 5.6-3 シミュレーションのケース設定  

 Flow rate of CO2 
(10-4kg/m2/s) 

Velocity of 
background flow 

(m/s) 

Initial Radius 
of bubble 

 (m) 

Depth of 
Leak Point 

(m) 
Case 1 0.4 0.05 0.01 200 

Case 2 0.4 0.1 0.01 200 

Case 3 0.4 0.05 0.02 200 

Case 4 2.8 0.05 0.02 200 

Case 5 0.4 0.05 0.0036 500 

 

二酸化炭素漏出量 0.4×10-4 kg/m2/s は、平成 15 年度報告書 23)の地中の二酸化炭素

漏洩シミュレーションにおけるケース kv-1 の 900 年後（漏洩量が最大になる時点）の

海底地表からの漏洩量、2.8×10-4 kg/m2/s は、同じくケース kv-10 の 100 年後（漏洩

量が最大になる時点）の漏洩量に相当する。これらのケースは、海底下深度 1,000m の

ドーム型背斜構造を持つ圧入帯水層から地震などで上部に浸透性を持つ経路が発生し

たという「極端ケース」であり、それぞれ、その浸透率が 1 md、10 md の場合である。

IPCC の特別報告書 9)では、100 年で 99%留まる可能性が“very likely”、1000 年留ま

る可能性が“ likely”としており、ここで仮に想定した漏洩量は、これらと比べて極め

て大きいものを想定したことになる。  

本計算では、Case 1 を基準とし、流入境界での一様流速を 0.05 m/s と 0.1 m/s、漏

洩した二酸化炭素の気泡の初期半径を 0.01 m と 0.02 m、漏洩深さを 200 m と 500 m

と振って計算を行った。なお、水深 500 m での初期半径は、気泡径 0.01 m と同等の

質量の液滴のものであり、放出後、液滴は上昇しながら、その存在する深さの静水圧

により気泡へと相変化する。気泡径は上記の値をµ とし、σ = 0.2×µのガウス分布に従

う乱数で決定する。  

表 5.6-4 は格子条件である。x 方向は -250～1,500m、y 方向は -25～25m の範囲であ

り、二酸化炭素の漏洩経路は x 方向の 0m 地点を中心としている。境界条件としては、

x 方向が開境界、y 方向が周期境界、底面は自由滑り面、水面では液相の速度に関して

は自由滑り面、気相の速度については開境界としている。また、表 5.6-5 はプランクト

ンの初期位置の深度である。プランクトンは、x 方向は -250m、y 方向は 0m の地点か

ら水の流れにのって移動する。図 5.6-3 にこれらの概念図を示す。  
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表 5.6-4 グリッド条件  

 Number of Grid 

points 

Minimum Grid Size 

(m) 

Domain of Calculation (m)

Case 1～  

Case 4 

88×28×101 2×2×2 1750×50×200 

Case 5 88×28×101 2×2×5 1750×50×500 

表 5.6-5 想定したプランクトンの水深位置に関する初期条件  

 Plankton1 Plankton2 Plankton3 Plankton4 Plankton5 Plankton6

Case 1～  

Case 4 

200 150 100 50 0 - 

Case 5 500 400 300 200 100 0 

 

 

図 5.6-3 計算領域の概念図  

 

表 5.6-6 は計算領域の成層条件である。温度は水深に従う直線分布とし、塩分濃度は

約 34 permilで一定である。海水のもともとの二酸化炭素濃度を 1.03×10-4 kg/ℓとした。

これは初期 pCO2がおよそ 1,000ppm となる値である。  

表 5.6-6 計算領域の成層条件  

Temperature（K）  290.47-0.0342z  (z：depth (m)) 

Salinity（permil）  About 34 

Vaisala frequency（1/s）  About 0.01 

 

Periodical Boundary 

1500250

200

25

Uniform 

Plankton 

CO2 

z 

x 

y 

25
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(3) 計算結果と考察  
① 計算結果  
図 5.6-4 は Case 1 における 2 時間後と 6 時間後の DCO2分布の変化である。二酸化

炭素が一様流による移流で広がっていくのが分かる。また端では拡散による分布が見

て取れる。水平方向には濃度はほぼ一定であり、水深に従って層を成している。図 5.6-5

は各ケースにおける 10 時間後の DCO2分布である。  

 (a)  (b)  

図 5.6-4 Case 1 における DCO2 (kg/l)の時間変化（T=2h (a), T=6h (b)）  

 

(a)   (b)  

(c)   (d)  

 (e)  

図 5.6-5 Case 1～5 における 10 時間後の DCO2 (kg/l) 

（Case 1: (a), Case 2: (b), Case 3: (c), Case 4: (d), Case 5: (e)）  
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 (a) Distribution of DCO2 (Case 1～4)     (c) Distribution of pCO2 (Case 1～4) 

 

        
(b) Distribution of DCO2 (Case 5)       (d) Distribution of pCO2 (Case 5) 

図 5.6-6 DCO2 and pCO2の鉛直方向の分布  

 

(a)   (b)  

図 5.6-7 CO2 mass (Mass fraction: solid, Total mass of leaked CO2: dashed, Mass of 

flown out CO2: dash dot dot), Case 1 (a), Case 5 (b) 
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図 5.6-6 は DCO2（a, b）と pCO2（c, d）の鉛直分布、図 5.6-7 は総漏洩量と水面か

ら大気中へ抜けた二酸化炭素量（抜気二酸化炭素量）の鉛直分布である（Case 1 と 5

のみ示す）。Case 1 に対して Case 2、Case 3 共全体の濃度が低いが、Case 2 は表層の

濃度は Case 1とあまり変わらないことが分かる。また Case 1に対して Case 3は DCO2

の濃度は低い。それは、Case 3 では抜気二酸化炭素量が多いためである。Case 5 は深

層で全ての二酸化炭素が溶解しており、DCO2の濃度の濃い層ができると共に、抜気二

酸化炭素量が 0 となっている。  

 

② 考察 

DCO2は時間変化に従って流速方向に広がっていくが、流速と垂直方向の分布はほぼ

一定である。これは DCO2 分布について移流が支配的であり拡散の影響が小さいこと

を示している。ただし、今回は y 方向に漏洩経路が無限遠であるため、y 方向の拡散

がほとんど存在せず、今回の結果の解釈にはこの点に特に留意が必要である。また、

鉛直方向は成層が存在するため拡散が起こりにくい。更に気泡の上昇があるため二酸

化炭素の発生源が言わば面状に存在しており、その面に対して垂直に一様流が流れて

いることで拡散の影響が非常に小さくなっている。こういった知見は、サイト選定の

指針案作成における示唆を与えると考えられる。ただし、より現実的な状態での拡散

の影響を見るためには、漏洩経路の限定の他に、一様流ではなく潮汐や海洋乱流を入

力する等の拡張した評価が必要であると考えられる。  

Case 5 の水深（500m、二酸化炭素が液滴として漏洩）では Case 1～4 とは逆に気

泡からの溶解量の影響が大きい。液滴の二酸化炭素の上昇速度は気泡に比べて非常に

遅く、その体積は溶解による減少が支配的である。液滴からの溶解量は上昇するほど

小さくなる。  

流量が大きいほど、流速が遅いほど、また気泡径が小さいほど、DCO2濃度が大きく

なるという結果が得られた。しかし、その濃度分布にはいくつかの違いが見られた。

まず流速に関しては、Case 2 は Case 1 に比べて全体の濃度は低いものの表層部の濃

度はあまり変わらず、抜気二酸化炭素量も同等であった。これは流速が早い場合、基

準値の DCO2 濃度を有する海水が上流から多く供給されるため、濃度は薄くなるもの

の、気泡からの溶解量には差がないからだと考えられる。すなわち、表層部では Case 

2 の方が溶解量が多いということを意味している。  

プランクトンはほぼ一定の DCO2 濃度海水中を移動していくため、pCO2 の増分が

500ppm 以下であればその死亡率は 0 のままとなる。500ppm を超えた場合は、本計算

では y 方向に拡散がないため、時間の経過と共に死亡率は上昇する。特に Case 5 は、

深い海底面を想定したため、漏洩二酸化炭素は液滴状であり、上昇速度が気泡より遅

く、そのため溶解速度は減少し、液滴表面積も気泡より小さく（漏洩する液滴数は同
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じため）なる。しかし、それでも上昇速度が遅いことが近傍の液滴の数密度を上げ、

濃度が高くなると考えられる。  

ただし、ここでの計算はあくまで仮想の海域条件（流速等）と漏洩条件（いったん

漏洩が起こると設定した漏洩速度で漏洩が続く）であり、特に流れと垂直方向に濃度

の拡散がないという点は非現実的な想定条件と言え、今回得られた結果を短絡的に評

価することはできない。むしろ、海流などの条件が海洋生態系に影響を及ぼし得ると

理解すべきであろう。より現実的な海底地形・潮流や海流の中で死亡率を評価する必

要がある。さらに動物プランクトンだけでなく、魚類やベントスなどの影響もモデル

化して評価する必要がある。これらは今後の課題である。  

 

5.6.4 海域環境への二酸化炭素漏洩に関する影響評価のまとめ  
本節では、地中からの貯留 CO2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た整理を行うと共に、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 CO2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。  

平成 17 年度の本研究調査によって、海域への CO2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。  

具体的な安全評価・環境影響評価指針案策定に進む前に、CO2湧出の態様について、

海底面にいたる挙動の解明や、海底面および海底面以下での生物影響についての考察

も必要である。平成 17 年度の結果を発展させ、より現実的なケースについて評価を行

うことも重要である。また、今回、化学物質の生態影響評価によく利用される予測無

影響濃度を定義したが、CO2により適した評価の指標、枠組みの検討も課題と言える。 
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5.7 まとめと今後の課題 

5.7.1 まとめと考察  
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・データを中心に安全性評価、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。  

① 日本に特有な 35 の FEP 追加及び細分化  

② 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
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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 CO2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 CO2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。  

 

5.7.2 今後の課題  
安全管理を巡っては国際的に情報交換及び共通化が促進されており、既存プロジェ

クトの動向と併せて海外の情報収集に努める必要があり、現行の Weyburn プロジェク

ト・スポンサーとしての参画等を活用し、スポンサー、メンバーとして動向調査を継

続することが重要である。  

重要シナリオ抽出では、地中貯留実用化に当たり今回の研究で充実させた網羅性に

加えて透明性の確保も重要な側面となることを再認識し、本則面改善に向けて判断基

準の明確化、同記録の保存など FEP データベース機能の充実が次の課題となる。  

エンドポイント抽出には、現行調査では長期間の高濃度二酸化炭素に対する応答が

不明確であることが示されており、今後の関連技術動向に注目する必要がある。  

海域環境影響調査では、更に様々なケースについて評価を行うことが重要であり、

今回定義した、化学物質の生態影響評価によく利用される予測無影響濃度を、二酸化

炭素影響評価により適した指標とする枠組みの検討も課題と言える。更に様々なケー

スについて評価を行うことも併せて重要であると考えられる。  

 




