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まえがき 

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

(RITE)が実施した平成 18 年度「二酸化炭素地中貯留技術研究開発」の成果を取りまとめ

たものである。 

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

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

1990 年比で 6％という目標が合意され、平成 17 年 2 月に京都議定書が発効した。わが国

の平成 17 年度の温室効果ガス排出量は 1990 年に比べて約 8.1％増加しており、対策の実

行が待ったなしの状況となっている。そうした中、「気候変動に関する政府間パネル

(IPCC)」において、二酸化炭素の回収・貯留を「大気中の温暖化ガス濃度を安定化させる

方策の１つ」とした特別報告書が平成 17 年 9 月の IPCC 総会で採択された。これにより

地中貯留は、重要な技術開発課題の一つと位置付けられ、実際の適用が大規模に計画され

始めている。 

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

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

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

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

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

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

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

この間、岩野原基地から 20km 以内で発生した新潟県中越地震（平成 16 年 10 月 23 日発

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

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

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

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

査、有効性評価、周辺関連調査、安全評価関連調査などを実施している。今までの研究開

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

実証段階に必要な技術基盤構築に役立てればと考える次第であります。 

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

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

とする多くの関係者の方には、心から感謝申し上げます。 

平成 19 年 3 月 

財団法人 地球環境産業技術研究機構 
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要約 

「二酸化炭素地中貯留技術研究開発」 

 

RITE では、経済産業省の補助金交付を受け、わが国の大規模発生源から排出される二

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

を進めている。平成 18 年度の研究開発の進捗状況は以下のとおりである。 

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

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

開発として実施された。 

 

1. 安全評価手法の開発 

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

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

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

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

タの取得を行うことである。 

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

圧入量 10,405.2 t-CO2をもって完了している。 

平成 18 年度は、主に次の内容を実施した。 

・平成 17 年度に引き続いて、圧入完了後における二酸化炭素の地中挙動を把握するた

めの各種観測と二酸化炭素挙動予測のためのシミュレーション・スタディを実施する

とともに、平成 19 年度のプロジェクト最終年度へ向けて、貯留層地質状況とりまとめ、

坑井封鎖・撤去手法の検討、ベントナイトによる坑井封鎖技術室内試験を実施した。 

 

(2) 基礎的研究 
地下深部塩水層に圧入された二酸化炭素の長期安定性評価に必要な各種物性データを

実験室レベルで取得し、高精度な長期挙動予測解析モデルや評価手法の高精度化に役立て

ることである。 

平成 18 年度は、主に次の内容を実施した。 

・室内実験により、二酸化炭素／二酸化炭素溶解水がシール層の力学的安定性に与える

影響、二酸化炭素による鉱物溶解度の定量化、二酸化炭素の地層水置換メカニズム等

を解明した。また、モニタリング手法適用に必要な基礎物性値を取得した。 
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(3) 地中挙動予測手法の高精度化 
地中挙動予測手法の高精度化の目的は、安全評価体系構築に向け、圧入された二酸化炭

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

い、二酸化炭素地中挙動メカニズムの集大成を行うことである。 

平成 18 年度は、主に次の内容を実施した。 

・地下深部における地中挙動モデルの再評価とシミュレーションの高精度化、及び浅部

地層における影響評価を行った。 

 

2. 総合評価 

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

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

じて二酸化炭素地中貯留の温暖化対策としての有効性を定量的に評価することである。ま

た、二酸化炭素地中貯留の一般化した実適用イメージ（集中排出源を持つ複数産業を対象

に）を検討し、コスト、投入エネルギー、二酸化炭素削減効果などの定量的データを得る

ことで、マイルストーンを明確化した技術実証･実適用のロードマップに反映することであ

る。 

平成 18 年度は、主に次の内容を実施した。 

・平成 17 年度に抽出した技術課題を実証的･実務的に解決するため、優先順位の高い二

酸化炭素パイプライン輸送設備、および、圧入性評価技術を中心に検討した。 

・二酸化炭素圧入量の数量効果の影響を評価するため、北海道･新潟地区よりも大規模

な排出源の集中する地域 2 地区を対象として分離･回収から輸送、圧入までのシステ

ム･イメージを策定しコスト検討を行った。また、二酸化炭素排出地域で利用されてい

ないエネルギーを二酸化炭素の分離･回収等に活用することの有効性を評価するため、

主として LNG 冷熱の活用効果を検討した。 

・地中貯留に関心のある人･企業が一読してコストを含む関連設備概要と全体システム

を理解できるようなガイドブックとして「エンジニアリング･ドキュメント」を作成し

た。 

 

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

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

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

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

な分布および貯留可能量の算定に反映することである。 
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平成 18 年度は、主に次の内容を実施した。 

・平成 17 年度に既存の地質資料をもとに概算した貯留可能量の信頼性を高めるため、

震探層序学に基づく堆積層解析や二酸化炭素移行解析等を実施した。 

・排出源近傍のカテゴリーB 地域を対象として貯留可能性調査を行った。 

・全国貯留層賦存量調査法の確立のために、実調査計画の検討を行うとともに、沿岸域

での反射法探査をより迅速・簡便にする調査システムの検討を行った。 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

平成 18 年度は、主に次の内容を実施した。 

・大規模排出源の主たるものである火力発電所に絞って分離回収設備を設置したときの

詳細なプロセス検討およびコスト検討を実施した。また、昨年度の有効性評価モデル

をより妥当であると考えられる新しいデータに更新を行って、二酸化炭素地中貯留技

術の有効性の再評価を行った。 

 

(4) 周辺関連調査 
周辺関連調査の目的は、社会への普及方策や実適用の実施スキーム、法体系などの社会

システムを検討するため、国際的な技術動向、政策動向を把握しつつ、社会的受容向上方

策や法体系などを調査するとともに、地中貯留に関わる情報発信機能を確立することによ

って二酸化炭素地中貯留の普及に寄与することである。 

平成 18 年度は、主に次の内容を実施した。 

・諸外国での二酸化炭素地中貯留の技術開発、政策的位置づけに関する国際動向を調査

した。また、実適用に際して検討の必要な社会システムや受容向上の方策に関するこ

れまでの検討をまとめた。 

・二酸化炭素地中貯留に関する適確な情報提供による国内の理解促進活動を図るため

に、「CCS ワークショップ 2007－CO2分離回収貯留技術の最前線－」を開催した。 
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(5) 安全評価関連調査 
安全評価関連調査の目的は、二酸化炭素地中貯留技術の実適用に向け、海外動向等を

踏まえた安全及び環境影響評価に関する考え方を整理する。また、海外における安全

性評価に関する調査を実施し、リスクシナリオの抽出と評価を行い、我が国の環境に

適した指針案作成に向けた安全評価に係わる情報の整理・検討を行うことである。 

平成 18 年度は、主に次の内容を実施した。 

・ロンドン条約付属書改正(二酸化炭素流他の追加)を中心に、「安全確保に向けた指針対

応」に必要な課題の抽出及び調査を行い、対応等を検討した。 

・仮想サイトのリスクシナリオを定性的に評価し、優先的に検討すべきと考える断層か

らの漏洩について、断層の厚さや浸透率等の物性データを整理した。また、地下深部

での生物影響である、同部微生物の存在状況と二酸化炭素地中貯留との相互影響につ

いての既存知見を整理し、貯留実行時の考慮事項の充実を試みた。 
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第1編 概要 

第1章 事業概要 

1.1 事業目的 

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

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

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

効されたように、温室効果ガス、特に二酸化炭素の排出削減は喫緊の課題となっており、

早期に実用化が期待できる二酸化炭素排出削減技術の確立が望まれている。 

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

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

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

分な貯留能力を有するとの試算もなされている。 

このため、本研究開発では、対象層である帯水層内での二酸化炭素の挙動を技術的・科

学的に検討することにより、大規模発生源から分離･回収した二酸化炭素を地中帯水層に長

期に安定的かつ安全に貯留する技術を確立するための研究開発を行う。 

 

1.2 事業の概要 

二酸化炭素地中貯留技術研究開発の実施項目は図 1.2-1 に示すように大きく分けて 2 つ

の項目から構成されている。それぞれの内容を以下に記載する。 

 
図 1.2-1  二酸化炭素地中貯留技術研究開発の実施項目 

二酸化炭素地中貯留

技術研究開発 
安全評価手法

の開発 

総合評価 想定モデル地点調査 

全国貯留層賦存量調査  

安全評価関連調査 

有効性評価  

周辺関連調査 

岩野原モニタリング 

基礎的研究  

地中挙動予測手法の高精度化
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1.2.1 安全評価手法の開発 

(1) 岩野原モニタリング 

平成18年度は、平成17年度に引き続いて、圧入完了後における二酸化炭素の地中挙動を把握

するための各種観測と二酸化炭素挙動予測のためのシミュレーション・スタディを実施すると

ともに、平成19年度のプロジェクト最終年度へ向けて、貯留層地質状況とりまとめ、坑井封鎖・

撤去手法の検討、ベントナイトによる坑井封鎖技術室内試験を実施した。 

 

(2) 基礎的研究 

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

二酸化炭素による鉱物溶解度の定量化、二酸化炭素の地層水置換メカニズム等を解明した。ま

た、モニタリング手法適用に必要な基礎物性値を取得した。 

 

(3) 地中挙動予測手法の高精度化 

地下深部における地中挙動モデルの再評価とシミュレーションの高精度化、及び浅部地層に

おける影響評価を行った。 

 

1.2.2 総合評価 

(1) 想定モデル地点調査 

平成 17 年度に抽出した技術課題を実証的･実務的に解決するため、優先順位の高い二酸

化炭素パイプライン輸送設備、および、圧入性評価技術を中心に検討した。また、二酸化

炭素圧入量の数量効果の影響を評価するため、北海道･新潟地区よりも大規模な排出源の集

中する地域 2 地区を対象として分離･回収から輸送、圧入までのシステム･イメージを策定

しコスト検討を行った。また、二酸化炭素排出地域で利用されていないエネルギーを二酸

化炭素の分離･回収等に活用することの有効性を評価するため、主として LNG 冷熱の活用

効果を検討した。さらに、地中貯留に関心のある人･企業が一読してコストを含む関連設備

概要と全体システムを理解できるようなガイドブックとして「エンジニアリング･ドキュメ

ント」を作成した。 

 

(2) 全国貯留層賦存量調査 

平成 17 年度に既存の地質資料をもとに概算した貯留可能量の信頼性を高めるため、震

探層序学に基づく堆積層解析や二酸化炭素移行解析等を実施した。また、排出源近傍のカ

テゴリーB 地域を対象として貯留可能性調査を行った。さらに、全国貯留層賦存量調査法

の確立のために、実調査計画の検討を行うとともに、沿岸域での反射法探査をより迅速・

簡便にする調査システムの検討を行った。 
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(3) 有効性評価 

大規模排出源の主たるものである火力発電所に絞って分離回収設備を設置したときの詳細

なプロセス検討およびコスト検討を実施した。また、昨年度の有効性評価モデルをより妥当で

あると考えられる新しいデータに更新を行って、二酸化炭素地中貯留技術の有効性の再評価を

行った。 

 

(4) 周辺関連調査 

諸外国での二酸化炭素地中貯留の技術開発、政策的位置づけに関する国際動向を調査し

た。また、実適用に際して検討の必要な社会システムや受容向上の方策に関するこれまで

の検討をまとめた。さらに、二酸化炭素地中貯留に関する適確な情報提供による国内の理

解促進活動を図るために、「CCSワークショップ 2007－CO2分離回収貯留技術の最前線－」

を開催した。 

 

(5) 安全評価関連調査 

ロンドン条約付属書改正 (二酸化炭素流他の追加 )を中心に、「安全確保に向けた指針対

応」に必要な課題の抽出及び調査を行い、対応等を検討した。また、仮想サイトのリスク

シナリオを定性的に評価し、優先的に検討すべきと考える断層からの漏洩について、断層

の厚さや浸透率等の物性データを整理した。さらに、地下深部での生物影響である、同部

微生物の存在状況と二酸化炭素地中貯留との相互影響についての既存知見を整理し、貯留

実行時の考慮事項の充実を試みた。 
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第2章 平成 18 年度 実施内容および成果概要 

2.1 実施主体 

財団法人 地球環境産業技術研究機構 

 京都府木津川市木津川台9丁目2番地 

 

2.2 実施期間 

 自 平成18年4月 1日 

 至 平成19年3月31日 

 

2.3 実施体制 

2.3.1 事業管理体制 
事業の管理は図1.2-1に示す体制で行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3-1  事業管理体制 

 

 

2.3.2 事業実施体制 

事業の実施は図2.3-2に示す体制で行った。 

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 村井 重夫 

理事長  事務局長 総務ｸﾞﾙｰﾌﾟ 経理ﾁｰﾑ 

地球環境産業  

技術研究所 研究企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ

ｼｽﾃﾑ研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

CO2貯留研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

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

所長 茅 陽一 
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 岡村 繁寛  

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 友田 利正  

財団法人 地球環境産業技術研究機構 
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図 2.3-2  事業実施体制 

 

 

2.3.3 事業担当責任者 

二酸化炭素地中貯留プロジェクト 

 プロジェクトリーダー 水野 康信 

 

2.3.4 経理担当者 

総務グループ 経理チーム 

 チームリーダー   前田 浩 

 

 

 

2.4 実施内容および成果概要 

2.4.1 安全評価手法の開発 

(1) 岩野原モニタリング 
平成18年度は、平成17年度に引き続いて、圧入完了後における二酸化炭素の地中挙動を把握

するための各種観測と二酸化炭素挙動予測のためのシミュレーション・スタディを実施すると

ともに、平成19年度のプロジェクト最終年度へ向けて、貯留層地質状況とりまとめ、坑井封鎖・

撤去手法の検討、ベントナイトによる坑井封鎖技術室内試験を実施した。 

 

財団法人 地球環境産業技術研究機構 

責任者  入澤  博

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

CO2貯留研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

RITE エン振協分室 

研究推進委員会  
○技術関係合同WG 
 ・岩野原モニタリング WG 
 ・地中貯留･挙動 WG 
○調査関係合同 WG 
・モデル地点調査 WG 
・実適用調査 WG 

CO2地中貯留ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ



 
 

 6

① モニタリング 

a 圧力・温度計測 
平成 18 年度は平成 17 年度から継続して、圧入井 CO2-1 坑および観測井 CO2-4 坑を対

象として、二酸化炭素圧入区間である貯留層 Zone-2 の圧入終了後における圧力・温度測

定を実施した。 

b 物理検層 
本年度最初のモニタリング検層は二酸化炭素圧入停止より約 1 年半が経過した平成 18

年 7 月 27 日に実施した。CO2-2 坑、CO2-4 坑に対しては比抵抗検層、中性子検層、ガン

マ線検層、音波検層を 3 回、また、二酸化炭素未到達の CO2-3 坑では同検層種目 1 回の

測定を実施した。二酸化炭素の到達が確認されている CO2-2 坑、CO2-4 坑では初回測定

時に二酸化炭素到達に伴う地層密度の低下を計測する目的で密度検層を実施した。  

CO2-3 坑の測定結果からは変化が認められず、二酸化炭素の到達は確認できなかった。

CO2-4 坑の測定結果においても変化は認められず安定した状態が続いている。CO2-2 坑で

は前年度後半の測定時に深度 1,115.1～1,117.2m において機器測定誤差程度の比抵抗低下

が見られており、その変化が地層内の変化を反映しているかが不明であったが本年度の測

定において比抵抗低下が明確に確認された。今後この現象の推移を見守るとともに比抵抗

低下のメカニズムの解明が望まれる。 

c 坑井間弾性波トモグラフィ解析 
坑井間弾性波トモグラフィ解析は、平成 14 年度～平成 17 年度に実施した観測井 CO2-2

坑～観測井 CO2-3 坑の坑井間の断面について、以下の検討を行った。 

• 弾性波トモグラフィ解析手法を再検討することにより、室内試験および検層結果に

近い速度低下率が得られるかを検討する 

• 弾性波トモグラフィ解析結果から二酸化炭素飽和度を推定する 

解析結果より、弾性波トモグラフィで得られた速度低下率が、室内試験および検層結果

に近づく結果となることを確認した。また、岩石物理学手法を用いて弾性波トモグラフィ

結果を二酸化炭素飽和度に変換し、弾性波トモグラフィ結果を二酸化炭素飽和度に変換す

る合理的手順を提示した。 

 

② 岩野原地点の地質と貯留層地質モデル 
平成 18 年度は、新潟県長岡市の帝国石油㈱岩野原基地周辺の地質状況について、既存

の検討結果資料に加え新規取得情報を参照し、貯留層に関する地質情報の取りまとめを行

った。 

また、現在シミュレーション・スタディで使用している地質モデルは、平成 14 年に構

築されたものであるが、その後に取得されたスピナー測定結果、地層内流体採取作業結果

および三次元地震探査等の新たな情報を参照し、貯留層の不均質性を考慮した地質モデル

を再構築した。 
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③ シミュレーション・スタディ 
平成 18 年度のヒストリー・マッチングでは、平成 17 年度まで用いた深部塩水層モデル

を根本的に見直し、4D 地震探査結果および最新の調査結果を含めて再構築された地質モ

デルの提供を受け、深度分布データを詳細に反映させ、不均質な孔隙率、浸透率分布を用

いた深部塩水層モデルとした。また Zone-2 を地質モデルに基づき上下 2 層（Zone-2a、

Zone-2b）とし、二酸化炭素挙動をより詳細に把握するために、Zone-2 の各グリッド･レ

イヤーをさらに 2 分割するケース（Zone-2a,upper、Zone-2a,lower、Zone-2b,upper、

Zone-2b,lower）の試算も行った。 

ヒストリー･マッチングでは観測データとの十分な一致が得られなかったものの、最良

と思われる深部塩水層モデルを用い、長期挙動予測計算を行った。この長期挙動予測計算

ではこれまでと同様、相対浸透率のヒステリシスの影響を調査するとともに、地化学反応

を考慮したケースの計算も行い、岩石鉱物として固定される二酸化炭素量の評価を行った。 

 

④ シミュレータの機能追加 
平成 16年度まで完成した二酸化炭素地中貯留長期挙動予測シミュレータ GEM-GHGに

対し、その後のシミュレーションおよび文献調査から必要性を認められた以下の機能の追

加、改良および変更を行った。 

・ ドライアウトの機能の追加 

・ 相平衡計算機能の改良 

・ 相関式の変更 

・ 出力形式の一部変更 

・ オンライン･ドキュメンテーションの修正･追記 

 

⑤ 坑井封鎖・撤去手法の検討 
平成 18 年度は、二酸化炭素地中貯留において、坑井を封鎖撤去する際およびその後に

考慮するべき事項について調査・検討し、さらに新潟県長岡市の帝国石油㈱岩野原基地に

残置された圧入井 CO2-1 坑および観測井 CO2-2～4 坑に対し、適切に坑井を封鎖し撤去す

るための手法について調査・検討を実施した。 

 

⑥ ベントナイトによる坑井封鎖技術室内試験 
二酸化炭素地下貯留にかかる坑井の封鎖技術として、ベントナイトを利用する場合に必

要な要素技術として、注入箇所近傍の浸透性を失わせるエタノールベントナイト技術と、

坑井掘削により破損したキャップロックを修復するベントナイトブリッジ作製技術があ

る。これらを現実の坑井で実施する場合に必要な様々な諸条件に関して室内実験を実施し

て、本技術の基礎データを収集した。 
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(2) 基礎的研究 
地下深部塩水層に圧入された二酸化炭素の長期安定性評価に必要な各種物性データを

実験室レベルで取得し、高精度な長期挙動予測解析モデルや評価手法の高精度化に役立て

ることを主な目的としている。 

① 平成 18 年度の実施内容 
 以下に，平成 18 年度に実施した基礎実験に係わる各研究項目の目的及び実施概要を整

理した。 

1） 物理検層データの統計処理及び S 波速度評価法の検討 

長岡実証試験サイトで行われてきた物理検層（音波，比抵抗，中性子など）のデータに

ついて，深度ずれや検層ツール特性に起因する誤差に関する統計処理を実施した。また，

音波検層のうち，ケーシング設置後の波形初動の読み取りが困難な S 波データについては

フィルタ処理を施し，S 波速度を推定する手法を検討した。 

2） コアフラッド実験による残留二酸化炭素飽和率測定 

地中貯留にとって重要なトラッピングメカニズムとなっている残留ガス（二酸化炭素）

飽和率測定に関するコアフラッド実験を実施し，空隙構造が異なる Berea 砂岩と多胡砂岩

の残留ガス飽和率を測定した。また，砂岩内部の間隙水と二酸化炭素の置換プロセスにつ

いては X 線 CT 撮影によって可視化した。 

3） 泥質岩を用いた超臨界二酸化炭素注入時のシール性及び力学特性の評価 

二酸化炭素地中貯留におけるキャップロックの長期安全性評価のために、泥質岩の試料

を用いた三軸圧縮試験を実施し，超臨界二酸化炭素注入時のシール性や力学特性を評価し

た。シール性については地下深部の圧力温度条件下で難透水性の泥質岩に注入された超臨

界二酸化炭素の挙動を P 波速度やひずみの変化を測定した。また，力学特性については超

臨界二酸化炭素注入後の測定試料の強度変形特性について調べた。 

4） 帯水層の圧力温度条件下の二酸化炭素基本物性評価法の検討 

二酸化炭素挙動モニタリング結果を解釈する上で重要となる二酸化炭素の基本物性に関

する文献資料を調査し，地下深部塩水層の圧力温度条件下の物性値を推定する手法を検討

した。文献調査の結果、Batzle and Wang(1992)と Span and Wagner(1996)から提唱され

た状態方程式に基づいた二酸化炭素基本物性値評価ツールを作成した。 

5） 繰り返し地震波探査による二酸化炭素挙動モニタリングの適用性調査 

繰り返し地震波探査による二酸化炭素挙動モニタリング手法について、日本の地中貯留

サイトでの適用性を検討するため、Sleipner や Weyburn サイトの地質構造，地震波探査

の仕様及び探査結果の解釈法を調査し，繰り返し地震波探査による二酸化炭素挙動モニタ

リングの課題を整理した。また，長岡実証試験サイトで実施された地震波探査の結果を基

に，日本の地中貯留サイトの特性を考慮した地震波探査による二酸化炭素挙動モニタリン

グに関する提言を行った。 

6） 長岡実証試験サイトにおける鉱物固定の評価 
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二酸化炭素の鉱物固定を評価するために，長岡実証試験サイトにおける二酸化炭素の分

布範囲に及ぼす残留二酸化炭素飽和率の影響を感度解析すると共に、室内試験の結果を適

用して岩石鉱物の反応面積を感度解析した。また、流動解析と地球化学反応を組合せて、

長岡実証試験サイトにおける最大の鉱物固定量を数値解析により検討した。 

7） 二酸化炭素挙動シミュレータを用いた多孔質内部二相流解析 

地中貯留における二酸化炭素の長期挙動予測に必要な高速シミュレータシステムを構築

し，その第一段階として格子ボルツマン法を用いた多孔質体内部の二相流解析を実施した。

多孔質体としては均質なモデルと不均質なモデルを用い，残留ガス飽和率等に及ぼす影響

を調べた。 

 

② 平成 18 年度の成果概要 
主要な成果の概要を以下に整理する。 

1） 物理検層データの統計処理及び S 波速度評価法の検討 

ワイヤの伸縮による深度ずれや検層ツール特性を補正し，音波検層で得られた比抵抗，

ガンマ線，中性子及び音波速度について統計処理（最大値，最小値，平均値，相対誤差）

を行った。統計処理より得た３本の観測井の各検層データの変動範囲は，比抵抗が 1%～

1.5%，ガンマ線が 4%，中性子が 1%，音波の P 波速度が 2%～3%，音波の S 波速度が 8%

～9％であった。S 波速度を除く各検層データが精度よく測定されたことが明らかになった。

また，S 波速度の評価については波形のフィルタ処理によってノイズを低減させることが

可能になったが，評価手法の妥当性に更なる検討が進められている。 

2） コアフラッド実験による残留二酸化炭素飽和率測定 

コアフラッド実験により，空隙構造が異なる Berea 砂岩と多胡砂岩の残留二酸化炭素飽

和率を測定した結果，それぞれ約 13～34％と 36％であった。浸透性が小さく空隙構造が

複雑な砂岩試料ほど高い残留ガス飽和率を示す傾向が認められた。一方，キャピラリーエ

ンドイフェクトによる測定結果へ影響評価については，それぞれ長さが 7cm，15cm 及び

30cm の円柱コアを使用した実験では，Berea 砂岩と多胡砂岩のいずれもコア出口端面に

おける水飽和率の異常な上昇が認められず，15cm のコア試料で十分にキャピラリーエン

ドイフェクトを抑制することができた。 

また，Imbibition 過程において二酸化炭素飽和水を使用した場合と使用しない場合の比

較実験を行った結果，二酸化炭素飽和水を使用することでコア通過中の水への溶け込みを

最小限にすることができた。つまり，二酸化炭素飽和水を使用すれば精度よく残留二酸化

炭素飽和率を測定することができる。 

最後に，X 線 CT 装置を用いて圧入時におけるコア内の二酸化炭素飽和率分布の可視化

並びに定量評価を試み，物質収支による評価手法との相互検証を行った。Drainage 過程

では Berea 砂岩、多胡砂岩とも水の物質収支と CT 値から算出される飽和率はほぼ一致し

た値となった。Imbibition 過程では多胡砂岩での CT 値から算出される飽和率が若干低く
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推移したが，いずれのケースにおいても CT 値から定量的な評価が可能であることが明ら

かになった。 

3） 泥質岩を用いた超臨界二酸化炭素注入時のシール性及び力学特性の評価 

三軸応力条件下で泥質岩に二酸化炭素を注入しても，強度変形特性については含水飽和

状態の実験結果と明瞭な差異は認められなかったが，地下深部（1km）の圧力温度条件下

では泥質岩が脆性破壊よりも延性破壊に近いモードであることも原因として考えられる。

周変位計によるひずみや圧電素子による P 波速度の測定により，難浸透性の泥質岩注入さ

れた二酸化炭素挙動のモニタリングができた。この手法を利用すれば，泥質岩のシール性

を表す threshold pressure の測定が可能になった。上総層群（千葉県内）の大田代層より

泥質岩のコア試料を採取し，キャップロック重要物性となる threshold pressure や破壊強

度の測定に利用できる。 

4） 帯水層の圧力温度条件下の二酸化炭素基本物性評価法の検討 

既存の文献資料より二酸化炭素基本物性値を調べた結果，地中貯留に適した圧力温度条

件下の二酸化炭素の密度，音波速度及び体積弾性率を計算するツールの作成が必要である

ことが判明した。Batzle and Wang(1992)と Span and Wagner(1996)より提唱された手法

を基に，計算ツールを完成させ，Wang and Nur(1989)の実験結果との比較検討より，計

算結果の妥当性を確認した。この計算ツールは地中貯留に携わる関係者に使ってもらえる

ように公開する予定である。 

5） 繰り返し地震波探査による二酸化炭素挙動モニタリングの適用性調査 

Sleipner や Weyburn に比べて日本の帯水層の規模（特に厚み）は小さく，地質構造も

複雑である。長岡の実証試験サイトでは世界初の陸域帯水層での繰り返し地震波探査によ

る二酸化炭素挙動モニタリングが行われたが，必ずしも十分に満足できるような解析結果

が得られていないのが現状である。Sleipner や Weyburn に比べて長岡サイトでは二酸化

炭素圧入量が少なく地質構造も複雑である。また，圧入サイト後方の国立公園内での発震

ができなかったため，十分なデータセットが得られなかったことも指摘されるべきである。

モニタリング手法としての地震波探査の優位性は高いが，日本では常設型受信システムを

使用した 3 次元探査や小型ミニバイブレータの長時間発震による，サイト周辺への影響を

最小に抑えた高エネルギーの発震法を検討する必要がある。 

6） 長岡実証試験サイトにおける鉱物固定の評価 

数値解析モデルによると残留二酸化炭素飽和率が大きいほど二酸化炭素の移行範囲が狭

くなることが示され，残留二酸化炭素飽和率を 30%と仮定した場合，100 年後においても

観測井 CO2-3 坑に二酸化炭素は到達しないと予測された。地球化学反応が最大限進行する

と仮定した条件では圧入量の約 18%が 100 年後に鉱物固定されると概算され，長岡実証試

験サイトでは鉱物固定のポテンシャルが大きいと考えられた。 

7） 二酸化炭素挙動シミュレータを用いた多孔質内部二相流解析 

二酸化炭素挙動シミュレータを用いて格子ボルツマン法による多孔質体内部二相流解析
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を実施し，Berea 砂岩を想定した多孔質体を用いて，不動水飽和率は 35～40%，残留ガス

飽和率は 15～17%との値が得られた。解析結果を可視化することによって，砂岩内部では

二酸化炭素は泡のような状態で多孔質体全域にわたって残留するというイメージが得ら

れた。また，多孔質体に不均質性がある場合の二酸化炭素の挙動について，浸透率の低い

領域の下流側で大きな影響が現れる可能性があるとの知見を得た。ここで得られた基礎デ

ータを GEM-GHG 等のシミュレータに導入し，今回構築した二酸化炭素挙動シミュレー

タシステム上にて解析することが可能となった。 

 

(3) 地中挙動予測手法の高精度化 
① 平成 18 年度の研究概要 
a 広域地下水流動解析 

モデル貯留層である上総層群の堆積盆の発達史と，前年度の成果である浅層部での広域

地下水流動モデルにもとづき，東京湾岸東部（房総半島）に地中貯留を想定した場合の好

適な深部帯水層を選定し，事業対象地域の絞込みプロセス(手法)を検証した。さらに厳選

したいくつかの地域においては，深度 2,000m 程度までを対象に，深層地下水流動にて主

要なドライビング・フォースになる地下温度に関して，データを収取し，予備的な解析を

実施した。加えて，実際の工学デザインを構築するために必要な試料採取に取りかかった。 

本年度の研究から，地質構造に呼応した地下水流動環境が確認でき，人的活動や降水な

どに影響される流速の大きな地下水流動場が支配的なゾーンと，拡散域あるいはそれに極

めて近い状態の地質学的な因子が支配的な深部域を認定し，区分することができた。現時

点において，東京湾沿岸域においては，地域絞込みの資料を収集することができる段階に

ある。 

 

b 地化学的貯留メカニズムの研究 

国内の 10 地域を選択して，地層間隙水の地化学特性のデータベース化を行った。蓄積

したデータから，日本の主要地域について貯留層深度（800m 以深）の深部地下水の地化

学的性状を把握することができた。  

東京湾岸でのモデル地層水と，仮想的貯留層である上総層群の岩石学的データをもと

に，究極的鉱物固定率を求める相平衡モデリングを行った。 二酸化炭素の注入に伴う鉱物

種の変化は，斜長石→スメクタイト→カオリナイト，スメクタイト→ドロマイトまたはシ

デライト，曹長石→ドーソン石というものであった。 二酸化炭素注入後に系が固定し得た

総二酸化炭素量は体積比で約 0.2 であった。  

貯留層における地化学的相互作用は，いわゆる低温プロセスであり，特に社会的な意味

のある時間においては反応論的取り扱いのほうが重要と考えられる。本年度は地化学的プ

ロセスの時間変化を求める準備として，反応論シミュレータの試験運用と，粒度など各種

パラメータへの依存度を調べる感度解析を実施した。   
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c シール層健全性評価のための亀裂浸透性評価手法の開発 

本年度は，産総研がモデル貯留層と想定する上総層群の泥岩を用い，鋭利な人工プレカッ

ト面や破壊実験による破断面を持つ試料の亀裂浸透性を封圧下で測定した。実験から，鋭

利人工亀裂でも破壊試験による亀裂でも，流路として輸送特性に影響すると考えられる測

定結果は，有効圧が 25MPa 以上の領域つまり深度 1km あたりより深い領域からは得られ

なかった。この圧力下では，亀裂を含む試料も無垢なインタクト試料も同様の浸透率を示

す。また，実験にともなって人工亀裂が閉止したことが，実験終了後の回収試料から判明

した。従って二酸化炭素圧入予定の 1,000m 程度の深部においては，亀裂や割れ目は移行

経路としての役割をしなくなっていると解釈できる。上総層群泥岩のインタクト試料の封

圧下浸透性は，昨年研究対象とした幌延産泥岩とまったく異なっており，サイトごとの特

性の違いが大きいことが考えられる。 

 

d 貯留層内挙動のモニタリングに関わる基礎研究 

本年度は実験システムと解析法の改良を行い，高浸透率の試料に対しても十分な実験データが

取得できるようになった。二酸化炭素移動特性を解明する手法として P 波の減衰差トモグラフィ

解析手法を開発し，室内二酸化炭素注入実験データに適用した。解析結果により，二酸化

炭素の飽和度が高い場合，あるいは置換が微小で P 波速度の変化が不明瞭の場合でも，弾

性波減衰の変化が確認され，二酸化炭素の飽和度に対し減衰の方が P 波速度に比べより敏

感であることがわかった。平均速度の低下量と平均減衰の増加量の間には，正の相関が認

められた。本年度実施の研究から，二酸化炭素飽和度のモニタリングには減衰トモグラフ

ィ手法が有効であることが確認され，また，解析手法としても実用化することができた。 

 

e 地表漏洩天然類似例調査 

孔内透水試験の結果、当該地域の平均的な透水性は 1×10-7m/s 程度と見積もることがで

きた。また、断層自体の透水性は 1×10-8m/s のオーダーとなる透水係数が得られた。当初

断層部の透水係数が大きくなると予想されたが、今回の試験では、むしろ断層部の透水性

が周辺より小さくなっており、断層自体の透水性は小さいか、あるいはむしろ低下させる

傾向にあると考えられる。 

水田における湧出ガスの状況をランク分けして観察し、各ランク毎の湧出量を別途求め

ることで定量化を試みた。気体湧出は偏在し、また線状に分布することが認められた。そ

の量は観測地点(およそ 200m)で 150～300m3/日と推察された。 

 

f 二酸化炭素の地下水・地盤に及ぼす化学的影響に関する調査 



 
 

 13

仮に 40℃で 1m3の二酸化炭素飽和水と梅ヶ瀬層の砂 6gが 1MPaで 1年間反応すると仮

定すると、As 濃度は 1.58E-4(mmol/L)、1m3の二酸化炭素溶解水が 1 年間で 70g の梅ヶ

瀬層の砂に流通した場合、As 濃度は 0.157(mmol/L)と算出された。 

 

g 湧出二酸化炭素の大気中拡散状況把握に関する調査 

二酸化炭素湧出量を 0.1m3/s，湧出源面積を 20×60m と設定した場合，大気中二酸化炭

素濃度の増加が人体に与える影響は無視できるレベルであることが明らかとなった。 

 

② 平成 18 年度の成果概要 
a 広域地下水流動解析 

この研究では、関東平野に分布する各種の井戸から得られた地下温度分布を元に、昨年度ま

での浅部での流動に加えて，深井戸のデータを加えて深層までの温度分布を推定した。浅層部で

の広域地下水流動モデルから東京湾岸東部 (房総半島における好適な深部帯水層 )を選定

し、絞込みプロセス(手法)を検証した。さらに選定した地域においては、深度 2,000m 程

度までを対象に資料の収集と予備的な解析を実施し、実際の工学的なデザイン構築のため

の試料採取に取りかかった。その結果、地質構造に呼応した地下水流動環境が確認でき、

人的活動や降水などに影響される流速の大きな地下水流動場が支配的なゾーンと拡散域あ

るいはそれに極めて近い状態の地質学的な因子が支配的な深部域に分けることができた。  

 

b 地化学的貯留メカニズムの研究 

平成 18 年度は、深部地下水化学組成のデータベース化により貯留層深度での地層間隙

水をモデル化し、東京湾岸地域の地化学的環境での相平衡シミュレーションを完了した。

また，反応論的シミュレーションの準備に取り掛かった。 

「地層水データベース」の構築により、海成層への貯留を選択した場合でも期待される

塩分濃度の最大は海水程度であり、溶解による二酸化炭素貯留の十分なポテンシャルを期

待できるといって差し支えないと思われる。 

東京湾岸でのモデル地層水と仮想的貯留層である上総層群の岩石学的データをもとに、

究極的鉱物固定率を求める相平衡モデリングを行った。二酸化炭素の注入に伴う鉱物種の

変化は、斜長石→スメクタイト→カオリナイト、スメクタイト→ドロマイトまたはシデラ

イト、曹長石→ドーソン石というものであった。 二酸化炭素注入後に系が固定し得た総二

酸化炭素量は体積比で約 0.2 であった。  

 

c 貯留層内挙動のモニタリングに関わる基礎研究 

本年度は実験システムと解析法の改良を行い、高浸透率の試料に対しても十分な実験デ

ータが取得できるようになった。二酸化炭素移動特性を解明する手法として P 波の減衰差

トモグラフィ解析手法を開発し、室内二酸化炭素注入実験データに適用した。解析結果に
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より、二酸化炭素の飽和度が高い場合、あるいは置換が微小で P 波速度の変化が不明瞭の

場合でも弾性波減衰の変化が確認され、二酸化炭素の飽和度に対し減衰の方が P 波速度に

比べより敏感であることがわかった。平均速度の低下量と平均減衰の増加量の間には、正

の相関が認められた。本年度実施の研究から二酸化炭素飽和度のモニタリングには減衰ト

モグラフィ手法が有効であることが確認され、また、解析手法としても実用化することが

できた。  

 

d シール層の健全性評価手法の開発 

上総層群の泥岩を用い、鋭利な人工プレカット面や破壊実験による破断面を持つ試料の

亀裂浸透性を封圧下で測定した。実験から、鋭利人工亀裂でも破壊試験による亀裂でも、

流路として輸送特性に影響すると考えられる測定結果は、有効圧が 25MPa 以上の領域つ

まり深度 1km あたりより深い領域からは得られなかった。二酸化炭素圧入予定の 1,000m

程度の深部においては、亀裂や割れ目は移行経路としての役割をしなくなっていると解釈

できる。 

 

e 地表漏洩天然類似例調査 

長期にわたり天然ガスが安定して存在するガス田地域における、ガス徴と言われる気体

湧出現象を浅部地層での二酸化炭素移行挙動のナチュラルアナログととらえ、移行経路、

移行量に関する調査を行った。今回の調査結果により、調査対象地域において、偏在する

天然ガス湧出量の概略値を推定した。また、ボーリング調査および断層部露頭観察より、

断層自体よりも断層の影響をうけたと考えられる割れ目帯を選択的に上昇することが予想

された。 

 

f 二酸化炭素の地下水・地盤に及ぼす化学的影響に関する調査 

二酸化炭素溶解水よる微量元素溶出実験として、茂原地区で採取した砂岩を対象に閉鎖

系および開放系での反応実験を実施した。実験結果をもとに二酸化炭素溶解水による微量

物質の溶出程度と試験方法について考察した。 

 

g 湧出二酸化炭素の大気中拡散状況の把握に関する調 

大気へ湧出する二酸化炭素は、様々な湧出領域の形態、大きさ、湧出量など（発生源条

件）のもと大気中へ放出され、周辺の気象条件や地表面特性（粗度、等）の影響を受けて

周辺へ拡散する。ここでは、モデル化手法について検討を加えた。この結果既往手法によ

って地表部湧出後の濃度分布をある程度は推定できることがわかった。 
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2.4.2 総合評価 

(1) 想定モデル地点調査 
① 平成 18 年度の研究概要 
a 技術課題の解決策検討 

昨年度に抽出された技術課題を実証的･実務的に解決することとし、優先順位の高い二

酸化炭素パイプライン輸送設備、および、圧入性評価技術を中心に検討した。 

b 大規模排出地域を対象としたシステム・イメージ策定 

二酸化炭素圧入量による数量効果の影響を評価するため、北海道･新潟地区よりも大規

模な排出源が集中する地域 2 地区を対象として分離･回収から輸送、圧入までのシステム･

イメージを策定しコスト検討を行った。あわせて、二酸化炭素排出地域で利用されていな

いエネルギーを二酸化炭素の分離･回収等に活用することの有効性を評価するため、主とし

て LNG 冷熱の活用効果を検討した。 

c エンジニアリング・ドキュメントの整備 

平成 17 年度、18 年度の検討結果を集約･整理することにより、地中貯留に関心のある人･

企業が一読してコストを含む関連設備概要と全体システムを理解できるようなガイドブッ

クとして「エンジニアリング･ドキュメント」を作成した。 

 

② 平成 18 年度の成果概要 
a 技術課題の解決策検討 

 昨年度に抽出された技術課題の内、優先順位の高い課題について、実証的・実務的に解

決策を検討した。 

1) 二酸化炭素輸送設備に関する検討 

パイプライン輸送について国内および海外の法規制について調査し、技術的最適化・ 

安全性の検討を行い、実適用に向けた課題解決の計画案を策定した。 

 主要命題は、適用法規の統一・安全対策・高圧化輸送による低コスト化の３命題であり、 

本調査により机上検討はほぼ終了したと認識されることから、公的活動による法規・基準 

の整理、安全対策に関する実験・検証を行い、技術指針を策定する提言を行った。 

2) 圧入設備・貯留に関する検討 

 実際の対象地域で、実際のデータを用いて、二酸化炭素圧入の数値シミュレーションを 

行い、圧入性能・圧入可能量に対する地層パラメータや圧入井の設計の影響について検討 

し、最適圧入計画を策定した。 

 地層パラメータや圧入井の設計により、圧入性能・圧入可能量が大きく異なってくるこ 

とから、事前調査手法・解析手法の改良を行うとともに、地層パラメータの調査・評価に 

関するノウハウを蓄積し、ERD による掘削技術力を向上するために、実証実験が必要で 

あることを提言した。 
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b 大規模排出地域を対象としたシステム・イメージ策定 

1) Ａ・Ｂ両地区を対象とするシステム・イメージ策定 

異なる種類の大規模発生源が隣接するＡ・Ｂ両地区において分離回収、輸送、圧入・貯

留の一貫システムについてケーススタディを行い、システム・イメージを策定するととも

にコスト試算を行った。 

Ａ地区では、2,300 万 t-CO2/年の二酸化炭素をパイプラインで輸送し、ERD 井で圧入す

るシステムを策定した。トータルコストは、平成 17 年度に検討した北海道・新潟の４地

点（いずれも 100 万 t-CO2/年）と比べて、低い値となった。これは、輸送距離が短く、そ

のコストが安価となったためである。 

Ｂ地区では、1,000 万 t-CO2/年、500 万 t-CO2/年の二酸化炭素を船舶・陸上パイプライ

ン・海底パイプラインで輸送し、坑口装置を海底に設置して圧入するシステムを策定した。

トータルコストは、平成 17 年度に検討した北海道・新潟の４地点と比べて、1,000 万 t-CO2/

年の場合は同等、500 万 t-CO2/年の場合は安くなることがわかった。 

前者は船舶輸送を想定しており、その費用が高いためであり、後者は大規模発生源と圧

入井の距離が近く、陸上パイプラインの輸送コストが不要となったためと考えられる。 

Ａ，Ｂ両地区では、平成 17 年度に検討した北海道・新潟の４地点と比べて、既往調査

資料が質・量とも不足しており、結果を評価する際にはこの点に留意する必要がある。本

検討も初歩的なシステム・イメージの策定に留まっており、実現するまでには、分離回収

設備の設置用地確保、市街地でのパイプライン敷設の可否、地層特性の確実性を向上する

など、解決すべき課題は多い。 

2) 未利用エネルギーの活用 

Ａ,Ｂ両地区において LNG の冷熱を発電,二酸化炭素船舶輸送のための液化,二酸化炭素

分離回収用の冷却水に用いる場合について、概念的プロセスとコストについて検討した。 

分離回収・昇圧輸送・液化に要する費用は、冷熱を利用することにより約 1,000 円/t-CO2

以上コスト削減でき、更に電力使用量削減による二酸化炭素排出量削減効果も期待できる

ことがわかった。 

検討した冷熱発電・二酸化炭素液化設備は、国内実績を上回っているなど、今後検討す

べき課題もある。 

 

c エンジニアリング・ドキュメントの整備 

想定モデル地点調査ワーキンググループが、２箇年に亘り実施した二酸化炭素地中貯留

の実適用を想定したエンジニアリング・スタディ成果内容をとりまとめ、地中貯留に関心

のある人・企業が、入門書として一読し、コストを含む関連設備概要と全体システムを理

解出来るようなガイドブックを作成した。 

分離回収の低コスト化、パイプライン輸送圧力の増大による低コスト化・法整備・安全

性検討、貯留層中での二酸化炭素挙動評価・貯留性能評価・環境影響評価など実適用に向
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け、多面的な研究開発・検討が継続して実施されており、さらに実証実験を行うことも必

要とされているため、エンジニアリング・ドキュメントもそれらの成果を取り入れて、所

定の頻度で加筆・修正することを提言した。 

 

(2) 全国貯留層賦存量調査 
① 平成 18 年度の研究概要 
全国貯留層賦存量調査は、地下深部塩水層を貯留層とした場合、日本において十分な二

酸化炭素の貯留可能量が存在することを十分な信頼性を持って示すことを目的とする。 

昨年度は、平成５年度の日本における概略貯留可能量の概算結果に新たな知見を加え

て、“地下深部塩水帯水層への二酸化炭素地中貯留のカテゴリー分類（表 2.4-1）”を提案

するとともに、現実的な観点から日本における概略貯留可能量の再評価（表 2.4-2）を完

了した（M1）。また、M1 の検討対象域に含まれない大規模排出源近傍（東京湾、伊勢湾、

大阪湾、北部九州）において既存資料を整理・検討し、各地域の二酸化炭素排出量に見合

う貯留可能性があることを示した（M2）。さらに、将来的に貯留可能量を調査する際の基

本的な調査概念フローを提示した。 

今年度の調査内容は以下のとおりである。 

 

a 大規模排出源近傍の貯留可能量の信頼性向上 
昨年度の貯留可能量は、既存の地質資料をもとに検討した概算結果である。今後その信

頼性を高めていくことが重要であり、次の検討を行う。 

1) 震探層序学に基づく堆積相解析 
伊勢湾・大阪湾は、ボーリング・物理検層データ等の情報を付加して既存の反射法地震

探査データの堆積相解析を行い、貯留層ならびに遮蔽層の層相変化を把握して、貯留量の

信頼性を向上させる。このうち、大阪湾は既存探査の生データに戻って基本処理・解析を

行い、現記録の分解能向上・解析精度向上を図るとともに、インバージョン処理などによ

り貯留量評価に必要な物性値の分布状況を推定する。 

2) 炭鉱資料による地質構造の整理・検討 
北部九州は、炭鉱資料の追跡・整理・検討を行い、昨年度検討できなかった沿岸～海域

の地質構造を明らかにした上で、貯留可能性の検討および推定貯留可能量の試算を行う。 

3) 二酸化炭素移行解析 
堆積相解析後の成果を踏まえて、大阪湾、伊勢湾の貯留モデルを検討し、貯留量算定に

係る算定条件を支配する基本データおよび、今後必要なパラメータを予察して二酸化炭素

移行解析を実施する。 

4) 深部地下水流動に関する解析予備検討 
深部地下水流動シミュレーションの実施および計算結果の評価・検討により、地中貯留

に対して広域的な深部地下水流動が与える影響を把握するための予備検討を行う。 
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5) 貯留可能量の再計算と確率的評価 
堆積相解析および二酸化炭素移行解析の成果を踏まえ、大阪湾および伊勢湾の貯留可能

量の見直しを行う。見直しにあたっては、貯留量算定に用いた各地質データの不確実性を

検討し、貯留量の確率的分布を評価する。 

 

b 排出源近傍の地質モデル検討と貯留可能量試算 
M1 の検討対象域に含まれていない排出源近傍のカテゴリーB 地域を対象として、二酸

化炭素貯留可能性の調査を行う。仙台（沖）～鹿島（沖）および瀬戸内～西九州などを対

象とし、地質の特徴などから地域を絞り込み、評価を行う。 

1) 調査対象地域の絞込み 
全国の排出源分布と沿岸域で堆積盆のある貯留可能性を持つ地域を選抜し、文献資料な

どから将来地中貯留が有望な堆積盆を評価検討して、地中貯留可能性を検討する地域を選

抜する。 

2) 調査対象箇所の地中貯留可能性の検討 
1)で絞り込まれた調査対象地域から優先度の高い数箇所について、既往地質データの収

集、地質・水理地質構造の検討を行い、遮蔽性能と貯留性能を分析して貯留可能性を初期

評価する。 

3) 地中貯留候補地の決定に重要となる貯留層・遮蔽層のデータ整理 
全国の主要な堆積盆（特に沿岸域）の地質文献資料を収集し、貯留対象・遮蔽対象とな

り得る砂岩・泥岩を整理検討して、データベース化を行う。 

 

c 全国賦存量調査法の作成 
全国貯留層賦存量調査の流れをまとめ、最終年度までに全国貯留層賦存量調査法として

これを提案する。 

 

d 実調査計画 
全国貯留層賦存量調査法の確立のために、代表的な大規模排出源近傍で貯留可能な地下

深部塩水層のボーリングを実施すべく、立地条件、調査項目（原位置試験、サンプリング、

検層種目等）などを整理・検討する。 

排出源近傍の地中貯留候補地では、今後、沿岸域での反射法地震探査の実施が不可欠で

ある。このため、沿岸域での反射法探査をより迅速・簡便にするべく、調査システムの現

状を整理するとともに、課題抽出、技術改良・開発要素の絞り込みを行う。 

全国賦存量調査の平成 17 年度～19 年度の実施手順を図 2.4-1 に示した。また、平成 18

年度の全国賦存量調査の調査フローを図 2.4-2 に示した。 
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表 2.4-1 地下深部塩水層への二酸化炭素地中貯留のカテゴリー分類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2.4-2 二酸化炭素地中貯留可能量算出結果一覧表（平成 17 年度；M1） 

 
平成 17 年度評価結果 平成５年度評価結果 

カテゴリー区分 
貯留可能量

(百万 t-CO2)
カテゴリー区分

貯留可能量  

(百万 t-CO2) 

A1 3,492 カテゴリー１ 1,987  

A2 5,202 カテゴリー２ 1,541  
カテゴリー

A 
A3 21,393 

B2 88,477 
カテゴリー４ 72,042  

カテゴリー

B B1 27,532 カテゴリー３ 15,847  

合計 146,096 合計 91,417  

注 1)内陸盆地ならびに内湾（瀬戸内海、大阪湾、伊勢湾など）は対象としていない 

注 2)地下 800m 以深かつ、4,000m 以浅が対象 

注 1)二酸化炭素飽和率 50％の結果を記載（20-50-80％を検討）、水深 200m 以浅を算出対象 

注 2)内陸盆地ならびに内湾（瀬戸内海、大阪湾、伊勢湾など）は対象としていない 
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図 2.4-2 平成 18 年度の全国賦存量調査のフロー図 

 

 

② 平成 18 年度の成果概要 

a 大規模排出源近傍の貯留可能量の信頼性向上 

1) 伊勢湾 

ｱ) 堆積相解析 

地震探査断面図においてホライゾン設定・解釈を行うとともに、震探相解析により伊勢

湾における多数のデルタ-河川成堆積物の存在が推定された。複数の堆積物供給源は時代と

ともに変化することが明らかとなった。特に東海層群に着目して堆積層分布を把握し、貯

留層分布の推定を行った結果、平成 17 年では陸域のシール層候補と推定された大泉層に

も伊勢湾海域ではデルタの発達が推定され、貯留層の存在が示唆された。 

ｲ) 地質モデル作成 

堆積相解析の結果および既存地質資料に基づき、移行解析モデル作成および貯留可能量

見直しのための地質モデルの検討を行った。その結果、昨年度貯留対象域であった陸域に

加えて、副次的ポテンシャルとして湾奥部（海域）においても、貯留可能量を追加できる

ことが推定された。 
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ｳ) 移行解析 

堆積相解析結果から作成した地質モデルをもとに、GEM-GHG を用いて二酸化炭素圧入

終了から 1,000 年経過後の二酸化炭素の移行について評価した。 

解析は、ベースケースの他、砂岩と泥岩の連続性、臨界ガス飽和率、相対浸透率曲線の

ヒステリシスの有無を変化させる感度分析、さらに二酸化炭素圧入条件による変化を考察

するために坑井位置や圧入区間などを変化させる感度分析を行った。 

ｴ) 推定貯留可能量の確率的評価 

伊勢湾陸域について推定貯留可能量の確率的評価を行った。貯留量計算に供する貯留範

囲や物性等パラメータは、既存資料、堆積相解析および移行解析結果から総合的に考察し

て、不確実性によるバラツキを想定して幅を持って与えた。断層からの隔離距離は、様々

なケースによる二酸化炭素の横方向の移行解析結果をもとに決定した。その結果、推定貯

留可能量は、90％確率で 2.3 億 t-CO2、50％確率で 4.3 億 t-CO2、10％確率で 8.5 億 t-CO2

と評価された。 

ｵ) 海域の貯留可能性検討 

海域については、今年度の伊勢湾一連の作業で認定された遮蔽層の中で、最も有望な古

野・美麓累層の連続的の良い泥岩層に注目し、その下位層を貯留層として今年度新たに推

定貯留可能量を試算した。湾南側の medial 領域と北側の distal 領域の層相で別々に貯留

層面積、砂泥比、有効層厚等を与えて計算を行った結果、推定貯留可能量の合計は約 10.34

億 t-CO2、陸域での検討と同様に断層からの隔離を想定した場合の合計は、約 4.28億 t-CO2

と試算された。 

 

2) 大阪湾 

ｱ) 堆積相解析 

既存の地震探査データの再処理（通常・特殊処理）を行い、多重反射（マルチ）を除去

することで地震探査断面の品質を向上させた。再処理断面図においてホライゾン設定・解

釈を行うとともに、震探相解析により Ma0／Ma-1 間に大阪湾全域に追跡される不整合（オ

ンラップ面「芝の不整合」）を確認し、これが大阪層群を上下に二分することを明示した。

二酸化炭素貯留対象となる大阪層群下部にはデルタ成砂岩、大阪層群最下部に扇状地～河

川成砂岩が発達することを推定した。遮蔽層は、広域に分布する大阪層群下部の最上部に

広域に分布する Ma-1 海成粘土層、大阪層群最下部の上部に分布する湖成泥岩と想定した。 

ｲ) 地質モデル作成 

地質解釈の結果、昨年度検討による遮蔽層の上部層下限が 800ｍ以深の領域に加えて、

下部層の distal 相領域（低い砂岩比（30％）と連続的な反射波（泥岩層の連続性を示す））

を遮蔽層とし、その下位層を貯留層とした追加ポテンシャルを想定でき、逆に遮蔽層候補

である上部層も砂岩および泥岩の連続性が良いことから、砂岩比が比較的高い distal 領域
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（30％）を中心に、貯留可能性が期待できることが示された。遮蔽層候補の上部層泥岩の

遮蔽能力に関しては、反射波の高い連続性に対比される泥岩連続性が再確認された。 

移行解析に必要な水理地質パラメータに関して、石油・ガス田地域のデータを中心に既

存資料の整理を行った。 

ｳ) 移行解析 

伊勢湾と同様に、ベースケースの他、砂岩と泥岩の連続性、臨界ガス飽和率、相対浸透

率曲線のヒステリシスの有無を変化させる感度分析、さらに二酸化炭素圧入条件による変

化を考察するために坑井位置や圧入区間などを変化させる感度分析を行った。 

ｴ) 推定貯留可能量の確率的評価 

一連の作業の結果、大阪湾の貯留可能領域および貯留層・遮蔽層について昨年度設定が

妥当であることが認められ、今年度は主に砂泥比および離隔距離に基づいて見直しを行っ

た。伊勢湾と同様に、パラメータの考察と不確実性によるパラメータのバラツキ、および

断層からの隔離距離等を検討・考察して、確率的な貯留可能量を試算した。その結果、大

阪湾の貯留可能量は、90％確率で 12.0 億 t-CO2、50％確率で 22.1 億 t-CO2、10％確率で

39.3 億 t-CO2と評価された。 

なお、追加ポテンシャルが想定された(大阪層群下部層中の distal 領域および連続的な反

射波部分を遮蔽層、その下位層を貯留層とする)貯留可能領域については、遮蔽層／貯留層

の概念の再検討が必要なため、今後の検討課題として今回評価には含めていない。 

 

3) 北部九州 

 北部九州地域は、平成 17 年度の調査の過程において、多くの炭鉱資料が保管されてい

ることが判明しており、今年度はこれらの資料の整理・検討を行って、昨年度に検討でき

なかった沿岸～海域における深部地質構造について推定した。 

炭鉱資料をもとにした地質構造の検討により、小倉地区、芦屋地区および松浦地区の海

域における第三系の分布状況が明らかとなり、これをもとに貯留可能性の検討を行い、海

域における推定貯留可能量を推定した。その結果、小倉地区では約 3.2 億 t-CO2 (平成 17

年度の陸域分を含む)、芦屋地区では約 0.5 億 t-CO2、松浦地区では下位の相ノ浦層群で約

1 億 t-CO2、上位の佐世保層群まで貯留層に含めると約 2.5 億 t-CO2の推定貯留可能量が

見込まれることが示された。 

 

b 排出源近傍の貯留可能性検討 

1) 排出源近傍の貯留可能性検討 

わが国における帯水層を対象とした二酸化炭素地中貯留の基礎資料とするために、排出

源近傍において、地質分布・地質構造等に関する資料を収集し、全国 22 箇所の二酸化炭

素地中貯留の概略の可能性を検討した（図 2.4-3）。検討に際して考慮すべき地質条件は、

①遮蔽層と貯留層が地質学的に明確に位置づけられている、②大きな地殻変動を受けてい
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い、また活断層が密着あるいは近接していない、③地質調査（特に物理探査）が適用しや

すい地質条件である、こととした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.4-3 排出源近傍の貯留可能性検討地区 

公開地質データによる排出源近傍 22 地区の貯留可能性の判定は、次のとおりである。 

・極めて有望；相馬沖および鹿島沖、別府湾、沖縄本島 

・有  望 ；函館湾，八戸沖，能代沖～秋田沖～酒田沖、仙台沖，富山湾 

 

2) 各地域の貯留可能性検討 

貯留可能性が極めて有望～有望な地域から、優先度の高い函館湾、仙台沖、相馬～鹿島

沖、富山湾、別府湾および沖縄本島の６地域を先行して選び、貯留可能性についてさらに

検討を進めた。各地域の既存データの収集状況、貯留可能域および推定される貯留層・遮

蔽層等の検討結果は表 2.4-3 に示した。各地域の推定貯留可能量は、函館湾 0.11 億 t-CO2、

仙台湾 0.89 億 t-CO2、相馬～鹿島沖 57.53 億 t-CO2、富山湾 9.51 億 t-CO2（陸域～沿岸部

を対象）、別府湾 2.97 億 t-CO2および沖縄本島 4.51 億 t-CO2と試算されたが、あくまで一

次評価の段階で各地域とも既存資料の種類および精度が異なっており、取り扱いには十分

な注意が必要である。 
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⑨鹿島灘

⑩富山湾

⑪若狭湾

⑫熊野灘

⑬和歌山沖

⑭播磨灘

⑮瀬戸内海

⑯周防灘 ⑰三隅沖

⑱橘湾

⑲別府湾
⑳天草沖

21 川内沖

東京湾

伊勢湾

大阪湾

北部九州

22 沖縄本島

　　　　　　　　　　　　　 　凡　　例

　　　　　　　排出源近傍の検討地区
　　　　　　　　※ 「瀬戸内海」は大規模排出源に含まれる
　　　　　　　　　　　 が、これまで未検討のため検討地区に含む。

　　　　　　　H17大規模排出源近傍検討済地区
　
　　　　　　　H17有効性評価WG検討済地区



 
 

 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表
2.

4-
3 
排
出
源
近
傍
の
貯
留
可
能
性
検
討
 
総
括
表

 



 
 

 26

3) 全国の貯留層・遮蔽層のデータベース整理  

全国の主要な堆積盆（主に沿岸域）を対象とし、以下に示す 20 地区の堆積盆に関わる

地質文献資料を収集し、カタログ形式で整理を行った。 

北海道地方；天北地域、樺戸山地北方、十勝地域、石狩湾 

東北・北陸地方；下北半島、津軽半島、庄内平野、新潟油田地域、能登半島北部 

関東・中部地方；房総半島、掛川地域、知多半島 

近畿・中国・四国；但馬地域、鳥取東部地域、島根半島 

九州・沖縄；佐世保－平戸地域、対馬、五島列島、宮崎地域、琉球列島周辺海域 

4) 全国貯留層賦存量マップ Ver.3 

今年度、全国賦存量調査で作成された図面および使用データ等の情報について、平成 17

年度作成の賦存量マップ（Ver.2）に追加・編集して賦存量マップ Ver.3 を作成し、データ

ベース化を行った。 

 

c 調査法・評価手法の作成 

一般に資源探査が行われていない、大規模排出源集中域近傍のカテゴリーB（層位トラ

ップなどを有する地質構造への貯留）において、将来的に貯留可能量を調査しようとする

場合のレファレンスとなる調査法・評価手法の構築を目的として実施している（平成 19

年度に完成予定）。今年度は、昨年度成果に対して下記項目の追加・補強作業を行った。 

1) 確率的な貯留可能量評価手法の構築 

貯留可能量の推定に用いられる各パラメータの不確実性について、定量的に評価するこ

とができるよう、モンテカルロシミュレーションにより確率的に貯留可能量算定を行うツ

ール（プロトタイプ）を開発・整備した。このプロトタイプツールにより、大阪湾、伊勢

湾の貯留可能量の見直し（確率的な貯留可能量の評価）を実施した。 

2) 調査法・評価手法の作成 

貯留可能量算定時の調査法・評価手法のマニュアルとして利用されることを目的とした

ガイドライン(案)の作成を行い、今後の貯留可能量調査のレファレンスとした。  

3) 調査ボーリング計画 

 調査法・評価手法の確立に向けて、排出源近傍の湾を想定してボーリング調査の計画検

討を行った。遮蔽層、貯留層を貫いて基盤まで掘削するケースと貯留層上部で堀止めとす

るケースを想定してボーリング調査を３案計画し、ケーシングプログラム、坑井内試験（物

理検層、原位置試験）、室内コア分析試験の事前検討を行った。 

4) 浅海反射法調査動向調査 

OBC を中心とした浅海域での調査機器の現状と今後の課題について調査するとともに、

国内調査事例を収集・整理し、種々の課題抽出を行い、作業効率に関する基礎資料を得た。

また、技術改良・開発要素の絞込みを行った。さらに、データ取得に影響を与える調査地

環境を抽出するとともに、事例から種々の規制や漁協との調整法について整理した。 
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(3) 有効性評価 
① 研究概要 

我が国で二酸化炭素地中貯留の有効性を評価するために、平成 17 年度に発生源、回収、

輸送、貯留層、圧入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の算出を

行い、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加えて総合経済モ

デルを用いて二酸化炭素地中貯留の有効性検討を行った。さらに、得られた定量的シナリ

オをもとにわ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。 

平成 18 年度は特に大規模排出源の主たるものである火力発電所に絞って分離回収設備

を設置したときの詳細なプロセス検討およびコスト検討を実施した。また、昨年度の有効

性評価モデルをより妥当であると考えられる新しいデータし、二酸化炭素地中貯留技術の

有効性の再評価を行った。 

 

（火力発電所における最適二酸化炭素分離回収の調査） 

微粉炭火力、LNG コンベンショナル、および LNG コンバインドサイクルの３種の火

力発電所について、発電効率の低下が出来る限り小さくなるような熱統合のあり方を「発

電システム熱効率解析汎用プログラム(EgWin)」を用いて求め、さらに熱統合が進んだ火

力発電所での二酸化炭素分離回収の経済性検討を行った。 

 

（地中貯留の有効性に関する定量評価） 

昨年度までに開発したモデルにおいて、将来人口、化石燃料価格、原子力発電利用の上

限シナリオ、および、二酸化炭素排出削減シナリオという二酸化炭素地中貯留技術の有効

性評価に影響が大きいと考えられる前提条件について、現状において、より妥当であると

考えられる新しいデータに更新を行い、改めて二酸化炭素地中貯留技術の有効性の評価を

実施した。 

 

② まとめ 

（火力発電所における最適二酸化炭素分離回収の調査） 

微粉炭火力、LNG コンベンショナルおよび LNG コンバインドサイクルの排ガスから

化学吸収法による二酸化炭素回収を行った場合の熱効率及び経済性の解析を行った。微粉

炭火力および LNG コンベンショナルについては回収設備からの排熱を最大限に活用する

ことで、熱効率の低下を大幅に低減できることを示した。また、今後の二酸化炭素回収技

術開発によって長期目標が達成されれば、100 万 kW 級微粉炭火力から年間 100 万 t-CO2

の二酸化炭素を回収したケースで、送電端効率の低下を 0.8％（絶対値）程度に抑えるこ

とが可能で、分離回収・昇圧のアボイデッドコストを 2,000 円/t-CO2台にできる可能性が

あることを示した。 
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（地中貯留の有効性に関する定量評価） 

将来人口、化石燃料価格、原子力発電利用の上限シナリオ、および、二酸化炭素排出削

減シナリオという二酸化炭素地中貯留技術の有効性評価に影響が大きいと考えられる前提

条件について、現状において、より妥当であると考えられる新しいデータに更新を行い、

改めて二酸化炭素地中貯留技術の有効性の評価を実施した。その分析・評価結果を総括す

ると、昨年度までの結論と同様、日本においてもコスト効率的な二酸化炭素排出削減のた

めには様々なオプションを適切に組み合わせることが重要である。そしてその中にあって、

ほとんどの条件下において、二酸化炭素地中貯留もコスト効率的なオプションの一つであ

ることが改めて示された。 

 

今年度の検討によって、昨年度示した二酸化炭素地中貯留のコストが精緻化され、さら

にモデルによる有効性シナリオの解析についてもより妥当なものとなった。一方、火力発

電所から二酸化炭素回収については、新設の発電所を中心とした検討となっているため、

本既設発電所の改造に適用するためにはコスト計算の考え方を含めて更なる検討が必要で

ある。また、モデル計算の結果は貯留層のポテンシャルによって大きく左右されるため、

貯留ポテンシャルの今後の見直しにともない更新していく必要がある。 

 

(4) 周辺関連調査 
① 研究概要 

現在、世界における二酸化炭素地中貯留のプロジェクトは、研究開発でも商業ベースで

も実施ケースが増えている状況にある 1)。周辺関連調査では、諸外国において二酸化炭素

地中貯留の技術開発、政策的位置づけがどのように行われているのかについて国際動向調

査を実施した。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技術

確立への期待が認識され、国際的に容認されたと見なされる動向（例えば、COP7 におい

て二酸化炭素回収・貯留に関する IPCC 特別報告書の作成が要請され、平成 17 年 COP11・

COP/MOP1 でその報告がなされた等）がある一方で、一般の人々は二酸化炭素地中貯留

をどのように捉えるのか、またその受容向上にどのような方策があり得るのかについて把

握する必要があり、これまでの検討をまとめた。さらに、別の国際的容認の一つに、ロン

ドン条約 1996 年議定書の改正が採択されたことがあげられる。昨年度に引き続き、本条

約についての動向調査、および関連する国内法について動向調査を実施した。 

 

② まとめ 

国際動向調査では、昨年度に引き続き米国その他、諸外国における CCS 関連のプロジ

ェクト動向を調査した。中国など、アジア諸国においては京都メカニズムの一つである
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CDM を通して、CCS プロジェクトに関与していることが明らかとなった。今後もますま

す技術開発やプロジェクト参加の増加が見込まれ、国際動向の調査は重要性である。 

社会的受容向上の方策に関しては、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。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

関する認識の向上も重要である。これらの見解は、海外において実施されている研究結果

とも一致しており、とりわけ情報を提供することによって二酸化炭素地中貯留を支持する

傾向が強まる点や、一方で、リスクとして二酸化炭素漏洩が懸念事項であるという結論は、

重要な示唆を得ていると考えられる。 

法的側面の検討では、ロンドン条約 1996 年議定書の改正が採択されたことによって、

海底下における二酸化炭素地中貯留が合法化された。またこれに伴い、本条約に関連する

国内法整備が、急速な進展を見せた。国内法整備が進んだため、二酸化炭素地中貯留に係

る多くのことが明確になったが、貯留サイトに関連する権利調整や、事業責任については

まだ明示的な措置がなされていないことも明らかとなった。今後も解決に向けてどのよう

な措置があり得るのか、条約や国際動向も考慮しつつさらなる検討を要する。 

 

(5) 安全評価関連調査 
① 研究概要 

二酸化炭素地中貯留の実適用に向けては、それらに係わる要素技術の確立と同様に、技

術を社会的に受容してもらうための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

性の確保は本技術の実用化に向けて重要な課題の一つと言える。安全評価関連調査では研

究初年度である平成 12 年度から昨年度にかけて、事業規模の二酸化炭素地中貯留として

火力発電所などから排出される二酸化炭素を想定し、二酸化炭素を地下深部塩水層に圧入

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及び整理を行った。過去の知見か

ら、二酸化炭素地中貯留が取ると考え得る状態、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

象は圧入層に地層水流が存在した場合、地震等により万が一上部への浸透性を持つ経路が

発生した場合及び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

行した場合に発生する周辺影響であり、その結果、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。 

しかしながら、本研究分野における技術的知見の蓄積は少なく、これまでの検討は必ず

しも十分な科学的根拠を持ったケース設定とは言えなかった。このため、二酸化炭素地中
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貯留に係るシナリオの網羅的抽出方法として Weyburn プロジェクトで使用され国際標準

とも言える FEP データベースを基本に、これを改良して我が国における地中貯留シナリ

オを網羅的に抽出することとし、仮想サイトを対象に安全性評価上で重要となるシナリオ

抽出に取り組み、その機能確認及び主たるリスクシナリオを抽出した。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、それらへの影響を外部情報によ

り調査することにより陸域植物等への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、今年度発足した IEA GHG 

Risk Assessment Network 及び IEA GHG Weyburn CO2 Monitaring & Storage Project 

Phase2 に参画し、海外での関連動向調査を開始した。 

平成 18 年度は、安全評価関連調査のもう一つの研究項目である「安全指針」に関して、

国際的に急速な進展を見たロンドン条約付属書改正(二酸化炭素流他の追加)を中心に、「指

針」の具備すべき内容について検討を実施すると共に課題の抽出を行った。又、安全評価

手法に関しては、上記の仮想サイトを用いてリスクシナリオを定性的に評価すると共に、

定量評価を実施するための準備として、科学的根拠を持ったパラメータの設定を目指して、

特に「断層」について定量評価に必要な物性データと評価手法の現状を調査し、断層の厚

さや浸透率等の物性データを整理した。さらに、環境影響評価の一つとして、二酸化炭素

地中貯留の対象となる地下深部での生物影響である、同部微生物の存在状況との相互影響

について、既存知見を整理し、実適用時における考慮事項の充実を試みた。 

 

② まとめ 

鉱山保安法、高圧ガス保安法及び WAG(Waste Assessment Guideline-ロンドン条約

1996 年議定書附属書Ⅱ評価ガイドライン)を二酸化炭素地中貯留の安全指針関連法規類と

考え、同指針の必要事項との比較を行ったところ、これを満足することを確認した。しか

し、WAG を主に公共の安全確保に必要な内容を精査したところ、実用化に当たり明確化

すべき内容が 6 項目に上り、このうち 2 項目は、海外の類似事例である天然ガス等の地下

貯蔵で用いられる規格を参考として、活用し得ることを確認した。 
仮想サイトを対象に抽出した 24 通りの重要シナリオの評価では、従来の検討結果等を

考慮して、既存断層に沿った二酸化炭素の漏洩を優先的に検討すべきシナリオと評価した。

漏洩量の定量評価に備え、そのモデル化及び断層の諸物性値を調査したが、断層は発生箇

所及び生成プロセスが一様でないため、浸透率等の物性値を一定の法則性で整理すること

が難しい。また、CCS 対象の地下深部では、形態を含め正確な情報を得ることも難しいと

思われる。今回の調査では、入手し得る数値データの幅が極めて大きいものであった。関

連した海外の検討事例においても、数値データや漏洩機構の両面から、断層漏洩を十分に

定量評価出来る段階に至ってはいない。 

二酸化炭素地中貯留にける貯留対象となる地下深部への影響として、バクテリア、原核

生物等の微生物への影響を調査した。その存在量は地表部に比べ大幅に減少し、陸域植物
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との存在量（炭素量）を比較すると、極めて少数である。二酸化炭素地中貯留と微生物と

の関連は、研究途上にあり、現時点では短期間で相互に直接大きな影響を及ぼしあう知見

は得られていない。二酸化炭素漏洩の生態系影響は目安となる漏洩データが、全般に不足

しており、現時点で二酸化炭素地中貯留の影響評価に当たり、地下深部微生物を優先的に

対象とする必然性は低いと言える。 

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。安全指針案はロンドン条約付属議定書の改正に伴い、国際的に実現に向か

う方向にあり、国内外の状況に併せた対応が求められる。定量的安全評価を行う上で、断

層に沿った漏洩の評価は避けることの出来ない問題であるが、今年度の結果から明らかな

ように周辺データの明確化には限界があり、サイト選定条件の厳格化や突発時の修復手法

の確定等の別の切り口からの安全確保を検討する必要があろう。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、前年度の検討結果から実サイト

に近い条件での影響検討等、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を含めて今後の課題と考えられる。 

 


