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第2章 全国貯留層賦存量調査 

2.1 研究概要 

2.1.1 目的と調査内容 

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 2.1-1）”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 2.1-2）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。 

 

(1) 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。 

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
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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。 

 

(2) 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。 

 

(3) 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。 

 

(4) 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 2.1-1 に示した。また今年度（平

成 18 年度）の全国賦存量調査の調査フローを図 2.1-2 に示した。 
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表 2.1-1 地下深部塩水層への二酸化炭素貯留のカテゴリー分類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2.1-2 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 2.1-2 今年度（平成 18 年度）の全国賦存量調査のフロー図 

 

2.1.2 大規模排出源近傍の貯留可能量の信頼性向上 

(1) 伊勢湾 
① 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。 

② 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。 

③ 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。 
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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。 

④ 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 7.5 億 t-CO2

と評価された。 

⑤ 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 
① 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。 

② 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

（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。 
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③ 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。 

④ 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、昨年度(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。 
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2.1.3 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 2.1-3）。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

ない、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 2.1-3 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を先行して選び、貯留可能性の検討をさらに進めた。

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 2.1-3 に示した。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り、取り扱いには十分な注意が必要である。 
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　　　　　　　　　　　　　 　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
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(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、昨年度

（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。 

 

2.1.4 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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2.2 大規模排出源近傍の貯留可能量の信頼性向上 

2.2.1 伊勢湾 

(1) 震探層序学に基づく堆積相解析 
平成 17 年度全国貯留量賦存量調査ＷＧでまとめられた伊勢湾における二酸化炭素地中

貯留可能量試算結果の精度向上のため、反射法地震探査データを用いて特に震探層序学に

基づく堆積相解析を実施し、貯留層の層相変化および遮蔽層の連続性・性状変化等の検討

を行った。 

① データ 
a 地震探査データ 
濃尾平野ならびに伊勢湾では、愛知県(2001a)1)や三重県(2005)2)をはじめとする地下構

造調査によって地震探査断面図や層序がまとめられている。同地域ではこれまでに様々な

調査目的で地震探査データが取得されており、それらの調査概要がエンジニアリング振興

協会(2005)3)によって次のとおりとりまとめられている。 

 

調査機関   実施年  調査名等 

国土庁   1981-1982 名古屋地域の深部地盤構造Ⅰ，Ⅱ 

建設省水資源公団  1995  長良川河口堰調査 

海上保安庁  1995  伊勢湾海底地質構造図 

愛知県   1996  知多北部・衣浦東部地域活断層調査 

名古屋市   1997-1999 天白河口断層に関する調査 

愛知県   1998  尾張西部地域活断層調査 

三重県   1997  鈴鹿東縁断層帯に関する調査 

地質調査所  1997  養老断層調査 

地質調査所  1997-1999 桑名断層活動性調査 

岐阜県   1998-1999 池田山断層に関する調査 

三重県   1999-2000 布引山地東縁断層帯に関する調査 

愛知県   1999  猿投山断層帯に関する調査 

愛知県   2000-2003 濃尾平野に関する地下構造調査 

海上保安庁  2000  伊勢湾における活断層調査 

愛知県   2002-2005 三河地域堆積平野地下構造調査 

三重県   2003-2005 伊勢平野に関する地下構造調査 

 

本業務では海上保安庁海洋情報部ならびに愛知県防災局から地震探査データを借用し、

次に示したマルチ・チャンネル反射法地震探査データ（9 測線）を用いて、地震探査断面

図上で震探相解析を行った（表 2.2-1、図 2.2-1）。 
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調査名    測線名 

  H11 濃尾平野地下構造調査 NBH11 

  H12 濃尾平野地下構造調査 NBH12 

  海上保安庁水路部調査  M-3, M-5, M-7, M-11, M-13 

 

表 2.2-1 地震探査測線一覧 

 
 

 

 
図 2.2-1 使用データ位置図（反射法地震探査測線および坑井） 
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「濃尾平野の地下構造調査」は濃尾平野の地下構造を解明するとともに地下構造調査に

あたっての調査方法を確立し、地震防災対策に必要な基礎資料を得ることを目的として、

地震関係基礎調査交付金を受け、平成 11 年から平成 14 年にかけて愛知県が濃尾平野中央

部で反射法地震探査および屈折法地震探査を実施するとともに、基盤に達する清洲観測井

掘削ならびにコアの採取・分析および物理検層データを取得し、これら結果と既存資料を

基に地下構造の解析を行ったものである（愛知県 20004)、2001a、2001b5)、20026)、20037)）。

解釈に使用する P 波反射法地震探査測線に関する調査諸元を次に示す。 

 

調査名  H11 濃尾平野   H12 濃尾平野   H13 濃尾平野 

実施主体 愛知県   愛知県   愛知県 

震源  バイブレータ  バイブレータ  バイブレータ 

スイープ周波数 8-60Hz/8-45Hz  8-45Hz/10-60Hz 8-60Hz/8-45Hz 

スイープ数 10～40 回   3～20 回    3～40 回 

発震点間隔  100m(一部 50m) 100m(一部 50m) 100m(一部 12.5m) 

受振器  SM-7（10Hz）  SM-7（10Hz）  SM-7（10Hz） 

受振点間隔  25m    25m      25m 

受振器総展開長 27.8km    21km      32km 

探鉱機  G-DAPS3   G-DAPS     G-DAPS 

サンプル間隔  4 ミリ秒   4 ミリ秒     4 ミリ秒 

記録長  6 秒    6 秒           6 秒 

チャネル数  240/290   300    240/280/380 

一方、伊勢湾海域でこれまでに取得された地震探査は、海上保安庁水路部（現 海洋情報部）

ならびに水資源開発公団（現 独立行政法人水資源機構）により実施され（図 2.2-2）、岩

淵(2000)8)や岩淵ほか(2000)9)で調査概要がまとめられている。 

  

伊勢湾海域で実施された物理探査仕様概要 

実施主体  海上保安庁水路部   水資源開発公団 

   （現 海洋情報部）   （現 独立行政法人 水資源機構） 

調査名  伊勢湾反射法調査      伊勢湾北部長良川河口部周辺調査 

震源  GI ガン     GI ガン 

20Hz-200Hz    500+200inch3 

発振間隔 12.5m      25m  

受振器  ハイドロフォン    ハイドロフォン 

12.5m 間隔×24ch(300m)  25.0m 間隔×24ch(600m)  

探鉱機  RX120a STARTAVIEW   DFS-V 型 



 1021

 

 

図 2.2-2 伊勢湾既往海域地震探査測線位置図 

 

三重県(2005)2)は、海上保安庁水路部（現 海洋情報部）が実施した「大都市周辺海域活

断層調査 伊勢湾海上作業および解析処理作業」のうち、マルチ・チャンネル反射法記録（以

下、伊勢湾反射法調査と表記する。）の再解釈を行っている。三重県(200310)、200411))で

取得された四日市における陸上反射法地震探査および水資源開発公団・大阪土質試験所

(1995)12)で取得された反射法断面との比較が行われ、対応する反射面の往復走時を読み取

るとともに、深度変換関数を再定義し、改めて深度変換が行なわれている。 

一般に反射法地震探査の深度断面は各調査で用いた深度変換関数の影響が顕著である

ため、異なる反射法調査間の比較を行う場合は、測定値そのものの物理量である時間断面

図上で行うことが最適である。しかしながら、すべての既往公開データは深度断面図上で

解釈が示されているため、調査ごとに深度変換手法が異なっている場合には、調査間で地

震探査断面図を直接対比することは困難な状態となっている。 

三重県(2005)2)は、海上保安庁が伊勢湾反射法調査で取得したデータは、ミニ・ストリ

ーマ・ケーブルを用いた調査であることから最大オフセットが約  300m と短いこと、ま

た深度変換関数定義の際に参考とされた  PS 検層もボーリング孔が  100m の深さである

ため、2,000m の深さに及ぶ地震基盤までの P 波弾性波速度の情報としては確度が低い、

と指摘している。特に伊勢湾反射法調査と、陸上の三重県(200411)、200512）)で取得された
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四日市測線との比較、ならびに伊勢湾北部において水資源開発公団・大阪土質試験所

(1995)12)によって得られた反射法地震探査断面との比較が行われた結果、伊勢湾反射法調

査で使用された深度変換用関数が、陸上の地震探査で用いた区間速度および水資源開発公

団測線の深度変換関数に比べかなり遅い速度であることが判明した。これらの現状を踏ま

え、三重県(2005)2)は陸上地震探査および水資源開発公団測線の深度変換関数を参考に、

層序解釈をベースとする深度変換関数がより妥当であり、次のような深度変換関数を新た

に提案している。 

 

再定義された深度変換関数の概要 

地質層序    区間速度 

第四紀以浅（Ⅰ～Ⅲ層）※  1,800m/sec 

東海層群相当層（Ⅳ層）   2,560m/sec 

中新統相当層（Ⅴ層）   3,300m/sec  

地震基盤      － 

※海水層は  40m 以下と浅く、海水層を  1,800msec.の P 波速度としても、誤差は 

10m 以下であるため第四紀以浅層に含めた。 

 

海上保安庁水路部が行った伊勢湾活断層調査に関して、公表されている論文等に記載さ

れている深度断面における地震基盤の深度は、三重県(2005)2)が行った反射法地震探査の

結果と食い違いが大きいものであったことから、今回の業務では陸上地震探査との整合性

を確認した三重県(2005)2)の指摘に従い、伊勢湾を含めた伊勢平野のシーケンス解釈を実

施するため、海上保安庁よりデジタルデータと付帯資料を借用して、再定義された深度変

換関数を用いて深度変換を行い、深度断面図を作成し解釈に用いた。 

 

b 坑井データ 
濃尾平野では、陸上において複数の観測井・調査井・温泉井が掘削され、愛知県(2001a1)、 

2001b6))に、坑井地質柱状図や坑井層序がまとめられている。ただし、収集データの大部

分は記載柱状図あるいは層序区分結果のみで構成されており、詳細な地層の対比が行われ

ている資料はごく一部である。これらのデータは愛知県(2001b6）)によりまとめられ、岩相

の変化を目安として地質区分が行われている。 

本報告では次に示した坑井データを用いて、地震探査断面図上で解析された地震層序ユ

ニットと坑井地質データを照合し、岩相の同定や層序区分を行っている。具体的には、

NBH11-P 測線では清洲ボーリング、GS-NB-1、海津苑ボーリングのデータを、そして

NBH12-S 測線では尾張温泉 1 号泉、尾張温泉 2 号泉、弥富温泉 R-1、富吉温泉 1 号泉、

長島温泉松蔭をそれぞれ参照している。なお、本業務では愛知県防災局から清洲観測井の

データを借用して、震探相解析に利用した。 
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地震探査データ解釈に使用した坑井 

坑井名   深度   到達層準 最寄測線名 

清洲観測井  739m   基盤 NBH11 

GS-NB-1  601m   東海層群 NBH11 

GS-NB-2  451m   東海層群 NBH11 

海津苑ボーリング 1,365m   東海層群 NBH11 

尾張温泉 1 号泉  1,097m   東海層群 NBH12 

尾張温泉 2 号泉  1,077m   中新統 NBH12 

弥富温泉 R-1  1,253m   東海層群 NBH12 

富吉温泉 1 号泉  1,223m   中新統 NBH12 

長島温泉松蔭  1,528m   中新統 NBH12 

 

② 坑井データ解析 
濃尾平野では、地震観測井や温泉井を含めて数多くのボーリングが実施されている。し

かし、堆積相解析が可能なデータが取得された坑井は限定されており、全区間コア掘りや

物理検層解析を実施した坑井は数少ない。そこで、比較的良好なデータ取得が行われた清

洲観測井の岩相を把握し、物理検層記録を用いて堆積相解析および物理検層解析を行うこ

ととした。なお坑口の緯度、経度は、北緯 35°12’52”、東経 136°51’14”、地表面の標高は

＋3.675ｍであり、掘削基準面は現地形面より、1m 掘り下げた位置となっている(愛知県、 

2001b)6)。 

清洲観測井は、平成 11 年に実施された「濃尾平野に関する地下構造調査(反射法地震探

査・総合解析等）に関する調査」において、基盤に達する観測井掘削ならびにコアの採取・

分析および物理検層データを取得することを目的として愛知県によって掘削されたもので

ある(愛知県；2001b)6)。伊勢湾周辺地域の既存坑井データの中で、貯留可能対象となる東

海層群を基底まで確認し、基盤に到達した坑井の地質柱状図が入手できた唯一の坑井であ

る。平成 11 年度「濃尾平野に関する地下構造調査」で取得された NBH11 測線の東端に位

置する。 

地質柱状図から、東海層群の分布深度は GL-200～631m とされている。その後、須貝・

杉山(1999)13)が GS-NB-1 井で定義された第四礫層が、再解析により清洲観測井でも確認

されたことで、第四紀層 /東海層群の地層境界がさらに下位に位置することが明らかとな

り、現在の東海層群上限深度は GL-265m とされている。 

東海層群に区分された部分の岩相を詳細に比較すると、GL-440m 付近を境界として、

上部と下部で大きく特徴が変化する。上部は泥質岩優勢な岩相であり、下部は砂質岩（礫

質岩）優勢な地層からなる。これらの岩相の特徴から、ENAA(2005)によって東海層群上

部が遮蔽層、下部が貯留層と見なし、貯留構造を形成している可能性が指摘されている。 
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a 坑井地質 
愛知県 (2001b)6)によって観測井掘削に伴うカッティングスおよび採取したコアの観察

をもとに地質柱状図としてまとめられ、掘進状況およびカッティングスの観察結果から地

層の判別が行われている。 

 

ｱ) 層序 
濃尾平野の地盤は、上位より第四紀層（尾張層群）、東海層群、中新統、基盤岩が分布

することが知られている。調査を実施した地点におけるそれぞれの境界深度は、掘進状況、

掘削に伴うカッティングスの観察結果およびコア分析から次のように推定されている。 

・第四紀層と東海層群の境界 ：265m 付近※ 

・東海層群と中新統の境界  ：631m 付近 

・中新統と基盤岩の境界   ：661m 付近 

第四紀層と東海層群の境界と考えられる 200m 付近に、含まれる礫種について明瞭な不

連続が認められ、堆積物供給源が変化したことが推定される。中新統と基盤岩の境界では、

掘進状況の変化および含まれるカッティングスの変化が明瞭である。一方、東海層群と中

新統の境界は、掘進状況の変化は認められず、カッティングスの調査結果から推定したも

のである。 

愛知県 (2001b)6)では東海層群の分布深度は 200～631m とされていたが、須貝・杉山

(1999)13)が GS-NB-1 井で定義した第四礫層が、再解析により清洲観測井でも確認された

ことで、第四紀層/東海層群の地層境界がさらに下位に位置することが明らかとなり、現在

の東海層群上限深度は 265m とされているので、本報告でもこれに従うこととする。 

 

ｲ) 岩相 
掘進状況およびカッティングスの観察結果ならびにコア試料をもとに深度毎に各地質

状況の特徴は次のとおりである。 

 

【深度：661.0～739.0m】 

基盤岩である美濃帯の砂岩が分布し、泥質岩（頁岩）の薄層を挟む。非常に硬質であ

り、石英脈を普遍的に伴う。 

【深度：631.0～661.0m】 

シルト質な中粒砂岩を主体とする中新統が分布する。含まれる礫種は、チャートのみ

であり、淘汰は良く、礫径は 1cm 以下である。固結しており、東海層群に比べ、やや硬

質となる。色調は緑灰色である。下位の基盤岩との境界は掘進状況から深度 611ｍ付近

と判断される。 

【深度：265～631.0m】 
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東海層群が分布する。含まれる礫種は、上位の層（第四紀層）と同じであるが、礫の

含有率には変化が認められる。礫径は小さく、5cm 以下の円礫を主体とし、淘汰は良い。

基質は暗灰～青緑灰色を呈する粘性土、シルトおよび砂であり、固結度は高い。下位の

中新統との境界は掘進状況およびカッティングス観察から深度 631ｍ付近と推定されて

いる。 

【深度：地表～265m】 

東海層群以浅の第四紀層が分布する。含まれる礫種は、チャート、泥質岩、砂岩、濃

飛流紋岩および花崗岩を含む。礫径は、径 10cm 以上の玉石状の円礫～亜円礫を含み、

淘汰は悪い。基質は粘性土～砂であり、固結度は小さく、暗灰～淡茶灰色を呈する。沖

積層の厚さは不明である。下位の東海層群との境界は、掘進状況およびカッティングス

観察から深度 200.7ｍ付近と推定される。なお再解析により、第四礫層の存在が確認さ

れたことで第四紀層/東海層群の地層境界がさらに下位に位置することが明らかとなり、

現在の東海層群上限深度は深度 265m と再定義されている。 
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b 坑井物理検層解析 
清洲観測井で取得された物理検層データを図 2.2-3 に示した。これらのデータを用いて

物理検層解析を行い、岩相解析、圧密曲線ならびに砂岩孔隙率の推定を行った。 

 

 

図 2.2-3 清洲観測井総合地質柱状図 

 

ｱ) 岩相解析 
清洲観測井では物理検層が実施されている。確認されている層序は下位より基盤、東海

層群、尾張層群が確認されている。掘削時に作成された岩相柱状図と採取されたコアを参

考として、ガンマ線検層、密度検層ならびに比抵抗検層の特徴から岩相推定を行った。そ

の結果、5 つの岩相を認定し、亜炭、泥質岩、砂質岩、礫質岩ならびに基盤岩として岩相

区分を行った（図 2.2-4）。 
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図 2.2-4 清洲観測井総合地質柱状図 
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ｲ) 圧密曲線 
温度検層データから推定される地温勾配は 2.5℃/100m（地表温度 17℃）と推定され（図

2.2-5）、音波検層ならびに密度検層から推定される泥岩圧密トレンドは深度とともに直線

状に推定できることから、異常高圧層が存在する可能性はない（図 2.2-6）。 

 

図 2.2-5 清瀬観測井の温度検層をもとに推定した地温勾配 

 

 

図 2.2-6 清洲観測井 音波検層ならびに密度検層から推定される泥岩圧密トレンド 
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圧密曲線を推定するために密度検層データ、物理検層データの特徴から泥岩区間を抽出

し、密度検層データから次式を用いて泥岩の孔隙率（φD）の推定を行った。 

 φD (Density Porosity) = (ρb-ρma) / (ρma-ρf) 

  ρma ：マトリックス密度（2.71g/cc） 

  ρf ：流体密度 (1.0 g/cc) 

  ρb ：各深度におけるバルク密度（密度検層ログ読み値） 

※泥岩のマトリックス密度 (ρma)はコア分析データを参考に 2.71 g/cc に設定した。 

  

密度検層から推定された泥岩の孔隙率（φD）の現深度プロットを図 2.2-7 に示した。

地層の圧密状況は最大埋没深度に依存するが、坑井周辺に大規模な削剥を伴う不整合の存

在は認められないので、圧密作用の影響だけを考えた圧密を想定することができる。これ

らのデータから推定される圧密曲線は地表における泥岩孔隙率を 60％と仮定すると次式

で表される。 

 

φ= A × Exp(－0.000685 × D) 

A：地表における泥岩孔隙率(%)  

D：最大埋没深度(m) 

 

これらの結果から得られた圧密曲線を世界の堆積盆地と比較すると、ほぼ平均的な圧密

曲線であることがわかる（図 2.2-8）。 

 

図 2.2-7 清洲観測井の密度検層から推定した泥岩圧密曲線 
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図 2.2-8 清洲観測井で推定された圧密曲線の比較 

 

ｳ) 砂質岩孔隙率 
清洲観測井で取得された物理検層データの特徴から砂岩区間を抽出し、密度検層データ

を用いて砂質岩の孔隙率について次式を用いて推定を行った。 

 

 φD (Density Porosity) = (ρb-ρma) / (ρma-ρf) 

  ρma ：マトリックス密度（2.65g/cc） 

  ρf ：流体密度 (1.0 g/cc) 

  ρb ：各深度におけるバルク密度（密度検層ログ読み値） 

※砂岩のマトリックス密度(ρma)はコア分析から 2.65g/cc とした。 

  

密度検層から推定された砂質岩の孔隙率（φD）の現深度プロットを図 2.2-9 に示した。

砂質岩の圧密状況は最大埋没深度に依存するが、坑井周辺に大規模な削剥を伴う不整合の

存在は認められないので、圧密作用の影響だけを考えた圧密を想定することができる。な

お、礫質岩が多く、孔隙率の推定値にばらつきが見られる。坑井で確認された砂質岩の孔

隙率の分布を推定するために、全深度区間の砂質孔隙率が対数正規分布すると考えた。そ

の結果、最小孔隙率（P90）17.38%、最大孔隙率（P10）39.93%、平均孔隙率 27.77%と

いう数字が得られた（図 2.2-10）。さらに尾張層群（沖積層を含む）と東海層群について

層準別にみると、最小・最大・平均孔隙率は尾張層群で 32.28%, 54.28%, 42.73%、東海層
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群で 20.57%, 36.63%, 28.15%という推定結果が得られた（図 2.2-11）。これらの結果は測

定数が少ないもののコアならびに地表サンプルデータとよく一致している（表 2.2-2）。 

 

 

図 2.2-9 清洲観測井坑井物理検層（密度）から推定した砂岩孔隙率と砂岩圧密曲線 

 

図 2.2-10 伊勢湾清洲観測井坑井物理検層（密度）から推定した砂岩孔隙率分布 
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図 2.2-11 伊勢湾清洲観測井坑井物理検層（密度）から推定した層準別砂岩孔隙率分布 

 

表 2.2-2 清洲観測井および地表試料分析結果 

  

 

d 砂質岩浸透率 

砂質岩の浸透率データについては数が少ないもののエンジニアリング振興協会(2005)3)

によって地表サンプルを用いた透水試験が行われている（表 2.2-2）。これらの分析結果を

もとに孔隙率と浸透率と関係の推定を試みた（図 2.2-12）。孔隙率と浸透率のプロットか

ら、次に示すような孔隙率と浸透率と関係を推定した。 
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・最小ケース：K=0.1 × Exp(0.2500 × φ) 

・最大ケース：K=(9E-07) × Exp(0.5392 × φ) 

  

これらの関係式から、砂質岩の浸透率の推定を行った（図 2.2-12、図 2.2-13、 図 2.2-14）。

数値にばらつきが大きいことやコアデータが少ないため、現時点ではデータ精度は低いと

判断される。 

 

図 2.2-12 伊勢湾地表サンプル（ENAA,2005）から推定した 

砂岩層の孔隙率と浸透率の関係 
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図 2.2-13 伊勢湾清洲観測井坑井物理検層（密度）から推定した砂岩浸透率 

 

 

図 2.2-14 伊勢湾清洲観測井坑井物理検層（密度）から推定した砂岩浸透率 
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c 坑井から推定される堆積相 
新エネルギー・産業技術総合開発機構(2005)14)は、清洲観測井の物理検層記録を用い、

堆積相モデルから作成した各堆積相のログファシスモデル(図 2.2-15)に基づいて堆積相解

析を行っている。これらの解析は堆積体の発達要因が海水準変化によるもの、すなわち海

水準が低下による砕屑物供給量増加に起因して形成されるものという前提条件のもとで行

われている。 

新エネルギー・産業技術総合開発機構(2005)14)による解析の結果をもとに解析を行った

結果、清洲観測井で確認された地層はプロデルタマッド（prodelta mud）、プロデルタシ

ートサンド（turbidite sheet sand）、マウスバーサンド（mouth bar sand）、蛇行河川チ

ャネル（meandering channel sand）、そして網状河川チャネル（braided channel sand）

として識別することができ、プロデルタの泥質堆積物に始まり、デルタフロントのマウス

バー堆積物、蛇行河川チャネル堆積物、そして網状河川チャネル堆積物の順で累重する上

方粗粒化・上方厚層化のデルタ堆積物の典型的なサクセッションの繰り返しが、11 回認め

られる。これらのデルタ成堆積物のサイクルは、氷河成海水準変動によってもたらされた

海進・海退の繰り返しによってできたものと推定され、プロデルタ堆積物の基底がシーケ

ンス境界（SB）として設定することが可能である（図 2.2-16）。 

ただし、堆積体の発達要因が海水準性（海水準が低下による砕屑物供給量増加に起因して

形成されるもの）であった場合と造構性（後背地の隆起による砕屑物供給量増加に起因し

て形成されるもの）であった場合で、堆積体に対するシーケンス境界の位置が異なる。こ

のため、今回の解釈のように個々の堆積体の成因が明確でない場合にはシーケンス境界を

設定することは困難である。よって、震探断面図上での堆積相に関しては Abbott (1988) 15）

の震探相モデル（seismic facies model）に基づいて同定を行い、同定した堆積相を堆積ユ

ニットとして地震探査記録断面図上で追跡することによって岩相とその分布の推定を行っ

た。 

 

図 2.2-15 ログファシスモデル 
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図 2.2-16 清洲観測井のログファシスに基づく堆積相解析結果例 

 

③ 地震探査断面図解釈 
a 解釈ホライゾン 
地震探査断面図で認められる反射波の特徴ならびに坑井データに基づく岩相層序情報

をもとに、清洲観測井と地震探査断面図の対比を行った（図 2.2-17）。その結果、次のよ

うな 6 つの震探相ユニットを認定し、各ユニット間で 5 つのホライゾンの設定を行い、地

震探査断面図上で各ホライゾンの解釈を行った。 

 

  震探相ユニット    地 層     

G     熱田層、南陽層 

      F     米野層、弥富層、海部層 

      D     大泉層 

      C     市之原層 

      B     美鹿層～古野層 

      A     音響基盤 
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図 2.2-17 震探-坑井対比図 

 

地質層序は吉田(1990)16)の地表層序に従い、下位より、基盤、東海層群（鮮新世～前期

更新世）のおよび尾張層群（後期更新世）とした。さらに東海層群を構成する美鹿層～古

野層、市之原層、大泉層、米野層、およびその上位に重なる尾張層群を構成する弥富層、

海部層、熱田層、南陽層／濃尾層に区分される。 

地質層序と震探相ユニットとの対比については、これらの地層境界のうち、美鹿層～古

野層と市之原層の境界にオンラップ面（onlap surface 1）が、市之原層と大泉層の境界に

オンラップ面（onlap surface 2）が、大泉層と米野層の境界にオンラップ面（onlap surface 

2.5）が、そして海部層の最上部にオンラップ面（onlap surface 3）が認められ、これらの

オンラップ面は対象地域の全域にわたって地層境界の良好な指標として追跡することがで

きる。 

なお、音響基盤については、周辺の地域地質データから中新世より古い地質時代の堆積

物である者と推測した。最下位の美鹿層～古野層については、音響基盤と市之原層に不整

合で挟在される震探相ユニットが、吉田(1990)16)の美鹿層～古野層と層序上の位置や層序

関係が類似していると言う理由で対比している。大泉層～市之原層に関しては、須貝ほか

(1999)17)の海津苑ボーリングにおける層序区分にしたがって、震探上でユニット区分を行

った。南陽層／濃尾層～米野層に発達する海成デルタ堆積物に関しては、須貝・杉山

(1999)13)の GS-NB-1 における酸素同位体による海水準変動と海成粘土層の詳細な対比に

基づき、地震探査記録上でのデルタユニット区分を行った（図 2.2-18）。 
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なお、堆積体の発達要因が海水準性（海水準が低下による砕屑物供給量増加に起因して

形成されるもの）であった場合と造構性（後背地の隆起による砕屑物供給量増加に起因し

て形成されるもの）であった場合で、堆積体に対するシーケンス境界の位置が異なる。こ

のため今回の解釈のように個々の堆積体の成因が明確でない場合にはシーケンス境界を設

定することは困難である。このため、震探断面図を用いた堆積相解析に関してはシーケン

ス区分を行わず、Abbott (1988) 15)の震探相モデル（seismic facies model）に基づいて同

定を行い、同定した堆積相を堆積ユニットとして地震探査記録断面図上で追跡することに

よって岩相とその分布を推定した。 

 

 

図 2.2-18 濃尾平野～伊勢湾地域の震探層序区分図 

 

b 震探相解析 
濃尾平野の地質層序は、下位より基盤岩～中新統～東海層群（鮮新統）～弥富累層以降

の第四系に区分されている。東海層群は奄芸層群、瀬戸層群、常滑層群を一括して総称し

た名称であり、主として新第三紀鮮新世に形成された陸水成堆積物よりなる。厳密には、

東海層群の最上位は第四系に相当することが明らかとされているが、解釈にあたっては本

層群に属する地層を一連の堆積物として扱い、米野累層以前の東海層群を便宜的に鮮新統

の東海層群として表示している。弥富累層以降の地質区分には、下位より弥富累層～海部

累層～熱田累層～濃尾層などの第四紀更新統が含まれており、各層間には上位より第一・

第二・第三礫層・第四礫層が挟まれている。これらの地層群は、氷河性の海水準変動によ
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って形成された海進～海退に対応した堆積物であるとされており、海成～汽水成～淡水成

堆積物の互層状となっている。 

設定・解釈されたホライゾンをもとに地層分布を把握するために等層厚線図（アイソパ

ックマップ）の作成を行った（図 2.2-19、図 2.2-20、図 2.2-21、図 2.2-22、図 2.2-23、図

2.2-24）。断層分布図を音響基盤～海底面までの地層の層厚変化を等層厚線図（アイソパッ

ク）で堆積盆地の形状を概観すると、当該地域の堆積盆地は、濃尾平野と伊勢湾の間の海

岸線に沿って走る北東-南西方向の正断層（本報告書では名古屋-四日市断層と仮称）によ

って大きく二分される。本報告書では、この断層の北側を濃尾堆積盆地(須貝ほか、1999) 

17)、そしてその南側を伊勢湾堆積盆地と仮称する。濃尾堆積盆地は北東側から緩やかに養

老山地に向かって傾動し、南北方向の養老山地東縁に発達する養老断層（逆断層）によっ

て画されている。最大層厚は養老断層の東側で約 2,000m に達する。伊勢湾堆積盆地は、

北北西側に向かって緩やかに傾動し、北西側を名古屋-四日市断層に、そして東側を知多半

島に沿って北北西から南南東に走る大きな伊勢湾断層（逆断層）によって画されている。  

伊勢湾堆積盆地内部にも小規模な北東-南西方向や東西方向の逆断層が発達し、最大層厚は

名古屋-四日市断層の南側で約 2,000m に達している。伊勢湾堆積盆地の南部には、音響基

盤上に比高で最大 800m の起伏を伴う埋没山地地形が認められ、現在の伊勢湾南部からそ

の沖合にかけての地域に、砕屑物の供給源となる隆起域が存在していたものと推定される。

隆起北縁に発達する断層は白子-野間断層と呼ばれる。 

各地震探査震探断面図上で認められる反射波の特徴から、いくつかの岩相区分を行うと

ともに（図 2.2-25）、これらの震探層序にもとづき地震探査震探断面図について震探層解

析を行った（図 2.2-26、図 2.2-27、図 2.2-28、図 2.2-29、図 2.2-30、図 2.2-31、図 2.2-32、 

図 2.2-33）。 

震探層序区分図に示した東海層群から尾張層群の堆積相を概観すると、鮮新世に始まっ

た東海湖堆積盆地の形成に伴って、はじめに美鹿層～古野層の湖沼成ファンデルタが濃尾

平野から伊勢湾地域にわたって広範囲に堆積した。市之原層の時代にはいると断層運動が

活発化し、名古屋-四日市断層の形成に伴って、東海湖は濃尾堆積盆地と伊勢湾伊勢湾堆積

盆地に二分され、その結果、濃尾堆積盆地には湖沼成デルタが、そして伊勢湾堆積盆地に

は湖沼成ファンデルタと言うように、これら二つに堆積盆地で異なる堆積相が発達するよ

うになった。この地質状況は大泉層堆積時にも引き継がれ、濃尾堆積盆地には河川成～湖

沼成デルタ堆積物が発達するのに対して、伊勢湾堆積盆地にはファンデルタ堆積物が発達

している。米野層堆積時になると東海湖が消滅し、濃尾平野から伊勢湾にかけての全域が

浅海域となり（古伊勢湾の形成）、20 枚を越える海成デルタユニットが堆積して現在に至

っている。全体として伊勢湾内には厚さ 1,000m を超える堆積物が分布している。 



 1040

 

図 2.2-19 基盤断層位置図 

 

図 2.2-20 東海層群-尾張層群 全堆積量（等層厚図） 
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図 2.2-21 古野・美山麓層（基盤-H1）等層厚図 

 

図 2.2-22 市之原層（H1-H2）等層厚図 
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図 2.2-23 大泉層（H2-H2.5）等層厚図 

 

図 2.2-24 H2.5-地表等層厚図 



 1043

 

図 2.2-25 震探相解析による岩相区分凡例 

 

図 2.2-26 震探相解析断面図（NBH11P） 
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図 2.2-27 震探相解析断面図（NBH12S） 

 

図 2.2-28 震探相解析断面図（NBH12S） 



 1045

 

図 2.2-29 震探相解析断面図（M5） 

図 2.2-30 震探相解析断面図（M7） 
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図 2.2-31 震探相解析断面図（M11） 

 

図 2.2-32 震探相解析断面図（M13） 
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図 2.2-33 震探相解析断面図（M13-2） 

 

ｱ) 音響基盤 
音響基盤の上限は強振幅の反射波で特徴付けられ、より下位には反射波が認められない

場合が多いが、M5 測線東半部や M11 測線の白子-野間断層以北では成層状の反射波が認

められる場合がある（図 2.2-34）。濃尾平野の地質状況から、前者は美濃帯中・古生界も

しくは花崗岩類、後者は一志層群、瑞浪層群、師崎層群、鈴鹿層群と呼ばれる中新統であ

ると推測される。 

濃尾平野や伊勢湾は西南日本の内帯に位置し、第三紀や第四紀の新しい地層に覆われて

いるチャート・頁岩などよりなる美濃帯（中・古生層）と花崗岩が基盤岩類となっている。

濃尾平野の北から西を取り囲むように分布する美濃山地や養老山地には古生代末～中生代

に堆積した美濃帯の砂岩、粘板岩、チャートや石灰岩等から構成される岩石が分布する。

濃尾平野の東の三河高原には中生代末に貫入した花崗岩類が分布する。また、養老山地の

南西方の鈴鹿山地、布引山地には、美濃帯や花崗岩類の岩盤が分布する。濃尾平野内の深

層ボーリングでは、美濃帯および花崗岩類が確認されている。 

濃尾平野や伊勢湾には基盤岩類（中古生層・花崗岩類）を覆って中新世（約 2,000 万年

前）の一志層群（伊勢）、瑞浪層群（犬山市）、師崎層群（知多半島南部）、鈴鹿層群（津市

西部）と呼ばれる地層が分布している。主に海成層を主体とする砂岩や凝灰岩などの堆積
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岩からなる地層群で構成されている。これらの地層は、第一瀬戸内海と呼ばれる瀬戸内海

から東海地方まで分布した浅い内海に堆積した地層である。ただし、坑井では中新統を欠

いて上位の東海層群が直接基盤を覆う事例が多く認められ、濃尾平野北部および東部地域

では中新統の分布は認めらため、中新統の分布状況詳細は不明である。 

 

ｲ) 古野層～美鹿層 
【堆積相】 

本層の堆積相は、震探相解析から、Kono fandelta 1～4 までの 4 枚のファンデルタユニ

ットと、その間に発達する湖沼成泥質堆積物卓越相からなるものと推定された。供給源に

近い伊勢湾堆積盆地南部や濃尾堆積盆地東部では、厚いファンデルタユニットがスタック

しながら発達し、泥質堆積物がほとんど発達しない。下位の音響基盤とは不整合関係で接

し、これらの堆積物が音響基盤上面にオンラップしながら堆積している。 

【分 布】 

本層の等層厚線図（図 2.2-21）を見ると、名古屋-四日市断層を境として層厚変化が認め

られず、本層堆積時には、未だこの断層が形成されておらず、濃尾堆積盆地と伊勢湾堆積

盆地は一つの大きな堆積盆地を形成していたものと推定される。堆積相分布図（図 2.2-35）

から、砕屑物の多くは音響基盤上に埋没山地地形が顕著に発達する伊勢湾南部から供給さ

れ、北に向かって現在の名古屋港付近までファンデルタが張り出して発達している。これ

らのファンデルタ堆積物の層厚は伊勢湾中央部付近で最大 400m 近くに達する。一方、濃

尾平野周辺の山地から伊勢湾方向への砕屑物の供給はあまり多くなく、等層厚線図の北端

部に小～中規模の厚さ 100m～400m のファンデルタが発達するのみである。なお、太平

洋から隔離された東海湖の形成には、この伊勢湾南部に顕著に発達する埋没山地地形を伴

う隆起域の形成が密接に関連しているものと思われる。 

 

ｳ) 市之原層 
【堆積相】 

本層の堆積相は、震探相解析から、濃尾堆積盆地にはデルタ成堆積物が発達し、伊勢湾

堆積盆地にはファンデルタ成堆積物が発達しているものと推測された。濃尾堆積盆地では、

Ichinohara delta 1～4 までの 4 枚のデルタが識別され、堆積盆地の南東端部には小さな陸

上扇状地性堆積物が発達している。一方、伊勢湾堆積盆地では、湖沼成の泥質堆積物卓越

相中に発達する 1 枚のファンデルタユニットが識別された。 

【分 布】 

本層の等層厚線図（図 2.2-22）ならびに堆積相分布図（図 2.2-36）を見ると、濃尾堆積

盆地に発達するデルタ成堆積物は、堆積盆地のほぼ中央より東側では無堆積であるが、西

側の養老断層に向かって厚くなり、最大 400m の層厚を示す。このデルタを構成するデル

タプレーン～デルタフロントの砂質堆積物も同様に西側に向かって厚くなり、養老断層付
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近で 200m の最大層厚を示す。また、堆積盆地の南西縁部には伊勢湾東岸域を後背地とす

る最大層厚 50m の小規模な陸上扇状地成堆積物が発達している。 

伊勢湾堆積盆地に発達するファンデルタ成および湖沼成泥質堆積物卓越相は、堆積盆地

南端部では無堆積であるが、北に向かって徐々に厚くなり、名古屋-四日市断層に近い北端

部で最大 200m の厚さに達する。ファンデルタは鈴鹿山脈～布引山地を後背地とするもの

と、伊勢湾東岸域を後背地とする二つの異なるファンデルタシステムが識別された。前者

は最大 150m の、後者は 100m の最大層厚を示し、堆積盆地北部では両者ともに薄化尖滅

している。このように異なる後背地を有するファンデルタシステムが発達すると言うこと

は、伊勢湾堆積盆地周辺の後背地で断続的に隆起運動が起こっていたことを示唆しており、

下位の上位の大泉層堆積時の活発な構造運動が、本層堆積時に始まったものと推測される。

また、堆積盆地内には複数の逆断層が認められ、それらを境として層厚に変化が認められ

ている。このような逆断層が、下位の古野層～美鹿層では認められないも、上述の推測を

支持するとともに、南陽層／濃尾層堆積時まで続く伊勢湾内の逆断層運動がこの時期に始

まったことを示している。 

 

ｴ) 大泉層 
【堆積相】 

本層の堆積相は、震探相解析から、濃尾堆積盆地には河川成堆積物とその下流の湖沼成

デルタ堆積物が発達し、伊勢湾堆積盆地はファンデルタ成堆積物とその間に発達する湖沼

成泥質堆積物卓越相が発達するものと推測された。濃尾堆積盆地では Oizumi delta1～10

までの 10 枚のデルタユニットが識別され、その陸側に河川成堆積物が発達している。一

方、伊勢湾堆積盆地では、Oizumi fandelta1 から fandelta5 までの 5 つのユニットを識別

し、追跡している。 

地震探査記録上で同定されたファンデルタはシェルフタイプ（shelf-type）と呼ばれる

もので、縦断面では低角の不明瞭なプログラデーションパターン（progradation pattern）

を伴う楔形の堆積体形状を示し、一般にダウンラップの方向がファンデルタの堆積方向を

示している。ファンデルタの陸側は粗粒砕屑物が卓越するので明瞭な反射を伴わないが、

水域側に向かって砕屑物の粒度が減少するとともに、その間に泥質堆積物を挟在するよう

になり、それに由来する比較的弱い成層状の反射波が発達するようになる。また、粗粒砕

屑物（砂質堆積物～礫質堆積物）を含むため、全体的に強震幅反射波が卓越し、特に陸側

の供給源に近い礫質堆積物の卓越する部分ではその傾向が顕著である。ファンデルタ堆積

物の間には、泥質堆積物に特徴的な比較的反射鏡度の弱い不連続な反射パターンを占める

反射波列が発達することから、これらはファンデルタの堆積場となった湖沼に積成した泥

質堆積物であるものと推定された。また、濃尾堆積盆地で河川成堆積物とした震探相は、

一群の不連続な低震幅な反射波列中に、しばしば厚さ数 10m の不連続な強反射を伴うこと

で特徴づけられる。このような震探相は、河川成堆積物の特徴と良く似ている。 
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【分 布】 

本層の等層厚線図（図 2.2-23）ならびに堆積相分布図（図 2.2-37）を見ると、濃尾堆積

盆地に発達する河川成～デルタ成堆積物は、北東部では無堆積であるが、南端の名古屋-

四日市断層に向かって厚くなり、最大約 400m に達する。ただし、デルタ成堆積物は堆積

盆地の南側半分に、そして河川成堆積物は北側半分に分布している。この河川成堆積物の

厚さは北に向かって厚くなり、等層厚線図北端部では最大層厚 200m を示している。また、

デルタ成堆積物中のデルタプレーンやデルタフロントの砂質堆積物は、名古屋-四日市断層

に向かって厚くなり、最大 200m に達している。一方、シールとして重要なプロデルタの

泥質堆積物は、北東端の無堆積域から南西に向かって徐々に厚くなり、養老断層～名古屋-

四日市断層付近で最大 150m を示す。 

伊勢湾堆積盆地に発達するファンデルタ堆積物は、南から北に向かって徐々に厚くな

り、名古屋-四日市断層付近で最大約 600m に達している。このファンデルタ堆積物におい

ては、ダウンラップパターンから異なる供給源を持つ 3 つのファンデルタシステムが識別

できた。一つは堆積盆地北縁部に発達する北北東側に供給源を有するファンデルタで、最

大 200m の層厚を示す。また、堆積盆地東縁部に発達するものは、伊勢湾東岸を後背地と

するもので、最大層厚 200m を示している。そして、堆積盆地西側に発達するものは、鈴

鹿山脈から布引山地を後背地として東側に向かって堆積したもので、最大層厚は 200m に

達する。このように異なる後背地を有する複数のファンデルタシステムが発達すると言う

ことは、伊勢湾堆積盆地周辺の後背地で断続的に隆起運動が起こっていたことを示唆して

おり、下位の市之原層堆積時の活発な構造運動が、本層堆積時にも継続していたものと推

測される。 

シールとして重要な湖沼成の泥質堆積物は、堆積盆地の北側に向かって徐々に厚くな

り、最大 350m の厚さに達している。 

 

ｵ) 南陽層／濃尾層・熱田層・海部層・弥富層・米野層 
【堆積相】 

濃尾平野では、須貝・杉山(1999)13)が、GS-NB-1 号井で認められた海成泥岩層を酸素同

位体から求めた氷河成海水準変動カーブと対比し、これらの海成泥岩層が大阪平野で識別

されている Ma13～Ma3 の海成泥岩層と対比可能であることを示した。これらの海成泥岩

層は海水準変動に強く支配された海成デルタ（delta）において、海進期ないしプロデルタ

（prodelta）環境に堆積したもので(増田、1992)18)、高海水準期から海水準低下期にデルタ

プレーン（delta plain）やデルタフロント（delta front）環境で堆積した砂質堆積物の相

対的に下位に発達している。すなわち、海水準変動で形成された一つのデルタのユニット

は、上位を占めるデルタプレーン～デルタフロントの砂質堆積物とその下位に位置する海

進期～プロデルタの泥質堆積物から構成されている。 
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濃尾平野や伊勢湾地域の地震探査記録では、これらのデルタはシングルドデルタ

（shingled delta）と呼ばれる特徴のある反射パターンを示す。すなわち、デルタユニット

の厚さが数 10m 程度と薄いために、その内部に発達するプログラデーションに由来するダ

ウンラップパターンが、あたかも瓦を葺いたときの様に、低角で重なり合って見えるもの

である。一般にこのダウンラップの方向がデルタの堆積方向を示している。地震探査記録

上では、砂質堆積物層が positive polarity を、そして泥質堆積物層が negative polarity

を示す。GS-NB-1 で地震探査記録と対応づけられた海成泥岩層は、negative polarity を

示す連続性の良い強反射面として濃尾堆積盆地から伊勢湾堆積盆地まで広域に追跡でき、

特にこれらの海成デルタ堆積物中に発達する第一礫層（1st gravel）～第四礫層（4th 

gravel）の 4 枚の礫層は、広域に追跡できる連続的な強反射面であることから、有効なサ

イズミックマーカー（seismic marker）として使用した。 

本報告では、濃尾平野地域から伊勢湾地域にわたって広範囲に海成デルタユニットを追

跡した結果、須貝・杉山(1999)13)が GS-NB-1 の南陽層／濃尾層～米野層で区分した 13 枚

よりもさらに多い 17 枚の海成泥岩層を識別することができた。これらは、上述した 4 枚

の礫層を基準として須貝・杉山 (1999)13)の氷河成海水準変動カーブと対比すると、

GS-NB-1 では識別できなかった氷河成海水準変動カーブのより微細な変動パターンのピ

ークと一致している。 

NBH11-P 測線では、GS-NB-1 号井の坑底に位置する Ma3 海成泥岩層の反射の下位に、

さらに 4 枚の海成デルタの反射パターンが認められ、須貝ほか(1990)17)はこの区間を米野

層に対比している。大阪平野では、Ma3 の下位に Ma2～Ma-1 までの 4 枚の海成泥岩層が

存在していることから、この海成泥岩層が挟在する米野層の４枚の海成デルタユニットは、

大阪平野の Ma2～Ma-1 の海成デルタユニットに対比可能である。 

【分 布】  

本層の等層厚線図（図 2.2-24）ならびに堆積相分布図（図 2.2-38）を見ると、海成デル

タ成堆積物は、濃尾堆積盆地では北東側から徐々に養老山地に向かって厚くなり、南北方

向の養老山地東縁に発達する養老断の東側で最大 1,200m に達する。堆積盆地最上位の遮

蔽層として重要な海成泥岩層の厚さは、堆積盆地東部では 50m 以下と薄いが、西部の養老

断層付近では最大約 500m に達する。デルタプレーンからデルタフロントで堆積した砂質

堆積物の厚さも同様の傾向を示すが、堆積盆地の西部には粗粒砕屑物が卓越する陸上扇状

地成堆積物（Alluvial fan）が発達し、堆積盆地東縁の後背地に向かって厚くなっている。  

伊勢湾堆積盆地では、海成デルタ成堆積物は北北西に向かって徐々に厚くなり、名古屋

-四日市断層の南側で最大約 600m に達している。遮蔽層として有効な海成泥岩層の厚さは

堆積盆地南端部では 100m以下と薄いが、名古屋-四日市断層の付近では 500m近くに達し、

砂質堆積物の厚さも同様の傾向を示している。ただし、知多半島先端部には、その付近に

位置する基盤岩露出域を後背地とする小さな陸上扇状地成堆積物が発達している。また、

伊勢湾堆積盆地内には小規模な北東-南西方向や東西方向の逆断層が発達し、これらの断層
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を境として層厚変化が認められることから、この時期には、南北ないし北西-南東方向の圧

縮によって断層活動が起こっていたことが推察される。 

砕屑物の供給方向は、ダウンラップパターンの方向から推定され、東側あるいは北東側

の後背地から河川によって濃尾堆積盆地に運搬された砕屑物が、南北性の養老断層に沿っ

て南下しながら伊勢湾堆積盆地に流入し、古伊勢湾を北から南に向かってデルタ成堆積物

が埋積する形態をとっている。このような古伊勢湾における砕屑物の供給方向を見ると、

現在認められる濃尾平野～伊勢湾にかけての基本的な堆積システムの枠組みがこの時期に

形成されたと推定される。 

 

 

図 2.2-34 東海層群-尾張層群 等層厚図（緑部：1000ｍ以上のエリア） 
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図 2.2-35 古野・美山麓層（基盤-H1）堆積相分布図 

 

図 2.2-36 市之原層（H1-H2）堆積相分布図 
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図 2.2-37 大泉層（H2-H2.5）堆積相分布図 

 

図 2.2-38 H2.5-地表堆積相（砂質部）分布図 
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④ 堆積相解析のまとめ 
伊勢湾では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。 

伊勢湾では特に東海層群の堆積相分布を把握し、東海層群の貯留層分布の把握を行っ

た。平成 17 年では陸域の遮蔽層候補と推定された大泉層にも伊勢湾ではデルタの発達が

推定され、貯留層が存在する可能性が示唆された。 

貯留岩性状については清洲観測井の物理検層データならびにコア分析データを用いて

孔隙率ならびに浸透率の推定を行った。その結果、地下深度 800m 付近では砂質岩の孔隙

率は 20%、浸透率は 100md 程度期待できると考えられる。ただし、対象とした清洲観測

井は伊勢平野北部縁辺部に位置しており、礫質な岩相が卓越している。このため海域から

陸域にかけて分布するすべての砂質貯留層の貯留岩性状を代表していない。今後伊勢湾地

域における貯留層賦存量さらに精度良く評価していくうえで、ボーリングデータなどによ

る追加データの蓄積が重要であると考えられる。 
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(2) 地質モデル作成 
前節の“震探層序学に基づく堆積相解析”（以下、“堆積相解析”とする）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。また移行解析に必要な水理地質パラメータに関しては、後述の大阪湾で

の「地質モデルの作成」を参照されたい。 

① モデル化コンセプト 
伊勢湾域では、H2.5 以前の時代（東海層群主部：以下、基盤～H1 を古野層、H1～H2

を市之原層、H2～H2.5 を大泉層とする）では、M11 断面（図 2.2-39）で典型的にみられ

るように、南側に強い反射波群（一部 downlap）が分布し、主に南方あるいは西方からの

ファンデルタ～デルタシステム（非海成（湖成）環境下）によって堆積物が供給されたと

推測される（図 2.2-40）。一方、H2.5 以降（東海層群最上部～尾張層群：以下、尾張層群

とする）においては、連続的な反射波が卓越しかつ一様な震探相から、広範囲にデルタが

発達し、大阪層群と同様に頻繁に海成泥岩層の堆積があったものと推定される。 

 

 

 

図 2.2-39 M11 地震探査記録断面１） 

＊ 上より 2 枚目の horizon（赤線）が H2.5。南側の強い反射波群（一部 downlap： 

反射波が下位の反射面に対してぶつかる状況）が粗粒堆積物の供給を示す。 
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図 2.2-40  古野・美麓層（基盤-H1）堆積相分布図１） 

 

このような非海成（湖成）環境を主体とする堆積盆での、砂岩体のジオメトリー（厚さ

／広がり）に関する情報／モデルは非常に限られているため、概念的なモデル化事例（図

2.2-41）および坑井情報も参考に、移行解析用モデル構築を念頭に水理地質的観点（主に

砂泥比）からモデル化を行い、各堆積相（前節の堆積相解析結果を改変・細分）について

砂泥比および各層の厚さ（砂岩層の厚さは 20m をベース）を設定した（図 2.2-42）。 

 

 
図 2.2-41  堆積盆縁辺における粗粒物の堆積様式モデル２）  

＊粗粒相の堆積盆側への広がりは大きくないことに注意 
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図 2.2-42  堆積相（貯留層）モデル 

＊ 右側：堆積盆縁辺、左側：堆積盆の中心 

 

② 各堆積相（モデル）の設定根拠 
fan delta／fan facis（相）： 堆積相解析において fan delta/ fan と解釈した領域で、震探

相（急傾斜の downlap）が明確あるいは断層沿いで特に砂泥比が高いと予想される領域に

対して本相を設定した。ただし 概念モデル（図 2.2-41）や地表調査事例を勘案し、側方

延長に制約を与えた（１～５ｋｍ程度）。砂泥比・層厚については、清洲観測井（図 2.2-43）

における古野層相当層（東海層群の下 2/3）の地質状況（fan／fan delta の末端、砂泥比

70％強）を勘案した。 

 

図 2.2-43 清洲観測井柱状図１）に加筆  

 

medial facis： fan delta facis の前面で、連続的な強反射が卓越するあるいは downlap が

認められる領域について、デルタ環境（lower delta）を想定して本相を設定した。砂泥比・

層厚については、GS-NB１／海津苑（大泉層より上位）の地質状況（デルタ相）を勘案し
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た（図 2.2-44）。ただし大泉層以深については、地層が深くなるにつれ高周波成分の減衰

や反射波の振幅低下が生じ、反射波パターンが変化する。 

 

図 2.2-44  濃尾平野坑井対比図１）に加筆  

 

distal facis： medial facis の前面でさらに反射波が弱くなる領域について、デルタフロ

ント環境を想定して本相を設定した。最も沖合つまり堆積物の主要供給源から最も遠い領

域にあたる。砂泥比・層厚について伊勢湾周辺での直接的な情報はないが、類似の環境（東

京湾沿岸：図 2.2-45、図 2.2-46）での地質状況を勘案して砂岩 20ｍ／泥岩 30ｍと設定し

た。  

 

 
図 2.2-45  千葉市付近の地質断面図３） 

＊図 2.2-46 の B-1 断面に認められるデルタ堆積体の前面にあたる。5km 程度の砂岩

体の連続性が推定できる。 
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図 2.2-46  東京湾地震探査記録４） 

＊ 1 秒付近にデルタ成堆積体（右側に向かい downlap する反射波）が認められる。 

 

basinal facis： 湾奥部付近の市之原層で、distal facis よりもさらに反射波が弱くなる領

域について、陸域での市之原層層準（東海盆地の第３期（昨年度検討））における細粒相（亀

山累層）の広範な発達も勘案し、本相を設定した。砂泥比・層厚については、やや便宜的

に設定した。 

fluvial facis（河川成）： 反射波の不連続傾向（強反射波が散点的に分布）から蛇行河川

成チャネルが推定される領域について本相を設定した。この種の堆積体については本来３

次元的モデルでの評価が必要であるが（図 2.2-47）、地質情報自体が不十分であり、また

本質的に砂岩体は不連続になる傾向があることから、現時点では水理地質モデルとして

distal 相で代用するのが妥当と考える。 

 

 

図 2.2-47  蛇行河川堆積物における各堆積相の三次元的な分布形態５） 

  ＊右側は蛇行河川のモデルイメージ 
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③ モデル化概要 
代表断面（海域 M11、陸域 NBH11）についてモデル化の概要を説明し（図 2.2-48、図

2.2-49）、その他については結果のみを示す（図 2.2-50、図 2.2-51）。 

Ｍ11 断面においては古野層、市之原層、大泉層のいずれも北に向かって細粒化（砂泥比

が減少）し、fan delta /medial 相から distal 相へ移過するモデルを設定した。古野層上

部には、他の断面も含めほぼ海域全体に追跡できる強い反射注）（青線）がみられ、シール

として適した連続性の良い泥岩層が推定できる。市之原層については湾奥部の、特に反射

波の弱くなる領域について basinal 相を設定した（前述）。尾張層群（H2.5 以浅）は、全

域にわたりほぼ一様な震探相を示しその特徴から medial 相とした。なお中央部において、

基盤直上に中新統師崎層群相当層と推定されるウェッジ上の堆積体が読み取れるが、地表

での固結度あるいは埋没深度を勘案して水理地質的には基盤として取り扱う。 

注）このような反射波は、シーケンス層序学において海進ピーク（最も細粒で安定的な泥

岩が形成されやすい）に対応するとされる mfs（maximum flooding surface）に類似する。 

 

 
図 2.2-48  M11 断面 地質モデル１）に加筆  

 

NBH11 断面（濃尾平野）では、大局的に西に向かってより distal 相が卓越するモデル

を設定した。東端（清洲観測井付近）に downlap パターンが認められ、fan delta の末端

と解釈される。西端の養老断層付近では、大泉層と市之原層準で強反射が認められ、fan

（扇状地）の発達が推定される（古野層については不明瞭）。尾張層群は海域と同様の震探

相が認められmedial 相とした。なお中央付近の大泉層については、堆積相解析では fluvial

と解釈されているが、前述のように砂岩体の不連続性を勘案し水理地質的には distal 相と

して取り扱うこととする。 
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図 2.2-49 NBH11 断面 地質モデル１）に加筆  

 

 

図 2.2-50 M13・13-2 断面 地質モデル１）に加筆  

＊各層準とも M11 と同様の傾向が認められ、モデル設定もほぼ同様である。 
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図 2.2-51 M5・M3 断面 地質モデル１）に加筆  

＊ M5：全体に東方へ向かって反射波が弱くなり distal 相が卓越すると解釈できる。  

大泉層では downlap 波群から東方へのデルタの前進（progradation）が読み取れる。

また M11 と同様に、基盤直上に中新統が推定される 

＊ M3：震探測線が短く堆積相解析自体がやや難しいが、他断面を参照にモデル化。大

泉層の下部では、不明瞭ながら M5 断面と同様に東方への downlap が認められる。 

 

 
図 2.2-52  陸上（H15 三重県）～M1 断面 地質モデル６）、７）に加筆  

＊ H17 検討の E－F 断面の西半分に相当（海域と陸域の間には 2km の調査の空白域）。 

 

陸域については、不整合面等を勘案し海域のスキームで再検討を行った（赤線が再解釈

horizon）。全体として東方に向かい細粒化すると解釈できる（四日市断層あたりが変換点）。

鈴鹿東縁断層沿いでは、古野層～大泉層の強い dowlap 波から fan（扇状地）の発達が推

定できる。尾張層群は海域と同様の連続的な反射波から medial 相と解釈される。 
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以上の各断面についてのモデル分布を各層準について平面的に示す（図 2.2-53）。古野

層、市之原層、市之原層、大泉層のいずれも北に向かって堆積物が細粒化（砂泥比が減少）

し、fan delta /medial 相から distal 相／basinal 相へと移過する。濃尾平野域も含めれば、

湾奥部が最も細粒な領域となる。大泉層における湾央部の distal 相の分布は、堆積相解析

結果とやや対立するものであるが、前述のように東西断面（M5）におけるデルタの発達形

態を勘案した結果である。尾張層群では全域にわたり medial 相（デルタ相）が卓越する。 

濃尾平野については検討断面が 1 本のみで系統的な議論は難しいが、東側にメインの、西

側（養老断層沿い）に副次的な堆積物の供給源（fan / fan delta）が分布し、そのまわり

（平野中央部）には相対的に細粒相（medial／distal）が分布すると解釈できる。 

 

図 2.2-53  伊勢湾 堆積相モデル平面分布１）に加筆 

 

④ 海域での貯留層・遮蔽層（シール）の検討 ～ 昨年度との比較 
昨年度検討による陸域のαカテゴリー領域に加えて、伊勢湾域について以下のような形

での追加ポテンシャルが期待できる。 

遮蔽層：    市之原層の basinal 相（泥岩優勢） 

古野層上部層全体（distal 相）あるいは同層準の“連続的な”泥層 

貯留層：    古野層 distal 相～medial 相  

貯留可能領域： おおよそ白子－野間断層以北（遮蔽層深度 800ｍ以深） 

さらに副次的ポテンシャルとして、湾奥部（おおよそ M4 断面以北）において、大泉層

（medial 相主体）上部を遮蔽層、同層下部を貯留層として貯留可能量を追加できる。 

遮蔽層からのリークに関するリスクを考える場合、市之原層、古野層上部さらに大泉層

上部については、砂泥互層全体としてその泥岩量に期待したリーク時間の評価とも言える。

一方、古野層上部の“連続的な”泥岩層については、薄いながらも（分解能を考慮して 50

ｍ弱を想定）その質（毛管圧）に期待することになる。なお昨年度検討において遮蔽層と
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した濃尾平野域の大泉層のうち、fluvial 相については、一般には砂岩層自体が不連続とな

る傾向が強く、distal 相と同程度のシール能力を期待することは許容されると考える。 

一方、遮蔽層の構成要素である泥岩層が岩相変化あるいは侵食により不連続となるケー

スも想定される。特に海水準が下がった時に形成される侵食谷は、ある程度の幅をもって

垂直方向の導通をもたらす可能性があることから、相対的に記録の質が良好で坑井による

コントロールのある NBH11 断面（濃尾平野）の尾張層群（medial/delta 相）について侵

食谷を摘出し概念モデルを構築した（図 2.2-54、図 2.2-55）。 

 

 
図 2.2-54  侵食谷解釈例（NBH11 断面／M11 断面）１）に加筆  

＊NBH11 断面では坑井での砂礫層と反射波の対応は概ね良好であるため、反射波の一枚

一枚を砂岩層に対応させ、半円（赤）で示した侵食谷により上下の砂岩層を導通させるモ

デル（やや極端なケース）を考えた。右側は、比較のために同様の解析を行ったＭ11 断面。 
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図 2.2-55  侵食谷概念モデル 

  ＊黄色部が砂層。あくまで極端ケースであり、侵食谷の中は実際は 

泥質堆積物との複合体と考えられる。 
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(3) 移行解析の断面設定等 
① 移行解析の目的 
昨年度の概算貯留可能量の算定においては、断層が分布する位置や遮蔽層が深度 800m

より浅くなる位置までを考慮して対象貯留層範囲を設定した。しかしながら、圧入した二

酸化炭素は、圧入終了後も浮力により移動することが考えられる。移行解析の目的は、堆

積相解析の結果得られた地質特性・構造（断層等の近傍域）において、実用規模の圧入が

終了してから、1,000 年間の横方向への移行の特性を把握するものである。この移行解析

は圧入終了後に断層へ向かう移行と遮蔽層が深度 800m より浅くなる位置へ向かう移行を

対象として実施し、その結果をもとに横方向への移行の特性を総合的に評価して、貯留可

能量算定式における貯留層面積の見直しに反映することとした。ただし、解析結果には多

分に不確定要素があることを踏まえ、参考的な位置付けとする。移行解析の目的の概念図

を図 2.2-56 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2-56 移行解析概念図 

 

② 移行解析対象断面の決定 
震探層序学に基づく堆積相解析および地質モデル作成した断面（５断面：H11 断面、

M11 断面、M3 断面、M5 断面および EF 断面）のうち、伊勢湾においては断層との位置

関係を勘案して、陸域東西断面の H11 断面と海域南北断面 M11 断面および東西断面の M3

断面を移行解析対象断面として選定した。平面図を図 2.2-57 に、各々の断面を図 2.2-58

～図 2.2-62 に示す。 
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図 2.2-57 伊勢湾反射法探査データ測線 
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③ パラメータの付与（温度勾配・塩分濃度） 
温度勾配は伊勢湾地域で 30.6℃/1,000m とした。温度勾配の検討データを表 2.2-3 に、

検討に使用したボーリングの位置を図 2.2-63 に示す。 

 

表 2.2-3 温度勾配の検討データ 

経度 緯度 標高 tanding tim 深度* 標高(m ASL 温度* 地温勾配 flag
1247 5 1080.5 -1075.5 52.2 34.0 1
1248 3 1097 -1094 54 35.0 1
1253 10 1510 -1500 50.8 24.0 1
1254 10 1602 -1592 61.8 29.0 1
1255 10 1401 -1391 58.1 31.0 1  

出典：Y.Okubo et al.,2005, Statistical analysis for thermal data in the Japanese Islands , 

Physics of the Earth and Planetary Interiors, 152(2005), 277-291 を加工。   

 

0 25000 [m]

©昭文社  

図 2.2-63 温度勾配の検討ボーリング位置 

 

各ボーリングデータの温度分布および地温勾配は図 2.2-64 のとおりである。 
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図 2.2-64 温度分布と地温勾配分布 

 

移行解析に用いる地下水組成は、伊勢湾地域の深部地下水が NaCl 水溶液に近似できる

ものとし、地下水の Cl 濃度を基に当量の Na を計算により求めた。塩濃度の計算には、伊

勢湾地域の地下水データのうち、800m 以深の地下水の Cl 濃度の平均値（出典：産総研作

成の地層水データベース（仮称，公表準備中））を用いた。伊勢湾地域地下水 55 試料の平

均 Cl 濃度は、734.979mg/l であり、このデータを基に塩濃度を計算すると表 2.2-4 のとお

りである。 

 

表 2.2-4 伊勢湾地域の地下水塩分濃度 

Cl(mg/l) Cl(meq/l) Na(meq/l) Na(mg/l) NaCl(mg/l) 

734.979 20.7 20.7 476.6 1,300 
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(4) 二酸化炭素移行解析 
① 貯留層の二酸化炭素移行解析 
a 貯留層モデル設定 
伊勢湾の堆積相評価から得られた 2 次元断面図を基に、GEM-GHG を用いて二酸化炭素

圧入後の移行解析シミュレーションを行った。対象とする断面は南北断面として M11、東

西断面として H11 と M3 を選択した(図 2.2-65)。移行挙動シミュレーションは二酸化炭素

の圧入終了後 1,000 年間の期間に対して行った。圧入井を断層からどの程度離せば二酸化

炭素漏洩の懸念を低くできるかを評価する目的である。断層はシール機能を持つこともあ

るが、ここでは漏洩の危険性を考慮している。伊勢湾断面に存在する尾張層群他、大泉層、

市之原層、古野層のうち、下部にある市之原層、古野層を二酸化炭素圧入対象層とした。

市之原層、古野層を細分し、堆積相解析結果をもとに砂岩と泥岩の互層になるような不均

質モデルとした。なお、GEM-GHG への以下の一連の入力データ設定のためのモデル構築

が必要であった。 

 

ｱ) 差分グリッド 
横方向(x 方向)へ 100m、奥行き幅（y 方向）2,000m のグリッドとした。深度方向（z

方向）へは地震波反射面の深度データからコーナーポイント・システムに基づいたグリッ

ド分割を行った。尾張層群他、大泉層は深度方向へ細分しないが、市之原層、古野層は深

度方向のグリッド長が平均 10ｍになるように細分して各グリッドのコーナーポイント・デ

ータを計算した。計算対象となる断面のグリッド数は表 2.2-5 に、グリッド分割後の各断

面は図 2.2-66、図 2.2-67、図 2.2-68 に示すとおりである。 

 

表 2.2-5 各断面のグリッド数 

断面 x 方向 y 方向 z 方向 グリッド数 

M11 237 1 107 25,359 

H11 218 1 62 13,516 

M3 97 1 103 9,991 

 

ｲ) 砂岩/泥岩分布 
ｘ方向へ連続する砂岩または泥岩を１つの岩相グループとして考える。1.0km、1.6km、

2.7km、3.0km、3.4km（横方向のグリッド数 10、16、27、30、34）の 5 種類から乱数を

発生させることでランダムに岩相グループの区間長（x-方向の岩相の連続性規模）を決定

した。次に、同じ区間長となった岩相グループごとに、堆積相の砂泥比に応じてランダム

に岩相種類を決定した。これは、岩相グループの区間長による影響で堆積相の砂泥比が大

きく変わってしまうことを避けるためである。各堆積相で用いている砂泥比は表 2.2-6 に

示すとおりである。ここでは、砂岩比率を比較的多く見積もり、二酸化炭素漏洩という観
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点からは安全側の評価をする立場をとった。なお、堆積相の x 座標境界は各層の上部境界

とのクロスポイントの値に代表させた。各断面の堆積相とグリッド位置について表 2.2-7

に示す。 

M11 断面と M3 断面には明確に検知された泥岩層が存在するが、これが位置するグリッ

ドが上述の方法で砂岩と決定されている場合は、泥岩に変更している。 

 

表 2.2-6 堆積相と砂泥比 

堆積相 砂(%) 泥(%) 

basinal 30 70 
distal 50 50 

medial 60 40 

fan 70 30 

 

表 2.2-7 堆積相とグリッド番号 

断面 層 X 方向 

グリッド番号 

堆積相 

39～105 medial 

106～167 basinal 

市之原層 

168～237 medial 

39～191 distal 

M11  

古野層 

192～237 medial 

1～21 fan 市之原層 

22～218 medial 

1～21 fan 

22～123 distal 

H11 

古野層 

124～218 medial 

市之原層 36～97 basinal M3 

古野層 36～97 distal 

 

ｳ) 貯留層特性 
本モデルでは砂岩と泥岩を明確に区別した不均質モデルとしているので、貯留層特性は

砂岩と泥岩を区別して評価した。 
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ⅰ) 孔隙率 

 泥岩の孔隙率φの設定には、日本国内の油ガス田の深度と孔隙率の関係を示したデータ

群（図 2.2-68）から求めた(2.2-1)式を用いた。すなわち、上記(ｲ)で泥岩と決定されたグリ

ッドにおいて次式により孔隙率を求めた。深度Ｄ(m)はグリッドの平均深度である。 

φ=0.45-(0.45/3000)*D.................................................. (2.2-1) 

砂岩の孔隙率の設定には、以下の(2.2-2)式を使用する。ここで用いたデータ群は大阪湾

GS-K1 の密度検層から算出したものであるが(図 2.2-69)、これらは日本における代表的な

深度に対する傾向を表わすとみなされている。 

φ＝0.48-(0.16/1000)*D ................................................ (2.2-2) 

なお、上部境界となる大泉層の孔隙率は 0.4 とした。 

ⅱ) 浸透率 

泥岩の浸透率 k(md)の設定には日本国内の油ガス田の深度と浸透率の関係を示したデー

タ群(図 2.2-69）から求めた(2.2-3)式を用いた。したがって、上記(ｲ)で泥岩と決定された

グリッドに対しては浸透率を次式で評価した。 

           logk =-0.5-(2.5/3500)*D................................................ (2.2-3) 

砂岩の浸透率は室内実験により求められた孔隙率との関係式(2.2-4)により算出した。 

           ｋ=exp(0.194*φ*100) .................................................. (2.2-4)    

垂直方向の浸透率は、泥岩では水平方向と同値、砂岩では水平方向の 10 分の１に設定

した。上部境界となる大泉層の浸透率は 100md とした。 

ⅲ) 相対浸透率、毛管圧 

相対浸透率と毛管圧の設定では、砂岩と泥岩について深度を 7 段階に分けた全 14 種類

の Rock Type を設けた(表 2.2-8)。  



 1080

 

表 2.2-8 Rock Type の岩相と深度 

Rock Type 泥岩/砂岩 深度 m 参照深度 m 

1 砂岩 ～1000  900 

2 砂岩 ～1250 1125 

3 砂岩 ～1500 1375 

4 砂岩 ～1750 1625 

5 砂岩 ～2000 1875 

6 砂岩 ～2250 2125 

7 砂岩 ～2500 2375 

8 泥岩 ～1000 900 

9 泥岩 ～1250 1125 

10 泥岩 ～1500 1375 

11 泥岩 ～1750 1625 

12 泥岩 ～2000 1875 

13 泥岩 ～2250 2125 

14 泥岩 ～2500 2375 

 

水相対浸透率 RWは以下の Van Genuchten の(2.2-5)式、ガス相対浸透率 Rgは Corey の

(2.2-6)式により評価した。ここで Swirは不動水飽和率、Sgcは臨界ガス飽和率である。 

[ ]215.0 )1(1 λλ
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.................................. (2.2-6) 

不動水飽和率は、砂岩に関しては以下の Coates の(2.2-7)式から求めた。ここで浸透率

と孔隙率は Rock type の参照深度から(2.2-1)式～(2.2-4)式によって算出した値とする。 
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2
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Swir ........................................... (2.2-7) 
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泥岩の不動水飽和率は 0.8、臨界ガス飽和率は泥岩、砂岩ともに全深度で 0.05 と仮定し

た（表 2.2-9）。以上から求められた相対浸透率曲線を図 2.2-71 に示す。 

毛管圧 Pc(kPa)は泥岩についてのみ考慮する。毛管圧は Van Genuchten の式に閾値圧力

Pth(kPa)を加えて求めた((2.2-8)式)。閾値圧力は浸透率との関係を示した図 2.2-72 を参考

に、相当する Rock Type の参照深度における浸透率から導いた(表 2.2-9）。結果として毛

管圧力曲線（図 2.2-73）に示すようになる。 

th
w

oc PZPP +⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛×=

6.05.2

11 ..................................................... (2.2-8) 

 

表 2.2-9 不動水飽和率、臨界ガス飽和率、閾値圧力の設定 

Rock Type Swir Sgc 閾値圧力 ｋPa  

1 0.232 0.05 0 

2 0.255 0.05 0 

3 0.275 0.05 0 

4 0.286 0.05 0 

5 0.283 0.05 0 

6 0.3 0.05 0 

7 0.3 0.05 0 

8 0.8 0.05 96.637 

9 0.8 0.05 112.52 

10 0.8 0.05 126.18 

11 0.8 0.05 136.1 

12 0.8 0.05 143.17 

13 0.8 0.05 148.03 

14 0.8 0.05 151.34 

 

ⅳ) 初期地層圧 

静水圧を仮定し、基準深度 1,391m では 13,641.05kPa とした。 

 

ｴ) 流体特性 
流体成分は地層水と二酸化炭素であり、貯留層内条件下での流体相の密度、粘性および

地層水への CO2溶解量はシミュレータ内の相平衡計算により求められる。地層水の塩分濃

度を伊勢湾地域の深部地下水データから 1,300mg/l（1,300 ppm）、貯留層温度を伊勢湾の

地温データ代表地点 No.1255（深度 1,391ｍ）の 58.1℃、地層圧 13,641.05kPa とした。
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地層水密度は 0.984g/cc、粘度は 0.4847cp、二酸化炭素のヘンリー定数は 3.6459131E+05 

kPa と計算され、これらを基準データとした。地温勾配は伊勢湾の地温データから 30.6℃

/1,000m、地層水圧縮率は 4.35 * 10-7 1/kPa（3*10-6 1/psi）である。 

 

b ケース設定と解析結果 
本スタディでは伊勢湾の移行解析評価断面として M11 断面、H11 断面、M3 断面を採用

し、二酸化炭素圧入終了から 1000 年経過後までの二酸化炭素の移行挙動を考察した。ベ

ースケースに上記データ設定を適用した上で、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を行った。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も行

った。なお、二酸化炭素圧入量は圧入条件や貯留層特性により変化するため、累積圧入量

として年 100 万 t-CO2で 25 年間の圧入量と同等になるように設定した。 

 

ｱ) ベースケース 
圧入終了時から 1,000 年後までの二酸化炭素の移行挙動を把握するため、移行した二酸

化炭素がなるべく境界に達しないようにする必要があった。そのため圧入条件等を変化さ

せて全体で約 15 ケース程度の試算をおこない、最終的に決定した代表的なケースをベー

スケースとした。このケースを以下に説明する。 

ⅰ) M11 断面 

右側境界を白子・野間断層を表すものとして一定圧力境界を仮定した。養老・桑名断層

は図 2.2-66 において左から 3,900ｍに位置し、ここから右側境界までの市原層と古野層を

貯留層とした。養老・桑名断層から左側には貯留層より二桁低い浸透率を与え、左端は不

透水境界とした。圧入井は左端から 15,000m に置き、白子・野間断層からは 8,800m、養

老・桑名断層からは 11,100ｍの距離にある。圧入区間は 50 グリッド分で、深度は 1530

～1972.5ｍである。最大坑底圧力 20MPa、圧入量 1,464,875Sm3/d（100 万 t-CO2/年を二

酸化炭素密度 1.869kg/m3で換算）の条件では、図 2.2-74 のような二酸化炭素の圧入挙動

となった。二酸化炭素圧入直後に最大坑底圧に達し、その後はこの最大坑底圧を保った圧

入となるため、圧入量が制限され、100 万 t-CO2/年のレートの圧入 25 年分の累積圧入量

1.34×1010Sm3を達成するには 35 年かかった。 

圧入終了時のガス飽和率分布を図 2.2-75 に示す。圧入井周辺の水平方向浸透率分布図

（図 2.2-78）に見られるように、高浸透率域となる砂岩層中心に二酸化炭素が圧入され、

気相二酸化炭素は圧入井から約 1km の範囲に広がっている。1,000 年後の二酸化炭素の分

布は図 2.2-78 に示すように、砂岩が連続している層において主として浮力により二酸化炭

素が大きく移行し、圧入終了時から約 5km 右まで到達している。また、図 2.2-77 のよう

に溶解二酸化炭素はガス分布周辺に広がっており、気相二酸化炭素と比較して移行距離に

大きな変化はみられない。 
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ⅱ) H11 断面 

図 2.2-67 のグリッド図において、左端を伊勢湾断層として閉鎖境界を仮定した。右側境

界は一定圧力とした。圧入井は左端の伊勢湾断層から 3,000m 離れた位置に設定し、圧入

区間は 50 グリッド分で深度 1,500～1,794m である。最大坑底圧力 20MPa、圧入量

1,464,875Sm3/d の条件では、図 2.2-79 のような二酸化炭素圧入挙動を示した。M11 断面

と同様、圧入直後に最大坑底圧に達し、その後はこの最大坑底圧を保った圧入となるため、

圧入量が制限され、100 万 t-CO2/年のレートの 25 年分の累積圧入量 1.34×1010Sm3を達

成するには 32 年かかる。 

二酸化炭素圧入終了時のガス飽和率分布を図 2.2-80 に示す。図 2.2-83 に圧入井周辺の

水平方向浸透率を示すが、M11 断面と同様に高浸透率部分となる砂岩層中心に二酸化炭素

が圧入され、二酸化炭素分布が圧入井から右方向に約 1.5km 広がっている。1,000 年後の

二酸化炭素の分布は図 2.2-81 のとおりで、砂岩が連続している層において二酸化炭素が大

きく移行し、圧入終了時から約 5km 右まで到達している。また、図 2.2-82 のように溶解

二酸化炭素はガス飽和率分布周辺に広がっており、やはり移行距離にガス飽和率分布との

大きな差はみられない。 

ⅲ) M3 断面 

図 2.2-68 のグリッド図において、左から約 3,500m、10,000m の位置に断層があり、こ

れらの断層間を計算領域に採った。これらの断層は一定圧力境界とし、圧入井は左側の断

層から 4,000m 離れた位置(図 2.2-85）に設けた。図 2.2-85 では左側断層より左のグリッ

ドは null ブロックとし、計算に含めていないため表示されていない。圧入区間は 50 グリ

ッド分で深度 1,620～2,160m となる。最大坑底圧力 21MPa、圧入量 1,464,875Sm3/d の

条件で二酸化炭素を圧入すると、図 2.2-84 のような圧入挙動を示し、100 万 t-CO2/年のレ

ートの 25 年分の累積圧入量 1.34×1010Sm3を達成するには 48 年かかる。 

二酸化炭素圧入終了時のガス飽和率分布を図 2.2-85 に示す。図 2.2-88 に圧入井周辺の

水平方向浸透率を示すが、他 2 断面と同じく高浸透率部分となる砂岩層中心に二酸化炭素

が圧入され、二酸化炭素分布が圧入井から左方向に約 1 km 広がっていることがわかる。

1,000 年後の二酸化炭素の分布は図 2.2-86 のとおりで、砂岩が連続している層において二

酸化炭素が大きく移行し、圧入終了時から約 2.5km 左まで到達している。他二断面と比較

して広がりが小さくなるのは、圧入二酸化炭素が移動する連続砂岩層の位置が深く、浸透

率が低いためであると考えられる。また、図 2.2-87 のように溶解二酸化炭素は気相分布周

辺に広がっており、移行距離に気相のものと大きな差は認められなかった。 

 
ｲ) 各種感度分析 
砂岩連続性、相対浸透率曲線、毛管圧、圧入条件などのパラメータ値に変化を与え、M11

断面を中心に約 20 ケースの感度分析を行った。以下に代表的なケースについて記述する。 

ⅰ) ヒステリシス考慮ケース 
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ガス相対浸透率曲線において、吸水過程（Imbibition、水飽和率が増加する過程）のヒ

ステリシスを考慮した。残留ガス飽和率の最大値 Sgrmは以下の Holtz（2002、”Residual Gas 

Saturation to Aquifer Influx: A Calculation Method for 3-D Computer Model 

Construction”、SPE75502）の(2.2-9)式で求めた。 
5473.09696.0Sgrm +φ−= ............................................（2.2-9） 

残留ガス飽和率の最大値とは水飽和率が不動水飽和率に達した時点で吸水過程が起こ

る場合の残留ガス飽和率であり、これより低い水飽和率で吸水過程が起こる場合には、

GEM-GHG に組み込まれている Land（ 1968、 ”Calculation of Imbibition Relative 

Permeability for Two- and Three-Phase Flow from Rock Properties”、SPEJ）の方法に

より残留ガス飽和率が計算される。各 Rock type について残留ガス飽和率の最大値を設定

するが、この値と不動水飽和率の和が１以下である必要がある。泥岩の不動水飽和率は 0.8

であり、泥岩の残留ガス飽和率の最大値を Holtz の式から求めると和が１より大きくなっ

てしまう。ここでは泥岩の残留ガス飽和率の最大値は 0.2 とした。表 2.2-10 に砂岩の残留

ガス飽和率の最大値を示す。なお、排水過程（Drainage）の臨界ガス飽和率は 0.05 を設

定している。 

 

 表 2.2-10 砂岩の残留ガス飽和率 Sgrm 

Rock type 孔隙率 φ Sgrm 

1 0.336 0.221 

2 0.3 0.256 

3 0.26 0.295 

4 0.22 0.333 

5 0.18 0.372 

6 0.14 0.411 

7 0.1 0.450 

 

M11 断面で試算したケースの圧入終了時のガス飽和率分布を図 2.2-89 に示す。100 万

t-CO2/年のレートの 25 年分の累積圧入量 1.34×1010Sm3を達成するには 35 年かかるが、

気相二酸化炭素は坑井から 1km 程度広がっている。1,000 年後の分布は図 2.2-90 に示す

とおりで、圧入終了時の二酸化炭素分布からさらに約 1.5km 右まで二酸化炭素が移行して

いる。圧入終了直後から坑井周辺の圧力降下が始まり、二酸化炭素分布域に地層水の浸入

がおこるため、吸収過程の相対浸透率が適用される。表 2.2-10 からベースケース

(Sgrm=Sgc=0.05)と比較して残留ガス飽和率は 0.2 以上と高く、移動可能な二酸化炭素量が

減少し残留ガスとしてトラップされる二酸化炭素が増加する。図からわかるように、ベー

スケースと比べると二酸化炭素の分布領域でのガス飽和率が大きくなっており、結果的に

右方向のガスの移動が抑えられている。 
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ⅱ) 低砂岩連続性ケース 

ベースケースの堆積相の砂泥比は砂岩比率を比較的高く見積もり、二酸化炭素漏洩の観

点からは安全側の設定をした。本ケースでは堆積相の砂岩比率を小さく設定し、砂岩の連

続性を低くした。各堆積相に設定した砂泥比は表 2.2-11 に示すとおりである。 

 

表 2.2-11 堆積相と砂泥比 

堆積相 砂(%) 泥(%) 

basinal 20 80 

distal 40 60 

medial 50 50 

fan 60 40 

 

M11 断面で試算したケースの浸透率分布図（図 2.2-91）に示すが、ベースケースの浸透

率分布図（図 2.2-78）と比較して砂岩の連続性が悪いことが確認できる。本ケースで 100

万 t-CO2/年のレートの 25 年分の累積圧入量 1.34×1010Sm3を達成するには 39 年かかり、

圧入終了時のガス飽和率分布は図 2.2-92 のように横に 1km 強広がっており、ベースケー

スでの広がりとほぼ同じである。圧入終了時から 1,000 年後のガス飽和率分布を図 2.2-93

に示す。二酸化炭素は圧入終了から右方向に 3km 程度移行しており、これはベースケース

よりも短い移行距離である。最も移行距離が長くなっているレイヤーは水平方向に連続性

が良好な砂岩層であるが、この砂岩層を圧入井まで辿ると、圧入井近傍では深度方向に 3

レイヤー分砂岩層が連続している（図 2.2-91）。同様にベースケースでは深度方向に 5 レ

イヤー分圧入井近傍で砂岩層が連続して、その最上部のレイヤーに二酸化炭素が移動して

水平方向に移動している。圧入井においては、二酸化炭素はほぼ全て砂岩層に圧入される

ため、坑井周辺での砂岩層に厚みがあればそこから連続した砂岩層に圧入される二酸化炭

素は多くなる。最も二酸化炭素が移行しているレイヤーの水平方向への砂岩連続性はほぼ

同じだが、ベースケースより本ケースで移行距離が短くなるのは、連続した砂岩層への圧

入二酸化炭素量が少ないためであると考えられる。 

ⅲ) 高臨界ガス飽和率ケース 

ガス相対浸透率曲線における臨界ガス飽和率を 0.25 と高く設定した。本ケースの相対浸

透率曲線を図 2.2-94 に示す。M11 断面において圧入レートを 100 万 t-CO2/年としたとき

の 25 年分の累積圧入量 1.34×1010Sm3を達成するには 84 年かかり、圧入終了時のガス飽

和率分布は図 2.2-95 のようにベースケースとあまり変わらず、水平方向に約 1km の広が

りを見せている。圧入期間が他ケースと比較してかなり長くなるのは、ガス飽和率したが

ってガス浸透率の上昇が遅れるので圧入井の Injectivity が増加しないためである。圧入終

了後 1,000 年の二酸化炭素は圧入終了時から約１km 右方向へ移動している(図 2.2-96)。ベ

ースケースと比較して移動距離は短く、また二酸化炭素分布領域のガス飽和率は高くなっ
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ている。なお、ガス飽和率が臨界ガス飽和率よりも低い領域は、二酸化炭素が水に溶解し

ているために生じている（図 2.2-97）。 

ⅳ)  圧入区間短縮ケース 

圧入井において、二酸化炭素を圧入する区間（パーフォレーション区間）を短くした。

ベースケースでは深度方向に 50 グリッド分の圧入区間を取ったが、本ケースでは上半分

の 25 グリッドから二酸化炭素を圧入する。M11 断面において圧入レートを 100 万 t-CO2/

年としたときの 25年分の累積圧入量 1.34×1010Sm3を達成するには 40年の圧入期間とな

った。図 2.2-98 に圧入終了時のガス飽和率分布、図 2.2-99 に圧入終了から 1,000 年後の

ガス飽和率を示す。圧入終了時には二酸化炭素は約 1.5km 右に移行し、その後 1,000 年か

けてさらに 5.5km 移行している。ベースケースよりも移行距離が長くなるのは、圧入区間

が短い分、各レイヤーに圧入された二酸化炭素が多くなるためである。 

ⅴ)  圧入井移動ケース 

ここでは圧入井を移動させた場合の二酸化炭素の移行挙動について試算した結果をま

とめる。M11 断面において、圧入井をベースケースから右に 1.5km 移動させたケースの

圧入終了時と 1,000 年後の気相二酸化炭素分布を図 2.2-100、図 2.2-101 に示す。圧入さ

れた二酸化炭素はベースケースと似た挙動を示し、圧入終了後 1,000 年の二酸化炭素移行

距離は約 4.5km である。次に M11 断面でベースケースから右に圧入井を 3km 移動させた

ケース(図 2.2-102、図 2.2-103)では、1,000 年後のガス飽和率分布でガスが大きく右に移

行するレイヤーが 2 つ確認でき、ほぼ右側境界に到達してしまっている。圧入井位置から

右に約 1km で堆積相が distal から medial に変化し、砂岩の連続性が上がるために移行し

やすくなっていることに起因する。図 2.2-104、図 2.2-105 に左に 3km、図 2.2-106、図

2.2-107 に左に 6ｋｍ圧入井を移動させたケースを示す。どちらも二酸化炭素は右方向へ

移動する傾向が強くみられ、1,000 年後には圧入井右側にある背斜構造に二酸化炭素が多

く貯留されていることがわかる。全体的に右上がりの傾斜があるので、二酸化炭素は右方

向へ移動する傾向が強く、移動方向に背斜構造があるとそこで二酸化炭素が多く貯留され

る傾向があるといえる。 

 

ｳ) 移行解析のまとめ 
二酸化炭素の移行距離には砂岩の連続性や臨界ガス飽和率などの貯留層特性が大きく

影響することがわかった。また、貯留層の傾斜方向や傾斜角も重要なファクターである。

二酸化炭素は地層の上方への傾斜にしたがって移行する傾向にあるが、途中で背斜構造が

あればある程度移行を抑制できそうである。 

代表ケースである M11 断面ベースケースでの二酸化炭素分布域のグリッドの体積は

209×106m3で、そのうち貯留層状態で二酸化炭素は 24×106m3含まれており、平均飽和率

は 0.114 となった。本ケーススタディで使用したモデルは 2 次元断面モデルであり、グリ

ッドは非常に細長い直方体（100m×2,000m×10m）である。そのため、坑井モデルも幾何
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学的な観点から不自然なものとならざるを得なかった。すなわち、ｙ方向に 2,000ｍの幅

を持つ大きなグリッドを坑井グリッドとしているため、圧入開始後比較的短い期間に圧入

井周囲のガス飽和率が大きくなり、二酸化炭素の圧入井が増大する様子をこの大きな坑井

グリッドでは表現できていなかった。大きな体積のグリッドのため、坑井グリッドのガス

飽和率上昇は極めて緩やかなものとなり、水相対浸透率は急激に減少するが、ガス相対浸

透率の増加は緩慢で、この結果、全流体の易動度（Mobility）で計算される Injectivity は

急激に減少し、これが所期の 100万 t-CO2/年のレートでの圧入ができなかった原因である。

y 方向へグリッドを細分した 3 次元モデルによる計算結果との比較で、グリッド分割によ

る影響を検討する必要があると考える。 
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図 2.2-65 伊勢湾の解析断面位置 

 

図 2.2-66 M11 断面差分グリッド分割 
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図 2.2-67 H11 断面差分グリッド分割 

 

 

図 2.2-68 M3 断面差分グリッド分割 
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図 2.2-69 泥岩の深度による孔隙率および浸透率の変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2-70 砂岩の深度による孔隙率および浸透率の変化 
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図 2.2-71 相対浸透率曲線 
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図 2.2-72 閾値圧力(Threshold Capillary Pressure)と浸透率の関係 
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図 2.2-73 毛管圧力 
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図 2.2-74 圧入井の坑底圧力、二酸化炭素圧入量、累計二酸化炭素圧入量の経時変化 

(M11 断面ベースケース) 

 

 
図 2.2-75 二酸化炭素圧入終了時のガス飽和率分布 

(M11 断面ベースケース) 
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図 2.2-76 二酸化炭素圧入終了後 1000 年のガス飽和率分布 

(M11 断面ベースケース) 

 

 
図 2.2-77 二酸化炭素圧入終了後 1000 年の単位岩石体積あたり 

溶解二酸化炭素量(kg/m3)分布(M11 断面ベースケース) 
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図 2.2-78 水平方向浸透率分布(M11 断面ベースケース) 

 

 
図 2.2-79 圧入井の坑底圧力、二酸化炭素圧入量、累計二酸化炭素圧入量の 

経時変化(H11 断面ベースケース) 
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図 2.2-80 二酸化炭素圧入終了時のガス飽和率分布 

(H11 断面ベースケース) 

 

 
図 2.2-81 二酸化炭素圧入終了後 1000 年のガス飽和率分布 

(H11 断面ベースケース) 
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図 2.2-82 二酸化炭素圧入終了後 1000 年の単位岩石体積あたり 

溶解二酸化炭素量(kg/m3)分布(H11 断面ベースケース) 

 

 
図 2.2-83 浸透率分布(H11 断面ベースケース) 
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図 2.2-84 圧入井の坑底圧力、二酸化炭素圧入量、累計二酸化炭素圧入量の 

経時変化(M3 断面ベースケース) 

 

 

 
図 2.2-85 二酸化炭素圧入終了時のガス飽和率分布 

(M3 断面ベースケース) 
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図 2.2-86 二酸化炭素圧入終了時から 1000 年経過後のガス飽和率分布 

(M3 断面ベースケース) 

 

 
図 2.2-87 二酸化炭素圧入終了後 1000 年の単位岩石体積あたり 

溶解二酸化炭素量(kg/m3)分布(M3 断面ベースケース) 
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図 2.2-88 浸透率分布(M3 断面ベースケース) 

 

 
図 2.2-89 二酸化炭素圧入終了時のガス飽和率分布 

(M11 断面－ヒステリシス考慮ケース) 
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図 2.2-90 二酸化炭素圧入終了時から 1000 年経過後のガス飽和率分布 

(M11 断面－ヒステリシス考慮ケース) 

 
図 2.2-91 浸透率分布(M11 断面－低砂岩連続性ケース) 



 1102

 
図 2.2-92 二酸化炭素圧入終了時のガス飽和率分布 

(M11 断面－低砂岩連続性ケース) 

 

 
図 2.2-93 二酸化炭素圧入終了時から 1000 年経過後のガス飽和率分布 

(M11 断面－低砂岩連続性ケース) 
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図 2.2-94 相対浸透率曲線（高臨界ガス飽和率ケース） 
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図 2.2-95 二酸化炭素圧入終了時のガス飽和率分布 

(M11 断面－高臨界ガス飽和率ケース) 

 

 
図 2.2-96 二酸化炭素圧入終了時から 1000 年経過後のガス飽和率分布 

(M11 断面－高臨界ガス飽和率ケース) 
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図 2.2-97 二酸化炭素圧入終了 1000 年後の単位岩石体積あたり 

溶解二酸化炭素量(kg/m3)分布(M11 断面－高臨界ガス飽和率ケース) 

 
図 2.2-98 二酸化炭素圧入終了時のガス飽和率分布 

(M11 断面－圧入区間短縮ケース) 
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図 2.2-99 二酸化炭素圧入終了時から 1000 年経過後のガス飽和率分布 

(M11 断面－圧入区間短縮ケース) 

 

 
図 2.2-100 二酸化炭素圧入終了時のガス飽和率分布 

(M11 断面－圧入井移動ケース①) 
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図 2.2-101 二酸化炭素圧入終了時から 1000 年経過後のガス飽和率分布 

(M11 断面－圧入井移動ケース①) 

 

 
図 2.2-102 二酸化炭素圧入終了時のガス飽和率分布 

(M11 断面－圧入井移動ケース②) 
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図 2.2-103 二酸化炭素圧入終了時から 1000 年経過後のガス飽和率分布 

(M11 断面－圧入井移動ケース②) 

 

 
図 2.2-104 二酸化炭素圧入終了時のガス飽和率分布 

(M11 断面－圧入井移動ケース③) 
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図 2.2-105 二酸化炭素圧入終了時から 1000 年経過後のガス飽和率分布 

(M11 断面－圧入井移動ケース③) 

 

 
図 2.2-106 二酸化炭素圧入終了時のガス飽和率分布 

(M11 断面－圧入井移動ケース④) 
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図 2.2-107 二酸化炭素圧入終了時から 1000 年経過後のガス飽和率分布 

(M11 断面－圧入井移動ケース④) 

 

 

② 遮蔽層の二酸化炭素移行解析 
a 遮蔽層モデルの設定 

H11 断面の遮蔽層に二酸化炭素が漏洩することを想定した場合の、遮蔽層における二酸

化炭素の移行挙動をシミュレーションし、遮蔽性能を調査した。遮蔽層は尾張層群他とし

た。 

x 方向に 100m、幅 2,000m のグリッドを用いた。深度方向のグリッド長∆z は各グリッド

に砂泥層の境界深度を適用して設定した。グリッド数は x 方向に 83、z 方向に 44 となり、

最下部のレイヤーは圧入層として仮想圧入井以外の部分は null グリッドとした。この仮想

圧入井（穿孔区間長約 1,000ｍの水平井）において坑底圧 15MPa で 25 年間二酸化炭素を

圧入すると想定し、遮蔽層への二酸化炭素移動をシミュレーションした。図 2.2-108 に示

すように、地層モデルは基本的に砂泥互層であるが、部分的に泥岩層が削剥され、砂岩（以

下で侵食砂岩と呼ぶ）となっている。なお、この図の高浸透率域は砂岩層を示している。 

貯留層特性、流体特性などは①移行解析での設定と同様であるが、浸透率、孔隙率、相対

浸透率曲線、毛管圧力曲線は深度 500m の値を代表値としている（表 2.2-12、図 2.2-109、

図 2.2-110）。圧入層の浸透率は 200md、孔隙率は 0.3 とした。 
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表 2.2-12 遮蔽層モデルの孔隙率、浸透率の設定 

孔隙率 浸透率 （md） 

泥岩 砂岩 泥岩 砂岩 

0.375 0.4 1.39 2345 

 

b 解析結果 
ベースケースとして、仮想圧入井を左側境界から 4,000m～5,000m に設置し、25 年間

15MPa の坑底圧で二酸化炭素の圧入を続けた。その結果、上部遮蔽層へ二酸化炭素が移動

した。圧入終了時、終了から 1,000 年後のガス飽和率分布を図 2.2-111、図 2.2-112 に、溶

解二酸化炭素量を図 2.2-113、図 2.2-114 に示す。圧入終了時の気相二酸化炭素の遮蔽層に

おける上部方向への広がりは約 200m 程度であり、1,000 年後にも大きな変化は見られな

い。むしろ、二酸化炭素は上方への傾斜のある右方向へ大きく動き、右側境界の外へ移動

する。また図 2.2-113、図 2.2-114 に見られるように、時間の経過とともに二酸化炭素の水

への溶解が進み、特に圧入井付近の溶解二酸化炭素濃度が大きいことがわかる。 

次に、圧入井位置を左側境界から 1,500～2,500m に設置した場合について試算した。この

ケースでは、遮蔽層では二酸化炭素が右方向（アップディップ方向）へ移動する傾向にあ

るが、侵食砂岩はベースケースの圧入井位置よりも左側に多く存在するので、侵食砂岩伝

いに移動する二酸化炭素挙動を詳細に分析することを目的とした。ベースケース同様、25

年間 15MPaの坑底圧で二酸化炭素の圧入を続けた直後の気相二酸化炭素分布は図 2.2-115

に示すとおりで、遮蔽層の上方への移動距離は約 200m で、やはり右（アップディップ）

方向への移動が大きい。圧入終了から 1,000 年後の二酸化炭素分布を図 2.2-116 に示すが、

やはり上方への移動は少なく、右方向へ大きく移動して右側境界に到達している。この時

点での二酸化炭素の水への溶解量を図 2.2-117 に示すが、圧入井付近から右上にかけて多

くの二酸化炭素が水に溶解していることが分かる。したがって、侵食砂岩伝いに気相二酸

化炭素が大きく上方へ移動し、上側境界にまで達する可能性は少ないと考えられる。 

以上から、遮蔽層における気相二酸化炭素の移行は上方に傾斜のある右（アップディッ

プ）方向への動きが主であり右側境界外への移動は認められたが、上方境界へ漏洩する可

能性は少ないといえる。また、二酸化炭素の水への溶解も気相二酸化炭素としての境界外

への漏洩を減少させる要素となっている。 
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図 2.2-108 遮蔽層(H11 断面)の水平方向浸透率分布 
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図 2.2-109 遮蔽層モデルの相対浸透率曲線 
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図 2.2-110 遮蔽層モデルの泥岩における毛管圧曲線 

 

 

 
図 2.2-111 二酸化炭素圧入終了時のガス飽和率分布(ベースケース) 
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図 2.2-112 二酸化炭素圧入終了時から 1000 年経過後のガス飽和率分布(ベースケース) 

 

 
図 2.2-113 二酸化炭素圧入終了時の単位岩石体積あたり溶解二酸化炭素量(kg/m3)分布 

(ベースケース) 
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図 2.2-114 二酸化炭素圧入終了後 1000 年の単位岩石体積あたり 

溶解二酸化炭素量(kg/m3)分布(ベースケース) 

 

 
図 2.2-115 二酸化炭素圧入終了時のガス飽和率分布(圧入井移動ケース) 
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図 2.2-116 二酸化炭素圧入終了時から 1000 年経過後の 

ガス飽和率分布(圧入井移動ケース) 

 

 
図 2.2-117 二酸化炭素圧入終了後 1000 年の単位岩石体積あたり 

溶解二酸化炭素量(kg/m3)分布(圧入井移動ケース) 
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(5) 推定貯留可能量の見直しと確率的評価 
① 貯留層・遮蔽層の昨年度との比較 
平成 17 年度に大量排出源近傍の貯留可能量の評価（M2）として東京湾・伊勢湾・大阪

湾・北九州において、概算地中貯留量が算出された。このうち、伊勢湾においては既存資

料に基づき水理地質断面図が作成され、遮蔽層・貯留層となる対象層を決定した。その時

の貯留層および遮蔽層は以下のように認定している。 

（遮蔽層） 

・濃尾平野地域：大泉累層、矢田川累層中部層 

・伊勢平野地域：大泉累層、亀山累層上部層 

・伊 勢 湾 地 域：亀山累層上部層 

（貯留層） 

・濃尾平野地域：市之原累層、矢田川累層下部層 

・伊勢平野地域：多志田川累層、亀山累層中下部層 

・伊 勢 湾 地 域：亀山累層中下部層 

 

貯留層と遮蔽層の概念図を図 2.2-118 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2-118 貯留層と遮蔽層の概念図 

 

 伊勢湾海域においては亀山累層の上部層を遮蔽層、中下部層を貯留層としたが、遮蔽層

が 800m 以浅と推定されることから、β領域として貯留域からは除いた。そこで、貯留量

としては遮蔽層が深度 800m よりも深く分布するα領域の養老断層沿いのハーフグラーベ

ン状の沈降域を中心とした伊勢湾口までの陸域と判断している（図 2.2-119）。 
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図 2.2-119 概算貯留可能範囲 

 

図 2.2-119 の青色②の範囲について概算貯留可能量を以下の決定式で算出した結果、表

2.2-13 の結果が得られた。 

なお、昨年度の有効層厚算定にあたっては、今年度の「古野・美麓累層」相当層および

「市之原累層」相当層のみ貯留層とし、「大泉累層」相当層は遮蔽層とした。 

表 2.2-13 概算貯留量の算出結果（平成 17 年度） 

貯留層容積  
A×h 

(km3) 

砂泥比率  
(砂) 

間隙率  
φ  

CO2貯留

可能容量

(km3) 

超臨界

飽和率

貯留効

率 Ef 

CO2 

容積係数

BgCO2 

CO2密度  
(t/m3) 

理論的最大

貯留可能量

（億 t-CO2）

A=375 
h=0.317 
118.875 

0.65 0.37 28.59 0.5 0.25 0.003 0.001976 23.6 
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 平成 18 年度「二酸化炭素地中貯留技術研究開発」全国賦存量調査に係わる地質モデル

作成業務が行われ、伊勢湾においても震探層序学に基づく堆積相解析が実施された。その

結果、遮蔽層と貯留層の見直し、とくに層相の側方変化を考慮した検討が行われた。その

結果、地質層序と震探相ユニットの対比が行われ、基盤～H1（美麓累層～古野累層）、H1

～H2（市之原累層）、H2～H2.5（大泉累層）、H2.5～H3（米野累層～尾張層群・海部累層）

に区分された。陸域・海域のいずれも H2.5 よりも上位は遮蔽層として認識される。さら

に、大泉層においては、陸域と海域で層相変化があり、陸域では粗粒堆積物が卓越するが、

海域においては細粒になる傾向がある。また、海域おいては新たに連続する遮蔽層が認定

され、貯留範囲が広がることが判明した。 

伊勢湾域についてはα領域として以下のような形での追加ポテンシャルが期待できる。 

遮蔽層：   市之原累層の basinal 相（泥岩優勢） 

古野累層上部層全体（distal 相）あるいは同層準の“連続的な”泥層 

貯留層：   古野累層 distal 相～medial 相  

貯留可能領域：おおよそ白子－野間断層以北（遮蔽層深度 800ｍ以深） 

さらに副次的ポテンシャルとして、湾奥部（おおよそ M4 断面以北）において、大泉累

層（medial 相主体）上部を遮蔽層、同層下部を貯留層として貯留可能量を追加できる。 
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② 伊勢湾陸域の検討 
a 貯留可能エリアの設定 
今年度の見直しにおいては、移行解析の結果を踏まえ、断層および貯留層の深度が-800m

以浅になるエリアからの一定の離隔距離をとった範囲を貯留可能エリアとした。移行解析

の結果得られた移行距離は表 2.2-14~表 2.2-16 のとおりである。 

 

表 2.2-14 移行シミュレーション結果（M11 断面） 

 

 

表 2.2-15 移行シミュレーション結果（H11 断面）

 
 

表 2.2-16 移行シミュレーション結果（M3 断面） 

 
 

移行解析の検討結果を踏まえ、貯留可能エリアとして、西側の養老断層より離隔距離

2km をとった。これは、伊勢湾地域の貯留層は概ね西側に傾斜しているため二酸化炭素の

圧入終了後においてはそれ以上西側の断層方向には移行しないケース結果が多いものの、

断層近辺の引きずりの影響を考慮すると共に、M3 断面の移行解析結果の様に西側断層方

向に向かって 1.4km 移行しているケース検討結果もあるため、安全側に考えて西側養老断

層からの離隔距離を 2km 考慮したものである。また、貯留層の上面コンターが-800m に
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達する部分からの離隔距離として 2km と 4km の 2 種類を設定し、それぞれ「広いエリア」

「狭いエリア」として検討した。これは、M11 断面の圧入井移動(Ⅰ)ケースで圧入終了後

1,000 年間で 4.0km 移行していること、並びに移行距離が小さい場合として相対浸透率の

ヒステレシスを考慮したケースで 1.5km 移行していることを考慮したものである。検討し

たエリアを図 2.2-120 に示す。また面積の算出結果は表 2.2-17 のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2-120 貯留可能範囲検討 

 

表 2.2-17 貯留可能エリア算出結果一覧 

広いエリア 124km2 
平成 18 年度 

狭いエリア 61km2 

平成 17 年度のエリア 375km2 

 

b パラメータの設定 
各パラメータについても見直しを行った。昨年の検討との比較を表 2.2-18 に示す。今年

度の有効層厚については、堆積相解析の結果を考慮して、古野・美麓層、市之原層および

大泉層とした。 
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表 2.2-18 貯留可能エリア算出結果一覧 

項 目 H17 年度 H18 年度 備 考 

貯留層面積 375km2 61～124 km2 断層等からの離隔距離を考慮  

有効層厚 206m 271～415m 堆積相解析の結果を反映、さらにプ

ラスマイナス(10%)を考慮  

孔隙率 0.370 
Min. 20% 
Mode 30% 
Max. 40% 

GS-K1 の検層結果より  

CO2飽和度 0.5 0.3～0.4 シミュレーション結果を考慮  

CO2容積係数 0.003 
0.0032～ 

0．0071
貯留深度（圧力）及び  
地温勾配を考慮  

貯留率 0.25 0.25～0.5 狭めたエリアの中の貯留率を想定  

 

c 貯留可能量見直しの結果 
得られたパラメータで、確率的貯留可能量算定ツールを用いて推定貯留可能量を算定し

た。各パラメータについての確率分布の種類は表 2.2-19 のとおりである。 

 

表 2.2-19 確率分布の種類一覧 

項 目 確率分布の種類 

貯留層面積 最小値～最大値を使用した一様分布 

有効層厚 最小値～最頻値～最大値を使用した三角形分布 

孔隙率 最小値～最頻値～最大値を使用した三角形分布 

二酸化炭素飽和率 最小値～最大値を使用した一様分布 

二酸化炭素容積係数 最小値～最大値を使用した一様分布 

貯留率 最小値～最大値を使用した一様分布 

 

最頻値を含めた入力値は図 2.2-121 のとおりである。 
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図 2.2-121 各パラメータの入力値 

 

その結果、得られた推定貯留可能量の頻度分布および累積頻度分布を図 2.2-122 および

図 2.2-123 に示す。 
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図 2.2-122 推定貯留可能量の頻度分布 
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平成18年度 伊勢湾陸域（案）
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図 2.2-123 推定貯留可能量の累積頻度分布 

 

計算の結果得られた累積頻度分布から、 

 ・推定貯留可能量が 2.3 億 t-CO2以上である確率は 90％  

 ・推定貯留可能量が 4.3 億 t-CO2以上である確率は 50％  

 ・推定貯留可能量が 7.5 億 t-CO2以上である確率は 10％  

と評価される。  

 

③ 伊勢湾海域の検討 
a 貯留可能量の見直し 
伊勢湾海域については、昨年度は貯留可能領域としていないため、新たに貯留可能量が

追加されることになる。 

ｱ) 貯留可能領域 
 海域については、震探層序学により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、この下位層を貯留層として追加する。そこで、伊勢湾

海域での貯留層の分布であるが堆積相解析断面（M11：南北断面、知多半島側）（図 2.2-124）

と堆積相解析断面（M13：南北断面、伊勢側）（図 2.2-125）に示すように、白子―野間断

層よりも北側では遮蔽層は 800m 以深に分布する。また、この海域では東に伊勢湾断層、

西に鈴鹿沖断層により境されるため、貯留域としてはこの３つの断層で囲まれる三角形と

する。また、移行解析により 2km 程度の二酸化炭素移行が予想されるため、各断層から離

隔距離を取った面積とする。 
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図 2.2-124 堆積相解析断面（M11：南北断面、知多半島側） 

 

図 2.2-125 堆積相解析断面（M13：南北断面、伊勢側） 
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図 2.2-126 貯留可能領域 

 

ｲ) 層相と砂泥比 
図 2.2-124、図 2.2-125 の堆積相解析断面によれば、古野・美麓累層は南からの fan delta

の供給により、北へ向かって medial、distal と細粒化が起きている。白子―野間断層より

北側では断層近傍では medial であるがしだいに distal へとなる。そこで、図 2.2-126 に

medial と distal の層相境界を入れて、各層相の分布域を示した。 

砂泥比率については地質モデルより、medial：0.50、distal：0.40 として与えられてお

り、各層相の平均層厚から有効層厚を算出する際に用いる。 

ｳ) 平均層厚と有効層厚 
図 2.2-124 の多半島側の南北断面では、貯留層の層厚は 600（北）～700m（南）である。

図 2.2-125 の伊勢側の南北断面では、貯留層の層厚は 500（北）～600ｍ（南）である。北

側は distal の領域であることから、500m と 600m の平均として 550m を代表値とした。

一方、南側は medial の領域であることから、600ｍと 700m の平均として 650m を代表値

とした。 

この値に砂泥比率をかけて有効層厚は medial 325m、 distal 220m となった。 
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ｴ) 伊勢湾海域の貯留量の算出 
貯留量算出のパラメータにおいては、移行解析からも貯留率、二酸化炭素飽和率、二酸

化炭素容積係数が検討されている。しかし、それらの値は幅を持っており、確率論的（モ

ンテカルロシミュレーション）な取り扱いにおいて示す方が望ましい。そこで、貯留量の

算出にあたっては、他の排出源との比較の意味からも昨年度と同様のパラメータを使用す

る。 

なお、孔隙率については昨年度は陸域のデータを用いたが、海域であることから大阪湾

で用いた GS-K1 の平均値 30%を採用した。 

Sf： 貯留率 カテゴリーB 25％ 
A： 断層を考慮しない medial 領域 76.1km2、disatal 領域 77.8km2 
      （断層で囲まれた三角形の領域） 
h： 有効層厚 medial 325m、 distal 220m  

medial（南側分布：断面より）の平均層厚：650m、distal（北側分布）の平均
層厚：550m 

   砂泥比率 medial：0.50、distal：0.40 
φ： 孔隙率 0.3 （GSK-1 平均、昨年 0.37） 
Sg： 超臨界二酸化炭素飽和率 0.5 
Bg CO2： 二酸化炭素容積係数 0.003 
ρ： CO2密度 0.001976 t/m３  

これらの値より算出した結果、 

推定貯留可能量は、medial 約 6.11 億 t-CO2、distal 約 4.23 億 t-CO2、合計約 10.34

億 t-CO2 

A’：断層から 2km 外した面積 medial 33.9km2、distal 28.7km2 

同上の計算を実施し、推定貯留可能量は、medial 約 2.72 億 t-CO2、distal 約 1.56

億 t-CO2、合計約 4.28 億 t-CO2となる。 

表 2.2-20 伊勢湾海域の貯留量試算 

貯留地区 区分 地層名 
貯留層

面積

(km2)

平均 
層厚 
(m) 

砂泥 
比率 

有効層

厚 
(m) 

孔隙率 
 

(%) 

推定貯留量 
 

（億 t-CO2） 
Medial
領域 76.1 650 0.5 325 30 6.11 断層考慮

せず 
Distal
領域 77.8 550 0.4 220 30 4.23 

Medial
領域 33.9 650 0.5 325 30 2.72 断 層

（2km） 
離隔 Distal

領域 

古野・

美麓層 

28.7 550 0.4 220 30 1.56 
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2.2.2 大阪湾 

(1) 震探層序学に基づく堆積相解析 
大阪層群は、新第三紀鮮新世から第四紀更新世にかけての未固結の堆積物で、その層序

は、市原(1991)1)などを中心に詳細に検討されている。火山灰層および海成粘土層（Ma-1

～Ma12）を鍵層として、最下部層、下部層および上部層に区分されている。大阪層群下

部層中の Ma-1 層（最下位の海成粘土層）を境にして、これより上位の地層は厚い海成の

粘土層と河川性の砂礫・砂とが繰り返す層相を示す。一方、Ma-1 層より下位の地層は、

砂礫・砂・シルトからなる河川性の堆積物からなるとされている。 

平成 17 年度全国貯留量賦存量調査ＷＧでは大阪湾周辺地域における一般的な大阪層群

の層相を考慮すると、Ma-1 層より下位の非海成層を二酸化炭素貯留対象層とし、Ma-1 層

より上位の海成粘土層を頻繁に挟む地層を二酸化炭素遮蔽層とする、いわゆる“非構造性”

の二酸化炭素地中貯留モデルを想定することが可能であるとの考えを示した。 

平成 18 年度は大阪湾における二酸化炭素地中貯留可能量試算結果の精度向上のため、

反射法地震探査データを用いて特に震探層序学に基づく堆積相解析を実施し、貯留層の層

相変化および遮蔽層の連続性・性状変化等の検討を行った。 

① データ 
a 地震探査データ 
大阪湾では、大阪湾の海上地質調査の先駆けとして、藤田・鎌田(1964)2)による音波探

査がある。しかし、大阪湾の深部地下構造の実態が明らかになったのは、岩崎ほか(1994)3)

によって実施されたマルチ・チャンネル方式反射法地震探査が最初である。これにより大

阪湾には層厚 3,000m を超える堆積物が存在することが明らかになり、大阪湾断層の概要

も把握された。その後、1995 年の兵庫県南部地震直後から、震源域における地質構造解明

のために、兵庫県、通商産業省工業技術院地質調査所（現・産業技術総合研究所）および

海上保安庁水路部をはじめとする各機関によって、マルチ・チャンネル方式による反射法

地震探査が実施され、基盤岩まで達する高品質なデータが蓄積された。これらの成果は、

横田ほか(1997) 4)、横倉ほか(1998) 5)、岩淵ほか(2000) 6)などによって取りまとめられてい

る。同地域ではこれまでに様々な調査目的で地震探査データが取得されており、それらの

調査概要がエンジニアリング振興協会 (2005)7)や関西地盤情報活用協議会 (1998)8)によっ

て次のとおり取りまとめられている（図 2.2-127）。 
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大阪湾周辺地域における物理探査概要 

調査機関   記載文献      調査測線 

地質調査所  横倉ほか（1998）5)     GS-1～GS-12, GS-NP  

東京大学地震研究所 東京大学地震研究所（1997）9)    TK-1～TK-5 

兵庫県  阪神地域活断層調査委員会（1996）10) HG-1～HG-6 

神戸市  神戸市（1995）11)        KB-1～KB-2 

海上保安庁水路部 岩淵ほか（2000）6)     HD-1～HD-7 

大阪土質試験所     岩崎ほか（1994）3)       OD-A, OD-B, OD-C 

 

 

図 2.2-127 大阪湾既往地震探査調査位置図(横倉ほか,1998) 5) 
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本業務では海上保安庁海洋情報部ならび独立行政法人産業技術総合研究所から地震探

査データを借用し、次に示したマルチ・チャンネル反射法地震探査データ（3 調査 10 測線）

を用いて、基本処理、特殊処理ならびに処理後の地震探査断面図上で震探相解析を行った。 

 

調 査 名：平成 8 年「大阪湾」 

調査機関：海上保安庁 

測    線：HD-1, HD-2, HD-3, HD-5, HD-6, HD-7 

 

調 査 名：平成 7 年「兵庫県南部地震震源域周辺の広域的深部構造調査に関わる

反射法弾性波探査」  

調査機関：通産省工業技術院地質調査所 

測    線：GS-2, GS-2M, GS-6 

 

調 査 名：平成 7 年「神戸地震基盤調査 95」  

調査機関：通産省工業技術院地質調査所 

測    線：GS-NP 

 

図 2.2-128 に測線図を示す。測線図に示すとおり、GS-NP 測線のほぼ測線上に東灘

GS-K1（深度 1,700m）が掘削されている。また、HD シリーズと GS シリーズは、HD-1

と GS-2M が極めて接近するものの、交差せず交点をもたない。測線の概要を表 2.2-21 に

示す。 

 

図 2.2-128 大阪湾解釈地震探査測線位置図 
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表 2.2-21 大阪湾解釈地震探査測線一覧表 

 

 

b 坑井データ 
大阪平野地下に分布する大阪層群の概要は、1962 年から大阪市で実施された OD-1 など

の地盤沈下調査のための深層ボーリング（OD-1～OD-9）により、初めて明らかにされた。

吉川ほか(1987) 12)は、このうちの OD-1 および OD-2 のボーリングコアを再観察し、大阪

平野地下の大阪層群の基本層序を明らかにした。しかし、これらのうち、基盤深度が確認

できたのは、上町断層帯の上盤側（東側）に位置する OD-2 のみであり、大阪湾沿岸部に

おける深部地下情報は不明のままであった。 

1995 年に発生した兵庫県南部地震以降、多くの機関により深層ボーリングが掘削され

た。その代表的なものが、神戸市東灘において掘削された GS-K1 東灘 1,700m ボーリング

（深度 1,500m までを地質調査所が、これ以深の 200m を（財）原子力発電技術機構が担当）

であり、地質特性を明らかにするための各種試験・検層も実施され、大阪湾周辺地域の深

部地下構造を知る上での基準となる成果があげられた。さらに、地震被害が大きかった長

田区（GS-K4）や石屋川沿い（GS-K2 および GS-K3）でも、深度 350～680m の深層ボー

リングが掘削された。これらの掘削結果については、関西地盤情報活用協議会(1998) 8)に

よって詳しくまとめられている。 

これらの調査ボーリングとは別に、大阪平野においては温泉掘削を目的とした数多くの

深層ボーリングが掘削されている。これらの温泉ボーリングデータは、石賀・佐藤(1991) 13)

にまとめられているが、基本的にノンコアリングであるため、得られる情報は基盤深度の

みである。なお、市原(1991) 1)は、これらの温泉ボーリングデータを多く取り込み、大阪

平野下の深部地質断面図を作成している。一方、大阪府（200214)、200315)、200416)）は、

大阪平野で掘削された深層坑井を取りまとめ、広域の対比を行っている。なお、大阪湾海

域には、深層ボーリングは存在しない。 
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本業務で取り上げる深層ボーリングは、次に示した 7 坑である。 

坑井名   到達層準 深度 

    GS-K1 東灘  基盤       1,700m 

    GS-K2 石屋北  Ma 0  354m 

    GS-K3 石屋南  Ma-1  680m 

    GS-K4 長田  Ma-1  545m 

YU 夕陽丘    603m 

    OD-2 大阪都島 基盤  667m 

    OD-1 大阪田中元町 Ma 0   907m 

 

② 地質概要 
大阪平野は、西側を大阪湾に面し、北側を北摂山地や千里丘陵、東側を生駒山地や枚方

丘陵、南側を和泉山脈や泉北丘陵で囲まれた低平な盆地地帯である。大阪平野周辺の丘陵

上とその縁辺部には、段丘堆積層が分布し、地形平坦面が形成されている。段丘堆積層お

よび段丘面は、その形成時代が古いものより高位、中位、低位に区分されている。高位段

丘は平野南部では信太山～狭山池の泉北丘陵北縁部、東部では寝屋丘陵の丘陵頂部などに

発達する。中位段丘は南部では狭山池を扇頂部として、北方に開いた扇状地状の地形面を

持ち、広範囲に平坦面が発達している。その北側の一部は帯状に細長く大阪低地に突き出

しており、上町台地を形成している。さらにこの中位段丘は北側の枚方付近でも広い平坦

面を形成して発達している。低位段丘は伊丹・富田に広く発達しており、特に伊丹付近の

段丘面南縁部は段丘崖を形成せずに沖積面下に没している（図 2.2-129）。 

大阪平野周辺の山地のうち、北側の北摂山地は丹波帯の中・古生層から構成される。東

側の生駒山地は、主に中生代白亜紀に形成された領家花崗岩類、南側の和泉山脈・金剛山

地は北部が領家花崗岩類、南部に白亜紀に形成された泉南流紋岩類や和泉層群が分布する。

これらの基盤岩は、大阪平野においては地表から約 600～1,500m の深さに分布する。周

辺の山麓部には、有馬・高槻断層帯や生駒断層などの活断層が存在し、低地部と山地部と

の明瞭な境界をなしている。平野部の地下には大阪層群と呼ばれる約 300 万～20 万年前

に堆積した鮮新・更新統に属する地層が厚く分布しており、平野周辺の丘陵部にはこの大

阪層群が地表に露出している。これらの丘陵地域は、第四紀後半に発生した六甲変動最盛

期にそれまでに沈降域だった部分が隆起した結果として形成されている。そのため、丘陵

の縁辺に存在する断層の変位によって、その付近の大阪層群は部分的に急傾斜する構造（撓

曲）が見られる。また、丘陵地域に露出している大阪層群は、平野の地下へ連続して分布

していることが深層ボーリングによって確認されている。 

平野の中央付近を南北に延びる上町台地では、その西縁部には上町断層と呼ばれる活断

層が確認されており、台地の西側の低地部とは地層が大きく食い違っている。近年の研究
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により、上町断層は北部の千里丘陵に見られる佛念寺山断層に連続し、また平野南部の泉

北丘陵にも連続していることが明らかとなっている。 

大阪層群は、未固結の砂礫、砂、シルト、粘土等の互層より構成されており、その下半

部は砂礫主体の淡水成の粘土、シルト、砂、砂礫の互層よりなり、上半部は海成粘土層と

淡水成の砂礫層の互層などよりなっている。海成粘土層は下部より、Ma-1、Ma0、Ma1

～Ma10 のように番号が付けられて細分されている。これらの海成粘土層や大阪層群中に

挟まれる火山灰層は、地層の堆積年代や連続性などを決定する上での重要な鍵層として利

用され、大阪平野地域の地質が明らかにされている（図 2.2-130）。  

 

 

図 2.2-129 大阪堆積盆地の地質概略図 

 

 

図 2.2-130 大阪堆積盆地の地質概略図 
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a 地質層序 
大阪層群はメタセコイア植物化石群による生層序学的な検討から、最下部・下部・上部

の３つに区分されており（市原,1960 17)、市原ほか 1977 18)）、最下部はメタセコイア植物

群繁栄期の地層、下部はメタセコイア植物群消滅期の地層、上部はメタセコイア植物群消

滅後の地層に区分されている。最下部と下部の境界付近が第三紀 /第四紀の境界（鮮新世 /

更新世境界）に、下部と上部の境界付近が更新世前期/中期との境界にそれぞれ相当すると

されている(Itihara et al, 1987)19)。 

 一方、大阪層群内には２つの不整合が存在するとみる考えもある。これらは横山ほか

(1981)20)により示された Ma0 層直下の「芝の不整合」と藤田ほか(1982)21)で示された Ma5

層直下の「満池谷不整合」である。藤田ほか(1982)21)これらの不整合を境にして構造運動

的な観点をもとに大阪層群を 3 つの層群に区分するとの見方を示している。これらの不整

合問題については種々の見解が示されているのが現状であり、学術的な意味では今後広域

で詳細な層序学的再検討を進めて議論を進める必要がある（図 2.2-131）。 

 

 

図 2.2-131 大阪堆積盆地の層序対比図 
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b 地史 
中新世前期～中期に、西南日本では伊勢湾周辺～京都・奈良地域・神戸～岡山・津山・

三次などを経て日本海側に至る地域が沈降し、第一瀬戸内沈降帯が形成される。このとき

第一瀬戸内沈降帯に堆積した湖沼成・海成の堆積物を第一瀬戸内累層群と呼ぶ。これに引

き続いて、中期中新世には瀬戸内火山岩類が噴出する。その後、瀬戸内では 500～600 万

年にわたって造構的な安定期が続き、浸食・削剥作用によって広域に準平原が形成された。 

鮮新世になると、瀬戸内海域の長い安定期が終了し、瀬戸内海～大阪平野・京都-奈良盆

地～伊勢湾に至る地域が沈降し、第二瀬戸内沈降帯が形成される。この時期に大阪周辺地

域に堆積した地層を大阪層群と呼んでいる。この時期の前期に当たる鮮新世から更新世前

期に当たる時代を第２瀬戸内期前期と称し、この時期に堆積した地層は一般に湖沼成・河

川成の堆積物より構成されている。この地層は、含まれる結晶片含礫の存在によって、現

在の紀伊水道中部にあった陸地を後背地として、そこから流れ出た河川が北流し、さらに

第二瀬戸内沈降帯を西流する古瀬戸内河湖水系によって形成されたものと考えられてい

る。 

更新世前期になると、大阪周辺の第二瀬戸内沈降帯（大阪層群堆積盆地）に、海水準の

変動に伴ってたびたび海が進入し、多くの海成泥質堆積物が発達するようになる。この時

期を第二瀬戸内期後期と呼ぶ。この海は、南側の太平洋から現在の紀伊水道周辺を通って

進入してきたものと推定されている。 

この海成泥質堆積物の最初の発達は大阪層群下部の Ma-1 層で、その年代は更新世前期

後半の約 120 万年前である。市原(1993)22)では海成粘土層は全部で Ma-1，Ma0～Ma13

までの 15 枚が確認されているが（図 2.2-131）、関西地盤情報活用研究会(1998)によると、

GS-K1 では 16 枚の海成粘土層が確認されている。 

大阪周辺地域の地層は、七山ほか(2000)23)によれば、下位から、鮮新世～中期更新世の

大阪層群、更新世中期の高位段丘堆積相、中期更新世から後期更新世の上町累層（中位段

丘堆積物）、後期更新世の天満累層（低位段丘堆積物）、そして最上位の難波累層（沖積層）

の順で重なる。このうち、大阪層群は、鮮新世の最下部層、前期更新世の下部層、中期更

新世の上部層に細分される。これらの地層には、上述したように海成泥岩が挟在され、大

阪層群下部層には Ma-1～Ma2 が、上部層には Ma3～Ma10 が、高位段丘堆積相には Ma11

が、上町累層には Ma12 が、そして難波累層には Ma13 が挟在されている（図 2.2-130）。 

 大阪層群中には複数の火山灰層が挟在し、火山灰層の肉眼的特徴・粒径・主成分・ガラ

スの形状・特質・屈折率・軽鉱物-重鉱物組成などに基づいて各火山灰層の識別が行われ（例

えば、吉川ほか, 1997 24)、吉川ほか, 199825)、石井, 2002 26)など）、100 枚以上の火山灰鍵

層が認定されている。この火山灰鍵層を用いて、大阪周辺地域で掘削された複数の坑井の

詳細な対比が行われている。 
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③ 坑井データ解析 
 大阪湾周辺では数多くのボーリングが実施されている。しかしながら海域では基盤まで

到達した坑井はない。そこで、今回解析対象となる地震探査データ測線付近に位置し、全

区間コア掘りや物理検層解析が実施された GS-K1 井の岩相を把握し、物理検層記録を用

いて物理検層解析を行うこととした。地表から深度 1,500m の掘削が工業技術院地質調査

所によって、深度 1,500～1,700m が（財）原子力発電技術機構によって実施された。なお

坑口の緯度、経度は、北緯 34°42’09”、東経 135°16’35”、地表面の標高は 2.68m となって

いる(関西地盤情報活用協議会, 1998)8)。 

 

a 坑井地質 
関西地盤情報活用協議会(1998)8)によって GS-K1井掘削にともなう岩相および採取され

たコア（採取率 96%）観察をもとに地質柱状図としてまとめられている（図 2.2-132)。GS-K1

東灘はワイヤーライン工法によってコアリングが実施された坑井である（図 2.2-132）。関

西地盤情報活用研究会(1998) 8)によると、採取されたコアは主として未固結～半固結のシ

ルト・砂・礫と花崗岩質の基盤岩類からなる。堆積岩の岩相記載は後述するが、岩相の特

徴から淡水性のシルト・砂・礫から主として構成される下部層（深度 691.8m～1545.7m）

と厚い海成粘土層とシルト・砂・礫から構成される上部層（深度 23.3m～691.8m）に区分

されている。上部層は少なくとも 16 層の海成粘土層（下位より、深度 691.8～684.3m、

652.5～638.1m、585.9～577.5m、503.6～482.6m、445.2～411.3m、406.3～384.5m、353.0

～340.2m、323.0～294.5m、294.0～274.8m、259.3～231.4m、214.3～188.9m、169.4

～147. 2m、121.0～113.2m、102.7～98.5m、91.8～88.2m、73.3～62.5m）が確認された

ほか、少なくとも 32 層の火山灰層が挟在している。 

 

 

図 2.2-132  GS-K1 東灘 地質柱状図 
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ｱ) 層序 
GS-K1 井で確認された地盤は、花崗岩質の基盤岩ならびに未固結～半固結の堆積物から

なる。これらの堆積物は主に粘土・シルト・砂・礫からなり、少なくとも 16 層の海成粘

土と 37 枚の火山灰層が挟在している。層序は関西地盤情報活用協議会(1998)8)によって海

成粘土層 Ma-1 層の下限を境界として岩相が変化する特徴を示し、淡水成のシルト・砂・

礫などからなる深度 1,545.7m～691.8m の K1-L 層と海成粘土層とシルト・砂礫からなる

深度 691.8m～23.3m の K1-U 層に区分されている。エンジニアリング振興協会(2005)7)

ではこれらの区分に従い、広域シールとして期待される海成粘土層 Ma-1 層より下位の地

層を二酸化炭素貯留対象層、Ma-1 層より上位の地層を二酸化炭素遮蔽層として区分して

いる（図 2.2-133)。 

 これらの地層は主に沖積層と段丘堆積層ならびに大阪層群（鮮新統から更新統）からな

る。大阪層群の下半部は淡水成の地層からなるのに対し、上半部は海成の地層と淡水成の

地層の互層からなる。大阪層群の上半に認められる海成粘土層は、側方への連続性が良好

であるためか鍵層として有効とされ、Ma-1, Ma0 から Ma10 層と命名され、少なくとも

12 層が挟在する。このほか多数の火山灰層が挟在しており、鍵層として利用されている。

大阪層群の上位にある段丘構成層は段丘沖積層と呼ばれ、大阪湾から大阪平野地下に分布

するその相当層は上部洪積層と呼ばれ、海成粘土層 Ma11 層と Ma12 層の少なくとも 2 層

の海成粘土層が挟在している。沖積層は最終氷期最寒冷期（約 2 万年前）以降の堆積物と

され、少なくとも縄文海進にともなって堆積した海成粘土層 Ma13 が挟在している。 

大阪層群はメタセコイア植物化石群による生層序学的な検討から、最下部・下部・上部

の３つに区分されており（市原,196017)、市原ほか 197718)）、最下部はメタセコイア植物群

繁栄期の地層、下部はメタセコイア植物群消滅期の地層、上部はメタセコイア植物群消滅

後の地層に区分されている。最下部と下部の境界付近が第三紀 /第四紀の境界（鮮新世 /更

新世境界）に、下部と上部の境界付近が更新世前期/中期との境界にそれぞれ相当するとさ

れている(Itihara et al, 1987)19)。  

 一方、大阪層群内には２つの不整合が存在するとみる考えもある。これらは横山ほか

(1981)20)により示された Ma0 層直下の「芝の不整合」と藤田ほか(1982)21)で示された Ma5

層直下の「満池谷不整合」である。藤田ほか(1982)21)これらの不整合を境にして構造運動

的な観点をもとに大阪層群を 3 つの層群に区分するとの見方を示している。これらの不整

合問題については種々の見解が示されているのが現状であり、学術的な意味では今後広域

で詳細な層序学的再検討を進めて議論を進める必要がある（図 2.2-134）。 

 



 1138

 

図 2.2-133 二酸化炭素地中貯留対象層（貯留層と遮蔽層） 

 

 地震探査断面図の震探相解析の結果、Ma0 層と Ma-1 層の間に広域不整合が存在する可

能性を見出し、さらに Ma-1 層は震探相の違いからさら湖沼成デルタの発達する地層と扇

状地から河川成堆積物が発達する上下に二分される可能性が明らかとなった（後述）。また

前述のとおり、エンジニアリング振興協会(2005)7)では広域シールとして期待される海成

粘土層 Ma-1 層より下位の地層を二酸化炭素貯留対象層、Ma-1 層より上位の地層を二酸化

炭素遮蔽対象層として区分していることを踏まえ、本報告では下記のような堆積ユニット

毎に名称をつけて地層区分を行うこととした。このため標準層序とはその定義が異なる。 
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本報告での地層区分 

堆積ユニット            区 間      GS-K1 での深度 

大阪層群上部 地表から「芝の不整合」（≒Ma0 基底付近）  地表から 652.5m 

大阪層群下部 「芝の不整合」以下、湖沼成デルタ堆積物  652.5～1,190m 

大阪層群最下部 扇状地から河川成堆積物       1,190～1545.7m 

基盤岩  花崗岩類        1545.7～1,700m 

 

 

 

図 2.2-134 大阪平野～大阪湾周辺地域の層序対比（本報告） 

 

ｲ) 岩相 
GS-K1 井で採取されたコア記載(関西地盤情報活用研究会 , 1998)8)をもとに深度別に各

地質状況の特徴について述べる。なお少なくとも次に示した 16 層の海成粘土層の存在が
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コアで確認されており、大阪湾を含む大阪湾全域で追跡が行われており、鍵層として対比

に利用されている。 

 

海成粘土層  下限深度 上限深度 地層 

   Ma -1  691.8 m   684.3m  大阪層群 

   Ma 0  652.5 m   638.1m  大阪層群 

   Ma 1  585.9 m   577.5m  大阪層群 

   Ma 2  503.6 m   482.6m  大阪層群 

   Ma 3  445.2 m   411.3m  大阪層群 

   Ma 4  406.3 m   384.5m  大阪層群 

   Ma 5  353.0 m   340.2m  大阪層群 

   Ma 6  323.0 m   294.5m  大阪層群 

   Ma 7  294.0 m   274.8m  大阪層群 

   Ma 8  259.3 m   231.4m  大阪層群 

   Ma 9  214.3 m   188.9m  大阪層群 

   Ma 10  169.4 m   147.2m  大阪層群 

   Ma 11（1）  121.0 m   113.2m  段丘堆積層 

   Ma 11（2）  102.7 m         98.5m  段丘堆積層 

Ma 11（3）          91.8 m        88.2m  沖積層 

 Ma 12              73.3 m        62.5m  沖積層 

 

関西地盤情報活用研究会(1998)8)に記載されているコアの観察結果をもとに深度毎に各

地質状況の特徴について述べる。 

 

【深度 1,700m～1,545.7m】  

花崗閃緑岩 

【深度 1,545.7～1,509.6m】 

礫まじりの中粒～粗粒砂層を主としてシルト層を挟む互層である。下部に挟まれる砂

層は細礫をともなう中粒～粗粒砂からなり、全体に花崗岩質で、部分的に炭化物を含ん

でいる。シルト層は、厚さ 3m 以下（多くは厚さ 20cm～1m 程度）で、暗灰色を呈し、

細粒～粗粒砂を含む。シルト層に含まれる砂粒は、基底から上位に徐々に細粒化する上

方細粒化が認められ、シルト層は上方へ分級が良くなる傾向が認められる。 

【深度 1,509.6～1,035.9m】 

シルト～細粒砂と中粒～粗粒砂の互層からなる。シルト層は、厚さ 20cm～2m 前後

で、暗灰色、塊状のものが多い。薄いシルト層の多くは部分的に極細粒砂をはさみ、ラ

ミナが発達する。砂層は、厚さ 1～3m で、シルトの薄層を挟み、ラミナの顕著な細粒
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砂を主とするが、所々、中粒～粗粒砂からなるものも見られる。砂層には部分的に正級

化構造が認められる。深度 1,200～1,199m、1,149.2m 付近、1,147～1,146m には、砂

質やシルト層中に直径 0.1mm～ 1cm の白色の軽石が含まれる。深度 1,499.55～

1,499.23m に厚さ 32cm の灰白色火山灰層が挟まれる。 

【深度 1,035.9～691.8m】※691.8ｍは Ma-1 基底に相当 

礫混じりの中粒～粗粒砂層とシルト層の互層からなる。砂層は、厚さ 1～10m で中粒

～極粗粒砂からなり、直径数 mm～3cm 亜円礫を部分的に含む。厚さ 1～2m で、細粒

～中粒砂からなり、シルトの薄層をはさみ平行ラミナの見られる砂層も挟まれる。シル

ト層は、暗灰～緑灰色を呈し、塊状である。部分的に、シルト層には極細粒～細粒砂の

薄層を挟んだり、ラミナが発達する。深度 821.90m には白色細粒の火山灰薄層が挟ま

れる。 

【深度 691.8～445.2m】 

砂層・シルト層と海成粘土層との互層からなる。少なくとも 4 層の海成粘土層が挟ま

れている。これらの海成粘土層は、厚さ数 m～10m で暗灰色を呈し、比較的均質であ

るが部分的にシルト粘土を含みラミナが発達する。砂層は、細粒砂を主体とし部分的に

中粒砂を含み、全体に淘汰がよく、シルトの薄層をともなうほかラミナが顕著に発達す

る。砂層は、厚さ 1m 前後の薄いシルト層と互層をなしている。シルト層は、暗灰色～

緑灰色を呈し、極細粒砂の薄層を挟んだり、全体に極細粒～細粒砂を含みラミナが発達

している。火山灰層は、少なくとも 7 層挟まれる。 

【深度 445.2～176.8m】 

厚さ 10m を越える厚い海成粘土層とシルト・砂の互層からなる。海成粘土層は、少

なくとも 7 層挟まれ、厚さ 10～30m で暗灰色を呈し、部分的に貝化石を含む。また、

シルト・極細粒砂の薄層を挟んだりラミナの発達が認められる。シルト層は、緑灰色～

暗灰色を呈し、その多くが厚さ 1m 前後あるいはそれ以下で、極細粒～中粒砂を含み、

砂層との互層をなしている。砂層は、細粒～中粒砂を主とし、シルトの薄層を挟み、ラ

ミナが発達している。火山灰層は少なくとも 18 層挟まれる。 

【深度 176.8～23.3m】 

細礫～中礫を含む礫層、中粒～粗粒砂層、海成粘土層の互層からなる。海成粘土層は、

少なくとも 5 層挟まれ、厚さは数 m～10m 前後で暗灰色～緑灰色を呈し、全体に塊状・

均質であるが、部分的に貝化石や炭質物を含む。砂層は、厚さ数 10cm～2m で粗粒～

中粒砂を主とし、細礫を部分的に含むほか、砂質シルトや腐植質シルトの薄層を挟んで

いる。礫層は、粗粒～極粗粒砂の基質と、礫径数 mm～6cm の花崗岩・泥岩の亜角～亜

円礫からなる。上位の礫層ほど含まれる礫の径は大きくなる傾向にある。少なくとも 7

層の火山灰層が含まれる。 
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b 坑井物理検層解析 
GS-K1 井で取得された物理検層データを用いて物理検層解析を行い、岩相-物理検層対

比、圧密曲線、砂岩孔隙率の推定を行った。 

 

ｱ) 岩相-物理検層対比 
GS-K1 井で取得された物理検層データを図 2.2-135 に示した。確認されている層序は下

位より基盤、大阪層群、沖積層が確認されている。掘削時に採取されたコアを参考として、

ガンマ線検層、密度検層ならびに比抵抗検層の特徴からコア岩相と物理検層の対比を行っ

た。その結果、5 つの岩相が物理検層上でも認定され、海成泥岩、シルト岩、砂岩、礫岩

ならびに基盤岩（花崗閃緑岩）として明瞭に区分され、岩相と物理検層の対比は非常に良

好である。 

 

図 2.2-135  大阪湾 GS-K1 物理検層データ 
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ｲ) 圧密曲線 
温度検層データから推定される地温勾配は 3.4℃/100m（地表温度 17℃）と推定され（図

2.2-136）、音波検層ならびに密度検層から推定される泥岩圧密トレンドは深度とともに直

線状に推定できることから、異常高圧層が存在する可能性はない（図 2.2-137）。 

圧密曲線を推定するために密度検層データ、物理検層データの特徴から泥岩区間を抽出

し、密度検層データから次式を用いて泥岩の孔隙率（φD）の推定を行った。 

 

 φD (Density Porosity) = (ρb-ρma) / (ρma-ρf) 

  ρma ：マトリックス密度（2.71g/cc） 

  ρf ：流体密度 (1.0 g/cc) 

  ρb ：各深度におけるバルク密度（密度検層ログ読み値） 

※泥岩のマトリックス密度 (ρma)はコア分析データを参考に 2.71 g/cc として設定した。 

 

密度検層から推定された泥岩の孔隙率（φD）の現深度プロットを図 2.2-138 に示した。

地層の圧密状況は最大埋没深度に依存するが、坑井周辺に大規模な削剥を伴う不整合の存

在は認められないので、圧密作用の影響だけを考えた圧密を想定することができる。これ

らのデータから推定される圧密曲線は地表における泥岩孔隙率を 60％と仮定すると次式

で表される。 

 

φ= A × Exp(－0.000685 × D) 

A：地表における泥岩孔隙率(%)  

  D：最大埋没深度(m) 

 

 これらの結果から得られた圧密曲線を世界の堆積盆地と比較すると、ほぼ平均的な圧密

曲線であることがわかる（図 2.2-140）。 
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図 2.2-136 GS-K1 の温度測定から推定した地温勾配 

 

 

図 2.2-137 GS-K1 井の音波検層ならびに密度検層から推定される泥岩圧密トレンド 
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図 2.2-138 GS-K1 井の密度検層から推定した泥岩圧密曲線 

 

 

図 2.2-139 GS-K1 井で推定された泥岩圧密曲線の比較
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ｳ) 砂岩孔隙率 
GS-K1 井で取得された物理検層データの特徴から砂岩区間を抽出し、密度検層を用いて

砂質岩の孔隙率は次式を用いて推定を行った。 

 

 φD (Density Porosity) = (ρb-ρma) / (ρma-ρf) 

  ρma ：マトリックス密度（2.65g/cc） 

  ρf ：流体密度 (1.0 g/cc) 

  ρb ：各深度におけるバルク密度（密度検層ログ読み値） 

 

※砂岩のマトリックス密度(ρma)はコア分析から 2.65g/cc とした。 

 

密度検層から推定された砂質岩の孔隙率（φD）の現深度プロットを図 2.2-140 に示した。

砂質岩の圧密状況は最大埋没深度に依存するが、坑井周辺に大規模な削剥を伴う不整合の

存在は認められないので、圧密作用の影響だけを考えた圧密を想定することができる。な

お孔隙率の推定値とコア試験による値は非常に良く一致している。坑井で確認された砂質

岩の粒度毎の孔隙率分布を推定するために、粗粒砂岩、中粒砂岩、細粒砂岩の孔隙率分布

を求めた。なお砂質岩孔隙率が対数正規分布すると考えた。その結果、粗粒砂岩の最小孔

隙率（P90）25.80%、最大孔隙率（P10）39.42%、平均孔隙率 32.33%、中粒砂岩の最小

孔隙率（P90）24.17%、最大孔隙率（P10）37.71%、平均孔隙率 30.65%、細粒砂岩の最

小孔隙率（P90）25.08%、最大孔隙率（P10）39.26%、平均孔隙率 31.86%という数字が

得られた（図 2.2-141～図 2.2-142）。 

砂質岩の粒度毎の孔隙率分布には大きな差が認められず、比較的淘汰の良い砂岩である

ことが推定される。さらに大阪層群上部（沖積層を含む）、大阪層群下部、大阪層群最下部

について層準別にみると、最小・最大・平均孔隙率は大阪層群上部で 31.54%, 40.76%, 

36.04%、大阪層群下部で 28.59%, 38.77%, 33.53%、大阪層群最下部で 22.06%, 33.80%, 

27.69%という推定結果が得られた（図 2.2-143～図 2.2-144）。これらの結果は測定数が少

ないものの、コアならびに地表サンプルデータとよく一致しているとともに（図 2.2-145、 

表 2.2-22）、圧密作用の影響で孔隙率が深度とともに減少する傾向が認められる。 
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図 2.2-140 GS-K1 井の坑井物理検層（密度）から推定した岩相別孔隙率とコア分析値 
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図 2.2-141 GS-K1 井の坑井物理検層（密度）から推定した砂岩別孔隙率分布 

 

 

図 2.2-142 GS-K1 井の坑井物理検層（密度）から推定した砂岩別孔隙率分布 
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図 2.2-143 GS-K1 井の坑井物理検層（密度）から推定した層準別砂岩孔隙率分布 

 

 

図 2.2-144 GS-K1 井の坑井物理検層（密度）から推定した層準別砂岩孔隙率分布 
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表 2.2-22 大阪層群最下部層を対象とした室内岩石試験結果一覧表 

 

 

 

図 2.2-145 GS-K1 井の物理試験結果 

 

ｴ) 砂岩浸透率 
浸透率データについては数が少ないもののエンジニアリング振興協会(2005)7)によって

地表サンプルを用いた透水試験が行われている（表 2.2-22）。これらの結果をもとに孔隙

率と浸透率と関係の推定を試みた（図 2.2-146）。 

孔隙率と浸透率のプロットから、次に示すような孔隙率と浸透率と関係が推定された。 

K= Exp(0.194 × φ) 
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さらに孔隙率と浸透率の関係と密度検層から推定した層準毎の孔隙率分布をもとに浸

透率分布の推定を行った。その結果、最小・最大・平均浸透率は大阪層群上部で 422md, 

2,802md,1,428md、大阪層群下部で 248md, 1,795md, 899md、大阪層群最下部で 67md, 

686md, 324md という推定結果が得られた（図 2.2-147～図 2.2-148）。 

 

 

図 2.2-146 大阪湾地表サンプル（ENAA,2005）から推定した 

砂岩層の孔隙率と浸透率の関係 

 

 

図 2.2-147 大阪湾地表サンプル（ENAA,2005）から推定した層準別浸透率分布 
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図 2.2-148 大阪湾地表サンプル（ENAA,2005）から推定した層準別浸透率分布 

 

ｵ) 孔隙率と音響インピーダンス（AI） 
 音響インピーダンスとはρ・V、つまり地層の密度と地震波速度の積で求められるので、

坑井で取得された音波検層ならびに密度検層データを用いて音響インピーダンスを知るこ

とができる。特に坑井では深度方向に連続的な音響インピーダンスデータを算出すること

ができ、対深度でプロットしたものを音響インピーダンス・ログと呼んでいる。 

一方、反射地震記録は反射係数を表したものである。反射地震記録に対して特殊処理（イ

ンバージョン）を施すと、反射係数から音響インピーダンスを導くことが可能になる。地

層の密度変化と速度変化は近似的に比例すると見なせることから、音響インピーダンスそ

のものを地層速度の情報と見なして差し支えない場合が多い。したがって、擬似音響イン

ピーダンス・ログが得られるということは、反射記録の長い測線に沿って、あたかも多数

の速度検層ログが得られることと同等の意味がある。このようにして得た地下の連続的な

速度分布は、岩相の追跡とか油・ガス層の広がりを知るための指標として極めて重要であ

る。 

ただし、擬似音響インピーダンス・ログを正しく求めるには、坑井で実際に得た各種検

層記録との十分な照合をしなくてはならない。照合すべき井戸数が多いほどその精度が上

がる。そこで、GS-K1 井で取得された物理検層データをもとに、音響インピーダンスと岩
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相ならびに孔隙率との関係について検討を行った。なお孔隙率は密度検層から得られた値

を用いた。 

地層の音響インピーダンスは区間速度と密度の積で求めることができる。図 2.2-149 に

は GS-K1 井で取得された物理検層データのうち、音波検層ならびに密度検層データを用

いて音響インピーダンスを算出し、対深度プロットを示した。同じ岩相であっても、地層

は圧密作用によって埋没深度とともに区間速度は早くなり、密度は大きくなる。また岩相

によっても音響インピーダンスは異なる。図 2.2-150 には岩相（ガンマ線検層）と音響イ

ンピーダンスとの関係を示しており、岩相毎に音響インピーダンスが異なることがわかる。

図 2.2-151には GS-K1井の密度検層データから算出した孔隙率と音響インピーダンスの関

係を岩相別に表示した。同一の岩相であっても、孔隙率によって音響インピーダンスが変

化し、その関係は岩相毎に異なることが示唆される。 

 

 

図 2.2-149 GS-K1 東灘の音響インピーダンス・ログと岩相別インピーダンス 
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図 2.2-150 GS-K1 東灘における岩相(ガンマ線)と音響インピーダンスの関係 

 

 

図 2.2-151 GS-K1 東灘における岩相別の孔隙率(密度)と音響インピーダンスの関係 

 

c 坑井から推定される堆積相 
図 2.2-152 に示した大阪府摂津大手前で掘削された大手前ボーリングコア（OT）のデー

タを見ると(水谷ほか、2002)27)、Ma-1 より下位には数 m オーダーの上方細粒化を示す砂

質堆積物が卓越し、その間に数 m オーダーの砂泥互層から成る薄い上方粗粒化サイクルが

認められる。これらの砂質堆積物に挟まれるシルト質・泥岩質堆積物中には、腐植密集層

や木片が認められる。以上の特徴から、上方細粒化サクセッションは蛇行河川チャネル堆

積物を、その間に認められる砂泥互層から成る薄い上方粗粒化サイクルはクレバススプレ
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ー堆積物を、そして泥質堆積物は氾濫原堆積物であるものと推定され、全体として Ma-1

より下位の地層は河川成堆積物であるものと考えられる。 

一方、Ma-1 より上位には Ma-1 から Ma4 までの海成泥質堆積物が認められ、海成泥岩

の上位には上方粗粒化を示す薄い砂質堆積物を介して、比較的厚い数 m オーダーの上方細

粒化～シリンダー状の砂質堆積物の繰り返しが卓越するサクセッションが発達している。

しばしば、この砂質サクセッションに挟在される泥質堆積物中には木根が認められる。ま

た、海成泥質堆積物の基底には砂礫岩が発達する。これらのことから、Ma-1 より上位の

堆積相は以下のように解釈される。すなわち、海進に伴う浸食作用によって基底礫岩（basal 

transgressive sand）が形成され、その上位に浅海性の海成泥質堆積物が発達する。最大

海進に達すると河川からの砕屑物の供給が卓越するようになってデルタシステムの海側へ

の成長が始まり、海成泥質堆積物の上位にプロデルタの泥質堆積物、デルタフロントの上

方粗粒化を示す砂質堆積物（delta front sheet sand）、そして氾濫原を伴う蛇行河川～網

状河川堆積物が累重する。 

 

 

図 2.2-152 大手前ボーリングコアの柱状図（水谷ほか, 2002）27) 

 

Ma-1 より下位の河川成堆積物に関しては、大阪市深層ボーリング OD-1 や OD-2 のボー

リングコアではシリンダー状の比較的厚い礫質堆積物が卓越することから、網状河川が発

達していたものと推定される。夕陽丘ボーリングコア（YU）では、Ma-1 より下位の河川

成堆積物は泥質堆積物が多く挟在しており、氾濫原がよく発達した蛇行河川が発達してい

た可能性がある。一方、Ma-1 より上位に関しては、OD-1 において Ma8 より上位でデル

タ成堆積物最上部に礫質堆積物が卓越していることから、デルタ最上部には上流域指標で

ある網状河川が発達していたことが推察され、より堆積盆地の縁辺に近い OD-3 では、シ
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リンダー状の厚い砂岩が顕著に発達しており、より山地に近いところでは網状河川が卓越

していたことが推察される。七山ほか(2001)23)も、住之江ボーリングコアに基づき、上町

累層や難波累層が波浪卓越型デルタや河川卓越型デルタ（最上部は礫質の網状河川環境）

の繰り返しから成ると推定しており、増田ほか(2000)28)も、難波累層相当が潮汐卓越型の

デルタであると記述している。また、増田ほか(1992)29)は、このような Ma-1 から Ma13

までのデルタサクセッションの繰り返しが、４次オーダーの海水準変動に起因すると述べ

ている（図 2.2-153）。シルト・泥層は坑井間で対比可能で、須貝・杉山・水野(1999)30)に

よれば、これらの泥質堆積物が氷河成海水準変動の高海水準時に積成した海成泥質堆積物

で、大阪地域と同様に、濃尾平野地下で広域にわたって追跡可能であることが分かりつつ

あり、大阪湾/伊勢湾/房総半島におよぶ広域対比が提案されている。 

 

 

図 2.2-153 成粘土の堆積と氷河成海水準変動の関係 

 

④ 地震探査データ基本処理 
処理対象は、次の 3 調査 10 測線である（図 2.2-128）。測線図に示すとおり、GS-NP 測

線のほぼ測線上に東灘 GS-K1（深度 1,700m）が掘削されている。また、HD シリーズと

GS シリーズは、HD-1 と GS-2M が極めて接近するものの交差しない。測線の概要は表

2.2-21 に示した。 
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a 地震探査データ基本処理 
ｱ) 処理概要 
本データ処理作業は、(株)地球科学総合研究所の電子計算機 IBM UNIX サーバーおよび

処理ソフトウェア・パッケージ “SuperX” を用いて実施した。速度解析は、PC 上の会

話型解析システム『iVAS』を用いた。処理データの基本仕様は次のとおりである。 

 

 処理データ長  ：4 sec 

 サンプリング間隔 ：1、2、4 msec 

 CMP 間隔  ：6.25、12.5 m 

 基準面   ：平均海水面 (M.S.L) 

 

処理作業は、図 2.2-154 に示すデータ処理流れ図にしたがって実施した。尚、GS シリ

ーズ（GS-2、GS-2M、GS-6、GS-NP）については、既往処理の重合処理直後のデータを

用い、重合後の処理パラメータは HD シリーズと同一の仕様とした。したがって、重合前

処理の記述は HD シリーズのものであり、重合後処理の記述は HD シリーズ、GS シリー

ズ共通である。 

 

図 2.2-154 データ処理流れ図 
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ｲ) 重合処理 
SEG-Y フォーマットで収録されたフィールド・データを以降の処理のために、SuperX

フォーマット（JGI 標準フォーマット）に変換を行った。不良データの削除を行うため全

発震記録の表示を行い、以降の処理に悪影響を及ぼすデータを削除した。共通反射点編集

として反射点位置（発震点と受振点の中点）を共通とするトレースの集合を CMP ギャザ

ーとして編集する操作を行った。波浪に起因する極低周波ノイズを除去するために、帯域

通過フィルター（ゼロ位相型 ,6 ～250 Hz）を適用した。初動付近の強振幅の屈折波およ

び直達波を次のミュートにより抑制を行った。 

 

ｳ) 時間マイグレーション処理 
時間断面図上の見かけの反射点位置を真の位置に移動すると共に、回折波を回折点に復

元するために、時間・空間領域での差分法マイグレーション（45°近似）を適用した。時

間方向のステップ間隔は、HD シリーズについてはサンプリング間隔と同じ 1msec とし、

GS シリーズについては 4msec とした。マイグレーション速度は、全測線共に DMO 速度

解析で得られた重合速度を空間方向に平滑化したものを用いた。なお、この際の速度に対

するスケーリングは 100%とした。重合処理と同様な帯域通過フィルター処理を適用し、

振幅調整を行った。時間マイグレーション断面図を図 2.2-155 に示した。 

 

図 2.2-155 時間マイグレーション断面図 
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b 処理結果の考察 
ｱ) 原記録の品質 
発震記録（図 2.2-156）および周波数成分解析（図 2.2-157）から読み取れる原記録の特

徴から、一部ノイズの卓越する記録が見られるものの、全般に広帯域であり、良好な部類

に属する記録と判断される。これらの発震記録および周波数成分解析から読み取れる原記

録の特徴は次のとおりである。 

・ 有効周波数は、海底近傍反射波では 10～150Hz 程度、海底面反射を除く 300msec

以深では 10～80Hz 程度とかなり広帯域である。 

・ 波浪ノイズの卓越周波数は、概ね 4Hz 以下である。 

・ 海底面反射波は、水深がほぼ一定であっても、その振幅は強弱を伴う。HD-2 の例で

は測線東側でより強振幅である。 

・ エリアによって海底面多重反射波が卓越する。HD-2 の例では測線西側で顕著であ

る。 

・ 最大オフセット距離は、437.5m と極めて小さい（ケーブル長：287.5m、震源から

CH1 までの距離：150m）。 

 

以上、一部ノイズの卓越する記録が見られるものの、全般に広帯域であり、良好な部類

に属する記録と判断される。 

 

 

 

図 2.2-156 発震記録例（HD-2 東側） 
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図 2.2-157 周波数成分解析（HD-2） 

 

ｲ) データ処理 
【リニア・ノイズの抑制】 

原記録は、斜行するリニア・ノイズの影響を被っていたため、これを抑制する速度フィ

ルター（F-X 領域）を適用した。その結果、特に断面図深部において改善が見られた。適

用例を図 2.2-158 に示す。 

 

図 2.2-158 速度フィルターの適用例 

 

【多重反射波除去処理（ラジアル・トレース・デコンボリューション）】 

ラジアル・トレース変換では時間-オフセット領域のギャザーに対して、様々な速度（傾

き）を仮定し、その速度上に分布するデータをサンプリングした後、トレースを再構築す

る。このようにサンプリングされたデータはいわゆるラジアル・トレース・ギャザーとし

て表現される。予測型デコンボリューションの効果の一つに、短周期の多重反射波抑制が

ある。しかし、時間-オフセット領域における多重反射波の周期性は、オフセット距離によ

って変化するため、多重反射波抑制効果は、オフセット距離の増加と共に低下する。一方、

ラジアル・トレース上では多重反射波は周期的に出現するため、予測型デコンボリューシ
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ョンによって効果的に抑制される。また、基本的にラジアル・トレース変換は内挿処理で

あり、τ-p 変換など積分操作を要する方法と比較して空間分解能を損なう可能性が小さく、

計算が高速である等の利点を有する。図 2.2-159～図 2.2-160 に多重反射波の抑制効果を

示す。このように、ラジアル・トレース・デコンボリューションは、短周期多重反射波を

抑制する上で有効な手法であり、本データ処理においても極めて効果的であったと考えら

れる。 

 

 

図 2.2-159 実データ(HD-2 発震記録)による多重反射波の抑制効果(1) 

 

 

図 2.2-160 実データ(HD-2 重合記録)による多重反射波の抑制効果(2) 

 

ｳ) 深度変換 
深度変換では理想的には測線上の坑井で測定された速度データを用いるべきである。し

かしながら、本エリアでは陸域測線 GS-NP 上に僅かに 1 本坑井が掘削されているだけで

あり、その深度は 1,700m と浅い。そのため、変換用速度は、坑井「*東灘 GS-K1」のボ
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ーリング深度 1,700m まではその T-D カーブから求めた平均速度を用い、それ以深は

「GS-K1」上に設けられている測線「GS-NP」の速度解析結果から求めた平均速度を用い

た。ただし、「GS-K1」と速度解析結果とでは、「GS-K1」の方が若干遅い傾向があるため、

ここでは速度解析の平均速度に 95%を乗じることで両者の速度トレンドを合わせた。図

2.2-161 に深度変換に用いた速度を示す。 

 

 

図 2.2-161 深度変換に用いた速度 

 

⑤ 地震探査データ特殊処理 
a 作業概要 
処理対象は、基本処理が施された次の 10 測線である。 

測線：HD-1、HD-2、HD-3、HD-5、HD-6、HD-7、GS-2、GS-2M、GS-6、GS-NP 

 

b 地震探査データ特殊処理 
ｱ) 処理概要 
本データ処理作業は、Hampson-Russell 社の処理ソフトウェア・パッケージ “Geoview ”

および“Strata 6.5 CE7/R4” を用いて実施した。処理データの基本仕様は以下のとおりで

ある。 

 処理データ長  ：4 sec 

 サンプリング間隔 ：1、2、4 msec 

 CMP 間隔  ：6.25、12.5 m 

 基準面   ：平均海水面(M.S.L) 

 

処理作業は、図 2.2-162 に示す AI インバージョン処理流れ図にしたがって実施した。 
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図 2.2-162 AI インバージョン処理流れ図 

 

ｲ) AI インバージョン 
はじめに、モデルベースの AI（音響インピーダンス）インバージョン処理を実施するに

あたり、次のデータを用意した。 

・ 重合後の震探データ（タイム・マイグレーション） 

・ GS-K1 坑井の各データ（デンシティ・ログ、ソニック・ログ、時間‐深度曲線等） 

・ ホライゾン解釈データ 

・ フォーメーション・トップス 

 

各測線上に次の解釈データ（Ma6、Ma3、Ma-1、Base 各ホライゾン）のロードを行っ

た。解釈データは、後の「坑井データと震探データの対比」および「初期 AI モデルの構

築」で用いられる。坑井データ（Depth Domain）を震探データ（Time Domain）に合わ

せるために、時間‐深度曲線（T-D Curve）を用いて坑井データの深度軸を時間軸（往復

時間）に変換した。この操作により、領域の異なる坑井データと震探データの対比が可能

となる。「時間・深度曲線」を図 2.2-163 に示す。坑井データと震探データの対比を行う際

のガイドとして、この調査における GS-K1 坑井の対象層（Ma6、Ma3、Ma-1、Base）の

深度に対応する以下のフォーメーション・トップスをロードした。 

 Ma 6 ：  深度 321.0m 

 Ma 3 ：  深度 440.0m 

 Ma-1 ：  深度 684.4m 

 Base ：  深度 1545.7m 

最後に音響インピーダンス断面図（Impedance section）を図 2.2-164 に示した。 
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図 2.2-163 坑井 GS-K1 時間‐深度曲線 
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図 2.2-164 インピーダンス断面図 
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c AI インバージョン結果 
今回の特殊処理では陸域に掘削された 1 本の坑井情報を使って、海域を含む 10 測線に

およぶ広域をカバーしなければならないことから、各測線における地質は、GS-K1 坑井近

傍のそれと大きな違いが無いものとして取り扱った。得られた音響インピーダンス断面図

では以下の特徴が認められる。 

・ Ma 6 ホライズンを下限とする層では垂直方向の変化が少ない(インピーダンス上で

は均質) 

・ Ma 3 ホライズンより下位層では、低インピーダンスと高インピーダンスの層が累重

する互層状態にある。この傾向は Ma-1 ホライズンより下位の層でより顕著となる。 

 

今回実施したモデルベース・インバージョンでは、得られる音響インピーダンスを地質

構造と整合させるため、音響インピーダンスを算出する際に解釈ホライズン構造トレンド

を反映させる手法を採用している。したがって、音響基盤の傾斜が上位の堆積層と異なる

箇所では、基盤直上の堆積層の音響インピーダンスが地震探査断面図の反射波と斜交する

結果となっている。また、測線南部および西部の Base ホライズンの追跡が不可能な地域

では、Base ホライズン－Ma-1 ホライズン間の層のインバージョンが正しく行うことがで

きず、得られたインピーダンス値の信頼度は低い。総合解釈時には上記２点に注意をする

必要がある。 

 

d AI インバージョンによる孔隙率の検討 
GS-K1 東灘坑井で取得された物理検層データのうち、密度検層と音波検層データから得

られる音響インピーダンス・ログを図 2.2-165 に示した。密度検層は深度 500m 以浅では

取得されていないので、音響インピーダンス・ログは 500m 以深から坑底までの区間で作

成した。さらにＡＩインバージョンで得られたデータのうち、GS-K1 東灘が位置する

GS-NP 測線（CMP57）の震探データから作成された擬似音響インピーダンス・ログを図

2.2-165 に示した。ＡＩインバージョン結果と坑井物理検層データとはよく一致している。 

 

続いて、ＡＩインバージョンで得られた擬似音響インピーダンス・ログと震探相解析で

得られた堆積相との対比を試みた。代表的な対比図を図 2.2-166 に示した。震探相解析断

面図上では、擬似音響インピーダンス・ログと震探相は比較的一致しており、一般的に砂

質堆積相は相対的に高インピーダンス値を示す。一方、海成粘土に代表される泥質堆積相

は相対的に低インピーダンス値を示す傾向が認められる。 

 

検討を行った物理検層解析では、GS-K1 井の密度検層データから算出した孔隙率と音響

インピーダンスの関係を岩相別に検討し、同一の岩相であっても、孔隙率によって音響イ

ンピーダンスが変化し、その関係は岩相毎に異なることが明らかとなった（図 2.2-151）。
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ここでは砂岩層における音響インピーダンスと孔隙率の関係を用いて、ＡＩインバージョ

ン・ログのデータから孔隙率の算定を試みた。代表的な測線位置において層準毎に平均孔

隙率を算出し、深度プロットを行った（表 2.2-23、図 2.2-167）。各層準毎に平均孔隙率は

異なり、大阪層群上部では 38-40%、大阪層群下部では 27-33%、大阪層群最下部では 20-26%

という結果が得られ、GS-K1 東灘の物理検層結果と調和的である。層準による孔隙率の違

いは主に埋没深度に起因すると考えられる。なお空間的な孔隙率の変化の傾向を把握する

までには至らなかった。 

 

図 2.2-165 物理検層データ（GS-K1）と震探データ（GS-NP） 

による音響インピーダンスの比較 

 

図 2.2-166 音響インピーダンスと震探相の対比（測線 HD2/CMP1650) 
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図 2.2-167 音響インピーダンスから算出した砂岩孔隙率 

表 2.2-23 音響インピーダンスから算出した砂岩孔隙率（平均値） 

 
 

⑥ 地震探査断面図解釈 
基本処理を施した地震探査測線を用いて、先述したボーリングコアにおける堆積相を参

照しながら、震探相に基づいて大阪湾に分布する新第三系の堆積相解析を行った。データ

解釈作業には、Seismicmicro 社製データ解釈ソフトウェア  “Kingdom Ver. 8.0” を用い

た。今回解釈したデータは、データ処理によって得られた「タイム・マイグレーション記

録」である。なお作成したコンターマップ類の基準面はすべて平均海水面である。 
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a 解釈ホライゾン 
地震探査断面図で認められる反射波の特徴ならびに坑井データに基づく岩相層序情報

をもとに次のような 4 つの震探相ユニットを認定し、各ユニット間境界で 3 つのホライゾ

ンの設定を行い、地震探査時間断面図上で各ホライゾンの解釈を行った。 

地震探査ユニットは下位より、音響基盤 A、扇状地～河川成堆積物よりなるユニット B、

湖沼成ファンデルタ～デルタ堆積物よりなるユニット C、そして海成デルタ堆積物よりな

るユニット D の 4 つに区分される。ユニット D とユニット C は「芝の不整合」を境とし

て接している。堆積相に関しては、Abbott (1988) 32)の震探相モデル（sesimic facies model）

に基づいて同定を行っている。このほか Ma-1 基底ならびに Ma-3 基底についてもホライ

ゾン解釈を行った。 

 

  震探相ユニット  地 層   ホライゾン名 

D  大阪層群上部 

    C  大阪層群下部 

    B  大阪層群最下部 

   A  音響基盤 

 

大阪湾では、地震探査における反射波の応答と Ma-1～Ma13 の海成泥質堆積物の関係が

詳細に検討され(例えば、三田村, 2002)31）、図 2.2-168 に示したように、これらの海成泥質

堆積物が強反射面を発現し、広域にわたって地震探査記録上で追跡可能であることが示さ

れている。このような海進期海成泥質堆積物が強反射面を形成する原因は、海成泥質堆積

物の直下に、海進時に形成された基底砂礫岩やその直下の河川成～デルタ成の砂質堆積物

が分布し、これらの砂質堆積物と海成泥質堆積物の間に大きな音響インピーダンス（音波

速度×密度）コントラストが生じていることにある。本報告では、横倉ほか(1998)5）の地

震探査ホライゾン解釈に従い、Ma0 基底をキーホライゾンとして追跡して震探相（震探相）

解析を行った。 

なお、堆積体の発達要因が海水準性（海水準が低下による砕屑物供給量増加に起因して

形成されるもの）であった場合と造構性（後背地の隆起による砕屑物供給量増加に起因し

て形成されるもの）であった場合で、堆積体に対するシーケンス境界の位置が異なる。こ

のため、今回の解釈のように個々の堆積体の成因が明確でない場合にはシーケンス境界を

設定することは困難である。このため震探断面図上での堆積相に関しては、Abbott (1988) 

32）の震探相モデル（seismic facies model）に基づいて同定を行い、同定した堆積相を堆

積ユニットとして地震探査記録断面図上で追跡することによって岩相とその分布を推定し

た。 

 

Ma0 基底（「芝の不整合」） 

Ma-2 

Base 
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図 2.2-168 大阪平野中央部における反射断面と海成泥質堆積物との対比 

 

b 震探相解析 
震探ユニットは、下位より、音響基盤 A、扇状地～河川成堆積物よりなるユニット B、

湖沼成ファンデルタ～デルタ堆積物よりなるユニット C、そして海成デルタ堆積物よりな

るユニット D の三つに区分される。ユニット D とユニット C は「芝の不整合」を境とし

て接している。堆積相に関しては、Abbott (1988)32)の震探相モデル（sesimic facies model）

に基づいて同定を行っている。 

ユニット B、C、D は大阪湾に発達する大阪堆積盆地を埋積して発達し、吉川・三田村

(1999)33）などから、中期鮮新世以降の堆積物であると判断される。音響基盤は、神戸層群

などの中新統より古い時代の堆積岩・深成岩・変成岩類などである。各ユニットの分布状

況や深度構造を把握するために、時間構造図、アイソクロン（isochron）、深度構造図およ

びアイソパック（isopach）の作成を行った（図 2.2-170、図 2.2-171、図 2.2-172、図 2.2-173）。 

音響基盤～海底面までのアイソクロン（isochron）で大阪堆積盆地の形状を概観すると、

現在の海陸境界から大阪湾断層に向かって緩やかに傾斜した堆積盆地で、神戸市沖の大阪

湾断層東側で最も厚くなり、往復走時で 2.6 秒の値を示す。大阪堆積盆地の南～南東側で

は音響基盤上に数 100 ミリ秒の起伏を伴う埋没山地地形が認められ、和泉山脈から現在の

大阪湾の入り口付近にかけて砕屑物の供給源となる隆起域が存在していたものと推定され

る。 

震探層序図に示した時間に伴う堆積相の変化をみると、この大阪湾堆積盆地の形成は中

期鮮新世頃から緩やかに始まり、堆積盆が浅くかつ後背地からの砕屑物の供給量が多かっ

たため、ユニット B で代表される陸上扇状地から河川環境が支配的であったものと推定さ



 1171

れる。その後、堆積盆地の沈降速度が埋積速度を上回るようになると、大阪堆積盆地に湖

沼環境が広がり、ユニット C のファンデルタ成堆積物が発達する。前期更新世になって芝

の不整合を形成させた大きな傾動運動が生じると、大阪堆積盆地と南側の太平洋を隔てて

いた障壁がなくなり、大阪湾全体に海水が進入することによってユニット D の海成デルタ

堆積物が発達する。 

 

 

図 2.2-169 大阪平野～大阪湾地域の震探鉱層序区分図 

 

各地震探査震探断面図上で認められる反射波の特徴から、いくつかの岩相区分を行うと

ともに（図 2.2-174）、これらの震探層序にもとづき地震探査震探断面図について震探層解

析を行った（図 2.2-175～図 2.2-183）。 
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図 2.2-170 時間構造図 
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図 2.2-171 アイソクロン 
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図 2.2-172 深度構造図 
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図 2.2-173 アイソパック 
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図 2.2-174 震探相解析による岩相区分凡例 

 

 

 

図 2.2-175 震探相解析断面図（HD-1） 
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図 2.2-176 震探相解析断面図（HD-2） 

 

図 2.2-177 震探相解析断面図（HD-3） 
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図 2.2-178 震探相解析断面図（HD-5） 

 

図 2.2-179 震探相解析断面図（HD-6） 
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図 2.2-180 震探相解析断面図（HD-7） 

 

 

図 2.2-181 震探相解析断面図（GS-2&GS-2M） 
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図 2.2-182 震探相解析断面図（GS-6） 

 

 

図 2.2-183 震探相解析断面図（GS-NP） 
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ｱ) 音響基盤（ユニット A） 
音響基盤は、神戸層群などの中新統より古い時代の堆積岩・深成岩・変成岩類からなり、

音響基盤中にも場所により、成層構造を示唆する反射波が認められる。 

ｲ) 大阪層群最下部（ユニット B） 
本ユニットは、震探相から、陸上扇状地（alluvial fan）およびその裾野から下流域に広

がる河川成（fluvial）堆積物より構成されるものと推定される。 

【堆積相】 

地震探査記録上で同定された陸上扇状地は、不連続で低角なプログラデーションパター

ンを伴う楔状～マウンド（mound）状の堆積体で特徴付けられ、一般にダウンラップの方

向がファン（fan）の堆積方向を示している。通常、アッパーファン（upper fan）は、粗

粒砕屑物やフィーダーチャネルに由来する不規則-無構造あるいは不連続な強反射で特徴

付けられ、ローワーファン（lower fan）に向かって成層状の細粒砕屑物に由来する低振幅

の連続性の良い成層状の反射パターンが卓越するようになる。地震探査記録上では、

alluvial fan 1 から allvial fan 8 までの 8 つのユニットが同定・追跡されている。 

一方、陸上扇状地成堆積物の間およびその下流側には、一群の不連続な体振幅反射波で

特徴付けられ、しばしば厚さ数 10 ミリ秒（msec）の不連続な強反射を伴う堆積物が発達

している。このような震探相は、網状河川堆積物や蛇行河川堆積物の特徴によく似ている。

網状河川堆積物の場合には、複雑に積み重なった粗粒な網状河川チャネル堆積物に由来す

る一群の不連続な低振幅の反射波中に、細粒砕屑物が卓越する砂州堆積物に由来する不連

続な強反射が発達している。蛇行河川堆積物の場合には、同様に氾濫原の泥質堆積物に由

来する一群の不連続な低振幅の反射波中に、河川チャネルに由来する不明瞭な U 字型の強

反射が不連続に発達している。本ユニットの場合には、蛇行河川チャネルを示す U 字型の

強反射が認められないことから、より粗粒堆積物が卓越する網状河川堆積物である可能性

が高い。 

なお、本ユニットを特徴付ける扇状地成堆積物と河川成堆積物の繰り返しは、後背地が

隆起上昇して粗粒砕屑物が大量に供給された時期には扇状地が堆積盆側に向かって大きく

成長し、後背地の隆起上昇が一段落すると堆積盆の縁辺部に向かって扇状地が後退し、そ

の結果堆積盆内に広く河川環境が広がることによって形成されたものと推定される。 

【分 布】 

本ユニットは、全体として大阪堆積盆地の縁辺から大阪湾断層に向かって厚くなる傾向

を示し、南東側の和泉沖では音響基盤上に比高数 100 ミリ秒の起伏に富んだ埋没山地地形

が認められる。陸上扇状地の供給方向は、隆起削剥によって形成されたこの埋没山地地形

が発達する和泉山脈方向からのものと、大阪市から南西方向に向かう大きく二つの方向が

認められ、堆積盆地縁辺部では往復走時で 0.4～0.5 秒の厚さを示すが、大阪堆積盆地の中

心部に向かって厚さを減じ、大阪湾断層の東側で薄化尖滅している。また、堆積盆地の縁
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辺部ほど反射強度が強くなる傾向があることから、縁辺部ではより粗粒な堆積物が発達し

ているものと推定される。 

陸上扇状地性堆積物の前面ないしその間に発達する河川成堆積物は、逆に大阪湾断層に

向かって厚くなる傾向を示し、神戸市沖において往復走時で最大 0.5 秒の厚さとなる。全

般に大阪堆積盆地の縁辺部に向かって薄くなる傾向を示すが、特に南側でその発達状況が

悪くなっている。この河川成堆積物に対して網状河川が卓越していると考えた場合には、

一般的な堆積モデルに従えば、その上流側に当たる大阪堆積盆地の縁辺部ほど粗粒な堆積

物が多くなることになる。 

ｳ) 大阪層群下部 （ユニット C） 
本ユニットは、震探相から、ファンデルタ（fandelta）成堆積物とその間に発達する湖

沼成泥質堆積物卓越相より構成されるものと推定される。 

【堆積相】 

地震探査記録上で同定されたファンデルタはシェルフタイプ（shelf-type）と呼ばれる

もので、縦断面では低角の不明瞭なプログラデーションパターン（progradation pattern）

を伴う楔形の堆積体形状を示し、一般にダウンラップの方向がファンデルタの堆積方向を

示している。ファンデルタの陸側は粗粒砕屑物が卓越するので明瞭な反射を伴わないが、

水域側に向かって砕屑物の粒度が減少するとともに、その間に泥質堆積物を挟在するよう

になり、それに由来する比較的弱い成層状の反射波が発達するようになる。また、粗粒砕

屑物（砂質堆積物～礫質堆積物）を含むため、全体的に強震幅反射波が卓越し、特に陸側

の供給源に近い礫質堆積物の卓越する部分ではその傾向が顕著である。地震探査記録上で

は、ファンデルタは下位より fandelta1 から fandelta7 までの 7 つのユニットが同定・追

跡されている。 

ファンデルタ堆積物の間には、泥質堆積物に特徴的な比較的反射鏡度の弱い不連続な反

射パターンを占める反射波列が発達することから、これらはファンデルタの堆積場となっ

た湖沼に積成した泥質堆積物であるものと推定された。なお、この泥質堆積物の堆積場を

非海成とした理由は、大阪地域では Ma-1 の海成泥岩層より下位に海の証拠が存在しない

からである。 

【分布】 

本ユニットは大阪堆積盆地の縁辺部から大阪湾断層に向かって厚くなる傾向を示し、淡

路島沖で最も厚くなる（往復走時 0.8 秒）。また、大阪堆積盆地の縁辺部に当たる陸側に向

かって厚さを減じ、海陸境界付近では往復走時で 0.2 秒以下となる。 

本ユニットを構成する 7 つのファンデルタユニットは、ダウンラップパターンの方向か

ら、主に大阪市から南西に向かう方向と和泉山脈から北西方向に向かう二つの供給源によ

って形成され、発達状況はそれより劣るものの淡路島ないし六甲山地から南東方向に供給

されたものも認められる。層厚部は堆積盆地のやや縁辺よりに位置し、往復掃除で最大 0.4
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秒を示す。また、堆積盆縁辺部で反射強度が強くなることから、縁辺部ではより粗粒な砕

屑物が堆積しているものと推定される。 

ファンデルタユニットの前面やその間に発達する湖沼成泥質堆積物は、大阪堆積盆地の

縁辺部から大阪湾断層に向かって厚くなり、淡路島沖において往復走時で最大 0.5 秒に達

する。一方、陸側の堆積盆地縁辺部に向かってその厚さを減じ、往復走時で 0.1 秒以下と

非常に薄くなることから、大阪堆積盆地の縁辺部ではシール効果が薄いものと判断される。 

ｴ) 大阪層群上部（ユニット D） 
大阪平野では Ma-1～Ma13 と名付けられた海成泥岩層がボーリングコア調査などで認

められ、大阪湾の地震探査記録上でもこれらの泥岩層が良く追跡できることが知られてい

る（横倉ほか,1998 5)、横倉,200234）、小林ほか ,200235）、三田村,2002 など 31)）。これらの

泥岩は海水準変動に強く支配された海成デルタ（delta）において、海進期ないしプロデル

タ（prodelta）環境に堆積したもので(増田,1992)29)、高海水準期から海水準低下期にデル

タプレーン（delta plain）やデルタフロント（delta front）環境で堆積した砂質堆積物の

相対的に下位に発達している。すなわち、海水準変動で形成された一つのデルタのユニッ

トは、上位を占めるデルタプレーン～デルタフロントの砂質堆積物とその下位に位置する

海進期～プロデルタの泥質堆積物から構成されている。 

【堆積相】 

大阪湾の地震探査記録では、これらのデルタはシングルドデルタ（shingled delta）と

呼ばれる特徴のある反射パターンを示す。すなわち、デルタユニットの厚さが数 10m 程度

と薄いために、その内部に発達するプログラデーションに由来するダウンラップパターン

が、あたかも瓦を葺いたときの様に、低角で重なり合って見えるものである。一般にこの

ダウンラップの方向がデルタの堆積方向を示している。大阪湾の地震探査記録では、横倉

（2002）によって東灘ボーリングコアから得られた合成地震探査記録を GS-NP 測線の地震

探査記録と対比することによって、Ma-1～Ma12 までの泥質堆積物層を negative polarity

を示す部分として合成地震探査記録と対応づけることができた。その中でも、特に反射の

明確な Ma-1、Ma3、Ma6、Ma10 をマーカーとし、すべての測線において Ma-1～Ma12

の泥質堆積物層およびこれらが挟在するデルタユニットを同定・追跡した。なお、デルタ

ユニットの上部を占める砂質堆積物は positive polarity を示している。 

大阪湾の地震探査記録では、Yokoyama et al.(1977)36）が提唱した Ma0 海成泥岩層直下

の不整合（芝の不整合）が顕著に認められたので、芝の不整合を境として、それより上位

の Ma0～Ma12 の海成デルタユニットから成る地層をユニット D とし、Ma-1 の海成泥岩

層が挟在する Ma-1 の海成デルタユニットは下位のユニット C の最上部に含めている。 

【分 布】 

本ユニットは大阪堆積盆地の縁辺部から大阪湾断層に向かって厚くなる傾向を示し、神

戸市の南西の沖合で最も厚くなる（往復走時で 1.2 秒）。また、大阪堆積盆地の縁辺部に当

たる陸域に向かって厚さを減じ、和泉沖では往復走時で 0.1 秒以下の厚さとなる。 
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本ユニットを構成する 11 の海成デルタユニットでは、その下半部を占める泥質堆積物

の連続性が比較的良好であるが、大阪堆積盆地縁辺に向かって芝の不整合に対してオンラ

ップしながら消滅していく。泥質堆積物全体の層厚をみると、大阪堆積盆地縁辺部から大

阪湾断層に向かって厚くなる傾向を示しており、堆積盆の中心部ほどこれらの泥質堆積物

によるシール効果が高いことが推察される。海成デルタユニットの上半部を占める砂質堆

積物は大阪堆積盆地縁辺部で厚くなる傾向を示し、かつ縁辺部で反射強度が強くなること

から、より粗粒な砕屑物が卓越しているものと推定される。 

砕屑物の供給方向は、ダウンラップパターンの方向から、大阪市から南西に向かう方向

と、和泉山脈から北西方向に向かう大きく二つのものがあったものと推定される。 

 

図 2.2-184 大阪層群堆積相分布図 
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⑦ 特殊アトリビュート解析 
地震探査データの特殊処理により得られた擬似音響インピーダンスから、砂岩層の孔隙

率の変化を捉えることができたが、これらの変化は主に埋没深度に起因すると考えられる

ものであり、空間的な孔隙率の変化の傾向を把握するまでには至らなかった。このため、

貯留層の水平方向の物性変化と岩相変化を捉えるために、追加アトリビュート解析として

GDI 解析を実施した。 

a GDI によるアトリビュート解析 
GDI（Geology Driven Integration）システムは、次元やスケール、確実性の異なる各

種のデータや情報を、統計的手法（Monte Carlo 法）を用いて統合的に解析し、岩石物性

（厚さ、孔隙率など）の空間的分布予測、地震探鉱データのパターン解析、地震探鉱データ

の感度分析（Sensitivity Analysis）など定量的解釈を行うことを目的とするソフトウェア

である。 

坑井データから求めた岩石物性とそれに対応する地震波属性との統計的に意味のある

相関関係を求めるためには、多数の坑井データとそれに対応する震探トレースが必要であ

る。しかし実際にはそのような場合はほとんどない。すなわち、掘削された坑井数が少な

く、岩石物性と地震波属性との統計的な相関関係を導くためのサンプルデータが不十分な

場合が圧倒的に多い。このようにサンプルデータが十分でない場合、いわゆる“地球統計学

（Geostatistics）”を適用するには躊躇されるような状況で、GDI が威力を発揮することが

できる。 

実際に掘削された坑井数が少ない場合でも、通常地質技術者らは多くの地質的な情報を

持っている。GDI システムのユニークな点の一つは、このような各種地質情報を拘束条件

として加味したモンテカルロ・シミュレーション(Monte Carlo Simulation)を実行するこ

とによって、多くの擬似坑井とそれに対応する震探トレースを合成することができること

である。モンテカルロ・シミュレーション法で創出した坑井は実際の坑井ではないが、対

象地域の岩石物性の変化を反映させたものである。実際の坑井データと同様に、これら擬

似坑井のデータを利用することによって、不十分なデータを補うことが可能となる（de 

Groot, et al.,199637）; Nakayama, K. and J.Y. Hou, 200138））。 

GDI システムにとって最も重要な構成要素は次に示した三つである。この作業の流れを

図 2.2-185 に示した。 

・ 地質層序統合モデル（Integration Framework）の設定 

・ モンテカルロ・シミュレーション(Monte Carlo Simulation)の実行 

・ アーティフィシャル・ニューラルネットワーク(Artifitial Neural Network:ANN)の

適用 
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図 2.2-185 GDI の作業流れ図 

 

ｱ) 地質層序統合モデルの設定 
「地質層序統合モデル」とは、各種の地質データ（層序、層厚や岩質等）、検層ログおよ

び地質技術者が持っている広域地質知識（Regional Geological Knowledge）を統合して設

定されるモデルであり、GDI ではそれをもとに架空ではあるが可能性のある多くの地質状

況をモンテカルロ法によって作り出す。ニューラルネットワークはそれらの岩石物性と地

震波属性の相関性を人間の大脳の認識過程を模放して数学的に関連させるものである。 

地質層序統合モデルの設定では、岩相の定義にしたがい、既存坑井データと地質資料を

用いて、対象地域の層序、層厚および岩質と検層ログとの関連を導き出し、対象地域の地

層モデルを構築することが必要である。GDI でのすべての分析、計算はこの地質層序統合

モデルで設定された各種地質データ、検層ログデータの階層（Hierarchical Layer）およ

びそれらの相関関係にしたがって行われる。 

ｲ) モンテカルロ・シミュレーションの実行 
モンテカルロ法を用いた擬似坑井の生成では、地質層序統合モデルにおいて定義した各

地層ユニット、各岩質ユニットの層厚、音波速度、密度、インピーダンスおよび孔隙率を

個別の独立したインプット・パラメータと仮定して、その上で実測坑井データに基づいた

地質状況を基本とし、地域地質の知識を拘束条件として、各層の各々の確率分布をそれぞ

れ設定する。設定した各層の岩石（砂岩、シルト岩、泥質岩）の層厚、孔隙率、音波速度

および密度を乱数表にしたがって独立に変化させて、より複雑な地質状況を反映した擬似

坑井が得られる。このように作成した擬似坑井は具体的な空間位置を持たないが、対象地

域内のどこかに存在する可能性を持っているので、後述するニューラルネットワーク解析

手法を適用することができる。さらに、対象地域の地震データから抽出したウェーブレッ
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ト（基本地震波形）を用い、合成地震記録を作成する。したがって、地質層序統合モデル

を設定する段階では各種地質資料と地域地質知識の統合が必要であり、擬似坑井と合成地

震記録を生成する段階では地質資料と地震探鉱データの統合が必要であると言える。地質

層序統合モデルの構築とモンテカルロ・シミュレーションのパラメータの設定は GDI 使用

者の地質解釈が大いに反映され、解析結果の正しさにも大きな影響を与える。 

ｳ) アーティフィシャル・ニューラルネットワークの応用 
擬似坑井の岩石物性と地震波属性との相関関係を導出するため、ニューラルネットワー

ク法を利用する。ニューラルネットワーク法はいくつかの物体間の相関性を人間の大脳の

認識過程を模放して数学的に関連させるものである。ニューラルネットワーク法にはいく

つかの学習アルゴリズム（Learning Algorithm）があるが、GDI の岩石物性の側方変化予

測では、Back-propagation アルゴリズムがよく用いられている。Back-propagation アル

ゴリズムは、いくつかの入力結節点（Input Node）からなる入力層（Input layer）、一つ

あるいはいくつかの出力結節点（Output Node）からなる出力層（Output Layer）、いく

つかの結節点からなる隠れた中間層（Hidden Layer）から構成される。 

GDI においては、ニューラルネットワーク(ANN)が入力結節点（地震波属性）と出力結

節点（岩石物性）との間の非線型関係を導き出す手法として利用されている。GDI では、

Back-propagation アルゴリズムの基本計算式がいくつかあるが、よく利用されるのは

Sigmoid Exponential Function である。Sigmoid Exponential Function の基本算出式は

次のとおりである。 

  )AW(SigH iij
I

j ∑ ×=  

 

∑ ×= )HW(SigY jjk
O

k  

Sig は Sigmoid Exponential Function： 1
1

2
−

+
=

− xe
)x(f 、 ii XWx ∑ ×=  

 

ここで、A は入力値（地震波属性）、Ｗ I は入力層と隠れた中間層をつなぐ Weighting 

Vector、Ｙは出力値（岩石物性）、W O は隠れた中間層と出力層を繋ぐ Weighting Vector、 

i は入力結節点の数（入力値数）、ｊは隠れた中間層の結節点の数、ｋは出力層の結節点の

数（出力値数）である。ANN とは、上式において各入力を適当に重みづけしたものをす

べて足し合わせた値を出力とし、これが実際の岩石物性値に近づくように重みづけを変化

させていき、計算された出力値と実際の岩石物性値との差が最小になるような最適の重み

づけを決定するものである。この計算はシステム内で完全に自動化されている。 
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計算する際には上記の Multi-Layer-Perceptrons ネットワークを基本式として、地震波

属性と岩石物性との相関式を求める。まず、 

)AW(SigH iij
I

j ∑ ×=    

 

と置いて、中間層の j 個の結節点の値 Hj を求め、これらを出力層に対する入力値と見な

して、ネットワーク基本式を使って最終出力値 Yｋを、 

∑ ×= )HW(SigY jjkO
k  

として求める方法である。こうして２重にネットワーク基本式を作用させる。 

このように、ニューラルネットワークで決定された坑井（真実と擬似）における岩石物

性と地震波属性との相関式を全地震探鉱記録に応用することにより、震探測線上のすべて

の点における岩石物性を推定することができる。 

以上記述してきたように、GDI システムは、坑井データの限られる段階において、きわ

めて有効な解析手段の一つであると言える。 

 

b 2 次元地震探鉱データの解釈 
本対象地域の GDI 解析に先立ち、重要な反射面（ホライゾン）について、坑井データを

もとに追跡・解釈を実施した。データ解釈作業には、Seismicmicro 社製データ解釈ソフト

ウェア“Kingdom Ver. 8.0”を用いた。なお解釈作業には「タイム・マイグレーション記録」

を利用した。提供されたほとんどの地震探鉱データの基準面は海面に設定されているが、

GS-2 測線は基準面が海面より 300msec 上に設定されている。このままだと坑井資料との

対比を行う際、混乱を生じる恐れがある。そこで、データ解釈に先立ち、基準面を海水面

と一致させるため、GS-2 測線に対して 300msec データを持ち上げる「静補正」を施した。

したがって、本報告書で作成されるコンターマップ類の基準面はすべて平均海水面である。 

このようにして得られた各ホライゾンデータは、X-Y 座標および往復走時のセットでテ

キストフォーマットにて出力し、GDI 解析のためのホライゾンデータとした。 

 

c 大阪湾 GDI 岩相解析 
以下に、大阪湾地域における岩質分布解析の GDI の適用法について述べる。 

ｱ) 使用したデータ 
・坑井データ：この地域では、既存坑井が GS-K1 しかないため、この坑井の Density

を利用して、各層準岩石の孔隙率を算出した。 

・二次元震探測線：GS-2、GS-2M、GS-6、GS-NP、HD-1、HD-2、HD-3、HD-5、HD-6

および HD-7 の合計 10 測線。 
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ｲ) GDI 地質層序統合モデルの構築 
地質層序統合モデル（Integration Framework）を設定するのは、実在する数少ない既

存坑井データ、広域地質資料および技術者の地質知識を統合することを通じて対象地域の

地層モデルを構築するためである。GDI システムの適用にあたって、対象地域の地質資料

と GS-K1 坑井データなどを検討した結果、対象地域の地層層序は、震探解釈のホライゾ

ンに対照するために、Ma2、Ma1、Ma0、Ma-1、Ma-2 および Base の六つの地層ユニッ

ト（Parent Unit）に分けられた。各地層ユニット（Base を除く）には砂岩（sand）、シ

ルト岩（silt）および泥質岩（mud）の三つの岩質ユニット（Child Unit）を設定した（図

2.2-186）。  

 

図 2.2-186 地質層序統合モデル 

 

さらに、岩質ユニットを数値化するために、各岩質ユニットに岩質コード（ lithology 

code）を与えた。具体的、sand を１、silt を 2、mud を 3 として岩質コードを設定した。

ボーリング調査結果とログ特徴に基づいてログデータをブロック化して(図 2.2-186 の左

図)、設定した地層ユニットと岩質ユニットと統合した。 

GDI 内部では、地層ユニットおよび岩質ユニットから構成される樹枝状構造層序表

（Framework）を作り（図 2.2-186 の右図）、各地層、各岩質ユニットの物性量（Thickness、

Sonic、Density、lithology code、Porosity など）の確率分布を求める。このような地質

層序統合モデルの設定を通じて、GDI の中に地層層序-岩質-ログを統合し、対象地域の地

層モデルを構築した。 

ｳ) 擬似坑井の作成 
前述のように、坑井データから求めた岩質性状とそれに対応する地震波属性との統計的

相関関係を求めるには、多数の坑井データとそれに対応する震探トレースが必要である。

しかし、今回、GDI 作業のために利用できた実測坑井データはわずか 1 本である。実測坑
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井データのみを利用すれば、サンプルデータ不足の問題に遭遇する。この問題を解消する

ために、モンテカルロ・シミュレーション法を用いた。 

ここでは実測坑井データに基づいて構築した地質層序統合モデルで求めた各地層、岩質

ユニットの層厚、音波速度(ソニックログ値)、密度、岩質コードおよび孔隙率の確率分布

およびそれらの相関関係を設定した上で、地質層序統合モデルで設定した各層の砂岩、泥

質岩の層厚、孔隙率、音波速度、岩質コードおよび密度を乱数表にしたがって独立に変化

させて 100 本の擬似坑井を作り出した。さらに二次元地震データ（坑井近辺の GS-NP 測

線）から抽出したウェーブレットを用い、擬似坑井に対応する地震合成記録を作成した。

作成した擬似坑井と合成記録の一部を図 2.2-187 に示す。 

作り出した擬似坑井と合成地震記録に対して、三つの Sliding Time Window（Ma-1 よ

り上位 100ms、Ma-1 より下位 100ms および Ma-2 より下位 100ms）を設けて、これらの

Time Window 内に、sampling window 長さ[-20、20]、sampling rate 4ms で擬似坑井か

ら岩質コードと孔隙率、合成地震記録から地震波属性（主に Amplitude）を抽出した。 

 

 

図 2.2-187 擬似坑井の Synthetic Seismogram 

 

ｴ) ニューラルネットワークによる地震波属性と岩石物性の相関関係式の導出 
対象地域の岩石物性と地震波属性との相関関係を導出するため、ニューラルネットワー

ク法を用い、前項抽出した岩石物性（岩質コードと孔隙率）と地震波属性を既知サンプル

データとして、ニューラルネットワーク（ANN）を学習させることによって、Ma-1 より

上位、Ma-1～Ma-2 の間および Ma-2 より下位区間における岩質コード、孔隙率と地震波

属性との間の相関性を導き出した。図 2.2-188 はその中の一つ ANN 例を示す。 
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図 2.2-188 ANN（Ma-1 での岩相と孔隙率分布の組み合わせ） 

 

ｵ) ANN の適用よって各空間の岩質変化の予測 
現実坑井と地質資料に基づいて作り出した擬似坑井とその合成地震記録を既知データ

として、学習させた ANN を実際の震探測線に適用して、それらの測線に沿い岩質と孔隙

率の変化を推定した。 

具体的に、10 本の二次元震探測線上で五つの Sliding Time Window を設定した。 

・ Ma-1 より上位 100ms（Ma-1～Ma0 に相当）  

・ 200ms（Ma-1～Ma2 に相当） 

・ 1,000ms（Ma-1～海底面に相当） 

・ Ma-1 より下位 400ms(GS 測線、Ma-1～Ma-2 に相当)あるいは 600ms（HD 測線、

Ma-1～Ma-2 に相当） 

・ Ma-2 より下位 400ms（Ma-2～Base に相当） 

 

合成地震記録と同じ地震波属性を抽出して、学習させた ANN を実際の震探測線から抽

出した地震波属性に適用することによって、各震探測線で上述の Sliding Time Window 内

の岩質コードと孔隙率の変化をそれぞれ計算する。このことによって、10 本二次元震探測

線に沿って、上述五つ Time Window区間の岩質変化および Ma-1より上位と Ma-1～Ma-2

間の孔隙率を推定した。それらの代表的な解析結果を図 2.2-189 に示した。 
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図 2.2-189 測線 GS-6 上での岩相(上)と 孔隙率 (下)の予測結果 

（ Ma-1 基底から 1 秒上まで） 

 

ｶ) 推定結果 
岩質については、全体から見れば、Ma-1 より上位地層は sand と mud の互層から主体

となっているが、その中 silt が不連続的に挟んでいる。Ma-1 から下位に向かって mud が

減少し、Ma-2 より上位約 100ms から mud がほとんどなくなり、sand と silt の互層とな

った。 

図 2.2-190 には実際の検層ログの GR と推定した Ma-1 より上位の岩質分布の比較を示

す。この比較によると、推定した岩質分布は、実際の坑井中の岩質分布と概に調和してい

る。したがって、GDI の推定結果はある程度でこの対象地域の岩質変化を捉えたと言える。

砂岩の孔隙率と含砂率の分布予測を図 2.2-191 に示した。震探相解析から推定される堆積

相とも調和的な結果が得られたが、全体的な傾向では孔隙率や含砂率の変化はそれほど大

きくない、という結果となった。しかし、坑井が一本しか存在しないこと、大阪湾の堆積

中心部では坑井が全く存在しないことから、全地域の推定結果に対する検証が現状では困

難である。 

孔隙率については、Ma-1 より上位と Ma-1～Ma-2 間の分布が推定されたが、孔隙率と

地震波属性との間の良い相関性が得られなかった。GDI 法での推定は難しく、得られた結

果に対しても別の方法で検証必要だと思われる。 

 
図 2.2-190 測線 GS-NP 上での推定結果（岩相）と坑井（物理検層）との対比 
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図 2.2-191 GDI で予測した砂質岩孔隙率と含砂率 

 

⑧ 堆積相解析のまとめ 
大阪湾では地震探査データ再処理（通常・特殊処理）を実施し、地震探査データ再処理

によって、多重反射（マルチ）を除去し、地震探査断面の品質を飛躍的に向上させた。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ならび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、
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これが大阪層群を上下に二分することを明示した。大阪層群を３つの堆積ユニットに区分

し、各ユニットは上位から大阪層群上部、大阪層群下部および大阪層群最下部に相当し、

その岩相と分布の推定を行った。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が予測される。孔隙率 遮蔽層（シ

ール）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が想定される。特殊解析により貯留層の物性、特に

孔隙率ならびに含砂率の推定を試みたが、GS-K1 井とは調和的であったが、大阪層群下

部・最下部の物性の推定値には誤差を含む結果となった。対象とした GS-K1 井は大阪湾

北辺部に位置しており、海域に広がる堆積盆中央部に分布が予測される砂質貯留層の貯留

岩性状推定することは重要である。今後大阪湾地域における貯留層賦存量さらに精度良く

評価していくうえで、ボーリングデータなどによる追加データの蓄積が重要であると考え

られる。 
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(2) 地質モデル作成 
前節の“震探層序学に基づく堆積相解析”（以下、“堆積相解析”とする）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

（地質断面図）の検討を行った。ま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を整理した。 

① モデル化コンセプト 
本地域は、伊勢湾～濃尾平野（東海層群／尾張層群）と類似した地質セッティング／堆

積環境にあるが、海成粘土層の発達がより明確である。Ma-1 以前の時代（大阪層群最下

部～下部：ユニットＢ、Ｃ）では、非海成環境（湖成）において、HD-7 断面（図 2.2-192）

で典型的に見られるように、主に東方からファン～ファンデルタシステムによって堆積物

が供給された。それ以降の時代（ユニットＡ）では、広範囲にデルタが発達し頻繁に海成

粘土層が堆積した。 

 

図 2.2-192 HD7 地震探査記録断面１） 

＊ 下部層および最下部層で、南側の強い反射波群（downlap）がファンデルタによる 

粗粒堆積物の供給を示す。 

 

以上のような地質セッティングを考慮し、基本的に伊勢湾と同じフレームワーク（fan 

delta 相～basinal 相）をベースに、特殊解析（GDI）によって得られた砂泥比情報（平面

的にスムージング：図 2.2-199）および陸域の坑井情報を勘案しながら地質モデルを構築
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した。したがって、伊勢湾において構築した地質モデルとは整合的ではあるがやや質的に

異なり、また同じ facis（相）であっても砂泥比が異なる点に留意されたい（下表）。 

（大阪湾における facis（相）および砂岩比／砂岩・泥岩層厚 一覧） 

 basinal distal medial fan delta 

上部層 20％ 

（20ｍ：80ｍ） 

30％ 

（20：50）  

50％ 

（20：20）  

 

下部層  30％ 

（20：50）  

40％ 

（20：30）  

60％ 

（60：40）  

最下部層   50％ 

（20：20）  

60％ 

（60：40）  

＊単層の厚さは伊勢湾と同じモデルを想定（30％ケースは近似） 

 

② モデル化概要 
代表断面（HD-2）についてモデル化の概要を説明し（図 2.2-193）、その他については

結果のみを図として示す（図 2.2-194～図 2.2-198）。HD-2 断面において、最下部層では、

堆積相解析における fan/fan delta 卓越領域のうち、砂泥比が相対的に高い領域について

fan delta 相を設定した。湾央部における fluvial 相（河川環境）については、ノイズも考

慮すると領域として明確には認定するのが難しく、現時点では東側の medial 相と同等に

取り扱った。下部層では、東側の OD-1 坑井における高い砂岩率も考慮し、断面の外側に

fan delta 相、断面において相対的に強反射波／downlap が卓越する東側の領域を medial 

相、そして medial 相の特徴が弱まりかつ砂泥比が現象する西側（沖合側）の領域を distal

相としてそれぞれ設定した。上部層では、高周波で連続性の良い反射波が発達し、多数の

海成粘土層の発達状況とも調和的であり、かつこれら粘土層の連続性を示しているといえ

る。震探相からは伊勢湾における尾張層群（medial 相）と同じようにも見えるが、砂岩比

が低い（20％以下）領域については distal 相として設定した。 
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図 2.2-193 HD-2 断面 地質モデル 1)に加筆  

 
図 2.2-194 HD-1 断面 地質モデル 1)に加筆  

＊HD-2 とほぼ同様のモデル設定を行っている。 
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図 2.2-195 HD-3 断面 地質モデル 1)に加筆  

＊相対的に最下部層東側において downlap が顕著になる。 

 
図 2.2-196 HD-5 断面 地質モデル 1)に加筆  
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図 2.2-197 HD-6 断面 地質モデル 1)に加筆  

 
図 2.2-198 HD-7 断面 地質モデル 1)に加筆  

＊南側の最下部層および下部層での downlap が顕著。 
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以上の各断面についてのモデル分布を各層準について平面的に示す（図 2.2-199）。ただ

し、前述のように、モデル検討にあたってはむしろここに示した砂泥比分布をベースにし

ている。 

最下部層では、東側の坑井（OD-1）における下部層の高い砂岩比（80％）を参考に、

大阪平野側に fan delta 相を設定し、また湾央部の fluvial 相については前述のように区分

せず、結果として湾内のほぼ全域を medial 相とした。下部層および上部層については、

高い砂泥比を示す OD-1 周辺から湾央部に向かって堆積物が細粒化（砂泥比が減少）する

傾向が明確であり、fan delta /medial 相から distal 相／basinal 相へと移過するモデルを

設定した。また上部層は、下部層に比べてより細粒化する傾向にある。 

 

 

図 2.2-199 大阪湾 堆積相モデル平面分布 1)に加筆  

＊数字は砂岩率を表す。 
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③ 貯留層・遮蔽層（シール）の検討 ～ 昨年度との比較 
昨年度検討によるαカテゴリー領域、すなわち遮蔽層である上部層下限が 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る。

ただし、周辺坑井（GS-K1）の地質情報あるいは特殊解析結果（GDI）では下部層の泥岩

層はシルト岩が主体であり、海成粘土に期待する上部層との比較検討が必要である。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（30％）を中心に、それ自身についての貯留ポテンシャルが期待できる。 

一方、遮蔽層候補の上部層泥岩のシール能力に関しては、再処理の結果、反射波の高い

連続性からシールである泥岩の連続性が再確認された。さらに堆積相解析の一環として得

られた音響インピーダンス情報に基づく物性的な検証を行った。新潟・秋田地域の石油フ

ィールドにおいて、石油ガスに対する泥岩のシール能力獲得深度のめやすは 700ｍ前後で、

同レベルでの泥岩の弾性波速度は 150μsec/ft である（図 2.2-200）。一方、GS-K1 におけ

る泥岩の弾性波速度の対深度変化からは、おおよそ深度 800ｍ前後（下部層上部）におい

てこのめやすに達する（図 2.2-201）。そしてこの層準の泥岩については GS-K1 より

downdip 側、つまり湾内の 800ｍ以深において GS-K1 と同等あるいはそれ以上の音響イ

ンピーダンス（通常は弾性波速度に大きく依存）が推定されていることから、上記の石油

フィールドと同等のシール能力が期待できる。またさらに上位の泥岩（Ma が代表的）に

ついても同様に深度 800ｍ以深で同等のシール能力が期待できる。 

遮蔽層のリークに関するリスクについては、伊勢湾と同様に、上部層および下部層上部に

ついて砂泥互層全体としての評価と、上部層下部の Ma 粘土について質的な評価が必要で

ある。また泥岩層の不連続性の検討のために、２断面（東西、南北）について侵食谷の摘

出を行い（図 2.2-202）、伊勢湾と同程度の頻度が得られた。 

 

 
図 2.2-200 石油フィールドにおける泥岩弾性波速度の対深度変化（圧密トレンド）2)  
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図 2.2-201 GS-K1 物理検層記録 1) 

 

 

図 2.2-202 侵食谷解釈例（HD-2 断面／HD-6 断面）1)に加筆 
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④ 水理地質パラメータの検討 
a 孔隙率・浸透率 
 石油開発分野においても泥岩の分析データはそれほど多くなく、類似のシミュレーショ

ンスタディでまとめられたデータ（図 2.2-203）に、GS-K1 のデータ（図 2.2-206）を加

えて、孔隙率および浸透率の対深度変化モデルを作成した。砂岩についてはデータは豊富

であるが、逆に岩相の多様性からトレンドが設定しにくいため（図 2.2-205）、GS-K1 にお

けるまとまったトレンド（図 2.2-206）をベースとする。 

 
図 2.2-203 孔隙率・浸透率の対深度変化（泥岩）3),4)に加筆 

＊孔隙率は水銀ポロシメータによる測定値、浸透率は孔径分布からの計算値。孔隙率

トレンドは GS-K1（密度検層から計算）を重視。浸透率は計算値がやや大きめになる

ことを勘案して上限トレンドを設定、下限トレンドは実験データ（図 2.2-204）考慮。 

 

図 2.2-204 泥岩浸透率に関する研究事例 5)に加筆 

＊Dewhurst（ 1995, 1997a）は人工試料である点に注意。 
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図 2.2-205 新潟地域における孔隙率・浸透率の対深度変化(砂岩：コア分析)3),4)に加筆 

＊ オレンジが上記シミュレーションスタディで設定したトレンド。 

 
図 2.2-206 GS-K1 における孔隙率・浸透率 1)  

＊孔隙率：密度検層からの計算値、浸透率：孔隙率をラボデータ 

（右上：平成 17 検討）に基づき変換。 
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b 毛管圧 
孔隙率・浸透率と同様に公表データは少ないが、石油フィールドにおける油ガスコラム

（200～300ｍ程度は普通 12））から 0.6Mpa 程度（油－水系）の値が推定できる。さらに北

海道地域（0.5MPa：空気－水系）13）、関東天然ガス田（0.6Mpa 程度＠800m、図 2.2-207）、

岩野原地域等での分析値を考慮すれば、今後のシミュレーションでの圧入想定深度

（1,500m 程度）では、最低でも 0.5Mpa 程度の毛管圧を用いるのが妥当である。 

 

図 2.2-207 関東天然ガス田における泥岩の毛管圧測定例 8) 

    ＊左図より毛管圧は 30ksc 程度（空気－水系では 0.6Mpa）と推定できる。 

 
c 地層破壊圧 
シミュレーションにおける圧入圧力の上限値の目安として、地層破壊圧に関する情報が

必要であるが、これも国内では比較的大深度のデータは石油開発分野に限られ、かつ公表

データは少ない。以下に新潟地域の事例を示す。 

 

 

図 2.2-208 新潟地域における地層圧力・地層破壊圧（リークオフ圧力）例 9) 
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(3) 移行解析の断面設定等 
① 移行解析の目的 
昨年度の概算貯留可能量の算定においては、断層が分布する位置や遮蔽層が深度 800m

より浅くなる位置までを考慮して対象貯留層範囲を設定した。しかしながら、圧入した二

酸化炭素は、圧入終了後も浮力により移動することが考えられる。移行解析の目的は、堆

積相解析の結果得られた地質特性・構造（断層等の近傍域）において、実用規模の圧入が

終了してから、1,000 年間の横方向への移行の特性を把握するものである。この移行解析

は圧入終了後に断層へ向かう移行と遮蔽層が深度 800m より浅くなる位置へ向かう移行を

対象として実施し、その結果をもとに横方向への移行の特性を総合的に評価して、貯留可

能量算定式における貯留層面積の見直しに反映することとした。ただし、解析結果には多

分に不確定要素があることを踏まえ、参考的な位置付けとする。移行解析の目的の概念図

を図 2.2-209 に示す。 

 

 
図 2.2-209 移行解析概念図 

 

② 移行解析対象断面の決定 
震探層序学に基づく堆積相解析および地質モデル作成した断面（４断面：HD-2 断面、

HD-3 断面、HD-6 断面および HD-7 断面）のうち、大阪湾においては断層との位置関係や

地層の傾斜を勘案して、東西断面の HD-2 断面および南北断面 HD-7 を移行解析対象断面

として選定した。平面図を図 2.2-210 に、各々の断面を図 2.2-211~図 2.2-214 に示す。 
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図 2.2-210 大阪湾反射法探査データ測線 
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③ パラメータの付与（温度勾配・塩分濃度） 
温度勾配は大阪湾地域で 34.0℃/1,000m とした。温度勾配の検討データを表 2.2-24 に、

検討に使用したボーリングの位置を図 2.2-215 に示す。 

 

表 2.2-24 温度勾配の検討データ 
経度 緯度 標高 tanding tim 深度* 標高(m ASL 温度* 地温勾配 flag

1611 135.3497 34.7908 80 1150 -1070 56.5 36 1
1621 135.3142 34.7197 1.5 1000 -998.5 49.6 34 1
1623 135.5672 34.7125 0 21 558 -558 32.4 29 1
1624 135.5056 34.7083 1 1000 -999 49 33 1
1628 135.6147 34.6972 1.2 500 -498.8 30 27 1
1640 135.5325 34.5961 5 24 1200 -1195 63.5 39 1
1641 135.4564 34.5953 5 1000 -995 42.8 27 1
1650 134.8411 34.4017 2 1300 -1298 52.8 28 2
1655 135.2594 34.3528 21 24 1501 -1480 60.5 30 1  

出典：Y.Okubo et al.,2005, Statistical analysis for thermal data in the Japanese Islands , Physics of 

the Earth and Planetary Interiors, 152(2005), 277-291 を加工。  

 

0 25000 [m]

GS-K1

©昭文社  

図 2.2-215 温度勾配の検討ボーリング位置 

 

各ボーリングデータの温度分布および地温勾配は図 2.2-216 のとおりである。 
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図 2.2-216  温度分布と地温勾配分布 

 

移行解析に用いる地下水組成は、大阪湾地域の深部地下水が NaCl 水溶液に近似できる

ものとし、地下水の Cl 濃度を基に当量の Na を計算により求めた。塩濃度の計算には、大

阪湾地域の地下水データのうち、800m 以深の地下水の Cl 濃度の平均値（出典：産総研作

成の地層水データベース（仮称，公表準備中））を用いた。大阪湾地域地下水 54 試料の平

均 Cl 濃度は、2551.517mg/l であり、このデータを基に塩濃度を計算すると表 2.2-25 のと

おりである。 

 

表 2.2-25  大阪湾地域の地下水塩分濃度 

Cl(mg/l) Cl(meq/l) Na(meq/l) Na(mg/l) NaCl(mg/l) 

2551.517 72.0 72.0 1,655 4,300 
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(4) 二酸化炭素移行解析 
① 貯留層の二酸化炭素移行解析 
a 貯留層モデル設定 
大阪湾の堆積相解析から得られた 2 次元断面図を基に貯留相モデルを構築し、

GEM-GHG を用いて二酸化炭素圧入後の移行解析を行った。対象とする断面は南北断面と

して HD-7、東西断面として HD-2 とした(図 2.2-217)。シミュレーション計算は二酸化炭

素圧入期間と圧入終了後 1,000 年間の期間に対して行った。圧入井を断層からどの程度離

せば二酸化炭素漏洩のリスクを軽減できるかを評価するのが目的であった。断層はシール

機能を持つこともあるが、ここでは漏洩のリスクを考慮する設定とした。大阪湾断面に存

在する地層のうち、下部にある大阪層群下部、大阪層群最下部を二酸化炭素圧入対象層と

想定した。大阪層群下部、大阪層群最下部を細分し、堆積相解析結果を基に砂岩と泥岩の

互層になるような不均質モデルを構築した。なお、GEM-GHG への以下の一連の入力デー

タ設定が必要となった。設定方法は基本的に伊勢湾と同様である。 

 

ｱ) 差分グリッド 
横方向(x 方向)へ 100m、奥行き幅（y 方向）2,000m のグリッドとした。深度方向（z

方向）へは地震波反射面の深度データからコーナーポイント・システムに基づいたグリッ

ド分割を行った。遮蔽層と想定している大阪層群上部は深度方向へ細分しなかったが、大

阪層群下部、大阪層群最下部は深度方向のグリッド長が平均 10ｍになるように細分して各

グリッドのコーナーポイント・データを計算した。計算対象領域となる断面のグリッド数

は表 2.2-26 に、グリッド分割後の各断面は図 2.2-218、図 2.2-219 に示すとおりである。 

 

表 2.2-26 各断面のグリッド数 

断面 横方向(x-方向) 深度方向(ｚ-方向) グリッド数 

HD-2 239 174 41,586 

HD-7 170 142 24,140 

 

ｲ) 砂岩/泥岩分布 
ｘ方向へ連続する砂岩または泥岩を１つの岩相グループとして考えた。1.0km、1.6km、

2.7km、3.0km、3.4km（横方向のグリッド数 10、16、27、30、34）の 5 種類から乱数を

発生させることでランダムに岩相グループの区間長（横方向への連続性）を決定した。次

に、同じ区間長となった岩相グループごとに、堆積相の砂泥比に応じてランダムに岩相種

類を決定した。これは、岩相グループの区間長による影響で堆積相の砂泥比が大きく変わ

ってしまうことを避けるためである。各堆積相で用いている砂泥比は表 2.2-27 に示すとお

りである。ここでは、砂岩比率を比較的多く見積もり、二酸化炭素漏洩という観点からは
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安全側の立場をとった。なお、堆積相の x 座標境界は各層の上部境界とのクロスポイント

の値で代表させた。各断面の堆積相とグリッド位置を表 2.2-28 に示す。 

 

表 2.2-27 堆積相と砂泥比 

堆積相 砂(%) 泥(%) 

fluvial  60 40 

distal 50 50 

medial 60 40 

fan 70 30 

 

 

表 2.2-28 堆積相とグリッド番号 

断面 層 ｘ方向グリッド番号 堆積相 

1~199 distal 
大阪層群下部 

200~239 medial 

1~65 fluvial 

66~226 medial 

HD-2 

大阪層群最下部 

227~239 fan 

大阪層群下部 11~170 distal 

11~138 fluvial HD-7 
大阪層群最下部 

139~170 medial 

 

ｳ) 貯留層特性 
本モデルでは砂岩と泥岩を明確に区別した不均質モデルとしているので、貯留層特性は

砂岩と泥岩を区別して評価した。 

ⅰ) 孔隙率 

孔隙率の設定方法は伊勢湾の移行解析と同様である。なお、上部境界となる大阪層群上

部では孔隙率を 0.4 とした。 

ⅱ) 浸透率 

浸透率の設定方法も伊勢湾の移行解析と同様である。なお、上部境界となる大阪層群上

部は 100ｍｄと設定した。 

ⅲ) 相対浸透率、毛管圧 

相対浸透率と毛管圧の設定方法は、伊勢湾の移行解析と同様である。ただし、深度が大

阪湾は伊勢湾より深くなるので、砂岩と泥岩について深度を 12 段階に分けた全 24 種類

の Rock Type を設けた(表 2.2-29)。各 Rock Type の不動水飽和率、臨界ガス飽和率、閾値
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圧力は表 2.2-30 のように設定され、相対浸透率曲線は図 2.2-220、毛管圧力曲線図は図

2.2-221 に示すようになる。 

 

表 2.2-29 RockType の岩相と深度 

Rock type 泥岩/砂岩 深度 m 参照深度 m 

1  砂岩 ～1000  900 

2  砂岩 ～1250 1125 

3  砂岩 ～1500 1375 

4  砂岩 ～1750 1625 

5  砂岩 ～2000 1875 

6  砂岩 ～2250 2125 

7  砂岩 ～2500 2375 

8  砂岩 ～2750 2625 

9  砂岩 ～3000 2875 

10  砂岩 ～3250 3125 

11  砂岩 ～3500 3375 

12  砂岩 ～3750 3625 

13  泥岩 ～1000  900 

14  泥岩 ～1250 1125 

15  泥岩 ～1500 1375 

16  泥岩 ～1750 1625 

17  泥岩 ～2000 1875 

18  泥岩 ～2250 2125 

19  泥岩 ～2500 2375 

20  泥岩 ～2750 2625 

21  泥岩 ～3000 2875 

22  泥岩 ～3250 3125 

23  泥岩 ～3500 3375 

24  泥岩 ～3750 3625 
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表 2.2-30 不動水飽和率、臨界ガス飽和率、閾値圧力の設定 

Rock Type Swir Sgc 閾値圧力(ｋPa) 

1  0.232 0.05 0      

2  0.255 0.05 0      

3  0.275 0.05 0      

4  0.286 0.05 0      

5  0.283 0.05 0      

6  0.3 0.05 0      

7  0.3 0.05 0      

8  0.3 0.05 0      

9  0.3 0.05 0      

10  0.3 0.05 0      

11  0.3 0.05 0      

12  0.3 0.05 0      

13  0.8 0.05 96.637  

14  0.8 0.05 112.52  

10  0.8 0.05 126.18  

11  0.8 0.05 136.1   

12  0.8 0.05 143.17  

13  0.8 0.05 148.03  

14  0.8 0.05 151.34  

15  0.8 0.05 153.58  

16  0.8 0.05 155.08  

17  0.8 0.05 156.08  

18  0.8 0.05 156.75  

19  0.8 0.05 157.19  

20  0.8 0.05 153.58  

21  0.8 0.05 155.08  

22  0.8 0.05 156.08  

23  0.8 0.05 156.75  

24  0.8 0.05 157.19  
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ⅲ) 初期地層圧 

静水圧を仮定し、基準深度 998.5m では 9,791.94kPa とした。 

 

ｴ) 流体特性 
流体成分は地層水と二酸化炭素であり、貯留層内条件下での流体相の密度、粘性および

地層水への CO2溶解量はシミュレータ内の相平衡計算により求めた。地層水の塩分濃度を

大阪湾地域の深部地下水データから 4,300mg/l（ppm）、貯留層温度を大阪湾の地温データ

代表地点 No.1621（深度 998.5ｍ）の 49.6℃、地層圧は 9,791.94kPa とした。地層水密度

は 0.989g/cc、粘度は 0.5469cp、二酸化炭素のヘンリー定数は 2.9711306E+05 kPa と計算

され、これらを基準データとした。地温勾配は大阪湾の地温データから 34℃/1,000 m、地

層水圧縮率は 4.35×10-7 1/kPa（3×10-6 1/psi）である。 

 

b ケース設定と解析結果 
本スタディでは大阪湾の移行解析評価断面として HD-2 断面、HD-7 断面を採用し、二

酸化炭素圧入終了から 1,000 年経過後までの二酸化炭素の移行挙動を考察した。ベースケ

ースに上記データ設定を適用した上で、砂岩と泥岩の連続性、臨界ガス飽和率、相対浸透

率のヒステリシスの有無を変化させる感度分析を行った。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も実施した。な

お、二酸化炭素圧入量は圧入条件や貯留層特性により変化するため、所期のレートでの圧

入が坑底圧増加のため難しくなった場合には、圧入期間を延長し、累計圧入量として年 100

万 t-CO2で 25 年間の圧入量と同等になるように設定した。 

 

ｱ) ベースケース 
本スタディは圧入終了時から 1,000 年後の二酸化炭素の移行挙動を把握することが主目

的である。圧入条件等を変化させて試算をおこない、最終的に決定した代表的なケースを

ベースケースとして以下に記述する。 

ⅰ) HD-2 断面 

左側境界を大阪湾断層とし、境界は左右ともに一定圧力境界と仮定した。圧入井は左側

境界から 12,000m の位置に置き、遮蔽層が 800m より浅くなる位置（左側境界から約

15,500ｍ）までを計算領域として、二酸化炭素移行を検討した。圧入区間は 50 グリッド

分で、深度は 1,400～1,919ｍとなる。最大坑底圧力 19MPa、圧入レート 1,464,875Sm3/d

（100 万 t-CO2/年、二酸化炭素密度 1.869kg/m3で換算）を圧入操業条件とし、この所期レ

ートでの圧入が最大坑底圧以上になる場合には最大坑底圧を維持し、レートを減じて圧入

を続けると想定した。この条件で計算すると、図 2.2-222 のような圧入挙動を示した。圧

入直後に最大坑底圧に達してしまうため圧入量が制限され、100 万 t-CO2/年のレートで 25

年圧入したときの累計圧入量 1.34×1010Sm3を達成するには 28 年かかると予想された。 
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二酸化炭素圧入終了時のガス飽和率分布を図 2.2-223 に示す。図 2.2-226 に圧入井周辺

の水平方向浸透率を示すが、高浸透率部分となる砂岩層中心に二酸化炭素が圧入され、二

酸化炭素分布が圧入井から約 1.5km まで広がっていることがわかる。1,000 年後の二酸化

炭素の分布は図 2.2-224 のとおりで、砂岩が連続している層において二酸化炭素が大きく

移動し、圧入終了時から約 3km 右まで到達し、遮蔽層が 800m より浅くなる位置（左側

境界から約 15,500m）よりも右側まで二酸化炭素が達している。また、図 2.2-225 のよう

に溶解二酸化炭素はガス相分布周辺に広がっており、移行距離に大きな差は認められなか

った。 

ⅱ) HD-7 断面 

図 2.2-219 に示すグリッド図の左側から 1,000m の位置を大阪湾断層とし、一定圧力境

界とした。右側境界も同様に一定圧力境界とした。圧入井は大阪湾断層から 7,000m の距

離に位置し、遮蔽層が 800m より浅くなる位置（大阪湾断層から約 11,000m）に対する移

行を検討した。圧入区間は 50 グリッド分で深度 1,429～1,950m の区間とした。HD2 断面

と同じように最大坑底圧力 19MPa、圧入量 1,464,875Sm3/d（100 万 t-CO2/年、二酸化炭

素密度 1.869kg/m3で換算）の条件で計算すると、図 2.2-227 のような圧入挙動を示した。

圧入直後に最大坑底圧に達してしまうため圧入量が制限され、100 万 t-CO2/年のレートで

25 年圧入したときの累計圧入量 1.34×1010Sm3を達成するには 34 年かかった。 

二酸化炭素圧入終了時のガス飽和率分布を図 2.2-228 に示す。図 2.2-231 に圧入井周辺

の水平方向浸透率を示すが、高浸透率部分となる砂岩層を中心に二酸化炭素が圧入され、

二酸化炭素分布が圧入井から右方向に約 3km まで広がっていることが認められる。1,000

年後の二酸化炭素の分布は図 2.2-229 のとおりで、砂岩が連続している層において二酸化

炭素が大きく移行し、圧入終了時から約 5km 右まで到達し、遮蔽層が 800m より浅くな

る位置（左側境界から約 12,000ｍ）よりも右側まで二酸化炭素が移動している。また、図

2.2-230 に見られるように溶解二酸化炭素はガス相分布周辺に広がっており、移行距離に

大きな差はみられない。 

 
ｲ) 各種感度分析 
砂岩連続性、相対浸透率曲線、毛管圧、圧入条件などのパラメータ値に変化を与え、HD2

断面を中心に約 20 ケースの感度分析を行った。以下に代表的なケースについて記述する。 

ⅰ) ヒステリシス考慮ケース 

ガス相対浸透率曲線において、吸水過程（水浸透率が増加する過程）のヒステリシスを

考慮した。残留ガス飽和率の最大値 Sgrmは伊勢湾の移行解析と同様に Holtz の式で求めた。 

残留ガス飽和率の最大値は水飽和率が不動水飽和率に達した時点で吸水過程

（Imbibition）が起こる場合の残留ガス飽和率であり、これより低い水飽和率で吸水過程が

起こる場合には、GEM-GHG に組み込まれている Land の方法により残留ガス飽和率を計

算した。各 Rock type について残留ガス飽和率の最大値を設定したが、この値と不動水飽
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和率の和が１以下である必要がある。泥岩の不動水飽和率は 0.8 であり、泥岩の残留ガス

飽和率の最大値を Holtz の式から求めると和が１より大きくなってしまう。ここでは泥岩

の残留ガス飽和率の最大値は 0.2 とした。表 2.2-31 に砂岩の最大残留ガス飽和率を示す。

なお、排水過程（Drainage）の臨界ガス飽和率は 0.05 を設定している。 

 

表 2.2-31 砂岩の残留ガス飽和率 Sgrm 

Rock type 孔隙率φ Sgrm 

     1  0.336 0.221 

     2 0.30 0.256 

     3 0.26 0.295 

     4 0.22 0.333 

     5 0.18 0.372 

     6 0.14 0.411 

     7 0.10 0.450 

     8 0.06 0.489 

     9 0.02 0.527 

     10 0.02 0.527 

         11 0.02 0.527 

         12 0.02 0.527 

         13 0.02 0.527 

         14 0.02 0.527 

 

 

HD-2 断面で試算したケースの圧入終了時のガス飽和率分布を図 2.2-232 に示す。100

万 t-CO2/年のレートで 25年分の累計圧入量 1.34×1010Sm3の圧入を達成するには 28年か

かったが、この圧入終了時点で気相二酸化炭素は坑井から 1.5km 程度まで広がっている。 

1, 000 年後の分布は図 2.2-233 に示すとおりで、圧入終了時から約 1.5km 右まで二酸化

炭素が移行している。圧入終了直後から坑井周辺の圧力降下が始まり二酸化炭素分布域に

地層水の浸入がおこるため、吸収過程の相対浸透率が適用された。表 2.2-31 から、ベース

ケース(Sgrm=Sgc=0.05)と比較して残留ガス飽和率は 0.2 以上高く、移動可能な二酸化炭素

量が減少しトラップされる二酸化炭素が増加した。図からわかるように、ベースケースと

比べると二酸化炭素の分布領域でのガス飽和率が大きくなっており、結果的に右方向への

ガスの移動が抑えられている。 
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ⅱ) 低砂岩連続性ケース 

ベースケースの堆積相の砂泥比は砂岩比率を比較的大きく見積もり、二酸化炭素漏洩の

観点からは安全側の設定とした。本ケースでは堆積相の砂岩比率を小さく設定し、砂岩の

連続性を低くした。各堆積相に設定した砂岩比率表 2.2-32 に示す。  

 

表 2.2-32 堆積相と砂泥比 

堆積相 砂(%) 泥(%) 

fluvial 50 50 

distal 40 60 

medial 50 50 

fan 60 40 

 

HD2断面で想定した浸透率分布を図 2.2-234に示すが、ベースケースの浸透率分布図（図

2.2-226）と比較して砂岩の連続性が悪いことが確認できる。100 万 t-CO2/年のレートで

25 年分の累計圧入量 1.34×1010Sm3の圧入を、本ケースで達成するには 28 年かかり、圧

入終了時のガス飽和率分布は図 2.2-235 のように水平方向に約 1.5km の広がりを示した。

本ケースの圧入終了時から 1,000 年後のガス飽和率分布を図 2.2-236 に示す。二酸化炭素

は圧入終了時から右方向に 3km 程度移行し、ベースケースとほとんど差が無かった。最も

移行距離が長くなっているレイヤーは水平方向に連続性がある砂岩層であるが、この砂岩

層を圧入井まで辿ると、圧入井近傍では深度方向に 3レイヤー分砂岩層が連続している（図

2.2-234）。同様にベースケースでも深度方向に 3 レイヤー分、圧入井近傍で砂岩層が連続

しており、その最上部のレイヤーに二酸化炭素が移動して水平方向に移動している。圧入

井においては、二酸化炭素はほぼ全て砂岩層に圧入されるため、坑井周辺での砂岩層の厚

みによってそこから連続した砂岩層に圧入される二酸化炭素量が決まる。ベースケースと

本ケースでは連続した砂岩層への圧入二酸化炭素量がほぼ同じになったので、移行距離に

差が出なかったと考えられる。一方で伊勢湾のケースでは、砂岩の連続性を低くすると移

行距離は短くなった。大阪湾 HD-2 断面を対象とした本ケースでは、ベースケースと比較

して圧入井近傍の浸透率分布にあまり変化が見られなかったため、このような結果になっ

たと考えられる。入力データにおいて、異なる乱数の初期値によって砂岩/泥岩分布を変え

れば、同じ砂泥比でも違う解析結果となると予想される。 

ⅲ)  高臨界ガス飽和率ケース 

このケースではガス相対浸透率の臨界ガス飽和率を 0.25 と高く設定した。100 万 t-CO2/

年のレートで 25年分の累計圧入量 1.34×1010Sm3の圧入を本ケースで達成するには 62年

かかり、圧入終了時のガス飽和率分布は図 2.2-236 のように水平方向に約 1km の広がりを

見せた。圧入期間が他ケースと比較してかなり長くなるのは、ガス浸透率の上昇が遅く、

圧入井の Injectivity が増加しないためである。圧入終了後 1,000 年の二酸化炭素分布は圧
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入終了時から約１km 右方向へ移動したものとなった(図 2.2-238)。ベースケースと比較し

て移動距離は短く、また二酸化炭素分布領域のガス飽和率は高くなっている。図 2.2-239

は水に溶解した二酸化炭素の分布を示したものである。 

ⅳ)  圧入区間短縮ケース 

本ケースでは圧入井の圧入区間（パーフォレーション区間）を短くした。ベースケース

では深度方向に 50 グリッド分の圧入区間を取ったが、ここでは上半分の 25 グリッドから

二酸化炭素を圧入するとした。100 万 t-CO2/年のレートで 25 年分の累計圧入量 1.34×

1010Sm3の圧入を完了するには 32 年の圧入期間を必要とした。図 2.2-240 に圧入終了時の

ガス飽和率分布、図 2.2-241 に圧入終了後 1,000 年でのガス飽和率分布を示す。圧入終了

時には二酸化炭素は約 2km 右まで移行し、その後 1,000 年かけてさらに約 3km 移行して

いる。ベースケースよりも若干移行距離が長くなっているが、これは圧入区間が短い分、

各レイヤーに圧入された二酸化炭素が多くなっているためである。 

ⅴ)  圧入井移動ケース 
大阪湾のケースでは、HD-2 断面、HD-7 断面ともにベースケースにおいて右側（アップ

ディップ方向）の遮蔽層が 800ｍより浅くなる位置に向かって二酸化炭素がどの程度移行

するかを検討した。両断面ともその地点を越えるところまで二酸化炭素が移動しているた

め、ここでは左側の大阪湾断層への移行を検討した。 

HD-2、HD-7 断面において、圧入井を大阪湾断層から 3,000m はなれた位置に設置した。

図 2.2-242、図 2.2-243 に示すように、HD-2 断面において二酸化炭素は左方向ではなく右

方向に移行する。HD-７断面においても同様である（図 2.2-244、図 2.2-245）。全体的に

右上がりの傾斜があるので、二酸化炭素は右方向へ移動する傾向が強く、左側の大阪湾断

層への移行は緩やかである。 

 

ｳ) 移行解析のまとめ 
二酸化炭素の移行距離には砂岩の連続性や臨界ガス飽和率などの貯留層特性が大きく

影響することがわかった。また、貯留層の傾斜方向や傾斜角も重要なファクターである。

二酸化炭素は浮力により地層のアップディップ方向へ移行するが、途中に背斜構造があれ

ばある程度移行を抑制できそうである。 

代表ケースである HD-2 断面ベースケースでは、二酸化炭素分布域のグリッドの体積は

227×106m3で、そのうち貯留層状態で二酸化炭素は 18×106m3含まれており、平均飽和率

は 0.079 となっている。本ケーススタディで使用したモデルは 2 次元断面モデルであり、

グリッドは非常に細長い直方体（100m×2,000m×10m）である。そのため、坑井モデルも

幾何学的な観点から不自然なものとならざるを得なかった。すなわち、ｙ方向に 2,000ｍ

の幅を持つ大きなグリッドを坑井グリッドとしているため、圧入開始後比較的短い期間に

圧入井周囲のガス飽和率が大きくなり、二酸化炭素の圧入井が増大する様子をこの大きな

坑井グリッドでは表現できていなかった。大きな体積のグリッドのため、坑井グリッドの
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ガス飽和率上昇は極めて緩やかなものとなり、水相対浸透率は急激に減少するが、ガス相

対浸透率の増加は緩慢で、この結果、全流体の易動度（Mobility）で計算される Injectivity

は急激に減少し、これが所期の 100 万 t-CO2／年のレートでの圧入ができなかった原因で

ある。ｙ方向へグリッドを細分した 3 次元モデルによる計算結果との比較で、グリッド分

割による影響を検討する必要があると考える。 

 

 

 

図 2.2-217 大阪湾の解析断面

GS-2

GS-NP

GS-6

GS-2M
HD-1

HD-2

HD-3

HD-5HD-6

HD-7

10km

48%

55%

46%51%55%

54%

50%

53%

48%51%

48%

55%

52% 48%

50%

55%

50%55%

55%

50%

50%

GS-K1(60)
OD-1 (80)
＊下部

fan delta (60%)
or fan

medial (50%)

possibly fluvial

HD-6HD-5

GS-2

GS-NP

GS-6

GS-2M
HD-1

HD-2

HD-3

HD-5HD-6

HD-7

10km

48%

55%

46%51%55%

54%

50%

53%

48%51%

48%

55%

52% 48%

50%

55%

50%55%

55%

50%

50%

GS-K1(60)
OD-1 (80)
＊下部

fan delta (60%)
or fan

medial (50%)

possibly fluvial

HD-6HD-5



  1227

 

図 2.2-218 HD-2 断面差分グリッド分割 

 

 
図 2.2-219 HD-7 断面差分グリッド分割 
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図 2.2-220 相対浸透率曲線 
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図 2.2-221 毛管圧力 
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図 2.2-222 圧入井の坑底圧力、二酸化炭素圧入量、累計二酸化炭素圧入量の経時変化 

(HD-2 断面ベースケース) 

 

 
図 2.2-223 二酸化炭素圧入終了時のガス飽和率分布 

(HD-2 断面ベースケース) 
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図 2.2-224 二酸化炭素圧入終了後 1000 年のガス飽和率分布 

(HD-2 断面ベースケース) 

 

 
図 2.2-225 二酸化炭素圧入終了後 1000 年の単位岩石体積あたり 

溶解二酸化炭素量(kg/m3)分布(HD-2 断面ベースケース) 
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図 2.2-226 水平方向浸透率分布(HD-2 断面ベースケース) 

 

 
図 2.2-227 圧入井の坑底圧力、二酸化炭素圧入量、累計二酸化炭素圧入量の経時変化 

(HD-7 断面ベースケース) 
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図 2.2-228 二酸化炭素圧入終了時のガス飽和率分布 

(HD-7 断面ベースケース)  

 

 
図 2.2-229 二酸化炭素圧入終了後 1000 年のガス飽和率分布 

(HD-7 断面ベースケース) 
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図 2.2-230 二酸化炭素圧入終了後 1000 年の単位岩石体積あたり 

溶解二酸化炭素量(kg/m3)分布(HD-7 断面ベースケース) 

 

 
図 2.2-231 浸透率分布(HD-7 断面ベースケース) 
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図 2.2-232 二酸化炭素圧入終了時のガス飽和率分布 

(HD-2 断面－ヒステリシス考慮ケース) 

 

 
図 2.2-233 二酸化炭素圧入終了時から 1000 年経過後のガス飽和率分布 

（HD-2 断面－ヒステリシス考慮ケース) 
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図 2.2-234 浸透率分布(HD-2 断面－低砂岩連続性ケース) 

 

 
図 2.2-235 二酸化炭素圧入終了時のガス飽和率分布 

(HD-2 断面－低砂岩連続性ケース) 
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図 2.2-236 二酸化炭素圧入終了時から 1000 年経過後のガス飽和率分布 

(HD-2 断面－低砂岩連続性ケース) 

 

 
図 2.2-237 二酸化炭素圧入終了時のガス飽和率分布 

(HD-2 断面－高臨界ガス飽和率ケース) 
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図 2.2-238 二酸化炭素圧入終了時から 1000 年経過後のガス飽和率分布 

(HD-2 断面－高臨界ガス飽和率ケース) 

 

 
図 2.2-239 二酸化炭素圧入終了 1000 年後の単位岩石体積あたり 

溶解二酸化炭素量(kg/m3)分布(HD-2 断面－高臨界ガス飽和率ケース) 
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図 2.2-240 二酸化炭素圧入終了時のガス飽和率分布 

(HD-2 断面－圧入区間短縮ケース) 

 

 
図 2.2-241 二酸化炭素圧入終了時から 1000 年経過後のガス飽和率分布 

(HD-2 断面－圧入区間短縮ケース) 
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図 2.2-242 二酸化炭素圧入終了時のガス飽和率分布 

(HD-2 断面－圧入井移動ケース①) 

 

 
図 2.2-243 二酸化炭素圧入終了時から 1000 年経過後のガス飽和率分布 

(HD-2 断面－圧入井移動ケース①) 
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図 2.2-244 二酸化炭素圧入終了時のガス飽和率分布 

(HD-7 断面－圧入井移動ケース②) 

 
図 2.2-245 二酸化炭素圧入終了時から 1000 年経過後のガス飽和率分布 

(HD-7 断面－圧入井移動ケース②) 
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② 遮蔽層の二酸化炭素移行解析 
a 遮蔽層モデル設定 

HD-2 断面の遮蔽層に二酸化炭素が漏洩することを想定した場合の、遮蔽層における二

酸化炭素の移行挙動を調べる。遮蔽層は大阪層群上部とする。 

x 方向に 100m、幅 2,000m のグリッドとする。深度方向のグリッド長は各グリッドに砂

泥層の境界深度を適用して設定した。グリッド数はｘ方向に 141、z 方向に 30、合計 4,230

となり、最下部のレイヤーは圧入層とし仮想圧入井以外の部分は null グリッドとした。こ

の仮想圧入井において坑底圧 15MPa で 25 年間二酸化炭素を圧入することで、遮蔽層への

二酸化炭素移動を調査した。図 2.2-246 に示すように、地層モデルは基本的に砂泥互層で

あるが、部分的に泥岩層が砂岩に削剥され、砂岩で充填されている。この砂岩を以下では

侵食砂岩と呼ぶこととする。なお、この図の高浸透率域は全て砂岩層を示している。 

貯留層特性、流体特性などは①移行解析での設定と同様であるが、浸透率、孔隙率、相

対浸透率曲線、毛管圧力曲線は深度 500m の値を代表値とした（表 2.2-33、図 2.2-247、

図 2.2-248）。圧入層の浸透率は 200md、孔隙率は 0.3 とした。 

表 2.2-33 遮蔽層モデルの孔隙率、浸透率の設定 

孔隙率(fraction) 浸透率(md) 

泥岩 砂岩 泥岩 砂岩 

0.375 0.40 1.39 2345 

 

b 解析結果 
ベースケースとして、仮想圧入井を左側境界から 7,000m～8,000m に設置し、25 年間、

15MPa の坑底圧で二酸化炭素の圧入を続けた。その結果、上部遮蔽層へ二酸化炭素が移動

していくことになる。圧入終了時および 1,000 年後のガス飽和率分布を図 2.2-249、図

2.2-250 に、溶解二酸化炭素量を図 2.2-251、図 2.2-252 に示す。圧入終了時の気相二酸化

炭素の遮蔽層における上部方向への広がりは約 100m 程度であり、1,000 年後には約 300m

となっている。伊勢湾の遮蔽層では、二酸化炭素は上方への傾斜のある右方向へ大きく動

き、右側境界の外へ移動したが、大阪湾をモデル化した本断面では上方への傾斜が小さい

ため二酸化炭素は圧入井付近にとどまった。また図 2.2-251、図 2.2-252 に見られるよう

に、はじめは圧入層直上層のみの溶解二酸化炭素濃度が大きいが、時間の経過とともに高

濃度域が広がっていることがわかる。 

次に、圧入井位置を左側境界から 2,000～3,000m に設置した場合について試算した。侵

食砂岩はベースケースの圧入井位置よりも左側に多く存在するので、侵食砂岩伝いに移動

する二酸化炭素挙動を詳細に分析する目的で行ったものである。ベースケース同様、25 年

間、15MPa の坑底圧で二酸化炭素の圧入を続けた直後の気相二酸化炭素分布は図 2.2-253

に示すとおりで、遮蔽層の上方への移動はほとんど無かった。圧入終了から 1,000 年後の
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二酸化炭素分布を図 2.2-254 に示すが、上方への動きは約 200m であり、左右への広がり

も小さく圧入井付近にとどまっている。この時点での二酸化炭素の水への溶解量を図

2.2-255 に示すが、気相二酸化炭素の分布周辺に溶解しており、大きな分布の違いはない。

したがって、侵食砂岩伝いに気相二酸化炭素が大きく上方へ移動し、上側境界にまで達す

る可能性は少ないと考えられる。 

以上から、大阪湾では遮蔽層における気相二酸化炭素の移行は上方、左右両側の境界へ

も漏洩する可能性は少ないと予想される。また、二酸化炭素の水への溶解も気相二酸化炭

素としての境界外への漏洩を抑制するように作用すると推測される。 
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図 2.2-246 遮蔽層(HD-7 断面)の水平方向浸透率分布 
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図 2.2-247 遮蔽層モデルの相対浸透率曲線 
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図 2.2-248 遮蔽層モデルの毛管圧曲線 

 

 
図 2.2-249 二酸化炭素圧入終了時のガス飽和率分布(ベースケース) 
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図 2.2-250 二酸化炭素圧入終了時から 1000 年経過後のガス飽和率分布(ベースケース) 

 

 
図 2.2-251 二酸化炭素圧入終了時の単位岩石体積あたり溶解二酸化炭素量(kg/m3)分布 

(ベースケース) 
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図 2.2-252 二酸化炭素圧入終了後 1000 年の単位岩石体積あたり 

溶解二酸化炭素量(kg/m3)分布(ベースケース) 

 

 
図 2.2-253 二酸化炭素圧入終了時のガス飽和率分布(圧入井移動ケース) 

 



  1248

 
図 2.2-254 二酸化炭素圧入終了時から 1000 年経過後のガス飽和率分布 

(圧入井移動ケース) 

 

 
図 2.2-255 二酸化炭素圧入終了後 1000 年の単位岩石体積あたり 

溶解二酸化炭素量(kg/m3)分布(圧入井移動ケース) 



  1249

(5) 推定貯留可能量の見直しと確率的評価 
① 大阪湾地域の貯留層・遮蔽層まとめ 
堆積相解析、地質モデル作成、移行解析の一連の作業により、昨年度想定した貯留層の

分布域の検証、および遮蔽層(Ma-1 付近の海成粘土層)の健全性について、その連続性およ

びシール能力の観点から検証を行った結果、昨年度のスキーム（α条件領域）には変更は

なく、今年度は、砂泥比および離隔距離に基づく見直しを行うこととした。 

なお。現時点での遮蔽層の上下の泥岩層についても、その連続性（震探相）およびシー

ル能力の深度依存性から、遮蔽層として期待でき（「(2)大阪湾の地質モデル作成」を参照）、

昨年度の“α条件領域”外側（例えば下部層のうち泥岩層が卓越する distal 相分布域）お

よびその下位層、あるいは Ma-1 より上位の上部層についても追加ポテンシャルを計上で

きる可能性（図 2.2-256）があるが、他地域も含め遮蔽層／貯留層の概念の再検討が必要

であり、今後の検討課題としたい。 

 

 
図 2.2-256 大阪湾における追加ポテンシャルの可能性 

 

② 昨年度の概算貯留可能量の算出 
昨年度の理論的概算貯留可能量は以下のフローにしたがって算出された。算出フローを

図 2.2-257 に示す。 



  1250

 
深度 800mに海成粘土層Ma-1が 

分布する範囲を抽出 ・遮蔽層（候補）であるMa-1コンター図から抽出 

   

貯留層（候補）の有効層厚を設定 ・深度 800mで遮蔽対象層に覆われる範囲の層厚を地質断面図
から算出  

   

貯留層（候補）の容積算出 ・分布面積と平均層厚から、各領域の容積を算出 

   
貯留層（候補）となる 
地層の砂泥比率を抽出 ・既存資料から、貯留層（候補）となる層の砂泥比率を算出 

   

室内試験結果及び既存データから 
物性値（孔隙率）を設定 

・物性データ（孔隙率、透水係数等）の整理 
・貯留層（候補）の孔隙率を設定 

   

Ｍ１の計算式から 
概算貯留可能量を算出 

・算出に必要な項目：貯留効率、分布面積、有効層厚、砂泥比

率、孔隙率、超臨界二酸化炭素飽和率、二酸化炭素容積係数、

二酸化炭素密度 

図 2.2-257  試算フロー図 

 

 

このフローにしたがって、求めた貯留層エリアを図 2.2-258 に示す。 

 

 

図 2.2-258 概算貯留可能範囲 
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以上の図の断層と赤色破線で囲まれた範囲について概算貯留可能量を以下の決定式で

算出した結果、表 2.2-34 の結果が得られた。 

概算貯留可能量＝Ef×A×h×φ×Sg／BgCO2×ρ 

    ここで、 Ef ：貯留効率 

         A ：分布面積 

         h ：有効層厚 

         φ ：孔隙率 

         Sg ：超臨界二酸化炭素飽和率（50%） 

        BgCO2 ：二酸化炭素容積係数（約 0.003m3/m3） 

         ρ ：二酸化炭素密度（1.976g/l＠標準状態） 

 

表 2.2-34 概算貯留量の算出結果 

貯留層容積  
A×h 

(km3) 

砂泥比率  
(砂) 

間隙率  
φ 

二酸化炭

素貯留可

能容量

(km3) 

超臨界

飽和率

貯留効

率 Ef 

二酸化炭

素容積係

数  
BgCO2 

二酸化炭

素密度  
(t/m3) 

理論的最大

貯留可能量

（億 t-CO2）

A=400 
h=1.200 

480 
0.5 0.25 60 0.5 0.25 0.003 0.001976 49.4 

 

 

③ 貯留可能エリアの設定 
今年度の見直しにおいては、移行解析の結果を踏まえ、断層および貯留層の深度が-800m

以浅になるエリアからの一定の離隔距離をとった範囲を貯留可能エリアとした。移行解析

の結果得られた移行距離は表 2.2-35、表 2.2-36 のとおりである。 

 

表 2.2-35 移行シミュレーション結果（HD-2 断面） 
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表 2.2-36 移行シミュレーション結果（HD-7 断面） 

 

 

大阪湾地域の貯留層の地層傾斜は伊勢湾地域に比べてかなり緩やかであるため、移行解

析の結果は、圧入終了後において特に西側の大阪湾断層に向かう移行はほとんどない結果

となった。しかしながら大阪湾断層による引きずり・地層擾乱の影響を勘案して、貯留可

能エリアとして、西側の大阪湾断層より離隔距離 2km をとった。また、貯留層の上面コン

ターが-800m に達する部分からの離隔距離として 1.5km と 4km の 2 種類を設定し、それ

ぞれ「広いエリア」「狭いエリア」として検討した。これは、移行距離が小さいケースとし

て相対浸透率のヒステレシスを考慮した条件で圧入終了後東側に 1.4km 移行しているこ

と、並びに移行距離が大きいケースとして HD-7 断面の移行解析で遮蔽層が浅くなる方向

への移行距離が 3.9km であること等を勘案したものである。検討したエリアを図 2.2-259

に示す。また面積の算出結果は表 2.2-37 のとおりである。 

 

 

図 2.2-259 貯留可能範囲検討 
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表 2.2-37 貯留可能エリア算出結果一覧 

広いエリア 282km2

平成 18 年度 
狭いエリア 161km2

平成 17 年度のエリア 400km2

④ パラメータの設定 
各パラメータについても見直しを行った。昨年の検討との比較を表 2.2-38 に示す。 

 

表 2.2-38 貯留可能エリア算出結果比較 

項 目 平成 17 年度 平成 18 年度 備 考 

貯留層面積 400km2 
161～282 

km2 

断層等からの離隔距離を考慮  

有効層厚 600m 516～947m 堆積相解析の結果を反映、さらにプラ

スマイナス（10%）を考慮  

孔隙率 0.25 
Min. 20% 
Mode 30% 
Max. 40% 

GS-K1 の検層結果より  

二酸化炭素 

飽和率 
0.5 0.3～0.4 

シミュレーション結果を考慮  

二酸化炭素 

容積係数 
0.003 0.003 

～0.0071
貯留深度（圧力）及び地温勾配を考慮

貯留率 0.25 0.25～0.5 狭めたエリアの中の貯留率を想定  

 

⑤ 貯留可能量見直しの結果 
得られたパラメータで、確率的貯留可能量算定ツールを用いて推定貯留可能量を算定し

た。各パラメータについての確率分布の種類は表 2.2-39 のとおりである。 

 

表 2.2-39 確率分布の種類一覧 

項 目 確率分布の種類 

貯留層面積 最小値～最大値を使用した一様分布 

有効層厚 最小値～最頻値～最大値を使用した三角形分布 

孔隙率 最小値～最頻値～最大値を使用した三角形分布 

二酸化炭素飽和率 最小値～最大値を使用した一様分布 

二酸化炭素容積係数 最小値～最大値を使用した一様分布 

貯留率 最小値～最大値を使用した一様分布 
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最頻値を含めた入力値は図 2.2-260 のとおりである。 

 

図 2.2-260 各パラメータの入力値 

 

その結果、得られた推定貯留可能量の頻度分布および累積頻度分布は図 2.2-261 および

図 2.2-262 に示す。 
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図 2.2-261 推定貯留可能量の頻度分布 
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図 2.2-262 推定貯留可能量の累積頻度分布 

 

計算の結果得られた累積頻度分布から、 

・ 推定貯留可能量が 12.0 億 t-CO2以上である確率は 90％  

・ 推定貯留可能量が 22.1 億 t-CO2以上である確率は 50％  

・ 推定貯留可能量が 39.3 億 t-CO2以上である確率は 10％  

と評価される。 
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(6) 深部地下水流動に関する解析予備検討 
① 目的および実施内容 
大阪湾地域における貯留層に対し、周辺の広域地下水流動が与える影響の有無およびそ

の程度を把握することを目的とし、以下の項目を実施した。 

・ 大阪湾周辺の地形の勾配を考慮して、代表的な鉛直２断面を抽出 

・ 抽出された断面において地形、大阪層群、基盤、断層の各地質構造をモデル化 

・ 地質構造モデルを基に水理地質構造をモデル化 

・ 飽和・不飽和定常地下水流動解析を実施 

・ 大阪湾海底下の地下水環境へ広域地下水流動が与える影響の検討 

 

② 地質構造モデル・水理地質構造モデルの構築 
a 代表的な鉛直 2 断面の抽出 
 広域地下水流動が貯留層へ与える影響の主なものとして、高標高地域からの淡水地下水

の流動による大阪湾海底下の塩水環境への影響が考えられる。ここでは、これらの影響が

最も強く現れると考えられる、高標高地域から大阪湾までの地形勾配が大きい 2 次元断面

（淡水地下水流動の動水勾配が大きくなる 2 次元断面）を抽出した。 

 図 2.2-263 に大阪湾周辺の標高分布図および抽出した２断面の位置図を示す。抽出した

2 断面は、六甲山地から南へ延びる断面（以後、NS 断面と称する）、和泉山脈から北西へ

延びる断面（以後、NWSE 断面と称する）である。 

 

b 地質構造のモデル化 
 以下の地質構造をモデル化した。 

・ 地形 

・ 地質（大阪層群上部、下部、最下部、基盤） 

・ 大阪湾断層およびその他の大規模断層 

 

 また、上部境界条件に設定する涵養量による地下への浸透は地表面付近の高透水ゾーン

（土壌、あるいは沖積層など）の影響を大きく受けるため、土壌（あるいは沖積層）もモ

デル化した。 

 陸域地形については、国土地理院発行の数値地図 50m メッシュを用いた。海底地形につ

いては NASA が提供しているスペースシャトル地形データ（Shuttle Radar Topography 

Mission，SRTM30）および米国スクリップス研究所が提供しているスペースシャトル地

形データの加工データ（SRTM30 PLUS）を用いた。 
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図 2.2-263 大阪湾周辺の地形（国土地理院数値地図 50m メッシュを引用） 

 

 大阪層群の各部境界深度および基盤面深度は、以下の方法により設定した。 

・ 震探相解析断面図（図 2.2-175～図 2.2-180）と NS 断面、NW-SE 断面の各断面

との交点において地層境界深度を求める。 

・ 地表面における地層境界の位置と①を結び、地層境界を補完する 

 

 地表面における地層境界の位置は、産業技術総合研究所によるシームレス地質図を用い

て求めた。 
※断層について海上保安庁の探査断面および新編日本の活断層等を総合的に判断し、位置および傾斜を推定して

モデル化した。モデル化された断層は大阪湾断層、六甲山地南麓に認められる断層群、淡路島の東方沖に認め

られる断層である。六甲山地南麓の断層群は代表的な走行・傾斜を用いて一本の断層として代表させ、淡路島

の東方沖断層と同一とみなしてモデル化した（以下、六甲断層と称す）。また、和泉山脈付近の大阪層群と基

盤の境界面はここでは断層としてモデル化した（以下、和泉断層と称す）。  
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 図 2.2-264 に大阪湾周辺の地質図（産業技術総合研究所）およびモデル化した断層の位

置を示す。 

 図 2.2-265、図 2.2-266 に NS 断面および NW-SE 断面の地質構造モデルを示す。 

 

c 水理地質構造のモデル化 
 大阪層群の物性については神戸市東灘区において掘削された大深度ボーリング GS-K1

孔において取得されている。図 2.2-141 よると大阪層群の孔隙率の中間値は大阪層群上部

は 36.04％、大阪層群下部は 33.53％、大阪層群最下部は 27.69％である。 

 図 2.2-146，図 2.2-147 によると各層準の浸透率中間値は大阪層群上部が 1,428.87md、

大阪層群下部が 899.38md、大阪層群最下部が 324.16md となる。 

 泥質岩の水理特性については、平成16年度二酸化炭素削減等地球環境産業技術研究開発

事業 地球環境産業技術に係る先導研究「堆積盆の地質学的複雑系に依存したCO2地中溶

解(隔離)技術に関する先導研究」において適用された方法により推定された値をここでは

用いた。この報告で設定された泥質岩の孔隙率は概ね20～50%、浸透率は0.1～10mdであ

る。ここでは大阪層群の泥質岩層部についてもこの値が適用できると仮定する。 

 

 
図 2.2-264 大阪湾周辺の地質図（産業技術総合研究所シームレス地質図を引用） 
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図 2.2-265 地質構造モデル（NS 断面） 

 
図 2.2-266 地質構造モデル（NW-SE 断面） 

 

 一方、大阪層群の下部に挟在するMa-1層（図2.2-133）より上部では砂岩、泥岩の互層

となっており強い透水異方性が推測される（1,000：1～100：1程度）。また、大阪層群最

下部においては泥質層の記述はないが、一般的に砂質の岩であっても層理に沿う方向（一

般に水平方向）と直交する方向（一般に鉛直方向）に10：1程度の異方性があることが知

られている。 

 以上のことを踏まえ、大阪層群については鉛直方向の浸透率は水平方向の浸透率の

1/100として設定することとした。 

 本業務で設定した大阪層群の各層準の浸透率および孔隙率の基本値を表 2.2-40 に示す。 

 

表 2.2-40 大阪層群の水理特性 

 孔隙率 浸透率 

大阪層群上部 0.35 水平方向 1429md 
鉛直方向 14.29md 

大阪層群下部 0.3 水平方向 899md 
鉛直方向 8.99md 

大阪層群最下部 0.25 水平方向 324md 
鉛直方向 3.24md 

大阪層群上部 大阪層群最下部 大阪層群下部 

基盤 断層 

大阪層群上部 大阪層群最下部 大阪層群下部 

基盤 断層 

N S

SE NW

E.L.-4500m 

E.L.-4500m 

5k

5k
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 沖積層および表土の孔隙率、浸透率は梅田ほか（1997）による透水係数データベース、

建設産業調査会による改訂地下水ハンドブック（1998）を参考に、孔隙率 0.5、浸透率

1,000md とした。 

 基盤（花崗岩類）の浸透率は、梅田ほか（1997）の透水係数データベース等を参考に孔

隙率 0.2、浸透率 1md を与えた。 

 大阪湾断層およびその他の断層の水理特性についてはデータが取得されていないため詳

細は不明である。断層の透水性については破砕帯に伴って高透水性となる場合、断層活動

時における岩相の変質による粘土層を挟んで低透水のバリアとして機能する場合、それら

の複合作用によって強い透水異方性を有する場合など、様々なパターンが考えられる。例

えば、旧核燃料サイクル開発機構（現 原子力研究開発機構）東濃地科学センターにおい

て研究されている断層（月吉断層）の透水性は強い異方性を有することが確認されており、

断層沿いと断層に直交する方向の透水性はそれぞれ 10-6m/s（100md）オーダー、10-11m/s

（10-3md）オーダーである。 

 ここでは、断層が透水異方性を持つ場合、高透水性の場合、低透水性の場合それぞれを

条件として設定し、感度解析的に複数のケースについて数値解析を実施することとした。 

 

d 境界条件の設定 
 境界条件は以下を設定した。 

・陸域：涵養条件（淡水涵養） 

 ・海域：海水面固定（標高 0m） 

表 2.2-41 アメダス観測データ（降雨量） 

観測所名 降雨量平均値 用いたデータの観測期間 

洲本 3.9mm/day 1976/1/1～2005/12/31 

六甲山 5.5mm/day 1976/4/8～2005/11/20 

神戸 2.9mm/day 1999/9/1～2005/12/31 

平均値 4.3mm/day  

 

 大阪湾周辺の降雨量（表 2.2-41）のうち一部は表面流出あるいは蒸発散によって失われ、

降雨量の全てが土壌・岩盤へ浸透するわけではない。土壌・岩盤への涵養量を求めること

は容易ではないが、ここでは宮原ら（2002）による岐阜県における表層水理観測結果から

得られた年度総降水量と岩盤浸透量の相関（図 2.2-267）を参考に、年降水量の 2～3％が

土壌・岩盤へ涵養されると仮定して 0.1mm/day の涵養量を設定した。この値を基本的な

ケースとし、涵養量が 10 倍のケース、1/10 のケースをあわせて実施することにより降雨

量の影響を評価することとした。 
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図 2.2-267 年度総降水量と岩盤浸透量の関係 

 

③ 飽和・不飽和２相定常地下水流動解析の実施 
a 解析ケース 
 前述の水理特性を用いたケースを基本ケースとし、以下の項目について値をふることに

より感度解析を行った。 

・ 断層の透水性 

・ 大阪層群の透水性 

・ 基盤の透水性 

・ 涵養量 

 

表 2.2-42 に解析ケースを示す。 

 

b 不飽和特性曲線 
飽和・不飽和２相流動解析を実施するにあたり、石油鉱業便覧（石油技術協会、1983）

等を参考に、図 2.2-268 に示す一般的な不飽和特性曲線を与えた。なお、毛管圧、相対浸

透率についてのヒステリシスは今回は考慮していない。 
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図 2.2-268 不飽和特性曲線 

 

c 解析結果 
 ポテンシャル分布および塩分濃度解析結果のうち代表的なものとしてケース１，ケース

２，ケース３，ケース８，ケース 10 の結果を図 2.2-269～図 2.2-288 に示す．なおポテン

シャルの単位は mH2O，塩分濃度の単位は塩分溶存比[L3/L3]であり、塩分溶存比 0.01425

は塩分濃度 3.5%（重量）に対応する。 
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図 2.2-269 NS 断面ポテンシャル分布（ケース 1） 

 

 
図 2.2-270 NS 断面ポテンシャル分布（ケース 2） 

 

 
図 2.2-271 NS 断面ポテンシャル分布（ケース 3） 
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図 2.2-272 NS 断面ポテンシャル分布（ケース 8） 

 

 
図 2.2-273 NS 断面ポテンシャル分布（ケース 10） 

 

 
図 2.2-274 NS 断面塩分濃度分布（ケース 1） 
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図 2.2-275 NS 断面塩分濃度分布（ケース 2） 

 

 
図 2.2-276 NS 断面塩分濃度分布（ケース 3） 

 

 
図 2.2-277 NS 断面塩分濃度分布（ケース 8） 
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図 2.2-278 NS 断面塩分濃度分布（ケース 10） 

 

 
図 2.2-279 NW-SE 断面ポテンシャル分布（ケース 1） 

 

 
図 2.2-280 NW-SE 断面ポテンシャル分布（ケース 2） 
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図 2.2-281 NW-SE 断面ポテンシャル分布（ケース 3） 

 

 
図 2.2-282 NW-SE 断面ポテンシャル分布（ケース 8） 

 

 
図 2.2-283 NW-SE 断面ポテンシャル分布（ケース 10） 
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図 2.2-284 NW-SE 断面塩分濃度分布（ケース 1） 

 

 
図 2.2-285 NW-SE 断面塩分濃度分布（ケース 2） 

 

 
図 2.2-286 NW-SE 断面塩分濃度分布（ケース 3） 
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図 2.2-287 NW-SE 断面塩分濃度分布（ケース 8） 

 

 
図 2.2-288 NW-SE 断面塩分濃度分布（ケース 10） 

 

 

ポテンシャル分布は NS 断面と NW-SE 断面でやや傾向が異なり、NW-SE 断面の方が深

部において海域へのポテンシャルの張り出しが見られる。しかし大阪湾中央部を中心とし

た領域はおおむね静水圧で、どのケースでも海域海底の地下深部において大きな上昇流は

認められなかった。 

 また、涵養量の大小によって陸域深部においてはポテンシャル分布に違いが生じるが、

その影響は大阪湾地下深部には及ばない結果となった。 

さらに、断層を低透水に設定したケースあるいは異方性を設定したケースでは断層が遮

水バリアとして機能し、断層からみて地下水流動方向上流である陸域のポテンシャル分布

が大きく高まるが、断層の遮水性によりその影響が地下水流動方向下流である大阪湾深部

地下に及ぶことはほとんどないとみられる。 

 以上のことから、本業務で設定した条件下においては、陸域からの地下水流動による貯

留層の地下水ポテンシャルへの影響は小さいと言える。 
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 塩分濃度分布は、海水域からの塩分拡散と陸域からの淡水の供給による塩分濃度低下の

バランスで決まると考えられる。涵養量が小さいケースなど、淡水供給が少なくなるケー

スでは相対的に塩分濃度の大きい領域は広くなる傾向にある。 

 断層に異方性を設定したケースではポテンシャル分布と同様に塩分濃度分布に関しても

バリア的に機能している結果となった。 

 なお、大阪湾地域の地下水データのうち深度 800m 以深の地下水試料の平均塩素濃度（表

2.2-25）はおよそ 2,500mg/l である（平均海水の塩素濃度は 19,000mg/l）。本業務におけ

る解析結果でも、塩分濃度が海水濃度より低くなる領域は陸域から沿岸部に広がっており、

観測塩分濃度の傾向と整合的であると言える。 

 なお、貯留層の地下水塩分濃度は二酸化炭素の溶解過程等に影響を及ぼすため、より定

量的な二酸化炭素貯留量の評価を行うためには大阪湾海底地下塩分濃度情報をより詳細に

推定する必要があると考えられる。そのための方策としては、ボーリング調査によって直

接塩分濃度を把握する方法や、3 次元のモデル化・解析を行って実測値を用いて検証する

ことによって 3 次元的な塩分濃度分布を推定する方法などが考えられる。 

 

④ まとめ 
 大阪湾における二酸化炭素地中貯留の貯留可能量に対し、広域的な深部地下水流動が与

える影響を把握するため、大阪湾周辺の地形を考慮した簡易的な深部地下水流動シミュレ

ーションを行った。その結果以下のことが明らかとなった。 

 

・本業務で仮定した条件の下では、大阪湾周辺の後背地地形からの動水勾配に伴う広域

地下水流動が大阪湾中央部付近の二酸化炭素貯留層のポテンシャルへ与える影響は

小さく、大阪湾深部地下水はほぼ停滞しているものと考えられる。 

・本業務で設定した条件の下では、塩分濃度分布は涵養量の設定方法などにより特に深

部において影響が認められ，塩分濃度分布に関しては広域地下水流動の影響が認めら

れる。 

・広域的な深部地下水流動が二酸化炭素貯留層の塩分濃度分布に与える影響をより定量

的に評価するためには、3 次元モデルを用いた解析を実施し、実測により得られた観

測値（水圧、塩分濃度など）を用いた検証を行い、精度の高いモデルを構築する必要

があると考えられる。 
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2.2.3 北部九州 

 平成 17 年度においては、基本的には公開された地質データ・情報について収集・入手

を行った。これらの資料をもとに深部におよぶ地質構造を検討したが、沿岸域～海域の地

質資料が非常に乏しいため、平成 17 年度においては陸域のみについての検討を行わざる

を得なかった。 

 一方、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、地下深部や沿岸～海域の炭鉱の地質データが存在する可能性が見い出された。 

 そこで今年度においては、これらの資料についての調査を行って、昨年度には検討でき

なかった沿岸～海域における深部地質構造について示すことを目標とした。 

 

(1) 資料の収集範囲 
 沿岸～海域の地質構造を把握するため、主として臨海部や島付近に着目して資料を収集

した。主な資料収集を行った位置を図 2.2-289 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 2.2-289 主な資料収集位置 
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(2) 資料の利用方法 
 調査した資料の種類としては、地質図、地質断面図などがある。これらの資料を基にし

て、沿岸～海域における深部地質構造を推定していく手順として以下のような方法をとる

こととした。 

・沿岸～海域付近の層準既知の炭層分布資料を整理・準備する 

・炭層の分布を地形図中に転記する 

・同様に地質構造を規制する断層位置を転記する 

・海域での断層通過位置については、スパーカによる浅部反射探査結果を参照 

・これら転記した領域の空白部分を作業用の断面図を作成しながら補完する 

 以上の作業を進めて、手作業による試行錯誤を繰り返しながら、沿岸～海域における主

要な炭層の分布を示すコンターと断層分布を書き込んだ地質構造図を作り上げる。なお、

松浦地区において追跡した炭層は、いずれも佐世保層群～相ノ浦層群の累層境界をなすも

のである。昨年度設定した両層群における遮蔽層および貯留層の層準位置と、これらの炭

層の層準との関係を図 2.2-290 示す。 



 1274

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（引用：沢田秀穂、「日本炭田図Ⅱ 北松炭田地質図ならびに説明書」1958)1） 

図 2.2-290 佐世保層群および相ノ浦層群の貯留層などの設定と炭層との関係 

 

大瀬五尺は相ノ浦層群上限、鍋串二枚は中里層上限、松浦三尺は柚木層上限、砂盤は世

知原層上限にそれぞれ対応する。これらの沿岸～海域での分布コンターおよび断層分布を

図 2.2-291 に示す。それぞれの炭層のコンターは、炭層毎に色を変えている。また、参照

データが有る範囲では実線、補完した範囲では破線で表現した。断層についても同様の線

種の区分を行っており、変位量のデータが認められた箇所には、変位量の値を書き込んで

いる。 
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図 2.2-291 各炭層コンターおよび断層分布図 

 

 

(3) 水理地質構造図の作成 
 二酸化炭素の地中貯留を考える上での大きな留意点として以下の事項があげられる。 

 水理地質構造の観点からは、遮蔽層とみなせる構造が存在することが重要であり、遮蔽

層候補の分布形態や連続性と浸透率が鍵となる。また、貯留層候補についての物性的な観

点からは、相対的に大きな孔隙率と浸透率が鍵となる。 

 小倉～芦屋地区においては平成 16 年度 NEDO 報告書 2)によれば、出山層下部の上限付

近に原位置透水試験によって把握された低透水性ゾーンが認められており、この層準が遮

蔽層として機能すると期待されており、その下位の出山層の礫岩～砂岩が貯留層と考えら

れている。 

 一方松浦地区においては、平成 16 年度 NEDO 報告書 2)では相ノ浦層群中の砂岩を貯留

層に、その上位の佐世保層群の互層中の泥岩を遮蔽層として考察を加えている。平成 17

年度の文献調査において把握された佐世保層群および相ノ浦層群の砂岩の孔隙率の平均値

をとると、佐世保層群で 15.1%、相ノ浦層群で 6.52%であり、佐世保層群の砂岩も貯留層

として期待できることが想定された。 
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 平成 17 年度においては、以上のような検討結果からそれぞれの地区での遮蔽層および

貯留層の設定を行っており、今年度の調査においてこれらの設定に変更を及ぼすような知

見は得られていないことから、今年度の設定も平成 17 年度を踏襲するものとした。 

 図 2.2-291 に示した地質構造図は、松浦地区における主要な炭層の分布を示したもので

あり、水理地質構造図とはなっていない。これらの炭層の構造を基に、昨年度設定した遮

蔽層および貯留層の層準の分布を描くことで、水理地質構造図とみなすことができる。こ

の地質構造図から水理地質構造図を作成する作業については、水理地質構造モデルの作成、

修正に対する利便性や、任意の断面図を作成できる利点を踏まえて、三次元地質情報処理

ソフトを用いて行うこととした。 

三次元水理地質構造モデルの作成は VULCAN（ヴァルカン）を用いて行った。VULCAN

は，汎用パーソナルコンピュータで動作し、GUI（Graphical User Interface）により画

面内の仮想三次元空間において視覚的な操作により、地形や地質構造の三次元モデルを作

成するソフトウエアである。 

 まず、小倉～芦屋地区および松浦地区の陸域については数値地図データを、海域につい

ては海の基本図をもとにして、地形データを作成した。小倉～芦屋地区の地形データの平

面図を図 2.2-292 に、その鳥瞰図を図 2.2-293 に示す。また、松浦地区の地形データの平

面図を図 2.2-294 に、その鳥瞰図を図 2.2-295 に示す。なお、いずれの地区においても標

高-3000m までをモデル化範囲とした。 

 次に、小倉～芦屋地区の炭層コンターから導いた、貯留層上限面図を図 2.2-296 に示し、

松浦地区の炭層コンターから導いた、相ノ浦層群の貯留層上限面図を図 2.2-297 に、佐世

保層群の貯留層上限面図を図 2.2-298 に示す。いずれの貯留層上限面図においても、標高

-800m のライン位置を明記した。 
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図 2.2-292 小倉～芦屋地区の地形データ（平面図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2-293 小倉～芦屋地区の地形データ（鳥瞰図） 



 1278

 

図 2.2-294 松浦地区の地形データ（平面図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2-295 松浦地区の地形データ（鳥瞰図） 
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図 2.2-296 小倉～芦屋地区の貯留層上限面図 

 

 

図 2.2-297 松浦地区の相ノ浦層群の貯留層上限面図 
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図 2.2-298 松浦地区の佐世保層群の貯留層上限面図 

 

 図 2.2-296 を見ると、小倉、芦屋の両地域において、海域において標高-800m 以深に貯

留層が分布する領域が認められ、小倉前面海域の方がその広がりが大きいことが判る。図

2.2-297 の松浦地区の相ノ浦層群については、標高-800m 以深に貯留層が分布する範囲が

非常に広いが、図 2.2-298 の佐世保層群については、検討対象領域の西～北西部にのみ標

高-800m 以深に貯留層が分布する領域が認められる。 

 次に小倉～芦屋地区の断層によってブロック化された遮蔽層および貯留層の分布を南東

側から鳥瞰したものを図 2.2-299 に示し、さらに断層面を取り去った鳥瞰図を図 2.2-300

に示す。 

 このようにして構築した小倉～芦屋地区の三次元水理地質構造モデルをもとに、堆積盆

の長軸方向に直交するような方向で、沿岸、海岸線付近、そして海域へと順次切り出した

断面図を図 2.2-301～図 2.2-303 に示す。 

 松浦地区の断層によってブロック化された遮蔽層および貯留層の分布を南東側から鳥瞰

したものを図 2.2-304 に示し、さらに断層面を取り去った鳥瞰図を図 2.2-305 に示す。ま

た、参考のために標高-800m の水平面で切った鳥瞰図を図 2.2-306 に示す。 

 このようにして構築した松浦地区の三次元水理地質構造モデルをもとに、東西方向、南

北方向、そして北西－南東方向に切った断面図をそれぞれ図 2.2-307～図 2.2-308 に示す。 
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図 2.2-299 小倉～芦屋地区の水理地質構造の鳥瞰図 

 

 

 

 

図 2.2-300 小倉～芦屋地区の水理地質構造の鳥瞰図（断層面を除去） 
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図 2.2-301 小倉～芦屋地区の水理地質断面図（沿岸部） 

 

図 2.2-302 小倉～芦屋地区の水理地質断面図（海岸線付近） 

遮蔽層  

貯留層  

遮蔽層  

貯留層  

-800m 

-800m 



 1283

 

図 2.2-303 小倉～芦屋地区の水理地質断面図（海域） 

 

 

 

 

図 2.2-304 松浦地区の水理地質構造の鳥瞰図 

 

遮蔽層  

貯留層  

-800m 
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図 2.2-305 松浦地区の水理地質構造の鳥瞰図（断層面を除去） 

 

 

 

図 2.2-306 松浦地区の水理地質構造の鳥瞰図（標高-800m スライス） 
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図 2.2-307 松浦地区の水理地質断面図（東西方向） 

 

 

図 2.2-308 松浦地区の水理地質断面図（南北方向） 
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図 2.2-309 松浦地区の水理地質断面図（北西－南東方向） 

 

 昨年度と今年度の貯留可能評価範囲を併記した図を、小倉および芦屋地区について図

2.2-310 に、松浦地区の佐世保層群について図 2.2-311 に、松浦地区の相ノ浦層群について

図 2.2-312 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2-310 小倉および芦屋地区における貯留可能範囲 
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図 2.2-311 松浦地区における佐世保層群の貯留可能範囲 

 

図 2.2-312 松浦地区における相ノ浦層群の貯留可能範囲 
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(4) 推定貯留可能量の算定 
 推定貯留可能量の概算は以下のような方法で行った。 

 まず、作成した三次元水理地質構造モデルにおいて、海岸線よりも海側で、貯留層の上

限が標高-800m 以深になる範囲の体積を三次元地質情報処理ソフトで計算する。 

 次に、相ノ浦層群および佐世保層群では、それら貯留層の体積に砂岩割合を掛けたもの

を貯留層体積とする。出山層については昨年度設定したように全て砂質岩とする。孔隙率

は平成 17 年度の文献調査による平均値を採用し、次式を用いて貯留可能量の算出を行っ

た。算出結果を表 2.2-43 に示す。  

貯留可能量＝Sf×A×h×φ×Sg/BgCO2×ρ    

 ここに、 

Sf：貯留率 0.25  

A ：貯留面積 

h ：有効層厚 

φ：孔隙率     

Sg：超臨界二酸化炭素飽和度 0.5 

BgCO2：二酸化炭素容積係数 0.003 

ρ：二酸化炭素密度 0.001976 t/m3 

 

表 2.2-43 推定貯留可能量算定結果 

 

地区名 地層名 貯留対象層

体積 

(km3) 

砂岩割合 孔隙率 

(%) 
CO2貯留

可能容量 

(km3) 
 

推定貯留

可能量 

(億 t) 

小倉 出山層 23.8 (1.00) 16.1 3.83 
(1.09) 

3.15 
(0.89) 

芦屋 出山層 3.4 (1.00) 16.1 0.55 
(1.79) 

0.45 
(1.48) 

松浦 佐世保層群 17.0 0.75 15.1 1.93 
(2.94) 

1.59 
(2.42) 

 相ノ浦層群 25.0 0.72 6.5 1.17 
(1.01) 

0.96 
(0.83) 

  
注）二酸化炭素貯留可能容量と推定貯留可能量の（ ）内の数値は、昨年度の陸域における結果  

 

なお、これらの算出結果は試算であり、特に孔隙率の見直しによっては大きく値が変り

得ることに留意すべきであると考えられる。また、小倉地区については昨年度評価範囲が

今年度の評価範囲に含まれている。 

(億 t-CO2) 
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(5) 課題・不足情報の抽出 
 北部九州について地下地質情報の観点から見ると、昨年度困難と考えられた海域におけ

る第三系の分布状況については、炭鉱資料を調査することによって、概ね推定が可能とな

った。ただし、これらの推定は離散した地質情報を地質学的な見地から組み合わせて構築

したものであり、連続的な実データによる裏づけがない。この観点で、海域における探査

深度の大きな反射法探査の実施が望まれる。 

また、第三系の物性値データにも乏しく、昨年度の地表試料を用いた岩石試験によって

得られた各種特性値の代表性を確認することが困難であるため、直接現地の深部試料に基

づくデータを取得することが望まれる。 
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