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まえがき 

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

(RITE)が実施した平成 19 年度「二酸化炭素地中貯留技術研究開発」の成果を取りまとめ

たものである。 

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

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

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

果ガス排出目標の達成が求められる中、平成 18 年度の温室効果ガス排出量は 1990 年に比

べて 6.4％増加している。そうした中、「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)」において、

二酸化炭素回収・貯留（CCS）を「大気中の温暖化ガス濃度を安定化させる方策の１つ」

とした特別報告書が平成 17 年 9 月の IPCC 総会で採択された。これにより地中貯留は、

重要な技術開発課題の一つと位置付けられ、実際の適用が大規模に進められている。また、

国内においても、平成 19 年 5 月に安倍総理大臣が「美しい星 50（クールアース 50）」を

発表し、世界全体の温室効果ガス排出量を現状に比して 2050 年までに半減するという長

期的目標を提案した。この目標の実現には革新的技術が不可欠とし、重点的に取り組むべ

き革新技術として 21 技術が選定されたが、その１つに CCS が取り上げられている。 

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

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

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

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

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

下 1,100m の地下深部塩水層に我が国で初めて、また、陸域地下深部塩水層としては世界

で初めて二酸化炭素を貯留し、約 1 万４百 t-CO2 の累積圧入量を以って平成 17 年 1 月 11

日に圧入終了した。平成 17 年度からは、科学的技術的知見の集積段階から実適用に向け

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

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

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

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

実証段階に必要な技術基盤構築に役立てればと考える次第であります。 

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

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

とする多くの関係者の方には、心から感謝申し上げます。 

平成 20 年 3 月 

財団法人 地球環境産業技術研究機構 
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要 約 

「二酸化炭素地中貯留技術研究開発」 

 

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

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

を進めている。平成 19 年度の研究開発の進捗状況は以下のとおりである。 

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

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

開発として実施された。 

 

1. 安全評価手法の開発 

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

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

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

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

タの取得を行うことである。なお、平成 15 年 7 月に開始された二酸化炭素の圧入運転は、

平成 17 年 1 月 11 日に最終累計圧入量 10,405.2 t-CO2 をもって完了している。 

平成 19 年度は、主に次の内容を実施した。 

・岩野原サイトで平成 17 年 1 月 11 日に圧入を完了した二酸化炭素 10,405.2t-CO2 につ

いて、地中挙動モデルの精度向上に寄与する観測データを継続して取得するための各

種観測を実施するとともに、シミュレーション・スタディによる長期挙動予測の総合

解析を行った。また、圧入井を含めた坑井調査や坑井封鎖技術の基礎データの収集を

行った。 

 

(2) 基礎的研究 
基礎的研究の目的は、地下深部塩水層に圧入された二酸化炭素の長期安定性評価に係わ

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

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

析モデルや評価手法を提供する「地中挙動予測手法の高精度化」に役立てることである。 

平成 19 年度は、主に次の内容を実施した。 
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・室内実験により、カテゴリーＢでの貯留で重要となる残留ガストラップメカニズム等

を解明した。また、二酸化炭素／二酸化炭素溶解水がシール層の力学的安定性に与え

る影響の評価、モニタリング解釈に必要な基礎物性値等の取得を行った。 

 

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

素が地下深部塩水層およびその上部において、短期的・長期的に取り得る挙動の科学的な

検討を行い、二酸化炭素地中挙動メカニズムの集大成を行うことである。 

平成 19 年度は、主に次の内容を実施した。 

・貯留メカニズムに影響する広域地下水流動解析、地化学的 CO2 貯留メカニズムの検討、

シール層の健全性評価手法の開発、天然類似事例に基づく浅部地層における移行プロ

セスの解明や湧出 CO2 の大気拡散状況の推定等を行った。 

 

2. 総合評価 

(1) 全国貯留層賦存量調査 
全国貯留層賦存量調査の目的は、日本の地下深部塩水層貯留において十分な貯留可能量

が存在することを信頼性の高いデータで示すことであり、平成 17～19 年度は、日本の地

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

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

の全国的な分布および貯留可能量の算定に反映することである。 

平成 19 年度は、主に次の内容を実施した。 

・排出源近傍沿岸域における移行解析を行い、貯留可能量の精度向上を図った。また、

平成 20 年度以降の実調査計画や賦存量調査法の作成、データベースシステムの構築を

行った。 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

貯留の有効性を明らかにすることである。次に、我が国で二酸化炭素地中貯留の実適用に
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向けた道筋についてマイルストーンを含めた時間軸で示す（ロードマップ）ことにより、

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

平成 19 年度は、主に次の内容を実施した。 

・各火力発電所からの二酸化炭素分離回収コストについて検討するとともに、排出源と

貯留層をパイプラインで結ぶ「輸送・圧入ネットワークモデル」を構築し、CCS のコ

ストと貯留ポテンシャルの関係を求めた。 

 

 

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

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

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

能を確立することによって二酸化炭素地中貯留の普及に寄与することである。 

平成 19 年度は、主に次の内容を実施した。 

・CCS に係わる国内外の技術動向･政策動向や関連する法的枠組み等を調査するととも

に、国際ワークショップの開催等による理解促進活動を実施した。 

 

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

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

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

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

ことである。 

平成 19 年度は、主に次の内容を実施した。 

・社会的受容を得るための安全性評価の観点から、断層や地震等の知見を整理した。 
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第1編 概要 

第1章 事業概要 

1.1 事業目的 

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

いて、2010 年における我が国の温室効果ガス排出が 1990 年比 6％削減の目標で合意され

たように、温室効果ガス、特に二酸化炭素の排出削減は、一刻の猶予も許されない喫緊の

課題である。今後、省エネルギーの推進や新エネルギーの導入の促進とともに、近い将来

に実用化が期待できる二酸化炭素排出削減技術の確立が望まれるところである。 

こうした中で二酸化炭素の地中貯留技術は、これまでの天然ガスの地下貯蔵や石油増進

回収等で蓄積した地中へのガス圧入・貯留技術を応用できることから、最も即効的かつ実

用的な技術として期待されている。また、これまでの地質調査の研究結果から、貯留の対

象として考えられる日本近海の地下深部塩水層が、十分な貯留能力を有するとの試算もさ

れている。しかしながら、対象層である地下深部塩水層内での二酸化炭素挙動等について

充分な検証がなく、更に長期貯留に関する安全や環境影響について技術的、科学的な検討

が十分とは言い難い。 

そこで本研究開発では、大規模発生源から分離・回収した二酸化炭素を地下深部塩水層

に長期に安定的かつ安全に貯留する技術を確立するための研究開発を行う。 

 

1.2 事業の概要 

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

の項目から構成されている。それぞれの内容を以下に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.2-1  二酸化炭素地中貯留技術研究開発の実施項目 

二酸化炭素地中貯留

技術研究開発  
安全評価手法

の開発  

総合評価  想定モデル地点調査  

全国貯留層賦存量調査  

安全評価関連調査  

有効性評価  

周辺関連調査  

岩野原モニタリング  

基礎的研究  

地中挙動予測手法の高精度化
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1.2.1 安全評価手法の開発 

(1) 岩野原モニタリング 

岩野原サイトで平成17年1月11日に圧入を完了した二酸化炭素10,405.2t-CO2について、地中

挙動モデルの精度向上に寄与する観測データを継続して取得するための各種観測を実施する

とともに、シミュレーション・スタディによる長期挙動予測の総合解析を行った。また、圧入

井を含めた坑井調査や坑井封鎖技術の基礎データの収集を行った。 

(2) 基礎的研究 

室内実験により、カテゴリーＢでの貯留で重要となる残留ガストラップメカニズム等の解明

を行った。また、二酸化炭素／二酸化炭素溶解水がシール層の力学的安定性に与える影響の評

価、モニタリング解釈に必要な基礎物性値等の取得を行った。 

(3) 地中挙動予測手法の高精度化 

貯留メカニズムに影響する広域地下水流動解析、地化学的CO2貯留メカニズムの検討、シー

ル層の健全性評価手法の開発、天然類似事例に基づく浅部地層における移行プロセスの解明や

湧出CO2の大気拡散状況の推定等を行った。 

 

1.2.2 総合評価 

(1) 想定モデル地点調査 

地中貯留システムのモデル地点を対象に実規模のエンジニアリングスタディで得られた課

題を解決するために必要な実証試験の基本計画を作成した。なお、平成19年度における本項目

は、特定の貯留サイトを対象とした検討であり、本報告書への掲載は差し控える。 

(2) 全国貯留層賦存量調査 

排出源近傍沿岸域における移行解析を行い、貯留可能量の精度向上を図った。また、平成20

年度以降の実調査計画や賦存量調査法の作成、データベースシステムの構築を行った。 

(3) 有効性評価 

各火力発電所からの二酸化炭素分離回収コストについて検討するとともに、排出源と貯

留層をパイプラインで結ぶ「輸送・圧入ネットワークモデル」を構築し、CCS のコストと

貯留ポテンシャルの関係を求めた。 

(4) 周辺関連調査 

CCSに係わる国内外の技術動向･政策動向や関連する法的枠組み等を調査するとともに、国

際ワークショップの開催等による理解促進活動を実施した。 

(5) 安全評価関連調査 

社会的受容を得るための安全性評価の観点から、断層や地震等の知見を整理した。 
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第2章 平成 19 年度 実施内容および成果概要 

2.1 実施主体 

財団法人 地球環境産業技術研究機構 

 京都府木津川市木津川台9丁目2番地 

 

2.2 実施期間 

 自 平成19年4月 1日 

 至 平成20年3月31日 

 

2.3 実施体制 

2.3.1 事業管理体制 
事業の管理は図2.3-1に示す体制で行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3-1  事業管理体制 

 

 

2.3.2 事業実施体制 

事業の実施は図2.3-2に示す体制で行った。 

理事長  事務局長 総務ｸﾞﾙｰﾌﾟ 経理ﾁｰﾑ 

地球環境産業  

技術研究所 研究企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ

CO2 貯留研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

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

所長 茅 陽一 
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 岡村 繁寛  

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 村井 重夫  

財団法人 地球環境産業技術研究機構  
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図 2.3-2  事業実施体制 

 

 

2.3.3 事業担当責任者 

二酸化炭素地中貯留プロジェクト 

 プロジェクトリーダー 水野 康信 

 

2.3.4 経理担当者 

総務グループ 経理チーム 

 チームリーダー   前田 浩 

 

 

2.4 実施内容および成果概要 

2.4.1 安全評価手法の開発 

(1) 岩野原モニタリング 
平成19年度は、平成17年1月11日に圧入を完了した後の二酸化炭素10,405.2t-CO2の地中での

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

トリー・マッチングにより、挙動予測のためのシミュレーション・スタディを実施した。 

 

財団法人 地球環境産業技術研究機構  

責任者  入澤  博

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

CO2 貯留研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

RITE エン振協分室 

研究推進委員会  
○技術関係合同WG 
 ・岩野原モニタリング WG 
 ・地中貯留･挙動 WG 
○調査関係合同 WG 

・実適用調査 WG 

CO2 地中貯留ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
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① モニタリング 

a 圧力・温度計測 
圧力・温度計測は、圧入対象である貯留層 Zone-2 の圧力・温度変化を連続的に直接測

定するものである。、圧入井 CO2-1 坑では圧入区間（深度 1,093～1,105mMD）につなが

るチュービング内の深度 1,072.46mMD および観測井 CO2-4 坑では、ケーシングの外側深

度 1091.5mMD の 2 箇所に設置した圧力・温度計を用いて、二酸化炭素圧入開始前の平成

15 年 6 月 23 日以降、原則として 5 分間隔でデータを取得した。平成 19 年度は、継続し

て、圧入終了後の圧力・温度測定を実施した。また、引き続き、監視用に圧入井 CO2-1

坑の坑口で温度・圧力および二酸化炭素濃度を測定した。 

 

b 物理検層 
物理検層は各観測井における二酸化炭素到達および到達後の坑井周辺における二酸化

炭素の挙動を把握する目的で実施した。平成 19 年度の測定回数は CO2-2 坑、CO2-4 坑に

ついては 3 回、CO2-3 坑については 2 回の頻度で実施した。測定種目は前年度と同様にイ

ンダクション検層（地層比抵抗）、中性子検層（地層孔隙率）、ガンマ線検層（自然ガンマ

線強度）、音波検層（弾性波速度）の４種目とした。 

平成 19 年度の測定では CO2-3 坑、CO2-4 坑における比抵抗検層、中性子検層、音波検

層結果に変化は認められなかった。CO2-2 坑において微変化が確認されていた比抵抗値は

昨年度の変化傾向と同じような変化が見られた。すなわち、今年度も昨年度同様、深度

1,115.1～1,117.2m において明らかな比抵抗低下が確認され、平成 17 年度の最終測定値か

ら連続して比抵抗値の低下が確認できる。 

 

c 坑井間弾性波トモグラフィ解析 
坑井間弾性波トモグラフィは、これまでの弾性波トモグラフィで得られている速度変化

について、二酸化炭素圧入後時間が経過することにより変化するかどうかを確認すること

を目的として実施した。 

今回の測定は第７回目でありこれまでに以下の６回測定されている。 

• 第１回：平成 15 年 2 月 8 日～ 2 月 19 日 圧入開始前初期状態測定） 

• 第２回：平成 16 年 1 月 26 日～ 2 月 9 日 圧入中(3,180～3,400 t-CO2） 

• 第３回：平成 16 年 7 月 21 日～ 7 月 30 日 季休止中(6,237 t-CO2） 

• 第４回：平成 16 年 11 月 19 日～11 月 29 日 地震後中断中(8,954 t-CO2） 

• 第５回：平成 17 年 1 月 20 日～ 2 月 13 日 圧入終了後(10,405 t-CO2） 

• 第６回：平成 17 年 10 月 11 日～11 月 4 日 圧入完了 9 ヵ月後(10,405 t-CO2） 

• 第７回：平成 19 年 10 月 4 日～10 月 10 日 圧入完了 2 年 9 ヵ月後(10,405 t-CO2） 

今回の測定・解析結果は第６回と変化はなかった。 
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② 坑井調査 

平成 19 年度は、新潟県長岡市の帝国石油㈱岩野原坑井基地において、圧入井における

検層、観測井坑内調査、坑井の健全性の調査を実施した。 

a 圧入井における検層 
圧入井 CO2-1 坑井において、RST 検層および中性子検層を実施して、圧入井周辺のガ

ス飽和率および残留ガス飽和率を求めた。 

b 観測井坑内調査 
観測井 CO2-2 坑井において、パッカーを用いた水圧入試験を実施して、水漏洩の確認を

行った。また、BHTV およびカメラを用いて観測井の状況を確認した。 

c 坑井の健全性調査 
観測井 CO2-2,3,4 坑井において、セメントボンドログと BHTV およびカメラを用いて観

測井の坑井の健全性の検討を実施した。 

 

③ シミュレーション・スタディ 

平成 19 年度の岩野原における二酸化炭素地中貯留シミュレーションでは、最終年度と

して現在の条件でもっとも適当と思える深部塩水層モデルを利用したシミュレーションを

実施し、観測データにマッチするパラメータを抽出した。 

また、そのモデルを用いて、ヒストリー･マッチングを実施し、1000 年後の状況を推定

した。一方、岩野原における実規模の二酸化炭素を圧入した際のシミュレーションについ

ても実施した。 

 

④ ベントナイトによる坑井封鎖技術室内試験 

二酸化炭素地下貯留の坑井封鎖に、ベントナイトを利用することが有効と考えられる

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

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

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

を実施して、本技術の基礎データを収集した。 

 エタノールベントナイトは、エタノール溶液にベントナイトを数十 wt%添加した高濃度

ベントナイトスラリーであり、作液、封鎖作業時には流動性を保つが、地層内で水分と接

触すると膨潤し低浸透性を発揮する。 

 平成 19 年度は、平成 18 年度に引き続きエタノールベントナイトの地層への注入および

地層の難浸透性化を目的に、各種粒径のベントナイト、エタノールベントナイト濃度の異

なるスラリーの性状試験、およびスラリーの岩石サンプルへの圧入試験を実施した。また、

エタノールベントナイトスラリーの圧入による岩石の浸透率への影響を検討した。具体的

な試験は以下の通りである。 

・ エタノールベントナイト岩石注入試験 
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・ エタノールベントナイト岩石注入試験（コアフラッド試験） 

・ 二酸化炭素の影響試験 

 

⑤ まとめと今後の課題 

岩野原モニタリング調査は平成 12 年度より平成 19 年度の 8 年間にわたり実施された。

平成 12 年度から平成 16 年度までの 5 年間は主に二酸化炭素地中貯留計画立案、モニタリ

ング手法の提案およびそれに伴う情報収集を実施した。また、岩野原基地における圧入井・

観測井の掘削を実施して、二酸化炭素地中貯留のモニタリングに必要な機器の設置及び約

1 万 t-CO2 の二酸化炭素の圧入を実施し、圧入中におけるモニタリングを実施した。 

平成 17 年度から平成 19 年度の 3 年間は主に二酸化炭素圧入後の二酸化炭素地中挙動の

モニタリングを目的に温度・圧力測定、物理検層、弾性波トモグラフィなどの調査を繰り

返し実施した。また、坑井調査や坑井維持に必要な坑井の健全性調査なども実施した。こ

れらのデータをもとにして、深部塩水モデルを作成し、シミュレーションを実施して観測

データに最もマッチするパラメータを抽出した。また、これらのパラメータを用いてヒス

トリー・マッチングおよび二酸化炭素地中挙動の 1000 年後における状態を推定するシミ

ュレーションを実施した。 

これらの調査により以下の成果があった。 

1） 我が国の地下深部塩水層に、地層破壊圧以下の圧入圧・圧入レートで、計画的に累計

10,405 t-CO2 の二酸化炭素を貯留した。これにより、我が国の地下深部塩水層におけ

る地中貯留の実現性を示すことが出来た。 

2） 圧入井と観測井を適切に配置し、それらの坑井を使用することで、坑底圧・物理検層・

弾性波トモグラフィなどのモニタリング調査を継続的に実施し、地中における二酸化

炭素貯留状況を高精度で確認した。 

3） 近傍で発生した中越地震・中越沖地震に対し、地下の貯留挙動に影響が無いことや坑

井の健全性を確認した。 

4） 連続圧入前・中・後の二酸化炭素挙動シミュレーションにて、坑井配置など計画立案

に活用するとともに、二酸化炭素飽和率・二酸化炭素到達時期・貯留層圧力変化など

のヒストリー・マッチングを精度良く実施した。その結果を元に、1000 年後の二酸

化炭素分布範囲を予測した。 

5） 坑井の掘削から圧入設備の設計・施工、圧入、モニタリング、シミュレーション・ス

タディにいたる一連のプロセスは、資源工学等の既存技術の二酸化炭素地中貯留への

適用性を実証した。 

また、課題としては以下のものがある。 

1） 規模を大きくした貯留サイトでの圧入・シミュレーション手法の対応 

2） 圧入貯留モデル、モニタリング、長期挙動予測の基準と精度 

3） 地点選定基準と地点特性 
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4） 岩野原モニタリングの成果の活用 

5） モニタリング手法の効率化とコスト低減 

6） 地震探査・地化学調査の有効活用 

7） 坑井封鎖技術の確立 

 

(2) 基礎的研究 
① 平成 19 年度の実施内容 
 以下に，平成 19 年度に実施した基礎実験に係わる各研究項目の目的及び実施概要を整

理した。 

1） 残留ガストラッピングの影響による砂岩の二酸化炭素飽和度の変化を弾性波速度測定

に基づいて評価した。実験では水に飽和した砂岩に二酸化炭素を注入した後、水を注

入して残留ガストラッピングを再現し、弾性波速度の変化を測定した。また得られた

弾性波速度を Gassmann 理論に基づいて評価し、二酸化炭素飽和度を推定した。 

2） 貯留層に圧入された二酸化炭素は鉱物固定されることにより、地上への漏洩の可能性

が低減される。長岡実証試験における二酸化炭素の鉱物固定機構ならびに量を評価す

るために現場試料や室内試験の結果を適用した地球化学反応モデルを作成し、貯留層

内の反応系が化学平衡に達するまでの数値解析を実施した。 

3） 長期的な二酸化炭素挙動を予測して貯留量や安全性を評価するためには、シミュレー

タに入力するデータが重要である。圧入された二酸化炭素の長期挙動予測、特に鉱物

固定に大きな影響を与えるパラメータを評価するため、GEM-GHG を用いて感度解析

を行った。また、格子ボルツマン法を用いてモデル化した砂泥互層内部の流動解析を

実施し、貯留層岩石の形成時の堆積環境が二酸化炭素の流動に及ぼす影響を評価した。 

4） 難浸透性泥質岩の超臨界二酸化炭素に対するシール性能測定手法の開発を目的とした。

シール性能の指標である閾値圧力（threshold pressure）を把握するために、恒温・

三軸応力下の岩石に二酸化炭素を注入する試験計測システムを構築した。さらに泥質

岩（第四紀更新統上総層群下部の大田代層泥岩）を対象に、地下深部の圧力温度条件

下での超臨界二酸化炭素に対する閾値圧力の測定を試みた。 

 

② 平成 19 年度の成果概要 
主要な成果の概要を以下に整理する。 

1） 残留ガス飽和度測定の結果、トラップされた二酸化炭素の影響で、Berea 砂岩で 2.5％、

多胡砂岩で 6％の弾性波速度低下が確認できた。次にこの速度変化から Gassmann 理

論に基づいて二酸化炭素飽和度を評価した。その結果、二酸化炭素の分布形式を「臨

界ガス飽和度を考慮した Patchy Saturation」と仮定した場合、それぞれ 6.7%と 14.2％

の残留ガス飽和度の値を得た。 

2） 残留（および臨界）二酸化炭素飽和率を 5%、30%と仮定した場合の数値解析結果を比
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較すると、二酸化炭素固定鉱物である方解石の生成範囲に影響を及ぼすものの、両者

とも最終的な鉱物固定量は約 9 千トンと見積もられた。残留二酸化炭素飽和率が高い

方が二酸化炭素の溶解反応に時間がかかるため鉱物固定反応は緩やかであった。本結

果は次項の二酸化炭素挙動の感度解析や岩野原モニタリングにおけるシミュレーショ

ン・スタディで検討される GEM-GHG による長期予測の予備解析結果ではあるものの、

長岡実証試験サイトでは鉱物固定のポテンシャルが大きいと考えられた。 

3） GEM-GHG を用いた感度解析によって、反応面積の値は長期挙動予測に対して大きな

影響を及ぼすことが明らかになった。Mg 鉱物の存在下では中和反応と鉱物固定化が

より進行するため、Mg 鉱物の有無が挙動予測に大きな影響を及ぼすことが明らかに

なった。一方、今回のケースでは残留ガス飽和率は 0.275～0.400 の範囲では大きな影

響を及ぼさなかった。圧入量を多くすると、溶解、イオン化、鉱物化の割合が小さく

なった。また、格子ボルツマン法を用いた多孔質体内部二相流解析によって、平坦ラ

ミナを持つ構造に対して、二酸化炭素の流動は構造に沿った方向に影響を受けること

が明らかになった。平板斜交層理、船状斜交層理では流動が受ける影響は小さくなっ

た。 

4） 試験計測システムにおいて、間隙流体用の配管系の見直し、変形（ひずみ）や弾性波

伝播速度の計測システムの追加、ジャケッティング方法の改良等を行った結果、供試

体中における超臨界二酸化炭素の移動が確実に捕捉され、原位置環境下における閾値

圧力（threshold pressure）の把握が可能となった。大田代層泥岩の場合、封圧が 12MPa

条件下において差圧 1MP、封圧 15MPa、18MPa 条件下においては差圧 2MPa で超臨

界二酸化炭素のブレークスルーが確認され、閾値圧力は 1～2MPa 以下と測定された。 

 

(3) 地中挙動予測手法の高精度化 
① 平成 19 年度の研究概要および成果概要 
a 地化学的貯留メカニズムの研究 

前年度までの研究成果を総括し、国内主要地域の深部地下水の地化学特性と「地層水デ

ータベース」、ナチュラル･アナログとしての炭酸泉・重炭酸泉の研究、相平衡シミュレー

ションと究極鉱物固定率、東京湾モデルにおける反応論的地化学シミュレーション、長石

溶解速度の実験的研究を行った。 

国内主要地域の深部地下水の地化学特性と「地層水データベース」の研究は、本年度前

半に終了し、わが国主要 10 地域での貯留層深度（800ｍ以深）の深部地下水組成の概要を

把握することができた。地下に主として海成層が存在する地域と汽水－淡水成層が存在す

る地域で，深部地下水の化学組成は系統的に異なる。海成層が存在する地域の深部地下水

は汽水－淡水成層地域の深部地下水よりも塩濃度が高いが、それでも平均海水に比べると

希薄な組成である。 実験的な CO2 溶解度曲線に対する比較・検討として、検討対象とし
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た深部地下水では真水の 85%以上の CO2 溶解度を見込むことができると判明した。わが国

の深部地下水は、CO2 溶解ポテンシャルが高いと期待される。 

ナチュラル･アナログとしての炭酸泉・重炭酸泉の研究では、貯留層や移行経路での地

化学的諸現象を解明する上で、自然界で実際におきている相似現象の解明は欠くことがで

きないことから地化学的貯留メカニズム研究の一環として行い、炭酸塩鉱物の沈殿（すな

わち鉱物固定）の地化学条件を探る上で有益な情報をもたらした。 

相平衡シミュレーションと究極鉱物固定率の研究では、貯留層での地化学プロセスを再

現する地化学シミュレーションとしては、相平衡シミュレーションと時間変化を追跡する

反応論シミュレーションを試みる必要があることから、昨年の東京湾岸モデルに続き、国

内の海成層地域 1 箇所（北海道中央部）、淡水成層地域 1 箇所（常磐地域）に対する相平

衡シミュレーションを実施した。この結果、CO2 との完全な反応のもとで達成される究極

鉱物固定率が、両地域の地化学条件の違いにもかかわらず、岩石の 2 割程度と共通するこ

とが分かった。生成する炭酸塩質岩も、構成鉱物が相互に類似する。天然でも、鉱床周辺

の鉱化変質帯では、原岩の違いに関わらず最終的に鉱物構成の類似した鉱物学的に極めて

単調な岩石が生成することが経験的に分かっている。鉱化変質帯は、何らかの化学種が広

範に地化学条件を規定するような場であり、その意味で CO2 地中貯留と共通する性格を持

つといえる。CO2 貯留層と同様の岩石は天然ではやや特殊な存在であるが認められないわ

けではない。この種の岩石にたいする今後の研究から、貯留層の地化学条件についてさら

に詳細な情報がもたらされる可能性もある。 

東京湾モデルにおける反応論的地化学シミュレーションでは、TOUGHREACT シミュレ

ーターを用いて、東京湾岸の地化学条件化での仮想的 CO2 地中貯留のもとで、1000 年間

の変化を再現した。注入された CO2 プリュームの動きについては、第 2 章でとりまとめる

流動シミュレーションと類似した結果がえられた。鉱物固定は 100 年間ではそれほど顕著

ではないが、主要な炭酸塩鉱物がプリュームの動きとともに自己シール的に生成していく

ことが分かってきた。しかし出現する鉱物種と量、そして系内の貯留流体の化学的進化に

ともなう安定化・不安定化の状況は、速度論パラメータの選択に大きく依存することも分

かった。とくに相平衡シミュレーションで主要な鉱物固定層とされたドーソン石について

は、Al の供給量への依存などカイネティックな要素に大きく左右されている。 

長石溶解速度の実験的研究でとりあげた灰長石の溶解実験は、地化学シミュレーション

を実用に耐えるものにするために重要な取り組みである。本研究により貯留層条件下での

CO2 含有水質流体に対する灰長石の溶解は、流体組成（未飽和度）に対して非線形関係に

あることが分かった。ある程度溶存灰長石成分が高濃度になると、溶解度が著しく減少す

る関係にある。現在多くの地化学シミュレーターは、未飽和度に対する鉱物の溶解速度を

線形式で近似している。本研究の結果は、このような取り扱いを改良する必要があること

を示すものといえる。 
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b 東京湾岸地域の地質構造モデルと広域深部流動解析 

広域地下水流動解析、統合地質構造モデルの作成、地下深部塩水層での CO2 貯留につい

て検討を行った。 

広域地下水流動解析では、長期間の地中貯留において影響を把握しておく必要がある広

域的な地下水流動の問題を取り扱った。これは、広域的な地下水の流動により貯留された

CO2 が長時間経過後に圧入された地点から遠方に運ばれることが予期されるためである。

このような流動を把握するためには対象となる深部塩水層の地下水収支を明らかにしなけ

ればならないが、従来の水文学や地下水学では、とくに CO2 貯留対象となる深部塩水層に

ついては、深部塩水層ごとの水収支を取り扱った研究事例やデータベースが存在しないの

が現状である。このため本研究では、広域的な水理ポテンシャルをまず上層部について求

め、その結果から得られる上の層と下の層での広域流動を境界条件としてその下の層の水

理ポテンシャルを求めるという、表層からの繰り返しにより対象層までの水理ポテンシャ

ルを求めることとした。広域的な地下水流動を明らかにすることで、地下水流速の鉛直方

向成分や流下影響範囲など貯留事業の適地選定のために必要不可欠な情報が得られる。そ

の上で、上位堆積層との地下水の流動量が分れば、下位浸透成分と下流域への流出成分と

が判明する。ここで重要となることが、表層の水理ポテンシャルの獲得である。表層は、

使える井戸が多数あることからそれらの井戸すべてにおいて、広域流動を求めるための検

層データが備わっていれば、それらのデータを外挿や内挿することによってポテンシャル

が求められる。しかし、井戸はあっても必要とするデータがないことが多い。このことか

ら、多くの井戸でデータが多い温度データを活用することとした。温度データの分布から

広域流動の沈降域と流出域を算出することができると考えられる。この平均的なパターン

は、ほかの地化学データなどと整合することから、この過程は妥当性があると考えられる。 

統合地質構造モデルの作成では、流動解析に不可避な数学的な地質構造モデルの作り方

について提唱した。地下深部塩水層は、粘土などの不透水層に挟まれている多孔質浸透性

の地層であり、明瞭な地質的特徴をもつ。この特徴を判別するために、広範囲における深

部地下構造を推定できれば、大規模深部塩水層の分布を把握できる。しかし、地質データ

の多くは深度方向に連なる 1 次元データ、あるいは面的に広がる 2 次元データである。ま

た、CO2 地中貯留が対象とする領域は、陸域と海域の接点である沿岸域であることが予想

される。沿岸域では、陸域と海域それぞれで独自の調査実施しているため、これらのデー

タのみで 3 次元的な地下構造の推定は難しい。また、地下構造推定は層序の決定を行う必

要があるが、層序自体はそれぞれ独立した性質的なパラメータであり、物理的な値をもた

ないため、補間法を通常通りに適用できない。そこで、これらの問題を解決するために、

数理統計学的手法を適用した。この水理統計学的手法を用いて水理概念モデルを作成し、

数値解析のための数値モデルを作成した。 

地下深部塩水層での貯留シミュレーションでは、実際の地下深部塩水層を対象に CO2 挙

動の数値シミュレーションを行うために必要な地質構造をはじめとして地下深部塩水層お
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よびシール層の特性、流体の化学性状、圧力・温度や断層位置などの様々なデータ（パラ

メータ）について、東京湾岸をモデルフィールドとした地下深部塩水層の概念モデルにて

CO2 の挙動に及ぼす影響について評価を行った。 

 

c 貯留層内挙動のモニタリングに関わる基礎研究 

弾性波トモグラフィに関する基礎的研究―速度・減衰モデルの検討および、X 線 CT に

よる深部塩水層試料の拡散輸送特性の異方性に係わる評価法開発を行った。 

弾性波トモグラフィに関する基礎的研究―速度・減衰モデルの検討では、CO2 貯留後の

挙動をモニタリングために、観測できる弾性波データから CO2 飽和度分布を推測する手法

について検討を行った。CO2 飽和度分布を推測する手法を確立するには、弾性波速度及び

減衰と CO2 飽和度との関係を表すモデルが必要である。多孔質弾性体において、様々なダ

ンピングメカニズムが提案されているが、不飽和や間隙に CO2 と水のような 2 種類の混和

しない流体が共存する場合、局所的な粘性流による摩擦損失が非常に重要であることが知

られている。今年度は数種類のモデルを検討をして、実験データに適用し P 波速度・減衰

と CO2 飽和度との関係を調べることにした。その結果により White の理論をベースにし

た White & Dutta-Odé モデルが実験データをうまく説明できることが判明した。 

X 線 CT による深部塩水層試料の拡散輸送特性の異方性の評価法の開発では、正確な注

入シミュレーションを実施するためには、深部塩水層からサンプリングした岩石試料の輸

送特性の異方性の有無を正確に計測する必要があることから異方性の評価方法の開発を行

った。この評価方法の確立のためには、計測方法の確立が必要である。本研究で用いた計

測方法は、高分解能 X 線 CT で多孔質岩石の微細空隙構造の３次元デジタル画像データを

取得し、そのデジタル画像上で仮想的に非吸着性の物質のランダムウォークシミュレーシ

ョンを行う方法である。近年の技術開発により CT のイメージング時間も PC 上でのラン

ダムウォークシミュレーションも数時間～10 数時間で終了することが可能になった。した

がって、この手法は，シミュレーターにインプットすべき岩石試料の異方性データを短時

間で計測できる。 

 

d シール層健全性評価手法開発についての実験的研究 

微小亀裂の浸透性評価手法の研究、および CO2 圧入による堆積岩の力学特性の変化につ

いて検討を行った。 

微小亀裂の浸透性評価手法の研究では、泥岩中に存在する微小亀裂を使った二酸化炭素

の移行がどの程度なのか把握する方法について開発を行っている。CO2 の地中貯留を維持

するシール層である泥岩の流体移動特性を把握することは非常に重要なテーマである。ま

た、この泥岩はその特性から流体の移動能力は低いものの、微小亀裂が存在していた場合

に CO2 の移行がどの程度なのか把握しておかなければシール層の能力を過大評価するこ
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とになる。今年度は前年度の実験手順に沿って、三浦層群清澄層から採取した泥岩を用い

た亀裂の閉鎖を評価した。今までの実験の過程より、試験法の手順を提案した。 

CO2 圧入による堆積岩の力学特性の変化では、地下 1,000m 程度までの地層環境を想定

して三次元応力下で温度、孔隙圧、孔隙流体を制御しながらの室内実験により、超臨界 CO2

圧入の力学特性に及ぼす影響について検討した。CO2 の地中貯留においては超臨界 CO2

圧入に伴う地層水の弱酸性化や有機物の溶解などにより地層がダメージを受け、力学的変

形特性が変化する可能性がある。また、貯留は数百年の長期間に渡ると考えられているこ

とから、超臨界 CO2 を貯留した状態の地層の長期的な変形挙動について、あらかじめ良く

研究してデータを蓄積しておくことは、今後の CO2 地中貯留の社会受容性を考えると重要

である。しかし、想定される地下の圧力、温度、孔隙流体を考慮した条件での岩石の力学

的変形挙動に関する室内実験の蓄積は少なく、さらに超臨界 CO2 を孔隙流体に用いた実験

研究はほとんど知られていない。このため、貯留が実施される温度圧力条件下での岩石実

験を通じて超臨界 CO2 圧入の力学特性に及ぼす影響について検討した。 

 

e 二酸化炭素の浅部挙動モデルの検討 

浅部地層での CO2 上昇移行・湧出現象の理解と予測手法の検討として、ガス徴と言われ

る天然ガス湧出現象をナチュラルアナログとする調査を実施した。すなわち、長期にわた

り天然ガスが安定して存在するガス田地域(茂原地区)における気体湧出現象を、浅部地層

での CO2 移行挙動の自然類似例ととらえ、移行経路、移行量に関する調査を行った。本調

査においては、地質調査としてボーリング調査、断層破砕帯性状調査を、地下水調査とし

て孔間透水試験を、炭素同位体調査として地中ガス分析を、そして浅部地層内の気体移行

解析として気体挙動の鉛直二次元数値解析を、それぞれ実施した。 

今回の調査結果により、深部より上昇移行し浅部に到達した気体が、難透水性の地質と

断層で形成される構造にいったんトラップされ、透過性を有する破砕帯沿いに上昇し、地

表に集中して湧出するという移行モデルが想定され、数値解析により、そのモデルの有効

性を定性的ではあるが確認できた。 

 

ｆ 浅部上昇二酸化炭素の化学的影響調査 

CO2 地中貯留では、CO2 が溶解した地下水が岩石と化学反応を起こし、岩石を構成する

主要・微量元素が地下水中に溶出する可能性が考えられる。ここでは、その溶出可能性を

評価するため、室内実験およびナチュラルアナログ調査を実施した。さらに最新型の

3D-XRF を用いた岩石中に含まれる微量元素を簡易に見積もる方法を検討した。これらの

結果をもとに、CO2 溶解水と岩石が反応することによる元素の溶出を予測する一応の手順

をとりまとめた。 

 

ｇ 大気中拡散予測状況調査 
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CO2貯留時に貯留層から地中を上昇移行し地表面から湧出した CO2が大気中で拡散する

ことを想定して，高密度ガスの大気拡散モデルをモデル地点に適用し，湧出源周辺におけ

る CO2 濃度予測を行った。 

 

2.4.2 総合評価 

(1) 全国貯留層賦存量調査 
① 平成 19 年度の実施内容 

平成 19 年度の実施内容は以下のとおりである。 

 

a 平成 5 年度日本における概略貯留可能量の見直し(M-1) 
地中貯留の有効性を評価するには、現時点でのわが国の貯留可能量を掌握しておくこと

が重要である。このため、平成 17 年度には、平成 12 年度～16 年度に追加検討した地質

調査結果ならびに CO2 地中貯留に関する新たな技術的知見を加えて、より現実的な観点か

ら平成５年度に試算された概算貯留可能量の見直しを行った。その結果、地下深部塩水層

への二酸化炭素地中貯留のカテゴリー分類(図 2.4.2-1)を提案するとともに、概略貯留可能

量の再評価(表 2.4.2-1）を行った。 

 

b 大～中規模排出源近傍の貯留可能性検討（M-2） 

 地中貯留の実用化に向けては、排出源近傍において十分な貯留ポテンシャルが存在する

ことを示すことが重要である。このため、わが国の大～中規模排出源近傍について貯留可

能性の検討を行った。 

平成 17 年度は、M-1 の検討対象域に含まれてい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初めて示した。 

平成 18 年度は、大規模排出源近傍の貯留可能量の信頼性の向上および中規模排出源の

貯留可能性の検討を行った。 

大規模排出源近傍の伊勢湾・大阪湾では、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ととした。このうち、大阪湾は既存の反射法

地震探査の生データに立ち返って基本処理・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

況を推定した。また、堆積相解析後の成果を踏まえて、伊勢湾、大阪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、貯留境界からの離隔に反映する二酸化炭素移行解析を実施した。北部九州では、

炭鉱資料の追跡・整理・検討を行い、平成 17 年度に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った。 
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中規模排出源近傍の貯留可能性検討では、原則として M-1 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 に近似する地域を対象として、まず、地質の特徴などから地

中貯留の可能性の高い地域を絞り込んだ。次に、絞り込んだ地域の中から先行して、函館

湾、仙台湾、相馬～いわき～鹿島沖(北)、富山湾、別府湾、沖縄本島南西部沖について、

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

て貯留可能性を検討し、貯留可能量を示した。 

平成 19 年度は、前年度に行った大規模排出源近傍の伊勢湾の移行解析をさらに掘り下

げて検討することとし、シミュレーションに入力する条件設定を変えたいくつものパター

ンで前年実績と比較して考察を行うとともに、調査法ガイドラインに調査手法のひとつと

してとりまとめた。また、中規模排出源近傍の貯留可能性検討では、内浦湾、秋田沖、天

草沖、松島沖を取り上げ、前年度同様に検討を行い貯留可能量を示した。さらに、平成 17

年度～19 年度に検討を行った大～中規模排出源近傍の全地域について、M-1 の算定条件と

整合させるため、地中温度・圧力の関係から容積係数を見直す等、貯留可能量の見直しを

行った（表 2.4.2-2）。 

 

c データベース・システム化 

平成 17 年度から平成 19 年度までに調査した全国の文献資料、堆積盆地質構造図、GIS

データベース、各地域貯留可能量検討資料、年度ごとのポテンシャルを図示する賦存量

Map を整理・作成して、簡便に検索・抽出ができるデータベースシステムを構築した。 

 

d 全国賦存量調査法の作成 

平成 17 年度から 19 年度までの実績を踏まえ、実調査段階における貯留層賦存量調査に

資する目的で、大～中規模排出源近傍に見られる水理地質構造、貯留対象分布位置に対し

て貯留可能量を算定できる｢全国貯留層賦存量調査法ガイドライン｣を取りまとめ上梓し

た。 

 

全国貯留層賦存量調査の平成 17 年度～19 年度の実施手順を図 2.4.2-2 に示す。また平

成 18 年度の全国調査貯留層賦存量調査の調査フローを図 2.4.2-3 に示し、平成 19 年度の

調査フローを図 2.4.2-4 に示す。 
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図 2.4.2-1 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 2.4.2-1 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) CO2 飽和率 50％の結果を記載（20-50-80％を検討  
注 2) 内陸盆地ならびに内湾（瀬戸内海、大阪湾、伊勢湾など）は含まれていない  
注 3) 地下 800m 以深かつ、4,000m 以浅が対象  
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表 2.4.2-2 各地域の貯留可能量の見直し 

 

 
地域名 陸海 細区分 年度 A；面積

ｈ；
有効層厚

φ；
孔隙率

Sg；超臨界
CO2

飽和率

貯留層の
平均温度

貯留層の
平均深度

Bg;CO2

容積係数
Sf；

貯留率
ρ；

CO2密度
推定貯留
可能量

備　考

（km2） (m) (℃) (m) (億t-CO2)

17年度 400 600 0.25 - - 0.00300 49.4

19年度見直し 400 600 0.25 60 1,400 0.00353 42.0

17年度 375 206 0.37 - - 0.00300 23.5

18年度 375 379 0.30 - - 0.00300 35.1

東 19年度見直し 267 379 0.30 50 1,300 0.00317 23.7

西 19年度見直し 108 104 0.30 45 1,100 0.00292 2.9

18年度 89 325 0.30 - - 0.00300 7.1

19年度見直し 89 325 0.30 60 1,700 0.00300 7.1

18年度 94 220 0.30 - - 0.00300 5.1

19年度見直し 94 220 0.30 60 1,700 0.00300 5.1

出山層 17年度 68 100 0.16 - - 0.00300 0.9

出山層 19年度見直し 68 100 0.16 35 1,100 0.00279 1.0

出山層 18年度 132 180 0.16 - - 0.00300 3.1

出山層 19年度見直し － － 0.16 50 1,700 0.00269 2.5

出山層 17年度 74 150 0.16 - - 0.00300 1.5

出山層 19年度見直し 74 150 0.16 40 1,200 0.00276 1.6

出山層 18年度 19 180 0.16 - - 0.00300 0.5

出山層 19年度見直し 19 180 0.16 45 1,500 0.00274 0.5

17年度 60 323 0.15 - - 0.00300 2.4

19年度見直し 60 323 0.15 40 1,200 0.00276 2.6

18年度 57 300 0.15 - - 0.00300 2.1

19年度見直し 57 300 0.15 55 1,900 0.00267 2.4

17年度 94 166 0.07 - - 0.00300 0.8

19年度見直し 94 166 0.07 40 1,200 0.00276 0.9

18年度 151 166 0.07 - - 0.00300 1.3

19年度見直し 151 166 0.07 55 1,900 0.00267 1.5

18年度 37 30 0.12 - - 0.00300 0.1

19年度見直し 37 30 0.12 70 1,500 0.00397 0.1

18年度 114 45 0.20 - - 0.00300 0.8

19年度見直し 114 45 0.20 50 1,100 0.00427 0.6

18年度 4685 75 0.20 - - 0.00300 57.9

19年度見直し 4685 75 0.20 60 2,600 0.00249 69.7

18年度 244 157 0.15 - - 0.00300 4.7

19年度見直し 95 2,300 0.00346 4.1

18年度 311 125 0.15 - - 0.00300 4.8

19年度見直し 90 2,200 0.00341 4.2

18年度 54 478 0.14 - - 0.00300 3.0

19年度見直し 54 478 0.14 100 2,000 0.00412 2.2

豊見城層18年度 143 98 0.39 - - 0.00300 4.5

豊見城層19年度見直し 143 98 0.39 45 1,200 0.00307 4.4

陸域 19年度 10 600 0.25 90 1,400 0.00590 0.6

海域 19年度 550 600 0.25 120 2,000 0.00493 41.3

秋田沖 海域 19年度 838 216 0.25 0.5 90 3,000 0.00282 0.25 0.001976 39.6

崎戸松島炭田 19年度 373 532 0.08 90 2,000 0.00371 10.6

高島炭田 19年度 24 462 0.08 80 1,800 0.00376 0.6

対象層① 19年度 528 251 0.37 60 1,200 0.00455 26.6

対象層② 19年度 572 272 0.27 90 1,800 0.00416 24.9

0.25

海域

0.5

0.5

0.25

0.25

0.001976

0.001976天草沖 海域

0.001976 T1部層のみ考慮0.5 0.25

0.001976

0.5

内浦湾

松島沖

別府湾 海域

沖縄本島 海域

0.5 0.25

0.001976

0.001976

0.5

0.5

0.25

0.25

根拠別紙の通り

地質断面より多賀層群より下位の中
新統・古第三系の平均分布深度を
2,550m（1,600～3,500）とし、基礎試錘
「常盤沖」の地温勾配データから外挿
した。

0.001976

0.001976

地質断面より黒瀬谷層の平均分布深
度を2,200m（1,800～2,600）とし、基礎
試錘「富山」の地温勾配データから外
挿した。

砺波平野側の基礎試錐を基に、
断面深度から算出した。

富山湾 陸域

砺波

富山

相馬～
鹿島沖

海域 0.5 0.25

0.5 0.25

0.5 0.25仙台湾 海域

函館湾 海域

0.25 0.001976

松浦 海域
相ノ浦
層群

0.5 0.25 0.001976
３次元モデルから直接体積を算出
している。面積は体積を層厚で除
して算出した値。

松浦 陸域
相ノ浦
層群

0.5

0.001976

0.001976
３次元モデルから直接体積を算出
している。面積は体積を層厚で除
して算出した値。

0.001976 根拠別紙の通り

地質断面より大塚層より下位の松島
層郡の平均深度を1,100m（800～
1,400）とし、基礎試錘「相馬沖」の地
温勾配データから外挿した。

佐世保
層群

佐世保
層群

松浦 海域

松浦 陸域

0.5 0.25

0.001976
３次元モデルから直接体積を算出
している。面積は体積を層厚で除
して算出した値。

0.5 0.25 0.001976 佐世保層群の孔隙率の文献値は0

芦屋 海域 0.5 0.25

0.001976

小倉 海域

芦屋 陸域 0.5 0.25

0.5 0.25

断層により傾斜。断面上の安定層
の中間を平均深度（1,000～
2,200）とした。地温勾配は陸域
『清洲観測井』より外挿した。

0.001976

0.001976

0.001976

0.001976

３次元モデルから直接体積を算出し
ている。面積は体積を層厚で除して算
出した値。H19はH17と重複する部分

の体積を減じ(17.05km
2
)を使用した。

小倉 陸域 0.5 0.25

0.5

0.5

0.25

0.25

伊勢湾 海域

Medial

Distal

0.5 0.25 0.001976

大阪湾 海域

伊勢湾 陸域

0.0019760.250.5 検討会資料22-6と同じ
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図 2.4.2-3 平成 18 年度全国貯留層賦存量調査のフロー図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.4.2-4 平成 19 年度 全国貯留層賦存量調査のフロー図

5

実調査計画

Ｈ２０実調査計画

有望地域の
調査計画立案を検討

適地選定

実調査実施計画

課題抽出・解決策検討

排出源近傍22地区の

貯留可能性の概略を判定

平成平成11９年度９年度 全国賦存量調査全国賦存量調査 計画概要計画概要

大規模排出源近傍の貯留可能量の
信頼性向上

賦存量ＭＡＰ Ｖｅｒ．４賦存量ＭＡＰ Ｖｅｒ．４

全国賦存量
調査法・評価手法

調査法の完成調査法の完成

平成17年度～19年度 3ヵ年の成果

信頼性向上とデータベースシステム構築

中～小排出源近傍
貯留可能性検討

対象地域選定

現地調査・
資料収集

貯留可能性検討

貯留可能量の
検討

全国堆積盆デー
タベース 整理
(過去・新規デー

タ分析）

現地調査・
資料収集

システム化検討

データベース

調査内容の
反映・追加

調査内容の
反映・追加

H17fy・H18ｆｙ レビューH17fy・H18ｆｙ レビュー

調査技術整理
調査仕様検討

調査技術整理
調査仕様検討

貯留可能量
評価手法の確立
・移行解析手法
・確率的評価

貯留可能量
評価手法の確立
・移行解析手法
・確率的評価

貯留可能量の
再評価

(調査全地域）

移行解析の
見直し

伊勢湾
大阪湾
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② 平成 19 年度の成果概要 
主要な成果の概要を以下に整理する。 

a 平成 5 年度の全国賦存量の見直し（M-1） 
・カテゴリー分類を改訂し、全国貯留ポテンシャル 1,460 億 t-CO2 を明示した。 

b 大～中規模排出源近傍の貯留可能性検討（M-2） 
 ・大規模排出源として「東京湾・伊勢湾・大阪湾・北部九州」の各地域における貯留可

能性を検討して貯留ポテンシャルを明示した。 
・堆積盆のある排出源から選抜した 22 箇所から「内浦湾・函館沖・秋田沖・仙台湾・  

相馬～鹿島沖(北)・富山湾・別府湾・松島沖・天草沖・沖縄本島南西部沖」を検討し、

これら地域の貯留可能性を検討してポテンシャルを明示した。 
c データベース・システム化 

・3 ヵ年で集積した文献や GIS データを整理してシステムを構築した。 
d 全国貯留層賦存量 Map Ver.1～4 を作成 

・年度ごとのポテンシャルを図示する賦存量 Map を作成した。 
e 全国賦存量調査法ガイドライン 

・3 ヵ年の集大成として次年度以降に備える「調査法ガイドライン」を作成した。 
 

(2) 有効性評価 
① 研究概要 

平成 17 年度に CCS トータルシステムの類型化と整理、分離回収、昇圧、輸送、圧入の

CCS を構成する各プロセスの現状および将来期待されるコストを算出した。さらに、これ

らのコストをもとに、総合経済モデルを用いてわが国での地中貯留の有効性についての分

析を行い、今後のロードマップを示した。さらに、平成 18 年度には新設の火力発電所に

おける発電設備と分離回収プロセスの熱統合について詳細な検討を行い、分離回収コスト

の再見積もりを実施した。また、最新のデータを踏まえて総合経済モデルを用いた有効性

評価分析の再検討を実施した。 
これらの検討によって、地中貯留による CCS のコスト、わが国の有効性について明ら

かになったが、火力発電所からの CO2 回収の詳細検討は、新設ケースしか実施されていな

いため、既設の火力発電所の改造ケースについて検討する必要があった。また、これまで

の検討によって、地中貯留を中心とする CCS の課題として、分離回収コストの低減と貯

留層と排出源のマッチングを挙げたが、後者については具体的な排出源と貯留層のマッチ

ングが検討されていなかった。 
以上を受けて、本年度は以下の２項目を検討した。 

 

a 火力発電所からの二酸化炭素分離回収コストの検討 

既設の微粉炭火力、LNG コンベンショナル、LNG コンバインドサイクルの各火力発電

所に CO2 分離回収設備を設置する場合の発電効率低下量、発電コスト、CO2 アボイデッド
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コスト（Avoided Cost）について検討した。また、最近のプラントコストの高騰を踏まえ、

最新のプラントコスト指数を用いたコスト検討結果も付記した。 
 
b CO2 の輸送・圧入ネットワークモデルの構築と最適化 

発電所、製鉄所などの排出源と地下深部塩水層などの貯留層をパイプラインで結ぶ「輸

送・圧入ネットワークモデル」を構築し、これを用いて CCS のコストと貯留ポテンシャ

ルの関係を求めることにした。さらに、分離回収コストの低減や貯留層の拡大によって、

CCS の経済的なポテンシャルがどのように変化するかについて検討を行った。 
 

② 研究成果概要 
本年度の検討結果と今後の課題を項目ごとにまとめる。 

 

a 火力発電所からの二酸化炭素分離回収コストの検討 

＜結果＞ 
既設の微粉炭火力、LNG コンベンショナル、LNG コンバインドサイクルの各火力発電

所に CO2 分離回収設備を設置する場合の発電効率低下量、発電コスト、CO2 アボイデッド

コストを算出した。結論は以下の通りである。 
微粉炭火力への設置 
1) 発電設備から抽気を行い、その出力低下分を系統電力で補填するケースでは、補填

用電力として全電源の平均を用いた場合、新設よりややコストがやや高くなる。 

2) 微粉炭焚補助ボイラーから蒸気供給を行うケースは抽気ケースよりアボイデッドコ

ストが高くなる。 

LNG 火力への設置 
1) 石炭火力より高いアボイデッドコストとなる。 

2) 既設改造ケースは新設より高いアボイデッドコストとなり、LNG 焚補助ボイラー設

置ケースは抽気ケースより増加分が大きい。 
＜今後の課題＞ 

さらに精緻なコストを求めるためには、発電プラントの改造や分離回収プラントについ

て詳細設計を行い、設備費の算出が必要である。また、実際の操業条件を加味した検討も

必要である。このためには発電所の具体な設備・操業データが必要であり、電力会社との

十分な協力体制のもと実施する必要がある。 
 
b CO2 の輸送・圧入ネットワークモデルの構築と最適化 
＜結果＞ 

発電所、製鉄所などの排出源と地下深部塩水層などの貯留層をパイプラインで結ぶ「輸

送・圧入ネットワークモデル」を構築し、これを用いて CCS のコストと貯留ポテンシャ

ルの関係を求めることにした。さらに、分離回収コストの低減や貯留層の拡大によって、

CCS の経済的なポテンシャルがどのように変化するかについて検討した。 
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排出源と貯留層のマッチングの観点からは、クロージャー構造を持つカテゴリーA2、
A3 では十分でなく、クロージャー構造を持たないカテゴリーB の地下深部塩水層を利用す

る必要がある。分離回収コストの低減とクロージャー構造を持たない地下深部塩水層への

貯留の達成によって、最初の 20 年はわが国の年間 CO2 排出量に相当あるいはそれを超え

る年間 12～23 億 t-CO2 の貯留がアボイデッドコスト 5,000 円/t-CO2 以下で可能であるこ

とが明らかとなった。 
＜今後の課題＞ 

貯留層データの更新とともにモデルの精密化を行っていく必要がある。また、次の 20
年以降の排出源と貯留層のマッチングも続けて検討していく必要がある。 
 
(3) 周辺関連調査 
① 研究概要 

平成 18 年 11 月、欧州委員会（European Commission）が承認した報告書「Building a 
global carbon market – Report pursuant to Article 30 of Directive 2003/87/EC」では、

京都議定書の定める第一約束期間が終了した後の 2013 年以降における、欧州の排出権取

引制度（EU-ETS）の検討課題が示されている。同検討課題の中では、CO2 の回収・地中

貯留を EU-ETS に盛り込むか否かについても検討することが示されている。また、欧州投

資銀行は欧州のエネルギー政策を支援するべく、CO2 の回収・地中貯留技術の大規模な実

証試験を行う施設に対する融資を強化する予定も公表した。このように、欧州では、官民

双方において CO2 の回収・地中貯留を推進する機運が高まっている。   
一方、CO2 海底下地層貯留のロンドン条約への取り込みについては、平成 18 年 11 月に

96 年議定書附属書Ⅰの改正により「海底下地層に貯留する CO2 流」がリバースリストに

追加され、国際的枠組みの基本骨格が整備され、その後 CO2-WAG が CO2 隔離作業部会（平

成 19 年 4 月）、科学者会合（平成 19 年 6 月）において議論され、平成 19 年 11 月の締約

国会合で承認された。  
本年度は、昨年度に引き続き、CCS の海外動向のうち特筆事項の紹介及びロンドン条

約・議定書についての動向と関連する国内法について調査した。 
 
② まとめ 

ここ数年の CCS に関する海外での理解促進には目覚しい成果がある。主要な環境 NGO
が少なくとも脱化石燃料化社会への橋渡し技術としての CCS を容認し始め、一般社会へ

のインターネットやワークショップ等での理解促進活動が成果を挙げつつある。しかし一

方で北欧における CCS の商業プロジェクトに関しては見直しや継続検討が主な状況とな

っており、事業の経済性の判断に今後の課題があるといえる。その判断の拠り所となるの

が各国政府の支援や CCS の CDM 化のタイミングである。 
情報発信の取り組みはウェブサイトの公開とワークショップ開催を通じて確実にその

関心を広めつつある。今後は、より効果的なワークショップの運営（招聘者の人選、プロ
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グラムのブラッシュアップ等）を推し進めることと、ウェブ上での情報量及び内容の充実

を図ることが重要である。 
 

(4) 安全評価関連調査 
二酸化炭素地中貯留の長期安全性には、活断層の存在が大きく影響する。阪神・淡路大

震災以降の「活断層調査」は、日本における地震と断層の関係解明に大いに寄与した。し

かし、その調査手法は空中写真判読・トレンチ・ボーリング（数 100m 程度以浅）などが

主体で始まり、続いて極浅層反射法地震探査も加わったが、調査対象範囲は地下浅部にと

どまった。その後、活断層調査の流れは堆積平野における地下構造調査へと展開し、地下

深部に伏在する活断層に関する情報・理解が深まりつつある。二酸化炭素地中貯留深度が

地下 800ｍ以深であることを考えると、地下深部を考慮した断層調査・研究のさらなる進

展が望まれる。また高レベル放射性廃棄物処分や LPG 地下備蓄に係わる成果も視野に入

れるとともに、石油開発関連における地下深部探査や断層シール評価手法についても調査

対象とした。 
以上のような観点から、次に示した事項に関する主要な研究動向をまとめ、二酸化炭素

地中貯留の安全性について考察を行った。 
 

a 断層発生のメカニズム 

日本で発生する地震は主に「プレート境界型地震（プレート海溝型地震）」と「活断層

型地震（直下型地震）」に大別される。日本における事例をもとに、地震タイプ毎に断層発

生メカニズムに関する主要な研究動向のとりまとめを行った。 
 

b 断層の発生地域と発生確率 

日本における地震と断層との関係（発生確率、地震規模など）ならびに活断層帯の定義

に関する主要な研究動向のとりまとめを行う。活断層帯の定義については、再活動により、

断層の長さが延びたり、落差が大きくなったりする場合の範囲などに関する情報も取り入

れてまとめた。 
 

c 断層のシール性（または流通性） 

断層のシール性については、断層の透水性に着目して水相の移動にダルシー則を用いて

近似する研究がある。これは、地下の孔隙（間隙）に初性的に存在する水が、岩石を構成

するマトリックスと親和性をもつ単一相として移動するため、岩石の極小割れ目にも浸入

していくことを前提としている。こうした研究は、高レベル放射性廃棄物地中処分に関連

した領域で行われていることから、本調査においては、地中処分関連の国内外の研究動向

を探ることとする。またナチュラル・アナログとして、地震によって二酸化炭素が断層を

通じて地表に漏出した国内の事例（例えば松代地震）に関する情報も取り入れてまとめる。 
上記のダルシー則に基づく水の移動とは別に、石油探鉱・開発に関連した領域では、二

相（水相と油相又はガス相）流を前提として毛細管圧（Capillary Pressure）による断層
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のシール特性を論じる研究動向がある。二相流の下では、非濡れ相（non-wetting phase）
の流体は、割れ目などの孔隙が小さい場合には、毛細管圧によって遮断され移動が起きな

い場合も想定される。二酸化炭素貯留対象深度においては、二酸化炭素は超臨界状態にあ

り、石油探鉱に関連した断層シール性能評価事例が重要となる。地下における移動は水-
超臨界二酸化炭素の二相状態での検討が必要であり、断層の浸透率を含めた物性の研究事

例ならびに地下深部の流体が断層を移動する（移動しない）研究事例等、石油業界におけ

る断層のシール性に関する研究動向のとりまとめを行った。 
 

d 総合検討 

二酸化炭素地中貯留に係わる安全性評価の視点から、高レベル放射性廃棄物処分などで

得られた成果と比較しながら、二酸化炭素地中貯留における断層に関する安全性評価につ

いてとりまとめを行った。 
 




