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第3章 周辺関連調査 

3.1 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。  

本章では、昨年度から引き続き、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。 

 

 

3.2 国際動向調査 
3.2.1 Kårstø projectについて 
(1) プロジェクトの概要 
本プロジェクトは、ハイドロ（Hydro）1とスタットクラフト（Statkraft）が 50％ずつ所有する企業

であるナトゥルクラフト社（Naturkraft）がスタヴァンゲル北部のコシュトー（Kårstø）にて平成 19

年末から稼動を開始しているガス火力発電プラントからCO2を回収し、北海の帯水層への貯留を検討し

ているプロジェクトである。 

                         
1 現在はStatoilと石油ガス事業を統合しスタットオイルハイドロ（statoilhydro）となっている。 
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図 3.2.1-1 プロジェクトの概要 

 

 

(2) プロジェクトの背景 
火力発電所建設の背景及びノルウェー政府のCO2の回収・貯留に関する主な政策動向等を以下に示す。 

① ノルウェーの電力はほぼ 100％水力発電であり、降雨量が少ない年には発電量が減少し、近隣諸

国から電力を輸入しなければならなくなる。 

② 平成 14年に電力需要対策として天然ガス火力発電所の導入が決定。 

③ 政府は温室効果ガス排出削減のため、新設のガス火力発電所には CO2 の分離回収を適用すべき

と考えている。 

④ ノルウェー政府はこれまでにKLIMATEKプログラム2等を通じてCO2の分離回収技術の開発に

投資を行っており、平成 18年に公表した白書では、CCSを施策の大きな柱として位置づけてい

る。 

 

(3) プロジェクトの目的 
コシュトーの天然ガス火力発電所について、燃焼排ガスから排出される多量のCO2（約130 万 t-CO2/

年）の一部を回収・貯留することを目的としている。なお、コシュトーの天然ガス火力発電所は電力の

安定供給を目的としており、ノルウェー電力生産量の約 3％に相当する年間 大 3.5 テラワット時

（TWh）の電力供給が可能となる。 

                         
2 Norway climate Technology R＆D programme  
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(4) ガス火力発電プラント 
ナトゥルクラフトのガス火力発電プラントからの燃焼ガスは、回収プラントのCO2源となる。発電プ

ラントは、約 420MWの正味電力を供給し、 大 2MSm3／時3の排ガスを大気中に放出する。このプラ

ントは複合サイクルプラントであり、ガスタービンと、この装置からの排熱も利用して、蒸気タービン

により発電する。なお、蒸気を外部利用者に売却することも可能であり、この場合発電される電力量は

減少する。CO2回収前の排ガスの温度は、約 90℃である。発電プラントの全景（鳥瞰パース及び実物）

を図 3.2.1-2に示す。 

 

ガスタービンは、燃焼温度を制御し、タービンの内部物質を冷却するため、高い空気過剰率で天然ガ

スを燃焼させる。したがって、このような発電プラントから排出されるガス量は多く、排気管の直径は

約 8m になる。排ガスの主成分は、通常体積%で窒素 75％、酸素 12％、蒸気 8％、CO2 4％である。

なお、発電プラントには、NOxを除去する効率的なNOx除去システムが備えられている。除去後の排ガ

スの性状は、約 5ppmのNH3と約 2ppmのNOxと予想される。SOx、VOCおよび粒子状物質の排出も

極めて少ない。 

 

                         
3 Sｍ3：standard cubic meter 
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図 3.2.1-2 ガス火力発電プラント（鳥瞰パース及び実物） 

 

 

(5) 二酸化炭素の回収 
CO2は、化学吸収プラント（燃焼後）、燃焼前の天然ガスの脱炭素（燃焼前脱炭素）または燃焼後の純

酸素（オキシ燃料）によって、ガス火力発電プラントから回収することができる。従来のガスタービン

を用いるコシュトー発電プラントは既に建設中であるため、ナトゥルクラフトのコシュトー発電プラン

トから CO2 を回収するのに実施できるのは化学吸収システムだけである。今までガス混合物から CO2

を低圧で吸収するために供給された大半の施設はアミン系であり、アミンはこのプロジェクトでも も

適した吸収剤群と見なされている。この種の回収システムは、既存のガス火力発電プラントに後から取

り付けることが可能である。アミンシステムの使用に付随する主要な欠点は、エネルギー、アミン消費

およびその他の設備にかかる高いコストである。なお、アミンシステムは、限られた量のアミンおよび

その他の物質の大気中への排出も伴う。 

モノエタノールアミン（MEA）は、低圧での CO2 吸収に もよく利用される物質であり、複数のベ

ンダーが利用すると予想されるアミンである。MEA プロセスには、腐食、高エネルギー消費、アミン

自体の高い分解速度といった多くの課題がある。 
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1980 年代末以降、煙道ガスから CO2をより費用効果的に回収することを目的とした、新しい吸収剤

や添加物、プロセスの開発が進められてきた。これらの開発の主な目的は、以下を削減することである。

三菱重工業（MHI）は、MEA 以外のアミンを用いるKS-1プロセスの先駆者である。KS-1プロセスは、

MEA系プロセスと比較して、蒸気消費量、循環率および化学物質消費量が少ない。 

ガス火力発電プラントがフル稼働した場合、回収施設は通常約 131 t-CO2/時のCO2を生産できる。施

設が 8,000時間操業した場合、これは年間約 105万 t-CO2に相当する。これらの数字は、施設が 8,000

時間操業した場合、発電プラントによって放出されるCO2が、CO2を回収しない場合に約 125万 t-CO2

であるのに対し、約 20万 t-CO2となる。回収プロセスを図 3.2.1-3に示す。様々なベンダーにより提案

される設計は、同じ主要構成要素を用いた、極めて類似した内容になると想定される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2.1-3 二酸化炭素回収プロセス 

 

(6) 二酸化炭素の貯留 
適な貯留セキュリティは、天然ガスを何百万年もの間保持する能力を有していることが実証されて

いる廃油田または廃ガス田にCO2を貯留することで得られる。水で満たされた貯留層（帯水層）も適し

ていると考えられるが、その場合、キャップロック層の密閉能力が十分である必要がある。あるいは、

圧入地点からキャップロック密閉能力が限定されているエリアまでの距離が、圧入CO2が貯留層の外に

漏洩しないよう十分長くなければならない。スライプナーエリアのウトシラ層は、帯水層に安全に貯留

できるエリアの一例である。 

NVEは、NPD（ノルウェー石油管理局）と共同で合計 5箇所（図 3.2.1-4）の潜在的CO2貯留サイト

を評価している。これらのサイトは、コシュトーからのCO2を貯留するための、すべての潜在的貯留サ

イトの完全な調査を代表するものではないが、NPDが現在保有しているデータに基づき評価が可能なサ



 1046

イトである4。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2.1-4 コシュトーからの二酸化炭素貯留代替案 

 

① 北東フリッグ（ Nordøst Frigg ） 

② ハイムダル （ Heimdal ） 

③ 沿岸ウトシラ （Kystnear Utsira ）※ブロック 16/2、16/3を含む 

④ スライプナー （ sleipner ） 

⑤ カルムスンネ （ Karmsundet ） 

 

 

① 北東フリッグ（ Nordøst Frigg ） 
北東フリッグはフリッグフィールドのサテライトフィールドであった。このフィールドは 1983年 12

月に生産を開始し、1993年に生産を中止した。このフィールドの設備はすべて撤去されている。貯留層

は、下層の含水帯を介してフリッグフィールドにつながっている。水深は 100mで、操業停止時の貯留

層圧力は 159barであった。このフィールドは国が占有しているが、2006年のライセンスラウンドでは

このフィールドにいくらか関心が示された。したがって、北東フリッグがCO2の圧入と貯留の候補にな

り得るかどうかは不明確である。北東フリッグ貯留層は詳細な地図が作成されているが、CO2の圧入を

開始する前に参照データを得る必要がある。 

                         
4
 安全かつ費用効果的な潜在的貯留サイトが存在する可能性があるが、網羅的な調査は費用がかかる上、より良い解決策

につながる保証もないと述べている。 

① 

② 

③

④ 

⑤
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② ハイムダル （ Heimdal ） 
ハイムダルはガスの処理と分配のハブであり、鋼製ジャケット上の統合掘削・生産・居住施設、なら

びに新しいライザープラットフォームから成る。ハイムダルは、天然ガスを長期間高圧で保持しており、

安全な潜在的貯留サイトとして見なされている。ハイムダルは、コシュトーから潜在的パイプランルー

トに沿って約 220km の所に位置しており、おそらくフィールドの生産井を CO2圧入井に転換すること

が可能と思われる。ハイムダルの欠点は、サイトでの圧入のための改良・準備にかかる多大なコスト、

プラットフォームの除去時期に関する不確実性、現在のガス生産との衝突の潜在的可能性である。 

 

③ 沿岸ウトシラ （Kystnear Utsira ） 
NPDは、スライプナーとは独立に、コシュトーの可能な限り近くでウトシラ層での海中テンプレート

を用いた圧入の可能性を検討している。ウトシラでの貯留は、輸送コストが比較的低いと思われるが、

包括的な作図と研究、移動式リグからの掘削と介入、海岸からの操縦とケーブル制御、および独自の監

視プログラムが必要である。 

ウトシラ層については、限られたデータしか入手できない。北海のこのエリアにある井戸の大半はウ

トシラ層を貫通しているが、必ずしも検層が行われたわけではない。NPDが入手しているウトシラ層の

データおよび調査に基づくと、貯留セキュリティとコシュトーまでの距離に関する限り、北緯 59 度の

南のエリアがCO2の圧入と貯留に も適していると思われる。 

北緯 59～61 度のエリアは同等に詳しく研究されていないため、そこでの CO2貯留の可能性を確認す

るにはさらなる研究が必要である。この場合、このエリアではおそらくスカーデ層の方がウトシラ層よ

り適していると思われる。スカーデ層は、ウトシラ層の下に位置している。被覆は良好であると思われ

るが、この貯留層の容量と貯留セキュリティを評価するため、その特性と範囲をより詳細に調査する必

要がある。 

ウトシラをはじめとする沿岸の解決策に関する限り、ブロック 16/3は貯留するには理がかなっている

エリアと考えられ、この場合パイプラインは 低 180km 必要である。これは層が堅固であることを保

証するものであり、そのためこのエリアが貯留に適していることを実証するための井戸掘削に投資する

必要がない。さらに、現在のところ、このブロックにライセンスは発行されていないため、沖合操業者

との商業的接点もないと考えられる。 

長期のCO2貯留条件を満たす特性を持つ他の場所が、ウトシラ層のより岸に近い場所にあることも考

えられるが、コシュトーの西側のエリアを明確にするには、そうした貯留が可能かどうかを判断するた

めの包括的な研究を行う必要がある。こうした研究に使用するのに適切な地震データが存在すると思わ

れるが、貯留層の範囲やその圧入特性、密閉についての十分なデータを得るためには新しい井戸を掘削

する必要がある。こうしたプロジェクトにおける先行投資は、2～3億NOK程度と推定されるため、コ

スト、さらにはエリアが陸地に近いことによるリスクから、長期のCO2貯留には適していないと考えら

れ、したがって NPD は、ブロック 16/2 または 16/3 にある場所を沿岸ウトシラ解決策に選定すること

を推奨している。沿岸ウトシラは、さらなる研究が必要であるが、この解決策が不適切となるリスクは

低いと考えられる。 
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④ スライプナー （ sleipner ） 
スライプナーは、既にウトシラ層に CO2を貯留しており、10 年の CO2圧入・貯留経験から安全な貯

留ができることが示されている。このフィールドでは、おそらく既存の圧入井の利用が可能であり、貯

留された CO2 を監視するための追加コストは低いと予想される。コシュトーからの輸送距離は、約

250kmである。 

 

⑤ カルムスンネ （ Karmsundet ） 
カルムスンネには堆積岩の盆地があり、NPD は潜在的 CO2貯留サイトとして評価している。この盆

地は、西へ下がる大規模な正断層によって東側に制限されており、西側の境界の地質学的特性は不明で

ある。盆地は部分的に頁岩によって覆われているが、覆っている層の一部は激しく断層を生じている。

密閉性と構造の深さに関する不確実性は、この盆地がCO2の貯留に適していないことを示している。 

 

現在の高い石油およびガスの価格は、既知の炭化水素鉱床の継続的な生産が商業的に魅力的であると

見なされていることを意味しており、こうした状況がCO2貯留のための地層利用を難しくしている。こ

のため NVE は、ハイムダルおよび北東フリッグを取り巻く不確実性が高いと考え、これらの解決策を

コシュトーからのCO2貯留サイトとしてさらに検討することは推奨しない。しかしこれらの地層は、将

来において潜在的なCO2貯留サイトとなる地層である。 

上記の検討を踏まえ、簡易な貯留による可能な限り低いコストと、貯留プロセスの開始に関わる低い

リスクの確立を重視するのであれば、スライプナーは適切な代替案であると思われる。これには不当に

高い報酬要求をしない、操業開始日からのCO2の受け入れに合意するスプライナーライセンスが必要で

ある。スライプナーの代替案を得るため、概念の選定を行う前に沿岸ウトシラをより詳細に調査するの

が賢明と思われる。これには、輸送費を削減することを目的として、ウトシラおよび場合によっては岸

により近い別の層での貯留の可能性に関するさらなる研究が含まれる必要がある。また、モンスタやチ

ェルバルグオッデンなど、他のプロジェクトのCO2輸送・貯留とのプロセス調整も検討するのが賢明で

ある。 

 

3.2.2 米国連邦議会における政策動向 

近年、連邦議会においては、CCSの実証、推進について、多くの法案が検討・提出されている。平成

19年以降において議論・提出された主な法案を以下にまとめた。 

 

(1) 平成 19 年 3 月 1 日 『国内の二酸化炭素貯留能力に関する 2007 年アセスメント法案（上院

法案第 731号）』提出 
 

起案者：上院 Ken Salazar議員（民主党）、Jeff Bigaman 議員（上院エネルギー委員会委員長、民

主党） 
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法案の概要：米国地質調査局に対し、地質学的観点からCO2貯留サイトとなる可能性のある国内地域

に関して包括的アセスメントを実施するよう義務付ける法律。 

現状：3月 1日に議会に提出された後、4月16日にエネルギー・天然資源委員会において、本議案に

関するヒアリングが実施された。その後の進捗は特にない。 

 

(2) 平成 19年 3月 1日 『エネルギー省による炭素回収・貯留の研究、開発、実証試験に関する

2007 年法案（炭素回収研究法案）（上院法案第 962 号）』提出 
 

起案者：上院 Jeff Bigaman 議員（上院エネルギー委員会委員長、民主党）、Domenici 議員（共和

党） 

法案の概要：CO2回収・貯留を普及させるため利用可能な技術について広範な研究、開発、および実

証実験プログラムを実施する権限をDOE に認める法律。 

現状：3月 1日に議会に提出された後、4月16日にエネルギー・天然資源委員会において、本議案に

関するヒアリングが実施された。その後の進捗は特にない。 

 

(3) 平成 19年 6月 23日 『2007 年エネルギー政策の改正および再活性化に関する法律（下院法

案第 2337号）』承認 
 

概要：『2007年エネルギー政策の改正および再活性化に関する法律（下院法案第 2337号）』が下院 天

然資源委員会により承認された。 

法案概要（気候変動対策に関する条項）：米国地質調査局に対し、排出された CO2の地下貯留に関す

るポテンシャルについて、全米規模での評価を行うためのピアレビューの手法を確立するよ

うに命じるもの。法律の施行後 2年以内に、米国地質調査局は炭素貯留に適した深層塩水層、

石油・ガス貯留層および石炭層に絞った報告書の作成が義務付けられる見込み。 

現状：下院承認後、議会全体の審議へとあげられている（平成 19 年 8 月 3 日）。なお、同法案には

Union Calendar5（No.186）が付されており、重要法案と位置づけられている。 

 

(4) 平成 19 年 6 月 19 日 『包括的エネルギー政策法案（修正案）（下院法案第 6 号）』承認・

提出 
 

概要：『包括的エネルギー政策法案（修正案）（下院法案第 6 号）』が上院財政委員会において提出・

承認された。 

法案概要：再生可能エネルギーとクリーンコールテクノロジーを促進し、完全なオフセットを実現す

                         
5 連邦議会においては、委員会から報告される法案に、各種のカレンダーが割り振られるが、Union Calendar は、この中

で 重要法案（予算関連法案）を意味する。 
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る法案である。石炭に関しては、石炭液化施設が代替燃料に対する 1ガロン当たり 50セント

の物品税控除を受けるための条件として、これらの施設に 75％の炭素回収と隔離を義務付け

ている。当該部分は、John Kerry上院議員（民主党）によって追加修正され、同委員会にお

いて可決された。 

現状：議会、上院を通過し、平成 19年 12月 19日に大統領の署名により公法となった。 

 

(5) 平成 19年 6月 21日 『炭素隔離法案（下院法案第 1933号）』承認 
 

概要：『炭素隔離法案（下院法案第 1933 号）』が下院科学技術委員会のエネルギーと環境に関する科

学技術小委員会によって承認された。 

法案概要：石炭火力発電所から排出されるCO2の回収・貯留を促進し、実施可能性のある国内サイト

に照準をあてたDOE のプログラムが大幅に拡大され、大規模な地下圧入技術と炭素回収の研

究開発に向けたDOE の調査を拡大するため、平成 20会計年度から 4年にわたり、年間 2億

4000 万ドルの予算を承認し、さらに炭素回収の実証プロジェクト向け資金として平成 21 会

計年度から 4年間にわたり、年間 1億 8000万ドルの予算が認められ、さまざまな地層にCO2

を隔離する大規模実験が 3～5箇所で実施される。 

現状：下院承認後、議会全体の審議へとあげられている（平成 19 年 8 月 3 日）。なお、同法案には

Union Calendar（No.188）が付されており、重要法案と位置づけられている。 

 

(6) 平成 19 年 11 月 7 日 『石炭火力発電所における商業規模の炭素回収・貯留の促進に関する

法案（S.2323）』提出 
 

起案者：上院 John Kerry議員（民主党） 

法案概要：石炭火力発電所における商業規模の炭素回収・貯留技術を採用する 3～5 件の実証プロジ

ェクトを実施するとともに商業規模の炭素隔離施設を3～5箇所建設するよう求める法案。 

現状：11 月 7 日に議会に提出された後、平成 20 年 1 月 31 日にエネルギー・天然資源委員会におい

て、本議案に関するヒアリングが実施された。その後の進捗は特にない。 

 

3.2.3 欧州気候変動プログラム（ECCP） 

EU では、京都議定書の目標達成を可能とする費用対効果の高い方策を構築するため、欧州委員会

（EC）により「欧州気候変動プログラム」（European Climate Change Programme：ECCP）が策定

された。第一フェーズである“ECCP I”は平成 12年に開始され、二酸化炭素回収・貯留（CCS）の検討

を含む第二フェーズ、“ECCP II”は平成 17年 10月に開始されている。このプログラム策定は、平成 17

年に発表された欧州理事会及び議会に対する通知文書 “Winning the Battle Against Global Climate 



 1051

Change（気候変動との闘いに勝つために）”（欧州委員会, COM(2005)35 final）6における以下の推奨

事項を受けている（抜粋）。 

 

抜粋－COM(2005)35 finalより－ 

8. EUの気候政策に係る推奨事項：次の段階 

・ 合意された政策の早急で効率的な実施: (略) 

・ 国民意識の向上: (略) 

・ より多く、より的確な（better focused）研究: (略) 

・ 第三国とのより強い協力体制: (略) 

・ 2005 年中に欧州気候変動プログラムの新たなフェーズを開始:  

欧州委員会はこれまでの実績を評価し、Lisbon 戦略と併せ、費用対効果の高い排出削減方

策を体系的に実現するための新たな行動を模索する。特に中心となる対象は、エネルギー効

率、再生可能エネルギー、輸送部門（航空及び海洋運送を含む）、そして二酸化炭素回収・

貯留である。脆弱性の減少及び適応の推進におけるEU の役割は、EU の保険業を交えて探

求されるべきである。 

 

ECCP II では以下の作業部会（WG）が設置され、これにはCCSについて検討するWG（WG III と

呼ばれている）が含まれる。次(1)項では、CCSに関するWG（WG III）における検討内容の概要を紹

介する。 

 

(ECCPII のHP7より作成) 

図 3.2.3-1 ECCP II の構成 

 

                         
6 COM(2005)35final は以下より入手可能(2008年 2月現在)。 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2005/com2005_0035en01.pdf 
7 ECCPIIのHP: http://ec.europa.eu/environment/climat/eccpii.htm (2008 年 2月現在) 
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(1) CCS に関する作業部会における検討 
① 目的 

CCS に関する WG(WG III)の目的は、以下を実行することにより、CCS を気候変動緩和策のひとつ

として検討することである。 

・ CCSの可能性、経済性及びリスクをレビューすること 

・ 規制の必要性及び障壁を特定し、環境保全上適正なCCSを可能にする規制枠組みに必要な要素を検

討すること 

・ 環境保全上適正なCCS促進のための政策の阻害要因、及び環境保全上適正なCCSの発展を可能に

する政策を検討すること 

 

② 参加者 
 CCSに関するWGへの参加者は以下のとおりである。 

・ 加盟国の専門家 

・ 関連業界の代表者 

・ 環境NGOの代表者 

・ 独立専門家 

・ 欧州委員会の職員 

 

③ 開催時期 
CCSに関するWGは以下の日程で開催された。 

第一回 平成 18年 2月：CCS技術の現状について 

第二回 平成 18年 3月：CCSのリスクと経済性について 

第三回 平成 18年 4月：規制枠組みについて 

第四回 平成 18年 6月： 終報告書について 

 

平成 18 年６月に開催された第四回会合では、本 WG の 終報告書8が採択された。これによると、

WGではEUにおける政策展開に関することが主に検討され、国家レベル及び国際レベル（例：ロンド

ン条約及び OSPAR 条約）における政策展開については主な焦点とはされなかった。また、ここでの

“CCS”は二酸化炭素の回収、輸送並びに地下及び海底下の地質構造への貯留を指しており、海底面上又

は海水中への海洋隔離は検討の対象としていない。 終報告書では、本WGから欧州委員会への推奨事

項が、以下のように取りまとめられている。 

                         
8 ECCPII (2006) Report of WG3:Carbon Capture and Geological Storage(CCS) 

( http://circa.europa.eu/Public/irc/env/eccp_2/library?l=/geological_storage/final_reportdoc/_EN_1.0_&a=d より入手可能；2008年
2 月現在) 
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抜粋－WG III の 終報告書：推奨事項 

WGは、（欧州）委員会に対して、（必要かつ適切な場合には）EUのCCS規制枠組みの提案と

共に、2007年中にCCS に係るEU の主な政策選択を概説する通知文書を作成することを推奨す

る。これらの政策及び規制枠組みは、可能な限り早く（2012年より前に）実施されるべきであり、

かつ、委員会は、補完性原理に従い、枠組みの要素のうち EU レベルで詳述されるべきものを特

定するべきである。 

 

委員会に、以下の事項に取り組むことを要請する： 

・ 地中貯留場所の許可、リスク管理、地点選定、操業、監視、報告、検証、閉鎖及び閉鎖後に

関する要素 

・ 操業中及び閉鎖後の貯留場所からの漏洩責任 

・ 特に廃棄物及び水質に関する点を中心としたEU法令の下のCCSの役割の明確化、及び適切

な改正提案 

・ CCS事業のEU排出量取引制度（ETS）の中での承認 

・ 過渡期においてCCSを奨励するための必要性及び可能なオプション 

・ 国庫補助金に関する規則や指針の下のCCS事業の現状 

 

 

(2) エネルギー及び気候変動に関する政策案（Energy and Climate Change Package） 
欧州委員会は平成 19年 1月 10日に「エネルギー及び気候変動に関する政策案（Energy and Climate 

Change Package）」を提案・採択している。これには、エネルギー及び気候変動対策に関する数々の通

知文書が含まれる。そのうちの一つ、「持続可能な化石燃料による発電に関する通知文書

（COM(2006)843）9」は、上記のECCP IIを含む、平成 18年に実施された複数のエネルギー関連の検

討結果に基づき取りまとめられたものである。 

 

COM(2006)843 の中で、欧州委員会は、環境保全上適正、安全で信頼できる CCS 事業の操業を確保

し、CCS事業の現行法令における障壁を取り除き、CO2削減の利益に見合った適切なインセンティブを

提供するために、EUにおけるCCSに関する規制及び政策枠組みが必要であることを示唆している。こ

れに向けて、欧州委員会は以下の行動をとることとしている。 

・ 平成 19年内に、CCSによる潜在的リスクを評価し、CCS事業を許可するため及び特定されたリス

クと影響を適切に管理するための要求事項を定める。 

・ 既存の法律文書（例：環境影響評価指令や統合的汚染防止管理指令（IPPC 指令））を改正するか、

                         
9 Communication from the Commission to the Council and the European Parliament – Sustainable power generation from fossil fuels: 

aiming for near-zero emissions from coal after 2020 (COM(2006)843 final) 
URL: http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/doc/16_communication_fossil_fuels_en.pdf (2008 年 2月現在) 
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別個の規制枠組みを提案するかどうかについて評価を行う。 

・ 規制枠組みのうち、EU レベルで扱うのが望ましいものと国レベルで扱うのが望ましいものについ

て検討する。 

・ 平成 19年初頭にCCSに関する様々なオプションに関するパブリックコンサルテーションをインタ

ーネットベースで実施する。これは欧州市民によるCCSの環境影響評価及び安全性評価に対する適

切な関与を確保するためである。 

・ EU排出量取引制度（ETS）の見直しを機に、当該制度がCCS 事業を認識するように呼びかける。 

 

この他、欧州委員会は、現在入手可能な情報に鑑み、2020年以降に新設される全ての石炭燃焼火力発

電所に CCS 技術を適用するべきであり、既存の発電所についても、その後徐々に同様の対応を行うべ

きであるとの考えも示している。この CCS 技術の適用を義務化する時期及び 適な形態及び要件の性

質に関する決定を下すためにも、平成 19 年には幅広い内容のパブリックコンサルテーションを含む、

本事項に関する分析を実施することとしている。 

さらに、特に平成 19 年に実施される詳細な影響評価の結果から、持続可能な化石燃料（特に石炭）

に関する技術の実証方法を検討する予定も明らかとした。その結果に基づき 2015年までに 大 12の持

続可能な化石燃料技術の商業規模実証試験の設計、建設、操業を支援する上で も適切な方法を決定す

る考えを示した。 

 

上記の点は、「エネルギー及び気候変動に関する政策案」を構成する数々の文書のうち、欧州のエネル

ギー政策に関する通知文書(COM(2007)1)10及び気候変動対策に関する通知文書(COM(2007)2)11におい

ても、概ね同趣旨の内容が記載されており、EU のエネルギー及び気候変動対策に関する政策における

CCSの重要性が窺える。 

                         
10 Communication from the Commission to the European Council and the European Parliament - An Energy Policy for Europe 

(COM(2007)1) http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/doc/01_energy_policy_for_europe_en.pdf (2008年 2月現在) 
11 Communication from the Commission to the European Council, the European Parliament, the European Economic and Social 

Committee and the Committee of the Regions – Limiting Global Climate Change to 2 degrees Celsius the Way ahead for 2020 and 
beyond (COM(2007)2) 
http://europa.eu/press_room/presspacks/energy/comm2007_02_en.pdf (2008 年 2月現在) 
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3.3 法的側面の調査 

3.3.1 ロンドン条約の動向について 

(1) ロンドン条約 1996年議定書CO2隔離作業部会（LC/SG-CO2） 
本会合（平成 19年 4月 ノルウェー オスロ）の主目的はCO2-WAGの事実上の完成であり、本年 6

月のロンドン条約科学会合（SG）におけるCO2-WAGの合意形成のため、CO2-WAGの２次ドラフトに

基づきさらに議論を行い、 新ドラフトをSGに送付することを目的としていた。 

本会合では、各国から、既にCO2海底下地層貯留の環境影響評価のために策定されたRisk Assessment 

Framework (RAF)の内容を、CO2-WAGにおいて踏襲するべきとの主張がなされた。各国とも技術的な

用語について引用することには特段の反対がなく、RAF の用語がそのまま用いられるケースが多く見ら

れた。 

本会合での議論の結果、１章のCCSの実施による地球規模での環境リスクの懸念に係る記述がブラ

ケット付きとなった他は、出席者による合意がなされ、 新ドラフトに対する書面での意見照会手続き

を経て、科学会合に送られることになった。 

 

(2) 第 30回ロンドン条約科学会合／第 1回 96年議定書科学会合（LC/SG30・LP/SG1） 
本会合（平成 19年 6月スペイン サンチアゴ・デ・コンポステーラ）では、同年4月に行われたCO2

隔離作業部会の成果であるCO2-WAG案につき検討され、特段目立った議論はなく、多少の変更が加え

られて承認された。CO2-WAGの構成は以下のとおり。 
1章 Introduction 
2章 Waste Prevention Audit 
3章 Consideration of Waste Management Options 
4章 Chemical, Physical and Biological Properties 
5章 Action List 
6章 Selection of the Sub-Seabed Geological Formation 
7章 Assessment of Potential Effects 
8章 Monitoring 
9章 Permit and Permit Conditions 

 

(3) 第 29回ロンドン条約締約国会合／第 2回 96年議定書締約国会合（LC29/LP2） 
本会合（平成 19年 11月イギリス ロンドン）においては、SG30で検討されたCO2-WAGが異議な

く正式に承認され、会合議事録にANNEX 4 として収録されている。 

これにより、LONDON 条約におけるCO2海底下地層貯留に係る議論は事実上終息を迎えた。 

 

3.3.2 国内における法整備（海洋汚染防止法）の動向 

 ロンドン条約議定書の改定を受け、我が国の国内法として「海洋汚染等および海上災害の防止に関す

る法律（以下海洋汚染防止法）」において、海底下の CO2 地中貯留を許可制により可能とする改正がな

された。改正海洋汚染防止法では、海洋及び海底下への廃棄物の廃棄は原則禁止とし、海底下廃棄を検

討できる例外項目として「特定二酸化炭素ガス」を位置づけている。特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄
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に係る許可制度の大枠は以下のとおりである。 

  ① 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない

こととする。 

  ② ①の許可を受けようとする者は、廃棄の実施計画、海域の監視計画等を記載した申請書及び廃棄

による海洋環境への影響を評価した書類を提出しなければならないこととする。 

  ③ ①の許可を受けて特定二酸化炭素ガスを海底下廃棄した者に対して、海底下廃棄された海域の監

視計画に基づく監視を義務付けることとする。 

（環境省報道発表資料H19.3.812より） 

 

 本改正に伴う政・省令、告示が以下のとおり制定された。 

 ○「海洋汚染防止法及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」（平成 19 年政令

282） 

   －鉱物資源の掘採に伴い発生する廃棄物等の海底下廃棄をする海域等の基準や海底下廃棄をする

ことのできるガスの基準を規定 

 ○「特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令」（平成 19年環境省令第 23号）13 

   －特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可の申請書の様式、当該許可の基準、指定海域の指定の

公示の方法、指定海域内における海底及びその下の形質の変更の施行方法に関する基準等を規

定 

 ○「特定二酸化炭素ガスに含まれる二酸化炭素の濃度の測定の方法を定める省令」（平成 19 年環境省

令第 22号）13 

   －特定二酸化炭素ガスに含まれる二酸化炭素の濃度の測定の方法としてガスクロマトグラフ法又

はアルカリ吸収法を用いること等を規定  

 ○「特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可の申請に関し必要な事項を定める件」（平成 19 年環境省

告示第 83号）13 

   －特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可の申請書及び添付書類の記載要領等を規定 

                         
12 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=8131参照 
13 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=8804参照 
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3.4 環境NGO のCCS への見解について 
(1) Green Peace 

Green Peaceは、1971年、アメリカのアラスカ沖での核実験に対する抗議行動をきっかけとして設立

されたNGO組織であり、現在は、オランダのアムステルダムに本部を置き、日本を含む 41カ国に拠点

を持って活動を展開している。1,100 名の専属職員のほか、世界各国で約 290 万人のサポーターを抱え

ている。発地球環境問題の中で、特に原子力、有害物質、森林問題、気候変動、オゾン層保護、海洋生

態系保護等の分野において、調査・分析、直接抗議行動、政策提言、監視活動、世論喚起などの各種の

行動を展開している。 

CCSに関しては、CAN Europe（地球温暖化問題に取り組む世界各国の環境NGOによる連合体の欧州

部門。詳細は後述）において、WWF等と共に積極的なロビー活動を展開しており、その不確実性やコ

スト等の観点から、反対を唱えている。 

 

Green Peaceは平成 19年 10月 19日、CCSと石炭火力発電所について、次のような声明を発表して

いる。 

 

◆ 背景 

・ CCSは化石燃料を燃焼した際にCO2を分離回収した後、地下又は海中（海底）に投棄するというも

のである。CCSは 3つの異なる要素を統合させたものである。：CO2回収（燃焼前、燃焼後）・輸送・

貯留（測定、モニタリング及び検証を含む） 

・ CCSは主として、石炭火力発電による気候変動への影響を減少させる手段として提案されているも

のである。完全に統合されたCCSシステムに関する実績がほとんどないことや、大規模発電所にお

いて効果的に活用されるのか否かについて、 近になって疑問が生じている。CCS 技術は 2020 年

より以前には、石炭火力発電所において商業的に使用可能なものとはならないと見込まれている。 

・ CCSを装着した石炭火力発電所のライフサイクル評価からは、技術的な制約や炭素回収、輸送及び

貯留に要するエネルギーのため、 大で CO2 排出量の 72～79％が削減されると見込まれている。

一見すると、これは魅力的に思える。しかし、CCSは発電所における全体的なエネルギー効率を少

しも改善させるものではない。一般的に、在来の石炭火力発電プラントは、燃料が有するエネルギ

ーの 1/3 しか電力に転換できておらず、残りの 2/3 は浪費されている。さらに、CCS を装着した石

炭火力発電所は、装着していないものと比較して 10～40％ほど多くのエネルギーを消費すると見込

まれている。 

 

◆ Green Peace の見解 

人為的なCO2の排出と気候変動には決定的な関連性があるということは、国際的にも科学的にも合意

されているものである。気候変動による非常に深刻な影響を回避するための限界値として、地球の平均

気温の増加は、産業化前のレベルと比較して、摂氏 2度以内に抑制されなくてはならない。このことは、

地球全体のCO2排出量が 2015 年までに 大値となり、その後 2050 年までには少なくとも 50%以上、



 1058

削減させなくてはならないということを意味する。このための解決策は、エネルギーの高度な利用と既

存の再生可能エネルギー技術への相当量の依存によって達成される。この解決策は、持続可能なエネル

ギーによる解決を促進させる一方で、原子力発電をなくし、石炭の利用を段階的に廃止するというエネ

ルギー改革を要求するものである。 

特に石炭燃焼との関係において、CCSは、燃焼の結果発生するCO2という排出物に対する技術として

未だに証明されていない技術である。さらに、あらゆる取組みがエネルギー効率の向上と再生可能エネ

ルギーに関する実証済の解決策に注がれなくてはならない現在、CCSは化石燃料への依存を正当化させ

るものとなる。発展途上国においては、CCS（の装着）を“約束する”ことは、炭素排出の少ないエネル

ギーシステムの開発の取組みを頓挫させるものである。安全かつ持続可能な方法によって我々のエネル

ギー需要に対応するような代替案が既に入手可能となっていることから、CCSに未証明な部分が残って

いる間は、この技術を気候変動と戦うための正当な手段として見なすべきではない。 

CCS は技術的に未成熟であり、商業的な実現可能性が見出せないことから、これを“ソリューション”

と見なすことは賢明ではない。“Capture-ready”型の発電所の建設は、発電分野において CO2 排出の効

率的な削減が実現している場合でも実現していない場合でも、エンドオブパイプ型の解決策となる望み

はある。一方で、CO2は環境的に健全な状態で永続的に貯留され続けるのかどうかが不確実であり、そ

の信頼性はベールに覆われている。さらに、CCSは石炭に関連して、多数の環境外部性の一つに対応す

るものでしかない。たとえ、CCS が CO2 排出を相当量、削減できるとしても、汚染性の高い燃料の燃

焼に伴うその他の問題を解決するものではない。これまで述べてきた全てのことから、あらゆる気候及

びエネルギー政策は、CCS に頼ることなく、壊滅的な地球温暖化を回避するために必要なレベルまで

CO2排出量を削減させることに注力しなければならない。 

 

◆ 方針声明 

・ 現在、CCSに関する有効性、法規制、信頼性及び環境面での影響に関しては不確実であることから、

Greenpeaceは気候変動対策として、石炭火力発電所にCCSを適用することに反対する。 

・ Greenpeaceは、いかなる公的資金についても、再生可能エネルギーやエネルギー効率に対する投資

をCCSに費やすことに反対する。 

・ Greenpeaceは、発電分野におけるCO2排出を削減するためにCCSを将来的に装着可能なものとす

ることを当てにした“Capture ready”と呼ばれる発電所へのライセンス供与や建設に反対する。 

・ Greenpeace は、海中の水柱又は深海の海底において、あらゆる形式による CO2の直接的な投棄に

反対する。なぜなら、CO2 は永久に保持される訳ではなく、モニタリングや制御も容易でなく、ま

た、海洋生態系に深刻な影響をもたらすかも知れないからである。Greenpeaceは、海底下の地下構

造も陸地の深部地下構造への投棄と同様に、同様の問題と不確実性を伴うものであると考えている。 

・ Greenpeace は、クリーン開発メカニズム（CDM）に CCS を包含することに反対する。なぜなら

CCSはメカニズムにおいてそもそも意図されていた資金を転用させうるからである。伝統的なエネ

ルギー源からの再生可能エネルギーへの転換やエネルギー効率の向上が雇用と新たな経済機会を創

出することにより地域の持続可能な発展を促進する一方で、CCSは地域のコミュニティに対して長
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期的な利益をもたらさない。 

 

(2) limate Action Network（CAN：気候変動ネットワーク） 
CAN は、地球温暖化対策に取り組む世界各国の環境 NGO によるグローバルなネットワークであり、

現在は 85カ国から、365のNGO の参加によって活動が展開されている。CAN は国際的、地域規模及

び国家レベルでの気候問題に対応するために情報交換を行ったり、ロビー活動を展開したりするもので

あり、環境NGOの連合体としては 大規模のものである。 

CANは政府や個人に働きかけを行い、人為的な気候変動を制限することにより生態系を持続可能なレ

ベルにおさめることを主な活動目的としており、世界中において持続可能で公平な開発を行う一方で、

大気環境を保護することをそのヴィジョンとしている。 

CANは、中核的な組織を持たず、各地域でそれぞれコーディネーターがいて、地域の活動をとりまと

めており、12 の地方組織を有している。中核組織は存在しないが、その活動の核となっているのは、

WWF、GreenPeace、Friend of the Earthの 3つの環境NGOであり、また米国ではWRI（世界資源

研究所）、EDF（環境防衛基金）が専門的な見地からの活動を行っている。 

CCSについては、CAN の欧州支部であるCAN Europe（ヨーロッパ西部）が主体的に活動を展開し

ており、CAN EuropeのHP には、CCSについて以下のような記載がなされている。 

 

◆ CAN-Eの見解 

CAN EuropeはCCSについて、以下のように考えている。 

・ 環境政策においては、ただひとつの技術を待つということはできない。再生可能エネルギー資源、

エネルギー効率改善及びエネルギー保護は、気候変動問題に対応するための、実証済みの成熟した

環境に優しいソリューションである。 

・ 再生可能エネルギーやエネルギー効率に費やす公的資金をCO2回収・貯留に転用したり民衆の注目

を転換させるべきではない。 

・ 欧州において、温室効果ガスを相当量排出する“クリーンコール”と称されるものを含む石炭火力発電

所を建設すべきではない。既に相当量の温室効果ガスを排出している化石燃料発電所は、次の 10年

の間にも閉鎖すべきである。再生可能エネルギー技術、エネルギー効率改善及びエネルギー保護は

あらゆる化石燃料発電施設の新設より常に優先させなくてはならない。 

・ CO2 回収貯留に伴うリスクと不確実性に対する対応がなされた場合、CO2 回収貯留は既存及び新設

される化石燃料発電所から排出される温室効果ガスの削減において役割を果たす可能性がある。 

 

CANは、気候変動対策は、人為的な活動によって気候システムに重大な影響をもたらすことを回避す

るため、地球の温暖化を 2℃以下の範囲に抑えることを目的として推進すべきであると考えている。こ

のことは、先進国においては、温室効果ガスの排出を2020年までに少なくとも 30%、2050年までには

80%削減する必要があることを意味している。 

この削減を達成させるため、特に化石燃料の使用に関連する部分において、根本的で長期にわたる構
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造的な変革が必要である。気候政策には、ただひとつの技術ではなく、気候変動の影響を減少させる選

択肢のパッケージが必要である。このため、NGO 連合は、CCS 技術に関する情報を開示した公開討論

の開催を要求する。 

 

CCS技術に関しては、以下の通り、環境に関連するいくつかの重要な事項がある。 

・ 二酸化炭素は大気に放出されることなく、永続的に地下に貯留されるのか。 

・ もし二酸化炭素がリークした場合、誰が責任を取るのか。 

・ どのようなモニタリングと検証システムに関する規制が存在するのか。 

・ もしリーケージが生じた場合、健康と環境に関してどのようなリスクがあるのか。 

・ 再生可能エネルギーやエネルギー効率改善のための資金が（CCSに）投入されるのか。 

 

NGO連合が炭素回収に関して懸念を抱いているのは、以下の事項である。 

・ リーケージの割合は極めて低くなくてはならない。さもなければ、気候変動に対する利益は無きに

等しい。高濃度の二酸化炭素は窒息をもたらす。土壌からの緩やかな漏出とパイプラインの破壊に

よる漏出はいずれも人体及び生態系の健全性に影響を与える。 

・ CCSに対して、実証済であり現時点でリスクがより低く、その他にも追加的に多くの利益をもたら

す再生可能エネルギーやエネルギー効率に費やす公的資金を転用したり民衆の注目を転換させるべ

きではない。 

・ CCSを幅広く適用させることは、化石燃料への依存、および化石燃料に伴う抽出、輸送及び化石燃

料の燃焼に関連する地域環境及び社会的な影響を継続（あるいは増加）させることとなる。 

・ IPCC の報告書では、“CO2が高濃度である状態が続くと、海洋生物が死亡する”と報告されている。

CO2 の海洋投棄についても海洋生物、特に熱帯林と同様に生物多様性に富むことが証明されている

海底において深刻な影響が懸念されている。 

・ 気候変動対策技術について NGO や民衆を巻き込んだ議論が必要である。ある産業界やいくつかの

政府では、NGOを巻き込むことは、政策討論においてステークホルダーを招くことより調整を行う

上でリスクであると見なす傾向にあるようである。 

 

(3) Friends of the Earth（FoE：地球の友） 
FoE は、地球上のすべての生命がバランスを取りながら心豊かに生きることができる「持続可能な社

会」をめざして、気候変動問題や、金融と環境等の地球規模の問題に対する提言を行ったり、実際に問

題解決のための活動を展開するNGO組織であり、1971年に欧州と米国のNGO組織によって創設され

た。現在は、日本を含む世界 68 カ国に 100 万人のサポーターを持つネットワークとして、幅広い活動

を展開している。（再掲） 

 CCSについては、その不確実性や、再生可能エネルギー等への投資が転用される懸念、及びサイト選

定、貯留及びリーケージ等について国際的に合意された基準がないことなどから、これらの問題が未解

決なまま、大規模に実施されることについて、反対を表明してきた（平成 17 年発表のポジションペー
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パー、他）。しかし、近年ではCCSを容認、又は推進するような声明も見られるようになっている。 

 今年度に入って、CCSのみを対象とした声明などは表明されていないが、気候変動対策等に関連して、

次のような声明が発表されている。 

 

◆英国エネルギー白書に対する声明 

平成 19年 5月 23日、FoEのエネルギー活動家であるNeil Crumpton氏は、英国のエネルギー白書

について、以下のように述べた。 

 

「政府は英国を安全・クリーンで低炭素未来を開発していく世界のリーダーとなる絶好の機会を逃そ

うとしている。原子力発電所の新設は、英国における炭素排出を削減する手段としては、非常に高価で、

危険で、非効果的なものである。また、これは気候変動対策のための持続可能なソリューションから、

貴重な資源を転用してしまうものである。この白書には、エネルギー効率、再生可能な電力、炭素回収

及びクリーンな輸送システムに対する意欲的な政策が示されるべきである。残念なことに、大臣は未だ

に原子力のロビー活動にとらわれているようである。」 

 

また、FoEは政府に対して、英国における二酸化炭素排出の削減目標を法的に義務付けるよう、計画

されている気候変動法案の強化を要請した。Big Askキャンペーンを通じて新たな気候変動法に対する

活動を行っている環境活動グループは、英国の国際的な温室効果ガス排出に航空と船舶分野を含めるべ

きであり、また英国の排出量を少なくとも毎年 3%削減することを明確にするよう訴えている。 

 

◆「白書について」 

もし今日の白書による政策が計画通りに進められたとしても、温室効果ガスの排出量は 2020 年まで

に 1990年レベルの 14～20％しか削減されない。政府は、この政策とその他の既存の政策と組み合わせ

ることにより 2020 年までに 26～32％、2050 年には 60%まで削減されると述べている。しかし、チン

ダル研究所の評価によれば、この削減量では必要な削減量からみると遥かに不足しており、もしこの状

態を世界で再現すると、地球の気温は 4～5度上昇するとされている。 

 

FoE は必要となる排出削減目標は達成可能であり、新たな原子力発電所の建設を行うことなく取り組

むべきであると発言している（注）。これは、エネルギー効率向上プログラム、再生可能エネルギー及び

高効率化石燃料技術、及び炭素回収貯留実証スキームを強力に推進することによって達成されうるもの

である。 

 

同グループはまた、熱電供給（CHP）の建設が目標通りに戻るまでは、新たな複合サイクルガスター

ビン発電（CCGTｓ）を停止するよう要請し、排出する炭素を回収し貯留しない限りにおいては、新た

な石炭スキームのものを建設すべきでないと述べた。 
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注記 

FoE は以下の電力発電技術を政策において優先すべきであるとしている。 

・ 再生可能エ上ルギー：投資を追加することにより、2020年までに再生可能エネルギーの生産量を確

実に 20％又はそれ以上とする。 

・ 熱電供給（CHP）：規制面と財務面での支援により、2020 年までに熱電供給、又は“非中央集中型”

の発電を確実に、少なくとも 20％とする。 

・ 炭素回収・貯留（CCS）の実証スキームには奨励金を付け、熱利用のポテンシャルがある大規模な

工業サイトにおいて実施されることが望ましい。（例えば、Teeside Progressive Energy/Centrica 

IGCC scheme） 

・ 中央集中型発電（複合サイクルガスタービン発電）においては、CCS を装着する。（ガス発電から

の回収コストが高価であることから、ガスよりクリーンな石炭の方が望ましい） 

・ 熱電供給（CHP）の許可及び建設について大きな進展がない限り、新たなガス燃焼中央集中型CCGT

発電の建設を中止する。（熱電供給は 新型のCCGT よりおよそ 33%も効率的である） 

・ CCSを装着しない石炭火力発電所の新設を許可しないことを標準とする。（TillburyのKingsnorth

で提案されているクリーンコールのスキームのような“Capture-ready”スキームではない） 

・ 原子力発電の新設をしない 

 

◆ “Climate Justice（気候に関する正義）” 

FoE Internationalの代表であるMeena Ramanは平成 19年 9月 24日、国連の“非公式”気候サミッ

トにおいて、およそ 80名の各国の代表による参加者を前に、地球温暖化対策にも“Climate Justice（気

候に関する正義）”が必要である、との演説を行った。 

その演説の中で、気候変動対策技術について、次のように述べている。 

 

「気候変動緩和技術として推進されているいくつかの技術のうち、原子力エネルギーや遺伝子改良樹

木などのようなものは、環境、健康及び安全性に対するリスクをもたらすものであることから、間違っ

たソリューションである。また、炭素回収・貯留やバイオ燃料についても、多くの深刻な課題が残され

ている。 

エネルギー効率及びクリーンな再生可能エネルギーこそ、もっと強調され、優先されるべきである。

この 12月バリにおける国連の協議において、我々は2012年以降の気候変動対策に関する国連の枠組み

についての交渉を開始するが、これはより公正で気候に優しい世界とすることで結論付けられるであろ

う。」 
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(4) WWF 
WWF（世界自然保護基金）は世界 50カ国以上に拠点を展開し、約 180カ国で活動をおこなう、世界

大の自然保護NGOである。絶滅のおそれのある種の保護を目的として1961年にスイスで設立され、

現在では地球温暖化や化学物質による汚染などの環境問題への対応を含めた地球全体の生物多様性の保

全に関する取り組みを展開しており、人と自然との共存をめざして、生態系の保全から地球温暖化防止

まで、世界の自然を守る活動に幅広く活動している。 

CCS については、本部のホームページにおいて見解を示しており（平成 18 年 8 月公表、前回報告）、

その中では、CCS の CO2 貯留の永続的な安全性、環境、特に生物多様性に干渉したり、直接の悪影響

を与えないことの確証及びモニタリングと検証に関する国際的に同意を得られた手段の適用について、

政府に対して明らかにするよう要請している。 

 同ホームページにおいては、CCSにおける不確実性の観点から、むしろ、エネルギー効率の向上や再

生可能エネルギーを優先し、これらに対して予算を投入すべきであると結論付けている。 

 しかしながら、平成 19年 5月に公表された報告書「Climate Solution：The WWF Vision for 2050」

において、気候変動対策の鍵となる手段の 1 つとして、CCS を掲げており、化石燃料発電所に対して

CCS技術を装着することを主張している。 

 

平成 19年 5月 15日に公表された本報告書に関するリリース記事では、次のように述べられている。 

 

平成 19年 5月 15日に公表された「Climate Solution：The WWF Vision for 2050」では、主要な決

定が 2012 年までに下される場合にのみ、世界では地球規模の要望に応え、気候変動を抑制するのに必

要な再生可能エネルギーを十分生産することができるとまとめている。 

 

同報告書では、原子力発電という選択をしなくても、必要となる温室効果ガスの削減量をまかなうこ

とができるということを示している。この結論は、英国政府が主張する、英国のさほど野心的ではない

排出削減目標を達成するために新たな原子力発電所の建設が必要である、という主張に真っ向から対立

するものである。 

 

WWF International の総裁、James Leape氏は、次のように述べている。 

「世界はかつてないほど気候変動に関心を持っており、緊急にその進展を抑えようとしている。」 

「問題は、開発を抑制せず、生活基準を落とすこと無しに、いかにして非常に危険な高レベルにある

二酸化炭素排出を抑制していくかということである。この報告書ではこれを実現できることを示してい

るだけでなく、我々がどのように取り組むのかも示している。」 

 

WWF は、地球の気候に影響を与えることなく地球規模のエネルギー需要を満たす、次の 6つの鍵と

なる方法を特定している。 

・ エネルギー効率の向上 
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・ 森林の消失の阻止 

・ 低排出技術の開発の加速 

・ フレキシブルな燃料（風力、太陽光、サーマル及び水素等）の開発 

・ 炭素量の多い石炭から炭素量の少ない天然ガスへの移行 

・ 化石燃料発電施設への炭素回収・貯留技術の装着 

 

WWF-UK気候変動プログラムの代表であるKeith Allott氏は、次のコメントを加えている。 

「気候変動課題の規模は非常に難しい局面を迎えているが、もし我々が本当に緊急性を持って行動を

するならば、立ち向かうことができるということを、本報告書は示している。」 

 

また、「Climate Solution：The WWF Vision for 2050」の文中において、CCSについては以下のよう

に述べられている。 

 

『炭素回収・貯留（CCS）：炭素排出に関する割当量の内に収めるためには、化石燃料発電所に炭素回

収・貯留技術をできる限り早く、そして 2050 年までには全て装着することが不可欠である。CO2を遠

く離れた貯留サイトに運搬するのは非常に高価であることから、新たな発電所の立地及び計画にあたっ

て、CCS を装着させるということは重要であり、即座に実施すべき事項である。全体で見ると、2050

年にはCCSを装着した化石燃料（発電）による（エネルギー）供給は 26%を占め、これにより年間 3.8Gt

の炭素排出を回避する。』 

 

『WWF はCCSを、その他の燃料がより高価でより供給が不安定であるように見える時に、より強力

に炭素を排出する石炭の利用に伴うネガティブな要因を緩和するためのものであると考えている。』 

 

また、同書の文中で、CCSに関する課題についても、次のように述べている。 

 

『しかしながら、CCSが成熟し、信頼のおける解決策と見なされる前には、多岐にわたり様々な課題

が対処されなくてはならない。それらには、以下の項目が含まれる。』 

・ 有効性の証明 

・ 貯留（サイト） 

・ 永続性 

・ 生態系への影響 

・ エネルギーバランス 
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(5) Bellona 
Bellona（財団法人）はオスロに拠点を置く国際的な環境 NGO であり、1986 年に直接抗議行動をお

こすグループとして結成され、現在は欧州、米国において活動を展開する、技術と解決策重視型の環境

活動団体として知られている。現在、環境学者、原子物理学者、エンジニア、経済学者、法律家、アド

バイザー及びジャーナリスト等、計 40名程度のスタッフが勤務している。Bellonaは産業界、ビジネス

界、個人、及び慈善団体、ならびにノルウェー政府から寄付金を受けている。（再掲） 

また、本年 3月には、BellonaのCEOであるFrederic Hauge氏が欧州技術プラットフォームとして

形成されたZero Emission Fossil Fuel Power Plants (ZEP)の議長に指名されている。 

Bellona はCCS について、非常にポジティブな活動を展開しており、これまでも独自にCCS に関す

る調査研究および政策提言活動を展開してきたが、ZEP の主要なメンバーとなったことから、ZEPを通

じた調査研究、提言活動も行っている。 

 

本年 6 月に公表した声明文書『なぜ CCS はグローバルな CO2排出削減戦略において重要なのか』で

は、次の通り結論付けられている。 

 

IPCCによれば、地球温暖化による劇的な事態を回避するためには、2050年までに地球の温室効果ガ

ス排出量を 50～80％削減しなくてはならない。IEA によるシナリオでは、エネルギー効率改善や再生

可能エネルギーの増加によって削減される可能性のあるCO2は限られている。IPCCによれば、CO2の

排出削減の遅滞は、劇的な事態を招くとしており、CO2削減に関する新たな戦略ができる限り早期に必

要とされている。炭素回収・貯留（CCS）は 10～20 年のうちに、CO2の排出を大規模に削減できる可

能性を持つ技術である。このため、地球規模のCO2排出削減の戦略では、次の手段の複合が必要である。

① エネルギー効率の改善、② 再生可能エネルギーの増産、③ CCS の広範な実施。エネルギー効率改

善及び再生可能エネルギーに対して強力なインセンティブを構築し、CCSを確実に広範に装着させるよ

うにすることにより、地球におけるCO2排出量は 2050年までに、今日と比較しておよそ 70％まで削減

することが可能である。 

 

また、本年 10月には、UNFCCC に対してCCSをCDM として採用するよう、次のような提言を行

っている（概要部分のみ）。 

 

IPCCはCCSをCO2排出削減のための主要な戦略の一つであるとみなしており、Bellonaによる試算

では、CCS は地球規模の CO2排出を削減する相当のポテンシャルがあることが示されている。CCS を

支援する活動については、多数のプロジェクトが計画されていることからもわかるように、強力であり、

増加している。CCSプロジェクトに関する国および国際的な規制と枠組みについては、現在開発が進め

られているところであり、この技術を早期に実施するためには、CCSに関連する主要な未解決の規制面

での問題に対して一貫して取組みを進めていくことが必要である。 

長期的なリスクに対応する国際的に一致した指標となる枠組みを構築することにより、CCSをCDM
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の仕組みに取り込むことが促進される。法的枠組みがないことを、CCSをCDMの枠組みに取り込むこ

との障壁とするのではなく、CCSをCDMの枠組みに取り込むことにより、特に、発展途上国において、

適当な規制枠組みの定義付けが促進されるとBellonaは考えている。 

 

IPCC の目標である地球の温室効果ガス排出量を 2050 年までに 50～80％削減させるということは、

エネルギー効率改善や再生可能エネルギー単体では達成不可能であり、発展途上国における排出削減は

急務である。このため、CDMによってCCS技術を入手可能とすることは、発展途上国において極めて

重要である。我々はまた、CCSが持続可能な開発においてさらなる利益をもたらすと信じている。 

 

CCS に対する批判は、通常 CO2 貯留の安全性について言及するものである。しかしながら、サイト

のキャラクタライゼーション及び選定が慎重に実施された場合には、CO2貯留は安全であることが、あ

らゆる科学的な証拠おいて示されている。厳格なサイト選定基準と高品質なモニタリングが、CCSプロ

ジェクトをCDMの枠組みにおいて実施するための必要条件となる。 
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3.5 情報発信 

3.5.1 二酸化炭素地中貯留データベース（CGSDB）の構築と公開 

今後、CO2 地中貯留の実用化を円滑に進めていくためには、 CO2 地中貯留の技術概要、そのメリッ

トとリスク等について、関連する多くの利害関係者（有識者、民間事業者、マスメディア、政策意思決

定者、自治体等の行政、一般市民、環境関連NPO・NGO等）から適切な理解を獲得していくことが重

要である。そこで、利害関係者との信頼関係の構築・適切な理解獲得を目的としたCO2地中貯留に関す

る情報データベース（CGSDB: CO2 Geological Storage Data Base）の構築を行い、多くの関係者に適

切な情報を各関係者の特性に応じて提供していくことを目的に公開した。 

 

 

 

                             URL: http://www.cgsdb.rite.or.jp/ 
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3.5.2 CCS ワークショップTokyo2008 の開催 
これまで平成 18年 2月の地中貯留国際ワークショップ（東京：虎ノ門パストラル）及び平成 19年 2

月のCCSワークショップ2007（けいはんな）を開催、CCSの国際動向、国内研究動向の紹介による理

解促進活動を行なって成果を挙げてきている。平成 20 年に京都議定書第一約束期間を迎えるにあたっ

て、すでに温暖化対策の核のひとつに位置づけられた分離回収貯留の一貫システム（CCS）の 新の国

際動向紹介と国内外招聘者のパネルによる議論を通じて CCS の信頼性構築に向けた一般社会の理解促

進を目的にCCSワークショップTokyoを開催した。 

 

(1) 開催概要  
・ 日 時：平成 19年 11月 19日（月） 

・ 場 所：ホテルグランドパレス（東京都千代田区） 

・ 主 催：（財）地球環境産業技術研究機構  

・ 共 催：（財）エンジニアリング振興協会 

・ 後 援： 経済産業省、独立行政法人産業総合技術研究所、財団法人石炭エネルギーセンター、

財団法人電力中央研究所、社団法人化学工学会、社団法人日本エネルギー学会、社団法

人物理探査学会、エネルギー・資源学会、石油技術協会 

・ 海外招聘者：IEA-GHG プログラム John Gale 氏（UK）、駐日ノルウェー王国大使館 Per 

Christer Lund 氏、先端クリーンエネルギー研究所 Chang-Keun Yi 氏（韓国）、豪州

連邦研究所 John Wright氏 

・ 参加者：333名 

主に企業、関係研究機関からの参加者が主であった。登録者数に対する当日出席者の割

合が８割を越えて関心の高さが窺われた。 

 

(2) 結果概要（海外招聘者講演における主な質疑応答） 
◆ Lund氏 

・ スライプナーの経済性について、CCS 設備の設置／運営費用の支払いを含めて事業としてペイ

しているのか。CCS設備の設置／運営費用は、炭素税（45US＄/t-CO2）を支払うより安価なの

か。 

⇒CCS 設備の設置／運営開始段階では炭素税以上のコストを要していたが、運転の継続に伴い

CCS 設備の運営費用は低減されている。CCS 設備の設置費用の回収期間は定かではないが、

現在、炭素税の支払いと比べるとプラスになっている。 

・ ノルウェーにて炭素税を課しているのは沿岸部で操業する石油・ガス業界を対象とするとのこと

だが、他産業に課す予定はないのか。 

⇒炭素税の適用業種の選定時には、運輸業界から大きな抵抗があった。なお、炭素税は石油・ガ

ス業界以外にも一部の業界に適用されている。 
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◆ Gale氏 

・ 「capture ready」に関連して、CO2輸送パイプラインの規模はどの程度になるのか。 

⇒北海における天然ガス輸送パイプラインは全長 13～14万kmになる。CO2輸送パイプライン

のネットワークも、同等規模になるだろう。190億ユーロを投資予定。 

・ CO2の貯留層に関して、欧州域内の貯留量の評価は実施しているのか。 

⇒Geodiscにて 7年間検討を実施した結果、欧州から出る二酸化炭素排出量について、400年間

相当貯留可能との結論に至っている。なお、貯留地域は大部分が北海となる。 

 

◆ Yi氏 

・ 日本との共同研究に関する考えを聞かせて欲しい。 

⇒韓国と日本は、貯留サイトがそれぞれ 0.5Gt、1.5Gt しかなく、排出量に見合うだけの十分な

キャパシティがないという共通の課題がある。特に沿岸部の堆積盆地における探査において、

協力が可能ではないかと考えている。また、EU で実現しているように、日韓でもCCS プロ

ジェクトにおいて、共通の貯留サイトを見つけて、CCS コスト低減のための協力をしていく

ことが可能であると考えている。 

 

◆ Wright氏 

・ 将来的にCCSをオーストラリアにおける排出権制度に取り入れる計画があるか。 

⇒オーストラリアにおいてこの制度が実現するかわからないが、2010～2012年には実施したい

と考えており、その際CCSは必ずその制度の一環となる。 

・ オーストラリアにおいては、産業団体がCCSに出資すると聞くが、どの程度か。 

⇒ACA（オーストラリア石炭協会）も石炭の使用に出資しており、これは大きなファンドとな

っている。COAL21 は 5 年間で約 10 億ドルを拠出するものであり、CCS プロジェクト基金

として使用される。 

 

◆ パネルディスカッション（赤井主査総括ポイント） 

日本で資源論、セキュリティ論と CCS との関連についても漸く、エネルギー政策の一環として議

論され始めたことは歓迎している。また海外で言われるようなパブリックパートナーシップがうまく

いっていないことで現在は国の予算での研究が殆どである。 

産業界に長期的見地からの投資判断を促すためにもまずは国の CO2 削減に対する長期的なかつ確

かなビジョンがないといけない。そういう観点からのメッセージを広くいろんなセクターに発信して

いかないといけない。そのひとつとして CCS 研究会で抽出された課題について具体的な検討を進め

ていくことになっているので引き続き皆様のアドバイスを戴きたい。 
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3.6 まとめと今後の課題 

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。 

 

 

参考文献 

1) www.ieagreen.org.uk/ 



 

） 
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第4章 安全評価関連調査 

4.1 研究概要 

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。  

 

(1) 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。  

 

(2) 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。  

 

(3) 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
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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。 

 

(4) 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。  
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4.2 断層運動のメカニズム 

4.2.1 断層の形態と特徴 

(1) 断層と地震との関係 

「断層」とは、ずれを伴う岩盤の剪断破壊面であり、剪断破壊時の衝撃の伝播が地震

である。また、この時の地下岩盤の剪断破壊の開始点が「震源」である。断層の基本

的な形態・構造を図 4.2.1-1 に示す。  

断層の形態・構造に関する用語の定義については、原子力安全委員会（2007）及び

原子力発電環境整備機構（2007）、地震調査研究推進本部（2007）等に「用語集」等

の形式で一般にも分かり易くとりまとめられている。個々の用語に関する認識はほぼ

共通しており、例えば図 4.2.1-1 に示した用語については以下のとおりである。  

【震源断層】 

ある特定の地震に際して、地震波の発生源である地下岩盤の剪断破壊面。 

【地表地震断層】 

「震源断層」の一部が地表に達することによって形成された変位地形。 

【プロセスゾーン】 

断層活動に伴い、周辺岩盤に形成・発達した割れ目が分布する範囲。 

【震源域】 

震源で発生した破壊が広がった「震源断層」を含む領域。 

なお、「地震断層」という「震源断層」・「地表地震断層」と類似の用語の使用につい

ては、定義にあいまいさがあり混乱を招きやすいので不適当と指摘されている。  

「活断層」については章を改めて述べるが、「活断層」は「地表地震断層」のうち一

定の条件を満す断層であり、すべての「地表地震断層」＝「活断層」ではない点に注

意が必要である。  

また、「プロセスゾーン」と「震源域」とはほぼ同義であるが、強いて言えば「プロ

セスゾーン」は地表面あるいは地下浅部の現象について述べる場合に、「震源域」は震

源と同程度の地下深部の現象について述べる場合に、それぞれ使用される傾向がある。 

 
(2) 断層とプロセスゾーン 

断層には、破壊に伴って形成された断層岩とともに、その外側に形成・発達した割

れ目が分布する範囲をプロセスゾーンは呼ばれる（Vermilye and Scholz, 1998)。大規

模なブロック境界や剪断帯を構成する断層には、断層運動に関わって形成されたプロ

セスゾーンの存在が知られている（金折，2001）。断層ガウジの外側に発達し、断層運

動に関連したすべての変形を含む領域はダメージゾーン (damage zone)と定義されて

おり、プロセスゾーンは断層破砕帯とダメージゾーンをすべて含んだものとみなすこ

とができる（金折 , 2001）。 (図 4.2.1-1) 
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4.2.2 断層・地震発生と広域応力場 

図 4.2.2-1 に示すように、日本列島は、太平洋プレートやフィリピン海プレートの沈

み込みにより、大局的には東西圧縮卓越の広域応力場になっていることが広く認識さ

れている（例えば、地震調査研究推進本部，2007）。  

原子力発電環境整備機構（2007）は、高レベル放射性廃棄物の最終処分施設建設を

念頭に 10 万年程度の時間スケールを想定し、次のような状況証拠を提示した。  

① 現在の広域応力場は、少なくとも過去十数万年前程度は変化していない。  

② 今後も同程度の期間は変化しないと考えられる。  

さらに、原子力発電環境整備機構（2007）は、上記の証拠をもとに、過去数十万年

程度、地表地震断層が発生（再活動）していない場所で、今後数十万年間に新たな断

層活動が発生する可能性は低い、とした。そのうえで、『過去数百万年～数十万年程度

の地質的記録から、将来 10 万年程度の期間における自然現象の活動を地球科学的に検

証することは可能であると考えられる。』と述べ、地質環境の長期的（10 万年程度）

安定性評価において本当に調査が必要な断層は限られていることを示唆している。  

また、活断層研究会編（1991）は、「陸上活断層から求めた水平最大圧力方位の分布」

図と「地震の発震機構」図とを示している（図 4.2.2-2）が、両者の関係については『全

国の地震の資料から求められた発震機構（すなわち円中に示す地震断層のタイプ）を

示したが、従来から言われているように、活断層から求めた水平最大圧力方位とほぼ

一致している。』との簡潔な記載にとどまっている。  

原子力発電環境整備機構（2007）は、広域応力場と断層形態の地域性との関係につ

いて『大陸プレート内で発生する地震は、日本列島の周辺に分布するプレート運動に

よる広域地殻応力場を反映し、東北日本と西南日本で異なるタイプの地震が発生して

いる。東北日本では、西に向かって沈み込む太平洋プレートにより東西方向に強い圧

縮応力が働いており、南北走向で逆断層型の地震が発生している。一方、西南日本で

は、フィリピン海プレートが南海トラフに対して斜交する北西方向に沈み込んでいる

（大中・松浦，2002）ため、東西方向の圧縮応力と北西－南東方向の圧縮応力が働いて

おり、北東－南西走向または北西－南東走向の横ずれ型の地震も発生している。』と述

べている。  
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● 震源震源
- 地下岩盤の剪断破壊の開始点。

● 震源断層震源断層
- ある特定の地震に際して、地震波の発生源である

地下岩盤の剪断破壊面。
（NSC，2007）

● 地表地震断層地表地震断層 （≠活断層）
- ある特定の地震に際して、震源断層の一部が地表

に達して形成された変位地形。
- 「地震断層」は混乱し易いので不適当。

（NSC，2007）

（活断層については後述する。）

● プロセスプロセス ゾーンゾーン
- 断層活動に伴い、周辺岩盤に形成・発達した割れ

目が分布する範囲。
（NUMO，2004）

● 震源域震源域
－ 震源で発生した破壊が広がった震源断層震源断層を含む領域。

（推本，2006）

10～15km

震央

震源
震源断層震源断層

地表地震断層地表地震断層

震源域

プロセス ゾーン

※※ プロセスプロセス ゾーンゾーン ≒≒ 震源域震源域

断層は、ずれを伴う岩盤の剪断破壊面であり、剪断破壊時の衝撃の伝播が地震である。断層は、ずれを伴う岩盤の剪断破壊面であり、剪断破壊時の衝撃の伝播が地震である。

 

 

図4.2.1-1 断層と地震  －用語の定義－  

 

 

● 日本列島は、太平洋プレートやフィリピン海プレートの沈み込みにより、
大局的には圧縮応力場圧縮応力場となっている。

● 広域応力場の状況は、少くなくとも過去十数万年程度は不変少くなくとも過去十数万年程度は不変であり、
今後も同程度の期間は不変である。

● 過去十数万年程度、地表地震断層が発生（再活動）していない場所で、
今後十数万年間に全く新たな断層活動が発生する可能性は低い全く新たな断層活動が発生する可能性は低い。

（NSC，2007）

日本列島とその周辺のプレート

（ 推本，2007 ）

 
 

図 4.2.2-1 断層・地震発生と広域応力場  



 

） 
 

1076

 

 

〔新編〕日本の活断層 –分布図と資料-:1991
「活断層からみた地殻応力方位と地震の発信機構」

陸上活断層から求めた
水平最大圧力方位の分布水平最大圧力方位の分布

多少のばらつきはあるにしても、概ね東-西に
揃っているが、伊豆半島～丹沢山地では南-北
に近く、関東山地では北東-南西となりやや異っ
ている。

地震の発震機構地震の発震機構

逆断層型

正断層型

横ずれ断層型

（震源球は下半球投影で、黒色部が押し、
白色部が引き）

 

 

図 4.2.2-2 広域応力場と地震の発震機構  
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4.3 断層と断層岩 

4.3.1 断層面の特徴 

(1) 断層面周辺の形態 

断層は地層や岩石にストレスが加わることにより形成される。その周辺の地層や岩

石にも割れ目が生じたり、角礫化 (brecciate)することがあり、顕著なところは断層破

砕帯 (brecciated fault zone)と呼ばれる（図 4.3.1-1）。断層面は断層粘土 (fault clay)や

断層角礫 (fault breccia)あるいはこれらの混合体からなる断層ガウジ (fault gouge)を

伴う場合が多い。  

 

(2) 断層岩の岩石学的分類 

断層運動に伴い、断層およびその周辺の地層や岩石にも割れ目が生じたり、角礫化

(brecciate)することがあり、顕著なところは断層破砕帯 (brecciated fault zone)と呼ば

れる。断層面は断層粘土 (fault clay)や断層角礫 (fault breccia)、あるいはこれらの混合

体からなる断層ガウジ (fault gouge)を伴う場合が多い（図 4.3.1-1）。現実の CO2 地中

貯留の対象深度を考慮すると、断層ガウジ、断層角礫、カタクレーサイトが検討対象

となる（図 4.3.1-2、表 4.3.1-1）。  

 

 

4.3.2 シール性から見た断層岩の特徴  

現実の CO2 地中貯留の対象深度を考慮すると、断層ガウジ、断層角礫、カタクレー

サイトが検討対象となる。これらを断層シールという観点から検討することが重要で

ある。  

 

(1) 断層岩の分類 

北海では、平成 4～7 年 Leeds 大学が石油会社からコアおよび地震探査データの提供

を受け、ダメージゾーンの広がり（フラクチャーのポピュレーション）や断層岩の組

織・物性、断層の発達過程を明らかにし、断層シール評価手法を確立した（Knipe et al., 

1995）。14 の油ガス田から約 200 個の断層岩試料が分析され、長さ約 9km におよぶコ

アが観察された。この研究コンソーシアム（Fault Seal Project）に参加した会社は、

Agip、BP、British Gas、Conoco、Mobil、Phillips、Statoil であった。これらの会

社の排他的データ利用期間が過ぎた平成 9 年、当該リポートは市販されることになっ

た。断層岩コア試料に対して、微細組織・組成の観察（SEM、BSEM、CL、XRD）、

が実施された。その結果、次の６つの断層岩タイプ（端成分）が識別された。  

・Disaggregation zones 

・Cataclasites 

・Ｆramework-phyllosilicate fault rocks 
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・Clay smears （Shale smears）  

・Cemented faults / fractures 

・Microcrystalline quartz-framework fault rocks 

 断層岩タイプ毎に、その特徴について概説する。  

 

① Disaggregation Zones 
Disaggregation zones は未固結のクリーン砂岩で見られ、ほとんどフラクチャリン

グされていない deformation bands のことである (Knipe et al., 1997；Fisher & Knipe, 

1998)。歪みによってフラクチャーを生じることなく、粒子間の境界部での滑りによっ

て歪みが解放されるタイプである。砂岩中のフィロ珪酸塩が  14% 以下の含有率のと

きには流体移動のバリアにはならない。わずかな孔隙の減少は、細粒の珪酸塩とフレ

ームをなす粒子との混合および圧力溶解作用によって起こる。  

 

② Cataclasites（カタクレーサイト） 

カタクレーシス（Cataclasis）は脆性変形の摩擦に依存するメカニズムで、フラクチ

ャリングと剛体回転を両方含んだ過程で形成される  (Engelder, 1974)。粒子にフラク

チャーが発生し、粒子サイズの減少と孔隙崩壊によって、孔隙率・浸透率が減少する

タイプ。Cataclastic 断層岩は粘土分の少ない砂岩層から形成され、フィロ珪酸塩の含

有率が  14%以下のクリーンな砂岩で顕著にみられる。  

 

③ Framework-Phyllosilicate Fault Rocks 
Framework-phyllosilicate fault rock (Knipe, et al., 1997) あるいは clay matrix 

gouge (Gibson, 1998)は断層岩の中でも重要なタイプであり、変形前の砂岩中のフィロ

珪酸塩の含有率 14%以上の未熟成砂岩が断層運動中にスメアリング (smearing)により

粘土鉱物と混合を起こすことによって形成される。変形時に砕屑性の粘土鉱物がフレ

ーム粒子と混合しマクロ孔隙が埋められる。さらに、粒子どうしの境界部に持ち込ま

れたフィロ珪酸塩が圧力溶解を被り、断層帯を流れる流体からフィロ珪酸塩が沈積す

る。最終的に形成されたフィロ珪酸塩フレームの孔隙構造に規制されて、孔隙率・浸

透率が減少するタイプである。またカタクレーシス（Cataclasis）も被る。  

 

④ Shale Smear / Clay Smear 
砂岩泥岩層で断層運動が起こると、軟質な粘土はソース層から断層帯へのスメアリ

ングが起こる場合がある。スメアリングによって断層面に沿って低浸透率の粘土鉱物

の連続帯を形成し、配向性のあるフィロ珪酸塩の連続的なスミア（smear）が孔隙率・

浸透率を減少させるタイプである。shale smear（シェールスミア）のメカニズムは、

まず断層運動の間に砂岩表面上の粘土摩滅が起こり、断層面に沿って頁岩せん断が起
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こり、粘土物質が断層帯に塑性的に圧入される現象として理解されている (Lindsay et 

al., 1993)。  

 

⑤ Cemented Faults / fractures 
断層帯を流れる流体によるセメント化作用が孔隙率・浸透率を減少させるタイプで

ある。また、カタクレーシス（破砕変形）によって細粒化された粒子間で局地的に生

じる圧力溶解が、石英を沈積させたり、カリ長石の溶解がカオリンを沈積させること

もある。前者の割合が大きくなると Cataclasites タイプに、後者の割合が大きくなる

と Framework-phyllosisilicate fault rocks タイプに分類される。シール性は、変形に

よって局所的な溶脱や再晶出が可能になった場所の近くだけに限定されるかも知れな

い。場合によっては、断層に沿ってあるいは隣接エリアで広範囲なセメントの浸入が

起こることと関連しているかもしれない。  

 

⑥ Microcrystalline quartz framework fault rocks 
堆積物中に海綿骨針が多量に含まれる場合、初期続成作用で骨針は溶解して大きな二次

孔隙を形成する。このとき珪酸塩は微晶質石英として一次孔隙を局地的に埋める。その後

の変形によって二次孔隙が破壊されたり、微晶質石英とフレーム粒子との混合によって、

孔隙が減少するタイプである。フレーム粒子間の孔隙は微晶質石英片および新たに晶出し

た石英に完全に埋積される。  

 

(2) 断層岩の物性 

Knipe et al.（1995）に分類された各断層岩タイプは、孔隙率・浸透率の減少に寄与

する次の主機構を基にして分類されたものである（Knipe,1992）。ただし、組織の記載

的な用語（例えば・・・ framework）も含められており、より一般的な適用が示され

ている。  

・Porosity collapse by disaggregation and mixing 

・Diffusive mass transfer 

・Cataclasis 

・Cementation 

・Clay smearing 

これらの機構を左右する要因には、変形前の母岩の中のフィロ珪酸塩含有量、埋没

深度、孔隙サイズの分布、孔隙の形態、変形時の応力状態、断層変位量、断層活動と

炭化水素の移動とのタイミングなどが挙げられる。  

変 形 前 の 粘 土 鉱 物 の 含 有 率 が 14% 以 下 の ク リ ー ン な 砂 岩 が 変 形 す る と き は  

Disaggregation zone あ る い は  Cataclasite が 形 成 さ れ る 。 14 ～ 40% の と き は  

Framework-phyllosilicate の断層岩となる。40% を超えるときは Clay smear を形成
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する。また海綿骨針を多量に含む堆積物の場合、Framework-microcrystalline quartz 

あるいは  Microcrystalline quartz cemented 断層岩が形成される。  

変形後の圧力溶解も孔隙率・浸透率の減少に大きく影響する。深く埋没したものほ

ど圧力溶解の形成の頻度は大きくなる。  

変形時の応力は、カタクレーシスによる粒径減少に影響する。したがって、深く埋

没し応力が大きい状態で断層が起こった方が浸透率は小さくなる。  

また粒径の減少は変位量にも左右される。孔隙率・浸透率の減少は低変位のときに

達成され、変位が  10mm 以下のときの物性は 10m 以上のときの物性と変わらない。 

さらに断層が蒸発岩のような続成流体を提供する岩体につながっている場合は、断

層帯が続成作用を受ける可能性がある。  

分類された断層岩タイプは、それぞれ特徴的な物性をある範囲で有する（表 4.3.2-1）。

それぞれの母岩（未変形の岩石）の物性値もある範囲を有する。したがって、母岩の

物性や深度などに基づいて、形成される断層岩のタイプおよび物性を予測することが

できる。  

また、測定された毛管スレッショールド圧（P）と浸透率（K）との関係が、断層岩

および未変形岩を対象にして、次式で求められている。  

log P = 1.89－0.44 log K 

 

 

JAEA(2004)

断層角礫

カタクレーサイト

 
 

図 4.3.1-1 断層破砕帯（断層）の模式断面図  
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図 4.3.1-2 断層岩の種類と形成深度に関する概念図  
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表 4.3.1-1 断層岩の分類  

融解 再結晶 

Fusion Recrystallization

面構造の発達した 

（Foliated）

固結していない

（Incohesive）

プロトカタクレーサイト プロトマイロナイト

断層角礫 （Protocataclasite） （Protomylonite）

（Fault breccia） カタクレーサイト シュードタキライト マイロナイト

断層ガウジ （Cataclasite） （Pseudotachylyte） （Mylonite）

（Fault gouge） ウルトラカタクレーサイト ウルトラマイロナイト 

（Ultracataclasite） （Ultramylonite） 

固結している 

（Cohesive）

粉砕 

Crushing

無構造な，または面構造の発達した

（Random fabric or foliated）

 
高木・小林（1996）による断層岩類の分類案  

 

 

 

表 4.3.2-1 断層岩タイプと物性  

孔隙率
（％）

スレッショールド
圧（psi）

浸透率
（md）

孔隙率
（％）

スレッショールド
圧（psi）

浸透率
（md）

測定試料数

断層岩 母岩

Disaggregation Zone 11 to 28 2 to 24 46 to 7500 11 to 28 2 to 25 15 to 7500 6

(21) (11) (2157) (21) (10) (1729)

Cataclastic Faults 1 to 16 20 to 1450 0.0001 to 43 12 to 29 3 to 130 0.1 to 1260 21

(7.5) (366) (7.5) (18) (40) (277)

Framework Phyllosilicates fault  rocks 2 to 7 76 to 1900 0.00005 to 0.3 1 to 32 3 to 51 0.007 to 1180 10

(4.4) (534) (0.058) (15) (24) (287)

Phyllosilicates Smears 1 to 3 300 to 11000 0.0001 to 0.009 1 to 19 to 15 0.16-160 9

(1.3) (6837) (0.0014) (7) (15) (56)

Cemented Fault Rocks 1 to 13 80 to 3700 0.0001 to 2.4 1 to 24 8 to 540 0.2 to 400 15

(4.3) (1195) (0.37) (15) (105) (190)

Microcrystalline quartz-framework fault rocks 2 to 5 800 0.0005 to 0.11 5 to 20 40 to 160 0.037 to 9.6 4

(3.3) (800) (0.032) (14) (100) (3.3)  

Knipe et al.(1995)より引用  
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4.4 断層の透水性 

｢断層｣や｢断層破砕帯｣という用語はよく知られており、また断層（断層破砕帯）の

存在が、地層全体の透水性に影響を与えていることもよく知られている。しかし、断

層が地層の浸透性にどのような影響を与えているかを実際に把握することは容易では

ない。多い土木・岩盤分野では、地表もしくは浅部地下を取り扱うことが多いが、断

層あるいは地層を「透水層（水みち）」あるいは「遮水層」に区分していること、「透

水性（透水係数）」という言葉を使用していることが特徴である。  

断層のシール性については、断層の透水性（透水係数）に着目して水相の移動をダ

ルシー則によっ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、ダム、

高レベル放射性廃棄物地中処分や LPG 地下備蓄に関連した領域で詳細に行われてい

る。本節においては、上記分野の動向事例を紹介することとする。  

なお、CO2 貯留を扱う上で、独立相で存在する超臨界 CO2 もしくは気相 CO2 をとり

扱う場合には、水と CO2 の 2 相流による移動メカニズムとなるため、「透水性（率）」

ではなく「浸透性（率）」という用語を用いる方が適切である。また、時間スケールの

違いにもよるが、正確には「透水層（水みち）」とは「高透水層」、「遮水層」とは「低

透水層」とすべきである。  

以上の事情を踏まえた上で、本節でのみ「透水性」という用語を使用した。  

 

 

4.4.1 断層の透水性 

木下（2006）は、断層が地層全体（岩盤）の透水性に与える影響をわかりやすく説

明している（図 4.4.1-1）。図 4.4.1-1a では、高透水性の母岩（High permeability host 

rock）が断層部分でずれることにより、地層全体としての透水性、特に水平方向の透

水性が低下する。図 4.4.1-1b では、透水性の低い地層中に存在する断層が高透水性を

示す「水みち」を形成している。図 4.4.1-1c の例では、高透水性地層中の低透水性岩

石（Low permeability clay-rich rock）が断層内に取り込まれ、断層は低透水帯（遮水

帯）を形成している。図 4.4.1-1d の例では、断層が２種類以上の要素から構成されて

いることにより、断層運動に伴って割れ目の発達したダメージ帯に沿う方向に対して

は「水みち」となるが、低透水性の断層が存在することにより、断層を横切る方向に

対しては遮水層として機能する様子を示している。  

断層破砕帯の透水性を把握することが容易でないのは、断層の構造が複雑である場

合が多く、かつそれは断層活動の変遷に伴って時間的に変化しているためである。図

4.4.1-2 は、兵庫県南部地震の起震断層である野島断層を構成する岩石試料について透

水係数を調べた結果をまとめたものである。この例が示す通り、断層およびその周辺
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に透水係数が極端に異なる複数の領域が存在することであり、このような例は決して

特別なことではない。この断層の場合、図 4.4.1-2 の例と同様に、低透水性の粘土質断

層ガウジとの高透水性断層角礫帯とで構成されているため、断層に沿う方向では断層

角礫帯が「水みち」となるのに対して、断層を横切る方向に対しては、断層ガウジ帯

が遮水層として機能すると考えられている。  

このように、断層が地層の透水性に与える影響が様々であることを反映して、実際

に断層破砕帯の透水係数を調査した結果も、表 4.4.1-1 に示されているように様々であ

り、母岩のそれと比較して非常に大きい場合も、非常に小さい場合もある。  

図 4.4.1-2 で示した例では、粘土質断層ガウジが介在する断層破砕帯では、透水性が

大きく異なる２種類の要素から構成されているので、その透水性は顕著な異方性を示

す。従って、このような断層破砕帯の透水性を調べる場合には、このような複雑な透

水性構造を念頭において、調査目的にかなう結果を正しく取得できるような方法を採

用する必要がある。  

 

(1) 断層の透水性評価 

断層破砕帯の透水性を測定する場合には、室内実験による測定が行われるのが一般

的ではある。しかし、断層岩そのものが非常に脆い場合が多く、しかも異方性がある

ため、その取り扱いについては難しい場合がある。断層岩室内実験の具体例について

は、上原（2007）に詳しく記載されており、そちらを参照されたい。  

 

① 野島断層における注水試験の適用例  
注水試験による断層の透水率測定法の例として、北川ほか（2004）による野島断層

注水実験を例として取り上げる。平成 7 年から平成 8 年にかけて兵庫県淡路島にある

野島断層および分岐断層の近くで 3 本のボーリングが掘削された（図 4.4.1-3）。その

中の 1,800m 坑（掘削長 1,800m）を利用して岩盤に水を注入する実験が行われた。そ

の際に 800m 坑（掘削長 800m）での湧水量あるいは地下水位を測定することによって、

注入された水が岩盤の中をどう広がっていくかを検出し、岩盤の透水性を推定する試

みが行われた。実験は平成 9 年、平成 12 年、平成 15 年と 3 年毎に数回ずつ注水試験

が実施され、時間経過とともに透水性が変化様子を捉えることに成功している。  

注水に使用した 1,800m 坑は、分岐断層東側から掘削が始められ、途中で分岐断層

を貫き、野島断層破砕帯部分まで到達している。本来は、この坑の野島断層破砕帯部

分（深さ 1,596～1,671m）から岩盤内に注水を行う予定で計画されたが、実際には、

ケーシングパイプの継ぎ目がある深さ 540m 付近から岩盤内に水が注入されており、

それ以深では水の注入がほとんど起きていないことが判明した（山野・後藤、2001）。

従って、水は深さ 540m 付近で分岐断層東側の岩盤内へ入ったと判断される。測定に

使用した 800m 坑は分岐断層東側の岩盤内を鉛直に掘削され、深さ 785～791m の範
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囲が裸坑で、この深さの地下水を測定している。この坑井では管頭を開放すると自噴

するほど地下水位（間隙水圧）が高い状態であったので、平成 12 年 8 月までは管頭を

解放しての湧水量の測定、それ以降は密閉しての地下水位の測定が行われた。平成 9

年 1 月から 6 月までは、転倒ます型雨量計（分解能：15.7cm3）を用いて湧水量を測定

し、平成 9 年 12 月から平成 12 年 8 月は、湧水を円筒形容器に溜め、その容器内の水

位の時間変化を計測する方法（分解能：0.071cm3）で湧水量を測定が行われた。平成

12 年 8 月以降は、投げ込み型圧力式水位計を用いて地下水位の測定を行った。これら

のデータはいずれも 1 分サンプリングで収録しており、湧水量データは 1 時間分の積

算量にして使用された。  

800m 坑での湧水量・地下水位の測定結果を図 4.4.1-4 に示した。それぞれの期間で

測定方法が異なっているが、すべての注水実験の間に湧水量・地下水位が増加し、注

水実験終了後に湧水量・地下水が減少していることがわかる。その変化の大きさと形

は注水期間ごとに異なっており、これらの湧水量・地下水位の変化の特徴は岩盤の透

水性を表現していると考えられる。すなわち、透水性が良い場合には、注入した水は

周囲に早く移動できるため，すぐに変化が現れる。一方、広がり易いために水圧が高

まることがないので、変化は大きくない。逆に透水性が悪い場合には、注入した水は

周囲に移動しづらいため、変化が現れるのに時間がかかる。一方、広がりにくいため

に水圧が上昇するので、変化は大きくなる。湧水量と地下水位では測定項目が違って

いるので、そのままでは直接の比較ができないため、湧水量と地下水位（間隙水圧）

との間に一定の比例的な関係が成り立つ（例えば，湯原・瀬野 , 1969）との考えに従っ

た。  

そこで、湧水量と地下水位の両方に、太陽や月の引力による潮汐現象と大気圧変化

に対する応答があることを利用し、各測定期間での湧水量と地下水位の潮汐成分・大

気圧応答成分の推定を行った（表 4.4.1-2）。同じ現象における湧水量と地下水位の大

きさの比を求め、その比が湧水量と地下水位の間の比例係数であると仮定した。その

結果、比例係数 0.74～1.57cm3/h/cm の範囲であると推定された。潮汐と大気圧応答で

は比例係数が異なっているが、今回の解析では連続 4～10 日間行われた注水実験時の

結果を用いるので、大気圧応答による比例係数（0.74cm3/h/cm）を用いた。1997 年の

湧水量の大気圧応答は推定できなかったが、潮汐現象に対する応答は誤差の範囲で一

致してする結果が得られた。したがって 1997 年の大気圧応答は 2000 年の場合と同じ

であると仮定した。測定結果には測定期間ごとに異なる長期トレンド（長期にわたる

一定の増加傾向や減少傾向のこと）がみられるため、その傾きを推定した（表 4.4.1-2）。

透水性の推定の際には、測定結果から潮汐成分・大気圧応答成分・長期トレンドを除

去した後の結果を用いた。  

岩盤の透水性を推定する計算を行うために、注水が行われた野島断層および分岐断

層周辺の岩盤の構造を知っておく必要がある。断層帯周辺における透水性構造は、断
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層面に近い順に、流体を通しにくい粘土化した断層中心部、流体を通しやすい破砕さ

れた岩石、流体を通しにくい破砕されていない岩石（母岩）の 3 つに区分される（Evans 

et al., 1997; Seront et al.,1998）。分岐断層でも、流体を通しにくい粘土質断層帯、流

体を通しやすい細粒断層角礫や粗粒断層角礫や破砕花崗岩帯などの破砕領域、流体を

通しにくい破砕されていない花崗岩（母岩）から構成されていて、上述のような透水

性構造を持っている（溝口ほか , 2000）。溝口ほか（2000）では、分岐断層の各構造区

分の厚さは、粘土質断層帯が 1m 以下、破砕領域が数十 m 程度であると推定している。

この結果を参照すると、1,800m 坑の注水地点と 800m 坑の測定地点は、共に分岐断層

東側の破砕領域に含まれると判断される（図 4.4.1-3）。したがって、注入された水は

主にこの破砕領域内を拡散したと考えられ、この注水実験の結果からは分岐断層東側

の岩盤の透水性が明らかになった。  

岩盤の透水性を推定するために、数値的に水の拡散を計算し、計算結果と注水実験

にともなう湧水量・地下水位変化との比較を行った。水が拡散できる範囲は前述の通

り、破砕領域であると考えて計算を行った。以下に示す結果では図 4.4.1-5 の構造モデ

ルを用いて計算を行った。図 4.4.1-5 のモデルは水平方向に 5km、厚みが一様に 50m、

深さが 5km の等方均質な鉛直の二次元的な構造を想定した。この二次元的な層の中を

水が拡散するとして計算を行った。計算には Kitagawa et al.（2002）と同じ方法を用

いた。二次元の拡散方程式を用いて計算した結果、図 4.4.1-5 に示したパラメータを用

いた計算結果と測定結果とが一致する結果となった。平成 9 年第 3 回注水実験時の岩

盤の透水係数の中央値を 100 とした時の透水係数の時間変化を図 4.4.1-6 に示す。平成

9 年以降一貫して透水性が悪くなっていることが判明した。なお，野島断層周辺の透水

構造モデルの場合をもとに透水係数の推定が行われたが、推定される透水係数の絶対

値は計算に用いた構造モデルに大きく依存することがわかっている。ただし、構造モ

デルを別のものにして解析した場合には、透水係数の絶対値は変わるものの、相対的

に時間が経つにつれて透水性が悪くなる結果が得られると予想される。  

 

② チューブ波やストンレー波による評価事例  
断層破砕帯の浸透率測定法の例として、地質調査所によって実施された野島平林坑

井における適用例について触れる（伊藤久男ほか , 1995）。  

深度 623.3m～625.1m 間の断層ガウジ部分を含む深度 624m～635m で顕著なチュー

ブ波が観察され、透水係数は 100md 程度と推定される（図 4.4.1-7）。また、ストンレ

ー波の反射・減衰・スローネス解析からは深度 623.3 m～625.1m 間の断層ガウジ部分

で顕著な減衰・スローネスの増加・反射が見られ、この部分が極めて透水性の高いこ

とを示す。さらにその他透水性の高いゾーンが見いだされた。これらは深度 623.3m～

625.1m 間の断層ガウジ直上の断層角礫、深度  669.5m～672.7m のカタクレーサイト、

深度 525.5m～525.7m、707.8m～707.9m の断層ガウジに対応する。Ohtake（1974)
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は松代群発地震の際の坑井への注水に伴う地震の時空分布から、断層の浸透率を

100md 程度と推定した。今回、深度 624m～635m でのチューブ波から求めた 100md

という浸透率は Ohtake（1974）と良い一致を示した。  

 

③ プロセスゾーンの透水性評価事例  
平成 18 年度原子力安全基盤調査研究（断層岩・プロセスゾーンの特性評価と地震帯

の成因に関する研究）は、断層に伴われる断層岩・プロセスゾーンの地震物性と透水

性などの特性および活断層に沿った地震帯の成因を解明する目的で実施された。事例

研究の対象として、島根県中西部～山口県中南部に延びる大原湖 -弥畝山西断層系が選

定された。  

ボーリング坑を使った注水試験による透水係数の現場計測が行われ、図 4.4.1-8 に断

層岩とプロセスゾーンを考慮した断面図に、それぞれのボーリング坑で計測されたと

透水係数を重ねて示した。なお、断層岩の母岩は流紋岩質凝灰岩である 

図 4.4.1-9 は断層岩・プロセスゾーンと透水係数の関係を示す概念図である。野外で

観察される断層には、(a)断層ガウジの両側に破砕帯を伴うタイプと (b)破砕帯の両側に

断層ガウジが存在するタイプがある。したがって、この２つのタイプについて、断層

岩・プロセスゾーンと透水係数の関係をそれぞれ検討が行われた。  

 

④ LPG 地下備蓄における事例  
昭和 51 年資源エネルギー庁内に新しく“新石油備蓄技術研究委員会”が設置され、

岩盤石油備蓄への本格的な取り組みが始まった。この委員会では地下における石油備

蓄方式として硬質岩盤における堅穴巻立式、横穴巻立式、横穴水封式、および軟弱地

盤における堅穴巻立式の４方式について、その技術特性と建設費比較を行われ、全国

的規模での適地調査の必要性、ならびに実験とプラント建設の重要性の課題とする報

告書がまとめられた。  
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図 4.4.1-1 断層が地層全体（岩盤）の透水性に与える影響  

 

 

木下（2006)より引用
 

 

図 4.4.1-2 野島断層における断層破砕帯の岩相別透水係数  

木下（2006)より引用
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図 4.4.1-3 野島断層解剖計画で掘削されたボーリング位置図と断面図  
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図 4.4.1-4 野島断層調査ボーリング 800m 坑での湧水量と地下水位の変化  

 

図5.3-9 野島断層周辺の透水性領域モデル

 
図 4.4.1-5 野島断層周辺の透水性領域モデル  
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図 4.4.1-6 野島断層における注水実験から推定された透水係数の経時変化  

 

 

 

 

図 4.4.1-7 野島断層の断層ガウジ部分のチューブ波による浸透率の推定  
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図 4.4.1-8 プロセスゾーンの特徴  

プロセスゾーンの透水性

図5.3-21 プロセスゾーンと透水係数の関係  
図 4.4.1-9 プロセスゾーンと透水係数の関係  
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表 4.4.1-1 母岩と破砕帯内物質で測定された透水係数  

 

 

 

表 4.4.1-2 800m 坑での湧水量 /地下水位の潮汐応答 /大気圧応答成分 /長期トレンド  

北川ほか (2004) 
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4.5 断層のシール性 

4.5.1 油ガス田と断層シール 

断層の多い少ないは別として、現在、世界中で調査・評価されつつある CO2 地中貯

留のうち、断層の全く存在しないケースは非常に珍しい。そのため、IPCC 報告などの

リスク評価項目の一つとして断層が存在している。  

断層はシール能力がないのかといえば、応えは「No」であり、世界の石油・天然ガ

ス鉱床の約 75% は断層に関連したトラップであるといわれている。ここでは日本の油

ガス田を取り上げ、油ガス田と断層との関係について紹介する。  

日本ではこれまでに小規模ながらも多くの油ガス田の存在が確認されている。石油

技術協会（2004）による「石油・天然ガス資源の未来を拓く」、「石油資源開発株式会

社 50 年史」、天然ガス鉱業会（1969）、石油技術協会（1973）、天然ガス鉱業会 /大陸棚

石油開発協会（1992）などで示された油ガス田資料の中で、断層が油ガス田に関与し

ているものを選んで例示し、（図 4.5.1-1～図 4.5.1-14）、鉱床と断層の関係について取

りまとめた（表 4.5.1-1～表 4.5.1-2）。  

上記の情報から、日本の油ガス田ではほぼ 70%以上のフィールドに断層の分布が認

められること、さらに断層によって炭化水素鉱床が断層によって切られている場合が

大半であることが判明した。さらに断層の特徴としては、地表や海底まで到達してい

るような断層が存在する場合はあるが、多くの場合地表や海底まで到達しているよう

な断層が油ガス田そのものに分布することは少ないことが明らかとなった。  

以上のような状況は、断層はシールとしても機能している場合があることを示唆し

ていると考えられる。さらに地表や海底まで到達しているような断層については、断

層シールという観点から注意が必要であろう。いずれにせよ、断層はシールとリーク

の相反する機能を有していると考えられる。本章では、まずシールとは何か、そして

断層シールとはどういうものかについて概説する。さらに断層シール評価手法につい

ても紹介する。  

 

(1) シール 

炭化水素鉱床の約 75% は断層に関連したトラップであるといわれる。その中のいく

つかの断層はシールし、油ガスの移動・集積を規制している。流体移動モデルとシー

ル能力の関係は、異なる時間スケールで見ることにより違った性質を持ち、「動的なシ

ール」と「静的なシール」と呼ばれ区別されている。  

 

① 動的シール能力  
CO2 の圧入・移動を貯留層モデルなどと同じく工学的時間スケールで見た場合、流

体移動モデルを理解するためには「動的シール能力」として浸透率が重要である（Welte 

et al., 2000）。その中でシール評価については、コアやカッティングスサンプルの分析
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データ（水銀圧入試験など）をもとにシール層の孔径を求め、それに相当する浸透率

に換算して動的シール能力の推定が行われている。このような限定された坑井試料を

もとに行われる評価手法は「ミクロ的手法」とも呼ばれる（高橋ほか , 2008）。ダルシ

ー流に基づくと、断層浸透率は下記の関係で求めることができる。  

 q =(Kf/F)×A×(ΔP/μ ) 

Q：  

kf：  

F：  

A：  

ΔP：  

μ：  

流速  

断層浸透率  

断層の厚さ  

断層の断面積  

断層通過前後での圧力喪失  

流体粘性  

例えば前述した平成 4～7 年 Leeds 大学が石油会社からコアおよび地震探査データの

提供を受け、ダメージゾーンの広がり（フラクチャーのポピュレーション）や断層岩

の組織・物性、断層の発達過程を明らかにし、断層シール評価手法を確立している。

その際、北海における 14 の油ガス田から約 200 個の断層岩試料が分析され、長さ約９

km におよぶコア観察が行われ、断層岩の浸透率について推定が行われている（Knipe 

et al.,1995）。先述の通り、断層岩および未変形岩試料を使って測定された浸透率（K）

と毛管スレッショールド圧（P）との関係は次式で求められている。  

log P = 1.89－0.44 × log K 

浸透率（K）と毛管スレッショールド圧（P）との関係については様々な提案がなさ

れており、これについては後述する。  

 

② 静的シール能力  
一方、CO2 圧入停止後の挙動を地質的時間スケールで見た場合、流体移動モデルを

理解するためには「静的シール能力」として毛管スレッショールド圧が重要である

（Sales,1997）。また圧入された CO2 は、貯留層が水濡れ (water wet)であれば CO2 は毛

管スレッショールド圧を超えた動力（浮力）が働かなければ動くことができない。こ

こで、油ガス田におけるシールがその能力の限界まで炭化水素コラムを保持している

場合、貯留層中の炭化水素の浮力（Pb：buoyancy pressure）とシール中の毛管スレ

ッショールド圧（Pth：capillary threshold pressure)と平衡状態にあり、次式のよう

な関係がなり立つ (Berg, 1975)。  

Pth = 2 × γ× cosθ  / R = g × Hc ×（ρw－ρh）＝Pb 
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γ：  

θ：  

R：  

g：  

ρw：  

ρｈ：  

Hｃ：  

界面張力  

濡れ度  

孔隙のくびれ半径  

重力加速度  

地層水比重  

炭化水素比重  

最大炭化水素コラム高  

上記の関係式から，油ガス田におけるシールの孔隙のくびれ径が分かれば、シール

能力を推定することが可能であるが、くびれ径は埋没深度や構成粒子の大きさによっ

て変化するため、定量化が困難とされてきた。  

近年、既存油ガス田の貯留層における炭化水素の集積状況とトラップ形態との関係

からトップシール能力を逆算する方法が提唱されている（Nakayama & Sato, 2002; 

Sawamura & Nakayama,2005）。このシール評価手法はフィールド全体からシール能

力を推定する「マクロ的手法」であり、シール能力を「シール層の等価粒径」という

概念で定量的に表現する「等価粒径法 (Equivalent Grain Size Method)」と呼ばれ、シ

ール能力がシール層の毛管スレッショールド圧力によって決定されると仮定してい

る。このシール層の毛管スレッショールド圧力はシール層の孔径の関数によって表さ

れる (Nakayama & Van Siclen, 1981)。ここで、シール層が全て同じ径の球体粒から構

成されていると仮定した場合、上述の孔径はこの仮想径 (等価粒径 )と孔隙率に置換する

ことができる。「等価粒径法」によるシール能力評価が、対象トラップの最大油ガスコ

ラム高の推定のみならず、集積している炭化水素のタイプ (石油かガスか？ ) を予測す

る上でも、有用な評価手法となると期待され、実フィールドへの適用例が増加しつつ

ある（澤村ほか , 2006）。  

以上のように、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。このほか砕屑岩における断層面のシ

ール性（Jaxtaposition や断層岩の分類）に関する研究も多数行われている。  

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うことが重要である。  
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(2) 断層シール 

石油探査分野における堆積岩についての断層シール評価手法については、特に Shale 

smear 評価アルゴリズムが有効であると考えられている。断層シール評価は、

juxtaposition（断層を隔てた砂岩層／泥岩層の接し方）と断層面に沿った shale smear

の連続性に関する評価から構成される。つまり、断層でのシールは、断層そのものは

シールに関与せずに併置する地層の岩相（物性）に依存するタイプと、断層破砕帯（断

層岩）のシール性に影響されるタイプとに分けられる（図 4.5.1-15）。なお本節では断

層シールとして評価手法がほぼ確立している正断層を中心に触れることとする。  

 

① 断層面のタイプ  
断層面の構造は様々なタイプがある。例えば Ferrill and Morris (2008)によると、

地層が脆性破壊・変形するタイプ、逆に断層面の形成に伴って地層が塑性変形するタ

イプ、およびこれらの組み合わせタイプに分類される。これら断層面構造の違いは、

地層がコンピテント層（competent:脆性変形）かインコピテント層（ incompetent：塑

性流動）かによって決まるとされ、これらの層の比率によって正断層の形態分類が可

能である（図 4.5.1-16）。  

 

② ２断層面における shale smear の形成メカニズム  
断層面の形態が複雑でかつ断層ガウジなど多様な物質から構成されている。これら

の物質は Shale smear と呼ばれ、shale smear の形成メカニズムは次の３つのメカニ

ズムで形成されると考えられている（図 4.5.1-17）。  

・摩滅（abrasion）  

・せん断（shearing）  

・延性圧入（ductile injection）  

断層運動に伴う断層面摩滅によって、断層ガウジなどの細粒物質が形成されること

で断層面の特性が変化する（図 4.5.1-17a）。また断層運動にともなって泥岩層がせん

断されることで泥岩層面が形成されることもある（図 4.5.1-17b）。このほか、断層運

動に伴って塑性変形することによって泥岩層が断層面に注入していく場合がある（図

4.5.1-17c）。さらに断層形成後の地層の埋没による圧密の影響や続成作用の影響も考慮

する必要がある。  

 

③ 断層形成が地層に与える影響 

断層運動の結果、断層落差の違いによって、断層帯の幅も変化する（Sperrevik et al., 

2002)。この両者の関係は両対数プロット上で、ほぼ直線で近似されることが知られて

いる（図 4.5.1-18）。  
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断層によって形成された断層岩とその母岩に断層形成が与える影響は、両者の浸透

率を比較することで検討が可能である（図 4.5.1-19）。断層運動によって形成された断

層岩の浸透率は、母岩のそれと比較すると明らかに 1 桁以上高くなることが指摘され

ている（Sorkhabi and Tsuji, 2005)。  

また活断層と非活断層についても断層面の孔隙率と浸透率との比較・検討がなされ

ている（図 4.5.1-20）。この結果、孔隙率が同じであっても、非活断層に比べると活断

層の浸透率は 2 桁以上高い、という指摘もある（Fulljames et al.,1997）。  

 

④ 断層シールとは 

以上のように、断層面も様々なタイプがあり、構造が複雑でかつ断層ガウジなど多

様な物質から構成されている。このため、地下１～2km と想定すれば、断層が漏洩パ

スになるとしても、急激な地表への漏洩は生じないと考えてよい。なぜなら、断層自

体は粘土などの粒子から構成されており、断層内の粒子間はほぼ 100％水で飽和され

ていると考えられるからであえる。  

特に超臨界 CO2 を想定した場合、水濡れの微小な粒子間孔隙を（超臨界）ガスが移

動するためには、毛管スレッショールド圧を超える浮力があれば稼働力となり、毛管

スレッショールド圧を超えることができなければ移動することはできない。このよう

に断層も砂岩・泥岩と同じく不均質な多孔質メディアとして扱うことが可能である（図

4.5.1-21）。図 4.5.1-22 は断層岩の種類別に浸透率を比較したものである。各断層岩の

浸透率はかなり幅のある数字となっており、各断層岩の毛管スレッショールド圧に相

当する浸透率はその最低値によってシール能力は左右されることになる。  

断層シール評価は、 juxtaposition（断層を隔てた砂岩層／泥岩層の接し方）と断層

面に沿った shale smear の連続性に関する評価から構成される。つまり、断層でのシ

ールは、断層そのものはシールに関与せずに併置する地層の岩相（物性）に依存する

タイプと、断層破砕帯（断層岩）のシール性に影響されるタイプとに分けられる。  

断層シールとして shale smear に関する評価手法（アルゴリズム）はあくまで正断

層系、つまり Shale smear の起きやすいと想定される環境を対象として構築されたも

のである。しかし、断層落差が小さいほどまた変位区間の泥岩が多いほど、Shale smear

の連続性は高まるという考え方は、逆断層系についてもある程度、適用可能であると

予想される。  

 

(3) 断層シール評価手法 

石油探鉱・開発で一般に利用できるデータ、すなわち地震探査データおよび坑井デ

ータを用いて、断層のシール能力を評価する手法を解説する。断層でのシールは、断

層そのものはシールに関与せずに併置する地層の岩相（物性）に依存するタイプと、
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断層破砕帯（断層岩）の岩相（物性）に影響されるタイプとに分けられる（例えば Watts, 

1987）（図 4.5.1-15）。  

断層シールの評価方法も次に示すように大きく 4 つのステップからなる。  

A）ステップ１：Jaxtaposition  

断層面を介して接する両側の地層の jaxtaposition （Allan,1989）を抽出するため

に断層面図（ fault plane map）の作成を行う。断層の近傍の坑井データに基づいて、

層準間の岩相を決めて、 jaxtaposition 状況を理解する。このように断層を介した

jaxtaposition を再現して、砂岩同士の接触部を識別し、断層を介したスピルポイント

の存在の可能性を吟味する。  

B）ステップ２：Fault Rocks 

断層シール解析の第 2 ステップは、断層岩の岩相を推定することである。母岩の岩

相に依存するパラメータである“ gouge ratios”や“ smear factors”を計算する

（Bouvieret al., 1989; Bentley & Barry, 1991; Jev et al., 1993; Lindsay etal., 1993; 

Gibson, 1994; Skerlec, 1996; Fulljames et al., 1997;Yielding et al., 1996; 1997）。  

”gouge ratios”は、断層によってガウジを形成する非浸透性物質の母岩中での割合

を表す。つまり、断層面上のある点を通過した母岩区間における泥質岩の割合を計算

したものである。一方、”smear factors”は、母岩にあった泥質岩が機械的に断層帯内

へ巻き込まれる可能性を表す。smearing される泥質岩の厚さは、泥質岩の厚さに比例

し、smearing される距離に反比例する。  

これらのパラメータは、母岩の岩相および断層変位量に依存するので、同じ断層面

においても場所によって値が異なる。「この断層はシールするとかしないとか」、単純

には言い切れないことを示す。同じ断層内でもシール・ポテンシャルは複雑に分布す

る。  

また、上記パラメータは、断層の両側に位置する坑井の RFT データを使って、断層

ブロック間の地層流体圧の差異と比較・検証する必要がある。断層帯での続成作用の

影響や、断層変位速度、深度、泥質岩物性の影響を考慮する必要があり、堆積盆や地

域ごとに異なる敷居値を採用すべきである。  

C）ステップ 3：評価アルゴリズム 

粘土 smearing と関連するシール能力は、粘土の存在分布、岩石化域（ lithification 

state）、それに砂岩層を通り過ぎる粘土層の変位量によって左右される。また shale 

smear に関する評価手法（アルゴリズム）はあくまで正断層系（特に堆積同時断層）、

つまり shale smear の起きやすいと想定される環境を対象として構築されたものであ

るが、断層落差が小さいほどまた変位区間の泥岩が多いほど shale smear の連続性は

高まるという考え方は，逆断層系についてもある程度あてはまるものと予想される。
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ただし、shale smear メカニズムそのものについてもまだ概念的な要素が多い点に留

意する必要がある。  

砂岩泥岩からなるサクセッションでは、断層運動によって断層面に粘土質 smear が

形成される場合がある。smearing によって、断層面上に低浸透率ゾーンが形成される

と、シールとして働く場合がある。Shale smear は摩滅（abrasion）、せん断（shearing）

ならびに延性圧入（ductile injection）というメカニズムで形成される（Lindsay et al., 

1993)。断層シール能力は粘土・泥岩の存在、砂岩層が断層上で通過した粘土の落差な

どによって変わる。正断層におけるシール能力評価のためのアルゴリズムがいくつか

提案されており、主要な 5 つのアルゴリズムを次に示す（図 4.5.1-23）；  

評価アルゴリズム    提唱者  

1) Shale Smear Factor  (SSF)  Lindsay et al., 1993 

2) Clay Content Ratio  (CCR) Sorkhabi, et al, 2002  

3) Shale Gouge Ratio  (SGR)  Yielding et al., 1998; Freeman et al., 1998 

4) Smear Gouge Ratio  (SMGR)  Skerlec, 1996 

5) Clay Smear Potential  (CSP)  Bouvier et al., 1989; Fulljames et al., 1997 

【Shale Smear Factor (SSF)】 

Lindsay et al. (1993)によって提唱された shale smear factor（SSF）は、断層の落

差を頁岩の層厚で割ることによって得られる。SSF は shale smear の連続性を示唆す

るアルゴリズムであり、次式で与えられる；  

throw
thicknessshaleSSF =  

SSF の値は、断層の落差に比例し、頁岩層の層厚に反比例するので、SSF 値が小さ

いほどシールの可能性は高く、SSF 値が大きいほどシールの可能性は低くなる。SSF

は値が小さい（ throw が小さいか、shale の層厚が大きい）ほどスミアの連続性は良い

とされ、シール断層となり始める閾値は SSF が 7 くらいといわれている（Gibson 1994; 

Yielding et al., 1997）。  

【Clay Content Ratio (CCR)】 

Clay Content Ratio (CCR)は様々な断層によって割れた層から断層岩になるかもし

れない粘土 (Clay)の含有率を表したアルゴリズムである。CCR は任意の点で断層落差

の中に含まれるそれぞれの層準（岩相ユニット）の層厚に Vsh を乗じたものの総和を

断層落差で割った値の百分率で表している。これは Fristad et al.(1997) and Yielding 

et al.(1997, 1999)が提唱した gauge ratio と同じものである。しかし、Hasegawa et 
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al.(2005)は構造地質用語の“fault gouge（断層ガウジ）”との混乱を避けるため、CCR

という用語を提案した。  

100
throw

fractions)claythickness(layerCCR ×
×

= ∑  

CCR 値が高いほど有効なシールであることを示し、ニジェールデルタ、シャム湾、

北海、トリニダードなどの地域における断層シールの閾値は約 20%という値を示す

(Fristad et al.,1997; Yielding et al.,1997, 1999)。地層中の泥質物の含有率を取り扱っ

ているため、SSF で計算値が出なかったスミア発達以外の断層面にも CCR 値を算出す

ることができる。すなわち、断層面全体にシール指標値を表示することが可能である。 

【Shale Gouge Ratio (SGR)】 

CSP や SSF アルゴリズムはそれぞれの頁岩層の厚さと変位に基づいて記載されて

いる。しかしながら、 すべての頁岩を断層面上にマップ化することは現実的にできな

いので、厚くて不均質な岩相シーケンスに直接適用するのは難しい。このような場合

に、Yielding et al. (1997)が提唱した shale gauge ratio (SGR)が有効である。SGR は

アルゴリズムを単純化し、スリップした区間にある頁岩あるいは粘土の含有率と断層

落差だけを用いて次のように定義されている ; 

100
throw
thicknessshale

SGR ×= ∑  

SGR は、任意の点での断層落差の中に含まれる泥岩層の層厚の総和を落差で割った

値の百分率として表したものである。SGR の値は、頁岩層の層厚に比例し、断層の落

差に反比例する。含まれる泥岩層が１枚の場合、SSF の逆数となる。一般に、SGR 値

が小さいほどシールの可能性は低く、SGR 値が大きいほどシールの可能性は高く、SGR

値が 15%～ 20%が断層シールの閾値を示す  (Fristad et al., 1997; Yielding et 

al.,1997, 1999)。  

【Smear Gouge Ratio (SMGR)】 

Smear Gouge Ratio （SMGR）は、ある層準における断層落差中の砂岩層と頁岩層、

それぞれの層厚の合計を比で表したものである (Skerlec, 1996)。一般に、SMGR 値が

小さいほどシールの可能性が高く、SMGR 値が大きいほどシールの可能性が低いこと

を示している。  

∑
∑=

thicknessshale
thicknesssand

SMGR  
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【Clay Smear Potential (CSP)】 

Clay smear potential （CSP）は任意の点においてその点の近傍にある泥岩層の層

厚の二乗をその泥岩層の中心からの距離で割った値を表したものである。CSP の値は、

断層の落差、あるいは泥岩層の数に比例し、泥岩層の層厚に反比例する。最小の CSP

の値は、断層変位の中心にあり、その中心は断層シール評価において最も重要となる

部分である。CSP の値はスケールに依存しているため、一貫した単位を使用すべきで

ある。  

Fulljames et al. (1997)によって、CSP は次式のように与えられる；  

∑
∑=

distancesshorter
thicknessshale

CSP
2

 

Bouvier et al.(1989) は CSP 値を high/medium/low CSP に分類し、CSP 値が低い

場合は連続性のある clay smear が存在する可能性はほとんどないとした。Jev et al. 

（1993）は、CSP 値が 15 以下のときはシールせず、CSP 値が 30 以上ならシールする

とした。Bentley and Barry (1991)は CSP 値をレザーバーシミュレーションに用いた

結果、生産期間のスケールで見た場合、CSP 値が 5 であるとき断層シールの閾値を示

す。  

D）シール能力評価 

断層岩のシール能力は、断層岩の毛管スレッショールド圧を意味している。これま

でに断層岩およびその母岩における浸透率測定によって、毛管スレショールド圧との

関係を予測し、断層岩のシール能力を推定する試みがなされてきた。  

まず、断層岩のシール能力の推定のための最初の試みは、断層岩とその母岩の浸透

率の変化を捉えた研究である（Leveille et al., 1997; Fisher and Knipe,1998）。図

4.5.1-20 は断層岩とその母岩の 66 ペアの浸透率をプロットしたものである。これらは

正断層の砂岩層から得られたデータであり、断層岩の浸透率はその母岩と比較して 1

～3 桁程度低くなる結果となった。これらの結果から、母岩から断層岩になる過程で、

顕著な浸透率の低下が起こることが示唆された。しかし、様々な断層岩に対して浸透

率変化がどのようになるのかまでは言及されなかった。  

次いで断層岩の粘土含有率と浸透率（一相）の関係を推定する試みがなされ、次の

ような２つの経験式が提示された。  

Manzocchi et al. (1999) 

 Log Kf = -4 × CCR – 0.25 × log (D)(1-CCD)5 

  Kf: 断層岩浸透率（md）  
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  CCR: 断層岩の粘土含有率（ fraction）  

  D: 断層変位（m）  

Sperrevik et al. (2002) 

 Kf = a × exp{ - [b × CCR + c × Zmax + (d × Zf – e)(1 – CCR)7]} 

  Kf: 断層岩浸透率（md）  

  CCR: 断層岩の粘土含有率（ fraction）  

  Zmax: 断層岩の最大埋没深度（m）  

  Zf: 断層形成時の深度（m）  

a,b,c,d,e: 経験に基づく定数  

炭化水素を対象とする場合、毛管スレショールド圧が重要であり、断層岩から直接

毛管スレショールド圧を測定する試みがなされた。しかしながら、断層帯のコアを採

取することは極めて困難であった。１つの方法として粘土含有率と毛管スレショール

ド圧の関係から毛管スレショールド圧を推定することが行われている。近年、Bretan 

et al. (2003)は次のような関係式を提案している。  

 FRPc = 10 (SGR/27-C) 

  FRPc: 断層岩毛管圧（bar）  

  SGR: shale gouge ratio 

  C: 深度補正係数  

   C = 0.5（埋没深度 3,000m 以浅）  

   C = 0.25（埋没深度 3,000m～3,500m）  

   C = 0（埋没深度 3,500m 以深）  

続いて、浸透率（１相）と毛管スレショールド圧の関係を経験式で表現することが

試みられた。Harper and Lundin (1997)は次のような理論式を提唱している。  

 Pc ∝  K-0.5 

 Log Pc = log 65.453 × K-0.5056 

  Pc: 毛管圧  

  K: 浸透率  

Fulljames et al.(1997)、Sperrevik et al.(2002)や Sorkhabi and Tsuji (2005)で総括

されているように、断層岩の毛管スレッショールド圧と浸透率の関係は、両対数プロ

ット上で直線近似されることが示されている（図 4.5.1-24）。Sperrevik et al.(2002)
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では、砕屑岩起源の断層岩の毛管スレッショールド圧と浸透率の間に次のような関係

式を提示している。  

FRPc = 55.402 × Kf-0.4273 

上記式は現在、正断層における砕屑岩起源の断層岩の毛管スレッショールド圧と浸

透率の関係を表す式として、一般的に使用されるようなっている。  

さらに Sperrevik et al.(2002)は、断層岩の種類によって、毛管スレッショールド圧

と浸透率の関係は異なることを示している（図 4.5.1-25）。Knipe et al.(1997)は断層岩

別に毛管スレッショールド圧を測定し、孔径の推定を行ったが、断層岩によっては様々

な粒径と孔径が複雑に混合した結果が得られている（図 4.5.1-26）。  

このほか、より実用的な関係式として、Hippler（1997）と Manzocchi et al. (2002)

は、それぞれ次のような関係式を提示している。  

Hippler（1997）  

 K = C × (Lc)2 × (σ /σ 0) 

  K: 浸透率（darcys）  

  C: 孔径に対応する伝導率定数（1/226）  

  Lc: 孔径（mm）  

  σ：  地層水で満たされた場合の岩石伝導率  

  σ 0：  地層水の伝導率  

Manzocchi et al. (2002) 

 Pc = C × (1-S5) × S-2/3 x (φ /K)0.5 

  C: 定数（C=3 の場合、Pc は bar となる）  

  S: 飽和率  

  φ：  孔隙率  

  K: 浸透率（１相 , md）  

以上のように、正断層における砕屑岩起源の断層岩の毛管スレッショールド圧と浸

透率の関係はほぼ明らかとなっている。この関係式を適用することによって、断層岩

のシール能力（毛管スレッショールド圧）を推定することが可能である。  

なお逆断層ならびに横ずれ断層におけるシール能力評価はまだ確立されておらず、

今後の課題である。なお上記の関係式を指標に相対的なシール能力評価は可能である

と考えられる。  
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「石油・天然ガス資源の未来を拓く」より引用  
図 4.5.1-1 日本の主要油ガス田位置図  

 

 

地下深度構造図（層準記載なし）

地質断面図

油ガス層
-石狩層群礫岩層／白亜系花崗岩
-滝の上層最上部T1部層

 

 

図 4.5.1-2 勇払油ガス田概略図  
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「石油資源開発株式会社50年史」より引用・加筆地下深度構造図（層準記載なし）

地質断面図

油層
-船川層砂岩

 
 

図 4.5.1-3 申川油田概略図  

 

 

「石油資源開発株式会社50年史」

地質断面図

油層（福米沢）
-女川層凝灰岩・凝灰質砂岩・ドロマイト

ガス層（潟西）
-天徳寺層凝灰岩・凝灰質砂岩

地下深度構造図
 

 

図 4.5.1-4 福米沢油田  
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「日本の石油・天然ガス資源1992」より引用地下深度構造図

地質断面図
油層

-桂根層／女川層砂岩

 

図 4.5.1-5 八橋油田概略図  

 

 

 

地下深度構造図 地質断面図

由利原油・ガス田

鮎川油・ガス田

「石油資源開発株式会社50年史」より引用・加筆

油層
-西黒沢層玄武岩

油層
-女川層頁岩・ドレライト

 
 

図 4.5.1-6 鮎川／由利原油・ガス田  
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「日本の石油・天然ガス資源1992」

地下深度構造図

地質断面図

油ガス層
-椎谷層砂岩

 
 

図 4.5.1-7 南阿賀油田概略図  

 

 

「石油資源開発株式会社50年史」

ガス層
-寺泊層砂岩

・七谷層凝灰岩
地下深度構造図 地質断面図

 

 

図 4.5.1-8 片貝ガス田概略図  
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地下深度構造図

地質断面図

ガス層
-中新統砂岩

 
 

図 4.5.1-9 磐城沖ガス田概略図  

 

 

 

「石油資源開発株式会社50年史」より引用・加筆

地質断面図

油層
-船川層砂岩地下深度構造図

 
 

図 4.5.1-10 橋本油田概略図  
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地質断面図

地下深度構造図
油層

-北俣層・船川層凝灰質砂岩

 

 

図 4.5.1-11 吹浦油田概略図  

 

 

 

「石油資源開発株式会社50年史」

「日本の石油・天然ガス資源1992」

地下深度構造図

地質断面図

油ガス層
-椎谷層砂岩  

図 4.5.1-12 新胎内ガス田概略図  
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「石油資源開発株式会社50年史」より引用・加筆地下深度構造図

地質断面図

油ガス層
-西山層砂岩

 

 

図 4.5.1-13 阿賀沖油・ガス田概略図  

 

 

「日本の石油・天然ガス資源1992」より引用

地下深度構造図

地質断面図

油ガス層
-西山層砂岩

 
 

図 4.5.1-14 阿賀沖北油田概略図  
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図 4.5.1-15 ２タイプの断層シール  

 

 

 
 

図 4.5.1-16 正断層形態の分類案
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図 4.5.1-17 Shale smear 形成メカニズム  

 

 

 

 

図 4.5.1-18 断層落差と断層帯の幅の関係  
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図 4.5.1-19 断層岩とその母岩の浸透率の比較  

 

 

 

 

図 4.5.1-20 活断層と非活断層の物性比較  
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図 4.5.1-21 断層シールの概念図  
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図 4.5.1-22 断層岩の種類別の浸透率比較  

 

 

 
 

図 4.5.1-23 shale smear 評価アルゴリズム  
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図 4.5.1-24 断層岩とその母岩における浸透率と毛管スレッショールド圧の比較  

 

 

 

 

図 4.5.1-25 断層岩毎の浸透率と粘土含有率比較  
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図 4.5.1-26 断層岩と毛管スレッショールド圧  
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表 4.5.1-1 日本の主要油ガス田と断層の関係  

油・ガス田名 貯留層準 貯留層岩相 断層 油・ガス層を切る断層 地表/海底まで達する断層

勇払油・ガス田 白亜系 花崗岩 ○ ○ なし

古第三系 礫岩 ○ ○ なし

中新統 火山岩 ○ ○ なし？

申川油田 中新統 砂岩 ○ ○ ○

福米沢油田 中新統 凝灰岩・凝灰質砂岩・ドロマイト ○ ○ なし

西大潟油田 鮮新-中新統 凝灰岩・凝灰質砂岩 なし なし なし

福川油田 鮮新-中新統 凝灰岩・凝灰質砂岩 なし なし なし

八橋油田 鮮新-中新統 砂岩 ○ ○ なし

鮎川油・ガス田 中新統 ドレライト・珪質頁岩 ○ ○ なし

由利原油・ガス田 中新統 玄武岩 ○ ○ なし

新堀油田 鮮新-中新統 砂岩・凝灰岩 なし？ なし？ なし？

余目油田 鮮新-中新統 砂岩 なし なし なし

岩船沖油・ガス田 鮮新-中新統 砂岩 ○ ○ なし

平木田ガス田 鮮新-中新統 砂岩 なし なし なし

中条/紫雲寺油・ガス田 鮮新-中新統 砂岩 なし なし なし

中新統 凝灰岩 なし なし なし

東新潟ガス田 鮮新-中新統 砂岩 ○ ○ なし

松崎ガス田 鮮新-中新統 砂岩 ○ ○ なし

南阿賀油田 中新統 砂岩 ○ ○ なし

見附油田 中新統 凝灰岩 ○ なし なし

中新統 砂岩 ○ ○ ○

藤川ガス田 鮮新統 凝灰岩・デイサイト なし なし なし

雲出ガス田 鮮新統 凝灰質砂岩 なし なし なし

吉井/東柏崎ガス田 中新統 凝灰岩 ○ なし なし

南長岡/片貝ガス田 中新統 凝灰岩 ○ ○ ○

中新統 砂岩 ○ ○ ○

磐城沖ガス田 中新統 砂岩 ○ ○ なし  

 

 

表 4.5.1-2 日本の主要油ガス田以外で断層の発達が顕著な油ガス田  

油・ガス田名 貯留層準 貯留層岩相 断層 油・ガス層を切る断層 地表/海底まで達する断層

茨戸油田 鮮新-中新統 砂岩 ○ ○ ○

土崎沖油田 鮮新-中新統 凝灰岩・凝灰質砂岩 ○ ○ なし

橋本油田 中新統 砂岩 ○ ○ ○

潟西ガス田 鮮新統 凝灰岩 ○ ○ ○

吹浦油田 鮮新-中新統 凝灰質砂岩 ○ ○ なし

新胎内ガス田 中新統 砂岩 ○ ○ なし

阿賀沖油・ガス田 鮮新統 砂岩 ○ ○ なし

阿賀沖北油田 鮮新統 砂岩 ○ ○ なし

頸城油・ガス田 中新統 砂岩 ○ ○ なし

磐城沖ガス田南方
(基)常磐沖

中新統 砂岩 ○ ○ なし  
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4.6 断層の分布と活動性 

4.6.1 活断層の定義 

主な文献から抜粋した活断層の定義を表 4.6.1-1 に、定義の模式図を図 4.6.1-1 に示

す。表 4.6.1-1 に示された活断層の定義に認められる若干の差異の原因は、以下の 2 点

に要約される。  

  (1）「最近の地質時代」とはいつか？ 

  (2）「過去に繰り返し活動」したことの確認が活断層認定の必要条件か？ 

 

(1) 「最近の地質時代」とはいつか？ 

「最近の地質時代」の定義は、平成 7 年の兵庫県南部地震以前の文献（例えば、活断

層研究会編，1991）とそれ以後の文献（例えば、中田・今泉編，2002）とで異なって

いる。  

すなわち、前者では『第四紀、つまり約 200 万年前から現在までの間』とされてい

るのに対して、後者では『最近数十万年間』とされ、さらに『認定にあたっては、後

期更新世以降（最近の十数万年間）の断層変位地形を特に重視』したと述べられてい

るように、より現在に近い時代に焦点が当てられるようになっている。  

この変化は、平成 7 年兵庫県南部地震以後の防災意識の高まり、特に構造物の耐用

年数と地質環境の長期的安定性評価との関係を重視する地震工学・都市工学などの分

野からの要請と、それに答えうる調査技術・精度の向上とを反映したものと考えられ

る。  

なお、活断層研究会編（1991）においても、『たとえ第四紀層の下部を切っている断

層でも、最近の数十万年間に変位していなければ将来活動する可能性はきわめて小さ

く、活断層から除外した方がよいかもしれない。このことを含めて活断層の認定には

なお検討すべき点がのこされている。』と問題提起している。  

 

(2) 「過去に繰り返し活動」したことの確認が活断層認定の必要条件か？ 

鈴木（2001）によれば、この問題の所在は、「過去に繰り返し活動」したことが活断

層であるための絶対条件なのか（定義Ａ）、「（過去と同様に）将来も活動すると考える」

ための判断条件のひとつという程度（定義Ｂ）なのか、にある。  

前者（定義Ａ）の場合、仮に地表地震断層が認識されたとしても変位の累積性が確

認できなければ活断層とは認定できないことになる。そのため、「未知の活断層」や「新

たに発生した活断層」は論理上ありえない。  

後者（定義Ｂ）の場合、現状では「過去に繰り返し活動」したことを地表地震断層

等で直接確認できなくても、技術の進展によって将来活動するかもしれないものを新

たに見つけ、活断層と認定することがありえることを容認する。  

活断層の定義を模式的に示した図 4.6.1-1 は、前者（定義Ａ）の立場を表現している。 
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また、強いて言うと、表 4.6.1-1 に示した文献の中では、中田・今泉編（2002）など

は前者（定義Ａ）の立場に近く、活断層研究会編（1991）などは後者（定義Ｂ）の立

場に近いといえるかもしれない。  

なお、地震防災上は後者（定義Ｂ）の立場に近い表現が多いようで、一般の人は、

現在地図に表記されているものだけを「活断層」と理解するので、「活断層以外からで

も地震は起こる」という表現を残しておくべきとの主張もある。ちなみに、地震調査

研究推進本部（2007）は「地震がわかる！」という一般向けパンフレットの「Q＆A

編」で、『活断層がない場所では地震は起きないのですか？』との設問を設定し、『過

去に地下で地震が発生しても、地震の規模（マグニチュード）が小さいため地表まで

ずれが及ばないことがあります。また、ずれが地表まで及んだ場合でも、地表付近に

残された痕跡が長い間の侵食や堆積により不明瞭になってしまうことがあります。こ

のような理由で、活断層が確認されていない場所でも、その地下には将来地震を発生

させる活断層が分布している可能性があります。そのような活断層は、地下の地質の

構造を詳細に調べたり、丹念に地形を調べたりすることなどで、確認される可能性が

あります。』との回答を用意している。  

 

 

4.6.2 活断層の分布 

(1) 活断層分布図の歴史 

日本列島全域を対象とした活断層の分布図は、「日本の活断層－分布図と資料－（活

断層研究会編，1980）」が嚆矢であり、平成 3 年には改定版として「〔新編〕日本の活

断層－分布図と資料－」が刊行され広く利用されている。  

そして、前節でも述べたが、平成 7 年兵庫県南部地震以後は、防災意識の高まり、

地震工学・都市工学などの分野からの要請、それに答えうる調査技術・精度の向上等

を反映し、「200 万分の 1 日本列島活断層図（200 万分の 1 活断層図編纂ワーキンググ

ループ，2000）」及び「活断層詳細デジタルマップ（中田・今泉編，2002）」等が刊行

された。  

「〔新編〕日本の活断層－分布図と資料－（活断層研究会編，1991）」の分布図の一部

を図 4.6.2-1 に示す。また、「200 万分の 1 日本列島活断層図（200 万分の 1 活断層図

編纂ワーキンググループ，2000）」の分布図の一部を図 4.6.2-2 に、「活断層詳細デジ

タルマップ（中田・今泉編，2002）」の分布図の一部を図 4.6.2-3 に示す。  

 

(2) 活断層の位置精度 

「〔新編〕日本の活断層－分布図と資料－（活断層研究会編，1991）」は、20 万分の 1

地勢図をベースマップとしている。これに対して、「200 万分の 1 日本列島活断層図（200

万分の 1 活断層図編纂ワーキンググループ，2000）」及び「活断層詳細デジタルマップ
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（中田・今泉編，2002）」は、2 万 5 千分の 1 地形図をベースマップとしているので、

活断層の位置情報精度は飛躍的に向上した（図 4.6.2-3）。  

 

(3) 活断層の認定 

「〔新編〕日本の活断層－分布図と資料－（活断層研究会編，1991）」では、活断層を

『第四紀に活動し将来も活動する可能性のある断層』と定義しているのに対し、「200

万分の 1 日本列島活断層図（200 万分の 1 活断層図編纂ワーキンググループ，2000）」

及び「活断層詳細デジタルマップ（中田・今泉編，2002）」では、活断層の認定にあた

って後期更新世以降、特に最近数十万年間の断層変位地形が実際に確認できるか否か

を重視している。そのため、「200 万分の 1 日本列島活断層図（200 万分の 1 活断層図

編纂ワーキンググループ，2000）」及び「活断層詳細デジタルマップ（中田・今泉編，

2002）」に表記された活断層の多くは、「〔新編〕日本の活断層－分布図と資料－（活断

層研究会編，1991）」では「確実度Ⅰ」と判定された活断層に相当するものであり、空

中写真判読によるリニアメントの鮮明さ等を主たる判定根拠にした「確実度Ⅱ」ある

いは「確実度Ⅲ」の活断層に相当するものは一部を除いて取り上げられていない（図

4.6.2-1 と図 4.6.2-2 とを比較されたい）。  

 

(4) 海域の活断層 

図 4.6.2-4 に示すように、「〔新編〕日本の活断層－分布図と資料－（活断層研究会編，

1991）」には、海域の活断層の分布も示されているが、「200 万分の 1 日本列島活断層

図（200 万分の 1 活断層図編纂ワーキンググループ，2000）」及び「活断層詳細デジタ

ルマップ（中田・今泉編，2002）」には、海域の活断層は示されていない。  

ただし、「〔新編〕日本の活断層－分布図と資料－（活断層研究会編，1991）」刊行時

には、一部の海域を除いて詳しい調査がほとんど行われておらず、陸域の活断層と比

較検討できる精度のデータが示されているとは言いがたい。今後の調査が期待される。 

 

(5) 活断層分布の偏在性 

図 4.6.2-5 に示すように、日本列島の陸域の活断層の分布には偏在性があることは

「〔新編〕日本の活断層－分布図と資料－（活断層研究会編，1991）」で指摘されており、

概して、分布密度の大きい地域の活断層は、個々の断層長が長く、活動度も A 級に及

ぶとされている。これに対して、分布密度の小さい地域については、個々の断層長が

短く、活動度も C 級程度と低い傾向があるとされている。  

なお、日本原子力研究開発機構（2004）は、陸域で特に活断層の集中がみられる地

域として、近畿三角地帯と称される敦賀 -鳴門海峡 -伊勢湾に囲まれた地域、及び糸魚川

-静岡構造線以西の飛騨 -木曽 -美濃地域等をあげている。  
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4.6.3 活断層帯の活動性評価項目 

活断層帯の活動性評価は、次に示すような 5 項目を組み合わせて実施されるのが一

般的である。  

 

(1) 確実度 

確実度とは、活断層の存在の確かさをいい、空中写真による地形判読の結果にもと

づいて区分される。したがって、海域の活断層には適用できない。  

活断層研究会編（1991）では、活断層の確実度について次に示すような 3 段階に区

分している。  

  

確実度確実度 II : 活断層の存在が確実なもの。

確実度確実度 IIII : 疑いがあるが基準地形がないなど、決定的な理由がないために
Ｉ よりは確実度が低いもの。

確実度確実度 IIIIII : 活断層以外の地質現象も考えられ、可能性が小さいもの。

高

低

確実度確実度 II : 活断層の存在が確実なもの。

確実度確実度 IIII : 疑いがあるが基準地形がないなど、決定的な理由がないために
Ｉ よりは確実度が低いもの。

確実度確実度 IIIIII : 活断層以外の地質現象も考えられ、可能性が小さいもの。

高

低  
「確実度  Ⅰ」は、以下に示す地形的特長のいずれかをもち、活断層の位置及び変位

の向きがともに明瞭であるものをいう。  

１）  数本以上にわたる尾根・谷の系統的な横ずれ。  

２）  ひと続きであることが確かな地形面、すなわち基準地形を切る崖線。  

３） 時代を異にする地形面群を切っている崖線があり、古い地形面ほど変位が大き

い、すなわち変位の累積が認められる場合。  

４）  同一地形面の変形（たわみ・傾動など）。  

５）  第四紀層を変位させている断層露頭の存在。  

したがって、「確実度  Ⅰ」は、きわめて厳しく限定されることになり、その認定に

個人差はほとんど認められないことが検証されたとしている。  

 

(2) 活動度 

活動度とは、活断層の過去の活動による変位の多寡をいい、平均変位速度にもとづ

いて区分される。活断層の変位速度とは、過去の変位量をその形成時から現在までの

年数でわった値である。  

松田（1975）は、変位速度を 1,000 年あたりの量に換算したものを平均変位速度（s）

とし、1m と 10cm とを境に、下表の 3 段階に区分している。  

なお、この区分は活断層研究会編（1980、1991）にも踏襲されている。  
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(3) 活動間隔 

活断層の活動間隔、すなわち地震の発生間隔（平均再来周期：R）と平均変位速度（S）

及び断層の長さ（L）との間には以下の関係がある。  

log R = log (L/S)+1.9 

ここで、R：地震の平均再来周期（年）  

S：平均変位速度（mm/年）  

L：断層の長さ（km）  

前項で定義した「活動度  A」級及び「活動度  B」級の活断層の活動度と平均活動間

隔（地震の再来周期）との関係の一例を下表に示す。  

また、経験的にも、断層変位速度と活動間隔の間には次のような傾向があるとされ

ている。  

１）平均変位速度が早いほど活動間隔は短い。  

２）平均変位速度が同じならば、断層の長さが長く発生する地震の規模が大きいほ

ど活動間隔は長くなる。  

 

(4) 形状（長さ・幅） 

松田（1975）によれば、活断層の長さ（L）と内陸地震の規模（マグニチュード：M）

との間には下記の対応関係が指摘されており、活断層の長さの評価は活動性評価の上

で重要な指標となる。   

log L = 0.6 M －  2.9     

ここで、L：活断層の長さ（km）  

M：地震の規模（マグニチュード）  

地表地震断層の形成と地震規模との関係については、近年精力的に研究がなされて

いる。  

例えば、木下ほか（2005）は、図 4.6.3-1 に示すように、過去の主な被害地震の規

模と地表地震断層の有無との関係を検討し、モーメント  マグニチュード（Mw）が 6.4

以下の地震では地表地震断層が出現していないことを指摘した。  

また、Shimazaki（1986）は、震源断層が上部地殻の地震発生層の厚さ（15～20km） 

と同じ程度の長さを持ち、モーメント  マグニチュード（Mw）が 6.5～6.6 程度の地震

を発生させるようになると、既存の活断層に沿って地表地震断層が出現すると述べて

いる。  

ただし、出現する地表地震断層の長さと震源断層の長さの関係について、原子力安

全委員会（2007）は、M7 クラス以下の地震では、地表地震断層は震源断層（面）の
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一部にしか対応しない場合が多く（出現しない場合もある）、M8 クラスの地震でも、

震源断層（面）の全長に対応して現れるとは限らないとしている。  

さらに、入倉（2007）は、図 4.6.3-1 を引用し、一定規模以上の内陸地殻地震では、

多くの場合地表地震断層が出現するとしたうえで、次の特徴について指摘し、地表に

数 km 程度の孤立した活断層がある場合、地下には最低 20km くらいの震源断層が存

在する可能性が否定できない、と述べている。  

１）地表地震断層の長さ（L）が 20km 以上の場合は、震源断層の長さとほぼ一致し、 

２）地表地震断層の長さ（L）が 20km 未満になると、震源断層の長さは 20km 程度

に漸近する、  

一方、地表地震断層が出現しなかった場合について、前出の木下・他（2005）は、

図 4.6.3-3 に示すように、平成 12 年鳥取県西部地震（Mw = 6.6）を取り上げ、震源断

層直上では地表付近の弱面に沿った数十 cm 程度の誘発性のすべり変位が認められる

が、震源断層の破壊の上限は地下約 1km で停止したと推定している。そして、数値解

析の結果、震源断層直上付近約 5km の範囲は、断層活動に伴う剪断応力の増加域に当

ることから、震源断層面の破壊が地表まで達しない地震は、地表地震断層を伴う地震

と比べて、震源断層活動に伴う周辺岩盤の変動がより広範囲に及ぶことが予想される、

述べている。  

 

(5) 断層セグメント 

断続あるいは雁行する断層（セグメント）が存在する場合、これらを一連の断層系

とみなして長さを評価するか否かの判断は困難な場合が少なくない。異なる断層系・

セグメントが連動して活動した例を図 4.6.3-4 に示す。  

平成 7 年兵庫県南部地震（M 7.2）は、淡路島北部の「野島断層」と本州側の「六甲

断層系」の一部とが連動して発生した。この地震をきっかけに、従来別個の断層系と

して評価されていた淡路島北部から有馬 -高槻構造線までを一連の断層系として活動

性を評価する研究が進められている（例えば、杉山，1998）。  

地表においては雁行するセグメントが、地下のかなり深い領域（深度十数 km 程度）

では収斂していると考えられ、その概念図（Sharp，1975）を図 4.6.3-5 に示す。  

一方、長大断層系の活動性をいくつかのセグメントに区分して評価する試みの例と

して、中央構造線の活動区の区分案（地震調査研究推進本部，2003）を図 4.6.3-6 に、

糸魚川 -静岡構造線のセグメント区分案（土木学会  原子力土木委員会編，2004）を図

4.6.3-7 に示す。  

中田・後藤（1998）は、図 4.6.3-8 に示すように、活断層端部の分岐形態に着目し、

断層は破壊伝播の進行方向に向かって V 字状あるいは Y 字状に分岐する傾向があるの

で、活断層の分岐形態から破壊伝播方向を推定し、セグメントを区分することができ

ると述べている。また、図 4.6.3-9 に示すように、横ずれ断層の縦ずれ成分分布パター
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ンにもとづくセグメント区分についても言及している。すなわち、横ずれ断層に見ら

れる縦ずれ変位センスは、断層線のほぼ中央を境に逆転し、いわゆるヒンジ的な変位

パターンを示す傾向があるので、縦ずれ変位センスの分析によりセグメントを区分す

ることができるとして、四国地方の中央構造線への適用例を示している。  

 

(6) 地震（断層運動）の発生確率と規模 

地震調査研究推進本部は、平成 9 年に『全国の活断層のうち、活動性が高く、社会

的、経済的に大きな影響を与えるような地震を起こすと考えられる主要な 98 の断層帯

を基盤的調査観測の対象として選び出し』、その後一連の調査・研究成果を集大成し、

平成 17 年から「全国を概観した地震動予測地図」を公表している。この「全国を概観

した地震動予測地図」は、「確率論的地震動予測地図」と「震源断層を特定した地震動

予測地図」という 2 種類の地図で構成されており、地震調査研究推進本部（2005）は

『検討目的や知りたい情報に応じて両方の地図を適宜使い分けることが適当』であると

している。  

活断層そのものを調査・研究する場合に有効なのは、後者の「震源断層を特定した

地震動予測地図」であり、図 4.6.3-10 に示すように、評価された断層ごとに次のよう

に表記されている。  

１）断層の地表トレース  

２）想定（震源）断層面  

３）アスペリティ（すべり量が特に大きく強い地震波を発生する領域）  

４）破壊開始点  
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4.6.4 震源断層-活断層システム 

大規模な内陸地震は、図 4.6.4-1 に示すように、厚さ 15km 程度の地殻上部の地震発

生層を断ち切り、地表近傍に地表地震断層や撓曲としてその痕跡を残す。その際、震

源断層は地殻上部で分岐し、地表近傍で認識される複数の活断層群と一連のシステム

を構成する場合がある。  

佐藤ほか（2001）は、これを『想定される震源断層とそれから派生して形成される

活断層群に対して「震源断層 -活断層システム」と呼ぶ。』と定義し、地下深部の震源

断層と地表近傍の活断層群との関係をシステムとして理解する重要性を強調した。そ

して、『日本列島の基本的な地表の活断層マッピングはほぼ終了し、詳細図の検討に移

っている。今後必要になるのは、これらのシステムを 3 次元的に解き明かす震源断層 -

活断層システムの 3D マッピングである。』と展望している。  

この考え方は原子力発電環境整備機構（2004）でも取り上げられており、『「第 2 次

取りまとめ」では、日本列島に分布する規模の大きな活断層は、地表付近でしばしば

分岐したり（分岐断層）、副次的な断層（副断層）を伴ったりすることから、活断層の

活動の場の変化を評価する際には、分岐断層や副断層を含めたいくつかの活断層から

構成される「活断層帯」として、その活動や変化を把握する必要があるとした。』と表

現されている。  

前述の佐藤ほか（2001）には、震源断層 -活断層システムの例として淡路島北東部を

横切る地殻構造の模式的な断面図（図 4.6.4-2）が示されている。図 4.6.4-3 に示され

た断層のうち、野島断層は、平成 7 年兵庫県南部地震（M 7.3、震源の深さ約 16km）

で再活動した地表地震断層であり、六甲断層系の一部をなす。佐藤ほか（2001）によ

れば、西側の野島断層と東側の仮屋断層とは深さ 7km 程度で収斂し、それより深部に

は余震集中域がほぼ鉛直に分布していることから、この震源断層 -活断層システムの形

状は『地下断面において基本的には Y 字形をなし、地表の活断層群は地殻中部の同一

の主断層から分岐したもの』と判断されている。そのうえで、『こうした分岐形態をと

る断層系の場合、個々の分岐断層の活動を総合して、地下の主要断層の平均変位速度

や活動間隔などを評価する必要がある。』と述べている。  

震源断層 -活断層システムのもうひとつの例として、佐藤ほか（2006）による東北日

本の千屋断層を横断する反射法地震探査の解釈断面図を図 4.6.4-3 に示す。千屋断層

は、1896 年陸羽地震（M 7.2）で生じた地表地震断層であり、横手盆地東縁断層帯の

一部をなす。佐藤ほか（2006）は、千屋断層の出現を逆断層先端の前進現象として解

釈し、千屋断層は山地（E）側の川口断層から深さ 1km 程度で分岐し盆地（W）側へ

前進してきた活断層であると考えた。  

なお、日本では「分岐断層」及び「派生断層」、「副次断層」といった用語がしばし

ば用いられるが、いずれも明確に定義されていない（いずれも地学辞典には載ってい

ない）。  
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一方、USGS Bonilla（1967）は、図 4.6.4-4 に示すように、「Branch fault」及び

「Secondary fault」という用語について、次のように定義し、さらに「Branch fault」

及び「Secondary fault」の変位量は概ね主断層の 30％以下であると述べている。  

１）Branch fault：主断層（Main fault）と同じセンスであり、かつ地表面で主断層

に接続、あるいは地下浅部での主断層との接続が推定できる。  

２）Secondary fault：主断層  と同じセンスであるが、地表面では主断層から完全に

分離している（地下での主断層との接続の有無については規定なし）。  

 

 

 

 

★

● 震源断層震源断層
- 地震波の発生源である地下岩盤の剪断破壊の面。

（ 剪断破壊の開始点が震源。） （NSC，2007）

● 地表地震断層地表地震断層 （≠活断層）

- ある特定の地震に際して、震源断層の一部が地表
に達して形成された変位地形。

- 「地震断層」は混乱し易いので不適当。
（NSC，2007）

● 活断層活断層

- 地表地震断層地表地震断層のうち、複数回の地震による変位の
累積性が明瞭なもの。

- 震源断層には幾つかのアスペリティアスペリティがあると考え
られる。

（NSC，2007）

- 類似用語（1）：活撓曲
伏在活断層
潜在活断層

（いずれも累積性のある地形変形は認められる
が、震源断層は地表まで達していない。）

- 類似用語（2）：推定活断層
（地形的な特長により活断層が推定されるが、
現時点では変位地形の活動履歴等が明確に
特定できないもの（中田・今泉編，2002）。）

● アスペリティアスペリティ

- 震源断層面上の強い固着域。

- アスペリティの破壊が強い地震波を発生させる。
（推本，2007）

10～15km

震央

震源断層震源断層

地表地震断層地表地震断層

震源域

震源
（≒ アスペリティの破壊）

活断層活断層

変位の累積

図 5.5-1 活断層の定義
 

 

図 4.6.1-1 活断層の定義  



 1129

 

〔新編〕日本の活断層 –分布図と資料-:1991

活断層分布図活断層分布図 （（400400万分の万分の11））日本と周辺の活断層・地震分布図日本と周辺の活断層・地震分布図

図 5.5-2 活断層分布図 （1）  

図 4.6.2-1 活断層分布図（1）  

 

 

200万分の１活断層図編纂ワーキンググループ：1999
「 活 断 層 分 布 図 」

図 5.5-3 活断層分布図 （2）
 

図 4.6.2-2 活断層分布図（2）  
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「 活断層詳細デジタルマップ 」中田・今泉 編：2002
（ ﾍﾞｰｽﾏｯﾌﾟ：2万5千分の1 ）

福島盆地西縁断層帯 ：越河断層の例

〔新編〕日本の活断層 –分布図と資料-：1991
（ ﾍﾞｰｽﾏｯﾌﾟ：20万分の1 ）

精
度
向
上

精
度
向
上

図 5.5-4 活断層分布図 （3）  
図 4.6.2-3 活断層分布図（3）  

 

 

 

〔新編〕日本の活断層 –分布図と資料-:1991
「 活 断 層 分 布 図 」

反射法探査測線図（航跡図）の例反射法探査測線図（航跡図）の例

（20万分の1「大陸棚の海の基本図）

図 5.5-5 海域の活断層分布図  

図 4.6.2-4 海域の活断層分布図  
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〔新編〕日本の活断層 –分布図と資料-:1991
「 活 断 層 区 」

活断層の密度密度・長さ長さ・走向走向・断層型断層型・水平最大圧力方位水平最大圧力方位などにもとづいて設定されたもの

概して、活断層密度の大きいところ（例えば など）は、断層長が長く、活動度もＡ級に及ぶ。

反対に、活断層密度の小さいところ（例えば など）は、断層長が短く、活動度もＣ級程度と低い傾向がある。

BF：ﾌｫｯｻﾏｸﾞﾅ西縁帯

BM：中央構造線帯

図 5.5-6 活断層の活動性評価 －地域特性－  
図 4.6.2-5 活断層の活動性評価－地域特性－  

 

 

● 地震規模との関係地震規模との関係 （（１１））

- モーメント マグニチュード（Mw）が
6.4以下の地震では、地表地震断層
は出現しない。 （木下・他，2005）

● 地震規模との関係地震規模との関係 （（２２））

- 震源断層が上部地殻の地震発生層
の厚さ （15～20km） と同じ程度の長さ
を持ち、モーメント マグニチュード（Mw）
が 6.5～6.6 程度の地震を発生させる
ようになると、既存の活断層に沿って
地表地震断層が出現する。

（Shimazaki，2007）

（木下・他，2005）

● 地震の規模との関係地震の規模との関係 （（３３））

- Ｍ７クラス以下の地震では、地表地震
断層は、震源断層（面）の一部にしか対
応しない場合が多い（出現しない場合も
ある）。

- Ｍ８クラスでも、震源断層（面）の全長

に対応して現れるとは限らない。

（NSC，2007）

地表地震断層の形成地表地震断層の形成

図 5.5-7 地表地震断層と地震規模との関係 （1）
 

図 4.6.3-1 地表地震断層と地震規模との関係（1）  
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● 地震の規模との関係地震の規模との関係 （（５５））

- アスペリティが浅い時には地表地震断層が出現
するが、アスペリティが深いと地表地震断層は出
現しない。

（入倉，2007）

● 地震の規模との関係地震の規模との関係 （（４４））

- 一定規模以上の内陸地殻地震は、多くの場合
地表地震断層が出現する （上）。

- 地表地震断層の長さ（Ｌ）が20km以上の場合は、
震源断層の長さとほぼ一致する （下）。

- 地表地震断層の長さ（Ｌ）が20km未満になると、
震源断層の長さは20km程度に漸近する （下）。

- 地表に数km程度の孤立した活断層がある場合、
地下には最低20kmくらいの震源断層が存在する
可能性が否定できない。

（入倉，2007）

地表地震断層の形成地表地震断層の形成

図 5.5-8 地表地震断層と地震規模との関係 （2）  
図 4.6.3-2 地表地震断層と地震規模との関係（2）  

 

 

● 地表地震断層が出現しない場合地表地震断層が出現しない場合 ⇒⇒ 震源断層の破壊の上限は？震源断層の破壊の上限は？

- 2000年鳥取県西部地震 （Mw = 6.6） では、震源断層の破壊の上限は地下約 1km で停止したと推定される。

- その場合でも、震源断層直上付近では、地表付近の弱面に沿った数十cm 程度の誘発性のすべり変位が
認められた。

- 数値解析の結果、震源断層直上付近約 5km の範囲は、断層活動に伴う剪断応力の増加域に当ることが
推定された。

- 震源断層面の破壊が地表まで達しない地震は、地表地震断層を伴う地震と比べて、震源断層活動に伴う
周辺岩盤の変動がより広範囲に及ぶことが予想される。

（木下・他，2005）

地表地震断層の形成地表地震断層の形成

図 5.5-9 地表地震断層と地震規模との関係 （3）  

図 4.6.3-3 地表地震断層と地震規模との関係（3）  
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原子力発電所の活断層系評価技術（2004）
- 長大活断層系のセグメンテーション -

異なる断層系・セグメントの連動例異なる断層系・セグメントの連動例

1995年兵庫県南部地震（Ｍ 7.2）は、淡路島北部の「野島断層」「野島断層」と「六甲断層系」「六甲断層系」の一部が連動連動して

発生した。
この地震をきっかけに、従来別個の断層系として評価されていた淡路島北部から有馬淡路島北部から有馬 --高槻構造線高槻構造線

までまでを一連の断層系として活動性を解読・評価一連の断層系として活動性を解読・評価する研究が進められている（例えば、杉山，1998）。

図 5.5-10 断層帯のセグメント区分 （1）  

図 4.6.3-4 断層帯のセグメント区分（1）  

 

 

セグメントの３次元イメージセグメントの３次元イメージ

図 5.5-11 セグメントの３次元概念図

セグメントセグメントセグメント

 
図 4.6.3-5 セグメントの３次元概念図  
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原子力発電所の活断層系評価技術（2004）
- 長大活断層系のセグメンテーション -長大断層系のセグメント区分例長大断層系のセグメント区分例 （（11））

中央構造線の活動区の区分案 （地震調査研究推進本部，2003）

図 5.5-12 断層帯のセグメント区分 （2）  

図 4.6.3-6 断層帯のセグメント区分（2）  

 

 

原子力発電所の活断層系評価技術:2004
- 長大活断層系のセグメンテーション -長大断層系のセグメントの区分例長大断層系のセグメントの区分例 （（22））

糸魚川-静岡構造線のセグメント区分案 （土木学会：2004）

図 5.5-13 断層帯のセグメント区分 （3）  
 

図 4.6.3-7 断層帯のセグメント区分（3）  
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● 断層の分岐形態にもとづくセグメント区分断層の分岐形態にもとづくセグメント区分 （中田・後藤，1998）

- 割れ目は、破壊伝播の進行方向に
向かってV字状あるいはY字状に分岐
する傾向がある。

- よって、断層の分岐形態から破壊伝播
方向を推定し、セグメントを区分すること
ができる。

図 5.5-14 断層形態とセグメント区分 （1）
 

図 4.6.3-8 断層形態とセグメント区分（1）  

 

● 横ずれ断層の縦ずれ分布パターンにもとづくセグメント区分横ずれ断層の縦ずれ分布パターンにもとづくセグメント区分 （中田・後藤，1998）

- 横ずれ断層の縦ずれ変位センスは、断層線の
ほぼ中央を境に逆転し、いわゆるヒンジ的な
変位パターンを示す傾向がある。

- よって、縦ずれ変位センスの分析により、セグ
メントを区分することができる。

図 5.5-15 断層形態とセグメント区分 （2）  
 

図 4.6.3-9 断層形態とセグメント区分（2）  
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地震地震 （断層活動）（断層活動） の発生確率と規模の発生確率と規模

断層に関する表記内容断層に関する表記内容

図 5.5-16 活断層帯の活動性評価 －再活動確率と規模－  
 

図 4.6.3-10 活断層帯の活動性評価－再活動確率と規模－  

 

 

● 「震源断層「震源断層--活断層システム」活断層システム」 （佐藤・他，2001）

- 定義定義 ：： 想定される震源断層とそれから派生して形成される活断層群想定される震源断層とそれから派生して形成される活断層群によって構成される地質構造によって構成される地質構造。。

- 個々の活断層の活動履歴から地下の震源断層の活動性を評価する場合には、分岐構造を含めた断層
形状のシステムとしての理解が欠かせない。

● 断層の分岐構造の諸形態断層の分岐構造の諸形態

〈 地下：数 ｍ 〉
〈 地下：数10 ｍ 〉

〈 地下：5-15 km 〉〈 地下： 1 km程度 〉

図5.5-17 断層の分岐構造と「震源断層-活断層システム」  
 

図 4.6.4-1 断層の分岐構造と「震源断層 -活断層システム」  
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● 淡路島淡路島・・野島野島断層断層・仮屋断層・仮屋断層の例の例 （佐藤・他，2001）

- 野島断層は、兵庫県南部地震 （1995年，M7.3）

で生じた地表地震断層であり、六甲断層系の一部

をなす。

- 地下断面においてY字形をなし、地表の活断層群
は地下 7km 程度で同一の震源断層（震源の深さ
約 16km）から分岐したもの。

- 分岐形態をとるシステムの場合、個々の分岐断層
の活動を総合して、深部の震源断層の平均変位速
度や活動間隔を評価する必要がある。

野島断層 仮屋断層 大阪湾

余震域

図5.5-18 震源断層-活断層システムの例 （1）  

図 4.6.4-2 震源断層 -活断層システムの例（1）  

 

 

 

● 東北日本・千屋断層の例東北日本・千屋断層の例 （佐藤・他，2006）

- 千屋断層は、陸羽地震 （1896年，M7.2） で生じた地表地震断層であり、横手盆地東縁断層帯の一部をなす。

- 逆断層先端の前進現象として、山地（E）側の川口断層から盆地（W）側へ前進してきた断層と考えられる。

図 5.5-19 震源断層-活断層システムの例 （2）

 

 

図 4.6.4-3 震源断層 -活断層システムの例（2）  
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● Branch faultBranch fault （≒（≒ 分岐断層）分岐断層）

- 主断層 （Main fault) と同じセンス。

- 地表面で主断層に接続、or 地下での主断層との接続が推定できる。

● Secondary faultSecondary fault （≒（≒ 派生断層、副次断層）派生断層、副次断層）
－ 主断層 （Main fault) と同じセンス。
－ 地表面では主断層から完全に分離している （地下での主断層との接続の有無については規定なし）。

Branch fault Branch fault ＆＆ Secondary faultSecondary fault (Bonilla, M.G. 1967)

Main fault

Branch fault

Secondary fault

※ Branch fault 及びSecondary fault の変位量は、概ね Main fault の30％以下。

図 5.5-20 分岐断層と派生断層の定義
 

 

図 4.6.4-4 分岐断層と派生断層の定義  
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表 4.6.1-1 主な文献による活断層の定義例  

 

 

表 4.6.1-2 平均変位速度（s）による活断層の活動度の分類（松田，1975 に加筆）  

不明瞭明瞭明瞭変位地形

深溝断層養老断層根尾谷断層例

0.1＞ｓ≧0.011＞ｓ≧0.110＞ｓ≧1
ＣＢＡ

第四紀の平均変位速度ｓ（単位はm／1000年）

活動度の分類

不明瞭明瞭明瞭変位地形

深溝断層養老断層根尾谷断層例

0.1＞ｓ≧0.011＞ｓ≧0.110＞ｓ≧1
ＣＢＡ

第四紀の平均変位速度ｓ（単位はm／1000年）

活動度の分類

 
 

 

表 4.6.1-3 活断層の活動度・長さと活動間隔  

（7.0）2,000年0.8mm20kmＢ級

（8.0）1,300年5mm／年80kmＡ級

（マグニチュード）活動間隔平均変位速度長さランク

（7.0）2,000年0.8mm20kmＢ級

（8.0）1,300年5mm／年80kmＡ級

（マグニチュード）活動間隔平均変位速度長さランク

 

活断層データベース
(産業技術総合研究所, 2005年 )

最近の地質時代に繰り返し活動し、今後も活動する可能性のある断層のこと。この
データベースでは、約10万年前以降に繰り返し活動した痕跡のある断層を活断層と
して扱っている。なお、今後の活動について考慮すべき将来の期間の長さに応じて、
活断層の定義に用いる過去の期間の長きが異なることがある。

活断層詳細デジタルマップ
(中田・今泉編, 2002年 )

「活断層」を「最近数十万年間に慨ね千年から数万年の周期で繰り返し活動し、その
痕跡が地形に現れ、今後も活動を繰り返すと考えられる断層」と定義した。活断層の
認定にあたっては、後期更新世以降(最近の十数万年間)の断層変位地形を特に重
視して、地表での変位地形の存在の確からしさをもとに「活断層」と「推定活断層」に
区分した。

都市圏活断層図
(国土地理院, 1996年～)

最近数十万年間に、慨ね1000年から数万年の周期で繰り返し動いてきた跡が地形
に現れ、今度も活動を繰り返すと考えられる断層。明瞭な地形的証拠から位置が特
定できるもの。

新版地学辞典
(地学団体研究会編, 1996年)

活断層 active fault　定性的には「きわめて近き時代まで地殻変動を繰り返した断層
であり、今後もなお活動すべき可能性の大なる断層」(多田文男、1927)と定義される。
「きわめて近き時代」とは広義には第四紀、狭義には第四紀後期ないしさらに狭い時
代範囲を指す場合があるが、明瞭には限定されていない。また、定義の後半は判断
が困難で、通常活断層の認定には用いられていない。断層活動には地震活動を伴う
間欠急性変位型から非地震性クリープ型まであるが、前者が主。

新編日本の活断層
(活断層研究会編, 1991年)

一般に、最近の地質時代に繰り返し活動し、将来も活動することが推定される断層
を、活断層という。地質年代の区切りである第四紀、つまり約200万年前から現在まで
の間に、動いたとみなされる断層を、活断層として扱った。
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4.7 断層の安全性評価 

日本では地震・断層が多く、CO2 地中貯留の漏洩リスクが問題と言われてきた。し

かし、日本国内における油ガス田はその殆どが断層の影響を受けているものの、炭化

水素鉱床が保存されているという事実は、数 100 万年～数 10 万年前から現在までのト

ップシールだけでなく断層シール能力も示したと言うことができる。  

CO2 地中貯留の対象となる深度は地下１～2km であるが、その深度における地震動

の影響については研究例がほとんど認められない。地下数 100m 以深では一般に地震

動による影響は小さいと考えられる。長岡実証試験では中越地震（M6.8、距離 20km）

に対し、これまで貯留層からの漏洩は生じておらず、貯留についての安全性を立証し

たと考えることができる。また、近年の地震が原因による日本における油ガス田から

の漏洩は、検知されていない。  

以上のような現状から、日本で実際に実施されたもしくは実施中の事例を参照し、

日本における CO2 地中貯留の可能性について考察を行う。具体的な例としては次の事

例を紹介する；  

・ 天然ガス地中貯蔵事例（枯渇ガス田利用例：関原ガス田）  

・ 二酸化炭素地下圧入事例（EOR：申川油田）  

さらに、野島断層の数回にわたる注水試験によって、時間とともに断層の透水率が

低下していく現象が捉えられている。これらの現象は、「断層治癒」あるいは「断層固

着」と呼ばれ、断層が形成もしくは活動した後に、時間とともに断層による地層分断

の影響が少なくなり、断層活動前の状態に戻る可能性が指摘されている。この概念が

事実であれば、一旦断層が形成されたとしても、時間とともに元の状態に戻るという

ことであれば、CO2 地中貯留の安全性評価に関して、非常に重要な影響を与える可能

性がある。すなわち新規に断層が形成されたとしても、時間とともに元に戻るとすれ

ば、断層治癒にかかる時間スケールでモニタリングを行えば、ある程度安全性が確保

できる可能性がある。  

 

4.7.1 天然ガス地中貯蔵事例（枯渇ガス田利用例：関原ガス田） 

天然ガス地下貯蔵とは、地下の地質構造内に天然ガスを圧入して貯蔵し、夏冬や時

間的な需要変動に対処するため必要時には圧入した天然ガスを排出させる技術であ

る。タンク代わりとなる地下の構造は主として枯渇した油・ガス田が利用され、欧米

では 600 ヶ所以上、日本でも数ヶ所で稼働している確立した技術である。天然ガスは、

枯渇したガス田・油田に圧入し、貯蔵することができる上、自然の構造を利用する地

下貯蔵は、人工の地下構造物と比べて地震などに対する安全性が高く、シンプルな設

備で長期貯蔵が可能であるなど、多くの利点がある。  

南長岡ガス田近傍に位置する関原ガス田は昭和 36 年に発見され、約 1,000m の深度

から累計約 3 億 2 千万㎥のガスを産出した後、昭和 42 年に生産を終了した。その後、
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昭和 44 年 4 月よりガス地下貯蔵の操業を開始した。地下貯蔵量は貯蔵開始（昭和 50

年）の 1 億 3,500 万 Nm3 から、平成 18 年末には 1 億 8,500 万 Nm3 まで増量している。

緊急時にはいつでも 160 万 m3/日を供給できる体制を整えている（帝国石油 CSR レポ

ート 2007）。  

南長岡ガス田や関原ガス田の位置する長岡市では、天然ガス活用基本プランを平成

18 年に策定しており、その中で地下貯蔵のメリットについて次の 3 項目を挙げている

（長岡市 ,2006）。  

・ 地下の自然構造をそのまま利用できるため大容量となる  

・ 大深度に位置するため地震でも安全  

・ 気体のまま貯蔵するので長期間貯蔵が可能  

平成 16 年 10 月新潟県中越地震（M6.8）や平成 19 年 7 月新潟県中越沖地震（M6.8）

は多大な被害・損害を与えた。しかし、これらの地震によって関原ガス田だけでなく、

近隣に分布する油ガス田からも地下からのガス漏洩などは一切確認されておらず、奇

しくも大地震に対する天然ガス地中貯蔵の安全性を示した事例であると考えられる。  

 

4.7.2 天然ガス地中貯蔵事例（EOR：申川油田） 

EOR（Enhanced Oil Recovery）技術は、油層内にある貯留岩の中の小さな孔に残

っている油に対して、熱や炭酸ガスなど他のエネルギーを使い、物理的、化学的に性

状を変化させて、回収する。炭酸ガス攻法は、EOR の中で最も一般的に適用され最も

効果的と考えられる手法である。  

申川油田は、秋田県男鹿半島の北側の付け根付近に位置し、昭和 33 年に石油資源開

発㈱によって発見された油田である。圧入水により充分掃攻されていると考えられる

A ブロックがプロジェクトの対象に選定され、ⅡaL 層が対象油層に選定された。  

2 年間の水攻法実施の結果、パターン中央の生産井 CO-2 号井の水量率は 45％まで

上昇した。続いて、三次回収法としての炭酸ガス攻法の適用を行い、平成 12 年 9 月ま

で圧入作業を終了した。平成 9 年 9 月末より炭酸ガス圧入・生産井からの生産による

実証試験を開始した。平成 11 年 9 月末に炭酸ガス圧入終了、同年 10 月末には生産も

終了し、約 2 年間の実証試験を終了した。実証試験における累計炭酸ガス圧入量、累

計原油生産量は図 4.7.2-1 のとおりである。  

また実証試験エリアには多数の正断層が分布することが知られていたが、圧入した

炭酸ガスが地表に漏洩するようなことは確認されていない。また多数の坑井が存在す

るが、地表における CO2 濃度の異常についても報告されていない。以上のように申川

で行われた EOR 実証試験では CO2 地下圧入による地表への影響は認められなかった

と考えられる。  
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4.7.3 断層固着（断層治癒） 

大地震は同じ断層で繰り返し発生し、次の地震で断層が再び活動するためには、地

震の際に破壊した断層は次の地震までに固着・治癒すると考えられている。この断層

の「固着過程（断層治癒）」を調べることは、地震発生した後に、時間の経過とともに

断層および断層面の物理的性質がどのような過程を経て変化しているのかを知ること

は、CO2 地中貯留にとっても重要な意味を持つと考えられる。  

本節では断層の「固着過程（断層治癒）」を調べるために、野島断層において実施さ

れた注水実験について紹介する。  

また一般的に活断層を調べる方法としては、表層を調査する地質学的手法と地下深

部の情報を得る地球物理学的な方法がある。地球物理学的方法には、地震、電磁気、

重力による調査が挙げられる。具体的には、現場観測による断層破砕帯の固着過程の

検出のために、次に示した主に 2 つの方法を利用して、活断層モニターが試みられて

いる。ここでは、名古屋大学の田所研究チームが取り組んでいる地震学的手法を用い

た活断層モニターについて紹介する。  

 

(1) 注水実験による断層破砕帯の透水率経時変化 

「断層解剖計画」において淡路島野島断層に掘削された深さ 1,800m のボーリング（図

4.4.1-3）に水を注入する実験が平成 9 年と平成 12 年の２度にわたって行われた（西上、

2001）。断層破砕帯の透水率は、断層の固着を反映して時間とともに低下すると考えら

れている。断層破砕帯の透水率は、注水によって引き起こされた極微小地震（誘発地

震）の発生位置と注水開始からの経過時間から推定することができる。  

平成 9 年の注水時には、注水開始から４～５日後に誘発地震が発生したが（Tadokoro 

et al., 2000；田所ほか、  2001）、平成 12 年の注水では、誘発地震は１日ほど遅れて

注水開始後６～７日に発生した（図 4.7.3-1）。震源は平成 9 年、平成 12 年とも同じ場

所であり、注水開始からの経過時間時間の遅れは透水率が３年間で２～３割減少した

ことを意味する（田所ほか , 2001）。さらに平成 15 年 3 月と 5 月に３度目の注水実験

が行われ、過去３回にわたる注水実験の結果の比較検討が北川ほか（2004）によって

行われている。平成 9 年の注水実験によって推定された地下の透水性を示す透水係数

の中間値を 100 とすると、平成 12 年では透水係数は 50 に変化し、さらに平成 15 年

の注水結果では透水係数は 30 となり、透水性が地震前の状態に戻りつつあることを示

している（図 4.4.1-6）。  

以上のような注水実験による断層の透水性の経時変化を観測することにより、断層

の「固着」あるいは「治癒」現象が認められ、周辺地層を含む断層の透水性が地震前

の状態に戻りつつあることを示唆する結果が得られた。このことにより、地震の発生

により断層が活動した結果、断層の透水性が高くなったものの、時間とともにその透

水率は地震前に近い状態に戻ることが示された。  
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(2) Ｓ波スプリッティング現象を利用した断層固着過程の検出 

断層にはフラクチャー（割れ目）が多数入った「破砕帯」というものが存在する。

そのフラクチャーを検出するため「Ｓ波スプリッティング」と呼ばれる現象について

観測を行う。この現象は、割れ目が入った領域をＳ波が通過するときにＳ波が２つに

分離する現象である。分離したＳ波には、その領域の物理的特性（割れ目の方向や密

度）に関する情報が含まれている。  

地殻内には普遍的に割れ目が存在するため、Ｓ波スプリッティングという現象はど

こでも観測することができる。通常、断層の方向と地殻が押されている方向は斜行し

ているため、地殻が押されている方向に振動するＳ波の方が速く伝わる。しかし、破

砕帯（幅数百 m 以内）では「異常」が観測される（Tadokoro et al., 1999）。つまり、

普通は地殻が押されている方向に振動するＳ波が速く伝わるが、破砕帯内だけは特別

で、断層の向き（走向）に平行な方向に振動するＳ波が速く伝わる現象が認められる。

断層の走向方向は、断層運動で形成されたフラクチャーの方向を反映しており、断層

固着が進むことによって、このような現象は消滅すると考えられる。  

このような方法を用いて、次に示す各断層で固着過程検出のための繰り返し観測が

行なわれている。この方法は、普遍性があるかなどの点でまだ確立したものとはいえ

ない。しかし、もし確立されれば、活断層調査の新しい項目の一つになることが期待

される。  

【野島断層】 

平成 7 年兵庫県南部地震を発生させた野島断層（兵庫県淡路島）において、本震か

ら１ヶ月、9～12 ヶ月、33～45 ヶ月後に、Ｓ波スプリッティングの観測が行なわれた

（Tadokoroet al.,1999）。その結果、本震時の断層運動で形成されたフラクチャーは、

本震から 33 ヶ月後までに完全に閉じて固着（治癒）したことが分かった（Tadokoro and 

Ando, 2002）（図 4.7.3-2）。このころまでに、力のかかり方を示す余震のＰ軸も方向が

変わったことが報告されており、破砕帯の性質が明らかに変化したことが推定される。

野島断層での大地震の再来周期が約 2000 年であることを考慮すると、33 ヶ月という

固着の期間は著しく短いものと言える。  

【北アナトリア断層（トルコ）】 

平成 11 年コジャエリ（イズミット）地震の震源断層において、本震直後から１年お

きに観測を行なわれている（図 4.7.3-3）。野島断層が内陸の活断層であるのに対して、

北アナトリア断層はプレート境界の断層である。また、野島断層と比べて断層の個性

（震源過程・活動遍歴・再来周期等）が異なるため、これらの断層の特徴の違いが、固

着過程にどう影響するのかを突き止めるのに最適なフィールドであると考えられる

(Tadokoro et al.,2002)。  
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現段階では、本震直後の観測・解析で、断層運動にともなう断層の走向に平行なフ

ラクチャーが検出されたという段階である（図 4.7.3-3）。今後、繰り返し観測を行う

ことで、そのフラクチャーの固着過程がモニターできるものと期待されている。  

【鳥取県西部地震の地震断層】 

平成 12 年 10 月 6 日に発生した鳥取県西部地震の震源断層において、同様のモニタ

リングを始められている。関口・岩田（2001）の研究で平成 12 年 10 月と平成 13 年

４月に行なった観測の結果、本震時に大きくすべった領域（アスペリティ）の位置が

推定されている。アスペリティ領域だけを伝わってきたＳ波だけが、速いＳ波の振動

方向が断層の走向方向と平行になっていることが明らかとなった。この結果は、本震

時のアスペリティの破壊によって、多数のフラクチャーが形成されたことを示唆して

いる可能性が高いと考えられている。  

 

4.7.4 断層に関する安全性評価 

断層に関する情報については、地表面付近ではトレンチ調査などにより、直接断層

面が調査され、その形態・構成要素・物性などが詳細に把握されている。一方、地下

数キロについても、地震や余震域の研究からその挙動だけでなく形態・物性などが把

握されつつある。日本では陸域において活断層が約 2,000 箇所で把握されている。さ

らに、活断層調査・解析が多数実施されており、断層活動（地震）予測がなされてい

る。ただし、内陸型地震は震源断層と地表断層（活断層）との関係・発生のメカニズ

ムなどが未解明な分野となっている。  

CO2 地中貯留の対象となる深度は地下１～2km であるが、その深度における地震動

の影響については研究例がほとんど認められない。地下数 100m 以深では一般に地震

動による影響は小さいと考えられる。長岡実証試験では中越地震（M6.8、距離 20km）

に対し、これまで貯留層からの漏洩は生じておらず、安全性を立証した。近年の地震

が原因による日本における油ガス田からの漏洩は、検知されていない。また、日本国

内における油ガス田はその殆どが断層の影響を受けているものの、炭化水素鉱床が保

存されているという事実は、数 100 万年～数 10 万年前から現在までのトップシールだ

けでなく断層シール能力も示したと言うことができる。 IEA-GHG R&D Report 

（2008）によると、カリフォルニアの断層地域の油田においても、これまで漏洩が確認

されていないと報告されている。  

近年、地震探査の技術向上によって、断層の分布位置やその３次元的な形態（長さ、

方向、幅など）は高精度に把握することができるようになった。また、地下深部の断

層の性状は、毛細管圧・浸透率・断層岩種・頁岩率･隔離量・幅などによるが、それぞ

れの物性値などは広範囲に変化することがわかってきた。断層面も様々なタイプがあ

り、構造が複雑でかつ断層ガウジなど多様な物質から構成されている。このため、地

下１～2km と想定すれば、断層が漏洩パスになるとしても、急激な地表への漏洩は生
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じないと考えてよい。断層自体は粘土などの粒子から構成されており、断層内の粒子

間はほぼ 100％水で飽和されていると考えられる。特に超臨界 CO2 を想定した場合、

水濡れの微小な粒子間孔隙を（超臨界）ガスが移動するためには、毛管スレッショー

ルド圧を超える浮力があれば稼働力となり、毛管スレッショールド圧を越えることが

できなければ移動することはできない。このように断層も砂岩・泥岩と同じく不均質

な多孔質メディアとして扱うことが可能であることから、断層自体が漏洩パスになっ

たとしても、急激な漏洩は殆ど生じないと考えられる。さらに断層治癒が起これば、

時間が経てば断層活動前の状態に戻ることが示唆されていることも、安全性評価のう

えで重要な項目である。なお地層と異なり断層は高傾斜であるため、不均質な断層面

性状を考慮した数値シミュレーションによる検討が今後望まれるところである。  

断層はシール能力を有しており、深部断層のシール能力は、評価法が開発されてい

るが、研究事例は少ない。砂岩泥岩の互層中における断層のシール能力評価法が開発

されており、様々なアルゴリズムを用いた解析が適用されている。またシールリスク

もしくは断層シールリスクについては、重要検討項目が明確に提出されているものの、

断層シールリスク評価についてはその実用化にはまだ少し時間を要すると考えられ

る。       

想定外の漏洩が生じた場合には、CO2 の圧入を中止したり、石油鉱業における技術

を活用し流体を移動し圧力を減少させたりすることで、漏洩を止めることが可能であ

る。このような修復という概念に基づけば、想定外の新規断層が形成されてサイトと

して使用不能となった場合でも、対処が可能であると考えられる。  

以上のような状況から、CO2 地中貯留に係わる安全性評価については、断層評価（リ

スクアセスメント）とモニタリングが重要であると考えられる。  

 

(1) 断層評価（リスクアセスメント） 

安全性評価の１つであるリスク評価については、サイト選定における取り扱いと断

層そのもののリスクアセスメントに分けられる。なお CSLF(2006)では、堆積盆規模な

らびに広域規模の CO2 貯留アセスメントでは、CO2 漏洩リスクがある場合、主要断層

や活断層の影響を受けた地域や地層が急傾斜している地域はアセスメント自体に含め

るべきではない、との指摘もある。  

断層とプロセスゾーンの関係から、断層位置を特定できれば断層から影響を受ける

エリアの範囲は想定可能である。しかし、これまでプロセスゾーンが断層から受ける

具体的な影響については、硬岩（花崗岩や変成岩、火山岩）の調査があるのみで、CO2

貯留対象と想定される軟岩（例えば第三紀堆積岩類）について検討された例はほとん

ど無く、今後の検討が待たれる。  

現在 CO2 地中貯留に関するサイト選定や石油鉱業で行われているリスク評価の中

で、断層がどのように取り扱われ、リスク評価がなされているか次に紹介する。  
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① サイト選定における断層の取り扱い 

例として FutureGen によって行われたサイト選定において用いられたアセスメント

評価の例を紹介する。FutureGen サイト篩い分け基準 (FutureGen Site Qualifying 

Criteria)をクリアした 8 候補地を比較するために Scoring Criteria（評点基準）に基

づき Power Plant Scoring Criteria(Surface Score)と Geologic Storage Scoring 

Criteria(Subsurface Score)について各要素の重み付けを行い次のようなポイント制

による評価が行われた。  

各サブコードの評価 (Evaluation) = スコア (Score)×重み付け (Weight) 

スコア ：1～5 

重み付け：1～10 

サイト評点評価  = ∑｛各サブコードの評価 (Evaluation)｝  

= ∑ (Surface Score)+ ∑ (Subsurface Score) 

地中貯留に係わる項目は 2 コードからなり、地層特性（ formation property）とセ

キュリティ（security）からなる。地層特性は貯留層（対象層、浸透率、貯留量、プリ

ューム規模）に関するものであり、セキュリティはシール層（seals）とモニタリング

（MMV：Measurement, monitoring and verification）から構成される。シール層はさ

らにサブコードに細分され、断層、毛管スレショールド圧、フラクチャー勾配（Fracture 

Gradient）、圧入井、シール層を掘り抜いた坑井ならびに二次シールからなる。断層の

存在はシール層のセキュリティに係わる課題として取り上げられているが、その評価

の詳細は不明である。サイト選定における断層の取り扱い方は、サイト特有（ site 

specific）の条件によって大きく左右され、場所により様々であることが予想される。

今後、動向調査などによる、調査が望まれる。  

 

② 断層のリスクアセスメント 

石油・天然ガスに関するリスク評価は、石油・天然ガス鉱床が成立するための必要

項目について検討を行う。構成要素は根源岩、トラップ、シール、貯留岩、タイミン

グと移動からなる 5 項目のリスクファクターからなり、場合によってはシールをトラ

ップに含めた 4 項目とすることもある。評価手法は 5 項目もしくは 4 項目を乗じた結

果が地質リスクとして評価される。ただし、石油会社毎にその手法の細部は異なる。  

例えは米国石油会社 Chevron では、トラップの中のサブファクターとしてシールは

位置づけられている（Otis and Schneidermann, 1997）。この評価ではサブファクター

の下にさらに細項目があり、この中での最低評価が各サブファクターを代表する値と

なる。また炭化水素集積後の断層運動の影響はタイミングと移動のなかのサブファク
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ターである保存 /分断のなかで考慮されている。なおサブファクターの一つであるシー

ルを構成する細目を次に示す（図 4.7.4-1）。  

トップシール  

 ・岩相とその延性  

 ・層厚  

 ・連続性  

 ・トラップ上での湾曲率（Curvature over trap）  

 ・フラクチャリングや断層発達の程度（Degree of fracturing or faulting）  

断層シール  

 ・断層タイプ  

 ・変位量  

 ・断層活動時期  

 ・岩相の juxtaposition 

 ・断層で切られた地層の傾斜  

 ・シール性ガウジの可能性   

層位シール  

・下面あるいは側方  

そのほかのシール  

・続成、圧力など  

これらのサブファクターならびに構成細項目はシール評価を行う上で、CO2 地中貯

留の断層リスクアセスメントもしくはサイト選定のためのアセスメントに非常に役立

つものと考えられる。CO2 貯留後の断層運動の影響をどう評価するかが課題である。  

さらに断層シールに焦点をあてたシールリスク評価が Jones and Hills（2003）によ

って提案されている。アセスメント対象項目は 3 つから構成されており、各項目はさ

らに次のような細項目に区分されている。  

断層岩の形成（Fault-rock Processes）  

 ・堆積層構造（Sedimentary Architecture）  

facies stacking geometry 

 ・断層落差（Fault Throw）  

 ・地層の粘土含有率（Stratigraphic Clay Content）  

 ・変形時の埋没深度（Depth of Burial at time of deformation）  

 ・炭化水素コラム高（Hydrocarbon Column Height）  
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Juxtaposition 

・堆積層構造（Sedimentary Architecture）  

・断層落差（Fault Throw）  

・断層帯構造（Fault-Zone Architecture）  

・すべり面の構造（single/multiple slip plane）  

断層の再活動性（Reactivation）  

 ・応力場（Stress Regime）  

σ h, σH：最小・最大水平応力 , σV：垂直応力 , PP：孔隙圧力など  

 ・地層破壊条件（Failure Envelope）  

μ：内部摩擦係数 , C：粘着力など  

 ・断層の３次元構造（3D Fault Geometry）  

断層の走向・傾斜など  

これまでに示したように、CO2 地中貯留においては、断層シールに関するリスク

評価を行うべき項目は次の３点であり、現在でも評価技術がある（図 4.7.4-2）。  

・断層岩が形成されているかどうか？  

・Juxtapose しているかどうか？  

・断層の再活動性があるかどうか？  

それぞれのサブファクターに含まれる項目の集約とリスク算定法ならびにほかの地

質リスクとの重み付けが今後の課題である。  

 

(2) 断層評価（リスクアセスメント） 

安全性評価の１つである漏洩シナリオと対策について、平成 17 年の IPCC の特別報

告の中で取り上げられて以降、漏洩シナリオと対策に関する議論が一層深まってきて

いる。漏洩の対策として、特にここ 2、3 年ほど注目されているのが「修復（remediation

あるいは mitigation）」である。なかでも漏洩の可能性がある経路として７つ項目を取

り上げ、それぞれに対する対策として、概念的な「修復」方法が提示されている（図

4.7.4-3）。  

【漏洩シナリオ A】  

・圧入による CO2 圧力上昇が上部シール層の毛管圧 /圧力シールを超えて、漏洩す

る。  

・修復対策として、地下水の抽出と CO2 除去（浄化）を行う。  

【漏洩シナリオ B】  

・遊離 CO2 がトラップからリークし、上位の帯水層中を移動し、断層を通じて上

昇・漏洩する。  

・修復対策として、地下水の抽出と CO2 除去（浄化）行う。  
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【漏洩シナリオ C】  

・CO2 がシール層のギャップを通じて上位帯水層へと漏洩する。  

・修復対策として、CO2 を取り除き、ほかの場所に再圧入を行う。  

【漏洩シナリオ D】  

・圧入 CO2 がアップディップへ向かって移動する場合、貯留層の地層圧力や断層

の浸透率が高くなる。  

・修復対策として、圧入量（レート）下げる、あるいは圧入圧力を下げる。  

【漏洩シナリオ E】  

・密閉が不十分な古い石油廃坑井を通じて CO2 が漏洩する。  

・修復対策：セメントを使用して再廃坑により井戸を密閉する。  

【漏洩シナリオ F】  

・CO2 と地層水との境界で地下水流によって溶解した CO2 がクロージャー外に移

動してしまう。  

・修復対策として、漏洩を防止し、再圧入を行う。  

【漏洩シナリオ G】  

・溶解 CO2 が大気もしくは海洋に漏洩する。  

・修復対策として、漏洩を防止し、再圧入を行う。  

 

修復は、要素技術というよりも要素技術の集まったものの総称と言うべきかもしれ

ない。さらに言えば、戦略の一つと呼ぶ方が適切かもしれない。具体的には、例えば、

漏洩の兆候が認められた場合、その圧入サイトから別のサイトへ移動し、そこで圧入

を再開するというものである。なお、最近 IEA は、貯留層からの CO2 漏洩に関する修

復について取りまとめた報告書を公表した（ IEA Greenhouse Gas R&D Programme, 

2007）。この報告書は、さまざまなタイプの漏洩に対して修復の具体的な方法を提案し

ている。ただし、注意しなければならないのは、修復の前に漏洩という問題があり、

それら全体を包括したものに関して法的規制との関係が生じることである。この点で、

この IEA の報告書の内容がそのままわが国に当てはまらない面もあると考えられるこ

とから、今後は慎重な議論が必要となる。  
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図 4.7.2-1 申川油田 EOR 生産挙動  



 1159

 

 
 

図 4.7.3-1 注水試験前後に観測された地震の累積回数  

 

 

 

 
 

 

図 4.7.3-2 野島断層周辺における S 波振動方向の分布  
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図 4.7.3-3 トルコ・北アナトリア断層での S 波スプリッティング解析結果  

 

 

図 4.7.4-1 断層リスクファクター  
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図 4.7.4-2 断層シールリスク評価の基準例  
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図 4.7.4-3 想定される漏洩シナリオとその対策（修復）方法   

 




