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まえがき 

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

(RITE)が実施した平成 20 年度「二酸化炭素地中貯留技術研究開発」の成果を取りまとめ

たものである。 

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

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

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

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

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

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

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

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

国内においても、平成 19 年 5 月には「美しい星 50（クールアース 50）」が発表され、世

界全体の温室効果ガス排出量を現状に比して 2050 年までに半減するという長期的目標が

提案された。この目標の実現には革新的技術が不可欠とし、重点的に取り組むべき革新技

術として 21 技術が選定され、その１つに CCS が取り上げられている。平成 20 年 7 月の

北海道洞爺湖サミット G8 首脳宣言においては、2020 年までに CCS の広範な展開を始め

るために、各国毎の様々な事情を考慮しつつ、2010 年までに世界的に 20 の大規模な CCS

の実証プロジェクトが開始されることを、強く支持すると発表された。  

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

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

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

らいとして平成 12 年度にスタートし、基礎研究、地質調査などを重ね、平成 15 年 7 月か

ら長岡市における CO2 地中貯留実証試験で、地下 1,100m の陸域地下深部塩水層に世界で

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

入終了し、実適用に向けた技術実証段階へ進展している。平成 20 年度は、安全評価手法

の開発、貯留層賦存量調査および、安全評価に関する国際機関や法的側面調査を実施した。

今までの研究開発を通じて集積できた二酸化炭素地中貯留の科学的技術的知見を今後の実

適用及び技術実証段階に必要な技術基盤構築に役立てればと考える次第であります。 

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

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

とする多くの関係者の方には、心から感謝申し上げます。 

平成 21 年 3 月 

財団法人 地球環境産業技術研究機構 
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要 約 

「二酸化炭素地中貯留技術研究開発」 

 

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

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

を進めている。平成 20 年度の研究開発の進捗状況は以下のとおりである。 

 

１．安全評価手法の開発 

(1)  安全評価手法の開発における基礎的研究  
基礎的研究の目的は、地下深部塩水層に圧入された二酸化炭素の長期安定性評価に係わ

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

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

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

平成 20 年度は、主に次の内容を実施した。 

CO2 地中貯留事業における安全評価手法の開発に関連する、a)安全性監視にかかわる基

礎的検究、b)帯水層の CO2 貯留性能評価に関わる基礎的研究、c)貯留 CO2 挙動予測手法

の信頼性向上、の 3 つの項目について進めた。その結果、a)においては貯留層内の CO2

挙動モニタリングの基礎となる弾性波速度と CO2 飽和度を直接的に検討できる基礎デー

タを得ることができた。また、シール層に関する評価試験手法構築につながる計測結果

を得た。b)については地化学シミュレーションにより、鉱物固定量に影響する因子を明

らかにできた。また c)においては、シミュレーションコード (GEM-GHG)を CO2 長期挙

動予測に関する基礎パラメータの寄与率や地質構造特性等の影響の検討に適用し、これ

により安全評価上の重要な基本特性を明らかにするとともに、適用性拡大の見通しを示

すことができた。  

 

(2) CCS の安全評価ガイドライン策定に係わる調査  
CCS（CO2 回収貯留）を円滑に進めるために、参考となる国内地中貯留事業の先行事例

を調査し、安全評価に関する制度や指針を整理し、CCS 事業のすべての実施工程に対する

安全評価ガイドラインの基本概念案を作成する事を目的とした。また、今後の CCS の貯

留候補サイトは、沿岸域に位置していることから、海底下での貯留事業になる可能性が高

い。海底下地層貯留において帯水層に圧入した CO2 が地質構造変化等により貯留層から層

外へ移行して海底下に到達して海中に気泡として発現する場合を想定して、海底下漏洩の

監視手法を安全評価手法の一つとして構築するものである。 
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平成 20 年度は、主に次の内容を実施した。 

CCS 安全評価ガイドラインを策定するために、参考となる国内地中貯留事業の先行事例

を調査し、その過程で抽出された安全評価に関する制度や指針を整理し、それらと海外に

おける先行事例をもとに CCS 事業のすべての実施工程に対する安全評価ガイドラインの

基本概念案を作成し、併せてガイドライン策定にあたっての課題を整理した。これらによ

り、海域と陸域において想定したモデル CCS 事業に対してこの安全評価ガイドライン基

本概念案を適用し、事業許可申請者の観点からみた課題と示唆を取りまとめた。 

海底下漏洩監視手法の検討においては、鹿児島湾奥の自然 CO2 発生海底において、音波

探査機器類を用いて気泡の発生位置、その部分の浅部地質構造把握について検討した。 

 

２．貯留層賦存量調査の研究 

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

在することを信頼性の高いデータで示すことであり、日本の地質状況において地中貯留が

実現可能な考え方および概念を整理するとともに、賦存量調査の調査手順・評価手順を全

国貯留層賦存量調査法としてとりまとめることにより、貯留層の全国的な分布および貯留

可能量の算定に反映することである。 

平成 20 年度は、主に次の内容を実施した。 

・中規模排出源近傍の貯留可能量評価を 4 地域（酒田沖、能代沖、三隅沖、八戸沖）

について実施し、CO2 貯留可能と判断される貯留層分布とその貯留可能量を明らか

にした。  

・貯留可能量調査の精度向上を図るため、全国にある既存の反射法地震探査測定データ

（海上保安庁、防災科学研究所など所有）の所在とそのデータの有効性を調査し、賦存

量調査として解析可能と判断できる測定データを収集・再解析を行った。 

・陸域から浅海域の地理的条件の変化に富んだ沿岸地域で反射法地震探査を実施し、沿

岸域の浅海における調査仕様の最適化条件を導き出し調査手法として取りまとめた。 

 

３．周辺関連調査 

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

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

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

能を確立することによって二酸化炭素地中貯留の普及に寄与することである。 

平成 20 年度は、主に次の内容を実施した。 

CCS 周辺関連調査として、CCS 実適用に向けて国内外の CCS に関する技術・政策・法

制度の調査、情報発信を行った。情報発信としては、CCS ワークショップ 2008 を、東京

ホテルグランドパレスにおいて開催（平成 21 年 9 月 26 日）した。また、CCS 関連の海
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外会合・国内委員会等へのアドバイザーとしての出席を行ったほか、国内外の講演会にお

いて CCS 技術や CO2 地中貯留技術の紹介と、これら技術の理解促進を図った。 
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第1編 概要 

第1章 事業概要 

1.1 事業目的 

地球温暖化は、温室効果ガス増加が原因であり、その原因のひとつは化石燃料の燃焼に

起因する二酸化炭素の大気への排出とされている。二酸化炭素の排出削減は、一刻の猶予

も許されない喫緊の課題であり、今後、省エネルギーや新エネルギー導入の促進とともに、

二酸化炭素排出削減技術の確立が望まれている。その中で有力な技術の一つである CCS

（CO2 回収貯留）技術は、発生する二酸化炭素を回収し、貯留する技術であり、二酸化炭

素削減に欠かすことのできない技術として期待されている。 

1997 年 12 月に開催された国際連合気候変動枠組条約第 3 回締約国会議（COP3）にお

いて京都議定書が採択され、2010 年におけるわが国の温室効果ガス排出が 1990 年比 6％

削減の目標で合意されている。さらに 2008 年 7 月の洞爺湖サミット G8 首脳宣言では 2050

年までに温室効果ガスを半減し、2010 年までに世界で 20 の大規模 CCS プロジェクトを

立ち上げることを強く支持する事が謳われ、世界各国でこの目標に向けて活動を進めてい

る。 

こうした中で二酸化炭素の地中貯留技術は CCS 技術を担う主要な技術であり、これまで

の天然ガスの地下貯蔵や石油増進回収等で蓄積した地中へのガス圧入・貯留技術を応用で

きることから、最も即効的かつ実用的な技術として期待されている。また、これまでの地

質調査の研究結果から、貯留の対象として考えられる日本近海の地下深部塩水層が十分な

貯留能力を有するとの試算もされている。しかしながら、対象層である地下深部塩水層内

での二酸化炭素挙動については充分な検証がなく、更に長期貯留に関する安全や環境影響

についても技術的、科学的な検討が十分とは言い難い。 

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

に長期に安定的かつ安全に貯留する技術を確立するための研究開発を行う。 

 

1.2 実施主体 

 財団法人 地球環境産業技術研究機構 

 京都府木津川市木津川台9丁目2番地 

 

1.3 実施期間 

自 平成20年4月 1日 

至 平成21年3月31日 
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1.4 実施体制 

1.4.1 事業管理体制 
事業の管理は図1.4-1に示す体制で行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.4-1  事業管理体制 

1.4.2 事業実施体制 

事業の実施は図1.4-2に示す体制で行った。 

 

図 1.4-2  事業実施体制 

1.4.3 事業担当責任者 

CO2貯留研究グループ グループサブリーダー  林 栄治 

 

1.4.4 経理担当者 

総務グループ 経理チーム チームリーダー  前田 浩 

 

 

財団法人 地球環境産業技術研究機構  

責任者  入澤  博

グループサブリーダー 林 栄治  グループリーダー 村井 重夫  

CO2 貯留研究グループ  

RITE エン振協分室 

研究推進委員会  
技術ワーキンググループ 

CO2 貯留研究グループ

理事長  事務局長 総務グループ 経理チーム  

研究企画グループ

CO2 貯留研究グループ

秋山 喜久  日高 哲男  グループリーダー  
   日高 哲男  

チームリーダー  
   前田 浩  

所長 茅 陽一 
グループリーダー 岡村 繁寛  

グループリーダー 村井 重夫  

財団法人 地球環境産業技術研究機構  

地球環境産業  

技術研究所 
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1.5 研究推進委員会および技術ワーキンググループ 

1.5.1  研究推進委員会 

(1) 委員会メンバー（敬称略） 

 委員長 田中 彰一 東京大学 名誉教授 

赤井  誠 (独)産業技術総合研究所エネルギー技術研究部門 主幹研究員 

石戸 恒雄 (独)産業技術総合研究所 地圏資源環境研究部門 主幹研究員 

榎本 兵治 東北大学  名誉教授 

大野 健二 (独)石油天然ガス・金属鉱物資源機構  
R＆D 推進部 

部長 

小野   透 新日本製鐵(株) 技術総括部  
エネルギー技術グループ  

グループ 
リーダー 

駒田 広也 （財）電力中央研究所 地球工学研究所 首席研究委員 

佐藤 光三 東京大学大学院 工学系研究科  
エネルギー・資源フロンティアセンター 

教授 

佐野 正治 国際石油開発帝石(株) 取締役執行役員

鹿園 直建 慶應義塾大学 理工学部 応用化学科 教授 

福島  透 中国電力(株)鳥取支社  
（委員就任時：電気事業連合会 技術開発部長） 

副支社長 

 

藤井   健 石油資源開発(株) 常務執行役員 

藤井 康正 東京大学大学院 工学系研究科 原子力国際専攻 教授 

藤田 和男 芝浦工業大学専門職大学院  
工学マネジメント研究科 教授 

松岡 俊文 京都大学大学院 工学研究科 社会基盤工学専攻 教授 

森田 信男 早稲田大学 理工学術院 教授 

委 員 
 (50 音順 ) 

山地 憲治 東京大学大学院 工学系研究科 電気系工学専攻 教授 

  

(2) 委員会の開催日 

 第１回委員会 平成 20 年 9 月 12 日 

 第２回委員会 平成 21 年 2 月 17 日 

 

 



 4

1.5.2 技術ワーキンググループ 

(1)技術ワーキンググループメンバー（敬称略） 

主 査 
佐藤 光三 東京大学大学院 工学系研究科  

エネルギー・資源フロンティアセンター 
教授 

稲森 敏泰 日本オイルエンジニアリング(株) 
 開発技術部 

理事 

江原 昌彦 電源開発(株) 水力エンジニアリング部 調査役 

駒田 広也 (財)電力中央研究所 地球工学研究所 首席研究員 

堀江 忠司 国際石油開発帝石(株) 技術本部  
技術基盤ユニット 

 

松岡 俊文 京都大学大学院 工学研究科 社会基盤工学専攻 教授 

 
委 員 

(50 音順) 

三津石裕士 (独)石油天然ガス・金属鉱物資源機構 
 R＆D 推進部 

審議役 

 

(2)技術ワーキンググループの開催日 

  第１回 技術ワーキンググループ  平成 20 年 8 月 28 日 

  第２回 技術ワーキンググループ  平成 20 年 10 月 31 日 

 第３回 技術ワーキンググループ  平成 20 年 12 月 2 日 

  第４回 技術ワーキンググループ  平成 21 年 2 月 6 日 

 

＊ 委員の方々の所属等は、平成２１年 3 月末現在のものである。 
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1.5.3  平成 20 年度研究推進委員会及び技術ワーキンググループ活動報告 

(1) 第 1 回 技術ワーキンググループ 

日時：平成 20 年 8 月 28 日（金）13:30～16:30 

場所：虎ノ門パストラル 新館 6 階「ロゼ」 

出席：佐藤光三主査、稲森敏泰委員、江原昌彦委員、駒田広也委員、堀江忠司委員、 

   松岡俊文委員、三津石裕士委員 

議題： ①二酸化炭素地中貯留技術を取巻く最近の情勢 

 ②平成 19 年度 研究推進委員会・ＷＧ議事概要 

 ③安全評価手法の開発の平成 19 年度の成果概要と平成 20 年度の研究計画 

 ④全国貯留層賦存量調査の平成 19 年度の成果概要と平成 20 年度の研究計画 

 ⑤周辺関連調査について 

 ⑥地中貯留プロジェクト（8 ヵ年）の取りまとめ 

 ⑦「CCS ワークショップ 2008～CCS 技術開発の現状と課題～」開催について 

審議概要： 

 冒頭に二酸化炭素地中貯留を取り巻く最近の情勢（日本 CCS 調査株式会社設立、洞爺

湖サミット G8 首脳宣言、経済産業省 CCS 研究会再開など）について報告した後、平成

20 年度二酸化炭素地中貯留技術研究開発研究の計画について審議いただいた。 

 基礎的研究では、開発中の室内弾性波トモグラフィー装置により飽和度を定量化できる

点に期待が寄せられた。 

 海底下漏洩監視手法の高度化については、どの様な経路をたどって漏出し、どの様に影

響が現れるのかというシナリオを想定し、それに基づいた試験を考える必要があるとのご

指摘をいただいた。 

 賦存量調査では、地震探査手法の適応性検討（テストシューティング）の実施地点につ

いては、次期候補地点を考慮に入れるべきとのご意見をいただいた。                               

 

(2) 第 1 回 研究推進委員会 

日時：平成 20 年 9 月 12 日（金）13:30～16:30 

場所：ニッショーホール大会議室 

出席：田中彰一委員長、石戸恒雄委員、榎本兵治委員、大野健二委員、小野 透委員、 

   駒田広也委員、佐藤光三委員、佐野正治委員、鹿園直建委員、福島 透委員、 

   藤井 健委員、藤井康正委員、藤田和男委員、松岡俊文委員 

議題： ①平成 20 年度研究推進委員会の進め方について 

 ②安全評価手法の開発の平成 19 年度の成果概要と平成 20 年度の研究計画 

 ③全国貯留層賦存量調査の平成 19 年度の成果概要と平成 20 年度の研究計画 

 ④地中貯留プロジェクト（8 ヵ年）の取りまとめ 

 ⑤「CCS ワークショップ 2008 ～CCS 技術開発の現状と課題～」開催について 
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審議概要： 

 平成 20 年度の研究推進員会の進め方（ＷＧ体制の改正など）について報告し了承を得

た後、平成 20 年度二酸化炭素地中貯留技術研究開発研究の計画について審議いただいた。 

 基礎的研究では、キャップロックのシール能力事前評価が重要であり、試験方法開発へ

の取り組みについて期待が寄せられた。 

 海底下漏洩監視手法の高度化については、「海底浅部地層における CO2 漏洩のシナリオ

検討」を先に検討した上で、「海底の気泡をモニタリングするなど」の手法の位置付けの明

確化が必要とのご指摘をいただいた。 

 賦存量調査では、圧入途中でも常に正確な貯留量の情報を得るためのシミュレーション

技術の開発は必要であるとのご意見をいただいた。 

 岩野原実証試験に関する「地中貯留プロジェクト（8 ヵ年）の取りまとめ」の報告書（案）

を委員に配布した。 

 

(3) 第 2 回 技術ワーキンググループ 

日時：平成 20 年 10 月 31 日（金）10:00～12:00 

場所：航空会館 701 会議 

出席：佐藤光三主査、稲森敏泰委員、駒田広也委員、堀江忠司委員、松岡俊文委員 

議題： ①安全評価手法の開発の進捗状況について 

 ②安全評価手法に係る中長期研究計画 

審議概要： 

 安全評価手法の開発の実施状況について審議いただいた。 

 海底下漏洩監視手法の高度化については、海底下地層貯留における CO2 移行経路案につ

いて説明し、「CO2 漏洩のシナリオや監視対象を明確にすることが必要」とのご指摘をい

ただいた。 

 基礎的研究については、貯留層内の CO2 反応に関する評価手法、CO2 飽和度と弾性波速

度変化の関連性、シール層評価、鉱物固定の定量評価および挙動予測手法の信頼性向上に

ついて報告した。 

 今後の安全評価手法開発方針として、「RITE における CCS 安全評価手法開発を中心と

する CCS ロードマップ」について説明した。 

 

(4) 第 3 回 技術ワーキンググループ 

日時：平成 20 年 12 月 2 日（火）15:00～17:00 

場所：航空会館 701 会議室 

出席：佐藤光三主査、稲森敏泰委員、江原昌彦委員、駒田広也委員、堀江忠司委員、 

   松岡俊文委員、三津石裕士委員 

議題： ①大～中規模排出源近傍の貯留可能性評価について 
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 ②沿岸域実調査（テストシューティング）について 

審議概要： 

 貯留層賦存量調査の実施状況について報告し、審議していただいた。 

 貯留層賦存量調査においては、調査方法を文献調査から堆積層解析･移層解析と進めてい

るが、それぞれの段階で見積もった量がどういう風に変わるのかを示して頂きたいとのご

指摘をいただいた。 

 CO2 圧入・貯留挙動ケーススタディの対象サイトとしては、反射法データおよびボーリ

ングデータが豊富である大阪湾が望ましいと説明し、ご理解をいただいた。 

 今後も貯留量の算定等について様々な取り組みが必要であるが、これまでの調査研究の

それぞれの位置付け・意味などを整理し、取り組むようにとのご意見をいただいた。 

 

(5) 第 4 回 技術ワーキンググループ 

日時：平成 21 年 2 月 6 日（金）14:00～16:00 

場所：富国生命ビル 中会議室 

出席：佐藤光三主査、稲森敏泰委員、駒田広也委員、堀江忠司委員、松岡俊文委員、 

   三津石裕士委員、鳥羽瀬孝臣様（江原昌彦委員代理） 

議題： ①平成 20 年度 二酸化炭素地中貯留技術研究開発の研究成果について 

 ②平成 20 年度 研究推進委員会･技術ＷＧ活動報告 

 ③IEA-GHGT9 報告 

 ④IEA CCS Roadmap Meeting 報告 

審議概要： 

 平成 20 年度の成果について報告し、審議していただいた。 

 基礎的研究においては、今年度の研究成果（貯留層内の CO2 反応に関する評価手法、CO2

飽和度と弾性波速度変化の関連性、シール層評価、鉱物固定の定量評価および挙動予測手

法の信頼性向上）について報告した。 

 挙動予測手法の報告では、GEM-GHG の計算領域上部境界条件と斜め断層の設定に関し

て、現実の地層と圧力伝播をより考慮する方法についてコメントをいただいた。 

 海底下漏洩監視手法の高度化については、「海底からの CO2 漏洩量の表現は、漏洩時の

面積を入れて表すように」とのコメントをいただいた。 

 貯留層賦存量調査の報告では、「大阪湾のスタディは賦存量をイメージするためのスタデ

ィである」とのコメントをいただいた。 

 

(6) 第 2 回 研究推進委員会 

日時：平成 21 年 2 月 17 日(火)14:00～16:00 

場所：富国生命ビル 第 1 会議室 

出席：佐藤光三委員長代理、赤井 誠委員、榎本兵治委員、大野健二委員、小野 透委員、 
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   駒田広也委員、鹿園直建委員、藤井 健委員、藤田和男委員、松岡俊文委員、 

   森田信男委員、山本一雄様（佐野正治委員代理） 

議題： ①平成 20 年度 二酸化炭素地中貯留技術研究開発の研究成果について 

 ②平成 20 年度 研究推進委員会･技術 WG 活動報告 

 ③IEA CCS Roadmap Meeting 報告 

審議概要： 

 平成 20 年度の各研究の成果について報告し、審議いただいた。 

 安全評価手法の開発における基礎的研究においては、今年度の研究成果（貯留層内の CO2

反応に関する評価手法、CO2 飽和度と弾性波速度変化の関連性、シール層評価、鉱物固定

の定量評価および挙動予測手法の信頼性向上）について報告した。 

 安全評価に関する全般のご意見として、安全評価の考えについては、超長期的視点かも

う少し短期的に考えるのか議論が必要とのご意見や、漏洩は、断層シナリオ、坑井伝達の

漏洩、人間行為の帯水層侵入など具体的シナリオの検討が必要、また、地下深部塩水層に

CO2 を入れる場合の地中微生物への影響検討も必要ではないかとのご意見をいただいた。 

 鉱物固定化のシミュレーションとして熱力学的平衡論ではなく、反応速度モデルや長期

的地下水流動反応モデルの検討が必要ではないか、また、長期的に帯水層内の CO2 の外側

を取り囲むような３次元的形での炭酸カルシウム析出の効果も検討できれば、安全に関す

る話が可能になるように期待されるとのご意見をいただいた。 

 モニタリングに関して、今後実施する大規模実証試験では、海域のため岩野原のような

観測井を何本も掘れる状態では無いことから、3D サイスミックなどでモニタリングする

ような形でなければ難しいと考える、引き続き基礎的な所から追求して欲しいとのご要望

を受けた。 

 CO2 の移行に関して、断層そのものが全て高い導通性を持っているとの考えはなく、活

断層と断層破砕帯を区別して考える必要があり、断層そのものに関する取り扱いについて

は、社会的に重要性が非常に高い。また、断層が存在している所でもガス田が存在してい

ると言うことは、ガスは数千万年単位で大きく漏れていないことを意味する。断層につい

て考え方を整理しておく必要があるとのご指導をいただいた。 

 海底下漏洩監視手法の高度化に関しては、海底からの湧出量が自然界からの排出量と比

べて影響があるものか、もう少し検討する余地があると思うとのご意見をいただいた。 

 貯留層賦存量調査に関しては、深層地下水について滞留時間・水理等を調べると良いと

のご意見をいただいた。 
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第2章 平成 20 年度 実施内容および成果概要 

2.1 事業の内容 

本事業は、わが国における CCS の本格導入に向けて、地下深部塩水層への CO2 圧入を

安全に実施できること及び適切なモニタリングにより地中における貯留が安全かつ安定し

て行われていることを明らかにするため、安全性評価・信頼性の醸成に必要な技術や手法

として、貯留層の CO2 挙動解析や長期的な安全評価に関する手法を開発し、CCS 推進に

寄与するものである。 

CCS の実用化においては、CO2 の排出源から貯留地点までの輸送コスト低減を図ること

が重要なため、本事業の貯留層賦存量調査では大～中規模の二酸化炭素排出源近傍におけ

る CO2 貯留可能な地域として沿岸域を選定し、その地域における CO2 貯留可能と判断さ

れる貯留層分布と貯留可能量を算定するものである。また、地中貯留の実用化段階におい

て、対象沿岸域の精密な地質構造を調査し CO2 貯留層に関する高精度な評価を行うために

は、反射法地震探査が最も望ましいと考えられるが、沿岸域においては海面・海底間の多

重反射による解析精度低下などの課題があるため、それらを整理し、実用化に向けた提案

を行うものである。 

また、CCS の関連技術調査では、IEA 等の国際関係機関や、海外 CCS プロジェクトと

の連携・情報交換を積極的に行い、CCS 事業導入に際して必要となる社会的信頼性の醸成

に資する情報提供を行うものである。 

これらの目的に対して、下記の研究項目を実施した。二酸化炭素地中貯留技術研究開発

の実施項目は図 1.2-1 に示すように大きく分けて 3 つの項目から構成されている。それぞ

れの内容を以下に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.2-1  二酸化炭素地中貯留技術研究開発の実施項目 

周辺関連調査  

貯留層賦存量

調査  

国内外の CCS 動向調査  

CCS 普及促進活動  

CCS の安全評価策定に係る調査

安全評価手法
の開発  

二酸化炭素地中貯留

技術研究開発  

地震探査手法の適用性検証  

沿岸域貯留可能性評価 

安全評価に向けた基礎的研究  
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2.2 実施内容および成果概要 

2.2.1 安全評価手法の開発 

(1) 安全評価手法の開発における基礎的研究 

〔背景と目的〕 

 地中貯留の本格導入に向けて安全評価手法を確立し、それに沿って貯留サイトの事前評

価、圧入運転、モニタリングを実施する必要がある。このために、圧入二酸化炭素の地層

内部での短～長期的な挙動を理解す

る必要がある。二酸化炭素の各トラ

ップ形態に対するポテンシャルやモ

ニタリングの可能性、浅部移行評価

におけるキーパラメータ、シール層

の遮蔽性能評価、地中貯留の実用化

に向けて各特性の把握と蓄積を行う

ことを目的とした（図 2.2.1-1）。 

 

 

〔主な成果と課題〕 

①弾性波による残留二酸化炭素飽和率測定 

貯留層に圧入された CO2 の挙動をモニタリングする事は、地中貯留の安全評価や将来の

CDM 適用において重要である。長期挙動モニタリング（drainage~imbibition1)）手法と

して弾性波によるモニタリングが有効であると考えられているが、CO2 飽和率 20%を境界

として弾性波速度には変化が見られなくなるということが指摘されている。そこで、本年

度は、室内実験において砂岩コア試料を用いて、残留ガストラップ 2)状態を実験的に再現

し、そのときの CO2 飽和率の変化を弾性波によってモニタリングする事を目的に弾性波速

度測定実験を行った。 
 

 

図 2.2.1-2 Berea 砂岩における弾性波速度変化 

図 2.2.1-1 基礎的研究の対象 

シール層

貯留層

③二酸化炭素挙動の
感度解析

②超長期二酸化炭素貯留メカニ
ズムにおける鉱物固定の評価

①弾性波による
残留二酸化炭素

飽和率測定

④泥質岩を用いた
シール性能測定手法の開発

物理的トラップ

残留ガストラップ

溶解・鉱物トラップ

各トラップ形態の
定量化とモニタリング

浅部への移行評価

二酸化炭素注入時  水注入時  

残留ガストラップ状態  
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Berea 砂岩および多胡砂岩を用いて実験を行った結果、CO2 注入時には弾性波速度変化

が測定された。その後、注入が進むと弾性波速度変化が見られなくなった（図 2.2.1-2）。

しかし、弾性波速度の変化が確認されなくなった状態でも、弾性波の振幅は変化し続ける

ことも同時に確認された。これらの事から、弾性波速度および振幅の変化の測定により、

CO2 挙動モニタリング（CO2 飽和率の変化）が可能となることが示された。 
 

注 1)  drainage ：排出。CO2 の注入に伴って、CO2 によって水が孔隙から押し出され排出される過程  
imbibition：吸水・浸潤。CO2 で満たされた孔隙中に水が再注入され、CO2 が水によって孔隙から押し出

される過程  
注 2) 地層内の微視的な空隙を CO2 流体相が浮力ないし他の駆動力によって移動する場合に、水相が空隙へと

回復する際に毛管力と濡れ性によってヒステリシス効果が生じ、空隙内に CO2 流体相がトラップされる

メカニズム  

 

②超長期二酸化炭素貯留メカニズムにおける鉱物固定の評価 

圧入された CO2 は地層水に溶解後、鉱物との反応により流動性が失われてより安定的に

貯留される。したがって長期的な安全性を評価するためには、CO2 の溶解量および鉱物固

定されるポテンシャルを把握することが必要となる。長岡実証試験サイトの地層水を熱力

学計算により CO2 の鉱物固定量を算

定した手法を基に、平成 20 年度では、

国内の他の地域について地層水組成

の違いに着目して比較検討を行った。 

国内 4 地域の地層水組成を基に鉱

物固定ポテンシャルを比較した結果、

鉱物固定される pH範囲に地域ごとの

差があったが、いずれも 1kg の貯留

層岩石あたりの最大鉱物固定量はお

よそ 20g（0.44mol/kgs）と評価でき

た（図 2.2.1-3）。 

 

③二酸化炭素移行に関する感度解析 

貯留層外部への CO2 移行に関する要因として未検出断層に注目し、貯留サイト付近に浸

透性のある未検出断層が存在する場合、貯留層内の CO2 が浅部へ移行する可能性につい

て、CO2 の移行特性の理解とそのモニタリング手法の検討が必要である。このためには長

期挙動予測を考慮したシミュレーションを使用した安全性評価手法の確立が重要である。

これらの事から、平成 20 年度は移行挙動に大きな影響を与える要因を抽出するために、

極端ケースを想定して、浅部への CO2 移行の感度解析を実施した。 

計算パラメータとして移行経路の開口幅、長さ、位置等を設定して感度解析を実施した

結果、移行経路の開口幅の影響は小さく、移行経路までの距離が最も大きな影響を与える

長岡実証 
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ことが明らかになった（図 2.2.1-4）。このことから貯留サイト選定における CO2 移行解

析においては、断層規模よりも断層位置について十分検討する必要があることが示された。 

 

  

図 2.2.1-4 極端ケースにおける 2,000 万トン圧入 1,000 年後の二酸化炭素飽和度分布 

 

④泥質岩を用いたシール性能測定手法の開発 

CO2 地中貯留において、貯留層上部を覆う難浸透性泥質岩（シール層）からの CO2 漏洩

を防止するためには、シール層の超臨界 CO2 に対する浸透閾値圧力（threshold pressure）

を的確に把握し、それに見合う適正な圧入圧力で貯留することが必要となる。このために

は、超臨界 CO2 に対するシール層の遮蔽性能を評価する実験的手法を確立することが重要

である。平成 19 年度では基礎となる測定方法を開発し、平成 20 年度にこの測定手法を改

良し、CO2 浸透実験の条件変更により、threshold pressure 計測の可能性を検証した。 

この結果、超臨界 CO2 が泥質岩中を移行する際、試料前後の圧力差と試料の歪変化およ

び流量変化の関係が明らかとなり、threshold pressure の計測が可能であることが示され

た。また、今回用いた定流量法によってより簡易な測定法の開発が原理的に可能であるこ

とが示された。 

 

(2) CCS の安全評価策定に係る調査 
〔背景と目的〕 

 CCS 実施に必要な基盤技術を確立するための施策としての CCS 大規模実証試験の事前

調査が平成 20 年度に着手され、現在、全体設計や実証試験候補地サイトの選定が進めら

れている。この試験の目的は、火力発電所等の大規模発生源から分離回収した CO2 を年間

約 10 万トン規模で地下深部塩水層へ貯留する技術を開発し、圧入後の CO2 長期挙動予測

シミュレーション技術、モニタリング技術等の確立を図ることである。この実証試験を成

功させ、今後の実用化につなげるためには、地中への CO2 貯留の安全性や設備の安全性評

価、漏洩 監視等を制度化するとともに、信頼性の醸成手法等の高度化を図ることが重要で

ある。RITE では、平成 12 年度から国内での CO2 地中貯留技術研究開発に取り組んでき

たが、今後、わが国において CCS を円滑に本格導入するためには、CCS の安全性を第三

移行経路までの距離：2,000m 移行経路までの距離：500m 

断層  

圧入井  

貯留層  

シール層  

帯水層  

帯水層  

シール層  

断層  

圧入井  

貯留層  

シール層  

帯水層  

帯水層  

シール層  
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者的に評価し、社会に発信することが必要条件になるため、安全評価指針の策定を含めた

安全評価手法の開発が望まれている。一方、実証試験では規模の拡充とともに、海底下に

位置する地層が貯留対象となることから、海洋への CO2 の影響評価等の課題への対応が必

要である。そこで、本章では CCS の安全性評価手法を確立するための予備検討として、

類似事例事業での安全評価について調査を行い、得られた情報を整備し、今後の CCS 安

全評価ガイドライン策定に必要な要件について整理した。また、万が一のケースとして、

海底下に貯留された CO2 が貯留層からシール層、上部地層を通過して、海底下面に到達す

ることを想定し、CO2 の移行経路の推測と、これを監視するためのモニタリング手法の検

討を行った。 

 

〔主な成果と課題〕 

①CCS 安全評価ガイドライン策定検討 

a 国内地中事業事例調査 

国内の深部地層を利用した地中事業の先行事例として、地熱発電事業（高温岩体発電を

含む）、液化石油ガス地下岩盤貯蔵事業、高レベル放射性廃棄物地層処分事業について、そ

れらの安全評価の事例を調査した。これらの先行事例は、CCS 実施工程のうち、「圧入サ

イトの選定」、「圧入施設建設」にかかる安全評価ガイドラインの参考となる情報を含んで

おり、特に「地熱調査井の掘削標準・指針」と「放射性廃棄物地層処分安全規制制度」は、

参考となった。 

 

b 安全評価ガイドライン調査 

先行する地中事業の技術安全基準にかかる制度や指針などを参考として、国内の CCS

事業に適した CCS 安全評価ガイドラインの基本概念案を作成した。 

CCS 事業を主に技術に関する実施工程を 9 区分（①圧入貯留サイトの選定、②事前環境

影響評価、③CO2 の回収、④圧入施設建設と CO2 圧入、⑤圧入期間中のモニタリング、⑥

圧入サイトの閉鎖、⑦圧入サイト閉鎖後の管理、⑧異常時の対応措置、⑨CCS 事業の終了）

に分けた。次に各工程について、安全評価に関わる国内法令等による技術要求事項および

国内外における技術要求事項を整理し、最後にこれらを踏まえた安全評価ガイドラインの

基本概念案および課題と特記事項を取りまとめた。 

 

c CCS 安全評価手法の事例研究 

CCS 事業の安全評価ガイドライン策定に際し、CCS 仮想サイトにおける地域特性（地

質学的、法令、自然環境等）を分析し、CCS の安全評価に関する要件を抽出した。 

CO2 圧入貯留サイトの選定作業は、安全性を確保する観点から CCS 事業にとって決定

的に重要な工程である。準拠すべき制度の要求事項を満たしながら、特に圧入貯留サイト
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の選定工程についてはさらに踏み込んだ具体的かつ定量的な記載が必要であることを明ら

かにした。 

②海底下 CO2 移行解析手法の開発 

a CO2 移行シナリオの策定について 

地下深部の貯留層に圧入された CO2 は、貯留層上位のシール層によって遮断されると推

測されるが、万が一の場合に備えるため、貯留層外から上方へ移動する CO2 の移行経路に

ついて、要因と事象について想定した。貯留 CO2 を貯留層外部に移出させる要因としては、

地震や地殻応力変化に起因する貯留層亀裂形成、断層活性化、シール層損傷、坑井劣化が

挙げられるが、事象に関する量的評価や、速度的評価については CCS リスク評価のため

の基準値設定の観点から、早急の検討が求められる課題であることを明らかにした。 

 

b 音波探査を用いた海底下 CO2 移行予測手法の検討 

海底下地層に貯留された CO2 が、万が一の地殻変動などの要因により、貯留層内から外

部へ逸出し、上方へ移動して海底下に到達することを想定し、これを予測する手法として、

音波探査手法を用いた海底面の監視、海底下浅部の地質構造を評価するためのデータ取得、

解析手法の検討を行った。 

鹿児島湾奥の自然 CO2 が海底から噴出している場所（通称：たぎり区域）において、音

波探査装置のサイドスキャンソナーおよびサブボトムプロファイラーを作業船から垂下

し、観測を行った。サイドスキャンソナーでは、海底から海中への気泡の噴出の確認、そ

の海底地形の特徴などを観察するとともに、サブボトムプロファイラーでは、海底下浅部

の地層を観察した。 

また、水中測量装置を取り付けたサイドスキャンソナーの結果から求めた気泡噴出位置

に遠隔操作無人探査機（以下、ROV）を潜航させ､海底から気泡が噴出していることを目

視確認するとともに､その状況観察を行った。また、ROV に取り付けた水中測量装置で気

泡噴出位置を特定した。さらに、水深およそ 30m の位置に設置した気泡発生装置から気泡

を発生させ､サイドスキャンソナーで観察した。 

その結果、サイドスキャンソナーで観察した気泡が、ROV による観察で海底から噴出し

ている気泡であることを確認した。また、サイドスキャンソナーによる観察で得られた気

泡発生位置と､ROV で特定した位置とのずれが誤差と考えられる範囲内にあることが確認

できた。 

 

2.2.2 貯留層賦存量調査 

〔背景と目的〕 

平成 19 年度までに、全国貯留層賦存量調査において、大～中規模排出源近傍における

貯留可能性を検討した地域は、14 ヶ所におよび、収集できる文献を主体に貯留可能性を検

討してポテンシャルを明らかにしてきたが、各地域において、質・量が異なる地質データ
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をもとに貯留可能量の算定を行うことや、CCS の本格導入に向けて、貯留ポテンシャルの

精度向上を計ること等が必要である。また、陸域から浅海域での高分解能の地質データを

取得することも必要となっている。したがって、貯留層賦存量調査では、地下深部塩水層

を貯留層とした場合、日本において十分な二酸化炭素の貯留可能量が存在することを十分

な信頼性を持って示すことを目的とした。 

 

〔主な成果と課題〕 

①沿岸域貯留可能性評価 

a 既存反射法データ収集および再解析 

これまでの調査は、主に既存の文献資料をもとに貯留可能性を検討してきたが、全国を

大きく 4 分割し、全国にある既存の地震探査結果による反射法データを北から南まで各関

係機関に対してヒアリングし、データを収集した。併せて、各地域にある公的機関や民間

により調査されたボーリングデータについても収集調査した。さらに、反射法データ収集

で得られた反射法地震探査のデジタルデータを再解析し、それら地域の貯留可能性を裏付

けるとともに、既に調査した地域の貯留可能量に対して比較検証するための再解析を実施

して精度向上を図った。 

  

b 大～中規模排出源近傍の貯留可能性評価 

大～中規模排出源近傍の貯留可能性検討において、八戸沖、能代沖、酒田沖、三隅沖を

選定し、貯留可能性検討に加え、排出源近傍における貯留可能量を算定した。 
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大阪湾
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22 沖縄本島

　　　　　　　　　　　　　 　凡　　例

　　　　　　　中規模排出源近傍の検討地区
　　　　　　　　※ 「瀬戸内海」は大規模排出源に含まれる

　　　　　　　　　　　 が、これまで未検討のため検討地区に含む。

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

H18調査

H17調査

H19調査

⑦仙台湾

東京湾

伊勢湾

大阪湾
⑳松島沖

・ 大規模排出源近傍の貯留可能性調査

平成１７年度 〔伊勢湾、大阪湾、北部九州、東京湾〕

・ 中規模排出源近傍の貯留可能性調査

平成１８年度 〔函館湾、仙台湾、富山湾、

相馬～鹿島沖(北)、別府湾、沖縄〕

平成１９年度 〔内浦湾、秋田沖、天草沖、松島沖〕

平成２０年度 〔八戸沖、能代沖、酒田沖、三隅沖〕

⑮瀬戸内海

21

23

H20調査

⑨鹿島沖(南）

⑧相馬～鹿島沖（北）

⑩富山湾（陸）

⑲別府湾

北部九州
（小倉・松浦）

2222

 

図 2.2.2-1 大規模・中規模排出源近傍の貯留可能性調査地域 
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さらに、東京湾においては、平成 17 年度に 44 億 t-CO2 の貯留可能量を示していたが、

今回は新たに水理地質構造図を作成し貯留可能量を見直した。また、これまで実施した調

査成果である「全国貯留層賦存量調査の調査法ガイドライン・データベースシステム・貯

留層賦存量 Map」について、今年度の成果を踏まえて改訂作業を行った。 

 

②地震探査手法の適用性検証 

わが国で二酸化炭素地中貯留の可能性がある地域は、多くが沿岸～浅海域に位置してい

る。しかしながら、これらの場所は反射法地震探査の適用が困難であることから、陸上や

海上に比べ既存の調査例が少なく、未だ探査技術も充分に確立されていない。このため、

沿岸～浅海域にて反射法地震探査の実地試験（図 2.2.2-2）を行い、同地域特有の条件（地

形・水深）を考慮した、効果的かつ高分解能な反射地震探査の調査仕様、ならびに最適な

調査システムの組合せについて検証を行った。その結果、浅海域における標準的現場作業

仕様を得た。 

 
図 2.2.2-2  浅海域における反射法地震探査方法 

 

2.2.3 周辺関連調査 

〔背景と目的〕 

洞爺湖サミットにおいて「CCS に対する具体的な数値目標である 2010 年までに世界的

に 20 の大規模な CCS 実証プロジェクトが開始されることを支持する」と首脳宣言で公表

され、今後 CCS に関する活動が世界的に活発になることが想定される。豪州においても

大規模 CCS プロジェクトの推進を支援するために、グローバル CCS イニシアチブの設立

準備がなされ、IEA や CSLF といった CCS に関連する国際的組織の活動が活発化し、上

述数値目標の達成のために様々な活動が加速される。このような背景のもと、わが国にお

いても CCS 導入促進を検討するための基礎的検討をする必要性がさらに高まっている。 

わが国における CCS 導入促進を検討するための基礎的調査を行うため、EU「CCS 指令

案」、オーストラリア「沖合い石油法の改定」及び米国「地下注入管理プログラム クラス

Ⅵ」を対象に CCS 実施のための法規制や安全評価のあり方の把握を目的とした。また、

CCS 事業推進のために許認可申請・取得が必要となることが想定され、海外での実用化し
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たワイバーン EOR プロジェクトとスノービットプロジェクトを例に許認可構造と許認可

基準の把握を目的に基礎調査を実施した。 

 

〔主な成果と課題〕 

①海外法規制動向調査 

各法規制の特徴を以下に示す。 

ａ「CCS 指令案」：検討が最終段階にあり、指令案には次の事項の記載が特徴的である。

(1) サイト選定、リスク評価が必要であること、(2) 圧入後の責任所在が明確化されて

いること。 

ｂ「沖合い石油法の改定」：CCS 事業を行う際の各種権利、アセスメントと貯留層の試験、

パイプライン輸送、貯留に関する規制、既存石油事業における権利等の調整を行うこ

とを目的として改定されている。 

ｃ「地下注入管理プログラム」：飲用地下水源の汚染防止のため地下への流体注入行為を

規制するプログラムであり、CCS のための新しい井戸の分類（クラスⅥ）が追加され

井戸に対する最低限の用件を提案している。坑井の建設や運転要件は定性的であるが、

技術的には詳細な記述が多い。 

 

②安全評価の考え方 

上記３法規制の安全評価に関する考え方について次に示す。 

ａ「CCS 指令」：「指令」という位置づけで各加盟国の国内法令で反映すべき規定を示し

たものである。その詳細は各国に委ねられている。「CCS 指令」には技術的な詳細記

述は少ない。 

ｂ「沖合い石油法の改定」：石油生産関連権利との調整の枠組みを制定したものであり、

安全評価に関連する技術的な記述は少ない。 

ｃ「地下注入管理プログラムクラスⅥ」：飲料水としての地下水の安全性確保を目的にし

ており、CO2 圧入の環境影響については、別途 EPA の法規制に準じている。 

 

③海外許認可基礎調査 

ワイバーン EOR プロジェクトとスノービットプロジェクトは、両者とも化石燃料採掘

事業であり、その枠組みの中で二酸化炭素貯留が行われている。したがって、貯留設備も

化石燃料採掘設備の一部であり、許認可も既存の化石燃料採掘に関連する法規制が適用さ

れていたことがわかった。適用した既存法の中には二酸化炭素貯留に特有な項目は確認で

きなかった。 

許認可体制については、ワイバーン EOR プロジェクトでは、「分離・回収」、「輸送」、「貯

留」の各事業において許認可段階で管轄当局、専門家等から構成される諮問委員会が設置

され、審議し許認可を行うプロセスを経ている。CO2 貯留事業が EOR 事業の一環として
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みなされていることから、事業の許認可及び諮問委員会を管轄するのは EOR 事業の規制

当局である。一方、スノービットプロジェクトでは、事業の許認可段階において CCS 事

業全般に関し、行政、議会の場で審査されている。 

両プロジェクトは、概ね既存法規制や体制で対応していることから、CO2 貯留に関わる

長期的な安全性・信頼性、モニタリングなど安全評価に関わる部分については、さらに詳

細な調査の必要がある。 

 

2.3 今後の展開 

安全評価手法の開発における基礎的研究については、大きく分けて三つの視点からの研

究を実施し、今後以下の方向性で展開を進める。 

①二酸化炭素の各トラップ形態の定量化とモニタリングについては、次の通り進める。 

ａ 物理的トラップに関連しては、泥質岩の閾値圧力(threshold pressure)の簡易測定

法を開発する。 
ｂ 残留ガストラップについては、弾性波伝播速度測定による岩石中 CO2 飽和度の推定

方法を確立し、多様な岩石に対する弾性波速度データを整備する。 
ｃ 弾性波による残留二酸化炭素飽和率測定においては、P 波の振幅変化と飽和度の定

量的な関係、S 波を用いた詳細なモニタリングの可能性等について検討する。 
ｄ 溶解・鉱物トラップについては、鉱物固定のタイムスケールを明らかにし、トラッ

プメカニズムの定量的評価を高精度化する。 
②浅部への移行評価の展開として、CO2 挙動予測手法の信頼性向上に向けて現実的な断層

影響を評価する手法を開発し、サイトの安全性評価手法を確立する。 

③ポテンシャル評価では、国内の排出源に近い地質に含まれる岩石の基礎的特性を測定し、

貯留サイト試料の孔隙率・孔隙サイズ分布を取得し、相対浸透率曲線や残留ガス飽和率

を測定して、貯留サイトの事前評価の基礎データとして貢献する。データベースの充実

を図る。これらの取り組みの成果を CCS 安全評価指針作成に反映させる。 

 

CCS の安全性評価策定に係る調査については、海外の CCS 関連法令の整備動向を調査

しつつ、今後整備を行う CCS 安全評価ガイドラインについて、国内現行法体系からの要

求事項を満たし、可能な範囲で具体的な事項を盛り込み作成する。また、海底下の CO2 漏

出を検出する技術として、音波探査手法により海底下の地質構造を詳細に把握することに

よって、モニタリングの可能性について検討を進めていく。 

   

貯留層賦存量調査については、これまで行ってきた大規模排出源集中地域で概算貯留可

能量の算定や賦存量調査手法にもとづいて、将来の CCS 事業者に対する情報提供の方策

を検討し整備を行う。 
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関連技術調査については、欧州でも CCS 実証プロジェクトを実施する政策が掲げられ

ており、豪州においてはゴルゴン計画が 2009 年中には開始されることが報道されている

など、ここ数年で世界において多数の大規模実証試験や商業規模でのプロジェクトが本格

的に開始されることが予想される。今後は、これらの実証及び商業規模でのプロジェクト

において適用される法規制や許認可プロセスをフォローし、その適用から得られる課題や

問題点を把握していくことが必要となると考えられる。また、CCS 事業の気候変動対策と

しての有効性や安全性について、大規模実証試験等から経験や新たな知見を得ることで、

今後も法規制を見直す必要性が出てくる可能性もあり、より技術的で詳細な規定がされる

規則やガイドラインの制定も見込まれていることにも注目するべきである。これらの情報

は、わが国の大規模実証試験推進において検討を重点的に行う点等を洗い出す参考となる

ほか、法規制のあり方についてより効果的な意思決定を行う上で有用となるので、今後の

世界における法規制、プロジェクト動向を注視していく。 

 




	成 果 報 告 書
	まえがき
	目 次
	要 約
	第1編 概要
	第1章 事業概要
	1.1 事業目的
	1.2 実施主体
	1.3 実施期間
	1.4 実施体制
	1.5 研究推進委員会および技術ワーキンググループ

	第2章 平成20 年度 実施内容および成果概要
	2.1 事業の内容
	2.2 実施内容および成果概要
	2.3 今後の展開


	第2編 安全評価手法の開発
	第1章 安全評価手法の開発における基礎的研究
	1.1 研究概要
	1.2 弾性波による残留ガストラップされたCO2 の挙動モニタリングの可能性の検討
	1.3 超長期二酸化炭素貯留メカニズムにおける鉱物固定の評価
	1.4 二酸化炭素移行に関する感度解析
	1.5 泥質岩を用いたシール性能評価手法の開発
	1.6 まとめと今後の課題

	第2 章 CCS の安全評価ガイドライン策定に係る調査
	2.1 研究概要
	2.2 CCS 安全評価ガイドライン策定
	2.3 音波探査を用いた広域移行監視手法に関する調査
	2.4 まとめと今後の課題


	第3編 貯留層賦存量調査
	1.1 研究概要
	1.2 既存資料に基づく沿岸域貯留可能性評価
	1.3 排出源近傍の貯留可能性検討
	1.4 東京湾貯留可能性再評価
	1.5 地震探査手法の適用性検証
	1.6 まとめと今後の課題

	第4編 周辺関連調査
	1.1 研究概要
	1.2 海外法規制調査
	1.3 海外プロジェクト許認可調査
	1.4 国際的機関の動向
	1.5 情報発信
	1.6 まとめと今後の課題


	
	成 果 報 告 書
	まえがき
	目 次
	要 約
	第1編 概要
	第1章 事業概要
	1.1 事業目的
	1.2 実施主体
	1.3 実施期間
	1.4 実施体制
	1.5 研究推進委員会および技術ワーキンググループ

	第2章 平成20 年度 実施内容および成果概要
	2.1 事業の内容
	2.2 実施内容および成果概要
	2.3 今後の展開


	第2編 安全評価手法の開発
	第1章 安全評価手法の開発における基礎的研究
	1.1 研究概要
	1.2 弾性波による残留ガストラップされたCO2 の挙動モニタリングの可能性の検討
	1.3 超長期二酸化炭素貯留メカニズムにおける鉱物固定の評価
	1.4 二酸化炭素移行に関する感度解析
	1.5 泥質岩を用いたシール性能評価手法の開発
	1.6 まとめと今後の課題

	第2 章 CCS の安全評価ガイドライン策定に係る調査
	2.1 研究概要
	2.2 CCS 安全評価ガイドライン策定
	2.3 音波探査を用いた広域移行監視手法に関する調査
	2.4 まとめと今後の課題


	第3編 貯留層賦存量調査
	1.1 研究概要
	1.2 既存資料に基づく沿岸域貯留可能性評価
	1.3 排出源近傍の貯留可能性検討
	1.4 東京湾貯留可能性再評価
	1.5 地震探査手法の適用性検証
	1.6 まとめと今後の課題

	第4編 周辺関連調査
	1.1 研究概要
	1.2 海外法規制調査
	1.3 海外プロジェクト許認可調査
	1.4 国際的機関の動向
	1.5 情報発信
	1.6 まとめと今後の課題






