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まえがき 
 

本報告書は、経済産業省の補助金を受けて、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「国際石炭利用技術新興費補助金（国際革新的ゼロエミッション石

炭火力発電プロジェクト補助金）事業」の成果をとりまとめたものである。 

 

地球温暖化や資源枯渇への対応が重要な課題となっているなかで、より高効率で、より

クリーンな石炭火力発電を実現していくことが期待されている。石炭火力発電の排煙から

二酸化炭素を分離回収し貯留する CCS（Carbon dioxide Capture and Storage）技術は、

欧米豪を中心に開発が進められている。平成 20年 6月には、G8エネルギー大臣会合の共

同声明において、2020年までに幅広い普及の開始に向け、2010年までに世界的に 20の大

規模な実証プロジェクトを立ち上げる必要があるという IEA/CSLF による勧告を支持する

声明も発表されている。また、日本でも平成 20年 7月に「低炭素社会づくり行動計画」に

おいて、2009年度以降早期に大規模実証に着手し、2020年までの実用化を目指す、との目

標が示された。 

 

本事業は、こうした CCSを取り巻く国内外の状況を受け、わが国でのゼロエミッション

型の石炭火力発電 CCS技術の適用に際しての課題・初期導入の在り方等に係る整理・検討

に資するため、海外における関連する知見やデータ、情報を収集・整理することを目的と

して調査を実施した。また、米国 FutureGenプロジェクトにおけるサイト選定方法および

リスクアセスメント手法に関する調査成果を踏まえ、豪州 Zerogenプロジェクト、同 Otway

プロジェクトなどで実施されている CCSプロジェクトにおけるサイト選定方法およびリス

クアセスメント手法の整理・分析を行った。これらの CCS関連情報は、国内での実証規模、

さらには商業規模の CCSプロジェクトにおけるサイト選定およびリスクアセスメントに関

して有用な情報を提供するものと期待される。 

 

これらの調査成果は、石炭ガス化技術等実証普及事業(IZEC)推進委員会と IZEC 発電・

CO2回収技術ワーキングおよび IZEC CO2貯留技術ワーキングにおいてご指導をいただい

た。ここに、推進委員会やワーキンググループなどにおいてご指導いただいた先生方を始

めとする多くの関係者の方に深謝いたします。 

 

 

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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石炭ガス化技術等実証普及事業(IZEC)推進委員会の構成 
 

 

１．推進委員会 

 

委員名簿 

委員長  

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 

委 員 

伊藤 哲志 トヨタ自動車（株）ＢＲエネルギー調査企画室 主幹 

入澤 博  （財）エンジニアリング振興協会 常務理事 

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リーダー 部長 

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 

システム創成学専攻 教授 

福島 透  電気事業連合会 技術開発部長 

藤井 健  石油資源開発（株）常務執行役員 

牧野 尚夫 （財）電力中央研究所 エネルギー技術研究所 副所長研究参事 

水沢 誠一 （財）石炭エネルギーセンター 専務理事 

宗像 鉄雄 （独）新エネルギー・産業技術総合開発機構環境技術開発部長 

持田 勲  九州大学 産学連携センター 特任教授 

山口 猛央 東京工業大学 資源化学研究所 教授 

山本 一雄 帝国石油（株）取締役 技術企画部長 

渡辺 尚生 東京ガス（株）執行役員 技術戦略部長 

 

○委員会の開催日 

第１回委員会 平成２０年 ９月１０日（水） １０：００～１２：００ 

第２回委員会 平成２１年 ２月２６日（木）  ９：３０～１２：００ 

   

１．技術ワーキンググループ 

 

委員名簿 

CO2貯留技術ワーキンググループ  

阿部 正憲 石油資源開発（株）環境エンジニアリング事業推進室 技術グループ長 

堀江 忠司 帝国石油（株）技術企画部 主管 

棚瀬 大爾 電源開発（株）火力エンジニアリング部 調査役 
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発電・CO2回収技術ワーキンググループ  

犬丸 淳   （財）電力中央研究所 エネルギー技術研究所 

プラント工学領域領域リーダー 

氣駕 尚志  （財）石炭エネルギーセンター 技術開発部長 

斉藤 滋   日本ＣＣＳ調査（株）技術第１部長 

高本 成仁  バブコック日立（株）呉研究所 主管研究長 

中田 博之  電源開発（株）技術開発センター 若松研究所  

ＥＡＧＬＡ研究推進グループ グループリーダー 

橋本 貴雄  三菱重工業（株）原動機事業本部 技師長 ＩＧＣＣ・ガス化統括 

若田部 吉一 電気事業連合会ＩＧＣＣ部会主査 

（東京電力（株）技術開発研究所 所長代理） 

 

○ワーキンググループの開催日 

第１回ＷＧ 平成２０年 ７月２４日 

第２回ＷＧ 平成２０年 ９月３０日 

第３回ＷＧ 平成２０年１２月１０日 

第４回ＷＧ 平成２１年 ２月１３日 
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第１章 事業概要 
1.1 事業目的 

地球環境保全に配慮した循環型経済社会構築のため、米国が早期実用化を主導する

FutureGenプロジェクトをはじめとして世界で取り組みが進められているゼロエミッショ

ン型の石炭火力発電CCS(Carbon dioxide Capture and Storage)プロジェクトの最新技術

動向を収集し、その要素技術・システムの評価を行うことにより、実用化に向けた総合戦

略を検討・情報発信する事業を行うとともに中国における石炭火力発電CCS－EOR共同実

施に向けた事前調査を行い、日本国内および世界の抜本的温暖化対策に資する。 

 

1.2 事業内容 

1.2.1 石炭火力発電 CCSに関する情報収集・整理 

石炭火力発電 CCSプロジェクトの以下の分野について、実用化を念頭においた開発状況

の評価及びそれに必要な調査及び研究開発を、産学官の協力を得て行う。 

①石炭ガス化・水素変換・発電技術 

②CO2分離回収技術 

③CO2輸送・貯留技術 

④プロセス全体システム 

⑤その他 CCS技術 

 

1.2.2 総合戦略策定調査事業 

欧州排出量取引制度や米国の CCS技術開発プログラムなど各国・国際機関の CCS戦略・

政策に関して情報収集・整理を行うと共に、欧米の主要電力会社における CCSの位置づけ、

技術開発戦略、資金調達の現状等を調査し、産学の有識者による委員会での議論を通じて

総合戦略の検討を行う。 

 

1.2.3 国際革新的ゼロエミッション石炭火力発電ワークショップ・フォーラムの運営 

わが国における石炭火力発電－CCS技術の産業界への導入方策・課題等について、関係

者間で連携して定期的な情報交換を実行していくための母体として、「国際革新的ゼロエ

ミッション石炭火力発電ワークショップ・フォーラム」を運営する。 

 

1.2.4 CCS技術に関する情報提供および普及・啓発事業 

石炭火力発電 CCS を中心とする CCS 技術について、ウェブサイトを設置して、成果及

び開発技術等の概要・我が国で実施する場合および CDM等による国際貢献の具体的イメー

ジ・経済性・ポテンシャル・環境影響・安全性評価等の情報を受発信し、成果の普及、各

層への啓発を図る。 
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1.3 実施主体 

財団法人 地球環境産業技術研究機構 

東京都港区西新橋2-23-1 第3東洋海事ビル 

 

1.4 実施期間 

自 平成２０年 ４月 １日 

至 平成２１年 ３月３１日 

 

1.5 実施体制 

事業担当責任者：伊東明人 RITE東京分室長 

経 理 担 当 者：前田 浩 総務グループ経理チームリーダー 

実施体制を下図に示す。 

 

経済産業省 

ＲＩＴＥ 

委員会 

産業連携協議会 Ｒ＆Ｄコンソーシアム 

委員：産業界、大学、関連機関の有識者 

経団連内該当委員会 

との連携活動

参加者：国内研究機関 

 

ＣＯ２輸送・貯留 

調査・研究開発 

 

石炭ガス化発電技術

調査・評価

ＣＯ２分離回収 

調査・研究開発

プロセス全体システム調査・評価 

その他 CCS技術調査 

RITE調査・普及/啓発活動 

FutureGen、その他 CCS

技術 

企画・調査 

ＧＳＣ等出席 

委員会事務局、産業連携協議会事務局、Ｒ＆Ｄコンソーシアム事務局 
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1.6 成果概要 

1.6.1 石炭火力発電 CCSに関する情報収集・整理 

わが国でのゼロエミッション型の石炭火力発電 CCS技術の適用に際しての課題・初期導

入の在り方等に係る整理・検討に資するため、海外における関連する知見やデータ、情報

を収集・整理することを目的とし、調査を実施した。 

発電・CO2回収技術調査では、まず、欧州電力会社における CCSの位置づけについて概

観した上で、CCSにおける回収技術について、燃焼前回収、燃焼後回収、酸素燃焼の 3つ

のシステムについての概要、比較をした。更に、石炭火力発電を中心とする世界の CCSプ

ロジェクトの動向について整理・分析し、取りまとめた。 

CO2輸送・貯留技術調査については、国内での実証規模または商業規模の CCSプロジェ

クトにおいて参考とされることを視野に入れ、海外の CCSプロジェクトにおけるサイト選

定およびリスクアセスメント手法に関し、海外文献資料の収集やヒアリングにより情報収

集、整理・分析を行った。 

収集・整理した情報を関連分野の専門家で構成した技術 WG において報告し、WG での

議論を通じて開発状況の評価を行った。 

 

1.6.2 総合戦略策定調査事業 

欧州排出量取引制度や米国の CCS技術開発プログラムなど各国・国際機関の CCS戦略・

政策に関して情報収集・整理を行うと共に、欧米の主要電力会社における CCSの位置づけ、

技術開発戦略、資金調達の現状等を調査し、産学の有識者による委員会での議論を通じて

総合戦略の検討を行った。 

 

1.6.3 国際革新的ゼロエミッション石炭火力発電ワークショップ・フォーラムの運営 

洞爺湖サミット G８の共同声明として、２０２０年までの CCSの幅広い普及の開始に向

け、２０１０年までに２０の大規模実証プロジェクトを立ち上げる必要のあることが謳わ

れている。現在、日米欧、豪州などにおいて、石炭火力発電所のゼロエミッション化を目

指したパイロットプロジェクトが立ち上がってきているが、ワークショップにおいて、米

国、豪州、イタリア、カナダ、ノルウェーからの招聘者の講演により、CCSプロジェクト

の状況および各国の戦略・政策を広く紹介した。 

石炭火力発電－CCS技術の国内外の動向や産業界への導入方策・課題等について、関係

者で連携して定期的な情報交換を行うことを目的に、フォーラムを２回開催した。今年度

第１回は 2008年 6月 30日に開催され、米国 Future Gen事業最近の動向についてほか、

また、第２回フォーラムでは本事業で収集・整理した海外動向に関する情報の報告をはじ

め、CCSをめぐる最近の状況、日本の主要３メーカの CCS取り組み状況について情報提供

を行った。 
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1.6.4 CCS技術に関する情報提供および普及・啓発事業 

世界の主な CCSプロジェクトを、CO2貯留量、貯留方法、CO2回収方式、北米・欧州・

豪州その他について整理し、国内向けウェブサイトを通じて情報提供した。 
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第２章 石炭ガス化発電・CO2分離回収技術 

2.1 ゼロエミッション型石炭火力発電システムの特性等の整理 

2.1.1 欧州電力会社における CCSの位置づけ 

世界的に見ると、欧州における電力会社は CCSへの取組みが比較的積極的である。 

ここでは、電力会社の IR 資料など公表資料を示しながら欧州電力会社が CCS に積極的

に取り組む背景を、エネルギーセキュリティ，資源の有効活用，温暖化リスク対応（排出

権取引価格）の観点から述べる。 

(1)エネルギーセキュリティ 

図 2.1.1に欧州（主要 EU加盟国）の石炭および天然ガスの生産・消費量の推移を示す。 

石炭については、生産・消費とも、現象傾向が続いている。ただし、近年の石炭消費量

は減少傾向が一服している。 
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図 2.1.1 欧州（主要 EU加盟国）のエネルギー生産・消費量 

 

出所）BP統計 

注）欧州の石炭消費の 70%、天然ガス消費の 30%が電力 

天然ガスは、生産は近年減少傾向にある一方、消費は増加傾向にある。エネルギー需要

の増加に対して、ただし、直近の 2年は減少した。 

好景気等に伴うエネルギー需要増加が基調にあるが、石炭から天然ガスへの燃料転換が

進んでいるためであると考えられる。ただし、直近では天然ガスの価格上昇から石炭の需

要が増えているものと見られる。天然ガスの生産については、供給もとである北海の埋蔵
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量が減っていることから、生産量が落ちている。このため、今後も生産量は減少傾向が続

くものとみられる。 

石炭消費が減少、天然ガス消費が増加したため、1995年ごろに熱量等価で天然ガスの消

費が石炭火力の消費を上回っている。しかしながら、なお石炭に対する需要も底堅いとい

える。 

 

図 2.1.2は、欧州（主要 EU加盟国）における天然ガスの取引先（調達先）シェアを示し

ている。取引先で最も多いのはロシア（30％）、ついでノルウェー（23%）である。上述し

たとおり、需要が増加している一方で欧州域内での天然ガス生産が頭打ちになる中、ロシ

アへの依存度が増している。2009年初には、ロシアからの天然ガス供給がストップし、工

場の稼動停止などの影響が生じた。 

ロシア
30%

ノルウェー
23%

オランダ
13%

アルジェリ
ア
9%

その他
12%

LNG
13%

 

図 2.1.2 欧州（主要 EU加盟国）の天然ガス取引先シェア 

 

注）2007年度 

出所）BP統計 

 

このように、ロシアへの天然ガス依存度が高まっていることが、欧州におけるエネルギ

ーセキュリティ上のリスクとなっている。そのため、ドイツ、イギリスを中心とする、石

炭資源を有する欧州諸国は、少ないながらも賦存している石炭資源を活用するインセンテ

ィブがあるといえる。 
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(2)欧州排出権取引市場 

欧州では、二酸化炭素の排出権取引制度が 2005 年 1 月から開始されている。そのため、

二酸化炭素の排出削減を行うことは、自社の排出枠の余剰を生んだり、不足する排出枠を

削減することになる。そのため、排出権価格は、二酸化炭素排出削減のための費用との裁

定のシグナルとなる。すなわち、排出権価格が、自社の排出削減費用よりも高ければ、排

出権を売って（あるいは、排出権を買わずに）、自社で排出削減を行う。逆に、低ければ排

出権を買って（あるいは、排出枠を自社で使って）、排出削減の活動を行わない。 

こうしたことから、排出削減技術の開発において、排出権価格の見通しが非常に重要と

なる。排出権価格が高くなることが見込まれれば、高コストな排出削減対策も、費用対効

果に適合するといえる。 

スウェーデンの電力会社 Vattenfall では、将来の排出権価格の見通しを元に、排出削減

のための技術開発の目安としていると見られる。 

図 2.1.3は、Vattenfallが見込む世界全体の目標二酸化炭素濃度と、それに必要な二酸化

炭素削減量、二酸化炭素 1tあたりの排出削減コストを示している。 

CO2排出削減コスト

CO2排出削減
可能量

CO2排出削減コスト

 

図 2.1.3 Vattenfallの 2030年における二酸化炭素排出削減量に対する削減費用 

 

出所）Vattenfall 

これによると、世界全体で 450ppm の濃度を目指すとすると、全世界で年間 25～30Gt

の二酸化炭素の排出削減が必要であり、そのための削減コストは 1t あたり 35～40 ユーロ

と見込んでいる。 

したがって、排出権取引価格もこのレンジが目安となり、この価格以下の排出削減技術
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は経済性を持つといえる。 

Vattenfallは、この削減のための技術を、低コストな順にそれによる二酸化炭素排出削減

可能量をい示している（図 2.1.4）。石炭・CCS 関連の技術は、技術に応じて削減費用が異

なるとされており、削減費用が低い順に、以下のようになっている。 

 

 新設石炭火力（EOR貯留） 

 新設石炭火力 

 既設石炭火力のレトロフィット 

 石炭ガス化 

 工業 CCS（鉄鋼、セメント等の二酸化炭素の回収・貯留） 

550ppm 450ppm

€ 20

€ 40

CO2排出削減コスト

CO2排出削減可能量

• 40ユーロ／トン以下の技術で約27GtCO2eが削減可能
• マイナスあるいはゼロの技術で約7GtCO2eが削減可能

 

図 2.1.4 Vattenfallの 2030年における CO2排出削減量に対する削減費用の想定 

 

出所）Vattenfall 

 

すなわち、EORに対する CCSは風力なみに経済性を持つが、新設の石炭火力 CCSは 20

ユーロ以上、石炭火力のレトロフィット CCS は 35 ユーロ以上の排出権価格で成立すると

見ている。 

したがって、排出権価格が上述のように 1tあたり 35～40ユーロになれば、CCS関連の

技術は十分経済性を持つと、Vattenfallは考えている。 
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(3)発電部門における温暖化対策技術の中での CCSの位置づけ 

原子力、再生可能エネルギーなど発電部門における温暖化対策技術の中で、CCS の位置

づけはどのようになっているのか、ドイツの大手電力会社 E.ONが一例を示している。 

これは、発電技術のうち、ガス火力（CCGT：コンバインドサイクル・ガスタービン）、

石炭火力、原子力の発電コストの優位性を、天然ガスの価格と二酸化炭素の排出権価格に

応じて比較している。 

流動的な経済環境

分散することで不確実性に対応する

 

図 2.1.5 E.ONのガス価格、CO2価格に対し不確実性を持つ電源の優位性の想定 

 

出所）E.ON資料に加筆 

 

この理解をより容易にできるよう、立体的に発電コストを示したのが図 2.1.6である。す

なわち、排出権価格、ガス価格に応じて、最も経済的な発電技術が何かを示している。 

石炭火力の発電コストは、排出権価格が上昇することによって上昇する。ガス価格の変

化には影響を受けない。 

CCGT の発電コストは、ガス価格、排出権価格、いずれが上昇しても、上昇する。ただ

し、CCGTの 1kWhの発電によって生じる二酸化炭素排出量が、石炭火力に比べ小さいた

め、排出権価格に対する CCGTの発電コストの上昇は、石炭火力ほど大きくはない。 

ガス価格、排出権価格、いずれも十分安い場合には、CCGTが最も経済性を持つ。 
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CCSを石炭火力、CCGTにそれぞれ加えると、排出権価格が低い場合には経済性を持た

ないが、ある一定以上の価格になると、CCS が経済性を持つ。石炭火力の場合には、排出

権価格が 40ユーロ以上で、CCSを併設した方が経済性を持つ。ガス火力の場合には、ガス

価格にも依存するものの、1therm（＝2.3Nm3）あたりのガス価格が 10ペンスの場合に、

二酸化炭素の価格が 1t60ユーロ以上で、CCSを併設した方が経済性を持つ。 

さらに、原子力発電のコストとの関係を加えている。これによれば、ガス価格、排出権

価格が十分高くても、原子力の発電コストが十分低い水準（50ポンド/MWh以下）では、

石炭火力＋CCSより、原子力発電の方が経済性を持っていることを示している。 

ガス価格（p/th）

排
出権
価
格（€/t）

40ポンド/MWh

50ポンド/MWh

発
電
コ
ス
ト

CCGT 石炭火力

石炭火力＋CCS

CCGT
＋CCS

原子力

30 70

60 40

 

図 2.1.6 E.ONのガス価格、CO2価格に対し不確実性を持つ電源の優位性の想定（立体） 

 

出所）E.ON資料より作成 

 

このようなことから、E.ONは、CCSは、ガス価格、CO2価格、原子力の発電コストの

リスクに応じて、複数の技術オプションの一つとして CCSを位置づけていると考えられる。 

 

（参考）排出権取引価格の推移 

図 2.1.7に、最近の欧州排出権取引市場（EU-ETS）の価格（先物）を示す。第一フェー

ズの期限である 2008年末を満期とする先物価格は、ほぼゼロとなった。これは、欧州各国

で、第一フェーズで与えられた排出枠の範囲で、削減が可能となり、排出枠に価値が付か

なかったためである。 

一方、京都議定書の第一約束期間と重なる第二フェーズの期限である 2012年末を満期と

する先物価格は、1tあたり 35 ユーロに達した。しかしながら、2009 年秋から始まる世界
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的な金融危機を受け、価格は急落しており、2009 年 2 月時点で約 10 ユーロまで落ち込ん

でいる。 

このように、排出権価格の変動は大きく変動しており、大量の二酸化炭素を排出してい

る電力会社にとって、不確実性の大きいものとなっている。 
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図 2.1.7  欧州排出権取引市場価格の推移 

 

出所）European Climate Exchangeより作成 
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2.1.2 ゼロエミッション型石炭火力発電システムの特性 

ここでは、IPCC特別報告書を参考に、ゼロエミッション型石炭火力発電システムの特性

をまとめる。 

(1)システム概要・主要な技術・設備の概要 

化石燃料の利用に伴って発生する二酸化炭素の回収方法には、大きく 4 つのプロセスが

ある。 

 燃焼後回収（Post combustion） 

 燃焼前回収（Pre combustion） 

 酸素燃焼（Oxyfuel） 

 工業プロセス回収（天然ガスのスウィートニング、製鉄、セメント、アンモニ

ア製造など） 

 

 

図 2.1.8 二酸化炭素回収システム  

 

出所）IPCC特別報告書 

 

ここでは、ゼロエミッション型石炭火力発電システムに関するものとして、燃焼後回収、

燃焼前回収、酸素燃焼の 3つを取り上げて概要を示す。 

燃焼後回収は、化石燃料の燃焼に伴って発生する排煙から二酸化炭素を回収する技術で

ある。排煙を直接大気に放出するのでは無く、排煙から二酸化炭素を分離する装置を通し

て回収し、それを地中に貯留する。残ったガスを大気に放出する。 
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通常、二酸化炭素は吸収液を使って化学的に分離する。それ以外の方法もあるが、まだ

研究開発段階である。 

燃焼前回収では、燃料を、酸素または空気と反応させることによって、一酸化炭素と水

素などを主成分とするシンガス（合成ガス）を生成させる。一酸化炭素は、シフト反応器

と呼ばれる触媒による反応炉において、二酸化炭素と水素にする。そして、物理吸収法ま

たは化学吸収法によって、二酸化炭素を分離する。その結果、水素リッチなガスが残る。

この水素リッチなガスには、さまざまな用途がある。例えば、ボイラー燃焼、溶鉱炉、ガ

スタービン、エンジン、燃料電池などである。これらのシステムは今後非常に重要な戦略

的な位置づけを持ちうるが、現段階では参照できる発電システムとして石油や石炭による

IGCCの発電所がわずかにあるにすぎない。 

酸素燃焼は、燃焼時に空気の代わりに酸素を用い、排煙の主成分を二酸化炭素と水にす

るものである。酸素のみで燃焼させると、燃焼温度が高すぎるが、二酸化炭素および水の

成分が多い排煙を燃焼炉に戻し、燃焼を穏やかにさせることもできる。 

酸素は、深冷分離によって空気中の酸素を取り出して作られる。膜分離法やケミカル・

ルーピング・サイクルなど、先進的な方法も開発が行われている。 

 

二酸化炭素分離の技術には、吸収材（吸収液）による分離、膜による分離、蒸留による

分離などの技術が用いられる。 

吸収材による分離では、二酸化炭素を含むガスを、二酸化炭素を吸収する性質を持つ液

体または固体の吸収材に接触させる。図 2.1.9に示すように、二酸化炭素を吸収した吸収材

は別の容器に移され、熱を加えられて吸収材から二酸化炭素が取り出される。二酸化炭素

を取り除かれた吸収材は、再度二酸化炭素を吸収するために、元の容器に戻される。吸収

材による分離では、このように、吸収材をリサイクルして活用する。 

 

図 2.1.9 吸収材による分離のイメージ 

 

出所）IPCC特別報告書 

天然ガスのスウィートニングに既に用いられる二酸化炭素回収方法を示す。こうした方

法が石炭火力発電における二酸化炭素回収にも活用される。 
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吸収材 タイプ 利用する化学物質 ベンダー 

Rectisol 物理吸収 メタノール Lurgi（独）、Linde（独） 

Purisol 物理吸収 N-メチル-2-ピロリドン（NMP） Lotepro Corporation（米） 

Selexol 物理吸収 
ポリエチレングリコール・ジメチルエーテル

（DMPEG） 
Lurgi（独） 

Benfield 化学吸収 炭酸カリウム Union Carbide（米） 

MEA 化学吸収 MEA（Monoethanolamine） UOP（米） 

MDEA 化学吸収 MDEA（Methyldiethylamine） BASF（独）他 

Sulfinol 化学吸収 
テ ト ラ ヒ ド ロ チオ フ ェ ン 1,1- 酸化物

（Sulfonane）、アルカノールアミン、水 
Shell（蘭） 

表 2.1.1 天然ガスやシンガスから燃焼前に二酸化炭素を回収する方法 

出所）IPCC特別報告書 

 

膜分離では、選択透過性を持つ工業的に製造した物質に、二酸化炭素を含むガスを通し

て、二酸化炭素を分離する（図 2.1.10）。分離性能は膜の物質に依存するだけでなく、膜の

前後の圧力差にも依存する。したがって、膜分離には高圧のガスが有利である。 

 

図 2.1.10 膜分離による分離イメージ 

 

出所）IPCC特別報告書 

 

膜には、高分子膜、金属膜、セラミック膜などがある。二酸化炭素の分離に対しては、

燃料ガスから水素を分離するもの、さまざまなプロセスで二酸化炭素を分離するもの、空

気から酸素を分離するものなどの目的に応じた膜が必要である。 

工業的には、さまざまな分野で膜が使われているが、二酸化炭素のように低コストが求

められるような分野での実績がない。 
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蒸留による方法では、ガスの一部成分を液化することによって、ガスと液体とを分離す

ることによって成分が分離される（図 2.1.11）。空気の分離においては、大規模な設備によ

る運転実績がある。 

CCS においては、蒸留技術（深冷分離）を用いた酸素分離装置を、酸素燃焼および燃焼

前回収に対して応用することができる。ただし、この場合にも大量の酸素に供給すること

が課題である。 

 

図 2.1.11 膜分離による分離イメージ 

出所）IPCC特別報告書 

表 2.1.2に、石炭火力発電における二酸化炭素分離回収システムにおける分離回収技術に

ついて、既存技術および発展段階の技術を示す。 

表 2.1.2 CCSにおける分離回収技術 

燃焼後回収 酸素燃焼 燃焼前回収  

既存 発展段階 既存 発展段階 既存 発展段階 
吸収液 化学吸収 改良型吸収液 

新型接触機器 

プロセス改良 

特になし 生態模倣技術

（ヘモグロビン

誘導など） 

物理吸収 

化学吸収 

改良型吸収液 

新型接触機器 

プロセス改良 

膜 高分子 セラミック 

媒介輸送 

炭素 

接触器 

高分子 イオントランスポ

ート膜（ITM） 

媒介輸送 

高分子 セラミック 

パラジウム 

反応炉 

接触器 

固体吸収

材 
ゼオライト 

活性炭素 

炭酸塩 

炭素性吸収材 

ゼオライト 

活性炭素 

O2/N2 分離吸

収材 

ペロブスカイト 

酸素ケミカル・

ルーピング 

ゼオライト 

活性炭素

アルミナ 

炭酸塩化ハイド

ロタルサイト 

ケイ酸塩 

冷却分離 液化 ハイブリッドプロ

セス 

蒸留（深冷

分離） 

改良型蒸留法 液化 ハイブリッドプロ

セス 

注）ゴシック体で表記した技術は商用技術である。 

出所）IPCC特別報告書 
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(2)システムの特性 

ａ．燃焼後回収 

人為的な二酸化炭素排出の多くは、発電所などの燃焼システムから排出されているもの

である。このような施設における直接燃焼は、燃料からエネルギーを取り出す最も効率的

な方法であった。したがって、既存の排出源対策に対して、燃焼後回収は最も重要な技術

である（図 2.1.12）。 

 

図 2.1.12 燃焼後回収のプロセスイメージ 

 

出所）IPCC特別報告書 

 

 

燃焼システムの排煙は通常大気圧である。また、ユニットが大型であることから、大量

の排煙が発生する。CCGTでは、1時間あたり 5百万 Nm3の排煙が発生する。排煙に占め

る二酸化炭素の量は燃料に依存し、体積割合で CCGT の場合に 3%程度、石炭火力の場合

に 15%以下である。燃焼後回収のシステムは、あらゆる燃料の燃焼によって生じた排煙に

活用できる。しかしながら、燃料の不純物が、設計やプラントコストに大きな影響を及ぼ

す。石炭火力の排煙は、二酸化炭素、窒素、酸素、水が基本であるが、これに加え、大気

汚染物質である窒素酸化物（SOx）、硫黄酸化物（NOx）、煤塵、塩化水素、フッ化水素、

水銀、その他金属、微量有機物、無機汚染物質を含む。したがって、二酸化炭素の分離回

収を行う前段で、こうした大気汚染物質を除去することが必要となる。 

しかしながら、燃焼後回収はエネルギー消費が多く、また、さまざまな問題を抱えては

いるものの、商業技術の応用が可能であることから、コスト試算の前提条件が把握でき、

経済性評価のリスクが小さい。 
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図 2.1.13 に、商業化されている化学吸収法による分離回収のプロセスダイアグラムを示

す。吸収塔においては、40～60℃程度の温度で運転され、二酸化炭素が吸収液に回収され

る。残された排煙は水で吸収液などが洗浄され、放出される。次に吸収液がポンプによっ

て、100～140℃で大気圧よりやや高圧の再生塔に送られ、二酸化炭素と吸収液が分離され

る。再生塔で使われる熱が、エネルギー効率上のペナルティになっている。 

 

 

図 2.1.13 化学吸収法による分離回収のプロセスダイアグラム 

 

出所）IPCC特別報告書 

 

ｂ．酸素燃焼 

酸素燃焼では、純粋な酸素か純粋な酸素にリサイクルした二酸化炭素の混合ガスを、化

石燃料の燃焼に用いることによって、排煙から窒素を排出しないようにする（図 2.1.14）。

純酸素燃焼の場合には、燃焼温度が 3,500℃に達し、一般的に発電設備に供される材料にと

っては温度が高すぎる。燃焼温度の上限は、一般的なガスタービンで 1,300～1,400℃、既

存の技術を使った石炭の酸素燃焼ボイラーで 1,900℃である。燃焼温度は、排煙からのガス

のリサイクルによって調整する。 

酸素燃焼による排煙は、主に二酸化炭素、水蒸気、および余剰の酸素から構成される。

それ以外にも、燃料中に含まれる不純物、供給される酸素に含まれる不純物、システムに

大気中から侵入する不活性ガスなどがある。水分を除去した後の排煙には、80～98%（燃

料や酸素燃焼のプロセスに応じて異なる）の二酸化炭素が含まれる。不純物は、SOx、NOx、
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HCl（塩化水素）、Hg（水銀）である。こうして得られた二酸化炭素は、さらに精製し、圧

縮して貯留される。 

 

 

 
図 2.1.14 石炭火力発電所における酸素燃焼のプロセス 

 

出所）IPCC特別報告書 

 

酸素燃焼においては、石炭はもちろん、その他のどのような燃料に対しても、酸素製造

装置の技術が重要である。これは、酸素燃焼が、膨大な量の酸素を必要とするためである。 

酸素製造装置で一般的な深冷分離法は、すでに 100 年以上の歴史があり、現在の技術で

最も低廉に酸素を作り出すことができる技術である。ただし、大量に電力を消費するため、

既存技術の効率化（コンプレッサーの効率化など）や膜分離技術など新しい技術が必要と

なっている。 

酸素燃焼技術は、既存の石炭火力発電所にレトロフィットすることも可能であり、開発

コストを下げることができる。 

 

ｃ．燃焼前回収 

燃焼前回収では、燃料から水素と一酸化炭素の混合ガス（シンガス）を最初の段階で生

成する。これには 2つのルートがあり、「スチーム・リフォーミング」と呼ばれる水蒸気を
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添加して生じる反応と、「部分酸化」あるいは「ガス化」と呼ばれる酸素を加えて生じる反

応がある。 

これらの反応に続いて「シフト化反応」と呼ばれる水蒸気を加えて一酸化炭素を二酸化

炭素にする反応がある。 

 

スチーム・リフォーミング 
 

部分酸化／ガス化  

シフト化反応 

 

最後に、水素と二酸化炭素から二酸化炭素を除去する。圧力は 2～7MPa。二酸化炭素の

濃度は 15～60%（乾燥ベース）。 

燃焼前回収は、2つの応用を考えることができる（図 2.1.15）。 

第一の応用は、炭素分を含まない（カーボンフリー）の燃料（水素）を供給できること。

水素は必ずしも純粋水素である必要は無く、少量のメタン、一酸化炭素、二酸化炭素を含

むことがあるが、炭素含有の成分を低くするほど二酸化炭素排出は減少する。水素燃料は、

反応プロセスに応じて窒素（部分酸化に用いられる空気に含まれる）を含み、熱源、ボイ

ラー、ガスタービン、燃料電池などで燃焼される。 

第二の応用は、燃料における炭素分を削減し、二酸化炭素を貯留できる形で取り出すこ

と。例えば、石炭のような低い H：C 比率を持つ燃料を使う場合に、石炭をガス化してシ

ンガスを F-T合成によって石炭よりも高い H：C比率を持つ燃料として液化する。 
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図 2.1.15 ガス化プロセスの二酸化炭素の分離回収と電力、水素、化学製品の生産への応用 

出所）IPCC特別報告書 

 

(3)各システムの評価・効率・コスト 

ここでは、GHGT8で発表された” The Future of Coal in a Greenhouse Gas Constrained 

World” Howard Herzog and James Katzer(M.I.T. Laboratory for Energy and the 

Environment) から各システムの効率、コストについてまとめた。 

以下に、100気圧まで CO2を圧縮するまでの、各システムの効率・コストを示す。 

初期投資額は、回収を行わない場合に比べた投資額の上昇率（石炭供給量を一定とする）、

電力の出力、kWあたりのコストを示している。kWあたりのコストは、他の 2つに分解で

きる。すなわち、kWあたりのコストは初期投資額を電力の出力で除して得られる。 

 

表 2.1.3 各システムにおける効率・コスト 

 初期投資額 電気出力 ｋWあたりコスト 

燃焼後回収 ＋23% －24% ＋62% 

酸素燃焼 ＋14% －20% ＋42% 

燃焼前回収 ＋7% －19% ＋32% 

出所）Herzog and Katzer（2007） 

 

また、それぞれの電力の出力低下要因は以下のとおりである。 

 



－22－ 
 

表 2.1.4 各システムにおける電気出力の低下要因 

 要因 出力低下 

燃焼後回収  吸収液の再生のための蒸気 

 CO2 圧縮のためのコンプレッサーの電力 

 CO2 吸収塔への排煙の輸送のための電力 

13% 

9% 

2% 

酸素燃焼  酸素製造のための電力 

 CO2 圧縮のためのコンプレッサーの電力 

 ボイラー効率向上、FGD 除去、その他 

17% 

9% 

-6%（出力上昇に寄与）

燃焼前回収  シフト化のための蒸気、その他プロセス変更 

 CO2 圧縮のためのコンプレッサーの電力 

 CO2 回収のための電力 

11% 

6% 

2% 

出所）Herzog and Katzer（2007） 

 

（出所） 

BP統計：http://www.bp.com/productlanding.do?categoryId=6929&contentId=7044622 

Vattenfall：” Vattenfall Capital Markets Day”( 2007) 

http://www.vattenfall.com/www/vf_com/vf_com/Gemeinsame_Inhalte/DOCUMENT/360

168vatt/5966164xin/620058pres/620062cmd/8940542007/P0286724.pdf 

E.ON：” A clean coal power station for the future”（2007）

http://www.tuc.org.uk/extras/EON.pdf 

European Climate Exchange：http://www.ecx.eu/ 

IPCC：”IPCC Special Report CARBON DIOXIDE CAPTURE AND STORAGE”（2005） 

Howard Herzog and James Katzer：” The Future of Coal in a Greenhouse Gas 

Constrained World”（2008） 
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2.1.3 ゼロエミッション型石炭火力発電システムの評価 

（キャプチャーレディによる CCSの経済性） 

ここでは、DOE/NETL による報告書「CO2 CAPTURE READY COAL POWER 

PLANTS」にて分析されている、キャプチャーレディプラントの建設コストの比較につい

て紹介し、建設コストの差について分析を行う。比較の対象は、PC 及び IGCC について、

通常プラント（以下 BAU）とキャプチャーレディとして設計したプラントを CO2 回収付

きにレトロフィットする場合の建設コストである。 

 

(1)キャプチャーレディの定義 

DOE報告書内では、キャプチャーレディの定義として、以下が想定されている。 

 プラントのサイトが、CO2 貯留場所に近い、もしくは、貯留場所までのルー

トが確保されている。 

 プラントのサイトに、機器追設のためのスペースが確保されている。 

 レトロフィット前の構成と比較し、 CO2回収システムの導入によって、排出

量が増加しない。 

機器追設のためのスペースには、拡大・追加するプラント用のスペース、既存の機器・

配管へのアクセス用のスペース、建設中の機材・設備の保管用のスペース等が含まれる。

また、技術面から見たキャプチャーレディプラントの定義としては、将来の炭素削減要求

に見合うだけの CO2回収能力が、適切な位置に、迅速にレトロフィットできる技術を持つ

プラントであることが求められる。排出面では、基準となる排出量が既知であり、CO2 回

収機構を導入した際に、達成すべき排出量目標が計画されていることが求められる。 

 

(2)比較するケースの設定 

表 2.1.5に、比較する各ケースを示す。 

表 2.1.5 比較する各ケースの設定 

Selexol 2nd StageCoP E-GasTMBAU RetrofittedIGCC8

Amine AbsorberSupercritical PCBAU RetrofittedPC7

Selexol 2nd StageCoP E-GasTMCR RetrofittedIGCC6

Amine AbsorberSupercritical PCCR RetrofittedPC5

CoP E-GasTMCRIGCC4

Supercritical PCCRPC3

CoP E-GasTMBAUIGCC2

Supercritical PCBAUPC1

CO2 Separation
Gasifier/Boiler 

Technology
Plant DesignUnit Cycleケース番号

Selexol 2nd StageCoP E-GasTMBAU RetrofittedIGCC8

Amine AbsorberSupercritical PCBAU RetrofittedPC7

Selexol 2nd StageCoP E-GasTMCR RetrofittedIGCC6

Amine AbsorberSupercritical PCCR RetrofittedPC5

CoP E-GasTMCRIGCC4

Supercritical PCCRPC3

CoP E-GasTMBAUIGCC2

Supercritical PCBAUPC1

CO2 Separation
Gasifier/Boiler 

Technology
Plant DesignUnit Cycleケース番号

 

出所）DOE報告書 

PC のケースでは、化学吸収法（MEA） を用いて、FGD ユニットから排出される排ガ
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ス中の 90%の CO2を除去し、超臨界状態まで昇圧することを想定している。また、IGCC

のケースでは、物理吸収法（Selexol）を用いて、シンガス中より 90%の CO2 を除去し、

超臨界状態まで昇圧することを想定している。 

 

(3)PCの比較の前提 

PCのベースケースは、図 2.1.16のような脱硝、脱硫付の超臨界微粉炭ボイラーをベース

としている。 

SCR ： 脱硝装置
（=Selective Catalytic Reduction）

FGD ： 脱硫（湿式石灰石法）

SCR ： 脱硝装置
（=Selective Catalytic Reduction）

FGD ： 脱硫（湿式石灰石法）

 
図 2.1.16 PCのベースケース 

 

出所）DOE報告書 

 

ベースケースに対して、キャプチャーレディでは、CO2 回収付に改造後に、送電端出力

が低下しないように石炭供給系、ボイラーを増強すると共に、蒸気タービン、発電機、蒸

気系、冷却水系等も増強している。具体的な増強の割合、理由について、表 2.1.6に示す。 

 

表 2.1.6 PCに対するキャプチャーレディの内容 

改造後のCO2吸収液再生用とST出力増のため。

改造後のCO2回収プロセス用と復水器負荷増のため。

改造後の所内動力確保のため。

CO2回収付に改造後、CO2回収プロセス、CO2圧縮用の動力により補
機動力が増加（30→117MW）するが、送電端出力が低下しないように
するため。

増強の理由

43%増蒸気系

43%増

（余裕を見た設計）

石炭供給系、ボイラ

（ボイラ付属ファン、脱硫装置、
灰処理系も同様に増）

90%増クーリングタワー、冷却水系

15%増蒸気タービン、発電機

増強の割合CRを行うユニット

改造後のCO2吸収液再生用とST出力増のため。

改造後のCO2回収プロセス用と復水器負荷増のため。

改造後の所内動力確保のため。

CO2回収付に改造後、CO2回収プロセス、CO2圧縮用の動力により補
機動力が増加（30→117MW）するが、送電端出力が低下しないように
するため。

増強の理由

43%増蒸気系

43%増

（余裕を見た設計）

石炭供給系、ボイラ

（ボイラ付属ファン、脱硫装置、
灰処理系も同様に増）

90%増クーリングタワー、冷却水系

15%増蒸気タービン、発電機

増強の割合CRを行うユニット

出所）DOE報告書 

 

キャプチャーレディを施したプラントを CO2回収付にレトロフィットする場合と、BAU
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を同様にレトロフィットする場合では、必要とされる機器が異なる。具体的には、両ケー

スとも CO2回収プロセスと CO2圧縮機を導入するが、BAUのケースでは、加えて昇圧ブ

ロア、蒸気タービンの調整等が必要となる。出力については、BAUのケースでは、予めボ

イラーの増強を行っていないため、CO2 回収付にレトロフィットを行うと、所内動力増加

に伴い、その送電端出力が大きく低下する。一方、IGCCでは、ボイラー容量及び石炭供給

系を予め増強していたため、発電炭出力を増加することができ、送電端出力を CO2回収付

に改造する前と同程度に保つことができる。表2.1.7に、レトロフィットの具体的な内容と、

プラント性能の変化を示す。 

 

表 2.1.7 CO2回収付にレトロフィットする際の内容とプラント性能の変化 

個別

共通

発電端出力：580→467MW

送電端出力：550→379MW

送電端効率：39.1→27.0%（HHV）

所内動力： 30→88MW（所内率：5.2→18.8%）

 昇圧ブロア（ CO2回収プロセスによる圧力損失回復
のため）

 蒸気タービンの翼配列の調整（蒸気量減少のため）

 補助変圧器等の電気装置の追加

 土地の追加整備

 建造物の増築

 CO2回収プロセス（化学吸収法：MEA）

 CO2圧縮機（15.3MPa、37MW）

Case7 BAUをレトロフィット

発電端出力：580→663MW

送電端出力：550→546MW 

送電端効率：39.1→27.2%（HHV）

所内動力： 30→117MW（所内率：5.2→17.6%）

プラント性能

（レトロフィット前からの
変化）

 CO2回収プロセス（化学吸収法：MEA）

 CO2圧縮機（15.3MPa、47MW）

レトロフィット
の内容

（CRで対応済み）

Case5 CRをレトロフィット

個別

共通

発電端出力：580→467MW

送電端出力：550→379MW

送電端効率：39.1→27.0%（HHV）

所内動力： 30→88MW（所内率：5.2→18.8%）

 昇圧ブロア（ CO2回収プロセスによる圧力損失回復
のため）

 蒸気タービンの翼配列の調整（蒸気量減少のため）

 補助変圧器等の電気装置の追加

 土地の追加整備

 建造物の増築

 CO2回収プロセス（化学吸収法：MEA）

 CO2圧縮機（15.3MPa、37MW）

Case7 BAUをレトロフィット

発電端出力：580→663MW

送電端出力：550→546MW 

送電端効率：39.1→27.2%（HHV）

所内動力： 30→117MW（所内率：5.2→17.6%）

プラント性能

（レトロフィット前からの
変化）

 CO2回収プロセス（化学吸収法：MEA）

 CO2圧縮機（15.3MPa、47MW）

レトロフィット
の内容

（CRで対応済み）

Case5 CRをレトロフィット

出所）DOE報告書 

 

(4)PCのケースのコスト差の分析 

次項の図 2.1.17に、BAUとキャプチャーレディ、さらに最初から PCに CO2回収ユニ

ットを建設した場合の、総建設コストと建設単価を示す。キャプチャーレディをレトロフ

ィットするケースでは、総建設コストは約 15.7億ドルと、BAUの約 14.6億ドルよりも高

くなる。しかし、前述のように BAUをレトロフィットした場合、所内動力の増加により送

電端出力が大きく低下するため、結果として kW 当たりのコストを比較すると、キャプチ

ャーレディを施したケースの方が、25%程度低く抑えることができる。
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図 2.1.17 PCプラントのコスト 

 
出所）DOE報告書 
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次に、上記の総建設コスト及び、建設単価の差が生じた原因について分析を行う。図 

2.1.17に、総建設コストを機器のコストに応じて分解した図を示す。BAUとキャプチャー

レディを比較して、送電端出力は大きく異なるものの、必要とされる CO2回収ユニットの

コストはほぼ同程度であることが分かる。実務の面を考慮すると、エンジニアリングや段

取りのコストが発生するため、実際には、これよりもコストが上昇すると考えられる。 

さらに、図 2.1.18 に、建設単価を比較した場合のコスト差を分解した図を示す。この場

合、機器コスト及び機器の導入に係るコストの他に、キャプチャーレディを施さなかった

ことによる追加コストや機器容量の余剰を抱えることによるコストが存在することが分か

る。具体的には、キャプチャーレディを施したものの、CO2 回収ユニットを追加していな

い状態では、増設後も送電端出力は同じであるため、ボイラー及び石炭供給に余剰が生じ

ていることになり、コストアップとなっている。CO2 回収ユニットを追加した場合には、

余剰は解消され、その分はキャプチャーレディの導入コストと考えることができる。 

一方、BAU を CO2 回収付にレトロフィットする場合は、石炭供給・ボイラーは定格で

動作するものの、吸収液再生に蒸気が使用されるため、発電機が定格で動作していない状

態となる。そのため、発電機容量に余剰を抱えることになり、コストアップとなる。発電

機容量の余剰によるコストは、発電機用の蒸気が吸収液再生に使われることによるコスト

と考えることもでき、このコストと CO2回収ユニットのコストが大きなウェイトを占めて

いることが分かる。 
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図 2.1.18 PCプラントの総建設コストの分解 
 

 

 

ー28

― 



－29－ 
 

 
図 2.1.19 PCプラントの kW当たりの総建設コストの分解 
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(5)IGCCの比較の前提 

IGCC のベースケースを、以下の図 2.1.20 に示す。ConocoPhillips の石炭ガス化炉

（E-GasTM）を用いた IGCC をベースとしており、脱硫システムには、H2S の選択性が高

いMDEAを用いている。本ケースでは、シンガス中より 90％の CO2を除去し、超臨界状

態まで昇圧することを想定している。 

シフト反応器
2段Selexol
（脱硫＋

CO2回収）

MDEA

シフト反応器
2段Selexol
（脱硫＋

CO2回収）

MDEA

  
図 2.1.20 IGCCのベースケース 

 

出所）DOE報告書 

 

ベースケースに対して、IGCC のキャプチャーレディでは、CO2 回収付に改造後に、ガ

スタービンを定格運転するために、石炭供給系を増強すると共に、脱硫システムとして、

MDEAの代わりに 1段 Selexolを導入する等している。CO2回収付に改造する場合、ガス

タービン燃料ガスのカロリーが低下するため、あらかじめ石炭供給系を増強しておくと共

に、シンガス流量の増加に備えて、シンガスクーラーを増強することで対応している。ま

た、MDEAでは、硫黄と CO2の分離が出来ないため、あらかじめ 1段 Selexolを導入する

ことで、CO2回収付に改造後に、2段 Selexolに変更できるようにしている。以下に、変更

の詳細を示す。 
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表 2.1.8 IGCCに対するキャプチャーレディの内容 

CO2回収なしの時、原料空気の22%はGTコンプレッサー抽気であるが、CO2回収
付に改造後はH2リッチ燃焼となるためGTコンプレッサーから抽気できないため。

（酸素・窒素圧縮機3～6%増、精留塔は変更なし）
90%増ASU原料空気圧縮機

BAUではH2S選択性の高いMDEAが優位であるため。

CO2回収付に改造時に、2段目を追加する。

MDEAの代わりに

1段Selexol
脱硫（H2S）

MDEAはCOSをあまり吸収しないため、COSをH2S転換する必要がある。Selexol
は、COSも吸収するという文献情報もあるが、COS転換器は変更なしとなっている。変更なしCOS転換器

CO2回収付に改造後、シンガス流量が増加するため。

改造後シフト反応追加により生成ガスが100%増加するため。

石炭消費量3,000t/d×2基の設計であり、BAU(5,567t/d)、CR（5,834t/d）共に余裕
あり。

CO2回収付に改造後は、ガスタービン燃料ガスのカロリーが低下するため、ガス
タービンを定格で運転するためには、CO2回収なしの時よりも、多くのガス化が必要
であるため。

増強・変更の理由

7%増シンガスクーラー

5%増

（余裕を見た設計）
石炭供給系

100%増ガス精製

変更なしガス化炉

増強・変更点CRのための増強ユニット

CO2回収なしの時、原料空気の22%はGTコンプレッサー抽気であるが、CO2回収
付に改造後はH2リッチ燃焼となるためGTコンプレッサーから抽気できないため。

（酸素・窒素圧縮機3～6%増、精留塔は変更なし）
90%増ASU原料空気圧縮機

BAUではH2S選択性の高いMDEAが優位であるため。

CO2回収付に改造時に、2段目を追加する。

MDEAの代わりに

1段Selexol
脱硫（H2S）

MDEAはCOSをあまり吸収しないため、COSをH2S転換する必要がある。Selexol
は、COSも吸収するという文献情報もあるが、COS転換器は変更なしとなっている。変更なしCOS転換器

CO2回収付に改造後、シンガス流量が増加するため。

改造後シフト反応追加により生成ガスが100%増加するため。

石炭消費量3,000t/d×2基の設計であり、BAU(5,567t/d)、CR（5,834t/d）共に余裕
あり。

CO2回収付に改造後は、ガスタービン燃料ガスのカロリーが低下するため、ガス
タービンを定格で運転するためには、CO2回収なしの時よりも、多くのガス化が必要
であるため。

増強・変更の理由

7%増シンガスクーラー

5%増

（余裕を見た設計）
石炭供給系

100%増ガス精製

変更なしガス化炉

増強・変更点CRのための増強ユニット

 

出所）DOE報告書 

 

PC のケースと同様に、キャプチャーレディを施したプラントを CO2 回収付にレトロフ

ィットする場合と、BAUを同様にレトロフィットする場合では、必要とされる機器に差が

生じる。両ケース共にシフト反応器の追設、CO2圧縮機の追加等を行う一方、BAUのケー

スでは、脱硫＋CO2回収プロセスの変更、ASU原料空気圧縮機の増設等が必要となる。以

下に、具体的に必要となる機器及び、プラント性能の変化を示す。ガスタービンを定格動

作させることを前提にキャプチャーレディを施しているため、CO2 回収付に改造後も、ガ

スタービン出力は減少しない一方で、蒸気タービンの出力は減少する。ただし、BAUをレ

トロフィットする場合でも、ガスタービン出力が著しく低下する訳ではないため、送電端

出力がキャプチャーレディと BAUを比較して、大きく異なる訳ではない。 
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表 2.1.9 CO2回収付にレトロフィットする際の内容とプラント性能の変化 

個別

共通

発電端出力：742→672MW

（GT:464→450MW、ST:278→223MW）

送電端出力：623→500MW 

送電端効率：39.3→31.5%（HHV）

所内動力： 119→172MW（所内率：16.0→25.6%）

 脱硫＋CO2回収プロセス：

MDEA（脱硫）→２段Selexol （脱硫＋CO2回収）

 ASU原料空気圧縮機：2機→3機（GT圧縮機からの抽
気ができなくなるため）

 ST改造（蒸気量減少のため）

 シフト反応器（CO+H2O→CO2+H2）追設（3段）

 COS転換器の除却（シフト反応器によりCOSもH2Sに
転換されるため）

 CO2圧縮機（15.3MPa、37MW）

 ガスタービン燃焼器をH2リッチ燃料対応に改造

Case8 BAUをレトロフィット

発電端出力：742→694MW

（GT:464→464MW、ST:278→230MW）

送電端出力：623→518MW 

送電端効率：39.3→31.7%（HHV）

所内動力： 119→176MW（所内率：16.0→25.4%）

プラント性能

（レトロフィット前からの
変化）

 シフト反応器（CO+H2O→CO2+H2）追設（3段）

 COS転換器の除却（シフト反応器によりCOSもH2Sに
転換されるため）

 CO2圧縮機（15.3MPa、26MW）

 ガスタービン燃焼器をH2リッチ燃料対応に改造
レトロフィット
の内容

脱硫＋CO2回収プロセス：

１段Selexol（脱硫）→２段Selexol（脱硫＋CO2回収）

Case6 CRをレトロフィット

個別

共通

発電端出力：742→672MW

（GT:464→450MW、ST:278→223MW）

送電端出力：623→500MW 

送電端効率：39.3→31.5%（HHV）

所内動力： 119→172MW（所内率：16.0→25.6%）

 脱硫＋CO2回収プロセス：

MDEA（脱硫）→２段Selexol （脱硫＋CO2回収）

 ASU原料空気圧縮機：2機→3機（GT圧縮機からの抽
気ができなくなるため）

 ST改造（蒸気量減少のため）

 シフト反応器（CO+H2O→CO2+H2）追設（3段）

 COS転換器の除却（シフト反応器によりCOSもH2Sに
転換されるため）

 CO2圧縮機（15.3MPa、37MW）

 ガスタービン燃焼器をH2リッチ燃料対応に改造

Case8 BAUをレトロフィット

発電端出力：742→694MW

（GT:464→464MW、ST:278→230MW）

送電端出力：623→518MW 

送電端効率：39.3→31.7%（HHV）

所内動力： 119→176MW（所内率：16.0→25.4%）

プラント性能

（レトロフィット前からの
変化）

 シフト反応器（CO+H2O→CO2+H2）追設（3段）

 COS転換器の除却（シフト反応器によりCOSもH2Sに
転換されるため）

 CO2圧縮機（15.3MPa、26MW）

 ガスタービン燃焼器をH2リッチ燃料対応に改造
レトロフィット
の内容

脱硫＋CO2回収プロセス：

１段Selexol（脱硫）→２段Selexol（脱硫＋CO2回収）

Case6 CRをレトロフィット

 

 

(6)IGCCのケースのコスト差の分析 

次項の図 2.1.21に、BAUとキャプチャーレディ、さらに最初から IGCCに CO2回収ユ

ニットを建設した場合の、総建設コストと建設単価を示す。キャプチャーレディをレトロ

フィットするケースでは、総建設コストは約 12.7億ドルと、BAUの約 13.2億ドルよりも

4％程度低くなる。さらに、前述のように BAU をレトロフィットした場合、送電端出力が

低下するため、kW当たりのコストを比較すると、キャプチャーレディを施したケースの方

が、10%程度低くなる。 
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図 2.1.21 IGCCプラントのコスト 

 
出所）DOE報告書 
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次に、PCのケースと同様に、上記の総建設コスト及び、建設単価が生じた原因について

分析を行う。図 2.1.21に、総建設コストを機器のコストに応じて分解した図を示す。 

CO2 回収ユニットの導入コストは、両ケースとも大差はないが、脱硫システムを変更す

るため、ガス精製に関するコストは、BAUをレトロフィットする場合の方が大きくなるこ

とが分かる。また、PCでは、補助変圧器等の電気装置の追加コストが大きかったが、IGCC

のケースでは、大きなコスト増とはならない。 

次に、図 2.1.22 に建設単価を比較した場合のコスト差を分解した図を示す。建設単価に

ついては、脱硫＋CO2 回収コストが大きなウェイトを占めており、設備の余剰によるコス

トは相対的に小さいことが分かる。設備の余剰については、キャプチャーレディを施して

CO2 回収ユニットを導入せずに運転している場合には、送電端出力は同じであるため、石

炭供給・シンガスクーラー等に余剰が生じていることになる。 

また、キャプチャーレディを施していても、CO2回収付に改造すると、CO2回収に熱（シ

フト反応用の蒸気）が用いられるため、蒸気タービン容量に余剰を抱えることになる。加

えて、BAU を CO2 回収付に改造する場合には、ガスタービン容量にも余剰を抱えること

になり、コストアップに繋がると考えられる。 
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図 2.1.22  PCプラントの総建設コストの分解
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図 2.1.23 IGCCプラントの kW当たりの総建設コストの分解 
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(7)導入時期を考慮した場合の発電コストの比較 

総建設費の算出の際には、プラント寿命のどの時点でレトロフィットされるかは、考慮

せずに分析を行っていた。ここでは、プラント運転開始後、何年目に CO2回収が義務付け

られ、レトロフィットを行う必要が生じるかによって、プラントライフサイクルを通じた

発電コストがどのように変化するかを分析する。以下、図 2.1.24，図 2.1.25にそれぞれ PC

のケース、IGCCのケースの結果を示す。PCのケースでは、CO2回収規制がプラント建設

後 10年以内に導入されるならば、キャプチャーレディの方が経済的である。一方で、IGCC

のケースでは、キャプチャーレディの経済的な効果は限定的であり、CO2回収規制がプラ

ント建設後 7年以降に導入されるのであれば、BAU、キャプチャーレディとも顕著な差は

無いことが分かる。なお、プラントは、20年の使用を仮定し、発電コストを算出している。 

・・・BAU + Retrofitted ・・・CR + Retrofitted・・・BAU + Retrofitted ・・・CR + Retrofitted・・・BAU + Retrofitted ・・・CR + Retrofitted
 

図 2.1.24 PC（CO2回収導入時期を考慮した発電コスト） 

 

出所）DOE報告書 
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・・・BAU + Retrofitted ・・・CR + Retrofitted・・・BAU + Retrofitted ・・・CR + Retrofitted・・・BAU + Retrofitted ・・・CR + Retrofitted
 

図 2.1.25 PC（CO2回収導入時期を考慮した発電コスト） 

出所）DOE報告書 
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(8)まとめ 

以下、表 2.1.10 にコストスタディから得られた結果をまとめる。今回のコストスタディ

の前提には、追設のエンジニアリングのコスト試算等は含まれておらず、2段階で建設を行

うという不合理な面も存在する。また、PCでは排ガス中の 90%の CO2回収、IGCCでは、

シンガス中の 90％の CO2回収を仮定しており、厳しい前提条件の下の試算であると言える。

総建設コスト、建設単価だけを見れば、IGCCの方が優れているが、最初から CO2回収付

として設計すれば PCの効率も良くなる可能性があり、今後、議論が必要である。 

 

表 2.1.10 コストスタディからの結果の整理 

コスト面から言えば、CO2回収の制度化の時期が不
明な場合は、PCに比べてIGCCの方が、余剰設備を
長期間抱えるリスクは小さい。

CO2回収の制度化の時期が分からない場合には、
CRを施すと石炭供給・ボイラの余剰を長期に抱えるリ
スクが大きくなる。

BAUをレトロフィットした場合でも、送電端出力が余り
下がらないため、kW当たりでは、CRした場合と比べ
て大きなコストアップにはならず、CRの効果は限定的
である。

CO2回収付にレトロフィットした場合、CO2回収の消費
エネルギーが大きいため、送電端出力は大きく落ちる。
BAUは、石炭供給・ボイラを増強していないため、kW
当たりのコストは、CRに比べて大きく増加する。

レトロフィット前に石炭供給・シンガスクーラー等に余剰

レトロフィット後に、ST容量に余剰
レトロフィット前に石炭供給・ボイラに余剰CRあり

レトロフィットが早期に行われるなら効果大

25%程度の単価削減

（3,865→2,872 ＄/kW ）

レトロフィット後に発電機容量に余剰

PC

レトロフィット後にGT、ST容量に余剰CRなし

設備の余剰

導入時期を考慮した

CRの効果

建設単価に与える

CRの効果

PCに比べると効果は小

10%程度の単価削減

（2,634→2,452＄/kW）

IGCC

コスト面から言えば、CO2回収の制度化の時期が不
明な場合は、PCに比べてIGCCの方が、余剰設備を
長期間抱えるリスクは小さい。

CO2回収の制度化の時期が分からない場合には、
CRを施すと石炭供給・ボイラの余剰を長期に抱えるリ
スクが大きくなる。

BAUをレトロフィットした場合でも、送電端出力が余り
下がらないため、kW当たりでは、CRした場合と比べ
て大きなコストアップにはならず、CRの効果は限定的
である。

CO2回収付にレトロフィットした場合、CO2回収の消費
エネルギーが大きいため、送電端出力は大きく落ちる。
BAUは、石炭供給・ボイラを増強していないため、kW
当たりのコストは、CRに比べて大きく増加する。

レトロフィット前に石炭供給・シンガスクーラー等に余剰

レトロフィット後に、ST容量に余剰
レトロフィット前に石炭供給・ボイラに余剰CRあり

レトロフィットが早期に行われるなら効果大

25%程度の単価削減

（3,865→2,872 ＄/kW ）

レトロフィット後に発電機容量に余剰

PC

レトロフィット後にGT、ST容量に余剰CRなし

設備の余剰

導入時期を考慮した

CRの効果

建設単価に与える

CRの効果

PCに比べると効果は小

10%程度の単価削減

（2,634→2,452＄/kW）

IGCC

 
 

 

（出所） 

DOE/NETL：”CO2CAPTURE READY COAL POWER PLANTS”（2008）

http://www.netl.doe.gov/technologies/carbon_seq/Resources/Analysis/pubs/CO2%20Capt

ureReadyCoalPowerPlants%20Final.pdf 
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2.2 技術動向調査 

2.2.1 ゼロエミッション型石炭火力発電システムの技術課題と検討状況 

本節では、燃焼前回収、燃焼後回収、酸素燃焼の各システムに関する技術開発の現状に

ついて示す。 

(1)燃焼前回収システムにおける各技術 

燃焼前回収システムについては、「平成 19年度石炭ガス化発電・CO2分離回収技術調査」

より引用した。 

 

ａ．CO2分離回収システムの構成 

石炭ガス化ガスからの CO2 分離回収システムは、①石炭ガス中の CO を CO2 に変換す

る CO シフト触媒及び②CO2 を回収する CO2 回収設備及び石炭ガス中に含まれる H2S・

COSを除去する設備から構成される。 

システム構成例を図 2.2.1に示す。 

 

 
図 2.2.1 COシフト設備構成例 
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ｂ．COシフト触媒／設備 

CO シフト触媒の特徴を表 2.2.1に示す。 

COシフト設備仕様を表 2.2.2に示す。また、COシフト設備構成例を図 2.2.2に示す。 

COシフト触媒は水性シフト反応により、生成ガス中の COを CO2に転換する触媒でガ

ス中の硫黄分の量により Sour Gas Shift触媒と Clean Gas Shift触媒に分類できる。 

molkJHCOOHCO /9.40222   
Sour Gas Shift触媒は、Co-Mo系の触媒で、温度 250～500℃、入口 CO濃度 70vol%以

下を対象にガス中の硫黄分 100ppm以上の条件にて使用される。 

Clean Gas Shift触媒は高温に適用される HTS(High Temperature Shift：高温シフト)

と、低温系に適用される LTS(Low Temperature Shift：低温シフト)がある。 

HTSは、Fe-Cr系の触媒で、温度 350～500℃、入口 CO濃度 70％以下を対象にガス中

硫黄化合物数 10ppm以下の条件で使用する。 

また、LTSは、Cu-Zn系の触媒で、温度 200～300℃、入口 CO濃度 2～4wt%を対象に

ガス中硫黄分 0.1ppm以下の条件で使用する。 

これより、 

①化学吸収法を適用した CO2回収システム及び膜分離法を適用した CO2回収システム

には、脱硫後精製ガス(H2S：50ppm以下)を対象とした HTS(Clean/Sweet Gas Shift

触媒)が適用可能である。 

②物理吸収法を適用した CO2回収システムには、脱硫前生成ガス（H2S：100ppm以上）

を対象に Sour Gas Shiftを適用可能である。 

 



－42－ 
 

表 2.2.1 COシフト触媒特徴  

Clean Gas Shift触媒 
項目 単位 Sour Gas Shift 

触媒 HTS LTS 
触媒種 - Co-Mo系 Fe-Cr系 Cu-Zn系 

温度 ℃ 250～500 350～500 200～300 

蒸気/乾ガス mol/mol 0.4～2.0 0.3～2.0 0.3～1.0 

入口 CO濃度 vol% ～70 ～70 2～4 

残留 CO濃度 vol% 0.7 2～4 0.2 

硫黄化合物 ppm 100以上 数 10以下 0.1以下 

HCN ppm 加水分解 加水分解 加水分解 

HF ppm 1以下 1以下 1以下 

HCl ppm 1以下 1以下 1以下 
備考 - ○ 

脱硫前に適用可能
○ 

脱硫後ガスに 
適用可能 

△ 
ガス中触媒毒を 
徹底除去要 

 

表 2.2.2 COシフト設備 

項目 化学吸収法・膜分離法 
システム 物理吸収法システム 

設置場所 脱硫後流設置 脱硫前流設置 

方式 水性シフト触媒 
（クリーンガスシフト） 

水性シフト触媒 
（サワーガスシフト） 

CO転換率 95％以上 97％以上 

触媒量 (ベース) (ベース)×1～2程度 

CO 

シフト 

触媒価格 (ベース) (ベース)×1.5程度 

反応器入口温度 350℃ 250℃ 

出口温度 450℃以下 400℃以下 

 

 

図 2.2.2  COシフトの設備構成例 
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ｃ．CO2吸収分離設備 

①化学吸収法と物理吸収法 

CO2の吸収分離プロセスとして、化学吸収法と物理吸収法の比較を表 2.2.3に示す。 

CO2の吸収分離プロセスは、①吸収液中の溶質性分と CO2の化学反応によって吸収する

化学吸収法と、②高圧・低温条件にて吸収液に CO2を物理的に溶解・吸収させる物理吸収

法がある。 

 

表 2.2.3 吸収・再生システムの比較 

項目 精製ガス中 
残留 CO2 

再生熱量 
Mcal/kg-mol-CO2

適 用 備考 

化学吸収法（UCARSOL） 
Typical Flow 
（蒸気過熱再生） 

10～100ppm 32～36  

Lean-Semi Lean 
(ﾌﾗｯｼｭ＋加熱再生) 

＜10ppm 20～30 
液化天然ガス 
アンモニア合成

Flash 
Regeneration 
（ﾌﾗｯｼｭ） 

2～3％ 5～10 
天然ガスパイプ

ライン 

作動温度 約 40℃ 
吸収した CO2/H2Sを個別に
分離回収がでないため、2系
列構成が必要 
脱硫→COShift→CO2回収 

物理吸収法（Selexol） 
Typical Flow 
（蒸気過熱再生） 

＜500ppm 16～20 アンモニア合成 

Flash with Heat 
(ﾌﾗｯｼｭ＋加熱再生) 

1～2％ 3～5  

Flash only 
（ﾌﾗｯｼｭ） 

3～4％ ０  

作動温度 -15～10℃ 
冷凍機熱源が必要 
吸収した CO2/H2Sを個別に
分離回収可能 
脱硫・脱 CO2を直列構成 
吸収塔･再生塔各２基 
COShift→脱硫→CO2回収 

 

図 2.2.3に化学吸収と物理吸収の平衡溶媒負荷の関係を示す。 

吸収ガス分圧と平衡溶媒負荷の関係は、化学吸収の場合、分圧が低い場合でも高い平衡

溶媒負荷を示し、分圧が高い条件では溶媒中化学吸収液の量により平衡溶剤負荷が飽和す

る。物理吸収の場合、Henryの法則に従い分圧の増加により溶媒平衡負荷が大きくなる。 

CO2の吸収再生操作を平衡溶媒負荷線上で行う場合、吸収除去される CO2量は運用する

分圧における平衡溶媒負荷の差と吸収溶媒の流量によって決まる。この結果、運用分圧に

於ける平衡溶媒負荷の差が大きいほど吸収液流量が少なくなることから、一般に分圧が低

い場合は化学吸収法が有利となり、分圧が高い場合は物理吸収が有利となる。 
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図 2.2.3  化学吸収と物理吸収の平衡溶媒負荷 

 

ｄ．CO2分離・回収設備の構成 

CO2シフト触媒と CO2分離吸収法を組合せとして、表 2.2.4の通り 4つが考えられる。 

化学吸収法の H2S吸収では、同時に CO2が約 30%程度吸収されるため、CO2回収率が

制約される。また、物理吸収では、一種類の溶媒で H2S と CO2 を分離・吸収が可能なた

め、Sour CO触媒の使用が可能となる。 

したがって、CO2分離・回収設備は、構成は 

①化学吸収(脱硫)+COシフト触媒＋化学吸収(CO2) 

もしくは 

②COシフト触媒＋物理吸収(H2S/ CO2) 

となる。 

 

表 2.2.4 CO2シフト触媒と CO2分離吸収法を組合せ 

項目 Clean/Sweet 

CO Shift 

Sour 

CO Shift 

化学吸収 ◎(ケース A) 

約 85～90% 

△(ケース B) 

約 60% 

※H2Sと CO2が同時に吸収さ

れる 

物理吸収 ○ ◎(ケース C) 

約 90～95% 

 

図 2.2.4に CO2回収型 IGCCシステム（化学吸収法）を、図 2.2.5に CO2回収型 IGCC

システム（物理吸収法）を示す。 
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図 2.2.4  CO2回収型 IGCCシステム(化学吸収法) 

 

 

図 2.2.5  CO2回収型 IGCCシステム(物理吸収法) 
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ｅ．物理吸収法 

①調査対象 

調査対象では、Selexol法及び Rectisol法を対象に調査を行った。 

Selexol法及び Rectisol法のシステム例をそれぞれ図 2.2.6および図 2.2.7に示す 

また、Selexol法及び Rectisol法の比較を表 2.2.5に示す 

 

 

図 2.2.6  Selexolシステムフロー 

 

 

 
 

図 2.2.7 Rectisolシステムフロー 
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表 2.2.5 Selexol と Rectisolの比較 

項目 Selexol Rectisol 

プロセスオーナー UOP Lurgi/Linde 

用途 天然ガスからの CO2除

去等 

化学プラント用 

CO2除去等 

最大 CO2除去率 95% ほぼ 100% 

運転温度 -18～5℃ -62℃ 

不純物 ppmレベル 1ppm以下 

回収 CO2圧力 高圧(3-20k) 定圧(1.7-3.3k) 

設備費 廉価 高価 

運転費 (ベース) ベースと同等もしくは

廉価 

 

②検討条件 

プロセス 

図 2.2.8に物理吸収法のプロセスフローを示す。 

 

 

図 2.2.8 物理吸収法プロセスフロー 

 

ガス条件 

Selexol及び Rectisolを同一条件で比較した事例として、条件を表 2.2.6に示す。 
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表 2.2.6  IEA報告書検討条件(GEケース) 
項目 単位 条件 

流量 kmol/h 37、276 
圧力 ata 57.3 
温度 ℃ 38 
ガス組成   

CO mol% 2.84 
CO2 mol% 44.22 
H2 mol% 55.04 
H2O mol% 0.19 
Ar mol% 0.79 
CH4 mol% 0.02 
N2 mol% 0.68 
H2S mol% 0.22 
COS vppm 1 
NH3 vppm 10 
HCN vppm 5 

 

③性能 

Selexolと Rectisolの性能比較結果を表 2.2.7に示す。 

 

表 2.2.7 性能比較 

項 目 Selexol Rectisol 備考 

CO2回収率 91% 91%  

出口全 S濃度 4ppm 1ppm  

 

④ユーティリティ量 

Selexolと Rectisolのユーティリティ量比較結果を表 2.2.8に示す。 

 

表 2.2.8 ユーティリティ量比較 
項目(1) 項目(2) Selexol Rectisol 備考 

AGR 44% 14%(16%) 
SRU 3% 3%(3%) 

CO2圧縮機 52% 71%(81%) 
補機動力 

計 100% 88%(100%)

Selexolの補機動力を 100%
とした。()内は Rectisolの
補機動力の内訳を示す 

3.2k低圧 - 24% 
蒸気量 

6.5k低圧 100% 15.5% 
Selexolの 6.5k低圧蒸
気を 100%とした 

補給量 100% 24% 補給溶媒量 
補給費用 100% 52% 

Selexolを 100%とした

冷却水量 100% 22% Selexolを 100%とした
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⑤設備費 

Selexolと Rectisolの設備費比較結果を表 2.1.9に示す。 

 

表 2.1.9 設備費比較 

項 目 Selexol Rectisol 備考 

設備費 100% 134%  

 

⑥運転費 

以下の条件での Selexolと Rectisolの運転費比較結果を表 2.1.10に、内訳を表 2.1.11に

示す。 

条件  

設備利用率  85% 

3.2k低圧蒸気  9€/t 

6.5k低圧蒸気  11€/t 

電力   6¢€/kWh 

 

表 2.2.10 運転費比較 

項 目 Selexol Rectisol 備考 

運転費 100% 75% 電力/蒸気/溶媒 

運転費/設備費比 22% 13%  

溶媒費/設備費比 0.5% 0.2%  

 

表 2.2.11 運転費内訳 

項 目 Selexol Rectisol 備考 

蒸気費用 15% 5%(6%)  

電気代 83% 73%(92%)  

補給溶媒費用 2% 1%(2%)  

計 100% 79%(100%)  

Selexolの運転費を 100%とした。( )内は、Rectisolの運転費の内訳を示す 

 

⑦評価 

●性 能：CO2回収率は、Selexolと Rectisolは同等。 

脱硫率は、Rectisolが Selexolより優れている 

●設備費：Selexolが Rectisolより廉価。 

●運転費：Rectisolが Selexolより廉価。 

今回の検討条件では、ユーティリティ量(電気及び蒸気量)を金額換算した運転費のうち



－50－ 
 

83%が補機動力であり、同動力の低減が重要である。 

 

ｆ．化学吸収法 

図 2.2.9に化学吸収法プロセスフローを示す。 

(財)RITE では、製鉄所の CO、H2 を含む高炉ガス(BFG)からの CO2 分離回収技術とし

て、①低温度、低熱量で再生可能な二酸化炭素吸収液を開発するとともに、②製鉄所等の

未利用プラント廃熱を回収して吸収液再生に利用する技術を組み合わせた化学吸収法シス

テムの検討を H16年度から H20年度の予定で行っている。 

 

 

図 2.2.9化学吸収法プロセスフロー 

 

下表に処理ガスによる適用 CO2回収技術の比較を示す。 

開発目標は 

①吸収液再生に要するエネルギーを低減するための新吸収液の開発および分離回収シス

テムの改善によるエネルギー原単位 1.8GJ/t- CO2 (*)以下の達成 

*：当初目標 2.5 GJ/t- CO2からより高い目標に修正 

②廃熱活用による安価なエネルギー供給システム開発による 蒸気コスト 1500 円/t-蒸気

（140℃低圧蒸気）以下の達成である。 

これ迄に 4 種類の新吸収液が開発された。ベンチ試験で計測された最高の再生エネルギ

ーは、2.9GJ/t- CO2であり、KS吸収液と同等である。新吸収液による高炉ガスからの CO2

分離回収試験が、新日鐵君津製鉄所内に容量 1ton- CO2/日のベンチ試験装置で行われてい

る。 

開発成果をもとに、圧縮を含まない CO2分離回収コストは、現状の 6,000円/t- CO2か

ら約 3,700 円/t- CO2 に低減できる見込みが得られている。H19-H20 年度で容量 20ton- 

CO2/日のパイロットプラントを設置し、全体システムの評価が予定されている。 
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表 2.2.12 処理ガスによる適用 CO2回収技術の比較 

項目 単位 製鉄 BFG IGCC 

圧力 - (常圧) 加圧(約 30k) 

処理ガス中 CO2濃度 vol% 22 30-60 

CO2回収後の CO2濃度 vol% 2  

適用 CO2回収技術 - 化学吸収法 化学吸収法 

物理吸収法 

 

ｇ．CO2膜分離設備 

①CO2膜 

膜分離法は、個々の気体の膜に於ける透過速度の異なるという性質を利用して、混合ガ

スから気体を選択的に分離・回収する方法である。 

膜におけるガス分離の原理は、供給ガスを加圧または透過側ガスを真空ポンプ等で減圧

することにより孔の無い均質な膜に圧力差をかけ、同圧力差（分圧差）を透過推進力に各

ガスの透過速度差を用いて分離するものである（図 2.2.10）。 

ガス分離膜のガス透過流束は圧力差に比例、膜の厚みに反比例し、膜のガス透過係数を

用い 

(透過流束)=(ガス透過係数)×(透過推進力=圧力差)/(膜厚み) 

として定義される。 

ガス透過係数の単位：[kmol･m/(s･m2･kPa)] または[cm3(STP)･cm/(s･cm2･cmHg)] 

(なお、1×10-10 cm3(STP)･cm/(s･cm2･cmHg)= 1 Barrer(バーラー)) 

 

 

図 2.2.10 分離膜の原理 

 

図 2.2.11にポリイミド中空糸膜に於けるガスの透過性能例を示す。 

ポリイミド中空糸膜はガラス状高分子膜例である。ガラス状高分子および無機多孔質膜



－52－ 
 

では透過分子の大きさが支配的で、分子量の小さいガスほど透過性が大きくなる。ポリイ

ミド膜は水素、二酸化炭素、水蒸気の透過性が大きく、これらのガスの分離へ適用できる。 

一方、ゴム状高分子では透過成分の膜への溶解性が透過性を支配するので、分子量の大

きい、凝縮しやすい蒸気ほど透過性が大きくなる。 

この事例では、透過速度 P’は H2O＞H2、He＞CO2＞O2＞CO、Ar＞N2＞CH4＞C2H4

の順に低下する。分離膜に於ける分離対象は、混合ガス中の透過速度の大きいガス成分を

分離対象としたもので、①天然ガス(CH4＋CO2)からの CO2 分離、②H2/CO2/N2 混合ガ

スからの H2分離、③燃焼排ガス（CO2/N2）からの CO2分離である。 

 

 
  図 2.2.11 ガス分離膜透過性能例（ポリイミド膜） 

 

IGCC における CO2 分離では、石炭ガス化ガス（H2/CO2/N2）から透過速度の大きい

H2を非透過ガス中に残し、H2よりも透過速度の小さい CO2を透過分離する必要がある。

現状の膜は H2選択透過性のため CO2/H2選択率は 1以下（高分子膜 0.3、無機膜 0.1）で

新たな膜開発が必要である。 

(財)RITEが開発している CO2分子ゲート膜は、 

●気体分子の出入口（ゲート）を CO2分子が占有することで、CO2分子が他のガス分子

の透過を遮断する。 

●CO2 分子は圧力差によりゲートを透過する。そのため、分離対象の気体分子が競争的

に膜を透過する高分子膜に比べて、CO2 分子ゲート膜は高い選択率を有し、従来の高分子
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膜では難しかった CO2と H2の分離が可能となる。 

現在までに、In-situ 複合膜化技術を用いて、モジュールに組み込んだカルド型ポリイミ

ド中空糸の膜表面に、第０世代 PAMAMデンドリマーの薄膜層を形成した複合膜の開発が

行われている。 

この複合膜の CO2/N2選択率は 80以上であり（図 2.2.12）、PAMAMデンドリマーの欠

陥の無い分離機能層が中空糸膜の表面に形成されたことが明らかとなった。更に CO2/N2

選択率 100の膜の開発と共に、CO2/H2選択率 100の膜の研究が行われている。 

 

 

図 2.2.12 膜分離法による CO2選択率 

 

②CO2膜分離プロセス 

CO2膜分離プロセスの比較を表 2.2.13に示す。 

H2、CO2、N2 他ガス成分より構成される CO シフト後の石炭ガス等の原料ガスからの

CO2分離プロセスは、分離膜の選択性選定によりH2選択型及びCO2選択型に分類できる。 

H2 選択型プロセスは、原料ガス中の水素を選択的に透過する膜を適用することにより、

透過ガス側に GT燃料ガスである H2を減圧透過回収後、GT入口圧力まで再圧縮が必要と

なる。回収対象ガスである CO2 は、原料ガスと同圧(約 3MPa)で回収されるが、同ガス中

には透過されない窒素及び透過せず残留した水素等が含まれる。 

CO2選択型プロセスは、原料ガス中のCO2を選択的に透過する膜を適用することにより、

透過側に回収ガスである CO2 を減圧透過回収する。GT の燃料ガスとなる水素は原料ガス

と同圧(約 3MPa)で回収され、同ガスに残留した CO2 及び窒素(N2)とともに GT へ供給さ

れ動力回収される。 

ここで、COシフト後の石炭ガス中の H2と CO2の比が約 3：2であり、透過対象ガス量

の少ない CO2選択型プロセスが動力・膜面積の面から有利となる。 
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表 2.2.13 CO2膜分離プロセスの比較 

項目 H2選択型 CO2選択型 
原理 圧力差で H2を透過 気体の出入(ゲート)を CO2 分子が塞

ぎ、他の分子の透過を遮断 
適用 Futuregen(米国)で検討 (財)RITE他で開発中 

プロセス 
原料ガス 

 約3MPa-a 

(H2、CO2、N2他) 

透過ガス 

(=GT燃料ガス)

大気圧 

(H2) 

Ｈ２離膜 

分離ガス 

(=回収ガス) 

約3MPa-a 

(H2、CO2、N2他)

 

 
原料ガス 

 約3MPa-a 

(H2、CO2、N2他) 

透過ガス 

(=回収ガス) 

大気圧 

(CO2) 

ＣＯ２離膜 

分離ガス 

(=GT燃料ガス) 

約3MPa-a 

(H2、CO2、N2他) 

 

GT燃料 
ガス圧力 

大気圧(昇圧が必要) 約３MPa-a(膜入口圧とほぼ同じ) 

所要動力 （ベース） (ベース)×約 0.7 
所要膜面積 （ベース） (ベース)×約 0.7 

透過係数が同じの場合 

 
図 2.2.13に膜分離を適用した CO2回収型 IGCCシステムを示す。 

 

 

図 2.2.13 CO2回収型 IGCCシステム(膜分離) 

 
膜分離法での膜面積、回収CO2ガスへのH2流入割合の関係の検討例を図2.2.14に示す。

回収ガス圧力を上げると①膜面積が増加し、②回収 CO2 ガス側に流入（リーク）する H2

の割合（原料ガスに含まれる H2に対する割合）が増加する。 

また、ガス分離係数の影響の検討例を図 2.2.15 に示す。ガス分離係数の増加により膜面

積が増加し、回収 CO2 ガス側に流入（リーク）する H2 の割合（原料ガスに含まれる H2
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に対する割合）は低下する。 
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     図 2.2.14 回収ガス圧力の影響評価 

 

 

      図 2.2.15 ガス分離係数の影響評価 
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(2)燃焼後回収における技術 

 以下では、IPCCによる「二酸化炭素回収・貯留特別報告書」（2005）の内容からまとめ

た。 

ａ．二酸化炭素の分離回収 

一般に排煙は大気圧で放出され、かつ二酸化炭素濃度は低く、窒素をはじめその他不純

物を多く含む。したがって、吸収プロセスにおいて重要な特性は、排煙の性状を前提とし

たときの適切な吸収剤の選択である。二酸化炭素の高い吸収能力と、低温での分離が回収

における重要な性能になる。また、吸収剤は、それ自身の性能を維持するため、また生成

される廃棄物を削減するために、副生物の生成が少ないこと、分解が少ないことが必要で

ある。 

以下に、商業化されている主要な燃焼後回収の分離回収プロセスを示す。 

 

①Kerr-McGee/ABB Lummus Crest プロセス 

石炭およびコークスのボイラーから二酸化炭素を回収し、炭酸ソーダや液体二酸化炭素

に用いられる。重量濃度 15～20%のMEA（Mono-Ethanolamine）の水溶液が用いられる。

このシステムを用いた最大の容量は、二酸化炭素の回収能力で 800t/d（2トレイン）である。 

 

②Fluor Danil ® ECONAMINE™ プロセス 

Fluor Daniel Inc.が 1989年に Dow Chemicalから買収した技術である。MEAをベース

にした技術であり（重量濃度 30%）、金属の腐食防止剤を含み、酸素を含む排煙に対応して

調整したものである。この技術は世界中で、飲料および尿素の製造などにおいて活用され

ており、最大の容量は、二酸化炭素の回収能力で 320t/d（1トレイン）である。 

 

③関西電力・三菱重工の KEPCO/MHI プロセス 

アミンをベースとした「立体障害アミン」によるプロセスであり、すでに 3 種類の吸収

液（KS-1、KS-2、KS-3）が開発されている。KS-1 は尿素工場で商業化されている。この

プロセスでは、アミンの損失が小さく、分解（減成）しにくいため、防食剤などの添加剤

が必要ない。1999年からマレーシアで稼動しており、最大の容量は、インドの二酸化炭素

の回収能力で 900t/d（2トレイン）である。 

 

吸収液の性能は、交換、フィルター、再生によって維持され、それが吸収液そのものを

消費している。吸収液の消費量は二酸化炭素 1tあたり 0.2～1.6kgである。さらに、アミン

を塩からの再生（二酸化炭素 1tあたり 0.03～0.13kg NaOH）、アミンの分解生成物の分離

（二酸化炭素1tあたり0.03～0.06kg活性炭素）の化学反応が必要である。これらの範囲は、

KS-1が最も低く、ECONAMINE ™が最も小さい。 
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ｂ．排煙の処理 

火力発電所の排煙の温度は 100℃以上が一般的である。そのため、吸収プロセスに至るま

でに温度を低下させることが必要となる。これは、直接的に水と接触させることによって

行い、あわせて煤塵の除去も行う。 

さらに、石炭火力においては NOx、SOxなどの酸性ガスを含んでいる。こうした物質は、

二酸化炭素と同様、アルカリ性である吸収液と反応し、熱耐性を持つ塩を生じるため、吸

収液の吸収能力を低下させ、吸収液に固体を生じるリスクも高まる。また、吸収液の浪費

にもなり、硫酸ナトリウム、硝酸ナトリウムを生じ、廃棄物を増加させる。したがって、

NOx、SOxの除去は非常に重要である。 

SOx が吸収液と反応して消費されることから、SOxが許容される濃度は、吸収液のコス

トに依存する。SO2の排煙における濃度は、300～5000ppmであるが、商業的にはこのう

ち 98～99%除去できる。アミンは比較的廉価な化学製品であるが、MEAのようなさらに安

価な吸収液（1.25ドル/kg 程度）でも、MEA の消費量を 1.6kg/tCO2 程度に節約しコスト

を一定水準に抑えるためには、10ppm程度の SOx濃度が要求される。これは追加的な脱硫

処理が必要であることを示す。以下に上述の各プロセスが要求している SOx濃度を示す。

これらの濃度は、湿式脱硫技術で達成することが可能である。さらに、排煙を冷却するた

めに、脱硫装置は二段階で必要になる。 

 

表 2.2.14 CO2回収のためのプロセスが要求する排煙の SOx濃度 

プロセス 要求される SOx濃度 

Kerr-Mcgee/ABB Lummus Crust 50ppm 

Fluor Daniel Econamine FG 10ppm 

 

また、フライアッシュと煤塵にも注意が必要である。これらの濃度が高いと吸収装置の

詰まりを引き起こす。また、脱硝装置、電気集塵機やバグフィルターも必要である。吸収

液の消費量を削減し、再生塔で劣化した吸収液を再生させるために、SOxを 1～2ppmレベ

ルにするためには、こうした装置だけでは十分ではない場合もある。 

 

ｃ．CO2回収による発電効率の低下 

燃焼後回収における重要な特性のひとつが高いエネルギー消費、あるいはそれによる発

電効率の低下である。これは、吸収液の再生に用いられる熱、CO2を分離するための蒸気、

液体のポンプに用いられる電力、排煙の送風機に用いられる電力、CO2 の圧縮に用いられ

る電力によるものである。 

発電所のレトロフィットによる場合には、再生に用いる熱エネルギーは、追加的なボイ

ラーの設置によって供給することができる。しかしながら、これまでの多くの研究では、
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吸収プロセスが発電所全体に統合されたプロセス全体における評価が行われている。 

再生に必要とされる熱量は、リボイラで用いられる、低圧の蒸気（例えば 0.3MPa(ga)）

のレベルである。再生プロセスに用いられる蒸気は、蒸気サイクルの途中から取り出され

る。石炭火力発電の場合には、低圧の蒸気が蒸気タービンの最終の膨張段階の手前で抜か

れる。これらの熱は、ボイラー供給水のプレヒーティングによって回収される。 

先進的な技術において、必要な熱量は 2.7～3.3GJ／tCO2 である（吸収液に依存する）。

また、消費する電力は 0.06～0.11GJ／tCO2である。さらに、二酸化炭素の圧縮（110bar）

には、約 0.4GJ／tCO2を要する。 

既存の発電所に二酸化炭素の回収装置を設置する場合には、蒸気サイクルの低圧部分を

変更することが必要になる。相当量の蒸気を引き抜くことになるため、発電量は減少する。

システムの変更を最小限にするために、中程度の圧力の蒸気を用い、排煙用の送風機やボ

イラーへの送水ポンプ向けに、小型の背圧蒸気タービンを用いることもできる。そして、

蒸気はリボイラで凝縮する。さらに、蒸気サイクルでは 50%以上の熱エネルギーが復水器

において失われる。もし、蒸気サイクルのシステムと二酸化炭素回収が統合されれば、復

水器で失われる熱を、吸収液の再生に活用できる。 

二酸化炭素回収におけるエネルギー消費は吸収液に依存する。そこで、IEA は燃焼後回

収のパフォーマンス評価を行った。この調査の中では、Mitsui-Bubcockと Alstomが USC

によるボイラーと蒸気タービンの特性を提供した。Fluor は MEA をベースとする Fluor 

Economateプロセスの、MHIは KS-1をベースとした KEPCO／MHIプロセスの情報を提

供した。二酸化炭素は 11MPaに圧縮することを想定した。これによると、KEPCO／MHI

プロセスの方が、効率低下は小さかった。 

 

ｄ．開発中の技術 

エネルギー消費が少ない新たな吸収液の開発、新たなプロセスの開発が行われている。 

そのほか、吸着プロセスの開発も行われいている。吸着プロセスには、圧力スウィング

吸着法（PSA：Pressure Swing Adsorption）、温度スウィング吸着法（TSA：Temperature 

Swing Adsorption）がある。 

また、膜による分離技術も開発されている。膜は、天然ガスの製造において二酸化炭素

を分離では商業化されている。この膜を発電の排煙に用いる場合には、二酸化炭素の分圧

が低いために、化学吸収法に比べてエネルギー消費量は大きい。また、二酸化炭素の回収

率も化学吸収法に比べて低い。そのため、より選択性の高い膜の開発や、膜－吸収液のハ

イブリッドシステムの開発が行われている。 

固体吸収剤の開発も行われている。比較的高温な環境で用いるため、湿式の化学吸収法

に比べてエネルギー消費を削減できる可能性がある。ただし、高性能な固体吸収剤は、商

業化された上述の技術に比べ高価である。 
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ｅ．今後の見通し 

今後、石炭火力発電の発電効率は、今後 10 年の間に 50%（LHV）を上回ると考えられ

る。炭素制約がある世界になれば、こうした発電効率向上の開発は kWhあたりの二酸化炭

素排出量の削減になる上、燃焼後回収が導入された場合の全体の効率の悪化を改善するこ

とになる。 

すでに、燃焼後回収には商業化されたプルーブンな技術が存在する。ただし、50万 kWe

クラスの石炭火力発電に用いるためには 20～50 倍のスケールアップが必要である。今後、

吸収液の性能向上、エネルギー消費削減などが必要であるが、開発中のすべての新しい吸

収液には、低コスト化と商業規模の信頼性の実証が求められる。現段階では、開発中のど

の技術が支配的な技術となるかは依然として明らかではない。 

 

(3)酸素燃焼における技術 

 以下では、IPCCによる「二酸化炭素回収・貯留特別報告書」（2005）の内容からまとめ

た。 

 

ａ．二酸化炭素の分離回収 

酸素燃焼にかかわる要素技術は、すでに、アルミ、鉄鋼、ガラスなどの各業界で使われ

ているものであるが、二酸化炭素を回収する酸素燃焼技術は商業化されていない。ただし、

酸素燃焼に使われる酸素製造装置は、既存技術が活用できる。酸素製造には、深冷分離法、

圧力スウィング吸着法、重合膜分離法がある。現時点では、200tO2/d以下の小規模な酸素

製造においては、吸着法が経済的であるが、発電所などそれ以上の場合には、深冷分離法

が経済的である。 

これまでにいくつかのパイロット規模の酸素燃焼のテストが行われている（表 2.2.15）。 

 

表 2.2.15 酸素燃焼のパイロット 

掲載論文 概要 

Babcock Energy Ltd. et al.
（1995） 

160kWthのボイラーと低 Noxバーナーを用いた。二酸化炭
素のリサイクル率を高めると SO2、灰分は変化しないもの
の、NOxは減少した。ファウリング、スラッギングは空気
燃焼より多かった。 

Croiset and Thambimuthu
（2000） 

酸素 35%、リサイクルした二酸化炭素 65%のときの燃焼温
度、熱容量を測定した。燃焼条件を空気燃焼と同様にし、純

度の高い酸素を用い、システムに空気が流入しないときに、

完全燃焼が行われた。フライアッシュ、SO2の発生は、空
気燃焼と変わらなかった。一方、供給されるガスに窒素分が

無いために、サーマル NOxが発生せず、NOxは少なかった。
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ｂ．深冷分離法 

深冷分離法による酸素製造は 100年以上の歴史を持つ技術であり、現在 3,500tO2/dまで

の規模の装置がある。純度 95%の酸素を低圧（一般に 0.17MPa程度）で供給する場合には、

200～240kWh/tO2 の電力が必要である。純度 97.5%以下の酸素製造の消費電力を削減し、

初期投資を抑制するためのプロセスは数多く存在する。 

 

ｃ．高温イオン・トランスポート膜（ITM） 

500 度（できれば 700 度）で酸素イオンと電子を連続的に伝道する特性を示すセラミッ

クを含有する金属酸化物が開発されている。 

ただし、まだ開発の初期段階である。 

 

ｄ．ケミカル・ルーピング燃焼 

ケミカル・ルーピング燃焼では、金属酸化物と燃料とを第１反応炉内で還元反応させる

とともに、金属酸化物の還元体を第２反応炉に移動させて酸化剤と酸化反応させる（図

2.2.16）。二酸化炭素は、第 1 反応炉で発生したガスから水を分離して得られる。空気と酸

素の分離は、金属の酸化プロセスを通じて行われるため、酸素製造装置は必要ない。 

  第 1反応炉での反応： 金属酸化物＋燃料→金属＋二酸化炭素＋水 

  第 2反応炉での反応： 金属＋水→金属酸化物＋水素 

 

 
図 2.2.16 ガスタービンサイクルにおけるケミカル・ルーピング 

出所）IPCC特別報告書 

利用するは、鉄、ニッケル、銅、マンガンがある。これまでの多くの研究においては、

これらの金属の直径 100～500μm の粒子が用いられている。炉の温度は 800～1200 度で

ある。 

ガス化会議（2008 GTC（Gasification Technologies Council）Conference）では、オハ

イオ州立大学におけるシンガスを用いたケミカル・ルーピングに関するベンチテストが報

告されていた。 
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図 2.2.17 シンガスを用いたケミカル・ルーピング 

出所）Fanxing Li and Liang-Shih Fan（2008年ガス化会議資料） 

 

第 1反応炉（金属の還元） 

 

 

第 2反応炉（酸化の還元） 

 

 

 

 ベンチテストでは、2.5kWth の流動床が用いられ、金属は酸化鉄のペレットが用いられ

た（図 2.2.18）。 
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図 2.2.18 オハイオ州立大におけるケミカル・ルーピングのベンチテスト 

出所）Fanxing Li and Liang-Shih Fan（2008年ガス化会議資料） 

 

 シンガスを用いた実験では、ほぼ 100%のシンガスが転換できた（図 2.2.19）。 

 

 
図 2.2.19 オハイオ州立大におけるケミカル・ルーピングのベンチテスト結果 

出所）Fanxing Li and Liang-Shih Fan（2008年ガス化会議資料） 
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ｅ．今後の見通し 

酸素燃焼技術は、技術的な障害が無くシステムとしては実現可能である。 

深冷分離による酸素製造装置は、コンプレッサーの効率改善、プロセスの効率化、プラ

ントの大規模化によってコスト削減が続けられている。膜分離技術によって、大幅な効率

改善も期待できる。 

将来的な酸素燃焼によるデモンストレーション・プラントは、開発コストを低減し、開

発スピードを短縮するために、既存のボイラーを用いたレトロフィットをベースにするこ

とができる。今後数年以内に、欧州、米国、カナダ、豪州でいくつかのデモンストレーシ

ョンが計画されている。こうした開発が進捗し、技術が市場に浸透していくことによって、

酸素燃焼も燃焼前回収システム、燃焼後回収システムとともに競争力のある代替案となる。 

 

 

（出所） 

RITE：”平成 19年度石炭ガス化発電・CO2分離回収技術調査”（2008） 

IPCC：”IPCC Special Report CARBON DIOXIDE CAPTURE AND STORAGE”（2005） 

Fanxing Li and Liang-Shih Fan：“Chemical Looping Gasification”（2008GTC 資料）

（2008） 
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2.2.2 欧米電力会社における CCS技術のロードマップ 

ここでは、CCSに積極的に取り組む欧米の主要な電力会社の CCSに関する技術開発のロ

ードマップを分析する。 

欧州の RWE（ドイツ）、E.ON（ドイツ）、Vattenfall（スウェーデン）、Enel（イタリア）、

EDF（フランス）、米国 AEPを取り上げる。 

(1)ロードマップに与える影響要因 

各社の CCSの取り組みを見るにあたり、各社の取り組みの背景として、電源構成、株主

構成などを示す。 

まず、電源構成については、表 2.2.16に示すとおり、発電能力では EDFが 1.3億 kWと

最も大きく、その他は 4000万～5000万 kWとほぼ同規模である。 

電源構成の内訳を見ると、各社で差がある。EDF はフランスが原子力を推進しているこ

ともあり、原子力の構成比が 52%と高い。一方、原子力発電所があっても、政策的に運転

されていないイタリアでは原子力はゼロである（Enel は、買収した海外の電力会社で原子

力発電所を所有、運転している）。 

このように、原子力が少ないところでは、それを石炭が補っている。ただし、公表資料

からのデータ制約から、石炭には天然ガス火力も含まれる。 

 

表 2.2.16 各電力会社の電源構成（2007年末） 

単位：千kW
RWE E.ON Vattenfall Enel EDF AEP

原子力 6,308 11,055 7,468 4,491 67,942 2,300
褐炭 10,729 1,315 ※石炭に含まれる ※石炭に含まれる ※石炭に含まれる ※石炭に含まれる

石炭 13,986 18,750 13,420 11,858 36,383 26,300
天然ガス 6,892 10,749 ※石炭に含まれる 17,963 ※石炭に含まれる 8,900
石油 1,602 3,221 ※石炭に含まれる ※天然ガスに含まれる ※石炭に含まれる ※天然ガスに含まれる

水力 731 7,639 11,293 27,891 25,615 1,200
その他 329 813 267 2,577 388 ※水力に含まれる

合計 43,434 53,542 32,448 64,780 130,328 38,721
うち再生可能 1,099 6,612 11,560 388
　水力 497 5,506 11,293
　風力 489 524 72
　バイオマス 113 582 195

原子力 15% 21% 23% 7% 52% 6%
石炭 57% 37% 41% 18% 28% 68%
再生可能 3% 12% 36%
注1)海外法人も含む
注2）再生可能エネルギーは、「再生可能エネルギー」としての公表をベース
 　ただし、Vattenfallの「水力」はすべての水力発電を含む
注3）EDFは、フランス、イギリス、ドイツ、イタリア（Edison）のみ（合計126.7GW)
注4）AEPは、電源構成の割合から逆算
出所）各社資料より作成  
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15%

21%

23%

52%

6%

57%

37%

18%

68%

20%

26%

28%

23%

41%

28%

0%

2%

14%

35%

43%

20%

3%

1%

2%

1%

4%7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

RWE

E.ON

Vattenfall

Enel

EDF

AEP

原子力 石炭 天然ガス・石油 火力 水力 その他

 

図 2.2.20 各電力会社の電源構成（2007年末） 
出所）各社資料より作成 
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この中から原子力と石炭火力（褐炭、天然ガスを一部含む）の構成比の関係を散布図に

した。これは、石炭火力の構成比が大きい電力会社ほど、CCS への取り組みが熱心になる

と考えたためである。 

中でも、AEP、RWE において、石炭火力の割合が 60～70%と比較的高い。Vattenfall、

E.ON が 40%程度とそれに次いで石炭火力の割合が高い。これらの電力会社では、炭鉱が

近く石炭の調達が容易な場所に、石炭火力を設置してきた経緯がある。Vattenfallでは原子

力の割合が低い一方、それほど石炭火力の割合が高くないのは、スウェーデン国内の豊富

な水力資源を生かし、水力発電が多いためである。石炭火力は、欧州の電力自由化に伴い

買収した旧東ドイツの電力会社によるものが多い。 

 

AEP

EDF

Enel

Vattenfall
E.ON

RWE

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

原子力

石
炭

 
図 2.2.21 原子力と石炭の構成比（発電容量ベース、2007年末） 

出所）各社資料より作成 
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こうした電源構成を持つことから、各社の排出原単位は図 2.2.22のとおりである。 
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図 2.2.22 各社の排出原単位 
出所）各社資料より作成 
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ただし、これらの電源構成は、現時点での構成比であり、将来的には変化する可能性が

ある。特にドイツでは、原子力発電について、縮小されることが政策的に決定している。 

RWE の資料によると、特にドイツでは原子力発電所が相次いで閉鎖される計画であり、新設

の電源が必要とされる。特にベース電源として、石炭火力への期待が大きいのではないか

と考えられる。 

 

 

図 2.2.23 ドイツにおける設備容量と需要の見通し 
出所 RWE資料 
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表 2.2.17に、各社の株主構成を示す。これは、株主構成が CCSへの取り組みに対して何

らかの影響がないかを見るためである。 

例えば、政府出資が多ければ、公益性を重視してCCSの取り組みに熱心である可能性や、

短期の収益を志向するファンドの出資が多ければそうでない可能性がある。近年、長期投

資を行う投資家にとって、温暖化問題は電力会社への大きなリスクであり、これに対して

適切な対応が取られているか、といった視点も重要になっている。 

政府出資は、Vattenfall が 100%、EDF が 85%となっており高い。その他の電力会社は

多少の多寡はあるものの、法人、個人の一般株主（金融機関を含む）が持っている。 

今回取り上げた電力会社の中には、短期に投資収益を求める可能性がありそうなファン

ドが出資する電力会社はなかった。 

 

 

表 2.2.17 各電力会社の株主構成（2007年末） 

電力会社 株主構成（構成比が多い順）

RWE
一般株主（法
人）

64%
一般株主（個
人）

14%
RW Energie-
Beteiligungsges
ellschaft

15%
Capital
Research and
Management

5% 従業員 2%

E.ON
一般株主（ドイ
ツ国内法人）

16%
一般株主（ドイ
ツ国内個人）

10% 海外 60% 不明 15%

Vattenfall
スウェーデン政
府

100%

Enel
一般株主（法
人）

35%
一般株主（個
人）

34% イタリア政府 21%
政府系金融機
関

10%

EDF フランス政府 85% 一般株主 13% 従業員 2%

AEP
MORGAN
STANLEY

4.2%
STATE
STREET

3.9%
Barclays Global
Investors

3.9%
JP MORGAN
CHASE

3.8% その他 84%

出所）各社IR資料  
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(2)RWEの CCSロードマップ 

RWEでは、CCSの全チェーンを含む大型のデモを行うことをゴールとしている。そのタ

イミングは 2014～2016年をめどとしている。それを実現する技術は、IGCC（燃焼前回収）

と燃焼後回収の二本柱となっている。 

後述するが、IGCCでは、450MW（グロス）の発電所を建設し、CO2の輸送、貯留を含

めたデモを行う計画である。一方、Post は、アミン法をドイツおよびイギリスで実施する

計画である。 

その他、数多くの R&Dプロジェクトに参画している。 

 

 

図 2.2.24 RWEの CCSロードマップ 
出所 RWE資料 
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RWEの IGCCについては、ケルン近くに 450MWのデモプラントを 2014年ごろに運転

開始することを計画している。回収した CO2を、530kmのパイプラインで輸送し、ドイツ

北部の帯水層に貯留することを想定している。 

そのため、発電所の建設と平行して輸送・貯留の検討を行っている。 

建設の意思決定を 2010年に行う予定である。 

 

 

図 2.2.25 RWEの IGCC 

出所 RWE資料 
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一方、燃焼後回収では、ドイツおよびイギリスで主体的な取り組みを行っている。 

ドイツでは、アミン法によるデモプラントを 2016年から運転開始することを想定してい

る。そのため、現在、ニーダラウセム発電所において、アミン法による 1MWth相当の回収

プロジェクトを Linde、BASFと共同で進めている。なお、ニーダラウセム発電所はWWF

（世界自然保護基金）が実施した、欧州における CO2排出量が最も多い発電所のランキン

グ「Dirty Thirty」（2007年実施）で、欧州で第 3位となっている（1、2位はギリシャの

発電所）。 

 

 

図 2.2.26 Niederaussemにおける Post Combustionプロジェクト 
 

出所 RWE資料 
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RWEは、英国子会社である RWE npowerを通じて、Peel Energyと Dong Energyが設

立した、Peel Energy CCS Ltd.の株式の 75%を取得（2008年 12月）し買収した。 

Peel Energy CCS Ltd.は、英国 BERRの CCSのデモプラント建設に関するコンペで、4

つの候補の 1つに選ばれている 

 

Peel Energy CCS Ltd.

RWE
npower

Peel Energy Dong Energy

75%出資

デンマーク拠点
の電力会社

英国のインフラ
投資会社Peel
Holdingsの発電
施設に投資する
子会社

RWEのイギリス
法人

 

図 2.2.27 RWEによる Peel Energy CCS Ltd.の買収 
出所 RWE資料 
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(3)E.ONの CCSロードマップ 

E.ONでは、微粉炭火力の高効率化、燃焼後回収、燃焼前回収、酸素燃焼、それぞれをロ

ードマップ上に位置づけている。しかしながら、後述するとおり、独自の開発としては、

燃焼後回収にウェイトが置かれていると見られる。 

以下、それぞれの取組みついて詳述する。 

微粉炭火力の高効率化については、A-USC（先進的超々臨界石炭火力発電）開発を進め

て石炭火力発電そのものの高効率化を進める。 

燃焼後回収については、2014年を目処に、イギリスで既存のアミン法のデモ（300MW）

の運開を行い（Kingthnorth）、あわせて、ドイツで新しい回収液によるパイロット（30～

60MW）の運開を計画している。つまり、アミンの既存技術による大規模化と、新規の吸

収液の開発を平行して進めている。こうして既存技術に新規技術を組み合わせながら雁行

的に開発し、2014年にデモプラントを運開することを計画している。  

燃焼前回収については、FutureGen における開発に参画し、その成果に期待していたと

考えられる（自社でも計画されていたが無期限の延期とされたと見られる）。 

 

 

図 2.2.28 E.ONの CCSロードマップ 
出所 E.ON 資料 
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次に、石炭火力の高効率化の CCS技術における E.ONでの位置づけを示す。 

図 2.2.29に示すとおり、CCSを導入することによって、既存の技術（USC）の石炭火力

発電にCCSを導入すると、発電効率は 1950年代の水準にまで低下することが見込まれる。

そこで、CCSを導入してなお、高効率の発電を実現することを想定して、2014年に燃焼温

度 700度超の A-USCの運転開始を目指している。 

ドイツWilhelmshavenにおいて、500MW以上の A-USCのデモプラントを 2014年に運

開することを計画（キャプチャーレディを想定）している。 

 

 

CCS導入
 

 

図 2.2.29 ドイツにおける石炭火力の発電効率 
出所 E.ON 資料 
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燃焼後回収については、2020年に商用運転できる新しい回収液による技術開発を目指し

て、2014年に 30～60MWの大型パイロットプラントを運開することを計画している。 

具体的には、2014年までに新しい回収液を用いた 5MW程度の小規模パイロットを実施 

2014 年にそれをスケールアップした 30～60MW の大型パイロットを実施する（0.3～0.5

百万トン/日の貯留も行う）。 

2017年にデモを実施して、2020年から商業プラントを運開することを計画している。 

デモプラントの開発においては、パイロットプラントでの収集データを、平行してデモ

プラントのエンジニアリングに活用することを想定しているとみられる。 

 

 

 

 

図 2.2.30 E.ONの燃焼後回収技術の開発 
出所 E.ON 資料 
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(4)ENELの CCSロードマップ 

ENELは、燃焼後回収と酸素燃焼のデモプラントを、平行して 2012年半ばを目処に建設

することを計画している（図 2.2.31）。 

これらとともに、燃焼前回収については、ナレッジを蓄積するとともに、他者との協力

機会を模索する方針を打ち出している。 

また、化学プラントで発生する水素を使った複合発電（12MWe）も、2009年 12月にプ

ラント完成をめざしている。 

そのほか、R&D プロジェクトである燃焼前回収の技術開発を目的とした DYNAMIS、

DECARBitの各プロジェクトにも参加している。 

 

発電
能力

35～
70MW

660MW

CO2回収

2.25t/h

CCS
デモプラント

デモプラント

分離回収

パイロットプラント

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

CCS2
（Oxy-Coal）

CCS1
（Post-
Combustion）

発電
能力

35～
70MW

660MW

CO2回収

2.25t/h

CCS
デモプラント

デモプラント

分離回収

パイロットプラント

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

CCS2
（Oxy-Coal）

CCS1
（Post-
Combustion）

設計・建設 運転

設計・建設 運転

設計・建設 運転

 
図 2.2.31 ENELの CCSデモンストレーションプロジェクトのロードマップ 

出所 ENEL 資料 
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ENEL は、燃焼後回収の技術開発を CCS1 と称し、2012 年末を目処に、660MWe の石

炭（瀝青炭）火力 CCSデモプラントを建設し、回収した帯水層へ貯留することを計画して

いる。 

それに先立って、2008年末を目処に、既存の発電所（Brindisi石炭火力発電所）からの

CO2を 2.25ｔ/h（換算で 54t/d）回収するパイロットプラントを建設し、2009年から運転

開始することを予定している。 

 

Design - construction

Design - construction Operation

Operation

 

図 2.2.32 ENELの Post Combustionプロジェクト（CCS1）のロードマップ 
出所 ENEL 資料 
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また、ENELは、酸素燃焼の技術開発を CCS2と称し、2012年半ばを目処に、Brindisi

石炭火力発電所に隣接して、 35～ 70MWe の加圧酸素燃焼技術（ pressurized 

oxy-combustion）によるデモプラントを建設することを計画している。 

一般的に PCは負圧での運転であるが、CCS2の Oxy-fuelでは、puressurizedで燃焼を

行う。圧力（process pressure）は 10bar（10気圧弱）である。 

当面、フルスケールの燃焼炉の試験を実施、認証を受ける。 

 

Decision point

Design - construction

Operation

Operation

Design - construction

 

図 2.2.33 ENELの Oxy-combustionプロジェクト（CCS 2）のロードマップ 
出所 ENEL 資料 
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(5)Vattenfallの CCSロードマップ 

Vattenfallは、2030年に二酸化炭素排出量を 1990年比で 50%削減、2050年に二酸化炭

素排出量をほぼゼロにする目標を掲げており、温暖化対策に熱心に取り組む企業の一つで

ある。特に CEO（Lars G. Josefsson氏）によるリーダーシップによるところが大きい。な

お、Vattenfallの CEOは、欧州電気事業者連盟（Eurelectric）の会長を務めている。 

Vattenfall の CCSロードマップにおいては、2020年に 100万 kW規模の商業化を行う

ことを想定し、パイロットプラント、デモンストレーション・プラントの建設計画を持っ

ている。 

パイロットプラントは、30MWthの規模で、投資額は 7千万ユーロである。CCSのプロ

セス・チェーン全体のデモンストレーションを行い、機器の相互関係、基本原理の検証と

スケールアップ条件、長期特性を見る。また、パイロットは、商業ベースのものではない

（ノンコマーシャル）。これは昨年 9月にすでに運転が始まっている。 

デモンストレーション・プラントは 300～700MWth（パイロットの 10～20 倍）の規模

で、投資額は 6 億ユーロを想定している。機器選定、プロセス、リスク削減の検証と最適

化を行う。補助金込みで商業ベースの実行可能であることが必要としている。 

商業プラントは、100万 kWth規模である。補助金なしで、市場競争力がある技術である

ことが必要としている。 

 

理論的研究 調査
•基本原理
•燃焼特性

プロセス・チェーンの
デモンストレーション

•機器の相互関係
•基本原理の検証とス
ケールアップ条件

•長期特性
•ノン・コマーシャル

•機器選定、プロセス、
リスク削減の検証と最
適化

•補助金込みで商業
ベースの実行可能で
あることが必要

•市場競争力がある
•補助金はなし

 

図 2.2.34 Vattenfallの CCSロードマップ 
出所）Vattenfall 社資料 
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パイロットプラント、デモンストレーション・プラントの開発においては、酸素燃焼、

燃焼後回収の両技術を平行して開発し、2013～2014年に Full CO2回収のデモンストレー

ション・プラントを運開することを計画している。 

パイロットプラントは、前述のとおり 2008年 9月に運転開始済みである。 

デモンストレーション・プラントは 3 つが計画されており、燃焼後回収、酸素燃焼の両

方のプロジェクトがある。ドイツでは、既存の Jänschwaldeの発電所を改修して、酸素燃

焼と Postを同時並行して実施する（ダブル・デモ・プロジェクトと証している）。 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20162008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20162008

Pilot

Demo

Schwarze
Pumpe
（ドイツ）

Jänschwalde
（ドイツ）

Mongstad
（ノルウェー）

Nordjylland
（デンマーク）

建設

運転

FS

30MWth

250MW
+

250MW

280MW
（電力）

N/A

グリッド接続計画・許認可

Full CO2回収一部CO2回収（100,000t/年）CHPプラント建設

備考

StatoilHydro、
Shell、Dong 
Energyと共同
実施

運転

Oxy-fuel

Oxy-fuel
+

Post

Post
（ガス火力CHP）

Post

 

図 2.2.35 Vattenfallの CCSパイロット／デモンストレーションプロジェクト 
出所）Vattenfall 社資料 
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(6)EDFの CCSロードマップ 

微粉炭火力の高効率化から、Post、Pre、Oxy-fuelおよび輸送・貯留まで、他社との共同

プロジェクトでノウハウの獲得を狙っている。 

ただ、現段階では総花的である一方、自ら主導するプロジェクトは無く、他のプロジェ

クトへ相乗りする形で参加しているに過ぎない。 

 

 

700℃超級の微粉炭火力の開発700℃超級の微粉炭火力の開発

CCS
技術の
開発

CCS
技術の
開発

Post-CombustionPost-Combustion

Pre-CombustionPre-Combustion

輸送・貯留輸送・貯留

• アミン法：EU CASTORプロジェクトへ参
画、英国 BERRプロジェクトへの参画

• チルドアンモニア法：EPRIプロジェクトへ
の参画

等

Oxy-combustionOxy-combustion

• BERRプロジェクトへの参画（Doosan-
Babcock）

• EPRIのIGCCの研究プロジェクトに参画
• Puertollano IGCCへのマイナー出資・

R&Dへの参画

• 既存研究のサーベイ
• CO2品質の研究
• 社会的受容性に関する共同研究

• E.ON Sholven F.プラント開発への参画

 

図 2.2.36 EDFの電源に関する CO2排出対応 
出所）EDF 社資料 
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(7)AEPの CCSロードマップ 

IGCCのプロジェクトがある一方、Post、Oxyのプロジェクトの計画がある。 

IGCCの 2ヶ所に CCSの導入は明確ではないが、将来的には導入を見込んでいると考え

られる。ただし、IGCC は、トーンダウンしていると前回の WG で、お話をいただいてい

る。 

 

 

 

省エネ

新エネ

原子力

高効率火力

CCS

ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ
自動車

分散型電源

•ウェストヴァージニア、オ
ハイオでIGCC（ 2017年
まで）

•アラスカでUSC（2011年
まで）

•チルドアンモニア
（Mountaineer、Northeastern）

•FutureGen
•Oxy-Coal

 

図 2.2.37 E.ONの Post Combustion技術の開発 
出所）AEP 社資料 
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チルドアンモニア技術によるプラントを、2009 年に運開予定の Mountaineer に続き、

Northeasternで 2012年までに運開を計画している 

 

Mountaineer（ウェストバージニア州）では、

1,300MWの発電所から、20MW分の排煙から

CO2を分離・貯留する（貯留量は年間10万トン）

Northeastern（オクラホマ州）では、450MWの発

電所のうち200MW分の排煙から、90%のCO2を

分離・貯留する（貯留量は年間150万トン）

 

図 2.2.38 AEPの Post Combustionの技術開発 
出所）AEP 社資料 
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2013～2015年に既存の石炭火力を Oxy Fuel化するレトロフィットを行う計画。 

すでに B＆Wと提携し、10MWのデモンストレーションを完了している 

まだ、商業規模の技術としてプルーブンではない、と考えている 

商業規模の Oxy Fuelを AEPの既存石炭火力のレトロフィットによって、実施すること

を計画している。 

 

ポイント

• 商業スケールでは技術的にはまだプルーブンではない

• 高濃度のCO2が発生する

• 所内電力が高い（＞25%）

デモンストレーション規模
• 10MWeスケール

• B&W（Alliance Research Center）や他の電力会社との連携

• 2007年 4Qにはデモを完了

商業規模

• フィジビリティ・スタディを実施中

• 既存のAEPの亜臨界圧ユニット（複数あり）へのレトロフィット

• 150～230MWe規模へのレトロフィット

• 4,000～5,000t/dのCO2

• 2013～2015年のレトロフィットを目標
 

図 2.2.39 AEPの Oxy Fuelの開発 
出所）AEP 社資料 

 

 

(8)各社の CCSロードマップまとめ 

 以下に、各社の CCSロードマップをまとめた。 
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技術 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030

RWE Pre

450MW
Goldnbergwerk

Post

アミン法（独） 褐炭ベースのパイロット（1MWth相当） 瀝青炭・褐炭のデモ 商業プラント
Niederaußemプロジェクト

アミン法（英） 瀝青炭ベースのパイロット 瀝青炭・褐炭のデモ
Aberthawプロジェクト TillburyおよびBlythの各プロジェクト

チルドアンモニア法（米） 瀝青炭 AEPによるデモ
のﾊﾟｲﾛｯﾄ Mountanieer（20MW相当）

E.ON 先進超々臨界（A-USC）

大型デモ（500MW）
700℃、η＝50%

Post

アミン法（イギリス） 300MW
Kingthnorth

新しい回収液による 小型のパイロット（0～5MW) 大型のパイロット デモ（XXXMW) 商業プラント
プロセス（ドイツ） (30～60MW）

注1）帯は、パイロット、デモ、商用の運転開始を計画している時期を示している

パイロットプラントの運転 デモプラントの運転 商業プラントの運転

注2）運転開始時期は、同じ企業の中でもプロジェクトによって異なるが、最も時期が早いプロジェクトで作成している
注3）商業化のめど（目標）を記載している場合には、「商業プラントの運転」として明記しているが、記載がない場合は明記していない  

図 2.2.40 各社のロードマップまとめ（１） 

ー86

― 
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技術 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030

ENEL Post
アミン法

パイロット 660MWのデモ
（2.25t/h回収）

Oxy fuel

35～70MWのデモ

Vattenfall Oxy fuel

パイロット デモ
SchwarzePumpe（30MWth） Jänschwalde（250MW）

Post デモ
Jänschwalde（250MW）
Mongstad（280MWの電気＋350MWの熱）
デモ
Nordjylland

AEP Post
チルドアンモニア

パイロット デモ
Mountaineer（20MW相当Northeastern（200MW）

注1）帯は、パイロット、デモ、商用の運転開始を計画している時期を示している

パイロットプラントの運転 デモプラントの運転 商業プラントの運転

注2）運転開始時期は、同じ企業の中でもプロジェクトによって異なるが、最も時期が早いプロジェクトで作成している
注3）商業化のめど（目標）を記載している場合には、「商業プラントの運転」として明記しているが、記載がない場合は明記していない  

図 2.2.41 各社のロードマップまとめ（２） 
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(9)各社の CCSロードマップに与える影響要因の整理 

 

 以上の各社の CCSの技術開発に関するロードマップから、ロードマップに与える要因と

して、以下のようなものが考えられる。 

 

 国の原子力政策 

 国等の補助制度 

 電源構成・炭種  

 供給エリア（産炭地） 

 炭種による技術的な対応 

 資本構成 

 経営者の意思 

 メーカーのリーダーシップ 
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 こうした視点から各社の CCSの取組みについて、CCSロードマップにおける各社の取組

みとその特徴・背景をまとめると表 2.2.18のとおりである。 

 

表 2.2.18 CCSロードマップにおける各社の取組みとその特徴・背景 
電力 主要な取り組み（目標） 取り組みの特徴 背景として想定されること 
会社  

P
re
 

P
o
st
 

O
xy
   

RWE 450MWIGCC 

Post デモ（ｱﾐﾝ） 

● ●  Preに取り組んでいる
一方、Oxy fuel のプ

ロジェクトはない 

 Post は独・英それぞ
れで実施 

 政策的に原子力発電への依存度を
減らさざるを得ないため、熱心に取

り組む 

 Pre への取り組みは独重電メーカ
（シーメンス）の影響が大きい可能性

 Post は、炭種により技術をわけてい
る可能性 

E.ON 300MW Post（ｱﾐﾝ） 

30～60MW Post

（新吸収液） 

10MW Oxy 

 ● ●  Post にウェイト（吸収
液開発とスケールア

ップの雁行的推進） 

 Pre は FutureGen に
参画 

 政策的に原子力発電への依存度を
減らさざるを得ないため、熱心に取

り組む 

Enel 660MW Post 

35～70MW Oxy 

 ● ●  ﾊﾟｲﾛｯﾄをすでに稼
動し欧州の中でも先

進的 

 Pre の計画はない 

 イタリアは原子力発電所の停止によ
り国外からの電力輸入に依存 

 今後、石炭火力を増設する計画が
ある 

Vattenfall 250MW Oxy＋Post

（独）CHP Post（ﾉﾙ

ｳｪｰ） 

Post（ﾃﾞﾝﾏｰｸ） 

 ● ●  ﾊﾟｲﾛｯﾄをすでに稼
動し、欧州でも先進

的 

 複数のデモの計画あ
り 

 Post と Oxy を平行
（Pre はなし） 

 CEOの強いリーダーシップにより
2050 年に CO2 ゼロ化を目標（排出

権価格の上昇を想定したビジネス

ベースの取組） 

 ドイツ法人で褐炭を有効活用する 
 スウェーデン国内の電源を武器に、
欧州への電力の輸出競争力を高め

る（大陸への送電網を保有） 

EDF 各種 R&D に参画    自社での具体的なプ
ロジェクト計画なし 

 フランス自身が原子力を推進してお
り、CCS には積極的とはいえない 

AEP 450MW Post（ﾁﾙﾄﾞ

ｱﾝﾓﾆｱ） 

150～230MW 

Oxy 

（IGCC プロジェクト

あり） 

 ● ●  Post と Oxy を平行 
 FutrureGenにも参画

 産炭地を主に供給エリアとし、石炭
への依存が大きい 

 メーカー（Alstom）の影響が大きい
可能性 
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（出所） 

RWE：”Facts and Figures 2008”（2008）

http://rwecom.geber.de/factbook/en/servicepages/downloads/files/download.php?file

=entire_rwecom_fact08.pdf 

“IGCC/CCS Project of RWE with R&D project on CO2 Storage (Geotechnologien) and 

R&D projects on Pre Combustion CCS Technologies (COORETEC)”（2008） 

http://www.cooretec.de/lw_resource/datapool/__pages/pdp_75/AG3.pdf 

”RWE’s IGCC CCS Project Zero-CO2 Fossil-Fired Power Generation”（2006） 

http://www.dynamis-hypogen.com/publications/Meeting_20060905/11_RWE_ZEIGCC_(

Wolf).pdf 

“RWE npower launches carbon capture and storage joint venture” 

http://www.rwe.com/web/cms/en/113648/rwe/press-news/press-release/?pmid=4002805 

E.ON：” E.ON’s R&D Activities in the Field of Clean Fossil Fuels Power Generation”

（2008）http://www.iea.org/textbase/work/2008/fossil_fuels/irons.pdf 

“E.ON’s Carbon, Capture & Storage Strategy”（2008） 

ENEL： “Enel strategy for zero emission power generation”（2007） 

http://www.ambbudapest.esteri.it/NR/rdonlyres/F1E5FA58-68A0-429C-B4B4-71C7BC4

C2A64/0/BARBUCCI.PPT 

Vattenfall：” Vattenfall CCS demonstration projects in Denmark and Germany – What 

happens?”（2008）http://www.energyinst.org.uk/content/files/vattenfall.pdf 

“Vattenfall's project on CCS” http://www.vattenfall.com/www/CO2_en/CO2_en/index.jsp 

EDF：”EDF Group Actions to Reduce Its Carbon Footprint”（2008） 

AEP：”Meeting the Carbon Challenge：AEP’s Perspective”（2007） 

http://www.energywv.org/community/120407Presentations/13Rencheck.pps 
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2.2.3 最新の海外技術動向 

ここでは、2008年 10月 5日（日）～8日（水）にワシントン DCで開催された Gasification 

Technology Councilによる 2008 GTC（Gasification Technologies Council） Conference

に関して、IGCC、CCS等の技術的な内容に関する報告内容を示す。  

この会議の発表の中から、以下の発表内容についてまとめた。 

 

 トピックス 

GE：キャプチャーレディ 

 

 ケース 

Conoco Phillips ： Wabash River IGCCプロジェクト 

Duke Energy ： Edwardsport IGCCプロジェクト 

Excelsior Energy ： Mesaba IGCCプロジェクト 

 

 

(1)GEのキャプチャー・レディ／レトロフィットの取組み 

GEは、石炭火力発電所新設で、現段階でまずやるべきことはキャプチャー・レディだと

言っている。GEのキャプチャーレディの考え方について、表 2.2.19に示す。 

 

表 2.2.19 GEのキャプチャ・レディの考え方 

CCSのコストに見合うCO2の価値をもたらす政策、
初期参入者に対するインセンティブ、法律、基準の
規制の明確化

その他何が必要か

圧入特性、貯留容量、コスト最小化を確保できるよ
う

どんなCO2の品質が求めら
れるか

NGCCと同レベルにするために65%を回収どの程度回収すべきか

CO2が価値を持ち、規制が明確になり、貯留への
不信が払拭された時

いつ回収すべきか

今（キャプチャー・レディの明確な要求事項に従った
プラント）

いつ建設すべきか

新設の石炭火力の需要は高い需要はどうか？

CCSのコストに見合うCO2の価値をもたらす政策、
初期参入者に対するインセンティブ、法律、基準の
規制の明確化

その他何が必要か

圧入特性、貯留容量、コスト最小化を確保できるよ
う

どんなCO2の品質が求めら
れるか

NGCCと同レベルにするために65%を回収どの程度回収すべきか

CO2が価値を持ち、規制が明確になり、貯留への
不信が払拭された時

いつ回収すべきか

今（キャプチャー・レディの明確な要求事項に従った
プラント）

いつ建設すべきか

新設の石炭火力の需要は高い需要はどうか？

 
 

また、キャプチャー・レディの定義を以下のように述べている。 

 

 導入予定の技術が、商業化済みのものである 

 技術スケールアップの可能性の見通しが立っている 

 追加的投資が、既存設備の大幅な改修を伴うものではなく、機器やプロセスの
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追加に限られる 

 回収に対してユーティリティの容量が十分である 

 回収のための設備に対して土地に余裕がある 

 プラントのライフサイクル対して、十分な CO2貯留容量とそこへのアクセスが

確保されている 

 CO2の品質が貯留に対して十分である1 

 CCSに関するコストが LCOEの 10%未満である 

 

IGCC によるキャプチャー・レディは、図 2.2.42 のとおりハイハイ、歩く、走る、のス

テップを可能にする。 

 

※TampaのGE炉では、
CO2濃度が15.45%

 

図 2.2.42 IGCCによるキャプチャ・レディのステップ 

 

また、GEは”CO2キャプチャー・レトロフィット・ソリューション＝Carbon IslandTM”

として、IGCCにおけるキャプチャーレディのオプションを提示している。 

具体的は、以下の特徴がある。 

 狭小スペースにも対応 

 既存の AGRの増強 

                                                  

ロンドン条約で貯留できる CO2の純度は各国に任されており、日本では海洋汚染等及び海

上災害の防止に関する法律施行令（改正海洋汚染防止法）で 99%とされている 
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 業的に実証された技術 

 シフト化およびガス冷却 

 追加的 AGR 

 CO2濃縮／圧縮 

 50～65%の CO2回収 

⇒NGCCと同程度の CO2排出 

 

プラントの概要は以下のとおりである。 

 

 初期投資：$225MM 

 585MWの送電端出力（ﾚﾄﾛﾌｨｯﾄ前 630MW） 

 発電効率 33% 

 ガスタービンの定修に合わせた導入 （プラント停止期間の最短化） 

 

 

 

図 2.2.43 GEの Carbon Catture Island 



－94－ 
 

CCSを追加する場合には、図 2.2.44のようにプラントのレトロフィットを行う。 

 

 

水素成分増加に
対応した燃焼器の

交換

水素成分増加に
対応した燃焼器の

交換

 

図 2.2.44 IGCCレトロフィット
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(2)Wabash Riverの運用状況 

Wabash Riverは 1995年から運転を開始し、石油コークスを燃料とする IGCC（2000年

までは瀝青炭）である。 

プラントは、E-Gas のガス化炉、GE のガスタービン（192MW）＋104MW の蒸気ター

ビンによる発電（262MWe-net）から成る。ガス化炉までを SG Solutions, LLC、それ以降

を Duke Energyが主体となって開発・運営で行う。 

 

 
図 2.2.45 Wabash Riverのプラント遠景 
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次に、プラントの Reliability の推移を示す。当初は断熱壁交換のためにスペアー炉を用

意していたが、必要なくなっている。2007年に耐火壁のライニングを再設計したところ、

2008年の春、秋の定修時には、17日の稼動停止にとどめることができたとのことである。 

 

*）ガス化技術＝ボイラー、ガス化炉、スラリー、集塵、スラグ、高温ガス配管
**）計画外停止率＝計画外停止時間÷（計画外停止時間＋運転時間）

4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4

2005 2006 2007 2008

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

注）わかりやすくするため発表資料を一部改変している  

図 2.2.46 ガス化技術*の計画外停止率（12 ヶ月移動平均） 

 

(3)Duke Energy ： Edwardsport IGCCプロジェクト 

ａ．Edwardsportプロジェクト（インディアナ州）は、キャプチャー・レディの IGCCプ

ラントである。概要を以下に示す。 

 

出力   ：632MW 

目標とする Availability ：85% 

総投資額  ：$2.35B（$3,700/kW（NRI計算）） 

2012年に運開を計画 

 

2007年 11月に CPCN*を取得（これには CCSも含まれる）、12月 GEとエンジニアリ

ングの契約を行っている。政府等からの支援では、2006年に政府の税額控除（investment 

tax credit）を得ている（総額$133.5MM）。 
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既存プラント

AGR棟

発電棟

水質浄化ｴﾘｱ

空気分離装置

Capture 
Readyの用地

既存プラント

AGR棟

発電棟

水質浄化ｴﾘｱ

空気分離装置

Capture 
Readyの用地

 

図 2.2.47 Edwardsport IGCCプロジェクトのプロジェクトサイト 

 

現在、P&ID2の作成、3Dモデルの作成、EPCMサービスの契約、地下ユーティリティパ

ッケージの入札作業等を進めている。 

ISBL3の詳細設計は 18%進捗している。（エンジニアリングスタッフは 250人、ピーク時

は 350人を想定）。また、GE・ベクテルと NDAを締結、現在、サイトでは用地整備を行っ

ている。このように、プロジェクトは順調に進んでいるとのことである。 

 

(4)Excelsior EnergyのMesabaプロジェクト計画の進捗状況 

Mesabaプロジェクトも、キャプチャー・レディの IGCCプラントである。IGCCによる

600MWe-netを 2014年に運開の計画を持つ。ミネソタ州東端 Iron Range西部を候補地と

して検討中（代替案あり）。 

政府支援については、2003 年にミネソタ州から法的な裏づけを得ている。また、DOE

の CCPIⅡ*4から$36Mの支援、エネルギー法による債務保証の対象、財務省から$133.5M

の減税（investment tax credit）を得ている。 

既存技術を活用した 30%の回収、ノースダコタでの EORによる貯留も想定している。 

 

                                                  
2 P&ID：Piping and Instrumentation Diagram 
3 ISBL/OSBL ：Inside/Outside Battery Limit（プラント本体の建設／土地造成等付随工事） 
4 CCPIⅡ：Clean Coal Power Initiative Round 2（2002年からブッシュ大統領が創設したク

リーンコール技術に対する補助制度の第 2ラウンド。2008年 10月には第 3ラウンドの対

象プロジェクトが発表されている。プロジェクト費用の 50%が上限） 
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図 2.2.48 MESABAプロジェクトの全体像 

 

Conoco-Phillips のガス化炉を採用。停止に備え、天然ガスパイプラインでの供給も想定

している。 

E-Gas 炉のマルチトレインであり、2 基のガス化炉（フルスケールの予備基）、2 基のガ

スタービン、1基の蒸気タービンを設置する。ガス化炉の停止に備え、天然ガスのパイプラ

イン供給も想定している。PRB炭（パウダーリバー流域の亜瀝青炭）100%、イリノイ No.6 

100%、およびそのブレンド、石油コークスなど、様々な燃料に対応できる設計（EPRI か

ら燃料の柔軟性に関するレファレンスプラントに選定）。 

 

 
図 2.2.49 Mesabaプロジェクトの発電プロセスの概要 

 

CCSの計画は、規制当局に登録済み。CCSの導入については、その経済性に応じて、EOR

による CCSを実施する計画である。 

EERC5主導の作業に基づき、EOR を前提に、他の貯留方法も含め検討している。なお、

シフト化は含まない（CO+CO2 の 30%の回収）。また、回収技術には、商業化された技術

を活用する（アミン吸収、脱水・圧縮）。 

レトロフィットは、「Bolt-on プロセス（改修によるシャットダウンを最短にするために

予め設計）」で検討されている。 

                                                  
5 EERC：Energy & Environmental Research Center 



－99－ 
 

EOR は、ノースダコタ北部、マニトバへのパイプライン（400～450 マイル）で二酸化

炭素を輸送する。 

また、CCSの戦略としては、CCSの経済性が明確になった段階で投資＋最初から高いレ

ベルの回収を行うリスクを低減する。IGCCは CCSにとって最善の技術である（新設なの

で Postよりも経済的メリットがある）。段階的 CO2回収：30%までは”Bolt-on”、90%回収

のためにブリッジを建設する。EORにすることによって、帯水層貯留のリスク、信頼性、

開発遅れを回避＋収益的なメリットが得られる。パイプラインの建設によって他のサイト

からの CO2輸送の機会を獲得することも視野にいれている（EERCの趣旨）。 

 

(5)まとめ（特に、キャプチャー・レディについて） 

 

今回の GTCにおいて報告された IGCCのケーススタディは、以下の 8件 

 計画段階 

▪ Edwardsport（Duke Energy：米国） 

▪ Mesaba（Excelcior Energy：米国） 

▪ Somerset（NRG：米国） 

▪ ZeroGen（豪州） 

 運転中 

▪ Wabash River（米国） 

▪ Puertollano（スペイン） 

▪ 勿来（日本） 

 

このうち、計画段階のもののうち、1 件は当初から CCS を装備するプロジェクト

（ZeroGen）、2件はキャプチャー・レディとなっている。 

このことから、代表的 IGCCプロジェクトが CCSあるいはキャプチャー・レディとして

計画される傾向があると言える。また、各発表で言及されていたキャプチャー・レディの

主なポイントは、以下の通りである。 

 用地の確保 

 稼動停止を最小限にとどめるための設計（“Bolt-on”） 

 段階的な CCSの実施 
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2.3 関連プロジェクトの最新動向調査 

2.3.1 世界の CCSプロジェクト概要 

 

ここでは、現在、世界各国で進行中の主な CCS プロジェクトを整理する。それを元に、

諸外国の CCSに対する取り組み及び世界の潮流について概観することで、今後日本が進む

べき方向について必要な情報を提供する。 

今回、整理対象として、以下のデータベースの中で 2 つ以上に取り上げられていた主要

と考えられるプロジェクトを抽出した。 

 IEA（データベース） 

http://CO2captureandstorage.info/ 

 IEA（Near-term opportunities for carbon dioxide capture and storage 2007） 

http://www.iea.org/textbase/work/2007/oslo/summary_report.pdf 

 IEA（CCS Project Map） 

    http://www.CO2captureandstorage.info/CO2db.php 

 MIT Carbon dioxide caputure and starage projects 

http://sequestration.mit.edu/tools/projects/index.html 

 GASNOVA(International CCS (Carbon Capture and Storage) technology survey)   

http://www.gassnova.no/gassnova/frontend/files/CONTENT/CCSWorld/IN-report-

june08.pdf 

 GEOS (Scottish Centre for Carbon Storage) 

    http://www.geos.ed.ac.uk/sccs/storage/storageSites.html 

 SINTEF CCS Technology Status and Future Development 

    http://www.innovasjonnorge.no/upload/CCS%20SINTEF.pdf 

 オーストラリア大使館提示の CCSプロジェクトリスト 

 

また、今回の調査を通じ、重要と思われた米国の Duke Edwardsportのプロジェクトを

追加した。上記の基準で抽出したプロジェクトを、地域、規模、貯留方法、回収方法、輸

送方法を用いて分類し、整理を行った。 

 

(1)プロジェクトの概要 

 まず、抽出した CCS プロジェクトを貯留・回収の有無で分類し、さらにその CO2 の発

生源が石炭火力発電所であるか否かで分類を行った。 

 まとめた際のプロジェクト分類の定義は以下である。 

 Integrated：火力発電所から排出される CO2の回収及び貯留が行われるプロジェクト 

 Storage：発生源が火力発電所以外（天然ガス随伴、工業用途の副生成物など）である

CO2の貯留を行うプロジェクト 
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 Capture：火力発電所から排出される CO2の回収のみを行うプロジェクト 

また、貯留量の定義として、貯留量は、貯留サイトのキャパシティではなく、実際に圧

入する CO2 の量を表し、分離回収した CO2 を全量貯留するものとした。貯留量は、基本

的には事業主体の HP 上で記載されている値、もしくはプレスリリースより引用したが、

定かでないものについては、1日当たりの貯留量で表現されている場合は、年間 300日貯留

するとし、○○t/day×300days = △△t/yearで換算を行った。 

プロジェクトの規模の分類については、CO2貯留量が 3万 t/year以上・未満でプロジェ

クトの分類を行い、貯留量の記載のないプロジェクトについては、発電出力から想定され

る CO2排出規模（300MW規模で、150万 t/yearの CO2排出と仮定）によって区分した。 

 次項以降に、分類の結果を示す。 
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45 北米（米）
Shady Point

46 北米（米）
Warrior Run

47 北米（米）
IMC Global

48 独 Siemens
49 その他欧
GE/Polish Utility

50 豪  HRL
IDGCC project

51 豪 Munmorah
PCC

1 北米（米）
Alstom and AEP
Mountaineer

2 北米（米）
Antelope Valley
(AVS)

3 北米（米） WA
Parish

4 北米（米）
Tenaska

5 北米（米）
Duke
Edwardsport

－ 北米（加）
SaskPower
Oxyfuel

6 北米（加）
SaskPower
Boundary Dam

52 豪 Loy Yang
PCC

7 独 Vattenfall
Schwarze
Pumpe

8 独 Vattenfall
Janschwalde

9 独 RWE
Goldenbergwerk
（IGCC)

10 英-Post  E.
ON Ruhrgas UK
Kingsnorth

11 英-Post RWE
npower Tilbury

12 英-Post SSE
Ferrybridge

13 英-Pre E.ON
Ruhrgas UK
Killingholme

14 英-Pre
Coastal Energy
Teesside

15 英-Pre
Powerfuel
Hatfield

16 伊 Enel
CCS1

17 蘭 Nuon
Magnum

18 ﾃﾞﾝﾏｰｸ
Nordjylland
Power Station

19 豪
Hazelwood PCC

20 豪 Callide

21 豪 ZeroGen
22 豪 Monash
EnergyProject

- 豪  Kwinana
(DF-3)

23 豪 FuturGas 24 豪 Coolimba 25 中  GreenGen

26 北米（米） BP
Carson (DF-1)

- 英-Pre  BP
Peterhead (DF-
2)

27 仏 Total
Lacq

- ﾉﾙｳｪｰ
Halten(Draugen)

28 ﾉﾙｳｪｰ
Hammerfest

29 ﾉﾙｳｪｰ
 Mongstad

30 ﾉﾙｳｪｰ
Naturkraft Kårstø

31 ｽｳｪｰﾃﾞﾝ
E.ON Karlshamn

- 豪 Fairview
PowerProject

32 北米（米）
Permian Basin

33 北米（米）
Frio Brine

34 北米（加）
Weyburn-Midale
CO2 project

35 北米（加）
Pembina
Enhanced
Recovery
Project

36 独 CO2 SINK
（Ketzin）

37 蘭  The
CRUST project

38 ﾉﾙｳｪｰ
Sleipner

Announced
Construction/
Operation

Complete Canceled
Capture
Ready

39 ﾉﾙｳｪｰ
Snohvit (Snow
White)

40 日 長岡プロ
ジェクト

41 豪 Gorgon
CO2 Injection
Project.

42 豪 CO2CRC
Otway Project.

43 豪 Moomba
Carbon Storage
Project(new)

44 その他 In
Salah

×

Capture

Storage

Integrated

Storage

×

Capture

石炭火力
発電所

石炭火力
発電所以外

×

××

注2）FEED済みで建設が開始されていないプロジェクトもAnnouncedに含めている。

注１）Completeは、プロジェクトが完了済であることを表す。

×

注3）枠中のPはパイロットプロジェクト、Dはデモプロジェクトであることを表す。  
図 2.3.1 世界の主な CO2回収・貯留プロジェクト概要 
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帯水層

ガス田

EOR

貯留方法

CO2貯留量

3万t/y以上

CO2貯留量

3万t/y未満

CO2貯留量

3万t/y以上

CO2貯留量

3万t/y未満

CO2貯留量

3万t/y以上

CO2貯留量

3万t/y未満

規模 日本/その他豪州欧州北米

#25. GreenGen（※125万）

#44. In Salah(100万～120万）

#21. ZeroGen（42万）

#22. Monash Energy Project(1,500万)

#41. Gorgon(300万～1,000万）

#42. CO2CRC Otway (2年間で10万t)

#43. Moomba（Ph3） (2,000万)

#  9. Goldenbergwerk（260万）

#13. Killingholme(※225万)

#16. Enel CCS1（100万～150万）

#28. Hammerfest(33万)

#38. Sleipner (100万）

#39. Snohvit (70万)

#1. Mountaineer(Ph1)(10万) 

#40. 長岡プロジェクト（総量1万t）#19. Hazelwood(1.5万,貯留場所はN/A）#36. CO2 SINK(2年間で6万t)

#24. Coolimba（※200万、ガス田が有望
視）

#7. Schwarze Pumpe（※5万）

#10. Kingsnorth（※400万）

#27. Total Lacq（2年間で15万t）

#20. Callide(2.25万、ガス田が有望視)#37. The CRUST project (2万)

#43. Moomba（Ph1）(100万)

#14. Teesside（500万）

#15. Hatfield（※450万）

#30. Naturkraft Kårstø（110万）

#1. Mountaineer(Ph2)(150万)

#2. Antelope Valley（100万）

#3. WA Parish（100万）

#4. Tenaska Project(※320万)

#5. Edwardsport (※320万)

#6. Boundary Dam(100万)

#26. BP Carson-1（400万）

#34. Weyburn-Midale（W:195万、M:39万）

#35. Pembina (N/A、商業規模)

#32. Permian Basin（N/A）

#33. Frio Brine（N/A）

帯水層

ガス田

EOR

貯留方法

CO2貯留量

3万t/y以上

CO2貯留量

3万t/y未満

CO2貯留量

3万t/y以上

CO2貯留量

3万t/y未満

CO2貯留量

3万t/y以上

CO2貯留量

3万t/y未満

規模 日本/その他豪州欧州北米

#25. GreenGen（※125万）

#44. In Salah(100万～120万）

#21. ZeroGen（42万）

#22. Monash Energy Project(1,500万)

#41. Gorgon(300万～1,000万）

#42. CO2CRC Otway (2年間で10万t)

#43. Moomba（Ph3） (2,000万)

#  9. Goldenbergwerk（260万）

#13. Killingholme(※225万)

#16. Enel CCS1（100万～150万）

#28. Hammerfest(33万)

#38. Sleipner (100万）

#39. Snohvit (70万)

#1. Mountaineer(Ph1)(10万) 

#40. 長岡プロジェクト（総量1万t）#19. Hazelwood(1.5万,貯留場所はN/A）#36. CO2 SINK(2年間で6万t)

#24. Coolimba（※200万、ガス田が有望
視）

#7. Schwarze Pumpe（※5万）

#10. Kingsnorth（※400万）

#27. Total Lacq（2年間で15万t）

#20. Callide(2.25万、ガス田が有望視)#37. The CRUST project (2万)

#43. Moomba（Ph1）(100万)

#14. Teesside（500万）

#15. Hatfield（※450万）

#30. Naturkraft Kårstø（110万）

#1. Mountaineer(Ph2)(150万)

#2. Antelope Valley（100万）

#3. WA Parish（100万）

#4. Tenaska Project(※320万)

#5. Edwardsport (※320万)

#6. Boundary Dam(100万)

#26. BP Carson-1（400万）

#34. Weyburn-Midale（W:195万、M:39万）

#35. Pembina (N/A、商業規模)

#32. Permian Basin（N/A）

#33. Frio Brine（N/A）

注１）（）の内の数字は、貯留するCO2の量（t/y）を示す。
注2）※は発電能力からの換算値であることを示す。

貯留量、方法不明
#  8. Jänschwalde(欧州)
#11. Tilbury(欧州)
#12. Ferrybridge（欧州、キャプチャーレディ）
#17. Magnum（欧州、キャプチャーレディ）
#18. Nordjylland Power Station（欧州）
#23. FuturGas（豪州）
#29. Mongstad（150万～200万）（欧州）
#31. Karlshamn（1,500）(欧州)

 
図 2.3.2 世界の主な CO2回収・貯留プロジェクト（貯留方法で分類） 

【凡例】
青字・・・ローリー輸送
赤字・・・パイプライン輸送
黒字・・・輸送なし、もしくはN/A
・・・建設開始済（C）、
運転開始済（O）プロジェクト

【凡例】
青字・・・ローリー輸送
赤字・・・パイプライン輸送
黒字・・・輸送なし、もしくはN/A
・・・建設開始済（C）、
運転開始済（O）プロジェクト
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#  8. Jänschwalde(500MW)#6. Boundary Dam(100MW)
デモ

プロジェクト

燃焼前

回収

酸素燃焼

燃焼後

回収

回収方式

キャプチャレディ・

その他

デモ

プロジェクト

パイロット

プロジェクト

キャプチャレディ・

その他

パイロット

プロジェクト

キャプチャレディ・

その他

デモ

プロジェクト

パイロット

プロジェクト

プロジェクト種類 日本・その他豪州欧州北米

#17. Magnum（※600万）#5. Edwardsport (※320万)

#25. GreenGen（※125万）

勿来(空気吹）

大崎(酸素吹）

#21. ZeroGen（42万）

#22. Monash Energy Project(1,500万)

#23. FutureGas（40MW）

#  9. Goldenbergwerk（260万）

#13. Killingholme(※225万)

#14. Teesside（500万）

#15. Hatfield（※450万）

FutureGen(300MW) ※支援事例

EAGLE

#24. Coolimba（400MW)

#20. Callide(30MW)#7. Schwarze Pumpe（30MWth）

#12. Ferrybridge（520MW）

#  8. Jänschwalde(※250万)

#10. Kingsnorth（※400万）

#11. Tilbury(※400万)

#16. Enel CCS1（100万～150万）

#18. Nordjylland （※150万）

#1. Mountaineer(Ph1)(10万)

#1. Mountaineer(Ph2)(150万)

#2. Antelope Valley（100万）

#3. WA Parish（100万）

#4. Tenaska Project(※320万)

MHI/RITE#19. Hazelwood(1.5万)

#  8. Jänschwalde(500MW)#6. Boundary Dam(100MW)
デモ

プロジェクト

燃焼前

回収

酸素燃焼

燃焼後

回収

回収方式

キャプチャレディ・

その他

デモ

プロジェクト

パイロット

プロジェクト

キャプチャレディ・

その他

パイロット

プロジェクト

キャプチャレディ・

その他

デモ

プロジェクト

パイロット

プロジェクト

プロジェクト種類 日本・その他豪州欧州北米

#17. Magnum（※600万）#5. Edwardsport (※320万)

#25. GreenGen（※125万）

勿来(空気吹）

大崎(酸素吹）

#21. ZeroGen（42万）

#22. Monash Energy Project(1,500万)

#23. FutureGas（40MW）

#  9. Goldenbergwerk（260万）

#13. Killingholme(※225万)

#14. Teesside（500万）

#15. Hatfield（※450万）

FutureGen(300MW) ※支援事例

EAGLE

#24. Coolimba（400MW)

#20. Callide(30MW)#7. Schwarze Pumpe（30MWth）

#12. Ferrybridge（520MW）

#  8. Jänschwalde(※250万)

#10. Kingsnorth（※400万）

#11. Tilbury(※400万)

#16. Enel CCS1（100万～150万）

#18. Nordjylland （※150万）

#1. Mountaineer(Ph1)(10万)

#1. Mountaineer(Ph2)(150万)

#2. Antelope Valley（100万）

#3. WA Parish（100万）

#4. Tenaska Project(※320万)

MHI/RITE#19. Hazelwood(1.5万)

発電出力30MWe

【凡例】

・・・建設開始済（C）、
運転開始済（O）プロジェクト

注１）（）の内の数字は、貯留するCO2の量（t/y）、又は、発電出力を表す。
注2）※は発電能力からの換算値であることを示す。

CO2回収量3万t/y

CO2回収量3万t/y

 
図 2.3.3 世界の主な石炭火力 CCSプロジェクト（回収方法により分類） 
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次に、前述の 3 つのプロジェクトの分類（①Integrated、②Storage、③Capture）から

得られた考察を示す。（図 2.3.2世界の主な CO2回収・貯留プロジェクト（貯留方法で分類）およ

び図 2.3.3 世界の主な石炭火力 CCS ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄト（回収方法により分類）より考察した。） 

まず、米国、欧州、豪州、日本の地域別に見た場合の考察を示す。 

米国におけるプロジェクトの特徴として、大規模な EORが多く、また燃焼後回収のプロ

ジェクトが多いことが挙げられる。米国では EOR が商業ベースにあり、CO2 には価値が

認められている。そのため、プロジェクトも EORが中心となると考えられる。逆に、米国

で経済性が低いガス田、帯水層はほとんど無いことも特徴と言える。回収方法の観点から

見ると、燃焼後回収のプロジェクトが多く EORで経済性が成り立つ分、短期的に実現可能

な技術を活用するリスクが低いプロジェクトが志向されているのではないかと考えられる。 

一方、欧州では、帯水層貯留が比較的多い。中でも、規模の大きい帯水層プロジェクト

が、ノルウェーで 2件進んでいる。これは CO2に対する税負担が大きいことが影響してい

ると見られる。 

豪州では、燃焼後回収が少なく、比較的燃焼前回収のプロジェクトが多いことが特徴と

言える。又、特に石炭火力では、燃焼前回収で回収した CO2を帯水層に貯留する場合が多

い。温暖化対策が、豪州の石炭資源の有効活用、石炭産業の振興に資するものとして、CCS

にも長期的な視野で取り組んでいるのではないかと考えられる。 

翻って、日本では、他の地域で行われていない燃焼前回収のパイロットプロジェクト

（EAGLE）が行われていることが特徴と言える。 

次に、プロジェクトを貯留・回収方法別に見た場合についての考察を示す。 

回収量で 3 万 t/year を超えるプロジェクトの場合、貯留プロジェクトは存在するが、石

炭火力からの回収プロジェクトは少ないことが分かる。 

また、100 万 t/year 規模の貯留プロジェクトは存在するが、石炭火力発電所からの 100

万 t/year規模の回収プロジェクトは少ないことが分かる。 

これらより、CO2 を貯留する技術に比べ、石炭火力発電から回収する技術の方が、商業

化に向けた技術開発課題がより多く残っていると推測される。 

なお、EORは大規模貯留のプロジェクトが多いことから、EORはすでに成熟した技術で

あり、小規模な実験的プロジェクトは貯留を主とするものでは少ないことが推測される。

一方で、帯水層貯留は、小規模なものが多く、技術的にまだ帯水層貯留は成熟していない

ことが原因の一つではないかと考えられる。 

 

参考として、次ページ以降に各プロジェクトのサイトをまとめた地図を添付する。 

図 2.3.4 世界の主な CCS ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ地図（CO2回収・貯留×石炭火力発電所（ﾊﾟｲﾛｯﾄ）） 

図 2.3.5 世界の主なCCS ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ地図（CO2回収・貯留×石炭火力発電所（ﾃﾞﾓ、ｷｬﾌﾟﾁｬｰﾚﾃﾞｨ）） 

図 2.3.6 世界の主な CCS ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ地図（CO2回収・貯留×石炭火力発電所以外、貯留のみ） 
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注意） ステータスが把握できない、または不明のプロジェクトについても、Pと表記。

北米

豪州欧州
7. Schwarze Pumpe (O)

16. Enel CCS1 (C)

52. Loy Yang  (O)19. Hazelwood (C)

20. Callide (C)

【凡例】

・・・計画変更・中止（S）、計画段階（P）、
FEED済（F）、ステータス不明、プロジェクト

・・・建設開始済（C）、運転開始済（O）プロジェクト

【凡例】

・・・計画変更・中止（S）、計画段階（P）、
FEED済（F）、ステータス不明、プロジェクト

・・・建設開始済（C）、運転開始済（O）プロジェクト

注） 52.Loy Yangは、回収のみプロ
ジェクトであるが、19.Hazelwoodの先
行プロジェクトであり、参考事例として
掲載している。

注） 16.Enel CCS1プロジェクトでは、
回収のみの先行フェーズと回収・貯留
を行うフェーズが存在し、回収のみ
フェーズは建設開始済であるため、参
考事例として掲載している。

 
図 2.3.4 世界の主な CCSプロジェクト地図（CO2回収・貯留×石炭火力発電所（パイロット）） 
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北米

豪州欧州

FutureGen (S)

6. Boundary Dom (P)

21. ZeroGen(P)

注)FutureGen,SaskPowerは、
いずれも当初あった計画の見直
しを行っている。FutureGenは、
場所も未定である。

5. Edwardsport （F)

9. Goldenbergwerk (P)

1. Mountaineer （P）

3. WA Parish (P)

8.Janswalde(P) 

11. Tilbury (P) 

13. Killingholme(S)

12. Ferrybridge (P) 

15. Hatfield (P)

14. Teesside(P)

10. Kingsnorth (P)

18. Nordiylland (P)

25. GreenGen

2. Antelope Valley (P)

4. Tenaska (P)

17. Magnum (P)

22. Monash Energy(P)

24. Coolimba(P)

23. FuturGas(P)

注意） ステータスが把握できない、または不明のプロジェクトについても、Pと表記。

【凡例】

・・・計画変更・中止（S）、計画段階（P）、
FEED済（F）、ステータス不明、プロジェクト

・・・建設開始済（C）、運転開始済（O）プロジェクト

【凡例】

・・・計画変更・中止（S）、計画段階（P）、
FEED済（F）、ステータス不明、プロジェクト

・・・建設開始済（C）、運転開始済（O）プロジェクト

16. Enel CCS1 (C)

 
図 2.3.5 世界の主な CCSプロジェクト地図（CO2回収・貯留×石炭火力発電所（デモ、キャプチャーレディ）） 
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北米

豪州欧州

38. Sleipner (O)

39. Snohvit (O) 41. Gorgon (C)

43. Moomba (P)

42. CO2CRC Otway (O)

44. In Salah (O)

36. CO2 SINK (O)

37. The CRUST(O)

35. Pembina(F)

32. Permian Basin(O)

33. Frio Brine(O)

34. Weyburn-Midale(O)

40. 長岡 (O)

【凡例】

・・・計画変更・中止（S）、計画段階（P）、
FEED済（F）、ステータス不明、プロジェクト

・・・建設開始済（C）、運転開始済（O）プロジェクト

・・・回収・貯留プロジェクト ・・・貯留のみプロジェクト

【凡例】

・・・計画変更・中止（S）、計画段階（P）、
FEED済（F）、ステータス不明、プロジェクト

・・・建設開始済（C）、運転開始済（O）プロジェクト

・・・回収・貯留プロジェクト ・・・貯留のみプロジェクト

27. Total Lacq(O)

26. BP Carson(P)

28. Hammerfest (P)

29. Mongstad (P)

30.Naturkraft Kårstø(P)

31.E.ON Karlshamn(P)

 
図 2.3.6 世界の主な CCSプロジェクト地図（CO2回収・貯留×石炭火力発電所以外、貯留のみ） 
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(2)プロジェクトの各論 
付録 A-0 世界の主要な石炭火力 CCS プロジェクト計画・CO2 貯留プロジェクトにて、
個々のプロジェクトの詳細を示す。なお、中止になったものについては、詳細を記してい

ない。また、回収のみを行うプロジェクトについては、本調査では詳細はまとめておらず、

回収・貯留を行うプロジェクト、貯留のみのプロジェクトについて詳細をまとめた。 
 
 
2.3.2 主要プロジェクトの動向 

 

ここでは以下の世界の主要な CCSプロジェクトの詳細を記述する。  

(1)Vattenfall社（スウェーデン） Schwarze Pumpe Pilot Plant（ドイツ） 

(2)Nuon N.V. (オランダ)  Magnum Project CCGT／IGCC 

(3)Enel SpA (イアリア)  Post-combustion Program 

(4)AEP（米国） Mountaineer Plant  

(5)ZeroGen Pty (オーストラリア)  ZeroGen Project 

(6)Callide A Oxyfuel Project Joint Venture（オーストラリア、日本） 

 

なお、全体像を把握するための資料としての位置づけで、論文／辞書との位置づけではなく、

できるだけ多くの情報を複数の資料から収集することに重点を置く。 

 

(1)Vattenfall社（スウェーデン） Schwarze Pumpe Pilot Plant（ドイツ） 

 

ａ．プロジェクト名 

Schwarze Pumpe Pilot Plant 

 

ｂ．プロジェクト概要 

2007年、Vattenfall（スウェーデン国営電力会社/欧州第 4位）は「2030年迄に二酸化炭素

(CO2) 排出量を 1990年比で 50%削減する」との新規目標を設定し、炭素回収貯留（CCS）を

最も重要な手段と位置付けた。 

Vattenfallは第一段階として、2006年 5月、Schwarze Pumpe（ドイツ）で 30MWのパイ

ロットプラント（Oxyfuelプロセスを採用）の建設を開始し、2008年 9月 9日に竣工した。 

Vattenfallはこのパイロットプラントを 3年間運用する予定であり、そこで得られた炭素回

収（Carbon Capture）の技術知見を後日のデモンストレーション（実証）プラントならびに

商業プラントに活用する計画としている。 

ただし、将来の石炭火力発電所における炭素回収プロセスは必ずしも Oxyfuel ではなく

Oxyfuel、Pre-combustion、Post-combustionの 3方式の可能性を検討している。 
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図 2.3.7 Vattenfallの Oxyfuel方式のコンセプト 

出所） Vattenfall  

 

ｃ．体制 

 

実施主体 

Vattenfall AB    

SE-162 87 Stockholm Sweden 

 

関係官庁 

ドイツ連邦政府 BMWi 

 

パートナー／ベンダー 

Linde AG 

Alstom 

Siemens 

Babcock 

Universities 

なお、Air Products & Chemicals Inc.が Oxysuelに関する FSを行っている。 
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ｄ．タイムフレーム 

 

プロジェクトのフェーズ 

パイロットプラント竣工・運用 

 

スケジュール 

2001年 Vattenfalllとして CCSプロジェクトを開始した。 

2006年 5月 29日 当パイロットプロジェクト建設を起工した。 

2008年 9月 9日  当パイロットプロジェクトを竣工し運用を開始した。 

 （当初の計画では炭素回収で 3年間運用し、その後は次フェー

ズのデモプラントのバックアップとして 10 年間以上活用す

る予定である。） 

2015年～2020年 炭素回収機能を備えた商業発電プラントを実用化する予定である。 

 

その他 

次フェーズであるデモンストレーション・プラントの計画を発表している。 

 

ｅ．建設場所 

Schwarze Pumpe（ベルリン南東、ドイツ） 

 

ｆ．建設の背景・狙い 

Vattenfalllの炭素回収貯留（CCS）プロジェクトのためのノウハウを習得する。 

得られた結果は Oxyfuel燃焼熱動力学プロセス、脱硫プロセスの最適化に活用する。 

 

ｇ．運用方法（試験方法） 

本パイロットプラントは下記の 2通りのモードで運用する。 

①空気燃焼モード 

②酸素燃焼（Oxyfuel）モード 

 

Oxyfuelモードに主眼を置き、特に以下の 2点に注目し、パラメーター化を検討する。 

①酸素濃度（供給量）を変化させた場合の燃焼特性 

②煙道ガス循環量を変化させた場合の燃焼特性 

 

燃焼炉 (ボイラー)のみで 50を超す計測点を設け、酸素･煙道ガスの濃度･温度レベルなどを

計測する。 
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ｈ．発電 

新規の発電所を建設する。 

石炭直燃焼のランキンサイクルによる火力発電である。 

石炭を「酸素＋再循環二酸化炭素＋水分」の混合気の中で燃焼させる。 

燃料は、石炭（褐炭およびハードコール）である。 

発熱量は 30MWthである。 

 

ⅰ．二酸化炭素分離回収 

分離技術 

Oxyfuelが二酸化炭素排出処理プロセスとして最も安価であると判断して選定した。 

煙道ガス（窒素なしでほとんど二酸化炭素）を清浄化し硫黄・粒子の除去処理を行った後、

水分を凝縮して乾燥処理済みの二酸化炭素リッチの煙道ガスを圧縮して液化する。 

ただし Vattenfallとしては引き続き Pre-combustion、Post-combustion、Oxyfuelの 3方式

の評価を継続する。 
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図 2.3.8  Vattenfallが想定している Oxyfuelのプロセス 

出所）Vattenfall 

 

周辺技術 

空気分離ユニット   （メーカー・仕様は不詳である。） 

ボイラー       （メーカー・仕様は不詳である。） 

粒子除去ユニット    フライアッシュ除去 （メーカー・仕様は不詳である。） 

クーラー・コンデンサー  水分除去 （メーカー・仕様は不詳である。） 

脱硫ユニット     （メーカー・仕様は不詳である。） 

CO2圧縮機      （メーカー・仕様は不詳である。） 

 

（Vattenfallに対する Air Productsスタディー） 

SO2 と NOx は弱酸性物質として昇圧と共にほとんど除去されるので通常の脱硫装置は不

要である。 

排煙（煙道ガス）の SO2・粒子･水分は通常の洗浄ユニットでほとんど清浄化できる。 

圧縮機の上流での排煙の一般的な組成：二酸化炭素（CO2）84%、N2 27%、その他-水分･アル

ゴン･酸素･NOx/SOx /HCl・重金属など 
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課題 

空気分離は大量のエネルギーを消費するため炭素回収全体の効率を低下させる。省エネルギ

ーに向けた技術開発が必要である 

二酸化炭素の圧縮は炭素回収の重要なプロセスであるが Oxyfuelにおける圧縮工程は 

排煙が二酸化炭素以外のガス（不活性の N2･O2･アルゴン）、燃焼に伴う不純物（SO2･SO3･NOx･

HClなど）、重金属を含んでいるため、Post-／Pre-combustionの場合よりも複雑である。 

 

ｊ．貯留 

貯留場所 

Zechstein Sealにおける Altmarkガス田 （距離 350km） 

 

貯留方法 

パイロットプラントでは、トラック輸送を想定している。 

次フェーズのデモプラントでは、パイプラインまたは船舶での輸送を想定している模様であ

る。 

 

貯留量 

単位時間あたりの貯留量は不詳である。 

 

Ｋ．投資額／投資分担 

投資額は総額 7,000万ユーロであり、全額 Vattenfallが負担する。 

 

ｌ．現在のステータス 

本パイロトプラントは 2008年 9月 9日に竣工し運用に入っている。 

 

ｍ．コンタクト先 

プロジェクトマネージャー：Prof. Lars Strömberg 

CO2.free.plant@vattenfall.com 

 

ｎ．備考 

商業コンセプト 

Vattelfallの目標は、欧州排出権取引制度(EUETS)に対応して 2015年～2020年の間に炭素

回収貯留（CCS）を伴う商業石炭火力発電所を建設することにある。 

下記に主眼を置いた炭素回収貯留の技術開発により二酸化炭素処理コストを 20 ユーロ／ト

ン以下に抑える。 
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第一に、炭素回収(Carbon Capture)プロセスにおけるエネルギー消費の低減 

次いで炭素回収および貯蔵の CCS全般の機器コストの低減 

 

 

図 2.3.9 Vattenfallの CO2分離回収・貯留コストの目標 

出所）Vattenfall 

 



－116－ 

ｏ．二酸化炭素貯留コスト 

 

 

 

図 2.3.10 Vattenfallの炭素貯留コストと深さの関連 

出所） Vattenfall 

 

ｐ．パイロットプラントの状況 

パイロットプラント建設状況。Update された最新のライブ写真を下記 URL で見ることが

できる。 
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図 2.3.11 パイロットプラントの状況（2008年 9月現在） 

出所）Vattenfall（http://www.vattenfall.de/webcam-kraftwerk/popup.html） 

 

 

関連文献／URL 

・ http://www.vattenfall.com/www/vf_com/vf_com/368181envir/368469whatx/368501clim

a/883875examp/883907devel/index.jsp?WT.ac=search_success 

・ http://www.vattenfall.com/www/vf_com/vf_com/370103press/558539press/index.jsp?pm

id=93680 

・ http://www.vattenfall.com/www/CO2_en/CO2_en/399403facts/399433captu/399529oxyf

u/index.jsp 

・ http://www.vattenfall.com/www/CO2_en/CO2_en/879177tbd/879211pilot/index.jsp 

・ http://www.vattenfall.com/www/CO2_en/CO2_en/879177tbd/879211pilot/901887test/in

dex.jsp 

・ http://www.vattenfall.com/www/CO2_en/CO2_en/879177tbd/879336comme/index.jsp 

・ http://www.vattenfall.com/www/vf_com/vf_com/Gemeinsame_Inhalte/DOCUMENT/36

0168vatt/5966164xin/596675annu/5967252006/P02.pdf#search="Schwarze%20Pumpe

%20Pilot%20Plant%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
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%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Schwarze%20Pumpe%20Pilot%20Plant

%20%20%20%20Air%20separation%20-vfcom 

・ http://www.vattenfall.com/www/CO2_en/CO2_en/Gemeinsame_Inhalte/DOCUMENT/3

88963CO2x/401837CO2x/P0273432.pdf 

・ http://www.vattenfall.com/www/vf_com/vf_com/Gemeinsame_Inhalte/DOCUMENT/36

0168vatt/397942pres/Is-there-a-future-for-coal.pdf#search="carbon%20capture%20%2

0%20air%20separation%20-vfcom" 

・ http://www.vattenfall.com/www/CO2_en/CO2_en/Gemeinsame_Inhalte/DOCUMENT/3

88963CO2x/401837CO2x/P0273432.pdf 

・ http://report.vattenfall.com/Material/Files/Case_2?WT.ac=search_success 

・ http://sequestration.mit.edu/tools/projects/vattenfall_oxyfuel.html 

・ http://www.vattenfall.com/www/CO2_en/CO2_en/Gemeinsame_Inhalte/DOCUMENT/3

88963CO2x/401837CO2x/P0273857.pdf 

・  
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(2)Nuon N.V. (オランダ)  Magnum Project CCGT／IGCC 

 

ａ．プロジェクト名 

Nuon Magnum発電所プロジェクト  1,300 CCGT／1,200ＭＷ IGCC 

 

ｂ．プロジェクト概要 

Nuon は天然ガス 1,300ＭＷの CCGT・Magnum 発電所新設（2011 年の運用開始）のプロ

ジェクトを進めており、将来的にはこの発電所に炭素回収貯留機能を付加し、石炭／天然ガス

／バイオマスの燃料ミックスの 1.200ＭＷ・IGCC）に転換するよう計画している。 

 

(第 1フェーズ) 天然ガス発電 (CCGC) 1,300MW  

1,300MWの炭素回収レディー(Carbon Capture Ready)コンバインドサイクル・ガスタービ

ン発電プロジェクトを 2011年までに運用可能とする。 

 

(第 2フェーズ) 石炭／バイオマスのガス化技術投資 (IGCC)1,200MW 

このプラントを、2015 年までに、石炭／天然ガス／バイオマスといった多種燃料に対応で

きる IGCC発電仕様に転換する。 

鍵となる炭素回収については、Buggenum Nuonの Willem-Alexander発電所（250ＭＷ）

で二酸化炭素回収（Pre-combustion）のトライアルを行っており、その成果をMagnum発電

所に適用する予定である。ただし、炭素回収貯留インフラの整備は経済的な見通しの成立が前

提である。 

なお、Willem-Alexander発電所ではバイオマスの混焼も行っており、30万トンの二酸化炭

素の回収を予定している。 

 

 

図 2.3.12 Nuon Magnum発電所完成予想図 

出所） Nuon 
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図 2.3.13 Nuon  Eemshaven IGCCシステム構成（Pre-combustion方式） 

出所） Nuon 

 

ｃ．体制 

 

実施主体 

Nuon N.V.（Noord-Holland州 Amsterdam） 

 

関係官庁 

Groningen州  

オランダ政府／公共事業・水管理省（Ministry of Public Works and Water Management） 

 

パートナー／ベンダー 

Uhde （石炭・バイオマスのガス化エンジニアリング担当／ドイツ）※ 

三菱重工 （CCGT機器設計製作・建設･日本）  

ABB（電力供給設備／スイス） 

 

※Uhde社は今日までの世界最大の IGCCである Puertollano(スペイン)の IGCC 

（318ＭＷ）を建設した実績を有する。 
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ｄ．タイムフレーム 

 

プロジェクトのフェーズ 

プロジェクト（第 1フェーズ、1,300ＭＷe CCGT）が進行中である。すでに 2008年初めま

でにエンジニアリングならびに主要発電機器製作を発注している。 

第 1フェーズでは炭素回収レディーであるが、第 2フェーズに向け別途Willem-Alexander

発電所（250ＭＷ）で炭素回収技術の検証を実施している。 

 

スケジュール 

2006年 7月 Magnum発電プロジェクト推進を決定した。 

2006年第 3四半期  サブコントラクター・テンダーコールを発行した。 

2007年 3月 28日 石炭・バイオマスのガス化エンジニアリングコントラクターと

して Uhde社（ドイツ）を選定した。 

2008年 2月 4日 三菱重工に CCGT ユニット 3 式 (各 430ＭＷ)を発注した。(発

電機は三菱電機が製作する。) 

2011年  天然ガス CCGTプラントとしての運用開始を予定している。  

2015年まで  （経済的に成立するなら）石炭／天然ガス／バイオマス混焼の

IGCCへの改造を予定している。 

 

ｅ．建設場所 

Groningen州 Eemshaven（ＮＬオランダ北部） 

 

ｆ．建設の背景・狙い 

石炭発電の活性化で Nuonのオランダ、ドイツなどにおける電力供給能力を高めることを目

標としている。 

 

ｇ．発電 

Magnumは新設発電所である。 

 

発電方法 (第 1 フェーズ）天然ガス CCGT（炭素回収レディー） 

(第 2 フェーズ) 石炭／天然ガス／バイオマス IGCC（Pre-combustion 炭素回収） 

石炭ガス化 

（第 2 フェーズ） 

 

ガス化コンプレックスは 3連の石炭／バイオマス・ガス化トレーン（新設・

同一仕様／1日当り各 2,000 ﾄﾝ処理）とガス洗浄設備で構成されている。 

 コンプレックスは広く使われている Shell ガス化技術に拠っており、この

技術は石炭とバイオマスの混焼に適している。 
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   出所） Uhde 

 

 

Uhde社ガス化炉 

 

 

燃料 (第 1 フェーズ）天然ガス 

(第 2 フェーズ) 石炭／天然ガス／バイオマス 

発電能力 (第 1 フェーズ) 1.300MWe 

(第 2 フェーズ) 1.200MWe 

図 2.3.14 Uhde社石炭ガス化システム (参考) 

 

ｈ．二酸化炭素分離回収 

分離技術 

発電方式は IGCCであり、二酸化炭素分離は Pre-combustion方式による。 

分離装置については仕様検討中の様子であり、2007年 10月時点では以下の状況である。 

 

固体吸収材 ； 

 

大量に消費するためコストが嵩む上に、工業的な実績が不足して

いる。 

吸収材特製 : 腐食性、平衡性、価格、発泡性などの検証が必要である。 

深冷分離技術 ： 必ずしもエネルギー消費面で有効ではなく投資額が増大する可能

性がある。CO2 を 90%分離できるかどうか確認の必要がある。 

メンブレン ： 合成ガス(Syngas)から CO2 を分離した工業的な実例がないため検

証が必要である。 
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ⅰ．貯留 

貯留場所 

明らかではない。 

 

貯留方法 

明らかではない。 

 

貯留量 

明らかではない。 

 

ｊ．投資額／投資分担 

（第 1フェーズ）未詳 

（第 2フェーズ）未詳（未決定であると判断される） 

 

ｋ．現在のステータス 

第 1フェーズの 2011年の運用開始に向けて進捗している。 

 

ｌ．Nuonとしての炭素回収貯留に向けたロードマップ 

 

 図 2.3.15 フェーズ 2 炭素回収(Carbon Capture)スケジュール （2007年 10月時点） 
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出所)  Gasification Org. 

 

ｍ．コンタクト先 

Business customer service ： www.nuon.nl/zakelijk 

Web Contact ： http://www.nuon.com/about-nuon/contact/index.jsp 

Nuon Press office Telephone : pressoffice@nuon.com 

 

関連文献／URL 

・ http://www.nuon.com/about-nuon/Innovative-projects/CO2-capture.jsp  

・ http://www.nuon.com/Images/Infographic%20Nuon%20Magnum%20UK_tcm185-64443

.pdf  

・ http://www.nuon.com/about-nuon/Innovative-projects/nuon-magnum/phases-in-the-pro

ject.jsp 

・ http://www.nuon.com/about-nuon/Innovative-projects/nuon-magnum/index.jsp 

・ http://www.rtcc.org/2008/html/dev-cr-3.html 

・ http://www.nuon.com/press/press-releases/20080201/index.jsp 

・ http://www.gasification.org/Docs/Conferences/2007/17RVANH.pdf  

・ http://www.uhde.biz/news/news_show.en.epl?stamp=125000027 

・ http://www.uhde.biz/cgi-bin/byteserver.pl/pdf/Artikel_VGB.pdf 

・ http://www.engineeringnews.co.za/article.php?a_id=131359  

・ http://www.nuon.com/Images/Infographic%20Nuon%20Magnum%20UK_tcm185-64443

.pdf  

・ http://www.nuon.com/press/press-releases/20070918/index.jsp 

・ http://www.nuon.com/Images/Newsletter%204%20NUON%20MAGNUM%20UK_tcm1

85- 68333.pdf 

・ http://www.nuon.com/Images/Nuon%20Magnum%20Nieuwsbrief%20nr5%20feb2008_t

cm 185-74943.pdf 

・ http://www.gasification.org/Docs/News/2006/Nuon%20Magnum%20Press%20brochure.

pdf 

・ http://pepei.pennnet.com/display_article/319055/6/ARCHI/none/PRODJ/1/Nuon-places-

order- for-three-CCGT-units-from-Mitsubishi/  

・ http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/16&format=HTML&ag

ed=0& language=EN&guiLanguage=en 

・ http://www.nuon.com/about-nuon/Innovative-projects/nuon-magnum/location-nuon-ma

gnum.jsp 
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(3)Enel SpA (イアリア)  Post-combustion Program 

 

ａ．プロジェクト名 

Enel Post-combustionプロジェクト 

 

ｂ．プロジェクト概要 

Enel SpAは、2013年末までの商業プロセスの運用を目標として、Post-combustion石炭火

力発電所に向けた炭素回収貯留のプロジェクトを 4 段階で進めている。そのうち、最初の 3

段階はほぼ同時並行的に遂行している。 

【第 1段階：2006年初め～2008年末】 研究室レベル 

【第 2段階：2006年 5月～200810末】 Brindisi炭素回収パイロット計画 

【第 3段階：2006年 5月～2009年 6月】炭素潮流サイト調査選定 

【第 4段階：2009年 7月～】商業規模のデモンストレーション（プラントの建設・運用） 

 

プロジェクトの目標は概略以下の通りである。 

二酸化炭素回収効率  ：85%以上 

二酸化炭素回収コスト ：30ユーロ／トン 

発電サイクル蒸気効率損失 ：10％以下 

 

ｃ．体制 

実施主体 

Enel SpA 

 

関係官庁 

イタリア政府 

 

パートナー／ベンダー 

不明である。 

 

ｄ．タイムフレーム 

プロジェクトのフェーズ 

Post-combustionプロセスの商業化に向けて研究室スケールの検証、既存プラントでの 

炭素回収パイロットプラント建設、炭素貯留サイトの調査を進めている。 

 

スケジュール 

2008 年 12 月 ： 第 1段階～研究室スケールの開発終了の予定である。 
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2008 年末 ： 第 2段階～Brindisi 炭素回収パイロットプラント建設が終了 

する予定である。 

2009 年～2010 年 ： 第 2段階～同パイロットプラントを運用する予定である。 

2009 年 6 月 ： 第 3段階～炭素貯留サイトを選定する予定である。 

2009 年 7 月～ 

2012 年 6 月 

： 第 4 段階～デモンストレーション(実証)プラントを設計し建設

する予定である。 

2012 年 7 月～ ： 第 4段階～同デモンストレーション（実証）プラントを運用する

予定である。 

 

ｅ．建設場所 

【第 2段階】パイロットプラント～Brinsisi発電所内 

【第 4段階】デモンストレーション（実証）プラント 

 

ｆ．建設の背景・狙い 

クリーンコール発電(現在 5,000ＭＷの建設を計画)におけるは実質的な二酸化炭素排出削減

戦略の一環である。Enelはクリーンコール発電以外に、原子力発電推進(現在はフランスから

買電している。)、再生可能エネルギー(太陽光発電、風力発電)拡大および水素事業導入を推

進あるいは計画している。 

 

ｇ．発電 

【第 1段階】―― 

【第 2段階】既設の Brindisi火力発電所（660ＭＷe×4）の第 4ユニットの排煙を炭素回収に

利用するため、発電ユニットの新設はしない。 

 同発電ユニットの燃料は石炭である。 

【第 3段階】―― 

【第 4段階】 

炭素回収デモンストレーション段階の発電ユニット主要諸元 

 プロジェクトのタイプ ： レトロフィット 

 発電能力 ： 660ＭＷ 

 燃料 ： 瀝青炭 

 発電方式 ： 超臨界圧（USC）サイクル 

 

ｈ．二酸化炭素分離回収 

分離技術 

Post-combustion 方式である。 
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【第 1段階】 研究室スケール／Brindisi 発電所内 

35％MEA 溶液によるシミュレーション・排煙の二酸化炭素の吸収・排出試験 

ガス流量 ： 2 Nm3/h 

ガス圧力 ： 1.8 atm 以下 

ガス温度 ： 116 °C 以下 

 

【第 2段階】 パイロット試験／Brindisi 発電所第 4ユニット排煙利用 

二酸化炭素分離回収ユニット設計仕様 

 プロセス ： Aspen Plus“Amine Package” 

 公称排煙流量 ： 10,000Nm3／h ウェット 

 最大排煙流量 ： 12,000Nm3／h ウェット 

 炭素回収前の排煙中の二酸化炭素濃度 ： 14.5％（＠6%酸素、ドライ） 

 最小二酸化炭素吸収率＠最大容量 ： 85％ 

 最小二酸化炭素純度＠最大容量 ： 95％ 

 溶液の MEA 濃度 ： 20％重量 

 最大溶媒流量 ： 70 トン／h 

 冷却水 ： 600m3／ｈ 

 最大リボイラー蒸気流量 ： 7,000kg／h（4,000Bar、飽和） 

 

パイロットプラント構成装置概要 

 SO2スクラバー ： 2.5ｍH ｘ 1.5mD 

 ウェット ESP ： 7mH ｘ 1.6mB x 1.6mL 

 二酸化炭素吸収塔 ： 35mH ｘ 1.6mD 

 二酸化炭素ストリッパー ： 25mH ｘ 1.3mD 

 排煙ダクト ： 0.5m 
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図 2.3.16 CO2分離装置－フローダイアグラム 

出所）Enel 

 

 

      図 2.3.17 Brindisi CO2回収パイロットプラント～レイアウト案 

出所) Enel 
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【第 3段階】―― 炭素貯留サイト調査に係るフェーズ 

【第 4段階】デモンストレーション 

デモンストレーション主要諸元 

 排煙処理量 ： 排煙の 30～50％、600.000～1.000.000 Nm3／h 

 二酸化炭素回収方式 ： Post-combustion／アミン 

二酸化炭素回収率 ： 85％ 

 

 

 図 2.3.18 Post-combustionデモプラント完成予想図 

出所)Enel 

 

ⅰ．周辺技術 

機器仕様、メーカーなど明らかではない。 

 

ｊ．貯留 

貯留場所 

Post-combustionデモンストレーション・プラントが建設される可能性のあるサイトの 

周辺 3ヵ所を詳細に照査しているが未決定の模様である。 

理論的にはイタリアには十分な炭素地下滞水層貯留の能力がある。 

 

貯留方法 

【第 3段階】炭素貯留サイト調査選定を行っている。 

貯留主要諸元 

 貯留量 ： 100～150 万トン／年 

 貯留方法 ： 地下塩水滞在水層 
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ｋ．投資額／投資分担 

2006 年 12 月 18 日 Enel は二酸化炭素排出削減の“現実的計画”に関して、炭素回収貯留、

革新的燃焼システム、水素製造利用に 3億 3,000 万ユーロの投資を行うと発表した。 

ただし、本プロジェクトとの相関性は明らかではない。 

 

ｌ．Enelプロジェクトのタイムスケジュール 

 

   図 2.3.19 タイムスケジュール 

出所)Enel 
 
ｍ．その他 

2006年 10月 18日 Enel と Itea（イタリア）は先端的な石炭火力発電燃焼技術の開発

アグリーメントに署名した。 

2008年 2月 20日 Enelと Eniは炭素回収貯留の FSの Letter of Intentに署名した。 
 
関連文献／URL 

・ 

・ 

 

・ 

・ 

・ 

・ 

http://tecnet.pte.enel.it/depositi/tecnet/congressi/883/38901-Rossi_Erice2007.pdf 

http://pepei.pennnet.com/display_article/280101/6/ARCHI/none/INDUS/1/Enel-invests-

4-bln- euros-in-CO2--reduction-methods/ 

http://tecnet.pte.enel.it/depositi/tecnet/congressi/883/38903-Zeppi_Erice2007.pdf 

http://www.enel.it/azienda_en/sala_stampa/comunicati/ss_comunicatiarticolo.asp?IdDoc

=1558666&Version=1 

http://www.reuters.com/article/rbssEnergyNews/idUSL2071204020080220 

http://pepei.pennnet.com/display_article/275035/6/ARCHI/none/PRODJ/1/Enel-to-partn

er-in- near-zero-emission-coal-fired-plant/ 
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(4)AEP（米国） Mountaineer Plant  

 

ａ．プロジェクト名 

Post Combustion Product Validation 

 

ｂ．プロジェクト概要 

AEP(American Electric Power)は冷却アンモニアプロセス（Chilled Ammonia Process）を

利用した 30MW 炭素回収システムを Mountaineer 火力発電所（1,300MW、ウェストバージ

ニア州）に設置し、同発電所の排煙を利用して 2009年に product validationを行う。 
 

    記）* AEP その他の数多くの情報ではシステムの規模を 30ＭＷとしているが、2008 年 4 月の AEP 
プレゼンテーションなど最近の情報では 20MW と表示しているものが見られる。 

 

同プロセス技術の有効性が確認され場合には、Northeastern 石炭火力発電所（450MW、既

設、オクラホマ州）に同プロセスを設置し 2012年に運用を開始する。 

 

 

 

 

  図 2.3.20 AEPの当面の 2つの計画 

出所）AEP 

 

ｃ．体制 

 

実施主体 

American Electric Power (AEP) 

1 Riverside Plaza  Columbus, OH, USA 43215-2372 

 

30MW？ 

Mountaineer Plantd での実証 

（将来計画～参考） 
Norteastern Plant での第 1 号商業運用 
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関係官庁 

DOE (Fossil Energy Office、National Energy Technology Laboratory) 

West Virginia州政府 

 

パートナー／ベンダー 

Alstom（発電および Post Combustion炭素回収の機器・サービス） 

Babcok &Wilcox（発電および汚染制御の機器･サービス） 

Battelle Memorial Institute（応用科学・技術開発 

 

ｄ．タイムフレーム 

 

プロジェクトのフェーズ 

Product Validation（製品有効化）･･･一般に言うパイロット試験段階またはデモンストレー

ション(実証)段階と同等と判断される。 

 

スケジュール 

2007 年 3 月 : 

 

Alstom社およびRWE社との間でProduct Validation（Mountaineer

発電所での有効化試験）に関する MOU（覚書）を交換した。また、

Battelle メモリアル研究所との間で二酸化炭素 

貯留に関する MOU（覚書）を交換した。 

2009 年 ： Mountaineer 発電所における炭素回収貯留の Product Validation

試験を実施する予定である。 

2012 年 ： 同上の Product Validation が成功すれば、AEP の系列発電会社

PSO の Northeastern 発電所（45kW）で炭素回収と EOR の商業運転

を開始する予定である。 

（その他）    

  2007 年夏   ：Alstom 社は We Energies の 1,224ＭＷ Pleasant Prairie 

発電所（ウィスコンシン州）で 5MW 相当の排煙の供給を受けて 

冷却アンモニアプロセスのパイロット試験を実施した。 

 

ｅ．建設場所 

Mountaineer石炭火力発電所(1,300MW)内   New Haven, West Virginia, U,S.A. 

 

ｆ．建設の背景・狙い 

炭素回収貯留技術を確立して、地球温暖化ガス排出抑制の時代にあって、現実的な目標とス

ケジュールを設定し経済的な負担最小で既存石炭火力発電所の延命を図る。 



－133－ 

適切な資本の投入と回収率を設定し炭素回収貯留の経済的なハードルを解決する。 

大規模石炭火力発電所における商業規模の炭素回収貯留のための技術を実証する。 

地球温暖化ガス排出監視計器類の基盤を確立する 

 

ｇ．発電 

Mountaineer発電所（1,300ＭＷ）は既設プラントである。Product Validation試験は既設

発電所から排煙の供給を受けて実施する。 

Mountaineer発電所（1,300ＭＷ）の発電方法はランキンサイクルである。 

燃料は石炭である。 

 

ｈ．CO2分離回収 

分離技術 

既存発電プラントへの組込みが容易な方式として Post-combustion方式を選定している。 

プロセスは Alsom社の冷却アンモニアプロセス (Chilled Ammonia Process)である。 

 

 

 図 2.3.21 Alstom冷却アンモニアプロセス (Chilled Ammonia Process) 

出所） AEP 
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図 2.3.22 排煙から CO2を回収するコンセプト 

出所）AEP 

 

Alstom 社の炭素回収システムでは、発電所の排煙を分離して取り出して冷却し、大量に回

収した水分をリサイクルする。また CO2吸収器は SOx排出削減系の吸収器として活用する。 

排煙中に残留する低濃度のアンモニアは冷却水洗浄で回収し吸収器に戻される。 

 

Alstom、EPRI(Electric Power Research Institute)、その他が行った研究室試験では冷却ア

ンモニアプロセスは 90%以上の CO2を回収する能力を示した。 

 

同プロセスは新設石炭発電プラントへの適用とともに既存プラントのレトロフィットにも

適用できる。 

 

ⅰ．周辺技術 

主要技術 

SCR ユニット ： NOx を 85～90％除去する。 

電気集塵機(ESP) ： PM2.5 を含むフライアッシュ を 99.7%除去する。 

脱硫スクラバー（FGD） ： SO2を約 54℃で 90～95％除去する。 

 

 

 

排煙     吸収器（4.4～15.6℃） 再生器      高濃度 CO2 

（95～121.1℃）   貯蔵 

溶剤

溶剤
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図 2.3.23 周辺機器を含む Alstomシステム 

出所） Transaction Magazine 

 

ｊ．貯留 

貯留場所 

Mountaineer発電所内地下約 2マイルの塩水層（saline aquifer layer）に貯留する。 

 

貯留方法 

2003 年 7 月 エネルギー省（DOE）の炭素隔離調査プロジェクトの一環で、Moutaineer

発電所において地下の岩層を評価するため 10,000フィート（3,048m）の掘削を開始した。 

AEP は 18 ヵ月かけて Mountaineer 発電所周辺の地質が二酸化炭素の地下貯留に適してい

るかどうか評価した。 

Battelle メモリアル研究所主導で Mountaineer プラントにおける二酸化炭素地下貯留の研

究プロジェクト（＄420万）を行った。 

Battelle Memorial Instituteが地下貯留に関するコンサルティングを行う予定である。 

 

図 2.3.24 二酸化炭素地下貯留システム構成 

出所）Battelle メモリアル研究所 
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貯留量 

100,000トン／年の計画である。 

Product Validation試験は 12～18ヵ月かけて行う予定であり、これに準ずるなら累計で 

二酸化炭素貯留量は 100,000～150,000トンの目途になる。 

 

ｋ．投資額／投資分担 

 2008年 4月時点のMountaineer発電所での Product Validation関連予算を下表に示す。 

エネルギー省（DOE）の分担分を含む値であるが、炭素回収貯留では多様な研究がなされて

いるため、含める範囲によって数値が異なる可能性がある。 

DOEのみで＄7,200万を分担しているとの情報もある。 

 2008 年 2009 年 2010 年 合計 

冷却アンモニア 

プロセスプロジェクト 
$3,000 万 $3,900 万 0 $6,900 万 

CO2 地下貯蔵研究    $420 万 

 

ｌ．現在のステータス 

Product Validationプラントを建設中と判断される。 

 

ｍ．CCSに向けたロードマップ 

ロードマップは発表されていないようである。 

AEP における石炭火力の比率は大きく炭素回収貯留は経営戦略上重要な位置を占めると思

われるが、Mountaineer発電所の Product Validation試験の結果を待っている状況であろう。 

 AEPは Oxyfuel、Pre-combustionをも選択肢として検討している。 

 

ｎ．コンタクト先 

ANALYSTS CONTACT: Julie Sloat  Vice President, Investor Relations 

  

ｏ．その他  

Phase 2：Northeastern 450MW石炭火力発電所における商業規模炭素回収プロジェクト概要 

 

(上述以外の事項) 

建設場所   Oologah、オクラホマ州 

オーナー   Public Service Company of Oklahoma （略称 PSO～AEP の系列会社） 

二酸化炭素回収量  全発電用量 450MW のうち 200ＭＷ相当を対象に二酸化炭素を 150 万ト

ン/年回収し、回収された二酸化炭素はパイプラインで EOR（石油回収強化）

のサイトまで輸送される。 
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図 2.3.25 Northeastern 450MW石炭火力発電所（既存） 

出典）Public Service Company of Oklahoma 

 

ｐ．その他 Oxyfuel Technology 

AEP は 16 の電力会社と共同で Oxy 石炭燃焼技術を開発中であり、Babcock & Wilcox 

Company (B&W)との間で Oxy石炭燃焼技術の FSに関するMOU(覚書)を交換している。 

電力会社の共同技術開発では、10ＭＷ規模で商業化のフィージビリティーを行うと共に商業

化に至る課題を検討している。フィージブルであるとの見極めがついたら 2020 年迄に 150～

600ＭＷの既設のユニットをレトロフィットする予定であり、その場合には、3,000 トン／日

以上の二酸化炭素を回収する。 

 

B&Wは 2007年夏に 30ＭＷクリーン環境開発施設（Alliance，オハイオ州）で Oxyfuel技

術のデモンストレーション(実証)試験を実施し、その後で、AEP と B&W はレトロフィット

FS で AEP の既存商業規模の発電所の中から Oxy 石炭燃焼技術を適用する発電プラントを選

定しコスト試算を行う。（2007年 3月時点の AEP発表であり、ェーズは進んでいると思われ

る。） 

AEPは、Oxy石炭燃焼技術は 2012-2015年のタイムフレームで実用化できると期待してい

る。 
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関連文献／URL 

・ http://www.aep.com/investors/annrep/07annrep/AepAnnRpt2007.pdf 

・ http://www.aep.com/newsroom/newsreleases/default.aspx?id=1351 

・ http://www.aep.com/newsroom/newsreleases/?id=1456 

・ http://www.aep.com/citizenship/crreport/docs/2006-CR-Report.pdf 

・ http://www.aep.com/citizenship/crreport/docs/2006-CR-Report.pdf 

・ http://www.aep.com/citizenship/crreport/docs/CS_Report_2007_web.pdf 

・ http://www.un.org/esa/sustdev/sdissues/energy/op/ccs_egm/presentations_papers/ 

braine_ presentation.pdf 

・ http://www.aep.com/investors/present/documents/BostonRoadShowApril_7_8%202008.

pdf 

・ http://www.alstom.com/pr_corp/2007/corp/41445.EN.php?languageId=EN&dir=/pr_cor

p/2007 /corp/&idRubriqueCourante=15445 

・ http://www.psoklahoma.com/communities/commitment/docs/CommunityLeaderReport

April 2007.pdf 

・ http://sequestration.mit.edu/tools/projects/aep_alstom_mountaineer.html 

・ http://www.transactionsmagazine.com/powergen.htm 

・ http://www.transactionsmagazine.com/handbook.htm 

・ http://www.netl.doe.gov/publications/press/2003/tl_sequestration_aepdrilling.html 

・ http://www.battelle.org/Environment/publications/envupdates/Spring2003/article9.stm 

・ http://www.aep.com/go/webcast. 

・ http://www.aep.com/investors/present. 
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(5)ZeroGen Pty (オーストラリア)  ZeroGen Project 

 

ａ．プロジェクト名 

ZeroGen IGCC発電＋CO2回収貯蔵（CCS）プロジェクト 

 

ｂ．プロジェクト概要 

クィーンズランド州、Stanwell Corporation（同州所有電力会社）、オーストラリア石炭協

会、米国 EPRI、Shellなど多数のパートナーが参加する ZeroGenプロジェクトが商業規模の

石炭 IGCC発電に向けて「IGCC発電＋炭素回収貯留」の施設を建設しようとしている。 

最終的には二酸化炭素を 90%回収し貯蔵することを目標としている。 

プロジェクトは 2段階に分けて進める。 

【第 1 段階】 2012 年迄に、Rockhampton（クィーンズランド州中部）に世界初のデ

モンストレーション(実証)規模の「120MW IGCC発電所＋炭素回収貯留

施設」を建設する。二酸化炭素は 75%回収し 220km 西方に離れた

Northern Denison Troughに輸送し地中貯蔵する。 

【第 2段階】 2017年迄に、400MWの「IGCC発電所＋炭素回収貯留施設」を建設す

る。設置場所は未定であり、クィーンズランド州内の複数の候補地に関

する FSを行って決定する。二酸化炭素は 90%回収し（未決定の場所に）

隔離する。 

 

なお、Anna Blighクィーンズランド州首相は 2008年 3月 19日に【第 1段階】のネット発

電能力は 80MW、【第 2段階】は 300MWと述べている。 
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    図 2.3.26 【第 1段階】ZeroGenデモンストレーション・プラント・システム概要 

出所) Stanwell 

 

【第 2段階】 第 1段階と同様の「IGCC＋炭素回収貯留」であるが、システム概要は明らか

ではない。 

 

ｃ．体制 

 

実施主体 

ZeroGen Pty （クィーンズランド州所有） 

 

関係官庁 

クィーンズランド州政府 

 

パートナー／ベンダー 

 オーストラリア石炭協会(ACA) 

 Stanwell Corporation Ltd.（Queensland州所有の電力会社） 

 WorleyParsons（エンジニアリング担当／オーストラリア） 

 AGRA Asia Pacific（石油ガス掘削・運用サービス） 

 MBA Petroleum Consultants（地質調査コンサルタント／オーストラリア） 

 Resource Land Management Services（パイプラインエンジニアリング担当／オ

ーストラリア） 

 URS（環境評価担当） 

 Shellオーストラリア（CO地下貯蔵技術供与） 
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(支援団体) 

 WWF-オーストラリア（WWFは世界的な生物保護団体） 

 オーストラリア建設･林野･鉱山･エネルギー労組（CFMEU） 

 世界石炭協会（WCI） 

 電力研究協会（EPRI／米国） 

 

ｄ．タイムフレーム 

 

プロジェクトのフェーズ 

【第 1段階】 デモンストレーション（実証）「IGCC＋炭素回収貯留」 

【第 2段階】 商業規模「IGCC＋炭素回収貯留」 

 

スケジュール 

2002年  初期概念調査を行い 420MW･IGCC／A$12億円を想定した。 

2006年まで ガス化プラントの予備的 FSを完了した。 

2006年 Front-end Engineering・環境影響評価を行った・ 

 

【第 1段階】 120MW（80MW）デモンストレーション・プラント＋炭素回収貯留施設 

2006年 掘削調査プログラムを作成し、また試掘井を掘削した。 

2006年~2007年 プロジェクトをレビューし、第 1段階のプラントの規模、仕様、

予算などを設定した。 

2009年～2010年 第 1段階の FSの結果により第 1段階のプラントを建設する予

定である。 

2012年 デモンストレーション試験開始の予定である。 

 

【第 2段階】 400MW（300MW）商業規模プランド＋炭素回収貯留施設 

2011年～2013年 FSを行う予定である。 

2014年～2017年  FSの結果を判断してプラントを建設する予定である。 

2017年 運用開始の予定である。 

 

ｅ．建設場所 

【第 1段階】Stanwell Energy Park, Rockhampton西方 29km（クィーンズランド州中部） 

【第 2段階】未定である。 

 

ｆ．建設の背景・狙い 

【第 1段階】 
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IGCCと炭素回収貯留の組合わせに伴うリスクを分析・対処し、得られたノウハウを第 2段

階のプラントに反映する。 

また、コスト低減要素を分析し、第 2段階以降のプラントに反映する。 

 

【第 2段階】 

大型商業「IGCC＋炭素回収貯留」の実用化で低排出石炭技術プロジェクトの普及に弾みを

つける。 

 

ｇ．発電 

ガス化炉から供給される水素（H２）を燃料とするコンバインドサイクルである。 

水素Syngasで最も多くの実績があるGE製ガスタービンの採用が望ましいとの判断がある。 

【第 1段階】120MW(ネット 80MW) 新設  具体的な仕様は明らかではない。 

【第 2段階】400MW(ネット 300MW)新設  具体的な仕様は明らかではない。 
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     図 2.3.27 ZeroGen IGCC概要 

出所） ZeroGen 

ｈ．二酸化炭素分離回収 

分離技術 

Pre-combustion方式である。水素製造には Shellの部分水冷（Water-quench）ガス化炉が

望ましいとの判断がある。その他の技術は明らかにされていない。 

 

 

図 2.3.28 Shellガス化炉 

出所） 2006.03.31Dr.Samuelson, et al レポート University of California Irvine 



－144－ 

ｉ．貯留 

 

貯留場所 

【第 1段階】 

デモンストレーション IGCCガス化サイトから約 220km西方のNorthern Denison Trough

（クィーンズランド州、Springsure/Emerald地域）に決定している。 

【第 2段階】 未定である。 

 

貯留方法 

【第 1段階】 

上記貯留サイトで地下約 1.5kmの廃棄された石油・ガス層（塩水層）に貯蔵する。 

回収後の CO2はトラックで 220km離れた貯蔵場所まで輸送する。（パイプラインで輸送す

るとの情報もある。） 

【第 2段階】 

未定である。 

 

貯留量 

【第 1段階】 42万ﾄﾝ／年を貯蔵する。 

【第 2段階】 未定である。 

 

ｊ．投資額／投資分担 

【第 1段階】 

A$10億を予定している。（約 68円 2008年 10月 8日現在） 

クィーンズランド州政府は FSに係る費用として A＄1億、建設に対して A$2億を分担する。 

Shellは、Equityのオプションが与えられる前提で最大で A$1億を分担する。 

オーストラリア石炭協会(ACA)が Coal21 Fundを通じて A$3億のファンドを提供する。 

 

【第 2段階】 

未定である。 

 

ｋ．現在のステータス 

第 1段階のプラント建設の決定可否を評価中である。 
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ｌ．ZeroGenプロジェクトのロードマップ 

 

 

図 2.3.29 【第 1段階】のタイムテーブル 

出所）Stanwell Corp. 

 

ｍ．コンタクト先 

 

ZeroGen Project Director ：John McGarry  

Web Contact ：http://www.zerogen.com.au/ourcompany/ourpeople.aspx  
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関連文献／URL 

・ http://www.theaustralian.news.com.au/story/0,20867,20358281-5004220,00.html 

・ http://www.zerogen.com.au/technology/CleanCoalTechnologies.aspx 

・ http://www.zerogen.com.au/project/stageone.aspx 

・ http://www.zerogen.com.au/project/stagetwo.aspx 

・ http://www.zerogen.com.au/cms/news/Default.aspx?NewsCode=135 

・ http://www.cslforum.org/documents/Paris/Morrison_ZeroGen_27March2007.pdf 

・ http://www.zerogen.com.au/zerojenproject/keybenefits.aspx 

・ http://www.cslforum.org/documents/Paris/Morrison_ZeroGen_27March2007.pdf 

・ http://www.zerogen.com.au/project/overview.aspx 

・ http://www.zerogen.com.au/zerogenproject/projectparticipants.aspx 

・ http://www.stanwell.com/ 

・ http://www.worleyparsons.com/Pages/default.aspx 

・ http://www.agr.com/en/ 

・ http://www.mbapetcon.com.au/ 

・ http://www.rlms.com.au/ 

・ http://www.urscorp.com/ 

・ http://www.zerogen.com.au/technology/integratedgasificationcombined cycle.aspx 

・ http://www.carboncapturejournal.com/displaynews.php?NewsID=68?PHPSESSID= 

c987ded53c5d40e0d51b0857a76bd80f 

・ http://www.australiancoal.com.au/Pubs/ACA%20Media%20Release%20190308.pdf 

・ http://www.zerogen.com.au/cms/news/default.aspx?NewsCode=136 

・ http://www.zerogen.com.au/ourcompany/companyoverview.aspx 

・ http://sequestration.mit.edu/tools/projects/zerogen.html 

・ http://www.qbr.com.au/index.cfm?storyid=27856&cp=displaystory 
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(6)Callide A Oxyfuel Project Joint Venture（オーストラリア、日本） 

 

ａ．プロジェクト名 

Callide A Oxy-fuel デモンストレーション(実証)プロジェクト 

 

ｂ．プロジェクト概要 

本プロジェクトは CS Energy（オーストラリア／クィーンズランド州営電力会社）の Callide 

A既設微粉炭火力発電所（30MW×4ユニット、120MW）の第 4ユニット（30MW）に Oxyfuel

技術を導入してレトロフィットし、炭素回収貯留技術を検証するものである。  

同発電ユニット（30MW）の改造工事は 2008年前半に開始し 2010年末から Oxyfuel技術

によるゼロエッミション発電のデモンストレーション（実証）試験を開始するよう計画してい

る。二酸化炭素の回収率は 90%で、発電所西部の貯留地点に輸送して地中深層部に隔離貯留す

る予定である。 

Callide Oxyfuelプロジェクトは 2つの部分で構成されている； 

①Callide A発電所の第 4ユニット(30ＭＷ)のボイラーをOxyfuel対応仕様にレトロフィッ

トする。 

②CO2の回収・地中貯蔵を行う。 

なお、本プロジェクトはクリーンな発展と気候に関するアジア太平洋パートナーシップ

（APP）のフラッグシップ・プロジェクトになっている。 

 

出所）CS Energy  

図 2.3.30 プラント概観 

ｃ．体制 

実施主体 

Callide A Oxyfuelプロジェクト・ジョイントベンチャー 

 

関係官庁 

クィーンズランド州政府 
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パートナー／ベンダー 

(パートナー) 

CS Energy（クィーンズランド州営電力会社） 

電源開発（JPOWER／日本） 

石川島播磨重工業（IHI／日本） 

三井物産（日本） 

Xstrata Plc（世界大手石炭供給会社／本社スイス） 

Schlumberger Oilfields Australia  

（世界大手地中掘削エンジニアリング会社のオーストラリア法人） 

（関連団体） 

財団法人 石炭エネルギーセンター（JCOAL／日本） 

ACALET（オーストラリア石炭協会の分担金（Coal21ファンド）による石炭関連技術

開発実施会社） 

(支援) 

持続可能発展石炭協同研究センター（CCSD／オーストラリア） 

グリーンハウスガス技術協同研究センター（CO2CRC／オーストラリア） 

(ベンダー) 

Clydeバブコック日立、Siemens、Energen、Auspower、Air Liquide、など 

 

ｄ．タイムフレーム 

 

プロジェクトのフェーズ 

既設発電ユニット･レトロフィット並びに Oxyfuelデモンストレーションフェーズ準備中 

 

スケジュール 

2006年半ば ： 2年間にわたる FSを終了した。これには相生におけるパイロット

酸素燃焼試験施設でのクィーンズランド炭の燃焼性試験を含む。 

2008年 3月 ： プロジェクト・ジョイントベンチャーの結成の署名をもってプロ

ジェクトの最終的な遂行着手が決定した。 

2008年 ： 既設発電所第 4 ユニット（30MW）のボイラーのレトロフィット

（改造工事）など Oxyfuelプロジェクトの建設工事を実施する。

2010年 ： 酸素燃焼技術による発電を開始し、その後二酸化炭素地中隔離試

験を開始する予定である。 

2010年末 ： 5年間にわたるゼロエッミション発電のデモンストレーション（実

証）試験を開始する予定である。 

2015年迄 ： 商業レベルへの適用の見極めを行う予定である。 
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ｅ．建設場所 

Biloela（ クィーンズランド州ブリスベーン市から 450キロ北西）の Callide A発電所内 

 

ｆ．建設の背景・狙い 

本プロジェクトでは、石炭発電技術において Oxyfuel技術を組合せることで地球温暖化ガス

のゼロ排出を達成できるかどうか証明する。 

Oxyfuel技術の商業ベースへの適用が可能かどうか評価する。 

 

ｇ．発電 

本プロジェクトで使用する発電施設は Callide A 発電所の 4 ユニットの内の第 4 ユニット

(30MW)であり、Oxyfuel組込みのシステムの概要は図 2.3.31の通りである。 

  

 

図 2.3.31 システム概要 

出所) CS Energy 

 

発電施設のレトロフット対象は、既設発電第 4ユニット（微粉炭を燃料とするランキンサイ

クル方式）の一部更新（Oxyfuel燃焼に対応するボイラー改造など）などである。 

酸素製造プラントから供給する酸素の条件は以下の通りである。 
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酸素製造プラント ： 660 トン／日 

酸素純度 ： 98％ 

 

ボイラーの燃料は石炭（クィーンズランド炭）である。 

本プロジェクトの日本側パートナー（JPowerと IHI）が IHI相生事業所で開発した Oxyfuel 

技術を採用する。予め空気から窒素を取り除いた後の高濃度の酸素と再循環排煙（二酸化炭素

リッチ）の雰囲気の中で石炭を燃焼する。 

  

ｈ．二酸化炭素分離回収 

分離技術 

排煙からの二酸化炭素分離は以下の通りである。 

 

（CO2回収） 

処理排出ガス量 ： 147 トン／日 

排煙の二酸化炭素濃度 ： 68％ 

二酸化炭素設計生産率 ： 75 トン／日 

二酸化炭素地中隔離率(目標) ： 60 トン／日（3年間以上） 

回収した二酸化炭素は中低温中圧にして液化し地中貯蔵サイトへ輸送する。 

 

ｉ．周辺技術 

空気分離装置、二酸化炭素液化設備その他の関連設備の仕様、数量などの詳細は明らかでは

ない。 

 

ｊ．貯留 

貯留場所 

Callide A発電所から 200km離れた Denison Trough地域 

 

貯留方法 

二酸化炭素は低温液化して保冷タンクローリーで貯留場所に輸送し、ポンプで地下の多孔質

岩盤層に圧入する。その上の岩盤層(Cap Rock)が天然のシールを形成するため CO2の漏出を

防止し地中に隔離貯留できる。また、隔離された二酸化炭素は鉱物類と反応して安定した貯蔵

が可能になる。 

 

貯留量 

30,000トン／年を貯蔵する計画である。 
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なお、17,000トン／年という情報もあるが、いずれにしても 30MWの発電ユニットを常

時稼働する場合の二酸化炭素排出の規模ではなく、デモンストレーション運転は限定され

た時間で行う予定と判断される。 

 

ｋ．投資額／投資分担 

本プロジェクトの予算設定は 2008年 3月時点で A$ 2億 590万である。（68円／A＄。2008

年 10月 8日現在） 

本プロジェクトは APP のフラッグシップ・プロジェクトと位置づけられており、日本政府

と豪州連邦政府の補助事業となっ ている。 

オーストラリア連邦政府 LETDF予算（低排出技術実証予算)に加え、CS Energy（クィーン

ズランド州営電力会社）、オーストラリア石炭協会の COAL21 ファンド、Xstrata Coal、

Schlumberger、ならびに日本政府、JPOWER、 三井物産、IHI.が応分に出資する。 

 

ｌ．現在のステータス 

デモンストレーション（実証）プラント建設中と判断される。 

 

ｍ．Callide Aプロジェクト JVとしての炭素回収貯留スケジュール 

 

 

   図 2.3.32 プロジェクトスケジュール （ただし 2006年時点の情報） 

出所) IHI発表資料＠JCOALセミナー 

 

ｎ．コンタクト先 

Phillippa Mowle   Manager, Marketing and Communication、CS Energy Mob: 0417 

782 339 

Peter Logue  Australian Coal Association Mob: 0402 067 614 
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CS Energy Ltd   ABN 54 078 848 745 

Level 21 Central Plaza Two  66 Eagle Street  BRISBANE QLD 4000  

 

ｏ．その他 

参考） 既設 Callide A発電所 

運用開始年 1998年 (一時停止後再稼働)  

発電容量  120 ＭＷ 

発電ユニット 4x30 ＭＷ 

送電 132 kv  

燃料  ブラックコール(黒炭)  

タービン    

形式  蒸気タービン  

製造者 Parsons  

ボイラー   

製造者 Mitchell Engineering  

高さ  30 m  

炉温度 1400 oC  

蒸気圧 4300 kPa  

蒸気温度 ature  460 oC  

煙突   

高さ 76 m  

排煙温度 144 oC  
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http://sequestration.mit.edu/tools/projects/callide_a_oxyfuel.html 

http://www.CO2crc.com.au/demo/p_callide_a.html 

http://www.csenergy.com.au/_cmsimages/csenergy/pdfs/070226%20oxyfuel%20bulletin

%20final.pdf 

http://www.csenergy.com.au/_CMSImages/csenergy/pdfs/080330%20oxyfuel%20JV%2

0signing.pdf 

http://www.australiancoal.com.au/Pubs/Oxyfuel%20Backgrounder%20090904.pdf 

http://www.jpower.co.jp/news_release/news080331-1.html 

http://gc3.cqu.edu.au/newsletters/2007-q1/gc3-newsletter-2007-q1.pdf 

http://www.jcoal.or.jp/publication/kokusaikaigi/pdf/CCD2007/CCD2007SymposiumS1-

1.pdf 

http://www.csenergy.com.au/research_and_development/oxy_fuel_partners.aspx 

http://www.csenergy.com.au/research_and_development/oxy_fuel.aspx 

http://www.carboncapturejournal.com/displaynews.php?NewsID=187?PHPSESSID=3

16960ea2d9814 e3d256a3504b2312f5 

http://pepei.pennnet.com/display_article/330177/17/ARTCL/none/none/1/ASIA-PACIF

IC/ 

http://www.ihi.co.jp/ihi/ihitopics/pressm/10105.html 

http://www.csenergy.com.au/research_and_development/oxy_fuel_timing.aspx 

http://www.csenergy.com.au/research_and_development/oxy_fuel_technical.aspx 

http://www.csenergy.com.au/_CMSImages/csenergy/pdfs/080822Oxyfuel_diagram%20.

pdf 

http://pandora.nla.gov.au/pan/10220/20080729-0000/www.csenergy.com.au/_CMSIma

ges/ csenergy/pdfs/OXYFUEL_QUICK_GUIDE_FINAL.pdf 

http://pandora.nla.gov.au/pan/46381/20080422-0954/www.CO2crc.com.au/print5df1.ht

ml 

http://www.csenergy.com.au/power_stations/ps_callide.aspx 

http://www.jcoal.or.jp/library_en/pdf/CCD2006-e/CCD2006SymposiumH-e.pdf 

http://www.xstrata.com/sustainabilityreport/2004/page45 

http://www.jie.or.jp/intcom/image/Australia20061113.pdf 
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(7)Saskatchewan Power Corp. (カナダ)  Boundary Dam Project 

 

ａ．プロジェクト名 

Clean Coal ･ Boundary Dam二酸化炭素回収・隔離デモンストレーションプロジェクト 

 

ｂ．プロジェクト概要 

本プロジェクトは、サスカチェワン電力（略称 SaskPower）が、カナダ連邦政府ならびに

サスカチェワン州政府の支援のもと、Boundary Dam石炭火力発電所の第 3ユニット（139

ＭＷ）をレトロフィットし、炭素回収・貯留(Oxyfuel方式 CCS)を備えた 100ＭＷ発電ユニッ

トに改めて CCSを実証しようとするものである。フル操業は 2015年から行うよう予定して

いる。対象となる Boundary Dam第 3発電ユニットは 1970年に運用が開始されて老朽化し

ているが、このプロジェクトにより低排出（Low Emission）の発電所として 20～30年の延

命が可能となる。また、SaskPower全体の二酸化炭素排出を 7.6％低減することになる。 

これに先立ち、SaskPower は 2006 年の時点で、Shand2 石炭火力発電所（Oxyfuel、ネッ

ト 300ＭＷ）の新設を計画していたが、予算膨張（C＄15 億→C＄38 億）や環境配慮の理由

などで、同発電所の計画は天然ガス GTに変更し、炭素回収貯留はキャンセルされている。 

従って、Boundary Damプロジェクトがカナダ（おそらくは北米全体）における最初の炭素

回収貯留プロジェクトになる。 

 

ｃ．体制 

実施主体 

Saskatchewan Power Corporation 

2025 Victoria Avenue Regina, Saskatchewan S4P 0S1  Canada 

 

関係官庁 

カナダ連邦政府 

サスカチェワン州政府 

 

パートナー／ベンダー 

SaskPower は Shand2 発電所プロジェクト（キャンセルされたプロジェクト）で下記の 

パートナーを選定していた。Boundary Dam プロジェクトについては 2008 年 8 月に世界・カナ

ダの 10 社に向けて RFP を発行したが、下記の企業との相関性は明らかではない。 

日立／丸紅 （スチームタービン／発電機） 

Babcock &Wilcox Canada Ltd. （合成ガスボイラー／カナダ） 

Neill and Gunter Ltd. （オーナ側エンジニアー） 

Air Liquide Canada （空気分離装置、圧縮装置、浄化装置） 
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SNC Lavalin（プラントエンジニアリング／カナダ） 

 

ｄ．タイムフレーム 

 

プロジェクトのフェーズ 

2015 年の運用開始に向けて Oxyfuel 方式の炭素回収・貯留を計画中である. 

 

スケジュール 

2008 年 2 月 27 日 : サスカチェワン州政府が Bondary Dam プロジェクト推進決定を 

発表した。 

2008 年 3 月 : カナダ連邦政府が C＄2億 4,000 万の分担をコミットした。 

2008 年 8 月 20 日 : SaskPower が本プロジェクトに関する CCS 技術 RFP（引合い仕様

書）をカナダならびに世界の 10 社に発行した。年末迄に Short 

List を作成する予定である。2009 年末に発注先を決定する。 

2011 年 : 建設を開始する予定である。 

2013 年【第 1段階】 : 発電所能力の下方改定を完了する予定である。 

139ＭＷ→120ＭＷ 

2015 年【第 2段階】 : 炭素回収･貯留を伴う発電所能力改定を実施する。 

120ＭＷ→100ＭＷ 

 

ｅ．建設場所 

Boundary Dam発電所内（Saskatchewan州 Estevan） 

ｆ．建設の背景・狙い 

本プロジェクトは SaskPowerの長期（2014年以降）の“Near-Zero“発電計画選択肢の 

一環である。 

 

ｇ．発電 

  Boundary Dam 石炭火力発電所の既設 6発電ユニット（総計 813 MW）のうち 1970 年に運用が

開始された 139ＭＷ発電第 3号ユニットをレトロフィットする。  

 two 62 MW units (1959 年運開)  

 two 139 MW units (1970 年運開)  

 one 139 MW unit (1973 年運開)  

 one 273 MW unit (1978 年運開)  
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 出所） SaskPower 

  
 出所） Regina 大学 

図 2.3.33 Boundary Dam発電所         図 2.3.24 Boundary Dam ﾊﾟｲﾛｯﾄﾌﾟﾗﾝﾄ 

発電方式 ：Oxyfuel ランキンサイクル 

燃料   ：石炭 

 

ｈ．CO2分離回収 

分離技術 

Oxyfuel方式である。 

二酸化炭素回収方式  ：Amine Scrubbing（Regina 大学が開発に協力している模様であ

る。） 

二酸化炭素回収率目標 ：90％ 

（技術概要、詳細ともに明らかではない。） 
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   図 2.3.35 SaskPower Oxyfuel Process 

出所）  SaskPower 

 

 

図 2.3.36 Regina大学における二酸化炭素抽出プラント 4 トン／日 

出所) Regina 大学 

 

ｉ．貯留 

貯留場所 

回収した二酸化炭素は枯渇した油田に対する EOR に供する。 

対象とする油田は未決定の模様である。 
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貯留方法 

二酸化炭素は EOR のため、液状で枯渇した油層に注入する。 

 

貯留量 

EOR 供給量（二酸化炭素回収量）は 100 万トン／年である。 

 

ｊ．課題 

回収した二酸化炭素を EOR 用途で販売し炭素回収費用を相殺する計画であり、販売先の確

保と販売価格の展望が課題である。 

現状では炭素回収貯留プロジェクトそのものには経済性がないため、本プロジェクトが成功

するためには回収した二酸化炭素の買い手を見つけることが重要である。 

SaskPowerと石油会社(購入する二酸化炭素で EORを行う)との間の二酸化炭素売買価格交

渉の決着はついていない模様である。 

 

ｋ．投資額／投資分担 

C＄14 億である。（68 円／A＄、2008 年 10 月 8 日現在） 

SaskPower が C＄7 億 6,000 万を投資し、カナダ連邦政府が C＄2億 4,000 万を負担する。 

残りの費用（C＄４億）は石油業界（本プロジェクトで利益を得る。）など民間からの出資を

期待している。 

民間の出資（C＄4億）は回収した二酸化炭素を油田に送出するパイプラインと関連インフラ

の建設に充てる予定である。 

 

ｌ．SaskPowerの当初計画(Shand2プロジェクト)キャンセルの経緯 

SaskPowerは 2006年に、Babcock &Wilcox社や Air Liquide社と共に、Shand2発電所（グ

ロス 450ＭＷ、ネット 300ＭＷ）の新設（炭素回収貯留機能つき）を計画していたが、予算規

模の増大（$15億から$38億に膨張）、急速な電力需要の増加への対応、回収した二酸化炭素

の数量が EOR向け需要には多すぎる可能性、などの理由でキャンセルした。その際は、地球

温暖化ガスの排出への環境懸念で石炭火力発電を制限しようとする風潮があり、それも影響

した。本 Boundary Dam プロジェクト(100ＭＷ)はこれに代り、特に連邦政府が州政府に炭

素回収予算（＄2億 4,000万）を提示した後に、現実的なプロジェクトとして浮上した。 

なお、Shand2発電所は低投資額の天然ガス・ガスタービン発電所（400ＭＷ、C＄5億 2,500

万）に切り替えられた。 

 

ｍ．コンタクト先 

Larry Christie, SaskPower 

Phone: (306) 566-3167 (Regina) Cell: (306) 536-2886 
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http://www.saskpower.com/contact/contact.shtml?type=Media%20inquiries&subject=Sask

Power%20issues%20Request%20for%20Proposal%20for%20carbon%20capture%20technol

ogy 

 

Clean Coal™ Project SASKPOWER 

Max Ball – Manager 

OFFICE  8th floor 1914 Hamilton Street Regina  

mball@saskpower.com 
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http://www.saskpower.com/poweringyourfuture/tomorrow/2007supplydecision.shtml 

http://sequestration.mit.edu/tools/projects/boundary_dam.html 

http://www.ipieca.org/activities/climate_change/downloads/meetings/roundtable_june07/Stobbs.pdf 

http://www.reuters.com/article/rbssIndustrialConglomerates/idUSLH 72495220080917 

http://www.canada.com/reginaleaderpost/news/story.html?id=0f955b38-2fd1-4f36-9d99-02f304eee553

http://pepei.pennnet.com/display_article/321343/6/ARCHI/none/INDUS/1/Saskatchewan-plans-clean-

coal-carbon-capture-project/ 

http://www.powermag.com/PrintFriendly.aspx?NewsItemID=435 

http://www.saskpower.com/cleancoal/frequently_asked_questions.html 

http://www.saskpower.com/cleancoal/benefits.html 

http://www.saskpower.com/aboutus/news/?p=6 

http://en.wikipedia.org/wiki/SaskPower#Clean_Coal_Project_Feasibility_Study 

http://www.saskpower.com/aboutus/news/?p=331 

http://www.saskpower.com/cleancoal/ 

http://www.saskpower.com/aboutus/news/?p=418 

http://www.saskpower.com/cleancoal/CO2_recovery_and_storage.html 

http://www.saskpower.com/aboutus/news/?p=368 

http://www.greentechmedia.com/articles/canada-to-beat-us-to-carbon- storage-1312.htm 

http://www.saskpower.com/pdfs/clean_coal_media_fact_sheet_Oct30-06.pdf 

http://www.CO2-research.ca/index.php?id=54 

http://www.saskpower.com/aboutus/news/?p=3 

http://www.saskpower.com/cleancoal/shand2.html 

http://www.canadianbusiness.com/technology/trends/article.jsp?content=20070212_85197_85197 

http://www.iea-coal.org.uk/publishor/system/component_view.asp?LogDocId=81641&PhyDocId=6297

http://www.nrcan.gc.ca/es/etb/cetc/combustion/CO2network/pdfs/clean_coal_compendium_e.pdf 
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2.3.3 米国におけるプロジェクトに対する支援制度 

 

(1)Restructured FutureGen 

当初はDOEが主体となり 10年間で 10億ドルの予算で技術開発の実験設備として、275MW

規模のゼロエミッション石炭ガス化発電を 1ヶ所建設する計画であった。 

建設コストが、当初の見積りに比べて大幅に超過したこと等を受け、計画を大幅に再構築し

た。 

計画の見直しにより、300MW以上の商業規模の複数の IGCC他（燃焼後回収、酸素燃焼も

含む）において、最新の CCS 技術を実証することが目的となった。そのため、IGCC 以外の

設備も含め、プラントの CCS関連の技術に対してのみ、資金提供が行われる。 

2008年 6月にプロジェクトを公募し、現在複数の提案について審査中である。 

 

表 2.3.1 Restructured FutureGenの概要 

 当初の計画 計画の主な変更点 

概要 石炭ガス化、発電、排ガス抑制、

CO2回収、水素生産の各技術が統

合されたプロトタイプの発電所を

1ヶ所設計・建設する 

 発電所の建設費用は負担しない

 発電所の CCS 技術関連経費の

みを負担する 

 1 ヶ所だけではなく、複数のプ

ロジェクトが対象 

 IGCCに限らない 

 水素生産は対象から除外する 

規模 275MW（商業規模より小規模） 300MW以上（商業規模） 

スケジュール 2012年から運転開始 2015年 12月 31日までに実証実験

開始 

予算 10 年間で 10 億ドル（計画段階で

18億ドルまで増加） 

 複数のプロジェクトに対して最

大 13億ドル 

 助成金は 1～6億ドル 

出所）DOE資料 

 

(2)CCPI（Clean Coal Power Initiative） 

CCPI(Clean Coal Power Initiative)は、将来、アメリカ合衆国がクリーンで、信頼性が高く、

かつ経済的な電力を確保するために、先進的なクリーン石炭技術を開発するための「国家エネ

ルギー政策勧告」に対する、大統領令である。 

CCPIは、10年間で 20億ドルを拠出するプログラムである。プログラムには、現在の最新

技術に対して、効率、環境性能、経済性を大きく高める石炭ベース発電技術に対する複数の支

援が含まれている。 
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商業規模で技術を実証することで、先端技術の普及を加速させるように計画されており、産

業界の参加企業から最低 50%以上のコスト参加を求めている。 

 

表 2.3.2 CCPIの概要 

Round 1 2008年 3月 31日現在、6つのプロジェクトが採択された。 

 進行中：3 

 完了済：1 

 交渉中：1 

 採択プロジェクトとなった後に撤回：1 

6つのプロジェクトの合計は、9億 3，200万ドルで、そのうち DOE

は、2億 5,500万ドルを拠出した。 

Round2 2004年 10月、4つの実証プロジェクトが採択された。 

2008 年 2 月 29 日現在、3 つのプロジェクトは共同契約の採択プロジ

ェクトとなり、1つは、交渉中に撤回された。 

DOE は、3 つの進行中のプロジェクトの合計 30 億ドルのうち、3 億

3,600万ドルを拠出している。 

Round3 2008年 8月 11日、DOEは、CCPIの Round3として、最終資金援助

予告（final Funding Opportunity Announcement）を行った。 

CCSの早期実証を行う目的で、回収・貯留量で 30万 t/y以上、50％以

上の CO2回収を対象とする方針である。 

DOEは、今回の FOAで複数のプロジェクトを採択プロジェクトにす

る計画であり、2009年予算によっては、3億 4,000万ドルの拠出が可

能となる見込みである。 

プロジェクトのコストは、DOEとシェアされ、プロジェクトの事業者

は、最低 50%の資金拠出を行う。 

出所）DOE資料 

 

(3)Regeonal Carbon Sequestration Partnerships 

米国内の異なる地域における将来の炭素回収・貯留・隔離に最適な技術や規制、インフラを

決定するための連邦政府・州政府・民間部門の協力体制を提供する。この Regeonal Carbon 

Sequestration Partnerships（地域炭素隔離パートナーシップ）は、二酸化炭素の地下深層貯

留が石炭火力発電施設から排出される温室効果ガス削減の経済的かつ安全な技術オプション

であることを証明し、そのインフラを築くことを目的としている。 

 このパートナーシップには、350の機関、米国 42州、カナダ 4州が参画している。 
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表 2.3.3 CCPIの概要 

Phase 1 2003～2005  サイト選定に関わる特性調査 

 DOE資金：0.16億ドル 

Phase 2 2005～2009  サイトの貯留有効性の確認 

 25地点の地層を対象 

 DOE資金：1.12億ドル 

Phase 3 2008～2017  異なる地層において大規模 CO2注入テスト 

 DOE資金：4.7億ドル 

出所）DOE資料 

 

 

図 2.3.37 Regeonal Carbon Sequestration Partnershipsにおける地域パートナーシップ 

出所）DOE資料 
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表 2.3.4 Phase3での大規模貯留テスト 

略称 パートナーシップ 貯留テスト 事業費 DOE資金

PCOR 
Plains CO2 Reduction 

Partnership 

ガス生産設備から発

生する CO2 をアルバ

ータの深部帯水層へ

注入 

$135.6M $67M 

MRCSP 

Midwest Regional 

Carbon Sequestration 

Partnership 

エタノール生産設備か

ら発生する CO2 をイ

リノイ砂岩層へ注入 

$92.8M $61.1M 

MGSC 

Midwest Geologic 

Sequestration 

Consortium 

天然ガスプロセスから

発生する CO2 をイリ

ノイ砂岩層へ注入 

$84.3M $67M 

SECARB 

Southeast Regional 

Carbon Sequestration 

Partnership 

石炭など燃焼後回収に

よる CO2 をアラバマ

州の深部帯水層へ注入

$93.7M $65M 

SWP 

Southwest Regional 

Carbon Sequestration 

Partnershi 

天然 CO2 をニューメ

キシコ砂岩層へ注入 
$88.8M $65M 

WESTCARB 

West Coast Regional 

Carbon Sequestration 

Partnership 

天然ガスプラントから

発生する CO2 を中央

カリフォルニアで貯留

$90.6M $65.6M 

Big Sky 

Big Sky Regional 

Carbon Sequestration 

Partnership 

― ― ― 

出所）DOE資料 
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2.4 海外動向のまとめ 

 

(1)海外動向のまとめ 

「2.1 ゼロエミッション型石炭火力発電システムの特性等の整理」では、欧州電力会社にお

ける CCS の位置づけについて概観した上で、CCS における回収技術について、燃焼前回収、

燃焼後回収、酸素燃焼の 3つのシステムについての概要、比較を示した。さらに、IGCCおよ

び PCにおいてキャプチャーレディを実施した場合の特性の比較を行った。 

欧州の電力会社では、CCSを地球温暖化対策のポートフォリオの一つとして位置づけており、

エネルギー価格や排出権取引価格に応じて、CCSを導入できるよう準備している状況である。

Vattenfallでは、排出権価格が 40ユーロ程度になることを想定して、CCSの技術開発を行っ

ていると見られる。各社が自国で利用できる石炭資源を有効活用するという意味合いもある。 

こうした中、CCS技術である燃焼前回収、燃焼後回収、酸素燃焼、それぞれにおいて技術開

発が進められている。また、個々の技術は商業化されているケースが多いものの、そのコスト

ダウン、システム化において課題が残されている。ワーキングでも紹介があったとおり、これ

らの技術に「シルバー・ビュレット（銀の弾丸）」は無い、と専門家の間では言われている。

すなわち、現段階では、どのシステムが最も優れたシステムであると、断定することはできな

い。 

CCS の導入により新設の kW あたりの建設単価は、40～80%上昇する。既存の発電所をレ

トロフィットすることで CCSを実施すると、CCS付きの新設に比べ 8～35%コストが上昇す

る。キャプチャーレディを施すことによって、この追加コストは 10～25%の削減ができる。た

だし、キャプチャーレディを実施して、レトロフィットが早期に行われなければ、余剰の能力

を持つことになり逆効果になるというリスクもある。 

 

「2.2 技術動向調査」では、燃焼前回収、燃焼後回収、酸素燃焼それぞれのシステムについ

て、技術的な開発状況の現状を示した。あわせて、欧米の電力会社における CCS の技術開発

ロードマップをまとめ、開発テーマのトレンドを把握した。さらに、IGCC、CCSに関する技

術開発動向として、米国で開催された GTC（ガス化会議）の発表内容を紹介した。 

3つのシステムそれぞれについて、大きな技術的な課題が残されている。燃焼前回収は、多

段階のプロセスを持ち、各プロセスにおいていくつかのオプションがある。特に、ガス化炉の

信頼性向上やメンテナンスコストの削減が大きな課題である。また回収技術について、スケー

ルアップや効率向上、コストダウンが課題である。燃焼後回収は、省エネルギーの回収液、膜

分離技術の開発、排煙処理が課題となっている。酸素燃焼は、膨大に必要となる酸素を製造す

る酸素製造装置の効率化や膜を使った分離技術の開発が課題である。 

こうした技術課題がある中、欧米のいくつかの電力会社は CCS への取り組みを中長期（多

くは CCSの商業化を見込む 2020年まで）の時間軸に展開したロードマップを作成している。

こうした電力会社の取組みには、電源構成や国の政策、利用する燃料種（炭種）などにより左
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右されると見られる。分析対象としたロードマップでは、概ね 2012～14年に数万 kWのデモ

ンストレーションスケールの分離回収の実証実験を行う計画がある。また開発の対象技術とし

ては、燃焼後回収の開発を軸に、企業によって燃焼前回収、酸素燃焼を加えた複数の技術を対

象に開発に取り組んでいる。 

燃焼前回収の主要技術である IGCC については、運転中および計画について調査を行った。

すでに運転開始しているWabash Riverでは、稼働率は相当高まっているものの、必ずしも日

本の電力会社の運用に耐える水準ではない。計画段階のプロジェクトでは、Edwardsportプロ

ジェクト、Mesabaプロジェクトで、キャプチャーレディを採用している。 

 

「2.3関連プロジェクトの最新動向調査」では、世界の主要な CCSプロジェクトを、各種の

プロジェクトのデータベースより抽出し、その傾向を分析するとともに、各プロジェクトの概

要を一件一葉の形でまとめた。さらにそのいくつかの事例について、各事例に関する公表資料

をベースに、詳細な検討情況、開発状況を記述した。 

CCSのプロジェクトは欧米豪で多くの計画が立ち上がっており、うちいくつかの小規模なパ

イロットプロジェクトが実施段階に移っている。プロジェクトの特性は、地域的ごとの経済環

境や資源政策にも依存している。例えば、米国では EOR が多いため、短期的に経済性が成り

立ちやすく、そのため燃焼後回収が多いと考えられる。欧州では、排出権取引や税による経済

的インセンティブによって、多数のプロジェクトが立ち上がっており、世界的にも最も CCS

に熱心に取り組んでいると言える。豪州では、燃焼前回収のプロジェクトが比較的多いが、こ

れは石炭産業の長期的な振興に資するものとして取り組んでいると考えられる。 

 

(2)考察 

以上、本報告の概要をとりまとめたが、こうした結果から、以下のようなことが考えられる。 

CCSは、潜在的な導入可能量が大きく、大きな二酸化炭素排出削減の効果があるため、将来

的な温暖化対策を考える上で開発が欠かせない技術である。一方、温暖化対策の中でも高コス

トな技術の一つである。こうした公共性が高い一方でリスクがある技術を、民間の力のみで開

発することは不可能である。実際、調査対象とした欧米の主要プロジェクトでは、多額の補助

金や税額控除で資金面での支援が行われている。こうしたことから、CCSが商業化されるまで

は、開発に対して一定の公的支援が必要である。二酸化炭素排出削減の目標を明確にするなど、

二酸化炭素の価値を見積もりやすくすることもリスクを低減させる方法として重要である。 

また、CCSの技術が商業化されるまで時間を要する現段階においては、キャプチャーレディ

への対応も一考に値する。石炭火力発電は、比較的安価でエネルギーセキュリティ面でも優れ

ていることから、開発途上国を中心に今後とも活発な導入が見込まれる。日本でも、計画され

るものの、二酸化炭素排出量が開発のボトルネックになる場合も出ている。こうした計画段階

の石炭火力発電所において、キャプチャーレディを施すことによって将来的な CCS の負担を

軽減することが可能とされている。欧米では、キャプチャーレディとして石炭火力が計画され
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るプロジェクトが相次いでいる。ドイツでは、キャプチャーレディの認証機関（TÜV Nord）

が設置され、例えば E.ON 社の Wilhelmshaven および Antwerp のプロジェクトが認証を受

けている。しかしながら、日本ではまだキャプチャーレディに対する対応は必ずしも明確では

無く、また、海外におけるその定義も把握できていない。したがって、まず海外におけるキャ

プチャーレディの定義を、技術的な視点も含めて把握することが必要である。ただし、キャプ

チャーレディは将来的な規制によってその経済性が左右される。そのため、そのリスクがどの

程度あるのかの評価や、そのリスク負担のあり方についても検討が必要である。 

具体的な技術開発課題としては、早期に実証試験を実施することが上げられる。現段階では

3つのシステムそれぞれ、特にコスト面（送電端出力の減少）の問題が大きく優劣はつけがた

い一方、世界的に 2020 年には商業化プロジェクトを立ち上げることが求められている。各国

の環境規制の違いから脱硫、脱硝などの状況や、燃料の炭種も異なり、必要となる技術やコス

ト水準がことなると考えられる。商業化を想定した場合に、技術的なリスクやコスト水準のリ

スクが低下することが必要である。そのためには、3つのシステムに対する評価を各国の事情

にあわせて精緻に実施し戦略的に技術テーマ（開発対象とするシステム）を絞るか、あるいは

それが困難な場合には3つのシステムそれぞれについての商業化に結びつく各種データが収集

できるような実証試験が必要である。 
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第３章 CO2輸送・貯留技術におけるサイト選定方法およびリスクアセスメント手法 

3.1 サイト選定 

3.1.1 プロジェクトの経緯 

FutureGenプロジェクトは、表 3.1.1に示すように米国エネルギー省(DOE：Department of 

Energy)が主体となり、275MW のゼロエミッション石炭ガス化発電プラントを開発・設計・

建設・運転するものとしてスタートした（2003年 2月にブッシュ大統領が提案）。 

FutureGenは、DOE化石燃料局のリーダーシップの下 PPP（Public Private Partnership）

の考え方に基づいて、石炭生産者、発電事業者ならびに海外からの参加者からなる FutureGen 

Industrial Alliance (Alliance)との官民共同で実施された。 

サイト選定に関しては、2006 年 2 月に Alliance がその選定方法を公表した。その後、3 月

に提案書の提出方法が発表され、地震リスクやダム、公園に関して一部修正がなされた。それ

に対して米国 9州の 22地点が関心を表明し、最終的に 7州の 12地点が提案書を提出した。そ

れを受けて提案された各地点を、Allianceの専門家が 3人 1組で現地視察を行った。その結果、

5月に 12地点の内 4地点は資格基準を満たさないとして除外し、また 7月には 4地点を候補

地として選定したと公表した。 

2007年 6月には EIS（Environment Impact Statement）のドラフトを発表し、パブリック

コメントを募集した。そして 11月に DOEの指示により、4地点で EISを作成した。12月初

旬に、Allianceはイリノイ州の Mattoonを選定したと発表したが、直後の 12月中旬に DOE

は、Allianceが発表したMattoon選定には同意していない旨を表明した。そして翌 2008年 1

月には予算を凍結し、プロジェクトの変更を行い再編成した計画を発表した。 

 

FutureGen再編成計画は以下のとおりである。 

 商業的規模の複数の IGCCにおいて、最新の CCS技術を実証することを目的とする。 

 DOEは2015年までに、操業を開始する IGCCプラントにおけるCCSに資金を提供する。 

 2003年の当初計画と比較して、少なくとも 2倍の CO2を貯留することが可能であると見

込まれる。 

 DOEにとって、CCS技術の進展による国際協力は引続き重要である。  

 FutureGen Industrial Allianceの提案は、他の IGCC+CO2回収プロジェクトと同じ扱い

とする(補助対象は、プラント全体ではなく CCS部分に限定)。 

 

その後、2008年 6月には新しい計画に基づいて公募を開始し、10月に締切った。 
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表 3.1.1 FutureGenにおけるサイト選定の経緯 

日時 発表者 内容
2003.2.27 DOE DOEがFutureGenの実施を表明
2005.12.6 DOE Allianceとの協同を声明
2006.2.8 DOE Site selection方法をAllianceが公表
2006.2.14 futuregen alliance A draft request for proposals(RFP)
2006.3.8 futuregen alliance RFP公表
2006.3.20 futuregen alliance A draft request for proposals(RFP)の修正、2006.5.4に延期、ダム・公園を変更
2006.3.24 futuregen alliance A draft request for proposals(RFP)の修正、地震リスクを変更
2006.3.31 DOE nine states (22sites) が興味を表明
2006.5.4 DOE 応募締め切り
2006.5.9 DOE seven states(12　sites) が提案された
2006.5.14-6.5 futuregen alliance １２サイトを約３人一組で現地視察
2006.5.18 futuregen alliance 追加質問
2006.5.24 futuregen alliance 追加質問に対する回答
2006.5.30 futuregen alliance Alliance Board of Directorsが４地点は資格基準に満たないと認定
2006.6.6-8 futuregen alliance Washingtonで採点会議。追加質問を提案者に出す。
2006.6.12 futuregen alliance 追加質問に対する提案者からの回答。
2006.7.25 DOE four sites selectedと表明
2007.6.1 DOE Draft EISを発表し、public comment を募集
2007.11.9 DOE EISをDOEが発表。4地点で実施。
2007.12.1 futuregen alliance Illinoisのmattoonを選定と発表
2007.12.18 DOE futuregen allianceが最終地点をmattoonと発表したが、DOEは決断してないと表明
2008.1.29 DOE 予算を凍結、プロジェクトの変更
2008.1.30 DOE restructured plan
2008.6.24 DOE 公募開始

2008.7.11 futuregen alliance
G-8サミットでCCS実証試験を実施すべきだとの表明があった。そのために米国もmattoon地点での予算
を確保すべきと発表

2008.10.8 DOE 公募締切り（複数の応募）
2008.12末 DOE 応募者に合否通知  

 

3.1.2 FutureGenサイト選定の流れ 

図 3.1.1に示すように、FutureGenにおけるサイト選定は第 1段階として資格基準によるス

クリーニング、第 2段階として残った地点の採点・最高価値基準によるランク付け、第 3段階

として最終決定基準による最適サイトの選定と 3つのステップで実施される予定であった。し

かし、実際には最適サイトの選定まで進行しなかったので、ここではサイト候補地リスト作成

までの流れについて記述する。 

（NEPAプロセス）

提案されたサイト

資格基準

サイト評価

採点・最高価値基準

サイト候補地リスト

サイト特性・環境的情報

許容可能サイトリスト

最終決定基準

最適サイト

選考落ちサイト

選考落ちサイト

選考落ちサイト

意向通知

決定の記録

環境影響評価報告書

米国政府 環境レビュープロセス

産業連盟におけるサイト選定プロセス

今回の報告範囲

 
図 3.1.1 FutureGenサイト選定の流れ 
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3.1.3 選定基準 

FutureGenで用いられた資格基準・採点基準の一覧を、表 3.1.2に示す。この資格基準およ

び採点基準の地中貯留に関する部分を、参考資料として付録 A-1に示す。 

 

表 3.1.2 FutureGenにおける資格基準・採点基準一覧 

 
 

3.1.4 FutureGenの候補地点 

FutureGen の候補地点を図 3.1.2 に示す。候補地点は全部で 12 地点あったが、その内の 4

地点が最初の資格基準で除外され、残りの 8地点が採点基準でランク付けされ、その後最高価

値基準に基づく評価で第 4位と第 5位の順位が入替った。そして、この選定された 4地点に対

して環境レビューが実施された。 

この資格基準および採点基準の地中貯留に関する部分を、参考資料として付録 A-1に、また

これら候補地点の資格基準に基づくレビュー結果を表 3.1.3 に示す。これによると、資格基準

を満たさない資格基準内容は、景観・構造物等地表の原因に起因するものが多い。 
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図 3.1.2 FutureGenの候補地点 

表 3.1.3 FutureGen候補地点の資格基準によるレビュー結果 

候補地名 満たさない資格基準項目 満たさない資格基準内容 地表・地下

① 6. ノース ダコ タ州Team ND
FutureGen

1.3.6
①Ｉ級景観地域（例えば国立公園等）への接近
性

地表

② 7.オハイオ州Meigs County 2.6.1、2.6.3 ①Public access area（州立公園）に近い②重要
な構造物に近い（ダムなど）

地表

③ 11.ウェストバージニア州Lakin
Property 1.1.2、2.6.1、2.6.3

①土地が200acreより狭い②Public access area
（州立公園）に近い③重要な構造物に近い（ダ
ムなど）

地表

④ 12. ワイ オ ミング州Wyoming
FutureGen Host Site

2.3.1、2.3.2
①飲料水になる成分である②利用する水資源
が飲用水源である

地表
 

 

採点基準によるレビューは、各採点チームのメンバーが各自に実施している。サイト評価チ

ームは、全ての資格基準に適合した 8サイトに対して、採点基準の適用を行った。上位 5サイ

トのスコアの差異は 5 %以内であった。また下位 3サイトのスコアは、トップより 10～26 %

の差異を示した。 

最大価値基準によるレビューの結果、Allianceは以下の理由で、資格基準を有する 8サイト

の内から 4サイトを選定した。 

① 発電施設と地中貯留の双方の要求事項に適合（資格基準での判断） 

② 採点基準に基づいたランキングを考慮（採点基準での判断）。 

③ スケジュールの遅延や失敗の原因となる設計・建設・規制・許可に関する潜在的な障害
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を回避（最大価値基準での判断） 

最大価値基準に基づく評価では、第 4 位の地点は建設に関る相対的なエリアサイズが

270acre と小さく、また細長い形状という地表特性の問題点が指摘された。発電所専門家は、

この地点に石炭輸送の線（鉄道や道路）を引くことは困難であるとしている。その結果を受け

て、スコア第 5位の「サイト 4」がスコア第 4位の「サイト 1」と入替って選定された。 

 

3.1.5 FutureGenの評価結果考察 

FutureGenの資格基準に合格した 8候補地点の、評価結果を表 3.1.4～5に示す。これによ

ると評価の低かった「サイト 2」、「サイト 8」、「サイト 5」の 3地点は、「地表（基準 3）」およ

び「地下（基準 4）」ともに低いことが分かる。具体的には、表 3.1.5および図 3.1.3に示すよ

うに「地下（基準 4）」の評価が特に低い一方で、図 3.1.4より「地表（基準 3）」の評価はそれ

ほど差がないことが分かる。 

 

表 3.1.4 8候補地点の評価結果 

基準番号 /
スコア

サイト9 サイト3 サイト10 サイト1 サイト4 サイト2 サイト8 サイト5

地点名

テキサス州
Heart of
Brazos

イリノイ州
Mattoon-
Dole

テキサス州
Odessa

イリノイ州
Effingham
-North45

イリノイ州
Tuscola-
Pflum

イリノイ州
Marshall-
Forsythe

オハイオ州
Tuscarawa
s County

ケンタッ
キー州
Henderson
County

3.1物理的
特徴

70 55 55 55 80 60 66 27

3.2その他
のサイト特

110 140 130 110 110 120 110 125

3.3エリア
との接近性

134 124 114 124 104 92 102 64

3.4天災に
よる障害可
能性

9 8 8 8 10 8 9 9

3.5規制と
許可

50 50 50 50 50 50 30 50

3.6冷却水 75 60 70 70 55 65 75 75
3.7伝送回 95 80 85 90 90 80 70 35
3.8鉱物・
燃料の調達

60 60 55 60 60 55 55 75

3.9労働力
の調達可能

65 65 65 65 70 65 65 65

4.1地層の
特性

110 110 120 120 120 120 110 90

4.2シール 135 165 115 165 135 165 95 115
4.3モニタ
リング、検
証等

150 110 150 90 110 70 70 50

合　計 1,053 1,027 1,024 1,007 997 950 857 780  
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表 3.1.5 8候補地点の評価結果（地下（基準 4）） 

 

 
図 3.1.3 8候補地点の採点結果（地下（基準 4）） 
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図 3.1.4 8候補地点の採点結果（地表と地下） 

 

3.1.6 FutureGenサイト選定のまとめ 

FutureGenのこれまでのサイト選定の結果を表 3.1.6に示す。 

表 3.1.6 FutureGenのこれまでのサイト選定の結果 
資格 採点

基準 基準

1 イリノイ州Effingham-
North45

○ 1007 地表×
第4位サイトでは建設に係わる相対的なエリアサイズが
270acreと小さく、細長い形状という地表特性の不都合が
指摘された。発電所の専門家はこの地点に石炭輸送の
線を引くことは困難であるとしている。その結果、スコア第
5位のサイト4がスコア第4位のサイト1と入れ替わって選
定された。また、発電所地点から１マイルのところに２つ
の家が建設されようとしている。また、発電プラント用の水
の一部は公衆の飲み水である。（主に地表の原因）

2 イリノイ州Marshall-
Forsythe

○ 950 地表×、地下
×

景観地点への近接性、送電線への距離、物質・燃料輸
送、MMVの能力不足、地質の不明確性、住民、州境を
超える広がり

3 イリノイ州Mattoon-Dole ○ 1027 地表◎、地下
◎

◎

4 イリノイ州Tuscola-Pflum ○ 997 地表◎、地下
◎

◎

5 ケンタッキー州Henderson
County

○ 780 地表×、地下
×

物理特性、景観地点への近接性、送電線への距離、
対象地層の特性とくにプルームの広がる範囲・必要な
坑井の本数、MMVの能力不足、土地の狭さ、多くの住
民、断層

6 ノースダコタ州Team ND
FutureGen

× ①Ｉ級景観地域（例えば国立公園等）への接近性、（主に
地表の原因）

7 オハイオ州Meigs County × ①Public access area（州立公園）に近い②重要な構造物
に近い（ダムなど）（主に地表の原因）

8 オハイオ州Tuscarawas
County

○ 857 地表×、地下
×

景観地点への近接性、追加規制適合、２次シールの
問題、送電線への距離、MMVの能力不足、多くの住
民、水不足

9 テキサス州Heart of Brazos ○ 1053 地表◎、地下
◎

◎

10 テキサス州Odessa ○ 1024 地表◎、地下
◎

◎

11 ウェストバージニア州Lakin
Property

× ①土地が200acreより狭い②Public access area（州立公
園）に近い③重要な構造物に近い（ダムなど）（主に地表
の原因）

12 ワイオミング州Wyoming
FutureGen Host Site

× ①飲料水になる成分である②利用する水資源が飲用水
源である（主に地表の原因）

No. 提案サイト 最大価値基準
サイト候補
地 低い採点基準の理由
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3.2 リスクアセスメント 

 FutureGen では、パイプラインおよび坑口からの漏洩を中心とした圧入前リスクアセスメ

ントと、主としてキャップロック、断層、坑井を経由する圧入後リスクアセスメントを実施し

ている。本調査では、特に後者を対象として貯留層シミュレーションおよび漏出シナリオの設

定、および分析について取りまとめた。 

本節では、貯留層における炭酸ガスの長期的な挙動の分析、アナログサイトデータベースを

参照しつつ実施された漏出シナリオの検討、貯留層から上部層への漏出計算、特定のシナリオ

に対する定量的評価について順次述べる。 

 

3.2.1 FutureGenにおけるリスクアセスメントの概要 

 FutureGen では、圧入前におけるリスクアセスメントとして、主として地表施設からの漏

洩を想定し、SLABモデル、すなわち点源からの大気拡散を計算する検討を実施している一方、

圧入後における検討として、従来から石油開発等で使用される貯留層シミュレーションによる

挙動分析を実施している。 

 

 

 

 



－175－ 

 

図 3.2.1 FutureGenプロジェクトにおけるリスク評価の概要 

炭酸ガスの地中貯留に関る分析手法については現在も開発が進められており、天然ガスの地

下貯蔵、有害廃棄物の深部層への投棄、油ガス田における EOR の手段としてのガス状態、あ

るいは超臨界状態の炭酸ガス圧入等に関するリスクアセスメントおよびリスクマネジメント

に関る、多くの情報が存在する。例えば IEA GHG Greenhouse Issues (Jan2009)では、今日

まで CCS プロジェクトあるいは炭酸ガス貯留について、完全に確立されたリスクアセスメン

ト手法はないとされており、IEA GHGリスクアセスメントネットワークでは、これまで炭酸

ガス貯留で適用された経験を共有し、多くの議論を重ねてきている。 

CCSに関する完全に定量的なリスクアセスメントプロセスが理想的であるが、炭酸ガス貯留

モデル構築の限界ならびに不確実性により、信頼に足るリスクアセスメント技術としては、現

在のところ定性的あるいは半定量的な技術に限定されている、とされている。すなわち定量的

リスクアセスメントは、不確実性ゆえに方法論の確立が発展途上であり、関連する議論が継続

中の段階にある。 



－176－ 

 図 3.2.2 FutureGenプロジェクト概念図 

（出典：Final Risk Assessment Report for the FutureGen Project Environmental  

Impact Statement  Figure 2-1. Conceptualization of FutureGen Project 

to Capture and Store CO2 in Geological Formations） 

 

 

3.2.2 リスクアセスメント設定条件 

FutureGen における貯留層からの炭酸ガスの漏出については、関連産業の経験、自然現象

の類似事例の研究、モデル構築、専門家判断等により評価された。各候補サイトにおける第 1

の作業は、サイト概念モデルに示されたサイト特性およびシナリオのシステム分析に基づき、

定性的なリスク分析を実施することであった。LBNLで開発された HSEリスクのスクリーニ

ングおよび優先順位設定の枠組みで定義される手順を使用して、定性的に加重および優先順位

の設定を行った。このアプローチは、ほぼ多属性効用理論の範疇であるが、炭酸ガス漏洩によ

る HSEリスクは、地中貯留サイトにおける以下 3項目の基本的特性により決定すると仮定さ

れた。 

① 一次貯留層のみによる隔離の可能性 

② 一次貯留層から漏洩した場合の二次貯留層での隔離の可能性 

③ 一次貯留層から漏洩し二次貯留層が機能しない場合、炭酸ガスの希釈および分散 
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 第 2の作業は、主要な漏出シナリオを特定することである。サイト別に検討されたシナリオ

の炭酸ガス漏洩の規模、継続期間、発生確率については 3.2.6に後述する。 

表 3.2.1は、候補 4箇所の漏出シナリオの内、定量的評価の対象をまとめたものである。こ

の分析では、発生確率が極めて低い 4 シナリオは分析から除外した。残りの 2 シナリオは、

STOMP数学モデルを用いてシミュレーションを実施した。放出速度に関する定量的な推定は、

アナログサイトデータベースを用いて推定された結果とともに後述する。可能性のある放出シ

ナリオが全て定量的に精査され、その後放出確率がこれらのシナリオと関連付けられている。

ただし、STOMPによる定量的な放出の推定は二次シール底部への移動であって、地表の生態

系への放出とは一致しない点を強調しておく。従って、STOMPによる予測は、アナログサイ

トデータベースを用いた予測値よりも高くなっている。また、STOMPによる予測は、アナロ

グサイトデータベースにある火山性サイトの排出と同程度となっている。 

 

表 3.2.1 定量的リスク評価の対象となる漏洩シナリオ 

 Were Scenarios Quantitatively Analyzed?  

Scenario  Jewett Odessa  Mattoon  Tuscola  

Well bore leakage  No a  No a  No a  No a  

Seal permeation  No b  No b  No b  No b  

Stratigraphic leakage  No c  No c  No c  No c  

Overpressure induced crack seepage  No b  No b  No b  No b  

Buoyant migration along faults  Yes d  Yes d  Yes d  Yes d  

Leakage associated with seismicity  Yes d  Yes d  Yes d  Yes d  

 

3.2.3 漏洩解析の手順 

 レセプターが暴露する可能性のある有害物質濃度の推定は、まず第 1に、サイト固有の漏出

速度を決定するために各サイトで漏出解析を実施、その後拡散モデルを使用したシミュレーシ

ョンにより、レセプターが暴露する可能性のある屋外空気における物質濃度の推定を行う。第

2に、炭酸ガス貯留システムの長期にわたる安全性および性能に関連する主要な放出シナリオ

を定め、炭酸ガス漏出規模、確率、および継続期間を推定する。 

 

(1) 漏出解析 

 漏出解析の第 1 段階は、LBNL が最近開発した SRF を用いての HSE リスクのスクリーニ

ング、および順位付け（Oldenburg、2005）であった。キャップロックのシール能力や漏出し

た炭酸ガスの行先等について検討する。例えば Mattoon の例では、良好な一次シール、二次

シール、せん滅の状態にあり、信頼度が高いとの判断がなされた。ここで最も重大な不確定要

素は、以下の各項目である。 
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・プルーム領域内の既存の正断層の再活性化の可能性 

・圧力解放を目的とした坑井の必要性、坑井数の増加 

・一次シールを貫通する深い坑井の存在有無 

 

(2) 漏出シナリオ 

 長期にわたる安全性および性能に関連する主要な放出シナリオを定め、炭酸ガス漏出規模、

確率、および継続期間の推定を実施している。Mattoonサイトの SCM、EIVデータベース、

および SRF 結果を考え、後述する漏出シナリオの一覧は、Mattoon サイトの貯留対象層から

の炭酸ガス漏出を引起こす可能性のある、主要なシナリオの全てをカバーしている。隔離貯留

層からの炭酸ガス漏出速度の規模、確率、および継続期間は表 3.2.2にまとめられる。 
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表 3.2.2 Mattoonサイトの漏洩シナリオ 

 Site  Mechanism  Frequency
 Frequency
Units

 Flux Rate
(µmol/m 2-s)

 Flux Area, acres
 (hectares)

 Number of
 Items

 Duration
 (Years)

 Mattoon, IL
 Leakage via Upward Migration through
Caprock due to Gradual and slow release

 0.2
 1/5,000
year-item

 0.0048 to 0.17
 5,473.75
(2,215.12)

 1  5,000

 Mattoon, IL
 Leakage via Upward Migration through
Caprock due to catastrophic failure and
quick release

 less than

 10 -6
 1/5,000
year-item

 NA  NA  NA  NA

 Mattoon, IL
 Leakage through existing faults due to
increased pressure (regional
overpressure)

 1.E-04
 1/5,000
year-item

 1 to 30  15  1  10

 Mattoon, IL
 Release through induced faults due to
increased pressure (local overpressure)

 1.E-04
 1/5,000
year-item

 1 to 30  3  1  1

 Mattoon, IL
 Leakage into non-target aquifers due to
unknown structural or stratigraphic
connections

 1.E-05
 1/5,000
year-item

 1 to 30
 5,473.75
(2,215.12)

 1  100

 Mattoon, IL  
 Leakage into non-target aquifers due to
lateral migration from the target zone

 1.E-06  
 1/5,000
year-item

 1 to 30  
 5,473.75
(2,215.12)

 1   100  

 Mattoon, IL   Leaks due to deep CO2 wells, high rate  1.E-05   1/year-well  NA   NA   1   0.01  

 Mattoon, IL   Leaks due to deep CO2 wells, low rate  1.E-05   1/year-well  NA   NA   1   5,000  

 Mattoon, IL   Leaks due to deep O&G wells, high rate  1.E-03   1/year-well  NA   NA   0   0.01  

 Mattoon, IL   Leaks due to deep O&G wells, low rate  1.E-03   1/year-well  NA   NA   0   5,000  

 Mattoon, IL  
 Leaks due to undocumented deep wells,
high rate

 1.E-03   1/year-well  NA   NA   2   0.01  

 Mattoon, IL  
 Leaks due to undocumented deep wells,
low rate

 1.E-03   1/year-well  NA   NA   2   5,000  
 

 

3.2.4 貯留層シミュレーション 

 貯留層シミュレーションについて、前提条件、評価方法、評価結果について述べる。 

(1) 貯留層における炭酸ガスの最終状態 

炭酸ガスの地中隔離は、典型的な 4種類のメカニズムによる。 

① 構造性トラップ：キャップロックによる保持 

② 溶解トラップ ：地層水への溶解 

③ 水理トラップ ：炭酸ガス通過部への水の再侵入 

④ 鉱物化    ：pH低下による鉱物再溶解を伴う炭酸塩鉱物化 

 

炭酸ガスの圧入により、貯留層内部の塩水が置換される。置換がない場合、圧入に伴って貯

留層圧力が上昇し、岩石及び水の圧縮による孔隙率増加、あるいは当該層のフラクチャリング

が発生する。回避するためには、圧入井を取囲んで塩水を取除くことを目的として、生産井を

配置する必要がある。最大量の貯蔵のため、圧入された炭酸ガスは超臨界状態に維持され、典

型的には密度が 0.7～0.9g/cm3となる。貯留層で炭酸ガスは、塩水に溶解あるいは塩水を置換

し、圧力および浮力により移動する。 

シミュレーションの目的は、貯留層における炭酸ガス移動、溶解、トラップ、化学反応、最
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終状態を予測することである。プロセスが複雑であるため貯留層モデルを構築し、数値シミュ

レーションを実施した。計算では、超臨界状態の炭酸ガスによる 4種類の圧入が想定された。 

① プラント操業ケース 

5,900 トン/日の圧入レートにより、約 27.4 年間で 50 百万トン圧入するケースで、年間

28日のプラントシャットダウン(180万トン相当)を想定 

② 制限操業ケース 

5,900トン/日の圧入レート、年間28日のプラントシャットダウン(180万トン相当)により、

約 4年間で 730万トン圧入し、圧入後 2年間モニタリング実施 

③ 年間 100万トン一定レート圧入ケース 

年間 100万トンの一定レートで圧入するケースで、50年間で累計 50百万トン圧入し、プ

ラントシャットダウンなしと想定 

④年間 250万トン一定レート圧入ケース 

20年間で 50百万トン圧入するケースで、プラントシャットダウンなしと想定 

 

プラントのシャットダウン期間では、既に圧入された炭酸ガスが移動・分散する。全てのシ

ミュレーションは、②の制限操業ケースを除外して 50年間実行された。 

 

(2) 貯留層モデルの記載 

圧入開始時における孔隙は塩水で満たされている。これら流動および移動プロセスを表現す

る方程式は非常に複雑であるため、直接解くことはできない。従って、以下の手順により構成

される数値シミュレーションによる。 

① 流体移動を支配する方程式 

② 貯留層の概念モデル 

③ 方程式のコンピュータコード変換 

④ 高速コンピュータによるコード実行 

⑤ 計算結果の検討 

 

計算は、米国 DOE の研究機関 Pacific Northwest National Laboratory で開発された

STOMP-CO2 シミュレータにより実行された。プログラムの詳細については付録 A-2 に、ま

た、Mattoonの例について設定条件および結果の概要を図 3.2.3に示す。 
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図 3.2.3 モデルで考慮された坑井－Mattoonサイトの例 

 

 

(3) サイト固有の仮定および方法  

各サイトでは、圧入インターバルに対して二次元の座標系が設定され、中心の坑井からの放

射状流動を対象とした計算が実施された。Mattoonサイトの計算例を図 3.2.4に示す。貯留岩

の設定条件では、孔隙率は既存坑井の物理検層から、相対浸透率－飽和率－毛細管圧力関数の

パラメータは水銀圧入コア試験データにより決定され、垂直方向のグリッドスペーシングを設

定、ホライゾンにグループ分類がなされた。たとえばMattoonサイトでは、図 3.2.5に示す炭

酸ガス圧入井が想定され、対象となる貯留層の Mt.Simon 砂岩 1,400ft が 53 のホライゾンに

分類された。上部および下部境界は、浸透性なしと仮定、半径方向の外部境界は初期の平衡状

態に基づいて設定された。 
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図 3.2.4 放射状流の計算－Mattoonサイトの例 
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図 3.2.5 炭酸ガス圧入井－Mattoonサイトの例 

 

(4) シミュレーション結果および検討 

候補サイト 4地点に対し、前述の 4種類のシナリオについてそれぞれ 2種類の水の塩分濃度

条件の計算が実施された。塩分濃度は、一般に浸透率の大きい貯留層の圧入井近傍で発生する

塩の析出が、孔隙の閉塞により圧入能力の低下や炭酸ガスの流動に及ぼす影響を確認するもの

である。また長期的には、岩石の鉱物組成に応じて生じる化学反応により、炭酸ガスが鉱物化

し炭酸塩岩となる。貯留層の気相および液相における炭酸ガスの存在状態は、液相の塩分濃度

に影響されるため計算により相違を確認した。 

シミュレーション結果にかかわる項目について、Mattoonの例を表 3.2.3に示す。 
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表 3.2.3 シミュレーション結果－Mattoonの例 (1/2) 

項目 内容 備考

7.0 FATE AND TRANSPORT
ANALYSIS
終端部および流動移動の分析

超臨界CO2圧入４種類のケース設定
① プラント操業圧入ケース
約27.4年間で50百万トン圧入するケース、年間28日のプラントシャットダウン(180
万トン相当)により、5900トン/日の圧入レート
② 制限操業ケース
5900トン/日の圧入レート、年間28日のプラントシャットダウン(180万トン相当)によ
り、4年間超で730万トン圧入し、圧入後のモニタリングを２年間実施
③ 年間100万トン一定レート圧入ケース
年間100万トンの一定レートで圧入するケースで、50年間累計50百万トン圧入す
るケースで、プラントシャットダウンは想定なし
④ 年間250万トン一定レート圧入ケース
20年間で50百万トン圧入するケースで、プラントシャットダウンは想定なし

7.1　Reservoir Modeling Description
　　貯留層モデル

数値シミュレーション構成
① 支配および構成する流動および移動の方程式
② 地質貯留層の概念モデル
③ 分割された方程式のコンピューターコードへの変換
④ コンピューターコードの高速コンピューターによる実行
⑤ 実行されたコンピューターコードから作成されたデータの変換およびレビュー

7.1.1　Simulation Software
Description and General
Assumptions
ソフトウェアおよび一般的仮定

Pacific Northwest National Laboratory開発STOMP-CO2
入力データ
①概念モデル
②初期条件
③排油機構
④圧入井・生産井
⑤境界条件
サイト固有事項
①岩相
②周辺圧力
③温度
④水の塩分濃度
⑤貯留層の水理・熱力学的性状
⑥圧入井パラメータ

7.1.2　Site Specific Assumption and
Methodology
サイト固有の仮定および方法論

第一隔離貯留層は、Mt.Simon砂岩であり、6950-8350　ft
２次元同心円グリッド、半径方向60、垂直53
グリッドスペーシングは半径方向に幾何学的増加、坑井0.11ｍから5000ｍ
Weabor-Horn　１号井の物理検層5ftインターバル、SONIC－φ孔隙率をベース、
53分類
相対浸透率－飽和率－毛管圧力パラメータ（k-s-P）は、ManloveフィールドHazen
５号井４サンプルに対する水銀圧入コア試験
初期条件として貯留層深度、水圧圧力勾配、地温勾配、温度データ、塩分濃度
データ

7.2　Simulation Results and
Discussion
シミュレーション結果および検討

４種類のシナリオおのおので塩分濃度２条件
塩分濃度は貯留層の圧入能力および圧入後流動に影響
圧入能力はCO2圧入をとおして岩石の水減少とともに貯留層の塩析出で減少
析出は浸透率の大きい層の圧入井近傍で発生
貯留層でCO2は単体トラップガスあるいは溶解ガス
貯留層地化学環境および岩石鉱物組成により、圧入CO2は長期で炭酸塩岩に
鉱物化
液相に溶解しているCO2は塩分濃度に逆比例

7.2.1　Discussion of Limited
Operation Case
制限操業ケース

制限操業ケースは、圧入CO2が４年間、圧入能力およびCO2到達および広がり
範囲を検討
４年間の後、CO2圧入停止、および最少時間２年間追加モニタリング継続
プラントから一坑井で730万トンのCO2圧入に十分な浸透率・孔隙率との結果
塩析出による圧入CO2量減少は無い

7.2.2　Discussion of 50-MMT Plant
Operating Case Plume Development
50百万トンケースCO2到達範囲

Mattoonサイトは１坑井を使用し、50百万トンのCO2を圧入するに十分な浸透率
および孔隙率
塩を減じたシミュレーションと比較し、圧入CO2量減少はない

7.2.3　Effect of Injection Rate on
Plume Development
圧入レートがCO2プリューム到達範
囲に及ぼす影響

１坑井でCO250百万トン圧入するに十分な透率・孔隙率

7.2.4　Plume Radii and Key
Uncertainties
CO2プリューム到達範囲およびキー
となる不確定要素

到達範囲は半径方向の距離で、CO2質量の95％を含む圧入井からの距離
プリューム半径が圧入CO2容積を確実に表現するため
薄い高浸透率ゾーンによりプリュームが進む最先端に薄いCO2層
塩析出はプリューム半径を増加させる孔隙率・浸透率を減少
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項目 内容 備考

7.3　Co-sequestration
混合隔離

高塩分濃度貯留層へのCO2貯留に影響する重要地下条件
分岐水平坑井、WAG圧入、CO2-水エマルジョン、新規の圧入戦略テストも含め、
隔離サイトで実施
H2Sとの混合圧入
プラントで、H2S吸収塔およびClaus硫黄生産ユニットをバイパス
ガス中H2S濃度、最少Powder River Basinの石炭で0.3%、最大でIllinois#6石炭で
2%

7.3.1　Transport Behavior of CO2-
H2S Gas Stream
CO2-H2Sガス流の移動挙動

圧入開始後2年後に、20000ppmのH2Sの１週間のパルスを追加
H2Sは気相にも液相にも溶解可能
最小プリュームケースとして、圧入井から最も遠い、垂直境界における溶質の外
部流動境界条件
H2S流動パラメータ
　・液相の拡散係数　　1.31×10－５　cm2/s
　・ガス拡散係数　　　5.74×10－４　cm2/s
　・ガス－液分割係数　7.08×10－１
Eau Claireシール下部のH2S濃度は、時間および圧入井からの半径方向距離の
関数
H2Sパルスは速く分散、キャップロック下部最大濃度は、わずかH2S圧入1年後、
100ppm近くに減少

7.3.2 Reaction of CO2-H2S Gas
Stream with Caprock
CO2-H2Sガス流とキャップロックとの
反応

地化学モデル分析実施、混合ガスがEau Claireシール性状に及ぼす化学反応ポ
テンシャルを試験
MattoonサイトManloveフィールド坑井の水サンプル(1999/12)
HAZ4井（坑井ID1711、サイト近隣のガス、Hazen4、Sec.27、T21N、R7E、イリノイ
州Champaign郡）水サンプルの分析

7.3.2.1　Water Composition
水の組成

MattoonサイトデータパッケージManloveフィールド
1999/12/9にHAZ4井（坑井ID1711、一般人民のガス、Hazen4、Sec.27、T21N、
R7E、イリノイ州のChampaign郡）から1999/12/9に採取された水サンプル
ｐH6.4、Ca　6200mg/L、Mg 1220mg/L、Fe　47mg/L、Mn　4.1mg/L、HCO3
280.6mg/L、Cl 　49100 mg/L、SO4　1600 mg/L、SiO2　11 mg/L、Na
23219mg/L
4分析で、HCO3濃度最小値

7.3.2.2　Mineralogy of Eau Claire
Formation
Eau Claire貯留層の鉱物組成

K長石、石英、ドロマイト、摩滅粘土鉱物を含有する不均質なユニット
炭酸塩岩の含有率が最大（炭酸塩岩鉱物はCO2圧入とのより反応性の高い相で
あると予想される）の2844ftからのサンプル
Eau Claire貯留層で選定された鉱物組成は、石英　29vol%、K長石　35vol%、斜長
石　1vol%、方解石　1vol%、白雲石　29vol%、黄鉄鉱　1vol%、白鉄鉱　3vol%（モデ
ルでは合計４％の黄鉄鉱とした）、イライト　1vol%
キャップロックおよび圧入貯留層として以下の条件選定
・ キャップロック孔隙率：　0.044
・ 影響を受けるキャップロック厚さ：　1　ft
・ 圧入貯留層有効（contributing）層厚：　100ft
以下の平均条件が圧入貯留層の上部100ftに対して採用
・ 圧入貯留層孔隙率：　0.105
・ 水の密度：　1086　kg/m3
・ ガス密度：　744　kg/m3
・ ガス飽和率：　0.2

7.3.2.3　Geochemical Modeling
Results
地化学モデルの結果

CO2-H2Sガス流（セクション7.3.1）の流動挙動のSTOMPシミュレーションを基礎
727.75モルCO2,19.18モルH2S、3040psi、137.5°Fでキャップロックと反応
EQ3/6-V8-REL-V8.0-PC）地化学モデル(Davelerら、1992)を使用
化学反応はCO2-H2Sパルス流動挙動で大きい変化なし
それ故セクション7.3.1の計算はCO2プリューム予測挙動を合理的に反映

7.3.3　Pipeline Impacts
パイプラインの影響

水は、H2Sと共存した場合、以下のようないくつかの問題点が発生する可能性
1) 強酸である硫酸の生成
2) 水素イオン存在による水素割れ
FutureGenプラントから送出されるCO2は乾燥状態（最大出口圧力で露点-40℃）
パイプライン水圧試験後、水分完全除去
乾燥状態のため、特殊耐腐食合金は不要、標準スチール使用可
液体比重計が凝縮を確認するため必要

 

表 3.2.3 シミュレーション結果－Mattoonの例 (2/2) 
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(5) 制限操業ケース 

制限操業ケースは、4年間で 730万トンを予定する炭酸ガスの圧入能力、到達範囲、拡大状

態を検討するために実施された。4 年間の後、2 年間の追加モニタリングを想定した。この計

算により、圧入井の坑井数、浸透率・孔隙率が十分か否か、等の事項が検討された。Mattoon

の例では、主としてプラントから 1本の坑井で圧入可能であること、塩の析出により炭酸ガス

の圧入可能量は減少しないこと、より多くの炭酸ガスが塩分濃度のない水に溶解する状態が確

認された。 

 

(6) プラント操業ケースにおける炭酸ガス到達範囲 

 プラント操業ケースでは、27年間にわたり平均圧入レート年間 180万トンにより合計 50百

万トンの炭酸ガス圧入を想定して計算が実施され、圧入能力および炭酸ガス到達範囲の確認が

行われた。Mattoonの結果を図 3.2.6に示す。1本の圧入井で可能であること、より多くの炭

酸ガスが塩分濃度のない水に溶解する状態が確認された。 

 

(7) 圧入レートが炭酸ガス到達範囲に及ぼす影響 

年間 100万トン一定レート圧入ケースが、圧入能力、炭酸ガスの到達範囲、炭酸ガスの拡大

状態を検討するために、50 年間を想定して計算された。ここでも 1 本の圧入井で可能である

こと、より多くの炭酸ガスが塩分濃度のない水に溶解する状態が確認された。 

年間 250 万トン一定レート圧入ケースは、圧入能力および炭酸ガスプルーム到達範囲を 20

年間、合計 50 百万トンの圧入を想定して計算された。Mattoon の例では、1 本の圧入井で可

能であること、より多くの炭酸ガスが塩分濃度のない水に溶解する状態が確認された。 

 

(8) 炭酸ガス到達範囲および重要な不確定要素 

到達範囲半径は、炭酸ガス質量を半径方向に積分し、炭酸ガス質量が圧入量の 95％に相当

する半径とされた。例えば、非常に薄い高浸透率ゾーンでは計算上炭酸ガスが遠方まで到達す

るが、現実の拡大状態は不明確であるため、炭酸ガス容積を確実に表現しかつ適切な結果を示

すための措置である。 

塩の析出は、プルーム半径に影響を与えるが、たとえばMattoonのプラント操業 50年間の

例で析出ケースが、析出しないケースよりも半径で 454ft大きい。また、プルームの拡大につ

いて、圧入を一時的でも停止すれば緩やかになる状態が確認された。 

圧入した炭酸ガスの純相プルームの発達をビジュアルに理解するため、ガス飽和率のカラー

スケールプロファイルの一連の結果を、塩を含むケースでプラント操業ケースについて図

3.2.6に示す。横軸に到達半径、縦軸に貯留層深度としており、炭酸ガス圧入 27.4年後に圧入

停止、半径方向のプルーム成長を示す。初期段階では、プルームは貯留層の物理特性に対応し

垂直に近い形で拡大するが、圧入停止後の 30年および 50年では、浮力による流体の置換や水

への溶解が発生する影響を反映している。 
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図 3.2.6 ガス飽和率の計算－Mattoon圧入開始後 5,10,20, 50年後の例 

（出典：Mattoon Site Environmental Information Volume, FutureGen Alliance, Dec.1,2006） 

 

計算で重要な不確定要素は、圧入井貯留層周辺に向けて拡大する岩石性状の半径方向の分布

の設定であり、水理地質学的および流体移動を定義するパラメータである。本計算は半径方向

であるため、貯留層の傾斜が考慮されていない。また、パラメータを決定するデータが限定さ

れているため、かなり大きな不確定要素を含む。その他の要素として、貯留層では温度一定と

した点があげられる。現実には、貯留層でも地温勾配の影響を受ける。 

 

3.2.5 混合隔離 

圧入の形態について、将来のプロジェクトで実施される可能性があることから、炭酸ガスと

硫化水素の混合隔離に関る検討が実施された。候補の中にプラントにおける硫化水素除去およ

び硫黄生産の計画があり、場合によっては資本・操業コストの 6～7%を要することから、検討

に加えられたものである。単体の炭酸ガスと硫化水素混合ガスを、交互に圧入する場合を含む

計算がなされた。貯留層の状態を確認するため、プラントの硫化水素関連装置を一時的に停止

する短期間のパルス圧入が必要に応じて設定された。 

この形態について、1990 年から天然ガスに随伴して生産された 2 百万トンを超える硫化水

素を、深部の塩水層およびカナダ西部の減退した油ガス貯留層に圧入した事例がある。（Bachu 

and Gunter, 2004） 

 

(1) 炭酸ガス-H2Sガス流の移動挙動 

混合隔離では、炭酸ガス圧入開始 2年後に 20,000ppmの硫化水素を含有する 1週間のパル
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スを追加する計算が実施された。STOMPでは、硫化水素は気相にも液相にも溶解可能として

取扱われた。初期条件、境界条件、パラメータは、前述条件と同一とした。拡散係数等の詳細

は付録 A-2に示す。硫化水素の挙動では、深度方向の貯留層特性および重力による流動を反映

し、到達範囲で 2つのピークが認められた。 

また、分散による硫化水素濃度の減少は、1年後で 100ppmまで減少する等早いため、対象

貯留層から浅部への漏出に関るリスクは極めて小さいと考えられる。ただし計算では、硫化水

素濃度を減少させる鉱物、水に含有される陽イオンまでは考慮されていない。 

 

(2) 炭酸ガス-硫化水素ガス流とキャップロックとの反応 

前項では、混合ガスの圧入パルス流動挙動が、鉱物および水との化学反応を考慮することな

く検討された。ここでは単純な地化学モデル分析により、混合ガスが上部シールの性状に及ぼ

す化学反応の影響が確認された。 

①水の組成 

サイトデータによる坑井の水サンプル分析表から、pHおよび Ca、Mg、Fe、Mn、HCO3、

Cl 、SO4、SiO2、Naの各成分濃度の設定がなされた。 

②上部シール層の鉱物組成 

上部シール層について、地質あるいは含有鉱物による不均質性が確認された。サイトデー

タから、報告数値の鉱物組成の合計が 100%に満たない場合はノーマライズを行い、鉱物組

成が決定された。 

モデル計算では、キャップロックおよび圧入貯留層として以下の条件を設定した。貯留層

の層厚および容積は、キャップロックとの反応が可能となる混合ガス量の決定に使用された。 

・キャップロック孔隙率 

・影響を受けるキャップロック厚さ 

・圧入貯留層の有効層厚 

・圧入貯留層の孔隙率 

・水の密度 

・ガス密度 

・ガス飽和率 

③地化学モデルの結果 

STOMPによる計算結果を基に、貯留層の圧力温度条件下でキャップロックと反応するガ

ス中の炭酸ガス量および硫化水素量が計算された。pH 条件の変化およびそれに伴う化学反

応について検討されたが、結果的には硫化水素混合ガスとキャップロックとの化学反応の結

果として、深刻な状態が発生することはなく、硫化水素を含まない炭酸ガスのプルームにつ

いて挙動を合理的に反映していると判断された。 
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(3) パイプラインの影響 

連邦政府の規則 CFR195.4は、炭酸ガスを含有するいかなる有害な液体も、全ての成分につ

いてパイプラインの材質と化学的に適合することを要求している。水と硫化水素が共存した場

合、以下の問題点が発生する可能性がある。 

a 硫酸（強酸）の生成 

b 水素イオンの存在により発生する水素割れ 

 

追加的に、硫黄それ自身は硫黄割れを誘起するかもしれない。FutureGen プラントから送

出される非常に乾燥した炭酸ガス（最大出口圧力で露点-40℃）であるため、パイプラインに

おいて水は生成しない。パイプラインの乾燥について、水圧試験の後に一切の水分を除去する

事が要求される。炭酸ガスが乾燥状態のため、パイプラインについては特殊耐腐食合金パイプ

ラインは必要ではなく、標準的スチールが使用可能とされた。ただし、腐食あるいは凝縮水の

発生を確認するため、液体比重計を設置しなければならない。 

  

3.2.6 漏出のシナリオおよび分析 

漏出ポテンシャルの存在を確認するため、各種シナリオ構築、上部シール層を通過する炭酸

ガスの定量的算定、上部に存在するシールの破壊等が検討された。これらは、漏出した炭酸ガ

スが浅部シールのさらに上部のレセプターまで到達するか否か、環境影響分析に必要となる。 

ここでは、最も発生可能性の大きい漏出シナリオ概略、関連するパラメータ、数値的にモデ

ル構築された漏出シナリオ選択の正当性を再確認する。またシミュレーションのモデル構築お

よびその結果、感受性分析、制限条件、予想結果について述べる。 

 

(1) 考慮されたシナリオのまとめ 

隔離した炭酸ガスに対する主要漏出リスクは、坑井関連の漏出およびキャップロックの破壊

とされる。坑井の不良箇所は最大の可能性を有する漏出原因箇所であり、貯留対象層を貫通す

る坑井について確認された。炭酸ガスプルームの半径を小さくできれば、貯留層を貫通する坑

井とプルームの接触を回避できる可能性がある。また場合により、プルームの予測範囲の上方

に存在する未知の廃止坑井を検知することを目的にしたリモートセンシング技術の使用、当該

坑井についてリスクを最小化する修復作業の必要性について検討がなされた。 

操業で圧入関連設備は常に良好な状態に保持されるため、坑井における漏出は早期に検出さ

れる可能性が高く、かつ早期に修復あるいは改善可能と考えられる。圧入井あるいはモニタリ

ング井における圧力の大幅な変動により、プラントの自動的な圧入停止、あるいは噴出防止装

置および安全弁の自動的な作動が想定される。その結果、貯留層における坑井近傍の漏出は、

本質的に上設備に対して分析された坑口装置の破損シナリオに匹敵すると考えられた。 

地質的なシールは、流体移動に対して物理的遮蔽を形成する低浸透率層であり、頁岩、蒸発

岩、固結の強いシルト、密度の大きい石灰岩を含む。例えば、Mattoonサイトでは、全て炭酸
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塩岩および蒸発岩である。シール不良のシナリオは、潜在的な破損の形態が数多く存在するた

めに分析が非常に困難である。ここでは、キャップロック破損に関る 5種類のシナリオが設定

された。 

a 水平方向の不均質性 

b 過剰な圧力上昇 

c シール浸透性 

d 浮力による、フラクチャあるいは断層を経由しての移動・流動 

e 人工の、あるいは天然の地震に伴うリーク 

 

はじめの 3種類について定量的分析はなされなかったが、理由は後述する。最も可能性の高

いシナリオの例は、認識していない流動性のあるフラクチャを経由するシール不良である。こ

の結果には、貯留層における応力状態および断層が関係するため、地上まで連続する断層の存

在有無、過去の地震発生実績、貯留対象層直上のキャップロックの状態等が検討された。断層

およびフラクチャに沿った漏出については、シナリオの詳細を後述する。 

 

(2) 検討対象外のシナリオ 

① 水平方向の不均質性 

貯留層で、直上のキャップロックの外部までプルームが拡大した場合や、キャップロック

の中で低浸透率からより大きい浸透率への岩相変化が存在した場合等で発生する可能性が

あり、炭酸ガスの移動は構造傾斜および砂のチャンネリング等により増大する。 

モデル化に必要なパラメータは、平面的形状、水平方向の延長、局部的に流動性の大きい

部分の存在、キャップロック、キャピラリー圧力、地化学的性状の水平方向の変化等を含む。 

この漏洩では、以下のシナリオが考慮された。 

a 浅部地層への漏出を伴う、アップディップ方向、流動性の大きいフラクチャへの水平方向

の移動。貯留層の有する傾斜、アップディップの地質およびそのシール性。 

b 浸食あるいは局部的なシールの浸食。シールの延長状態および水平方向、特にアップディ

ップ方向への連続性。 

c キャップロックの岩相、粒子径、浸透率の水平的変化。貯留層における深度での岩相変化、

局部的に小さい浸透率の部分の存在。 

 

例えば、Mattoonサイトでは、南西方向に構造的堆積的な地盤の沈下が見られるため、ア

ップディップ北東方向への漏出の可能性を有している。もしも浸透率の大きいチャンネリン

グ部分が存在するならば、さらに影響を受ける可能性がある。炭酸塩岩および無水石膏の存

在により閉塞されるとの記載もあり、これら炭酸塩岩のシール能力は強靱なものである。 

どのサイトでも共通して、シールにおける岩相変化の可能性を検知している。加えて超臨

界の炭酸ガスは塩水と比較して、より圧縮性が大きく地震探鉱で検知が容易である。解像度



－191－ 

の大きい地震探鉱のイメージングでは、炭酸ガスプルームの移動を検知できると予測される。 

 

② 過剰な圧力上昇 

圧入中に発生する過剰な圧力により、石油企業の坑井刺激法で使用される水圧破砕法技術

でみられるように貯留層の内部で亀裂が発生する可能性があるが、マグニチュード 1を超過

することはまずない。この場合、応力状態に応じて遠くまで伝搬されるが、貯留層岩内部に

保持されるためシールを破壊することはないと推定される。また、人工的あるいは天然の地

震による圧力上昇により発生する可能性もある。 

フラクチャ開放圧力は、実測データがない場合、安全を見込んだ圧力勾配 0.78psi/ftの適

用が検討された。有効孔隙率および浸透率が小さく、フラクチャ開放圧力以下に保持すると

要求される圧入レートを達成することが不可能となる場合は、複数の圧入井が提案された。

また、圧入量および圧入圧力を注意深くモニタリングすることにより、回避される可能性も

ある。加えて、安全率を見込んだ圧入圧力を設定することで、自動的な圧入停止が発生する

前に、貯留層圧力がフラクチャ開放圧力に到達することを回避できる。以上の理由により、

過剰な圧力上昇によるシール破壊は低いリスクと考えられ、定量的に評価されなかった。 

 

③ キャップロックの浸透性 

キャップロックへの浸透は、貯留層圧力がキャピラリースレショールド圧力に達して、シ

ールの孔隙内に非湿潤相が流動して湿潤相を置換して発生する。この状態は以下に図示され

る。 

      
図 3.2.7 炭酸ガスのシール層への侵入 

（出典：Mattoon Site Environmental Information Volume, FutureGen Alliance, Dec.1,2006） 

 

図 3.2.7で Aから Cに至る過程は、非湿潤相である炭酸ガスが浮力による圧力によって浸透

している状態である。この浸透は孔隙内の流路のサイズ、浮力、両流体の密度に左右される。

右のカーブは、同時に発生する時間経過に伴う圧力の増減を示す。 
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キャップロックの浸透は、大量の炭酸ガス集積が可能となるほど隔離貯留層の層厚が大きく、

相対的に均質で、孔隙率が大きく、浸透率が大きい場合にとりわけ大きくなる。キャップロッ

クシールの孔隙率および浸透率はまた、キャップロックに存在する鉱物との化学反応により増

加あるいは減少する可能性もある。この場合、カルサイトセメントの溶解や他の反応性鉱物の

変化が含まれる。 

 

(3) Mattoonサイトの例 

断層に対して垂直に走っている貯留層の 1mの幅を有する露出部分のシミュレーションを実

施するために、三次元の断層モデルが使用された。このモデルは、10mの幅を有するオークレ

ア層を通過して、流体が垂直に流れやすい部分（断層に相当）を表現している。断面図は図 3.2.8

のとおりであり、領域は黄色で破線の長方形に相当して 32,700 グリッドセル(109×1×300)

としている。領域は、10m 幅の断層部分の 2 分の 1 をベースとし、残りは左側の境界（垂直

の黒色の破線）に沿って対称となる。断層のシナリオで報告される流量は、オークレア層を横

切る断層とその直上の Ironton 砂岩との境界面における断層頂部で記録されて、kg/m2/s 単位

で報告される。シミュレーションで、二次シールで記録された最大圧力は、領域の左上隅 (丸

印)における気相の圧力である。この最大シール圧力は、シミュレーション期間 60年および 100

年における圧力プロットで確認される。炭酸ガスプルームの拡大範囲は、右方向へのプルーム

の流動で質量の 95%を含有する、左側の境界面からの距離で示される。 

以下の図 3.2.9で領域左側における 10m幅の断層ゾーンは、炭酸ガスが下部Mt.Simon圧入

層からオークレア頁岩およびシルト部を通過して、上部の Ironton砂岩に移動することを許容

するもので、600m にわたる堆積部を上昇してオルドビス紀の Maquoketa 頁岩まで上昇、か

つ側方に向かって浸透性の大きいオルドビス紀の St. Peter層や浸透率の小さいドロマイトを

経由して移動する。赤の曲線は、炭酸ガス飽和率 1%を上回り、質量 95%の境界を示している。

三次元モデルの領域は、y方向の断層 1mを含む。 
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図 3.2.8 断層モデルにおける境界面の断面図 

（出典：Mattoon Site Environmental Information Volume, FutureGen Alliance, Dec.1,2006） 

 

 

図 3.2.9 断層モデルにおける漏出レートおよびプルーム拡大範囲 

（出典：Mattoon Site Environmental Information Volume, FutureGen Alliance, Dec.1,2006） 
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131°Fの等温シミュレーションが、断層 Eau Claire層における、浸透率 0.01、1、50、100、

1,000mdに対して実施された。0.01および 1mdのケースに対しては 100年間、50、100およ

び 1,000mdのケースには 60年間のシミュレーションが実施された。 

断層を経由する最大流出量は、図 3.2.9で浸透率に直接依存するが、1,000md以内の浸透率

の範囲内で、シミュレーション初期における最大流出量 0.0013kg/m2/sを示す。時間と流出量

の関係は、3種類の浸透率の大きいケースでパターンは共通で、浸透率が減少するにつれて、

最大値に到達するまでの時間は増加し最大値は減少する。40 年を越える期間では、流出レー

トは、良好 3ケースでは、60年時点で 3ケースともにまだ増加しており、0.01および 1mdの

低浸透率ケースでは断層を経由しての流出はほとんどないことを示す。これはまた、キャップ

ロック Eau Claire 層はシール自体は、同様の浸透率で問題とならない漏出であろうことを結

論付けている。 

図 3.2.9 はまた、時間に対する炭酸ガスプルームの拡大範囲を示しており、炭酸ガス質量の

95%を含むもので左側の境界からの距離として示される。浸透率が少なくとも 50md あれば、

プルームの拡大にあまり影響しない。範囲の拡大について、プルームは初期10年から15年間、

すなわち Maquoketa 頁岩に到達するまで相対的に緩やかで、その後、急激に増加する。プル

ームの拡大範囲は、50 年後、約 2,300m(7,546ft)に到達し、なお増加している。断層の 0.01

および 1mdの各浸透率に対するプルームの拡大は、本質的にゼロであった。 

図 3.2.10は、二次シールすなわちMaquoketa頁岩下部の境界における最大炭酸ガス圧力を

示す。この圧力は、本モデルの断層上方、すなわち左側上端部で記録される。60 年シミュレ

ーションにおける最大圧力は、100md のシナリオで 1,809psi (127kg/cm2)となる。図 3.2.10

は、18 年時点における貯留層における圧力分布を示し、シールの境界、すなわちモデル左側

の上端部での最大ガス圧力を実証している。 

3 種類の高浸透率ケースに対する最大圧力は、170-195psi (12-14kg/cm2)の上昇となる。こ

の圧力上昇は、上載Maquoketa頁岩にフラクチャを発生する圧力には到達しない。 

Mattoonサイトに関する断層漏洩のシナリオに対する数値モデルの結果は、50md以上の浸

透率に対して、断層を経由する炭酸ガス漏洩量は 1-7.5 年で急激に増加する。断層の長さを

100mと仮定した場合、年間 15,700トン、あるいは、年間 250万トンの炭酸ガス圧入量の 0.6％

に相当する。この計算では、図 3.2.9の左図で平均約 0.0005kg/m2/sの漏洩が生じるため、幅

10m、長さ 100mの断層で年間漏洩量を算出している。 

  0.0005×60×60×24×365×10×100/1,000＝15,700 (トン) 

プルーム拡大範囲は、初期の 10-15年、緩やかに増加し、その後全ての浸透率ケースとも急

激に上昇し、60 年後に約 2,300m(7,546ft)に到達する。13-22 年で最大圧力 1,800psi 

(127kg/cm2)に達するが、Maquoketa頁岩にフラクチャを発生する圧力には達しない。イリノ

イ州の安全圧入規制では、操業者は 0.8-0.95psi/ftを超過してはならない。Maquoketa頁岩の

ベースに対して、より安全である 0.8 psi/ftを使用すると約 3,160psiと計算される。 
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図 3.2.10（左）断層漏洩シナリオに対する時間関数としての最大炭酸ガス圧力 

          （右）同シナリオ 1,000mdケース、100年後における炭酸ガス圧力分布 

（出典：Mattoon Site Environmental Information Volume, FutureGen Alliance, Dec.1,2006） 

 

(4) 人工あるいは天然の地震 

予期しない地震の発生によるシール部分の不具合については、炭酸ガス圧入に伴う、既存断

層における有効圧力の減少により誘発されるかもしれないし、あるいは天然の地震による既存

断層に沿う滑り現象によるかもしれない。これら地震によるシールとなるべき断層の再活性化

のポテンシャルは、一部には、局部的な応力状態によるもので、また断層の構造の方向性によ

り左右される。誘発あるいは天然の地震による断層の再活性化は、例え大規模な地滑りが発生

しない場合でも、流体の高い浸透率の流路を供給することにより、シール不良を引起こすかも

しれない。加えて、断層の滑り現象は、坑井にダメージを与えるかもしれない。Mattoonサイ

トは、地震に関しては安定した地域であり、天然の地震により新規の断層が生じるとは考えら

れない。新規の断層を形成する圧力は非常に大きく、炭酸ガス圧入の結果として、あるいは誘

発または天然の地震の結果として形成されるとは考えられない。しかしながら、既存の断層に

沿う漏洩あるいは滑り現象は、貯留層における操業条件により可能性がある。圧入に伴う貯留

層圧力の変化が、摩擦に対してわずかの効果しか有しない場合に、滑り現象が発生する可能性

がある、すなわち、断層が臨界的な応力を受ける可能性があり、また不具合の箇所の近くであ

る可能性がある。 

Mattoonサイトでは、新規に流体移動を発生させることは、既に断層が存在するため極めて

可能性が小さい(Townend and Zoback. 2000)と考えられるが、大規模な地震が発生したら既存

の断層における移動が発生するかもしれないし、また小規模な地震は断層の滑り現象を発生さ

せる可能性は小さい。圧入に伴う人工地震は、リヒターマグニチュード 4を超えることはめっ

たにない(Cornet et al., 1997; Sminchak and Gupta, 2003)とされ、また新規断層を生成する
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ことも起こりにくい。自然あるいは人口の地震は浸透率を変化させるかもしれないし、漏洩の

シナリオでは、我々は浸透率の増加につれて考慮しなければならない。従って、自然あるいは

人口地震により流動性が向上した断層やフラクチャに沿った流体の移動の影響については、前

述の、すなわち 1md以下と 50md以上で挙動が違う予測をした漏出分析から決定できる。 

 

(5) レセプターおよび環境影響しきい値 

炭酸ガスの上昇レベルの暴露が、陸生および水生の生態系、収穫物、地下水の水質、および

人間あるいは動物の健康に及ぼす影響に関る、現時点の理解についての整理がなされた。低速

であれ高速であれ地中を上昇する炭酸ガスの環境影響は、相対的にほとんど理解されていない

と考えられる。一般的に使用可能データは、わずかに上昇した炭酸ガス濃度に暴露した、ある

いは致死が発生する高濃度に暴露した、微生物あるいはシステムによる研究からのものである。

上昇炭酸ガスレベルへの長期間暴露は、環境および微生物に酸化作用ならびに生物多様性にお

ける変化、生物種類組成を通して影響するかもしれない。加えて生物に関る地化学プロセスは、

炭酸ガス濃度上昇が pH、細菌数、栄養供給を変化させ、影響を受けるかもしれない。炭酸ガ

スの潜在的なレセプターは、地下水、地下水面より上の不飽和層の土壌、地域的な地表水、地

域的な地表水や土壌に居住している水生微生物、土壌植物相および土壌動物相、土壌と親密に

リンクする陸生微生物等のレセプターを含む。 

環境の中で自然に発生する炭酸ガスの濃度および流出は、活火山といった点源を最大濃度と

して幅広い範囲となる。生態系における慢性的な炭酸ガス濃度（約 10%炭酸ガス未満）への長

期暴露に関しては、ほとんど調査研究がない。存在する研究成果は、呼吸生理学および pH制

御が、上昇した炭酸ガス暴露への微生物の反応を制御する原始的な生理学的メカニズムである

ことを示している。 

 

(6) 貯留層内部のレセプター 

このセクションで考慮される地下状態レセプターは、Mattoonサイトにおける炭酸ガス漏出

の起こりそうにない出来事における、上昇炭酸ガス濃度に暴露するかもしれない地下水、地質

的地層、土壌層を含む。 

 

①地下水 

提案のMattoonサイトの下には、2つの清水から中程度の塩分濃度の水層が存在する。と

もに当該地域の中で限定的であり導通がある。両層は、Pecos Riverに向かって北西方向に

傾斜しており、標高が 2,500ft-2,900ft である。2 つの他の塩水層（Dockum, Rustler）は、

清水層と提案炭酸ガス層のニ次シール（Salado層）との間の深度となる。本項の主要点は、

Mattoonサイトの下の清水層における水である。 

平均塩分濃度（TDS）をベースとし、全ての水層は中程度以下の塩分に分類される。飲料

水基準の TDSで 1,000mg/l未満、清水のカットオフ値に合致するものはない。 
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Edwards-Trinity 水層は、Edwards 高原および提案 Mattoon サイトの下部にある。

Edwards高原は広大に緩やかにうねる川に分断されている。水層は、白亜紀 Edwardsおよ

び Trinity グループの混合の岩石から構成される。傾斜は南から南東に向かい、フラクチャ

は局所的な断層・褶曲よりむしろ、地域的な隆起と関連していると思われる。 

Edwards-Trinity水層を形成する岩石は、浅海性の炭酸塩岩および初期中期白亜紀のテキ

サス州を横切る湾から大陸棚の進行で堆積した河川の砂岩である。一次孔隙は、セメント化

により減少し、一方で蒸発岩や他の炭酸塩岩の部分的溶解による二次孔隙により、浸透率が

増強されている。 

地下水層への炭酸ガス流動の影響は、漏出の量およびレート、水層の保持総量、混合の状

況に依存する。カリフォルニアMammoth Mountainにおける天然の炭酸ガス漏出の研究は、

大容量炭酸ガスは地下水システムを通して分散し大気へ急激に暴露し、高い炭酸ガス流動が

源の数百ｍ下流で存在する証拠がない、と示した。この Paradox堆積盆地は、炭酸ガスは何

百年あるいは何千年天然の地下貯留層から漏洩しての、生態系へのダメージの証拠が何ひと

つ存在しない。 

炭酸ガスの水層への漏出は、地下水水質の以下項目に影響する 

a pH 

b TDS 

c 塩分濃度および導電率 

例えば、Paradox 堆積盆地の天然の炭酸ガス貯留層の上部の地下水は、通常の TDS より

も高い。EPAは、USDWニ次的濃度基準を pH6.5から 8.5に設定した。水層の鉱物組成に

関るサイト固有情報、および微量金属成分の含有量により、8.3 で議論した漏洩シナリオの

1つにより、これら堆積物に到達する炭酸ガス流動の結果として、Edwards-Trinity、Pecos

水層の中で移動できる微量の金属の種類決定することを目的として、地化学モデルを適用す

ることができる。 

 

②通気帯 

通気帯は、Mattoonサイト河川地域で河川近隣の 0ftから 500ftまで分布する。不飽和ゾ

ーンにおける炭酸ガスの天然バックグラウンド濃度は、通気帯を構成する物質の水分含有量

および有機物含有量に依存し、深度によりまちまちである。 

  地表近く、土壌の中で検知される土壌空気（土壌ガス）は一定ではなく、濃度は大きく土

壌および土壌拡散における微生物による炭酸ガス生産の関数となっている。これらプロセス

に影響する、それ故土壌ガスにおける炭酸ガス量に影響する環境条件は、土壌の特質、温度、

有機物質量、植物タイプ、水分量、微生物活動を含む土壌形成プロセスの型式およびレート

による。さらに窒素量、耕作および施肥もまた、炭酸ガス濃度に影響する。サイト固有の特

性は、当該地域の土壌で予想されるバックグラウンド炭酸ガス濃度を決定するために、評価

する必要がある。 
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  土壌空気で検知される一般的な炭酸ガス濃度は、深度および土壌タイプにより 0.1%から

5%である。土壌における炭酸ガスのバックグラウンドレベルの範囲は大きくばらつき、一

般的には 1%未満から 20%未満の範囲となるが、特例では 20%あるいは場合により 50%とい

う数値が、局部的に地形特性あるいは不飽和土壌による炭酸ガストラップにより現れる。 

  ガス体炭酸ガスの不飽和土壌を通過して流動、蓄積は、土壌の微生物地化学を潜在的に変

化させる可能性がある。貯留層からの炭酸ガスの漏洩は、土壌の酸素を置換して、その結果

土壌の酸化還元状況を変化させるかもしれない。土壌空気における炭酸ガス濃度上昇は、水

相で炭酸を生成する傾向となり、土壌システムの pH を変化させる。pH の変化の度合い、

その結果が鉱物溶解や風化速度に及ぼす影響は、サイト固有の微生物地化学に依存する。pH

に影響する土壌ガス相の上昇した炭酸ガス濃度は、土壌システムを非有機炭酸塩岩化学およ

び主要鉱物の風化速度を大きく増加させる。 

  

③陸上生物および水生生物  

  陸生生物システムにおける炭酸ガスの自然状態、炭酸ガス濃度上昇が土壌、動物、植物に

及ぼす影響について、サイトの生態系に対する Stockton 台地における影響についてまとめ

られた。また水生生物については、近隣の水資源では、30マイル南に位置する Upper Pecos 

River について影響の検討がなされたが、水生の無脊椎動物に及ぼす影響の文献はほとんど

なかった。 
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3.2.7 FutureGenリスクアセスメントのまとめ 

 (1) FutureGenでは、パイプラインおよび坑口からの漏洩に対する圧入前リスクアセスメン

トと、キャップロック、断層、坑井を経由する圧入後リスクアセスメントを実施した。 

(2) 圧入後リスクアセスメントでは、貯留層シミュレーションにより長時間経過後の炭酸ガス

の到達範囲を検討し、アナログサイトデータベースを参照しつつ、漏洩シナリオの設定、貯

留層から上部層への漏洩モデル構築、抽出されたシナリオに対する発生確率・漏出量・継続

期間によって評価した。 

 (3) 貯留層シミュレーションでは、炭酸ガスが不純物を含有する場合として硫化水素を含む場

合について貯留層における挙動計算が実施された。 

(4) 貯留層からの漏出では、最終的に 6種類のシナリオについて検討が加えられた。坑井を経

由する漏洩、キャップロック自体の通過、水平方向の不均質性による側方漏洩、圧入上昇に

伴う漏洩の 4種類は、発生確率が極めて低く定量分析値は保証されないとされた。一方、断

層を経由する漏洩、地震発生に伴う漏洩は、数値シミュレーションにより定量分析が実施さ

れた。 

(5) 数値シミュレーションによる数値は二次シール底部への移動であり、地表への移動ではな

いため、アナログサイトデータベースを用いた予測値よりも高く、火山性サイトの排出と同

程度を示した。 
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3.3サイト選定手法の分析 
3.3.1 既存サイト選定方法の比較整理 

FutureGen 地点の選定方法を参考に諸外国の選定方法を検討すると、一般的には資格基準

等による一次スクリーニングにより地点の振い分けが行われた後に、採点基準等を用いて合格

した地点のランキングによる第 n次のスクリーニングが行われ、候補地点が選定される。その

後、合格した候補地点に対して地質データ等による個別地点の特徴付けが行われ、それらから

作成されたモデルを用いてシミュレーションや環境影響評価が実施され、経済性や社会受容性

などを加味して個別地点の選定が行われる。それらの流れを図 3.3.1に示す。 

 

 

図 3.3.1 地点選定の流れ 

 

(1)一次スクリーニング等のサイト選定クライテリア 

北米・欧州・豪州等で、CCSの候補地点選定のためにスクリーニング用のいくつかのクライ

テリアが提案されている。ここでは各地域の代表的なクライテリアを示す。まず、北米では表

3.3.1 のようなクライテリアが提案されており、DOE の作成した ATLAS に利用されている。

欧州では表 3.3.2のようなクライテリアが提案されており、Geocapacity等に利用されている。

豪州ではいくつかのクライテリアが提案されているが、Bachu等により表 3.3.3のようなもの

が提案されている。これらはいずれも地中貯留に必要な容量、保持性、注入性等を基本要素と

して作成されている。 
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表 3.3.1 北米 CCS地中貯留地点選定スクリーニングクライテリア 

温度・圧力 液体もしくは超臨界状態で貯蔵可能

シール 二酸化炭素の地表への流動を防ぐの
に充分なシール

保全性 水理地質条件が二酸化炭素を深部帯
水層に隔離するのに適している

深度 800ｍより深い。堆積盆は空隙のある
浸透性が高い砂岩もしくは炭酸塩岩

キャップロック 頁岩・石膏・蒸発岩からなる冒岩

出典：Carbon Sequestration ATLAS of the United States and Canada
Saline Formation CO2 Resources Estimating Screening Criteria  

 

表 3.3.2 欧州 CCS地中貯留地点選定スクリーニングクライテリア 

出典：European Commissions(2008):Proposal for a Directive of the European 
Parliament and of the Council on the geological storage of carbon dioxide(CO2)
等から作成

容量
高空隙率

大きな貯留層

圧入効率 高透水性

安全・保全性

小さな地温勾配と高圧力

適切なシーリング

地質・水理的安定性

低コスト
良好なアクセスおよびインフラ

排出源と貯留地の近接性
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表 3.3.3 豪州 CCS地中貯留地点選定スクリーニングクライテリア 

1地震

2大きさ

基準

3深さ
4断層密度

5水理地質

6地熱

7シール
8炭層
9炭質

10蒸発岩
11炭化水素

13陸・海域
12調査段階

14気候
15アクセス

16インフラ  

 

(2)スクリーニングのためのデータ 

北米・欧州・豪州等では、CCSの候補地点選定のために様々な地図およびデータベースが作

成されている。それらの内で代表的なものを以下に述べる。 

 

ａ． 北米 

北米で一般的に利用されているのは、米国 Atlas：US DOE Office of Fossil Energy National 

Energy Technology Laboratory: Second Edition 2008.11であり、2008年 11月にワシントン

で開催された GHGT-9の会場で配布された。この代表的な図面として、図 3.3.2に北米の深部

塩水層分布図を示す。また Atlasの地点選定に関する内容を、表 3.3.4に示す。 
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図 3.3.2 北米の深部塩水層分布図 

 

表 3.3.4 Atlasの地点選定に関する情報 

報告書中の項番等 概 要

はじめに この地図は米国DOEにより出版されており、第2版が2008年11月にGHGT-9にあわせて配布された。こ
の報告書はCCSに関する入門書であり、DOEのプロジェクトを取りまとめている。内容的には地中貯留
のデータベース（National Carbon Sequestration Database and  Geographical Information System）、
貯留容量の推定方法（Methodology for Development of Geologic Storage Estimates for Carbon  
Dioxide）、排出源（Carbon Dioxide Sources）、深部塩水帯水層（Deep Saline Formations）、地中貯
留方法の改定版（Development of refined geologic carbon sequestration assessment 
methodology）、パイプラインの検討（CO2 Pipeline studies at NETL）などが記載されている。
この報告書はCCSに関連する人が排出源、地中貯留、パイプラインに関する情報を得ることができる。

Regional Carbon 
Sequestration Partnerships 
Perspectives

北米を７つの地域に分けて検討。詳細は図面参照。

Appendix A 排出量の計算方法。

Appendix B 資源量と貯留容量。

Appendix C 州・地域ごとの排出源と地中貯留の推定。
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ｂ．欧州 

欧州で現在作成されている最も広範囲でデータが多いものは、欧州 Geocapacityである。こ

れは欧州（EU および中央・東ヨーロッパ 25 ケ国）の地中貯留評価プロジェクトであり、そ

の容量と地点選定基準の作成を目指しており、2008年末で終了することになっている。図 3.3.3

に EUの利用データ地域を示す。また、プロジェクトの概要を表 3.3.5に示す。 

 

 

図 3.3.3 ＥＵの利用データ地域 
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表 3.3.5 欧州 Geocapacityの概要 

 

 

ｃ． 豪州 

豪州では、1990年代から石油業界を中心に CCSのための地中貯留データベースが作成され

ており、それは地点選定に利用できるようになっている。ここでは、豪州 Geodiscの The search 

for geological sequestration sites in Australia by Andy J. Rigg (APCRC) 2001を示す。図

3.3.4に Geodiscの候補地域を示す。また、プロジェクトの概要を表 3.3.6に示す。 
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図 3.3.4 Geodiscの候補地域 
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表 3.3.6 豪州 Geodiscの概要 

報告書中の項番等 概 要

はじめに オーストラリア石油協力リサーチセンター（Australian Petroleum Co-operative Research Centre 
(APCRC)）のGEODISCリサーチプログラムは、1998年に石油業界と綿密な議論を重ねた後1999年に
始まった。GEODISCは、オーストラリアにおいてCO2を地層隔離する技術的、環境的、商業的な可能性
を調査する共同プログラムであり、特に天然ガスおよびLNG産業に適用するものである。

目的 オーストラリアの堆積盆の中で、超臨界状態にあるCO2にトラップを提供する正しい特性を有する適切
な地質構造はどこにあるか。大量のCO2を導入したとき、地層バリア（遮蔽層）は地球化学的、地盤力学
的にどのような挙動を示すか。岩石-水反応・塩水-CO2の相互作用により生じる化学反応とその生成物
はどの範囲まで及ぶか、また、CO2隔離はどのようなインパクトをもたらすか。CO2圧入に含まれる安全
性と環境リスクは何か、そしてオーストラリア社会が受容できる手法をいかに立証するか。地層処分によ
るCO2の処分コストはいくらか、そして、その手法を適用する場合コストの面で最も有効な方法は何か。

プロジェクト１ このデータベースシステムのお陰で、CO2の隔離に適用できるカットオフリミットを用いてエリア評価を迅
速に行うことが可能になる。評価に際して条件値として用いたものには、深度（CO2を超臨界状態に保つ
ため800m以上）、間隙率・浸透率、種々の石炭特性、温度・圧力、井戸内の炭化水素の有無、そして大
きな地震の震源近傍の位置などである。

広域分析 オーストラリアには知られているだけでも300以上の堆積盆があり、その少なくとも200は1,000m以上の
厚さを有する（図参照）。このうち50以上について、場所（CO2の排出源近傍、許容できる水深）と地質特
性の面から予備的調査に適するサイトがあると思われた。

結論 オーストラリアにはCO2の長期隔離に適する地層の堆積盆が数多く存在する。GEODISCは修正石油探
鉱ランキング手法を用いて、広域スケールでのランキング過程を通して可能性を確認してきている。結果
が示すように、塩水層エスキー（厚くて炭化水素を含まない広い砂岩層ならびに地下水資源）はオースト
ラリアではごく普通の堆積盆で、現在および予測されるCO2の排出をゆうに超える貯留可能量を保持し
ている。クライテリアについては表参照。

 
 

ｄ． IPCCレポート 

全世界を概観するものとして、IPCC SRCCS Working Group Ⅲ Edited by Bert Mets etc 

in 2005が適切であると考えられるので、それを各地域との対比のために表 3.3.7(1),(2)に示す。 

表 3.3.7(1) IPCCの地点選定の概要 

報告書中の項番等 概 要

Summary for Policymakers 特定の記述は存在しない

Technical Summary ５．Geological storageの中にサイト選定に関する簡単な記述あり（33p）。
サイト選定に当たっては、サイト特性解析や性能予測が不可欠との記載。キャップロックの閉じ込め性能
の有効性評価、十分な（貯留）容量と透過性を確保できるか、廃棄されたあるいは利用中の井戸の存在
の有無等について分析が行われなければならないとの記載。

活用される技術については石油・ガス探査等で活用されている技術の応用が可能との記載。
CO2貯留について、短期的及び長期的な性能予測が必要であり、特に長期的な予測については、さらに
経験の蓄積が必要との記載。

Chapter 1: Introduction 特定の記述は存在しない

Chapter 2: Sources of CO2
特定の記述は存在しない

Chapter 3: Capture of CO2
特定の記述は存在しない

Chapter 4: Transport of CO2
特定の記述は存在しない

Chapter 5: Underground 
geological storage
5.3 Storage formations, 
capacity and geographical 
distribution

・ 5.3.1(213p)にサイト選定に関する一般的な記載あり。サイト特性解析による地質構造・地熱の状
態・堆積層の種類の他、産業の成熟度やインフラの整備状況、さらには社会的な条件までも含める
ことが記載。

・ 地殻の安定した大陸プレート（上に位置する堆積盆地）の重要性が指摘されており、有力な場所を
紹介。

・ 貯留対象候補層の空隙率と厚さ、想定される貯留CO2の密度等のパラメータについても言及
・ 堆積盆地の圧力や形成水の流動構造についても言及

・ 炭化水素の存在の有無を過去に調査された経験の有無／炭化水素を過去に採掘された経験の有
無等についてもサイト選定に当たっての重要な視点として言及
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表 3.3.7(2) IPCCの地点選定の概要 

報告書中の項番等 概 要

Chapter 5: Underground 
geological storage
5.3 Storage formations, 
capacity and geographical 
distribution

・ 5.3.3(217p)に帯水層の記載あり。Sleipnerが良い例。
・ 5.3.7(220p)に地域的な分布と容量推定方法の記載あり。5.3.7.2深部帯水層の記載あり。

Figure5.18参照。
・ 5.3.8(224p)に排出源と貯留サイトのマッチングの記載あり。

Chapter 5: Underground 
geological storage
5.4 characterization and  
performance prediction for 
identified sites

・ 5.4.1(225p)に個別地点選定(Characterization)に関する一般的な記載あり。充分な地質データを
集めることが重要である。深部帯水層は石油地点に比べてデータが少ない。Figure5.19  Table5.3
参照。

・ 5.4.3(229p)にSleipnerとPetrel Sub-basin offshore northwest Australia(Gorgon?)の例が示され
ている。

 

 

(3)スクリーニングの比較 

北米・欧州・豪州等で、CCSの候補地点選定のために使用されている様々な地図およびデー

タベースの特徴を、地質的な要素として容量・圧入性・保持性の 3つに、経済性評価と社会受

容性評価の 2つの項目を加えて図 3.3.5のように取りまとめた。これらの内米国の ATLASと

欧州の Geocapacityは、その地域の地中貯留の賦存量マップを作成するのを目的としているの

で、地点選定のための項目が抜けている所がある。 

 

地質学的評価

容量 圧入性 保持性

経
済
性
評
価

社
会
受
容
性
評
価

FutureGen（米国）

IPCC

GEODISC（豪州）

ATLAS(米国）

Geocapacity（欧州）

凡例 ： 充分考慮 少し考慮

注：ATLASとGeocapacityは賦存量の評価に重点を置いている  
図 3.3.5 スクリーニングの比較表 
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3.3.2 サイト選定方法に関する報告書の分析 

(1)サイト選定方法に関する報告書の選定 

サイト選定方法に関する報告書として、GHGT-9等で世界的にベストプラクティスとして報

告されている次の 2つの報告書について分析した。 

• CO2STORE （Best Practice for Storage of CO2 in Saline Aquifers Observations and 

guidelines from the SACS and CO2STORE projects）  

    Edited and compiled by: Andy Chadwick, Rob Arts, Christian Bernstone, Franz 

May, Sylvain Thibeau & Peter Zweigel  

• CO2CRC(Storage Capacity Estimation, Site Selection and Characterisation for 

CO2 Storage, March 2008) 

    Edited by: J.G. Kaldi and C.M.Gibson-Poole CO2CRC 

また参考として、第 5章で詳細に述べる以下の文献についても利用した。 

• EU(Proposal for a Directive of the European Parliament and of the 

Council on the geological storage of carbon dioxide(CO2)) 

    European Commissions(2008) 

 

(2)欧州 CO2STOREベストプラクティス 

欧州 CO2STOREベストプラクティスは、深部塩水帯水層への CCSに関連する SACSおよ

び CO2STOREプロジェクトにおける主な成果を統合し、意見およびアドバイスとしてマニュ

アルにまとめたものである。 

サイト選定方法に関する主な指標を表 3.3.8に示す。 
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表 3.3.8 欧州 CO2STOREベストプラクティス サイト選定方法に関する主な指標 

21

スクリーニングの段階では、貯留候補サイトの評価及び比較を行うことによりCO2貯留の実施
において適切な地域の評価を行う。
貯留サイトの適切性に関する主要な地質面における指標は、下表の通り。

プラスの指標 注意を要する指標

貯留容量

貯留容量合計 貯留層の総容量がCO2源から生産さ
れる総量よりはるかに大きい

貯留層の総容量がCO2源から生産さ
れる総量と同程度もしくは少ない

貯留層特性

深さ（圧力） ＞1000ｍ ＜2500ｍ ＜800ｍ、＞2500ｍ

貯留層の厚さ（正味） ＞50ｍ ＜20ｍ

空隙率 ＞20％ ＜10％

透水性 ＞300ｍD ＜10－100ｍD

塩性 ＞100gl-1 <30gl-1

キャップロック特性

水平的な連続性 断層がない 水平変化、断層活動

厚さ ＞1000ｍ ＜20ｍ

毛管圧力 毛管圧力は予測される最大のCO2コ
ルムの高さにおける上昇圧力より大き
い

毛管圧力は予測される最大のCO2コル
ムの高さにおける上昇圧力と同程度

 

サイトスクリーニングの際の地質に関する主な事項を以下に示す。 

 

ａ． 貯留容量について 

貯留層容量の算出については、対象とする貯留層の規模に関らず、地下データの入手可

能性及び品質には限界があるため本質的に不確実なものである。これには、将来的な地質

工学的に使用可能な空隙に関する想定も含まれる。CO2回収貯留プロジェクトの計画にお

いては、貯留容量の不確実性の幅の想定を含む信頼性のある予測が必要となる。このよう

な予測には、帯水層の特性の局所的な変化を考慮に入れた徹底的なサイト特性分析が必要

となる。貯留層モデルは異なる CO2圧入戦略をシミュレートし、貯留効率を予測するため

に用いられる。  

 

ｂ．基本的な貯留層特性について 

貯留層における基本的な性質（構造的形状、空隙、流体特性等）の CO2圧入プログラム

における適切性の判断は、サイト選定に先立つ不可欠なステップであり、貯留層の特性分

析は探査業界では常識的なものである。地下に関する情報については、既存の炭化水素探

査およびデータベース構築が非常に重要である。 

 

ｃ． 被覆層（キャップロック）の基本特性ついて 

本段階において評価されるべき被覆層の特性には、地層学（特に岩石学や厚さ）および
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あらゆる断層や亀裂の性質が含まれている。被覆層における望ましい特性としては、モニ

タリングを通じて早い段階で CO2の移動に関する警告をもたらすことが可能となる、浅い

帯水層の存在などが含まれる。  

また地点個別評価についてのこの報告書の特徴を以下に示す。 

 

サイト選定の最終段階近くでは個別の地点選定を行うために、Site Characterisationが実

施される。CO2STOREのベストプラクティスマニュアルの 4章全体を、この項目に充てて

いる。3 章の Site screening, ranking and selection が 65 ページに対して、 4 章の Site 

Characterisationに約 100ページを充てている。項目としては以下のものが記載されている。  

具体的な地点としては Sleipner、Kalundborg、Mid-Norway、Schwarze Pumpe 

(Schweinrich)、Valleys等の地点が上げられている。  

①地質個別評価（Geological Characterisation of the Site）  

②予想フローモデル（Predictive Flow Modeling）  

③地化学的評価（Geochemical Assessment）  

④地球物理学的評価（Geomechanical Assessment）  

 

等がサイト選定に関連する項目であると考えられる。 

 

欧州 CO2STOREベストプラクティスの集めた、深部塩水帯水層への二酸化炭素地中貯留に

関連する SACSおよび CO2STOREプロジェクトの位置を図 3.3.6に示す。 

デンマークの Kalundborg地点における 2候補地点の比較表を表 3.3.9に、またその位置図

を図 3.3.7に、地点選定の参考として示す。 
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図 3.3.6 欧州 CO2STOREベストプラクティス プロジェクト位置図 
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表 3.3.9 デンマークの Kalundborg地点における 2候補地点の比較 

 
 

Rosnaes

Havnso

HavnsoとRosnaesの地質構造図。この地質構造と各種の項目を元にして、シミュ
レーションやリスク評価結果など参考にしてHavnso地点が選定された。

 

図 3.3.7 デンマークの Kalundborg地点における 2候補地点の位置図 

 

(3)豪州 CO2CRC報告書 

豪州 CO2CRC 報告書は、地中貯留の容量推定、地点選定および個別地点特徴付け評価につ

いて述べられており、主な内容を以下に示す。 

このレポートは表題にあるように、サイト選定と Site Characterisation について述べられ
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ている。またそれらについて述べる前に、貯留容量(Storage Capacity Estimation)について議

論されている。また補遺としては、貯留メカニズムについて記載されている。  

以下それぞれの項目について概論を述べる。  

 

a Geological Storage of Carbon Dioxide：貯留挙動やメカニズム、貯留システム等について記

載。  

b Storage Capacity：貯留容量の推定方法等について記載。  

c Site Selection and Characterisation ：国・州レベルのスクリーニング（スクリーニングク

ライテリア、堆積盆のランキング）堆積盆レベルでのアセスメント  

d Site Characterisation：（注入性、保全性、容量、エンジニアリング、社会経済面、必要なデ

ータ）  

 

豪州CO2CRC報告書の中で述べられている主な事項として、図3.3.8評価スケールと図3.3.9

個別サイト評価検討フローを示す。 

 

国レベルスクリーニング

堆積盆スケール評価

地点個別地質評価

地点実施

 

図 3.3.8 豪州 CO2CRC報告書評価スケール 
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データ収集

地質モデル

容量保持性圧入性

断層等 シール等 水理

経済モデル シミュレーション リスク分析  

図 3.3.9 豪州 CO2CRC報告書個別サイト評価検討フロー 

 

(4)個別地点評価選定方法の比較 

米国 FutureGen,、IPCC,、豪州 CO2CRC報告書、地中貯留に関する EU指令および地中貯

留の容量推定、地点選定および欧州 CO2STOREベストプラクティスについて、個別地点特徴

付け評価の項目においてどのような項目を考慮しているかを図 3.3.10に示す。 

詳細評価

容量 圧入性 保持性

環
境
影
響
評
価

シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン

FutureGen（米国）

IPCC

CO2CRC（豪州）

EU（欧州）

CO2STORE（欧州）

凡例 ： 充分考慮 少し考慮  
図 3.3.10 個別地点評価選定の比較図 
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その他のガイドラインや、ベストプラクティスマニュアルを比較検討した文献の比較を  

表 3.3.10に示す。 

 

表 3.3.10 ガイドラインとベストプラクティスマニュアルの比較 

 

 

3.3.3 サイト選定に関するヒアリング 

(1)サイト選定に関するヒアリング 

サイト選定に関するヒアリングを、豪州クイーンズランド州の ZeroGenプロジェクトおよ

び Schlunberger社にて実施した。それぞれのヒアリング結果を次に述べる。 

 

(2)ZeroGenプロジェクトに関するヒアリング 

サイト選定に関するヒアリングを、豪州クイーンズランド州の ZeroGenプロジェクトの事

務所で実施した。 

ZeroGenプロジェクトは、IGCCによる燃焼前二酸化炭素回収および貯留の研究プロジェク

トである。ZeroGenプロジェクトは、表 3.3.11に示すように 2つのステージに分かれており、

現在は Stage1を実施中で、Stage2は Stage1の結果を見て実施される予定である。 

プロジェクトの概要を図 3.3.11に、またプロジェクトの位置図を図 3.3.12に示す。 

サイト選定は、豪州のデータベースであるGeodiscをもとに北デニソントラフ地域を選定し、

クインズランド州政府が所有する地質データ等をもとにして地点特徴付けが行われている。 
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このプロジェクトの工程は図 3.3.13に示すとおりであるが、2008年に入ってボーリングの

結果が思わしくなく工程に遅延が生じている。 

 

表 3.3.11 ZeroGenプロジェクトのステージ 

 
 

 

図 3.3.11 ZeroGenプロジェクトの概要 
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図 3.3.12 ZeroGenプロジェクト位置図 
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図 3.3.13 ZeroGenプロジェクト工程 

 

ZeroGenプロジェクトは掘削結果が予想より悪かったために、その掘削プログラムを下記の

ように修正している。 

a DP1（第一段階）（実施済み） 

2本の坑井が掘削されて、北デニソントラフの地質構造が検討された。また二酸化炭素を、

長期期間安全に注入できる可能性を検討した。 

b DP2a（第二段階）（実施済み） 

年間 10万トンの二酸化炭素貯留に十分な容量の貯留層があることを、4本の坑井で検討

した。 

c DP2b（第三段階） 

二酸化炭素が貯留できる地層であるかどうかを見極めるために、短期間の注入試験を実施

する予定である。 

 

EIS(Environment Impact Statement)は公衆のレビューのために、2009年中に発表される

予定である。 

FS（フィジビィリティ調査）は現在進行中で、2009年末までに終了予定である。 

a 発電所検討は開始済み 
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b ガス化技術検討は進行中 

c 鉄や他の資材の値上がりのために高プロジェクトコストが問題 

d CCSに関する法律はクイーンズランド州で整備中 

e 掘削調査は、DP2bで 2009年前半まで継続実施して貯留地点を決定予定 

 

プロジェクトの今後の実施位置図を図 3.3.14に示す。 

 

 

図 3.3.14 今後の実施位置図 

 

(3) Schlumberger社へのヒアリング 

サイト選定に関するヒアリングを、豪州クイーンズランド州の Brisbaneにある

Schlumberger社の事務所で実施した。 

Schlumberger社は、豪州における Callideプロジェクトや Otwayプロジェクトに参加して

いる。今回の調査では、業務実施の際の守秘義務協定により個別地点における資料や情報を得

ることができなかったので、以下に Schlumberger社が豪州で一般的に実施しているサイト選

定に関する状況について記述する。豪州における一般的な、二酸化炭素地中貯留プロジェクト

のワークフローを図 3.3.15に示す。これによると、豪州において実施されている圧入前の作業

としては地点選定、地点特徴付けが行われ、それに基づき地点設計が実施されている。図 3.3.16
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には圧入前のサイトの特徴付けのフローを示す。これは世界中で一般的に実施されている圧入

性、容量、保持性の 3つに着目したフローである。 

 

 

地点選定
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図 3.3.15 二酸化炭素地中プロジェクトワークフロー 
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データ収集

地質モデル

容量 保持性圧入性

地質工学

坑井健全性
水理構造

 

図 3.3.16 圧入前サイト特徴付け 

 

また、Schlumberger社が考えるそれぞれの項目の詳細な要素を、以下に示す。 

ａ． 容量 

    ①深度 1,000m以上 

  ②孔隙率 

  ③貯留層容量 

  ④貯留層圧力・温度 

ｂ． 圧入性 

  ①浸透性 

  ②厚さ 

  ③フラクチャー勾配 

  ④地層流体塩分濃度 

ｃ． 保持性 

  ①キャップロックの分布  

  ②キャップロックの厚さ 

  ③複数キャップロックの存在 

  ④封鎖構造・トラップ構造 

  ⑤岩盤圧力 

  ⑥断層と岩盤状況 
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  ⑦地震活動状況 

  ⑧帯水層強度 

  ⑨既存坑井数と位置 

 

図 3.3.17には、Schlumberger社のサイト選定のフローを示す。この図では 1つのフローし

か示されていないが、実際は追加データが得られる毎にこのフローを回して、再検討する流れ

になることが考えられる。 
選定

サイト認定および評価

サイト選定

サイト地点特徴付け

36

地点選定基準作成

必要データ列挙

データ源のまとめ

地質平面・断面検討

可能貯留岩とシールの同定

坑井・反射法データの検討

データギャップ（欠如データ）の決定
（サイトランク付け）

地質モデル

地質工学モデル

数値貯留ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ

追加データ取得計画

 

図 3.3.17 サイト選定フロー 

 

3.3.4サイト選定に関する国際会議等による情報収集 

(1)GHGT-9全体 

2008年 11月 16～21日に、米国ワシントン DCで「地球温暖化ガス制御技術に関する第 9

回国際会議」（GHGT-9）が開催された。International Energy Agency（IEA）の活動の 1つ

である IEA Greenhouse Gas R&D Programが主催する GHGT会議は、第 1回のアムステル

ダム会議（1992 年）以来約 2年に１回開催されている。今回で会議は 9回を数え、温室効果

ガスコントロール技術（CCS関連主体）についての最新の成果を議論することを目的として、

世界の研究者・関係者が一同に会し成果の発表と意見交換を行う場となっている。 

多くの発表がありセッションが「セッション A」～「セッション F」に分かれており、地下
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に関するものは主に「セッション A」で発表された。貯留容量に関する発表枠は 2つあったが、

サイト選定に関するものはなかった。サイトの特徴付けとリスク評価は「セッション E」の中

にそれぞれ 1つの枠があった。 

 

(2)GHGT-9でのサイト選定に関する発表 

サイト選定に関する発表は少なく次の 3つの論文が主なものであり、その概要の和訳を以下

に示す。 

 

ａ． Screening CO2 storage options in the Netherlands:  

Andrea Ramirez, Saskia Hagedoorn, Leslie Kramers, Ton Wildenborg, Chris Hendriks 

オランダにおける二酸化炭素地中貯留の選択肢のスクリーニング 

 

この報告では、長期間大規模スケールの二酸化炭素貯留にふさわしいオランダの貯留層の、

スクリーニングとランク付けする方法の開発と応用について述べる。スクリーニングは、海

域・陸域の個々の帯水層、ガス・油田地域に焦点を当てている。全体で 177の貯留層が検討

されている（139のガス田、4の油田と 34の帯水層。全体で約 320Mt CO2の貯留可能量で

ある）。貯留層の全体の数は、閾値と関連する事前条件を適用して減らしている。しかし貯

留層の数はま未だ重要で、どんな組合わせの比較方法を使用するかを制限する（例えば、

Bosda や Naiade のような複数クライテリアプログラム）。それゆえリニア集合(linear 

aggregation)に基づいてエクセルツールが開発され、そのツールは 3つのクライテリアに基

づいて貯留層をスクリーニングする。3つのクライテリアは貯留容量、コストそしてリスク

をマネージするのに必要なものである。 

 

ｂ． A site selection methodology for CO2 underground storage in deep saline aquifers: 

Case of the Paris Basin: 

Sandrine Grataloup, Didier Bonijoly, Etienne Brosse, Remi Dreux, Daniel Garcia,  

Vladimir Hasanov, Marc lescanne, Patrick Renoux, Alain Thoraval 

深部塩水帯水層における二酸化炭素地中貯留のための地点選定方法（パリ盆地の例） 

 

地点選定は、二酸化炭素地中貯留を成功させるための条件付けの基本的なステップである。

二酸化炭素地中貯留は、いくつかの目標を集める必要がある。それらはクライテリアの表と

して表すことができる。提案されている地点選定方法において、これらのクライテリアは、

「殺し条件(Killer criteria)」と「地点資格条件(Site qualification criteria)に分けられる。こ

れらの組合わせで、可能なサイトと最適なサイトを決めることができる。 

この複数のクライテリア方法は、PICOREF調査地域に適用される。その地域はパリ盆地

に位置し、その可能性のあるサイトの深部塩水帯水層で調査される。 
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ｃ．Towards guidelines for selection, characterization and qualification of sites and projects 

for geological storage of CO2: 

Jorg E. aarnes, Michael E. Carpenter, Stale Selmer-Olsen and Todd A. Flach 

二酸化炭素の地質的貯留のための地点やプロジェクトの選定、地点特徴付けや資格条件

のためのガイドライン作成に向けて 

 

CCSの効果的な大規模スケール実証試験は、認知された基準やガイドラインを必要として

いる。この論文は、二酸化炭素の地質的貯留のための地点やプロジェクトの選定、地点特徴

付けや資格条件のためのシステマティックなリスク評価に基づいた手順を発展させることを

目的にした、新しい 18ケ月の官民共同プロジェクト(CO2QUALSTORE)について報告する。

このプロジェクトは、R&Dやプロジェクトからの結果をガイドラインのフォーマットに統合

し解釈している。対象とする利用者は、実施者、当局、検定者や他の関係者である。このガ

イドラインはケーススタディの事例を含んでいる。調査、実施、封鎖時の決定に関連する規

制に従う助けになるとともに、排出量の算定の助けにもなる。 

 

(3)オランダにおける二酸化炭素地中貯留地点に関するスクリーニング 

(2)で述べた 3つの論文の中で、本調査業務に最も関連が深いと考えられるａの論文について

以下に述べる。論文の概要は以下のとおりである。 

 

a この報告は、大規模な二酸化炭素貯留にふさわしいオランダの貯留層のスクリーニングと、

ランク付けする方法について述べられている。  

b スクリーニングは、EU Geocapacity等で調査されている海・陸域の帯水層、ガス・油田

地域に焦点を当て、全体で 177の貯留層が検討されている（139のガス田、4の油田と 34

の帯水層。全体で約 320Mt CO2の貯留可能量である）。 

c 貯留層の全体数は、専門家チームにより作成されたクライテリアを適用して減らしている。

3つのクライテリアは貯留容量、コストそしてリスクをマネージするのに必要なものであ

る。  

d 専門家会議による検討を実施している。  

e コストは掘削費、地点開発費、地上施設費、モニタリング費、維持費等がある。  

f リスクをマネージするのに必要なものとは、安全かつ効率的に二酸化炭素を貯留するのに

必要な人的・物的資源である。 

 

この論文に記載されているサイト選定ダイアグラムを図 3.3.18に示す。 
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オランダでの全体地点の認定

サイト選定の資格（１７０選定）

選定基準評価の指標選定

データベース作成（第一回専門家）

各指標の区分定義（第二回専門家）
（採点値・ウエイト・不確実性検討）

ランキング（エクセル利用）

 

図 3.3.18 オランダにおけるサイト選定ダイアグラム 

 

また、この論文に記載されているオランダにおけるサイト選定クライテリアを、表 3.3.12

に示す。 

表 3.3.12 オランダにおけるサイト選定クライテリア 
酸化炭素貯留サイトの クリ ングのための資格基準

40

項 目 閾 値

容量 ガス・油田：4Mt    帯水層：2Mt

帯水層の厚さ ＞１０ｍ

貯留層上部深度 ＞＝８００ｍ

孔隙率 ＞１０％

浸透率（貯留層） ２００ｍＤ以上（期待される浸透率）

シールの厚さ ＞＝１０ｍ

シール組成 塩、硬石膏（アンヒドライト）、頁岩あるいは泥岩

貯留層組成 砂岩（帯水層）、砂岩・石灰岩・泥岩（油・ガス田）

初期地圧 圧力が大きい地点は除外

岩塩ドーム 帯水層に適切。岩塩沿いもしくは付近に貯留、塩セメント固化
(salt cementation)の高いリスクがあるので壁の部分は除外
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3.3.5 サイト選定に関するまとめ 

(1)FutureGenのサイト選定の成果のまとめ 

ａ．FutureGenでは、スクリーニングの第 1次段階で資格基準により 4地点を振い落として

いる。これは Killer Criteria（資格基準）と言われるものである。第 2次段階では採点基準

により採点し、Ranking（ランク）を付けている。これも採点基準によるランキングスタデ

ィの一般的なものである。ランキング後、最大価値基準によるランキングの見直しを行って

いるが、これは FutureGen独特のものである。  

ｂ．FutureGenでは、スクリーニング実施後サイトの地点特徴付けを行い、シミュレーショ

ン、環境影響評価を実施している。この方法は候補地リストから最終サイトを選定する際に、

他の国でも標準的に実施されているものである。また、その際にリスクアセスメント（シミ

ュレーション、環境影響評価を含むものが多い）も並行して実施されることが多い。  

ｃ．FutureGenでは、On shore（陸域）だけで Off shore（海域）は対象外となっている。米

国の陸地は広く、地震や断層や河川等の自然現象やダムや家屋や公園等の人工物が広い範囲

でないところを選定することが可能であるが、日本では陸域では困難なことが多い。  

ｄ．基準作成や採点には専門家チームが関与している。 

ｅ．シミュレーション、環境影響評価（リスクアセスメント等）を重点的に実施している。 

 

(2)サイト選定手法検討のまとめ 

サイト選定は、北米・欧州・豪州ともに地中貯留層の容量・圧入性およびシール層の保持性

の3つの要素項目を基準に採用している。  

 

ａ．対象地中貯留層は貯留予定量等二酸化炭素回収計画に依存するので、一般論的には定性的

な表現になっている所が多い。  

ｂ．数値基準がある所は、FutureGen等の特定のプロジェクトを対象にして作成されている。  

ｃ．専門家チームによる基準作成および採点をしているところが多い。  
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3.4 リスクアセスメント手法検討 
 

 炭酸ガスの地中貯留に関るリスク分析手法に関しては現在も開発が進められており、天然ガ

スの地下貯蔵、有害廃棄物の深部層への投棄、油ガス田に対する EOR の手段としてのガス状

態、あるいは超臨界状態の炭酸ガス圧入等に対するリスクアセスメント、およびリスクマネジ

メントに関る多くの手法が存在する。 

IEA GHG Greenhouse Issues (Jan2009) では、今日まで CCSプロジェクトあるいは炭酸

ガス貯留に関し、完全に確立されたリスクアセスメント手法はないとされており、IEA GHG

リスクアセスメントネットワークではこれまで炭酸ガス貯留で適用された経験を共有し、多く

の議論を重ねてきている。CCSに関する完全に定量的なリスクアセスメントプロセスが理想的

であるが、炭酸ガス貯留モデル構築の限界ならびに不確実性により、信頼に足るリスクアセス

メント技術としては、現在の所定性的あるいは半定量的な技術に限定されている段階となって

いる。すなわち定量的リスクアセスメントは、不確実性ゆえに方法論の確立が発展途上であり、

関連する議論が継続中の段階にある。 

 

3.4.1リスクアセスメントに関する報告書の分析 

 リスクアセスメントは、航空宇宙産業界、電気・電子産業界、原子力産業界、プロセスプラ

ント業界等各産業界により開発が進められている。リスク評価の主要な手法としては付録 A-2

に示す 22 の手法があげられ、各プロジェクトではそれら複数の手法を取り入れつつリスクア

セスメントを進めている。 

 本節では事例として、カナダ Weyburn プロジェクト、豪州 Otway プロジェクト、欧州

CO2STOREプロジェクトにおけるリスクアセスメントの事例を整理した後に、その他の手法

についても概説する。 

 

(1)Weyburnプロジェクト 

ａ． プロジェクト概要 

Weyburnプロジェクトは、カナダ連邦政府および州政府によって 2000年から商業ベースで

行われている、石油増進回収（EOR）を目的とした炭酸ガス地中貯留プロジェクトで、20 年

間の実施が予定されている。カナダでは、大量の炭酸ガスを排出する米国の工場から炭酸ガス

のみを輸送し、深度 1,000ｍの油層に圧入している。 

リスクアセスメントでは、FEP分析手法を採用して貯留システムを明確化するとともに、重

要なプロセスを検討するために貯留層シミュレーション実施している。 

 

ｂ．リスクアセスメント対象地域 

炭酸ガス貯留に伴う挙動および堆積層の地質学的特性を評価するため、200km×200km の

地質モデルを構築した。リスクアセスメントで考慮する対象地域は、炭酸ガスの移動予測範囲
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によりサイトから 10kmに設定し、次図のようなモデルとした。 

 

 
図 3.4.1 Weyburnプロジェクト概念図 

 

ｃ．FEPによるリスクアセスメント 

 貯留層に関るリスクアセスメントでは、FEP手法が採用された。まず主要項目として以下が

抽出され、それぞれに対して発生可能性のあるリスク事項が検討された。それらの中から重要

な FEPを選択して、表 3.4.1に示すベースケースシナリオが作成された。 

① 炭酸ガスの状態 

② 炭酸ガスの流動 

③ 貯留層 

④ 地化学 

⑤ 坑井 

⑥ その他 
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表 3.4.1 Weyburnプロジェクト FEP法によるリスクシナリオ 

項目 重要FEP ベースケースシナリオ

炭酸ガス
の状態

存在形態
炭酸ガスは、超臨界状態で存在するものもあり、油相あるいは水相に溶解しているもの、鉱物
化しているものもある。（鉱物化が進行する範囲については貯留層の地化学モデルにより決
定）

炭酸ガス
の流動

貯留開始
炭酸ガスの地中貯留開始は、商業的な操業の終了時における貯留層状態とする（EOR操業の
最終段階における炭酸ガスの状態（圧力、相）は、貯留層シミュレーションにより予測）

炭酸ガス
の流動

流動経路
流動経路として、天然の貯留岩および人工の廃坑井を想定。これら２経路は独立して取り扱
い、最終的には炭酸ガスの長期貯留状態を表現するために合成する

貯留層 流動プロセス

炭酸ガスは貯留層で多くのプロセスにより流動する
　　①圧力差　高圧地点から低圧地点
　　②密度差　密度の違いによる流動
　　③拡散

貯留層 関連要素
貯留層からのCO2流動は、 アニュラスを含む坑井近傍の状態、 およびWeyburn油田・周辺貯
留層の水文地質学的性状に依存する。計算開始時、坑井における漏洩はゼロとする

貯留層 流動範囲
ベースシナリオでは、貯留層上部の水文地質学ユニットすべて、および貯留層下部のミシシッ
ピ紀層のユニットも考慮する。（炭酸ガスはそれほど多くのユニットに到達しない）

地化学
水・岩石との
反応

水および岩石との相互作用は、CO2流体の流動経路に沿って発生する。（地化学モデルは、化
学変化および伴って発生する水文地質学的変化を定義する。）地化学モデルで考慮する時間
スケールおよび流動経路は、炭酸ガス流動予測と整合する。

坑井 廃坑井

　①長期的にアニュラスを含む坑井シールおよび金属劣化が発生、たとえば、
　　 ケーシングなど材質の劣化速度に支配される腐食レートにより進行
　②①の劣化は、炭酸ガスの経路・流動に影響する可能性がある。坑井
　　近傍の劣化の影響は、坑井近傍の流動挙動の見直しに反映
　③坑井の劣化や圧潰に対する、他層の反応は流動挙動の見直しで加味

 出典) Stenhouse M, Zhou W, Savage D and Benbow S(2005) Framework methodology for long-term assessment
         of the fate of CO2 in the Weyburn field  

 

ｄ．シミュレーションによる安全性評価 

① 初期概念モデルにおけるモデリング－プロジェクト初期の研究 

炭酸ガスの石油相における分散や EOR 終了時における相の飽和率の分布、貯留層ゾーン

における地下水の流速、圧力による流れ、密度による流れおよび分散の、一連のプロセスの

間の強力な相互作用等の重要プロセスが強調された。 

 

② 地殻圏および人工の経路における炭酸ガスの動態に関する評価 

5,000年後までに、Midale貯留層の EOR対象地域から外部へ移動する炭酸ガス累計量は、

EOR終了時すなわち貯留プロジェクト開始時の炭酸ガス存在量（2034年で 2,100万トン）

の 26.8%となる。この内訳は、18.2%分が Midale貯留層の下部方向、8.6%分が同層の中で

EOR 対象地域外部、0.2%が同層の上方すなわち浅部方向となっている。5,000 年経過して

も飲料用帯水層に侵入する炭酸ガスは存在しなかった。 

 

③ 廃棄された井戸の漏出評価 

 1,000本の井戸における炭酸ガスの漏出に関する最大累積量は、EOR終了後 5,000年間に
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おいて全体の 0.14％に相当する 3万トンであった。平均的な累積漏出値は EOR終了後の炭

酸ガス全量の 0.001％未満であった。 

 

④ ベンチマーク調査 

 貯留層の周囲の地殻圏へと放出される炭酸ガスの平均値は、95%の信頼性において初期に

存在する炭酸ガスの 16％であり、その数値幅は 6%～1.3%の範囲である。このモデリングに

より 95%の信頼性において 5,000年の間、初期に存在する炭酸ガスの 98.7%～99.5%が地殻

圏に貯留され続けることが予測された。 

 

 

図 3.4.2 Weyburn貯留層シミュレーション地質モデル 

 

 

(2)Otwayプロジェクト 

ａ． プロジェクト概要 

Otwayプロジェクトは、豪州で産官学の協力のもとに組織された先導組織 CO2CRCにより

推進される、総括的な CCS 調査実証プロジェクトである。同国の堆積盆地の広範な研究、環

境・健康・水関連等法規制事項の検討等を実施し、約 2年間で 10万トンを予定して 2008年 4

月から炭酸ガスの圧入を開始している。 

 枯渇ガス田への圧入であり、図 3.4.3 に示すとおり炭酸ガス生産井からの炭酸ガスを水分除

去等の処理の後、圧縮して送入している。 
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図 3.4.3 Otwayプロジェクト概念図 

 

ｂ．プロジェクトの特徴 

炭酸ガス源となる Buttress フィールドからの炭酸ガスが分離回収され、パイプライン輸送

され、新規の圧入井 CRC-1号井を使用して Naylorフィールドに貯留される。併せて、貯留層

の状態の変化を効果的にモニタリングすることとともに、将来的な地中隔離の開発に関する重

要な情報を作成かつ配信して、広範な利害関係者のコンセンサスを獲得すること、環境および

安全衛生に関る適切な法規制の枠組みを開発することを目的に含んでいる。 

CRC-1は既存井のダウンディップに掘削され、深度約 2,000mの Naylorフィールドの減退

したWaarre層に圧入される。10万トンの炭酸ガスが 1～2年で圧入され、その後も延長の観

測期間を想定している。モニタリングでは、3種類の主要項目を考慮している。その 1は貯留

層における炭酸ガスの深部方向への移動、その 2は地表近くの浅部層および土壌における挙動

で漏出有無の確認、その 3が当該地域における大気拡散の把握である。 

 

ｃ． リスクアセスメント 

リスクアセスメントは、地上システムの技術的検討および貯留層における流動挙動の双方を

考慮しながら推進された。すなわち、地上システムでは坑井、プロセスプラント、集油集ガス

ライン、貯留層では地質、貯留層、上・下部層、地下水流動状況を主要項目とした。 

貯留層モデルの構築では不確定要素を最少化するために、堆積環境、貯留岩、水層の性質、

浸透率の 4 項目を中心として検討され、特に Otway 堆積盆地には大規模な断層が多く、かつ

断層間にガス蓄積が見られる点が考慮された。 

炭酸ガスの長期的貯留は、まだ研究において活動的な領域であるとみなされている。Bowden

ら(2001)による RISQUE 方法を使用して、定量的リスクアセスメント QRA（Quantitative 

CO2生産井

モニタリング井

CO2圧入井

2050mの減退ガス層

2050mの減退ガス層
砂岩層(31m)
上部に泥岩シール

2050mの減退ガス層
砂岩層(31m)
上部に泥岩シール

圧入井から300m
ダウンホールセンサー使用
地表における観測

圧入井から300m
ダウンホールセンサー使用
地表における観測

CO2 80%、メタン20%
プロセス処理
圧縮・昇圧

CO2 80%、メタン20%
プロセス処理
圧縮・昇圧
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Risk Assessment）がなされ、正式な専門家パネルによるリスク分析および管理方法に関る検

討がなされた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.4.4 Otwayプロジェクトシミュレーション計算結果例  

 

(3)CO2STOREプロジェクト 

ａ．プロジェクト概要  

複数国の参画により推進されている欧州のプロジェクトで、以下を主要な実施場所としてい

る。スタットオイル社を主体とし、共同実施者はスタットオイル社、BP 社、エクソン社、ノ

ルスク・ハイドロ社、トタール社、バッテンファール社、エネルギ E2社、シュルンベルジェ

社、IEAグリーンガスプログラム、研究機関等多数となっている。 

① デンマーク カルンドボルク市 

② ドイツ 北東盆地 

③ ノルウェー トロンハイム近郊 

④ 英国 サウスウェールズ 

2003年 2月～2005年 2月をプロジェクト期間として帯水層への貯留を行うもので、SACS

プロジェクトから得た知識をベースにし、欧州における炭酸ガス貯留の新たなポテンシャルに

ついて検討を実施した。 

計画は 2つに大別され、1つは SACSプロジェクトにおいて得た知見を基にこれらのノウハ

ウを適用して実証を行うもので、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、イギリスの 4つのサイト

で新たな貯留層の特性調査、もう 1つはスライプナーにおける注入および炭酸ガスモニタリン

グを継続し、炭酸ガスの長期的予測を行い、モニタリング法として追加物理探査を実施すると

いうものであった。 

モニタリング井

CO2圧入井

圧入CO2
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プロジェクトの目的として、以下の項目があげられた。 

①貯留可能性のあるサイトにおける詳細な地質特性調査 

②貯留層およびキャップロックの地球化学的モデリング 

③貯留層内の炭酸ガスの長期結果を判定するシミュレーションおよびモデル化の研究 

 

ｂ．検討事項 

 以下の事項を主要項目として、4ヶ国でのケーススタディがなされた。 

① デンマーク 

   2つの炭酸ガス排出源からの、炭酸ガス回収および地中貯留を目的とした。対象となる貯

留層は、デンマーク東部シェラン(Sjælland)島の北西に広がる Havnsǿ貯留層における深部

塩水帯水層であった。この貯留層は、陸上部分と海洋部分にまたがる大規模なドーム構造で

ある。また炭酸ガス排出源は、カルンドボルク(Kalundborg)市にあるスタットオイル社の製

油所および石炭とオイルエマルジョンを燃料とする、出力 1,300MWの Asnæsværket火力

発電所である。この 2つの発生源から排出される炭酸ガスを合わせると年間約 6メガトンで

あり、これはデンマークの炭酸ガス排出総量の 10%に相当する。 

② ドイツ 

ドイツ北東盆地の深部塩水帯水層を対象とし、ブランデンブルク州およびメクレンブルク

=フォアポンメルン州の調査が行われた。この地域には、褐炭を燃料とする Schwarze Pumpe

発電所がある。この発電所には 2つのブロックがあり、それぞれが電気出力 750MW、熱出

力約 250MWの能力を有する。合計で両ブロックから、年間約 10メガトンの炭酸ガスが排

出される。予想耐用年数が 40 年間であることを考えると、400 メガトンの炭酸ガスが貯留

される。よって、400メガトンの炭酸ガスの貯留潜在能力を有する貯留層がターゲットとさ

れた。 

③ ノルウェー 

   ノルウェー中部(特に Trǿndelagプラットフォームの南東部)の海洋の、深部塩水帯水層を

対象とした。本エリアは、多数の既存および計画中の大規模炭酸ガス排出源に隣接している。 

④ 英国 

セントジョージ海峡のイギリス領域にある、深部塩水帯水層における海洋貯留を対象とし

た。炭酸ガスの排出源として、サウスウェールズで建設が計画されている石炭ガス化複合サ

イクル発電所(CGCC)の新プラントを対象とし、この発電所からの炭酸ガス回収、輸送およ

び地中貯留に関する将来性を検討することを目的とした。 

 

ｃ． デンマークのリスクアセスメント事例 

SACSプロジェクトで検討されなかった重要課題として、リスクアセスメントがあげられた。

各ケーススタディのリスクアセスメント実施が計画され、4つのケーススタディに取組むプロ

ジェクトグループでは、リスクアセスメントのアプローチを一致させることを目指した。 
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スタディでは貯留層の検討に加え、各プラントにおける炭酸ガス排出の特性評価を行い、炭

酸ガスの排出源から貯留層への輸送に関する諸問題について評価し、建築許可の要件を検討し、

各ケースの技術経済評価を実施した。 

Kalundborgプロジェクトに関るケーススタディでは、FEPデータベースを活用して以下の

手順に従ってリスクアセスメントを推進した。 

① 関連するすべての FEPの分析 

② 抽出された FEPの中から最重要 FEPの決定 

③ 決定された最重要 FEPを具体的に表現することを目的とした、貯留層シミュレーション

モデル構築 

リスクアセスメントで最重要 FEP を決定する過程で、以下に示す 3 グループによる検討を

実施し、リスクに対する緩和対策の検討および問題点の抽出を行った。 

① 貯留層地質：予測以上の高圧状態の発生、貯留対象層における圧力上昇がキャップロッ

クに及ぼす影響、貯留層頂部における不検知の断層 

② 圧入後長期間経過後の炭酸ガスの状態：炭酸ガストラップ脱出を伴う炭酸ガス、炭酸ガ

スのフィンガリングの発生 

③ 人を主とした社会的影響：生活スタイル、炭酸ガスの健康影響 

 

 

図 3.4.5 Kalundborgプロジェクトにおけるシミュレーション計算例 
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貯留層への炭酸ガス圧入に関連するリスクの定義および検討がなされ、最重要 FEP として

以下の 9項目に要約された。 

① 地質的側面 

② 過剰圧力－貯留層性状 

③ 貯留層の加圧がキャップロックに及ぼす影響 

④ 貯留層頂部における検知されていない特徴および断層 

⑤ 長期的な炭酸ガスの最終状態 

⑥ 可逆性－炭酸ガスのトラップ脱出につながるフィンガリング 

⑦ 社会および人に及ぼす影響 

⑧ 貯留プロジェクトに対する公衆の反対 

⑨ 炭酸ガスの人の健康に及ぼす影響 

 

図 3.4.6 Kalundborgプロジェクトで検討された地質断面図 

 

 

ｄ. ドイツのリスクアセスメント事例 

PA は、システム挙動の各指標に関する結果を比較することにより、システムの挙動を予測

する分析手法である。もしも指標が HSE影響であれば、PAは安全アセスメントとなる。ハザ

ードの発生確率および発生に伴う結果について挙動指標が発生確率を含むならば、PA はリス

クアセスメントとなる。Schweinrichの検討では、以下の手順に従った PA手法により実施さ

れた。 

① アセスメントの基本的事項の定義 

② FEP分析 

③ 安全シナリオ作成 
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④ 安全シナリオの確率論的シミュレーションの専用モデル開発 

⑤ HSE影響に対する安全性評価 

FEPデータベースは、貯留システムの安全に対する潜在的効果を有する FEPを有している。

データベースは以下の内訳による合計 657件の FEPを含む。 

 F（特性）  貯留施設を表現するあらゆる静的な要因およびパラメータ    233 

 E（事象） ........... 例えば特性の変化や将来的プロセス変更等、将来の事象      284 

 P（プロセス） 地表・貯留層に関するあらゆるプロセスで、現在および将来の物理的、化

学的、生物学的な貯留施設の動的側面                             140 

 

リスク分析で対象とする領域は概念的な多くの要素が存在するが、簡略化のため

Schweinrichに関する検討では以下に従って定義された。 

① 事象発生の対象期間は 1,000年未満 

② 貯留層、シール、貯留層上載層、および断層を評価 

③ 地表下の浅部、海洋、大気中、貯留層下部の深部は除外 

④ 坑井の完全性および設計関連 FEPは除外 

SAMCARDSプロジェクト（Wildenborg et al. 2005）で定義された FEPも考慮したが、圧

入井の設計および仕上げについては未定であったため評価できなかった。また、静的な要因で

ある Fと動的な要因 EPを区別し、特に個別の EPでは以下の要素を考慮して評価された。 

① 例えば安全面等 EPに対する具体的解析対象 

② 半定量的な当該 EPの発生確率 

③ 当該 EP発生に伴う潜在的な影響 

 

最終的に、EPが有する共通の特性によってグループ分類することを目的として、EPのグル

ープ分類が実施された。EPグループの領域は、FEPデータベースにおける以下のような活用

可能な情報に基づく（Wildenborg et al. 2005） 

① 共通パラメータ（浸透率、岩石強度等の特性） 

② プロセス種類（機械的、化学的、熱的、水文地質学的、生物学的） 

③ 影響対象（岩盤、流体、貯留炭酸ガス、間接的要素） 

④ 事象発生の時間スケール（100年、1,000年、10,000年） 

⑤ 継続期間（時間、日、百年、さらなる長期） 

⑥ 空間的スケール（m、km、10km、堆積盆地） 

 

現実の評価では、FS を目的とすること、入力データが限定されること等の条件が存在する

ため、以下の制限事項が設定された。 

① 時間スケール    

 分析期間は 1,000年に設定された。当該事象により結果として発生する可能性のあるハ
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ザードは、10,000 年の評価がなされた。例えば、シミュレーションによる計算期間は

10,000年とされた。 

② 貯留システムにおける検討対象の空間的領域  

例えばモデルでは地表浅部について HSE 影響は分析できないといった制約条件を考慮

して、貯留層、シール、上載層、断層、坑井については評価し、地表下浅部、海洋（本地

域は無関係）、大気中、貯留層深部は除外した。また、設計仕様未定の圧入井については

以前の SAMCARDSプロジェクトによった。 

③ 対象シナリオの発生確率 

発生確率の定量化については、特に試行がなされなかった。その代わり発生するであろ

うシナリオ、例えば炭酸ガス漏洩の発生確率は 1に設定した。従って、評価されたシナリ

オは最悪ケースを表現している。 

③ 入力データ 

この検討では、以前の地質調査等から得られた入力データ、例えば 1950～1990年の石

油探鉱データや、1980 年代の地熱ポテンシャル調査データを使用した。従って、本サイ

ト専用のデータ収集がなされたわけではない。 

④ モデルの限界 

モデル構築に伴って、簡略化条件(Svensson et al. 2005)を設定した上で漏洩シナリオの

確率論的シミュレーションがなされた。簡略化プロセス、例えばナチュラルアナログの漏

洩プロセスに関する妥当性の確認は試行されなかった。  

 

FEP分析およびシナリオ作成をベースとして、シミュレーションを実施するために以下の仮

想的な 4シナリオが設定された。 

① 参照シナリオ  

貯留層における破壊が一切発生しない。  

② シール漏洩シナリオ 

炭酸ガスがキャップロックの浸透率を増加させて上載部分に侵入する地化学プロセス

によりシールが破壊するシナリオで、破壊する確率を 1に設定した。 

③ 坑井漏洩シナリオ 

既存の老朽化坑井が破壊し、炭酸ガスが坑井に沿って移動してシールが破壊するシナリ

オを設定し、破壊の確率を 1に設定した。現実には Schweinrich構造で老朽化坑井が存在

しなかったため仮想シナリオにとどまった。 

④ 断層漏洩シナリオ 

キャップロックを貫通する断層が存在してシール不可能となり、炭酸ガスが貯留層から

断層を経由して漏出するシナリオで、シール不可能となる確率を 1に設定した。 
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図 3.4.7 断層漏洩シナリオによるガス飽和率の計算例 

 

3.4.2 リスクアセスメントに関するヒアリング 

(1)豪州ヒアリング調査 

 2008年 12月 9日から 9日間の日程で豪州に出張し、同国における実施・計画中の炭酸ガス

地中貯留プロジェクトの現状ならびに、実施中のプロジェクトの現状等に関るヒアリング調査

を実施した。ビクトリア州政府(メルボルン)、Otwayプロジェクト現地施設(ポートキャンベル)、

クイーンズランド州政府(ブリスベン)、ZeroGenプロジェクト(同)、Schlumberger社(同)を訪

問し、リスクアセスメントに関して Otwayプロジェクトについて詳細調査を実施した。 

 

主要項目は表 3.4.2のとおりで、炭酸ガス圧入の現状は全体で 10万トンの内、訪問した 12

月 11日現在で 37千トンであった。リスクアセスメントとして RISQUE法を採用、専門家パ

ネルを設置し、検討すべきリスクの定義、リスクおよび不確実性に関る具体的検討、リスクポ

テンシャルの抽出、発生確率の定量化等を実施し、半定量的な分析によるリスクの優先順位設

定を実施している。 

 

Simulated CO2 saturations from the hypothetical leaking fault scenario 
(probability of occurrence is set to 1).

10 年 100 年 500 年

2000 年 5000 年 10000 年
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表 3.4.2 リスクアセスメント主要考慮項目 

（１）前提条件

　　①　2年間で10万トンの炭酸ガス圧入

　　②　検討対象期間1000年間

（２）リスク評価

　　発生確率および結果の影響の影響度による評価

（３）主要な不確定要素

　　①　発生の有無、および結果の重大性　

　　②　確率の相違(例えば10％と1％)による必要対策

　　③　EOR等で経験のない長期的事象

（４）特記事項

　　①　GEODISC(2000年)のアップデート

　　②　CRC-1新データ追加、炭酸ガス最終状態およびインパクトの検討

　　③　飲料水水源、近隣地表への到達リスク分析

　　④　最悪ケースシナリオの検討  

 

(2)Otwayプロジェクトにおけるリスクアセスメント手法 

 網羅的手法で近年リスクアセスメントにおける典型的な手法の 1つにあげられるFEP法は、

関連項目の定義、項目全ての調査分析、リスクに関るシナリオの取捨選択、各シナリオの厳密

な定義等において多大な時間を要する。本プロジェクトでは、当該項目の詳細までは必要ない

と判断されたこと、またプロジェクトのタイムスケジュールの観点から、専門家パネルに従っ

て必須項目を絞りつつの推進が適切と判断されたことから、同手法を採用せず RISQUE 法に

よったとの説明がなされた。 

 

ａ．RISQUE法 

 この手法は、基本的にはリスク発生確率にリスクの結果発生する必要コストを乗じて、コス

トに換算する方法が一般的となっているが、本プロジェクトにおいては、コストよりむしろ炭

酸ガス圧入量の損失、主として漏洩に伴う圧入炭酸ガスの損失との換算を適切と考えて算出を

行った。具体的な算出では、蓄積データによる考慮項目の発生確率、当該項目による炭酸ガス

漏洩レート、漏洩の継続期間の 3項目を算出してそれらを全て乗じることにより、炭酸ガスの

損失を算出する方法を採用した。 
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 図 3.4.8 RISQUE法の実施手順 

 

(3)専門家パネルによる検討 

ａ．ポテンシャルリスクの抽出 

 専門家パネルの設置により、重要と判断される潜在的なリスクが抽出された。地中貯留に関

し、短期的な事象は天然ガス貯蔵を主とする経験、長期的な事象はナチュラルアナログおよび

モデル構築により抽出され、特に長期的な事象が重視された。 

 

ｂ． 発生確率の定量化 

 発生確率については、表 3.4.3に示すとおり、確信度に応じた 8段階の設定がなされた。 

表 3.4.3 発生確率の定量化 

定量表現 年間発生確率 事象の基本的考え方

A. Certain(確実) 1(or 0.999, 99.9%) 確実あるいは九分九厘確実

B. Almost certain(ほぼ確実) 0.2 - 0.9 当該地域、類似条件で1件あるいは複数事故発生

C. Highly probable(可能性極めて高) 0.1 当該地域、類似条件で過去に事故発生

D. Possible(可能性高) 0.01 対策なしで発生可能性

E. Unlikely (可能性低) 0.001 他地域で近年事故記録

F. Very unlikely(可能性かなり低) 1 x 10
-4 他地域で事故例

G. Highly improbable(可能性極めて低) 1 x 10-5 文献に他地域事故例

H. Almost impossible(ほぼあり得ない) 1 x 10
-6 類似条件での文献例皆無  

⑤協議結果による戦略決定

①リスクの定量化

②専門家パネル設置
地質、地球物理、Geomechanics、地球化学
シミュレーション、Hydrogeology、RA技術

③パネルによる主要項目定義
リスク、類似事例、コスト
オプション、費用対効果

④各項目代替案の検討
リスク比率評価
リスクコスト評価（内容に対し合理的額）
利点の決定－コスト
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ｃ．定量的リスク評価 

   CO2CRCによる Latrobe Valley の検討(2005)において、確信度によりリスク発生確率を

想定して確率 1から 1×10-6まで 8段階に分類した。また貯蔵した炭酸ガスに対し、定量的リ

スクアセスメントにおける炭酸ガス損失の指標を、1,000年で 1%以下と考えた。 

 Kingfish のリスク事象の指数表示によると、個別リスクおよび全体リスクを 80%確信レベ

ルとして表示したところ、以下を示している。 

① 坑井からの漏洩が指数に接近しているものの、どの個別事象も許容範囲のリスク指数を

超過しない 

② プロジェクト全体リスク指数は、1,000年に 1%の漏洩を指標としたプロジェクトリスク

指標を超過しない 

③ 最大級のリスクを示すのは、坑井を経由する漏洩および推定外方向への炭酸ガス移動に

よるリスクである 

  

表 3.4.4 Otwayプロジェクトにおける貯留リスク評価 

地点 発生確率 (1000年)
炭酸ガス損失
速度 (トン/年)

損失期間
(年)

備考 検討項目

シール浸透性
ゾーン経由
(Leakage through
Permeable Zones in
Seal)

 Naylor Trap  Almost Impossible  (10
-6
)  0.01 ‒ 0.05  1000

 Very thick series of seals with excellent
seal capacity

層厚（500m超）
シール（キャップロック）の地質
水平方向の連続性
良好な均質性
　対象層　Flaxmans層、Belfast泥岩、Skull Creek層
　シール容量＞＞最大CO2コラム
　CO2-水-岩石の相互作用　支障とならない（事例）

 Bounding fault
(Naylor Fault)

 Highly Improbably (10
-5
)

to Very unlikely (10
-4
)

 30 ‒ 60   1000   

 Fault junction to
 Buttress Fault

 Very unlikely (10
-4
) to

Unlikely (10
-3
)

 30 ‒ 60   1000   

 Bounding Fault
(Naylor South  Fault)

 Almost Impossible  30 -60  990

Requires lateral migration of the CO2
out of the primary trap into the Naylor
South trap (see ‘Leakage from
exceeding the “spill point” of the
storage site’ below)

 Naylor-1 well, near
crest of Naylor
structure

 Very Unlikely (10-4) to

Possible (10
-2
)

 30 -60  15 -1000
 Leakage behind casing considered main
risk

 CRC-1 well, 300m
east of Naylor
structural crest

 Highly improbable (10
-5
)

to Unlikely (10
-3
)

 30 -60  15 -1000  

局部的過剰圧力
(Leakage from Regional
Scale Over-
Presserisation)

 Naylor Trap
 Highly Improbably (10

-5
)

to Unlikely  (10
-3
)

 (a) 300 -3000
  (b) 10 -20

 (a) 0.08
 (b) 1,000

Operator would monitor microseismicity
and if faults/fractures were activated
and detected, then it is likely that
injection rates and pressures would be
reduced

局部的に過剰圧力のリスク
CO2による最大圧力＜初期圧力
試験による断層経由の漏洩リスク小
漏洩は第二貯留層

局地的過剰圧力
(Leakage from Local
Scale Over-
Pressurisation)

 CRC-1  Almost impossible (10
-6
)  30 -60  0.02

Operator would monitor microseismicity
and if faults/fractures were activated,
then likely that injection rates and
pressures would be reduced

坑井近傍のリスク
圧入圧力＜＜フラクチャー圧力
漏洩は大規模フラクチャ必要　圧入中モニタリングが検知可能
漏洩は第二の貯留層へ

スピルポイント
通過
(Leakage from
Exceeding the
Spillpoint)

 Naylor South
Structure  Almost impossible (10

-6
)  1000 -5000  0.2  

 スピルポイント不確実性　震探精度、Flaxmans層が断層横断シール
Naylorよりの生産量＞予定圧入量
もしも、スピルポイントが予測より非常に浅部であた場合
　　Naylor South構造が油ガスで充填
　　同構造の中、油ガスの下部にCO2蓄積、保持

流動にかかわる誤予測
(Leakage from Incorrect
Prediction of Migration)

 Southern point of
Naylor Fault  Almost impossible (10

-6
)  1000 -5000  2  

圧入地点はスピルポイントよりも浅部
CO2はダウンディップ方向に流動する必要
最悪ケースのシミュレーションで、浮力により同方向への流動制限

地震
(Leakage from
Earthquake)

Bounding Fault Very Unlikely (10-4)
(a) 1000-5000
(b) 30 -60

 (a) 0.08
 (b) 1,000

 Initially large leakage from fault would
occur for a short time; subsequent long
term leakage would occur at lower rate.

断層の再活性はマグニチュード５以上
豪州全体の地震実績で二番目に頻度少数
地震可能性計算によりVery Unlikely

シール経由、
断層より
(Leakage from Faults
through Seal)

把握している断層数
Naylor断層頂部におけるシールの並走状態
他の断層におけるシール並走
断層の再活性化分析
　シール性の根拠
　　Warree層－Paaratte層間で圧力導通無し
　　Paaratte層でガス検知なし
　　Naylor構造で大規模な貯留実績
　漏洩の根拠
　　Naylor SouthおよびCRC-1でのガス残存
　　過去の断層漏洩（局部的でなく複数）
　　成熟した根源岩が存在、メタン変化の可能性

坑井を経由
(Leakage through Wells)

ケーシング外側の漏洩が主要リスク
CRC-1は、CO2腐食対策材料
Naylor-1周辺は構造頂部で油ガス　CO2-ブラインの反応は問題なし
（坑井がシール下部を横切る地点）
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 図 3.4.9は、Otwayプロジェクトにおける事象別のリスク指数を示しており、圧入した炭酸

ガスの損失量を数量的な尺度として、発生確率×炭酸ガス損失速度×損失期間により各項目の

相対的リスクを定量的表現としている。本手法は、これまで一般的に対策コストに関る判断に

供するためコストを算出して費用対効果を尺度としたが、本件では実証プロジェクトであるた

め炭酸ガス量を代替としている。 

原則として各要素の平均値により指数を計算しており、例えば最大値を示す Buttress 断層

におけるシール経由の漏洩では、1,000年発生確率は平均の 5×10-4、損失速度で平均 45トン

/年、損失期間 1,000年により、指数は 22.5となっている。ただし数値の範囲について固有の

条件があれば考慮しており、例えば炭酸ガス圧入井 CRC-1 号井では腐食に耐性を有する材料

およびセメント等を使用しているため数値範囲の最小値とする等、項目によっては最大値ある

いは最小値を採用している。計算に採用する数値の選定については専門家パネルによっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.4.9 Otwayプロジェクトにおける事象別リスク指数 

 

(4)ZeroGenプロジェクトにおけるリスクアセスメント 

ａ． プロジェクト概要 

 ZeroGen プロジェクトはクイーンズランド州における IGCC による燃焼前二酸化炭素回収

および貯留に関する研究プロジェクトで、現在 FSが実施されている。 

 

ｂ． リスクアセスメント 

 本プロジェクトでは、担当企業による独自の手法によって定性的なリスクアセスメントが実

施されている。手順は、以下のとおりである。 

 

Otwayプロジェクトにおける事象別リスク指数

リスク事象

事
象
別
リ
ス
ク
指
数

.                                                                                   . 
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① リスクアセスメントに関する大項目および小項目の抽出 

② 抽出項目に対する対象内容の決定 

③ 抽出項目に対する 3段階評価基準の設定 

④ 数値データが存在する項目に対する数値表示 

⑤ 各項目に対する 3段階評価および表中に丸印表示 

⑥ 過去のプロジェクトとの定性的比較 

 

 本手法では、原則として対象項目をプロジェクトにかかわらず共通としているため、過去の

プロジェクトとの比較により、各々の長短の把握および相対的な比較を視覚的に可能としてい

る。なお図 3.4.10に手法のイメージ図を示すが、詳細について現段階では開示不可能であり短

時間のみの閲覧によったため、項目について記載以外の項目も存在している等一部現実と相違

している。  

 

 

図 3.4.10 ZeroGenプロジェクトにおけるリスクアセスメント手法イメージ 

 

3.4.3 リスクアセスメントに関する国際会議等による情報収集  

(1)GHGT-9 

2008 年 11 月 16～21日に米国ワシントン DCで開催された GHGT-9において、「11E」と

してリスクアセスメントのセッションが実施され、炭酸ガス地中貯留におけるリスクアセスメ

ント手法の提案、評価等に関する「11E-1」から「11E-5」まで 5 講演があった。各テーマ別

の要旨について、以下に記述する。 

 

(2)GHGT-9における発表テーマ別の要旨 

ａ． Current status of risk assessment and regulatory frameworks for geological CO2 

storage 

(11E-1)（Michael J. Stenhouse, Monitor Scientific） 

 

CCSリスクアセスメントに関する国際的な現況および動向をレビューしたもので、アセスメ

ントの時間軸に関する議論、許容漏洩率に対する考え方、代表的なリスクアセスメント手法の

項目 地震探鉱 貯留層 断層 フラクチャ シール 化学/地化学 流体移動

データ
密度

再処理 地質 応力分布 孔隙率
相対
浸透率

存在 性状 存在有無 性状 境界・限界 範囲
鉱物沈積
溶解

CO2
溶解

水分析拡散分散
CO2
分布

界面張力・
湿潤性

Pc

内容

評価 20%

または
15%

データ
10%
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提示、リスクアセスメントのモデリングと不確定性に関する概説、モニタリングの役割、ナチ

ュラルアナログの役割、関連法規制の俯瞰があり、関連最新情報を豊富に盛込んでいる。また

主要箇所について以下に記述し、内容の詳細については付録 A-3に添付する。 

 

ａ アセスメントの時間フレーム 

CCSプロジェクトには主として 2つの命題が関与する。 

① 大気中炭酸ガス濃度の増大による地球温暖化対応、炭酸ガス地中貯留の必要性 

② 健康・安全・環境への有害影響の回避（影響範囲) 

 

両者は排他的ではなく、IPCC では気候変動の緩和のためには何世紀も努力を継続する必

要があり、人の健康・安全・環境影響では数百年から一万年の時間スケールを考慮する必要

があるとされる。一方、地層流体の流れの遅い領域では、溶解から鉱物固定に進行するプロ

セスは炭酸ガスを地下に留めておく方向に作用するが、最低でも数千年という長い時間スケ

ールが必要であり、既出のリスクアセスメント分析報告や長期シミュレーション解析では数

千年間の時間スケールで検討される。 

   炭酸ガス貯留プロジェクトでは、プロジェクト毎に隔離メカニズム（物理的なバリア、溶

解、鉱物固定化）が異なり、考慮すべき時間領域は数百年間なのか数千年間なのかという個

別的な検討が必要となるはずである。この理由から、時間フレームを一括して厳密に定義す

る必要はないと考えられる。 

 

ｂ 漏洩および許容漏洩率 

過去の報告で許容漏洩率は、全圧入量に占める漏洩量の割合として示され、典型的な値と

して 0.001%／年～0.01%／年とされる。ローカルな健康・安全・環境に影響を及ぼす漏洩

量の大きさは、そのプロジェクトにおける貯留規模すなわち圧入量により決まる。長期的な

気候保全の観点から 0.01%／年以下が必要であるとされてきたが、漏洩速度の観点から環境

影響を議論することの方がより重要と思われる。漏洩容積を算定して濃度を推定できるため

である。 

リスクアセスメントで見積られるリスクの大きさは、炭酸ガスが大気中に放散された場合

と同様に、飲料水取水層、住居、農業施設等の到達点への漏洩速度に依存する。Mahasenan

らは人間、動植物および水資源などにかかわる有効手段として、炭酸ガスフラックスの計測

に着目したアセスメント手法を提案している。 

 

ｃ リスクアセスメント手法 

CCS関連のプロジェクトには、いくつかの異なる定量的および定性的リスクメント手法が

適用されてきた。定量的か定性的かという述語はかなり曖昧で、人によっては異なった解釈

がなされる。従ってアセスメント結果をレビューする場合には、基本的な仮定はもちろんサ
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イト固有のデータがアセスメント計算の入力値として、どの程度使用されているか調べる必

要がある。代表的なリスクアセスメント手法を以下に示す。 

 

① シナリオ分析 

ここでいうシナリオ分析（もしくは炭酸ガス貯留系の経時変化の観点から別の名称で呼

ぶ場合もあるが）とは、炭酸ガスの移動／漏洩に関する分析手法である。この手法では、

一般に炭酸ガスの移動に関連する＜特徴＞、＜イベント＞、および＜プロセス＞（FEPs）

を考慮した検討から、貯留システム全体や個別のシナリオを記述しようとするものである

（Wildenborg他、2005、Maul他、2005)。なおシナリオ分析によるアプローチとしては、

Weyburnプロジェクト(ステンハウス他、2005)における事例が知られている。 

 

② FTA/ETA 

FTAもしくは ETAとは、貯留層内から特定の地点に至る炭酸ガス漏洩ないしは移動経

路のネットワークを考え、これらの経路を確率的な手法により可能なステップの組合わせ

として評価するものである。各ツリーのコンポーネント経路は、閾値確率により重み付け

がなされている。 

 

③ 専門家による判断 

これは漏洩の可能性を検討し、炭酸ガス漏洩フラックス、速度、積算漏洩量等の漏洩特

性を推定するために、関連する経験や専門的な技術を有する人々の意見を求めるものであ

る。 

この手法のバリエーションは、かつてGEODISCプロジェクト(Bowden and Rigg,2005)

で用いられた実績があり、漏洩発生の予見の他利害関係者の承諾、法規制の要求、健康・

安全・環境影響を含む様々な要因を勘案した評価がなされた。 

本手法では半定量的なリスク比率の算定がなされ、豪州における複数の炭酸ガス貯留サ

イトの比較検討に活用された。 

 

④ スクリーニングレベル分析 

この手法は、異なるサイトの安全性の比較に有効となる場合がある。1つの事例として

スプレッドシート分析があり、この手法により複数の炭酸ガス貯留サイト候補地における、

健康・安全・環境影響に関するリスク比較検討がなされた(Oldenburg、2005)。この手法

は定量的手法に分類されるが、例えば貯留層と地表の間に分布する様々なシール層の性能

評価では、専門家の意見が反映されある種の不確定性（主観性）を伴う。 

 

ｄ リスクアセスメントのモデリングおよび不確定性 

リスクアセスメントに関する数学モデルには、方法論と同様に様々な解析手法が適用可能
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である。これらの手法は、一般的に 3つのカテゴリに分類可能である。 

 

① 数値モデル 

系の時間的・空間的変化プロセスを記述するために、離散化手法を用いる。石油・天然

ガス産業では、炭酸ガス地中貯留に適用可能な市販シミュレータ(e.g. Schlumberger / 

GeoQuest 2004)がいくつか開発されており、同様にパブリックドメインの計算コードと

して、例えば TOUGH2 (Pruess 2005)が公開されている。離散化を特徴とする数値モデル

では、計算パラメータを適切に調整する必要があり、調整の影響を受ける点が問題として

認識されている。 

こうした状況下で、石油探査用の数値モデルと炭酸ガス貯留用の数値モデルとの大きな

相違点に計算精度があげられる。例えば最適な掘削ポイント（坑跡）の計算に際し石油探

査では計算精度が重要となるが、一方で炭酸ガス地中貯留や炭酸ガス流動予測のシミュレ

ーションでは、石油探査と同程度の厳密さは要求されない。 

 

② 解析的／半解析的モデル 

本モデルは、系を記述する方程式の解を解析関数もしくは半解析関数として与えたもの

であり、これらの関数は典型的には時間の関数として表現されている。CCSプロジェクト

におけるリスクアセスメントの場合、このモデルは例えば坑井からの漏洩問題について、

局所系の解析で有利となる場合がある(Celia et al. 2005)。 

 

③ コンポーネントモデル／混合セルモデル 

貯留系全体の様々な物理ドメインに対応した、分割要素の集合体から構成される一連の

モデル群の総称である。この種のモデルは、セルの要素数に応じて様々な複雑度を有して

いるのが特徴である。 

 

さらにこれらは、原則的には決定論的もしくは確率論的モデルに分類することが可能であ

る。前者の場合、入力パラメータは 1 つもしくは 2 つ（例えば、‘最良の推定値’と‘悲観

的な値’）である。確率論的な手法では、パラメータの不確実性は少なくとも主要なパラメ

ータの範囲、もしくは分布で表現される。実際に確率的な処理を行う場合、数値モデルは複

雑であることから、計算時間を短縮するため決定論的な手法を取り入れる場合がある。

Weyburnプロジェクトの PhaseⅠでは、こういったハイブリッド手法が活用され地表下（地

圏）に対しては決定論的な評価がなされ、坑井からの漏洩に関しては半確率論的な手法が採

用された(Zhou et al. 2005b)。  

貯留層からエンドポイント―健康・安全・環境影響の評価対象となるような地点―に至る

炭酸ガス漏洩に対応できる完全に統合されたリスクアセスメントは、従来 CCS 関連プロジ

ェクトでは実施されてこなかったが、現在そういった統合的アプローチを目的に開発された
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モデルが、上手く適用され始めている（例えば、Maul＆Benbow 2008）。 

炭酸ガス貯留における安全面は非常に重要であることに変わりはないが、リスクアセスメ

ントで検討すべき唯一の課題ではなくなりつつある。特にプロジェクト開始前の段階では、

経済的、社会的な局面がプロジェクトの進捗に多大な影響を及ぼすからである。ニュージー

ランドで開発中のリスクアセスメント手法は、安全性、経済性、社会性、政治動向および工

学的な情報の入力を含む重要な局面を、全て包括することを目標としている(Gerstenberger 

et al. 2008)。 

リスクアセスメントに関する不確実性では、いくつかのタイプが列挙できる。 

 

④パラメータの不確定性 

入力パラメータに関連する不確実性は一般的に認識されており、モデル化手法により記

述される。感度解析から解析結果に多大な影響を与えるような（例えば、炭酸ガス漏洩速

度もしくは濃度等）、主要パラメータの抽出が可能となる。確率論的モデルでは、確率密

度関数(PDFs)によりパラメータ不確定性が記述される。このため確率論的な解析では、密

度関数に従ってランダムにパラメータを採取する手法(モンテカルロ法)により何千回も反

復計算を実行し、ある分布を持った計算値(影響／結果)を出力する。 

 

⑤ 概念モデルの不確定性 

概念モデルの不確定性は、現実の系がどう忠実に反映され再現されているかに関連する。 

例えば地質断面を表現する典型的な模式図は、地質情報やデータの一側面しか記述して

おらず、とうてい現実の系を精密には表し得ない。また断層帯やフラクチャーゾーンが存

在したとしても、規模が小さく通常のサイトキャラクタリゼーション手法により抽出でき

ない場合も想定される。このような理由から、概念モデルの不備を補うべく様々な代替の

概念モデルを準備しておく必要があろう。ただしこういった代替モデルは、リスク分析に

際して常に考慮されるとは限らない。 

 

⑥ モデルの不確定性 

 モデルの不確定性は、その根底をなす数学モデルや境界条件に代表される、モデル固有

の仮定が関与している。繰返しになるが、特に炭酸ガスがガス相の場合、地中での炭酸ガ

ス移動のモデル化ではパラメータ調整は非常に難しい。モデルの不確定性は、異なるいく

つかの数学モデルに対するベンチマーキング―モデルの再現性と信頼性を高めるうえで

推奨する―を行い、それらの出力結果を比較することで定量的な評価が可能である（例え

ば、Pruess他 2003）。 

 

⑦ シナリオ／イベントの不確定性 

シナリオ／イベントの不確定性は、これらのシナリオ／イベントがこれまでにあらゆる
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潜在的なハザードを抽出し解析し得たかどうかに関係する。 

いくつかの CCS プロジェクトに見られる特定の不確定要素として、不確定性の根幹を

なす（廃止）坑井位置、および特徴（構造）等坑井の関連事象があげられる。例えば坑井

数は、ある地域においては良好なデータ把握されているが、そうではない地域もある。さ

らに時間枠と関連づけると、坑井劣化プロセスについて地殻応力や地化学的影響、セメン

トやケーシングの化学劣化作用等を包括した膨大な不確定性が存在することになる

(Moreno and Chalaturnyk, 2005)。また自然現象等と密接に関係した多くの不確定性が存

在するが、これらを記述できる様々な技法もまた存在する。リスクアセスメントの妥当性

ならびに定量性は、上述の不確定性をどれだけ解析に反映できるかで決まる。 

 

ｅ モニタリングの役割 

   モニタリングは、従来より炭酸ガス地中貯留プロジェクトにおいて中核をなしており、そ

の重要性は今後も変わらないであろう。モニタリングにより地表や地表近傍で炭酸ガスの漏

洩を検出できれば、炭酸ガス地中貯留の安全性や効果が保証・提示され、その結果信頼性の

確保に対する多大な貢献が期待できるからである。リスクアセスメントの分野において、モ

ニタリングは以下のように活用される。 

 

① ベースラインデータの提供 

バックグラウンド値とプロジェクトに起因する炭酸ガス漏洩を区別する上で有効なデー

タを提供するとともに、リスクアセスメントモデルの入力初期条件として活用できる。 

 

② （短期的な）炭酸ガス移動に関するモデル予測結果の検証と有効化 

結果から、リスクアセスメントモデルにおける長期予測結果のキャリブレーションを実

施する。この手法は通常、石油貯留層における生産挙動解析等の数値シミュレーションに

対するベンチマーキング手法と似ている。モデル化およびその予測計算で長い時間スケー

ルを検討しておくことで、短期的なモニタリング（例えば数年間）の結果が、妥当な検証

であるかどうかを見定めることが可能となる。 

モニタリング技術の多くは海上、陸上、浅層、深部層であるかといったサイトに依存して

選定される。Pearce ら(2005)は優れたモニタリング技術の総括を著しており、Benson ら

(2004)は様々な目的に応じたモニタリング応用例について議論している。究極的には、検出

限界に応じて適切な手法が選定されることになろう。 

 

ｆ ナチュラルアナログの役割 

一般にナチュラルアナログおよびインダストリアルアナログは、特に所轄機関や住民から、

CCSが安全で効果的なものであるとの信頼を獲得するために活用できる。過去 10年間以上

にわたり様々な研究が実施されており、炭酸ガス地中貯留に有益な情報がもたらされている。 
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リスクアセスメントの分野では、何百万年間もその場に留まっている天然の炭酸ガス貯留

に関する諸研究から、人為的な炭酸ガス長期隔離における主要因を明らかにすることができ

る。同様に天然炭酸ガスの漏洩に関する研究から、炭酸ガス地中貯留に関連する有用な情報

が取得できる。例えば、断層の密集した Lateraカルデラ(中央イタリアの地熱活動域にある

天然の炭酸ガス漏洩サイト)は、何十年間も詳細に研究されてきた。炭酸ガスは地下深部より

（2,000m 以深）絶えず供給されているが、全ての炭酸ガスが地表に漏洩する訳ではない。

地表の土壌ガス測定により、漏洩は狭い流路に限定され偏在することが確認された。この結

果これらの流路を炭酸ガスが移動しても、漏洩は地表のごく狭い領域のみであると示された

(Annunziatellisら,2008、Beaubienら, 2008)。 

 

ｇ まとめ 

①設立から 4年が経過した IEA GHGがリスクアセスメントネットワークでは、リスクアセ

スメント全般に関する情報交換、情報・データ不足の分野の抽出を実施し、現時点における

追加目標として、パブリック・アクセプタンスを具現するための統一的な手法提示をあげて

いる。 

これまで実際に適用された手法や、適用可能と考えられる種々のアプローチ手法や方法論

に関する議論がなされ、異なるアプローチ手法でもある程度は上手く適用されてきた実績か

ら、新規プロジェクトに対して手法開発のための時間と労力を削減する成果が得られている。

ただし地域住民のより良い理解を得るためには、一定の努力が必要とされる。加えて重要な

ことは、大規模地中貯留プロジェクトに関する実際の経験であり、経験があって初めて計測

やモニタリングデータを包括したリスクアセスメントのデータベースが、集約され提示でき

る点である。 

法的規制についても、適用事例における根拠の提供によりプロジェクトの認可等に要する

時間と労力の短縮が期待できる。所定の炭酸ガス排出削減を達成する圧入炭酸ガス量に見合

うプロジェクト実施規模を考えると、温暖化防止策が成功するために比較的簡素な許認可の

プロセスが必要となる。 

 

②Environmental Impact Study of a Power Plant with Carbon Capture and Storage near t 

the UK Coast(11E-2)（T A Hill, E.ON Engineering ） 

 

400MW級の IGCC火力発電所で炭酸ガスを分離・回収し、高圧パイプラインで輸送し、北

海海底下の地層に貯留するケースを想定した環境影響評価(EIA)を検討したケーススタディで

ある。分離・回収、パイプライン輸送、および貯留（CCS）技術に固有な特徴に焦点を当てて

環境影響を評価することが重要であると強調されており、発電所、輸送および貯留に関る個別

の要素に対応する環境影響評価が検討されている。 
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③Toward practical application of the vulnerability evaluation framework for geological 

sequestration of carbon dioxide (11E-3)(Lisa Bacanskas, U.S. Environmental Protection 

Agency )  

 

米国環境保護庁(EPA)は、サイト固有の諸評価とリスクマネジメントにおける意志決定の参

照として活用することを目的として、炭酸ガス地中貯留のための「脆弱性評価フレームワーク」

(VEF)を開発した。 3つの現行の CCSプロジェクトにおけるサイトアセスメントとの VEFの

比較検討の結果、VEF の主要な要素とこれら 3 つのサイトアセスメントは整合的であること

が判明した。 さらに適用範囲の拡大、地質属性の取扱い、および不確実性の管理の 3 つの重

要な課題が提起され、レセプターに関する詳細なアセスメントが必要であること等将来的な研

究開発の方向性も明らかになった。 

 

④Risk of Leakage versus Depth of Injection in Geological Storage (11E-4) (Michael A. Celia, 

Department of Civil and Environmental Engineering, Princeton University ) 

 

定圧入した炭酸ガスと置換されて移動した塩水の双方の漏洩に焦点を当てた、信頼できる定

量的リスクアセスメント手法の開発は重要な課題とされている。大規模石炭火力発電所が点在

するカナダ・アルバータ州・エドモントン南西の Wabamun 湖地区は、CCS の有力な候補地

であるが、同時に潜在的な漏洩経路として石油・天然ガスの坑井が多数存在する。 

定量的な解析には、水平多層構造の計算ドメインに数百本～数千本の坑井を包括する系を対

象として、特別な計算技術による炭酸ガス圧入と漏洩のシミュレーションが必要となる。多層

構造における複数坑井への圧入、それらに沿った漏洩に関る定量的な評価の結果、圧入深度の

増大に伴いリスクの減少が示された。これは長期間の地中貯留では、セメント劣化等による老

朽化した坑井からの漏洩が発生するため、対象貯留層が浅部である場合、既存坑井への流路が

形成されるため漏洩リスクが増加することに起因している。 

 

⑤Modeling and Simulation of Mechanisms for Leakage of 炭酸ガス from Geological 

Storage (11E-5) (Alv-Arne Grimstad, SINTEF Petroleum Research, NO-7465 Trondheim, 

Norway ) 

 

将来の炭酸ガス地中貯留に関連するリスクの調査と、地中貯留サイトに求められる必要最小

限の品質を決定するために、可能な漏出メカニズムの詳細研究が必要となる。本研究では、深

部塩水帯水層における炭酸ガス貯留層からの潜在的漏洩メカニズムが検討された。メカニズム

の基本的な概念は、キャップロックに覆われた透水性媒体中の浸透ネットワーク中における炭

酸ガスの浮力駆動による流動である。このような概念は、炭酸ガス貯留域がタービダイト流に

より形成されたチャンネル等を包括する乱堆積層で、頁岩のキャップロックに覆われた状況に
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対応している可能性がある。なおシミュレーション解析は、ブラックオイルモデルを使用して

実施された。 

 

3.4.4 リスクアセスメントのまとめ 

 炭酸ガスの地中貯留に関するリスクアセスメント手法は、確立されたものはないとされ、理

想的な手法を追求すべく現在も開発が進められている。まず、リスクアセスメントに関する事

例調査として公表されている報告書を調査し、カナダWeyburnプロジェクト、豪州 Otwayプ

ロジェクト、欧州 CO2STOREプロジェクトについて取りまとめた。 

また、リスクアセスメントに関するヒアリングとして、豪州現地調査出張により特に Otway

プロジェクトおよび ZeroGen プロジェクトに関するリスクアセスメントについて調査を行っ

て、具体的内容を取りまとめた。 

さらに、国際会議等による情報収集として、2008年 11月に米国ワシントン DCで開催され

た GHGT-9 におけるリスクアセスメントセッションについて、発表内容の概要を取りまとめ

た。 

 

(1)リスクアセスメントに関する報告書のまとめ 

ａ．Weyburnプロジェクトでは、炭酸ガス圧入の終了後、5,000年後までのシミュレーション

を実施して炭酸ガスの長期的到達範囲を推定した上で、FEP分析手法によるリスクアセスメ

ントを実施している。 

この分析により、炭酸ガスの状態・流動、貯留層、地化学、坑井の項目に関するベースケ

ースシナリオを特定し、重要なリスクおよび基本的な考え方を整理した。 

ｂ． Otwayプロジェクトでは、リスクの定量化、専門家パネルの設置、主要項目の定義、代

替案の検討、協議結果に基づく戦略決定、という手順に従う RISQUE手法を採用して定量的

リスクアセスメントを実施した。本プロジェクトについてはヒアリングにより詳細内容を調

査した。 

ｃ． CO2STOREプロジェクトでは、まずデンマークの事例で FEP分析手法を活用し、全て

の FEPの分析、最重要 FEPの決定後、シミュレーションモデルにより最重要 FEPとされた

9項目の評価を実施した。 

    またドイツの事例では、基本的事項の定義、FEP分析、安全シナリオ作成、確率論的シミ

ュレーションモデル構築、HSE影響に対する安全性評価の手順でリスクアセスメントが実施

され、時間スケール、空間的領域、発生確率、入力データ、モデルの限界を考慮して、仮想

的な 4シナリオ、すなわち参照シナリオ、シール漏洩シナリオ、坑井漏洩シナリオ、断層漏

洩シナリオを設定した評価が行われた。 
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(2)リスクアセスメントに関するヒアリングのまとめ 

ａ． 豪州 Otwayプロジェクトでは、専門家パネル設置という特徴を有する RISQUE法を採

用した。この理由は、FEP手法により網羅的に個別項目を定義すると長時間を要するため、

時間的制約を考慮した場合、専門家パネルによりシナリオを限定しつつ進める手法が適切と

判断したためである。 

ｂ． 重要なリスクを抽出し、発生確率について 8段階評価を実施、並行してシミュレーショ

ンモデルによる数値計算により炭酸ガス漏洩量および継続期間を評価し、重要リスク発生確

率も組込んだ炭酸ガス漏洩量による評価を実施した。 

 

(3)国際会議等による情報収集のまとめ 

ａ．GHGT-9のリスクアセスメントセッションにおいて、国際的現況および動向、海底下貯留

に対する環境影響評価事例、米国環境保護庁で開発した脆弱性評価プログラム、多数の石油・

天然ガス坑井が存在する場合の漏洩評価、深部塩水層における潜在的漏洩メカニズムの検討

について発表がなされた。 

ｂ．時間スケールについては、プロジェクトにより隔離メカニズムが異なるため、プロジェク

ト固有の検討が必要となる。また許容漏洩率については、0.01%/年との報告例もあったが、

濃度を推定して環境影響を議論する方が重要とされた。さらにリスクアセスメント手法では、

現在、定性的と定量的の区別が曖昧で、評価結果ではサイト固有のデータの入力およびその

反映を確認することが必要である。 
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第４章 推進委員会および技術WGの活動状況 

4.1 推進委員会 

4.1.1 第 1回推進委員会 

(1) 開催概要 

 ・日時：平成 20年 9月 10日（水）10:00-12:00 

 ・場所：航空会館 201会議室（東京都港区新橋 1-18-1） 

 ・出席者：32名 

(2) 議事 

①平成20年度調査方針  

②昨年度調査成果と平成20年度調査実施計画 

・ 石炭ガス化発電・CO2回収技術  

・ CO2貯留技術 

③米国FutureGen計画の現状  

④ゼロエミッション石炭火力に関する海外調査報告 

・POWER-GEN Europe 

   ・オーストラリア調査ほか 

 ・Conference on CCS in  a low carbon energy future 

   ⑤中国CCS-EORプロジェクトについて         

(3) 資料  
委０８－１－１ ：平成20年度調査方針  
委０８－１－２①：昨年度調査成果と平成20年度調査実施計画 

（石炭ガス化発電・CO2回収技術） 
委０８－１－２②；昨年度調査成果と平成20年度調査実施計画 

（CO2貯留技術） 
委０８－１－３ ：米国FutureGen計画の現状 
委０８－１－４①：ゼロエミッション石炭火力に関する海外調査報告 

POWER-GEN Europe    
委０８－１－４②：ゼロエミッション石炭火力に関する海外調査報告 

オーストラリア調査ほか 
委０８－１－４③：ゼロエミッション石炭火力に関する海外調査報告 

            Conference on CCS in a low carbon energy future 
委０８－１－５：中国CCS-EORプロジェクトについて  

 

4.1.2 第 2回推進委員会 

(1) 開催概要 

 ・日時：平成 21年 2月 26日（水）9:30-12:00 

 ・場所：航空会館 201会議室（東京都港区新橋 1-18-1） 

 ・出席者：31名 

(2) 議事 
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①前回（第１回）議事録の確認 

②今年度事業概要 

③CCS支援策に関する国際動向 

④欧州におけるＣＣＳプロジェクト動向 

⑤米国におけるＣＣＳプロジェクト動向 

⑥貯留技術（サイト選定等）動向  

⑦CCS-EOR米国調査報告                                          

(3) 資料 

委０８－２－１：第１回推進委員会議事録 

委０８－２－２：IZECプロジェクト2008年度事業概要 

委０８－２－３：CCS支援策に関する国際動向  

委０８－２－４：欧州におけるCCSプロジェクト動向 

委０８－２－５①：米国におけるCCSプロジェクト動向 

委０８－２－５②：CO2 Capture Ready Coal Power Plants（DOE/NETL）         

委０８－２－６①：貯留技術（サイト選定方法）動向調査結果報告 

委０８－２－６②：貯留技術（リスクアセスメント）動向調査結果報告 

委０８－２－７：CCS-EOR米国調査報告 

 

4.2 WG 

4.2.1 第 1回技術WG（合同開催） 

(1) 開催概要 

 ・日時：平成 20年７月 24日（水）13:30-16:30 

 ・場所：RITE 東京事務所 6階会議室（東京都港区西新橋 2-23-1） 

 ・出席者：26名 

(2)  議事および資料 

①前回（第４回）WG議事録の確認                             （資料技08-1-1） 

②今年度調査・研究の進め方                                  （資料技08-1-2） 

③FutureGENプロジェクトの見直し動向                         （資料技08-1-3） 

④海外出張報告 

・POWER-GEN Europe                                 （資料技08-1-4） 

・オーストラリア調査ほか                               （資料技08-1-5） 

・Conference on CCS in a low carbon energy future            （資料技08-1-6） 

   ⑤その他 

・今年度ＷＧ委員名簿                         （資料技08-1-7） 

・国際革新的ゼロエミッション石炭火力プロジェクト事業体制（案） （資料技 08-1-8） 
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4.2.2 第 2回 CO2貯留技術WG 

(1) 開催概要 

 ・日時：平成 20年 9月 30日（火）10:00-12:00 

 ・場所：RITE 東京事務所 6階会議室（東京都港区西新橋 2-23-1） 

(2) 議事および資料 

①前回（第 1回）WG議事録の確認                   （資料技 08-2-①）         

②今年度調査実施計画(作業内容とスケジュール)             （資料技08-2-②）  

③既存プロジェクト等におけるサイト選定方法          （資料技08-2-③）  

④既存プロジェクト等におけるリスクアセスメント手法     （資料技08-2-④）  

 

4.2.3 第 2回発電・CO2回収技術WG 

(1) 開催概要 

 ・日時：平成 21年 9月 30日（水）13:30-16:30 

 ・場所：RITE 東京事務所 6階会議室（東京都港区西新橋 2-23-1） 

(2) 議事および資料 

①前回（第1回）WG議事録の確認                  （資料技08-2-1） 

②今年度調査実施計画                        （資料技08-2-2） 

③海外調査報告                           

・ MIT CCS フォーラム     （資料技08-2-3①、資料技08-2-3②） 

・ DOE                                          （資料技08-2-4） 

④バブコック日立におけるCO2削減技術の開発       （資料技08-2-5） 

 

4.2.4 第 3回 CO2貯留技術WG 

(1) 開催概要 

 ・日時：平成 20年 12月 9日（火）9:30-12:00 

 ・場所：RITE 東京事務所 6階会議室（東京都港区西新橋 2-23-1） 

(2) 議事および資料 

①前回（第２回） ＷＧ議事録の確認                   （資料貯技08-3-1） 

②  全体概要          （資料貯技08-3-2） 

③  既存プロジェクト等におけるサイト選定方法の中間報告    （資料貯技08-3-3） 

④  既存プロジェクト等におけるﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄ手法の中間報告   （資料貯技08-3-4） 

⑤ その他 

 

4.2.5 第 3回発電・CO2回収技術WG 

(1) 開催概要 

 ・日時：平成 20年 12月 10日（水）9:30-12:00 
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 ・場所：RITE 東京事務所 6階会議室（東京都港区西新橋 2-23-1） 

(2) 議事および資料 

①前回（第２回）WG議事録の確認           （資料 発技08-3-1） 

②CO2 Capture Ready Coal Power Plants (DOE/NETL) （資料 発技08-3-2） 

③ガス化技術会議2008                                （資料 発技08-3-3） 

④GHGT9                                            （資料 発技08-3-4） 

⑤Enelにおける CO2回収技術の取組み ・ 

 

4.2.6 第 4回 CO2貯留技術WG 

(1) 開催概要 

 ・日時：平成 21年 2月 13日（金）9:30-12:00 

 ・場所：RITE 東京事務所 6階会議室（東京都港区西新橋 2-23-1） 

(2) 議事 

①前回（第３回）WG議事録の確認 

②H20年度 取り組み概要 

③既存プロジェクトにおけるサイト選定方法分析結果 

④既存プロジェクトにおけるリスクアセスメント検討結果 

⑤その他 

・欧米における法規制情報 

(3) 配布資料 

資料 貯技 08-4-1 平成 20年度第３回輸送・貯留技術WG議事録案 

資料 貯技 08-4-2 平成 20年度 取り組み概要 

資料 貯技 08-4-3 既存プロジェクトにおけるサイト選定方法分析結果 

資料 貯技 08-4-4 既存プロジェクトにおけるリスクアセスメント検討結果 

資料 貯技 08-4-5 欧米における法規制情報 

 

4.2.7 第 4回発電・CO2回収技術WG 

(1) 開催概要 

 ・日時：平成 21年 2月 13日（金）13:30-16:30 

 ・場所：RITE  東京事務所 6階会議室（東京都港区西新橋 2-23-1） 

(2) 議事および資料 

①前回（第３回）WG議事録の確認          （資料 発技08-4-1） 

②MHIのCCS取組み (MHI)               （資料 発技08-4-2） 

③EAGLE(IGCC)＋CCSの技術開発計画 (JPOWER)    （資料 発技08-4-3） 

④加圧CO2回収に関する技術調査の現状（RITE）     （資料 発技08-4-4） 

⑤欧米電力会社のCCS技術開発ロードマップ (NRI)    （資料 発技08-4-5） 
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⑥世界の主なCCSプロジェクト (RITE)             （資料 発技08-4-6）  

⑦欧州調査報告 (CRIEPI)                  （資料 発技08-4-7）   

⑧米国調査報告 (RITE)                       （資料 発技 08-4-8）   

 

 

第５章 CCS技術に関する情報提供および普及・啓発事業 

5.1  IZEC Workshop 2009 国際革新的ゼロエミッション石炭火力発電 

5.1.1 開催概要 

・ 趣  旨 

洞爺湖サミットＧ８の共同声明として、ＣＣＳ（二酸化炭素回収貯留）が気候変動と

エネルギー安全保障に取り組む際に重要な役割を持つこと、また、２０２０年までのＣ

ＣＳの幅広い普及の開始に向け、技術開発やコスト削減を支援することを目的として、

２０１０年までに２０の大規模実証プロジェクトを立ち上げる必要のあることが謳わ

れている。 

このような状況のもと、現在、欧米、豪州などにおいて、石炭火力発電所のゼロエミ

ッション化を目指したパイロットプロジェクトが立ち上がってきている。本ワークショ

ップでは、これらのプロジェクトの状況を広く紹介した。 

・ 主 催: 財団法人 地球環境産業技術研究機構 

・ 後 援: 経済産業省資源エネルギー庁、ＮＥＤＯ，石炭エネルギーセンター 

・ 日 程: 平成 21年 2月 23日（月）10:00 – 17:00 

・ 会 場: 虎ノ門パストラル １Ｆ「鳳凰」（東京都港区虎ノ門 4-1-1） 

・ 言 語: 英語、日本語（日英同時通訳） 

・ 参加者: 286名 

 

5.1.2 プログラム 

・開会挨拶 RITE副理事長・研究所長 茅 陽一 

・来賓挨拶 経済産業省資源エネルギー庁 資源・燃料部長 北川 慎介 

・講演 1 

「米国におけるにニアゼロミッション石炭に関する展望」 

Victor K. Der (U.S. Department of Energy, Office of Fossil Energy) 

・講演 2 

「豪州における CCS戦略と CCSプロジェクトの動向」 

John Hartwell (Department of Resources, Energy & Tourism) 

・講演 3 

「イタリア ENELの CCSプロジェクト：戦略と目的、アプローチ」 

Giancarlo Benelli (Enel, Innovation and Engineering Division) 
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・講演 4 

「カナダにおける CCS－商用規模の帯水層貯留プロジェクト」 

Malcolm Wilson (University of Regina) 

・講演 5 

「ノルウェーにおける先端的 CO2回収技術の展望」 

Olav Bolland (Norwegian University of Science and Technology) 

・閉会挨拶 RITE専務理事 本庄 孝志 

 

5.1.3 アンケート集計結果 

(1) アンケート実施概要 

 ワークショップ参加者にアンケート用紙を配布し、講演終了後に回収し集計を実施した。 

 

(2) 参加登録者業種別割合 

 事前参加登録者の業種別の割合は次のとおり。幅広い業種からの参加登録が行われた。 

 

(3) アンケート回答結果 

① 本ワークショップを何でお知りになりましたか。 

3%
16%

5%

2%

6%
19%

2%

8%

11%

15%
13%

1.官公庁

2.公益法人

3.大学・研究機関

4.エンジニアリング会社・建設会社

5.鉄鋼

6.石油・化学

7.電力・ガス

8.メーカー

9.コンサル

10.マスコミ

11.その他

15%

3%

23%

1% 1%

57%

案内メール

RITEホームページ

関係機関ホームページからの
アクセス

関係者の紹介

チラシ

その他
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② 本ワークショップ参加の動機について、該当する項目を全て選んでください。 

 

③ CO2回収について、該当する項目を選んでください。 

 

④ CO2貯留について、該当する項目を選んでください。 

 

 

 

23%
36%

15%
1%

25% ゼロエミッション石炭火力発
電に興味がある

CO2削減技術に興味があ
る　

CCSに興味がある

地球温暖化対策に興味が
ある

その他

12%

27%

60%

1%
実施予定がある

実施が必要と考えている

情報収集を継続したい

あまり関心はない　

その他

27%

68%

1%
3%1%

実施予定がある

実施が必要と考えている

情報収集を継続したい

あまり関心はない　

その他
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⑤ ワークショップの内容についてお聞かせください。 

a.講演内容（テーマ、招聘者等）はいかがでしたか。 

(a)講演１ 「米国におけるにニアゼロミッション石炭に関する展望」 

 

 

(b)講演２ 「豪州における CCS戦略と CCSプロジェクトの動向」 

 

(c)講演３ 「イタリア ENELの CCSプロジェクト：戦略と目的、アプローチ」 

7%

28%
22%

14%

29%

大変満足

満足

普通

やや不満

その他

20%

49%

27%

2% 2%
大変満足

満足

普通

やや不満

その他

12%

45%

30%

9% 4%
大変満足

満足

普通

やや不満

その他
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(d)講演４ 「カナダにおける CCS－商用規模の帯水層貯留プロジェクト」 

 

 

(e)講演５ 「ノルウェーにおける先端的 CO2回収技術の展望」 

 

 

b.ワークショップの時間（配分、全体時間等）はいかがでしたか。 

20%

56%

24% 大変満足

満足

普通

やや不満

その他

30%

52%

2% 5%

11%
大変満足

満足

普通

やや不満

その他

76%

19%

1% 4%
ちょうどよい

長い

短い

その他
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c.次回ワークショップの講演内容（テーマ、招聘者等）についてご希望がありましたらお聞

かせください。 

（CCSプロジェクト動向） 

・是非、日本からも講演が欲しい。またパネル討論も加えると盛り上がる。 

・ヨーロッパの Enel、Vattenfall、E-ON等を招聘してほしい。 

・中国、インドの低排出石炭火力への取り組み。 

・米の新政権下での政策の変更点。 

・EUの政策担当者から話を聞きたい。 

・他の実施事業者、プラントメーカー。 

・CCSプロジェクト（具体的に進んでいるもの）のリーダーから、それぞれのプロジェクト

状況の報告。 

・最も具体的に進んでいる CCSのプロジェクトの詳細紹介。 

・今回紹介のあった個別ＰＪの詳細成果を聞く機会があるとよい。 

・政策と技術的具体的な話とバランス良く構成されると良い（同国で）。 

（CCSに関する法整備、法規制、PA） 

・世界の各プロジェクトにおけるサイト選定の考え方（基準、地質学的要件、地質調査手法

など）。 

・CCSに関する各国法制度整備の進捗について。 

・CCS規制の動向に重点をおいたテーマ。 

・地域毎というよりは、要素技術・法制度等のテーマ別の講演。 

・法的枠組やパブリックアクセプタンス等の問題。国では中国、インド、韓国等の状況。 

・EU、米国の法規制、PAの具体的な事例紹介。 

（その他） 

・石炭以外の GHG対策に関する話題。 

・化学品製造の原料としての炭素源。 

・最新の技術開発、革新的技術案等、テクニカルな内容の講演。 

・タイトル通りもっと石炭火力（+CCS）中心にお願いしたい。 

・CO2物性研究についての動向（超臨界、低温液体、材料）。 

・モニタリングの具体例の報告。 

・IGCCのガス浄化技術の現状（米国、ヨーロッパ）。 

・CO2削減技術（CCS、植物固定）がビジネスに結びついた例の紹介。 
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⑥ ロビーで紹介した世界の CCS情報についてお聞かせください。 

 

⑦ 現時点で地球温暖化対策に向けて最も効果的と思われる技術についてお聞かせください。 

（CCS関連） 

・CCS 

・現状進めている CCS技術の次の技術：膜分離法や CO2有効利用技術。 

・ポストコンバッションでの化学吸収液回収。 

・CCSを CDMとして認めてもらうこと。 

・CO2地下貯留より液状化の方向での検討。 

・クリーンコール技術、燃焼高効率化。 

・CCS 技術、そのエネルギーペナルティーをコンペンセイトするために USC あるいは

A-USCが必要。IGCCは本当に商用化でもつのか。はなはだ不透明である。 

・日本にとっては、クリーンエネルギーの開発 CCSは日本に貯留するところが少ないので

はないかと思慮する。技術協力にも慎重な対応が大事。技術だけ持っていかれないように

すべき。 

・CCS、CO2排出制限努力も大切だが、社会の持続的発展を考える上では限界がある。 

・①脱二酸化炭素エネルギーによる電力確保 ②再生可能エネルギーのシェアの拡大  

③技術開発の向上による CO2低減 ④CCS技術 

・CCS、超電導。 

（バイオマス） 

・CCSで貯蔵・箇所のモニタリングが出来れば有効と思うが、今の所はバイオマス燃焼。 

・バイオマス（植物・藻類）による固定化、廃材（アルカリ性資源、コンクリート廃材等）

の有効利用。 

（省エネ、高効率化） 

・消費の削減。 

・省エネ 

・エネルギー利用の効率化。 

3%
9% 8%

27%

53%

大変役に立った

参考になった

普通

やや不満　

その他
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・高効率の設備を新興国にも導入する（セクター別アプローチ）。 

（原子力発電） 

・原子力発電。 

・原子力の推進と既存石炭火力の効率向上及び CCSの実用化。 

・原子力発電、電気自動車、電化の促進。 

（再生可能エネルギー） 

・太陽光利用。 

・再生可能エネルギーの利用 

（その他） 

・個人の自動車保有の制限と公共電気自動車の普及など。 

・①カーボンフットプリント ②原子力発電と燃焼サイクル確立の推進 ③人口の抑制 

・CO2を排出しない CO2削減技術。 

・CO2回収再利用。 

 

⑧ その他、感想やお気づきの点などございましたら、ご記入ください。 

（CCS技術について） 

・CCSは政府の大規模な補助が必要。十分なアピールを今後続けて頂きたい。 

・エネルギーを使い回収した CO2 は地中に戻すのでは元が取れない。化学原料等として再

利用、販売付加価値をもたせる。出来ないと大きなシステムとして成り立たないと考える。 

・CCS の安全性、将来的な PA の必要性を考慮すると CO2貯留の日本における地質学背景

を明確にし、理論武装をしておく必要があると考える。 

・海外への日本の技術/製品輸出を Promoteする意味でも国内で CCS（10000ｔ/ｄ規模）を

実施してはどうか。 

・有用な COからシフト反応で CO2を造るのは、CO2回収と言えるか？ 

（講演内容について） 

・定期的に情報収集できる場を提供して頂き有難い。 

・今回のWSで各国の CCS開発動向を直に聞くことができ、非常に有益でした。 

・他の国の状況も知りたい。 

・パネルディスカッションがあった方が良い。 

（配布マテリアルについて） 

・講演の概要を小冊子に書いて頂いたこと、素晴らしい。 

・日本語の要旨が付いており良かった。 

・発表者のコンタクト先を表示していただきたい。 

・英語が不利な者様にこれからも配慮願いたい。 

・プレゼン資料の当日配布希望。 

・講演内容の事前 studyが可能な様に HP（日本語）で紹介が欲しい。 
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（運営方法について） 

・スムーズな通訳をお願いしたい。 

・会場からの質問に対して、講演者が適切に答えていないケースが多い。 

・質問時間がたっぷりあってよかった。 

・質疑応答の時間が十分確保されており大変良かった。" 

・3人で座るには厳しい座席の配置であった。 

・午前 2件、午後 2件ぐらいのプログラムを希望。 

・終日でかつ月曜というのはきついので、午後 12:30～17:30とかが良かった。 

 

(4) 今後のワークショップへの提言 

 上記アンケートの結果から、参加登録者の業種が多岐に渡っており、CCS技術への関心の高

さが伺える。CCS技術への関心・興味の高さとは対照的に、実施予定があるとの答えは少なく、

現状では情報収集段階であることがわかる。 

 今回のワークショップでは、欧州、米国、豪州のプロジェクト担当者からの最新動向の報告

がなされたが、これらの講演の満足度は大変高く、情報収集への要求に対してはタイムリーで

あったと言える。 

 今後の要望についても多岐に渡っており、各種の情報への要求があることがわかる。特に

CCSに関する法整備、法規制、PA関連への要望もあり、今後 RITEとして調査事業の方向の

一つとして注力すべき分野と考える。 

 運営方法について、いくつか厳しい意見をいただいている。RITE における今後の運営、実

施体制などに反映させていく。 

 

 

5.2  IZECフォーラム 

5.2.1 第 2回 IZECフォーラム（旧称 FutureGenフォーラム） 

(1) 開催概要 

・日時：２００８年６月３０日(月) 15:00-17:00 

・場所：TIS竹芝ビル１Fプレゼンテーションルーム 

        〒105-8624 東京都港区海岸 1丁目 14番 5号 

(2) プログラム 

・開会挨拶                    

・経済産業省挨拶                

・今年度フォーラム運営について    

・講 演 

① 米国 FutureGen事業計画最近の動向          【RITE 楠田恒雄】 

② 欧州における石炭ガス化 CCS ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ動向調査報告   【RITE 若濱洋】 
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③ CO2回収技術海外調査                 【RITE 藤岡祐一】 

④ ZeroGen Clean Coal Power Project  【ZeroGen Pty Ltd. CEO Dr. Tarr】 

 

5.2.2 第 3回 IZECフォーラム 

(1) 開催概要 

・日時：２００９年３月１８日(水) 14:00-17:00 
・場所：コンファレンススクエアエムプラス 10F「グランド」 

（東京都千代田区丸の内 2-5-2 TEL:03-3282-7777） 

(2) プログラム 

・開会挨拶                    

・経済産業省挨拶                   

・講 演 

① CCSをめぐる最近の状況 

経済産業省産業技術環境局 

京都メカニズム推進室（併）地球環境技術室 課長補佐  渡辺信彦 

② 日本メーカーの CCS取組み状況   

・ 三菱重工業における CCS取組状況（CO2回収） 

  三菱重工業株式会社 原動機事業本部 技師長 橋本貴雄 

        三菱重工業株式会社 プラント・交通システム事業センター 

           環境化学計画部環境プラント計画グループ 主席 大石剛司  

・ 日立グループにおける CO2削減技術の開発 

        バブコック日立株式会社 呉研究所 主管研究長 高本成仁 

・ 東芝の CCSに向けた取組み 

  株式会社東芝 電力システム社 火力・水力事業部 

CCS推進担当 グループ長 鈴木 健介 

③ 欧米電力会社の石炭火力 CCSプロジェクト動向 

RITE東京分室長 伊東 明人 

④ CO2回収技術に関する RITEの取組み 

RITE 化学研究グループリーダー  藤岡 祐一 

 

5.3 IZECウェッブサイトコンテンツの作成と運用 

5.3.1 目的 

 RITE が実施している国内外のゼロエミッション石炭火力発電に関する技術動向および政策

動向の調査結果について、webサイトを通じて幅広く情報提供を行い、ゼロエミッション石炭

火力発電に関する理解を深めていただくことを目的とする。（URL：http://www.izec.jp） 
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5.3.2 コンテンツの構成 

(1) 世界の石炭火力 CCSプロジェクトデータベース 

 世界中で現在実施、計画されている主要なゼロエミッション石炭火力 CCS プロジェクトに

関するデータベースを作成した。これらを国別に整理して、各プロジェクトの詳細ページにリ

ンクする構成になっている。 

 

(2) 世界各国のイニシアティブデータベース 

 世界各国、各機関におけるゼロエミッション石炭火力発電および CCS に関する方針・戦略

ならびに国際的なイニシアティブについて、その概要を整理しデータベースを作成した。各イ

ニシアティブの詳細についてリンクを構成している。 

 

(3) 世界各国のイニシアティブ R&Dデータベース 

 各イニシアティブにおいて実施しているプロジェクトについて、データベースを作成した。

それぞれのプロジェクトの詳細についてリンクを構成している。 

 

(4) 米国 DOE FutureGen関連情報 

 DOEの webサイトを参考に、FutureGen関連情報を掲載した。 

上記(1)-(4)の情報については、RITEの調査事業により随時情報更新をしていく必要がある。 

 

(5) IECM操作ガイド 

 IECMは、“Integrated Environmental Control Model（総合環境管理モデル）”の略称であ

り、石炭火力発電施設のパフォーマンス、排出及びコストを計算するためのツールであり、米

国エネルギー省の国立エネルギー技術研究所(NETL)のサポートを受け、カーネギーメロン大

学によって開発された。 

IECMを用いることにより、石炭火力発電施設における排出管理装置（二酸化炭素、NOｘ、

SOｘ、粒子状物質等の制御装置）のコスト及びパフォーマンスの系統的分析が可能となる。 

ここでは、この操作ガイドの日本語版をコンテンツ化した。 
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図 5.3.1   トップページの構成 

 

図 5.3.2   コンテンツの一例 
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平成 20 年度  

国際革新的ゼロエミッション石炭火力プロジェクト 

成果報告書 付録Ａ-0 

 



 

１．世界の主要な石炭火力ＣＣＳプロジェクト計画（♯1～♯31） 

# 1：Mountaineer（米国）：AEP（Post，Ph1：パイロット，Ph2：デモ）..................1 

# 2：Antelope Valley（米国）：Basin Electric Power（Post，デモ） ............................1 

# 3：WA Parish（米国）：NRG Energy（Post，デモ）..................................................2 

# 4：Tenaska Project（米国）：Tenaska Energy（Post，コマーシャル） .....................2 

# 5：Edwardsport（米国）：Duke Energy（Pre(IGCC)，キャプチャーレディ）..........3 

# 6：Boundary Dam（カナダ）：Sask Power（未定，デモ） ........................................3 

# 7：Schwarze Pumpe（ドイツ）：Vattenfall（スウェーデン）（Oxy，パイロット） ...4 

# 8：Jänschwalde（ドイツ）：Vattenfall（スウェーデン）（Oxy及び Post，デモ）.....4 

# 9：Goldenbergwerk（ドイツ）：RWE（Pre(IGCC)，デモ）.......................................5 

#10：Kingsnorth（英）：E.OK UK（Post，キャプチャーレディ） ...............................5 

#11：Tilbury（英）：RWE Npower（Post，デモ） ........................................................6 

#12：Ferrybridge（英）：SSE（Post，キャプチャーレディ） .......................................6 

#13：Killingholme（英）：E.ON Ruhrgas UK（Pre(IGCC)，デモ） ............................7 

#14：Teesside（英）：Coastal Energy(Centrica)（Pre(IGCC)，デモ）.........................7 

#15：Hatfield（英）：Powerfuel（Pre(IGCC)，デモ） ..................................................8 

#16：Enel CCS1（イタリア）：Enel SpA（Post，パイロット） ....................................8 

#17：Magnum（オランダ）：Nuon（Pre(IGCC)，キャプチャーレディ） .....................9 

#18：Nordjylland Power Station（デンマーク）：Vattenfall（Post，デモ） ................9 

（参考♯52：Loy Yang（豪州）：Loy Yang Power（Post，パイロット）.....................10 

#19：Hazelwood（豪州）：International Power（Post，パイロット） .......................10 

#20：Callide（豪州）：CS Energy（Oxy，パイロット）.............................................. 11 

#21：ZeroGen（豪州）：ZeroGen Pty Ltd.（Pre(IGCC)，デモ） ................................ 11 

#22：Monash Energy Project（豪州）：Monash Energy（Pre(ガス化)，商業規模）..12 

#23：FutureGas（豪州）：Hybrid Energy Australia（Pre(ガス化炉)，商業規模） ....12 

#24：Coolimba（豪州）：Aviva Corporation（Oxy，キャプチャーレディ） ...............13 

#25：GreenGen（中国）：GreenGen Co.（Pre(IGCC)，デモ） ...................................13 

#26：BP Carson(DF-1)（米国）：BP Edison Mission Group（デモ） .........................14 

#27：Total Lacq（フランス）：Total（パイロット）.....................................................14 

#28：Hammerfest（ノルウェー）：Hammerfest Energie（パイロット） ...................15 

#29：Mongstad（ノルウェー）：StatoiHydro（デモ） .................................................15 

#30：Naturkraft Kårstø（ノルウェー）：Gassnova（－）...........................................16 

#31：E.ON Karlshamn（スウェーデン）：E.ON（パイロット(R&D)） ......................16 

 

 



 

２．世界の主要なＣＯ２貯留プロジェクト（♯32～♯44） 
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１．世界の主要な石炭火力ＣＣＳプロジェクト計画（♯1～♯31） 

# 1：Mountaineer（米国）：AEP（Post，Ph1：パイロット，Ph2：デモ） 

# 2：Antelope Valley（米国）：Basin Electric Power（Post，デモ） 

世界の主要な石炭火力CCSプロジェクト計画 #1

Mountaineer（米国） ： AEP （Post、Ph1:パイロット、Ph2:デモ）

AEPは、レトロフィットによる燃焼後回収を計画しており、2段階のフェーズがある。

第1フェーズでは、既設のMountaineer火力発電所（1,300MWe）の排煙の一部を利用し、燃焼後回収方式
で、冷却アンモニアプロセス（Alstom社製）を用いたCO2回収を行う。

第1フェーズとして、2009年より、30MWe規模のCO2回収システムを用いた有効化試験を行う計画である。

なお、同プロセス技術の有効性が確認されれば、第2フェーズとして、 2012年より、既設のNortheastern石
炭火力発電所（450MWe）に対して、200MWe規模のCO2回収とEORの商業運転を開始する予定である。

出所） http://www.aep.com/environmental/climatechange/carboncapture/

事業主体 ： AEP
パートナー ： Alstom
投資・補助額 ： N/A

Phase1（Mountaineer）
発電出力 ： 30MWe
貯留場所 ： Mountaineer発電所内地下

約2マイルの塩水層
貯留量 ： 10万t/y（原典）、330t/d(換算)

Pase2（Northeastern）
発電出力 ： 200MWe
貯留方法 ： EOR

(パイプラインで輸送)
貯留量 ： 150万t/y（原典）、5,000t/d(換算)

Alstom冷却アンモニアプロセスプロジェクトの概要

排煙
（高CO2、低硫黄）

排煙

排煙
（低CO2、低硫黄）

低濃度CO2
吸収液

コンプレッサー

圧縮CO2

排煙
冷却器

CO2吸収塔

最終
処理 最終

処理

貯留

CO2圧縮

再
生
塔

煙突

排煙脱硫

高濃度CO2
吸収液

世界の主要な石炭火力CCSプロジェクト計画 #2

Antelope Valley（米国） ： Basin Electric Power (Post、デモ)

本プロジェクトは、既存の450MW石炭火力発電所の排煙のうち、120MW相当分を回収し、分離したCO2を
地中に注入してEORに活用する実証プロジェクトである。

CO2回収には、Powerspan社のアンモニアを用いた化学吸収法であるECO2
TM技術が採用される。

CO2の圧縮、輸送のパイプラインは、Dakota Gasification社の設備が用いられる。

 2009年よりプロジェクトを開始し、2012年の運転開始を計画している。

出所） http://www.powerspan.com/news/BEPC-PowerspanRelease_031308FINAL.pdf
http://www.basinelectric.com/News_Center/News_Releases/Basin_Electric,_Powerspan_brin.html

プロジェクトの概要

事業主体 ： Basin Electric Power
パートナー ： Powerspan、Dakota Gasification
（Dakota Gasificationは、Basin Electric Powerの子会社）
投資・補助額 ： $200-300M （補助は不明）

発電出力 ： 120MWe
(2×450MWのうち120MW相当分を回収)
燃料 ： 石炭
貯留方法 ： EOR
輸送方法 ： パイプライン
貯留量 ： 100万t/y(原典)、3,300t/d(換算)
貯留可能量 ： N/A

2009年1月現在、詳細な計画は立てられていないと見られる。
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# 3：WA Parish（米国）：NRG Energy（Post，デモ） 

# 4：Tenaska Project（米国）：Tenaska Energy（Post，コマーシャル） 

世界の主要な石炭火力CCSプロジェクト計画 #3

WA Parish（米国） ： NRG Energy （Post、デモ）

本プロジェクトは、既存の600MWe石炭火力発電所の排煙のうち、125MWe相当分を回収し、分離した
CO2を地中に注入してEORに活用する実証プロジェクトである。

CO2回収には、Powerspan社のアンモニアを用いた化学吸収法であるECO2
TM技術が採用される。

 2012年に運転開始を計画している。
 MIT資料によると$150Mの投資額が予定されているが、公的資料には掲載されていない。

出所） http://www.powerspan.com/news/release_32.pdf
http://www.c2c.ucsb.edu/summit2007/pdf/presentations/frank_alix.pdf

事業主体 ： NRG Energy
パートナー ： Powerspan
投資額 ： N/A(補助も不明)

発電出力 ： 125MWe
（600MWeのうち、125MWe相当分を回収）
燃料 ： 石炭
貯留方法 ： EOR
貯留量 ： 100万t/y(原典)、3,300t/d(換算)

プロジェクトの概要

排ガス流入

CO2売却
・分離

煙突

世界の主要な石炭火力CCSプロジェクト計画 #4  

Tenaska Project（米国） ： Tenaska Energy (Post、コマーシャル)

本プロジェクトは、CO2の回収、輸送、貯留を伴った商業規模の燃焼後回収方式による石炭火力発電所新
設プロジェクトである。

 実際に建設が行われた場合、CO2回収・貯留を伴った世界初※の商業用石炭火力発電所となる。

 2008年にサイトの許認可申請を行い、2009年にプロジェクト進行の最終決定が行われる。

プロジェクト開始が決定された場合、2009年末に建設を開始し、2014年に商業運転開始を計画している。

出所） http://www.tenaskatrailblazer.com/trailblazer.html
http://www.tenaska.com/newsItem.aspx?id=30

プロジェクトの概要

事業主体 ： Tenaska
パートナー ： －
投資・補助額 ： $ 3 B

発電出力 ： 750MWgross, 600MWnet
燃料 ： 亜瀝青炭
貯留方法 ： EOR
輸送方法 ： パイプライン
貯留量 ： N/A
※発生するCO2の85-90%を回収する計画である。
貯留可能量 ： N/A

開閉所

蒸気タービン/発電機

ボイラ
繊維性フィルター

脱硫ユニット（FGD）

CO2回収プラント

CO2圧縮ステーション

※） Tenaska Energy社Press Releaseによる
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# 5：Edwardsport（米国）：Duke Energy（Pre(IGCC)，キャプチャーレディ） 

# 6：Boundary Dam（カナダ）：Sask Power（未定，デモ） 

世界の主要な石炭火力CCSプロジェクト計画 #5 

Edwardsport（米国） ： Duke Energy （Pre(IGCC)、キャプチャレディ）

本プロジェクトは、キャプチャレディのIGCCであり、調達作業やサイトでの用地整備が既に始まっていること
等に鑑み、プロジェクトは順調に進んでいると見られる。

 2007年11月にインディアナ州よりIGCCプラント建設の認可を取得。2012年に運開を計画している。

キャプチャレディとして、土地に余地を残しつつ、CO2の貯留技術の研究のために、DOEより$1Mの補助を
受ける等、CCSには前向きに取り組んでいる。

出所） http://www.duke-energy.com/power-plants/new-generation/igcc.asp

事業主体 ： Duke Energy
パートナー ： GE
投資額 ： $2.3B
補助 ： $460Mのtax incentive

（うち連邦：$133.5M
残りは州政府)

発電出力 ： 632MWe
燃料 ： 石炭
貯留方法 ： EOR
貯留量 ： N/A

キャプチャレディ
として確保された

土地

プロジェクトの概要

世界の主要な石炭火力CCSプロジェクト計画 #6 

Boundary Dam（カナダ） ： SaskPower （未定、デモ）

当初は、Shand2発電所にて酸素燃焼方式を計画していたが、コストの増加により、サイトをBoundary Dam
に移し、計画をスケールダウンして再構築中である。

カナダ連邦政府及びサスカチュワン州政府の支援の下、Boundary Dam石炭火力発電所の第3ユニット
(139MWe)をレトロフィットし、CCSを備えた100MWe発電ユニットに改める計画である。

当初は、酸素燃焼方式を計画していたが、計画見直しに伴い、現在CCS技術RFPを発行中である。

出所） http://www.saskpower.com/cleancoal/index.html

事業主体 ： SaskPower
パートナー ： 未定
投資額 ： $1.4B 

SaskPower ：$740M
カナダ連邦政府 ：$240M
残りは、石油業界など民間の
出資を期待

発電出力 ： 100MWe
燃料 ： 石炭（褐炭）
輸送方法 ： パイプライン
貯留方法 ： EOR
貯留量 ： 100万t/y(原典)、3,300t/d(換算)
課題 ： 回収したCO2をEOR用途で販

売し、回収費用を相殺する計画
であるが、販売先確保と販売価
格の展望が課題となっている。

現在の計画（Boundary Dam発電所）当初の計画（Shand2発電所）

計画変更の理由

 予算規模が、$1.5Bから$3.8Bに拡大した
 回収したCO2の量が、EOR向け需要には多すぎる可能性が生じた

既存のボイラー・タービン

冷却塔

空気分離装置

煙突

コンプレッサー
タービン
ボイラー

発電出力：
450MWgross
（300MWnet）
酸素燃焼方式
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# 7：Schwarze Pumpe（ドイツ）：Vattenfall（スウェーデン）（Oxy，パイロット） 

# 8：Jänschwalde（ドイツ）：Vattenfall（スウェーデン）（Oxy及び Post，デモ） 

世界の主要な石炭火力CCSプロジェクト計画 #7

Schwarze Pumpe（ドイツ） ： Vattenfall（スウェーデン） （Oxy、パイロット）

本プロジェクトは、世界初※の酸素燃焼方式の小規模パイロットプラントであり、現在既に稼働中である。

 2006年5月より、30MWthのパイロットプラントの建設を開始し、2008年9月9日に竣工、運転開始した。

パイロットプラントを3年間運用する予定であり、そこで得られた知見を後日、実証プラント（650MWth, 
250~350MWe規模を計画）、商業プラントに活用する計画である。

Vattenfallは、2015年～2020年の間に、CCSを伴う商業プラントの建設を目指している。

出所） http://www.vattenfall.com/www/co2_en/co2_en/index.jsp

事業主体 ： Vattenfall
（スウェーデンの大手電力会社、
政府100%出資であり、ドイツ
等でも事業を行っている）

パートナー ： Linde AG、Alstom、
Siemens、Babcock

投資額 ： € 70M 
(Vattenfallが全額負担)

発熱量 ： 30MWth
燃料 ： 石炭（褐炭及びハードコール）
貯留場所 ： Zechstein Sealにおける

Altmarkガス田
（枯渇天然ガス田）

※ 距離は、350kmでローリーで輸送

復水器

ボイラー

蒸気タービン

冷却水

電気

窒素

空気

空気分離

酸素

燃料

ボトムアッシュ

フライアッシュ

石膏

水

脱硫

集塵
冷却器

CO2圧縮器

CO2

排煙の再循環
（CO2・水蒸気）

動力

動力

プロジェクトの概要

※） Vattenfall社Press Releaseによる

世界の主要な石炭火力CCSプロジェクト計画 #8 

Jänschwalde（ドイツ） ： Vattenfall（スウェーデン） （Oxy及びPost、デモ）

本プロジェクトは、250MWe×2基のプラントに対して、CCSを導入する実証プロジェクトである。

一方は、既存ボイラーを新たに酸素燃焼方式用に交換し、もう一方は、燃焼後回収方式にレトロフィットされ
る計画である。

2015年の運転開始を計画している。2008年半ばよりFS、2009年初より詳細な計画及び、許認可申請を行
い、2011年より建設を開始する予定である。

出所） http://www.vattenfall.com/www/co2_en/co2_en/index.jsp

事業主体 ： Vattenfall
パートナー ： －
投資額 ： N/A（補助も不明）

発電出力 ： 250MWe×2
（酸素燃焼方式、燃焼後回収のダブルデモプロ
ジェクトである。）
燃料 ： 褐炭
貯留方法 ： N/A
貯留量 ： N/A

プロジェクトの概要 2008年現在、FSの段階であり、まだ詳細な計画は立てられていない
と見られる。
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# 9：Goldenbergwerk（ドイツ）：RWE（Pre(IGCC)，デモ） 

#10：Kingsnorth（英）：E.OK UK（Post，キャプチャーレディ） 

世界の主要な石炭火力CCSプロジェクト計画 #9

Goldenbergwerk（ドイツ） ： RWE （Pre(IGCC)、デモ）

本プロジェクトは、CO2の回収、輸送、貯留を伴った450MWgross規模のIGCC発電所の建設を目標として
いる。

 2008年8月に、発電所のサイトが決定し、2014年の運転開始を計画している。

CO2貯留場所としては、ドイツ北部のSchleswig-Holstein を予定しており、現在サイトを調査中である。

出所） http://www.rwe.com/

プロジェクトの概要

発電所

計画 許認可 IGCC/CCS建設

パイプライン

貯留施設

運転開始

RPPの開始 計画・許認可
（RPPが終わり次第FPPPを開始）

FPPP終了 パイプラインの
建設

貯留施設の
建設

地震調査 試掘井 許認可

RPP : Regional Planning Procedure
FPPP ： Formal Public Planning Procedure

石炭乾燥ユニット

ガス化炉

CO変換、CO2回収

空気分離装置

コンプレッサー

CO2パイプライン

発電機

ガスタービン

蒸気タービン

熱回収蒸気発生器

事業主体 ： RWE
投資額 ： € 1.7B （補助は不明）
発電出力 ： 450MWgross、330MWnet
燃料 ： 石炭(褐炭)
輸送方法 ： パイプライン
貯留方法 ： 帯水層貯留
貯留量 ： 260万t/y(原典)、8,600t/d(換算)

世界の主要な石炭火力CCSプロジェクト計画 #10 

Kingsnorth（英） ： E.ON UK （Post、キャプチャーレディ）

本プロジェクトは、既存のKingsnorth発電所（485MW×4基）を、高効率の石炭火力発電所（800MW×2
基）に更新するプロジェクトであり、2013年の完了を目指している。

更新プランにCO2回収キャプチャーレディのシステムを付加し、英国政府（BERR: Department for 
Business, Enterprise & Regulation Reform）のCCS計画の公募（2008年3月31日締切）に応募した。

 2008年6月30日の段階で、候補プロジェクトの4件のうちの1件としてノミネートされており、2009年半ばまで
に採択プロジェクトが発表される。

出所） http://www.eon-uk.com/generation/supercritical.aspx

事業主体 ： E.ON UK
パートナー ： Arup (プロジェクトマネジメント会社)

Flour、MHI（CO2回収技術の提供）
EPRI (海外の技術の普及)
Penspen (パイプライン輸送)
Tullow Oil (CO2貯留)

投資額 ： 1 GBP(補助は不明)

発電出力 ： 800MWe×2
燃料 ： 石炭
輸送方法 ： パイプライン
貯留方法 ： 枯渇ガス田
貯留量 ： N/A

プロジェクトの概要 2009年半ばに、コンペによる採択プロジェクトが決定する。
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#11：Tilbury（英）：RWE Npower（Post，デモ） 

#12：Ferrybridge（英）：SSE（Post，キャプチャーレディ） 

世界の主要な石炭火力CCSプロジェクト計画 #11 

Tilbury（英） ： RWE npower （Post、デモ）

本プロジェクトは、現在建設計画中のTilbury石炭火力発電所で行うCCS実証プロジェクトである。

RWE npowerが事業主体となり、CO2回収技術を持つ企業等とパートナーを組成している。

Tilbury発電所は、2006年にFSを行い、2007年に1B GBPの投資を行うことを決定した。2014年の運転開
始を計画している。

出所） http://www.cslforum.org/documents/Paris/Krumbeck_PostCombustionCapture_27March2007.pdf

事業主体 ： RWE npower
パートナー ： BOC (各種ガスを提供)

Cansolv Technologies（脱硫、CO2回収技術の提供）
I.M. Skaugen (LPG、石油化学系ガスの海運会社)
Shaw (EPCコントラクター)
Tullow Oil (ガス、石油探索会社)

投資額 ： 1 B GBP以上（補助は不明）

発電出力 ： 800MW×2
燃料 ： 石炭
貯留方法 ： N/A
貯留量 ： N/A

プロジェクトの概要 2006年にFSが終了し、2008年現在は、詳細な計画中である
と見られる。

世界の主要な石炭火力CCSプロジェクト計画 #12 

Ferrybridge（英） ： SSE （Post、キャプチャーレディ）

本プロジェクトでは、25年以上稼動し老朽化したFerrybridge発電所に対し、ボイラーの改修や、新プラント
基準に適応したFGD、SCRユニットのレトロフィットを行う。

既存の設備をレトロフィットし、将来のCO2回収に備えたキャプチャーレディに改修することを目的としている。

 2011~12年の運転開始を目指しており、2007年時点で経済性の評価を終え、2008年末には、FGD導入完
了が予定されている。

出所） http://www.scottish-southern.co.uk/SSEInternet/index.aspx?id=2550

事業主体 ： SSE（Scottish and Southern 
energy）

パートナー ： Mitsui Babcock、Siemens、
UK Coal

投資額 ： 250M GBP(CCSは追加で、
100M GBP)
(補助は不明)

発電出力 ： 520MWe
燃料 ： 石炭
貯留方法 ： N/A
貯留量 ： N/A

プロジェクトの概要

既存のボイラーハウス内でボイラー
を交換する

配管及びタービンを改修する
新プランと基準に適したFGD、SCR
を追設する

付属設備、補助設備の大部分は再利
用する

現存設備を最大限活用する
 CO2回収キャプチャーレディ設計を
行う

レトロフィットの内容 ボイラハウス内での変更箇所

※詳細は不明
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#13：Killingholme（英）：E.ON Ruhrgas UK（Pre(IGCC)，デモ） 

#14：Teesside（英）：Coastal Energy(Centrica)（Pre(IGCC)，デモ） 

世界の主要な石炭火力CCSプロジェクト計画 #13 

Killingholme（英） ： E.ON Ruhrgas UK （Pre(IGCC)、デモ）

本プロジェクトは、450MWeのIGCCデモプラントの建設を目的としている。

 2006年より計画され、当初は2011年の運転開始を目指していたが、2008年に延期※となっている。

出所） http://www.eon-uk.com/generation/killingholme.aspx、http://www.coalresearchforum.org/20080410_james.pdf

事業主体 ： E.ON Ruhrgas UK
パートナー ： －
投資額 ： 1 GBP(補助は不明) 

発電出力 ： 450MWe
燃料 ： 石炭
貯留方法 ： 帯水層貯留
貯留量 ： N/A

プロジェクトの概要

※）E.ONの資料には、Indefinitely Postoponed(無期限延期)との言葉もある。

世界の主要な石炭火力CCSプロジェクト計画 #14 

Teesside（英） ： Coastal Energy（Centrica） （Pre(IGCC)、デモ）

本プロジェクトは、800MWeのIGCCデモプラントの建設を目標としている。

回収したCO2は、パイプラインを通じて北海の油田に貯留（EOR）する計画であり、パイプラインへの投資も
検討されている。

 2012年の運転開始を目指している。（2008年12月現在のステータスは不明。）

出所） http://www.h2net.org.uk/PDFs/AnnualMeeting_2007/004_DR_H2NET_12_July_2007.pdf

事業主体 ： Coastal Energy（Centrica）
パートナー ： －
投資額 ： 1.5 GBP（補助は不明）

発電出力 ： 800MWe
燃料 ： 石炭
輸送方法 ： パイプライン
貯留方法 ： EOR
貯留量 ： 500万t/y(原典)

16,000t/d(換算)

プロジェクトの概要

CO2除去装置建設

IGCC建設

2011

CCS付きの発電所の
運転

CO2除去装置ファイナ
ンシャル・クローズ

IGCCファイナンシャ
ル・クローズ

CO2パイプライン、貯
留の承諾

Teesside IGCCの承
諾

20122010200920082007

プロジェクトのタイムライン
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#15：Hatfield（英）：Powerfuel（Pre(IGCC)，デモ） 

#16：Enel CCS1（イタリア）：Enel SpA（Post，パイロット） 

世界の主要な石炭火力CCSプロジェクト計画 #15 

Hatfield（英） ： Powerfuel （Pre(IGCC)、デモ）

本プロジェクトは、900MWeのIGCCデモプラントの建設を目標としている。

Powerfuelが事業主体となり、Shellがガス化技術の提供、GE EnergyがST・GT技術を提供する。

 2011年に運転開始を計画しており、2013年にシンガス運転に転換される予定である。
 GE Energyのタービン技術では、まずCCGT（Combined Cycle Gas Turbine）プラントを導入し、その後段階的に、シ
ンガスプラント（Gasification Island）への転換が可能である。

出所） http://www.powerfuel.plc.uk/id15.html

事業主体 ： Powerfuel
パートナー ： Shell、GE Energy
投資額 ： 1G GBP（補助は不明）

発電出力 ： 900MWe
燃料 ： 石炭
輸送方法 ： N/A
貯留方法 ： EOR
貯留量 ： N/A

プロジェクトの概要 2008年現在は、詳細な計画中であると見られる。

世界の主要な石炭火力CCSプロジェクト計画 #16

Enel CCS1（イタリア） ： Enel SpA （Post、パイロット）

Enel CCS1は、レトロフィットの燃焼後回収であり、CO2回収技術の検証と商業化を目的としている。
 並行して、Enel CCS2にて、酸素燃焼方式を実施・検証している。

2013年末までに、商業実証プラントを運用開始することを目標としている。具体的には、CO2回収効率85%
以上、CO2回収コスト30€/t、発電サイクル蒸気効率損失10%以下を目指している。

2009年より、CO2回収のパイロットとして、Brindisi石炭発電所(660MWe×4)の第4ユニットの排煙を利用し
て、CO2回収を行う計画である。

出所） http://www.ambberlino.esteri.it/NR/rdonlyres/F1E5FA58-68A0-429C-B4B4-71C7BC4C2A64/0/BARBUCCI.PPT 

タイムスケジュール

設計・建設 運転

設計・建設 運転

研究室
レベル

CO2回収
パイロット

貯留場所
調査選定

許認可

CCS
デモ

第2フェーズ
発電出力 ： 660MWe
(既設のBrindisi石炭発電所の排煙を利用するため、発電ユニットの
新設は行わない)
投資・補助額 ： N./A
CO2分離方法 ： アミン法
CO2吸収量 ： 2.25t/hour (原典)、54t/d(換算)

第5フェーズ
発電出力 ： 660MWe
燃料 ： 石炭（瀝青炭）
発電方式 ： 超臨界圧サイクル

貯留量 ： 100万～150万t/y(原典)、3,300～5,000t/d(換算)
貯留方法 ： 塩水帯水層貯留

排煙処理量 ： 排煙の30～50%
CO2分離方法 ： アミン法
CO2回収率 ： 85%

各フェーズの詳細

投資額、補助は不明。
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#17：Magnum（オランダ）：Nuon（Pre(IGCC)，キャプチャーレディ） 

#18：Nordjylland Power Station（デンマーク）：Vattenfall（Post，デモ） 

Gasification Island

A

B

C

D

E

F

世界の主要な石炭火力CCSプロジェクト計画 #17 

Magnum（蘭） ： Nuon （Pre(IGCC)、キャプチャーレディ）

Nuonでは、第1フェーズとして、1,300MWeのキャプチャーレディCCGT・Magnum発電所の新設（2011年運
転開始）のプロジェクトを進めている。

将来的には、第2フェーズとして、2015年までに、この発電所をCO2回収付にレトロフィットを行い、石炭・天
然ガス・バイオマスの燃料ミックスの1,200MWeのIGCCに転換する計画である。

出所） http://www.gasification.org/Docs/Conferences/2007/17RVANH.pdf

事業主体 ： Nuon
パートナー ： Uhbe（石炭・バイオマスのガス化エン

ジニアリング担当、Puetrollanoの
IGCC（318MW）を建設した実績あり）
MHI、ABB

投資額 ： N/A（補助も不明）

発電出力 ： 1,200MWe
燃料 ： 天然ガス、石炭、バイオマス
貯留場所 ： N/A
貯留量 ： N/A

プロジェクトの概要

A：石炭乾燥・微粉炭化
B：石炭ガス化
C：ガスから不燃物を除去

D：塩化物、フッ化物の除去
E：脱硫
F：GTで発電

石炭

バイオマス

世界の主要な石炭火力CCSプロジェクト計画 #18  

Nordjylland Power Station（デンマーク） ： Vattenfall （Post、デモ）

本プロジェクトは、燃焼後回収方式の実証プロジェクトであり、回収プロセスにおけるエネルギーロスを改善
する技術の開発を大きな目的としている。

貯留候補地にて、2008年に地震調査、2009年に試掘を行い、結果を踏まえて2010年に投資判断を行う。

実行可能と判断された場合、2013年の運転開始を計画している。

出所） http://www.vattenfall.com/www/co2_en/co2_en/879177tbd/879231demon/879304demon/index.jsp

プロジェクトの概要

事業主体 ： Vattenfall
パートナー ： ―
投資・補助額 ： N/A（補助も不明）

発電出力 ： 305MW（現在のNordjylland発電所の出力）
燃料 ： 石炭
貯留場所 ： ユトランド半島北部・地下1~2kmの層
※現在サイト調査中。
輸送方法 ： パイプライン
貯留量 ： N/A
貯留可能量 ： N/A
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（参考♯52：Loy Yang（豪州）：Loy Yang Power（Post，パイロット） 

#19：Hazelwood（豪州）：International Power（Post，パイロット） 

世界の主要な石炭火力CCSプロジェクト計画 参考（#52）

Loy Yang（豪州） ： Loy Yang Power （Post、パイロット）

本プロジェクトでは、小規模な燃焼後回収を既存の発電所に組み込み、CO2回収実験を行っている。

2008年7月より稼動を開始しており、2.5t/day(回収能力：1,000t/y)でCO2の回収を行っている。

CO2CRC、CSIROの燃焼後回収実験プロジェクトの一環であり、実験結果を踏まえHazelwoodにおける
10,000t/y規模のCO2回収実証実験へと繋げていくと見られる。

出所） http://www.co2captureandstorage.info/

事業主体 ： Loy Yang Power
パートナー ： CO2CRC、CSIRO
投資額 ： A$5.6M 

(ビクトリア州政府がA$2.5M
の補助)

発電出力 ： －
2,200MWe(発電所全体)

燃料 ： 石炭（褐炭）
CO2分離法 ： 化学吸収法
※ 分離回収のみで貯留は行わない。
回収量 ： 2.5t/d(原典)

10.5m

1,000t/yのCO2回収が可能

プロジェクトの概要

世界の主要な石炭火力CCSプロジェクト計画 #19

Hazelwood（豪州） ： International Power （Post、パイロット）

本プロジェクトは、既存の石炭火力発電所に対して、燃焼後回収のレトロフィットを行うことに加え、石炭乾燥
技術を用いることで、CO2排出の削減及び発電効率の改善を目指している。

2008年末よりCO2回収が開始される予定である。

CO2CRC、CSIROの燃焼後回収実験プロジェクトの一環であり、実際の発電所にレトロフィットを行い、実
験と検証を行っている。

出所） http://www.gippsland.monash.edu.au/events/energysummit/innocenzi.pdf

事業主体 ： International Power
パートナー ： CO2CRC、CSIRO
投資額 ： A$370M 

(連邦政府：A$50M
ビクトリア州政府：A$30M
の補助：エネルギー技術
革新戦略(ETIS1))

発電出力 ： 200MWe
燃料 ： 石炭（褐炭）
CO2回収量 ： 50t/d(原典)

15,000t/y（換算）
貯留方法 ： 炭酸カルシウムへの工業

利用

2008年末より試運転開始
CO2回収ユニット及び
炭酸カルシウム生成を通じた
CO2の化学分離ユニット

2010年初より試運転開始
石炭乾燥プラント
※ 併せてボイラーとタービ
ンの改良を行う

CO2回収ユニットプロジェクトの概要

10m

20m

25m
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#20：Callide（豪州）：CS Energy（Oxy，パイロット） 

#21：ZeroGen（豪州）：ZeroGen Pty Ltd.（Pre(IGCC)，デモ） 

世界の主要な石炭火力CCSプロジェクト計画 #20

Callide（豪州） ： CS Energy （Oxy、パイロット）

本プロジェクトは、小規模な酸素燃焼方式のパイロットプラントであり、オーストラリア、日本を始め、多くの
パートナー企業、団体が参画している。

 クリーンな発展と気候に関するアジア太平洋パートナーシップ（APP）のフラッグシップ・プロジェクトである。

既設発電所の第4ユニット(30MWe)のボイラーを、酸素燃焼対応仕様に改造する。

2008年より、改造工事を開始しており、2010年末から実証実験を開始する計画である。

出所） http://www.csenergy.com.au/research_and_development/oxy_fuel.aspx

投資額 ： A$206M
(日本政府と豪州連邦政府の補助事業)

発電出力 ： 30MWe
燃料 ： 石炭（黒炭）
貯留方法 ： 帯水層又は枯渇油田、ガス田貯留

(Callide A発電所から200km)
※ 低温液化し、保冷タンクローリーで輸送
貯留量 ： 75t/d(原典)、22,500t/y(換算)

事業主体
CS Energy(クイーンズランド州営電力会社)
パートナー・ベンダー
J-POWER、IHI、三井物産、Xstrata Pｌｃ（世界大手石炭供給
会社）、Schlumberger Oilfields Austrarila（世界大手地中採
掘エンジニアリング会社）、JCOAL、ACALET（Coal21による
石炭関連技術開発実施会社）、持続可能発展石炭共同研究
センター（CCSD）、グリーンハウスガス技術共同研究センター
（CO2CRC）、Clyde バブコック日立、Siemens、Energen、
Auspower、Air Liquideなど

CO2貯留タンクエリア

ASU

CPU

CPU（=CO2 Compression and Purification Unit,
CO2圧縮浄化装置）

ASU(=Air Separation Unit, 空気分離装置)

プロジェクトの概要

世界の主要な石炭火力CCSプロジェクト計画 #21

ZeroGen（豪州） ： ZeroGen Pty Ltd. （Pre(IGCC)、デモ）

本プロジェクトは、CCSを行うIGCC発電の商業プラントの建設を目標としており、2段階のフェーズがある。

第1フェーズでは、2012年までに、120MWgross(80MWnet)の実証プラントを新設し、75%のCO2回収を計
画している。

ガス化炉には、Shellの部分水冷ガス化炉が望ましいと判断されている模様である。

最終的には、400MWe規模の「IGCC発電所＋CCS」を建設し、90%のCO2回収を目指している。

出所） http://www.zerogen.com.au/

事業主体 ： ZeroGen Pty
(クイーンズランド州所有)

パートナー ： Shell、Stanwell、AGR Asia Pacific、
MBA Petroleum Consultants、
Resource Land Management 
Services、URS、WorleyParsons

投資額 ： A$1.2 B
クイーンズランド州政府からA$300M 
Australian Coal Association からA$600M
その他、連邦政府、民間企業を期待

発電出力 ： 120MWe
燃料 ： 石炭
輸送方法 ： パイプライン（220km）
貯留方法 ： 帯水層貯留
貯留量 ： 42万t/y(原典)、1,400t/d(換算)

第1フェーズ
 2012年迄
 120MWeの発電所
 場所は、クイーンズランド州中
部のRockhamptonに決定

 最大75%のCO2の分離回収

第2フェーズ
 2017年迄
 400MWeの発電所
 場所は未定
 最大90%のCO2の分離回収

プロジェクトの概要 プロジェクトのスケジュール

空気分離装置

オフィス

水
処
理
・冷
却
塔

雨水集積 CO2コンプレッション

ディーゼルタンク

ガス化ブロック

ガスタービン
パワーブロック

シンガス
浄化ユニット
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#22：Monash Energy Project（豪州）：Monash Energy（Pre(ガス化)，商業規模） 

#23：FutureGas（豪州）：Hybrid Energy Australia（Pre(ガス化炉)，商業規模） 

世界の主要な石炭火力CCSプロジェクト計画 #22  

Monash Energy Project（豪州） ： Monash Energy （Pre（ガス化）、商業規模）

本プロジェクトは、Coal to Liquidの一環として、褐炭をガス化した際に生じるCO2を回収し、沖合いの帯水
層、枯渇油田、ガス田に貯留を行う大規模商業規模のプロジェクトである。

 ガス化された褐炭は、ディーゼル燃料等の液化燃料となるが、このサイトで発電を行うわけではない。

2015年の運転開始を計画している。

出所） http://www.monashenergy.com.au/index.html, http://www.co2crc.com.au/demo/ausprojects.html#
http://www.rite.or.jp/Japanese/labo/choryu/ccsws/ccsws2007tokyo/p04_John_Wright.pdf

事業主体 ： Monash Energy
(Anglo Americanと Shell Gas and Powerの
共同開発)

パートナー ： －
投資・補助額 ： A$6-7 B

発電出力 ： －（石炭ガス化の燃焼前回収）
※石炭は、ディーゼル燃料等の液化交通燃料となる

燃料 ： 褐炭
貯留方法 ： 帯水層、枯渇油田、ガス田貯留
輸送方法 ： パイプライン
貯留量 ： 1,500万t/y（原典）、5万t/d(換算)
貯留可能量 ： 60億t

プロジェクトの概要
褐炭 乾燥 ガス化 液化

CO2貯留

世界の主要な石炭火力CCSプロジェクト計画 #23  

FutureGas（豪州） ： Hybrid Energy Australia （Pre（ガス化炉）、商業規模）

本プロジェクトでは、Coal to Liquidの一環として、褐炭をガス化した際に生じるCO2の分離回収を行う。

液体燃料精製の際に生じる残留ガスを用いた、複合サイクル発電も行う計画である。

現在、初期FSが完了。2010年にFSを終え、2016年までの運転開始を計画している。

出所） http://www.hybridenergyaustralia.com.au/
http://www.hybridenergyaustralia.com.au/pdf/FuturGas%20CCG%20Presentation_261108.pdf

事業主体 ： Hybrid Energy Australia
（Strike Oilの100%子会社）

パートナー ： Strike Oil
投資・補助額 ： N/A

発電出力 ： 40MW
（石炭ガス化で出た残留ガスを利用した発電）

※主生成物は、ディーゼル燃料等の液化交通燃
料となる

燃料 ： 褐炭（Kingston褐炭）
貯留場所 ： Otway Basin
輸送方法 ： パイプライン
貯留量 ： N/A
貯留可能量 ： N/A

プロジェクトの概要
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#24：Coolimba（豪州）：Aviva Corporation（Oxy，キャプチャーレディ） 

#25：GreenGen（中国）：GreenGen Co.（Pre(IGCC)，デモ） 

世界の主要な石炭火力CCSプロジェクト計画 #24  

Coolimba（豪州） ： Aviva Corporation （Oxy、キャプチャーレディ）

本プロジェクトは、キャプチャーレディの酸素燃焼方式を用いた石炭火力発電所の新設プロジェクトである。

SO2、NOxの排出を削減するために、循環流動層石炭燃焼（CFB: Circulating Fluidized Bed）技術を採用
する。

2009年にFSとファイナンスを行い、2013年の運転開始を計画している。

出所） http://www.avivacorp.com.au/?id=1、http://www.qrc.org.au/_dbase_upl/CCS%20activities08_Final.pdf
http://www.avivacorp.com.au/upload/documents/investor/presentation/20081217_WAEnergyConferencePresentation(25thNovember2008).pdf

プロジェクトの概要

事業主体 ： Aviva Corporation
パートナー ： AES
投資・補助額 ： A$ 1.0 B

発電出力 ： 400MW（2×200MW）
燃料 ： 石炭
貯留場所 ： 未定

（複数候補のうち、枯渇ガス田が有望とされている）

輸送方法 ： N/A（パイプラインを想定している模様）
貯留量 ： N/A
貯留可能量 ： N/A

世界の主要な石炭火力CCSプロジェクト計画 #25  

GreenGen（中国） ： GreenGen Co. （Pre(IGCC)、デモ）

本プロジェクトは、IGCCのデモプロジェクトであり、3段階のフェーズが存在する。

2007年12月に建設起工式が行われ、現在、天津のサイトでフェーズ1の250MWのプラントが建設中と見ら
れる。2009年末までの完成を目指している。

出所） http://www.greengen.com.cn/en/index.asp、http://www.netl.doe.gov/publications/proceedings/08/CO2E/PDF/session%204/xushishen.pdf
http://www.peabodyenergy.com/pdfs/GreenGen%20Fact%20Sheet.pdf 、Gasification News/日中経済通信 プレス記事

プロジェクトの概要

事業主体 ： GreenGen Co.（中国華能集団が51%出資）
パートナー ： 下記参照
投資・補助額 ： 合計で$1 B規模

Ph1: $280 M, Ph2～3: N/A

発電出力 ： Ph1: 250 MW , Ph3: 400 MW
燃料 ： 石炭
貯留方法 ： 帯水層貯留（工業利用も検討）
輸送方法 ： N/A
貯留量 ： N/A

石炭Peabody Energy

石炭China Coal Group

投資機関State Development & Investment Co.（国家開発投資集団）

石炭、鉄道Shenhua Group（神華集団）

電力China Power Investment Corporation（中国電力投資集団）

電力China Guodian Corporation（中国国電集団）

電力China Huadian Group（中国華電集団）

電力China Datang Group（中国大唐集団）

電力China Huaneng Group（中国華能集団）

第1フェーズ （～2009）
 250MWのIGCCポリジェネレーションプラントの建設
 2,000t/dのガス化

第2フェーズ （2010～2012）
 IGCCポリジェネレーション技術のR&D
 ガス化容量を3,500t/dに拡大
 水素生成、水素とCO2の分離技術のR&D
 燃料電池技術のR&D

第3フェーズ （2013～2015）
400MWのIGCCﾕﾆｯﾄの建設
（水素生成、燃料電池発電、水素タービン複合サイクル発電、
CCSを含む）
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#26：BP Carson(DF-1)（米国）：BP Edison Mission Group（デモ） 

#27：Total Lacq（フランス）：Total（パイロット） 

世界の主要な石炭火力CCSプロジェクト計画 #26  

BP Carson(DF-1)（米国） ： BP Edison Mission Group （デモ）

本プロジェクトは、CCSを伴った、石油コークスを原料とした水素製造プラントの工業規模での実証プロジェ
クトである。

当初は、2011年の運転開始を計画していたが、現在計画を再構築中であると見られる。

出所） http://www.opec.org/home/Press%20Room/EU-OPEC%20presentations/Iain%20Wright%20-%20Presentation.pdf
http://www.westcarb.org/Phoenix_pdfs/finalpdfs-11-09-06/13-CoxBPCarson.pdf

プロジェクトの概要

事業主体 ： BP Edison Mission Group
パートナー ： BP、Edison Mission Energy

GE Energy、Fluor、West Basin Water 
District、Occidental Petroleum、URS

投資・補助額 ： $ 1 B（補助は不明）

発電出力 ： 500MW
燃料 ： 石油コークス
貯留方法 ： EOR
輸送方法 ： パイプライン
貯留量 ： 400万t/y
貯留可能量 ： N/A

電力系統 低炭素電力 CO2回収 ガス化炉 燃料（石油ｺｰｸｽ）

水素発電所

世界の主要な石炭火力CCSプロジェクト計画 #27  

Total Lacq（フランス） ： Total （パイロット）

本プロジェクトは、ガスを燃料として酸素燃焼方式を用いたCO2回収・貯留のパイロットである。

2008年11月より、CO2の圧入が開始される。

出所） http://www.total.com/static/en/medias/topic2627/CO2-Lacq-Total-Project-Information-dossier.pdf

事業主体 ： Total
パートナー ： Air Liquide（工業ガス）, 

IFPIFP(l‘Institut Français du Pétrole)（研究機関）, 
BRGM（Bureau de Recherches Géologiques et Minières ）

（研究機関）
投資・補助額 ： € 60 M（補助は不明）

発電出力 ： 30 MW （蒸気量40t/hour）
燃料 ： ガス
貯留方法 ： 枯渇ガス田貯留
輸送方法 ： パイプライン（27km）
貯留量 ： 15万t(2年間)
貯留可能量 ： N/A

プロジェクトの概要
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#28：Hammerfest（ノルウェー）：Hammerfest Energie（パイロット） 

#29：Mongstad（ノルウェー）：StatoiHydro（デモ） 

世界の主要な石炭火力CCSプロジェクト計画 #28  

Hammerfest（ノルウェー） ： Hammerfest Energie （パイロット）

本プロジェクトは、天然ガスを燃料とした複合サイクル発電所からのCO2回収・貯留のパイロットプロジェクト
である。

CO2分離・回収、脱硫、脱硝には、Sargas社のシステムが用いられている。

2003年にFEEDは実施済。

出所） http://www.sargas.no/files/Tromso_12JUNE07.pdf
http://www.sargas.no/files/MPS%20p20_21_MPS_APR05_CCZE1.pdf

事業主体 ： Hammerfest Energie
(Hammerfest municipality が
80%所有)

パートナー ： Sargas
投資・補助額 ： N/A

発電出力 ： 100MW
(GT:15MW ST:85MW)

燃料 ： 天然ガス
貯留方法 ： 帯水層貯留(Snøhvit )
輸送方法 ： パイプライン
貯留量 ： 1,100t/d(原典)

33万t/y（換算）
貯留可能量 ： N/A

プロジェクトの概要

世界の主要な石炭火力CCSプロジェクト計画 #29  

Mongstad（ノルウェー） ： StatoilHydro （デモ）

本プロジェクトは、CCSを伴ったCHP（combined heat and power）プラントの新設を行うプロジェクトである。

StatoilHydro社とノルウェー政府は、フルスケールのCHPプラントの建設の合意に至った。

2010年に、10万t/yのCO2を回収するデモスケールプラントの運転開始を計画している。

2012年に最終的な規模、プラントのタイプを決定し、2014年にフルスケールでの運転開始を計画している。

出所）①http://www.statoilhydro.com/en/TechnologyInnovation/ProtectingTheEnvironment/CarboncaptureAndStorage/Pages/TheMongstadCPHstation.aspx
②http://akseli.tekes.fi/opencms/opencms/OhjelmaPortaali/ohjelmat/ClimBus/fi/

Dokumenttiarkisto/Viestinta_ja_aktivointi/Seminaarit/CCS_Seminar_050208/Tore_A_Torp._pdf.pdf

事業主体 ： StatoilHydro
パートナー ： ノルウェー政府
投資・補助額 ： N/A

（Power-Technologyでは、NOK 4B程度と推測）

発電出力 ： 280MWe、350MWth
燃料 ： 天然ガス
貯留場所 ： 未定（現在検討中の模様）
輸送方法 ： N/A（パイプライン又はタンカー）
貯留量 ： Ph1:10万t/y、Ph2：150万～200万t/y
貯留可能量 ： N/A

プロジェクトの概要
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#30：Naturkraft Kårstø（ノルウェー）：Gassnova（－） 

#31：E.ON Karlshamn（スウェーデン）：E.ON（パイロット(R&D)） 

世界の主要な石炭火力CCSプロジェクト計画 #30  

Naturkraft Kårstø（ノルウェー） ： Gassnova （－）

本プロジェクトは、既存のガス発電プラントに燃焼後回収方式のCO2回収ユニットを追設するプロジェクトで
ある。

 ガス発電プラントは、2007年11月に完成。現在運転中。

CCS2008年8月に三菱重工業（他2社：Aker Clean Carbon/ Fluor Daniel Construction Company ）が
FEED受注。2011年～2012年のCO2回収開始を計画している。

出所） ①http://www.gassnova.no/wsp/gassnova/frontend.cgi?func=publish.show&func_id=1252&table=PUBLISH&publish=1244&top_publish_id=1244
②http://www.mhi.co.jp/news/story/0808204732.html ③http://www.statkraft.com/pub/gaspower/plants/karsto/index.asp
④http://akseli.tekes.fi/opencms/opencms/OhjelmaPortaali/ohjelmat/ClimBus/fi/

Dokumenttiarkisto/Viestinta_ja_aktivointi/Seminaarit/CCS_Seminar_050208/Tore_A_Torp._pdf.pdf

事業主体 ： Naturkraft
（StatoilHydro, Statkraftが50%ずつ出資）

パートナー ： Gassnova, Aker Clean Carbon, MHI
(CCS設備の発注はGassnovaが行っている)

投資・補助額 ： NOK 3.46 B

発電出力 ： 420MW
燃料 ： 天然ガス
貯留方法 ： 未定（EORが有力）
輸送方法 ： パイプライン
貯留量 ： 110万t/y（原典）、3,000t/d（原典）
貯留可能量 ： N/A

プロジェクトの概要

世界の主要な石炭火力CCSプロジェクト計画 #31  

E.ON Karlshamn（スウェーデン） ： E.ON （パイロット（R&D））

本プロジェクトは、CO2回収・貯留技術のR&Dプロジェクトである。

Alstom社のCO2回収技術（アンモニア法）を元に、より低消費エネルギーの洗浄プロセス回収技術の開発
を目指す。

2008年より2009年末までCO2回収の試運転を行う。

2010年に発電所敷地内にパイロットシステムを建設開始予定。 2014年頃、パイロットシステムにCO2貯留
を行う計画もある。

出所）①http://www.eon.com/en/investoren/news-show-news.do?id=8043 ②http://www.eon.com/en/downloads/EON_Annual_Report_2007.pdf
③http://www.eon.com/en/unternehmen/14574.jsp

事業主体 ： E.ON
パートナー ： Alstom
投資・補助額 ： N/A

発電出力 ： 5MW（テストユニット）
燃料 ： 石油・ガス
貯留場所 ： 未定
輸送方法 ： 輸送なし
回収量 ： 1,500t/y

（回収能力は15,000t/y）
貯留可能量 ： N/A

プロジェクトの概要
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２．世界の主要なＣＯ２貯留プロジェクト（♯32～♯44） 

#32：Permain Basin（米国） 

#33：Frio Brine（米国） 

世界の主要なCO2貯留プロジェクト #32

Permian Basin（米国）

本プロジェクトは、油田への貯留のモニタリング技術のR&Dプロジェクトである。

ﾎﾝプロジェクトの目的はケーシングの設置してある坑井間で測定を行い、その間の地層の比抵抗分布を測
定するための、坑井間電磁探査システムを開発することである。（この新しいシステムはPermian Basinのプ
ロジェクトに適用される予定である。）

プロジェクトは、2000年9月～2004年8月に行われ完了済である。

事業主体 ： Electromagnetic Instruments, Inc
IEA、DOE

パートナー ： NETL

投資額 ： $1.2 M
補助金額 ： DOE $0.8 M DOE以外: $0.4 M

CO2発生源 ： N/A
貯留量 ： N/A
貯留方法 ： EOR
輸送方法 ： N/A

出所） http://carbonsequestration.us/FRED-projects/htm/FRED-2005-DE-FC26-00BC15307.htm
http://www.netl.doe.gov/technologies/oil-gas/publications/brochures/CO2Brochure_Mar2006.pdf

世界の主要なCO2貯留プロジェクト #33

Frio Brine（米国）

本プロジェクトは、CO2貯留のモニタリングプロジェクトであり、1,600tのCO2が比較的均一で高い浸透率の
砂岩層に圧入された。

2004年10月にプロジェクトは完了した。

出所） http://www.rite.or.jp/English/lab/geological/geowse/21-1-2_SusanHovorka.pdf
http://www.beg.utexas.edu/
http://www.fossil.energy.gov/fred/factsheet.jsp?doc=1244&projtitle=Optimal%20Geological%20Environments%
20for%20Carbon%20Dioxide%20Disposal%20in%20Brine%20Formations%20in%20the%20United%20States

事業主体 ： Bureaus of Economic Geology at 
The University of Texas at Austin

パートナー ： Texas American Resources Company, 
Sandia Technologies, Transpecto, 
Lawrence Berkley National Laboratory,
Lawrence Livermore National Laboratory, 
Oak Ridge National Laboratory, 
National Energy Technology Laboraratory, BP, Schlumberger

投資額 ： －（全てDOEより）
補助金額 ： DOEより$5.8M
CO2発生源 ： BP Texas City 製油所
貯留量 ： 1,600t
貯留方法 ： 帯水層
輸送方法 ： ローリー輸送
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#34：Weyburn－Midale CO2 project（カナダ） 

#35：Pembina Enhanced Recovery Project（カナダ） 

世界の主要なCO2貯留プロジェクト #34

Weyburn-Midale CO2 project（カナダ）

本プロジェクトは、CO2貯留によるEOR及び貯留後のモニタリングが目的であり、2段階のフェーズがある。
 Ph1は、2000年～2004年に実施された。①安全かつ経済的にCO2貯留を行うために、油田生産能力を予測・検証す
ること、②CO2を長期に貯留した場合の挙動のモニタリング、モデリング方法を開発することを目的としていた。

 Ph2は、2005年に開始されている。①サイトの決定、採掘、モニタリング、リスク評価等の技術的課題、②規制、広報
活動の方法等の政策的課題についてのベストプラクティスを導くことを目的としている。

Weyburn油田には、2007年2月時点で、950万tのCO2が注入されている。

出所） http://www.encana.com/operations/canada/weyburn/P1166142222887.html
http://www.cslforum.org/documents/SaudiArabia/T1_2_CSLF_Capacity_Building_Wksp_Saudi_A_Jan08.pdf

事業主体 ： EnCana(Weyburn)、Apache(Midale)
パートナー ： BP、Nexen、SaskPower、Chevron Texaco

Total、Dakota Gasification、
TransAlta、RITE
（※RITEは、Ph2にて$60万拠出し情報収集）

投資額 ： Ph1：$40 M、Ph2：$40 M
補助金額 ： Ph1で、政府系スポンサーが$18 M、

産業系スポンサーが$ 22M拠出

CO2発生源 ： 褐炭ガス化の副生成物
（Dakota Gasificationのガス化炉）

貯留量 ： Weyburn: 6,500t/d、Midale: 1,300t/d
貯留方法 ： EOR
輸送方法 ： パイプライン（320km）

世界の主要なCO2貯留プロジェクト #35

Pembina Enhanced Recovery Project（カナダ）

本プロジェクトの一環として、2005年冬に、CO2注入によるEORの効果の実証を目的としたパイロットプロ
ジェクトが開始された。

パイロットプロジェクトで一定の効果が得られたことを受け、CO2供給パイプラインの建設等を行い、2009年
にフルスケールの商業運転開始を目指している。

 2008年時点で150kmのパイプラインが建設中であると見られる。

出所） http://eipa.alberta.ca/resources/co2/pembina.aspx
http://www.pennwest.com/operations/crude_pembina.html

事業主体 ： Penn West Energy
パートナー ： Government of Alberta、

Alberta Geological Survey 
Alberta Research Council 
University of Alberta, University of Calgary 

投資額 ： $200 - 250 M（Penn West負担分）
補助金額 ： N/A

CO2発生源 ： N/A
貯留量 ： N/A
（パイロットプロジェクトでは、79t/d、2年間で58,000tを貯留）
貯留方法 ： EOR
輸送方法 ： パイプライン（150km）
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#36：CO2 SINK（ドイツ） 

#37：The CRUST K-12B（オランダ） 

世界の主要なCO2貯留プロジェクト #36

CO2 SINK（ドイツ）

本プロジェクトは、実際にCO2注入を行い、貯留の基礎技術を開発することを目的としており、2004年4月に
開始された。

 地質学、地震学、モデリング、採掘・コアリング・検層、注入、モニタリング、安全性・リスク評価等の技術的観点から評
価を行っている。

2008年6月よりCO2の注入を開始している。

出所） http://www.co2sink.org/
http://www.cslforum.org/documents/CO2Sink.pdf

事業主体 ： German Research Centre for Geosciences (GFZ)
パートナー ： 【研究機関】

G.E.O.S Freiberg Ingenieurgesellschaft, Geological Survey of Denmark and
Greenland、Mineral and Energy Economy Research Institute、
Polish Acad.Sciences、IEA Greenhouse Gas R&D Programme
【大学】
University of Stuttgart、University of Kent、Uppsala University
【エネルギー会社・その他】
Statoil Hydro、Shell Internationall Exploration and Production、
Shell Deutschland、RWE、Vattenfall、 Verbundnetz Gas、Siemens、E.ON、
Schlumberger、Det Norske Veritas(リスクマネジメント会社)、
Vivrometric Finland（地球物理学コンサルティング会社）

投資額 ： $ 14 M
補助金額 ： ECより$ 8.7 M

CO2発生源 ： N/A
貯留量 ： 6万t（2年間）

貯留方法 ： 深部塩水帯水層
輸送方法 ： ローリー輸送

淡水帯水層

帽岩

帽岩

放棄された
ガス貯留

CO2SINK
貯留岩

世界の主要なCO2貯留プロジェクト #37

The CRUST K-12B（オランダ）

CRUSTは、オランダが主導するR&Dプロジェクトである。

その一環で、Gas de Franceがオランダ沖合70kmのガス田（K-12B）において天然ガス随伴CO2を回収し、
貯留するプロジェクトが進められており、2004年から貯留実験が行われている

貯留可能量は800万トンを見込んでおり、年間40万トンで20年間の貯留を想定している

出所） www.gazdefrance.com/EN/T/1590/GazDeFrance.html 

事業主体 ：Gas de France Netherland
パートナー ：オランダ経済省

TNO-NITG（オランダ地質研究所）
投資額 ：€2.2M

（パイロット貯留実験のための
コンプレッサーの導入費用）

補助金額 ：€19.8M（オランダ政府）
CO2発生源 ：天然ガス随伴CO2
貯留量 ：2万t/y（想定）、 66t/d（換算）
貯留方法 ：ガス田への貯留
輸送方法 ：輸送なし

CO2回収前 CO2回収

天然ガス→
天然ガス→

↓CO2貯留
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#38：Sleipner（ノルウェー） 

#39：Snøhvit（Snow White）（ノルウェー） 

世界の主要なCO2貯留プロジェクト #38

Sleipner（ノルウェー）

本プロジェクトは、長期間のCO2貯留に関するR&Dを目的として、1998年～2003年に行われた。

現在は、長期間に渡る帯水層の挙動の予測や、オフショアで得られた知見をオンショア及び沿岸の工業地
帯に応用することを目的として、貯留・モニタリングが引き続き行われている。

 究極的には、地化学と流動を組み合わせたモデルを作りシミュレーションで検討することにより、長期の信頼できる予
測をすることを目的としている。

出所） http://www.statoil.com/statoilcom/technology/SVG03268.nsf?OpenDatabase&lang=en

事業主体 ： Statoil
パートナー ： N/A

投資額 ： $ 4.5 M
補助金額 ： N/A

CO2発生源 ： 天然ガス随伴CO2
貯留量 ： 100万t/y（原典）、3,300t/d（換算）
貯留方法 ： 深部塩水帯水層(海域）
輸送方法 ： パイプライン（輸送なし）

ガス処理プラットフォーム

世界の主要なCO2貯留プロジェクト #39

Snøhvit (Snow White)（ノルウェー）

本プロジェクトは、天然ガス随伴CO2を分離回収し、ガス田下の砂岩層に貯留する。
 この層は、海底下2,500mであり、ガスを含む層よりも、十分に下に位置する。

2007年10月より、運転開始している。

出所） http://www.statoilhydro.com/en/TechnologyInnovation/ProtectingTheEnvironment/CarbonCaptureAndStorage/Pages/CaptureAndStorageSnohvit.aspx
https://www.statoil.com/STATOILCOM/snohvit/svg02699.nsf?OpenDatabase&lang=en

事業主体 ： Statoil
パートナー ： N/A

投資額 ： N/A
補助金額 ： モニタリングプログラムは、

一部EUより補助

CO2発生源 ： 天然ガス随伴CO2
貯留量 ： 70万t/y(原典)、2,300t/d(換算)
貯留方法 ： 深部帯水層（ガス田下の砂岩層）
輸送方法 ： パイプライン（輸送なし）
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#40：長岡プロジェクト（日本） 

#41：Gorgon CO2 Injection Project（豪州） 

世界の主要なCO2貯留プロジェクト #40

長岡プロジェクト（日本）

本プロジェクトは、CO2貯留の基礎実験及び圧入実証実験プロジェクトである。
 基礎実験の目的は、帯水層に圧入されたCO2の挙動を実験室レベルで解明するとともに、CO2地中貯留の長期安定
性の検討や安全性の評価のための基礎データを取得することである。

 圧入実証試験の目的は、CO2の実際の地中挙動を把握し、得られたデータを基にしてシミュレーションに用いる挙動
モデルを作成し、CO2の挙動メカニズムについての理解を深めることである 。

18ヶ月間で総量1万tのCO2を圧入。2005年11月をもって圧入作業は終了し、モニタリングを実施中。

出所） http://www.rite.jp/project/detail.php?pid=45

事業主体 ： 経済産業省
地球環境産業技術研究機構(RITE)
エンジニアリング振興協会 (ENAA)

パートナー ： 早稲田大学、慶応大学、茨城大学
産業技術総合研究所

投資額 ： －
補助金額 ： －

CO2発生源 ： －
貯留量 ： 20~40t/d、

500日間連続運転で10,000tを貯留
貯留方法 ： 帯水層貯留
輸送方法 ： ローリー輸送

世界の主要なCO2貯留プロジェクト #41

Gorgon CO2 Injection Project（豪州）

Gorgonプロジェクトは、Gorgonガス田の開発を目的としたプロジェクトであり、その一貫としてCO2の貯留を
計画している。

2007年10月に連邦環境認可を取得。2009年に建設を開始し、2012~2013年の運転開始を計画している。

 現在は、試掘井のデータを取得・解析中である模様。

出所） http://www.gorgon.com.au/
http://www.qrc.org.au/_dbase_upl/CCS%20activities08_Final.pdf

事業主体 ： Chevron
パートナー ： Exxonmobile, Shell

投資額 ： A$11 B（ガス田開発費用を含む、
トータルの初期コスト）

補助金額 ： N/A

CO2発生源 ： 天然ガス随伴CO2
貯留量 ： 300万~1,000万t/y（原典）、

10,000~33,000t/d（換算）
総量1億2,500万t

貯留方法 ： 帯水層貯留
輸送方法 ： パイプライン

第三紀

上部白亜紀

Muderong頁岩

Barrow層群
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#42：CO2CRC Otway Project（豪州） 

#43：Moomba Carbon Storage Project（豪州） 

世界の主要なCO2貯留プロジェクト #42

CO2CRC Otway Project（豪州）

本プロジェクトでは、既存のガス田の天然ガス随伴CO2を分離・圧縮した後、CO2をパイプラインで枯渇ガス
田へ貯留する。

2008年4月よりCO2の注入が開始された。CO2の注入は12～16ヶ月行い、総量で10万tの貯留を計画して
いる。

 2008年7月に貯留量１万tを達成した。

出所） http://www.dpi.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0003/225732/CO2CRC-NSW-clean-coal-summit.pdf
http://www.co2crc.com.au/otway/

事業主体 ： CO2CRC Pilot Project Ltd
（AngloCoal, BHP Billiton, BP, Chevron, 
Schlumberger, Shell, Rio Tinto, 
Solid Energy, Woodside, Xstrataが参加）

投資額 ： A$ 40 M
補助金額 ： 豪州連邦政府、ビクトリア州政府、

米国DOEが補助

CO2発生源 ： 天然ガス随伴CO2
貯留量 ： 10万t（2年）

2008年7月に貯留量1万tを達成
貯留方法 ： 深部塩水帯水層貯留
輸送方法 ： 2.25kmの地下ステンレスガスパイプ

ガス処理と
加圧圧縮

世界の主要なCO2貯留プロジェクト #43

Moomba Carbon Storage Project（豪州）

本プロジェクトは、油田・ガス田からの天然ガス製造において発生する随伴CO2を回収・貯留し、EORを行う。
 将来的には、石炭火力のクリーンコールプロジェクトから発生するCO2の貯留も想定している。

2008年時点で初期フィージビリティスタディを実施しており、2010年に100万t/yの貯留開始を計画している。
 将来的には、50年間に渡り2,000万t/yの貯留を目指している。

出所） http://www.santos.com/library/Santos_Moomba_Carbon_Storage.pdf
http://www.santos.com/Archive/NewsDetail.aspx?p=121&np=78&id=1053

事業主体 ： Santos Ltd.
パートナー ： Cooper Basin Joint Venture

(Santos、Beach Petroleum
Origin Energyによる合弁企業）

投資額 ： A$ 8B（ガス田開発含む）
A$ 700M（Ph.1）

補助金額 ： Coalition GovernmentよりA$ 10Mの補助

CO2発生源 ： 天然ガス随伴CO2
将来的には、近隣の石炭火力CO2も想定

貯留量 ： 最大2,000万t/y（原典）, 6,600t/d（換算）
※Phase3で達成する最大圧入レート

総量4億t
貯留方法 ： EOR（Phase1）

※EORはPhase1のみで、以降は帯水層貯留

輸送方法 ： パイプライン
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#44：In Salah（アルジェリア） 

世界の主要なCO2貯留プロジェクト #44

In Salah（アルジェリア）

本プロジェクトでは、天然ガス随伴CO2を回収・貯留する。
 CO2回収には、アミン吸収が利用されている。

2004年8月より操業を開始しており、100万～120万t/yのCO2を回収・貯留している。

出所） http://www.statoilhydro.com/en/TechnologyInnovation/ProtectingTheEnvironment/CarbonCaptureAndStorage/Pages/CO2InjectionInSalahAlgeria.aspx
http://unfccc.int/files/meetings/sb24/in-session/application/pdf/sbsta_may_20th_in_salah_wright.pdf

事業主体 ： BP, Statoil
Sonatrach（アルジェリア国営石油会社）

パートナー ： N/A

投資額 ： $ 100M（CO2貯留のみ）
補助金額 ： CSLF,EUから$ 30M

（モニタリング技術のR&D）

CO2発生源 ： 天然ガス随伴CO2
貯留量 ： 100万~120万t/y（原典）

3,300~4,000t/d（換算）
総量1,700万t

貯留方法 ： ガス田の構造下位の帯水層貯留
輸送方法 ： パイプライン

プロセス設備

アミン吸収

CO2圧入井 3抗ガス井 4抗

ガス

地下水

白亜紀砂岩・
泥岩層
～900m

石炭紀泥岩層
～950m

石炭紀貯留層
～20m
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A-1.1 FutureGen プロジェクトにおける資格基準一覧 

地中貯留の抜粋 
基準  
番号  

種類  資格基準  根拠  

2.1 地表の特性  

2.1.1 配置  CO2 貯留層の提案サイトはアメリカ合

衆国の領域内に収まるものとし、地下に

おける CO2 の移動も、領域内から漏出す

るリスクがないものとする。技術専門家

の専門的な判断に基づき、同盟は 5 千万

メートルトン（50MMT）の CO2 プルー

ムは非常に低い確率で、圧入井の坑底か

ら 10 マイル（16 キロメートル）まで移

動するとしている。本プロジェクトは同

種プロジェクトにおいて初の実証プロジ

ェクトであり、また、モニタリング井は

プルームが広がる可能性がある最大範囲

に設置する必要があるため、保守的な安

全距離として、圧入井はアメリカの国境

から 20 マイル（32 キロメートル）以内

に設置してはならいこととした。プルー

ムの移動に関する算出方法は、付属書 B
に示されている。  

（基準 1.1.1 参照）  

アメリカは国連のエスポー

条約、越境地に関する環境影響

評価に関する協定を批准して

いる。本協定の一般規則では、

“実施者は、個々、共同体いず

れの場合にも、提案された活動

による環境に対する悪影響の

越境を防止、低減、管理するた

めにあらゆる適切で効果的な

手段を講じなくてはならない ”
と規定している。貯留庫に関す

る保守的なパラメータを用い

た試算では、5 千万メートルト

ン（50MMT）の CO2 プルーム

は非常に低い確率で、圧入井か

ら 10 マイル（16 キロメートル）

の範囲まで拡張するとされる。

地下の CO2 プルームによるあ

らゆる越境の可能性をなくす

ために、追加的な安全要素とし

てこの距離を倍にした 20 マイ

ルを選択した。  
本基準は協定による一般規

則を遵守するものであり、プロ

ジェクトの大幅な遅延やコス

トの増加の可能性をもたらす

越境環境影響評価に関するさ

らなる対策や要求事項を起こ

す引き金となることを防止す

るものである。  
2.1.2 アクセス  地下の CO2 プルームの存在予定地の上

部における土地の所有権は必要とされて

いないが、同盟は、綿密なモニタリング

プログラムを実施するために、対象とな

る地層の上部に十分なアクセスを有する

必要がある。少なくとも、対象となる地

層の上部 60%以上のエリアにおいて、地

上及び地下のモニタリング設備の設置の

ためにアクセスが可能である必要があ

る。  
対象となる地層は、CO2 を提案依頼書

（2.5.1、2.5.2、2.5.3 参照）にある割合

で貯留できるものとする。提案者は、少

なくとも深部塩水帯水層の第一候補と、

1 つ以上の候補となる地層（種類は問わ

ない）を提案する。対象となる地層は、

１MMT/年の割合で、合計 50MMT 以上

圧入できるものとする。この要求事項は、

それぞれの提案された地層に対して適用

される。  
 

地上のアクセスは、モニタリ

ング設備の設置においても必

要である。  
基準は、対象となる地層の上

部の大半の地域でアクセスが

利用できるように設定された。

“60%ルール”は意思決定の際

にしばしば用いられる基準で

ある。  
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2.2 地下のサイト特性  
2.2.1 鉱物の権利  提案者は 50MMT の CO2 収容許容量を

持つ、貯留対象となる地層内、及び隣接

地における鉱物の権利を所有、獲得、購

入、または所有権を放棄させられること

を明らかにしなくてはならない。この要

求事項は、全ての提案された地層に適用

され、また浅層のシール層及び対象とな

る層の下層（下層の鉱物資源が、対象と

なる層および上部のシール層を全く侵害

することなくアクセス可能である場合以

外）にも適用される。  

地中貯留層にある鉱物資源

の権利に関する論議は解決す

るのに何年もの訴訟が必要と

なり、同盟にとって非常な負担

である。  
これらの権利を獲得、または

放棄させることは、プロジェク

トのスケジュールとコスト目

標を維持するために不可欠で

ある。  

2.2.2 水の権利  提案者は 50MMT の CO2 収容許容量を

持つ、貯留対象となる地層内、および隣

接地における水の権利を所有、獲得、購

入、または所有権を放棄させられること

を明らかにしなくてはならない。この要

求事項は、全ての提案された地層に適用

され、また浅層のシール層および対象と

なる層の下層（下層の水資源が、対象と

なる層および上部のシール層を全く侵害

することなくアクセス可能である場合以

外）にも適用される。  

地中貯留層にある水資源の

権利に関する論議は解決する

のに何年もの訴訟が必要とな

り、同盟にとって非常な負担で

ある。  
これらの権利を獲得、または

放棄させることは、プロジェク

トのスケジュールとコスト目

標を維持するために不可欠で

ある  

2.3 飲用水  

2.3.1 全 蒸 発 残 留 物

お よ び 最 高 濃

度レベル  

提案された対象となる地層は、飲用地

下水源であってはならない。  
CO2圧入の許可を獲得するた

めには、連邦の USDW の規則

に従う必要がある。  
2.3.2 水資源の利用  広義の地下飲用水資源は、連邦議会に

よって、現在飲用水資源として利用され

ていないものや何らかの水処理なしには

利用できないものであっても将来的な地

下飲用水資源は確実に保全されなくては

ならないことが定められている。  
提案された対象となる地層は飲用水と

なる可能性がないことに関する証拠を示

すこと。さらに、地域の水道委員会によ

るリストにおいて、水資源が今後 10 年

間地域における水利用の需要と直面する

ことがないことを確認すること。  

水資源は、特にアメリカ西部

においては重要な問題である。

本基準はプラントの存続期間

である 30 年以上先における潜

在的な水資源の価値を保護す

るものである。  

2.4 地層の特性  

2.4.1 深 部 塩 水 帯 水

層  
提案者は、少なくとも１箇所は CO2 の

圧入に適当な深部塩水帯水層を対象とな

る地層として提案する必要がある。少な

くとも 1 箇所の提案された地層が、少な

くとも 60%の圧入能を確保でき、かつ基

準 2.4.2～2.5.3 に記載された収容許容量

を有する深部塩水帯水層であることを示

す必要がある。  

深部塩水帯水層は CO2 貯留

地として米国及び全世界で最

大 か つ 最 も 普 及 し て い る 。

FutureGen の主要な目的は、将

来的なゼロエミッション発電

施設の普及に大きな潜在的な

影響をもたらす CO2 地中貯留

に関する研究を行うことであ

る。この目的を達成するため

に、発電施設から回収された

CO2 の大半は、深部塩水帯水層

に圧入されなくてはならない。

2.4.2 深さ  CO2 は気温 31℃以上、気圧はおよそ

73atm において超臨界流体となる。  
提案された地層における CO2 の物理的

特性の調和性を明らかにし、また、CO2

圧入および地中での拡散に関するモデル

本基準の根拠はテキスト中

に記載されている。  
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化を進めるために、第一に提案された深

部塩水帯水層は自然の状態で、水圧およ

び気温が CO2 の超臨界より高くなくて

はならない。  
2.4.3 地層への刺激  第一に提案された深部塩水帯水層は、

大規模な物理的、化学的刺激技術による

ことなく、プロジェクトの目的に合致す

る貯留容量を持たなくてはならない。  

物理的刺激技術の典型は、浸

透性の低い貯蔵地における水

圧破砕である。これらの方法は

ホストとなる地層を物理的に

破壊し、裂け目を支持するため

にプロパントを圧入し、さらに

坑井から裂け目を拡張させる

ものである。標準的な深部塩水

帯水層に CO2 を封じ込めるに

は、透水性の低いキャップロッ

クの存在と存続が必要であり、

キャップロックに亀裂をもた

らす高圧力は非常に望ましく

ない。  
マトリクス酸処理法のよう

な大規模化学的刺激法は大規

模に垂直面での亀裂をもたら

すが、価格面及び貯留地および

キャップロックの水力学的特

性に与える長期的影響が不明

確であるため、不適切である。

2.4.4 一次シール  提案された対象となる地層には、圧入

した CO2を長期にわたり封じ込めること

が可能な一次シール（キャップロック）

が不可欠である。一次シールは、十分な

厚さ（20 フィート（6 メートル）以上）

があり、広範囲に広がっており、かつ

50MMT の CO2 を圧入後の CO2 プルーム

のあらゆる境界を越える範囲において連

続している必要がある。また、透過性が

十分に低く、CO2 が対象となる地層から

移動するのを防ぐことができる十分な毛

細圧が必要である。  

一次シールは圧入した CO2

の早期の地表への移動を封じ

込め地中貯留プログラムの失

敗を回避するため、それぞれの

提案された地層において必要

である。  

2.5 貯留容量  
2.5.1 テ ス ト 期 間 に

お け る 貯 留 容

量  

FutureGen のテスト期間における目

的は、少なくとも年間１MMT の CO2 を

圧入することであり、これは起動後の 4
年間が対象となる。  

FutureGen における貯留の

目標を達成するために、対象と

なる地層において十分な空間

があることは重要である。プロ

ジェクトの最初の 4 年間は重要

なテスト段階であり、地中貯留

サイトの地質的特性として、全

貯留量の収容能力が必要であ

る。  
不正確な地質データを用い

ることによるリスクを最小化

するためには、提案されたサイ

トの近くの地質データが必要

である。  
2.5.2 テ ス ト 段 階 後

に お け る 貯 留

容量  

発電施設の一般的な操業期間は少なく

とも 30 年である。FutureGen の設備も

その期間の操業に準じるように設計、建

設される。CO2 の貯留回収はテスト段階

に引続いて実施され、貯留容量は先述の

プラントの存続期間に鑑み

て、FutureGen における貯留の

目標を達成するために、対象と

なる地層において十分な空間

があることは重要である。しか
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目的に応じて少なくとも 50MMT は必要

である。  
しながら、貯留層側面からの異

物質の侵入や、テスト段階以降

の地中貯留プログラムの続行

に関する不確定要素等から、さ

ほど厳密ではなく、かつ、貯留

層の特性に関するさらに地域

的な地質に関する証明が必要

である。  
2.5.3 圧 入 レ ー ト に

関する容量  
サイトにおいて必要な総貯留容量に加

え（基準 2.5.1、2.5.2 参照）提案された

対象となる地層は年間１MMT で 30 年間

続ける CO2 圧入レートに耐えられるも

のでなくてはならない。  

全ての提案された地層にお

いて、十分な透過性が必要であ

る。先の基準とあわせ、第一候

補の塩水帯水層は最低限、60%
の圧入目標または、 0.6MMT/
年を確実に受入れられる必要

がある。  
2.6 安全性と安全保障  

2.6.1 一般立入地域  提案された対象となる地層は、PAA
（Public Access area 一般の立ち入り地

域）上に位置してはならない。あらゆる

圧入井の坑底が、PAA（一般の立ち入り

地域）から 10 マイル（16 キロメートル）

以内に位置してはならない。  
技術専門家の専門的な判断に基づき、

同盟は 5 千万メートルトン（50MMT）

の CO2 プルームは非常に低い確率で、圧

入井の坑底から 10 マイル（16 キロメー

トル）まで移動すると仮定している。本

プロジェクトは同種プロジェクトにおい

て初の実証プロジェクトであるため、10
マイルを保守的な安全距離として採用し

た。  
一般立入地域（PPA）とは、州立公園、

国立公園、国立保護山地、国立保護海岸、

国立保護湖岸、国立鳥獣保護区、特定自

然保護区、特定自然・景観河川および前

述の特定地域に関する研究地域である。

地上のアクセスは、モニタリ

ング設備の設置において必要

であるが、一般立入地域におい

ては、それは非常に困難であ

る。  
さらに、同盟は、環境への悪

影響及び CO2 が一般立入地域

に移動することによる実際的

および想定による影響に関す

る懸念によるプロジェクトの

スケジュールの遅延の可能性

を最小化したい。  
貯留地に関する保守的なパ

ラメータを用いた試算では、5
千万メートルトン（50MMT）

の CO2 プルームは非常に低い

確率で、圧入井から 10 マイル

（16 キロメートル）の範囲まで

拡張するとされる。  

2.6.2 海洋、海岸線及

び湖  
提案された対象となる地層は、海岸線

やその他の主要な水域と交差してはなら

ない。あらゆる圧入井の坑底は、海岸線

や主要な水域から 10 マイル（16 キロメ

ートル）以内に位置してはならない。  
技術専門家の専門的な判断に基づき、

同盟は 5 千万メートルトン（50MMT）

の CO2 プルームは非常に低い確率で、圧

入井の坑底から 10 マイル（16 キロメー

トル）まで移動するとしている。本プロ

ジェクトは同種プロジェクトにおいて初

の実証プロジェクトであるため、10 マイ

ルを保守的な安全距離として採用した。

同盟は、環境への悪影響およ

び CO2 が海岸線や主要な湖ま

で移動することによる実際的

および想定による影響に関す

る懸念や訴訟によるプロジェ

クトのスケジュールの遅延の

可能性を最小化したい。  
主要な湖の定義としては、ア

メリカにおける規模および深

度で上位 10%に属するものを

除外する基準として、20 平方マ

イル以上の規模、深度 150 フィ

ート以上を採用した。  

2.6.3 傷 つ き や す い

地物  
提案された対象となる地層の上部に

は、大規模ダム、貯水池、危険物貯蔵施

設、Ⅰ級圧入井、その他傷つきやすい地

物が交差してはならない。いかなる傷つ

きやすい地物も、圧入井の坑底から 10
マイル以内に位置してはならない。  
技術専門家の専門的な判断に基づき、

同盟は、環境への悪影響およ

び CO2 がこれらのいずれかの

傷つきやすい地物まで移動す

ることによる実際的および想

定による影響に関する懸念や

訴訟によるプロジェクトのス

ケジュールの遅延の可能性を
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同盟は５千万メートルトン（50MMT）の

CO2 プルームは非常に低い確率で、圧入

井の坑底から 10 マイル（16 キロメート

ル）まで移動するとしている。本プロジ

ェクトは同種プロジェクトにおいて初の

実証プロジェクトであるため、10 マイル

を保守的な安全距離として採用した。  
大規模ダムとは、高さ 15 メートル（50

フィート）以上、または高さ 5 メートル

（16 フィート）以上で 300 万立方メート

ル（400 万立方ヤード）以上の容量の貯

水池を有するものである。  

最小化したい。  
大規模ダムの定義は、大規模

ダム国際委員会（ICOLD）から

引用した。  
 

2.6.4 一 次 シ ー ル と

活断層・透過層

との関係  

一次シールは、いかなる歴史的な活断

層および水の透過層とも交差してはなら

ない  

活断層や透過層は CO2 が対

象となる地層から漏洩し、地表

へと放出される潜在性を持つ

受容し難いリスクとなり得る。

それらの既知の地質的構造は

回避すべきである。  
2.7 許可  

2.7.1 深 い 井 戸 に 関

する UIC の許

可  

提案者は、少なくとも 4 年間は最低限、

年間 100 万 MT の CO2 を貯留することに

関して、UIC の許可が入手可能であるこ

とを示す必要がある。  

CO2 の地下圧入において、

UIC の許可の獲得は不可欠で

ある。政府の規定が提案された

サイトにおいて CO2 の大規模

な貯留を行う際に問題となら

ないことを明らかにする。  
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A-1.2 FutureGen プロジェクトにおける採点基準一覧 

地中貯留の抜粋 

基準  
番号  

種類  採点基準  規模  
ス

コ

ア  

ウ

ェ

イ

ト  

評価  
（スコ

ア×ウ
ェイ

ト）  
4.1 地層の特性  

4.1.1 提 案 さ

れ た 対

象 と な

る地層  

少なくとも１箇所は CO2の圧

入目標総量である 50MMT のう

ち、少なくとも 60％を貯留可能

な深部塩水帯水層が必要であ

る。また、捕集のメカニズムが

異なる、多様な貯留の対象とな

る地層があることが望ましい。

追加的に提案される地層は、圧

入目標総量の 25％の容量が必

要である。  

5：2 箇所以上の深部塩水

帯水層及び 3 つ以上のそ

の他の地層  
4：2 箇所以上の深部塩水

帯水層及び 2 つ以上のそ

の他の地層  
3：2 箇所以上の深部塩水

帯水層及び 1 つ以上のそ

の他の地層  
2：1 箇所の深部塩水帯水

層及び 1 つ以上のその他

の地層  
1：1 箇所の深部塩水水層

5 
 
 

4 
 
 

3 
 
 

2 
 
 

1 

10 50

40

30

20

10
4.1.2 配向性  第一の深部塩水帯水層におけ

る CO2 の分布および移動は、地

層の構造的傾斜に大きく影響さ

れる。垂直的閉鎖を除き、CO2

の上位への移動を妨げる構造

的、層位的捕集に関する十分な

証拠がない場合、平均的な構造

的傾斜が低い方が高配点とな

る。  

5：構造的傾斜が 2 度未満

3：傾斜が 2~6 度  
1：傾斜が 6 度以上  

5 
3 
1 

5 25
15

5

4.1.3 浸透性  対象となる地層の浸透性の可

変性が、 坑底の圧力と併せて、

CO2 圧入に大きな影響を与え

る。  
対象となる地層が厚く、浸透

性が良いものが望ましい。  

5：ガスに対する平均浸透

マトリクスが 100mＤ以

上  
3：ガスに対する平均浸透

マトリクスが 20～100ｍ
D 
1：ガスに対する平均浸透

マトリクスが 20mＤ未満

5 
 
 

3 
 
 

1 
 

5 25

15

5

4.1.4 容量  FutureGen プラントの耐用

期間中、100MMT の CO2 を回

収し、貯留することが可能であ

る。このため、水文地質学的デ

ータと資格基準にある CO2 貯

留許容量である 50MMT 以上の

容量を算出した計算書類を提

供したサイトに高得点を付し

た。  

5：総容量が 200MMT 以

上  
3 ： 総 容 量 が 100 ～

200MMT 
1 ： 総 容 量 が 50 ～

100MMT 

5 
 

3 
 

1 

5 25

15

5

4.1.5 プ ル ー

ム の 規

模  

コスト、アクセス、障害、ス

ケジュールなどによる理由か

ら、地上施設の設置面積が小さ

てすむような水文地質特性が

望ましい  

5：プルームエリアが 50
平方キロ以下  
3 ： プ ル ー ム エ リ ア が

50~100 平方キロ  
1：プルームエリアが 100
平方キロ以上  

5 
 

3 
 

1 
 

5 25

15

5

小計   30 150

4.2 シール  
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4.2.1 断層  断層によって CO2 の封じ込め

に支障をもたらすリスクを低減

するため、圧入部に影響をもたら

す断層と断裂帯について評価す

る  

5：一次シールにおいて

断層または主要な断裂

帯が 0 
3：一次シールにおいて

断層または主要な断裂

帯が 1～3 
1：一次シールにおいて

断層または主要な断裂

帯が 4 以上  

5 
 
 

3 
 
 

1 

10 50

30

10

4.2.2 細 管 入

口圧力  
CO2 を一次シールから透過さ

せないため年間１MMT の割合で

の CO2 の圧入に必要な圧力が、

一次キャップロックシールの侵

入毛細圧以下を維持する必要が

ある。細管入口圧力が、圧入目標

に必要な坑底の最大圧力より大

きいものに高得点を付した  

5：細管入口圧力がそれ

ぞれの地中貯留サイト

における坑底の想定圧

力の 100 倍以上  
3：10~100 倍  
1：10 倍未満  

5 
 
 
 

3 
1 

10 50

30
10

4.2.3 亀 裂 勾

配  
圧入に関連する加圧による、一

次シールの破壊が CO2 漏洩の主

要なリスクである。キャップロッ

クと対象となる地層の圧の差異

が少ないもの、圧入圧と比較し、

シールの強度が高いものに高得

点を付した  

5：割合が 50 以上  
3：5～50 
1：5 未満  

5 
3 
1 

10 50
30
10

4.2.4 圧 入 井

の貫通  
一次シールを貫通する圧入井

が少ないものに高得点を付した  
5：井戸の総数が 5 未満

3：井戸の総数が 5～10
1：井戸の総数が 10 以

上  

5 
3 
1 

5 25
15

5

4.2.5 そ の 他

の貫通  
提案されたサイトにおいて、プ

ロジェクトに関連しない井戸に

よる一次シールの貫通は CO2 の

漏洩リスク等を高めるため、その

ような井戸が少ないサイトに高

得点を付した  

5：井戸がない  
3：貫通数が 1～10 
1：井戸の総数が 10 以

上  

5 
3 
1 

5 25
15

5

4.2.6 二 次 シ

ール  
二次シールは、CO2 の圧入後

に、CO2 が一次シールを透過して

しまった場合に封じ込めのバッ

クアップとして機能するため、二

次シールの存在が示されたサイ

トに高得点を付した。  
二次シールは、一次キャップロ

ックシールの上部に存在するこ

と、大規模に連続して存在するこ

と、10 フィート（3 メートル）以

上の厚さを有すること、少なくと

も 50MMT の CO2 を圧入後の

75%のプルームをカバーするこ

と、が必要である。  

5：二次シールが 3 つ以

上  
3：二次シールが 1～2
つ  
1：二次シールがない  

5 
3 
1 

5 25
15

5

小計   45 225

4.3 モニタリング、緩和、検証  
4.3.1 物 理 的

ア ク セ

ス  

CO2 プルーム上部の土地の所

有は要求されていないが、厳格な

モニタリングプログラムを実施

するため、対象となる地層の地表

のアクセスは制限されていない

5：90％以上にアクセス

可能  
3：70~90％がアクセス

可能  
1：60~70％がアクセス

5 
 

3 
 

1 

10 50

30

10
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ことが望ましい。総合モニタリン

グプログラムには、大気、浅層モ

ニタリングステーションの他、サ

イト周辺へのモニタリング井の

設置なども含まれている。対象と

なる地層の上部 60%以上に物理

的にアクセスできるサイトに高

得点を付した  

可能  

4.3.2 法 的 ア

クセス  
土地所有者が、FutureGen 施設

の起動時以降少なくとも 15 年以

上、彼らの土地の一部に、モニタ

リング、緩和、検証を目的とした

定期的なアクセスを行うことを

認めてくれる場合に高得点を付

した  

5：90％以上がアクセス

可能  
3：70~90％がアクセス

可能  
1：60~70％がアクセス

可能  

5 
 

3 
 

1 

10 50

30

10

4.3.3 地 下 へ

の ア ク

セス  

モニタリング井の設置には、土

地所有者の許可だけでなく、掘削

のための土地の状況、井戸の完

了、設備の設置などの適切性が必

要である。  
物理的、経済的面から、モニタ

リング井の設置に適しているサ

イトに高得点を付した。  

5：地中貯留サイト上部

でモニタリング井の設

置が禁じられた部分が

0~10％  
3：モニタリング井の設

置に適さない、または

禁じられた地域が、10
～30％  
1：30％以上の地中貯留

サイト上部のエリアに

おいて、モニタリング

井が設置できない、ま

たは地下へのアクセス

に関する情報がない  

5 
 
 
 

3 
 
 

1 

10 50

30

10

小計   30 150

合計   105 525
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A-2.1. 貯留層シミュレーション STOMP 

 

A-2.1.1 シミュレータ STOMP 

    FutureGen プロジェクトでは、貯留層における炭酸ガスの流動挙動予測にシミュレータ

Subsurface Transport Over Multiple Phases (STOMP) を使用している。このプログラム

は、同プロジェクトを主導する米国エネルギー省（DOE）の支援により、DOE の管轄下

にある国家研究機関 Pacific Northwest National Laboratory (PNNL)が開発した非等温・

多成分・多相系シミュレータである。フローダイアグラムを次ページの図 A-2-1 に示す。 

    炭酸ガスは多くの場合、貯留層における温度圧力条件の下で超臨界状態となっており、

密度や粘度等の物理化学的性質で液体と気体の中間的な性質を示す。また長期的に見た場

合、貯留メカニズムとして構造性トラップ、溶解トラップ、水理トラップ、鉱物化等が考

えられる。このため STOMP では、温度変化、フラクチャタイプの地層、多相流、非湿潤

性流体のトラップ、土壌凍結、水相以外の液体、一次化学反応、放射性崩壊、溶質移動、

高密度ブライン、非平衡状態における溶解、界面活性剤による加速溶解、有機物移動等の

各種の現象を表現することを可能としている。 

支配方程式は以下の質量保存則およびエネルギー保存則による。 

   (1) 質量保存則 

 

 

   (2) エネルギー保存則 
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      ここに、 l：水 ,  g：ガス ,  n：油 ,  i：氷 , の各相， 

nD：孔隙率，ω：質量分率，ρ：密度，s：成分の飽和率 , g：重力加速度 , 
F：移流による質量流量，kr：相対浸透率，k：絶対浸透率，μ：粘度 , 
J：孔隙率，τ：屈曲度，M：分子量，D：拡散係数，χ：モル分率 , 
V：ダルシー速度，q：熱エネルギー源，P：圧力，zg：重力方向成分  
 

 

 

      図 A-2-1 シミュレータ STOMP のフローダイアグラム 

   (出典：STOMP  Subsurface Transport Over Multiple Phases Version 2.0  Theory Guide) 
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A-2.1.2 貯留層シミュレーション  

    FutureGen プロジェクトでは、貯留層における炭酸ガスの流動挙動予測シミュレーショ

ンが、①流体移動を支配する方程式の決定、②貯留層の概念モデル構築、③方程式のコン

ピュータコード変換、④高速コンピュータによるコード実行、⑤計算結果の検討、の順序

で進められた。上述の質量・エネルギー保存則を、積分差分法により時間および空間につ

いて離散化して残差形式の非線形代数方程式とし、設定したグリッドおよび時間ステップ

に対する計算が実施された。計算対象としている範囲内で比例関係にない要素については、

Newton-Raphson 法による反復計算によった。 

計算の前提となる概念モデルの構築は、対象地域の地質、貯留層における圧力・温度、

水の塩分濃度、水文地質学的および熱力学的性状、圧入井の諸元、その他多くのサイト固

有のパラメータによる。以下に、Mattoon サイトについて詳細例を示す。 

 

A-2.1.3 Mattoon サイトの例 

A-2.1.3.1 貯留層モデル 

(1) 地質の特徴 

対象貯留層として、カンブリア紀 Mt. Simon 砂岩層およびオルドビス紀 Mt. Peter 砂岩

層が存在している。Mt. Simon 砂岩層の直上には、一次シールすなわちキャップロックと

なる Eau Claire 頁岩層があり、その浅部には二次シールとなる別途 2 枚の頁岩層が存在

している。略図を本文の図 2.2-3 に示したが、同図にはバックアップ圧入井を除いた予定

坑井も記載されている。二次シール層の頂部は、飲料水源の最深部よりも深く、両者の中

間に約 914m (3,000ft)にわたる頁岩、石灰岩等のシールが存在している。イリノイ州の

Mt. Simon 砂岩層から石油あるいは天然ガスの生産はないが、同層への天然ガス地中貯留

が州内 38 箇所で実施されており、貯留能力の傍証となっている。 

Mt. Simon層はイリノイ堆積盆で最も厚く、かつ最も広範に広がっている塩水層である。

多層をなす薄い砂岩が、低浸透性で薄いシルトあるいは頁岩で分離されている。同層は、

152m～213m と厚い地域的なシール層 Eau Claire 頁岩で覆われる一方、深部は先カンブ

リア紀の花崗岩の基盤が存在する。また、Mt. Peter 砂岩層がオプションの貯留対象層と

して提案されているが、別途坑井が必要となる。同層は深度 1,432ｍで、Mt. Simon 砂岩

層と比較して 670ｍ浅い。 

 

(2) 貯留層性状 

Mt. Simon 砂岩層の深度は 1,981～2,545ｍ(6,500～8,350ft)、層厚は 396～427m(1,300

～1,400ft)で有効層厚は 178ｍと推定されている。孔隙率は 5～15％であるが、有効孔隙率

とされる 12.6％超の箇所は砂岩部分に限定される。有効孔隙率は、低浸透性部分で分離さ

れている層厚 0.3～0.6m (1～2 ft)の多くの砂岩で見られる。同層では、水の塩分濃度

130,000ppm、最深部における温度 62.8℃、坑底圧力は 252 kg/cm2 (2,560ｍ)である。一
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方 Mt. Peter 砂岩層は、州全体に 61m(200ft)超の層厚で連続し、平均孔隙率は約 16％、

平均浸透率は約 20md である。両層ともに、州内複数の地域で問題なく天然ガス貯留に使

用されている。 

Mt. Simon 砂岩層を貫通し物理検層を実施している最寄りの坑井は、圧入予定井の南

57km に位置している。このため、層厚および貯留層特性について不確実な部分が存在す

る。しかし、イリノイ州南部には同層を貫通する 25 坑井が存在し、同層はほぼ確実に

Mattoon サイトに存在すると推定される。同層砂岩の地域的堆積環境は、州全体にわたっ

て極めて均一であるため、坑井が存在する地域と本サイトの貯留層特性は大きく相違しな

いと考えられる。 

(3) 漏洩シナリオに影響を及ぼす地質学的特徴   

地中貯留後の炭酸ガスの漏洩では、キャップロックにおける低速の侵入による漏洩また

は破壊による急激な漏洩、および坑井に沿った漏洩とされる。 

低速の侵入は、キャップロックの鉱物組成および浸透率により決定される。Mattoon サ

イトではともに、これら漏洩を抑制できると推定されている。キャップロック Eau Claire

層について、本サイト北方 93km の Peoples 天然ガス地中貯留フィールドの調査では、カ

リ長石、石英、白雲岩、および少量の海緑石、斜長石、方解石、黄鉄鉱、角閃石、砕屑性

粘土を含む不均質層が見られる。砕屑性粘土の大部分は、比較的安定なイライトに変化し、

シルト岩や散在する薄い砂岩は石英によって十分に固結される。長石の大部分は粘土鉱物

に変化し、より安定なカリ長石が残る。 

キャップロックの水平方向の変化に伴う浸透率の増加により、低速な漏洩が発生する可

能性は存在する。地域的に不均質な箇所が存在するが、浸透率として大きな相違とはいえ

ない。イリノイ州南部では、25 坑井のみが Eau Claire 層を貫通しているため、本サイト

の岩質変化に関するデータは限定されている。 

二次シールの Maquoketa 層および New Albany 層は大部分が海成頁岩で、垂直方向の

水浸透率は 0.001md 以下である。特に後者は 0.0001md 未満で天然ガス貯留のシールをな

している。 

Mt. Simon 砂岩層の鉱物組成および不均質性により、特に浮力による炭酸ガス上方移動

が減速される。雲母頁岩の薄層、細粒から中程度の長石を含有する薄い砂岩が挟まれてい

る。層厚は、州の南西部 150m～中東部 780m 以上に及ぶが、一部では非常に薄い箇所や

存在しない箇所もある。孔隙率は一般的に深度とともに減少するが、互層をなす薄層によ

り垂直方向の移動は減速され、かつ長石により鉱物トラップが強化されると考えられる。 

炭酸ガスの漏洩の主原因と考えられるのは、貯留層圧力が過剰となること、あるいは、

誘発地震または自然地震により、キャップロックが突発的に脆性劣化により破壊すること

である。本サイトの北部の天然ガス貯留サイトにおける Mt. Simon 砂岩層は高浸透率であ

るため、かつ、イリノイ州における操業では圧入圧力がフラクチャ開放圧力の 80%未満に

規制されるため、貯留層に過剰な圧力がかかることは考えられない。また、貯留層におけ
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る応力が水平方向で圧縮状態にあるため、地震によって断層が破断したり流体の移動が発

生したりしないと考えられる。 

圧入操業時に断層あるいはフラクチャが開放することは、漏洩の危険につながる。圧入

操業に伴って既存の破断面が局部的に流体の移動が可能となったり、その面の滑り現象を

生じたりして、シールの破壊が発生する可能性は否定できない。しかし、応力が圧縮状態

にあり、通常の操業では開放しないことを示している。 

また、坑井に沿った漏洩のおそれがある。Mattoon サイトの半径 16km 以内には、背斜

構造を有する 5 油田が存在する。東部の Mattoon 油田は深度 518～975m のデボン紀およ

びミシシッピ紀の地層から生産されている。シミュレーションで予測されたプルーム到達

範囲には 3 坑の試掘井があり、それぞれミシシッピ紀、デボン紀、シルル紀まで掘削され

ているが、どれも Eau Claire 一次シール層を貫通していない。 

 

A-2.1.3.2 シミュレーションによる炭酸ガス到達範囲 

シミュレーションでは、貯留メカニズムとして①構造性トラップ、②溶解トラップ、③

水理トラップ、④鉱物化、を取扱う。構造性トラップは、不浸透性のキャップロック下部

に保持された貯留岩における炭酸ガスの停留であり、溶解トラップは、物理的な溶解およ

び炭酸ガスの貯留層塩水相への少量のイオン化で、周囲より水相の密度が増加する特徴が

ある。水理トラップは、一度炭酸ガスが通過した孔隙部分への水の再侵入によるもので、

典型的には炭酸ガス圧入停止後に発生する。鉱物化は、pH 低下による貯留層内の鉱物の

再溶解によるもので、炭酸ガスの塩水相への溶解に伴って発生し、結果として炭酸塩鉱物

が生成する。 

リスクアセスメントでシミュレーションにより炭酸ガス到達範囲を予測するのは、地表

への漏洩リスクを考慮する範囲の決定するためである。 

(1) 設定条件 

圧入操業時に断層あるいはフラクチャが開放することは、漏洩の危険につながる。圧入

操業に伴って既存の破断面が局部的に流体の移動が可能となったり、その面の滑り現象を

生じたりして、シールの破壊が発生する可能性は否定できない。しかし、応力が圧縮状態

にあり、通常の操業では開放しないことを示している。 

圧入井は 1 坑井で可能か否か、中途で圧入を停止したら貯留層の炭酸ガスはどうなるの

か、低速で長期間圧入した場合の炭酸ガス挙動はどうか、といった懸案事項の確認のため、

以下の４種類のケースを設定した。 

①プラント操業圧入ケース   

約 27.4 年間で 50 百万トン圧入するケースで、年間 28 日のプラントシャットダウン

(180 万トン /年)により、5,900 トン/日のレートで圧入。 

②制限操業ケース   

      ①と同様に 5,900 トン/日、180 万トン/年により 4 年間で 730 万トン圧入して停止、
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圧入後 2 年間モニタリング実施。 

③年間 100 万トン一定レート圧入ケース  

           年間 100 万トンの一定レートで圧入するケースで、プラントシャットダウンは想定せ

ず、50 年間累計で 50 百万トン圧入。 

④年間 250 万トン一定レート圧入ケース 

         プラントシャットダウンは想定せず、20 年間で 50 百万トン圧入。プラントのシャッ

トダウン期間では、それまでに圧入された炭酸ガスが移動・拡散する。制限操業ケース

以外は 50 年間を設定して実行された。 

ニ次元の放射状流モデル、半径方向 60、垂直ノード 53 グリッドの設定により実施さ

れ、貯留層全体にわたり穿孔された中心坑井から、Mt.Simon 砂岩 2,118～2,545m 

(6,950～8,350 ft)に圧入される炭酸ガスの移動および拡大が計算された。垂直方向は、

Weabor-Horn１号井（マツーン EIV Data Package, 2006）で収集された 457m (1,500 

ft)インターバルにわたる物理検層により、SONIC 孔隙率をベースとして水文地質学的

性状により 53 岩相分類とされ計算に供した。 

また、相対浸透率－飽和率－毛管圧力関数のパラメータ（k-s-P）は、Manlove フィ

ールド Hazen5号井で採取された 4サンプルに対する水銀圧入コア試験データにより、

上記 53 岩相に割当てられた。さらに、計算上の上部および下部境界については浸透性

をゼロとし、半径方向の外部境界は初期状態における平衡条件下の圧力に基づいた設定

とされた。 

 

(2) 計算結果 

ケース②の制限操業ケースにより、4 年間 730 万トンの圧入能力および同期間における

炭酸ガス到達範囲が計算された。その後、炭酸ガス圧入を停止、かつ最短 2 年間追加モニ

タリング継続を条件とした。この結果 Mattoon サイトは、プラントから 1 本の坑井で 730

万トンの炭酸ガス圧入するに十分な有効な浸透率および孔隙率を有することが示された。

また塩を減少したケースとの比較により、塩の析出が圧入炭酸ガス量を減少させることは

ないと示された。炭酸ガスの多くが、塩分濃度の大きい水よりも小さい水に溶解するとの

予測が確認された。 

上記の②と比較し、①のプラント操業ケースでは平均レート年間 180 万トン 27.4 年間

で合計 50 百万トンの炭酸ガス圧入が計算された。この結果、本貯留層は期間が長い場合

でも 1 本の坑井により 50 百万トンの炭酸ガスを圧入するに十分な、浸透率および孔隙率

を有していることが示された。塩の析出については上記同様、モデルで塩を減じたシミュ

レーションと比較して圧入炭酸ガス量を減少させることはないこと、炭酸ガスの多くが塩

分濃度の大きい水よりも小さい水に溶解するとの予測が示された。 

また上記③の年間 100 万トン一定のケースでは、一定レートで 50 年間の計算が実施さ

れた。この結果、上記①と比較してレートは小さいが長期間にわたり圧入する場合でも、
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本貯留層は 1 本の坑井で炭酸ガス 50 百万トンの圧入が十分な有効な浸透率および孔隙率

を有していることが示された。塩の析出についても、圧入量の減少は生じないこと、炭酸

ガスの多くが塩分濃度の大きい水よりも小さい水に溶解することが示された。 

さらに上記④の年間 250 万トン一定のケースは、一定レートで 20 年間の計算が実施さ

れた。この結果、中断なく圧入する場合でも、本貯留層は 1 本の坑井で炭酸ガス 50 百万

トンの圧入が十分な有効な浸透率および孔隙率を有していることが示された。塩の析出に

ついても、圧入量の減少は生じないこと、炭酸ガスの多くが塩分濃度の大きい水よりも小

さい水に溶解することが示された。 

 

(3) 炭酸ガス挙動に影響する要因 

①温度 

貯留層では、パイプラインからの比較的温度の低い炭酸ガスによって、地化学変化

に加え追加的に圧力および温度の影響による応力状態変化が問題となる場合があるが、

本サイトでは地上のパイプライン輸送距離が短く、炭酸ガスの坑口温度を 2～3℃の範

囲で制御できるため、特別な考慮は必要ないとされた。本シミュレーションでは、温度

一定による計算が実行された。 

②塩分濃度 

貯留層における塩分濃度は、炭酸ガス圧入能力および圧入後の挙動に影響する。す

なわち、圧入能力は岩石における水の減少および貯留層における塩の析出により減少す

る。析出は一般的に浸透率の大きい層の圧入井近傍で発生し、孔隙の通路を閉塞して浸

透性を減少させる。気相と液相における炭酸ガスの存在比は、塩分濃度の影響を受け、

液相に溶解している炭酸ガスは塩分濃度に逆比例する。塩の析出は特に圧入井の近傍で

発生して孔隙率および浸透率が減少すること、および坑井周辺の岩石性状の変更により

緩和されることが、炭酸ガス圧入初期のシミュレーションにより確認された。 

炭酸ガス圧入シミュレーションは、上記 4 種類のシナリオ各々について大小 2 種類

の塩分濃度条件について実行され、炭酸ガスが塩分濃度のより小さい水に溶解する状態

について計算により確認された。 

③断層およびフラクチャ 

操業時に、断層あるいはフラクチャが開放することにより漏洩の危険につながる。

既存の破断面で局部的に流体移動が可能となったり、その面で滑り現象を生じたりする

ことにより、シールの破壊が発生する可能性は否定できない。しかし、応力が圧縮状態

にあるため、通常の操業では開放しないと判断された。 

圧入圧力は、対象貯留層および特に第 1 キャップロックにおけるフラクチャ発生の

ポテンシャルを最小化するように制限されるが、断層あるいはフラクチャを経由しての

外部に炭酸ガスが移動する状態を確認するため、後述のとおり断層を表現するモデルに

よる三次元のシミュレーションが実行された。 
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(4) 不確定要素 

①炭酸ガス到達範囲 

到達範囲の半径の算出は、炭酸ガス質量を半径方向に合計し、炭酸ガス質量の 95％

を含む箇所までの圧入井からの距離とみなして計算された。95%とする理由は、プルー

ム半径が圧入炭酸ガス容積を確実に表現するために設定された。言い換えると、坑井に

おける物理検層解析によると、非常に薄い高浸透率ゾーンが存在しており、プルーム最

前列部には非常に薄い炭酸ガス層が存在し、これらまで到達範囲とすると、炭酸ガスが

微量に存在する箇所も含むため現実的ではないことに加え、到達範囲について読者に誤

解を与えることを回避するためである。 

シミュレーションで塩が析出した場合、貯留層における孔隙率および浸透率が減少

する。例えばケース①のプラント操業ケースの 50 年間の計算では、析出するケースの

方が析出しないケースよりもプルーム半径で 138m(454ft)だけ大きくなる。また、プル

ームの拡大挙動は、特に圧入により促され、一時的にでも停止すれば成長の速度は緩や

かとなる。 

炭酸ガス到達範囲については、ケース①のプラント操業の塩を含むケースで、本文

の図 2.2-6 の通りガス飽和率プロファイルで表現される。このシナリオでは、27.4 年後

に炭酸ガス圧入が停止されるが、図の通り半径方向にプルームが拡大している。すなわ

ち、初期段階で垂直であるプルームが 30 年および 50 年後では浮力の影響を受けて、

相対的に浅部が拡大する挙動が出現してプルームの移動挙動を支配する。またプルーム

容積は、同期間で炭酸ガスの水への溶解の増加によって減少が見られている。 

②岩石性状の半径方向の分布 

シミュレーションにおける主要な不確定要素として、圧入井を中心とした岩石性状

の半径方向の分布の仮定、すなわち貯留層の特性を決定する性状および水文地質学的パ

ラメータがあげられる。1 つの半径方向を仮定して計算を実行しており、貯留層の傾斜

を表現していない。制限されたデータであり大きな不確定要素を含んでいるため、決定

された水文地質学的性状が圧入シナリオの貯留層挙動に影響している。 

 

A-2.1.3.3 混合隔離 

FutureGen プロジェクトでは、深部塩水層への炭酸ガス貯留に影響する重要な各種プロ

セスが検討された。実施が予測された 1 つのプロセスとして、炭酸ガスと硫化水素との混

合圧入が検討された。これは、プラントにおける硫化水素除去および硫黄生産に要する資

本コストおよび操業コストが全体の 6～7%に相当するため、安全かつ効果的であるか否か

を確認すべく、7 日間を最大とする短期間のパルス圧入を含めて特に検討に加えられた。 

ガス中の硫化水素濃度は、石炭により 0.3%～から最大 2%までの範囲があったため、最

大の 2%と仮定された。参照事例として、1990 年から酸性ガス貯留層からの天然ガスに随
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伴して生産された 2 トンを超える硫化水素が、深部塩水層およびカナダ西部の減退した油

ガス貯留層に圧入された実績がある（Bachu and Gunter, 2004）。この実績の炭酸ガスで

は、最大 26％までの硫化水素を含有している。 

 

(1) 炭酸ガス-硫化水素ガス流の移動挙動 

混合圧入のシミュレーションは、炭酸ガス圧入開始後 2 年後、20,000ppm の硫化水素の

1 週間のパルスを追加することにより実行された。貯留層パラメータは、前述のケース④

の年間 250 万トンの一定レートでプラントシャットダウンなしのケースと、同一のパラメ

ータが使用された。 

STOMP では、硫化水素ガスは気相にも液相にも溶解可能な溶質として取扱われた。初

期条件および境界条件は、最小プルームケースとして、圧入井から最も遠い垂直境界にお

ける溶質の外部流動境界条件として記載された。すなわち、溶質の外部流動境界において、

硫化水素のような溶解した溶質は自由に流動により境界を越えて自由にシステムから離れ

ることができる。Mt.Simon 砂岩では、以下の硫化水素に対する移動流動パラメータを使

用した。   

・液相の拡散係数  1.31×10-5 cm2/s 

・ガス拡散係数   5.74×10-4 cm2/s 

・ガス－液分配係数 7.08×10-1 

ここでガス/液分割係数とは、気相の単位容積当りの溶質濃度の、液相の単位質量当りの

液相中の溶質濃度に対する比率である(White and Oostrom, 2006)。硫化水素ガス－液分

配係数は、ヘンリーの法則の係数、硫化水素に対し 991ｋPa/moral（Bourcier et al.,1994）

および各層の炭酸ガスプルーム圧力および密度により計算された。 

シミュレーションの結果、硫化水素は貯留層の高浸透率層により速く流動し、下部層か

ら浮力により上昇するガスが、特徴的なダブルピークプルームを形成する。なお圧入硫化

水素のパルスは速く分散し、キャップロック下部の硫化水素最大濃度は、硫化水素圧入後

わずか 1 年で 100ppm まで大きく減少する。これらの結果は、短期間の混合圧入では、パ

イプライングレードを超越する硫化水素を含有した、相当大量のガスが対象の貯留層から

漏出するリスクは極めて小さいことを示唆している。ただし、これら計算では硫化水素濃

度をさらに減少させる要素である、貯留層およびキャップロック元来の鉱物あるいは水中

の陽イオンとの化学反応は考慮していない 

 

(2) 炭酸ガス-硫化水素ガス流とキャップロックとの反応 

水の組成は、圧入炭酸ガス-硫化水素混合ガスおよび Eau Claire 貯留層との反応モデル

で使用するため、Manlove フィールド坑井の水サンプルに対する分析表から決定された。

水の組成は、1999 年 12 月に HAZ 4 号井から採取された水サンプルの分析をベースとし、

pH 6.4、Ca 6,200mg/l、Mg 1,220mg/l、Fe 47mg/l、Mn 4.1mg/l、HCO3 280.6mg/l、Cl 49,100 
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mg/l、SO4 1,600 mg/l、SiO2 11 mg/l、Na 23,219mg/l とした。与えられた 4 分析で、HCO3

濃度最小値の組成を最悪ケース条件として選択された。 

キャップロック Eau Claire 層は、Mt.Simon 砂岩に対する一次シールであり、第 1 にカ

リ長石、石英、ドロマイト、摩滅粘土鉱物を含有する不均質なユニットである。炭酸塩岩

鉱物は炭酸ガスとのより反応性が高い点を考慮して、炭酸塩岩の含有率が最大を示す

867m (2,844ft)のサンプルの鉱物組成を使用し、石英 29vol%、カリ長石 35vol%、斜長石

1vol%、方解石  1vol%、白雲石  29vol%、黄鉄鉱  1vol%、白鉄鉱  3vol%(モデルでは黄鉄

鉱 4%)、イライト 1vol%とした。 

モデル計算では、キャップロックおよび圧入貯留層として以下の条件とした。貯留層の

層厚および容積は、キャップロックと反応することが可能な混合気体量を決定するために

使用された。 

 ・キャップロック孔隙率   ： 0.044 

 ・影響を受けるキャップロック厚さ ： 1 ft 

 ・圧入貯留層有効層厚 ： 100ft 

また、以下の平均条件が圧入貯留層の上部 100ft に対して採用された。 

 ・圧入貯留層孔隙率   ： 0.105 

 ・水の密度 ： 1.086 g/cm3 

 ・ガス密度 ： 0.744 g/cm3 

 ・ガス飽和率 ： 0.2 

 

(3) 地化学モデル 

STOMP による炭酸ガス -硫化水素流のシミュレーションにより、圧力 214 kg/cm2 

(3,040psi)、温度 59℃(137.5°F)の条件で、727.75 モルの炭酸ガスおよび 19.18 モルの硫

化水素がキャップロックと化学反応した。塩素の入力濃度については、初期の水組成の不

均衡を補正し、水溶性の成分に対する活量係数はデバイ-ヒュッケルの式（Helgeson and 

Kirkham, 1974）によった。 

 

A-2.1.3.4 貯留層外部への漏出シナリオ 

漏洩解析の第 1 段階は、貯留サイトの選定のために最近開発した SRF を使用した HSE

リスクのスクリーニングおよび優先順位設定である。簡易解析によると、Mattoon サイト

が良好な一次および二次シール、およびせん滅構造を有しており、せん滅については周辺

データから高い確度である一方、一次および二次シールは中程度の確度とされる。最も重

大な不確定要素は、以下と考えられる。 

① シールおよび貯留層の特性は、58km 離れた地点のデータによる。Mt. Simon 砂岩

層はイリノイ州内部で大きな変化がないため、地質については良好な推定が可能と考

えられるが、孔隙率および浸透率等の貯留層特性は確度が高いといえない。 
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② Mt. Simon 砂岩層は比較的薄く層厚がゼロの地域もあるため、小さいながら本地域

で存在しないリスクもある。 

③ Eau Claire 一次シール層における鉱物組成の水平方向変化により、キャップロック

の浸透率増加、および低速な炭酸ガス漏洩の可能性が存在する。 

 

応力が圧縮状態にあるため、地震によって断層が開放したり流体の移動が発生した

りしないと推定され、かつ通常の操業でフラクチャや断層が開放することは考えられな

い。本サイトでは、Eau Claire 一次シール層を貫通した坑井が存在しないため、坑井

を経由する漏洩が重要とはならない。 

漏洩解析の第 2 段階は、炭酸ガス貯留の長期的安全性に関する主要な漏出シナリオ

を決定し、各シナリオにおける炭酸ガス漏洩規模、発生確率、継続期間を推定すること

であった。以下に、想定したシナリオ別の検討結果を示す。 

 

(1) キャップロックを経由する低速の移動 

キャップロックを経由する浸透は、炭酸ガスが大量に集積するほど、すなわち貯留層の

層厚が厚く相対的に均質で、孔隙率および浸透率が大きい場合、特に大きくなる。また、

キャップロックにおける孔隙率および浸透率は、存在する鉱物との化学反応により増加あ

るいは減少する可能性もあり、カルサイトセメントの溶解や他の反応性鉱物の化学変化等

が含まれる。 

ここでは、手を加えていないキャップロックを経由する炭酸ガスについて評価する。従

って、誘発されたフラクチャの発生、断層の再活性化、坑井近傍を経由するケースは含ま

ない。本サイトに類似した地質、および同様の漏出メカニズムによる前述のアナログサイ

トのデータベースから漏出速度を推定した。 

以下の類似点から、コロラド州の Rangely サイトおよび Teapot Dome サイトを選定し

た。 

① Mattoon サイト Rangely サイトともに、貯留層は砂岩、シール層は頁岩で、深度は

およそ 2,000m である。 

② Mattoon サイト Teapot Dome サイトともに、貯留層は砂岩、シール層は頁岩で、

深度は Mattoon で 1,950m、Teapot Dome で 1,680m とともに中間的である。 

 

 炭酸ガスの排出速度は、Rangely 0.0016～0.034μmol/m2-s、Teapot Dome 0.0048～0.17

μmol/m2-s より、Mattoon サイトで 0.0016～0.17μmol/m2-s と推定した。安全のため最

大値をリスク分析に使用した。炭酸ガスの漏出範囲は、貯留層におけるプルームの拡大範

囲とし、期間は 5,000 年とした。この設定は、合理的な範囲で保守的なものである。 

 

(2) 突発的な破壊によるキャップロックを経由する急速な移動 
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 火山地帯と同様の爆発性の漏出を評価する。堆積盆地では、自然の炭酸ガス噴出現象の

記録は皆無で(IEA Greenhouse Gas R&D Program, 2006a)、天然ガス地中貯留でも噴出

の記録はなく(IEA Greenhouse Gas R&D Program, 2006b)、かつ、炭酸ガス噴出が圧縮

応力による機械的エネルギーによってのみ加速されることを示す証拠もない(Pruess)。ア

ナログサイトも考え合わせ、本シナリオの発生確率はほぼ 0 と考えられ、5,000 年で 10-6

未満とされた。唯一大規模な漏出が考えられるとしたら、マグニチュード 6 以上の大地震

であろうが、その頻度も 10-6未満である。以上から、本シナリオについて定量的検討は実

施しなかった。 

 

(3) 圧力増加による既存の断層からの漏出 

このメカニズムでは主要な 4 要因、すなわち、①断層の存在、②圧入作業に伴う圧力上

昇、③本サイトにおける応力状態、④本サイトにおける応力の大きさ、が存在する。Mattoon

サイトでは、①断層は存在しない、②Mt. Simon 砂岩層の性状は比較的良好で圧力上昇は

中程度に留まる、③応力は圧縮状態にある、④水平方向の応力が垂直方向の応力を上回る。

すなわち、要因全てが炭酸ガスの漏出を否定する方向である。換言すれば、断層に関する

観測に間違いがあったり、炭酸ガスを水平方向の応力を上回る圧力で圧入しない限り、漏

出は発生しない。 

本シナリオは、自然に局地的な断層が形成され、炭酸ガスがその部分からキャップロッ

クを経由して漏出し、地表あるいは浅部の地下水部分に流入する天然の炭酸ガス貯留層に

類似している。断層がシールに到達している度合いに支配されるため、断層が一次および

二次シールを貫通しているアナログサイトを使用して、炭酸ガス漏出量を推定した。

Mattoon サイトと類似している Pine Lodge 断層帯地域を参考として、1～30μmol/m2-s

と推定された。一方、前述の断層モデルによるシミュレーションによると、Mt. Simon 砂

岩層から Maquoketa 頁岩底部への漏出速度が 7×10-4kg/m2-s(14,600μmol/m2-s)となり、

同頁岩に到達するのは 5～8 年後となった。両者を考慮して、炭酸ガス漏出量は 1～30μ

mol/m2-s と推定された。STOMP による予測値よりも数値が小さいが、STOMP の予測が

二次シールの底部に向かっての計算であるのに対し、アナログサイトは大気放出であるた

め直接の比較はできない。この速度に対する発生頻度は、5,000 年について 10-4と考えら

れる。連続的なモニタリングにより、このような漏出は発見され緩和される。炭酸ガスの

漏出地域は、断層の設定範囲全体を含みプルーム拡大範囲の 25%に相当する。継続期間に

ついては、以下の仮定に基づいて 10 年とした。 

① 作業者は漏出を発見し、緩和対策を講じて成功 

② 前述の断層モデルシミュレーションで示された通り、断層に沿う流体の移動は 10

年で地表に到達する 

 

(4) 圧力増加による誘発断層からの漏出 
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Mattoon サイトにおける圧力上昇により、誘発された断層からの漏出の可能性は本サイ

トで予想される最大圧入圧力、および圧力がフラクチャ圧力を超過する確率に基づいて推

定された。炭酸ガス圧入に伴って、貯留層内の圧力はフラクチャ圧力まで、すなわち

0.8psi/ft 相当圧力まで増加させることは可能である。本シナリオは、自然に局所的断層が

形成されており、そこから炭酸ガスがキャップロックを通過して、地表あるいは浅部の地

下水に漏出するアナログサイトに類似している。漏出速度は、断層の範囲および浸透率に

よって決定されるため、類似の Pine Lodge 断層帯地域により 1～30μmol/m2-s と推定さ

れた。また、断層からの漏出は Eau Claire 層を経由しての漏出は、上述ケースと同様に

STOMP モ デ ル に よ り 計 算 さ れ 、 Maquoketa 頁 岩 底 部 へ の 漏 出 速 度 が 7 ×

10-4kg/m2-s(14,600μmol/m2-s)、同頁岩に到達するのは 5～8 年後となった。発生頻度も

やはり、5,000 年について 10-4とされた。炭酸ガスの漏出地域は、断層の設定範囲全体を

含み、プルーム拡大範囲の 5%に相当する。継続期間については、上記と同様の仮定に基

づいて 10 年とした。 

 

(5) 未知の構造のつながりによる貯留対象以外の帯水層への漏出 

キャップロックの地質が水平方向に変化し高浸透率部分を有する等、想定以外の原因に

より炭酸ガスが対象以外の帯水層に漏出する可能性について、本サイトの層序的あるいは

構造的環境やデータ欠落に伴う地質特性の不確実度に基づいて推定された。しかし本サイ

トには断層は存在しないため、断層の発生確率はごくわずかとされた。ここではキャップ

ロックの岩相変化に伴う漏出の発生は、断層よりも確率が高いと考えられるため、類似の

アナログサイトは Pine Lodge 地域の浸透性ゾーンとされた。そのデータにより、炭酸ガ

ス漏出速度は 2.4～5μmol/m2-s、発生確率は 5,000 年について 10－5と推定された。炭酸

ガスの漏出範囲はプルームの範囲を含むが、これは安全サイドで合理的な仮定である。作

業者が漏出を発見して圧入を停止、緩和対策が成功するが漏出の流れは継続すると仮定し、

継続期間は 100 年(あるいは数 10 年)とした。 

 

(6) 貯留層での水平方向の移動に伴う対象以外の帯水層への漏出 

局地的な動水勾配の変化や貯留層の沈下箇所により深部帯水層への大きな流速が生じ

る等、炭酸ガスの水平方向の移動に伴う対象以外の帯水層への漏出が検討された。Mattoon

サイトでは、動水勾配が小さくかつ深度の変化が極めて小さいため、水平方向の流れによ

り貯留層外部に移動する確率は極めて小さい。深度が深くかつ貯留層の傾斜も小さいため、

炭酸ガスがレセプターの暴露する箇所まで移動することは長距離かつ長時間となるため、

炭酸ガスは大きく減少する可能性がある。しかし、炭酸ガスは地表まで導通している箇所

に到達する仮定としたが、障害物が多くかつ長距離の流路となるため大きく減速するであ

ろう。 

アナログサイトは類似性により、Pine Lodge 地域の浸透性ゾーンとされた。データに基
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づいて、炭酸ガス漏出速度は 1～30μmol/m2-s、発生確率は 5,000 年について 10－6と推定

された。上述のケースと同様、作業者による発見、緩和対策により、継続期間は 100 年(あ

るいは数 10 年)とした。 

 

(7) 設置が不完全な坑井あるいは不適切な廃止坑井からの上方漏出 

不完全に設置、あるいは不適切に廃止された坑井を経由する漏出が、深部に達している

坑井、アナログサイトにおける坑井からの漏出実績による相対的確率、継続期間、および

速度に基づいて推定された。当地における深い坑井は、本サイト用に建設された 2 坑井の

みであるため、故障発生確率として 1 年について 10-5とした。これは産業界における生産

用坑井の故障実績によるが、これらが最上級の規格により設置されたためである。 

漏出としては、①高速の漏出、②低速の漏出、の 2 種類が考えられる。①高速の漏出は、

直ちに発見されて緩和されると想定し、このため 0.5～5 日間と短期間とした一方、低速の

漏出は発見されないため 5,000 年継続とした。低速の漏出は、産業界のデータにより 200

トン/年、高速は 11,000 トン/年とした。低速のデータは、豪州 Latrobe Valley のサイト 2

箇所における漏出速度によった。高速については 1,000 トン/年としたが、Mattoon 貯留層

の浸透率が中程度であるためである。 

 

(8) 未登録の深い坑井を経由する上方漏出 

未登録の深い坑井を経由しての漏出の可能性が、登録された坑井と同様の方法で推定さ

れた。一般的な坑井における発生確率、継続期間、漏出速度によった後、Mattoon サイト

で実際の未登録坑井について推定がなされた。サイト特性および対象貯留層の深度に基づ

き、専門家の判断に従って未登録の 2 坑井が想定された。これらは本計画のために掘削さ

れた坑井ではないため、試掘坑井で報告された故障の発生確率に基づき、1 年について 10-3

とした。 

 

(9) 貯留対象外の帯水層から大気への放出 

対象外の帯水層からの大気への漏出は、対象貯留層において炭酸ガスの上方への移動が

発生した場合、潜在的に発生する可能性が発生する。まず、対象貯留層において上方への

漏出が発生し、浅部に存在している対象外の帯水層に到達する炭酸ガスの移動が生じた場

合に、潜在的に起こり得る。可能性のある対象層は、表 5-9 の通りである。 

この表は、対象外の帯水層および圧入場所に関する主要な関連項目を示している。複数

の帯水層の可能性がある場合、最上部の層のみ示している。 

対象外の帯水層は、イリノイ州のサイトはテキサス州と比較して浅い。圧入対象の貯留

層と対象外の帯水層の間には、91m～366m の厚いシールが存在する。すなわち、帯水層

への漏出の可能性が小さいことを意味する。アナログサイトでは、5,000 年間で対象外の

帯水層に漏出が発生する確率は、10-5である。 
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地表への暴露が発生するには、引続いての漏出が発生する必要がある。対象外の帯水層

から地表への漏出が続いて発生する確率は、テキサス州のサイトで、対象外の帯水層への

漏出の確率の 0.01～0.1 倍と想定され、イリノイ州では 0.1 倍と想定された。相対的にイ

リノイ州が高い理由は、同州の方が浅部であるためである。しかしながら、全てのケース

において、この確率は無視できるほど小さいものである。さらに、炭酸ガスは希釈されつ

つ移動する点、漏出のシナリオにより、鉱物化まで考慮するとさほど重大なリスクではな

いと想定された。 

 

A-2.1.3.5 断層のシミュレーション－マツーンサイトの例 

(1) 断層モデルの設定 

貯留層に対して垂直に走っている１ｍの幅を有する断層のシミュレーションを実施す

るために、三次元の断層モデルが使用された。このモデルは、10m の幅を有する Eau Claire

層を通過して、流体が垂直に流れやすい部分（断層に相当）を表現している。断面図は本

文の図 2.2-8 のとおりであり、領域は黄色で破線の長方形に相当して 32,700 グリッドセル

(109×1×300)としている。領域は、10m 幅の断層部分の 2 分の 1 をベースとし、残りは

左側の境界（垂直の黒色の破線）に沿って対称となる。断層のシナリオで報告される流量

は、Eau Claire 層を横切る断層とその直上の Ironton 砂岩との境界面における断層頂部に

より kg/m2/s 単位で報告される。シミュレーションで、二次シールで記録された最大圧力

は、領域の左上隅の丸印における気相の圧力である。この最大シール圧力は、シミュレー

ション期間 60 年および 100 年における圧力プロットで確認される。炭酸ガスプルームの

拡大範囲は、右方向へのプルームの流動で質量の 95%を含有する、左端境界面からの距離

で示される。 

領域左端における 10m 幅の断層ゾーンは、炭酸ガスが下部 Mt.Simon 圧入層から Eau 

Claire頁岩およびシルト部を通過して上部の Ironton砂岩に移動することを許容するもの

で、600m にわたる堆積部を上昇してオルドビス紀の Maquoketa 頁岩まで上昇、かつ側方

に向かって浸透性の大きいオルドビス紀の St. Peter 層や、浸透率の小さいドロマイトを

経由して移動する。赤い曲線は炭酸ガス飽和率 1%を上回り、かつ質量 95%の境界を示し

ている。図の三次元モデルでは断層を y 方向(奥行き方向) 1m としている。 



16 

 

図 2.2-8 断層モデルにおける境界面の断面図 (再掲) 

 

 

図 2.2-9 断層モデルにおける漏出レートおよびプルーム拡大範囲 (再掲) 

 

(2) 計算結果 

55℃(131°F)の等温シミュレーションが、断層を有する Eau Claire 層を設定し、浸透

率 0.01、1、50、100、1,000md に対して実施された。0.01 および 1md のケースに対して

は 100 年間、50、100 および 1,000md のケースには 60 年間のシミュレーションが実施さ

れた。 

断層経由の最大流出量は、図 2.2-9 で浸透率に直接依存するが、1,000md 以内の浸透率

の範囲内でシミュレーション初期における最大流出量 0.0013kg/m2/s を示す。時間と流出
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量の関係は、浸透率の大きい 3 ケースでパターンが共通で、浸透率が減少するほど最大値

に到達する時間は増加する一方で、最大値自体は減少する。40 年を超える期間での流出レ

ートは、60 年経過時点で同 3 ケース全てまだ増加しており、0.01 および 1md の低浸透率

ケースでは Eau Claire 断層を経由しての流出はほとんどないことを示す。これは、また

Eau Claire シール自体は、同様の浸透率で問題とならない漏出であろうことを示唆してい

る。 

図 2.2-9 はまた、時間に対する炭酸ガスプルームの拡大範囲を示しており、炭酸ガス質

量の 95%を含むもので左側の境界からの距離として示される。浸透率が少なくとも 50md

あれば、プルームの拡大にあまり影響していない。範囲の拡大について、プルームは初期

10 年から 15 年間、すなわち Maquoketa 頁岩に到達するまでは相対的に緩やかで、その

後急激に増加している。プルームの拡大範囲は、50 年後約 2,300m(7,546ft)に到達し、な

お増加している。断層の 0.01 および 1md の各浸透率に対するプルームの拡大は、本質的

にゼロであった。 

図 2.2-10 は二次シールすなわち Maquoketa 頁岩下部の境界における最大炭酸ガス圧力

を示す。この圧力は、断層モデル上方すなわち左側上端部で記録される。60 年シミュレー

ションにおける最大圧力は、100md のシナリオ、127kg/cm2 (1,809 psi)となる。図 2.2-10

は、18 年後における貯留層における圧力分布を示し、シールの境界すなわちモデル左側上

端部での最大ガス圧力を実証している。 

3 種類の高浸透率ケースに対する最大圧力は、12～14kg/cm2(170-195psi)の上昇となる。

この圧力上昇は、上載 Maquoketa 頁岩でフラクチャを発生する圧力には到達しない。 

Mattoon サイトの断層漏洩シナリオに対する数値モデルの結果では、50md 以上の浸透

率に対し断層を経由する炭酸ガス漏洩量が 1～7.5 年で急激に増加する。仮に断層の長さを

100m と仮定した場合、年間 15,700 トン、あるいは年間 250 万トンの圧入量の 0.6％に相

当する。この計算では、図 2.2.9 の左図で平均約 0.0005kg/m2/s の漏洩が生じるため、幅

10m、長さ 100m の断層で年間漏洩量を算出している。 

  0.0005×60×60×24×365×10×100/1,000＝15,700 (トン) 

プルーム拡大範囲は、初期の 10～15 年緩やかに増加し、その後全ての浸透率ケースと

も急激に上昇し、 60 年後に約 2,300m(7,546ft)に到達する。 13～ 22 年で最大圧力

127kg/cm2(1,800psi)に達するが、Maquoketa 頁岩にフラクチャを発生する圧力には達し

ない。イリノイ州の安全圧入規制により、操業者は圧力勾配 0.8-0.95psi/ft を超過しない

ように制御しなければならないが、より安全な数値 0.8 psi/ft を使用した場合でも同頁岩

の深度 3,950ft で約 3,160psi と計算され、この圧力に達することはないと推定される。  
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図 2.2-10（左）断層漏洩シナリオに対する時間関数としての最大炭酸ガス圧力  

  （再掲）（右）同シナリオに対する、1000md、100 年後における炭酸ガス圧力 

 

(3) 人為的要因あるいは自然的要因による地震  

 断層におけるシールは、局部的な応力状態とともに断層の形状および方向性に影響され

る。地震により大規模な地滑りが発生しない場合でも、断層の再活性化により浸透率の大

きい流路が形成されシール不良を発生する可能性がある。断層の滑り現象が坑井にダメー

ジを与える可能性もある。Mattoon サイトは地震に関して安定した地域であり、地震によ

る新規断層の発生は非常に考えにくい。しかし、既存断層に沿う漏洩あるいは滑り現象は、

貯留層における操業条件により可能性がある。貯留層における摩擦係数が小さい場合、炭

酸ガス圧入に伴う圧力変化が、滑り現象を発生させる可能性が存在する。 

Mattoon サイトにはすでに断層が存在(Townend and Zoback. 2000)しており、新規断層

を形成する可能性はきわめて小さいと考えられる。また非常に小さいものの大規模な地震

が既存断層の移動を発生させる可能性は存在する一方、小規模な地震が断層の滑り現象を

発生させる可能性はほとんどない。圧入に伴う人工地震はリヒターマグニチュード 4 を超

えることはめったになく(Cornet et al., 1997; Sminchak and Gupta, 2003)、また新規断層

を生成することも起こりにくい。ただし、人為的要因あるいは自然的要因による地震は浸

透率を変化させる可能性があり、漏洩シナリオの検討で考慮しなければならない。従って、

人為的要因あるいは自然的要因による地震により流動性が向上した断層やフラクチャに沿

う流体移動の影響について、前述の断層モデルによる計算結果により評価する必要がある。 

 

(4) 放射状流シミュレーション 

上記の断層を表現する三次元シミュレーションでは、簡略化した貯留層パラメータを使
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用し、境界圧力条件一定による計算を実施した。ここではこの断層を表現するモデルを、

前述の 4 種類のシナリオを設定して放射状流により検討したモデルに組込み、浸透性の大

きい断層部分を含めてシミュレーションを実施した。計算は、プラント操業ケースで 27.4

年間一定レートによる 5,000 万トンの炭酸ガス圧入とし、シャットダウンは計算から除外

した。貯留層に圧入された炭酸ガスの挙動は、設定した断層を経由して Eau Claire 上方

に移動できる点を除いて、プラント操業ケースの場合と同様である。500 年間で、浸透率

50md で幅 10m の断層に侵入して出て行く炭酸ガス量は、圧入量のおよそ 10%と計算され

た。断層頂部におけるガス圧力は最大 2,690psi(189kg/cm2)に達するが、この深度におけ

るフラクチャ圧力 4,366psi(307kg/cm2)に達することはない。塩については、存在しない

ケースおよび存在するケースについて計算したが、存在して沈積するケースの方が断層を

経由して上部に漏洩する炭酸ガス量が多い結果となった。これは塩の沈積は孔隙を閉塞し

て貯留層の浸透率を減少させるので、直感的な予測とは逆の結果となっている。しかし本

計算では、塩の沈積は一般的に圧入井近傍の浸透率の大きい層で生成し、その沈積がガス

をより上部の層への移動を促進したため、塩の存在しない計算よりも多くの漏洩が生じた

と推定される。これらの違いについて、50 年、100 年、200 年、500 年後におけるガス飽

和率として図 A-2-2 に塩のないケース、図 A-2-3 に塩が沈積するケースを示した。圧入し

た炭酸ガスは圧力および浮力により圧入井から貯留層に移動し、その後断層部分を経由し

て上方に移動し、Eau Claire 層の上部層に移動している。炭酸ガスプルームは 50 年から

100 年で Galena-Plattville 花崗岩の頂部 Maquoketa 頁岩シールに達し、水平方向に拡大

し始めている。 

 

図 A-2-2  50,100,200,500 年後におけるガス飽和率－塩が存在しないケース 

50年後50年後 100年後100年後

200年後200年後 500年後500年後
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図 A-2-3  50,100,200,500 年後におけるガス飽和率－塩が存在するケース 

 

A-2.2. リスクアセスメント手法一覧 

A-2.2.1 リスクアセスメントの定義 

リスクアセスメントはリスクマネジメントシステムの中に位置付けられるが、標準規格

「TR Q 0008:2003（ISO/IEC GUIDE 73:2002）リスクマネジメント－用語－規格におい

て使用するための指針」では、下図のように用語間の関係が定義されている。 

 

100年後100年後

200年後200年後 500年後500年後

50年後50年後
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①リスクアセスメント  

リスク分析からリスク評価まですべてのプロセスである。  

②リスク分析  

リスク因子の特定およびリスク算定をするために情報を系統的に使用することである。

リスク分析はリスク評価、リスク対応、リスクの受容の基礎を提供する。  

③リスク因子の特定  

事象から生じる結果をもたらす可能性が潜在する物事や行動である、リスク因子を発見

するプロセスである。  

④リスク算定  

リスクの発生確率と結果の値を設定するために用いるプロセスであり、リスク評価に適

するようコスト、利益、ステークホルダの関心事およびその他の変動要素を考慮すること

がある。  

⑤リスク評価  

リスクの重大さを決定するために、算定されたリスクを与えられたリスク基準と比較す

るプロセスであり、リスク対応またはリスク受容の意思決定を支援するために用いられる。  

⑥リスク対応  

リスクを変更させるための方策を、選択および実施するプロセス  

⑦リスクの回避  

リスクのある状況に巻き込まれないようにする意思決定、またはリスクのある状況から
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撤退する行為である。  

⑧リスクの最適化  

リスクに関連して、好ましくない結果およびその発生確率を最小化し、かつ好ましい結

果およびその発生確率を最大化するためのプロセスである。リスクの予防・防止／リスク

の軽減／リスクの集約・結合・中和／リスクの分散・分離等の対応がある。  

⑨リスクの移転  

リスクに関して、損失の負担、または利益の恩恵を他者と共有することである。業務の

外部委託／保険技術／デリバティブ技術／資産証券化技術等の対応がある。  

⑩リスクの保有  

あるリスクからの損失の負担、または利得の恩恵の受容することである。自家保険、資

金引当、消極的保有・無視等の対応がある。  

⑪リスクの受容  

リスクを受容する意思決定である。  

⑫リスクコミュニケーション  

意思決定者と他のステークホルダの間における、リスクに関する情報の交換、または共

有することである。 

 

A-2.2.2 リスクアセスメントにおける留意点   

  リスクは以下の 3 点の性質を持っており、リスクアセスメントで個々の性質を考慮した

検討が必要となるため留意する必要がある。 

 

①リスクは市場、顧客、案件ごとに特定的である  

②リスクは時系列に変化してインパクトの大きさは増減するため、リスクの起こる確率も

増減し得る  

③リスクを被る主体のリスクに対する認識も時系列的に変化することがある  

 

またリスクは「事象の発生」「事象発生確率」「結果の大きさ」の要素から構成される

ため、それぞれの視点で分析・評価する必要がある。 
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A-2.2.3 リスクアセスメント手法  

  主要なリスクアセスメント手法は、以下の表のとおりである。 

 

No 手法 主な適用分野 目的 概要

プロセスプラント 発生原因特定
原子力 発生確率算定
航空宇宙産業
電子産業 等

プロセスプラント
原子力
航空宇宙産業
電子産業 等

3 TBQ
（Taxonomy-Based
 Risk Identification
 Questionnaire）

ソフトウェア開発 リスク特定 リスクをクラス、要素、属性の３つのレベルに分類する。リスクの同種側面の集まり
を「クラス」、それを構成するものを「要素」、要素に属する性質を「属性」とい
い、この属性に関するチェックリスト作成する手法である。元々はソフトウェア開発
のリスクを特定するために開発された。

発生原因特定
結果事象特定

製品設計 事象発生可能性特定
プロセス設計 被害の程度の定性的

な評価

施設設計 等 可能な改善措置の特定

製品設計 影響分析
マネジメント
システム

対応策検証

プロセスの持つ危険性について、指標値を用いて各種のプロセスプラントを相対的比
較評価する定量的評価技法を総称して、米国化学技術者協会AIChE（American
Institute of Chemical Engineers）では、Relative Ranking Techniquesと呼んでいる。
この手法の代表的なものが、Dow方式と呼ばれる手法であり、英国ICI社Mond方式、
日本の労働省通達「化学プラントのセーフティ・アセスメントに係る指針」もこの分
類に入る。

Dow方式は､米国のダウケミカル社で考案された方法で､プラントをユニットに分け、
ユニット毎に火災爆発指数を用いて、相対的に危険度の評価を行うと共に、防災対策
選定のガイド値としても使われる｡

原子炉
気象予測 等

複数のメンバが自由にアイデアを出し合い、互いの発想の異質さを利用して、連想を
行う事によってさらに多数のアイデアを生み出そうという集団思考法・発想法であ
る。

1940年前後にアメリカの広告業界で創案されたが、その狙いは""つまらないアイデア
でも、ほかの出席者には別の素晴らしいアイデアをひらめかせるかもしれない""とい
うもの。提唱者と言われるA.F.オズボーンは「討論参加者の1人がアイデアを出す
と、彼はほとんど自動的に別のアイデアに対する創造力をかき立てる。それと同時に
彼のアイデアは他の参加者全員の連想の電源を刺激する」と述べている。

仮説に従い将来の定性的な情景を時間や分野を区別して予測を記述し、複数の代替案
を作成する。

組織の外部環境に生じる様々な出来事を論理的に積み上げ、現在の状況から将来どの
ような状況が生まれるかを示すものである。

社会調査の手法としてアンケートやヒアリング情報と組み合わせて使う。

10 シナリオライ
ティング法

汎用 予測シナリオ策定

9 ブレーンストー
ミング法

汎用 リスク洗い出し

8 シミュレーション法 被害予測 モデルを作り、コンピュータを使って予測する。例えば気象予測の例では、ハリケー
ンの被害予測を、風速の増幅に大きな影響を与える火山地形図、地域独特の建築習慣
などをデータ化し、ハリケーンの中心気圧や暴風圏、進路の変化による規模の変動と
地域に与える影響などをシミュレートする例がある。

7 相対危険度評価法 プロセスプラント 危険度定量的評価

5 PHA
（Preliminary
 Hazard Analysis）

これまでのハザードまたは故障の経験、知識を、将来、危害やハザードを招くおそれ
のある事象の特定を行い、さらに現時点で与えられている生産活動、施設、製品、シ
ステムの条件下でそれらが発生する可能性を特定する手法である。PHAは開発プロ
ジェクトの初期段階で、設計の詳細や操作手順について情報がほとんどない場合に一
般的に用いられる。

6 FMEA
（Failure Modes
 and Effects
 Analysis）

製品および製造プロセスについて故障モードによる影響を分析して製品やプロセスの
問題を解決する手法である。製品設計においては製品を設計する上で安全性を確保す
ることや信頼性を確保することであり、製品が使用される段階で製品の欠陥の検出や
異常な状態などを検出することにある。FMEAを設計段階で適用すれば、システムの
設計について信頼性ブロックを用いて設計の信頼性や安全性の問題を検討することに
より、試作前の段階で設計変更点を明確に出来る。

4 HAZOP
（Hazard and
 Operability Studies）

化学プロセス 通常状態からのズレ（設定の温度や濃度）が発生した場合にその原因と発生する結果
の事象を特定する。

2 ETA
（Event Tree
 Analysis）

結果事象特定 ある初期事象からスタートして、いろいろな経路をとることにより結果がどうなるか
を明らかにする手法である。

1 FTA
（Fault Tree
  Analysis）

システムの特定故障を想定して、その発生原因を上位レベルから下位レベルまで論理
的に展開し、最下位レベルのシステムの機能の故障発生率からシステムの特定故障の
発生原因や発生確率を求める方法である。

 
図 A-2-5 リスクアセスメント手法一覧(1/2) 
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No 手法 主な適用分野 目的 概要

11 デルファイ法 汎用 リスク予測 米国の研究機関ランドコーポレーションが開発した、多くの専門家がそれぞれ独自に
意見を出し合い、それを相互に参照し再び意見を出し合う、という作業を繰り返し行
うことで、意見を収斂させ、未知の問題に対し確度の高い見通しを得るための方法。

影響の分類
脅威の分類

13 クロスセッション法 汎用 将来像予測 時間と空間を超え、似たような状況を探す。先行した指標を読む。対象を切断、輪切
りにした状態で判断する。

1992年英国のリチャード・コートニィにより提唱されたリスク分析手法である。

以下の算出式により、リスクを定量的に示す。
リスク＝脅威の発生頻度×被害の大きさ

ISO/IEC TR13335が紹介しているセキュリティの分析手法である。
以下の算出式により、リスクを定量的に示す。
リスク＝資産価値×脅威×脆弱性

GMITSの情報資産の範囲をITから一般の情報資産にまで拡大したアプローチを取る。

管理基準をチェックリストとし、基準からの差異（GAP）に基づき脆弱性を分析す
以下の算出式により、リスクを定量的に示す。
リスク＝資産価値×脅威×脆弱性

脆弱性分析をベースとし、ネットワークを前提とした情報環境を認識し、さらに情報
リスクが経営の根幹を握るという局面も考慮した視点も手法に取り入れられている。

組織の脆弱性を認識するには、関係者のリスク認識の度合いについてJRMSの質問項
目を通して把握し、それにより現状を捉える。

18 CRAMM
（CCTA Risk
 Analysis and
 Management
 Methodology）

セキュリティ 脆弱性認識 英国大蔵省（CCTA）と英国規格協会（BSI）が共同開発した資産の識別、資産評価
を質的技法と量的技法を併用し、脅威、脆弱性を分析する。

米国標準技術院（NIST）が推奨する定量的リスクアセスメントの手法であり、年間の
予想損失額ALE（Annual Loss Exposure）を求めることができる。

ALE＝F × I
F：年間に損失が発生する予想頻度
I：１回あたりの予想損失額

識別したリスクに対するリスクの発生確率を考慮した優先順位付けを行う。
リスク発生時のプロジェクト目標に及ぼす影響だけでなく、コスト、スケジュール、
スコープ、品質などのプロジェクトの制約条件に対するリスク許容度などの要因を査
定する。

どのリスクがプロジェクトに最も影響を与える可能性があるかを明らかにする。

他の全ての不確実な要素をベースライン値に固定した状態で、プロジェクトの個々の
不確定要素が、検討対象となっている目標に与える影響の度合いを調べる。

想定シナリオの発生確率とコストにより、どのアクションを講じるかの意思決定をす
る際に使用する。

「どのような意思決定が発生するか」、「意思決定項目の間に不確実要素はないか」
を整理し、将来発生するシナリオの全体像を理解する。

22 デシジョン・ツリー
分析

汎用 リスクの定量化

21 感度分析 プロジェクト
マネジメント

リスクの定量化

20 定性的リスク分析 プロジェクト
マネジメント

リスクの優先順位付け

19 ALE セキュリティ リスクの定量化

17 JRMS
（JIPDEC Risk
 Analysis Method
 2002）

セキュリティ 脆弱性認識

16 DISC PD 3000
 方式

セキュリティ リスクの定量化

15 GMITS
（Guidelines for
 the Management
 for IT Security）

セキュリティ リスクの定量化

14 コートニィ理論 汎用 リスクの定量化

12 パターン分類方式 汎用 経営者や顧客への影響、脅威の大きさを分類する。脆弱性対策のガイドラインを定
め、管理策が必要な脅威や弱点を分析する。

 
図 A-2-5 リスクアセスメント手法一覧(2/2) 

出典）  http://www.thinkit.co.jp/cert/article/0607/11/1/table.htm 

 

A-2.3. GHGT-9 リスクアセスメント関連発表抜粋 

A-2.3.1 GHGT-9 

2008 年 11 月 16～21 日に米国ワシントン DC で開催された GHGT-9 において、「11E」

としてリスクアセスメントのセッションが実施され、炭酸ガス地中貯留におけるリスクア

セスメント手法の提案、評価等に関する 11E-1 から 11E-5 まで 5 講演があった。各テーマ
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別の要旨について、以下に記述する。 

 

A-2.3.2 GHGT-9 における発表テーマ別の要旨 

(1) Current status of risk assessment and regulatory frameworks for geological CO2 

storage(11E-1)（Michael J. Stenhouse, Monitor Scientific） 

CCS リスクアセスメントに関する国際的な現況および動向をレビューしたもので、アセ

スメントの時間軸に関する議論、許容漏洩率に対する考え方、代表的なリスクアセスメン

ト手法の提示、リスクアセスメントのモデリングと不確定性に関する概説、モニタリング

の役割、ナチュラルアナログの役割、関連法規制の俯瞰があり、関連最新情報を豊富に盛

り込んでいる。 

 

① アセスメントの時間フレーム 

CCS プロジェクトには主として 2 つの命題が関与する。 

a 大気中炭酸ガス濃度の増大による地球温暖化の増長回避。炭酸ガス地中貯留の必要性。 

b 健康・安全・環境への有害影響の回避（影響の局限)。 

両者は互いに排他的ではなく、どちらを考慮するかでリスクアセスメントの要件は異な

る。重要な点は、それぞれに関連する時間フレームの存在である。IPCC では、気候変動

の緩和のためには何世紀もの間努力を継続する必要があり、人の健康・安全・環境影響に

ついては、リスク回避のために数百年から一万年の時間スケールを考慮する必要があると

している。炭酸ガスが多量に貯留層に存在する限り、地表への漏洩可能性は否定できない

し、何らかの有害影響が地表や地表付近に出現する可能性が考えられる。 

一方、地層流体の流れの遅い領域では、炭酸ガスの溶存化(溶解トラッピング→イオント

ラッピング)、さらには鉱物固定化へと進行するような、一連のプロセスが炭酸ガスを地下

に留めておく方向に作用する。もちろん、このようなプロセスには最低でも数千年という

長い時間スケールが必要である。従って、既出のリスクアセスメントの分析報告や長期シ

ミュレーション解析では、数千年間の時間スケールを検討の対象としている。 

同様な考察を炭酸ガス貯留プロジェクトについて進めると、プロジェクトごとに隔離メ

カニズム（物理的なバリア、溶解、鉱物固定化）が異なるため、考慮すべき時間フレーム

も異なることがあげられる。つまり、安全性予測のためにリスクアセスメントで考慮すべ

き時間領域は、数百年間なのか数千年間なのかという個別的な検討が必要となるはずであ

る。この理由から、時間フレームを厳密に定義する必要はないと考えられる。 

 

② 漏洩および許容漏洩率 

炭酸ガス地中貯留の究極目標は、圧入炭酸ガスの永久的な隔離、すなわち炭酸ガスの漏

洩の回避にある。とは言え、現実的には各プロジェクトで何らかの漏洩は起こると考えら

れる。過去の報告では、許容漏洩率は全圧入量に占める漏洩量の割合として示されてきた。
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典型的な値として、0.001%／年～0.01%／年が報告されている。許容漏洩率をどのように

設定しようとも、ローカルな健康・安全・環境に影響を及ぼす漏洩量の大きさは、そのプ

ロジェクトにおける貯留規模（すなわち炭酸ガス圧入量）により決まるのである。長期的

な気候保全の観点からいえば、これまで漏洩速度が 0.01%／年以下が必要であることが報

告されてきたが、一方漏洩速度の観点から、漏洩により起こる環境影響を議論することの

方がより重要と思われる。漏洩速度により漏洩容積を算定し、濃度を推定することが可能

である。リスクアセスメントで見積もられるリスクの大きさは、炭酸ガスの漏洩により炭

酸ガスが大気中に放散された場合と同様に、センシティブな到達点（飲料水取水層、住居、

農業施設等）への炭酸ガス漏洩速度に依存している。Mahasenan らは、人間、動植物お

よび水資源等、様々なエンドポイントを抽出する上での有効な手段として、炭酸ガスフラ

ックスの計測に着目したアセスメント手法を提案している。 

 

③ リスクアセスメント手法 

CCS 関連のプロジェクトには、幾つかの異なる定量的および定性的リスクメント手法が

適用されてきた。定量的か定性的かという述語はかなり曖昧で、人によっては異なった解

釈がなされる。従ってアセスメント結果をレビューする場合には、基本的な仮定はもちろ

ん、サイト固有のデータがアセスメント計算の入力値としてどの程度使用されているか調

べる必要がある。代表的なリスクアセスメント手法を以下に示す。 

a シナリオ分析 

ここで言うシナリオ分析（もしくは炭酸ガス貯留系の経時変化の観点から別の名称で呼

ぶ場合もあるが）とは、炭酸ガスの移動／漏洩に関する分析手法である。この手法では、

一般に炭酸ガスの移動に関連する＜特徴＞、＜イベント＞、および＜プロセス＞（FEPs）

を考慮した検討から、貯留システム全体や個別のシナリオを記述しようとするものである。

（Wildenborg 他、2005、Maul 他、2005)。なおシナリオ分析によるアプローチとしては、

Weyburn プロジェクト(ステンハウス他、2005b)における事例が知られている。 

b FTA/ETA 

FTA もしくは ETA とは、貯留層内から特定の地点に至る炭酸ガス漏洩ないしは移動経

路のネットワークを考え、これらの経路を確率的な手法により可能なステップの組合わせ

として評価するものである。各ツリーのコンポーネント経路は、閾値確率により重み付け

がなされている。 

c 専門家による判断 

これは漏洩の可能性を検討し、炭酸ガス漏洩フラックス、速度、積算漏洩量等の漏洩特

性を推定するために、関連する経験や専門的な技術を有する人々の意見を求めるものであ

る。 

この手法のバリエーションは、かつて GEODISC プロジェクト(Bowden and Rigg,2005)

で用いられた実績があり、漏洩発生の予見の他、利害関係者の承諾、法規制の要求、健康・
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安全・環境影響を含む、様々な要因を勘案した評価がなされた。本手法では、半定量的な

リスク比率の算定がなされ、この比率はオーストラリアにおける複数の炭酸ガス貯留サイ

トの比較検討に活用された。 

d スクリーニングレベル分析 

この手法は、異なるサイトの安全性の比較に有効となる場合がある。１つの事例として

スプレッドシート分析があり、この手法により複数の炭酸ガス貯留サイト候補地に対する、

健康・安全・環境影響に関するリスク比較検討がなされた(Oldenburg、2005)。この手法

は定量的手法に分類されるが、例えば貯留層と地表の間に分布する様々なシール層の性能

評価では、専門家の意見が反映されておりある種の不確定性（主観性）を伴うものである。 

つまりこの手法が適用される場合には、特定の専門家の見解にある程度は左右されると

いうところが率直な感想である。 

 

④ リスクアセスメントのモデリングおよび不確定性 

リスクアセスメントに関する数学モデルには、方法論と同様に、様々な解析手法が適用

可能である。これらの手法は、一般的に 3 つのカテゴリに分類可能である。 

a 数値モデル 

これは、系の時間的・空間的変化プロセスを記述するために離散化手法を用いるもので

ある。石油・天然ガス産業では、炭酸ガス地中貯留に適用可能な市販シミュレータ(e.g., 

Schlumberger / GeoQuest 2004)がいくつか開発されており、同様にパブリックドメイン

の計算コードとして、例えば TOUGH2 (Pruess 2005)が公開されている。離散化を特徴と

する数値モデルでは、計算パラメータを適切に調整する必要があり、調整の影響を受ける

点が問題として認識されている。こうした状況下で、石油探査用の数値モデルと炭酸ガス

貯留用の数値モデルとの大きな相違点に計算精度があげられる。例えば最適な掘削ポイン

ト（坑跡）の計算に際し、石油探査では計算精度が重要となるが、一方で炭酸ガス地中貯

留や炭酸ガス流動予測のシミュレーションでは、石油探査と同程度の厳密さは要求されな

い。 

b 解析的／半解析的モデル 

本モデルは、系を記述する方程式の解を解析関数もしくは半解析関数として与えたもの

であり、これらの関数は典型的には時間の関数として表現されている。CCS プロジェクト

におけるリスクアセスメントの場合、このモデルは例えば坑井からの漏洩問題について、

局所系の解析で有利となる場合がある(Celia et al., 2005)。 

c コンポーネントモデル／混合セルモデル 

これらのモデルは、貯留系全体の様々な物理ドメインに対応した分割要素の集合体から

構成される、一連のモデル群の総称である。この種のモデルは、セルの要素数に応じて様々

な複雑度を有しているのが特徴である。さらにこれらは、原則的には、決定論的か、もし

くは確率論的モデルに分類することが可能である。前者の場合、入力パラメータは 1 つも



28 

しくは 2 つ（例えば、‘最良の推定値’と‘悲観的な値’）である。確率論的な処方では、

パラメータの不確実性は少なくとも主要なパラメータの範囲、もしくは分布で表現される。

実際に確率的な処理を行う場合数値モデルは複雑であることから、計算時間を短縮するた

め決定論的な手法を取入れる場合がある。Weyburn プロジェクトの PhaseⅠでは、こうい

ったハイブリッド手法が活用され、地表下（地圏）に対しては決定論的な評価がなされ、

坑井からの漏洩に関しては半確率論的な手法が採用された(Zhou et al., 2005b)。  

貯留層からエンドポイント―健康・安全・環境影響の評価対象となるような地点―に至

る炭酸ガス漏洩に対応できる完全に統合されたリスクアセスメントは、従来 CCS 関連プ

ロジェクトでは実施されてこなかったが、現在そういった統合的アプローチを目的に開発

されたモデルが上手く適用され始めている。（例えば、Maul＆Benbow, 2008）。 

さらに、炭酸ガス貯留における安全上の局面は非常に重要であることに変わりはないが、

リスクアセスメントで検討すべき唯一の課題ではなくなりつつある。特にプロジェクト開

始前の段階では、経済的、社会的な局面がプロジェクトが進捗するかどうかに多大な影響

を与えるからである。ニュージーランドで開発中のリスクアセスメント手法は、安全性、

経済性、社会性、政治動向および工学的な情報の入力を含む、炭酸ガス貯留プロジェクト

の重要な局面を全て包括することを目標としている(Gerstenberger et al., 2008)。 

リスクアセスメントに関する不確実性には、いくつかのタイプが列挙できる。 

d パラメータの不確定性 

入力パラメータに関連する不確実性は一般的に認識されており、モデル化手法により記

述される。感度解析から、解析結果に多大な影響を与えるような（例えば、炭酸ガス漏洩

速度もしくは濃度等）主要パラメータの抽出が可能となる。確率論的モデルでは、確率密

度関数(PDFs)によりパラメータ不確定性が記述される。このため確率論的な解析では、密

度関数に従ってランダムにパラメータを採取する手法(モンテカルロ法)により、何千回も

反復計算を実行しある分布を持った計算値(影響／結果)を出力する。 

e 概念モデルの不確定性 

概念モデルの不確定性は、現実の系がどう忠実に反映され再現されているかに関連する。 

例えば、地質断面を表現する典型的な模式図は、地質情報やデータの一側面しか記述し

ておらず、とうてい現実の系を精密には表し得ない。また断層帯やフラクチャゾーンが存

在したとしても、規模が小さく通常のサイトキャラクタリゼーション手法により抽出でき

ない場合も想定される。このような理由から、概念モデルの不備を補うべく、様々な代替

の概念モデルを準備しておく必要があろう。ただしこういった代替モデルは、リスク分析

に際して常に考慮されるとは限らない。 

f モデルの不確定性 

 モデルの不確定性は、その根底をなす数学モデルや境界条件に代表されるモデル固有

の仮定が関与している。繰返しになるが、特に炭酸ガスがガス相の場合、地中での炭酸ガ

ス移動のモデル化ではパラメータ調整は非常に難しい。モデルの不確定性は、異なるいく
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つかの数学モデルに対するベンチマーキング―モデルの再現性と信頼性を高める上で推奨

する―を行い、それらの出力結果を比較することで定量的な評価が可能である（例えば、

Pruess 他., 2003）。 

g シナリオ／イベントの不確定性 

シナリオ／イベントの不確定性は、これらのシナリオ／イベントが、これまでにあらゆ

る潜在的なハザードを抽出し解析し得たかどうかに関係する。 

いくつかの CCS プロジェクトに見られる特定の不確定要素として、不確定性の根幹を

なす（廃止）坑井位置、及び特徴（構造）等坑井の関連事象があげられる。 

例えば、坑井数はある地域においては良好なデータセットの中で明瞭に把握されている

が、そうではない地域もある。さらに時間枠と関連付けると、坑井劣化プロセスについて

地殻応力や地化学的影響、セメントやケーシング化学劣化作用等を包括した膨大な不確定

性が存在することになる(Moreno and Chalaturnyk, 2005)。また、自然現象等と密接に関

係した多くの不確定性が存在するが、これらを記述できる様々な技法もまた存在するので

ある。リスクアセスメントの妥当性ならびに定量性は、上述の不確定性をどれだけ解析に

反映できるかで決まると言えよう。 

 

⑤モニタリングの役割 

 モニタリングは、従来より炭酸ガス地中貯留プロジェクトにおける中核をなしており、

その重要性は今後も変わらないであろう。モニタリングにより地表や地表近傍で炭酸ガス

の漏洩を検出できれば、炭酸ガス地中貯留の安全性や効果が保証・提示され、その結果信

頼性の確保に対する多大な貢献が期待できるからである。リスクアセスメントの分野にお

いて、モニタリングは以下のように活用される。 

a ベースラインデータを提供する。 

バックグラウンド値とプロジェクトに起因する炭酸ガス漏洩を区別する上で、有効なデ

ータを提供するとともに、リスクアセスメントモデルの入力初期条件として活用できる。 

b （短期的な）炭酸ガス移動に関するモデル予測結果の検証と有効化 

この結果から、リスクアセスメントモデルにおける長期予測結果のキャリブレーション

を実施する。この手法は、通常石油貯留層における生産挙動解析等の数値シミュレーショ

ンに対するベンチマーキング手法と似ている。モデル化およびその予測計算で長い時間ス

ケールを検討しておくことで、短期的なモニタリング（例えば数年間）の結果が、妥当な

検証であるかどうかを見定めることが可能となる。モニタリング技術の多くは、海上、陸

上、浅層、深部層であるかといったサイトに依存して選定される。Pearce ら(2005)は優れ

たモニタリング技術の総括を著しており、Benson ら (2004)は様々な目的に応じたモニタ

リング応用例について議論している。究極的には、検出限界に応じて適切な手法が選定さ

れることになろう。 
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⑥ ナチュラルアナログの役割 

一般に、ナチュラルアナログおよびインダストリアルアナログは、複数の当事者間、特

に監視委員および住民の間で、CCS が安全で効果的なものであるという信頼を獲得するた

めに活用できる。過去 10 年間以上にわたり、ナチュラルアナログおよびインダストリア

ルアナログに関する様々な研究が実施されており、炭酸ガス地中貯留に有益な情報がもた

らされている。リスクアセスメントの分野では、何百万年間もその場に留まっている天然

炭酸ガス貯留に関する諸研究から、炭酸ガスの人為的な長期間隔離に貢献できる主要な要

因を明らかにすることができる。同様に天然炭酸ガスの漏洩に関する研究から、炭酸ガス

地中貯留に関連する有用な情報が取得できる。例えば断層の密集した Latera カルデラ(中

央イタリアの地熱活動域にある天然の炭酸ガス漏洩サイト)は、何十年間も詳細に研究され

てきた。炭酸ガスは地下深部より（2,000m 以深）絶えず供給されているが、全ての炭酸

ガスが地表に漏洩する訳ではない。地表の土壌ガス測定により、漏洩経路は狭いガスみち

に規定され偏在していることが示唆された。この結果、これらのガスみちを炭酸ガスが移

動しても、地表のごく狭い領域しか漏洩が見出されないことが示された(Annunziatellis

ら,2008、Beaubien ら, 2008)。重要な点は、漏洩の影響は初期にはガスみちの周辺の植生

等、ガスみちの周りの狭い領域に限定して現れることである。 

 

⑦ 法的枠組み 

最近の 2～3 年間に、炭酸ガス地中貯留に関する法規制が格段に整備された。米国にお

いては、合衆国環境保護庁（EPA）が 2007 年 3 月に、地中貯留プロジェクトのために“Class 

V Experimental Technology Well Guidance”を発行した（Dougherty and McLean, 2007）。

クラスⅤの坑井は、“未実証だが将来有望な技術”に使用されることを主眼とし、EOR プ

ロジェクトに適合するクラスⅡ坑井の分類とは区分されている。このクラスⅤガイダンス

の意図する所は、短期間の内に州政府および炭酸ガス地中貯留プロジェクトのパイロット

研究のために、許可証を発行する権限がある UIC プログラムのスタッフに法的なガイダン

スを提供することにある。このガイダンスの主な特色は領域レビュー(AOR)の仕様にある

が、仕様では圧入井の掘削・仕上げに言及、圧入研究を支援するためのモニタリング計画

の必要性を明確化、および可能なモニタリング対象の明示を義務付けている（領域とは、

モデル／モニタリングと密接に関連する領域で、圧入活動により影響が懸念される水平的

および垂直的な範囲を示す）。ごく最近の 2008 年 7 月に、合衆国環境保護庁は a Proposed 

Rule for Federal Requirement under the UIC Program for Carbon Dioxide geologic 

sequestration wells (USEPA, 2008)を発行した。UIC クラスⅤにおける井戸分類と新提案

の規制との主な違いは、貯留プロジェクトの規模である。新提案の規制では、人の健康お

よび環境系への潜在的な影響ついても言及しており、「合衆国環境保護庁は、炭酸ガス圧

入活動に起因した大気中への炭酸ガス放散による窒息や、その他の慢性および急性の健康

影響のリスクを・・・最小とする」旨条文が記述されている。さらに新提案では、炭酸ガ
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スが有害廃棄物なのか危険物質なのかといった問題についても議論しており、「有害廃棄

物の除去」のために‘二酸化炭素の流れ’を定義し問題に対処している。この規制では、

炭酸ガス地中貯留についての開発途上の規制に対し、不特定の実施基準の要求からサイト

キャラクタリゼーション、AOR モデリング、坑井開発、モニタリングおよび試験に言及し

た人的影響に配慮しない要求に及ぶ範囲で、4 つの選択肢を設けている。なお EPA は選択

肢 3 の「オーダーメイド要件のアプローチ」を推奨しているが、これはサイト選定に関す

る要求事項、AOR 評価手法（再評価の余地を含む）、モデリング、坑井掘削および仕上げ

に関する要求事項、および圧入井の運転に関する要求事項等、地中貯留のいくつかの側面

に対する技術的なスタンダードが設けられている。またこの規制では、大規模プロジェク

トを認可する上での義務について、例えば EPA は圧入の最小深度は特に指定しないが、

唯一最深の飲料水採取層よりも下方に圧入することを要求する等、ある種の柔軟性を与え

ている。リスクアセスメント手法やモデリング技法に関する指定は、マルチフェーズモデ

リング(それは UIC プログラムの他の部分で規定されている)が規定されている他は、一切

なされていない。炭酸ガス地中貯留と海洋環境に関して述べると、海底下の地層における

炭酸ガス貯留のためのリスクアセスメントおよびリスクマネジメントのフレームワークが、

1996 年の OSPAR／ロンドンプロトコルの賛助で発行されているが、これらはともに海洋

環境（IMO、2007）の保護を述べたものである。これらの枠組みは、ロンドン条約とロン

ドンプロトコルの批准当事者に対して一般的な規定を提供しており、6 つの主要なステー

ジが記述されている。 

すなわち、 

＊ 問題定式化(想定されるシナリオと経路の特定) 

＊ サイト選定とキャラクタリゼーション 

＊ 漏洩アセスメント(漏洩経路) 

＊ 影響アセスメント(主として人の健康、海洋資源、および海洋生態系) 

＊ リスク判定(漏洩と影響アセスメントを統合し、悪影響の可能性を検討する) 

＊ リスク管理(圧入前、圧入途中および圧入後のモニタリングを含む) 

IMO 2007 は、様々なリスクアセスメントの枠組みを特定し議論する上で、おそらく最

も詳細に記述されており、一般的には沿岸域や他の炭酸ガス地中貯留プロジェクトに適用

する。 

重要な点は、リスクアセスメントが全てのリスク管理手法の一要素にしか過ぎないこと

である。ヨーロッパでは 2 つの EU 指令により、大規模プロジェクトを許可する前の段階

での環境影響評価が義務付けられている。環境アセスメント指令では、個々のプロジェク

トの環境への影響を、特にプロジェクトの(ⅰ)人間、動物群および植物相、(ⅱ) 土壌、水、

空気、気候、および景観、(ⅲ) 有形資産と文化遺産、(ⅳ)これらの相互作用への直接的お

よび間接的影響に関して、プロジェクト許可前に特定し評価することを要求している。 

ヨーロッパ共同体は、2008 年に炭酸ガス地中貯留技術の安全性と貯留技術の広域的な適
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用を旨とし、諸々の法規制の障壁除去に焦点を当てた Directive ドラフトを発行した

(CEC,2008)。 

この Directive ドラフトには、EC と加盟国の間の責任分担が概説されている。漏洩もし

くは他の“環境あるいは人への甚大な影響”に関係した潜在的なリスクを含む、貯留サイ

トの安全性を評価するためのクライテリアは補遺に記載されており、ここにはさらに地質

特性評価、貯留層シミュレーションの活用、および潜在的リスク評価のためのガイドライ

ンも記載されている。リスクアセスメントは、OSPAR / London プロトコルに類似の

OSPAR / London プロトコルに関連した手法に似せ、漏洩アセスメント、影響アセスメン

トおよびリスク査定と続く、ハザード査定のステップの枠組みで括ることができる。また

サイト監視ためのガイドラインについては、ドラフト中の補遺に記載されている。 

ヨーロッパ共同体の努力にも拘らず、炭酸ガス地中貯留のための戦略的環境評価（SEA）

が果たして EU Directive on Strategic Environmental Assessmentで規定される法的要求

事項に合致するものであるのかどうかについて、幾分混乱が生じたようである(Gao, 2008)。 

環境影響評価に関して言うと、諸々の環境影響のキャラクタリゼーションは、潜在的な

環境影響をより良く理解し評価するために、より多くの情報やデータを必要する分野とし

て、特定の炭酸ガス地中貯留リスクアセスメント・グループにより実施されてきたもので

ある。このグループでは、発足当時より既に重要な環境影響を特定し、それらがどのよう

に量的に評価される可能性があるのかについて試みた研究事例が多数認めらている

(Pearce and West, 2007)。 

 

⑧ まとめ 

IEA GHG がリスクアセスメントネットワークを設立してから、ほぼ 4 年が経過した。

爾来ネットワークでは、リスクアセスメント全般に関する情報交換、情報・データ不足の

分野の抽出を意図として各種フォーラムを開催してきた。現時点における追加目標は、パ

ブリック・アクセプタンスを具現するための、統一的な手法を提示することである。 

これまで様々な会合が開催され、各国の地中貯留プロジェクトにおけるリスクアセスメ

ントの実施に際し、実際に適用されたり、適用されたことはないが適用可能と考えられる

種々のアプローチ手法や方法論に関する議論がなされてきた。これらの会合における成果

は、異なるアプローチ手法でもある程度は上手く適用されてきた実績から、新規プロジェ

クト対し手法開発のために都度、時間と労力を投入する必要はない点にある。他方適用さ

れる手法に関して、地域住民のより良い理解を得るためには、一定の努力が必要とされる。

加えて重要な点は、大規模地中貯留プロジェクトに関する実際の経験であり、経験があっ

て始めて計測やモニタリングデータを包括した、リスクアセスメントのデータベースが集

約され提示できるのである。法的規制サイドでは、目下、貯留プロジェクトを認可し受け

入れる方向で、適切な法的枠組みを提供すべく活動中である。例えば米国の場合には、完

備した法律として EPA があげられる。EPA は先導的な見地から、既に数々のパイロット
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プロジェクトに適用されてきた実績があり、将来フルスケールの地中貯留プロジェクトに

も適用可能と考えられる。他の国々特に EU 諸国では、炭酸ガス地中貯留に関する

EU-Directive(ドラフト)が提示されており、これは 2008 年の終わりまでに完備する見通し

である。EU-Directive 中のドキュメント中で説明されているアセスメントプロセスは、貯

留プロジェクトの安全指標に関する適切な枠組みを提供するであろう。さらに、戦略的環

境アセスメント Directive により、いくつかの貯留プロジェクトを含むプログラムを認可

する場合の法的根拠が提供され、その結果個々のプロジェクトを認可するのに要する時間

と労力が短縮されることが期待できる。所定の炭酸ガス排出削減を達成する上での、数量

(圧入炭酸ガス体積)に見合うプロジェクトの実施規模を考えると、この温暖化防止策が成

功するためには比較的簡素な許認可のプロセスが必要となることは言うまでもない。 

 

(2) Environmental Impact Study of a Power Plant with Carbon Capture and Storage  

near the UK Coast (11E-2)（T A Hill, E.ON Engineering ） 

環境影響評価(EIA)のケーススタディとして、400MW 級の IGCC 火力発電所で炭酸ガス

を分離・回収し、高圧パイプラインで輸送し、北海海底下の地層に貯留する場合を検討し

たものである。 

〈概要〉 

本研究は、400MW 級の IGCC 火力発電所で炭酸ガスを分離・回収し、高圧パイプライ

ンで輸送し、北海海底下の地層に貯留するケースを想定した環境影響評価(EIA)を検討し

たものである。炭酸ガス分離・回収及び貯留（CCS）技術に固有な特徴に焦点を当て環境

影響を評価することが強調されており、発電所、輸送、および貯留の個別の要素に対応す

る環境影響評価が検討されている。 

 

(3) Toward practical application of the vulnerability evaluation framework for 

geological sequestration of carbon dioxide (11E-3) (Lisa Bacanskas, U.S. 

Environmental Protection Agency )  

米国環境保護庁(EPA)による、リスクマネジメント・ツール「脆弱性評価フレームワー

ク」(VEF)の開発状況を概観したものである。 VEF の評価のため、3 つの CCS プロジェ

クトに対してベンチマークテストを実施した結果についても言及した。  

〈概要〉 

米国環境保護庁(EPA)は、サイト固有の諸評価とリスクマネジメントにおける意志決定

の参照として活用することを目的として、炭酸ガス地中貯留のための「脆弱性評価フレー

ムワーク」(VEF)を開発した。3 つの現行の CCS プロジェクトにおけるサイトアセスメン

トとの VEF の比較検討の結果、VEF の主要な要素とこれら 3 つのサイトアセスメントは

整合的であることが判明した。 さらに適用範囲の拡大、地質属性の取扱い、および不確実

性の管理の 3 つの重要な課題が提起され、レセプタに関する詳細なアセスメントが必要で
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あること等、将来的な研究開発の方向性も明らかになった。 

 

(4) Risk of Leakage versus Depth of Injection in Geological Storage (11E-4) (Michael A.  

Celia, Department of Civil and Environmental Engineering, Princeton University ) 

大規模石炭火力発電所が点在するカナダ・アルバータ州・エドモントン南西の、

Wabamun 湖地区を対象に実施されたシミュレーション解析事例を述べたものである。同

地区には、潜在的な漏洩経路として坑井が多数存在しており、地域地質の情報を活用しな

がらモンテカルロ法による確率的アプローチにより解析を実施したものである。 

〈概要〉 

大規模 CCS を実施する上で際立った挑戦の 1 つは、圧入炭酸ガスと押しやられたブラ

イン双方の漏洩に焦点を当てた、信頼できる定量的リスクアセスメントを開発することで

ある。 クリティカルな漏洩経路として、一世紀におよぶ石油・天然ガス資源の探査と開発

の結果、数百万本にも及ぶ坑井が掘削されたことがあげられる。これらの坑井の多くは、

他ならず CCS の有力な候補地に位置しており、実際北米では多くの候補地に現存してい

る。 

問題の定量的な解析には、水平多層構造の計算ドメインに数百本～数千本の坑井を包括

する系を対象として、炭酸ガス圧入と漏洩のシミュレーション解析を行なわねばならない

というユニークなチャレンジが必要となるため、特別な計算技術が必要である。重要な特

徴は、坑井数は深度が増加につれ減少するという事実である。このことから、圧入深度が

増すにつれ漏洩のリスクが減少する可能性が考えられる。特別な計算モデルが、多層構造

における複数坑井への圧入、およびそれらに沿った漏洩をシミュレートできるように開発

されており、定量的な評価の結果圧入深度の増大に伴いリスクの減少が示された。 

シミュレーション解析は、大規模石炭火力発電所が点在するカナダ・アルバータ州・エ

ドモントン南西の Wabamun 湖地区を対象に実施された。同地区には坑井が多数存在し、

地域地質の情報を活用して解析モデルが構成された。既存坑井に沿う漏洩はダルシー則に

よる浸透流を仮定し、浸透率はモンテカルロ法により確率的に割当てた。シミュレーショ

ン結果から、圧入深度と漏洩リスクとの間に明瞭なトレードオフが認められた。さらに地

層毎にリスク因子の影響の程度が示される等、大規模 CCS における炭酸ガス圧入設計に

影響を与える主要因が検討され提示された。 

 

 (5) Modelling and Simulation of Mechanisms for Leakage of CO2 from Geological  

Storage (11E-5)   (Alv-Arne Grimstad, SINTEF Petroleum Research, NO-7465 

Trondheim, Norway ) 

キャップロックに覆われた透水性媒体中の浸透ネットワーク中における炭酸ガスの浮

力駆動による流動を想定し、深部塩水帯水層における炭酸ガス貯留層からの潜在的漏洩メ

カニズムについて、ブラックオイルモデルを使用したシミュレーション解析を実施、検討
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したものである。 

〈概要〉 

将来の炭酸ガス地中貯留に関連するリスクの調査と、地中貯留サイトに求められる必要

最小限の品質を決定するために、可能な漏出メカニズムの詳細研究が必要となる。本研究

では、深部塩水帯水層における炭酸ガス貯留層からの潜在的漏洩メカニズムが検討された。

メカニズムの基本的な概念は、キャップロックに覆われた透水性媒体中の浸透ネットワー

ク中における、炭酸ガスの浮力駆動による流動である。このような概念は、炭酸ガス貯留

域がタービダイト流により形成されたチャンネル等を包括する乱堆積層で、頁岩のキャッ

プロックに覆われた状況に対応している可能性がある。なおミュレーション解析は、ブラ

ックオイルモデルを使用して実施された。 
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A-3 EPA の UIC プログラム Class VI 

 

 米国環境保護庁が管轄する UIC プログラムは、飲料水安全法（SDWA：Safe Drinking 

Water Act）の下飲用地下水源の汚染防止のために、流体の地下注入を規制するものであ

る。 

 現時点で UIC プログラムの対象とされている坑井は表 A-3.3 に示す 5 種類であり、二酸

化炭素地中貯留に使用する坑井は（Class Ⅰ、Class Ⅱに該当する可能性はあるものの）

Class Ⅴに含めることが適当であるとされていた。 

 

表 A-3.3 UCI プログラムの対象となる坑井の分類 

Class 目    的 

Ⅰ 廃棄物の長期的注入 

Ⅱ 既存油・ガス田への水・化学物質の注入 

Ⅲ 鉱物資源採取のための液体注入 

Ⅳ 地下清水層（飲用）の上部に有害物質を投棄（通常の投棄は禁止） 

Ⅴ その他（実験用坑井を含む） 

 

 ＊二酸化炭素を使用した EOR 及び EGR に関する坑井は、Class Ⅱに分類される。 

 

 近年、二酸化炭素地中貯留への期待が高まってきたことを受けて、米国環境保護庁は二

酸化炭素地中貯留に特化した UIC プログラムの検討を行い、その案文（Class VI）を 2008

年 7 月に公表した。これはパブリックコメントを経て、2010 年後半～2011 年前半に法制

化される見通しである。 

 

 以下に、パブリックコメントに付された段階での Class VI 案文を示す。 

 

A-3.1 Subpart H –Class VI 坑井に適用される基準 

 

§146.81 適用範囲 

(a) この章は、二酸化炭素地中貯留のための注入井を UIC プログラムの Class VI の対象

とするにあたって、その適用範囲や基準について規定するものである。 

(b) この章は、気体、液体または超臨界状態にある二酸化炭素を地下の地層に長期的な封

鎖する、二酸化炭素地中貯留に使用する注入井に適用するものである。 

(c) この項は、Class I、Class II、または Class V に該当する坑井のオーナーまたはオペ

レーターで、Class VI 坑井の適用を求める者を対象とする。もし管轄当局長が清水層を

汚染する危険性がないと認定すれば、当該坑井は§146.86 及び 146.87(a)(1)～(3)で規定
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されているケーシングやセメンチングに関する要件を免除される。 

(d) 定義：以下の定義は、この章に適用される。§146.3 に記載されている定義と一致しな

い部分については、下記の定義を優先する。 

・ 対象範囲とは、地中貯留プロジェクトの周辺で、注入作業により影響を受けると考

えられる地域を意味する。この対象範囲は、注入される二酸化炭素流の全ての相で

の物理的、化学的特質を説明できるコンピューターモデリングに基づく。 

・ 二酸化炭素プルームとは、地下における二酸化炭素流の三次元的な広がりを意味す

る。 

・ 二酸化炭素流とは、排出源（例えば発電所）から分離された二酸化炭素に加えて、

排出物質から分離する際に付随する関連物質や圧入作業を容易にするために添加さ

れる物質を意味する。この章は、40 CFR 261 で定義される有害廃棄物に該当する二

酸化炭素流には適用されない。 

・ 遮蔽層とは、圧入層上部に横たわる地層、地層の集合体、または地層の一部で、流

体移動の防護壁として機能するものである。 

・ 是正措置とは、対象範囲内の坑井が清水層への流体移動経路となることのないよう

に、管轄当局長が承認した措置を講じることを意味する。 

・ 地中貯留とは、気体、液体、または超臨界状態の二酸化炭素を、地層内に長期間固

定することを意味する。この用語は、二酸化炭素の分離や輸送は含まれない。 

・ 地中貯留プロジェクトとは、清水層を含む地層の下に二酸化炭素流を送入するため

に使用する注入井を意味する。それには当該地域の上の地表部の他、二酸化炭素プ

ルーム、注入による圧力前線、置換されるブラインの地下における三次元的な範囲

も含む。 

・ 注入層とは、地中貯留プロジェクトのための坑井を通して二酸化炭素を受け入れる

のに十分な面積、厚み、孔隙、浸透性を持った地層、地層の集合体、または地層の

一部を意味する。 

・ 注入作業終了後のサイト管理とは、§146.93 の要求事項に従って清水層が汚染され

ることのないように、注入作業の停止後引続き適切なモニタリングや作業（是正措

置を含む）を実施することを意味する。 

・ 圧力前線とは、二酸化炭素を地下に注入することによって圧力が上昇した範囲を意

味する。この章の目的からは、二酸化炭素プルームの圧力前線と表現する場合、注

入流体または地層流体が清水層に浸入するのに十分な圧力差を与えられた範囲を意

味する。 

・ サイト閉鎖とは、§146.93 の要求事項に従い管轄当局長が決定する地点や時刻を意

味するが、それ以降ガス貯蔵サイトのオーナーまたはオペレーターは、圧入後のサ

イト監視の責任は免除される。 

・ 伝達性の断層やフラクチャーとは、流体が地層間を移動するのに十分な浸透性や広
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がりを持つものを意味する。 

 

§146.82 Class VI の適用条件 

 この章は、坑井が Class VI に適用されるために、オーナーまたはオペレーターが管轄当

局長に提出しなければならない情報について示す。掘削または操業する坑井が Class VI

と認定されるためには、以下の情報が必要である。 

(a) 40 CFR 144.31(e)の(1)から(6)で要求されている情報。 

(b) 承認を得ようとしている注入井が示されている、地図及び対象となる範囲。対象範囲

の中の全ての注入井、生産井、廃坑井、封鎖された坑井または空井戸、深く地層を跨い

でいる裸坑部、州政府または環境庁が承認した遺留品の場所、地表部における水域、泉、

鉱山（地表部及び地下）、採石場、水井戸、その他人間が所有する建造物や道路を含む

関連する地表部の特記事項等については、数量、名称、位置を地図上に記入しなければ

ならない。確認または推定される断層も、地図上に示さなければならない。この地図上

に記載する内容は、公的な記録に限定される。 

(c) 検討する範囲はモデリングに基づき、この章の(l)、(r)、及び(s)での要求事項である坑

井や地層の検層やテストで得られたデータを使用する。 

(d) 提案されている貯留層やその上に位置する地層の地質構造や水理特性に関する情報で、

以下の内容を含むこと。 

 (1) 対象範囲の地図および断面図 

 (2) 対象範囲に存在する既知または存在が疑われる断層やフラクチャーで、遮蔽層にか

かってはいるものの汚染を引き起こすものではないと結論付けられたものの位置、方

向及び特徴。 

 (3) 震源やその深度等を含む地震履歴に関する情報で、汚染を引き起こすものではない

と結論付けられた情報。 

 (4) 注入層および遮蔽層の深度、平面的な広がり、層厚、鉱物学、孔隙率、浸透率およ

び毛細管圧力に関するデータで、地質コア、露頭データ、地震探査、物理検層等のフ

ィールドデータに基づく地質／相変化、名称、岩石学的な記載等を含むもの。 

 (5)フラクチャー、ストレス、延性、岩石強度、遮蔽層内の流体圧力等岩石力学に関する

情報。 

 (6) 地質学また地形学的な平面図及び断面図で、地域の地質、水理地質及び地質構造を

示しているもの。 

(e) 検討対象範囲内にある全坑井の内、注入層または遮蔽層を貫通しているものの一覧表。

それには坑井の種類、作業終了日、開坑日、位置、深度、封鎖または仕上げの記録、ま

た管轄当局長が要求する追加情報も含めること。 

(f) 検討対象範囲内にある清水層の縦横方向の極限、水井戸、及び泉等を示す平面図及び

断面図で、注入層からの相対的な位置や把握している水の流れ方向も判るもの。 



 4

(g) 地下の地層に関する基準線の地化学的データで、検討対象範囲の全ての清水層を含む

もの。 

(h) 予定している作業関連事項。 

 (1) 二酸化炭素流の平均及び 大日量 

 (2) 注入圧力の平均及び 大値 

 (3) 二酸化炭素流の排出源 

 (4) 二酸化炭素流の化学的、物理的性質の分析結果 

(i) 二酸化炭素流の注入層内流体や注入層及び遮蔽層内の鉱物との適合性。地層テスト計

画に基づいたもので、坑井仕上げに用いる素材で検討すること。 

(j) 提案する地層テスト計画で、注入層及び遮蔽層の化学的また物理的特性の分析を目的

としたもの。 

(k) 提案する坑井刺激計画で、隔離に影響しないと結論付けられたもの。 

(l) 上の(j)で求められる、提案する地層テスト計画。 

(m) 提案する、注入作業を実施する上で必要な概略手順 

(n) 坑井の地表部及び地下部の構成を示す図式的な、または他の適当な図面。 

(o) 注入井の掘削手順で、§146.86 の要求事項に合致しているもの。 

(p) 提案する検討対象範囲及び是正措置計画で、§146.84 の要求事項に合致しているもの。 

(q) 検討対象範囲の坑井での是正措置の状態 

(r) 適用可能な検層及びテスト計画で、$146.87 の要求事項に合致しているもの。 

(s) §146.89 に従った、機械的強度の証明。 

(t) 申請者が§146.85 の要求事項に従った財政的な責任に合致していることを、管轄当局

長に証明できるもの。 

(u) §146.90 で要求されている、提案するテスト及びモニタリング計画。 

(v) §146.92(b)で要求されている、提案する注入井の廃坑計画。 

(w) §146.93(a)で要求されている、提案する注入作業終了後のサイト管理及び閉鎖計画。 

(x) §146.94 で要求されている、提案する緊急時対応及び是正措置計画。 

(y) 管轄当局長より要求されたその他の情報。 

 

§146.83 サイト選定の最低基準 

(a) Class VI 坑井のオーナーまたはオペレーターは、サイトが適切な地質条件にあること

を管轄当局長が了解するまで証明しなければならない。この地質条件には以下の内容が

含まれる。 

 (1) 貯留層は、予想される二酸化炭素流の全量を貯留するのに十分な面積、層厚、孔隙、

及び浸透性を持っていること。 

 (2) 遮蔽層には流体の漏出をもたらす断層やフラクチャーがなく、十分な平面的広がり

を持ち、また注入された二酸化炭素流や置換された地層流体を遮蔽でき、予想される
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大の圧力や流量下でも遮蔽層にフラクチャーを生じさせないこと。 

(b) 管轄当局長の裁量で、Class VI 坑井のオーナーまたはオペレーターは、垂直方向の流

体移動を抑止し、遮蔽上問題となる断層やフラクチャーがなく、圧力を消散させること

でモニタリング、緩和、修復等を可能とする追加的な地層を明らかにし、その特徴を説

明しなければならない。 

 

§146.84 検討対象および是正措置対象となる範囲 

(a) 検討対象範囲は、注入作業により影響を受けると考えられる地中貯留プロジェクトの

周辺地域である。その範囲は、注入される二酸化炭素流の全ての相における物理的また

化学的特性を説明し得る、コンピューターモデリングに基づく。 

(b) Class VI 坑井のオーナーまたはオペレーターは、提案する地中貯留プロジェクトの対

象範囲を示す計画書を準備し、維持し、実行しなければならない。また定期的に対象範

囲を再評価し、この章の要求事項を満足させ管轄当局長の了承が得られる是正措置を講

じなければならない。管轄当局長への承認申請の一環として、オーナーまたはオペレー

ターは次の情報を含む検討内容及び是正措置計画を提出しなければならない。 

 (1) 検討する範囲を決める手法。それは(c)項の要求事項を満足しなければならないが、

使用するモデル及びモデリングの前提となる仮定条件やサイトの特質を含めること。 

 (2) 下記項目の記載。 

      (i) 定期的に実施する検討の頻度。オーナーまたはオペレーターが提案する対象範囲

の再評価は、 低要件として 10 年を超す頻度を設定してはならない。 

(ii) 上の(b)(2)(i)で設定した定期的な再評価を、前倒しして実施することが必要となる

モニタリングやオペレーション上の状態。 

  (iii) モニタリングやオペレーションで得られたデータ（注入レート、圧力等）を、ど

のように対象範囲の再評価に使用するか。 

  (iv) (d)項での要求されていることを満足させるために、どのような是正措置を講じる

のか。注入作業よりも優先して実施する是正措置とは何か、検討対象範囲の部分を

段階で区切って是正措置を講じる場合その段階はどのように決定するか、検討対象

範囲が変更された場合是正措置はどのように調整するか、将来実施するかもしれな

い是正措置に対応できるようにサイトへのアクセスはどのようにして確保するか、

等を含めること。 

(c) Class VI 坑井のオーナーまたはオペレーターは、検討対象範囲を示し、是正措置を必

要とする全坑井を明示し、それらの坑井にて是正措置を実施するために以下のことを実

施しなければならない。 

  (1) 注入作業開始からプルーム移動が終了するまでの間に、地下で生じる二酸化炭素と

地層流体の縦横方向での混合、注入流体または地層流体が清水層に移動するのに必

要な圧力差が存在しなくなるまでの期間、または管轄当局長が指定する一定の期間
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等をベースにした予測。モデルには以下の要件を満足すること。 

   (i) 注入層、遮蔽層、およびその他追加する地層に関して収集した詳細な地質データ、

また地中貯留プロジェクトの想定期間における注入圧力、注入レート、総注入量等

を含む予想されるオペレーション時におけるデータをベースとすること。 

   (ii) 地質上の不均質性、データの信頼性、またそれらのモデリング上のインパクトを

考慮すること。 

   (iii) 断層、フラクチャー、および人為的な貫通による混合の可能性を考慮すること。 

  (2) 管轄当局長が承認した手法で、検討対象範囲内で遮蔽層を貫通しているかもしれな

い使用中または廃止した坑井や、地下の鉱山を含む全ての貫通を明示すること。ま

た各坑井の種別、構成、掘削完了日、位置、深度、封鎖または仕上げの記録、その

他管轄当局長が要求する情報を提供すること。 

  (3) 検討対象範囲にある廃坑井の中で、（§146.92 の要求事項に従って）二酸化炭素ま

たは関連する流体が清水層を汚染する可能性がないように封鎖されている坑井を特

定すること。 

  (d) Class VI 坑井のオーナーまたはオペレーターは、検討対象範囲の中で是正措置が必要

であると決定された全坑井で、流体が清水層へまたは清水層の間で移動することを防

止するために、耐腐食性材料を使用する等の適切な手法を用いて是正措置を講じなけ

ればならない。 

  (e) モニタリングデータから清水層への汚染が危惧される場合は、オーナーまたはオペレ

ーターは管轄当局長に通知するとともに、§146.94 の要求事項に従って作業を停止し

なければならない。 

  (f) 検討対象範囲及び是正措置に規定されているとおり少なくとも 10 年間を超さない頻度

で、またはモニタリングや作業上の状況に異常が認められる場合は、オーナーまたは

オペレーターは以下のことを実施しなければならない。 

   (1) 本条文の(c) (1)項に規定されている手法で、検討対象範囲を再評価する。 

   (2) 是正措置を必要とする再評価する対象範囲にある全坑井を、本条文の(c) (2)項に規定

されている手法で特定する。 

   (3) 再評価する対象範囲にある是正措置を必要とする坑井を、本条文の(c) (3)項に規定さ

れている手法で是正措置を行う。 

   (4) 管轄当局長に対して修正した検討対象範囲及び是正措置を提出するか、またはモニ

タリングデータやモデリングの結果を使用して検討対象範囲及び是正措置の修正は

必要ないことを説明する。 

  (g) （§146.94 の要求事項に従った）緊急時対応計画及び（§146.85 の要求事項に従った）

財務的責任の証明は、検討対象範囲における是正措置が段階的なものであるなしに

拘らず、検討対象範囲全体をカバーする。 
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§146.85 財務的責任  

(a) オーナーまたはオペレーターは以下に示す時まで、（§146.84 の要求事項に従った）

是正措置、（§146.92 の要求事項に従った）注入井の封鎖、（§146.93 の要求事項に

従った）注入作業終了後のサイト管理及びサイト封鎖、（§146.94 の要求事項に従っ

た）緊急時対応のための財務的責任及び財源を、管轄当局長が規定する方法で証明また

維持しなければならない。 

 (1) 注入作業終了後のサイト管理及びサイト閉鎖計画の完成版を、管轄当局長が受領し

それを承認した時。 

 (2) 注入作業終了後のサイト管理の対象となる期間が終了していることを、管轄当局長

が決定した時。 

(b) オーナーまたはオペレーターは、検討対象範囲及び是正措置（§146.84）、注入井の

封鎖計画（§146.92）、注入作業終了後サイト管理及びサイト封鎖計画（§146.93）

の修正に必要なコスト見積分を調整した財務的責任及び財源を文書にて、管轄当局長が

定めた頻度で、管轄当局長に提供しなければならない。 

(c) オーナーまたはオペレーターは、注入井の封鎖や注入作業終了後のサイト管理及びサ

イト封鎖の遂行に影響を及ぼしかねない破産等の財務問題を、管轄当局長に通知しなけ

ればならない。 

(d) （§146.92 の要求事項に従った）注入井の封鎖や（§146.93 の要求事項に従った）注

入作業終了後のサイト管理及びサイト閉鎖実施するコストが、当初の証明では不十分で

あると管轄当局長が判断すれば、オペレーターはコスト見積の修正版を管轄当局長に提

供しなければならない。 

 

§146.86 注入井に関する要件 

(a) 全般：オーナーまたはオペレーターは、Class VI の坑井が以下の要件を満足している

ことを確認しなければならない。 

 (1) 清水層または承認されていない地層間に流体の移動がないこと。 

 (2) 適切なテスト装置や改修用機器を使用できること。 

 (3) 注入用チュービングとケーシング間のアニュラス部で連続してモニタリングできる

こと。 

(b) Class VI 坑井のケーシング及びセメンチング 

 (1) Class VI 坑井の掘削作業に使用するケーシング、セメント、その他資機材は、十分

な強度があり、地中貯留プロジェクト期間に適合する寿命を持つように設計しなけれ

ばならない。坑井で使用する全ての資機材は、それらが将来にわたって接触する可能

性のある流体に対して耐性を持ち、API、ASTM、その他管轄当局長が承認する規格

に合致していなければならない。ケーシング計画及びセメンチング計画は、流体が清

水層に浸入することを防止するように設計しなければならない。オーナーまたはオペ
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レーターは、管轄当局長がケーシングやセメンチングの要件を判断できるように、以

下の情報を提供しなければならない。 

  (i)  注入層の深度 

  (ii)  注入圧力、外圧、内圧、及び軸荷重 

  (iii)  坑径 

  (iv) 全てのケーシングのサイズ及びグレード（肉厚、外径、重量、長さ、コネクショ

ン、材質） 

  (v)  二酸化炭素流及び地層流体の腐食性 

  (vi)  坑底温度 

  (vii) 注入層及び遮蔽層の岩質 

  (viii) セメントのタイプ及びグレード 

  (ix)  二酸化炭素流の量、化学組成、及び温度 

(2) サーフェスケーシングは、清水層の 下部よりも下まで降下し、地表までフルデプ

スセメンチングを実施しなければならない。 

(3) 少なくとも 1 本のケーシングは、十分な数のセントラライザーを装着した上で注入

層迄降下し、循環法により地表までフルデプスセメンチングを 1 段または多段で実

施しなければならない。 

 (4) セメントを地表にリターンさせるには、ステージセメンチングが必要となるであろ

う。セメントが地表までリターンしない場合、管轄当局長はセメンチングの代替法

を承認することがある。その場合は、ケーシング外側のセメントにより流体の移動

が阻止されることを、オーナーまたはオペレーターは検層データにより証明しなけ

ればならない。 

 (5) セメント及びセメント添加剤は、二酸化炭素流や地層流体に対して耐性があり、地

中貯留プロジェクト想定期間を通して強度を維持できる十分な性質及び量を確保し

なければならない。セメントの強度及び位置は、清水層が汚染される可能性がない

ことを確認するために、セメントの平面的な性質を評価し、またチャンネリング箇

所を見出すことのできる技術を使用して証明しなければならない。 

(c) チュービング及びパッカー 

 (1) Class VI 坑井のオーナーまたはオペレーターは、流体を注入する場合はパッカーを

付けたチュービングを通さなければならない。なおパッカーのセット位置は、管轄

当局長から承認された位置で、ケーシングの外側にセメントがある区間でなければ

ならない。 

 (2) オーナーまたはオペレーターは、管轄当局長がチュービング及びパッカーの要件を

判断できるように、以下の情報を提供しなければならない。 

  (i) セット深度 

  (ii) 二酸化炭素流の特性（化学成分、腐食性、温度、及び比重） 
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  (iii) 注入圧力 

  (iv) 外圧 

  (v) 二酸化炭素流の注入レート（断続または連続）及び注入量 

  (vi) ケーシングのサイズ 

  (vii) チュービングの引張強度、破断圧力、及び圧潰圧力 

 

§146.87 注入作業開始前の検層、サンプリング、およびテスト 

(a) Class VI 注入井を掘削し仕上げる間に、オーナーまたはオペレーターは、§146.86 で

規定されている注入井の仕上げ要件に対する適合性を確認するために、また将来の計測

データとの比較対象となる正確な基準データを得るために、関連する全ての地層の深度、

層厚、孔隙率、浸透率、岩質、含まれる流体の塩分のデータを入手、確認するために、

適切な検層、調査、テストを実施しなければならない。オーナーまたはオペレーターは、

検層データ解析の専門家が作成した当該検層及びテストの結果解釈を含む報告書を、管

轄当局長に提出しなければならない。その検層やテストには、少なくとも下記項目が含

まれなければならない。 

 (1) パイロット坑掘進時（これは後に拡掘される）の坑井傾斜測定。計測は坑井の位置

が特定でき、流体の垂直方向移動の経路となるドグレグが坑井掘削時に生じていな

いことを確認できる頻度で実施すること。 

 (2) サーフェスケーシングのセット前及びセット後に実施する調査。 

  (i) ケーシング降下前に、比抵抗、自然電位、およびキャリパー検層を実施。 

  (ii) ケーシング降下セメンチング後に、CBL、VDL、および温度検層を実施。 

 (3) ケーシング（サーフェスを除く）のセット前およびセット後に実施する調査。 

  (i) ケーシング降下前に、比抵抗、自然電位、孔隙率、キャリパー、ガンマ線、フラ

クチャ検知、および管轄当局長が要求する検層を実施。 

  (ii) ケーシング降下セメンチング後に、CBL、VDL、および温度検層を実施。 

 (4) 注入井の内外の機械的強度を証明するための一連のテストで、以下の項目を含む。 

  (i) 液体または気体を使用した圧力テスト。 

  (ii) 活性酸素検層のようなトレーサー調査。 

  (iii) 温度またはノイズ検層。 

  (iv) 管轄当局長から要求された場合は、ケーシング肉厚調査。 

  (5) 上記調査と同等または同等以上の情報が入手できる代替手法で、管轄当局長が要求

または承認したもの。 

(b) オーナーまたはオペレーターは、注入層及び遮蔽層からのホールコアまたはサイドウ

ォールコア、および注入層からの流体サンプルを採取し、管轄当局長に提出しなけれ

ばならない。オーナーまたはオペレーターが、対象坑井からのコア採取が不可能であ

り、またその坑井の評価にコアが不可欠ではないことを証明すれば、管轄当局長は近
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傍の坑井で採取したコアを代替品として受領する場合がある。その場合管轄当局長は、

対象坑井の他の地層のコア採取を要求する場合がある。 

(c) オーナーまたはオペレーターは、注入層の流体温度、pH、導電率、貯留層圧力、静的

水位を記録しなければならない。 

(d) オーナーまたはオペレーターは、注入層及び遮蔽層について少なくとも以下の情報を

測定または算出しなければならない。 

 (1) フラクチャー圧力 

 (2) 注入層および遮蔽層のその他の物理的、化学的特性。 

 (3) 注入層の地層流体の物理的、化学的特性。 

(e) 坑井仕上げ後で注入作業開始前に、オーナーまたはオペレーターは注入層の水理学的

特性を把握するために、下記のテストを実施しなければならない。 

 (1) ポンプテスト、または 

 (2) 注入テスト 

(f) オーナーまたはオペレーターは、本章の全ての検層及びテストへの立会う機会を管轄

当局長に提供しなければならない。オーナーまたはオペレーターは、テスト開始の 30

日前までに当該業務のスケジュールを管轄当局長に提出しなければならない。またスケ

ジュールに変更が生じた場合は、次のテストの 30 日前までに連絡しなければならない。 

 

§146.88 注入井での作業要件 

(a) 坑井刺激以外の場合に、オーナーまたはオペレーターは注入作業により注入層に新た

なフラクチャーが生じ、また既存のフラクチャーが拡大することのないように、注入圧

力は注入層のフラクチャー圧力の 90%を超してはならない。またいかなる場合にも、

注入圧力により遮蔽層にフラクチャーが生じ、また清水層の汚染を引起す可能性のある

注入流体または地層流体を移動させてはならない。 

(b) 清水層を保護する一番外側のケーシングと裸坑部の間では、注入作業を実施してはな

らない。 

(c) オーナーまたはオペレーターは、チュービングとケーシングの間のアニュラス部を、

管轄当局長が承認した耐腐食性流体で充填しなければならない。オーナーまたはオペレ

ーターは、管轄当局長が当該行為により坑井の強度に悪影響を及ぼすと認定しない限り、

注入圧力を上回るようにアニュラス部の圧力を維持させなければならない。 

(d) 管轄当局長が承認したメンテナンスまたは是正措置の必要上、チュービングとケーシ

ング間のアニュラス部が解体される坑井の改修作業期間以外は、オーナーまたはオペレ

ーターは注入井の機械的強度を常時維持しなければならない。 

(e) オーナーまたはオペレーターは、注入圧力、二酸化炭素流の注入レート、注入量、及

び温度、チュービングとケーシングとの間のアニュラス部の圧力およびアニュラス部の

流体量をモニターするために、連続記録装置を設置し使用しなければならない。また、
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アニュラス圧力、注入レート、その他管轄当局長が承認したオペレーション上のパラメ

ーターが許容値または許容された傾向から外れた場合に、オペレーターに異常を伝え坑

井を密閉する警報システムおよび坑内自動密閉装置を設置し、使用しなければならない。 

(f) 坑内自動密閉装置が作動した場合また機械的強度の低下が判明した場合、オーナーま

たはオペレーターは直ちに調査を行い、可能な限り迅速に原因を究明しなければならな

い。調査の結果坑井の機械的強度が不足している可能性がある場合、または上の(e)項

で要求されているモニタリングで坑井の機械的強度不足が示唆される場合は、オーナー

またはオペレーターは以下のことを実施しなければならない。 

 (1) 直ちに注入作業を停止すること。 

 (2) 注入された二酸化炭素流が、認可されていない範囲に漏洩しているかどうかを判断

するのに必要と考えられる、全ての合理的な手段を講じること。 

 (3) 24 時間以内に管轄当局長に通知すること。 

 (4) 注入作業を再開する前に機械的強度を復元し、それを管轄当局長の了解を得るため

に証明すること。 

  (5) 注入作業を再開する見通しが得られた段階で、管轄当局長に通知すること。 

 

§146.89 注入井の機械的強度 

(a) 以下の条件を満足すれば、Class VI の坑井は機械的強度を有していると看做される。 

 (1) ケーシング、チュービング、またパッカーに明白な漏洩が認められないこと。 

 (2) 注入井の周辺を経由した清水層への、明白な流体移動が認められないこと。 

(b) (a) (1)項に示す明白な漏洩がないことを評価するために、オーナーまたはオペレーター

は初期のアニュラス部圧力テストに引き続いて、§146.88(e)で規定されている通り注

入圧力、注入レート、注入量、 チュービングとケーシングの間のアニュラス部の圧力、

およびアニュラス部の流体量を継続してモニターしなければならない。 

(c) (a) (2)項に示す明白な流体移動がないことを結論付けるために、オーナーまたはオペレ

ーターは下の項目のいずれかを少なくとも毎年 1 回は実施しなければならない。 

 (1) 活性酸素検層のようなトレーサー調査 

 (2) 温度検層またはノイズ検層 

 (3) 管轄当局長から要求された場合は、ケーシング肉厚検層 

(d) 管轄当局長は、本条(a)(1)項または(a)(2)項の規定に基づき機械的強度を評価するため

に、その他のテストを要求する場合もある。また管轄当局長は、テストに関して行政官

の書面による承認があれば、上記以外のものでも機械的強度を証明するものとして了解

する場合もある。承認を得るために、管轄当局長は行政官に書面による要請をしなけれ

ばならないが、それは提案するテストやその妥当性を示すものでなければならない。行

政官は、提案されているテストが坑井の機械的強度を証明するものとして妥当なもので

あれば、その要請を承認しなければならない。行政官により承認された代替手法は全て
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官報により公表・記録され、後日行政官により使用が制限されない限り、州法として適

用されると共にその他の州でも使用することができる。 

(e) 本章で列挙されているテストやその他管轄当局長が承認したテストを実施・評価する

際には、オーナーまたはオペレーター及び管轄当局長は、業界内で普遍的に認められて

いる手法や基準を適用しなければならない。オーナーまたはオペレーターが機械的強度

テストの結果を管轄当局長に報告する際は、テストに関する説明及び手法も含めなけれ

ばならない。管轄当局長が評価をする際には、前回実施した評価以降に提出されたモニ

タリングデータやその他のテストデータも吟味しなければならない。 

(f) 管轄当局長は、本章の(a)(1)項及び(2)項に基づいた注入作業の結果ケーシング、チュー

ビング、またはパッカーに明白な漏洩はなく、また清水層へまたは清水層間に明白な流

体移動がないことを証明する上で、オーナーまたはオペレーターから提出された本章の

(d)に基づく結果では十分ではないと判断した場合は、追加または代替テストを要求す

る場合がある。 

 

§146.90 テストおよびモニタリングに関する要件 

   Class VI 坑井のオーナーまたはオペレーターは、地中貯留プロジェクトが認可通り実施

されており清水層を汚染していないことを確認するために、テスト及びモニタリング計画

を準備、維持、また従わなければならない。テストおよびモニタリング計画が管轄当局長

の承認を得るには、承認申請用紙に本条の要求事項を満たすためにオーナーまたはオペレ

ーターが実施する内容を含めなければならない。地中貯留プロジェクトに関連するテスト

およびモニタリングは、 低要件として以下の項目を含まなければならない。 

  (a) 二酸化炭素流の化学的、物理的特性の代表値を確定するのに十分な頻度で実施する分

析 

  (b) §146.86 で定義されている坑井の改修作業期間を除いて、注入圧力、注入レート、お

よび注入量、チュービングとケーシングの間のアニュラス部圧力、アニュラス部の流体

量をモニターするための連続記録装置の設置及び使用。 

  (c) 坑井資機材の腐食モニタリングで、全体量の減少、肉厚減少、クラック、ピッティン

グ、その他腐食の兆候を年 4 回実施。坑井の構成部材が、§146.86(b)に示されている材

料強度や挙動に関する 低基準を満足していることを、以下の手法で確認する。 

   (1) 坑井の構成材料の断片を二酸化炭素流に接触させる。 

   (2) 坑井の構成材料で作成したループに、二酸化炭素流を通す。 

   (3) 管轄当局長が承認した代替手段を使用して実施。 

  (d) 二酸化炭素が、遮蔽層または同一機能を持っていると考えられる別の地層を通過して

移動したことを反映すると考えられる、地表水の水質や遮蔽層上の地化学的性質の変化

の定期的なモニタリング。 

   (1) モニタリング坑井の位置および数は、地中貯留プロジェクトに関連して、注入レー
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トや注入量、地質、人工的な貫通物の存在、その他の要素を含むサイト特有の状況

に基づく。 

   (2) モニタリング頻度、モニタリング坑井の間隔は、§146.82(a)(6)により収集された基

準となる地化学データ、および§146.84(b)で要求されている検討対象範囲における

モデリングの結果に基づく。 

   (e) §146.89(c)に従った外圧に対する機械的強度の証明は、地中貯留プロジェクト期間全

体を通して少なくとも毎年 1 回実施する。 

   (f) 圧力降下テストは、サイト特有の状況に基づいて管轄当局長が増やすことを求めなけ

れば、少なくとも 5 年間に 1 回実施する。 

   (g) 二酸化炭素プルームの広がりや圧力前線を追跡するためのテストおよびモニタリング

は、遮蔽層直上における圧力変化のモニタリングか、または間接的な地球物理学的手法

（地震、電気、重力、電磁気的な調査、また坑内二酸化炭素検知装置等）のいずれかに

よる。 

   (h) 清水層を汚染する可能性のある二酸化炭素の漏洩を検知するために、管轄当局長の裁

量で地表空気のモニタリングや土壌中ガスのモニタリングを実施する。 

    (1) テストおよびモニタリング計画は、検討対象地域の環境影響の受け易さに基づかな

ければならない。 

    (2) 地表空気または土壌中のガスのモニタリング頻度および実施位置は基準データを反

映しており、その計画は当該モニタリングにより検討対象地域の状況を把握する上

で有用な情報が得られ、また法規制 40 CFR 144.12 の基準を満たすものでなければ

ならない。 

    (i) §146.84(b)で要求されており、法規制 40 CFR 144.12 の基準を満たすと結論付けられ

た検討対象地域を評価するコンピューターモデルを支え、アップグレードし、改良する

ために、管轄当局長が要求する追加モデリング。 

    (j) テスト及びモニタリングの全ての要件を保証し監視する計画。 

 

§146.91 報告に関する要件 

     Class VI として認可された坑井のオーナーまたはオペレーターは、少なくとも以下の報

告を管轄当局長に行なわなければならない。 

    (a) 次の項目を含むセミ年次報告。 

     (1) 二酸化炭素流の物理的、化学的またその他関係する性質が、当初計画されたものと

異なる場合はその相違点。 

     (2) 注入圧力、注入レートおよび注入量、アニュラス部圧力の月間平均、 大、及び

小値。 

     (3) アニュラス部圧力または注入圧力の数値が、許可書に記載されている範囲を超えた

場合、その説明。 
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     (4) §146.88(e) に従って対応措置が求められている閉鎖装置が作動した場合、その説明。 

     (5) 当該モニタリング月間における二酸化炭素流注入量、およびプロジェクト開始後の

累計注入量。 

     (6) 月間のアニュラス部流体補填量。 

     (7) §146.90 に記載されているモニタリング結果。 

    (b) 下記事項の結果で 30 日以内に行う報告。 

     (1) 機械強度の定期テスト。 

     (2) その他許可された者が注入井で実施したテストで、管轄当局長から求められたもの。 

     (3) 坑井の改修作業。 

(c) オーナーまたはオペレーターは、これらの報告を管轄当局長が認める電子媒体にて行

うこと。ただし管轄当局長の裁量で、他の媒体を認める場合もある。 

 

§146.92 注入井の廃坑 

(a) 廃坑前にオーナーまたはオペレーターは、対象となる全ての Class VI 注入井をクッシ

ョン流体でフラッシュし、坑底の貯留層圧力を測定し、 終的な強度テストを実施しな

ければならない。 

(b) 廃坑計画書：Class VI 坑井のオーナーまたはオペレーターは、管轄当局長が同意する

廃坑計画書を作成、実施しなければならない。承認された計画を実施することは、例え

それが承認の条件に含まれていなくとも強制することができる。廃坑計画書は承認申請

書類の一部として提出しなければならず、以下の内容を含まなければならない。 

 (1) 坑底の貯留層圧力を判断するのに適切なテストまたは測定方法 

 (2) §146.89 に記載されている機械的強度を確認するのに適切なテスト方法 

 (3) 使用するプラグのタイプと数量 

 (4) 各プラグの設置に関することで、プラグのトップ／ボトム位置も含むこと 

 (5) プラグの素材に関してタイプ、グレード、および材質 

 (6) プラグのセット方法 

(c) 廃坑通知：オーナーまたはオペレーターは、廃坑の 60 日以上前に管轄当局長に通知し

なければならない。その時点で元の廃坑計画から何らかの変更があれば、オーナーまた

はオペレーターは廃坑計画の改定版を提出しなければならない。ただし管轄当局長の裁

量で、この 60 日間の期間を短縮することができる。 

(d) 廃坑報告書：廃坑 60 日以内または次のセミアニューアルレポートの提出日（いずれか

の早い方）に、オーナーまたはオペレーターは廃校報告書を管轄当局長に提出しなけれ

ばならない。セミアニューアルレポートの提出日が廃坑終了から 15 日以内の場合は、

廃坑報告書の提出期限は 60 日以内となる。報告書は記載内容が正確である旨を、オー

ナーまたはオペレーター、および廃坑作業の実施者（オーナーまたはオペレーター以外

の者が実施した場合）が宣誓しなければならない。 
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§146.93 注入作業終了後のサイト管理およびサイト閉鎖 

(a) Class VI 坑井のオーナーまたはオペレーターは、この章の(a)(2)の要求事項を満足し管

轄当局長が承認する注入作業終了後のサイト管理およびサイト閉鎖に関する計画を、立

案し、維持し、従わなければならない。 

 (1) オーナーまたはオペレーターは、管轄当局長が承認する申請書類の一部として、作

業終了後のサイト管理およびサイト閉鎖に関する計画を提出しなければならない。 

 (2) 作業終了後のサイト管理およびサイト閉鎖に関する計画には、以下の情報を含めな

ければならない。 

  (i)  貯留層における注入前の圧力と注入後の予想圧力の圧力差 

  (ii)  §146.84(b)で要求される評価範囲での、サイト閉鎖時における二酸化炭素プルー

ムおよび関連する圧力前線の位置 

  (iii) 注入作業終了後のモニタリング位置、方法、および予定する頻度 

  (iv) 注入作業終了後のモニタリング結果を管轄当局長に報告するスケジュール案 

  (3) 注入作業を終了する場合、Class VI 坑井のオーナーまたはオペレーターは、注入作

業終了後のサイト管理およびサイト閉鎖に関する計画を修正するか、またはモニタリ

ングデータやモデリング結果により当初の計画を修正する必要がないことを、管轄当

局長に示さなければならない。 

 (4) 修正が必要な場合は、オーナーまたはオペレーターは 30 日前までに、注入作業終了

後のサイト管理およびサイト閉鎖に関する計画を修正し、管轄当局長に再提出し承認

を得なければならない。 

(b) オーナーまたはオペレーターは、注入作業終了後サイトのモニタリングを行い、二酸

化炭素プルームおよび圧力前線の位置を示すことで、清水層が汚染される可能性がな

いことを説明しなければならない。 

 (1) オーナーまたはオペレーターは、管轄当局長が承認した注入作業終了後のサイト管

理およびサイト閉鎖に関する計画に従い、注入作業終了後少なくとも 50 年間はモニ

タリングを継続しなければならない。管轄当局長には、地中貯留プロジェクトによる

清水層汚染の危険性がなくなったと独自に判断するまで、モニタリングを継続させる

裁量が与えられる。 

 (2) オーナーまたはオペレーターが、モニタリングやその他サイトのデータにより、50

年経過する前に地中貯留プロジェクトによる清水層汚染の可能性がないことを管轄当

局長に説明し同意が得られる場合は、注入作業終了後のサイト管理およびサイト閉鎖

に関する計画を変更してモニタリング頻度の削減すること、また 50 年間経過前にサ

イト閉鎖完了が承認されることもある。 

 (3) サイト閉鎖承認の前にオーナーまたはオペレーターは、モニタリングやその他サイ

トのデータにより、二酸化炭素プルームおよび圧力前線は既に安定しており、地中貯
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留プロジェクトによる清水層汚染の可能性がないことを確認するために更なるモニタ

リングは必要ないことを説明する資料を、管轄当局長に提出しなければならない。 

 (4) 50 年経過後においてもそのような説明ができない場合（二酸化炭素プルームや圧力

前線が未だ安定していない等）は、オーナーまたはオペレーターは注入作業終了後の

サイト管理を継続する計画を、管轄当局長に提出しなければならない。 

(c) サイト閉鎖通知：オーナーまたはオペレーターは、サイト閉鎖の 120 日以上前に管轄

当局長に対して通知しなければならない。その時点で、注入作業終了後のサイト管理

およびサイト閉鎖に関する計画に修正のある場合は、オーナーまたはオペレーターは

修正した計画を提出しなければならない。管轄当局長の裁量で、通知期間を短縮する

ことある。 

  (d) 管轄当局長がサイト閉鎖を承認した後、オーナーまたはオペレーターは清水層を汚染

する可能性の注入流体や地層流体が移動することのないように、モニタリング坑井を

封鎖しなければならない。 

  (e) 管轄当局長によるサイト閉鎖承認後、オーナーまたはオペレーターは 90 日以内にサイ

ト閉鎖報告書を提出しなければならない。なおその報告書は、その後管轄当局長が指

定する場所にて保管しなければならない。報告書には以下の事項を含むこと。 

   (1) 注入井及びモニタリング井が、§146.92 及びこの項の(c)に規定されている通り適切

に封鎖されていることを示す文書。オーナーまたはオペレーターは、管轄当局長が

指定する地域事務所に提出した調査図面の写しを提供しなければならない。図面は

注入井の位置を、地理上の基準点からの相対的な位置として示さなければならない。

オーナーまたはオペレーターはその図面の写しを、環境庁の地方事務所長にも提出

しなければならない。 

   (2) 注入層及び遮蔽層を貫通する掘削作業に対して許可を与える立場にある州、地方お

よび部族の当局に対する通知、情報等の文書。 

   (3) 二酸化炭素流の性質、組成、および量に関する記録。 

    (f) Class VI 注入井のオーナーまたはオペレーターは、施設に対して実施した作業記録や、

将来の施設購入者に対して以下の情報を与えるその他の文書を保管しなければならな

い。 

    (1) その土地が、二酸化炭素貯留に使用されたということ 

     (2) 調査図面の提出先である環境庁地方事務所の住所および、それを保管している州の

代理人、地方機関、部族組織等の名称。 

        (3) 流体注入量、注入層、注入期間。 

     (g) オーナーまたはオペレーターは、サイト閉鎖後引続き 3 年間、注入作業終了後のサイ

ト管理期間に入手した記録を保管しなければならない。オーナーまたはオペレーター

は、保有期間終了時において記録を管轄当局長に送付しなければならない。それ以後

は、記録は管轄当局長の指定する場所にて保管される。 
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§146.94 緊急時対応および是正措置 

      (a) 許可申請書の一部として、オーナーまたはオペレーターはプロジェクトの建設、操業、

閉鎖、及び閉鎖後の期間において、清水層を汚染する危険性をもたらす注入流体または

地層流体の移動に対応する緊急時対応及び是正措置計画を、管轄当局長に提供しなけれ

ばならない。 

             (b) オーナーまたはオペレーターは、注入した二酸化炭素流及びそれに伴う圧力前線が清

水層汚染の危険性があることを示す証拠を入手した場合は、以下のことを実施しなけれ

ばならない。 

       (1) 直ちに注入を停止する。 

       (2) 漏洩を発見し特定するのに必要な、合理的な全ての手段を講じる。 

       (3) 24 時間以内に管轄当局長に通知する。 

       (4) 管轄当局長が承認した緊急時対応及び是正措置計画を遂行する。 

       (c) オーナーまたはオペレーターが、注入作業により清水層を汚染する可能性がないこと

を証明できれば、管轄当局長は是正措置を講じる前に操業の再開を許可することがある。 

      (d) オーナーまたはオペレーターは、坑井でいかなる改修作業を実施する場合も、事前に

管轄当局長に通知し承認を得なければならない。 

 

A-3.2 地中貯留に関する EU 指令 

 

 EU が CCS の法的枠組みの提供を目的として 2008 年 1 月に原案を公表したもので、

修正を施された上で 2008 年 12 月に欧州議会にて採択されている。今後は欧州理事会での

承認を経て、正式に法案として成立する。なお、この指令は規制の枠組みを規定するもの

であり、詳細は加盟国に委ねられる。 

 

現時点では「原案」および「主な修正内容」のみが公表されているだけであるので、原

案および修正箇所の訳文を記載する。 

 

第 1 章 主題、適用範囲、および定義 

 

第 1 条 主題および目的 

1. 本指令は、二酸化炭素（以下 CO2 という）の地中貯留についての法的枠組みを規定す

るものである。 

 

2. 地中貯留の目的は、環境への悪影響やその結果生じる人間の健康へのリスクを可能な限

り防止または低減させながら、CO2 を永久的に固定するものである。 
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＊修正 

この修正は、気候変動に対処することに貢献するために、環境面で安全な二酸化炭素の

地中貯留に関する法的枠組みを規定を明確化するものである。環境面で安全な CO2 地中貯

留の目的は、環境への悪影響や、また環境や人間の健康へのリスクを防止、もしそれが不

可能であれば可能な限り低減させながら、CO2 を永久的に固定するものである。 

 

第 2 条 適用範囲および禁止 

1. 本指令は、海洋法に関する国連規約（UNCLOS）の趣旨に反しない範囲で、加盟国の

領土、排他的経済水域、および大陸棚における CO2 の地中貯留に適用される。 

 

2. 本指令は、新製品や新しいプロセスの研究、調査、または開発を目的として実施する

CO2 の地中貯留には適用されない。 

 

3. 第 1 項に示す範囲を超えた地層を対象とした CO2 の地中貯留は、許可されない。 

 

4. 水柱への CO2 の地中貯留は、許可されない。 

 

＊修正 

本指令は、調査、新製品や新しいプロセスの研究開発またはテストを目的として実施す

る CO2 の地中貯留で、予定貯留総量 10 万トン以下であるものには適用されない。また、

EU の境界を越えて広がる貯留コンプレックスを対象とした CO2 の地中貯留に対しては、

許可は賦与されない。 

 

第 3 条 定義 

本指令では、以下の定義を適用する。 

 

(1) 「CO2 の地中貯留」とは、CO2 流を地下の地層に注入し貯留することを意味する。 

(2) 「水柱」とは、垂直方向に連続する水の塊で、水の上面から底部の沈殿物までを意味

する。 

(3) 「地中貯留サイト」とは、CO2 の地中貯留に使用する特定の地層を意味する。 

(4) 「地層」とは、明確な岩石の層でマッピング可能な岩相層序学上の区分を意味する。 

(5) 「漏洩」とは、CO2 が貯留コンプレックスから放出されることを意味する。 

(6) 「貯留コンプレックス」とは、全体としての貯留の強度や安全性に効果を持つ、貯留

サイト及び周辺の地質区画（即ち二次遮蔽層等）を意味する。 

(7) 「探査」とは、貯留コンプレックス候補地の地層を対象として、地層の情報を得るた
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めの物理的または化学的な手法で実施する地質調査や掘削作業を含む、特定の方法によ

る貯留コンプレックスの評価を意味する。 

(8) 「探査許可」とは、本指令の要件により管轄当局が発行するする、文書による、また

理由を付した探査を是認する決定を意味する。 

(9) 「オペレーター」とは、個人／法人または民間／公的を問わず、貯留サイトを操業ま

たは管理する者、または国内法により貯留サイトの技術面に関して財務上の決定権を委

譲されている者を意味する。オペレーターは、貯留の準備段階からサイト閉鎖後の段階

の間で変更することもある。 

(10) 「貯留許可」とは、本指令の要件により管轄当局が発行するする、文書による、また

理由を付した、当該サイトに CO2 を貯留する決定を意味する。 

(11) 「本質的な変更」とは、環境に重大な影響を及ぼす可能性のある変更を意味する。 

(12) 「CO2 流」とは、二酸化炭素を分離回収した結果生じた物質流を意味する。 

(13) 「廃棄物」とは、本指令 2006/12/EC の第 1 条(1)(a)で廃棄物として定義された物質

を意味する。 

(14) 「CO2 プルーム」とは、地層中において分布する CO2 の容積を意味する。 

(15) 「移動」とは、貯留コンプレックス内における CO2 の動きを意味する。 

(16) 「重大な異常」とは、注入または貯留作業における、または貯留サイト自体の異常で

漏洩を引起す可能性のあるものを意味する。 

(17) 「是正措置」とは、貯留コンプレックスからの CO2 の放出を防止または 小化する

ために、重大な異常の是正または漏洩を封鎖することを意味する。 

(18) CO2 貯留サイトの「閉鎖」とは、CO2 を貯留サイトへ注入することを完全に停止する

ことを意味する。 

(19) 「閉鎖後」とは、貯留サイト閉鎖以降の期間を意味するが、管理責任が管轄当局に移

転した後の期間も含む。 

(20) 「輸送ネットワーク」とは、CO2 を貯留サイトへ輸送するためのパイプラインネット

ワークを意味するが、昇圧ステーションもこれに含まれる。 

 

第 2 章 サイト選定と探査許可 

 

第 4 条   貯留サイトの選定 

1. 加盟国は、本指令要件により、貯留サイトとなる区域を決定する権利を有する。 

 

2. 貯留サイトの対象となる地層は、提案されている使用条件の下では漏洩の重大なリスク

はなく、また環境や健康への重大な悪影響が認められない場合に限る。 

 

3. 当該地層を貯蔵サイトとして使用することの適合性は、貯蔵可能コンプレックスおよび
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その周辺地域を、付属書Ⅰに示されている基準に従った特性把握及び評価により決定しな

ければならない。 

 

＊修正 

加盟国は、本指令要件により、貯留サイトとなる区域を決定する権利を保持する。これ

には、加盟国が自国の領土の一部または全部に対していかなる貯留も認めない権利も含ま

れる。自国の領土で CO2 の地中貯留を許可しようとする加盟国は、本指令に従った探査を

許可することも含めて、貯留の対象となる領土の一部または全部において貯留能力の調査

を実施しなければならない。欧州委員会は、加盟国間で情報や実用上の 良手段を交換す

る場を組織する。貯留サイトの対象となる地層は、提案されている使用条件の下では漏洩

や、また環境や健康への重大なリスクが認められない場合に限定される。 

 

第 5 条   探査許可 

1. 加盟国が第 4 条により、サイト選定に必要な情報を得るために探査が必要であると判断

した場合、加盟国は探査許可がなければ探査を実施できないことを徹底しなければなら

ない。 

 

2. 加盟国は、必要な能力を有している事業者であれば誰でも探査許可を得る手続きを取れ、

また許可は客観的で公表されている基準により与えられることを徹底させなければな

らない。 

 

3. 探査許可は対象範囲を限定し、また期間は 長 2 年としなければならない。なお許可の

更新は、 長 2 年で 1 回のみとする。 

 

4. 探査許可の所有者は、CO2 貯留コンプレックス候補地を独占的に探査する権利を有す。

加盟国は許可の有効期間中において、当該コンプレックスで探査の妨げとなる行為を許

可することがないよう徹底させなければならない。 

 

＊修正 

探査許可を賦与する手続きは、必要な能力を有している全ての事業者に開示されねばな

らず、また探査許可は客観的で、公表されている、また差別的でない客観的な基準に基づ

いて、賦与または却下されなければならない。探査許可の期間は、賦与された探査を実施

するのに必要となる期間を超えてはならない。しかし加盟国は、賦与された探査期間が当

該探査を完遂するのに不十分であり、また当該探査が許可条件に従って実施されている場

合には、探査許可期間を延長することができる。探査許可は限定された範囲を対象として

賦与される。 
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第 3 章 貯留許可 

 

第 6 条   貯留許可 

1. 加盟国は、貯留許可を得ていない貯留サイトで操業することのないよう、徹底しなけれ

ばならない。 

 

2. 加盟国は、必要な能力を有している事業者であれば誰でも貯留許可を得る手続きを取れ、

また許可は客観的で公表されている基準により与えられることを徹底させなければな

らない。 

 

＊修正 

いかなる貯留サイトも、貯留許可がなければ作業を実施してはならない。また各貯留サ

イトは単独のオペレーターにより運営され、当該サイトでは作業の障害となるような使用

を許可してはならない。貯留許可を賦与する場合の優先権は、当該サイトの探査許可を有

し、当該サイトの探査を完了し、探査許可の条件を遵守し、探査許可の有効期間内に貯留

許可の申請をした者に与えられる。 

 

第 7 条   貯留許可の申請 

 管轄当局に対する貯留許可の申請は、以下の情報を含まなければならない。 

(1) 申請者の名称と住所、なおオペレーターが申請者と異なる場合はその名称と住所 

(2) 申請者またはオペレーターの技術的能力を証明するもの 

(3) 貯留サイト及びコンプレックスの特性、また第 4 条(2)及び(3)に基づく貯留の安全性評

価 

(4) 想定する CO2 の供給源、CO2 流の組成、注入レート、及び CO2 注入／貯留総量 

(5) 第 13 条(2)に基づくモニタリング計画案 

(6) 第 16 条(2)に基づく是正措置計画案 

(7) 第 17 条(3)に基づく暫定的な閉鎖後計画案 

(8) 本指令 85/337/EEC 第 5 条に基づく提供情報 

(9) 第 19 条で要求されている財務的な保証、またはそれに相当するもの 

 

＊修正 

管轄当局に貯留許可申請を提出する場合は、所定の情報を含まなければならないが、特

に下記項目は必須である。 (i) 注入および貯留される CO2 の総量、想定する排出源および

輸送方法、CO2 流の組成、注入レート／圧力、および注入施設の場所 (ii) 重大な異常を

防止するための手段に関する記載 (iii) 要求されている財務的な保証、またはそれに相当
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するものの証拠書類が、注入作業開始前の時点で有効であること。 

 

第 8 条 地中貯留を許可する条件  

 以下の条件に適合する場合に限り、管轄当局は地中貯留を許可する。 

(1) 以下の条件を満足していることを、管轄当局が認定した場合。 

 (a) 関連する本指令の必要要件を、全て満足していること。 

 (b) 貯蔵サイトの管理は、技術的素養がありサイトを管理する上で信頼に足る自然人（注

法律で権利、義務の主体である個人を示す法律用語）に委ねられること。また当該人と

そのスタッフに対しては、専門的また技術的な教育訓練が提供されていること。 

(2) 第 10 条(1)に基づいた申請案に対して、欧州委員会が独自の見解を示した場合。 

(3) 第 10 条(2)に基づいた見解に対して、管轄当局が検討を加えた場合。 

 

＊修正 

管轄当局が貯留許可を発行するのは、所定の条件が適合し、またオペレーターの財務的

な健全性が担保されている場合のみに限定しなければならない。また、1 つの水理構造の

上に複数の貯留サイトが存在し圧力干渉の可能性がある場合は、どのサイトも同時に当指

令の要件を満足しなければならない。 

 

第 9 条 地中貯留許可の内容 

 許可には、以下の内容を含まなければならない。 

(1) オペレーターの名称および住所 

(2) 地中貯留サイトおよび貯留コンプレックスの正確な位置および境界 

(3) 地中貯留を承認した総量および 大注入レート 

(4) 第 12 条に基づく、CO2 流の組成および CO2 の受入れ手順に関する要件、また必要な

場合は注入および貯蔵に関する追加要件 

(5) 第 14 条に基づく報告義務と同様に、第 13 条に基づく承認されたモデリング計画、同

計画の実施義務、およびその変更要件 

(6) 第 16 条に基づく義務で、重大な異常または漏洩が発生した場合の管轄当局への報告要

件、またそのような事態が発生した場合の承認された是正計画およびそれを遂行する義

務 

(7) 第 17 条に基づく、サイト閉鎖計画及び承認された暫定のサイト閉鎖後計画 

(8) 第 11 条に基づく、地中貯留許可の変更、再審査、更新、および撤回に関する規定 

(9) 第 19 条に基づく、財務的保証またはそれに相当する物の維持に関する要件 

 

第 10 条 欧州委員会による貯留許可案の審査 

1. 加盟国は、当該申請案を採択した際の検討に使用した全ての貯留許可案、許可申請書、
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およびその他全ての資料を、欧州委員会に通知しなければならない。欧州委員会は当該申

請案の提出から 6 か月以内に、見解を示すこととなろう。 

 

2. 管轄当局は 終決定を欧州委員会に通知しなければならないが、欧州委員会の見解と一

致していない場合はその理由を付さなければならない。 

 

＊修正 

加盟国は、申請受領後 1 ヶ月以内に欧州委員会に提出する許可申請書を作成しなければ

ならない。また加盟国は、管轄当局が許可を賦与するかどうかの決定する上で考慮しなけ

ればならない関連資料も、作成しなければならない。加盟国は、貯留許可案およびその許

可を決定する上で考慮した関連資料の全てを、欧州委員会に通知しなければならない。貯

留許可案受領後 4 ヶ月以内に、欧州委員会はそれに対して拘束力のない意見書を発行する

こととなろう。欧州委員会が意見書を発行しない場合は、案文提出後 1 ヶ月以内に加盟国

に通知するとともに、その理由を述べなければならない。 

 

第 11 条 地中貯留許可の変更、見直し、更新、および撤回 

1. オペレーターは、貯留サイトでの操業において変更を計画する場合は、管轄当局に通知

しなければならない。その変更が適当なものである場合、管轄当局は地中貯留許可または

許可要件を変更しなければならない。 

 

2. 加盟国は、本指令に基づいた新しい地中貯留許可が発行されていない状況で、重要な変

更がなされていないことを確認しなければならない。 

 

3. 管轄当局は地中貯留許可を再審査し、以下に該当する場合は、必要に応じて更新または

取り消しを行わなければならない。 

  (a) 第 16 条(1)に基づく、重大な異常または漏洩が通知された場合 

 (b) 第 14 条に基づき提出された報告、または第 15 条に基づき実施された環境監査によ

り許可要件が遵守されていないこと、または重大な異常または漏洩が生じるリスクが

判明した場合 

 (c) オペレーターが、その他の許可要件を満足していないことが判明した場合 

 (d) (a)～(c)に該当しない場合は、5 年毎 

 

4. 第 3 項に基づき許可が撤回された後、管轄当局は新規の地中貯留許可を付与するか、ま

たは第 17 条(1)(c)に基づき地中貯留サイトを閉鎖しなければならない。新規の地中貯留許

可が付与されるまでは、管轄当局はその後の法的義務を含めて、地中貯蔵サイトに関する

責任を継承しなければならない。また可能な限り、管轄当局は前のオペレーターにより発
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生した費用を回収しなければならない。 

 

第 12 条 CO2 流の許容基準および手続き 

1. CO2 流は、原則として CO2 でなければならない。よって廃棄物またはその他の物質を処

分する目的で混入してはならない。ただし供給源、分離、または注入の過程に付随して、

それらに関連する物質が CO2 流に含まれる可能性はある。これら物質の濃度は、地中貯

留サイトや関連する輸送設備の強度に悪影響を及ぼさない、また環境に重大な影響を与え

ない、また欧州共同体の法規制要件に違反しないものでなければならない。 

 

2. 加盟国は、CO2 流を注入または貯蔵する場合に、以下の要件を確保しなければならない。 

  (a) 輸送前または輸送時において、あるいは連続して輸送する前または 初に、オペレ

ーターが適当な文書により許可に記載されている条件で当該 CO2 流を受入れること

ができること、また第 1 項に示されている組成基準を満足していることを証明できる

こと。 

 (b) オペレーターが輸送された CO2 流の量及び特性を記録し、発生源、組成、また発生

者や輸送者を特定できること。 

 

第 13 条 モニタリング 

1. 加盟国は下記の目的のために、オペレーターに注入施設、貯留コンプレックス（可能な

場合は CO2 プルームを含む）、および適切な場合は周辺環境のモニタリングを確実に実

施させなければならない。 

 (a) 貯留サイトにおける CO2 挙動の、実際と予測の比較 

 (b) CO2 の移動検知 

 (c) CO2 の漏洩検知 

 (d) 周辺環境、住民、周辺生物圏の利用者への悪影響検知 

 (e) 第 16 条に基づいて講じられた是正措置の有効性評価 

 (f) 貯留された CO2 が半永久的に完全に固定されるかどうかの評価 

 

2. モニタリングは、付属書Ⅱの要件によりオペレーターが作成し、第 7 条(5)及び第 9 条

(5)により管轄当局に提出・承認されたモニタリング計画に基づかなければならない。こ

の計画は付属書Ⅱの要件により、またそれに該当しない場合にも技術的進歩を反映するた

めに 5 年毎に更新しなければならない。更新した計画は管轄当局に再提出し、承認を得

なければならない。 

 

＊修正 

加盟国は、重大な異常を検知し、貯留された CO2 が完全かつ永久的に固定されているか
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どうかの評価を含めて、短期的また長期的に貯留コンプレックスの安全性や強度評価を見

直す等の目的のために、オペレーターに注入施設、貯留コンプレックス（CO2 プルームが

存在する可能性のある位置を含む）、また必要に応じて周辺環境のモニタリングを確実に

実施させなければならない。 

 

第 14 条 報告 

 オペレーターは管轄当局が定めた頻度で、また少なくとも 1 年に 1 回は、管轄当局に以

下のものを提出しなければならない。 

(1) 当該期間に第 13 条に基づき実施した全てのモニタリング結果 

(2) 当該期間に運ばれた CO2 流の量および特性、具体的には第 12 条(2)(b)に基づいて登録

された CO2 流の発生源、組成、製造者および輸送者が判るもの 

(3) 第 19 条及び第 9 条(9)に基づく、財務的な保証を維持していることの証明 

(4) 許可条件を満足していることを評価し、また貯留サイトにおける CO2 挙動に関する知

見を増やすために、管轄当局が関連するものと考えるその他全ての情報 

 

第 15 条 検査 

1. 加盟国は、本指令の要件を満たしていることを確認し、また環境影響をモニタリングす

ることを目的として、本指令の適用範囲に含まれる全ての貯留サイトの検査を定期的ま

たは臨時に実施するシステムを、管轄当局が構築していることを徹底させなければなら

ない。 

 

2. 検査は、注入施設を含む貯留コンプレックスの視察、オペレーターが実施している注入

およびモニタリング作業の評価、またオペレーターが管理している貯留サイトの全ての

関連する記録の検査等が対象となると考えられる。 

 

3. 定期検査は、少なくとも毎年 1 回実施しなければならない。定期検査では、貯留コンプ

レックスが環境に及ぼす様々な影響の他、関連する注入およびモニタリング施設を検査

しなければならない。 

 

4. 以下に該当する場合は、臨時の検査を実施しなければならない。 

 (a) 管轄当局が、第 16 条(1)に基づく漏洩または重大な異常を通知された場合 

 (b) 第 14 条に基づく報告が、許可条件を十分に満足していないことを示している場合 

 (c) 重大な環境影響に関する苦情を調査する場合 

 (d) その他、管轄当局が必要であると判断した場合 

 

5. 検査実施後、管轄当局は検査結果について報告書を作成しなければならない。報告書で
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は本指令の要件を満足しているかどうかを評価し、また更なる措置の必要性の有無を示

さなければならない。当該報告書は関係するオペレーターに通知し、検査から 2 ヶ月以

内に一般に公表しなければならない。 

 

＊修正 

管轄当局は、全ての貯留コンプレックスに対して、定期および臨時の検査を実施するス

キームを構築しなければならない。定期検査は、サイト閉鎖後 3 年経過までは少なくとも

毎年 1 回、また管理責任が管轄当局に移転するまでは 5 年毎に実施しなければならない。

管轄当局は、関連する注入およびモニタリング施設の他、貯留コンプレックスが環境や人

間の健康に及ぼす様々な影響についても検査しなければならない。 

 

第 16 条 重大な異常、または漏洩が発生じた場合の措置 

1. 加盟国は、重大な異常または漏洩が発生した場合に、オペレーターが直ちに管轄当局に

通知すると共に必要な是正措置を取ることを、徹底させなければならない。 

 

2. 第 1 項に記載する是正措置は、第 7 条(6)及び第 9 条(6)に基づいて管轄当局に提出し承

認された、是正措置計画に従わなければならない。 

 

3. 管轄当局は、是正措置計画に記載された内容に追加した措置、または変更した措置を講

じることを、いつでもオペレーターに要求することができる。また管轄当局は、いつで

も独自に是正措置を講じることができるが、その場合の費用はオペレーターから回収し

なければならない。 

 

4. オペレーターが必要な是正措置を講じない場合は、管轄当局は独自に是正措置を講じ、

その費用をオペレーターから回収しなければならない。 

 

第 17 条 閉鎖および閉鎖後の義務 

1. 貯留サイトまたはその一部は、以下に該当する場合には閉鎖されなければならない。 

 (a) 許可に記載されている関連条項に合致する場合 

 (b) 管轄当局が認可した後で、オペレーターから求められた場合 

 (c) 管轄当局が、第 11 条(3)に基づき貯留許可を撤回した後、閉鎖を決定した場合 

 

2. 第 1 項(a)または(b)に基づき貯留サイトが閉鎖された後でも、第 18 条(1)から(4)に基づ

いて貯留サイトの管理責任が管轄当局に移譲されるまでは、オペレーターは欧州共同体法

規に基づく他の義務を遂行するとともに、本指令の要件に基づいて保守、モニタリング、

管理、報告、および是正措置の責任を負う。 
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3. 2 項に記載する義務は、実用上 適な手法で、また付属書Ⅱ2 に記載されている要件に

基づいて、オペレーターが作成する閉鎖後の計画に従うことで果たさなければならない。

第 7 条(7)及び第 9 条(7)に基づき、暫定的な閉鎖後の計画は管轄当局に提出し承認を得な

ければならない。第 1 項(a)または(b)に基づき、暫定的な閉鎖後の計画は貯留サイトを閉

鎖する前に、以下のことを実施しなければならない。 

 (a) 特に実用上 適な手法の観点から、必要に応じて更新する。 

 (b) 管轄当局に提出する。そして、 

 (c) 終的な閉鎖後の計画として、管轄当局から承認を得る。 

 

4. 第 1 項(c)により貯留サイトが閉鎖された後でも、管轄当局は欧州共同体法規の関連す

る規定による全ての義務を果たすとともに、本指令の要件に従って保守、モニタリング、

管理、および是正措置を講じる責任を果たさなければならない。本指令に基づく閉鎖後の

要件は、第 7 条(7)および第 9 条(7)に基づき管轄当局に提出され承認を受けた、暫定的な

閉鎖後の計画に従うことで達成されなければならないが、この計画は必要に応じて更新さ

れるものとする。 

 

第 18 条 責任の移譲  

1. 第 17 条(1)(a)または(b)により貯留サイトが閉鎖された場合、入手した全ての資料から

貯留された CO2 が永久的に完全に固定されるものと判断されるならば、管轄当局の意向

またはオペレーターからの要求により、閉鎖されるサイトの責任はその後の全ての法的な

義務を含めて、管轄当局に移譲される。そのために、オペレーターは当該基準を満足して

いる旨を記載した報告書を作成し、管轄当局が責任の移譲を承認できるように提出しなけ

ればならない。 

 

2. 加盟国は第 1 項に従い、管轄当局が作成した全ての承認決定案を欧州委員会に通知しな

ければならないが、それにはオペレーターが提出した報告書及び管轄当局が結論を出すに

際して参考にした全ての資料を含むものとする。承認決定案の提出後 6 ヶ月以内に、欧

州委員会は当該承認決定案に対して意見を付すことがある。 

 

3. 管轄当局は 終決定を欧州委員会に通知しなければならないが、欧州委員会の意見と異

なる場合にはその理由を付さなければならない。 

 

4. 第 3 項に記載する承認の決定により、管轄当局は第 17 条(2)および(3)に基づき、貯留サ

イトの封鎖および注入施設の撤去に関する更新した要件オペレーターに通告することが

できる。責任の移譲は、当該サイトが封鎖され注入施設が撤去された後で行われる。 
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5. 第 1 項から第 4 項に基づいて責任が移譲された後は、モニタリングを停止することがで

きる。しかし漏洩または重大な異常が確認された場合は、問題の大きさや是正措置の有効

性を評価するために必要に応じてモニタリングを再開させなければならない。 

 

6. 第 1 項から第 4 項に基づいて責任が管轄当局に移譲された後は、前のオペレーターから

費用を回収することはできない。 

 

7. 貯留サイトが第 17 条(1)(c)によって閉鎖された場合、入手した全ての証拠により貯留し

た CO2 が永久的に完全に固定されていると判断され、またサイトが封鎖され注入施設が

撤去された後であれば、責任が移譲されたものと見做される。 

 

＊修正 

貯留サイトが閉鎖された場合は、本指令に記載されている要件を満足させるためのモニ

タリングや是正措置に関連する全ての法的義務、また漏洩や防止／是正措置の場合の費用

負担は、所定の条件を満たしていれば、自発的またはオペレーターの要求により管轄当局

に移される。その条件には、管轄当局が定めた 短期間が経過していることが含まれる。

この 短期間は、全ての証拠により貯留された CO2 が完全かつ永久的に固定されているこ

とを管轄当局が確認した場合を除き、20 年以上でなければならない。 

 

 管轄当局が条件に適合していると判断する場合は、当該サイトが隔離され注入施設が撤

去されたことを認定した手法や、貯留サイトの隔離や注入施設の撤去に関する現行要件を

示した、責任の移転の承認決定案を準備しなければならない。オペレーターにデータの不

足、関連情報の隠匿、怠慢、故意の欺きや不正等の責任がある場合は、管轄当局は責任の

移転が完了した後でも、被った費用を前のオペレーターから回収しなければならない。 

 

第 19 条 財務的な保証 

1. 加盟国は、申請者が貯留許可の申請書を提出する前に、本指令 2003/87/EC により適用

される義務に加えて、閉鎖手続きや閉鎖後の計画を含む本指令に基づき付与される許可に

伴って発生する全ての義務に対応できるように、加盟国が定める様式により財務的な保証

またはそれに代わるものが、十分に準備されていることを確認しなければならない。 

 

2. 第 1 項に記載される財務的保証またはそれに代わるものは、下記の期間保持されなけれ

ばならない。 

 (a) 第 17 条(1)(a)または(b)により貯留サイトが閉鎖された後、第 18 条(1)から(4)により

貯留サイトに関する責任が管轄当局に移譲されるまで。 
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  (b) 第 11 条(3)により貯留許可が撤回された後で、 

  (i) 新規の貯留許可が付与されるまで。 

  (ii) 第 17 条(1)(c)によりサイトが閉鎖される場合は、第 18 条(7)により責任が移譲さ

れたと看做されるまで。 

 

第 5 章 第三者のアクセス 

 （省略） 

 

第 6 章 一般規定 

 （省略） 

 

第 7 章 改正 

 （省略） 

 

第 8 章 終規定 

 （省略） 

 

＊新たに加えられた条項 

 

財務上のメカニズム 

 オペレーターは、加盟国により定められた様式により、責任の移転が完了する前に管轄

当局に対して分担金を支払わなければならない。オペレーターの分担金は、付属書Ⅰで言

及する基準や、移転後の義務の決定に関連する CO2 の貯留ヒストリーに関する要素を考慮

し、少なくとも 30 年間のモニタリング期間に予想されるコストに足るものでなければな

らない。この分担金は管轄当局により、責任の移転後に CO2 が地中貯留サイトに完全にか

つ永久的に固定されることを確保するために、発生する費用に充てられることになろう。 

 

公開する情報 

 加盟国は適用される法規制に基づき、CO2 の地中貯留に関する情報を公開しなければな

らない。 

 

再審理 

 欧州委員会は、加盟国の報告書受領後 9 ヶ月以内に、本指令の遂行に関する報告書を欧

州議会および評議会に送付しなければならない。報告書は、本指令を適用した経験、CCS

に関する多少の経験、また技術の進歩や 新の科学的知見に基づいて 2015 年 6 月 30 日ま

でに再審理されるが、その中で欧州委員会は特に以下のことを評価しなければならない。 
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・環境に対する悪影響および住民への健康リスクを防止または可能な限り軽減しようとす

る CO2 の永久的な固定の手法、また CCS の環境面および人体への安全性が十分に証明

されているか。 

・貯留許可案（第 10 条）および責任の移転決定案（第 18 条）に対する欧州委員会の再審

査手続き手順は、まだ必要か。 

・CO2 流の受入れ基準や手順についての経験 

・第三者の出入りに関する規定や境界をまたぐ共同オペレーションに関する規定について

の経験 

・発電容量 300MW 以上の火力発電プラントに適用するにあたっての規定 

・第三国における CO2 地中貯留の見通し 

・付属書Ⅰおよび付属書Ⅱに関連する基準の進展および更新 

・CCS をバイオマス発電に適用するための奨励策の経験 

・CO2 の輸送に関連する環境リスクに対する更なる規制の必要性 

 

そして、適当な当指令の改正案を提示すること。 

 

経済性の検討と同様に、CO2 の永久的な固定で環境や人体の健康に対する悪影響やリス

クを防止、もしそれが不可能であれば可能な限り軽減すること、また CCS の環境面およ

び人体への安全性が十分に証明されているのであれば、この再審理では新しい大容量火力

発電所のための排出基準の強制的な要件を設定することが、必要また実用的であるかどう

かを検討しなければならない。 

 

変更 

 発行の 2 年後 

付属書Ⅰ  

第 4 条の貯留サイトの特性および評価基準 

 第 4 条に記載されている貯留サイトの特性及び評価基準は、以下の基準により 4 段階に

分けて実施しなければならない。但し、第 4 条に従った貯留サイトの特性及び評価が影響

を受けないのであれば、これらの基準から逸脱することが認められる。 

 

ステップ 1：データの収集 

 キャップロックや水理学的につながっている範囲を含む周辺地域を含めた、貯留サイト

および貯留コンプレックスを対象とした量的な、また三次元（3-D）モデルを構築する上

で必要となる十分なデータを収集しなければならない。このデータには、少なくとも当該

コンプレックスの特性に関する以下の内容が含まれていなければならない。 
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 (a) 貯留層の地質学及び地球物理学的な特性 

 (b) 水理地質学的な特性（特に、清水層の存在） 

 (c) 貯留工学的な特性（CO2 注入に関する孔隙容量および 大貯留量の計算、温度圧力

条件、地層への圧入性に関連して圧力／体積挙動、および全体としての注入レート及

び時間を含むこと） 

 (d) 地化学的な特性（溶解速度および鉱物化レート） 

 (e) 地球力学的な特性（浸透率、地層破壊圧） 

 (f) 地震学的な特性（誘発地震の可能性評価） 

 (g) 漏洩経路となる可能性のある自然の、また人為的な経路の存在及び状態 

 

 当該コンプレックス周辺の特性で以下に示すものは、文書化しなければならない。 

 

 (h) CO2 貯留サイトにおける貯留により影響を受ける可能性のある、貯留コンプレック

ス周辺の領域 

 (i) 貯留サイトの上側地表部における人口分布 

 (j) 近くに存在する有用天然資源までの距離（指令 79/409/EEC および 92/43/EEC に基

づく Natura 2000 区域、飲用地下水、および炭化水素資源を含むこと） 

 (k) 他の活動への影響（炭化水素の探鉱、生産、および貯蔵、また地熱水の利用等） 

 (l) 近くに存在する利用可能な CO2 源までの距離（コスト的に貯留できる二酸化炭素量

の評価を含む） 

 

ステップ 2：貯留コンプレックスのコンピューターシミュレーション 

 ステップ 1 で収集したデータを使用して、またコンピューター貯留層シミュレーターを

利用して、キャップロックや水理学的につながっている範囲を含む貯留コンプレックス候

補を対象とした、静的な三次元地質モデルを構築しなければならない。この静的な三次元

地質モデルは、以下の観点から当該コンプレックスの特性を表現しなければならない。 

 

 (a) 物理的なトラップの地質構造 

 (b) 貯留層の地球物理学的なまた地化学的な特性 

 (c) 断層やフラクチャ、またそれら断層／フラクチャの遮蔽機構の存在 

 (d) 貯留層の上側にある地層（キャップロック、遮蔽層、多孔質および浸透性の良い地

層） 

 (e) 貯留層の縦横方向の広がり 

 (f) 孔隙容量（孔隙率の分布を含む） 

 (g) その他関連する特性 
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 モデルを構築する際に使用するパラメーターについては、複数のシナリオを想定した上

で信頼に足る限界を算出することで、その不確実性を評価しなければならない。またモデ

ルそのものの不確実性についても、評価しなければならない。 

 

ステップ 3：安全性、感度、およびハザードの特性把握  

ステップ 3.1 安全性の特性把握 

   安全性の特性把握は、ステップ 2 に従ってコンピュータで構築した貯留コンプレックス

において 3D の静的な地質モデルを使用し、CO2 を貯留サイトに注入する上で様々なタイ

ムステップシミュレーションによる動的なモデルで実施しなければならない。その際、以

下の要素を考慮すること。 

 

   (a) 想定される注入レート及び CO2 の特性 

   (b) プロセスモデルを結合することの有効性（つまり、多数の単独作用をシミュレータ

の中でどのように相互作用させるか） 

      (c) 反応プロセス（つまり、注入した CO2 が地層内で岩石反応することを、どのように

フィードバックさせるか） 

   (d) 使用する貯留層シミュレータ（新たな知見に対応するに、複数のシミュレータが必

要となるかもしれない） 

   (e) 短期及び長期のシミュレーション（数十年単位また数千年単位で、CO2 の水への溶

解速度を含めて CO2 の 終形や挙動を予測する） 

 

   動的モデルでは、以下の内容を明らかにしなければならない。 

 

   (f) 貯留層での、時間軸に対応した圧力／容積挙動 

   (g) 時間軸に対応した CO2 の縦／横方向の広がり 

   (h) 相挙動を含む、貯留層における CO2 流の性質 

   (i) CO2 のトラップメカニズムおよび速度（スピルポイント及び水平／垂直方向のシール

を含む） 

   (j) 貯留コンプレックス全体での二次シールシステム 

   (k) 貯留サイトにおける貯留容量および圧力勾配 

   (l) 貯留層およびキャップロックにフラクチャーが生じるリスク 

   (m) CO2 がキャップロック内に侵入するリスク（例えば、キャップロックにおける過剰

な毛細管圧力や、キャップロックの強度低下） 

   (n) 廃坑井または封鎖が不十分な坑井を経由して漏洩するリスク 

   (o) 移動の割合（開放型貯留層の場合） 
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   (p) フラクチャーのシール割合 

   (r) 地層流体との置換 

 

  ステップ 3.2 感度の特性把握 

     あるパラメーターについての仮定に対する評価の感度を明確にするには、シミュレーシ

ョンを複数回実施しなければならない。シミュレーションは静的な地質モデルにおけるパ

ラメーターを変更し、また動的なモデルにおける関数や仮定を変更させて実施しなければ

ならない。感度が非常に大きいものについては、リスクアセスメントの際に考慮に入れな

ければならない。 

 

    ステップ 3.3 ハザードの特性把握 

     ハザードの特性把握は、上に記載されている動的なモデルおよび安全性の特性把握に基

づいて、貯留コンプレックスからの漏洩可能性に関して特性把握を実施しなければならな

い。これには、特に以下の検討を含めなければならない。 

 

     (a) 可能性のある漏洩経路 

     (b) 特定した漏洩経路における漏洩事故の規模（流出レート） 

     (c) 漏洩可能性に影響を及ぼす重大なパラメーター（例えば、貯留層 大圧力、 大注

入レート、静的な地質モデルにおける様々な仮定に対する感度等） 

     (d) 置換された地層流体や CO2 を貯留することで新たに生成する物質を含めて、CO2 を

貯留することによる二次的な影響 

     (e) その他、人間の健康や環境に危険性を及ぼす恐れのある要素（例えば、プロジェク

トに関連する施設等） 

 

       ハザードの特性把握は、貯留コンプレックスの安全性を極限まで検証するシナリオを含

め、可能性のあるシナリオをカバーするものでなければならない。 

 

ステップ 4：リスクアセスメント  

       リスクアセスメントは、ステップ 3 でのハザードの特性把握で使用した一連のシナリオ

を対象とし、以下の内容を含めなければならない。 

(a) 暴露評価：貯留コンプレックスの上部における環境及び人口分布の特性、またステ

ップ 3 で特定した経路から CO2 が漏洩した場合の挙動及び 終形 

(b) 影響評価：ステップ 3 で特定した漏洩可能性に関連する特定の生物種、コミュニテ

ィー、または生息地の感度に基づく。影響する場合は、生物圏が CO2 の濃度上昇に曝

される影響も含まなければならない（土壌、海洋堆積物、海底水域｛窒息；過剰炭酸｝、

CO2 漏洩の結果として生じるこれらの環境での pH 低下を含む）。 
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(c) リスクの特性評価：短期的および長期的なサイトの安全性および強度の評価である

が、予定している条件下での漏洩リスクや 悪の場合に環境や健康に及ぼすリスクを

含めなければならない。リスクの特性評価は、ハザード、暴露、及び影響評価に基づ

かなければならない。また、不確実性の原因についての評価も含めなければならない。 

 

付属書Ⅱ  

第 13 条(2)のモニタリング計画の作成と更新、また閉鎖後のモニタリングに関する基準 

 

1. モニタリング計画の作成と更新  

      第 13 条(2)のモニタリング計画は、第 13 条(1)のモニタリング要件を満足させるために

作成または更新するもので、以下の基準によらなければならない。 

 

     1.1 計画の作成 

      モニタリング計画は、プロジェクトの中心段階で実施するモニタリングの詳細を規定す

るもので、標準時、作業時、および閉鎖後のモニタリングを含めなければならない。以下

の内容は、それぞれのモニタリングで規定しなければならない。 

      (a) 対象とするパラメーター 

      (b) 採用するモニタリング技術、およびその技術を選定した正当性 

      (c) モニタリングおよびサンプリングの位置とその根拠 

      (d) モニタリング頻度およびサンプリング間隔の根拠 

 

      モニタリングの対象とするパラメーターは、モニタリングの目的を達成するものを選定

する。ただし、いかなる場合にも以下の項目については連続的に、または断続的に実施し

なければならない。 

 

      (e) 注入施設からの CO2 の漏洩 

      (f) 注入井の坑口における CO2 の流量 

      (g) 注入井の坑口における CO2 の圧力および温度（注入量を算定するため） 

      (h) 注入する物質の化学分析 

      (i) 貯留層の温度および圧力（の相挙動及び状態を判断するため） 

       

      モニタリング技術は、計画時点で実用上 も優れたものを選定しなければならない。ま

た以下のオプションを検討した上で、適当である場合には使用しなければならない。 

 

      (j) 地下における CO2 の存在、位置、移動経路を検知する技術 

      (k) 第 4 条及び付属書Ⅰに従って構築した貯留層の 3D モデルを使用して 3D シミュレー
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ションを実施することで、CO2 プルームの圧力体積挙動や縦／横方向の飽和分布に関

する情報を提供する技術 

      (l) 重大な異常が発生または CO2 が貯留コンプレックスの外に移動した場合に、貯留コ

ンプレックス全体およびそれを超えた地域の範囲を横切る今までは把握できなかった

想定外の漏洩可能経路に関する、広い範囲の情報を提供する技術 

 

      1.2 計画の更新 

        モニタリングで収集したデータは、照合しなければならない。観測結果は、第 4 条お

よび付属書Ⅰのステップ 3 に基づいて安全性の特性把握のために実施した、3D の圧力

体積および飽和挙動の動的なシミュレーションで予想されたものと比較しなければなら

ない。 

 

        観測結果が予測されたものと大きく異なっていた場合には、観測結果に合致するよう

に 3D モデルを再較正しなければならない。この再較正はモニタリング計画による観測

結果に基づき、再較正の信頼性を高めるために必要に応じて追加データを取得しなけれ

ばならない。 

 

        新たなハザードのシナリオや漏洩レートを予想するために、再較正した 3D モデルを

使用して付属書Ⅰのステップ 2 及び 3 を繰返さなければならない。この新しいシナリオ

に基づいて、付属書Ⅰのステップ 4 により実施したリスクアセスメントを更新しなけれ

ばならない。 

 

        ヒストリーマッチングやモデルの再較正の結果、新たな CO2 源、漏洩経路、また漏出

レートが想定された場合は、それに応じてモニタリング計画も更新しなければならない。 

 

       2. 閉鎖後のモニタリング 

        閉鎖後のモニタリングは、第 13 条(2)及び上記 1.2 を参照したモニタリング計画実施

中に収集し、またモデル化された情報に基づかなければならない。特に、第 18 条(1)で

の決定に必要な情報を提供するものでなければならない。 
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