
要 約 

 

地球環境産業技術研究機構（RITE）は経済産業省の補助金を受けて、二酸化炭素（CO2）

固定化・有効利用技術等対策事業の二酸化炭素貯留隔離技術研究開発について、H22 年度

には長岡実証試験サイトのコア試料分析や地震波探査データの再解析結果を基に、CO2 圧

入対象層の貯留層特性を評価し、貯留層における CO2 流動解析を実施した。CO2 挙動モニ

タリングについては、わが国の CO2 排出源分布特性を考慮し、沿岸域帯水層貯留に適した

海底ケーブル方式の地震波探査の実海域実験を実施した。キャップロックとなる泥質岩の

シール性を評価し、潜在的な断層や廃坑からの CO2 移行を調査し地中貯留の安全性評価を

行った。地中貯留に関する海外の最新動向や技術情報を収集したほか、学会やワークショ

ップ等を通じて研究活動の内容及び成果を公表することにより、CCS 推進基盤の確立に取

り組んだ。これらの研究成果は大規模実証試験や地中貯留技術の実用化に資するものであ

り、H22 年度の実施項目及び主な研究成果は以下のとおりである。 

 
１ 貯留性能評価手法の開発 

長岡実証試験サイトで蓄積されてきた物理検層データ、CO2 圧入前と圧入後の繰り返

し三次元地震探査及び坑井掘削時に採取されたコア試料の観察結果を用いて、地層の堆

積システムを解析し、長岡実証試験サイトの地質情報を統合した貯留層地質構造モデル

の構築を取り組み、大規模実証試験や CCS 事業化に向けての貯留層性能評価手法を確

立した。 

 
・長岡実証試験サイトのコア試料を X 線 CT 装置にかけた結果、礫層、砂岩層及びシルト

層の地質区分が判明し、対象地層の粒度分析や空隙率を測定した。これらの分析結果を

物理検層等の観測結果と対比し、CO2 圧入対象層の地質特性を明らかにした。礫層、砂

岩層及びシルト層の地質区分は、圧入井 IW-1 で実施された CO2 圧入特性のスピナーテ

ストの結果や観測井 OB-2 で検出された CO2 分布特性とよく対応する。さらに、三次元

地震波探査データの再解析により、貯留層の地質トレンドや帯水層全体の地質構造分布

を把握できた。これらの成果は大規模実証試験サイトの貯留層評価及び地質構造モデル

構築に役立つほか、CCS 事業化に向けた貯留ポテンシャル評価の高精度化につながると

考えられる。 

 
・地中貯留では CO2 圧入後の長期挙動を念頭に、地下深部の貯留層だけでなく、圧入サイ

ト周辺の浅部までの広域地下水流動を把握する必要があるため、我が国における広域地

下水流動評価技術を整理したほか、CCS 実証事業化に向けての広域地下水調査項目を抽

出した。沿岸域や海底下の地下水調査事例を参考に、次期大規模実証試験サイト候補の

一つになっている苫小牧地域の地質特性、陸側の生活・工業用水の井戸や温泉井の分布

情報及び海域の資源調査井の位置情報を整理し、海域を含む広域の地下水流動解析が可



能になった。 

 
・地下深部の温度圧力条件下で泥質岩のスレッショルド圧力を測定し、キャップロックの

CO2 遮蔽性能評価手法を確立した。スレッショルド圧力測定では、従来の段階昇圧法に

比べて動的流動法や残留圧力平衡法の方が比較的短時間で測定できるとともに、測定手

法や測定試料の長さによる違いは認められなかった。天然の泥質岩とシリカ粒子焼結体

より得たスレッショルド圧力と透水係数を両対数グラフにプロットした結果、いずれも

線形関係が認められた。また、スレッショルド圧力がキャップロックの鉱物粒径と密接

に関係することも明らかになった。 

 
２ CO2 挙動解析（貯留層内の CO2 挙動解析） 
 わが国の CO2 排出源分布を考慮し、沿岸域帯水層貯留に適した海底ケーブル方式の弾性

波探査法の実海域実験や弾性波を補完する比抵抗探査法の現場実験を実施し、地下深部貯

留層に圧入された CO2 挙動モニタリング手法の開発を行った。これらの物理探査法で得た

CO2 挙動モニタリングの結果を CO2 挙動予測シミュレーションの結果と比較検討（ヒスト

リーマッチング）することにより、地質構造モデルの高精度化を図りながら、CO2 長期挙

動予測の信頼性を高めるとともに、圧入終了後の CO2 挙動モニタリング頻度の判断に寄与

すると期待できる。 

 
・苫小牧沖合の海底に 24 個の受信モジュールから構成される海底ケーブル（OBC: Ocean 

Bottom Cable）を設置し、沿岸域の帯水層貯留に適用できる常設型 OBC システムの実

海域試験を実施した。海面からのエアガン発振に対し、高品質の波形データを取得でき

たほか、海底ケーブルの敷設方法、波浪や潮汐等のノイズ処理に関する経験を積むこと

もできた。実用化に向けての常設 OBC システムの 3 次元展開に必要なシステムの拡張、

実海域へのケーブル全体の埋設法及び長期の連続観測に関する課題も明らかになった。

さらに、苫小牧沖合での 2 ヶ月間の実海域試験中、常設 OBC システムは微小な自然地

震の観測にも成功し、CO2 圧入サイトへの適用によって地震波探査だけでなく微小振動

観測も可能となることが判明した。 

 
・室内の岩石物性測定実験や長岡実証試験サイトの物理検層では、貯留層内の CO2 飽和度

が 20%を超す場合、弾性波速度のレスポンスが低くなるが、比抵抗測定が補完的な手段

となる。これらの知見を基に、北海道北部の幌延町浜里地内で反射法地震波及び比抵抗

電気探査の同時観測を行った。地下 130m 付近の砂礫層に約 2 トンの CO2 ガスを圧入し

た結果、地震波探査では圧入井周辺に CO2 圧入に起因する反射面が観測された。一方、

比抵抗電気探査でも CO2 圧入による比抵抗の変化が観測されたが、地震波探査の結果と

同じく CO2 圧入深度より上方に CO2 分布域が検出された。 

 



・地化学反応における鉱物の溶解や沈殿プロセスについて速度論的な観点から、炭酸塩鉱

物の反応速度を測定し、CO2 の固定化に至る炭酸塩鉱物の生成条件を検討した。カルサ

イトの成長速度が文献値を大きく下回っており、溶液中の Mg イオンの影響と考えられ

る。このため、CO2 分圧や pH、温度等の因子も含めて、Mg イオンの影響を体系的に整

理する必要がある。また、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(JOGMEC)よ

り提供された基礎試錐データから鉱物組成を抽出し、鉱物の種類やデータの分布地域を

まとめた。一方、CO2 長期挙動予測モデルの信頼性向上を図るには、モニタリングデー

タを最大限利用したヒストリーマッチングが有効であることから、電気・電磁気探査を

対象に、CO2 飽和度等の変化に対応したプログラムを作成し、その妥当性を検証した。

また、沿岸域での CO2 地中貯留への適用を念頭に、既存の MT 法 3 次元フォワード計算

プログラムを用いて、MT 法の応答に現れる変化を計算し、海底での MT 法観測による

モニタリングの適用性を検討した。 

 
３ 安全性評価（貯留層外部への CO2 移行解析） 

 地下深部帯水層に圧入された CO2 の貯留層外部への移行について、FEP（Feature, 

Event, Process）ツールを基に、断層や閉鎖坑井による潜在的移行シナリオを作成し、

移行シナリオに基づくモニタリング手法を検討した。油ガス田開発分野における断層と

貯留層の関係を調査し、断層構造の把握や断層の透水性の観点から関連情報を整理した。

これらの情報を基に、CO2 圧入サイトにおける断層を移行経路とするシミュレーション

モデルを提案した。また、閉鎖坑井の健全性については、長岡実証試験サイトの観測井

を対象にケーシングセメントに関する物理検層（CBL: Cement Bond Log）を実施し、

セメントの経年変化を把握した。 

 
・海外プロジェクトでの FEP 実用例を調査し、リスクアセスメントにおける FEP の位置

づけが明確になったとともに、RITE-DB の有効性を確認した。リスク特定については、

エキスパートジャッジメントのマネージングやリスクアセスメントへのステークホル

ダーの取り込み方が重要であり、リスクの高い FEP に関する情報やデータを整理・検

討しておくことは、リスクの定量化やリスク管理上必要である。油ガス田における断層

と貯留層の関係の調査や閉鎖坑井の健全性評価といった特定リスクを対象とする検討

の妥当性が明らかになった。 

 

・油ガス田開発分野における断層構造やその透水性に関する文献調査を実施し、CO2 圧入

サイトにおける断層を移行経路とする CO2 移行シミュレーションに必要な断層モデル

を提案した。断層全体の形状や分布範囲については、反射法地震探査が有効な手法であ

り、他の物理探査やボーリング調査と組み合わせれば、より詳細な断層構造の情報を得

られる。長野県松代及び米国マンモスマウンテンでの CO2 移行事例や千葉県茂原におけ



るメタン湧出事例では、地下から断層に沿って上昇してきた流体は、浅部の地下水に溶

解し周囲に拡散しながら地表付近に現れると考えられる。 

 

・CO2 圧入や観測のために利用される坑井は、地下深部貯留層と地上を結ぶ経路であり、

坑井掘削時にはケーシングセメントを実施し、閉鎖時にはプラグを設けて、貯留層から

の流体移行を防ぐようになっているが、セメント劣化が懸念材料となっている。長岡実

証試験サイトにおいて CO2 到達が認められた観測井 OB-2 と OB-4 を対象に、CBL 検層

による坑井健全性調査を実施したが、CO2 圧入終了後 5 年以上経過してもケーシングセ

メントの経年劣化は認められなかった。ボアホールテレビによる坑内観測では、ケーシ

ングの内側の性状が直接観察でき、貯留層区間のガラス繊維強化プラスチック製の FRP

ケーシングやその他の区間のスチールケーシングでも CO2 等による劣化は観測されな

かった。 

 

４ CCS 推進基盤の確立 

  大規模実証試験や CCS の実用化に向けて、CCS 推進基盤の確立を目指して、国内外

の CCS の動向調査や理解促進活動並びに CCS 導入の可能性評価を実施した。CCS の動

向調査等で得た各国 CCS プロジェクトの進捗状況や政策及び技術に最新情報を理解促

進活動に活用するとともに、学会やワークショップ等を通じて広く提供してきた。 

 

・CCS の動向調査については、IEA、CSLF、GCCSI、CCUS などの国際会議に出席し、

各国 CCS プロジェクトの進捗状況や政策面、技術面に関する最新情報を収集した。さ

らに CCS 実用化に向けたアメリカ、イギリスをはじめとする海外の動向調査や文献調

査を実施した。 

 

・CCS の理解促進活動の一環として、国内においては「CCS テクニカルワークショップ

2010～CO2 挙動モニタリング技術～」を開催し、日米欧の研究者間の技術交流を実施す

るとともに、RITE の CCS 技術紹介を行い、これら技術の理解促進を図った。海外にお

いては「日尼 CCS ワークショップ｣を開催し、日本の優れた技術紹介を行うことにより

日尼二国間協力の意義を強調することができた。今後の二国間協力のあり方について議

論が進むことが期待される。 

  

・最後に CCS 推進基盤の確立に向け、CCS 導入の可能性について、法規制、社会受容性、

有効性の観点から検討を行った。法規制については「IEA CCS 規制者ネットワーク」、

「DNV 社（ノルウェー）の CO2 貯留スタンダード」、「ロンドン条約における CCS 関連

動向」の調査を実施した。CCS 規制者ネットワークは、CCS を規制する枠組みに関し



て各国の政策立案者が交流する機会を与えている。DNV 社の CO2 QUALSTORE ガイド

ラインは、今後、業界の標準となる可能性もあり、「海洋汚染等及び海上災害の防止に

関する法律（海防法）」と経済産業省 CCS 研究会がまとめた「CCS を実施する際に安全

面･環境面から遵守することが望ましい基準」と比較を行った。ロンドン条約関係では、

海底下 CO2 貯留に係る動向（国境を跨ぐ海底下地層貯留）を中心に情報収集した。 

  

・文献調査により、米国環境庁（EPA）「温室効果ガスの報告義務（CO2 の圧入と地層隔

離）」、IEA「CO2 回収貯留のモデル規制の枠組み」及び IEA「CCS：法と規制に関する

レビュー（第 1 報）」の概略を取りまとめた。それぞれ CCS の法規制に関する各国、各

機関の取組みをレビューしたものであり、今後日本における規制の枠組みを検討する上

で、参考になるものである。また、将来本格的に CCS を導入する際に重要となってく

る社会受容性に関する海外調査を GHGT10 や文献などから実施し、日本でも参考にな

る点をまとめた。さらに、CCS 実用化にあたり、CO2 輸送用パイプラインを敷設するに

は敷地確保、コストなど課題が多いため、別の手段として船舶による CO2 輸送の可能性

について調査した。 



各章要約 

第２章 

長岡実証試験サイトで蓄積されてきた物理検層データ、CO2 圧入前と圧入後の繰り返し

三次元地震探査及び坑井掘削時に採取されたコア試料の観察結果を用いて、地層の堆積シ

ステムを解析し、長岡実証試験サイトの地質情報を統合した貯留層地質構造モデルの構築

を取り組んだ。長岡実証試験サイトで得た知見を基に、我が国における砂泥互層や砂礫層

からなる地質構造が複雑な貯留層への CO2 圧入の有効性や安全性を明らかにするととも

に、大規模実証試験や CCS 事業化に向けての貯留層性能評価手法を確立した。 

地質構造モデルの構築については、まず長岡実証試験サイトの圧入井（IW-1）から採取

したコア試料を X 線 CT 装置にかけた。X 線 CT のイメージ画像やコア観察結果より、貯

留層の礫層、砂岩層及びシルト層の地質区分が判明し、対象地層の粒度分析や空隙率を測

定した。これらの分析結果を物理検層等の観測結果と対比し、CO2 圧入対象層の地質特性

を明らかにした。礫層、砂岩層及びシルト層の地質区分は、圧入井 IW-1 で実施された CO2

圧入特性のスピナーテストの結果や観測井 OB-2 で検出された CO2 分布特性とよく対応す

る。さらに、三次元地震波探査データの再解析により、貯留層の地質トレンドや帯水層全

体の地質構造分布を把握できた。このようなアプローチは大規模実証試験サイトの貯留層

評価及び地質構造モデル構築に役立つほか、CCS 事業化に向けた貯留ポテンシャル評価の

高精度化につながると考えられる。 

広域地下水調査については、我が国の浅部地下水流動調査の現状を把握し、深部地層に

おける地下水流動の調査手法や解析手法を調べた。地中貯留では CO2 圧入後の長期挙動を

念頭に、地下深部の貯留層だけでなく、圧入サイト周辺の浅部までの広域地下水流動を把

握する必要があるため、我が国における広域地下水流動評価技術を整理したほか、CCS 実

証事業化に向けての広域地下水調査項目を抽出した。沿岸域や海底下の地下水調査事例を

参考に、次期大規模実証試験サイト候補の一つになっている苫小牧地域の地質特性、陸側

の生活・工業用水の井戸や温泉井の分布情報及び海域の資源調査井の位置情報を整理し、

海域を含む広域の地下水流動解析が可能になった。 

シール層の CO2 遮蔽性能評価技術開発では、まず地下深部の温度圧力条件下でキャップ

ロックのスレッショルド圧力を測定できる実験システムを構築し、泥質岩の CO2 遮蔽性能

指標となるスレッシュルド圧力の測定手法を確立した。スレッショルド圧力測定では、油

ガス田開発分野でよく用いられている段階的に注入圧を上げる測定法（段階昇圧法）の難

点を改善するために、動的流動法や残留圧力平衡法を採用した。これらの測定手法を比較

検討した結果、段階昇圧法に比べて動的流動法や残留圧力平衡法の方が比較的短時間で測

定できることが判明したほか、測定手法や測定試料の長さによる大きな違いは認められな

かった。さらに、天然の泥質岩とシリカ粒子焼結体より得たスレッショルド圧力と透水係

数を両対数グラフにプロットした結果、いずれも線形関係が認められた。また、スレッシ

ョルド圧力がキャップロックの鉱物粒径と密接に関係することも明らかになった。 

 



第３章 

わが国の CO2 排出源や塩水性帯水層の分布特性を考慮し、沿岸域帯水層貯留に適した海

底ケーブル方式の弾性波探査法の実海域実験や弾性波を補完する比抵抗探査法の現場実験

を実施し、地下深部貯留層に圧入された CO2 挙動モニタリング手法の開発を行った。これ

らの物理探査法で得た CO2 挙動モニタリングの結果を CO2 挙動予測シミュレーションの

結果と比較検討（ヒストリーマッチング）することにより、地質構造モデルの高精度化を

図りながら、CO2 長期挙動予測の信頼性を高めるとともに、圧入終了後の CO2 挙動モニタ

リング頻度の判断に寄与すると期待できる。 

 苫小牧沖合の海底に 24 個の受信モジュールから構成される海底ケーブル（OBC: Ocean 

Bottom Cable）を設置し、沿岸域の帯水層貯留に適用できる常設型 OBC システムの実海

域試験を実施した。海面からのエアガン発振に対し、高品質の波形データを取得できたほ

か、海底ケーブルの敷設方法、波浪や潮汐等のノイズ処理に関する経験を積むこともでき

た。実用化に向けての常設 OBC システムの 3 次元展開に必要なシステムの拡張、実海域

へのケーブル全体の埋設法及び長期の連続観測に関する課題も明らかになった。さらに、

苫小牧沖合での 2 ヶ月間の実海域試験中、常設 OBC システムは微小な自然地震の観測に

も成功し、CO2 圧入サイトへの適用によって地震波探査だけでなく微小振動観測を兼ねる

ことも判明した。 

 弾性波探査補完モニタリング手法の開発については、室内の岩石物性測定実験や長岡実

証試験サイトの物理検層より、貯留層内の CO2 飽和度が 20%を超す場合、弾性波速度のレ

スポンスが低くなるが、比抵抗測定が補完的な手段となることが分かった。これらの知見

を基に、北海道北部の幌延町浜里地内で反射法地震波及び比抵抗電気探査が同時に行われ

た。地下 130m 付近の砂礫層に約 2 トンの CO2 ガスを圧入した結果、地震波探査では圧入

井周辺に CO2 圧入に起因する反射面が観測された。一方、比抵抗電気探査でも CO2 圧入

による比抵抗の変化が観測されたが、地震波探査の結果と同じく CO2 圧入深度より上方に

CO2 分布域が検出された。弾性波と比抵抗を用いた複合解析（Joint Inversion）を実施す

れば、帯水層に圧入された CO2 の貯留量を定量的に評価できると考えられているが、CO2

流動シミュレーション結果とあわせて検討する必要がある。 

CO2 流動シミュレーションでは相対浸透率曲線が重要なパラメータであり、貯留層にお

ける CO2 分布予測に大きく影響するため、定常流測定法による砂岩試料の相対浸透率測定

法を確立した。一方、長期挙動予測モデルの信頼性向上を図るには、モニタリングデータ

を最大限利用したヒストリーマッチングが有効であることから、電気・電磁気探査を対象

に、CO2 飽和度等の変化に対応したプログラムを作成し、その妥当性を検証した。また、

沿岸域での CO2 地中貯留への適用を念頭に、既存の MT 法 3 次元フォワード計算プログラ

ムを用いて、MT 法の応答に現れる変化を計算し、海底での MT 法観測によるモニタリン

グの適用性を検討した。 

地化学反応における鉱物の溶解や沈殿プロセスについて速度論的な観点から、炭酸塩鉱

物の反応速度を測定し、CO2 の固定化に至る炭酸塩鉱物の生成条件を検討した。カルサイ



トの成長速度が文献値を大きく下回っており、溶液中の Mg イオンの影響と考えられる。

このため、CO2 分圧や pH、温度等の因子も含めて、Mg イオンの影響を体系的に整理する

必要がある。また、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(JOGMEC)より提供さ

れた基礎試錐データから鉱物組成を抽出し、鉱物の種類やデータの分布地域をまとめた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第４章 

地下深部帯水層に圧入された CO2 が貯留層外部への移行について、FEP（Feature, 

Event, Process）ツールを基に、断層や閉鎖坑井による潜在的移行シナリオを作成し、移

行シナリオに基づくモニタリング手法を検討した。油ガス田開発分野における断層と貯留

層の関係を調査し、断層構造の把握や断層の透水性の観点から関連情報を整理した。これ

らの情報を基に、CO2 圧入サイトにおける断層を移行経路とするシミュレーションモデル

を提案した。また、閉鎖坑井の健全性については、長岡実証試験サイトの観測井を対象に

ケーシングセメントに関する物理検層（CBL: Cement Bond Log）を実施し、ケーシング

セメントの経年変化を把握した。 

海外プロジェクトでの FEP 実用例を調査し、リスクアセスメントにおける FEP の位置

づけが明確になったとともに、RITE-DB の有効性を確認した。リスク特定については、

エキスパートジャッジメントのマネージングやリスクアセスメントへのステークホルダー

の取り込み方が重要であり、リスクの高い FEP に関する情報やデータを整理・検討して

おくことは、リスクの定量化やリスク管理上必要である。油ガス田における断層と貯留層

の関係の調査や閉鎖坑井の健全性評価といった特定リスクを対象とする検討の妥当性が明

らかになった。 

油ガス田開発分野における断層構造やその透水性に関する文献調査を実施し、CO2 圧入

サイトにおける断層を移行経路とする CO2 移行シミュレーションに必要な断層モデルを

提案した。断層全体の形状や分布範囲については、反射法地震探査が有効な手法であり、

他の物理探査やボーリング調査と組み合わせれば、より詳細な断層構造の情報を得られる。

長野県松代及び米国マンモスマウンテンでの CO2 移行事例や千葉県茂原におけるメタン

湧出事例では、地下から断層に沿って上昇してきた流体が地表に近づいたとき、浅部の地

下水に溶解し周囲に拡散しながら地表付近に現れると考えられる。 

CO2 圧入や観測のために利用される坑井は、地下深部貯留層と地上を結ぶ経路であり、

坑井掘削時にはケーシングセメントを実施し、閉鎖時にはプラグを設けて、貯留層からの

流体移行を防ぐようになっているが、セメント劣化が懸念材料となっている。長岡実証試

験サイトにおいて CO2 到達が認められた観測井 OB-2 と OB-4 を対象に、CBL 検層による

坑井健全性調査を実施したが、CO2 圧入終了後 5 年以上経過してもケーシングセメントの

経年劣化は認められなかった。ボアホールテレビによる坑内観測では、ケーシングの内側

の性状が直接観察でき、貯留層区間のガラス繊維強化プラスチック製の FRP ケーシング

やその他の区間のスチールケーシングでも CO2 等による劣化は観測されなかった。 
 

 

 

 

 



第５章 

CCS の実用化に向けた取組みが世界中で進む中、RITE では CCS 推進基盤の確立を目

指して、国内外での CCS の動向調査や理解促進活動並びに CCS 導入の可能性評価を実施

してきた。CCS の動向調査を通じて、最新の情報を収集し、理解促進活動に活用するとと

もに、研究者に関連情報の提供を行い、常に最先端の研究に取り組めるような環境作りに

も取り組んできた。 

CCS の動向調査については、IEA、CSLF、GCCSI、CCUS などの国際会議に出席して、

各国 CCS プロジェクトの進捗状況や政策面、技術面についての最新情報を収集し、情報

発信を行った。さらに CCS 実用化に向けたアメリカ、イギリスをはじめとする海外の動

向調査を、文献調査により実施した。 

更なる CCS の理解促進活動の一環として、国内においては「CCS テクニカルワークシ

ョップ 2010～CO2 挙動モニタリング技術～」を開催し、日米欧の研究者間の技術交流を実

施するとともに、RITE の CCS 技術紹介を行い、これら技術の理解促進を図った。 

海外においては「日尼 CCS ワークショップ｣を開催し、日本の優れた技術紹介を行うこ

とにより日尼二国間協力の意義を強調することができた。今後の二国間協力のあり方につ

いて議論が進むことが期待される。 

 最後に CCS 推進基盤の確立に向け、CCS 導入の可能性について、法規制、社会受容性、

有効性の観点から検討を行った。法規制については「IEA CCS 規制者ネットワーク」、「DNV

社（ノルウェー）の CO2 貯留スタンダード」、「ロンドン条約における CCS 関連動向」の

調査を実施した。CCS 規制者ネットワークは、CCS を規制する枠組みに関して各国の政

策立案者が交流する機会を与えている。DNV 社の CO2 QUALSTORE ガイドラインは、今

後、業界の標準となる可能性もあり、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律（海防

法）」と経済産業省 CCS 研究会がまとめた「CCS を実施する際に安全面･環境面から遵守

することが望ましい基準」と比較を行った。ロンドン条約関係では、海底下 CO2 貯留に係

る動向（国境を跨ぐ海底下地層貯留）を中心に情報収集した。 

 その他にも文献調査により、米国環境庁（EPA）「温室効果ガスの報告義務（CO2 の圧

入と地層隔離）」、IEA「CO2 回収貯留のモデル規制の枠組み」及び IEA「CCS：法と規制

に関するレビュー（第 1 報）」の概略を取りまとめた。それぞれ CCS の法規制に関する各

国、各機関の取組みをレビューしたものであり、今後日本における規制の枠組みを検討す

る上で、参考になるものである。 

 また、将来本格的に CCS を導入する際に重要となってくる社会受容性に関する海外調

査を GHGT10 や文献などから実施し、日本でも参考になる点をまとめた。 

さらに、CCS 実用化にあたり、CO2 輸送用パイプラインを敷設するには敷地確保、コス

トなど課題が多いため、別の手段として船舶による CO2 輸送の可能性について調査した。 




