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事後評価報告書概要 

 

プロジェクト名 
二酸化炭素回収・貯蔵安全性評価技術開発事業（地下高温域での CO2の流動と

化学反応による鉱物固定に関する研究） 

上位施策名 CO2固定化・有効利用分野技術 

事業担当課 資源エネルギー庁 資源・燃料部 石炭課 

プロジェクトの目的・概要 

地球温暖化を緩和・抑止し持続可能な社会を構築するための取り組みとして、従来から省エネ

ルギー技術の開発や、CO2 をはじめとする温室効果ガスの排出の抑制のための取組が行われてい

る。さらに排出後の CO2 に対する固定化・有効利用技術についても、将来的に導入可能な対策オ

プションとすべく、技術開発が進められてきた。 

主に石炭火力発電所を発生源とする日本型の二酸化炭素回収・貯留（CCS：Carbon dioxide 

Capture and Storage）の確立に向け、我が国における安全性の高い CO2地下深部塩水層貯留技術

の早期確立を図るためには、CCS 技術のうちの貯留に関する技術の各種手法、特に不均質性を考

慮したモデリング、圧入性の評価手法・手順、圧入後の CO2 の挙動シミュレーション等の最新の

知見及び技術を取得する必要がある。本事業は、カナダの石油技術開発センター（PTRC）が実施

する地下深部塩水層への CO2貯留実証プロジェクト（Aquistore）との連携を取り、これらに関す

る最新の知見と技術を取得し、我が国における地下深部塩水層貯留に向けた技術指針作成に資す

る基礎資料として取りまとめ、日本型 CCSの早期確立に資することを目的として実施したもので

ある。 

 現在、我が国では苫小牧における CCS大規模実証試験に向けた各種技術開発が進められている

段階である。我が国に先行して大規模な実証試験が行われている Aquistoreは、我が国の地下深

部塩水層貯留実証試験のモデルケースとみなすことができる。Aquistore に参加することで、実

際の大規模実証試験における最新の技術及び知見を得ることができ、これらを我が国における

CCS 実証試験に向け活用することが可能となる。 

 なお、本事業は独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下「NEDO」という。）

からの委託により、平成 22 年度に実施した成果を踏まえ、経済産業省からの委託により平成 23

年度の事業を実施しているため、本資料では平成 22年度及び平成 23年度の事業成果を取りまと

めている。このうち平成 22年度分は NEDOにおいて現在評価を実施しているため、本評価検討会

では平成 23年度分を評価対象とする。 

 

予算額等（委託）                            （単位：千円） 

開始年度 終了年度 中間評価時期 事後評価時期 事業実施主体 

平成２３年度 平成２３年度 － 平成２４年度 応用地質(株) 

H23FY 予算額 総予算額 総執行額 

911,671千円の内数 911,671千円の内数 18,111千円 
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目標・指標及び成果・達成度 

(1) 全体目標に対する成果・達成度 

要素技術 目標・指標 成果 達成度 
(1)プロジェ

クト全体

の実施内

容・運営方

法 

【目標】 

プロジェクトの企画立案・運営方法・

研究項目の設定方法・考え方について

実態を把握し取りまとめる(平成 22

年度および 23年度) 

【指標】 

以下の内容を含む資料を作成する 

・プロジェクトの運営組織体制 

・研究項目の設定方法と根拠 

【平成 22年度】 

リジャイナにおけるプロジェクトの実施

内容、背景および目的、体制、資金、研

究項目の検討に関する資料の収集・分析

と取りまとめを行った。 

【平成 23年度】 

サイト変更に伴うプロジェクトの実施内

容、体制に関する資料の収集・分析・取

りまとめを行った。 

達成 

(2)地質構造

モデリン

グ方法 

【目標】 

地球統計学的モデルを含むモデル構

築の手順・使用データ、解釈方法の情

報を入手し取りまとめるとともに、地

質モデルを構築する（平成 22 年度お

よび平成 23 年度） 

【指標】 

以下の内容を含む資料を作成する 

・モデル作成に利用したデータ 

・モデルの設定根拠 

・我が国で適用する場合に参考となる

点、検討事項等 

・地質モデル構築結果 

【平成 22年度】 

カナダ側で作成したリジャイナにおける

地質モデルデータ、およびモデル作成に

利用した各種データを取得し、モデル作

成の方針、考え方について取りまとめた。 

【平成 23年度】 

カナダ側で作成したエステバンにおける

地質モデルデータ、およびモデル作成に

利用した各種データを取得し、モデル作

成方法、考え方、について取りまとめた。

さらにこれらのデータを利用し日本にお

いて地質モデルの構築を行い、地球統計

学的モデルを適用する際の問題点等を取

りまとめた。 

達成 

 

(3)圧入性の

評価方法 

【目標】 

圧入後の CO2移行シミュレーションの

手順、物性値の設定方法に関する情報

を入手し取りまとめるとともに、CO2
シミュレーションを実施し、カナダ側

の結果との比較検討を行う（平成 22

年度および平成 23年度） 

【指標】 

以下の内容を含む資料を作成する 

・シミュレーションモデルの設定根拠 

・シミュレーションに用いた物性値の 

 設定に利用したデータ・設定根拠 

・オープンソースのシミュレータを使 

ったシミュレーションの実施 

・我が国で適用する場合に参考となる

点、事項等 

・シミュレーション結果の比較検討 

【平成 22年度】 

カナダ側で作成したリジャイナにおける

シミュレーションモデル（パラメータ等

を含む）、およびモデル作成に使用したデ

ータを一式入手し、パラメータの設定方

法、シミュレーション手法について取り

まとめた。 

【平成 23年度】 

カナダ側で作成したエステバンにおける

シミュレーションモデル（パラメータ等

を含む）、およびモデル作成に使用したデ

ータを一式入手し、パラメータの設定方

法、シミュレーション手法について取り

まとめた。さらにこれらのデータを基に

日本においてシミュレーションを実施

し、我が国で適用する場合の問題点等を

取りまとめた。 

 

 

 

 

 

達成 

 



                                                                                                                                    

iii 
 

(4)プロジェ

クトに関

する政

策・法規

制・標準化 

【目標】 

カナダにおける CCS 事業に関する政

策と法規制、標準化に向けた取り組み

と現状について情報を入手し取りま

とめる(平成 23年度) 

【指標】 

以下の内容を含む資料を作成する。 

・カナダ国内およびサスカチュワン州 

における CCS事業に関する規制、法 

律および各種手続きの手順 

・カナダにおける CCSの ISO化への取 

り組みの現状、および Aquistore

に 

おける対応 

Aquistoreプロジェクトで実施した CCS

に関する法的手続きおよびカナダサスカ

チュワン州における CCSに関する規制等

の法体系について、ヒアリング結果およ

び入手資料を基に取りまとめた。また

CCSの ISO化への現在の取り組み状況及

び本プロジェクトにおける基準への対応

状況について情報を入手し、資料として

取りまとめた。 

達成 

 

 (2) 目標及び計画の変更の有無 

なし 

 

＜共通指標＞ 

特許出願、論文発表等は現時点において行っていない。 

 

評価概要 

１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性 

本事業は、地下深部塩水層への CO2地中貯留を実現するためには必要な事業であり、海外

の CO2貯留プロジェクトに参加し、ＣＣＳ技術、法規制、住民対話等の知見と実施実績を積

むことの意義は極めて大きく、今後の国内での事業に資する情報として取りまとめること

は、より適切な CCS事業の実施に対して有意義である。 

政策的にCO2排出をコスト化する動きは強まってはいないが、再び国際社会の取り組みが

活発化し、CO2排出のコスト化のリスクが顕在化する可能性もあり、こうした事業性の予測

が難しい問題に関しては、国が主導する意義は大きい。また、ＣＣＳは現在では経済性が

直ちにあるわけではないため、国が主導する意義がある。 

今後、温暖化対策との両立を考慮すれば、「ＣＣＳ付き石炭火力」の需要が急速に顕在

化する可能性もあり、国が支援して石炭火力を想定したCCSの知見を高めておく意義は大き

い。 

なお、本研究開発を皮切りに海外のプロジェクトへの参加を積極的に進めていくべきで

あり、また、国際的にも応用可能な技術か検討が必要である。 

 

２．研究開発等の目標の妥当性 

基礎資料を作成するという全体目標は、今後の苫小牧での大規模実証試験を実施するに

あたり技術的な課題を先行して得ることができるため非常に有益であり、また、基礎デー

タの取得、法規定、標準化など CCS を事業化する上での必要な内容を含んだ研究開発であ

り、さらに、海外 CCS 事業のデータやモデリング手法を参考に我が国における地質構造モ

デリングや圧入性の評価方法の比較検討という目標が掲げられていることは実用上評価に

値する。 

なお、ここで得た成果を基に、今後どれだけ一般性を持たせるかの議論が必要である。
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また、本事業を実施することにより、具体的に何を明らかにし、国内における CCS 技術や

事業にどう貢献するのかは、明確にすべきと思われる。また、Aquistoreプロジェクトの地

層構造は日本に比べフラットで相違が大きい点を十分考慮して調査研究を実施し、成果を

利用する必要がある。その他、海外のプロジェクト自体が頓挫しかねない様々な要因等に

ついて洗い出すことも必要である。 

 

３．成果、目標の達成度の妥当性 

地下深部塩水層貯留のための有用な成果報告書が作成されていること、モデル化に資す

るデータの抽出についても、概ね目標は達成されている。当初目標の地質構造モデリング、

圧入の評価、海外 CCS事業における政策・法規則・標準化に対する成果は達成されており、

その意義は大きく、我が国の CCS 事業の推進に大いに役立つ。今後、本プロジェクトにお

いて日本が立案、貢献できる点を増していくことで成果を拡大できる。 

なお、プロジェクトを進めていく中で頓挫しかねない様々な要因等について、実用化に

向けた貴重な知見として取りまとめることが必要である。また、プロジェクトが中断させ

ざるをえない状況でも、どのような目的が達成できるか、あるいはさらに重要な情報を得

られるのか、今後国内事業に還元するためにはどのような検討を行いその結果をどう還元

するか、本事業によって行われたモデル化・シミュレーションがカナダ側のそれとどのよ

うな考え方の違いに基づいているのか、その結果どのような具体的な課題が抽出されうる

のか、カナダと日本との地質環境・圧入深度の違いを考慮した場合における課題等につい

ても、十分な検討・取りまとめが必要である。 

 

４．事業化、波及効果についての妥当性 

カナダの研究機関 PTRCと今後も情報交換を継続できる関係を築いたことは非常に評価。

今後も最新の技術と知見を得ることが期待。石炭火力への期待が高まる中、「CCS付き石炭

火力」の先行事例を調査しておく意義は大きい。今後、国内で予定されている CCS プロジ

ェクトに生かせる余地は大きい。今後、この成果を利用したモデルが確立できれば、わが

国に適した CCS 技術の確立に資するものと期待できる。本開発の成果を他のリスクを伴う

地下開発への応用も期待される。 

 なお、具体的にどのように事業化に向けて位置づけられ、事業化に資するのかは明確

ではない。また、国が積極的に関与して、国内のみならず、むしろ期待の大きい海外を中

心に大規模実証試験を推進していくことが必要である。ほか、カナダ以外の CCS に関する

規制、法律等の情報入手が必要である。さらに海外プロジェクトの調査事業という色彩が

強いが、本研究開発における「事業化」「波及効果」については、CCSの特異な事業性を理

解した上で、適切な成果の活用方向を検討するべきである。 

 

５．研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等の妥当性 

外部の専門家の意見を求めるなど、適切に研究開発マネジメント、体制が取られ、資金

配分も妥当である。国内で同様の成果を得るためには年間数十億円程度の費用がかかるこ

とを踏まえれば、費用対効果は非常に大きい。 

なお、苫小牧の実証試験を実施する事業者も含めた研究体制、少なくとも成果の共有体

制を構築する方が、より円滑な技術提供が可能となり、実用化の加速にもつながる可能性

がある。また、情報入手自体も意義のあることではあるが、より親密に情報を公開し合い、

CCSの技術水準を高めていくためには、本格的な共同研究にまで発展させていくことも必要

である。他、プロジェクトへの参加の立場を明確にした評価書とすべきである。今後は本
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格的な共同事業への参加などにおいて、日本の立場強化が望まれる。 

 

６．総合評価 

海外で先行する CCS 事業に参加することは、今後、国内外で大規模実証試験を実施する

に当たっての、マネジメント及び技術の観点の両者の情報や課題が先行して得ることがで

きるため、非常に有益。また、わが国に適した CCS 技術の確立は、国内のみならず、独自

の技術を携えて海外展開するためにも重要である。 

なお、CCS技術の国際的な事業化をはかる観点から、この事業が国際的にも応用可能な技

術か検討が必要である。また、Aquistore プロジェクトが 2014 年の商業運転本格始動する

ことを見据え、日本の技術等が評価されるような、今後の進め方の方向性を検討する必要

がある。ほか、海外の情報がどのように国内の事業に反映されるべきかにまで踏み込んだ

議論がなされれば、さらに優れた成果となることが期待される。 

 

７．今後の研究開発の方向等に関する提言 

海外の実証実験データは非常に貴重であり、CCS事業の失敗リスクを軽減するためにもそ

のデータ・情報収集は不可欠である。国内で大規模実証試験をすることが望ましいが、適

した場所が限られていることを踏まえれば、国主導のもとで寧ろ海外で積極的に展開すべ

きである。近い将来にはプロジェクトそのものに参加することが要請され、技術や成果提

供による資金還元を目指す必要がある。 

なお、海外で実施していることと同様な内容を国内で行うというアプローチに関しては、

そこから何を抽出し国内での事業に還元するのかという観点から、結果を十分に検討し、

その中から成果を見出していくという作業をすることが極めて重要である。 
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評点結果 

評点法による評点結果 

二酸化炭素回収・貯蔵安全性評価技術開発事業 

（地下高温域での CO2 の流動と化学反応による鉱物固定に関する研究） 

  評点 
Ａ 

委員 

Ｂ 

委員 

Ｃ 

委員 

Ｄ 

委員 

Ｅ 

委員 

Ｆ 

委員 

Ｇ 

委員 

Ｈ 

委員 

 １．事業の目的・政策的位置付けの妥当性 2.13  1  2  2  3  3  2  3  1  

 ２．研究開発等の目標の妥当性 1.63  1  1  2  2  2  1  2  2  

 ３．成果、目標の達成度の妥当性 1.50  2  1  2  2  1  1  2  1  

 ４．事業化、波及効果についての妥当性 1.38  1  1  1  2  2  1  2  1  

 ５．研究開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･体制･資金･費用対効果等の妥当性 1.88  1  2  2  3  2  2  2  1  

 ６．総合評価 1.63  1  2  2  2  2  1  2  1  

 

 
 

         

         
  

  
         

  
         

  
         

  
         

  
         

  
         

 

 
 

１．事業の目
的・政策的位
置付けの妥当

性 

２．研究開
発等の目
標の妥当

性 

３．成果、目
標の達成度の

妥当性 

４．事業化、波
及効果につい
ての妥当性 

５．研究開発マネ
ジメント・体制・
資金・費用対効果

等の妥当性 

６．総合評価 


	（案）

