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はじめに 

 

研究開発の評価は、研究開発活動の効率化・活性化、優れた成果の獲得や社会・経済

への還元等を図るとともに、国民に対して説明責任を果たすために、極めて重要な活動

であり、このため、経済産業省では、「国の研究開発評価に関する大綱的指針」（平成

２０年１０月３１日、内閣総理大臣決定）等に沿った適切な評価を実施すべく「経済産

業省技術評価指針」（平成２１年３月３１日改正）を定め、これに基づいて研究開発の

評価を実施している。 

 

経済産業省において実施している二酸化炭素回収・貯蔵安全性評価技術開発事業は、

地球温暖化対策の重要な選択肢の一つとして期待されている二酸化炭素回収・貯留

（CCS）の実用化を図るために、我が国の地質的・社会的実情に適したCCS安全性評価技

術の確立等を平成１２年度より実施しているものである。 

 

今回の評価は、この二酸化炭素回収・貯蔵安全性評価技術開発事業の中間評価であり、

実際の評価に際しては、省外の有識者からなる平成２４年度CO2固定化・有効利用分野

評価検討会（座長：持田 勲 九州大学 炭素資源国際教育研究センター 特命教授）

を開催した。 

 

今般、当該検討会における検討結果が評価報告書の原案として産業構造審議会産業技

術分科会評価小委員会（小委員長：平澤 泠 東京大学名誉教授）に付議され、内容を

審議し、了承された。 

 

本書は、これらの評価結果を取りまとめたものである。 
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中間評価報告書概要 

 

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 

上位施策名 資源エネルギー・環境政策 

事業担当課 産業技術環境局 環境政策課 地球環境連携・技術室 

プロジェクトの目的・概要 

大規模発生源から分離回収した二酸化炭素（以下「CO2」という。）を地下深部の塩水性帯水層

（以下「帯水層」という。）に貯留する技術開発が地球温暖化対策の重要な選択肢の一つとして

期待され、先進国を中心に盛んに行われている。 

気候変動に関する政府間パネル（IPCC）が 2005年にまとめた「二酸化炭素回収・貯留（CCS）

に関する特別報告書」では、世界全体におけるCO2地中貯留のポテンシャルが約 2兆トンと大きく、

世界全体排出量の 70 年分にも相当すると見込まれている。また、国際エネルギー機関（IEA）の

「エネルギー技術展望 2012」では、CCSは、今後も長期的に極めて重要な役割を果たすとし、産

業部門において大幅なCO2排出量削減目標の達成を可能にする有望な技術であるとしている。 

このような背景のもと、我が国においても、地球温暖化対策としてCCSの実用化に向けた対応

を速やかに進めることが求められており、CCSの実用化に資するため、火力発電所や製鉄所等の

大規模発生源から分離回収したCO2を帯水層に長期的に安定かつ安全に貯留する技術開発が必要

とされてところである。 

本事業では2020年までにCCS技術の実用化に向けて、我が国の地質的・社会的実情に適したCCS

安全性評価技術を確立するほか、CCSに関する知見やノウハウを技術事例集にまとめることとし

ている。 

 

 

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１２年度 平成２７年度 
平成 14,18, 

21,24年度 
平成２８年度 

公益財団法人地球環

境産業技術研究機構 

独立行政法人産業技

術総合研究所 

H21FY 予算額 H22FY 予算額 H23FY 予算額 総予算額 総執行額 

580,000 980,000 911,671の内数 9,563,671 8,895.988 
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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 

項目 
目標・指標 

成果 達成度 
最終時点 中間時点 

Ⅰ．安全評価手法の開発 

１．貯留性能

評価手法開

発 

我が国特有の地質

条件に対応した地質

モデリング手法を実

用化する。 

砂泥互層を対象に

した地質モデリング

手法を確立する。 

油・ガス田に比べて

少ない地質情報に基づ

き、砂泥互層に代表さ

れる不均質性に富む貯

留層の地質モデルの構

築手法を確立した。 

達成 

２．貯留層内

のCO2挙動解

析 

 

我が国特有の地質

条件に対応したCO2長

期挙動予測シミュレ

ーション技術を実用

化するとともに、海底

下地中貯留に適応可

能なモニタリング技

術を実用化する。 

長期挙動予測に必

要なシミュレーショ

ン手法の要素技術の

検証および高精度化

を進め、手法を確立

する。 

海底下地中貯留に

適応可能なモニタリ

ング手法を確立する

ために要素技術の検

証、改良を行う。 

TOUGH2 による長期挙

動予測シミュレーショ

ン手法を確立した。さ

らに長岡サイトの長期

モニタリング結果の解

析から高精度なシミュ

レーションに必要な知

見を提供できた。 

常設型 OBC システム

の実海域試験を実施。

その有効性を確認し、

大規模実証試験への適

用が決定した。 

達成 

３．貯留層外

部へのCO2移

行解析 

貯留層から海底に

至るまでの移行要因

について移行経路を

モデル化し、移行シミ

ュレーションを実施

する技術を実用化す

る。上記シミュレーシ

ョンで予測した移行

CO2に対して、海域環

境影響評価を行う手

法を実用化する。 

貯留層外部への

CO2移行の要因を分

析し主要な原因を抽

出する。断層に関す

る移行経路のモデル

手法を調査する。 

CO2の海域環境影

響評価手法を設計

し、生物影響データ

ベースを構築する。

さらに、生態系機能

の監視を可能とする

バイオロジカルモニ

タリング手法の基盤

技術を構築する。 

FEPを用いてCO2移行

要因を抽出した。抽出

された要因である断層

に関する移行経路のモ

デル手法を調査した。 

文献調査を基に海洋

生物影響データベース

の構築・整備を行った。

海洋微生物のアンモニ

ア酸化活性を指標とす

るモニタリング手法に

ついて基盤技術を確立

した。 

達成 

Ⅱ．CCS 推進基盤の確立 

 CCS 事業の推進に資

するために開発した

手法、技術の集大成と

して、CCS 技術事例集

の作成を行う。海外展

開に向けた国際連携

の強化を図る。 

国内外の CCS 関連

機関との連携、海外

の最新動向調査、理

解促進活動を通じ

て、安全性・信頼性

の構築に資する推進

基盤を整備する。 

技術動向、政策動向を

とりまとめ、CCS データ

ベースとして整理、構築

した。 

ワークショップを開催

し、技術交流、CCS への

理解促進を図った。 

達成 
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 (2) 目標及び計画の変更の有無 

平成 20 年度に国内で CCS 大規模実証事業を実施する場合の候補地や技術的な可能性に関する検討

が開始され、それに対応して本事業を従来の基礎研究から、2020 年頃から CCS 技術の本格導入に向

けた基盤技術の開発に深化させる内容の見直しを行っている。 

具体的には、大規模圧入実証事業と密接に連係して、CCS実用化に欠かせない社会的受容性獲得や

信頼性醸成に資する、CO2の長期挙動予測やCO2漏洩による海域環境影響評価に関する基盤技術開発に

重点的に取り組むこととなり、平成 21 年度から、我が国の地質特性を反映した安全性評価に関する

基盤技術開発を目的とした、貯留層性能評価手法開発、貯留層内のCO2挙動解析、貯留層からのCO2

移行解析に関する安全評価手法の開発とともに実用化に向けたCCS推進基盤の確立にも取り組んでい

る。 

 

＜共通指標＞ 

論文数 
論文の 

被引用度数 
特許等件数 

（出願を含む） 
特許権の
実施件数 

ライセンス
供与数 

取得ライセ
ンス料 

国際標準へ
の寄与 

３８ ２０ １     

 

 

評価概要 

１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性 

地球温暖化対策として二酸化炭素の地中貯留技術は重要である。特に安全性評価手法の開発はＣＣＳ

の実用化に向けた社会的受容性を確保するために極めて重要であることから、本事業の目的・政策的位置

付けは妥当である。 

また、ＣＣＳの実用化に当たっては、技術開発による安全性向上やコストダウンのほか、制度的、社会的

課題を解決する必要があり、実用化時点でのビジネスモデルも明確になっていない現時点では、民間企業

には技術開発のインセンティブが働きにくく、国の事業として実施することが必要である。 

一方、ＣＣＳの実用化のためには、コスト競争力に加えて、安全性、安定性や貯留に対する地域住民の理

解といったソフト面のアプローチや民間の事業への参画による技術移転の推進が必要であり、その準備とし

て科学技術、社会受容、事業性をまとめた総合的能力の向上に配慮が必要。また、貯留地を国内に限定す

ることが現実的であるが、安価に実施できそうな地点での共同参画も常に念頭におくことが必要。 

 

２．研究開発等の目標の妥当性 

実際に地中貯留を進めるうえでの最大の課題は、圧入技術そのものよりも、むしろ安全かつ経済性の高

いサイトの効率的な探索と周辺住民の理解だと思われる。地質モデリング、CO2 の長期挙動予測、CO2 挙

動モニタリング手法の開発、安全性評価、海域環境評価など必要な項目が挙げられていることから、目標は

適切に設定されていると評価される。 

また、CCS 実用化に向けた安全性・信頼性の構築に資する CCS 推進基盤を確立するという視点から、

中間目標は立てられており、中間評価の目標設定も概ね妥当であると考える。 

一方、開発課題の性格からやむを得ないところもあると思われるが、目標に曖昧なところがある。 
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地質モデリング手法やモニタリングに関して、高度化に向けての課題と解決策等が、より具体的に示され

ることが望ましい。 

また、本開発は社会受容性を確保されるために行われるものであり、技術面だけでなく、マーケッティング

的な観点から何が必要かを検討し、その目標設定を行うことが必要。例えば、地震に関する項目等も必要

であると考えられる。 

今後、国際的競争力、優位性も大切な視点。つまり海外シミュレーターの日本への応用を超えて、世界標

準技術を目指すべき。 

 

３．成果、目標の達成度の妥当性 

地質モデリング、CO2 の長期挙動予測、CO2 挙動モニタリング手法等広範な分野において、期待される

成果が得られ、貯留層内の CO2 挙動解析などは苫小牧における大規模実証実験に適用されることが決ま

り、現時点での成果は充分出ている。 

また、長岡での長期モニタリング結果は非常に貴重なデータであり、貯留層における CO2 の挙動を継続

的に可視化するとともに、そのデータ解析などをもとに事業は着実に進んでおり、概ね目標は達成されてい

る。石油坑井周辺における光ファイバー測定では、今まで圧力と温度しか測られておらず、今回は地層のひ

ずみをそれらと同時に測定できることを示した。坑井のケーシング外側に光ファイバーを設置すれば、深度

方向のひずみ分布が測定でき、CO2 圧入による地層安定性評価や CO2 漏洩監視に利用できることが期待

される。今回の成果は、今後の開発方針につながる成果であり、高く評価できる。 

一方、開発課題の性格からやむを得ないところもあると思われるが、目標に曖昧なところがあるため、目

標にあった成果が得られているのか判断しがたい部分がある。得られた成果をどのように統合し、実際の事

業に資するものとするかについて、さらに検討を進めて貰いたい。 

長岡のＣＯ２貯留試験サイトで圧入された量は、ＣＣＳで想定されている量よりも遙かに少ないため、長岡

のデータを根拠とする際には、その点を常に考慮する必要がある。 

CO2圧入に伴う微小振動の発生は、社会的受容性を確保する上で特に重要な問題と考えられる。その検

証事例では微小振動が観測されていないが、地層との相関性を明確にできれば、実用化システムの構築に

とってその意義は大きい。 

また、ＣＣＳの認知度は未だ低く、認知度の向上を図る必要がある。その場合、「坑井間弾性波トモグラフ

ィ」の測定結果画像については成果の説明において誤解を招かないよう、画像と共に解説文を入れるなど、

きめ細かい説明が必要。 

 

４．事業化、波及効果についての妥当性 

苫小牧大規模実証試験に向けた明確な見通しを持って研究が進められており、開発されたＣＯ２挙動モ

ニタリング技術が苫小牧の大規模実証試験に適用されることは大きな成果であり、事業化の加速化へつな

がるものと期待される。また、適用される常設型海底ケーブルはＣＯ２挙動モニタリングと微小振動観測の

両方が可能であることから、ＣＯ２圧入と誘発地震との関連性を検証することができ、社会的受容性を高め

るための大きなデータとなる。 

本事業の成果は、CCS に留まらず、地震観測のモニタリング、高レベル放射性廃棄物の地層処分や地熱

開発などの技術に移転されることが期待される。光ファイバー測定システムは CCS だけでなく、石油天然ガ
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スやメタンハイドレート開発における地層や坑井の安全性評価にも広く利用できる。 

一方、事業化に向けて、さらに個々の技術の統合を進めることにより、CCS の実用化に資するものとして

完成を目指して貰いたい。 

今後ＣＣＳ技術の国際標準化の動きが出てくることが予想されることから、本事業の成果が活用できない

不利益な状況が起こらないよう、戦略的な取り組みが必要である。 

国際貢献の方向も検討して欲しいが、本技術と海外技術との比較もなされていないため、国内限定の技

術なのか、海外への技術展開が可能な普遍的な技術なのか判断ができない。このため、事業化においては

適切な説明が必要である。 

また、事業化には大規模実証試験を通じて技術的な課題を抽出することも必要であることから、今後、実

用化にあたっては、国内のみならず、海外の大規模実証試験での実証、実証参加への要請が望まれる。 

 

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 

ＣＣＳの事業化は、国の環境政策や国際的な環境規制枠組みに大きく依存するため、研究機関が中心的

な役割を担うことは適切であろう。 

長岡サイトで得られたＣＯ２挙動モニタリングの知見は、２度の大きな地震を経験したにもかかわらず安定

的に地中貯留されていることを証明し、国内外のＣＣＳの社会的受容性の獲得や世界的展開に大きく寄与し

ている。更にその知見は苫小牧の大規模実証試験でも活かされることから、定量的評価は難しいものの、

その費用対効果は十分得られていると評価できる。 

今後、海外の動向を踏まえた我が国のCCS技術が不利にならないバックアップが必要だが、2020年実用

化を見据えて、本事業は計画に沿った進捗状況を示している。また、計画に応じた適切な資金配分が行わ

れている。 

一方、多岐に渡る開発項目それぞれが、個別に実行され、それぞれの達成レベルもまちまちである。この

ため、互いにリンクしながら共通の目標を効率的に達成する体制にすることが望まれる。 

本研究開発の成果が苫小牧での大規模実証試験に適用されることから、苫小牧の大規模実証試験と十

分にリンクした研究体制を構築することが望まれる。 

また、他分野への応用可能性や海外展開で資金を回収できる展開（優位性が認められる方向）を考えて欲

しい。 

 

６．総合評価 

ＣＣＳ技術は CO2 固定化の重要な技術であり、我が国としても確立しなくてはならない重要な技術であ

る。ＣＣＳの社会的受容性の醸成のためには、ＣＣＳに対する安全性・信頼性の構築が必要であり、貯留層

に圧入したＣＯ２の挙動解析や外部への移行解析等のデータは、地域住民の了解を取得するうえで有益で

ある。 

地質モデリング、CO2 の長期挙動予測、CO2 挙動モニタリング手法等広範な課題について、適切なマネ

ジメントのもと、多くの成果が得られており、目標の達成度を含め概ね妥当である。長岡サイトで得られたＣ

Ｏ２挙動モニタリングの知見は、２度の大きな地震を経験したにもかかわらず安定的に地中貯留されている

ことを証明し、国内外のＣＣＳの社会的受容性の獲得や世界的展開に大きく寄与している。 

また、当該事業の成果は、苫小牧での大型実証試験に適用されることとなっており、国外も含めて実用化
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の加速が期待される。 

一方、ＣＣＳ実用化にむけては、技術面だけでなく、地域住民などの貯留に対する理解が非常に重要であ

るが、ＣＣＳの社会的認知度は未だ低く、認知度の向上を図る必要がある。 

また、技術課題の位置づけをさらに明確にしたうえで、研究開発を進めるとともに、実用化を進めるうえで

は国内外の民間の事業への参画による技術移転の推進に一層の努力が必要である。 

 

７．今後の研究開発の方向等に関する提言 

・ 個別要素技術の成果をどう生かすかはCCS推進基盤活動の成果に大きく左右されることに

なる。このため、個別要素技術の成果を生かすため、国際標準化における優位性の確保

と、ＣＣＳの社会的受容性の向上に向けた取り組みを進めて貰いたい。 

・ 長期的な視点にたって地球全体のＣＯ２を削減することも念頭に、海外の環境対策で評価

され、貢献できるよう本研究開発を推進することが望まれる。 
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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） 

  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 3.00  3  3  3  3  3  3  3  3  

 ２．研究開発等の目標の妥当性 2.00  2  2  1  3  2  2  2  2  

 ３．成果、目標の達成度の妥当性 2.13  2  2  2  3  2  2  2  2  

 ４．事業化、波及効果についての妥当性 2.25  2  2  1  3  3  1  3  3  

 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 2.13  2  2  1  3  2  2  3  2  

 ６．総合評価 2.50  2  2  2  3  3  2  3  3  
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第１章 評価の実施方法



2 
 

第１章 評価の実施方法 

 

 

本プロジェクト評価は、「経済産業省技術評価指針」（平成 21年 3月 31日改定、

以下「評価指針」という。）に基づき、以下のとおり行われた。 

 

１．評価目的 

 

 評価指針においては、評価の基本的考え方として、評価実施する目的として 

(1)より良い政策・施策への反映 

(2)より効率的・効果的な研究開発の実施 

(3)国民への技術に関する施策・事業等の開示 

(4)資源の重点的・効率的配分への反映 

を定めるとともに、評価の実施にあたっては、 

(1)透明性の確保 

(2)中立性の確保 

(3)継続性の確保 

(4)実効性の確保 

を基本理念としている。 

プロジェクト評価とは、評価指針における評価類型の一つとして位置付け

られ、プロジェクトそのものについて、同評価指針に基づき、事業の目的・

政策的位置付けの妥当性、研究開発等の目標の妥当性、成果、目標の達成度

の妥当性、事業化、波及効果についての妥当性、研究開発マネジメント・体

制・資金・費用対効果等の妥当性の評価項目について、評価を実施するもの

である。 

その評価結果は、本プロジェクトの実施、運営等の改善や技術開発の効果、

効率性の改善、更には予算等の資源配分に反映させることになるものである。 

 

２．評価者 

 

 評価を実施するにあたり、評価指針に定められた「評価を行う場合には、

被評価者に直接利害を有しない中立的な者である外部評価者の導入等によ

り、中立性の確保に努めること」との規定に基づき、外部の有識者・専門家

で構成する検討会を設置し、評価を行うこととした。 

 これに基づき、評価検討会を設置し、プロジェクトの目的や研究内容に即
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した専門家や経済・社会ニーズについて指摘できる有識者等から評価検討会

委員名簿にある８名が選任された。 

 なお、本評価検討会の事務局については、指針に基づき経済産業省産業技

術環境局環境政策課地球環境連携・技術室及び資源エネルギー庁資源・燃料

部石炭課が担当した。 

 

３．評価対象 

 

 二酸化炭素回収・貯蔵安全性評価技術開発事業（実施期間：平成２１年度か

ら平成２３年度）を評価対象として、研究開発実施者（公益財団法人地球環境

産業技術研究機構、独立行政法人産業技術総合研究所）から提出されたプロジ

ェクトの内容・成果等に関する資料及び説明に基づき評価した。 

 

４．評価方法 

 

第１回評価検討会においては、研究開発実施者からの資料提供、説明及び質

疑応答、並びに委員による意見交換が行われた。 

第２回評価検討会においては、それらを踏まえて「プロジェクト評価におけ

る標準的評価項目・評価基準」、今後の研究開発の方向等に関する提言等につい

て評価を実施し、併せて４段階評点法による評価を行い、評価報告書(案)を審

議、確定した。 

また、評価の透明性の確保の観点から、知的財産保護、個人情報で支障が生

じると認められる場合等を除き、評価検討会を公開として実施した。 

 

５．プロジェクト評価における標準的な評価項目・評価基準 

 

評価検討会においては、経済産業省産業技術環境局技術評価室において平成

２１年６月１日に策定した「経済産業省技術評価指針に基づく標準的評価項

目・評価基準について」のプロジェクト評価（中間・事後評価）に沿った評価

項目・評価基準とした。 

 

１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性 

（１）事業目的は妥当で、政策的位置付けは明確か。 

・事業の政策的意義（上位の施策との関連付け等） 

・事業の科学的・技術的意義（新規性・先進性・独創性・革新性・先導性

等） 
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・社会的・経済的意義（実用性等） 

（２）国の事業として妥当であるか、国の関与が必要とされる事業か。 

・国民や社会のニーズに合っているか。 

・官民の役割分担は適切か。 

 

２．研究開発等の目標の妥当性 

（１）研究開発等の目標は適切かつ妥当か。 

・目的達成のために具体的かつ明確な研究開発等の目標及び目標水準を設

定しているか。特に、中間評価の場合、中間評価時点で、達成すべき水

準（基準値）が設定されているか。 

・目標達成度を測定・判断するための適切な指標が設定されているか。 

 

３．成果、目標の達成度の妥当性 

（１）成果は妥当か。 

・得られた成果は何か。 

・設定された目標以外に得られた成果はあるか。 

・共通指標である、論文の発表、特許の出願、国際標準の形成、プロトタ

イプの作製等があったか。 

 

（２）目標の達成度は妥当か。 

・設定された目標の達成度（指標により測定し、中間及び事後評価時点の

達成すべき水準（基準値）との比較）はどうか。 

 

４．事業化、波及効果についての妥当性 

（１）事業化については妥当か。 

   ・事業化の見通し（事業化に向けてのシナリオ、事業化に関する問題点及

び解決方策の明確化等）は立っているか。 

（２）波及効果は妥当か。 

・成果に基づいた波及効果を生じたか、期待できるか。 

・当初想定していなかった波及効果を生じたか、期待できるか。 

 

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  

（１）研究開発計画は適切かつ妥当か。 

・事業の目標を達成するために本計画は適切であったか（想定された課題

への対応の妥当性）。 
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・採択スケジュール等は妥当であったか。 

・選別過程は適切であったか。 

・採択された実施者は妥当であったか。 

 

（２）研究開発実施者の実施体制・運営は適切かつ妥当か。 

・適切な研究開発チーム構成での実施体制になっているか、いたか。 

・全体を統括するプロジェクトリーダー等が選任され、十分に活躍できる

環境が整備されているか、いたか。 

・目標達成及び効率的実施のために必要な、実施者間の連携／競争が十分

に行われる体制となっているか、いたか。 

・成果の利用主体に対して、成果を普及し関与を求める取組を積極的に実

施しているか、いたか。 

 

（３）資金配分は妥当か。 

・資金の過不足はなかったか。 

・資金の内部配分は妥当か。 

 

（４）費用対効果等は妥当か。 

・投入された資源量に見合った効果が生じたか、期待できるか。 

・必要な効果がより少ない資源量で得られるものが他にないか。 

 

（５）変化への対応は妥当か。 

・社会経済情勢等周辺の状況変化に柔軟に対応しているか（新たな課題へ

の対応の妥当性）。 

・代替手段との比較を適切に行ったか。 

 

６．総合評価 
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第２章 プロジェクトの概要
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第２章 プロジェクトの概要 

 
１．事業の目的・政策的位置付け 
 
１―１ 事業の目的 

化石燃料は今後とも我が国の主要なエネルギーソースであり、持続的な経済

成長と地球温暖化防止の観点から、化石燃料の利用に伴う温室効果ガス排出の

削減技術の研究開発が求められている。大規模発生源から分離回収した二酸化

炭素（以下「CO2」という。）を地下深部の塩水性帯水層（以下「帯水層」とい

う。）に貯留する技術開発が地球温暖化対策の重要な選択肢の一つとして期待さ

れ、先進国を中心に盛んに行なわれている。 
気候変動に関する政府間パネル（IPCC）が 2005 年にまとめた「二酸化炭素回

収・貯留（CCS）に関する特別報告書」では、世界全体におけるCO2地中貯留の

ポテンシャルが約 2 兆トンと大きく、世界全体排出量の 70 年分にも相当すると

見込まれている。  
また、国際エネルギー機関（IEA）の「エネルギー技術展望 2012」では、CCS

は、今後も長期的に極めて重要な役割を果たすとし、産業部門において大幅な

CO2排出量削減目標の達成を可能にする有望な技術であるとしている。さらに長

期的に気温上昇を 2℃に抑えるシナリオにおいて、CCSは 2050 年までのCO2累

積削減量の最大 20％を占めると試算され、もしCCSを放棄すれば、必要とされ

る電力分野の追加投資額は 40％増加し、今後 40 年間で総額 2 兆ドルに達すると

している。 
本事業は、大気中のCO2濃度の急激な上昇を抑制させるため、火力発電所や製

鉄所等の大規模発生源から分離回収したCO2を帯水層に長期的に安定かつ安全

に貯留する技術を開発することを目的としている。 
CCSは油ガス田開発の技術を背景にしているが、温暖化対策の有効な技術とし

て世界的に展開していくには、CO2地中貯留に係る安全性評価技術開発が重要な

意義をもち、社会に受け入れてもらう（社会的受容性）ためにも必要である。

我が国においては、2020 年頃から本格的に実用化することを目指し、国内外の

研究機関や大規模CO2圧入プロジェクトと連携しながら、CCS安全性評価に関す

る技術開発を行う必要がある。本事業では 2020 年までにCCS技術の実用化に向

けて、以下の 4 項目で我が国の地質的・社会的実情に適したCCS安全性評価技術

を確立するほか、CCSに関する知見やノウハウを技術事例集にまとめることとし

ている。 
 
（1）貯留性能評価手法の開発 

CO2圧入サイトでの貯留層の性能評価のため、長岡実証試験サイトの３次元弾
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性波やVSP探査、物理検層及びコア試料の物性試験等の結果を基に、貯留層の地

質モデルを構築し、複雑な地質構造及び不均質性に富む我が国特有の地質特性

を反映した地質モデリング手法を確立する。また、沿岸域の帯水層貯留におけ

る広域地下水流動解析手法を検討する。 
 
（2）貯留層内のCO2挙動解析 
貯留層に圧入されたCO2が安全に留まっていることを監視する技術を開発す

るため、常設型OBCモニタリングシステムを用いた実海域での性能評価試験を

行い、我が国の沿岸域の帯水層貯留におけるCO2挙動モニタリングのための課題

整理や運用方法を確立する。また、常設型OBCシステムの実観測データを解析

し、陸域の既存地震観測システムの観測結果との比較検討により、沿岸域の帯

水層貯留層に適した微小振動観測手法を確立する。さらに、CO2圧入による地層

への影響については、岩石試料を用いた室内実験ならびに現場実験により、地

中埋設型の光ファイバーを用いた地層安全性評価手法を確立する。 
 
（3）貯留層外部へのCO2移行解析 
貯留層外部へのCO2移行を考慮した安全性評価のため、CO2移行シナリオ、

CO2移行のモデリング手法並びに解析手法を検討する。この移行モデルを用いて

CO2移行シミュレーションを実施し、海底下貯留における海域環境影響の手法等

を確立する。 
 
（4）CCS 実用化に向けた技術事例集の作成 
長岡でのCO2圧入実証試験や国内外のCCS安全性評価技術開発の事例を収集

し、CCSの実用化において事業者が参考にできる技術事例集を作成する。 
 
１－２ 政策的位置付け 

本事業は、CCSの実用化に向けて、分離回収したCO2を帯水層に長期的に安定

かつ安全に貯留する技術を開発するものであり、G8 北海道洞爺湖サミット首脳

宣言、エネルギー基本計画、地球温暖化対策基本法案において、以下のように

位置付けられている。 

 

○G8 北海道洞爺湖サミット首脳宣言 （平成 20 年 7 月 8 日） 

我々は、2020 年までにCCSの広範な展開を始めるために、各国毎の様々な事

情を考慮しつつ、2010 年までに世界的に 20 の大規模なCCSの実証プロジェクト

が開始されることを、強く支持する。 

 

○エネルギー基本計画 （平成 22 年 6 月 18 日閣議決定）  

（火力発電の高度化）  
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 2020 年頃のCCSの商用化を目指した技術開発の加速化を図るとともに、今後

計画される石炭火力の新増設に当たっては、CCS Readyの導入を検討する。また、

商用化を前提に、2030 年までに石炭火力にCCSを導入することを検討する。  

 

○地球温暖化対策基本法案 （平成 22 年 10 月 8 日閣議決定）  

（革新的な技術開発の促進等）  

第 19 条 国は、地球温暖化の防止及び地球温暖化への適応に資する技術の高度

化及び有効活用を図るため、再生可能エネルギーの利用、安全の確保を基本と

した原子力発電、エネルギーの使用の合理化、燃料電池、蓄電池並びに二酸化

炭素の回収及び貯蔵に関連する革新的な技術その他の地球温暖化の防止及び地

球温暖化への適応に資する技術の開発及び普及の促進のために必要な施策を講

ずるものとする。 

 

また、本事業は平成 22 年度までは経済産業省の定める施策名「30 温暖化対

策」の中で「温室効果ガスを大きく削減する革新技術」の一部として位置付け

られ（図 1-1）、平成 23 年度以降は経済産業省の定める施策名「3 資源エネルギ

ー・環境政策」の中の「環境政策」において「温暖化対策に係る革新技術」の

一部として位置付けられている（表 1-1）。 
 

 
図 1-1 平成 22 年度施策評価書(事後)に見られる温暖化対策の推進
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表 1-1 事後評価書（平成２３年度に実施した政策の評価書） 
「資源エネルギー・環境政策」（抜粋） 

 

【環境政策】に係る政策軸の概要 

○温暖化対策 

 温室効果ガスの排出削減に向けて、短期的には温室効果ガス排出削減に資す

る事業活動の促進、技術の開発・普及の推進、京都メカニズムの活用等によっ

て「京都議定書」の 6％削減約束を達成するとともに、中期的には 2020 年から

発効するすべての国が参加する将来枠組み構築に向けた国際交渉への対応と国

内対策の検討、長期的には革新的な技術の開発と既存先進技術の普及を通じて

地球全体での温室効果ガスの排出削減を実現し、将来にわたって我が国が地球

温暖化問題に着実に対応しつつ、国際的に競争力ある経済活動を持続させるこ

とを目的とする 

 

さらに、経済産業省では、技術開発を推進するにあたり「技術戦略マップ」

を策定している。技術戦略マップは、新産業の創造やリーディングインダスト

リーの国際競争力を強化していくために必要な重要技術を絞り込むとともに、

それらの技術目標を示し、かつ研究開発以外の関連施策等を一体として進める

プランを総合的な技術戦略としてとりまとめたもので、いわば、産学官の研究

開発投資の戦略的実施のナビゲーターともいうべき俯瞰的ロードマップとなっ

ている。平成 22 年 6 月に取りまとめた「技術戦略マップ 2010」の「環境」領域

において設定された 4 つの政策目標のうちの「CO2固定化・有効利用分野」の技

術ロードマップにおいて、本プロジェクトは地中貯留技術として位置付けられ

ている（図 1-2）。 
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分
離
・
回
収

地
中
貯
留
・
海
洋
隔
離

大
規
模
植
林
に
よ
る
地
上
隔
離

石炭ガス複合発電（IGCC)
先進的超々臨界圧発電（A-USC)

CO2地中貯留本格適用

地中貯留実証試験 大規模実証試験 ・地下深部塩水層貯留、廃油・ガス田貯留、炭層固定
・輸送技術 ・溶解希釈、深海底貯留隔離など

石炭ガス化燃料電池複合発電(IGFC）

実適用先の拡大
コストダウン

海洋隔離技術の
実適用

統合プロセスの
実証

地下深部
塩水層貯留
廃油・ガス田
貯留
炭層固定

モデル海域での実証

CO2の海洋拡散・生物影響の科学的理解

拡散シミュレーション実験によるマッチング

生物影響モデルと実験によるマッチング

影響評価・安全性評価手法開発

▼技術
確立

地中貯留

海洋隔離

分離・貯留トータルコスト※2

7,300円/tCO2（新設石炭火力）

《分離・回収～地中貯留統合》

2010 2020 2030 2040 2050
CO2分離・回収本格適用

1,000円
台/tCO2

さらに分離膜の高圧ガ
ス適用で1,500円台に

・分離膜の大型化・連続製造

更なるコストダウン
更なる適用範囲の拡大

分離
ﾌﾟﾛｾｽ
の実現

高選択性
膜開発

コストダウン
・低再生ｴﾈﾙｷﾞｰ

吸収液開発
・未利用排熱利用
・システム開発

化学吸収

膜分離

物理吸収
吸着

深冷分離

更なるコストダウン
更なる適用範囲の拡大

更なるコストダウン
更なる適用範囲の拡大

▼

分離コスト※1 4,200円/tCO2 2,000円台/tCO2

技術
確立

持続可能な森林の管理技術

品種改良・土壌改良技術
の開発とフィールド実証

形質転換体の開発
モデル樹木→実用樹木

フィールド実証 実適用検証

実適用検証

集水・灌漑・品種改良・
土壌改良とフィールド実証

環境耐性向上植物の創製
700→500→300mm適応

フィールド実証 実適用検証

実適用検証

植物の有用物質生産能向上
油脂、ワックス、ゴム、食料

フィールド実証・実適用検討

植物の生育が
可能な土地にお
いての単位面積
あたりのCO2固
定量増大

乾燥地等不良
環境地への植
生拡大技術

産業利用の拡
大による植生

拡大

単位面積当たりの固定量
現行の1.5倍

単位面積当たりの固定量
現行の2倍

適応降水量
～500mm

適応降水量
～300mm

油脂等の
生産性2倍

森林管理

吸収量のモニタリングと標準化CO2固定量の適
切な評価方法

バイオマスの革
新的利用によ
る植生拡大

実適用検討とシステム構築革新的有用物質生産
技術開発

実用化検討
セルロース、リグ
ニンの革新的変
換の開発

実適用の拡大とコストダウン

実適用の拡大とコストダウン

セルロース系のエタノール化 BTL（Biomass to Liquid)

競争可能なコストでの
有用物質実用化(水素、ポリマー、化成品）

100円/L（稲わら・林地残材等から）
40円/L（資源作物等から）

海外植林による固定化コスト※3

1,800円～3,600円/tCO2

CO2固定化・有効利用分野の技術ロードマップ

※1 分離回収：新設石炭火力（830MW）、回収量：100万t-CO2/年、7MPaまでの昇圧含む、蒸気は発電所の蒸気システムから抽気 ［コストベース：2001年］
※2 地中貯留：上記分離回収コスト＋パイプライン輸送20km＋圧入（昇圧15MPa、10万t-CO2/年・井戸） ［コストベース：2001年］
※3 植林：植林周期7年伐採＋萌芽再植林、バイオマス生産量20m3/ha・年、植林管理費17-31％、用地リース費：50$/ha・年）

CO2地中挙動の理解と予測

地中貯留システムの効率化とコスト低減

貯留CO2の管理技術

影響評価・安全性評価
手法の開発

貯留層賦存量調査と利用拡大

新方式基礎研究/適用検討

コストダウン
大規模化

実証技術の
適用・評価

 
＜出典：技術戦略マップ 2010＞   

図 1-2 CO2固定化・有効利用分野の技術ロードマップ 
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１－３ 国の関与の必要性 

１－３－１ 背景 
地球温暖化問題は、その予想される影響の大きさや深刻さに鑑み、人類の生

存基盤に関わる最も重要な問題の一つとなっている。我が国は、平成 17 年 2 月
に発効した地球温暖化対策のための国際的な枠組である京都議定書を締結し、

1990 年比で 6％削減を達成する国際的な約束を果たすべく取り組みを進めてい

る。京都議定書第一約束期間以降の国際的な枠組みについては現在交渉中であ

るが、将来にわたっても我が国が地球温暖化問題に着実に対応し、温室効果ガ

スの削減努力を続ける必要がある。 
こうした状況の下、二酸化炭素回収・貯留（CCS）技術は、大規模に地下深部

の帯水層にCO2を貯留する手法として、世界各国で注目され、実証試験や実用化

検討が行われており、わが国でも 1,461 億トンの概算貯留可能量※、世界全体で

は 2 兆トンの貯留可能量※が算出されている有望なCO2削減技術と位置づけられ

ている。 
※それぞれ平成 17 年度 RITE 試算及び 2005 年 IPCC レポート 
 

１－３－２ CO2地中貯留に対する国の関与の必要性 
CCSは、追加的エネルギーコストを掛けてCO2を削減するといった点において

省エネルギーや再生可能エネルギーとは異なる温暖化対策に特化した技術であ

り、CCSの導入には経済的インセンティブが働かない。また、CCSの実用化に当

たっては、技術開発による安全性向上やコストダウンのほか、制度的、社会的

課題を解決する必要があり、実用化時点でのビジネスモデルも明確になってい

ない現時点では、民間企業には技術開発のインセティブが働きにくく、国が主

導し、実用化に向け産学の力を結集し事業を進めていく必要がある。 
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２．研究開発等の目標 
 
２－１ 研究開発目標 

本事業は、大気中のCO2濃度の急激な上昇を抑制させるため、火力発電所や製

鉄所等の大規模発生源から分離回収したCO2を帯水層に長期的に安定かつ安全

に貯留する技術を開発することを目的としている。 
この目的を達成するために、本事業では平成 12 年以来、科学的・技術的知見

の集積を含む基礎研究、基盤技術開発、実適用と段階を踏んで技術開発を実施

してきた。 
基礎研究段階においては、国内の貯留適地調査、CCSシステムの分析などを通

じてCO2地中貯留に関する科学的・技術的知見を取得し、基礎研究段階は、大き

く長岡サイトの圧入実証試験と室内の岩石コアを対象とした実験に分けること

ができる。長岡では、主にCO2挙動モニタリングやシミュレーションについて研

究を行った。室内による実験は定量的なモニタリングを目指して、岩石中のCO2

飽和度と弾性波速度、比抵抗の関係を求めた。 
基盤技術開発段階は、実適用のために室内実験やフィールドにおける実験を

行う。平成 20 年度に、本事業は、2020 年CCS実用化に向けCCSの安全性や環境

影響評価にかかわる研究開発を行う事業として位置づけられたことから、従来

取り組んできた研究の見直しを実施した。基盤技術開発段階として、貯留層の

貯留性能評価、貯留層内のCO2挙動解析、貯留層外へのCO2移行解析に分けて技

術開発を実施してきた。さらにCCS実用化に向けた安全性・信頼性の構築に資す

る「CCS推進基盤の確立」を研究項目としてきた。 
今回の中間評価の対象は、基礎研究段階を一部含む基盤技術開発段階が中心

となる。 
平成 24 年度からは、大規模実証事業へのこれら安全性評価手法の適用と検証、

さらに実適用に向けた技術開発を行っていく予定としている。 
（具体的な研究開発計画の経緯、変遷、体制等は、「５.研究開発マネジメント・

体制・資金・費用対効果」参照） 
研究項目の変遷を図 2-1、図 2-2 に示す。 
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第２回（H21年度）
中間評価(H17-20)

今回（H24年度）
中間評価(H21-23)

【安全評価】
○長岡モニタリング
○基礎実験
○地中挙動予測手
法の高度化

【総合評価】
○想定モデル地点
調査
○全国賦存量調査
○有効性評価
○周辺関連調査
等

次回（H27年度）
評価(H24 -27)

【安全性評価】
○貯留性能評価

地質モデル構築、広域
地下水流動解析、シール層
評価

○CO2挙動解析
長期挙動予測、CO2挙動モ
ニタリング

○CO2移行解析
CO2移行に係る安全性評

価、海域環境影響評価

【推進基盤確立】
○推進基盤確立

CCS海外動向調査、CCS
導入可能性評価

【安全性評価】
○貯留性能評価

地質モデル構築、
広域地下水流動解析

○CO2挙動解析
長期挙動予測、
CO2挙動ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ

○CO2移行解析
CO2移行に係る安全

性評価、海域環境影響
評価

○CCS技術事例集

第１回（H18年度）
中間評価(H12-16)

【基礎研究】
岩石試料へのCO2注入

試験手法の開発、現場に
適用可能なモニタリング手
法の検討や、貯留層内の
CO2挙動予測手法を開発

【圧入実証試験】
CO2圧入の現場データを

取得し、挙動に係る解析
を実施

【賦存量基礎調査】
地中貯留候補地点選定

のための全国地質情報を
実施

二酸化炭素地中貯留技術研究開発
二酸化炭素貯留隔
離技術研究開発

二酸化炭素回収・貯蔵安全性評価
技術開発

【挙動予測】
○CO2長期挙動予測
○CO2圧入時の地層影響

CO2圧入試験（長岡での
CO2 10,400㌧圧入）

長岡継続モニタリング(賦
存量評価とﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ技術開発)

基盤技術開発
（長期安全性評価技術開発）

実用化（大規模実証試験
への適用と検証）

 
図 2-1 研究項目の変遷１ 

H12 H15 H18 H21 H24 H27

長岡圧入実証試験
◎超臨界CO2圧入実証
◎モニタリング
◎シミュレーション

基礎実験
◎弾性波、比抵抗 (モニタリングの基礎資料）
◎地化学反応 (鉱物固定量評価基礎資料)

シミュレーション技術の検討

長岡継続モニタリング
◎CO2マイグレーション（弾性波、

比抵抗、中性子）
◎CO2溶解、鉱物固定（流体採取、

地化学分析）

光ファイバーモニタリング

地質モデリング技術の確立

常設OBCモニタリング

微小振動観測

移行モデルの検討（断層、坑井）

シミュレーション技術の確立

海域環境影響評価手法の確立

コア試料物性試験

実適用

基礎研究

中間評価期間

基盤技術開発

 
図 2-2 研究項目の変遷２ 
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２－１－１ 全体目標設定  
全体目標を表 2-1 に示す。 

 
表 2-1 全体目標 

項目 目標 
（事後評価時点） 

目標 
（中間評価時点） 設定理由・根拠等 

I．安全評価手法の開発 
１．貯留性能

評価手法
開発 

我が国特有の地質条
件に対応した地質モデ
リング手法を実用化す
る。 

砂泥互層を対象にし
た地質モデリング手法
を確立する。 

 

 CCS事業の安全
性、経済性を評価す
るためには、CO2
圧入サイトの貯留
性能を明らかにす
ることが必要であ
る。 

２．貯留層内
のCO2挙
動解析 

 

我が国特有の地質条
件に対応したCO2長期
挙動予測シミュレーシ
ョン技術を実用化する
とともに、海底下地中
貯留に適応可能なモニ
タリング技術を実用化
する。 

長期挙動予測に必要
なシミュレーション手
法の要素技術の検証お
よび高精度化を進め、
手法を確立する。 
海底下地中貯留に適

応可能なモニタリング
手法を確立するために
要素技術の検証、改良
を行う。 

 

 CCS事業を進め
るにあたり、地下深
部 に 圧 入 さ れ た
CO2 が長期に渡り
安全に留まってい
ることを予測し、な
おかつ経済的合理
性をもって継続的
に監視する必要が
ある。 
 

３．貯留層外
部 へ の
CO2移行
解析 

貯留層から海底に至
るまでの移行要因につ
いて移行経路をモデル
化し、移行シミュレー
ションを実施する技術
を実用化する。上記シ
ミュレーションで予測
した移行CO2に対して
、海域環境影響評価を
行う手法を実用化する
。 

貯留層外部へのCO2
移行の要因を分析し主
要な原因を抽出する。
断層に関する移行経路
のモデル手法を調査す
る。 

CO2の海域環境影響
評価手法を設計し、生
物影響データベースを
構築する。さらに、生
態系機能の監視を可能
とするバイオロジカル
モニタリング手法の基
盤技術を構築する。 

 

海底下貯留にお
ける安全性の確保
のためには、貯留層
から海底付近への
CO2 移行解析手法
の確立、移行CO2
の海域での環境影
響評価手法の確立
が必要である。 
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項目 目標 
（事後評価時点） 

目標 
（中間評価時点） 設定理由・根拠等 

II．CCS 推進基盤の確立 
 CCS 事業の推進に資

するために開発した手
法、技術の集大成とし
て、CCS 技術事例集の
作成を行う。海外展開
に向けた国際連携の強
化を図る。 

国内外の CCS 関連機
関との連携、海外の最
新動向調査、理解促進
活動を通じて、安全
性・信頼性の構築に資
する推進基盤を整備す
る。 

 CCS 実用化のた
めには、着実な技術
開発とともに、CCS
を推進する基盤を
確立し、社会的受容
性を確保する必要
がある。 
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２－１－２ 個別要素技術の目標設定 
個別要素技術の目標を表 2-2 に示す。 

 
表 2-2 個別要素技術の目標 

要素技術 目標・指標 
（事後評価時点） 

目標・指標 
（中間評価時点） 

設定理由 
・根拠等 

I．安全評価手法の開発 

１
．
貯
留
性
能
評
価
手
法
開
発 

① 地 質
モ デ ル
の構築 
 

（目標） 
我が国特有の地質

条件に対応した地質
モデリング手法を実
用化する。 
 
（指標） 
１）砂泥互層を対象

にした地質モデリ
ング手法を実用化
する。 

２）貯留層の不均質
性を考慮した貯留
性能評価手法を実
用化する。 

３）地化学反応を考
慮した広域地下
水流動解析手法
を確立し実用化
する。 

 

（目標） 
砂泥互層を対象にした

地質モデリング手法を確
立する。 

 
（指標） 
１）長岡実証試験サイト

（以下、長岡）のデー
タを参考にしながら、
砂泥互層地質モデリ
ング手法を確立する。 

２）貯留層の不均質性に
よるCO2分布への影響
を評価するため、長岡
を対象にした貯留性
能評価手法を確立す
る。 

３）CCS サイトにおける
広域地下水流動解析
に必要なデータ、およ
びその収集方法を調
査し、情報を整理す
る。 

 

CCS 事業におい
ては、限られた地
質情報を用いて、
我が国特有の地質
特性を反映した地
質モデルを構築す
る手法が必要であ
る。 
 また、我が国で
主流となる沿岸域
帯水層貯留におい
ては、陸域の豊富
な地下水データを
基にして、海域を
含めた広域地下水
流動解析手法を確
立する必要があ
る。 
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要素技術 目標・指標 
（事後評価時点） 

目標・指標 
（中間評価時点） 

設定理由 
・根拠等 

２
．
貯
留
層
内
のC

O
2

挙
動
解
析 

① 長 期
挙 動 予
測 手 法
の開発 

（目標） 
 我が国特有の地質
条件に対応したCO2
長期挙動予測シミュ
レーション技術を実
用化する。 
 
（指標） 
地化学反応を考慮
した長期挙動予測
シミュレーション
手法を実用化す
る。 

 

（目標） 
 長期挙動予測に必要な
シミュレーション手法の
要素技術の検討および高
精度化を進め、手法を確
立する。 
 
（指標） 
１）長岡実証試験サイト
において温度・圧力モ
ニタリング、物理検層
を実施し、長期挙動予
測のための現場データ
として活用する。 

２）物理検層等の現場デ
ータ解釈のために、コ
ア試料内のCO2分布状
況を可視化し、岩石物
性との関係を明らかに
する。 

３）長岡実証試験サイト
における貯留層流体分
析により、CO2トラッ
プメカニズムを明らか
にする。その結果をシ
ミュレーションに反映
させることにより、
CO2地中貯留の長期安
全性を評価する。 

 

 CCS事業を進め
るにあたっては、
地下深部の帯水層
に圧入されたCO2
が長期に渡って安
全に貯留層に留ま
っていることを経
済的合理性をもっ
て監視するため、
長期的な予測技術
を実用化する必要
がある。 
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要素技術 目標・指標 
（事後評価時点） 

目標・指標 
（中間評価時点） 

設定理由 
・根拠等 

 ② CO2
挙 動 モ
ニ タ リ
ン グ 手
法 の 開
発 

（目標） 
 我が国に適応した
CO2挙動モニタリン
グ手法を実用化す
る。 
 
（指標） 
１）常設型 OBC シス

テムによる沿岸域
モニタリング手法
を実用化する。 

２）CO2圧入に伴う微
小振動発生に関す
る評価手法を確立
し、観測システム
を構築する。 

３）データ取得のた
めの信号源を要す
る弾性波探査に対
し、それを補完す
るための受動的信
号を用いた多面的
モニタリング手法
を確立する。 

４）光ファイバーに
よる埋設型地盤変
形監視システムを
実用化する。 

５）ジオメカニクス
を考慮した岩石力
学―流体流動連成
シミュレーション
手法を確立する。 

 

（目標） 
 我が国に適応したCO2
挙動モニタリング手法を
実用化するための要素技
術開発および現場試験に
よる実証、改良を行う。 
 
（指標） 
１）常設型 OBC システム
による実海域試験を実
施し、実用化に向けた
課題抽出、改良を行う。 

２）CO2圧入に伴う微小
振動観測システムの基
本技術を確立するた
め、地表観測システム
による現場試験を実施
し、実用化への課題を
抽出し、改良を行う。 

３）CO2地中貯留に適し
た受動的信号を用いる
モニタリング手法を選
定し、海外のCO2圧入
サイトで事前検証す
る。 

４）埋設型光ファイバー
による地盤変形監視シ
ステム構築に向けて、
岩石コア試料を用いて
試料変形等の基本測定
技術と変形解析技術を
確立する。 

５）軟質岩盤からなるナ
チュラル・アナログ研
究地域の地質モデルを
構築し、適応する岩石
物性下で岩石力学―流
体流動連成シミュレー
タの作動を確認する。 

 

 CCS事業を進め
るにあたっては、
地下深部の帯水層
に圧入されたCO2
が長期に渡って安
全に貯留層に留ま
っていることを確
認し、継続的に監
視していく必要が
ある。 
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要素技術 目標・指標 
（事後評価時点） 

目標・指標 
（中間評価時点） 

設定理由 
・根拠等 

３
．
貯
留
層
外
部
へ
のC

O
2

移
行
解
析 

① CO2
移行に
関する
安全性
評価手
法の開
発 

（目標） 
貯留層から海底に

至るまでの移行につ
いて移行経路をモデ
ル化し、移行シミュ
レーション技術を実
用化する。 

 
（指標） 
１）移行経路をモデ
ル化する技術を実
用化する。 

２）底質や流況等を
考慮したCO2移行
シミュレーション
手法を実用化す
る。 
 

（目標） 
貯留層外部へのCO2移

行の要因を分析し主要な
原因を抽出する。断層に
関する移行経路のモデル
手法を調査する。 

 
（指標） 
１）貯留層外部へのCO2
移行の要因を分析し客観
的に主要な要因を抽出す
る。 
２）要因と考えられる断
層について移行経路のモ
デル手法を調査する。 

沿岸域帯水層貯
留における安全の
確保のためには、
貯留層内のCO2の
移行に関してその
経路および移行量
を予測する手法が
必要である。 

② 海 域
環 境 影
響 評 価
手 法 の
開発 
 
 

（目標） 
上記シミュレーシ

ョンに基づいて予測
した移行CO2に対し
て、海域環境影響評
価手法を実用化する
。 

 
（指標） 
潜在的移行経路か
ら海底付近に到達
するCO2を対象と
して、浅部地層を
含む海底および海
中における効率的
なCO2モニタリン
グ手法、海底生態
系へのCO2影響評
価手法を確立す
る。 

 

（目標） 
CO2の海域環境影響評

価手法を設計し、生物影
響データベースを構築す
る。さらに、生態系機能
の監視を可能とするバイ
オロジカルモニタリング
手法の基盤技術を構築す
る。 
 

（指標） 
１）生物影響データベー
スを構築する。 

２）微生物活性を応用し
たバイオロジカルモニ
タリング手法に関する
基盤技術を構築する。 

海底下貯留の実
施にあたっては、
上記シミュレーシ
ョン手法とあわせ
て、移行CO2が海
底の生態系にどの
程度影響を与える
のかを評価する手
法、および移行
CO2を計測、監視
する手法が必要で
ある。 
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II．CCS 推進基盤の確立 

要素技術 目標・指標 
（事後評価時点） 

目標・指標 
（中間評価時点） 

設定理由 
・根拠等 

  （目標） 
CCS 事業の推進に

資するために開発し
た手法、技術の集大
成として CCS 技術事
例集の作成を行う。
海外展開に向けた国
際連携の強化を図
る。 

 
（指標） 
１）長岡実証試験お
よび個別技術開発
項目に関する技術
事例集を作成す
る。 

２）国際標準化活動
への取組みや国際
機関との連携強化
により、我が国の
CCS 関連企業の国
際展開に関する環
境を整備する。 

（目標） 
国内外のCCS関連機関

との連携、海外の最新動
向調査、理解促進活動を
通じて、安全性・信頼性
の構築に資する推進基盤
を整備する。 
 

（指標） 
１）国内外の CCS 関連組
織と連携を取りなが
ら、技術動向、政策動
向に関する最新情報を
収集する。 

２）ワークショップ等を
開催し、研究活動の内
容や成果を社会・国民
に対して説明する活動
に取り組み、CCS の理
解促進を図る。 

３）CCS 導入の際に必要
となる、経済性、技術
的有効性、社会受容性
等について総合的に評
価し、CCS 実用化の可
能性を検討する。 

 
 
 
 
 
 
 

CCS 実用化のた
めには、着実な技
術開発とともに、
CCS を推進する基
盤を確立し、社会
的な信頼性を確保
する必要がある。 
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３．成果、目標の達成度 
３-１ 成果 

３－１－１ 全体成果 
 
本事業では我が国の地質的・社会的特性に適したCO2地中貯留の安全性評価に

関する技術開発を目指して、個別の要素技術ごとに最終目標および中間目標を

設定して研究開発を進めている。 
貯留性能評価手法開発では、石油天然ガス開発に比べて坑井データが少なく

地質情報が限られる CCS 特有の制約のもと、長岡サイトで反射法弾性波探査デ

ータを基に地質モデルを作成し、我が国の地質特性を考慮した不均質性に富む

複雑な貯留層の地質モデルの構築手法を確立した。 
貯留層内のCO2挙動解析では、TOUGH2 によるCO2挙動予測シミュレーション

を実施し、長岡サイトの物理検層、流体採取・分析等のモニタリング結果を解

析し、長期挙動予測シミュレーションの高精度化に必要な知見を提供できた。

海域帯水層貯留のCO2挙動モニタリングに適した常設型OBCを導入し、実海域の

観測実験より潮汐等のノイズ処理方法を検討し、大規模実証試験サイトの反射

法弾性波探査に利用されることが決まった。また、常設型OBCは圧入サイトの

微小振動や自然地震の観測にも活用できるものである。CO2圧入に伴う微小振動

の観測については、米国の大規模CO2圧入サイトの地表浅部に観測システムを設

置し、CO2圧入と微小振動との関連性を調査している。また、光ファイバーを用

いて地層変形を検出できることを室内実験により確認した。CO2注入後に生じる

ひずみの変化を測定できることから、岩石内を移動するCO2フロントを検出する

ことができ、CO2漏洩モニタリングへの適用が期待される。これらの技術につい

ては、特許を１件出願している。 
貯留層外へのCO2移行解析ではCO2移行シナリオを抽出し、その中から断層に

関する移行経路のモデル手法を調査した。さらに、文献調査を基に海洋生物影

響データベースの構築・整備を行った。また、海洋微生物のアンモニア酸化活

性を指標とするモニタリング手法について基盤技術を確立した。 
CCS の技術動向、政策動向をとりまとめ、CCS データベースとして整理、構

築した。CCS に対する安全性や信頼性構築のため、テクニカルワークショップ

等を開催し、技術交流、CCS への理解促進を図った。 
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３－１－２ 個別要素技術成果 
 

Ⅰ 安全性評価手法の開発 

 

1．貯留性能評価手法の開発 

(1) 地質モデルの構築 

CCSにおいて地質モデルを構築する際、石油天然ガス開発分野に比べて調査

井の数が限られているため必要な地質情報が少ない。しかし、サイトの計画段

階から貯留層に圧入したCO2挙動の予測シミュレーションが求められており、

地質モデルの精度がCO2圧入の全体計画に大きく影響する。このため、少ない

地質情報を基に可能な限り精度の高い地質モデルを構築することが課題とな

っている。 

我が国においては地質構造が複雑で、貯留層の不均質性も著しいことから、

地質モデル構築にあたって課題が多い。このため、本事業では我が国初のCO2

圧入実証試験が行われた長岡サイトを例に地質モデルを作成し、CCSにおける

地質モデリングに関する知見を得た。 

 
①  少ない地質情報による地質モデル構築 
地質モデルをCO2挙動予測シミュレーションに提供するためには地質構造だ

けでなく、地層の孔隙率、浸透率などの物性を与える必要がある。物性値の取

得には調査井掘削時に採取されたコア試料の室内実験や坑井を利用した物理検

層が必要である。限られた坑井の物性情報から反射法弾性波探査への展開方法

としてGDI(Geology-Driven Integration Tool)解析技術が利用されている。 
GDI は石油天然ガス埋蔵量の推定を行うために開発された技術であり、本事

業では、長岡サイトにおいて GDI 解析より反射法弾性波探査エリアで（2km×

2km）の地質モデルの構築を実施した。 
まず、既存坑井の調査結果や地質文献資料より岩相の層厚、音波速度、孔隙

率など諸パラメータを含む地質統合モデルを作成し、これらパラメータの確率

分布と相関係数を拘束条件にしてモンテカルロ法によって疑似坑井を作成する。 
次に、反射法弾性波探査結果の属性（サイスミックアトリビュート）と坑井

の地質、物性の関係を人工ニューラルネットワークによって関係づけて反射法

弾性波探査のエリアに地質、岩石物性を側方展開する。 
以上のような手順で、長岡サイトの地質モデルを作成した。図 3.I.1-1 に示す。

この図は貯留層 Ic 上面における孔隙率の３次元分布（2km×2km）を表しており、

孔隙率の高い部分が偏在していることがわかる。 
作成した地質モデルの検証のため、図 3.I.1-2 に拡大した孔隙率分布とCO2流

動シミュレーションの結果とを重ね合わせ比較した。流動シミュレーションよ

り得たCO2の分布域とGDIによって推定された高い孔隙率の部分（青部）が良く
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整合している。 
GDI 解析によって得られた圧入坑井近傍の 2km×2km の情報に周辺の坑井の

情報を加えて地球統計学的手法を用いて貯留層（Zone2）上面の浸透率分布を求

めた。図 3.I.1-3 に示す。 
 

Predicted Porosity Distribution

Horizon slice (Ic top)

Crossline

Inline

N Line Interval: 10 m

700ms

1300ms

 
 
図 3.I.1-1 GDI 解析によって得られた貯留層 Ic 上面における孔隙率の分布図 
 

 
図 3.I.1-2 Ic層上面における孔隙率分布とCO2分布の比較 

OB-2 

IW-1 

N 

CO2分布域 
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OB-3 

>30% 
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図 3.I.1-3 Zone2 上面の浸透率分布（10ｋｍ×10ｋｍ） 

 

② CO2分布に及ぼす不均質貯留層の影響 

図 3.I.1-4 は貯留層堆積物の粒径分布、CO2圧入の寄与率、比抵抗検層におい

て検出されたCO2分布の関係を示している。 
超臨界CO2が分布する高い比抵抗の領域では、堆積物の粒径のばらつきが少な

く圧入寄与率も高い。これに対し、地層水への超臨界CO2の溶解により比抵抗が

低くなった領域では、粒径のばらつきがやや大きいものの、圧入寄与率はやや

高い。 
一方、これらの領域の境界となっている薄層では、堆積物の粒径のばらつき

が大きく、粘土粒子が含まれている。粘土のような微細粒子は堆積物の浸透性

を大きく低下させる。このような薄層がCO2の移動を妨げるバリアとなっている。 

１0md 

１md 

100ｍｄ 

10km 

圧入坑井近傍 
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図 3.I.1-4 観測坑井OB-2 近傍のCO2分布と貯留層堆積物の粒径の関係 

 
③  坑井内弾性波探査（VSP） 
VSP は坑井内に受振器を設置し、地表で発振したときの反射波を取得するこ

とから反射法弾性波探査と物理検層や地質情報などの坑井データとの対比を行

うことができる。反射法弾性波探査と坑井データを利用した長岡サイトの地質

モデリングに利用した。 
反射法弾性波探査では基本的に時間断面だけが結果として得られる。坑井デ

ータとの対比のために深度に変換するには弾性波速度に加えて反射時間のタイ

ムシフト量が必要である。 
長岡サイトでは、反射法弾性波探査と VSP 結果を比較して-28msec のタイム

シフトが必要であることがわかった。タイムシフト前後の反射法弾性波探査と

VSP の比較結果を図 3.I.1-5 に示す。また、貯留層近くの比較結果を拡大したも

のを図 3.I.1-6 に示す。タイムシフト後(右図)のほうが両者は良い対応をしている。

地質モデリングにあたっては-28msec のタイムシフト後の反射法弾性波探査結

果を用いた。 
 



 27 

OB-2
VSP

OB-2
VSP

VSP Synthetic 3D seismic IL82 (time shift = 0 ms) 3D seismic IL82 (time shift = -28 ms)

    

WNW ESE WNW ESE

2000
m  

図 3.I.1-5  VSP 結果（OB-2 坑井）との対比による反射法弾性波探査データ

のシフト補正。左：補正前；右：-28ms のタイムシフト適用後 
 

 
図 3.I.1-6 図 3.I.1-5 の貯留層近傍の拡大図 左：補正前；右：-28ms のタイム

シフト適用後 
 
次に、音波検層と密度検層の結果を基に合成地震波を作成し、VSP実測結果と

比較検討した。図 3.I.1-7において合成地震波とVSP実測波形はよく対応してい

る。また、CO2圧入前後の反射波の比較を、合成地震波を用いて行った。（図

3.I.1-8）。合成地震波の使用は長岡では圧入前にVSP探査を行っていないためで

ある。圧入後の貯留層付近の反射波の振幅が大きくなっており、これはCO2の圧

入によって弾性波速度が低下し、音響インピーダンスのコントラストが大きく

なったためである。これによりCO2挙動モニタリングに関するVSP探査の有効性

が確認できた。 
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図 3.I.1-7 物理検層結果より得た合成地震波と VSP 実測波形との対比 
 

 
図 3.I.1-8  CO2圧入前後の合成地震波(反射波)の比較 
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④ 砂泥互層での鉱物固定プロセスの実験的研究 

本事業では、砂泥互層を構成する砂岩中で主要な鉱物である斜長石および方

解石に注目し、塩水（NaCl-H2O）と超臨界CO2存在下での溶解挙動を実験的に

研究した。CO2貯留層条件下で反応させ、溶解量を測定した。また、反応状態を

直接観察できるよう、超臨界CO2－塩水系を維持した実験システムをあらたに構

築した。（図 3.I.1-9）。 

 

 

図 3.I.1-9 超臨界CO2－水－鉱物反応実験および観察システム 
 

一連の反応実験の結果、溶解速度は溶液（すなわちCO2を溶解した塩水地層水）

に溶存する灰長石由来の成分濃度（飽和度、⊿Gr）に依存し、両者の関係はこ

れまで知られていなかった関数形にあることが分かった（図 3.I.1-10）。従来の説

よりも比較的低い飽和度（灰長石の溶解が進んでいない状態）においても徐々

に溶解が進まなくなるパターンを示した。反応後鉱物の表面観察を行って、「エ

ッチピット」と呼ばれる、鉱物全体の溶解の始点である微小な窪みの形成状況

が、溶解度と関係することが分かった。このような効果は現在の地化学シミュ

レーションに組み込まれておらず、シミュレータ中の溶解速度式の改良が今後

必要であることを示している。 
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図 3.I.1-10 灰長石溶解速度と飽和度（⊿Gr）との関係。 

 

鉱物固定の本質である炭酸塩鉱物の沈殿条件を求める実験的研究を実施した。

研究対象の鉱物には、CO2地中貯留の鉱物固定において最も重要な炭酸塩鉱物で

ある方解石（CaCO3）を選定した。実験手法は灰長石の溶解実験にならい、試験

材料鉱物を割って得られる平坦面の半面をマスクしたうえで溶液につけ、マス

クした部分と反応させた部分での表面の段差から成長量（すなわち鉱物固定量）

を見積もる方法によった。 

実験は炭酸塩沈殿物の形成が確認されている国内の炭酸泉・重炭酸泉温泉に

て行った。種結晶をセットした結晶成長実験器材を貯湯場に沈めて、短時間（24
時間）もしくは長期間（1 カ月前後）沈殿反応を起こさせ，その間の一定時間ご

とに試料を順次回収して、試料表面を計測し、カルサイト（方解石）の成長を

観察した（図 3.I.1-11）。図 3.I.1-12 にカルサイトの成長速度を示す。横軸は飽和

指数と呼ばれるパラメータで溶液が鉱物に対してどれだけ過飽和（あるいは未

飽和）であるかを示す指標である。成長速度は飽和度に依存しており、大きく

なると増加傾向にあることがわかる。 
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          a                 b                  c 

 

図 3.I.1-11 群馬県磯部温泉での短時間現場実験における炭酸塩鉱物方解石

（カルサイト）表面の変化。a) 反応前と 2 時間後の比較、b) 反応前と 4 時間後

の比較、c) 反応前と 7 時間後の比較。方解石（カルサイト）の顕著な成長が認

められた。 

10-9

10-8

10-7

10-6

10-5

10-4

0 1 2 3G
ro

w
th

 ra
te

 (m
ol

 m
-2

 s
-1

)

log Ω
 

図 3.I.1-12 溶液の飽和指数とカルサイトの成長速度の関係 
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(2) 地下水流動解析手法の開発 
① CO2地中貯留と地下水流動解析の関係 
本事業では、CCS 実用化に備えて、広域地下水流動解析に必要な水理地質モ

デル構築手法や広域地下水流動解析の手法を調査し、我が国の沿岸域帯水層貯

留における広域地下水流動解析手法を検討している。CCS における広域地下水

流動解析について、海外プロジェクトの事例、マニュアルやガイドラインに含

まれる地下水関連の記載を調査した。 

表 3.I.1-1 は米国、欧州および我が国の地下水関連の技術情報を示している。 
 

表 3.I.1-1 マニュアルやガイドライン等における地下水関連技術情報 

資料名 技術情報

CCS実証事業の安全な実施にあ
たって（経済産業省, 2009）

・広域モデルにおける地下水流動の考慮。

・検討が必要な環境影響評価項目

-水質（浅層の地下水）：pH、HCO3
－、汚れ、濁り、水温、有害物質濃度

・坑井掘削にあたり、貯留層より浅層の飲料水、工業用水等の淡水地下水層保護を考

慮したケーシング計画を策定することを規定。

・可能な限り監視すべき事項：地下水の化学的特性

・異常事態における影響として、地下水へのCO2漏出が含まれている。

UICプログラムにおける関連規則
（US-EPA、2011）

・CO2地中貯留は安全飲料水法に基づく地下圧入管理(UIC)プログラムにより規制され
ている。選定から廃棄までに必要な要件が詳細に規定されている。

・許可必要情報：当該地域におけるすべての地下飲料水源、地下水井戸、湧水の位置
や地下水流動データ、地化学的基本データ

・建設要件：ケーシング・セメント等資機材の品質管理、セメント品質の検証、機械
的完全性の証明

・モニタリング要件：地下水水質、貯留層より上層での地化学的変化、地上でのガ
ス・土壌監視

EU指令（EU, 2009） 付属書Ⅰにおいて、地下水に関する考慮事項を提示。下記ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ１に反映。

EUガイダンスドキュメント１
（EU、2011)

地元地域、住民の健康・安全・環境へのリスクおよびハザードの一つとして、地下水
が取り上げており、CO2漏洩による地下水の潜在的汚染の影響を示し、地下水モニタ
リングの必要性を述べている。

CO2QUALSTORE（DNV、
2010）

他の天然資源が存在しており、それがCO2 貯留操業によって損なわれる可能性がある
サイトについては、慎重かつ思慮深い調整がおこなわれるべきとしている。

資料名 技術情報

CCS実証事業の安全な実施にあ
たって（経済産業省, 2009）

・広域モデルにおける地下水流動の考慮。

・検討が必要な環境影響評価項目

-水質（浅層の地下水）：pH、HCO3
－、汚れ、濁り、水温、有害物質濃度

・坑井掘削にあたり、貯留層より浅層の飲料水、工業用水等の淡水地下水層保護を考

慮したケーシング計画を策定することを規定。

・可能な限り監視すべき事項：地下水の化学的特性

・異常事態における影響として、地下水へのCO2漏出が含まれている。

UICプログラムにおける関連規則
（US-EPA、2011）

・CO2地中貯留は安全飲料水法に基づく地下圧入管理(UIC)プログラムにより規制され
ている。選定から廃棄までに必要な要件が詳細に規定されている。

・許可必要情報：当該地域におけるすべての地下飲料水源、地下水井戸、湧水の位置
や地下水流動データ、地化学的基本データ

・建設要件：ケーシング・セメント等資機材の品質管理、セメント品質の検証、機械
的完全性の証明

・モニタリング要件：地下水水質、貯留層より上層での地化学的変化、地上でのガ
ス・土壌監視

EU指令（EU, 2009） 付属書Ⅰにおいて、地下水に関する考慮事項を提示。下記ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ１に反映。

EUガイダンスドキュメント１
（EU、2011)

地元地域、住民の健康・安全・環境へのリスクおよびハザードの一つとして、地下水
が取り上げており、CO2漏洩による地下水の潜在的汚染の影響を示し、地下水モニタ
リングの必要性を述べている。

CO2QUALSTORE（DNV、
2010）

他の天然資源が存在しており、それがCO2 貯留操業によって損なわれる可能性がある
サイトについては、慎重かつ思慮深い調整がおこなわれるべきとしている。  

 
近年では、高レベル放射性廃棄物の地層処分に関連して、広域地下水流動評

価のための様々な基盤研究が進んでいる。これらの研究を総括的にまとめた事

例として、財団法人産業創造研究所の「地下水流動調査（平成 10～13 年度）」

が挙げられる。この調査では、主に堆積軟岩が分布する沿岸地域を対象とし、

文献調査・ボーリング調査・物理探査・水質分析・地下水流動数値解析手法調

査等を行い、地下水の賦存状況を総合的に評価している。 
また、一般的な事例として、経済産業省が行なってきた地質環境評価技術高

度化調査は、淡水域（陸域）・結晶質岩と塩・淡水域（沿岸域）・堆積岩とい

う日本における代表的な地質環境に対する調査システムフローを構築してきた。 
沿岸域の地下水環境を把握するための調査はこれまで実施例が少なく、調査

結果も不確定要素が大きいため、多様な現地調査、物理探査、室内試験・分析

結果等を組み合わせて総合的に判断する必要がある。 

を 
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既存の研究事例を基に、CCS 実証事業時の沿岸域・海底下地下水流動評価に

特徴的な課題は以下のとおりである。 
・ 沿岸域を包括する広範な地下水流動評価のためには、海水濃度や地熱温

度を考慮した密度流としての地下水流動を考える必要がある。選択すべ

き数値解析モデルとしては、SEAWAT・TOUGH2・GETFLOWS・FEFLOW 
などの物質輸送・熱輸送が取り扱えるものが望ましい。 

・ 沿岸域海底下に淡水性地下水が流出する現象が各地で多数確認されてお

り、塩淡境界の末端位置（海底地下水湧出の位置）が海域に現れる可能

性が高いことが示唆される。この塩淡境界付近は陸域地下水及び海域地

下水の流出口となっている可能性があり、注意する必要がある。 
・ 海底下地下水の塩分濃度や地下水年代は深度に依存せず、長期間の地下

水流動系の変化を通して、複雑な流動・賦存状況を形成しているものと

考えられる。圧入地点の地下水の停滞性を確認するため、圧入ボーリン

グ地点の溶存イオン濃度分析や同位体分析等の水質分析を実施すること

が望まれる。 
・ 沿岸域・海底下地下水流動に係わる研究事例が少ないため、沿岸域帯水

層の流動パラメータの不確実性は非常に高い。数値解析実施時には、不

確実性を踏まえて多数の感度解析を実施する必要がある。 
・ CO2は圧力・温度によって存在形態が異なり、かつ、圧力・濃度・塩分濃

度によって溶解度が変わってくる。より信頼性の高いモデルを構築する

ために、広域地下水流動シミュレーションによってこれらの要素を算出

することで、詳細CO2挙動予測シミュレーションの初期条件として利用す

ることができる。 
国内において地下水流動解析の指針やガイドラインは整備されていないため、

解析範囲の設定や解析モデルの作成、境界条件の設定等で担当者の技術的な判

断が必要とされる。CCS 実証実験の目的を踏まえて、留意点について、表 3.I.1-2 
のとおり整理した。 

 



 34 

表 3.I.1-2 CCS 実証実験における広域地下水流動解析時の留意点 

設定方法 留意点 

解析手法 ・ 井戸への揚水、注水は三次元的な流れのため、軸対

象解析、準三次元解析もしくは三次元解析が望まし

い。 
水平方向解析範囲 ・ 山側は降水の涵養源を規定するため、山岳部の分水

嶺（＝流域境界）までとする。 
・ 海側は感度解析や影響範囲の算出などにより、CO2

圧入の影響が解析結果に現れないように十分広い範

囲を設定する。 
鉛直方向解析範囲 ・ 我が国では水理地質的には鮮新世以前の地層は不透

水性基盤として扱う場合が多いが、地域によっては

中新世の砂岩などが帯水層として存在する場合もあ

るため、新第三紀より上位の地層を対象とする。 
・ 超臨界状態のCO2は浮力を持つため、圧入層より上位

をモデル化対象とする。 
・ 圧入層の下位に圧入層より透水性の高い層が存在す

る場合は、対象とする場合がある。 
解析メッシュ ・ データの整備状況から、1km メッシュ程度とする。 

・ 圧入井周辺の詳細な変動を捉える場合は、10m メッ

シュ程度とする場合がある。 
・ クーラン数、セルアスペクト数に留意し、数値解析

上の安定性に留意する。 
初期条件 ・ 解析実施時の初期条件は、十分な期間の計算を実施

した後の定常流（水頭、濃度、水温等）を使用する

必要がある。 
 
また、化学反応による影響検討が報告されており。表 3.I.1-3 は、地下水への

影響について地化学的見地から整理したものである。 
 

表 3.I.1-3 地化学反応を考慮した地下水流動解析事例 
文献 目的 モデル・コード 検討プロセス 解析結果 

Zheng et al, 
2009a 

砂岩塩水層へのCO2の

圧入後の鉛とヒ素の検

出可能性 
. 

反応輸送シミュレーシ

ョン: 2 次元シミュレー

ション(TOUGH 
REACT) 
 

表面錯体形成反応を考 
慮。 
感度解析(吸着/脱着, 
表面サイト, 平衡定数) 

幾つかのケースでは、

ヒ素は最大許容濃度

(MCL)を超えるが、鉛は

超えない。 

Zheng et al., 
2009b 

浅部地下水へのCO2の

移行に伴う鉛とヒ素の

検出可能性 

反応輸送シミュレーシ

ョン：2 次元および 3 次

元シミュレーション
(TOUGH REACT) 

水文学的および地球化

学的状態の感度解析 
吸着/脱着を考慮 

ヒ素と鉛が検出、ただ

し MCL 以下である。 

Carroll et al., 
2009 

帯水層中でのCO2の輸

送と検出 
NUFT 並列計算コード 
(3D)を用いた反応流お

よび輸送の計算 

地下水流動とCO2輸送

速度に対する感度解析 
天然水の変動範囲内で

の pH の変化が見られ

る。 
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文献 目的 モデル・コード 検討プロセス 解析結果 
Apps et al., 
2010 

米国の飲料水資源とし

て利用される帯水層へ

のCO2移行に対する、水

質変化の体系的評価 
 

地球化学コード：EQ3 
熱力学データベース：
SUPCRT  

表面錯体形成反応を考

慮。 
 
 

バリウムと亜鉛は少し

影響を受け、MCL に接

近するか、あるいはそ

れを超える可能性があ

る。ヒ素 と Pb の著し

い増加が見られ、MCL 
に近づく。 

Wang and 
Jaffe, 2004 

CO2圧入による飲料水

中の鉱物の分解、溶出

挙動 

MinteqA2 モデル +輸送

モジュールを用いた数

値シミュレーション 

単純化した初期仮説の

下で解析 
pHに敏感な鉛の溶出が

見られる。 

Moore et al, 
2005 

CO2の長期貯留時の鉱

物学的および地球化学

的な挙動予測 
 
 

LLNL 熱力学データベ

ース（Geochemist  
Workbench）を利用 

水-岩石相互作用と反

応過程 
炭酸塩セメントの溶解

が見られる。 

Wilkin and 
Digiulio, 2010 

鉱物学的構造変化を伴

う帯水層へのCO2漏洩

の影響 

LLNL 熱力学データベ

ース（Geochemist 
Workbench）を利用 
 

反応経路と動力学モデ

ル 
CO2の漏洩は、低pHに

よりCO2(aq)の増加を

誘発する。そのためFe
水酸化物の溶解が進

む。 
Xu et al.,2010 Frio-Pilot の高透過率砂

岩における反応輸送モ

デリング。 

反応輸送シミュレーシ

ョン: 1D ラジアル
(TOUGH REACT) 

鉄溶出に関する動的モ

デル 
実サイトにおける重金

属の挙動、吸着部位の

特定、これらの運動力

学および熱力学は十分

理解されていない。 
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２． 貯留層内のCO2挙動解析 
(1) 長期挙動予測手法の開発 
長岡サイトでは、圧入後 6 年以上経過した現在も各種モニタリングを行って

いる。地中でのCO2トラップメカニズムとして、構造トラップ、残留ガストラッ

プ、溶解トラップ、鉱物固定が挙げられており、長岡ではこのようなトラップ

メカニズムがすべて確認できる。以下に示すように、物理検層では、CO2移動に

伴うインビビション（水の浸潤、吸水）過程が観測でき、残留ガストラップを

確認できた。貯留層からの流体サンプリングでは化学分析を通じて地層水への

CO2溶解や地化学反応による鉱物溶解の確認、鉱物固定の示唆を得ることができ

た。 

 

① CO2挙動の継続モニタリング 
a. 物理検層 

CO2飽和度が一番変化の大きかった深度（OB-2 で 1,116.0m、OB-4 で 1,090.1m）

の各検層結果の経時変化を図 3.I.2-1 および図 3.I.2-2 に示す。 
OB-2 ではCO2圧入終了後、飽和度が最大になった後減少に転じ、その後は徐々

に減少していき、一定値に漸近していくように見える。このことからOB-2 では

インビビション過程が進行していると考えられ、漸近値は圧入対象層Zone2 の残

留CO2トラップ量を示していると考えられる。一方、OB-4 では、圧入停止後、

飽和度が最大となったあと、その後一時減少したが、CO2飽和度は高いレベルに

ある。 

この違いは、圧入井と観測井の深度の違いによって生じていると考えられる。

CO2を圧入した貯留層は圧入対象領域において 15 度の傾きがあり、同じ地層面

がOB-2、IW-1、OB-4 の順に深度が浅くなっていく。OB-2 では圧入停止後、OB-2
より深部にあったCO2が浮力によって上昇していき、インビビション過程が進行

していると考えられる。一方OB-4 では、圧入停止後もより深部のCO2が移動し

てきていると考えられ、まだ残留CO2トラップ量よりも過剰な超臨界CO2が存在

し、CO2飽和度が高い状態にあると考えられる。 
この状況をCO2挙動シミュレーションで確認した結果を図 3.I.2-3 に示す。圧

入停止後、OB-2周辺のCO2飽和度は浮力により低下してきているのに対し、OB-4
周辺では深部のCO2が上昇してきた影響で、CO2飽和度が高い状態になってきて

いることがわかる。 
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図 3.I.2-1  OB-2 の深度 1,116 m における P 波速度（Vp）、 
比抵抗（ρ）、CO2飽和度（SCO2）の経時変化 

 

 

図 3.I.2-2 OB-4 の深度 1,091 m における P 波速度（Vp）、 
CO2飽和度（SCO2）の経時変化 
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    図 3.I.2-3  CO2流動シミュレーションにより得た超臨界CO2分布の経時変

化 
 

b. 坑井間弾性波トモグラフィ 
坑井間弾性波トモグラフィは、探査対象を取り囲むように配置した複数の坑

井で測定を実施し、坑井間の速度分布を面的に把握できる。CCSサイトでは坑井

間の速度分布を経時的に調べることにより、圧入されたCO2の分布を速度低下域

として把握することが可能である。長岡サイトでは圧入したCO2の挙動を経時的

に、繰り返し坑井間弾性波トモグラフィによって調べた。 
図 3.I.2-4 に長岡サイトにおける坑井配置図を示す。圧入坑井（IW-1）を取り

囲むように 3 本の観測坑井（OB-2,OB-3,OB-4）が配置されている。実施時期を

圧入量とともに図 3.I.2-5 に示す。 

 

0 -100 100m 

100m 

0 

-100 

OB-2 

OB-4 
OB-3 

OB-2 OB-4 
断

面

図 

上

面

図 

圧入後 2 年 （730 日後） 圧入後 4 年 （1460 日後） 
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図 3.I.2-4 坑井配置図 

 

 
図 3.I.2-5 CO2圧入量と弾性波トモグラフィ実施時期 

 
弾性波トモグラフィの測定は、ベースライン測定を含めて 8 回実施している。

CO2圧入前のベースライン測定(BLS)、CO2圧入中の約 3,200t、約 6,200tおよび約

8,900tの各段階でモニタリング測定(MS1～MS3)を実施し、圧入量約 10,400tで終

了した直後(MS4)および圧入後 9 ヵ月後、2 年 9 ヵ月後および 5 年 9 ヵ月後(MS5
～MS7)にそれぞれ実施している。今回の評価期間（平成 21 年度から 23 年度）

中に実施したものはMS7 である。 
図3.I.2-6に圧入中の測定であるMS1からMS4までの速度変化率断面を示す。

全ての結果において、圧入位置を中心に速度低下域が認められる。 
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MS1 は、約 3,200t圧入時に弾性波トモグラフィがCO2の分布を速度低下域とし

て捉えている。MS2 では、速度低下域の断面左上方への広がりが認められる。

MS3 以降は分布域の変化がほとんど観測されていない。（図 3.I.2-7, 図 3.I.2-8） 

また、圧入されたCO2はキャップロックを透過して漏洩することなく，安全に

貯留されていることが明らかになった。 

MS1 MS2

MS3 MS4
IW-1(圧入坑)

OB-3坑 OB-2坑

IW-1(圧入坑)

OB-3坑 OB-2坑

IW-1(圧入坑)

OB-3坑 OB-2坑

IW-1(圧入坑)

OB-3坑 OB-2坑

 
 図 3.I.2-6  MS1 から MS4 における速度変化率(OB-2/OB-3 断面) 
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IW-1(圧入坑)

OB-3坑 OB-2坑

MS4 IW-1(圧入坑)

OB-3坑 OB-2坑

MS5 IW-1(圧入坑)

OB-3坑 OB-2坑

MS6

 
図 3.I.2-7  MS4 から MS6 における速度変化率(OB-2/OB-3 断面) 

 

 
図 3.I.2-8 MS7 における速度変化率（OB-2/OB-3 断面） 

距 離
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② 貯留層流体採取分析結果 
観測井OB-2 を利用して、貯留層から流体を採取・分析し、CO2溶解を確認す

るとともに、流体分析より地化学反応の結果を調べた。流体採取はH23 年度（圧

入終了後 8.3 年経過）とH17 年度（圧入終了後 2.4 年経過）の計 2 回行っている。 
図 3.I.2-9 に 2 回の流体サンプリングの深度を示す。 

 

 
図 3.I.2-9 観測井 OB-2 における流体採取ポイント 

○：H17 年度流体採取深度(1,108.6m, 1,114.0m, 1,118.0m) 
●：H23 年度流体採取深度(1,112.0m, 1,118.0m, 1,119.5m) 

 
H23 年度の流体採取では、溶解トラップ量や鉱物固定ポテンシャルを評価す

るために、フリーCO2分布域での流体採取は行わず、比抵抗低下領域の 3 深度か

ら流体を採取した。 
図 3.I.2-10 に採取した各深度における陽イオンの濃度を示す。CO2溶解水にさ

らされている期間が長かった 1118mでは、ほかの深度に比べ、鉱物の溶解量が

多かった。 
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図 3.I.2-10 各採取深度における陽イオン成分の濃度 

 
図 3.I.2-11 は深度 1118ｍにおける全炭酸とCa濃度の経年変化を示しており、

CO2濃度は時間と共に増加したが、Ca濃度は減少傾向に転じている。鉱物溶解に

より、CO2溶解水が中和されたと考えられる。 
中和反応は図 3.I.2-12 に示す高圧下で測定した流体のpHの結果にも示唆され

た。本来、CO2溶解が進んだ 1118mでは最もpHが小さくなるはずであるが、5.4
と高かった。 

 

 
 

 
図 3.I.2-11 1118ｍにおける全炭酸と Ca 濃度の経年変化 
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図 3.I.2-12 高圧下での採取による各深度での pH 

 
深度 1,118mはカルサイト(CaCO3)が沈殿できる条件にあったかどうかをみる

ために各深度における貯留層条件下でのカルサイトの飽和指数を計算し、図

3.I.2-13 に示した。飽和指数が 0 より大きいとカルサイトが沈殿できる条件にあ

り、0 より小さい場合は溶解できる条件にあることを意味する。CO2溶解量が多

かった 1,118mにおいて、鉱物の溶解およびpHの中和が進んだため、貯留層内で

CaCO3が沈殿できる条件が整っていることが明らかになった。つまり、OB-2 坑

周辺では圧入されたCO2が炭酸塩として鉱物固定される可能性が示唆された。 

 
図 3.I.2-13 各深度におけるカルサイトの飽和指数 

 
②  相対浸透率測定 
圧入されたCO2の地中での広がりを予測する流動シミュレーションでは、二つ

沈殿 溶解 

Ω(Calcite) 
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の流体が混じり合った際の相対浸透率曲線が必要である。石油や天然ガス貯留

層の生産予測あるいは二次回収量の予測のため、これまで多くの岩石について

相対浸透率曲線の計測が行われている。しかし、石油天然ガス開発分野におけ

る水—油（—ガス）系に比べ、水—超臨界CO2系の相対浸透率曲線では、信頼でき

る結果はこれまで得られていない。 
本事業では貯留層の温度・圧力条件を模した室内実験を行い、水—超臨界CO2

系の相対浸透率曲線を測定し、これによって正確な流動シミュレーションが可

能になった。従来の相対浸透率曲線の信頼性が低いのは、同じ圧力・温度条件

下で岩石試料から流出した水とCO2の混合流体を、耐圧型の気液分離装置のなか

で水とCO2に分離してそれぞれの体積を測定することができなかったことが主

な原因である。図 3.I.2-14 は本事業で開発した耐圧 25 MPa の観察窓付き気液分

離装置であり、温度調節が可能なヒーターによって計測システム全体の温度を

一定に保つようになっている。この分離装置の観察窓を介して超臨界CO2と水の

界面（液面）変化を写真撮影し、岩石試料から排出された超臨界CO2と水の体積

を正確に計測できる。 
 

 
図 3.I.2-14 観察窓付き気液分離装置．（a）全景．（b）観察窓から見た気液界

面 
 
均質なべレア砂岩と不均質な多胡砂岩を用いた水―超臨界CO2系の相対浸透

率測定結果を図 3.I.2-15、図 3.I.2-16 に示す。ベレア砂岩と多胡砂岩の測定結果

から、岩石の種類によって相対浸透率曲線が異なることが示された。ベレア砂

岩の実測値は既存式によって近似されたが、不均質な多胡砂岩の超臨界CO2の相

対浸透率実測値に合う近似はできなかった。したがって、相対浸透率を表す既

存式には適用限界が存在することが示唆された。X線CT 装置を用いると、図

3.I.2-17 のように岩石中の正確な飽和度の算出が可能となり、岩石試料内の飽和

度分布を把握しながら相対浸透率を計測することができる。 
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図 3.I.2-15 ベレア砂岩の相対浸透率．

白丸と黒丸はそれぞれ飽和水とCO2の

プロットを表す．実線と破線は，

Brooks and Corey （1966） の式を用い

てそれぞれ飽和水とCO2の実測値にフ

ィッティングさせて得られた相対浸

透率曲線である． 

図 3.I.2-16 多胡砂岩の相対浸透率．

Brooks and Corey（1966） の式から得

られたCO2の相対浸透率曲線は，実測

値にあわない． 
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図 3.I.2-17 CT画像による岩石内部のCO2と水の分布（上：初期状態、中：圧入

開始 14 分後 0.73ml、下：圧入開始 40 分後 2.11ml） 
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④ 我が国の地質条件に適したCO2挙動シミュレーション技術 
CO2地中貯留技術の実用化に当たり、地下深部の貯留層に圧入されたCO2の長

期挙動を正確に予測する必要がある。その有効な手段として、CO2の物理化学特

性や貯留サイトの地質特性を考慮した二相流シミュレーションが挙げられる。

CO2挙動シミュレーションでは、貯留層における物理的・化学的トラップメカニ

ズムを考慮するために、CO2の基本物性（密度、粘性、地層水への溶解度）や、

地層水との二相流特性（相対浸透率、残留飽和度、毛管圧力等）をモデル化し

たシミュレータの使用や地化学反応の計算との連成解析が必要となる。このよ

うな機能を有するシミュレータとして、GEM-GHGとTOUGH2 がよく使われて

いる。 
GEM-GHGは、地下深部貯留層へのCO2の圧入および長期にわたるCO2移動や

貯留に伴う物理・化学現象が、油ガス層からの原油や天然ガス生産に伴い貯留

層内で発生する現象と共通事象であることに着目し、既存の油ガス層シミュレ

ータにCO2地中貯留特有な現象を表現するモジュールを追加することにより開

発された。油ガス層とCO2地中貯留における貯留層シミュレーションの相違点を

以下に示す。 
・ 油ガス層シミュレーションでは挙動予測期間がおよそ 50～100 年であるの

に対し、CO2地中貯留では 1000 年以上の長期予測計算が必要である。 
・ 油ガス層シミュレーションでは水相中に溶解するガス成分は無視できるが、

CO2地中貯留では地層水へのCO2溶解が重要なトラップメカニズムの一つと

なるため、溶解現象を考慮する必要がある 
・ 油ガスシミュレーションでは生産に伴い、貯留層内の流体圧が減少するのに

対し、地中貯留ではCO2圧入によって流体の圧力が増加する。このため、キ

ャップロック、廃坑井、断層によるCO2漏洩リスクを考慮する必要がある 
・ 油ガス層シミュレーションでは、化学反応を無視して差し支えないが、地中

貯留ではCO2圧入によって地層水成分の化学平衡が崩れ、岩石鉱物の溶解・

沈殿を含めた 1000 年以上の地化学反応を予測する必要がある。 
長岡サイトのCO2圧入実証試験では、GEM-GHGを用いたCO2挙動シミュレー

ションが、実証試験で得た観測データが追加されるたびに繰り返し行われた。

圧入期間中はCO2挙動モニタリング結果とシミュレーション結果とのヒストリ

ーマッチングを行った。このようなヒストリーマッチングを経て、初期の地質

モデルが改良され、圧入後の長期挙動予測結果の信頼性を高めることができる。 
TOUGH2 は、米国LBNLで開発された多相系の流体シミュレータであり、地熱

開発、放射性廃棄物の地層処分、地下水・土壌浄化、不飽和帯中の地下水流れ

など 30 カ国以上においていろんな分野で幅広く利用されている。CO2地中貯留

に関しては、超臨界CO2の流体物性などが組み込まれた流体特性モジュール

(ECO2)が 2002 年にリリースされてから、世界各国のCCS実証試験などでよく使

用されている。 
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長岡サイトではGEM-GHGによるCO2挙動予測シミュレーションと同じ地質

モデルを利用して、TOUGH2 によるCO2挙動シミュレーションも行った。さら

に、TOUGH2 で得た数値計算結果とCO2挙動モニタリング結果とのヒストリー

マッチングを試みた。図 3.I.2-18 は圧入井IW-1 の坑底力及び観測井OB-4 での貯

留層圧力の観測データとTOUGH2 シミュレーション結果である。 

 

図 3.I.2-18 圧入井(IW-1)と観測井(OB-4)の圧力変化のヒストリーマッチング 
 

 

図 3.I.2-19 観測井 OB-2 と OB-3 間の弾性波トモグラフィ測定結果(a)と
TOUGH2 の解析結果(b)との比較 
 
観測井OB-4 の貯留層圧力について、最大でも誤差が約 0.1MPaと小さく、

(a) (b) 

(a)圧入井（IW-1） (b)観測井（OB-4） 
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TOUGH2 の解析結果と観測データがほぼ一致する。一方、圧入井の坑底力では

さらによい一致が認められた。図 3.I.2-19 は観測井OB-2 とOB-3 を利用した坑井

間の弾性波トモグラフィ測定結果である。両坑井間の断面上にCO2圧入によって

生じたP波速度の減少域（anomaly zone）が検出され、貯留層におけるCO2分布

状況を示している。弾性波トモグラフィとTOUGH2 の解析結果を比較すると、P
波速度の減少域の大きさはTOUGH2 シミュレーションで得たCO2分布域とほぼ

同じである。TOUGH2 の解析結果の妥当性は、物理検層で確認された観測井OB-2
とOB-3 へのCO2ブレークスルータイム(CO2到達時間)の比較検討結果からも示

唆されている。このように、圧入サイトで観測された圧力変化やCO2モニタリン

グ結果とのヒストリーマッチングによって、初期の地質モデルが最適化される

ため、圧入後の長期挙動予測結果の信頼性を高めることができる。 
さらに観測井OB-2 近傍の詳細地質モデルを用いたCO2 挙動シミュレーショ

ンでは、物理検層の分解能よりも薄い泥岩層の存在が上方へのCO2 移動を妨げ

ていることが明らかになった。また、地層傾斜の浅い方向の観測井OB-4 への

CO2 移動に関しては、貯留層の高浸透性Zone 2 の最も深い部分のCO2 飽和度

は、圧入終了後減少に転じ、徐々に一定値に近づくような経時変化が認められ

た。 

我が国の地質特性に適したシミュレーション手法の開発について、本事業で

は 3 次元反射法弾性波探査のデータを基にSchlumberger社の解析ツールPetrelを
用いて作成した地質モデルをそのままTOUGH2 に入力できるように、

TOUGH2’LBOXを導入した。このツールの導入により、GEM-GHGと同じように、

Petrelで地質モデルを構築し、TOUGH2 でCO2流動シミュレーションを実施する

ことが可能になった。 
TOUGH2 はソースコードが公開されていることから長岡サイトで明らかにな

った地層水へのCO2溶解特性、地化学反応による鉱物溶解および沈殿（鉱物固定）

の特性、残留ガストラップされるCO2飽和度等の知見を取り込むことができ、我

が国の地質特性に合った長期挙動予測を可能にする。我が国は地層水塩分濃度

が低く、基質系の鉱物が多いことから、地層水へのCO2溶解や地化学反応に伴う

鉱物固定のポテンシャルは海外の貯留層に比べていずれも高く、貯留の長期安

定性への貢献が大きく、重要な意味を持っている。 
また、鉱物溶解や鉱物固定について、我が国の地質特性を反映できるように

地化学反応関連のデータベースを見直している。我が国の複雑な地質構造や著

しい不均質性等の地質特性に適したシミュレーション手法の開発を進めている。 
 
(2)  CO2挙動モニタリング手法の開発 
①沿岸域に適用可能な常設型 OBC  
常設型OBCの開発は海域のCCSにおけるモニタリングに繰り返し反射法弾性

波探査を高精度に実施することを目的としている。また、常時設置してデータ
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を取得できるところから自然地震観測およびCO2圧入に伴う微小振動観測も兼

ねることができる。 

 

a. 繰り返し反射法弾性波探査への適用 

我が国の沿岸域では養殖漁業器具などが多く設置されており、大規模に展開

するストリーマ方式の反射法弾性波探査は困難である。常設型 OBC は海底に受

振器を常時設置し、必要に応じて海面で発振すればいつでも反射法弾性波探査

が実施できる。 

これまでの海底下探査ではストリーマケーブル方式の繰り返し反射法弾性波

探査が行われてきた。 
常設型 OBC は、ストリーマ方式と異なり、繰り返し測定の際に受信器が常に

同じ位置にあることで記録の再現性を向上させることができる。また、Ｐ波に

加えてＰＳ変換波を取得できるから、より多くの地下情報を得ることが期待で

きる。 
本事業では、苫小牧沖の実海域の予備実験に続いて平塚沖に３次元反射法弾

性波探査と自然地震観測を目的とする情報評価実験を行っている。図 3.I.2-20 に

設置状況を示す。 

 

 

図 3.I.2-20 平塚沖 OBC 設置状況図 
 
平塚沖の実海域実験では実用化時に直面する潮位、水温、波浪のノイズ抑制

および表面波や多重反射波等の処理方法の検証も行われている。 
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図3.I.2-21に波浪によるノイズをローカットフィルターにより抑制した例を示

す。 

 

図 3.I.2-21 波のうねりによるノイズの抑制 
 

エアガン発振船を、敷設した OBC の上に走らせて複数セットの発振を行い、

常設型 OBC で反射波データを取得し、3 次元解析に供した。3 次元解析した結

果を図 3.I.2-22 に示す。 
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図 3.I.2-22 OBC によって得られた 3D の反射法弾性波探査解析結果 
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b. 自然地震観測およびCO2圧入に伴う微小振動観測への適用 

常設型 OBC で微小振動や自然地震の常時観測ができれば、陸上にある既存の

地震観測網との併用によって地域防災にも貢献できる。 

図 3.I.2-23 は苫小牧沖と平塚沖での観測結果を示している。震源距離 150km 以

内であればマグニチュード Mj＝2 以上の地震が観測できており、震源距離が

50km 以内なら、マグニチュード１以下の極微小なものであってもバンドパスフ

ィルタ処理波形だけでなく原波形においても観測可能であり、常設型 OBC によ

る微小振動や自然地震観測の有効性が検証できた。 

 
図 3.I.2-23 苫小牧サイトでの常設型 OBC によって取得した地震波形のマグ

ニチュードと震源距離の関係 
 
② CO2圧入に伴う微小振動観測システム 

CO2圧入による微小振動の発生可能性が議論されている。海外のCO2圧入サイ

トによる観測事例を調べると発生してもごく微小なものであるが、安全性評価

の観点から、社会的受容性や信頼醸成のためには欠かせない。 
米国LBNLおよびテキサス大学と協力・連携して、米国ミシシッピ州の大規模

CO2圧入サイトCranfieldにおいてCO2圧入と微小振動との関係を評価するために

微小振動観測網を構築し、微小振動の連続観測を行っている。 
図 3.I.2-24 は Cranfield における微小振動計の配置を示しており、計 6 台の地

震計が地表浅部に設置された。 
 



 54 

 
図 3.I.2-24 Cranfield における微小振動計の配置 

 

また、図 3.I.2-25 に各地点に設置した微小振動点（ステーション）の状況を示

す。 
 

 

 

 
図 3.I.2-25 微小振動点の設置状況 

 

観測記録の波形から、高周波イベント、低周波イベントに分けて抽出を行っ

た。高周波イベントは基準観測点 45F2&F3 で 57 個、低周波イベントは 38 個観
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測されたが、それらはほかの観測点において同時刻、同波形のものはなく、圧

入層で発生したイベントは確認できなかった。遠地地震の観測記録のうち、図

3.I.2-26 に波形の一例を示す。これは USGS の地震カタログから Southwestern 
Siberia, M=6.6, 2011/12/27 09:21:56 であることがわかっている。 

 

 
図 3.I.2-26 観測された遠地地震の波形例 

 
③ 光ファイバーによる地層安定性監視技術 
光ファイバー測定技術を用いてCO2圧入による地盤安定性のモニタリングや、

圧入坑井近傍のCO2漏洩の検出を目指して、光ファイバーによるひずみ測定手法

を開発している。 

光ファイバー測定の有効性を検討するためには最終的には現場観測実験が必

要であるが、当該期間では室内試験を行い現場観測実験に知見を提供すること

にした。 

室内試験ではまず比較的均質なべレア砂岩に光ファイバーを巻きつけて、圧

力負荷時のひずみ測定について、光ファイバーとひずみゲージの測定結果を比

較した（図-3.I.2-28）。貯留層と遮蔽層をそれぞれ模擬できることから物性が異

なる地層に対する光ファイバー測定の有効性が明らかになった。次に、粗粒部

分（10m Darcy）と細粒部分（4μDarcy）を有する不均質な多胡砂岩を用いた測

定実験を行った。試料の写真を図 3.I.2-27 に示す。 
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図 3.I.2-27 光ファイバーとひずみゲージの設置位置 
 

11

光ファイバー

 

図-3.I.2-28 べレア砂岩への注水過程のひずみ変化 
 

粗粒部で大きなひずみ、細粒部で小さなひずみ、そして境界部ではその中間

のひずみが観測されており、粗粒、細粒、境界部でひずみ量の違いを識別でき
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る結果が得られた（図 3.I.2-29）。 
 

 

図 3.I.2-29 測定結果（間隙圧上昇段階）とセンサー設置時の供試体の写真 
 
次にCO2の圧入段階の試験結果を図 3.I.2-30 に示す。光ファイバーで計測され

たひずみ変化のタイミングが圧入されたCO2フロントの到達時刻となっている。

埋設型光ファイバーを地中に設置すれば、CO2漏洩の早期検出や漏洩ポイントを

特定できると期待されている。 

 

圧
入

方
向
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CO2  

図 3.I.2-30 測定結果（CO2圧入段階） 
 
④ 多面的モニタリング手法の開発 

CCSのモニタリング手法としては、北海、Sleipner海域を代表に、反射法弾性

波探査が有効であることが広く知られている。本事業では弾性波探査を補完す

る地球物理学的モニタリング手法を選定し、大規模CO2圧入サイトでの観測を通

してその有効性を検証する。 

米国ロスアラモス国立研究所（LANL）との協力のもと、地域炭素隔離地域パ

ートナーシップ（SWP：Southwest Regional Partnership for Carbon Sequestration）
との協力関係を構築し、米国テストサイトにて、選定した手法による観測と各

種の検証および解析技術の開発を行うこととした。 

我が国では沿岸域海底下へのCO2貯留が想定されており、受動的信号を利用

し、海上･海底もしくは沿岸陸域から遠隔探知によってデータ取得が可能な技

術を採用する必要がある。既存のモニタリング手法をスクリーニングした結果、

重力、自然電位、AE（Acoustic Emission）法を選定した。これらはいずれも、

基礎技術的に完成度が高いものである。米国ゴードン・クリーク実証試験サイ

トにおいて次のような結果を得ている。 
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a. 重力探査 

 
 

図 3.I.2-31 基点に設置した可搬型相対重力計（右）および導入予定の重力計

測システムのイメージ。連続観測用超伝導重力計（左）、絶対重力計（中） 
 

この基点では、連続重力計測と絶対重力計測を並行して行えるように、90cm
四方の重力測定用基台を隣接して 2 つ設けた（図 3.I.2-31）。この 2 つの基台は

屋内に収めることとし、屋外に可搬型相対重力計測用の基台も隣接して設けた。 

これまでに絶対重力計を用いて 2 地点でベースライン測定を行った。得られ

たベースライン・データは比較的よく安定し、相対重力計と組み合わせての重

力観測にて基準点として使用可能であるとわかった（図 3.I.2-32）。 
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図 3.I.2-32 絶対重力計測結果。赤青で示される 2 種類のレーザで 120 回ずつ

の自由落下の計測を続けて行い、平均値を評価する。屋外での約 2 時間半の計

測では誤差 2.7μGal。 
 

b. 自然電位 
自然電位ベースライン測定を実施した。測定データの標高依存性をみると（図

3.I.2-33）、2,240～2,260m あたりを境界とし、標高の低い測定点では典型的な標

高依存性が表れているが、標高の高い測定点では標高依存性が明確ではなかっ

た。この地域では砂岩と透水性の低い頁岩の互層がほぼ水平に堆積した平坦な

台地を浸食による谷が刻んでおり、台地上にある標高の高い部分の地下水位は

表面地形ではなく地下のほぼ水平な頁岩層に規制されている可能性がある。 
 

c. AE モニタリング 
AE 観測器を設置し、観測システムの動作確認とベースライン測定を実施した。

AE 観測機器は、2011 年 12 月中旬の設置から評価期間終了時点にいたるまでト

ラブルなく動作し、長期間の連続測定が実現できる性能があることを確認でき

た。観測期間内には、約 3 万個の波形が記録されるなど多数の AE 波形が得られ

た。ノイズ以外の波形は S-P 時間が 2～3 秒程度のものが多く（図 3.I.2-34）、サ 
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イトの想定CO2圧入域よりも外側の石油採掘等に起因するAEであったと考えら

れる．今回の観測例は、ベースライン観測が後のCO2注入の影響を正しく評価す

る上で重要であることを示している。 

 

標高効果から期待される
自然電位変化トレンド

GPS基準点WGS 84からの高度，m

自
然

電
位

(m
V)

 

図 3.I.2-33 自然電位ベースライン測定における標高依存性の効果。標高

2,240-2,260m を境に、標高以外の効果で自然電位が規制されている。 
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図 3.I.2-34 2011 年 12 月 26 日の観測 AE 波形例（上部 3 波形は観測点 AE1，
下部 3 波形は観測点 AE4 の，東西，南北，上下成分の波形記録） 
 

d. 最適モデリング技術の開発 

CO2長期挙動予測に必要な地質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を行う必要がある。このよ

うなヒストリーマッチングには、数値シミュレーションにより得たCO2飽和度、

圧力、温度等の変化量を、物理探査によって観測可能な物理量に変換するプロ

グラム（ポストプロセッサー）が必要である。本事業では、産総研保有の重力、

電気・電磁気探査（MT法）および、反射法弾性波探査に関するポストプロセッ

サーの改良・整備を進めた。反射法弾性波探査に関するポストプロセッサーに

ついては、多面的モニタリング研究対象地域である米国のゴードン・クリーク

地域の帯水層モデルに基づき、CO2圧入および停止にともなう反射法の応答を検

討した。また、CO2圧入シミュレータTOUGH2 については、その出力にポスト

プロセッサーを適用できるようTOUGH2 用インターフェースを開発した。 
 
⑤ 岩石力学―流体流動連成シミュレーション手法の開発 
地下での流体流動に伴う応力変化や岩盤の動的変化を予測する手法として、

岩石力学－流体流動連成シミュレーション手法の開発が進みつつある。米国

LBNLが開発した「TOUGH-FLAC」シミュレータは、CO2圧入に伴う岩盤の動的

変化を予測する分野で特に注目されている。 

我が国でCO2地中貯留の場に想定されるのは、長岡を代表とする新生代の地層

であり、それらは「軟岩」と総称される岩石物性の堆積岩からなる。本事業で

は、LBNLとの共同研究のもと、TOUGH-FLACシミュレータを我が国の地質条
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件に適用可能とすることを目標とする。具体的には、TOUGH-FLACシミュレー

タに軟岩の変形に関する構成則を組み込むことと、構成則を導く軟岩の岩石力

学試験を行うことである。シミュレータ開発の際に必要なマッチングデータと

して、天然で起きた類似の現象での観測例を使用する「ナチュラル・アナログ

研究手法」を採用した。 

まず既存文献調査により実地調査地域を長野県松代地区、群馬県磯部地区、

兵庫県吉川（よかわ）地区、大分県長湯地区の 4 か所に絞りこんだ。その上で

実地調査を行った。その結果、長野県長野市南東部の松代地区を研究対象地域

に選定した（図 3.I.2-35）。同地区は、1965-1967 年の間に地震活動によってCO2

を含む高濃度の塩水が大量に湧出した。 

 

 
図 3.I.2-35 ナチュラル・アナログ研究のための選定実施調査地区と、各地区

の地質特性。 
 
TOUGH-FLAC シミュレーションのために、松代地区の 3 次元地下地質モデル

を構築した。地質モデルは、地表 20km 四方の範囲で、深さ方向は地下 6km ま

でとした。モデル上面は海水準に一致させている。モデル作成にあたっては、

まず既存データに基づきモデル範囲のやや外側までの地質断面を 3 枚作成のう

え、立体的に配置したパネル・ダイアグラムを作成した（図 3.I.2-36c）。 
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(a) (b-1)

(b-2)
(b-3)

 

図 3.I.2-37 松代モデルでの TOUGH-FLAC シミュレーション結果。 (a) 広域 
応力配置。(b) シミュレーション結果。モデル上面の鉛直変位で表現。(b-1) 流

体注入前、(b-2) 1 年経過後、(b-3) 5 年経過後。深さ方向を正に取っているため、

隆起はマイナスの値で表現される。 

 

図 3.I.2-36 に示すモデルについて、断層部分は非常に細かく、周囲のマトリッ

クス部分は断層から遠方に向けて粗くなるよう段階的にグリッド分割した。な

お深度方向は、500m間隔で均等に分割している。セル総数は、9,248 である。モ

デルにおける各種パラメータ（例：浸透率、岩石のヤング率など）は、

TOUGH-FLAC の作動が確認された先行研究例から適宜選定した。 

グリッド分割し岩石物性値を与えたモデル上で、TOUGH-FLACシミュレーシ

ョンの試験運用を行なった。試験運用では、2 本の断層の交叉部を圧入点に、CO2

混合塩水を初めの 1 年間は 150m3/min、その後 2-5 年間（5 年間で計算終了）は

25m3/mimのレートで圧入するよう設定した。計算内容は、モデル上面の鉛直方

向変位（地表面隆起に対応）、断層沿いの浸透率変化、地表湧出流体量である。 

図 3.I.2-37 に、計算開始から 5 年後までのモデル上面鉛直変位分布を示す。計

算された最大隆起量は 55cmで、観測量約 75cmに対してほぼ匹敵する値であっ

た。隆起計算値のモデル上面でのパターンは、2 本の断層に規制された形態とな

り、松代断層を長野盆地南東縁断層に対して非対称に配置したことを反映して、

ゆがんだ菱型となった。このパターンは実際に松代事象にて観測された非対称

な地盤隆起パターンと類似し、モデル上面の隆起量と合わせ、今回作成した初

期モデルが現実の現象をかなり良好に再現したことを示している(図 3.I.2-38)。
CO2圧入による地層安定性評価において、このような岩石力学－流体流動シミュ
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レーションが重要になってくる。 

(a) (b)

松代断層

長野盆地南東縁断層

 

図 3.I.2-38 松代事象にて観測された地盤隆起量(a) と、隆起の平面分布(b)。
地盤隆起は南西－北東に伸びた楕円形をなし、長軸方向は地質学的な推定断層

である長野盆地南東縁断層に沿っている。観測された地盤隆起は、活断層であ

る長野盆地北西縁断層（図(b)中の赤鎖線(NBF)とは無関係に発達。 
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３．貯留層外部へのCO2移行解析 

(1) CO2移行に関する安全性評価手法の開発 

IPCC（2005）による貯留層からの潜在的なCO2移行経路として、A-Gの潜在

的な経路を示している（図 3.I.3-1）。このような移行シナリオから日本におけ

るCO2漏出の可能性について検討した。 
 

図 3.I.3-1 潜在的なCO2移行経路（IPCC、2005） 
A:浸透圧超過によるシルト層通過、B:Aにより漏出したCO2断層を通じた移行、 

C:キャップロックのギャップを通じた上部帯水層への移行、D:圧入CO2の移流と断層を通じた移行、 

E:廃坑井を通じた移行、F:地下水流による移動、G:溶存CO2の大気・海洋への移行 

 
① FEP-DB による移行シナリオの検討 

a. 日本版FEP-DBの構築 
貯留層外部へのCO2の移行解析を実施する場合、まず、CO2移行シナリオ（漏

洩シナリオ）を構築する必要がある。移行シナリオの構築には、多くのシナリ

オの中から重要なものを選択するが、その選択は影響の重大性と発生確率の問

題から簡単ではない。また、選択対象となる多くのリスクは網羅性を持ったも

の(漏れがないもの)である必要がある。さらに、社会的受容性を考慮するとその

選択は客観性が必要であり、選択までの過程がなるべく透明性を持ち、明確で

ある必要がある。このため、本事業ではFEP（Feature, Event, Process）ツールを

採用し、日本の地質に特有な事象を織り込んだ日本版FEP-DB を構築した（表

3.I.3-1）。 
 

表3.I.3-1 RITE-DBに加えた日本に特徴的な事象 

 
 

<<日本に特徴的な事象>> 

プレート境界、活褶曲、傾動、溶岩流、土石流、地熱、温泉、地震動、地震

流動、地震源、堆積物、活断層、新規断層、断層亀裂、断層シール、破裂域、

褶曲帯、地すべり、落石、発熱鉱物反応、自然閉塞、台風、天然ガスハイド

レート、マグマ層、巨大構築物による荷重等 

 

②廃坑井 

①断層 
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また、図 3.I.3-2 に RITE-DB の具体的な内容をコンピュータ画面のハードコピ

ーとして示す。図は FEP タイトルの中の外的要因の部分を示している。 
 

 

図 3.I.3-2 RITE-DB の内容（FEP タイトル一覧---外的要因の部分） 

 
RITE-DB を利用してFEP 連鎖を網羅的に追跡すれば、CO2 地中貯留の安全

性に関わるFEP とその連鎖について、漏れの無い抽出ができる。さらに、抽出

された連鎖の中からサイト特性等を考慮して不要な連鎖を除き、もしくは、優

先度の低い連鎖を除く等の処理により、評価対象とするサイトで扱うべき重要

な連鎖を選定することができる。 
本事業では、下記の 3 つのCO2移行シナリオを重要なものとして認定した。 
●断層を経路とする移行シナリオ 
  未検出断層を含む断層が流体移行経路となる。 
●廃坑からの移行シナリオ 
  廃坑処理の不備、坑井劣化による移行。 
●キャップロックからの移行シナリオ 
  キャップロックの遮蔽性能に起因するCO2 移行。 

 
 b.  海外のCCCプロジェクトにおけるFEPツールの利用状況 
まず、海外の CCS プリジェクトにおける FEP ツールの利用状況について調査

した結果、下記の 10 プロジェクトがあった。 
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・Weyburn（カナダ）  
・Williston Basin（米国）  
・Decatur（米国）  
・Kimberlina（米国）  
・In-Salah（アルジェリア）  
・Snohvit（ノルウェー）  
・Schwerze Pumpe（ドイツ）  
・Kalundborg（デンマーク）  
・Valleys（英国）  
・Moutaineer（米国）  

これらすべてのプロジェクトでFEPツールは使用されており、ほとんどのプロ

ジェクトでサイトスペシフィックなFEP-DBが作成されていた。また、各プロジ

ェクトが検討評価の第一段階にFEP-DB を用いていた。それは、FEP ツールが

網羅性を有していることの証明になると考えられる。FEPツールによるCO2移行

シナリオについては、4 つの公開プロジェクトの情報を基に、表 3.I.3-2 にまとめ

る。 
 

表3.I.3-2 海外プロジェクトにおけるFEPによる移行シナリオ構築 

（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ名） Weyburn In-Salah
Schwerze
Pumpe

Kalundborg

（シナリオ） (陸域) (陸域) (陸域) (海域)

坑井リーク 〇 〇 〇

断層リーク 〇

地震活動 〇 〇

シール層リーク 〇 〇 〇

貯留層岩の不均質(頁岩の分布） 〇

蒸発岩(岩塩など）の溶解 〇

圧入CO2温度と貯留層温度の違い 〇

人間侵入(帯水層の後の利用） 〇 〇

「シナリオの決め方」
FEP 連関、連鎖
手順による

FEP因子から専
門家WSによる

FEP 連関、連鎖
手順による

FEP因子から専
門家が討議  

 
廃坑後の劣化などによる「坑井リーク」、キャップロックの遮蔽能力不足に

よる「シール層リーク」、「地震活動」や「断層リーク」も考えられている。

シナリオの決め方では、FEP ツール本来の手法である FEP 要素(リスト)の連関、

連鎖によるシナリオ構築は 2 つのプロジェクトで採用されている。ほかの 2 つ

のプロジェクトでは FEP ツールを因子抽出のところまで使用し、その後は専門

家の討議、WS で決定している。 
FEP データベースを用いたシナリオ分析は、CCS プロジェクトのリスク評価
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において極めて重要な部分であり、多くのプロジェクトの移行シナリオを構築

するために適用されてきている。また、IEA-GHG におけるリスクアセスメント

フローと本事業との関係を図 3.I.3-3 に示す。 

 
図 3.I.3-3 本事業と IEA-GHG におけるリスクアセスメントフローの比較 

 
日本における合理的な移行シナリオを検討するために、カナダの Weybern 等

で用いられた FEP データベースをベースに改良を行った。例えば、従来は「構

造地質」とされている構造を「活褶曲」、「活断層」などに区分する。あるいは

新たに「台風」を追加するなど、日本に特有な条件を新規かつ細分化して 35
種類の FEP を加えた。また、FEP 相互関係において影響を及ぼすものと影響を

及ぼされるものを表示できる機能を追加し、当該の FEP と相関のあるものの連

鎖を構築することで、抽出シナリオの評価を容易とした。 
 

② 移行経路としての断層に関する調査 
海域帯水層を対象としたCO2地中貯留において貯留層近傍に存在する断層を

経路とするCO2の移行を想定したリスクアセスメントを行う必要がある。断層を

経路とした流体の移動については断層のシール性という観点から主に石油・天

然ガス分野において多くの研究が行われており、断層は流体の移行経路になる

場合とならない場合があることがわかっている。 
地下深部からの流体の移行シミュレーションを行うためには、断層の形状を

あらかじめ決めておき、部位ごとに物性値を割り振る必要がある。断層の構造

は、露頭観察やトレンチ調査により、変位が生じ岩石の粒子や鉱物が磨り潰さ

れている面である断層中心部、変位したときに加わる応力によって亀裂が高密
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度に発達する破砕帯、そしてその外側に分布する、割れ目密度が母岩より大き

いダメージゾーンの 3 つに大きく分類されるが、CO2地中貯留の対象である深度

1000 m付近における断層の形状については不明な点が多い。断層に関する調査･

研究は数多く行われているものの、実際の断層において透水性や断層を経路と

した流体の移行を調査・議論した事例はきわめて少ない。その理由として現場

で透水性を評価するためには断層を貫いたボーリング調査を行う必要があり、

そうした調査では費用が大きくなることなどが挙げられる。 
本事業では数少ない現場試験の事例や、ナチュラルアナログとして参考にな

る自然現象を対象に調査し、断層モデリング手法や断層からの移行シミュレー

ション手法の基礎データを得た。 

 

a.断層を経路とする流体移動の調査事例 

(a) 長野県・松代 
電気探査によって、松代地域の比抵抗構造が急激に変化している場所を確認

でき、断層の存在が示唆されたが、断層は地表に現れていない。ボーリング調

査結果によると、表層から 97 m までは未固結堆積物、下位は 1386 m までは破

砕されているところが多い頁岩および砂岩、1386 m～1680 m 間は主に保科玄武

岩類、それ以深は石英閃緑岩が分布している。 
土壌CO2ガス濃度の測定結果からは、地震発生当時と同じガス濃度を示す場所

があるなど、現在も地下深部からCO2ガスが移行してきていることが確認された。

ボーリング調査による地下水の採取によって地下では深部起源のCO2が観測さ

れているにもかかわらず、地表では観測されなかった。基盤岩上位の扇状地堆

積物が松代地震当時の割れ目を閉じたか、堆積物の中を流動する浅層地下水に

より基盤岩内を上昇してきたCO2が溶解・移送されるなどしたため、地表での深

部起源のCO2が観測されない可能性が指摘されている。また、CO2ガスの高濃度

地点が松代地震時の地割れ帯と必ずしも一致していない。 
(b)米国・マンモスマウンテン 
マンモスマウンテンはカリフォルニア州にある火山で、地形的にはカルデラ

の外縁にあたる。マンモスマウンテン周辺には 5 本程度の断層が発達している。

火口の下部には火山起源のCO2ガスの貯留層 (深さ不明)が存在し、1989 年以前

から漏れたガスが地下水中に溶け込んでいた。1989 年にマグマの上昇に伴い割

れ目が拡大し、大量のCO2ガスが断層に沿って地表付近に上昇してきたと考えら

れている。CO2ガスの排出量は 300 t/日 (2000 年当時)で、大気や火山活動状況に

より日、月単位で変化する。CO2ガスの流出経路は松代同様に断層であり、経路

となった断層は複数であると考えられている。樹木の枯死や高フラックスは断

層の端付近に集中している。断層の中には地下深部のCO2分布域に直接達してい

ると考えられるものがあり、そうした断層からは火山起源のCO2が多く観測され
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ている。その他の断層からはCO2は火山起源のものと、もともと地下にあった

CO2が混合したガスが流出していると考えられる。 

 

b. CO2移行シミュレーションのための断層モデル構築 
断層を経路とするCO2移行シミュレーションに必要な断層モデルを構築する

ためには、断層の形状の三次元情報 (深さ、長さ、幅、走向、傾斜など)が必要

となる。断層は通常、せん断変形に伴う面的あるいは帯状の構造を有する。深

度変化に伴ってそれらの大きさが変化するかどうか、また変化がある場合には

どのような分布になるかについては、実測データが得られていないのが現状で

ある。地下 1000 m付近に発達する断層の形態に関しては、岐阜県東濃の月吉断

層において地下 50～1000 mの間で行われたボーリング調査の事例があるが、

1000 m以深についてはボーリングが行われておらず、断層の下盤を確認できて

いないため、断層幅を知ることができない。地表における破砕帯幅の大きさは、

断層長さのおよそ 100 分の 1 であるといわれている。これは、長さ 10 kmの断層

では破砕帯幅が 100 mになることを示す。長さ 25 kmの北海道幌延の大曲断層で

は、地表付近において 120 mの幅を持つ破砕帯が確認されている。 
千葉県茂原周辺では、落差の大きい断層において砂岩優勢互層と泥岩優勢互

層が直接接するため岩相の不連続性が著しい。一般的にそのような構造では流

体移行に関してはバリアとしての効果が大きくなることが想定される。地域全

体の地質構造から流体移行に対するシール性のおおよその傾向をつかむことは

可能であるが、個々の断層の性状にまで言及することは難しい。 
断層のシール能力に関する定量評価手法については、日本原子力研究開発機

構が東濃の土岐花崗岩内に存在する月吉断層に対して地下水流動解析を実施し

て岩石の孔隙率や異方性など地下水流動特性の不確実性の検討を行っている。

解析には 3 次元弾性波探査データ、坑井の地質データなどが必要となるため、

対象はそのようなデータが得られている地域に限られている。 
断層の透水性については、断層中心部に粘土分が多い場合や破砕部が固結ま

たは岩石化している場合、原岩や断層角礫帯よりも透水性が小さいことがある。 
通常、断層モデルを構築するために用いられるデータは、現時点で最も精度

の良い三次元反射法弾性波探査データである。このデータを Petrel などのモデリ

ングソフトに取り込み、反射波の乱れ・ズレから断層の位置を判断する(図 3.I.3-4
破線部)。 

弾性波探査データの精度が良いほど断層構造を 3 次元モデルに正確に反映さ

せることができる。 

断層の 3 次元モデル作成後、断層周辺の透水性に関するパラメータの値を与

えるためのグリッドを作成し、破砕帯の大きさを定義する。上述したように、

地表における破砕帯幅の大きさは、断層長さのおよそ 100 分の 1 であると考え
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られている。さらに、破砕帯幅は深度によらず一定であると仮定すると、地表

に現れている断層の長さから、破砕帯幅を決めることができる。 
 

 

図 3.I.3-4 反射法弾性波探査データからの断層の読み取りおよびパラメータ

付与のためのグリッド作成例 
 

破砕帯の大きさが定義されたら、そのグリッドに与える透水性の大きさを検

討する。この作業は破砕帯の大きさと同じく、その後の計算結果を大きく左右

するため、適切な値を設定することが重要である。 
浸透率はたとえ同じ岩質であっても場所によって異なる値を示すことが多い

ため、用いるべき値を一概に決めることができない。現時点では、現場で透水

試験を行いその結果を用いるか、あるいは現地の岩石を用いた室内試験の結果

から判断することが有効な手段と考えられる。 
さまざまな分野における断層研究の文献を調査したが、CCS事業を行う上で必

要十分なリスクアセスメントに十分応えられる情報を得られたとは言えない。

CO2移行評価は、米国やノルウェーで実施された野外CO2移行実験が必要である。

弾性波探査やボーリング調査・物理検層などによって地下構造を理解した上で

CO2を圧入し、地表付近で土壌CO2ガス濃度やフラックスの測定を行う。それに

より、断層を経路としたCO2の移行について新たな知見を得ることができ、リス

クアセスメントを行う際の判断材料になると考えられる。 
 

③ 海底からの漏出モデルとしての天然湧出サイトの観測 
pHセンサー、pCO2センサーなどを装備した自立航行潜水艇AUV（Autonomous 

Underwater Vehicle）を用いた観測も別途実施した（図 3.I.3-5,6）。これにより、
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ガス噴出近傍の海水中のpH変化（図 3.I.3-7）等を検出できることを確認した。 
 

 
図 3.I.3-5 気泡噴出域のサイドスキャンソナー記録例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.I.3-6 海底下浅部の地層観測 

 

海底地形の変化域 

海水中の気泡 

海底からのガスの噴出 

海底地形の変化 
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図 3.I.3-7 CO2噴出サイト近傍の水質変化 
 

 
④ 海底堆積物におけるCO2移行モデル 
貯留層から海底面に移行する場合、未固結の堆積物層をCO2が通過することと

なる。本事業では、海底浅部堆積物中のCO2移行モデルの開発を行い、海底堆積

物中におけるCO2の移行解析を行い、海底堆積物環境の変化を予測するとともに、

下層から移行してきたCO2が海中へのフラックスを推定する。 
海底浅部堆積層内の好気的・嫌気的な環境下における有機物の続成過程の解

析ツールを比較し、炭酸塩岩の溶解・沈殿過程を加えた解析ツールが組み込ま

れたC.CANDIを基本モデルとする計画とした。これまでに基本モデルに対して

下層から高濃度のCO2フラックスを与えるように改造し、東京湾奥をモデル海域

として検証を行った（図 3.I.3-8）。この結果、冬季のNH4においては調査結果と

概ね一致したが、秋季については検証データと計算結果の乖離が大きくなる。 

温度（℃） 濁度 

pCO2 pH 
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図 3.I.3-8 東京湾奥のモデル海域の冬季のNH4の観測値と計算結果比較 
 

今回の計算では季節変動を加えず、秋季、冬季の条件を通年データとして扱

っており、沿岸では季節変動の導入が望ましいことがあきらかとなった。特に、

有機物量が多い時期の境界条件を採用すると、深度の深いところほど過大評価

になる傾向がみられた。堆積物モデルにおいては海中からの有機物フラックス

の与え方も重要であることが明らかとなった。海底堆積物における移行基本モ

デルの改良を実施して、その有効性を確認することができている。 

 
(2) 海域環境影響評価手法の開発 

CO2漏洩による海域環境影響を評価するには、貯留層からの地層中の移行、

海底堆積物中の移行を経て、最終的に海水中拡散し堆積物中や海水中のCO2濃

度の分布で把握する必要がある。このCO2濃度分布は生物影響を検討する上で

重要である。 
 
① 生物影響データベースの構築 
生物は多種多様な分類群から構成され、生物種によりCO2による影響の受け

やすさが大きく異なる。また、生物影響と一概に言っても、致死、成長・発育

阻害、増殖への影響など短期・長期に影響が分かれる。さらに、一つの種にお

いても卵から成体までの成長段階でCO2に対する感受性が異なることが知られ

ている。本事業では文献資料を広範な分類群について、生物影響を致死から亜

致死影響にわたって収集し、生物影響データベースを構築した。また、現在に

おいても最新データによる更新を実施している。 

本調査では、文献検索によって 1,394 報の文献を収集し、内容を解析した結
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果本調査の目的に該当した 150 報を採用した。環境省(2011)で使用された文献

より 71 報が追加された。供試生物種数は、16 門 29 綱 62 目 109 科 163 種であ

った（表 3.I.3-4）。 
本データベースの特徴として、供試生物を生活史段階で区分し、さらには、

実験に用いたCO2分圧（pCO2）値にその条件下のpHの値を付記したことによっ

て、海底下に貯留したCO2の漏出に対する生物影響試験を実施する場合CCSの
環境影響評価を実施する場合などに、より簡便にデータベースを利用できるよ

うに整理した。 
供試生物の特徴としては、海洋酸性化に対する感受性が高いとされている石

灰化生物（サンゴなど）や体の一部が炭酸カルシウムで構成されている生物（甲

殻類など）が多い点である。また、同一種でも生活史段階によって影響に差が

あることが明らかとなり、CCSの生物影響を調査する場合、感受性の高い生活

史段階で実験を実施することが有効的であることが本調査から推察された。生

物影響データベースを解析したところ、石灰質を持った石灰化生物が二酸化炭

素分圧（pCO2）200ppm以上で石灰化の減少がみられ、非石灰化生物は生理的

阻害が認められるpCO2は 2000ppm以上と高いことが明らかとなった（表

3.I.3-5）。 
今後は低水温におけるCO2に対する生物影響の知見の蓄積や「死亡以外」の

影響、例えば発育段階における影響や、成長あるいは増殖速度に関する影響を

追加していく予定である。 
 

表 3.I.3-4 生物影響データベースで収集した生物種のまとめ 

門 綱 目 備考 種数 

環形動物門 多毛綱   ゴカイ等 2 

節足動物門 

軟甲綱 端脚目 ヨコエビ等 2 

  十脚目 エビ、カニ等 14 

  オキアミ目 ナンキョクオキアミ 1 

顎脚綱   カイアシ類 9 

    フジツボ等 3 

腕足動物門 シャミセンガイ等 1 

外肛動物門 コケムシ等 1 

脊索動物門 
条鰭亜綱 硬骨魚類等 18 

板鰓亜綱 軟骨魚類等 4 

刺胞動物門 
花虫綱 サンゴ類 19 

鉢虫綱 クラゲ類 1 

棘皮動物門 ヒトデ綱 ヒトデ類 2 
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ウニ綱 ウニ類 15 

クモヒトデ綱 クモヒトデ類 
1 

2 

軟体動物門 

二枚貝綱 二枚貝 13 

頭足綱 イカ等 5 

腹足綱 巻貝 13 

星口動物門 スジホシムシ類 1 

シアノバクテリア門 藍藻類 5 

有孔虫門   2 

黄藻植物門 珪藻など 19 

ハプト植物門   4 

被子植物門 アマモなど 2 

紅色植物門 サンゴモ等 3 

渦鞭毛植物門   1 
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表 3.I.3-5 生物影響データベースの解析例 

 

 

② バイオロジカルモニタリング手法の開発 

（海洋微生物のアンモニア酸化活性を指標とするモニタリング手法の基盤

技術開発） 

環境影響評価として生物影響を調べることは重要であるが、一方でこのよう

な生物影響はモニタリング手法として利用可能である。低濃度での影響が長期

にわたる場合、生物への影響は蓄積的に表現されるため、一般的な化学手法で

検出できない状況をモニタリングできる利点が考えられる。 

特に、微生物は、広く分布し、かつ小型の採泥器でもその地点の代表的な組

成を把握できる長所がある。ここでは、酸性化による抑制作用が報告されてい

る硝化活性への影響を指標としたバイオロジカルモニタリング手法の開発を目

的として研究を行った。 

まず、硝化活性が高い富栄養化海域である大阪湾の表面堆積物を用いて、CO2

濃度の増加に伴う栄養塩、微生物現存量（細胞数、ATP）などを測定した。その

結果、CO2濃度が高くなると硝化活性のうち、アンモニア酸化活性が抑制される

ことを確認した（図 3.I.3-9）。硝化菌の増殖は一般従属栄養細菌に比べて遅い。

そこで、高濃度CO2による 28 日間の暴露実験を行い、アンモニア酸化活性を継

時的に測定するとともに、硝化菌の組成変化や現存量の変化をアンモニア酸化

酵素のコード遺伝子（amoA、amoB）により解析することで、本手法の確立を図

った。 
その結果、アンモニア酸化活性は比較的短期間で生じるものの、長期間にわ

たる暴露を行っても、アンモニア酸化酵素の遺伝子Amoは遺伝子量も変化せず、

かつその多様性についても対照区との有意差は認められなかった（図 3.I.3-10）。
このことから、高濃度CO2によるアンモニア酸化活性の抑制は、酵素活性の直

接的な作用が主体で、硝化微生物の増殖等には影響を与えないことが推察され

た。このことは、CO2濃度が低下した場合には速やかに硝化活性は回復するこ

とを示唆するものである。 
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今後は、硝化活性が低いと考えられる貧栄養海域や日本沿岸で一般的な中栄

養海域での検証実験により、本モニタリング手法の確立を図るものである。 

 

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

pH8.0
(Cont/15N)

pH8.0
(Cont/希釈)

pH6.5 pH6.1
(5%CO2)

pH5.9 pH5.6
(20%CO2)

活
性

（
μm

ol
/g
-d
ry
/h
r)

 

図 3.I.3-9 各試験区におけるアンモニア酸化活性 

 

M1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M2M1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M2

細菌 古細菌

Lane M1:Maker II+IV Lane 3: 20%CO2曝露-1 Lane 6: Air曝露-2 Lane 9: pH 6.5-2
Lane 1: Air曝露-1 Lane 4: pH 6.5-1 Lane 7: 5%CO2-2 Lane 10: pH 5.9-2
Lane 2: 5%CO2曝露-1 Lane 5: pH 5.9-1 Lane 8: 20%CO2-2 Lane M2: Marker V

M1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M2M1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M2

細菌 古細菌

Lane M1:Maker II+IV Lane 3: 20%CO2曝露-1 Lane 6: Air曝露-2 Lane 9: pH 6.5-2
Lane 1: Air曝露-1 Lane 4: pH 6.5-1 Lane 7: 5%CO2-2 Lane 10: pH 5.9-2
Lane 2: 5%CO2曝露-1 Lane 5: pH 5.9-1 Lane 8: 20%CO2-2 Lane M2: Marker V  

図 3.I.3-10 DGGE 電気泳動による Amo 遺伝子の多様性 
 

③ QICS プロジェクトにおけるバイオロジカルモニタリング手法の検証 
海底浅部堆積物中にCO2を圧入し、人為的に海底面から漏出させる実験

（QICS：Quantifying and Monitoring Potential Ecosystem  Impacts of Geological 
Carbon Storage）がイギリスにおいて行われることになった。RITEでは平成 23
年度の計画段階よりQICSプロジェクトに参加し、H24 年度の漏出実験において

バイオロジカルモニタリング手法の検証を実施した。CO2の放出は平成 24 年 5
月～6 月にかけて 36 日間実施され、その後 3 ヶ月間の回復期間を設けて観察を

実施した（図 3.I.3-11）。 
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バイオロジカルモニタリングとしては、間欠式水中カメラ装置を用いた肉眼

で視認できるメガロベントスを観察する技術とこれまで国内で技術開発を行

ってきた微生物硝化活性を用いた手法の 2 種類を QICS 実験現場に適用した。 

 

 

 

図 3.I.3-11 QICS 実験の概念図および実験サイト 
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Ⅱ CCS 推進基盤の確立 
 
CCS は地球温暖化対策の 1 つとして政策的には世界的な認知を受けており、

各国で様々なプロジェクトが推進され、実用化に向けた研究開発が活発に行わ

れている。一方、その技術が一般社会には馴染みが薄いために技術の不確実性

が懸念され、住民反対運動によりプロジェクトが滞る例も見られるようになっ

てきた。同時に、経済情勢の変化や政策変更が、プロジェクトの進展に影響を

及ぼす例も散見される。 
そこで我が国における CCS の実用化を目指して、CCS に係る各国の政策・

プロジェクトの状況および社会的受容性に関する情報を幅広く収集・分析する

とともに、学会やワークショップ等を通じて広く発信することにより CCS の

理解促進活動を行った。 
 

 

 
図 3.II-1  2009 年以降の大規模 CCS プロジェクトの状況 

（出典： Global CCS Institute, The Global Status of CCS 2012） 

 
(1) 地域ごとの政策・プロジェクト動向 
a. 北米 
概要 
世界で操業中あるいは操業開始の可能性が高い大規模CCSプロジェクトのほ

とんどが北米に集中している。北米のCCSは温暖化対策の観点からではなく、技

術開発や経済性に重きを置いて推進されてきた経緯と、天然CO2によるEORの歴

史が長く、EORに適した多数の油田が存在するという特徴とが相まって、世界

的な不況にもかかわらず、EORを目的とした多数のプロジェクト計画が進行し

操業中 

詳細設計・建設中 

基本設計 

 

構想（青写真） 
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ている。 
 

プロジェクト動向 
GCCSIが操業中の大規模CCSプロジェクトとみなしている 8件のうち5件が北

米で実施されている。いずれもガス精製などの産業プラントをCO2ソースとし

EORによりCO2を貯留している。 
さらに、事業者により最終投資判断（FID）が下され、詳細設計や調達、建設

の段階にある 8 件（GCCSI による）についても、うち 7 件が北米に集中してい

る。 
この 7 件中 5 件はEORによるCO2貯留が計画されており、残りの 2 件は帯水層

への貯留である。 
また、米加でそれぞれ 1 件ずつの石炭火力発電所をCO2ソースとするプロジェ

クトが建設段階にあり、世界的にCCSプロジェクトの実施に停滞感がある中で、

画期的な進展として受け取られている。ただ、近年のシェールガス増産による

天然ガス価格の下落により、今後、発電事業者が発電所を新設する際には石炭

火力ではなくガス火力を選択するとみられ、ガス火力に対するCCS導入のインセ

ンティブがない現状では、発電所に対する新たなCCSプロジェクトが計画される

可能性は小さい。なお、石炭火力をCO2ソースとし、帯水層に貯留するという

Mountaineerプロジェクトは、パイロット・テストを完了していたが、米国政府

による気候変動政策の不確かさと長引く経済不安を理由に 2011 年以降、中断さ

れている。 
米国 DOE による大規模実証を含む研究開発の道筋は 2010 年 12 月発行された

DOE/NETL Carbon Dioxide Capture and Storage RD&D Roadmap にまとめられてい

る。 
現行の大規模CCSプロジェクトの助成制度には、①官民の出資によりクリーン

コール技術を開発することを目的として 2003 年に始まったClean Coal Power 
Initiative (CCPI)、②産業排出源を対象とする Industrial Carbon Capture and 
Sequestration-Area 1 (ICCS-Area 1)、③既存の石炭火力発電所に酸素燃焼CO2回収

装置をレトロフィット導入するFutureGen 2.0 の 3 つがある。 
また、DOEの基幹プログラムの 1 つに、カナダを含む 7 つの地域ごとに最適

なCO2地中貯留の方法を同定し、安全かつ安定的な貯留を実証することを目的と

したRegional Carbon Sequestration Partnerships（RCSP）プログラムがある。2003
年に始まった同プログラムは、①貯留性能評価、②小規模な貯留試験による貯

留性能の検証、③100万トン以上の大規模貯留の実施の3つのフェーズからなり、

現在はフェーズ 3 にあたる。2 つのパートナーシップが既に大規模貯留を実施し

ており、2013 年度中（2012 年 10 月～）に 3 つのパートナーシップが大規模貯

留を新たに開始する計画である。実施中のプロジェクトは、1 つは帯水層貯留で

あり、もう 1 つがEOR貯留となっている。このEORのプロジェクトでは天然CO2
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を使用しており、実施しているパートナシップはこのプロジェクトを補完する

ものとして、石炭火力からのCO2を帯水層に貯留する比較的小規模なプロジェク

ト（20 万トン/年）を 2012 年 8 月から開始した。3 件の新規プロジェクトはDOE
の方針に従い、いずれも産業プラントをソースとするEOR貯留となっている。 

 
政策動向 
米国にはCCS推進のための経済インセンティブとして 2008 年に承認された

45Q tax creditプログラムと呼ばれる税控除制度がある。EORで地中貯留する場合

は 1 トン-CO2あたり 10 ドル、帯水層の貯留には１トンあたり 20 ドルのtax credit
を受けることができる。tax creditを受けるための要件は、回収施設を所有し、年

間 50 万トン以上のCO2を回収、貯留することである。上限はプログラム全体で

7500 万トンとなっているが、制度の透明性が低く、税控除を受けられるかどう

かが不明確であるため、CCSプロジェクトへの投資が十分には促進されていない

との指摘もある。 
米国のCCSに関する主な規制としては、EPA（環境保護庁）が 2010 年に開始

したGHG Reportingプログラムと、Underground Injection Control (UIC)プログラム

のもとで 2011 年に新設したCO2の地中貯留を目的とする圧入井タイプClass VI
に対する規制がある。Reportingプログラムは、GHG排出量をより正確に把握し、

政策に反映していくことを目的としている。GHG排出量のほか、CO2貯留とそ

の他の地下へのCO2圧入（EORなど）の 2 つのカテゴリ下で、圧入したCO2量と

貯留されたCO2量の報告が義務化されており、2010 年からデータ収集が開始さ

れた。 
カナダでは、連邦政府所有地域および州をまたぐ貯留を除き、原則として州

法による規制となる。ブリティッシュ・コロンビア州では 1 トン当たり 15 ドル

の炭素税が導入されている。 
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図 3.II-2 DOE が出資している CCS プロジェクト 
 
b. 欧州 
概要 
欧州では、石油・天然ガスに依存した経済と環境保護の両立を目指すノルウ

ェーが、北米と並ぶCCSのパイオニア的な存在となっている。同国では、Statoil
が炭素税を回避するために、ガス精製プラントをCO2ソースとして海底下貯留を

行うSleipnerとSnohvitの 2 つのプロジェクトを実施している。 
一方、温暖化対策を大きな政治課題として位置づけているEUは、再生可能エ

ネルギーやエネルギー効率の向上とともに、期待されるCO2削減技術との位置づ

けでCCSを推進しようとしている。CCS指令を定めるなど域内の法的整備の促進

を図るとともに、大規模CCSプロジェクトへの 2 つの助成金制度を立ち上げるな

ど、積極的にCCS普及を後押ししてきた。しかしながら、2008 年のリーマンシ

ョックとその後の欧州危機による経済の停滞とCCS導入に対する大きなインセ

ンティブとなるはずの炭素価格の大幅な下落により、プロジェクト計画の進捗

がおもわしくない。オランダのROADプロジェクトが最も早く実施されるプロジ

ェクトとして期待されているが、その最終投資判断（FID）は遅延している。 
また、EU に先んじて、2007 年から政府 100%出資の大規模実証プロジェクト

を推進していた英国も、候補プロジェクトの試算コストが予算を超過したこと

などから、2012 年に全面的に見直した新たなスキームを立上げ、仕切り直しと

なっている。 
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プロジェクト動向 
ノルウェーのStatoil社が、炭素税を回避するために、ガス精製プラントをCO2

ソースとして海底下貯留を行うCCSプロジェクトとして、1996 年からSleipnerプ
ロジェクトを、2008 年からSnohvitでCO2の大規模圧入を実施している。また、

ノルウェー政府は、回収技術の開発促進を目的として、2012 年に複数の回収技

術のパイロットテストが実施できる施設をMongstadに開設した。この施設では、

天然ガス炊きCHPプラントと製油施設（RCC：Residual Catalytic Cracker）という

2 つの異なるCO2ソースに対する試験が可能となっている。 
EU域内では、大規模実証プロジェクトの推進力として 2 つの助成金制度が整

備された。1 つはEuropean Energy Programme for Recovery (EEPR)であり、2008 年

に発生した金融危機からの復興策の一環として始まったスキームである。もう 1
つが 2009 年のEU-ETSに係るEU指令の改定に伴い立ち上げられたNew Entrants 
Reserve (NER300)である。このスキームでは、3 億トン分のCO2排出枠が確保さ

れ、その相当額が主にCCS実証プロジェクトに対して出資される。 
EEPR による出資プロジェクトとして、2009 年 12 月に Belchatow（ポーラン

ド）、Compostilla（スペイン）、Don Valley（英国）、Jäenschwalde（ドイツ）、Porto 
Tolle （イタリア）、Rotterdam（オランダ、ROAD プロジェクト）の 6 プロジェ

クトが選定され、Porto Tolle プロジェクトに 1 億ユーロ、他の 5 プロジェクトに

それぞれ 1.8 億ユーロの計 10 億ユーロの拠出が発表された。6 プロジェクトの

うち、英国、イタリア、オランダの 3 プロジェクトが海域貯留を計画している

点が米国等と比較して特徴的である。Rotterdam の ROAD プロジェクトは FID の

決定が遅れているが、EU の CCS 指令に基づいて許認可を受けた最初のプロジ

ェクトであり、比較的順調に進んでいる。他のプロジェクトでは、Jäenschwalde
が中止されたほか、計画の停滞感が強い。Jäenschwalde は地元の議員や住民の反

対により中止されたプロジェクトとして広く知られている。 
NER300 では、2 回の公募により 8 プロジェクトが選定される計画であり、1

回目の公募に対する審査結果が 2012 年中に発表される予定となっている。しか

し、EU 当局はスキームの発表当時、炭素価格を 30 ユーロ/トン程度と想定して

いたが、昨今では 10 ユーロ/トンを下回っており、1 回目の公募については、3
件が採択され、1 件当たり 2.92 億～3.37 億ユーロが供出されると言われている。

2012 年 2 月に EU 当局は、Don Valley（英国）、Belchatow（ポーランド）、AirLiquid
（オランダ）の優先順位で最終的な交渉を開始すると発表している。 
このほか、英国政府が 2007 年に政府 100%出資の大規模プロジェクト（燃焼

後回収が対象）のスキームを立上げ、公募を開始していた。プロジェクト用に

10 億ポンドの予算を確保し、また、選考プロセスに最後まで残った 2 プロジェ

クトに対して、別途、公的資金を拠出して、FEED の実施も支援したが、2011
年 10 月までに政府はいずれのプロジェクトにも出資しないことを決定した。新

設火力に対して CCS を導入するプロジェクトが電力需要の減退を理由に自主的
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に撤退し、最終選考に残った、既存石炭火力に CCS をレトロフィット導入する

プロジェクトも、試算コストが予算を上回った等の理由から出資を受けること

ができなかった。その後、英国政府は確保していた 10 億ポンドを複数のプロジ

ェクトに出資するスキームを新たに立ち上げ、現在、出資先の選考過程にある。 
 

政策動向 
EU は温室効果ガスの排出を 2050 年までに 1990 年比で 80～95%削減すること

を公約している。欧州委員会は、この公約を達成するために 2011 年 12 月に発

表した Energy Roadmap 2050 の中で、エネルギー効率の向上と再生可能エネルギ

ーの利用拡大が重要となるとしつつも、エネルギーポートフォリオにおける化

石燃料の貢献を期待する場合に CCS が重要となると分析している。今後、CCS
の役割に期待するためには、ここ 10 年で十分な大規模実証を行い、2020 年から

導入を開始し、2030 年までには幅広い利用が可能となっている必要があるとし

ている。CCS は発電所のみならず重工業やバイオマスの分野においても脱炭素

化に向けた 1 つの選択肢であり、将来の CCS の普及は社会受容性と適正な炭素

価格に懸かっているとも分析している。 
EU は、2008 年に CCS の法的枠組みを規定した CCS 指令を採択し、メンバー

国の CCS の法整備を後押ししてきたが、その進捗は必ずしも順調ではない。CCS
指令はメンバー国に 2011 年 6 月までに国内法への移行を求めていたが、現時点

で（2012 年 10 月時点）移行が完了した国は、スペイン、デンマーク、オランダ、

イタリア、フランス、リトアニア、マルタ、スロベニア、ポルトガル、ルーマ

ニアの 10 か国に留まる。 
2009 年にはEUの排出量取引制度（EU-ETS）に係る指令が改定され、CCS指令

に基づいて排出源から回収・貯留されたCO2に対しては排出枠の引当てが不要と

なった。炭素価格がCCS推進のインセンティブとして期待されていたが、金融危

機以降、炭素価格が低迷しており、欧州でのCCSプロジェクト停滞の大きな原因

とされている。 
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図 3.II-3 EEPR による CCS プロジェクト 

 
c. 豪州 

概要 
豪州は、2050 年までに 2000 年比で温室効果ガスを 60%削減する目標を掲げて

いる。一方、豪州は世界有数の石炭産出国であり、エネルギー別にみた発電電

力量の約 75%が石炭によるものである。豪州のCO2総排出量の約 32%は石炭由

来の電力が占めており、大規模排出産業が豪州経済を支えているのが実状であ

る。このため、豪州はCO2削減目標達成に向けてCCS研究開発に積極的に取組ん

でおり、CCS大規模実証プロジェクトの世界的な展開を支援する国際機関として

GCCSIを設立するなど、CCS導入の加速化に力を入れている。 
 
プロジェクト動向 
豪州の CCS プロジェクトには、石油ガス業界が主導する Gorgon プロジェクト

と政府の CCS Flagship プログラムからの助成金を受けた石油ガス以外のプロジ

ェクトに大別できる。前者の進捗は良いが、後者については停滞感が否めない。 
Gorgonプロジェクトでは天然ガス精製によるCO2を 330 万～400 万トン/年の

レートで深部塩水層に圧入する計画である。これまでに必要となる全ての許認

可を取得済みであり、2015 年からの圧入開始を目指して 2009 年から建設が開始

されている。 
Flagshipプログラムでは、2009 年 12 月にF/Sに対する出資先候補として 4 件が
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選ばれた。このうち、石炭火力発電所や各種プラントなどの複数の大規模排出

源をネットワークハブで結び、回収したCO2をパイプライン輸送して貯留する

South West Hub（旧Collie South West Hub）、CarbonNet Projectの 2 つのプロジェク

トのF/Sへの出資が決定している。IGCCを新設するプロジェクト 2 件のうち、

ZeroGenプロジェクトは中止され、Wandoanプロジェクトは既存の石炭火力から

の燃焼後回収を対象として、貯留量を年間 20 万トン規模へ縮小して再検討され

ている。 
 

政策動向 
豪州では、2012 年 7 月にCCS導入のインセンティブとなり得る「炭素価格制

度」を導入した。CO2排出量の多い企業 500 社が非課税枠を超過したCO2排出に

対して負担を求められるものであり、事実上の炭素税とみなされている。炭素

価格は当初の 3 年間は 23 豪ドル/トンに固定され、以後は、排出権取引制度（ETS）
における取引価格となる。 

 

 
図 3.II-4 豪州 CCS Flagship プログラムの出資プロジェクト（予定を含む） 

 
 
d. その他（中国、韓国） 
中国 
世界最大のCO2排出国である中国では、良好なソース・シンク・マッチングが

見られ、CCSのポテンシャルが高い。2011 年に科学技術部（MOST）がCCUSの
ロードマップを策定するなど、ここ数年、中国のCCSに対する取組みが加速して

いる。 
現在、稼働中のCCSプロジェクトは、産業排出源と帯水層、産業排出源とEOR、

石炭火力とEORの組み合わせの 3 件である。貯留量は年間 4 万トンから 10 万ト

ンであるが、将来的には 30 万トンから 50 万トンに拡大される計画となってい

る。このほか、石炭火力に対する 3 件の燃焼後回収プラントが稼働中である。
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また、IGCC、酸素燃焼の石炭火力、産業プラントを排出源とする、建設中のプ

ロジェクトが 5 件あり、うち 3 件は炭層メタン増進回収を含む、CO2の貯留が計

画されている。 
 
韓国 
韓国は 2020年のCO2排出量を 2009年比で 30%削減するという目標を掲げてお

り、この目標を達成するために 2009 年に策定したロードマップの中で、CCSを
重要な対策技術の 1 つと位置づけている。CCSについては、2015 年に貯留サイ

トを決定し、2020 年までに分離回収プロジェクトと統合した 100MWクラスの 2
件の実証プロジェクトを完了するとしている。CO2回収については、既に燃焼後

回収で数 10 万kW、燃焼前回収および酸素燃焼で 1 万kW規模の試験を実施して

いる。こうしたプロジェクトを通して、CCSを輸出産業として成長させ、2030
年に世界シェアを 30％とすることを目指している。 
産業界では、韓国電力公社を中心に、その子会社 5 社、石油開発、鉄鋼、重

工、建設、熱供給の 18 社が CCS 推進を目的とした Korean CCS Association 
(KCCSA)を 2010 年に設立している。 
 
(2) CCS の理解促進活動 
技術情報の共有・交流を通して CCS への理解促進を図るために、原則、年に

１回、国内外の専門家を招聘しワークショップを開催した。 
ワークショップの詳細は５－６「国民との科学・技術対話」の推進を参照。 
また、国際的には平成 22 年度において、「日尼 CCS ワークショップ」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。CCS の将来的な二国間協力につながるものと期待される。 
 
(3) CCS の環境影響評価（海域） 

我が国では、海底下帯水層へのCO2貯留（海底下CCS）を現実的なオプショ

ンとして技術開発を行っている。海底下CCSは、対象とする自然環境が陸域CCS
とは異なることから、以下の項目について海底下帯水層へのCO2貯留に係る影

響調査を行い、安全性・信頼性向上のための情報を収集するとともに研究プロ

グラムに参画している。 
 

a. ロンドン条約 
ロンドン条約議定書の付属書Iが 2006 年に改正され、海底下地中貯留向けの

CO2流が廃棄を検討できる品目に追加されたことにより、海底下CCSの実施が

国際的に認められることとなった。 
ロンドン条約議定書第 6 条では、「締約国は、廃棄物または他の物の海洋で

の投棄または焼却のために、他国への越境輸送を容認してはならない」と規定
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されている。ロンドン条約議定書の第 4 回締約国会議（2009 年 10 月）におい

て、CO2流の越境輸送の条件として、「輸出国と受入国は本議定書及び他の国際

法に適合した形で責任を分担すること」、「非締約国への越境輸送の場合も本議

定書同等の協定を締結し、締約国は海洋環境保全の義務を負うこと」、「協定を

締結する締約国はIMOに通知すること」、といった内容を第 6 条に追加する改

正案が採択された。しかしながら、海底下CCSそのもの、あるいはCO2越境輸

送、に対する各国の関心度合いには温度差があるため、2009 年改正案は未だ発

効していない（現在 40 ヵ国の締約国の 3 分の 2 以上の批准を要する）。 
ロンドン条約に対応する定例のロンドン条約科学者会合および締約国会合

に出席し情報収集を行っている。引き続き国際的なルール作りにも積極的に関

与し、海底下 CCS の推進基盤確立に資する計画である。 
 

b. 海洋汚染防止法 
国内では、ロンドン条約 96 年議定書を踏まえ、海底下 CCS の実施を許可制

とするために「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」の一部が改正さ

れた（平成 19 年 5 月 30 日法律第 62 号）。その骨子は次のとおりである。 
① CO2を海底の下に廃棄しようとする者は、環境大臣の許可を受けなけれ

ばならないこととする。 
② ①の許可を受けようとする者は、環境影響を評価しなければならない

こととする。 
③ 許可を受けてCO2を海底の下に廃棄する者は、海洋環境の保全に障害を

及ぼさないよう廃棄し、また、海洋環境を監視しなければならないこ

ととする。 
環境影響評価では、貯留層から海洋にCO2が漏出する可能性は極めて低いも

のの、あえて漏出事例仮説を設定してその環境影響を予測・評価することによ

って安全性の確保が図られている。海洋環境の監視では、監視計画として通常

時監視、懸念時監視および異常時監視の方法、実施時期・頻度を記載すること

になっている。 
 

c. 海底下 CCS に係る環境影響評価プログラム 
欧州は日本と同様に、海底下 CCS が重要なオプションとなっていることか

ら、環境影響評価に係る研究プログラムとして、英国による QICS、欧州委員

会による ECO2 及び RISCS と呼ばれる公的なプロジェクトが実施されている。

これら 3 つのプロジェクトはそれぞれ独立しているが、各々の報告書や手引き

書に一貫性があるように、共同でフォーラムを開催することなどが検討されて

いる。また、CCS の普及に向けて国際的な連携、知識共有も推進されている。

日本がこれらのプロジェクトに積極的に関わることによって、国際的に認知さ

れた海底下 CCS の環境影響評価や安全性確保の考え方および指針の策定を推
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進し、海底下 CCS の社会的受容性の向上に資すると考えられる。このため QICS
の現場実験に参加し、前述した独自の観測、実験を実施している。ECO2 に対

しては研究者レベルで海洋環境の監視手法について情報交換を継続しており、

また RISCS に対しては検討中の Guide for Impact Appraisal の査読に協力するこ

ととしている。 
 
(4) CCS 技術事例集の作成 

将来、CCS 実施事業者が CCS 事業を行うにあたり技術的に安全かつ経済的

に事業を推進ための手引書として CCS 技術事例集の作成を計画している。こ

れは、経済性、安全性、法令順守（コンプライアンス）、合意形成の担保のた

めの各種情報や CCS 普及障壁の低減のための課題整理、さらに海外での事業展

開まで視野に入れた最善実践技術事例集である。 
 

＜CCS技術事例集作成の目的とイメージ＞ 
【目的】 
①技術的に安全かつ経済的なCCS事業の実施 
 ・経済性、安全性、法令遵守（コンプライアンス）、合意形成の担保 
 ・CCSの普及障壁の低減  
 
②日本の技術力の海外への発信・展開・普及の支援 
 ・海外での事業展開、国際共同研究への参画 
 ・国際標準化活動、国際機関との連携 
 
【CCS技術事例集のイメージ】 
◇誰が使うか：CCS実施事業者 
◇使われ方 ：CCSを実施する際に技術的に参考とする手引書として 
◇形態   ：わが国が保有するCCS技術開発成果を集約。海外事例も参考。 

 
 

平成 23 年度においては、海外のマニュアル・ガイドラインの関連資料を幅

広く収集し、記載内容の分析評価を行った。米国では、UIC(地下圧入管理)プ
ログラムに基づく CCS のための第 6 等級坑井に関する連邦規則が追加され、

これに対するガイダンスドキュメント等の整備が EPA(米国環境保護庁)により

進められている。また、米国 DOE/NETL は CCS 実証プロジェクトの経験や知

見をとりまとめたベストプラクティス・マニュアル（Best Practice Manual: BPM）

の初版を作成している。一方、欧州連合(EU)では、欧州委員会(EC)が加盟国に

対して CCS 指令に基づく法的整備を推進するための参考資料として、ガイダ

ンスドキュメントを発刊している。 
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表 3.II-1 日米欧のマニュアル・ガイドラインの整備状況の比較 

 

 

表3.II-2 米国・欧州におけるマニュアル・ガイドラインの概要 

米国米国 欧州欧州

EPA 
マニュアル&ガイダンス

DOE/NETL
BPM

ＥC (CCS指令)
ガイダンスドキュメント

DNV
ガイドライン

目的
UICプログラムに基づくCCS
の規制の解説

商業規模のCCS最良実践法の
策定

EU加盟国の法制化支援
一般的なCGS作業手順の共
通認識の確立

対象 CCS事業実施者 CCS事業実施者 EU加盟国のCCS所轄官庁 CCS事業実施者

分野

CCS実施のためのガイダンス
やマニュアル[ドラフト版]（申請
手続、サイト特性、AoR評価、
坑井建設、プロジェクト計画、
財務保証、試験坑井、坑井試
験・監視、技術サポート、コス
ト評価） [全12冊]

地中貯留技術
（サイト選定、監視、リスク分析
とシミュレーション、ＰＯ、地層分
類、貯留システムと坑井管理）
[全6冊]

CCSの法規制
（リスク管理、貯留層特性、財
務保障、責任移転） [全4冊]

CCSの作業手順と技術解説
（貯留、既存坑井、パイプライ
ン、回収） [全6冊]

情報源
UICプログラムに関する連邦
規則

RCSP実証試験
EUのCCSプロジェクト
DNVガイドライン

EUのCCSプロジェクト
ISOリスクマネジメント

特徴

・連邦規則に則り、事業者が
遵守すべき事項を解説

・申請手続き書類の解説

・事業の開始から終了までの
フェーズをほぼ網羅

・現在は、ドラフト版のパブコメ
受付が終了。

・事例集的（RCSP研究開発成
果をBPとして例示）

・陸域地中貯留を対象

・飲料水保護の立場から、UIC
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑによる規定

・2011年: Ver.1を作成
2017年: 更新(Ver.2)
2020年: 圧入後BPMを完成

・加盟国に対して、CCS全体の
フレームと重要項目を説明

・海底下貯留も対象

・CO2貯留ポテンシャル調査が
行われている(GeoCapacity)

・国内法整備が確認できたの
は８ケ国 【スペイン、デン
マーク、オランダ、イタリア、フ
ランス、リトアニア、マルタ、ス
ロベニア】

・CCS全フェーズの作業につ
いて手引書的な記載

・海底下貯留も対象

・EUガイダンスに参照される

・パイプラインと回収について
は推奨事例（ＲＰ）として技術
的解説がされている。
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３－１－３ 特許出願状況等 
本事業において得られた研究成果は、随時とりまとめを実施して、国内外の

技術論文誌に投稿している。国内外の高い水準の論文誌への掲載により、本事

業の成果が国際的にも価値のある成果であることを示している。論文の他にも、

国内外の学会における口頭発表や各種出版物への投稿、寄稿などにより、研究

成果を広く社会に周知し、還元している。 
特許については 1 件のみの出願であるが、本件は光ファイバーセンシング技

術における基本特許であり、今後本技術の実用化においてキーとなる重要な技

術である。 
論文、口頭発表等に関する成果の状況について、表 3-1-3-1、3-1-3-2、3-1-3-3

に示す。 

 

表 3-1-3-1 研究項目別論文、口頭発表、特許、その他出版物の件数一覧 

 
論文 口頭発表 特許 

その他 

出版物等 
合計 

I．安全評価

手 法 の

開発 

貯留層性能評価 17 37 0 20 74 
CO2挙動解析 21 49 1 32 103 
CO2移行解析 0 2 0 3 5 

II．CCS 推進基盤の確立 0 11 0 22 33 
合計 38 99 1 77 215 

 

 

表 3-1-3-2 年度別論文、発表、特許、その他出版物の件数一覧 

 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 合計 
論文 13 9 16 38 

口頭発表 32 35 32 99 
特許 0 0 1 1 
その他 

出版物等 
31 14 32 77 

合計 76 58 81 215 
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表 3-1-3-3 論文、口頭発表、その他出版物リスト 

◆原著論文 
 タイトル 著者 発表先 

1.  Coupling and Fusion in Modern 

Geosciences  

 

 

 

Sai Li, Masakazu Ito, Heiko Fu, 

Isao Sato, Xinglin Lei, Satoshi 

Okuyama, Takahito Sasai, 

Chishing Uh, Kohei Kazahaya, 

Fu Sen 

Data Science Journal, vol.8, 

p.S45-S50, 2009/4.  

 

 

2.  Application of crosswell seismic 

tomography using difference 

analysis with data normalization 

to monitor CO2 flooding in an 

aquifer 

Onishi Kyosuke, Ueyama 

Tetsuyuki, Matsuoka 

Toshifumi, Nobuoka Dai, Saito 

Hideki, Azuma Hiroyuki, Xue 

Ziqiu 

International Journal of 

Greenhouse Gas Control, 

Volume 3, Issue 3, p311-321, 

2009/5 

3.  繰り返し弾性波トモグラフィによ

る地中二酸化炭素分布の可視

化 

東 宏幸、斎藤 秀樹、薛 自

求、吉村 司 

地盤工学会誌 57(5), 2009/5 

4.  特集号「岩石－水相互作用か

ら見る二酸化炭素地中貯留」

緒言 

奥山康子 岩 石 鉱 物 科 学 ， vol.38, 

p.81-89, 2009/7 

5.  地化学・貯留層シミュレーショ

ンによる二酸化炭素の地化学

トラッピングの検討：東京湾岸

モデル 

戸高法文，奥山康子，赤坂千

寿，佐々木宗建，當舎利行 

 

岩 石 鉱 物 科 学 ， vol.38, 

p.90-100, 2009/7 

 

6.  CO2地中貯留における灰長石

溶解プロセスの速度論的考察 

徂徠正夫，佐々木宗建，奥山

康子 

岩 石 鉱 物 科 学 ， vol.38, 

p.100-110, 2009/7 

7.  CO2地中貯留におけるキャップ

ロックに対する超臨界CO2の閾

値圧力測定に関する実験的研

究 

西本 壮志、薛 自求、木山 

保、石島 洋二 

物理探査学会論文集、

Vol.62 No.4, p421-436 

2009/8 

8.  Model prediction on the rise of 

pCO2 in uniform flows by 

leakage of CO2 purposefully 

stored under the seabed. 

Yuki Kano, Toru Sato, Jun 

Kida, Shinichiro Hirabayashi、

Shigeru Tabeta 

Internat ional journal of 

Greenhouse Gas Control, 

vo l .3 ,  617-625 ,  2009/9 
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 タイトル 著者 発表先 

9.  Ultrasonic velocity and 

attenuation during CO2 

injection into water-saturated 

porous sandstone: 

Measurements using difference 

seismic tomography 

Xinglin Lei, Zique Xu PHYSICS OF THE EARTH 

AND PLANETARY 

INTERIORS, vol.176, 

224-234, 2009/10 

10.  Ultrasonic velocity and 

attenuation during CO2 

injection into water-saturated 

porous sandstone: 

Measurements using difference 

seismic tomography 

Lei Xinglin, Xue Ziqiu Physics of the Earth and 

Planetary Interiors, Volume 

176, Issues 3–4, p224–234, 

2009/10 

11.  本邦の炭酸塩沈殿物を多量に

伴う温泉・鉱泉の地化学的特

徴－CO2地中貯留に対するナ

チュラルアナログの可能性 

佐々木宗建，徂徠正夫，奥山

康子，村岡洋文 

 

 

岩 石 鉱 物 科 学 ， vol.38, 

p.175-197, 2009/11 

 

12.  シントレクス重力計CG5 の特性

評価，広河原CO2間欠泉での

調査 

杉原光彦 

 

地 熱 学 会 誌 ， vol.32, 

p.21-30, 2010/1 

13.  Experimental study on CO2 

monitoring and quantification of 

stored CO2 in saline formations 

using resistivity measurements 

Yoshihiro Nakatsuka, Ziqiu 

Xue, Henry Garcia, Toshifumi 

Matsuoka 

International Journal of 

Greenhouse Gas Control, 

Volume 4, Issue 2, p209-216, 

2010/3 

 

14.  Multi-scale modeling of CO2 

dispersion leaked from seafloor 

off the Japanese coast 

 

Yuki Kano, Toru Sato, Jun 

Kida, Shinichiro Hirabayashi, 

Shigeo Tabeta 

Marine Pollution Bulletin, 

vol.60, p.215-224, 2010/4 

15.  温室効果ガスを大深度に閉じ

込める―二酸化炭素地中貯留

― 

奥山康子 地 盤 工 学 会 誌 ， vol.58, 

p.20-23、2010/4 

16.  Dissolution kinetics of 

anorthite in a supercritical 

CO2-water system 

Masao Sorai, Munetake Sasaki American Mineralogist, vol. 

95, p.853-862, 2010/5 
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 タイトル 著者 発表先 

17.  Monitoring and simulation 

studies for assessing macro- 

and meso-scale migration of 

CO2 sequestered in an onshore 

aquifer: Experiences from the 

Nagaoka pilot site, Japan.  

Sato Kozo, Mito Saeko, Horie 

Tadashi, Ohkuma Hiroshi, Saito 

Hideki, Watanabe Jiro, 

Yoshimura Tsukasa 

International Journal of 

Greenhouse Gas Control, 
Volume 5, Issue 1, p125–137, 

2011/1 

18.  Supercritical CO2 core flooding 

and imbibition in Tako 

sandstone – Influence of 

sub-core scale heterogeneity 

Shi Ji-Quan, Xue Ziqiu, 

Durucan Sevket 

International Journal of 

Greenhouse Gas Control, 

Volume 5, Issue 1, p75-87, 

2011/1 

19.  Monitoring and detecting CO2 

injected into water-saturated 

sandstone with joint seismic 

and resistivity measurements 

Jongwook Kim, Toshifumi 

Matsuoka, Ziqiu Xue 

Exploration geophysics, 

42(1), p1-10, 2011/2 

20.  二酸化炭素地中貯留実験によ

って生じた地下温度の上昇 

宮越昭暢，當舎利行，高倉伸

一 

 

応用地質，vol.51, 280-287, 

2011/2 

21.  Saline aquifer CO2 

sequestration in Japan 

methodology of storage 

capacity assessment  

Toyokazu Ogawa, Shigetaka 

Nakanishi, Takumi Shidahara, 

Tadahiko Okumura, Eiji 

Hayashi 

International Journal of 

Greenhouse Gas Control, 
Volume 5, Issue 2, p318–326, 

2011/3 

22.  多孔質砂岩中の定常流動状態

における水ー超臨界CO2系の

相対浸透率 

小暮 哲也、北村 圭吾、山田 

達也、西澤 修、薛 自求 

地学雑誌,vol.120, no.6, 

p944-959, 2011/3 

23.  Dawsonite-aragonite 

association in the Cretaceous 

Izumi Group, SW Japan: An 

evidence of CO2-rich fluid 

invasion in the classical 

locality 

Yasuko Okuyama, Shuji Take 

 

 

Journal of Mineralogical and 

Petrological Sciences, vol. 

106, p.78-84, 2011/4. 
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 タイトル 著者 発表先 

24.  Accuracy of formation factors 

for three-dimensional 

pore-scale images of 

geo-materials estimated by 

renormalization technique 

Yoshito Nakashima, Tsukasa 

Nakano 

JOURNAL OF APPLIED 

GEOPHYSICS, vol.75, 

31-41, 

2011/9 

25.  Role of drainage conditions in 

deformation and fracture of 

porous rocks under triaxial 

compression in the laboratory 

Xinglin Lei, Tetsuya 

Tamagawa, Kazuhiko Teduka, 

Manabu Takahashi 

GEOPHYSICAL RESEARCH 

LETTERS, 2011/12 

26.  Pliocene/Pleistocene boundary 

and paleoceanographic 

significance of the upper 

Miyazaki Group, southern 

Kyusyu, Southwest Japan, 

based on calcareous 

nannofossils and planktic 

foraminiferal assemblages 

Shun Chiyonobu, Jumpei 

Morimoto, Masayuki Torii, 

Motoyoshi Oda 

The journal of the geological 

society of Japan, vol 118, 

p109-116, 2012/2 

27.  Characterization of Fractured 

Reservoirs Using a 

Combination of Downhole 

Pressure and Self-Potential 

Transient Data  

Yuji Nishi, Tsuneo Ishido 

 

International Journal of 

Geophysics, vol.2012, 

p.1-13, 2012/3  

28.  シール性能パラメータとしての

毛管圧 －石油探鉱からCO2

地中貯留への展開－ 

徂徠正夫，古宇田亮一 地学雑誌，vol.121, p.13-30, 

2012/3 

29.  Reservoir Simulation 

Verification of CO2 injection 

into an Onshore Aquifer, 

Nagaoka, Japan 

Henry García, Ziqiu Xue ,  

Zhejun Pan, Toshifumi 

Matsuoka 

International Journal of 

Greenhouse Gas Control, 

submitted 

30.  Experimental study of electric 

and seismic monitoring for 

mobile and residual CO2 in the 

drainage and imbibition stages 

Jongwook Kim, Toshifumi 

Matsuoka, Ziqiu Xue 

Geophysical Journal 

International, submitted 

31.  多孔質砂岩中に存在する低孔

隙率の葉理面が超臨界ＣＯ２流

北村 圭吾、薛 自求、山田 

達也、西澤 修 

資源・素材学会「資源と素

材」, accepted. 
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 タイトル 著者 発表先 

動に与える影響：弾性波速度に

よる検討 

32.  Effect of formation water 

compositions on predicting CO2 

behavior case study at the 

nagaoka post-injection 

monitoring site 

Saeko Mito, Ziqiu Xue, Tatsuya 

Sato 

Applied Geochemistry,査読

中  

33.  Reconstruction of 

paleoceanographic conditions in 

the northwestern Pacific Ocean 

over the last 500 ky based on 

calcareous nannofossils and 

planktic framiniferal 

assemblages 

Shun Chiyonobu, Motoyoshi 

Oda, Yuko Mori 

Marine micropaleontology, 

accepted 

34.  Unconformity between the Late 

Miocene-Pliocene accretionary 

complex and Pliocene 

trench-slope sediments, 

central Japan 

Yuzuru Yamamoto, Shun 

Chiyonobu, Lislie Gadenne, et 

al. 

Island Arc, in press 

35.  Evaluation of a resistivity model 

derived from time-lapse well 

logging at the pilot-scale CO2 

injection site, Nagaoka, Japan 

Takahiro Nakajima, Ziqiu Xue International Journal of 

Greenhouse Gas Control, 

submitted 

36.  Reactive transport simulation 

study of geochemical CO2 

trapping on the Tokyo Bay 

Model – With focus on the 

behavior of dawsonite 

Yasuko Okuyama, Norifumi 

Todaka, Munetake Sasaki, 

Shuji Ajima, Chitoshi Akasaka 

 

Applied Geochemistry  （受

理済） 

 

37.  残留トラップされた二酸化炭素

が弾性波速度に与える影響に

関する実験的研究 

北村 圭吾、薛 自求 資源と素材, 投稿中 

38.  CO2地中貯留―「地球温暖化」

対策への地質学の貢献可能

性― 

當舎利行，奥山康子，石戸恒

雄 

地質学雑誌，vol.118（受理

済） 
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◆口頭発表 
 タイトル 発表者 発表先 

1.  高濃度CO2が海洋性硝化お

よび脱窒細菌群集に及ぼす

影響－ペラジック・チャンバー

による現場実験－ 

吉永 郁生、前田 知己、中村 

隆久、大西 庸介、石田 洋、

竹内 和久、三戸 彩絵子、左

子 芳彦、渡辺 雄二 

第 12 回マリンバイオテクノロ

ジー学会大会, 2009/5 

2.  RITE における CCS 安全評価

研究の取り組みについて 

林 栄治、中川 加明一郎、小

牧 博信、松本 弘、岡本 征

雄、三戸 彩絵子、北村 圭吾 

日本地球惑星科学連合

2009 年大会, 2009/5 

3.  平成 21 年度以降の産総研に

おけるCO2地中貯留研究に

ついて 

當舎利行，奥山康子 地球惑星科学連合 2009 年

大会，2009/5 

4.  帯水層CO2貯留に伴う地球

物理学的モニタリングのシミ

ュレーション 

西祐司，石戸恒雄，當舎利

行 

 

地球惑星科学連合 2009 年

大会，2009/5 

5.  CO2地中貯留における長石

の溶解キネティクス 

徂徠正夫 

 

地球惑星科学連合 2009 年

大会，2009/5 

6.  帯水層貯留における対流混

合による二酸化炭素のトラッ

ピングの促進 

赤坂千寿，戸高法文，奥山

康子 

地球惑星科学連合 2009 年

大会，2009/5 

7.  マルチスケールモデルを用い

た日本沿岸海底から漏洩し

たCO2拡散のシミュレーション 

加野友紀，佐藤徹 第 14 回日本機械学会動力

エネルギー技術シンポジウ

ム，2009/6 

8.  二酸化炭素海洋隔離技術開

発の進展と研究開発課題 

間木 道政、村井 重夫 第 14 回動力・エネルギー技

術シンポジウム) , 2009/6 

9.  地中貯留の実適用に向けた

二酸化炭素挙動の感度解析 

岡本 征雄、三戸 彩絵子、中

川 加明一郎 

第 14 回動力・エネルギー技

術シンポジウム, 2009/6 

10.  Post-injection monitoring to 

ensure safety of CO2 storage 

- A case study at Nagaoka 

pilot site - 

Mito Saeko, Xue Ziqiu 5th IEA GHG Monitoring 

Network Meeting, Tokyo, 

Japan, 2009/6 

11.  Influence of formation water 

composition on mineral 

trapping of CO2 

Mito Saeko, Nakagawa 

Kameichiro 

Goldschmidt2009/6 

12.  超臨界CO2圧入によるキャッ

プロックの閾値圧力測定に関

する実験的研究, . 

木山 保、西本 壮志、薛 自

求、北村 圭吾、宮澤 大輔、

石島 洋二,  

資源・素材学会, 2009/9 
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13.  CCS の安全評価研究の取り

組みについて 

小牧 博信、林 栄治、中川 

加明一郎 

資源・素材学会, 2009/9 

14.  ドーソン石はCO2地中貯留で

の鉱物固定のアナログか？

―地化学シミュレーション，天

然の産状と生成環境― 

奥山康子 日本鉱物科学会 2009 年年

会，2009/9 

15.  CO2地中貯留における鉱物

の溶解－沈殿プロセスの検

証 

徂徠正夫，佐々木宗建，三

戸彩絵子 

 

資 源 素 材 学 会 秋 季 大 会

2009，2009/9 

 

16.  深部塩水帯水層に圧入され

たCO2の長期挙動に対する

主要パラメタの感度解析 

加野友紀，石戸恒雄 資 源 素 材 学 会 秋 季 大 会

2009，2009/9 

17.  Geoelectric Monitoring 

Studies for the Carbon 

Dioxide Geological Storage 

Toshiyuki Tosha 

 

RAGE2009，2009/10 

18.  Experimental study on seismic 

monitoring of residual 

supercritical CO2 in 

water-saturated porous 

sandstones 

Kitamura Keigo, Xue Ziqiu The 9th SEGJ International 

Symposium、2009/10 

19.  カルサイト成長丘に及ぼす不

純物効果の検証 

徂徠正夫，間中光雄 第 39 回結晶成長国内会議

（NCCG-39)，2009/11 

20.  Self-Potential Monitoring for 

Geologic CO2 Sequestration 

Yuji Nishi, Toshiyuki Tosha, 

Tsuneo Ishido 

2009 AGU Fall Meeting, 

2009/12 

21.  Depth dependency of 

fracture permeability in 

Neogene mudstone 

Shinichi Uehara, Miki 

Takahashi, Yasuki Oikawa, 

Koji Masuda 

2009 AGU Fall Meeting, 

2009/12 

22.  Sensitivity Analysis of Key 

Parameters on the Behavior 

of CO2 Injected Into a Deep 

Saline Aquifer II 

Yuki Kano, Tsuneo Ishido 2009 AGU Fall Meeting, 

2009/12 

23.  二酸化炭素吸着に伴う石炭

試料の破壊強度の変化 

竹原孝，及川寧己，當舎利

行 

第 39 回岩盤力学に関する

シンポジウム，2010/1 
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 タイトル 発表者 発表先 

24.  CO2地中貯留の可能性と技

術の展望 

中尾信典 

 

日本DMEフォーラム平成21

年度第 2 回製造分科会（依

頼講演），2010/2 

25.  不均質地質モデルを用いた

貯留性能評価手法の検討 

岡本 征雄、大熊 宏、大渕 

有希子、佐藤 明彦、中川 加

明一郎 

2010 年資源・素材学会春季

大会,2010/3 

26.  微動アレー探査による貯留層

構造評価技術の開発 

中川 加明一郎、水落 幸弘、

岡本 征雄、小暮 哲也、林 

久夫、松岡 達郎  

2010 年資源・素材学会春季

大会,2010/3 

27.  シミュレーションによるCO2地

中貯留のポテンシャル評価 

石戸恒雄，西祐司，當舎利

行 

資 源 素 材 学 会 春 季 大 会

2010，2010/3 

28.  泥岩の三軸クリープ試験と

CO2圧入の影響 

及川寧己，竹原孝，當舎利

行 

資 源 素 材 学 会 春 季 大 会

2010，2010/3 

29.  米国 Aneth における実証試

験と SP モニタリング 

西祐司，天満則夫，石戸恒

雄，當舎利行 

資 源 素 材 学 会 春 季 大 会

2010，2010/3 

30.  産総研におけるCO2地中貯

留研究の取組 

中尾信典，當舎利行 

 

資 源 素 材 学 会 春 季 大 会

2010，2010/3 

31.  CO2帯水層貯留の重力モニタ

リングについて（続報） 

杉原光彦，石戸恒雄 

 

資 源 素 材 学 会 春 季 大 会

2010，2010/3 

32.  炭酸泉における炭酸カルシウ

ムの溶解・成長の現場実験 

佐々木宗建，徂徠正夫 資 源 素 材 学 会 春 季 大 会

2010，2010/3 

33.  CO2の地中貯留 當舎利行 第 24 回環境工学連合講演

会（依頼講演），2010/4 

34.  Post-injection monitoring at 

the Nagaoka site 

Saeko Mito, Ziqiu Xue IEA GHG 6th monitoring 

network meeting, 2010/5 

35.  The activities of RITE and 

Japan in the field of geological 

storage of CO2  and 

collaboration with the EU 

Saeko Mito, Ziqiu Xue CO2 GeoNet Open Forum, 

Venice, Italy, 2010/5 

36.  ドーソン石は過去の超臨界

CO2の「足跡」か？ 

－地中貯留漏洩事象のナチ

ュラル・アナログの可能性－ 

奥山康子 

 

地球惑星科学連合 2010 年

大会（招待講演），2010/5 
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 タイトル 発表者 発表先 

37.  小規模CO2地中圧入実験に

おける比抵抗繰り返し測定 

高倉伸一，當舎利行 

 

 

地球惑星科学連合 2010 年

大会，2010/5 

38.  深部塩水帯水層に注入され

たCO2 の長期挙動に関する

主要パラメタの感度解析 

加野友紀，石戸恒雄 地球惑星科学連合 2010 年

大会，2010/5 

39.  米国 Aneth 実験場における

自然電位モニタリング 

西祐司，天満則夫，石戸恒

雄，當舎利行 

地球惑星科学連合 2010 年

大会，2010/5 

40.  二酸化炭素の小規模地中圧

入実験 

 

當舎利行，宮越昭暢，高倉

伸一，稲崎富士 

地球惑星科学連合 2010 年

大会，2010/5 

41.  CO2 sequestration monitoring 

in a low formation water 

salinity reservoir 

Doug Murray, Tadashi Horie, 

Tukasa Yoshimura, Saeko 

Mito  

IOGCEC (International Oil & 

Gas Conference and 

Exhibition in China), SPE 

2010/6 

42.  産総研第３期中期計画での

地中貯留研究について 

中尾信典，當舎利行 地球惑星科学連合 2010 年

大会，2010/5 

43.  CO2地中貯留の重力モニタリ

ングの課題 

杉原光彦，石戸恒雄，西祐

司，中尾信典 

物理探査学会，2010/5 

 

44.  超臨界CO2 に対するシール

性能評価 

徂徠正夫 平成 22 年度石油技術協会

春季講演会（招待講演），

2010/6 

45.  沿岸域 MT 法における 2 次元

解析の検討と幌延沿岸域デ

ータへの適用 

上田匠，内田利弘，光畑裕

司 

物理探査学会第 122 回学

術講演会，2010/6 

46.  Ultrasonic velocity monitoring 

of CO2 migration and 

formation of residual trapping 

in  porous sandstones 

Keigo Kitamura, Ziqiu Xue, 

Tatsuya Yamada, Toshifumi 

Matsuoka 

SEG development and 

Production Forum 2010/7 

47.  Dawsonite as a mineralogical 

guide to understand 

geochemical processes 

associated with CO2 

geological storage 

Yasuko Okuyama, Yoshito 

Nakashima, Munetake Sasaki, 

Norifumi Todaka, Chitoshi 

Akasaka 

13th International 

Conference on Water-Rock 

Inte- raction, 2010/8 
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 タイトル 発表者 発表先 

48.  Comparative assessment of 

CCS with other technologies 

mitigating climate change  

Toshihiko Miyagawa, Ryuji 

Matsuhashi, Shigeo Murai, 

Motoshi Muraoka 

10th International 

conference of Greenhouse 

Gas Control Technologies, 

2010/9 

49.  Scenario analysis on 

hypothetical site condition for 

geological CO2 sequestration 

in Japan 

Koichi Takizawa, Hironobu 

Komaki, Eiji Hayashi, Shigeo 

Murai, Shinzo Ueta, Kohei 

Yamaguchi, Makoto Tsuchiya 

10th International 

conference of Greenhouse 

Gas Control Technologies, 

2010/9 

50.  Life Cycle Assessment 

Performed on a CCS Model 

Case in Japan 

and Evaluation of 

Improvement Facilitated by 

Heat Integration 

Satoshi Nagashima, Toshihiko 

Miyagawa, Masaki Matsumoto, 

Satoshi Suzuki, Hironobu 

Komaki, Masato Takagi, 

Shigeo Murai 

10th International 

conference of Greenhouse 

Gas Control Technologies, 

2010/9 

51.  CO2 saturation estimation 

from time lapse aonic logs by 

consideration of uniform and 

patchy saturation, 

International Conference on 

Greenhouse Gas Technologies 

Azuma H., Konishi C., 

Nobuoka D., Xue Z.., 

Watanabe T. 

10th International 

conference of Greenhouse 

Gas Control Technologies, 

2010/9 

52.  The Data base of investigation 

result of saline aquifers for 

CO2 storage in Japan. 

Masao Ohoka, Shinichi 

Hiramatu, Kazuo Koide, 

Nakanishi Shigetaka, Akasaka 

Chitoshi, Eiji Hayashi, Hideaki 

Miida 

10th International 

conference of Greenhouse 

Gas Control Technologies, 

2010/9 

53.  Post injection monitoring of 

stored CO2 at he Nagaoka 

pilot site: 5 years time-lapse 

well logging results 

Saeko Mito, Ziqiu Xue 10th International 

conference of Greenhouse 

Gas Control Technologies, 

2010/9 

54.  二酸化炭素地中貯留におけ

る岩盤力学の役目 

薛 自求 資源・素材学会 2010 年秋季

大会、2010/9 

55.  封圧下における堆積軟岩の

強度特性に関する実験的研

究 

竹原孝，及川寧己，當舎利

行 

 

第 30 回西日本岩盤工学シ

ンポジウム ，2010/9 
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 タイトル 発表者 発表先 

56.  CO2圧入によるベレア砂岩の

力学特性への影響 

竹原孝，中村竹博，及川寧

己，山口勉，高倉伸一  

資 源 素 材 学 会 秋 季 大 会

2010，2010/9 

57.  ドーソン石はCO2地中貯留で

の鉱物固定のアナログか？

－和泉層群での産状の再検

討の現状－ 

奥山康子，中島義人，佐々

木宗建，上田晃 

 

日本鉱物科学会 2010 年年

会，2010/9 

 

58.  Do the sedimentary strata 

have power to neutralize 

leaking CO2?: a natural 

analogue study on past CO2 

invasion and carbonate 

precipitation in the 

Cretaceous Izumi Group, SW 

Japan   

Yasuko Okuyama, Yoshito 

Nakashima, Munetake Sasaki, 

Akira Ueda 

 

 

 

10th International 

Conference of Greenhouse 

Gas Control Technologies, 

2010/9 

 

59.  Progress report of AIST's 

research programs for CO2 

geological storage   

Shinsuke Nakao, Toshiyuki 

Tosha 

 

10th International 

Conference of Greenhouse 

Gas Control Technologies, 

2010/9 

60.  Changes in geophysical 

observables caused by CO2 

injection into saline aquifers 

 

Tsuneo Ishido, Toshiyuki 

Tosha, Chitoshi Akasaka, Yuji 

Nishi, Mitsuhiko Sugihara, 

Yuki Kano, Shigetaka 

Nakanishi 

10th International 

Conference of Greenhouse 

Gas Control Technologies, 

2010/9 

 

61.  Numerical simulation on the 

long-term behavior of CO2 

injected into a deep saline 

aquifer composed of 

alternating layers 

Yuki Kano, Tsuneo Ishido 10th International 

Conference of Greenhouse 

Gas Control Technologies, 

2010/9 

62.  Experimental study of the 

capillary pressure of super- 

critical CO2 

Masao Sorai, Takahiro 

Funatsu 

10th International 

Conference of Greenhouse 

Gas Control Technologies, 

2010/9 

63.  多胡砂岩の Vp・Vs 同時測定 北村 圭吾、薛 自求、西澤 

修 

物理探査学会 2010/10 
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 タイトル 発表者 発表先 

64.  Integrated well-based 

monitoring of injected CO2 at 

the Nagaoka pilot site (invited) 

Ziqiu Xue 16th Formation Evaluation 

Symposium of Japan 

2010/11 

65.  Research and Development 

Activity of Marine 

Environment Assessment 

Technology for CCS in RITE 

Michimasa Magi IEAGHG CO2 Natural 

Release, 2010/11 

66.  二酸化炭素地中貯留実験に

よって生じた地下温度の上昇 

宮越昭暢，當舎利行，高倉

伸一 

平成 22 年日本地熱学会，

2010/11 

67.  Sensitivity Analysis of Key 

Parameters on the Behavior 

of CO2 Injected Into a Deep 

Saline Aquifer III 

Yuki Kano, Tsuneo Ishido 

 

2010 AGU Fall Meeting, 

2010/12 

 

68.  多胡砂岩の層理面構造がCO

２流動に与える影響に関する

岩石物理学的研究 

北村 圭吾、薛 自求、山田 

達也、西澤 修 

日本地球惑星科学連合

2011 年大会、2011/5 

69.  CO2状態モニタリング手法と

岩石の物性―地震波速度異

方性と比抵抗 

西澤 修、山田 達也、薛 自

求 

日本地球惑星科学連合

2011 年大会、2011/5 

70.  長岡サイトにおけるCO2貯留

モニタリングのための繰り返し

物理検層のデータ解析 

中島 崇裕、薛 自求、三戸 

彩絵子 

日本地球惑星科学連合

2011 年大会、2011/5 

71.  CO2 挙動モニタリングに関わ

るdrainage とimbibition にお

ける弾性波の走時と振幅 

の検討 

坂下 晋、北村 圭吾、信岡 

大、東 宏幸、竹島 淳也、斎

藤 秀樹、薛 自求 

日本地球惑星科学連合

2011 年大会、2011/5 

72.  定常法による水－超臨界CO2

系の相対浸透率測定方法の

開発 

小暮 哲也、薛 自求 日本地球惑星科学連合

2011 年大会、2011/5 

73.  X線CT装置によるCO2挙動可

視化技術の開発 

矢崎 至洋、千代延 俊、薛 

自求 

日本地球惑星科学連合

2011 年大会、2011/5 

74.  堆積相解析に基づく長岡実証

サイトの地質学的特長 

千代延 俊、矢崎 至洋、薛 

自求 

日本地球惑星科学連合

2011 年大会、2011/5 
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 タイトル 発表者 発表先 

75.  米国アネス二酸化炭素地中

貯留実験サイトにおける 1 坑

井 3 成分アレイ観測 AE デー

タの反射波を利用した解析 

相馬宣和，ジェイムズ・ルトリ

ッジ 

物理探査学会第 124 回学

術講演会，2011/5 

76.  産総研における地中貯留研

究の取り組みについて 

中尾信典，當舎利行 

 

地球惑地球惑星科学連合

2011 年大会，2011/5 

77.  深 部 帯 水 層 に 注 入 さ れ た

CO2 の長期挙動に対するシ

ール特性の影響検討シミュレ

ーション  

加野友紀，石戸恒雄 地球惑地球惑星科学連合

2011 年大会，2011/5 

78.  くりこみを用いた多孔質岩石

の空隙スケール画像のフォー

メーションファクターの計算 

中島善人，中野司 地球惑地球惑星科学連合

2011 年大会（招待講演），

2011/5 

79.  北海道幌延地区での小規模

二酸化炭素圧入実験におけ

る比抵抗法と AMT 法の繰り

返し測定 

高倉伸一，當舎利行，杉山

長志，徳丸哲学義 

地球惑地球惑星科学連合

2011 年大会，2011/5 

80.  CO2 漏洩事象ナチュラル・ア

ナログとしての松代地域（長

野県）－フォローアップ調査

結果の速報－ 

奥山康子，船津貴弘，萩原

育夫，吉岡正光，高本直彦 

 

地球惑星科学連合 2011 年

大会，2011/5 

 

81.  CO2と水の置換による弾性波

異向性の変化 

雷興林，薛自求 地球惑星科学連合 2011 年

大会，2011/5 

82.  Nagaoka 4d seismic revisited Naoshi Aoki, Akihisa 

Takahashi, Ziqiu Xue 

IEA-GHG 7th monitoring 

network meeting （Invited), 

Potsdam, Germany, 2011/6 

83.  CO2 saturation from nagaoka 

wireline measurement 

Ziqiu Xue, Takahiro Nakajima, 

Shun Chiyonobu, Saeko Mito 

IEA-GHG 7th monitoring 

network meeting （Invited), 

Potsdam, Germany, 2011/6 

84.  長岡CO2圧入実証試験サイト

における地化学トラップの証

拠 

三戸 彩絵子、朝原 友紀,、

薛 自求 

日本地球化学会 （招待講

演）, 2011/9 

85.  部分飽和するCO2の分布サイ

ズについて 

東 宏幸、小西 千里、薛 自

求 

物理探査学会秋季大会, 

2011/9 
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 タイトル 発表者 発表先 

86.  弾性波速度と比抵抗の同時

測定による多孔質砂岩中の

超臨界CO2挙動モニタリング 

薛 自求、松岡 俊文 資源素材学会秋季大会（招

待講演）, 2011/9 

87.  深部塩水帯水層へのCO2地

中貯留でのドーソン石出現条

件－地化学シミュレーション

結果の再検討－ 

奥山康子，戸高法文 

 

日本鉱物科学会 2011 年年

会，2011/9 

 

88.  高温環境下における堆積軟

岩の三軸圧縮試験 

竹原孝，及川寧己，當舎利

行 

資 源 素 材 学 会 秋 季 大 会

2011，2011/9 

89.  CO2を圧入した第四紀泥岩の

力学特性 

中村竹博，及川寧己，竹原

孝，高倉伸一，當舎利行，山

口勉 

資 源 素 材 学 会 秋 季 大 会

2011，2011/9 

90.  CO2 地中貯留における物理

探査モニタリングの有効利用 

中尾信典，石戸恒雄，當舎

利行 

資 源 素 材 学 会 秋 季 大 会

2011，2011/9 

91.  来待砂岩のモード I 破壊靱性

と力学特性との比較検討 

船津貴弘，竹原孝，マヒン

ダ・クルップ 

資 源 素 材 学 会 秋 季 大 会

2011，2011/9 

92.  Roles of geophysics and rock 

physics in geological CO2 

sequestration 

Ziqiu Xue 12th  international 

congress on rock 

mechanics, Beijing, China, 

2011/10 

93.  Numerical simulation of crack 

propagation in rock by 

clumped particle model 

Takahiro Funatsu, Kazunori 

Shimizu 

12th International Congress 

on Rock Mechanics, 

2011/10   

94.  Fluid chemistry of the onshore 

CO2 sequestration formation 

at nagaoka, Japan: 5 years 

passed since CO2 injection 

Saeko Mito, Yuki Asahara, 

Ziqiu Xue 

AGU fall meeting （Invited), 

San Francisco, USA, 

2011/12 

95.  An Experimental Study on the 

Fracture Toughness of 

Sandstone by SCB specimen 

Takahiro Funatsu, Takashi 

Takehara, Mahinda Krupp 

 

International Symposium on 

Earth Science and 

Technology 2011, 2011/12 

96.  Effects of Seal Layer 

Property on the Long-term 

Behavior of CO2 Injected Into 

Deep  

Yuki Kano, Tsuneo Ishido 

 

2011 AGU Fall Meeting, 

2011/12 
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 タイトル 発表者 発表先 

97.  CO2 monitoring by the 

time-lapse well logging at the 

pilot-scale injection site, 

Nagaoka, Japan 

Takahiro Nakajima, Ziqiu Xue, 

Saeko Mito 

KACST-JCCP 1st joint 

international workshop for 

the Earth's surface and 

subsurface 4D monitoring in 

2012, Riyadh, Saudi Arabia, 

2012/1 

98.  Saline Aquifers 

CO2 地中貯留における岩石

力学を考慮した地質モデル

構築に関する室内実験の取

り組み  

船津貴弘，及川寧己，奥山

康子 

 

資源・素材学会春季大会

2012，2012/3 

 

 

99.  CO2を圧入した泥岩の非排水

条件の力学特性   

中村竹博，及川寧己，竹原

孝，高倉伸一，當舎利行，山

口勉 

資源・素材学会春季大会

2012，2012/3 

 
◆その他出版物等 

 タイトル 発表者 発表先 

1.  Current Status of CCS 

Technology in Japan 

Shigeo Murai 5th Japan -Korea 

Symposium on Electric 

Power Technology, 2009/4 

2.  二酸化炭素炭素回収・貯留の

現状と将来 

赤井 誠、飯嶋 正樹、原 築

志、村井 重夫、米澤 公敏、

疋田 知士 

季報エネルギー総合工学

32 巻 1 号 p3-19 2009/4 

3.  CCS Regulation in Japan 

  

 

Toshiyuki Tosha 

 

International Forum on CO2 

Geological Sequestration- 

Policy and Legislation, 

2009/5 

4.  CO2 geological storage study 

in AIST and recent CCS 

progress in Japan   

Toshiyuki Tosha 

 

CO2 Sequestration Meeting 

at KIGAM （ 招 待 講 演 ） ，

2009/5 

5.  地球温暖化対策技術としての

CCS の最新動向と展望 

勝倉 宏次郎 新潟工学振興会 2009/6 
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 タイトル 発表者 発表先 

6.  Evaluation Study of CCS for 

the Mitigation Measure of 

Atmospheric CO2 and Ocean 

Acidification by the Global 

Carbon Cycle Model 

Magi Michimasa Goldschmidt, 2009/6 

7.  二酸化炭素回収・地下貯留技

術開発の現状、課題と将来見

通し 

村井 重夫 エネルギー戦略会議 

2009/6 

8.  ドーソン石は地球温暖化対策

の救世主？－CO2 地中貯留

での地層と鉱物の変化－ 

奥山康子 

 

きしわだ自然友の会例会

（依頼公演），2009/7 

 

9.  CO2 地中貯留研究の実績－

産総研の取り組み  

中尾信典 JOGMEC-TRC ウ ィ ー ク

2009０フォーラム (依頼講

演），2009/7 

10.  A sensitivity study of 

long-term CO2 behavior in 

Nagaoka reservoir rock 

Okamoto Ikuo, Mito Saeko, 

Nakagawa Kameichiro 

Workshop - Modeling and 

risk assessment of 

geological storage of CO2, 

2009/8 

11.  CO2 Sequestration Monitoring 

in a Low Salinity Formation 

Water Environment 

Wang Yang Xing, Murray 

Doug, Horie Tadashi, 

Yoshimura Tukasa, Mito 

Saeko 

AAPG Hedberg Conference, 

2009/8 

12.  CO2 Sequestration Monitoring 

in a Low Salinity Formation 

Water Environment 

Wang Yang Xing, Murray 

Doug, Horie Tadashi, 

Yoshimura Tukasa, Mito 

Saeko 

SEG 2009 Summer 

Research Workshop/8 

13.  A feasibility study of CO2 

geological storage in Japan 

(saline aquifer, geothermal 

area, serpentinite area) 

Nakagawa K., Ueda A., 

Wakahama H., Mito S., 

Okamoto I. 

International conference on 

CO2 sequestration 

processes, 2009/9 

14.  Monitoring activities at RITE: a 

pilot CO2 injection project at 

an onshore aquifer, Nagaoka, 

Japan. 

Mito Saeko, Nakagawa 

Kameichiro 

International conference on 

CO2 sequestration 

processes, 2009/9 

15.  位相シフト干渉計による鉱物

の高精度反応速度計測 

徂徠正夫，真木孝雄，間中

光雄 

結晶成長学会討論会誌，

vol.34, p.30-33, 2009/9 
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 タイトル 発表者 発表先 

16.  ＣＯ２の貯留 林 栄治、小牧 博信、寺田 

慎一、松本 弘 

火力原子力発電（社団法人

火力原子力発電技術協会

誌）平成 21 年度 10 月号 

17.  永続的なエネルギー供給のた

めの CCS 技術   

當舎利行 平成２１年度火力原子力発

電大会（依頼講

演）．2009/10 

18.  ナノテクノロジーの鉱物反応

への適用 

徂徠正夫 

 

産総研オープンラボ 2009，

2009/10 

19.  Monitoring and verification of 

stored CO2 at the Nagaoka 

pilot injection site 

Mito Saeko ESF-FWF Conference in 

Partnership with LFUI CO2 

Geological Storage: Latest 

Progress, 2009/11 

20.  Detecting and monitoring CO2 

with p-wave velocity and 

resistivity from both laboratory 

and field scales 

Xue Z., Kim J., Mito S., 

Kitamura K., Matsuoka T. 

SPE2009/11 

21.  ニ酸化炭素の処理技術CO2回

収貯留技術の動向～CO2地中

貯留技術～ 

村井 重夫 慶応大学 SFC 環境情報学

部特別講義 2009/11 

22.  CCS R&D and regulation in 

Japan   

Toshiyuki Tosha CCOP-EPPM Program, 

2009/11 

23.  CCS 安全性評価における長

期挙動予測の意義と課題 

加野友紀 日本機械学会動力エネル

ギー部門ニュースレター，

2009/11 

24.  CO2 回収・貯留技術の動向

   

中尾信典，西尾匡弘 

 

日本エネルギー学会 三部

会合同シンポジウム（依頼

講演），2009/11 

25.  ＣＯ２地中貯留 若浜 洋 地質と調査、2009 年 4 号、

2009/12 

26.  テクノ・インフラ「CO2削減に地

球自身の力を使う－地質分野

でのCO2 地中貯留「地化学ト

ラッピング」研究 

奥山康子 

 

 

 

産総研 TODAY，2009/12 
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 タイトル 発表者 発表先 

27.  Overview of AIST's Research 

Programs for CO2 Geological 

Storage 

Shinsuke Nakao 

 

The 2nd KIGAM-AIST Joint 

Workshop on CO2 

Geological Storage, 

2009/12 

28.  Experimental Study on the 

Capillary Pressure at the Cap 

Rocks Overlying Saline 

Aquifer  

Masao Sorai, Takahiro 

Funatsu 

 

The 2nd KIGAM-AIST Joint 

Workshop on CO2 

Geological Storage, 

2009/12 

29.  Experimental study on the 

capillary pressure of a cap 

rock  

Masao Sorai, Takahiro 

Funatsu 

Seminar of Environmental 

Impact Assessment for 

CO2 Geological Storage, 

AIST, 2010/1 

30.  Technology Development for 

Monitoring at AIST  

Shinsuke Nakao 

 

UK-JAPAN Workshop on 

Environmental Impact 

Assessment of Carbon 

Storage（依頼講演），

2010/1 

31.  CO2地中貯留の実適用に向け

たCO2挙動の感度解析 

岡本 征雄、三戸 彩絵子、中

川 加明一郎 

日本機械学会論文集 B 編 

76(763), ｐ499-501, 

2010/03 

32.  CO2を地下に埋める 村井重夫 渋沢栄一記念財団「青淵」

４月号 2010/4 

33.  ドーソン石の「今」－郷土の鉱

物と地球温暖化対策の意外

なつながり－ 

奥山康子 

 

きしわだ自然資料館市民

講座（依頼公演），2010/5 

34.  産総研におけるCO2地中貯留

研究（平成２２年度からの産

総研第３期での研究） 

  

當舎利行，中尾信典 

 

第 15 回動力・エネルギーシ

ンポジウム，2010/6 

 

35.  CCS R&D and regulation in 

Japan 

Shinsuke Nakao 

 

CCOP-EPPM Workshop on 

Regulatory Framework for 

CCS, 2010/6 

36.  ただ今研究中 CO2地中貯留

研究グループの紹介 

中尾信典 GREEN NEWS, vol.29, 

p.5,2010/7  

37.  CO2のきほん 奥山康子 

 

誠 文 堂 新 光 社 ， pp.143 ，

2010/7 
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 タイトル 発表者 発表先 

38.  弾性波探査の現状と今後の展

開 

薛 自求 第３回 CCS フォーラム 

2010/8 

39.  EPPM プログラム｢CCS の規

制枠組みに関するワークショ

ップ｣参加報告 

中尾信典 GSJ ニュースレター，No.71, 

p.5, 2010/8 

40.  Development of prediction 

methods of CO2 influence to 

marine environment,  

plankton and benthos around 

seabed 

Michimasa Magi, Yukihiro 

Yazaki 

10th International 

conference of Greenhouse 

Gas Control Technologies, 

2010/9 

41.  Outcome of the Ocean 

Sequestration Project, and 

Technical Evaluation of CCS 

as Mitigation Measure of 

Increase Atmospheric CO2 and 

Ocean Acidification 

Michimasa Magi, Shigeo Murai 10th International 

conference of Greenhouse 

Gas Control Technologies, 

2010/9 

42.  Trapping mechanisms in CO2 

geological sequestration -case 

study at the Nagaoka site- 

Saeko Mito 日独 科学・イノベーション

フォーラム 2010/10 

43.  CO2 地中貯留の長期挙動評

価技術の紹介 

徂徠正夫，中尾信典，上原

真一 

産総研オープンラボ 2010，

2010/10 

44.  二酸化炭素回収･貯留（CCS）

技術の現状ーCO2貯留技術の

紹介ー 

野村 眞 大気環境学会第 37 回近畿

支部総会・シンポジウム、

大阪、2011/1 

45.  大阪南部、泉南市新滝の池

近郊にてあられ石と共生する

ドーソン石 

奥山康子，武修次 岸和田自然資料館研究報

告，vol.10, 26-32, 2011/3 

46.  CCS(CO2分離・回収・貯留技

術）・貯留 

村井 重夫 日本機械学会誌 特集号

「エネルギー技術の最先

端」-石炭ー、2011/4 

47.  プロジェクト紹介 CO2地中貯

留技術開発 

坂下 晋、薛 自求 岩の力学ニュース、平成 23

年 4 月 

48.  産総研－KIGAM CCS ワーク

ショップと巡検の開催報告 

中尾信典 GREEN NEWS, vol.32, p.2, 

2011/4 

49.  CO2の深部塩水層貯留技術 瀧澤 孝一、薛 自求 電気評論、平成 23 年 6 月
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 タイトル 発表者 発表先 

(環境技術ノート） 臨時増刊 

50.  CO2の海域帯水層貯留におけ

る海洋環境影響評価技術 

喜田 潤、薛 自求 電気評論, 平成 23 年 7 月 

51.  堆積岩の力学特性に及ぼす

超臨界CO2の影響 

及川寧己 GREEN NEWS, vol.33, p.5, 

2011/7 

52.  CO2を地下深い地層に閉じ込

める 

 

船津貴弘，雷興林，奥山康

子，相馬宣和，徂徠正夫，加

野友紀，杉原光彦，西祐司，

中尾信典 

産 総 研 一 般 公 開 2011 ，

2011/7 

 

53.  CO2の鉱物固定化技術 三戸 彩絵子、薛 自求 電気評論、平成 23 年 8 月 

54.  CO2地中貯留におけるキャッ

プロック及び断層のシール性

能評価 

中尾信典 

 

第 4 回 CCS フォーラム（依

頼講演），2011/9 

55.  CCS 実証サイトにおける微小

振動観測手法に関する検討 1 

－米国 secarb 周辺を対象とし

た現地地質調査と実証試験サ

イトの選定－ 

橋本 励、楠瀬 勤一郎、近藤

はるか、堀川 滋雄、新沼 岩

保、薛 自求 

日本応用地質学界平成 23

年度研究発表会, 2011/10 

56.  CCS 実証サイトにおける微小

振動観測手法に関する検討 1 

－観測ネットワークの構築計

画と国内 CCS サイトへの展開

－ 

橋本 励、楠瀬 勤一郎、堀川

滋雄、近藤 はるか、新沼 岩

保、薛 自求 

日本応用地質学界平成 23

年度研究発表会, 2011/10 

57.  2050 年CO2半減を目指すCCS

技術開発 

村井 重夫 2050 Earth Catalogue, 

Tokyo, Japan, 2011/10 

58.  CO2 地中貯留の安全性評価

技術－岩石実験からのアプロ

ーチ－ 

雷興林，船津貴弘 

 

産総研オープンラボ 2011，

2011/10 

 

59.  Relative permeability of water 

and supercritical CO2 under 

steady-state flow conditions in 

porous sandstones 

Tetsuya Kogure, Keigo 

Kitamura, Tatsuya Yamada, 

Osamu Nishizawa, Ziqiu Xue 

International Conference on 

Flows and Mechanics in 

Natural Porous Media from 

Pore  to Field Scale- 

Pore2Field, 

Rueil-Malmaison, France, 

2011/11 
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 タイトル 発表者 発表先 

60.  CO2地中貯留技術 村井 重夫 新化学技術推進協会環境

技術部講演会、2011/11 

61.  CO2地中貯留技術について 朝原 友紀 女子中高生のための科学

塾 2011/11 

62.  真のグリーン成長のための省

エネ・地球温暖化対策戦略 

秋元 圭吾 社団法人ビジネス機械・情

報システム産業協会理事

会講演会、2011/11 

63.  CCS 技術の新展開 茅 陽一（監修）、RITE（編集） シーエムシー出版、平成 23

年 11 月 

64.  温室効果ガスを大深度に閉じ

込める―二酸化炭素地中貯

留― 

奥山康子 

 

地盤工学シンポジウム（招

待講演），2011/11 

65.  Development of fault modeling 

method with geomechanical 

processes  

Takahiro Funatsu The 3rd KIGAM-AIST Joint 

Workshop on CO2 

Geological Storage, 

2011/12 

66.  CO2地中貯留開発の世界動向

とRITEの取り組み 

村井 重夫 革新的環境技術シンポジウ

ム、2011/12 

67.  CO2 Geological Storage 

Studies in Japan 

  

Shinsuke Nakao, Toshiyuki 

Tosha 

The 4th KIGAM-AIST Joint 

Workshop on CO2 

Geological Storage, 

2011/12 

68.  Tri-axial rock tests of CO2- 

injected sedimentary rocks  

 

Yasuki Oikawa ， Takashi 

Takehara, Toshiyuki Tosha, 

Takehiro Nakamura, Tsutomu 

Yamaguchi 

The 4th KIGAM-AIST Joint 

Workshop on CO2 

Geological Storage, 

2011/12 

69.  Measurement of hydraulic  

conductivity of soft sandstone 

at various loading stage  

Takahiro Funatsu, 

 Yasuki Oikawa, Yasuko 

Okuyama 

The 4th KIGAM-AIST Joint 

Workshop on CO2 

Geological Storage, 

2011/12 
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 タイトル 発表者 発表先 

70.   Effect of CO2 Sorption on 

Rocks and Minerals for CO2 

Geological Storage  

 

Takashi Fujii, Tomomi 

Nakagawa, Kaori Endo, 

Yoshiyuki Sato, Hiroshi 

Inomata,  

The 4th KIGAM-AIST Joint 

Workshop on CO2 

Geological Storage, 

2011/12 

71.  AIST's research activity for 

Multi-geophysical monitoring 

at the Gordon 

Creek test site, Utah, USA 

 

 

Shinsuke Nakao, Hashida 

Toshiyuki, Nobukazu Soma, 

Yuji Nishi, Mitsuhiko 

Sugihara, Tsuneo Ishido, 

Kazunari Nawa, Shinsuke 

Nakao  

The 4th KIGAM-AIST Joint 

Workshop on CO2 

Geological Storage, 

2011/12 

 

72.  Numerical Investigation of the 

Effects of Seal Layer 

Property on the Long-term 

Behavior of CO2 Injected into 

Multi-layer Formations 

Yuki Kano, Tsuneo Ishido 

 

 

 

The 4th KIGAM-AIST Joint 

Workshop on CO2 

Geological Storage, 

2011/12 

 

73.  Fractured Reservoirs Using a 

Combination of Downhole 

Pressure and Self-Potential 

Transient Data  

Tsuneo Ishido, Yuji Nishi 

 

 

 

The 4th KIGAM-AIST Joint 

Workshop on CO2 

Geological Storage, 

2011/12 

74.  Evaluation of  a resistivity 

model derived from the 

time-lapse well loggings at 

CO2 injection site, Nagaoka, 

Japan 

Takahiro Nakajima, Ziqiu Xue KACST-JCCP 1st joint 

international workshop for 

the Earth's surface and 

subsurface 4D monitoring in 

2012, Riyadh, Saudi Arabia, 

2012/1 

75.  二酸化炭素の処理技術 CO2

回収･貯留技術の動向 CO2

地中貯留技術 

村井 重夫 慶応大学 SFC 環境情報学

部特別講義、2012/1 

76.  Laboratory and numerical 

approaches on seismic 

response of gas diffusion in 

porous media   

Xinglin Lei KACST-JCCP 1st Joint 

International Workshop for 

the Earth's Surface and 

Subsurface 4D 

Monitoring-2012 （ 招 待 講

演），2012/1 

77.  産総研一般公開―CO2 地中

貯留研究を紹介 

船津貴弘，雷興林，奥山康

子 

GREEN NEWS, vol.35, p.4, 

2012/1 
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３－２ 目標の達成度 

本事業では、CCS地中貯留の安全性評価手法の技術開発として、貯留性能評価、

貯留層内のCO2挙動解析、貯留層外部へのCO2移行解析の 3 つの技術項目につい

て、その基盤技術を確立することを目的として実施した。得られた成果の一部

は、大規模実証試験に適用されることが決まっている。また他の基盤技術につ

いては、2020 年の地中貯留技術の本格適用を目指して、実用化に向けた更なる

技術開発を進めることが可能である。また、各種動向調査や理解促進活動を通

じて、CCSの推進基盤を整備することができた。 
表 3-2-1 に全体目標に対する成果、達成度を、表 3-2-2 に個別要素技術に対す

る成果と達成度をそれぞれとりまとめた。 

 
表 3-2-1 全体目標に関する成果、達成度の一覧表 

項目 目標 成果 達成度 
I．安全評価手法の開発 
１．貯留性能

評 価 手
法開発 

砂泥互層を対象にした
地質モデリング手法を確
立する。 

油・ガス田に比べて少ない地
質情報に基づき、砂泥互層に代
表される不均質性に富む貯留
層の地質モデルの構築手法を
確立した。 

達成 

２．貯留層内
のCO2挙
動解析 

 

長期挙動予測に必要な
シミュレーション手法の
要素技術の検証および高
精度化を進め、手法を確立
する。 
海底下地中貯留に適応

可能なモニタリング手法
を確立するために要素技
術の検証、改良を行う。 

TOUGH2 による長期挙動予
測シミュレーション手法を確
立した。さらに長岡サイトの長
期モニタリング結果の解析か
ら高精度なシミュレーション
に必要な知見を提供できた。 
常設型 OBC システムの実海

域試験を実施。その有効性を確
認し、大規模実証試験への適用
が決定した。 

達成 

３．貯留層外
部 へ の
CO2移行
解析 

貯留層外部へのCO2移
行の要因を分析し主要な
原因を抽出する。断層に関
する移行経路のモデル手
法を調査する。 

CO2の海域環境影響評
価手法を設計し、生物影響
データベースを構築する。
さらに、生態系機能の監視
を可能とするバイオロジ
カルモニタリング手法の
基盤技術を構築する。 

FEPを用いてCO2移行要因を
抽出した。抽出された要因であ
る断層に関する移行経路のモ
デル手法を調査した。 
文献調査を基に海洋生物影

響データベースの構築・整備を
行った。海洋微生物のアンモニ
ア酸化活性を指標とするモニ
タリング手法について基盤技
術を確立した。 

達成 
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項目 目標 成果 達成度 
II．CCS 推進基盤の確立 
 国内外の CCS 関連機関と

の連携、海外の最新動向調
査、理解促進活動を通じ
て、安全性・信頼性の構築
に資する推進基盤を整備
する。 

技術動向、政策動向をとりまと
め、CCS データベースとして整
理、構築した。 
ワークショップを開催し、技術
交流、CCS への理解促進を図っ
た。 
 

達成 
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表 3-2-2 個別要素技術目標に対する成果・達成度の一覧表 
要素技術 目標・指標 成果 達成度 

I．安全評価手法の開発 

１
．
貯
留
性
能
評
価
手
法
開
発 

① 地 質
モ デ ル
の構築 
② 地 下
水 流 動
解 析 手
法 の 開
発 

 

（目標） 
砂泥互層を対象にし

た地質モデリング手法
を確立する。 

 
（指標） 
１）長岡実証試験サイ

ト（以下、長岡）の
データを参考にしな
がら、砂泥互層地質
モデリング手法を確
立する。 

２）貯留層の不均質性
によるCO2分布への
影響を評価するた
め、長岡を対象にし
た貯留性能評価手法
を確立する。 

３）CCS サイトにおけ
る広域地下水流動
解析に必要なデー
タ、およびその収集
方法を調査し、情報
を整理する。 

 
 

・ 長岡サイトにおける貯留層の
CO2分布について、堆積層の
粒径分布、孔隙径分布を調査
した上で、岩石物性の不均質
性の観点から解釈を行った。
これらの解釈と弾性波探査お
よび物理検層データの解析を
考慮することにより、地質構
造を詳細に把握することが可
能となった。砂泥互層の不均
質性を考慮した貯留性能評価
手法を確立できた。 

・ 坑井データ不足が懸念される
CO2地中貯留における地質モ
デリング手法を確立した。 

・ 我が国における広域地下水流
動評価技術の調査、整理を実
施し、その際に必要となる調
査項目を抽出し、沿岸域や海
底下の地下水調査事例を参考
に、CCS サイトの地質特性、
陸側の井戸や温泉井の分布情
報や資源調査井の位置情報な
どの必要な項目を整理した。 

 
 
 
 
 
 
 

達成 
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要素技術 目標・指標 成果 達成度 

 

① 長 期
挙 動 予
測 手 法
の開発 

（目標） 
長期挙動予測に必要な
シミュレーション手法
の要素技術の検討およ
び高精度化を進め、手
法を確立する。 
 
（指標） 
１）長岡実証試験サイ
トにおいて温度・圧
力モニタリング、物
理検層を実施し、長
期挙動予測のための
現場データとして活
用する。 

２）物理検層等の現場
データ解釈のため
に、コア試料内のCO2
分布状況を可視化
し、岩石物性との関
係を明らかにする。 

３）長岡実証試験サイ
トにおける貯留層流
体分析により、CO2
トラップメカニズム
を明らかにする。そ
の結果をシミュレー
ションに反映させる
ことにより、CO2地中
貯留の長期安全性を
評価する。 

 

・ 長岡実証試験サイトにおい
て、各種モニタリングおよび
物理検層を実施し、圧入後 6
年以上経過した後も安定に
CO2が貯留されていることを
確認できた。 

・ 長岡サイトにおける物理検層
の結果、残留トラップや溶解
トラップが進行していること
を示すデータが得られてお
り、これらを長期挙動予測に
活用するとともに、トラップ
メカニズムの解明に寄与し
た。 

・ X線CT装置を用いて、コア試
料内部におけるCO2分布およ
び流動の検討を実施した。
CO2圧入前と圧入後の画像デ
ータの差分処理によって可視
化が可能となった。 

・ 長岡サイトの貯留層流体採取
を実施した。分析の結果、長
岡サイトでは、鉱物固定によ
るトラップメカニズムが比較
的早く機能していることが示
唆された。貯留層内の地化学
反応の経時変化に関する実デ
ータを世界ではじめて取得、
解析した。 

・ TOUGH2 シミュレーションコ
ードと地質モデリングツール
Petrelをリンクさせることに
より、長岡の観測データを用
いてCO2挙動シミュレーショ
ンを実施した。観測データと
のマッチングもよく、CO2の
挙動を説明できるシミュレー
ション手法を開発した。 

 
 
 
 
 
 

達成 
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要素技術 目標・指標 成果 達成度 
 ② CO2

挙 動 モ
ニ タ リ
ン グ 手
法 の 開
発 

（目標） 
我が国に適応したCO2
挙動モニタリング手法
を実用化するための要
素技術開発および現場
試験による実証、改良
を行う。 
 
（指標） 
１）常設型 OBC システ

ムによる実海域試験
を実施し、実用化に
向けた課題抽出、改
良を行う。 

２）CO2圧入に伴う微小
振動観測システムの
基本技術を確立する
ため、地表観測シス
テムによる現場試験
を実施し、実用化へ
の課題を抽出し、改
良を行う。 

３）CO2地中貯留に適し
た受動的信号を用い
るモニタリング手法
を選定し、海外のCO2
圧入サイトで事前検
証する。 

４）埋設型光ファイバ
ーによる地盤変形監
視システム構築に向
けて、岩石試料を用
いて試料変形等の基
本測定技術と変形解
析技術を確立する。 

５）軟質岩盤からなる
ナチュラル・アナロ
グ研究地域の地質モ
デルを構築し、適応
する岩石物性下で岩
石力学―流体流動連
成シミュレータの作
動を確認する。 

 

・ 常設型 OBC システムの実海
域試験として、H22 年度に苫
小牧沖、H23 年度に平塚沖に
てケーブルを敷設して実運用
における課題、システム安定
性の評価を実施した。各種ノ
イズの解析とその抑制手法を
検証し、実運用の参考となる
情報を得た。 

・ また、常設型OBCシステムが、
自然地震やCO2圧入に伴う微
小振動の観測に利用できるこ
とも検証できた。 

・ これらの成果より、大規模実
証試験サイトである苫小牧沖
への常設型 OBC システムの
設置が決定した。 

・ 米国LBNLの協力により、米国
CO2圧入サイトに、微小地震
と自然地震を観測する 6 台の
微小振動計を埋設した。初期
データを取得し、本観測網の
ノイズレベルが低いこと、マ
グニチュードがマイナス１程
度のイベントにも対応できる
ことを確認した。 

・ 受動的信号を利用する利点の
あるモニタリング手法として
重力、自然電位、AEの 3 手法
を選定し、米国、南西部炭素
隔離地域パートナーシップ
（SWP）との協力関係のもと
米国CO2圧入サイトにて圧入
前測定を行った。安定したベ
ースライン・データが得られ、
CO2圧入に伴う変化を探知す
るための基準点を構築するこ
とが出来た。 

・ 産総研保有の物理量変換プロ
グラムをCO2地中貯留の地球
物理学的モニタリングに適用
できるように、TOUGH2 とリ
ンクさせるインターフェイス
を開発した。 

 

達成 
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要素技術 目標・指標 成果 達成度 
   ・ 岩石コア試料を用いた室内試

験を実施し、光ファイバーが
異なる物性を持つ地層の変形
を、ひずみの変化で捉えるこ
とを確認できた。また、CO2
注入後にひずみが変化するこ
とから、岩石内を移動する
CO2フロントを検出できるこ
とが明らかになった。CO2漏
洩のモニタリングへの適用が
期待される。これらの基盤技
術については特許を一件出願
した。 

・ CO2地中貯留に伴う岩盤変位
やリークのナチュラル・アナ
ログとして松代事象を選定
し、観測諸現象をCO2地中貯
留の観点から整理した。既存
データを収集して 3 次元地質
モデルを作成し、その上で岩
石力学－流体流動連成シミュ
レータ「TOUGH-FLAC」が作
動することを確認した。 

 

 

３
．
貯
留
層
外
部
へ
のC

O
2

移
行
解
析 

① CO2
移 行 に
関 す る
安 全 性
評 価 手
法 の 開
発 

（目標） 
貯留層外部へのCO2

移行の要因を分析し主
要な原因を抽出する。
断層に関する移行経路
のモデル手法を調査す
る。 

 
（指標） 
１）貯留層外部へのCO2
移行の要因を分析し客
観的に主要な要因を抽
出する。 
２）要因と考えられる
断層について移行経路
のモデル手法を調査す
る。 
 

・ 実在断層を調査し、断層の基
本物性を評価して、断層に関
する移行経路のモデル手法を
調査した。 

・ 海底堆積物における移行基本
モデルの改良を実施して、そ
の有効性を確認した。 

達成 
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要素技術 目標・指標 成果 達成度 
② 海 域
環 境 影
響 評 価
手 法 の
開発 

 
 

（目標） 
CO2の海域環境影響

評価手法を設計し、生
物影響データベースを
構築する。さらに、生
態系機能の監視を可能
とするバイオロジカル
モニタリング手法の基
盤技術を構築する。 
 
（指標） 

１）生物影響データベ
ースを構築する。 

２）微生物活性を応用
したバイオロジカル
モニタリング手法に
関する基盤技術を構
築する。 

・ CO2が海底および海水中に移
行した場合に海洋生物に及ぼ
す影響について、文献調査を
実施した。これらの結果を整
理して、海洋生物影響データ
ベースを整備・構築した。 

・ 海洋微生物のアンモニア酸化
活性を指標とするモニタリン
グ手法の基盤技術を確立し
た。 

達成 
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要素技術 目標・指標 成果 達成度 

II．CCS 推進基盤の確立 

  （目標） 
国内外の CCS 関連

機関との連携、海外の
最新動向調査、理解促
進活動を通じて、安全
性・信頼性の構築に資
する推進基盤を整備す
る。 

 
（指標） 
１）国内外の CCS 関連
組織と連携を取りな
がら、技術動向、政策
動向に関する最新情
報を収集する。 

２）ワークショップ等を
開催し、研究活動の内
容や成果を社会・国民
に対して説明する活
動に取り組み、CCS
の理解促進を図る。 

３）CCS 導入の際に必
要となる、経済性、有
効性、社会受容性等に
ついて総合的に評価
し、CCS 実用化の可
能性を検討する。 

・ CSLF、IEAGHG、GCCSI とい
った国際機関が主催する
CCS 推進活動に参加し、技術
動向、政策動向をとりまとめ
た。これらの情報を CCS デー
タベースとして整理、構築し
た。 

・ 当該各年度において、国内の
技術者向けに国内外の専門
家を招聘し、ワークショップ
を開催し、技術交流、CCS へ
の理解促進を図った。 

・ 事業者が CCS を実施する際
に技術的に参考とする技術
事例集の作成を目指し、国内
外の関連資料の調査を実施
した。記載内容の整理分析を
行った。 

・ 法規制、環境影響（国際標準
化）に関する動向調査、文献
調査を実施して、将来我が国
で参考となりうる点を整理
し、とりまとめた。 

 

達成 
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４．事業化、波及効果について 
 
４－１ 事業化の見通し 

苫小牧における大規模実証試験は、長岡に続く我が国での 2 番目のCO2圧入実

証試験であり、2020 年のCCS事業化に向けて、分離回収や輸送を含むCCSトー

タルシステムの実証試験が進められている。本事業における技術開発のうち、

一部の基盤技術が苫小牧の大規模実証試験で適用され、実用化を目指している。 
本事業では海域の帯水層貯留に適したCO2挙動モニタリング技術として、常設

型海底ケーブル(OBC)の開発に取り組んできた。常設型OBCは、苫小牧の大規模

実証試験でのCO2挙動モニタリングと微小振動観測に適用される予定である。従

来のストリーマ方式の繰り返し反射法弾性波探査に比べて、常設型OBCを用い

た方が高精度でCO2挙動を把握できると期待されている。また、常設型OBCを用

いた実海域の観測実験では自然地震観測を兼ねることも確認できており、繰り

返し反射法弾性波探査と自然地震や微小振動の観測も可能となり、CCS事業化の

コスト低減につながる。CO2圧入時の微小振動観測については、米国LBNL、テ

キサス州BEGとの共同研究より、大規模CO2圧入サイトであり、自然地震が少な

く、かつCO2圧入と微小振動の関連性を検証しやすいCranfieldにおいて地表浅部

に観測機器を設置し、連続計測を行っている。米国の共同研究の成果は、我が

国の大規模実証試験や実用化後の観測システム構築や観測データ解析手法の確

立に寄与する。 
一方、本事業で開発されたコア試料を用いた物性測定手法は、苫小牧の大規

模実証試験の貯留層やキャップロックのコア試料の物性測定に利用された。特

に X 線－CT 装置を利用した相対浸透率測定については、従来の気液分離（マテ

リアルバランス）との比較検討を行い、その優位性を確認した。コア試料を用

いた物性測定手法は確立され、CCS 実用化に対応できるようになった。 
さらには、移行解析ではFEPデータベースにより移行経路を評価し、万が一の

CO2漏洩に備えて、海域環境影響評価に必要な調査手法を開発しており、苫小牧

の大規模実証試験を通じて、実用化の目途が付いた。地質モデル構築の高度化、

光ファイバーによる地層安定性評価、長岡サイトの継続モニタリングで得た圧

入終了後のCO2挙動把握およびシミュレーション等の技術開発を行っており、そ

れらの研究成果をCCS技術事例集にまとめてCCS事業者の技術マニュアルにな

る。 
 
４－２ 波及効果 

CO2地中貯留技術開発はCO2-EOR技術を背景に行なわれており、本事業にお

ける技術開発の成果は石油天然ガス開発や地域防災分野への波及効果が期待さ

れる。 
 



 126 

(1)地質モデリングと二相流シミュレーションの連係ツール導入による効率化 
石油天然ガス開発の分野においてPetrelは反射法弾性波探査データを基に地質

モデル構築によく利用されるが、油ガス田開発分野の多相流シミュレーション

ツールECLIPSやGEMには地質モデルデータがそのまま利用できる。CCSにおけ

る二相流（CO2と水）シミュレーションでは、米国LBNLが開発した安価かつソ

ースコードが公開されているTOUGH系ツールがよく用いられている。 
本事業ではPetrelで作った地質モデルをそのままTOUGH系のツールに利用で

きる連係ツールを整備し、GEM や ECLIPS に加えて新たな選択肢として TOUGH
を提供できるようになった。TOUGH 系ツールはソースコードが公開されている

ため、研究者によって改良され信頼性の高いツールになっており、二相流シミ

ュレーションが必要な地熱開発分野等への波及効果が期待できる。 
  
(2)常設型 OBC による自然地震観測システムの応用 
常設型 OBC は海域の繰り返し反射法弾性波探査のために開発されたものであ

り、海底に受振器を敷設することにより、従来法に比べて受振器の位置ずれが

ないため、高精度の反射法弾性波探査が実現できる。また、多チャンネルで自

然地震の観測にも利用できることから、同一システムで反射法弾性波探査と微

小振動や自然地表観測を同時に測定できることから事業のコスト低減に貢献で

きる。さらに PS 変換波を取得できる特徴をもっており、従来の P 波に加えて S
波を利用した高精度の地下探査が可能になる。これらの特徴に注目し、本事業

では CCS の安全性評価に利用できるように微小振動や自然地震観測への適用を

研究している。常設型 OBC と陸域の Hi-net 地震観測ネットワークとの連携によ

り、地域防災へ役立つ波及効果が期待できる。 
 

（3）光ファイバーによる地盤変形観測システムの応用 
光ファイバーは油ガス田の坑井管理に利用されつつあるが、本事業では従来

の温度圧力測定に加えて、地層変形を観測できるように技術開発を進めている。

CO2圧入に伴う坑井や地層の安定性を観測できる技術は石油天然ガス開発分野、

特にshale-gasやshale-oil、メタンハイドレートの開発に利用できることから、大

きな波及効果が期待できる。 
 

(4)CCS 関連技術の海外展開 
我が国は資源エネルギーの海外依存度が高く、エネルギーセキュリティの観

点から、CCS関連技術を含む環境技術とセットで海外展開が考えられる。東南ア

ジアの高CO2ガス田開発において、随伴のCO2を分離回収し、生産性が低下した

油田を対象にCO2-EORを行い、CCS関連技術によるグリーンオイルの生産を実

現できる。本事業で開発した常設型OBCや光ファイバー観測技術は温暖化対策

だけでなく油田・ガス田の権益確保にも波及効果が期待できる。 
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（5）CCS の国際標準化 
本事業で開発されている CCS 安全性評価技術は、CCS 事業化後の事業者の技

術マニュアルになるようにまとめている。この技術マニュアルは現在検討が進

められている CCS の国際標準化において、我が国の CCS 技術の海外展開や我が

国にとって不利な標準化にならないように検討作業を進めていくことにも寄与

できる。 
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５．研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果 
 
５－１ 研究開発計画 

平成 12 年度から財団法人地球環境産業技術研究機構（以下「RITE」という。）

が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。）

および国からの公募による選定審査手続きを経て委託、補助金を受け、大規模

発生源から分離・回収したCO2を地下深部の塩水性帯水層に長期にわたって安全

に貯留する技術の確立を目指し研究開発を行っている。 
平成 12 年度から平成 13 年度は NEDO からの委託、平成 14 年度から平成 22

年度は国からの補助金、平成 22 年度、平成 23 年度は国からの委託を受けて実

施した。なお、平成 22 年度からは独立行政法人産業技術総合研究所（以下「AIST」
という）も直接国からの委託を受け、一部研究課題を分担し、RITE と共同で研

究開発を実施している。 
 
事業名称・委託者は下記の通り。 
H12-13  二酸化炭素地中貯留技術研究開発事業（NEDO：委託） 
H14-20 二酸化炭素地中貯留技術研究開発事業（国：補助金） 
H21-22 二酸化炭素貯留隔離技術研究開発事業（国：補助金） 
H22     二酸化炭素挙動予測手法開発事業（国：委託） 
H23   二酸化炭素回収・貯蔵安全性評価技術開発事業（国：委託） 
 
平成 12 年度から平成 16 年度までは、科学的知見の集積を目的とした基礎研

究等を行うとともに、長岡で我が国初のCO2圧入実証試験を行ったほか我が国の

CO2貯留可能量を評価した。また、平成 17 年度から平成 19 年度までは、圧入後

のCO2長期挙動予測に向けて長岡サイトにおける圧入後のCO2挙動モニタリン

グにより地層水のCO2溶解や地化学反応に起因する鉱物溶解・沈殿等の貯留メカ

ニズムの解明、貯留されたCO2の長期安定性評価手法を確立した。 
2020 年のCCS実用化に向けて、平成 20 年度には、それまでの基礎研究から、

CCSの安全性や海域環境影響評価に関する基盤技術の開発に重点を置くように

事業内容の見直しが行われた。具体的には、大規模圧入実証事業と密接に連係

し、CCS実用化に欠かせない社会的受容性獲得や信頼性醸成に資する、圧入され

たCO2の長期挙動予測やCO2漏洩による海域環境影響評価に関する基盤技術開

発へと見直された。 
このため、平成 21 年度からは、我が国の地質特性を反映した安全性評価に関

する基盤技術開発を目的とした、貯留層性能評価手法開発、貯留層内のCO2挙動

解析、貯留層からのCO2移行解析に関する安全評価手法の開発とともに実用化に

向けたCCS推進基盤の確立にも取り組むようになった。 
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H21年度 H22年度 H23年度

二酸化炭素貯留隔離技術開発事業

（補助金）

二酸化炭素挙動予測

手法開発事業（委託）

二酸化炭素回収・
貯蔵安全性評価
技術開発事業
（委託）

統合

 
図 5-1 中間評価対象期間の事業件名の推移 

 
 

表 5-1 二酸化炭素地中貯留技術研究開発の全体スケジュール 
            年度 

研究項目 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 

 
1. 長岡圧入実証試験 
 
2. 基礎研究 
 
3. 総合評価 
(1)想定モデル地点調査 
 
(2)全国貯留層賦存量調査 
 
(3)有効性評価 
 
(4)周辺関連調査 
 
(5)安全評価関連調査 
 
4. 安全評価手法開発 
(1)長岡モニタリング・要素 
 技術開発 
 
(2)貯留層性能評価手法の 

開発 
 

(3)貯留層内のCO2挙動解

析 
 
(4)貯留層外部へのCO2移

行解析 
 
5. CCS 推進基盤の確立 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

５－２ 研究開発実施者の事業体制・運営 

(1)  研究開発実施者の事業体制 
研究開発実施者である公益財団法人地球環境産業技術研究機構（以下「RITE」

という）のCO2貯留研究グループ（グループリーダー：山地憲治）による統括管

理体制のもと、研究計画、進捗状況管理、経費配分と執行管理に当たっている。
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また、プロジェクトリーダーとして同グループの薛自求主席研究員を専任させ、

研究を推進している。（産業技術総合研究所のプロジェクトリーダーは中尾信典 

地圏資源環境研究部門副部門長。平成 22 年度より） 
 

(2)  研究開発実施者の運営 
研究内容は全て研究推進委員会において審議を受けて進めている。本事業の

研究推進委員会の委員には、学識経験者のみでなく、地中貯留に関連して高い

技術を有する国際石油開発帝石（株）、石油資源開発（株）、CO2の大規模排出事

業者である電力関係の研究機関である電力中央研究所も参加している。なお、

研究推進委員会以外にも、必要に応じてワーキンググループを開催して、プロ

ジェクトの課題の検討、個別テーマの専門的な検討、情報交換等を行っている。 
研究推進委員会に関しては、RITEのCO2貯留研究グループが研究総括を行っ

ている。委員会の開催状況は下記のとおりである。 
 

・ 研究推進委員会（平成 21 年度～平成 23 年度） 
  構成メンバー  ：大学の研究者（5 名）、民間（2 名）、研究機関等（2 名） 
           〔平成 24 年 3 月現在〕 
  開催頻度    ：3 回／年 
  位置付け    ：各研究課題内容の整合・相互調整を図り、研究開発の

全体取りまとめを行う。また、研究計画と進捗状況や

成果について検討し、研究の方向性を決定する。 
  情勢変化への対応：科学的知見の集積段階であった平成 12 年度～平成 16

年度では、研究推進委員会のもとにシステム分科会、

実証試験分科会を設けていた。以降は、長岡実証試験

や基礎研究などの進展により、我が国のような複雑な

地質構造でも地中貯留実施できることが明らかになっ

たため、長岡サイトのCO2挙動モニタリングを継続し、

我が国での地中貯留を実現に向けた政策的判断の基礎

を提供する総合評価の充実、我が国の地質特性に考慮

した地中貯留の可能性を検討することになり、技術関

係合同WG、調査関係合同WGに改編した。平成 21 年度

以降は、2020 年CCS実用化本格導入に向け、CCSの安

全性や海域環境影響評価に係る研究開発に重点を置く

ように事業内容の見直しを行ったことに伴って、従来

の研究推進委員会およびＷＧ体制を改編し、新たなメ

ンバー構成により研究推進委員会を立ち上げ現在に至

っている。 
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経済産業省

（補助：二酸化炭素地中貯留技術研究開発事業）

（公財）地球環境産業技術研究機構

（再委託）

（独）産業技術総合研究所

研究推進委員会

研究開発体制（平成21年度）

 

経済産業省

（公財） 地球環境
産業技術研究機構

研究推進委員会

（委託：二酸化炭素挙動予測手法開発事業）

研究開発体制（平成22年度）

（独）産業技術総合研究所

（再委託）

（補助：二酸化炭素貯留隔離
技術研究開発事業）

（委託：二酸化炭素挙動予測
手法開発事業

 

経済産業省

（公財） 地球環境
産業技術研究機構

研究推進委員会
（独）産業技術総合

研究所

（委託：二酸化炭素回収・貯蔵安全性評価技術開発事業）

研究開発体制（平成23年度）

 

図 5-2 事業体制研究管理体制 

（補助：二酸化炭素貯留隔離技術研究開発事業） 
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５－３ 資金配分 

本事業における資金配分を表 5-2 に示す。平成 12 年から 16 年までは長岡サ

イトでのCO2圧入実証試験を中心とした基礎研究段階であり、地質構造が複雑な

我が国においてもCO2地中貯留の可能性を明らかにできるように資金配分を行

った。平成 17 年から 20 年にかけては、長岡サイトの現場試験や室内の基礎実

験の成果を受けて、我が国におけるCO2貯留ポテンシャル調査やCO2地中貯留の

有効性評価を進めながら、基礎研究から基盤技術開発に適切な資金配分を行っ

た。 

その後は、長岡サイトでのCO2挙動の継続モニタリングやCO2漏洩による海域

環境影響評価に関する安全性評価技術開発を行っている。また、海外のCCS関連

の最新情報の収集や実用化後CCS事業者に役立つ技術事例集の作成に向けた

CCS推進基盤の確立を目指した取組みも実施している。以上述べたように、基礎

研究から基盤技術開発へと技術開発の進捗度に応じて最大の効果が得られるよ

うに資金配分を行い、効率的な事業運営を心がけた。。 

 

             表 5-2 資金配分         （単位：百万円） 

年度 

（平成） 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 合計 

長岡圧入

実証 

200 422 467 579 571 － － － － － － － 2,239 

基礎 

研究 

254 343 259 185 239 － － － － － － － 1,280 

総合 

評価 

－ － － － － 477 441 405 489 － － － 1,812 

安全 

評価 

－ － － － － 386 366 405  112 433 833 726 3,261 

推進 

基盤 

－ － － － － － － － － 97 101 105 303 

合計 454 765 726 764 810 863 807 810 601 530 934 831 8,895 

 
 
５－４ 費用対効果 

地球温暖化防止のために、温室効果ガスの排出量削減を達成するには、化石

燃料の利用によって排出されるCO2を地中に貯留する技術の実用化と普及が重

要な役割を果たす。IPCCのCCS特別報告書（2005）によれば、世界全体におい

て、排出量の約 70 年分にも相当する、約 2 兆トン-CO2の貯留ポテンシャルが見

込まれている。 
IEA「エネルギー技術展望 2012」では、産業部門における大幅なCO2排出量削
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減目標の達成を可能にするには、CCSが有望な技術であるとしている。地球全体

の温度上昇を２℃以内に抑えるシナリオにおいて、2050 年までにCCSによるCO2

累積削減量が最大で 20％を占めると試算され、もしCCSを放棄すれば、必要と

される電力分野の追加投資額は 40％増加し、今後 40 年間で総額 2 兆ドルに達す

るとしている。さらに、CCSなしでは、他のCO2排出量削減オプションに対する

圧力も増すことになるとしている。 
CCS事業を実施することによって得られるCO2の削減量のみならず、CCS事業

による市場創出等の経済効果を考慮する必要もある。しかし、これら効果につ

いては、今後の金融・税制優遇措置や京都メカニズムの適用によって大きく変

わる可能性があり、現段階では定量的評価は困難であるが、CO2の削減ポテンシ

ャルが非常に大きいことから、世界の温暖化対策をリードするためにも、我が

国においてCCS技術を早期に確立する必要がある。 
本事業において投入した予算額に対してどの程度の結果をあげたかを定量的

に算出することは難しいが、直接的効果のみならず間接的な効果を含めて資金

配分に対して費用対効果が極めて大きいと考えられる。その一例として、本事

業で実施した全国貯留層賦存量調査や想定モデル地点調査の結果が、大規模実

証試験のサイト選定に大きく貢献した。日本 CCS 調査（株）は本事業の調査結

果および民間企業の地質調査データを基に、地点評価や総合技術評価を経て、

苫小牧を含む 4 つの候補サイトに絞り込み、最終的に苫小牧沖合いを大規模実

証試験サイトに決定した。 
本事業では、長岡サイトにおいて、日本はもとより、世界でも当時は初めて

の陸域帯水層CO2圧入実証試験を行った。観測井を利用した綿密なCO2挙動モニ

タリングによって、IPCCの特別報告書に示された地層水へのCO2溶解や地化学

反応に伴う鉱物の溶解・沈殿等のCO2貯留メカニズムに関する観測データを取得

できた。CO2貯留メカニズムは長期安定性を議論する上で欠かせなく、実データ

が得られているのは長岡サイトだけであり、その科学的意義が高く、我が国の

CCS技術力を海外に示すことができた。また、CO2挙動モニタリングや坑井健全

性調査の結果より、2004 年の中越地震と 2007 年の中越沖地震の影響を受けず、

CO2が安全に地中貯留されていることが明らかになり、CCSの社会的受容性の獲

得や信頼性の醸成に活用され、我が国だけでなく、CCSの世界的展開にも大きく

寄与し、十分な費用対効果が得られている。 
長岡サイトで得られたCO2挙動モニタリングの知見は苫小牧の大規模実証試

験に提供することができる。物理検層等のCO2挙動モニタリング技術の有効性は、

苫小牧におけるCO2挙動モニタリングの計画や手法の検討に役立ち、不均質性の

貯留層におけるCO2分布特性の評価に関しても大いに参考になる。さらに、CO2

挙動モニタリングの結果とCO2流動シミュレーション結果とのヒストリーマッ

チングによって、初期の地質モデルを改良することや、コア試料の物性測定試

験方法および測定結果の利用方法、常設型OBCによる反射法弾性波探査、およ
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び自然地震や微小振動の同時観測技術についても、苫小牧の大規模実証試験を

通じて実用化されることから、十分な費用対効果が得られる。 
本事業における貯留性能評価手法、貯留層内のCO2挙動解析、貯留層からの移

行解析などの技術開発は、着実に成果を上げており、今回の中間評価対象期間

においては 38 編の論文を国内外の学会誌に投稿し、また、光ファイバー測定技

術の特許も１件申請しており、我が国の科学技術力を世界にアピールすること

ができる。 
 
５－５ 変化への対応 

平成20年度に国内でCCS大規模実証事業を実施する場合の候補地や技術的な

可能性に関する検討が行われることになり、それに対応するように、本事業を

従来の基礎研究から、2020 年頃から CCS 技術の本格導入に向けた基盤技術の開

発に深化させる内容の見直しを行った。また、平成 21 年度には経済産業省より、

CCS の大規模実証事業を実施する際に安全面、環境面から、遵守することが望

ましい基準となる「CCS 実施事業の安全な実施にあたって」を発表した。 
このような情勢変化に対応し、大規模圧入実証事業と密接に連係して、CCS

実用化に欠かせない社会的受容性獲得や信頼性醸成に資する、CO2の長期挙動予

測やCO2漏洩による海域環境影響評価に関する基盤技術開発に重点的に取り組

むこととなった。この事業内容の見直しに伴って、本事業の研究推進委員会の

運営および委員会メンバーも更新した。このため、平成 21 年度からは、我が国

の地質特性を反映した安全性評価に関する基盤技術開発を目的とした、貯留層

性能評価手法開発、貯留層内のCO2挙動解析、貯留層からのCO2移行解析に関す

る安全評価手法の開発とともに実用化に向けたCCS推進基盤の確立にも取り組

むようになった。 
 

５－６ 「国民との科学・技術対話」の推進  

本事業においては、「国民との科学・技術対話」として、ワークショップを開

催して研究活動や成果を社会、国民に対してわかりやすく説明する活動に取り

組んだ（表 5-3）。毎年度、時機に応じた技術課題を取り上げて、国内外の専門

家、技術者あるいは政策決定者等を招聘し、最新の技術動向や政策動向の報告

を実施した。一般から参加を広く募り、CCS 技術開発の現状や実用化の課題に

関して活発な議論がなされている。 
ワークショップにて参加者にアンケートを実施した結果（図 5-3）、8 割以上が

CCS の必要性を感じており、また、「社会合意に向けた、技術面と社会面の両面

の講演内容から、実現に向けた課題などがよく理解できた。」、「技術面だけでな

く、社会合意へ向けた我が国の取り組みを加速すべきである。」などのコメント

もあった。 
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表 5-3  ワークショップ開催実績 
開催年月日 
（開催地） 開催概要 主な講演（講演者） 参加者数 

平成 22 年 
1 月 22 日 
（京都） 

＊RITE ﾃｸﾆｶﾙﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 
「CCS の力学安全性評
価」 
連成解析の専門家である

米 国 LBNL の Jonny 
Rutqvist氏を招聘し、地中

貯留におけるCO2と地層

水の流動および岩盤の力

学特性のﾓﾃﾞﾘﾝｸﾞに関し

て、国内の専門家による情

報交換と議論を実施した。 

◇ Reservoir Geomechanics のため
のｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ研究（米国 LBNL 
Jonny Rutqvist） 

◇ In-Salah ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄにおける地表
変動について（JCCS 大川 史
郎） 

◇ 地中貯留における岩石力学の
役割（RITE 薛自求） 

40 名 
 

平成 22 年 
12 月 9 日 
（京都） 

＊CCS ﾃｸﾆｶﾙﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ
2010 
 「CO2挙動ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ技
術」 
枯渇ｶﾞｽ田、海域および陸

域帯水層へのCO2圧入に

おける最新のﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ技術

について、国内外の専門家

を招聘し、CO2挙動ﾓﾆﾀﾘﾝ

ｸﾞ技術について広く関係

者との議論を実施した。 

◇ CCSにおけるCO2挙動ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ
技術の最新動向と今後の課題
（米国ﾃｷｻｽ大学 Tip Meckel） 

◇ OtwayﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄにおけるCO2挙
動観測技術について（豪州
Curtin 工 科 大 学  Milovan 
Urosevic） 

◇ SleipnerﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄにおけるCO2
挙動解析技術について（ｵﾗﾝﾀﾞ
TNO Rob Arts） 

◇ 地震波探査ﾃﾞｰﾀに基づくCO2貯
留量評価技術の開発（RITE 薛 
自求） 

◇ 海域におけるCO2挙動観測・解
析技術の挑戦（㈱地球科学総合
研究所 高橋 明久） 

◇ 本事業の研究成果について、11
件のﾎﾟｽﾀｰ発表を実施した。 

169 名 
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開催年月日 
（開催地） 開催概要 主な講演（講演者） 参加者数 

平成 24 年 
1 月 18 日 
（東京） 

＊CCS ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 
「社会合意へ向けた安
全性評価」 
CCS ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄが調査事業

から実証事業への移行段

階と捉え、ｴﾈﾙｷﾞｰ政策にお

けるCCSの役割やCCS推

進に向けた課題について

国内外の専門家を招聘し、

関係者との活発な議論を

行った。 
 
 
 
 
 

◇ 持続可能なｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑにおけ
る CCS の役割（RITE 山地 憲
治） 

◇ CCS の実用化と商業化に対す
る課題（IEAGHG  John Gale） 

◇ CO2地中貯留の実用化に向けて
～ｻｲﾄ選定の課題、そのﾘｽｸと不
確 実 性 （ 豪 州 CGSS  John 
Bradshow） 

◇ 地中貯留ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄにおけるﾓﾆﾀ
ﾘﾝｸﾞ性能（米国ｽﾀﾝﾌｫｰﾄﾞ大学 
Sally Benson） 

◇ CCS 実施を成功に導くｽﾃｰｸﾎﾙ
ﾀﾞｰの参画：考察と教訓（豪州
CSIRO Peta Ashworth） 

◇ CCS における微小振動観測技
術開発（RITE 薛 自求） 

◇ 本事業の研究成果について、8
件のﾎﾟｽﾀｰ発表を実施した。 

 

386 名 
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a．参加目的 

２．CO2削減技術の動向に
興味がある

21%

無回答
1%

５．その他
5%

４．地球温暖化対策に関心
がある
12%

３．CO2の地中貯留の動向
に関心がある

39%

１．CCS促進策など政策動
向に関心がある

22%

 
 
 
 
 

b．CCS の実施について 

 
図 5-3 アンケート集計結果 

 

２．中長期的には実施が
必要と考えている

40%

３．実施は必要ない
0%

無回答
3%

４．わからない
11%

５．その他
3%

１．早期に実施が必要と
考えている

43%

【その他】 

・EORに興味がある 

・CCSモニタリングに興味がある 

・transportationに興味あり 

・モニタリング技術に特化した講演なので 

【その他】 

・ 日本の地質特性を考えると更

なる安全性研究が必要 

・ トータルコストを考えて実施 
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第３章 評価 

 

１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性 

 

 地球温暖化対策として二酸化炭素の地中貯留技術は重要である。特に安全性

評価手法の開発はＣＣＳの実用化に向けた社会的受容性を確保するために極め

て重要であることから、本事業の目的・政策的位置付けは妥当である。 

 また、ＣＣＳの実用化に当たっては、技術開発による安全性向上やコストダ

ウンのほか、制度的、社会的課題を解決する必要があり、実用化時点でのビジ

ネスモデルも明確になっていない現時点では、民間企業には技術開発のインセ

ンティブが働きにくく、国の事業として実施することが必要である。 

一方、ＣＣＳの実用化のためには、コスト競争力に加えて、安全性、安定性

や貯留に対する地域住民の理解といったソフト面のアプローチや民間の事業へ

の参画による技術移転の推進が必要であり、その準備として科学技術、社会受

容、事業性をまとめた総合的能力の向上に配慮が必要。また、貯留地を国内に

限定することが現実的であるが、安価に実施できそうな地点での共同参画も常

に念頭におくことが必要。 

 

【肯定的意見】 

○地球温暖化対策として二酸化炭素の地中貯留技術は重要であり、特に安全評

価手法の開発はＣＣＳの実用化に向けた社会的受容性を確保するうえで必要

不可欠であることから、制度的・社会的課題を解決するためには国が関与す

る意義は大きい。（Ｈ委員） 

○専門的見地からすればＣＯ２を地中に貯留することで大きな問題が起こるこ

とはないと予想されるが、それを具体的なデータに基づいて検証することは

当然必要であるし、特にＣＣＳ実行の上で最大の難関になると考えられる社

会的受容性を確保するために極めて重要である。（Ｃ委員） 

○事業目的は妥当で、位置づけも明確。世界先端に追随すると同時に、日本の

地質学的特殊性からの貢献もある。（Ｄ委員） 

○本事業は地球温暖化の主要な原因である、大気中に存在する膨大な量のCO2を

削減するための中核となる技術であり、量的な面からもCO2削減を実現するた

めには不可欠の技術と位置付けられる。しかし、CO2地中貯留を具体化するに

はその安全性を含めた評価のもとに社会全体に受け入れてもらう必要があり

、そのためにもCO2を地下の帯水層に長期的かつ安定に貯蔵する技術を確立し

その中に示す必要がある。さらに国内においては、CO2を安全に貯留しやすい
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石油天然ガス油田は少なく日本特有の地層環境に対してCO2を安全に長期的

に貯留する技術を確立しなくてはならない。本事業は日本独自の地質環境で

安定的かつ長期的にCO2を地下貯留するための技術開発として、重要な位置づ

けを持っている。（Ｇ委員） 

○CCSを国内で実現するにあたって、このような実フィールドを用いた検討は不

可欠である。また、日本での実施の成果は、その特徴から国外にも重要な貢

献をするものと期待される。（Ｅ委員） 

○CCSは、省エネや効率化技術と違い、それ自体が経済的価値を生み出さない。

経済的なインセンティブが生まれるとすれば、炭素税や排出権取引制度のよ

うなCO2排出をコスト化する懲罰的な制度が前提になる。しかし、国連気候変

動枠み条約締約国会議の動向を見ると、ポスト京都議定書の国際枠組み形成

にますます不透明感が増しており、政策的にCO2排出をコスト化する動きは強

まっていない。 

だが、気候変動問題は、異常気象の頻発など、何らかの世界的なイベントを

きっかけに、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る。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。（Ａ委員） 

○一連の CCS の実証プロジェクトの中でも、地中貯留に関しては、現状で経済

的なインセンティブがないばかりか、貯留サイトの確保や周辺住民への対応

など、国が主体的に取り組むことが事業推進の前提になる。また、計画から

貯留、検証、モニタリングなど、長期にわたる事業であることから、国家プ

ロジェクトとして、着実に進めることが必要になる。（Ａ委員） 

○CO2地中貯留技術の安全性を評価する技術の新規性、独創性は高く評価できる。

民間での実施が難しいこと、政策的な必要性や将来的には日本が保有すべき

技術とであること、その経済的な波及効果を考えると国の事業として妥当で

あると考える。（Ｆ委員） 

○二酸化炭素貯蔵技術は、民間レベルで経済的にペイすること困難であり、一

方、その実用が必要とされた際の対応する手段をわが国として保有すること

、および二酸化炭素回収貯蔵技術が、エンジメーカーなどが海外で事業展開

する際に不可欠な現状を考えれば、わが国独自の当該技術の開発は、広く国

民のニーズと合致すると言えるので、公的資金によってその研究開発を支援

すべき案件と判断できる。（Ｂ委員） 

○CO2地中貯留は現状において採算的がなく、とても民間でなし得る事業ではな

い。本事業は、国民的な課題でありながら経済性がないものを取り扱う以上

、国が率先してやるべきものである。（Ｇ委員） 
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【問題点・改善すべき点】 

●ＣＣＳの実用化のためには、技術の高度化・低コスト化などの技術確立とい

ったハード面だけではなくて、貯留に対する地域住民の理解といったソフト

面のアプローチも並行して実施していくことが必要である。技術面での情報

発信が先行している印象があるので、社会的受容性を高める取り組みを強力

に進めてほしい。（Ｈ委員） 

●民間ではアミン吸収液をベースとした CO2 分離回収事業が進んでおり、実施

試験では民間も引き入れて評価を行う必要はないか？2020 年の実用化や世界

に先駆けた事業化を進めるには、民間の事業への参画を促し技術移転も同時

に進めて行く必要を感じる。（Ｆ委員） 

●実施者でなく、政策としてCO2 Storageを国内に限定するか、さらに安価に実

施できそうな地点での共同参画も検討するかの時期と考える。その時の準備

としての科学技術、社会受容、事業性をまとめた総合的能力の向上にも配慮

すべし。（Ｄ委員） 
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２．研究開発等の目標の妥当性 

 実際に地中貯留を進めるうえでの最大の課題は、圧入技術そのものよりも、

むしろ安全かつ経済性の高いサイトの効率的な探索と周辺住民の理解だと思わ

れる。地質モデリング、CO2の長期挙動予測、CO2挙動モニタリング手法の開発、

安全性評価、海域環境評価など必要な項目が挙げられていることから、目標は

適切に設定されていると評価される。 

また、CCS 実用化に向けた安全性・信頼性の構築に資する CCS 推進基盤を確

立するという視点から、中間目標は立てられており、中間評価の目標設定も概

ね妥当であると考える。 

一方、開発課題の性格からやむを得ないところもあると思われるが、目標に

曖昧なところがある。 

地質モデリング手法やモニタリングに関して、高度化に向けての課題と解決

策等が、より具体的に示されることが望ましい。 

また、本開発は社会受容性を確保されるために行われるものであり、技術面

だけでなく、マーケッティング的な観点から何が必要かを検討し、その目標設

定を行うことが必要。例えば、地震に関する項目等も必要であると考えられる。 

今後、国際的競争力、優位性も大切な視点。つまり海外シミュレーターの日

本への応用を超えて、世界標準技術を目指すべき。 

 

【肯定的意見】 

○実際に地中貯留を進めるうえでの最大の課題は、圧入技術そのものよりも、

むしろ効率的なサイトの探索と周辺住民の理解だと思われる。そのために、

地層の貯留性能を評価する地質モデリング手法、そして、効率的なモニタリ

ング手法と貯留層内のCO2挙動解析・予測が極めて重要になる。実サイトでの

CO2圧入実証は、地質モデリングとCO2のモニタリング、挙動シミュレーショ

ンを検証できる数少ない機会である。目標の第一に掲げるのは的を射ている

。（Ａ委員） 

○CCS技術を確立するためには、地質モデリング、CO2の長期挙動予測、CO2挙動

モニタリング手法の開発、安全性評価、海域環境評価など様々な解析予測手

法を、実証実験をとおして検証していかなくてはならず、相当な時間と費用

を要するものであり、かつ新しい技術であるため国際基準も存在せず、どの

ように評価するかも明確になっていない。その中で目標設定を行うこと自体

難しいものもあり、何を達成すれば良いかというよりも、どのレベルであれ

ば許容できるかというコンセンサスを得ることの方が重要となる。その意味

で、コンセンサスを得るための技術的裏付けを確立できることを目標として

いることは、本事業の特質から見ても妥当であると言える。 
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全体目標から個別要素の目標を落とし込み、それぞれの目標を定めて活動し

ていることは評価できる。（Ｇ委員） 

○社会受容の醸成のためには、ＣＣＳに対する安全性・信頼性の構築が必要で

あることから、貯留層に圧入したＣＯ２の挙動解析や外部への移行解析が目

標に設定されていることは、地域住民の了解を取得するうえで有益なデータ

となる。（Ｈ委員） 

○専門的見地からして、必要な項目が目標に挙げられていると認められる。 

（Ｃ委員） 

○多くの課題に関する目標は適切に設定されていると評価される。（Ｅ委員） 

○定量的ではないものの、貯留性能評価、貯留層内のCO2挙動解析、貯留層外へ

のCO2移行解析の手法を確立し、CCS 実用化に向けた安全性・信頼性の構築に

資するCCS推進基盤を確立するという視点から、中間目標は立てられており妥

当と思われる。（Ｂ委員） 

○地質層のモデリング、モニタリング、シミュレーション等は順調な進展を示

している。中間評価の目標設定も概ね妥当であると考える。（Ｆ委員） 

○目標は適切。地震影響への配慮は評価できる。（Ｄ委員） 

 

 

【問題点・改善すべき点】 

●目標が曖昧である。開発課題の性格からやむを得ないところもあると思われ

るが、達成されたかどうかを明確に判断できる内容に可能な限り改めるべき

である。（Ｃ委員） 

●個別の課題としては、いくつかの改善が望まれる。地質モデリング手法の確

立には、初期モデルからデータの取得に伴うモデルの精緻化等が必要とされ

る。この種のトータルの技術としての確立が強く期待される。モニタリング

に関しては、多岐にわたって実施されているが、個々の技術でモニタリング

すべき事象の規模と個々の技術が持つ分解能の現状、高度化に向けての課題

と解決策等が、より具体的に示されることが望ましいと考える。（Ｅ委員 ） 

●コンピューターによるモデリング手法やシミュレーション技術は、専門性が

極めて高く、その技術レベル、精度を定量的に示したり、達成度を判断する

のは難しい。目標として掲げる場合、ある程度、客観的に精度などを示す工

夫をしてほしい。（Ａ委員） 

●本開発は、社会的受容性を確保するために行われるものであるから、それを

目標の一つに挙げるか、現在の目標となっている各項目が社会的受容性を確

保する上で必要であることの根拠を示すべきである。（Ｃ委員） 

●社会受容性の観点からＣＯ２圧入による挙動解析で最も関心が高いのは、圧
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入によって誘発地震が起こるかどうかである。地震に関する項目を目標とし

て明確に立てることが必要ではないか。（Ｈ委員） 

●地震発生地点と貯留位置の関係において、これまで以上に発生地点が近接す

る可能性と、その時の影響予測は必要ないか。（Ｄ委員） 

●本事業のリスクとして社会的受容性が取り上げられている。しかし、社会的

受容性を高めるには技術面だけでなく、マーケッティング的な観点からも何

が必要かを検討し、その目標設定を行い活動する必要があると思われる。CCS

推進基盤の確立にその要素も入っていると思われるが、少し漠然としている

気がする。（Ｇ委員） 

●技術ロードマップから考えると、海洋隔離の科学的・技術的進展が十分とは

言い難い。特に生態系の評価は、長期のモニタリングを必要とするため至急

実施されるべき課題と考える。（Ｆ委員） 
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３．成果、目標の達成度の妥当性 

 地質モデリング、CO2の長期挙動予測、CO2挙動モニタリング手法等広範な分

野において、期待される成果が得られ、貯留層内の CO2 挙動解析などは苫小牧

における大規模実証実験に適用されることが決まり、現時点での成果は充分出

ている。 

また、長岡での長期モニタリング結果は非常に貴重なデータであり、貯留層

における CO2の挙動を継続的に可視化するとともに、そのデータ解析などをも

とに事業は着実に進んでおり、概ね目標は達成されている。石油坑井周辺にお

ける光ファイバー測定では、今まで圧力と温度しか測られておらず、今回は地

層のひずみをそれらと同時に測定できることを示した。坑井のケーシング外側

に光ファイバーを設置すれば、深度方向のひずみ分布が測定でき、CO2圧入によ

る地層安定性評価や CO2漏洩監視に利用できることが期待される。今回の成果

は、今後の開発方針につながる成果であり、高く評価できる。 

 一方、開発課題の性格からやむを得ないところもあると思われるが、目標に

曖昧なところがあるため、目標にあった成果が得られているのか判断しがたい

部分がある。得られた成果をどのように統合し、実際の事業に資するものとす

るかについて、さらに検討を進めて貰いたい。 

長岡のＣＯ２貯留試験サイトで圧入された量は、ＣＣＳで想定されている量

よりも遙かに少ないため、長岡のデータを根拠とする際には、その点を常に考

慮する必要がある。 

ＣＯ２圧入に伴う微小振動の発生は、社会的受容性を確保する上で特に重要

な問題と考えられる。その検証事例では微小振動が観測されていないが、地層

との相関性を明確にできれば、実用化システムの構築にとってその意義は大き

い。 

また、ＣＣＳの認知度は未だ低く、認知度の向上を図る必要がある。その場

合、「坑井間弾性波トモグラフィ」の測定結果画像については成果の説明にお

いて誤解を招かないよう、画像と共に解説文を入れるなど、きめ細かい説明が

必要。 

 

【肯定的意見】 

○広範な分野において、期待される成果が得られていることは高く評価される

べきものである。（Ｅ委員） 

○成果においては、目標として設定した中間評価を全て達成しているので妥当

であると言え、貯留層内のCO2挙動解析などは苫小牧における大規模実証実験

に適用されることも決まり、現時点での成果は充分だせていると思える。 

（Ｇ委員） 
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○長岡でのデータをもとにモデリング、モニタリング、シミュレーション等で

期待された成果が示されており、目標の達成度を含め概ね妥当であると考え

る。（Ｆ委員） 

○長岡での長期モニタリング結果は非常に貴重なデータであり、そのデータ解

析などをもとにした安全評価手法の開発は着実に進んでいることから、本研

究開発では概ね目標が達成されていると思われる。また、地震の多い日本で

の解析データは海外でも期待されていることから、海外のＣＣＳ関連機関と

連携することはＣＣＳを推進していくうえで非常に有用である。（Ｈ委員） 

○地質モデリングと CO2 挙動モニタリングについては、地質構造の複雑な日本

の地層やそこでの CO2 の貯留状態を可視化することに成功しており、本格的

な CO2 貯留サイトを選定するうえでの貴重なデータになるとともに、周辺住

民に対する理解を高める重要なツールになると思われる。（Ａ委員） 

○貯留層におけるCO2の挙動を継続的に可視化できている。地震国の日本として

非常に有為なデータが得られたと高く評価できる。（Ｂ委員） 

○日本の状況を基盤的に捉えることは成功している。（Ｄ委員） 

 

 

【問題点・改善すべき点】 

●目標が曖昧な上に成果も曖昧なので、目標にあった成果が本質的に得られて

いるのか判断しがたい。（Ｃ委員） 

●得られた成果をどのように統合し、実際の事業に資するものとするかについ

て、さらに検討を進めていっていただきたい。 

技術開発要素が明確に示されないまま検討が進められているように感じら

れる内容が見られる。定量的な達成目標とそれに向けての技術の現状の適切な

理解、それに基づく技術開発要素の抽出という部分を適切に整理し、提示され

ることが望ましい。（Ｅ委員） 

●ＣＯ２圧入に伴う微小振動の発生は、社会的受容性を確保する上で特に重要

な問題と考えられる。その検証には、実際の事例で微小振動が起きていない

ことを示すことのみならず、起きない理由を理論的に説明できるようにする

ことが必要である。（Ｃ委員） 

●長岡のＣＯ２貯留試験サイトで圧入された量は、ＣＣＳで想定されている量

よりも遙かに少ない。長岡のデータを根拠とする際には、その点を常に考慮

する必要がある。つまり、結果が貯留量に依存する現象である場合には、長

岡でうまくいっていたとしても、実規模ではうまくいかないこともあり得る

。この場合、長岡のデータは必ずしもうまくいくことの根拠にならないでし

ょう。（Ｃ委員） 
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●二酸化炭素の地中貯留技術を含めたＣＣＳの認知度は未だ低いと言わざるを

得ない。ＣＣＳワークショップの開催も理解促進には役立つが、結局、ＣＣ

Ｓに興味のある人しか参加しないことから、一般に広く情報発信するうえで、

まずはメディアを対象とした勉強会などを開催して報道する側の認知度を高

めていくことも一つの方法ではないか。（Ｈ委員） 

●CCS推進基盤の確立が本当に達成されているのか疑問である。目標においても

重要なことは社会・国民に対しての理解度の向上であるが、それがワークシ

ョップを開催したり、海外動向を調査したり、情報を公開するだけで本当に

達成されたかわからない。ワークショップにおいてアンケート調査を行い参

加者のフィードバックを受け、受容度を確認しようとしていることは評価さ

れるが、ワークショップの開催が年1回程度で本当に充分か等、理解度の向上

という観点でどのようなシナリオを考えて行動しているのかが見えてこない

。（Ｇ委員） 

●「坑井間弾性波トモグラフィ」の測定結果画像は、キャップロックからCO2が

漏れ出ているようにも見える。これは“偽像”によるもので実際は漏れてい

ないということだが、こうした画像は誤解を与えやすい。一般に公開する場

合には、画像と共に必ず解説文を入れるなど、よりきめ細かい説明が必要だ

ろう。 

また、CO2挙動シミュレータに関しては、海外で開発された２つのシミュレ

ータ（GMG-GHG、TOUGH2）をベースに改良を加えた。このうち、ソースコード

が公開されているTOUGH2は、日本の地層特性に合った各種パラメータを使うこ

とができ、実際の観測データとほぼ同じ結果が得られた。これは海外で開発さ

れたシミュレータをベースにした予測モデルが日本の地層にも適用できるこ

とを示した点で大きな成果だ。しかし、10年や100年、1000年という長期の予

測精度に関しては未知数な面も残る。こうした既存の海外製シミュレータには

、地殻の断層や地層の褶曲など地震などによって地質構造が激変した場合は想

定していないものと思われる。理想的には、世界有数の火山国、地震国である

日本の地層構造、そして将来の地殻変動にも対応できるシミュレータを独自開

発し、海外製シミュレータの結果と比較できることが望ましい。もともとシミ

ュレータで完全に未来の姿を予測することは難しく、あくまでも、方向性を示

す参考データに過ぎない。コンピューターによる将来予測（例えば、経済成長

モデル、気候変動モデル）では、異なったアルゴリズムを持つ複数のモデルを

使いシミュレーションして結果を比べることが一般的で、それにより説得性が

増す面も大きい。日本独自のシミュレーション技術を開発することも検討すべ

きではないか。（Ａ委員） 

●海洋隔離に対する取り組みが加速されることを期待する。（Ｆ委員） 
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４．事業化、波及効果についての妥当性 

 苫小牧大規模実証試験に向けた明確な見通しを持って研究が進められてお

り、開発されたＣＯ２挙動モニタリング技術が苫小牧の大規模実証試験に適用

されることは大きな成果であり、事業化の加速化へつながるものと期待される。

また、適用される常設型海底ケーブルはＣＯ２挙動モニタリングと微小振動観

測の両方が可能であることから、ＣＯ２圧入と誘発地震との関連性を検証する

ことができ、社会的受容性を高めるための大きなデータとなる。 

 本事業の成果は、CCSに留まらず、地震観測のモニタリング、高レベル放射性

廃棄物の地層処分や地熱開発などの技術に移転されることが期待される。光フ

ァイバー測定システムは CCS だけでなく、石油天然ガスやメタンハイドレート

開発における地層や坑井の安全性評価にも広く利用できる。 

 一方、事業化に向けて、さらに個々の技術の統合を進めることにより、CCS

の実用化に資するものとして完成を目指して貰いたい。 

今後ＣＣＳ技術の国際標準化の動きが出てくることが予想されることから、

本事業の成果が活用できない不利益な状況が起こらないよう、戦略的な取り組

みが必要である。 

国際貢献の方向も検討して欲しいが、本技術と海外技術との比較もなされて

いないため、国内限定の技術なのか、海外への技術展開が可能な普遍的な技術

なのか判断ができない。このため、事業化においては適切な説明が必要である。 

また、事業化には大規模実証試験を通じて技術的な課題を抽出することも必

要であることから、今後、実用化にあたっては、国内のみならず、海外の大規

模実証試験での実証、実証参加への要請が望まれる。 

 

【肯定的意見】 

○実用に耐える機器（常設型ＯＢＣ）の開発に成功している。（Ｃ委員） 

○苫小牧実証試験に向けた明確な見通しを持って研究が進められている。（Ｅ

委員） 

○今回開発されたＣＯ２挙動モニタリング技術が苫小牧の大規模実証試験に適

用されることは大きな成果であり、事業化の加速化へつながるものと期待さ

れる。また、適用される常設型海底ケーブルはＣＯ２挙動モニタリングと微

小振動観測の両方が可能であることから、ＣＯ２圧入と誘発地震との関連性

を検証することができ、社会的受容性を高めるための大きなデータとなる。

（Ｈ委員） 

○事業化に資する貯留層の安定性に関する重要なデータが得られ、また、海外

展開する際にも2度に当たっての大きな地震が起きても安定に貯留されたこ

とが確認されたことは、有意義であろう。（Ｂ委員） 
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○今回の事業が地震観測のモニタリング等の技術に移転されることを期待する。

（Ｆ委員） 

○CO2貯留事業を想定した地質モデリング、地層内の物質挙動のモニタリング、

将来予測シミュレーションの事業化は、CCSの事業性に依存する。それは、国

際的なCO2排出のコスト化政策の動向次第のため、現時点では不透明である。 

しかし、こうした地層構造の把握、挙動解析・予測の技術ニーズは、CCSに

留まらない。今後、日本でも国民的な大論争となることが確実な、高レベル放

射性廃棄物の地層処分や、温泉業界の理解が課題になっている地熱開発などに

生かせる面も多いと思われる。CCSの現場実証を通じて、こうした分野の技術

を磨いておくことは、決して無駄にはならない。（Ａ委員） 

○CCS技術の波及効果や応用利用もいろいろあると思われるが、本技術に限って

言えば大型の実証実験により解析予測技術を早く確立し、国際標準化におい

て我が国のCCS技術が不利益にならないような展開をおこなうことが最優先

する課題だと考えられる。そのためには、各国のCCS技術の動向を常に観察し

、必要において海外へのプロモーションや技術連携なども模索し、国際標準

化においてもリーダーシップがとれるような活動をおこなっていく必要があ

る。今後も、これまで以上に積極的に国際機関との交流やプロモーションを

行って頂きたい。（Ｇ委員） 

○日本の事業への波及は明確。さらに事業への貢献の努力を続けて欲しい。 

（Ｄ委員） 

 

 

【問題点・改善すべき点】 

●事業化に向けて、さらに個々の技術の統合を進めることにより、CCSの実用化

に資するものとして完成を目指していただきたい。（Ｅ委員） 

●CCS技術に対する法的整備が欧米諸外国で徐々に進められているが、まだ国際

的に共通の基準と言うべきものが確立されている段階ではない。しかし、長

期的に見れば、今後はCCS技術の国際標準化の動きが出てくることは容易に予

想されることであり、その動きを見越した活動を我が国も戦略的に行ってい

かなければ、現在推進しているCCS技術の成果を活用できない不利益な状況が

起こらないとは言えなくなる。長期的な視点で戦略的に国際標準化に関して

発言できるような活動を事業の中に組み入れていく必要がある。（Ｇ委員） 

●ＣＣＳ事業化のためには大規模実証試験の実施が重要であるが、日本で実施

される大規模実証試験は現状、苫小牧のみである。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はないか。（Ｈ委員） 



150 
 

●光ファイバーによる地盤変形観測システムがどのようなものなのか、また、

それが従来の物に比べてどのように有効なのかが不明確である。（Ｃ委員） 

●日本の地質学的差異・特異性を乗り越えて、国際貢献（高く売れる）の方向

も考えて欲しい。（Ｄ委員） 

●海外技術との比較がなされていないため、本事業は国内限定か、あるいは海

外への技術展開が可能な普遍的な技術かの判断ができない。もちろん国内に

限定された技術の蓄積も必要であるため（例えば地震に関する技術など）、

事業化においては適切な説明が必要である。（Ｆ委員） 

●GEM-GHGがそもそも油層シミュレータから発展したように、こうした地下探索

技術は、世界の地下資源開発を主導する米英仏系企業や研究機関がリードし

ているものと思われる。日本の複雑な地層構造に適したモデリング、モニタ

リング、シミュレーション技術を蓄積し、精度を磨き効率性を上げていくこ

とは、CCSに加え、放射性廃棄物の地層処分、地熱開発、メタンハイドレート

開発への社会的受容性を高めるだけでなく、世界展開できる戦略的な産業技

術としても重要なツールになると思われる。（Ａ委員） 
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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 

 ＣＣＳの事業化は、国の環境政策や国際的な環境規制枠組みに大きく依存す

るため、研究機関が中心的な役割を担うことは適切であろう。 

 長岡サイトで得られたＣＯ２挙動モニタリングの知見は、２度の大きな地震

を経験したにもかかわらず安定的に地中貯留されていることを証明し、国内外

のＣＣＳの社会的受容性の獲得や世界的展開に大きく寄与している。更にその

知見は苫小牧の大規模実証試験でも活かされることから、定量的評価は難しい

ものの、その費用対効果は十分得られていると評価できる。 

 今後、海外の動向を踏まえた我が国の CCS 技術が不利にならないバックアッ

プが必要だが、2020 年実用化を見据えて、本事業は計画に沿った進捗状況を示

している。また、計画に応じた適切な資金配分が行われている。 

一方、多岐に渡る開発項目それぞれが、個別に実行され、それぞれの達成レ

ベルもまちまちである。このため、互いにリンクしながら共通の目標を効率的

に達成する体制にすることが望まれる。 

本研究開発の成果が苫小牧での大規模実証試験に適用されることから、苫小

牧の大規模実証試験と十分にリンクした研究体制を構築することが望まれる。 

また、他分野への応用可能性や海外展開で資金を回収できる展開（優位性が

認められる方向）を考えて欲しい。 

 

【肯定的意見】 

○事業化の将来性に関して、国の環境政策や国際的な環境規制枠組みに大きく

依存するだけに、RITEやAISTという国の研究機関が中心的な役割を担うこと

は適切であろう。民間資本が参画する苫小牧の大規模CO2圧入実証試験への前

段階としては、国家プロジェクトとして必要かつ十分な成果を得たと評価で

きる。（Ａ委員） 

○長岡サイトで得られたＣＯ２挙動モニタリングの知見は、２度の大きな地震

を経験したにもかかわらず安定的に地中貯留されていることを証明し、国内

外のＣＣＳの社会的受容性の獲得や世界的展開に大きく寄与している。更に

その知見は苫小牧の大規模実証試験でも活かされることから、定量的評価は

難しいものの、その費用対効果は十分得られていると評価できる。 

（Ｈ委員） 

○費用対効果については、本事業の目的から考えても議論することは難しい。C

CS技術がCO2削減のコア技術であることは共通の認識であり、量的な観点から

代替案として存在していた海洋貯留と大規模植林による植物貯留において、

海洋貯留は国際的な受容性の観点か中断せざるを得なくなっている。大規模

植林だけで今後ますます増えていくと予想されるCO2を充分固定化できなけ
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れば、CCS技術に頼らざるを得なくなる。その中での費用対効果を議論するよ

りも、どのくらいの予算を充てて国として本事業を推進していくかの戦略的

な計画の方が重要であると言える。（Ｇ委員） 

○2020 年実用化を見据えて、地中貯蔵は計画に沿った進捗状況を示している。

計画に応じた適切な資金配分もなされている。（Ｆ委員） 

○これまでの進め方に問題はない。（Ｄ委員） 

 

 

【問題点・改善すべき点】 

●多岐に渡る開発項目それぞれが、個別に実行され、それぞれの達成レベルも

まちまちである。互いにリンクしながら共通の目標を効率的に達成する体制

に近づけるべきである。 

何故、何を、どのような過程で解決していくかの検討をより詳細につめるべ

きである。（Ｃ委員） 

●本研究開発が苫小牧での実証試験に適用するということであれば、苫小牧の

実証試験を実施する事業者も含めた研究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のではないか。（Ｈ委員） 

●100億円近い大規模な予算を投じるだけに、将来、CCSが本格的に事業化され

ない場合も想定し、他分野への応用可能性を踏まえた研究体制にも考慮すべ

きであろう。具体的には、高レベル放射性物質の地層処分、地熱開発、メタ

ンハイドレート開発などである。将来、国内の放射性廃棄物の地層処分を担

うことに意欲のあるエンジニアリング会社、土木・建設企業、地熱開発を手

掛ける企業も研究開発体制に参画させ、経験やノウハウを生かすことも選択

肢の1つかと思う。かりにCCSが事業化された場合にも、こうした企業が担う

ことが予想され、円滑な民間主導への移行にも寄与できる。（Ａ委員） 

●国として本事業の戦略的な位置づけを再評価し、海外の CCS 技術動向に照ら

し合わせ我が国の CCS 技術が不利益にならないためのバックアップと、適切

な推進スピードを保持できる予算付けが必要であると思われる。（Ｇ委員） 

●CCS技術が実用化されるには、地域住民の理解が不可欠である。特に地震多発

国であり、かつ国土の面積が小さい本国では、その技術の安全性に対する地

域住民の関心は極めて高くなると推察する。今後は社会的合意の形成を加速

度的に進める必要がある。2020 年の実用化を考えると、現状の社会的認知度

は低いと思われる。（Ｆ委員） 

●今後の方向性について、考えて欲しい。“基盤”で国外からお金がとれる技

術の確立。（Ｄ委員） 
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６．総合評価 

ＣＣＳ技術は CO2 固定化の重要な技術であり、我が国としても確立しなくて

はならない重要な技術である。ＣＣＳの社会的受容性の醸成のためには、ＣＣ

Ｓに対する安全性・信頼性の構築が必要であり、貯留層に圧入したＣＯ２の挙

動解析や外部への移行解析等のデータは、地域住民の了解を取得するうえで有

益である。 

地質モデリング、CO2の長期挙動予測、CO2挙動モニタリング手法等広範な課

題について、適切なマネジメントのもと、多くの成果が得られており、目標の

達成度を含め概ね妥当である。長岡サイトで得られたＣＯ２挙動モニタリング

の知見は、２度の大きな地震を経験したにもかかわらず安定的に地中貯留され

ていることを証明し、国内外のＣＣＳの社会的受容性の獲得や世界的展開に大

きく寄与している。 

また、当該事業の成果は、苫小牧での大型実証試験に適用されることとなっ

ており、国外も含めて実用化の加速が期待される。 

一方、ＣＣＳ実用化にむけては、技術面だけでなく、地域住民などの貯留に

対する理解が非常に重要であるが、ＣＣＳの社会的認知度は未だ低く、認知度

の向上を図る必要がある。 

また、技術課題の位置づけをさらに明確にしたうえで、研究開発を進めると

ともに、実用化を進めるうえでは国内外の民間の事業への参画による技術移転

の推進に一層の努力が必要である。 

 

【肯定的意見】 

○CCS技術はCO2固定化の重要な技術であり、我が国としても確立しなくてはな

らない重要な技術である。しかし、日本において油田ガス田は少なく、海外

と違った地層モデルである沿岸域帯水層貯留における技術の確立を実現する

必要がある。これまでの進捗としては、長岡の実証実験サイトでのデータを

効果的に活用し、モデルを確立し、一部の成果はさらに苫小牧での大型実証

で検証されるという、順調なステップで進んでいると言える。これらの成果

は海外でもあまり例が無いデータとモデルであり、逆にCCS技術の様々な地層

への適用の可能性を広げるものでもあり、海外を視野に入れた技術モデルの

確立を目指して欲しい。（Ｇ委員） 

○社会受容の醸成のためには、ＣＣＳに対する安全性・信頼性の構築が必要で

あることから、貯留層に圧入したＣＯ２の挙動解析や外部への移行解析のデ

ータは、地域住民の了解を取得するうえで有益である。得られた知見は今後

、大規模実証試験に適用され、実用化の加速が期待される。（Ｈ委員） 

○CCSは、将来、気候変動の国際的な規制が強まった場合、化石燃料活用との両
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立を可能にする“最後の手段”、いわば“気候リスク対応技術”として、進

められてきた。しかし、東日本大震災に伴うエネルギー政策の見直しによっ

て、原子力発電への依存が低下する方向にあるなか、「CCS付き化石燃料（特

に石炭火力）」の必要性や期待感は、かつてなく高まっている。なかでも国

内CCSの最大の障壁となるCO2の地中貯留を実サイトで実施し、地質モデル、C

O2挙動モニタリング・シミュレーション技術にめどをつけておくことは喫緊

の課題とも言える。海外での知見やモデル技術を最大限に活用し、日本の複

雑な地層構造への適用可能性を示した今回の実証プロジェクトの意義は大き

い。（Ａ委員） 

○広範な課題について、適切なマネジメントのもと、多くの成果が得られてい

るものと評価される。今後予定されている実証事業に資するものとして、更

なる検討と個々の技術の統合化が期待される。（Ｅ委員） 

○CO2地中貯留技術の安全性を評価する技術の新規性、独創性は高く評価できる

。民間での実施が難しいこと、政策的な必要性や将来的には日本が保有すべ

き技術であること、その経済的な波及効果を考えると国の事業として妥当で

あると考える。地質層のモデリング、モニタリング、シミュレーション等は

順調な進展を示しており、中間評価の目標設定も概ね妥当である。長岡での

データをもとにモデリング、モニタリング、シミュレーション等で期待され

た成果が示されており、目標の達成度を含め概ね妥当である。また、今回の

事業が地震観測のモニタリング等の技術に移転されることを期待する。 

以上より、2020年実用化を見据えて、CO2地中貯蔵は概ね計画通りに進んで

いる。（Ｆ委員） 

○目標の達成に向かって開発が進められている。（Ｃ委員） 

○二酸化炭素の回収貯蔵技術を開発することは、二酸化炭素回収技術の省エネ

ルギー化に対して資するものと評価できる。また、地震を乗り越えての貯留

層の安定性が示されたことは有意義であった。（Ｂ委員） 

○定められた目標を十二分に達成している。地震の影響は着眼点であり、国外

の地質も地震も考慮して貢献（お金がとれる）を期待している。（Ｄ委員） 

 

 

【問題点・改善すべき点】 

●ＣＣＳ実用化にむけては、技術面だけでなく、地域住民などの貯留に対する

理解が非常に重要である。地域住民から納得を得られるだけのデータを蓄積

するとともに、特に関心の高いＣＯ２圧入と誘発地震の関連性の説明は、投

稿や講演など一方向の情報発信だけではなく、見学会や勉強会など気軽に対

話できるような双方向の情報発信が必要ではないか。（Ｈ委員） 
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●CCS技術が実用化されるには、地域住民の理解が不可欠である。特に地震多発

国であり、かつ国土の面積が小さい本国では、その技術の安全性に対する地

域住民の関心は極めて高くなると推察する。今後は社会的合意の形成を加速

度的に進める必要がある。2020年の実用化を考えると、現状の社会的認知度

は低いと思われる。（Ｆ委員） 

●個別の要素技術に対しては、順調に成果を上げているように思えるが、CCS推

進基盤の確立における活動に戦略性が見えてこない。国際社会の中で我が国

のCCS技術をどう認知させていくか、また国内において国民に対してどのよう

にCCS技術の理解度を高め受容性を上げていくか、長期的なシナリオが描けて

いないように思える。（Ｇ委員） 

●技術課題の位置づけをさらに明確にしたうえで研究を進めるべき課題もいく

つか認められるので、今後検討していただきたい。（Ｅ委員） 

●民間ではアミン吸収液をベースとしたCO2分離回収事業が進んでおり、実施試

験では民間も引き入れて評価を行う必要があろう。2020年の実用化や世界に

先駆けた事業化を進めるには、民間の事業への参画を促し技術移転も同時に

進めて行く必要を感じる。技術ロードマップから考えると、海洋隔離の科学

的・技術的進展が十分とは言い難い。特に生態系の評価は、長期のモニタリ

ングを必要とするため至急実施されるべき課題と考える。海外技術との比較

やコストを含め、事業化においてはそれらに関して適切な説明が必要である

。（Ｆ委員） 

●シェールガス革命が米国から起こったように、地下資源探索では、地下資源

開発の歴史が長く、世界市場を主導する米英仏企業がリードしている。CCSに

もこうした地下探索技術が生かされると予想され、日本が後手に回る局面も

十分に予想される。日本の複雑な地質構造を想定した日本独自のシミュレー

タ技術にも取り組むべきではないか。それが、国内サイトでの CCS の実現性

を高め、海外 CCS で日本のエンジニアリング企業が存在感を増す戦略技術に

なる可能性もある。（Ａ委員） 

●CCS事業に伴う地震発生の可能性に関しては、以前の中間発表でも指摘されて

いるものではあるが、今後とも検討を進めていっていただきたい。（Ｅ委員） 
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７．今後の研究開発の方向等に関する提言 

・個別要素技術の成果をどう生かすかはCCS推進基盤活動の成果に大きく左右さ

れることになる。このため、個別要素技術の成果を生かすため、国際標準化

における優位性の確保と、ＣＣＳの社会的受容性の向上に向けた取り組みを

進めて貰いたい。 

・長期的な視点にたって地球全体のＣＯ２を削減することも念頭に、海外の環

境対策で評価され、貢献できるよう本研究開発を推進することが望まれる。 

 

【各委員の提言】 

○CCS推進基盤の位置づけは極めて重要であり、戦略的に取り組んでいく必要性

がある。しかし、残念ながらCCS推進基盤の整備は現時点において、それほど

の緊急性もなく、他の技術的要素の確立に比べ評価しにくいものであり、目

立たないものでもある。だが、確立された要素技術を生かすためには不可欠

の活動であり、長期的に見れば個別要素技術の成果をどう生かすかはCCS推進

基盤の活動の成果に大きく左右されることになる。重要であるが、緊急性の

少ない活動こそが非常に重要な意味を持っており、事業においても戦略的な

シナリオを持ち、もう少し事業における活動ウエイトを上げて推進していっ

て頂きたい。大きく国際標準化における優位性の確立と、国民への受容性の

向上という二つの目的があるが、それぞれに対してどのようにすれば達成で

きるかを要素技術開発のスケジュールと組み合わせて、時系列的なシナリオ

を描き進めて頂きたい。（Ｇ委員） 

○国内で展開できるＣＣＳ大規模実証試験は限られていることから、むしろ貯

留技術の期待が大きい海外を中心に国が主導して展開することが必要であり、

長期的な視点にたって地球全体のＣＯ２を削減することを念頭に、海外の環

境対策に貢献できるよう本研究開発を推進することが重要である。（Ｈ委員） 

○欧米では、CCSの関連・発展事業として、CCU（C02回収・利用）、CCR（CO2回

収・再利用）を巡る動きが活発化している。CCUの事業性や普及可能について

は未知数な面も多い。ただ、欧州ではハウス栽培への大規模な適用例が出始

めており、また急速に着目され始めた藻の育成による炭化水素油生産が仮に

将来、事業性も持てば、CO2分離回収→利用→（その残りを）地中貯留、とい

うCCUとCCSを連動させたプロジェクトも考えられる。実際、オランダではハ

ウス栽培へのCCUと地中へのCCSを組みわせる計画が公表されている。CCUで、

CO2分離・回収コストを回収できれば、CCSのトータルコストを大幅に下げる

こともできる。CCSの低コスト化には、こうしたCO2の有効利用の視点も欠か

せなくなっている。国内ハウス栽培農家や植物工場プロジェクトへのCO2活用

の可能性、事業性を探ることも必要であろう。また、日本でも人工光合成や
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藻による油生産の研究が官民で活発化しつつある。今後、こうした分野と連

携した研究開発も検討すべきではないか。（Ａ委員） 

○政策的課題への提言もこの研究の課題とすれば、日本の貯留能力、経済的コ

スト、ＥＯＲ等経済生産性を含む計画で、日本のＣＣＳが国際競争力を保持、

あるいは強化することができるかの判断にも発言できる“基盤”も考えても

らいたい。（Ｄ委員） 

○ＣＣＳの実現に不可欠な研究開発事業であるので、確実に効率良く進めても

らいたい。（Ｃ委員） 

○現時点で、日本の特有な地質に対して調査が限定されているが、よく調査さ

れ、かつ調査における工夫も高く評価できる。（Ｄ委員） 
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第４章 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」に係るプロジェクト評価の実

施に併せて、以下に基づき、本評価検討会委員による「評点法による評価」を実施

した。その結果は「３．評点結果」のとおりである。 

 

１．趣 旨 
 

評点法による評価については、産業技術審議会評価部会の下で平成 11 年度に評

価を行った研究開発事業（39 プロジェクト）について「試行」を行い、本格的導入

の是非について評価部会において検討を行ってきたところである。その結果、第 9

回評価部会（平成 12 年 5 月 12 日開催）において、評価手法としての評点法につい

て、 

 (1)数値での提示は評価結果の全体的傾向の把握に有効である、 

 (2)個々のプロジェクト毎に評価者は異なっても相対評価はある程度可能である、 

との判断がなされ、これを受けて今後のプロジェクト評価において評点法による評

価を行っていくことが確認されている。 

 また、平成 21 年 3 月 31 日に改定された「経済産業省技術評価指針」においても、

プロジェクト評価の実施に当たって、評点法の活用による評価の定量化を行うこと

が規定されている。 

これらを踏まえ、プロジェクトの中間・事後評価においては、 

 (1)評価結果をできる限りわかりやすく提示すること、 

 (2)プロジェクト間の相対評価がある程度可能となるようにすること、 

を目的として、評価委員全員による評点法による評価を実施することとする。 

  本評点法は、各評価委員の概括的な判断に基づき点数による評価を行うもので、

評価報告書を取りまとめる際の議論の参考に供するとともに、それ自体評価報告書

を補足する資料とする。また、評点法は研究開発制度評価にも活用する。 
 

２．評価方法 
 

・各項目ごとに４段階（Ａ(優)、Ｂ(良)、Ｃ(可)、Ｄ(不可)<ａ，ｂ，ｃ，ｄも同

様>）で評価する。 

・４段階はそれぞれ、Ａ(ａ)＝３点、Ｂ(ｂ)＝２点、Ｃ(ｃ)＝１点、Ｄ(ｄ)＝０

点に該当する。 

・評価シートの記入に際しては、評価シートの《判定基準》に示された基準を参

照し、該当と思われる段階に○を付ける。 

・大項目（Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ）及び小項目（ａ，ｂ，ｃ，ｄ）は、それぞれ別に評

点を付ける。 

・総合評価は、各項目の評点とは別に、プロジェクト全体に総合点を付ける。   
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３．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） 

  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 3.00  3  3  3  3  3  3  3  3  

 ２．研究開発等の目標の妥当性 2.00  2  2  1  3  2  2  2  2  

 ３．成果、目標の達成度の妥当性 2.13  2  2  2  3  2  2  2  2  

 ４．事業化、波及効果についての妥当性 2.25  2  2  1  3  3  1  3  3  

 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 2.13  2  2  1  3  2  2  3  2  

 ６．総合評価 2.50  2  2  2  3  3  2  3  3  
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経済産業省技術評価指針の位置付け 

 

経済産業省技術評価指針（以下、「本指針」という。）は、経済産業省が、経済産業省における技

術に関する施策及び技術に関する事業（以下、「技術に関する施策・事業」という。）の評価を行う

に当たって配慮しなければならない事項を取りまとめたガイドラインである。 

本指針は、「産業技術力強化法」（平成１２年法律第４４号）第１０条の規定、「科学技術基本計画」

（平成１８年３月閣議決定）、「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研

究開発等の効率的推進等に関する法律」（平成２０年法律第６３号）第３４条の規定及び「国の研究

開発評価に関する大綱的指針」（平成２０年１０月内閣総理大臣決定）（以下、「大綱的指針」という。）

に沿った適切な評価を遂行するための方法を示す。 

同時に、「行政機関が行う政策の評価に関する法律」（平成１３年法律第８６号）（以下、「政策評

価法」という。）に基づく「経済産業省政策評価基本計画」（以下、「政策評価基本計画」という。）

に沿った、経済産業省政策評価のうち研究開発に関する部分の実施要領としての性格を持つ。した

がって、技術に関する施策・事業についての評価の結果は、政策評価基本計画に基づき実施される

事前評価及び事後評価に適切に反映・活用を図る。 

技術評価は、政策評価法上要請される評価を含め政策評価の一環としての位置付けを有すること

から、本指針は、技術に関する施策・事業の成果や実績等を厳正に評価し、それを後の技術に関す

る施策・事業の企画立案等に反映させる政策サイクルの一角としての評価の在り方について定める

ものである。 

ただし、技術に関する施策・事業に係る評価は、競争的資金制度による研究課題、プロジェクト

といった研究開発の内容や性格、実施体制等の態様に応じた評価方法に拠るべきであるとともに、

評価の厳正さと効率性を両立するためには、評価をとりまく様々な状況に応じた臨機応変な評価手

順を設定する必要がある。さらに、評価手法は日進月歩であり、今後よりよい評価手法が提案され

ることも十分考えられる。したがって、本指針では共通的なルール及び配慮事項を取り上げること

とし、より詳細な実施のプロトコルは評価マニュアルの作成等により記述することで、機動的な実

施を図ることとする。 

研究開発機関が自ら実施する評価をその機関の自己改革の契機とするような自律的なシステムの

構築に努め、研究開発を実施する独立行政法人が、大綱的指針及び本指針に沿って、研究開発評価

の実施に関する事項について、明確なルールを定め、研究開発評価の実施及び評価結果の活用が適

切かつ責任を持って行われるよう、所管官庁としての責務を果たすものとする。 
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◎本指針における用語については、次に定めるところによる。 

 

・競争的資金制度：資金を配分する主体が、広く一般の研究者（研究開発に従事している者又はそ

れらの者から構成されるグループをいう。）、企業等又は特定の研究者、企業等を対象に、特定の

研究開発領域を定め、又は特定の研究開発領域を定めずに研究課題を募り、研究者、企業等から

提案された研究課題の中から、当該課題が属する分野の専門家（当該分野での研究開発に従事し

た経験を有する者をいう。）を含む複数の者による、研究開発の着想の独創性、研究開発成果の先

導性、研究開発手法の斬新性その他の科学的・技術評価又は経済的・社会的評価に基づき、実施

する課題を採択し、当該課題の研究開発を実施する研究者等又は研究者等が属する組織若しくは

企業等に資金を配分する制度をいう。 

・研究開発制度：資源配分主体が研究課題を募り、提案された課題の中から採択した課題に研究開

発資金を配分する制度をいう。 

・プロジェクト：具体的に研究開発を行う個別の実施単位であり、明確な目的や目標に沿って実施

されるものをいう。研究開発制度（競争的資金制度を含む）による研究課題は、本指針上プロジ

ェクトには該当しない。 

・研究開発機関：国からの出資、補助等の交付を受けて研究開発を実施し、又は研究開発の運営管

理を行う機関をいう。 

・技術に関する事業：具体的に研究開発を行う個別の実施単位をいい、「研究開発制度（競争的資金

制度を含む）」、「プロジェクト」及び「競争的資金制度による研究課題」により構成される。 

・技術に関する施策：同一又は類似の目的を有する技術に関する事業のまとまりをいい、当該目的

との関係で必要な研究開発以外の要素（調査等）を含む場合がある。 

・政策評価書：本指針において用いる「政策評価書」とは経済産業省政策評価実施要領を踏まえた

評価書をいう。 

・政策サイクル：政策の企画立案・実施・評価・改善（plan-do-check-action）の循環過程をいう。 

・評価システム：評価目的、評価時期、評価対象、評価方法等、評価に係るあらゆる概念、要素を

包含した評価制度、体制の全体をいう。 

・推進課：技術に関する事業を推進する課室（研究開発担当課室）をいう。推進課は、評価結果を

反映させるよう努力する義務がある。 

・主管課：技術に関する施策の企画立案を主管する課室及び予算等の要求事項を主管する課室をい

う。 

・査定課：予算等の査定を行う課室（大臣官房会計課、資源エネルギー庁総合政策課等）をいう。 

・有識者等：評価対象となる技術に関する施策・事業について知見を有する者及び研究開発成果の

経済的・社会的意義につき指摘できる人材（マスコミ、ユーザ、人文・社会科学者、投資家等）

をいう。 

・外部評価者：経済産業省に属さない外部の有識者等であって、評価対象となる技術に関する施策・

事業の推進に携わっていない者をいう。 

・外部評価：外部評価者による評価をいい、評価コメントのとりまとめ方法としてパネルレビュー
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（評価者からなる委員会を設置（インターネット等を利用した電子会議を含む。）して評価を行う

形態）による場合とメールレビュー（評価者に対して郵便・ＦＡＸ・電子メール等の手段を利用

して情報を提供し、評価を行う形態）による場合とがある。 

・評価事務局：技術に関する施策・事業の評価の事務局となる部署をいい、評価者の行う評価の取

りまとめ責任を負う。 

・評価者：評価の責任主体をいい、パネルレビューによる場合には外部評価者からなる委員会が責

任主体となる。また、評価の結果を踏まえて、資源配分の停止や変更、技術に関する施策・事業

の内容の変更に責任を有するのは企画立案部門である技術に関する施策・事業の推進課及び主管

課である。 

・終了時評価：事業終了時に行う評価であり、事業が終了する前の適切な時期に行う終了前評価と

事業の終了直後に行う事後評価がある。 
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Ｉ．評価の基本的考え方 

１．評価目的 

(1) より良い政策・施策への反映 

   評価を適切かつ公正に行うことにより、研究者の創造性が十分に発揮されるような、柔軟か

つ競争的で開かれた研究開発環境の創出など、より良い政策・施策の形成等につなげること。 

(2) より効率的・効果的な研究開発の実施 

評価を支援的に行うことにより、研究開発の前進や質の向上、独創的で有望な優れた研究開

発や研究者の発掘、研究者の意欲の向上など、研究開発を効果的・効率的に推進すること。 

(3) 国民への技術に関する施策・事業の開示 

高度かつ専門的な内容を含む技術に関する施策・事業の意義や内容について、一般国民にわ

かりやすく開示すること。 

(4) 資源の重点的・効率的配分への反映 

評価の結果を技術に関する施策・事業の継続、拡大・縮小・中止など資源の配分へ反映させ

ることにより資源の重点化及び効率化を促進すること。また、研究開発をその評価の結果に基

づく適切な資源配分等通じて次の段階に連続してつなげることなどにより、研究開発成果の国

民・社会への還元の効率化・迅速化に資すること。 

 

２．評価の基本理念 

評価の実施に当たっては、以下の考え方を基本理念とする。 

(1) 透明性の確保 

推進課、主管課及び研究開発機関においては、積極的に成果を公開し、その内容について広

く有識者等の意見を聴くこと。評価事務局においては、透明で公正な評価システムの形成、定

着を図るため、評価手続、評価項目・評価基準を含めた評価システム全般についてあらかじめ

明確に定め、これを公開することにより、評価システム自体を誰にも分かるものとするととも

に、評価結果のみならず評価の過程についても可能な限り公開すること。 

(2) 中立性の確保 

評価を行う場合には、被評価者に直接利害を有しない中立的な者である外部評価の導入等に

より、中立性の確保に努めること。 

(3) 継続性の確保 

技術に関する施策・事業においては、個々の評価がそれ自体意義を持つだけではなく、評価

とそれを反映した技術に関する施策・事業の推進というプロセスを繰り返していく時系列のつ

ながりにも意義がある。したがって、推進課及び主管課にとって評価結果を後の技術に関する

施策・事業の企画立案等に反映させる際に有用な知見を抽出し、継続性のある評価方法で評価

を行うこと。 

(4) 実効性の確保 

政策目的に照らし、効果的な技術に関する施策・事業が行われているか判断するための効率

的評価が行われるよう、明確で実効性のある評価システムを確立・維持するとともに、技術に

関する施策・事業の運営に支障が生じたり、評価者及び被評価者双方に過重な負担をかけるこ
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とのない費用対効果の高い評価を行うこと。 

 

３．指針の適用範囲 

(1) 本指針においては、多面的・階層的な評価を行う観点から、経済産業省における具体的に研

究開発を行う個別の実施単位である研究開発制度、プロジェクト及び競争的資金制度による研

究課題である技術に関する事業並びに同一又は類似の目的を有する技術に関する事業のまとま

りである技術に関する施策を評価対象とする。 

(2) 国費の支出を受けて技術に関する事業を実施する民間機関、公設試験研究機関等の評価につ

いては、当該事業の評価の際等に、これら機関における当該事業の研究開発体制に関わる運営

面に関し、国費の効果的・効率的執行を確保する観点から、必要な範囲で評価を行う。 

(3) 上記(2)の規定にかかわらず、独立行政法人が運営費交付金により自ら実施し、又は運営管理

する技術に関する事業については、独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）及び大

綱的指針に基づいて実施されるものであり、本指針の対象としない。なお、技術に関する施策

には、これら事業は含まれるものとする。 

(4) 評価の種類としてはこの他に研究者等の業績の評価が存在するが、これは研究開発機関の長

が評価のためのルールを整備した上で、責任を持って実施することが基本であり、本指針の対

象としない。 

 

４．評価の類型・階層構造及びリンケージ 

(1) 実施時期による類型 

評価はその実施時期により、事前評価、中間・終了時評価及び追跡評価に類型化される。 

(2) 評価の階層構造 

経済産業省における技術評価では、技術に関する施策・事業での評価を基本的な評価単位と

するが、政策効果をあげるために、特に必要があると認められるときには、関連する複数の技

術に関する施策・事業が有機的に連携をとって 

体系的に政策効果をあげているかを評価することとする（これは経済産業省政策評価実施要

領における「政策体系評価」に対応するものと位置付ける。）。 

(3) 実施時期による評価のリンケージ 

中間・終了時評価は、技術に関する施策・事業の達成状況や社会経済情勢の変化を判断し、

計画の見直しや後継事業への展開等の是非を判断するものである。また、事前評価での予想が

実際にどのような結果となったか、予算措置は妥当であったか等を確認することにより、事前

評価の方法を検証し得るものである。したがって、中間・終了時評価の結果をその後の産業技

術政策・戦略の企画立案や、より効果的な事前評価の評価手法の確立に反映させるよう努める

ものとする。 

また、中間・終了時評価の結果は、追跡評価にて検証されるものである。 

 

５．評価方法等 

厳正な評価を行うためには、評価方法、評価項目等に客観性を持たせることが必要であること
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から、本指針をはじめ評価実施に係る諸規程等を整備の上、公開するものとする。 

技術評価室は本指針を踏まえ、評価マニュアル等を策定するとともに、円滑な評価の実施のた

めの指導及び評価システムの維持管理を行う。 

(1) 施策原簿 

技術に関する施策の基本実施計画書、政策評価書等をもって施策原簿とする。施策原簿を作

成・改定した場合は、速やかにその写しを技術評価室へ提出する。 

(2) 事業原簿 

技術に関する事業の基本実施計画書、政策評価書等をもって事業原簿とする。研究開発制度

及びプロジェクトの事業原簿を作成・改定した場合は、速やかにその写しを技術評価室へ提出

する。 

(3) 評価項目・評価基準 

評価の類型及び技術に関する施策・事業の態様等に応じて標準的な評価項目・評価基準を技

術評価室が別に定めることとする。 

(4) 評価手続・評価手法 

評価の類型に応じて適切な評価手法を用いるものとする。なお、複数の事業間の相対的評価

を行う場合等においては、評点法の活用が有効と考えられ、評価の類型及び対象案件の態様に

応じ適宜活用することが望ましい。 

(5) 評価の簡略化 

評価の実施に当たっては、評価コストや被評価者側の過重な負担を回避するため、評価対象

となる事業に係る予算額が比較的少額である場合には、評価項目を限定する等の簡略化を行う

ことができるものとする。なお、簡略化の標準的な方法については技術評価室が別に定める。 

 

６．評価結果の取扱い等 

(1) 評価結果の取扱い 

評価事務局は、評価終了後速やかに評価書の写しを技術評価室に提出する。技術評価室は全

ての評価結果について、これまでに実施された関連調査及び評価の結果、評価の実施状況等を

踏まえつつ意見をまとめ、査定課、秘書課及び政策評価広報課に報告することができる。 

(2) 予算査定との関係 

査定課は、技術評価室から事前評価及び中間評価の評価書の提出を受けた場合は、技術評価

室の意見を踏まえつつ技術に関する施策・事業の評価等を行う。事前評価に関しては査定課の

評価を終えた事前評価書に記載された技術に関する施策・事業の内容をもって、推進課又は主

管課と査定課との間の合意事項とみなし、査定課はこれを踏まえて予算査定を行う。中間評価

に関しては、査定課は中間評価結果を踏まえて予算査定を行う。 

(3) 評価結果等の公開の在り方 

評価結果及びこれに基づいて講ずる又は講じた措置については、機密の保持が必要な場合を

除き、個人情報や企業秘密の保護、知的財産権の取得等に配慮しつつ、一般に公開することと

する。なお、事前評価については、政策立案過程の透明化を図る観点から、評価事務局は予算

が経済産業省の案として確定した後に、公開するものとする。パネルレビューを行う場合にお
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ける議事録の公開、委員会の公開等については、「審議会等の透明化、見直し等について」（平

成７年９月閣議決定）に準じて行うものとする。 

 

７．評価システムの不断の見直し 

いかなる評価システムにおいても、評価は評価者の主観的判断によってなされるものであり、

その限りにおいては、完璧な客観性、公平性を求めることは困難である。したがって、評価作業

が終了するたびごとにその評価方法を点検し、より精度の高いものとしていく努力が必要である。

また、本指針については、こうした一連の作業を踏まえ、原則として毎年度見直しの要否を検討

する。 

 

８．評価体制の充実 

評価体制の充実を図るため、研究者の評価者としての活用などにより評価業務に携わる人材を

育成・確保するとともに、研究開発費の一部を評価費用に充てるなど評価に必要な資源を確保す

る。 

 

９．評価データベース等の整備 

技術評価室は、国内外の適切な評価者を選任できるようにするため、及び個々の評価において

普遍性・信頼性の高い評価を実現するため、個々の技術に関する施策・事業についての研究者、

資金、成果、評価者、評価結果等をまとめたデータベースを整備する。 

また、競争的資金制度による研究課題に関する評価など、審査業務等を高度化・効率化するた

めに必要な電子システムの導入も促進する。 

 

１０．評価における留意事項 

(1) 評価者と被評価者との対等性 

① 評価者と被評価者との関係 

評価作業を効果的に機能させるためには、評価者と被評価者の双方が積極的にその知見と情

報を提供し合うという協調的関係と、評価者もその評価能力を評価されるという意味で評価者

と被評価者とが相互に相手を評価するという緊張関係とを構築し、この中で、討論を行い、評

価を確定していく必要がある。 

この際、評価者は、不十分な成果等被評価者が自ら進んで提示しない事実があるかどうかを

見極める能力が要求される。一方、被評価者は、評価対象の技術に関する施策・事業の位置付

けを明確に認識するとともに、評価結果を正確に理解し、確実にその後の技術に関する施策・

事業の創設、運営等に反映させていくものとする。 

② 評価者に係る留意事項 

研究者が評価者となる場合、評価者は、評価作業を評価者自らの研究を妨げるものとして捉

えるべきではなく、自らの研究の刺激になる行為として、積極的に取り組むことが必要である。         

また、研究開発成果を、イノベーションを通じて国民・社会に迅速に還元していく観点から、

産業界の専門家等を積極的に評価者に選任する。 
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③ 被評価者に係る留意事項 

被評価者は、評価を事業の質をより高めるものとして積極的に捉え、評価は評価者と被評価

者の双方の共同作業であるとの認識の下、真摯な対応を図ることが必要である。 

(2) 評価の不確実性 

評価時点では見通し得なかった技術、社会情勢の変化が将来的に発生し得るという点で評価

作業は常に不確実性を伴うものである。したがって、評価者は評価の精度の向上には、必然的

に限界があることを認識した上で、評価時点で最良と考えられる評価手法をとるよう努めるこ

とが必要である。かかる観点からは、厳正さを追求するあまりネガティブな面のみを過度に減

点法で評価を行うこととなると、将来大きな発展をもたらす技術を阻害するおそれがある点に

も留意する必要がある。 

また、成果に係る評価において、目標の達成度合いを評価の判定基準にすることが原則であ

るが、併せて、副次的成果等、次につながる成果を幅広い視野からとらえる。 

(3) その他の留意事項 

① 海外の研究者、若手研究者の活用 

研究者には、研究開発の発展を図る上で専門的見地からの評価が重要な役割を果たすもので

あることから、評価者としての評価への積極的参加が求められる。一方、特定の研究者に評価

実施の依頼が集中する場合には、評価への参加が大きな負担となり、また、評価者となる幅広

い人材の養成確保にもつながらないことから、海外の研究者や若手研究者も評価者として積極

的に参加させることなどにより評価者確保の対象について裾野の拡大を図るよう努める。 

② 所期の成果を上げられなかった研究開発 

研究開発は必ずしも成功するとは限らず、また、失敗から貴重な教訓が得られることもある。

したがって、失敗した場合には、まずその原因を究明し、今後の研究開発にこれを生かすこと

が重要であり、成果を上げられなかったことをもって短絡的に従事した研究者や組織、機関を

否定的に評価すべきものではない。また、評価が野心的な研究開発の実施の阻害要因とならな

いよう留意しなければならない。 

③ 数値的指標の活用 

論文の被引用度数、特許の申請状況等による成果の定量的評価は一定の客観性を有するが、

技術に関する施策・事業においては研究分野や内容により、その意味は大きく異なり得るもの

であり、必ずしも研究開発成果の価値を一義的に表すものではない。したがって、これらを参

考資料として有効に活用しつつも、偏重しないよう留意すべきである。 

④ 評価結果の制度間での相互活用 

  研究開発をその評価の結果に基づく適切な資源配分等を通じて次の段階の研究開発に連続

してつなげるなどの観点から、関係府省、研究開発機関及び制度を越えて相互活用するよう努

める。 

⑤ 自己点検の活用 

  評価への被評価者等の主体的な取組を促進し、また、評価の効率的な実施を推進するため、

推進課及び主管課は、自ら技術に関する施策・事業の計画段階において具体的かつ明確な目標

とその達成状況の判定基準等を明示し、技術に関する施策・事業の開始後には目標の達成状況、
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今後の発展見込み等の自己点検を行い、評価者はその内容の確認などを行うことにより評価を

行う。 

⑥ 評価の国際的な水準の向上 

  研究開発の国際化への対応に伴い、評価者として海外の専門家を参加させる、評価項目に国

際的なベンチマーク等を積極的に取り入れるなど評価に関して、実施体制や実施方法などの全

般にわたり、評価が国際的にも高い水準で実施されるよう取り組む。 

 

Ⅱ．評価の類型と実施方法 

Ⅱ．１．技術に関する施策評価 

技術に関する施策の評価は、当該技術分野全体の方向性等を勘案しつつ、当該施策の下に位置

付けられる技術に関する事業のまとまりを俯瞰する形で、各事業の相互関係等に着目し、個々の

事業に係る評価結果を踏まえて行う。 

(1)事前評価 

  新規の技術に関する施策の創設に当たって行う。 

① 評価者 

外部評価者 

② 被評価者 

   推進課及び主管課 

③ 評価事務局 

推進課及び主管課。ただし、必要に応じて技術評価室が行うこともできる。 

④ 評価手続・評価手法 

   外部評価を行う。 

   評価対象とする技術に関する施策は、技術評価室が推進課及び主管課と協議の上、定める。 

⑤ 評価項目・評価基準 

    技術評価室が定める標準的な評価項目・評価基準又は評価者が定めるものとする。 

 

(2) 中間・終了時評価 

    技術に関する施策創設後、一定期間継続的に実施しているものについて、技術に関する施策

ごとに中間・終了時評価を行う。 

① 評価者 

    外部評価者 

② 被評価者 

   推進課及び主管課 

③ 評価事務局 

推進課及び主管課。ただし、必要に応じて技術評価室が行うこともできる。 

④ 評価手続・評価手法 

   施策原簿、成果報告、運営状況報告等を基に外部評価を行う。 

評価対象とする技術に関する施策は、技術評価室が推進課及び主管課と協議の上、定める。 
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⑤ 評価項目・評価基準 

    技術評価室が定める標準的な評価項目・評価基準又は評価者が定めるものとする。 

⑥ 実施時期 

中間評価については、実施が４年以上にわたる又は実施期間の定めのない技術に関する施策

について３年程度ごとに定期的に行う。なお、モニタリング（進捗状況を把握する作業）につ

いては毎年行うこととする。 

終了時評価については、当該技術に関する施策の成果を切れ目なく次の技術に関する施策に

つなげていく場合には、当該技術に関する施策が終了する前の適切な時期に終了前評価を行う

こととし、その他の場合には、当該技術に関する施策の終了直後に事後評価を行うものとする。 

なお、中間・終了時評価は、効果的・効率的な評価の実施の観点から、技術に関する施策を

構成する技術に関する事業の評価を前提として実施する。 

 

Ⅱ．２．技術に関する事業評価 

Ⅱ．２．１．研究開発制度評価 

研究開発制度評価は、個々にその目的・政策的位置付け、目標、成果、目標の達成度、必要性、 

効率性、有効性等について、事前評価及び中間・終了時評価を行う。 

(1) 事前評価 

   新規の研究開発制度の創設に当たって行う。 

① 評価者 

外部評価者 

② 被評価者 

   推進課 

③ 評価事務局 

   推進課 

④ 評価手続・評価手法 

   外部評価を行う。 

⑤ 評価項目・評価基準 

技術評価室が定める標準的な評価項目・評価基準又は評価者が定めるものとする。研究開発

制度について制度実施予定期間及び中間評価の時期の妥当性に関して評価する。 

 

(2) 中間・終了時評価 

 研究開発制度創設後、一定期間継続的に実施しているものについて、研究開発制度ごとに中

間・終了時評価を行う。 

① 評価者 

外部評価者 

② 被評価者 

   推進課及び研究開発機関 

③ 評価事務局 
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推進課又は研究開発機関（独立行政法人であって、研究開発制度の推進部門から独立した評

価部門が評価を行う場合に限る。）。ただし、必要に応じて技術評価室が行うこともできる。 

④ 評価手続・評価手法 

事業原簿、研究開発制度から得られた成果、研究開発制度の運営状況等を基に外部評価を行

う。また、必要に応じ、評点法の活用による評価の定量化を行うこととする。 

⑤ 評価項目・評価基準 

技術評価室が定める標準的な評価項目・評価基準又は評価者が定めるものとする。 

⑥ 実施時期 

中間評価については、実施期間が５年以上の研究開発制度又は実施期間の定めのない研究

開発制度については、その目的、内容、性格、規模等を考慮し、３年程度ごとに定期的に行

う。なお、モニタリング（進捗状況を把握する作業）については毎年行うこととする。 

終了時評価については、当該研究開発制度の成果を切れ目なく次の研究開発制度につなげ

ていく場合には、当該研究開発制度が終了する前の適切な時期に終了前評価を行うこととし、

その他の場合には、当該研究開発制度終了直後に事後評価を行うものとする。 

なお、中間・終了時評価は、効果的・効率的な評価の実施の観点から研究開発制度に関す

る評価結果の情報を集積し、関連する技術に関する施策の評価に際しその情報を提供する。 

 

Ⅱ．２．２．プロジェクト評価 

プロジェクト評価は、個々にその目的・政策的位置付け、目標、成果、有効性、効率性等につ

いて評価を行う。事前評価及び中間・終了時評価を行う。 

(1) 事前評価 

 新規のプロジェクトの創設に当たって行う。 

① 評価者 

外部評価者 

② 被評価者 

   推進課 

③ 評価事務局 

   推進課 

④ 評価手続・評価手法 

   外部評価を行う。 

⑤ 評価項目・評価基準 

    技術評価室が定める標準的な評価項目・評価基準又は評価者が定めるものとする。プロジェ

クトについて実施予定期間及び中間評価の時期の妥当性に関して評価する。 

 

(2) 中間・終了時評価  

プロジェクト創設後、一定期間継続的に実施しているものについて、プロジェクトごとに中

間・終了時評価を行う。 

① 評価者 
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外部評価者 

② 被評価者 

   推進課、研究開発機関及び実施者（研究開発機関から委託又は補助を受けてプロジェクトを

実施する機関又は個人をいう。） 

③ 評価事務局 

推進課又は研究開発機関（独立行政法人であって、事業の推進部門から独立した評価部門が

評価を行う場合に限る。）。ただし、必要に応じて技術評価室が行うこともできる。 

④ 評価手続・評価手法 

   事業原簿、成果報告、運営状況報告等を基に外部評価を行う。また、必要に応じ、評点法の

活用による評価の定量化を行うこととする。 

⑤ 評価項目・評価基準 

技術評価室が定める標準的な評価項目・評価基準又は評価者が定めるものとする。 

⑥ 実施時期 

   中間評価は、実施期間が５年以上のプロジェクト又は実施期間の定めのないプロジェクトに

ついては、その目的、内容、性格、規模等を考慮し、３年程度ごとに定期的に行う。なお、モ

ニタリング（進捗状況を把握する作業）については毎年行うこととする。 

   終了時評価は、当該プロジェクトの成果を切れ目なく次のプロジェクトにつなげていく場合

には、当該プロジェクトが終了する前の適切な時期に終了前評価を行うこととし、その他の場

合には、当該プロジェクト終了直後に事後評価を行うものとする。 

なお、中間・終了時評価は、効果的・効率的な評価の実施の観点から個別プロジェクトに関

する評価結果の情報を集積し、関連する技術に関する施策の評価に際しその情報を提供する。 

 

Ⅱ．２．３．競争的資金制度による研究課題に関する評価 

  競争的資金制度に提案された個々の研究課題について、当該競争的資金制度の目的に照らして、

目標・計画、科学的・技術的意義、実施体制、実用化の見通し等について評価を行う。複数の候

補の中から優れた研究課題を採択するための事前評価及び目標の達成状況や成果の内容等を把握

するための中間・終了時評価を行う。 

(1) 事前評価 

   新規研究課題の採択時に行う。 

① 評価者 

    外部評価者。 

研究課題の採択の際、被評価者と同じ研究開発機関に所属する等の専門家は排除する必要

があるため、例えば評価事務局はあらかじめ全評価者名を公表し、被評価者に対して申請時

に利害関係者の存在を併せて書面にて宣誓することを求める等の措置を講ずる。また、評価

者には秘密保持を義務付ける。 

なお、評価者としてふさわしい者であることを示すため、評価者の業績又は実績について

適切な時期にホームページ等で公開する。 

② 被評価者 
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   研究課題の提案者 

③ 評価事務局 

   推進課又は研究開発機関 

④ 評価手続・評価手法 

研究課題の採択に当たっては、エフォート（一研究員の全研究活動時間のうち当該競争的資

金制度による研究活動に充てる時間の割合をいう。）の明記を原則求める。また、被評価者と

利害関係のない有識者等によるパネルレビュー又はメールレビューによる評価を行う。採択に

当たっては、他の競争的資金制度による研究課題等との重複が生じないようにする。評価事務

局は研究課題の提案者へ不採択の結果を通知する場合には、原則として評価項目別に詳細な評

価内容を提示するとともに、不採択となった提案者からの問い合わせに応じるための環境を整

備する。 

   なお、研究課題の評価に際しては、研究分野や当該競争的資金制度の趣旨を踏まえ、必要に

応じて、主に業績が十分に定まらない若手研究者等について、マスキング評価の導入を図るこ

ととする。主に中堅以上の研究者に関する研究者としての評価は、所属組織や機関のみに着目

するのではなく、過去の実績を充分に考慮した評価とする。 

   また、研究者の研究遂行能力を示している過去の研究実績について、定量化を試みつつ、研

究者としての評価を過去の実績を十分考慮して行った上で研究課題の採否を決定する。 

  ⑤ 評価項目・評価基準 

技術評価室が定める標準的な評価項目・評価基準又は評価者が定めるものとする。研究課

題について実施予定期間及び中間評価の時期の妥当性に関して評価する。 

 

(2) 中間・終了時評価 

  研究課題の目標達成度の把握とともに研究課題の継続、拡大・縮小、中止等の資源配分の判

断、および必要に応じ被評価者に対する支援的助言を行うための評価。 

① 評価者 

   外部評価者 

なお、評価者としてふさわしい者であることを示すため、評価者の業績又は実績について適

切な時期にホームページ等で公開する。 

② 被評価者 

   研究課題の実施者 

③ 評価事務局 

   推進課又は研究開発機関。ただし、必要に応じて技術評価室が行うこともできる。 

④ 評価手続・評価手法 

   事業原簿、成果報告、運営状況報告等を基に外部評価を行う。 

   競争的資金制度による継続的な研究の必要性及びプロジェクトへの発展の可能性（主として

技術シーズの創造を目的とする研究の場合に限る。）の有無が判断できる手法により評価を行

う。 

また、研究課題の終了時評価の結果については、採択された研究課題ごとに定量化されたも
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のについては結果を公表する。 

⑤ 評価項目・評価基準 

   技術評価室が定める標準的な評価項目・評価基準又は評価者が定めるものとする。 

⑥ 実施時期 

   中間評価については、実施期間が５年以上の研究課題又は実施期間の定めのない研究課題に

ついては、その目的、内容、性格、規模等を考慮し、３年程度ごとに定期的に行う。 

   終了時評価については、当該研究課題の成果を切れ目なく次の研究課題又はプロジェクト等

につなげていく場合には、原則、当該研究課題が終了する前の適切な時期に終了前評価を行う

こととし、その他の場合には、当該研究課題終了直後に事後評価を行う。 

 

Ⅱ．３．追跡評価 

  終了して数年経った技術に関する施策・事業を対象に、その研究開発活動や研究開発成果が産

業、社会に及ぼした効果について調査し、その調査結果を基に現在の視点から総合的に評価を行

う。 

(1) 評価者 

  外部評価者 

(2) 被評価者 

  評価対象となる技術に関する施策・事業及びこれに関連する技術に関する施策・事業に携わ

った推進課及び研究開発機関 

(3) 評価事務局 

  推進課又は技術評価室 

(4) 評価手続・評価手法 

  過去の事業原簿等の文献データ、関連部署・機関及びその他関係者等からの聞き取り調査等

による情報を基にパネルレビュー又は第３者機関への委託による外部評価を行う。また、可能

な限り定量的な評価に努める。 

(5) 評価項目・評価基準 

  技術評価室が定める標準的な評価項目・評価基準又は評価者が定めるものとする。 

(6) 実施時期  

   技術に関する施策・事業終了後、成果の産業社会への波及が見極められる時点とする。 



 
                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 

経済産業省技術評価指針に基づく 
標準的評価項目・評価基準 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成２３年７月 

経済産業省産業技術環境局 

技術評価室 
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はじめに 

 

 研究開発評価に当たっては、公正性、信頼性さらには実効性の観点から、その対

象となる研究開発の特性や評価の目的等に応じて、適切な評価項目・評価基準を設

定して実施することが必要である。 

 本標準的評価項目・評価基準は、経済産業省における技術に関する施策及び技術

に関する事業の評価を行うに当たって配慮しなければならない事項を取りまとめた

ガイドラインである経済産業省技術評価指針に基づき、評価方法、評価項目等に一

貫性を持たせるために、標準的なものとして、技術評価室が定めるものである。 

 なお、本標準的評価項目・評価基準は、あくまで原則的なものであり、必ずしも

全てそのとおりとしなければならないものではなく、適切な評価の実施のために評

価対象によって、適宜、変更することを妨げるものではない。                       
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Ⅰ．施策評価  

【事前評価】 

１．目的  

・施策の目的は特定されていて、簡潔に明示されているか。                        

・当該施策の導入により、現状をどのように改善し、どのような状況を実現しよう 

 としているのか。  

 

２．必要性  

・国（行政）が関与する必要があるか。 

 (注１)   背景として、どのような問題が当該施策の対象領域等に存在するのか。 

            また、その問題の所在や程度を数値、データや文献により具体的に把握しているか。 

 (注２)  行政関与の必要性や妥当性について、その根拠を客観的に明らかにする。 

      具体的には、妥当性を有することを説明する場合、これらニーズや上位目的に照らした妥当性を可    
           能な限り客観的に明らかにする。また、「市場の失敗」と関連付けて行政の関与の必要性を説明する 
           場合には、「行政関与の基準」の「行政関与の可否に関する基準」により、必要性を明らかにする。 

（注３）   行政目的が国民や社会のニーズ又はより上位の行政目的に照らして妥当性を有していること、民 
         間活動のみでは改善できない問題であって、かつ、行政が関与することにより改善できるものが存 

         在することを明らかにする。 

 
３．施策の概要  
・施策全体としての概要を適切に記述しているか。 
・当該施策を構成する事業を網羅し、個々の事業について記載しているか。 
 （注）施策の概要の記載において、施策の中間・事後評価時期を記載する。 

 
４．目標、指標及び達成時期  
（１）目標 
・具体的にいつまでにいかなる事業をどの程度実施し、どの水準から事業を開始

し、どの水準の成果を達成するのか。目的と照らして、明確かつ妥当な目標を

設定しているか。  

・政策の特性などから合理性がある場合には、定性的な目標であっても良いが、

その場合、目的として示された方向の上で目指す水準（例えば、研究開発成果

による新規市場の創設効果など）が把握できるものとなっているか。 

   （注） 目標は、資金提供やサービス提供の量といった施策の実施の直接的な結果（アウトプット）だけ

でなく、施策の目的を具現化した効果（アウトカム：実施の結果、当該施策を直接に利用した者以

外にも生ずる効果等）についても設定する。 

（２）指標及び目標達成時期 

・適切な指標を設定しているか。毎年のモニタリングとして測定可能なものと

なっているか。 

・当該指標により当該目標の達成度が測定可能なものとなっているか。 
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・目標達成時期は明確かつ妥当であるか。 

 

（注）＜共通指標＞  

 ・論文数及びそれら論文の被引用度数 

 ・特許等取得した知的所有権数、それらの実施状況 

 ・特に、製品化に際しての実施権供与数、取得実施権料 

 ・国際標準形成への寄与 

 

５．中間・事後評価の時期及び方法  

・事前評価書に、中間・事後評価の時期を設定しているか。 

・目標達成や運用の状況を、いつ、どのようにして計測し、また、検証するかを明 

 らかにしているか。 

・事前評価段階で、評価方法を定めているか。 

 

（注１）施策の中間評価は、技術評価指針に基づき、４年以上の事業期間である施策について、実施する。 

     なお、技術評価指針における「中間評価」は、政策評価法上においては「事後評価」のカテゴ 

    リーに整理される。 

（注２）事業の実施状況モニタリングは、過度のコストを伴う等非現実的な実施が前提とならないように配 
    慮し、各指標値を得る情報源及び入手頻度等は明確にする。 

 

６．有識者、ユーザー等の各種意見  

・当該施策の企画・立案過程において参照した外部の意見や要請等を施策全体及び

個別事業毎に具体的に記述しているか。 

 

７．有効性、効率性等の評価  

（１）手段の適正性                          

・目的や目標を達成するために採り得る政策手段にはどのようなものがあるか。 

  その中で、提案している施策が最も優れていると考える根拠は何か。                            

・採ろうとする政策手段が目的や目標の達成に役立つ根拠及び程度を明らかにし

ているか。     

（２）効果とコストとの関係に関する分析（効率性）                              

・要求予算規模、想定減税規模、機会費用その他の当該政策手段に伴い発生する

コストを明確にしているか。 

・各選択肢についての社会的便益と社会的費用の比較（費用便益分析、費用効果

分析、（社会的便益が同等な場合は）コスト分析等）を行っているか。定量的な

評価が困難な場合は、少なくとも、各々の想定される結果の長所・短所の定性

的な比較に基づいて行っているか。 

（３）適切な受益者負担 

・政策の目的に照らして、政策の効果の受益や費用の負担が公平に分配されるか。 
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【中間・事後評価】 

１．施策の目的・政策的位置付けの妥当性  

（１）施策の目的の妥当性 

 ・施策の目的が波及効果、時期、主体等を含め、具体化されているか。 

 ・技術的課題は整理され、目的に至る具体的目標は立てられているか。 

 ・社会的ニーズに適合し、出口（事業化）を見据えた内容になっているか。 

（２）施策の政策的位置付けの妥当性 

 ・施策の政策的位置意義（上位の政策との関連付け、類似施策との関係等）は高

いか。 

 ・国際的施策動向に適合しているか。 

（３）国の施策としての妥当性、国の関与が必要とされる施策か。 

 ・国として取り組む必要のある施策であり、当省の関与が必要とされる施策か。 

 ・必要に応じ、省庁間連携は組まれているか。 

 

２．施策の構造及び目的実現見通しの妥当性  

（１）現時点において得られた成果は妥当か。 

（２）施策の目的を実現するために技術に関する事業が適切に配置されているか。 

 ・配置された技術に関する事業は、技術に関する施策の目的を実現させるために

必要か。 

 ・配置された技術に関する事業に過不足はないか。 

 ・配置された技術に関する事業の予算配分は妥当か。 

 ・配置された技術に関する事業のスケジュールは妥当か。 

 

３．総合評価  
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Ⅱ．技術に関する事業評価  

Ⅱ－１ プロジェクト評価  

【事前評価】 

１．事業の目的・政策的位置付け  

（１）事業目的は妥当で、政策的位置付け（上位の施策における位置付け）は明確か

。 

（２）官民の役割分担は適当か。 

※ 事業目的の妥当性、政策的位置付けを技術戦略マップを用いて説明し、官民､ 

国と地方公共団体、他省庁との役割分担についても記述すること。目標（目指す 

結果、効果）については、技術戦略マップのロードマップとの整合性を説明する 

こと｡ 

 

２．研究開発目標の妥当性  

①目標（目指す結果、効果）は、具体的かつ明確か。 

②目標達成度を測定・判断することが容易な指標が設定されているか。 

※ 事業の進捗を示す指標については、技術戦略マップのロードマップ、技術マッ 

プを参考に設定すること。 

③最終目標に至るまでのマイルストーンとして戦略的に中間目標が立てられている

か。 

※ 事業の目指す結果、効果については、技術戦略マップのロードマップとの整合 

性をとったマイルストーンを設定すること。 

④中間・事後評価時期が明確に設定されているか。 

 

３．有効性・効率性等  

（１）手段の適正性 

①他の政策手段（事業を実施しない場合の影響を含む。）との比較検討において、

提案する事業が最も優れている根拠が明確であるか。 

②実施する事業が目的や目標の達成に役立つ根拠は明確か。 

・目的達成のための妥当なスケジュール、予算となっているか。 

・事業終了後の実用化や事業化のシナリオは明確になっているか。 

※ 技術戦略マップの導入シナリオを用いて、研究開発事業と関連事業の関係を説 

明すること。 

・研究開発実施者の事業体制・運営は適切かつ妥当であるか。 

（２）効果とコストに関する分析 

・可能な限り、各選択肢についての社会的便益と社会的費用の比較（費用便益分析

、費用効果分析、コスト分析等）が行われているか。定量的な評価が困難な場合
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は、少なくとも、各々の想定される結果と長所・短所の定性的な比較に基づいて

行う。 

（３）適切な受益者負担 

・実用化、事業化のシナリオを踏まえて、事業者等が得る利益に応じて適切な負担

を求める委託費や補助制度となっているか。 

 

※知的基盤・標準整備等のための研究開発に特有の評価項目 

・成果に公共性は見込まれているか。 

・成果の公共性を担保するための措置が想定されているか、又は標準化した場合

に得られる経済効果は十分にあるか。無差別に公開されるものであるか。 

・公共財としての需要は見込まれているか。 

・公共財整備のための技術を民間能力を活用して開発することの妥当性はあるか。 

 ・成果を国際標準として提案する場合に、他国から賛同を得られる見通しはあるか。 

 

 

【中間・事後評価】 

１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性  

（１）事業目的は妥当で、政策的位置付けは明確か。 

・事業の政策的意義（上位の施策との関連付け等） 

・事業の科学的・技術的意義（新規性・先進性・独創性・革新性・先導性等） 

・社会的・経済的意義（実用性等） 

（２）国の事業として妥当であるか、国の関与が必要とされる事業か。 

・国民や社会のニーズに合っているか。 

・官民の役割分担は適切か。 

 

２．研究開発等の目標の妥当性  

（１）研究開発等の目標は適切かつ妥当か。 

・目的達成のために具体的かつ明確な研究開発等の目標及び目標水準を設定して

いるか。特に、中間評価の場合、中間評価時点で、達成すべき水準（基準値）

が設定されているか。 

・目標達成度を測定・判断するための適切な指標が設定されているか。 

 

３．成果、目標の達成度の妥当性  

（１）成果は妥当か。 

・得られた成果は何か。 

・設定された目標以外に得られた成果はあるか。 

・共通指標である、論文の発表、特許の出願、国際標準の形成、プロトタイプの

作製等があったか。 
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（２）目標の達成度は妥当か。 

・設定された目標の達成度（指標により測定し、中間及び事後評価時点の達成す   

べき水準（基準値）との比較）はどうか。 

 

４．事業化、波及効果についての妥当性  

（１）事業化については妥当か。 

 ・事業化の見通し（事業化に向けてのシナリオ、事業化に関する問題点及び解決

方策の明確化等）は立っているか。 

（２）波及効果は妥当か。 

・成果に基づいた波及効果を生じたか、期待できるか。 

・当初想定していなかった波及効果を生じたか、期待できるか。 

 

＊知的基盤・標準整備等の研究開発の場合、以下の評価項目・評価基準による。 

 ４．標準化等のシナリオ、波及効果の妥当性 

（１）標準化等のシナリオは妥当か。 

 ・ＪＩＳ化や我が国主導の国際規格化等に向けた対応は図られているか。 

（２）波及効果は妥当か。 

 ・成果に基づいた波及効果を生じたか、期待できるか。 

 ・当初想定していなかった波及効果を生じたか、期待できるか。 

 

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  
（１）研究開発計画は適切かつ妥当か。 

 ・事業の目標を達成するために本計画は適切であったか（想定された課題への対

応の妥当性）。 

 ・採択スケジュール等は妥当であったか。 

 ・選別過程は適切であったか。 

 ・採択された実施者は妥当であったか。 

（２）研究開発実施者の実施体制・運営は適切かつ妥当か。 

 ・適切な研究開発チーム構成での実施体制になっているか、いたか。 

・全体を統括するプロジェクトリーダー等が選任され、十分に活躍できる環境が

整備されているか、いたか。 

 ・目標達成及び効率的実施のために必要な、実施者間の連携／競争が十分に行わ

れる体制となっているか、いたか。 

 ・成果の利用主体に対して、成果を普及し関与を求める取組を積極的に実施して

いるか、いたか。 

・国民との科学・技術対話を効果的に実施したか、又は実施することとしている

か。（ただし、公募要項に当該対話を実施することが明記されている研究開発で、

３千万円以上の公的研究費の配分を受ける研究開発を実施する研究者等を対象と

する。）ここで、国民との科学・技術対話とは、研究活動の内容や成果を社会・
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国民に対して分かりやすく説明する、未来への希望を抱かせる心の通った双方向

コミュニケーション活動をいう（「国民との科学・技術対話」の推進について

（基本的取組方針）（平成 22年 6月 19日））。 

（３）資金配分は妥当か。 

 ・資金の過不足はなかったか。 

 ・資金の内部配分は妥当か。 

（４）費用対効果等は妥当か。 

・投入された資源量に見合った効果が生じたか、期待できるか。 

・必要な効果がより少ない資源量で得られるものが他にないか。 

（５）変化への対応は妥当か。 

 ・社会経済情勢等周囲の状況変化に柔軟に対応しているか（新たな課題への対応

の妥当性）。 

 ・代替手段との比較を適切に行ったか。 

 

６．総合評価  

 

 

Ⅱ－２ 研究開発制度評価  

※複数の制度の制度構造評価を実施する場合、参考に示す評価項目・評価基準に留意する。 

【事前評価】 

１．事業の目的・政策的位置付け  

（１）事業目的は妥当で、政策的位置付け（上位の施策における位置付け）は明確

か。 

（２）官民の役割分担は適当か。 

※ 事業目的の妥当性、政策的位置付けを技術戦略マップを用いて説明し、官民､ 

国と地方公共団体、他省庁との役割分担についても記述すること。目標（目指 

す結果、効果）については、技術戦略マップのロードマップとの整合性を説明 

すること。 

 

２．目標の妥当性  

①目標（目指す結果、効果）は、具体的かつ明確か。 

②目標達成度を測定・判断することが容易な指標が設定されているか。 

※ 事業の進捗を示す指標については、技術戦略マップのロードマップ、技術マ 

ップを参考に設定すること。 

③最終目標に至るまでのマイルストーンとして戦略的に中間目標が立てられてい

るか。 

※ 事業の目指す結果、効果については、技術戦略マップのロードマップとの整 
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合性をとったマイルストーンを設定すること。 

④目標達成時期及び中間・事後評価時期が明確に設定されているか。 

（注）指標及び目標達成時期は、事業全体及び採択テーマごとに設定する。 

 

３．有効性・効率性等 

 

（１）手段の適正性 

①他の政策手段（事業を実施しない場合の影響を含む。）との比較検討において

、提案する事業が最も優れている根拠が明確であるか。 

②実施する事業が目的や目標の達成に役立つ根拠は明確か。 

・目的達成のための妥当なスケジュール、予算となっているか。 

・事業終了後の実用化や事業化のシナリオは明確になっているか。 

※ 技術戦略マップの導入シナリオを用いて、当該事業と関連事業の関係を説明 

すること。 

・事業の運営体制・組織は効率的となっているか。 

・事業の目的に照らして、個々のテーマの採択プロセス（採択者、採択評価項目

・基準、採択審査結果の通知等）は妥当か。 

・他の事業との関連において、重複等はないか。 

（２）効果とコストに関する分析 

・可能な限り、各選択肢についての社会的便益と社会的費用の比較（費用便益分

析､費用効果分析、コスト分析等）が行われているか。定量的な評価が困難な場

合は、少なくとも、各々の想定される結果と長所・短所の定性的な比較に基づ

いて行う。 

（３）適切な受益者負担 

・実用化、事業化のシナリオを踏まえて、事業者等が得る利益に応じて適切な負

担を求める委託費や補助制度となっているか。 

 

４．有識者、ユーザー等の各種意見 

・有識者等の意見を活用しているか。 

 

 

【中間・事後評価】 

１．制度の目的及び政策的位置付けの妥当性  

（１）国の制度として妥当であるか、国の関与が必要とされる制度か。 

（２）制度の目的は妥当で、政策的位置付けは明確か。 

（３）他の制度との関連において、重複等はないか。 

 

２．制度の目標の妥当性 
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（１）目標は適切かつ妥当か。 

・目的達成のために具体的かつ明確な目標及び目標水準を設定しているか。特に、

中間評価の場合、中間評価時点で、達成すべき水準（基準値）が設定されてい

るか。 

・目標達成度を測定・判断するための適切な指標が設定されているか。 

 

３．制度の成果、目標の達成度の妥当性 

（１）制度としての成果は妥当か。 

・得られた成果は何か。 

・設定された目標以外に得られた成果はあるか。 

・共通指標である、論文の発表、特許の出願、国際標準の形成、プロトタイプの  

作製等があったか。 

（２）制度としての目標の達成度は妥当か。 

・設定された目標の達成度（指標により測定し、中間及び事後評価時点の達成す

べき水準（基準値）との比較）はどうか。 

 

４．制度採択案件に係る事業化、波及効果等その他成果についての妥当性 

（１）成果については妥当か。 

・当該制度の目的に合致する成果は得られているか。 

・事業化が目標の場合、事業化の見通し（事業化に向けてのシナリオ、事業化に

関する問題点及び解決方策の明確化等）は立っているか。 

（２）波及効果は妥当か。 

 ・成果に基づいた波及効果を生じたか、期待できるか。 

・当初想定していなかった波及効果を生じたか、期待できるか。 

 

５．制度のマネジメント・体制・資金・費用対効果等の妥当性 

（１）制度のスキームは適切かつ妥当か。 

 ・目標達成のための妥当なスキームとなっているか、いたか。 

（２）制度の体制・運営は適切かつ妥当か。 

 ・制度の運営体制・組織は効率的となっているか、いたか。 

・制度の目標に照らして、個々のテーマの採択プロセス（採択者、採択評価項

目・基準、採択審査結果の通知等）及び事業の進捗管理（モニタリングの実施、

制度関係者間の調整等）は妥当であるか、あったか。 

 ・制度を利用する対象者はその目標に照らして妥当か。 

 ・個々の制度運用の結果が制度全体の運営の改善にフィードバックされる仕組み

となっているか、いたか。 

 ・成果の利用主体に対して、成果を普及し関与を求める取組を積極的に実施して

いるか、いたか。 

・国民との科学・技術対話を効果的に実施したか、又は実施することとしている
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か。（ただし、３千万円以上の公的研究費の配分を受ける研究開発で、公募要項

に当該対話を実施することが明記されている研究開発を実施する研究者等を対

象とする。）ここで、国民との科学・技術対話とは、研究活動の内容や成果を社

会・国民に対して分かりやすく説明する、未来への希望を抱かせる心の通った

双方向コミュニケーション活動をいう（「国民との科学・技術対話」の推進につ

いて（基本的取組方針）（平成 22年 6月 19日））。 

（３）資金配分は妥当か。 

 ・資金の過不足はなかったか。 

 ・資金の内部配分は妥当か。 

（４）費用対効果等は妥当か。 

・投入された資源量に見合った効果が生じたか、期待できるか。 

・必要な効果がより少ない資源量で得られるものが他にないか。 

（５）変化への対応は妥当か。 

 ・社会経済情勢等周囲の状況変化に柔軟に対応しているか。 

・代替手段との比較を適切に行ったか。 

 

６．総合評価 

 

（参考）制度構造評価  

 

＜複数制度の俯瞰的評価＞ 

 

１．複数制度のバランス、相対的位置の妥当性 

・他の制度との重複により効率が低くなっていないか。結果的に類似し重複や非効 

 率が目立つ制度となってはいないか。 

・産業技術戦略や内外情勢変化に即した制度の配置、構成となっているか。 

・目標のレベル、国が関与すべき程度、実用化時期の想定等に関して、複数制度の 

 相対的位置、複数制度間の政策目的に照らした整合性は妥当か。 

・利用者から見て、制度間の相違（趣旨、対象者、要件等）が分かりにくいものと 

 なっていないか。一方、複数の制度間で申請書類の様式が必要以上に異なり、利 

 用者側に不用な負担をしいることとなっていないか。 

 

＜個別制度の方向性項目＞ 

 

２．俯瞰的にみた個別制度の方向性 

・内外情勢変化、他の制度との相対関係、個別制度評価の結果等を踏まえ、個別制 

 度の継続、統廃合、新設の必要性はどうか。国の関与の度合いはどうか。 
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・統廃合を行う必要はなくても、運用面における連携、協調の必要性はどうか。 

 

Ⅱ－３ 競争的資金による研究課題に関する評価  
＜ア．主として技術シーズの創造を目的とする競争的資金制度の場合＞ 

【事前評価】 
１．目標・計画  

・制度の目的（公募の目的）に照らして、研究開発目標・計画が具体的かつ明確に 

 設定されているか。その目標の実現性、計画の妥当性はどうか。 

 

２．科学的・技術的意義（新規性、先進性、独創性、革新性、先導性等） 

・最新の研究開発動向・水準からみて新規性はあるか。 

・研究開発内容について独創性はあるか。 

・飛躍的に技術レベルを高めるような技術的ブレークスルーポイントがあるか。 

 

３．実施体制  

・研究開発代表者に十分な研究開発管理能力があるか。既に、相当程度の研究開発 

 実績を有しているか。 

・研究開発内容に適した研究開発実施場所が選定されているか。 

・研究開発を行う上で、十分な研究開発人員（研究開発分担者）及び設備等を有し 

 ているか、また、研究開発を推進するために効果的な実施体制となっているか。 

 

４．実用化の見通し  

・研究開発の成果が実用化に結びつく可能性があるか。 

・実用化された場合に、産業・社会への波及効果は認められるか。 

・研究開発代表者又は研究開発チームに属する研究開発分担者が、当該研究開発の 

 基礎となる特許を有しているか、又は出願中であるか。 

・国内外で関連の特許が押さえられていないか。 

 

５．想定される選択肢内の比較  

・事業の提案に当たり、選択肢の吟味を行っているのか。提案する手段が最も優れ 

 ていると考える根拠は何か。 

 

 

【中間・事後評価】 

１．目標・計画  

・技術動向等の変化に対応して、事業の目的や計画は妥当であったか。 

・成果は目標値をクリアしているか。 
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２．要素技術から見た成果の意義  

・科学的・技術的意義（新規性、先進性、独創性、革新性、先導性等）が認められ 

 るか。 

 

３．実施体制  

・研究開発管理能力、研究開発実施場所、研究設備等実施体制は適切であったか。 

・国民との科学・技術対話を効果的に実施したか、又は実施することとしているか。（ただ

し、３千万円以上の公的研究費の配分を受ける研究開発で、公募要項に当該対話を実施す

ることが明記されている研究開発を実施する研究者等を対象とする。）ここで、国民との科

学・技術対話とは、研究活動の内容や成果を社会・国民に対して分かりやすく説明する、

未来への希望を抱かせる心の通った双方向コミュニケーション活動をいう（「国民との科

学・技術対話」の推進について（基本的取組方針）（平成 22年 6月 19日））。 

 

４．実用化の見通し  

・成果に関する特許の出願予定はあるか。 

・実用化に向けた具体的な計画があるか。 

 

 

＜イ．主として研究開発成果を早期に実用化することを目的とする競争

的資金の場合＞ 

【事前評価】 

１．必要性  

・制度の目的に照らして、国の支援が必要な事業であるか。 

・当該事業に対する社会的なニ－ズが具体的かつ明確となっており、ニ－ズを満た 

 すために相当程度有効な事業であるか。 

 

２．目標・計画  

・制度の目的（公募の目的）に照らして、技術開発目標・計画が具体的かつ明確に      

 設定されているか。その目標や計画は実現性が高い妥当なものとなっているか。 

・実用化（事業化）に向けた具体的な計画を有し、実用化（事業化）の可能性が高 

 いものとなっているか。 

 

３．新規性、先進性、技術レベル  

・革新的な新製品の開発に取り組むものであるか。 

・既存製品の延長ではあるが経済性の格段の向上や新機能の付加が認められるなど、 

 新規性・先進性を有しているか。 

・技術開発の難易度が既存の技術水準に比して高い事業であるか。 
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４．実施体制  

・事業を的確に遂行するために必要な開発体制及び能力を有しているか。既に、関 

 連する研究開発等の事業経験があるか。 

 

５．実用化（事業化）の見通し  

・当該研究開発の基礎となる研究開発成果が確実なものとなっているか。 

・実用化による産業・社会への波及効果は認められるか。 

・実用化による市場の創出効果が大きいか。または市場を占めるシェアが大きいか。 

・実用化した製品が継続的に受け入れられる市場環境にあるか。 

・事業化に結びつくための生産に必要な資源の確保や、販売ルートを保有している

か。 

・事業化に結びつくための（競争相手に対する）優位性が存在するか。 

 

 

【中間・事後評価】 

１．必要性  

・社会的なニーズを満たすために相当程度有効な事業であったか。国の支援が必要

な事業であったか。 

 

２．目標・計画  

・技術動向等の変化に対応して、事業の目的や計画は妥当であったか。 

・成果は目標値をクリアしているか 

 

３．要素技術から見た成果の意義  

・新規性、先進性が認められるか。 

 

４．実施体制  

・開発体制及び能力は適切であったか。 

・国民との科学・技術対話を効果的に実施したか、又は実施することとしているか。

（ただし、３千万円以上の公的研究費の配分を受ける研究開発で、公募要項に当該

対話を実施することが明記されている研究開発を実施する研究者等を対象とす

る。）ここで、国民との科学・技術対話とは、研究活動の内容や成果を社会・国民

に対して分かりやすく説明する、未来への希望を抱かせる心の通った双方向コミュ

ニケーション活動をいう（「国民との科学・技術対話」の推進について（基本的取

組方針）（平成 22年 6月 19日））。 

 

５．実用化（事業化）の見通し  
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・成果に関する特許出願、国際標準の提案の予定はあるか。 

・実用化に向けたスケジュールや体制は明確になっているか。 

・実用化による産業・社会への波及効果は認められるか。 

・実用化による市場の創出効果が大きいか。または市場を占めるシェアが大きいか。 

・実用化した製品が継続的に受け入れられる市場環境にあるか。 

・事業化に結びつくための生産に必要な資源の確保や、販売ルートを保有している 

か。 

・事業化に結びつくための（競争相手に対する）優位性が存在するか。 

 

 

Ⅵ．追跡評価  

Ⅰ．波及効果に関する評価 

Ⅰ－１．技術波及効果 

（１）実用化への進展度合 

・プロジェクトの直接的および間接的な成果は、製品やサービスへの実用化にど

のように寄与したか、あるいは寄与する可能性があるか。特許取得やその利用

状況、市場環境の変化、競合技術の台頭等を踏まえて評価する。 

①プロジェクト終了後に実用化した製品やサービスは数多くあったか。 

②プロジェクトの成果から今後実用化が期待される製品やサービスはあるか。 

③多額の実施料収入を生み出す等、インパクトのある技術が得られたか。 

④外国での特許取得が行われたか。 

⑤基本特許を生み出したか。 

（２）プロジェクト成果からの技術的な広がり具合 

・プロジェクトの成果により直接的に生み出された技術は、関連技術分野に技術

面でのインパクトを与えたか。派生技術には、プロジェクト実施当時に想定さ

れていたもの、想定されていなかったものを含めてどのようなものがあり、そ

れらはどのように利用されているかを踏まえて評価する。 

①数多くの派生技術を生み出したか。 

②派生技術は多くの種類の技術分野にわたっているか。（当該技術分野、他の

各種技術分野） 

③直接的に生み出された技術又は派生技術を利用した研究主体は数多くあるか。 

④直接的に生み出された技術又は派生技術を利用する研究主体は産業界や学会

に広がりを持っているか。（参加企業、大学等、不参加の同業種の企業、そ

の他の産業等） 

⑤参加企業等が自ら実施する研究開発の促進効果や期間短縮効果はあったか。 

（３）国際競争力への影響 

・直接的に生み出された技術の成果技術や派生技術により、国際競争力はどのよ

うに強化されたか。 
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    ①我が国における当該分野の技術レベルは向上したか。 

②外国と技術的な取引が行われ、それが利益を生み出しているか。 

③プロジェクトの技術分野に関連した外国での特許取得は積極的になされてい

るか。 

④国際標準の決定に対し、プロジェクトはメリットをもたらしたか。 

⑤国際標準等の協議において、我が国がリーダーシップをとれるようになった

か。 

⑥外国企業との主導的な技術提携は行われたか。 

⑦プロジェクトが外国の技術政策に影響を与え、その結果技術交流が促進され

たり、当該分野で我が国がイニシアチブをとれるようになったか。 
 

Ⅰ－２．研究開発力向上効果 

（１）知的ストックの蓄積度合 

・特許や、研究者のノウハウ・センス・知識等の研究成果を生み出す源となる知

的ストックはどのような役割を果たしたか。それらはプロジェクト終了後も継

承され、次の研究の芽になる等、今後も影響を持ち得ることができるか。 

①当該分野における研究開発は続いているか。 

②プロジェクト終了後にも、プロジェクトに参加した研究者が派生技術の研究

を行っているか。 

③プロジェクトの終了時から現在までの間に、知的ストックが将来的に注目す

べき新たな成果（画期的な新製品・新サービス等）を生み出す可能性は高

まっているか。 
（２）研究開発組織の改善・技術戦略への影響 

・プロジェクトは、研究開発組織の強化・改善に対してどのように役立ったか。

あるいは、実施企業の技術戦略に影響を与えたか。 

①企業を超える研究開発のインフラとして、学会、フォーラム、研究者間交流

等の公式・非公式の研究交流基盤は整備され、活用されているか。 
②企業間の共同研究の推進等、協力関係、良好な競争的関係が構築されたか。 
③顧客やビジネスパートナーとの関係の変化が、経済性を向上させたか。 
④技術の管理組織を再編成する契機となったか。 
⑤研究開発部門の再構成等、社内の組織改編は積極的に行われたか。 
⑥研究開発の予算規模が増減する契機となったか。 
⑦プロパテント等の特許戦略に対する意識が高くなったか。 
⑧知的ストックは、企業の技術戦略にどのような影響を与えたか。 

（３）人材への影響 

・プロジェクトは研究者の効率的・効果的配置や能力の向上にどのように寄与し

たか。 
①国内外において第一人者と評価される研究者が生まれたか。 
②論文発表、博士号取得は活発に行われたか。 
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③プロジェクト従事者の企業内での評価は高まったか。 
④研究者の能力向上に結び付くような研究者間の人的交流が行われたか。 
⑤関連分野の研究者増員が行われたか。 

⑥国内外から高く評価される研究機関となったか。 
 

Ⅰ－３．経済効果  

（１）市場創出への寄与 

・新しい市場を創造したか。また、その市場の拡大に寄与したか。 

（２） 経済的インパクト 

・生産波及、付加価値創出、雇用創出への影響は大きかったか。 

①直接的に生み出された技術や派生技術の実用化により、製品の売り上げと利

益は増加したか。 

②直接的に生み出された技術や派生技術の実用化により、雇用促進は積極的に

図られたか。 

（３）産業構造転換・活性化の促進 

・プロジェクトが産業構造の転換や活性化（市場の拡大や雇用の増加等）にどの

ような役割を果たしたか。 

①プロジェクトが、各関連産業における市場の拡大や雇用の増加等に寄与した

か。 

②プロジェクトが新たな産業の勃興や、既存市場への新規参入、あるいは既存

市場からの撤退等をもたらしたか。また、それらが市場全体における雇用に

影響したか。 

③プロジェクトが生産業務の改善や更新に結びついたことにより生産性・経済

性は向上したか。 

 

Ⅰ－４．国民生活・社会レベルの向上効果  

・プロジェクトによって新たな製品・サービスが実用化されたこと、プロジェクト 
 の成果の応用による生産性の向上や顕著なコストダウン、デファクトを含めた規 

 格化を促進したこと等の事例がある場合、それらは、例えば下記に挙げる項目に 

 それぞれどのような影響をもたらしたか。 

 
（１）エネルギー問題への影響 

・エネルギー問題の解決に寄与した効果としてどのようなものが考えられるか。 

（２）環境問題への影響 

・環境問題の解決に寄与した効果としてどのようなものが考えられるか。 

（３）情報化社会の推進 

・情報化社会の推進に寄与した効果としてどのようなものが考えられるか。 

（４）安全、安心、生活の質 

・国民生活の安全、安心、生活の質の向上に寄与した効果としてどのようなもの
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が考えられるか。 

①国民生活の利便性を向上させた事例が存在するか。 

②国民生活の安全性の向上に寄与したか。 

③プロジェクトの成果は、身障者や高齢者の多様な生活を可能にしたか。また、

個の自立を支援するものであるか。 

 

Ⅰ－５．政策へのフィードバック効果  

（１）その後の事業への影響 

・プロジェクトの成果や波及効果、改善提案、反省点等がその後の研究開発プロ  

ジェクトのテーマ設定や体制構築へ反映されたか。 

（２）産業戦略等への影響 

・プロジェクトの直接的・間接的な成果が実用化したり、関連の研究開発基盤が

できたこと等による、その後の産業戦略等への影響があったか。 

 

 

Ⅱ．現在の視点からのプロジェクトの評価      

Ⅱ－１．国家プロジェクトとしての妥当性  

・国のプロジェクトとしてどのような効果があったか。Ⅰに示した各効果を総合的 
 に評価する。 
・現在（追跡評価時点）から見て、国が関与する必要性があったか。また、関与の 
 方法や程度は妥当であったか 
①多額の研究開発費、長期にわたる研究開発期間、高い技術的難度等から、民間

企業のみでは十分な研究開発が実施されない場合。 
②環境問題への先進的対応等、民間企業には市場原理に基づく研究開発実施イン

センティブが期待できない場合。 
③標準の策定、データベース整備等のうち社会的性格が強いもの（知的基盤）の

形成に資する研究開発の場合。 
④国の関与による異分野連携、産学官連携等の実現によって、研究開発活動に新

たな付加価値をもたらすことが見込まれる場合。 

⑤その他国が主体的役割を果たすべき特段の理由がある場合。 

 

Ⅱ－２．目標設定 

・当時の技術動向、市場動向、社会環境、政策目的等から見て、目標設定の方向性 
 とそのレベルは妥当であったか。 
 

Ⅱ－３．プロジェクト実施方法 

・プロジェクトの計画策定、スキーム（予算制度）、実施体制、運営方法等の実施 
 方法が現在の視点から見て妥当であったか。 
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Ⅱ－４．Ⅱ－１～Ⅱ－３の評価結果を踏まえ、プロジェクト終了時の事後評価の妥

当性 

・事後評価で行われた評価結果は、追跡評価の時点から見て妥当であるか。 
（現在の事後評価項目の例示） 
 目的・意義の妥当性、目標の妥当性、計画内容の妥当性、国のプロジェクトであ

ることの妥当性、研究開発体制・運営の妥当性、研究開発成果の計画と比較した達

成度、実用化の見通し（成果普及、広報体制、波及効果）、総合評価、今後の提言 
・今後の最終評価において改善すべき評価方法、考慮すべき要因等を提案。 
 

Ⅱ－５．プロジェクト終了後のフォローアップ方法 

・プロジェクトの成果の実用化や普及に対して、プロジェクト終了後のフォロー 
 アップ体制が適切であったか。後継の国のプロジェクトを立ち上げる必要は無 
 かったか。 
・不適切な場合の改善点、より効果を発揮するための方策の提案。 
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中間評価報告書概要（平成２２年３月） 

 

プロジェクト名 二酸化炭素地中貯留技術研究開発 

上位施策名 温暖化対策の推進 

事業担当課 経済産業省 産業技術環境局 環境政策課 地球環境技術室 

プロジェクトの目的・概要 

大気中の二酸化炭素（以下「CO2」という。）濃度の急激な上昇を抑制させるため、火力発電所

や製鉄所等の大規模発生源から分離回収したCO2を地下深部塩水層（以下「帯水層」という。）に

長期的に安定かつ安全に貯留する技術を開発することを目的としている。 

本事業では、平成 12年度から 16年度までを科学的技術知見の集積とする第１フェーズ、平成

17 年度から 19 年度までを岩野原モニタリング等による実適用に向けた技術実証の進展とする第

２フェーズ、そして平成 20 年度以降は、安全評価手法の開発に関する第３フェーズとして実施

している。 

予算額等                              （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 12 年度 平成 24 年度 平成 14,18,21年度 平成 25年度 
財団法人地球環境産業

技術研究機構（RITE） 

H18FY 要求額 H19FY 予算額 H20FY 予算額 総予算額 総執行額（H12-20FY） 

820,000 840,000         604,000 7,092,000  6,601,869  

＊本プロジェクトに係る予算には、RITEが実施した研究開発（表中の予算額）の他、調査事業と

して H18年度は、380,000千円、H19年度は、180,000千円、H20年度は、700,820千円が予算計

上されている。 

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 

第２フェーズ（平成１７年度～１９年度）における要素技術の目標・成果・達成度については

以下のとおり。 

要素技術 目標・指標 

（第２フェーズ評価時点） 

成果概要 達成度 

１．安全評価手

法の開発 

①岩野原実証

試験・モニタリ

ング 

（目標） 
わが国の帯水層における

CO2圧入終了後のCO2挙動に

関する観測データを取得して

地質工学的な解析・評価を行

い、本事業で開発した長期挙

 
１）長岡市岩野原の地下 1,100mの帯

水層に圧入したCO2の貯留状況に

ついて、圧入後の物理検層、トモ

グラフィ観測により、CO2の存在

を確認することができた。貯留層

地質モデルを用いたシミュレーシ

達成 

参考資料３ 
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 動予測シミュレータにより

CO2を安定して貯留できるこ

とを確認する。 
（指標） 
１）岩野原実証試験の貯留層

において、物理検層や弾性

波トモグラフィーなどに

よるCO2の貯留状況の把

握。 
２）実規模での地中貯留を想

定したCO2挙動を精緻に予

測可能なシミュレータの構

築。 

ョン・スタディにより、圧入した

CO2が実証試験サイトに長期的に

貯留されることを高い精度で確認

した。 
 
２）岩野原サイトの各種観測データ

や基礎実験結果を基に、我が国特

有の変化に富む地質構造を有する

帯水層に適したCO2挙動の把握･

予測を可能とするシミュレータを

完成させた 
 

②基礎実験 

 

（目標） 
岩石試料を用いた室内実験

により、CO2注入に伴う物理

的･化学的な変化を調査し、現

場測定結果の解釈、安全評価

手法の確立に知見を提供す

る。 
（指標） 
１）CO2注入による弾性波速

度や比抵抗の変化を測定

し、岩野原サイトの物理検

層や弾性波トモグラフィ

測定結果の解釈への知見

を提供。 
２）超臨界CO2＋地層水系に

おける鉱物溶解特性の把

握と化学反応による鉱物

固定に関する金属類の影

響把握。 
 

 
弾性波によるCO2挙動モニタリング

の有効性を示したほか、音波や比抵

抗検層結果の解釈に貢献し、現在ま

で目標に沿った以下の成果を得てい

る。 
 
・貯留層上部のキャップロックのシ

ール評価手法を開発し、地下深部

の圧力・温度条件下におけるコア

試料の閾値圧力を測定できるよう

になった。 
 
・比抵抗検層データに基づくCO2飽

和度評価では、粘土の影響を補正

する評価手法を提案し、中性子検

層の結果と比較することによりそ

の有効性を確認した。 
 
・GEMGHG による感度解析では、

Mg 鉱物の存在下では中和反応と

鉱物固定化がより進行するため、

Mg の有無が挙動予測に大きな影

響を及ぼすことが明らかとなっ

た。 
 

達成 

③地中挙動予

測手法の高精

度化 

 

（目標） 
地中貯留の可能性を科学的

に明らかにするため、実験や

シミュレーションなどから

CO2挙動やトラップメカニズ

ムなどに係わる技術課題を整

理し提示する。 
 
（指標） 
１）広域地下水流動解析によ

るCO2挙動の把握。 

 
地中挙動予測手法の高精度化は平成

17 年度から研究を開始しており、現

状における成果は次のとおりであ

る。 
 
 

・・温度分布を用いた地下水流動解析

法を拡張して、東京湾岸地域の浅

部深度での地下水流動を評価し、

貯留層深度への応用について見通

しを得た。 

達成 
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２）CO2溶解を含む地化学的

CO2貯留の定量的把握。 
３）浅部・大気中におけるCO2

挙動把握。 
 

・地化学的CO2トラップメカニズム

の検討において、鉱物固定相平衡

反応の熱力学的パラメータの妥当

性を確認した。 
・水溶性ガス田における天然ガス 

湧出をナチュラルアナログとし

て調査した。 

２．総合評価 
 

①想定モデル

地点調査 

 

（目標） 
日本国内での地中貯留実適用

の可能性を、具体的なエンジ

アリングスタディにより、全

体設計ならびにコスト評価を

行う。 
（指標） 
１）実適用地点を想定したモ

デルとして、大規模発生源

が隣接する地点における、

トータルシステムのケース

スタディ、コスト評価、課

題抽出。 
２）地中貯留に対する社会受

容性獲得の一方策として、

将来の地中貯留に関係者を

対象としたエンジニアリン

グドキュメントの作成。 
 

 
・2,300 万㌧CO2/年をﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝで輸

送し、ERD井で圧入するA地点、

1,000 万㌧CO2/年を船舶か、ﾊﾟｲﾌﾟ

ﾗｲﾝで輸送し、海底の坑口から圧入

するB地点を設計した結果、A地点

は輸送距離が小さいことから比較

的安価となった。B地点は船舶輸

送とした場合はコスト増となった

が、圧入場所が近い場合はﾊﾟｲﾌﾟﾗ

ｲﾝコストが削減されて低コストと

なった。より詳細な検討のために

は、分離回収装置の設置用地の確

保、市街地でのﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ敷設の可

否、地層特性の確実性などの課題

が抽出された。 
 
・想定モデル地点調査での成果につ

いて、地中貯留のコストを含む関

連設備概要と全体システムについ

てエンジニアリングドキュメント

を作成した。 
 

・分離回収の低コスト化、輸送に関

する法整備、低コスト化、貯留層

内でのCO2挙動解析、環境影響な

ど実適用に向けた多面的な検討を

行い、実務的･実証的に解決するこ

とが必要であることを明らかにし

た。 

達成 

②全国貯留層

賦存量調査 

（目標） 
日本の地質状況において地

中貯留が実現可能な考え方お

よび概念を整理するととも

に、賦存量調査の調査手順・

評価手順を全国貯留層賦存量

調査法としてとりまとめる。 
（指標） 
１）排出源近傍における地中

貯留の可能性評価と概算貯

留可能量の算定、調査法の

確立。 
２）将来の地中貯留実用化に

 
・大規模排出源近傍および中規模排

出源の貯留可能量を算出した結

果、それぞれ、138.5 億㌧、229.5
億㌧となり、過去の試算と合計す

ると、1,829 億㌧であることを明ら

かにした。震探層序学に基づく堆

積層解析などにより、貯留データ

の精度向上が図れた。 
 
・今後の地中貯留の可能性評価と概

算貯留可能量の算定、調査法の指

針となる、貯留可能量調査法ガイ

ドラインを作成した。 

達成 
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備え、新規事業者が参考と

なる貯留可能量調査方法ガ

イドラインの作成。 
 

③有効性評価 

 

（目標） 
我が国における地中貯留

適用の政策的判断に寄与す

るため、大規模排出源の主た

るものである火力発電所に

絞って有効性を評価する。 
（指標） 

火力発電所に分離回収設

備を設置したときの詳細な

プロセスとコストの関係の

明確化。 
 

 

 
・微粉炭火力、LNGコンベンショナ

ルおよびLNGコンバインドサイク

ルの排ガスから化学吸収法による

CO2回収を行った場合の熱効率お

よび経済性の解析を行った。微粉

炭火力およびLNGコンベンショナ

ルについては回収設備からの排熱

を最大限に活用することで、熱効

率の低下を大幅に低減できること

を示した。 
・100 万kW級微粉炭火力から年間

100 万t-CO2のCO2を回収したケー

スでは、送電端効率の低下を 0.8％
（絶対値）程度に抑えることが可

能で、分離回収・昇圧のアボイデ

ッドコストを 2,000 円/t-CO2台に

できる可能性があることを示し

た。 

達成 

④周辺関連調

査 

 

（目標） 
社会的受容向上など社会

への 普及方策や実適用の

実施スキーム、法体系などの

社会システムのあり方を提

示するため、以下の項目に取

り組む。 
(指標) 

１）国際的な技術動向、政策

動向の把握。 
２）社会的受容向上方策や法

体系などの検討。 
３）地中貯留の法的取り扱い、

および国内における地中貯

留に係る関連法整備の動向

調査。 
 

 
技術および政策に関わる海外動向調

査、社会的受容性に関する調査を実

施して、目標に沿った以下の成果を

得ている。 
・ 中国などアジア諸国でも CDM

を通して CCS プロジェクトに関

与していることが明らかになっ

た。 
・ 政策動向を中心とした海外動向

は重要であり、今後も継続して

実施していく必要がある。 
・ 社会的受容性向上については、

地中貯留のベネフィットを適切

に伝えることが重要であるとい

う知見を得た。 
・ ロンドン条約 1996年議定書が発

効されたことを受けて、本条約

に関連する国内法整備も急速に

進んだ。 
・ 先行する海外プロジェクトにお

ける法整備、ガイドラインの制

定等の情報収集を今後も継続し

ていくことが重要である。 

達成 
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⑤安全評価関

連調査 

 

（目標） 
地中貯留の実適用に向けた

社会的受容性を高めるため

に、国内外のリスク抽出手法

および安全ガイドラインを調

査し、実証試験や実適用に必

要な知見を蓄積する。 
（指標） 
１）リスク抽出手法の調査 
・ ＦＥＰデータベースを用い

たCO2移行シナリオの抽

出手法の適用性の検証。 
・ 重要シナリオの定量評価

に必要なデータベースの

構築。 
・ 断層が安全性に及ぼす影

響の評価手法の提案。 
２）安全ガイドラインの調査 
・ 既存法規の調査により、

地中貯留の安全ガイドラ

インの内容、課題の抽出。 
 

 
予定した調査、検討等を実施し、目

標に沿った成果を得ている。 
 
 
１）リスク抽出手法の調査 
・FEP データベースを改良してわが

国における地中貯留の重要シナ

リオを抽出し、適用性を確認する

ことができた。 
・重要シナリオの影響評価検討によ

り、断層シナリオが重要であり優

先的に検討すべきシナリオと評価

した。それに伴い断層に関する物

性データを整理した。 
・さらに断層については、主要な研

究動向をまとめ、CO2地中貯留の

安全性に関する知見を整理した。 
 
 
２）安全ガイドラインの調査 
・鉱山保安法、高圧ガス保安法等の

安全項目と地中貯留に関する必要

事項を比較整理し、今後検討すべ

き安全項目を抽出した。 
・国際的な情報共有、共通化が進ん

でおり、情報収集を継続実施して

いくことを確認した。 
 

達成 

 

平成 20 年度からは、大規模実証試験との役割を考慮して研究開発に取り組むものとした。 

 平成 20年度に実施した研究開発項目は次のとおり。 

① 貯留層内のCO2挙動解析（CO2挙動モニタリング基礎実験） 

②海底下CO2移行解析手法の開発 

③CO2貯留性能評価 

④周辺関連調査 

 

(2) 目標及び計画の変更の有無 

平成 12～16 年度においては、岩野原実証試験において、我が国特有の変化に富んだ地質構造

にCO2を安全に圧入できること、圧入されたCO2の挙動を物理検層や弾性波トモグラフィーなどで

モニタリングできることを検証するとともに、新たに開発した長期挙動予測シミュレータでCO2

の長期挙動を予測することができた。 

これらの成果により、本技術開発は、技術実証・実適用段階に向けた新たな段階への検討を行

う必要があった。このため、平成１７年度からの第２フェーズでは、岩野原モニタリング、基礎
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実験、地中挙動予測手法の高精度化を要素技術とする「安全評価手法の開発」及び、想定モデル

地点調査、全国貯留層賦存量調査、有効性評価、周辺関連調査、安全評価関連調査を要素技術と

する「総合評価」に枠組みを見直して取り組むこととした。 

 また、平成 20 年以降においては、これまで想定モデル地点調査として取り組んできた実適用

事業が、大規模実証試験事業として立ち上げられ、2015 年までにCCS実用化に必要な要素技術の

開発としての取り組みが開始された。地中貯留技術研究開発事業は、この大規模実証試験で明ら

かとなった研究課題を解決するなど、連携を深めて支援を行うこととし、平成 20 年度以降の第

３フェーズでは、従来取り組んできた研究を見直し、大規模実証試験との役割を考慮するととも

に、将来の国内でのCCS実用化に向けて、社会受容性獲得および信頼性醸成に資するために、貯

留層のCO2挙動解析や長期的な安全評価に関する手法を開発し、CCSの安全評価に主眼をおいて研

究開発に取り組むものとした。 

 

＜共通指標＞ 

（平成１８年度～２０年度） 

論文数 
論文の 

被引用度数 
特許等件数 

（出願を含む） 
特許権の
実施件数 

ライセンス
供与数 

取得ライセ
ンス料 

国際標準へ
の寄与 

５２  １     

 

総合評価概要 

二酸化炭素貯留技術は温暖化防止のために欠くことのできない技術であるが、民間のインセン

ティブは働かず、国の積極的な関与が必要不可欠である。 

世界初の先駆的な試みである岩野原実証試験で開発したモニタリング手法では、貯留層内の

CO2 分布の高い精度での確認と、CO2 挙動予測が可能となったことは大きな成果である。とりわ

け、社会的受容性を高める鍵である貯留後のモニタリングに関しては、複数の手法を用いて、地

下に貯留した CO2 の動きを把握することに成功し、開発した長期挙動予測シミュレータにより

1000年後までの長期挙動を予測した。これは、周辺住民の理解を得るのに有効なデータとなる。 

安全評価手法の開発については設定された目標が達成されており、妥当な成果を得ている。 

これまでに得られた我が国の CO2貯留可能量に加えて、最新地質データを用いてより経済性が

期待できる排出源近傍沿岸域での貯留可能量が試算されており、今後の実用化計画にあたっては

非常に有用である。 

 一方で、賦存量調査や安定性評価が大規模実証試験にどのように反映されるのかを、波及効

果の観点から、さらに明確にする必要がある。また、研究開発段階から民間企業も参加すべきで

ある。 

岩野原で実施した 1万 t規模の地中貯留実証試験により得られたモニタリング技術が、今後の

スケールアップした実証試験にどのように活用できるかを明確に示すべきである。 

海底下に貯留する場合、観測井を掘れない分だけモニタリングは陸地の地中よりも難しく、こ
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れまで蓄積してきたモニタリング手法だけでは十分ではなく、CCS の円滑な実用化という点では

やや課題が残る。 

地中貯留の事業化において、貯留層の貯留能力は、そのまま経済性と関係を持ち、大規模な貯

留層と小規模な貯留層では、貯留コストに大きな差が出てくることが容易に想定される。特に我

が国においては、大規模な貯留層はそれほど多いとは考えにくいため、小規模な貯留層において

も経済性を担保できる貯留技術と安全性を確立することも、今後の目標として設定するべきであ

る。 

 

今後の研究開発の方向等に関する提言 

このプロジェクトの役割を検討し、特に、大規模実証試験とも十分にリンクした研究開発の継

続が望まれる。 

これまでに開発したモニタリング技術およびシミュレーション技術を向上させることは今後

の大規模実証試験においても極めて有用と考えられる。また、FEP データベースを今後どのよう

に利用するのか、明確にすべきである。 

賦存量調査について、今後は経済性を含めた貯留可能地点調査を実施すべきである。 

貯留の安定性・安全性確保の観点から、地中貯留と地殻変動・地震との関連性を明確に否定で

きるような論理構成や実証的なデータを構築していくことが必要である。 

CO2 地中貯留技術は海外においても類似の研究が進められているため、自ら積極的に海外の研

究者に働きかかけるなど海外の研究グループとの人的交流や情報交換を通して、より研究の成果

を最大化できるようにグローバルでシナジーを高めるような進め方を考えることが重要である。 
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評点結果 
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