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１．プロジェクトの概要 

概   要 

実施期間 

予算総額 

実  施  者 

プロジェクト 
リーダー 

平成23年度（平成22年度はNEDO委託業務として実施） 
Aquistoreの進捗遅れのため、委託工期を平成24年12月28日まで繰越 

約0.2億円（委託） 
（平成22年度NEDO委託業務：0.2億円） 

応用地質株式会社 

応用地質株式会社 竹島淳也（CCS事業開発部部長） 
 

○我が国にも広く分布する地下深部塩水層は、我が国におけるCO2の貯留 
 対象候補と考えられており、安全なCO2の貯留技術を確立するための各種 
 手法の検討・開発が重要である。 
○本事業は、カナダの石油技術開発センター（PTRC）と連携し、PTRCが実 
 施する地下深部塩水層へのCO2貯留実証プロジェクト（Aquistore）をモデ 
 ルケースとして、これらに関する最新の知見・技術の取得と、我が国におけ 
 る地下深部塩水層貯留に向けた技術的基礎資料作成を実施した。 
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２．プロジェクトの目的・政策的位置付け-1 
＜目的＞ 
 

• 主に石炭火力発電所をCO2排出源とする日本型CCSの確立に向け、我が国に
おける安全性の高いCO2地下深部塩水層貯留技術の早期確立が求められてい
る。 
 

• カナダの石油技術開発センター（PTRC)が実施する地下深部塩水層への大規模
CO2貯留プロジェクト（Aquistore)を、我が国における実証試験のモデルケースと
し、 （PTRC）と連携して実際の大規模実証試験における最新の技術及び知見を

入手し、我が国における地下深部塩水層貯留のための技術指針の作成に資する
基礎資料を取りまとめることを目的とする。 

＜政策的位置付け＞ 
 
• 地球温暖化の緩和・抑止と持続可能な社会構築に向け、CO2の固定化、特に

CO2の回収・貯留技術は温暖化緩和対策のキーテクノロジーとして期待されてい
る（IPCC第四次評価報告書等）。 
 

• 「クールアース-エネルギー革新技術計画」(2008年3月）において、2050年までに
世界全体の温室効果ガス排出量の半減のために必要な革新的技術としてCCS
が位置付けられている。 
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２．プロジェクトの目的・政策的位置付け-2 
   ー CCSについての技術ロードマップ ー 

＜エネルギー分野の技術ロードマップ（2010）＞ 
 ・2015年頃を目途にCCSの大規模実証実験を実施する計画 
 である。 
 ・それに向け地下深部塩水層貯留の技術研究開発を進める 
 計画である。 
 
＜CO2固定化・有効利用分野の技術ロードマップ（2010）＞ 
 ・2015年を目途に、CO2地中挙動の理解と予測および実証技 
 術の適用評価の技術開発を進める計画である。  
       
          ↓ 
 
◎本事業では、CO2の地下深部塩水層貯留の大規模実証試 
 験の海外の先行事例をモデルケースとし、カナダPTRCと協 
 力して最新技術や知見を収集し、日本に導入する場合に必 
 要となる課題や考え方等をとりまとめるものである。 
 
◎CO2固定化・有効利用分野の技術戦略マップ（2010）におけ 
 る大規模実証試験の前段階、実証技術の適用・評価から統 
 合プロセスの実証の間に位置づけられるものである。 

CO2地中挙動の理解と予測 

実証技術の適用評価 
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３．目標 

要素技術 目標・指標 設定理由・根拠等 
(1)プロジェクト全体
の実施内容・運営
方法 

【目標】 
プロジェクトの企画立案・運営方法・研究項目の設
定方法・考え方について実態を把握しとりまとめる
(平成22年度及び23年度) 
【指標】以下の内容を含む資料を作成 
・プロジェクトの運営組織体制 
・研究項目の設定方法と根拠 

プロジェクト全体の進め方や考え
方を日本の場合と比較し、課題
について言及することで、日本で
今後プロジェクトを実施する際に
活用が可能となる。 

(2)地質構造モデリ
ング方法 

【目標】 
地球統計学的モデルを含むモデル構築の手順・使
用データ、解釈方法の情報を入手しとりまとめると
ともに、地質モデルを構築する（平成22年度及び平
成23年度） 
【指標】以下の内容を含む資料を作成 
・モデル作成に利用したデータ 
・モデルの設定根拠 
・地質モデル構築結果 
・我が国で適用する場合に参考となる点、検討事 
 項等 

 地下深部塩水層へのCO2地中
貯留では、地質モデル構築に利
用できる地下情報が少なく、モデ
ル構築方法に関して課題が多い。 
 Aquistoreにおいては現地デー
タを用いて地球統計学的モデル
を含むモデル構築が行われるた
め、実際の検討課程、データの
分析を行うことで、日本での地質
モデル構築に活用できる。 

全体目標 
Aquistoreプロジェクトに参加し我が国における地下深部塩水
層貯留のための技術基準作成に資する基礎資料を作成する 
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３．目標 
要素技術 目標・指標 設定理由・根拠等 

(3)圧入性の評価
方法 

【目標】 
圧入後のCO2移行シミュレーションの手順、物性値の設定
方法に関する情報を入手しとりまとめるとともに、CO2移行

シミュレーションを実施し、カナダ側の結果との比較検討を
行う（平成22年度及び23年度） 
【指標】以下の内容を含む資料を作成 
・シミュレーションモデルの設定根拠 
・シミュレーションに用いた物性値の設定に利用したデータ、 
 設定根拠 
・オープンソースのシミュレータを使ったシミュレーションの  
 実施 
・シミュレーション結果の比較検討 
・我が国で適用する場合に参考となる点、検討事項等 
 

 CO2の圧入性の予測評価に用るシミュ

レーションでは、貯留層の浸透率などの
物性値やこれらの不均質性を考慮したパ
ラメータ設定が必要となる。 
 Aquistoreでもこれらのためのデータ取

得、解析評価、シミュレーションが行われ
ている。 
 実際の検討課程、使用データの入手・
分析と、シミュレーションの実施、比較検
討により、これらの結果を我が国における
圧入性の予測やシミュレーションに活用で
きる。 

(4)プロジェクトに
関する政策・法規
制・標準化 

【目標】 
カナダにおけるCCS事業に関する政策と法規制、標準化

に向けた取り組みと現状について情報を入手しとりまとめ
る（平成23年度） 

【指標】以下の内容を含む資料を作成 
・カナダ国内およびサスカチュワン州におけるCCS事業に 
 関する規制、法律および各種手続きの手順 
・カナダにおけるCCSのISO化への取り組みの現状および 
 Aquistoreにおける対応 

 我が国におけるCCSに関する法体系は、
ガイドライン「CCS実証事業の安全な実施

に当たって」（経済産業省）と、海洋汚染
防止法（環境省）が基本。 
 我が国に先行してCCSの実証試験が行

われているカナダにおける、プロジェクト
に関連する法体系や政策をとりまとめるこ
とで、我が国における今後の地下深部塩
水層貯留の実施に向けて活用できる。 
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４．成果、目標の達成度 

全体目標に対する成果 
以下の内容を含む成果報告書を作成した。 
 ・プロジェクト全体の実施内容・運営方法 
 ・地質構造モデリング方法 
 ・圧入性の評価方法 
 ・プロジェクトに関する政策、法規制、標準化 
 
※平成22年度事業（今回評価対象外）では、以下の内容を含む報告書を作
成しNEDOホームページで公開済である 
 ・Aquistoreプロジェクトの実施内容 
 ・地質構造モデリング方法 
 ・圧入性の評価方法 
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４．成果、目標の達成度（1） 
 

要素技術 
 

目標・指標 
 

成  果 
 

達成度 

(1)プロジェクト全体

の実施内容・運営
方法 

【目標】 
プロジェクトの企画立案・運営
方法・研究項目の設定方法・
考え方について実態を把握し
とりまとめる(平成22年度及
び23年度) 
【指標】以下の内容を含む資
料を作成 
• プロジェクトの運営組織体

制 
• 研究項目の設定方法と根

拠 
 

【平成22年度】 
リジャイナにおけるプロジェクトの
実施内容、背景および目的、体制、
資金、研究項目の検討に関する
資料を収集・とりまとめ、資料を作
成した。 
【平成23年度】 
サイト変更に伴うプロジェクトの実
施内容、体制に関する資料の収
集・分析と、とりまとめを行った。 

達成 
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（１）プロジェクト全体の実施内容・運営方法 
実施内容： 
Aquistoreプロジェクトの企画立案・運営方法、研究項目の設
定方法および考え方について、実態を把握し取りまとめた。 
 
成果： 
以下の内容を含む資料を作成した。 
・プロジェクトの実施内容（サイト変更に伴う実施内容及びコミュ
ニケーション活動） 
・地元状況 
・実施体制及び資金 
・研究項目 
 
達成度：達成 
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（１）プロジェクト全体の実施内容・運営方法 

＜Aquistoreの概要＞ 
 
• カナダサスカチュワン州における地下深部塩水層へのCO2貯留実証プロジェクトである。 
• エステバン郊外のバウンダリーダム火力発電所から排出されるCO2を、約3km東の帯水層

にパイプラインで輸送し、圧入・貯留する（並行してEOR用へのCO2売却も実施）。 
• 当初計画： 
   サスカチュワン州リジャイナの石油精製プラントよりCO2を回収し、約8kmのパイプラインで 
   輸送し、リジャイナ郊外の地下深部塩水層へ圧入する計画であった。 
• CO2排出規制に関する州条例制定の遅れに伴い、石油精製プラントでのCO2回収施設導

入が中断となったため、2011年に現在のサイトに変更した。 
• プロジェクト期間は2008年～2013年。 
• 2013年は2012年12月実施の1000トンのCO2圧入試験後のモニタリングを行う。 
• 2014年：本格的な圧入(商業運転）開始する計画である。 
• 商用運転時のCO2回収量は3000トン/日、うち2000トン/日を圧入する。 
• プロジェクト運営：カナダ石油技術開発センター（PTRC) 
• プロジェクトパートナー：SaskPower(電力），SaskEnergy（ガス・パイプライン），

Enbridge(パイプライン），CCRL（石油精製），サスカチュワン州環境局，SchlumbergerCS 
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（１）プロジェクト全体の実施内容・運営方法 
＜プロジェクトの実施場所＞ 
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（１）プロジェクト全体の実施内容・運営方法 
＜プロジェクトの運営組織体制＞ 
 
• プロジェクトはPTRCが企画した。 
• 政府補助金申請のプロポーザルもPTRCが

おこなった。 
• プロジェクトの運営は運営委員会（サスカチュ

ワン州内のエネルギー関連企業、スポン
サー企業、州政府で構成）でおこない、実務
をPTRCが担当している。 

• 資金は政府補助金を主体とし、スポンサー企
業からの資金提供で賄っている。 

• サイト変更に伴い、井戸設計、地質モデルの
作成、CO2移行シミュレーションを再度実施
した。 

• さらに用地借用、坑井許可申請、鉱業権取
得、地下の空隙の借用手続き等の法的手続
きを行った。 

• 新規サイトはほぼ全域がCO2排出源企業の
所有地内である。 

• サイト移動の決定以降に、周辺地権者、地元
自治体、商工会等へのプロポーザル、オープ
ンハウス等を実施した。 

• CO2排出企業が地元の有力企業のため、

CCS事業について協力的であった。 
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（１）プロジェクト全体の実施内容・運営方法 
＜研究項目の設定方法と根拠＞ 
 
• 研究内容は諮問委員会（Science 

and Engineering Research 
Committee）で検討した。 

• 諮問委員会はカナダ地質調査所、
アルバータ大学、サスカチュワン
大学の有識者、CO2地中貯留の
実務を担う専門家、PTRCのメン
バーで構成されている。 

• 各タスクにおける研究項目、計画
の検討・策定を諮問委員会で行っ
た 

• 研究項目を「優先的（必ず）に実
施する項目」と「追加で実施可能
な項目」に分類し、必ず実施する
項目のみに予算を配分した。 

• 追加的に実施可能な項目につい
ては、追加の資金が得られた場合
に実施を検討する。 

タスク 実施内容 予算 

1.サイト適合性 ・第一段階として既往資料等を基にサイト適合性を
検証 

・サイト候補地の選定、地質モデル作成、CO2移行
シミュレーションを実施 

CA$30,000 
(約240万円) 

2.詳細なサイト
キ ャ ラ ク タ リ
ゼーション 

・選定したサイトの詳細な地質モデル作成・更新 
・CO2の圧入性、貯留可能量の推定 
・CO2の貯留及び以降予測のためのデータ収集 

CA$1,735,000 
(約1.4億円) 

3.地球物理学的
モニタリング 

・シミュレーションに利用する地質学的特性の決定
のための各種地球物理モニタリングの実施 

・CO2移行モニタリングの実施 

CA$1,030,000 
(約8240万円) 

4.地球化学サン
プリングと分
析 

・CO2圧入の影響把握のための地下水モニタリン
グ 

・CO2の地表への漏洩把握のための土壌ガスモニ
タリング 

CA$275,000 
(約2200万円) 

5.圧入井・観測
井の設計設置 

・圧入井および観測井の掘削 
・坑内観測機器の設置 
・原位置測定、サンプリングの実施 

CA$7,000,000 
(約5.6億円) 

6.数値シミュレー
ション 

・CO2プリュームの分布・移動予測 
・地質モデル更新に伴う予測の更新 
・力学（地盤の変形）予測 

CA$600,000 
(約4800万円) 

7.リスクアセスメ
ント 

・リスクマネジメント方針の策定 CA$550,000 
(約4400万円) 

8.商用化・経 
 済性分析 

・プロジェクトの経済性評価 
・操業上の可変性の評価 

CA$250,000 
(約2000万円) 
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４．成果、目標の達成度（２） 
 

要素技術 
 

目標・指標 
 

成  果 
 

達成度 

(2)地質構造モデリ
ング方法 

【目標】 
地球統計学的モデルを含むモ
デル構築の手順・使用データ、
解釈方法の情報を入手しとり
まとめるとともに、地質モデル
を構築する（平成22年度及び
平成23年度） 
 
【指標】以下の内容を含む資
料を作成 
• モデル作成に利用した

データ 
• モデルの設定根拠 
• 地質モデル構築結果 
• 我が国で適用する場合に

参考となる点、検討事項等 

【平成22年度】 
カナダ側で作成したリジャイナに
おける地質モデルのデータと、モ
デル作成に利用した各種データ
を取得し、モデル作成の方針、考
え方について取りまとめた。 
 
【平成23年度】 
• カナダ側で作成したエステバ

ンにおける地質モデルデータ
と、モデル作成に利用した各
種データを取得し、モデル作
成方法、考え方について取り
まとめた。 

• 日本において地質モデルの
構築を行うとともに、日本にお
けるモデル作成の際の問題
点や考え方等を取りまとめた。 

達成 
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（２）地質構造モデリング方法 

実施内容： 
カナダ側で作成したモデルのデータ及び使用したデータを入手
分析し、モデルの構築手順・設定根拠を取りまとめた 
日本側においてもモデルを構築するとともに、我が国のCCS事
業に適用する場合に参考になる点、検討事項等を取りまとめた 
成果： 
以下の内容を含む資料を作成した 
・カナダ側においてモデル作成に使用したデータ 
・カナダ側のモデルの設定根拠 
・地質モデル構築結果 
・我が国において適用する場合に参考となる点・検討事項 
 
達成度：達成 
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（２）地質構造モデリング方法 
【リジャイナ（平成22年度）】 
＜カナダからの入手情報＞ 
 
○モデル作成に利用したデータ 
・Webで公開されている広域地質情報、大学 
 所有の深井戸データ、サイト周辺の企業所 
 有の井戸データを利用した。 
→概略モデルとして作成。坑井掘削の許可申 
 請資料に添付して使用。 
 
○カナダ側モデルの設定根拠 
・圧入位置はCO2排出源までの距離、アクセ 
 ス、地権者との交渉の容易さを考慮して選 
 定した。 
・地質的構造は変化が乏しいため、地質的な制約はない。 
・概略モデルの位置づけのため、モデルは広域地質情報と、井戸データと検層データのみ（複数の 
 浅井戸と1本の深井戸の岩相・検層データ）からモデルを作成した。 
・各層の物性値は検層データの各層における平均値をその層の代表値とした。 
・同一層内で物性値は変化しないモデル（均質モデル）とした。 
・モデルの範囲は計算時間を考慮して設定した。 

 リジャイナの地質モデル例 
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（２）地質構造モデリング方法 
【エステバン（平成23年度）】 
 
＜カナダ側からの入手情報＞ 
○カナダ側地質モデルの基本構成 
• カナダ側ではサイトの変更に伴い概略地質モデルを作成し、掘削許可申請に使用した。 
• さらに既存の反射法地震探査データと、既存坑井データ（検層を含む）を追加し、詳細地質モ

デルに更新した。 
 
○詳細モデル作成に利用したデータ 
• 概略地質モデルのデータ、追加の既往検層データ（4坑井分）、購入した既往反射法地震探

査データを利用し、概略地質モデルを更新した。 
• 検層データとして、密度検層、CMR（浸透率）、中性子検層（孔隙率）、比抵抗、自然電位、自

然放射能、音波検層の7種類を収集した。これらのうちモデル更新には、主に密度、自然放

射能、音波検層結果が利用された。 
• 既往反射法地震探査データ16測線分を購入して利用した。 
 

○カナダ側モデルの内容 
• モデルは、圧入地点を中心に南北73km ×東西 123km（南北298グリッド×東西585グリッ

ド）の範囲で作成された。 
• 地層区分には2D反射法地震探査データ、坑井の岩相データ、検層データを利用し、合計367

層と非常に細かく設定された。 
• モデル全体のグリッド数は約6385万グリッド以上に及び、作業にはスーパーコンピュータが

利用された。 



（２）地質構造モデリング方法 
○カナダ側モデル範囲及び使用反射法地震探査データ 

圧入地点
＋

既往地震探査測線
購入データ
坑井位置
圧入地点

カナダ側モデル作成範囲(123km×73km)
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（２）地質構造モデリング方法 

101061800610W200

101150700308W200

GR 孔隙率 浸透率

検層データ
カナダ側

モデルデータ

孔隙率 浸透率 GR 孔隙率 浸透率 孔隙率 浸透率

検層データ
カナダ側

モデルデータ

Winnipeg層上面

BlackIsland層上面

Deadwood層上面

先カンブリア系

圧入地点

検
層
デ
ー
タ
を
基
に
非
常
に

細
か
く
層
区
分 

○カナダ側モデル使用データ（検層データ） 
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（２）地質構造モデリング方法 

カナダ側モデル： 
・Estevan近傍は地質構造の変化が少ない。 
 →数の少ない検層、反射法地震探査と広域地質 
  構造データから、容易にモデルが作成可能。 
 →検層結果の対比、反射法地震探査結果と井 
  戸データとの対比も容易である。 
・検層データを基に、合計6385万グリッド以上の非 
 常に細かいグリッドを設定し、スーパーコンピュー 
 タを利用して作業を実施している。 

X
Y

Z

圧入地点

日本側作成モデル(10km×10km） カナダ側モデル(日本側モデルと同じ範囲を表示) 

深度(m) 

日本側モデル： 
・作業効率、シミュレーションにおける計算時間等を考  
 慮し、圧入地点周辺10km×10kmをモデル化の対  
 象とした。 
・グリッド数は33×33×13グリッドにアップスケールした 
・圧入井戸の水平位置は(X,Y)=(17,18)とした。 

＜日本側での地質モデルの構築＞ 
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○日本側地質モデルの構築結果 



（２）地質構造モデリング方法 

項目 日本側モデル カナダ側モデル 

モデル作成範囲 遮蔽層（Winnipeg層）上面から貯留層（Deadwood層）底面 

モデルサイズ 圧入地点周辺10km×10km 
作業効率・計算時間等を考慮 東西123km×南北73km 

グリッド数 

33×33×13グリッド（計14157グリッド） 
遮蔽層（Winnipeg):1層 
貯留層・遮蔽層（BlackIsland)：2層 
貯留層（Deadwood)：10層 

東西585×南北298×364グリッド 
（合計約63,858,000グリッド） 
Winnipeg：24層 
BlackIsland：100層 
Deadwood：240層 

モデル作成に 
利用したデータ 

カナダ側で作成されたモデルのデータ
（PETRELのファイル）を利用 
範囲の切出し・グリッドの再構成 

坑井データ：8坑 
2D震探データ：16測線 
広域地質情報データ 

その他 

TOUGH2によるシミュレーションを考慮し、

カナダ側モデルで地層が途切れた箇所（つ
ぶれ格子）には高さ0.1mの薄いグリッドを
挿入 

検層結果を基に非常に細かいグ
リッドを設定、作業はスーパーコン
ピュータを利用 

○日本側地質モデルの構築結果 
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（２）地質構造モデリング方法 
 

○我が国において適用する場合に参考となる点・検討事項等 
 
• Aquistoreでは広域に分布する少数の既往坑井データ、コア試験データ、２D地震探査データから

モデルの構築が行われている特徴がある。 
  →サイト周辺の地質構造は非常に単純で変化が少ないための可能と考えられる。 
 
• 我が国ではカナダと比較して地質の変化が大きい場合が多いため、より多くのデータを利用して

モデルを構築する必要があると推察される。 
 
• カナダ側モデルではグリッドを細かく設定しており、特に層厚方向は検層データを基に非常に細

かい（層厚の薄い）グリッドでモデルを構築しているが、利用したデータの量、作業効率等を考慮
するとこのグリッド設定は過剰と考えられる。 

 
• 我が国では一般的に検層等のデータを組み合わせた分析・解釈により層区分の決定を行ってい

る。モデル作成時には、作業環境やデータの量、元となるデータの分解能等を考慮し、現実的な
モデルサイズおよびグリッドサイズの検討が必要である。 
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４．成果、目標の達成度（３） 
 

要素技術 
 

目標・指標 
 

成  果 
 

達成度 
(3)圧入性の評
価方法 

【目標】 
圧入後のCO2移行シミュレーションの

手順、物性値の設定方法に関する情
報を入手しとりまとめるとともに、CO2
移行シミュレーションを実施し、カナダ
側の結果との比較検討を行う（平成22
年度及び23年度） 
 
【指標】 
以下の内容を含む資料を作成 
• シミュレーションモデルの設定根拠 
• シミュレーションに用いた物性値の

設定に利用したデータ、設定根拠 
• オープンソースのシミュレータを

使ったシミュレーションの実施 
• シミュレーション結果の比較検討 
• 我が国で適用する場合に参考とな

る点、検討事項等 

【平成22年度】 
カナダ側で作成したリジャイナ
におけるシミュレーションモデ
ル、モデル作成に使用したデー
タを一式を取得し、モデル作成
の方針、考え方について取りま
とめた。 
【平成23年度】 
• カナダ側で作成したエステ

バンにおけるシミュレーショ
ンモデルおよび作成に使用
したデータ一式を入手し、パ
ラメータの設定方法、シミュ
レーション方法について取
りまとめた。 

• 日本においてシミュレーショ
ンを実施し、結果の比較検
討と、我が国に適用する場
合に参考になる点、検討事
項等をとりまとめた。 

達成 
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（３）圧入性評価方法 

実施内容： 
カナダ側におけるCO2移行シミュレーションおよび物性値の設定に用
いたデータを入手分析し、モデルの構築手順・設定根拠を取りまとめ
た。 
日本側においてもシミュレーションを実施し、カナダ側の結果と比較検
討を行うことで、我が国のCCS事業で適用する場合に参考になる点、
検討事項等を取りまとめた。 
成果： 
以下の内容を含む資料の作成を行った。 
・カナダ側でシミュレーションに使用したデータおよび設定根拠 
・オープンソースのシミュレータを使ったシミュレーション結果 
・シミュレーション結果の比較検討 
・我が国において適用する場合に参考となる点・検討事項 
 
達成度：達成 
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（３）圧入性評価方法 

【リジャイナ（平成22年度）】 
 
＜カナダからの入手情報＞ 
○シミュレーションモデルの設定根拠 
• 各層の物性値は井戸1坑の検層で得られた物性値

の各層の平均値を採用し、同一層内では物性値は
変化しない均質モデルとしている。 

• 検層で得られなかった物性値は、一般的な値を仮
定して設定した。 

• シミュレーション結果は坑井の許可申請の添付資
料として利用した。 

• シミュレーションモデルのセルは圧入地点近傍で細
かく、外側で粗く設定し、モデルの端部では無限遠
まで深部塩水層が広がっている設定とした。 

• 予定されているCO2供給量を基に圧入レートを設

定して定流量でシミュレーションを実施し、圧入圧の
変化、CO2プリュームの変化を求めた。 カナダ側（リジャイナ）の 

シミュレーションモデル例 
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（３）圧入性評価方法 
【エステバン（平成23年度）】 
 
＜カナダからの入手情報＞ 
○カナダ側シミュレーションの考え方 
• 目標圧入レート（2000t/日）の達成可否を検討するためにシミュレーションを実施した。 
• シミュレーションはPETRELで作成した地質モデルを、石油貯留層シミュレータECLIPSEに移

行して実施しており、これらの解析はすべてSchlumberger CSが担当している。 
• シミュレーション対象は遮蔽層（Winnipeg層）から貯留層（Deadwood層）までとした。 
• シミュレーションモデルは、地質モデルの圧入地点近傍40km×40kmを切り出して作成した。 
• グリッドサイズは160m×160mを基本とし、圧入地点付近は80m×80m、離れた地点では

1280m×1280mとした。 
 
○物性設定に利用したデータ 
• 既往坑井データ（8本）のうち十分な検層結果のある4坑井分の検層データを利用した。 
• 相対浸透率は、スタンフォード大学Benson研究室より提供されたWebベースの相対浸透率

データベースより、アルバータ州のカンブリア系砂岩のサンプルで得られたデータを引用した。 
• リジャイナ市内（エステバンより約200km)にあるリジャイナ大学の坑井の既往コアサンプルに

対して、コア試験を行いその結果も利用した。 



（３）圧入性評価方法 

○シミュレーションモデルの物性値設定方法 
• シミュレーションモデル(不均質モデル)の孔隙率と浸透率は、地球統計学的手法で設定した。 
• 孔隙率は４坑井の検層データを基に、Random Gaussian Function Simulation(RGFS) で補

完して設定した。 
• 浸透率は上記で設定した孔隙率の分布と4坑井の検層データを使い、RGFSで補完して設定

した。 
• 浸透率の鉛直/水平比(kv/kh)は、リジャイナ大学の坑井のコアに対する試験結果を基に1.0と

設定した。 
• データの得られない物性値は、サイト周辺の地質における一般値を採用した。 
• 地球統計学的手法で浸透率-孔隙率の分布の組み合わせを20パターン作成した。 
• 圧入地点のグリッドにおいてk（浸透率）×h（グリッド高さ）計算し、20パターン分それぞれにつ

いて圧入区間全体のkhを整理した。 
• 上記20パターンのkhについて、その確実性(Realization)別にP90、P50、P10、BestCaseの4

パターンを抽出し、シミュレーションに利用した。 
   ※P90は、計算された20パターンのkhのうち90％が、P90のkhの値より小さいもの、Best Caseは20 
     パターンのうち最もリアライゼーションが大きいものを示す。 
• 毛管圧は設定していない。 
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（３）圧入性評価方法 
＜日本側でのCO2移行シミュレーションの実施＞ 
○オープンソースシミュレータの利用 
• CCS分野ではオープンソースCO2移行シミュレータであるTOUGH2が世界的に広く利用されて

いる。日本側ではTOUGH2を利用してカナダ側シミュレーション結果との比較検討を実施した。 
 

○日本側シミュレーションの考え方 
• 非常に細かいグリッドで物性値が設定されているカナダ側シミュレーションモデルを、日本側モ

デルのグリッドサイズに合わせてアップスケールした。 
• カナダ側モデルの孔隙率・浸透率は、多くのグリッドで非常に小さな値に設定されているため、

アップスケール後グリッドの物性値には、該当するカナダ側モデルのグリッド範囲の物性値の最
大値を採用した。 

• カナダ側では主に不均質モデルでシミュレーションを実施しているが、TOUGH2は一般的に均
質モデルを対象としているため、均質モデルと不均質モデルを作成してシミュレーションを行った。 

 
○物性設定に利用したデータ・物性値設定方法 
• カナダ側で設定された不均質モデルのうち、最も確実性の高いBestCaseの孔隙率・浸透率分

布を利用した。 
• 相対浸透率曲線はカナダ側の相対浸透率曲線を利用し、不動水飽和率と臨界ガス飽和率は、

相対浸透率曲線より読み取った。 
• 均質モデルはアップスケール後グリッドの圧入地点での物性値を水平方向に展開して作成した。 
• 不均質モデルはTOUGH2の岩種区分(Rock Type)の上限数（26種類）を考慮し、アップスケー

ル後の各地層の孔隙率-浸透率の組合せを分析し、26種類の組合せに整理して設定した。 
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（３）圧入性評価方法 
項目 日本側設定 カナダ側設定 

モデルサイズ 圧入地点周辺10km×10km 圧入地点周辺40km×40km 

物性値設定
に利用した
データ 

カナダ側不均質モデル（BestCase）の物性値（孔隙率・浸
透率）を利用 
日本側モデルのグリッドに対応するカナダ側モデルのグ
リッド範囲の物性値のうち、最大値を採用 

・検層結果（4孔）分 
・スタンフォード大Benson Labによる 
 Webデータベースを利用 
・リジャイナ大学のコア試験結果 

物性値 
設定方法 

均質モデル：圧入地点のグリッドの物性値を利用 
不均質モデル：アップスケール後の物性値について、地層
ごとに孔隙率と浸透率の組み合わせを整理し、26種類の
孔隙率－浸透率の組み合わせを設定  
相対浸透率曲線： カナダ側相対浸透率曲線を利用し、
臨界ガス飽和率、不動水飽和率は曲線から読み取り 

孔隙率：検層結果を基にRGFSで設定 
浸透率：設定した孔隙率と検層結果を 
      基にRGFSで設定 
Kv/kh：リジャイナ大学で採取されたコ 
     ア試験結果より設定＝1.0 

計算条件 

貯留層の圧力：34.3MPa（深度3300m） ，  圧力勾配＝0.104MPa/m 
貯留層の塩分濃度：300,000ppm 
貯留層の温度：95℃ 
最大圧入圧力：44.7MPa（深度3300m) ，圧力制御による圧入（制御値44.7MPa） 
スケジュール（目標圧入レート）：2000t/d×10年間 
圧入区間：2584m～2720m（BlackIsland～Deadwood） 
井戸直径：7 5/8インチ(約0.194m) 

その他 

境界条件：側面＝圧力固定境界 
       上下面＝不透水境界（静水圧固定） 
初期圧力設定：水で完全飽和とし、圧入区間中央深度の  
          圧力をカナダ側モデルと同一の値とした 

境界条件：側面＝圧力固定境界 
       上下面＝不透水境界 
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（３）圧入性評価方法 

孔隙率分布（不均質モデル　kh=Best Case)
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浸透率(mD)圧入地点

孔隙率

X
Y

Z

圧入地点

日本側モデル（均質モデル） 

地層名 
セル中心 
深度(m) 孔隙率 

浸透率
(mD) 

Winnipeg 2517.19 0.0311  2.6664  

BlackIsland_U 2540.25 0.0193  1.2057  

BlackIsland_L 2563.25 0.0260  6.0738  

Deadwood_U1 2586.25 0.0542  0.0252  

Deadwood_U2 2607.35 0.0049  0.0133  

Deadwood_U3 2628.46 0.0318  2.8939  

Deadwood_U4 2649.56 0.0455  0.0155  

Deadwood_U5 2670.67 0.0019  0.0123  

Deadwood_L1 2691.77 0.0264  1.9940  

Deadwood_L2 2709.14 0.0544  53.1460  

Deadwood_L3 2726.51 0.0423  50.1417  

Deadwood_L4 2743.87 0.0771  98.8054  

Deadwood_L5 2761.24 0.0289  19.7918  

○シミュレーションモデル構築結果（１）－日本側均質モデル 
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日本側モデル（不均質モデル） 

物性
番号 

地層 孔隙率 浸透率(mD) 

1 

Winnipeg 

0.0184  0.1036  
2 0.0184  6.2581  
3 0.0359  0.2668  
4 0.0359  6.4931  
5 

BlackIsland 

0.0248  0.3767  
6 0.0248  3.6667  
7 0.0248  21.0815  
8 0.0460  4.6459  
9 0.0460  24.6153  

10 

Deadwood 
上部 

0.0070  0.0144  
11 0.0070  6.9739  
12 0.0237  0.0227  
13 0.0237  2.5171  
14 0.0237  40.1383  
15 0.0474  0.2236  
16 0.0474  4.8112  
17 0.0474  43.4464  
18 

Deadwood 
下部 

0.0334  0.3824  
19 0.0334  4.0757  
20 0.0334  29.3835  
21 0.0551  3.9969  
22 0.0551  33.6938  
23 0.0551  169.4720  
24 0.0813  4.9685  
25 0.0813  46.6553  
26 0.0813  227.8560  

孔隙率分布（不均質モデル　kh=Best Case)

0.14
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02

孔隙率

400

深
度
(m)

0

-400

-800

-1200

-1600

-2000

-2400

-2800

-3200

圧入井戸

X軸

Y軸

浸透率分布（不均質モデル　kh=Best Case)

100

10

1

浸透率(mD)

400

深
度
(m)

0

-400

-800

-1200

-1600

-2000

-2400

-2800

-3200

X軸

Y軸

カナダ側モデル（BsetCase） 

（３）圧入性評価方法 
○シミュレーションモデル構築結果（２）－日本側およびカナダ側不均質モデル 
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（３）圧入性評価方法 

日本側均質モデル結果 

日本側不均質モデル結果 
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○シミュレーション結果（１）－圧入レート及び累計圧入量 
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（３）圧入性評価方法 

日本側均質モデル結果（飽和度0.5） 

日本側不均質モデル結果（飽和度0.5） 
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圧入完了時（10年後）のCO2飽和率50%の範囲 
＜カナダ側（Best KH）＞ 
 ・東西、南北ともに約4km程度の広がり 
＜日本側＞ 
不均質モデル 
 ・東西約8km、南北約7km程度の広がり 
均質モデル 
 ・圧入地点を中心に東西・南北ともに約5km程度
の広がり 

 

○シミュレーション結果（２）－CO2プルームの範囲 
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（３）圧入性評価方法 
＜シミュレーション結果の比較検討＞ 
 
○カナダ側シミュレーション結果 
• 目標圧入レート（2000t/日）は圧入開始後の1年以内のみ達成可能であり、その後は圧入レートが

低下する。10年間の累計圧入量は60万トン弱、CO2プルーム（飽和度50%)の分布範囲は
4km×4km程度である。 

• 圧入レートの変化の傾向から、側方へのCO2の移行が卓越し、層を跨ぐ上下方向へのCO2の移
行は少ないと考えられる。 
 

○日本側シミュレーション結果 
• 均質モデルの圧入レートは、圧入開始直後が6万トン/日以上、その後圧入レートは低下する傾向

である。 
• 不均質モデルの圧入レートは圧入開始直後が1万3000t/日、その後増加し圧入完了時は約2万ト

ン/日程度である。 
• 得られた圧入レート、累計圧入量はカナダ側の結果と比較して極めて大きな値となった。 
• 圧入レートの変化の傾向から、均質モデルでは側方へのCO2の移行が卓越し、層を跨ぐ上下方向

へのCO2の移行は少ないと考えられる。不均質モデルでは、CO2プルームの広がりに伴い、上下
方向を含め新たなCO2移行パスが生じているものと推定される。 

 
○圧入レート、総圧入量の相違について 
• アップスケールの際に、該当するカナダ側グリッド範囲の物性値の最大値をアップスケール後の物

性値として採用したため、浸透率・孔隙率が過大な値に設定されたと考えられる。 
• アップスケール後のグリッドサイズは、対応するカナダ側モデルのグリッドと比較して粗いため、グ

リッドサイズの影響によりCO2が圧入・移行しやすい結果となったと考えられる。 
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（３）圧入性評価方法 

○参考となる点 
 
1. カナダにおけるCCSの法的手続きでは、入手可能な既往情報を利用した少ないデータから作

成した概略地質モデルと、これによるシミュレーション結果を利用している。日本におけるCCS
事業に関する法的手続き等は確定していないが、カナダにおける法的手続きの手順は参考と
なる。                             

2. 国内に震探のデータを取り扱うブローカーはない。特に我が国で地下深部塩水層貯留を行う場
合、サイトは海域となる場合が多いと想定されることから、JAMSTECやJOGMEC等の震探
データや坑井のデータが利用可能なように整備されることが望まれる。 
 

3. カナダ側のシミュレーションは、圧力制御（定圧条件）による圧入シミュレーションである。実際
のオペレーションにおいては、圧入井戸の坑口および坑底の圧力をモニタリングして運用するこ
とが想定されることから、カナダ側のシミュレーションは実際の運用に沿った方法で実施してお
り、我が国で適用する場合に参考とできる。 
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＜日本への適用に向けて参考となる点・検討事項等＞ 



（３）圧入性評価方法 
○検討すべき事項 
 
1. 日本は、カナダと比較して一般に地質の変化が大きいため、カナダ側のような少ない数のデー

タから地質モデルを作成した場合、構造や物性値の不確実性が大きくなると考えられる。モデ
ル構築に利用するべきデータの密度（量）について検討が必要である。 
 

2. カナダ側では概略モデルの段階においても、可能な限り広範囲かつ細かいグリッドでモデルを
作成し、大型計算機で作業を行っている。我が国では検層等のデータを組み合わせた解釈に
より層区分を設定し、データの量や分解能に見合った地質モデルを構築することが一般的であ
る。モデル作成に当たっては、作業効率、コスト、データの密度等を考慮した、現実的なモデル
サイズとグリッドサイズの設定が検討課題である。 
 

3. モデルのグリッドサイズを変更（アップスケール）を行う場合、シミュレーションに用いる浸透率、
孔隙率、相対浸透率等の物性値が元のグリッドと等価となるように適切に設定する方法が検
討課題である。特に動的な物性値については多くの研究者により未だ研究・議論が進められて
いるが、今後の検討課題である 
 

4. TOUGH2を利用して不均質モデルによるシミュレーションを行う場合、現状のコードで規定され
ているRockTypeの上限数は、地盤の不均質性を反映するには不足しており、コードの改良
等の対応が必要である。また地層内の圧力勾配の設定方法等についても改良が必要である。 
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４．成果、目標の達成度（４） 

 
要素技術 

 
目標・指標 

 
成  果 

 
達成度 

(4)プロジェクトに関

する政策・法規制・
標準化 

【目標】 
カナダにおけるCCS事業に

関する政策と法規制、標準化
に向けた取り組みと現状につ
いて情報を入手しとりまとめ
る（平成23年度） 
【指標】以下の内容を含む資
料を作成 
• カナダ国内およびサスカ

チュワン州におけるCCS
事業に関する規制、法律
および各種手続きの手順 

• カナダにおけるCCSの
ISO化への取り組みの現
状およびAquistoreにおけ
る対応 

• Aquistoreプロジェクトで実施し
たCCSに関する法的手続きお

よびカナダサスカチュワン州に
おけるCCSに関する規制等の

法体系について、ヒアリング結
果および入手資料を基にとり
まとめた。 

• CCSのISO化への現在の取り

組み状況及び本プロジェクトに
おける基準への対応状況につ
いて情報を入手し、資料として
とりまとめた。 

達成 
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（４）法規制・政策・標準化 

実施内容： 
・Aquistoreプロジェクトで実施したCCSに関する法的手続き及びサスカチュワ
ン州におけるCCSに関する法体系の情報を入手し取りまとめた。 
・CCSのISO化への現在の取り組み状況とAquistoreにおける基準への対応
状況についてヒアリングを行い取りまとめた。 
 
成果： 
以下の内容を含む資料を作成した。 
・カナダ国内およびサスカチュワン州におけるCCSに関する政策、
CCS事業に関する規制、法律および各種手続きの手順 
・カナダにおけるCCSのISO化への取り組みの現状及びAquistoreに
おける対応 
 
達成度：達成 



（４）法規制・政策・標準化 
○カナダ国内およびサスカチュワン州におけるCCSに関する政策 
 
• カナダ連邦政府では、2020年に2005年比で17%のGHG排出削減を目標としている。 
 
• 石炭火力発電所の新設および更新に対しては、高効率のガス火力発電所と同等のCO2排出量

（375t-CO2/GWh)とすることを定めた法律が、2011年8月に成立し2015年7月に施行される。た
だしCCSの実施をコミットするなどの条件があれば、2025年まで適用が除外される。 

 
• カナダ連邦政府では、CO2の削減方法としては燃料転換も考えられるが、主にはCCSに頼らざ

るを得ないとの認識をしている。 
 
• カナダ国内においては、CO2EORを含めCO2貯留のポテンシャルも大きく、CO2の大規模固定

排出源と貯留地点が重なっていることが多いため、CCSの実施に注力している。 
 
• カナダ連邦政府やサスカチュワン州政府によりCCS関連に利用可能な補助金制度が複数用意

されており、Aquistoreでも利用されている。 
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（４）法規制・政策・標準化 

(1) 鉱業権取得→州知事の申請 

(2) 地権者よりより地上権取得（借用等） 

(3) 環境保全計画の策定→州環境省へ提出 

(4) 事業許可申請→州知事に申請 
事業概要・シミュレーション結果を添付 

(4)地下の空隙の借用申請→州知事に申請 

(4)井戸掘削許可申請→州知事に申請 
井戸設計・閉坑後の措置、安全対策等を添付 

• カナダ国内のCCSプロジェクトに関する法律は各州で規定
している。 

• サスカチュワン州では、CCSを対象とした法律は整備され
ていない。 

• Aquistoreにおける圧入に関する事業許可申請は、石油・

天然ガスの保全に関する法律の中の排水井戸に関する規
定を準用している。 

• このほかに事業許可や掘削許可取得には、他の法令に基
づく鉱業権の取得、環境アセスメント手続き、地下の空隙
の借用手続き、地元自治体に対する現地作業における道
路使用申請等の手続きが必要である。 

• 州環境省によって、Aquistoreは環境アセスメント条例定め

た開発行為に場該当せず、環境アセスメントは不要と判断
されていてる。 

• サスカチュワン州ではCO2排出削減目標の設定と、未達
の場合の支払い義務を定めた法律が、2012年11月に制
定される予定である。 

• なおアルバータ州では、2008年にCO2オフセットに関する
法律（排出上限枠設定、超過分に対するCA$15/トン-CO2
の支払い義務付け）が施行された。2010年にはCCSに関

連する法的整備（地下空隙の所有権、長期信頼性、モニタ
リング、坑井閉鎖後の資金等）がなされた。 

サスカチュワン州における 
CCSに関する法的手続き手順 

○カナダにおけるCCS事業に関する規制、法律および各種手続きの手順 



（４）法規制・政策・標準化 

○カナダにおけるCCSの標準化への動き 
 
• カナダでは、これまでのWeyburn-MidaleにおけるCO2EORの実績を基に、

CCSの実施内容・手順等の標準化（ベストプラクティスマニュアル作成）のとり
くみが進められている。 

 
• 上記の実施内容や手順は、EOR・CCSプロジェクトにおいてオペレーションを

多く手掛けてきたShlumbergerCSの手順・実施内容が踏襲されている。 
 

• Aquistoreにおけるプロジェクトの実施内容や研究内容の検討・決定は、それ

ぞれ委員会を設置して行っている。これらの委員会の委員として、現地オペ
レーションを担当しているShlumbergerCSが参加しており、結果として
ShlumbergerCSの標準的な実施方法が採用されている。 
 

• Aquistoreは深部塩水層貯留という点でWeyburn-Midaleとは異なるが、
Weyburn-Midale で得られた知見を参考に、CCSのISO化を見越して、
ShlumbergerCSのカナダにおける標準的な手順・内容で進められている。 
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５．事業化 
 

• 本事業はCCSの実用化を行うために必要となる安全な地下深部塩水層へ
のCO2圧入・貯留技術に直結するものであり、ここで得られた知見を我が国
における大規模実証試験に反映することが重要である。 
 

• 本事業の成果は、国内外のCCSに関する調査研究・実証プロジェクト等で
の活用が想定される。 
 

• RITEが実施する二酸化炭素回収・貯蔵安全性評価技術開発事業の成果と

の相互補完により、地下深部塩水層貯留の事例集等として、我が国におけ
る地下深部塩水層貯留の大規模実証試験に資することが期待される。 

 
• 我が国におけるCCS実施に向けた技術指針や法的枠組みの整備の検討を

行う行政機関、研究機関および委員会等における参考資料としての活用も
期待される。 
 

• CO2固定化・有効利用分野の技術戦略マップで示された工程表によれば、
2015年までの大規模実証試験を含むCCSの技術確立がなされ、2020年ご
ろからのCCSの実用化が目標に掲げられている。事業化に至る期間はこの
工程表に示された期間を想定している。 
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５．波及効果 
 ①CCS事業化の促進及び他分野の研究開発事業への効果 
• 本事業の成果は、CO2地中貯留の大規模実証実験に向けたCO2地中挙動予測シ

ミュレーション技術・モニタリング技術、地下深部塩水層貯留等の個別要素技術の研
究開発及び大規模実証試験に活用することで、CCS事業の早期実現に寄与するこ
とができると期待される。 

• 本事業でとりまとめる地質モデリングやシミュレーション手法は、例えば放射性廃棄
物の地層処分のための研究開発、メタンハイドレートやシェールオイル・ガスなどの
資源開発にも応用が可能と考えられる。 

  
②海外研究機関との連携強化への効果 
• 本事業を実施に伴いAquistoreの実施主体であるカナダの研究機関PTRCと情報入

手に関する契約を締結したことにより、今後も継続した情報の入手が可能となる関
係を築くことがで きた。 

• PTRCはAquistoreのほかにさまざまなプロジェクトを進めており、またAquistoreも今
後さらに発展していくと想定される。CCS事業は国際的な共同を含めたグローバル
な取り組みが求められているが、本事業によりCCS事業に関して一層カナダとの協
力関係を深めることができたと考えられる。 

• Aquistoreは、石炭火力発電所からのCO2の地下深部塩水層貯留という、我が国に
おけるCCSのまさにモデルケースである。今後はこの国際連携を活かし、プロジェク
トへの積極的な関与が望まれる。 
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•  応用地質株式会社が経済産業省
からの委託を受け、再委託先とし
て参加したRITEとともにコンソー
シアム形式で実施した。 
 

• カナダPTRCとのAquistoreへの参

加・共同研究に関する契約は平成
22年度に応用地質・RITE連名で
締結した。 
 

• 研究開発の実施責任者として応
用地質(株)東宏幸（平成24年6月
より応用地質(株)竹島淳也）を選

任し、事業全体の進捗管理、各研
究員間の調整等を行った。 
 

• 研究の方向性、技術的事項の助
言・指導を得るため、外部有識者
（東京大学 佐藤光三教授、京都
大学 松岡俊文教授）に助言・指
導を仰いだ。 

６．研究開発マネジメント・体制等-1 

実施体制 
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• 資金は人件費・事業費・再委託費・一般管理費からなり、上記資金配分表は一般管理費を
除いた人件費、事業費、再委託費の配分を示した。 

• 事業費のうち約750万円(平成23年度）がプロジェクト参加費である。 
• 個別要素技術への配分は、①プロジェクト実施内容の調査には、カナダPTRCへの訪問・ヒ

アリング及び現地確認のための渡航費用が含まれるため最も多く配分した。 
• その他の個別要素技術へは作業量に応じた配分とした。 

６．研究開発マネジメント・体制-2（資金配分・費用対効果） 
プロジェクトの資金配分 

22年度(NEDO事業) 23年度 合計 
(1) プロジェクト実施内容の調査 8.19 4.75 12.94 
(2) 地質構造モデリング 1.92  1.69 3.60 
(3) 圧入性の評価 1.71 1.43 3.14 
(4)プロジェクトに関する政策等の分析 0 1.54 1.54 
(5)我が国における技術基準に向けた基礎資料作成 0 0.69 0.69 
カナダ研究機関との協力体制構築(プロジェクト参加費) 8.285 7.51 15.80 

合計 20.1 17.6 37.7 

＜費用対効果＞ 
• Aquistoreは我が国における地下深部塩水層貯留の大規模実証試験のモデルケースであ

り、実際の大規模実証試験で得られるデータ、プロジェクトの運営体制、検討内容等は、本
プロジェクトに参加しなければ得ることができなかったものである。 

• 国内において本事業で得られるデータや知見と同等のものを得るために大規模実証試験を
行った場合、年間数十億程度の費用が掛かると見込まれる。 

• 本事業においては年間10万カナダドル（800万円前後）の参加費と情報収集・検討費用を含
め、年間2000万円程度であり、コストパフォーマンスは非常に高いと考えられる。 

（単位：百万円） 
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７．評価 

座長 

委員 

伊藤 高敏 
 東北大学流体科学研究所教授 
金子 憲治 
 株式会社日経ＢＰ クリーンテック研究所上席研究員 
釜谷 広志 
 電気事業連合会立地環境部長 
川上 浩良 
 首都大学東京都市環境学部教授 
芝尾 芳昭 
 イノベーションマネジメント株式会社代表取締役社長 
德永 朋祥 
 東京大学大学院新領域創成科学研究科教授 
松方 正彦 
 早稲田大学理工学術院教授 

７－１．評価検討会 

評価検討会名称 

評価検討会委員 

平成２４年度CO2固定化・有効利用分野評価検討会 

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 



46 

７－２．総合評価（コメント） 

○海外で先行するCCS事業に参加することは、今後、国内外で大

規模実証試験を実施するに当たっての、マネジメント及び技術の
観点の両者の情報や課題が先行して得ることができるため、非
常に有益。また、わが国に適したCCS技術の確立は、国内のみ
ならず、独自の技術を携えて海外展開するためにも重要である。 

 
○なお、CCS技術の国際的な事業化をはかる観点から、この事業

が国際的にも応用可能な技術か検討が必要である。また、
Aquistoreプロジェクトが2014年の商業運転本格始動することを

見据え、日本の技術等が評価されるような、今後の進め方の方
向性を検討する必要がある。ほか、海外の情報がどのように国
内の事業に反映されるべきかにまで踏み込んだ議論がなされれ
ば、さらに優れた成果となることが期待される。 
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７－３．評点結果 

【評価項目の判定基準】 
評価項目１.～５. 
３点：非常に重要又は非常によい  
２点：重要又はよい 
１点：概ね妥当 
 ０点：妥当でない                   
 
６．総合評価 
（事後評価の場合）  
３点：実施された事業は、優れていた。 
２点：実施された事業は、良かった。 
１点：実施された事業は、成果等が今一歩のところがあった。 
０点：実施された事業は、成果等が極めて不十分であった。 
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2.00  
1.75  1.75  

2.13  2.00  

0.00
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1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

評点 

１．事業の目
的・政策的位
置付けの妥当

性 

２．研究開
発等の目
標の妥当

性 

３．成果、目標
の達成度の妥

当性 

４．事業化、波
及効果について

の妥当性 

５．研究開発マネ
ジメント・体制・資
金・費用対効果等

の妥当性 

６．総合評価 

○「経済産業省技術評価指針」に基づき、事後評価において、評点法による評価を実
施した。 

○評価項目３では「本事業によって行われたモデル化・シミュレーションがカナダ側のそ
れとどのような考え方の違いに基づいているのか、その結果どのような具体的な課題
が抽出されうるのか等についても、十分な検討・取りまとめが必要」、評価項目４では
「国内のみならず、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」等のご
指摘をいただいた。 

○評価項目６では、「海外で先行するCCS事業に参加することは、マネジメント及び技
術の観点の両者の情報や課題が先行して得ることができるため、非常に有益」「海外
の情報がどのように国内の事業に反映されるべきかにまで踏み込んだ議論が必要」
等のご指摘をいただいた。 
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８．提言及び提言に対する対処方針 
今後の研究開発の方向等に関する提言 提言に対する対処方針 

 
 

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

にもそのデータ・情報収集は不可欠である
。国内で大規模実証試験をすることが望ま
しいが、適した場所が限られていることを踏
まえれば、国主導のもとで寧ろ海外で積極
的に展開すべきである。近い将来にはプロ
ジェクトそのものに参加することが要請され
、技術や成果提供による資金還元を目指
す必要がある。 

 
○なお、海外で実施していることと同様な内
容を国内で行うというアプローチに関しては
、そこから何を抽出し国内での事業に還元
するのかという観点から、結果を十分に検
討し、その中から成果を見出していくという
作業をすることが極めて重要である。 

        

 
○本事業は、研究の初期段階として一定の
成果が得られたものであるが、今後の成
果の更なる拡充等について事業者にてま
ずは検討し、その結果を踏まえて、今後
の我が国のCCS施策展開の中で、更な

る研究開発や実証事業の実施を検討し
ていく。 

 
  
 
○ご指摘の通り、国内への事業展開・還元
という観点から、カナダ側の結果と日本
側の結果を十分に比較検証することが必
要である。今後は、上記事業者による検
討の結果を踏まえて、我が国のＣＣＳ施
策の展開の中で更なる研究開発や実証
事業の実施を検討し、その中で、成果の
活用について検討していく。 
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