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1.  はじめに 
 
 気候変動に関する政府間パネル（IPCC）から 2007
年に発行された第 4 次評価報告書1) では，二酸化炭素

（以下CO2）などの温室効果ガスが温暖化の原因であ

る確率は 9 割を超えると報告された。また，気候変動

に関する国際連合枠組条約（UNFCC）に基づいて締結

された「京都議定書」が 2005 年 2 月 16 日に発行し，

日本は第一約束期間（2008～2012 年）に基準年（1990
年）比で 6%の温室効果ガス排出削減目標が課されてい

る。しかし，2005 年実績で基準年の比 8%増となって

おり，目標達成は厳しい状況にあると考えられる。 
 二酸化炭素の大気放出抑制対策として，地中貯留技

術が注目されている。これはCCS（Carbon dioxide 
Capture and Storage）と呼ばれ，発電所，製鉄所，セメ

ント工場などから排出される大量の二酸化炭素を分

離・回収し，パイプラインや船舶で貯留地点まで輸送

して，地中の油層や帯水層に封じ込める総合技術であ

る（図-1）。なお，CCSには炭層にCO2を圧入して吸着

させる炭層固定（ECBM）もあるが本報では割愛する。 
 IPCC発行のCCSに関する特別報告書2) に示された，

CO2排出量の経時変化のシミュレーション結果の一例

を図-2 に示す。CO2排出量は，何の手段も講じないと

今世紀末まで増加の一途を辿り，他の削減方法全てを

実施しても 2050 年頃から横ばい状態にすることしかで

きず，減少を実現するにはCCSの実施が必要であると

いう結果が示されている。このような予測は国内外の

複数の機関が実施しているが，結果は概ね整合的であ

る3,4)。 
 CCS は，海外では商業規模での実施や大規模な実証

試験が行われているサイトがいくつかある。また，国

内では，経済産業省の補助事業として(財)地球環境産

業技術研究機構（RITE）が取り組んできた，長岡市岩

野原での実証試験が完了した段階にある。さらに，よ

り大規模な実証試験に向けて本年 5 月に日本 CCS 調査

(株)が設立されたところである。 

 
図-1 二酸化炭素の地下貯留の概念 

Fig.1 Schematic view of gelological sequestration of CO2

 図-1 に概念図を示したように，CCSは①CO2の分

 
 

 
図-2 二酸化炭素排出量の経時変化2)

Fig.2 Change of CO2 emissions ＊１ 技術センター土木技術研究所地盤・岩盤研究室 
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離・回収技術，②パイプラインやタンカーなどによる

輸送技術と③地中へ圧入して貯留する地中貯留技術か

ら構成されるが，本報では，③に主眼を置く。まず，

CCSに関して海外と国内，それぞれの取り組みの現状

と動向を紹介する。次に，CCSで求められる技術につ

いてその構成と概要をまとめる。さらに，当社が取組

んできた数値シミュレーション技術について最新の研

究成果の一端を紹介する。 

2.  CCS 技術の現状 
 
2.1  海外の現状 
 現在商業レベルで稼動している主なCCSサイトとし

て，ノルウェーのSleipner，アルジェリアのIn Salah，そ

してカナダのWeyburnの 3 ヶ所が挙げられる（表-1，
図-3）5,6）。ノルウェーのSleipnerでは，天然ガスに随伴

して産出するCO2ガスを分離回収し，ガス貯留層より

上方の帯水層に圧入している（図-4）。圧入量は年間約

100 万ｔである。ノルウェーではCO2の排出に炭素税が

課せられることからCCSが実施されている。 
 

表-1 CCSの主な海外プロジェクト例5)

Table 1 Examples of major CCS Projects 

 

 

 
図-3 CCSの主な海外プロジェクト6）

Fig.3 Locations of major CCS Projects  

 

 

図-4 Sleipnerサイト（ノルウェー）6)

Fig.4 Sleipner（Norway） 

 アルジェリアのIn Salahでは，産出した天然ガスを輸

出規格を満たすようにCO2含有量 0.3%以下にまで分離

し，回収したCO2をガス貯留層に再圧入している（図-
5）。圧入量は年間約 120 万ｔであり，CO2排出削減対

策として事業計画に組入れられている。 
 

 
図-5 In Salah プロジェクト（アルジェリア）7）

Fig.5 In Salah Gas field (Algeria) 

 

 

図-6 Weyburn プロジェクトのCO2 パイプライン 

（カナダ）5）

Fig.6 CO2 Pipeline of Weyburn (Canada) 
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 カナダのWeyburnでは，石炭ガス化プラントで分離さ

れたCO2を米国よりパイプラインで輸送し，石油増進

回収法（EOR）として油層に圧入している（図-6）。
CO2を用いたEORとは，石油への溶解性が非常に高い

超臨界CO2が石油に溶けることにより体積膨張すると

ともに粘性が低下することを利用して，より多くの石

油を油層から回収する方法である。2005 年末までに，

約 700 万トンのCO2が圧入された。 
 さらに，年間 10 万ｔ以上のCO2を地中貯留する大規

模な実証試験がオーストラリアや米国で予定されてい

る。オーストラリアのGorgonでは 2009 年より年間 500
万トンの天然ガスに随伴するCO2を深度約 3,000mの帯

水層に貯留する計画である。 
 米国では，全米を 7 つのパートナーシップに分割し，

温暖化ガス削減の施策として森林吸収・地中貯留のオ

プションを評価する，炭素隔離地域パートナーシップ

を組織している（図-7）8）。例えば，その一つの西海

岸地域炭素隔離パートナーシップ（WESTCARB9)）で

は，カリフォルニア州Kern郡のKimberlina試験発電所に

て，純酸素燃焼方式（IGCC）の天然ガス発電所の燃焼

排気から分離・回収したCO2を，深度約 2,400mの帯水

層に 2010 年より年間 25 万トン圧入する計画である。 
2.2  国内の現状 
 国内では，経済産業省よりCCSに関する技術戦略マ

ップ10) が示され，技術開発が推進されている。図-8 に

CCSに関する部分を示す。これによると，2015 年頃に

本格貯留を開始し，2030 年までにコストを含めた技術

の確立を目指している。国内では，発電所や製鉄所，

セメント製造工場などの排気よりCO2を分離回収し，

地中の帯水層や廃油ガス田貯留層に圧入して貯留する

ものが主体として考えられている。 
 2000～2007 年度まで，RITEにより長岡市岩野原にお

いて約 1 万トンのCO2を地下 1,100mの帯水層（砂岩

層）に貯留する実験が行われた（図-9）5,11)。貯留した

CO2の挙動を観測するため，地表での繰り返し地震波

探査に加え，ボーリング孔内での諸検層，孔間弾性波

トモグラフィーを実施し，モニタリング技術の有効性

を確認した。なお，当サイトでは中越地震，中越沖地

震と数 10kmの近距離震源の地震を 2 度経験しているが，

地下の貯留挙動に影響が無いことや坑井の健全性を確

認している12）。 
 RITEと(財)エンジニアリング振興協会（ENAA）は，

第三・四紀堆積盆の地質文献調査を行って，日本の主

要CO2排出源近傍におけるCO2貯留可能量を算定して腑

存量マップを作成している11）。これによると，国内の

貯留可能量は合計約 1460 億ｔであることが示された。

これは，2006 年度の日本の総二酸化炭素排出量が 13.4
億ｔであることから13)，100 年分相当以上である。また，

 

図-7 米国炭素隔離地域パートナーシップ8）

Fig.7 DOE regional carbon sequestration partnerships 
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図-8 経済産業省の技術戦略マップ10)

Fig.8 Roadmap of METI on CCS 

 

 
図-9 岩野原実証試験サイト5）

Fig.9 Iwanohara Test Field 
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調査法ガイドラインの準備も行われ12)，国内でCCSを
実施する可能性検討が進められている。 
 今後はCO2の分離・回収から輸送，地中貯留に至る

連続圧入システム（年間 10 万トン規模）の実証試験が

行われる予定であり，本年 5 月に日本CCS調査(株)が設

立された。今年度，福島県いわき市の石炭火力発電所

から排出されるCO2を，福島県沖合の枯渇ガス田構造

に貯留する大規模実証試験の事業可能性調査（フィー

ジビリティ・スタディ）を，新エネルギー・産業技術

総合開発機構（NEDO）より受託して実施する。来年

度以降の大規模実証試験の実施を目指している。 
 

3.  CCS で求められる技術 
 
3.1  概要 
 本章では，まず，CCSに関する技術の構成を実施段

階順に分類し，それぞれのステップにおいて実施され

る作業について概要を述べる。シミュレーション技術

とモニタリング技術が多くの段階で重要な位置付けと

なることを示す。次に，超臨界CO2の性質と地中貯留

メカニズムについて説明した上で，これらを踏まえて，

（地下に圧入されたCO2がどのような挙動をするかを

予測する）数値シミュレーション技術と，（地中での超

臨界状態のCO2挙動を監視するための）モニタリング

技術について現状を取りまとめる。最後に，CCS技術

の実現に向けて重要な規制面の現状について触れる。 
3.2  CCS 技術の構成 
 図-10 に示すように，CCS は大きな流れとしてサイ

ト選定に始まり，施設建設，操業のステップを経て閉

鎖・監視の順に進むものと考えられる。以下に各ステ

ップで実施される作業について述べる。 
1) サイト選定段階 
 対象となる貯留層を調査し，その特性がCCSプラン

トの建設に適しているかどうかを評価する。データの

蓄積と貯留層ならびに排出源に関する分析を行い，可

能な貯留メカニズム（3.3 節参照）を検討する。そして，

貯留可能量評価，経済性評価，住民への説明責任，有

用資源の有無等による総合的な評価に基づいてその適

性を判断する。また，この段階で操業施設の建設に必

要な法規面の準備作業を行う14）。貯留可能量評価にお

いては，数値シミュレーションを実施してCO2の挙動

を予測する。 
2) 施設建設段階 
 分離回収施設，パイプライン，船舶などの輸送施設，

そして地上ポンプ施設や圧入井戸などの圧入施設を建

設する。 
3) 操業段階 
 分離回収，輸送，圧入を実施して，施設の維持管理

に務める。また圧入速度・量に関する管理計画に基づ

いた圧入管理を行う。このステップでは数値シミュレ

ーションによるCO2挙動評価とパフォーマンスを確認

するモニタリングの技術が両方要求される。 
4) 閉鎖・監視段階 
 操業の終了した施設を解体し，圧入に供した坑井を

閉塞する。この段階では長期モニタリングシステムに

よる漏洩監視と数値シミュレーションによる長期挙動

評価が必要になる。 
3.3  超臨界二酸化炭素の性質と地中貯留メカニズム 
 CO2は，図-11 に示すように，圧力 7.4MPa以上，温度

31.0℃以上では，超臨界状態と呼ばれる気体とも液体

とも区別がつかない流体となる15）。地下では，深くな

るほど温度が上昇し，地下水圧も大きくなる。図-12 に

示したように，約 1,000mより深部の地下にある帯水層

では通常この条件が満たされ，CO2は超臨界状態にな

る16）。その密度は地表水の半分程度で，水より活性度

が大きく流動性に富むことが知られている。 
 CCSにおける，CO2の固定メカニズムに付いて述べる。

CO2を圧入して貯留する対象は，通常，砂岩などより

 
 

 
貯留可能量評価 
経済性評価 
住民説明 

有用資源の有無 
法規整備 

 
分離回収施設 
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図-10 CCS 技術の構成 

Fig.10 Composition of CCS technologies 
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なる透水性の大きい地層であり，その上部には泥岩な

どよりなる透水性の小さい遮蔽層（帽岩層）が存在す

る構造を持つ。これを構造・層位トラップと呼ぶ。

油・ガス田では，地層が背斜構造をしており密度の小

さい油・ガスを閉じ込める構造をしていることが多い。

最近では，遮蔽層が水平あるいは向斜構造をしていて

も，CO2の移動速度が十分遅く貯留層とみなせる可能

性があることが分かってきた。圧入された超臨界状態

の二酸化炭素が貯留層に浸透していく過程で周囲を地

下水に取り囲まれて動かなくなる状態を残留トラップ

と言う。さらに，時間とともに二酸化炭素が地下水中

に溶解する溶解トラップ，炭酸塩鉱物に変化する鉱物

トラップがある。図-13 に，各固定メカニズムの経時変

化を示す2)。圧入後の早期段階では構造・層位トラップ

が主な固定メカニズムであり，1,000 年以上経過後に鉱

物トラップの割合が増加してくることが分かる。 
3.4  シミュレーション技術 
貯留対象層でのCO2の貯留可能量の算定，大気中へ

の漏洩可能性など，CO2地下貯留の経済性や安全性を

評価するためには，CO2の物理化学特性や地質特性を

考慮したCO2地下挙動シミュレーション技術が必要で

ある。このシミュレーションでは，前述の 4 種のCO2

固定メカニズムを考慮し，1,000 年以上の長期にわたる

挙動を予測・評価する必要がある。構造・残留・溶解

の各トラップを考慮するためには、CO2の流体物性

（密度，粘性，地下水への溶解度）や，地下水（塩

水）との二相流特性（相対浸透率，残留飽和度，毛管

圧力等）を正確にモデル化する必要がある。 
 鉱物トラップに関しては，地下水流動に伴う移流や

分散などの物理的機構とともに，物質の岩石表面への

収着や鉱物生成など，地下水－岩石間における化学反

応を同時に考慮した連成シミュレーションが必要とな

る。 
3.5  モニタリング技術 
 CO2を貯留する器（帯水層）の規模や形状，並びに

貯留・遮蔽性能を正確に把握し，数値シミュレーショ

ンによるCO2の挙動予測結果を検証するため，地震波

探査，ボーリング孔内検層，孔間トモグラフィーなど

を中心とするモニタリング技術は欠かすことのできな

い技術である。また，シミュレーション技術とモニタ

リング技術の間の連携が重要である。 
 図-14 に，ノルウェーのSleipnerで実施された繰り返

し地震探査結果とそれを解釈する目的で実施された数

値解析の結果の事例を示す17)。10 年間に圧入された約

840 万トンのCO2の挙動を地震波探査により経時的に捉

えており，数値シミュレーションにおいてもそれと整

合する結果を得ている。 
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図-11 二酸化炭素の相変化15)

℃ 

Fig. 11  Phase diagram of CO2

 

 
図-12 二酸化炭素の密度変化16)

Fig. 12  Density diagram of CO2

 

 

図-13 CCSにおける固定メカニズムの経時変化2）

Fig. 13  Change of trapping mechanism in CCS 
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この他モニタリング例としては，RITEが長岡市岩野

原の実証試験で実施した，孔間弾性波トモグラフィー

測定や各種検層11) ，WeyburnでのEORに関する地震波

探査19），Frio実証試験20）における孔間弾性波トモグラ

フィーおよび電磁波トモグラフィー，地下の圧力を維

持した地層水の採取、地上でのガス漏洩検知，などが

知られている。 

 

 
 

図-14 現場モニタリングと数値シミュレーション例

（Sleipner，ノルウェー）17, 18)

Fig.14 Example of on-site monitoring and large scale 
numerical analysis (Sleipner, Norway) 

3.6  CCS 技術を実現する規制面の現状 
 2007 年に，ロンドン条約 96 年議定書の改正に伴い

海洋汚染防止法改正し，二酸化炭素を海底下地層貯留

できる許可制度を創設した。これにより，環境大臣の

許可により，CO2の海底下の地層（帯水層）への貯留

が可能となった。許可条件として，環境影響評価を行

うこと，海洋環境の監視を行うことが義務付けられて

いる。陸上部でのCCSについては，適用される法制度

が今後整備されて行くものと考えられる。 

 

4.  当社の取り組み 
 
 3.4 節で述べたシミュレーション技術に関して，当社

が取組んでいる研究の一端を紹介する。 
 CO2の地下挙動シミュレーションでは，CO2の流体物

性（密度，粘性，地下水への溶解度）や，地下水（塩

水）との二相流特性（相対浸透率，残留飽和度，毛管

圧力等）などの非線形のため，地下水流動解析などと

比べて多くの計算量を必要とする。既往の研究では，

貯留層内に圧入したCO2の移動をシミュレートするた

めに，上下の低透水層を省略して不透水境界とし，貯

留層のみをモデル化した解析を行うことが多い11) 。そ

の場合には、10 万グリッド以下の数値モデルで解析が

可能であり，最近は，シングルCPUのマシンでも実用

的に解くことができるようになっている。 
 一方，漏洩や周辺地下水影響などの安全性や環境影

響評価では，貯留層だけでなく，周辺の遮蔽層や断層

などを含む広い領域をモデル化した解析を行うことが

必要になると考えられる。特に，断層や地層の情報は

多くの不確実性を含んでいることから，モンテカルロ

シミュレーションなど，多くケースによる多量の計算

が必要になる可能性も考えられる。当社では，100 万

グリッド以上の大規模モデルを高速で解くための大規

模シミュレーション技術の開発を行っている。 
 商業規模の事業では 100 万ｔ／年規模の大量のCO2

を圧入する可能性があり，その場合、相当量の地下水

が帯水層から排除されることから，非常に広範囲の地

下水圧を上昇させ，生活圏を含む広域の地下水の流動

形態や水質に影響を与える可能性がある。そこで，広

域地下水流動系への影響を予察的に解析した事例21) を
紹介する。 
 解析対象は，地質や地下水の情報が豊富である22) 東
京湾を含む関東平野南部地域とし、（独）産業技術総合

研究所で地質検討結果に基づいて、地質構造モデルを

作成した。仮想的な圧入条件として、東京湾内に 10 本

の圧入井を設け，各井から年間 100 万ｔのCO2を 100
年間圧入し、圧入停止後の 1,000 年経過時までのシミ

ュレーションを行った。 
 解析には，非等温・多成分・多相系の汎用地下流体

シミュレータTOUGH2 を並列化したTOUGH2-MP20) を

使用した。また，水理地質構造を精度良くモデル化す

るために，専用のボロノイ格子生成ソフトウェアも開

発した。解析モデルを図-15，解析結果の一例を図-16
に示す。このモデルを用いたシミュレーションの結果、

広域に渡る地下水位の上昇が見られたことから、湾岸

地域での商業規模の貯留においては，圧入による地下

水圧上昇を無視できない可能性を示している。 
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 なお，図-15 の解析モデルのグリッド数は約 100 万で

あるが，2007 年度より文部科学省の「地球シミュレー

タ産業戦略利用プログラム」において，1,000 万以上の

詳細なグリッドからなる大規模モデルによる解析を実

施中である。その中間成果については，本号に別途収

録22) されているので参照されたい。 
 次に，長期的な問題として，二酸化炭素の炭酸塩鉱

物としての固定化についての取り組みを紹介する。こ

の超長期的な現象を実験的に予測することは困難であ

り，数値シミュレーションが有効な方法として考えら

れている24) 。この点についても，当社では，流体―化

学反応連成解析コードTOUGHREACTを用いた研究を

行っている24) 。TOUGHREACTの特徴には，三次元の

熱－多相流体－化学の連成解析が可能なこと，水・ガ

スなどの複数の異なる流体からなる多相流体を取扱う

こと，積分差分法（IFDM）の採用により解析グリッド

形状の自由度が高く複雑な地形・地質構造をモデル化

できること，などがある。 
 一例として，深度 2000mの厚さ 10mの砂岩帯水層に

CO2と水を 2:1 の質量比で混合した流体を 1.5kg/sのレー

トで 100 年間圧入し，その後圧入を停止して 1 万年後

までの挙動を解析した結果23,24) を紹介する。図-17 に

解析結果を示す。縦軸は炭酸塩鉱物として析出した量

であり，横軸は，圧入孔からの半径距離である。早期

には，圧入孔近傍の地下水のpHは 3.4 程度まで低下し

方解石などの炭酸塩鉱物を溶解するが，時間とともに

圧入孔から離れた位置で鉱物固定された量が増加する。

二酸化炭素は、アンケライトやドーソナイトなどの炭

酸塩鉱物として主に固定されるという解析結果が得ら

れた。以上は，比較的長期間の鉱物トラップに主眼を

置いたシミュレーションである。 
 今後は，実プロジェクトへの参画により，総合評価

技術としての向上を目指す。現在、米国の炭素隔離地

域パートナーシップの一つであるWESTCARB9) での実

証試験に参画し、貯留シミュレーションを米国ローレ

ンスバークレー研究所（LBNL）と共同で実施している。

室内実験についても、貯留層や遮蔽層の岩石への超臨

界CO2の浸透特性を調べる実験に着手し，物性評価技

術の向上を図る。さらに，将来的には、モニタリング

技術と数値シミュレーション技術とを融合し，総合技

術として完成度を高めて行く所存である。 
 
 

5.  おわりに 
 

 CCS に関する国内外の動向と関連技術の現状につい

て概観した。国内では，今後 5 年程度は国家プロジェ

クトとして中規模（年間 10 万トンレベル）の実証試験

を中心とした研究が進められ，その後 2015 年頃に本格

 

 
図-15 解析モデル（100 万グリッド）21)

Fig.15 Simulation model (made of 1 million grids) 
 

 

 
図-16 地下水圧（全水頭）の変化（100 年後）21)

Fig.16 Change in groundwater pressure distribution 

 

 
図-17 炭酸塩鉱物によるCO2固定量分布24）

Fig.17 Cummulative CO2 sequestered by carbonate mireral 

precipitation 
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貯留が開始されることになっている。石炭火力発電所

など大量に二酸化炭素を排出する排出源と呼ばれる施

設については，新設では地中貯留と合わせた地球温暖

化影響を低減した施設として，その建設が検討される

ようになると考えられる。また，二酸化炭素排出量を

削減するように，既設の排出源施設の改修も検討され

るであろう。 
 本報では地中への圧入・貯留の部分に重点をおいた

が，CCS 技術は二酸化炭素の地中貯留を分離回収およ

び輸送技術と合わせて完成するものである。総合建設

会社として永く発電所等の建設に関わってきた実績と

経験を生かし，また，未経験の技術を取り入れ，新し

い技術の開発に積極的に取組むことで，上述の新しい

形態の施設に対する総合建設技術を構築して行きたい。 
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