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　フラクチャリング流体として二酸化炭素（CO2）を用いると、水（H2O）よりも炭化水素との混和性が高
いことにより、生産性の点で有利に働きやすいといわれている。また、水の調達が難しい環境や、地層
の性質上、水と接触すると粘土の膨潤等により浸透性が低下してしまう場合には、水の使用量を減らせ
ることが優位点となる。CO2を用いたフラクチャリング技術は、特に北米において、2015年頃まで活
発にフィールドへの適用がなされていた（図1）。例えば、水と接触すると地層に悪影響が生じやすいと
いわれるカナダのMontney層では、1975年から2015年の間に掘削された6,000本近い坑井のうち約
65％に、生産性改善のためにCO2、窒素（N2）、またはその両方を組み合わせた気泡（フォーム）を用い
たフラクチャリングが実施されている＊1。
　昨今の世界情勢の影響を受け、原油価格は2022年5月下旬現在、一般的なシェールオイル開発の損
益分岐点といわれる約50ドル/bblを大きく上回る推移をしており、北米を中心とするタイト貯留層開
発も、一時停滞していた状態から回復傾向が見られてきている。JOGMECでは、坑井仕上げデザイン
の最適化や増進回収技術（IOR/EOR）をタイト貯留層開発の重要な技術テーマととらえており、上記の
ようなポテンシャルを持つCO2フラクチャリング技術に着目し、業界の最新トレンドや、今後この技術
が脚光を浴びる可能性、課題等の把握のための動向調査を実施した（調査委託先：WSS Energy 
Consulting社）。
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図1 CO2を用いたフラクチャリング現場の様子

出所： BakerHughes の ホ ー ム ペ ー ジ：https://www.bakerhughes.com/completions/stimulation-and-fracturing/fracturing-services, 
2022 年 6 月 13 日
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1. 技術的特徴と課題

（1）CO2フラクチャリング技術の特徴

　フラクチャリング流体には地層岩石や地層水との適合
性、プロパント（支持材）を亀裂に運ぶための流体粘性の
調整や熱に対する安定性等が必要になる。破砕作業後は
フローバックにより回収されることが前提であるもの
の、フラクチャリングに用いられる流体は、多くの場合、
さまざまな化学物質を少量ずつ含み、機能面の利点を付
加している。
　一方、水をベースとした流体でのフラクチャリングに
は、水の大量消費、粘土膨張や水相のトラッピングに伴
う地層へのダメージ、廃水の発生、プロパントやケミカ
ル併用の必要によるコスト等の課題もあり、水の割合を
減らした、あるいは水を用いないフラクチャリング技術
の開発も行われてきた。
　CO2は粘性が低く、地層内での浸透拡散能力が高いた
め、水よりも地層内の天然亀裂や鉱物結晶の境界に入り
込み、効率的に生産性を向上させる可能性がある＊2。

　CO2を用いたフラクチャリングによって形成するフラ
クチャー形状に関しては、室内実験では可視化に成功し
た報告がある。図2は超臨界CO2と粘性油で破砕した花
崗岩試料の薄片に対し、蛍光樹脂により亀裂可視化、お
よび同じ断面に対して交差偏光（直交ニコル）下の岩石顕
微鏡で観察した結果である。超臨界CO2の場合には、岩
石の構成粒子の境界に沿って、伝播していたのと対照的
に、粘性油により形成した亀裂は、鉱物粒子を貫通して
いた。
　貯留層内に原油がある場合は、CO2が原油に溶解し原
油の粘性を低下させる効果も期待される。また、フラク
チャリング流体の粘性が低いほど、破砕圧力（亀裂造成
の開始に必要な圧力）が低くなりやすいこともわかって
おり、粘性が低いCO2（液体または超臨界状態）で地層
を破砕する場合には、比較的低いポンプ圧力で作業でき、
そのため環境への影響が低く抑えられる可能性も考えら
れる。図3は、数値実験において、4種類のフラクチャ

　本調査では、文献からの情報収集に加え、関係会社へのインタビュー等を通じ、CO2フラクチャリン
グの技術的特徴、現場でのフィールドテストにおける設備、シミュレーション・予測技術、CO2フラク
チャリングのグリーンテクノロジーとしての可能性、適用候補国等についてまとめました。本稿ではそ
の調査結果に基づき、次の構成で、その概要を紹介します。フラクチャリング技術に関する概要は、石
油天然ガスレビュー Vol.45 No.3 （2011年5月号）「水圧破砕技術の歴史とインパクト」（伊原賢）にてご
紹介していますのでご参照ください。

　第1章：技術的特徴と課題
　　（1）CO2フラクチャリング技術の特徴
　　（2）CO2フラクチャリングの種類
　　（3）CO2フラクチャリングの地中貯留効果
　　（4）CO2フラクチャリングに関わる施設
　　（5）CO2フラクチャリングに関するシミュレーション技術
　第2章：調達・税制
　　（1）CO2の調達
　　（2）CO2フラクチャリングと税制優遇
　第3章：国別ポテンシャル評価
　　（1）CO2フラクチャリングポテンシャルの国別スクリーニング
　　（2）パキスタンにおけるポテンシャル
　　（3）オーストラリアにおけるポテンシャル
　　（4）中東におけるポテンシャル
　第4章：調査のまとめと総評
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リング流体：スリックウォーター、淡水、液体CO2、お
よび超臨界CO2を用いた場合の、圧入時間に対する間隙
水圧を示している。この数値実験では、岩石試料は1辺
8cmの立方体形状で、初期間隙圧力、原位置最小応力は
それぞれ0.5MPa、3.0MPa、岩石および間隙の境界の圧

力は0.5MPaで一定であった。
　体積注入レートが等しい時、CO2フラクチャリングの
地層破壊圧力は水圧破砕の場合より低く、破壊に要する
時間は長くなった。一方、注入レートを上げると、CO2

フラクチャリングの破壊圧力は高くなりやすいことがわ

図2
超臨界 CO2（上）と粘性油（下）で破砕した花崗岩試料の薄片に対し、それぞれ［上段］蛍光樹脂を用いた亀裂の可視化、

［中段］それに基づく亀裂形状の描写（上段と同スケール）、および［下段］交差偏光（直交ニコル）下の岩石顕微鏡での
構成鉱物粒子の画像（上段および中段の赤枠部の拡大図、B：黒雲母。K：カリ長石、P：斜長石、Q：石英）上での対比。

出所：Ishida et al.（2016）＊ 3 の図を JOGMEC が加工

図3
頁岩サンプルに、粘性が異なる４種類のフラクチャリング流体を注入した時の間隙圧力の推移と破砕圧力

（Breakdown pressure）。スリックウォーターの粘性は淡水より高く調整されている。圧入前の液体
CO2、超臨界CO2の温度と圧力はそれぞれ、20℃と7.5MPa、および、40℃と7.5MPaであった。

出所： Li, S. and Zhang, D., 2019, How effective is carbon dioxide as an alternative fracturing fluid?, SPE Journal, pp. 857-876.
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かった。破砕圧力が低くなれば、形成したフラクチャー
内の圧力も低く抑えられ、地層内、亀裂の入っていない
マトリックス部分との差圧が小さいことによって流出が
起こりづらくなる。つまり、フラクチャー内から地層へ
のリークオフが抑制され、主たるフラクチャーの進展に
優位ともいわれる。このリークオフの抑制については、
他にも条件により、いくつかのメカニズムが関与すると
いわれる。例えば、フラクチャリングに用いたCO2が地
層内、鉱物結晶の境界に入り込みやすく、フラクチャー
周辺の地層内の間隙圧を増加させ、同じくフラクチャー
内との差圧を低下させることが挙げられる。また、次節
（2）で紹介するフォームやEnergised Fluidの形態での
フラクチャリングを行う場合には、CO2を水と併用する
ことになり、フラクチャー表面に水に反応しやすい岩石
があれば、その膨潤により浸透性の悪いフィルターケー
キを作ることもフラクチャー内から地層へのリークオフ
抑制に寄与すると考えられている。

（2）CO2フラクチャリングの種類

　CO2 フラクチャリング技術は、CO2 の状態により、1.
CO2フォーム/Energised Fluid、2. 液体CO2、3. 超臨界
CO2の3種類がある。 1. は、界面活性剤、水等と混合し
て調整され、Foam Quality（全体積に対する気体の体積
率）が高い場合にはフォームと呼ばれ、Foam Qualityが
低い場合は Energised Fluidと呼ばれる（図4）＊ 4, 5。
Energised Fluidという用語は、ポンプや貯留層の駆動

エネルギーがなくても自力でフローバックするエネル
ギーを持っていることから使われるようになったが、こ
れはフォームにも当てはまる。2015年以降、フォーム
/Energised Fluidフラクチャリングのフィールド適用の
報告件数は限られるが、これは主に化石燃料価格の低下、
およびCO2調達を含む、コストの高さに起因すると考え
られる。
　液体CO2ベースのフラクチャリング流体は、低い地層
圧力、低浸透性、水と接触すると不都合な反応が起こる
等の条件の地層で有効と考えられ、1980年代以降、米
国やカナダのタイト貯留層開発に広範囲に適用されてき
た＊6。米国のGalbraithフィールド、カナダのGlauconite
ガス層、中国のOrdos盆地等のさまざまな地層、1,000
以上の坑井で試験適用されている＊7, 8が、液体CO2は増
粘剤が確立しておらず、コストも高いためその利用は制
限されている＊9。ただし最近は、継続的な技術革新によ
り、砂を添加した液体CO2の利用が、フィールド実証さ
れた段階とみなされている。
　超臨界CO2 を用いたフラクチャリング技術について
は、さまざまな岩相の貯留層の岩石破砕メカニズムにつ
いて多くの研究が行われているが、フィールドテストは
中国に集中している。超臨界CO2は、微細な亀裂や孔隙
に流れ込み、シェールに対する親和性から岩石表面の炭
化水素分子を置換して吸着する傾向がある。図5は、超
臨界CO2とシェールのマルチスケールの相互作用を示し
たもので、まず、超臨界CO2（緑色）がシェール層（茶色）

図4 Energised Fluid とフォームの種類、および気体体積率に基づく分類

出所： Faroughi, S.A., Pruvot, A.J-C.J. and McAndrew, J., 2018, The rheological behavior of energized fluids and foams with application to hydraulic 
fracturing: review, Petroleum Science and Engineering.
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に高圧で圧入されると、ｍｍ～μｍのスケールで水より
も複雑な亀裂ネットワーク（シェール層の黒色部分に水
色の破砕亀裂から分岐するオレンジ色の樹木状の線）が
形成される。またnｍ～Åのスケールでは、シェール表
面に付着していた油やガスの分子（オレンジ色、緑色）が
シェールとの親和性がCO2よりも低いため脱着されて坑
井から回収されやすくなる。一方フラクチャリングのた
めに圧入されたCO2の一部は、油やガスの分子と置換さ
れて孔隙や基質（マトリックス）に吸着され、永久的に地
中にトラップされると考えられている。＊10

　また、主に経済性改善を目的に、CO2 とN2 を併用す
る場合がある。比較データは限られているが、純粋な
CO2と比較した場合、N2の割合が50 ～ 67%のケースス
タディーでは、N2/CO2 混合の総費用は純粋なCO2 の場
合よりも平均して23%低く、低浸透性砂岩に対する生
産性改善のインパクトは同程度であったと報告されてい
る。シェールサンプルに対する数値シミュレーションの
結果から、CO2によるフラクチャー表面積が最も大きく、
次いでN2、最も小さいのは水と評価した例もある。＊11

　さらに、炭酸塩岩を多く含む地層に対しては液体CO2

を塩酸の溶媒としてフラクチャリング流体とするアシッ
ドフラクチャリング技術もあり、2005年から2015年
にかけて米国で多く使用された。これは地層の酸処理に
近いが、水の代わりとして溶媒に液体CO2 を使用し、

CO2と塩酸を混合したものを高圧で地層に注入してフラ
クチャーネットワークを形成する。拡大したフラク
チャーにおいては表面が酸で溶解するため、プロパント
が不要になる利点もある。

（3）CO2フラクチャリングの地中貯留効果

　CO2排出量削減が注目されている昨今、CO2フラクチャ
リングに伴われるCO2貯留効果についても理解しておく
ことが望まれる。フラクチャリングに際し圧入された
CO2の一部は、岩石表面に吸着して、地層内に貯留され
ると考えられている。一方、CO2-CH4-H2O-岩石の相互
作用は、地層およびキャップロックの性質に影響を与え
る可能性があるため、注意が必要である。
　シェール層は浸透性が低いが、フラクチャー表面には
相当量のCO2を吸着できるため、CO2隔離のために機能
する可能性がある。米国Williston盆地においてEquinor
が実施した、地層圧が非常に高いシルト層でのフィール
ドテストの例では、パイロット井の30年の操業の間、
75 ～ 80％のCO2が地層に閉じ込められたままになると
推定された＊12, 13。一方、CO2 の移動性の高さから、フ
ラクチャリング後にフローバックされやすいとの指摘も
あり、水ベースのフラクチャリング流体では数カ月継続
するフローバックが、CO2ベースの場合は、数時間から
数日で地表に戻ってくるといわれている。

図5 CO2 フラクチャリングによるシェール層からの炭化水素回収の模式図

出所： Huang, X., et al. , 2019, Adsorption-induced pore blocking and its mechanisms in nanoporous shale due to interactions with 
supercritical CO2. Journal of Petroleum Science and Engineering, Vol. 178, pp. 74-81. https://doi.org/10.1016/j.petrol.2019.03.018

https://doi.org/10.1016/j.petrol.2019.03.018
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　シェールガス貯留層でのCO2のトラッピングメカニズ
ムについて、CO2およびCH4のシェールへの吸着量は環
境に依存する。高温下でCO2は、CH4よりも優先的に岩
石表面に吸着し、CH4を抽出するとともに、CO2は岩石
に酸化作用を及ぼす。
　温度以外にも圧力、地層水の有無等は、CO2の隔離に
影響を与える。CO2がシェール層に貯留される要因とし
ては、競合的吸着トラッピング、残留トラッピング、溶
解トラッピング、鉱物トラッピングの4つの主要なメカ
ニズムがあり＊14、これらは互いに強く相関し、CO2 貯
留に対する寄与は時間や位置によって変化する。
　CO2がシェール層に圧入され、地層水があれば浮力に
より上方に移動する。この過程でCO2は、亀裂を含む岩
石表面に競合的に吸着し、もともと付着していたCH4 が
遊離する。吸収されなかったCO2は、漂って残留物とし
てトラッピングされる。長期的には、大量のCO2が地層
水中に溶解するが、溶解したCO2は、気相や超臨界相で
存在しなくなるため、貯留層から漏出するような浮力は
発生しなくなり、地層水の酸性度を上昇させ、岩石中の
多くの種類の鉱物の溶解・沈殿を誘発する。一部のCO2

は安定な炭酸塩鉱物に変換され、地下に永続的に貯留さ
れる可能性がある。
　またCO2貯留量としては、CO2フラクチャリングでは
枯渇貯留層や帯水層への貯留の場合と比べて小さく、小
規模な地中貯留（CCS）プロジェクトで年間50万トンの
CO2 が貯留されるのに対し、前述のWilliston盆地で11
本の水平井への多段フラクチャリングがCO2を用いて行
われたフィールド試験＊10においては、4年間で最大4万
トンのCO2が貯留されたといわれている。シェールには

高い貯留能力があるものの、同じ方法でCO2排出量削減
にインパクトを与えるには、何百もの水平井で多段フラ
クチャリングを行う必要がある。
　なお、地層に圧入されたCO2、ならびに地層内の流体
が地表に漏洩すれば、温室効果ガス排出や環境汚染の点
で社会的責任が問われる可能性がある。貯留層の健全性
評価は、貯留層特性および地質学的な条件に依存するが、
鉱物との相互作用を研究する場合でも10万年スケール
の長期の挙動を網羅的に計算することは現実的でなく、
溶出した微量元素が地下水を汚染する可能性も認識し、
フィールド周辺の地下水の検査等により継続的にモニタ
リングすることが重要である。

（4）CO2フラクチャリングに関わる施設

　CO2ベースのフラクチャリングでは、フォーム、液体、
超臨界等、取り扱う流体の種類により必要な設備が異な
る。図6は、CO2にプロパントを添加する理想的なCO2

フラクチャリング現場の写真であり、一般的な油田設備
（ブーストポンプ、気液セパレーター、電子制御システム、
高性能フラクチャリングポンプ、坑口設備）と特殊な設
備（CO2貯蔵タンク、CO2ブースターポンプ、サンドブ
レンダー等）を組み合わせて使用する。浅い坑井での超
臨界CO2フラクチャリングには、油田設備として標準的
な地表加熱装置が必要とされる。
　特に、CO2フォーム/Energised Fluidではなく、純粋
なCO2でフラクチャリングを行うには、液体CO2とプロ
パントを混合するための密閉型サンドブレンダーの開発
が大きな課題となっている。密閉型サンドブレンダーで
は、2.2MPa以上のCO2 を安全に封じ込め、5m3 以上の

図6 超臨界 CO2 フラクチャリングに必要な現場の主要機器

出所： Can Cai, Yong Kang, et al. , 2018, Mechanism of supercritical carbon dioxide （SC-CO2）hydro-jet fracturing, Journal of CO2 Utilization, Vol. 26. 
 https://doi.org/10.1016/j.jcou.2018.06.012

https://doi.org/10.1016/j.jcou.2018.06.012
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容積、500kg/min以上のプロパント圧送速度が必要で、
オペレーションに際しプロパント混合量を増減させられ
ることも求められる。最近、中国の企業が密閉型サンド
ブレンダーを開発し、フィールド試験を行った＊15 が、
これが現在、世界で唯一の密閉型サンドブレンダーと思
われ、新規機種の開発や既存機種の販売をしている業者
は確認できていない。
　以上のような状況であるため、サービス会社やオペ
レーターも、密閉式サンドブレンダーに関しては、知見
が限られる点は、注意が必要である。

（5） CO2 フラクチャリングに関するシミュレーション

技術

　CO2 フラクチャリングを表現するための数値シミュ
レーションは、基本的には既往の水圧破砕シミュレータ
を応用することで実行できると考えられている。ただし、
商用ソフトウェアは公式にはCO2フラクチャリングに対
応していない。これは、CO2 でのフラクチャリングの
フィールド適用が頻繁になされていた過去の情報が公開
されずに失われ、さらに室内実験で得られる知見につい
てもフィールドとのスケールとの間にギャップがあり、
現象の理解が十分でないことに起因する。また、CO2で
破砕する複雑な現象を3次元的に計算するには膨大な計
算時間とメモリ（計算資源）が必要であり、業界として改
めて知見の蓄積が必要である。
　水圧破砕シミュレーション
が可能な商用ソフトウェアに
は、Schlumberger社製Kinetix
Ⓡ、Halliburton社 製 GohferⓇ、
Carboceramics社製FracproⓇ、
ResFrac社 製 ResFracⓇ、
Berkeley Lab製Tough-ReactⓇ

等 が あ る。 た だ し、Tough-
ReactⓇは主に鉱物の化学反応
を扱うソフトウェアであるた
め、他の4つのソフトウェアと
は特徴が異なる。
　商用ソフトウェアでは、個別
要素法（DEM）や有限要素法

（FEM）といった完全数値解法
は、現在の計算機能力を以てし
ても計算コストがかかりすぎる
ため、亀裂のモデリングには亀
裂形状が制限されるが計算コス
トが小さい準解析解が用いられ

る。 準 解 析 解 が 得 ら れ る 亀 裂 モ デ ル と し て は、
Kristianovich-Geertsma-de Klerk （KGD） モ デ ル、
Perkins-Kern-Nordgren （PKN）モデル、疑似 3D（P3D）
モデル、平板 3D （PL3D）モデル、UFM（Unconventional 
Fracture Model）等がある。いずれのモデルも、圧入流
体ならびにプロパント量と地層の弾性力（Formation 
Compressibility）とが釣り合う亀裂モデルを構築する。
また、Leak-off factorを設定して、いくらかの圧入流体
は地層内へリークオフさせ、実質的な亀裂の大きさを再
現する。Formation CompressibilityやLeak-off factorは、
坑井試験により推定するか、既往のデータを採用する。
　大学や研究機関における先行研究では、完全数値解法
が主に志向されている。

【参考】JOGMECが2022年6月現在、参画している
テキサス大学オースティン校の研究コンソーシアム

「Hydraulic Fracturing and Sand Control JIP」では
ソフトウェア「Multi-Frac-3D」を開発しており、
JOGMECもそれを入手し、使用している。「Multi-
Frac-3D」を用いることで、商用ソフトウェアよりも
少ないパラメータで、観測に合致する亀裂モデルが
構築可能であることを確認した（図7）。一方、多段
フラクチャリングのシミュレーションには、スー
パーコンピューターに匹敵する多大な計算資源が必

図7

Multi-Frac-3Dの計算例。水圧破砕を行った坑井(Well HF)から伸展するフ
ラクチャーをシミュレーションで再現し、Well(DAS/DTS)に到達した時間
が、Low-Frequency Distributed Acoustic Sensing (LF-DAS)で
の観測と合致すること、および、フラクチャーの全体的な広がりと推定した
Microseismic(MS)の位置が整合的であることを確認した。

出所： 市川 大、加藤政史、内田真之介、黒澤 功、田村浩平、加藤文人、伊藤義治、2021、JOGMEC 令
和元年度石油天然ガス開発技術本部年報、pp.116-118
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要であり、一般的なワークステーションで扱えるの
は、現状、少ないステージ数のフラクチャリングに
限られる。

　CO2フラクチャリングの特徴を既往のシミュレータに
反映する場合は、主には粘性等の圧入流体の特性により
表現される。ただし、プロパント輸送能力、フラクチャー
先端部での気液相変化、鉱物反応、多孔質弾性効果等の、
あらゆる問題を一括して扱えるシミュレータはないた
め、注目すべき現象を絞ってシミュレーションケースを
設定する必要がある。また、既往の商用シミュレータで

は、流体粘性はプロパントの運搬や圧損に影響を及ぼす
ものの、主亀裂のみが計算されるものがほとんどである。
そのため、低粘性流体であるCO2で破砕した場合に期待
される、多数の分岐を持つ亀裂伝播予測を行えるツール
は非常に少ないのが現状である。

【参考】多数の分岐を持つ複雑な亀裂伝播を扱うシ
ミュレーション技術については、JOGMECにて、
フェーズフィールド法の新たな数値解法についての
研究を進めている。＊16

2. 調達・税制

（1）CO2の調達

　CO2 フラクチャリングを検討している事業者にとっ
て、慎重に計画しなければならない要素である。トラッ
クで輸送されるCO2は、通常、食品・飲料向けのグレー
ドかそれ以上であり、トラックは食品向けのグレードの
輸送に認証されているため、それ以下のグレードのCO2

を使用する場合、輸送業者は新しいCO2を補充する前に
グリコールでCO2タンクを洗浄する必要がある。食品・
飲料向けのグレードのCO2 コストは季節変動が大きく、
経済全体の動きによる変動もある。2021年には新型コ
ロナウィルスの流行で肥料工場が多く閉鎖されたことに
より、世界的にCO2が不足した。また季節変動としては、
地域によって夏にビール醸造所等飲料産業からの需要増
加があり、CO2の価格高騰や調達困難の原因となる。

　操業現場に届けられるCO2の価格は、CO2のコストと
輸送距離の両方によって大きく異なり、米国の主要産油
地域におけるCO2事業の価格は、CO2が100 ～ 150ドル/
トン、道路輸送が3.5 ～ 5.0ドル/マイル程度といわれ、国・
地域によってはより一層、高価、または調達が困難になる。

（2）CO2フラクチャリングと税制優遇　　

　CO2の地中貯留（CCS）や有効利用促進（CCU）に関して
は、さまざまな政策が運用されている。石油・ガス産業
への適用という点で最も発展しているものに、米国の炭
化水素隔離に対する税制優遇（セクション45Q）がある。
＊17

　2008年、米国議会は内国歳入庁（IRC）法に、セクショ
ン45Qを追加した。セクション45Qでは、回収された

図8 米国内国歳入庁法セクション 45Q における税制優遇（CO2 排出源、用途ごと） 

出所：Global CCS Institute, 2020, The US Section 45Q Tax Credit for Carbon Oxide Sequestration: An Update, Global CCS Institute
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3. 国別ポテンシャル評価

（1） CO2フラクチャリングポテンシャルの国別スクリー

ニング

　CO2フラクチャリングの適用を制限する地質学的また
は地球化学的な要素は少ないが、水の利用可能性、CO2

の調達と輸送および政策、国民のフラクチャリングに対
する受け入れ、規制の成熟度等の要因を考えれば、国に
よるポテンシャルの高低があるといえる。

　この評価では、次の2つの要素に基づくスクリーニン
グにより、盆地レベルで見た候補国を選定した。
1.  技術的回収可能資源：シェールガス、タイトガス/オ

イル、コールベッドメタン等の技術的回収可能資源が
大量に存在するか。

2.  水使用量と水不足の度合い：ベースライン水ストレス
レベル（水使用量÷水資源賦存量）、干ばつの深刻さ、

CO2が地層に永久に貯留されるか、特定かつ適格な目的
のために使用（CO2-EORも含む）される場合に、1トン当
たりの税額控除提供を定めたものである。この制度は
2020年に改正され、CO2 回収装置を使用した適格な施
設でのCO2の回収・隔離に適用範囲拡大し、承認された
特定のプロジェクトが含まれるようになった。税額控除
を受けるために必要な回収量も改正され、より小規模な
施設でも優遇を受けることが可能になった。控除税額も
段階的に引き上げられ、CCSの場合は2026年には50ド
ル/トンに、CO2利用プロセスまたはCO2-EORの場合は
2026年に35ドル/トンに引き上げられる予定である（図
8）。なお、CO2-EORの45Q税制優遇適用は、CO2 が最
終的に地層に貯留されるかどうかに依存する。

　CO2フラクチャリングに利用されたCO2が永久隔離さ
れることが、米国内国歳入庁に承認されておらず、また、
セクション45Qが導入されて以降、米国での利用が拡
大していないため、CO2フラクチャリングは現在のセク
ション45Qの枠組みに含まれていない。
　さらに、セクション45Qでは、事業者が自らの事業
からCO2を発生させ、使用した場合に優遇されるもので、
そうでなければ購入したCO2のポンプでの加圧や輸送の
過程で排出量がカウントされ、マイナスの影響を及ぼす
ことがある。また、CO2フラクチャリング後の生産原油・
ガスにはCO2が含まれ、その処理の過程は、単純に油・
ガスの分離をすれば良いスリックウォーターフラクチャ
リングの場合と比べ、CO2排出量が増える要因となる。

図9 盆地レベルで見た CO2 フラクチャリングの適用候補国評価結果

出所：JOGMEC令和3年度「CO2フラクチャリング技術に関する最新動向調査」にて作成
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競合する水需要を考慮した評価。
　評価の結果、国別では、中国、パキスタン、オースト
ラリア、カナダ、米国がCO2ベースのフラクチャリング
技術を追求する可能性が特に高いと思われる（図9）。本
稿では特にパキスタン、オーストラリア、および、ポテ
ンシャルが高いと選定されなかったものの、資源が豊富
で、かつ、水の使用にも制約が生じやすいと思われる中
東についても見解をまとめた。

（2）パキスタンにおけるポテンシャル

　パキスタンのシェールオイル・ガス資源は、主にイン
ダス川下流域のRanikot層とSembar層にあり、有望な盆
地は、Balochistan盆地、Northern Indus盆地、Central 
Indus盆地、Southern Indus盆地である。
　パキスタンは、隣国インドが石炭に大きく依存してい
るのとは異なり、天然ガスへの依存度が高く、2020年
の実績では、エネルギー消費の43％は天然ガスであった。
EIAのシェールガス評価報告書によると、パキスタンは
約105Tcfの回収可能なシェールガス、91億bblの回収
可能なシェールオイル資源を有する。また、人口増加に
よる水資源の逼迫という深刻な課題に直面しており、資
源量が多いインダス川南部流域の90％以上は、水スト
レスが高い（図10）。地表水と地下水の適切な管理は、
パキスタンの将来にとって非常に重要であり、特に
シェール資源の開発が行われる際には、その重要性が増
すと考えられる。
　人口と経済成長に伴ってパキスタンの産業由来の大規
模なCO2排出源も増加し、すべての主要なシェール盆地

は、CO2源に容易にアクセスできる。

（3）オーストラリアにおけるポテンシャル

　オーストラリアには、コールベッドメタン（CBM）、
シェールガス等の膨大な非在来型ガス資源があり、
2011年にCooper盆地で初めてシェールガスの生産テス
トに成功して以来、北東部のQueensland州の非在来型
ガスの埋蔵量は、オーストラリア東部における最大の天
然ガス供給源となりつつある。Queensland州以外では、
非在来型ガスの生産はまだ初期段階にあるが、資源が豊
富な州のほとんどが近年、フラクチャリングのモラトリ
アムを解除しており、将来的に開発される可能性がある。
オーストラリアでは水不足になりやすく、CBMやシェー
ルガス層の多くは、遠隔地や乾燥地帯に立地している。
Cooper鉱区は、オーストラリア初の商業用シェールガ
ス井が掘削される可能性が高いが、乾燥地帯に当たり、
淡水の供給が限られる（図11）。
　Cooper盆地には、2つの天然ガス処理プラントがあり、
CO2 供給源となり得る。Cooper盆地の他、Perth盆地、
Maryborough盆地等も、天然ガス処理施設や他の産業
クラスターのCO2 供給源に比較的容易にアクセスでき
る。さらにCooper盆地では、粘土含有量が高い傾向が
あり、シェールの水圧破砕処理に対する反応が不確実で
ある。Perth盆地でも粘土含有率が高いという報告があ
る＊17 が、これら盆地を除けば、オーストラリアのほと
んどのシェール層準では粘土含有率は低い＊18。
　上記要因を考慮すると、Cooper盆地とPerth 盆地は、
オーストラリアで最もCO2ベースのフラクチャリングが

図10 パキスタンのシェールガス・オイル盆地（左）とベースライン水ストレス （右） 

出所：［左］ EIA, 2013, Technically recoverable shale oil and shale gas resources: an assessment of 137 shale formations in 41 countries outside the 
United States. Washington, DC: US Energy Information Administration. 20585. JOGMEC が加工

　　　［右］ GeoSpatial WareHouse. Baseline Water Stress Map - Pakistan. [Online] GeoSpatial WareHouse, 5 Feb 2016. https://geospatialwarehouse.
wordpress.com/2016/02/05/baseline-water-stress-map-pakistan/

https://geospatialwarehouse.wordpress.com/2016/02/05/baseline-water-stress-map-pakistan/
https://geospatialwarehouse.wordpress.com/2016/02/05/baseline-water-stress-map-pakistan/
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有効なシェールガス田であるといえ、さらに、CO2フラ
クチャリングは、Queensland州におけるCBM生産のた
めの水圧破砕に対する有望な代替手段となる可能性があ
る。

（4）中東におけるポテンシャル

　今回の調査では、中東でのポテンシャルについては悲
観的となったが、それについては次の特記事項が挙げら
れる。
　サービス会社はCO2フラクチャリングのフィールド適
用に際して重要な役割を果たすが、スリックウォーター、
酸でのフラクチャリング、中東で使われ始めている海水

フラクチャリングに対し、CO2フラクチャリングのサー
ビス価格が、生産性改善やその他の要因を含む費用対効
果において、競える必要がある。
　CO2フラクチャリング実用のメリットを示す役割を果
たす操業会社のGCC（湾岸協力理事会）諸国でのCCS事
業は2030年までに年間1,500 ～ 2,000万トンに成長す
ると予想され、またCO2-EORの適用も増加が見込まれ
る。これに伴い、地域的なCO2供給やCO2インフラスト
ラクチャの発展、また操業会社がCO2の扱いに慣れ、貯
留層との相互作用に関する知見も増加すると予想され、
長期的には、CO2フラクチャリングの見通しが良くなる
可能性はある。

4. 調査のまとめと総評

　本稿では、CO2フラクチャリング技術に関する最新動
向調査の結果について、概要を紹介した。フラクチャリ
ング流体としてCO2を用いると、水よりも炭化水素との
混和性が高いことにより、生産性の点で有利に働くと思
われる。また、水の調達が難しい環境や、地層の性質上、
水と接触すると粘土の膨潤等により浸透性が低下してし
まう場合には、水の使用量を減らすことができる。さら
に、水や界面活性剤、N2 等と併用したフォームや
Energised Fluidとしてではなく、液体または超臨界状
態のCO2 で破砕する場合には、粘性の低さに起因して、

フラクチャーネットワークが複雑化し、坑井の生産能力
が向上する、また、岩石の破砕に必要な圧力が低下し、
環境への影響が低減する、といったことが期待される。
　一方、CO2 は調達・輸送コストが高いこと、CO2-
CH4-H2O-岩石の相互反応が複雑で、信頼性のある予測
が困難であること、フローバック流体に含まれるCO2 
の分離や処理について検討が必要であること等、難点も
見出された。また、同様に、液体/超臨界状態のCO2を
フラクチャリングに使用する場合には、粘性が低く、フ
ラクチャーへのプロパントの運搬に際して、沈下して不

図11 オーストラリアの CBM フィールド （左）とシェールプレイおよびベースライン水ストレスの分布（右）

出所： ［左］Holloway, S., et al., 2009, An assessment of the CO2 storage potential of the Indian subcontinent. Energy Procedia. 1, Vol. 1.
 　　　［右］ Liu, W.H., 2018, Effective coalbed methane (CBM) recovery technologies for APEC developing economies, APEC Energy Working Group, 

EWG 17 2016A. JOGMEC が加工



422022.7 Vol.56 No.4

JOGMEC

K Y M C

アナリシス

均一になり、フラクチャーが保持されづらいことや、
CO2とプロパントを混ぜる密閉式サンドブレンダーを提
供できる業者が非常に限られること等に注意したい。
　昨今のCCSへの注目に連動してCO2 回収の動きが進
んでいることや、CO2と岩石の反応（水や炭化水素の共
存下も含め）について理解が深まってきていること、化
石燃料価格の上昇が、CO2フラクチャリングの適用拡大
に有利に作用する可能性は考えられる。将来的に、浸透
性の低い貯留層へのCO2貯留が行われる際に、CO2フラ
クチャリングで貯留性を向上させる手順が考えられるか
もしれない。さらに、プロパント運搬能力の低さに対し
ては、単一坑井でフラクチャリング・フローバックをす
る手順というよりも、連続圧入ができる条件に適用する

ことで、プロパントを用いなくても長期にわたり、亀裂
が維持・進展を続ける挙動が期待できるだろうか。フロー
バックを行う場合でも、フラクチャリングのために圧入
されたCO2のうち一定の割合は地層内に残留し、貯留さ
れると理解されており、今後、CO2 フラクチャリング
に適用可能な税制優遇の整備や、業界の中でのフィール
ドでの知見の蓄積が再度進めば、化石燃料価格の動向、
地域の水の逼迫状況、CO2調達コスト、地質条件等にも
より、CO2フラクチャリングがより魅力的な選択肢とな
る可能性がある。
　本稿で紹介した調査結果の詳細については、2022年
3月に開催した「CO2フラクチャリング技術に関する最新
動向調査」報告会でも報告しました。
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