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　20世紀の後半になって、地球の大気のしくみについての理解が進み、併せてこれまで観測・蓄積さ
れた気象関連データを利用して、地球温暖化を含めた気候変動について議論されるようになってきた。

「気候」とは地球大気の平衡状態を示す用語であり、地球が受け取る太陽エネルギー（太陽放射）が、地
球の大気、海洋、陸地、雪氷や生物圏の間でやり取りがなされた後、地球放射（赤外線）として宇宙空間
に戻る仕組みによって「気候」が決まると考えられている。これまでの天文学や地質学の研究から、地球
は太陽の活動周期や、地球の公転軌道の変化（ミランコビッチサイクル）などに代表される自然的要因に
よって、地質時代から気候が周期的に変動してきたことが分かっている。しかし、近年ではこれらの自
然的要因の他に、人間活動に由来する温室効果ガス（GHG：Greenhouse gas）の排出や森林伐採によって、
急激に気候変動が生じているといわれている（例えば、温暖化やゲリラ豪雨の発生など）。このような人
為的要因による気候変動について、1985年に地球温暖化に関する初めての世界会議がオーストリアで
開かれ、特に二酸化炭素（以下、CO₂）による地球温暖化の問題が注目されるようになった。そして、
2015年にフランスで開催された「国連気候変動枠組み条約締約国会議」（COP21）においてパリ協定が
採択され、世界の平均気温の上昇を抑える努力をすること、また、21世紀後半には世界におけるGHG
の排出量を抑えて排出量と森林などによる吸収量のバランスをとること（カーボンニュートラル）が世界
的な共通の目標として認知されるようになった。このような世界的な潮流のなか、各国でカーボンニュー
トラルを目指した動きが加速しており、2021年11月時点で144カ国が2050年までにカーボンニュー
トラルを達成することを目標に掲げている（図1）。

はじめに

出所：経済産業省作成（2021 年 12 月時点）https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/cop26_02.html

カーボンニュートラルを表明した国・地域図1

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/cop26_02.html
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　現在では、世界中で数多くのCCS/CCUSプロジェク
トが計画および実施されており、表1は2022年9月時
点での世界の主なCCS/CCUSプロジェクトを進捗状況
ごとに示している。稼働中/建設中のプロジェクトは合
計で41プロジェクトあり、それらの多くは北米地域に
集中していることがわかる（図2参照）。その理由は、北
米地域は、以前から油田の生産においてCO₂-EORを実

施しているプロジェクトが多いことに加え、2018年に
米国にてCCS/CCUS事業に対する租税控除措置が取ら
れたことが影響していると考えられる。開発に向けた詳
細検討段階のプロジェクトが78、初期検討段階のプロ
ジェクトが75と、近い将来に数多くのCCSプロジェク
トが創出される可能性を示している。表2は検討段階の
プロジェクトのうち主要なものをまとめたものである。

1. 世界で実施・計画されているCCS/CCUSプロジェクト

　カーボンニュートラルとは、CO₂に代表されるGHG
の排出量を可能な限り削減する努力をした上で、やむを
得ず排出したCO₂量と同量を「吸収」または「除去」する
ことで差し引きゼロ（ネットゼロ）とする考え方である。

「吸収」については、おもに植物の光合成によるものであ
るが、吸収量を増大するための森林地域の拡大や保全に
は、非常に多くの時間を費やさなければならない。そこ
で重要な役割を果たすのが CO₂ 回収・貯留（CCS：
Carbon dioxide Capture and Storage）と呼ばれる「除去」
技術である。これは、発電等の過程で排出せざるを得な
かったCO₂を回収して地下に圧入・貯留するため、大

気中のCO₂削減への即効性が大いに期待されている。
CCSの対象は、水で満たされた隙間が多い岩石（以下、
帯水層）や、生産量が減退あるいは枯渇した油ガス田の
貯留層などが候補として挙げられる。また、生産量が減
退した油ガス田にCO₂を圧入した場合、貯留層に取り
残 さ れ て い る 原 油 や 天 然 ガ ス を 増 進 回 収（EOR：
Enhanced O i l Recovery、EGR : Enhanced Gas 
Recovery）する効果も期待されるため、CO₂回収・利用・
貯留（CCUS：Carbon dioxide Capture, Utilization and 
Storage）と呼ばれる。

出所：Global CCS Institute 2022 Status Report　https://status22.globalccsinstitute.com/2022-status-report/global-status-of-ccs/

世界の CCS 設備の分布図2

出所：Global CCS Institute 2022 Status Report に基づき作成
　　　https://status22.globalccsinstitute.com/2022-status-report/global-status-of-ccs/

世界の CCS プロジェクト数表1

 稼働中 建設中 詳細検討中 初期検討中 稼働停止中 合計 

プラント数 30 11 78 75 2 196 

貯留規模
 （百万トン/年） 42.58 9.63 97.6 91.86 2.3 243.97 

https://status22.globalccsinstitute.com/2022-status-report/global-status-of-ccs/
https://status22.globalccsinstitute.com/2022-status-report/global-status-of-ccs/
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検討段階にあるプロジェクトでも依然として米国が多い
傾向ではあるが、北海沿岸の欧州諸国でも多くのCCS/
CCUSプロジェクトが検討されている。これは、北米と
同様に油ガス田開発が盛んな地域であるため、地質情報
や既存のインフラを活用できるなどCCS/CCUS実施に
ついての素地ができているためと考えられる。また、炭
化水素を原料とした水素やアンモニア製造に伴うCCS
など、バリューチェーンを構築できることも、北米や北
海沿岸諸国にとっては大きな強みである。

　一方で、これらのプロジェクトの貯留能力の合計は年
間 2.4 億トン程度にとどまる。国際エネルギー機関

（International Energy Agency, 以下IEA）の報告によれ
ば、カーボンニュートラル達成のためには、CCS技術
により、2035年に全世界で年間40億トン、2050年に
は年間76億トンのCO₂分離回収が必要とされている（図
3参照）。すなわち、更なるCCSプロジェクト数の上積
みが必要とされているのが現状である。

出所：IEA Report 2021　https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050

ネットゼロ達成に向けて CCS に求められる CO₂ 分離回収量推移図3

出所：Global CCS Institute 2022 Status Report に基づき作成
　　　https://status22.globalccsinstitute.com/2022-status-report/global-status-of-ccs/

検討段階にある主要な CCS プロジェクト表2

 プロジェクト名 CO₂ ソース 国 貯留規模 
（百万トン/年） 

初期 
検討中 

The Illinois Clean Fuels Project 化学品製造 米国 8.1 

Drax Project BECCS 発電 英国 8.0 

Medway Hub Power Stations 発電 英国 7.6 

Net Zero Teesside – BP H2TEESIDE 水素製造 英国 2.0 

Cyclus Power Generation バイオエネルギー 米国 2.0 

South East Australia Carbon Capture Hub 天然ガス処理 豪州 2.0 

詳細
検討中 

Bayu-Undan CCS 天然ガス処理 東チモール 10.0 

Deer Park Energy Centre CCS Project 発電 米国 5.0 

Federated Co-Operatives Limited エタノール製造 カナダ 3.0 

Huaneng Longdong Energy Base Carbon capture and Storage 発電 中国 1.5 

Federated Co-Operatives Limited (Refinery) 石油精製 カナダ 1.0 

https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050
https://status22.globalccsinstitute.com/2022-status-report/global-status-of-ccs/
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　2020年10月に日本政府も、「2050年までに温室効果
ガスの排出を全体としてゼロにする、カーボンニュート
ラルを目指す」と宣言した。この目標の実現のため、日
本国内で大気中に排出されるCO₂の削減に対してCCS/
CCUSを推進していくことが求められている。未だ日本
国内で商業化に至ったCCS/CCUSプロジェクトは存在
しないものの＊1、これまでに2件の帯水層へのCO₂地中
圧入パイロット試験が実施されている。一つは、2003
～ 05年に新潟県長岡市の地下約1,100mの帯水層に対
して合計10,400トンのCO₂を圧入＊2 したものであり、
もう一つは、2016 ～ 19年に北海道苫小牧市の港湾区
域内の海底下約1,000ｍおよび2,400mの帯水層へ合計
約 30 万トンの CO₂ を圧入＊ 3 したものである。また、
IEAのデータから試算した日本でのCCSの想定年間貯

留量は、2050年時点で年間約1.2 ～ 2.4億トンの範囲で
見積もられている＊4。このことから、2050年でのカー
ボンニュートラルを達成するためには、これまで実施さ
れたパイロットプロジェクトよりも大規模かつ複数の
CCS/CCUSプロジェクトを早急に実施していくことが
求められる（図4参照）。日本国内で新たにCCS/CCUS
プロジェクトを創出・実施するためには、地中圧入した
CO₂が貯留層内をどのように流動しながら貯留されるか
を「予測」「観測」「管理」することが求められる。これは、
技術的側面からCO₂圧入を計画・管理する上で重要で
あるとともに、CO₂圧入が実施される地域で生活を営ん
でいる人々からの理解を得るためにも重要なことであ
る。

2. 国内CCS/CCUSの現状

　貯留層内でのCO₂の広がりを予測する方法として貯
留層シミュレーションが挙げられる。この技術は、油ガ
ス田開発の分野においては石油や天然ガスの地中での挙
動を理解し、生産を予測するために従来から用いられて
いるが、CCS/CCUSの分野においては、生産量が減退
あるいは枯渇した油ガス田の貯留層や、帯水層に圧入し
たCO₂の地中での挙動を予測することに応用されてい

る。シミュレーションは、コンピューター上で地下の貯
留層の状況（側方連続性、層厚、岩相、孔隙率、浸透率、
水飽和率）を地質モデル（静的モデルともいう）として再
現した上で、そのモデルの貯留層内を流体（原油、天然
ガス、水、CO₂）がどのように動くかをシミュレーショ
ンするが（図5）、実際の貯留層状況が反映された地質モ
デルの構築と、貯留層内でのCO₂挙動の不確実性を把

3. 圧入したCO2の予測・観測における技術的な課題

出所：経済産業省 CCS 長期ロードマップ
　　　https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/ccs_choki_roadmap/pdf/20220527_1.pdf 

2050 年に向けた国内の CCS 想定年間貯留量目安図4

https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/ccs_choki_roadmap/pdf/20220527_1.pdf
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握することが課題となる。
　圧入後に貯留層内のCO₂の流動や広がりを観測する
手法は、任意の観測地点にCO₂が流動してきたことを
検知する受動的観測と、任意の時点でCO₂が広がって
いる領域を可視化する能動的観測に大別される。受動的
観測は、観測井へのCO₂接近を貯留層の温度・圧力変
化から検知するものや、貯留層外にCO₂が漏洩してい
ないことを確認するために実施される地表ガスや地下水

の化学分析などが代表的である。しかし、この受動的観
測は低コストである一方、調査機器を設置した観測地点
でしかCO₂の存在を検知することができない。この弱
点を補完するため、地震探査技術を利用した能動的観測
が多くのCCS/CCUSプロジェクトで併用されている（図
6）。この技術も油ガス田開発の分野で大きく発展して
きた技術であり、母親のお腹の中の胎児を可視化するエ
コー検査と同じ原理で、地下を可視化できるものである。

出所： Akai T, Kuriyama T, Kato S, Kato Shigeru, Okabe H. Numerical modeling of long-term CO₂ storage mechanisms in saline 
aquifers using the Sleipner benchmark dataset. 2021

CO₂ 流動予測シミュレーションの例。図中の a ～ f は異なる貯留層性状を与えたモデルに
同量の CO₂ を圧入したもので、CO₂ の広がり方（図中の緑部）に違いが生じている図5

出所： Reid C, Gareth W, Nicolas D, Vincent C. Quantitative Analysis of Time-lapse Seismic Monitoring Data at the Sleipner CO2 
Storage Operation

モニタリングによって得られた貯留層内の CO₂ 分布の変遷の例図6
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CCS/CCUSの分野では、例えば、CO₂圧入開始前、圧
入1年後、3年後、5年後のように繰り返して地震探査を
実施することで、CO₂の広がりによって地下の物性が変
化した領域を捕捉できることがある。しかし、国内にお

ける地震探査技術を利用したモニタリングには、地震探
査の分解能、地表での調査機器の展開と高額なモニタリ
ングコストが課題である。

　JOGMECは株式会社INPEXと南阿賀油田の貯留層を
対象に、2022年には新たに2坑の坑井を掘削し、CO₂
圧入によるEOR効果の検証と、減退貯留層における
CO₂挙動に関する知見獲得を目的とした実証試験を実施
している＊5。南阿賀油田は新潟県阿賀野市に位置し、
1964年に発見された。油田の貯留層は、構造上位に向かっ
てせん滅する層位封鎖型トラップを形成しており、中央
部の層厚は約30mである。これまでに30坑以上の坑井
で生産が行われており、現在は生産が減退して構造頂部

の一部に原油の残存が予測されている状況である。実証
試験に向けて、地質モデルの構築と貯留層内の流体流動
シミュレーションスタディーを実施しており、CO₂の圧
入後を想定して物理探査技術を利用したモニタリングの
計画も準備している。次に実証試験における技術的な取
り組みの概略を紹介するが、詳細についてはJOGMEC
の「令和3年度 石油天然ガス開発技術本部 年報」＊6をご
参照頂きたい。

（1）国内減退油田における地質モデル構築

　実際の貯留層状況を反映した地質モデルを構築するに
は、貯留層の構造形態や内部性状を把握するために十分
な地下データが必要であり、通常の油ガス田開発では地
震探査データを用いた構造解釈や、検層解析による貯留
層性状の特徴化が第一歩となる。しかしながら、南阿賀
油田は地震探査データが取得されておらず、かつ30坑
以上の生産井のほとんどは開発初期の1960年代に掘削
されたものであり、近代的な検層解析による技術データ
が存在しない状況であった。そこで、各坑井のこれまで
の原油生産量と、生産によって生じた圧力低下の情報、
さらにはコア分析データを活用して、地質モデルの構築
に必要な貯留層性状や分布形態の見直しを行った。本作
業により推定した貯留層の特徴は、過去に実施されてき
た地質検討結果と整合的であり、実際の原油生産実績に
裏付けられた地質モデルの構築が可能となった。

（2）CO2挙動の不確実性把握

　構築された地質モデルを利用して貯留層シミュレー
ションを実施することで、事前に、圧入したCO₂がど

のように貯留層内を流動するかを予測することができ
る。CCS/CCUS事業におけるシミュレーションの結果
は、最適なCO₂圧入計画の評価と、地中でのCO₂長期
貯留安定性評価に利用され、また、CO₂圧入が実施され
る自治体や住民の理解を得るための説明にも重要であ
る。
　南阿賀油田での実証試験にあたっても、最適なCO₂
圧入計画の策定および圧入CO₂の貯留層内での広がり
を確認する目的で貯留層シミュレーションを実施した。
貯留層性状のうち、CO₂の流動性に特に大きな影響を与
える要素として貯留層内の流体の流れ易さを示す浸透率
およびその分布がある。今回のシミュレーションでは、
地質モデルにおいて想定される圧入井近傍での浸透率お
よびその分布をもとに圧入後のCO₂の分布を評価した。

（3）圧入したCO2のモニタリング

　海外で実施されたCCS/CCUSプロジェクトでは、物
理探査手法を利用したモニタリングによって、実際に圧
入したCO₂の広がりを経時的にとらえることに成功し
ている例があることは上述のとおりである。しかし、同

4. JOGMECの南阿賀油田での取り組み

5. 圧入したCO2挙動の事前予測
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　近年、顕在化する気候変動問題へ対応するため、各国
で2050年までのカーボンニュートラル実現に向けた動
きが加速している。その即効性のある技術としてCCS/
CCUSに対して大きな期待と関心が寄せられており、世
界中で多くのCCS/CCUSプロジェクトが計画され、い
くつかの先駆的なプロジェクトがすでに稼働し始めてい
る。一方、日本国内においては未だに2件のパイロット
テストの実施にとどまっており、国内でのカーボン
ニュートラル実現に向けて、数年のうちに事業環境を整
備することが求められている。
　このような状況のなか、JOGMECは 2020 年から
CCS/CCUS事業への取り組みを強化し、2022年11月
14日に施行された新JOGMEC法の下で機能を追加し、
2050年までのカーボンニュートラル達成に向けたより
積極的な事業展開を実施していくことになる＊7。
　本稿で紹介した南阿賀油田における実証試験はその第

1歩であり、JOGMECは国内でのCCS/CCUSプロジェ
クト実施に向けたさまざまなデータ、知見、ノウハウの
蓄積を行っていく。また南阿賀油田での技術評価を通し
て、著者らは従来の石油・天然ガスの探鉱・開発事業と
比較して、より分野横断的に各技術者の密接な連携が求
められることを実感している。そのためには、各専門分
野の枠にとらわれず、他分野の技術者と連携・協議を円
滑に行うために各技術者個人の「専門性の幅」を他分野ま
で拡張することが求められると考えている。今後、南阿
賀油田では実際に貯留層へCO₂を圧入し、試行錯誤の
なかで実施した地下評価の「答え合わせ」を行うことにな
る。目に見えない地下を相手にしている難しさと、その
裏側にある面白さを糧に、国内でのCCS/CCUSプロジェ
クトの実施によって日本のカーボンニュートラルに貢献
できるよう、地道に事業を進め知見を蓄えていこうと思
う。

まとめにかえて

様の手法を国内で適用しようとした場合にはいくつかの
課題がある。まず、国内で期待される貯留層は、海外の
貯留層に比べて層厚も薄く、その性状分布の側方連続性
も乏しい。また、火山性砕屑物の挟在によって不均質性
が高いため、物理探査の分解能の観点から、CO₂圧入に
よる貯留層物性の変化を検出することが難しい。さらに、

陸上で実施されるCCS/CCUSプロジェクトの場合は、
地表での調査機器の展開に制約がある。日本の地理的特
徴から、平野部が狭く、そのほとんどは市街地や農地と
なっていることから、調査機器をモニタリングに適した
配置で展開できないことが多い。
　これらの課題に対して、物理探査手法を利用したモニ
タリングでは、坑井内に調査機器を設置して地震探査の
収録を行う計画である（図7参照）。この手法により、収
録機器の展開における地表条件の制約を軽減できること
に加え、モニタリング対象である貯留層の近傍でデータ
収録が可能となるため、より高分解能な観測結果が期待
される。さらに、坑井内に配置する受振センサーには
DAS（Distributed Acoustic Sensing）を採用する計画で
ある。DASは光ファイバーケーブルを受振センサーと
して用いるもので、恒久的に坑井内に設置可能である。
既存のセンサーはモニタリングのたびに坑井に設置する
必要があり、モニタリングコストが高額となる傾向にあ
るが、DASの活用によりモニタリングコストの低減効
果が見込まれる。これらの効率的なデータ取得技術の利
用により、モニタリングのための地震探査データ取得期
間の短縮、およびそれに伴う費用の低減が期待される。

出所：JOGMEC 作成

坑井に設置した DAS を用いた
坑井間地震探査の模式図図7
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<注・解説>
＊1： 2022年11月にINPEXによる東柏崎ガス田平井地区におけるブルー水素プロジェクトが最終投資決定されてい

る。しかしながら、当該プロジェクトにおけるCO2地中貯留にかかる部分は、JOGMECとの共同研究として、
2025年度からCO2圧入の実証実験を実施する計画であるため、現段階では商業化していない。

＊2： 公益財団法人地球環境産業技術研究機構CO2貯留研究グループ「長岡CO2圧入実証試験」
　　  https://www.rite.or.jp/co2storage/safety/nagaoka/
＊3： 経済産業省ニュースリリース「北海道苫小牧市におけるCCS大規模実証試験において二酸化炭素（CO2）の累計圧

入量30万トンを達成しました」
　　  https://www.meti.go.jp/press/2019/11/20191125003/20191125003.html
＊4： 経済産業省「CCS長期ロードマップ検討会 中間とりまとめ」
　　  https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/ccs_choki_roadmap/20220527_report.html
＊5： JOGMECニュースリリース「新潟県阿賀野市における二酸化炭素（CO2）を用いた原油回収促進技術（EOR）の実

証試験に向けた共同研究の開始について」
　　  https://www.jogmec.go.jp/news/release/news_15_000001_00074.html
＊6： JOGMEC「令和3年度 石油天然ガス開発技術本部 年報」
　　  https://www.jogmec.go.jp/publish/publish_10_000004.html
＊7：JOGMECニュースリリース「法改正によるJOGMECの機能強化と名称変更について」
　　  https://www.jogmec.go.jp/news/release/news_10_00022.html
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