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制度名  事業名 二酸化炭素地中貯留技術研究開発 

事業の概要 大規模発生源から分離・回収した二酸化炭素を地中帯水層に長期に安定

的かつ安全に貯留する技術を確立するための研究開発を行う。 

１．ＮＥＤＯの関与の必

要性、制度への適合性 

本技術開発は、二酸化炭素の削減による温暖化防止対策という目的がな

ければ技術開発そのものに意味を持ちがたい技術であるため、民間企業

の開発へのインセンティブは低い。したがって、ＮＥＤＯ（国）が主導

的に開発を推進することが必要である。 

２．事業の背景・目的・位

置付け 

京都議定書において我が国の温室効果ガス排出削減量の目標が合意され

たように、温室効果ガス、特に二酸化炭素の排出削減は一刻の猶予も許

されない緊急の課題である。こうした中で二酸化炭素の地中貯留技術は、

地中へのガス圧入・貯留技術に関し、これまでの天然ガスの地下貯蔵や

石油増進回収等で蓄積した技術を応用できることから、最も即効的かつ

実用的な二酸化炭素削減技術として位置付けられる。 

３．事業の目標 

（全体目標） 

日本近海の帯水層に年間百万トン規模の二酸化炭素を安全かつ経済的に

圧入できる貯留技術の確立をめざし、その長期安定性・安全性・環境影

響および経済性に関する定量的な検討結果を得る。 

４．事業の計画内容 
(単位：百万円) 

H12fy H13fy H14fy H15fy H16fy 総 額 

(5 年間) 

一般会計         

特別会計（電特）         

特別会計（石特）         

特別会計(エネ高) 459 774 779 950 950 3,912 

総予算額（計） 459 774 779 950 950 3,912 

省内担当原課 産業技術環境局 産業技術ユニット 研究開発課 

運営機関 新エネルギー・産業技術総合開発機構 

委託先 (財)地球環境産業技術研究機構 

研究開発体制 

 

 

再委託先 早大(12fy)、慶大(13fy)、産業技術総合研究所(13fy) 

５．実用化・事業化の見通

し 

二酸化炭素地中貯留技術は省エネルギーの推進や新エネルギー技術の開

発のように自動的に市場が選択するタイプの技術ではない。 

したがって、本技術の実用化を図るには、数十万トン／年間規模の二酸

化炭素を回収から貯留技術に至る一貫した大容量技術開発を日本の温室

効果ガス削減技術のひとつとして、国レベルが主導的に進めることが重

要である。 
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６．今後の展開 本プロジェクト終了後、実際に大規模固定発生源から排出され

る二酸化炭素を分離回収し、事業規模の候補地点である日本近

海の帯水層に数十万トン／年間規模の二酸化炭素を圧入・貯留

し、本プロジェクトで確立した技術と地中貯留の安全性を事業

規模でデモンストレーションする。 

７．中間・事後評価 平成 14 年 2 月中間評価および平成 16 年度事後評価実施予定 

８．研究開発成果 特許（出願）数：０（０）、査読論文数０、新聞発表数 10 

（本資料作成時までの累計とする） 

基本計画の変更 なし 

変更内容 なし 

９．情勢変化への対応 

評価履歴 なし 

10．今後の事業の方向性 該当なし 

作成日 平成１３年１２月２１日 
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「二酸化炭素地中貯留技術研究開発」 

（中間評価）評価概要（案） 

 

１．プロジェクト全体に関する評価 

１．１ 総論 
１）総合評価 
二酸化炭素地中貯留技術は、それが実用化された場合、大量の二酸化炭素を

高速で、一括処理できる影響範囲の大きな技術であるが、公共性の強さ、開発

リスクの高さ、市場原理の働きにくさ等を考慮すれば、今後ともＮＥＤＯの事

業として積極的に推進していく必要がある。 

一方、本技術開発の成果については、達成度の指標、シミュレーションの方

向性明確化など多少の改善すべき点は見受けられるものの、ほぼ妥当な結果が

得られていると判断できる。 

また、本技術開発のコアとなる技術は、既存の実証済み技術からの転用が可

能であり、実用化に向けての技術的ハードルはそれほど高くない。実用化への

バリアは「社会的受容性」である。安全性評価に基づく社会的理解や社会的合

意が得られるような導入シナリオを明らかにし、啓蒙活動のあり方を踏まえた

積極的な情報開示により、本技術の必要性、安全性等をアピールする必要があ

る。 
地球環境問題はもはや一国で解決できる問題ではなく、人類共通の課題であ

るという認識の下、世界で進められている地球温暖化対策技術開発に関する情

報交換をより密接に行い、緊急かつより効果的な取り組みを進めるべきである。 
 

２）今後の研究開発の方向性等に関する提言 
事業開始時点に比べ、本技術開発はますます重要性を帯びてきている。実用

化に向けた研究開発を加速するために、基礎的な研究で得られた知見を圧入試

験にフィードバックし、各要素技術間の連携をより緊密にしていく必要がある。 

また、社会的受容性という視点に立つと、システム総合研究で二酸化炭素貯

留の潜在的な貯留能力や環境評価などを総合的に、説得力を持つ形で出せるよ

うに研究内容を工夫するとともに、本事業の公開のあり方について積極的な検

討を行い、社会的な啓蒙を適切に行ってほしい。 

一方、本技術の事業性を検討する際には、誰がコストを負担するのかという

ことだけでなく、炭素税など温暖化ガス関連制度がどうなるのかといったこと

が大きく影響する。すなわち枠組みが決まらない限り、コスト目標などが定ま
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らない性質のものと思われるが、開発のリードタイムなどを考えると、当面の

目標を設定した上で取り組みを進めざるを得ないのが現状であり、今後の本技

術を取り巻く条件の推移によって、コスト目標等の計画の見直しも視野に入れ

る必要があると思われる。 

さらに、二酸化炭素問題の社会的重要性と緊急度を勘案すると、予算規模や

研究者・技術者をさらに拡充していくべきである。 
 
１．２ 各論 
１）事業の目的、政策的位置付けについて 
地球温暖化問題解決に向けた国際的な枠組みの締結、本事業開始時点の時代

背景、二酸化炭素排出抑制技術に対する重要性、開発の緊急性等から見ても、

本事業の目的、目標、政策的位置付けは妥当であり、政府特に経済産業省主導

の下、二酸化炭素排出量削減に向けた方策を進めるべきであると考える。 

二酸化炭素地中貯留技術は、「公共財的な性格」を有し、「長期に亘る多額の

研究費が必要でリスクが高い」、また「緊急性、重要性が増加している」といっ

た民間では実施しにくい要素を持っている。わが国の二酸化炭素排出抑制技術

として即効性があり、実用化可能なものとして有望であり、政策課題の解決に

資するものである。このようなことから、産学官が有する幅広い分野のポテン

シャルを生かすことができる開発運営機能を持ったＮＥＤＯの関与は必要不可

欠であり、制度へ十分に適合していると判断できる。 

一方、地下深部における流体は、地震現象の理解、地球環境問題（汚染物質

の拡散など）とも関連した重要な研究課題でもあり、広い視点から関連分野を

取り込む形で調査・研究を展開されることも希望する。 
 
２）研究開発マネジメントについて 
第一段階として日本近海の帯水層に年間１００万トン規模の二酸化炭 素を

安全かつ経済的に圧入できる貯留技術を目指す本事業全体の目標は妥当である。

本技術の実用化に向けて、基礎研究、圧入実証試験、地質調査と広い範囲に亘

り、概ね必要にして十分な目標が設定されていると評価できる。 

本技術の実用化に当たっては、社会から理解されることが不可欠である。こ

のような認識に立って、メインとなる技術開発に加えて、「システム研究」とい

う括りの中で、幅広く社会受容性についても研究を進めていることはバランス

の取れた計画になっていると判断できる。 

しかし、本事業全体の目的に対して、研究開発項目ごとの目的が果たす役割・

関係が必ずしも明確でないところが見受けられる。また、開発項目間において、

より機能的に結合し、相乗効果が得られるような目標設定も必要であろう。 
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国際公約達成のシナリオの中で、本技術がどのように位置付けられ、どの程

度の費用をかけて、どの程度の効果が期待できるのか、といったような実用化

シナリオを取りまとめておく必要がある。 

さらに、圧入試験を核として、基礎実験、モニタリング手法、シミュレーシ

ョン技術といった要素技術の結果が、積極的にフィードバックされるべきであ

り、また試験の公表を通じて社会的受容の形成を図っていくべきである。 
 

３）研究開発成果について 
基礎実験、地質調査、シミュレーション開発及び圧入実証試験など個々の要

素技術は、国際水準から見て高いレベルにあり、新規性や独創性が認められる。

それぞれ科学的にもエンジニアリング的にもレベルの高いアプローチが行われ

ており、目標に対して一定の研究成果を上げたと評価できる。 

成果の普及、広報では、準備が整い次第、なるべく早い段階から本事業の必

要性を効果的なメディアで広報していく必要がある。特に、社会的受容性が極

めて重要であることを考えると、たとえば圧入実証試験の現場を公開し、一般

の人々を対象に幅広く広報活動を行うのも重要な手段の一つだと考える。 
 

４）実用化・事業化の見通しについて 
システム研究で今後さらにコストダウン、導入普及、実用化のタイミングな

どまだまだつめる必要があり、安全性や環境影響の評価も社会的受容性の視点

から内容を広げる必要はあるが、それぞれの基礎研究で一定の成果が上がって

きており、研究開発を今後も継続することは妥当である。 

二酸化炭素を貯留するための直接的な技術、すなわち圧入技術そのものの大

半は、既存技術を用いることができるので、この部分での実用化の見極めはつ

いていると思われる。 

また、本技術は費用と効果の関係が一対一に対応していること、大量処理が

可能であること、即効性があること等により、将来の温暖化ガス排出規制との

関連で事業性の検討も可能となることから、新しい産業に発展する可能性があ

る。また、わが国固有の地質学的特性のために技術的な独自性があり、関連分

野へのインパクトが高く、波及効果も期待できる。 

本技術の真の実用化には、社会的に受容されるためのプロセスが極めて重要

であり、国内外の事例を参考にしながら、より一層多角的な視点から検討を推

進し、万全の準備を早い段階から進めていく必要がある。関連規制を想定した

事業化イメージも議論しておくべきであり、今後の事業規模での実証試験候補

地ロケーション、本プロジェクト終了後の第２フェーズなどを考慮した大規模

実用化のシナリオを具体化できるような提言を行ってほしい。 
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平均値

1.5

2.2

1.8

2.8

0.0 1.0 2.0 3.0

4.実用化･事業化の見通しについて

3.研究開発成果について

2.研究開発マネジメントについて

1.事業の目的、政策的位置付けについて

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（注）Ａ＝３，Ｂ＝２，Ｃ＝１，Ｄ＝０として事務局が数値に換算。 

 
 
 

 
 

評価項目 平均値 素点（注） 

１．事業の目的・政策的位置付けについて 
 

2.8 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ｂ 

２．研究開発マネジメントについて 
 

1.8 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ 

３．研究開発成果について 
 

2.2 Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 

４．実用化・事業化の見通しについて 
 

1.5 Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ 

 


