
　人類を含む地球上の生き物の生活圏は地圏・水圏・気圏に大別されます。

我々は大地の上、すなわち、地圏の表面に住んでいますが、地圏の内部につ

いては限られた知識しか持っていません。深海に潜り、さらに気圏を超えて

宇宙に出ていくことのできる現代でも地圏はフロンティアなのです。

　また、地圏には種々の鉱物・エネルギー資源や水資源が存在しているこ

とは周知のようですが、同時に多種多様な微生物資源の宝庫であり、豊か

な生命活動の場であることも最近明らかとなってきています。したがって、

地圏の環境とそこで起きる現象を理解し、これら自然に学んだ新たな科学

技術を創成することにより、地球環境や資源枯渇等の直面する課題につい

て解決の糸口が見いだされると考えています。

　当研究所は、上記の観点のもとに、幌延町に建設されている地下研究施

設を活用して地圏の環境を調べ、将来の資源・環境問題に対処するための

科学技術を構築することを目標としています。そして、研究を通して地域の

生活や産業に貢献することも当研究所の目標です。当研究所で得られた有

益な知見を世界中の皆様に発信できるように所員一同、研究に邁進する所

存です。

　皆様のご理解とご支援をお願い申し上げます。

　幌延ライズ（幌延地圏環境研究所）は、幌延町に建設される日本原子力研究開発

機構の深地層研究施設を活用し、地圏の場と性質を利用した地球環境の改善に関

する諸研究を展開するために平成15年6月に設立されています。そして、地下微生物

環境、地下水環境、堆積岩特性の3つの視点から、幌延ならびに天北地域の地圏環境

とその工学的応用に関する基礎研究を実施してきています。

　平成15年度～23年度までの9年間は、幌延町が平成15年2月に作成した「幌延地圏

環境研究所 研究計画」に基づいて、長期的な視点で科学的成果を得ることを目的とした基礎研究「堆積岩の

特性と地質作用に関する研究」「地下の微生物環境と有効利用に関する研究」「地下水やガスの地中移行と広

域地下水環境に関する研究」と、基盤研究を応用して地域産業や生活環境の向上など地域経済の活性化に

繋げるためのプロジェクト研究を実施してきました。そして、平

成24年度からは、（公財）北海道科学技術総合振興センターが

平成24年2月に策定した新たな長期研究計画のもとに研究が

進められています。特に、これまでの基盤研究を発展させると

ともに、「地層中に含まれる未利用有機物を微生物の作用によ

りバイオメタンに変換する方法の開発」および「二酸化炭素を

地層中に貯留し、さらに微生物の作用により有機物に変換す

る方法の開発」を重点課題として研究を実施しています。

注）幌延ライズは幌延地圏環境研究所の英語名称
　　Horonobe Research Institute for the Subsurface Environmentの略称です。
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長期ビジョン（2012年～） Horonobe Research Institute for the Subsurface Environment

幌延から北海道、日本
そして世界へ

基本方針

重点研究項目

期待される波及効果

研究計画の理念

平成24年度から概ね10年間で実施する研究項目は、これまでに培ってきた基盤研究「堆積岩の特性と

地質作用に関する研究」「地下の微生物環境と有効利用に関する研究」「地下水やガスの地中移行と広

域地下水環境に関する研究」を継続進化させるとともに、以下の研究を重点的に実施する。

　　　褐炭層や珪質岩層等に含まれる未利用有機物を微生物の作用によりバイオメタンに
　　　変換する方法の開発。

　　　CO2を褐炭層に貯留し、さらに微生物の作用により有機物に変換する方法の開発。

　　これまでに得られた研究成果を活用

JAEA幌延深地層研究センター等から得られた有

用微生物や岩盤の力学的な特性、CO₂マイクロバ

ブルの溶解特性、地下水化学組成、広域地下水流

動特性等の研究を更に進化させるとともに、重点

研究項目の実現に向けて研究成果を最大限活用

する。

生産されたメタンガスを小規模な火力発
電に利用することで、道北地域の新たな
安定電源として期待される他、周辺の風
力発電やメガソーラーなどの自然エネル
ギー（約18万ＫＷ）のバックアップ電源と
しても期待される。

バイオメタン生成技術とＣＯ₂地層貯留技
術を組み合わせることで、ＣＯ₂を排出し
ないエネルギー生産システムを国内外の
褐炭層や堆積岩が分布する地域に提案
することができる。

小規模分散型火力発電によるローカルエ
ネルギーの地産地消モデルとして北海
道、日本そして世界へ展開することが可能
となる。

　　強みを生かす

●JAEA幌延深地層研究センターの活用

国内唯一の堆積岩を対象としたJAEA幌延深地

層研究センターは、サンプルの収集や原位置試

験を実施する上でも貴重な施設であり、これま

で共同研究等で培ってきた信頼関係をベースに、

引き続き活用を図る。

　　外部研究機関との連携

JAEA幌延深地層研究センターをは

じめ、微生物研究で実績のある産

業技術総合研究所北海道センター

等の研究機関や北海道大学や広島

大学との連携により、柔軟で多角的

な研究を行なう。

　　地域や国等への貢献

地層内の有機物を微生物によってバイオメタンに変換する

技術を確立することで新たな国産エネルギーを創出するこ

とになるほか、メタンガスは環境負荷が少なくCO₂の地層貯

留技術と組み合わせることで温室効果ガスの削減に寄与で

きる。また、産出したガスを地域において利活用することで

エネルギーの地産地消が可能となり、地域振興にも繋がる。

●天北炭田（褐炭層）の分布

天北地域の褐炭層は、北海道の推計によれば約

20億t賦存している。これら低品位な褐炭を微生

物によりバイオメタンに変換することで、採炭過程

を経ずに資源を回収できることから採算性は高く、

未利用資源の資源化に繋げることができる。

●高濃度メタンガスを含む珪質岩層の分布

幌延周辺の珪質岩層に存在する地下水には、溶

存限度一杯のメタンガスが含まれている。地層

内で微生物を使って生成したバイオメタンを元

来含まれているメタンガスとともに回収するこ

とで、採算性を高めることができる。

ロードマップ
平成24年度から概ね10年間を従来どおりに3年間隔で3つの研究フェーズを設定し、
設定されたフェーズ目標を目指して研究を実施する。

深地層研究施設などの地下環境

有機物

珪藻岩層
（深地層研究施設）

褐炭層
（天北炭田）

メタン 有機物

地層内メタン

CO2

幌延モデル

メタン

自然エネルギー等の
安定電源化

珪藻岩層や石炭層が分布する地域に適用可能
●エネルギーの地産地消 　●未利用資源の活用 　●低炭素社会

小規模ガス供給 小規模発電

電力供給

北海道・日本・世界へ発展

地域社会

メタンガス供給 コージェネ電熱供給

CO2

研究成果のアウトカム・未来予想図
研究成果を活用したローカルエネルギー地産地消モデルの展開

微生物を活用した
地層内メタン生成技術

CO2地層内貯留技術
（微生物による生物固定）

フェーズ目標 フェーズ目標 フェーズ目標

2012年 2015年 2018年 2020年

科学的研究
珪質岩・褐炭層等におけるガ
スの生成プロセス・貯留能・
地中移行特性に関する評価
手法の開発

工学的研究
原位置をモデル化した室内実
験系（メタン生成・CO2貯留）開
発のための工学的知見の蓄積

科学的研究
珪質岩・褐炭層等におけるガ
スの生成プロセス・貯留能・
地中移行特性の概要の解明

工学的研究
原位置をモデル化した室内実
験系（メタン生成・CO2貯留）
開発

科学的研究
珪質岩・褐炭層等におけるガ
スの生成プロセス・貯留能・
地中移行特性の詳細の解明

工学的研究
室内試験・原位置試験による、
バイオメタン鉱床開発やCO2
貯留に向けた問題点の抽出
と、これからを克服するため
の技術開発

1.

2.

1 2
第4フェーズ
約3年間

第5フェーズ
約3年間

第6フェーズ
約3年間

1 2 3 4

メタンを
つくる
微生物

長期
ビジョン

微生物学
地球化学
岩盤力学

1. 地層内の未利用有機物のバイオメタン化（地下微生物の活用）
2. C02の地中固定化（CO2を微生物によって有機物に変換　メタンへ）
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幌延地圏環境研究所では

幌延の地下研究を通して明日の環境と

エネルギーを考えます。
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微生物
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