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概   要 

実施期間 

予算総額 

実  施  者 

プロジェクト 
リーダー 

 平成１２年度～平成２７年度  

９７．５５億円 
６４．７４億円（補助（補助率１００％） 
       平成14年度:7.26億円、平成15年度:7.64億円、平成16年度:8.10億円、平成17年度:8.63億円、 
      平成18年度:8.07億円、平成19年度:8.10億円、平成20年度:6.01億円、平成21年度:5.30億円、 
      平成22年度:5.63億円 
３２．８１億円（委託） 
   平成12年度:4.54億円、平成13年度:7.65億円、平成22年度:3.71億円、平成23年度:8.31億円、 
      平成24年度:8.60億円（契約額）                 

公益財団法人 地球環境産業技術研究機構 
            
*独立行政法人産業技術総合研究所 （課題分担） 
            

  薛 自求 公益財団法人 地球環境産業技術研究機構 主席研究員 
*中尾信典 産業技術総合研究所 地圏資源環境研究部門 副部門長 
 

本事業では大規模発生源から分離回収したCO2を地下深部塩水性帯水層
に貯留する地中貯留技術開発において、2020 年頃からの実用化に向けて、
我が国の地質的・社会的実情に適した 安全性評価技術を確立するほか、
CO2地中貯留に関する科学的知見や技術的ノウハウを事例集にまとめる。 

１．プロジェクトの概要 



２．プロジェクトの目的・政策的位置付け（１） 

事業の目的： 

● 本事業は、大気中のCO2濃度の急激な上昇を抑制させるため、火力発電所や製
鉄所等の大規模発生源から分離回収したCO2を帯水層に長期的に安定かつ安全
に貯留する技術を開発することを目的としている。 

政策的位置づけ： 

● CCSの実用化に向けて、分離回収したCO2を帯水層に長期的に安定かつ安全に
貯留する技術を開発するものであり、G8北海道洞爺湖サミット首脳宣言、エネルギー
基本計画、地球温暖化対策基本法案において位置付けられている。（次ページ） 
 

● 平成22年度までは経済産業省の定める施策名「30 温暖化対策」の中で「温室効
果ガスを大きく削減する革新技術」の一部として位置付けられ、平成23年度以降は経
済産業省の定める施策名「3 資源エネルギー・環境政策」の中の「環境政策」におい
て「温暖化対策に係る革新技術」の一部として位置付けられている。 
 

●経済産業省では、技術開発を推進するにあたり「技術戦略マップ」を策定している。  
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２．プロジェクトの目的・政策的位置付け（２） 

G8北海道洞爺湖サミット首脳宣言（平成20年7月8日） 

我々は2020年までにCCSの広範な展開を始めるために、各国毎の様々な事情を考慮しつつ、2010年まで
に世界的に20の大規模なCCSの実証プロジェクトが開始されることを、強く支持する。 

エネルギー基本計画（平成22年6月18日閣議決定） 

（火力発電の高度化） 
2020年頃のCCSの商用化を目指した技術開発の加速化を図るとともに、今後計画される石炭火力の新増
設に当たっては、CCS Readyの導入を検討する。また、商用化を前提に、2030年までに石炭火力にCCS
を導入することを検討する。 

地球温暖化対策基本法案（平成22年10月8日閣議決定） 

（革新的な技術開発の促進等） 
第19条 国は地球温暖化の阻止及び地球温暖化への適応に資する技術の高度化及び有効活用を図るた
め、再生可能エネルギーの利用、安全の確保を基本とした原子力発電、エネルギー使用の合理化、燃
料電池、蓄電池並びに二酸化炭素の回収及び貯蔵に関連する革新的な技術その他の地球温暖化の防止
及び地球温暖化への適応に資する技術の開発及び普及の促進のための必要な政策を講ずるものとする。 

具体的なCCS Readyの要件については、EU指令も参考にしつつ今後検討。EU指令（2009年6月）では、30万kW以上の火力発電所の新設に係る許
認可要件において満たすべきCCS Readyの要件として、①適切な地中貯留地点が存在、②CO2輸送が技術的かつ経済的に可能、③将来のCO2回
収・圧入設備の建設が技術的かつ経済的に可能であることについての調査を要求。調査の結果、技術的かつ経済的に可能な場合には、CO2回収
及び圧縮に必要な施設のためのスペースを確保する必要。 
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国の関与の必要性 

国の関与の必要性 

 

 

２．目的・政策的位置付け（３） 

2010 2020 2030 2040 2050
CO2分離・回収本格適用

1,000円
台/tCO2

さらに分離膜の高圧ガ
ス適用で1,500円台に

・分離膜の大型化・連続製造

更なるコストダウン
更なる適用範囲の拡大

分離
ﾌﾟﾛｾｽ
の実現

高選択性
膜開発

コストダウン
・低再生ｴﾈﾙｷﾞｰ
吸収液開発

・未利用排熱利用
・システム開発

新方式基礎研究/適用検討

化学吸収

膜分離

物理吸収
吸着

深冷分離

更なるコストダウン
更なる適用範囲の拡大

更なるコストダウン
更なる適用範囲の拡大

▼
技術
確立

コストダウン
大規模化

分離コスト※1 4,200円/tCO2 2,000円台/tCO2

石炭ガス複合発電（IGCC)
先進的超々臨界圧発電（A-USC)

CO2地中貯留本格適用

地中貯留実証試験 大規模実証試験 ・地下深部塩水層貯留、廃油・ガス田貯留、炭層固定
・輸送技術 ・溶解希釈、深海底貯留隔離など

石炭ガス化燃料電池複合発電(IGFC）

実適用先の拡大
コストダウン

海洋隔離技術の
実適用

CO2地中挙動の理解と予測

地中貯留システムの効率化とコスト低減

貯留CO2の管理技術

影響評価・安全性評価
手法の開発

貯留層賦存量調査と利用拡大

実証技術の
適用・評価

分離～貯留
ﾌﾟﾛｾｽの実証

地下深部
塩水層貯留
廃油・ガス田
貯留
炭層固定

モデル海域での実証

CO2の海洋拡散・生物影響の科学的理解

拡散シミュレーション実験によるマッチング

生物影響モデルと実験によるマッチング

影響評価・安全性評価手法開発

▼技術
確立

地中貯留

海洋隔離

分離・貯留トータルコスト※2

7,300円/tCO2（新設石炭火力）

「ＣＯ２固定化・有効利用分野の技術ロードマップ 
(技術戦略マップ2010)」より抜粋 

• CCSは、追加的エネルギーコストを掛
けてCO2を削減するといった点におい

て省エネルギーや再生可能エネル
ギーとは異なる温暖化対策に特化した
技術であり、CCSの導入には経済的イ
ンセンティブが働かない。 
 

• CCSの実用化に当たっては、技術開

発による安全性向上やコストダウンの
ほか、制度的、社会的課題を解決する
必要があり、実用化時点でのビジネス
モデルも明確になっていない。 
 

• 民間企業には技術開発のインセンティ
ブが働きにくく、国の関与が不可欠」で
ある。  
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３．目標（１） 
 

貯留性能評価、貯留層内のCO2挙動解析、貯留層外へのCO2
移行解析の手法を確立し、CCS実用化に向けた安全性・信頼
性の構築に資するCCS推進基盤の確立を目標に設定した。 

項 目 目 標 
（中間評価時点） 設定理由・根拠等 

I．安全評価手法の開発 

１．貯留性能評価手法   
開発 

砂泥互層を対象にした地質モデリング
手法を確立する。 

 CCS事業の安全性、経済性を評
価するためには、CO2圧入サイト

の貯留性能を明らかにすることが
必要である。 

２．貯留層内のCO2挙
動解析 

長期挙動予測に必要なシミュレーショ
ン手法の要素技術の検証および高精度化
を進め、手法を確立する。 

海底下地中貯留に適応可能なモニタリ
ング手法を確立するために要素技術の検
証、改良を行う。 

 CCS事業を進めるにあたり、地
下深部に圧入されたCO2が長期に

亘って安全に留まっていることを
予測し、かつ経済的合理性をもっ
て継続的に監視する必要がある。 
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３．目標（２） 
 

貯留性能評価、貯留層内のCO2挙動解析、貯留層外へのCO2
移行解析の手法を確立し、CCS実用化に向けた安全性・信頼
性の構築に資するCCS推進基盤の確立を目標に設定した。 

項 目 目 標 
（中間評価時点） 設定理由・根拠等 

I．安全評価手法の開発 

 

 

３．貯留層外部への
CO2移行解析 

貯留層外部へのCO2移行の要因を分析

し主要な原因を抽出する。断層に関する
移行経路のモデル手法を調査する。 

CO2の海域環境影響評価手法を設計し

、生物影響データベースを構築する。さ
らに、生態系機能の監視を可能とするバ
イオロジカルモニタリング手法の基盤技
術を構築する。 

海底下貯留における安全性の確
保のためには、貯留層から海底付
近へのCO2移行解析手法の確立、
移行CO2の海域での環境影響評価
手法の確立が必要である。 

II．CCS推進基盤の確立 

国内外のCCS関連機関との連携、海外

の最新動向調査、理解促進活動を通じて、
安全性・信頼性の構築に資する推進基盤
を整備する。 

 CCS実用化のためには、着実な
技術開発とともに、CCSを推進す

る基盤を確立し、社会的受容性を
確保する必要がある。 
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  地中貯留技術開発事業の実施概要 
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 ４．成果、目標の達成度  貯留性能評価手法の開発 
   ① 貯留層の地質モデリング＠長岡サイト（１） 

100 md 

1 md 

３次元貯留層モデル 

浸透率分布 
（10km x 10km） 

 CO2流動シミュレーション 

    （CO2分布、圧力分布、ect） 

圧入井（１本） 

観測井（３本） 

100 md 

1 md 
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釧路炭田 
 186 

地域名の各数字は、収集したデータ数を示 

 ４．成果、目標の達成度 貯留層内のCO2挙動解析 
   ①長岡サイトのCO2挙動継続モニタリング（２） 

圧入終了後 

距離(m) 

圧入終了 

５年９ヶ月後 

・圧入終了５年９ヶ月後に行われた坑井間（OB-2とOB-3）弾性波トモグラフィ 
  測定結果よりも、CO2は安全に貯留されていることが確認できた。 

・中越地震（２００４）や中越沖地震（２００７）の影響も受けていない。 
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釧路炭田 
 186 

地域名の各数字は、収集したデータ数を示 

 ４．成果、目標の達成度 貯留層内のCO2挙動解析 
   ①長岡サイトのCO2挙動継続モニタリング（３） 

観測井OB-2近傍の比抵抗と経時変化（赤：CO2分布域；青：CO2溶解水分布域） 

増加 

減少 
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地域名の各数字は、収集したデータ数を示 

 ４．成果、目標の達成度 貯留層内のCO2挙動解析 
  ①長岡サイトのCO2挙動継続モニタリング（４） 

深度1118m付近の全炭酸と 
カルシウム（Ca）の経時変化 

沈殿 溶解 

３つの深度における 
カルサイトの飽和指数（SI） 

CO2溶解 鉱物溶解（中和反応）炭酸塩鉱物の沈殿（鉱物固定）  

2年5ヶ月 8年2ヶ月 圧入前 
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 ４．成果、目標の達成度 貯留層内のCO2挙動解析 
          ④常設海底ケーブル（OBC）システム開発 

  

InLine 方向
(No. 1-27)

XLine 方向
(No. 1-91)

陸側

沖側

XLine

600

InLine

1

20
27

91

37

1

0

3000

Tw
o 

w
ay

 ti
m

e 
(m

s)

実海域性能評価試験 

3次元弾性波探査 

微小振動＆自然地震観測 

海域帯水層貯留に適した常設型OBC 

      ３次元弾性波探査と微小振動観測 

実用化時の潮汐、波浪等のノイズ処理法を検証 
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４．成果、目標の達成度（１） 
本事業では貯留性能評価、貯留層内のCO2挙動解析、貯留層外部へのCO2移

行解析の基盤技術を確立し、その研究成果の一部は大規模実証試験に適用さ

れる。また、CCSワークショップ開催等の理解促進活動を通じて、CCS推進基

盤を整備した。 

項目 目標 成果 達成度 

I．安全評価手法の開発 

１．貯留性能評
価手法開発 

砂泥互層を対象にした地質モデ
リング手法を確立する。 

油・ガス田に比べて少ない地質情報に
基づき、砂泥互層のような不均質性に
富む貯留層の地質モデルの構築手法を
確立した。 

 

達成 

２．貯留層内の
CO2挙動解析 

長期挙動予測に必要なシミュ
レーション手法の要素技術の検証
および高精度化を進め、手法を確
立する。 

海底下地中貯留に適応可能なモ
ニタリング手法を確立するために
要素技術の検証、改良を行う。 

TOUGH2による長期挙動予測シミュ

レーション手法を確立した。さらに長
岡サイトの長期モニタリング結果の解
析から高精度なシミュレーションに必
要な知見を提供できた。 

常設型OBCシステムの実海域試験を

実施。その有効性を確認し、大規模実
証試験への適用が決定した。 

 

 

 

達成 
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４．成果、目標の達成度（２） 
項目 目標 成果 達成度 

I．安全評価手法の開発（つづき） 

３．貯留層外部
へのCO2移行
解析 

貯留層外部へのCO2移行の要因

を分析し主要な原因を抽出する。
断層に関する移行経路のモデル手
法を調査する。 

CO2の海域環境影響評価手法を

設計し、生物影響データベースを
構築する。さらに、生態系機能の
監視を可能とするバイオロジカル
モニタリング手法の基盤技術を構
築する。 

FEPを用いてCO2移行要因を抽出した。

抽出された要因である断層に関する移行
経路のモデル手法を調査した。 

文献調査を基に海洋生物影響データ
ベースの構築・整備を行った。海洋微生
物のアンモニア酸化活性を指標とするモ
ニタリング手法について基盤技術を確立
した。 

 

 

 

達成 

II．CCS推進基盤の確立 

国内外のCCS関連機関との連携、

海外の最新動向調査、理解促進活
動を通じて、安全性・信頼性の構
築に資する推進基盤を整備する。 

技術動向、政策動向をとりまとめ、CCS
データベースとして整理、構築した。 

ワークショップを開催し、技術交流、
CCSへの理解促進を図った。 

 

達成 

15 



５．事業化、波及効果（１） 
常設型OBCや海域環境評価技術等の基盤技術が苫小牧の大規模実証試験

事業に適用し、実用化される。光ファイバーによる地層安定性評価やCO2漏洩

の早期検出の有効性を明らかにした。本事業の研究成果はCCS実用化後の

事業者の手引書となる事例集にまとめることになった。 

 • 苫小牧の大規模CO2圧入実証試験へ 
– 常設型OBC 
– CO2圧入時の微小振動観測 
– コア試料を用いた物性測定 
– 海域影響評価手法 

 
• 2020年CCS事業化に向けて 

– 研究成果（光ファイバー、地質モデル構築の高度化、
長岡継続モニタリングなど）をCCS事例集にまとめて、
CCS事業者へ提供。 
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1. 地質モデリングと二相流シミュレーションの連携ツー
ル導入による効率化 

– PetrelとTOUGH2の併用（連携ツールの導入） 
2. 常設型OBCによる自然地震観測システムへの応用 

– 地域防災への貢献 
3. 光ファイバーによる地盤変形観測システムの応用 

– 地層の力学的安定性の監視が必要な分野への応用（メタ
ンハイドレート、シェールガス、シェールオイルなど） 

4. CCS関連技術の海外展開 
5. CCSの国際標準化 

５．事業化、波及効果（２） 
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 経済産業省 
(METI) 

地球環境産業技術 
 

 研究機構 (RITE) 
 産業技術総合 

 
 研究所 (AIST) 

 

 委託 
（H22）二酸化炭素挙動予測手法開発事業 

（H23）二酸化炭素回収・貯蔵安全性評価技術開発事業 

研究推進委員会 
佐藤光三委員長 

再委託 

 

 補助 （補助率100%） 
（H21-H22）二酸化炭素貯留
隔離技術研究開発事業 

６．研究開発マネジメント・体制等 
H21年度 H22年度 H23年度 

二酸化炭素貯留隔離技術開発事業 

二酸化炭素挙動 
予測手法開発事業 

委託金 

二酸化炭素 
回収・貯蔵安全
性評価技術開発
事業 

補助金 

委託金 
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 二酸化炭素貯留技術は温暖化防止のため必要不可欠であるが、民間のインセンティブは働か
ず、国の積極的な関与が必要不可欠である。 
 世界初の先駆的な試みである岩野原実証試験で開発したモニタリング手法は、貯留層内のCO2
分布の高い精度での確認とCO2挙動予測が可能となったことは大きな成果である。とりわけ、社

会的受容性を高めるカギである貯留後のモニタリングに関しては、複数の手法を用いて、地下に
貯留したCO2の動きを把握することに成功し、開発した長期挙動予測シミュレータにより、1000年
後までの長期挙動を予測した。これは、周辺住民の理解を得るのに大きなデータとなる。安全評価
手法の開発については設定された目標が達成されており、妥当な成果を得ている。 
  これまでに得られた我が国のCO2貯留可能性に加え、最新地質データを用いてより経済性が

期待できる排出源近傍沿岸域での貯留可能量が試算されており、今後の実用化計画にあたって
は 非常に有用である。 
 
  一方、賦存量調査や安定性評価が次の大規模実証試験にどのように反映されるかを、波及効
果の観点から、もう少し明確にする必要がある。また研究開発段階から民間企業も参加すべきで
ある。岩野原で実施した１万ｔ規模の地中貯留実証試験により得られたモニタリング技術が、今後
のスケールアップした実証試験にどのように活用できるか明確に示すべきである。 
  海底下に貯留する場合、観測井を掘れない分だけモニタリングは陸地の地中よりも難しく、これ
まで蓄積してきたモニタリング手法だけでは十分ではなく、CCSの円滑な実用化という点ではやや
課題が残る。 
  我が国においては、大規模な貯留層はそれほど多いとは考えにくく、小規模な貯留層において
も経済性を担保できる貯留技術と安全性を確立することも、事業化を視野に入れ今後の目標とし
て設定すべきである。 
 

７．前回（Ｈ２１）中間評価の結果 （総合評価） 
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７．前回（Ｈ２１）中間評価の結果 （評点結果） 
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７．前回（Ｈ２１）中間評価の結果  
（提言及び提言に対する対応方針（１）） 

（１）このプロジェクトの役割を検討し、特に、大規模実証試験とも十分にリンクした研究開
発の継続が望まれる。 
 沿岸域帯水層貯留に適した常設型OBCを苫小牧の大規模実証サイトに適用することが決まって
おり、CO2挙動モニタリングだけでなく、自然地震やCO2圧入に伴う微小振動の観測にも利用でき
る。現在常設型OBCは平塚沖合に敷設されており、苫小牧への導入に向けた運用試験中である。 
 また、沿岸域帯水層貯留における海域環境影響評価については、英国の研究機関と共同で実海
域での小規模CO2放出実験を進めており、CO2漏洩による生物影響調査を実施している。これまで

の海洋隔離事業で得た知見やノウハウとともに、苫小牧での大規模実証試験に必要な海洋汚染防
止法の許可申請や実証試験海域の環境影響評価に協力し、CCS事業への理解促進を含む社会的
受容性の獲得に寄与する。 
 

（２）これまでに開発したモニタリング技術およびシミュレーション技術を向上させることは
今後の大規模実証試験においてもきわめて有用と考えられる。また、FEPデータベース
を今後どのように利用するのか、明確にすべきである。 
 我が国の地質に特有な事象を織り込んだ日本版FEPデータベースを利用し、多様のリスクから客
観的に断層、廃坑井およびキャップロックからのCO2移行シナリオを抽出できた。日本版FEPデータ
ベースに基づく抽出は大規模CO2圧入実証試験やCCS事業化における海域CO2貯留に必要な環
境省海防法へ許可申請に利用される。 
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７．前回（Ｈ２１）中間評価の結果  
（提言及び提言に対する対応方針（２）） 

（３）賦存量調査について、今後は経済性を含めた貯留可能地点調査を実施すべきである。 
  現在、本事業では、本年度から苫小牧で実施するＣＣＳ大規模実証事業と連携を図りつつ、実証事
業で必要とされる貯留性能評価手法の開発等を行っている。ご指摘の経済性を含めた貯留可能地点
評価もＣＣＳの実用化に必要な事業であると認識しているものの、政策の優先順位等により実施に
至っていない。 
（４）貯留の安定性,安全性確保の観点から、地中貯留と地殻変動、地震との関連性を明確
に否定できるような論理構成や実証的なデータを構築していくことが必要である 
 CO2圧入に伴う微小振動の発生について、現在米国の大規模CO2圧入サイトで観測データを取得
しながら、評価手法を開発している。これまでの観測ではCO2圧入に関連した地震活動のようなイベン
トは認められていない。このような観測は苫小牧の大規模実証試験サイトでも計画されており、CO2地
中貯留と地震活動との関連性を明らかにしていく予定である。 
（５）CO2地中貯留技術は海外においても類似の研究が進められているため、自ら積極的

に海外の研究者に働きかけるなど海外の研究グループとの人的交流や情報交換を通して、
より研究の成果を最大化できるようにグローバルでシナジーを高めるような進め方を考える
ことが重要である。 
 米国のCO2圧入サイトでは、LBNLおよびテキサス大学との連携により、微小振動観測の研究を進
めている。イギリスの研究機関との共同研究では海底へのCO2漏洩による海底生物の影響調査を実

施している。これらの共同研究では我が国の研究者が海外の研究機関や大学の研究者が共同で観
測作業やデータ解析を実施しており、人的交流や情報交換を通じて、研究成果の最大化を図るように
進めている。 

22 



 評価検討会名称 平成24年度ＣＯ２固定化・有効利用分野評価検討会 

評価検討会委員 

座長 

委員 

持田 勲  九州大学 炭素資源国際教育研究センター 
        特命教授  

伊藤 高敏  東北大学 流体科学研究所 教授 
金子 憲治  株式会社日経ＢＰ クリーンテック研究所 
         上席研究員 
釜谷 広志  電気事業連合会 立地環境部長 
川上 浩良  首都大学東京 都市環境学部 教授 
芝尾 芳昭  イノベーションマネジメント株式会社 
         代表取締役 
德永 朋祥  東京大学大学院 新領域創成科学研究 
         科 教授 
松方 正彦  早稲田大学 理工学術院 教授  

８－１．評価検討会 

８．評価 23 



○ ＣＣＳ技術はCO2固定化の重要な技術であり、我が国としても確立しなくてはならな   
  い重要な技術である。ＣＣＳの社会的受容性の醸成のためには、ＣＣＳに対する安  
  全性・信頼性の構築が必要であり、貯留層に圧入したＣＯ２の挙動解析や外部への 
  移行解析等のデータは、地域住民の了解を取得するうえで有益である。 
 
○ 地質モデリング、CO2の長期挙動予測、CO2挙動モニタリング手法等広範な課題に  
  ついて、適切なマネジメントのもと、多くの成果が得られており、目標の達成度を含 
  め概ね妥当である。長岡サイトで得られたＣＯ２挙動モニタリングの知見は、２度の 
  大きな地震を経験したにもかかわらず安定的に地中貯留されていることを証明し、 
  国内外のＣＣＳの社会的受容性の獲得や世界的展開に大きく寄与している。 
 
○ また、当該事業の成果は、苫小牧での大型実証試験に適用されることとなっており、 
  国外も含めて実用化の加速が期待される。 
 
○ 一方、ＣＣＳ実用化にむけては、技術面だけでなく、地域住民などの貯留に対する理 
  解が非常に重要であるが、ＣＣＳの社会的認知度は未だ低く、認知度の向上を図る 
  必要がある。 
 
○ また、技術課題の位置づけをさらに明確にしたうえで、研究開発を進めるとともに、 
  実用化を進めるうえでは国内外の民間の事業への参画による技術移転の推進に一 
  層の努力が必要である。  

８－２．総合評価（コメント） 
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８－３．評点結果 

 
○ 「経済産業省技術評価指針」に基づき、プロジェクト中間評価において、評点 
  法による評価を実施した。 
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【評価項目の判定基準】 
評価項目１.～５. 
 ３点：非常に重要又は非常によい  
 ２点：重要又はよい 
 １点：概ね妥当 
  ０点：妥当でない                   
 
６．総合評価 
（中間評価の場合） 
 ３点：事業は優れており、より積極的に  
     推進すべきである。 
 ２点：事業は良好であり、継続すべきで 
          ある。 
 １点：事業は継続して良いが、大幅に見 
          直す必要がある。 
 ０点：事業を中止することが望ましい。 



今後の研究開発の方向性等に関する提言 提言に対する対処方針 

○ 個別要素技術の成果をどう生かすか
はＣＣＳ推進基盤活動の成果に大き
く左右されることになる。このため
、個別要素技術の成果を生かすため
、国際標準化における優位性の確保
と、ＣＣＳの社会的受容性の向上に
向けた取り組みを進めて貰いたい。 

 

 

 

○ 長期的な視点にたって地球全体のＣ
Ｏ２を削減することも念頭に、海外
の環境対策で評価され、貢献できる
よう本研究開発を推進することが望
まれる。 

〇  ＣＣＳの国際標準化に関しては、  

   ISO/TC265が設置され、今後各ワーキン  
   ググループ（ＷＧ）において審議が開始 
   されることとなっている。我が国は回収 
   ＷＧのコンビーナ及び貯留ＷＧのココン 
   ビーナであり、今後、国際標準化に関す 
   る議論をリードして参りたい。 
   また、社会的受容性の向上については、 
   ＣＣＳの実証や実用化の中でＣＣＳ技術 
   全体の意義について、広く一般市民にご 
   理解頂く活動を進めて参りたい。  
 
〇 ご指摘を踏まえ、世界でＣＣＳが実用化 
   された際、日本のＣＣＳ技術による海外 
   での貢献ができるよう研究開発を進めて 
   参りたい。 

９．提言及び提言に対する対処方針 
26 
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