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要約 

本事業では、国際機関等との連携及び CCS 関連の規格化へ対応について、以下のとおり実施

した。 

CCS 関連の国際機関である CSLF、IEAGHG の活動に参加するとともに、CO2の海底下貯留

に関係するロンドン条約会合などの国際会議の動向を調査した。また、各国における CCS プロ

ジェクトの動向、CCS 助成制度や法制度の概要・整備動向を調査し、適宜、経済産業省の担当者

に報告を行った。 

CSLF では、技術グループが「BECCS」の報告書を 2018 年 4 月の会合前に公表し、「孔隙利

用の改善」「産業 CCS」の両報告書を 2019 年 4 月までに公表する。「水素 CCS」は本格的な活動

としないことになったが、日本も参加して検討過程で集めた情報が報告書として公表された。

「EOR 以外の CO2利用」の活動実施が合意され、2019 年 4 月までに報告書が策定されることに

なった。CSLF 技術ロードマップ 2017 のフォローのために暫定委員会が設置され、まずは技術

グループによる報告書や技術ロードマップの活用に関する調査を行った。同委員会は、ロードマ

ップの提言の進捗をフォローするために今後も継続される。CSLF 認定プロジェクトは 1 件が承

認され、認定プロジェクトの件数が都合 55 件となった。政策グループおよび新しく立ち上げら

れた CEM の CCUS イニシアチブの会合では、主に 2 つの活動の統合について議論がなされた。

メンバー国の年間参加費によって運営され、事務局は IEAGHG 内に設けられる。CSLF の政策

グループはなくさずに、CCUS イニチアチブとして活動することが合意されたが、CSLF の技術

グループのあり方は変わらない。キャパビル基金の残高の半額が CEM の CCUS イニシアチブの

運営に充当される。CCUS イニシアチブの当面の主な活動方針は、CEM というプラットフォー

ムを活用したクリーンエネルギー関係者に対する CCUS の重要性や価値のプロモーション、金融

関係者との対話である。 

IEAGHG では、2018 年度に鉄鋼・セメントでの CO2回収のコスト、石油化学製品の持続可能

性、油ガスインフラの CO2 貯留事業への転用など、10 件の報告書が発行された。また、新規に

CCS と持続可能な開発目標、CO2船輸送インフラの現状と課題など、3 件の調査研究が実施され

ることになった。2018 年度の主催会議は、国際学会が第 14 回温室効果ガス制御技術国際会議

（GHGT-14）の 1 件、ネットワーク会合がモデリングとリスク管理との合同会合、CCS コスト

の 2 件、サマースクール 1 件の計 4 件であった。GHGT-14 では、学術的な発表がなされたほか、

CCS の価値や CCS コミュニティ外への情報発信などが議論された。2019 年度には、京都で開催

する第 5 回燃焼後回収国際会議（PCCC5）のほか、ネットワーク会合が固体ルーピング、モニタ

リングと環境の合同会合の 2 件、サマースクール 1 件の計 4 件が計画されている。オランダとバ

ンドン工科大学が 2019 年度より IEAGHG に加盟することが承認された。 

ロンドン条約では CCS に関連する大きな動きはなった。議定書 6 条の改正の批准国は、2017

年の締約国会合以降増えておらず、発効に必要な批准国数の 34 か国以上に対して 5 か国のまま

である。 

IEA は英国政府と共に 2 回目となる CCUS サミットを 2018 年 11 月 28 日に英国・エジンバ
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ラにおいて開催した。その議長サマリーにおいて、CCUS 技術が世界で合意されている気候目標

の達成において重要な役割を果たすとともに、産業競争力や経済成長を下支えするものであるこ

と、新しいビジネスモデル、支援政策、世界的な連携によって、CCUS への投資拡大が加速し得

ることが強調された。CCS の政策・法規制関連での 2018 年度中の大きな動きとして、英国の

CCUS 普及の枠組みに関するタスクフォースによる提案とそれを踏まえた政府による行動計画

の公表が挙げられる。クラスター化によって CCUS の普及を図る。ノルウェーでは、政府がセメ

ント工場と廃棄物処理施設への CO2回収設備の追設と CO2輸送および貯留の FEED を実施する

決定をした。大規模 CCS プロジェクトは、稼働中が 18 件、中断が 1 件、建設中が 5 件となって

いる。2018 年度は、中国において、CNPC が天然ガス精製で回収された CO2を吉林油田で使用

して EOR を開始し、稼働中の大規模 CCS プロジェクトに加わった。中東を除くアジア地域で初

めて、大規模 CCS プロジェクトが操業段階に入ったことになる。また、建設段階のプロジェク

トとして、Sinopec Qilu 石油化学 CCS がリストに加わった。 

2019 年に G20 会合が日本で開催されることから、CCUS 案件形成の基礎調査を実施し、国際

CCUS ラウンドテーブルを 2019 年 2 月に米国・ワシントン DC において開催してその成果を議

論し、CCUS の国際協調に関する G20 向け提言を取りまとめて同年 3 月に公表した。 

2018 年 5 月開催の第 3 回海域 CO2地中貯留ワークショップにおいて、苫小牧プロジェクトで

得られた海域 CO2地中貯留の規制に係る教訓のほか、日豪による水素プロジェクトを紹介するな

ど、日本の CCS への取り組みの情報を発信した。2018 年 10 月の CSLF のメルボルン年次会合

においては、2019 年 2 月の開催に向けて計画していた国際 CCUS ラウンドテーブルの概要説明

も行った。 

また、CCS 関連の規格化へ対応として、2011 度に設置が決定した ISO/TC265（二酸化炭素回

収・輸送・地中貯留）の活動へ対処するために、ISO/TC265 国内審議委員会および 5 つの国内ワ

ーキンググループを設置し、ISO/TC265 対処方針の検討および規格の各開発段階における投票案

等の検討を行うとともに規格化作業を推進した。さらに、本年度行われた第 11 回 ISO/TC265 総

会（パリ、フランス）、第 12 回 ISO/TC265 総会（バーチャル）および各 WG 会合に対し、WG1

コンビーナ、事務局、WG3 ココンビーナおよび各 WG の専門家を派遣するとともに、国内審議

団体事務局としてこれらの会合に出席し、規格化の議論への参加と議事内容の記録を行った。加

えて日本の主張が十分活かせるように専門家意見調整や連絡等の支援を行った。 

なお、CCS 関連の規格化に関する各国の動向を把握するために、関係国へのヒアリングを行う

とともに、関連する ISO 文書、他国の規格・標準等を調査し、CCS の ISO 化との関連を整理し

た。 
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1章  概要 

1.1 事業目的 

地球温暖化問題の解決に向けては、国際機関や諸外国との連携を図りつつ、我が国企業の国際

展開や技術の国際移転、地球温暖化対策交渉の進展等を効率的に促進するための取組が必要であ

る。このうち、二酸化炭素回収・貯留（CCS：Carbon dioxide Capture and Storage）は、CO2

の大気中への排出量削減効果が大きいこと等から、地球温暖化対策の重要な選択肢の一つと期待

されており、既に諸外国では、多くの実証試験に加え、商業規模での CCS 事業もみられるように

なっている。我が国においても地球温暖化対策として CCS の速やかな対応が求められており、

現在実用化に向けて年間 10 万 t-CO2程度の規模で実施する CCS の実証試験や必要な研究開発を

進めているところである。また、CCS を含む CCUS 技術の社会実装に向けては各国との国際協

調が重要であるが、2019年の 6月に大阪にて開催が予定されているG20首脳会合においてCCUS

分野における国際協調を強化する方向性を打ち出すべく、各国と調整しているところである。 

本事業では、近年取組が活発化している CCS 関連国際機関（CSLF（Carbon Sequestration 

Leadership Forum：炭素隔離リーダーシップフォーラム）、IEAGHG（International Energy 

Agency – Greenhouse Gas R&D programme）や CO2の海底下貯留に関係するロンドン条約会合

などの国際会議の動向を調査するとともに、G20 等に向けて CCUS 分野の国際協調をより深める

べく、我が国の CCS に関する取組を積極的にアピールする。 

また、2011 年度に設置が決定した ISO/TC265 の活動へ対応するとともに、CCS 関連の規格化

に関する各国の動向の調査等を行い、CCS 関連の規格化に関する議論を先導する。 

 

1.2 事業概要 

1.2.1 国際機関等との連携 

CCS 関連の国際機関である CSLF、IEAGHG の活動に参加するとともに、CO2の海底下貯留

に関係するロンドン条約会合などの国際会議の動向を調査した。また、各国における CCS プロジ

ェクトの動向、CCS 助成制度や法制度の概要・整備動向を調査し、適宜、経済産業省の担当者に

報告を行った。 

CSLF については、2018 年 5 月と 10 月にそれぞれイタリアと豪州で開催された技術グループ

関連の会合に参加するなどして、実施中の活動計画、新規活動計画の議論、CSLF 技術ロードマ

ップ 2017 のフォローアップ、CSLF 認定プロジェクトの議論などに貢献するとともに情報を収集

した。メルボルン年次会合で実施された技術グループの議長・副議長の改選の結果、日本が副議

長に選出された。また、技術グループ関連の会合とともに開催された政策グループ会合にも参加

し、政策グループの動向に係る情報を収集した。さらに、CSLF の政策グループの活動を移管し

ようとしているクリーンエネルギー大臣会合（CEM）の CCUS イニシアチブの会合にも参加し、

その動向に係る情報を収集した。 

IEAGHG では、2018 年 5 月および 10 月にそれぞれノルウェーと豪州で開催された執行委員

会の会合に参加するなどして、IEAGHG が実施している調査研究、主催している国際会議やワー

クショップの動向について調査を行った。 
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ロンドン条約については、2018 年 4～5 月にチリで開催された科学グループ会合と 2018 年 11

月に英国で開催された締約国会合の発行文書等を通して、CO2 海底下地層貯留についての情報を

収集した。 

また、CSLF、IEAGHG に係る会合に加え、その前後に会合の開催地あるいはその近郊の CCS

関連施設の訪問やワークショップ、国内外で開催された国際会議等においても、CCS 関連の他の

国際機関等の動向、CCS プロジェクトの概要・動向、CCS 関連の政策、法規制、インセンティブ

や規制の整備動向等についての情報収集を実施した。 

さらには、2019 年に G20 会合が日本で開催されることから、CCUS 案件形成の基礎調査を実

施し、国際 CCUS ラウンドテーブルを 2019 年 2 月に米国・ワシントン DC において開催してそ

の成果を議論し、CCUS の国際協調に関する G20 向け提言を取りまとめて同年 3 月に公表した。 

2018 年 5 月開催の第 3 回海域 CO2地中貯留ワークショップにおいて、苫小牧プロジェクトで

得られた海域 CO2地中貯留の規制に係る教訓のほか、日豪による水素プロジェクトを紹介するな

ど、日本の CCS への取り組みの情報を発信した。2018 年 10 月の CSLF のメルボルン年次会合

においては、2019 年 2 月の開催に向けて計画していた国際 CCUS ラウンドテーブルの概要説明

も行った。 

 

1.2.2 CCS関連の規格化への対応 

2011 年度に設置が決定した ISO/TC265 の活動へ対応する。また、CCS 関連の規格化に関する

各国の議論の動向を調査し、収集した各国の動向について国内審議団体として国内関係者へ情報

提供を行う等、国内での議論および日本がコンビーナとなる TC の WG の運営を支援することに

より、CCS 関連の規格化に関する議論を先導する。 

‒ 国内審議委員会の開催： 3 回の国内審議委員会を開催した。審議委員会の開催に際して、日

程調整、会場手配、各委員の招集、審議委員会の運営、議事内容の記録・ 報告などの業務を

行った。 

‒ 国内ワーキンググループの開催： ①回収分野、②輸送分野、③貯留分野、④Q&V

（Quantification and Verification：定量化と検証）、およびクロスカッティングイッシュー

分野、ならびに⑤CO2-EOR 分野に関する国内ワーキンググループを、それぞれ都内で実施し

た。本国内ワーキンググループにおいては各分野の ISO 化についての議論と、新業務項目提

案（NP）および他国から提案された NP の検討等を行った。国内ワーキンググループの開催

に際して、日程調整、会場手配、各委員の招集、議事内容の記録・報告などの業務を行った。

また、各国内ワーキンググループ間にまたがるテーマの調整、ワーキンググループ委員への

意見照会や意見とりまとめなどの作業を行い、さらに関連する他の ISO、JIS や他国の規格・

標準等を調査し、関係を整理した。なお規格化作業を進めるにあたって、JISC ならびに財団

法人日本規格協会の支援等を得た。 

‒ TC、TC の WG への参加： 第 11 回 TC 総会がパリ（フランス）、第 12 回 TC 総会がバーチ

ャル総会としてテレコンファレンスで開催され、各 WG で検討中の規格について具体的にド

ラフト開発が推進された。本事業においては、本 TC 総会に各国内ワーキンググループから

専門家 2 名程度の派遣を行うとともに、事務局として主席研究員クラス 1 名および主任研究
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員クラス 1 名程度が出席した。また TC の各 WG は TC 総会含めて 2 回～3 回程度開催され、

それぞれ 2 名程度の専門家を派遣するとともに事務局として活動を支援した。TC 総会には、

国内審議団体として同行し、日本の意見を述べるとともに議事内容の記録を行ない、日本の

主張が十分通るように専門家意見調整や連絡等の支援を行った。 

‒ 国内審議団体としてのその他の業務： 技術管理評議会（TMB）からの情報収集および TC265

の事務局等との連絡業務を行った。さらに、NP 提案に際しては、わが国の専門家と各国の

代表や専門家と連絡や意見交換の支援を行った。また、国内審議委員会委員、国内ワーキン

ググループ委員等への連絡や意見照会・意見のとりまとめ作業を行った。専用 Web サイトを

使って、TC 事務局から得た文書等含め国内関係者と関連情報の共有化を迅速かつ確実に行っ

た。 

‒ CCS 関連の規格化に関する各国の動向調査： 文献調査や関係者へのヒアリング等により、

CCS 関連の規格化に関する各国の動向調査や個別調整を行った。ヒアリングは、主席研究員

クラス 1 名および主任研究員クラス 1 名で対応した。上記調査内容を整理し、国内審議団体

として国内審議委員会ならびに国内ワーキンググループ等へ情報提供し、国内での議論を支

援した。 

‒ 日本がコンビーナとなる回収および貯留の TCWG（WG1、WG3）の運営を支援： WG1（回

収）については、コンビーナおよびセクレタリの活動支援、WG 開催の準備、エキスパート

等への連絡、TC 総会時を含めて 4 回の WG の開催、複数回のテレコンファレンスの開催、

コンビーナとセクレタリの WG への派遣、WG でのコンビーナのサポート、議事録の作成等

を行った。また WG3（貯留）については、コンビーナの活動支援と TC 総会時の WG への

コンビーナの派遣を行った。また Chair's Advisory Group の複数回のテレコンファレンスへ

代表者を出席させた。 
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2章  国際機関等との連携 

CCS 関連の国際機関や国際枠組みである CSLF（Carbon Sequestration Leadership 

Forum：炭素隔離リーダーシップフォーラム）、IEAGHG（IEA Greenhouse Gas R&D 

Programme）、ロンドン条約との連携を通して、また、その他の CCS 関連会議に参加して

収集した CCS に係る政策や技術の動向情報を以下にまとめる。  

 

2.1 CSLF 

2.1.1 概要 

CSLF は CCUS を推進する国際的な集まり（フォーラム）であり、メンバー国の CCS

を所轄する省庁の代表者が参加する政策グループと CCS 専門家が参加する技術グループ

とから成る。  

本事業では、2018 年 4 月にイタリア・ベネチア、10 月に豪州・メルボルンで開催され

た技術グループ関連の会合に参加するなどして、実施中の活動計画、新規活動計画の議論、

CSLF 技術ロードマップ 2017 のフォローアップ、CSLF 認定プロジェクトの議論などに貢

献するとともに情報を収集した。メルボルン年次会合で実施された技術グループの議長・

副議長の改選の結果、日本が副議長に選出された。また、技術グループ関連の会合ととも

に開催された政策グループ会合にも参加し、政策グループの動向に係る情報を収集した。

さらに、CSLF の政策グループの活動を移管しようとしているクリーンエネルギー大臣会

合（CEM）の CCUS イニシアチブの会合にも参加し、その動向に係る情報を収集した。  

技術グループの 2018 年度の活動の中心は、「BECCS」「孔隙利用の改善」「産業 CCS」

の 3 つの活動計画（タスクフォース）の報告書の作成、新たな活動計画として検討された

「水素 CCS」「鉱物化」「EOR 以外の CO2 利用」に係る議論、CSLF 技術ロードマップ 2017

のフォローであった。「BECCS」の報告書は 2018 年 4 月のベネチア中間会合前に公表さ

れ、「孔隙利用の改善」「産業 CCS」の報告書については、2019 年 4 月の中間会合までの

公表が予定されている。「水素 CCS」の実施の有無は、タスクフォースの“フェーズ 0”

として実施された。本格的な活動は実施ないことになったが、日本も参加して検討過程で

集めた情報は報告書して 2018 年 4 月のベネチア中間会合後に公表された。「鉱物化」はオ

ランダから実施の可否の検討結果が報告され、時期尚早として実施しないことになった。

「EOR 以外の CO2 利用」については、米国より活動方針案が説明され、活動の実施が合

意された。2019 年 4 月の中間会合までに報告書が策定される。CSLF 技術ロードマップ

2017 のフォローについては、小グループの設置が 2018 年 4 月のベネチア中間会合におい

て合意され、後に「タスクフォースによる成果物の最大活用と知識共有に係る暫定委員会」

となった。この暫定委員会は、まずは技術グループによる報告書や技術ロードマップの活

用に関する調査を行い、2018 年 10 月のメルボルン年次会合において調査結果を報告した。

同委員会は、ロードマップの提言の進捗をフォローするために今後も継続されることにな

った。 
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政策グループおよび新しく立ち上げられた CEM の CCUS イニシアチブの会合では、主

に 2 つの活動の統合について議論がなされた。CCUS イニシアチブの参加国はいずれも

CSLF メンバーでもある 10 か国であり、米国、ノルウェー、サウジアラビアの 3 か国が

主導する。メンバー国の年間参加費によって運営され、事務局は IEAGHG 内に設けられ

る。CSLF の政策グループはなくさずに、CCUS イニチアチブとして活動することが合意

されたが、CSLF の技術グループのあり方は変わらない。キャパビル基金の残高は約 70

万豪ドルであり、その半額が CEM の CCUS イニシアチブの運営に充当され、残りの半額

が途上国のステークホルダーが CCUS 関連の会議に参加する費用に充当される。CEM へ

の半額の移管は、参加費の拠出が困難な途上国を考慮したものである。CCUS イニシアチ

ブの当面の主な活動方針は、CEM というプラットフォームを活用したクリーンエネルギ

ー関係者に対する CCUS の重要性や価値のプロモーション、金融関係者との対話である。

コミュニケーションのタスクフォースの報告もあったが、大きな進捗はなかった。議長・

副議長の改選が行われ、引き続き米国が議長を、中国、サウジアラビア、英国が副議長を

務めることとなった。  

政策グループ会合において、RITE が C2ES と米国・ワシントン DC での開催を計画し

ている、G20 に向けた国際円卓会議について説明した。また、第 3 回海域 CO2 地中貯留

ワークショップにおいて、苫小牧プロジェクトで得られた海域 CO2 地中貯留の規制に係る

教訓のほか、日豪による水素プロジェクトの紹介をし、ロンドン議定書による海底下 CO2

地中貯留用の CO2 輸出入禁止のスコープに関する議論の議長を務めた。  

 

 

2.1.2 組織概要 

CSLF は CCUS を推進する国際的な集まり（フォーラム）であり、米国エネルギー省

（DOE：Department of Energy）が主導して 2003 年に設立された。米国が CSLF の設立

を主導した背景には、気候変動対策に資する技術開発の国際連携を主導することにより、

同国が 2001 年に京都議定書を離脱したことによって懸念された、気候変動に係る国際的

な取り組み中での米国の孤立を回避したいとの思惑があったとされる。また、当時、米国

が提案していた CCS 付きの IGCC の新設を国際協力により実施することも大きな動機で

あった。CSLF のほかにも、第 4 世代原子力発電国際フォーラム、水素経済パートナーシ

ップ、メタン市場化パートナーシップが米国の主導によって設立されている。  

CSLF の事務局は DOE が務めており、加盟国は OECD 加盟国とブラジル・中国等の新

興国に加えて、欧州委員会となっている。加盟国数は、表 2.1.2-1 に示す 26 か国である。

CSLF の目的として、CO2 の分離回収と輸送および長期的に安全な貯留あるいは利用

（CCUS）について、コスト低減に係る効率的な技術改良の進展に寄与すること、同技術

を国際的に広く利用可能にすること、回収と貯留に関連した幅広い問題を特定し対処する

ことが謳われている。発足当初は CO2 の利用を含まない CCS を対象として活動していた
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が、2011 年の北京での閣僚会合において、EOR 等の経済的付加価値を持つ CO2 の利用

（Utilization）を CCS に加え、CCUS（Carbon Capture, Utilization and Storage）とし、

その実用化に向け推進していくことになった。  

CSLF の実際の活動は、政策グループと技術グループに分かれて実施されている。政策

グループはメンバー国の CCS 担当の省庁の代表者から成り、CSLF の枠組みや政策の統括、

タスクフォースなどによる協力プロジェクトのレビュー、事務局への活動の方向性の提示

を行う。日本からは METI 産業技術環境局の地球環境連携室が参加している。技術グルー

プはメンバー国の CCS 専門家から成り、タスクフォースなどによる協力プロジェクトの

レビュー、有望な調査研究の方向性の特定、政策グループへの必要なアクションの提言を

行う。技術グループの日本の代表として、RITE が METI 地球環境連携室に指名されて参

加している。議長は政策グループが米国、技術グループがノルウェーとなっている。技術

グループの副議長として、2018 年 10 月のメルボルン会合において、日本は豪州とカナダ

と共に選出された。政策グループと技術グループの活動を通して、種々の報告書が作成さ

れている。また、CSLF がメンバー国の CCS プロジェクトに CCS の普及の加速に資する

取組みとしての認定を与えるスキームがある。  

政策グループについては、2018 年 6 月にクリーンエネルギー閣僚会合（CEM）のもと

に CCUS イニシアチブが設置されたことから、CCUS イニシアチブの名の下で活動してい

くことが 2018 年 10 月開催のメルボルン会合で合意された。CCUS イニシアチブの加盟

10 か国は、いずれも CSLF 加盟国でもあり（表 2.1.2-1 参照）、CSLF 政策グループの議

長国や副議長国などは CCUS イニシアチブの加盟国から選出することも確認された。なお、

CEM は、2009 年にデンマーク・コペンハーゲンで開催された UNFCCC の COP15 で、

当時の米国 DOE チュー長官が提案して設立されたイニシアチブである。  

政策グループは技術グループと共に、2014 年より年 2 回の会合をそれぞれ開催し、政

策グループの会合の中で技術グループの活動の報告がなされていた。2018 年度は、技術グ

ループが 5 月に中間会合を単独で開催し、CSLF 政策グループについては、CEM の CCUS

イニシアチブ会合が 6 月の CEM-9 会合の際に開催されたものの、政策グループ会合とし

ては開催されなかった。10 月には、政策グループ、CCUS イニシアチブ、技術グループの

会合がそれぞれ開催された。政策、技術の両グループの会合、および CCUS イニシアチブ

の会合は、2019 年以降も、こうした形式で開催される見通しである。2 年ごとに開催され

てきた閣僚級会合については、CEM の閣僚級会合が毎年開催されていることから、少な

くとも当面は CSLF としての閣僚級会合は開催されない。  
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表 2.1.2-1 CSLF のメンバー 

豪州 ブラジル カナダ※  中国※ チェコ 

欧州委員会  フランス※ ドイツ ギリシャ インド 

イタリア 日本※ 韓国 メキシコ※ オランダ  

ニュージーランド  ノルウェー※  ポーランド  ルーマニア  ロシア 

サウジアラビア※  セルビア 南アフリカ※  UAE※ 英国※ 

米国※     

※ CEM CCUS イニシアチブのメンバー国  

 

2.1.3 今年度の会合と今後の会合予定 

2018 年度は技術グループ会合が 2 回開催され、政策グループおよび CEM の CCUS イ

ニシアチブの会合がそれぞれ 1 回ずつ開催された。CSLF および CEM CCUS イニシアチ

ブの今年度の活動と今後の予定を以下にまとめる。  

 

2.1.3.1 今年度の会合 

2018 年度は、CSLF の技術グループが 5 月にイタリア・ベネチアで CO2GeoNet によ

るオープンフォーラムの開催に合わせて中間会合を単独で開催した。CSLF 政策グループ

については、CEM の CCUS イニシアチブ会合が 6 月のデンマーク・コペンハーゲンの

CEM-9 会合の際に開催されたものの、政策グループ会合としては開催されなかった。10

月には、政策グループ、CCUS イニシアチブ、技術グループの会合が IEAGHG の主催す

る GHGT-14 に合わせて豪州・メルボルンにおいてそれぞれ開催された。両グループおよ

び CEM CCUS イニシアチブが実施した会合等を表 2.1.3.1-1 にまとめて示す。  

 

表 2.1.3.1-1 2018 年度の CSLF 等の会合実績 

 技術グループ 政策グループ 
CEM 

CCUS イニシアチブ 

20187 年 4 月 

イタリア 

ベネチア 

22 日 PIRT 会合 

23 日 技術グループ会合  
― ― 

2018 年 5 月 

デンマーク 

コペンハーゲン  

― ― 
22 日 実務者会合 

24 日 設立イベント  

2018 年 10 月 

豪州 

メルボルン 

16 日 PIRT 会合 

17 日 技術グループ会合  

18 日  

政策グループ会合  
18 日 実務者会合 
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2.1.3.2 今後の会合予定 

2019 年の技術グループ関連の会合は、2019 年 4 月に米国・シャンペーン（イリノイ州）

で中西部地中隔離コンソーシアム（MGSC）の年次会合に合わせて開催が予定されており、

また、同年秋の会合の開催候補地としてフランス・リヨンが挙げられている。政策グルー

プ会合関連については、CEM CCUS イニシアチブの実務者会合が 5 月にカナダ・バンク

ーバーで開催される CEM10/MI-4 の際に開催される予定となっている。秋の会合について

は、具体的な情報はない。現状の情報に基づいた予定を表 2.1.3.2-1 にまとめる。  

 

表 2.1.3.2-1 2019 年度の CSLF 等の会合予定 

 技術グループ 政策グループ 
CEM 

CCUS イニシアチブ 

2019 年 4 月 

米国 

シャンペーン  

25 日 PIRT 会合 

25～26 日 

技術グループ会合  

― ― 

2019 年 5 月 

カナダ 

バンクーバー  

― ― 実務者会合  

2019 年秋 
PIRT 会合 

技術グループ会合  
― ― 

2019 年秋 ― 政策グループ会合  実務者会合  
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2.1.4 技術グループの動向 

ここでは 2018 年度に 2 回開催された技術グループの会合に参加するなどして得られた

技術グループの動向情報をまとめる。両会合の概要をまとめたうえで、実施中の活動計画、

新規活動計画、タスクフォースによる成果物の最大活用と知識共有に係る暫定委員会、

CCS 学界運営評議会から技術グループへの提言、CSLF 認定プロジェクト、同盟機関、技

術グループの議長・副議長改選選挙についてまとめる。  

 

(1) 2018 年 4 月のベネチア中間会合の概要 

PIRT 会合が 2018 年 4 月 22 日に開催され、翌 23 日に技術グループ会合が開催された。  

PIRT 会合では、技術グループ議長より 2017 年 11 月に策定された CSLF 技術ロードマ

ップ 2017 における提言の進捗をフォローする小グループの設置が提案され、この提言の

フォローのほか、技術グループによる報告書や技術ロードマップの活用に関する調査など

を行う小グループが設置されることになった。認定プロジェクト申請は、ENOS プロジェ

クトから 1 件あり、技術グループへの推薦が合意された。  

技術グループの会合では、PIRT からの報告などに引き続いて、「BECCS」「孔隙利用

の改善」「産業 CCS」「水素 CCS」の各タスクフォースからの報告が行われた。「BECCS」

の報告書は 2018 年 4 月初旬に公表済みであり、その概要が本会合で報告された。「孔隙

利用の改善」の報告書の公表は、2018 年 8 月に予定されている。「産業 CCS」は、報告

書がほぼ完成し、2018 年 10 月の年次会合までに公表されることになっており、本会合で

は、これまでに得られた知見等が報告された。「水素 CCS」のタスクフォースは暫定的（フ

ェーズ 0）に設置されたものだが、各国から提供のあった情報を分析した結果、タスクフ

ォースの本格的な実施は時期尚早であること、ワークショップの開催は有意義であり、既

に IEAGHG と議論していることが報告された。新規タスクフォースの議論の中で、PIRT

で議論された CSLF 技術ロードマップ  2017 の提言に対する進捗をベースに新規活動を展

開する提案も議論された。PIRT での議論の通り、小グループで具体化することになった

が、同グループは、技術グループによるこれまでの報告書やロードマップの活用のされ方

の調査、CSLF、ミッション・イノベーション、CEM の役割と協力の検討も行うことにな

った。小グループの議長には米国オブザーバーの Sallie Greenberg 氏が就く。検討結果、

調査結果は、次回会合で議論されることになる。また、オランダから「鉱物化」の実施の

可否の検討結果が報告され、時期尚早として実施しないことになった。一方、2012 年及

び 2013 年に報告書を策定済みの「CO2 利用」に関する新たな活動に米国が関心を示し、

米国が具体的な提案を 2018 年 10 月の年次会合で提示することになった。PIRT から CSLF

認定プロジェクトとして推薦のあった ENOS プロジェクトの申請は、技術グループでも承

認された。2018 年 10 月の政策グループ会合において承認に係る最終的な議論がなされる。

この他、CCS 学界運営評議会から技術グループへ提言が示された。また、CSLF の同盟機

関として CO2GeoNet が新たに加わった。   
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(2) 2018 年 10 月のメルボルン年次会合の概要 

PIRT 会合が 2018 年 10 月 16 日に開催され、翌 10 月 17 日に技術グループ会合が開催

された。 

PIRT 会合では、2018 年 4 月の前回ベネチア会合で設置された“タスクフォースによる

成果物の最大活用と知識共有に係る暫定委員会”が前回会合後に実施した報告書や技術ロ

ードマップの活用に関するアンケート調査の結果が報告された。この暫定委員会は、ロー

ドマップの提言の進捗をフォローするために今後も継続されることになった。新しい認定

プロジェクトの申請はなかった。  

技術グループの会合では、PIRT からの報告などに引き続いて、「孔隙利用の改善」の

「産業 CCS」の両タスクフォースからの報告が行われた。「孔隙利用の改善」の報告書の

公表は遅延しているが、最終版は 2019 年春に公表される予定となっている。「産業 CCS」

は、前回会合で報告書がほぼ完成しているとの報告があったが、9 つのセクターごとの記

載のトーン合わせをするなどして、2019 年 4 月の中間会合まで最終版として公表される

予定となっている。新規の活動計画案として、米国より「EOR 以外の CO2 利用」の活動

方針案が説明され、活動の実施が合意された。2019 年 4 月の中間会合までに報告書が策

定される予定となっている。“タスクフォースによる成果物の最大活用と知識共有に係る

暫定委員会”からは PIRT 会合とほぼ同様な報告がなされた。事務局より、本暫定委員会

を今後、恒久的なタスクフォースとしたい旨、発言があった。議長・副議長の改選が行わ

れ、ノルウェーが議長を、豪州、カナダ、および日本が副議長を務めることとなった。 

 

2.1.4.1 実施中の活動計画 

技術グループの活動計画の一環として 2017 年度から継続して活動しているタスクフォ

ースとして、「BECCS」、「孔隙利用の改善」「産業 CCS」「水素 CCS」の 4 つがあった。

日本は「孔隙利用の改善」へ参加している。  

「BECCS」は、報告書を 2018 年 4 月のベネチア中間会合前に公表して活動を終えた。

「孔隙利用の改善」は報告書作成の最終段階にあったがその公表が遅延しており、2019

年春の公表が目指されている。「産業 CCS」も報告書の公表が若干遅延しているが、2019

年 4 月の中間会合までに公表される見込みとなっている。「水素 CCS」は、“フェーズ 0”

のタスクフォースとして本格的な活動をするか否かを検討するために 2017 年 12 月のアブ

ダビ年次会合の際に設置された。2018 年 4 月のベネチア中間会合において、実施は時期

尚早だとして実施されないことになった。ただし、検討の過程で集めた情報を報告書とし

てまとめて中間会合後に公表された。また、水素 CCS に係るワークショップの開催を

IEAGHG と共に検討している。  

「BECCS」、「孔隙利用の改善」「産業 CCS」「水素 CCS」のタスクフォースの活動につ

いて、2018 年 4 月のベネチア中間会合ないし 2019 年 10 月のメルボルン年次会合での報

告や議論をこれまでの経緯とともに以下にまとめる。   
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(1) BECCS 

BECCS のタスクフォースは、2015 年 11 月のリヤド会合において、その設置が合意さ

れた。米国が議長となり、イタリア、ノルウェー、および IEAGHG が参加することにな

った。2016 年 10 月の東京会合で報告書の概要が紹介されたが、その後、報告書概要はタ

スクフォース内で再度議論されたうえで同年 11 月に章ごとの担当者が決定した。2017 年

5 月のアブダビ中間会合では、それまでに作成された第 2 ドラフトをもとにその構成と担

当者が説明された。報告書最終版は、2017 年 12 月のアブダビ閣僚級会合までの発行が目

指されたが実現せず、2018 年 4 月のベネチア会合の開催前に発行された。ベネチア会合

では、報告書の概要が報告され、タスクフォースを終了することが合意された。  

報告のあった報告書の概要を以下にまとめる。  

 

・報告書の構成は、①導入、②資源の評価と排出の概要、③BECCS 技術の商用普及の現

状、④BECCS 技術のオプションと利用法、⑤知見と提言、となっている。  

・BECCS の普及障壁として、①CCS と組み合わせた際のバイオマスの燃焼や転換の技術

的課題、②経済性、③資源の制約、④政策と規制、⑤サプライチェーンの構築、が挙げ

られた。 

・提言が以下のように 5 分野に対して示された。 

①バイオマス原料  

・必要なプロセスが少ないバイオマス原料を開発・特定するための研究開発  

・水の利用とカーボンフットプリントの最適化  

・地域レベルでの利用可能なバイオマス原料のモニター  

②技術 

・前処理工程（高密度化、脱水、ペレット化）の改善 

・コストが安く、エネルギーペナルティが小さい技術の開発・特定  

③分析 

・BECCS のカーボンフットプリントの正確な算定を容易にするライフサイクル評価の

ための共通枠組みの開発 

④アウトリーチとコミュニケーション  

・ポテンシャルを有する BECCS 市場のメリットに係る情報の政策立案者への提供  

・市民や地方コミュニティからの信頼の構築  

・CCUS、バイオエネルギー、BECCS 産業の関係者間のより堅固な協力  

⑤ファイナンシング  

・BECCS の二重のメリットに対する奨励策  
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(2) 孔隙利用の改善  

孔隙利用の改善のタスクフォースは、2015 年 11 月のリヤド会合において、その設置が

合意された。豪州と英国が共同議長となり、日本、フランス、UAE、ノルウェーおよび

IEAGHG がメンバーとなった。タスクフォースの目的は、孔隙利用の改善に資する様々な

技術の効果や成熟度をまとめるとともに、必要となる R&D を提案することである。実際

の CO2 地中貯留では、孔隙スペースの数%程度しか活用できておらず、貯留された CO2

の体積に比して、水平方向への広がりが大きい。孔隙利用の改善により、貯留ポテンシャ

ルの有効利用、モニタリングコストの低減、ハブタイプの貯留の実現性の向上が期待でき

る。策定する報告書の内容案は 2016 年 6 月開催のロンドン会合で説明された。ロンドン

会合では、日本からマイクロバブル CO2 による圧入について、マイクロバブル CO2 の特

徴と貯留への効果について簡単な説明を行っている。報告書の策定は、当初、2018 年 12

月にアブダビで開催された閣僚級会合前が目指されていたが遅延しており、2018 年 4 月

のベネチア会合において、報告書の策定状況が説明された。  

報告書の最終的な構成は、①エグゼクティブサマリー、②背景、③石油ガスの文献調査、

④孔隙利用の改善に関する非技術的な事項、⑤圧力管理、⑥マイクロバブル CO2 圧入、⑦

CO2 飽和水圧入と地熱エネルギー生産、⑧組成・温度スウィング圧入、⑨各技術の効果と

現状、⑩結論となっている。最終版は 2019 年春に公表される予定となっている。  

 

(3) 産業 CCS 

「産業 CCS」は、2015 年 11 月のリヤド会合で提示された 15 の活動計画案のうちの 1

つであり、2016 年 5 月のレジャイナ会合において、フランスから担当することを検討す

るとの申し出があった。フランスは 2016 年 10 月の東京会合において主導することを報告

し、タスクフォースの立ち上げが承認された。タスクフォースはフランスの Club CO2 が

主導するが、Club CO2 には Solvay 社（化学）、EDF 社、Total 社、Lafarge 社（セメン

ト）、Arcelor Mittal 社、Air Liquide 社などの企業が参加している。2017 年 5 月のアブダ

ビ中間会合では、フランスから報告書の方向性が説明され、2017 年 12 月のアブダビ年次

会合では、報告書の概要と担当者、スケジュールが説明された。2018 年 4 月のベネチア

中間会合では、エネルギー集約型産業（EII：Energy Intensive Industries）についての

分析と得られた知見についての説明がなされた。説明の概要を以下にまとめる。  

 

・製鉄、セメント、肥料、石油精製、天然ガス、重油、廃棄物エネルギー転換、水素、そ

の他のケミカルを含む EII は世界に必要であるが、求められる CO2 排出削減は 2DS で

40%、B2DS で 75%と大きい。  

・EII の各排出源からの CO2 排出量は大きくはないが、合計は発電セクターからの排出量

と同レベルである。EII が発電セクターと異なる点として、排出される CO2 の多くは燃

焼ではなく、プロセスから排出されること、CO2 排出の特性が排出源によって異なるこ
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と、代替オプションが少ないことが挙げられる。  

・これまでの分析から得られた EII に関する知見として、EII は経済成長に必要であるこ

と、エネルギー転換にも必要であることが挙げられる。CO2 排出は化石燃料の燃焼によ

るものだけではなく、Energy Intensive Industries は Emission Intensive Industries

とした方が現実をより反映した名称と言える。今後、EII は新興国で増加する。水素は

2050 年までに利用が 5 倍以上に伸びる。CCS の活用が見込まれるセクターには、天然

ガス、水素、製鉄、肥料、セメントがある。  

 

2018 年 10 月のメルボルン年次会合においては、報告書の構成、結論と提言の概要、要

旨（executive summary）の概要、報告書策定の現状が報告された。  

報告書の構成は、結論と提言、要旨、導入に続いて、9 つの工業セクター（鉄鋼、セメ

ント、廃棄物のエネルギー転換、肥料、水素、天然ガスの生産、重油の生産、化学、製油）

ごとに数ページのまとめとなっており、最後に各工業セクターの詳細なペーパーが添付さ

れる。報告された結論と提言を以下に示す。  

 

・産業プロセスからの CO2 排出を CCUS なしで削減することは、不可能ではないが困難

である。 

・社会にとっての CCUS の価値は、現在のコストによる評価よりも大幅に高い可能性があ

る。 

・CCUS は高コストであり、運転上の課題がある可能性がある。大規模な普及のためには、

インセンティブの導入とビジネスモデルの構築が必要となる。  

・CO2 利用は多くの EII にとって、CO2 回収の高いコストを相殺する可能性がある。しか

し、CO2 利用技術の中には気候変動の緩和効果が限定的であるものもある。  

・CCUS のコストを低減するために、RD&D を加速する必要がある。 

 

結論と提言には、この他に産業界、政府、油ガスセクター、エンドユーザー、CCUS

機関のそれぞれの CCUS 開発等における役割にも言及している。政府の役割が大きいとし、

また、油ガスセクターは CCUS の経験による支援が期待されている。  

報告書は、9 つのセクターごとの記載のトーン合わせをするなどして、2019 年 4 月の

中間会合まで最終版として公表される予定となっている。  

 

(4) 水素 CCS 

水素 CCS はノルウェーによって提案された。同国は 2017 年 5 月のアブダビ中間会合

でもタスクフォースを主導することを検討していると表明していた。ノルウェーは、2017

年 12 月のアブダビ閣僚級会合時の技術グループ会合において、各国で CCS と組み合わさ

れた水素に係る検討がなされていることから、2018 年の中間会合までに各国からインプ
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ットを募り、タスクフォースの実施の可否を同中間会合で議論したい旨、説明した。議論

の結果、ノルウェーのほか、オランダ、サウジアラビア、英国、UAE、カナダ、豪州、日

本が参加する暫定的なタスクフォースを立ち上げ、ノルウェーがメンバーから提供を受け

た関連情報取りまとめた上で、2018 年の中間会合でタスクフォースの本格的な実施の可

否を議論することになった。  

2018 年 4 月のベネチアでの技術グループ会合において、ノルウェーより、まず、カナ

ダ、中国、EU、日本、オランダ、ノルウェー、英国、サウジアラビア、および IEAGHG

から提供のあった情報が説明された。得られた情報に基づく検討結果として、複数のプロ

ジェクトが立ち上がったばかりであり、また、工業 CCS のタスクフォースも継続中であ

ることから、水素 CCS のタスクフォースを立ち上げることは時期尚早であるとの説明が

あった。一方、IEAGHG や IEA の水素 TCP 等とともに水素 CCS に関するワークショッ

プを開催することは有意義との見解が示され、また、既に当該ワークショップの開催を

IEAGHG と議論していることが紹介された。  

各国から提供された情報は、ベネチア中間会合の後、報告書としてまとめられ公表され

た。 

 

2.1.4.2 新規活動計画 

技術グループで実施を 2018 年度に検討した活動計画には、「鉱物化」と「EOR 以外の

CO2 利用」の 2 つがあった。「鉱物化」は 2018 年 4 月のベネチア中間会合において実施さ

れないことになった。一方、「EOR 以外の CO2 利用」は 2019 年 10 月のメルボルン年次会

合実施されることになった。2019 年 4 月の中間会合までに報告書が策定される予定とな

った。 

この 2 つの活動計画について、2018 年 4 月のベネチア中間会合ないし 2019 年 10 月の

メルボルン年次会合での報告や議論をこれまでの経緯とともに以下にまとめる。  

 

(1)  鉱物化 

鉱物化に係るタスクフォースは、オランダにより 2017 年 5 月のアブダビ中間会合にお

いて提案された。2017 年 12 月の年次会合では、オランダが簡単なプレゼンを行い、かん

らん石を CO2 と反応させて“グリーン鉱物”を生産するオランダとドイツによるプロジェ

クト、CO2 を利用して建設石材を生産するオランダでのプロジェクト、促進炭酸塩化を用

いた廃棄物焼却残渣と CO2 により骨材を製造する Carbon 8 社によるプロジェクトなど、

鉱物化に係る複数のプロジェクトが存在することが紹介された。情報を更に収集し、2018

年の中間会合でタスクフォースの実施の可否を検討することになった。  

2018 年 4 月のベネチア会合において、オランダからこれまでの検討結果とタスクフォ

ースの設置は時期尚早であるとの説明がなされた。オランダによる説明の概要を以下にま

とめる。 
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・CO2 の回収・貯留による鉱物化材料には、砂や砂利といった材料を代替する可能性があ

る。かんらん石などには、CO2 の恒久的な貯留が期待できる。活用方法として、CO2 を

吸収するかんらん石などの材料を屋外に設置する（natural binding）ことによる CO2

の回収・貯留、CO2 の反応促進（accelerated binding）により生産された鉱物化材料に

よる既存材料の代替、が考えらえる。  

・前者（natural binding）は、時間のかかるプロセスとなる。設置する材料の粒径の設

定が、CO2 の取り込み量と風による材料の喪失量のバランスの観点から課題となる。

線路沿いの作業用通路や自然の中の小道などに代替の機会がある。こうした材料は、

少量ではあるが市場に投入されている。炭素価格の影響はない。北海周辺の国々で研

究が行われている。  

・後者（accelerated binding）においては、CO2 が様々な鉱物と反応し、カルサイトや

マグネサイトといった炭酸塩鉱物を形成する。これらは、薬剤の原料や骨材などの建

設用材料として利用することができる。コンクリート生産においては、CO2 が代替原

料となるケースと養生に利用されるケースとがある。加圧滅菌器などでの圧力や温度

の調整により反応させる方法と、加熱により反応を開始させる方法とがある。プロセ

スに回収プラントを組み込むことができる場合もある。炭素価格の影響はほとんどな

い。TRL が 2～4 レベルの研究がオランダ、ドイツ、英国など世界各地で行われてい

る。 

・natural binding にはニッチ市場の可能性があり、accelerated binding には市場化の可

能性がある。各地で実施されている研究開発の多くが TRL で 2～4 であるが、市場化

されている材料や市場化が間近な材料もある。結論として、タスクフォースの設置は

時期尚早であると言える。一方で、CO2 が消費される CO2 利用の新規オプションのレ

ビューを実施することは有益であると思われ、技術ロードマップへのインプットとな

り得る。 

 

(2)  EOR 以外の CO2 利用 

2018 年 4 月のベンチア中間会合において、2012 年及び 2013 年に報告書を策定済みの

「CO2 利用」に関する新たな活動に米国が関心を示し、米国が具体的な提案を 2018 年 10

月のメルボルン年次会合で提示することになった。提案の内容次第で、カナダ、オランダ、

フランス、豪州、サウジアラビアが参加する意向を示した。  

2018 年 10 月のメルボルン年次会合において、米国からタスクフォース案の説明があり、

同タスクフォースの設置が合意された。米国による説明の概要を以下にまとめる。  

 

・前回の CSLF による CO2 利用の報告書を策定したのちに CO2 利用に係る様々な動きが

あった。具体的には、Carbon X-Prize の立上げ、OGCI による CO2 利用 R&D への投
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資、複数の報告書（インペリアル大学と Ecofys、ミッション・イノベーション、全米科

学アカデミーなど）、CO2 および CO の利用を対象とする Section 45Q の改正などであ

る。IEAGHG は CCU 技術向けの GHG 削減の算定法に係る報告書を出している。  

・CO2 利用をテーマにした国際会議も 2018 年に入ってからブラジル、英国、フランス、

スイスで開催されており、2019 年にもドイツと米国で予定されている。  

・SABIC は CO2 利用の大規模プロジェクトを実施しており、2015 年に CSLF 認定プロジ

ェクトとなっている。  

・新しいタスクフォースによる活動は、これまでの取り組みをやり直すのではなく、付加

価値を与えるものとする。具体的には、CO2 利用に係る現状のレビューであり、具体的

には、報告書、プロジェクト、会議、活動、主なプレーヤー、また、政府によるイニシ

アチブを整理したうえで、提言を提示する。  

・タスクフォースの今後の活動についての提言を含む報告書を 2019 年の中間会合までに

策定する。 

・タスクフォースのメンバーは、米国が議長となり、豪州、カナダ、フランス、オランダ、

サウジアラビアの予定となっている。  

 

米国の説明の後、中国より CO2 利用に係る国内のプレーヤーの紹介の申し出があり、

IEAGHG からも貢献した旨、表明があった。上記の通り、本タスクフォースの開始が合

意された。 

 

2.1.4.3 タスクフォースによる成果物の最大活用と知識共有に係る暫定委員会 

CSLF 技術ロードマップ 2017 は、2013 年版の改訂版であり、2017 年 12 月のアブダビ

での閣僚級会合に合わせて公表された。2017 年 12 月の PIRT 会合において、技術ロード

マップは生きた文書（live document）だとして、その次期改訂に向けてのアイデア出しを

行うタスクフォースの設置が決まった。しかし、2018 年 4 月のベネチア中間会合におい

て、技術グループ議長より 2017 年版における提言の進捗をフォローする小グループの設

置が提案され、この提言のフォローのほか、技術グループによる報告書や技術ロードマッ

プの活用に関する調査などを行う小グループが設置されることになった。同グループは、

“タスクフォースによる成果物の最大活用と知識共有に係る暫定委員会”となった。夏か

ら秋にかけて、報告書や技術ロードマップの活用に関するアンケート調査を行い、その結

果が 018 年 10 月のメルボルン年次会合で報告された。この暫定委員会は、ロードマップ

の提言の進捗をフォローするために今後も継続されることになった。 

以下に 2018 年 5 月のベネチア中間会合および 10 月のメルボルン年次会合での議論の

概要を示す。  
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① 2018 年 4 月のベネチア中間会合での議論  

CSLF 技術ロードマップの最新版である 2017 年版は、2017 年 12 月にアブダビで開催

された閣僚級会合へのインプットとして策定され、同年 11 月に公表された。  

2017 年 12 月の PIRT 会合において、技術ロードマップは生きた文書（ live document）

だとして、その次期改訂に向けてのアイデア出しを行う小グループ（small group）の設置

が決まった。同グループには、ノルウェー（Lars Ingolf Eide）を議長として、PIRT 議長

（Andrew Barrett）、技術グループ議長（Åse Slagtern）、米国（Mark Ackiewicz）、英国

（Brian Allison）、カナダ（Mike Monea）、CSLF 事務局（Richard Lynch）が参加するこ

とになった。  

本会合において、小グループ議長から、個人的な考えとして、ロードマップの提言に対

する進捗をフォローし、十分な進捗が見られない場合に、状況を是正していくために新規

タスクフォースによる活動やワークショップ開催などの行動をとることが提案された。  

ロードマップ 2017 には、最も重要な提言 1 つのほか、この最も重要な提言を実現する

ための CSLF 加盟国の大臣に対する 10 の提言がある。10 の提言は、技術関係が 5 つ、政

策関係が 5 つから成る。最も重要な提言は、  

・政府と産業は協力して、CCS が人為 CO2 の排出による世界気温の上昇を 2 度 C ある

いはそれ未満とするパリ協定での目標を達成するために求められる貢献分を確実に

実現するように発電・工業の両セクターにおいて大規模プロジェクトを十分に実施し

て以下の目標を実現すべきである。  

- 2025 年までに最低でも年間 4 億トンの CO2 を大気から長期的に隔離し、累計 18

億トンの CO2 を恒久的に回収・貯留  

- 2035 年までに最低でも年間 24 億トンの CO2 を大気から長期的に隔離し、累計 160

億トンの CO2 を恒久的に回収・貯留  

である。技術関連の 5 つの提言は  

・CCS インフラストラクチャの構築を促進する。  

・情報交換の機会を設けることにより、既存の大規模プロジェクトを活用する。  

・CCS の全チェーンのコストを研究・開発・実証を通して低減する。  

・CCS プロジェクト向けの革新的なビジネスモデルの実現を促進する。  

・CO2 利用の実施を促進する。  

であり、政策関連の 5 つの提言は  

・CCS の市民へのアウトリーチや教育を通して、信頼を築き、ステークホルダーと協

働する。 

・貯留評価や技術成熟度評価への資金提供により、発展途上国における CCS を加速す

る。 

・各国のエネルギー目標と世界の気候目標を達成するに当たっての CCS の価値を広め

る。 
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・政策枠組みの構築と導入により CCS への投資を奨励する。  

・CCS 向けの法律・規制の枠組みを導入する。  

である。 

小グループの議長による提案は、  

・フォロー対象を 7 つ、すなわち、最重要提言、技術関連の 5 提言の各々、政策関連

の全 5 提言とし、それぞれ、1 名ないし複数名が担当する。進捗が思わしくない場合

には、是正行動をとる。 

・提言フォロー用の報告書の書式を策定する。  

・提言のフォロー活動は、IEAGHG、GCCSI、CO2GeoNet の協力機関名などの他の

機関の協力を得、また、CSLF 認定プロジェクトからのインプットを得て実施する。  

・是正行動には、ワークショップ、何某かのプロジェクト、タスクフォース、ウェビナ

ーのほか、政策グループやステークホルダーとのコミュニケーションなどが考えられ

る。 

・このアプローチにより、新たに必要なタスクフォースを容易に把握できる、活動に関

与するメンバー数が増える、他機関との協力が密になる、ロードマップの影響力が意

思決定者に対して強くなる。  

というものであった。  

この提案に対して、多くのメンバーが貢献できる、良いアプローチである（英国）、技

術グループが技術ロードマップをベースに活動するのは良い（米国オブザーバー）、ロード

マップの更新に代わるアプローチとなり得る（米国）等の肯定的意見が出された。また、

技術関連の 5 提言のベースラインをどうするのか（米国）、どのように提言の進捗を計測

可能にするかを検討する必要がある（事務局）との質問、コメントが出され、また、進捗

を評価するためのデータをどのようにして入手するのか（技術グループ議長）、認定プロジ

ェクトのフィードバック書式に盛り込むことができるかもしれない（事務局）との議論も

あった。 

結論として、提案は支持され、具体的な方法を小グループで議論し、その結果を次回の

PIRT 会合で議論することになった。  

翌日の技術会合においても、技術グループ議長から小グループ議長によるこの提案の説

明がなされ、技術ロードマップに基づいて新規タスクフォースを設置するのは良いアプロ

ーチであり、より多くのメンバーが参加できるとコメントされた。米国のオブザーバーか

らは、ベースラインが必要とのコメントが出された。  

ノルウェーから、技術グループによるこれまでの報告書がどのように活用されているか

を調査することが提案された。これに対して、報告書は技術グループ自体がロードマップ

や閣僚級会合へのインプットなどとして活用している（事務局）、その通りだが、より多く

のオーディエンスに活用された方が良い（ノルウェー）、産業 CCS のタスクフォースには

様々な産業のステークホルダーが参加しており、また、海域 CO2 貯留の報告書はワークシ
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ョップを生み出しており、CSLF の報告書はとても良いメカニズムとして機能している（米

国）、政策グループのコミュニケーションのタスクフォースを通じて報告書をより広く発信

するべき（米国オブザーバー）との意見等が出された。  

議論を受けて、技術グループ議長より、報告書やロードマップがどのように使われてい

るかの調査と、報告書をミッション・イノベーションの活動にどのようにリンクしていく

かの検討が提案された。これらの調査と検討をまとめてするのか、別々にするのか、誰が

するのかといった議論がなされた結果、小グループにより、①報告書や技術ロードマップ

の活用に関する調査、②技術ロードマップの進捗フォローに係る具体的な方法、③CSLF、

ミッション・イノベーション、CEM の役割と協力について検討がなされることになった。

小グループには、米国の Sallie Greenberg を議長として、CSLF 事務局（Richard Lynch）、

カナダ（Eddy Chui）、豪州（Max Watson）、イタリア、ノルウェー（Lars Ingolf Eide）、

米国（Mark Ackiewicz）、PIRT 議長（Andrew Barrett）、技術グループ議長（Åse Slagtern）、

英国（Brian Allison）、サウジアラビア（Tidjani Niass）の計 11 名が参加する。このグル

ープ構成は、PIRT で議論された体制とは若干異なっている。検討結果、調査結果は、2018

年 10 月の次回年次会合で議論される。  

 

② 2018 年 10 月のメルボルン年次会合での議論 

2018 年 4 月の PIRT 会合と技術グループでの議論の結果、小グループを設置して①報告

書や技術ロードマップの活用に関する調査、②技術ロードマップの進捗フォローに係る具

体的な方法、③CSLF、ミッション・イノベーション、CEM の役割と協力について検討が

なされることになった。この小グループは、“タスクフォース成果の最大活用と知識共有に

係る暫定委員会”との名称を得て、2018 年の夏から秋にかけて、①の報告書や技術ロード

マップの活用に関するアンケート調査を実施し、2018 年 10 月の PIRT 会合において、暫

定委員会の議長である Sallie Greenburg 氏から報告された。  

技術グループのメンバーリストには 567 人の名前があるが、このうち、現在活動してい

ると見られる約 50 名にアンケートが送付された。このうち、21 名から回答があった。21

の回答は豪州、カナダ、中国、チェコ、日本、ノルウェー、ルーマニア、韓国、英国、米

国の 10 か国からであった。  

大半の回答者が、技術ロードマップが自国の CCS の RD&D 戦略に活用されているとし

た。活用されている CSLF による報告書は、順に①第 2-3 世代回収技術（2015 年 12 月）、

②水素製造と CCS（2018 年 6 月）、③海域 CO2 地中貯留（2015 年 9 月）、④海域 CO2-EOR

（2017 年 11 月）、⑤CO2-EOR の CO2 地中貯留への転換（2013 年 9 月）であった。活用

方法は、情報収集（特に古い報告書）、RD&D プログラムの検討（特に新しい報告書）、国

際標準（ISO）の策定などである。最も推薦がなされている報告書は、①実用的な法規制、

②水素製造と CCS、③海域 CO2-EOR、④バイオエネルギーCCS となっている。  

暫定委員会の議長からの報告書の最後で論点として、以下が挙げられた。  
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・CSLF 技術ロードマップの技術に関する提言をどのようにフォローするか  

・技術グループの今後の活動案：  

ハブ・インフラ、途上国への支援、費用対効果のある回収技術、CCS による経済的

な恩恵、政策グループの連携（特にビジネスモデルや社会経済的な恩恵に係る議論へ

の技術的なインプットの提供）  

・ワークショップのモデル：ワークショップを実施し、そのサマリー報告書を発行  

・知識共有のメリットをいかに評価するか  

・技術ロードマップをいかにしてより広く配布するか  

 

暫定委員会の議長の報告を受けての議論では、ロードマップの配布に関して、政策グル

ープのコミュニケーション・タスクフォースに協力を仰ぐべき（米国）、GHGT-14 で説明

する（ノルウェー）、500 人の過去のメンバーを含む技術グループメンバーへの送付を検討

すべき（米国）などの意見が出された。古い報告書を更新するという提案も出された（英

国）が、ロードマップの提言の進捗具体を確認してから議論することになった。最後に、

次のステップは何かとの質問が出され、暫定委員会議長より、今回の調査に関する数ペー

ジの白書の作成を検討したいとの回答があった。  

PIRT としての結論としては、この暫定委員会を継続することとし、ロードマップの提言

の進捗をフォローすることになった。  

2018 年 10 月の技術グループ会合においても、暫定委員会議長が PIRT 会合とほぼ同じ

説明をしたのちに、議論がなされた。途上国への支援について、CSLF のキャパビル基金

は CSLF 加盟国のみを対象とするのか（IEAGHG）との質問があり、米国の政策グループ

メンバーより原則は CSLF 加盟国を対象とするが、CSLF が戦略的に必要とするのならば

非加盟国を対象とすることを検討できるとの回答があった。また、イタリアより、

CO2GeoNet のオープンフォーラムの前あるいは後に CSLF 技術ロードマップや認定プロ

ジェクトを対象としたワークショップを開催することが提案された。議長からは、良いア

イデアであり、より現実的に、またより詳細に検討したいとの回答があった。  

最後に事務局より、本暫定委員会を今後、恒久的なタスクフォースとしたい旨、発言が

あった。 
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2.1.4.4 CCS 学界運営評議会から技術グループへの提言 

アカデミック・コミュニティにおける CCS に係るタスクフォースは、2008 年に設置さ

れた。大学のプログラムのまとめを作成し、キャパビルのタスクフォースとも協力してい

たが、その後、休眠状態になった。2015 年 6 月のレジャイナ会合において、協力や交流、

サマースクール、ネットワーキングなどを促進し、支援することを目的として、活動が再

開されることになった。これまでに、2015 年 11 月のリヤド会合に向けて、アカデミック・

コミュニティ内の主な CCS の研究グループ、サマースクールや研究者交流のための既存

の基金等をまとめた報告書を策定した。現在、米国とメキシコを共同議長とし、豪州、カ

ナダ、サウジアラビア、ポーランド、南アフリカ、英国、GCCSI が参加している。  

同タスクフォースの再開を受けて、2016 年 2 月にキャパビル基金からの支援により国

際 CCS 学界サミットが開催され、CSLF 加盟国の大学や研究所の代表からなる CCS 学界

運営評議会（CCS Academic Council）が設立された。同運営評議会はタスクフォースへ

の助言機関の性格を有する。最終目的として、技術グループや政策グループの優先事項と

関連する研究の特定、CSLF がその目標達成のために国際協力・学生交流・ネットワーク・

補助金をうまく利用すべき分野と方法の特定、2017 年の閣僚級会合に繋がる行動計画の

策定が挙げられていた。また、優先事項として、①学生のトレーニング、実地の学習、カ

リキュラム開発、②コミュニケーションとアウトリーチ、③アカデミック・コミュニティ

とキャパシティビルディングを掲げている。  

2018 年 4 月のベネチア中間会合で、同評議会を代表して、イリノイ大学の Sallie 

Greenberg 博士が、技術グループへの提言などを説明した。なお、2017 年 12 月のアブダ

ビ年次会合では、政策グループへの提言を説明している。技術グループへの 4 つの提言の

概要を以下にまとめる。 

- 技術グループメンバーの国および組織を通じて、研究やキャパシティビルディングの

機会を検討する。  

- アカデミックタスクフォース、CSLF 技術グループ、ミッション・イノベーション、

CCUS 普及のためのその他の組織との間の相乗効果を拡大する。  

- 政策グループ、CEM、閣僚レベルの組織とのコミュニケーションの一環として技術グ

ループおよび参加国による技術研究の抽出と発信をするためのメカニズムを検討する。 

- 学界運営委員会が技術グループと政策グループの結びつきを支援するための役割を強

化し、また、探求する。 
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2.1.4.5 CSLF 認定プロジェクト 

技術グループは 2018 年 4 月のベネチア中間会合で 1 件のプロジェクトに対する CSLF

認定について議論し、同プロジェクトを認定プロジェクトとして推薦することを決定した。

技術グループからの推薦を受けて、政策グループがこの 1 件のプロジェクトを CSLF 認定

プロジェクトとすることをメルボルンでの年次会合において決定した。この結果、CSLF

認定プロジェクト数は実施中のプロジェクトが 35 件、完了が 20 件の計 55 件となった。 

 

表 2.1.4.4-1 2018 年度中に推薦された CSLF 認定プロジェクト 

プロジェクト名 推薦国 
議論時期 

・採決※ 

本報告書で

の記載位置 

ENOS プロジェクト  

イタリア、豪州、カナダ、

フランス、オランダ、ノル

ウェー、ルーマニア、英国  

10 月 

〇 
2.4.4.3 (9) 

※ 〇：承認、×：不承認  

 

2.1.4.6 同盟機関 

2018 年 4 月のベネチア中間会合において、CO2GeoNet が技術グループの同盟機関

（allied organization）となったことが説明された。これまでの同盟機関には、IEAGHG

と GCCSI がある。 

 

2.1.4.7 技術グループの議長・副議長改選選挙 

議長・副議長の任期は共に 3 年、副議長の人数は最大 3 人となっている。これまでの議

長のノルウェー、副議長の豪州、カナダ、南アフリカは 2015 年 11 月のリヤド会合で選ば

れており、全ての役職について 2018 年 10 月のメルボルン年次会合で改選選挙が行われた。 

今回の改選に当たり、中国のみが現状維持を支持することを事前に表明していた。しか

し、本会合において、南アフリカがメンバーの交代以降、技術グループへ貢献しなくなっ

たことから、ノルウェー、米国、カナダが副議長として南アフリカの代わりに日本を推薦

し、決議が取られた。  

その結果、ノルウェーが議長を、豪州、カナダ、および日本が副議長を務めることとな

った。 
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2.1.5 政策グループの動向 

政策グループ会合は、2018 年 10 月 18 日に豪州・メルボルンにて開催された。政策グ

ループの活動であるコミュニケーションのタスクフォースとキャパビル基金の運営評議

会からの報告が行われたが、政策グループと CEM の CCUS イニシアチブの統合に係る米

国からの説明と議論に最も時間が割かれた。  

CEM の CCUS イニシアチブの統合については、政策グループはなくさずに、CCUS イ

ニチアチブとして活動するというものであり、CSLF の技術グループのあり方は変わらな

い。中国から、当面は CSLF と CCUS イニシアチブを併存させ、その後どうするかを議

論するべきとの意見も出されたが、統合することが合意された。キャパビル基金の残高は

約 70 万豪ドルであり、その半額が CEM の CCUS イニシアチブの運営に充当され、残り

の半額が途上国のステークホルダーが CCUS 関連の会議に参加する費用に充当されるこ

とになった。コミュニケーションのタスクフォースは、大きな進捗はなかった。議長・副

議長の改選が行われ、引き続き米国が議長を、中国、サウジアラビア、英国が副議長を務

めることとなった。なお、政策グループ会合において、RITE が C2ES と米国・ワシント

ン DC での開催を計画している、G20 に向けた国際 CCUS ラウンドテーブルについて説

明し、CSLF がロゴの使用などの協力をすることが了承された。  

以下に、実施中の活動計画、クリーンエネルギー大臣会合（CEM）に係る議論、政策

グループの議長・副議長改選選挙に整理してまとめる。  

 

2.1.5.1 実施中の活動計画 

政策グループでは、2018 年度現在、「コミュニケーション」、「大規模 CCS 実証に対す

る国際協力」、「プロジェクトへのファイナンシング」、「第 2 世代および第 3 世代の CCS

技術」の 4 つの活動計画があり、それぞれにタスクフォースが設置されている。この他に、

キャパシティビルディング基金を監督している「キャパシティビルディング運営評議会」

と「アカデミックタスクフォース」がある。「アカデミックタスクフォース」は、「CCS 学

界運営評議会」からインプット等を適宜得ることになっている。 

2018 年 10 月のメルボルン年次会合では、「コミュニケーション」のタスクフォースと

「キャパシティビルディング運営評議会」からそれぞれ報告があった。キャパビル基金に

ついては、残高の半額の約 35 万豪ドルが CEM の CCUS イニシアチブの運営に充当され

ることになった。2 つの報告の概要を以下にまとめる。  

 

(1) コミュニケーション  

コミュニケーション・タスクフォースは、CCS の普及を推進するために統一したメッ

セージを策定し、そのメッセージを積極的に発信していくことを目的としている。2013

年 11 月に米国・ワシントン DC で開催された閣僚級会合により求められた、今後の CSLF

の活動の検討を通して実施されることになったタスクフォースの一つであり、サウジアラ



24 

 

ビアが米国、IEA や GCCSI の支援を受けながら主導している。2016 年 6 月のロンドン会

合において、タスクフォースの活動計画がコミュニケーションの専門家である Tom 

Howard-Vyse 氏によって示されて以降、活動が本格化した。  

2018 年 10 月のメルボルン年次会合において、サウジアラビアから、これまでの活動、

実施中の活動、今後の活動案等が説明された。説明によれば、特段の大きな動きはなかっ

たと言える。サウジアラビアによる説明の概要を以下にまとめる。  

- 活動戦略は、CSLF の影響力の戦略的な拡大、CSLF としてのメッセージの簡素化、

メッセージ発信のメカニズム（著名人の活用など）の策定、CSLF のウェブサイトな

どの電子媒体の見直しの 4 つである。 

- 2017 年から 2018 年にかけて実施済みの最近の活動には、CSLF の役割に関するメデ

ィアキットの整備、メディアリストの整備、ウェブサイトの刷新、2017 年のアブダビ

閣僚級会合に際してのホスト国との各種調整（コミュニケやメディアによるサイト訪

問など）があった。  

- 実施中あるいは未実施の取り組みには、電子ニュースレターの発行、CSLF の名称や

ブランディングの再考、CSLF ウェブサイトでの CCUS の基本情報やイベント情報の

更新、メンバーが利用できる CSLF 用の PPT ファイルのテンプレートの作成、2017

年のアブダビ閣僚級会合コミュニケのプロモーションなどがある。  

- CCUS および CSLF のプロモーションの機会として、2018 年には CEM9、MI-3、

GHGT-14、CCUS サミット、COP24 などがあった。2019 年の機会としては、CEM10、

MI-4、World Economic Forum（WEC）、CSLF 閣僚級会合、COP25 などが考えらえ

る。 

- ステークホルダーとの連携の拡張や CCUS 推進のためのメッセージの幅広い発信に

向けた今後の活動として、ステークホルダーグループ等との連携による新たなコミュ

ニケーションの検討、金融セクターを含めるなどした、より多くの CSLF の地域ステ

ークホルダー会合の支援、CEM での CCUS のメッセージ発信を考えている。  

 

(2) キャパシティビルディング運営評議会  

キャパシティビルディング基金は、豪州、カナダ、ノルウェー、英国からの計

2,965,143.75 米ドルの出資を得て、2009 年のロンドンでの会合で設置され、その基金の

利用申請の審査は、ノルウェーを議長とする運営評議会が行っており、基金の管理は

GCCSI が行っている。 

運営評議会の議長であるノルウェー（Stig Svenningsen 氏）から、基金の状況につい

て 2018 年 10 月のメルボルン年次会合において報告があった。基金の残高は約 70 万豪ド

ルであり、その半額が CEM の CCUS イニシアチブの運営に充当され、残りの半額が途上

国のステークホルダーが CCUS 関連の会議に参加する費用に充当されることになった。 

以下に、議長からの報告の概要をまとめる。  
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- これまで支援してきたプロジェクトのうち、18 件が終了しており、1 件が実施中であ

る。加えて、新たにブラジルからの提案 1 件を承認したところである。  

- 基金の残額は約 70 万豪ドルとなっている。  

- 運営評議会は、前回 2017 年 12 月のアブダビ年次会合以降、電話会議と会合をそれぞ

れ 1 回ずつ開催して、今後の支援の優先分野、インドのために取りおいているお金の

取り扱い、基金がなくなった場合の対応について議論した。その結果、残額の半分を

CEM の CCUS イニシアチブに移管することとなった。CCUS イニシアチブのメンバ

ーは、イニシアチブの運営のために年間 25,000 ドルの資金を拠出することになって

いるが、途上国の中にはこの拠出が困難な国があるため、その補てんに活用される。

残りの半分については、途上国のステークホルダーが CCUS 関連の会議に参加する費

用に充当されることになった。基金が底をついた場合、キャパシティビルディング基

金は終了となり、運営評議会も解散することで合意された。  

 

2.1.5.2 クリーンエネルギー大臣会合（CEM）に係る議論 

2017 年 6 月に北京で開催された CEM8 において、米国が CCUS および原子力のイニ

シアチブを CEM の元で立ち上げることを提案した。その後、米国は、カナダ、日本等と

ともに、2018 年 5 月の CEM9 で正式に CCUS イニシアチブの立上げを提案して承認され

た。イニシアチブの正式な設置前の 2017 年 12 月のアブダビ年次会合において、米国より

経緯の説明があり、CEM と CSLF の CCUS に関する活動の重複について議論する必要性

が示された。 

2018 年 10 月のメルボルン年次会合においては、米国から CCUS イニシアチブの概要

等が説明されたのち、CSLF の政策グループと同イニチアチブの統合が提案された。政策

グループはなくさずに、同イニチアチブとして活動するというものであり、CSLF の技術

グループのあり方は変わらない。中国から、当面は CSLF と CCUS イニシアチブを併存

させ、その後どうするかを議論するべきとの意見も出されたが、統合することが合意され

た。 

米国からの CCUS イニシアチブの概要説明、CCUS イニシアチブと CSLF 政策グルー

プの統合について以下にまとめる。  

 

(1) CCUS イニシアチブの概要  

CCUS イニシアチブの概要を 2018 年 10 月のメルボルン年次会合での米国による説明

に基づき以下にまとめる。  

 

- CCUS イニシアチブの主な目的は、①CEM のもとでの低炭素エネルギー技術に CCUS

を加える、②企業、政府、金融コミュニティに CCUS の普及に取り組み加速するため
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のプラットフォームを提供する、③CCUS のビジネスケースを改善するために、短期

的および長期的な投資機会の特定を促進する、④CCUS 向けの新しい政策、規制、投

資に係る最良事例を統合されたクリーンエネルギーシステムにおける最良事例の一環

として広く発信する。 

- CCUS イニシアチブは、米国、ノルウェー、サウジアラビアがリード国であり、この

他にカナダ、中国、日本、メキシコ、南アフリカ、UAE、英国が参加している。参加

国は 10 か国であり、いずれも CSLF の加盟国となっている。この他、油ガスセクタ

ーを含む企業、金融機関、多国間開発銀行からの参加を見込んでおり、国際機関や枠

組みとの協力を推進する。念頭にある国際機関や枠組みには、CSLF、IEA、IEAGHG、

MI、GCCSI、OGCI がある。 

- CCUS の主な活動として、①CCUS への投資機会の議論のため、金融セクターとの対

話を行う、②CEM のウェブサイト上に、専門家による助言を得たり、最良事例を共

有したりするための機能を提供する、③CCUS の発展や優先事項についての大臣との

定期的な議論を可能とするために、企業諮問組織（ industry advisory body）を設置

する、④有望な CCUS の機会を特定するため、企業や政策立案者と共にワークショッ

プを開催する、⑤ウェビナーシリーズを運用する、の 5 つがある。  

 

(2) CSLF 政策グループと CCUS イニシアチブとの統合 

CSLF 政策グループと CCUS イニシアチブの統合について、2018 年 10 月のメルボル

ン年次会合での米国による説明と説明後の議論に基づき以下にまとめる。  

 

- CSLF 憲章を変えず、すなわち政策グループをなくすことなく、CCUS イニシアチブ

に統合する。憲章を変えるためには、会合に参加していないメンバーも含めて、CSLF

の 26 メンバーの全ての了解が必要となり非現実的である。今後とも、政策グループ

の仕組みはこれまでと同じだが、その活動は実質的に CCUS イニシアチブの下で行う

ことなる。 

- CSLF 政策グループは存在し続けることから、3 年ごとに議長と副議長の選出が必要

となるが、議長、副議長とも CCUS イニシアチブのメンバーから選出する。  

- CSLF の閣僚級会合を 2 年ごとに開催してきたが、今後は開催しない。CEM の大臣

会合を活用していく。CEM は幅広い低炭素技術を対象とするため、大臣の参加の可

能性が高いという長所がある。  

- 技術グループのあり方は、これまでと変わることなく、CCUS イニシアチブや CEM

の閣僚級会合に技術的なインプットをすることになる。  

- CCUS イニシアチブの会合は、CSLF と同様に年 2 回、開催する。そのうちの 1 回は

毎年 5 月頃に開催されている CEM の大臣会合の際に行う。政策グループと技術グル

ープとの合同会議の開催は未定であるが、技術グループ議長が毎月実施している電話
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会議に参加しているため、CCUS イニシアチブと技術グループとの間のコミュニケー

ションは取れる。  

 

2.1.5.3 政策グループの議長・副議長改選選挙 

議長・副議長の任期は共に 3 年、副議長の人数は最大 3 人となっている。これまでの議

長の米国、副議長の中国、サウジアラビア、英国は 2015 年 11 月のリヤド会合で選ばれて

おり、全ての役職について 2018 年 10 月のメルボルン年次会合で改選選挙が行われた。  

今回の改選に当たり、中国のみが現状維持を支持することを事前に表明していた。改選

の結果、引き続き米国が議長を、中国、サウジアラビア、英国が副議長を務めることとな

った。 
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2.1.6 CEM CCUS イニシアチブの動向 

2018 年 5 月にデンマーク・コペンハーゲンで開催された第 9 回クリーンエネルギー大

臣会合（CME9）に伴って CEM CCUS イニシアチブのワーキングレベル打合せ、および

CEM CCUS イニシアチブ立ち上げイベントが開催され、また、CSLF と CEM イニシア

チブの統合について議論された 2018 年 10 月のメルボルン年次会合に引き続いて、本年 2

回目のワーキングレベル打合せが開催された。 

CEM の CCUS イニシアチブの活動は、CSLF 政策グループの活動と統合される。参加

国はいずれも CSLF メンバーでもある 10 か国であり、米国、ノルウェー、サウジアラビ

アの 3 か国が主導する。メンバー国の年間参加費によって運営され、事務局は IEAGHG

内に設けられる。参加費の拠出が困難な途上国を配慮して、CSLF のキャパビル基金の残

額の半額が CCUS イニシアチブに移管される。当面の主な活動方針は、CEM というプラ

ットフォームを活用したクリーンエネルギー関係者に対する CCUS の重要性や価値のプ

ロモーション、金融関係者との対話である。  

以下にそれぞれの概要をまとめる。  

 

(1) 2018 年 5 月のコペンハーゲンでのワーキングレベル打合せの概要 

CCUS イニシアチブの打合せは 2018 年 5 月 22 日に開催された。会合の概要について、

アジェンダの主要項目である「CCUS イニシアチブの取り組み案」「活動資金と運営機関」

「付託条項」「定例電話会議と次回会合」に整理して以下にまとめる。  

 

① CCUS イニシアチブの取り組み案  

CCUS イニシアチブの取り組み案として議論された (a) 金融コミュニティや多国間開発

銀行（MDB）との関わり、(b) 外部とのコミュニケーション、オンライン会議のトピック、

ウェブサイト、(c) CSLF などの他組織とのコーディネーション、(d) CEM10 に向けた成

果について、議論の概要を以下にまとめる。  

 

(a) 金融コミュニティや多国間開発銀行（MDB）との関わり  

CSLF ではこれまでファイナンシャルタスクフォースが担ってきた活動になる。具体的

な活動として、閣僚会合に銀行の CEO 等を招待すること、新たな金融機関向けの CCS に

係る narrative を作成することが挙げられた。また、英国政府が各国からの大臣や主要企

業の CEO 等を招待して、2018 年 11 月 28 日にエジンバラで開催を計画している Global 

CCUS Conference に銀行からの参加者を招待することも英国政府で検討することになっ

た。 

この他に、サウジアラビアより、貯留に係るリスク低減が銀行による出資等の観点から

重要とのコメントがあった。以下に、主に議論がなされた銀行等の CCS 投資に係る現状

と英国政府によるハイレベル会議についてまとめる。  
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・銀行等の CCS 投資に係る現状  

多国間開発銀行（MDB）の CCS 投資の現状・見解に対する情報交換がなされた。サウ

ジアラビアより、CCUS の narrative を改善して CCUS の重要性を銀行に理解してもらう

必要があるとの意見が出された。会合で出された MDB 等の CCS 投資の現状・見解に係る

情報の概要を以下にまとめる。  

・Green Fund の投資対象は、再生可能エネルギーのみであり、CCUS は対象となって

いない。 

・世界銀行では、CCS への投資がメキシコの 2 件に対して実施されているが、化石燃料

への投資には否定的であり、CCUS への投資も発電所セクターではなく、工業セクタ

ーが中心になることが見込まれる。  

・アジア開銀には CCUS チームがあり、CCUS の基金からインドネシアや中国へ拠出し

ている。 

・Green Climate Fund は CCUS への出資が可能となっている。  

・欧州投資銀行は、グリーンエネルギーへの投資をするという投資計画を 2014 年に策

定している。本年 2018 年に new energy green plan が公表される予定となっている

が、これは長期的な視野に立った投資計画となる。 2020 年に立ち上げ予定の

Innovation Fund は 2018 年 6 月 8 日にルールが設定されることになっている。  

 

・英国政府によるハイレベル会議  

英国より、英国政府が 2018 年 11 月に計画しているハイレベルな参加者による Global 

CCUS Conference の計画状況の情報が提供された。米国より、金融セクターからの参加

者を招待することを検討するよう要請があり、英国により検討することが了解された。  

Global CCUS Conference の概要は以下の通り。 

・当該会合は大臣のイニシアチブによる。  

・11 月 28 日の会議は、大臣と CEO によるクローズドのサミットである。開催地はエ

ジンバラであり、既に主要国に対して大臣を招待済みである。英国大臣と IEA が議長

を務める。 

・11 月 29 日は、250～300 人程度の会議として計画されている。英国大臣、スコット

ランド大臣、GCCSI が議長を務める。  

 

(b) 外部とのコミュニケーション、オンライン会議のトピック、ウェブサイト  

年に 4～6 回のオンライン会議（WebEx）やウェビナーを CCS 関係者だけではなく、CEM

関係者を対象として実施することになった。トピック候補として、プロジェクトの成功例、

コスト削減、日本の FS 紹介、CCS の価値、シナリオモデリングにおける CCS が挙げら

れた。 
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CEM の CCUS イニシアチブのウェブサイトは、あくまでも CEM 関係者向けのコンテン

ツとし、他の CCUS 関連のウェブサイトへのリンクを張る。  

オンライン会議やウェビナーの各トピックに係る議論の概要を以下にまとめる。  

 

・プロジェクトの成功例 

サウジアラビアによる提案。Petro Nova、Al Reyadah、Sleipner などが候補となる。1

回のウェビナー等で 3～4 件を取り上げるパターンと、1 件ずつとするパターンとが考えら

れる。 

 

・コスト削減  

米国による提案。 learning by doing の例として、次号機は数 10%安くできるという

Boundary Dam、Quest、Al Reyadah が候補となる。この他、R&D によるコスト削減も

ある。 

 

・日本の FS 紹介 

日本による提案。METI が実施している(i)可能性のある CCS プロジェクトの基本検討や

(ii)投資すべき回収技術、パイプラインネットワーク等に係るフィジビリティスタディの結

果次第で、その結果を報告する。(i)は油ガスサイトと CO2 排出源、また規制を調査し、イ

ンドネシアや中東でのポテンシャルがあるとの結論になる見込みであり、米国より、アジ

ア開発銀行の取り組みと組み合わせることが提案された。  

 

・CCS の価値 

サウジアラビアによる提案。その具体例として、気候目標における CCS の重要性（例え

ば、IPCC による分析における CCS）、シナリオモデリングにおける CCS 、2 つのプロジ

ェクト成功例に対する独立した専門家によるサマリー、CCS のコベネフィット（例えば、

経済の移行の中での役割、雇用の増加）が挙げられた。  

 

(c) CSLF などの他組織とのコーディネーション  

CCS に関連する他組織、例えば、CSLF、ミッション・イノベーションとの重複を避け

ること、また、CEM の CCUS イニシアチブ主催の会議やウェビナーが、他の CCS 関連会

議（例えば、英国が計画している Global CCUS Conference）や他組織によるウェビナー

と重複しないことの重要性が確認された。米国からは、CSLF の政策グループが CEM の

CCUS イニシアチブに合流する見通しが示された。  

サウジアラビアからは、他組織とのコーディネーション会合の必要性、また、他組織と

の違いとして、ミッション・イノベーションは R&D、CSLF は普及、CEM は普及の加速

とファイナンシング（かつ、より広範なオーディエンスを対象）がそれぞれ対象であると



31 

 

の見解が示され、CEM のウェブサイト上でそれぞれの役割を明記するように提案があっ

た。米国からは、CEM、CSLF、ミッション・イノベーションを担当する省庁が異なって

いる国（例えばカナダ）があり、コーディネーションを困難にさせる要素となり得るとの

情報提供があった。  

 

(d) CEM10 に向けた成果 

2019 年 5 月にカナダ・バンクーバーで開催される CEM10 までの成果として、銀行の取

り込み（bank engagement）と 4～6 件のウェビナーの実施を目指すことになった。前者

については、銀行のハイレベル会合への参加やウェビナーへの参加が具体例として考えら

れる。ハイレベル会合は、11 月のエジンバラでの会合のほか、場合によっては CEM10 で

の開催が考えられ、アイデアとしては、銀行の CEO がフィジビリティスタディやプロジ

ェクトへの投資について大臣と議論することなどがある。  

 

② 活動資金と運営機関  

CCUS イニシアチブは、米国、ノルウェー、サウジアラビアの 3 か国が主導する。メ

ンバーからの参加費（2 万 5 千ドル/年を想定）により運営され、運営機関（operating agency）

は非常勤の 2 名からなることが想定されている。運営機関として、IEAGHG が検討されて

いる。 

IEAGHG が運営機関の有力候補となっている理由の一つは、CEM の事務局である IEA

の一部として有効に機能していることがある。IEAGHG の John Gale は前向きであり、

また、IEA の弁護士も IEA の規程を満たすことは容易だとの見解を示している。元 IEA

の CCS ユニット長の Juho Lipponen が運営機関職員となることに関心を示しているが、

公募する方向で検討する。サウジアラビア等の非 IEAGHG 締約国も、CCUS イニシアチ

ブ用の職員及び予算は現在の IEAGHG の職員及び予算とは別枠となるため、参加費の拠

出に問題はないと考えられる。一方、中国からは新たな協定（agreement）がなければ拠

出は困難との見解が示された。  

 

③ 付託条項 

CCUS イニシアチブの付託条項（term of reference）として提示された 8 ページの文

書は、電気自動車のイニシアチブを借用したものであり、数ページに簡素化すべく、米国

が簡略版のドラフトを作成する。主な議論の概要を以下にまとめる。  

 

・タイトルを付託条項（term of reference）からガイダンス（Guidance）等に変更する。 

・Annual Program of Work を策定するとあるが、desired outcomes を記載する。  

・advisory board（Deputy Director-General レベル）は、原則、政府関係者とする。た

だし、企業からの拠出があった場合には、再検討する。  
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・leads の役割は、会議の議長と CEM 事務局との連絡とする。  

・付託条項/ガイダンスは、数ページに簡素化すべく、米国が簡略版のドラフトを作成する。

最終版は CEM のウェブサイトに掲載する。  

 

④ 定例電話会議と次回会合  

定例電話会議、次回会合、また第 1 回 advisory board 会合について、以下の通り合意

された。 

 

・定例電話会議： 1 か月ごととし、各回 1 時間程度とする。  

・次回会合： 2018 年 10 月に豪州・メルボルンで開催される GHGT-14 の開催期間中、

またはその前後に開催することを検討する。必要があれば、同年 11 月のエジンバラでの

ハイレベル会合時の開催を検討する。  

・第 1 回 advisory board 会合： 次回の CEM10 時に開催することを検討する。  

 

(2) 2018 年 5 月のコペンハーゲンでの CCUS イニシアチブ立ち上げイベント  

CCUS イニシアチブ立ち上げイベントは 2018 年 5 月 24 日に開催された。ノルウェー

と IEA が共同議長を務め、日本のほか、英国、オランダ、カナダ、メキシコ、サウジアラ

ビア、EC という大臣を含む政府関係者、MHI、JCCS、Equinor、Occidental、OGCI、

International CCS Knowledge Centre が参加してラウンドテーブルが実施された。参加

者による各発言の概要を以下にまとめる。  

 

・ノルウェー： CEM9 で CCUS イニシアチブが正式に設置された。CCUS の官民パー

トナーシップの推進を目指す。技術、規制、政策などの知識共有を推進することにより

CCUS を長期的に普及させていく。昨年、IEA が CCUS サミットを開催し、CCUS が気

候目標にとって重要であること、CCUS にはリスクがあり、企業にとってはそのリスク

の低減が必要であること、官民が協力してビジネスケースを作っていくことが話し合わ

れた。CCUS を普及すべく、様々な取り組みがなされてきたが、このイニシアチブによ

り次のステップに踏み出すことになる。  

 

・IEA： 化石燃料はエネルギーミックスの一部であり続ける。このため気候目標の達成

には、CCUS が必須となる。なぜ CCUS がそんなに必要なのか？昨年の CCS への投資

はクリーンエネルギーへの投資に対してわずか 0.01%に過ぎなかった。一方、鉄鋼、化

学、セメントなどの産業による CO2 排出は 30%以上を占めており、その削減には CCS

が不可欠となる。CO2 回収コストは現状の 40 ドル/トンから大幅に下げる必要がある。

多くの政府、多くの企業にとって、CCUS はエネルギーの安定供給のために必要である。

IEA は昨年 11 月に官民からの参加者により CCUS サミットを開催した。本年 11 月には
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英国政府と共にエジンバラで CCS サミットを開催する。その 2 週間後に開催される

UNFCCC の COP24 に向けてメッセージを発出したい。米国の Section 45Q は game 

changer であり、2026 年までに CCUS への 10 億ドル規模の投資を促すことが期待され

ている。また、様々な国々が水素 CCS に取り組みだしている。本日は CCUS にとって 2

回目の誕生日であり、CCUS が国際的な議論の対象となるようにしていきたい。  

 

・EC： CCUS は気候変動対策として重要である。技術自体は回収、貯留、EOR を含め

て全て有効に機能する。欧州では、Sleipner において、CCS が 20 年以上稼働しており、

1,700 万トン以上の CO2 が回収貯留されている。 

 

・カナダ： アルバータ州には、CO2 転換の試験施設が 2 件ある。CO2 回収と CO2 転換に

関して、それぞれ初期ステージと後期ステージを対象としている。CCUS の普及のため

には政策が必要である。技術は存在し、コストは下がってきている。カナダでは Boundary 

Dam を含めて積極的に知識共有を推進している。その Boundary Dam では 200 万トン

以上の CO2 を回収・貯留している。  

 

・日本： 科学技術イノベーション総合戦略 2016 のもとで、CCUS を含めてイノベーシ

ョンを支援している。CCUS については、R&D のほか、国際協力を推進しており、2017

年に運転を開始した日米企業による Petra Nova プロジェクトでは、MHI 社が回収技術

のサプライヤーであり、米国 DOE、JBIC、日本の金融機関が出資・融資を行っている。

官民および金融機関によるコラボレーションの好例である。JOGMEC は本年 3 月より

CO2 分離膜のパイロット試験を実施しており、成果を上げている。国際協力については、

サウジアラビアやインドネシアとも協力を進めている。主にインドネシアを対象にフィ

ジビリティスタディを実施し、アジア開銀と JICA がグンディでの CO2 貯留パイロット

を支援している。日本政府はファイナンシングを支援している。  

 

・International CCS Knowledge Centre： Boundary Dam プロジェクトは 2008 年に開

始した。最終投資決定を下すのは困難である。良い政策と良い規制に加えて公的資金が

必要である。Boundary Dam は政府からの資金提供がなければ実現できなかった。  

 

・Equinor： 効果的な炭素税を背景に CCS プロジェクトを実施している。政府は CO2

回収施設である Technology Centre Mongstad（TCM）を支援している。また、政府が

支援している新規プロジェクトでは、複雑なインフラとビジネスモデルの同時構築が必

要となる。 

 

・メキシコ： ネットワークの構築とキャパビルに取り組むとともに、油ガスセクターと
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電力セクターとで CO2-EOR プロジェクトを実現しようとしている。ガス火力で CO2 を

回収して PEMEX が EOR を行うプロジェクトである。まずは、CCUS 技術を十分に理

解したうえで、規制の整備を行う計画である。知識共有のために官民共同出資による

Innovation Center を設立した。  

 

・サウジアラビア： CCUS が脱炭素には必須であることを誰もが理解している。CCUS

を普及していくためには、官民がファイナンシングについて協力することが不可欠であ

る。サウジアラビアでは、Sabic 社が CO2 利用に取り組んでいる。  

 

・Occidental： 年間に 1,800 万トンの人為 CO2 を EOR に利用している。この CO2 は自

ら回収しているのではなく、お金を払って購入している。CO2-EOR の 2 サイト向けにモ

ニタリング・報告・検証（MRV）計画を策定し EPA から承認を受けている。これらの

計画は EOR に伴う CO2 地中貯留の安全とアカウンティングを目的としている。CO2 輸

送は、パイプライン網は 2,000 マイルあり、十分な経験を有する。CO2 の分離、圧縮、

リサイクルについても経験が豊富にある。  

 

・OGCI： OGCI は 10 億ドルの基金を有している。対象分野のうち、CCS は主要なパー

トを占める。しかし、CCS は十分な市場がない。スケールアップも必要であるが、それ

と並行してビジネスケースの確立も必要となる。CO2 利用については、セメント製造で

の利用に投資をする。CCUS 普及の課題として、政策の不透明性がある。貯留のインフ

ラも必要である。炭素価格の低迷だけが問題ではない。  

 

・英国： いくつかの失敗を経験してきた。ビジネスケースやファイナンシングに問題が

あった。CCS 技術は機能する。コストを下げ、リスクを下げることが必要である。さら

には、CCS には付加価値が必要である。  

 

・MHI： Petra Nova に回収技術を提供した。CAPEX と OPEX を下げる努力をしてい

る。OPEX の削減については、新規の回収液により実現できる。現在のところ、CCUS

は EOR のみビジネス的に成り立つ。有効な回収技術を有しており、そのユーザーを探し

ている状況にある。リスク低減のためには協力が必要であり、政府がパイプライン開発

を支援することが望まれる。  

 

・Equinor： CCS は高コストが大きな課題であり、コスト削減が必要である。水素製造

と CCS の組合せは、脱炭素の良い機会を与えてくれる。社会的受容性も重要であり、ど

のように事実を伝えるかを考える必要がある。  
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・オランダ： CCUS の普及の必要性を訴えれば、金融セクターはビジネスケースがある

のかと問うてくる。ビジネスケースの観点からは CO2 利用が効果的であると考えている。

オランダでは廃棄物の埋め立てが禁止されており、全てがリサイクルの対象となってい

る。 

 

・ノルウェー： R&D に対する投資も必要である。これからの 10 年の間に、CCS の実証

プロジェクト、そして商用プロジェクトの実施が必要である。これにより、コストを下

げ、最優良事例が蓄積され、官民間の協力が推進される。  

 

(3) 2018 年 10 月のメルボルンでのワーキングレベル打合せの概要 

CCUS イニシアチブの打合せが 2018 年 10 月 18 日に CSLF の政策グループ会合に引き

続いて開催された。会合の概要について、アジェンダの主要項目に合わせて「CCUS イニ

シアチブのコーディネーター」「銀行や金融コミュニティとの関りに向けた戦略」「ウェビ

ナー」「他の CEM イニシアチブとの協力」「CEM10 の準備会合、CEM10 に向けた成果物」

「CCUS イニシアチブメンバーの拡大」に整理して以下にまとめる。  

なお、この他に CCUS イニシアチブのロゴの議論がなされ、また、RITE が主催する

2019 年 6 月に日本で開催される G20 に向けた国際 CCUS ラウンドテーブルに対して、

CCUS イニシアチブがロゴの使用などの協力をすることが了承された。  

 

① CCUS イニシアチブのコーディネーター  

CCUS イニシアチブのコーディネーターは、IEAGHG に勤務する形とする。コーディ

ネーターとして、元 IEA・CCS ユニット長の Juho Lipponen が就任した。少なくとも当

面は 1 名体制でいく。コーディネーターとの契約は 3 か月ごとに更新されることになって

いる。コーディネーターの労務管理が話題に上り、今後、検討することになった。  

資金源は、メンバー国からの 25,000 米ドルずつの年会費となる。なお、CSLF の政策

グループ会合において、途上国で年会費の納入が困難な場合、CSLF のキャパビル基金か

ら移管される 35 万豪ドルから拠出されるとの説明があった。  

 

② 銀行や金融コミュニティとの関りに向けた戦略  

CCUS イニシアチブの立上げにより、CCUS を低炭素エネルギー技術のポートフォリオ

に取り込んだが、CCUS へのファイナンシングは大きな課題である。CCUS コミュニティ

と金融コミュニティが関りを持つことは、両者にとってメリットがある。CCUS コミュニ

ティは、金融コミュニティによる出資の基準に係る情報を得ることができる。金融コミュ

ニティは、CCUS 技術の情報を得ることができる。CCUS イニシアチブは、CSLF のファ

イナンシングタスクフォースで得た経験・知見を活用することができる。  

銀行や金融コミュニティとの関りに向けた戦略は、①金融コミュニティと定期的な対話
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の機会を持つ、②CCUS に対する条件を改善する、③投資の機会を特定する、④CEM の

クリーンエネルギーへのファイナンシングの取り組みに CCUS を加える、である。  

 

③ ウェビナー 

ウェビナーのテーマ案として、以下が出された。  

・CCUS の成功事例（例：Quest、Petra Nova） 

・コスト削減（例：Quest、Boundary Dam、Reyadah） 

・各国における CCUS の取り組み（例：米国、UAE、サウジアラビア、カナダ、ノル

ウェー） 

・CCUS の価値 

・金融セクターの視点  ― CCUS へのファイナンシングの課題は何か  

・ステークホルダーの視点  

・気候モデリングにおける CCS 

・CCUS の普及に適した地域（sweet spot） 

・エジンバラでの CCUS サミット 

・IPCC による 1.5 度報告書  

・大臣のコメント集  

 

④ 他の CEM イニシアチブとの協力  

CCUS イニシアチブが協力すべき他の CEM イニシアチブとして以下が出された。最初

の 2 つの活動はいずれも、現在のところ、再生可能エネルギーに焦点を当てた取り組みを

している。 

・クリーンエネルギーへの移行に係る長期エネルギーシナリオ  

・電力システムの柔軟性キャンペーン  

・CEM 投資・融資イニシアチブ  

 

⑤ CEM10 の準備会合、CEM10 に向けた成果物 

CEM10 の準備会合は、CEM11 の主催国であるチリで行われる。CEM10 に向けた成果

物の案として以下が挙げられた。  

・CCUS に係る文書の配布  

・CEM10 の大臣会合での CCUS に特化したセッションの開催  

・CEM10 の大臣会合へのインプット  

・CEM10 のサイドイベントの開催  

 

CEM10 のプログラム等は、原則として、CEM10 の主催国であるカナダに裁量権があ

ることから、カナダの CCUS イニシアチブ担当者が CEM10 担当者に状況を確認すること
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になった。 

カナダから、ファイナンシングなど、複数のイニシアチブによるイベントが有意義かも

しれないとの提案があった。サウジアラビアや IEA からは、エジンバラの CCUS サミッ

ト、CEM10、日本開催の G20 で一貫性を持ったメッセージの発信の重要性が指摘された。

カナダからはミッション・イノベーションとの相乗効果があることも望まれるとのコメン

トが出された。  

 

⑥ CCUS イニシアチブメンバーの拡大  

イニシアチブのメンバーには、政府のほか、企業、金融機関、その他の組織がなれると

の説明があった。  

ノルウェーから、キャパビル基金による途上国の参加が支援できるとのコメントが出さ

れた。英国からは、途上国のリクルート対象国のリストを作成することが提案された。サ

ウジアラビアからは、OGCI もメンバーとして勧誘するようにコメントが出された。  
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2.1.7 第 3 回海域 CO2 地中貯留ワークショップ 

第 3 回海域 CO2 貯留ワークショップが 2018 年 5 月 3 日から 4 日までノルウェー・オ

スロで開催された。2015 年 11 月に CSLF により発行された海域 CO2 貯留の報告書の提

言の一つである海域 CO2 貯留に係る国際的な知識共有を実践することを目的としたワー

クショップである。  

今回の 3 回目のワークショップは、過去 2 回のワークショップで特定された海域貯留

を推進するための提言やトピックを主な対象としている。具体的には、これまで得られた

知見から何を学ぶか、海域 CO2 貯留のバリューチェーン、輸送・貯留インフラの再利用、

海域 CO2 貯留および EOR でのモニタリング、海域 CO2 貯留のポテンシャル評価、プロジ

ェクトの最新情報、標準及び規制枠組み、国際協力プロジェクトに向けたブレインストー

ミングである。  

本ワークショップにおいて、苫小牧プロジェクトで得られた海域 CO2 地中貯留の規制

に係る教訓のほか、日豪による水素プロジェクトの紹介をし、ロンドン議定書による海底

下 CO2 地中貯留用の CO2 輸出入禁止のスコープに関する議論の議長を務めた。  

ワークショップで得られた結論を以下にまとめる。 

バリューチェーン  

- EU と日本における、燃料としての水素の利用への関心の高まりは、大幅な CO2 の

排出削減と CCS の機会の可能性を有する。  

- 米国の Section 45Q の改正は、新規プロジェクトを後押しする可能性がある。一方

で、回収プラントの建設を 6 年以内に開始しなければならないという時間的制約に

より、新規プロジェクト数が伸びない可能性もある。  

 

輸送・貯留インフラストラクチャ  

- インフラの再利用は必ずしも容易ではない。再利用の可能性は、プラットフォーム

よりもパイプラインの方が高いと見られる。  

- 廃棄坑井に対する対処に関する研究開発が一層必要である。  

 

モニタリング  

- 貯留層の常設型モニタリングは、それに伴うコストの増加以上のメリットがあるが、

対象範囲は固定され融通が利かない面がある。  

- 情報のやり取りによる相互補完的な異なる手法によるモニタリングが重要である。  

- 海洋環境のベースラインは知見をさらに集積する必要がある。  

- AUV によるモニタリングは、長期観測、時間的・空間的な観測、市民への情報提供

の観点から有効である。 

- 異常値の検知とその原因究明が重要である。  

- 高解像度の 4D 地震波探査は、浅部における漏洩につながり得る地質構造の特性評価
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や圧入中のプルームのモニタリングに対する利用が見込まれる。  

- 微小振動はバックグランドデータが必要である。  

 

貯留リソースの評価  

- 広範囲における静的なポテンシャルのより詳細な評価に多くの時間を費やすことも

できるが、動的な評価を含め、より局所的な評価に時間を使うという選択肢もある。

貯留リソースの適正評価と定量化は一層重要になってきている。  

 

プロジェクト  

- ノルウェーは工業セクターにおいてフルスケールのプロジェクト計画を進めている。

米国は海域貯留の研究開発を進めている。日本とブラジルでは、実プロジェクトが

進行中である。  

- 苫小牧プロジェクトの 1km 深の貯留層において 6 万トンの CO2 が 4D 地震波探査に

より画像化されたことは特筆に値する。  

 

規制枠組み 

- 得られた知見を取り込んでいくべきである。  

- ISO 化は様々なステークホルダーの間に信頼を構築していく上で重要である。  

- ロンドン議定書は不明点の明確化が必要である。  

 

将来の国際協力プロジェクト  

- 実プロジェクトから得られた知見の共有を目的とする。  

- 各種情報の在処の一覧が必要である。  

- 国際宇宙ステーション（ISS）や国際深海科学掘削計画（IODP）などのような CCS

向けの国際プロジェクトが必要である。  

- ACT（欧州を中心とする、CCS の研究・実証への助成プログラム）、ミッション・イ

ノベーション、OGCI（Oil and Gas Climate Initiative）などの既存の枠組みの利用

を検討すべきである。  

 

資金源 

- 助成機関は非化石燃料への出資を好みがちである。  

- CCS の価値を助成機関により良く伝えていく必要がある。  

- ノルウェーのフルスケールプロジェクトは国際協力を模索している。  

- Global Climate Fund は 6 つの条件のうちの 1 つとして持続可能な開発目標（SDG）

を含めているが、CCS の SDG への貢献に係るエビデンスが不足している。  
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2.2 IEAGHG 

2.2.1 概要 

IEAGHG は、IEA のもとで締結された実施協定に基づいて設立され、主に CCS 技術の

評価、普及促進、評価調査の情報発信、国際協力の推進を行っている。  

本事業では、2018 年 5 月および 10 月にそれぞれノルウェーと豪州で開催された執行委

員会の会合に参加するなどして、IEAGHG が実施している調査研究、主催している国際会

議やワークショップの動向について調査を行った。  

調査研究については、2018 年度に 10 件の報告書が発行されるとともに、新規に 3 件の

調査研究が実施されることになった。発行された報告書の調査研究テーマは、CCS 全般が

2 件（Air Products 社による CCS プロジェクト、フレアリングからの排出）、回収が 3 件

（CO2 回収コストへのプラント立地地点の影響、石油化学製品の持続可能性、鉄鋼・セメ

ントでの CO2 回収のコスト）、輸送・貯留インフラ関連が 2 件（油ガスインフラの CO2 貯

留事業への転用、CO2 圧入井の坑井エンジニアリングと規制）、IEAGHG 主催・共催のワ

ークショップのまとめが 3 件（コスト、モデリングとリスク管理、海域 CO2 地中貯留）と

なっている。また、新規に実施が承認された調査研究 3 件のうち、CCS 全般が 2 件（CCS

と持続可能な開発目標、廃棄物エネルギー転換と CCS）、貯留・輸送関連が 1 件（CO2 船

輸送インフラ）であった。  

2018 年度の主催会議は、国際学会が第 14 回温室効果ガス制御技術国際会議（GHGT-14）

の 1 件、ネットワーク会合がモデリングとリスク管理との合同会合、CCS コストの 2 件、

サマースクール 1 件の計 4 件であった。GHGT-14 では、学術的な発表がなされたほか、

CCS の価値や CCS コミュニティ外への情報発信などが議論された。2019 年度には、京都

で開催する第 5 回燃焼後回収国際会議（PCCC5）のほか、ネットワーク会合が固体ルーピ

ングとモニタリングと環境の合同会合の 2 件、サマースクール 1 件の計 4 件が計画されて

いる。 

オランダ、バンドン工科大学が 2019 年度より IEAGHG に加盟することが承認された。

また、CEM CCUS イニシアチブの事務局をホストすることになった。  

 

2.2.2 組織概要 

IEAGHG は、IEA のもとで締結された実施協定（Implementing Agreement）に基づ

いて 1991 年設立された。以前は、実施協定の一つと表現されていたが、昨今では、技術

協力プログラム（Technology Collaboration Programme）の一つと呼ばれるようになった。

IEAGHG は温室効果ガスの削減技術の評価、普及促進、評価調査の情報発信、国際協力の

推進を目的としている。初期の頃から温室効果ガスの削減技術のうち、実際は CCS を主

な対象とした活動を実施している。  

IEA の関連団体ではあるが IEA とは別の組織であり、英国ロンドンに独自の事務局を

持つ。IEAGHG の執行委員会のメンバーとして、2019 年に締約国として加盟するオラン
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ダとスポンサーとして加盟するインドネシアのバンドン工科大学を含めて、現在、欧州委

員会（EC）、石油輸出国機構（OPEC）を含む 18 の締約メンバーと 17 のスポンサー機関

が参加している（表 2.2.2-1）。日本からは、締約機関と参加している RITE のほか、スポ

ンサー機関として日揮と J-Power が参加している。また、IEAGHG は 2012 年から一般財

団法人石炭エネルギーセンター（JCOAL）と覚書を交わしており、JCOAL は執行委員会

の会合にオブザーバー参加をしている。  

 

表 2.2.2-1 IEAGHG の執行委員会メンバー 

締
約
国 

豪州 オーストリア  カナダ 欧州委員会  フィンランド  

フランス インド 日本 韓国 ニュージーランド  

ノルウェー OPEC 南アフリカ  スウェーデン  スイス 

オランダ 英国 米国   

ス
ポ
ン
サ
ー 

Chevron CIAB Doosan Babcock EPRI Equinor 

Exxon Mobil FZJ バンドン工科大学  INEEL 日揮 

J-Power カーリフ大学  Petrobras RWE Shell 

Southern 

Company 
Total    

 

2.2.3 今年度の会合と今後の会合予定 

執行委員会の今年度の活動と今後の予定を以下にまとめる。  

 

2.2.3.1 今年度の会合 

執行委員会は 2018 年度中に以下のように 2 回の会合を実施した。  

・第 53 回執行委員会：2018 年 5 月 7 日～8 日、ノルウェー・オスロ  

・第 54 回執行委員会：2018 年 10 月 19 日～20 日、豪州・メルボルン  

 

2.2.3.2 今後の会合予定 

執行委員会が 2019 年度に計画している会合は以下のとおりである。  

・第 55 回執行委員会：2019 年 5 月 8 日～9 日、フィンランド・ヘルシンキ  

・第 56 回執行委員会：2019 年秋、UAE・アブダビ 
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2.2.4 組織・運営 

2018 年度の IEAGHG の組織や運営方針の変更等について、2018 年 5 月および 10 月の

執行委員会での IEAGHG からの報告に基づき、メンバー、副議長の改選、予算、CEM CCUS

イニシアチブの事務局、IPCC の 1.5 度報告書のオブザーバーに整理してまとめる。  

 

(1) メンバー 

2018 年 5 月の会合にオランダがオブザーバー参加し、また、2018 年 10 月の会合でバ

ンドン工科大学（インドネシア）がオブザーバー参加した。その後、オンラインの投票に

て、オランダ、バンドン工科大学が 2019年度より IEAGHGに加盟することが承認された。

オランダは締約国として、また、バンドン工科大学はスポンサーとして参加する。これに

より、メンバー数は、メンバーは締約国 18、スポンサー17 の計 35 となる。 

 

(2) 副議長の改選 

2018 年 10 月のメルボルンでの執行委員会において、副議長 2 名の改選が行われた。

この結果、引き続きノルウェーの Ase Slagtern 氏とスイスの Gunter Siddiqi 氏が務める

ことになった。任期は 2 年となっている。  

 

(3) 予算 

2018 年度の予算は約 150 万ポンドとなっている。GHGT-14 からの収益の使い道は、

未実施のままとなっている調査研究の実施向けに充当する。2017 年度会計では、約 5 万

ポンドの未使用金が出て余剰金に回された。余剰金の合計額は 186 万ポンドとなる。  

 

(4) CEM CCUS イニシアチブの事務局  

IEAGHG は CEM CCUS イニシアチブの事務局をホストすることになった。同イニチ

アチブの予算は、イニシアチブ加盟国から拠出されるため、これまでの活動のための予算

とは別会計となる。また、イニシアチブ事務局専任のスタッフとして、元 IEA の CCS ユ

ニット長である Juho Lipponen 氏が採用された。 

 

(5) IPCC の 1.5 度報告書のオブザーバー  

IEAGHG は IPCC が 2018 年 9 月に発行予定の 1.5 度目標の特別報告書のオブザーバ

ーとなることが IPCC により 2018 年 3 月 20 日に承認された。  
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2.2.5 調査研究報告書 

IEAGHG が 2018 年度に発行した調査研究報告書、2018 年 5 月に開催された執行委員

会で議論された新規テーマと 2019 年 5 月の執行委員会に向けて提案された新規テーマに

ついて、順に以下にまとめる。  

 

2.2.5.1 2018 年度に発行された報告書 

IEAGHG は 2018 年度中に表 2.2.5.1-1 に示した 10 件の調査研究報告書を発行した。調

査研究のテーマは、CCS 全般が 2 件（Air Products 社による CCS プロジェクト、フレア

リングからの排出）、回収が 3 件（CO2 回収コストへのプラント立地地点の影響、石油化

学製品の持続可能性、鉄鋼・セメントでの CO2 回収のコスト）、輸送・貯留インフラ関連

が 2 件（油ガスインフラの CO2 貯留事業への転用、CO2 圧入井の坑井エンジニアリングと

規制）、IEAGHG 主催・共催のワークショップのまとめが 3 件（コスト、モデリングとリ

スク管理、海域 CO2 地中貯留）となっている。 

このうち、IEAGHG 主催のワークショップをまとめた 3 件を除いた 7 件の報告書の概

要を主に報告書の要旨に基づき以下にまとめる。なお、ワークショップのうち、モデリン

グとリスク管理の合同ネットワーク会合（2018-07）については 2.2.6.1(2)、第 3 回海域

CO2 地中貯留ワークショップ（2018-TR2）については 2.1.7 にまとめを記載している。  

 

表 2.2.5.1-1 2018 年度に発行された調査研究報告書の一覧 

No. タイトル 
発行日 

(年/月） 

本報告書

中の対応

No 

2018-03 Proceedings: CCS Cost Network 2017 Workshop 2018/3 ※1 

2018-04 
Effects of plant location on the costs of CO2 

Capture 
2018/4 (1) 

2018-05 
The Carbon Capture Project at Air Products’ 

Port Arthur Hydrogen Production Facility 
2018/12 (2) 

2018-06 
Re-Use of Oil & Gas Facilities for CO2 Transport 

and Storage 
2018/7 (3) 

2018-07 
IEAGHG Modelling and Risk Management 

Combined Network Meeting 
2018/11 ※1 

2018-08 
Well Engineering and Injection Regularity in 

CO2 Storage Wells 
2018/11 (4) 

2019-01 Sustainability in Petrochemicals 2019/02 (5) 

2018-TR2 
3rd International Workshop on Offshore 

Geologic CO2 Storage 
2018/8 ※1 

2018-TR3 
Cost of CO2 Capture in the Industrial Sector: 

Cement and Iron and Steel Industries 
2018/9 (6) 

2018-TR4 
Flaring Emissions: Quantification and 

Mitigation 
2018/12 (7) 

※1：IEAGHG のワークショップの概要であるため、その概要を本まとめに記載しない。  

※2：IEAGHG 執行委員会メンバー限定の報告書であるため、その概要を本まとめに記載

しない。  
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(1) 2018-04 Effects of plant location on the costs of CO2 Capture（プラントの立地の CO2

回収コストへの影響） 実施者：Amec Foster Wheeler（英国、現 Wood Group） 

本研究は、プラントの立地が CO2 回収コストへ与える影響を検討するものである。オ

ランダに立地する超臨界石炭火力（1,100MWe）の燃焼後回収の有り・無し、ガスコンバ

インドサイクルの燃焼後回収の有り・無しの 4 ケースをレファレンスケースとする。その

他の立地として、東欧（ポーランド）、米国ウィスコンシン州、同ワイオミング州、カナ

ダ・アルバータ州、南アフリカ、豪州、インド、中国、日本、インドネシア、ブラジル、

チリ、エジプトを比較対象としている。環境条件、燃料特性、水へのアクセス性などの技

術パラメータ、燃料価格、建設時・運転時の労務費、生産性、緊急時対応・維持のコスト、

材料・機器のコスト、税金、CO2 の輸送および貯留のコストといった経済的なパラメータ

を用いて、オランダのレファレンスプラントに対する技術パラメータの影響と立地サイト

による技術および経済パラメータの影響を検討する。  

レファレンスプラントのネットエネルギー効率は、石炭火力の場合、41.1～44.5%、CCS

付きで 31.9～35.4%（エネルギーペナルティは 8.7～9.9%）、ガス火力の場合 59.5～61.7%、

CCS 付きで 52.6～54.6%（エネルギーペナルティは 6.5～7.3%）であった。  

サイト立地による投資コストは、中国が材料費、建設労務費が安価であるため最も安く、

オランダと比べて 35%少ない。続いて、インドネシアと東欧が同 20%安となっている。投

資コストが最も高いのは、豪州と南アフリカであり、オランダを 20％程度上回る。これは

労務費が高く、生産性が低いことによる。投資コストの大小には労務費の影響が大きい。

また、冷却システムのコストは、自然通風冷却塔や海水による貫通冷却が、空冷式や機械

通風冷却塔に比べて高い。  

石炭火力の均等化発電原価（LCOE）は、CCS なしの場合で 35～58 ユーロ /MWh、CCS

ありの場合で 67～106 ユーロ/MWh となった。LCOE の支配的なパラメータは初期コスト

と燃料コストである。LCOE が高い国・地域のうち、豪州、南アフリカ、カナダでは初期

投資コストが高く、また、米国では石炭コストが高い。中国は初期投資コストが安いこと

によって LCOE が最も安くなる。インドとポーランドでは安価な石炭の利用が可能であり、

それに伴い LCOE が相対的に安い。  

ガスコンバインドサイクルの LCOE は、CCS なしの場合で 28～66 ユーロ /MWh、CCS

ありの場合で 48～93 ユーロ /MWh となった。LCOE に占める燃料費の割合は 30%程度か

ら最大で 70%までと大きく振れる。LCOE が高い国・地域は、地元産の天然ガスがなく、

LNG として輸入しており、南アフリカ、中国、日本、ポーランドなどがこれに当てはま

る。逆に LCOE が安価な国は、自国で安価なガスが利用できる米国やカナダとなっている。 

CO2 回避コストは、石炭火力の場合、総プラントコストとの相関性が強く、燃料コスト

の影響は無視できある。一方、ガス火力の場合も総プラントコストとの相関性が強いが、

燃料コストの影響も見られる。  
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(2) 2018-05 The Carbon Capture Project at Air Products’ Port Arthur Hydrogen 

Production Facility（Air Product の Port Arthur Hydrogen Production Facility にお

ける CO2 回収プロジェクト） 実施者： CKP & Associates Consulting（カナダ） 

本報告書は、米国テキサス州ポートオーサーに立地する、Air Products 社のヴァレオ

製油所での CCS プロジェクトから得られた知見をまとめたものである。米国エネルギー

省から資金援助を受けて、操業中の大規模 CCS プロジェクトにより得られた知見をまと

めた報告書の第 2 弾である。  

同プロジェクトでは、真空スイング吸着（VSA）により 100 万トン/年の CO2 を回収し

ている。当初は、アミン（MDEA）を利用した CO2 回収も検討されたが、Air Products

社が同プラントで製造される水蒸気も販売しているため、水蒸気をアミン再生に利用した

くないという事情から断念された。VSA によって回収した CO2 は、パイプラインにより

テキサス州の West Hastings 油田まで輸送され EOR に利用されている。EOR サイトでの

MVA 計画はテキサス大学が実施している。CCS の運転は 2012 年に開始し、これまでに

330 万トン以上の CO2 が回収・圧入されている。  

CO2 回収ユニットは、既存のメタン水蒸気改質器（SMR）と水素の圧力スイング吸着

器（PSA）の間に追設された。稼働している既存のプラントへの追設は、技術的に困難で

あったが、プラントが稼働停止に陥ったことはほとんどなかった。SMR からの CO2 リッ

チの合成ガスから CO2 を回収した後に、CO2 リーンの合成ガスを PSA に送る。CO2 濃度

が 10%の合成ガスから、約 70%の CO2 が回収される。回収された CO2 の濃度は 96.9～

98.1%であり、CO2 以外の成分はメタン、N2、H2、CO となっている。CO2 の回収率を上

げれば、CO2 純度は下がる。  

回収のエンジニアは、技術的な経験が豊富であり、VSA を本プロジェクト向けに 27,000

倍にスケールアップし、既存プラントへの VSA を追設することができた。既存のエンジ

ニアリングリスクの管理手法により、リスクを管理することができた。得られた知見は、

他の高効率 SMR への VSA 追設にも活用できる。 

 

(3) 2018-06 Re-Use of Oil & Gas Facilities for CO2 Transport and Storage（CO2 輸送・

貯留ための油ガス設備の再利用） 実施者： Pale Blue Dot Energy、Costain（英国） 

本報告書は、使われなくなった油ガス用のインフラストラクチャを CO2 地中貯留事業

に転用するための条件を明らかにすることを目的としている。本報告書の検討向けに、イ

ンフラストラクチャ転用の可能性を示す指標を策定し、その指標をケーススタディとして

北海およびアイルランド海の 5 つの油ガスサイトに適用して検討した。枯渇油田あるいは

枯渇ガス田の再利用に適した機能面での条件を一般化することは、CO2 貯留プロジェクト

によって稼働年数、CO2 圧入レート、CO2 の相、貯留可能量といった条件が異なることか

ら、妥当ではない。油層またガス層に適用された生産戦略によって決まってくる、CO2 圧

入オペレーションの開始時の地層圧が CO2 貯留としての適性に大きく影響する。油ガスイ
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ンフラのいくつかの設備には、CO2 貯留事業に再利用できる可能性があるが、再利用に際

しては個々に検討する必要がある。再利用に対する適正は、CO2 供給の特性に依るところ

が大きく、健全性と貯留事業の継続年数にも依存する。既存インフラの転用の妥当性の評

価は、油ガスセクターで培われてきた慣習、プロセス、試験により行うことができる。既

存インフラの転用に当たっては、計画されている CO2 貯留事業の圧力条件や材質的な要件

を満たす必要があり、また、耐用年数が計画されている稼働年数に対して十分な余裕を有

することが必要である。プラットフォームが必要な場合には、必要な空間、電源、追加荷

重に対する耐性が必要となる。今後、インフラの耐用年数を地域によって異なる規制を準

拠しつつ延長する方策を検討することが望まれる。  

 

(4) 2018-08 Well Engineering and Injection Regularity in CO2 Storage Wells（CO2 貯留

用坑井における坑井エンジニアリングと圧入に関する規制） 実施者： Talib Syed 

and Associates Inc. (TSA)（米国） 

本研究では、CO2 圧入プロジェクトにおける坑井エンジニアリングや坑井介入作業の経

験をレビューし、事業者や規制当局が CO2 のオペレーションの新しい側面を認識できる形

で、CO2 に係る作業の実情と課題を取りまとめる。  

CO2 地中貯留は貯留層への安全で制御された CO2 圧入によるところが大きいが、超臨

界 CO2 の圧入には、油ガス生産とは異なる技術的な課題やリスクがある。例えば、超臨界

CO2 には、液相から気相への膨張係数が高い、CO2 は遮蔽層に対してエラストマー効果を

有する、非制御の減圧下の冷却効果によって機器がその作動に支障をきたしうるマイナス

70°C まで冷やされる、ハイドレートやドライアイスが形成される、といった懸念がある。

このため、超臨界 CO2 の貯留のための坑井オペレーション上の経験を集約して共有するこ

とが望まれる。  

本報告書の構成は、坑井設計用の標準と推奨慣行、坑井の健全性、CO2 による腐食、

CO2 圧入坑井と油ガス用圧入坑井の主なリスク、CO2 の噴出、規制枠組み、ケーススタデ

ィとなっている。この他、付録として、CO2-EOR、オペレーションの標準的な手順、適用

可能な標準とガイドライン、セメンチングの基本事項、プラギングと廃棄、坑井健全性の

管理システムが添付されている。  

CO2 地中貯留用の CO2 圧入井は、坑井健全性の長期的な維持を可能とする適切な設計

が可能である。セメントの長期的な劣化と腐食に関する懸念は、設計時及び施工時に適切

に対処することができる。油ガスセクターでの経験から、CO2 地中貯留用の CO2 圧入井の

坑井健全性は、最新の設計要件や規制による要求事項に従って設計、施工、運用、監視が

なされた場合、長期的に維持できると言える。WELLCAT といったソフトウェアが、坑井

の運用期間中にチューブラーやセメントに作用する様々な荷重の解決に広く活用されて

いる。廃坑井のリスクは、エンジニアリング上の健全な慣習と規制による要求事項に従っ

ている限りは、適切に対処することができる。   
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(5) 2019-01 Sustainability in Petrochemicals（石油化学製品の持続継続性） 実施者： 

Imperial College London Consultants 

石油化学製品は、現代の生活および経済活動を支える製品において重要な役割を担って

いる。本報告書は、メタノール、オレフィン、アンモニア・尿素の持続可能な生産につい

て調査した。メタノールは、燃料として利用されるほか、様々な製品の原料にもなる。こ

のため、メタノールの効率的かつ持続可能な生産は、石油化学の脱炭素化を推進すること

になる。オレフィンのバイオマスからの生産や風力を活用したメタンからの生産は、コス

トはかかるものの、ナフサを分解する従来法と比べれば CO2 排出量が削減できる。石炭か

らのオレフィンの製造は環境負荷が大きいが、CCS の適用により CO2 排出を大幅に低減

することができる。一方、中期的には輸送燃料の需要の減少に伴って原油の需要が下がり、

原油価格の低下が予測されることから、原油からのオフィレン生産に回帰する可能性があ

る。肥料の原料となるアンモニアは、天然ガス、中国の場合には石炭から製造されてきた。

他の生産手法として挙げられるバイオマスの利用は、環境的には有効なものの、業界は持

続可能性の観点から好まない生産法である。この他に、風力を用いた電気分解による生産

手法もある。  

石油化学製品の脱炭素化に有望な選択肢はいくつかあるが、いずれの選択肢もコスト、

利用可能な資源量、利用される水の量などに課題がある。バイオマスを利用する場合には、

農業産業や食料供給との競合という問題が出てくる。低炭素ソースによる水素を利用する

安価なプロセスがあれば、石油化学製品の脱炭素化に大いに役立つ。しかし、石油化学製

品の場合には、利用する熱の脱炭素化を図る必要があり、これは電気の脱炭素化に比べて

困難である。CCS の導入には、石油化学製品の生産における CO2 排出を低減する可能性

があり、火力発電へ CCS が導入された場合には、使用する電気が脱炭素化されるため、

その有効性は明らかである。CO2 利用の観点からは、製品のライフサイクルでの CO2 排出

を考慮する必要がある。例えば、メタノールが回収された CO2 の水素化によって製造され

た場合でも、メタノールの利用によって CO2 は大気に放出されることになる。  

石油化学製品の製造は、少なくとも当面は化石燃料に依存するであろうことから、強力

な政策と規制の枠組みが必要となる。炭素価格や排出性能基準などが有効と見られるが、

石油化学製品は世界的に取引されており、世界規模での枠組みの構築が必要となる。カー

ボンリーキッジの可能性もあることから、炭素価格や排出性能基準などの導入は慎重に行

う必要がある。プラントの稼働年数は 25 年から 40 年程度であり、短期的または中期的な

technology lock-in が生じる可能性にも留意する必要がある。  

 

(6) 2018-TR3 Cost of CO2 Capture in the Industrial Sector: Cement and Iron and Steel 

Industries（工業セクターにおける CO2 回収のコスト：セメント、鉄鋼） 実施者： 

IEAGHG、IEA、エジンバラ大学  

本報告書は、セメント、鉄鋼の両セクターでの CO2 回収技術の導入に係るコスト評価
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を文献調査によりまとめたものである。コストの評価法や熱統合の枠組みが文献によって

異なっていることが判明し、各文献の結果を一般化するための新しい手法を提案した。  

まず初めに、文献調査により、データの質や出所、技術経済性分析のレベル、前提や利

用した手法の透明性を評価した。続いて、北西ヨーロッパを念頭に主な入力パラメータの

標準化を図った。具体的には、原料とエネルギーのフローを、プラント規模、稼働率、グ

リッドの CO2 強度、水蒸気の電力換算係数、CO2 圧縮の出口圧力に関して平均的なプラン

トをベースに標準化した。経済性のパラメータは、均質化したエネルギー価格、燃料価格、

人件費、緊急時コスト、プラントの経済性寿命を基にした新しい手法によって標準化した。

評価対象とするコストは、CO2 回避コスト、CO2 回収コスト、製造コストの増加とした。

最後に、利用可能な廃熱の量や余剰電力の売却の可能性は千差万別であったことから、い

くつかのケースについては、利用可能な廃熱がないケースと余剰電力を送電網に供給でき

ないケースとについて再評価した。  

鉄鋼については、CO2 回避コストが製鉄の方式や CO2 回収技術により大きく異なるこ

とが分かった。伝統的な高炉の場合、真空圧力スイング吸着（VPSA）による CO2 回収で

CO2 回避コストが 52 ドル/t-CO2 と最もコスト的に有利であった。高炉に排ガスを再循環

し酸素燃焼下で稼働する炉頂ガス循環酸素吹き高炉（TGROBF）に CO2 回収を導入した

場合においても、VPSA により CO2 回避コストが 52 ドル/t-CO2 となり、化学吸収の場合

の 56～82 ドル /t-CO2 よりも費用対効果が高くなる。長期的には、先進的な溶融還元

（HIsmelt）と COREX に VPSA を導入した場合にそれぞれ 52 ドル/t-CO2、34 ドル/t-CO2

となり最も費用対効果が良くなる。しかし、VPSA は、大規模に用いられた例はなく、技

術的な課題が出てくる可能性がある。化学吸収法は最も成熟した技術ではあるが、CO2 回

避コストは 56～93 ドル/t-CO2 となり、いかなる製造法においても最安となることはなか

った。長期的には、吸収剤の改善によるコスト削減が見込まれ、高炉の場合、その CO2

回避コストは 52～80 ドル/t-CO2 となる。 

セメントの場合、CO2 回避コストの幅は、鉄鋼の幅よりも小さくなった。最も費用対効

果が高いのは固体吸収・吸着の場合であり、38～86 ドル/t-CO2 であった。他の有望な技

術オプションとして、酸素燃焼と CO2 の膜分離が挙げられるが、それぞれ 69～86 ドル

/t-CO2、69～78 ドル/t-CO2 となった。ただし、酸素燃焼は製造プロセスを大幅に変える

必要があり、膜分離の場合には燃焼に伴う CO2 のみしか削減できない。化学吸収は 72～

180 ドル/t-CO2 と高い回避コストとなる。改良型吸収液を用いた場合には 61 ドル/t-CO2

となると見込まれる。間接焼成に化学吸収を導入したハイブリッド型の場合、199 ドル

/t-CO2 と高コストになるとともに、回収技術上の課題や運転上の課題が出てくる可能性も

捨てきれない。  

鉄鋼、セメントとも、各技術の CO2 回避コスト間の重複域が大きく、最も優れた技術

を取捨選択することは困難である。今後、大規模プロジェクトの実施を通して、信頼性と

精度がより高いデータを取得するとともに、運転上の課題を特定することにより、回収技
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術の性能の向上や回収技術の製造プロセスへの統合方法の改良に資する研究開発につな

げていく必要がある。  

 

(7) 2018-TR4 Flaring Emissions: Quantification and Mitigation（フレアによる排出：定

量化と緩和） 実施者： IEAGHG 

本報告書では、油ガスセクターにおけるフレアからの排出についての現状の理解を評価

するとともに、フレアによる排出の定量化と削減方法を文献調査からまとめた。  

フレアリングは、油ガスセクターにおいて、その供給網の様々なポイントで行われてい

る。フレアガスシステムは、廃ガスのメタンをガス燃焼により CO2 に転換することによっ

て大気への影響を低減してから排出するように設計されている。ガスを燃焼させる理由は

多様であり、加昇圧の回避、定期検査時のガスの除去などがある。メタンはコモディティ

であり、回収できれば、パイプラインでの輸送やガス田への再圧入が有効な選択肢となる。

フレアリングは、メタンが水蒸気回収できない場合の最終手段として用いられることにな

る。 

フレアの世界規模での定量化は、主に衛星データによる推定によって行われる。直接的

な測定は、規制で求められている場合にのみ実施されており、フレアリング量の大規模レ

ベルでの定量化は、直接測定データの外挿によって推定されるが不確実性は高い。排出に

悪影響が伴うことから、フレアリングのデータの多くは秘匿されており、定期的に報告さ

れることはないからである。  

フレアリングによる排出の削減に取り組むグループの一つに Global Gas Flaring 

Reduction Partnership（GGFR）がある。GGFR は“2030 年までにルーチン化したフレ

アリングのゼロ化を目指す活動”などを実施している。Total 社などは、フレアリングに

よる排出を 2005 年から 2015 年までに 1,500 万 m3から 750 万 m3に低減したとしている。

GGFR は、上流部門でのフレアリングによる排出の年間報告書を公表している。排出情報

は向上しているが、直接的に利用できるデータは依然として限られている。  

本報告書では、現在使われているフレアリングの排出緩和手法をレビューした。また、

定量化手法もまとめているが、衛星データによる推定量の妥当性を示すために、フレアス

タックでの直接計量値の世界データベースに係る調査が必要との結論に至っている。フレ

アによる排出の削減計画は野心的であるが、GGFR のデータによれば、排出は 2015 年か

ら 2017 年にかけて幾分減少している。世界のフレアリングの 54%が“2030 年までにルー

チン化したフレアリングのゼロ化を目指す活動”に参加している 71か国で行われている。 
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2.2.5.2 新規の調査研究提案 

2018 年 5 月開催の執行委員会の会合において、15 件の技術研究テーマが提案された。

このうち、9 件が新規提案であり、6 件が過去の提案の再提出であった。下記 1～4 の 4 テ

ーマが高得票を得たテーマとして紹介され、前回会合において再検討されることになって

いた下記 5 と合わせて、実施の可否等が検討された（カッコ内の数字は重み付け得票数を

示す）。その結果、CCS と持続可能な開発目標（SDG）（53-14）、CO2 船輸送インフラの現

状と課題（53-12）、廃棄物エネルギー転換と CCS（53-04）の 3 件を実施することになっ

た。CCS プロジェクトの建設上・運転上の課題のレビュー（53-01）は、スコープを見直

したうえで、2019 年春の執行委員会会合で議論することになった。前回に続いて議論され

た、CCS の大規模普及による経済的・社会的影響（52-14）は、ワークショップを開催し、

その結果を踏まえて検討することになった。  

2018 年 10 月開催の執行委員会会合では、未実施の技術研究の実施を優先するため、

新規テーマの議論は行わなかった。 

各提案のタイトルとその概要を表 2.2.5.3-に示す。概要については、提案書と執行委員

会会合での説明や議論に基づきまとめている。また、2019 年 5 月の執行委員会会合に向

けて提案された 15 件の新規提案テーマのタイトルと概要を表 2.2.5.3-2 に示す。 
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表 2.2.5.3-1 2018 年 5 月の執行委員会へ提案された調査研究 

No. 調査研究提案 採択※ 

53-01 

Review of constructability and operational challenges faced by CCS 

projects 

IEAGHG による提案。稼働中の大規模 CCS プロジェクトの経験から、

建設に係る課題（許可、HSE、アクセス、工程、モジュール化、仮設、

協力業者管理など）と試運転やオペレーションにおける課題（吸収液

中の不純物、メンテによる停止、緊急停止、油ガスインフラの再利用、

労働者管理、政府・市民の関りなど）をまとめる。作成されたまとめ

はガイドラインの性格を有し、今後のプロジェクトにおける各種決定

に貢献し、建設に係るリスクを軽減する。ISO 化の情報源としても期

待される。  

発電セクターだけではなく、工業セクターも対象とすること、稼働プ

ロジェクト数が限定的であることから、中止になったプロジェクトも

対象とすることが確認されたが、IEAGHG がスコープを再構築して、

2019 年春の執行委員会で再提案することになった。  

× 

53-02 

Evaluation of PCC solvents performance【修正提案】  

IEAGHG による提案。(1) 燃焼後回収用の含水アミンや水分の少ない

アミンの吸収液のリスト化、プロセスや機器設計のまとめ、(2) 吸収液

やプロセスの性能評価に資する主なパラメータの特定と評価基準の提

案、(3) 特定された高性能プロセスの比較評価を行う。  

× 

53-03 

Modelling CO2 in the refining sector【再提案】 

OPEC による提案。精油・石油化学セクターで排出される CO2 のうち、

利用すべき CO2 や貯留すべき CO2 を導くモデルを開発する。CO2 排出

源、CO2 輸送インフラ、CO2 利用可能性、CO2 貯留サイトのほか、CO2

価格や様々なコストを入力データとして、最小コストとなる解を求め

る。 

× 

53-04 

Waste to Energy and CCS 

IEAGHG による提案。一般廃棄物のエネルギー転換施設への CCS 適

用に係るスコーピングスタディを行う。分析対象として、世界におけ

る当該施設の現状、CO2 排出量と排出規制、施設タイプ（発電、熱供

給、熱電併給）、地域熱供給の有無、CO2 利用の可能性、CO2 削減の観

点から費用対効果が高いスキーム（発電設備の CCS、地域熱供給での

CCS など）とその課題、立地（都市部、郊外）とそれに伴う CO2 輸送・

貯留の課題などが挙げられる。ノルウェー・オスロの施設の FS、佐賀

市での CO2 回収・利用パイロットが参照できる。  

この提案は実施されることなった。  

〇 

53-05 

CO2 Capture using Mg rich Mine Waste 

IEAGHG による提案。酸化マグネシウム含有の岩石を利用した CO2 鉱

物化による CO2 貯留の技術的および経済的な実現性を調査する。従来

型 CCS とのコスト効率の比較を LCA などにより実施する。  

× 

53-06 

Modelling-Monitoring Conformance Case Studies【再提案】  

IEAGHG による提案。4～5 件の圧入完了済みの貯留プロジェクトを選

択して、CO2 挙動に係る地質モデルによる予想とモニタリング結果の整

合性を詳細にレビューする。異なる貯留層タイプ、モニタリング手法の

観点からもまとめる。  

× 

〇：承認、×：不承認  

【再提案】、【修正提案】：過去の執行委員会で提案されたことのあるテーマ  
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表 2.2.5.3-1 2018 年 5 月の執行委員会へ提案された調査研究（続き） 

No. 調査研究提案 採択※ 

53-07 

Criteria for depleted reservoirs to qualify for CO2 storage【再提案】 

Total 社による提案。CO2 貯留層となり得る枯渇油ガス田のクライテリ

ア（貯留層の石油物理特性、油ガス生産歴と動的効率、構造の特徴、

上位地層の特性、廃棄坑井の密度と分布など）をまとめる。また、情

報量の多い北米などの枯渇油ガス田と CO2 貯留サイトの特性を比較す

ることも検討する。  

× 

53-08 

Scoping Study and Analysis of Stacked Storage Concepts 

米国による提案。複数圧入井による同一地層への貯留、1 圧入井による

複数地層への貯留あるいは EOR や塩水の汲み上げといった“stacked”

貯留のコンセプトを調査し、その技術的な課題や障壁を整理する。  

× 

53-09 

Geochemical Effects of Impurities in the CO2 Stream in Vicinity to 

Injection Wells 

IEAGHG・カナダによる提案。CO2 流の不純物による物理的・地球科

学的な変化（圧入流体の特性の変化、酸の生成、孔底の酸化還元電位

の変化）に伴う貯留サイトの健全性への影響や必要となる追加モニタ

リングをモデリング、実験、フィールドデータなどを通して検討する。 

〇 

53-10 

Induced Seismicity Review【修正提案】  

IEAGHG による提案。Decatur や In Salah などの実証サイトからの知

見に関する研究をレビューし、また、大きな断層近くの応力状態のモニ

タリングや Rousse と苫小牧プロジェクトにおける自然地震と誘発地震

の比較から得られた知見などの最近の地震関連研究をレビューする。油

田や地熱セクターでの流体圧入の経験・知見もレビュー対象として検討

する。 

× 

53-11 

Large-scale Caprock Integrity 

IEAGHG による提案。遮蔽層からの漏洩による CO2 の拡散速度、圧力

変化や漏洩に対する遮蔽層の応答の定量化に関し、これまでの研究の進

展、必要なモニタリング、フィールド実証からの有用な情報を調査する。

また、遮蔽層の健全性やモデリング・モニタリングの効果の評価手法、

数百 km2 のサイトでの漏洩検知手法、低浸透性の地層や亀裂での CO2

移動のシミュレーション結果や実験結果をレビューする。  

× 

53-12 

Status and challenges of CO2 shipping infrastructures 

OPEC・EPRI による提案。CO2 の船輸送に関して、インフラの現状（立

地、コストなど）の調査、特有設備の特定、コストの評価、法規制の課

題（長期保証、ビジネスモデル、契約期間、契約者の破綻、スポット市

場の役割など）の検討、CO2 輸送インフラの立地候補地の特定（地域

レベル）、必要となる R&D の特定を実施する。  

この提案は実施されることなった。  

〇 

〇：承認、×：不承認  

【再提案】、【修正提案】：過去の執行委員会で提案されたことのあるテーマ  
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表 2.2.5.3-1 2018 年 5 月の執行委員会へ提案された調査研究（続き） 

No. 調査研究提案 採択※ 

53-13 

Review of negative effects of CO2 on polymers 

Statoil 社による提案。高圧 CO2 への暴露によるポリマー材料への悪影

響を調査する。CCS でのポリマーの利用可能条件の特定、ポリマーの

CO2 による損傷メカニズムの明確化、バルブ・コーティング・ピギング

などでの適切あるいは不適切なポリマーの特定を目的としており、文献

調査等を行う。  

× 

53-14 

Inventorise existing information on impacts of CCS on specific 

targets of the 17 Sustainable Develop Goals (SDG) and propose gap 

closure 

Shell 社・IEAGHG による提案。国連が 2015 年に策定した 17 個の持

続可能な開発目標（SDG）に対する CCS の影響を既存の情報を基に評

価し、不足情報の埋め合わせに関する提案を行う。CCS は、SDG のう

ち、手頃なクリーンエネルギー（SDG7）、雇用（SDF8）、産業イノベ

ーション（SDG9）、海洋生物（SDG14）に良い影響を与えると考えら

れるが、明確で引用可能な文献が不足している。本研究では、CCS と

SDG に係る情報を文献調査し、IPCC による手法により評価したうえ

で、不足する情報を特定して、不足情報を補充していく優先順位を提

案する。 

この提案は実施されることなった。  

〇 

53-15 

Status and potential of seaweed production with CCS 

IEAGHG による提案。海藻養殖への CCS 適用（海洋 BECCS）の状況、

海洋 BECCS のポテンシャルを有する島国や沿岸地域、海洋酸性化の緩

和ポテンシャル、海藻由来 CO2 の貯留サイト、海藻からの生産物の種

類への炭素価格の影響、海藻養殖の必要となる規模、海洋 BECCS が志

向されるための条件、普及の制約や課題を調査・評価・検討する。  

× 

52-14 

Economic and social impacts of large-scale deployment of CCS 

IEAGHG による提案。CCS の大規模普及による経済的利益と社会的利

益を評価することを目的として、GDP や雇用、健康、国際貿易などへ

の影響を評価する。具体的には、文献調査、専門家を対象としたワーク

ショップの開催、マクロ経済への影響に係るモデル（例：複数の地域の

経済全体を対象とした計算可能一般均衡モデル）による評価、考察を実

施する。 

前回 2017 年 10～11 月の執行委員会会合で議論され、既存の報告書を

含む文献の調査と専門家ワークショップを実施してから、実施の可否が

再検討されることになった。今回の執行委員会会合で、既存の報告書を

含む文献調査の結果が報告された。  

気候変動目標の達成における CCS の重要性は、IPCC の第 5 次評価報

告書で指摘され、同じく IPCC が 2018 年に発行予定の 1.5 度目標の特

別報告書および 2021 年に発行予定の第 6 次評価報告書においてその重

要性がさらに強調されることが見込まれている。しかしながら、政策立

案者による現状の行動はこうした事実に即していない。したがって、

CCS のメリットや価値に焦点を当てることが重要である。  

× 

〇：承認、△：条件付き承認、×：不承認  

【再提案】、【修正提案】：過去の執行委員会で提案されたことのあるテーマ  
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表 2.2.5.3-2 2019 年 5 月の執行委員会へ提案された調査研究 

No. 調査研究提案 

55-01 

Review of Constructability and Operational Challenges Faced by CCS 

Projects【再提案】  

IEAGHG による提案。稼働中の大規模 CCS プロジェクトの経験から、建設に

係る課題（許可、HSE、アクセス、工程、モジュール化、仮設、協力業者管理

など）と試運転やオペレーションにおける課題（吸収液の不純物、メンテのた

めの停止、緊急停止、油ガスインフラの再利用、労働者管理、政府・市民の関

りなど）をまとめる。  

55-02 

Evaluation of PCC Solvents Performance【再提案】 

(1) 燃焼後回収用の含水アミンや水分の少ないアミンの吸収液のリスト化、プロ

セスや機器設計のまとめ、(2) 吸収液やプロセスの性能評価に資する主なパラメ

ータの特定と評価基準の提案、(3) 特定された高性能プロセスの比較評価を行

う。 

55-03 

Achieving Deep Decarbonisation in Worldwide Fertiliser Production 

英国による提案。異なる肥料とその生産手法ごとに、CO2 回避コストとその最

終コストへの影響、また、ライフサイクルでの CO2 排出を評価し、欧州、北米、

中東、アジア等における CO2 の削減効果を示す。  

55-04 

Update on Cost of Capture in Refineries, Cement, Iron and Steel  

IEAGHG による提案。石油精製、セメント、鉄鋼の各セクターにおける CO2

回収コストの最新情報を文献調査によって収集し、2018-TR03 で策定したコス

トレビュー手法によって標準化したそれぞれのコストを不確実性や限界と共に

提示する。  

55-05 

Capture using Mg Mine Waste and Mineralisation 

IEAGHG による提案。CO2 鉱物化作用を有する物質を扱う現場での CO2 鉱物化

に利用できる様々な技術について、鉱物化の速度や鉱物化された CO2 の最終的

な行先を調査し、LCA を行うなどして技術的および経済的な評価を行う。  

55-06 

Modelling-Monitoring Conformance Case Studies【再提案】  

IEAGHG による提案。4～5 件の圧入完了済みの貯留プロジェクトを選択して、

CO2 挙動に係る地質モデルによる予想とモニタリング結果の整合性を詳細にレ

ビューする。異なる貯留層タイプ、モニタリング手法の観点からもまとめる。  

55-07 

Criteria for depleted reservoirs to qualify for CO2 storage【再提案】  

Total 社による提案。CO2 貯留層となり得る枯渇油ガス田のクライテリア（貯留

層の石油物理特性、油ガス生産歴と動的効率、構造の特徴、上位地層の特性、

廃棄坑井の密度と分布など）をまとめる。また、情報量の多い北米などの枯渇

油ガス田と CO2 貯留サイトの特性を比較することも検討する。  

55-08 

Scoping Study and Analysis of Stacked Storage Concepts【再提案】  

米国による提案。複数圧入井による同一地層への貯留、1 圧入井による複数地層

への貯留あるいは EOR や塩水の汲み上げといった“stacked”貯留のコンセプ

トを調査し、その技術的な課題や障壁を整理する。  

55-09 

Induced Seismicity Review【再提案】 

IEAGHG による提案。Decatur や In Salah などの実証サイトからの知見に関

する研究をレビューし、また、大きな断層近くの応力状態のモニタリングや

Rousse と苫小牧プロジェクトにおける自然地震と誘発地震の比較から得られ

た知見などの最近の地震関連研究をレビューする。油田や地熱セクターでの流

体圧入の経験・知見もレビュー対象として検討する。  

【再提案】、【修正提案】：過去の執行委員会で提案されたことのあるテーマ  
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表 2.2.5.3-2 2019 年 5 月の執行委員会へ提案された調査研究（続き） 

No. 調査研究提案 

55-10 

Large-scale Storage Site Caprock Integrity【再提案】 

IEAGHG による提案。遮蔽層からの漏洩による CO2 の拡散速度、圧力変化や漏

洩に対する遮蔽層の応答の定量化に関し、これまでの研究の進展、必要なモニ

タリング、フィールド実証からの有用な情報を調査する。また、遮蔽層の健全

性やモデリング・モニタリングの効果の評価手法、数百 km2 のサイトでの漏洩

検知手法、低浸透性の地層や亀裂での CO2 移動のシミュレーション結果や実験

結果をレビューする。  

55-11 

CO2 as Alternative Feedstock 

フランスによる提案。CO2 を原料として生産可能な材料・化学物質・ポリマー・

燃料などとその生産手法を対象として、文献調査による市場ポテンシャルの評

価と LCA による環境影響（CO2 排出削減など）の評価を行って比較し、CO2

利用を活性化する主要な要素を特定する。  

55-12 

CO2 Utilization Reality Check 

Total による提案。水素添加反応による CO2 の物質転換の気候変動緩和ポテン

シャルの評価に係る変換効率等の仮定の精査、気候変動緩和に貢献する規模に

拡大可能な他の転換オプションの特定と評価、従来生産法による生産物質と競

争可能な CO2 転換手法のコスト評価を行う。  

55-13 

From CO2 to Cement – improving process efficiency 

英国による提案。CO2 の炭酸塩化によるセメント製造について、必要となる CO2

の量と純度の評価、低減される CO2 排出の定量化を含むプロセス効率改善の方

法、低炭素製品の特性・市場性・コストについての従来製品との比較を行う。  

55-14 

Review of Negative Effects of CO2 on Polymers【再提案】 

Equinor 社による提案。高圧 CO2 への暴露によるポリマー材料への悪影響を調

査する。CCS でのポリマーの利用可能条件の特定、ポリマーの CO2 による損傷

メカニズムの明確化、バルブ・コーティング・ピギングなどに適切あるいは不

適切なポリマーの特定を目的としており、文献調査等を行う。  

55-15 

Techno-economics of Near-term NETs 

IEA とフランスによる提案。ネガティブエミッション技術（NET）の比較評価

のための評価基準（コスト、回避 CO2 量、土地利用、水利用など）の特定、大

規模普及が可能で比較的成熟しており統合評価モデルにおいて影響力がある

NET の特定、コストや効率などの今後の改善についての評価、評価した NET

の課題・機会・トレードオフの特定を行う。  

【再提案】、【修正提案】：過去の執行委員会で提案されたことのあるテーマ  
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2.2.6 主催国際会議 

IEAGHG 主催の国際会議やネットワーク会合の 2018 年度の実績と 2019 年度以降の予

定を以下にまとめる。2018 年度の実績は、国際学会が第 14 回温室効果ガス制御技術国際

会議（GHGT-14）の 1 件、ネットワーク会合がモデリングとリスク管理との合同会合、

CCS コストの 2 件、サマースクール 1 件の計 4 件であった。2019 年度には、京都で開催

する第 5 回燃焼後回収国際会議（PCCC5）のほか、ネットワーク会合が固体ルーピングと

モニタリングと環境の合同会合の 2 件、サマースクール 1 件の計 4 件が計画されている。 

 

2.2.6.1 今年度に開催された国際会議とネットワーク会合 

IEAGHG は 2018 年度中に表 2.2.6.1-1 に示す国際会議、ネットワーク会合等を開催し

た。各会議の概要を執行委員会会合での IEAGHG による報告を基に以下にまとめる。  

 

表 2.2.6.1-1 2018 年度の IEAGHG 主催会議 

会合 

タイプ 
会議名 開催日 開催地 

本報告書

中の対応

No 

国際学会 
第 14 回温室効果ガス制御

技術国際会議（GHGT-14） 

2018 年 

10 月 21 日～26 日 

豪州 

メルボルン  
(1) 

ネットワ

ーク会合 

モデリングとリスク管理

との合同ネットワーク会

合 

2018 年 

6 月 18 日～22 日 

米国 

ノースダコタ  
(2) 

コストネットワーク会合 
2019 年 

3 月 19～20 日 

米国 

パロアルト  
― 

その他 
2018 年 CCS サマースク

ール 

2018 年 

6 月 25 日～29 日 

ノルウェー  

トロンハイム  
(3) 

 

(1) 第 14 回温室効果ガス制御技術国際会議（GHGT-14） 

2018 年 10 月に開催される GHGT-14 は 2018 年 3 月 14 日に参加登録を開始した。ア

ブストラクトの提出は 43 か国から 1,077 件あり、米国 212 件、豪州 146 件、英国 132 件、

ノルウェー117 件、日本および中国が 84 件、韓国が 37 件となっている。口頭発表として

355 件が採択され、却下された 35 件以外はポスター発表となる。オンライン梗概集は

SSRN 社によって作成されるほか、200 件程度の発表が IJGGC の GHGT-14 特別号に掲

載される。IJGGC 採択分の中でもポスター発表となるものがあり、口頭発表にキャンセ

ルが出た場合には、IJGCC 採択分を優先して口頭発表とする。  

 

(2) モデリングとリスク管理との合同ネットワーク会合  

モデリングとリスク管理との合同ネットワーク会合が 2018 年 6 月 18 日から 22 日まで

米国・グランドフォークスで開催された。会合で取り上げられた主なテーマは、貯留層・

地層スケールでのモデリングの能力、コアから貯留層へのスケールアップ、非従来型貯留
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層への CO2 地中貯留、間欠的な CO2 圧入とその坑井健全性および圧入性への影響、リス

クの評価と管理のためのベイズモデル、流体の移動と断層挙動および微小地震、盆地スケ

ールでのモデリングと塩水管理であった。  

会合は、ノースダコタ州の産業委員会の役割の説明から始まった。この産業委員会は、

EPA から Class VI の許可を発給する権限を初めて委譲され、圧入 CO2 によるプルームの

広がりやレビュー領域（AoR）を把握しておく必要がある。計画される圧入サイトは、プ

ルームの範囲内の孔隙の所有者の 60%以上からプロジェクトへの同意を得ておく必要が

ある。残りの所有者からは、孔隙の所有権を放棄してもらう代わりに補償金を支払う必要

がある。同州では、CO2 地中貯留は公益に資する活動と位置付けられており、孔隙は廃棄

物処理先ではなく資源として扱われている。  

未着手テーマ、あるいは今後の研究テーマとして、以下が挙げられた。  

・帯水層の容量と限界の定義。高い信頼度を有する詳細な推定と大まかな推定との分

離。Hydraulic unit の貯留効率の評価。  

・モデリングによる予測精度の向上のためのナチュラルアナログの活用。  

・多大の CO2 貯留ポテンシャルを有する ROZ のフィールド検証による推定精度の向

上。 

・CO2 地中貯留サイト向けのモニタリング、検証、性能の評価のマトリクスの策定。 

・AUV による海洋調査などによる環境測定データの共有。  

・規制当局やその他のステークホルダーとの先進リスク評価手法の検証。  

 

(3) 2018 年サマースクール  

2018 年サマースクールはノルウェーCCS 研究センター（NCCS）のホストにより、2018

年 6 月 24 日から 29 日までノルウェー・トロンハイムで開催された。130 を超える参加申

し込みがあり、選考を経て日本を含む 26か国から 59 名が参加した。参加者の 95%以上が、

全体的な評価として 10 点満点で 8 点以上と回答した。サマースクール参加者は、累計で

59 か国からの 560 人以上となった。  
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2.2.6.2 次年度以降の国際会議の予定 

IEAGHG が主催する次年度以降の国際会議やネットワーク会合等の予定を表 2.2.6.2-1

に示す。 

2019 年には第 5 回燃焼後回収国際会議（PCCC5）のほか、第 8 回高温固体ルーピング

ネットワーク会合、モニタリングと環境のネットワーク会合、2019 年 CCS サマースクー

ルが開催される。  

 

表 2.2.6.2-1 2019 年度以降の IEAGHG 主催会議計画 

会合 

タイプ 
会議名 開催日 開催地 

国際学会 

第 5回燃焼後回収国際会議

（PCCC5） 

2019 年 

9 月 17 日～20 日 
京都 

第 15 回温室効果ガス制御

技術国際会議（GHGT-15） 
2020 年 

UAE 

アブダビ  

ネットワ

ーク会合 

第 8回高温固体ルーピング

ネットワーク会合  
2019 年 

カナダあるはベル

ギー 

モニタリングと環境の合

同ネットワーク会合  

2019 年 

8 月 21～23 日 

カナダ 

アルバータ州  

その他 
2019 年 CCS サマースクー

ル 

2019 年 

7 月 7 日～12 日 

カナダ 

レジャイナ  
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2.2.7 GHGT-14 

GHGT-14 のうち、CCS の国際動向を映す開会挨拶、基調講演、3 日目の全体セッショ

ン、パネルディスカッションの 4 セッション（途上国の CCUS、CCUS への投資、ノルウ

ェーでの CCS の取り組み、CCS の価値）、CCUS のナレーティブに係る閉会時のパネルデ

ィスカッションの概要を以下にまとめる。  

 

(1) 開会あいさつ 

①David Byers（CO2CRC） 

低炭素エネルギーシステムの実現は、多様なクリーンエネルギー技術の世界的な普及を

通してのみ可能であり、これが経済的な解決策でもある。多くの評論家が再エネを 100%

にするという空想に囚われているが、理論的な可能性と現実の中での実現性を明確に区別

する必要がある。40 年前、世界の 80%以上のエネルギーが石油、天然ガス、石炭により

賄われていたが、昨年の統計においても、ほとんど変わっていない。化石燃料利用の現状

規模を勘案すれば、世界のエネルギーミックスを化石燃料から容易に、あるいは短期間で

シフトすること現実的ではない。CO2 排出の大幅な削減には、政治的な意思の問題だけで

はなく、技術的なブレークスルーや大幅なコスト削減も必要となる。世界が再エネに早急

に低コストで移行できると誤解すれば、時間や資金といったリソースの分配を誤り、世界

の日々のエネルギー需要を満たせなくなってしまう。CCS などの技術は商業的に利用可能

であり、費用対効果を有する排出削減の実施において重要な役割を果たすことができる。

先週公表された IPCC の特別報告書は、1.5 度目標を達成するための 4 つの GHG 排出経

路を提示している。多くの排出経路において、CO2 除去技術とネガティブエミッション技

術の利用が前提となっている。そして、これらの全てが CO2 の大幅削減が可能な CCS を

利用している。  

 

②Peter Mayfield（CSIRO） 

豪州では、寿命を迎えて閉鎖される石炭火力が増えており、それを補うためにガス火力

や風力発電が増加している。それでも CO2 排出量の 1/3 は発電セクターとなっており、発

電セクターでの CCS が不可欠な情勢にある。また、豪州は化石燃料の輸出も多く、化石

燃料からの水素の生産とそれに伴う CO2 排出に対する CCS への関心が高まっている。

CSIRO が Loy Yang 石炭火力で行ってきた燃焼後回収の技術開発は 10 年の節目を迎え、

また、CSIRO は CarbonNet、South West Hub、Otway という CCS プロジェクトにも貢

献してきた。大規模 CCS プロジェクトは、その実施時期が明らかではなく、また、様々

な障壁があると思われるが、着実に実施の方向に進んでいる。実現には、産官学や国際的

なパートナーシップも不可欠である。  
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③Kelly Thambimuthu（IEAGHG） 

豪州での GHGT 会議の開催は、第 5 回をケアンズで開催して以来、2 回目となる。大

気中の CO2濃度が 405ppmに達しており、我々は行動を起こす必要がある。パリ協定では、

2 度目標に合意し、できれば 1.5 度を目指すとしているが、現状は 3 度上昇のトレンドに

あり、既に 1 度の上昇が確認されている。これに対処するには CCS を含めて全ての技術

を動員する必要がある。IPCC が公表した 1.5 度の報告書によれば、各セクターで様々な

取り組みが必要であり、エネルギーと産業の両セクターにおいては CCS が必要となる。

BECCS にはネガティブエミッション技術としての期待が高い。化石燃料を将来にわたっ

て使用していくためには、CCS が必要となる。石炭の天然ガスへの転換や再エネの拡大だ

けでは不十分であるからだ。CCS は温暖化の緩和とエネルギーセキュリティの観点から必

要となる。一般的な CO2 回収率である 90%は最適化の結果であるが、1.5 度目標のために

は、100%回収をコスト上昇なしで実現することが必要となってくる。米国のイリノイで実

例がある BECCS も期待される。  

 

④Richard Bolt（ビクトリア政府）  

ビクトリア政府の経済開発・雇用・輸送・資源省は、輸送、エネルギー資源、産業、輸

出、投資などを管轄している。取り巻く環境は大きく変化しており、国内では、製造業な

どの変化、エネルギー価格およびセキュリティ、人口の急増、世界では、技術、気候変動、

グローバリゼーションといった課題がある。ビクトリア州の輸出は、中国、東南アジアな

どが多い。2017 年に打ち出した政策では、2050 年までにネットゼロエミッションを掲げ

ている。高効率化、発電部門の CO2 削減、電気自動車を含む電化の推進、非エネルギーセ

クターでの排出削減を CCS で実現するなどの施策を打ち出している。ビクトリア州は、

CCS の中心地であり、CO2CRC による Otway プロジェクト、CSIRO による Long Yang

石炭火力での回収パイロット、Peter Cook Centre for CCS を有するメルボルン大学、

GCCSI、CarbonNet プロジェクトが立地している。2017 年 12 月に公表した水素ロード

マップにおいて、水素は、新しいエネルギーコモディティとしての可能性があり、CCS と

のシナジー、再エネの貯蔵、ヒーティングでの利用、輸出といった価値が見込まれている。

日豪の共同プロジェクトとして水素エネルギーサプライチェーンのパイロット実証が進

んでおり、将来的には、CarbonNet での CO2 貯留の構想もある。  

 

⑤James Johnson（Geoscience Australia：豪州政府代理）  

豪州政府は、低炭素技術を支援している。GHGT 会議は知識共有の観点から重要であ

る。政府はパリ協定にコミットしている。化石燃料の利用は、ETP や IPCC の報告書にお

いて、減少はするものの、継続して使われるとされている。CCS は発電、産業の両セクタ

ーで重要となる。CSLF においては、技術グループの副議長を務めている。CSLF の技術

ロードマップにおいて官民協力の重要性が指摘されており、政策やコスト削減に他の加盟
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国とともに取り組んでいる。主要な CCS プロジェクトには、Gorgon、South West Hub、

CarbonNet、Otway があり、その目的は技術の実証や障壁の除去などとなっている。この

他、豪州石炭の低炭素化を図る ANLEC R&D という取り組みもある。Geoscience 

Australia は、CO2 貯留に係る基本データの取得のほか、中国との協力（CAGS）を実施し

てきた。CO2CRC が主導している Otway プロジェクトにも貢献してきた。豪州の課題に

は、回収サイトと貯留サイトのミスマッチ（CarbonNet は例外であるが）、社会受容性な

どがある。解決策として、EOR 以外の CO2 利用、水素エコノミーが期待されている。  

 

(2) 基調講演 

①Thelma Krug（IPCC） 

2015 年に策定が決定された IPCC の 1.5 度報告書は、1.5 度上昇時の影響と排出経路に

ついて 5 つの章にまとめたものである。CCS コミュニティに関心がある章は 2 章と 4 章で

あると思われる。気温は既に 1 度上昇しており、さらに 0.5 度上昇するとその影響は大き

くなり、リスクは高くなる。極端に暑くなり、豪雨による洪水の発生、干ばつ、海面上昇

が引き起こされることになる。オーバーシュートがない、あるいは限定的な排出経路とす

るには、2030 年の CO2 排出量を 2010 年比で 45%削減し、2050 年にはネットゼロを実現

する必要がある。その実現のためには、大幅な CO2 削減が発電、産業の両セクターではも

ちろんのこと、森林、農業、土地利用などにおいても必要となる。1.5 度を超過した場合

には、その後、ネガティブエミッションが必要となる。各種の CO2 除去技術の適用性につ

いて、コストや環境影響などを調査して比較したが、その結果の不確実性は大きい。CO2

以外の GHG の削減も調査をしたが、情報量が限定的であった。1.5 度報告書では、排出経

路として CCS を使わない P1 からオーバーシュートが大きい P4 までの 4 つが使われてお

り、P4 では、CCS により 2100 年までに 1,218G トンの CO2 削減が期待されている。様々

な可能性や選択肢があるということである。1.5 度目標の達成には、エネルギー集約産業

のシステム転換が必要となってくる。経済的、技術的には高効率化が現実的ではあるが、

電化、水素、バイオマス、CCUS といった技術の活用も必要となってくる。産業部門の

CCS の実施は、発電部門よりも容易であり、セメントなどでは CCS なしでは CO2 排出を

ゼロとすることは不可能である。CCS には、経済、技術、体制、社会、環境などの様々な

側面があり、明確になっていない側面をサイエンスで明らかにしていってほしい。  

 

②Laszlo Varro（IEA） 

CO2 排出増加のうち、化石燃料に起因する割合は 70%にのぼる。風力発電や太陽光発

電への投資は増えているが、バイオマスや地熱などの他の再エネへの投資は少なく、減少

していることもあるなど、投資の偏在が著しい。風力や太陽光は、競争的オークションや

インセンティブを受けて大きくコストを下げ、デジタルネットワークやエネルギー貯蔵に

よって電力システムに取り込まれてきたが、今後、この傾向が継続できるかは分からない。
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これにはビックデータへの対応が必要であるが、これは簡単なことではない。IEA のシナ

リオ分析では、世界における、とりわけ、アフリカにおけるエネルギーへのアクセスを考

慮しているが、2050 年には 2/3 の家庭がエアコンを使うようになり、これは 4,000TWh

に相当する。エアコンの利用は、1990 年頃は米国・日本が主であり、2016 年には中国で

も大きくなって、さらに 2050 年にはインドやインドネシアでも拡大する。こうした変化

は、エネルギーアクセスという問題を解決する一方で新たな問題をもたらすことになる。

気候変動の観点からは、電化の加速が不可欠となる。原子力や水力発電への投資が減って

いるが、これを風力と太陽光が補てんしている状況にある。しかし、電力需要が増大して

いる状況においては、こうした動きで賄うことができない。先進国の石炭火力の多くは、

稼働後 40 年以上が経過している一方で、アジアにおいては、10 年以下の発電所が圧倒的

に多い。CCS コミュニティは、重点を産業 CCS に移行しているようだが、発電所の CCS

をあきらめるべきではない。発電セクター起源の CO2 を減らすには、石炭火力の設備容量

を半分にし、利用率を 30%下げ、さらに CCS で 10%減らす必要がある。世界各地で都市

化が進んでおり、4 か月ごとに上海が誕生している勘定となっている。急速な都市化を受

け、鉄やセメントの需要が急増している。産業セクターからの CO2 の削減には、高効率化

やサービスセクターへの移行だけでは不十分である。CCS の明るい話題として、米国の

Section 45Q の導入、中国での大規模 CCS プロジェクトの稼働、CO2 利用と水素利用など

が挙げられる。Just do it!  

 

③Fiona Wild（BHP） 

BHP は、気候変動による各種の影響が重大であるという見通しを受け入れているが、

エネルギーの大消費者として手頃な価格でのエネルギーへのアクセスを守る必要がある。

エネルギーの高効率化を推進しており、事業を拡大しつつも 2022 年の CO2 排出を 2017

年レベルに留める目標を掲げている。シナリオ分析を新しいビジネスも含めたボトムアッ

プアプローチにより実施しているが、現状では、2100 年に 3 度上昇する結果となる。早

急に対策が取れるように、材料、バッテリー、再エネ、輸送、CCS に投資をしている。パ

ートナーシップも重視しており、Boundary Dam 3 から得られた知識の共有を推進するセ

ンターを SaskPower と設立したほか、製鉄セクターの CO2 削減を対象に政策や技術的な

障壁を検討するセンターを中国やエジンバラ大等と共に設立した。CO2 貯留の分野におい

ても、不均質な貯留層への効率的な貯留に関する研究をスタンフォード、ケンブリッジ、

メルボルンの各大学と実施している。知識共有は社会的受容性の向上につながるという意

味でも重要である。CCS コミュニティの外に発信するナレーティブを、CCS は必須であ

り、恒久的に安全であるといったように変えていく必要がある。CCS に対して真剣でない

のならば、温暖化に対して真剣とは言えない。CCS の普及には、政策が必要であり、CO2

プライシングなどのメカニズムやパリ協定 6 条のメカニズムへの CCS の追加などが必要

である。BHP は CCS 開発を重視しており、協力によって効率よく進められると考えてい
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る。知識共有によって CCS がより多くのステークホルダーに受け入れられるようになる。

CCS は発電、産業の両セクターで必要であり、さらに BECCS、DAC も必要であるという

IPCC の 1.5 度報告書のメッセージに対して、CCS コミュニティは応えていかなければな

らない。 

 

④Jérôme Schmitt（Oil and Gas Climate Initiative（OGCI）） 

CCUS や温暖化問題は、競合してではなく、協力して取り組むべきものである。特に

官民協力が必要であり、しかも今必要である。また、他の低炭素エネルギー技術も必要で

ある。CCUS はビジネスであり、収益を生み、価値を生み出す。教育が非常に重要である。

カーボンマネージメントのコースでより多くの学生が学位を取得し、CCUS の世界で働き

たいと思ってもらう必要がある。OGCI は 13 の企業から成る。設立当初は欧州企業が中心

であったが、北米の企業のほか、ブラジル、メキシコ、サウジアラビア、中国などの企業

も加わり全世界的な組織になってきた。メンバー企業で様々な投資をしている。OGCI が

目指すカーボンサイクルモデルは、エネルギー消費を低減したうえで、再エネを増加させ、

残りの CO2 を CCS で回収・貯留し、または製品に転換し、さらに残った CO2 を森林や海

洋で吸収するというものである。CO2 の森林吸収についてもペトロブラスを中心にして取

り組むことになっている。必要な政策を政府は導入しておらず、政府に対してロビー活動

を展開する必要がある。教育の重要性は再度強調したい。OGSI は 2019 年にロードマッ

プを公表する予定であるが、サイエンスを進化させ、市場を創出し、投資をしていく。  

 

(3) 3 日目の全体セッション  

①Working Towards Commercially Viable CCUS in China、Wei Chang（National 

Institution of Clean and Low Carbon Energy（NICE）） 

NICE は、190GW の石炭火力と 37GW の風力発電所を有する中国最大の電力会社であ

る China Energy 傘下の研究機関であり、クリーンコールなどを検討している。中国は 13

期 5 か年計画（2016 年～2020 年）において、GDP 当たりのエネルギー消費量と CO2 排

出量を 2015 年比でそれぞれ 15%、18%削減することを目標に掲げている。中国では、石

炭火力が圧倒的に多く、CHP を含めて発電効率の向上に努めていくとともに、石炭のケミ

カルへの転換を推進しているほか、地域排出権取引も実施している。NICE の CCUS に取

り組みは、発電セクターにおける CO2 排出削減の取り組みの一環として実施している。

2030 年に 1 億トン/年の CO2 を削減するための複数のシナリオを石炭火力、再エネ、送電

に加え、水素を対象にして検討している。CO2 回収では、パイロット実証のほか、国内で

のレトロフィットを検討しており、CO2 貯留分野ではサイト閉鎖の検討などを行っている。 
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②Status Update of Glencore’s CTSCo Surat Basin CCS Project、Mick Buffier（Glencore） 

Glencore 社の子会社である Carbon Transport and Storage Company（CTSCo）は、

豪州東部に位置する Surat 盆地における 20 万トン-CO2/年規模の CCS プロジェクトの検

討を行っている。同盆地の 1.2km 深の貯留層には 30 億トンの CO2 貯留ポテンシャルがあ

る。このうち、EPQ7 と呼ばれる 1 億トン以上の貯留ポテンシャルを持つ貯留サイト候補

地を対象にして、3 次元弾性波探査や 1 万個のジオフォーンによる微小振動の観測を実施

している。環境モニタリングのベースラインの取得も開始したが、ライセンスの取得には

2 年以上のデータ取得が必要であるのに対して、本プロジェクトでは 5 年間のデータが取

得できる見込みである。CO2 排出源は、稼働 15 年以下の石炭火力発電所 3 基が候補とな

る。CO2 回収は、上海で 12 万トン /年の回収パイロットの実績を持つ Huaneng Clean 

Energy Research Institute（CERI）と協力している。22,000 時間の運転実績がある同社

との協力により、コストとリスクの両方の低減が期待される。プロジェクトの資金源は、

Coal 21 基金、ANLEC R&D プログラムであり、最終投資決定（FID）は 2019 年後半を

予定している。これまでに、フィジビリティスタディを 2014 年から 2016 年にかけて 1,500

万豪ドルの予算で実施し、現在、FEED を 2017 年から 2018 年までの予定で 900 万豪ド

ルの予算で実施中である。2019 年後半の FID によりプロジェクトの実施が決まれば、2019

年から 2024 年まで 2 億 3,000 万豪ドルの予算で設計・建設および運転を実施することに

なる。 

 

③Status of Technology Development at the National Carbon Capture Centre、Frank 

Morton（Southern Company） 

National Carbon Capture Centre（NCCC）は、DOE/NETL からの出資を得た、CO2

回収技術の実ガスによる R&D 施設である。データの取得、分析、支援のほか、国内外の

パートナーシップの形成支援を行っている。これまでに、10 万時間以上の稼働実績があり、

このうち、燃焼後回収、燃焼前回収、ガス化の試験は 5 万時間以上に及ぶ。7 か国の 30

以上のプロジェクトが利用しており、NCCC で実績を積んだ 7 つの技術については、10M

以上へのスケールアップが実現、ないし準備中となっており、着実に成果を出している。

天然ガス排ガスからの CO2 回収、吸着剤や膜などの新技術のテスト、CO2 利用の評価、ベ

ンチスケールおよびラボスケールの試験なども支援している。国際協力にも注力しており、

コンサルティングの実施やワークショップの開催、中国やインドといった途上国との協力、

豪州、韓国、日本、EU、カナダ、ノルウェーといった先進国との協力のほか、International 

Test Center Network（ITCN）の運営にも積極的に関わっている。 
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(4) パネルディスカッション 3C: CO2 Capture, Use and Storage in Developing 

Countries Current Activities and Future Potential  

①Brian Allison（議長）（英国 BEIS） 

現状の CCS の導入量は、IEA による 2 度シナリオ（2DS）において期待されている導

入量に対して大幅に少ない。2DS においては、非 OECD 諸国での CCS が 2020 年で 50%、

2050 年には 70%以上を占めることになっており、途上国における CCS の今後の普及が重

要となってくる。  

英国では、2017 年に公表されたクリーン成長戦略の中に CCS のセッションがあり、CCS

は、脱炭素化および経済に貢献するものであり、英国がコストの削減等に向けた世界協力

において主導するとしている。コストを下げて、CCS を 2030 年までに国内で普及させる

ことを目指している。英国は、途上国の CCS の普及を目的として、世界銀行およびアジ

ア開発銀行にそれぞれ 3,500 万ポンドずつを出資し、これまで、メキシコ、南アフリカ、

中国、インドネシア、インド、バングラデシュを支援してきた。  

 

②Eva Halland（ノルウェー石油省）  

ノルウェーは、これまでに Sleipner、Snøhvit の両プロジェクトにおいて CCS を実証

してきた。さらに、ごみ処理とセメントというプラントに対する CO2 回収プロジェクトを

検討している。CCS のコストは高いが、世界で実証プロジェクトが実施されており、コス

トの低減が期待される。CCS は、産業セクターからの CO2 を削減することができ、また、

化石燃料をエネルギーミックスの一部とし続けることを可能とする。こうしたことの効率

的な実現には、先進国と途上国との協力が不可欠である。  

 

③Usman Pasarai（インドネシア LEMIGAS） 

インドネシアでは、消費エネルギーの 97%が化石燃料由来となっている。2030 年の CO2

の削減目標として、BAU ベースで 29%減、条件付き目標として同 41%減を掲げている。

CO2-EOR のパイロット試験を Beringin フィールドで実施しており、また、CO2 回収パイ

ロットを Merban ガス集積サイトで実施している。  

 

④Leonardo Beltran（メキシコエネルギー省（SENER）） 

メキシコでは、CCUS 技術ロードマップが 2014 年に策定され、現在、更新作業中であ

る。CCUS の普及に向けた取り組みはマスタープログラムに基づいて行われている。世界

銀行の支援を受けて、パイロットプロジェクトを実施しており、CO2 回収をメキシコ電力

公社（CFE）が、また、CO2-EOR をメキシコ石油公社（PEMEX）が担当している。規制

枠組み関連では、ISO での取り組みに貢献しているほか、世界銀行の支援を受けて、国内

向けの標準の策定を進めている。最近、設立されたメキシコ CCUS センターには、24 機

関が参加しており、諮問委員会には 11 か国の専門家に参加してもらっている。同センタ
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ーは、炭化水素基金と世界銀行から 4 年間の資金援助を得て、研究開発のほか、インフラ

整備、キャパビル、アウトリーチ、ビジネス戦略の策定に取り組み始めたところである。  

 

⑤Natalia Kulichenko-Lotz（世界銀行）  

世界銀行は、英国、ノルウェー、GCCSI から 5,580 万ドルの資金提供を受けて、CCS

トラスト基金を運営している。その目的は、途上国での CCS のキャパビル、ポテンシャ

ル調査、低炭素戦略の中への CCS の取り込みとなっている。国を対象とした支援では、

フェーズ 1 として 9 か国を支援し、現在、フェーズ 2 において、南アフリカ、とメキシコ

の 2 か国を支援している。セクター別のスタディとして、天然ガスの脱炭素の検討も行っ

ている。 

 

⑥Jia Li（上海交通大学（中国））  

中国での CCUS は、大学における研究開発と、国営企業や民間企業によるプロジェクト

に大別できる。CCUS のビジネスモデルがなく、資金調達が課題である。新しい動きとし

て、2 つの center of excellence の設立が挙げられる。一つは基礎研究を対象としており、

もう一つは大規模実証を対象としている。また、国立の CCUS センターも設立された。一

方、ポンプなどを商品とする CCS のサービス企業が出現してきているが、コストの低減

が必要である。大規模プロジェクトの数は、計画中のものも含めると米国に次いで世界 2

位であるが、ビジネスモデルの構築が課題である。企業は CCUS に関心を持ち始めている

が、現在は、関心を持っているだけという状況にある。  

 

⑦主な議論・質疑応答  

議長： 現状の CCS に対する取り組みとしてどのようなことをしているのか。  

ノルウェー：  新しい産業 CCS の実証を進めていく。知識共有も推進したい。  

メキシコ： 油ガスセクターでのビジネスを継続しつつ、気候変動戦略も実践していく必

要がある。CCUS により、油ガスビジネスの継続と気候変動の緩和の両方を実現しよ

うとしている。  

世界銀行： 出資国の意向もあり、発電部門における CCS を支援している。一方で、世

銀は石炭火力には投資しない方針を取っている。  

質問： インドでは、以前は水力発電を推進していたが、環境問題もあり、推進されなく

なった。CCS には政策や社会受容性などの課題が山積しているが、CCS の実施をど

のように正当化しているのか。インドでは、CO2 回収の計画はあるが、CO2 貯留の計

画はない。CO2 は燃料などといった形で利用することが目指されている。  

世界銀行： 世銀はクリーンエネルギー全般を支援しており、その中で CCUS への支援規

模は小さいというのが実情である。CCUS の経験が、米国やノルウェーで蓄積されて

きているが、水力をするかしないか、CCUS をするかしないかは、各国が決めること
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である。 

質問： Green Climate Fund（GCF）とは、CCS についての議論をしているのか。  

世界銀行： 世銀と GCF のそれぞれの出資先は、それぞれの理事会で決定される。途上

国から CCS への出資要請がなければ、そもそも CCS には出資されない。この点は、

CCS のコストが高いということがネックとなる。  

ノルウェー： 途上国では、貯留ポテンシャル、キャパビル、規制枠組みの整備に対する

ニーズが高い。  

議長： 何をきっかけとして CCS に取り組み始めたのか。  

インドネシア： パイロットプロジェクトの実施に向けて尽力しているところだが、その

実現においては、国際協力、国際支援が重要と考えている。  

議長： これから CCS を始める国々にどのような教訓を伝えたいか。  

中国： プロジェクト実施のプロセスで多くの問題に遭遇してきた。問題は国によって異

なっているため、その知識共有が必要である。  

メキシコ： ステークホルダーの早期の取り込みが重要である。ステークホルダーとどの

ように協力していくのかをロードマップ化すると良い。また、海外からの協力を得る

ことも重要である。  

インドネシア： キャパビルと国際協力が重要である。  

質問： 先進国で途上国向けの CCS 支援をしているのは、英国とノルウェーだけなのは

なぜか。 

ノルウェー： 公的資金を途上国等の外国向けに出資するのは簡単なことではない。  

コメント： 政府が国内で CCS の普及をコミットしていない国においては、海外の支援

は困難にならざるを得ない。  

コメント： 国内に十分な CO2 貯留サイトがない国が、海外で CCS を実施するというメ

カニズムがあっても良いのではないか。  

議長： 世界銀行への寄付の最低金額というものあるのか。  

世界銀行： 100 万ドルからということになっている。  

議長： 今後の CCUS の普及に必要なことは何か。  

中国： CDM に CCS を入れるなど、CCS 普及に資するメカニズムが必要である。太陽光

発電や風力発電の規模は小さく、支援を受けやすい。CCS の実施者は、発電事業者や

油ガス企業といった大企業であり、支援を受けにくい面がある。この点を打破するた

めのメカニズムが何か必要である。  

インドネシア： インドネシアでは、多くの枯渇油田があるため、CO2-EOR が CCS 実現

の近道である。  

質問： CCS の社会的価値を主張する必要がある。太陽光の価値は社会で認められ、CO2

利用も価値がある。どのように考えているか。  

英国： 英国では、CO2 利用も CCUS 推進のパッケージの一部となっているが、CO2 を除
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去するか否かの観点から評価されることになる。  

質問： 中国で整備されつつある炭素市場は、CCUS のビジネスケースに貢献しそうか。 

中国： 中国では、試験的な炭素市場を 2 つの省で行い、その後、5 都市でも実施されて

いる。現在の炭素価格は安く、直ちにビジネスケースに貢献することはない。市場で

集まった資金は、パイロットプロジェクトに使われることにある。まずは、発電部門

のパイロット、続いて、産業部門のパイロットに出資されることになっている。  

 

(5) パネルディスカッション 4C:: Unlocking CCUS Investment 

①Samantha McCulloch（議長）（IEA） 

IEA の分析（ETP）によれば、CCS は 2 度目標の達成に必要な CO2 排出削減量の 14%

に貢献することが期待されている。CCS の普及は発電と産業の両部門において求められる

普及ペースには遠く及んでおらず、現状から大幅な増加が必要であることになる。CCS へ

の投資は、これまで 3,000 億ドルがコミットされたが、実施された投資はその 15%に留ま

っている。また、2016 年のクリーンエネルギーの投資のうち、CCS への投資はその 0.1%

でしかない。現状の CCS プロジェクトの 90%が高濃度 CO2 の排出源を対象とし、かつ、

CO2-EOR との組み合わせとなっている。IEA の分析によれば、40 ドル/トンのインセンテ

ィブにより、年間 4 億 5 千万トンの CO2 が EOR に利用され貯留されるポテンシャルを有

する。CCS が容易なところから導入すること、CCS 専用の普及政策を整備すること、CCS

のコストを下げること、CO2 ネットワークを構築すること、パートナーシップを強化する

ことが重要である。  

 

②Jarad Daniels （米国 DOE） 

CCS の普及には、政策、市場、産業界のリーダーシップ、資金へのアクセスが必要であ

る。米国では、Section 45Q が改正され、CCS のインセンティブとして期待されている。

2008 年にできた制度では、税額控除が EOR に対して 10 ドル/トン、帯水層貯留に対して

20 ドル/トン、また、税額控除付与の上限が 7,500 万トン-CO2 であった。改正後は、控除

額がそれぞれ徐々に 35 ドル/トン、50 ドル/トンまで上昇することになり、また、上限が

撤廃された。ただし、各プロジェクトの控除付与の期間は 12 年までとなっており、回収

ユニットの建設が 5 年以内に開始されることが条件となっている。この新インセンティブ

の導入を受けて、エタノール工場において CO2 を回収するプロジェクトを既存の CO2 供

給パイプライン網に接続するという 2 件の検討が開始され、良い前兆と言える。また、カ

リフォルニア州の新しい低炭素燃料標準（LCFS）において CCS が対象となるという動き

もあった。さらには、クリーンエネルギー大臣会合（CEM）の傘下に CCUS イニシアチ

ブが追加され、政府、企業、金融機関の間のパートナーシップを強化しようとしている。  
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③Sue-Ern Tan（Shell） 

Shell 社は 2018 年 1 月に CO2排出ネットゼロ実現のためのスカイシナリオを公表した。

2070 年にネットゼロとし、2100 年にはネガティブエミッションの実現を目指すシナリオ

となっている。1 次エネルギーミックスは、現状、石油、石炭、天然ガスがそれぞれ 32%、

27%、22%を占めているが、同シナリオにおいては 10%、6%、6%と大きく減少する。減

少分は、太陽光、風力が共に 0.5%から 32%、13%へと大きく増加するなどして補われる。

このシナリオの実現には、CCS が大きな役割を果たすことになる。ネットゼロ化、ゼロエ

ミッション化に向けては、電化、新しいエネルギーシステム、高効率化、カーボンプライ

シング、CCS、森林破壊の停止に消費者心理の変化を加えた 7 要素が重要と考えている。

このため、Shell は Quest、TCM、Gorgon、Boundary Dam 3、Northern light といった

プロジェクトに様々な形で参画している。2070 年までの約 50 年間に、政府は、新しい技

術の開発、インフラの整備、新しい市場メカニズムの整備を進めることが求められる。一

方、民間はイノベーション、新しい技術の普及とインテグレーション、消費者に新しい機

会の提供を実現する必要がある。CCS の普及には、他の低炭素技術と同等な政策が必要で

あり、コストの低減に資する開発フェーズでの補助金の提供、開発および実証フェーズの

終わりまでには、運転コストへの支援と規制や貯留 CO2 の長期責任などの整備が求められ

る。普及期においては、カーボンプライシングの導入が不可欠である。  

 

④Jérôme Schmitt（OGCI） 

OGCI は 5 年前に誕生したばかりの組織である。1 つのプロジェクト、および 5～10 の

検討に出資をすることになっている。CCS は 2030 年までに 120 件ほどが必要となるが、

この件数を聞いてひるむ必要はない。1 プロジェクト当たり、1 億ドルが必要だと仮定す

ると、120 億ドルが必要ということになる。年間当たりでは 10 億ドル/年となり、CEM の

加盟国がそれぞれ 1 億ドル /年の出資を約束すれば良いレベルというレベルに過ぎない。  

 

⑤Natalia Kulichenko-Lotz（世界銀行）  

世界銀行は、英国、ノルウェー、GCCSI から 5,580 万ドルの資金提供を受けて、CCS

トラスト基金を運営している。その目的は、途上国での CCS のキャパビル、ポテンシャ

ル調査、低炭素戦略の中への CCS の取り込みとなっている。国を対象とした支援では、

フェーズ 1 として 9 か国を支援し、現在、フェーズ 2 において、南アフリカ、とメキシコ

の 2 か国を支援している。セクター別のスタディとして、天然ガスの脱炭素の検討も行っ

ている。世銀による投資には、補助金と融資の 2 形式がある。CCS の場合、トラスト基金

が前者となる。後者の融資は申請ベースとなるが、これまでのところ、1 件の申請もない。 
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⑥主な議論・質疑応答  

質問： CCS プロジェクトを開始させるにはどうすれば良いか。ノルウェーでは、炭素税

により 2 つのプロジェクトが始動した。グリーン製品、英国の CfD メカニズムなど、

どのようなメカニズムが適切か。  

米国：政府、民間、金融機関の上層部で議論することが重要である。その意味において、

CEM の CCUS イニシアチブは良い機会である。Petra Nova、Boundary Dam、Quest

は、それぞれに次号機は 30%安価に実現できるとしている。プロジェクトが動き出せ

ば、コストの低減に直結する。  

OGCSI： 実施したプロジェクトを成功させていくことが重要である。プロジェクトが失

敗に終わることは、CCS の普及の動きを阻害することになる。  

質問： 市民や政治家などの支持をどのようにして得ていくべきか。再生エネルギーが支

持を得るのは容易である。CCS の場合、新規産業の創出といった良い印象を与えるこ

とを考える必要があると思う。  

OGCI： OGCI は油ガスセクターのためではなく、社会のために CCS をしようとしてい

る。CCS に関する適切な情報を発信する“チャンピオン”が必要である。  

米国： CCS は石炭をエネルギーミックスに留める効果もあるが、様々な産業の CO2 削

減にも貢献する。ただ、ビジネスケースが必要である。  

Shell： 各産業セクター、市民、NGO など、いろいろなステークホルダーとのコミュニ

ケーションが必要である。様々な機会に、CCS なしでは気候変動目標を達成できない

というメッセージを発信していく必要がある。  

質問： 米国の Section 45Q に対して、楽観的な意見が多いようだが、利用に当たっての

制限はないのか。  

米国： Section 45Q では、2024 年までに回収ユニットの建設を開始する必要がある。ま

た、クレジットの付与期間は 12 年間までとなっている。  

質問： 2004 年頃から CCS への期待が急速に高まった。しかし、CO2 排出がそれ以降も

増加している一方で、CCS の普及は一向に進んでいない。イノベーションを追い求め

すぎているからではないか。期待と現実のギャップが埋まってきていない。  

米国： CCS の実証プロジェクトの実施と並行して、コストを低減するための新しい技術

に対する研究開発が必要である。  

OGCI： CCS 導入の緊急性が増大しているということである。  

コメント： インドは太陽光発電を重視してきた。CO2 回収のパイロット試験も行われて

いるが、現状では、CCS は選択肢として捉えられていない。知識共有が必要であり、

また、ロードマップが必要である。  

OGCI： 気候変動緩和のためには、中国と共にインドにも CCS が導入されないと困って

しまう。 

質問： CCS の普及のためには、認証システムが必要ということはないか。  
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IEA： 様々な技術があり、実施されるセクターもさまざまである。回収・輸送・貯留と

いう異なるチェーンから成る技術でもある。認証システムの導入は容易ではない。  

 

(6) パネルディスカッション 6C: The Status and Potential of the Norwegian-EU CCS 

Project 

①Torund Bryhn,（議長）（Gassnova） 

Gassnova は産業 CCS プロジェクトを主導している。信号の色で例えると、CCS が気候

変動目標の達成に必要との認識は「緑」、技術の成熟度は「黄」、ビジネスモデルは「赤」、

規制の整備は「黄」、普及は「赤」と認識している。CCS の必要性は「緑」としたが、市

民の認識には疑問が残る。技術の成熟度を「黄」とした理由は、更なるコスト低減が必要

だからである。Gassnova は Technology Centre Mongstad（TCM）にも取り組んでいる。

欧州のインフラに育てようとしている。  

 

②Liv-Margrethe Bjerge（Heidelberg Cement Northern Europe） 

CCS の対象として検討しているセメントプラントでは、40 万トン/年の CO2 回収を目指

している。5,300 万トンの CO2 を一時的に保管する貯蔵施設も建設されることになる。

CAPEX および OPEX は、±30%の精度で 31 億クローネと試算されている。  

 

③Torund Bryhn（Oslo Fortum Varme） 

廃棄物エネルギー転換プラントでの CO2 回収を検討している。廃棄物は年間に 100 万ト

ンが埋め立てられているが、焼却分は 8,200 万トンに上る。450 プラントがあるが、廃棄

物 1 トンの CO2 排出量は 1 トンとなる。廃棄物エネルギー転換プラントでの CCS は、気

候変動と廃棄物の両方の課題の解決策となる。  

 

④Peter Zweigel（Equinor） 

CO2 貯留の操業経験は 22 年になった。モニタリングによる CO2 が貯留されていること

も確認されている。新たな貯留の規制が導入されたが、貯留許可は再取得済みである。CO2

貯留の物理は埋蔵油ガスのメカニズムと同じである。欧州では、水素利用の検討が進めら

れており、発電、ヒーティング、船燃料などが対象となっている。今後、水素 CCS の発

展が見られるかもしれない。産業 CCS プロジェクトで貯留する CO2 は、回収サイトから

船輸送されてくる。CO2 船は、1 サイト当たり 1 艘が想定されており、そのサイズは

7,500m3-CO2 である。中間貯蔵サイトからのパイプラインは、12 インチ径で 10km 長と

なっている。貯留サイトは 3km 深に位置する。 

 

  



72 

 

⑤David Nevicato（Total） 

産業 CCS プロジェクトの貯留プロジェクトに参画している。なぜ、CCS に投資するの

かという質問をよく受けるが、Total が消費するエネルギーの炭素強度を低減するためで

ある。CCS のほかにも、高効率化、天然ガスの利用増、低炭素電気の利用、バイオ燃料の

利用増も併せて推進している。  

 

⑥Sue-Ern Tan（Shell） 

Shell 社は 2018 年 1 月に CO2排出ネットゼロ実現のためのスカイシナリオを公表した。

2070 年にネットゼロとし、2100 年にはネガティブエミッションの実現を目指すシナリオ

となっている。1 次エネルギーミックスは、現状、石油、石炭、天然ガスが 32%、27%、

22%を占めているが、同シナリオにいては 10%、6%、6%と大きく減少する。減少分は、

太陽光、風力が共に 0.5%から 32%、13%へと大きく増加するなどして補われる。このシ

ナリオの実現には、CCS が大きな役割を果たすことになる。ネットゼロ化、ゼロエミッシ

ョン化に向けては、電化、新しいエネルギーシステム、高効率、カーボンプライシング、

CCS、森林破壊の停止に消費者心理の変化を加えた 7 要素が重要と考えている。このため、

Shell は Quest、TCM、Gorgon、Boundary Dam 3、Northern light といったプロジェク

トに様々な形で参画している。2070 年までの約 50 年間に、政府は、新しい技術の開発、

インフラの整備、新しい市場メカニズムの整備を進めることが求められる。一方、民間は

イノベーション、新しい技術の普及とインテグレーション、消費者に新しい機会の提供を

実現する必要がある。CCS の普及には、他の低炭素技術と同等な政策が必要であり、コス

トの低減に資する開発フェーズでの補助金の提供、開発および実証フェーズの終わりまで

には、運転コストへの支援と規制や貯留 CO2 の長期責任などの整備が求められる。普及期

においては、カーボンプライシングの導入が不可欠である。  

 

⑦主な議論・質疑応答  

質問： グリーンセメントは市場で売れるのだろうか。  

Shell： 市民に CCS はあまり認知されていない。まずは、ここから改善していく必要が

ある。 

質問： ノルウェーの産業 CCS プロジェクトの EU にとっての意味は何か。他の国によ

る追従は期待できるか。 

Equinor： CCS の推進について、英国やオランダとも議論している。我々のプロジェク

トは、CO2 の輸送は船輸送となっており、ロッテルダムや Teesside と一体化すること

もできる。スコットランドとも同様な議論や検討を行っている。  

HeidelbergCement： 欧州のセメントプラントを調査して、CCS の適用性を検討してい

る。 

質問： ビジネスモデルや規制などを作っていくのは大変なことである。政府が市場に対
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して CCS を推進するというシグナルを発信することが必要ではないか。炭素税やカ

ーボンプライシングの導入がシグナルとなり得る。  

Shell： ノルウェーでは炭素税が機能しているが、現状では、炭素価格が安すぎる。  

質問： CCS の普及に当たって社会受容性が課題となることが多いが、この産業 CCS プ

ロジェクトではどうか。 

Equinor： 陸域で CO2 回収をしているが、CO2 貯留は海域である。海域での貯留には、

社会受容性の問題はほとんどない。  

HeidelbergCement： CO2 輸送が柔軟性の高い船舶輸送となっていることも、社会受容

性の観点からは長所と言える。  

質問： CCS のナレーティブを変える必要があるのではないか。  

Equinor： “廃棄物処理”というのは受けが悪い。例えば、クリーンシティーを前面に

出すのが賢明だと思う。クリーン製品、クリーン〇〇といった表現はいかがか。  

Shell： CCS なしでは気候変動目標の達成は無理ということをアピールすべきである。 

HeidelbergCement： クリーンやカーボンニュートラルを前面に出すようにしているが、

まずは技術を証明することに注力したい。  

 

(7) パネルディスカッション 7C: Putting the Value of CCS in Context 

①Sean McCoy（議長）（国立ローレンスリバモア研究所（LLNL）） 

低炭素技術のコストは、現状、当該技術による社会への貢献の可能性を図る唯一の手段

となっている。しかし、コストは必ずしも当該技術の市場における価値を示すものでもな

い。発電部門の CCS には、発電所レベルでの価値のほか、電力システムにおける価値が

ある。火力発電 CCS の発電所レベルでの価値として、高い運転の柔軟性や大規模な発電

容量を挙げることができる。これにより、事業者は、容量市場やリザーブ市場で高い競争

力を有することができ、供給する電力は市場で高い評価を受けることになる。一方、シス

テムレベルの価値としては、間欠的な再生可能エネルギーを補完し、電力システムを安定

化することが挙げられる。CCS の価値をどのようにして評価し、また、その価値をどのよ

うにして向上していくかが CCS の普及推進を可能とする政策の導入に向けての課題とな

っている。 

 

②Abhoyjit Bhown（EPRI） 

米国における電化の経済全般にわたる評価を複数のシナリオを用いて開始したところ

である。2050 年には、経済が発展し、発電量が増加するが、電化の進行によって CO2 排

出量は減少することになる。再生可能エネルギーが大きく伸びることになるが、火力発電

に要求される出力変動へ対処することが求められることになり、CO2 回収量も大きく変動

することになる。一方、CO2 の貯留や利用の事業の観点からは、安定的な CO2 供給が必要

であり、エネルギー貯蔵の導入により、火力の運転柔軟性への要求が低減されることが期
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待される。しかし、安価な電気の貯蔵方式がなく、現状では、熱エネルギーによる貯蔵が

有力候補と言える。  

 

③Howard Herzog（MIT） 

CCS は 1990 年代、石炭火力の CO2 排出削減技術として捉えられていた。均等化発電原

価（LCOE）を評価し、$/t-captured や$/t-avoided を計算して、技術間で比較されてきた。

比較が容易であるという長所があるが、炭素価格の導入が前提となっている。また、レフ

ァレンスコストが必要であるが、様々な前提を取り得ることが問題となってくる。再生可

能エネルギーが増加した今では、LCOE の信頼性が低下している。電気料金は MWh に対

してよりも、主に容量（capacity）に対する対価となっている。また、炭素価格の導入も

容易でない。LCOE に替わるセクターアプローチ的な評価が必要かもしれない。産業セク

ターでは、プロセスからの CO2 の削減の選択肢は少なく困難であり、また、最適化されて

いるプロセスを変更したくはないはずである。このため、CCS が CO2 削減の有力候補と

なる。発電量の瞬間的な変動、1 日の変動、季節変動のそれぞれの平滑化の役割は、現在、

ガス火力が担っている。今後はこの役目を CCS や水素が担うと考えられる。  

 

④Anthony Ku（National Institution of Clean and Low Carbon Energy（NICE）） 

発電所の利用率は、地域や燃料種別によって異なってくる。また、中国の場合、電気料

金（power tariff）が石炭、ガス、水力といった発電種別によって異なっている。2020 年

に発電所の CO2 排出の原単位を 550kg/MWh とするためには、炭素税の導入、再生可能エ

ネルギーや原子力、水力への代替、CCUS の適応が必要となる。  

 

⑤Niall Mac Dowell（Imperial College London） 

CCS に価値は確実にある。英国において、ガス火力の CCS が増加すれば、電力システ

ムのトータルコストは安くなる。しかし、CCS の価値は国によって異なるが、価値はコス

トでは評価できないことは確かである。コスト目標を設定することの意義として、そもそ

もコストは下がるべきものである、新しい技術が必要である、ターゲットが必要である、

ということが良く言われる。コストは価値を表すものではないため、コスト目標は役には

立たないはずだが、比較が簡単であるという意義はある。ユニコーン、すなわち、新しく

大きな恩恵をもたらす技術を信じるべきか。答えは No である。 

 

⑥主な議論・質疑応答  

議長： LCOE などの数値にはそれぞれに意味がある。しかし、コスト目標を設けること

に意味はあるのか。  

MIT： EU には ETS があり、CO2 回避コストは意味があるかもしれない。しかし、例え

ば、ドイツではコストに関係なく、政策により再生可能エネルギーが推進されている
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という事実がある。政策は必ずしもコストの大小に関係しない。  

NICE： 目標というものは、ビジネスにおいては必要なものである。イノベーションを

刺激する効果もある。  

Imperial：コストは均質な世界でのみ比較できる。  

議長： コスト以外の目標として適切なものはあるか。  

NETL： 目標を何にすべきかは、何を成し遂げたいかによって変わってくる。  

NICE： 目標は新たな技術開発を始めるに当たっては有用である。新たな技術開発には、

リスクや不確実性があることから、複数の目標が必要ではないか。  

MIT： 目標は、技術の成熟度によっても変わってくる。技術を売るに当たっては、コス

トは大事である。新しい技術の開発に当たって、例えば、10 年後のコスト目標を設定

するということは必要となる。  

質問： コストは重要であるが、CCS を政策に組み込むときにはネックとなる。システム

としてのコストの評価が必要ではないか。  

LLNL： コミュニケーションの対象によって、何を提示するかは変わってくる。例えば、

雇用などを取り上げるのも良いと思うが、あるセクターに特化した話となってしまう。 

質問： CCS を推進する政策の導入に向けて、民と学が協力して官に働きかけるのはいか

がか。 

NETL： NETL の役割は技術的なインプットをすることに留まる。  

NICE： 政策というものは、勝ち組を選択する性格のものではない。政策決定に当たっ

ては、透明性や整合性の確保、長期的な視点が重要である。  

Imperial： 政策は、数値目標よりも、長期的なコミットがより重要である。  

質問： CCS は高いと言えば、いくらなのかという質問が来る。CCS は高くないと言っ

た場合にも、いくらなのかという質問が来る。この質問に対する簡潔な答えは何か。 

MIT： 気候変動対策をする気があるのならば高くはない、というのが答えではないか。  

コメント： 米国 DOE は技術開発に当たり、LCOE と$/トンの 2 つを目標として設定し

ている。 

質問： 太陽光や風力のコミュニティは炭素フリー電力をアピールしている。Petra Nova

はそうしたアピールをしていない。CCS による電気はクリーンパワー、CO2-EOR に

よる石油はクリーン石油、CCS による産業製品はクリーン製品といったアピールが必

要ではないか。  

Imperial： 再生可能エネルギーのコミュニティは、その価値のアピールに成功している。 

質問： CCS のコストは安くはなっていない。なぜ、CCS の研究開発を継続するのか。  

MIT： コストが下がらないのは、市場がないからである。市場を作る必要がある。CCS

の価値というのは複雑であり、簡単な答えが必要である。  

NICE： 1つの技術でも様々な側面があり、1つの数字でその技術を語るには無理がある。  

Imperial： LCOE は良い指標ではないことは確かである。   
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(8) 最終パネルディスカッション： Narative around CCUS 

BHP： 発電セクターにおいて、化石燃料の全てを再生可能エネルギーに替えることは現

実的ではない。CCS も含めて様々な低炭素エネルギー技術が必要である。IPCC の 1.5

度報告書は、CO2 除去技術（CDR）なしでは 1.5 度目標の達成は不可能であることを

示している。BHP はしっかりとリスクを管理していくことが必要であることから、

CCS を含めて戦略を策定した。  

Bellona： 個人的には CCS はしっくりとくる技術であるが、Bellona の使命は CO2 削減

であり、その手段となる技術に拘りはない。  

Shell： 自ら話すことよりも、他人の話を聞くことが重要である。次は誰に話をするのか、

誰にソリューションを届けるかといったことを考えることは必要であるが、基本は、

質問して、それからじっと耳を傾けて聞く、それが重要である。  

Bellona： 森林を守りたいから BECCS には反対で、そして CCS にも反対という人がい

た。 

ANLECRD： CCS に実用性がないというところで話が終わってしまうことがある。CCS

コミュニティの中で話をすることよりも、コミュニティの外で話をすることが重要だ。 

BHP： CCS 普及の緊急性を強調すべきである。  

OGCI： 同じメッセージを発信するにしても、誰が話すかも重要となってくる。また、

CCS コミュニティ外の人が CCS の話をすることも大事である。  

Bellona： CCS の必要性についての論理的な根拠というものが大事である。  

議長： CCS のコミュニティ内だけで話をしていると、想定した答しか出てこない。  

Total： CCS に関する用語は、一般の人たちには複雑すぎるという問題がある。また、

CCS のコストは高すぎる。CCS 付きプラントで製造されたコンクリートのコストは

随分と高くなってしまう。  

Bellona： CCS によるセメントの製造コストは、従来製品の 2 倍となる。政府の支援が

必要となるが、そうすると、民間には長期的に安くする責任が出てくることになる。 

Grattan Institute： 我々は報告書を作成するのに一所懸命で、それをどう発信していく

かは考えない傾向にある。  

議長： 我々の答えは、一般の人々が欲する答えでは必ずしもない、という問題もある。

人々は危機感があれば耳を傾けてくれるものでもある。ところで、CCS 技術のスケー

ルアップの話をすれば、コストの話になってしまう。  

Grattan Institute： コストは単なる言い訳に過ぎない。  

議長： CCS は本当に何も生み出さないのか。CCS の価値は何なのか。  

OGCI： コストはやはり重要である。人々は価値があればお金を払う。電力のシステム

全体で考えると、蓄電池を追加していくことと、CCS を導入することの両方が必要と

なってくるはずである。 

LBNL：やはり政治家が重要となってくる。技術を証明するだけでは十分ではなく、技術
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に対し誰かにコミットしてもらう必要がある。  

議長： グリーンセメント、グリーンスチールなどの市場を作ればよいのか。  

OGCI： 公的なグリーン調達の仕組みが必要ではないか。  

BHP： 投資コミュニティの理解が重要である。風力発電のタービンも、鉄の製造も CO2

を排出する。低炭素製品とは何なのかを明確する必要がある。自分たちがどのように

して CO2 を削減するかだけでなく、それが外部にどのように影響するかにも関心を持

ってもらうべきである。 

西豪州政府： CCS vs 再エネではない。CCS も再エネも必要である。 

Gassnova：雇用、イノベーションも必要である。  

BHP： 今、行動を起こさないとコストが高くなってしまう。しかし、何もしなかった場

合のコストを評価するのは困難である。  

議長： CCS の大規模普及の障壁は何か。信頼が鍵ではないか。石油ガス、石炭、政策立

案者に対する信頼が足りないのではないか。  

BHP： 他のセクターや NGO、政府などとアライアンスを組むこと、しかもあり得ない

ようなアライアンスを組むことが大事である。  

OGCI： CCS コミュニティ自体も、例えば、貯留ポテンシャルを信頼していない。  

Bellona： 信頼が欠如している状況である。行動を変えない限り、信頼されることはな

い。 

OGCI： OGCI は補助金を出すことにより、触媒作用を期待している。  

BHP： 1 つ 1 つのプロジェクトがいかに触媒になるかが重要である。この観点から、BHP

は Boundary Dam 3 プロジェクトの知識共有の推進に尽力している。  

議長： CCS コミュニティ外から CCS のメッセージを発信する“チャンピオン”は誰が

ふさわしいか。  

BHP： 投資コミュニティである。彼らの気候変動戦略にどのようにして触媒反応の影響

を起こし、CCS への投資を促すか。  

Grattan Institute： ロックスターや政治家はどうか。  

Bellona： 投資家に賛成する。彼らは企業の CEO や政治家にも影響力がある。  

OGCI： 財務省はどうか。  

議長： 前向きな話をナレーティブにする必要がある。CCS は気候変動緩和技術である。

ナレーティブの内容だけではなく、誰に話をするか、どのように話をするのかも重要

となってくる。価値とコストも大事である。システム全体に焦点を当てることも重要

である。そして、“チャンピオン”が必要だ。  
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2.3 ロンドン条約 

2.3.1 概要 

ロンドン条約は、人間活動から海洋環境を保護するための条約であり、この関連条約で

ある１1996 年ロンドン議定書により CO2 を海底下に地中貯留することが国際法的に認め

られている。  

本事業では、2018 年 4～5 月にチリで開催された科学グループ会合と 2018 年 11 月に

英国で開催された締約国会合の発行文書等を通して、CO2 海底下地層貯留についての情報

を収集した。  

CO2 海底下地中貯留に関しては、CO2 の輸出と貯留層内での越境移動を可能とする議定

書 6 条の改正に伴って課題となっていた CO2 の輸出について、「貯留を目的とする海底下

地層への廃棄のための CO2 流の輸出に関する議定書 6.2 条の実施に係る指針」が 2013 年

10 月の締約国会合で採択され一段落している。議定書 6 条の改正の批准国は、2017 年の

締約国会合以降、増えておらず、ノルウェー、英国、オランダ、イラン、フィンランドの

5 か国のままである。議定書 6 条改正の発効に必要な批准国数は、議定書加盟国 51 か国の

2/3 以上の 34 か国以上であり、改正の発効には時間を要することが見込まれる。  

 

2.3.2 組織概要 

ロンドン条約の正式名称は、1972 年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止

に関する条約（Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes 

and Other Matter 1972）である。人間活動から海洋環境を保護するための世界初の条約

であり、1975 年 8 月に国際発効している。すべての海洋汚染源の実効的な規制を目的と

して、廃棄物およびその他の物質の投棄による海洋汚染の防止に向けたあらゆる実行可能

な対策を行うとされている。事務局は、国際海事機関（ IMO、International Maritime 

Organization）であり、締約国数は、2019 年 2 月現在、87 か国である（図 2.3.2-1 参照）。

日本は 1980 年 10 月 15 日に批准し、同年 11 月 14 日に国内発効している。  

ロンドン条約をさらに近代化するために、最終的にはこれを置き換えるために、1996

年 11 月に「1996 年ロンドン議定書」が採択された。議定書の下では、投棄を検討できる

廃棄物すなわちリバースリストに掲げられた廃棄物を除き、全ての投棄が禁止された。議

定書は 2006 年 3 月 24 日に国際発効し、2019 年 2 月現在、51 か国が批准している（図

2.3.2-1 参照）。加盟国数は 2017 年度よりも 1 か国増加した。日本は、2007 年 10 月 2 日

に批准し、同年 11 月 1 日に国内発効している。なお、ロンドン条約の加盟国である米国、

アルゼンチン、ブラジルの 3 か国が議定書に批准していない。  

CCS については、2006 年の締約国会合において、投棄可能な廃棄物に海底下地層に貯

留される CO2 を追加する改正が採択されて 2007 年に国際発効し、CO2 の海底下地層への

地中貯留が国際法的に認められることとなった。また、関係各国で合意がある場合には国

境を越えて CO2 を輸送することを可能にするため、海域での投棄を目的とした廃棄物の輸
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出を禁止している議定書第 6 条の改正が 2009 年に採択された。ただし、この第 6 条の改

正は、批准国が定数（加盟国数の 2/3）に達しておらず、未だ発効してない。  

海底下地層への廃棄のための CO2 の品目別評価指針として、CO2 隔離ガイドライン

（2007 CO2 Sequestration Guidelines、LC 29/17、ANNEX 4）が 2007 年に採択されて

いる。このガイドラインは 5 年後にレビューされることになっており、2012 年に改訂版

（2012 CO2 Sequestration Guidelines、LC34/15、 ANNEX 8）が採択された。この改訂

の中で、第 6 条の改正に対応して、CO2 が複数の国によって同じ貯留層に圧入される場合、

あるいは、圧入された CO2 が国境を越えて移動する可能性がある場合の責任の所在を規定

する条項が盛り込まれた。  

一方、第 6 条の改正のもう 1 つの柱である CO2 の輸出については、CO2 隔離ガイドラ

インの付属書とする「貯留を目的とする海底下地層への廃棄のための CO2 流の輸出に関す

る議定書 6.2 条の実施に係る指針（Guidance on the Implementation of Article 6.2 on the 

Export of CO2 Streams for Disposal in Sub-Seabed Geological Formations for the 

Purpose of Sequestration）」が 2013 年 10 月の締約会合において承認されている。ただし、

この指針は議定書 6 条が発効して初めて有効になる。  

 

 

図 2.3.2-1 ロンドン条約・1996 年ロンドン議定書の批准国（出典：IMO） 
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2.3.3 今年度の会合と今後の会合予定 

2.3.3.1 今年度の会合 

IMO は 2018 年度中に以下のように 3 回の会合を実施した。このうち、サマリー報告書

が公表されている最初の 2 つの会合について、文書等により情報収集を行った。  

・第 41 回ロンドン条約科学グループ会合および第 12 回ロンドン議定書科学グルー

プ会合 

2018 年 4 月 30 日～5 月 4 日、チリ・バルパライソ  

・第 40 回ロンドン条約締約国会合および第 13 回ロンドン議定書締約国会合  

2018 年 11 月 5 日～9 日、英国・ロンドン（国際海事機関（IMO）本部） 

・第 42 回ロンドン条約科学グループ会合および第 13 回ロンドン議定書科学グルー

プ会合 

2019 年 3 月 18 日～22 日、カナダ・バンクーバー  

 

2.3.3.2 今後の会合予定 

IMO が 2019 年度に計画している会合は以下のとおりである。  

・第 41 回ロンドン条約締約国会合および第 14 回ロンドン議定書締約国会合  

2019 年 10 月 7 日～11 日、英国・ロンドン（国際海事機関（IMO）本部） 

 

2.3.4 2018 年 4～5 月の科学グループ会合 

2018 年 4～5 月に開催された科学グループ会合における海底下 CO2 地中貯留に関する

動きについて、公表された文書に基づいてまとめる。科学グループ会合では、2014 年 5

月の会合以降、CO2 隔離ガイドラインの適用に関する経験の共有が推奨されている。本会

合では、以下の報告があった。 

・ノルウェーでは、ノーザンライツと呼ばれているフルチェーン CCS プロジェクトの

環境影響評価に係るスコーピング報告書がパブコメに付された。同報告書は、陸上の

CO2 中間受入施設、海底面に敷設される CO2 パイプライン、海域 CO2 貯留サイトを

対象としている。同プロジェクトは、政府が契約をした国際的な石油会社 3 社が推進

しており、その実現には政治的な決定が必要となる。将来的には、他国からの CO2

受入れが考えられており、ノルウェー代表により各国代表に対して、CO2 輸出を可能

とする議定書 6 条改正への早期批准が訴えられた。  

・カナダでは、Carbon Safe カスカディアプロジェクトが実施されている。同プロジェ

クトは、コロンビア大学などの大学と Ocean Network Canada と呼ばれるグループが

主導しており、頁岩を用いた CCS に取り組んでいる。ラボ実験では、わずか 2 年で

の鉱物化を実現している。カナダ西岸の 100 マイル沖に位置するカスカディア盆地を

対象にしたプレ FS が実施されており、CO2 ソースの選定、圧入地点までの輸送手段

の検討などが行われている。将来的に、パイロットプロジェクトが実施される可能性
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がある。ただし、カナダでは、海域での CO2 地中貯留を可能とする法律が整備されて

おらず、同プロジェクトに対して許可が発給できない状況にある。  

・米国では、メキシコ湾での海域 CO2 地中貯留とそれに必要となる技術開発に係る 2

件のプロジェクトが 2017 年 11 月に DOE に採択されている。これらのプロジェクト

は、2018 年初めに開始され、2022 年までに終了することになっている。また、メキ

シコ湾を対象とした海域 CO2 貯留サイトの性能評価に係る 2 件のプロジェクトも

DOE により採択されている。1 件はロサンジェルス沖での海域 CO2 地中貯留のオプ

ションを検討するプロジェクトである。もう 1 件は、テキサス州沖において 1 つない

し複数の CO2 圧入サイトを選定するプロジェクトとなっている。  

 

2.3.5 2018 年 11 月の締約国会合 

2018 年 11 月に開催された締約国会合における CO2 海底下地層貯留に関する報告につ

いて、公表文書に基づいて、議定書 6 条改正への批准状況と海底下 CO2 地中貯留のその他

の動きに整理して以下にまとめる。  

 

(1) 議定書 6 条改正への批准状況  

本会合において、2017 年 10 月の前回締約国会合以降、議定書 6 条改正への批准国がな

かったことが報告された。批准国は、これまでのノルウェー、英国、オランダ、イラン、

フィンランドの 5 か国となっている。 

これまでに批准の準備を進めていると公表している韓国、カナダ、豪州、スウェーデン

については批准の報告はなされていない。議定書 6 条改正の発効に必要な批准国数は、議

定書加盟国 51 か国の 2/3 以上の 34 か国以上であり、改正の発効には時間を要することが

見込まれる。  

 

(2) 海底下 CO2 地中貯留のその他の動き  

・EU の STEMM-CCS プロジェクトは、海域 CO2 地中貯留のための環境モニタリング

を向上させるためのプロジェクトであり、北海で CO2 の人為的放出試験を計画してい

る。2018 年 3 月に開催された年次会合において、試験サイトにおける環境バックグ

ランドデータの取得が進んでいるとの報告があった。こうしたデータによりサイトの

海洋環境の理解が進んでおり、それに基づいて CO2 検知のための基準設定やモニタリ

ング計画の策定が進められている。CO2 挙動のモデリングや上部地層でのトレーサー

の移動についての検討も行われている。試験サイトの計画は順調に進んでおり、2018

年の船舶による調査では、英国およびドイツの調査船が利用されることになっている。

放出試験は 2019 年春に予定されている。  

・海域 CCS に関する第 3 回国際ワークショップが 2018 年 5 月にノルウェー・オスロ

で開催された。海域でのモニタリング、貯留ポテンシャル評価、プロジェクトの進捗、
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標準と規制枠組みがトピックとして設定された。プロジェクトの進捗については、苫

小牧プロジェクトやノーザンライツプロジェクトから説明がなされた。  

・メキシコ湾における 2 件の海域 CO2 貯留プロジェクトが米国 DOE により採択された。

テキサス大学が主導する GomCarb プロジェクトと Southern States Energy Board

が主導する SECARB 海域プロジェクトの 2 件であり、詳細な情報は DOE のウェブサ

イトで公開されることになっている。  

・カナダの研究グループは、海域 CO2 貯留を実施するための坑井設置に必要な資金提

供者を探している。  

 

2.3.6 ロンドン議定書の対象範囲 

ノルウェーの Northern Lights プロジェクトでは、CO2 は陸域において圧入され、パイ

プラインによって海底下地層に圧入される。海域貯留でも陸域圧入であれば、一般的にロ

ンドン議定書の対象外となるが、ロンドン議定書のこれに係る規程は必ずしも明確ではな

い。同プロジェクトで海底構造物（subsea template）が使用されれば、ロンドン議定書

の対象であると解釈される可能性がある。  

ロンドン議定書は、廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染を防止するための国際条約

である。このため、海域での CO2-EOR の際の海底下油田への CO2 圧入は、“廃棄物その

他の物の投棄”ではないとして、ロンドン議定書の対象外と解釈される。ただし、輸送内

に留まった CO2 を貯留 CO2 とし、相当するクレジット等を取得する場合には、その貯留

CO2 は議定書において「廃棄」の一種として位置づけられている「貯留」に相当し、ロン

ドン議定書の対象とみなされる可能性がある。  
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2.4 CCS 国際動向 

2.4.1 概要 

本事業において、CSLF、IEAGHG、ロンドン条約に係る会合に加え、その前後に、開

催地あるいはその近郊の CCS 関連施設の訪問やワークショップ、国内外で開催された国

際会議等においても、他の CCS 関連の国際機関等の動向、CCS プロジェクトの概要・動

向、CCS 関連の法規制、インセンティブの整備動向等についての情報収集を実施した。  

CSLF、IEAGHG、ロンドン条約以外で 2018 年度に動きがあった CCS 関連の国際機関

等として IEA が挙げられる。IEA は英国政府と共に CCUS サミットを 2018 年 11 月 28

日に英国・エジンバラにおいて開催した。その議長サマリーにおいて、①CCUS 技術が世

界で合意されている気候目標の達成において重要な役割を果たすとともに、産業競争力や

経済成長を下支えするものであること、②新しいビジネスモデル、支援政策、世界的な連

携によって、CCUS への投資拡大が加速し得ることが強調された。  

CCS の政策・法規制関連での 2018 年度中の大きな動きとして、英国の CCUS 普及の

枠組みに関するタスクフォースによる提案とそれを踏まえた政府による行動計画の公表が

挙げられる。行動計画は英国政府による CCUS の国内普及の戦略であり、英国が CCUS

普及に向けた世界的なリーダーになるというビジョンのもと、CCUS の普及を十分なコス

ト削減が実現すれば 2030 年代に大規模に展開するという選択肢を得ることが目標となっ

ている。この目標の実現のための前段として国内初の CCUS 施設 1 件を 2020 年代半ばに

稼働するという中間的な目標も設定されている。そして、これらの目標を実現するための

具体的な 19 の行動とこれらの 19 の行動に基づいた 2 つのロードマップが示されている。

ノルウェーでは、政府が 2018 年の 5 月から 8 月にかけて議会の承認を得て、セメント工

場と廃棄物処理施設への CO2 回収設備の追設と CO2 輸送および貯留の FEED を実施する

決定をした。最終投資決定は 2020 年度が予定されている。  

大規模 CCS プロジェクトについては、稼働中が 18 件、中断が 1 件、建設中が 5 件とな

っている。2018 年度は、中国において、CNPC が天然ガス精製で回収された CO2 を吉林

油田で使用して EOR を開始し、稼働中の大規模 CCS プロジェクトに加わった。中東を除

くアジア地域で初めて、大規模 CCS プロジェクトが操業段階に入ったことになる。また、

建設段階のプロジェクトとして、Sinopec Qilu 石油化学 CCS がリストに加わった。 
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2.4.2 その他の国際機関等 

CSLF、IEAGHG、ロンドン条約以外の CCS 関連の国際機関等の動向として、IEA が

英国政府と共催した CCUS サミット取り上げ、ミッション・イノベーションの動向と共に

以下にまとめる。 

 

2.4.2.1 IEA CCUS サミット 

IEA は英国政府と共に CCUS サミットを 2018 年 11 月 28 日に英国・エジンバラにお

いて開催した。サミットには、日本を含む主要国政府、エネルギーおよび金融の両セクタ

ーの主要企業、CCUS 関連の国際機関・組織や多国間国際銀行から大臣や CEO などのハ

イレベルの参加があった。こうした CCUS サミットは、IEA が米国エネルギー省と 2017

年 11 月 7 日にパリで共催したものに引き続き 2 回目となる。  

サミット後に、Accelerating investment in a critical climate solution（気候変動に対

する重要な解決策の一つである CCUS への投資の加速）と題された議長サマリーが公表さ

れた。サマリーの冒頭で①CCUS 技術が世界で合意されている気候目標の達成において重

要な役割を果たすとともに、産業競争力や経済成長を下支えするものであること、②新し

いビジネスモデル、支援政策、世界的な連携によって、CCUS への投資拡大が加速し得る

ことが言及されている。 

議長サマリーの本編では、まず、世界の気候目標とエネルギー目標を達成するためには

CCUS への投資を急速に拡大する必要があること、明確な政策の方向性が CCUS への投資

にとって重要であり、また、新しいビジネスモデルによって CCUS の費用対効果が様々な

セクターにおいて改善されていくことを示すことの重要性を訴えている。続いて、CCUS

による産業セクターでの CO2 削減への貢献、また、発電セクターでの CO2 削減への貢献、

さらには他の低炭素エネルギーの普及を支援することや発電セクターにおけるこれまでの

莫大な初期投資を有効活用することができるという意義を強調している。CCUS が持ち得

るその他の価値として、低炭素水素による産業セクターの脱炭素化の推進、低炭素製品や

炭素ベースの製品の市場の創出、BECCS や大気からの CO2 回収技術（DAC）の普及への

貢献が挙げられている。その後に、CCUS への投資拡大の加速の必要性と CCUS 普及の加

速に向けた連携強化について詳述している。ここでは、よりスペースを割いている CCUS

への投資拡大の加速の必要性の記述において挙げられている 6 つのポイントを以下に簡単

にまとめる。  

 

・競争力のあるプロジェクトの優先付け  

IEA は 40 米ドル/トン以下のインセンティブにより、世界で 4 億 5 千万トンの CO2 が

利用、または地中貯留できると試算している。こうしたケースの CO2 排出源は、主に

エタノール製造、水素や天然ガスの精製といった産業セクターにある。これらは、CO2

排出を競争力のあるコストで大幅に削減できる CCUS プロジェクトであり、短期的に
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有望な投資先となる。  

 

・優れたビジネスモデルと CCUS のハブ化によるコストの低減  

CCUS を商業的に成功させるには、CCUS プロジェクトの実施に当たり、専用の CO2

輸送・貯留インフラを志向するのではなく、複数の利用者が共有する CO2 輸送・貯留

インフラを志向するべきである。こうしたインフラのハブ化は、規模効果によってユニ

ットコストが低減されるほか、CCUS のバリューチェーンの分離により商用リスクや資

金調達コストを低減される。CO2 輸送・貯留インフラを官民協力により開発することは

有望な選択肢の一つであり、官民間での妥当なリスク共有に合意することは、費用対効

果が高い CCUS インフラの普及に向けて重要となる。  

 

・投資に必要な確実性をもたらす政策枠組み  

炭素価格や炭素税は、長期的には CCUS への投資シグナルとなるが、短期的に CCUS

への投資を加速するためには、政策的な取り組みが必要となる。税額控除、補助金、固

定価格買取制度、公的調達、低炭素製品に対するインセンティブ、CCUS の義務化と認

証といった、規制によるテコ入れ、市場メカニズムによる枠組みや政策が選択肢となり

得る。 

 

・長期気候変動対策への CCUS の反映 

今後の国別貢献（NDC）や 2050 年までの長期的な気候変動戦略において、国家レベル

での CCUS の役割を明確にすることができる。これらは、CCUS の短期的な政策や投

資決定において重要な役割を担うことになるが、イノベーションの優先付けにおいても

重要となる。  

 

・利用可能な CO2 地中貯留の特定と開発  

輸送・貯留インフラおよび回収設備への投資の大前提として、安全で適切な CO2 地中

貯留サイトの利用可能性がある。世界の CO2 地中貯留ポテンシャルは、必要とされる

量を恐らくは超えていると考えられている。しかし、貯留キャパシティの理論値から、

キャパシティのみならず圧入性や遮蔽性能も十分に理解されていて実際に利用可能な

CO2 地中貯留サイトの特定に移行するために更なる評価が多くの地域で必要なままで

ある。CO2 地中貯留インフラの開発に当たり、地域的な協力、あるいは地域間の協力が

重要な役割を担っており、その必要性は高まっている。  

 

・CO2 の価値を高める  

CCUS は、低炭素製品あるいは炭素ベースの製品の新市場において主役となる可能性が

ある。化学原料・化学製品、建設材料、燃料、低炭素の鉄やセメントといった低炭素製
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品などの CO2 利用でのイノベーションは、価値のあるコモディティとしての CO2 に対

する将来の需要を押し上げるかもしれない。現在稼働中の大規模 CCUS プロジェクト

の 2/3 は EOR 向けの CO2 需要によるものであり、今後も、EOR を実施するための CCUS

への投資は、北米のほか、中国や中東で大いに期待される。CO2 利用は、CO2 地中貯留

の必要性を補完するものとなり得るとともに、CO2 利用のプロジェクトが増えることに

よって、回収・利用技術のコストの低減にもつながり得、CCUS の経済的価値が高まる

可能性がある。  

 

2.4.2.2 ミッション・イノベーション 

ミッション・イノベーションでの CCS への取り組みである“回収チャレンジ”の事務

局は、米国がサウジアラビアとともに務めていたが、米国が離脱することになった。サウ

ジアラビアは事務局に留まるほか、英国とメキシコが事務局に加わった。 

ミッション・イノベーションに関するワークショップを 2019 年 6 月 19～20 日にノル

ウェー・トロンハイムにおいて開催する方向で準備が進められている。ワークショップの

目的は、回収、利用、貯留、横断的分野ごとに設定された研究開発の優先研究分野（PRD）

における具体的な共同プロジェクト案を抽出することにある。  

 

  



87 

 

2.4.3 CCS 関連の法規制、インセンティブ・規制 

CCS 関連の法規制のうち CCS の許認可については、主に CO2 地中貯留に係る法的枠組

みが各国で導入されてきた。こうした法的枠組みの形式は多様であるものの、貯留層の探

査・アクセス・利用に係る許可、圧入期間中の圧入・貯留の管理、法的責任の移転に関す

る規定、モニタリング・報告・検証といった項目はほぼ共通である。課題の 1 つとして、

事業者から国への法的責任の移転が挙げられることが多い。現状の規定では、貯留された

CO2 の長期に渡るモニタリングの義務があるなど事業者の負担が大きく、CCS 普及の妨げ

となると主張する事業者も少なくない。  

CCS 普及に資するとされるインセンティブや規制のうち、現在、導入されている主な

スキームを表 2.4.3-1 に示す。初期コストへの支援として、米国の政府借入保証、操業コ

ストへの支援として、米国の圧入量に応じた税額控除がある。英国の固定価格買取制度は、

政府との交渉次第で初期コストと操業コストの双方への支援となり得る。操業上の規制と

して、欧州の排出権取引制度、ノルウェー、カナダの 2 州、英国での炭素税や同様な制度、

英国、カナダ、米国における火力発電所に対する排出規制が挙げられる。 

 

表 2.4.3-1 各国で導入されているインセンティブ・規制 

初期コスト支援  

米国 

政府借入保証（2013～80 億ドルに達するまで）  

英国 

固定価格買取（2013～） 

 ※買取価格は政府と事業者の交渉による  

操業コスト支援  

米国 

圧入量に応じた税額控除（回収設備稼働後 12 年間） 

英国 

固定価格買取（2013～） 

 ※買取価格は政府と事業者の交渉による  

操業上の

規制 

排 出 権 取

引 

欧州 

EU-ETS（2013 年～CCS が対象に） 

炭素税 

ノルウェー（1991 年～） 

カナダ・ブリティッシュコロンビア州（2008 年～） 

英国（2013 年～） 

※ 炭素価格フロアー  

カナダ・アルバータ州（2015～） 

 炭素価格付け制度  

排出規制  

英国（2013 年～） 

 新設石炭火力、新設ガス火力  

カナダ（2015 年～） 

新設石炭火力、老朽石炭火力  

米国（2015～） 

 炭素汚染基準（新設石炭火力、新設ガス火力）  

 クリーンパワー計画（既設石炭火力、既設ガス火力） 

※ 廃止を検討中  
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2018 年度の主な動きとして、英国の CCUS 普及の枠組みに関するタスクフォースによ

る提案とそれを踏まえた政府による行動計画の公表が挙げられる。行動計画は英国政府に

よる CCUS の国内普及の戦略であり、英国が CCUS 普及に向けた世界的なリーダーにな

るというビジョンのもと、CCUS の普及を十分なコスト削減が実現すれば 2030 年代に大

規模に展開するという選択肢を得ることが目標となっている。この目標の実現のための前

段として国内初の CCUS 施設 1 件を 2020 年代半ばに稼働するという中間的な目標も設定

されている。そして、これらの目標を実現するための具体的な 19 の行動とこれらの 19 の

行動に基づいた 2 つのロードマップが示されている。  

ここでは、各国の CCS 関連の政策、規制、インセンティブや規制などの動向について、

北米、欧州、豪州・中国等に分けて、国際会議で収集した情報等を基に、2018 年の動きを

中心に詳述する形で 2.4.3.1～2.4.3.3 にまとめる。また、2018 年 11 月に英国・エジンバ

ラで開催された CCUS を推進するための国際会議の概要を 2.4.3.4 にまとめる。  

 

2.4.3.1 北米の動向 

米国とカナダは CCS 実証プロジェクトの進捗が世界で最も著しい国である。  

米国では、CO2 地中貯留に係る法的枠組みとして、環境保護局（EPA）が 2010 年 12

月に地下圧入管理（UIC）プログラムに CO2 の地中貯留を目的とした圧入井タイプである

Class VI を創設し、CO2 地中貯留用の圧入井に対する要求事項を定めた。また、2009 年

に制定した温室効果ガス報告プログラムに対する 2010 年 12 月の改正により、CO2 地中貯

留用坑井を有する施設に対して温室効果ガスのデータ等の報告を義務付けている。火力発

電所の CO2 排出規制は、2013 年 6 月のオバマ大統領による気候行動計画を受けて、EPA

により、新設火力発電所向けの炭素汚染基準が 2015 年 10 月に、既設火力発電所を念頭に

置いたクリーン電力計画が 2015 年 12 月に施行された。ただし、クリーン電力計画につい

ては、2016 年 2 月に最高裁判所により一時差し止め判決が出されている。また、2017 年

1 月に就任したトランプ大統領の指示を受けて、クリーン電力計画と炭素汚染基準が再検

討され、クリーン電力計画については、EPA が 2017 年 10 月にその撤回を提案している。

CCS に対するインセンティブとして 2008 年に導入された CO2 地中貯留量に応じて税額控

除クレジットが付与される制度である Section 45Q が 2018 年 2 月に改正され、新たな CCS

プロジェクト計画の立ち上げが期待されている。CCS を対象に含む政府借入保証制度が

2013 年 12 月に導入され、初めての案件が 2016 年 12 月に条件付きで採択されている。  

カナダでは、法規制の整備が州レベルで進められ、先行していたアルバータ州に続き、

サスカチュワン州とブリティッシュコロンビア州でも石油・ガス関連法規の改正により対

応を終えている。アルバータ州は炭素価格付け制度が 2015 年に、ブリティッシュコロン

ビア州では炭素税が 2008 年に導入されている。カナダの温室効果ガス排出に係る規制に

ついては、その権限が連邦政府にあり、新設および古い石炭火力発電所からの CO2 排出に

関する規制が 2015 年 7 月に施行された。   
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2.4.3.2 欧州の動向 

EU は 2009 年に CCS 指令を制定するなど、2000 年代後半より CCS 推進のための環境

作りを積極的に推進してきた。加盟国による CCS 指令の国内法規制への移行は 2011 年 6

月 25 日の移行期限に対して遅延していたが、欧州委員会は 2015 年 11 月時点で 1 か国を

除く全加盟国の移行対応が完了したことを確認している。CCS 指令は欧州委員会によって

レビューされることが求められており、2015 年 11 月のレビュー報告書に続いて、2 回目

の報告書が 2017 年 2 月に公表された。2017 年の報告書では、CO2 地中貯留などに関する

許可の状況や CCS レディの検討・実施状況などが報告されている。  

EU は、2015 年までに最大で 12 件の CCS 実証プロジェクトを目指して、EEPR と

NER300 という 2 つのスキームを 2008 年から 2009 年にかけて導入し、実証プロジェク

トの推進を図ってきた。こうした取り組みも関わらず、現在のところ、EU 域内で実施中

の CCS 実証プロジェクトは 0 件であり、現在では EU 域内での石炭火力発電所への CCS

の導入は 2030 年頃からとされている。2014 年 10 月に合意された 2030 年気候エネルギー

政策枠組みの中で、CCS の初期コストと操業コストも対象となるイノベーション基金の設

置が明らかになった。第 1 回公募が 2020 年頃に開始される計画となっている。 

英国は欧州内で最も CCS 普及に向けた環境整備を積極的に進めていた。しかし、英国

政府は、2015 年 11 月にその基幹プログラムであった総予算 10 億ポンドの CCS 商業化プ

ログラムの中止を発表し、これにより支援候補の 2 件の CCS プロジェクトが中止に追い

込まれた。この CCS 商業化プログラムの中止後の英国の CCS 政策はしばらく不明であっ

たが、政府が 2017 年 10 月に公表した「クリーン成長戦略」の中で CCUS 戦略を策定す

ることが謳われた。CCUS 戦略として、CCUS をクラスターとして推進するという提案が、

2018 年 7 月に CCUS コストチャレンジタスクフォースによってなされた。この提案を踏

まえて、政府は CCUS 普及に向けた行動計画を策定し 2018 年 11 月に公表した。国内初

の CCUS 施設 1 件を 2020 年代半ばに稼働し、CCUS の普及を十分なコスト削減が実現す

れば 2030 年代に大規模に展開するという選択肢を得るという目標を立てている。  

オランダの ROAD プロジェクトは、その事業者により 2017 年 6 月に中止が発表された。

一方、オランダ新政権は 2017 年 10 月に CCS 重視の方針を打ち出した。気候変動目標と

して、2030 年までに 49%の温室効果ガスの排出削減を掲げ、CCS には約 2 千万トン/年の

削減が期待されている。CCS への削減期待量は、2018 年に入って、920 万トンに下方修

正されている。  

Sleipner、Snøhvit の両プロジェクトを実施しているノルウェーでは、新たなフルチェ

ーンの産業 CCS プロジェクトの実現に向けて取り組みが進んでいる。ノルウェー政府は、

2018 年の 5 月から 8 月にかけて議会の承認を得て、セメント工場と廃棄物処理施設への

CO2 回収設備の追設と CO2 輸送および貯留の FEED を実施する決定をした。最終投資決

定は 2020 年度が予定されている。  

ここでは、2018 年度中の主な動きとして、EU、英国、ノルウェー、オランダおよびイ
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タリアの動向について以下にまとめる。  

 

(1) EU の CCS 動向 

GHG 排出を 2050 年までに 1990 年比 80%に削減するという EU の目標は、全セクタ

ーが変化に対応すれば、現在利用可能な技術と価格付けにより促された行動変化により実

現可能である。2016 年時点の GHG 排出の削減量は 1990 年比 23%減であり、2020 年の

20％削減という目標は達成される見通しである。一方で、この間の GDP は 53%成長して

おり、欧州は気候変動対策と経済成長との両立を体現してきた。2030 年の目標である 40%

削減は CCS なしで達成される見込みとなっている。ただし、2030 年以降は CCS も発電

セクターや工業セクターのプロセスからの CO2 削減のために必要となってくるが、それに

向けた動きは期待よりも遅れている。  

こうした中、CCS および CCU の研究開発の強化が、最新の Strategic Energy 

Technology Plan の中で必要な 10 のアクションの 1 つとして特定された。また、CO2 輸

送・貯留クラスターの整備は CCS のコストを低減する効果のほか、工業 CCS の実施を容

易にする効果が期待される。エネルギーユニオンのもとで 2019 年に策定される national 

climate and energy plan は、各加盟国が CCS のニーズを特定する一助となり得る。  

革新的な低炭素技術の実証を支援するスキームであるイノベーション基金は、4 億 5 千

万以上の排出枠に相当する。現在の炭素価格換算で、57 億ユーロ相当となる。補助率は、

EEPR や NER300 の教訓を踏まえて最大 60%となる。補助対象として、再生可能エネル

ギーと CCS に CCU 等の工業セクターの技術やエネルギー貯蔵が加わった。第 1 回公募が

2020 年頃に開始される計画となっている。  

 

(2) 英国 CCUS コストチャレンジタスクフォースによる報告書の概要 

英国ビジネス・エネルギー・産業戦略省（BEIS）が設立した CCUS コストチャレンジ

タスクフォースが、2018 年 7 月 19 日に“クリーン成長をもたらすために（Delivering Clean 

Growth）”と題した報告書を公表した。同タスクフォースは、BEIS が 2017 年 10 月に発

表した“クリーン成長戦略（Clean Growth Strategy）”に基づき 2018 年 1 月に設置され

た組織である。BEIS のほか、産業界、大学からの 53 名の委員により構成されている。政

府は、クリーン成長戦略において、CCUS のコストが十分に削減されることを前提として、

2030 年代の CCUS の大規模な普及を政府の選択肢とすることを掲げており、タスクフォ

ースには政府が国内の CCUS の発展を支援するための戦略計画を提案するというミッシ

ョンが与えられていた。 

報告書は、まず、CCUS は、クリーン成長戦略の公表の際に大臣が示した、最大限の

CO2 排出削減、明確なコスト削減曲線の実現、技術に関する英国のリーダーシップという

評価基準を満たすと結論付けている。  

そのうえで、政府に対する 4 つのメッセージとともに、これらのメッセージに即した行
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動を促すために、政府や産業界などが取るべき 16 の推奨行動が示されている。これらは、

CCUS の普及にはクラスターでの推進が最善であり、その実現は民間資金により価格競争

力持って可能であることが大前提となっており、2 つ以上のクラスターが 2020 年代半ば

に運転を開始できるように直ちに行動を取ることを求めている。具体的には、政府に対し

て、2018 年末までに“CCUS 普及の道筋”とともに、CCUS ロードマップを公表するこ

と、2019 年前半にはクラスター実現のための政策枠組み、およびクラスターの採択基準を

公表すること、また、政府がクリーン成長戦略において実施を約束した“CCUS 実現およ

び投資のための枠組みのレビュー”の中で、タスクフォースが提案した輸送・貯留インフ

ラのビジネスモデルに対する見解を明らかにすることを要求している。なお、水素には産

業セクター、ヒーティングや輸送の分野での脱炭素化に向けた大きな可能性があるとして、

2 つの推奨行動が水素利用の活性化に向けた検討となっている。  

タスクフォースによる政府への 4 つの主要メッセージ、および 16 の推奨行動を表

2.4.3.2-1～2 に示す。また、タスクフォース報告書が示したスケジュール、およびタスク

フォースが政府に策定を求めた“CCUS 普及の道筋”等の概要を表 2.4.3.2-3～4 にまとめ

る。 

 

表 2.4.3.2-1 タスクフォースによる政府への主要メッセージ 

1. CCUS の機会があることを認識し、また、今すぐに行動を取るべきであるという緊急

性を認識することが、CCUS を大規模に、かつ最も安価に実現するために必要である。 

2. CCUS は経済各方面の価値を一層高める。  

3. 実現可能なビジネスモデルが必要である。  

4. CCUS は、クラスターとすることにより、現在でも価格競争力を持って展開すること

ができる。 
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表 2.4.3.2-2 タスクフォースによる推奨行動 

産業界に行動を促すために、すぐに取るべき推奨行動 

1.  政府は“CCUS 普及の道筋”を 2018 年末までに発行する。これには、2020 年代半

ばに稼働する少なくとも 2 つの CCUS クラスターへのコミットが含まれる。  

2.  産業界と政府は協力して、“普及の道筋”の一環として、英国向けの CCUS ロード

マップを 2018 年末までに策定する。  

3.  政府は、CCUS クラスターを可能とし、クラスター候補の優先付けができるように、

政策枠組みと選定基準を 2019 年前半に公表する。  

4.  政府は、“CCUS 実現および投資のための枠組みのレビュー”を通して、タスクフォ

ースが推奨する CCUS 用ビジネスモデルへの見解を示す。  

5.  産業界、政府、および地元パートナーは協力して、CCUS クラスター開発に向けた

革新的ビジネス計画の策定を支援する。  

6.  産業界と政府は、北海とアイリッシュ海東部で今後 5 年から 10 年の間に廃棄される

リスクがあり、将来、CCUS 向けに「戦略的資産」として維持し得る石油・ガスイ

ンフラを特定する。政府内の横断的なワーキンググループ（Oil and Gas Authority

（OGA）と地方分権政府を含む）がこれらの資産を再評価し、2018 年末までに公表

される“CCUS 普及の道筋”に盛り込む。  

7.  産業界、政府および規制当局は、ガス供給ネットワークビジネス計画が提出される

2019 年 9 月までに、水素プロジェクトが RIIO 2 メカニズム※から資金提供が受け

られるメカニズムを策定する。  

8.  政府は、ガス供給ネットワークでのより高い水素混合を可能とするため、ガス安全

性（管理）規制（GS(M)R）による仕様からの除外の時宜にかなった実現を支援し、

消費者へのガス供給における（低炭素手法により生産された）水素の割合の着実な

拡大などを要求する政策の策定を検討する。  

9.  政府は、産業界と協力して、より広範な英国経済に対する CCUS の価値（既存のイ

ンフラと技能の活用、および将来のクリーン成長と発展のための機会への支援の観

点を含む）をより本格的に評価する。  

10. 産業界と政府は、CCUS Council と協力して、CCUS における国内的、国際的な英

国のリーダーシップを維持する方法をモニターし、提言する。  

投資に踏み出させるために次に取るべき推奨行動 

11. 産業界と政府は、“CCUS の実施および投資の枠組みのレビュー”を通して、CCUS

プロジェクトでの双方が合意できるリスク分担を策定し、金融コミュニティと協議

する。 

12. 産業界と政府は、金融コミュニティやグリーンファイナンスタスクフォースとも協

力して、CCUS プロジェクトのための負債と株主資本（および新しいグリーンファ

イナンシングメカニズム）について双方が合意できるパラメータ（グリーン債権向

けの認定要求や税額控除オプションを含む）を策定する。  

13. 産業界は、“産業戦略”で定められた原則に従い、CCUS 技術およびプロセスにおけ

るイノベーションの共有を強化する。  

※ RIIO 2 メカニズム： 電力・ガス供給事業者向けの価格管理メカニズム  
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表 2.4.3.2-2 タスクフォースによる推奨行動（続き） 

野心を解き放つための長期的な推奨行動 

14. 産業界と政府は、汎欧州 CO2 貯留サービスの開発を可能とする、国境を超える CO2

輸送という選択肢の実現前倒しを含む国際協力を推進する。  

15. 産業界と政府は、セクターの規制当局と協力して、脱炭素経済の発展の中で、ヒー

ティング、輸送、ガスおよび電力の各セクターを超えた規制上の調和と革新の機会

を評価する。  

16. 産業界は、脱炭素産業製品の低炭素 USP※を認証するために、脱炭素製品のマーク

やクリーンな産業製品の認証システムの創出を主導し、政府は、これらの国内的な

利用と世界への輸出を奨励する。  

※ USP： Unique Selling Proposition 

 

表 2.4.3.2-3 タスクフォース報告書が提示したスケジュールのまとめ 

時期 行動内容 

2018 年末まで 
政府が“CCUS 普及の道筋”とともに、産業界と作成した“CCUS

ロードマップ”を公表  

― 
政府が“CCUS 実現および投資のための枠組みのレビュー”の結果を

公表 

2019 年前半 
政府がクラスター実現のための政策枠組み、およびクラスターの採択

基準を公表  

2020 年代初め 
民間が 2 つ以上のクラスターでの最初のプロジェクトへの投資を決

定 

2020 年代半ば 民間が 2 つ以上のクラスターでの最初のプロジェクトの運転を開始  

2030 年～ CCUS の本格展開  
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表 2.4.3.2-4 タスクフォースが政府に策定を求めたものの概要 

項目 概要 

“CCUS 普及の道筋”  

①2020 年代半ばに稼働する少なくとも 2 つの CCUS クラ

スターへのコミット（推奨行動 1）、②CCUS ロードマッ

プ（推奨行動 2）、③CCUS 用に再利用可能な石油・ガス

インフラの検討結果（推奨行動 6）を含む。  

“CCUS ロードマップ” 

政府が産業界と協力して策定する。CCUS が異なるセクタ

ーにおいてどのように発展し普及していくかを 2030 年ま

での明確な道筋とそれを可能とするメカニズムにより明

らかにする。  

“CCUS 実現および投資の

ための枠組みのレビュー”  

政府が“クリーン成長戦略”の中でその実施をコミットし

たもの。タスクフォースは、①タスクフォースが報告書の

中で提案した貯留・輸送インフラのビジネスモデルへの政

府による見解（推奨行動 4）と②CCUS プロジェクトでの

産業界と政府双方が合意できるリスク分担（推奨行動 11）

を含めることを推奨。  

クラスター実現のための政

策枠組み 

2020 年半ばに最初の CCUS クラスターを稼働可能とする

ためのものであり、クラスター採択のための基準、スケジ

ュール、詳細な評価プロセス、初回およびそれ以降の公募

のスケジュールを含む（推奨行動 3）。なお、クラスター

の形成・発展に向けたビジネスプランは、地域の産業界、

自治体が政府と協力して行うこととされている（推奨行動

5）。 

 

 

以下には、①CCUS の普及シナリオ、②②CCUS の適用セクター、③  CCUS クラスタ

ーの候補地域、④  CCUS による恩恵、⑤ 政策枠組みとビジネスモデル、⑥ リスク分担、

⑦ CCUS のコスト削減の観点から、タスクフォース報告書の内容をまとめる。  
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① CCUS の普及シナリオ 

政府は、クリーン成長戦略において、CCUS のコストが十分に削減されることを前提と

して、2030 年代の CCUS の大規模な普及を政府の選択肢とすることを掲げており、タス

クフォースには政府が国内の CCUS の発展を支援するための戦略計画を提案するという

ミッションが与えられていた。  

これに対して、タスクフォースは、2020 年代半ばに少なくとも 2 つの CCUS クラスタ

ーを稼働することを提言し、これは、気候変動委員会（Committee on Climate Change）

が議会への 2018 年進捗報告書で示した見解とも整合性があるとしている。  

気候変動委員会は、英国の 2050 年目標を達成するためには、2050 年に少なくとも 6

千万トン-CO2/年、最大で 1 億 8 千万トン-CO2/年の回収貯留が必要としている。これを実

現するために、同委員会は CCUS クラスターを 2026 年までに稼働させ、2030 年までに 1

千万トン-CO2/年以上、2035 年までに 2 千万トン-CO2/年以上を回収貯留する必要があると

していた（図 2.4.3.2-1 参照）。 

 

 

図 2.4.3.2-1 必要となる CCUS の回収・貯留容量 

（出典：CCUS Cost Challenge Taskforce Report） 
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②CCUS の適用セクター 

CCUS は、セメント、化学、石油精製、鉄鋼等の工業セクターでの脱炭素化に向けて重

要視され、また、発電セクターにおいては、CCUS 付きのガス火力、バイオマス火力がよ

り多くの再生可能エネルギーの利用を可能とするために必要とされている。  

加えて、CCUS には水素の活用によって産業、輸送、ヒーティングを脱炭素化する選択

肢となり得ることに言及されている。16 の推奨行動には、水素プロジェクトへの電力・ガ

ス供給事業者向けの価格管理メカニズムによる資金提供メカニズムの検討（推奨行動 7）、

ガス供給ネットワークへの水素混合量を拡大するための政策の検討（推奨行動 8）という

水素関連の 2 つの推奨行動が含まれている。また、産業界と政府に対して、セクターの規

制当局と協力して、脱炭素経済の発展の中で、ヒーティング、輸送、ガスおよび電力の各

セクターを超えた規制上の調和と革新の機会を評価することも求められている（推奨行動

15）。さらに BECCS や直接大気回収などの温室効果ガス除去技術への言及があり、CCUS

インフラの整備によりこれらの技術の活用が可能になるとしている。  

 

③ CCUS クラスターの候補地域  

CCUS クラスターの候補地域として、タスクフォースは報告書の中で図 2.4.3.2-2 に示

す 5 地域を挙げている。 

このうち、Teesside クラスターは、英国政府の資金を得てクラスターの進展が検討され、

また、欧州委員会のプロジェクトにも採択されており、採択の可能性が最も高い地域であ

ると目される。Humberside クラスターはオランダのロッテルダム港を含めたクラスター

化の検討候補に挙がったことがある。Scotland クラスターは、油ガスの生産が盛んである

ことから、CCUS による水素生産の可能性と船舶による CO2 の輸出および輸入の可能性に

言及されている。  

クラスターは、まず、触媒（catalyst）と呼ばれる最初のプロジェクトが輸送・貯留イ

ンフラとともに建設され稼働フェーズに入ることから始まる。その後、後続のプロジェク

ト（Feeder Project）が既存の輸送・貯留インフラを拡張する形でクラスターに加わって

いくことになる。報告書では、最初のプロジェクトの形態として、小規模な実証プロジェ

クト（50 万トン-CO2/年未満）、大規模プロジェクト（50 万トン-CO2/年以上）、水素製造、

R&D プロジェクト、輸送・貯留インフラ建設、回収プロジェクトと CO2 船舶輸送による

国外貯留、CCUS-EOR が例示され、それぞれに対して簡易な評価が示されている。  

タスクフォースは、CCUS クラスターをグリーンファイナンスタスクフォースが提案し

たクリーン成長再生ゾーン（Clean Growth Regeneration Zone）の CCUS 版と位置づけ

できるともしている。クリーン成長再生ゾーンは、グリーン電力への投資を足掛かりとし

て、新産業によってその地域の再生を目指す構想である。  
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図 2.4.3.2-2 英国の CCUS クラスターの候補地域 

（出典：CCUS Cost Challenge Taskforce Report） 
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④ CCUS による恩恵 

CCUS は、工業、発電の両セクターの脱炭素化に貢献でき、英国が掲げている排出削減

目標を高い費用対効果により実現する過程において重要な役割を果たす。また、北海の油

ガス産業の雇用と専門知識・技能を維持することができ、CO2 利用という新規産業を勃興

させる可能性もある（推奨行動 9）。北海の油ガス層および油ガスインフラを再利用すれば、

CCUS コストの軽減、インフラの廃棄コストの低減にもつながる（推奨行動 6）。欧州の他

国から CO2 を船輸送することにより、欧州向けの CO2 地中貯留サービスが創出されるこ

とも期待される（推奨行動 14） 

報告書で挙げられている、CCUS により創出される新しい収益、技能、サービスを表

2.4.3.2-5 に示す。産業界と政府は、CCUS Council と協力して、英国の CCUS における優

位性を維持できるように提言することが求められている（推奨行動 10）。 

 

表 2.4.3.2-5 CCUS により創出される新しい収益、技能、サービス 

・CO2 輸送・貯留における新規雇用と民間投資  

・間欠的な発電技術がより支配的となる中でのエネルギーシステムの安定化によっても

たらされる価値、および収益  

・クラスターにおいて、低炭素な（製造における CO2 排出が少ない）ケミカルや鉄とい

った産業が創出されることよる地域経済・英国経済の成長  

・水素や産業 CCS プロジェクト用の収益モデルの創出による関連産業の発展  

・油ガスインフラに関連した新しい技能の輸出  

・欧州向けの CO2 地中貯留サービスの創出  

・インセンティブによる新技術に対するイノベーションの創出  

・水素経済の発展による、いくつかの産業セクターにおける電化コストの回避とヒーテ

ィング・輸送・工業の脱炭素化  

・EOR による収益（実現した場合）  

 

⑤ 政策枠組みとビジネスモデル  

実現可能なビジネスモデルがあり、CCUS の政策枠組みに対して政府と産業界が明確に

コミットすれば、CCUS プロジェクトは民間投資によって実現可能であるとしている。  

政策枠組みの成功例として、海洋風力発電の普及が取り上げられている。政府は 20 年

に渡り、各種政策、固定価格買取制度（FIT）、再生可能エネルギー証書（ROC）、差額決

済契約（CfD）といった支援スキームを導入するなど、普及に対して明確なコミットを示

してきたことから、今では英国の海洋風力は世界一の普及を誇っているという。また、こ

の普及の過程において、初期コストの削減を含め、大幅なコスト削減が実現したとしてい

る。 

CCUS のビジネスモデルとして、回収と輸送・貯留を完全に分離することをタスクフォ

ースは強く主張している。回収については水素、工業、発電といったセクターごとのビジ

ネスモデルが必要であり、また、輸送・貯留については、新たなビジネスモデルが必要で
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あるとしている。タスクフォースによる、各チェーンのビジネスモデル案を表 2.4.3.2-6

にまとめる。  

 

表 2.4.3.2-6 タスクフォースによるビジネスモデル案 

CCUS チェーン ビジネスモデル案 

CO2 輸送・貯留インフラ 
RAB モデルにより輸送・貯留料金を決定し、この料金を

クラスター内のプロジェクトが CO2 量に比例して負担  

CCS 付き発電プロジェ

クト 
既存の CFD メカニズムにより、電力消費者が負担  

ガス供給用の初期の水

素プロジェクト  

既存の地域 RAB 方式によりガス消費者が負担（推奨行動

7） 

低炭素工業製品  
新しい税額控除スキーム、低炭素製品向けの新しい標準、

官民投資といったメカニズムによる支援（推奨行動 16） 

 

輸送・貯留のビジネスモデルは、より具体的な提案をしており、政府に対しては、この

提案に対する見解を“CCUS 実現および投資のための枠組みのレビュー”において提示す

るように求めている（推奨行動 4）。提案しているモデルは、規制資産ベース（RAB：

Regulated Asset Base）モデルと呼ばれるものであり、その利点として以下の点が挙げら

れている。 

・将来のクラスターの発展に伴う輸送・貯留インフラの拡張を可能とする柔軟性を有

する。 

・ガス供給網のほか、テムズ川潮路トンネルや海外送電網において実績がある。  

・長期的な投資に向いている。  

・利益の変動が小さく、安定した規制制度であり、将来の発展と更なる初期投資の可

能性を有することから、投資家にとって魅力がある。  

・初期コストが低減され、結果として、プロジェクト全体のコストが低減される。  

・入札が魅力的なものとなり、より優れた運転ノウハウの獲得につながり得る。  

 

提案されている、CO2 輸送・貯留インフラの料金の算定式は以下となる。  

CO2 輸送・貯留料金  ＝  規制資産ベース×加重平均資本コスト  

 ＋運転コスト  

 ＋減価償却費  

 ＋資金調達コスト調整  

 ＋税金 

 ＋廃棄コスト  

 ＋追加された輸送・貯留インフラの料金  

 ＋各種調整費  
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⑥ リスク分担 

CCUS プロジェクトは初期投資額が大きく、資金調達コストはリスク分担と直接的に関

係してくることから、適正なリスク分担枠組みに裏付けられた初期コストの削減が、将来

的なコスト削減において大きな役割を果たすとしている。報告書のリスク分担の記述の冒

頭においては、CO2 の長期貯留に係るリスクの大半を民間が負うことができるとしつつも、

市場が未成熟の段階では、リスクを政府も共有し、市場が成熟した後に政府が負担したリ

スクを民間に移転することを提案している。  

タスクフォースが低減不能なリスクとして挙げているリスクを表 2.4.3.2-7 にまとめる。

これらには、政策リスク、クロスチェーンリスク、座礁資産リスク、CO2 漏洩リスク、CO2

貯留の法的責任に対する保険不適用が含まれている。タスクフォースは、産業界と政府が

CCUS プロジェクトでの双方が合意できるリスク分担を策定し、金融コミュニティと協議

することを短期的な推奨行動 11 として求めている。また、推奨行動 12 として、産業界と

政府が CCUS プロジェクトのための負債と株主資本について双方が合意できるパラメー

タの策定を求めている。 

 

表 2.4.3.2-7 タスクフォースが特定した、低減不能なリスク 

リスク 概要 

政策リスク 
民間による CCUS への長期的な投資を促す政策がなくなるリスク。こ

うした政策の長期的な安定性が必要となる。  

クロスチェーン

リスク 

回収、輸送、貯留のいずれかのチェーンが稼働しない結果、全チェー

ンが稼働しないというリスク。タスクフォースは、各チェーンのリス

クを分離するモデルを政府が検討することを提言している。回収プロ

ジェクトは、貯留インフラが利用できない場合でも、本業により収益

を得ることができる。触媒プロジェクトは、稼働できない場合でも、

輸送・貯留インフラに利用料金を支払うことが必要となる。クラスタ

ーが拡大すれば、こうしたクロスチェーンリスクは低下することにな

る。 

座礁資産リスク  

回収プロジェクトがゼロとなった場合、貯留インフラは恒久的に閉

鎖・廃棄され、また、輸送・貯留インフラが利用できなくなった場合、

回収プロジェクトが実施できないリスク。後者では、貯留サイトの閉

鎖に伴う補償が何らかの形で回収プロジェクトに対して支払われる

必要がある。  

CO2 漏洩リスク 

CO2 の漏洩や移行のリスクの発生確率は低いが、EU-ETS 下での炭素

価格の時価で漏洩量相当分の支払いが必要となるため、影響の大きな

リスクと言える。このリスクは、炭素価格の漏洩時の時価が分からな

いため、定量化できない。  

貯留 CO2 の 

法的責任リスク  

（保険不適用  ） 

貯留 CO2 が漏洩した場合の法的責任リスク。実施企業がある程度のリ

スクを負担し、残りのリスクを保険でカバーするというアプローチが

考えらえる。しかし、現状の保険市場にはキャパ的な限界があり、ま

た、保険市場が短期志向であることから、保険の利用は不可能である

か、極めて高額となる。 
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⑦ CCUS のコスト削減  

タスクフォースは、モデリングを用いた CCUS の今後のコスト削減の新たな評価を所

掌外であるとして実施しておらず、また、過去のコスト分析は電力セクターに重きが置か

れており、英国でのコストに係る情報は限られているとして、定量的なコスト評価を行っ

ていない。しかし、タスクフォースの見解として、CCUS の普及そのものが CCUS のコス

ト削減に資するとしている。その理由として、英国で海洋風力発電のコストが大幅に低下

した経験とカナダ Quest プロジェクトが次期プロジェクトのコストは最大で 30%低下す

るとしていることが挙げられている。  

この他、コスト削減は、クラスター化、妥当なビジネスモデル、早期着手、イノベーシ

ョンなどによって可能としている。報告書で挙げられているコスト削減要因を表 2.4.3.2-8

に整理する。  
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表 2.4.3.2-8 CCUS プロジェクトのコスト削減要因 

大項目 小項目 概要 

早期開始によ

るコスト削減  

既存の油ガスインフラ

の再利用 

早期の普及により、油ガスセクターの既存イ

ンフラが活用でき、初期コストが低減される。 

油ガスセクターの雇

用・技能の維持  

早期の普及により、油ガスセクターの雇用・

技能が維持でき、将来必要になるキャパビル

に必要なコストを削減できる。  

水素による  

脱炭素化 

ヒーティングや輸送において、CCS 付帯で生

産された水素を利用することにより、これら

のセクターにおける新たな脱炭素技術の必要

性が低減される。  

回収リスクの  

理解の深化  

国内外のプロジェクトにより、CO2 回収に係

るリスクがより理解され、回収コストが低減

される。  

クラスター化  

クラスター化  
初期段階以降に開発される CCUS プロジェク

トのコストが削減される。  

スケールメリット  

大規模な輸送・貯留インフラは、より多くの

CO2 を受け入れられることから、CO2 回収プ

ロジェクトのコストが低減され得る。  

ビジネスモデ

ル 

CCUS チェーンの分離  

回収と輸送・貯留のリスクを分離することに

より、他チェーンに起因するリスクを軽減し、

そのリスクに対する緊急対応コストを回避す

ることができる。これは、負債コストの低減

にもつながる。  

規制資産ベース（RAB）

モデル 

輸送・貯留インフラの資産評価に RAB モデル

を採用することにより、株主資本（equity）

のコストおよび負債（debt）のコストが軽減

される※。 

政府による  

長期 CO2 貯留の 

リスク負担  

政府が少なくとも初期段階において長期 CO2

貯留のリスクを負担することにより、CCUS

プロジェクトのコストが低減される。  

貯留への安全要求の緩

和 

貯留への安全要求が緩和されることのより、

信用状（L/C）や部分信用保証（PCG）のコス

トが低減され、キャッシュ収益が向上する。  

チェーンごとの  

収益 

チェーンごとに収益が確保されることによ

り、より安価な融資形態が実現し得る。  

イノベーショ

ン 

技術 

イノベーション  

CO2 再 生 エ ネ ル ギ ー が 低 い 回 収 材 料 と

CAPEX および OPEX が安い機器とを組み合

わせた回収技術の開発により、コスト削減が

期待される。また、より高圧下での回収プロ

セスの開発により、輸送のための圧縮コスト

の低減が見込まれる。イノベーションに係る

産業界での情報共有は推奨行動 13 となって

いる。 

※ プロジェクト開発では一般的に 13～17%の内部収益率（IRR）が目標とされる。一

方、RAB モデルによる株主資本の投資リターンは 7～12%とされており、株主資本

のコストは安くなる。  
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(3) “クリーン成長 英国 CCUS の普及の道筋 ― 行動計画”の概要 

英国ビジネス・エネルギー・産業戦略省（BEIS）は、2018 年 11 月に“クリーン成長 

英国 CCUS の普及の道筋 ― 行動計画（Clean Growth/ The UK Carbon Capture Usage 

and Storage deployment Pathway/ An Action Plan）”と題した報告書を公表した。英国

では、“クリーン成長”が政府の“産業戦略”の中で、“人工知能とデータ”、“高齢化社会”、

“輸送手段の進化”と共に世界的な社会トレンドとして位置づけられている。産業界がこ

うしたトレンドに対応していくことにより、市民生活や国の生産性が向上するとされてお

り、CCUS には“クリーン成長”に貢献する大きなポテンシャルがあると目されている。 

行動計画は英国政府による CCUS の国内普及の戦略であり、英国が CCUS 普及に向け

た世界的なリーダーになるというビジョンのもと、CCUS の普及を十分なコスト削減が実

現すれば 2030 年代に大規模に展開するという選択肢を得ることが目標となっている。こ

の目標の実現のための前段として国内初の CCUS 施設 1 件を 2020 年代半ばに稼働すると

いう中間的な目標も設定されている。そして、これらの目標を実現するための具体的な 19

の行動とこれらの 19 の行動に基づいた 2 つのロードマップが示されている。  

この行動計画は、CCUS コストチャレンジタスクフォースが 2018 年 7 月に公表した“ク

リーン成長をもたらすために（Delivering Clean Growth）”において提示した政府への 4

つのメッセージと政府や産業界などに対する 16 の推奨行動も踏まえたものとなっている。

2020 年代半ばまでに稼働させる最初のクラスター数が、タスクフォースによって提言され

ていた最低 2 件に対して、行動計画では 1 件に留まっているが、その他の点においては、

タスクフォースによる 16 の提言にほぼ対応した形となっていると言える。  

以下に、行動計画について、「具体的な行動」「ロードマップ」「タスクフォース報告書

への対応」に整理してまとめる。  

 

①具体的な行動  

国内初の CCUS 施設 1 件を 2020 年代半ばに稼働し、CCUS の普及を十分なコスト削減

が実現すれば 2030 年代に大規模に展開するという選択肢を得るという目標を実現するた

めの具体的な行動として、「政策的障壁への取り組み」「実現能力」「インフラの普及」「イ

ノベーション」「国際協力」の 5 つの行動分野で計 18 の行動と 1 つの横断的な行動の都合

19 の行動が挙げられている。これらの 19 の行動を表 2.4.3.2-9 に示す。なお、報告書の本

編においては、同表中の行動⑭が 2 つに分けられて 20 の行動となっている。  
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表 2.4.3.2-9 行動計画一覧  

行動分野1 政策的障壁への取り組み 

：CCUS普及を支援するビジネス環境 
対応 期限 

① 政府は産業セクターにおけるCO2回収の普及に対する障壁を調査して

おり、産業セクターにおけるCO2回収を促進するための市場メカニズム

に基づく枠組みなど、新たに得られた知見に対して2019年に意見を求め

る。 

BEIS 
2019年

中 

② 政府は、産業界と協同して、電力セクターでのCCUSの役割の調査を

継続し、同セクターのCCUSが電力システムに最大の価値をもたらす方

法と、より広範な脱炭素化を後押しする方法を検討する。電力セクター

のCCUS向けとして可能性を有する市場メカニズムに基づく枠組みな

ど、新たに得られた知見に対して2019年に意見を求める。  

BEIS 
2019年

中 

③ 政府は、石油ガス庁、産業界、Crown Estate、Crown Estate Scotland

と共に、英国におけるCCUSの発展に資する再利用の可能性を有する石

油・ガスの既存インフラを特定する一連の作業を2019年前半に完了す

る。 

BEIS 
2019年

春 

④ 政府は石油ガス庁、安全衛生庁（HSE）、海洋管理庁、産業界、Crown 

Estate、Crown Estate Scotlandと協議して、CCUSのインフラ再利用

のための政策を2019年前半に策定する。  

BEIS 
2019年

前半 

⑤ 政府は英国のCO2輸送・貯留インフラへの投資と普及を最も支援し得

るモデルと市場メカニズムに基づく枠組みの候補を検討しており、新た

に得られた知見に対して2019年に意見を求める。  

BEIS 
2019年

中 

⑥ 政府は、普及と投資のための枠組みのレビューを完了し、2019年末ま

でにその結果を公表する。  
BEIS 

2019年

末まで 

⑦ 政府は、2019年に温室効果ガス除去技術（GGR）を確実に開発するた

めの政策オプションを策定する取り組みについて公表する。  
BEIS 

2019年

末まで 

行動分野2 実現能力： 適切な人材と実現能力 対応 期限 

⑧ 政府は、CCUSプロジェクトの2020年代の実現を成功させるために必

要となる技能と能力を把握するために、インフラ実現のための体制の調

査を実施して完了し、その報告書を2019年秋に公表する。  

BEIS 
2019年

秋 

⑨ “普及と投資のための枠組みのレビュー”の結果を得たあと、政府は、

2020年代初めに産業界と協力して、英国で2030年代にCCUSを大規模に

展開することによる波及効果を検討する。  

BEIS 

行動分

野1の行

動6の後 

⑩ 産業界は、政府との協働を通して、政府が公表している大きな目標の

達成に資する初期のCCUSプロジェクトの実現に相応する、民間セクタ

ーや地域および地域の機関の実施能力を確保する。  

CCUS 

産業界 
進行中 

行動分野3 インフラの普及：  CCUSインフラの適所への展開 対応 期限 

⑪ 政府は、英国におけるCCUSの実施に当たっての重要な課題、特にコ

スト構造、リスク分担の取り決め、必要な市場メカニズムに基づく枠組

みに関し、を2019年に産業界との詳細な取り組み開始する。  

BEIS 
2019年

中 

⑫ 政府は、産業集積地において共有CO2インフラネットワークを開発す

ることによるスケール効果を最大化するための様々な可能性を詳細に

検討し、2019年末までに報告する。  

BEIS 
2019年

中 

⑬ 政府は、最大3億1,500万ポンドに相当する産業エネルギー転換基金

（Industrial Energy Transformation Fund）を発表した。これは高エ

ネルギー消費型のビジネスが支払いを削減し、将来の低炭素型への移行

を支援する。これには燃料転換やCO2回収などの転換型脱炭素化投資が

含まれる。2019年に、適格基準を含む基金の設計について協議する。  

BEIS 
2019年

中 
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表 2.4.3.2-9 行動計画一覧（続き）  

行動分野4 イノベーション  

：コスト削減を可能にするイノベーション・開発に向けた戦

略的アプローチ 

対応 期限 

⑭ 政府は、2,000万ポンドのCCU実証プログラムを2021年3月までに提供

し、英国各地の産業サイトでのCCU技術の構築を支援する。政府は、総

額4,500万ポンド相当のCCUSイノベーションプログラムを提供する。  

BEIS 
2021年 

3月 

⑮ 政府は、現行のイノベーションプログラムが成果を上げ始めている段

階であることから、CCUSイノベーションの次のステップについての詳

細情報をUKRI（UK Research and Innovation）と協力して、適時提供

する。 

BEIS 適時 

⑯ 政府は、革新的な新しいR＆Dプロジェクトと協力パートナーシップを

構築するために、UKRI、学界、産業界と協働する。  

BEIS,

産業界 
進行中 

行動分野5 国際協力 

：CCUSのグローバルな普及を加速するための国際協力  
対応 期限 

⑰ 政府は、ミッション・イノベーションのCCUSチャレンジを推進する

ために、メキシコとサウジアラビアと協力して、2019年に行動計画を策

定する。 

BEIS 
2019年

中 

⑱ 政府は、CO2の越境輸送の障壁を特定して対応を検討するため、また、

ロンドン議定書の批准を促進するため、他国政府と協力する。  
BEIS 実施中 

横断的行動 CCUS評議会  対応 期限 

⑲ CCUS評議会（Council）は、2020年代に政府に対して産業界の能力構

築に関する助言を引き続き提供し、また、この行動計画に定められた優

先事項の進捗を監督し評価する。CCUSにおける英国のリーダーシップ

を維持する方法についても助言する。  

CCUS

評議会 
実施中 

 

 

②ロードマップ  

報告書では、国内初の CCUS 施設を 2020 年代半ばに稼働するためのロードマップと

2030 年代の大規模普及のオプション獲得に向けたロードマップが 19 の行動を基にして示

されている。これらの 2 つのロードマップを、19 の行動のうちロードマップに示された各

項目に対応すると考えられる行動を追記して、図 2.4.3.2-3～4 に示す。  

前者のロードマップでは、最初の CCUS 設備の開発及び建設に要する期間を 5～8 年と

して、普及障壁の検討、同 CCUS 施設の実現方法の策定、政府によるキャパビル計画の策

定を 1 年目（2019 年）ないし 2 年目（2020 年）初めまでに実施するとともに、産業界に

よる実施体制の構築を 3 年（2021 年）を目途に完了するとしている。後者のロードマッ

プについては、行動①の普及障壁の検討以外の 18 の行動が上記の 6 分野ごとにそのタイ

ムスケールと共に示されている。  
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図 2.4.3.2-3 国内初の CCUS 施設を 2020 年代半ばに稼働するためのロードマップ 

出典：BEIS(2018), “Clean Growth – The UK Carbon Capture Usage and Storage deployment pathway – An Action Plan” 

  

普及障壁の検討： 行動①  

産業界による実施体制の構築： 行動⑩  

最初のプロジェクトの開発・建設（5～8 年）  

最初の CCUS 施設の実現方法定： 行動⑫  

政府によるキャパビル計画： 行動⑧  
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図 2.4.3.2-4 2030 年代の大規模普及のオプション獲得に向けたロードマップ 

出典：BEIS(2018), “Clean Growth – The UK Carbon Capture Usage and Storage deployment pathway – An Action Plan” 

普及と投資のための枠組みのレビュー： 行動⑥②⑤  

インフラ再利用のための政策： 行動③④  

GHG ガス除去技術向け政策の策定： 行動⑦  

大規模普及に必要な能力の特定： 行動⑨  

産業エネルギー転換用基金に関する意見聴取： 行動⑬  

普及に向けた重要な課題への産業界との取り組み： 行動⑪  

4 千億ポンドの政府イノベーションプログラムの実施：行動⑭  

CCU イノベーションと共同 R&D の今後の

アプローチの策定： 行動⑮⑯  

ミッション・イノベーションのアクションプランの策定： 行動⑰ 

CO
2
越境船輸送障壁への取り組み： 行動⑱  

最初の CCUS 施設の実施計画の策定： 行動⑫ 

政府によるキャパビル計画： 行動⑧  

 

産業界による実施体制の構築： 

行動⑩  

 

・CCUS 評議会による政府・産業界の取り組みに対する助言、進捗確認： 行動⑲  
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③ タスクフォース報告書への対応  

行動計画は、CCUS コストチャレンジタスクフォースが 2018 年 7 月に公表した報告書

（“クリーン成長をもたらすために（Delivering Clean Growth）”）において提示した政府

への 4 つのメッセージと政府や産業界などに対する 16 の推奨行動も踏まえたものとなっ

ている。 

行動計画では、タスクフォースによる報告書が前面に打ち出していた CCUS のクラス

ターによる推進が強調されていない感があるが、逆にクラスターの推進が暗黙の大前提と

なっていると言える。2020 年代半ばまでに稼働させる最初のクラスター数が、タスクフォ

ース報告書の最低 2 件に対して、行動計画では 1 件に留まっている。報告書では、1 件と

した理由は示されていない。クラスターの候補地域は、タスクフォース報告書の 5 地域に

対して行動計画では 6 地域となっている。地域数としては 1 増となっているが、スコット

ランド地域が 2 地域に分けられているだけであり実質的に変わっていない。  

行動計画における 16 の推奨行動への対応を確認するために、行動計画の報告書に記載

されている、推奨行動に対する政府の対応を表 2.4.3.2-10 に示す。同表には 19 の行動の

うち、対応すると考えられる行動の番号を追記している。  

行動計画の行動に直接的に反映されていないタスクフォースによる推奨行動は、産業界

に対する推奨行動である 13 のほか、ガスネットワークへの水素混合に関する 7 と 8、CCUS

の価値の評価に関する 9、また、長期的な推奨行動のうち、包括的な規制緩和の 15 と脱炭

素製品マーク等の創出に係る 16 の計 6 提言となっている。このうち、CCUS の価値（13）

については継続して実施していく、また、ガスへの水素混合（7、8）と包括的な規制緩和

（15）は適宜対応していく、脱炭素製品マーク等の創出（16）については産業界からのニ

ーズが出てきてから対応するというスタンスとなっている。したがって、政府による行動

計画は、タスクフォースによる 16 の提言にほぼ対応した形となっていると言える。  
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表 2.4.3.2-10 タスクフォースによる推奨行動に対する政府の対応 

産業界に行動を促すために、すぐに取るべき推奨行動 

タスクフォースによる推奨行動 政府の対応 

1. 政府はCCUS普及の道筋を

2018年末までに発行する。こ

れには、2020年代半ばに稼働

する少なくとも 2つのCCUS

クラスターへのコミットが含

まれる。 

政府は、2020年中頃から稼働する最初のCCUS施設の

実施を可能とするように計画されているCCUS行動計

画を公表した。【行動計画】  

政府は、英国におけるCCUSの実施に当たっての重要な

課題、特にコスト構造、リスク分担の取り決め、必要な

市場メカニズムに基づく枠組みに関し、2019年に産業

界との詳細な取り組み開始する。【行動⑪】  

2. 産業界と政府は協力して、普

及の道筋の一環として、英国

向けのCCUSロードマップを

2018年末までに策定する。  

政府は、産業界に対して、CCUSコストチャレンジタス

クフォースによる報告書が発行されて以降の政府との

共同作業について謝意を表する。 

政府は、政府に提出されたロードマップを検討してお

り、また、この行動計画は、十分にコストが削減される

ことを条件に、2030年代に大規模にCCUSを普及する

選択肢を得るという大きな目標を達成するために必要

と思われる行動を提示している。【行動計画】  

3. 政府は、CCUSクラスターを

可能とし、クラスター候補の

優先付けができるように、政

策枠組みと選定基準を2019年

前半に公表する。  

政府は、英国におけるCCUSの実施に当たっての重要な

課題、特にコスト構造、リスク分担の取り決め、必要な

市場メカニズムに基づく枠組みに関し、2019年に産業

界との詳細な取り組み開始する。【行動⑪】  

また、政府は、産業集積地において共有CO2インフラネ

ットワークを開発することによるスケール効果を最大

化するための様々な可能性を詳細に検討し、2019年末

までに報告する。【行動⑫】 

4. 政府は、CCUS実現および投

資のための枠組みのレビュー

を通して、タスクフォースが

推奨するCCUS用ビジネスモ

デルへの見解を示す。  

政府による、CCUSの普及と投資のための枠組みのレビ

ューが進行中であり、政府はインフラ、電力、産業にお

けるビジネスモデルに対するタスクフォースの提言や、

産業界と政府の間のリスク分担といった幅広いビジネ

スモデルを検討している。政府は、得られた知見に対し

て2019年に意見を求め、レビューの結果を2019年末ま

でに公表する。【行動⑥②⑤】  

5. 産業界、政府、および地元パ

ートナーは協力して、CCUS

クラスター開発に向けた革新

的ビジネス計画の策定を支援

する。 

政府は、CCUSプロジェクトの2020年代の実現を成功

させるために必要となる技能と能力を把握するために、

インフラ実現のための体制の調査を実施して完了し、こ

れについて2019年上半期に報告する。【行動⑧】 

普及と投資のための枠組みのレビューの結果を得たあ

と、政府は、2020年代初めに産業界と協力して、英国

で2030年代にCCUSを大規模に展開することによる波

及効果を検討する。【行動⑨】  
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表 2.4.3.2-10 タスクフォースによる推奨行動に対する政府の対応（続き） 

産業界に行動を促すために、すぐに取るべき推奨行動（続き） 

タスクフォースによる推奨行動 政府の対応 

6. 産業界と政府は、北海とアイ

リッシュ海東部で今後5年か

ら10年の間に廃棄されるリス

クがあり、将来、CCUS向け

に「戦略的資産」として維持

し得る石油・ガスインフラを

特定する。政府内の横断的な

ワーキンググループ（Oil and 

Gas Authority（OGA）と地方

分権政府を含む）がこれらの

資産を再評価し、2018年末ま

でに公表される“CCUS普及

の道筋”に盛り込む。  

政府は、CCUSに既存の石油・ガスのインフラを再利用

する機会があり、これによって初期のプロジェクトのコ

ストを削減できることを認識している。  

政府は、石油ガス庁、産業界、Crown Estate、Crown 

Estate Scotlandと共に、英国におけるCCUSの発展に

資する再利用の可能性を有する石油・ガスの既存インフ

ラを特定する一連の作業を2019年前半に完了する。【行

動③】 

さらに、政府は関係する規制当局、産業界、Crown 

Estate、Crown Estate Scotlandと協議して、CCUSの

インフラ再利用のための政策を2019年前半に策定す

る。【行動④】 

7. 産業界、政府および規制当局

は、ガス供給ネットワークビ

ジネス計画が提出される2019

年9月までに、水素プロジェク

トがRIIO2メカニズム※ 1から

資金提供が受けられるメカニ

ズムを策定する。  

BEISとガス供給ネットワーク事業者は、水素プロジェ

クトに関連するネットワークを支援するための規制メ

カニズムが必要か否かを検討するために、RIIO2脱炭素

化ステークホルダーグループと実施中のRIIO2開発プ

ロセスを通じてOfgem※2と連携する。  

8. 政府は、ガス供給ネットワー

クでのより高い水素混合を可

能とするため、ガス安全性（管

理）規制（GS(M)R）による仕

様からの除外の時宜にかなっ

た実現を支援し、消費者への

ガス供給における（低炭素手

法により生産された）水素の

割合の着実な拡大などを要求

する政策の策定を検討する。  

政府は、ガスネットワークへの水素混合を可能にするた

めに、GS(M)Rからの除外の申請やGS(M)Rの改正提案

への支援を検討する。除外や改正の前に、必要な協議な

協議を実施して、現行の安全性パラメータのいかなる変

更も安全性の低下につながらないことを示されなけれ

ばならい。  

政府は、安全衛生庁（HSE）およびその他の利害関係

者と協力して、安全性の十分な実証を条件として、建物

や産業における熱の長期的な脱炭素化のための戦略的

決定の関係の中での一定割合の低炭素水素のガスネッ

トワークへの混合、新しい水素経済の可能性について検

討する。 

9. 政府は、産業界と協力して、

より広範な英国経済に対する

CCUSの価値（既存のインフ

ラと技能の活用、および将来

のクリーン成長と発展のため

の機会への支援の観点を含

む）をより本格的に評価する。 

政府は、大規模に普及させるかどうか（そしてその方法）

についての決定に対して情報を提供するために、2020

年代にCCUS周辺のエビデンスベースの構築を継続す

ることの重要性を認識している。政府は、政府自身によ

る取り組みや産学との取り組みによって、CCUSが経済

全体にもたらし得る経済的、環境的、社会的価値につい

てのエビデンスの収集を継続する。政府は、CCUSセク

ターのあらゆる側面にわたってエビデンスベースを拡

大するため、産業界および学術機関との協働を継続し、

この調査を可能な範囲において社会全体で利用可能と

する。 

※1 RIIO2 メカニズム： 電力・ガス供給事業者向けの価格管理メカニズム  

※2 Ofgem：Office of Gas and Electricity Markets  
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表 2.4.3.2-10 タスクフォースによる推奨行動に対する政府の対応（続き） 

産業界に行動を促すために、すぐに取るべき推奨行動（続き） 

タスクフォースによる推奨行動 政府の対応 

10. 産業界と政府は、CCUS評

議会と協力して、CCUSにお

ける国内的、国際的な英国の

リーダーシップを維持する方

法をモニターし、提言する。  

政府は、2020年代に政府に対して産業界の能力構築に

関する助言を引き続き提供し、また、この行動計画に定

められた優先事項の進捗を監督し評価するCCUS評議

会と緊密に協力する。CCUS評議会は、CCUSにおける

英国のリーダーシップを維持する方法についても助言

する。【行動⑲】 

投資に踏み出させるために次に取るべき推奨行動 

タスクフォースによる推奨行動 政府の対応 

11. 産業界と政府は、CCUSの

実施および投資の枠組みのレ

ビューを通して、CCUSプロ

ジェクトでの双方が合意でき

るリスク分担を策定し、金融

コミュニティと協議する。  

政府による、CCUSの普及と投資のための枠組みのレビ

ューが進行中であり、幅広いビジネスモデルを検討して

いる。政府は、得られた知見に対して2019年に意見を

求め、レビューの結果を2019年末までに公表する。【行

動①⑥】 

このプロセスの一環として、政府は、グリーンファイナ

ンスタスクフォースのメンバーを含む金融コミュニテ

ィと協力し、彼らの見解をレビューの結果へ確実に反映

させる。これには、産業界と政府との間のリスク分担の

問題に取り組むことが含まれる。  

12. 産業界と政府は、金融コミ

ュニティやグリーンファイナ

ンスタスクフォースとも協力

して、CCUSプロジェクトの

ための負債と株主資本（およ

び新しいグリーンファイナン

シングメカニズム）について

双方が合意できるパラメータ

（グリーン債権向けの認定要

求や税額控除オプションを含

む）を策定する。  

政府は、CCUSの普及と投資のための枠組みのレビュー

のプロセスの一環として、グリーンファイナンスタスク

フォースのメンバーや金融コミュニティと連携し、彼ら

の見解をレビューの結果へ確実に反映させる。  

政府はまた、Energy UKとCCSAと協働して、電力

CCUSの投資可能な提案をどのように策定するかを検

討している。【行動②】 

政府は、得られた知見に対して2019年に意見を求め、

レビューの結果を2019年末までに公表する。【行動⑥】 

13. 産業界は、“産業戦略”で定

められた原則に従い、CCUS

技術およびプロセスにおける

イノベーションの共有を強化

する。 

政府は、UKCCSRCなどの国内機関や英中（広東）CCS

研究センターなどの国際的なパートナーシップを通じ

た、産業界や学術界によるCCUS技術のイノベーション

と知識の共有に賛成である。特に、政府は、世界的な普

及とコスト削減に資するCCUSの国際的な知識共有を

推進するため、プロジェクト開発者に対して可能な範囲

で取り組みを公表す ること（例：ノルウ ェーの

Klemetsrudanlegget廃棄物エネルギー転換CO2プロジ

ェ ク ト に 関 す る Carbon Clean Solution 社 に よ る

pre-FEED業務の発行物）を推奨する。  
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表 2.4.3.2-10 タスクフォースによる推奨行動に対する政府の対応（続き） 

大目標の実現の長期的な推奨行動 

タスクフォースによる推奨行動 政府の対応 

14. 産業界と政府は、汎欧州

CO2貯留サービスの開発を可

能とする、国境を超えるCO2

輸送という選択肢の実現前倒

しを含む国際協力を推進す

る。 

政府は、2018年11月に開催されたCCUS普及を加速す

るための国際サミットを足掛かりとして、他国政府およ

び産業界と協力しつつ、CCUSの協力を引き続き主導し

ていく。政府は、CO2の越境輸送の障壁を特定して対応

を検討するため、他国政府、特にノルウェー政府と協力

する。【行動分野⑱】  

政府は、ミッション・イノベーションのCCUSチャレン

ジを推進するために、ミッション・イノベーション

CCUSチャレンジの共同主導国であるメキシコ、サウジ

アラビアと協力して、2017年9月にヒューストンで開催

されたワークショップを足掛かりとした行動計画を

2019年に策定する。【行動⑰】 

政府はまた、クリーンエネルギー閣僚級会合のCCUSイ

ニシアチブや、炭素隔離リーダーシップフォーラムや北

海盆地タスクフォースといったその他の多国間組織を

引き続き共同主導する。 

政府開発援助（ODA）による 7,000万ポンドの国際

CCUSプログラムを通じて、発展途上国と新興経済国を

引き続き支援し、CCUS技術の普及を可能とするために

必要な技術的な知識と体制に係る知識の両方を発展さ

せる。 

15. 産業界と政府は、セクター

の規制当局と協力して、脱炭

素経済の発展の中で、ヒーテ

ィング、輸送、ガスおよび電

力の各セクターを超えた規制

上の調和と革新の機会を評価

する。 

政府は、CCUSの複数のセクターでの適用の可能性に鑑

み、規制の一貫性が重要となることに同意する。政府は、

CCUS規制を策定するにあたり、規制の一貫性を確実に

するために、セクターの規制当局と適宜協力していく。 

16. 産業界は、脱炭素産業製品

の低炭素USP※3を認証するた

めに、脱炭素製品のマークや

クリーンな産業製品の認証シ

ステムの創出を主導し、政府

は、これらの国内的な利用と

世界への輸出を奨励する。  

政府は、産業界が脱炭素製品マークの開発を進めたい場

合に共に取り組み、この開発プロセスを踏まえて現行の

政策を再検討する。  

※3 USP： Unique Selling Proposition 
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(4) ノルウェーの CCS 動向 

ノルウェー政府は、2018 年 5 月に産業 CCS プロジェクトの FEED 予算を含む 2018

年度予算の修正案を議会に提案し、議会で承認を得た。この FEED 予算は、輸送・貯留の

ほか、最大 2 件の回収施設の費用を賄うものとなっている。回収施設として候補に挙がっ

ていたセメント工場の FEED 実施は決定し、アンモニア工場の FEED は実施しないこと

になった。廃棄物処理施設については、FEED 実施の可否を決める検討が継続されること

になったが、政府は 2018 年 8 月に実施を決定した。最終投資決定は 2020 年度が予定さ

れている。 

 

(5) オランダの CCS 動向 

オランダの新政権は 2017 年 10 月に連立政権の合意の一環として気候変動目標を公表

し、2030年までの温室効果ガス排出の削減目標として 1990年比 49%減を掲げた。これは、

EU の 2030 年目標である 40%減よりも高い野心的な目標となっている。この目標を達成

するためには、現状の政策による削減見込み量よりも、5,600 万トン-CO2/年の追加削減が

必要であり、このうち、1,800 万トン/年と 200 万トン/年の削減が工業セクターおよび廃

棄物発電施設における CCS にそれぞれ期待されている。なお、最新の分析では、工業セ

クターに期待される 1,800 万トン/年の削減は、現実的かつ十分な削減量として 720 万ト

ン/年に下方修正された。 

こうした新政権の目標は、オランダの政府機関である PBL の分析に基づいている。PBL

は、政策立案には関わらず、環境評価のみを行う機関である。オランダの 1990 年の GHG

排出量は約 2 億 2,500 万トン/年であり、49%減の目標は 2030 年の排出量を 1 億 2,000 万

トン/年とすることを意味する。この 49%減は、2015 年の排出量の実績と 1990 年比 95%

減に相当する 2050年時点の排出目標量である 1,100万トン/年を線形補完した場合の 2030

年時点の数字である。2050 年の再生可能エネルギーの発電量に占める割合は、CO2 地中

貯留量が 1,000 万トン /年の場合で 90%程度、5,000 万トン/年の場合で 70%程度と推計さ

れている。 

オランダでは、2010 年に Barendrecht CCS プロジェクトが中止された。これは、政府

により高い費用対効果が求められたため、人口の多い地区の近くで CO2 地中貯留が計画さ

れた結果、住民や NGO による猛反対に起きたことによる。PBL は 2011 年に 2050 年に

は CCS が必須であるとする報告書を公表し、当時の政権から賛意を得たが、政権は具体

的な行動を取ることはなかった。2013 年には、national energy agreement の一環として

1 年以内に CCS 戦略を策定するとされたが、同戦略が策定されることはなかった。石炭火

力 CCS プロジェクトである ROAD は、EU からの補助金が得られたが、石炭火力を段階

的に閉鎖する政策が導入される見通しから 2017 年に中止となった。NGO は CCS を敵視

しており、太陽光と風力による 100%の発電を主張している。  

2017 年の連立政権による 2030 年の気候目標に係る合意では CCS が最重要な技術の 1
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つとして位置づけられている。同政権は、2018 年中に Dutch Climate Agreement の議論

を開始し、具体的な施策を決定していくことになっている。CO2 地中貯留の実施場所は海

域となるが、NGO も現在のところ、海域貯留に反対はしていない。再生可能エネルギー

の比率が高まれば、ガス火力の寿命が短くなり、その結果、発電セクターでの CCS は高

コストとなる。このため、CCS が対象とする排出源は主に工業セクターとなる。  

 

(6) イタリアの CCS 動向 

政府がパリ協定に従い 2017 年末にエネルギー戦略を発表した。省エネを推進するとと

もに再生可能エネルギーを増やし、石炭火力は 2025 年までに停止する計画である。石炭

火力は、現在、10～12 基程度あり、その設備容量は 8～10%程度であるが、発電量ベース

ではシェアはもっと少ない。再生可能エネルギーの発電シェアは 27%程度となっている。

CCS の実施は、社会的受容性の観点から困難である。陸域貯留の欧州プロジェクトである

ENOS の成果が待たれる。セメント工場への CCS 導入試験が実施されている。ミッショ

ン・イノベーションにも参加している。  
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2.4.3.3 豪州・中国、その他の国の動向 

中国は近年、CCS の取組みが最も活発な国とされている。先進国との国際協力も積極

的であり、2014 年 11 月には米中首脳による気候変動に関する共同声明の中でも技術開発

協力の一環として、既存の枠組み内での先進石炭技術開発プログラムの延長、大規模貯留

と水増進回収パイロットの 2 種の新規プロジェクトの立ち上げという CCS 関連の協力が

取り上げられた。また、英国との協力も広東 CCS プロジェクトとして具体化され本格化

しつつある。2018 年度には、CNPC が天然ガス精製で回収された CO2 を吉林油田で使用

して EOR を開始し、稼働中の大規模 CCS プロジェクトに加わった。中東を除くアジア地

域で初めて、大規模 CCS プロジェクトが操業段階に入ったことになる。また、建設段階

のプロジェクトとして、Sinopec Qilu 石油化学 CCS がリストに加わった。 

豪州政府は、これまで積極的に CCS の法的枠組みの整備に取り組み、実証プロジェク

トを推進するフラグシップ・プログラムを導入したほか、GCCSI に運営費として多額の公

費を投入するなど、CCS の普及に積極的に取り組んできていた。しかし、政府はフラッグ

シップ・プログラム予算を当初の 19 億豪ドルから 3 億ドルへと大幅に減額し、また、出

資の決まった 2 件のプロジェクトの進捗にも停滞感がある。さらに、CCS 導入の推進に資

する可能性のあった炭素価格付け制度が 2014 年 7 月に廃止されている。  

 

2.4.3.4 CCUS を推進するための国際会議 

英国・エジンバラで 2018 年 11 月 29 日に BEIS と GCCSI とで共催された Accelerating 

CCUS: A Global Conference to Progress CCUS event は、CCUS の普及をテーマとした

国際会議であり、11 月 28 日に BEIS と IEA が共催した CCUS サミットのサイドイベン

トとして開催された。本会議では、主催者からの基調講演のセッションに続いて、5 つの

セッションでパネルディスカッションが行われた。  

主催者による基調講演では、CCUS なしでは気候変動目標を達成できないことが異口同

音に強調された。英国は CCUS クラスターにより CCUS の国内普及を図る。IEA は、電

力セクターにおける CCUS の重要性を強調し、また、IEA 大臣会合、ダボス会合、COP24

などにおいて CCUS の重要性を積極的にアピールしていく決意を表明していた。  

CCUS の加速に係る議論では、ビジネスモデルやリスク分担、各種の協力、CO2 の価格

付け、CCUS の重要性のクリーンエネルギーやゼロエミション、環境保護などの観点から

のアピールなどの必要性が指摘された。また、CCUS コミュニティが実際に行動を取り、

プロジェクトを実施することが呼びかけられた。  

CCUS の役割と価値についてのコミュニケーションのセッションでは、気候変動目標の

達成のために、発電セクターと産業セクターにおいて CCUS が必要であるものの、普及が

導入コストや CCUS の複雑さにより進んでいないことが何度となく指摘された。CCUS の

重要性を発信するナレーティブに 10 億人が電気へアクセスできていない現状の改善への

貢献を含めることが提案され、また、多様で複雑な CCUS に対する共通のナレーティブの
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必要性が指摘された。  

ビジネスモデルと官民パートナーシップの機会のセッションでは、ビジネスモデルのほ

か、CCUS の普及に必要な事項に言及された。ビジネスモデルについては、簡潔で、投資

を刺激し、理解できるものであることが必要との指摘があった。普及に必要なものとして

は、明確な政策、貯留 CO2 の長期責任の明確化、資金調達、国際協力や地域協力、CO2

輸送・貯留インフラの整備などが挙げられていた。  

CCUS の世界的な普及の支援のセッションは、プレゼンのみで質疑応答や議論はなかっ

た。CO2 輸送・貯留インフラが公共の利益となるとの見方が示され、また、途上国におい

て経済成長を実現しつつ CCUS を普及させることの必要性が指摘された。  

最終セッションは、今後のアクションがテーマとなっていたが、CCS と CCU との競合、

CCS コミュニティ外とのコミュニケーションなどが議論された。CCS は、CCU や再生可

能エネルギーと競合するものではなく、補完し合い合うものであり、協調していく必要が

あるといった議論となった。  

以下にセッションごとの概要をまとめる。 

 

(1) Session 1: Keynote addresses - the importance of CCUS 

英国 BEIS 大臣、IEA 事務局長、スコットランドエネルギー大臣から挨拶があった。そ

れぞれの挨拶の概要を以下にまとめる。  

 

① 英国 BEIS 大臣 

英国は、再生可能エネルギーが増加する中での対応、また、産業セクターにおける脱炭

素化の観点から CCUS を重要視しており、その普及にはクラスターによるアプローチが適

切であると考えている。気候変動への対応は次世代に対する義務であり、また、様々な機

会を創出することから経済にとってもプラスである。CCUS の現在の導入量は、パリ協定

の成功に向けて必要な量の 4%に留まっている。IPCC や Shell によるシナリオによれば、

今行動を起こさないことによるコストは、行動を起こすのに必要なコストを上回ることに

なる。CCUS の推進にはパートナーシップが重要である。英国政府は BECCS、CO2 利用

によるセメントやプラスティックの製造への投資を行っているまた、CCUS クラスターの

実現に向け、アクションプランを発表したところである。その内容は、CCUS に活用でき

る油ガスインフラの検討や、イノベーションへの投資、国際協力の推進、途上国のキャパ

ビルへの貢献などである。ノルウェーとも協力に向けた MOU を締結したところである。

両国は北海に油ガス田を有するなどの共通点がある。CCUS の取り組みはこれまでスター

トとストップを繰り返してきたが、これからは加速していく。  
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② IEA 事務局長 

昨日（2018 年 11 月 28 日）、CCUS サミットを英国 BEIS と共に主催した。エネルギー

大臣やエネルギー企業の CEO が数多く参加し、多くの成果が得られた。CCUS の普及な

しには気候変動目標の達成ができないことが確認され、具体的なプロジェクトの公表もあ

った。現在、石油市場は不確実性と価格変動が大きくなっており、天然ガスの需要は中国

を中心に急伸している。再生可能エネルギーでは、太陽光の普及が進み、コストが大きく

低下している。エネルギー起源の CO2 排出は 2018 年に最高値を更新した。電気へのアク

セスがない人たちは、インドの努力などにより、10 億人を切ったが、電気需要の急増への

対応を考えていく必要がある。GHG 排出は、2000 年時点では北米・欧州がその 40%を占

めていたが、現在は、中国が最大排出国となり、状況は大きく変わった。2040 年には、イ

ンドやアフリカでの排出が増えてくる見通しとなっている。再エネは 40%を占めるように

なり、天然ガスの消費は、特に途上国で急増する。石油消費は途上国を中心に輸送セクタ

ーで増えることになり、石炭消費は先進国で減少する一方で、途上国で増加する。2040

年までの世界のエネルギー投資は約 42 兆ドルと見込まれており、年間で 2 兆ドルとなる。

このうち、70%が政府による投資となる。IEA の持続可能開発シナリオで見込まれるエネ

ルギー起源の CO2 排出量の大半を既存または建設中のインフラによる CO2 排出が占めて

おり、これらの排出を低減することが必要となってくる。既存の石炭火力の 1/3 の稼働年

数が 15 年以下であり、これらに対処する政策が必要であるが、中でも CCUS が重要とな

ってくる。将来のエネルギー供給は、政府が決めることができる。エネルギー貯蔵、CCUS、

水素を含めて様々な技術が必要である。CCUS なしで気候変動目標の達成は不可能である。

CCUS サミットにより CCUS の新しい時代が始まった。IEA は、COP24、ダボス会議、

CEM、IEA 大臣会合などにおいて CCUS の重要性をアピールしていく。  

 

③ スコットランドエネルギー大臣  

気候変動目標の達成には CCUS が必要である。そのためには、官民学によるパートナ

ーシップが重要となってくる。エネルギーシステムには柔軟性が必要であり、その観点か

らも CCUS が重要となってくる。スコットランドは、北海にある油ガスインフラを CCUS

に活用することができ、CCUS は油ガスセクターにとって良い機会となる。スコットラン

ド政府は英国政府と共に Acorn プロジェクトに投資しているが、同プロジェクトは、脱炭

素化の 1 つの選択肢である水素エコノミーの可能性を開くものである。  
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(2) Session 2: Accelerating CCUS - what’s worked and what needs to change: how do we 

go from where we are to where we need to be 

5 人のパネリストから短いプレゼンが行われた後、会場からの質問が受けられた。  

まず、Oxy 社から CO2-EOR とその他の低炭素化の取り組みが紹介された。IPCC の

WG3 の共同副議長である Jim Skea は 1.5 度目標の報告書の概要などを説明した。CCS

は気候変動目標が野心的になるほどその必要性が増してくるが、野心度が一定以上になる

と BECCS への依存度が高くなるために CCS の必要性が逆に減少することが紹介された。

ノルウェー政府からは、フルスケール産業 CCS プロジェクトの概要が説明され、2020 年

末に最終投資決定が予定されていること、官民の間の信頼関係とリスク分担が必要となっ

てくることなどが説明された。BHP は、低炭素化に向けて様々な取り組みの 1 つが CCUS

であると説明し、これまでの知見が行かせること、協力と長期的な思考が必要なことを強

調した。元 DOE 高官が CEO を務める Carbon Wrangler は、CCUS の普及には様々な課

題があるが、Boundary Dam やノルウェーの産業 CCS のように実際に CCUS に取り組む

ことが重要であり、米国の Section 45Q は好機を提供すること、ファイナンシングに課題

はあるが、Petra Nova のように優れたビジネスモデルもあることを強調し、CCS コミュ

ニティがプロジェクトを実施するように求めた。  

会場からの CCUS が COP であまり取り上げられていないのではとの質問に対して、パ

リ協定はボトムアップであり、各国が自国の NDC に CCUS を含めることを期待している、

CCS に真剣でないということは気候変動に対して真剣でない、CCUS を CCUS としてで

はなく、クリーンエネルギーやゼロエミッションの推進、産業や環境の保護の一環として

推進すべきである、CO2 パイプラインが原子力の使用済み燃料と同じといった一般市民の

パーセプションを変えることが重要である、といった回答がなされた。Oxy 社に対して

CO2-EOR に係る複数の質問がなされ、米国外でもコロンビアや UAE での CO2-EOR を検

討していること、Section 45Q によりエタノール工場からの CO2 による EOR を検討して

いることが紹介された。Section 45Q については、Carbon Wrangler から Oxy 社以外でも

CO2-EOR、また帯水層貯留が検討されていることが紹介され、IPCC からは CCUS の推進

には、ETS や CfD などにより炭素に価値を与えることの重要性が指摘された。  

 

(3) Session 3: Communicating the role and value of CCUS in meeting global climate 

change ambitions 

6 人のパネリストから短いプレゼンが行われた後、会場から質問が募られた。  

サウジアラムコは、脱炭素化は油ガスセクターだけではなく、その他の産業セクターや

電力セクターでも必要であることを強調した。また、発電セクターでの CCUS が、10 億

以上の人たちが電気にアクセスできていないことから、電気貯蔵を利用できるようになる

までのソリューションとして必要であることをナレーティブに入れるべきと主張した。欧

州委員会（EC）からは、2050 年に GHG ベースでネットゼロ排出を実現するためには、
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CCS 等によるネガティブエミッションと、化石燃料による火力発電や産業プロセスへの

CCS 適用が必要であること、ロッテルダムで CCUS クラスターが検討されていること、

今後の 10 年間の CCUS の取り組みとして、研究開発、社会受容性の向上、CCUS 向けの

長期枠組みの改良が計画されていることが紹介された。カナダのボイラーメーカーの労組

代表からは、火力 CCUS がクリーンエネルギー社会への橋渡し役であるとの認識が示され、

また、火力発電の CCUS についての市民へのアウトリーチ活動が紹介された。雇用と安全

な街の観点から CCUS をプロモートする複数のビデオを作成しており、そのうち 1 本が会

場で上映された。英国気候変動委員会（CCC）はこれまでの 10 年間、政府に対して CCS

の重要性を説いてきたが、2 回の CCS コンペがコストを理由に中止されるなど成果が出て

いない。海洋風力は政府支援を受けて実現したコスト低減を CCS にも期待していること、

CCS は発電向けの技術であるとの誤解を払拭する必要があること、回収・輸送・貯留の全

てを一事業者で実施しようとすることは困難であることなどが述べられた。Gassnova か

らは、CCS はコストが高く、複雑であり多様であるために普及が進んでいない、一般市民

にとっても複雑過ぎるため、共通のナレーティブが必要であるとの見解が示された。また、

ノルウェーが整備しようとしている産業 CCS のインフラにより市民の CCS に対する見方

が変わることを期待しており、市民向けの見学ツアーを“CCS サファリ”と呼んで積極的

に実施している旨、説明があった。英中 CCUS センターからは、中国での CCUS の普及

をアピールしているが、中国にある 16 件のプロジェクトは全て発電セクターでのパイロ

ットとなっていることのほか、中国における炭素価格は CCUS の実施には安すぎ、33 ポ

ンド/トンの炭素価格、または 20 ポンド /MWh の FIT が必要との試算などが紹介された。 

会場から、英国は BECCS を、EU は CCU を推進しようとしているが、どちらの方向

性が正しいかとの質問があった。様々な選択肢があろうが、CCS なしでは 2050 年の気候

変動目標を達成できないことは事実、ビジネスケールのためにインフラ整備に尽力すべき、

BECCS には持続可能性についての議論があるとの回答があった。CCUS の普及は何に動

機付けされるかとの質問に対しては、消費者、長期的な確実性との回答のほか、CCUS の

普及に必要なこととして、ステークホルダーに語りかけ続けること、インフラに投資し、

それを多くの市民、NGO、メディアに見せること、市民や政策立案者とのコミュニケーシ

ョンが挙げられた。  

 

(4) Session 4: Business models and partnership opportunities between government and 

private sector 

4 人のパネリストから短いプレゼンが行われた後、会場から質問が募られた。  

英国コストチャレンジタスクフォースの議長からは、タスクフォースでの検討概要が説

明された。コストと価値の観点からクラスターによる推進が最善と結論なったとの紹介が

あった。また、ビジネスモデルは投資とコスト削減のために必要であり、簡潔で、投資を

刺激し、理解できるものである必要があるとの見解が示された。米国 DOE からは、CCS
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も LNG のようにインフラが整備されれば、新規事業者の参入も増え活性化する、Section 

45Q により主に新規の CO2-EOR が稼働することが期待される、貯留 CO2 の長期責任の明

確化や国際協力が重要との話があった。ロッテルダム港からは、オープンアクセスの輸送・

貯留インフラを整備する構想が説明され、その実現には政府によるコミット、資金調達、

地域協力、国による貯留 CO2 の長期責任の負担が必要であり、また、産業の脱炭素化には

他の低炭素技術も必要との説明があった。Societe Generale からは金融セクターからの視

点が紹介された。金融セクターは現状、CCS に関心がなく、ビジネスの機会があるとは考

えていない、White Rose ではリスク分担が合意されず、コストが高かったために実現しな

かった、金融セクターは英国政府と EU の両者が明確な政策を掲げることを期待しており、

政府も産業も CCUS の必要性をアピールすることが必要との見解が示された。  

会場からの質問は各論的なものであった。ロッテルダム港は国営であるが、CCUS プロ

ジェクトを推進するに当たってのメリットとなっているかとの問いに対して、あまり関係

ないとの回答があった。英国タスクフォースで CO2 利用のインセンティブの議論はあった

か、CfD は適用できるかとの質問に対しては、CfD は発電セクター用であり、CO2 利用向

けには専用のインセンティブが必要との回答がなされた。政府がより多くのリスクを負担

してくれることを期待できるかとの質問に対しては、米国 DOE より、No との回答があっ

た。 

 

(5) Session 5: Supporting global deployment of CCUS 

5 人のパネリストからプレゼンが行われた。質疑応答は時間がなく実施されなかった。 

Bellona からは、脱炭素化に向け、発電では再エネ、自動車では EV の普及が進んでい

るが、産業の脱炭素化は進んでおらず、今後、電化や高効率化に加えてプロセスへの CCS

の適用が必要、ノルウェー、Acorn、Teesside、ロッテルダムで CO2 ネットワークの整備

が公共の利益として検討されているとの話があった。アジア開発銀行は、CCUS の普及を

議論するに当たって、途上国での経済成長を実現しつつ普及させる議論も必要があり、議

論を始めるテーマとして回収レディ、レトロフィット、CO2 利用、削減 CO2 の移転、低コ

スト製造業などが適切との見解を示した。英国の CO2 回収ベンダーである Carbon Clean 

Solutions は、同社の技術が 2014 年以降、50 万トン/年規模で 30 サイト以上において利

用されており、また、2016 年以降、CO2 利用向けに 6 万トンの CO2 回収をしている。回

収コストは 20 ドル/年を目標としており、プラントのサイズの縮小も図っている。スイス

に拠点を置く Climeworks が開発した DAC 技術は、モジュール形式であり、太陽エネル

ギーや廃棄物焼却による低温熱を利用する。スイス、アイスランド、イタリアで 410～

2,460kg/日の装置を設置している。JCCS はビデオを上映するとともに、実証プロジェク

トの概要や北海道胆振東部地震の影響について説明した。XPRIZE は主に CO2 転換のプロ

ジェクトへ補助金を提供する基金を運営している。コンペをして出資先を決定するが、他

社との共同出資を志向しており、官民学の協力を推進している。   
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(6) Session 6: Where next for CCUS - the priorities for action  

GCCSI、IEA、Shell、Carbon Wrangler、Gassnova を参加者としてパネルディスカッ

ションが行われた。取り上げられた主なトピックに係る議論を以下にまとめる。  

 

① CCS と CCU 

CCU（CO2 利用）には収入を生む、CO2 輸送・貯留のインフラが不要といったメリット

がある一方で、CO2-EOR を除けば、その小規模性により気候変動緩和への貢献度は限定

的である。貢献度が限定的であることを理由に否定するのではなく、CCS と CCU は補完

であるとの認識に立つべきである。例えば、CCU 向けの CO2 回収技術から CCS は学ぶこ

とが期待できる。  

 

② コミュニケーション  

CCUS の普及に向けて必要となる、一般市民とのコミュニケーションについての議論を

増やすべきである。CCUS の社会にとっての必要性や雇用を生むなどの価値を発信してい

く必要がある。  

CCS も再生可能エネルギーも発展していく必要がある。重要なのは CO2 排出の削減で

あり、どの技術で実現するかではない。再生可能エネルギーのコミュニティとの協力も

COP や IEA 閣僚級会合などの機会を通して進めていく必要がある。  

 

③ CO2 貯留ポテンシャル 

CO2 貯留ポテンシャルは、世界的に見れば十分にある。ポテンシャルがない地域もあろ

うが、ポテンシャルがある地域に CO2 輸送・貯留のインフラを整備し、CO2 をポテンシャ

ルがない地域から輸送すれば対応できる。  
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2.4.4 CCS プロジェクトと研究開発 

操業中の大規模 CCS プロジェクトは、表 2.4.4-1 に示すとおり、人為排出の CO2 を用

いた石油増進回収（EOR）事業を含めて 18 件となっている。これらのプロジェクトと表

2.4.4-2 に示した中断中の In Salah CO2 地中貯留プロジェクトを併せた 19 件のうち、15

件が CO2 回収に追加コストが不要ないし限定的な工業プラントから排出される CO2 が対

象となっている。2018 年度は、中国において、CNPC が天然ガス精製で回収された CO2

を吉林油田で使用して EOR を開始したとされる。中東を除くアジア地域で初めて、大規

模 CCS プロジェクトが操業段階に入ったことになる。運転・中断中の 19 件のプロジェク

トのうち、12 件が北米で実施されており、同地域が世界の CCS をリードしていると言え

る。 

建設フェーズにあるプロジェクトは、表 2.4.4-3 に示した 5 件となっている。2018 年度

は、Sinopec Qilu 石油化学 CCS がリストに加わった。この結果、1 増となり、2017 年度

の 4 件から 2018 年度は 5 件となった。この建設フェーズにおいても、北米のプロジェク

トが 5 件中 2 件を占めている。また、中国のプロジェクトが 2 件となり、同国における

CCS の活発化が見て取れる。  

ノルウェーでは、政府が 2018 年の 5 月から 8 月にかけて議会の承認を得て、セメント

工場と廃棄物処理施設への CO2 回収設備の追設と CO2 輸送および貯留の FEED を実施す

る決定をした。最終投資決定は 2020 年度が予定されている。  

ここでは、北米、欧州のほか、豪州・中国を含むその他の地域における CCS プロジェ

クトや研究開発の動向を 2018 年度の動きを中心にまとめる。また、国際会議で収集した

各国動向についてもまとめる。2018 年 11 月に英国・エジンバラで開催された CCUS 研究・

イノベーションの優先分野に係るイベントで収集した情報についても、2.4.4.4 としてまと

める。 
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表 2.4.4-1 稼働中の CCS プロジェクト 

プロジェクト名 国 
CO2 量 

（トン/年） 

運転開始 

（年） 
排出源 

回収 

タイプ 

輸送距離 

（km） 

貯留 

タイプ 

Terrell 天然ガス処

理プラント 
米国 

40-50 万ト

ン 
1972 

天然ガ

ス精製 

燃焼前 

（ガス処理） 
92 

陸域

EOR 

Enid 肥料プラント 米国 70 万トン 1982 
肥料生

産 
工業分離 224 

陸域

EOR 

Shute Creekガス処

理プラント 
米国 700 万トン 1986 

天然ガ

ス精製 

燃焼前 

（ガス処理） 
225 

陸域

EOR 

Sleipner CO2 地中

貯留プロジェクト  

ノルウェ

ー 
100 万トン 1996 

天然ガ

ス精製 

燃焼前 

（ガス処理） 
直接圧入 

海域 

帯水層 

Great Plains 合成

燃料プラント・

Weyburn-Midale 

CO2-EOR 

カナダ 300 万トン 2000 
合成天

然ガス 

燃焼前 

（ガス化）  
329 

陸域

EOR 

Snøhvit CO2 地中貯

留プロジェクト  

ノルウェ

ー 
70 万トン 2008 

天然ガ

ス精製 

燃焼前 

（ガス処理） 
153 

海域 

帯水層 

Century プラント 米国 840 万トン 2010 
天然ガ

ス精製 

燃焼前 

（ガス処理） 
65-240 

陸域

EOR 

Air Products 水蒸

気メタン改質プラ

ント 

米国 100 万トン 2013 
水素製

造 

燃焼前 

（ガス化）  
158 

陸域

EOR 

Coffeyville ガス化

プラント 
米国 

100 万ト

ン 
2013 

肥料生

産 
工業分離 112 

陸域

EOR 

Lost Cabin ガスプ

ラント 
米国 90 万トン 2013 

天然ガ

ス精製 

燃焼前 

(ガス処理) 
374 

陸域

EOR 

Petrobras Santos

盆地プレサル油田

CCS 

ブラジル  100 万トン 2013 
天然ガ

ス精製 

燃焼前 

（ガス処理） 
直接圧入 

海域

EOR 

Boundary Dam 

CCS 
カナダ 100 万トン 2014 

石炭火

力 
燃焼後 66 

陸域

EOR 

Uthmaniyah 

CO2-EOR 実証 

サウジア

ラビア 
80 万トン 2015 

天然ガ

ス精製 

燃焼前 

(ガス処理) 
85 

陸域

EOR 

Quest カナダ 100 万トン 2015 
水素製

造 

燃焼前 

（ガス化）  
64 

陸域 

帯水層 

アブダビ CCS（フェ

ーズ 1） 

アラブ首

長国連邦  
80 万トン 2016 製鉄所 工業分離 43 

陸域

EOR 

Petra Nova 炭素回

収 
米国 140 万トン 2017 

石炭 

火力 
燃焼後 132 

陸域

EOR 

イリノイ産業 CCS 米国 
100 万ト

ン 
2017 

化学製

品生産 
工業分離 1.6 

陸域 

帯水層 

CNPC 吉林油田

CO2-EOR 
中国 60 万トン 2018 

天然ガ

ス精製 

燃焼前 

（ガス処理） 
53 

陸域

EOR 

※石炭火力の場合、80 万トン/年以上、ガス火力および産業プラントの場合は 40 万トン/

年以上の CO2 の回収貯留を対象としている。主に GCCSI によるデータを元に作成。  

 

  



124 

表 2.4.4-2 中断中の CCS プロジェクト 

プロジェクト名 国 
CO2 量 

（トン/年） 

運転 

（年） 
排出源 

回収 

タイプ 

輸送距離 

（km） 

貯留 

タイプ 

In Salah CO2地中貯

留プロジェクト  

アルジェ

リア 
100 万 

2004～

2011 

天然ガ

ス精製 

燃焼前 

（ガス処理） 
14 

陸域 

帯水層 

 

表 2.4.4-3 建設段階にある CCS プロジェクト 

プロジェクト名 国 
CO2 量 

（トン/年） 

運転開始 

（年） 
排出源 

回収 

タイプ 

輸送距離 

（km） 

貯留 

タイプ 

Gorgon CO2 圧入プ

ロジェクト 
豪州 

340 万～ 

400 万 
2019 

天然ガ

ス精製 

燃焼前 

(ガス処理) 
7 

陸域 

帯水層 

Alberta Carbon 

Trunk Line

（Agrium 社肥料プ

ラント） 

カナダ 
30 万～ 

60 万 
2019 

肥料生

産 
工業分離 240 

陸域

EOR 

Alberta Carbon 

Trunk Line（North 

West Sturgeon 改質

プラント） 

カナダ 
120 万～ 

140 万 
2019 

石油精

製 

燃焼前 

（ガス化）  
240 

陸域

EOR 

Sinopec Qilu 石油

化学 CCS 
中国 40 万トン 2019 

化学製

品生産 

燃焼前 

（ガス化）  
 

陸域

EOR 

延長 CCS 実証 中国 

41 万トン 

（5 万＋36

万） 

2020-21 
化学製

品生産 

燃焼前 

（ガス化）  

140 

42 

陸域

EOR 

※石炭火力の場合、80 万トン/年以上、ガス火力および産業プラントの場合は 40 万トン/

年以上の CO2 の回収貯留を対象としている。主に GCCSI によるデータを元に作成。  
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2.4.4.1 北米の動向 

米国とカナダは CCS への取組みが最も活発な国の 1 つである。 

米国では、エネルギー省（DOE）が図 2.4.4.1-1 に示す 4 件の大規模 CCS プロジェク

トを 2 つのスキームによって支援してきた。これらの 2 つのスキームの概要と現状は以下

のとおりである。  

・Clean Coal Power Initiative (CCPI) 

発電所向けのクリーンコール技術を開発することを目的として 2003 年に開始された。

現在、2 件が支援対象となっており、このうち、Petra Nova プロジェクトが 2016

年 12 月に運転を開始した。一方、建設中の Kemper County IGCC プロジェクトに

ついては、石炭ガス化に不具合があり、2017 年 6 月に石炭ガス化とそれに伴って発

生する CO2 の回収を断念し、天然ガスのコンバインドサイクル発電所として運転す

ることが決定された。  

・Industrial Carbon Capture and Sequestration - Area 1 (ICCS - Area 1) 

産業排出源を対象として 2009 年に開始された。2 件が支援対象となっており、この

うち、Air Products によるプロジェクトが 2013 年 2 月に EOR オペレーションでの

CO2 圧入を開始している。ADM 社によるバイオエタノール工場の CO2 を回収・貯留

するプロジェクトは 2017 年 4 月に運転を開始した。  

 

  

図 2.4.4.1-1 米国 DOE が支援する 4件の大規模 CCSプロジェクト（出典：DOEによる資料） 
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DOE が支援している炭素隔離地域パートナーシップ（RCSP）プログラムで実施された

大規模圧入試験 8 件のうち、圧入中が 2 件（Niagaran Reefs、Farnsworth）、圧入終了が

4 件（Citronelle、Decatur、Cranfield、Bell Creek）、中止が 2 件（Fort Nelson、Kevin 

Dome）となっている。RCSP プログラムの後継プログラムとも言える CarbonSafe イニシ

アチブが 5,000 万トン以上の CO2 地中貯留容量を有する貯留コンプレックスの開発を目的

として 2016 年に開始された。  

カナダでは、大規模 CCS プロジェクトは、油ガス生産が活発なサスカチュワン州とア

ルバータ州で実施されている。サスカチュワン州では、Weyburn、Midale の両油田では、

それぞれ 2000 年、2005 年から、米国の石炭の合成ガス化工場で回収された CO2 が EOR

に利用されており、2000 年から 2012 年にかけて圧入・貯留された CO2 の包括的なモニタ

リングが実施された。2014 年 10 月には、世界初の石炭火力の CCS プロジェクトである

SaskPower 社の Boundary Dam 3 号機の CCS 実証プロジェクトが運転を開始した。回収

された CO2 の一部の圧入が深部塩水層貯留の R&D プロジェクトである Aquistore プロジ

ェクトで 2015 年 4 月 16 日に開始されている。Boundary Dam 4 号機および 5 号機への

CCS 追設も期待されていたが、経済性の観点から廃炉されることが 2018 年 7 月に決定さ

れた。SaskPower 社は、炭素回収試験設備（CCTF）の運用も 2015 年 6 月に開始してい

る。アルバータ州においては、Quest プロジェクトが 2015 年 11 月に運転を開始した。ま

た、Alberta Carbon Trunk Line（ACTL）プロジェクトの関連施設の建設が進んでいる。 

ここでは、2018 年度中の大きな動きとして、Boundary Dam 4 号機および 5 号機の廃

炉についてまとめる。  

 

(1) Boundary Dam 4 および 5 は廃炉へ 

SaskPower 社は 2018 年 7 月 9 日に発行したプレスリリースの中で Boundary Dam 石

炭発電所の 4 号機および 5 号機 CCS を追設することなく、両機の運転をそれぞれ 2021 年

と 2024 年に終了することを明らかにした。両機の定格出力は 150MW、運転開始年は、4

号機が 1970 年、5 号機が 1973 年である。連邦政府による石炭火力の排出性能規制によれ

ば、運転開始年が 1974 年以前の発電所は 420 トン-CO2/GWh の排出規制を順守できない

場合、運転開始から 50 年目と 2019 年末の早い方のタイミングで運転を終了することが定

められている。この規定に従えば、両機とも 2019 年に運転を終了する必要があるが、州

政府と連邦政府との協定により、運転開始後 50 年目での運転終了が決定された。

SaskPower 社は、CCS を追設しないとする今回の決定を安価な天然ガス価格によるもの

であるとし、水力由来の電気の輸入、太陽光発電、風力発電、バイオマス、コジェネ、ガ

スコンバインド等の低炭素発電により電力を確保するとしている。  
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2.4.4.2 欧州の動向 

EU は 2015 年までに最大で 12 件の CCS 実証プロジェクトを実施するとし、2008 年か

ら 2009 年にかけて EEPR（European Energy Programme for Recovery）と NER300（New 

Entrants Reserve 300）という 2 つのスキームを導入して CCS 実証プロジェクトの実施

を推進していた。こうした取り組みも関わらず、現在のところ、EU 圏内で実施中の CCS

実証プロジェクトは 0 件であり、現在では石炭火力発電所への CCS の導入は 2030 年頃か

らとされている。一方、ACT と呼ばれる官民共同出資の CCS 研究開発プログラムが立ち

上げられており、第 1 回の公募の結果、8 件のプロジェクトが採択されたことが 2017 年 5

月に発表されている。  

英国で最終投資決定が間近と言われていた White Rose および Peterhead の両大規模実

証プロジェクトは、総予算 10 億ポンドの CCS 商業化プログラムを中止するという 2015

年 11 月の政府の発表を受けて中止となった。政府は 2018 年 11 月に CCUS の国内普及に

向けた行動計画を公表し、2020 年代半ばに CCUS クラスター1 件の稼働を支援すること

を表明した。オランダの ROAD プロジェクトは、その事業者により 2017 年 6 月に中止が

発表された。一方、オランダ新政権は 2017 年 10 月に CCS 重視の方針を打ち出した。公

約実現に向けた具体的な支援策の策定が期待される。  

Sleipner、Snøhvit の両プロジェクトを実施しているノルウェーでは、政府が 2018 年

の 5 月から 8 月にかけて議会の承認を得て、セメント工場と廃棄物処理施設への CO2 回収

設備の追設と CO2 輸送および貯留の FEED を実施する決定をした。最終投資決定は 2020

年度が予定されている。 

ここでは、2018 年度に収集した欧州の CCS 動向情報として、Klemetsrud 廃棄物 CHP

プラント、Brevik セメントプラント、Yara アンモニアプラント、Northern Lights プロ

ジェクト、ノルウェーの海域 CO2-EOR ポテンシャル、ロッテルダム Porthos プロジェク

ト、ACT ALIGN プロジェクト、ELENGANCY プロジェクト、ENOS プロジェクトにつ

いて以下にまとめる。  

 

(1) Klemetsrud 廃棄物 CHP プラント（ノルウェー）  

ノルウェーのフルスケール CCS プロジェクトの CO2 排出源候補の一つである

Klemetsrud プラントが立地するオスロ市は、気候変動対策に熱心な都市であり、GHG 排

出削減目標は 1990 年比で 2020 年に 50%減、2030 年に 95%減となっている。具体策とし

て、熱供給のための化石燃料の利用の段階的な中止、市内中心部での自動車の利用禁止が

掲げられており、Klemetsrud プラントでの CCS の実施も重視されている。  

Klemetsrud プラントは、ノルウェー最大の廃棄物処理による熱電併給プラントである。

2 ユニットで約 40 万トン/年の廃棄物を処理しており、発電は 40MW（10MW＋30MW）

であり、2017 年の発電量は 150GWh であった。一方、熱供給は 80MW であり、2017 年

の供給量は 690GWh であった。熱供給のためのパイプラインは総全長 600km に及び、
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3,000 万リットルの水が循環されている。1 トンの廃棄物の燃焼により排出される CO2 量

は約 1 トンであり、同プラントによる年間 CO2 排出量は約 46 万トンである CO2 排出の削

減には、ヒートポンプの活用、木製ペレットやバイオ燃料の利用、吸着式冷却機の活用、

地域熱供給の実施などにより取り組んでいる。  

CO2 回収の検討は 2014 年から実施している。回収方式は、アミン、あるいはチルドア

ンモニアによる燃焼後回収であり、吸収塔の高さは 60m となる。排ガス中の CO2 濃度は

10～12%程度である。廃棄物の燃焼による CO2 の 58%がバイオ系廃棄物由来であり、この

分は CCS によりネガティブエミッションとなる。CO2 パイプラインは CO2 を船に積み込

む港までの 10km 長となる。約 25%のプラント効率は、約 10%のエネルギーペナルティに

より低減することになる。回収プラントの廃熱も熱供給に利用できるというメリットがあ

る。現在の廃熱は約 50 度 C であるが、ヒートポンプの活用により 90 度 C にまで加熱し

て供給している。CAPEX への公的補助金は、一定額までは全額補助であるが、それ以上

については半額補助となる。プラントの稼働期間は 25 年が想定されているが、OPEX へ

の公的補助は 5 年間に留まる。  

CO2 回収実施に向けた課題として、first of its kind のプラントでありコストが高いこ

と、ファイナンシングの確保、CO2 市場の状況、バリューチェーンの構築が挙げられる。 

 

(2) Brevik セメントプラント（ノルウェー）  

世界の CO2 排出に占めるセメント生産の割合は 4～6%とされている。セメント製造プ

ロセスにおける CO2 排出は、1/3 が化石燃料の燃焼によるものであり、残りの 2/3 は石灰

石の反応（CaCO3→CaO＋CO2）による。前者の削減においては燃料の転換が有効である

が、後者の削減には CCS が不可欠である。 

Heidelberg セメントグループの Norcem 社は、2030 年に LCA でカーボンニュートラ

ルにするという目標を掲げている。この目標達成に向けた取り組みの一つとして、Brevik

に立地するセメントプラントでの CO2 回収を検討しており、ノルウェーのフルスケール

CCS プロジェクトの CO2 排出源候補の一つとなっている。フィジビリティスタディでは、

全排出量の 50%に相当する 40 万トン/年の CO2 回収と 5,300 トンの CO2 の中間貯蔵施設

を検討してきた。同プラントには 46MW の廃熱が存在し、CO2 回収プロセスのエネルギー

として有効利用することができる。CAPEX および OPEX は±30%の精度で評価されてい

る。 

 

(3) Yara アンモニアプラント（ノルウェー）  

Porsgrunn の Herøya industrial park に立地する Yara 社のアンモニアプラントは、ノ

ルウェーのフルスケール CCS プロジェクトの CO2 排出源候補の一つである。Yara 社は同

サイトで年間に窒素・リン酸・カリウム肥料を 200 万トン、硝酸塩カルシウムを 100 万ト

ン、硝酸を 140 万トン、アンモニアを 52 万 5 千トン、CO2 を 20 万トン製造している。  
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アンモニアは、エタンおよびプロパンを燃料あるいは原料として水蒸気改質機により生

産されている。排出される CO2 には、改質機の排ガスに含まれる最大 40 万トン/年の CO2

と、改質機からのプロセスガスに含まれる 68 万トン/年の CO2 がある。後者の CO2 には、

水洗ユニットに送られたプロセスガスから分離され、水に溶解した 28 万トン/年の CO2 と、

溶解していない濃度 97%の 40 万トン/年の CO2 があり、溶解していない CO2 の半分の 20

万トン/年が商品として市場に投入されている。フィジビリティスタディで算定された最大

CO2 回収量は、排ガス中の CO2 がアミン法により 37.5 万トン/年、プロセスガスの CO2

のうち、溶解 CO2 が 2 ステージ式真空法で 24 万トン/年、溶解していない CO2 が液化およ

び浄化により 19 万トン /年の計 80 万 5 千トン/年であった。概念検討時には、排ガスの CO2

が 33 万トン/年、プロセスガスの CO2 が 45 万トンの計 78 万トン/年に下方修正されたが、

いずれにせよ、CAPEX、OPEX とも高いことから、現実的な回収量は 30 万トン/年程度と

された。CO2の貯留タンクのサイズは 12,000トンとされ、回収量を 30 万トン/年とすると、

約 2 週間分を一時貯蔵することができるサイズとなっている。 

 

(4) Northern Lights プロジェクト（ノルウェー）  

ノルウェーのフルスケール CCS プロジェクトの CO2 地中貯留サイトは Smeaheia と呼

ばれているが、貯留プロジェクト自体は Northern Lights プロジェクトと呼ばれるように

なった。Equinor 社（旧 Statoil 社）が貯留サイトの概略検討および FEED の実施を 2017

年 6 月 30 日に Gassnova から受注し、同年 10 月 2 日には実施体として Shell 社および Total

社の 3 社体制とすることが合意された。  

貯留サイトとしては、3 つの CO2 排出源候補が立地するオスロおよびその周辺地域から

海路で約 600km 離れた Smeaheia サイトが選定されており、CO2 は排出源近くの港から

Smeaheia サイト近くの陸域部に設置される CO2 中間貯蔵施設、兼圧入設備まで船輸送さ

れることになっている。 

船輸送は Northern Lights プロジェクトの範疇外であるが、現在のところ、CO2 は 15bar、

－30 度 C の液体として容量約 7,500m3 の 3 隻の船舶により 24 時間操業で輸送される計画

となっている。船輸送された CO2 は陸上の中間貯蔵タンクに移送されたのち、ポンプ及び

ヒーターを経由して貯留層に圧入されることになる。圧力は 300m 深の海底面で約 30bar、

貯留層で 60～130bar となる。  

 

(5) ノルウェーの海域 CO2-EOR ポテンシャル  

北海のノルウェー領海に存在していた石油のうち、38%が生産済みであり、9%が未生

産、残りの 53%が生産済みの油田、あるいは生産中の油田に残存している。残存石油の 1%

を販売できれば、500 億クローネ（約 6,800 億円）の売り上げとなる。小規模な油田ほど、

残存石油の割合が多い傾向にある。  

23 油田に対して実施した CO2-EOR の検討結果によれば、7 千万トンの CO2 により 3
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億 2 千万 Sm3（約 20 億バレル）の増産効果が見込まれる。  

ノルウェーにおいて、海域 CO2-EOR が実現するとした場合、インフラのコストは、当

初は国が負担し、その後、企業が負担することが想定される。  

 

(6) ロッテルダム Porthos プロジェクト  

オランダでは、政権が GHG 削減目標として 2030 年 49%減を掲げた。ロッテルダム港

は、オランダの GHG 排出量の 20%を排出しており、また、海域 CO2 貯留サイトに近いこ

とから、CCUS の実施に適した地域と言える。ロッテルダム港の当局者は同港の脱炭素化

に取り組んでおり、現在のところ、CCS が必要であると考えている。しかし、CCS あり

きではなく、あくまでも脱炭素化が目標であり、最適な対応策の選択によって将来的に

CCS が選択肢から外れる可能性もある。  

ロッテルダム港近海では、陸域パイプラインのみで圧入が可能な沿岸部の海域貯留サイ

トの貯留ポテンシャルは 250 万トンあり、25km 長の海域パイプラインを敷設すれば、さ

らに 4 千万トンの貯留が可能となる。北海全体の貯留ポテンシャルは 15 億トン以上あり、

パイプラインを延長すれば、貯留ポテンシャルは大きく増えることになる。  

ロッテルダム港の CCUS プロジェクト構想は Porthos と呼ばれている。第 1 フェーズ

として、3～4 件の排出源を対象として計 200 万トン/年の CO2 を回収・貯留し、次のステ

ップで 500 万トン/年に拡大することが考えられている。この構想は実現可能との結論を

得ているが、その実現には、貯留された CO2 の法的責任を政府が持つこと、政権が climate 

agreement を締結すること、炭素価格の上昇などによりビジネスケースが改善されること、

CO2 貯留などの許可が得られることなどの条件が満たされる必要がある。NGO は構想自

体には反対ではないが、公的資金が再生可能エネルギーではなく CCS に流れることを嫌

悪しているところがある。  

 

(7) ACT ALIGN プロジェクト  

ACT ALIGN プロジェクトは、ロッテルダム地域を対象とした輸送・貯留ネットワーク

構築を検討することを目的としている。ロッテルダム地域には、ロッテルダム港の Porthos

プロジェクトのほか、TATA Steel 社による HIsarnaパイロットや廃棄物処理施設での CO2

回収・利用という CCUS 関連プロジェクトがある。ロッテルダム海域の CO2 貯留サイト

候補として、6 つのガス田群と 1 つの帯水層がある。ロッテルダムからの距離は最大で

200km であり、貯留キャパシティは 3,500 万～2 億トンと見積もられている。貯留サイト

の開発に要する典型的な期間を 6 年として、貯留サイトの開発スケジュールを検討し、ま

た、貯留コストの概算を行っている。枯渇ガス田への CO2 圧入においては、坑井の圧力が

低圧となっていることから、低温となることを回避するため初期の圧入レートを低く抑え

る必要があること、貯留層圧が 60 気圧に回復しなければ、パイプラインからの直接圧入

ができないこと、低圧時には圧入の停止・再開のオペレーションを慎重に行う必要がある
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などの課題がある。こうした課題の影響も考慮しながら、輸送・貯留インフラのレイアウ

トを設定していく。  

 

(8) ELENGANCY プロジェクト  

ELENGANCY プロジェクトは、正式名称が Enabling a Low-Carbon Economy via 

Hydrogen and CCS であり、2 つの主要な低炭素技術である H2 技術と CCS 技術の相乗効

果を活用することにより、欧州のエネルギーシステムの脱炭素化を目指すものである。欧

州の ACT プログラムで採用されたプロジェクトの 1 つであり、1,560 万ユーロの予算で

2017 年 8 月 31 日から 2020 年 8 月 31 日まで実施される。11 の研究機関・大学と 12 の

企業が参加しており、SINTEF Energy Research（ノルウェー）がコーディネーターを務

める。 

ELENGANCY では、 

・工業プラントに適した効果的な CCS 技術の開発と実証  

・5 か国を対象としたケーススタディによる水素 CCS の機会の特定と推進  

・パイロット、あるいはラボスケールでの CCS チェーンの主要要素の検証  

・H2 生産と H2/CO2 分離との最適化  

・実験データや検証モデルによる H2 生産由来の CO2 の貯留におけるリスク低減  

・CCS チェーンの主要要素の安全かつ高コスト効率な設計・運転を可能とするシミュ

レータの開発  

・エネルギーキャリアとしての H2 を含む CCS フルチェーンの設計・運転に係るオー

プンソースの技術経済シミュレーションツールの提供  

・CCS の主要要素の社会的支援の評価  

が行われる。  

5 つのケーススタディは、 

・英国   ：都市と産業クラスターの低炭素化  

・スイス  ：水素 CCS による油層の CO2 フリー化 

・ノルウェー：フルスケール CCS チェーンの H2 製造との相乗効果  

・ドイツ  ：ガスインフラの H2 への順応化  

・オランダ ：ロッテルダム経済の低炭素化  

となっている。  

 

(9) ENOS プロジェクト  

ENOS プロジェクトの正式名称は Enabling Onshore Storage in Europe であり、欧州

地域で実施中、あるいは計画中の複数の陸域貯留パイロットの成果を欧州での将来の大規

模な陸域貯留の実現に結びつくように統合することを目指している。EU は 2050 年までに

GHG 排出を 80%以上削減することをコミットしており、30～130 億トンの CO2 を地中貯
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留する必要があるとされている。この規模の地中貯留を実現するには、北海の海域貯留サ

イトだけでは不十分であり、欧州でも陸域での貯留の実現が不可欠となる。  

ENOS の目的として、陸域貯留に適用される主要技術のフィールドという実条件下での

開発、試験、実証の実施と、欧州での陸域貯留にとって好ましい環境の創出への貢献とが

掲げられている。対象となる主要な技術等には、陸域での安全かつ効率的な圧入オペレー

ション、高い信頼性があり検証可能な貯留キャパシティの評価とサイト特性評価のコスト

低減、万が一の CO2 漏洩の検知と漏洩に対する対応、貯留プロジェクトの地域の経済活動

（例：CO2 の季節貯蔵、CO2-EOR への統合）がある。ENOS は、2016 年 9 月から 2020

年 8 月までのプロジェクトであり、17 か国の 29 機関が参加している。欧州委員会から 1

億 2,500 万ユーロの出資を受けているが、インフラの整備にはメンバー国の資金が使われ

ることになる。  

ENOS に参画している陸域貯留パイロットは以下の 5 サイトである。 

 

・スペインの Hontomin サイト（CO2 貯留パイロット試験）  

亀裂のある炭酸塩から成る深部塩水層であり、1,600m の圧入井と観測井を設ける。観測

井では、圧力・温度の観測、サンプリング、分散型温度センシング（DTS）、分散型音響

センシング（DAS）、電気抵抗トモグラフィ（ERT）、ハイドロフォンによる観測が行われ

る。ENOS としては、異なる圧入スキーム、インテリジェント DAS-VSP（iDAS-VSP）、

深部サンプラーの試験、モニタリングデータの統合と警報システムの開発が実施される。  

 

・英国のジオエネルギー試験ベッド（GTB）（模擬漏洩試験）  

英国地質調査所（BGS）とノッティンガム大学が運営するフィールド研究の設備であり、

200m 深程度の圧入井より浅部及び深部の高浸透率層に流体を放出して、複数の観測井で

モニタリングを実施する。目的は、表層近傍での流体放出の影響とそのプロセスの理解の

深化、新規モニタリング技術の開発及び試験、シミュレーションツールへのデータ提供で

ある。ENOS においては、新規モニタリング技術の試験と、表層近傍での流体移動や漏洩

の検知を実施する。  

 

・イタリアの Sulcis 断層ラボ（SFL）（模擬漏洩試験）  

250～300m 深の断層域に CO2 を圧入する試験の実施を通して、CO2 漏洩の影響の知見

を深めることを目的としている。断層に沿った CO2 移動の研究、水・ガス・岩の相互作用

とそれによる地下水の水質の変化の調査、岩および断層のパラメータの変化の調査、地化

学、地下物理のモニタリングツールの試験、地下水モニタリング計画の開発を実施する。

ENOS では、プロジェクト参加者によるモニタリング技術の感度と効果を試験する。  
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・チェコの LBr-1（圧入前の研究）  

1960 年代に生産されていた枯渇油ガス田であり、1,100m 深に第 3 紀砂岩層がある。

ENOS プロジェクトの一環として、廃棄坑井や断層からの漏洩リスクの評価、CO2-EOR

およびそれに伴う CO2 貯留のシナリオ検討、CO2-EOR の地域ポテンシャルの評価（ウィ

ーン盆地）を実施する。 

 

・オランダの Q16-Maas（圧入前の研究）  

コンデンセートリッチガスの生産が 2014 年 4 月から 2019 年まで計画されているガス

田である。炭化水素資源の一次生産後に季節貯蔵として活用する可能性を有する。グリー

ンハウスで使用する CO2 の同サイトでの季節貯蔵の検討の支援、市民のエンゲージメント、

既設貯蔵実現までのロードマップの作成を行う。  

 

さらに ENOS プロジェクトでは、研究者が地元市民と関りを持つ取り組みも行う。研

究者と地元市民とによる共通の用語の策定、Hontomin、Sulcis、ノッティンガム、ロッテ

ルダムの 4 地域における市民グループの形成、CO2 貯留研究の成果の市民との共有、ベス

トプラクティスのまとめへの社会的側面と市民からのインプットの反映、CO2 貯留研究の

情報へのアクセスを改善するためのオンライン情報ツールの開発が計画されている。  

この他、海外の貯留プロジェクトとの協力、欧州での新規貯留パイロット候補地の特定

と ENOS 参加プロジェクトの拡大、CO2 貯留と CO2 利用の相乗効果に関するロードマッ

プの策定、キャパシティビルディング、プロジェクトの成果のステークホルダーに応じた

発信も実施する。  

 

(10) デンマークにおける発電所の柔軟運用  

火力発電所の CCS の柔軟な運用は、出力変動の大きな再生可能エネルギーの増加に伴っ

て、注目を集めている。本サイト調査では、系統運用者の Energinet 社と CHP 事業者の

Fjernvarme Fyn 社を訪問し、デンマークにおける火力発電の柔軟運転の状況を調査した。

以下に調査概要をまとめる。  

Energinet 社はデンマークの電気とガスの系統運用者（Transmission System Operator）

である。送電線は 6,956km となっており、海外との系統連結は 5 か所となっている。国

営ではあるが政府からは独立した経営となっている。目的として、再生可能エネルギーの

拡大とエネルギーの安定供給を掲げている。  

デンマークの電力は、発電ベースで 46%が再生可能エネルギーであり、残りが化石燃料

となっている。再生可能エネルギーによる発電の大半が風力発電であるが、太陽光発電の

設置が急増している。設備容量は、大規模 CHP が４GW、小規模 CHP が 2GW、風力が

5.3GW、太陽光が 1GW、海外からの輸入相当分が 5.8GW となっている。  

海外送電網の容量は、国内需要と同レベルと高い。国内での風力による発電量が低位な
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場合に、電力の海外調達や CHP による発電で補完している。  

電力に関する目標として、2020 年に電力消費の 50%を風力由来とすること、2030 年に

エネルギー消費の 50%の再生可能エネルギーとすること、2050 年までに化石燃料から完

全に脱却することが掲げられている。既存の石炭 CHP の運用は、大規模発電を運転して

いる大企業が 2022 年までに自主的に停止するとしている。一方、中小企業が運転してい

る小規模 CHP は政府方針により 2030 年までに停止されることになっている。  

Fjernvarme Fyn 社は、熱供給、発電、廃棄物焼却を事業としている。熱供給について

は、25 の熱発生ステーションと 2,200km の温水供給パイプラインを有し、20 万人に温水

を通して熱を供給している。  

Fyn 発電所には 3 つの CHP 施設と廃棄物発電所が稼働している。CHP の稼働はあくま

でもは熱供給が主体である。温水は消費者に供給されない貯蔵されるが、貯蔵が不要の場

合には海域に放出される。温水温度は供給時が 90 度 C であり、熱消費後の温水は 48 度 C

程度となり CHP 施設に戻ってくる。  

発電は熱供給に伴う発電と、風力による発電不足時の売電時の発電に限られる。電力不

足時の売電は入札方式で落札できた場合にのみ可能となるため、風力発電量の予測や他業

者の動向の予測などをリアルタイムで実施している。  

CHP の燃料は、基本的に石炭であるが、麦わらを燃料とする 15%のバイオマス混焼を

2019 年に開始することが計画されている。廃棄物発電の燃料となる廃棄物は、受け入れ自

体により収益が得られる。産業廃棄物と一般廃棄物の割合は半々となっている。  
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2.4.4.3 豪州・中国、その他の国の動向 

豪州では、大規模プロジェクトを支援する Flagship プログラム下で、CarbonNet、South 

West Hub の 2 件のプロジェクトが FS 段階にあるが、予算の大幅削減（19 億豪ドルから

3 億ドルへ減額）等によりその実現は容易ではない。民間主導の Gorgon プロジェクトは

建設中であり、その運転開始に遅延が見られるものの、2019 年の稼働が予定されている。

貯留パイロットである Otway プロジェクトでは、これまでに 2008 年から枯渇ガス田およ

び帯水層に累計で約 8 万トンの CO2 あるいは CO2 リッチガスが圧入されている。現在、

ステージ 3 として最大 4 万トンの新たな CO2 圧入計画が検討されている。  

世界、特に欧州での CCS プロジェクトの進捗における停滞感が強い中、アジアの CCS

への取組みへの注目度が増している。特に中国は、近年、CCS への取組みを世界の中で最

も活発化させており、2018 年には同国で初の大規模 CCS プロジェクトとなる CNPC 吉林

油田 CO2-EOR が運転を開始した。中東では、サウジアラビアの Uthmaniyah CO2-EOR

実証プロジェクトの運転が 2015 年 7 月に開始され、アラブ首長国連邦（UAE）でもアブ

ダビ CCS プロジェクトが 2016 年 11 月に運転を開始している。後者については、世界初

の製鉄所に対する大規模 CCS プロジェクトとなる。  

ここでは、2018 年度に収集したこの地域における CCS 動向情報として、Gorgon、

CarbonNet、South West Hub、Otway、Lula の各プロジェクトについて以下にまとめる。 

 

(1) Gorgon プロジェクト 

Gorgon プロジェクトは、海底下の天然ガス田の開発と LNG 化を含む生産ガスの処理、

ガス処理時に回収される 340～400 万トンの CO2 の深部塩水層貯留を実施する CCS 付き

天然ガス生産プロジェクトである。生産ガスの LNG 化は 2016 年に開始され、CO2 貯留は

2019 年の開始が予定されている。実施主体は Chevron 社（出資比率：47.333%）を中心

とするコンソーシアムであり、ExxonMobil（同 25%）、Shell（同 25%）のほか、日本か

らも大阪ガス（1.25%）、東京ガス（1%）、中部電力（0.417%）が資本参加している。  

ガス処理、LNG 化および CO2 貯留は大陸から 60km 沖に位置する Barrow 島で行われ

る。Barrow 島自体も豪州最大の陸域油田を有し、原油の生産が 1967 年に始まっている。

Gorgonプロジェクトの天然ガスは Barrow島から 65km離れた水深 200m、3,459～4,145m

深の Gorgon ガス田（1980 年発見）および 130km 離れた水深 1,300m、2,773～3,145m

深の Jansz ガス田（2000 年発見）から生産されている。天然ガスの CO2 含有量は Gorgon

分が 14%、Jansz 分が 1%以下である。処理された天然ガスは 90km 長のパイプラインで

大陸のパイプライン網に接続されるほか、LNG として日本等に輸出される。  

生産されたガスに随伴する CO2 の回収は、LNG 化の仕様、また、豪州国内のガスの仕

様のために必要となる。CO2 回収はアミン法が用いられており、回収液は BASF 社の

a-MDEA が採用されている。CO2 回収を含む LNG プラントの設計・建設は KBR 社が日

揮とともに実施した。  
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回収された 340～400 万トンの CO2 は島の直下約 2,499 深に位置する深部塩水層である

砂層の Dupuy 層に貯留される。この貯留層は、塩水層や既存の油ガス田、EOR の適用検

討を含む 19 ケースの中から選定された。選定にあたっては、CO2 の閉じ込めに対するリ

スク、CO2 貯留容量、圧入性、他の油ガス田への影響という 4 つの基準が設けられ、絞ら

れた 5 ケースに対するシミュレーションを経て、Dupuy 層が 4 つの基準をすべて満たす唯

一のケースと結論付けられた。CO2 圧入・貯留用に島の 3 か所に計 9 本の圧入井が設けら

れるほか、圧力制御を目的とした 4 本の地下水の汲み上げ井と 2 本の地下水の圧入井、ま

た、2 本の観測井が設置されている。圧力井 9 本は同時に圧入に利用される計画となって

いる。圧力制御は、CO2 の圧入レートを維持すること、孔底圧をその上限値に到達させな

いこと、貯留容量を最適化すること、確認されている断層の方向へ CO2 が向かわないよう

にすることを目的としており、CO2 の貯留層である Dupuy 層から地下水を汲み上げて、

汲み上げた水を Dupuy 層の直上にある Barrow Group と呼ばれる地層群の一部に再圧入

する。CO2 貯留により CO2 の排出が最大 40%削減されると試算されており、最終的な CO2

貯留量は 1 億トンを超える見込みである。  

ガス田開発や LNG 等を含む Gorgon プロジェクトへの投資額は 540 億米ドル（2009 年

の FID 時点では 430 億豪ドル）とされている。CO2 の圧縮・輸送・貯留に係る設計・建設

等のコストは 20 億豪ドル超、貯留サイトの評価コストは 1 億 5,000 万～2 億豪ドルとされ、

連邦政府の低排出技術実証基金（LETDF、Low Emissions Technology Demonstration 

Fund）から 6,000 万豪ドルの補助を受けることになっている。  

天然ガスの含まれる CO2 の取り扱いについては、1992 年から議論が開始され、1998 年

にコンソーシアムが CO2 地中貯留が最も有力な選択肢との結論に至った。1998 年から

2002 年にかけて貯留サイトの選定が実施され、翌 2003 年には Barrow 島におけるプロジ

ェクトの CO2 地中貯留を含む事業に特化した法律である Barrow Island Act 2003 が西オ

ーストラリア州政府によって制定された。同法により環境影響評価の実施が要求さており、

Gorgon プロジェクトは環境影響評価を実施した世界で最初の CCS プロジェクトとされて

いる。 

 

(2) CarbonNet プロジェクト  

CarbonNet プロジェクトは、豪州ビクトリア州 Gippsland に複数のユーザーが利用す

る CCS ネットワークの構築を目的としている。連邦政府が 2009 年に承認した 2 つの

Flagship プロジェクトのうちの 1 つであり、連邦政府とビクトリア州政府が 2020 年まで

の出資を確約しているほか、ANLEC R&D などが研究開発に出資している。州政府がプロ

ジェクトを主導し、研究的な部分を CO2CRC が担っている。ビクトリア州は褐炭の世界

的産地であり、電力の 90％を石炭火力に依存しているほか、豪州で最大となる 20G トン

の貯留ポテンシャルを有することから CCS の実施に適しているとされる。同プロジェク

トでは海底下貯留とし、年間で 100 万から 500 万トンを貯留し、総量で 2,500 万から 1 億
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2,500 万トンの貯留が計画されていた。  

現在、プロジェクトは、概念設計、フィジビリティスタディを経て、第 3 ステージに当

たるプロジェクト計画フェーズの初期段階にある。第 2 ステージのフィジビリティスタデ

ィにおいては、14 の CO2 地中貯留の候補サイトから、最優先サイトを含む 3 つの有望な

サイトを抽出したほか、回収・輸送・貯留のフルーチェンでの FS、環境リスク評価、リ

スクを加味した CO2 輸送・貯留インフラの生涯コストとユーザー利用料の算定、規制枠組

みのレビューと規制改正計画の実施、投資機関の投資条件の明確化を行った。  

CO2 地中貯留の最優先サイトは、ビクトリア州が管轄する沿岸から 3 海里以内の海域と

連邦政府が管轄する 3 海里以遠の海域をまたいでおり、Pelican と呼ばれる。貯留ポテン

シャルは信頼度 90%で 1 億 2,500 万トンとなっている。弾性波探査を 2018 年 2 月に実施

しており、連邦政府管轄の海域における調査井の掘削を 2019 年後半に予定している。海

域および陸域における環境モニタリング技術の検証は、教育投資基金（EIF）の下で立ち

上げられた GipNet プロジェクトにおいて実施されている。具体的には、ANLEC R&D か

ら資金を得て、ノイズレベルの高い沿岸域での微小地震観測の検証、浅い海域での AUV

などのモニタリング技術の検証、陸域および海域での大気モニタリング技術の検証を行っ

ている。 

今後、貯留と圧入の許認可を取得し、2020 年から 2021 年にかけてプロジェクトを民間

に移管することが計画されている。CarbonNet プロジェクトは、ラトロブバレーの褐炭を

水素に転換する日豪パイロット実証が商用化された際に、回収した CO2 の地中貯留先とし

ても注目されている。  

 

(3) Southwest Hub プロジェクト  

Southwest Hub プロジェクトは、複数の排出源を持つ CCS プロジェクトを念頭に、同

州での CO2 地中貯留の検討を目的としている。連邦政府が 2009 年に承認した 2 つの

Flagship プロジェクトのうちの 1 つであり、西オーストラリア州政府が中心となって実施

されている。  

CO2 地中貯留サイトの候補地は、サウスウェスト産業地域の中心地に近い農業地域に位

置する Harvey 地域となっている。この地域には Yarragadee と呼ばれる帯水層が存在し

ていないことも利点となる。CO2CRC などにより 1998 年から 2007 年にかけて実施され

た検討によれば、貯留層として Lesueur 砂岩層中にある 1,500m 以上の厚さを有する

Wonnerup 層が有望視されている。ただし、トラップメカニズムとしては、構造トラップ

ではなく、残留トラップ、および溶解トラップが期待されている。  

これまでに 2 次元および 3 次元の弾性波探査がそれぞれ 2011 年と 2013 年に実施され、

調査井の掘削が 2012 年に 1 本、2015 年に 3 本行われている。地層モデルは徐々に詳細化

され、現在は第 4 世代のモデルが使われている。貯留層としての適性の判断基準として、

9 本以下の圧入井により 80 万トン/年の圧入を 30 年間継続でき、CO2 プルームが 1,000 年
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間にわたり封じ込められることと設定されている。地層モデリングによる検討によれば、

3 本の圧入井によりこの基準が達成でき、300 万トン/年による 30 年間の圧入も可能との

結論となっている。ただし、今後、貯留層に関して、深部でのデータ取得、不均質性やコ

ンパートメント化の評価、動的応答、プルームの水平・鉛直の移動の比率の評価などを実

施する必要がある。  

なお、同プロジェクトでは、社会的受容性の向上に向けて活動の 1 つとして、CCS に

ついて学んだ、Carbon Kids と呼ばれる生徒たちが、他の生徒に CCS を教えるというユ

ニークなプログラムを展開している。  

 

(4) Otway プロジェクト  

CO2CRC による Otway プロジェクトは、豪州ビクトリア州に立地する CO2 地中貯留の

フィールド試験設備である。深度 1～2km の領域に複数の貯留層と遮蔽層がペアで存在し

ている。2003 年のコンセプトの構築、2004 年のサイト地質調査を経て、2008 年に CO2

貯留を開始した。これまでの投資額は 1 億 1 千万豪ドルに上る。  

 

① ステージ 1 

2004 年から 2009 年に実施されたフェーズである。CO2 の地下貯留が安全に実施でき

ることを市民に示すことを目的として実施され、枯渇ガス田に 65,000 トンの CO2 リッチ

ガスが圧入された。圧入された CO2 リッチガスは、Otway サイト近くの Buttress と呼ば

れる坑井から生産され、CO2 が 79%、メタンが 19%を占める。モニタリング技術の試験や

圧入後の CO2 挙動のモデリング、アウトリーチ活動が行われた。 

 

② ステージ 2 

2009 年に始まったステージ 2 では、帯水層への安全な CO2 地中貯留の実証が目的であ

った。これは、枯渇ガス田の貯留ポテンシャルが数 10 年分であるのに対して、帯水層の

ポテンシャルは数 100 年分とかなり大きいためである。  

このステージでは、まず、2A フェーズにおいて CRC-2 と呼ばれた圧入井を掘削し、2B

フェーズにおいて帯水層における残留トラッピングと溶解トラッピングに影響するパラメ

ータの測定が行われた。2B の延長フェーズとして、カライド酸素燃焼プロジェクトで回

収された CO2 を圧入し、圧入ガス中の不純物による地層水への影響が評価され、また、残

留トラッピングの更なる評価も英国エジンバラ大学や米国バークレー国立研究所と共同で

実施された。  

2015 年から 2019 年まで予定されている 2C フェーズでは、リスク低減（de-risking）

をテーマとして、深部塩水層における圧入後の CO2 の挙動と安定化に焦点が当てられてい

る。1 つの主要なテーマは、3 次元弾性波探査によって検知できる CO2 プリュームの最小

容量を特定することである。深度 1,650m の塩水層に総量 15,000 トンの CO2 が圧入され、
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プリューム厚は約 8m となった。3 次元弾性波探査は圧入前、および 5,000 トンの圧入ご

との計 4 回実施された。センサーは 4m深に埋設された 196個の従来型ジオフォンのほか、

光ファイバが用いられた。分解能は約 3m であり、5,000 トン圧入時の 3D 地震探査で CO2

プリュームを捉えることができ、10,000 トンの段階ではクリアな画像を得ることができた。 

 

③ ステージ 3 

ステージ 3 は 2015 年から 2022 年までの計画であり、モニタリングコストを削減すべ

く、貯留モニタリングで主流となっている 4D 地震探査に代わるモニタリング技術を特定

することを目的としている。4D 地震探査には、コストが高い、データ解釈に時間を要す

る、データが離散的である、貯留層深度に制約があるなどの短所がある。代替モニタリン

グ手法は、高解像度、小さい設置面積・少ない設置個所（non-invasive）、リアルタイムと

いった特徴が求められ、コスト、効率性、規制との親和性、運転に対する社会ライセンス

の観点から評価されることになっている。設置予定の代替モニタリング技術には、圧力イ

ンバージョン（漏洩個所の特定）、圧縮率モニタリング（地球潮汐によるプリューム到達の

モニタリング）、圧力トモグラフィ、経時 VSP、孔底での常時地震モニタリングなどがあ

る。 

圧入層はステージ 2 と同じ 1,650m 深の塩水層であり、圧入量は最大で 40,000 トンと

なる。圧入する CO2 はステージ 1 およびステージ 2 と同じく、近くの Buttress と呼ばれ

る坑井から生産される CO2 リッチガスからメタン成分等を除去した CO2 流であり、圧入

率はその生産キャパシティから最大で 150 トン/日となる。CRC3 と呼ばれる圧入井は 2017

年に掘削される予定となっている。圧入 CO2 は貯留層を走る Splay 断層に沿ってアップデ

ィップ側となる東向きに移動するとみられている。なお、Splay 断層の浸透率は周辺の地

層よりも高い。また、同断層は地表には達していない。2018 年に新規に掘削される観測井

は 4 本あり、CO2 プリュームを挟む形で 2 本ずつペアで配置される。ペアとなる 2 本の坑

井を利用して圧力トモグラフィ等が計画されている。圧入は 2019 年 12 月から 2022 年 6

月までの期間で計画されている。 

 

(5) Lula プロジェクト  

Petrobras 社による Lula 油田 CCS プロジェクトでは、Pre Salt と呼ばれる深部海域に

立地する Lula 油田において CO2 圧入による石油生産が 2013 年 7 月に開始されている。

同油田はリオデジャネイロ沖 300km、水深 2,000m の海域にあり、2006 年 7 月に発見さ

れた。油層は 1,800m 厚の岩塩層下にあり、海面からの深度は 5,000m～7,000m となって

いる。 

同地域の天然ガスは 8～20%の CO2 を含有しているが、この含有 CO2 は政府との合意に

より大気への排出ができいため、石油生産に利用されることになった。CO2-EOR による

石油生産が実施されているわけだが、同油田では従来型の石油生産がなされることなく、
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初めから EOR が実施されている。  

天然ガスからの CO2 分離は、浮体式海洋石油・ガス生産貯蔵積出設備（FPSO）上で膜

分離によって行われている。膜分離は中～高濃度の CO2 の分離に適していること、設置面

積が小さいこと、運転及びメンテナンスが容易なこと、幅広い CO2 含有率のガス処理に対

応ができることから採用された。FPSO は 7 隻あり、当初建造された 2 隻には UOP 社の

スパイラル型膜（spiral wound membrane）が採用され、また、後に建造された 5 隻には、

Cameron 社の中空繊維膜（Hollow fiber membrane）が搭載されている。  

現在、回収された CO2 は 1 本の圧入井により日量 50 万 m3 のレートで油層に直接圧入

され、WAG 法による水圧入により、4 本の生産井から 10 万バレル/日の原油が生産されて

いる。2015 年のデータによると、CO2 含有率が約 20%の天然ガスが 500～600 万 m3/日で

生産され、CO2 圧入は 100 万トンを超えている。2017 年 12 月時点の CO2 圧入量は約 700

万トンとなっている。  

 

2.4.4.4 CCUS 研究・イノベーションの優先分野に係るイベント 

英国・エジンバラで 2018 年 11 月 28 日に英国 BEIS と英国 CCS 研究センター

（UKCCSRC）との共催で開催された Research and Innovation Priorities for CCUS 

Event は、CCUS の研究開発の雄性ン分野に関する国際会議であり、11 月 28 日に BEIS

と IEA が共催した CCUS サミットのサイドイベントとして開催された。本会議では、大

規模プロジェクトからの知識移転、CO2 回収および CO2 利用の優先 RD&D、水素エコノ

ミーをもたらす CCUS、CO2 貯留およびクロスカッティングの優先 RD&D、技術ブレーク

スルー、GHG 除去技術のオプションと役割という 6 セッションが 2 セッションずつ並行

して実施された。これらの 6 セッションのうち、大規模プロジェクトからの知識移転、CO2

回収および CO2 利用の優先 RD&D、技術ブレークスルーに参加して情報を収集した。  

大規模プロジェクトからの知識移転のセッションでは、市民等からの信頼の重要性が確

認され、信頼を得るための具体策として、現地ツアー、規制の存在、CO2 貯留サイトの閉

鎖後管理の枠組みなどが挙げられた。社会受容性の問題がない海域貯留などの場合でも、

プロジェクトを成功に導くにはアウトリーチ活動が重要との指摘も出された。  

CO2 貯留およびクロスカッティングの優先 RD&D に係るセッションにおいては、CO2

貯留に関するプレゼンを RITE が行い、二酸化炭素地中貯留技術研究組合による研究開発

の方向性とミッション・イノベーションで特定された 9 つの優先的な研究の方向性（PRD）

との関係性を説明した。質疑はマイクロバブル CO2 技術の技術的な面に集中した。CCUS

の普及は緊急性を要しているのにもかかわらず、ミッション・イノベーションが低い TRL

に焦点を当てていることに疑問視する意見も出された。  

技術ブレークスルーについてのセッションでは、コスト削減といった技術に関するブレ

ークスルーのほか、市場や市民を含むステークホルダーの変化が挙げられた。CCUS 関係

者が気候変動や CCUS について、パブを含め様々な機会に一般市民に語りかけるといった
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草の根的なアプローチの重要性が指摘された。  

以下にセッションごとの概要をまとめる。  

(1) Session 1A: Knowledge transfer from commercial scale projects  

In Salah、Boundary Dam 3、Quest、Callide、フルスケール産業 CCS（ノルウェー）

のそれぞれについて簡単な説明がなされた後、質疑応答があった。質疑応答では、各プロ

ジェクトの個々の技術についての質疑がなされたほか、“信頼”について議論がなされた。

“信頼”に係る主な議論を以下にまとめる。  

- 石炭産業や油ガス産業は NGO や市民からの信頼が十分ではないことが多いという問

題があり、CCUS の重要性を説くナレーティブが必要である。  

- 海域の枯渇油ガス田での貯留は、市民からの信頼があり、所有権の問題はない。しか

し、パブリックアウトリーチは重要であり、事業者から市民にアプローチして、市民の

懸念に耳を傾けることが重要である。  

- ステークホルダー向けの現地ツアーは、ステークホルダーにとって、実際に現地を見

ることができ、担当者から直接話を聞くことができる有用な機会であることから、社会

受容性の観点から重要な活動である。近郊で CO2-EOR が実施されていることや CO2

貯留の規制が導入されていることは、社会受容性にプラスに働く。カナダ・アルバータ

州のサイト閉鎖後のサイト管理用基金は、貯留事業者が存在しなくなったとしても問題

にならないことから、市民からの信頼を得やすい。  

- 陸域での CO2 貯留でも、In Salah のようにサハラ砂漠の真ん中で政府の指示により実

施された場合や、Boundary Dam 3 の Aquistore のように事業者が所有する土地で実施

する場合には、市民の信頼が問題になることはない。  

 

(2) Session 2B: RD&D priorities for CO2 storage and cross-cutting aspects of CCUS 

議長からのプレゼンの後、CO2 貯留とクロスカッティングについて 2 件ずつのプレゼン

があった。CO2 貯留の 1 件は、RITE より説明した。  

議長からは、稼働中の大規模 CCUS プロジェクト件数が 18 件と少なく、また、CCS

の形態が多様であることから、学習曲線が不十分であり、データの共有やキャパビルの推

進が必要との指摘があった。  

CO2 貯留に関する RITE によるプレゼンでは、CO2 貯留規模のスケールアップが大きな

課題である中での二酸化炭素地中貯留技術研究組合による研究開発の方向性と研究開発中

の技術事例を説明した上で、技組の方向性とミッション・イノベーションで特定された 9

つの優先的な研究の方向性（PRD）との関係性を示した。質疑はマイクロバブル CO2 技術

の技術的な面に集中した。  

CO2 貯留のもう 1 件のプレゼンは BRGM によるものであった。5 件の陸域 CO2 貯留パ

イロットをベースとする ENOS プロジェクトが、ミッション・イノベーションの PRD を
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網羅し、CO2 貯留の R&D 施設の欧州ネットワークである ECCSEL には、PRD に取り組

むことができる施設があり、かつ、域外の研究者も利用可能であるとの説明があった。  

クロスカッティングに係る 2 件のプレゼンでは、4 つの PRD が幅広いテーマで、かつ

複雑であること、これらの重要性は共通認識となっているものの、取り組み方は様々であ

り得ること、低い TRL（技術成熟度レベル）の技術を対象としており、その技術開発の加

速が意図されているが、普及のさせ方を視野に入れておかなければ、効率的な技術開発が

できないこと、システムに係る研究開発が 2 つの PRD に凝縮されていることが、この分

野での研究開発を加速するかは否か、研究協力を推進するか否かを評価するのは時期尚早

といった見解が示された。  

クロスカッティング関連の質疑応答の中で、CCUS の普及は緊急性を要しているのにも

かかわらず、ミッション・イノベーションが低い TRL に焦点を当てていることに疑問視

する意見が出された。また、PRD を特定するプロセスへの質問が多々出された。最後に、

クロスカッティングにおける重要なテーマは、“システム”と“社会”であると総括された。  

 

(3) Session 3A: How can the public and private sectors support technology 

breakthroughs 

本セッションは、英国自然環境研究会議 NERC、ノルウェー研究会議 RCN、南ア CCS

センター、OGCI、Allam サイクル（酸素燃焼をベースとする発電と CO2 回収の統合シス

テム）の提案者という、基礎研究から実用化研究までの幅広い関係者によるであった。各

パネリストが所属機関の CCUS への関り、または、Allam サイクルの技術概要と開発経緯

を説明したのちに、質疑応答に移行した。  

CCS に必要なブレークスルー（革新的な解決策）として、コストの大幅な削減、研究

上のステップチェンジ、市場や市民・ステークホルダーの大きな変化が挙げられた。  

Allam サイクルに関する質問が多く、質疑応答の中で、Allam サイクルによるブレーク

スルーは、CCS 付き発電のコストを最良の CCGT のコストと同レベルにすること、化石

燃料を利用し続けたい人たちの関心は高いが、実施中の実証試験の結果を待っているだけ

で投資はしてくれない、Section 45Q の改正によって関心は高まっていることが紹介され

た。 

ブレークスルーには企業の参画や国際協力が重要であり、この観点から、ACT プログ

ラムやミッション・イノベーションという枠組みが有効との見解が出された。  

最後に、一般市民へのアプローチや一般市民への情報提供（educate）の仕方について

議論がなされ、一般市民を対象にして気候変動の話をしたとき、初めて聞いたと言われた

ことがあり、こうした取り組みを CCUS 関係者の一人一人が取り組めば影響は大きい、パ

ブでざっくばらんに CCUS の話をするのも有効といった話が出た。  
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2.5 CCUS 案件形成の基礎調査、国際 CCUS ラウンドテーブルの開催、国際協調に関す

る G20 向け提言 

本章では、G20 のエネルギー・環境大臣会合が 2019 年 6 月 15 日、16 日に軽井沢で、

また、サミットが 2019 年 6 月 28 日、29 日に大阪で開催されることを受けて、CCUS 案

件形成の基礎調査を実施し、その成果を踏まえて国際 CCUS ラウンドテーブルを開催して

CCUS の国際協調に関する G20 向け提言を議論し、最終的に G20 向けの提言を取りまと

めて公表した。以下に、これらの取り組みを CCUS 案件形成の基礎調査、国際 CCUS ラ

ウンドテーブルの開催、国際協調に関する G20 向け提言に整理してまとめる。  

 

2.5.1 CCUS 案件形成の基礎調査 

米国 Center for Climate and Energy Solutions（C2ES）に委託して、将来の低炭素社

会における CCUS の地域別、セクター別の必要性の見通しを CCUS 政策・ファイナンシ

ング・国際協力の現状、また、国際協力を強化するための機会と共に取りまとめた。この

とりまとめは、input paper として 2019 年 2 月開催のラウンドテーブルでの議論のたたき

台として活用した。最終的には、ラウンドテーブルでの議論も反映させて最終版として、

G20 に向けた提言のまとめ（2.5.3 参照）を公表した際に、background paper として合わ

せて公表した。  

ここでは、将来の低炭素社会における CCUS の地域別、セクター別の必要性の見通し

をまとめた表を background paper より表 2.5.1-1 に転載する。  
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表 2.5.1-1 将来の低炭素社会における CCUS の地域別、セクター別の必要性の見通し 

Region Emissions Challenges CO2U and Storage 
Opportunities 

Legal and Policy 
Framework Readiness 

Asia 
 Increased use of  

coal-fired power 
generation is expected. 

 There are growing 
industrial sector 
emissions. 

 Many onshore storage sites 
have been identified.  

 There is potential for offshore 
storage.  

 Further storage site 
identification and 
characterization is needed.  

 Framework needs to 
be developed. 

 There are 
institutional capacity 
constraints.  

North 
America 

 Emissions solutions for 
natural gas-fired power 
generation and industrial 
sector emissions are 
needed.  

 There is potential for 
CO2-EOR.  

 Many onshore storage sites 
have been identified and 
characterized. 

 There is potential for offshore 
storage (e.g. US and Mexico). 

 Potential for non-EOR CO2U 
(e.g., from the NRG COSIA 
Carbon XPRIZE). 

 CO2-EOR 
framework is better 
developed than for 
saline storage. 

 Ownership and 
liability for saline 
storage of  CO2 is not 
settled in all U.S. 
states. In Alberta, the 
Crown owns the pore 
space.  

Europe 
and 

Eurasia 

 Emissions solutions for 
natural gas-fired power 
generation and industrial 
sector emissions are 
needed.  

 There is potential for onshore 
and offshore storage. 

 Further storage site 
identification and 
characterization is needed.  

 Framework for 
storage needs to be 
developed. 

 There are 
institutional capacity 
constraints in 
non-OECD Europe 
and Eurasia. 

Africa 
 Increased use of  

coal-fired power 
generation is expected.  

 There are growing 
industrial sector 
emissions.  

 Very little storage site 
identification and 
characterization has taken 
place.  

 Framework needs to 
be developed. 

 There are 
institutional capacity 
constraints. 

Central 
and South 
America 

 Emissions solutions for 
coal- and natural 
gas-fired power 
generation and industrial 
sector emissions are 
needed.  

 There is potential for 
CO2-EOR and offshore 
storage. 

 Very little storage site 
identification and 
characterization has taken 
place. 

 Framework needs to 
be developed. 

 There are 
institutional capacity 
constraints. 

Middle 
East  Emissions solutions for 

natural gas-fired power 
generation and industrial 
sector emissions are 
needed.  

 There is potential for 
CO2-EOR. 

 Further storage site 
identification and 
characterization is needed.  

 Framework needs to 
be developed. 

 There are 
institutional capacity 
constraints.  

出典：C2ES (2019), Strengthening International Collaboration on Carbon Capture Use 

and Storage 
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2.5.2 国際 CCUS ラウンドテーブルの開催 

RITE は米国シンクタンクの C2ES とともに、2019 年 6 月に日本で開催される G20 サ

ミットおよびエネルギー環境大臣会合において、あるいはそれを機に、CCUS の普及に向

けた国際協力を強化するための具体案を議論することを目的とした国際 CCUS ラウンド

テーブルを企画し、2019 年 2 月 13 日、14 日の両日に米国ワシントン DC で開催した。経

済産業省から石川大臣政務官、米国エネルギー省からは Mark Menezes 次官を初め、11

か国の各国政府、国際開発銀行、エネルギー・金融両セクターの主要企業、シンクタンク、

NGO の代表者 60 名以上が参加した。 

CCUS の普及は、気候変動目標やエネルギー保障にとって他の低炭素技術とともに必須

であり、CCUS の重要性を多様な技術の必要性と共に様々なハイレベルの国際会議（G20、

CEM、IEA 閣僚会合など）において継続的に発信していくことの重要性が確認された。

CCUS の重要性の発信においては、その価値や恩恵をメッセージに盛り込むこと、特に電

気へのアクセスといった大局的な観点から CCUS の価値や恩恵を提示することが重要と

された。また、G20 において各国が行動計画を提示することが紹介され、その行動計画に

CCUS に係る具体的な行動を盛り込むことや、国の中期目標（NDC）や長期戦略に向けて

CCUS の準備（readiness）レベルを評価していない国によるその評価の実施が推奨され

た。 

CCUS の普及が進んでいない現状は、技術が未成熟なためではなく、法規制や市場メカ

ニズムなどの普及枠組みの整備、社会的受容性、経済性が不十分であるためとの認識が示

された。枠組み作りにおける政府の役割は大きく、必要な枠組みは国によって異なってく

る。枠組みが構築されれば民間が CCUS を展開していくことになる。 

CCUS のファイナンシングに向け、金融セクターは CCUS を学ぶ必要があり、法的責任

に最も関心がある。このため、CCUS コミュニティと金融セクターとのコミュニケーショ

ンの重要性が指摘された。一方、普及枠組み、社会的受容性、経済性のすべてが整えば、

CCUS プロジェクトのビジネスモデルが構築されて普及が進み、それに伴いファイナンシ

ングも追従するようになるとの見解も出された。  

CCUS の普及に向けて国際協力の必要性が強調され、その推進には、既存の枠組みや組

織を活用していくことの合理性が確認された。また、多国間プロジェクトの推進の観点か

ら、ロンドン議定書下での CO2 越境輸送の早期実現を望む声が多く聞かれた。イノベーシ

ョンの重要性が確認された一方で、研究開発への資金不足も指摘された。CO2 利用につい

ては、その規模が小さいものの、CCUS の経済性の向上が期待でき、また、社会的受容性

の向上にも貢献し得ることから積極的に取り組むべきとの意見が多く出された。  

以下に、ラウンドテーブルのアジェンダを示し、また、ラウンドテーブルの概要をセッ

ションごとにまとめる。ラウンドテーブルでは、チャタムハウスルールが適用されたため、

発言者を特定していない。   
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Supported by: 

 

 
INTERNATIONAL ROUNDTABLE: 

STRENGTHENING COLLABORATION ON CARBON CAPTURE, UTILIZATION AND STORAGE  
AGENDA 

 

Feb. 13- 14, 2019 
Ronald Reagan Building and International Trade Center, Washington, DC  

Hosted by the Center for Climate and Energy Solutions (C2ES), and  
the Research Institute of Innovative Technology for the Earth (RITE)  

Sponsored by the Ministry of Economy, Trade and Industry (METI)  
 

Carbon capture utilization and storage (CCUS) technolog ies are recognized as an essential 
component of global strategies to address climate change and ensure sustainable 
development. This private roundtable will gather officials, experts and private sector 
representatives from around the world to assess the current state of CCUS development and 
deployment and to explore opportunities to strengthen international collaboration 
accelerating CCUS adoption. Ideas generated here will be considered in preparation for the 
2019 G20 meetings in Japan.  
 
Day 1 
 
2:00 pm – 2:15 pm: Welcome  

 Bob Perciasepe, President, Center for Climate and Energy Solutions (C2ES)  

 Takashi Honjo ,  Senior Managing Director, Research Institute of Innovative 
Technology for the Earth (RITE)  

 
2:15 pm –  2:25 pm: Keynote Speech 

 Akimasa Ishikawa ,  Parliamentary Vice-Minister of Economy, Trade and Industry  

 Mark Menezes ,  Under Secretary of Energy, U.S. Department of Energy  
 

 
 
 
IN COOPERATION WITH: 
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2:25 pm – 3:45 pm: National and International Perspectives: Where We Are; Where We Need to 

Be 

 Session Chair: Jeff Erikson, General Manager, Client Engagement, Global CCS Institute  

 Dr. Rachel McCormick, Consul & Head, Energy & Environment Section, Canadian Embassy 

 Alex Stapleton, Policy Advisor, Energy & Environment, British Embassy  

 Riccardo Puliti, Senior Director and Head of the Energy and Extractives Industries Global  

Practice, World Bank Group 

 Samantha McCullough, Head of CCUS Unit, International Energy Agency (IEA)    

 

3:45 pm – 4:00: Networking Break  

 

4:00 pm – 4:45 pm: Overview: Policy, Finance, International Collaboration; Projected Global 

Needs for CCUS Technology; and Opportunities for Strengthening International Collaboration  

 Jeffrey Bobeck, Director of Energy Policy Engagement, C2ES (confirmed) 

 Fatima Ahmad, Senior Solutions Fellow, C2ES (confirmed) 

 

4:45 pm – 5:00 pm: Group Portrait 

 

5:00 pm – 6:30 pm: Reception and Keynote: The View from Capitol Hill  

 Senator Sheldon Whitehouse  (D-Rhode Island) 

 Akimasa Ishikawa, Parliamentary Vice-Minister of Economy, Trade and Industry, Japan 

 

 

Day 2 

8:30 am – 9:00 am: Networking Breakfast  

 

9:00 am – 10:30 am: Improving CCUS Policies 

 Session Chair: Bob Perciasepe, President, C2ES  

 Stig Svenningsen, Assistant Director General, Ministry of Petroleum and Energy, Norway  

 Abdullah AlSarhan, Secretary General, National Committee for Clean Development 

Mechanism, Saudi Arabia 

 Dr. Sallie Greenberg, Associate Director of Energy and Minerals, Illinois State Geological  

Survey 

 

10:30 am – 11:00 am: Networking Break 
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11:00 am –12:30 pm: Expanding Financial Investment in CCUS   

 Session Chair: Bernard Frois, Chair, Carbon Sequestration Leadership Forum Finance 

Taskforce 

 Dr. Sujata Gupta ,  Director, Sustainable Infrastructure, Asian Development Bank  

 Julien Perez, Strategy & Policy Director, Oil and Gas Climate Initiative (OGCI) Investments  

 Marisa Buchanan, Executive Director, Sustainable Finance, JPMorgan Chase & Co.  

 

12:30 pm – 1:30 pm: Networking Lunch 

 

1:30 pm – 3:00 pm: Lessons from International Collaboration and Knowledge Sharing  

 Session Chair: Tim Dixon, Programme Manager, IEAGHG 

 Professor Mohamed Pourkashanian , International Test Center Network  

 Dr. Mohammad Rachmat Sule, Center Manager, Center of Excellence CCS and CCUS 

Indonesia, Bandung Institute of Technology (ITB)  

 Ceri Vincent, Geophysical Basin Analyst, British Geological Survey 

 Takeo Tanei, Vice President, Petra Nova Project, JX Nippon Oil Exploration  

 

3:00 pm – 3:30 pm: Networking Break 

 

3:30 pm – 5:00 pm: Facilitated Discussion on Global Needs for CCUS Technology, Opportunities  

for Strengthening Collaboration on CCUS, Next Steps, and Concluding Remarks  

 Session Chair: Jeff Bobeck, Director of Energy Policy Engagement, C2ES  

 Jarad Daniels, Director, Office of Strategic Planning, Analysis and Engagement, U.S. 

Department of Energy  

 Dr. Tidjani Niass, Head of the Carbon Management Research Division, Saudi Aramco  

 Geir Westgaard, Vice President, Political and Public Affairs, Equinor  

 Yukihiro Kawaguchi , Director, Global Environment Partnership Office, Ministry of 

Economy, Trade and Industry, Japan  
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(1) National and International Perspectives: Where We Are; Where We Need to Be 

CCUS の位置づけに係るセッションであり、北米および欧州を代表してカナダと英国、

また、国際機関である IEA がパネリストとして登壇した。翌日のファイナンスのセッショ

ンに参加できない世界銀行も参加した。  

CCUS の普及は、気候変動目標やエネルギー保障にとって必須であり、その実現には国

際協力や官民の協力が必要である、CCUS の認知度向上のためには、CCUS を様々な国際

的なハイレベルの会議において継続的に取り上げて、その重要性を適切なナレーティブに

よって発信することが必要、CCUS へのファイナンシングは、CCUS への理解、政策整備、

国際協力が進めば追従してくる、CO2 利用は規模が小さいが、経済性の向上が期待でき、

社会的受容性の向上にも貢献し得ることから積極的に取り組むべきといった意見が出され

た。主な意見・見解を論点ごとに以下に整理する。  

 

・CCUS の普及は、CO2 排出が増加傾向にある中、気候変動目標の達成、また、エネルギ

ー安全保障の観点から必須である。気候変動目標の達成のためには、米国や中国、また、

非 OECD 諸国での CCUS の普及が特に重要となってくる。  

・CCUS の普及に向けて、多国間協力と 2 国間協力を含む国際協力、および政府と産業界

の協力が重要性となる。 

・CCUS の認知度向上のためには、CCUS を大阪 G20、バンクーバーの CEM などの国際

的なハイレベルの会議において継続的に取り上げることは重要である。その際には、適

切なナレーティブによって CCUS が誤解されないように留意することも必要である。  

・CCUS の経済性向上の観点から、知識共有の推進、ビジネスモデルの構築、CCUS の導

入が比較的容易ないわゆる low-hanging fruit の活用、輸送・貯留インフラの整備、水素

などとのシナジーの創出、CO2 利用の推進などが必要である。大規模プロジェクトの実

施などによりコスト削減は進んでいるものの、現状では、米国の Section 45Q のような

インセンティブも必要である。  

・CCUS プロジェクトへのファイナンスは難しい問題ではない。CCUS へのファイナンス

がないのは、ニーズがないからである。ナレーティブによる CCUS への理解、政策整備、

国際協力が進めば、CCUS へのファイナンシングはその後からついてくる。  

・CO2 利用は規模が小さいが、経済性の向上が期待できることから、積極的に取り組むべ

きである。ただし、本格的な普及には時間を要する。CO2 利用の推進は、CCUS に対す

る社会受容性の向上にもつながる側面もある。  
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(2) Overview: Policy, Finance, International Collaboration; Projected Global Needs for 

CCUS Technology; and Opportunities for Strengthening International  Collaboration 

C2ES より、ラウンドテーブルでの議論のたたき台となる Input Paper の説明等などが

なされた。このうち、G20 に向けた提言案を以下にまとめる。  

政策 

・国ごとの CCUS 普及の準備状況の評価、または、行動計画の策定  

・パリ協定 4 条に基づく長期戦略へ CCUS を含めることへのコミット 

・パリ協定 6 条のメカニズムにおいて CCUS を対象とすることへの注意喚起  

・CCUS の国際標準の更新の必要性に関する注意喚起  

ファイナンス  

・国際開発銀行（MDB）の CCUS 信託基金の増額  

・CCUS を MDB の戦略に含めることの推奨  

・金融セクターを念頭に CCUS の恩恵を G20 のコミュニケに記載  

・CCUS 技術の進展や CCUS への融資に関するサイドイベントの開催  

・CCUS の役割に関する市民を対象とした啓蒙も目的としたメディアや SNS の活用 

国際協力 

・既存の協力への資金の増額  

・大規模 CCUS インフラの推進  

・CO2 利用による CO2 貯留の最大化  

・水素、DAC、CO2 利用などの新規分野の推進 

 

(3) Improving CCUS Policies 

CCUS の政策に係るセッションであり、法案審議を推進する米国議会事務局、CCUS の

実績があるノルウェー、産油国のサウジアラビア、CO2 貯留許可取得の経験があるイリノ

イ大学がパネリストとして登壇した。  

CCUS 技術は実績があるものの、普及枠組みや市場メカニズムにないために普及してお

らず、政府は枠組みを策定すべき、必要な枠組みは国によって異なる、G20 は CCUS と他

の低炭素技術とを対等に扱うことや多様な技術を政策の対象とすることの重要性をメッセ

ージとして発信すべき、NDC や長期戦略に向けて CCUS の準備（readiness）レベルを評

価していない国は実施すべき、ただしそのフォローも必要であり、また、途上国は CCUS

を長期戦略に含めていなければ、技術ニーズ評価の実施に Green Climate Fund は利用で

きない、各国の規制枠組みの中で何がクリティカルパスになるかを把握しておくことは重

要などの意見が出された。主な意見・見解を論点ごとに以下に整理する。  

 

・CCUS は実績のある技術であるが、市場メカニズムがないために普及が進んでいない。

普及のための枠組みを作るのは政府の役割であり、普及自体は産業界が主体となる。た
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だし、CCUS の普及に適した政策は、国によって異なってくる。CCUS は気候変動目標

の達成のほか、経済の多様化にも貢献する。  

・気候変動目標には、ビジョンと現実の両方が必要である。目標が野心過ぎると対応にコ

ストがかかり過ぎる。一方で、野心的でなさ過ぎると、CCUS などの対策が高コストと

なりかねず、バランスが重要となる。  

・各国の規制枠組みの中で何がクリティカルパスになるかを把握しておくことは重要であ

る。米国の場合、CO2 貯留の許認可プロセスに 4 年間という長い時間を要した。  

・G20 のメッセージとして、CCUS と再エネなどの他の低炭素技術との政策上の同等な取

り扱い（political parity）の重要性を含めるべきである。特定の技術を無視すること

（technology ignorstic）は好ましくない。政権によって技術の対する好みがあることが

多いため、政策上の平等性といったことは、G20 などの国際レベルで取り上げるのは良

い。個々の技術の話をするよりも、carbon management などのより高いレベルでの話に

した方が良い。  

・中期目標である NDC と長期戦略を念頭に置いた、CCUS の準備（readiness）レベルの

評価は、実施していない国が実施することは望ましい。ただし、フォローの仕方を考え

ておく必要がある。フォロー用にタスクフォースを設けるのは一案である。途上国は、

Green Climate Fund（GCF）の支援を受けて技術ニーズ評価を行うことができるが、国

の長期戦略に CCUS が含まれていなければ支援対象とならないことに留意が必要である。 

・G20 などが NDC に CCUS を含めるように言うのは問題がある。小国にとって CCUS

の実施は容易ではなく、また、CCUS の実施は内政の話であるからである。G20 がエネ

ルギーソリューションとして多様な技術を対象とすること（technology inclusiveness）

の重要性のシグナルを発信することは良い。CCUS 技術の ISO 化は、inclusiveness に

資する動きである。  

 

(4) Expanding Financial Investment in CCUS 

CCUS へのファイナンシングに係るセッションであり、国際開発銀行であるアジア開発

銀行、企業コンソーシアムによる R&D 助成機関である OGCI Investments、民間金融機

関の JPMorgan がパネリストとして登壇した。  

CCUS への融資には、CO2 貯留を含めた技術の確実性、法規制の整備、社会的受容性、

経済性の全てが必要であり、ピースではなく包括的な枠組みが必要、G20 から CCUS 推進

に対するシグナルが出されることは良いこと、金融セクターは CCUS を学ぶ必要があり、

法的責任に最も関心がある、途上国への CCUS のファイナンシングは途上国でのニーズ次

第などの意見が出された。主な意見・見解を論点ごとに以下に整理する。  

 

・金融機関が CCUS へ融資するには、CO2 貯留を含めた技術の確実性、法規制の整備、社

会的受容性、経済性の全てが必要である。  
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・回収技術は比較的確立されている。貯留には不確実性があり、その低減が必要である。

金融セクターは、法的責任（liability）に一番の関心がある。CCUS は金融セクターに

は新しい技術であり、学んでいかなければならない。  

・経済性に関しては、CO2-EOR 以外では、インセンティブや規制による義務化などの方

策が必要となる。米国では CCUS 推進に対する政府のシグナルがあり、CCUS が実施さ

れやすい環境がある。G20 から CCUS 推進に対するシグナルが出されることは良いこと

である。必要なものはピースではなく、包括的な枠組みであり、規制とインセンティブ

の両方が必要となる。その意味で政府の役割は大きい。  

・ファイナンシングに当たっては、持続可能性もキーワードとなってきている。金融機関

が CCUS を支持していたとしても、化石燃料へのファイナンシングに対しては逆風があ

り、社会が CCUS の重要性を認識するなど社会的な CCUS に対する受容が必須となって

くる。 

・途上国でも CCUS に関する技術や専門知識を有している国は多数ある。しかし、CCUS

の実施には人材と資金が必要であり、実証プロジェクトへの支援が必要となる。こうし

た支援はコスト削減にもつながる。CCUS は多国開発銀行の優先事項とはなっていない

が戦略には入っており、途上国への CCUS のファイナンシングは途上国でのニーズ次第

である。現状では、貯留における問題、石炭利用の敬遠、CCUS の経済性の問題などが

存在しており、途上国へのファイナンシングのニーズがない。  

・equity ファイナンシングは高コストとなり、debt ファイナンシングは低コストとなる。

また、プロジェクトへのファイナンシングは、企業へのファイナンシングよりもリスク

が高くなる。  

 

(5) Lessons from International Collaboration and Knowledge Sharing 

CCUS に係る協力に係るセッションであり、回収試験プラントの国際ネットワーク

（ICTN）を主宰する英国シェフィールド大学、日本や ADB、ノルウェー、米国等も関わ

るインドネシア Gundih プロジェクトを実施するバンドン工科大学、CO2GeoNet を主宰

する英国地質調査所（BGS）、Petra Nova の一翼を担う JX がパネリストとして登壇した。  

パネリストによるプレゼンとそれに対する質疑は、主に個々のプロジェクト等に特化し

たものであった。一般化され得る意見・見解としては、国際協力用の既存の枠組みの活用、

研究開発の資金源の欠如、セクターや分野の異なるステークホルダー間のコミュニケーシ

ョンの困難さと重要性、ロンドン議定書下での CO2 越境輸送の早期実現、金融機関とのコ

ミュニケーションの必要性などがあった。主な意見・見解を論点ごとに以下に整理する。  

 

・国際協力を目的として新たな組織やメカニズムを作るよりも、既存のものを活用すべき

である。 

・石油会社、発電事業者、金融機関といった異なるセクターの企業でプロジェクトを実施
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する場合、企業の文化や常識、考え方、時間スケールなどが異なることから、コミュニ

ケーションが重要となってくる。書面によるやり取りや仕事外でのコミュニケーション

などが有効である。地質の専門家や技術者との間でもコミュニケーションは容易ではな

く、略語の使用を避けるなどの工夫が必要となる。  

・CO2 の越境移動を伴う CCUS プロジェクトの実施のために、ロンドン議定書の輸出禁止

条項の改正の発効に向けて加盟国の批准が必須である。  

・G20 において、CEM の CCUS イニシアチブへの金融機関の参加を呼び掛けることは一

案である。 

・ミッション・イノベーションのもとで、多くの国が参加して CCUS の優先研究分野が特

定されたことは有意義であった。しかし、これらの分野での R&D に誰が出資するのか

が課題である。  

 

(6) Facilitated Discussion: Opportunities for Strengthening Collaboration on CCUS 

最後のセッションであり、G20 に向けて、CCUS に係る国際協力強化の機会について議

論された。まず、米国エネルギー省、サウジアラムコ、Equinor、METI がパネリストと

して登壇した。その後、参加者を交えて議論がなされた。  

G20 において各国が行動計画を提示することが紹介され、CCUS の普及には国際協力が

不可欠であり、日本開催の G20 で CCUS がソリューションのひとつであることやその価

値や恩恵を発信すること、CEM や IEA 閣僚会合などでも同様なメッセージを発信するこ

と、CCUS には技術的な障壁はなく、その普及には普及のための枠組みや市場メカニズム、

また、社会的受容性やそのためのコミュニケーションが必要なこと、CO2 利用を含むイノ

ベーションが必要なことなどが指摘された。主な意見・見解を論点ごとに以下にまとめる。  

 

・G20 では、加盟国が各国ごとに行動計画を提示することになっており、ビジョンから行

動へ移行する機会となり得る。行動計画により、現在、何をしているのか、何が必要な

のかが明確になってくる。Low hanging fruit から始めるというのも一つのアイデアとな

る。日本開催の G20 のコミュニケに CCUS を盛り込むには、加盟国の声が重要となって

くる。 

・6 月日本開催の G20 のみならず、5 月にバンクーバーで開催されるクリーンエネルギー

大臣会合、秋の IEA 閣僚会合、そして、2020 年のサウジアラビア開催の G20 などの機

会をとらえて、CCUS を推進するメッセージを発信していく必要がある。表現はともか

く、CCUS がソリューションであるということを示すことが重要である。気候変動目標

の達成のためには、技術の inclusiveness が重要である。すなわち、CCUS、原子力、再

エネなどすべての技術が必要である。いろいろな声が CCUS を支援することが肝要であ

る。 

・CCUS に恩恵や CCUS の価値を発信する必要がある。電力へのアクセスや水へのアクセ



154 

スなどより大きな観点からの話をするのが良い。CCUS は気候変動の緩和のほか、雇用

やエネルギー安全保障にも貢献する。  

・火力発電の CCUS は再生可能エネルギーの間欠性を補完する。CCUS の火力発電 vs 再

生可能エネルギーという構図ではなく、CCUS の火力も再エネも両方必要であり、CCUS 

vs 4 度 C というのが正しい構図である。発電の全てが再生可能エネルギーになったとし

ても、CCUS は産業セクターにおいて必要となる。CCUS は、発電、産業、ヒーティン

グ、輸送の各セクターに貢献し得る柔軟性の高い技術である。  

・CCUS には、技術的な障壁はなく、その普及には、官民間でのリスク分担を含め長期的

に安定した普及枠組みや市場メカニズムが必要となる。再エネはインセンティブにより

普及に成功している。Input Paper は炭素税、炭素クレジット、炭素価格付け、CCUS

の義務化などの具体的な方策例を列記すべきである。税や価格付けといった用語よりも

炭素市場の方が支持を得られやすいかもしれない。多国間による CCUS の普及の観点か

ら、ロンドン議定書の海底下 CO2 のための貯留 CO2 輸出解禁への批准が必須である。  

・天然ガスや石炭などからの水素製造、およびその CCUS は低炭素化への有望なオプショ

ンである。 

・G20 は、エネルギー消費大国とエネルギー生産大国がともに加盟国となっており、G20

として CCUS の社会的受容性の向上にどのように貢献できるかを考えるべきである。社

会的受容性の向上には、ステークホルダーとのコミュニケーションも需要となってくる。 

・国際開発銀行（MDB）が CCUS に某かのコミットをすることも重要である。キャパビ

ルやパイロットへの資金提供から大規模プロジェクトへのファイナンシングへの移行が

必要である。MDB の CCUS 向けの資金が増えれば、プロジェクトも増えることになる。

キャパビルや教育への投資もプロジェクトへのファイナンシングと並行して必要である。 

・IPCC の 1.5 度報告書によれば、2050 年にネットゼロが必要であり、CCUS を含めてイ

ノベーションが重要である。人工光合成やメタネーションを含む CO2 利用の推進も重要で

あり、Input Paper にある CO2 利用にかかるタスクフォースを支持する。  
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2.5.3 国際協調に関する G20 向け提言 

最終的にまとめられた background paper に G20各国との国際協調のあり方に向けた提

言を盛り込んだ。提言の概要と提言の対象となっている事項の現状を表 2.5.3-1 にまとめ

る。続いて、提言のまとめの仮訳を示す。なお、この仮訳においては、「ラウンドテーブル」

を「円卓会議」と表現している。  

提言は、下記の 3 つの分野とその他の分野の計 4 分野に分類することができる。  

・エネルギー環境大臣会合とサミットのコミュニケにおける CCUS の重要性とメリッ

トへの言及、CCUS の普及に向けた行動の呼びかけ  

CCUS は気候変動緩和において重要な役割を果たすほか、産業セクターにおける

CO2 排出の削減にも貢献する。また、エネルギーへのユニバーサルアクセスなどの

国連による複数の持続可能な開発目標（SDG）の達成にも貢献する可能性を有して

いる。 

 

・CCUS に関する共同行動計画の策定、CCUS の各国行動計画への反映  

G20 としての共同行動計画と国ごとの行動計画の策定が検討されているが、本提

言では、日本での G20 会合において、CCUS に関する共同行動計画の策定に着手し、

2020 年の次期会合で採択することを提唱している。各国の行動計画については、中

期目標や長期目標の達成手段として CCUS を取り上げることや CCUS の普及政策を

検討することなどを推奨している。 

 

・カーボンリサイクルの推進  

カーボンリサイクル、すなわち回収した CO2 の利用推進には、CCUS への投資の

呼び水となる可能性があり、1 月のダボス会議において安倍首相がその重要性に言及

するなど、世界的にも注目を集めている。本提言では、作業部会を G20 の下に設置

して、カーボンリサイクルの共同行動計画を検討することを提唱している。 

 

・その他 

海底下 CO2 地中貯留のための CO2 の輸出入を可能とするロンドン議定書 6 条改正

への批准や G20 のサイドイベントの開催などが提言されている。 
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表 2.5.3-1 G20 各国との国際協調のあり方に向けた提言 － 政策 

G20 nations could agree or be encouraged to prepare national readiness assessments 

or action plans for clean energy technologies. In the section on CCUS, these 

documents could include a legal analysis of measures needed to facilitate commercial 

deployment of large-scale CO2 storage, an internal analysis of other domestic 

policies that could incentivize CCUS and create a level playing field for clean energy 

technologies, and a business model analysis to determine what types of partnerships 

and arrangements would best facilitate deployment. 

提言  

概要  

G20 参加国が、各国で CCUS 普及環境の成熟度の評価、または、行動計画の

策定に合意、または、これらの実施を推奨。  

成熟度の評価・行動計画の対象例：  

大規模 CO2 貯留に必要な法律  

CCUS のインセンティブとなる政策や他のクリーンエネルギー技術と

CCUS を対等に扱う政策の分析 

ビジネスモデル分析 

現状  

・ GCCSI が 主 要 国 を 対 象 に “CCS Readiness Index”“CCS Policy 

Indicator”“CCS Legal and Regulatory Indicator”などを評価し公表。  

・大規模 CO2 貯留に必要な法律：  

- 主要国では概ね整備されている。日本には、海防法がある。  

・CCUS のインセンティブ：  

- ノルウェーの炭素税が成功例として取り上げられることが多い。  

- EU ETS は期待されたが、金融危機後の価格低迷により期待外れ。  

- 英国の CfD（FIT 相当）が発電センターの CCUS も対象として注目を集め

たが、プロジェクトの実現には至っていない。  

- 最近では、2018 年 2 月に改正された米国の Section 45Q が注目されている。 

・ビジネスモデル  

- 米国の CO2-EOR の成功の背景として、CO2 パイプライン網の構築が挙げ

られることが多い。  

- CO2 輸送・貯留のインフラ整備の必要性が、インフラのほか、ハブやクラ

スターという呼称で強調されることが最近多くなってきた。（例：ノルウ

ェー、英国、オランダ、カナダ）  

- 回収と、輸送・貯留のリスクを分離する必要性も強調されることが多い。  

- 貯留 CO2 の長期責任の負担が従来からの課題。  

the G20 may present an opportunity for more nations to include CCUS technologies 

in their long-term strategies under Article 4 of the Paris Agreement, as well as in 

future Technology Needs Assessments. 

提言  

概要 

G20 会合を、より多くの G20 メンバーが CCUS 技術をパリ協定 4 条の長期戦

略や将来の必要な技術の評価に CCUS を取り込む機会とする。 

Attention could also be called to expedite international policy efforts, such as the 

efforts at the International Standards Organization to develop, maintain, and 

update standards related to CCUS and the development of the Paris Agreement 

Article 6 carbon markets rules.  

提言  

概要 

国際的な政策に係る活動の加速への注意喚起。  

国際的な政策に係る活動の例：  

ISO での国際標準の開発・維持・更新  

パリ協定の 6 条に基づく炭素市場ルールの策定 

現状 

・ISO における CCUS の国際標準化は、カナダと中国が主導して実施中。日

本も回収と貯留の両ワーキンググループでコンビーナを務めるなど、積極的

に貢献中。  

・炭素市場ルールについては、日本はサウジやメキシコでの CCUS への JCM

適用を検討中。  
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表 2.5.3-2 G20 各国との国際協調のあり方に向けた提言 － ファイナンシング 

Given ongoing needs to build technical and financial capacity for pilot-scale and 

eventually commercial-scale CCUS projects, there is an opportunity at the G20 for 

nations to increase funding for the CCS Trust Funds of the World Bank and the 

Asian Development Bank and for private sector banks to partner with these CCS 

Trust Funds through risk-sharing agreements to amplify the impact of their 

investments. MDBs could also more frequently provide updates at G20 meetings on 

how CCUS technologies can help achieve their goals with respect to climate change, 

such as at annual side events.  

提言  

概要 

G20 により、世銀 CCS トラスト基金への支援公表の機会を国、MDB、民間機

関に提供。MDB が CCUS に関し G20 会合でより頻回に報告。  

現状 

・世銀 CCS トラスト基金は、英国、ノルウェー、GCCSI からの提供資金を原

資に 2009 年 12 月に運用開始。9 か国を対象として FS を実施したフェーズ

1 のあと、フェーズ 2 として南アおよびメキシコを対象に貯留および回収の

パイロットを計画・実施中。  

・アジア開銀も GCCSI 及び英国からの提供資金を原資とする CCS 基金を運

用中。CCS の普及ポテンシャルの分析やキャパビル、ロードマップの策定の

支援、中国とインドネシアの CCS に係る Center of Excellence の支援、イ

ンドネシアにおける Gundih パイロットへの資金提供などを行っている。  

In the Ministers’ Communique, G20 leaders could consider highlight ing the multiple 

benefits of CCUS, such as CO2 emissions reduction in the power and industrial 

sectors, improving access to power and water in developing nations in particular, the 

creation and preservation of jobs, the creation of new supply chains, the preservation 

of industrial regions, economic growth, and energy security.  

提言  

概要 

大臣コミュニケにおいて、CCUS による恩恵を盛り込むことを検討。  

恩恵の例： 電力・産業両セクターにおける CO2 排出削減、電力や水へ

のアクセスの改善、雇用の創出・維持、新しいサプライチ

ェーンの創出、産業エリアの維持、経済最長、エネルギー

セキュリティ  

現状 

・2018 年の G20 エネルギー大臣会合（アルゼンチン）のコミュニケでは、CCUS

は、天然ガス以外の化石燃料の項目において、先進クリーン化石燃料技術の

例として言及。  

・CCS のコスト、特に発電セクターにおける CCS のコストは高いとされてい

ることを背景として、CCS の価値（value）や恩恵（benefit）が強調される

ようになってきている。 

Side events could be developed to highlight recent CCUS technology milestones at 

operational projects, new private sector investments in CCUS projects, and 

opportunities for further cost reduction based on these milestones. Press 

engagement and social media outreach could help educate the public on the value of 

CCUS technologies.  

提言  

概要 

CCUS 技術の最新動向や民間投資、コスト削減をテーマとしたサイドイベン

トの実施。  

マスメディアの活用やソーシャルメディアによる CCUS 情報の市民への発

信。 

現状 
・エネルギー環境大臣会合に絡めて、GCCSI が“Japan CCS Forum”を計画中。 

・GCCSI の活動戦略の柱の一つが CCS の啓蒙活動（advocacy）となっている。 
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表 2.5.3-3 G20 各国との国際協調のあり方に向けた提言 － 国際協力 

At the G20, a commitment to expand and better fund the International Test Centre 

Network and the CO2 Storage Data Consortium could be announced. 

提言  

概要 

G20 において、International Test Centre Network や CO2 Storage Data 

Consortium への資金提供の拡大へのコミットを公表する。  

現状 

・International Test Centre Network 

- ノルウェーの Technology Centre Mongstad（TCM）と米国 National 

Carbon Capture Center（NCCC）を中心に、情報共有および協力推進を

目的に 2013 年に発足。当初は、ノルウェー、米国の両政府が運営資金を

提供。現在、英国の Pilot-Scale Advanced Capture Technology facilities

（PACT）が主導。  

 ※ 運営資金の現状は未確認。メンバーの参加費はない。  

- 現在、上記 3 か国の回収関連機関のほか、ドイツ、カナダ、中国、日本

（RITE）、韓国、豪州の機関が参加。  

・CO2 Storage Data Consortium 

- 米国-ノルウェーの CCS 協力枠組みの下で設置された、データベースに

よる CO2 貯留に係るデータ共有の取り組み。両国政府が出資し、現状で

は 2020 年までの活動。現在、他国からの参加も呼び掛け中。  

There is an urgent need for nations to ratify the amendment to the London Protocol 

to allow CO2 to be exported for offshore storage and this could be incorporated into 

statements made by the leaders of G20 nations at the 2019 G20 Summit and/or the 

energy and environment ministerial meeting. 

提言  

概要 

海底下貯留を目的とした CO2 の輸出を可能とするロンドン議定書（6 条）改

正への批准の必要性を G20 サミットないしエネルギー環境大臣会合の宣言文

に含める。  

現状 

・6 条改正には、34 か国以上の改正への批准（加盟国数 51×2/3 以上）が必要

であるのに対して、現在の批准国は 5 か国（ノルウェー、英国、オランダ、

イラン、フィンランド）のみ。  

The G20 could be an opportunity to facilitate large-scale CCUS chains, including 

cross-border CCUS projects. 

提言  

概要 

G20 を多国間 CCUS プロジェクトなどの大規模な CCUS チェーンを促進する

機会とする。  

現状 

・CSLF 技術グループが 2018 年 10 月に CO2 インフラに係るタスクフォース

を設置。まずはフェール 0 として現状調査を実施して、本格的にタスクフォ

ースに移行するか否かを検討する計画。ノルウェーを議長とし、豪州、ブラ

ジル、カナダ、英国、IEAGHG が参加を表明。 

・ノルウェーのフルチェーン産業 CCS プロジェクト（回収 CO2 を陸域の中

間貯蔵施設に船輸送後、海域貯留サイトまでパイプライン輸送して圧入）は、

欧州からの CO2 輸入を視野に入れている。  

・英国においても、回収 CO2 の輸入および輸出を検討。  

・日本では、川重を中心に、豪州において褐炭ガス化により製造した水素の日

本への船輸送のパイロット実証計画が進行中。水素製造時に発生する CO2

の豪州での貯留（CarbonNet プロジェクト）を視野に入れている。また、千

代田はブルネイにおいて天然ガス改質により生産した水素の船輸送プロジ

ェクトを実施中（CO2 貯留に係る情報はなし）。  
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表 2.5.3-3 G20 各国との国際協調のあり方に向けた提言 － 国際協力（続き） 

A new carbon recycling initiative by G20 nations to create a task force with 

representatives from major businesses to explore options to gauge consumer interest 

and consider how to create markets and supply chains for building materials, 

products and fuels made from captured carbon would be helpful.  

提言  

概要 

回収 CO2 から製造する製品や燃料に関して、消費者の関心を測る方法を探り、

市場やサプライチェーンを創出する方法を検討することを目的として、主要企

業の代表者から成るカーボンリサイクルのタスクフォースを G20 が設置す

る。 

現状 

・CSLF 技術グループが 2018 年 10 月に CO2 利用（CO2-EOR を除く）に係

るタスクフォースを設置。既存の報告書、R&D プロジェクト、関連会議、

主要プレーヤー、政府プログラムなどを整理し、提言と今後の取り組みをま

とめる。米国が議長、豪州、カナダ、フランス、オランダ、サウジアラビア、

ブラジル、中国、IEAGHG が参加を表明。  

much like the Paris Agreement signaled to investors that a transition is underway to 

a low-carbon economy, a G20 commitment to partner on a new dedicated focus on 

capacity building or demonstration projects in priority areas, such as hydrogen 

production from fossil fuels with CCUS, could encourage investor participation in 

CCUS deployment.  

提言  

概要 

G20 が優先分野における実証プロジェクトに特化した連携へコミットするこ

とにより、CCUS 普及への投資家の参加を促す。  

優先分野の例： 化石燃料からの水素の CCS 付帯製造、DAC（Direct Air 

Capture）、CO2 利用（EOR 以外） 

現状 

・化石燃料からの水素の CCS 付帯製造  

- 日本では、川重を中心に、豪州において褐炭ガス化により製造した水素

の日本への船輸送のパイロット実証計画が進行中。水素製造時に発生する

CO2 の豪州での貯留（CarbonNet プロジェクト）を視野に入れている。

また、千代田はブルネイにおいて天然ガス改質により生産した水素の船輸

送プロジェクトを実施中（CO2 貯留に係る情報はなし）再掲】  

- ノルウェーや英国が天然ガス改質による水素製造およびその副生 CO2 の

CCS を検討している。  

・DAC（Direct Air Capture） 

- 米国の Section 45Q は DAC による CO2 回収も対象。  

・CO2 利用（EOR 以外） 

- Mission Innovation 下の Carbon Capture Innovation Challenge におい

て、CO2 利用に関して 9 つの優先分野を特定。  

- CSLF 技術グループが 2018 年 10 月に CO2 利用（CO2-EOR を除く）に

係るタスクフォースを設置。既存の報告書、R&D プロジェクト、関連会

議、主要プレーヤー、政府プログラムなどを整理し、提言と今後の取り組

みをまとめる。米国が議長、豪州、カナダ、フランス、オランダ、サウジ

アラビア、ブラジル、中国、IEAGHG が参加を表明。【再掲】  

- 米国発電事業者 NRG とカナダオイルサンド団体 COSIA が出資し、CO2

転換 R&D を支援する基金 Carbon XPRIZE を運用中。  

- 米国の Section 45Q は CO2/CO 利用も対象。 
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国際円卓会議: 

CCUS に係る国際協力の強化  

February 13-14, 2019 年 2 月 13～14 日 

ワシントン D.C. 

 

提言要旨 

経済産業省からの支援を受けて、気候エネルギーソリューションズセンター（C2ES）と公

益財団法人地球環境産業技術研究機構（RITE）は、日本が G20 会合の議長国を務めるこ

とを機に、二酸化炭素回収・利用・貯留（CCUS）に係る国際協力を強化する具体案を検

討することを目的として、2019 年 2 月 13～14 日にワシントン DC において円卓会議を開催

した。この円卓会議には 11 か国から、政府、企業、国際機関、NGO など 40 を超える機関

の代表者、60 人以上が参加した。  

石川昭政経済産業大臣政務官は、基調講演を行い、安倍晋三首相がスイス・ダボスにおい

て、気候変動問題に立ち向かう上ではカーボンリサイクル技術などの非連続イノベーショ

ンが重要と強調されたことに言及した。円卓会議では、この他にもシェルドン・ホワイト

ハウス上院議員とマーク・メネゼス米国エネルギー省次官が基調講演を行った。  

参加者からは、既存のイニシアチブやパートナーシップによる取り組みを踏まえて、CCUS

技術の発展と普及を図るために、本年の G20 会合は、気候変動などに対する CCUS 技術の

メリットの認知度を向上させ、また、G20 及びそのメンバーが新しい取り組みを始める重

要な機会となるとの見解が示された。  

C2ES と RITE は、2019 年 6 月 15～16 日に軽井沢で開催されるエネルギー・環境大臣会合

及び 6 月 28～29 日に大阪で開催される G20 サミットにおいて検討されることを期待して、

円卓会議での議論に基づき以下を提言する。  

CCUS の重要性と恩恵の強調 

多くの国において CCUS が進展しているが、CCUS 技術の重要性とそのメリットがより広

く理解されることは、CCUS 技術のさらなる普及に向けての重要な一歩となる。軽井沢で

の大臣会合でのコミュニケでは、特に以下について言及すべきである。  

 気候変動に関する政府間パネルや他の専門機関の分析によって、CCUS 技術が世界の

平均気温の上昇を産業革命以前の水準から 2 度よりも十分に低く抑えるというパリ協
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定の目標を達成するに当たって重要な役割を果たすことが示されている。  

 CCUS 技術は、CO2 排出削減の選択肢が限定的である産業セクターからの CO2 削減に

おいて特に重要である。 

 CCUS 技術には、国連による持続可能な開発目標（SDG）の一つであるエネルギーへ

のユニバーサルアクセスの達成においても、様々な低炭素燃料の利用を可能とするた

め重要な役割を担う可能性があり、また、エネルギー安全保障や公正な移行（ just 

transition）、水、公衆衛生、健康、教育、経済成長を対象とした SDG にも貢献する可

能性を有する。  

 公的機関や企業は、その多くの場合、パートナーシップを組むことにより、炭素隔離

リーダーシップフォーラム、クリーンエネルギー大臣会合の CCUS イニシアチブ、ミ

ッション・イノベーションなどのイニシアチブを通して、CCUS を大きく発展させて

きた。  

 G20 メンバー国は、個々にあるいは連携して、CCUS がもたらし得るメリットを十分

に享受するために、これまでの発展をさらに推し進めていくよう尽力すべきである。  

そして、大阪での首脳によるコミュニケにおいては、大臣会合で示されたカーボンリサイ

クルを含む CCUS の重要性とメリットに対する理解や CCUS 技術の発展のためのより大胆

な行動の呼びかけ、また、今後実施することになった CCUS に関するその他の取り組みに

言及することを提言する。  

行動計画への CCUS の反映 

エネルギー・環境大臣が G20 の共通の目的を実現するために活用できる手段として、共同

行動計画の採択や G20 メンバー個々による自国の行動計画の運用開始などが挙げられる。

このような行動計画では、G20 の目標や各国の目標に貢献する CCUS 技術の可能性が十分

に考慮されるべきである。  

 大臣は、エネルギー・環境に関するより網羅的な行動計画の一環として、2020 年の

G20 で採択すべく CCUS の共同行動計画の策定に着手すべきである。この CCUS の行

動計画では、新たな協調的な取り組みの対象として、既存の国際的なイニシアチブが

最大限に活用される分野や補完される分野が特定されるべきである。行動計画の策定

は、G20 議長国である日本とサウジアラビアによる共同作業で行うべきである。  

 各国による行動計画の策定に当たり、G20 メンバーは、大規模な CO2 貯留の商用普及

の促進に必要な手段の分析や、CCUS の実施に対して他のクリーンエネルギー技術と

同等なインセンティブを与える国内政策の分析など、自国での普及環境の評価を実施

することを検討すべきである。G20 メンバーは、自国の温室効果ガスの長期的な温室

効果ガスの低排出型の発展のための戦略やパリ協定の下での今後の国別貢献（NDC）
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に対して CCUS を活用する方法を更に検討すべきである。  

カーボンリサイクルの推進 

これまでの CCUS への取り組みは、発電プラントや産業施設から排出される CO2 を回収す

る技術や、回収された排出 CO2 の輸送と安全な貯留のための技術に最も重点を置いてき

た。大きな注目に値する有望な分野として、回収した CO2 の生産的な利用、すなわちカー

ボンリサイクルを可能とするプロセスや技術の開発がある。可能性のある CO2 利用には、

建築材料、ポリマー、燃料、その他の高付加価値品などがある。大気中から回収した CO2

の貯留に加えて、回収したカーボンの更なる商用利用の創出により、CCUS 技術やインフ

ラストラクチャへの投資に対してより強力なインセンティブが提供されることになり得

る。この実現のために、  

 エネルギー・環境大臣は、G20 の共同行動計画の一環として、2020 年の G20 において

採択すべく、“カーボンリサイクル”に係る行動計画を策定するための作業部会を設置

することを検討すべきである。  

 この作業部会には、関連するセクターから企業の参加を募り、また、“カーボンリサイ

クル”製品の市場とサプライチェーンの構築を促進するために、国境をまたぐプロジェ

クトを含む大規模 CCUS チェーンの可能性を調査すべきである。  

その他の提言 

円卓会議では、CCUS に係る国際協力を強化するためのその他の選択肢を幅広く検討した。

上記以外の提言として以下が挙げられた。  

 金融機関と協働するとともに、世界銀行やアジア開発銀行による途上国への重要な支

援である CCS 信託基金への寄付を通しての投資を含めて、CCUS へのより強力な官民

セクターによる投資を奨励する。  

 大規模 CCUS チェーンの構築を促進するとともに、ロンドン議定書の輸出に係る改正

に批准し、海域貯留用 CO2 の輸出を可能とすることを奨励する。  

 国際試験センターネットワーク（ITCN）や CO2 貯留データコンソーシアム（CSDC）

など、炭素隔離リーダーシップフォーラムによる 2017 年ロードマップにおいて強調さ

れている国際協調による取り組みへの支援強化を確約する。  

 G20 サミットにおいてサイドイベントを開催して、CCUS の最新成果を取り上げ、CCUS

技術とそのメリットに対する理解を改善し、CCUS 技術が進展する可能性がある地域

や分野を明らかにする。  

謝辞 

C2ES と RITE は、円卓会議の講演者と参加者、円卓会議を支援した経済産業省に対して謝

意を表します。また、これらの提言を具現化させる際には喜んで更なる協力をいたします。 
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3章  CCS関連の規格化への対応 

3.1 ISO/TC265 の概要 

3.1.1 ISO/TC265 の設立 

本業務内容の成果の記述に先立って、その前提となる ISO/TC265 設立の経緯について述べる。 

2011 年 5 月 11 日に、カナダ（Standards Council of Canada: SCC）より技術活動の新分野提

案（ISO/TS/P221）が提出され、ISO 中央事務局から ISO 加盟各国に新分野提案の回付（提案に

賛成/反対、本 TC への参加希望等の回答要、期限：2011 年 8 月 5 日）がなされた。これに対し、

我が国においても、CCS 関係者会合を行い、回答案について議論した結果、「日本はこの提案に

賛成し、P メンバーとして積極的に参加するとともに、特に CO2回収・船輸送・定量化と検証の

分野で活動をリードすることに大いに興味がある」旨を 2011 年 8 月 5 日付けで回答した。 

2011 年 9 月に開示された投票結果は、 

‒ 投票数：28、賛成：18、反対：4（米国、英国、インド、タイ）、棄権：2（フィンランド、

スペイン） 

‒ P メンバー参加：13（後述） 

であり、投票数の 2/3 以上の賛成および 5 カ国以上の P メンバー参加表明の条件を満たしている

ことから、新しく ISO/TC265 の設置が受諾された。ドイツ（Deutsches Institut für Normung：

DIN）、中国（Standards Administration of China：SAC）、カナダ（SCC）から新 TC の幹事国

の希望があった。通常、幹事国は提案国に割り当てられるため、幹事国はカナダとなり、中国が

Twinned 幹事国となった。 

注）ISO では専門業務において、発展途上国のニーズに確実に対応するために、先進国と発展途

上国の間での協力関係として新たに Twinning という概念が導入された。主な内容は、TC お

よび SC（分科会）業務への参加（P メンバーとしての参加）、TC/SC の議長、TC および SC

の幹事国である。 

 

2011 年 10 月 24 日に技術管理評議会（Technical Management Board：TMB）から、新 TC

設置（ISO/TC265）の通知があった。この内容は下記である。ISO/TC265 は 18 ヶ月の間に、タ

イトル、スコープについて検討し、初期の作業プログラムと構造を確立し、ドラフトビジネスプ

ランを作成する必要がある。TMB がドラフトビジネスプランを受領した時点で、正式な設立とな

る。 

‒ 仮名称：炭素回収と貯留 Carbon capture and storage（CCS） 

‒ スコープ：炭素回収と貯留（CCS）分野における材料、装置、環境計画、管理、リスク管理、

定量化と検証（Quantification and Verification）および関連事項の標準化 

‒ 除外：ISO/TC67 でカバーされる掘削、生産、パイプライン輸送の装置および材料 

‒ P メンバー：豪州、カナダ、中国、フランス、ドイツ、イタリア、日本、韓国、オランダ、

ノルウェー、南アフリカ、スイス、英国 

‒ O メンバー：アルゼンチン、ブラジル、チェコ、エジプト、フィンランド、インド、イラン、

ニュージーランド、セルビア、スペイン、スウェーデン、米国 



164 

 

注）P メンバー・O メンバー：P メンバーとは Participating member の略で、専門委員会内の事

案への投票義務を負って、業務に積極的に参加し、会議の出席するものを言う。また、O メ

ンバーObserver member の略で、文書の配布を受け、コメントの提出と出席の権利を持つメ

ンバーをいう。 

 

さらに、2011 年 11 月には国際幹事、議長が決定された。また、2016 年 12 月に国際幹事、2018

年 1 月に議長が交代した。 

‒ 国際幹事：Ms. Lynn Barber、CSA Group 

‒ Twinned 国際幹事：Ms. Liu Mei、  Senior Engineer China National Institute of 

Standardization （CNIS） 

‒ 議長：Mr. William Spence, Canada 

ISO/TC265 の正式なタイトルとスコープは以下である。 

‒ Title：TC 265 ‐ Carbon dioxide capture、 transportation、 and geological storage 

‒ Scope：Standardization of design、 construction、 operation、 environmental planning 

and management、 risk management、 quantification、 monitoring and verification、 and 

related activities in the field of carbon dioxide capture、 transportation、and geological 

storage (CCS). 

また、P メンバー国、O メンバー国の追加、国際機関および ISO 内からのリエゾンとしての参

加があり、2019 年 3 月時点の状況は以下である。 

‒ P メンバー：日本、豪州、カナダ、中国、フランス、ドイツ、インド、イタリア、韓国、ル

クセンブルグ、マレーシア、メキシコ、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、サウジアラビ

ア、南アフリカ、スペイン、英国、米国（計 20 カ国） 

‒ O メンバー：アルゼンチン、チェコ、エジプト、フィンランド、イラン、ニュージーランド、

カタール、セルビア、スリランカ、スウェーデン（計 10 カ国） 

‒ 国際機関とのリエゾン：CO2GeoNet、CSLF、EIGA、GCCSI、IEA、IEAGHG、WRI（計

7 機関） 

‒ 他 TC 等とのリエゾン：ISO/TC 27/SC 5、ISO/TC 207、ISO/TC 207/SC 7、ISO/TC 67/SC 2、 

ISO/TC 207、ISO/TC 207/SC 7（計 6 組織） 

 

3.1.2 ISO/TC265 に対応する国内審議団体 

ISO では加盟国は、1 カ国 1 機関が代表として参加できる。日本の代表機関は日本工業標準調

査会（JISC：Japanese Industrial Standards Committee）である。JISC は工業標準化法に基づ

いて経済産業省に設置されている審議会で、工業標準化全般に関する調査・審議を行っている。

国際標準化機構（ISO）および国際電気標準会議（IEC）に対する我が国唯一の会員として、国際

規格開発に参加している。 

JISC は ISO の国際規格案作成等の実務を引受ける国内の団体（該当する専門分野の学会、工

業会、協会等）として国内審議団体を承認し、国内審議団体は ISO 規格策定に関する専門委員会

等活動への参加、ISO 規格案の審議と投票、そのための国内審議委員会の編成および運営等を行
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う。 

2011 年 12 月に、RITE が ISO/TC265 に対応する国内審議団体として、JISC から承認を受け

た。 

 

3.1.3 ISO/TC265 に対応する国内審議委員会 

RITE は、カナダ（SCC）から新設の提案があり 2011 年 10 月に設置された、ISO/TC265 Carbon 

capture and storage（CCS）（炭素回収と貯留専門委員会）に対応する国内審議団体として、

ISO/TC265 国内審議委員会を設置した。本委員会では、ISO/TC265 の国際標準化活動に対する

国内の対処方針案（原案作成を含む）の検討・作成および調査会への提出、ISO/TC265 の国際標

準化活動に関与する日本代表委員の決定、炭素回収と貯留の国際標準化に必要な調査、検討、調

整等の規格の提案と審議、日本国内の意見集約、国際会議への代表者選任等を行う。 

本委員会は東京大学教授の佐藤光三委員長以下、学識経験者、産業界からなる委員と関係省庁

からなるオブザーバーから構成され、その下に回収、輸送、貯留の 3 つのワーキンググループ（回

収 WG、輸送 WG、貯留 WG）を持って活動が開始された。また、将来はリスクや定量化と検証

等の事項を検討するワーキンググループの追加が予定された。 

その後、2012 年 5 月の第 1 回 ISO/TC265 総会の議論を受け、第 2 回国内審議委員会において

Q&V・クロスカッティングイッシューワーキンググループ（Q&V・CCIWG）を正式に設置した。

また、2013 年 9 月の第 3 回 ISO/TC265 総会において WG6（CO2-EOR）が設立されたことを受

けて、WG6 検討タスクグループを設置して活動を進めたのち、WG6 の Scope が絞られたこと等

を踏まえ、2018 年 4 月に WG6 検討タスクグループを終了し、新たに CO2-EORWG を設置した。 

 

3.1.4 前年度までの活動 

2012 年 5 月の第 1 回 ISO/TC265 総会、2013 年 2 月の第 2 回 ISO/TC265 総会における審議の

結果として、回収、輸送、貯留、Q&V およびクロスカッティングイッシューの各 WG が、また

2013 年 9 月の第 3 回 ISO/TC265 総会で CO2-EOR に関する WG が設立され、正式な番号が付け

られてコンビーナと事務局が決定された。なお、2017 年 11 月の第 10 回 ISO/TC265 総会で WG2

のココンビーナが新規に指名され、また 2018 年 7 月に WG2 コンビーナ（ドイツ）が退任後、投

票の結果 2018 年 12 月に米国が WG2 コンビーナとして就任した。 

表 3.1.4-1 に最新のリーダーシップ一覧を示す。 
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表 3.1.4-1 ISO/TC265リーダーシップ一覧 

番号 WG 名称 コンビーナ ココンビーナ 事務局 

WG1 回収 Japan（RITE）  Japan（RITE） 

WG2 輸送 US Australia Germany 

WG3 貯留 Canada Japan（産総研） Canada 

WG4 Q&V China France China 

WG5 ｸﾛｽｶｯﾃｨﾝｸﾞｲｯｼｭｰ France China France 

WG6 CO2-EOR US Norway US 

 

第 1 回および第 2 回 ISO/TC265 総会の後、各 WG（WG6（CO2-EOR）除く）において規格化

に向けて具体的な活動が始まり、それぞれの WG において NWIP（新規作業項目提案）の検討が

開始された。 

第 3 回 ISO/TC265 総会において WG1（回収）、WG2（輸送）、WG3（貯留）、WG5（CCI）の

NWIP が合意されて、それぞれの WG において具体的な標準化の議論が開始された。 

2014 年 4 月の第 4 回 ISO/TC265 総会において、WG4（Q&V）および WG6（CO2-EOR）の

NWIP が合意され、標準化の議論が開始された。 

2016年度には、ISO/TC265の最初の出版物としてWG1から回収技術全般を記述したTR27912

が出版され、以降、2018 年度末時点で計 8 つのドキュメントが出版されている。また、いくつか

の新たなテーマが提案され、承認されたものから順次開発に着手している。 

 

(1) 回収分野 

① 回収技術に関する TR（TR27912）の開発 

出版手続きに関して、ISO 中央事務局の Editorial Manager から、DTR（Draft Technical 

Report）の図表や文言の校正要請があり、その対応を行い、ISO/TR 27912:2016: Carbon 

dioxide capture -- Carbon dioxide capture systems, technologies and processes として、

2016 年 5 月に出版された。 

 

② 回収技術性能評価に関する IS（ISO27919-1）の開発 

回収 WG で起草したドラフトを第 6 回 WG1 会合（オスロ、ノルウェー）でベースドキュ

メントとして合意を得たのち、回収 WG 会合にて WD 27919-1 における日本方針の確認を行

いつつ、第 7 回 WG1 会合（エアランゲン、ドイツ）、第 8 回 WG1 会合（ララミー、米国）

で会合を行った。ララミー会合では、開発期間 3 年として CD 27919-1 ドラフトの完成を目

指すことで WG1 の合意を得た。 

その後、合計 5 回の WebEx 編集会議と第 3 回 WG1 WebEx 会議にて編集内容の調整およ

びドラフトに対する WG1 コメントへの見解について議論し、CD 投票に進んだ。 

CD 投票承認後の第 9 回 WG1 会合（札幌、日本）では、DIS 27919-1 ドラフトの完成に向
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け、CD 投票時の各国コメント等への対応、ならびに、編集会議を 2 回開催し、章別編集担

当 WG1 エキスパートによる部分的な改訂を行った。第 10 回 WG1 会合（ロンドン、英国）

では、DIS 27919-1 ドラフトに向けた追加改訂と確認を行い、その後 DIS 投票に進んだ。 

DIS 投票承認後の第 12 回 WG1 会合（パリ、フランス）および第 13 回 WG1 会合（シド

ニー、豪州）において、DIS 投票時の各国コメントをベースに FDIS ドラフト開発を進めた。

WG1 ならびに TC265 の承認を得たのち、2018 年 1 月に FDIS 投票手続きに入った。 

 

③ 回収技術性能維持評価に関する IS（ISO27919-2）の開発 

WG1 でコンセンサスを得た火力発電分野における回収プラントの reliability/availability

の評価方法に関する NWIP（IS 文書）について、第 11 回 WG1 会合（カラマイ、中国）で

NWIP 案を議論し、NWIP 投票に進めた。 

NP 投票が可決後、第 13 回 WG1 会合（シドニー、豪州）でベースドキュメントについて

合意を得た。国内で回収 WG に設置した編集グループで更なる文書推敲を行うとともに、第

14 回 WG1 会合（ワシントン DC、米国）で WG1 エキスパートからのコメントに対する議

論を行った。その後、コメント見解を反映した具体的編集を進めるため、WG1 に編成した

WD タスクグループのメンバーと担当を確認し、編集作業を開始した。 

 

④ セメント分野の回収技術に関する TR（TR27922）の開発 

第 12 回 WG1 会合（パリ、フランス）でノルウェーが主張するセメント分野の回収技術に

関する規格について NWIP 案を作成することで合意し、第 13 回 WG1 会合（シドニー、豪

州）で NWIP として提案する規格レベルは TR とすることで合意した。 

2018 年 2 月 8 日から NWIP 投票が開始された（投票期日は 5 月 3 日）。 

 

(2) 輸送分野 

① パイプライン輸送に関する IS（ISO27913）の開発 

2013 年に NWIP 投票の結果承認され、開発がスタートした。 

2015 年 12 月の第 6 回 WG2 会合（オスロ、ノルウェー）で、DIS27913 投票における各

国コメント対応を行った。輸送 WG で議論し、取りまとめた日本提案を主張した結果、概ね

参加各国のエキスパートから同意を得ることができ、DIS27913 に反映されることになった。 

2016 年 9 月の FDIS 投票の結果承認され、2016 年 11 月に ISO27913 Carbon dioxide 

capture, transportation and geological storage -- Pipeline transportation systems として

出版された。 

 

② CO2船舶輸送に関する規格化検討 

2016 年、日本からの規格化提案に向けて、CO2船舶輸送に関する国交省事業関係者等と意

見交換・打ち合わせを実施していたが、行政レビューにより規格化提案は中断した。 

2017 年 11 月の Ad-hoc WG2 会合（シドニー、豪州）で CO2船舶輸送に関する規格開発の

検討を開始することで合意し、詳細は 2018 年の第 9 回 WG2 会合（パリ、フランス）で議論
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することとなった。 

 

③ パイプラインフローアシュアランスに関する TR 開発 

2017 年 11 月の Ad-hoc WG2 会合（シドニー、豪州）において、パイプラインフローアシ

ュアランスに関するTR開発の検討を開始することで合意され、詳細は 2018年の第 9回WG2

会合（パリ、フランス）で議論することとなった。 

 

(3) 貯留分野 

① 貯留に関する IS（ISO27914）の開発 

2013 年に NWIP 投票の結果承認され、開発がスタートした。章ごとにテクニカルパネル

を構成し、分担作業によって WD の作成が行われ、2015 年 8 月に CD 投票の結果承認され

た。CD 投票のコメント対応および CD 修正を行い、2016 年 10 月に DIS 投票の結果承認さ

れた。続いて DIS 投票のコメント対応および DIS 修正を行い、2017 年 5 月に FDIS を完成

させた。 

FDIS 投票の結果承認され、2017 年 10 月に ISO27914 Carbon dioxide capture, 

transportation and geological storage -- Geological storage として出版された。 

 

② CO2圧入に関する TR の開発 

2017 年 11 月の第 6 回 WG3 会合（シドニー、豪州）において CO2圧入に関する TR の開

発について合意し、内容は最終的に削除された DIS27914 の Annex の Well infrastructure

と Injection operationを中心としてOffshoreおよびDecmmissiongも加えることとなった。 

また 2018 年 1 月以降、WG6 と共同で TR を開発する方向で検討中である。 

 

(4) Q&V 分野 

① Q&V に関する TR（TR27915）の開発 

2014 年 4 月の第 4 回 ISO/TC265 総会（ベルリン、ドイツ）において Q&V に関する TR

開発の NWIP が了承され、WG4 において具体的な開発（TR27915）がスタートした。各章

別にエディターを決めて開発を進め、米国バーミンガムでの第 3 回 WG4 会合で編集作業を

進めた。第 4 回 WG4 会合（オスロ、ノルウェー）で WD（Ver5.3）コメントを議論、原稿

を改訂し、その後テレコンファレンスを 2 回開催してコメント対応を行い、その結果を踏ま

えて DTR を完成させ、DTR 投票（2016/1/30～4/30）に付した。日本は「反対」投票とした

が、3 分の 2 以上の賛成投票を得て承認された。 

さらに DTR 投票結果について 2016 年の 5 月の第 5 回 WG4 会合（ララミー、米国）、11

月の第 6 回 WG4 会合（札幌）で検討して、最終稿の作成を進め、2017 年 8 月に ISO/TR27915

が発行された。 

 

② Q&V に関する IS（ISO27920）の開発 

2016 年 11 月に TC265 投票で NWIP（NP 27920）が承認され、WG4 において Q&V に関
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する IS の開発が開始された。11 月の第 6 回 WG4 会合（札幌）おいて NWIP 投票のコメン

ト対応とドラフト作成の方針を決定し、テレコンファレンス等を通じて作業を進めた。 

2017 年 5 月の第 7 回 WG4 会合（カラマイ、中国）において、WD27920（第 2 稿）に対

する WG 内コメントについて議論するとともに、章ごとにテクニカルパネル（TP）を設置し

てドラフティングを進めることを決定した。2017 年 11 月の第 8 回 WG4 会合（シドニー、

豪州）で、WD27920 のスコープに関する議論、および WD27920（第 3.2 稿）の WG 内コ

メントに関する討議を行い、2018 年 3 月の Ad hoc WG4 会合（北京、中国）で積み残しの

コメント対応と、WD の修正を行った。 

 

(5) クロスカッティングイッシュー分野 

① ボキャブラリに関する IS（IS27917）の開発 

WG5 はボキャブラリに関する IS の WD の開発を行った。2014 年 7 月から 9 月にかけて

3 回のテレコンファレンスを開催して編集を進め、各 WG に関連する用語に関してとりまと

めを行い、CD 投票を実施した。投票結果は反対 3 カ国が出たため、第 3 回 WG5 会合（バ

ーミンガム、米国）の議論で、全体のコンセンサスを得るためにはもう 1 年 CD として完成

度を高める検討を進めることとなった。 

その後、他 WG との調整を図り、2015 年 5 月(5/28)にテレコンファレンスを開催して CD

改訂版の編集作業を行い、2015 年 7 月に ISO/CD 27917 REV4 が WG5 メンバーに配布され

た。9 月の第 4 回 WG5 会合（オスロ、ノルウェー）において CD 改訂版の内容について議

論を行った。オスロ会合では、ISO27917 を part1（クロスカッティング用語）から part2～

part6（各 WG の特有の用語）に分割し、最初に part1 を発行し、WG1,2,3,4,6 の規格が仕

上がり次第、各 part を発行する案が提案され、TC 総会で承認された。 

2015 年 10 月にオスロ会合の議論を反映した ISO27917 Part1 Cross-cutting term が

2ndCD ドラフトとして関係者に配布され、テレコンファレンスで他 WG からのコメントを

元にドラフト見直しを行い、2016 年 2 月～4 月に 2ndCD に関する投票が行われ、日本は「反

対（変更が承認されれば賛成）」で投票したが、承認された。 

2016 年 5 月の第 5 回 WG5 会合（ララミー、米国）でコメントへの対応を行い、DIS 投票

（8/2～10/24）を行った。日本は「反対（変更が承認されれば賛成）」で投票したが、承認さ

れた。11 月の第 6 回 WG5 会合（札幌）において投票に付されたコメントへの対応と、他

WG との調整を行った。また、part2～part6（各分野の特有の用語）は各分野の IS に記載す

ることでプロジェクトがキャンセルされ、ISO27917-1 から ISO27917 へ番号変更された。

その後、FDIS 完成に向けた編集作業を行った。 

2017年 5月の第 7回WG5会合（カラマイ、中国）でFDISの最終調整を行い、投票（2017/9/7

～11/2）の結果承認され、2017 年 12 月に発行された。 

 

② Lifecycle risk management に関する TR（TR27918）の開発 

WG5 が提案したライフサイクルリスクマネジメントに関する TR 開発の NWIP が投票に

で承認され、第 3 回 WG5 会合（バーミンガム、米国）を経て正式に TR 開発に着手するこ
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とが認められ、開発を開始した。テレコンファレンスおよびワシントン DC での Ad hoc WG5

会合（6/2,3）で検討を進め、WD の WG 内コメントを第 4 回 WG5 会合（オスロ、ノルウェ

ー）にて議論を行った。その後 30 項目の OA risk および CC risk のドラフト執筆分担を決

めてドラフティングを進め、完成した WD2 のコメントについて 2016 年 5 月の第 5 回 WG5

会合（ララミー、米国）で議論、対応し、それを踏まえて修正したものを DTR 投票（8/10

～11/3）に付した。日本は「賛成」投票し、賛成多数で承認された。投票に付されたコメン

トについて 2016 年 11 月に札幌で開催された第 6 回 WG5 会合で検討し、その後編集作業を

進めた。 

2017 年 5 月の第 7 回 WG5 会合（カラマイ、中国）で DTR の修正作業を進めて内容につ

いて合意し、事務局において最終稿の editorial な編集作業を進めた 

 

③ CO2 stream composition に関する NWIP の検討 

WG5 が提案した CO2 stream composition（CO2流組成）に関する TR 開発の NWIP 投票

（2017/2/6～5/1）が承認され、開発を開始した。2017 年 5 月の第 7 回 WG5 会合（カラマ

イ、中国）で PL が作成した目次と WD 素案の議論を開始、その議論を反映した WD 案に対

して WG 内で出されたコメントについて、9 月の Ad hoc WG5 会合（パリ、フランス）で対

応を議論した。各国における CCS プロジェクトの CO2組成データの提供を TC265 内で要請

し、日本からは苫小牧実証のデータ（計算値）を提供した。 

11 月の第 8 回 WG5 会合（シドニー、豪州）でコメントに関する残件を処理し、修正され

た WD を 2018 年 2 月上旬に WG 内で回付、コメントを収集した。3 月中旬に Web 会議でコ

メントに関する議論を行ったが、未解決の課題が多いため修正作業を継続することが決まっ

た。 

 

④ Lifecycle risk management に関する TS 開発 NWIP の検討 

WG5 は Lifecycle risk management に関する規格開発を検討し、2017 年 5 月の第 7 回

WG5 会合（カラマイ、中国）で WS を開催して、リスクの規格開発について他 WG エキス

パートの意見を収集したが、反対意見が多く、11 月の第 8 回 WG5 会合（シドニー、豪州）

で技術とプロジェクトマネジメントの観点に絞った TS 開発の NWIP を検討することに合意

し、総会で承認された。 

 

(6) CO2-EOR 分野 

① CO2-EOR に関する IS（IS27916）の開発 

2013 年に NWIP 投票が通過し、開発期間 4 年でスタートした。2016 年 5 月に CD 投票に

付されたが、賛成 7、反対 7、棄権 6 で否決された。投票に添付されたコメント対応および

CD 修正を行い、CD2 として 2017 年 2 月 10 日に再度投票に付した。また、再投票を理由に

開発期限の 9 か月延長を申請し承認され、開発期限は 2018 年 12 月 31 日までとなった。 

CD2 投票結果は賛成 11、反対 1、棄権 6 で承認された。反対したドイツのコメントは

EU-Directive との違いが妥協できない、モニタリングの書き方が不十分というものであった。 
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   コメント対応とドラフトの修正を行い、2018 年 1 月に DIS 投票の結果賛成 12、反対 2、

棄権 9 で承認された。反対はフランス、中国。これに対して、各 TP(テクニカルパネル)でコ

メント対応、ドラフト修正を行い、2018 年 3 月の第 11 回 WG6 会合（ベルリン、ドイツ）

で全体について協議した。 

 

3.2 今年度の実施内容 

前年度の活動を継続する形で始まった今年度の実施内容の概要について記載する。 

CCS 関連の規格化に関する各国の議論の動向を調査し、収集した各国の動向について国内審議

委員会および国内各ワーキグループ等関係者へ情報提供を行い、各会合の開催に際して、日程調

整、会場手配、各委員の招集、議事内容の記録・報告などの支援業務を行った。また TC の WG1

および WG3 の運営を支援することで、CCS 関連の規格化に関する議論を先導した。具体的には、

以下のような項目を実施した。 

 

(1) 国内審議委員会の開催 

2018 年 7 月開催の第 11 回 ISO/TC265 総会（パリ、フランス）に合わせて、総会前後に各 1

回の国内審議委員会を開催した。さらに、2019 年 3 月にテレコンファレンスにより開催された第

12 回 ISO/TC265 総会（バーチャル）に合わせて総会前に 1 回実施し、今年度は計 3 回の国内審

議委員会を開催した。 

TC 総会前の国内審議委員会においては、各国内ワーキンググループのそれまでの活動報告、総

会および各 WG に向けての対処方針等を審議した。また総会後の国内審議委員会においては、総

会の会合結果報告とともに、その後の国内における検討方針等を審議した。 

次に示す国内ワーキンググループ含めて、開催された会合を図 3.2-1 に示す。 

 

(2) 国内ワーキンググループの開催 

ISO/TC265 の関連 WG の動きに合わせて、回収分野、貯留分野、輸送分野、Q&V とクロスカ

ッティングイッシュー分野、CO2-EOR 分野に関して国内各ワーキンググループの会合を開催し、

課題の検討を進めた。各ワーキンググループは大学、民間企業等からの委員で構成し、都内で関

連会合を開催した。 

CO2-EOR 分野について、これまで WG6 検討タスクグループにおいて活動を行ってきたが、

2018 年 4 月より、名称を CO2-EOR WG とし活動を実施した。 

また、WG5で開発するパイプラインフローシュアランスに関するTRの国内の開発体制として、

2019 年 3 月に、国内審議委員会の下に、パイプラインフローアシュアランス TR 開発アドホック

グループを設立した。 

 

① 回収 WG 

‒ 回収 WG 会合計 5 回開催 

‒ 日本が、WG1（回収）の標準化文書開発をリードしていくため、開催予定の WG1 会合にお

ける日本の対応を議論して諮るべく、国内関係機関（CO2 分離回収技術開発に取り組んでい
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る企業、回収装置のユーザーとなる電力会社等、研究機関等）からの専門家を作業部会委員

として、FDIS27919-1 および WD/CD27919-2 の編集作業、詳細検討、コメント提案等の活

動を行った。 

‒ また、ノルウェー主導で開発を開始したセメント分野の回収技術に関する TR（TR27922）

の開発状況を報告した。 

 

② 輸送 WG 

‒ 2017 年 11 月の Ad-hoc WG2 会合（シドニー、豪州）において開発が合意されたパイプライ

ンフローアシュアランスに関する TR 開発に向け、関連企業に協力要請を行った。また、2018

年 7 月の第 11 回 ISO/TC265 総会（パリ、フランス）において当該 TR は WG5（CCI）で開

発することで合意したことを受け、国内の開発体制として、輸送 WG 主査をリーダーとし、

回収・貯留など各分野の専門家をメンバーとするアドホックグループを設立するため、関係

者への協力要請を行った。 

‒ 船舶輸送に関する規格開発に向け、2018 年 7 月の第 9 回 WG2 会合（パリ、フランス）にお

いて船舶輸送システムの大規模化に関する提案を行うため、輸送 WG 主査と調整のうえ提案

資料を作成した。 

 

③ 貯留 WG 

‒ 貯留 WG 会合（単独）を 1 回、また CO2-EOR WG との合同会合を 3 回開催。 

‒ 2017 年 11 月の第 7 回 WG3 会合（シドニー、豪州）において開発が合意された新 TR の内

容について協議を行った。また新 TR が、2018 年 7 月の第 8 回 WG3 および WG6 合同会合

（パリ、フランス）において WG6 と共同で開発することで合意したことを受け、国内にお

いても CO2-EOR WG と合同で開発を進めることとした。 

‒ 両ワーキンググループメンバーから各章の編集委員を選出して開発を進めるとともに、内容

について貯留 WG および CO2-EOR WG 合同会合で議論を行った。 

‒ 第 7 回 WG3 および WG6 合同会合（2018 年 7 月、パリ、フランス）、Ad-hoc WG3 および

WG6 合同会合（2018 年 10 月、メルボルン、豪州）、第 8 回 WG3 および CO2-EOR 合同会

合（2019 年 1 月、ワシントン、米国）にココンビーナを派遣した。WG3 ココンビーナは新

TR 開発のプロジェクトリーダーとして、開発を先導した。 

 

④ Q&V・CCI WG 

‒ Q&V・CCI WG 会合は計 3 回開催。 

‒ CO2 の定量化と検証に関するこれまでの知見を活かし、WG4 で進めている ISO 27920 

(Quantification and Verification）の WD、DIS 作成のための TP（テクニカルパネル）に

Q&V・CCI WG からも TP の編集作業に参加した。 

‒ WG4 で進めている ISO27920 (Quantification and Verification）の WD 編集状況をフォロー

し、CD 投票（2018/8/13～10/9）へのコメントの取りまとめと投票対応案の検討を行った。

2018 年 7 月の第 10 回 WG4 会合（パリ、フランス）、11 月の第 11 回 WG4 会合（メルボル
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ン、豪州）、2019 年 3 月の第 12 回 WG4 会合（北京、中国）と適宜開催されたテレコンファ

レンスに参加し、編集作業に参加した。 

‒ WG5 で進めきた TR 27918 (Lifecycle Risk Management）は、2018 年 4 月に発行された。 

‒ WG5 で進めている TR 27921（CO2 stream composition）の編集作業について、2018 年 7

月の第 9 回 WG5 会合（パリ、フランス）と適宜開催されたテレコンファレンスに参加し、

編集作業に参画した。DTR 投票（2018/12/28～2019/2/22）の対応について Q&V・CCI WG

で検討し、他の WG の意見も取り入れて投票（コメント付賛成）を行った結果、承認された。 

‒ WG5 においてリスクマネジメント TS の NWIP が提案され、投票（2018/5/9～8/1）対応を

Q&V・CCI WG で検討し、コメント付賛成投票を行った結果、承認された。投票と並行して

2018 年 7 月の WG5 パリ会合と適宜開催されたテレコンファレンスにおける開発の進め方の

検討に参加した 

 

⑤ CO2-EOR WG 

‒ CO2-EOR分野については、これまでWG6検討タスクグループにおいて活動を行ってきたが、

2018 年 4 月より、名称を CO2-EOR WG とし活動を実施した。 

‒ CO2-EOR WG 会合（単独）を 4 回、また貯留 WG との合同会合を 3 回開催した。 

‒ FDIS27916 の内容について協議を行い、また 2018 年 10 月に FDIS 投票に付されたのち、

日本の投票案について協議を行った。FDIS 投票通過後は、投票において提出された各国の

コメント内容を共有した。 

‒ 第 7 回 WG3 および WG6 合同会合（2018 年 7 月、パリ、フランス）、Ad-hoc WG3 および

WG6 合同会合（2018 年 10 月、メルボルン、豪州）、第 8 回 WG3 および WG6 合同会合（2019

年 1 月、ワシントン、米国）に専門家を派遣し、規格開発に参加した。 

 

⑥ パイプラインフローアシュアランス TR 開発アドホックグループ 

‒ 2018 年 7 月の第 11 回 ISO/TC265 総会（パリ、フランス）において、WG2（輸送）で開発

予定であったパイプラインフローシュアランスに関する TR 開発を、WG5（CCI）へ移管す

ることで合意され、また 2019 年 3 月に同 TR の Technical Report Proposal が投票の結果承

認を得た。 

‒ これを受け、2019 年 3 月に、国内の開発体制として、輸送 WG 主査をリーダーとし回収・

貯留など各分野の専門家をメンバーとする「パイプラインフローアシュアランス TR 開発ア

ドホックグループ」を、国内審議委員会の下に設立した。 

 

(3) TC、TC の WG への参加 

ISO/TC265 および WG1（回収)、WG2（輸送)、WG3（貯留)、WG4（Q&V）、WG5（CCI）、

WG6（CO2-EOR)、Chair’s Advisory Group の標準化活動へ参加するとともに、各会合へ専門家

派遣を行った。今年度開催された各会合を図 3.2-1 に示す。 

 

① TC 総会 
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‒ 第 11 回 ISO/TC265 総会(2018 年 7 月、パリ、フランス)、第 12 回 ISO/TC265 総会（2019

年 3 月、バーチャル） 

‒ 国内審議団体事務局として、回収 WG、貯留 WG、Q&V・CCI WG、CO2-EOR WG から専

門家を選出し、日本代表団を構成して議論へ参加した。 

 

② WG1（回収） 

‒ 第 15 回会合（2018 年 7 月、パリ、フランス）、第 16 回会合（2018 年 11 月、オスロ、ノル

ウェー）、第 17 回会合（2019 年 3 月、ワシントン、米国） 

‒ これらの会合を開催設定し、コンビーナならびにセクレタリが会合を運営するとともに、回

収 WG から専門家を派遣した。 

‒ 回収分野の IS27919-1 および IS27919-2 の開発を先導した。また、TR27922 の開発開始に

あたり、国内外の関係個所と調整を行った。 

‒ IS 開発において、各章編集のため、テレコンファレンスを主催し、議論を先導した。 

 

③ WG2（輸送） 

‒ 第 9 回会合（2018 年 7 月、パリ、フランス） 

‒ パリ会合において、船舶輸送に関する規格開発に向け、船舶輸送システムの大規模化に関す

る提案を行った。 

 

④ WG3（貯留） 

‒ 第 7 回 WG3 および WG6 合同会合（2018 年 7 月、パリ、フランス）、Ad-hoc WG3 および

WG6 合同会合（2018 年 10 月、メルボルン、豪州）、第 8 回 WG3 および WG6 合同会合（2019

年 1 月、ワシントン、米国） 

‒ 上記会合へココンビーナおよび専門家を派遣し、会合の運営および TR 開発に寄与した。 

‒ ココンビーナは、TR 開発のプロジェクトリーダーとして、開発を先導した。 

 

⑤ WG4（Q&V） 

‒ 第 10 回会合（2018 年 7 月、パリ、フランス）、第 11 回会合（2018 年 10 月、メルボルン、

豪州）、第 12 回会合（2019 年 3 月、北京、中国） 

‒ 上記会合へ Q&V・CCI WG から専門家を派遣し、Q&V 分野の IS 開発に関する議論に参加

した。IS（27920）の開発は、各章別の開発チームを中心に行われ、これらのチームに日本

の専門家も参加して編集作業を推進した。 

‒ IS 開発に関するテレコンファレンス（計 6 回）が開催され、日本の専門家も参加して議論し

た。 

 

⑥ WG5（CCI） 

‒ 第 9 回会合（2018 年 7 月、パリ、フランス） 

‒ 上記会合へ Q&V・CCI WG から専門家を派遣し、CO2 stream composition 分野の TR27921
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開発、Lifecycle Risk Management 分野の NWIP 検討、TS27924 開発に関する議論に参加

した。 

‒ これらに関するテレコンファレンス（計 4 回）が開催され、日本の専門家も参加して議論し

た。 

 

⑦ WG6（CO2-EOR） 

‒ 第 7 回 WG3 および WG6 合同会合（2018 年 7 月、パリ、フランス）、Ad-hoc WG3 および

WG6 合同会合（2018 年 10 月、メルボルン、豪州）、第 8 回 WG3 および WG6 合同会合（2019

年 1 月、ワシントン、米国） 

‒ 上記会合へ専門家を派遣し議論へ参加した。 

‒ FDIS 作成にあたり専門家として協議に参加した。また、FDIS 投票通過後は、ISO27916 の

編集委員としてのドキュメントの最終修正を担当し、規格発行に向けた校閲対応に寄与した。 

 

⑧ CAG 

‒ テレコンファレンス（2018 年 4 月、5 月、6 月、9 月、10 月、 2019 年 2 月） 

‒ 日本から選出している CAG の正式メンバーとともに、オブザーバーとして国内審議委員会

の事務局と Q&V・CCIWG の事務局が参加。 

 

(4) 日本がコンビーナを務める TC の WG（WG1、WG3）の運営を支援 

WG1 については、コンビーナおよびセクレタリの活動支援、WG 会合開催の準備、エキスパー

ト等への連絡、TC 会合時を含めて 3 回の WG の開催、個別テーマ毎のテレコンファレンス開催、

コンビーナとセクレタリの会合への派遣、WG でのコンビーナのサポート、議事録の作成等を行

なった。また、WG3 については、コンビーナの活動支援と TC 会合時を含む 3 回の WG 会合へ

コンビーナの派遣を行った。実施した内容は以下のとおりである。 

 

① WG1 について 

‒ コンビーナおよびセクレタリの活動支援 

国内外の回収関係者との打ち合わせおよびテレコンファレンス開催等を支援。 

‒ WG 開催の準備 

会議資料作成、会議場手配等の各種準備、連絡等を実施。 

‒ エキスパート等への連絡 

WG1 関係のドキュメントを ISO の Web サイトである eCommittee 上の WG1 関連ページ

への登録および WG1 メンバーへの通達、配信。 

‒ WG1 会合の開催 

第 15 回会合（2018 年 7 月、パリ）、第 16 回会合（2018 年 11 月、オスロ）、第 17 回会合

（2019 年 3 月、ワシントン）を会合主催者と連携して開催。また、個別テーマで複数回のテ

レコンファレンスを開催。 

‒ コンビーナとセクレタリの会合への派遣 
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第 15 回会合（2018 年 7 月、パリ）、第 16 回会合（2018 年 11 月、オスロ）、第 17 回会合

（2019 年 3 月、ワシントン）へコンビーナとセクレタリを派遣。 

‒ WG でのコンビーナのサポート 

会議開催のサポート、資料作成等のサポートを実施。 

‒ 議事録作成 

議事録等を作成し、eCommittee の Web 経由で WG1 エキスパートへ配信。 

 

② WG3 について 

‒ ココンビーナの会合への派遣 

第 7 回 WG3 および WG6 合同会合（2018 年 7 月、パリ、フランス）、Ad-hoc WG3 およ

び WG6 合同会合（2018 年 10 月、メルボルン、豪州）、第 8 回 WG3 および WG6 合同会合

（2019 年 1 月、ワシントン、米国）へココンビーナを派遣。 

‒ TR 開発支援 

ココンビーナがプロジェクトリーダーを務める新 TR の開発運営にあたり、会議開催のポ

ートおよび資料作成のサポートを行った。 

 

(5) 投票対応 

① FDIS27919-1 の検討と投票 

WG1 から提案された回収技術性能評価に関する IS の FDIS 投票（2018/5/10～7/5）に対して、

回収 WG での議論を通じて日本の意見を整理し、国内審議委員会の了解を得て 2018 年 6 月に投

票を実施した。 

 

② CD27919-2 の検討と投票 

WG1 から提案された回収技術性能維持評価に関する IS の CD 投票（2018/12/18～2019/2/12）

に対して、回収 WG での議論を通じて日本の意見を整理し、国内審議委員会の了解を得て 2019

年 2 月に投票を実施した。 

 

③ TR27922 の検討と投票 

WG1から提案されたセメント分野の回収技術に関するTRのNWIP投票（2018/2/8～2018/5/3）

に対して、回収 WG での議論を通じて日本の意見を整理し、国内審議委員会の了解を得て 2019

年 4 月に投票を実施した。 

 

④ WG2 コンビーナ投票の検討と投票 

WG2 コンビーナ投票（2018/10/3～10/31）に対して、各国内ワーキンググループへ意見照会の

うえ日本の意見を整理し、国内審議委員会の了承を得て 2018 年 10 月に投票を実施した。 

 

⑤ CD27920 の検討と投票 

WG4 から提案された Q&V に関する IS の CD 投票（2018/8/14～2018/10/9）に対して、Q&V・
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CCI WG での議論を通じて日本の意見を整理し、国内審議委員会の了解を得て 2018 年 10 月に

投票を実施した。 

 

⑥ ISO27920 開発期間延長の検討と投票 

WG4 から提案された Q&V に関する IS の開発期間延長（36 ヶ月→48 ヶ月）の投票（2018/11/10

～2018/12/7）に対して、Q&V・CCI WG での議論を通じて日本の意見を整理し、国内審議委員

会の了解を得て 2018 年 12 月に投票を実施した。 

 

⑦ TS27924 の検討と投票 

WG5 から提案された risk management に関する TS の NWIP 投票（2018/5/9～2018/8/1）に

対して、Q&V・CCI WG での議論を通じて日本の意見を整理し、国内審議委員会の了解を得て

2018 年 7 月に投票を実施した。 

 

⑧ DTR27921 の検討と投票 

WG5 から提案された CO2 stream composition に関する TR の DTR 投票（2018/12/28～

2019/2/22）に対して、Q&V・CCI WG での議論を通じて日本の意見を整理し、国内審議委員会

の了解を得て 2019 年 2 月に投票を実施した。 

 

⑨ パイプラインフローアシュアランス TR の Technical Report Proposal の検討と投票 

 WG5 から提案されたパイプラインフローアシュアランスに関する TR の Technical Report 

Proposal 投票（2019/2/7～3/6）に対して、日本の意見を整理し、国内審議委員会の了承を得て

2019 年 2 月に投票を実施した。 

 

⑩ FDIS27916 の検討と投票 

WG6 から提案された CO2-EOR 分野の FDIS27916 投票（2018/10/11～12/6）に対して、

CO2-EOR WG での議論を通じて日本の意見を整理し、国内審議委員会の了解を得て 2018 年 11

月に投票を実施した。 

 

⑪ ISO/TC265 戦略的ビジネスプラン Annex の検討と投票 

 ISO/TC265 戦略的ビジネスプラン改定（Annex の追加）の投票（2018/5/26～7/3）に対して、

各国内ワーキンググループへ意見照会のうえ日本の意見を整理し、国内審議委員会の了承を得て

2018 年 6 月に投票を実施した。 

 

(6) その他の実施項目 

① ISO/TC265 事務局との調整 

ISO/TC265 事務局との間で、WG1 関係の標準化に関する各手続きについて調整を行った。 

 

② 専門家や経験者等からのコンサルテーション 
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ISO 中央事務局、国内 ISO 経験者から WG1 関係の標準化推進に関してコンサルテーションを

受けた。 

 

③ 各国ミラーコミッティ、関連 WG との情報交換 

国内審議委員会事務局として、必要に応じて各国ミラーコミッティおよび関連 WG のセクレタ

リとの情報交換を行った。 

 

④ エキスパートの登録 

国内関連部門と調整し、各 WG に対する日本のエキスパートを選出し、国内審議委員会での承

認を得て該当する WG へ登録した。エキスパートは必要に応じて追加することが可能であり、国

内審議委員会の開催タイミングに合わない場合は、審議委員会委員におけるメール審議で承認を

得られる仕組みで実施した。 

 

⑤ 専用 Web による情報の整理と関係者への情報提供 

国内審議委員会および関連各ワーキンググループの分野別に専用の Web サイトを設置し、関連

文書の関係者間の共有と管理を行っている。 

 

  

 

 

Ｈ３０年度　ＩＳＯ/ＴＣ２６５　国際活動実績

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

WG5
（ｸﾛｽｶｯﾃｨﾝｸﾞｲｯｼｭｰ）

ISO/TC265

WG1
(回収）

WG2
（輸送）

WG6
（CO2-EOR）

CAG
（Chair's Advisory Group）

WG3
(貯留）

WG4
(Q&V）

第

1
1

第11回

7/5-6

（ﾊﾟﾘ）

第15回

7/1,3,4

（ﾊﾟﾘ）

4/13

（ﾃﾚｺﾝ）

第9回

7/3-4
（ﾊﾟﾘ）

第7回

〔WG6と合同〕
7/4

（ﾊﾟﾘ）

第10回

7/1,3,4
（ﾊﾟﾘ）

第9回

7/3-4

（ﾊﾟﾘ）

〔WG3と合同〕

7/4
（ﾊﾟﾘ）

6/26

（ﾃﾚｺﾝ）

5/22

（ﾃﾚｺﾝ）

9/12

（ﾃﾚｺﾝ）

10/10

（ﾃﾚｺﾝ）

2/5

（ﾃﾚｺﾝ）

第16回

11/19-21

（ｵｽﾛ）

第17回

3/11-13
（ﾜｼﾝﾄﾝ）

Ad-hoc

〔WG6と合同〕
10/23

（ﾒﾙﾎﾞﾙﾝ）

第8回

〔WG6と合同〕

1/29-31

（ﾜｼﾝﾄﾝ）

〔WG3と合同〕

1/29-31
（ﾜｼﾝﾄﾝ）

第11回

10/29-31
（ﾒﾙﾎﾞﾙﾝ）

第12回

3/12-14

（北京）

第12回

3/1-2
（ﾊﾟﾘ）

Ad-hoc

〔WG3と合同〕
10/23

（ﾒﾙﾎﾞﾙﾝ）
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図 3.2-1 2018年度 ISO/TC265国際と国内の活動実績 

 

以下、今年度の実施内容の詳細について 3.3 に 2018 年 7 月開催の第 11 回 ISO/TC265 総会（パ

リ、フランス）までの活動、3.4 に第 11 回 ISO/TC265 総会および各 WG 会合（パリ）、3.5 にパ

リ会合以降の第 12 回 ISO/TC265 総会（バーチャル）へ向けての国内活動と国際活動をそれぞれ

記載する。さらに、3.6 にバーチャル総会およびそれ以降の活動を 3.7 に記載する。また、3.8 に

関連するその他の調査活動、および 3.9 において文献調査について報告する。 

最後に 3.10で今年度の全体のまとめを整理し、3.11で今後の取り組みを記載して今年度のCCS

関連の規格化の調査報告とする。 
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3.3 第 11回 ISO/TC265 総会（パリ、フランス）までの活動 

以下の各国内ワーキンググループの会合を開き、7 月開催予定の第 11 回 ISO/TC265 総会およ

び各 WG 会合（パリ、フランス）に向けて各ワーキンンググループの対応について検討を行い、

第 20 回国内審議委員会で総会における対処方針を決定した。またこの間における、パリ会合へ向

けての国際における各 WG の活動を記載する。 

 

3.3.1 国内活動 

3.3.1.1 回収ワーキンググループ 

ISO 27919-1 については、FDIS ドラフトを ISO 中央事務局で校正後、FDIS 投票に入った（期

間：5/10~7/5）。並行して WG1（回収）での最終校正（エディトリアルな確認）を進めた。 

ISO27919-2 については、第 13 回 WG1 会合（シドニー）および第 14 回 WG1 会合（ワシント

ン DC）で改訂後、WG1 編集タスクグループにて各章ごとに改訂編集を進めた。 

また、ノルウェー主導で進めているセメント分野の回収性能評価の NWIP 投票は、ISO 規約改

定により TR 文書着手時の TC 委員会投票が不要となったため、当該結果は参考情報扱いとなる

模様である。 

これらの動きについて国内関係機関（CO2 分離回収技術開発に取り組んでいる企業、回収装置

のユーザーとなる電力会社等、研究機関等）からの専門家を委員とする回収 WG（第 38 回）を開

催した。 

 

3.3.1.1.1 第 38回回収 WG 

(1) 日時：2018 年 6 月 22 日 

 

(2) 場所：5 東洋海事ビル 地下 1 階 会議室 B 

 

(3) 出席団体・企業等：民間企業、各種団体、RITE（事務局） 

 

(4) 議題 

‒ ISO27919-2 WD ドラフト編集 

‒ TR27922（セメント分野回収技術）開発 

‒ 回収分野対処方針 

‒ 今後の予定 

 

(5) 主な報告・決議 

‒ 第 15 回 WG1 会合（パリ）での議論用ドラフトを完成する。 

 

‒ ノルウェーが中心となって当該 TR 開発を進めることになっているため、ベースドキュメン

ト等の準備を促す。 
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‒ 第 15 回 WG1 会合および第 11 回 ISO/TC265 総会（パリ）の対処方針案を一部修正し、合意

した。 

 

‒ 今後のスケジュールについて説明した。 

 

(6) 主な議論内容 

① ISO27919-2 WD ドラフト編集 

‒ 第 14 回 WG1 会合（ワシントン DC）後、ISO27919-2 国内編集会議メンバーを中心にドラ

フトの開発を進め、さらに、そのメンバーを中心に、章毎に WG1 編集タスクグループメン

バーと意見交換を実施し、ドラフトをほぼ完成した。 

 

② TR27922 開発 

‒ NWIP 投票（期間：2/8~5/3）結果は賛成 10、反対 6、棄権 4 であった。なお、ISO 規約改

定により TR 文書着手時の TC 委員会投票は不要となったため、当該結果は参考情報扱いと

なる模様。 

‒ その一方、ノルウェー当事者は当該文書開発に前向きながら、充てにしている政府予算の

不透明性から、本プロジェクト着手も遅れているとのことから、第 15 回 WG1 会合で方針

を確認する。 

‒ また、NWIP 投票での反対国に対する対応が重要である。 

 

③ 回収分野対処方針 

‒ ISO 27919-2 開発 

WG1 編集タスクグループ（国際）からの各章検討結果についてレビューと議論を行い、

preliminary CD ドラフトとして WG1 で共有する。また、これを CD 投票用ドラフトとし

て完成するためのワークプランについて、WG1 で合意を得る。 

‒ TR 27922 開発 

WG1 では、ノルウェーから進捗報告を受けてノルウェーに TR 27922 ベースドキュメン

トの準備を促すとともに、ワークプランを組み立てる。なお、提案されるベースドキュメ

ントの記述内容については、国内関係機関と十分な検討を行う。 

‒ ISO 27919-1 開発 

FDIS 投票結果は 2018 年 7 月 5 日、出版は 2018 年 8 月以降を想定している。 

なお、投票結果が承認、出版の場合、投票時の editorial(typo-graphical)以外のコメント

は、当該規格の次回 revise 時に反映する必要がある。 

 

④ 今後の予定 

‒ 2018 年 6 月 28 日 第 20 回国内審議委員会 

‒ 2018 年 7 月 1～6 日 第 15 回 WG1 会合および第 11 回 ISO/TC265 総会（パリ） 

‒ 2018 年 9 月～11 月頃 第 16 回 WG1 会合（開催地未定） 
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3.3.1.1.2 ISO27919-2編集会議 

当該編集会議は、ISO27919-2 開発において、WG1 委員などからのドラフトに関するコメント

や意見に対して、ドラフト内容や構成などを検討、議論を行う国内における規格文書検討の中枢

として、WG1 編集タスクグループメンバーである回収 WG 委員を中心に、ISO/TC265 で当該規

格開発が承認された 2017 年 8 月に編成した。今年度は第 38 回回収 WG までに合計 4 回開催し

た。 

 

3.3.1.2 輸送ワーキンググループ 

2017 年 11 月の Ad-hoc WG2 会合（シドニー、豪州）において開発が合意されたパイプライン

フローアシュアランスに関する TR 開発に向け、関連企業に協力要請を行った。 

また、船舶輸送に関する規格開発に向け、2018 年 7 月の第 9 回 WG2 会合（パリ、フランス）

において船舶輸送システムの大規模化に関する提案を行うため、輸送 WG 主査と調整のうえ資料

作成を行った。 

 

 

3.3.1.3 貯留ワーキンググループ 

3.3.1.3.1 第 28回貯留 WG 

(1) 日時：2018 年 6 月 15 日 

 

(2) 場所：TKP 新橋カンファレンスセンター ルーム 6A 

 

(3) 出席団体・企業等：民間企業、各種団体、RITE(事務局) 

 

(4) 議題 

‒ TR 編集会議と会議概要 

‒ 第 7 回 WG3 会合（パリ）プレゼン内容 

‒ 国内審議委員会活動報告案 

‒ その他 

 

(5) 主な報告・決議 

‒ 前回の貯留 WG 会合以来、2 度開催された貯留 TR 編集会議の内容を報告した。主な報告内

容は以下の通り。 

a 現在は WG3 が先行して TR 開発のフレームワークを作成しているが、今後、WG6 と共同

で開発に当たるので、WG6 との調整が必要である。 

b 現在の目次案は内容が豊富で多岐にわたることから、ページ数が多くなりすぎることが予

想される。このため、TR は分冊も視野に入れた方が良い。 
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‒ 7 月 4 日開催予定の第 7 回 WG3 会合（パリ）での日本からのプレゼン案について紹介し、

議論した。主な説明、協議内容は以下の通り。 

a WG3 パリ会合でのプレゼン案として、パネル案とスケジュール案を示した。各パネルの内

容に関してパリで議論になりそうな事項について説明。 

b スケジュール案に、TR 開発の詳細を協議するために、WG3 パリ会合後に WG3 と WG6

の合同会合の開催を付記することとした。 

c 国内において、WG6 でも TR 開発に関わるメンバーを募集して、WG3 パリ会合以降は WG3、

WG6 合同で拡大 TR 編集会議を編成することを検討する。 

 

(6) 主な議論内容 

① TR 編集会議の内容報告について 

‒ Well Infrastructure の部分は、当初計画と異なってきた。これまでは、DIS27914 の Annex

をベースに作成することとしていたが、今回の報告では、CO2-EOR のドキュメントをベー

スとすることになっている。米国の基準では、CO2-EOR の坑井は Class II で良いが、CCS

の坑井は Class VI となっている。今回のドキュメントは、Class II についてドラフトされ

ている。 

‒ 今回のドキュメントは、名前が CO2-EOR となっているが、中身は CCS の坑井に向けて書

かれたものである。Class II、Class VI の違いは承知しているが、CCS の坑井を Class VI

で仕上げなければならないというのは厳しすぎて、事業としては不適である。TR は、CCS

も Class II で良いという論調にしたい。 

‒ WG3 と WG6 が共同で TR を作成するという基本方針に賛成である。両者のデマケーショ

ンの問題があるので、双方の連携が必要となってくる。 

‒ 国内において、WG6 でも WG3 のように TR 開発に関わるメンバーを募集したい。第 11 回

ISO/TC265 総会（パリ）以降、両者合同で拡大 TR 編集会議を編成することを考慮する。 

 

② 第 7 回 WG3 会合（パリ）でのプレゼン内容案について 

‒ プレゼン内容は、全部の章で WG3 と WG6 の内容を書くことになっているが、章によって

は執筆が難しいことが考えられる。 

‒ TR の分量は、各章あたり 10 ページ程度と予想しているが、章によってはもっと長くなる

ことも考えられる。その場合には、分冊化も考慮した方が良い。 

‒ スケジュール案の中に、パリ会合とは別に、WG3 と WG6 の合同会合を企画した方が良い。

この合同会合の開催をタイムラインに記載すべき。TR 開発の詳細は、パリ会合後に開催さ

れる Face to Face Meeting で決めることになる。 
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‒ 各章をどこまで書くかをあらかじめ合意しておくことが重要である。TP リーダーに任せる

ことも１案ではあるが、その場合には、詳細な記載になる可能性が高い。 

‒ TR は 1 回の投票だけで出版できるので、各章を分冊として出版することも可能である。  

‒ WG6 の FDIS が通過するとは限らない。通過しない場合には、WG6 の協力が不透明とな

り、このタイムラインが実現不能となる。 

 

③ 第 20 回国内審議委員会における貯留 WG 活動報告案について 

‒ 今後の予定（例えば、ワーキングドラフトの完成時期等）が詳細すぎる。完成予定時期程

度にすべき。 

 

④ ビジネスプランについて 

‒ 貯留 WG としては、賛成の投票としたいが、資料メールで送付し、意見を受け付ける。 

 

3.3.1.4 Q&V・クロスカッティングイッシューワーキンググループ 

3.3.1.4.1 第 24回 Q&V・CCIWG 

(1) 日時：2018 年 5 月 28 日 

 

(2) 場所：エネルギー総合工学研究所（IAE） 7 階 701 会議室 

 

(3) 出席団体・企業等：大学関係、民間企業、各種団体、RITE、IAE（事務局） 

 

(4) 議題 

① WG4 

‒ WG4 第 23 回 Q&V・CCI WG 以降の進捗について 

‒ WD 27920 (Q&V) 進捗状況について 

‒ 今後の対応について（パリ会合など） 

 

② WG5 

‒ WG5 第 23 回 Q&V・CCI WG 以降の進捗について 

‒ TR 27921（CO2 Stream Composition）ドラフトの進捗状況について 

‒ ISO/NP TS27924（統合的リスクマネージメント）の投票対応案について 

‒ 今後の対応について（パリ会合など） 

 

③ 第 20 回国内審議委員会対応について 

‒ 活動報告とパリ会合対処方針案について 
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④ その他 

‒ パリ会合の概要について 

‒ WG6 の活動状況について 

 

(5) 主な報告・決議 

① WG4 

‒ Q&V IS の WD（WD 27920）作成が進められており、以下の会議でドラフトの検討が行わ

れた。（2/14 Web 会議、3/12-14 WG4 パリ会合、5/18 TP リーダーによる Web 会議） 

‒ 適宜 TP 毎の Web 会議が開催され、ドラフトの検討が行われた。（2/20 TP4Web 会議） 

‒ Sydney 会合 Resolution の「WG4 は”losses”という語を利用し、他の標準による”GHG 

emissions”と衝突を回避することに合意した」との方針に従い、TP 毎に WD の作成を進

めている。 

‒ 今後の方針としては、定量化のスコープが CO2 stream のロスのみに特化する動きがあるた

め、国内 Q&V・CCI ワーキングの意見を集約し適切に対応を行う。 

‒ CCS プロジェクトに付随するエネルギー利用による排出の定量化など、これまで検討され

てきた内容は次期の IS 課題として扱える様、WD に対するコメントとして文書で要求する。 

‒ 現在は“losses”という文言を利用することが決められただけで、本 IS で取り扱う範囲は

今後 WD 案で明確になるので、修正された WD が出た段階で、対処方針に従って適宜対応

していく。 

 

② WG5 

‒ ボキャブラリの IS（ISO27917）が 2017 年 12 月 20 日に、リスクの TR（ISO/TR27918）

が 2018 年 4 月 18 日に発行された。 

‒ CO2 流組成の TR （ISO/TR 27921）のドラフト作成を進めており、次のように Web 会議

が開催された。（1/23、3/15、5/4、5/28 予定） 

‒ 当初 7 月の第 9 回 WG5 会合（パリ）までに DTR 投票を終える予定であったが、現在は 6

月 15 日にドラフト最終稿を完成、7 月のパリ会合で確認し、その後 DTR 投票に付す予定

に変更されている。 

‒ CO2流組成 TR 開発への対応を検討し、インフォマティブなものにするという日本のコメン

トおよび各国のコメントが反映されたドキュメントとなるよう対応し、TR として完成度の

高いものとすべく、ドラフト作成作業に参加する。 

‒ リスクマネジメントの規格化について 2017 年 5 月の第 7 回 WG5 会合（カラマイ）、11 月

の第 8 回 WG5 会合（シドニー）で議論され、発行された ISO/TR 27918 のうち技術とプロ

ジェクトマネジメントの観点に絞り TS（技術仕様書）を作成する NWIP を投票にかける方

針が承認されている。 

‒ ISO/TS 27924 の NWIP 投票が開始され（5/9～8/1）、これまで本 WG で合意された「技術

とプロジェクトマネジメントの観点に限ったもの」となっており、日本から提案したチェ

ックリストも盛り込まれ、CCS 運用者の意見も配慮されており、事務局案としては「賛成」
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投票として提案している。 

‒ 事務局は本ワーキンググループで対応方針案を審議頂き、6 月 28 日の国内審議委員会に諮

ることを提案した。 

‒ 議論の結果、NWIP として完成度が低いことから、パリ会合で不明確な点を確認し、メー

ル審議で Q&V・CCIWG、国内審議委員会に諮り投票を行うこととなった。 

 

③ 第 20 回国内審議委員会対応 

‒ 対処方針は提案通りだが、リスク TS への対応は②の決議のとおり修正する。 

 

④ その他 

a パリ会合について 

‒ 事務局より、パリ会合について、7 月 1 日を WG 予備日とし、7 月 2 日が CCU 関連のフ

ォーラム、7 月 3、4 日が WG、7 月 5、6 日が Plenary という日程が説明された。 

b WG6 の状況報告 

‒ 2018 年 3 月の第 11 回 WG6 会合（ベルリン）において、ISO/FDIS 27916（CO2-EOR）

の貯留量計算ベースを Anthropogenic（人為的）CO2限定から Total CO2ベースに変更、

Loss は全量報告義務を明確化することとし、Anthropogenic CO2 ベースの貯留量計算は

「Optional」に変更した。 

‒ ドイツ・フランスの反対意見により、妥協したもの。 

 

(6) 主な議論内容 

① WG4 

‒ WG6 としても WG4 が GHG 全体に取り組むことには反対せず、”GHG emissions”を扱う

ことを認める方向で議論された旨、説明された。 

‒ ”CO2 emissions”を扱うことを認めることは、シドニー会合で GHG Ad hoc グループの報

告として承認され、TC265 の戦略的ビジネスプラン（SBP）の Annex に同様の主旨を入れ

ることが、現在投票に付されていることが確認された。 

‒ アカウンティングは各国の判断で取り扱う範囲を決めるので、この ISO で範囲が狭く限定

されていても実質的には問題ないとも考えられる。 

‒ もし TC レベルで承認された内容が各 WG で遵守されていない場合は、CAG で議論し調整

されるべき案件と認識する。 

 

② WG5 

‒ WG4 のココンビーナ(フランス)、WG5 のコンビーナ(フランス)が退任予定で、TC265 にお

けるフランスのキーパーソンが不明確となっており、他 WG への影響も懸念される。 

‒ CO2流組成 TR に苫小牧実証試験の推定値を提供し、当初推定値だから入れないとの判断も

あったが、日本からのコメントが認められて現段階のドラフトには入っている。 

‒ リスク TS の NWIP については、例えば WG2、WG3 の隙間で漏れてしまう様なリスクや、
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横断的（Crosscutting）なリスクについては意味があるが、包括的（Over-arching）なもの

にはマネージメント出来ないものも多く疑問が多い。 

‒ リスク TS の NWIP については以下の点で文書としての完成度が低すぎ、このままである

とネガティブな印象。 

・NWIP のタイトルが抜けている。 

・骨子に示された目次に、Scope 外であるべきコストの要素が入っている。 

・NWIP の最後に TR の表が添付されているが、Scope 外であるべき要素が入っている。 

 

③ 第 20 回国内審議委員会対応は特に議論なし 

 

④ その他 

a パリ会合について 

‒ CCU フォーラムについては、日本の CCU に関する政策のプレゼンを依頼されたが、

METI の ISO 担当部署とも担当して静観することとしているものの、日本の意向と関係

なく進むことも考慮して動向は把握していくこととし、Q&V・CCI WG メンバーも参加

するので内容は WG でフォードバックする。 

‒ 関連して CCU の Ad hoc グループが中国主導で行われているが、そちらも静観している

が、中国としては各国政策と技術動向をとりまとめたレポートを作成する方向で動いて

いる。 

b WG6 の状況報告 

‒ 何故この段階で妥協したのか。 

→ 独・仏の反対意見が強く、否決されることを米国が恐れた、と推定される。 

‒ 本来 input は Anthropogenic CO2 で考えるべきであり、Total CO2 の計算が本文、

Anthropogenic CO2は Annex との扱いは合理的とは思えないが、この段階では致し方が

ない。 

‒ 以前は FDIS 賛成投票にコメントは出せないルールであったが、現在は出すことが出来、

次回改訂時に反映されるため、コメント付で投票することで対応すれば良いだろう。 

 

3.3.1.5 CO2-EORワーキンググループ 

3.3.1.5.1 第 1回 CO2-EOR WG 

(1) 日時：2018 年 4 月 9 日 

 

(2) 場所：AP 新橋虎ノ門(NS 虎ノ門ビル)3F、 I ルーム 

 

(3) 出席団体・企業等：民間企業、各種団体、RITE(事務局) 

 

(4) 議題 

‒ 第 11 回 WG6 会合（ベルリン）報告 
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‒ コメント回答とドラフト修正案 

‒ その他 

 

(5) 主な報告・決議 

‒ 本ワーキンググループ会合では、2018 年 3 月に開催された第 11 回 WG6 会合（ベルリン）

の報告と、DIS 投票に添付されたコメントへの回答案およびドラフトの修正点について協議

を行った。 

 

‒ WG6 ベルリン会合では、以下の事項が決議された。 

a TP3(9 章：Record Keeping and missing data)と TP7(Title, Contents, Normaive reference、

3 章： Terms and Definitions、4 章：Documentation)を結合して TP37 を設立する。 

b Editorial panel の設置。FDIS 提出前に、統合ドラフト全体の Editorial なエラーを修正す

る。 

c FDIS の提出を 5 月 1 日までに行う。 

 

‒ 日本のコメントは全て Accept かまたは Accept with Modification になっていて、Reject さ

れたものはない。 

 

(6) 主な議論内容 

① 第 11 回 WG6 会合（ベルリン）で議論された主なトピックとその対応 

‒ Quantified Anthropogenic CO2の取り扱い 

Quantification を必要としない Anthropogenic は、Non-anthropogenic と分類すること

とする。 

‒ Quantification Units (Mass での取り扱い) 

Mass に換算可能な Volumetric Units も利用できるようにした上で、Mass を併記するこ

ととした。 

‒ ドイツからのコメント（全量扱うべき、Emission を扱うべき）について 

全量に関するコメントは、Accept または Accept with Modification とする。Emission は

今回の Draft では、Quantification に含めない。 

‒ Qualified Anthropogenic という言葉を使うべきでないとのコメントが多数あった。

Qualified か Non-qualified かは Authority が決める事項であり、その権限に踏み込んだも

のという指摘があった。 

‒ ドイツは、「Anthropogenic だけでなく、全体の CO2 量を取り扱うべき、Loss だけでなく

Emission も取り扱うべき」と主張した。全量を取り扱うことは合意するものの、Emission
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の範囲は広いため、Quantification の中でこれ以上の記載はしないこととした。 

 

② 経緯説明 

‒ 国内の WG6 ミラーコミッティワーキンググループを当初、WG6 検討タスクグループとし

て発足した理由について説明した。 

‒ ISO27916 開発における NWIP から WG6 ベルリン会合に至る経緯について説明した。 

 

③ 各国の動向と次回投票対応 

‒ 次回 FDIS 投票では、フランスとドイツは、不可の投票を避けてくれそうである。豪州も可

の可能性がある。ただし、中国はその可能性は低いと思われる。 

 

④ ドイツ、フランスからのコメント 

‒ フランスから、「CO2以外の GHG を報告する必要が生じる可能性がある。」という文言を入

れるよう要求があった。また、ドイツ、フランスから、「CO2-EOR は石油を増産するので、

地球温暖化対策貢献としての削減効果があるとは言えない。」とのコメントがあった。 

 

⑤ 今後について 

‒ FDIS を提出した直後であるため、7 月に予定されている第 11 回 ISO/TC265 総会（パリ、

フランス）の際には、WG6 会合は開催しない。ただし、TR 作成のための会合が WG3 主

催で開催されるので、関連する方々は参加してほしい。 

‒ FDIS の提出を 5 月 1 日としているが、期限通り、原稿が集まっていないので、5 月中旬ま

でずれ込み見通しである。 

‒ ゴールデンウィーク明けにドラフトが Editorial Panel のチェックを経て、最終版が出てく

るので、その時期で次回の WG 会合を開催したい。 

 

3.3.1.5.2 第 2回 CO2-EOR WG 

(1) 日時：2018 年 6 月 4 日 

 

(2) 場所：RITE 東京事務所 会議室 

 

(3) 出席団体・企業等：民間企業、各種団体、RITE(事務局) 

 

(4) 議題 

‒ 経緯と今後の展開 

‒ 提出された FDIS の内容 
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‒ 日本のコメントについて 

‒ 第 11 回 ISO/TC265 会合（パリ）対応（新 TR について） 

‒ その他（ビジネスプラン投票） 

 

(5) 主な報告・決議 

‒ 本ワーキンググループ会合は、FDIS27916 が ISO 事務局に提出されたことを受け、FDIS の

内容の理解促進および日本のコメントに対する決議を確認するために開催された。 

 

‒ FDIS の内容については、特に Emission の取り扱い、Quantification における全量の取り扱

いについて共有した。 

 

‒ 日本のコメントに対する決議の確認については、次回のワーキンググループ会合で本格的に

行うこととした。 

 

‒ 新 TR に関する議論では、NWIP 投票が不要となったこともあり、WG3 と WG6 の各々の提

案分を分けて進めるべきとの意見がある一方で、特に Storing CO2 in Petroleum Reservoirs

は、両 WG 共同で実施するべきとの意見もあった。 

 

(6) 主な議論内容 

① FDIS の内容について 

‒ 米国の強い反対により、Emission は Note として記載するにとどめることとした。Loss の

み取り扱う。 

‒ Quantification は、ドイツの主張を入れて、計算は全量取り扱うこととした。 

‒ GHG の取り扱いは、フランスの要望を取り入れて、standard boundary のところに、Note

として入れた。 

‒ ドイツ、フランス、豪州の Yes 票を得るために、FDIS は DIS から内容が大きく変化した。 

 

② 日本からのコメントに対する決議 

‒ 日本からのコメントのうち、１つだけ reject されたが、reject された理由が理解でき、これ

を受け入れた。 

 

③ 新 TR について 

‒ Monitoring の定義が曖昧との指摘があった。どの期間のどの部分の Monitoring を取り扱

うのか？ 
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‒ Storing CO2 in Petroleum Reservoirs については、WG6 から WG3 の領域へ進むところで

あり、両 WG が協力すべきところである。 

‒ Storing CO2 in Petroleum Reservoirs においては枯渇油田や EOR 終了後の継続圧入はぜ

ひ取り扱うべき。枯渇油田への圧入は、Geological CCS (WG3)の範疇であるが、貯留に関

しては、WG6 に近い。 

‒ WG3 と WG6 が NWIP を続けて提案するのは好ましくないとの理由で、両者が一緒に行う

こととなったが、今や NWIP が不要となったので、両 WG が分けて進めることも可能とな

ったのではないか。 

‒ 日本の現在の問題は、offshore の部分の執筆者がいないことである。日本からも多くのメン

バーが TR 作成に参加してほしい。 

 

④ その他 

‒ DIS から FDIS で大きく内容が変化したことに対して、反対票を投じる国があるかもしれ

ない。 

‒ FDIS 投票では、Yes 投票の場合、コメントを付けられなかったが、今度の ISO Directive

ではコメントをつけられるようになった。 

 

⑤ ビジネスプランについて 

‒ GHG に関する TC265 の中での取り扱いが改定されている。 

‒ 2.The emissions の部分が、shall or should に変更したのは、WG6 の影響である。WG6 で

は、Emission はやめて、Loss のみ取り扱うこととした。 

‒ 3. The Composition は、shall と記載されているが、これでは厳しすぎるので、投票時にコ

メントすることとしたい。 

 

⑥ 次回 WG 会合について 

‒ パリ会合の結果報告があるので、7 月中旬か下旬に開催したい。 
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3.3.1.6 国内審議委員会 

3.3.1.6.1 第 20回国内審議委員会 

（1）  日時：2018 年 6 月 28 日 

 

（2）  場所：TKP 新橋カンファレンスセンター ホール 4B 

 

（3）  出席団体・企業等：大学関係、民間企業、各種団体、RITE（事務局） 

 

（4）  議題 

‒ ISO/TC265 のこれまでの動きと今後の予定について 

‒ 各ワーキンググループ等の活動報告と各 WG 会合・TC265 総会対処方針について 

a 回収 WG 

b 輸送 WG 

c 貯留 WG 

d Q&V・CCI WG 

e CO2-EOR WG 

‒ 審議事項 

a ISO/TC265 WG エキスパートの追加登録について 

b ISO/FDIS27919-1 の FDIS 投票に関する審議について 

c ISO/TC265 Strategic Business Plan の改定について 

‒ 第 11 回 ISO/TC265 総会（パリ）日本代表団方針等について 

‒ その他 

 

（5）  主な決議 

‒ 各ワーキンググループ等の方針と活動報告他 

各ワーキンググループは、それぞれの主査から説明された今後の取り組みに従って対応する。 

 

‒ ISO/TC265 WG エキスパートの追加登録について 

各 WG エキスパートとして計 8 名を追加登録する。 

 

‒ ISO/FDIS27919-1 の FDIS 投票に関する審議について 

資料に基づき、投票を行う。なお、FDIS の 8.1.2 節の記述については、回収 WG 主査がコメ

ント追加要否の判断のうえ対応を行う。 

 

‒ ISO/TC265 Strategic Business Plan の改定について 

資料に基づき、投票および第 11 回 ISO/TC265 総会（パリ）での議論対応を行う。 

 

‒ 第 11 回 ISO/TC265 総会（パリ）日本代表団方針等 
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第 11 回 ISO/TC265 総会に参加する日本代表団メンバーは、基本方針にしたがって対応する。 

 

（6）  議  事： 

会議主催者（RITE）ならびに委員長挨拶に続いて以下が審議された。 

 

① ISO/TC265 のこれまでの動きと今後の予定について（説明者：事務局） 

第 19 回国内審議委員会以降の国際活動状況、投票および投票結果概要、第 11 回 ISO/TC265

総会および総会後の予定について報告された。 

 

‒ NWIP は投票不要とのことだが、新プロジェクト開始の判断はだれがどのように行うのか。 

→NWIP が投票不要なのは TR の場合のみであり、新プロジェクト開始の判断に関しては、

第 11 回 ISO/TC265 総会（パリ）で議論予定。 

‒ 今回 TR27922 が NWIP 投票で可決条件を満たさなかったが、今後 DTR 投票の際に否決さ

れないような手段を取るのか。 

→WG1 の中で、反対国に対するロビー活動を行う。ただし、反対国による反対投票の背景

として、欧州のセメント産業界が関与しているものと思われるため、その点における調

整が課題。 

‒ TC265 のそもそもの目的は温暖化対策であり、今後億トン単位の貯留をしていく必要があ

る。そのような中、CCU の U については、温暖化対策としては非常に小規模であるため、

CCS と絡めてしまうと混乱を招くおそれがある。この点を踏まえ、専門家としての意識を

持って発言・発信をされたい。 

‒ CCU の U を ISO の中で評価する場合、利用先の製品で評価（従来製品との比較等）する

のが適切と思われる。 

 

② 各ワーキンググループの活動報告と今後の取り組みについて 

a 回収 WG（説明者：回収 WG 主査） 

資料を用いて、活動報告および今後の取り組みについて説明された。 

 

審議の結果、活動報告と今後の取り組みに関して了承された。 

 

b 輸送 WG（資料 2-2 説明者：事務局） 

資料を用いて、活動報告および今後の対処方針について説明された。 

 

‒ 第 9 回 WG2 会合（パリ）では、日本以外の他国からの説明予定はあるのか。 

→他国からの説明の有無については不明。 

‒ 船舶輸送については、既存の IMO 規格や LNG 輸送船等がある。これを踏まえ、CO2 輸

送に関する TR においては、既存のものをベースとして記載したうえで、CO2の船舶輸送

システムの大型化に関する内容を積み上げてはどうか。 
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→WG2 パリ会合での説明資料には、既存の規格や大型の LNG 等輸送船について記載し

ている。 

‒ 輸送システムの大型化に関する説明であることが判るよう、まずは船舶輸送システムの全

体像を示してはどうか。 

→説明資料冒頭にイメージ図を追加する。 

‒ CCS による CO2の大規模削減という観点で見た場合、温度・圧力条件や材質選定などを

踏まえた船舶輸送システムの大型化に関する提案は意義があると思われる。 

‒ 既存の規格を踏まえ、ISO で TR を作成する価値があるかどうかについての議論が必要と

思われる。 

 

審議の結果、活動報告と今後の対処方針に関して了承された。 

 

c 貯留 WG（説明者：WG3 ココンビーナ） 

資料を用いて、活動報告および今後の取り組みについて説明された。 

 

審議の結果、活動報告と今後の取り組みに関して了承された。 

 

d Q&V・CCI WG（説明者：事務局） 

資料を用いて、活動報告および今後の対処方針について説明された。 

 

‒ 第 6 回 WG4 会合（シドニー）における「GHG emissions の利用回避」の背景は、当 WG4

会合に参加したアメリカの WG6 グループが、WG6 での議論内容（losses の利用）を WG4

にも持ち込もうとしたことにある。しかし、3 月にベルリンで開催された WG6 会合にお

いて、パリ会合で再び GHG emissions の利用について検討することを口頭合意した。 

‒ なぜ 3 月に開催された第 9 回 WG4 会合（パリ）のミーティングレポートが出てないのか。

WG4 会合のレポートは毎回出るのが遅いため、事務局へできるだけ早期の作成要望をし

ていただきたい。 

→3 月の WG4 パリ会合は、事務局の中国が予算の関係で不参加であり、豪州の WG4 エ

キスパートがレポートを作成することとなっているが、まだ出ていない状況。今回の

第 10 回 WG4 会合（パリ）で事務局へ早期作成について要望する。 

 

審議の結果、活動報告と今後の対処方針に関して了承された。 

 

e CO2-EORWG（説明者：CO2-EOR WG 主査） 

資料を用いて、活動報告および今後の取り組みについて説明された。 

 

‒ 米国は、トランプ政権発足以降、前政権に比べ CCS および CO2-EOR に対して消極的で

あり、現在米国で CO2-EOR を実施している石油会社 3 社のうち WG6 に参加しているの
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は 1 社のみ。万が一 FDIS27916 が否決される場合、CO2-EOR の主要実施国である米国

が手を引く可能性がリスクとしてある。 

‒ 米国の WG6 メンバーは発足当初から変わっていないのか。 

→DOE（合衆国エネルギー省）関係者は残留しているが、EPA（合衆国環境保護庁）関係

者は脱退している。 

‒ 中国はどのようなスタンスか。 

→中国代表団団長の判断によるものと思われる。なお、TC265 の中で中国は米国との間に

何らかの軋轢が生じている模様であり、米国主導の WG6 における投票に影響を及ぼす

可能性もある。 

‒ WG6 ココンビーナ（ノルウェー）が定年により今後交代する可能性あり。 

 

審議の結果、活動報告と今後の取り組みに関して了承された。 

 

③ 審議事項 

a ISO/TC265 WG エキスパートの追加登録について（説明者：事務局） 

資料を用いて、各 WG エキスパート計 8 名の追加登録について説明された。 

 

‒ 過去にエキスパート登録したが現在活動を行っていない方はどのような取扱いになるの

か。 

→今後事務局がご本人に確認し、登録削除のご意思があれば削除手続きを行う。 

 

審議の結果、各 WG エキスパート計 8 名の追加登録に関して了承された。 

 

b ISO/FDIS27919-1 の FDIS 投票に関する審議について（説明者：事務局） 

資料を用いて、FDIS27919-1 への投票案について説明された。 

 

‒ FDIS27919-1 の 8.1.2 Instrument classification に、「relative sensitivity coefficient of 

0.2% or greater」と記載があるが、これは精度が 0.2%より高い（パーセンテージが小さ

い）という意味か、それとも 0.2%よりパーセンテージが大きいという意味かが不明確で

はないか。 

→確認する。 

‒ 測定精度が 0.2% ということであれば、非常に精度の高い測定機器ということになり、現

場で使用できるものではない。このような数値を用いる根拠について理解できない。 

→これは既存標準から引用したものであり、かつ requirement ではなく classification の

ための説明である。再確認する。 

 

審議の結果、FDIS27919-1 の投票に関して、資料に基づき投票することが了承された。な

お FDIS の 8.1.2 節の記述については、コメント追加要否の判断は回収 WG 主査に一任する
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ことが了承された。 

 

c ISO/TC265 Strategic Business Plan の改定について（説明者：事務局） 

資料を用いて、ISO/TC265 戦略的ビジネスプラン改定の概要および対応案について説明さ

れた。 

 

‒ もし、今後の CCU の議論において、今回のビジネスプランで追加された GHG の取扱い

に影響を及ぼすようなことになる場合には注意が必要。 

→ビジネスプランは年１回程度の頻度で改定されるため、動向に応じ、今後の改定の際に

対応する。 

 

審議の結果、ISO/TC265 戦略的ビジネスプランの改定に関して、資料に基づき投票および

第 11 回 ISO/TC265 総会（パリ）での議論対応を行うことが了承された。 

 

④ 第 11 回 ISO/TC265 総会（パリ）日本代表団方針等について（説明者：事務局） 

資料を用いて、第 11 回 ISO/TC265 総会（パリ）日本代表団方針等に関して説明された。 

 

審議の結果、TC265 総会対処方針に関して了承された。 
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3.3.2 国際活動 

3.3.2.1 WG1（回収） 

ISO 27919-1 については、FDIS ドラフトを ISO 中央事務局で校正後、FDIS 投票に入った（期

間：5/10~7/5）。並行して WG1 での最終校正（エディトリアルな確認）を進めた。 

ISO27919-2 については、第 13 回 WG1 会合（シドニー）で合意した WD27919-2 ドラフト ver.0

をベースに、第 14 回 WG1 会合（ワシントン DC）で ver.1.0 に改訂後、WG1 編集タスクグルー

プにて各章ごとに改訂編集を進めた。 

ノルウェー主導で進めているセメント分野の回収性能評価に関する NWIP 投票（期間：2/8~5/3）

結果は賛成 10、反対 6、棄権 4 であった。なお、ISO 規約改定により TR 文書着手時の TC 委員

会投票は不要となったため、当該結果は参考情報扱いとなる模様である。 

 

3.3.2.2 WG3（貯留） 

 昨年度11月のシドニーにおける第6回WG3会合においてWell infrastructureとCO2 injection 

operations を中心とする新たな TR を開発することが合意された。その後、TR 開発を WG6 と共

同で行うことが WG6 より提案されて両者のコンビーナ間で合意された。共同開発となった TR

の目次は新たに WG6 からの提案もあり、Well infrastructure、CO2 injection operations、

Decommissioning、CO2 stored in petroleum reservoir、Non-well infrastructures、Monitoring

が候補となった。 

 今年度 7 月開催の第 7 回 WG3 および WG6 合同会合（パリ）では上記内容の正式な合意を目

指すことと TR の執筆体制および今後の工程ついて検討することなった。それに向けて、TR のタ

イトル、スコープ、目次の草案を準備した。両ワーキンググループメンバーの中から執筆者の候

補および章ごとのパネルリーダー、コリーダーの候補の選定作業を行った。 

 

3.3.2.3 WG4（Q&V） 

ISO27920（Q&V）開発について、2018 年 3 月にパリで行われた Ad hoc WG4 会合、テクニカ

ルパネル（TP）ごとのテレコンファレンスにより、WD の作成が進められた。5 月 18 日に TP リ

ーダーによるテレコンファレンスにおいて調整が図られた。 

 

3.3.2.4 WG5（CCI） 

リスクマネジメントの TR27918 が 2018 年 4 月に発行された。CO2 流組成の TR 開発について

は、テレコンファレンス（5/4、5/28）を通じて編集作業が行われ、7 月の第 9 回 WG5 会合（パ

リ）で議論するためのドラフト最終稿を 6 月 11 日に完成させた。また、2017 年 11 月の第 8 回

WG5 会合（シドニー）で合意されたリスクマネジメントの TS の NWIP 投票が開始（5/9～8/1）

された。 
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3.3.2.4.1 WG5テレコンファレンス（5/4） 

（1） 日時：2018 年 5 月 4 日 21 時 00 分～23 時 00 分 

 

（2） 出席国：フランス、ドイツ、韓国、ノルウェー、米国、日本 

 

（3） 議題、主な意見、決定事項 

‒ CO2流組成 TR27921 の作成について議論された。 

‒ フランスの PL より、これまでの取組みが説明された。（2/5 に TR ドラフト回付、3/5 まで

コメント収集、3/15 コメント対応に関する Web 会議、5/3 修正版完成） 

‒ コメント表のうち合意されていないコメントに関する対応を検討。 

‒ ドラフトの整合性を検討するメンバー（4～5 名、日本からも参加）を決め、以下を実施す

る事が決定された。 

・全ての合意されていない技術的課題を解決 

・文章を磨き、章内・文書内の整合性を確認 

・全体の構成を考慮した章立ての改変 

‒ 不純物のインパクトについてまとめた表（日本提案）について 5 月 28 日に Web 会議で議

論する。 

‒ 今後の予定が以下のように決定された。 

5/7- Harmonization、Fig 修正等 

5/14- Harmonization（+ Table 可能であれば並行して） 

Next DTR：5/21（暫定的、希望的締切り） 

5/21- Table、Web 会議 28 日 14 時から or 29 日 AM 

5/28- Table を含んだ全体の整合性を持った取りまとめ 

 Final DTR：6/15 

‒ パリ会合の WG5 は、7 月 3 日～4 日のみ開催とし、7 月 1 日は行わない予定。 

‒ リスク TS 開発の NWIP は、数日前に TC 事務局に送付 → 7 月下旬に投票が終わる予定。 

ただし、パリ会合でドラフティングを開始する予定。 

 

3.3.2.4.2 WG5テレコンファレンス（5/28） 

（1） 日時：2018 年 5 月 28 日 21 時 00 分～22 時 00 分 

 

（2） 出席国：フランス、ノルウェー、ドイツ、日本 

 

（3） 議題、主な意見、決定事項 

‒ CO2流組成 TR27921 の第 5 章 Impacts (effects) of the impurities の各節に、結論をまとめ

た表の作成を日本が提案し、その案とエキスパートから提出されたコメントついて議論さ

れた。 

‒ 不純物の影響については非常に複雑で、CCS においては多くの経験があるわけでもないの
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で、現在詳細に記載されているいくつかの欄について削除、整理して、より簡潔な表とす

る方向で修正することとなった。 

 

3.3.2.5 WG6（CO2-EOR） 

2018 年 3 月、ベルリンにおいて第 11 回 WG6 会合が開催されて DIS 投票時に提出されたコメ

ントに対するレゾリューションを与えて、ドラフトの修正を行った。第 11 回 WG6 会合（ベルリ

ン）後さらに次の段階である FDIS 投票に向けて TP リーダーを中心としてドラフトへの修正が

継続して行われた。また主だったメンバーを中心に WG6 内に Editorial Committee（編集委員会)

が組織されて最終の修正作業が行われた。 

最終的には編集委員会、WG6 事務局の修正を経て 2018 年 5 月 26 日に WG6 事務局から ISO

中央事務局へFDISとして提出された。ISO中央事務局ではFDIS投票に向けて準備を開始した。 

WG3 で開発予定の TR に WG6 が参加し、共同で開発することが昨年度コンビーナ間で合意さ

れた。WG6 は参加にあたって新たな章の提案を行い、認められた。新たな章のタイトルは

Monitoring と CO2 stored in Petroleum reservoir である。 

 

3.3.2.6 Chair’s Advisory Group 

7 月開催の第 11 回 ISO/TC265 総会（パリ）に向けて、CAG テレコンファレンスを行って課題

について議論した。通常 CAG テレコンファレンスは、総会の 4 ヶ月前と 1 ヶ月前くらいのタイ

ミングで開催される。今年度は戦略的ビジネスプラン（SBP）の改定の議論を行うために変則的

な開催となった。 

 

3.3.2.6.1 CAGテレコンファレンス（4/13） 

(1) 日時：2018 年 4 月 13 日 21 時 00 分～22 時 30 分 

 

(2) 出席国： 

カナダ、中国、フランス、ノルウェー、米国、豪州、メキシコ、サウジアラビア、日本 

 

(3) 議題、主な意見、決定事項 

① ISO/TC265 戦略的ビジネスプランの改定について 

‒ これまで、WG4 関連で GHG の取り扱いが議論になってきたが、その議論の結果を受けて

TC265 のビジネスプランを修正する議論を行った。 

‒ GHG Adhoc グループでの GHG の取り扱いに関する議論の結論を、ビジネスプランの

Annex に添付し、6 週間の CIB 投票にかける。投票は 4 月から 5 月にかけて実施する方向

で進める。 

‒ 投票結果を受けて、パリ会合でビジネスプランの本文に反映する。 

 

② WG4 のココンビーナについて 

‒ フランスのココンビーナの参加ができなくなり、交代を行う。そのため、第 8 回 ISO/TC265
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総会（札幌（2016 年 12 月開催））で決まったコンビーナの選出方法にのっとり投票を行っ

て決めていくことになった。 

 

③ GHGT-14 に関して 

‒ 今年豪州のメルボルンで開催される GHGT-14 に対しての ISO/TC265 としてのアクション

を議論した。 

‒ Awareness Ad hocグループの米国のSallie Greenberg氏に活動をプレゼンテーションして

もらうことが提案され了承された。 

 

④ 第 11 回 ISO/TC265 総会および各 WG 会合（パリ）について 

‒ 日曜に WG を開催することは可能かどうかの質問に対し、フランスからは WG から要望が

あれば開催場所の確保を行う。WG 会合が 3 日間必要かどうかを議論してほしい。例えば

全体を 2 日とし、1 日あたりの会議時間を延ばして対応できないかどうかとの提案も出た。 

 

3.3.2.6.2 CAGテレコンファレンス（5/22） 

(1) 日時：2018 年 5 月 22 日 21 時 00 分～22 時 30 分 

 

(2) 出席国： 

カナダ、中国、フランス、ノルウェー、米国、豪州、メキシコ、サウジアラビア、ドイツ、

日本 

(3) 議題、主な意見、決定事項 

主な議題は、ISO/TC265 戦略的ビジネスプランの本文アップデートに関して議論する。  

 

① 前回 CAG 会合議事録 

コメントなしで承認された。 

 

② GHGT-14 

Awareness Ad hoc グループの Sallie Greenberg が参加する方向で検討中。 

 

③ 第 11 回 ISO/TC265 総会および各 WG 会合（パリ）の日程について 

日曜開催の WG を木曜の午前に変更した場合、総会が木曜午後開始となり、午前中 3 時間分

の審議に関して、当初金曜の昼までの予定が午後まで食い込むことになる。夕刻に帰国予定の

メンバーが、会議レゾリューションの確認等に出席できなくなることが予想される。そのため、

当初に決めた日程（日曜 WG 会合、木曜午前総会開始）で開催することとする。 

 

④ WG4 ココンビーナの変更に関して 

フランスのココンビーナ交代に関連し、各国に対して前向きに検討するように要請された。 
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⑤ ISO/TC265 戦略的ビジネスプラン 

セクレタリから、SBP（ビジネスプラン）本文のアップデート版と、GHG の扱いに関する

Annex が提案され、審議された。 

 

a 本文 

ｱ) GCCSI がリエゾンメンバーから抜けていて、本文では削除されているが、TC265 の Web

サイトではリエゾンメンバーで残っている。この Web の対応に関しては、D リエゾン程

度で残る可能性もあるので、第 11 回 ISO/TC265 総会（パリ）までにセクレタリが GCCSI

に確認することになった。 

ｲ) EXECUTIVE SUMMARY にある IEA の参照文献は最新版が 2016 年版であるので、現

在記述されている 2015 年版から置き換えすることになった。 

 

b Annex 

第 10 回 ISO/TC265 総会（シドニー）において了承された GHG Adhoc グループにおける

GHG の扱いに関する文章をビジネスプランの Annex として整理する。今回のビジネスプラ

ンの改定の一番重要な項目であり、第 11 回 ISO/TC265 総会（パリ）前に CIB 投票にかけて

各国の意見を集める。第 11 回 ISO/TC265 総会（パリ）において、投票結果を受けた Annex

を含めてビジネスプラン改定に関して審議する。 

ｱ) Loss と emission について 

・2017 年 3 月の第 9 回 WG4 会合（パリ）において、WG4 は emission の代わりに losses

を使うことに決めたので、SBP の Annex の文章について議論してもらいたいとの要請

がサウジアラビアから出た。 

・Loss(Losses)と emission では、Loss の方が広い範囲を示す。 

・Loss と emission の用語についていろいろと議論されたが、SBP は TC265 の各 WG の

標準化の考え方を示すものであり、用語の定義を行うものではないということで、この

Annex においては emission として記述し、各 WG においてしっかり議論すれば良いと

いう結論になった。 

ｲ) Shall/Should について 

セクレタリ提案の文章では、quantification に関する定義として 

“The emission of CO2 should be quantified.” 

となっていたが、今後いろいろなケースで使われるケースがあり、各 WG に対してより

フレキシビリティを持たせるために、 

“The emission of CO2 shall or should be quantified.” 

という、第 10 回 ISO/TC265 総会（シドニー）で承認された WG4 向けの文書と同じ文

書に修正した。 

ｳ) 本文への注意書きの記載について 

本文 1.1 に、この annex の位置づけと、emission/losses の定義に関する注意書きを追

記した。 
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3.3.2.6.3 CAGテレコンファレンス（6/26） 

(1) 日時：2018 年 6 月 26 日 21 時 00 分～22 時 30 分 

 

(2) 出席国： 

カナダ、中国、フランス、ノルウェー、米国、豪州、サウジアラビア、ドイツ、日本 

 

(3) 議題、主な意見、決定事項 

第 11 回 ISO/TC265 総会（パリ）に関して議論する。 

 

① 前回 CAG 会合議事録 

エディトリアルな修正を行って承認された。 

 

② 第 11 回 ISO/TC265 総会（パリ）について 

a リエゾンの活動について 

リエゾンの活動が不活発であり、チェアがリエゾンに対して働きかけを行うことになった。 

 

b TR 開発について 

今年度の Directive 改定において、TR 開発着手にあたって NWIP プロセスは不要という

ことが明確化された。この変更に対して、セクレタリからは TC のなんらかの管理が必要で

あるとの意見が出された。それは、TC メンバーの意向を確認しないまま進むと、DTR 投票

の段階で反対されて、それまでに開発に要した時間と労力が無駄になることを避けるためで

ある。 

第 11 回 ISO/TC265 総会（パリ）において、なんらかの対策方法を検討することを考えて

いる。 

 

c ZOOM について 

今回、WebEx に替わって新しいテレコンファレンスシステムとして ZOOM が導入された

が、これまで WebEx 会議を設定することのできるアカウントをもらえていた人が、システ

ムを変更したことでもらえなくなっている。これでは WG の活動に支障をきたすことになる。 

ISO の中央事務局へ問題提起ことになった。 

ZOOM を使って問題が発生した場合は、セクレタリに連絡することとした。 

 

d 次回 ISO/TC265 総会 

米国が次回 ISO/TC265 総会を開催する提案を行った。開催時期としては複数案あり、今後

米国内で検討していく。検討結果を第 11 回 ISO/TC265 総会（パリ）で提案する。 
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3.3.2.7 CCU Ad-hoc Group 

3.3.2.7.1 CCU Ad-hoc Group テレコンファレンス（5/25） 

(1) 日時：2018 年 5 月 25 日 21 時 00 分～22 時 00 分 

 

(2) 出席国： 

中国、フランス、韓国、ノルウェー、米国、オランダ、インド、日本 

 

(3) 議題、主な意見、決定事項 

第 9 回 ISO/TC265 総会（カラマイ）において設置されたメンバー各国から CCU に関する考

え方が説明された。 

‒ 韓国では、CCS は 2030 以降年 9 百万トン、CCUS は年 25 百万トン CO2の削減が見込ま

れるとしている 

‒ 中国からは、環状炭酸エステル、CO2 とメタンから燃料生成、メタノールの生成等化学製

品への適用が提案された。 

‒ フランスからは、発電分野や産業分野から排出される CO2 に対して再生エネルギーを用い

て水素やエネルギーを用いて CO2を変換し燃料、化学製品、素材等を作る持続可能な CCU

システムを提案。 

‒ 米国からは、ECBM、EGR、EWR や従来とは違う方法で生産されるオイル（シェール、

オイルサンドベースの合成石油、石炭の液化、バイオマスベースの液体燃料、ガスからの

液化等）等を含んだ地下貯蔵への利用について提案された。 

 

‒ これらの提案を受けて、CCU Ad hoc グループのレポートとして、CO2 Utilization に関す

る技術をついて評価する表を提案することになった。この表は、CO2 削減量、技術の成熟

性、市場、すでに存在する標準と関係する TC の 4 つの視点で整理する。 

 

‒ CCU における“暫定的な貯蔵”について考慮すべきである。CCU の主なアプリケーショ

ンにおいては、CO2は再度排出されるので、CCU における CO2削減をどうやって見積もる

かが課題である。 

‒ 7 月のパリ総会での報告へ向けてのスケジュールを検討した。 

・CCU の表を作成し、それを 6 月中旬までに改定 

・その後 Web 会議を実施し、レビューし表を確定する。 
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3.3.2.7.2 CCU Ad-hoc Group テレコンファレンス（6/22） 

(1) 日時：2018 年 6 月 22 日 21 時 00 分～23 時 00 分 

 

(2) 出席国： 

中国、フランス、ノルウェー、米国、韓国、日本 

 

(3) 議題、主な意見、決定事項 

CCU に関する表（CCU の各アプリケーションと各評価項目）に対して議論を行った。 

‒ 表は、CCU の各カテゴリー（燃料への転換、化学製品の製造、鉱物化、EOR 等）別に、

CO2 は永久に貯蔵されるかどうかの視点、技術の成熟度、市場への適用時期、市場の大き

さ、標準化の要求、その場合 TC265 で扱うかどうか等について各国からの評価結果を整理

したものである。 

‒ 各評価項目を数値化することが難しいが、予想される CO2 排出削減量については評価する

必要がある。 

‒ TC265 のスコープになぜ CCU を入れるのかを説明する必要がある。 

‒ CCS による CO2 排出削減が環境変化対策に役立つように、CCU による CO2排出量削減が

主なパラメータである。 

‒ このレポートは CCU に関するこれまでの経験をシェアすることに役立つ。 

‒ CO2-EOR はアドホックグループの範囲には含めないが、TC265 のスコープを考える時に有

効なために表の中に CO2-EOR を CO2地下貯留技術の一つに含める。 

‒ 市場の大きさについては、CCU が排出削減にどの程度効果があるかの評価に役立つ。化学

製品は大きな市場ではないので、期待される CO2 排出削減は小さい。地下貯蔵、ミネララ

イズや燃料のような大規模なアプリケーションについて目標にすべきである。 

‒ 4 カ国（中国、フランス、米国、韓国）から出されている提案を一つの表にまとめる必要が

ある。会議終了後一つの表にまとめ、メンバーに配布してレビューを行うことになった。 

‒ 次回は、パリ総会の期間中に Ad-hoc 会合を開き、総会への報告書の最終確認を行う。最終

確認した内容をパリ総会において Ad hoc グループの検討結果として報告する。 
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3.4 第 11回 ISO/TC265 総会および各 WG会合（パリ、フランス） 

2018 年 7 月に開催された本会合について、各 WG の会合状況、さらに Plenary 会合の状況を

記載する。なお、WG6 会合は開催されなかったが、WG3 との合同による TR 開発に関する議論

を行うため、WG6 メンバーは WG3 会合へ出席した。 

 

3.4.1 国際活動 

3.4.1.1 WG1（回収） 

WG1 では、火力発電所に設置された回収プラントの性能評価指標を提供する ISO 27919-1 の

第2編として、プラントの安定した運転のための評価指標やガイドラインを提供する ISO 27919-2

の開発、ならびにセメント産業における回収分野の規格文書の開発を進めている。ISO 27919-2

については、WD ドラフト（ver1.1）をもとにした編集、海底の議論を行い、ver2.0 へ改訂した。

回収技術の性能評価に関する規格文書については、技術報告書 TR 27922 の開発工程等を議論し

た。 

 

3.4.1.1.1 第 15回 WG1 会合 

(1) 日時：2018 年 7 月 1 日、3 日、4 日 

 

(2) 場所：フランス、パリ、Espace VINCI（7 月 1 日）・AFNOR（7 月 3、4 日） 

 

(3) 出席国：豪州、カナダ、フランス、日本、韓国、メキシコ、オランダ、サウジアラビア、（以

下、WebEx にて参加）ノルウェー 

 

(4) 議題 

‒ Report on the recent activities of TC265 and WG1 

‒ Clarification of the development process for TR27922 

‒ Status report of FDIS27919-1 

‒ Discussion on ISO27919-2 WD Ver. 1.1 

‒ Discussion on TR27922 (capture technology in cement industry) 

‒ Work plan and development schedule 

 

(5) 主な内容・決議 

第 15 回 WG1 会合では、ISO 27919-2 の WD ドラフト（ver1.1）について、あらかじめ日本

サイドで準備した要約を用いてドラフト内容の理解度を WG1 内で確認、共有化したのち、主要

な章について記述内容、編集議論を進めた。また、ノルウェーのエキスパートから、より理解し

やすい構成への変更提案があり章立ての見直しを行い、それらを反映したものを ver2.0 とした。

これをベースにして 11 月中旬に CD 投票に進めるための編集作業工程について全員合意した。主

な議論内容は以下のとおり。 
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‒ WG1 は、章立ての見直しに伴う WD ver2.0 の章別編集担当者の再配置を行い、これを確認

した。 

 

‒ 事務局は、本会合での編集議論の結果に基づき、WD ドラフト（WD ver2.0）を準備し、

WG1 に配布する。 

 

‒ 新しく作成する章に係る用語の定義は重要なので、カナダエキスパートがそれを担当する。 

 

‒ 開発のタイムラインについて、当初設定した CD 投票期限は 2018 年 9 月 9 日であるが、開

発期間を 2 か月間延長し、CD 投票用ドラフト提出を 2018 年 11 月上旬とする。 

 

‒ WG1 は、必要に応じて定期的な WebEx 会議を開催する。 

 

セメント産業分野における規格開発については、ノルウェーエキスパートがプロジェクトリー

ダーとして推進する回収技術の性能評価に関する技術報告書 TR 27922 の開発工程等について議

論した。主な議論項目は以下のとおり。 

 

‒ WG1 は、TR 27922 の開発を継続することを確認した。 

 

‒ 8 月中旬までに専門家を集めてベース文書の起草グループを結成する。 

 

‒ 9 月末までに、NWIP に記載されたスコープと概要について WG1 にコメントを求める。 

 

‒ 9 月末までに、NWIP 投票で反対票を投じた各国やセメンと産業とのコミュニケーションを

図る。 

 

‒ 10 月末までに、ノルウェーは議論を開始するためのベース文書を作成する。 

 

‒ ベース文書は WG1 に配布し、WG1 会合で議論する。 

 

‒ WG1 は、オランダに対して当該文書開発の目的と有用性を説明した説得用説明文書を発出

する。 

 

 第 15 回 WG1 会合における主な決議内容は以下のとおり。 

 

‒ FDIS 279191-1 

The FDIS ballot is expected to complete in the beginning of July and it is expected to 

be published in about 6 weeks upon approval. 
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‒ ISO27919-2 WD Ver. 1.1 

The outline of version 1.1 was explained for better understanding. Inserted comments 

and progresses after the last meeting were discussed and the version 1.1 was changed, 

as reflected in version 2.0. CD voting is expected to extend by 2 months (September to 

November 2018). 

 

‒ TR 27922 (capture technology in cement industry) 

Voting result on NWIP was shared and ISO confirmed WG1 can start the project as 

voting is not necessary to start a TR anymore. Discussion around merit of pursuing 

cement TR was made. WG1 countries who voted affirmatively and countries who voted 

negatively but showed interest to participate will be asked to provide experts’ names by 

the middle of August to start drafting the seed document (outline, scope purposes and so 

on). 

 

‒ Next WG1 meeting 

WG1 is planning a 3-day meeting in October/November 2018 and in January 2019. 

WG1 is currently seeking for a host of meetings. 

 

3.4.1.2 WG2（輸送） 

3.4.1.2.1 第 9回 WG2会合 

(1) 日時：2018 年 7 月 3 日～4 日 

 

(2) 場所：フランス、パリ、AFNOR 

 

(3) 出席国： ドイツ、豪州、ノルウェー、米国、日本 

 

(4) 議題 

‒ CO2パイプライン輸送のフローアシュアランスに関する TR 開発について 

‒ CO2の船舶輸送に関するプロジェクトの開発について 

 

(5) 主な内容・決議 

‒ 決議事項 

  当内容は、7 月 5 日の TC 総会において承認された。 

 

a パイプライン輸送 

ｱ) フローアシュアランスは、回収・輸送・貯留分野に関連する、重要なクロスカッティング

イッシューである。 
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ｲ) 新 TR の良い基盤となる２つの報告書が WG2 メンバーから紹介された： 

・The ROAD project report Flow Assurance & Control Philosophy ROAD Special Report 

for the Global Carbon Capture and Storage Institute 

・The K 34 White Rose project report 

ｳ) 新 TR は、２つの報告書の内容を一般化し、必要に応じ、その他の問題を追加することが

望ましい。 

ｴ) 新 TR は、回収・輸送・貯留分野の知見反映のために各分野のエキスパートを割り当てる

ことにより、WG5 で開発することが望ましい。 

ｵ) WG2 ココンビーナ（豪州）は、ISO/TC265 が承認すれば、WG5 における NWIP「フロ

ーアシュアランス」のプロジェクトリーダーとなる意思がある。 

 

b 船舶輸送 

ｱ) （大型）船舶による CO2輸送は、簡単なガス運搬手段とされており、既存の規約や規格に

より十分にカバーされている。 

ｲ) DNV および Lloyds Register による「Rules and Regulations for the Construction and 

Classification of Ships for the Carriage of Liquefied Gases in Bulk」もまた適用される。 

ｳ) CCUSへの適用を目的とした船舶やインフラの大型化は、現状、規格化する問題ではなく、

エンジニアリング上の問題として差し支えない。 

ｴ) ALIGN など現在完了している実際のプロジェクトは、規格化の前進と要求事項の理解の

助力となる可能性がある。 

ｵ) WG2 は、TC265 へ、当トピックの延期を推奨する。 

 

‒ その他の合意事項 

 当内容は、7 月 5 日の TC 総会において承認された。 

a WG2 コンビーナ（ドイツ）は、当会合を以て、WG2 コンビーナを含め TC265 における活

動から退くこととなった。別途募集を実施するが、後任の選択肢として、米国の Steven 

Carpenter 氏の名前が挙げられた。 

b WG2 のセクレタリは、引き続き DIN（ドイツ）が行うこととなった。 

 

(6) 主な議事 

① パイプライン輸送 

‒ WG2 コンビーナが、フローアシュアランスおよびパイプライン運用の概要と課題について

プレゼンを行った。 

→フローアシュアランスに関する TR を開発することで各国合意した。 

‒ フローアシュアランスは、輸送だけでなく回収～貯留を包括して考える必要があるとの見

解から、回収・輸送・貯留分野におけるキーポイントの洗い出しを実施した。 

→パイプラインは素材の組成や径・厚さ・形状のみならず、回収側からの CO2 組成や圧力・

レート（定常・非定常含む）、貯留側からの坑井挙動等、多岐にわたって影響を受ける
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ことがわかった。 

→よって、フローアシュアランスは WG を横断するトピックであることから、WG5 におい

て TR を開発することが望ましい旨、また開発にあたり WG1～WG3 エキスパートの

協力を得る旨について、同日夕方に開催するコンビーナミーティングにおいて提案す

ることとした。 

→2 日目に、WG2 コンビーナより、前日のコンビーナミーティングにより WG5 コンビー

ナの合意を得られた旨が報告された。 

‒ なお当 TR のスコープについて、WG2 コンビーナへの個別に質問したところ、当 TR のス

コープはあくまで配管部分のみであり、パイプラインの途中に設置する昇圧ステーション

(Booster Station)はスコープ外である旨の回答を得た。 

 

② 船舶輸送 

‒ WG2 コンビーナが、船舶輸送の概要と課題についてプレゼンを行った。 

→CO2輸送船は、既存の規約や規格に基づくものが既にあり、また Lloyds Register による

船舶構造等の規制も適用されている旨説明された。 

‒ 続いて、日本国内事務局が、今後の議論の参考に資することを目的とし、大規模船舶輸送

システムの TR の必要性に関するプレゼンを行った。併せて、本テーマがアクセプトされて

も日本からプロジェクトリーダーを出すことは難しい旨、また現状エキスパートも揃えら

れていない旨を説明した。 

→議論の結果、現状、船舶輸送システムの大規模化は規格化する問題ではなく、エンジニア

リング上の問題であると纏められた。一方コンビーナより、本テーマは排除されたわけで

はない旨のコメントを得た。また、上述の「規格化する問題ではない」については、IS

のみでなく TR も含まれることを確認した。 

‒ 結論として、船舶輸送に関する議論は延期されることとなった。なお、再開の目途（時期、

条件等）については明記されなかった。 

 

3.4.1.3 WG3（貯留）（WG6（CO2-EOR）との合同活動を含む） 

3.4.1.3.1 第 7回 WG3 および WG6合同会合 

(1) 日時：2018 年 7 月 4 日 

 

(2) 場所：フランス、パリ、AFNOR 

 

(3) 出席国：米国、カナダ、日本、ドイツ、ノルウェー、サウジアラビア  

 

(4) 議題 

‒ 新 TR (テクニカルレポート) 開発の内容、体制、工程について 

 

(5) 主な内容・決議 
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‒ WG3 と WG6 とが共同で TR を開発することをこのパリ会合で正式に合意・確認した。完

成までは 2 年とする。発行は 2020 年 6 月を目指す。 

 

‒ TR のタイトル、スコープ、目的は WG3 ココンビーナがあらかじめ用意した以下の内容が承

認された。 

a Title 

Geological Storage of Carbon dioxide injection operations and infrastructure 

b Scope 

This TR will address the operational requirements including infrastructure and 

processes specifically required for injecting CO2 in both onshore and offshore settings.  

c Purpose 

1. This is a supplement to ISO 27914 and ISO 27916 that will assist project 

proponents to plan, design, and operate CO2 geological storage projects safely and 

effectively. 

2. This work will serve as a base for continued updating of the standards. 

 

‒ 執筆(作業)体制は各章ごとにテクニカルパネル（TP）を構成し、分担執筆とする。 

 

‒ 会場にいるメンバーから TP への参加を募り、会合後に WG3 と WG6 のコンビーナで TP リ

ーダーの候補を検討した。 

 

‒ オフショアは各章に必要に応じて入れることにして独立した章にはしない。 

 

‒ 次回の Face to face ミーティングは GHGT14 が開催されるメルンボルンで Ad hoc な会合と

して開催する予定。1 月頃に正式な会合を開催したいが場所は未定。 

 

‒ 議論された開発までのタイムラインは以下の通り。 

 

※なお、本会合後の第 11 回 ISO/TC265 総会において TR の開発を開始するための新ルール

Date Activity Comment

July 1-4 2018 Paris meeting

Face to face meeting for development
of technical report
Determine TP leaders and members

July - October Descrive WD1by each TP

Octber 2018
Ad hoc meating associated with GHGT14 in
Melborune

Januarly  2019
Face to face meeting - Resolve comments
from the WG3+WG6

Venue TBD

May  2019 Laramie meeting

Feb 11  2020 Final Text to ISO

Jun 5 2020 Publication
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が承認されたが、この TR はその適用を受けないことが確認された。したがって、スター

ト時期、完成時期は制約を受けない。 

※TR 開発の新ルール：提案文書（Form4 ベース、従来の NWIP フォーム）の作成および、

それに対する 4 週間投票を実施、過半数の賛成で開発をスタートする。 

 

3.4.1.4 WG4（Q&V） 

3.4.1.4.1 第 10回 WG4 会合 

(1) 日時：2018 年 7 月 1 日、3 日、4 日 

 

(2) 場所：  1 日 ESPACE VINCI, 25 rue des Jeuneurs 75002 Paris, France 

3、4 日 AFNOR GROUP,  La Plaine Saint-Denis Cedex, France 

 

(3) 出席国：中国、フランス、豪州、カナダ、ドイツ、韓国、日本、ノルウェー、 

サウジアラビア、米国 

 

(4) 議題 

‒ WD27920（第４稿）の事前収集コメントに関する討議 

‒ CD27920 作成に関する討議 

‒ IS 開発の今後のスケジュールについて 

 

(5) 主な内容、決議 

‒ 各 TP 進捗報告および WD27920（第 4 稿）の事前収集コメントに関する討議 

・CD に向けたスケジュールの確認 (7 月末に CD 作成が必要) 

・TP1：豪州より報告。 

・TP5：ノルウェーと米国より説明。ISO14064-3 の用語 (information controls な d) は引用

を追加する。 

・TP2：サウジアラビアより説明。図 1 のキャプション「Potential emissions associated with 

a CCS project」について議論。図の改善も必要。 

・TP3：米国による説明。「quantifying party」「operator」の使い分けについて議論。「responsible 

party」は使用しない。定量化するものは「quantity」。「mass」は「quantity」に変更。 

 

‒ WD27920（第 4 稿）の事前収集コメントに関する討議 

・TP3：コメント対応。 

・TP1：用語の整理。 3 月の Ad hoc WG4 会合（パリ）の論点紹介。Emissions, leakage, loss

の包含関係について。Loss は emissions していない部分 (transfer した部分) も含む

概念と定義。Loss: emissions, leakage, intended releases, and transfers of the CO2 

stream to outside of the CCS project defined boundary となる。 

・TP1：コメント対応。日本のコメント 002 (CCS プロセスによるダイレクトエミッションも 取
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り扱えるように整合的に扱うべき) は受理。豪州もコメント 015 で同様の意見。 

・TP1 での 5 項「Objectives and Principles」が必要かどうか議論。Introduction に移動し短

くするという意見と保持で多数決。今回は保持となった。 

・TP2、4 のコメント対応 

 

‒ CD に向けたスケジュールの議論 

・7 月 31 日までに各 TP の執筆を終了し、8 月 7 日～11 日に CD 提出が必要との認識。それ

可能かどうか議論。 

・DIS の登録は 12 月 8 日が期限。不可能だった場合は、12 ヶ月か 9 ヶ月の延長。 

・各 TP をまとめる編集作業が必要と議論。新たにココンビーナになる Olivier Derceville 氏

をリーダーとして、編集プロセスを作成することに決定。 

・下図のスケジュールで CD 作成および DIS 化を検討。 

 

 

‒ CD27920 に向けた編集方法に関する討議 

・編集ガイドを作成。 

Guidelines of editorial committee (EC) 

These are the key issues that the EC should check for consistency in the draft for CD 

1. Punctuation, spelling and grammar  

2. Use of terms of quantifying party and operator 

3. Emission and leakage vs losses 

4. CO2 vs CO2 stream 

5. Consistency of the terms in Figure 1 with Clause 6, and 8 

6. Simplify language, e.g., remove references to organization, persons, entity, etc., where 

possible 

7. Identify inconsistencies in emphasis 

8. Review the terms and definitions, remove any terms are not used or only once in the 

document. Flag those terms for the TPs to consider to add a note or in the main text. 

9. refer to quantity rather than mass where appropriate 

10. consistency of the use of shall, should, may 
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11 . consistent use of storage, system, project, complex, site. Use WG3 standard as the 

reference, such as storage system (includes what’s on the surface, under the surface) 

12. Technical issues should be referred back to the TP leader in charge 

 

・TP による CD 完了に向けたガイド作成。 

Guidelines of TPs 

These are the key issues that TPs should check for consistency in the draft for CD 

1. Any new terms introduced by other TPs in the Paris meeting should be forwarded to 

TP1 by the end of first week (W28) for TP1 to incorporate, e.g., storage site, operator, 

etc. 

2. Address all comments for the clauses for which they are responsible 

3. If a defined term is only used once in the document, then the TP should consider either 

explains in the text or to attach a note to the term. If it is not practical now, then flag 

for consideration for DIS 

4. Replace mass with quantity where appropriate. Quantity means mass or standard 

volume 

 

‒ WG4 のココンビーナの交代について、フランスのココンビーナから同じくフランスのココン

ビーナへの交代が承認された 

 

‒ 今後のスケジュールについて検討し、下記のように設定した 

Stage Time Output 

CD 

July 31, 2018 CD to be finished 

August 1-6, 2018 Consistency check 

August 7-11, 2018 CD ballot to be created 

August-Sep., 2018 8-weeks ballot 

DIS 

Oct. 1-5, 2018 Ballot result, collated comments 

sent to WG4 members 

Oct. 29-31, 2018 Next WG4 meeting in Australia 

Dec.8, 2018 DIS registered 

 

‒ 主な決議事項 

【RESOLUTION 4】 

WG4 endorses Olivier d’Erceville as ISO27920 project co-leader. 

【RESOLUTION 5】 

WG4 reached consensus on definitions for “emissions”, “leakage” and “losses” to avoid 

conflicts among the terms while seeking clear understanding when compared with 

other ISO TC265 and CCS documents. 
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【RESOLUTION 6】 

WG4 reached consensus on the use of “quantifying party” and “operator” as 

replacements for “responsible party”. 

【RESOLUTION 7】 

WG4 decided to retain the Clause 5 Principles within ISO 27920 WD. 

【RESOLUTION 8】 

WG4 reached consensus to ensure consistency between Clause 6 and Clause 8 on the 

use of the terms describing CCS project(s) and CCS system(s). 

【RESOLUTION 9】 

WG4 decided to retain the Clause 10 Verification and to check its consistency with 

other ISO standards. 

【RESOLUTION 10】 

WG4 agreed to appoint an editorial committee consisting of Olivier d’Erceville as leader, 

with Steve Carpenter, Robert Balch, Sean Brennan, Greg Leamon, Randy Locke, and 

Sarah Wade as members. 

【RESOLUTION 11】 

WG4 developed guidelines for the editorial committee, and TPs. 

【RESOLUTION 12】 

WG4 agreed on a timetable and process for ISO 27920 in 2018. 

【RESOLUTION 13】 

WG4 agreed to hold a meeting immediately after GHGT-14 in Melbourne on 29-31 

October 2018, with the meeting to be hosted by CO2CRC. 

 

3.4.1.5 WG5（CCI） 

3.4.1.5.1 第 9回 WG5 会合 

(1) 日時：2018 年 7 月 3 日～4 日 

 

(2) 場所：AFNOR GROUP,  La Plaine Saint-Denis Cedex, France 

 

(3) 出席国：フランス、中国、カナダ、ドイツ、日本、韓国、ノルウェー、サウジアラビア、 

    豪州 

 

(4) 議題 

‒ ISO 27917（Vocabulary）の状況報告 

‒ ISO/TR 27918（Lifecycle risk management）の状況報告 

‒ NWIP TS 27924 (Lifecycle risk management) について 

‒ ISO/TR 27921（CO2 stream composition）DTR 案の検討 

‒ その他 
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(5) 主な内容、決議 

‒ ISO 27917（Vocabulary）の状況報告 

・2017 年 12 月に、ISO 27917（Vocabulary－Cross cutting terms）が発行された。 

・FDIS への日本からのコメントで、「3.1.3 LCA の定義で“and health”がコンセンサスなし

に挿入されていたので削除すべき」と指摘したが、FDIS では技術的変更は出来ないとの理

由で削除されなかったので、次回の改訂時がコメント反映の機会となる。 

 

‒ ISO/TR 27918（Lifecycle risk management）の状況報告 

・2018 年 4 月に ISO/TR 27918 (Lifecycle risk management) が発行された。 

・図表やテキストに ISO の執筆要領にそぐわない単位表記等があり、その訂正に時間を要した

ため発行が遅れた。 

 

‒ NWIP TS 27924 (Lifecycle risk management) について 

・NWIP は現在投票中（～8 月 1 日）であり、承認されれば 9 月上旬を目処に Web 会議を開

催し、実施体制を整えて 12 月に予定する WG5 会合（ノルウェー）で議論する予定を決定。 

・昨年のカラマイ（5 月）、シドニー（11 月）の総会で、本 TS では「経済と政策のリスクは

扱わない」ことが合意されたにも関わらず、目次案にコストの項目が残っている点を日本か

ら指摘し、ノルウェー、ドイツからも NWIP 提案が十分に練られていないとの意見が出さ

れた。 

・上記の課題があるため、プロジェクト実施に当たって、目次や内容を再度精査する必要があ

る、との合意が得られた。 

 

‒ ISO/TR 27921（CO2 stream composition）DTR 案の検討 

・2017 年 12 月に、ISO 27917（Vocabulary－Cross cutting terms）が発行された。 

・コアチーム（日本の委員を含む 4 名）による 6 月までの編集結果を確認するとともに、DTR

ドラフトに対する WG 内コメントの対応を最終決定した。 

・ドラフトについては、結論の章を中心に、幾つかの編集上の修正を行った。 

・CO2に含まれる不純物の影響を要約する表（日本の提案）は、節ごとに分割した 7 枚の表と

して、若干の修正を経て全てドラフトに反映された。 

・日本から提供した苫小牧の CO2組成の推算値は、表としてドラフトに反映された。 

・ドイツから、ドラフトには更なる技術的考察を加える必要があるとの意見が出たが、WG 内

で収集したコメントは既に合意の上処理されたことから、今後の修正点は DTR 投票に対す

るコメントに記載するものとし、今回修正されたドラフトを DTR 投票に付すことが合意さ

れた。 

・8 月中に DTR 投票を開始（8 週間）し、投票終了後に WG5 会合を開催（ノルウェー、12

月予定）してコメントに対する対応を議論する予定が合意された。 
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‒ その他（WG5 の将来のプロジェクトに関する議論） 

・リスク TS の NWIP が否決された場合、CO2流組成の TR 編集がほぼ終了した状況下で、次

期プロジェクトが無ければ WG5 は一次休止状態となる見込み。 

・TC265 内で合意された WG5 の Scope（ISO/TC 265 N036）を確認しつつ議論を行ったが、

特段の結論は得られなかった。 

 

‒ その他（Flow assurance プロジェクトの提案） 

・Flow assurance に関する TR 開発が WG2 で提案されたが、横断的課題であり WG5 で取り

扱う方が適切との意見があり、WG2（コンビーナ、ココンビーナ）から提案があった。 

・提案内容は、例えば CO2源のトラブルによる停止などで予期せず相変化が発生するリスクが

想定され、それらの取り扱いについて TR を開発するというもの。 

・White rose および ROAD の 2 件の CCS プロジェクトがこの課題に関するレポートを発表

しており、さらに他の知見を加えて普遍的な事項を集約して ISO TR としたい。 

・議論の結果、提案は WG5 の設立の趣旨に合致するものであるので、その分野の専門家を招

き、WG2 ココンビーナ（豪州）を PL として WG5 で取り組むことを合意。 

・TC において TR の NWIP の扱いについて議論される予定なので、そこで決定された手続き

を踏んでプロジェクトをスタートさせる。 

 

‒ 主な決定事項 （RECOMMENDATION） 

【RECOMMENDATION 1 】（ISO/TR 27921 CO2 STREAM COMPOSITION （CO2流組成）） 

・今回の会議の結果を反映した ISO/TR 27921 v4 を登録する。 

・この最新版のドラフトを、DTR 投票に付すため 8 月までに TC 事務局に送付する。 

・現在の技術・表現面のコメントについては、DTR 投票のコメントとして付されるであろう。 

・DTR 投票の後、修正とコメント処理のための WG を開催する。（場所未定） 

【RECOMMENDATION 2】（ISO/TS NWIP in Lifecycle risk management for integrated 

CCS projects） 

・第 7 回 WG5 会合（カラマイ）において、TR 27918 をベースとし、横断的・包括的な技術

とプロジェクトマネジメントの面について、統合 CCS プロジェクトのライフサイクルリ

スクマネジメントに関する規格（TS）開発を合意した。 

・NWIP が 2018 年 8 月までの期間で投票に付された。 

・エキスパートから NWIP の Scope 等についてコメントがあったが、NWIP 投票にはコメン

トが出せる上、それを反映させた修正が可能であることが確認された。 

・投票の結果を待ち、その後の進め方を検討する。 

・TR 27918 については、GHGT-14 において WG5 ココンビーナが発表する。 

【RECOMMENDATION 3】 

・WG5 では現プロジェクト終了後の将来について議論された。 

・2013 年に作成された scoping document（TC265 N036）が参照され、以下の項目が認識

された。 
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  a CCS ready、Evaluation of the energy consumption of the complete CCS chain 

・またエキスパートより以下課題が言及された。 

  a Intermediate Storage、LCA for CCS、他の WG からの情報提供・要請（TC 議長が

WG 間共同作業を推奨） 

b New ISO/TR ”Flow assurance”  (WG2 より提案) 

・WG5 はこの課題のプレゼンテーションを受け、WG5 の scope に合致することと flow 

assurance の意味を明らかにした。 

・WG2 は flow assurance を横断的課題として扱うことが重要で、WG5 が扱う場合はプロジ

ェクトリーダーを提案して WG2 がサポートする事を示した。 

・この主題を検討するために、ISO / TC265 がこの主題を受け入れ可能と考え、関連する支

援を考慮して、このプロジェクトを主催することに同意し、プロジェクトリーダーとして

の WG2 ココンビーナを支援する。 

【RECOMMENDATION 4】（Next WG5 Meeting） 

・次の WG5 会合は DTR 27921 の投票結果を考慮し開催し、場所は開催時期により決める。 

 

3.4.1.6 Plenary 

3.4.1.6.1 第 11 回 ISO/TC265 総会 

(1) 日時： 2018 年 7 月 5 日～6 日 

 

(2) 場所：フランス、パリ、AFNOR 

 

(3) 出席国： 豪州、カナダ、中国、フランス、ドイツ、日本、韓国、メキシコ、オランダ、 

ノルウェー、サウジアラビア、米国 

 

(4) 議題 

7 月 5 日 

1. Opening of the meeting 

2. Welcome from the host and safety briefing 

3. Presentation by the host 

4. Roll call of delegates 

5. Opening remarks by the Chair 

6. Adoption of the agenda Doc. ISO/TC N217 

7. Appointment of the resolutions drafting committee 

8. Report of the TC265 Secretariat 

9. Review of Sydney Action Items 

10. Review of Recent and Upcoming Ballots 

11. Report of the Chair’s Advisory Group (CAG)  

12. Convenor’s Meeting Report 
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13. Report from WG1 (Capture Working Group and discussion 

14. Report from WG2 (Transportation Working Group and discussion) 

15. Report from WG3 (Geological Storage Working Group and discussion) 

16. Report from WG4 (Quantification and Verification Working Group and discussion) 

17. Report from WG5 (Cross-cutting Issues Working Group and discussion) 

18. Report from WG6 (Enhanced Oil Recovery Issues Working Group and discussion) 

19. Report from Awareness & CommunicationGroup 

20. Report from the CO2 Utilization Ad Hoc Group 

21. Liaison Informational reports – issues related to ISO/TC265 

21-1. Report from ISO Central Secretariat 

21-2. Report from ISO TC67 & TC67/SC2 

21-3. Report from TC207, TC207/SC7, TC207/SC1 

21-4. Report from CLSF 

21-5. Report from EIGA 

21-6. Report from IEA 

21-7. Report from IEAGHG 

21-8. Report from WRI 

21-9. Report from CO2 GeoNet 

 

7 月 6 日 

22. Report from the Strategic Business Plan Advisory Group 

23. Review of Project Schedules and Workplans 

24. Future meetings – Presentation by Norway on 12th Plenary of ISO/TC265 

25. Other Business (New Projects, Future Meetings） 

26. Final drafting of Resolutions 

27. Approval of Resolutions 

28. Final Remarks from the Chair 

 

(5) 決議事項 

‒ 決議 1：アジェンダの採用 

アジェンダ（N217）が変更なしで採用されることが合意された。 

 

‒ 決議 2：議事録の承認 

シドニー（豪州）で開催された第 10 回 ISO/TC265 総会の議事録（N202）が承認された。 

 

‒ 決議 3：リゾリューションドラフティング委員の指名 

Horacio Hormazabal 氏（フランス語）と Ingvild Ombudstvedt 氏（英語）がリゾリューシ

ョンドラフティングコミッティとして指名されることが合意された。 
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‒ 決議 4：TC265 でのテクニカルレポート（TR）承認のプロセス 

a TR の提案フォームは WG もしくはその他のグループから TC265 事務局に提出されなけれ

ばならない。 

b TC265 事務局は CAG にメールにてコメントを求め、必要に応じてテレコンファレンスを

開催する。 

c CAG からのコメントは提案に統合されるように、WG や提案者に提出されなければならな

い。 

d 最終提案を TC265 事務局に提出する。 

e TC265 事務局は 4 週間の Committee Internal Ballot (CIB)を実施する。 

f 投票の選択肢 

ｱ) 承認 

ｲ) コメント付き承認 

ｳ) コメント付き不承認 

ｴ) 棄権 

g P メンバーの単純多数により承認される。 

h テクニカルレポートの開発は合意の下で行われなければならない。 

 

‒ 決議 5：WG1（回収）の報告 

WG1 のプレゼンテーションおよび報告が承認され、ISO27919‐2 の CD ドラフトの提出が

支持された。 

 

‒ 決議 6：TR27922 の事務手続き上のキャンセル 

DTR 投票の準備ができ次第再登録する意図で、事務手続き上 TR27922 のキャンセルを ISO

に依頼する。 

 

‒ 決議 7：WG2（輸送）の報告 

WG2 のプレゼンテーションおよび報告が承認された。 

 

‒ 決議 8：現 WG2 コンビーナ（ドイツ）の退任 

創立以来 WG2 をリードしてきた現 WG2 コンビーナに感謝の意が表された。 

 

‒ 決議 9：WG3（貯留）の報告 

WG3 のプレゼンテーションおよび報告が承認され、WG6 との合同プロジェクト ISO27923

（TR）の準備を進めることが支持された。 

 

‒ 決議 10：WG4（Q&V）の報告 

WG4 のプレゼンテーションおよび報告が承認され、ISO27920 の CD ドラフトの提出が支持
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された。 

 

‒ 決議 11：GHG アドホックグループのシドニーでの提案 

ISO27920 において「GHG」（Greenhouse Gas）の用語は以下のとおり使用されることが決

まった。 

a CO2流の composition は定量化しなければならない。（要求事項） 

b CO2 emission は定量化すべき、もしくはしなければならない。（推奨 or 要求事項） 

c 「GHG」という用語は ISO27920 の中で GHG emission を定量化する目的で使うことがで

きる。（許可）ISO27920 の中での「GHG」の使い方は他の GHG 関連の規格（ISO14064

など）と整合性を取らなければならず（要求）、non-normative（may or can）としなけれ

ばならない。（要求）CO2以外の GHG emission についての報告は ISO27920 のスコープ外

としなければならない。（要求） 

 

‒ 決議 12：現 WG4 ココンビーナの退任 

創立以来 WG4 をリードしてきた現 WG4 ココンビーナに感謝の意が表された。 

 

‒ 決議 13：WG4 のココンビーナの指名 

WG4 の新ココンビーナとしてフランスの Olivier D’Erceville 氏が承認された。 

 

‒ 決議 14：WG5（CCI）の報告 

WG5 のプレゼンテーションおよび報告が承認され、ISO27921 の CD ドラフトの提出が支持

された。 

 

‒ 決議 15：現 WG5 コンビーナの 3 年の任期終了 

WG5のコンビーナとしてWG5をリードしてきた現WG5コンビーナに感謝の意が表された。 

 

‒ 決議 16：WG6（CO2-EOR）の報告 

WG6 のプレゼンテーションおよび報告が承認された。 

 

‒ 決議 17：CO2 Utilization グループのレポート 

CO2 Utilization アドホックグループのレポート、およびグループの解散が承認され、感謝の

意が表された。 

 

‒ 決議 18：Strategic Business Plan（SBP） 

SBP アネックスの文案に対する CIB 投票結果については承認された。N223 に示す SBP の

ドラフトについては承認されず。1.1 章は CAG で明確化され次期総会で議論される。 

 

‒ 決議 19：ワイオミング総会 
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次回総会は米国のホストで 2019 年春にワイオミング州ララミーにて開催されることが承認

された。 

 

‒ 決議 20：ホストとスポンサーへの謝辞 

各 WG および総会開催にあたりホストとして AFNOR Standardization、スポンサーとして

ADEME: French Environment & Energy Management Agency –  Ministry of Climate 

change - ecological, energy transition, Club CO2: Carbon Capture, Use and Storage (CCUS)

に感謝の意が表された。 

 

(6) 議事内容 

① アジェンダ等の確認（Agenda 6,-7） 

アジェンダ（N217）の確認、Resolution 編集メンバーの選出、第 10 回 ISO/TC265 総会（シ

ドニー）の議事録（N207）の確認を行った。  

【決議 1、2、3 参照】 

 

② TC265 事務局からの報告（TC265 セクレタリ：カナダ）（Agenda 8） 

a 報告内容 

‒ ISO で利用する電話会議システムのプラットフォームが WebEx から Zoom に変更になっ

た。 

‒ TC265 メンバーシップについて、ルクセンブルグが P メンバーに参加、イタリアが O メ

ンバーから P メンバーに変更された。 

‒ TR 開発のプロセスについて、ISO としては NWIP 承認の必要はないことが確認された。

ISO は TC で議論すべきという意見だったので、TC265 事務局側で本 TC では 4 週間の

Committee Internal Ballot (CIB)をするという提案を作成した。投票の様式は正式なフォ

ーム 4 を改定したものを利用し、選択肢は１．承認、２．コメント付き承認、３．正当な

コメント付き不承認、４、棄権とした。この提案について協議したい。 

b 質疑応答（Q：質問、C：コメント、→回答） 

Q：フォーム 4 を使用すると混乱する可能性がある。エキスパートの参加は何か国以上必要

なのか。ISO では要求していないのであれば、提案の窓口を広げるためにも 1 か国でも

よい。（米国） 

C：少なくとも数か国からの参加が必要である。（フランス、ノルウェー） 

C：CAG で相談してはどうか。（オランダ） 

C：文献調査するだけなので、1 か国で十分であり、CAG で相談する必要もない。（ドイツ） 

C：プロジェクトを発足すると他者は追従するものだ。興味が否定されるのはおかしい。（サ

ウジアラビア） 

→結論についてはボランティアで決議のドラフトを作成し明日以降 TC で決定し事務局はプ

ロセスについてドラフトを修正する。→Action Item 11.01 

 【決議 4 参照】 
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③ 第 10 回 ISO/TC265 総会（シドニー）の Action Item の結果報告（TC265 セクレタリ：カナ

ダ）（Agenda 9） 

a 報告内容 

前回の ISO/TC265 総会（シドニー）からの以下 5 つのアクションは全て遂行された。 

ｱ) Action 10.1：TC265 メンバーへ WG4 に参加するエキスパートの募集を行う。 

→完了 （N210 参照） 

ｲ) Action 10.2：CO2 Utilization Ad Hoc group のリーダーは初回会合のためにワークプランと

アジェンダをメンバーに配布する。 

→完了 

ｳ) Action 10.3：CO2 Utilization Ad Hoc group は第 11 回 ISO/TC265 総会（パリ）で報告する。 

→完了 

ｴ) Action 10.4：TC265 事務局は Strategic Business Plan（SBP）のレビューがなされる際に

は全 TC メンバーに通知を出す。CAG のレビュープロセスに参加できない場合はレビュー中

にコメントを出せる。 

→完了 （N223 参照） 

C：TC レベル以外でも興味があればコメントできるということだったが、招待されてお

らず CAG のみでレビューが行われた。よってアクションは完了していない。（豪州） 

→TC265 の N 文書で配布されているので完了している。誤解があったことを議事録に記

載する。（TC265 セクレタリ） 

→Agenda 22 の Strategic Business Plan で議論する。（議長） 

ｵ) Action 10.5：TC265 セクレタリは 2018 年 7 月 2 日の CCUS シンポジウムでのプレゼン依

頼を配布する。 

→完了。（N218 参照） 

 

④ 最近実施された投票の結果が報告された。（Agenda 10） 

 

⑤ Chair’s Advisory Group（CAG）からの報告（TC265Chair：カナダ）(Agenda 11） 

a 報告内容 

‒ 第 10 回 ISO/TC265 総会（シドニー）以降電話会議が 4 回行われた。通常の２回の会議

に加えて、SBP に関する議論のために 2 回の会議を開催した。 

‒ 第 11 回 ISO/TC265 総会（パリ）における議論の準備、WG 会合と CCUS シンポジウム

の日程調整、シンポジウム出席は必須ではないこと等について議論された。また WG3 か

ら提案された新 TR 開発についても議論された。SBP の議論に関しては、⑯で報告する。 

 

⑥ Convenor meeting の報告（TC265Chair：カナダ）（Agenda 12） 

a 報告内容 

‒ すべての WG が参加し、WG のサマリーと進捗、問題を共有した。WG4 は 36 ヵ月が目
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標でタイトなスケジュールになっているが、今のところ 48 か月への期間延長はなし。 

‒ WG2 と WG5 のコンビーナが退任することになったので、代わりの立候補を募集する。 

→Action Item 11.02 

‒ WG4 のココンビーナの議論が行われ、唯一手を挙げたフランスの Olivier D’Erceville 氏

（Shell で 20 年の経歴、その後アメリカの環境コンサルティング勤務）を、投票ではなく

TC 会合の決議において新ココンビーナに承認することとした。 

→拍手で承認。 

 

⑦ WG1 からの報告（WG1 コンビーナ：日本）（Agenda 13） 

a 報告内容 

ｱ) 現在登録の WG1 エキスパート 

14 か国+2 リエゾン 70 エキスパート 

ｲ) 活動報告と今後の予定 

・第 14 回 WG1 会合（ワシントン）2 月 26 日～28 日 7 か国 18 名参加（内 4 名電話会

議） 

・第 15 回 WG1 会合（パリ）7 月 1、3、4 日 9 か国 22 名参加（内 1 名電話会議） 

・第 16 回 WG1 会合開催予定（場所未定）11 月初旬 

ｳ) ISO27919‐1 (Performance evaluation methods) 

FDIS 投票結果が 7 月 5 日に出る。承認されると 2018 年 8 月に出版される予定。（注：

7 月 5 日投票が終了し承認された。） 

ｴ) ISO27919‐2 (Reliability and availability) 

WG1 ワシントン会合では編集グループを立ち上げ WD ver.1 を作成。編集グループ内の

コメントを議論し WG1 パリ会合では WD ver. 2 を作成した。当初は 9 月初旬に CD 投票

を実施する予定であったが、11 月初旬に CD ドラフト提出することで合意した。 

ｵ) TR27922（Cement industry） 

ノルウェーから提案されたセメント産業分野での TR で、NWIP 投票が終了したが、ISO

においては TR 開発に関して NWIP 投票は不要とのことで、TR 開発を継続することとし

た。投票結果は今後の参考として扱うこととした。  

・8 月中旬までに 8 か国から参加の意思が表明されたので具体的な専門家のリストを作

ることとなった。 

・セメント産業や反対票を投じた国の理解を得るために今後調整していく。 

・11 月初旬までにシードドキュメントを準備する。 

b 質疑応答（Q：質問、C：コメント、→回答） 

Q：専門家を集めるために TC 事務局としてできることはあるか。（TC265 セクレタリ） 

→サポート（専門家の誘致）をお願いしたい。（WG1 コンビーナ） 

C：ISO の管理上、TR27922 の投票は一旦キャンセルし、DTR 投票の準備ができた際に ISO

に再登録をしてもらう。番号は変更しないように ISO にリクエストする。（TC265 セクレ

タリ） 
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Q：セメント産業界にどのように説明するか。（ノルウェー） 

→ルール変更の途中でおきたことなので、協議中であると伝えてほしい。（議長） 

→WG はプロジェクトの着手について同意した。NWIP の説明が、反対票を投じた国には正

確に伝わらず、誤解された可能性があるので、それらを解消すべく今後働きかける。（WG1

コンビーナ） 

→WG1 決議に、「TR の必要性を記載した 1 ページドキュメントを作成する」旨を追加して

ほしい。（オランダ） 

c TC での審議結果 

以下のことが承認された。 

- WG1 の報告内容については異議なしで承認。 

- TR27922 の投票を ISO の管理上の理由で一旦キャンセルする。DTR 投票の準備ができ

た段階で再登録する。 

【決議 5、6 参照】 

 

② WG2 からの報告（WG2 コンビーナ：ドイツ）（Agenda 14） 

a 報告内容 

ｱ) 活動報告と今後の予定 

第 9 回 WG2 会合（パリ） 7 月 3 日、4 日 9 名参加 

ｲ) Pipeline flow assurance (TR) 

Flow assurance は回収・輸送・貯留分野に関連する、重要なクロスカッティングイッシ

ューであるため、WG5 で開発するのが妥当である。WG5 および TC で了承を得てプロジ

ェクトリーダーを WG2 ココンビーナ（豪州）とし WG5 で開発を進める。 

・Flow assurance の定義は以下のとおりとなった。“the process of ensuring successful 

and economical flow of the CO2 stream and avoiding multiphase flow in the process 

chain from CAPTURE to STORAGE” 

・ROAD project と White Rose project のレポートを参考にして開発する。 

ｳ) 船輸送に関する新規提案（IS or TR） 

船舶による CO2輸送は、簡単なガス運搬手段とされており、既存の規約や規格により十

分にカバーされている等の理由から、開発の延期を提案する。 

ｴ) コンビーナ 

現コンビーナは、WG2 コンビーナを退任する。後任は Steven Carpenter 氏（米国）に

なる可能性もあるが TC265 全体からも募集したい。 

ｵ) 事務局 

WG2 の事務局は DIN（ドイツ）が継続する。 

b 質疑応答（Q：質問、C：コメント、→回答） 

Q：DNV と Lloyds Register が決めている液化ガス運搬に係る船舶用の規格があるというこ

とだが、CO2輸送におけるタンクや積み下ろし・積込、ポンプ等についての規格が本当に

必要ないか？ 
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→船舶輸送はパイプライン輸送より低い圧力、温度となる。積み下ろし・積込でも既存のシ

ステムを CO2でも使えるはずである。 

Q：Flow assurance では経済的側面を検討するとなっているが、TC265 では経済的なことは

スコープ外ではないか？ 

→経済的なシステムというより、単純なＡ地点からＢ地点へというだけでなく、パイプライ

ングリッドや異なる CO2ソースから、サーマルダイナミックも違うといったことを含む予

定である。 

c TC での審議結果 

以下のことが承認された。 

- WG2 が flow assurance の概要に関する提案文書を他の WG のエキスパートと相談して

準備し CAG へ提出する。 

- WG2 の報告内容については異議なし。 

- 現 WG2 コンビーナのコンビーナ退任を承認する。 

【決議 7、8 参照】 

 

⑨ WG3 からの報告（WG3 コンビーナ：カナダ、（ココンビーナ：日本））（Agenda 15） 

a 報告内容 

ｱ) 活動報告と今後の予定 

・2018 年 7 月パリ 第 7 回 WG3 会合開催（WG6 合同） 

・2018 年 10 月メルボルン GHGT－14 の前後にアドホック会合を開催する予定 

・2019 年 1 月（場所未定） 会合予定 

ｲ) TR27923 

WG3 と WG6 合同で“Geological Storage of Carbon dioxide injection operations and 

infrastructure”に関する TR を開発する。 

・ISO27914 および ISO27916 の補足として、プロジェクト実施者が、プロジェクトの

計画、デザイン、操業を安全かつ効率的に実施するためのものである。また既存の規

格の今後のアップデート時の一つの基本となるものである。 

・このプロジェクトは、TR 開発に関する NWIP プロセスの変更途中で発案されたため、

CAG において NWIP の承認を得たものの、投票は実施せずにプロジェクト開始。 

・フレームワークについては WG 内で合意を得てテクニカルパネル（TP）を設立した。

7 月から 10 月にかけて各 TP で編集作業を行う。 

ｳ) 作業計画 

2020 年 6 月出版目標 

c 質疑応答（C：コメント、→回答） 

C：メルボルンで会合を開催するのであれば Australian Standard 関係者にも連絡して欲し

い。（豪州） 

→了承。（WG3 コンビーナ） 

C：Offshore に関する記載は WG5 に関連する部分もあると思うので、WG5 と密に連絡を取
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ってほしい。（WG5 コンビーナ） 

→関連する部分があれば連絡する。（WG3 コンビーナ） 

d TC での審議結果 

以下のことが承認された。 

- WG3 の報告内容については異議なし。 

【決議 9 参照】 

 

⑩ WG4 からの報告（WG4 コンビーナ：中国）（Agenda 16） 

a 報告内容 

ｱ) 現在登録の WG4 エキスパート 

15 か国 54 エキスパート 

ｲ) 活動報告と今後の予定 

・2 月、5 月に WebEx 会合、3 月に第 9 回 WG4 会合（パリ）を開催し 300 以上のコメン

トに対応した。 

・7 月 第 10 回 WG4 会合（パリ） 出席者 27 名（10 か国） 

・次期会合は 2018 年 10 月 29～31 日 GHGT－14 後にメルボルンで開催する。 

ｳ) ISO27920 (Quantification and Verification) 

・Principle、Emission-loss、Verification などについて議論し TP レベル、WG レベルで

のコメントに対応した。 

・Editorial Committee を構成して正式なドラフト作成準備にあたることになった。 

ｴ) 作業計画 

・2018 年 8 月～10 月 CD 投票 ⇒注：8 月 14 日 CD 投票開始（10 月 9 日締め切り）  

・2018 年 12 月 8 日 DIS ドラフトを ISO に提出 

・2019 年 12 月 15 日出版 

ｵ) ココンビーナの交代 

現 WG4 ココンビーナが退任し、Olivier d’Erceville 氏（フランス）が新ココンビーナと

して推薦された。 

b 質疑応答（C：コメント、→回答） 

C：GHG と CO2、loss と emission など決議を取るのが難しい内容もあったので定義を見せ

てほしい。（ノルウェー） 

→投票の際に添付されるドラフトで確認してください。（WG4 コンビーナ） 

c TC での審議結果 

以下のことが承認された。 

- WG4 の報告内容については異議なし。 

- ココンビーナの交代：現 WG4 ココンビーナの退任および Olivier d’Erceville 氏（フラ

ンス）の新ココンビーナ就任の承認。 

【決議 10、11、12、13 参照】 
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⑪WG5 からの報告（WG5 コンビーナ：フランス（ココンビーナ：中国））（Agenda 17） 

a 報告内容 

ｱ) 活動報告と今後の予定 

・第 9 回 WG5 会合（パリ）の出席者 15~17 名 

・次期会合は TR27921 の DTR 投票後に開催予定。数か国からホストの提案あり。 

ｲ) 現在登録の WG5 エキスパート 

11 か国 53 エキスパート+2 リエゾン 2 エキスパート 

ｳ) TR27921（CO2 stream composition） 

第 8 回 WG5 会合（シドニー）以降、WebEx 会合を 4 回開催し、Ver. 3 を WG5 パリ会

合用に準備した。WG5 パリ会合で 2 日間議論した結果をもとに Ver. 4 を完成させ、8 月

に DTR 投票に向けて提出する。 

ｴ) ISO/NP TS27924（Life cycle risk management for integrated CCS( based on TR27918)） 

・カラマイでのワークショップでは cross cutting、overarching technical、project 

management’s aspectsにフォーカスする方向で賛成を得たので規格化について可能性

を検討することとなった。現在 Technical Specification（TS）の NWIP 投票（ISO/NP 

TS27924）が行われているため、結果を待ってプロジェクトの今後の進め方を検討す

る。 注：⇒8 月 1 日投票終了し承認された。 

・ココンビーナが GHGT－14 で TR27918 を紹介する。 

ｵ) Pipeline flow assurance（TR） 

WG1, WG3 も深くかかわるクロスカッティングなトピックであるため、WG5 のプロジ

ェクトとして取り扱うべきとの提案を WG2 より受けた。WG2 ココンビーナがプロジェ

クトリーダーとなり開発を進める。 

ｶ) 今後のプロジェクト 

2013 年に作成された TC265 のスコーピングドキュメントを参照して今後のプロジェク

トを検討した結果、”CCS ready”, “Evaluation of the energy consumption of the complete 

CCS chain”などが挙げられた。 

b 質疑応答（Q：質問、C：コメント、→回答） 

Q：CCS ready は WG1 の範囲でもあるが、計画の内容は。（豪州） 

→まだ提案の段階なので、他の WG からのインプットを歓迎する。（WG5 コンビーナ） 

C：現在 WG4 および WG6 からも IS が開発さている段階にきており、ボキャブラリでの不

整合が起こっている。今こそボキャブラリの IS を改定してほしい。（日本） 

→よい提案だがシステムレビューまで 2 年くらいあるのでそれを待ちたい。 

Q：Flow assurance の開発についてエキスパートはどうやって集めるのか。（日本） 

→先にスコープを検討し投票にかけ、募集することになると思う。 

C：Flow assurance の開発には WG1、WG2、WG3 からのエキスパートの参加が必要である。 

c TC での審議結果 

以下のことが承認された。 

- WG5 の報告内容については異議なし。 
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- 現 WG5 コンビーナの退任の承認。 

【決議 14,15 参照】 

 

⑫ WG6 からの報告（WG6 コンビーナ：米国）（Agenda 18） 

a 報告内容 

ｱ) 活動報告と今後の予定 

・2018 年 3 月：第 11 回 WG6 会合（ベルリン） 

・2018 年 7 月：パリ会合（WG3 と合同） 

ｲ) ISO27916 

2018 年 1 月に DIS が承認され約 700 のコメントを受け取った。重要なコメントについ

ては WG6 ベルリン会合で議論した。再編成を行い内容が非常に分かりやすく明確になっ

た。その他のコメントは TP レベルで対応し、編集委員会を立ち上げて FDIS のドラフト

を提出した。 

ｳ) TR27923（新 TR） 

WG3 と合同で“Geological Storage of Carbon dioxide injection operations and 

infrastructure”に関する TR を開発することに合意した。 

b TC での審議結果 

以下のことが承認された。 

‒ WG6 の報告内容については異議なし。 

【決議 16 参照】 

 

⑬ Awareness & Communication Group からの報告（Sallie Greenberg：米国）（Agenda 19） 

a 質疑応答および情報共有（C：コメント、→：回答） 

C：TC265 についてどこかでプレゼンを行った場合、記録しているので連絡してほしい。（報

告者（米国）） 

C：GHGT－14 では、現状でどのように規格が実社会に貢献しているかというテーマでパネ

ルの応募をしており連絡待ちであるため、選ばれたらエキスパートに参加を依頼する。（議

長） 

C：WG5 は活動のアブストラクトを GHGT－14 でポスターの発表する予定。（日本） 

C：ヒューストンで開催される Carbon Management Technology Conference でプレゼンす

ることができる。（米国） 

C：国内で TC265 の規格が採択されるところなので、連絡した方がいいか。（豪州）（ノルウ

ェー） 

→TC にとって非常に重要なことなので必ず連絡してほしい。（TC セクレタリ） 

C：新しい P メンバーについても情報がほしい。（報告者（米国））→Action Item 11.03 

 

⑭ CO2 Utilization Ad Hoc Group からの報告（Aicha El Khamlichi：フランス）（Agenda 20） 

a 報告内容 



229 

 

‒ カラマイ会合以降、シドニー会合までに委員会を招致し WebEx 会合を 4 回、対面の会合

を 1 回開催した。 

‒ Utilization には多くの技術があり、分子を物理変換できるものが色々あることから、化学、

バイオ、ミネラライゼーションの 3 つに分類している。変換されない場合は主に EOR に

している。 

‒ 成熟度もあり市場のデマンドもあるので、関連するデータを集めてレポートにしたい。他

の TC で扱っていなければこの TC で扱うことができる。 

‒ WG5 に新プロジェクトとして提案したい。本 TC で扱わないのならば International 

Workshop Agreement（IWA）についても検討する。 

補足：TC に属さず独立したグループで作成されるもので TR が出せるはず。専門家と相

談ができるため前進のための解決策となるかもしれない。Agreement の骨子はウェ

ブで検索できるが各国代表とのやりとりや会合も開催する必要があるし、詳細につ

いては ISO からの情報が必要になると思う。（オランダ） 

b 質疑応答（Q：質問、C：コメント、→回答） 

Q：本 TC で CCU を取り扱うべきかどうか？（議長） 

→議論が分散するので TC265A や TC265‐2 などに分けるべき。（ノルウェー） 

→CCU や CCUS のために大きく広げすぎるのはダブルワークとなって効率が悪い。WG7 を

設立するのが妥当だろう。（ドイツ） 

→TC265 はタイトルにもあるように地中貯留の専門 TC である。TC としてスコープを広げる

のかどうか決めなければならない。（米国） 

→スコープを広げる意味はあるかもしれない。TR を作成するのはどうか？（豪州） 

→CCUS の LCA 分析をするにしても TC 内に適切な知見がない。（米国） 

→本 TC 内には化学者もいるし、フランス、サウジアラビアなどの専門家もいるので知見はあ

る。（フランス） 

→知見はあるとしても産業界からの時期尚早と言われているので規格を開発する必要性があ

るか？（ノルウェー） 

→製品のアウトプットが燃料なら、燃料から燃料を作ることになるのでエネルギーの無駄であ

る。そのために使用されるエネルギーはエネルギーとして使われるべき。（日本） 

→情報交換できたが時間がないので CO2 Utilization Ad Hoc Group にレポートを完成しもら

いメンバーに配布し次回総会で本TCにふさわしいかどうか決める。レポートの中のAd hoc

グループとしての提案の取り扱いについては CAG で議論する。（議長）→Action Item 11.04 

c TC での審議結果 

以下のことが承認された。 

- アドホックグループのレポートに感謝の意が表され、活動報告のレポートの完成を待っ

てグループの活動を終了し解散する。 

【決議 17 参照】 

 

⑮ 関係団体からの報告（Agenda 21） 
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a ISO Central Secretariat（TC265 セクレタリ（ISO 中央事務局の代理）） 

ｱ) 報告内容 

・CD の提出日を報告することが必須となった。 

・FDIS 投票の際に各国はコメントを出せるようになった。 

・Form 4 からテクニカルレポートの選択肢を削除した。 

 

b ISO/TC67、TC67/SC2 （Jarno Dakhorst：オランダ） 

ｱ) 報告内容 

・石油ガスの TC であり 1994 年に設立以来 200 以上の規格を作成しており、各国で国の

規格として使われている。 

・P メンバー33 ヵ国、O メンバー30 ヵ国が参加している。 

・TC265 で作成する新プロジェクトに関連があると思われる 11 規格を共有したい。例え

ば、TR12489 は”Reliability modeling and calculation of safety systems”で WG1 の開

発中の規格に役に立つ。 

・さらに情報が欲しい場合はセクレタリの Francoise de Jong 氏に連絡してください。 

・次回会議は豪州のパースで 11 月に開催予定。 

 

c ISO/TC207、TC207/SC7、TC207/SC1（Liu Mei：中国） 

ｱ) 報告内容 

・ISO14004 改訂版が出版された。 

・現在、ISO14007、ISO14016、ISO14008 を開発中。 

 

d CSLF （Sallie Greenberg：米国） 

ｱ) 報告内容 

・5 月に CO2 GeoNet と一緒にベニスにて会合を開催した。 

・TR を数年ごとに発行しておりオンラインで公開されているが、十分な活用がされてい

ない。 

・TR の活用とテクノロジーロードマップの使用についてアンケートを送るのでフィード

バックして欲しい。 

 

e IEAGHG （Lydia Rycroft：英国） 

ｱ) 報告内容 

・1991 年に設立され 15 ヵ国 33 メンバーが参加している。 

・主に CCS にフォーカスしており 320 以上の TR を発行している。 

・国際サマースクールを実施しているので招致の協力をいただきたい。 

・GHGT－14 が豪州のメルボルンで開催される。345 のオーラルプレゼン、450 以上のポ

スタープレゼンがある。レジストレーションは今オープンになっているので、参加を

募る。 
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f CO2 GeoNet（Rowena Stead） 

ｱ) 報告内容 

・欧州から 21 ヵ国から 29 の研究機関が参加し CO2貯留についてコミュニケーションを

とっており、今年で 10 周年を迎える。 

・ENOS project (ENabling Onshore CO2 Storage in Europe) 17 ヵ国から 29 のパートナ

ーが参加するプロジェクトの紹介。モニタリング、安全性、コスト節約、望ましい CO2

環境など CO2貯留について実験をしている。 

・TC265 ではリエゾン A ステイタスであり、WG3 の TP4 で共同執筆者として貢献した。 

・トレーニングスクール、マスターコースを来年 1 月から開催してオンラインで授業を提

供する予定。 

 

e EIGA、IEA、WRI：説明なし 

 

⑯ Strategic Business Plan (SBP) Advisory Group（Bill Spence：カナダ）（Agenda 22） 

a 報告内容 

- 今回の SBP の改定にあたって、記載されている関連情報を最新のものにアップデートす

るエディトリアルな視点と、TC265 のスコープに GHG を含めるかどうかという視点の２

つに分けて議論した。 

- テレコンファレンスは２回開催。 

- スコープについては CO2と GHG を TC265 でどう取り扱うかを議論し Annex を作成し、

本文側もこの Annex を参照する修正を行った。 

- Annex の文案に関しては、第 11 回 ISO/TC265 総会（パリ）の前までに TC265 内の投票

によって各国のレビューを実施し、7 月 3 日に投票が終了して承認された。 

b 質疑応答（C：コメント、→回答） 

C：Annex について、項目 3 の“reporting”に関する文章が不明確で、外部の人が違う解釈

をする可能性がある。このままの記述であると項目 1 と 2 に記載している Quantification

ができないと解釈される可能性がある。（豪州） 

→本文の 1.1 に Annex に関する引用文章が入っているが、その中でこの Annex は TC265 の

スコープの境界またはリミットを決めているのであって、定義を決めていないと説明して

いる。WG が開発において考えるべき上限とか限界を決めているだけである。Annex にお

ける“reporting”の解釈は WG に対してオープンになっている。 

C：フランスは Yes と投票したが、項目 3 をあらためて見直すと、GHG が無視されているよ

うに思える。LCA を評価する場合 GHG を省くと意味がなく、規格の信頼性を守るために

も No に変更する。Annex の文書は WG4 のドキュメントに対する決議であり、TC 全体

に影響を及ぼす SBP にそのまま適用するのはおかしい。また Annex は既存の ISO

（ISO14040,64 等）と整合性が取れていない。（フランス） 

C：確かにあいまいである。CAG の議論において、SBP では emissions を定義せずにフレキ



232 

 

シビリティをもたせ WG で定義させるようにしたためである。（米国） 

C：このあいまいなことが、ドイツが No 投票した大きな理由である。（ドイツ） 

C：Annex については投票で合意を得た。SBP については CAG で再検討する。（議長） 

C：GHG の取り扱いについては今まで議論を重ねてきたので、再度議論する必要はない。（米

国）（サウジアラビア） 

C：現状の Annex でも informative である TR を開発するのを阻むことはない。CCU を取り

巻く状況は常に変化している。SBP は状況に応じて常に修正すべき。（ノルウェー） 

C：Action 10.4 は完了となっているが SBP に誰でもコメントできるということだったが、

機会がなかった。（豪州） 

→“誰でも”というのは個人ではなく、P メンバーのミラーコミッティを通じてという意味

なので、国内で議論して TC に提出すること。（TC265 セクレタリ） 

c TC での審議結果 

以下のことが承認された。 

- Annex についての投票結果については異議なし。今会合で提案された本文修正について

は合意されず、CAG において 1.1 章を明確にして次回総会で議論する。→Action Item 

11.05 

【決議 18 参照】 

⑰ プロジェクトスケジュールのレビューと議論（Agenda 23） 

- TC265 セクレタリが各プロジェクトのスケジュールを示すタイムラインを見せながら、各

WG のプロジェクトの作業の進捗状況を確認した。 

- WG1：27919‐2 の CD 完成を 9 月から 11 月へ移動。 

- WG4：27920 CD 完成を 7 月から 8 月へ移動。 

- その他のプロジェクトは予定通り進んでいることを確認した。 

 

⑱ 今後のミーティング（Steve Carpenter：米国）（Agenda 24） 

次期総会について以下のとおり紹介された。 

a プレゼン内容 

ｱ) 場所：ララミー、米国 

ｲ) 日時：以下の提案の中から各国の都合を調整 

ｳ) スケジュール 

候補 1： 4 月 29 日～5 月 3 日 （日本：バケーションとなるので避けたい。） 

候補 2： 5 月 6 日～10 日   （サウジ：ラマダンなので行けない人が多い。 

CO2 GeoNet の会議と重なる。） 

候補 3： 5 月 27 日～-31 日  （サウジ：ラマダンなので行けない人が多い。） 

候補 4： 4 月 15 日～-19 日 

候補 5： 3 月 4 日～-8 日 

候補 6： 4 月 8 日～-12 日 

b 質疑応答（Q：質問、：コメント、→回答） 
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C：挙手によると候補 2 と候補 4 の希望が多い。 

Q：カナダで今後の TC の予定はどうか？ 

→数週間中に回答できるが、可能性は高い。  

c TC での審議結果 

以下のことが承認された。 

- 次期総会はララミー（米国）で開催し、日程については doodle poll を使って TC265 メン

バーの意見を調査して決める。→Action Item 11.06 

【決議 19 参照】 

 

⑲ その他（Agenda 25） 

- 決議 4 に従い TC 事務局がフォーム４を改定する。→Action Item 11.07 

- Andreas Paetz が新しい TC「Circular Economy」の NWIP を TC265 メンバーに配布する

ために TC 事務局に提出する。→Action Item 11.08 
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3.5 第 11回 ISO/TC265 総会（パリ、フランス）以降の活動 

パリ会合の結果を第 21 回国内審議委員会で報告し、国内各ワーキンググループの活動方針を決

めて標準化活動を推進した。3 月開催予定の第 12 回 ISO/TC265 総会（バーチャル）へ向けて、

国内各ワーキンググループの会合開催状況を以下に記載する。各活動報告を行うとともに、第 12

回 ISO/TC265 総会における対処方針を第 22 回国内審議委員会で決定した。またこの間における、

第 12 回 ISO/TC265 総会へ向けての国際における各 WG の活動を記載する。 

 

3.5.1 国内活動 

3.5.1.1 回収ワーキンググループ 

第 39 回回収 WG では、第 15 回 WG1 会合ならびに第 11 回 ISO/TC265 総会（パリ）の報告と

ともに、ISO 27919-2 規格開発ならびに TR27922 に関する経過報告とともに議論、意見交換を行

った。その後、第 12 回 ISO/TC265 総会（バーチャル）までに、合計 3 回の回収 WG（第 40 回

～第 42 回）を開催し、ISO 27919-2 規格および TR27922 文書の開発につき、国内委員の意見と

りまとめや意見交換を行った。 

 

3.5.1.1.1 第 39回回収 WG 

(1) 日時：2018 年 8 月 3 日 

 

(2) 場所：AP 新橋虎ノ門 会議室 J 

 

(3) 出席団体・企業等：民間企業、各種団体、RITE（事務局） 

 

(4) 議題 

‒ 第 15 回 WG1 会合（パリ）関連 

‒ 第 11 回 ISO/TC265 総会（パリ）関連 

‒ 今後の予定 

 

(5) 主な報告・決議 

‒ 第 15 回 WG1 会合（パリ）結果について報告するとともに、ノルウェーが中心となって当該

TR 開発を進めることになっているため、ベースドキュメント等の準備を促す。 

 

‒ 第 11 回 ISO/TC265 総会（パリ）について報告するとともに、TR 開発プロセスおよび TC265

における CCU の取扱いの議論について報告した。 

 

‒ 今後のスケジュールについて説明した。 

 

(6) 主な議論内容 

ISO27919-2 WD ドラフト編集に関して、WG1 エキスパートである国内編集会議メンバーを
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軸に編集方針を確認しつつ、WG1 での開発議論を進めていく。国内編集グループの会合を 2 回開

催した。 

 

① 第 15 回 WG1 会合（パリ）関連 

‒ ISO27919-1 FDIS 投票に関して、第 15 回 WG1 会合期間中の 7 月 5 日が投票締切であっ

た。結果は有効投票数 13 のすべてが approve であり承認の要件を満たした。ISO 中央事務

局の事務手続き後に出版される。通常は 6 週間後の 8 月下旬に国際標準として出版される

見込みである。なお、editorial コメントが 20 件出ているが、この反映については ISO 本

部に委ねられており、今回の出版に反映されるか、次回改訂時に反映するすることになる 

‒ ISO27919-2 WD ドラフト編集に関して、国内編集会議メンバーが中心に WG1 編集タス

クメンバーの意見を収集しながら、第 14 回 WG1 会合（ワシントン DC）の議論を反映さ

せ作成したドラフトについて、WG1 パリ会合で議論した。タイトルにもある単語 assure

について、内容の理解が進む中で ensure が妥当な単語であるとの指摘が出された。また、

規格内容を分かり易くするためにドラフトの章構成を変更することで合意した。各章の編

集担当者を再配置し、ドラフト改訂を進める予定である。 

‒ TR27922（セメント分野回収技術）に関して、開発を主導するノルウェーのプロジェクト

リーダーがリモートで本 WG1 パリ会合に参加し、議論した。以下の項目を、次回 WG1 会

合までに進めることを確認した。 

・TR 開発は実施する。 

・ノルウェー主導で編集グループ等の開発体制を構築する。 

・エキスパート召集とリスト化を WG1 事務局が支援する。 

・NWIP 投票時の反対国（企業）等との会話の機会を持ち、理解を促す。 

・ノルウェーおよびノルウェーが招集する編集グループでシードドキュメントを準備する。 

 

② 第 11 回 ISO/TC265 総会（パリ）関連 

‒ TR 開発プロセスについて、ISO の指針では、TR 開発の開始に対して投票実施は必要ない

が、TC265 として次の手順を決定した。 

１：Form4 を作成する。 

２：WG や組織（メンバー国など）がリーダーを引き受ける。 

３：CAG で内容を議論する。 

４：提案者が CAG の議論結果を考慮し、提案の修正等を検討する。 

５：投票を実施し、1/2 以上の賛成で承認とする。 

‒ TC265 のコンセンサスが重要であり、今回の ISO/TC265 総会（パリ）以降の TR 開発に適

用される。なお、標準開発で重要となる賛同国数や参加エキスパート数などの具体的項目

は、議論されたが結論に至らなかった。 

‒ TC265 における CCU の取扱いについて、今回の ISO/TC265 総会（パリ）期間中に CCU

のシンポジウムが 1 日開催された。TC265 の中に adhoc グループが招集され、議論してき

たが、明確な結論には至らず、CCU の WG 設置について、TC265 の事務局預かりとなっ
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た。なお、ad-hoc グループは解散する。 

 

③ 今後の予定 

‒ 2018 年 11 月頃 第 16 回 WG1 会合（開催地未定）  

‒ 2019 年 1 月頃 第 17 回 WG1 会合（開催地未定）  

‒ 2019 年 3 月～5 月頃 第 12 回 ISO/TC265 総会（米国） 

 

3.5.1.1.2 第 40回回収 WG 

(1) 日時：2018 年 11 月 12 日 

 

(2) 場所：TKP 虎ノ門駅前カンファレンスセンター カンファレンスルーム 4A 

 

(3) 出席団体・企業等：民間企業、各種団体、RITE（事務局） 

 

(4) 議題 

‒ ISO27912-2 WD ドラフト編集 

‒ TR27922（セメント分野回収技術）開発 

‒ 第 16 回 WG1 会合（オスロ）対処方針 

‒ TC265 関連 

‒ 今後の予定 

 

(5) 主な報告・決議 

‒ ISO27912-2 WD ドラフトの編集、検討内容に関して報告し、意見交換した。 

 

‒ TR27922 の開発状況について報告した。 

 

‒ 第 16 回 WG1 会合（オスロ）の対処方針案について検討、決定した。 

 

‒ TC265 の今後の開催について説明した。 

 

‒ 今後のスケジュールについて説明した。 

 

(6) 主な議論内容 

ISO27919-2 開発については、WG1 オスロ会合で議論のベースとなる WD Ver2.2 の説明と各

委員からの意見を集約するとともに、会合の対処方針を決定した。（WD Ver2.2 版は、第 15 回

WG1 会合（パリ）からのアウトプットである Ver 2.1 を WG1 メンバーに配信し、集まったコメ

ントを反映した版。） 

TR27922 開発については、プロジェクトリーダーであるノルウェーを軸にベースドキュメント
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の作成に進めるべく議論を行う方針を説明した。 

 

① ISO27912-2 WD ドラフトの編集 

‒ WG1 オスロ会合での議論に供するため、WD Ver 2.2 の最終編集を進めている。 

‒ 9 月に実施したノルウェー関係者との打ち合わせ結果をもとに国内編集会議メンバーによ

る議論を重ね、章構成に大きな変更を施した。evaluation procedure は大きく 6 つの step

で構成されており、Step1~Step3 が normative、Step4～Step6 が informative の位置づけ

である。前者は本文に、後者は Annex に記載することとした。また、4 章は Principle を示

すのみとし、残りを Annex へ、10 章も個々の記述内容に応じて本文と Annex に振り分け

た。また、5 章に outline を、6 章に reliability/availability の基本概念を記載し、7 章～9

章に design、operation、maintenance への適用を記述することとした。 

‒ 定義については未だ議論を必要とする。各章の担当者が対象となる用語を抽出し、3 章担当

者が集約、編集していく。評価指標のいくつかは数式で定義されているが、WG1 の中で十

分なコンセンサスが得られるよう議論していく必要がある。 

 

② TR27922 開発 

‒ ベースドキュメントとなるドラフトの作成に進むように、リーダーのノルウェーにも働き

かけている。また、NWIP 投票で反対したオランダが、議論への参加を表明しており、エ

キスパートを出す方向であり、今回の WG1 オスロ会合に参加する予定。 

 

③ 第 16 回 WG1（オスロ）会合対処方針 

‒ 対処方針案を説明し、出席者の同意を得た。 

‒ ISO 27919-2 開発は、WD Ver. 2.1 に対する WG1 エキスパートコメントおよび WG1 編集

タスクグループからの各章編集結果について総合的なレビューと議論を行い、CD ドラフト

として完成させ、CD 投票に基本合意を得る。 

‒ TR 27922 開発は、ノルウェーが当該標準化に係る周辺状況および TR 27922 の概要説明を

行い、それに基づき WG1 にてべースドキュメントの記述内容、構成、作成等ワークプラン

を議論する。なお、ベースドキュメントの記述内容については、国内関係機関と緊密な情

報共有を行う。 

 

④ TC265 関連 

‒ CCU の取扱いに関して、2 月～3 月の第 12 回 ISO/TC265 総会（バーチャル）で最終報告

される予定である。 

 

⑤ 今後の予定 

‒ 2018 年 11 月 19～21 日    第 16 回 WG1 会合（オスロ） 

‒ 2019 年 3 月頃        第 17 回 WG1 会合（米国、調整中） 

‒ 2019 年 2 月 28 日，3 月 1 日  第 12 回 ISO/TC265 総会（バーチャル）  
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‒ 2019 年 6 月第 2 週      第 13 回 ISO/TC265 総会（キャスパー、米国） 

 

3.5.1.1.3 第 41回回収 WG 

(1) 日時：2019 年 2 月 1 日 

 

(2) 場所：TKP 虎ノ門駅前カンファレンスセンター カンファレンスルーム 4Ｂ 

 

(3) 出席団体・企業等：民間企業、各種団体、RITE（事務局） 

 

(4) 議題 

‒ 第 16 回 WG1 会合（オスロ）結果報告 

‒ ISO27912-2 開発 

‒ TR27922（セメント分野回収技術）開発 

‒ 今後の予定 

 

(5) 主な報告、決議 

‒ WG1 オスロ会合の結果報告を行った。 

 

‒ CD 投票に入ったドラフトについて、実施した編集内容の要点を報告した。 

 

‒ TR27922 の開発状況について報告した。 

 

‒ 今後のスケジュールについて説明した。 

 

(6) 主な議論内容 

① 第 16 回 WG1 会合（オスロ）結果報告 

‒ ISO27919-2 のドラフトを議論し、年内に CD 投票に進むことで合意した。 

‒ TR27922 のドラフト作成にハイデルベルクからの参加が決まった。状況が一転し、欧州セ

メント業界の協力が得られるようになった。 

‒ ISO27919-1 の出版を報告した。 

 

② ISO27912-2 関連 

‒ 国内編集会議メンバー、WG1 編集タスクメンバーと議論を重ね、4 章に Principle、5 章に

Reliability / Availability の基本概念、6 章～8 章に Application の章構成とすることで決着

した。 

‒ Annex A に評価方法をまとめた。 

‒ 実運転からの情報などの informative な内容は、本文から Annex へ移動した。 

‒ CD 投票が 12 月に開始され、投票締切が 2 月 11 日であることを報告した。日本が CD 投票
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する際のコメント案に提供について依頼した。 

 

③ 第 16 回 WG1 会合（オスロ）における TR27922 開発状況の報告 

‒ ノルウェーから TR27922 文書および開発状況に関するプレゼンが行われた。 

‒ ハイデルベルク社 van der Meer 氏が電話会議で参加し、TR 開発への協力と TR27922 のア

ウトラインが提示された。3 月末を目途に van der Meer 氏を中心にアウトラインからドラ

フトを作成する。 

‒ 今後のワークプランとして、2019 年 6 月（第 18 回 WG1 キャスパー会合）で開発準備完了、

2019 年 8 月末に WD ドラフト開発完了、2019 年 8 月～10 月に DTR ドラフト検討、2019

年 10 月末に DTR 投票開始とした。 

 

④ 今後の予定 

‒ 2019 年 2 月 1 日      第 42 回回収 WG 

‒ 2019 年 3 月 1 日～3 月 2 日 第 12 回 ISO/TC265 総会（バーチャル） 

‒ 2019 年 3 月上旬      第 43 回回収 WG 

‒ 2019 年 3 月 11 日～13 日  第 17 回 WG1 会合（ワシントン DC） 

‒ 2019 年 6 月 10 日～14 日  第 13 回 ISO/TC265 総会／第 18 回 WG1 会合 

（キャスパー、米国） 

 

3.5.1.1.4 第 42回回収 WG 

(1) 日時：2019 年 2 月 1 日 

 

(2) 場所：TKP 虎ノ門駅前カンファレンスセンター カンファレンスルーム 4A 

 

(3) 出席団体・企業等：民間企業、各種団体、RITE（事務局） 

 

(4) 議題 

‒ ISO27912-2 開発 

‒ TR27922（セメント分野回収技術）開発 

‒ ISO/TC265/WG 動向 

‒ 第 12 回 ISO/TC265 総会（バーチャル）への対処方針 

‒ 今後の予定 

 

(5) 主な報告、決議 

‒ CD27919-2 の日本投票案と投票時コメントについて確認と議論し、CD 投票について、回収

WG はコメント付き賛成を支持することで決議した。 

 

‒ TR27922 の開発状況について報告した。 
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‒ ISO/TC265/WG動向として、第 12 回 ISO/TC265総会（バーチャル）、および DTR27921_/WG

た。ことで決議した。論し、ーム況が一転し、投票について報告、ならびに依頼を行った。 

 

‒ 第 12 回 ISO/TC265 総会（バーチャル）への対処方針案を説明し、合意した。 

 

‒ 今後のスケジュールについて説明した。 

 

(6) 主な議論内容 

ISO27919-2 開発については、CD27919-2 の日本投票案と投票時コメントについて確認と議論

を行った。また、WG1 海外エキスパートへのロビー活動（2019 年 1 月 23 日～24 日）について

報告した。 

 

① ISO27919-2 開発 

‒ CD 投票時日本コメント案について、コメントを提出した各委員が要点を説明した。これら

のコメントは、投票時コメントの回収 WG1 案として国内審議委員会の審議に諮る。 

‒ CD 投票について、回収 WG はコメント付き賛成を支持することで合意した。 

 

② TR27922 開発 

‒ ハイデルベルク社のオランダエキスパートの協力により TR27922 の開発が進展した。彼ら

は、セメント産業における CO2 分離回収は始まったばかりで、今回の TR が技術の進展の

妨げになってはいけない、と考えている。最終的な仕上がりは 20～30 ページと想定してい

る。 

‒ WG1 での調整だが、当初の開発提案者であるノルウェーエキスパートと、オランダエキス

パートの関係について、WG1 体制の視点で整理・確認しておく必要がある。 

 

③ ISO/TC265/WG 動向、 

‒ 第 12 回 ISO/TC265 総会（バーチャル）が、2 月 28 日と 3 月 1 日にテレコンファレンスに

よって開催される（日本時間では 3 月 1 日および 2 日、開始時間は AM6 時）。各 WG の報

告は 5 分間で設定されている。 

‒ WG5 が開発している DTR27921（CO2 stream composition）に関して、投票時のコメント

を委員に依頼した。 

 

④ 第 12 回 ISO/TC265 総会（バーチャル） 

‒ 以下の対処方針案について出席者の同意を得た。 

‒ ISO 27919-2 開発について、CD 投票が可決の場合、WG1 は、投票時の各々コメントに対

する見解について議論、決定し、DIS ドラフトへ反映させていくことをアクションプラン

とする。CD 投票が否決の場合、WG1 は、開発期間延長を決議するとともに、投票時コメ
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ントについて議論、CD2 ドラフトへ反映させていくことをアクションプランとする。 

‒ TR 27922 開発について、 WG1 は、第 16 回 WG1 会合（オスロ）で合意のとおり、WG1

オランダエキスパートであるRob Van der Meer氏がコーディネートする編集グループによ

り、TR27922 ベースドキュメントを 3 月末までに準備する。その後、WG1 においてレビ

ュー後、編集作業を進めるアクションプランとする。なお、ベースドキュメントの記述内

容については、国内関係機関と緊密な情報共有を行う。 

 

⑤ 今後の予定 

‒ 2019 年 3 月 1 日～3 月 2 日   第 12 回 ISO/TC265 総会（バーチャル） 

‒ 2019 年 2 月下旬または 3 月上旬 第 43 回回収 WG 

‒ 2019 年 3 月 11 日～13 日    第 17 回 WG1 会合（ワシントン DC） 

‒ 2019 年 6 月 10 日～14 日    第 13 回 ISO/TC265 総会／第 18 回 WG1 会合 

（キャスパー、米国） 

 

3.5.1.2 輸送ワーキンググループ 

第 11 回 ISO/TC265 総会（パリ）において、パイプラインフローアシュアランスに関する TR

は WG5 で開発することで合意したことを受け、国内の開発体制として、輸送 WG 主査をリーダ

ーとし、回収・貯留など各分野の専門家をメンバーとするアドホックグループを設立に向け、関

係者への協力要請を行った。国内アドホックグループの設立の時期は、当 TR が Technical Report 

Proposal 投票（2019 年 2 月 7 日～3 月 6 日）の結果承認された以降とすることとした。 

 

3.5.1.3 貯留ワーキンググループ（CO2-EOR ワーキンググループとの合同活動を含

む） 

3.5.1.3.1 第 29回貯留 WG・第 3回 CO2-EORWG合同会合 

(1) 日時：2018 年 8 月 20 日 

 

(2) 場所：TKP 新橋カンファレンスセンター ルーム 6G 

 

(3) 出席団体・企業等：民間企業、各種団体、RITE(事務局) 

 

(4) 議題 

‒ 第 7 回 WG3 および WG6 合同会合（パリ）報告 

‒ TR の内容案 

‒ TR のフレームワーク確認と TR メンバーの募集 

‒ 第 21 回国内審議委員会への WG3+WG6 活動報告案 

‒ ISO/TC265 パリ総会報告 

‒ その他 
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(5) 主な報告・決議 

‒ 2018 年 7 月 4 日にパリで開催された第 7 回 WG3 会合（WG6 メンバー参加）の結果につい

て、事務局より報告した。主な報告内容は以下の通り。 

a WG3 と WG6 が共同で TR を作成することを正式に確認、合意。 

b Offshore は、独立した章としない。 

c TP(Technical Panel)メンバーとリーダー・コリーダー候補の名簿を作成。 

d メルボルンにて、WG3+WG6 の Ad-hoc 会合を開催する。 

e 各 TP は、各章のガイドラインを作成し、メルボルン会合にて協議する。 

f 国内においても、貯留 WG と CO2-EOR WG が共同で、TR 作成に当たる。 

 

‒ TP（国際）に参加する国内メンバーを募集する。各 TP に少なくても日本人１名が参加する

ことで合意。9 月を目途に参加者を決定する。 

 

‒ 国内審議委員会における活動報告と今後の取組については、貯留 WG と CO2-EOR WG と重

複する部分があるものの、資料はそのままにしておき、口頭で、ISO27916 の投票開始直近

の状況を報告することで合意。 

 

(6) 主な議論内容 

① 第 7 回 WG3 および WG6 合同会合（パリ）（WG6 メンバー参加）の報告 

‒ ”describe WD1”の記述は、WD1 の中身を記載するという意味ではなく、WD1 のアウトラ

インを作成するという意味である。 

‒ TR は、1 冊の統合されたドキュメントと考えていたが、当初計画していた WG3 の内容に

加え、WG6 の内容が付加されたため、記載が多岐にわたること、およびページ数も多くな

ることが予想されることから、分冊とすることも視野に入れることも必要。 

‒ パリの会合は、３時間と短かったため、十分に内容が詰まったわけではない。 

‒ 現在の TP メンバー、リーダー候補はまだ編成途中である。これから、さらに各所に接触し

て、人員の勧誘を行う。 

‒ TR は情報（実績）データの羅列となる一方、意見表明の目的にも使用される可能性がある。

De-commissioning の部分は、特に各国の意見主張の場となる可能性が高い。 

 

② TR の内容について 

‒ Infrastructure (Well)は、CCS に特有のものだけ記載し、石油・天然ガス関係と共通な部分

は省略することもあり得る。 

‒ Well の中の Offshore Monitoring は、Monitoring の章で記載することも考慮可能。Well
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の Class II とか Class VI の区分けは、特に必要はなく、帯水層対象、または CO2-EOR 対

象といった表現としたい。 

‒ “Storing CO2 in Petroleum Reservoirs”の章で、Reusing facilities は、この章のテーマで

ある Transition facilities of CO2-EOR Storage に対して違和感がある。 

 

③ TR メンバー募集について 

‒ 全ての TP に日本人が参加することを合意事項としてはどうか。 

‒ 会議では、メンバーが決まらなかったため、今後、事務局が交渉していく。９月中にはメ

ンバーを決定する。 

 

④ 国内審議委員会のための活動報告と今後の取り組みについて 

‒ 活動報告は、貯留 WG と CO2-EOR WG で重複する部分があるが、資料はこのままにして

おく。CO2-EOR WG の口頭説明では、貯留 WG との重複部分を除き、FDIS 投票開始間近

の ISO27916 の部分を報告する。 

 

⑤ 今後の予定について 

‒ メルボルンにて、10 月に WG3+WG6 の Ad-hoc 会合を開催予定。 

‒ 2019 年 1 月に、正式な WG3+WG6 会合開催予定。 

 

3.5.1.3.2 第 30回貯留 WG・第 6回 CO2-EORWG合同会合 

(1) 日時：2019 年 1 月 23 日 

 

(2) 場所：TKP 新橋カンファレンスセンター ルーム 6G 

 

(3) 出席団体・企業等：民間企業、各種団体、RITE(事務局) 

 

(4) 議題 

‒ 第 8 回 WG3 および WG6 合同会合（ワシントン DC）概要 

‒ TR の各パネルの最新ドラフト 

‒ 第 8 回 WG3 および WG6 合同会合（ワシントン DC）への日本側基本方針 

‒ その他 

 

(5) 主な報告・決議 

‒ 2019 年 1 月 29 日から 31 日までワシントン DC で開催される第 8 回 WG3 および WG6 合同

会合の議事次第と出席予定者が事務局より報告された。 
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‒ TR 各パネルのドラフトの作成状況および執筆予定内容について、各パネル担当者および事務

局から報告後、執筆予定内容について議論が行われた。 

 

‒ WG3+WG6 ワシントン DC 会合において、一部パネルの人員増強を要望すること、今後の作

業スケジュールを確認すること、Injection Operations の章をどう取り扱うのか議論するこ

と等が合意された。 

 

‒ WG3+WG6 ワシントン DC 会合の結果報告については、2 月 18 日開催予定の国内審議委員

会以前に、次回貯留 WG+CO2-EOR WG 合同会合の場にて行うことが合意された。 

 

(6) 主な議論内容 

① 第 8 回 WG3 および WG6 合同会合（ワシントン DC）の概要に関する議論、意見交換 

‒ TR における数値の表記については、本格的な執筆を開始する前に、議論して共通認識を持

つことが必要である。WG3+WG6 ワシントン DC 会合の初日(1 月 29 日)の Agenda 9 

“Discussion of TR Scope”の冒頭で議論するのが適切だと思われる。 

 

② 各パネルの現況と執筆予定内容に関する議論、意見交換 

‒ Infrastructure (Non-Well)は、実質、日本の執筆者（パネルリーダー）1 名だけであり、体

制があまりにも脆弱である。WG3+WG6 ワシントン DC 会合で、人員体制の増強を要望す

べきである。 

‒ Injection Operations の章については、まだドラフトが提示されていない。本書は、他の章

でカバーできる分野であるため、本章は削除される可能性がある。WG3+WG6 ワシントン

DC 会合で、本章の取り扱いを協議することになる。 

‒ Infrastructure (Well)、および Monitoring の章については、日本の長岡プロジェクトの情

報開示許諾が得られたため、執筆する予定である。 

‒ De-commissioning の章については、文章ではなく、表の形式でドラフトが提示されている。

各プロジェクトの分類、法規制、Liability 移管等の実態を比較するためには、表形式の方

が適当ではないかと考えられる。ISO 事務局から文章による表記を要請された場合でも、

表に関する説明文を付記する等の対処が可能と考えられる。 

 

③ 第 8 回 WG3 および WG6 合同会合（ワシントン DC）に臨む日本側対処基本方針に関する議

論、意見交換 

‒ 基本方針 1. 「ISO27914 および ISO27916 の補完」の意味が不明瞭であるため、もっと明
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確にすべく、文章を修正したらどうか。議論の結果、本文章の意味は、「CCS または CO2-EOR

実行時に適用する具体的な手法を容易に選択できるように、過去の実例を数多く示す」こ

とであることとの説明がなされた。 

 

④ その他（今後の予定） 

‒ 1 月 29 日～31 日 第 8 回 WG3 および WG6 合同会合（ワシントン DC） 

‒ 2 月 18 日以前  貯留 WG + CO2-EOR WG 合同会合（国内） 

‒ 2 月 18 日    第 22 回国内審議委員会 

 

3.5.1.3.3 第 31回貯留 WG・第 7回 CO2-EORWG合同会合 

(1) 日時：2019 年 2 月 13 日 

 

(2) 場所：AP 虎の門 11F ルーム C 

 

(3) 出席団体・企業等：民間企業、各種団体、RITE(事務局) 

 

(4) 議題 

‒ 第 8 回 WG3 および WG6 合同会合（ワシントン DC）報告 

‒ 第 22 回国内審議委員会対応活動報告案 

‒ 第 12 回 ISO/TC265 総会（バーチャル）の対応について 

‒ その他 

 

(5) 主な報告・決議 

‒ 2019 年 1 月 29 日から 31 日までワシントン DC で、第 8 回 WG3 および WG6 合同会合が開

催され、会合の内容が事務局および会合出席者より報告された。 

主な報告内容は以下の通り。 

a TR で記載する数値表記は、ISO ルールを順守すること。 

b 目次案および各章の名称を一部変更することが合意。 

c パネル毎の議論内容。 

d 削除が検討されていた CO2 Injection Operations の章については、そのまま記述すること

で合意。 

e コンビーナから、今後のスケジュール案が提示された。 

（スケジュール案） 

１：本年 6 月開催予定の WG3、WG6 会合（キャスパー、米国）までに、各章の第１ド

ラフトを作成。 
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２：キャスパー会合にて、執筆内容を協議。その後、2～3 ヶ月かけて、ドラフト修正。

必要あれば、適宜、Face to Face Meeting を開催。 

３：2019 年末頃、DTR の voting 開始。 

４：2020 年中旬、TR 出版目標。 

f 各章の執筆内容については、概ね、現行案が了承された。 

g CO2 Storage Infrastructure (旧名 Non-Well)については、CO2-EOR も含めることに変更。

WG6 から執筆者として 1 名追加することで了承。さらなる人員を募集することで合意。 

h Storing CO2 in Petroleum Reservoir の執筆内容の一部は、将来、新たな IS として取り上

げる可能性があることが指摘された。 

i Decommissioning CO2 Operations の章では、比較表だけでなく、説明文を付記することで

了承。 

 

‒ 第 22 回国内審議委員会への対応活動報告案について 

事務局案に、以下の内容を追加した上で、国内審議委員会にて報告することで了承された。 

（追加すべき内容） 

a TR 作成に、日本より、プロジェクトリーダーとして参加していること。 

b WG6 において、ISO27916 の最終化に向けて多大な編集作業が発生したが、2019 年

1 月 31 日に、発行に至ったこと。 

 

‒ 第 12 回 ISO/TC265 総会（バーチャル）の対応について 

事務局より、今回の総会は、3 月 1 日、2 日（日本時間）、電話会議にて開催される予定で

あり、各 WG の活動報告に関しては、事前に質問を取りまとめることになっているので、国

内の委員の方々には、早急な対応をお願いすることになる旨説明があった。また、電話会議

のため、総会への出席者の数が制限され、人数の絞り込みをせざるを得ない旨説明があり、

了承された。 

 

(6) 主な議論内容 

① TR 作成に関して 

‒ TR における数値の表記方法については、ISO 事務局に問い合わせる。その結果を執筆担当

者に連絡する。 

‒ CO2 Storage Infrastructure (Non-Well)の章では、国内からの人員の増加を図る必要があ

る。 

‒ ISO27914 が発行済みであり、その後の各国の反応をモニターすることが必要。 

 



247 

 

3.5.1.4 Q&V・クロスカッティングイッシューワーキンググループ 

3.5.1.4.1 第 25回 Q&V・CCIWG 

(1) 日時：2018 年 8 月 2 日 

 

(2) 場所：エネルギー総合工学研究所（IAE） 7 階 701 会議室 

 

(3) 出席団体・企業等：民間企業、各種団体、RITE、IAE（事務局） 

 

(4) 議題 

① TC265 

‒ パリ会合、主要な動きについて 

 

② WG4 

‒ WG4 パリ会合について 

‒ WD 27920 (Q&V) 進捗状況について 

‒ 今後の対応について 

 

③ WG5 

‒ WG5 パリ会合について  

‒ ISO/NP TS27924（統合的リスクマネージメント）の投票対応について 

‒ TR 27921（CO2 Stream Composition）進捗状況について 

‒ 新規プロジェクト（Flow assurance）の提案について 

‒ 今後の対応について 

 

④ 第 21 回国内審議委員会対応について 

‒ 活動報告と今後の対処方針について 

 

⑤ その他 

 

(5) 主な報告・決議 

① TC265 

RITE より資料を用いて説明 

‒ 総会はフランス規格協会（AFNOR）で 7/5 から 7/6 午前に行われ、P メンバー12 カ国（全

21 カ国）、リエゾン 3 機関、65 名が参加。 

‒ CO2 Utilization Ad hoc グループより、CO2 geo-utilization と mineralization は大きな削

減効果が期待でき、TR を開発し CCU 標準化の必要性を議論したいと報告されたが、時期

尚早、TC265 の範囲外等の反対意見もあり、Ad hoc グループを解散し CCU 標準化につい

ては次回総会で議論する、との結論となった。 
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‒ WG2 のコンビーナ（ドイツ）は退任により空席だが DIN（ドイツ）は事務局を継続、WG5

コンビーナ（フランス）は 12 月に退任予定、WG4 ココンビーナ（フランス）は今回より

新任、就任に際しての手続きが不明確。 

‒ TR 開発の着手に際して NWIP 投票が不要、との ISO 中央事務局の判断があったため、

TC265 内での承認手順について議論され、WG が提案し CAG の議論により修正、4 週間の

投票、過半数の賛成で承認される手順が決まった。 

‒ 次回会合は 2019 年 3～5 月頃に、米国ワイオミング州ララミーにおいて開催の予定、その

次はカナダまたはノルウェーの見込み。 

 

② WG4 

‒ 各 TP から進捗状況が報告され、WD27920(ver.4)の事前収集コメントに関する討議が行わ

れた。 

‒ emissions, leakage, loss の包含関係、mass から quantity への変更など、用語の定義の明

確化や整合性について整理を行った。 

‒ 日本や豪州の「CCS プロセスによるダイレクトエミッションも 取り扱えるように整合的に

扱うべき」とのコメントは受理され、2017 年 11 月の第 8 回 WG4 会合（シドニー）におい

て狭い範囲の loss に限定した扱いは改善されたが、その趣旨がドラフトに反映されていな

い状況。 

‒ 7 月 31 日までに各 TP の執筆を終了、8 月 7 日～11 日に CD 提出との予定で投票に付す。 

‒ 投票後の結果を 10 月の第 11 回 WG4 会合（メルボルン）で検討し、12 月 8 日までの期限

中に DIS 登録を目指すが、不可能だった場合は 9 ヶ月または 12 ヶ月の延長を行うスケジュ

ールが合意された。 

 

③ WG5 

‒ リスク TS の NWIP は投票中の状況であり、現在の PL（米国）は WG を欠席し実施体制

は不透明、日本とドイツより NWIP の内容が不十分との指摘がなされ、指摘事項は NWIP

投票のコメントとして提出し、プロジェクト実施時に反映させることが合意された。 

‒ WG5 の将来プロジェクトについて、2013 年に発行された WG5 の Scoping document を参

照して議論され、特段の結論は得られなかったが、WG2 より”Flow assurance”の TR 開

発を WG5 で行う旨の提案があり、WG5 がこのプロジェクトを実施することが合意された。 

‒ 日本のエキスパートを含む 4 名のコアメンバーが最終編集を行った ISO/TR 27921（CO2 

stream composition） DTR ドラフトについて検討し、結論の章を中心に修正を行った。 

‒ 今回の修正を反映したドラフトを DTR 投票付すことが提案され、検討が不十分との異論も

あったが、最終的に 8 月中を目標に DTR 投票に付すことが合意された。 

‒ DTR 投票終了後に、投票結果を議論するために WG4 会合を開催することが合意された（12

月にノルウェーで開催の見込み）。 

 

④ 第 21 回国内審議委員会対応について 
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事務局より資料を用いて対応案を説明。 

‒ ISO/NP TS27924（統合的リスクマネジメント）は投票が承認されたことを前提に記載して

いるので、否決された場合は修正して委員に確認頂くことが確認された。 

‒ 次回の WG5 を次期総会前に開催する予定であることが分かるように、開催予定を記載すべ

き、との意見があり、 資料を修正することになった。 

 

⑤ その他 

‒ コンビーナ、ココンビーナ就任の承認プロセスが不明確であるのは問題なので、CAG の場

で確認する。 

 

(6) 主な議論内容 

① TC265 

‒ CO2 geo-utilization（EOR、地熱、ECBM）と mineralization（セメント等）は潜在的な

削減効果はある程度大きいが、CO2源との距離等の課題から難しい面もあるだろう。 

‒ TR の開発着手の承認過程があいまいなので、一部の国だけが主導して作成した TR に ISO

のクレジットがついてしまう懸念がある。 

‒ 米国が、国も TR 開発を提案できるはずだと強く主張したが、コンセンサスを取って進める

必要があるため、WG が提案するというプロセスは妥当であろう。 

 

② WG4 

‒ 検討の範囲が広がったということは、ドラフトが第 8 回 WG4 会合（シドニー）前の状況に

戻ったということか。 

→そうではなく、一旦削った状態にある上に、再度付け加えるという作業が必要なので、主

張しないと加わらず、見落としの懸念もあるので、注意が必要。 

‒ 6 章の Fig.1 では stationary などは扱わないとしており、合意の趣旨に反するので、修正

を求めており、時間的にも制約があるが全体に整合性を取る必要がある。 

‒ 英語 native な国のエキスパートで編集委員会が設立されているが、非ネイティブなエキス

パートの役割も重要とすべき。 

‒ 輸送のための昇圧コンプレッサ、船輸送の場合の液化設備、などが回収／輸送のどちらに

含まれるかが明確に書かれていないので、バウンダリーは明確に記載すべきである 

‒ Verification はどの様な内容か。 

 → 定量の手続きをきちんと行っているか確認する手順、 

‒ 実現不可能なガス流量の精度を規定するなど、実施できない事は定めないで欲しい。 

 → 細かい規定は今回の IS では書かれていない。 

 

③ WG5 

‒ 各 WG の IS 開発が進んだ結果、用語の定義が徐々に明確にされてきたため、Vocabulary

の IS の見直しについては早めに着手すべきであろう。 
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‒ ISO/NP TS27924（統合的リスクマネージメント）については、コンビーナが交代、PL が

欠席、米国も欠席、という状況から、PL が抜けてプロジェクトが潰れる懸念があり、注意

が必要である。 

→PL は指摘の通り。コンビーナの後継者と見られるエキスパートが今回新たに参加して

いた。 

 

④ 第 21 回国内審議委員会対応について 

‒ 活動報告と今後の対処方針について 

 

⑤その他 

‒ 特になし 

 

3.5.1.4.2 第 26回 Q&V・CCIWG 

(1) 日時：平成 31 年 2 月 7 日 

 

(2) 場所：エネルギー総合工学研究所（IAE） 7 階 701 会議室 

 

(3) 出席団体・企業等：民間企業、各種団体、RITE、IAE（事務局） 

 

(4) 議題 

① WG4 

‒ WG4 第 25 回 Q&V・CCI WG 以降の進捗について 

‒ DIS 27920 (Q&V) 進捗状況について 

‒ 今後の対応について（Web 総会、WG4 北京会合など） 

 

② WG5 

‒ WG5 第 25 回 Q&V・CCI WG 以降の進捗について 

‒ DTR 27921（CO2 Stream Composition）の進捗状況と投票対応について 

‒ TS 27924（統合的リスクマネージメント）の進捗状況について 

‒ 今後の対応について（Web 総会、WG5 オスロ会合など） 

 

③ 第 22 回国内審議委員会対応について 

‒ 今後の対処方針案について（Web 総会、WG5 オスロ会合など） 

 

④ その他 

‒ Web 総会への対応について 

‒ パイプラインフローアシュアランス TR 開発への対応について 
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(5) 主な報告・決議 

① WG4 

‒ WD27920 の CD 投票が行われ（8/13～10/9）、賛成 13 (うちコメント付き 9), 反対 0, 棄

権 8 で承認された。 

‒ 10 月 29 日～31 日の第 11 回 WG4 会合（メルボルン）において、CD 投票のコメント対応

について議論するとともに、本 IS で扱う CCS プロジェクトの境界を示す図を作成、その

検討のために新たに TP6 を設置することが決定された。 

‒ IS27920 の開発期間延長が投票（11/7～12/7）により承認され、発行期限が 2020 年 12 月

までとなった。 

‒ 2019 年 1 月～2 月に TP でドラフティングが進められており、3 月 12～14 日に北京で開催

される WG4 会合で DIS27920 v1.1 の review を行う。 

‒ CO2 回収時のエネルギー追加利用による排出に関しても整合的に取り扱えるような方向と

なりつつあるが、依然として議論が続いており、国内 Q&V・CCI ワーキングの意見を集約

し適切に対応を行う。 

‒ 検証については、他の IS との関係を確認しつつ進める必要がある。特に ISO 14064-2:2006

は最新版にリバイスされつつあるので、動向を把握しておく。 

‒ Scope 1.1General」の最後に「the TC265 series」という文言があるが、最近は series に

替えて family を用いることが推奨されているので、事務局に確認する。 

 

② WG5 

a CO2 流組成 TR 

‒ CO2 流組成の TR ドラフトについて、パリ会合で合意された内容で DTR が編集され、現

在投票に付されている。（2018/12/27～2019/2/22） 

‒ DTR には日本の対応方針、意見が反映されており、投票対応案は「コメント付賛成」と

した上でコメント案を資料に示すので、本日の WG でご審議頂きたい。 

‒ 4 月にオスロで開催される WG5 会合で、DTR に付されたコメントへの対応を検討する予

定。 

‒ インフォマティブなものにするという日本のコメントが反映されるよう対応する。 

b リスクマネジメント TS 

‒ NWIP 投票（5/9～8/1）が実施され、以下のように承認された。（日本はコメント付賛成） 

・賛成 9、反対 3（豪州、ノルウェー、サウジアラビア）、棄権 9 

‒ NWIP に記載された米国の PL が任務を果たせないことが明らかになり、替わりの PL を

探した結果、2019 年 1 月に PL が決まり近々に開発が開始される見込みで、日本からも

ドラフティングメンバーとして参加する。 

‒ 4 月にオスロで開催される WG5 で、TS 開発を開始する予定で、「技術とプロジェクトマ

ネジメントの観点に限ったもの」という方針と、CCS 運用者の意見を反映したものとな

るよう進める。 

c フローアシュアランス TR 
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‒ WG2で検討していたフローアシュアランスのTRをWG5で開発する事がパリ会合で決ま

り、エキスパート募集を経て、近々TC 内合意を得るための投票が行われる予定。 

‒ 本プロジェクトは、国内では別途アドホックグループを組織して対応する。（議題④） 

 

③ 第 22 回国内審議委員会対応について 

‒ 事務局より資料を用いて対応案を説明し、承認された。 

‒ フランスのコンビーナが任期満了で交代する予定だったが、後任の決定が遅れており、

2019 年 6 月の ISO/TC265 総会（キャスパー、米国）総会までにフランスのミラーコミッ

ティが人選する予定。 

 

④ その他 

a Web 総会への対応について 

RITE より資料を用いて説明。 

‒ 第 12 回 ISO/TC265 総会は 3 月 1 日、2 日の 6 時 00 分からで、参加できる回線が限られ

るので、日本は RITE 東京事務所に集まって参加し、事務局・コンビーナなど少人数で対

応する予定。 

‒ WG 報告はあらかじめ配布し事前に質問集めるという対応をするが、現アジェンダでは

WG 報告に関する質疑時間が 5 分となっており、2 月 5 日の CAG で 20～30 分に延長す

ることとなった。 

‒ ISO/TC265 戦略的ビジネスプラン（SBP）についてはフランスが提案をする模様で、議

論になると予想される。 

 

b パイプラインフローアシュアランス TR 開発への対応について 

RITE より資料を用いて説明。 

‒ パリ会合で、WG2 で検討していた本件を WG5 に移すことが合意され、エキスパート募

集が行われた。 

‒ 国内組織は回収 WG を中心に、貯留、CO2-EOR、WG3、Q&V・CCIWG からも参加予定。 

‒ 2/6 に TR のプロポーザルが CIB 投票（4 週間）にかかっており、承認されれば 6 月のキ

ャスパーが第 1 回の会合となる見込み。 

‒ 2019 年第 4 四半期に CD 投票、2020 年第 2 四半期に発行を目指している。 

 

c WG6 関連 

‒ WG6 で進められてきた CO2-EOR の ISO27916 が、1 月 31 日に発行されたことが報告さ

れ、関係の協力に謝辞が述べられた。 

 

(6) 主な議論内容 

① WG4 

‒ 適用範囲を示す 図では、エネルギー消費で発生する CO2は「MAY BE QUANTIFIED」と
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して扱っており、CO2 Stored は図には入っていないが計算式には入っている 

‒ IPCC のガイドラインでは貯留層からのロスも測る事になっており（現実的には計測不能）、

本 IS でも考慮する事になっているので、整合性は取れている 

‒ EOR の IS では貯留層から他の層に移動したものはロスとはしておらず、飲料水や大気に

触れなければ良い事になっているが、本 IS では他の層に移動した CO2はロスとして扱って

おり、不整合がある 

‒ ただし本 IS の Scope では EOR は除く、としているので、問題はないと考えられる 

‒ 3 月の WG 開催場所の決定方法が不透明である、との WG 内で議論があり、中国・米国・

欧州の 6 都市で投票にかけた結果、北京で開催する事となった 

 

② WG5 

a CO2 流組成 DTR 投票対応について 

‒ 日本の海防法の CO2濃度の規定は TR に記載されているが、ロンドン議定書など他の規制

の情報を、Annex でも良いのでまとめておくよう提案する。（コメントに追記） 

‒ DTR への記載内容としては、例えば「ロンドン議定書の 3 つの要件」を紹介する程度で

よい。 

‒ EOR のリサイクルガスは、サイトにより H2S、重金属など様々な不純物が高濃度に含ま

れることがあるので、誤解を防ぐために、EOR は本 TR の対象外であることを Scope に

追記した方が良い。（コメントに追記） 

‒ 4.3.2 Iron and Steel industry の部分は、回収 WG で DTR を回付した結果、鉄鋼連盟か

ら日本の実態と異なるとの修正依頼があったため、コメント案が作成されたら追加する。 

‒ 4.3.1 Cement industry は、セメント業界とは現在新規 TR について協議中であり、混乱

を避けるため、および時間的制約があるため、今回のコメントへの追記は見送る。 

 

③ 国内審議委員会対応について 

特になし。 

 

④ その他 

a Web 総会への対応について 

‒ フランスは SBP に GHGs を入れるべきと主張しているのか。 

 → そのとおりで、長い議論になることが予想され、次回 ISO/TC265 総会（キャスパー）

に持ち越しになるかもしれない。 

 

b パイプラインフローアシュアランス TR 開発への対応について 

‒ 回収・貯留も関連し横断的分野として WG5 担当となっているが、フローアシュアランス

の内容から WG2 でやることが適切で、WG5 が 2 つのプロジェクトを抱えていることか

らもその方が効率的。 

‒ 5 千マイル以上のパイプライン操業の実績のある米国がコンビーナをしているという面で
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も、WG2 が適切と思われ、CIB 投票の際にその旨コメントしても良いだろう。 

 

3.5.1.5 CO2-EORワーキンググループ（貯留ワーキンググループとの合同活動を除

く） 

3.5.1.5.1 第 4回 CO2-EOR WG 

(1) 日時：2018 年 11 月 5 日 

 

(2) 場所：TKP 虎ノ門駅前カンファレンスセンター ミーティングルーム 1A 

 

(3) 出席団体・企業等：民間企業、各種団体、RITE(事務局) 

 

(4) 議題 

‒ FDIS27916 投票案 

‒ FDIS27916 投票コメント案 

‒ その他 

 

(5) 主な報告・決議 

‒ 事前に、CO2-EOR WG メンバー、オブザーバー、他のワーキンググループに投票コメント

案の提出を求めていたが、どこからも提出はなかった。 

 

‒ DIS 投票時に添付した日本側からのコメントに対する回答が概ね FDIS へ反映されているこ

とを確認した。 

 

‒ CO2-EOR WG の投票案を YES とし、コメント無しとして、国内審議委員会に対して承認を

求めることとした。 

 

‒ ただし、投票締め切りまでの期間を考慮し、本会合に出席しなかったメンバーに対して、会

合後１週間の期限で再度、コメントを募集することとした。 

 

‒ 次回の CO2-EOR WG 会合は、投票結果の判明する 12 月中旬を予定。 

 

(6) 主な議論内容 

① DIS27916 から FDIS27916 への変更点について 

‒ FDIS 投票に反対しそうな国からのコメントに対処するために、以下の２点の修正を行った。 

‒ 1 つ目の変更点は、DIS では、Anthropogenic CO2だけを対象としていたが、FDIS では、

全体の CO2を対象にすることとした。この変更により、第 8 章と Annex B (DIS では Annex 
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D)を全面的に修正した。 

‒ 2 つ目の変更点は、DIS で Termination を Closure と Criteria の 2 章に分けて記載してい

たものを、FDIS では、これらを１つにまとめ、簡略化した。 

 

② 投票の票読みに関する議論、意見交換 

‒ FDIS の票読みは、決して楽観視できない。P メンバーで賛成しそうな国は、米国、カナダ、

日本、ノルウェー、イギリス、サウジアラビア（希望的には、韓国、インド）。一方、反対

の可能性のある国として、ドイツ、フランス、豪州、中国が考えられる。ただし、中国、

豪州の両国は反対票を投じないという情報がある。 

 

③ DIS 投票時の日本側コメントに対する WG6 の回答と FDIS への反映について 

‒ 「Containment と Storage の違いについて」：Containment が新たに定義された。

Containment は、EOR Complex の中に閉じ込められた状態を指し、一方、Storage は、も

っと広義の意味で地表施設の中の CO2も含むことにした。EOR Complex は、レザーバー

の上の層も含んでおり、もし複数の遮蔽層が存在すれば、最上位の遮蔽層上面までを意味

する。 

‒ 「Leakage と Loss の違いについて」：Leakage は、EOR Complex からの unintended 

release と定義し、一方、Loss は、project 全体からの Leakage および intended release と

定義した。この定義によれば、Loss には、Venting や余剰の炭化水素ガスを燃焼させる

Flaring も含まれる。なお、Leak という用語は使用しないこととした。 

‒ 日本からのコメントに対して Annex B (Example Quantification Calculation)において、計

算の初期値として、Total の CO2 にすべきという反対意見が出された。FDIS では、Total

の CO2量を取り扱うことになったため、タイトル、本文とも、Total CO2 and Anthropogenic 

CO2に修正した。 

‒ 結論として、日本側のコメントは、FDIS に適切に反映されていると判断できる。また、受

諾されなかった日本側のコメントについても妥当な理由によるものと判断された。 

④ 投票について 

‒ FDIS は、DIS から大きく変更されているが、全体に統一感が出てきており、使う上で問題

となるところも見受けられない。したがって、投票は Yes でコメントなしで良い。何か問

題が生じたとしても、次の改訂で直すことが可能。 

‒ 取り扱う内容のバウンダリーがはっきりしている。また、全体に分かりやすいものになっ

ている。用語の定義も明確になってきている。 

⑤ TR について 
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‒ TR は事例集中心となる予定。日本から提供できる事例として、長岡プロジェクトが候補と

して挙げられる。長期に亘るモニタリングの好例として考えられるが、圧入量が小規模で

あり、圧入範囲も狭いことは考慮すべき。 

‒ モニタリングの精度について、これまで議論されていないが、TR で書くべきと考えられる。 

‒ 日本の CO2-EOR メンバーにも、この TR 作成に協力して欲しい。 

‒ 現在、2019 年 1 月 12 日までに最初のドラフト作成、1 月末の週を目途に、米国で WG3 + 

WG6 Face to Face Meeting 開催を予定している。 

 

3.5.1.5.2 第 5回 CO2-EOR WG 

(1) 日時：2018 年 12 月 14 日 

 

(2) 場所：TKP 新橋カンファレンスセンター ルーム 4H 

 

(3) 出席団体・企業等：民間企業、各種団体、RITE(事務局) 

 

(4) 議題 

‒ FDIS27916 投票結果と各国のコメント 

‒ FDIS27916 概要説明 

‒ TR 開発の進捗 

‒ その他 

 

(5) 主な報告・決議 

‒ 事務局より、FDIS27916 に係る国際投票結果と各国のコメントについて報告があった。国際

投票結果は、全投票国数は 25 か国。そのうち、P メンバー投票国は 20 か国。P メンバーの

賛成国は 11 か国（棄権国は 9 か国）で、棄権票を除く投票数の 100%が賛成票であった。し

たがって、通過条件を満たしており、ISO27916 は発行の運びとなった。 

 

‒ 投票時コメントは、全部で 85 個あったが、Editorial に係るコメントがほとんどであり、テ

クニカル、ジェネラルなコメントは 6 個だけであった。 

 

‒ FDIS27916 の注意すべきポイントとして、以下の 2 点。①ドイツ、フランスの投票時のコメ

ント受入れ、Total CO2を先ず定量評価した上で、Informative として、Anthropogenic CO2

を計算することとしたこと、および②Native CO2は、生産原油から地表にて分離し、再圧入

する場合には、Anthropogenic CO2として取り扱うこととしたとの説明があった。 
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‒ TR 作成に当たって、日本の立場を強化するために、執筆に積極的に参加し、日本の事例（例

えば、長岡プロジェクト）を取り上げることが考えられる。ただし、長岡プロジェクトのデ

ータ公開が可能であるか事前に確認しておくことが必要である。 

 

‒ TR 作成に日本から携わる人が少ない。CO2-EOR WG からも積極的に参加して欲しい。各パ

ネルのドラフトの作成状況および執筆予定内容について、各パネル担当者および事務局から

報告後、執筆予定内容について議論が行われた。 

 

‒ 第 8 回 WG3 および WG6 合同会合（ワシントン DC）が 1 月 29 日から 31 日の予定で開催

される。会合に向けてどのような資料を準備するかについて、国内の事前会合を 2019 年 1

月 11 日に開催することで合意した。 

 

(6) 主な議論内容 

① FDIS27916 に関する議論、意見交換 

‒ 米国からのテクニカルコメントとして、CO2-EOR フィールドは、元来、Oil や Gas が貯蔵

されていた場所であり、圧入された CO2 の貯蔵は保証されるとあるが、表現が強すぎるの

ではないかというコメントあり。米国では、最近老朽坑井からの漏洩が問題となっており、

漏洩の危険性を気にしているのかもしれない。 

‒ 米国からは、Native CO2を再圧入する場合、それを Anthropogenic として取り扱うのは、

Anthropogenic の定義から見ると、少し曖昧ではないかとのコメントあり。 

‒ フランスからは、FDIS 時にフランスのコメントを採用してくれたことへの謝辞の他に、

GHG を取り扱わないということに対して自制を求むとのコメントあり。 

‒ 現在、FDIS27916 は、Editorial な修正部分を残した状態で、ISO 中央事務局へ送付済みで

ある。修正箇所が多数残存していることから、出版は少し遅れる可能性がある。 

 

② TR に関する議論、意見交換 

‒ 長岡プロジェクトは、圧入終了してから 15 年もモニタリングを続けている世界的にも稀有

な例である。まだ坑井は Plug & Abandon されていない。ISO27914 の Closure の定義に当

てはまらないので、TR の Decommissioning の中で執筆するのは適当ではない。一方、

Logging の成果があるので、Monitoring 部分では貢献できる。長岡の情報公開認可の確認

および坑井のケーシングプログラム、材質については事前に調べておく必要あり。 

‒ 苫小牧については、現在進行中の実証プロジェクトとして海外からも注目を浴びている。

しかしながら、情報公開について、操業企業からは公開が難しいとの返答を得ている。 

‒ MonitoringのOUTLINEは、先のメルボルン会合で提示がなく、その後も動きが見えない。
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また、Infrastructure (Non-Well)も、Co-Learder から連絡がこない状況である。 

‒ 日本メンバーの補強が必要である。CO2-EOR メンバーにも TR 執筆に参加を要請する。 

 

3.5.1.6 国内審議委員会 

3.5.1.6.1 第 21回国内審議委員会 

（1） 日時：2018 年 8 月 30 日 

 

（2） 場所：航空会館 201 会議室 

 

（3） 出席団体・企業等：大学関係、民間企業、各種団体、RITE（事務局） 

 

（4） 議題 

‒ 第 11 回 ISO/TC265 総会（パリ）結果報告 

‒ 各ワーキンググループの活動報告と今後の取り組みについて 

a 回収 WG 

b 輸送 WG 

c 貯留 WG 

d Q&V・CCI WG 

e CO2-EOR WG 

‒ その他 

   a WG2 コンビーナの募集について 

 

（5） 主な報告・決議 

‒ 各ワーキンググループ活動報告との今後の取り組み 

各ワーキンググループは、それぞれの主査等から説明された今後の取り組みに従って対応する。 

 

‒ WG2 コンビーナの募集への対応 

日本からの WG2 コンビーナへの立候補は基本的に様子見する。もし、今後立候補の意向があ

る場合は、9 月 18 日までに事務局へ連絡のうえメール審議を行うこととする。 

 

（6） 議  事： 

会議主催者（RITE）ならびに委員長挨拶に続いて以下が審議された。 

 

① 第 11 回 ISO/TC265 総会（パリ）結果報告（説明者：事務局） 

資料を用いて、第 11 回 ISO/TC265 総会（パリ）の結果が報告された。 

 

‒ TR の開発プロセスにおけるエキスパートの参加国数はどのように決めたのか。 

→1 か国で良いという意見と数か国必要という意見が対立し、最終的には「consensus を得
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る」という、具体的な扱いが不明確な表現となった。よって 1 か国で提案ができるとい

う解釈の可能性があるものの、通常、TR の提案は WG で議論のうえ行われることから、

実態としては WG で consensus を得ることになるものと考える。 

 

‒ 日本としての CO2 Utilization に対する考え方について、次回の TC 総会までに国内審議委

員会で議論のうえ整理し、積極的に意見出しを行うべき。また、議論にあたり、事務局で

TC265 の目的を確認されたい。 

→次回の TC 総会までに、事務局で考え方を整理のうえ、国内審議委員会で議論することと

する。 

→以下、CO2 Utilization に関する意見。 

ｱ) もし、TC265 のそもそもの目的が地球温暖化ということであれば、CO2 削減量に関

する視点は当然必要となってくるため、削減量の小さい Utilization は除外すべき。

また、ISO/TC265 は地中貯留までを見ているため Utilization は除外すべきという考

え方もある。 

ｲ) CCU Ad hoc グループは、CO2-EOR を、Utilization のうち地中貯留分の１つとして

整理している。ただし CO2-EOR は、既に WG6 を設立していることおよび CO2削減

量の観点から、TC265 における議論から除外すべきではない。 

ｳ) TC265 のタイトルは CCS であり、回収から地中貯留までを行うと言っている中、貯

留しない方法が入るのはおかしい。ただし CO2-EOR については、地中貯留として見

るということであれば、入れればよいと思われる。 

ｴ) 製品で見る場合には、その製品で標準を作った方が効率的であるため、TC265 では

Utilization を扱わないこととする方がクリアになると思われる。 

ｵ) Utilization を入れようとしているのは、Q&V 関係者が多い。理由として、将来的な

Utilization 関連の CO2の Q&V は、トータルの CO2量のイメージを持っている Q&V

関係者しか実施できないと考えている可能性が挙げられる。ただしこのような背景を

踏まえても、少なくとも現段階では Utilization による CO2削減量は非常に小さいた

め、入れるべきではないと考える。 

 

② 各ワーキンググループの活動報告と今後の取り組みについて 

a 回収 WG（説明者：回収 WG 主査）） 

資料を用いて、活動報告および今後の取り組みについて説明された。 

 

‒ セメントの TR 開発は、国内のセメント業界の協力を得て進めるのか。 

→そのとおり。具体的には、レビューに参加していただくこととなる。 

 

‒ エキスパートとしての登録はしているのか。 

→投票時に、日本セメント協会の方の名前を登録した。 
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審議の結果、活動報告と今後の取り組みに関して了承された。 

 

b 輸送 WG（説明者：輸送 WG 主査） 

資料を用いて、活動報告および今後の取り組みについて説明された。 

 

‒ フローアシュアランスの新 TR 開発は、内容を見ると、国内で TR 編集グループを作り、

回収、輸送、貯留および CO2-EOR の専門家がそれぞれ担当して書かなければ対応できな

いと思われる。 

→国際的な動向を踏まえながら、国内の体制を検討する。可能性として、国内の各ワーキ

ンググループ間に横串を指したグループの設立が必要となることも考えられるため、

ご協力をお願いしたい。 

なお、ISO/TC265 における新 TR 開発の具体的な体制について、TC265 総会でプロジ

ェクトリーダーへ質問したところ、未定との回答であった。CAG で議論のうえ、体制

の検討を行うものと思われる。 

→WG5 でも、パリ会合の 2 日目に、WG2 から新 TR 開発について話を受けたという情報

があった程度で、国際的にも詳細は NWIP が出てから考えるという認識と思われる。 

→受け入れサイド（貯留・EOR）から見ると、１番問題となるのはスラッグフロー(混合

流)。また回収側の要素のうち、フローアシュアランスにおいて特に重要なのは

continuity of supply。これらを踏まえると、回収から貯留（EOR）のネットワークが

大事となる。 

 

審議の結果、活動報告と今後の取り組みに関して了承された。 

 

c 貯留 WG（説明者：貯留 WG 主査） 

資料を用いて、活動報告および今後の取り組みについて説明された。 

 

‒ 新 TR 開発に向けた国内の体制は、国際体制（WG3+WG6）と同様、貯留 WG および

CO2-EORWG が合同で進めていくという認識で良いか。 

→そのとおり。新 TR は全 10 章だが、そのうち情報が必要な 6 章については日本から各

章最低 1 人は、国際の TP に登録して各章の情報を入手する方針であり、現在国内でメ

ンバーを探している。 

 

審議の結果、活動報告と今後の取り組みに関して了承された。 

 

d Q&V・CCI WG（説明者：事務局） 

資料を用いて、活動報告および今後の取り組みについて説明された。 

 

‒ WD27920 において、説明不足な部分があるとのことだが、具体的にはどの部分か。 
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→WG4 で以下のとおり議論されたものの、反映されていない。 

ｱ) WD の 6.1 にある Figure1 の、「CO2 Capture System」の下の「CO2 and/or ～ 

energy use」記載事項のうち「stationary」については、direct emission が入り CO2 

Capture System に CO2流として戻る場合があるため、書き方を改善した方が良い。 

ｲ) WD の 8.2.1 にある Equation1 に、エネルギー利用 CO2 が入っているかどうかに

ついての説明を記載する方が良い。 

 

審議の結果、活動報告と今後の取り組みに関して了承された。 

 

e CO2-EOR WG（説明者：CO2-EOR WG 主査） 

資料を用いて、活動報告および今後の取り組みについて説明された。 

 

‒ FDIS27916 投票の票読みはどうか。 

→承認される条件として、No 投票数は 3 ヶ国までと考えている。 

→DIS投票で反対した中国およびフランスは Abstainまたは Yes with commentと思われ

る。一方、ドイツは No 投票の可能性がある。また、WG1 のセメントの NWIP 投票の

ようにドイツが他の欧州各国を巻き込んで No 投票を行うことがないかを懸念してい

る。なお、ドイツの反対が懸念されたため FIDS27916 はドイツの意見を全面的に反映

するべく、大きく変更したがまだその可能性はある。 

→当 FDIS は DIS から（ISO の手続き上あり得ないような）大きな修正がなされている

が、オーストラリアはそのような点に厳しい面があることも懸念している。 

 

審議の結果、活動報告と今後の取り組みに関して了承された。 

 

③ その他 

a WG2 コンビーナの募集について（説明者：事務局） 

資料を用いて、WG2 コンビーナの募集について説明された。 

事務局より、CO2 船舶輸送に関する国内動向を鑑みると、直ちに立候補を要する状況にな

いことから、日本としては、WG2 コンビーナへの立候補は様子見してはどうかと提案した。 

 

‒ 他国の立候補の状況は判るのか。また、船舶輸送に興味を示していたノルウェーや韓国の

動向は。 

→他国の立候補状況は不明。ノルウェーは、IMO や DNV 等の既存規格以降に足を踏み出

すことはないと考える。韓国は、昨今、これまでと異なり組織で動いている印象では

あるが、詳細動向は不明。 

 

‒ 現在、実質的に WG2 コンビーナとしての仕事はないのか。 

→パイプラインの新TR開発がWG5に移ったため、コンビーナとしての実質的な仕事は、
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既存の IS のメンテナンスおよび船舶輸送の提案待ちと考える。 

 

‒ コンビーナを募集する一方、事務局は DIN（ドイツ）が継続という状況であるが、TC265

事務局へ、WG のコンビーナと事務局の国が異なっても問題ないのかを確認いただきたい。 

→TC265 事務局へ確認する。（事務局） 

 

‒ WG2 コンビーナ募集文書のタイトルに「WG2 Convenor of Pipeline Transportation 

Systems」と記載があるが、WG2 はパイプラインに限らず船舶も含めた輸送を見ている

のではないか。 

→WG2 事務局へ確認する。（事務局） 

 

審議の結果、日本からの WG2 コンビーナへの立候補は基本的に様子見することとし、も

し、今後立候補の意向がある場合は、9 月 18 日までに事務局へ連絡のうえメール審議を行う

こととした。 

 

b 次回の国内審議委員会の日程について 

次回の ISO/TC265 総会開催予定や、日本としての CO2 Utilization に対する考え方の議論

を踏まえ、適切な時期に開催する。次回の TC265 総会開催については、9 月の CAG で議論

される予定。 

 

3.5.1.6.2 第 22回国内審議委員会 

（1） 日時：2019 年 2 月 18 日 

 

（2） 場所：AP 虎ノ門 B ルーム 

 

（3） 出席団体・企業等：大学関係、民間企業、各種団体、RITE（事務局） 

 

（4） 議題 

- ISO/TC265 のこれまでの動きと今後の予定について 

- 各ワーキンググループの活動報告と TC265 総会対処方針について 

a 回収 WG 

b 貯留 WG 

c Q&V・CCI WG 

d CO2-EOR WG 

- 審議事項 

a TR27921（CO2流組成）の DTR 投票案について 

b パイプラインフローアシュアランス TR 開発への対応案について 

c 第 12 回 ISO/TC265 総会（バーチャル）における各 WG レポートへの質問の提出につい
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て 

- 第 12 回 ISO/TC265 総会（バーチャル）日本代表団方針等について 

- その他 

 

（5） 主な報告・決議 

- 各ワーキンググループの活動報告と TC265 総会対処方針 

各ワーキンググループは、それぞれの主査等から説明された今後の取り組みに従って対応

する。 

 

- TR27921（CO2流組成）の DTR 投票案 

一部誤記訂正を実施のうえ、資料に基づき投票する。 

 

- パイプラインフローアシュアランス TR 開発への対応案 

資料に基づき、パイプラインフローアシュアランス TR 開発へ対応する。 

 

- 第 12 回 ISO/TC265 総会（バーチャル）における各 WG レポートへの質問の提出 

WG5 レポートへの質問の一部表現を修正のうえ、資料に基づき提出する。 

 

- 第 12 回 ISO/TC265 総会（バーチャル）日本代表団方針等 

第 12 回 ISO/TC265 総会（バーチャル）に参加する日本代表団メンバーは、資料に記載の

基本方針にしたがって対応する。 

 

- WG5 ココンビーナ募集への対応 

 立候補希望者は別途事務局へ連絡することとし、希望者がいなければ、日本からは立候補

しないこととする。 

 

（6） 議  事： 

会議主催者（RITE）ならびに委員長挨拶に続いて以下が審議された。 

 

① ISO/TC265 のこれまでの動きと今後の予定について（説明者：事務局） 

資料を用いて、第 21 回国内審議委員会以降の国際活動状況、投票および投票結果概要、第

12 回 ISO/TC265 総会（バーチャル）および総会後の予定について報告された。 

 

- 2 月 5 日の CAG テレコンファレンスで WG 会合議事録に関する議論が行われたのは、何か

議事録に関する不備があったためか。 

→背景として、10 月の第 11 回 WG4 会合（メルボルン）の議事録における次回 WG 開催

に関する記載が適切でなかったのではないかという議論があったため、正しい議事録の

作成方法を考えるべきという話が挙がった模様。 
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② 各ワーキンググループの活動報告と TC265 総会対処方針について 

a 回収 WG（説明者：回収 WG 主査） 

資料を用いて、活動報告および第 12 回 ISO/TC265 総会（バーチャル）対処方針について

説明された。 

 

- CD27919-2 投票において、カナダと豪州が反対票を投じたが、なぜ反対したと考えるか。 

→両国共に文章の定義や判り易さを改善すべきというコメントを提出している。つまり、

エディトリアルな内容を含む改訂への前向きな観点からのコメント付き反対票であり、

当規格開発に根本的に反対しているものではないと考えている。  

- CD 投票における投票の質問文が「DIS として承認するか」となっているが、これは DIS

でよいのか。 

→今回の CD 投票通過後、DIS 投票に向かってドラフトを仕上げていく段階となるため、

これは本来「CD として承認するか」であるべき。（事務局） 

→ISO 事務局へ連絡し訂正させてはどうか。 

→了解。（事務局） 

 

審議の結果、活動報告と今後の対処方針に関して了承された。 

 

b 貯留 WG（説明者：WG3 ココンビーナ） 

資料を用いて、活動報告および今後の対処方針について説明された。 

 

- 新 TR では、説明資料に記載してある各項目（Well・Non-Well infrastructure, Monitoring

他）を全て取り扱うのか。 

→現状は全て１つの TR に纏める方向で考えている。しかし、今後 Casper での議論にお

いて、場合により第 1 部と第 2 部に分離させるという可能性もある。 

- 新 TR 開発にあたり、経済的合理性のないモニタリングはできないという議論は既に行っ

ている。その他、流量測定精度について、純粋な CO2でも 2%程度が技術的限界であるが、

EU Directive の要求は 0.2%であることを踏まえ、やはり新 TR は必要であるという意見

も出ている。 

 

審議の結果、活動報告と今後の対処方針に関して了承された。 

 

c Q&V・CCI WG（説明者：事務局） 

資料を用いて、活動報告および今後の対処方針について説明された。 

 

- フランスは、「ISO27920（Q&V）において除外した GHG の取扱いを、ビジネスプランで

TC265 全体に適用するのかどうかについて再度議論したい」と言っているが、最近の WG4
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において「やはり Q&V に（CO2 以外の）GHG を含めるべき」という意見を言っている

のか。 

→Q&V から（CO2 以外の）GHG を除外することは既に合意事項であり、最近の WG4

の中でフランスから特にそのような意見は出ていない。 

- TS27924（リスクマネジメント）の新プロジェクトリーダーの所属は。 

→TOTAL（フランス）である。 

- 今回コンビーナ（フランス）とココンビーナ（中国）が同時に辞任するということだが、

後任や今後の WG 運営についてはどのような見込みか。 

→ココンビーナの後任に関する情報は現状ない。コンビーナについては、Casper 総会ま

でにフランスが人選すると言っている状況であり、また WG5 セクレタリ（フランス）

がこれまでの経緯を良く判っているため、同国から後任が選任されれば運営上問題は

ないのではと考える。 

 

審議の結果、活動報告と今後の対処方針に関して了承された。 

 

d CO2-EOR WG（説明者：CO2-EOR WG 主査） 

資料を用いて、活動報告および今後の対処方針について説明された。 

 

- ISO27916 の FDIS 投票において、中国が棄権票を投じた背景は何か。 

→具体的な理由は不明。過去に中国は WG4 運営の関係で米国との間に軋轢が生じており、

その余波でこれまで ISO27916 の投票において反対してきたが、今回は事前のロビー

活動で「棄権する」と言っており、そのとおりの結果となった。なおフランスもこれ

まで反対票を投じてきたが、今回ドイツの意見を多く反映し、特に「loss は全ての CO2

をカウントする」としたことで、棄権票となった。 

 

審議の結果、活動報告と今後の対処方針に関して了承された。 

 

③ 審議事項 

a DTR27921（CO2 stream composition）投票について（説明者：事務局） 

資料を用いて、DTR27921 の投票案について説明された。 

 

- 4.3.2 章に関する 3 件のコメントの種類が editorial になっているが、technical の間違い

である。また、ライン番号 252 に関するコメントの「10-3」は「10-3」（上付き）に訂正

すべき。 

→訂正する。（事務局） 

 

審議の結果、DTR27921 の投票に関して、上記訂正を実施したうえで、資料に基づき投票

することが了承された。 
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b パイプラインフローアシュアランス TR 開発への対応について（説明者：事務局） 

資料を用いて、パイプラインフローアシュアランス TR 開発への対応案について説明され

た。 

 

- 米国が世界で最も CO2パイプラインのオペレーションに関する知見を持っているため、米

国が存分に協力しなければあまり内容のある TR にはならないと思われる。 

 

審議の結果、資料に基づき、パイプラインフローアシュアランス TR 開発へ対応すること

が了承された。 

 

c 第 12 回 ISO/TC265 総会（バーチャル）における各 WG レポートへの質問の提出について 

（説明者：事務局） 

資料を用いて、第 12 回 ISO/TC265 総会（バーチャル）における各 WG レポートへの質問

の提出について説明された。 

 

- WG5 への質問のうち、TS27924 のタイトルにおいて”Lifecycle”に削除線が記載されてい

ることへの質問文は、「削除線を消して元に戻せ」と言っているように見える。Lifecycle

の記載はない方が良いと思っているが、この質問文の意図は何か。 

→これは「元に戻せ」という意図ではない。当 TS のタイトルは元々”Lifecycle”が付いた

状態でスタートしているなか、何の手続きもなしに削除することは手続き上問題があ

るのではないかという観点からの質問である。（事務局） 

→その場合、”We would like to confirm this modification is based on the consensus or 

not”は、”We would like to confirm this modification is official or not”とすべき。 

→訂正する。（事務局） 

 

審議の結果、第 12 回 ISO/TC265 総会における各 WG レポートへの質問は、上記訂正を実

施したうえで、資料に基づき提出することが了承された。 

 

④ 第 12 回 ISO/TC265 総会（バーチャル）日本代表団方針等について（説明者：事務局） 

資料を用いて、第 12 回 ISO/TC265 総会（バーチャル）日本代表団方針等に関して説明され

た。 

 

審議の結果、ISO/TC265 総会対処方針に関して了承された。 

 

⑤ WG5 ココンビーナ募集への対応について（説明者：事務局） 

資料を用いて、現在 WG5 ココンビーナが募集中である旨を説明された。 
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- 辞任前にはリードタイムを設けるべきである旨のコメントをすべき。通常は辞任前に１年

程度のリードタイムを設けるが、今回のようにコンビーナやココンビーナが急に辞任する

ケースは初めてであり、このような場合、すぐに後任として手を挙げられる人はほとんど

いない。 

→急病などやむを得ないケースもあるため、あまり強くコメントすることは控えた方が良

い。 

 

審議の結果、立候補希望者は別途事務局へ連絡することとし、希望者がいなければ、日本から

は立候補しないことで了承された。 

 

⑥ 次回の国内審議委員会開催予定について（説明者：事務局） 

第 13 回 ISO/TC265 総会が 6 月に開催予定であり、第 12 回 ISO/TC265 総会（バーチャル）

以降 3 ヶ月程度しか期間がない。よって、国内審議委員会を従来通りこの間に 2 回行うか、1

回で纏めて行うかについては、事務局で検討のうえ別途連絡する。 
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3.5.2 国際活動 

3.5.2.1 WG1（回収） 

 WG1 では、火力発電所に設置された回収プラントの性能評価指標を提供する ISO 27919-1 の第

2 編として、プラントの安定した運転のための評価指標やガイドラインを提供する ISO 27919-2

の開発、ならびにセメント産業における回収分野の規格文書の開発を進めている。ISO 27919-2

については、CD 投票に進める合意とそのための文書品質を極力確保することを目的として、9 月

のノルウェーエキスパートとの議論の結果を踏まえた WD Ver2.2 版の内容確認と議論を行った。

TR 27922 については、WG1 から発出した説得用説明文書やオランダエキスパートの協力により、

NWIP 投票時に反対した欧州セメント協会系メンバーの理解が得られ、関連するエキスパートも

本会に参加し、今後の開発計画について議論した。 

 

3.5.2.1.1 第 16回 WG1 会合 

(1) 日時：2018 年 11 月 19 日～11 月 21 日 

 

(2) 場所：ノルウェー、オスロ、Standards Norway 

 

(3) 出席国： 豪州、フランス、日本、メキシコ、ノルウェー、 

（以下、WebEx にて参加）豪州、フランス、オランダ、スペイン、ノルウェー 

 

(4) 議題 

‒ Report on the recent activities of TC265 and WG1 

‒ Clarification of the development process for TR27922 

‒ Status report of FDIS27919-1 

‒ Discussion on TR27922 (capture technology in cement industry) 

‒ Discussion on ISO27919-2 WD Ver. 2.2 

‒ Work plan and development schedule 

 

(5) 主な内容・決議 

FDIS 27919-1 は、9 月に ISO 27919-1 として出版された。 

TR 27922 については、WG1 から発出した説得用説明文書やオランダエキスパートの協力によ

り、NWIP 投票時に反対した欧州セメント協会系メンバーの理解が得られ、関連するオランダエ

キスパートも本会に参加し、今後の開発計画について議論した。当初ノルウェーが主導して準備

する予定であったベース文書は、WG1 オランダエキスパートがコーディネートする編集グループ

により、TR27922 ベースドキュメントを 3 月末までに準備することとなった。 

 ISO 27919-2 については、WG1 パリ会合の結果に基づいて改訂された WD ver2.0 を章別編集

担当者がそれぞれレビュー、追加編集を行い、また、後述する 9 月のノルウェーエキスパートと

の議論の結果を踏まえた改訂案を ver2.1 草案としてまとめた。Ver2.1 は WG1 に回覧し、エキス

パートからコメントを集約した結果、134 のコメントが提出され、各章編集担当者がこれらのコ
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メントに基づいて文書をさらに改訂したものを ver2.2 とした。また、WG1 の議論対象として優

先順位の高い 23 コメントを選択した。これらのコメントを中心に、WD ver2.2 の内容確認と議

論を行い、議論必要項目については全て合意に至り CD 投票への合意も得た。なお、投票手続き

は、当初 9 月を 12 月に延期することとした。投票手続きまでは、当該規格文書の更なる推敲のた

め、ノルウェーエキスパートならびに国内回収 WG 委員の協力を得てベストエフォートで文書品

質を向上させるべく投票に臨むこととした。 

 

 第 16 回 WG1 会合における主な決議内容は以下のとおり。 

 

‒ TR 27922 (capture technology in cement industry) 

Tentative work plan was developed as follows: 

Middle of March: WG1 meeting; 

End of March: a seed document (Approx. 15-20 pages); 

・Circulate to WG1 (including “Experts for TR 27922”) 

・“Experts for TR 27922” expected to add more details 

End of May: Receive technical comments from WG1 experts; 

(June 10-15: Meeting in Casper, Wyoming USA); 

・Preparation for the WD1 (working draft ver 1). 

・Discussion if section editors are necessary 

End of August: Circulate within WG1 for comments; 

・WD1 revision for DTR. 

End of October: DTR for TC ballot. 

 

‒ ISO27919-2 WD Ver. 2.2 

For Clause 3 (terms and definitions), WG1 agreed that Tsuyoshi to list up the terms and 

definitions from the updated main body. Secretariat will check OBP (on-line browser 

platform) and provide appropriate definitions. The results will be shared with Paul, Tore 

and others. Their final results will be summarized in Clause 3. 

Changes are to be made to the version 2.2 based on the output of WG1 Oslo meeting and 

version 3 will be developed for circulation in WG1. This document will be revised 

according to the work plan defined in WG1 Oslo meeting. WG1 agreed to submit CD 

voting and the target date of submission is middle of December 2018 as the results of the 

above work procedures. 

 

‒ WG1 future meetings 

WG1 is planning a 3-day meeting in March 2019 in East Coast of USA. The meeting 

after March 2019 will be in conjunction with the TC265 Plenary from June 10 to 14 in 

Casper, Wyoming in USA. 
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3.5.2.1.2 ISO27919-2主要編集者会議 

(1) 日時：2018 年 9 月 3 日～4 日 

 

(2) 場所：ノルウェー、オスロ、DNV GL 

 

(3) 出席国： ノルウェー、日本 

 

(4) 議題 

WD27919-2 の全体構成と内容について、日本エキスパートとともに、WD27919-2 の編集タス

クグループで 4 章、10 章を担当するノルウェーの WG１エキスパート（DNV）と、4 章に関する

細部の編集と 10 章の中の normative part and informative part ついて議論する。 

 

(5) 主な内容・決議 

WD27919-2 の 4 章と 10 章は、文書全体の概要を説明する章であるため、文書全体の構成につ

いてもパリ会合で得た結果をもとに議論した。その結果、最も重要な evaluation procedure の

normative part が文書の前半にあるべきとの見解から、全体概要となる 4 章のあとに新 5 章とし

て追加した。この変更については各編集タスクグループメンバーに説明し合意を得る。 

 

‒ 4章をこのドラフト全体の概要を理解するための章とするべく sentence by sentenceで編集した。 

 

‒ 最も重要な 10章の Evaluation procedureをNormative part (step 1,2)と Informative part 

(step 3,4,5)に分割し、Normative partを新 5章へ、Informative partは Annex A とした。 

 

‒ 新 5章に Step 3 (in operation phase, monitoring, maintenance and reporting)を追加した。

Annex A も step 3に関するものであるため見直しを行う。 

 

‒ 旧 11章を Annex B（Informative）へ移動した。 

 

‒ 今後、これらの議論、編集結果をもとに、ドラフトを推敲する。 
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3.5.2.2 WG2（輸送） 

WG2 コンビーナが第 11 回 ISO/TC265 総会（パリ）をもって辞任したことを受け、後任募集

が実施され、米国の Steven Carpenter 氏が立候補した。2018 年 10 月 3 日～10 月 31 日に投票

が実施され、同氏が WG2 コンビーナとして承認された。 

 

3.5.2.3 WG3（貯留）（WG6（CO2-EOR）との合同活動を含む） 

3.5.2.3.1 Ad hoc WG3 および WG6合同会合 

(1) 日時：2018 年 10 月 23 日 

 

(2) 場所：豪州、メルボルン、Melbourne Convention and Exhibition centre 

 

(3) 出席国：米国、日本、フランス、豪州、ドイツ、カナダ、オランダ、ノルウェー（電話によ

る参加） 

 

(4) 議題 

‒ 各章の目次案（OUTLINE）の協議と今後の予定 

 

(5) 主な内容・決議 

‒ 最初のドラフト（WD0、第ゼロ次ワーキングドラフト）を 2019 年 1 月 12 日までに提出す

ること。 

 

‒ 次の Face to Face 会合は 2019 年 1 月後半の 2 週間のうち（1/21〜1/31）、どこかで開催す

る予定である。場所は米国西海岸が濃厚（ワシントン DC）。 

 

‒ Storing CO2 in Petroleum Reservoir のコリーダーはオランダの Ton Wildenborg 氏（CO2 

Geonet,TNO）が引き受けた。 

 

‒ Infrastructures (non-well)のコリーダーは EOR の専門家が候補となっているが、

Infrastructures (non-well)に CO2-EOR を記載するかどうかは要検討となった。 

 

‒ 各パネルのリーダーが用意した OUTLINE については時間の関係もあり、詳細な議論はされ

なかった。しかし、全体に了解されたという認識である。 

 

‒ 今回、Injection Operations の OUTLINE として用意したものは以前に ISO27914 の開発中

に記載されたもので、規格の様式のものであるため検討が必要ということになった。のちに

この OUTLINE は取り下げられた。 
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3.5.2.3.2 第 8回 WG3 および WG6合同会合 

(1) 日時：2019 年 1 月 29 日～31 日 

 

(2) 場所：米国、ワシントン DC、Bryan Cave Leighton Paisner LLP 

 

(3) 出席国：米国、日本、ドイツ、ノルウェー、カナダ、フランス 

 

(4) 議題 

‒ TR の WD0（第ゼロ次ワーキングドラフト）に関する協議 

 

(5) 主な内容・決議 

① TR 全般に係ること 

‒ TR の中の数字の表記を ISO ルールに従って記述することを確認。ISO/IEC Directives, 

Part 2 に従う。表記例 0,001 、23 456 など。 

 

‒ 目次案の変更と章のナンバリングを以下の通りとした。 

CO2 Storage Infrastructure と CO2 Injection Operations は関連が大きいため隣り合った

章とした。また全体の構成から、Storing CO2 in Petroleum Reservoir を Monitoring、

Decommissioning CO2 Operations の前に配置した。 

(新目次案)  

1. Introduction and Overview 

2. Scope  

3. Terms & Definitions 

4. Example Well Designs (Case Studies) 

5. CO2 Storage Infrastructure 

6. CO2 Injection Operations 

7. Storing CO2 in Petroleum Reservoir 

8. Monitoring 

9. Decommissioning CO2 Operations 

 

‒ 全体的なスケジュール案がココンビーナより以下の通り、示された。 

ココンビーナが示した案は以下の通り。 

・2019/6/10 の週：WG3 および WG6 キャスパー会合までに内容がすべて記載されたドラ

フト WD1 を各章で用意する。 

・6/10 の週：WG3 および WG6 キャスパー会合実施 

・その後 2 から 3 カ月：ドラフト修正 

・ドラフト修正後：face to face 会合を実施 

・2019 末ごろ：Voting 開始 
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・2020 初め：Voting 終了 

・コメントによる修正、ISO 中央事務局による編集作業 

・2020 年中旬：出版を目指す 

（途中、随時、電話会議を開催する） 

これに対して、当初の案である DIS27914 の Annex から作成することになっていたも

のより内容が大幅に増えている。作成期間として 3 年も考慮すべき、などの意見が出さ

れた。とりあえず、キャスパー会合までに WD1（内容がすべて記載された原稿）を完成

させることにしてキャスパーにおいて再度スケジュールを検討することとした。 

 

② 各章における議論と決定事項 

‒ Scope  

・現在のものでおおむね了承された。文言についてコンビーナ間でさらに協議する。 

・Scope と Overview の違いに関する質問があった。Scope は Boundary を示すのが主で

Overview は TR に書かれてあることの概説。 

 

‒ Terms and Definitions 

・WG3 と WG6 で用語の定義や使い方について違いがみられる。それを調整していく必要

がある。 

 

‒ Example well Designs (Case Studies) 

・CCS、CO2-EOR サイトの Well について Case history を記載するという方向性は承認さ

れた。ただし、その特殊性や教訓などの記載を含めることとなった。 

・さらに主に米国からの Case study を加える。 

 

‒ CO2 Storage Infrastructures  

・CO2-EOR 部分も含める。ただし、油生産に関する施設は簡略にとどめ、CO2リサイクル

施設部分を主に記載する。 

・他の章がすべて CO2-EOR 部分を含んでおり、この章だけ含まないのは不自然。また含ま

ないことが WG6 メンバーの参入が阻害されている理由となっている可能性がある。 

・WG6 メンバーで Injection Operation を担当するメンバーが執筆者として加わることに

なった。 

・内容はひとつの典型的な地上設備を想定して、プロセスの流れの概要を説明することと

する。EOR 特有の設備、セパレーター、デハイドレート装置などは WG6 メンバーから

の執筆者が担当する。場合によっては CO2-EOR 部分は Sub-chapter とする。 

・この章は Injection operations と密接に関連することから、出来上がった内容によっては

一部 Injection operations の章に移動させることも考える。 

・さらにメンバーを募る。とくに他の WG6 メンバーに参加を促したい。 
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‒ CO2 Injection operations  

・内容は目次程度のもので以下の事項が含まれている。Injection site のデザインの考え方、

安全性、Routine operations、Non-routine operations、CO2-EOR operations、Offshore 

operations。 

・この章は Infrastructure や Decommissioning など他の章と密接に関連していることから

記載内容については各章担当者と協議する必要性が指摘された。 

・とくに Infrastructure と密接に関連することから章の順番を変更することになった。 

 

‒ Storing CO2 in Petroleum Reservoir  

・現在の原稿に Unconventional な油・ガス田について記載があるが、必要か否か議論があ

った。 

・CO2-EOR から CCS への移行部分は将来、IS として取り上げる可能性があることが指摘

された。 

 

‒ Monitoring  

・以下の意見が出された。ただし、パネルリーダーコリーダーの不在のため、決定事項で

はない。 

a 経済性への言及が必要。 

b 純技術的観点からの手法の羅列とその精度への言及で十分とする。 

c Flow Metering 等の精度への言及が必要。 

 

‒ Decommissioning CO2 Operations 

・全体的な進め方（実例サイトの比較、国ごとの法的枠組みの比較）はそれでよいが、比

較の表のみでは趣旨がよくわからないので文章も書き加えることとする。 

・ただし、良否については言及せず、内容に関するコメントのみとする方向性となった。 

・クレジットに関する記述を入れるかどうか議論になったが、入れたとしても注釈的な Note

程度にとどめることになった。 

 

3.5.2.4 WG4（Q&V） 

WD27920（Q&V）の CD 投票（8/13～10/7）が承認され、投票に付されたコメントについて

メルボルンでの第 11 回 WG4 会合（10/29～31）で検討された。その後 TP 毎の Web 会合などに

より DIS ドラフト開発を進め、2019 年 4 月に DIS ドラフトを提出する事を目指している。 

これまで 2019 年 12 月までであった開発期間の延長が投票（11/7～12/7）により承認され、発

行期限が 2020 年 12 月となった。 

 

  



275 

 

3.5.2.4.1 第 11回 WG4 会合 

(1) 日時：2018 年 10 月 29 日～31 日 

 

(2) 場所：CO2 CRC，メルボルン（豪州） 

 

(3) 出席国：中国、フランス、豪州、カナダ、日本、ノルウェー、サウジアラビア、米国 

 

(4) 議題 

‒ CD27920 の投票結果（コメント）に関する討議 

‒ IS 開発のワークプランについて 

 

(5) 主な内容、決議 

‒ 各 TP 共通の事項 

・ISO27920 の開発期間を 36 週間から 48 週間へ延長するよう TC265 へリクエストする。 

・Clause6 の図 1（scope）を修正し、Clause1 へ移動する。本作業のため TP6 を新たに設置

し、フランスをリーダーとしたうえで TP1,2,4 からの代表者で構成する。（日本からも参加） 

・TP2：Fig. 1 のより詳しいエントリーポイントとイグジットポイントの説明は Fig. 2 として

新たに追加する。 

・TP4：用語の TP 間の統一を予定。 

 

‒ 各 TP のコメントに関する討議 

・TP5：Annex の一部を Clause10 へ移動する 

・TP1：Introduction の修正。Out of Scope に d)  CO2 emissions resulting from 

combustion or other associated activities to the CCS project が再度追加予定となっ

たことに関する討議、Fig. 1 で解決予定。Capture system 用のコジェネレーション

の CO2排出を回収するシステムにも対応予定。Validation の用語は、改定中の

14064-3 の用語に変更。 

 

‒ IS 開発の今後のワークプラン 

検討の結果、以下のように設定された。 
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Time Output 

2018/11/16 2019/3/12-14 および 2019/11 の WG4 会合開催の提案 

2018/11/30 2019/3/12-14 の会合場所決定 

2019/1/31 各 TP のコメント対応完了 

2019/2/1 上記をまとめた DIS(v1.0)を secretary から TC へ提出 

2019/1 末～3 初週 クロスカッティングとDIS(v1.1)作成についてTPリーダーに

よる電話会合実施（毎週） 

2019/3/12-14 DIS(v1.2)作成へ向けた WG4 会合開催（場所未定） 

2019/4/1 DIS を 20 週の投票へかける 

2019/4 末 2019/11 の会合日程と場所決定 

2019/9 中旬 DIS の投票結果、コメント受理 

各 TP はコメント対応（8 週間） 

2019/11 中旬 DIS のコメント対応について WG4 会合開催（場所未定） 

～2020/1 FDIS 作成のための電話会合実施（隔週） 

2020/1 FDIS を投票へかける 

2020 ISO27920 出版 

 

‒ TC265 への Recommendation 

【Recommendation 4】 

WG4 decided to request TC265 to approve extension of the development period of ISO 

27920 from a 36 month track to a 48 month track. 

【Recommendation 7】 

WG4 decided to form TP6 for the purpose of developing a scope diagram to be included 

in Clause 1. TP6 will be formed with representation from TP1, TP2 and TP4 and led by 

Olivier D’Erceville. 

【Recommendation 8】 

WG4 decided to include a figure in Clause 6 to explain CCS project boundaries. 

【Recommendation 9】 

WG4 decided to integrate part of Annex A into Clause 10. 

【Recommendation 10】 

WG4 resolved to hold two additional face to face meeting outside of the planned TC265 

Plenary in Casper Wyoming in 2019. 
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3.5.2.4.2 WG4 TP4および TP6 テレコンファレンス（1/10～1/25） 

(1) 日時：2019 年 1 月 10 日（木) 21 時 00 分～23 時 00 分 TP4-1  

   2019 年 1 月 11 日（金）6 時 00 分～7 時 30 分 TP6-1 

   2019 年 1 月 17 日（木）5 時 00 分～7 時 00 分 TP4-2 

   2019 年 1 月 22 日（火）21 時 00 分～23 時 00 分 TP4-3 

   2019 年 1 月 25 日（金）21 時 00 分～23 時 00 分 TP6-2 

 

(2) 出席国：TP4-1：米国、ノルウェー、日本 

TP6-1：フランス、米国、豪州、ノルウェー、日本 

TP4-2：米国、日本 

TP4-3：米国、フランス、日本 

TP6-2：フランス、米国、豪州、ドイツ、日本 

 

(3) 議題、主な意見、決定事項 

‒ TP4-1： CD27920 の投票結果（コメント）に関する対応。 

‒ TP6-1： CD27920 の図 1 に関する討議。いくつかの選択肢を提示。”Scope”の問題および”

preparation for transportation”を明示するかどうかについて。図 2 において、”multiple 

configuration”をどう扱うかについても討議。 

‒ TP4-2： CD27920 の投票結果（コメント）に関する対応。 

‒ TP4-3： CD27920 の投票結果（コメント）に関する対応。TP6 に依存する部分以外は対応

終了。 

‒ TP6-2： CD27920 の図 1 に関する討議。結果として V8 を会議後に回覧。（図 3.5.2.4.2-1） 

 

図 3.5.2.4.2-1 TP6-2会議後に回覧された Figure 1 V8 
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3.5.2.5 WG5（CCI） 

CO2流組成 TR（ISO/TR 27921 CO2 Stream Composition）のドラフトについて、第 9 回 WG5

会合（パリ、フランス）で合意された内容で DTR が編集され、投票（2018/12/27～2019/2/22）

の結果承認された。コメントについては 4 月下旬にノルウェー オスロで行われる WG5 会合で検

討される予定である。 

リスクマネジメント TS（ISO/TS 27924）の NWIP が投票（5/9～8/1）の結果承認されたが、

当初予定された米国の PL が役割を果たせないことが明らかになり、代わりの PL を探すこととな

った。2019 年 1 月に PL（フランス）が決まり、2019 年 3 月中旬にドラフティングメンバー（日

本も参加）の Web 会議が行われ、第 1 回の face-to-face 会合は 4 月のオスロ会合で行われる予定

である。 

パイプラインフローアシュアランスに関する TR は、Technical Report Proposal 投票（2019/2/6

～3/6）に付された。 

 

3.5.2.5.1 WG5テレコンファレンス（9/13） 

(1) 日時：2018 年 9 月 13 日 21 時 00 分～22 時 25 分 

 

(2) 出席国：フランス、豪州、ノルウェー、日本 

 

(3) 議題、主な意見、決定事項 

‒ NWIP が承認され、以下 7 カ国から開発への参加の申し出があった。 

・カナダ、中国、フランス、日本、メキシコ、サウジアラビア、英国 

 

‒ 現在登録されている米国の PL はこの業務に携わることができないため、コンビーナと事務

局が新 PL 候補を探索し、中国・日本・フランス・米国の 4 人に打診したが断られたが、継

続して探索する。 

 

‒ その他 

・CCS の LCA 分析について何人かのエキスパート（フランス、豪州など）が関心を示してい

るが、現在の TC265 の範囲の TR に限られるため、TC265 の戦略的ビジネスプラン（SBP）

やスコープの議論も必要となろう。 

・CO2流組成の DTR は、TC 事務局に送付され 2018 年 9 月末までに投票に付される予定。 

・2018 年クリスマス前に face-to-face の会合を行うべく、日程調整を行う。 
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3.5.2.5.2 WG5テレコンファレンス（1/24） 

(1) 日時：2019 年 1 月 24 日 21 時 00 分～22 時 20 分 

 

(2) 出席国：フランス、豪州、ドイツ、ノルウェー、日本、米国 

 

(3) 議題、主な意見、決定事項 

‒ リスク TS（ISO/TS 27921）について 

・新しい PL（フランス）が就任、紹介された。 

・財政的リスクが重要との意見が出たが、カラマイ会合の WS で否定されたとの認識が確認さ

れ、もし財政的リスクを扱うのであれば、再度議論が必要。 

・TS は規範文書であるので、他のドキュメントとの重複に留意する必要がある。 

・ドラフティングのメンバー案：フランス、ノルウェー、日本、米国など 

・次回の Web 会議で議論し、4 月に第 1 回の face-to-face 会議を行う。 

‒ フローアシュアランス TR について 

・エキスパートの募集に応じたのは 4 カ国（フランス、日本、米国、ノルウェー）で、豪州（PL）

と遅れて問合せのあった韓国が参加予定。 

・ルールが変更され TR 開発に関して NWIP は不要、TC 承認は得られていると認識している 

 エキスパートが特定されれば、開発を開始したい。 

・次回の WG5 Web 会議で議論し、第 1 回の face-to-face 会議は 6 月のキャスパーの予定。 

‒ 次回ミーティングについて 

・4 月 22～26 日の週に、ノルウェーのオスロ近郊の KJELLER で開催。（2.5 日） 

・主な議題：CO2組成 DTR（ISO/DTR 27921）のコメント対応（1.5 日） 

リスク TS（ISO/TS 27924）の第 1 回 face-to-face 会議（1 日） 

‒ WG5 の新しいコンビーナは、第 13 回 ISO/TC265 総会（キャスパー、米国）までにフラン

スが探す。 

 

3.5.2.6 WG6（CO2-EOR）（WG3（貯留）との合同活動を除く） 

2018 年 10 月 11 日に ISO27916 の FDIS 投票が開始された。期間は 8 週間で、締め切り日は

12 月 6 日である。投票結果は賛成 12 か国、反対無し、棄権は 13 か国であった。このうち P メ

ンバー国の内訳は賛成 11 か国、反対無し、棄権は 9 か国であった。FDIS 投票通過の条件はいず

れも棄権を除いて、P メンバー国の 2/3 以上の賛成と全投票国のうち反対が 1/4 以下である。し

たがって FDIS 投票は通過となって ISO27916 が発行されることになった。なお、FDIS 投票に

付随して提出されたコメント数は全部で 85 個あった。Technical、General なものは 8 個でほと

んどは Editorial なものである。 

出版に向けて WG6 編集部と ISO 中央事務局のあいだで Editorial な問題についてやり取りが

あった。最も大きなものは数字の表記の問題であった。ISO/Directive Part2 にしたがうよう、ISO

中央事務局から指摘があり、書き直しを行った。修正後、2019 年 1 月 31 日に ISO27916 として

発行された。 
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3.5.2.7 Chair’s Advisory Group 

7 月に開催した第 11 回 ISO/TC265 総会（パリ）の次の総会に向けて、CAG テレコンファレン

スを行って課題について議論した。通常、総会の 4 ヶ月前と 1 ヶ月前くらいのタイミングで開催

される。 

 

3.5.2.7.1 CAGテレコンファレンス（9/12） 

(1) 日時：2018 年 9 月 12 日 21 時 00 分～21 時 45 分 

 

(2) 出席国： 

カナダ、中国、フランス、ノルウェー、サウジアラビア、米国、日本 

 

(3) 議題、主な意見、決定事項 

次回 ISO/TC265 総会（バーチャル含め）、戦略的ビジネスプラン（SBP）、パイプラインフロ

ーアシュアランスの TR 開発に関して議論する。  

 

① 次回総会について 

米国が 2019 年 6 月（10 日から 14 日まで）、ワイオミング州のキャスパーにて会合を開催す

る方向で調整中。 

 

② バーチャル総会について 

2019 年 1 月末にバーチャル総会（Zoom による）を開催する方向で事務局が計画中。開催理

由は、7 月の第 11 回 ISO/TC265 総会（パリ、フランス）と次回のワイオミング総会の間が長

くあいてしまうことと、ISO がバーチャルでのか推奨しているためでもある。 

 

③ バーチャル総会の開催方法 

各 WG の進捗状況の報告として、6 週間前までに各 WG から進捗レポートを提出し、それを

まとめてセクレタリが報告することを考えている。 

 

議長の参加を待っていたが、参加してこないために、これ以上の議論ができず、2 週間後に再度

CAG会合を設定することになった。 
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3.5.2.7.2 CAGテレコンファレンス（10/10） 

(1) 日時：2018 年 10 月 10 日 21 時 00 分～22 時 20 分 

 

(2) 出席国：  

カナダ、中国、フランス、ドイツ、サウジアラビア、米国、豪州、日本 

 

(3) 議題、主な意見、決定事項 

主な議題は、次回 ISO/TC265 総会（バーチャル含め）のアジェンダと課題について。 

最初にメンバー紹介が行われた。Franz May 氏（ドイツ）は、リタイアする Peter Gerling

氏の後任。 

 

① セクレタリ報告 

‒ ISO において Directives が変わり、幹事国に関する Twinned arrangement の仕組みが変

わった。期間が 5 年となったため、現行の SCC と SAC の関係は 2020 年までとなる。その

後は毎年見直して進めていくことになる。 

 

② CAG 会合のアジェンダの確認 

‒ WG5 で進めようとしている TS27924 のリーダーに関して、議論を追加。 

 

③ Action Item  

‒ 最近 TC265 に対するリエゾンからの活動が低下している。チェアが対応を検討する件につ

いては、継続して取り組んでいるとの報告。 

‒ Zoom システムに移行するにあたって、アカウントの提供が厳しくなったため、パネルにお

ける活動に支障をきたしている。複数の e-mail アドレスの使用が制限されている。セクレ

タリが正式な課題提起と対応要請のレターをジュネーブに提出することになった。 

 

④ 投票に関して 

‒ WG4 の CD27920 投票が終了した。WG6 の FDIS27916 投票は準備中で近々開始予定。 

‒ WG2 のコンビーナ投票の締め切りは 10 月 31 日。 

 

⑤ 次回 ISO/TC265 総会について 

‒ 次回の総会は、Web 会議の形態で実施。 

‒ 開催時期は決定していないが、2 月第 3 週くらい。 

‒ 開始時間は 9 時 a.m. US 東部時間（日本は 11 時 p.m.）。現時点の案では 2 日間実施。 

‒ 各 WG の報告が一番重要である。総会前に、各国ミラーコミッティのレビュー時間が必要

であり、4 週間前には会議資料を配信する必要がある。 

‒ そのため、前もって各 WG から進捗レポートを提出する必要がある。レポートのテンプレ

ートはセクレタリが準備して配信予定。総会ではセクレタリがレポートに基づいて説明す
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ることになるかも。 

‒ 参加者が多いとうまく会議を進めることが難しいので、各国出席者の数を制限したい。各

国最低 2 名との提案が出たが、例えば１か所の会議室に集まって一つの電話番号で参加す

る案があるとの代替え案が提案が出された。 

‒ リエゾンは出席できないのかどうか。不平が出る可能性あり、要検討課題。 

 

⑥ 今後の ISO/TC265 総会 

‒ 米国が 2019 年 6 月（10 日から 14 日まで）、ワイオミング州のキャスパーにて会合を開催

する方向で調整中。ローカルコンベンションセンターで実施を予定している。今後 1 ヶ月

くらいの間に関連資料を配信できる予定。 

‒ ノルウェー開催についてはペンディングになっているが、本日の会合にノルウェー代表が

欠席していて詳細はわからない。 

‒ カナダ開催の開催費用の件は解決していないが、開催について前向きに考えている。西部

のサスカチュアン州（回収プラントあり）、メンバーがいる東部のケベック等が候補。 

 

⑦ 次回 CAG 会合 

‒ 2 月の Web 総会の 1 ヶ月前に開催。1 月中旬の予定。14 日の週、21 日の週があるが、21

日の週に考えている。 

‒ 1 月くらいに WG3 と WG6 の WG 会合が US で予定されているので、開催時期を考慮する

必要あり。 

‒ 次回 ISO/TC265 総会の 4 週間前には会議資料を配信する必要あり。特に WG レポートは注

意。 

 

⑧ リスクの TS27924 のプロジェクトリーダーに関して 

‒ NWIP が了承されたが、プロジェクトリーダーの Sara Forbs 氏が今後リーダーの仕事を継

続できないことになった。WG5 内でプロジェクトリーダーを探したが適当な人が見つかっ

ていない。 

‒ TC265 セクレタリが、広く募集をかけてみるが、もし見つからない場合はこのプロジェク

トはサスペンドすることになる。 
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3.5.2.7.3 CAGテレコンファレンス（2/5） 

(1) 日時：2019 年 2 月 5 日 22 時 00 分～23 時 20 分 

 

(2) 出席国：  

カナダ、中国、フランス、ドイツ、サウジアラビア、米国、豪州、日本 

 

(3) 議題、主な意見、決定事項 

2月末の第 12回 ISO/TC265総会（バーチャル）および 6 月の第 13 回 ISO/TC265 総会（キャ

スパー、米国）に向けて CAG テレコンファレンスを行う。冒頭、議長から、ISO27916 が１月

末に出版された件が報告された。 

 

① セクレタリからの報告 

‒ TC265 の最新構成について説明。前回の CAG 会合でのアクションアイテムとその進捗に

ついて報告された。 

‒ これまで行われた投票、現在進行中の投票について状況の説明が行われた。 

 

② 第 12 回 ISO/TC265 総会（バーチャル）アジェンダについて 

‒ 総会への参加は Zoom の機能上、1 か国 2 か所からの参加に限定。 

‒ コンビーナ、リエゾン組織は別枠で参加できるべきとの意見あり。 

‒ WG のレポートの議論について、5 分は短すぎるとの意見あり、20 分から 30 分へ増やす方

向で検討する。 

‒ Zoom アカウントについて誰に提供されるのかとの質問が出た。プロジェクトリーダー、セ

クレタリであるが、コンビーナには提供されるのか。 

‒ また、マルチプルなメールアドレスが使えないのではとの意見が出た。米国の Chair は大

学でも Zoom を使っていて、通常大学のメールアドレスを使って大学の費用負担で Zoom を

使っている。今回 ISO 側の費用負担で Zoom を使いたいが、その場合大学のメールアドレ

スを使って ISO 側の負担で Zoom を立ち上げることができない（Zoom の仕組みの問題か

と思われる）。ISO 側の負担で Zoom を使う場合は、大学のメールアドレスではなく別なア

ドレスでアカウントを作ることが必要である。 

 

③ 議事録作成について 

‒ ノルウェーおよび WG4 から WG 会合の議事録作成について提案があった。議事内容の正

確性、議事録作成の日程等についてこれまで課題があり、対策案を検討中である。WG4 で

実際に運用してみてから CAG へレポートする。 

‒ 現時点で他の WG への適用は考えていない。 

 

④ キャスパー以降の総会 

‒ 候補として、カナダが費用の捻出を検討中。ノルウェーは引き続き検討中。 



284 

 

‒ セクレタリから、将来サウジアラビアでの開催もあるかもしれないとコメントあり。 

 

⑤ フランスからのレター 

‒ フランスから、戦略的ビジネスプランにおける GHG の取り扱いについて、再度検討したい

と提案あり。第 11 回 ISO/TC265 総会（パリ）前の投票に対して、フランスは間違って賛

成と投票したとの説明がされた。出席者からは、それではなんのための投票かわからない

との意見が出た。 

‒ ビジネスプランは毎年見直すことになっているので、７月まで待って再検討したらどうか

との意見も出た。 

 

⑥ パイプラインフローアシュアランス対応について 

‒ 第 11 回 ISO/TC265 総会（パリ）で決まったパイプラインフローアシュアランスについて、

プロジェクトリーダーから報告。プロジェクトの進め方に関する考え方にミスがあって開

始が遅れていたとのこと。 

‒ 今回、TC265 で決めた TR の提案フォーマットにそって提案書が作成された。内容につい

ては特に反対がなかったため、本件は CAG で了承されたものとして４週間の委員会投票を

開始することで合意。 

‒ ノルウェーから WG2 で議論すべきではとの提案が出たが、クロスカッティングの課題なの

で WG5 で進めるというパリ総会での合意に従って進めることになった。 
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3.6 第 12回 ISO/TC265 総会（バーチャル） 

3.6.1 国際活動 

2019年 3月にテレコンファレンスによるバーチャル総会として開催された第 12回 ISO/TC265

総会の状況を記載する。 

 

3.6.1.1 第 12 回 ISO/TC265 総会（バーチャル） 

(1) 日時：2019 年 3 月 1 日 6 時 00 分～8 時 00 分 

3 月 2 日 6 時 00 分～7 時 00 分 

 

(2) 出席国：カナダ、豪州、中国、フランス、ドイツ、日本、ノルウェー、サウジアラビア、 

米国 

 

(3) 議題 

3 月 1 日 

1. Opening remarks by the Chair 

2. Adoption of the agenda (N245) & previous minutes Doc. ISO/TC N265 N235 

3. Appointment of the resolutions drafting committee 

4. Report of the TC265 Secretariat 

5. Review of Paris Action Items 

6. Review of Recent and Upcoming Ballots 

7. Report of the Chair’s Advisory Group (CAG) 

8. Working Group Report - Questions 

9. Strategic Business Plan Update 

10. Update Final CO2 Utilization Ad Hoc Group Report 

11. Review of Working Group Schedules 

 

3 月 2 日 

12. Future meetings – presentation on the 13th TC265 Plenary, Casper, Wyoming 

13. Other Business 

14. Final Drafting of the Resolutions 

15. Approval of the Resolutions 

16. Closing Remarks by the Chair 

 

(4) 決議事項 

‒ 決議１：アジェンダの採用 

アジェンダ（N247）が一部会議時間を修正の上、採用されることが合意された。 

 

‒ 決議２：議事録の承認 
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パリ（フランス）で開催された第 11 回 ISO/TC265 総会の議事録（N235）が承認された。 

 

‒ 決議３：リゾリューションドラフティング委員の指名 

Horacio Hormazabal（フランス語）と Steven Carpenter（英語）がリゾリューションドラ

フティングコミッティとして指名されることが合意された。 

 

‒ 決議４：WG1(回収)の報告 

WG1 からの報告が承認された。 

 

‒ 決議５：WG1(回収）、ISO27919-1 の発行 

ISO27919-1 が発行されたことに対して祝辞が贈られた。 

 

‒ 決議６：WG2 (輸送)の報告 

WG2(輸送)からの報告が承認された。 

 

‒ 決議 7：WG2（輸送）新 Convenor の就任 

WG2 (輸送)の新 Convenor に、Steven Carpenter 氏が就任することが承認された。 

 

‒ 決議 8：WG3 (貯留)の報告 

WG3 (貯留)からの報告が承認された。 

 

‒ 決議 9：WG4(Q&V）の報告 

WG4(Q&V)の報告が承認された。  

 

‒ 決議 10：WG5（CCI）の報告 

WG5(CCI)報告が承認された。TR27921 の発行に向けた最終ドラフトを提示すること、およ

び TS27924 の作業を進めることが支持された。 

 

‒ 決議 11：TS27924 のタイトル変更に係る CIB の実施 

ISO/TC265 は、TS27924 のタイトル変更に関して、4 週間の期限で CIB を実施することが

合意された。  

 

‒ 決議 12：WG6 (CO2-EOR)の報告 

WG6(CO2-EOR)の報告が承認された。 

 

‒ 決議 13：ISO27916 発行への謝意 

ISO27916 が発行されたことに対して、WG6 に謝意が贈られた。 
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‒ 決議 14：Virtual Plenary Trial に対する謝意 

今回の Virtual Plenary Trial に関して、ISO/TC265 Secretariat から Technical Committee

に感謝の意が表された。 

 

(5) 議事内容 

① アジェンダ等の確認（Agenda 2, 3） 

アジェンダ（N245）の確認、Resolution 編集メンバーの選出、第 11 回 ISO/TC265 総会（パ

リ）の議事録（N235）の確認を行った。  

【決議 1、2、3 参照】 

 

② TC265 事務局からの報告（TC265 セクレタリ：カナダ）（Agenda 4） 

a 報告内容 

‒ ISO のすべての会議、および会議間のすべての業務は、Code of Conduct に従って行われ

る。 

‒ TC265 メンバーシップについて、スイスが P メンバーから脱退し、かつ O メンバーでも

なくなった。O メンバーおよびリエゾンは変更なし。 

‒ ISO/TC265 のプロジェクトは、前回のパリ会議以降も継続している。 

・WG1：ISO27919-1 は、2018 年 8 月に発行された。ISO27919-2 は、最近、CD 投票

が終わったばかりである。 

・WG4：ISO27920 が、Committee Stage に移行した。 

・WG5：TR27921 の DTR 投票が終了し、Final Document 準備の段階に入った。 

・WG6：ISO27916 が、2019 年 1 月に発行したばかり。 

‒ TR は、現在 2 本(TR27922,TR27923)が進行中だが、前回のパリ総会で話し合った通り、

当 WG のプロセスを取ることにした。 

‒ TC 会合の文書については、提出期限等、確認のため ISO Directive Part I Annex SK.3 を

ご一読願いたい。米国 Chair が、次回の第 13 回 ISO/TC265 総会（キャスパー、米国）

の Agenda 草案をすでに作成している。こうした規定を順守することにより、迅速に作業

を進めることが可能となる。キャスパー総会の前にも、今回同様、事前に資料を提出して

もらい、前もって質問を考えてもらうことにしたい。 

‒ IS 作成の際には、Committee Meeting の 7 ヶ月前からプロセスが開始されるので、会議

時期を計画する際には留意願いたい。 

‒ 決議後、最大 16 週間以内に最終 DIS を送付すること。 

‒ 会議のホスト国のためにも、会議出席登録は、ポータルを通じて行うこと。 

 【決議 4 参照】 

 

③ 第 11 回 ISO/TC265 総会(パリ)の Action Item の結果報告（TC265 セクレタリ：カナダ）

（Agenda 5） 

a 報告内容 



288 

 

‒ TR については、本 WG 独自のプロセスを取ることとした。Committee 内部の 4 週間だけ

の投票をおこなった。第 11 回 ISO/TC265 総会（パリ）中に完了している。 

‒ WG2 および WG5 の Convenor 立候補に関して、米国の Steven Carpenter 氏が WG2 に

関心表明をしてくれたが、WG5 には誰も立候補者がなかった。 

‒ 次回 ISO/TC265 総会については、6 月 10 日～14 日に米国、ワイオミング州、キャスパ

ーにおいて開催することが決定した。米国 Chair と米国事務局に感謝する。 

b 質疑応答（Q：質問、C：コメント、→ 回答） 

Q：CO2 Utilization Ad hoc グループについては、第 11 回 ISO/TC265 総会（パリ）の結果

を最終化し、報告するのか。 

→パリ総会では、参加国によって意見が異なっていたが、総会会合後に、レポート提出に向

けた協議が進められている。しかしながら、まだ意見が一致していない部分が残っている。

本日はプレゼンの資料は用意していないが、次回の会合で、改めて報告したい。 

Q：CO2 Utilization Ad hoc グループは、第 11 回 ISO/TC265 総会（パリ）以後も問題が残

っており、最終化されていないということか。第 13 回 ISO/TC265 総会（キャスパー）ま

でに Ad hoc 会合を開催するのか。 

→キャスパー総会においてプレゼンテーションを予定。 

C：会合は継続されており、キャスパー総会でも議論する。その方がより堅固なプロセスと

なる。 

Q：NWIP(New Work Item Proposal)の Form IV 変更した。TR (Flow Assurance)に関して、

何かコメントがあるか。Form の変更について、コメントが聞きたい。 

C：NWIP の初稿を見たが、良かったと思う。うまくいくか試してみれば良いと思う。シン

プルな Form の方が良い。 

C：Circular Economy の NWIP は、まだ各国の委員に届いていないと思うので、近日中に

再送したい。 

C：Circular Economy は総会および TG でも承認されている。 

Q：前回 TC265 総会で議論された Circular Economy の NWIP 全文を見たい。何故、Circular 

Economy を実施するのか理由が分からない。Strategy に入っているのか。WG は設立さ

れたのか。 

→本件は、TC265 で取り扱うアイテムではない。 

 

④ 最近実施された投票の結果報告（Agenda 6） 

a 報告内容 

‒ 最近締め切った投票は、以下の通りで、１つだけ終わっていない。 

ｱ) WG1：CD27919-2；可 8、不可 2、棄権 10。先に進む。 

ｲ) WG5：DTR27921；可 8、不可 3、棄権 8、不投票 1。先に進む。 

ｳ) WG4：CD27920；可 13、不可 0、棄権 8。先に進む。また、最終発行までの期間を 36

ヶ月から 48 ヶ月まで延長することについても投票の結果可決。 

ｴ) WG6：FDIS27916: 可 11、不可 0、棄権 9 で可決され、2019 年 1 月末発行。 
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ｵ) WG2：新 Convenor の承認。賛成 13、反対 1、棄権 6 で、Steven Carpenter 氏の就任

を可決。 

‒ 終了していない投票は、WG5 の Flow Assurance の TR。3 月 6 日に締め切り予定。 

b 質疑応答 

Q：WG1 の CD27919-2 の投票では、豪州から多くのコメントが出されている。また 4 割が

可にとどまったが、今後どうなるのか。CD2 になるのか DIS になるのか。 

→先に進める。次のステップに前に、全てのコメントに対応する。そうすれば、不可を投じ

た国も、次のステップで可に転じることが可能。 

Q：WG5 CO2 Stream Composition についても、豪州は重要なコメントを出している。適切

に対応されるか否かで投票を判断する。次のドラフト案および投票の通知を待っている。 

→先に進んだとしても、投票を行うことはない。 

C：投票がないとすれば、ますます議論が必要となる。 

→WG5 の Zoom Meeting、および 4 月 23 日～26 日に開催予定の WG5 会合（オスロ）で対

応する予定。 

→CO2 Stream Composition の投票は、先週金曜日に締め切られたが、コメントファイルの

統合に問題が出たため、投票結果を送信していない。 

 

⑤ Chair’s Advisory Group（CAG）からの報告（TC265Chair：カナダ）(Agenda 7） 

a 報告内容 

P メンバー20 か国のうち、10 か国が CAG に参加している。パリ会議以降、2 回会議を開

催した。2018 年 10 月 10 日に第 15 回を、2019 年 2 月 19 日に第 16 回を開催した。2 つの

重要な事項があり、その一つの Zoom による総会開催方式については、CAG メンバーの助言

のおかげで、参加場所を限定する方法で開催することが議論された。規格の中身とメンバー

の行動については、Code of Conduct に記載されている通り、次第に共通化されてきた。キ

ャスパー総会でももう一度 CAG を開催し、議論のサマリーを報告する予定。 

 

⑥ WG からの報告（Agenda 8） 

既に、報告資料は配布済みであり、各コンビーナは、introduction またはサマリーを説明し、

その後、WG 毎に質疑応答を行った。 

a WG1（回収） 

ｱ) 質疑応答 

Q：CD27919-2 については、多くのコメントを出したので、適切に対応して欲しい。 

→豪州のコメントを含む全てについて対応していく。 

Q：27919-2 の CD 投票が終わったところ。DIS の期限が 2019 年 9 月 29 日となっている

が、今後のスケジュールに何か心配があるか。 

→CD の投票が少し遅れたが、DIS の投票目標を 9 月に置いている。2019 年 6 月の WG1

キャスパー会合で、すべてのコメントを決議し、今後を判断する予定。なお、WG1 会

合は、3 月の第 17 回ワシントン DC 会合と 6 月のキャスパー会合である。 
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Q：投票の 4 割が CD を支持、1 割が不支持。豪州から多くのコメントが出されている。

投票の精神に従い、コメントの検討はされるのか。 

→多くのコメントを受領。各コメントに対して決議を行う。CD 投票は、当該規格内容を

TC265 に紹介する良い機会であり、CD から DIS へ移行するに当たって、多くのコメ

ントがあることは喜ばしいことである。 

【決議 4, 5 参照】 

b WG2 

ｱ) 質疑応答 

C：新コンビーナ選出に感謝。WG2 ココンビーナが強いリーダーシップを発揮してくれた

ことに感謝。 

C：Flow Assurance に関する TR の投票は、来週結果が判明する。2019 年 6 月のキャス

パー会合では、重要な点の議論を行う予定。 

C：規格作成においては、could ではなく、should の分野（必要とされる分野）で作成す

るのが良い。 

【決議 6, 7 参照】 

c WG3 

ｱ) 報告内容 

TR を WG6 と共同で作成中。2019 年 1 月末に、ワシントン DC で合同会合を開催し、TR

のストラクチャーについて議論した。 

ｲ) 質疑応答 

Q：WG3 は、Casper でも会議を行うのか？ 

→Agenda はまだできていないが、会議を開催する予定。 

【決議 8 参照】 

d WG4 

ｱ) 報告内容 

昨日 Zoom 会議を開催。文書はまだ WG レベルで議論している部分があり、北京会議でコ

ンセンサスを形成したい。事前に配布した報告書に対して、2 つの質問を受領したので、回

答する。 

ｲ) 質疑応答 

‒ 作業期間が 49 ヶ月と記載されているのは、48 ヶ月の間違いである。 

‒ 27920 に関して、2019 年 2 月 4 日に、DIS (Ver. 1)を発行したとの記載があるが、WG4

のメンバーに配信したのかという質問を受領したが、Ver.1.0.4 を先日配信したところで

ある。 

【決議 9 参照】 

e WG5 

ｱ) 報告内容 

‒ 現在、3 つのプロジェクトが同時に動いている。2019 年 4 月末に、オスロで第 10 回

WG5 会合を開催の予定。 
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‒ TS27924 は、少し進捗が遅れているが、プロジェクトリーダーの選出が鍵であったが、

フランス TOTAL のエンジニアが見つかった。第１回目の Zoom 会議を 3 月中に開始予

定。 

‒ 将来のコンビーナについては、候補者が挙がっている。コンビーナの指名には、フラン

ス政府の正式な承認が必要であるため、少し時間がかかっている。 

ｲ) 質疑応答 

Q：WG5 では、現在 3 プロジェクトが進行中であり、過重ではないか。Flow Assurance

に係る TR 作成については、パイプラインを扱う WG2 への移管を検討してもよいので

はないか。 

C：WG2 は、新コンビーナが就任したばかりで、何もプロジェクトがない状況であり、

Flow Assurance については、WG2 へ移管すべきと考える。当然、WG1 と WG3 の協

力も必要。 

→Flow Assurance は、パイプライン輸送であって、パイプラインそのものではない。CAG

でも同様な議論があったが、本プロジェクトは、WG5 で実施する。WG2 ココンビー

ナ（豪州）がプロジェクトリーダーになり、エキスパートもバリューチェインの中か

ら集められる。6 名程度のメンバーの立候補があり、まもなく、始動できる見込み。 

C：2019 年 6 月の WG5 キャスパー会合では、Flow Assurance のみ決議するのか。それ

とも 3 プロジェクトすべて議論するのか。当初計画の作業がキャスパー会合までに完

了できないのであれば、キャスパー会合で議論してはどうか。 

 

C：WG4 では、今年は、2 回の WG 会合を開催予定。計画では、第１回目の会合を 4 月

に開催し、2019 年 6 月のキャスパー会合後に再度開催する予定。WG4 内の議論で、

同意できていない点があり、2019 年 3 月の第 12 回 WG4 会合（北京）で決着すること

困難かもしれないが、コンビーナとしては、予定通り終了させたいと考えている。た

だし必要であれば、キャスパー会合を開催することもありえる。 

→昨日、会議を開催した。3 月 12~14 日開催予定の WG4 北京会合で、開催が必要とエキ

スパートのコンセンサスがあればキャスパー会合を開く。 

C：WG4 に限らず、すべての WG に言えることであるが、他の人が読んで議論の内容が

明瞭になり、全員が理解できるように、会議の正確な記録を残すことをお願いする。 

 

Q：TS27924 のタイトル変更が正式な手続きを得たのかという質問に関して、当初のタイ

トルが Life Cycle of CCS Management となっており、Life Cycle という言葉は混乱

を招いている。したがって、Life Cycle を外して、integrated ….とする予定。Life Cycle

という言葉の削除に関しては、P メンバー間で話し合いがされてきたが、誤解を避ける

ために、ISO で正式な承認手続きを取ることとする。 

Q：TS27924 について、プロジェクトリーダーがいることは素晴らしい。当初の NWIP

提案のタイムラインは 6 ケ月以内となっているが、オフラインでプロジェクトを立ち

上げてはどうか。 
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→これまでに 2 回会議を開催し議論してきた。NWIP 提案を前提に、プロジェクトリーダ

ーがいたが降りた。WG としては、6 カ月以内にプロジェクトリーダーの選出を行って

きた。本件に対する関心度は高い。タイムラインを確認することは大切だが、このま

ま進めて行きたい。 

【決議 10, 11 参照】 

f WG6 

ｱ) 質疑応答 

C：ISO27916 の発行は喜ばしいが、まだ不十分。本規格には誇りを持っている。すべて

のコメントとメンバーのお陰で、文書が良くなった。また、退任される WG6 ココンビ

ーナに感謝する。 

【決議 12, 13 参照】 

 

⑦ Review of Working Group Schedule (Agenda 11) 

a 報告内容 

提示したものは、表が細かく変更できないので、変更しないままとした。中には IS 発行済

のプロジェクトもある。第 13 回 ISO/TC265 総会（キャスパー）までには変更の予定。 

 

⑧ Future meetings – presentation on the 13th TC265 Plenary, Casper, Wyoming 

（米国 Chair）（Agenda 12） 

次期総会について以下のとおり紹介された。 

a プレゼン内容 

‒ 場所：米国ワイオミング州キャスパー 

‒ 日時：2019 年 6 月 10 日～14 日 

‒ スケジュール：最初の 3 日間が WG meeting、その後 2 日間が Plenary。 

‒ WG 開催場所：アメコリファイナリー敷地内の建物 

‒ Reception：6 月 10 日の夜 

‒ Technical Tour：発電所、途中に CO2 Flooding、CO2-EOR 

‒ Plenary 開催場所：Wyoming Oil Gas Conservation の建物 

‒ 予約：ホテル、飛行機の手配は早めに。（同時期にロデオ大会開催の予定あり） 

‒ 登録：できるだけ早く、ポータルに登録を。 

 b 質疑応答 

Q：今回の Plenary について良かった点、悪かった点は？ 

C：正式な出席者リストがあるとよい。 

C：今回は、音声もよく、スクリーンも全員で見られる。遠くて来られない人のためには、

今回のような Virtual meeting は役に立つ。スクリーンに映し出される資料は、やや表面

的で、予定外の問題が出た時には、踏み込んだ議論が難しい。それ以外は問題なく、CAG

でも活用したらよい。しかしながら、Face to Face meeting にとって代わるものではなく、

2 回続けて Virtual Meeting を行うことは慎重にすべき。 
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C：Face to Face Meeting 開催は、主催国の負担が大きい。Meeting をやらないよりも、こ

のような Virtual Meeting をやった方が良いという意見もある。 

C：今回の Plenary は柔軟にできた。事前にレポートが配布され、WG の意見をまとめたり、

事前に質問を受領したりすることができた。しかしながら、Face to Face Meeting は、年

1 回開催して欲しい。 

C：今回のような Virtual 会議では、議題について深く掘り下げるとか、レポートも十分深く

作成できないかもしれない。解決したものと未解決なものを明確にしておくことが大切。

そのためにも、Face to Face Meeting はなくさないで欲しい。 

C：Plenary Report は、これまでに議論を文書にして残そうとしている。質問や各国の立場

を確認する意味からも重要である。一部の WG では、決議事項を記録に残そうとしている。 

 

⑨ Final Drafting of the Resolutions (Agenda 14) 

1~14 の resolutions を逐次検討し、すべての resolutions を承認。 

a 質疑応答 

‒ Resolution 11 

Q：この表記で正しいか？ 

→正しい。違うタイトルにするかもしれないが、次の Plenary まで引き続き検討する。 

C：Life Cycle は削除するが、CCS の将来的な作業を模索していくという意味であった。 

‒ Resolution 13 

C：ISO27916 の発行から数日しか経っていないが、すでにフィードバックが出始めてい

る。 

‒ Resolution 14 

C：本 Plenary に積極的にかつ柔軟に参加いただき感謝。 

C：将来の Plenary のために、WG メンバーリストの更新、正しい連絡先の更新が必要。

全て、各国の事務局を経て登録すべき。 
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3.7 第 12回 ISO/TC265 総会（バーチャル）以降の活動 

第 12 回 ISO/TC265 総会（バーチャル）の結果を第 22 回国内審議委員会で報告し、国内各ワ

ーキンググループの活動方針を決めて標準化活動を推進した。2019 年 6 月開催予定の第 13 回

ISO/TC265 総会（キャスパー、米国）へ向けて、国内各ワーキンググループの会合開催状況を以

下に記載する。またこの間における、米国キャスパー会合へ向けての国際における各 WG の活動

を記載する。 

 

3.7.1 国内活動 

3.7.1.1 回収ワーキンググループ 

3 月に開催する第 17 回 WG1 会合（ワシントン DC）で、CD 27919-2 投票時の各国からのコメ

ントに対する見解について議論、決定し、DIS ドラフトへ反映させていく予定である。 

第 12 回 ISO/TC265 総会（バーチャル）以降、WG1 日本エキスパートを中心に編集会議を開

催して、CD 投票時コメントに対する見解案を作成した。特に、反対票を投じた豪州とカナダの

WG1 エキスパートとの議論を深め、DIS ドラフトに向けた相互理解に努めていくことに留意しつ

つ、議論優先順位の高いコメントの選定作業も行った。 

 

3.7.1.2 貯留ワーキンググループ（CO2-EOR ワーキンググループとの合同活動を含

む） 

第 8 回 WG3 および WG6 合同会合（ワシントン DC）において、次回のキャスパーWG3/WG6

の合同会合までに各パネルはそれぞれの章の WD1(1 次ワーキングドラフト)を完成させることが

決議されたことを踏まえ、各章の編集メンバーはドラフティング作業を実施。日本は Non-well

と Well infrastructure にパネルリーダーとコリーダーを出している。 

 

3.7.1.3 Q&V・クロスカッティングイッシューワーキンググループ 

第 12 回 ISO/TC265 総会（バーチャル）の内容について WG4、WG5 関連を中心に、WG 委員

への情報共有を行った。今後、CO2流組成（ISO/TR 27921）DTR 投票のコメント処理、リスク

マネジメント TS（ISO/TS 27924）の開発などが行われるため、4 月のノルウェー・オスロでの

WG5 会合と 6 月のキャスパー総会に向けて、必要に応じて Q&V CCI WG を開催し対応を検討す

る予定である。 

 

3.7.1.4 パイプラインフローアシュアランス TR開発アドホックグループ 

 WG5（CCI）で開発予定のパイプラインフローアシュアランスに関する TR の Technical Report 

Proposalが、2019年 2月 7日～3月 6日に投票に付され、承認された。 

これを受け、2019年 3月に、国内の開発体制として、輸送 WG 主査をリーダーとし、回収・貯留な

ど各分野の専門家をメンバーとする「パイプラインフローアシュアランス TR 開発アドホックグ

ループ」を、国内審議委員会の下に設立した。 
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3.7.2 国際活動 

3.7.2.1 WG1（回収） 

WG1 では、火力発電所に設置された回収プラントの性能評価指標を提供する ISO 27919-1 の

第2編として、プラントの安定した運転のための評価指標やガイドラインを提供する ISO 27919-2

の開発、ならびにセメント産業における回収分野の規格文書の開発を進めている。ISO 27919-2

については、CD 投票結果は、反対票（豪州、カナダ）があったが、TC265 総会で承認された。

第 17 回 WG1 会合では、米国とノルウェーエキスパートおよび反対票を投じた豪州エキスパート

（カナダエキスパートは欠席）との議論を深め、DIS ドラフトに向けた相互理解に努めつつ、CD 

27919-2 投票時の各国からのコメントに対する見解について、テクニカルコメント（te と表記）

を優先して議論し、WG1 見解を決定した。 

 

3.7.2.1.1 第 17回 WG1 会合 

(1) 日時：2019 年 3 月 11 日～13 日 

 

(2) 場所：米国、ワシントン DC、Bryan Cave office 

 

(3) 出席国：豪州、日本、メキシコ、米国（以下、WebEx にて参加）ノルウェー 

 

(4) 議題 

‒ Discussion on CD27919-2 

‒ Work plan and development schedule 

 

(5) 主な内容・決議 

本会合は、CD 27919-2 の投票結果に基づき、特に反対票を投じた豪州エキスパート（カナダ

エキスパートは欠席）との議論を深めつつ、CD 投票時の各国からのコメントに対する見解につ

いて、te（テクニカル）コメントを優先して議論し、WG1 としての見解を決定した。さらに、こ

れらの見解等を CD ドラフトに反映させ DIS ドラフトを作成しているため、WG1 エキスパート

から章別編集担当者の割当を行った。 

今後、3 章の用語と定義についてコンビーナが提案した手順に従い、重要各用語の既存定義を

整理、レビューし、確定するとともに、ge（ジェネラル）と ed（エディトリアル）コメントに対

応して、6月に開催する第18回WG1会合までにDISドラフト初版として完成することを目指す。

そして 10 月までに DIS 投票用ドラフトを準備、ISO 中央事務局での手続きを経て、12 月に DIS

投票に進める計画で合意を得た。 

 

第 17 回 WG1 会合における主な決議内容は以下のとおり。 

 

‒ CD 27919-2 

All technical comments except for the ones for Clause 3 were addressed. For the 
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resolutions, refer to the resolution column of comments sheet. 

  For general and editorial comments: Editorial comments will be handled by the 

assigned editors. Secretariat will indicate next actions of handling general comments. 

  For Clause 3 (terms and definitions), WG1 agreed that Secretariat to continue 

compiling definitions from OBP (on-line browser platform) and provide appropriate 

definitions. The results will be shared with Paul. Their final results will be summarized 

in Clause 3. 

  CD in voting will be revised according to the output of Washington DC meeting and 

work plan, and the revised CD (version 1.0) will be circulated in early April for review by 

WG1 members. Zoom meetings may be arranged as needed. CD (version 1.1) will be 

circulated for discussion in Casper by middle of May. Comments will be submitted to 

Secretary by the end of May for discussion in the next meeting. CD (version 1.2) will be 

used for the discussion in Casper. 

 

‒ Work Plan 

Refer to the Work Plan document. 

 

‒ WG1 Future meetings 

WG1 is planning a 3-day meeting from June 10 to 12, 2019 in Casper, Wyoming, USA. 

The meeting after June 2019 will be in fall or winter 2019. 

 

3.7.2.2 WG3（貯留）（WG6（CO2-EOR）との合同活動を含む） 

第 8 回 WG3 および WG6 合同会合（ワシントン DC）において、次回のキャスパーWG3/WG6

の合同会合までに各パネルはそれぞれの章の WD1(1 次ワーキングドラフト)を完成させることが

決議された。それに向けて E メールによるプロジェクトリーダーからドラフト時の注意事項の発

信を行った。また、ドラフティングの進行状況をチェックするテレビ会議を開催した。 

 

3.7.2.2.1 プロジェクトリーダーからドラフト時の Eメールによる注意事項 

プロジェクトリーダーはメンバーに対してドラフティングに当たって以下の 2 つの注意を

E-mail によって発信した。 

① TR の中の数値表現を ISO/Directives Part 2、 Chapter 9 に従うこと。もし Oil field unit

を使いたければカッコ内 Metric への変換値を入れる。 

② WG3 の ISO27914 と WG6 の ISO27916 で使われている用語のうち同じ定義で用いられて

いるものもあれば、若干であるが違う定義で用いられているものもある。違う定義のもの

は今後コンセンサスを得るように努めるが、この TR では両方で用いられている用語を使っ

てほしい。 
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3.7.2.2.2 WG3および WG6テレコンファレンス（3/27） 

(1) 日時：2019 年 3 月 27 日 22 時 00 分～23 時 00 分 

 

(2) 出席国：米国、ノルウェー、フランス、カナダ、日本 

 

(3) 内容 

‒ 第 8 回 WG3 および WG6 合同会合（ワシントン DC、米国）で予告した月 1 回程度開催予

定のテレコンファレンスを 3/27 に開催した。 

‒ 内容は各パネルのドラフティングの進行状況の確認とワシントン DC 会議で決議した各パ

ネルへの Action の実行度合いの確認である。主な Action は以下の通り。 

・Non-well infrastructures では CO2-EOR 部分を入れること。 

・Well infrastructure では米国の例を入れることと、各事例についてコメントを付け加え

ること。 

・Decommissioning では比較の表だけでなく、コメントを付け加えること。 

‒ 人数が不足しているパネルの再確認を行った。 

 

3.7.2.3 WG4（Q&V） 

3.7.2.3.1 WG4テレコンファレンス（3/7） 

(4) 日時：2019 年 3 月 7 日 21 時 00 分～23 時 00 分 

 

(5) 出席国：中国、フランス、ドイツ、米国、豪州、サウジアラビア、日本 

 

(6) 議題、主な意見、決定事項 

‒ DISv1.0.4 に向けた図 1，図 2 の確認：図 1、図 2 に関して DISv1.0.4 の図を保持、改定、削

除の意見があり、コンセンサスが得られなかった。 

‒ コンビーナより、図 1 の改定の提案。 

・NWIP のスコープ、GHG ad-hoc group の決定「2b) CO2 emission shall or should be 

quantified」と矛盾しないようにしたいと表明。 

・そのために、Figure 1 下部の「May be quantified」部分を削除し、1.3d)のエネルギー利

用による直接排出あるいはその他の間接排出。 

‒ エキスパートからは、図中の CO2 sources の扱いについてもシンプルにすべきとの意見もで

たが、この点についてもコンセンサスは得られず。 

‒ 第 12 回 WG4 会合（北京）で引き続き議論することに合意。 
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3.7.2.3.2 第 12回 WG4 会合 

(1) 日時：2019 年 3 月 12 日～14 日 

 

(2) 場所：China National Institute of Standardization (CNIS),  Beijing, China 

 

(3) 出席国：中国、フランス、豪州、日本、ノルウェー、サウジアラビア、米国 

 

(4) 議題、主な意見、決定事項 

‒ DISv1.0.4 図 1 に関するコメント討議 

・スコープとして、GHG 排出削減は対象になるかどうか再討議。この IS では取り扱わない

が、要素として使いたいという議論。 

・Capture System(s) に入る CO2 sources あるいは source gases をどう扱うかについて再

議論。 

・Capture system (s) に入る CO2の特徴は記載する必要があることについて確認。 

・議論の結果、図 1 は削除かつ、Clause 1.3 (Out of scope) も削除して、Capture system(s) 

に入るガスからの CO2のロスがスコープであるが、他も排除しない記述とすることに合意。 

 

‒ Introduction に関する討議 

・本 IS についてのバックグラウンドを短くし、2，3 文にまとめることに合意。 

・TC265 の紹介については、各 WGs の策定 IS を記述することに合意。 

 

‒ CD に対する公式コメントに対する対応と、DISv1.0.4 に対する内部コメントの整合化につい

ての討議 

・米国より WG6 での方法論を踏襲する提案がなされ合意。 

 

‒ 定義 (Clause 3) 関する討議 

・基本的に Note を減らす方向で合意。 

・loss についても Note の記述内容を transfer のみに絞り、loss の概念として”Collective 

terms” という説明を追加することに合意。 

・ISO 14064-2,3 の定義を引用している場合、最新版に対応することに合意。 

 

‒ TP3 (Clause 7: 測定とモニタリング)に関する討議 

・コメントにおける技術的な詳細に関する修正を完了。 

 

‒ 今後のワークプランについて検討し、下記のように設定した。 
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Item Output 

a DIS27920 v1.0.4 のコメント対応のため、Zoom 会合を 4 回開催 (1st: 

March 25-29 for Clause 9 & 10; 2nd: April 1-5, Clause 8; 3rd, 4th: April 

8-12, Clause 5 & 6, unresolved issues)  

b TP により修正を完了し v1.0.5 の Clause として April 25, 2019 までにセ

クレタリに送付 

c April 25 から 1 週間以内に DIS27920 v1.0.5 を WG メンバーおよび編集委

員に送付 

d V1.0.5 に基づき、各 TP において CD ballot へのコメント対応について協議 

e 編集委員により DIS27920 v1.0.6 を作成 

f CD ballot へのコメント対応、および DIS27920 v1.0.6 を May 10, 2019 ま

でにセクレタリに送付し、その後 WG4 全体に回覧 

g TC 会合に合わせ June 11, 2019 に WG4 会合を米国キャスパーで開催 

h June 20, 2019 までに、DIS27920 v1.0.6 をセクレタリに提出  

i June 24 の週に DIS27920 を TC265 に登録し、20 週の ballot にかける 

j DIS の投票結果、コメント受理 (2019 年 11 月末) 

k 各 TP はコメント対応（10 週間） 

l 会合の 2 週間前までに、TP による対応をセクレタリに送付 

m DIS のコメント対応について WG4 会合開催（2020 年 2 月中旬、場所未定） 

n FDIS 作成のための電話会合実施（隔週） 

o April – May, 2020 に FDIS を投票へかける 

p ISO27920 出版 

 

‒ 2019 年北京ミーティング WG4 の主な勧告 

【Recommendation 6】 

WG4 agreed to form an editorial committee to edit the DIS for submission of the 

ballot. Bob van Voorhees was appointed leader of the editorial committee. Ingvild 

Ombudstvedt, Etsushi Kato, and Gregory Leamon were appointed to the editorial 

committee. The convenor and co-convenor of WG4 will be ad hoc members of the 

editorial committee. 

【Recommendation 7】 

WG4 agreed that for Clause 1 of DIS 27920 v1.0.4 (N129) to – 

* delete figure 1 and associated text in clause 1.2 (lines 200 and 201) 

* delete clause 1.3 - out of scope 

* clause 1.2 a) change "CO2 streams" to CO2 

【Recommendation 8】 

WG4 agreed to a revised workplan to facilitate submission of a DIS ballot. 

【Recommendation 9】 
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WG4 resolve to meet in conjunction with the TC265 meeting in Casper Wyoming in 

2019. The face to face meeting will allow for remote access by members. 

【Recommendation 10】 

WG4 invites expression of interest from members, submitted to the secretary by May 

30th, 2019, to host a face to face meeting anticipated to take place in February 2020. In 

case more than one locations expressed, a ballot process will be implemented. 

 

3.7.2.4 WG5（CCI） 

CO2流組成（ISO/TR 27921）DTR 投票に付されたコメントについては、WG5 事務局で整理、

対応案を作成しており、その案を、4 月 22 日の週にノルウェー・オスロで開催される WG5 会合

で検討する予定である。 

リスクマネジメント TS（ISO/TS 27924）の開発については、3 月 18 日に第 1 回のドラフティ

ングメンバーによる Web 会合が行われ、開発の進め方が議論される。4 月のノルウェー・オスロ

での WG5 会合において、第 1 回の face-to-face 会合を行い、さらに検討を進める予定である。 

 パイプラインフローアシュアランスに関する TR は、Technical Report Proposal 投票（2019/2/6

～3/6）の結果承認された。これを受け、テレコンファレンスによるキックオフ会議を行うべく、

日程調整を実施している。 
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3.8 関連するその他の活動 

3.8.1 各国の動向調査および調整 

3.8.1.1 WG1 各国動向の情報収集 

(1) 目的：  

CD27919-2 への投票動向を調査するため、WG1 エキスパートである英国とオランダを訪問

した。 

 

(2) 日程：2019 年 1 月 23 日～1 月 24 日 

 

(3) 訪問者：WG1 Convenor、WG1 Secretary 

 

(4) 訪問先： 

英国：1 月 23 日、Edinburgh 大学（エジンバラ）、 

Hannah Chalmers, Senior Lecturer, Mechanical Engineering Degree Programme 

Manager, School of Engineering, Institute for Energy Systems, University of Edinburgh 

ベルギー：1 月 24 日、Heidelberg Cement AG（ブリュッセル） 

Rob van Der Meer, Director Public Affairs, Global Environmental Sustainability, 

HeidelbergCement AG 

Vagner Maringolo, Sustainable Construction Manager, Cembureau (The European 

Cement Association) 

Jarno Dakhorst, Consultant Energy, NEN (Netherlands Standardization Institute) 

 

(5) 概要： 

英国については、CD27919-2 の評価の確認と CCS に対する国内動向をヒアリングした。

CD27919-2 の開発については前向きではあるが、他 3 名のエキスパートとともに投票の判断

をする。なお、英国国内における CCS は CO2 utilization とともに支持するモーメンタムが

形成されつつある。 

オランダについては、TR27922 のベースドキュメントに関して、その構成、背景、アウト

ラインや編集体制について聴取するとともに意見交換を行った。 
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3.8.2 日本がコンビーナとなる回収および貯留の TC・WGの運営を支援 

(1) WG1 関連 

日本のコンビーナの WG1運営を支援するため、以下の活動を実施した。 

 

① 規格開発に関する主だった打ち合わせ 

今年度は、IS27919-1 開発の最終段階（FDIS）と出版準備作業があり、それに加えて 27919-2

の WD 開発と CD 投票が実施、新たにセメント分野の TR 開発の立ち上げ等を行ったため、以

下のような会合ならびに Zoom によるテレコンを開催し、日本が中心となって回収分野の規格

化を進めた。下記のリストは主だったものであり、これらの会合の前後に、主に国内メンバー

を中心に少人数での打ち合わせを頻繁に開催して作業を進めた。 

 

‒ ISO/TC265 第 15 回 WG1 会合（パリ、2018 年 7 月 1 日、3 日－4 日） 

27919-1 については FDIS 投票終了の間際であったため議論は行わず、27919-2 の WD 開

発について議論を行った。またセメント分野の TR 開発に関して TR27922 として開発を継続

することが合意され、ノルウェー中心に Seed ドキュメントを準備することと、セメント産

業界との連携をめざしアクションをとることが決まった。 

 

‒ ノルウェー専門家との打ち合わせ（オスロ、2018 年 9 月 3 日－4 日） 

27919-2 の開発を加速させるためにノルウェーを訪問し、27919-2 の主だった開発メンバ

ーと、ドラフト内容について詳細な議論を行った。 

 

‒ ISO/TC265 第 16 回 WG1 会合（オスロ、2018 年 11 月 19 日－21 日） 

27919-2の議論を行い、DIS投票にかける合意結果の議論および次期プロジェクト optionA

（Reliability and Availability）の NP 投票結果および日本から提出したたたき台のドキュメ

ントの議論を行ない、シードドキュメントとして開発を進めることになった。次期プロジェ

クト optionC（セメント分野）に関して議論を行い、NWIP を準備することが合意された。 

 

‒ 各国専門家との打ち合わせ（エジンバラ／ブリュッセル、2019 年 1 月 23 日－24 日） 

英国（エジンバラ）とベルギー（ブリュッセル）を訪問し、27919-2 に関する意見交換を

行うとともに、セメント分野の TR27922 開発に関して CEMBUREAU（欧州セメント協会）

との情報交換と今後の連携について合意した。TR27922 の Seed document はセメント産業

の関係者が準備することになった。 

 

‒ ISO/TC265 第 17 回 WG1 会合（ワシントン DC、2019 年 3 月 11 日－13 日） 

27919-2のCD投票結果の議論を行い、各国からの投票コメントの対応を行なうとともに、

次のステップである DIS 投票を予定どおり実施できるように今後の進め方を検討した。 

 

② 上記各 WG1 会合の会議運営 
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各会合の開催前に開催国のホスト側と調整し、会議場の手配、メンバーの招集等を行い、実

際の会議運営を行った。 

 

③ 規格ドラフトの編集作業 

‒ FDIS27919-1 について、2017 年 12 月に提出した FDIS 投票用ドラフト（WG1 N0291）

を元に ISO 事務局で出版用（FDIS 投票用）のドラフトを作成した。2018 年 5 月に ISO 事

務局が準備した最終ドラフトの Proof チェックを行い、誤りの指摘／修正を実施。その後

FDIS 投票が実施された。 

‒ FDIS 投票で提出された各国からのコメントを元にして ISO 事務局と協力してエディトリ

アルな項目に関してドラフトを修正。ISO 事務局の修正版のドラフトの最終チェックを実

施し、2018 年 9 月末 IS27919-1 の出版完了。 

‒ 27919-2 について各会合の議論に従って編集作業を進めた。以下がリリースした文書番号。 

パリ会合（7 月）  前 WG1 N0316 (WD 27919-2 V1.1)  

     後   WG1 N0326 ( WD 27919-2 V2.0) 

オスロ会合（11 月）     前 WG1 N0335  (WD 27919-2 V2.2) 

                      後   WG1 N0350  (WD 27919-2 V2.2_20181121) 

CD voting （12 月）      WG1 N0354  (CD 27919-2 ) 

ワシントン会合（3 月） 前 WG1 N0354  (CD 27919-2)  

 

④ 投票における各国からのコメントの処理 

今年度は WG1 関連で以下の２つの投票が実施された。それぞれの投票に関して出された各

国からのコメントを処理した。 

- TR27922 NWIP 投票 

5 月に終了したセメント分野の TR27922 の NWIP 投票であるが、欧州セメント産業界か

ら反対意見が出され、それを反映して欧州の関連した国々から反対投票が出された。 

NWIP 投票       WG1_N0313 (投票結果と各国からのコメント) 

 

この投票結果については 7 月のパリ総会において議論され、TR 開発においては NWIP の

投票プロセスは不要との ISO 事務局の判断に従い、この投票プロセスはキャンセルされた。

パリ総会において TR27922 の開発はそのまま継続されることが確認され、開発が継続されて

いる。WG1 においてセメント産業界からの賛同を得るための調整を行った結果、TR27922

を連携して開発していくことが合意された。 

 

- 27919-2 CD 投票 

CD 投票における各国からのコメント（総数 467）に対して、ワシントン会合においてテク

ニカルコメントとジェネラルコメントに対して議論を行なった。すべてのコメントに対して

結論がついておらず、残った課題に対しては引き続き 6 月のキャスパー会合で議論を行う。 

ワシントン会合      前  WG1 N0363 (各国からのコメント統合版) 
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                 後   WG1 N0364 (Technical コメントの検討結果を反映)    

 

 (2) WG3 関連 

日本のココンビーナはTRの開発活動においてプロジェクトリーダーを務めている。そのため、

WG3 と WG6 の合同会合においてアジェンダ作成、会議資料の準備、会議まとめなどで主要な役

割を担っている。国内事務局はその支援のために主に国際会合の前後において打ち合わせを実施

している。今年度合計 6 回実施した。 

今年度行った支援に関する活動と内容は以下の通り。 

① 第 7 回 WG3 および WG6 合同会合（パリ）の結果と問題点、工程について結果を確認し、

情報を共有した。挙げられた主な問題点はメンバーの少ないパネルのメンバー募集と、章

によっては書き始められるところとそうでないところが存在していることである。 

② Ad hoc WG3 および WG6 合同会合（メルボルン）開催にあたって事前に集めた OUTLINE

に関して意見交換を行った。そのほか、電話会議の具体的な実施方法について打ち合わせ

た。会合の後に会合結果の概要と問題点について共有を行なった。新たに加わったパネル

メンバーの確認、今後の開発工程などの確認を行った。 

③ 第 8 回 WG3 および WG6 合同会合（ワシントン DC）前において、提出される予定の原稿

の確認、会議の進め方について意見交換を行った、会合後は会合結果の確認、および今後

の行程について打ち合わせを実施した。 

④ 次年度に向けて TR 開発の行程、課題について打ち合わせを行った。次回の ISO/TC265 総

会が開催される米国キャスパー会合までに各章の内容がそろった原稿の提出を求めている。

その進行状況のチェックなどについて意見交換を行った。 
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3.8.3 投票関係 

今年度 CAG および各 WG グループから提案されて投票にかけられた件名に対して国内関係者

で検討を実施し、国内審議委員会の承認を得て日本案として投票を実施した。 

 

（1） ISO/FDIS27919-1 の検討と投票 

関連 WG：WG1 

タイトル：Carbon dioxide capture - Part 1:Performance evaluation methods for 

post-combustion CO2 capture integrated with a power plant 

種 別：FDIS 

投票日：2018 年 7 月 4 日 

投 票：コメント付き賛成 

 

各国の投票結果は以下のとおり 
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（2） ISO/CD27919-2 の検討と投票 

関連 WG：WG1 

文書番号：ISO/TC265 N251 

タイトル：Carbon dioxide capture - Part 2: Evaluation procedure to assure and maintain 

stable performance of post-combustion CO2 capture plant integrated with a 

power plant 

種 別：CD 

投票日：2019 年 2 月 8 日 

投 票：コメント付き賛成 

 

各国の投票結果は以下のとおり 
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（3） ISO/TR27922 の検討と投票 

投票開始は 2017 年度であるが、2018 年 5 月に投票結果が判明したため、以下記載。 

関連 WG：WG1 

文書番号：ISO/TC265 N215 

タイトル：Carbon dioxide capture - CO2 capture integrated with cement production - 

Processes and Performance evaluation 

種 別：NWIP 

投票日：2018 年 4 月 25 日 

投 票：コメント付き賛成 

 

 各国の投票結果は以下のとおりだが、ISO 規約上 TR 文書着手時の NWIP 投票は不要である

ため、投票結果は参考情報扱いとなった。 
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（4） WG2 コンビーナ投票の検討と投票 

関連 WG：WG2 

文書番号：ISO/TC265 N240 

タイトル：Committee Internal Ballot for WG2 Convenor 

種 別：CIB 

投票日：2018 年 10 月 29 日 

投 票：コメント付き賛成 

 

各国の投票結果は以下のとおり 
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（5） ISO/CD27920 の検討と投票 

関連 WG：WG4 

文書番号：ISO/TC265 N239 

タイトル：Carbon dioxide capture, transportation and geological storage - Quantification 

and Verification 

種 別：CD 

投票日：2018 年 10 月 9 日 

投 票：コメント付き賛成 

 

各国の投票結果は以下のとおり 

 

 

  



310 

 

（6） ISO27920開発期間延長（36 ヶ月→48 ヶ月）の検討と投票 

関連 WG：WG4 

文書番号：ISO/TC265 N246 

タイトル：Request to change development track for ISO27920 from 36 months to 48 months 

種 別：CIB 

投票日：2018 年 12 月 4 日 

投 票：賛成 

 

各国の投票結果は以下のとおり 
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（7） ISO/TS27924 の検討と投票 

関連 WG：WG5 

文書番号：ISO/TC265 N221 

タイトル：Carbon dioxide capture, transportation, and geological storage - Lifecycle risk 

management for integrated CCS projects 

種 別：NWIP 

投票日：2018 年 7 月 27 日 

投 票：賛成 

 

各国の投票結果は以下のとおり 
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（8） ISO/TR27921 の検討と投票 

関連 WG：WG5 

文書番号：ISO/TC265 N252 

タイトル：Carbon dioxide capture, transportation, and geological storage -Cross Cutting 

Issues - CO2 stream composition 

種 別：DTR 

投票日：2019 年 2 月 20 日 

投 票：コメント付き賛成 

 

各国の投票結果は以下のとおり 
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（9） パイプラインフローアシュアランス TRの Technical Report Proposal投票の検討と投票 

関連 WG：WG5 

文書番号：ISO/TC265 N255 

タイトル：Flow Assurance Technical Report 

種 別：Technical Report Proposal 

投票日：2019 年 2 月 25 日 

投 票：賛成 

 

各国の投票結果は以下のとおり 
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（10） ISO/FDIS27916の検討と投票 

関連 WG：WG6 

タイトル：Carbon dioxide capture, transportation and geological storage - Carbon dioxide 

storage using enhanced oil recovery (CO2-EOR) 

種 別：FDIS 

投票日：2018 年 11 月 28 日 

投 票：賛成 

 

各国の投票結果は以下のとおり 
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（11）ISO/TC265 戦略的ビジネスプラン Annex投票の検討と投票 

文書番号：ISO/TC265 N222 

タイトル：ISO/TC265 Strategic Business Plan Annex 

種 別：CIB 

投票日：2018 年 6 月 28 日 

投 票：賛成 

 

各国の投票結果は以下のとおり 

 

 

  



316 

 

 

3.8.4 ISO/TC265 事務局、ISO中央事務局との調整 

(1) WG1 関係での各手続き 

今年度は、WG1 で開発している 27919-1、27919-2、セメント分野の NWIP に関して、各工

程を進めるにあたって TC265 事務局と日程等に関して細かな調整を行った。 

 

① 27919-1 

‒ FDIS ステージにおいて、WG1 から提出したドラフトを元にして ISO 事務局が作成した

FDIS 投票用のドラフトに対して Proof チェックを行い、投票ドラフトの誤りのリストを作

成した。 

‒ FDIS 投票における各国からのコメントの中でエディトリアルな修正項目の洗い出しを行

い、Proof チェック結果と合わせて ISO 事務局と連携して出版ドラフトへ反映した。 

 

② 27919-2 

11 月のオスロ会合と、3 月開催のワシントン会合の間に CD 投票（期間 8 週間）を実施し、投

票時の各国コメントをワシントン会合までに十分に検討する時間を設けられる、あらかじめ

TC265 セクレタリと投票プロセス（ドラフト提出、投票開始前チェック、投票開始等のタイミン

グ）に関する日程調整を行った。事前調整を行ったことにより、予定通りの日程で投票が実施で

き、ワシントン会合までに十分な準備時間を設けることができた。 

 

③セメント分野の新プロジェクト（TR27922） 

産業分野の回収技術の TR を開発するにあたって最初に NWIP 投票を開始したが、その後で今

年変更された ISO の Directives において、TR 開発を開始するにあたって NWIP プロセスは不必

要であることがあらためて明示されたことが判明した。この件に関して TC265 セクレタリおよび

ISO 事務機構と調整したが、ISO 事務局の判断により、途中で投票を中止することによる新たな

混乱を避けるために、投票はそのまま実施された。投票締め切り後、投票結果はあくまで参考扱

いということで、投票プロセス自体もシステムからキャンセルされた。TR27922 開発は継続され

ている。 

 

(2) バーチャル総会対応 

3 月開催された第 12 回 ISO/TC265 総会（バーチャル）に先立って、各 WG からの活動レポー

トに内容を確認し、日本としての質問事項を整理して TC265 セクレタリへ提出した。これは

TC265 セクレタリからの要請に応えたものである。 
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3.8.5 ISO標準の適用についての検討 

(1) 検討内容 

 回収の ISO27919-1、貯留の ISO27914 等の国際標準の発行に伴い、今後の展開として JIS 化、

強制規格、任意規格、認証等の検討が必要になるが、残念ながら今年度は大きな進展がなかった。 

 

① JIS 化について。 

‒ 昨年度までの議論では、貯留の ISO27914の JIS化は以下の２つの理由で難しいとされた。

理由１：JIS 化はこれまで鉱工業製品についてなされており、ISO27914 はなじまない。理

由２：JIS は日本の場合大臣が作成する。経済相か環境相が作ることになるので業界のネゴ

が大変である。 

‒ 今年度 JIS の対象範囲がサービス分野に広がっているので、CCS 分野も再度議論可能と思

われる。 

‒ 日本語訳は委員会ベースで協議用に作るのはいいが、広く頒布するものとしては認められ

た団体の日本規格協会だけが作成できる。その形態は英語版と日本語版が並列した形の対

訳版となる。値段は ISO の 2 倍くらいで売ることになる。日本語化するかどうかは、日本

規格協会がビジネスとして成り立つかどうかを考えて決定する。 

‒ 今後、METI 内の CCS の所轄部門と調整する必要がある。 

‒ 今後法律を作った際に、英語のまま参照することも可である。 

 

② 強制規格と任意規格 

‒ ISO はできた段階では任意規格であるが、もし法律に採用されたりした場合は強制規格と

なる。 

 

③ 認証について 

‒ 認証はプライベート認証とパブリック認証がある。プライベート認証は例えば業界内で認

証しあうようなもので、これはある意味、勝手にやっても問題はない。パブリック認証は

日本では ISO9000 シリーズがそうしているように国際的な認証団体が各国の認証団体を管

理している。今回の場合はそのような仕組み作りは大変難しいと思われる。 

‒ 認証のための窓口は日本では JAV、米国では UCAS である。各国に窓口がある。 

 

④ DNV の認証ドキュメントについて 

‒ DNV が ISO27914 用の認証ドキュメントを開発し、自社の Web に DNVGL-SE-0473 

(Certification of sites and projects for geological storage of carbon dioxide)として公開。 

‒ ノルウェーの新規 CCS プロジェクトには、このドキュメントを用いて認証を実施すること

を予定している。 
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3.8.6 調査 

国内における標準化の議論を進めるにあたって、以下を実施した。 

 

①日本規格協会が開催する ISO 上層委員会報告会へ参加し、ISO 上層委員会（ISO/TMB（技術

管理評議会）、ISO 理事会等の動向を的確に把握するとともに、日本規格協会からの ISO 活動

に関するガイダンス等を受けるため、第 1 回報告会（2018 年 4 月 16 日）、第 2 回報告会（2018

年 7 月 17 日）、第 3 回報告会（2018 年 10 月 30 日）に出席した。 

 

②標準化を進める中で生じた疑問点、わらかない点等に関し、都度日本規格協会の担当者へ問い

合わせを行って解決した。 

 

3.8.7 専用 Webサイトの改修 

 国内の ISO/TC265 関係者間の情報共有を目的とし、国内審議委員会および関連各ワーキンググ

ループの分野別に専用の Web サイトを運営しているが、同サイトページの表示不具合および登録

文書が閲覧できない不具合が発生していた。これを受け、不具合の解消および恒久対策を行うた

め、外部の専門会社へ外注を行い、Web サイト改修を実施した。2018 年 12 月に専門会社による

原因調査を行い、2019 年 3 月に改修作業を完了した。 
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3.9 文献調査 

（1） 回収関連 

規格開発で参照、引用すべきと判断した以下の規格類について、平成 29 年度から引き続き、そ

の内容を編集関係者や関連諸会議で精査した。 

・ ISO 3977-9:1999, Gas turbines -- Procurement -- Part 9: Reliability, availability, 

maintainability and safety 

・IEC_60050-191, Dependability and quality of service および amendment 

・IEC_60050-192, Dependability および amendment 

・ASME, Reliability, Availability, and Maintainability of Equipment and Systems in Power 

Plants (RAM-1 - 2013) 

・IEEE 762-2006 (R2012), IEEE Standard Definitions for Use in Reporting Electric 

Generating Unit Reliability, Availability, and Productivity 

 

（2） 貯留関連 

TR 開発においては、各国の事例について主に記述することになっており、多くの文献が執筆の

ために必要になることが予想される。ただし、現在は各パネルの中で文献が集められて調査され

ている状態であり、まだリストとして配布されていない。 

 

（3） QV 関連 

WG4 では Q&V 分野の CD27920 に関する文献調査を既に終えている。 

 

（4） CCI 関連 

WG5では、CO2 Stream Composition 分野のDTR27921、リスクマネジメント分野のTS 27924 

を編集する過程で文献調査を実施した。調査した文献は下記の通りで、その内容の一部は各文書

に反映されている。 

① 国内関連 

・環境省：海洋汚染等および海上災害の防止に関する法律 

・環境省：特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可の申請に係る指針 (2008). 

・特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令 (2007 年環境省令第 23 号） 

・特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可の申請に関し必要な事項を定める件（2007 年環境

省告示第 83 号） 

・安部慶三：地球温暖化対策としての二酸化炭素海底下地層貯留～海洋汚染等および海上災害

の防止に関する法律の一部を改正する法律案～, 立法と調査 2007.4 No.267, pp. 93-96 

・経済産業省産業技術環境局: CCS 実証事業の安全な実施にあたって (2009). 

・東京海上日動リスクコンサルティング㈱：リスクマネジメントに関する国際標準規格

ISO31000 の活用 

・佐々木 孝（2015）：国内外 CCS プロジェクトの分離回収プロセス、化学工学、79, 826-830 

・科学技術振興機構低炭素社会戦略センター（2016）：CCS（二酸化炭素回収貯留）の概要と
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展望－ CO2分離回収技術の評価と課題－ 

・田中豊（2017）：苫小牧 CCS 実証試験の現状、Petro Tech, 40, 758-763 

② ISO 関連 

・ISO 27917（2017）：Carbon dioxide capture, transportation and geological storage — 

Vocabulary— Cross cutting terms 

・ISO/TR 27915 (2017)：Carbon dioxide capture, transportation and geological storage — 

Quantification and verification 

・ISO/TR 27918（2018）：Lifecycle risk management for integrated CCS projects 

③ 海外機関関連（ISO 以外） 

・IPCC (2005): IPCC special report on carbon dioxide capture and storage. 

・DOE (2011): Communication/Engagement, Toolkit for CCS project  

・DOE NETL (2017): Best practice of public outreach and education for carbon storage 

project 

④ その他 

・A.Tanaka, Y.Sakamoto, D.Mayumi, H.Higashino, et al: Schematic Feasibility Study of 

Bio-CCS Technology, Energy Procedia, Vol.63, pp.8062-8068 (2014) 

・M.G.Morgan,S.T.Mccoy, et al: Carbon Capture and Sequestration (2012) 

・M.Mohitpour, et al: Pipeline Transportation of Carbon Dioxide Containing Inporities 

（2012) 

 

（5） CO2-EOR 関係 

ISO27916 の発行にあたっては、参考図書として ISO の他の規格に加えてアメリカの機会学会

（ASME）や石油協会（API）の文献が多く挙がっているのが特徴的である。これらについて調

査した。以下に学会名および協会名を記す。この中で、とくに API のレポートである Summary of 

Carbon Dioxide Enhanced Oil Recovery (CO2EOR) Injection Well Technology について議論

した。 

・American Society of Mechanical Engineers (ASME) and International Organization for 

Standardization (ISO) Pipeline Related Standards 

・ American Petroleum Institute (API) and NACE International Standards and 

recommended practices 

  



321 

 

3.10 今年度の活動のまとめ 

これまで述べたように、ISO/TC265 の今年度の活動に対し、国内の各関連ワーキンググループ

の活動を関連させ、以下の国際および国内の取組を行った。また、今年度末時点の各 WG におけ

る規格化の状況を図 3.10-1 にまとめる。 

 

図 3.10-1 各 WGの規格化の状況 

 

3.10.1 回収分野 

（1） 回収技術の International Standard 開発（１） 

Carbon dioxide capture -- Part 1: Performance evaluation methods for post-combustion CO2 

capture integrated with a power plant 

2018 年 1 月から FDIS 投票手続きが開始され、ISO 中央事務局で校正後、FDIS 投票に入った

（投票期限：7 月 5 日）。その結果、当該規格は承認された。なお、投票時の各国コメント（日本

もコメントを提出）の対応有無は ISO 事務局にて検討される。コメントが反映されなかった場合

は、次回改定もしくは規格の定期レビュー時に対応することになる。2018 年 9 月 28 日に ISO 規

格として出版された。 

 

（2） 回収技術の International Standard 開発（２） 

Carbon dioxide capture -- Part 2: Evaluation procedure to assure and maintain stable 

performance of post-combustion CO2 capture plant integrated with a power plant 
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2018 年 2 月の第 14 回 WG1 会合（ワシントン DC）にて完成した WD 27919-2 ver.1 をもとに、

編成した編集タスクグループによる WD ドラフト編集作業を開始した。しかし、第 15 回 WG1

会合（パリ）で WD ドラフト Ver1.1 を議論した結果、より理解しやすい構成への提案があり章

立ての見直しを行った。それらを反映したものを WD ドラフト ver2.0 とした。同時に編集タスク

グループ委員の再配置をおこなって各章ごとに編集・改訂を進めることとした。11 月の第 16 回

WG1 会合（オスロ）において、最新 WD ドラフト Ver.2.2 の内容確認と議論を行い CD 投票へ

進める合意を得た。なお、投票手続きは、当初 9 月を 12 月に延期することとした。投票手続きま

では、当該規格文書の更なる推敲のため、ノルウェーエキスパートならびに国内回収 WG 委員の

協力を得てベストエフォートで文書品質を向上させるべく投票に臨むこととした。 

12 月中旬に TC265 事務局へ CD 原稿を提出し投票が行われた結果（投票期間は翌年 2 月 11 日

まで）、DIS 開発への承認条件を満たした。その後に開催された第 12 回 ISO/TC 総会（バーチャ

ル）において、豪州の反対票に関する意見について投票時コメントへの対応を着実に行うことを

説明し、DIS 開発への承認を得た。 

 

（3） 回収技術の Technical Report 開発 

ノルウェー主導で進めているセメント産業分野の回収技術に関する技術報告書である。2018 年

2 月に開始された NP 投票（投票期限：5 月 3 日）結果は、賛成 10、反対 6、棄権 4 であったが、

ISO 規約改定により TR 文書着手時の TC 委員会投票は不要となったため、当該結果は参考情報

扱いとなった。第 11 回 ISO/TC265 総会（パリ）において、本 NP 投票およびその結果を事務的

にキャンセル処理することを決議するとともに、WG1 での決議に基づきその開発継続を承認した。

WG1 はノルウェーに協力するため、開発体制の構築とともに反対票を投じた国へのコンタクトを

進めた。その一方で、ノルウェー当事者は政府予算の不透明性から開発着手が遅れた。 

WG1 オスロ会合の結果、ノルウェーも同意の上、WG1 オランダエキスパートである Rob Van 

der Meer 氏がコーディネートする編集グループが、TR27922 ベースドキュメントを 3 月末まで

に準備することとなった。 

 

3.10.2 輸送分野 

（1） パイプラインフローアシュアランスに関する TR 開発 

2017 年 11 月の Ad-hoc WG2 会合（シドニー）においてパイプラインフローアシュアランスに

関する TR の開発が合意され、2018 年 7 月開催の第 9 回 WG2 会合（パリ）に出席し議論を行っ

た。 

議論の結果、パイプラインフローアシュアランスに関する TR 開発は、WG5（CCI）で開発す

ることで合意された。WG5 への移管以降の国際活動は 3.10.5 に示す。 

また、WG5 への移管を受け、国内の開発体制として、輸送 WG 主査をリーダーとし、回収・

貯留など各分野の専門家をメンバーとするアドホックグループを設立するため、関係者への協力

要請を行った。アドホックグループ設立以降の国内活動は 3.10.5 に示す。 

 

（2） CO2船舶輸送に関する規格開発 
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2017 年 11 月の Ad-hoc WG2 会合（シドニー）において CO2船舶輸送に関する規格開発が合意

され、2018 年 7 月に開催予定の第 9 回 WG2 会合（パリ）に出席し議論を行った。日本としては、

WG2 パリ会合において船舶輸送システムの大規模化に関する提案を行った。提案にあたり、輸送

WG 主査と提案内容について調整を行った。 

議論の結果、船舶輸送に関する規格開発の議論は延期されることとなった。 

 

3.10.3 貯留分野 

(1) 国際の状況 

テクニカルレポート（TR）は昨年度のシドニーの第 6 回 WG3 会合で開発が合意された。その

後 WG6 と共同で開発されることが提案されて両 WG のコンビーナ間で合意され、また WG6 が

提案した新たな章についても受け入れを了承した。 

 今年度は第 7 回 WG3 および WG6 合同会合（パリ）にて正式に WG3 と WG6 の共同で TR を

開発することが合意された。また、各章をパネル体制で執筆することになり、パネルリーダー候

補、パネルメンバーが選定された。またパリ会合では ISO/TC265 内において TR 開発のスタート

に当たって新たなルールが決められたが、この TR 開発は新ルールへの移行期間であるため、そ

の適用を受けないことが確認された（NWIP 投票は不要）。 

 Ad hoc WG3 および WG6 合同会合（メルボルン）ではパリ会合の結果を踏まえて各パネルリ

ーダーに各章のアウトライン提出を事前に要請し、協議した。アウトラインが未提出の章もあっ

たが、全体に了承された。またこの会合で新たなパネルメンバーが加わった。 

 第 8 回 WG3 および WG6 合同会合（ワシントン DC）では事前に各リーダーにアウトラインに

加えて WD0（第ゼロ次ワーキングドラフト）の提出を要請し、協議した。WD0 の内容に応じて

全体目次の組み換えが行われた。関連する章は隣り合う章とした。各章の協議の中で主な結果を

示す。Non-well infrastructures では CO2-EOR の部分を記載する。Well infrastructures では事

例を中心に記載するが、その事例に対してコメントを加える。Decommissioning のパートでは各

国の法的枠組み、事例を比較表として記載することは了承するが、それについてコメントを加え

る。 

 今後の予定として次回の米国キャスパー会合までに WD1 として各章ともすべての内容が入っ

たドラフトを提出することとした。出版は当初の予定通り 2020 年中旬を目指す。 

 

(2) 国内の状況 

国内では TR 開発の実務対応メンバーとして貯留 WG より編集会議メンバーを募り、2 度の会

合を持った。ここでは作成方針、バウンダリー（Scope）の検討、日本が主体的にに関与する章に

ついて検討を行った。 

WG6 との共同開発が正式に合意されたこと、WG6 の ISO27916 開発が一段落したことを受け

て国内においても CO2-EOR WG との共同で会合を開催することとした。また、実務対応メンバ

ーも CO2-EOR WG メンバーから募り、新しいメンバーによる実務対応グループ（2019/3 時点で

名称はまだ未決定）。貯留と CO2-EOR WG の合同会合を 3 回開催した。また新メンバーによる実

務対応メンバー会合は 1 回開催した。これらの会合ではパリ会合、Ad hoc メルボルン会合、ワシ
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ントン会合の前後において開催し、事前にはこれら国際会合に臨む方針などを協議し、事後には

会合の結果を報告した。事前の協議ではとくに日本がパネルリーダーコリーダーを務める

Non-well infrastructures と Well infrastructures について協議した。OUTLINE 作成においては

事例を中心に記述することなどを合意した。 

 

3.10.4 Q&V分野 

(1) 国内ワーキンググループの開催 

Q&V 分野に関する Q&V・CCI WG を都内で 3 回開催し、当該分野で取り組んでいる IS であ

る ISO/WD27920 についての議論を中心に検討を行った。 

国内ワーキンググループの開催にあたっては、日程の調整、会場の手配、ワーキンググループ

各委員の招集、議事内容の記録・報告などの業務を行なうとともに、WG 各委員への意見照会や

意見のとりまとめ等を行った。さらに、関連する法令、規格等を調査した。 

 

(2) ISO/TC265 総会、ISO/TC265 WG4 会合への参加 

第 11 回 ISO/TC265 総会および第 10 回 WG4 会合が 2017 年 7 月にフランス・パリで開催され

た。ここでは、WD27920（第 4 稿）に対する WG 内コメントについて議論し、WD の作成を進

めた。その後 WD27920 の CD 投票（8/13～10/9）で承認され、投票に付されたコメントを、10

月に行われた第 11 回 WG4 会合（メルボルン）で議論した。また開発期間延長の投票（11/7～12/7）

が承認され、開発期間が 2020 年 12 月までに 12 ヶ月延長された。さらに DIS 完成に向けて編集

作業が行われ、2019 年 3 月に中国・北京で開催された第 12 回 WG4 会合で編集作業を続けた。

編集作業に当たり多くのテレコンファレンスが開催され、Q&V・CCI WG からエキスパートが参

加した。 

本事業においては、TC265 全体会合および WG4 会合に国内 Q&V・CCI WG からエキスパー

トを派遣するとともに、事務局として活動を支援した。 

 

(3) CCS 関連の規格化に関する各国の動向調査 

TC 会合関係者へのヒアリング等により、CCS 関連の Q&V 分野における規格化に関する各国

の動向調査を行った。上記調査内容を整理し国内 WG 等へ情報提供して国内での議論を支援した。。 

 

3.10.5 クロスカッティングイッシュー分野 

(1) 国内ワーキンググループの開催 

CCI 分野に関する Q&V・CCI WG を都内で 3 回開催し、当該分野で取り組んでいる規格類に

ついての議論を行った。 

国内ワーキンググループの開催にあたっては、日程の調整、会場の手配、WG 各委員の招集、

議事内容の記録・報告などの業務を行なうとともに、ワーキンググループ各委員への意見照会や

意見のとりまとめ等を行った。さらに、関連する法令、規格、文献等を調査した。 

2018 年 7 月の第 11 回 ISO/TC265 総会（パリ）において、WG2 で開発予定であったパイプラ

インフローシュアランスに関する TR 開発を、WG5 へ移管することで合意され、また 2019 年 3
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月に同 TR の Technical Report Proposal が投票の結果承認を得た。これを受け、2019 年 3 月に、

国内の開発体制として、輸送 WG 主査をリーダーとし回収・貯留など各分野の専門家をメンバー

とする「パイプラインフローアシュアランス TR 開発アドホックグループ」を、国内審議委員会

の下に設立した。 

 

(2)  ISO/TC265 総会、ISO/TC265WG5 会合への参加 

第 11 回 ISO/TC265 総会および第 9 回 WG5 会合が 2017 年 7 月にフランス・パリで開催され

た。ここでは、WG5 の CO2流組成に関する TR 27921 の編集作業を行うとともに、リスクマネ

ジメントに関する ISO/TS 27924 の開発の進め方について議論した。またこれらの検討のために

テレコンファレンスが開催され、Q&V・CCI WG からエキスパートが参加した。 

WG5 の CO2流組成に関する TR 27921 の編集については、パリ会合で内容の合意を得たため、

事務局による編集作業を経て DTR 投票（2018/12/27～2019/2/22）に付され、承認されたが、反

対が 3 カ国（ドイツ、サウジアラビア、米国）あり、また多くのコメントが付されたため、2019

年 4 月に予定される WG5 会合（オスロ）にて対応を行っていく予定である。 

リスクマネジメントに関する ISO/TS 27924 開発に関する NWIP 投票が以下の様に承認さた

（日本はコメント付賛成）。当初予定されていた PL（米国）がその任務を果たせないことが明ら

かとなり、2019 年 1 月に新たな PL（フランス）が決まり、開発が本格的に開始される運びとな

った。 

本事業においては、TC265 全体会合および WG5 会合に国内 Q&V・CCI WG からエキスパー

トを派遣するとともに、事務局として活動を支援した。 

また、パイプラインフローアシュアランスに関する TR は、Technical Report Proposal 投票

（2019/2/6～3/6）の結果承認された。今後、テレコンファレンスによるキックオフ会議（2019

年度初旬見込み）を行い、開発を進めていく予定である。 

なお、これまで開発を進めてきたリスクマネジメントに関する ISO/TR27918 は、2018 年 4 月

に発行された。 

 

(3) CCS 関連の規格化に関する各国の動向調査 

TC 会合関係者へのヒアリング等により、CCS 関連の CCI 分野における規格化に関する各国の

動向調査を行った。また、WG5 の TS（Risk）、TR（CO2流組成）作成に必要な文献調査、国際

対応で必要な国内制度文献の抽出等の対応を行った。上記調査内容を整理し国内ワーキンググル

ープ等へ情報提供して国内での議論を支援した。 

 

3.10.6 CO2-EOR分野 

(1) 国際の状況 

FDIS27916 投票は 2018 年 12 月に投票が締め切られて、反対無しで承認された。その後、数

値表記や Editorial なエラーを修正して 2019 年 1 月 31 日に ISO27916 が発行された。 

TR 開発においては WG3 と共同で開発することが合意されて、第 7 回 WG3 および WG6 合同

会合（パリ）、Ad hoc WG3 および WG6 合同会合（メルボルン）、第 8 回 WG3 および WG6 合同
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会合（ワシントン DC）においては WG3 と共同で開催した。その内容については 3.10.3 貯留分

野を参照のこと。 

 

(2) 国内の状況 

今年度より国内 WG6 ミラーコミッティの名称をこれまでの WG6 検討タスクグループから

CO2-EOR WG とした。これによってタスクグループから他の WG のミラーコミッティと同格の

ワーキンググループとなった。 

CO2-EOR WG 単独の会合を今年度は 5 回開催した。DIS から FDIS への変更過程の確認を行

い、FDIS 投票の開始に伴って、投票案の検討、コメント案の検討を行った。DIS 投票時の日本

コメントは FDIS に反映されていることが確認されたので、FDIS 投票案は Approved としてコメ

ント無しとした。 

TR 開発に当たっては貯留 WG と合同で会合を開催することとした。また実務対応グループに

も CO2-EOR WG メンバーが参加した。内容は 3.10.3 貯留分野を参照のこと。 

 

  



327 

 

3.11 今後の取り組み 

各 WG においては、今年度に引き続き既定のプロジェクトに加えて新たなプロジェクトを立ち

上げて標準化が推進されていく予定である。 

日本が標準化活動を主導してきた WG1 においては、今年度発電プラントにおける燃焼後回収

の性能評価に関する ISO27919-1 が出版され、それに続く同じく発電プラントにおける燃焼後回

収の信頼性評価に関する IS 開発が進んでおり CD フェーズまで進んでいる。2019 年度には DIS

フェーズまで進めていく予定である。さらに、並行して発電分野以外の産業分野の一つとしてセ

メント分野における回収技術の TR を TR27922 として開発を進めていく予定である。 

WG2 では、2016 年にパイプライン輸送に関する ISO27913 を発行し各国の国内標準に採用さ

れている。来年度はパイプラインのフローアシュアランスに関する TR 開発がクロスカッティン

グ課題という扱いで WG5 へ移管されたことと、船舶に関する輸送に関する標準化の検討が延期

されたことから、具体的な開発テーマはない。当面 ISO27913 の定期メンテナンスに向けて準備

を行っていく。 

WG3 においては、2017 年に出版された貯留に関する ISO27914 を補完する目的でインジェク

ション設備とインジェクションの操業等および海域貯留に関する TR を TR27922 として WG6 と

合同で進めていく。この TR は ISO27914(WG3)、ISO27916(WG6)で記載できなかった範囲まで

を含んだものになり、これらの IS の定期見直し時に役立つものとなる。 

WG4 においては、Q&V に関する ISO27920 の開発を行っており、2018 年度に CD 投票で承

認されたので、2019 年度には DIS を作成し投票にかけ、承認されれば FDIS の段階に進む予定

である。 

WG5 では、CO2流組成に関する ISO/TR 27921 の DTR 投票が承認されたので、2019 年度は

投票に付されたコメントに対応して修正を加え、発行まで進む予定である。リスクマネジメント

に関する TS 開発が開始され、2019 年度は 4 月にオスロ（ノルウェー）で開催される WG5 会合

で開発方針が議論され、ドラフティングが進められる予定であり、技術とプロジェクトマネジメ

ントの観点に限ったものとする、という方針を念頭に対応していく必要がある。なお、WG2 から

移管されたパイプラインフローアシュアランスに関する TR 開発も進められていく。これに関し

ては新たなメンバーを募集することで対応していく。国内においては、横断的な組織を新たに立

ち上げて進めていく。さらに、新しいプロジェクトが提案される可能性があり、その際は国内の

他のワーキンググループおよび関係機関と連携が必要となる。 

 WG6 においては、今年度 ISO27916 が出版され、現時点では Monitoring、Decommissioninng

等に主眼をおいて WG3 と合同で TR27922 の開発を進めていく。 

2013 年から開発開始した当初の各規格文書はほぼ出版された。作業に目途がついた WG にお

いては、次期テーマの開発に着手している。今年度末時点における各 WG におけるこれまでの歩

みと、具体化している標準開発のスケジュールを図 3.11-1 にまとめた。CCS の各分野において具

体的に進められていく標準化の作業に対し、日本としても積極的に参加し、これまでの知見を活

かしてより良い標準を作り、地球温暖化防止のために大気中へ排出される CO2削減に貢献してい

く。合わせて将来の CCS に関する法整備のための準備、国際標準への準拠に関する認証等の検討

を行い、CCS に関する日本の産業界の発展にも寄与していく。 
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図 3.11-1  2019年 3月時点の標準開発スケジュール 
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