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1. 事業目的 

2016 年 11 月にパリ協定が発効し、気候変動問題に対する世界共通の「長期目標」を掲げ、

その達成に向けて、すべての国が各国の能力に応じた温室効果ガス排出削減目標（NDC: 

Nationally Determined Contributions）を策定し、取り組むことになった。我が国としては、二

国間クレジット制度（JCM: Joint Crediting Mechanism）等を活用し、途上国において我が国

の優れた低炭素技術・製品の普及等を促進し、当該国での温室効果ガス排出削減を実現する

等、世界全体の温室効果ガス排出削減に貢献することとしている。 

温室効果ガス排出削減への活用が期待されている技術として、二酸化炭素回収・利用・貯

留（CCUS: Carbon dioxide Capture, Utilization & Storage）技術がある。米国テキサス州におけ

る Petra Nova CO2EOR プロジェクトに我が国企業が参画していることからも明らかなよう

に、CCUS に関する要素技術については日本企業が強みを有しているため、CCUS 技術の普

及展開を通じて、世界全体の地球温暖化対策に我が国が貢献することが期待されている。一

方で、CCUS 技術の普及展開に向けては、関連する政策・制度等の整備が課題となっている。 

以上を受けて、本事業では、東南アジア、中東、中南米等の国又は地域において、JCM 等

を活用した CCUS プロジェクトが民間主導で普及展開していく事業環境づくりを目的とし

て、各国又は地域での CCUS 案件形成事業の実施支援を含む事務局の運営等を行った。 
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2. 実施方針 

本事業の実施内容は次のとおりである。 

 

⚫ CCUS 案件形成事業 

➢ 案件形成事業に係る公募 

➢ 案件の選定・採択 

➢ 採択案件の実施委託及び進捗管理、調査支援 

➢ 第三者有識者による各事業の進捗評価 

➢ 各事業者との契約、確定検査の実施 

 

⚫ CCUS 先進国における CCUS の推進・規制に係る事業法等の関連法令の調査 

➢ 文献、ウェブサイト等を通じた情報収集 

➢ 欧米等での現地ヒアリング等を通じた情報収集 

 

⚫ CCUS 案件形成事業に係るポテンシャルの評価 

➢ CCUS に係る対象国の動向 

➢ CCUS 技術の普及展開の対象としての市場ポテンシャルの評価 

➢ CCUSを通じた温室効果ガス排出削減量に係る定量化手法の整理と JCM 化のポテン

シャル評価 

 

それぞれの実施方針を以下に示す。 

2.1 CCUS 案件形成事業 

⚫ 公募の対象国については、東南アジア、中東、中南米等の国又は地域等を想定する。 

⚫ 公募開始から公募期間満了までの間、随時、電子メールにて照会や質問を受け付ける。

また、これらの照会・質問への回答は、公募に対応して開催した説明会終了後、説明会

における質疑応答の内容と併せ、弊社ウェブサイトにて公表する。 

⚫ 公募により提案された調査案件の選定・採択を行うため、外部有識者 3～4 名程度

を委員として委嘱し、審査委員会を開催、運営するが、弊社は応募案件の評価、選

定、採択には一切関わらない。 

⚫ 支援の具体的内容は、採択案件の実施体制も踏まえ、案件形成事業事業者及び経済

産業省殿と協議の上で決定する。 

⚫ 経済産業省殿の委託事業事務処理マニュアルに準じ、CCUS 案件形成事業の確定検

査を行う。人件費や旅費の精算に必須の書類（従事日誌等）の雛形を作成する。 

⚫ 確定検査は、中間検査と調査期間満了後の最終検査の二回を予定し、最終的な精算

業務を滞りなく完了させる。 
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2.2 CCUS の推進・規制に係る事業法等の関連法令の調査 

⚫ 文献・ウェブサイト等を通じた基礎調査では、CCUS 事業に係る主要な法規制の内容及

びインセンティブ制度について、文献やウェブサイト等を通じて情報収集、整理を図る。 

⚫ ウェブサイト等を通じた情報収集調査では不明慮な点や、主要な CCUS 先進国の今

後の動き等について、ヒアリング調査を通じて追加情報の収集を図る。特に CCS 事業

と CCUS 事業に求められる法規制は一部異なるため、それらがどのように取り扱われ

ているか確認する。 

⚫ 具体的には JCM 国において CCUS を推進するにあたり、CCUS 先進国の CCUS の規則

や促進制度等に関連する法規制について調査することで JCM 国に対して提供できる情

報収集を図る。 

⚫ 調査対象国は、CCUS 事業が進んでいる米国、カナダ、ノルウェー及び、法規制が整っ

ている欧州連合（EU）や、CCUS に係るビジネスモデルを検討中の英国、そして途上国

の中で特に CCUS の実証が着実に進んでいる中国を対象とする。 

2.3 CCUS 案件形成事業に関するポテンシャルの評価 

⚫ 現状行われている CCUS プロジェクトを把握した上で、CCUS に関連する各国の政策、

コスト、国際機関の CCUS に係る取組みへの各国の加盟状況、CCUS プロジェクトへの

融資の状況等を調査することで、CCUS 導入に向けた基礎資料を整備する。 

⚫ 排出源と貯留地域のマッチングに際しては、①CO2 発生源、②CO2 貯留の視点に基づ

き評価を実施する。CO2 発生源としては、火力発電所、製鉄所、製油所、セメント工場

などエネルギー多消費産業に焦点を当て、調査対象国の CO2 大規模発生源の状況につ

いて調査する。CO2 貯留ポテンシャルについては、主としてグローバル CCS インステ

ィテュートのデータを用いる。 

⚫ クラスター化、越境といった CCUS プロジェクトあるいは構想について、ビジネスモ

デルを含めた調査を行う。 

⚫ CO2 の利用に関しては、有望技術を抽出した上で、JCM 締約国におけるポテンシャル

の評価を行う。 

⚫ JCM として CCUS プロジェクト実施するために必要な要件について、プロジェクトの

種類別に検討する。 
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3. CCUS 案件形成事業に関する事務局業務 

3.1 公募 

3.1.1 公募要領の作成 

次に示す CCUS 案件形成事業の範囲に基づき内容を検討した上で公募要領を作成した。 

 

①相手国のニーズに応じた CCUS ビジネスモデルの策定、政策・制度等の整備に係 

る提言の検討、相手国関係者への提案、働きかけ 

②相手国の現地フィールドにおけるＣＣＵＳ事業の実現可能性調査及びパイロット規 

模の実証試験 

③CCUS のＪＣＭ方法論の検討 

④CCUS のＪＣＭ運用等のための人材育成に向けた専門家派遣等 

⑤相手国関係者、在外関係者（大使館、JETRO 等）との連携事業（施設見学・セミナー 

等）の実施 

 

公募要領の主要点（目的、実施内容、事業実施期間）を次に示す。 

 

「令和元年度二国間クレジット取得等のためのインフラ整備調査事業 

（CCUS 国際連携事業）」（経済産業省事業） 

に係る企画提案の募集要項 

令和元年６月２８日 

株式会社三菱総合研究所 

環境・エネルギー事業本部内 

CCUS 事務局 

 

 株式会社三菱総合研究所では、経済産業省（担当：産業技術環境局 地球環境連携室）か

らの受託事業「令和元年度二国間クレジット取得等のためのインフラ整備調査事業（CCUS 国

際連携事業）」を実施します。その一環として、以下の要領で、上記の実現可能性調査の企

画提案を募集します。 

 

１．目的  

２０１６年１１月にパリ協定が発効し、気候変動問題に対する世界共通の「長期目標」

を掲げ、その達成に向けて、すべての国が各国の能力に応じた温室効果ガス排出削減目標

（NDC: Nationally Determined Contributions）を策定し、取り組むことになった。我が

国としては、二国間クレジット制度（JCM: Joint Crediting Mechanism）等を活用し、途

上国において我が国の優れた低炭素技術・製品の普及等を促進し、当該国での温室効果ガ

ス排出削減を実現する等、世界全体の温室効果ガス排出削減に貢献することとしている。 

温室効果ガス排出削減への活用が期待されている技術として、二酸化炭素回収・利用・

貯留（CCUS: Carbon dioxide Capture, Utilization & Storage）技術がある。米国テキサ

ス州におけるPetra Nova CO2EORプロジェクトに我が国企業が参画していることからも明
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らかなように、CCUSに関する要素技術については日本企業が強みを有しているため、CCUS

技術の普及展開を通じて、世界全体の地球温暖化対策に我が国が貢献することが期待され

ている。一方で、CCUS技術の普及展開に向けては、関連する政策・制度等の整備が課題と

なっている。 

以上を受けて、本事業では、アジア、中東等の国又は地域において、JCM等を活用した

CCUSプロジェクトが民間主導で普及展開していく事業環境づくりを目的として、各国又は

地域でのCCUS案件形成事業を行う。 

 

２．実施内容  

（１）調査項目  

提案者等が保有する優れた CCUS 技術・製品の途上国への普及等に資するよう、相手国に

対する政策や制度に関する提言や、当該提言と連動した CCUS 技術・製品の普及等に向けた

事業化計画の策定、課題と対応策の検討、排出削減の定量化の検討、相手国関係者等との連

携事業を行う。提案にあたっては、相手国の状況（市場動向・競争力、ビジネス環境、政策

等）を踏まえ、普及を目指す優れた CCUS 技術・製品等の導入課題・事業性・温室効果ガス

排出削減効果をあらかじめ分析した上で応募すること。なお、本事業の実施にあたっては、

採択された提案内容を基に、実施内容の詳細を経済産業省担当者と相談の上、決定する。 

 

調査項目 調査内容 

①関連政策・制度・規

制等 

相手国における本事業に関連する政策・制度・規制の動向（現状・

将来）及び課題・現地ニーズを把握した上で、政策・制度等の整

備に係る提言の検討、相手国関係者への提案、働きかけを行う。

対象とする政策・制度・規制には地球温暖化政策（CCS・CCUS に

対する政策も含む）、関連するエネルギー政策、及び事業実施の

際に係る各法令・規制等（掘削時、貯留時、利用時、その他）を

含むものとする。 

②事業化計画の検討 来年度以降の実証に向けて、①で提案する政策等を活用した事業

ニーズの把握、事業化に向けた具体的なシステム・事業化計画・

普及戦略の検討を行う（事業化のためのファイナンス、投資及び

事業リスクの軽減に必要な検討を含む）。 

③課題と対応策の検

討 

今後の事業化・普及戦略の課題（事業リスク、普及上のネックの

抽出等）及び将来の事業展開に向けた成功要因や解決すべき課題

と対応策を検討する（相手国における法制度等の政策や制度以外

でのアプローチを含む）。 

④排出削減の定量化

の検討 

事業化した場合に適用可能な温室効果ガス排出削減方法論の検

討、同方法論を用いた排出削減見込量の試算を行う。 

なお、JCM 化を志向する場合には JCM 方法論の検討、同方法論を

用いた排出削減見込量の試算を行うこと。 

⑤相手国関係者との

連携事業 

相手国政府関係者等との政策対話を促進するために、相手国関係

者、在外関係者（大使館、JETRO 等）との連携事業（セミナー等）

を実施する。 
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（想定される調査対象国・地域） 

・ 対象国又は地域は、アジア、中東などの JCM パートナー国を想定する。なお、これらは

例示であり、本事業の対象国・地域を限定するものではない。 

 

（留意点） 

・ 相手国政府関係者へのコンタクト、現地での政策対話等を通じた働きかけを含め、提案

者が主体的に実施すること。相手国政府関係者と協力関係が築かれている等、現地関係

者への働きかけを的確に実施できる体制が必要となる。 

・ 事業の対象国及び地点については特定されていることが望ましいが、地点を本調査の中

で特定することも可とする。 

・ 来年度以降実証に進む案件が望ましい。将来性や事業性を考慮して総合的な判断を行

う。 

・ ①あるいは④において、事務局の支援を受けて実施する提案を可とする。支援を受けた

い調査項目がある場合には、提案者が主導的に実施する部分、事務局の支援調査を得る

部分を明確にして提案すること。なお、具体的な支援調査の内容は、協議して決定する

ため、内容によっては提案時の経費を調整（減額）する可能性がある。 

・ 相手国での連携事業等に提案者が参加するための旅費（１回想定。１回あたり現地２日

間）を予算額に織り込んでおくこと。 

 

（２）事業実施にあたっての留意事項 

事業実施にあたっては、調査状況及び現地の情報等の具体的な実施内容について、当事務局

（当社及び事務局業務の一部を担当する三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券）及び経済産業

省担当者と定期的に情報交換を行いつつ、効果的に実施する。また、事務局が行う進捗管理に

協力することが必要となることに留意すること（例：第三者の有識者委員会による事業への助

言〔中間、最終等〕への資料作成と出席、精算事務〔中間・確定検査〕）への対応、現地出張

に事務局等が同行する際の協力、方法論案に関する情報提供等を想定する。詳細は採択後に決

定する）。 

 

①事業の進捗管理 

事務局は、以下の進捗管理業務を行うこととしている。 

１）採択者との事業実施に関する契約（再委託契約）の締結 

２）各事業実施事業者のスケジュール管理、実施状況の把握、経済産業省への報告 

３）事業実施に係る経理処理、各事業実施事業者への周知・指導 

４）各事業実施事業者に対する確定検査の実施、精算 

 

②事務局による事業の支援 

事務局による各事業の「①関連政策・制度・規制等」及び「④温室効果ガス排出削減方法

論の検討」の支援内容は、提案時の提案者のニーズ、経済産業省の意向等を踏まえ、採択

後、経済産業省及び各事業実施事業者と協議し決定する。なお、提案者が「⑤相手国関係

者との連携事業」を実施する際に、事務局が検討結果を発表する可能性があることに留

意されたい。 
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３．事業実施期間 

契約締結日～令和２年２月２１日 

 

3.1.2 公募の実施に関する広報・周知 

2019 年 6 月 28 日に「令和元年度二国間クレジット取得等のためのインフラ整備調査事業

（CCUS 国際連携事業）の企画提案の募集について」というタイトルで弊社のウェブサイト

で公募を開始した（公募締切日は 7 月 12 日）。 

同時に、弊社及び外注先である三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券の既存コンタクト先

等も活用し、幅広い業界・事業者を網羅すべく本公募に興味を有すると考えられる機関への

連絡を行った。 

3.1.3 公募説明会の実施 

公募説明会を 2019 年 7 月 2 日に行い公募の趣旨や募集する事業の具体的なイメージを対

面で説明した。 

3.1.4 公募に関する照会や質問等への対応 

参加者からの個別の質問に答える時間を設け、後日、その内容を弊社ウェブサイトにて

Q&A として公表した。 

Q&A の内容を次に示す。 

 

令和元年度二国間クレジット取得等のためのインフラ整備調査事業 

（CCUS 国際連携事業）の企画提案 Q&A 

（2019 年 7 月 4 日作成） 

No 質問事項 回答 

Ⅰ 対象国について 

Ⅰ

-1 

JCMパートナー国以外の案件

についても FS を行うこと

で、今後の JCM 締結のトリガ

ーになり得ると考えて差し

支えないか？ 

現在、JCM パートナー国は 17 ヶ国となっている。現時点

では、JCM パートナー国を積極的に増やすことは考えてい

ない。ただし、FS を通じて、JCM パートナー国以外でも

我が国の低炭素技術等に対するニーズがあるかどうか確

認することは可能。 

Ⅱ 調査項目について（相手国関係者との連携事業） 

Ⅱ

-1 

セミナーを開催する場合は、

国ごとに複数事業者合同で

行うものか、個別プロジェク

トごとに行うものか？ 

セミナー開催も FS の一部であることから、原則、個別プ

ロジェクトごとにセミナーを開催することを想定してお

り、費用もこれを前提に積算してもらいたい。ただし、FS

実施企業との相談や相手国との調整により、最終的に複

数のプロジェクトに関するセミナーを一つにして開催す

ることはあり得る。 

Ⅱ 調査項目について（排出削減の定量化の検討） 

Ⅱ 定量化の検討に関する知見 定量化の検討に関する知見がない場合、本公募の事務局
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No 質問事項 回答 

-2 がない場合はどうすればよ

いか？ 

となっている三菱総合研究所から、JCM 方法論や削減量の

試算方法等について助言や支援を受けてもらうことを想

定している。 

Ⅱ 調査項目について（その他） 

Ⅱ

-3 

CCUS と書いてあるが、CCUS

ではなく、CCS だけでも対象

となるか？ 

CCS も対象に含まれる。 

Ⅲ 応募について 

Ⅲ

-1 

FSの応募に際して、自社で権

益を保有している必要があ

るのか、あるいは、JCM 化の

可能性があれば十分なの

か？ 

FS の応募に際して、権益を保有している必要はなく、提

案書の中で JCM 化のポテンシャル（削減量の試算等）が

示されていれば良い。 

Ⅲ

-2 

10～20 億円規模の限定的な

実証が想定されている中で、

かけ離れた金額の提案は実

効性がないと判断される

か？ 

実証の金額はあくまでも想定であるが、FS の応募に際し

ては、金額の多寡ではなく、実証や事業化に必要な資金調

達の道筋（計画)が可能な限り具体的に示されていること

が重要である。 

Ⅲ

-3 

現地企業と CO2 削減に取り

組むような形、また技術だけ

を現地に持っていく形でも

よいか？ 

ご質問の双方のケースとも問題ない。 

Ⅲ

-4 

相手国関係者への提案、働き

かけについては応募時から

見通しが立っていることが

求められるか？ 

FS を実施しながら相手国関係者への提案や働きかけを行

う計画としている案件があることは理解する。ただし、既

に相手国関係者と話をしており、FS を円滑に進める素地

がある案件の方が望ましい。 

Ⅳ 経費について 

Ⅳ

-1 

委託費に設備購入費は含ま

れるか？ 

FS に関する委託費は人件費や旅費等をカバーすることを

想定しており、原則、設備購入費は含まれない。 

Ⅴ 成果物の取り扱いに関して 

Ⅴ

-1 

成果物として提出した報告

書は外部に公表されるの

か？ 

公募要領にも書かれているとおり、報告書は経済産業省

提出用（対外公表されない）と公表用の二種類を提出して

もらいたい。 

Ⅵ その他 

Ⅵ

-1 

採択案件は、何社が合格する

のか？ 

４社程度を想定している。 

Ⅵ

-2 

契約締結はいつ頃行われる

想定か？ 

契約締結は早くても７月末頃を想定している。 
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3.2 案件の選定・採択 

3.2.1 応募案件の取りまとめ・整理 

事業者から送られてきた「提案書類等（10 部）」、「申請書（1 部）」、「会社概要と財

務諸表（1 部）」について、申請書はコピーを加えて 10 部ファイリングし（原紙は経済産

業省に提出）、経済産業省と第三者有識者による審査委員会委員に送付した。 

3.2.2 第三者有識者による審査委員会の開催及び運営 

公募により提案された案件について審査するため、外部有識者で構成される審査委員会

を立ち上げ、2019 年 7 月 22 日に審査委員会を設定した。委員の選定は、経済産業省殿の決

定事項に従った。 

審査委員会では、事業者からヒアリングを行った上で討議が行われた。弊社は審査には係

らないため、主催と議事進行等は経済産業省により行われた。 

3.2.3 審査結果の取りまとめ・公表 

弊社ウェブサイトにおいて審査委員会において選定・採択された案件を採択先として取

りまとめ、2019 年 7 月 25 日に掲載し公表した。 

3.2.4 審査結果の応募者への通知 

採択通知を作成し、全ての公募提案事業に対し、審査結果の公表後、個別に書面で通知し

た（不採択案件はなかった）。 

採択候補となった事業者については、まず電話にて内示を伝え、後日、書面で通知を行っ

た。 

3.3 採択案件の実施委託及び進捗管理、調査支援 

3.3.1 採択者との契約の締結 

採択者との CCUS 案件形成事業実施に関する再委託契約の締結をするため、事前に、再

委託契約書を作成し、公募関連書類一式と共に公表した。事業完了後の確定検査に基づく事

業費の精算となることから、再委託契約は精算条項付きの概算契約とした。 

なお、再委託契約書は、基本的に経済産業省殿と事務局（弊社）との委託契約書に準ずる

ものとしている。 

3.3.2 各事業の進捗管理、実施状況の把握、地球環境対策室への報告 

限られた期間内に採択案件の進捗・実施状況の管理を行うため、効率的な管理を行うよう

に努めた。 

具体的には、採択事業者とは定期的にミーティングやメール等でのコンタクトを持ち、都

度議事録を作成して、円滑な調査遂行に努めた。業務の進捗については経済産業省殿に月例
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報告を行うと共に、個別事業者との打合せの結果についても報告した。 

3.3.3 各事業の実施支援 

採択された CCUS 案件形成事業に関し、次のとおり支援を実施した。 

(1) 味の素株式会社 

味の素株式会社による「バイオマス由来の水素製造プロセスにおける温室効果ガス CCUS

技術検証調査」の実施支援として、タイにおける関連政策・制度等の把握、排出削減量定量

化及び相手国関係者との連携事業（ワークショップ開催、現地調査同行等）を支援した。 

1) タイにおける関連政策・制度等の把握の支援 

 現地関係者との意見交換、文献調査等を基に以下を把握した。 

⚫ タイは、2030 年までに GHG 排出量を BAU 比 20％削減（技術開発移転等により最大

25％まで削減）する目標を掲げており、温暖化対策を積極的に推進している。 

⚫ エネルギー省は、エネルギー転換向けたロードマップとして 4D+1E（Decarbonization、

Digitalization, Decentralization、De-regulation, Electrification）を掲げている。特に、脱炭

素化では、地域電力プロジェクトを推進する考えであり（Energy for All にも合致）、農

業残さを利用した発電プロジェクトの推進に関心が高い。 

⚫ CCS に関しては、鉱物燃料局（DMF）が主導して検討がすすめられた経緯があるが、

CCU に関しては未着手な状況にある。 

また、現地調査、バンコクでのワークショップ開催を通じ、タイエネルギー省、現地企業、

現地の大学の関係者との意見交換等を通じ、タイにおいては、日本政府が取り組んでいる

「CCUS/カーボンリサイクル」に関して、サーキュラーエコノミー（資源循環）の視点から

関心が高いことが明らかとなった。タイにおけるサーキュラーエコノミーの取り組み状況

に関し整理を行った。 

2) 排出削減量定量化支援 

事業化した場合に適用可能な温室効果ガス排出削減方法論の検討、同方法論を用いた排

出削減見込量の試算について支援した。 

また、排出削減の定量化にあたっての課題として、ライフサイクル全体での CO₂削減に寄

与するためには、投入物である Ca(OH)₂の生産段階の CO₂排出の考慮が課題となることを整

理し、この解決策として、廃棄物系の Ca(OH)₂又は CaO の利用を考える方向性を抽出した。 

3) 相手国関係者との連携事業への支援 

12 月にバンコクでワークショップを開催し、本 CO2 利用システムの概要、検討内容、事

業化に向けた課題等に関して、タイエネルギー省等の政府機関・産業界・大学関係者と理解

を深めた。 

⚫ 開催日時：2019 年 12 月 16 日（月）9:30～12:10 
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⚫ 開催場所: バンコク市内、Ajinomoto Co., (Thailand) Ltd.内の会議室 

タイ政府からはエネルギー省及び温室効果ガス管理機構、現地大学（Chulalongkorn 

University）、現地企業の専門家が参加した。エネルギー省からは Executive Director, 

International Affairs Division に出席頂いた。会議の進行をタイ味の素のローカルスタッフが

務め、タイ現地が関与した取り組みであることをアピール。タイ味の素は「ONE TEAM」を

キャッチフレーズにしており、WS 出席者は、ONE TEAM として本プロジェクト推進に向

けて協力していくとの認識を共有し、連携関係を深めることができた。 

本ワークショップの開催を通じ、本取り組み、実現のための課題に関し理解を深めて頂く

機会となった。タイが進める再生エネ政策、サーキュラーエコノミーの取り組みに合致する

プロジェクトであるとの評価を得た。特に、タイ味の素はタイ企業としてビジネスを展開し

ており、カンペンペット工場の Green Factor の取り組みは、農村でのサーキュラーエコノミ

ーの取り組みであり、その取り組みを発展させる今回の事業アイデアに関し高い関心を得

た。一方で、実現のためには、原料調達、CO₂を固定化した製品の活用方法に関し、タイ現

地企業と議論を深めていく必要があること、CCU に関しては、エネルギー省、大学、現地

企業関係者側からも、可能性のあるアプローチであり、もっと勉強していきたいとの意向で

あることを把握した。 

(2) 石油資源開発株式会社 

石油資源開発株式会社（以下、JAPEX）による「インドネシア共和国 CCUS プロジェクト

向け超臨界 CO2 パイプラインシステム及び一貫操業 Cluster JCM CCUS システム整備調査

事業（以下、JAPEX 事業）」の実施支援は、外注先の三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券

（以下、MUMSS）が行った。以下に、対面による実施支援の実績を示す。対面での意見・

情報交換に加え、メールによる情報共有も行った。 

実施日 内容 

2019 年 8 月 14 日 経済産業省とのキックオフミーティングに同席 

2019 年 8 月 14 日 調査の進め方に関する打ち合わせ 

2019 年 9 月 5 日 日インドシアエネルギーフォーラム参加について経済産業省との

面談に同席 

2019 年 10 月 21 日 米国の法制度に関する意見交換 

2019 年 11 月 1 日 第 1 回方法論検討会 

2019 年 11 月 27 日 第 2 回方法論検討会 

2019 年 12 月 18 日 事務処理の説明 

2020 年 1 月 10 日 経済産業省へのインドネシア法制度に関する報告に同席 

2020 年 1 月 30 日 インドネシア法制度に関する意見交換 

1) 政策提言支援・現地同行 

⚫ 既存の適用法に関する情報確認 

JAPEX が入手した情報と、MUMSS 独自調査の情報を共有した結果、JAPEX が検討して

いる CCS-EOR 事業は、以下の既存の法令が適用され、事業への制限自体は想定されないこ

とがわかった。 
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➢ Government Regulation No. 35 of 2004 on Upstream Oil and Gas Activities as lastly amended 

by Government Regulation No. 55 of 2009  

CCS-EOR は上流のオイル・ガス事業と分類されるため、当該規定が適用される。 

➢ Government Regulation No. 79 of 2010 on then Recoverable Costs and Income Tax 

Treatment in the Sector of Upstream Oil and Gas, as amended by Government Regulation No. 

27 of 2017 

上流オイル・ガス事業におけるコスト回収と税の取り扱いに関する規定。 

➢ Government Regulation No. 27/2012 on Environmental Permit  

環境影響評価が必要とされる事業種類を規定。CO2 パイプライン整備が該当する可

能性あり。 

➢ Government Regulation No. 101 of 2014 ("GR 101/2014").  

危険・有毒な廃棄物の管理（削減、保管、輸送、利用、処理、廃棄、越境等）に関す

る規定。CO2 の輸送が該当する可能性あり。 

ただし、CO2 を貯留する場合は、その対応について新たな規制や指針の必要性が予想さ

れ、そのためにも CCS に関する大統領令（案）が検討される運びとなったと推察される。 

 

⚫ インドネシア政府の政策上の CCUS の位置づけ 

インドネシア政府による CCUS の政策への取り込みについて、MUMSS は現地コンサル

タントを通じて情報収集を実施し、以下の事実が明らかにし、JAPEX にインプットした。 

➢ 2017 年のインドネシア国家エネルギー計画（RUEN）において、EOR が石油生産の

最適化に重要であることが明記されている。2020 年から 2050 年までの生産量は 2.5

兆バレルを想定。 

➢ エネルギー鉱物資源省の石油・ガス上流事業実行特別部局（SKK MIGAS）は、国家

エネルギー計画上の想定を上回る一日あたり 1 百万バレルの石油生産を目標として

掲げ、EOR は目標達成のための戦略の一つとして掲げられている。 

➢ 上記以外に CCUS を明記した政策はない。 

 

⚫ 現地ワークショップ参加 

2020 年 2 月 12 日に JAPEX と現地カウンターパートの LEMIGAS が開催したワークショ

ップに参加し、インドネシア政府機関との意見交換を実施した。 

 トピック 発表者 

1. CCUS Regulatory Readiness /Stakeholder Analysis LEMIGAS 

2. LEMIGAS’s view on application of ISO 27916 for CCUS 

(CO2EOR) as associated storage for MRV 

LEMIGAS 

 Break All 

3. CCUS (CO2EOR) MRV point of view by JCM Indonesia JCM インドネシア事務

局 

4. CCUS (CO2EOR) MRV point of view by PPI MOEF 環境森林省 

5. JAPEX Study Summary Report and Discussion 

-Well Integrity 

-Monitoring 

-JCM 

JAPEX 

6. Q&A, Discussion All 
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意見交換の概要は以下の通りである。 

質疑(1). 

インドネシア JCM 事務

局 

Dicky Edwin Hindarto 

Advisor 

CCUS 事業の MRV に関する国際的な基準を調査したか？例えば、CCUS

事業の技術的なバウンダリー等。CCUS はプロジェクト期間が長いため、
規制をきちんと理解しておくことは重要だ 

 [LEMIGAS]:  

国際的な文献調査を行い、保証、技術的バウンダリー、リーケージ等の

事業実施後の活動について確認した。CCUS プロジェクトを長期間にわ

たり維持するのには、インドネシアでは規制の整備が不十分であるが、

技術的バウンダリーについては、米国等、規制面で新進的な国のベスト

プラクティスを参考にできる。と考えている。 

[Dicky Edwin,インドネシア JCM 事務局]: 

CDM や JCM 等の国際的な市場メカニズムでのプロジェクト組成を目指

すのであれば、国際基準に則るのが基本である。CDM では、2007~8 年

頃から 2012 年にかけて CCS 方法論開発が行われていた。 

 [Yukimi Shimura, MUMSS]: 

本調査団は、経済産業省の調査事業の一環で、MRV や方法論について検

討したが、インドネシアにおける関連法の未整備により、先に進めない

状況である。 

質疑(2). 

インドネシア JCM 事務

局 

Dicky Edwin Hindarto 

Advisor 

CCS に関する CDM の実施手順で、本プロジェクトに適用できない部分
はなにか（CO2-EOR 以外で）？JCM 化を目指すなら、JCM 事務局は ISO

よりも CDM 方法論の採用を望む。  

[Dadan Damayandri Syaeful, LEMIGAS]: 

環境森林省と協議した結果、ISO と CDM 両方のアプローチを参考にす

る必要があるとの認識。 ISO にはプロジェクトとサイクルに関する

ISO14065 や方法論に関する ISO14080 がある。また、JAPEX とは、

CDM の方法論を完全に CUS で活用するのは難しいという議論をしてい

る。 

Presentation by JCM 
Secretariat 

Dicky Edwin Hindarto 

Advisor 

- インドネシアにおける CCUS は世界中の注目を集める。また、
2019 年 G20 で、日本はインドネシアにおける CCUS プロジェクト
の協力に合意している。したがって、透明性、かつ全てのステーク
ホルダーとの情報共有は重要である。 

- インドネシアにおける CCUS プロジェクトの実現を期待するが、規
制がないこと、また実施リスクが多くの関係者にとって不明なこと
から、インドネシアにおける CCUS プロジェクト実施には、環境活
動家等から、様々なチャンレジが寄せられるであろう。  

- CCUS を市場メカニズム (CDM, JCM, VCS)で、実施する場合、プ
ロジェクト実施者は方法論を開発する必要がある。CDM では１－
２年かかるが、JCM や VCS（Verified Carbon Standard）では短縮
できるだろう。 

- プロジェクト開始前にファイナンスが確定していることが重要であ
る。JCM を活用する場合は、JCM の条件とサステナビリティに関
する要件を満たす必要がある。CCUS の井戸は地下にあり、運搬も
特殊なものとなる。したがって、技術がどのように導入され、それ
がどのようにファイナンスに影響するか、確認が必要である。 

- プルタミナは石油・ガス法の規制下にあり、炭素クレジットのトラ
イ使いには、同法の改訂が必要となる可能性がある。 

- CCUS のプロジェクト期間には、いくつか異なる概念があることを
認識する必要がある。 

1) CCUS 技術の適用期間：非常に長期間にわたる  

2) プロジェクト実施期間：政府との PSC (Production Sharing 

Contract)契約の期間 
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3) クレジット期間：方法論に明記される期間。プロジェクト実

施期間とともに、前提条件に基づき正確に判断される必要があ

る。 

Question (3). 

 

インドネシアにおける CCUS プロジェクトの商業化及び実施において、
どのような準備が必要か？ 

[Dicky Edwin, JCM Secretariat]: 

- まず、インドネシア政府の関係機関全てが関与し、必要となる許認
可や助言がなされ、プルタミナ等の事業者は PSC 契約を検討す
る。必要がある。 

- CCUS 関係規制の整備については、プロジェクト開発と並行して行
うのが望ましい。例えば、地熱発電に関する法規制は、最初のプロ
ジェクトが実施された 15-20 年後に導入された。REDD＋について
も、法規制は事後に整備されている。法規制には、対象プロジェク
トを参照する必要であり、双方同時に開発されることが望ましい。 

 

  

  

図 3-1 JAPEX ワークショップの様子 

 

⚫ インドネシア排出削減認証制度（Indonesia Certified Emission Reduction）及び Environment 

Trust Fund に関する情報の収集 
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ワークショップでは、環境森林省によるプレゼンテーションにおいて、今後、インソン弟

子アでは排出量レジストリシステム（SRN）に基づく排出削減量認証制度（ICER ：Indonesia 

Certified Emission Reduction) が導入され、ICER 認証に用いられる MRV 制度を分野毎に整

備していく方針の説明が行われた。ICER については、将来的には、排出量取引制度におけ

る活用が見込まれている。排出量取引制度は、2019 年 10 月に設立された Environment Fund 

Agency により運営されることが予定されている。排出量取引制度及び Environment Fund と

もに、当該事業における活用可能性を検討するため、2020 年 2 月、Environment Fund Agency

の中核を担う、財務省 Fiscal Policy Agency の Center for Climate Change and Multilateral 

Financing Policy の Senior Researcher にヒアリングを行った。以下の通り、ヒアリングの要点

をまとめる。 

⚫ ICER (Indonesia Certified Emission Reduction) は、政府と民間セクターが SRN を通

じて気候変動緩和活動を推進するための、民間セクターによる排出削減量の認証・

オフセットクレジット化制度。ICER の制度自体は環境森林省気候変動局主導で設

計された。 

⚫ Environment Trust Fund は、環境経済措置に関する政府令 No. 46/2017 及び

Environment Fund 管理に関する大統領令 No. 77/2018 に基づき創設された。

Environment Fund Agency (BPDLH)は、2019 年 10 月に設立され、カバーする分野は

森林、エネルギー・鉱物資源、炭素クレジット取引、環境サービス、産業、交通等

である。 

⚫ BPDLH は、財務省令 No.137/2019 に基づき運営される。森林の Revolving Fund を

管轄していた環境森林省の General Services Agency for Forestry Development 

Financing Center は、BPDLH と統合された。 

⚫ Environment Trust Fund の当初の財源は、国内財源（国家予算及び地方政府予算）

と国際機関からのグラント等である。BPDLH は、ローン、グラント、補助金、炭

素クレジット取引及びその他の形態での資金供与を計画しており、ICER はBPDHL

の資金供与ツールのうちの一つという位置づけである。 

⚫ 資金供与のファシリティとして、以下のものが整備されている。 

a. Project Development Facility (PDF) ：グラント、或いは技術協力等 (財務省令
73/2018) 

b. Viability Gap Fund (VGF)： ((財務省令 223/2018 第 23 パラ). 

c. 保証：プロジェクトの信用を高めるために、金融機関に対して供与。 

d. その他：エクイティ出資等 

⚫ BPDHL は、現在幹部を選定中であり、全てのポジションが決定するまで３～６か

月程度かかるであろう（現在、事務局は財務省内に設置）。ファンド資金の支出方

法等の詳細も、今後の決定事項である。 

⚫ BPDHL は、産業、国営・地方政府運営の企業、IPP、金融機関等が恩恵を受けるこ

とが想定される。 

⚫ 炭素市場は、民間資金の動員に役立つと想定されている。 

 

このように、ICER 及び Environment Trust Fund も現時点では Conceptual な段階であるも

のの、JAPEX の事業においては、JCM 以外にも、インドネシア国内における排出削減量の

クレジット化に基づく資金動員の可能性があることが明らかになった。今後の政策提言に

向けた、財務省も重要なキーパーソンであり、緊密に連携していくことが望ましい。 

2) 排出削減量定量化支援 

⚫ 方法論検討における助言 
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方法論の検討においては、2 回のミーティングに出席し、適格性要件等の JCM 方法論の

要件や、CDM 事例等の参考情報についてインプットを行った。方向性としては、メキシコ

における CDM 事業で検討された方法論を参考に、適格性要件を検討してみること、加えて、

将来インドネシア政府が発行するガイドラインや、ISO の条件への準拠を条件として入れる

のも一案であること、実ビジネスに即した妥当なモニタリング項目の整理等を助言した。 

 

⚫ ISO に関する情報収集 

JAPEX が参照している ISO に関する情報収集のため、ISO の技術委員会に参加している

日本人メンバーにヒアリングを実施した。 

CCS-EOR に関する ISO 規格である ISO 27916 は、米国の産業界が中心となり、実ビジネ

スに即したものとなっていることが確認された。一方、米国カリフォルニア州の規格は、ビ

ジネスが順守するには非常に厳しい方法論があることも明らかになった。また、ISO 27916

における"Loss"の概念等や排出ソースの考え方について、知見を得た。また、インドネシア

を含む途上国においては、坑井のそもそもの健全性が問題となる可能性が大きいことなど

の意見を頂戴した。 

3) 今後の方向性・支援の成果 

JAPEX は、2020 年度の調査の継続、また 2021 年度以降に実証プロセスへと進むことを計

画している。今年度、JCM 方法論の検討に着手し、事務局やインドネシア政府、また他の専

門家の意見を聞けたことは、今後の課題および方向性への大きなヒントとなった。また、現

地ワークショップに事務局が参加したことにより、事業実現に向けて相手国政府とどのよ

うに連携していくかについての意見交換を実施できた。 

上述のワークショップにおける議論で明らかになったように、インドネシアの CCUS に

関する規制は現時点では未整備であるが、今後はプロジェクトの実施とともに、実プロジェ

クトに即した形態で整備されていくことが示唆されている。来年度以降は、以下の活動を事

務局主体で実施し、インドネシア政府とより多くの頻度で緊密に連携することにより、政策

策定の段階での当該プロジェクトに即した方法論等の情報をインプットすることにより、

事業を後押しするような政策の実現を目指したい。 

⚫ インドネシア政府の CCUS 政策の動向調査 

⚫ インドネシア国内レジストリ及び ICER 制度に関する動向調査 

⚫ JCM 方法論案に関するインドネシア JCM 事務局との意見交換 

⚫ インドネシア政府内の CCUS に関する知見共有、またモメンタム醸成のためのワーク

ショップ開催 

(3) 日本エヌ・ユー・エス株式会社 

日本エヌ・ユー・エス株式会社による「インドネシアにおける地域 CO2 マネジメント展

開のための調査」の実施支援として、排出削減量定量化支援及び政策提言に係る現地同行

（シンポジウムでの講演）を実施した。 
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1) 排出削減量定量化支援 

本調査では、過去に三菱総合研究所より提案した JCM 方法論を踏襲し、本案件の内容に

合わせて一部を変更し、かつ、CO2-EOR の国際規格である ISO 27916 での CO2-EOR にお

ける CO2 の地下貯留量の算定方法の定義を参照するかたちでの検討を実施した。検討に当

たっては、対面での意見・情報交換に加え、メールによる情報共有も行った。主な論点は以

下の通り。 

⚫ 本調査が対象とする事業に合わせるために CO2-EOR に限定した方法論としての検討

を実施した。 

⚫ 最大圧入可能量に対する累積地中貯留量の閾値について、通常の CO2-EOR 事業ではそ

の水準まで達しない可能性があるので検討が必要である。また、最大圧入可能量につい

ては、シミュレーション以外の算出方法も想定されるので、限定しない方針で検討を実

施した。 

⚫ 人為起源 CO2 や Native CO2 の定義について。ガス処理からの副生物は人為起源 CO2

となる。ISO では人為起源 CO2 のみを対象として、Native CO2 は算定の対象外である。

各算定パラメータをどこのモニタリングポイントで測定するのかを明確化する必要が

ある。 

⚫ 適格性要件として、地上設備での漏洩、坑井からの漏洩、油層からの漏洩（断層及びカ

ップブロックの破壊、スピルポイントの超過による漏洩）等を勘案し、CO2 の漏洩可能

性に対する回避方法を念頭において設定する必要がある。 

2) 政策提言に係る現地同行 

本調査では、2019 年 3 月 14 日に経済産業省とエネルギー鉱物資源省共催で開催された

第 1 回「尼日 CCUS シンポジウム」に続く活動として、2020 年 2 月 11 日（火）に開催さ

れた第 2 回「尼日 CCUS シンポジウム」を開催した。両国の関係者 80 名程度が参加し、各

関連機関が近況や成果を発表した。事務局としては「The Stranded Asset Risk of Coal Fired 

Power Generation and the Expectation for CCS Contribution」での題名でプレゼンテーションを

実施した。 

⚫ 開催日程：2020 年 2 月 11 日（火）8:00～15:00  

⚫ 開催場所：エネルギー鉱物資源省 サルーラ講堂 

⚫ 参加者：エネルギー鉱物資源省（MEMR/ESDM）石油ガス総局及び電力総局、SKK-

MIGAS、プルタミナ、バンドン工科大学、経済産業省、在インドネシア日本国大使館、

商社、エンジニアリング会社、シンクタンク等 

(4) 一般財団法人日本エネルギー経済研究所 

一般財団法人日本エネルギー経済研究所の「CCS/EOR を軸としたカーボンフリーアンモ

ニア生産の事業性評価（Pre-FS）」の実施支援として、調査の進捗の確認、調査報告書の作

成及び修正の支援として以下の内容を実施した。 

排出削減量定量化支援に関しては、現段階では JCM プロジェクト化を目指していないこ

とから方法論の検討は行わず、削減量算出の考え方を確認するに留まった。 
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実施日 内容 

2019 年 9 月 12 日 経済産業省とのキックオフミーティングに同席 

2019 年 10 月 8 日 調査進捗に関する打合せ 

2020 年 1 月 8 日 調査進捗に関する打合せ 

2020 年 2 月 報告書の作成、修正に関する支援 

3.3.4 経理処理支援、事業者への周知・指導 

経済産業省殿の委託事業事務処理マニュアルの内容を把握した上で、CCUS 案件形成事業

の確定検査に係る経理処理支援、事業者への周知・指導を行った。 

人件費や旅費の精算に必須の書類（従事日誌、支出総額・内訳等）の雛形を作成し、CCUS

案件形成事業実施者に対しては、精算に必要な書類や証憑等の取りまとめ方法などの周知・

指導を行った。 

3.3.5 確定検査の実施、精算 

CCUS 案件形成事業実施者に対する確定検査を実施し、精算業務を行う。確定検査は、中

間検査と調査期間満了後の最終検査の二回実施し、最終的な精算業務を滞りなく完了させ

た。 

3.4 第三者有識者による各事業の進捗評価 

採択した案件を適切に進めることを目的として、CCUS 関係機関の職員等で構成される検

討委員会を次のとおり 2 回程開催した。 

⚫ 中間報告会 2019 年 11 月 13 日 

⚫ 最終報告会 2020 年 2 月 18 日 

CCUS 案件形成事業実施者には、中間報告、最終報告別に作成した報告フォーマットに基

づきプレゼンの実施を依頼した。また、中間報告会においては委員からの指摘事項をとりま

とめた上で事業者に対応方針の提出を求めることで、最終成果へ向けた指針とした。 

3.5 各事業の成果概要 

3.5.1 味の素株式会社 

タイを対象国として、バイオマスを原料としたカーボンフリー水素生産プロセス（ガス化

技術）において発生する CO2 の利用システム（炭酸カルシウムに変換し、コンクリート製

品等に利用するカーボンリサイクル技術）の事業可能性を検討した。 

タイは、2030 年までに GHG 排出量を BAU 比 20％削減（技術開発移転等により最大 25％

まで削減）する目標を掲げており、温暖化対策を積極的に推進している。エネルギー省は、

エネルギー転換向けたロードマップとして 4D+1E（Decarbonization、Digitalization, 

Decentralization、De-regulation, Electrification）を掲げている。特に、脱炭素化では、地域電

力プロジェクトを推進する考えであり（Energy for All にも合致）、農業残さを利用した発電

プロジェクトの推進に関心が高い。CCS に関しては、鉱物燃料局（DMF）が主導して検討
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がすすめられた経緯があるが、CCU に関しては未着手な状況にあることを把握した。 

タイエネルギー省、現地企業、現地の大学の関係者との意見交換等を通じ、タイにおいて

は、官民が連携して、「サーキュラーエコノミー（循環型経済）」の推進を行っており、日

本政府が取り組んでいる「CCUS/カーボンリサイクル」に関して、サーキュラーエコノミー

の視点から関心が高いことが明らかとなった。 

事業化検討では、「カーボンフリー水素のオンサイト生産」＋「CO2 利用」を工場内で実

現することを目指し、もみ殻によるバイオマスボイラーからの焼却灰からのシリカ抽出プ

ロセスとの融合により、トータルシステムとしての経済性の確保を実現する事業モデルを

検討した。具体的には、実証段階・事業化段階での設備規模の設定、物質収支の試算とそれ

に基づく CO2 削減量の試算を行った。また、実証段階、事業化段階での課題の抽出及びそ

の対応策の検討として、本 CO2 固定化プロセスの投入原料となる CaO、Ca(OH)2 のタイ国

内での調達方法（廃棄物系 CaO、Ca(OH)2 の調達の可能性）及び生産物（CaCO3、精製シリ

カ）のタイ国内での利用先に関して、タイ現地の企業関係者等の協力を得つつ検討を行い、

対応策（案）を整理した。 

2019 年 12 月にバンコクでワークショップを開催し、本 CO2 利用システムの概要、検討

内容、事業化に向けた課題等に関して、タイエネルギー省等の政府機関・産業界・大学関係

者と理解を深めた。ワークショップでは、本 CO2 利用システムの事業化は、タイが進める

再生エネ政策、サーキュラーエコノミーの取り組みに合致するプロジェクトであるとの評

価を得た。 

タイでは、もみ殻発電から大量の焼却灰が発生しており、その有効利用が課題となってい

る。本調査事業で検討している CO2 利用システムは、もみ殻によるバイオマスボイラーか

らの焼却灰からのシリカ抽出プロセスと融合したものであることから、もみ殻発電からの

焼却灰の有効利用の切り札となることが期待でき、農村地域での CO2 利用とサーキュラー

エコノミーの構築のモデルとなることへの期待が寄せられた（農村型の経済と環境の好循

環モデルの構築）。今後、更なる事業化検討、実証化に向け、日本側、タイ側関係者が連携

をして取り組んでいくことが重要であることを確認した。 

3.5.2 石油資源開発株式会社 

石油資源開発株式会社は「インドネシア共和国 CCUS プロジェクト向け超臨界 CO2 パイ

プランシステム及び一貫操業 Cluster JCM CCUS システム整備調査事業」を実施した。イン

ドネシアでは CO2 削減及び原油生産維持に資するものとして CCUS の実現に期待を寄せて

いる。CO2 削減のコンテクストでは、インドネシアは 2016 年 11 月のパリ協定発効を受け、

インドネシア NDC により、2030 年での温室効果ガスの 29%削減、国際支援を受ける場合に

は 41%削減することを目標として公約している。明記はされていないが、CCS/CCUS は国

際支援により実施するものとインドネシア側は説明している。原油生産維持の観点では、大

統領令 2017 年第 22 号「国家エネルギー総合計画」でも言及されている通り、EOR による

原油増産は、同国における原油生産維持・拡大の重要な施策の一つであり、CO2 を利用する

CO2-EOR も有力なオプションとして実施に向けた検討が実施されている。 

インドネシアでは、2017 年にアジア開発銀行の支援を受ける形でインドネシア 

CCS/CCUS center of excellence が設立される等近年活動が高まりを見せている。2019 年 6 月

18 日付でインドネシアエネルギー鉱物資源省との間で 日本国経済産業省及びインドネシ
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アエネルギー鉱物資源省との間の エネルギー部門に関する協力覚書が締結された。他にも

2019 年 3 月 14 日 CCUS Workshop が開催される等、CCUS 導入に対する日本への期待は高

い。 

本調査事業では、CCUS 事業の成立に不可欠な CO2 の回収・輸送を日本勢が担い、フィ

ールド操業をインドネシア側が担う事業モデル及び CO2 の回収・輸送・圧入の全てを日本

勢が担う事業モデル二つの実現可能性についての調査を行った。尚、CO2 は既に分離・放散

されている天然ガス処理プラント由来の活用を、CO2 の輸送方法については、超臨界 CO2

状態での輸送を想定した。 

3.5.3 日本エヌ・ユー・エス株式会社 

日本エヌ・ユー・エス株式会社は「インドネシアにおける地域 CO2 マネジメント展開の

ための調査」を実施した。CCUS（二酸化炭素回収・利用・貯留：Carbon Dioxide Capture, 

Utilization and Storage）は、気候変動対策として実施されている様々な技術開発の中で、2060

年には 14%もの CO2 削減の担うことが期待されている技術である1。現在稼働中の CCUS の

大半は、油田において CO2 を地下に圧入し、原油を増産する CO2-EOR である。原油増産

の視点だけでなく、CO2 の貯留を目的とした「EOR+」により、さらに大規模な CO2 貯留が

できる可能性も示唆されている2。 

今後の CCUS 展開は、主に CO2-EOR から進んでいくものと考えられるが、米国以外の産

油国においては、CO2-EOR 実績が多数ないのが実情である。その１つの要因として、単一

の CO2 ソース（排出源）と単一の CO2 ソース（CO2-EOR 対象油田）をパイプライン等で

接続する CO2-EOR 事業においては、CO2 の輸送・供給・圧入等に伴うインフラ施設への投

資が大規模になり、その投資を回収できる十分な原油増産が得られる油田のみに限定され

ることである。特にインドネシアを始めとする東南アジア地域の産油国では、中東の産油国

と比較して、小規模油田が多く存在するため、投資回収が困難なケースを多く見ることがで

きる。 

日本エヌ・ユー・エス株式会社を含む日揮グループはこれまで、この課題を解決する方法

として、複数の CO2 ソースとシンクを接続する「地域 CO2 マネジメント」構想を提唱し、

インドネシアを対象に調査を継続実施してきた。この構想においては、CO2 の輸送・供給・

圧入等に伴う施設が複数のソースやシンクに共有され、全体としてインフラ施設への投資

額が削減できる利点がある。 

本年度（2019 年度）においては、インドネシア バンドン工科大学、公益財団法人 深田

地質研究所、日揮グローバル株式会社とともに、インドネシアの 4 地域（北スマトラ、南ス

マトラ、西ジャワ、カリマンタン）地域におけるソースとシンクの調査を実施して地図デー

タベースを構築し、さらに「地域 CO2 マネジメント」構想の展開が可能な有望エリアとし

て、大規模 CO2 ソース（ガス田）と周辺の複数のシンク（CO2-EOR 候補油田）を有するエ

リアの分布を把握した。 

次に有望エリアの中から、CO2 ソースとして未開発の高 CO2 含有のガス田、CO2 シンク

として周辺に複数の油ガス田を有する特定エリアを対象に、CO2 シンクの評価を実施して、

 
1 IEA (2017) Energy Technology Perspectives 2017 
2 IEA (2015) Storing CO2 through Enhanced Oil Recovery – Combining EOR with CO2 storage (EOR+) for profit 
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油田開発計画、CO2 圧入計画、施設計画の策定し、「地域 CO2 マネジメント」構想に基づ

く総合開発におけるコスト及び経済性の評価を実施した。 

その結果、経済性が成立し得ない油田の CO2-EOR であっても、本構想に基づく総合開発

により、経済性の成立する可能性を示すことができた。また、今後の CO2 クレジット販売

や CCUS 事業への JCM スキームの適用を見据え、もし CO2 排出削減により金銭的インセ

ンティブが得られれば、経済性がさらに大きく改善されることを示した。 

今後は、政府及び油ガス田を有する企業と対話を継続し、「地域 CO2 マネジメント」構

想に基づく総合開発が具体化すれば、我が国企業の有する CCUS 関連の技術導入（当社グ

ループの有する DDR 型ゼオライト膜及び高圧再生 CO2 回収 HiPACTTM を含む）が進むも

のと期待される。 

3.5.4 一般財団法人日本エネルギー経済研究所 

一般財団法人日本エネルギー経済研究所は、「CCS/EOR を軸としたカーボンフリーアン

モニア生産の事業性評価（Pre-FS）」を実施した。サウジアラビア王国東部州（ジュベイル

地域）において、操業中の製油所から生産される石油残渣をガﾞス化しアンモニアを製造す

るとともに、そこで排出される CO2 については、CCUS 技術を活用する、カーボンフリー

アンモニアの生産事業の可能性に着目し、その将来性・経済性について検討を行った。 

立地及びプラント設備を仮定した試算では、石油コークスガス化によるアンモニア生産

の経済性が、化学原料・肥料用のアンモニアと競合できる水準に来ており、商業化段階に入

りつつあることが結論づけられた。競争的な価格とするためには、40＄/トン程度のコスト

削減は必要と見込まれた。 

サプライチェーンの観点では、 CO2 タンカー輸送（NH3 または LPG との兼用船）の可

能性と経済性の検討が行われた。検討結果によると、輸送効率は、輸送ネットワークの大き

さ（積み地と卸し地の数の多さ）と船型の最適サイズが鍵を握るが、現在。検討されている

専用船よりもはるかに大きい規模で、この条件を満足する可能性が確認された。今後は、最

適船型検討と貨物の切り替え実証試験の実施を行う段階と考える。 

上記の成果を踏まえ、今後実施を予定する「CO2 フリーNH3 のサプライチェーン実証計

画」が作成された。 

3.6 温室効果ガス排出削減量に係る定量化手法の検討まとめ 

3.6.1 味の素株式会社 

味の素株式会社の報告書に記載されているプロジェクトは、バイオマスのガス化により

水素を製造し、炭素は水酸化カルシウムと反応させ、炭酸カルシウムとして固定させるもの

である。リファレンス排出は製造する水素から算出された水素起源排出量であるが、水素製

造は通常行われているガスを想定することが望ましい。 

本プロジェクトにおいて排出削減を主張できるポイントとして、水酸化カルシウムは通

常の製造工程である炭酸カルシウムを脱炭酸したものではないということが必要である。

水酸化カルシウム（消石灰）は通常は炭酸カルシウムをセメントキルンにより酸化カルシウ

ム（生石灰）に転換させ、それを水に反応させて製造させるが、そのような水酸化カルシウ
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ムに CO2 を化合させる場合、製造工程で CO2 が排出されているので実質的な排出削減とは

ならない。 

なお、プロジェクト排出量はバイオマスのガス化及び炭酸カルシウム、シリカ製造プロセ

スに起因する排出量（在来手法との差分）と想定される。炭酸カルシウムは通常は合成を必

要としないため、在来手法に起因する排出量をゼロと置くのが保守的である。シリカは珪砂

等から製造される。 

3.6.2 石油資源開発株式会社 

石油資源開発株式会社の報告書に記載されているプロジェクトは EOR である。EOR は石

油を生産するプロジェクトであるが、本プロジェクトが温室効果ガス排出削減とみなされ

るためのロジックとして、CDM 提案方法論 NM0168 や ACR 方法論で用いられたロジック

「EOR を用いない石油を代替する」というものがあり、本方法論もこの点が認められるこ

とが一つの鍵となる。全体的には経済産業省事業「メキシコ、陸上油田における CCS の可

能性検討」3での検討に基づき、地質学的性質が既知であるという油田の特質を活用し、適

格性要件で詳細に規定してモニタリングを民間事業にとって実施しやすいように設計して

いる。算定式もそれに近いものを採用している。 

3.6.3 日本エヌ・ユー・エス株式会社 

日本エヌ・ユー・エス株式会社の報告書に記載されているプロジェクトは EOR である。

3.6.2 同様、前提として CDM 提案方法論 NM0168 や ACR 方法論で用いられたロジック「EOR

を用いない石油を代替する」が前提となる。本方法論もまた経済産業省事業「メキシコ、陸

上油田における CCS の可能性検討」での考え方に基づき、詳細な適格性要件と民間事業に

適したモニタリングとしており、事業者にとって実施しやすいように設計されている。結果

としての方法論はやや異なるが、それはモニタリングの機器や、モニタリング地点が異なる

ためと考えられる。 

3.6.4 一般財団法人日本エネルギー経済研究所 

一般財団法人日本エネルギー経済研究所の報告書に記載されているプロジェクトは、石

油コークスと水から水素と CO2、次いでアンモニアを生成するものである。 

排出削減量算定に関する留意事項として、リファレンス排出量は製造する水素から算出

された水素起源排出量と、CCUS 過程で漏出した CO2 からなるところ、水素製造は通常行

われているガスを想定することが望ましい（このため水素当たり CO2 発生量は石油コーク

スより小さい）。またプロジェクト排出量は、水素製造に用いられるエネルギー・電力につ

いてガスとの差分をとる必要があろう。以上について検討することが今後の課題として挙

げられる。 

味の素とエネルギー経済研究所の報告書に記載されているプロジェクトは CO2 利用に関

 
3 三井物産株式会社、株式会社三菱総合研究所（2016）「平成２７年度地球温暖化対策技術普及等推進事

業（メキシコ、陸上油田における CCS の可能性検討）」

https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000207.pdf （2020 年 3 月 19 日閲覧） 
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するものであり、これらに関する定量化手法は CO2 の利用形態やベースライン/リファレン

スのあり方によって多様となると思われる。反面、石油資源開発株式会社や日本エヌ・ユー・

エス株式会社の報告書に記載されているプロジェクトは EOR であり、詳細は立地地点の地

質学的性質、油田としての性状や CO2 入手のあり方により異なるものの、大筋は類似して

いる。ここで両者とも、これまでの CDM 提案方法論等よりもむしろ経済産業省事業「メキ

シコ、陸上油田における CCS の可能性検討」の流れを汲み油田の特質を活かしてモニタリ

ングの負荷を軽減するアプローチを採用していることは、このアプローチが事業者にとっ

てユーザーフレンドリーであることを示唆している。 
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4. 欧米等における CCUS の推進・規制に係る関連法令の調査 

本調査は、JCM 国において CCUS/CCS を推進するにあたり、CCUS/CCS 先進国の

CCUS/CCS の規則や促進制度等に関連する法規制について調査することで JCM 国に対して

提供できる情報収集を図った。調査対象国は、CCUS/CCS 事業が進んでいる米国、カナダ、

ノルウェー及び、法規制が整っている欧州連合（European Union、以下 EU）や、CCUS/CCS

に係るビジネスモデルを検討中の英国、そして途上国の中で特に CCUS の実証が着実に進

んでいる中国を対象とした。これらの国々は、2018 年に発行された Global Carbon Capture 

and Storage Institute （GCCSI）の「CCS Policy Indicator (CCS-PI)」（以下、「CCS 政策指数

レポート」）の日本を含む 6 か国の「明確なリーダー」（clear leader）として CCS の法規制

において最上位にランキングされた国々である4。 

4.1 調査手法 

調査は、GCCSI 及び MUMSS からの協力を得て、文献調査を主体に実施した。また、特

に最近動きが活発である米国と欧州において、それら協力会社らとともに 2019 年 11 月に

それぞれ 1 週間程度のヒアリング調査を実施し、最新情報の収集を図った。各ヒアリング調

査の実施期間及び訪問先を以下にまとめる。また、欧州のほかに、国際規格標準化機構（ISO）

の CCS-EOR・CCS の規格策定に専門家として携わっている国内の専門家にもヒアリングを

行い、現在、CCUS・CCS の分野において議論となっている点について確認した。 

表 4-1 ヒアリング調査先 

 欧州 米国 

政府 ・欧州委員会（DG CLIMA、電話） 

・英国ビジネス・エネルギー・産業戦
略省（BEIS） 

・英国石油・ガス機関（OGA) 

・クラウン・エステート 

・環境保護庁（EPA） 

・エネルギー庁（DOE） 

民間事業者 ・石油会社（1 社） 

・CO2 回収技術プロバイダー（電話） 

・石油会社（3 社） 

・パイプライン事業者 

・日本事業者 

その他 

（大学、協会、
弁護士等） 

・ユニバーシティ・カレッジ・ロンド
ン（UCL） 

大学教授（法律） 

・弁護士（ISO の専門員でも
ある） 

出所）三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券（株）が作成 

4.2 世界における CCUS/CCS の法規制の状況と法規制における重要項目 

前述の GCCSI による CCS 政策指数レポートでは、68 か国に対して、各国政府の政策や

法規制の整備状況のほか、政府の CCS に対するコミットメント・関心、公共支援・インセ

ンティブの提供、キャパビル、他国との情報共有・共同作業、国際支援、市場メカニズム、

組織力向上等についてそれらの熟度や、実証事業、社会実装事業等の状況を併せて精査し、

 
4 GCCSI (2018) " CCS Policy Indicator (CCS-PI)" 

https://www.globalccsinstitute.com/archive/hub/publications/202109/ccs-policy-indicatorglobal-ccs-institute-

2018digital.pdf （2020 年 2 月 25 日閲覧） 
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総合結果を 4 つのカテゴリー（A から D）に分けてランキングした。2018 年の CCS 政策指

数レポートでは、ノルウェーが最も高く 56/100 スコアを獲得し、英国・米国を追い抜いて

頂点となった（表 4-2 を参照）。各国の詳細スコアは公開されていないが、ノルウェーが

2015 年のレポートからスコアを上げた理由として、2018 年にノルウェー政府が進めている

CCS の社会実装事業に対して、FEED を含む大規模予算が割り当てられ、社会実装化が本格

化したことが挙げられている。 

図 4-1 GCCSI の世界における法規制の整備状況ランキング 

注）Band A = スコアが 27/100 以上（"clear leaders"）、Band B = スコアが 23/100～26/100（"sound 

foundation for policy development"）、Band C = スコアが 11/100～22/100（"very immature")、Band D 

＝スコアが 10/100 以下（"very immature") 

出所）GCCSI（2018） 
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表 4-2 2018 年の GCCSI 政策レポートにおける上位 6 までの国 

順
位 

国 

総合スコア 

（100 に対する
値） 

2015 年の
レポート
からの変

更 

特筆すべき点* 

1 ノルウェー 56（バンド A） ▲ 

 ノルウェーのスコアが上昇した理由
として、2018 年に同国政府が 2 つの
大型 CCS 施設に対する FEED 費用の
支援を決定したことが挙げられてい
る（前回（2015 年）のスコアは 40） 

2 英国 46（バンド A） ▼ 

 英国政府は、2017 年に公表した
「Clean Growth Strategy」において
CCS に関する長期コミットメントを
明示 

 その後、「CCUS Cost Challenge 

Taskforce」を設立したことを評価 

3 米国 41（バンド A） ▼ 

 米国はパリ合意脱退を表明したこと
からスコアを大幅に落とす 

 CCUS/CCS 事業が 45Q タックスクレ
ジットの適用対象事業として拡張さ
れたことは評価 

4 カナダ 40（バンド A） ▲ 

 カナダの連邦・州政府は、
CCUS/CCS 関連において、長期にわ
たり様々な支援を提供 

 3 つの大規模 CCS 事業が現在操業中
である 

5 中国 40（バンド A） ▲ 

 中国政府は、CCUS/CCS 事業に対し
て、様々な支援を継続して提供して
いる。 

 2018 年に中国の国営石油会社
（NPC）が同国内初の大規模 CCS 事
業を操業し、その他の国営企業 2 社
も大規模 CCS 施設の建設を開始予定 

6 日本 39（バンド A） ▲ 

 日本政府は、実証事業支援を実施し
ていることから、前回よりスコアが
上昇 

7 オランダ 26（バンド B） ▼ 

 石炭火力発電所から CO2 を回収して
北海に貯留する ROAD プロジェクト
が 2017 年に中止された 

8 デンマーク 25（バンド B） 新規 

 1992 年より炭素税を導入（約 25 ド
ル/tCO2） 

 2016 年に北欧の国々と共同で作成し
た CCS のロードマップ事業に参加 

9 オーストラリア 23（バンド B） ▲ 

 大規模 CCS の代表的プロジェクトで
ある Gorgon プロジェクトが 2019 年
より操業開始予定 

10 韓国 23（バンド B） ▲ 

 2015 年より国内排出取引制度を導入 

 2 件の発電所からの CO2 回収を目的
とした実証事業が 2017 年に成功裏に
終了 

注）特筆すべき点は、レポートから読み取れる範囲の内容のみ記載 

出所）GCCSI（2018）を基に三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券（株）が作成 

CCUS/CCS に係る法規制は 2000 年代前半から継続されて議論されてきているが、最も活
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発になったのは、先進国で CCUS/CCS の法規制が策定された 2005 年～2011 年の期間5と、

途上国における CCUS/CCS 事業として、UNFCCC のクリーン開発メカニズム（CDM）にお

いて議論された 2008 年～2013 年の期間6である。前述のうち、2013 年の UNFCCC における

議論では、CDM が欧州の CCS 指令に倣って厳格なルールを採択し、また、CDM の「追加

性」の議論で CCS-EOR 事業を CDM 化することが困難になったことから、途上国における

CCUS/CCS の動きは停滞し、その後は先進国においても個別の議論はあるものの大きな進

展はなかった。しかし、2018 年に CCUS/CCS 先進国である米国と英国の政府が CCUS/CCS

事業の推進に向けて幾つかの新規の取組みを公表し、また、CCS-EOR に関する ISO の国際

規格が公表される等したことで、世界における CCS/CCUS に係る政策、法規制、GHG 削減

効果に係る MRV、インセンティブ制度等への関心が再度高まりつつある。これは、2015 年

に合意されたパリ協定と GHG 排出量のネットゼロ社会に向けて CCUS/CCS が必須である

ことが再認識されたことが背景にある。米国政府は、パリ協定から離脱するための手続きを

進めているが、石油・ガス産業の民間企業は、投資家からの圧力により、米国の離脱にかか

わらず、独自に構築する GHG 削減目標達成のために、CCUS/CCS へと大きく舵を切り始め

ている7。 

これらの歴史を背景に、CCUS/CCS 先進国の法規制を見直すと、9 つの項目8に議論が集

中していたことが分かる。本調査では、これらの項目のうち、文献調査及びヒアリング調査

によって現在 CCUS/CCS で課題となっている項目及び JCM パートナー国で CCUS/CCS が

検討される際に重要となる項目について、CCUS/CCS 先進国の対応状況を確認した。各項目

の特徴について表 4-3 にまとめた。 

表 4-3 CCUS/CCS の法規制構築における重要論点*  

重

要 

番

号 
項目 論点 

〇 1 CCUS/CCS の包括的規制 

・CCUS/CCS を既存の石油・ガス産業や環境関連の法規
制の枠内で管理 

・CCUS/CCS に特化した新規法規制の導入 

◎ 2 
CO2 の分類
（Classification) 

・汚染物質、廃棄物（地中に圧入することが廃棄する行
為とみなされるか）等 

・コモディティ（CO2 の売買） 

◎ 3 
土地利用・所有権及び許
認可 

・既存の国内法において地上・地下（孔隙空間（pore 

space）含む）の所有権・利用権の有無 

〇 4 
ロンドン条約ロンドン議
定書（海底圧入） 

・ロンドン条約ロンドン議定書における取扱いへの対応 

（船舶による運搬及び海底圧入が関係する事業に限る） 

 
5 豪州が CCS に関連する法案を施行、EU が CCS 指令の策定、米国の CCS に特化した法規制（クラス VI

坑井）の発行、そしてカナダのアルバータ州が最初の CCS に関する法案の改正等が行われた。 

6 CCUS/CCS の新規方法論(案）が提出された時期から CCS に関するガイドラインが 2012 年に CDM 理事

会で採択後、多くの詳細が 2013 年の CDM 理事会にて合意される。 

7 BP は、2020 年 2 月に同社のオペレーションに伴う排出量を 2050 年までにネットゼロにする目標を公表

した。https://www.bp.com/en/global/corporate/news-and-insights/press-releases/bernard-looney-announces-new-

ambition-for-bp.html（2020 年 2 月 13 日閲覧） 

8 詳細については、2010 年に IEA 発行の「Carbon Capture and Storage: Model Regulatory Framework」を参

照。https://webstore.iea.org/carbon-capture-and-storage-model-regulatory-framework 
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◎ 5 
法的責任（ライアビリテ
ィ）と損害への対処法 

・CCS-EOR サイトの閉鎖後のライアビリティの所在、
対象期間、責任の移転等についてのルール 

◎ 6 財政的責任 
・CCUS/CCS に関連する許認可を受ける条件として、財
政的責任に係る要件の有無とその厳格性 

◎ 7 モニタリング手法 ・明示されたモニタリング手法の有無 

〇 8 
CO2 の越境移動に係る取
扱い 

・CO2 越境移動に係る法規制の有無 

（ただし、CO2 の越境移動が生じる可能性のあるサイ
トに限る） 

△ 9 
サイト選定方法・探査方
法 

・サイト選定方法・探査方法に特定の技術を適用するこ
とが求められているか 

注）三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券（株）が文献調査及びヒアリング調査に基づき精査。◎に重要な

項目、〇は重要だが関連する事業に限定される内容、△は法規制に言及されることが多い項目ではあ

るが、ガイドライン等に落とし込めるため、法規制の整備という観点からの優先順位は低い項目。 

出所）IEA（2010）、EU CCS 指令、CDM 様式及び手続（2011 年）等を参考に三菱ＵＦＪモルガン・スタ

ンレー証券（株）が作成 

特に、土地利用・所有権及び許認可、法的責任と損害への対処、モニタリング手法につい

ては、本調査で実施したどのヒアリング先もそれらの重要性に言及した。一方で、船舶によ

る CO2 の海上輸送や海底圧入などが関わる場合は、ロンドン条約におけるロンドン議定書

で求められる規程が適用されるため、関連する国内法の整備を検討する必要がある。CO2 の

越境移動についても、検討が必要な事業にのみ制限される。 

CCU については、未だ新しい分野であり、米国、カナダ、EU、英国の政府関係者や CCU

事業者に対してヒアリングを行ったところ、CCUS/CCS のように CCU に特化した法規制を

導入していると回答した国はなかった。法規制ではないが、EU は、排出枠取引制度（EU 

ETS）において CCU を考慮することが可能か精査中との回答であった。 

今後 JCM のパートナー国において CCUS/CCS を検討する上で、まずはそれらの国々で

CCUS/CCS に特化した法規制を新規に作成する必要があるかどうかが重要な検討項目とな

る。CDM の CCUS/CCS に係る様式と手続きの詳細が決定して以来、JCM パートナー国はそ

れらの過去の産物からの情報しか持たず、現在 CCUS/CCS 先進国で生じている最新状況を

把握できていない。JCM パートナー国がこのような現状を認識し、CCUS/CCS に特化した

法規制の導入ではなく、既存の法規制の改正によって今後想定され得る問題に対処するこ

とについて理解を深めることは、それらの国々において CCUS/CCS に必要な政策議論を後

押しする一助となる。 

4.3 米国 

GCCSI の 2019 年の CCS Global Status Report（以下、「CCS ステータスレポート」）によ

ると、世界における 19 件の稼働中 CCUS/CCS 大規模事業9のうち、10 件は米国で実施され

ている。また、同国は、特に民間による CCS 事業の促進と展開において、国際的、地域的、

そして国内のいずれのレベルにおいても最も先進的な国である10。これは、70 年代から石油

 
9 ここでいう大規模プロジェクトとは削減規模が年間 40 万トン- CO2 以上の事業を指す。 

10 GCCSI (2019) "Global Status of CCS 2019" https://www.globalccsinstitute.com/resources/global-status-

report/download/ （2019 年 12 月 9 日閲覧） 
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増産のため CO2 を圧入した EOR を実施し、米国連邦政府が商業化に向け、初期実証事業の

展開支援を含む様々な補助制度の導入や R&D に注力してきたことに起因する11。GCCSI の

試算によると、これまでに約 1 億 9300 万トンの CO2 が回収され、石油増進回収に利用後、

地下に貯留されてきた。 

米国において稼働中の 10 件の CCUS/CCS 事業のうち、9 件は CCS-EOR である。したが

って、法規制についても、CCS-EOR においては運用面も踏まえて熟度が高い内容であるが、

米国の石油会社及び弁護士事務所の話によると、CCS については、枠組みは存在するもの

の、詳細は今後検討が必要であるとのことであった。これらを踏まえ、米国の CCUS/CCS に

係る法規制及びインセンティブ制度について以下にまとめる。 

4.3.1 CCUS/CCS に係る法規制 

米国では、既存の様々な機関が連邦レベルで CCUS/CCS 活動に関係するが、CCUS/CCS

の工程の多くについては連邦法だけでなく、州法も適用されている。既存の石油・ガス事業

関連の法的枠組みの中に、CCUS/CCS に係る許認可が整備されている。また、パイプライン

輸送においては、輸送という観点から、運輸省が所轄している。このほか、地中への圧入に

ついては、連邦法に基づき各州が州法を策定し適用されている。 

(1) CCUS/CCS の地下圧入に係る連邦法と策定経緯 

米国連邦法では、汚染規制に関する法的枠組内で CCUS/CCS に係る条項が追加されてい

る。具体的には、①安全飲料水法（Safe Drinking Water Act: SDWA）と、②大気浄化法（Clean 

Air Act）に基づく GHG 排出報告の 2 つの法的枠組みが該当する。いずれも米国環境保護局

（Environmental Protection Agency: EPA）の管轄である。これらの連邦法には、長期貯留を目

的とした炭素圧入を規制する詳細な要件が記載されている。 

1) 地下圧入管理（UIC）プログラム 

EPA は 1974 年安全飲料水法に基づき地下圧入に係る要件を設定することで、圧入に関す

る最小限の連邦要件を作成し、公衆衛生を守り地下飲料水源の汚染を防ぐことを目指した。

Underground Injection Control（UIC）プログラム自体は 1980 年に公布された。UIC プログラ

ムは、「液体を地下に貯留または廃棄するために使用された圧入井の建設、操業、許可、閉

鎖」を規制する。プログラムの要は、地下飲料水源を「危険」から保護することにある。坑

井クラスについては、以下のとおり。 

⚫ クラス I：産業あるいは自治体の廃棄物処理用抗井 

⚫ クラス II：石油及びガスに係る圧入抗井 

⚫ クラス III：溶解採鉱の圧入抗井 

⚫ クラス IV：有害物質及び放射性物質を圧入する浅い坑井 

⚫ クラス V：非有害液体を地下飲料水源の中または上に圧入するための坑井 

⚫ クラス VI：CO2 の地質学的隔離のための抗井 

 
11 IEA GHG (2013) "A Brief History of CCS and Current Status" （2020 年 2 月 25 日閲覧）

https://ieaghg.org/docs/General_Docs/Publications/Information_Sheets_for_CCS_2.pdf 
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UIC プログラム設立当初は、クラス I からクラス V 坑井まで分類され、規制が導入され

た。しかし、2011 年 9 月に CCS に特化したクラス VI が導入された。現在稼働中の 10 件の

大規模 CCUS/CCS 事業のうち 9 件は CCS-EOR のため、クラス II 坑井許可を有する事業で

ある。一方、イリノイ州の CCS 案件は、CCS に特化した事業のため、クラス VI 坑井許可を

有する。クラス VI 抗井規則は、大気中への放出量を削減するために長期にわたって貯留す

る目的の圧入抗井を規制するものである12。2010 年 12 月、EPA はクラス VI に対する要件

を取りまとめ13、発行した。 

CCUS/CCS 事業者は、CO2 の圧入事業において、UIC プログラムの坑井クラスに紐づい

た許認可を EPA もしくは EPA に第 1 位法施行責任（プライマシー）が付与された州政府か

ら得る必要がある。プライマシーとは、州政府・準州等が EPA の代理で UIC プログラムを

実施する、すなわち事業者への許認可を直接付与することが可能な仕組みである。すべての

クラス、クラス I～V、あるいはクラス VI のみのいずれかの申請が可能である14。2020 年 2

月現在、クラス VI 坑井の許認可を得ているのは 2 件で、また、クラス VI のプライマシー

を EPA より承認されているのはノースダコタ州政府のみである（2018 年 4 月に承認獲得）。

ワイオミング州政府も、プライマシーを獲得するため EPA に対して申請中であり、他の州

政府も申請準備を進めている。 

2) UIC のクラス VI 坑井 

クラス VI 規則は、UIC プログラムに新規に追加されたクラスで、CCS 活動を行うための詳

細な規制の枠組みを設定している15。規制モデルの設計には、クラス VI 坑井では、CO2 貯留

事業に係る最小限の技術クライテリアを設定し、次に挙げる事項に関連した条項を含む。 

 

 
12 UIC プログラムにおいて、「危険」とは、次のとおり定義されている：「圧入抗井の建設、操業、保

守、転換、封鎖、または放棄、あるいはその他の圧入活動を履行する所有者または事業者が汚染物質を含

む液体を地下飲料水源へ混入させた場合、汚染物質が重要な飲料水規制の違反原因となる場合、あるいは

人の健康に悪影響を及ぼす場合」。EPA ウェブサイト"Underground Injection Control Regulations and Safe 

Drinking Water Act Provisions" https://www.epa.gov/uic/underground-injection-control-regulations-and-safe-

drinking-water-act-provisions （2020 年 2 月 14 日閲覧） 

13 CO2 の地質学的隔離のための抗井（クラス VI 抗井）最終規則のための UIC プログラムの下での連邦要

件（the Federal Requirements Under the Underground Injection Control (UIC) Program for Carbon dioxide (CO2) 

Geologic Sequestration (GS) Wells final Rule (Class VI Rule)） 
14 Industrial Commission of North Dakota (2018) "EPA Administrator Signs Final Approval for North Dakota's 

Class VI Primacy Application" http://www.nd.gov/ndic/ic-press/News%20Class%20VI%20primacy%20180510.pdf 

（2020 年 2 月 14 日閲覧）、U.S. Department of Energy (2017) "Siting and Regulating Carbon Capture, 

Utilization and Storage Infrastructure Workshop Report" 

https://www.energy.gov/sites/prod/files/2017/01/f34/Workshop%20Report--

Siting%20and%20Regulating%20Carbon%20Capture%2C%20Utilization%20and%20Storage%20Infrastructure.pdf 

（2020 年 2 月 14 日閲覧） 

15 Federal Requirements Under the Underground Injection Control (UIC) Program for Carbon Dioxide (CO2) 

Geologic Sequestration (GS) Wells Final Rule: https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2010-12-10/pdf/2010-

29954.pdf （2019 年 8 月 30 日閲覧） 
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表 4-4 クラス VI 規則の概観 

項目 内容 

サイト特性評
価 

提案する貯留サイトの地質学的、水文地質学的、地球化学的、地質工
学的側面を評価し、当該クラス VI 抗井の所在地が適切な地層であるこ
とを確実にする 

レビュー領域
（AoR）の図
面 

貯留のレビュー領域（Area of Review: AoR、圧入により USDWs が危険
にさらされ得る地質学的隔離事業を囲む領域）の図面。AoR 内におい
て、事業者は、CO2 もしくは貯留層流体が移行挙動により USDWs に
到達する可能性のあるすべての断層、破砕、人為的な穿通（例：坑
井）を特定しなければならない。必要あれば、事業者は AoR 内におい
て流体の移行防止策を講じなければならない 

AoR の定期的
な再評価 

モニタリング及び運転データを合わせて CO2 プルーム及び関連する地
域の圧力上昇が予測通りであるかについて AoR を定期的に再評価す
る。 

坑井の建設 
貯留事業の期間にわたり、CO2 との接触に耐え得る材料を用いて坑井
を建設する 

詳細なモニタ
リング計画 

次の項目を含む詳細なモニタリングプログラム：CO2、圧入の圧力、
圧入井が完全であること、地下水の質、地球化学、CO2 プルーム、圧
入中の圧力フロントの位置 

圧入後モニタ
リング及びサ
イト管理 

圧入を中止してから、圧入後モニタリングとサイトの保守を行い、圧
入された CO2 及び圧縮された地層流体が USDWs に危険を及ぼさない
ことを実証する 

財政的責任 

すべての必要な是正措置、圧入井のプラギング（封鎖）、圧入後サイ
ト管理（post-injection site care: PISC）、サイトの閉鎖、緊急事態、修
繕対応に必要な資金の確保 

出所）GCCSI（2020） 

その他の CCUS/CCS 先進国同様、同規則は許可手続きにおいてサイトに特化した次の 5

つの計画を提出することが求められている。 

⚫ AoR 及び是正措置計画 

⚫ モニタリング・試験計画 

⚫ 圧入井封鎖計画 

⚫ 圧入後サイト管理（PISC）及びサイト閉鎖計画 

⚫ 緊急事態及び修繕対応計画 

計画提出の要件は、UIC プログラムとしても新要素ではあるが、EPA はこのアプローチ

が計画的な貯留活動がサイト特有の状況に適合していることを確保し、また、事業者が地下

飲料水源に対するリスクに必ず取り組むことを期待している。これらの計画は許可証の期

限まで有効であり、決められたとおりに更新されねばならない。 

(2) クラス II 坑井事業とクラス VI 坑井の関係 

クラス VI 規則は、「排出源（例：発電所）から回収された」CO2 のみに適用されるため、

CCS-EOR 事業者が取得するクラス II 坑井とは明確に区別されている。クラス II 坑井は、

「石油及び天然ガスの生産に係る流体を圧入する」ためのものであり、圧入井の建設及び操
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業の許可要件や、モニタリング、報告、最終的な閉鎖に係る条項も含まれている。EPA によ

れば、クラス II の下で現在規制されている坑井の 80％は EOR の坑井である。EPA がほぼ

専属的に現状規制しているクラス VI 坑井のシステムとは異なり、クラス II 坑井はその大部

分が州によって管理されている。石油及び天然ガス産業を有する州の多くが、クラス II プ

ライマシーを取得して当該坑井の許可や規制を管理している。 

クラス VI 坑井許可については、実例が乏しいことから不明瞭な点が多い。EPA は、クラ

ス II 坑井許可により CCS-EOR 事業操業後、CCS に移行する場合は、同事業者はクラス VI

坑井許可を新たに取得する必要があると認識している。これは、EPA が、EOR 事業が永久

隔離のために CO2 の圧入量を最大化する場合に、地下飲料水源へのリスクが高まると断定

していることに起因する。したがって、UIC プログラムでは、クラス II 坑井の操業時に地

下飲料水源へのリスクが高まった場合には、クラス II 坑井の事業者はクラス VI 坑井の許可

を申請することが義務付けられている。 

EPA は移行についてのガイダンスの草稿を 2013 年 12 月に発行し16、2015 年 4 月に市中

会議を終了した17。政府関係者にガイドラインの進捗について確認したところ、最終版は公

表されていないとのことであった。その理由としては、現段階では、クラス II 坑井許可を

有する事業者らに移行の意思がないことにあるという。米国の石油・ガス業界の企業数社に

ヒアリングをした結果、業界内では、クラス VI 坑井の要件が厳格すぎることから、クラス

VI 坑井の検討には至っていないことが分かった。ヒアリング先によっては、CCS-EOR を行

うクラス II 坑井許可から、CCS を行うクラス VI 坑井許可への移行の必要性を感じていない

との意見もあった。クラス II 坑井からクラス VI 坑井に移行するには、技術的な問題がある

ともいわれている。日本の専門家によると、クラス II 坑井許可とクラス VI 坑井許可では坑

井に対して求められる技術的要件が異なる18ため、クラス II を取得するために建設された坑

井のままではクラス VI 坑井許可を取得することは物理的に困難となる可能性がある。 

このように、CCUS 先進国で、CCUS/CCS 事業に係る法規制の整備について定評がある米

国においても、CCS の扱いについては慎重に進められていることが分かった。 

(3) 財政的責任条項 

UIC プログラムの最終規則には、クラス VI 坑井の所有者または事業者が財政的責任を説

明し保持するという要件を含み、EPA に承認されれば、AoR の坑井、圧入井の封鎖、PISC、

サイトの閉鎖、すべての必要な緊急事態及び修繕対応について是正措置を施さねばならな

いと定めている。EPA は、それらの財政的責任を果たすため、最終規則セクション 46.85(a)(1)

に記載の適切な金融商品を勧めている。 

⚫ 信託資金 

⚫ 保証証券 

 
16 United States Environmental Protection Agency (2013) "Draft Underground Injection Control (UIC) Program 

Guidance on Transitioning Class II Wells to Class VI Wells" https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-

07/documents/epa816p13004.pdf （2019 年 12 月 20 日閲覧） 

17 United States Environmental Protection Agency ウェブサイト"Key Principles in EPA's Underground Injection 

Control Program Class VI Rule Related to Transition of Class II Enhanced Oil or Gas Recovery Wells to Class VI" 

https://www.epa.gov/uic/draft-class-vi-guidance-documents-closed-public-comment （2019 年 11 月 29 日閲覧） 

18 2020 年 1 月 24 日に日本で実施した CCS-EOR/CCS の専門家へのヒアリングに基づく。 
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⚫ 信用状 

⚫ 保険 

⚫ 自家保険（財務テストや企業保証） 

⚫ エスクロー口座 

⚫ その他の EPA 長官の要件を満たす商品 

クラス VI 坑井の許可を取得するためには、EPA 長官が申請者の提示する財務保証商品を

最終的に承認し、クラス VI 許可証の発行前に CCS 事業のすべての段階について財政的責

任に係る説明が必要となる。留意すべきは、許可証の条件であるかどうかに関わらず、財政

的責任商品が直接執行可能な点である。したがって、EPA 長官がサイトの閉鎖を承認する

まで、所有者または事業者は、財政的責任条項を順守せねばならない。 

(4) サイトの閉鎖及び閉鎖後のフェーズ 

クラス VI プログラムは、すべて事業者が実施することになる事項、すなわち貯留の中止、

貯留サイトの閉鎖、圧入後サイト管理（PISC）に必要な期間に関する詳細条項を含んでいる。

同条項の下、事業者は、圧入された CO2 及び関連する圧力フロントが地下飲料水資源.を危

険にさらすリスクがないと証明されるまで、すべてのモニタリング及び事業のサイト管理

について責任を負う。 

圧入活動の中止後、事業者は、初期の許可申請の一部として提出し承認された坑井封鎖計

画に則って圧入井を適正に封鎖する義務を負う。このような義務に加え、連邦法も PISC 期

間を、「CO2 圧入が中止された後であるが、サイト閉鎖には至らない期間で、所有者又は事

業者が地下飲料水資源.に危険が及ばないようモニタリングを継続しなければならない期間」

であると規定している。事業者が提案し、許可申請時に提出され、圧入事業の間に更新され

た PISC とサイト閉鎖計画は、この期間に事業者が実施しなければならないとされる手続き

及び運営を規定するものである。 

PISC のデフォルトの期間は 50 年で、これは、貯留 CO2 によって地下飲料水資源.が汚染

されないと事業者が保証するのに十分な期間であるとして EPA が決定したものである。し

かし、同最終規則が策定される過程で他の妥当とされる期間も提案されたことから、最終的

には UIC プログラムのディレクターの裁量で、50 年よりも短く、あるいは長くすることも

可能とする条項が含まれている。 

多くの事業参加者にとって、長期のライアビリティ（法的責任）は懸念材料となるため、最

近のクラス VI 許可においては、閉鎖要件に関連して、いくらかの柔軟性が示されている。

Archer Daniels Midland（ADM）事業の PISC のケースでは、事業者が EPA に対してデフォル

ト期間 50 年を短くするよう嘆願しその通りになったという事例がある19。EPA 長官がサイト

閉鎖を承認すれば、所有者または事業者は UIC 規制要件の不順守を安全飲料水法の下で問わ

れる対象ではなくなる。しかしながら、他の CCS 先進国のモデルと異なり、最終規則には法

的責任の移転条項はない。したがって、事業者らは将来的な地下飲料水資源へのダメージや、

その他の連邦法または州法、あるいは慣習法が定めるダメージについての責任を保持するの

である。 

 
19 2015 年 4 月に開催された 7th IEA CCS Regulatory Network Meeting にて報告された情報によると ADM の

事業では、PISC は最終的に 10 年間となった。 
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また、最終規則において、EPA は SDWA の下での法的責任の移転について同庁の権限の

限界を認めており、次のように言及している。「EPA はステークホルダーのライアビリティ

への関心及び長期スチュワードシップを地下貯留技術の開発と導入の脈絡から認めるもの

であるが、現行の SDWA の条項下では、EPA はあるエンティティ（すなわち所有者または

事業者）から他へ責任を移転する権限は持たない20。」 

(5) 廃棄物法制のスコープの適用除外 

米国において、CO2 の分類については長く不明瞭であった。CCS-EOR では、CO2 はコモ

ディティとして取引されていることから、ヒアリングした米国の専門家の話では、CCS-EOR

事業の関係者ら等は、CO2 を非常に高いコモディティとして捉えているとのことだった。

GCCSI の専門家が追加で本件について調査したところ、限られた調査期間の中では明確な

分類に関する法規制を見つけることはできなかったが、廃棄物法制との関連において、2 つ

の重要な関係性を示す事例が存在することが分かった。 

1 つ目としては、資源保護回復法（Federal Resource Conservation and Recovery Act：RCRA）

関連である。2014 年、EPA は連邦の有害廃棄物法令のスコープから、貯留された CO2 を条

件付きで適用除外にすると最終規則に盛り込んで発表した21。この最終規則によって、UIC

のクラス VI 坑井の条項に沿って地層に圧入される CO2 は、RCRA が定める有害廃棄物の

定義から除外されることとなる。EPA はこの除外を次に基づいて決定した。「CO2 の管理

は、特定の条件に合致するのであれば、人の健康あるいは環境に大きなリスクを及ぼすもの

ではなく、したがって、RCRA の有害廃棄物規制に準じた追加規制は不要である。」 

2 つ目の課題として、包括的環境対処・補償・責任法（Federal Comprehensive Environmental 

Response, Compensation, and Liability Act：CERCLA、通称「スーパーファンド法」）の定め

る有害物質の放出に係るライアビリティがある。クラス VI 坑井記録において、CERCLA§

107 では、許可要件に一致して圧入された CO2 が挙動するとすれば、圧入の流れ（stream）

からの「連邦が許可した放出」はスーパーファンド法のライアビリティから除外されると

EPA は言及している。 

(6) 温室効果ガス報告規則 

CCS に特化した UIC プログラムの条項に加え、EPA は大気浄化法の下に規則を作り、圧

入された CO2 について効果的な報告を確実に行うよう求めている。温室効果ガス報告プロ

グラム（Greenhouse Gas Reporting Program: GHGRP）では、米国国内における CO2 の回収・

供給・地下圧入に係る重要情報を収集している。集められたデータは、GHGRP の下位区分

において報告される。 

2010 年 12 月、EPA は報告規則をまとめ、CO2 の地質学的隔離及び/または圧入を実施す

 
20 Environmental Protection Agency, 40CFR Parts 124, 144, 145, 146, 147, Federal Requirements Under the 

Underground Injection Control (UIC) Program for Carbon Dioxide (CO2) Geologic Sequestration (GS) Wells, Final 

Rule, at p. 77272, https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2010-12-10/pdf/2010-29954.pdf （2020 年 1 月 30 日

閲覧） 

21 Environmental Protection Agency, Hazardous Waste Management System: Conditional Exclusion for Carbon 

Dioxide (CO2) Streams in Geologic Sequestration Activities, 40 CFR Parts 9, 260 and 261, https:// 

www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2014-01-03/pdf/2013-31246.pdf （2020 年 1 月 30 日閲覧） 
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るすべての施設に対し、モニタリング、報告、検証の目的と要件を設定した。報告規則（RR）

の下位区分は、施設が隔離された CO2 の量をモニターし EPA に報告するという仕組みを示

し、これはクラス VI 坑井許可証を取得した事業者（あるいはクラス II 坑井の操業であって

クラス VI プログラムへ opt-in した事業者）すべてに適用される。クラス VI 規則と共に、

RR の下位区分条項は米国国内の CCS 事業を規制する基本的な連邦政府の枠組みを完成す

るものである。 

CO2 の地質学的隔離を行い RR 下記区分の対象である施設は、EPA に対し、長期貯留の

目的で圧入されたすべての CO2 について報告する義務がある。事業者には、CO2 の受入れ

量、貯留サイトへの圧入量や、生産された、または漏えいで放出された CO2 量を報告する

義務がある。同下位区分には、これらの量を計算する式も記載されている。 

クラス VI 規則のモニタリング要件は USDWs の保護のみに関係しているが、EPA は RR

規則の下位区分の条項は凡そ補足的なものであると見ている。下位区分が及ぶモニタリン

グ、報告、検証（MRV）の要件では、次の事項などを実施しなければならない。 

 

⚫ 最大モニタリング領域（maximum monitoring area: MMA）及びアクティブモニタリン

グ領域（active monitoring area: AMA）の図面 

⚫ 潜在的な地表漏えい経路の特定と評価及び MMA 内で当該経路を通る地表漏えいの

発生可能性、影響の大きさ及びタイミングの評価 

⚫ 漏えい発生の際、地表漏えいした CO2 を検知し定量化するための戦略 

⚫ CO2 の地表漏えいのモニタリングのための予想されるベースラインの設定方法 

⚫ 物質収支の方程式のためにサイト特有の変数を計算するに当たって行われた検討の概要 

 

クラス VI プログラムで要求される計画と同様、事業者は RR の下位区分に基づく MRV

計画を事業全般にわたって必要あれば更新しなければならない。同計画を EPA が承認すれ

ば、事業者は、EPA にその義務の解除を要請して認められるまで、毎年報告をすることが義

務付けられている。 

(7) 州レベルの法律 

CCS の工程は州レベルの法律によっても規定されている。これまで、米国の数州も CCUS

事業の個別の様相について規制する法律を導入している。現在の州レベルの法律を表 4-5 に

示す。 
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表 4-5 米国における州レベルの法律*1 

注）*1HB: House Bill  SB: Senate Bill 

*2 ユニタイゼーション：一つの油田が複数の鉱区にまたがっている場合に、その開発の合理性・経

済性を保つために、関係する複数の鉱業権者が互いにその権益の全部または一部を持ち寄って一

つの操業単位として共通の開発・生産計画の下に操業することをユニタイゼーションという22。 

出所）GCCSI（2020）を基に三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券（株）が作成 

 
22 独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 ウェブサイト「石油・天然ガス資源情報 用語一

覧：ユニタイゼーション」https://oilgas-info.jogmec.go.jp/termlist/1001772/1001803.html（2020 年 1 月 30 日

閲覧） 

CO2
パイプ
ラインに
係る規則

操業期間
中への
対処

MMV要件
への対処

ライア
ビリティ
移転に
係る

州の立場

移転
条件

閉鎖後
から
移転
までの
期間

カリフォルニア
AB 1925
(2006)

コロラド
COLO. REV.
STAT.ANN§
25-1-1303

イリノイ
SB 1821
(2011)

SB 1821
(2011)

カンザス
HB 2419
(2007)

HB 2419
(2007)

HB 2419
(2007)

HB 2419
(2007)

ケンタッキー HB 1 (2007)
SB 50
(2011)

HB 259
(2011)

SB 50
(2011)

ルイジアナ
HB 661
(2009)

HB 661
(2009)

HB 661
(2009)

HB661
(2009)

HB 661
(2009)

HB 661
(2009)

ミネソタ
SF 2096
(2007)

ミシシッピ SB 2723 SB 2723 SB 2723 SB 2723 SB 2723 SB 2723 SB 2723 SB 2723 SB 2723

モンタナ SB 498 (2009) SB 498 (2009)
SB 498
(2009)

SB 498
(2009)

SB 498
(2009)

SB 498
(2009)

SB 498
(2009)

SB 498
(2009)

ノースダコタ
SB 2095
(2009)

SB 2095
(2009)

SB 2139
(2009)

SB 2095
(2009)

SB 2095
(2009)

SB 2095
(2009)

ニュー
メキシコ

N.M. Stat.
Ann.

§70-3-5

オクラホマ
SB 1765

(2008) & SB
679 (2009)

SB 610
(2009)

SB 610
(2009)

SB 610
(2009)

SB 610
(2009)

SB 610
(2009)

SB 610
(2009)

オハイオ
SB 165
(2010)

テキサス
SB 1387

(2009) & HB
1796 (2009)

HB 1967
(2007)

SB 1387
(2009) & HB
1796 (2009)

SB 1387
(2009)

SB 1387
(2009)

HB1967
(2007)

SB 1387
(2009)

HB 1796
(2009)

SB 1387
(2009)

HB 1796
(2009)

HB 1796
(2009)

HB 1796
(2009)

SB 1387
(2009)

ペンシル
バニア

HB 2200
(2008) & SB
266 (2007)

SB 92
(2009)

SB 92
(2009)

SB 92 (2009)
SB 92
(2009)

SB 92
(2009)

SB 92
(2009)

サウスダコタ HB 1129 HB 1129

ユタ SB 202 (2008) SB 202 (2008)

ワシントン
WAC 173-
218-115
(2008)

WAC 173-218-
115 (2008)

ウェスト
バージニア

HB 2860
(2009)

HB 2860
(2009)

HB 2860
(2009)

ワイオミング HB 90 (2008) HB 80 (2009)
HB 57
(2009)

HB 89
(2008)

HB 58
(2009)

HB 90 (2008)
HB 17
(2010)

州

CCSの実施対
策構築に向け
て州当局へ出
される指示

ユニタイゼー

ション*2

CCS開発の
ための土地
収用権の使

用

孔隙所有
権

CO2
所有権

優先
鉱物権
(プライ
マシー)

貯留
サイトの
許可
規則

圧入井
規制/

地中隔離
規則

法的責任（ライアビリティ）条項

貯留
ファンド
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4.3.2 インセンティブ制度 

米国連邦政府及び州政府が提供する主なインセンティブ制度について、表 4-6 にまと

める。 
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表 4-6 米国連邦政府・州政府のインセンティブ制度 

 

法域 政策オプション 政策 概要 施行年／現況 リンク

連邦 税額控除

§45Q of the Energy

Improvement and Extension

Act of 2008（2008年エネル

ギー改善・延長法）

・貯留または利用されたCO2について1トンごとに税額控除を適用し、利用分にはEORに使われたCO2を

含む。控除分は回収業者への課税額の減額に使用可能。

・新たに改定されたスキームでは、回収業者に貯留または活用されたCO2について1トンごとに税額控除

が適用され、活用された分にはEORに利用されたCO2を含む。控除は回収業者の課税額減額に使用可

能。

2018年／継続中
https://www.law.cornell.edu/uscode

/text/26/45Q

連邦 税額控除
Energy Policy Act of 2005

（2005年エネルギー政策法）

・2005年エネルギー政策法は、次の事業に投資税額控除を適用する：

  -IGCCの建設及びその他の先進的な石炭火力事業（第48A項）

  -ガス化事業（第48B項）

・財務省及びエネルギー省（DOE）が共同で、IRC（Internal Revenue Code:内国歳入法）の第48A項

及び第48B項に基づき、税額控除を希望する事業を審査する。クリーン・コール事業に投資する納税者

は、必ず税額控除を申請せねばならない（税額控除を受けられる者は競争で決定される）。

2005年／継続中
https://www.energy.gov/sites/prod/

files/2014/03/f14/EPAof2005.pdf

連邦 融資保証
Energy Policy Act of 2005

（2005年エネルギー政策法）

・同法の第1703項は、次のような事業に対し、融資保証を行う権限をDOE長官に付与している：(1)大

気汚染物質もしくは温室効果ガスの人為的排出を防止、削減、または隔離する事業；(2)その時点で、米

国国内のすでに商業化された技術に比してより斬新な、もしくは著しく進歩した技術を採用した事業。

・第1703項には、2005年エネルギー政策法（EPACT05）がカテゴリーのひとつに含まれており、これ

に適格な事業は、(1)先進的な化石エネルギー技術（石炭ガス化含む）；(2)CCSの実践・CCS技術とさ

れる。

2005年／継続中

https://www.federalregister.gov/doc

uments/2016/12/15/2016-

30006/loan-guarantees-for-projects-

that-employ-innovative-technologies

連邦 税額控除
Carbon Capture Modernisation

Act

・「第48A項：税額控除」の修正案。アメリカ国内で現在操業中の炭素回収技術を備えた石炭火力発電

プラントにおけるレトロフィットに対する既存の優遇策を、企業にとってより利用しやすくするもの。
提案中

https://carboncapturecoalition.org/f

ederal-48a-tax-credit-reform-

needed-for-the-us-to-maintain-

global-carbon-capture-leadership-

and-reduce-emissions/

連邦 グラント

Enhancing fossil fuel energy

Carbon Technology (EFFECT)

Act

・EFFECT法は、CCUS及び廃坑に関する新規の研究開発プログラムを確立するもの。同プログラムには

石炭及び天然ガス技術プログラム（Coal and Natural Gas Technology Program）が含まれ、同技術の

効率、費用対効果、環境パフォーマンスの開発と効率向上を目指す。このプログラムの提案には、研究

開発、大規模パイロットプロジェクト、実証プロジェクト、初期段階のエンジニアリングと設計が含ま

れている。

・認可額のレベルは、2020年会計年度は7億2700万ドル、2024年会計年度までの合計は43億ドルとな

る。また、2020年会計年度の炭素貯留検証及び検査プログラムに1億500万ドル、2024年会計年度まで

には5億8000万ドルの資金が含まれる。

提案中

https://www.energy.senate.gov/publ

ic/index.cfm?a=files.serve&File_id=

9B383CA2-97EF-4C61-93A6-

60B740BFC2B0

連邦 グラント

US DOE CarbonSAFE program

under the US DOE Carbon

Storage Program

アメリカエネルギー省炭素貯留

プログラムにおける

CarbonSAFEプログラム

・DOEは、2025年までにCCS技術の配備を前進させることを目指している。CarbonSAFEプログラムは

そうした活動の1つであり、これまで3つのプロジェクトを選定し、同プログラム下で研究開発コストを

シェアして、2960万ドルを充てている。これらのプロジェクトは以下のとおり。

1．The Integrated Midcontinent Stacked Storage Hub （960万ドル）

2．Wabash CarbonSAFE（102万ドル）

3．Commercial-scale Carbon Storage Complex Feasibility Study at Dry Fork Station, Wyoming

（970万ドル）

2016年／継続中

https://www.energy.gov/fe/articles/

energy-department-selects-

additional-carbon-storage-

'easibility-projects-receive-nearly
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法域 政策オプション 政策 概要 施行年／現況 リンク

カンザス州 税制優遇
HB 2419 - The Carbon Dioxide

Reduction Act

・CO2の地下貯留事業推進のための税制優遇策。

・同法は、いかなる種類のCCS、あるいはCCSを装備したいかなる発電所も、購入・建設開始・設置後

に発電を行うのであれば、固定資産税が最長5年間免除される。

・さらに、CCS設備の償却可能費用は、10年超控除される。

2007年／継続中
http://www.kansas.gov/government

/legislative/bills/2008/2419.pdf

ルイジアナ州 税額控除 HB 61 & 62

・HB 61及び62は、EORに使用された人為的CO2についての免税措置を2016年4月までとした規定を改

定。これらの法案によって税率は上昇し5％となったが、2018年7月1日から2019年3月31日までの間に

徐々に低減され、最後はゼロとなる。
2016年／継続中

http://www.legis.la.gov/legis/Vie

wDocument.aspx?d=984914

https://www.legis.la.gov/legis/Vie

wDocument.aspx?d=984895

ミシガン州

Clean Energy

Standard

クリーンエネル

ギー基準

SB 213 of 2008

・エネルギー供給業者に対し、電力の10％を代替エネルギー源とするよう求める。この要件は、CO2排

出量の少なくとも85％を永久隔離するCCS設備を持つ石炭火力発電施設については、最大1％とされ

た。

・2016年には、2021年までに16％へ引き上げることとなった。

2018年／継続中

https://www.legislature.mi.gov/(S

(goeacs4bdffxsgrwglkdvpvb))/mile

g.aspx?page=Getobject&objectNa

me=2017-SB-0213

http://www.legislature.mi.gov/%2

8S%28zovnn1an1tdvcy55sp04phb

e%29%29/documents/mcl/pdf/m

cl-Act-295-of-2008.pdf

ミシシッピ州 税額控除 HB 1459 of 2009
・自然及び人為的に発生するCO2を使用したEORに対する税制優遇策。

・別途、Kemperプロジェクト**に対し、全価値の50％までの固定資産税控除を認めた。
2009年／継続中

http://billstatus.Is.state.ms.us/docu

ments/2009/pdf/HB/1400-

1499/HB1459SG.pdf

ミシシッピ州 税制優遇
HB 841 of 2013

(Utility Cost Mechanism)

・炭素貯留・EOR・地下貯留を行う石油採掘業者へ販売する電力に対する課税率を1.5％とする期間を延

長。

・EORに使用するCO2の輸送に使われるパイプラインやその他の設備に係る従価固定資産税を免除（た

だし、学区目的の税金を除く）。

・CO2-EORによって採掘された石油に対する従価税を低減。

2013年／継続中
http://billstaus.Is.state.ms.us/2013/

pdf/history/HB/HB0841.xml

モンタナ州 税制優遇 HB 3

・石炭ガス化過程及び炭素隔離機器や設備からCO2を隔離する石炭ガス化施設への新規投資に対する税

制優遇

・クリーンコールエネルギー関連資産に対する固定資産税の減額

・輸送ラインに近接する土地に対する固定資産税の免除

2007年／継続中
https://leg.mt.gov/bills/specsess/05

07/billpdf/HB0003.pdf

モンタナ州 税制優遇 HB 156 ・CCS設備に対する固定資産税の減額 2015年／継続中 https://custom.statenet.com/
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出所）GCCSI（2020）を基に三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券（株）が作成 

法域 政策オプション 政策 概要 施行年／現況 リンク

ノースダコタ州
グラント/資金支

援

The North Dakota Century

Code (Chapter 54-17.7)

・ノースダコタパイプラインオーソリティ（North Dakota Pipeline Authority）に対し、CO2の輸送を

目的等のパイプライン開発への資金支援を認可する権限を付与
2007年／継続中

https://www.legis.nd.gov/cencode/t

54c17-7.pdf

ノースダコタ州 税制優遇 SB 2221 of 2009

・発電プラントや石炭ガス化プラントのような石炭を転換する施設は、適格であればCCS税制優遇を受

けられる。

・20％の税額控除を受けるには、最低でも排出量の20％を回収しなければならない。20％を超える、追

加の回収2％ごとに、1％の追加控除が可能。排出の80％を回収する施設であれば、最大50％の控除が適

用される。

2009年／継続中
https://www.legis.nd.gov/assembly/

61-2009/bill-text/JAQD0500.pdf

ノースダコタ州 税制優遇 SB 2034 of 2009 ・CO2－EORにより生産された石油について、石油採掘税を免除する 2009年／継続中
https://www.legis.nd.gov/assembly/

61-2009/bill-text/JAIP0400.pdf

ノースダコタ州 税制優遇 SB 2318

・EORのためにCO2を輸送するパイプラインなどの設備は、固定資産税の免除を受けられる。この免除

は、建設段階及び操業後10年までの期間に適用される。

・さらに、EORのためのCO2回収システムの建設または拡大に使用される個人資産は、売上税及び使用

税を免除される。この免除対象には、EOR向けCO2の販売も含む。

2015年／継続中
https://legiscan.com/ND/text/2318/i

d/1204790

テキサス州
グラント/資金支

援
HB 3732

・CCSを伴う石炭火力プラントなど、先進的なクリーンエネルギープロジェクトを資金支援するため認

定されたプログラム。

・The Texas State Energy Conservation Officeに、このようなプロジェクトに対するグラントやロー

ンを認める権限を与える。

2007年／継続中

https://capitol.texas.gov/tlodocs/80

R/billtext/pdf/HB03732F.pdf#navpa

nes=0

テキサス州 税制優遇 HB 3732
・人為的CO2をEORに使用する石油生産者に対し、税金を減額

・CCS技術の設置費用について売上税及び使用税も免除
2007年／継続中

https://capitol.texas.gov/tlodocs/80

R/billtext/pdf/HB03732F.pdf#navpa

nes=0

テキサス州 税制優遇 HB 469 of 2009

・人為的CO2を回収し隔離するEOR事業に対し、追加的に50％の税額減額

・クリーンエネルギーフランチャイズ税を導入。CO2排出量の最低70％を回収・隔離する石炭火力プラ

ントは、資本コストのうち、1億ドルまたは総資本コストの10％のうちいずれか低い方の額をフラン

チャイズ税免除として申請できる。この条項は2013年に失効した。

・CCS技術の設置コストについても、売上税及び使用税を免除。これらの免除に適格な事業者の適用申

請期限は2020年1月１日。

2009年／継続中
https://capitol.texas.gov/tlodcs/81R

/billtext/html/HB00469F.HTM

バージニア州

電力費用回収メ

カニズム

(Utility Cost

Recovery

Mechanism)

SB 1416 of 2007
・電力会社に対し、CCS技術を伴う石炭火力プラントを含む特定の事業について、投資収益率の増加分

の回収を認める。
2007年／継続中

ワイオミング州 税制優遇
Wyo. Stat. Ann.

§ 39-15-105(a)(vii)(F).
・EOR向けの炭素販売について、州売上税を免除 継続中
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4.4 カナダ 

カナダは、2018 年の CCS 政策指数レポートにおいて、米国に続いて CCUS/CCS の法規

制の整備に係るスコアが高い国である。連邦レベルの CCUS/CCS 政策は、CCUS/CCS 技術

の導入を支援する州政府の業績を踏まえたものである。連邦レベルで石炭焚発電所に係る

排出性能基準の制度が 2012 年に制定され、2015 年に発効したことは、発電セクターにおけ

る CCUS/CCS 事業の開発や、重要な大規模事業の実現に大きく寄与した。 

また、石油・ガス産業を多く有する州政府は、CCUS/CCS 事業推進のための政策を多く展

開しており、事業への直接的な資金投入や CCUS/CCS 施設に係るインセンティブは、主に

アルバータ州とサスカチュワン州に提供された。これらの州は石炭及び石油の埋蔵量が多

い地域である。アルバータ州はまた、年間 10 万トン以上を排出する工業施設に対して広い

意味で間接的なインセンティブである炭素税を施行している。 

カナダは、当時世界でも最大と言われた IEA GHG の商業 EOR サイトにおける長期 CO2

モニタリングを行った Weyburn-Midale プロジェクト（サチュカワン州）や、CCS のモニタ

リングで著名な Shell の Quest プロジェクト（アルバータ州）を実施した国でもある。カナ

ダは、このようなプロジェクトからの実績データや経験をリアルタイムで追いながら、法規

制を整備してきたのである。 

4.4.1 CCS に係る法規制 

CCS 開発に係るカナダの規制能力は、多くの国家機関や国や地方の公共団体によって共

有されている。連邦政府及び州政府は、環境保護について共同責任を負うが、連邦政府と州

より広義の貿易や商業、自然資源などに関する規制は、連邦政府と州政府の間で、明確に区

別されている。具体的には、連邦政府はエネルギー資源の所有権を有するのに対して、土地

利用や採掘については州政府の権限下にある点が特徴的である。 

(1) カナダにおいて CCUS/CCS 事業の開発が進んだ背景 

上述の実証事業以外に、連邦レベルで展開されている発電部門に対する GHG 排出規制の

影響が大きい。カナダ政府は、典型的な環境政策の手法である「飴（カーボンプライシング）

と鞭（規制）」を導入した。まず、規制として、2015 年 7 月に既存及び新規石炭焚発電所

に対し、排出性能基準（emission performance standard）を施行した。その目的は、低排出ま

たは排出無しの天然ガス、再生可能エネルギー、あるいは CCS を備えた化石燃焼発電所に

よる永久発電を実施することである。新設もしくは既存で耐用年数に達した石炭火力発電

所に定められた排出上限は、天然ガスコンバインドサイクル発電所の排出レベルとされて

いる 420 tCO2/GWh に設定されたことから、石炭発電事業者は事業を継続するため、炭素貯

留が必須となった23。さらに、2018 年 12 月には、石炭火力発電を 2030 年までに全廃するた

 
23 一般社団法人 海外電力調査会ウェブサイト：カナダ https://www.jepic.or.jp/data/w02cnda.html（2019 年

10 月、2020 年 3 月 3 日閲覧）、OSLER ウェブサイト"Canadian Government Carbon and Greenhouse Gas 

Legislation" https://www.osler.com/en/resources/regulations/2015/carbon-ghg/canadian-government-carbon-and-

greenhouse-gas-legi （2019 年 10 月、2020 年 3 月 3 日閲覧） 
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めの法改正（案）が承認され、2030 年以降も石炭火力発電所が継続して稼働するには発電

所から排出される CO2 を回収して、炭素貯留を行わなければならない24。一方で、それらの

事業者にカーボン価格という「飴」を提供している。例えば、アルバータ州政府は、2017 年

1 月から運輸と熱利用を目的とした燃料消費に対して炭素税が導入し25、また、2018 年 1 月

から新に設立された Carbon Competitiveness Incentive Regulation の下、大規模排出者で設定

された排出量を下回る値を達成した事業者には、取引可能なカーボン・クレジットが付与さ

れた。アルバータ州の炭素税は、連邦政府のカナダ全土の取組みとした新たな炭素税導入26

のため、2019 年 5 月 30 日以降は終了したが27、このようなアルバータ州政府の率先した取

組みは、CCUS/CCS 事業開発の後押しをした。 

(2) 州レベルの法規制の動き 

⚫ CCS に特化した規制の開発は主に州レベルで行われている 

⚫ いくつかの州では CCS 事業を管理する既存の法規制の見直しとそのポテンシャルの

スコープ調査が実施されている 

⚫ 実際に、初期の実証事業支援に対応するものとして施行された法規制の例もある 

⚫ 多くの場合、石油・ガス事業のために明確に定義されたカナダの法規制の枠組みが初

期の州制度の基盤となった 

 

アルバータ、ブリティッシュコロンビア、サスカチュワン、ノバスコシアの各州政府が

CCS 向けの法律を導入しているが、アルバータの法規制が最も包括的で CCS に特化したモ

デルである。次項に同モデルの調査結果を述べる。 

1) アルバータ州―法規制の枠組み 

⚫ アルバータ州はカナダにおける CCS の支援政策及び規制の最先端を行く州であり、

商業ベースの CCS に係る包括的な努力により、その政策を改善してきた 

⚫ アルバータ州政府は同州内の 2 つの商業規模 CCS 事業支援に多額のファンドを約束

 
24 カナダ政府ウェブサイト"Regulations Amending the Reduction of Carbon Dioxide Emissions from Coal-fired 

Generation of Electricity Regulations: SOR/2018-263" http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2018/2018-12-12/html/sor-

dors263-eng.html （2020 年 3 月 6 日閲覧） 

25 アルバータ州の炭素税は、2017 年は 20 CAD/tCO2、2018 年は 30 CAD/tCO2 の税率が適用されたが、農

場用の燃料等、幾つかの例外措置も導入された。なお、メタンガスのベンティングによる放出は対象外の

１つである。アルバータ州政府ウェブサイト"Carbon levy-Information for fuel sellers" 

https://www.alberta.ca/carbon-levy-information-fuel-sellers.aspx （2020 年 3 月 6 日閲覧） 

26 2018 年 6 月に施行された「Greenhouse Gas Pollution Pricing Act」の下、炭素税導入が強制化された。ア

ルバータ州は GHG の規制は州政府の管轄であり、連邦政府が強制するのは州政府の自治権の侵害から違

憲であるとし、アルバータ―州上訴裁判所へ上訴した。2020 年 2 月 24 日の判決で、アルバータ―州が勝

訴するが、オンタリオ州とサスカチュワン州は最高裁に上訴しており、3 月にヒアリングを行う予定であ

り、連邦政府は最高裁の動きを注視すると発表。Global News (2020 年）"After losing in Alberta, carbon tax 

heads to Supreme Court-here's what to know" https://globalnews.ca/news/6593311/carbon-tax-supreme-court-canada/ 

（2020 年 3 月 6 日閲覧） 

27 アルバータ州政府ウェブサイト"About carbon levy administration in Alberta " https://www.alberta.ca/about-

carbon-levy-administration.aspx （2020 年 3 月 6 日閲覧） 
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している（2025 年までに 12 億 4 千万ドル） 

⚫ 当該 2 つの事業（Quest Project 及び Alberta Carbon Trunk Line Project（ACTL））は、

その事業寿命の間に、アルバータ州の GHG 排出削減に大きく貢献する（削減量は 2

つ合わせて年間 276 万トン） 

⚫ Quest Project は 2015 年に運開し、これまでに 4 百万トンの CO2 を圧入した  

 

アルバータ州政府は、州内の CCS 事業配備を促進するため、CCS に特化した一次法と二

次法の施行を含む一連の法規制を実施してきた。アルバータ州における CCS のための法規

制の枠組みは、同州の既存の石油・ガス規制モデルを基盤としている。この石油・ガス規制

はライセンス制度やその他の石油・ガスに関する活動、パイプライン、地表権、土地所有権、

環境保護などを管理するもので、CCS の法規制を検討する以前からよく整備されており、

すべて同州内の CCS 事業に適用可能である。 

2) アルバータ州の Carbon Capture and Storage Statutes Amendment Act（法案 24） 

アルバータ州は同州内の CCS 事業に係る法規制を一括して改正する、Carbon Capture and 

Storage Statutes Amendment Act（法案 24、以下、CCS 改正法）28を 2010 年 12 月に施行。既

存の石油・ガスの枠組みを改正し、CCS 技術の商業化を阻む障壁をなくそうというもの。新

しい条項では、Oil and Gas Conservation Act と附属する指令にある計画の承認モデルが CCS

事業にも適用される。Mines and Minerals Act（以下、MMA）の改正では、CO2 貯留のため

の孔隙所有権を州政府に付与するとした。したがって事業者が適切な州首相からの許可な

く州政府の所有地の地下貯留地層へ CO2 を圧入することは禁じられている29。 

3) 閉鎖及び閉鎖後期間 

CCS 関連法は閉鎖の基準及び責任移転も定めている。MMA の改正では、サイトの閉鎖と

安定性を証明すれば、事業者は責任を州政府へ移転できる。 

MMA の改正では、第 120 条において、以下の項目が満たされれば責任移転前に必要な閉

鎖証明書（Closure Certificate）が発行されるとする。 

⚫ 事業者はすべての坑井及び施設の閉鎖要件を順守している 

⚫ すべての坑井及び施設の放棄は、Oil and Gas Conservation Act 及びその附属規則の要

件に準ずる。 

⚫ Environmental Protection Act の埋立て要件を順守している 

⚫ 規定された閉鎖期間が経過している 

⚫ 規定された条件が満たされている 

⚫ 回収された CO2 の挙動が安定し予測可能で将来の漏えいリスクがない 

 
28 The Legislative Assembly of Alberta (2010) "2010 Bill 24 Carbon Capture and Storage Statutes Amendment Act 

2010" http://www.assembly.ab.ca/ISYS/LADDAR_files/docs/bills/bill/legislature_27/session_3/20100204_bill-

024.pdf（2020 年 2 月 14 日閲覧） 

29 アルバータ州政府ウェブサイト"Mines and Minerals Act" 

http://www.qp.alberta.ca/1266.cfm?page=m17.cfm&leg_type=Acts&isbncln=9780779816323&display=html 

（2020 年 2 月 14 日閲覧） 
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アルバータ州のモデルでは、責任移転までの閉鎖後期間が含まれていないが、規制枠組評

価（Regulatory Framework Assessment: RFA、後述）では、「最小で 10 年以上」をサイト閉

鎖証明書の発行要件とするとされた。当局が事業閉鎖を行うために満たさねばならない一

連の性能基準も RFA で提案されている。 

最小閉鎖後期間が提案された理由は、主に次の 2 つである。 

⚫ アルバータ州政府が当該事業の性能基準を持続的に順守しているか確認できるよう

にする 

⚫ 閉鎖から責任移転への工程に対する国民の信頼を強化する 

 

推奨されている 10 年という期間は、他の法域で見られる閉鎖期間よりも短いが、これは

義務付けられた最小期間であり、継続的な性能基準に裏打ちされている。 

閉鎖され、閉鎖証明書の発行を受けて、アルバータ州の制度には州政府がいくつかの法的

責任を引き受けるとの条項がある。MMA 第 121 条において、州政府は貯留 CO2 の所有者

となり、いくつかの広範な環境及びエネルギー法に基づく義務を負うとされる。州政府が負

う義務には「坑井、施設、環境、土地に関わる責任」が含まれる。 

4) 閉鎖後スチュワードシップファンド（Post-Closure Stewardship Fund: PCSF） 

事業者も PCSF への拠出を義務付けられており、これで州政府は閉鎖後期間に係る予想経

費に充てられる。MMA 第 122 条は、同ファンドの使用用途を次のように定めている。 

⚫ 回収された CO2 の挙動モニタリング 

⚫ 閉鎖許可証の発行／責任移転の後に州政府が負う義務の遂行 

⚫ 放棄施設に関する停止費用、放棄費用、再生費用、修復費用の支払い 

⚫ 規制に定められたその他の目的 

 

現在、下記について PCSF の使用は認められていない。 

⚫ 引き渡された CO2 所有権により州政府が負う民事責任 

⚫ 不法行為請求への補償 

 

しかしながら RFA は、州政府が提案する Climate Change and Emissions Management Act に

おける気候変動責任の引受に係る費用を同ファンドがカバーするよう推奨している。 

5) 炭素隔離のための借地権規則 

2011 年 4 月に州政府が採択。MMA の下に制定された規則であり、その目的は同州内の

CCS に係る借地権の主な特徴を明確にすることである30。 

アルバータ州には 2 種類の借地権がある 

 
30 アルバータ州政府（2011）"Carbon Sequestration Tenure Regulation" 

http://www.qp.alberta.ca/documents/Regs/2011_068.pdf（2020 年 2 月 14 日閲覧） 
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⚫ 評価許可証：貯留サイトとしての適合性や貯留容量を調査する目的での孔隙へのア

クセスを事業者に対して認めるもの。申込み手数料、年間レンタル料、モニタリン

グ・計測・検証計画を提出し、承認されれば州首相が発行する。提出された書類が

承認されるまで事業を行ってはならない。許可証の有効期間は運開の日付から 5 年

間。 

⚫ 隔離リース：上記許可証と同じ権利を許可すると共に、回収炭素の圧入権が含まれ

る。貯留事業者はまた、その他の規則や指令の定める手順によって、地表へのアク

セスおよび圧入井のライセンスの取得も必要となる。隔離リースは、事業者が申請

書と共に手数料、レンタル料と、モニタリング・計測・検証（MMV）計画及び閉鎖

計画を提出し、州首相が許可して発行される。 

 

隔離リースでは、借主が隔離事業及び関連施設の閉鎖を実施するために行う活動の説明

を提示する、また、申請書に特定されたサイトが貯留に適合していることを州首相に認めて

もらう必要がある。 

6) 規制枠組評価（RFA） 

RFA について次にまとめた。 

⚫ 2011 年 3 月に州政府が開始した RFA は、アルバータ州エネルギー省の所管 

⚫ 狙いは、CCS 技術に適用するために既存の州法を見直し、世界の法規制のベストプ

ラクティスの検討 

⚫ 評価には、CCS 業界の国内外の専門家、大学、政府関係者など 

⚫ 2012 年 12 月に完了 

⚫ 最終報告書は 2012 年後半にエネルギー省に提出された。アルバータ州政府は現在、

RFA の提言と研究結果を審査中 

(3) ブリティッシュコロンビア州及びサスカチュワン州の法令 

近年、ブリティッシュコロンビア（BC）州及びサスカチュワン州も CCS 事業に係る法規

制に取り組んでいる。それらを表 4-7 にまとめる。 
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表 4-7 CCUS/CCS の法規制構築における重要論点  

州 担当当局 概要 

ブリティッシュ

コロンビア 

天然ガス

開発省 

 CCS 規制政策の枠組み（ドラフト）作成。コンサルテ

ーションを経て 2014 年 10 月に最終ドラフト完成 

 BC 州 政 府 が Natural Gas Development Statutes 

Amendment Act 2015 (Bill 40)を承認。地中の天然ガス貯

留及び酸性ガスの処分を管理する既存の Petroleum and 

Natural Gas Development Act 及び Oil and Gas Activities 

Act を改正して CCS 事業をこれらに統合した31。 

サスカチュワン ― 

 CCS に特化した制度は無く、既存の Oil and Gas 

Conservation Act 2012 (OGCA)を CCS 事業に適用。同法

はサスカチュワン州の石油・ガス生産と、物質（石油・

ガスの廃棄物を含む）への地表からの圧入、貯留、ある

いは地下貯留層からの取出しを規制する。 

 より広範な、パイプラインや鉱物、環境に係る法令も

州内の CCS 事業に適用される。 

出所）GCCSI（2020）を基に三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券（株）が作成 

 

「ブリティッシュコロンビア州は、CCS の特性及び天然ガスセクターが CO2 の大量排出

源であることから、CCS 事業から派生する回収、輸送、貯留、所有権及び法的責任などの課

題を規制するのに同州の石油・ガス規則を採用した。32」 

4.4.2 インセンティブ制度 

次の表にカナダの連邦レベル及び州レベルの CCS に係るインセンティブをまとめた。同

表に記載したもののほかにも、カナダにおける CCS の導入と普及を促進し得る政策なども

多く存在する。それらには、CCS 導入に国際規格やロードマップを包含するもの、知見共有

ネットワーク、CCS 導入のための民間企業と業界の協力を推進するパートナーシップ、

Action Plans and Emissions Reduction Targets がある。

 
31 ブリティッシュコロンビア州政府 "Natural Gas Development Statutes Amendment Act, 2015 (Bill 40)" 

https://www.leg.bc.ca/parliamentary-business/legislation-debates-proceedings/40th-parliament/4thsession/bills/third-

reading/gov40-3（2020 年 2 月 14 日閲覧） 
32 Krupa, H. J.,The Legal Framework for Carbon Capture and Storage in Canada, in Carbon Capture and Storage: 

Emerging Legal and Regulatory Issues, (2nd Ed), Havercroft, I., Macrory, R. and Stewart, R. B., (eds), Hart 

Publishing, Bloomsbury, 2018, p.174 
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表 4-8 カナダ連邦政府・州政府のインセンティブ制度 

 

 

法域 政策オプション 政策 概要 施行年／現況

連邦

Carbon Offset

System/Compliance

Offset System

カーボンオフセット制度／

コンプライアンスオフセッ

ト制度

Greenhouse Gas Pollution

Pricing Act

・大量排出者に係る排出ベースプライシング制度（Output Based Pricing Syste: OBPS）を確立する法律であり、連

邦のクレジットを与える連邦オフセット制度（Federal Offset System）ののための規制を提供するもの。

・提案されたOBPS規制は、連邦によって規制された施設が順守方法として連邦オフセットクレジットを利用可能と

する。オフセットクレジットは新規技術に係るプロジェクトによって創出される。CCSプロジェクトはクレジットを

創出するカテゴリーとして期待されており、CCSに関わるオフセットプロトコルが現在設計されているところであ

る。

・創出された余剰クレジットはバンクまたは取引することができる。

提案中

連邦

Emissions Performance

Standard

排出パフォーマンス基準

Reduction of Carbon Dioxide

Emissions from Coal-fired

Generation of Electricity

Regulations 202 under the

Canadian Environment

Protection Act (CEPA)

・すべての石炭焚発電所に対し、Gwh当たりCO2排出限度を420トンとする規制。石炭焚発電所からの累積CO2削減

量は、2036年までにカナダ全国で2億1400万トンと見積もられる。

・この規制によれば、CCSを備えた新規及び寿命の終わりにある石炭焚発電所は、2024年1月までパフォーマンス基

準の適用を免除される。

＊本法令は、CCS及び関連する技術の仕様について言及しており、CCS-EORが適格であるかは明記されていない。

実施中

連邦 RD&D資金 Natural Resources Canada

・クリーン経済の構築を目的とする資金支援。エネルギーイノベーションプログラムというプログラムも実施してい

る。

・これまでCCSプロジェクトへ資金支援を行った実績がある。

実施中

連邦 グラント Funding for CCS
・カナダ政府は炭素回収・貯留イニシアティブに5億カナダドルを超える支援をコミットした。この金額には、サスカ

チュワンのバウンダリーダムクリーンコールイニシアティブへの2億4000万カナダドルの支援を含む。
実施中

アルバータ州

Emissions Reduction

Targets, Fund

Mechanism

Alberta Climate Change and

Emissions Management

Amendment Act

・この法律は、排出を削減するために排出強度ベースで割り出した標的を選定し、報告義務を規定し、気候変動及び

排出管理ファンドを特定のガスの排出削減あるいはアルバータ州の気候変動への適応能力を支援するために設立し

た。

・同法のセクション10(3)：気候変動及び排出管理ファンドは、排出の削減あるいはアルバータ州の気候変動への適

応能力の支援に使われる。これにはCCS技術の実証事業への資金支援も含まれる。

アルバータ州
Emissions Performance

Standard

Carbon Competitiveness

Incentive Regulation (CCIR) -

Alberta Regulation 255/2017

・これらの規則は、気候変動及び排出法の下で制定された。CCIRは、2003年またはその翌年に10万トン以上のGHG

を排出した施設に適用される。

・CCIRは、個々の業界に対する炭素排出原単位枠のアウトプットベース配分を導入した。実際の排出原単位がベンチ

マークを超えた場合、大量排出企業は排出パフォーマンスクレジット、排出オフセット、あるいは適用年における実

際の排出量に対するファンドクレジットを利用して、ネット排出量を減らさなければならない。

2017年／継続中
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法域 政策オプション 政策 概要 施行年／現況

アルバータ州
Carbon offset

Compliance Scheme

Alberta Emissions Offset

Registry (AEOR)

・規制を受ける排出者がCCIRの下での法令順守オプションとして排出オフセット使用できるようにするもの。排出オ

フセットは、政府が承認した定量化プロトコルにしたがって定量化され、AEORに記録される。
2017年／継続中

アルバータ州
Carbon offset

Compliance Scheme

Alberta Emissions Offset

Registry (AEOR)

・アウトプットベースの配分を受けている施設は、CCIRに示された削減目標以上に削減することでクレジットを創出

できる。これらの追加的な削減は、当該施設が規制要件を満たしていれば、Emissions Performance Creditsとして

バンキング、トランスファー、あるいは償還することができる。EPCはAEPC Registryに記録される。

・CCS及びCO2-EORプロジェクトはこのスキームに適格である。

2007年／継続中

アルバータ州
Grants/Subsidies

グラント／補助金

Emissions Reduction

Alberta/Climate Change and

Emissions Management

Corporation

・GHG排出量を削減する、CCSプロジェクトを含む技術への投資資金支援 2009年／継続中

アルバータ州 グラント

"Carbon Capture and Storage

Projects in Alberta" Program

of 2008

・2008年に、アルバータ州政府はCCS Development Council(CCS開発協議会、現CCUS開発協議会）の提言に従

い、大規模CCSプロジェクトへ20億ドルの支援を約束した。
2009年／継続中

アルバータ州 RD&D資金 Alberta Innovates ・CCU技術への資金を提供 2016年／継続中

アルバータ州 グラント／資金支援
Carbon Capture and Storage

Funding Act
・アルバータ州内でCCS設備を設計・建設・操業する事業に対する資金提供 2009年／継続中

ブリティッシュ

コロンビア州

Cap and Trade System

キャップ・アンド・トレー

ド制度

Greenhouse Gas Industrial

Reporting and Control Act - 1

Aug 2016

・石炭火力発電施設及びLNG施設に対し、GHG排出量を報告し排出ベンチマークを順守するよう義務付ける法律

・規制を受ける事業は、義務を達成するために、オフセットユニットの購入、自社の排出原単位基準を下回った分の

クレジットの獲得、州の設定価格でのfunded unitsの購入などが可能である。

・施設から回収・貯留されたGHG排出は、順守義務を免除される。

2016年／継続中

ブリティッシュ

コロンビア州

Cap and Trade System

キャップ・アンド・トレー

ド制度

Greenhouse Gas Industrial

Reporting and Control Act - 1

Aug 2016

・ブリティッシュコロンビア州カーボンレジストリを確立した。同レジストリは規制されたオペレーターが、排出量

ベンチマークの順守オプションとして使用可能な排出オフセットユニットを記録するもの。

・排出オフセットユニットは、第三者機関に検証された承認済みの排出オフセットプロジェクトによって除去または

削減されたGHG排出を持って獲得できる。

・CCSプロジェクトは、オフセットクレジットを創出できる排出オフセット承認プロジェクトとして適格である。

2015年／継続中

ブリティッシュ

コロンビア州
Tax

Carbon Tax Act - British

Columbia (SBC 2008) Chapter

40

・第84項の(3)(o)は、次のような場合の燃料または可燃物の使用であれば、知事が税の免除規則の制定もしくは納付

された税金を還付することができる：

(i) 規則にしたがった回収・貯留あるいは回収・隔離を行う設備の稼働に使用される場合

(ii) 燃料または可燃物が使用されても、規則に従ってGHGが回収・貯留あるいは回収・隔離され、大気中へ放出され

ない場合

2008年／継続中
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出所）GCCSI（2020）を基に三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券（株）が作成 

 

 

法域 政策オプション 政策 概要 施行年／現況

サスカチュワン

州

Emissions Offset

Scheme

The Management and

Reduction of Greenhouse

Gases (Standards and

Compliance) Regulations

under the Management and

reduction of Greenhouse

Gases and Climate Change

(MRGG) Act 2009

・MRGGは、州のオフセットプログラムの設置について立法権限を与える。カーボンオフセットをGHG排出を回収、

削減、隔離して大気への放出を防止するプロジェクトのクレジットと定義している。

・MRGG Regulationは、25ktCO2eを排出する施設が、排出の削減やパフォーマンスクレジットまたはオフセットク

レジットのような、承認された順守オプションを使ってパフォーマンス基準を達成するよう義務付けている。

・同Regulationはまた、CO2e排出量が2017年もしくは商業生産を行った直近の1年間に1万トンCO2e超を排出した

施設に対し、排出パフォーマンス基準を自主的に順守するよう求めている。

・現在、サスカチュワン州は州のカーボンオフセット制度を設計中であり、同制度では適格なプロジェクト事業者が

創出したカーボンオフセットクレジットを規制される排出者が義務順守に使用できる。

提案中

サスカチュワン

州
ファンド

The Management and

Reduction of Greenhouse

Gases and Climate Change

Act 2009

・2009年MRGGAの第24項に従い、Technology Fund Corpが設立され、規制を受ける排出者がCCSのような活動を

行うための資金支援を提供する権限を与えられた。

・続く2018年改正では、前述の項を廃止し、第23.1項を追加。Saskachuwan Technology Fundが関連する大臣に

対し、「同ファンドを使ってサスカチュワン州内のGHGの削減、隔離、回収に寄与するイニシアティブを支援する権

限」

を与えた。

・the Management and Reduction of Greenhouse Gases (Standards and Compliance) Regulationsが公布さ

れ、2019年1月に施行された。同Regulationsは、前述の2018年改正による醍23.1項に設定されたファンドの目的に

沿って規制排出者に資金支援を行う権限を授与した。

＊この件で唯一明示されているのは、同ファンドは、GHGの削減、隔離、回収につながるサスカチュワン州内のイニ

シアティブを支援するという点である。

・サスカチュワン州環境省は同ファンドの設計及び実施についてステークホルダーの意見を収集しているところであ

る。同ファンドは 2019年終わりに実施される予定である。

2009年／継続中

実施が提案されている
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4.5 EU 

4.5.1 CCUS/CCS に係る法規制 

EU は、同連合を構成する加盟国と共に、世界及び地域における CCS の配備（の必要性）

を訴える強力な主唱者である。CCS は欧州委員会（European Commission：EC）の気候・エ

ネルギーパッケージの重要な部分を占め、EU が低炭素エコノミーへと変貌するのを支援す

るものである。2014 年に EC へ提出された 2030 年気候・エネルギーの枠組みは、CCS を次

のように捉えている：「（CCS は）長期にわたり産業工程からの排出を直接、大規模に削減

するのに必要な唯一の選択肢である」。 

EU は、超国家的なフォーラムにおいて CCS 技術について包括的かつ結集した政策環境

のけん引役である。国際的・地域的な支援について一致する中で、EU 及びその加盟国は CCS

技術のステータスを明らかにし、設備の設置に係る法律上の障壁を取り除き、規制の枠組み

を整えてきた。EU の CCS に対する地域的対応の根幹は、EU の環境及びエネルギー法の広

範な主要部分の中における次の 2 点である。 

⚫ 法規制の包括的枠組みの展開 

⚫ 技術の実施に係る障壁の撤廃 

EU 及び加盟国は、CCS の初期の法的枠組みの策定に重要な役割を果たしており、また、

CCS 技術が提示した新しい難問に対して最初の対応を法規制において行ったことにおいて

も同様である。 

(1) 法規制の枠組み 

EU の Directive 2009/31/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009（以

下、CCS 指令）は、CCS 技術に係る欧州委員会（EC）の法規制の基盤を成すものである33。

幾度かの修正が、EU 排出量取引制度（EU Emission Trading Scheme: EU ETS）や廃棄物枠組

指令などを含む、より広範な EU 環境法制の部分に関して行われており、CCS 指令は CCS

事業を規制する原則を示す法律である。 

表 4-9 EU CCS 指令* 

 2009 年 4 月採択、同 6 月施行 

規制当局 EC 

位置付け 
⚫ より広範な「気候及びエネルギーパッケージ」の一部分。 

⚫ 同 Package は EU が 2020 年の気候及びエネルギー目標*を達成す

ることを義務付けている 

 
⚫ （Official EU Website より追加） 

 
33 EU（2009）"Directive 2009/31/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the geological 

storage of carbon dioxide and amending Council Directive 85/337/EEC, European Parliament and Council Directives 

2000/60/EC, 2001/80/EC, 2004/35/EC, 2006/12/EC, 2008/1/EC and Regulation (EC) No 1013/2006 (Text with EEA 

relevance)" https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0031（2020 年 1 月 15 日閲覧） 
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⚫ EU 域内におけるすべての CO2 貯留を対象とし、貯留サイトの寿

命全般に及ぶ（同上） 

⚫ 2011 年 6 月 25 日までに各国の国内法に CCS 指令の条項を組み込

むよう義務付け 

⚫ 各国は CCS 指令の要件を、一定の裁量権を持って国内法規制に組

み入れる 

⚫ 加盟国による CCS 指令の自国法規制への転置は遅れており、EC は

著しく遅れている加盟国に対し、義務履行違反通知を発行し、一部

のケースでは、初期の欧州 CCS 事業に負の影響が出るなどしてい

る 

*1990 年比で EU の GHG 排出を 20%削減、②EU のエネルギー消費に占める再生可能エネルギー起源エネ

ルギーの割合を 20%に増大する、③EU におけるエネルギー効率を 20%改善する。 

出所）GCCSI（2020）を基に三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券（株）が作成 

(2) CCS 指令のスコープと目的 

CCS 指令第 1 条には、「気候変動への取組みに貢献し、CO2 の環境にとって安全な地質

学的貯留」の法的枠組みを確立するものであるとある。さらに、その目的は、「CO2 を環境

及び人への負の影響及びリスクを防ぐ、または取り除くといった方法」で、CO2 を永久に閉

じ込めることである。したがって、EU は CCS 指令の中で CCS 活動を規制するための「環

境的」基準を確立している。CCS の規制モデルを開発するに当たり、EC は既存の法的手段

活用し、回収及び輸送の要素に価格リスクを管理するようにした。統合された汚染防止及び

制御（integrated pollution prevention and control: IPPC）指令への修正は、回収設備をこの指令

の条項に盛り込んだ。一方、環境影響評価（Environmental Impact Assessment: EIA）指令への

修正は、回収と輸送の両方の活動を当該指令の範疇であるとしている。 

CCS 指令に追加された修正では、CCS に対する多くの法的障壁を取り除き、より広範な

EU 指令や規制における CCS 技術のステータスを明確にした。CCS は欧州水・廃棄物法の

スコープから外されることで CCS 事業の合法性を確保し、また、地質学的永久貯留の目的

で圧入された CO2 の法的位置付けを明確にした。さらに、CCS 指令の第 12 条に条項が追

加され、CO2 ストリームの受入れのクライテリアを規定し、圧入された CO2 ストリームは

圧倒的に CO2 で構成されていることを確保するとした。このため、いかなる廃棄物もその

他の物質も処分の目的で（CO2 に）加えてはならないのである。 

その他の法的手段も、主に環境へのリスクを最小化し管理することを目指して、CCS 指

令によって修正され、CCS の工程に係る活動を明確に含むか除外するとした。環境ライア

ビリティ指令（Environmental Liability Directive: ELD）への修正では、貯留事業は ELD の

附属書 III に記載されることで、厳格なライアビリティ条項が盛り込まれることとなった。

その結果、サイトの事業者は関連する汚染及び/またはその他の損害の要素を制御、封鎖、

除去ないしは管理する義務を負う。あるいは、漏えいなどの事故が起きた場合には必要と

される修繕処置をしなければならない。ELD の条項はまた、貯留事業者がまだ起きていな

い損害、あるいは損害が起きる毎泊な脅威に対し、貯留の事業者が責任を負わねばならな

いとする。 

CCS 事業実施に係るインセンティブは、EU ETS 指令に行われた修正で加えられた。EU 
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ETS 指令に準じて回収・輸送・貯留された CO2 は、サイト事業者がサイト操業中に排出し

た排出量には含まれない。したがって、ETS 指令に貯留サイトを含めることに寄有り、ライ

アビリティは貯留事業者が負うことになり、貯留された CO2 が貯留サイトから漏えいした

場合などにのみ、事業者は排出枠割当を放棄する責任がある。漏えいが発見された場合には、

事業者は排出枠割当を放棄する義務がある。 

貯留指令は「加盟国領内、特別経済区、及び大陸棚」における CO2 の地質学的貯留に適

用される。しかしながら、加盟国は自国の領地の一部あるいはすべてにおいて「いかなる貯

留も認めない」権利を保持する。CCS 指令を国内法規制に包含するに当たり、加盟数か国が

国内貯留事業に制約をかけた。これは、本条項によるもので、地質学的な限界容量、オフシ

ョア貯留の優先、あるいは時間と容量において貯留事業を制限することを強調する。 

(3) EOR との関係 

CCS 指令には EOR 事業について明確な言及がないが、前文第 20 段落には次のように記

載されている。なお、同段落では、EOR を炭化水素増進回収（Enhanced Hydrocarbon Recovery: 

EHR）として定義している。 

⚫ EHR とは水の圧入その他の方法と共に、炭化水素を回収することを指す 

⚫ EHR そのものは CCS 指令のスコープには含まれない 

⚫ EHR が CO2 の地中貯留との組み合わせで実施されるのであれば、CCS 指令の CO2

の環境的に安全な貯留の規定が適用される。この場合、地上の設備から通常の EHR

によって放出される量を超過しない CO2 漏えい量であって、地質学的貯留の安全性

や周辺環境損なうことがない限りは、CCS 指令の漏えいに関する条項は適用されな

い（このような放出は指令 2003/87/EC の貯留サイトの規定に含まれ、また、2003 年

10 月 13 日の欧州理事会指令が GHG の排出量取引制度（EU ETS）において漏えい分

の排出枠割当は放棄されねばならないとの規定が適用される） 

 

この前文によれば、CCS 指令は基本的に EHR（EOR）事業を規制するものではないが、地

質学的貯留と共に行う場合は環境面で規制するということになる。しかしながら、この前文

は EHR を CCS 指令から正式かつ法的に除外しているわけではなく、解釈の手段を示してい

るのみである。この点について、いくつかの意見が出されている。専門家の意見では、英国の

弁護士で、EU の CCS 指令に詳しい Macrory 教授の見解は次のとおりである。「望ましい解

釈としては、CCS 指令の貯留の概念は、CO2 の圧入と貯留を包含する意図はなく、これは EHR

事業においては不可避の、あるいは通常の結果である。これには増進回収に寄与する CO2 の

圧入と共に、緩衝作業に関連するあらゆる一時的貯留が含まれている。しかしながら、回収

作業の前後に増加分の貯留を始めた場合には、CCS 指令の要件が適用される。34」 

EC の担当官に本件について直接確認したところ、CCS 指令は、CCS-EOR を除外しては

いないとの回答であった。 

 
34 Macrory, R. et al., Legal Status of CO2-Enhanced Oil Recovery, SCCS CO2-EOR JIP (2013), Available at 

www.sccs.org.uk （2020 年 3 月 3 日閲覧） 
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(4) 規制の枠組み 

CCS 指令は CCS に特化した包括的な枠組みを設定しており、探査および貯留活動の許可、

モニタリングと報告の義務、ライアビリティ及び財務保証条項、貯留サイトの閉鎖及び長期

スチュワードシップを有効にする手続きが盛り込まれている。 

同指令の中核を成すのは、事業のライフサイクルと CCS 事業の寿命全般にわたる責任の

所在である。EC の指令実施のための補足ガイダンスより、事業の各フェーズ及びマイルス

トーンを図 4-2 に示す35。 

 

図 4-2 CO2 貯留ライフサイクルの各フェーズ及びマイルストーン概要 

出所）GCCSI（2020）を基に三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券（株）が作成 

(5) 事業の許可 

CCS 指令は、CCS 事業を規制する 2 種の許可証を規定している。これらの許可なく探査

や貯留を行った場合は法令違反とされる。 

⚫ 探査許可 

➢ 候補となる貯留サイトの評価に必要な調査活動を許可するものである 

➢ EU 加盟国が、適切なサイトのみが選定され、当該サイトに漏えいリスクがない

ことと、環境及び人の健康に損害を与えないことを確保する 

➢ サイトの適性を確保するための詳細なサイト選定手続き 

➢ 加盟国が貯留サイトの選定に必要な情報を探査で取集する必要有りと判定した

場合にこの許可を取得せねばならない。 

 
35 EC（2009）"Implementation of Directive 2009/31/EC on the Geological Storage of Carbon Dioxide, Guidance 

Document 1, CO2 Storage Life Cycle Risk Management Framework" 

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/lowcarbon/ccs/implementation/docs/gd1_en.pdf （2020 年 1 月 15 日閲

覧） 

M２：
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圧入終了/閉鎖
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➢ 探査許可は必要な専門性を持つすべての申請者を対象とし、「客観的で、公表さ

れており、非差別的な基準」に基づいて付与される。 

➢ 加盟国の適任な機関が許可証を発行する。許可証は、一定の容積のエリアに付与

され、許可の保持者に当該貯留サイトを探査する独占権を与える 

➢ 探査活動には、サイトの特性を判断するため、掘削や圧入試験などが含まれる 

 

⚫ 貯留許可 

➢ 永久貯留を目的とした地層への CO2 圧入を許可するもの 

➢ サイトが選定され、その特性が特定されれば申請が可能となる 

➢ CCS 指令では、特定のサイトの探査許可保持者は貯留許可が与えられる優先権

を持つ 

➢ 探査許可同様、加盟国は貯留許可の申請者はすべての専門性を持つ申請者とし、

「客観的で、公表されており、非差別的な基準」に基づいて許可の判断を行う 

➢ 事業者には、選定されたサイトの操業について技術的に適任であり、必要な技術

トレーニング及びスタッフの育成が実施されており、財政的にも安定している

ことを証明する義務がある 

➢ 事業者は、サイトの稼働と閉鎖後の期間のコストを賄う財務保証を提供する義

務がある 

(6) 計画の準備 

事業者がサイトの操業や閉鎖の管理に係る詳細な一連の計画案を用意することは、CCS

指令の許可モデルにおいて重要な要素である。これらの計画は、モニタリングの準備や、漏

えい時の是正処置案、漏えいリスク、健康リスク、環境へのリスク、閉鎖後の期間の行動方

針案を説明する。CCS 指令は規則との双方向の取組みを求めており、事業者は事業の寿命

全般にわたって頻繁に計画や過程を再評価し更新する義務がある。事業者は、環境及び健康

へのリスクや、新規の科学的知見、利用可能な最高の技術の進歩を評価し関連する変更を一

連の計画に反映していく必要がある。 

(7) モニタリング及び報告の義務 

CCS 指令は加盟国に対し、事業者が圧入設備・貯留設備（可能であれば CO2 プルームの

所在も）、そして適切であれば周辺環境のモニタリングを行うと保証させねばならない。モ

ニタリングは事業者のモニタリング計画に基づいて開始され、次に挙げる事項について実

施される。 

⚫ CO2 の挙動モデルと実際との比較 

⚫ 重大な違反（significant irregularities） 

⚫ CO2 の移動 

⚫ CO2 の漏えい 

⚫ 周辺環境への著しく有害な影響 

⚫ 実施された是正処置の効果 

⚫ 貯留施設の安全性と完全性の評価の改訂 
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事業者は、最低でも毎年、国家機関に対してモニタリング結果を提出する義務がある。こ

の報告義務の一部として、事業者はまた、圧入された CO2 流体の量と属性、財務保証の証

拠、その他必要と思われる情報を管轄当局へ提供する。 

(8) 財務保証 

CCS 指令の財務保証条項には、より広範な EU の環境法、特に 1999 年の埋立て指令の条

項が反映されている。CCS 指令には、財務保証の提供を目的とする 2 つの要素が含まれて

いる。一つは財務保証（第 19 条）もう一つは財務メカニズム（第 20 条）である。19 条は、

貯留許可の申請者が、財務保証またはそれと同等の方法で、加盟国の取決めに基づいて適切

な対策が取られていることの証拠を提出するよう義務付けている。財務保証の提供は、CCS

指令に準拠して発行される許可の下で生ずるすべての義務の履行を確保するものである。

これには、EU ETS 指令によって生ずるサイト閉鎖及び閉鎖後の要件と義務が含まれる。財

務保証は、サイトの責任が国に移転されるまで保持しなければならない。 

19 条は、受入れ可能な財務保証の種類については非常に柔軟であることが強調されてい

る。したがって、加盟国には、財務保証についていかに取り組むかについて裁量権がある。

EC ガイダンスの文書 4 には多くの選択肢が記載されており、中には管轄当局へ資金を預け

る、解約不能の信託基金、エスクロー口座、銀行その他の信用保証、サイトの閉鎖と閉鎖後

管理をカバーする前払い保険証券、漏えいをカバーするライアビリティ保険証券、及び財務

試験に基づいた事業者による内部アシュアランスが含まれる。 

CCS 指令は財務保証の定期的な調整を認めており、算定した漏えい率や法的義務を果た

すのにかかる費用などを考慮して見直す。CCS 指令には具体的な調整時期などは明記され

ていないが、EC のガイダンスには、サイトの操業期間中は 3 年から 5 年ごと、閉鎖から法

的責任の移転までの間は 5 年ごとといった頻度が提唱されている。高インフレが起きた際

などはさらに調整の頻度は多くなるだろう。 

20 条は、貯留サイトの責任移転後に事業者が負う財政責任に関連する。事業者には、責

任移転の前に管轄当局へ資金を拠出する義務があり、少なくとも移転後に 30 年間行われる

モニタリング費用はこの資金で賄われる。EC ガイダンスは、CCS 指令の移転条項モニタリ

ング、是正処置、EU ETS 指令に基づく排出枠割当の放棄）の下で国へ移転されたライアビ

リティのいずれかはこの資金で賄われると提唱している。CCS 指令は、最低でも 30 年間の

閉鎖後モニタリング費用を賄うことを条件として、加盟国の裁量で事業者が拠出する資金

の額を決定することを認めている。 

(9) サイトの閉鎖及び閉鎖後の管理 

CCS 指令の重要な側面は、長期ライアビリティを規定する条項であり、長期にわたる貯

留に取り組み、CCS技術に対する公的な信頼や投資家の信用に応えることを目指す。ECは、

同指令に移転メカニズムに係る条項を含み、加盟国が国内法を制定後、サイト閉鎖後に事業

者から加盟国の管轄当局へのライアビリティの移転を可能とする。 

CCS 指令の指定する条件を満たせば、同指令 18 条が定めるところの、EU 法の下での一

定の責任移転に従うこととなる。次に上げる事項が含まれる。 
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⚫ CCS 指令が定めるモニタリング及び是正処置に関連する責任 

⚫ 漏えいした場合の、EU ETS 指令に基づく排出枠割当の放棄に係る責任 

⚫ ELD が定める回避行動及び修繕に係る責任 

 

事業者は 18 条の定める条件を順守し、管轄当局の承認を得て、移転を完了する。18 条(1)

は次の条件を満たすよう要求している。 

⚫ 貯留された CO2 が完全かつ恒久的に封入されたことを示すすべてのエビデンス 

⚫ (b)管轄当局が定める最短期間は最短でも 20 年とし、この期間の終了前に(a)の基準が

順守されたと当局が認めた場合はこの限りではない。 

⚫ (c)20 条の財政的責任が順守されている 

⚫ (d)サイトの CO2 は封入され、圧入施設が撤去されている 

 

以上の移転条項にかかわらず、CCS 指令には、責任移転後に、管轄当局が事業者に費用を

請求したり事業者から回収したりすることを認める条項がある。「事業者側にデータの欠落、

情報隠蔽、怠慢、虚偽、デューデリジェンスの不実施などを含む過失があった場合、」管轄

当局はこの権限を行使できる。 

4.5.2 インセンティブ制度 

表 4-10 に EU のインセンティブ制度をまとめた。 
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表 4-10 EU のインセンティブ制度 

 

 

 

政策オプション 政策 概要 施行年／現況 リンク

キャップ・アン

ド・トレード制度

EU Emissions Trading

System (EU ETS)

（EU排出量取引制度）

・世界初かつ最大の温室効果ガス（GHG）排出量取引制度であり、31か国で実施されている(EU加盟28か国とア

イスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェー）

・2005年に導入され、現在は第3フェーズ(2013～2020年）にある。同制度はこれまで、いくつかの変更を行っ

ている。第4フェーズとなる2021年1月には、さらなる変更が予定されており、EU ETSは発電所や工業プラント

等、いくつかの多排出セクターに排出量限度を課す。同制度は、EUのGHG総排出量の45％を取り扱う。

・CCSは明確にEU ETSの適用範囲に含まれる活動である。したがって、EU CCS Directive（EU CCS指令）に基

づいて回収・移送・貯留されたGHGは、排出とは見なされない。

・GHG排出量キャップをかけられ、かつ排出割当の購買力がある企業にとって、同制度はCCSのような排出量削

減技術への投資を誘うインセンティブとなる。

2005年／継続中
https://ec.europa.eu/clima/poli

cies/ets_en

ファンディングプ

ログラム
NER300

・EU ETS制度は、排出枠3億トン分あるいは排出枠の5%分を2013年～2030年の期間に販売する。この販売によ

る収入は、CCS技術の大規模実証への協調融資に充てられる予定である。
2005年／継続中

https://ec.europa.eu/clima/poli

cies/innovation-fund/ner300_en

ファンディングプ

ログラム
ETS Innovation Fund

・ETSイノベーションファンドは、NER300に続く制度であり、EU ETSの第4フェーズ期間に施行される。同

ファンドは、CCSなどの革新的技術の実証に対する既存の支援を拡大するものである。

・工業生産の脱炭素化対策にも資金支援を行う。

提案中

RD&D　資金支援

The Euroean Union

Strategic Energy

Technology Plan (SET

Plan)

・SET-Planの目的は、低炭素技術の開発と実用化を加速させることにある。国の研究開発努力と事業の資金調達

支援をコーディネイトすることにより、新技術の向上及びコスト削減を目指す。

・CCSは、SET Planの下で2018年1月に採択された11の実施計画のうちの一つであった。

2008年／継続中

RD&D　資金支援

Research funding

programs FP €117M since

1990

・EUは、研究開発を支援してきた；クリーン・コール及びCCS技術の開発・実証事業をおよそ20年続けている。

・1990年～1994年にわたった第3フレームワークプログラム（FP3）以降、EUはCCS及びクリーン・コールのお

よそ40件のプロジェクトについて1億1700万ユーロの資金支援を行った。1998年～2002年（FP5）では、主な

プロジェクトはCO2貯留及びそのモニタリングに集中した。一方、貯留に取り組むプロジェクトが目立ったの

は、FP6の2002年～2006年の期間だった。

・FP7では現在、クリーン・コール技術及びCCS技術の分野におけるいくつかの研究開発活動を支援している。

現在のフレームワークプログラムにおける資金支援の対象は、CCSが優先されている。

1990年／継続中
https://ec.europa.eu/research//

fp7/index_en.cfm
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出所）GCCSI（2020）を基に三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券（株）が作成 

 

政策オプション 政策 概要 施行年／現況 リンク

RD&D　資金支援 Horizon 2020

・Horizon 2020は新規の革新技術資金支援メカニズムであり、欧州委員会による既存の研究及び革新技術資金支

援メカニズムに代わるもので、例として第7フレームワークプログラム（FP7）がある。Horizon 2020は2014年

～2020年までの単独プログラムである。CCSは、同プログラムの資金支援対象分野に含まれる。

2014年～2020年／継続中
https://ec.europa.eu/programm

es/horizon2020/en/area/energy

グラント

EU Energy Program for

Recovery

（回復に向けたエネルギー

プログラム）

・2009年に発足した「回復に向けたEUエネルギープログラム」（EU Energy Program for Recovery）は、ポー

ランド、ドイツ、オランダ、スペイン、イタリア、英国で実施されるCCSの実証のために10億ユーロを用意。

2009年12月に、6つのプロジェクトに資金支援が行われた。しかし、これらのうちで進展がみられなかったプロ

ジェクトへの支援は結果的に見送られた。

2009年／終了
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4.6 英国 

4.6.1 CCUS に係る法規制 

英国は自国の排出を制限・削減し気候変動に取り組むに当たり国内政策及びプログラム

の導入に強い姿勢で臨んでいる。2008 年気候変動法（2008 Climate Change Act: CCA）は英

国気候変動政策の基盤であり、2050 年までに GHG 排出を 1990 年比で 80％削減するという

法的拘束力のあるコミットメントをしている。CCA の中核を成すのは、大気中に放出され

る GHG 排出量に上限を設けるという法的拘束力を持つカーボンバジェットである。削減コ

ミットメントに加え、CCA によって、義務付けられたカーボンバジェットのデリバリーを

監督し政府へ年間進捗報告を提供するために気候変動委員会（Committee on Climate Change: 

CCC）が設置された。 

英国は、EU の CCS 指令に則り 2010 年に関連する法規制を整えたが、その後、具体的に

実現できた事業は 2020 年 3 月現在、存在しない。現地の民間事業者等にヒアリングした結

果、CCS のシード事業に対して、政府支援が円滑に提供されなかったことに要因があると

する発言があった。 

一方で、2017年10月に公表された英国政府のクリーンな成長戦略（Clean Growth Strategy）

では、同国の CCS 技術に対するコミットメントを再確認している。同戦略の下、政府は英

国が「CCUS 技術のグローバルリーダーであり、コストが十分に引き下げられれば、英国政

府は 2030 年代には大規模に CCUS を導入するとの選択肢を有する。」と発言している。同

戦略を支援するため、英国政府は CCUS コストチャレンジタスクフォース（CCUS Cost 

Challenge Taskforce）を設置し、助言の提供のほか、「UK CCUS Deployment Pathway: An Action 

Plan」を発行し、その中で 2030 年の同政府の政策野心を達成するための政府及び業界に必

要な道筋を設定する動きもあった。 

このような流れの中で、英国において、CCUS/CCS の転換期となったのは 2019 年である。

同年 6 月、英国会は、CCA を改正して同国の温室効果ガスの排出量を 2050 年までに実質ゼ

ロにすることを決定した。また、英国政府は、今後のエネルギー政策において CCUS/CCS を

重要視している。2019 年に CCS を含む CCUS 事業を促進するためのビジネスモデルについ

て市中協議を実施し、CCUS/CCS の商業化を後押しする流れが起き始めた3637。これらの新

たな政府の取組みの下、英国における CCUS/CCS に係る動きが活発化した。2020 年 3 月に

公表された政府予算（案）では、CCS のクラスター事業開発のため、2 つの案件に対して、

8 億ポンドの予算を付けている。同予算では、2020 年半ばまでに 1 件、2030 年までに追加

 
36 BEIS（2019）"BUSINESS MODELS FOR CARBON CAPTURE, USAGE AND STORAGE; A consultation 

seeking views on potential business models for carbon capture, usage and storage （市中協議文書） 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/819648/ccus-

business-models-consultation.pdf （2019 年 11 月 5 日閲覧） 

37 CURRENT (2019 年 10 月 16 日）"Work in progress energy white paper delayed until Q1 2020" 

https://www.current-news.co.uk/news/achieving-net-zero-is-first-priority-according-to-leadsom-in-beis-committee 

（2020 年 3 月 13 日閲覧） 
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１件と、合計 2 件の事業開発に予算を振り分ける予定である38。 

2010年に完備されたCCUS/CCSに係る法規制は、EUのCCS指令の下で整備されたため、

専門家や民間の意見では、必ずしも事業化を後押しするような内容ではないという。現地で

ヒアリングを行う中で、あくまでも憶測内での発言ではあったが、ポスト・ブレグジットに

おいて、これらの見直しが行われる可能性を示唆する関係者もおり、今後の動きを注視する

必要があると考える。 

(1) 法規制の枠組み 

英国政府は早くから国際・地域協定への CCUS 技術の包含を提唱しており、また、CCS に

特化した包括的な法規制の枠組みを展開した国々のうちの 1 つである。GCCSI の 2018 年国

別評価によれば、英国は、「CCS プロジェクトサイクルのほぼすべての部分に適用可能な、

CCS 限定または既存の法令がある 5 か国のうちの 1 つである。」 

英国の CCS 限定の法規的枠組みは、特に包括的で、CCS 事業のライフサイクルを通して

発生が見込まれる主要課題に対処可能である。当該主要課題には次を含む： 

⚫ CCS 事業の法的許可の取得 

⚫ CCS 事業の全工程（サイトの選定、設計、回収、輸送、貯留、閉鎖、モニタリグを

含む）に対処する法的枠組み 

⚫ 事業の適切な立地特定、行届いた環境影響評価手順 

⚫ ステークホルダー及び公衆コンサルテーション 

⚫ 閉鎖・モニタリグ・貯留 CO2 の偶発的放出管理に係る長期的ライアビリティ 

 

また、英国は EU 加盟国として EU の貯留指令に適合し整合するよう義務付けられてい

た。 

⚫ Energy Act 2008（EA2008）は、Carbon Dioxide (Licensing etc.) Regulations 2010 と共

に、EU 貯留指令の要件を英国の法規へ転置するものである 

⚫ 当該 EU 指令の施行前から、英国は CCS 技術の導入支援のための独自政策及び法規

制モデルの構築を開始していた 

⚫ したがって、EA2008 が当該 EU 指令に先行することで、英国政府は意図的に他の EU

加盟国を出し抜き、ファースト・ムーバーとしての地位を固めるという選択をした

との見方もある 

(2) 英国の規制の枠組み 

英国の規制の枠組みを次にまとめた。 

⚫ EA 2008 は、英国に既存のオフショア石油・ガス制度を修正し、貯留事業のライセン

ス制度に係る多くの新規条項を含む、オフショア貯留事業に関するライセンス制度

 
38 2020 年の予算で挙げられた 2 件の具体的詳細については公表されていない。英国政府（2020 年 3 月 12

日）"Policy paper Budget 2020" https://www.gov.uk/government/publications/budget-2020-documents/budget-

2020#budget-report （2020 年 3 月 13 日閲覧） 
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の枠組みを確立39 

➢ 上記の修正には、Gas Importation and Storage Zones (GSIZ)の指定、排他的経済水

域（Exclusive Economic Zone (EEZ)）の国王権（Crown rights）の拡大、オフショ

ア貯留事業の完全なライセンス制度、貯留事業に係るオフショア施設の放棄に

便宜を図る Petroleum Act 1998 の修正を含む 

⚫ Carbon Dioxide (Licensing etc.) Regulations 2010（CDR2010）は前述の EU 指令の英国

法への転置を完成するもの40。EA 2008 の手続き要素にさらなる詳細事項を積上げて、

同 CDR2010 は、ライセンス、貯留許可、規制当局の権限と義務についての英国の手

法を提示した。 

⚫ 英国はまた、EU 貯留指令を国内法に転置するためにより広い環境、計画、責任の法

規を修正した。修正はパイプライン、インフラストラクチャー、汚染防止・管理、排

出権取引、環境影響評価、環境責任法令に及び、英国の既存の規制の枠組みを同 EU

指令の手法に適合させた。 

⚫ EA2016 により、英国の石油・ガスのライセンス制度モデルに大幅な変更がなされ、

規制の権限が国務大臣から新規に設立された Oil and Gas Authority (OGA)へ正式に移

譲された。OGA は現在、英国のすべてのオフショア CO2 貯留事業ライセンス制度当

局である（スコットランドの領域につながる領海はスコットランドの大臣の統制下

にある）。OGA は CO2 のオフショア貯留を規制し、貯留許可を承認し、炭素貯留パ

ブリックレジスターを保持する。事業開発者は、ライセンス申請のほか、Crown Estate

または Scottish Crown Estate から権利の適切に取得しなければならない。 

⚫ 英国政府の政策はオフショア貯留を優先 

⚫ EU CCS 指令の要件を完全に実施するには、英国は 2011 Regulations を実施して EA

のオンショア貯留を含むようにスコープを拡大する必要あり41。 

(3) ライセンス制度 

ライセンス制度の概要は以下のとおりである。 

⚫ EA2008 のライセンス制度モデル： 

➢ 事業者はサイト調査や貯留活動の前に一連のライセンスの取得が義務付けられ

ている 

➢ これらライセンスの付与に係る詳細な要件は、EA2008 と付随する CDR2010 に

定められ、各ライセンスの付与には多くの書類の添付を要する 

⚫ さらに事業者が Crown Estate から取得しなければならない権利： 

➢ 不動産権（Agreement for Lease (AfL) or a full lease） 

 
39 英国政府ウェブサイト "Energy Act 2008" http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2008/32/contents （2020 年 2

月 21 日閲覧） 

40 英国政府ウェブサイト "Carbon Dioxide (Licensing etc.) Regulations 2010" 

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2010/2221/contents （2020 年 1 月 31 日閲覧） 

41 英国政府ウェブサイト"The Storage of Carbon Dioxide (Amendment of the Energy Act 2008 etc.) Regulations 

2011" http://www.legislation.gov.uk/uksi/2010/2221/contents （2020 年 1 月 31 日閲覧） 
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※GSIZ 内の海底及び海底下は国王に帰属し、Crown Estate が管理している 

⚫ 英国のライセンス制度 

英国のライセンス制度は、EU 貯留指令を反映したものであるが、ライセンスと貯留許可

という 2 つの別々の許可の取得が要件とされている。ライセンスとは、特定の活動の実施権

及び EU 貯留指令が要求している、貯留許可申請に必要な申請期限付き権利を付与するもの

である。 

このような 2 種類の許可を必要とする方法が採られたのは、CCS 事業が探査及び生産ラ

イセンスの取得を要件とする既存の石油・ガス法規制の枠組みに含まれていることと、EU

貯留指令に準拠して貯留実施に貯留の実行許可証の取得を要件とするためである。 

(4) 財政保証 

英国は、前出の CDR2010 により、EU 貯留指令の要件である財政保証及び財政メカニズ

ムを実施している。CDR2010 が定める、認められる財政保証には次を含む。 

⚫ 銀行口座またはその他の資産に対する請求 

⚫ 預託金 

⚫ パフォーマンスボンドまたは保証 

⚫ 保険証券 

⚫ 信用状42 

ただし、CDR2010 の言う「含む（includes）」は、これらに限定するのではなく、他の保

証形態も適切である可能性があると示唆されている。CDR2010 は、圧入事業開始前に財務

保証の用意を義務付けており、また、ライセンスが失効するまで当該財務保証を保持しなけ

ればならないとする。財務保証は、事業者に対する貯留許可の下で生ずるすべての義務に見

合うものでなければならず、これには「貯留サイトの閉鎖及び当該閉鎖とライセンスの失効

までの期間に関して起きる義務」を含む。 

EU 貯留指令の財務メカニズムは、事業者が責任移転前に出資すると義務付けており、英

国の Termination of Licenses Regulations 2011（TLR2011）を通じて実行されている43。出資は、

責任移転後に所轄官庁に掛かる費用をカバーするものである。TLR2011 はこの移転後の費

用を「義務及び責任の移転に伴う、当局が負担する費用」と定義している。これについて一

部には以下のような意見がある。すでに債務として解決されている場合を除き、「それらの

費用にはライセンス失効前にライセンス保持者によって発生した漏えい責任も含まれる44」

この意見に基づき、英国では、財務メカニズムとは、EU 貯留指令（第 20 条）が予測した、

移転後の法的義務のみをカバーするという定義よりも範囲が広い。 

 
42 英国政府ウェブサイト"Regulation 1(3), The Storage of Carbon Dioxide (Licensing etc.) Regulations 2010 (SI 

2010/2221)" http://www.legislation.gov.uk/uksi/2010/2221/contents （2020 年 1 月 31 日閲覧） 

43 英国政府ウェブサイト"The Storage of Carbon Dioxide (Termination of Licences) Regulations 2011 (SI 

2011/1483)" http://www.legislation.gov.uk/uksi/2011/1483/made （2020 年 1 月 31 日閲覧） 
44  Armeni, C., “Case studies on the implementation of Directive 2009/31/EC on the geological storage of carbon 

dioxide: United Kingdom”, 2011, Carbon Capture Legal Programme, University College London. 

http://blogs.ucl.ac.uk/law-environment/files/2012/11/Chiara-Armeni-CCLP-EU-Case-Studies-UK-2011.pdf （2020

年 1 月 31 日閲覧） 
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貯留指令の下では、30 年間の閉鎖後モニタリング費用を補償する必要はあるのだが、EU

加盟国に対し、事業者に提供を求める金額を決定する権限が付与されている。したがって、

TLR2011 では次のように記載されている：「事業者に対し、当局が移転後費用を賄うに十分

と判断する金額を出資するよう金額と出資形態を決定しなければならない」。この金額決定

には、当局は EU 貯留指令第 20 条(1)を考慮し、事業者が提案の説明を提供できるように 28

日間の猶予を与えるとされる。 

(5) 閉鎖及び閉鎖後の要件 

TLR2011 は、EU 貯留指令の移転条項を実行するもので、貯留サイトの責任移転に必要な

条件を含む。英国の移転要件には、同国の Petroleum Act 1998 にしたがい、事業者に放棄プ

ログラムを完了するよう義務付けるといった追加的要素を含む。TLR2011 は、ライセンス

の失効によって、所轄当局への移転には『ライセンス失効前にライセンス保持者によって発

生したあらゆる漏えい責任』を移転することを認めるとしている。 

英国の TLR2011 における広い意味の漏えい責任とは「将来または現在、実際または偶発

的であろうと、関連ライセンスに係る貯留複合施設からの漏えいに起因する人身傷害、資産

に対する損害、経済的損害といったあらゆる責任を含む」を意味し、EU 貯留指令の移転条

項に対するより広範囲のスコープを示唆するものである。 

英国の規制範囲の下で与えられる移転条項の包括的なスコープにもかかわらず、（EUの）

CCS指令の回収条項（'claw back' provisions）がTLR2011にも盛り込まれており、英国TLR2011

の下では、「所轄当局は、規則 14 または 15 の下で所轄当局が義務や責任の移転の結果生じ

たあらゆる費用を、事業者に帰する費用であれば、事業者から回収することが可能である」

とされている。 

4.6.2 インセンティブ制度 

本稿で述べた他の国々と同様、英国政府（原文は政策立案者）も CCS 事業の導入と長期

利用を支援する姿勢を示している。表 4-11 に英国の CCS に対する重要なインセンティブ

政策をまとめた。 
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表 4-11 英国のインセンティブ制度 

 

 

政策オプション 政策 概要 施行年／現況

電力固定

買取制度

Feed in Tariffs

(FIT)

Contract for Differences (CfD)

under the electricity Market

Reform introduced by the

Energy Act of 2013

・CfDは事業が供給したエネルギー料金を、固定価格(strike price/行使価格ともいう)にて効果的に受け取るという契約である。

CfDは、発電業者が長期にわたって不安定な電力価格にさらされるのを防ぎ、資本コストの低減を狙う。行使価格が電力卸売市場

価格よりも高い場合、発電業者はその差額を受け取ることができる。反対に、行使価格が卸売市場価格を下回れば発電業者はそ

の差額を支払う。行使価格は、支援対象となる種々の技術を十分に支えられるレベルに設定される。価格の移行は4つの段階

（フェーズ）に分けられている。

・CfDは、CCS、再生可能エネルギー、原子力のそれぞれについて異なる調整をする、長期的な移行メカニズムとして提案され

た。

2013年／継続中

ローン／資金メ

カニズム
The UK Green Investment Bank

・英国政府は、2012年に資本金38億ポンドのGreen Investment Bank（GIB）を設立。GIBのミッションは、環境にやさしく、

かつ商業的に成立するプロジェクトへの支援である。GIBの投資優先分野の一つは、官民各セクターの省エネである。
2012年／継続中

グラント
Call for CCUS Innovation

Programme

・2018年7月、支援金1500万ポンドで、CCUS革新技術の募集が行われた。これは、国内外のCCUSに係る革新技術の展開を加速

する、もしくはコストを削減するようなプロジェクトを対象にグラントを供与するプログラムである。2019年1月に見直しが行

われてから、資金規模は2400万ポンドに増額された。

2018年／継続中

グラント
Clean Growth Strategy and

CCUS Actioin Plan
・CCSの展開を加速するため、9社に2600万ポンドが与えられた。

2017年及び2018年

／継続中

グラント
Industrial Energy

Transformation Fund

・3億1500万ポンドの工業エネルギー転換ファンドは、2018年11月に予算の一部として発表された。エネルギー多消費企業がエ

ネルギーコストを削減し、CCSのような技術によって低炭素な未来へ移行するのを支援するのが目的。

・2019年5月現在、BEIS*は同ファンドについての意見を募集している。

2018年／継続中

グラント
BEIS Energy Innovation

Programme
・政府はCCUSを支援するため、このプログラムを通じて1億ポンド超を投資している。 2015年／継続中

グラント Low Carbon Innovation Fund

・業務や製品製造、サービスから排出される炭素の削減を目指す中小企業に対し、エクイティ・ファイナンスを提供する。英国

政府は、2014年4月から2015年4月までの間に革新的CCS技術に対して使われる資金として、2000万ポンドを2010年に配分し

た。

2010年／継続中
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注）*BEIS=Department for Business, Energy & Industrial Strategy（ビジネス・エネルギー・産業戦略省）、**DECC＝Department of Energy & Climate Change（エネルギー・気

候変動省。2008 年にブラウン首相が設立。2016 年にメイ首相によって現在の BEIS に統合された） 

出所）GCCSI（2020）を基に三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券（株）が作成 

 

政策オプション 政策 概要 施行年／現況

グラント The Carbon Trust

・2000年に創設された、DECC**により資金を受けた独立企業であり、英国の低炭素経済への移行を加速することを目指してお

り、低炭素のスタートアップ企業へのエクイティ・ファイナンスを含む、低炭素技術の商業化支援活動などが対象である。CCS

はこのCarbon Trustが提供するサービス活動のスコープに入っている。

2000年／継続中

グラント
Carbon Capture and Utilisation

Demonstration Programme

・BEISにより、最大2000万ポンドが、プロジェクト開発業者によるCCS設備の設計及び建設の実証プロジェクトに配分された。

工業利用が可能なCO2を工業セクターが回収するよう促すのが目的。
2017年／継続中

カーボンプライ

シング

Energy Act 2013 - Electricity

Market Reform

・2013年に導入されたCarbon Price Floor（英国政府が設定するCO2排出価格の最低下限価格、CPF）は、価格への不安を解消

し、公平な価格とすることで、CCSなどの低炭素技術に対してより強力なインセンティブを与えるのが目的である。

・CPFは、発電事業者による2つの支払いタイプに関係する：(i)　EU ETSの排出枠価格；(ii) Carbon Price Support (CPS, 炭素

価格支援値)ーCPSは、CPFをEU ETS排出枠価格が下回った場合の差額であり、化石燃料を発電に使用する発電事業者に税金とし

て課せられる。

・CPFが2013年に導入された時の価格は1tCO2e当たり16ポンド（18.05ユーロ）であった。その後2020年までに30ポンド

（33.85ユーロ）まで引き上げられる予定であったが、EU ETSの排出価格の低迷を受け、政府はCPFを2021年まで18.08ポンド

（20.40ユーロ）とするとし、このことは2018年予算でも繰り返し言及されていた。

・しかしながら、CPSは炭素の合計価格（Total Carbon Price）の構成要素の一つに過ぎず、政府が希望する合計価格は1tCO2e

当たり24ポンドを示している。

2013年／継続中

排出パフォーマ

ンス基準
Energy Act 2013

・英国政府は、年間のCO2排出最大限度を450g/kWhに設定した。なお、CCSを伴う化石燃料の発電プラントは、CO2最大排出

法定限度（statutory limit of maximum CO2 emissions）を免除される。
2013年／継続中
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4.7 ノルウェー 

ノルウェー政府は、1990 年レベルに比して 2030 年までに CO2 排出量を 40%削減すると

約束している。同国の自国が決定する貢献（INDC）では、「EU 及びその加盟国との共同で

貢献を達成する」としているが、共同できなくとも、ノルウェー自身で約束を達成するだろ

う。2016 年 7 月に EU は、ノルウェーの予備的排出目標は、EU ETS 外のセクターについて、

2005 年レベルに比べて 2030 年までに 40%削減と確認した。 

CCS はノルウェーの気候変動及びエネルギー政策対応における重要な特徴であり、政府

は CCS 技術を適時に経済的に実行可能とすると約束している。CCS 導入に関するノルウェ

ーの戦略が 2014 年に発行され、特に研究、実証及び技術試験、CCS の大規模利用の 3 つの

点に焦点を当てていた。さらに、CCS 戦略は 2020 年までにフルスケールの CCS 実証施設

を少なくとも 1 つ設立するとの野心を強調した。2015 年の白書でも CCS の役割が強調さ

れ、5 つの優先分野のうちの 1 つ「強化された国家気象行動」として検討されていた（その

他は輸送セクターの排出削減、工業の低排出技術、再生可能エネルギー、環境にやさしい海

運）。これらの 5 つの優先分野は、INDC でも言及されている。 

2018 年、フルスケール事業の開発のため 8 千万 NOK が FEED 研究（Front End Engineering 

and Design Studies）に拠出された。2017 年から持ち越した資金も含め、2018 年の実証事業

の資金合計は 2 億 8 千万 NOK となった。2018 年に提示された資金は、CO2 の輸送、貯留、

最大 2 つの回収施設に係る FEED 研究に充てられた。2019 年 4 月、ノルウェー政府はノル

ウェー大陸棚の CO2 貯留探査への資金拠出を提案した。 

4.7.1 CCS に係る法規制 

(1) 法規制の枠組み 

ノルウェー政府は、自国の積極政策にしたがい、CCS 事業に係る法令の開発に関心が高

い。同国は、国際的・地域的な海洋協約の下で CCS の適法性を確保しようとする国際的な

行動を当初から支持し、京都議定書の CDM における CCS 技術の適格性を強く訴えた。同

国はまた、2016 年のパリ協定を最初に批准した国の 1 つである。ノルウェー政府は、英国、

フランス及びスペインと共に、1996年ロンドン議定書の 2006年改正を提案した。同改正は、

2007 年に発行し、オフショアの海底下への CO2 貯留を可能とした。 

ノルウェーはまた、1992 年オスパール条約に対する改正を採択しており、この改正は、

北東大西洋における海洋環境に CCS 事業実施を阻む障壁を取り除いた。ノルウェー政府は

2009 年にロンドン議定書第 6 条に対する改正を主導した。この改正は、同議定書の下での

CO2 の越境輸送を可能とした。ノルウェーは、同改正が締約国に採択された後、これを批准

した 6 ヵ国中の 1 つである。2019 年 10 月、ノルウェー政府はオランダ政府と共に、ロンド

ン議定書第 6 条 2009 年改正の仮出願を行い承認された45。 

 
45 2009 年改正は発効前であるが、この仮出願が承認されたことで、オフショア地層への貯留目的で CO2

の国外への持ち出しと受入れを行うことがノルウェーとオランダに許可された。 IEAGHG R&D 

Programme ウェブサイト"Positive result on the London Protocol's CCS Export Amendment" https://ieaghg.org/ccs-

resources/blog/positive-result-on-the-london-protocol-s-ccs-export-amendment （2020 年 2 月 14 日閲覧） 
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(2) EU とのエンゲージメント 

ノルウェーは EU 加盟国ではないが、欧州経済領域（European Economic Area: EEA）には

加盟している。EEA 協定によって、EU に加盟していない（ノルウェー、リヒテンシュタイ

ン、アイスランド）の欧州自由貿易連合（European Free Trade Association: EFTA）が EU に

加盟せずに EU 内の市場に参加できることとなった。EFTA の 3 国は、EU の法律制定には

関わらないが EU の法令（EU relevant）を正式な手続きによって実行することを受け入れて

いる。このため、EU の CCS 指令は、「EEA relevant」であり、すべての EEA 加盟国に適用

される。ノルウェーは EU CCS 指令を実施しており、同指令はノルウェーの既存の法令に対

する改正のモデル及び基盤となっている。 

(3) ノルウェーの CCS 事業に係る国家的枠組み 

EU CCS 指令及びその要件は、ノルウェーの既存の許可制度を改正することによって同国

で施行されている。次の 3 つの法律は、ノルウェーの許可制度の中核的枠組みとなってお

り、サイトの探索及び CO2 の貯留事業の双方に許可の取得を求めている。 

⚫ 1963 Act on Research, Exploration and Exploitation of Other Natural Resources than 

Petroleum on the Ocean Floor （通称「大陸棚法」） 

⚫ 1981 Act Concerning Protection Against Pollution and Concerning Waste （通称「汚染及

び廃棄物法」） 

⚫ 1996 Act Relating to Petroleum Activities（通称「石油法」） 

ノルウェーは専らオフショア貯留に集中しているが、そのためには、上述した 3 つの法律

の下で貯留事業の規則が必須となる。上記 3 番目の Petroleum Activities Act は大陸棚におけ

る石油事業から派生した CO2 のあらゆるオフショア貯留に適用される。一方、そのような

事業から派生したのではない CO2 のあらゆる貯留はこの法の範疇にない。石油に関連しな

い CO2 の貯留は 1963 Continental Shelf Act の範疇である。いずれの法律もノルウェー国が大

陸棚の孔隙の所有者／権利者であるとの旨において解釈されねばならないとの見解である
46。 

GCCSI の 2018 年の CCS 政策指数レポートにより、ノルウェーの制度評価では、同国の

モデルは CCS 事業の取扱いに関連する許可当局に対し、対応するに十分なレベルの裁量を

与えられていることが分かった。 

4.7.2 インセンティブ制度 

ノルウェーが CCS に対して非常に協力的な環境にあることは、GCCSI の CCS 政策指数

レポートが高得点をつけていることからも分かる。資金支援や炭素税など、長期にわたる政

策的支援が、同国が 2018 年に同レポートの評価で高得点を得る結果につながっている。 

次にノルウェーの CCS に係る重要な政策インセンティブを示す。 

 

 
46 Bugge, H. C., and Ueland, A. L., Case studies on the implementation of Directive 2009/31/EC on the geological 

storage of carbon dioxide, Norway, 2011, Carbon Capture Legal Programme, University College London, p.17. 
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表 4-12 ノルウェーのインセンティブ制度 

 

政策オプション 政策 概要 施行年／現況 リンク

キャップ・アン

ド・トレード制

度

EU排出量取引制度

EU Emissions

Trading Scheme

(EU ETS)

・ノルウェーは、EUには非加盟ながら世界初かつ最大のGHG排出枠取引であるEU ETSに参加している3か国の

うちの1つである。EU ETSは、対象とされるセクターにGHG総排出枠を設定し、加盟国間で排出枠を取引する

というスキームである。

・CCSはEU ETSが対象とする活動として明記されている。EUのCCS指令にしたがって回収・輸送・貯留され

るGHGは、「排出」とは見做されない。

・CO2の漏えいが起きた場合には、加盟国は排出枠を市場価格で購入し、排出ガスの放出理由を説明しなけれ

ばならない。

・GHG排出にキャップをかけることは、排出削減技術への各国からの投資を促進する。

2005年／継続中

資金支援

State Funding of

CCS Exploration

Well

・ノルウェー政府は、同国のフルスケールCCSプロジェクトのために、ノルウェー大陸棚における調査坑井の

掘削に支援金を拠出することを提案している。見積もられたコストは5億3500万ノルウェークローネ

（NOK）。

『議会の合意待ちであるが、ノルウェー政府は調査井の費用の殆どを支払うつもりである。コスト合計は5億

3500万NOKが見込まれる。このうち国の負担分は75%で、上限は3億4500万NOKである。』（←右記URLの

政府発表の最後の段落の引用）

提案中

https://www.regjeringen.no/en/a

ktuelt/foreslar-statlig-bidrag-til-

undersokelsesbronn-for-co-

lager/id2641931/

キャップアンド

トレード制度

ノルウェー排出量取

引制度

Norway Emissions

Trading

・ノルウェーの排出量取引制度は、Greenhouse Gas Emissions Trading Act（GGETA、温室効果ガス排出量

取引法）に定められている。同制度はEU ETSと互換性を持つよう設計され、後者の制度との共通点が多い。

EU ETS同様、ノルウェー排出量取引制度は3つのフェーズに分かれている：フェーズI（2005年～2007年）、

フェーズII（2008年～2012年）、フェーズIII（2013年～2020年）。

・GGETAにはセットアサイド排出枠があり、ライセンスを受けたCCS技術を伴うガス火力プラント及び高効率

熱電併給プラントのために留保されている。フェーズIIでは、9,000,000 tCO2、あるいは1,800,000 tCO2e/

年に相当するセットアサイド排出枠が配分されている。

後に行われたGGETAの改定では、新規ガス火力発電プラントのためのセットアサイド排出枠は削除された。

・2008年1月1日以降、「高効率熱電併給プラント」でなければ、セットアサイド排出枠への新規組入れは認め

られないこととなった。

2005年／継続中

炭素税 炭素税

・ノルウェーの炭素税は、同国の排出の80%を対象としており、現在の排出枠価格は1 tCO2-eq当たりおよそ

200NOKである。排出枠価格は、2017年以降急激に上昇している。石油セクター及び国内航空セクターに炭素

税が義務付けられており、現在はCO2 1トン当たり500NOKである。

・炭素税がCCS開発に与える影響は大きい。例として、1996年に、炭素税からの歳入がSleipner*の完全な工

業規模のCO2貯留プロジェクトの支援に充てられたことが挙げられる。

1991年／継続中
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出所）GCCSI（2020）を基に三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券（株）が作成 

政策オプション 政策 概要 施行年／現況 リンク

RD&D資金支援 CLIMIT

・CLIMITとは、発電プラント及び工業向けのCCS技術の研究・開発・実証（RD&D）を支援する国家プログラ

ムである。同プログラムは、基礎研究から先進的プロジェクトやCCS技術の実証までのチェーン全体（whole

chain）を対象とする。

・年間予算は2000万ユーロであり、同プログラム開始から300件のプロジェクトが支援を受けた。これまでお

よそ1億7000万ユーロが同プログラムから拠出されている。

2005年／継続中

グラント 2019年度国家予算

・ノルウェー政府は、2019年度に、新規フルスケールCCSプロジェクトについてのFEED調査（Front End

Engineering and Design studies）に1億7500万NOKを割り当てる提案をした。2つのサイト（ブレビクの

Norcem's Cementプラント及びオスロのFortum Oslo Varmeの廃棄物焼却プラント）のCO2回収についての

FEEDの調査を支援すると決定したことで、政府はこの2つのプロジェクトを実現すべきか決める前に外部によ

る品質評価を実施する。FEED調査に基づき、2020年または2021年に投資判断を行うとみられる。

2019年／継続中

グラント 2019年度国家予算

・ノルウェー政府は、2019年度にTechnology Centre Mongstad（TCM）に対する支援金を2億800万NOKに

増額すると提案している。TCMの活動が増えたため、2018年度予算に比べて1300万NOKの増額となる。

・TCMは、工業スケールでの回収技術の試験を行う世界最大の施設である。

2019年／継続中

グラント
FEED調査資金支援 -

2018年

・ノルウェー政府は2018年に、FEED調査に対し8000万NOKの支援を提案した。2018年度の実証プロジェク

トに対する資金支援は合計で2億8000万NOKで、これには2017年から繰り越した資金も含む。2018年に提案

された資金は、FEEDによるCO2輸送・貯留及び最大2つの回収施設の調査に充てられる。

・CO2回収施設についてのFEED調査の支援が決定され、対象に2つのサイトが選定された：ブレビクの

Norcem's Cementプラント及びオスロのFortum Oslo Varmeの廃棄物焼却プラントである。

2018年／1回限り
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4.8 中国 

4.8.1 CCUS に係る法規制 

中国は CCS の導入を強力に支援する政策環境を整えている。近年、同国政府は、CCS 技

術の開発に積極的に取り組んでおり、このことは包括的な研究開発への資金支援を含む、国

から支援を受けた CCS 活動に反映されている。 

(1) 法規制の枠組み 

現在、中国には、本章の他のセクションで述べたような、CCS に特化した法規制はない。

2019 年までに実証事業等を繰り返して CCUS/CCS に係る十分な理解を深めた上で、2020 年

以降に、法整備を検討するような発言は過去にあったが、2020 年 2 月現在、中国政府より

発表された情報はない。 

GCCSI は、中国の法規制の環境を、GCCSI の「CCS 法規制インジケータ（CCS Legal and 

Regulatory Indicator: CCS-LRI）」の一項目として評価したところ、CCS プログラムサイクル

の一部に適用可能な CCS のための法律や既存の法律はほとんど存在しないことが明らかと

なった。このような状況にもかかわらず、石油・ガス事業を管理する既存の法令の中に、CCS

事業に適用可能なものがある。これらの法令の適用を望む CCS 事業の提唱者は、いくつか

の政府当局へ一連の許可と承認を申請する義務がある。また、建設、輸送、工業活動の操業

に係る既存の国内基準を順守する必要もありそうだ。これらの許可申請手続きが重複して

いる可能性があるが、1 基の発電所を建設する前に、およそ 50 もの許認可申請が必要にな

るとの報告もある。 

より広い環境や計画の法制が CCS 事業に適用されることもあり得る。環境影響評価（EIA）

は承認過程で必要とされる義務である。CCS に特化した法律の枠組みがない中、中国は CCS

事業に関する規制の多数の空白部分の解消に取り組むべきである。課題には下記を含むが、

これに限ったものではない。 

⚫ CO2 の輸送及び越境動作 

⚫ 技術情報及び技術開発のガイドライン 

⚫ サイトの選定 

⚫ 貯留サイトの特性調査 

⚫ 公衆コンサルテーションの要件 

⚫ 事業の操業ライフサイクルを管理する責任条項 

4.8.2 インセンティブ制度 

表 4-13 に中国において CCS に係る重要なインセンティブ政策をまとめた。 
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表 4-13 中国のインセンティブ制度 

 

出所）GCCSI（2020）を基に三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券（株）が作成 

政策オプション 政策 概要 施行年／現況 リンク

RD&D　資金支援
国家重要技術

R&Dプログラム

・35MWhの酸素燃焼法による回収デモンストレーションプロジェクト及び中国神華能源（国有石炭エネル

ギー会社）のCO2貯留実証プロジェクト（貯留量：10,000 t/a**）の2つがこのプログラムで資金支援を受

けた。

2011年

RD&D　資金支援
国家基礎研究プログラ

ム
2011年、このプログラムはCO2-EORの研究とパイロットスケール調査への支援を継続した。 2011年

RD&D　資金支援
国家ハイテク研究開発

プログラム

2011年、このプログラムは、産業パイロットスケールのIGCC＋CCS技術の実証をサポートすべく、支援を

GreenGen***へ拡大した。
2011年

RD&D向け国際資

金支援

US - China Clean

Energy Research

Center (CERC)

・2009年に設立されたCERCは、フェーズ1として先進石炭技術コンソーシアムを立ち上げ、CCSの先進技術

にアメリカと中国がそれぞれ2500万ドルを出資。
2009年／継続中

資金支援
第13次5か年計画

（2013年～2021年）
・クリーンエネルギー技術の支援策を施行 2016年／継続中

キャップ・アン

ド・トレード制度
国家炭素取引スキーム

・中国は北京、重慶、上海、深圳、広東、天津、湖北の各地域にて7つの炭素取引パイロット市場を開始。

2015年には7市場すべてが初めて、年間コンプライアンスサイクルを完了した。2015年11月末には、北京と

深圳の割当価格が約CNY40（€5.7）となり、これは他市場（CNY 10～15、およそ€1.4～3.5）よりも高値で

あった。

・中国は現在、CO2排出の国内キャップ・アンド・トレード制度の実施途上にある。

2013年／継続中



 

 

 

72 

4.9 途上国における CCUS に係る法規制の整備 

本調査では、JCM パートナー国、パートナー候補国、その他、CCUS/CCS のポテンシャ

ルのあるインドネシア、タイ、ベトナム、サウジアラビア、インド、メキシコ、アラブ首長

国連邦、ブラジルの 8 か国に対して、CCUS/CCS に特化した法的枠組み基盤が存在するか、

GCCSI が 2018 年に発行した CCS 政策指数レポート及び GCCSI の専門家の協力の下、簡易

文献調査を実施した。いずれの国も、一部の改正によって CCUS/CCS 事業に適用可能な既

存の枠組みが存在しているが、MRV やライアビリティ等の項目を適切に規定できる法規制

は欠如している 

唯一の例外は、世界銀行が支援したメキシコである。メキシコの野心的な国内排出量の削

減目標の達成には、CCS がその削減努力に大きな役割を果たすことが不可欠である。また、

パリ協定の下、自国が決定した貢献（Nationally Determined Contributions: NDC）に CCS を明

記した選抜国のうちの 1 国であり、NDC にはエネルギーセクターにおける CO2 の輸送及び

貯留が盛り込まれている。世界銀行の技術支援プログラムには、メキシコの CCS に特化し

た規制枠組みの開発を検討することを目的とした調査が含まれている47。同調査は 2016 年

6 月に完了し、同国の既存の法律と規制制度におけるいくつかのギャップ（CCS に関わる事

項で欠落している部分）が特定されている。同調査の報告書は、これらギャップの解消に取

り組むため、以下に挙げる側面について詳細な提言を行っている。 

⚫ CO2 の回収及び輸送 

⚫ 炭化水素セクターにおける CO2 の貯留事業 

⚫ 炭化水素セクター外における CO2 貯留活動 

⚫ CCS 活動に係る長期の法的責任 

⚫ 環境保護及び気候変動の緩和 

地下貯留の所有権は一般的にメキシコの憲法の下で規制されており、そのため地下部分

は国の所有である。国はすべての石油及びガスの権利を保有し、民間の土地所有者は自己所

有地の地下資源を探索する権利を持たない。 

表 4-14 表 4-14 に対象途上国における政策に基づく支援内容をまとめる。 

表 4-14 調査対象途上国の政策環境と支援制度 

国 
政策 

オプション 
政策 概要 施行年／現況 

インドネシア 海外支援 EOR 推奨政策 

JICA や ADB の支援で、CCS 及びモ
ニタリングの可能性調査を実施。
CCS に係る包括的な法規制を導入す
るため大統領令を草案する。 

2012 年～2019 年 

サウジアラビア 国営企業 
Uthmaniyah Co2-

EOR 施設に対す
る直接投資 

左記のプロジェクトは国営の石油・
ガス企業 Saudi Aramco によって開発
された。 

2009 年開始、 

その後失効 

 
47 Milieu Consulting, Development of a regulatory framework for carbon capture, utilization and storage in Mexico, 

Final Report, World Bank PO 7174439, June 2016 
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インド 
資金インセ

ンティブ 

石油・ガスに係
る増進回収法を
促進しインセン
ティブを与える
政策的枠組み 

インド政府はEOR事業向けの資金イ
ンセンティブを支援する枠組み政策
を導入した。しかし、同政策は EOR

事業における貯留事業を想定してい
ない。 

2018 年～現在 

メキシコ 
国際的 

グラント 

CCS 事業の資金
支援を世界銀行

に要請中 

メキシコの CCUS 事業にはこれまで
およそ 9 百万米ドルが投資されてお
り、さらに 8 千万米ドルがパイロット
プロジェクトの開発や研究開発、その
他の関連活動に配分された。 

 

CO2 回収貯留及びモニタリングプロ
ジェクトから成る 2 つのパイロット
プロジェクトは、これまで世界銀行か
ら 2 千 50 万米ドル、メキシコ政府か
ら 6500 万米ドルを受け取っている。 

2010 年～現在 

アラブ首長国 

連邦 

国営企業／

グラント 

Al Reyadah Steel 

Plant CCS Project

への直接投資 

左記の CCS 施設は Abu Dhabi national 

oil Company（ADNOC）と Abu Dhabi 

Future Eenrgy Company（MASDAR）
との協同事業である。同施設は、EOR

に CO2 を供給する目的の CCS 施設
の国有化を望む国における政策方針
の例といえる。 

2016 年～現在 

ブラジル 国営企業 

Petrobras Santos 

Basin Pre-Salt Oil 

Field CO2-EOR 

Project への直接
投資 

左記のプロジェクトはブラジルの国
営企業 Petrobras によって運営されて
おり、同施設は EOR に CO2 を供給
する目的の CCS 施設の国有化を望む
国における政策方針の例といえる。 

2013 年～現在 

出所）GCCSI（2020）を基に三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券（株）が作成 

4.10 JCM パートナー国への CCU/CCUS/CCS に係る法規制及び促進政策に向けての提言 

CCU/CCUS/CCS 法規制の先進事例を読み解く限り、本調査対象の途上国に CCU に特化し

た法規制導入を検討しているといった動きはなく、また、本章冒頭で示した表 4-3 でまと

めた CCUS/CCS の共通項目について、詳細は異なるが、さらにいくつかの共通パターンが

見えてくる。また、4.9 の「途上国における CCUS に係る法規制の整備」に示すとおり、あ

る程度の CCUS/CCS に関する法整備もしくはその下準備が整っているのは世界銀行の支援

を受けたメキシコのみである。他の国々では、既存の石油・ガス産業関連やパイプライン関

連の規制及び EIA を含む環境規制など、CCUS/CCS 関連の条項を追加可能な法的枠組みは

存在するものの、CCUS/CCS の包括的規制は整備されていないのが実情である。 
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表 4-15 CCUS/CCS 先進国における共通パターン 

重
要 

番
号 

項目 論点 
CCUS/CCS の先進国における幾つかの

共通パターン 

〇 1 
CCUS/CCS の包括
的規制 

・CCUS/CCS を既存の
石油・ガス産業や環境
関連の法規制の枠内で
管理 

・CCUS/CCS に特化し
た新規法規制の導入 

・既存の法規制の
枠内で対応する 

米国、カナダ 

・新規に包括的規
制を導入 

EU、英国、 

ノルウェー 

・検討中 中国 

◎ 2 
CO2 の分類
（Classification) 

・汚染物質、廃棄物
（地中に圧入すること
が廃棄する行為とみな
されるか）等 

・コモディティ（CO2

の売買） 

・明確な定義を有
している国はない
可能性が高い 

全般 

・コモディティ色が
強い 

米国、カナダ 

・廃棄物色が強い EU 

・中間 英国、ノルウェー 

◎ 3 
土地利用・所有権
及び許認可 

・既存の国内法におい
て地上・地下（孔隙空
間（pore space）含む）
の所有権・利用権の有
無 

・明確 カナダ、英国 

・不明瞭 米国 

・不明もしくは 

確認できてない 

ノルウェー、EU

諸国、中国 

〇 4 
ロンドン条約ロン
ドン議定書（海底
圧入） 

・ロンドン条約ロンド
ン議定書における取扱
いへの対応（船舶によ
る運搬及び海底圧入が
関係する事業に限る） 

・積極的 ノルウェー、オラ
ンダ、英国 

・静観 その他の国々 

◎ 5 
法的責任（ライア
ビリティ）と損害
への対処法 

・CCS-EOR サイトの閉
鎖後のライアビリティ
の所在、対象期間、責
任の移転等についての
ルール 

（デフォルト） 

・10 年間 

 

アルバータ州 

・20 年間 EU、英国、 

ノルウェー 

・50 年間 米国 

◎ 6 財政的責任 

・CCUS/CCS に関連す
る許認可を受ける条件
として、財政的責任に
係る要件の有無とその
厳格性 

・厳格 

 

EU、英国、米国、
ノルウェー（EU

の CCS 指令に則る
内容） 

◎ 7 モニタリング手法 
・明示されたモニタリ
ング手法の有無 

・有 

 

EU、英国、米国、
カナダ（各州によ
る）、ノルウェー 

〇 8 
CO2 の越境移動に
係る取扱い 

・CO2 越境移動に係る
法規制の有無 

・陸上越境移動が
可能（廃棄物輸送
等のに係る法規制
からの適用外） 

EU、英国、 

米国、カナダ、 

ノルウェー 

△ 9 
サイト選定方法・
探査方法 

・サイト選定方法・探
査方法に特定の技術を
適用することが求めら
れているか 

・特定の技術や手
法の適用が求めら
れている 

・EU、英国、 

ノルウェー 

・特定の技術や手
法の適用が言及さ
れている 

・米国、カナダ
（各州による） 

出所）GCCSI に相談の上、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券（株） 
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CCUS/CCS 先進国の事例を読み解く中で、必ずしも EU の CCS 指令のような包括的な法

規制の導入がベストプラクティスと呼べるものではないことが分かった。米国政府の関係

者へのヒアリングでは、米国の場合、既存の石油・ガス関連の法規制の枠組みを越えて、EU

のような包括的な法規制を導入することは困難であったため、政府内の連携により、必要な

法規制を追加したとの回答であった。今後、JCM パートナー国において CCUS/CCS に関連

する法規制導入を促進する中で、各国の既存の規制の枠組みとの親和性や、新たな法規制を

導入する場合のメリット・デメリットを十分確認する必要がある。特に、石油・ガス産業が

進んでいる国は、通常のオペレーションにおいて求められる環境保全対策で十分であると

認識している可能性があり、将来の CO2 漏えいの抑制要件の追加に慎重な動きを見せる可

能性がある。特に EU CCS 指令のような CCS に伴う厳格な法規制の導入への反発意見が予

想される中では、CCUS/CCS 先進国の事例から、真に必要な要件を見極める必要がある。 

CCUS/CCS の法規制を考える上で、CO2 が汚染物質もしくは廃棄物として扱われている

のか、再利用資源として扱われるのかにより、事情は大きく異なる。特に、既存の法規制を

改正する際は、他の法規制に抵触する可能性の有無等の確認が重要となる。EUの法規制は、

専門家へのヒアリングから、廃棄物処理関連の法規制を参照していた可能性が高いことが

分かった。しかし、米国等のように、適正に取り扱われた CO2 は廃棄物の定義から除外す

る等の例外措置を設ける国もある。 

CCUS 先進国は、サイト封鎖後のモニタリングを一定の時期までは事業者に、サイトの責

任譲渡後は、政府がモニタリングを行う責任を持つことを求めている。しかし、欧米日の各

専門家に確認したところ、実際に圧入した CO2 に動きがあるのは最初の数年で、沈静化後

のモニタリングの必要性は疑問視されていた。カナダの専門家の話では、代表的な CCS の

実証事業である Quest プロジェクトにおいて様々なモニタリング手法が適用され、結果を確

認したが、最終的には限定的な数のモニタリング手法のみでも必要なデータの収集は可能

であるとの結論に至ったという。米国でクラス VI 坑井許可が承認された 2 件のうちの 1 つ

である Archer Daniels Midland（ADM）プロジェクトでは、デフォルトの 50 年から 10 年へ

と大幅にモニタリング期間を短縮することができた。途上国に先進国の法規制を説明する

際は、このような事例について言及する等、丁寧な対応が必要である。 

現在、CCUS/CCS 先進国で最も問題視されているのは、財政的責任への対応である。

CCUS/CCS に係る許可の取得要件として、事前にサイトの操業・閉鎖後のモニタリングのす

べての期間に発生し得る事故や漏えい等に対応するためだけに資金を確保することが求め

られている。カナダはこの問題を解決するため、州政府がファンドを立上げており、米国の

州政府も同様の対策を採っている。途上国事業者に財政的責任を課すことは困難となる可

能性が高く、解決策を見出すことが求められるであろう。 

前表 9.の「サイト選定方法・探査方法」について、2006 年に発表された IPCC の CCS に

関する特別レポートでは、サイト選定やシミュレーション等の重要性が強調されたが、これ

は圧入した CO2 の漏えいを最低限に抑えるための技術的対策である48。IEA の一部の専門

家は、法規制にこれらの内容を盛り込むことを推奨しているが、技術的ガイドラインと、行

政として規制に盛り込むべき内容の判断は国によって異なるため、規制対象項目として優

 
48 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Special Report (IPCC, 2005: IPCC Special Report on Carbon 

Dioxide Capture and Storage. Prepared by Working Group III of the Intergovernmental Panel on Climate Change 

[Metz, B.,O. Davidson, H. C. de Coninck, M. Loos, and L. A. Meyer (eds.)]. Cambridge University Press, 

Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 442 pp.); 2015 p 244. 
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先順位は低いと判断し、今回の調査では詳細を確認していないが、今後、これらの記載内容

の違いについて理解を深めたいなどの要望が JCM パートナー国からあがってくるかもしれ

ない。 

次に、JCM パートナー国への CCU/CCUS/CCS に係る法規制及び促進政策に向けた提言を

まとめる。 

 

⚫ CCU/CCUS/CCS 促進政策を検討するための基盤作り 

JCM パートナー国で CCU/CCUS/CCS を促進するに際し、各国にそれらの推進政策がなけ

れば、法整備の必要性について JCM パートナー国の理解を得ることは難しい。途上国の政

府関係者の CCUS/CCS に対する理解は 2013 年に CDM で議論された内容で止まっているこ

とが多いため、まずは、CCU も含め、CCU/CCUS/CCS に係る認識の刷新が必要である。ま

た、各国の政策目標（CO2 排出削減もしくは経済開発等）によっては、法規制に対する考え

方も異なってくる。JCM パートナー国間で、CCU/CCUS/CCS に係る認識の共有化を図り、

各国の要望を抽出し理解することも、今後重要となる。 

 

⚫ CCU/CCUS/CCS に係る法的枠組みの必要性についての認識共有 

CCU/CCUS/CCS 事業の JCM 化においては、貯留による CO2 固定の永続性を担保する必

要があり、環境十全性の観点から、何らかの法的枠組みを必要とする。しかし、国際社会に

明確な判断基準がない現状では、JCM の妥当性確認のプロセスにおいて法的枠組みが存在

しない中で JCM 事業を実施した場合、妥当性の確認は困難となることが想定される。

CCU/CCUS/CCS 事業の実現に向けた事業法と、JCM 化の観点から必要となる法規制は異な

るため、これらを明確に整理し、JCM パートナー国と共有することは、CCU/CCUS/CCS 事

業の促進につながると考える。 

 

⚫ CCU/CCUS/CCS に係る地域的取組みの検討 

日本も含め、CCUS/CCS の事業者や技術提供者にとっては、法的枠組みや規格等が多くの

国で標準化されることが望ましい。ISO の CCS-EOR の規格や CCS の規格開発は、それらの

最たる取組と言えるが、ISO の CCS-EOR 規格は MRV を主眼としており、スコープ 3 の排

出量を含まないため、JCM で活用するには更なる精査が必要である。 

日本の専門家は、アジア地域でCCS事業を促進する方策として以下の 3点を挙げている49。 

➢ 地域内での適用可能な「貯留、CCS 技術の域内基準化及び実施コード（ISO/TC265 を

基にしたアジアコード）の策定」 

➢ 地域内の「貯留サイト、パイプラインなどの開発に向けたインフラ整備、オーナーシ

ップ規程などの方針の策定・導入」 

➢ 「CCS プロセスの段階ごとに法的要件を規定した枠組み法（例：EU 指令）を策定」 

 

しかしながら、EU の CCS 指令のような包括的枠組みを東南アジア地域内に導入するこ

とは現実的に難しく、仮に導入すれば CCU/CCUS/CCS の事業化が遅れる懸念がある。それ

 
49 柳憲一郎、小松英司、大塚直（2019）「わが国の CCS の法政策モデルとアジア地域での法制度・政策の

共通基盤に関する研究」環境科学会誌 32（4）：141-152 
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よりも、例えば東南アジアに対して、上述の（1）CCU/CCUS/CCS 促進政策を検討するため

の基盤作り、（2）CCU/CCUS/CCS に係る法的枠組みの必要性についての認識共有の取組み

を実施した上で、JCM を活用した法的枠組みのガイドラインや規格の標準化による利便性

の認識を共有し、我が国が率先して地域内で取組むべき方向性を示すことが有用であると

考える。 

 

⚫ CCU/CCUS/CCS の JCM 化の準備 

現在、JCM の枠組みでは、対象可能なセクトラルスコープに CCUS/CCS を可能とする項

目が欠如している。JCM のセクトラルスコープに CCUS/CCS を追加するための検討が必要

である。また、CCUS/CCS の妥当性確認やベリフィケーションに対応できる第三者審査機関

は、世界でも数社しかないため、JCM 化された場合の第三者審査の費用は他の JCM 案件と

比べて圧倒的に高額となる可能性があり、JCM 化の障壁となり得る。その他、JCM 化に伴

い様々な課題が想定されるため、それらを整理し、個々の対策を検討する必要がある。 

JCM のような炭素クレジット制度において難しいとされる課題に、クレジット発行後、

貯留した CO2 が漏えいした場合の対処法がある。これは、REDD+等の森林保全事業におい

て、森林が吸収した CO2 が森林火災によって再排出されるケースの対処法と類似している。

また、2021 年の COP において、第 6 条の市場メカニズムの議論の中で解決策が提示される

可能性があり、第 6 条に係る動きについても注視したい。 
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5. CCUS 案件形成事業に係るポテンシャルの評価 

5.1 CCUS の動向調査 

本項では、CCUS に係る各国の制度・状況について最新動向の調査を行った。具体的には

CCUS に関連する法制度・インセンティブ等、貯留ポテンシャル、CCUS のコスト、CCUS

に関する国際機関等の活動、CCUS に関する融資状況など幅広い分野を調査対象とした。こ

れにより、今後の我が国による CCUS の展開に向けた基礎資料とした。 

5.1.1 法政策・インセンティブ・ロードマップ等の整備状況 

世界各国における CCS に特化した法規制の進展度合いは図 5-1 のとおりである。オース

トラリア、カナダ、米国、英国の取組みが進んでいると評価されている。 

 

図 5-1 世界各国の CCS に関する法規制の進展度合い 

注）赤枠は三菱総合研究所追記 

出所）Ian Havercroft (2018) “CCS legal and regulatory indicator (ccs-lri),” Global CCS Institute 2018 THOUGHT 

LEADERSHIP REPORT, p.10 

(1) カナダ 

カナダの NDC5051にも言及がある、石炭火力発電による CO2 排出量の削減規制（2012 年

 
50 The Government of Canada (2017) CANADA’S 2017 NATIONALLY DETERMINED CONTRIBUTION 

SUBMISSION TO THE UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE, 

https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Canada%20First/Canada%20First%20NDC-

Revised%20submission%202017-05-11.pdf （2020 年 3 月 3 日閲覧） 

51 The Government of Canada (2015) CANADA’S INDC SUBMISSION TO THE UNFCCC, 

https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Canada%20First/INDC%20-%20Canada%20-%20En

glish.pdf （2020 年 3 月 3 日閲覧） 
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9 月発表）52では、2015 年 7 月 1 日以降に稼働している石炭火力発電所に対して、1GWh あ

たりの CO2 排出量を 420t 以下にするよう定めている。同規制によって、高効率天然ガス火

力や再生可能エネルギー及び CCS 機能を有する化石燃料火力等への移行が促進され、2015

年から 2035 年の 21 年間で、2 億 1400 万トンの CO2 排出削減が期待されている53。 

カナダでは、州政府が CCS 実施のための法整備を主導している。例えばアルバータ州は、

州内の CCS 規制を明確化するために、2010 年炭素回収貯留法改正法の制定54、鉱山及び鉱

物に関する法律の改正等の複数のエネルギー法を改正しており、包括的体制を構築してい

る。また、詳細な規制枠組み評価（RFA）プロセスが 2011 年に開始され、政府に対して様々

な提言を実施している55。 

ブリティッシュコロンビア州では、2015 年に、2015 年天然ガス開発法改正法を通過させ、

CCS 活動を促進するために、石油、石油、ガスの活動を管理する州の法律をより広くするよ

うに改正した56。 

ロードマップについては、2006 年にカナダ天然資源省（NRCan, Natural Resources Canada）

から発表された技術ロードマップが存在する57。ポテンシャル、技術（R&D）の 2020 年ま

でのロードマップ、政策・規制の枠組み、技術・実証、世界各国との連携の必要性等の情報

を整理している。 

インセンティブとしては、カナダ環境保護法（CEPA）に基づく 2012 年電力規則で、石炭

火力発電による二酸化炭素排出量の削減に関する定めがある。この規則では、すべての石炭

火力発電所の CO2 排出限度を GWh 当たり 420 トンと定めている。しかし、CCS を備えた

新規および使用済石炭火力発電所であれば、2024 年 1 月までに一定の建設マイルストーン

が示されることを条件に、2024 年 12 月まで上記性能基準から除外される58。 

(2) 米国 

米国の NDC（2015 年 3 月）においては、CCUS について特段の言及はない。 

米国では、2007 年に米国最高裁判所が温室効果ガスを汚染物質に含めて以来、CCUS は

 
52 Department of Justice Canada (2012) Reduction of Carbon Dioxide Emissions from Coal-fired Generation of 

Electricity Regulations, http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/SOR-2012-167.pdf （2020 年 3 月 3 日閲覧） 

53 地球環境戦略研究機関（2018）「IGES 各国気候変動政策集」p.23 

54 Ministry of Energy of the Province of Alberta (2010) BILL 24: CARBON CAPTURE AND STORAGE 

STATUTES AMENDMENT ACT, 2010, 

http://www.assembly.ab.ca/ISYS/LADDAR_files/docs/bills/bill/legislature_27/session_3/20100204_bill-024.pdf 

（2020 年 3 月 3 日閲覧） 

55 Brad Page (2017)「世界の CCS の動向 2017（中央環境審議会地球環境部会長期低炭素ビジョン小委員会

発表資料）」p.20, https://www.env.go.jp/council/06earth/y0618-17/mat01_1.pdf （2020 年 3 月 3 日閲覧） 

56 The Legislative Assembly of the Province of British Columbia (2015) Bill 40 – 2015: Natural Gas Development 

Statutes Amendment Act, 2015, https://www.leg.bc.ca/parliamentary-business/legislation-debates-proceedings/40th-

parliament/4th-session/bills/third-reading/gov40-3 （2020 年 3 月 3 日閲覧） 

57 Natural Resources Canada, CANMET Energy Technology Centre (2006) “Canada's CO2 Capture and Storage 

Technology Roadmap,” http://publications.gc.ca/collections/collection_2014/rncan-nrcan/M154-16-2008-eng.pdf 

（2020 年 3 月 3 日閲覧） 

58 SaskPower (2015) “EMISSIONS REGULATION APPLICABLE TO COAL-FIRED POWER GENERATION,” 

p1, https://ccsknowledge.com/pub/documents/publications/saskpower-boundry-

dam/Emissions%20Regulation%20Coal%20Fired%20Power.pdf （2020 年 3 月 3 日閲覧） 
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化石燃料発電を行いながら温室効果ガス排出削減を達成するための必須技術として位置づ

けられてきた。これに伴い、連邦レベルでは、分離プロセスの範囲内で、発電所の新たな排

出枠や有害物質の処理に関して包括的な規制が導入された（例えば 2010 年の American 

Power Act（いわゆるケリー・リーバーマン法案））。しかし、州レベルでは回収技術を支援

する動きには至らず、多くの州では、石炭火力発電所の新規建設が拒否されてきた59。 

これとは対照的に、輸送および貯留については、連邦及び州レベルで法制度が作られてい

る。 

輸送については、パイプライン輸送の安全性を規制、監視、強制する法律や規則が過去 20

年間にわたり、多くの連邦省庁や州当局によって制定されており、パイプラインの管理は比

較的成熟している60。 

また、CO2 地質隔離については、様々な法令や基準がある。例えば、連邦の地下注入管理

（UIC）プログラムが、操業規範を規制し、責任分担を定め、補助金を提供するために策定

されている。また、地下注入管理（UIC）プログラムには、地下貯留を目的とした CO2 の新

しいクラスの圧入井（クラス VI）が含まれている61。さらに、米国環境保護庁は、大気浄化

法に基づき、地層内に注入された CO2 の効果的な報告が確実に行われることを目的とした

規則を設置している。また、州レベルでも、米国内の複数の州が、地下貯留の様々な側面に

対応するための法律を導入している。例えば、ノースダコタ州は州内で実施される連邦の圧

入プログラムに対して第一位での管理優先権を求めている62。 

2016 年の長期脱炭素化戦略（Mid-Century Strategy for Deep Decarbonization）では、ネガテ

ィブ・エミッションを達成するために CO2 除去技術の普及をうたっている63。ただし、トラ

ンプ政権下での本長期戦略の位置づけは不明であり、政府のホームページ上からは削除さ

れている。 

税額控除としては、2018 年に、45Q（CO2 隔離による税額控除の拡張のための法案）が成

立した（EOR が$35/トン、CCS が$50 トン。いずれも 2026 年）64。産業界の要望に沿って税

額控除額を増額しており、CO2-EOR を含む、貯留または利用された CO2 トンごとのクレジ

ットが回収業者に提供され、回収業者の納税義務を軽減するために利用できるようになり、

CCUS により手厚い配慮をしている65。 

ロードマップとしては、2014 年に米国エネルギー省が初めて CCS のロードマップを発表

 
59 Kai Jianga, Peta Ashworth, Shiyi Zhang, Xi Liang, Yan Sun, Daniel Angus. (2019) “China's carbon capture, 

utilization and storage (CCUS) policy: A critical review,” Renewable and Sustainable Energy Reviews, p.8 
60 Kai Jianga, Peta Ashworth, Shiyi Zhang, Xi Liang, Yan Sun, Daniel Angus. (2019) “China's carbon capture, 

utilization and storage (CCUS) policy: A critical review,” Renewable and Sustainable Energy Reviews, p.8 
61 Brad Page (2017)「世界の CCS の動向 2017」p.20, https://www.env.go.jp/council/06earth/y0618-

17/mat01_1.pdf （2020 年 3 月 3 日閲覧） 

62 Brad Page (2017)「世界の CCS の動向 2017」p.20, https://www.env.go.jp/council/06earth/y0618-

17/mat01_1.pdf （2020 年 3 月 3 日閲覧） 

63 White House (2016) United States Mid-Century Strategy: FOR DEEP DECARBONIZATION, p.7, 

https://unfccc.int/files/focus/long-term_strategies/application/pdf/mid_century_strategy_report-final_red.pdf （2020

年 3 月 3 日閲覧） 

64 26 U.S. Code § 45Q (2017), §45Q. Credit for carbon oxide sequestration, 

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/26/45Q （2020 年 3 月 3 日閲覧） 

65 経済産業省（2019）「CCS 研究開発・実証関連事業/CO2 貯留適地の調査事業について」p.16, 

https://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/review2019/kokai/s4r.pdf （2020 年 3 月 3 日閲覧） 
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している66。2017 年に米国エネルギー省が全米石油審議会（National Petroleum Council: NPC）

に対して、CCUS 技術を米国内に展開させるためのアクションプラン策定を求めた67。これ

を受けて 2018 年からタスクフォースが立ち上がり、ロードマップ完成を目指して研究が行

われた68。 

2019 年 12 月に発表された全米石油審議会の報告書では、図 5-2 のとおりロードマップが

示された。現在の CCUS の状況を踏まえて、次の 5~7 年、15 年、25 年の見込みが示されて

おり、その年までの CCUS 投資額、パイプライン投資額、年間雇用数、オイル産業との比

較、CCUS 導入量の積算量について明示されている。 

さらに、図 5-3 のとおり、コスト分析や、R&D により想定される技術革新もまとめられ

ており、インセンティブ、規制に関するフレームワーク、技術投資、ステークホルダーの関

与に関する指針も記されている69。 

  

 
66 US Department of Energy (2014) “Carbon Storage Technology Program Plan, Department of Energy: Office of 

Fossil Energy,” https://www.netl.doe.gov/sites/default/files/netl-file/Program-Plan-Carbon-Storage_0.pdf （2020 年

3 月 3 日閲覧） 

67 Clean Energy Ministerial (2020) CCUS webinar 21 January: A roadmap to at-scale deployment of CCUS in the 

United States, https://www.cleanenergyministerial.org/news-clean-energy-ministerial/ccus-webinar-21-january-

roadmap-scale-deployment-ccus-united-states（2020 年 3 月 3 日閲覧） 

68 John Minge (2018) NPC CCUS Study, p.11, https://www.npc.org/12-4-2018_NPC_Mtg-CCUS_Report.pdf

（2020 年 3 月 3 日閲覧） 

69 National Petroleum Council (2019) “Meeting the Dual Challenge A Roadmap to At-Scale Deployment of Carbon 

Capture, Use, and Storage, Volume I - Report Summary,” p.56-57 
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図 5-2 米国における CCUS に関するロードマップ 

出所）National Petroleum Council (2019) “Meeting the Dual Challenge A Roadmap to At-Scale Deployment of 

Carbon Capture, Use, and Storage, Volume I - Report Summary” 
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図 5-3 米国の CCUS のコストの推移、CCUS 技術の進化 

出所）National Petroleum Council (2019) “Meeting the Dual Challenge A Roadmap to At-Scale Deployment of 

Carbon Capture, Use, and Storage, Volume I - Report Summary” 
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特に 45Q に関しては、図 5-4 に示された通り、CO2 の貯留、EOR、利用のそれぞれにつ

いて、2018 年以降の毎年の CO2 に対する税額控除の改定額が記載されている70。NPC とし

ては、Internal Revenue Service (IRS) に対し、45Q に対する要件についてより明確に提示する

よう推奨しており、クレジットの移譲可能性、安全な地質学的貯留を実証するための選択肢、

建設開始日の定義、クレジットの再回収に関する規定の整備などを明確化するように勧め

ている。 

 

図 5-4 45Q に関する CO2 に対する税額控除の改定額の推移 

出所）National Petroleum Council (2019) “Meeting the Dual Challenge A Roadmap to At-Scale Deployment of 

Carbon Capture, Use, and Storage, Volume I - Report Summary” 

  

 
70 National Petroleum Council (2019) “Meeting the Dual Challenge A Roadmap to At-Scale Deployment of Carbon 

Capture, Use, and Storage, Volume I - Report Summary,” p.39 
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(3) EU 

EU の NDC では、二酸化炭素貯留技術を INDC 達成のための手段の一つに掲げている71。 

欧州では 2009 年に CCS 指令72が施行され、サイトの選定・探査、申請、許可、運用、閉

鎖後の義務等が規定されている。CCS の法的規制としては、サイト選定、探査許可から閉鎖

後修了までの規定が整備されており、包括的な枠組みとなっている。各国への移行状況は以

下の表 5-1 のとおりである。 

表 5-1 EU CCS Directive の各国への移行状況（CO2 貯留許可に関するもの） 

 

出所）地球環境産業技術研究機構（2017）「CCS の現状と今後の導入に向けた課題」『RITE Today 

Annual Report』2017 年版第 12 号, p.12 

  

 
71 EU and its Member States (2015) Intended Nationally Determined Contribution of the EU and its Member States, 

p.4, https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Sweden%20First/EU%20First%20NDC.pdf 

（2020 年 3 月 3 日閲覧） 

72 COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES (2008) DIRECTIVE OF THE EUROPEAN 

PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the geological storage of carbon dioxide, 

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/lowcarbon/ccs/docs/ccs_ia_jan2008_en.pdf （2020 年 3 月 3 日閲覧） 
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また、EU28 か国及びノルウェーの CCS に対する政府戦略及び規制の概要は、表 5-2 の

とおりである。 

表 5-2 EU28 か国およびノルウェーの CCS に対する政府戦略及び規制の概要 

 

出所）NAVIGANT (2019) “Gas for Climate. The optimal role for gas in a net zero emissions energy system,” p.129 

1) ドイツ 

欧州では 2009 年に CCS 指令を受けて、EU 加盟国においてそれぞれ国内法での法的措置

をとることとなっているが、ドイツでは、州議会の反対や、CCS に反対する環境 NGO の運

動もあり、CO2 貯留量を制限する制度が定められた（2018 年までに年間最大 400 万トン、

1 プロジェクトあたり最大 130 万トンの貯留許可のみ）73。 

ドイツは 2013 年に CCS から撤退したが、2016 年のドイツ連邦環境・自然保護・原子力

安全省（Bundesministerium für Umwelt: BMU）の Climate Action Plan 2050 では、CO2 排出が

不可避な領域については、CCU や CCS が必要であると言及されていた74。また、2019 年に

 
73 地球環境産業技術研究機構（2017）「CCS の現状と今後の導入に向けた課題」『RITE Today Annual 

Report』2017 年版第 12 号, p.12 

74 Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety of Germany (2016) Climate 

Action Plan 2050 – Germany's long-term emission development strategy,  

https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Pools/Broschueren/klimaschutzplan_2050_en_bf.pdf （2020 年 3 月 3
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は、メルケル首相が気候目標達成のために CCS 活用にかかる議論の再開に言及している75。 

2) オランダ 

欧州では、EUCCS 指令を受けて、EU 加盟国においてそれぞれ国内法での法的措置をと

ることとなっているが、オランダでは、国内すべての地域が CO2 貯留許可の対象となって

いる76。 

ロードマップとしては、2018 年に、CCS に関する研究開発を行う CATO（CO2 Afvang, 

Transport en Opslag. CO2 Capture, Transport and Storage（CO2 Capture, Transport and Storage in 

The Netherlands））が、図 5-5 のロードマップを発表した7778。このロードマップは、オラン

ダのコンサル会社である De Gemeynt が制作に関与している。 

 

 

図 5-5 オランダの CCS ロードマップ（2018 年） 

出所）Jan Hopman (2018) CCUS Developments in the Netherlands, p.13, 

https://ukccsrc.ac.uk/sites/default/files/documents/event/CCUS-NL-Hopman-2018_03_26-27-public.pdf 

（2020 年 3 月 3 日閲覧） 

また、CATO は、2014 年段階で、課題を地下鉄路線、アクションプランを駅としてモデ

 

日閲覧） 

75 経済産業省（2019）「CCS 研究開発・実証関連事業/ CO2 貯留適地の調査事業について」p.16, 

https://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/review2019/kokai/s4r.pdf （2020 年 3 月 3 日閲覧） 

76 地球環境産業技術研究機構（2017）「CCS の現状と今後の導入に向けた課題」『RITE Today Annual 

Report』2017 年版第 12 号, p.11 

77 Hans Warmenhoven (2018) CCS Roadmap, getting started, https://www.co2-

cato.org/publications/library1/20180606-ccs-roadmap-getting-started-de-gemeynt （2020 年 3 月 3 日閲覧） 
78 Jan Hopman (2018) CCUS Developments in the Netherlands, 

https://ukccsrc.ac.uk/sites/default/files/documents/event/CCUS-NL-Hopman-2018_03_26-27-public.pdf （2020 年

3 月 3 日閲覧） 
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ル図示視化し、図 5-6 のようなロードマップも示していた79。5 つの課題とは、長期的な政

府のコミットメントや経済性担保、プロジェクト導入に関する道筋の明確化と透明性、経済

性の向上、R&D の向上やキャパビル、CO2 排出量削減のための CCS の役割に関する議論を

指し、これに対するアクションプランが記載されている。 

 

図 5-6 オランダの CCS ロードマップ（2014 年） 

出所）Chris Hendriks and Joris Koornneef (2014) “CCS Implementation in the Netherlands,” Energy Procedia, 

Volume 63, p.6973-6981 

(4) 英国 

EUCCS 指令を受けて、EU 加盟国においてそれぞれ国内法での法的措置をとることとな

っているが、英国では、主に 2008 年エネルギ―法を通じて対応し、既存の石油および天然

ガスモデルを基礎とし、CCS 指令の新たな側面に対応する要素を追加している。その結果、

国内すべての地域が CO2 貯留許可の対象となっている8081。 

2017 年に Clean Growth Strategy（クリーン成長戦略）を公表しており、CCUS 導入の重要

性を指摘している82。2018 年に共用 CO2 輸送・貯留インフラ（主に帯水層貯留）を核とし

た CCUS に関するアクションプラン（The UK carbon capture, usage and storage (CCUS) 

 
79 Chris Hendriks and Joris Koornneef (2014) “CCS Implementation in the Netherlands,” Energy Procedia, Volume 

63, p.6973-6981 
80 地球環境産業技術研究機構（2017）「CCS の現状と今後の導入に向けた課題」『RITE Today Annual 

Report』2017 年版第 12 号, p.11 

81 Brad Page (2017)「世界の CCS の動向 2017（中央環境審議会地球環境部会長期低炭素ビジョン小委員会

発表資料）」p.20, https://www.env.go.jp/council/06earth/y0618-17/mat01_1.pdf （2020 年 3 月 3 日閲覧） 

82 Committee on Climate Change (2019) “Net Zero - The UKs contribution to stopping global warming,” p.191 
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deployment pathway: an action plan）を策定している83。2020 年半ばまでに、CCUS プロジェ

クトを運転し、発電所・炭素集約型産業の CO2 を枯渇ガス田に貯留する予定である84。Further 

Ambition シナリオでは、CCS や CCUS が遅延なく導入されることが必要とされている85。 

英国では、2050 年までに GHG 排出量を 80％削減するための予算がついており、その中

に CCUS も含まれている86。 

これまでに、CCUS の研究開発には、1 億 3000 万ポンドが投資されている。国内では、

4500 万ポンドが CCUS のイノベーションのために投資されており、国際的には、7000 万ポ

ンドが CCUS の ODA プログラムに投資されている87。 

また、英国政府は 2019 年までに 9 つのプロジェクトに対して合計 26 百万ポンドの補助

金を拠出している。 

CCU 実証プロジェクトに選ばれたのは以下の 3 社である。 

⚫ Drax：燃料電池を用いた生物由来の CO2 回収プロジェクト（£1 million） 

⚫ Origen Power：Oxy-Fuelled Flash Calciner のプロジェクト（£356,000） 

⚫ Tata Chemicals Europe：CCU 実証事業（£17 million） 

CCUS イノベーションとして補助金を得たのは以下の 6 つのプロジェクトである88。 

⚫ C-Capture：BECCS によるネガティブエミッションのプロジェクト（£11.1 million） 

⚫ Pale Blue Dot Energy：Acorn の貯留サイトのプロジェクト（£8.1 million） 

⚫ TiGRE Technologies Limited：北海で展開されている 200MW の OCGT TiGRE Project に

対して CCUS 技術を導入するプロジェクト（£243,000） 

⚫ Translational Energy Research Centre (PACT-2)：Sheffield 大学が率いる、PACT （Pilot-Scale 

Advanced Capture Technology）プロジェクト（£21 million） 

⚫ Progressive Energy：HyNet の産業 CCS プロジェクト（£765,500） 

⚫ OGCI Climate Investments：クリーンガスプロジェクト（£18 million） 

英国は、CCUS をめぐる国際連携も積極的に主導している。2018 年に IEA の CCUS サミ

ットのホストを務めたほか、国際機関・団体としては、CCUS CEM Initiative, CCUS Mission 

Innovation Challenge, CSLF（炭素隔離リーダーシップフォーラム）、Accelerating CCUS 

Technologies に参加している。また、2005 年から北海水域タスクフォース（North Sea Basin 

Task Force）を組成し、沿岸各国の政府や民間事業会社間での連携を進めている89。 

 
83 Department for Business, Energy & Industrial Strategy (2018) “The UK carbon capture usage and storage 

deployment pathway: an action plan,” 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/759637/beis-ccus-

action-plan.pdf （2020 年 3 月 3 日閲覧） 

84 経済産業省（2019）「CCS 研究開発・実証関連事業/ CO2 貯留適地の調査事業について」p.16, 

https://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/review2019/kokai/s4r.pdf （2020 年 3 月 3 日閲覧） 

85 Committee on Climate Change (2019) “Net Zero - The UKs contribution to stopping global warming,” p.197 
86 Committee on Climate Change (2019) “Net Zero - The UKs contribution to stopping global warming,” p.137 
87 Dr. Peter Warren, Department for Business, Energy & Industrial Strategy (2019) “UK Government, Role of 

Climate Finance to Support CCUS in Asia,” p.5, http://asiacleanenergyforum.pi.bypronto.com/2/wp-

content/uploads/sites/2/2019/06/1Peter-Warren_Role-of-Climate-Finance-to-support-CCUS-in-Asia.pdf （2020 年 3

月 3 日閲覧） 

88 Department for Business, Energy & Industrial Strategy (2018) CCUS Innovation Programme, 

https://www.gov.uk/government/publications/call-for-ccus-innovation （2020 年 3 月 3 日閲覧） 

89 North Sea Basin Task Force (2007) North Sea Basin Task Force, 

 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/759637/beis-ccus-action-plan.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/759637/beis-ccus-action-plan.pdf
http://asiacleanenergyforum.pi.bypronto.com/2/wp-content/uploads/sites/2/2019/06/1Peter-Warren_Role-of-Climate-Finance-to-support-CCUS-in-Asia.pdf
http://asiacleanenergyforum.pi.bypronto.com/2/wp-content/uploads/sites/2/2019/06/1Peter-Warren_Role-of-Climate-Finance-to-support-CCUS-in-Asia.pdf
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英国政府は、2018 年発表のアクションプランにおいて、技術開発のリーダー的存在とし

て、CCUS 技術も有望な技術の一つとして取り組むことを目指し、図 5-7、図 5-8、図 5-9

のとおり、2050 年を見据えたロードマップを作成している。また、CCUS 技術を 2030 年代

に導入することを目標に、コスト低減へ取り組むことも表明している。 

 

図 5-7 国内発の CCUS 施設を 2020 年代半ばに稼働するためのロードマップ 

出所）Department for Business, Energy & Industrial Strategy (2018) “The UK carbon capture usage and sto

rage deployment pathway: an action plan,” p.9, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploa

ds/system/uploads/attachment_data/file/759637/beis-ccus-action-plan.pdf （2020 年 3 月 3 日閲覧） 

 

図 5-8 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 

出所）Department for Business, Energy & Industrial Strategy (2018) “The UK carbon capture usage and sto

rage deployment pathway: an action plan,” p.54-55, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/u

ploads/system/uploads/attachment_data/file/759637/beis-ccus-action-plan.pdf （2020 年 3 月 3 日閲覧） 

 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/oed/pdf_filer/north-sea-basin-task-force-15-june-2007.pdf （2020

年 1 月 17 日閲覧） 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/759637/beis-ccus-action-plan.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/759637/beis-ccus-action-plan.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/759637/beis-ccus-action-plan.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/759637/beis-ccus-action-plan.pdf
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図 5-9 2030 年代の CCUS 導入に向けたアクションプラン 

出所）Department for Business, Energy & Industrial Strategy (2018) “The UK carbon capture usage and storage 

deployment pathway: an action plan,” p.11, 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/759637/beis

-ccus-action-plan.pdf （2020 年 3 月 3 日閲覧） 

また、英国の民間企業有志の North West Business Leadership team は、英国北西部の産業ク

ラスター地帯を脱炭素化する取り組みを行なっており、ロードマップを策定している90。同

クラスターでは、HyNet、HyMotion、HyDeploy、HySecure、Centurion and BOC St Helens 等

の実証プロジェクトを展開している。 

(5) ノルウェー 

ノルウェーは、NDC において、国内の気候政策において CCS を強化していくとうたって

いる91。 

ノルウェーは世界で初めて CO2 削減目標を設定した国である。これは、経済成長のため

 
90 North West Business Leadership Team (2020) A ROAD MAP TO DELIVERY, https://northwestcluster.co.uk/the-

roadmap/ （2020 年 1 月 17 日閲覧） 

91 UNFCCC (20) Norway First NDC, p.5 

https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Norway%20First/NorwayINDC%20(Archived).pdf 

（2020 年 3 月 3 日閲覧） 

 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/759637/beis-ccus-action-plan.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/759637/beis-ccus-action-plan.pdf
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には CO2 排出量の増加に伴う石油・ガスの生産・輸出を支援する必要がある一方で、国や

国民が排出削減目標に高い意欲を持っていることが主な要因である92。 

ノルウェーにおける CCS をめぐる政治論争は 1990 年代にまでさかのぼる。1994 年に計

画された二つのガス火力発電所は、国内排出量を 6%増加させると考えられており、大きな

懸念を引き起こした。これにより CCS は、エネルギーと気候変動との闘いにおける「技術

的接着剤」としての役割を構築し、Sleipner プロジェクトと、沖合の枯渇した石油・ガス田

に CO2 を貯留する Snøhvit プロジェクトにつながった。 

その後、2000 年代半ば以降、ノルウェーは CCS を国際的に推進し始めた。Climate 

Settlement2007 の一部として策定された国際 CCS 行動計画は、ノルウェーを純カーボンニュ

ートラルの国にし、他の国々が気候変動緩和の目標を設定することを奨励する目的とした

ものであった。国際協力と独立した取り組みを通じて、ノルウェーはいくつかの実行可能性

調査を完了し、いくつかの大規模な CCS プロジェクトを実装している93。 

ノルウェーでは、2014 年に新たな CCS 戦略として、The Government’s carbon capture and 

storage strategy94が立てられた。2022 年までにノルウェーでフルスケールの CCS 実証施設の

設立を目指し、ノルウェー政府が R&D に注力していくことがうたわれている95。 

ノルウェーでは、CCS に関する法令として、1963 年海底石油以外の天然資源の調査、探

査及び開発に関する法律（大陸棚法）、1981 年公害の防止及び廃棄物の処理に関する法律

（公害廃棄物処理法）、1996 年石油事業法、温室効果ガス排出量取引法、大陸棚における

石油活動の CO2 税関連法、汚染管理法、行政法、計画・建築法に基づき対応をしている96。

なお、ノルウェーでは、沖合地域に限定して CO2 貯留を許可している97。 

また、規制としては、2014 年以降 CCS に特化した規制枠組みの制定にも取り組んでおり、

汚染管理規制、輸送・貯蔵規制、石油規制、温室効果ガス排出取引規制、環境影響評価規制、

計画・建築規制、枠組み規制、管理規制、技術・運用規制、活動規制、設備規制が整備され

ている98。 

インセンティブとしては、欧州排出権取引制度（EU-ETS）、ノルウェー排出権取引制度、

炭素税が挙げられる。 

ロードマップは、2013 年に、NORDICCS（Nordic CCS Competence Centre）が、図 5-10 の

 
92 Kai Jianga, Peta Ashworth, Shiyi Zhang, Xi Liang, Yan Sun, Daniel Angus (2019) “China's carbon capture, 

utilization and storage (CCUS) policy: A critical review,” Renewable and Sustainable Energy Reviews, p.9 
93 Kai Jianga, Peta Ashworth, Shiyi Zhang, Xi Liang, Yan Sun, Daniel Angus (2019) “China's carbon capture, 

utilization and storage (CCUS) policy: A critical review,” Renewable and Sustainable Energy Reviews, p.9 
94 Ministry of Petroleum and Energy (2014) The Government’s carbon capture and storage strategy, 

https://www.regjeringen.no/en/topics/energy/carbon-capture-and-storage/the-governments-carbon-capture-and-

storage-strategy/id2353948/ （2020 年 3 月 3 日閲覧） 

95 Ingvild Ombudstvedt (2017) 「ノルウェーの CCS 活動（日本中央環境審議会資料）」p.14, 

https://www.env.go.jp/council/06earth/y0618-17/mat02_1.pdf （2020 年 3 月 3 日閲覧） 

96 Ingvild Ombudstvedt (2017) 「ノルウェーの CCS 活動（日本中央環境審議会資料）」p.14, 

https://www.env.go.jp/council/06earth/y0618-17/mat02_1.pdf （2020 年 3 月 3 日閲覧） 

97 地球環境産業技術研究機構（2017）「CCS の現状と今後の導入に向けた課題」『RITE Today Annual 

Report』2017 年版第 12 号, p.11 

98 Ingvild Ombudstvedt (2017) 「ノルウェーの CCS 活動（日本中央環境審議会資料）」p.14, 

https://www.env.go.jp/council/06earth/y0618-17/mat02_1.pdf （2020 年 3 月 3 日閲覧） 
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とおり発表している99100。このロードマップは 2015 年に更新されており、NORDICCS プロ

ジェクトの紹介、北海の貯留サイトをハブ化することによるコストダウンの効果、CCS 導

入における大規模プロジェクトの経済性評価等、プロジェクトの早期推進による気候変動

対策目標の達成について言及している101。 

 

図 5-10 2050 年にむけたノルウェーの CCS のロードマップ 

出所）Nordic CCS Competence Centre (2013) “Nordic CCS Roadmap: A vision for Carbon Capture and Storage 

towards 2050,” p.19, https://www.sintef.no/globalassets/project/nordiccs/nordiccs-bok---small_2013-11-1.pdf 

（2020 年 3 月 3 日閲覧） 

また、ノルウェーの産業界が中心となって作った図 5-11 のロードマップでも、CCS や

CCU の重要性が強調されている102。 

 
99 Nordic CCS Competence Centre (2013) “Nordic CCS Roadmap: A vision for Carbon Capture and Storage towards 

2050,” https://www.sintef.no/globalassets/project/nordiccs/nordiccs-bok---small_2013-11-1.pdf （2020 年 3 月 3 日

閲覧） 

100 Marit J. Mazzetti et al. (2014) “NORDICCS CCS Roadmap,” Energy Procedia 51, p.1-13 
101 Nordic CCS Competence Centre (2013) “Nordic CCS Roadmap: A vision for Carbon Capture and Storag

e towards 2050 - Update 2015,” https://www.sintef.no/globalassets/project/nordiccs/nordiccs-roadmap-updated-2

015-12-033.pdf （2020 年 3 月 3 日閲覧） 

102 Norsk Industri (2016) “The Norwegian process industries’ roadmap,” 

https://www.norskindustri.no/siteassets/dokumenter/rapporter-og-brosjyrer/the-norwegian-process-industries-

roadmap-summary.pdf （2020 年 3 月 3 日閲覧） 



 

 

 

94 

 

図 5-11 2050 年にむけたノルウェー産業のロードマップ 

出所）Norsk Industri (2016) “The Norwegian process industries’ roadmap,” p.7 

https://www.norskindustri.no/siteassets/dokumenter/rapporter-og-brosjyrer/the-norwegian-process-industries-

roadmap-summary.pdf （2020 年 3 月 3 日閲覧） 

(6) オーストラリア 

連邦政府と州政府は、2005 年に、二酸化炭素の回収と貯留に関する規制指針として、CCS

に対応するための包括的な法律を施行している。 

連邦レベルでは、その他に、政府は、沖合海域での CCS 活動を可能にするため、2006 年

海洋石油・温室効果ガス貯蔵法などの石油規則を改正した103。 

州レベルでもそれぞれ規制枠組みが設けられているが、陸域 CCS については、各州で個

別の対応がとられている104。ビクトリア州では 2008 年温室効果ガス地質貯留法（2009 年開

始）、クイーンズランド州では 2009 年温室効果ガス貯留法（2009 年開始）、南オーストラ

リア州では 2000 年石油地熱法（Petroleum and Geothermal act）（2009 年開始）、西オースト

ラリア州では 2003 年バロー島法（Barrow Island Act 2003）（2003 年開始）がそれぞれ対応

している105。西オーストラリア州の 2003 年バロー島法（Barrow Island Act 2003）は、オース

トラリアにおいて CCS プロジェクトを規制した最初の法令であり、ゴルゴン地域における

貯蔵プロジェクト（Gorgon Joint Venture project）のために特別に制定された法律である106107。 

重要なのは、オーストラリアの CCUS 関連法が、いずれも、運営許可を最上位に置いてい

 
103 Kai Jianga, Peta Ashworth, Shiyi Zhang, Xi Liang, Yan Sun, Daniel Angus (2019) “China's carbon capture, 

utilization and storage (CCUS) policy: A critical review,” Renewable and Sustainable Energy Reviews, p.8 
104 Alexander Zahar, Jacqueline Peel and Lee Godden (2012) Australian Climate Law in Global Context, Cambridge 

University Press, p.328 
105 Alexander Zahar, Jacqueline Peel and Lee Godden (2012) Australian Climate Law in Global Context, Cambridge 

University Press, p.328 
106 Alexander Zahar, Jacqueline Peel and Lee Godden (2012) Australian Climate Law in Global Context, Cambridge 

University Press, p.328 
107 Brad Page (2017)「世界の CCS の動向 2017（中央環境審議会地球環境部会長期低炭素ビジョン小委員会

発表資料）」p.20, https://www.env.go.jp/council/06earth/y0618-17/mat01_1.pdf （2020 年 3 月 3 日閲覧） 
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ることである。つまり、運営許可がない場合、CCS プロジェクトのライフサイクルのどの段

階においても、プロジェクト計画、サイトスクリーニング、注入試験、プロジェクト終了後

の保管およびモニタリングなどの措置を講じることは違法である。許認可取得者は、事業が

計画通りに実施されない場合には、追加の条件を満たさなければならず、そうでない場合、

許可は停止または取り消される108。「深刻な状況」が発生した場合、担当大臣は直ちに許可

を取り消すことになる。したがって、CCS プロジェクトの停止の可能性があることから、申

請者は、すべての危険、特に環境と公衆衛生への脅威が排除され、許可地域全体で適切に管

理されることを確実にするために、高水準の予防的リスク管理スキームを提示する必要が

ある109。 

なお、オーストラリアの CCUS に関する政策枠組みは、Global CCS Institute の調査では第

一位の評価を受けている110。 

オーストラリアの CCS ロードマップは、2008 年に図 5-12 のとおり発表されており、CCS

展開の商業的な障壁を除去・削減するためのスキル、知識、研究開発、デモンストレーショ

ン、アプリケーション、高度なシステムの開発のプロセスに焦点を当てて制作されている。 

 

図 5-12 オーストラリアにおける CCS のロードマップ 

出所）ANLEC R&D (2017) “Overview of CCS Roadmaps and Projects,” p.2, https://anlecrd.com.au/projects/a-ccs-

roadmap-for-australia/ （2020 年 3 月 3 日閲覧） 

2013 年には、National CCS Council がさらにロードマップを作成しており、投資や政策推

進のために優先すべき行動を推薦している（ただし非公開である）111。 

 
108 Kai Jianga, Peta Ashworth, Shiyi Zhang, Xi Liang, Yan Sun, Daniel Angus. (2019) “China's carbon capture, 

utilization and storage (CCUS) policy: A critical review,” Renewable and Sustainable Energy Reviews, p.8 
109 Kai Jianga, Peta Ashworth, Shiyi Zhang, Xi Liang, Yan Sun, Daniel Angus. (2019) “China's carbon capture, 

utilization and storage (CCUS) policy: A critical review,” Renewable and Sustainable Energy Reviews, p.8 
110 Ian Havercroft (2018) “CCS legal and regulatory indicator (ccs-lri),” Global CCS Institute 2018 THOUGHT 

LEADERSHIP REPORT, p.17 
111 ANLEC R&D (2017) “Overview of CCS Roadmaps and Projects,” p.2, https://anlecrd.com.au/projects/a-ccs-

roadmap-for-australia/ （2020 年 3 月 3 日閲覧） 
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(7) 中国 

中国の NDC においては、CCS の研究開発（R＆D）と商業化の実証を強化するとうたっ

ている112。 

現在、中国では CCUS そのものに対して特化した法令は存在しておらず、CCUS モデル

プロジェクトの全過程に対し、それぞれ参考となる関連法規があるという状況である。 

国家レベルでの CCUS に関連する主な規則（通達・計画）は、以下のとおりである113。 

 

⚫ 2009年 中国地質調査局（China Geological Survey: CGS）中国における炭素地質貯

留ポテンシャルの調査と評価の概要 

2005年にCO2-ECBMプロジェクトが完了した後に、CO2貯留ポテンシャルについて

調査した結果を取りまとめたものである。 

⚫ 2013年 科学技術部（Ministry of Science and Technology: MOST）第12次国家戦略に

おける国家CCUS技術開発 

本計画は、CCUS開発の目的と要件を技術的観点から包括的に提示したものであ

り、CCUS技術が国家戦略の一部となったことが示された。CCUSの様々な側面を取

り上げ、地域パイロットから全国的なデモンストレーションへと展開規模を拡大す

ることを奨励している。 

⚫ 2013年 国家発展改革委員会（NDRC） CCUS試験実証の促進に関する通知 

補助金制度、基準設定、国際協力の観点から、CCUSの開発が促進された。さら

に、ナレッジシェアと普及を通じて、技術に対する個人の認識を高めることとされ

た。 

⚫ 2013年 環境保護部（MOP: Ministry of Environmental Protection）CCUS実証プロジェ

クトの環境保護強化に関する通知 

2013年の、国家発展改革委員会と環境保護部の2つの通知は、CCUSに対する国民の

態度に言及している、中国政府の唯一の規則である。 

⚫ 2016年 環境保護部（MOP: Ministry of Environmental Protection）CCUSの環境リスク

評価のための技術指針 

この技術指針では、地下水・土壌・河川・湖沼・大気への汚染など、CCUS に関連す

るリスクを評価し、安全で環境に優しく効果的な操業のための CCUS プロジェクト

を管理するための厳格な技術規則を定めている。 

 

 
112 Department of Climate Change National Development and Reform Commission, People’s Republic of China 

(2015) ENHANCED ACTIONS ON CLIMATE CHANGE: CHINA’ S INTENDED NATIONALLY 

DETERMINED CONTRIBUTIONS, p.29 （英語版 p.13） 

https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/China%20First/China%27s%20First%20NDC%20Su

bmission.pdf （2020 年 3 月 3 日閲覧） 
113 Kai Jianga, Peta Ashworth, Shiyi Zhang, Xi Liang, Yan Sun, Daniel Angus (2019) “China's carbon capture, 

utilization and storage (CCUS) policy: A critical review,” Renewable and Sustainable Energy Reviews, p.2-3 
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現在、中国では CCUS モデルプロジェクトの全過程に対し、参考となる関連法規はある

が、CCUS そのものに対して特化した法令がないこと、具体的なプロジェクト推進のため

の情報が不足していること、市場のインセンティブが乏しいこと、CCUS の開発に対する

補助金制度等の支援策がないこと等が、課題として指摘されている114115。 

また、中国では、2011 年の第 12 次 5 カ年計画の開始前後から、表 5-3 のとおり、国内で

の CCUS 開発を促進するための国際協力が進んでいる。具体的には、以下の通り、プロジェ

クトの協力、ワークショップ、覚書やその他のナレッジシェアのためのイベントが、政府機

関、エネルギー関連企業、研究機関、非政府組織、その他のコミュニティの間で開催されて

いる。また、欧州、英国、オーストラリア、米国、カナダとの間で、プロジェクトの実施、

環境保護のための標準設計、政策枠組みの策定、融資スキームに関するナレッジシェアのた

めの覚書を締結している。 

表 5-3 中国の国際協力の状況 

協力パートナー アプローチ 具体例 開始時期 

GCCSI ワークショップ 毎年 2009年以降 
CEM 
(Clean Energy 
Ministerial) 

会議 毎年 2010年以降 

米国 研究 China- U.S. Clean Energy 
Research Center 

2010年以降 

オランダ 研究 Center for China-
Netherlands CO2-ECBM and 
CO2 Saline Aquifer Storage 
Exchange 

2011年以降 

IEA ワークショップ CCUS に関する IEA との協力 2012年以降 
CSLF 
(Carbon 
Sequestration 
Leadership Forum) 

プロジェクト 
資金調達 

CSLFキャパシティビルディング事業
(743,500 ドル) 

2012年以降 

英国 ナレッジシェア 英国-中国（広東省）CCUS セ
ンター 

2013年以降 

ADB（アジア開発銀行） 研究 中国における CCS の実証・普及の
ロードマップ 

2015年以降 

注）翻訳は三菱総合研究所 

出所）Kai Jianga, Peta Ashworth, Shiyi Zhang, Xi Liang, Yan Sun, Daniel Angus (2019)“China's carbon capture, 

utilization and storage (CCUS) policy: A critical review,” Renewable and Sustainable Energy Reviews, p.7 

特に、米国との China – U.S. Clean Energy Research Center では、CCUS に関する研究開発

分野での国際的な資金協力が進んでおり、フェーズ 1 では 2500 万ドルが資金提供されてお

り、現在フェーズ 2 が進行中である116。 

 
114 Kai Jianga, Peta Ashworth, Shiyi Zhang, Xi Liang, Yan Sun, Daniel Angus. (2019) “China's carbon capture, 

utilization and storage (CCUS) policy: A critical review,” Renewable and Sustainable Energy Reviews, p.9-10 
115 一般財団法人石炭エネルギーセンター（2019）「中国における CCUS 技術の現状と動向」JCOAL 

Magazine 第 239 号, http://www.jcoal.or.jp/publication/magazine/upload/JM-239.pdf （2020 年 3 月 3 日閲覧） 
116 Xiaoliang Yang (2016) “U.S.-China Clean Energy Collaboration: Lessons from the Advanced Coal Technology 

Consortium,” Working Paper, World Resources Institute, http://www.wri.org/publication/uschina-clean-energy-
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ロードマップについては、アジア開発銀行が、図 5-13 のとおり、中国における CCS のロ

ードマップを 2015 年に提案している117118。策定されたロードマップは 2015 年から 2050 年

を見据えており、CO2 削減に要するコストは約 60~80＄/t-CO2 から約 20~30＄/t-CO2 への低

減、CO2 削減量は年間 10Mt から年間 2400Mt の増加を見込んでいる。また、CCUS 導入目

標の発表や経済的なインセンティブなどに関して提示すべき政策、実証事業や実事業の導

入など行うべきアクションについても明記されている。そして、CCS 技術を中国内で商業

化させるには 10~15 年程度かかると試算し、大規模な CCS 実証事業をすぐに行うことが重

要であると示唆している。また、2021 年から 2030 年の期間において、環境への影響や排出

削減といった観点も踏まえた包括的な CCS に係る法的枠組みの構築を計画している。 

 

 

図 5-13 中国の CCS 実証及び展開に向けたロードマップ（アジア銀行提案） 

出所）Asian Development Bank (2015) “Roadmap for Carbon Capture and Storage Demonstration and Deployment 

in the People’s Republic of China” p.xii, https://www.adb.org/sites/default/files/publication/175347/roadmap-

ccs-prc.pdf （2020 年 3 月 3 日閲覧） 

  

 

research-collaboration （2020 年 3 月 3 日閲覧） 

117 Asian Development Bank (2015) “Roadmap for carbon capture and storage demonstration and deployment in the 

people's republic of China,” https://www.adb.org/sites/default/files/publication/175347/roadmap-ccs-prc.pdf （2020

年 3 月 3 日閲覧） 

118 Asian Development Bank (2015) “中国碳捕集与封存示范和推广路线图,”

https://www.globalccsinstitute.com/archive/hub/publications/197938/roadmap-carbon-capture-storage-

demonstration-deployment-peoples-republic-china-chinese.pdf （2020 年 3 月 3 日閲覧） 
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また、2019 年 5 月には、第 5 回中国国際 CCUS フォーラムにおいて、科学技術省・社会

開発科学技術局とアジェンダ 21 管理センターが共同で、新たなロードマップ「中国 CCUS

技術開発ロードマップ（2019 年版）」（中国碳捕集利用与封存技术发展路线图（2019 版））

を発表した。図 5-14 及び図 5-15 のロードマップでは、CCUS の戦略的位置を明確にし、手

頃な価格かつ実現可能で信頼性の高い CCUS 技術を通じて低炭素への移行を達成するため

の中長期目標と優先事項、政策提言を示している119。 

 

図 5-14 中国 CCUS 技術開発ロードマップ（2019 年版）（中国語版） 

出所）科学技术部社会发展科学技术司、中国 21 世纪议程管理中心（2019）中国碳捕集利用与封存技术发

展路线图（2019 版）p.17 

 

 

119 中国 21 世纪议程管理中心·杨扬 (2019) 中国碳捕集利用与封存技术发展路线图（2019）, 

http://www.tanjiaoyi.com/article-27399-1.html （2020 年 3 月 3 日閲覧） 



 

 

 

100 

 

図 5-15 中国 CCUS 技術開発ロードマップ（2019 年版）（英語版） 

出所）Department of Science and Technology for Social Development, Ministry of Science and Technology, The 

Administrative Center for China’s Agenda 21, Ministry of Science and Technology (2019) Roadmap for 

Carbon Capture, Utilization and Storage Technology in China (2019), p.22 
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(8) インドネシア 

インドネシアの NDC においては、CCUS についての特段の言及はない。 

インドネシアにおける CCUS の導入は、政府のエネルギー政策、および、2030 年までに

BAU シナリオの 29%の無条件排出削減目標および 41%までの条件付き削減目標を達成する

という政府コミットメントに沿ったものである。特に、石油産業における CO2 の EOR への

利用は、排出削減目標達成と、国家石油生産目標の達成のために、大いに奨励されている。

インドネシアでは、石炭火力の新規設備容量を 27GW 追加する計画であるが、これは今後

10 年間に建設される全新規発電設備容量の約半分にあたる120。 

2015 年のエネルギー部門からの CO2 排出量は 551Mt で、年平均成長率は 4.8%であった。 

政府は、2030 年までに無条件排出削減目標を 29%、条件付き削減目標を BAU シナリオの

41%に設定している。現在の取り組みでは、2030 年の CO2 排出量削減目標を達成するには

不十分であると考えられており、インドネシアが CCUS の選択肢を検討することは不可欠

である121。 

2014 年の政府規則に基づく 2025 年のエネルギーミックス予測は図 5-16 のとおりである
122。 

 

図 5-16 2025 年のエネルギーミックス予測 

出所）Ministry of Energy and Mineral Resources, Republic of Indonesia (2018) CURRENT STATUS AND 

FUTURE PATH OF DEVELPOMENTS FOR CCUS IN INDONESIA, p.3, 

https://d1jiktx90t87hr.cloudfront.net/449/wp-content/uploads/sites/2/2018/06/Usman-Pasarai-Current-Status-

and-Future-Path-of-Developments-for-CCUS-in-Indonesia.pdf （2020 年 3 月 3 日閲覧） 

 
120 Ministry of Energy and Mineral Resources, Republic of Indonesia (2019) “Electricity supply business plan 

(RUPTL) 2019-2028”  
121 Ministry of Energy and Mineral Resources, Republic of Indonesia (2018) CURRENT STATUS AND FUTURE 

PATH OF DEVELPOMENTS FOR CCUS IN INDONESIA, p.3, https://d1jiktx90t87hr.cloudfront.net/449/wp-

content/uploads/sites/2/2018/06/Usman-Pasarai-Current-Status-and-Future-Path-of-Developments-for-CCUS-in-

Indonesia.pdf （2020 年 3 月 3 日閲覧） 

122 Ministry of Energy and Mineral Resources, Republic of Indonesia (2018) CURRENT STATUS AND FUTURE 

PATH OF DEVELPOMENTS FOR CCUS IN INDONESIA, p.3, https://d1jiktx90t87hr.cloudfront.net/449/wp-

content/uploads/sites/2/2018/06/Usman-Pasarai-Current-Status-and-Future-Path-of-Developments-for-CCUS-in-

Indonesia.pdf （2020 年 3 月 3 日閲覧） 
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また、インドネシアにおけるCCUSに関するマイルストーンは図 5-17のとおりである123。 

 

図 5-17 インドネシアにおける CCUS に関するマイルストーン 

出所）Ministry of Energy and Mineral Resources, Republic of Indonesia (2018) CURRENT STATUS AND 

FUTURE PATH OF DEVELPOMENTS FOR CCUS IN INDONESIA, p.4, 

https://d1jiktx90t87hr.cloudfront.net/449/wp-content/uploads/sites/2/2018/06/Usman-Pasarai-Current-Status-

and-Future-Path-of-Developments-for-CCUS-in-Indonesia.pdf （2020 年 3 月 3 日閲覧） 

しかし、インドネシアには、現在、CCS に特化した法律や、CCS 活動を規制するための

統合的な枠組みは存在しておらず、既存の法令や規制の中で CCS 活動を行っている124。ま

た、CCUS に関する特別な行政指導や合意も存在しない。 

ロードマップについては、図 5-18 のとおり、エネルギー鉱物資源省の石油ガス技術に関

する R&D センターである石油ガス技術研究開発センターが作成した 2018 年 6 月の資料に

よると、パイロットプロジェクトの開始と導入のためのロードマップが策定され、検討が進

んでいる状態である125。今後の実証や商業化へ繋げるための議論も行なわれている。 

 
123 Ministry of Energy and Mineral Resources, Republic of Indonesia (2018) CURRENT STATUS AND FUTURE 

PATH OF DEVELPOMENTS FOR CCUS IN INDONESIA, p.4, https://d1jiktx90t87hr.cloudfront.net/449/wp-

content/uploads/sites/2/2018/06/Usman-Pasarai-Current-Status-and-Future-Path-of-Developments-for-CCUS-in-

Indonesia.pdf （2020 年 3 月 3 日閲覧） 

124 Asian Development Bank (2013) Prospects for Carbon Capture and Storage in Southeast Asia, p.62, 

https://www.adb.org/sites/default/files/publication/31122/carbon-capture-storage-southeast-asia.pdf （2020 年 3 月

3 日閲覧） 

125 Ministry of Energy and Mineral Resources, Republic of Indonesia (2018) CURRENT STATUS AND FUTURE 

PATH OF DEVELPOMENTS FOR CCUS IN INDONESIA, p.6, https://d1jiktx90t87hr.cloudfront.net/449/wp-

content/uploads/sites/2/2018/06/Usman-Pasarai-Current-Status-and-Future-Path-of-Developments-for-CCUS-in-

Indonesia.pdf （2020 年 3 月 3 日閲覧） 
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図 5-18 インドネシアにおける CCUS に関するロードマップ 

出所）Ministry of Energy and Mineral Resources, Republic of Indonesia (2018) CURRENT STATUS AND 

FUTURE PATH OF DEVELPOMENTS FOR CCUS IN INDONESIA, p.6, 

https://d1jiktx90t87hr.cloudfront.net/449/wp-content/uploads/sites/2/2018/06/Usman-Pasarai-Current-Status-

and-Future-Path-of-Developments-for-CCUS-in-Indonesia.pdf （2020 年 3 月 3 日閲覧） 

(9) 日本 

日本の NDC では、低炭素技術の普及を通じた温室効果ガス排出削減を検討するとうたっ

ている126。 

日本における CCS の関連法令としては、2007 年に、海洋汚染等及び海上災害の防止に関

する法律が改正され、地下の塩水帯水層への CO2 圧入が法制化され、CO2 回収プロセス（ア

ミン系化学吸収）と CO2 濃度（99%超）、環境影響評価、実装許可、長期間監視の責任とい

う四つの側面を中心とする CCS 活動について、例外的に高い基準が設定された。なお、こ

の法令改正は、2006 年のロンドン条約 96 年議定書付属書の改定により、「投棄可能な廃棄

物その他の物」として、海底下地層に貯留される二酸化炭素流が追加されたことに伴うもの

である。 

なお、その他の関連法令としては、高圧ガス保安法、鉱業法、鉱山保安法等があるが、い

ずれも法目的が環境保全・安全確保等であり、CCS 規制に特化する法令とはなっていない
127。 

日本国内におけるこれまでの CCS の政策的位置づけの概要は、以下のとおりである128。 

 
126 The Government of Japan (2015) Submission of Japan’s Intended Nationally Determined Contribution (INDC), 

https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Japan%20First/20150717_Japan's%20INDC.pdf 

（2020 年 3 月 3 日閲覧） 

127 地球環境産業技術研究機構（2017）「CCS の現状と今後の導入に向けた課題」『RITE Today Annual 

Report』2017 年版第 12 号, p.11 

128 経済産業省（2018）「CCS を取り巻く状況（CCS の実証および調査事業のあり方に向けた有識者検討

会資料）」https://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/sangi/ccs_jissho/pdf/001_05_00.pdf （2020 年 3 月 3 日

閲覧） 
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⚫ 東京電力の火力電源入札に関する関係局長級会議取りまとめ（2013 年 4 月 25 日） 

2050 年目標との関係で、2020 年頃の CCS 商用化を目指した CCS 等の技術開発の加

速化を図るとともに、CCS 導入の前提となる貯留適地調査等についても早期に結果

が得られるよう取り組むことが示された。 

⚫ 攻めの温暖化外交戦略（ACE）（2013 年 11 月 15 日） 

2050 年世界半減に必要な技術として CCS が位置付けられ、日本は CCS 普及のカギ

となる分離回収技術の高効率化で世界に貢献するという戦略が示された。 

⚫ エネルギー基本計画（2014 年 4 月 11 日閣議決定） 

2020 年頃の二酸化炭素回収貯留（CCS）技術の実用化を目指した研究開発や、CCS の

商用化の目処等も考慮しつつできるだけ早期の CCS Ready 導入に向けた検討を行う

など、環境負荷の一層の低減に配慮した石炭火力発電の導入を進めることが示され

た。 

⚫ 地球温暖化対策計画（2016 年 5 月 13 日閣議決定） 

2030 年以降を見据えて、CCS については、東京電力の火力電源入札に関する関係局

長会議取りまとめや、エネルギー基本計画等を踏まえて取り組むことが示された。 

⚫ エネルギー基本計画（2018 年 7 月 3 日閣議決定）129 

2020 年頃の CO2 回収・有効利用・貯留（CCUS）技術の実用化を目指した研究開発、

国際機関との連携、CCS の商用化の目途等も考慮しつつできるだけ早期の CCS Ready

導入に向けた検討や、国内における回収・輸送・圧入・貯留の一連の CCS のプロセ

スの実証と貯留適地調査等を着実に進めるなど、環境負荷の一層の低減に配慮した

石炭火力発電の導入を進めることが示された。 

⚫ パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略（2019 年 6 月 11 日閣議決定）130 

2030 年以降の本格的な社会実装に向けて、2023 年までに最初の商用化規模の CCU 技

術を確立することを目指し、その後の普及の起爆剤とすべく、幅広い関係者の取組を

加速化すること、CO2 の貯留を実現することも必要であることから、貯留適地の調

査を行うとともに、排出源と利用・貯留地までの最適な CO2 輸送を実現するべく、

官民協調の下これらの取組を通じて、CCS・CCU の早期の社会への普及を図ること、

石炭火力発電については商用化を前提に 2030 年までに CCS を導入することを検討

することが示された。さらに、これらの取組を通じ、実用化された CCS・CCU を世

界に輸出することを検討することが示された。 

また、ロードマップについては、2019 年に、図 5-19 のとおり、カーボンリサイクル技術

ロードマップが公表されている（発表者は経済産業省、協力府省は内閣府、文部科学省、環

境省）131。カーボンリサイクルの観点から、化学品、燃料、コンクリート製品への CO2 利

用技術のロードマップを策定したものである。 

 
129 経済産業省（2018）「エネルギー基本計画」

https://www.meti.go.jp/press/2018/07/20180703001/20180703001.html （2020 年 3 月 3 日閲覧） 

130 経済産業省（2019）「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」

https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/long-term_strategy.html （2020 年 3 月 3 日閲

覧） 

131 経済産業省（2019）「カーボンリサイクル技術ロードマップ」

https://www.meti.go.jp/press/2019/06/20190607002/20190607002-1.pdf （2020 年 3 月 3 日閲覧） 
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図 5-19 日本のカーボンリサイクル技術ロードマップ 

出所）経済産業省（2019）「カーボンリサイクル技術ロードマップ」p.2, 

https://www.meti.go.jp/press/2019/06/20190607002/20190607002-1.pdf （2020 年 3 月 3 日閲覧） 

(10) タイ 

タイのロードマップとしては、エネルギー省鉱物燃料局（DMF: Department of Mineral Fuels）

が発表した、図 5-20 のロードマップがある。 

 

図 5-20 タイの CCS ロードマップ 

出所）Department of Mineral Fuel (2016) “CCSM-National Coordinator Meeting (M2) Country Presentation: 

Thailand,” p.12, http://www.ccop.or.th/ccsm/data/28/docs/TH-CCS_Update_Thailand_Feb_2016.pdf （2020

年 3 月 3 日閲覧）  
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5.1.2 ポテンシャル評価 

世界の地域ごとの貯留ポテンシャルデータは、現状では非常に限定されている。 

詳細な貯留ポテンシャル評価が行われている地域は、中国132、ヨーロッパ133134135、日本
136、米国とカナダ南部137138であるが、これらの評価は質や精度が様々である。こうした地域

は世界の排出量の大半を占めてはいるが、インドなどの新興国や中東・ロシアなど地質的に

CO2 貯留の有望な地域を含め、世界の大部分の貯留能力は評価されていない。このように

世界の大部分の地域の貯留容量評価が不足しているため、CCS のポテンシャル評価におい

て、現在の貯留容量推定値を利用することが難しい。 

また、貯留容量評価が行われている地域でも、すべて同じ科学的仮定に基づいているわ

けではないため、その見積りを正確に比較したり、合計して、地域的または世界的な CO2

貯留ポテンシャルを算定したりすることができない。例えば、米国地質調査所（United States 

Geological Survey）と米国エネルギー省（Department of Energy）による米国の地質学的貯留

能力評価では、米国エネルギー省がより楽観的な仮定を採用しているため、同じ地域でも、

中間シナリオで、米国エネルギー省の推定貯留容量は米国地質調査所の調査の 2 倍以上と

なり、高シナリオでは 4 倍近くとなっている。 

2017 年に、Jordan Kearns 等は、全世界的に共通利用が可能なデータセットを使用して、

地域別 CO2 貯留容量を推定できるデータベースを共同で開発した139。以下では、このデー

タベースにより得られた結果を示す。 

(1) 経済地域別の貯留容量評価 

はじめに、マサチューセッツ工科大学の経済予測および政策分析（Economic Prediction and 

Policy Analysis: EPPA）モデルで定義された 18 の経済地域別に、表 5-4 の条件で世界の CO2

貯留容量を算出した。  

 
132 Ning Wei, Xiaochun Li, Ying Wang, Robert T.Dahowski, Casie L.Davidson, Grant S.Bromhal (2013) “A 

preliminary sub-basin scale evaluation framework of site suitability for onshore aquifer-based CO2 storage in China,” 

International Journal of Greenhouse Gas Control, Volume 12, p.231-246 
133 Geological Survey of Denmark and Greenland (2009) EU GeoCapacity: Assessing European Capacity for 

Geological Storage of Carbon Dioxide, https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/0028/geocapacity_en.pdf  

（2020 年 3 月 10 日閲覧） 

134 Michelle Bentham, Tom Mallows, Jonathan Lowndes, Andrew Green (2014) “CO2 STORage Evaluation 

Database (CO2 Stored): The UK’s online storage atlas,” Energy Procedia, Volume 63, p.5103-5113 
135 Norwegian Petroleum Directorate (2020) CO2 Atlas for the Norwegian Continental Shelf, 

https://www.npd.no/en/facts/publications/co2-atlases/co2-atlas-for-the-norwegian-continental-shelf/ （2020 年 3 月

10 日閲覧） 

136 Toyokazu Ogawa, Shigetaka Nakanishi, Takumi Shidahara, Tadahiko Okumura, Eiji Hayashi (2011) “Saline-

aquifer CO2 sequestration in Japan-methodology of storage capacity assessment,” International Journal of 

Greenhouse Gas Control, Volume 5, Issue 2, p.318-326 
137 National Energy Technology Laboratory (2015) “Carbon Storage Atlas (5th edition),” National Energy 

Technology Laboratory 
138 U.S. Geological Survey Geologic Carbon Dioxide Storage Resources Assessment Team (2013) “National 

assessment of geologic carbon dioxide storage resources: results,” U.S. Geological Survey 
139 Jordan Kearns, Gary Teletzke, Jeffrey Palmer, Hans Thomann, Haroon Kheshgi, Yen-Heng Henry Chen, Sergey 

Paltsev, Howard Herzog (2017) “Developing a Consistent Database for Regional Geologic CO2 Storage Capacity 

Worldwide,” Energy Procedia, Volume 114, p.4697-4709 
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表 5-4 Jordan Kearns 等による世界の CO2 貯留容量の算出方法 

前提条件 

 使用データ等 

堆積層の体積 1: Robertson Tellus sedimentary basins of the world map [1] 

（世界堆積盆地マップ） 

2: Laske等による堆積物の厚さに関するマップ [2] 

係数（堆積盆地

1000km3 あたりの

CO2貯留容量） 

上方推定 0.26Gt of CO2/1000 km3 （USGS） 

下方推定 0.037Gt of CO2/1000 km3 （Szulczewski [3]） 

計算方法 

 2 種類の係数を各 EPPA18 地域の堆積層体積に適用し、上方と下方の推定値を算出する。 

オフショア地域については、容量の多くが実質的にはアクセス不能と考える。以下の 3 基準に基づ

いて、CO2 貯留からオフショア堆積層体積の一部を除外し、実用的にアクセス可能なオフショア貯

留容量を算出した。 

1) 水深は 300 メートルを超えないこと 

2) 海岸（10,000 ㎢以上の陸地）から 200 マイル以内にあるサイト 

3) 北極または南極地域は含まない（サイトが北 66 度から南 66度以内にあること） 

注）表内の出所は以下の通り。 

[1] Robertson CGG (2014) Tellus Sedimentary Basins of the World Map, http://www.datapages.com/gis-map-

publishing-program/gis-open-files/global-framework/robertson-tellus-sedimentary-basins-of-the-world-map （2020

年 3 月 10 日閲覧） 

[2] Gabi Laske, Zhitu Ma, Guy Masters and Michael Pasyanos (2014) Crust 1.0: A New Global Crustal Model at 1x1 

Degrees, http://igppweb.ucsd.edu/~gabi/crust1.html （2020 年 3 月 10 日閲覧） 

[3] Michael Lawrence Szulczewski (2013) “The Subsurface Fluid Mechanics of Geologic Carbon Dioxide Storage,” 

Massachusetts Institute of Technology 

出所）三菱総合研究所作成 

なお、EPPA モデルで定義された 18 の経済地域の区分は、図 5-21 の通りである。 

 

図 5-21 EPPA モデルで定義された経済地域の区分 

出所）Jordan Kearns, Gary Teletzke, Jeffrey Palmer, Hans Thomann, Haroon Kheshgi, Yen-Heng Henry Chen, 

Sergey Paltsev, Howard Herzog (2017) “Developing a Consistent Database for Regional Geologic CO2 

Storage Capacity Worldwide,” Energy Procedia, Volume 114, p.4705 
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この算出方法によると、世界全体の実用的にアクセス可能な地質学的 CO2 貯留容量は 8

兆～55 兆トンと推定される。この算出結果は、多くの地域では、厳格な排出削減が必要な

場合でも、今世紀末までは、貯留容量が CCS 展開を阻害する要因とはならないことを示し

ている。 

なお、水深を限定することで、特に大陸棚のあるアフリカと日本の貯留能力が大きく減少

する。同様に、北極を排除することで、カナダとロシアの貯留能力は大幅に減少する。その

結果は表 5-5 の通りである。 

表 5-5 世界の貯留容量（EPPA モデルで定義された経済地域別） 

 

出所）Jordan Kearns, Gary Teletzke, Jeffrey Palmer, Hans Thomann, Haroon Kheshgi, Yen-Heng Henry Chen, 

Sergey Paltsev, Howard Herzog (2017) “Developing a Consistent Database for Regional Geologic CO2 

Storage Capacity Worldwide,” Energy Procedia, Volume 114, p.4704 

特に地質的に貯留に有利な地域もあるが、EPPA モデルで定義された 18 の経済地域は、

韓国と日本を除き、下方推定でも約 1000 億トン以上のアクセス可能な貯留能力がある。た

だし、この分析では、各々の地域内で貯留容量が不均一に分布する可能性については考慮し

ていない。 

また、深海、遠洋、または北極または南極の貯留サイト除外により、オフショアの推定

貯留能力が大幅に減少し、推定値が約 70%減少している。 

(2) EPPA モデル（貯留需要）との比較 

上記で得た貯留容量と、急激な排出削減政策が導入された場合に 21 世紀中に回収される
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見込みの CO2 貯留量（貯留需要）を比較するために、いくつかの CCS 技術を含む EPPA モ

デルを使用した。ここで採用した EPPA モデルには、化石燃料（CCS 付き石炭および天然ガ

ス発電）とバイオエネルギー（BECCS）などの電力部門の CCS が含まれている。需要の上

方推定には、CCS およびバイオエネルギーコストを楽観的に予測する EPPA モデルを採用

した。 

図 5-22 および図 5-23 は、貯留容量の推定および貯留需要を示している。需要は Moderate

（中程度の推定）と Optimistic（上方推定）の二種類を示している。 

この貯留供給の下方推定では、中国、欧州、米国などいくつかの地域で楽観的 CCS コス

トシナリオにおける貯留需要に近い容量予測が出ている。図 5-22 では、楽観的 CCS コスト

シナリオでは、インド、東アジアその他の地域、日本、韓国の CO2 貯留需要が貯留量を上

回っている。 

 

図 5-22 貯留量（下方推定）と EPPA モデル CO2 需要の比較（地域別） 

注）CHN：中国、EUR：欧州、IND：インド、JPN：日本、KOR：韓国、REA：東アジアその他の地域、

USA：米国 

出所）Jordan Kearns, Gary Teletzke, Jeffrey Palmer, Hans Thomann, Haroon Kheshgi, Yen-Heng Henry Chen, 

Sergey Paltsev, Howard Herzog (2017) “Developing a Consistent Database for Regional Geologic CO2 

Storage Capacity Worldwide,” Energy Procedia, Volume 114, p.4707 
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図 5-23 貯留量（上方推定）と EPPA モデル CO2 需要の比較（地域別） 

注）CHN：中国、EUR：欧州、IND：インド、JPN：日本、KOR：韓国、REA：東アジアその他の地域、

USA：米国 

出所）Jordan Kearns, Gary Teletzke, Jeffrey Palmer, Hans Thomann, Haroon Kheshgi, Yen-Heng Henry Chen, 

Sergey Paltsev, Howard Herzog (2017) “Developing a Consistent Database for Regional Geologic CO2 

Storage Capacity Worldwide,” Energy Procedia, Volume 114, p.4707 

(3) Jordan Kearns 等のデータベースに基づくポテンシャル評価の結果 

現在の貯留技術を用いた場合、実質的にアクセス可能な CO2 貯留ポテンシャルは、世界

で約 8 兆から 55 兆トンの間と推定される。また、現在の地域貯留容量の見積りと EPPA モ

デルで予測される貯留需要との比較の結果、電力部門の CCS が政策や技術コストの低下に

より広く展開していく場合、下方予測であっても、インド等を除く世界のほとんどの地域で

今世紀末まで貯留需要を満たすのに十分な容量があることが判明した。 
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5.1.3 コスト分析 

CCS のコスト分析に関して、S. Budinis 等による“An assessment of CCS costs, barriers and 

potential”には、最新の文献を含めた前提条件の異なる様々な研究における CCS コストの幅

が示されているため、以下に概要を示した140。 

1) 回収コスト 

CO2 回収コストには、回収段階のコストのみが含まれ、輸送コストや保管コストは含ま

れないが、さまざまな報告書で、貯留サイトの種類に応じて回収コストが異なっている。こ

れは、CO2 回収コストが回収段階の稼働条件によって異なり、さらには CO2 を貯留サイト

に輸送する方法および貯留場所やタイプによって異なってくるためである。 

表 5-6 は、プラントの種類や回収技術別の回収コストの幅を示している。石炭火力発電

所の回収コストは最小$41/t-CO2 から最大$62/ t-CO2 の幅、天然ガス火力では最小$52/t-CO2

から最大$100/ t-CO2 までの幅がある。 

表 5-6 プラントの種類・回収技術別の CO2 回収コスト 

 

注）表内の出所は以下の通り。 

[103] Giorgio Simbolotti (2010) “CO2 capture and storage,” IEA ETSAP Technology Brief. 

[104] European technology platform for zero emission fossil fuel power plants (ZEP) (2011)“European technology 

platform for zero emission fossil fuel power plants (ZEP) the costs of CO2 capture, Transport and Storage.” 

[105] Zoelle, Alexander, Keairns, Dale, Pinkerton, Lora L, Turner, Marc J, Woods, Mark, Kuehn, Norma, Shah, 

Vasant, and Chou, Vincent. Mon (2015) “Cost and Performance Baseline for Fossil Energy Plants Volume 1a: 

Bituminous Coal (PC) and Natural Gas to Electricity Revision 3,” National Energy Technology Laboratory 

[106] Global CCS Institute (2011) “Economic assessment of carbon capture and storage technologies - 2011 update,” 

WorleyParsons, Schlumberger, GCCSI. 

[107] Kuehn, Norma J., Mukherjee, Kajal, Phiambolis, Paul, Pinkerton, Lora L., Varghese, Elsy, and Woods, Mark 

C. Mon (2013) “Current and Future Technologies for Natural Gas Combined Cycle (NGCC) Power Plants,” National 

Energy Technology Laboratory 

出所）Sara Budinis, Samuel Krevor, Niall Mac Dowell, Nigel Brandon, Adam Hawkes (2018) “An assessment of 

CCS costs, barriers and potential,” Energy Strategy Reviews, Volume 22, p.69 

 
140 Sara Budinis, Samuel Krevor, Niall Mac Dowell, Nigel Brandon, Adam Hawkes (2018) “An assessment of CCS 

costs, barriers and potential,” Energy Strategy Reviews, Volume 22, p.61-81 
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2) CO2 輸送コスト 

CO2 輸送コストは、パイプラインの容量（MtCO2/年）および設置場所（陸域もしくは海

上）により異なる。 

表 5-7 は E.S.Rubin 等の“The cost of CO2 capture and storage”で示された容量別陸域・海

上パイプラインの輸送コストである。最もコストが低いのは、容量が大きな陸域パイプライ

ン（$1.3/t-CO2/250km、容量 30MtCO2/年）、最もコストが高いのは容量の少ない海上パイプ

ライン（$15.1/t-CO2/250km、容量 3MtCO2/年）である。 

表 5-7 陸域・海上パイプラインの CO2 輸送コスト 

 

注）表内の出所は以下の通り。 

Edward S.Rubin, John E.Davison, Howard J.Herzog (2015) “The cost of CO2 capture and storage,” International 

Journal of Greenhouse Gas Control, Volume 40, p.378-400 

出所）Sara Budinis, Samuel Krevor, Niall Mac Dowell, Nigel Brandon, Adam Hawkes (2018) “An assessment of 

CCS costs, barriers and potential,” Energy Strategy Reviews, Volume 22, p.69 

一方で、スタンフォード大学のエネルギー・モデリング・フォーラム（EMF）が実施した

グローバルのモデル分析比較（EMF27）の一部として実施された B.S. Koelbl 等の調査によ

ると、表 5-8 のとおり、輸送コストは、$0.5/t-CO2/2050km から$42.5/t-CO2/250km の幅であ

る。これは、EMF27 モデルがより広範囲の輸送コストを含めていることを示している。 

表 5-8 距離別の CO2 輸送コスト 

 

注）表内の出所は以下の通り。 

B.S. Koelbl, M.A. van den Broek, B.J. van Ruijven, A.P.C. Faaij, D.P. van Vuuren (2014) “Uncertainty in the 

deployment of Carbon Capture and Storage (CCS): a sensitivity analysis to techno-economic parameter uncertainty,” 

International Journal of Greenhouse Gas Control, Volume 27, p.81-102 

出所）Sara Budinis, Samuel Krevor, Niall Mac Dowell, Nigel Brandon, Adam Hawkes (2018) “An assessment of 

CCS costs, barriers and potential,” Energy Strategy Reviews, Volume 22, p.72 
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3) 貯留コスト 

貯留コストは、貯留サイトのタイプと既存施設の再利用の可能性によって異なり、$1.6 か

ら 31.4 /tCO2 の間となっている。表 5-9 は、E.S. Rubin 等による、貯留サイト（枯渇した石

油・ガス田または塩水性帯水層）、場所（陸域または海上）、および既存の石油・ガス井を

再利用する可能性に応じた貯留コストを示している。安価な貯留方法は、陸域の枯渇した石

油・ガス田を利用する方法である。 

表 5-9 貯留サイト別の CO2 貯留コスト 

 

注）表内の出所は以下の通り。 

B.S. Koelbl, M.A. van den Broek, B.J. van Ruijven, A.P.C. Faaij, D.P. van Vuuren (2014) “Uncertainty in the 

deployment of Carbon Capture and Storage (CCS): a sensitivity analysis to techno-economic parameter uncertainty,” 

International Journal of Greenhouse Gas Control, Volume 27, p.81-102 

出所）Sara Budinis, Samuel Krevor, Niall Mac Dowell, Nigel Brandon, Adam Hawkes (2018) “An assessment of 

CCS costs, barriers and potential,” Energy Strategy Reviews, Volume 22, p.69 

一方、B.S. Koelbl 等の調査によると、表 5-10 のとおり、枯渇した石油・ガス田での CO2

貯留コストは$1/t-CO2 から$35.1/t-CO2 の間となる。これも輸送コストのケースと同じく、

EMF27 モデルがより広範囲の貯留コストを含めていることを示している。 

表 5-10 貯留タイプ別の CO2 貯留コスト 

 

注）表内の出所は以下の通り。 

B.S. Koelbl, M.A. van den Broek, B.J. van Ruijven, A.P.C. Faaij, D.P. van Vuuren (2014) “Uncertainty in the 

deployment of Carbon Capture and Storage (CCS): a sensitivity analysis to techno-economic parameter uncertainty,” 

International Journal of Greenhouse Gas Control, Volume 27, p.81-102 

出所）Sara Budinis, Samuel Krevor, Niall Mac Dowell, Nigel Brandon, Adam Hawkes (2018) “An assessment of 

CCS costs, barriers and potential,” Energy Strategy Reviews, Volume 22, p.72 

4) CCS の限界削減費用 

S. Budinis 等による“An assessment of CCS costs, barriers and potential”によると、

Intergovernmental Panel on Climate Change（IPCC）の報告書“Climate Change 2014: Mitigation of 

Climate Change（脚注）”の Annex III に、CCS 付き発電所の限界削減費用が以下の通り記載
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されている141。 

⚫ 建設単価（Overnight Capital Cost）：2000〜4000 ドル（2010 年ドル）/kW 

⚫ 建設期間：約 4〜5 年 

⚫ 固定年間運用およびメンテナンスコスト$13〜58（2010 年ドル）/kW 

⚫ 可変運用およびメンテナンスコストは$8.3〜15（2010 年ドル）/kW 

 

図 5-24 は、450ppm シナリオにおける 3 種類の技術シナリオ（Fulltech, Conv, noCCS）毎

の CO2 コストである。3 種の技術シナリオの概要は以下の通りである。 

⚫ 全技術シナリオ（Fulltech）：.気候目標達成のために将来増強される可能性のある完

全な技術ポートフォリオがあるシナリオ。 

⚫ 従来ソリューションシナリオ（Conv）：太陽光、風力、バイオマスの利用が限られ、

CCS や原子力と組み合わせた化石燃料の展開に基づく従来技術によってエネルギー

需要が満たされるシナリオ。 

⚫ CCS なしシナリオ（noCCS）：CCS 利用不可のシナリオ。 

 

図 5-24 3 種類の技術シナリオ（Fulltech, Conv, noCCS）毎の CO2 コスト 

出所）Sara Budinis, Samuel Krevor, Niall Mac Dowell, Nigel Brandon, Adam Hawkes (2018) “An assessment of 

CCS costs, barriers and potential,” Energy Strategy Reviews, Volume 22, p.73 

国別の CCS コストについては、以下の通りである。 

 
141 Intergovernmental Panel on Climate Change (2014) “Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. 

Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate 

Change,” Cambridge University Press, p.1329-1356 
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(1) カナダ 

International CCS Knowledge Centre は 2018 年報告書で、カナダで 2014 年から操業中の

Boundary Dam 発電所 CCS 施設と比較して、Shand 発電所 CCS 施設プロジェクトのコスト

分析を行っている142。図 5-25 の通り、第二世代の回収施設の資本コストは 65％削減され、

総コスト 45USD/tCO2 と、90%超の CO2 回収率で、建設が可能である。 

 

図 5-25 Shand 発電所 CCS 施設プロジェクトのコスト分析 

出所）International CCS Knowledge Centre (Knowledge Centre) (2018) “The Shand CCS Feasibility Study Public 

Report,” p.77, 

https://ccsknowledge.com/pub/documents/publications/Shand%20CCS%20Feasibility%20Study%20Public%

20_Full%20Report_NOV2018.pdf （2020 年 1 月 28 日閲覧） 

Shand CCS 追加導入の総コスト概要は、表 5-11 の通りである。 

表 5-11 Shand 発電所 CCS 施設プロジェクトの CCS 改修の総コスト 

 

出所）International CCS Knowledge Centre (Knowledge Centre) (2018) “The Shand CCS Feasibility Study Public 

Report,” p.72, 

https://ccsknowledge.com/pub/documents/publications/Shand%20CCS%20Feasibility%20Study%20Public%

20_Full%20Report_NOV2018.pdf （2020 年 1 月 28 日閲覧） 

Shand CCS の所有者のコストの概要は表 5-12 の通りであり、運用保守・管理コストの概

要は、表 5-13 の通りである。 

 
142 International CCS Knowledge Centre (Knowledge Centre) (2018) “The Shand CCS Feasibility Study Public 

Report,” p.72, 

https://ccsknowledge.com/pub/documents/publications/Shand%20CCS%20Feasibility%20Study%20Public%20_Full

%20Report_NOV2018.pdf （2020 年 1 月 28 日閲覧） 
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表 5-12 Shand 発電所 CCS 施設プロジェクトの所有者のコストの概要 

 

出所）International CCS Knowledge Centre (Knowledge Centre) (2018) “The Shand CCS Feasibility Study Public 

Report,” p.73, 

https://ccsknowledge.com/pub/documents/publications/Shand%20CCS%20Feasibility%20Study%20Public%

20_Full%20Report_NOV2018.pdf （2020 年 1 月 28 日閲覧） 

表 5-13 Shand 発電所 CCS 施設プロジェクトの運用保守・管理コストの概要 

 

出所）International CCS Knowledge Centre (Knowledge Centre) (2018) “The Shand CCS Feasibility Study Public 

Report,” p.74, 

https://ccsknowledge.com/pub/documents/publications/Shand%20CCS%20Feasibility%20Study%20Public%

20_Full%20Report_NOV2018.pdf （2020 年 1 月 28 日閲覧） 
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Shand CCS の総コストは約 45 米ドル/t-CO2 となる。コストの内訳は、図 5-26 のとおり

である。主に、施設の資本コスト、保守運用管理と消耗品のコスト、失われた電力コスト、

石灰岩コストからなる。 

 

図 5-26 Shand 発電所 CCS 施設プロジェクトの平準化回収コスト（LCOC）内訳 

出所）International CCS Knowledge Centre (Knowledge Centre) (2018) “The Shand CCS Feasibility Study Public 

Report,” p.79, 

https://ccsknowledge.com/pub/documents/publications/Shand%20CCS%20Feasibility%20Study%20Public%

20_Full%20Report_NOV2018.pdf （2020 年 1 月 28 日閲覧） 

なお Boundary Dam、Petra Nova、Shand のコスト比較は図 5-27 の通りとなる。 

 

図 5-27 Boundary Dam・Petra Nova・Shand の平準化回収コスト（LCOC）内訳 

出所）Global CCS Institute (2019) “Global Status of CCS 2019,” Global CCS Institute, p.65 

第一号プラントは、財務リスクが非常に高く、設計・建設に余分なコストがかかるが、

後発 CCS プラントに対してコスト削減に関する経験と知識を提供する。 
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GCCSI による分析は、割引率 8％、プロジェクト期間 30 年、建設期間 2.5 年、設備利用

率 85％を基準とする。コストデータは 2017 年の値に正規化される。 

(2) 米国 

CCS に係る各コストについては、米国立エネルギー技術研究所（NETL）の 2018 年 11 月

の報告書でまとめられている143。 

FE / NETL CO2輸送コストモデルと FE / NETL CO2塩水層貯留コストモデルを使用した、

深部塩水性帯水層（Deep saline formations）における CO2 輸送および貯留のコストは以下の

通りである。 

CO2 輸送および貯留のコストは、初年度コスト（ドル/t-CO2）で表しており、米国立エネ

ルギー技術研究所のエネルギーシステム研究想定の一般的なインフレ率に沿って年間 3％

の名目レートで増加する。CO2 発生源（発電所やその他のエネルギー変換施設など）の観点

から見た場合、このコストは、想定運用期間 30 年の間に回収する CO21 トン当たりの廃棄

コストとして扱われる。パイプラインおよび貯留サイトの観点から見た場合、このコストは、

全コストをカバーし、必要な内部資本利益率（IRROE）を提供するために運用期間 30 年に

わたって請求する初年度損益分岐点価格を表す。すべてのコストは 2011 年度ドルである。 

1) CO2 回収コスト 

石炭火力発電からの CO2 回収コストは$50-60/トンである。一方、エタノール・アンモニ

ア生産および天然ガス処理などの高純度 CO2 ガスストリームを含む産業は、CO2 回収コス

トが低くなる可能性があり、より広範な CCUS 導入の足がかりになる可能性がある。 

図 5-28 は、米国国立エネルギー技術研究所（NETL）の“Cost and Performance Baseline for 

Fossil Energy Plants Volume 1a (2015)144”もとにした、CCS コストの試算の一例である145。 

また、図 5-29 は、CCS コストの内訳の一例である。 

 
143 Zoelle, Alexander, Keairns, Dale, Pinkerton, Lora L, Turner, Marc J, Woods, Mark, Kuehn, Norma, Shah, 

Vasant, and Chou, Vincent. Mon (2015) “Cost and Performance Baseline for Fossil Energy Plants Volume 1a: 

Bituminous Coal (PC) and Natural Gas to Electricity Revision 3,” National Energy Technology Laboratory 
144 Zoelle, Alexander, Keairns, Dale, Pinkerton, Lora L, Turner, Marc J, Woods, Mark, Kuehn, Norma, Shah, 

Vasant, and Chou, Vincent. Mon (2015) “Cost and Performance Baseline for Fossil Energy Plants Volume 1a: 

Bituminous Coal (PC) and Natural Gas to Electricity Revision 3,” National Energy Technology Laboratory 
145 経済産業省地球環境連携室（2018）「CCS を取り巻く状況 CCS の実証および調査事業のあり方に向

けた有識者検討会」p.10, https://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/sangi/ccs_jissho/pdf/001_05_00.pdf 

（2020 年 1 月 28 日閲覧） 
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図 5-28 米国の CCS コストの試算 

出所）経済産業省地球環境連携室（2018）「CCS を取り巻く状況 CCS の実証および調査事業のあり方

に向けた有識者検討会」p.10, 

https://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/sangi/ccs_jissho/pdf/001_05_00.pdf （2020 年 1 月 28 日閲

覧） 

 

図 5-29 米国の CCS コストの内訳の実例 

出所）Zoelle, Alexander, Keairns, Dale, Pinkerton, Lora L, Turner, Marc J, Woods, Mark, Kuehn, Norma, Shah, 

Vasant, and Chou, Vincent. Mon (2015) “Cost and Performance Baseline for Fossil Energy Plants Volume 1a: 

Bituminous Coal (PC) and Natural Gas to Electricity Revision 3,” National Energy Technology Laboratory, 

p.17 
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2) CO2 輸送コスト 

米国国立エネルギー技術研究所（NETL）の輸送コストモデルは、以下の想定条件を前提

に、CO2 供給源から CO2 貯留サイトに CO2 を輸送するための専用パイプラインの建設と

運用のコストを見積もったものである146。輸送コストは$2.24/t-CO2（2011 年ドル）となっ

ている。 

⚫ パイプラインは浅い地中に埋設。 

⚫ パイプライン内 CO2 は周囲の土壌の温度と同じ（通常は約 50°F）。 

⚫ プラントゲートでパイプラインに入る CO2 の圧力は 2,200 psig、貯留サイトでパイプ

ラインから出る CO2 の圧力は 1,200 psig。この圧力では、CO2 は約 64〜88F で液化

する。 

⚫ パイプラインの長さは 100km（62.1 マイル）。 

⚫ 平均で年間 320 万トン、または 1 日あたり約 8,770 トンの CO2 を輸送。 

⚫ パイプの太さは、圧力を上げることなく、本 CO2 質量流量を必要な距離輸送できる

最小の標準直径を使用。 

3) CO2 貯留コスト 

FE/NETL CO2 塩水層貯留コストモデルでは、貯留プロセスを、①地域評価と初期サイト

選択、②サイトの特性評価、③許認可、④運用、⑤注入後のサイトケアとサイト閉鎖、⑥長

期的管理の、6 段階に分けている。 

プラントと Basin の位置については、表 5-14 の通りのペアリングで行っている。 

表 5-14 米国のプラント・Basin 別の CO2 輸送と貯留コスト 

 

出所）Zoelle, Alexander, Keairns, Dale, Pinkerton, Lora L, Turner, Marc J, Woods, Mark, Kuehn, Norma, Shah, 

Vasant, and Chou, Vincent. Mon (2015) “Cost and Performance Baseline for Fossil Energy Plants Volume 1a: 

Bituminous Coal (PC) and Natural Gas to Electricity Revision 3,” National Energy Technology Laboratory, 

p.46 

NETL の FE/NETL CO2 Transport Cost Model (2018)による輸送コストの一覧は、表 5-15 の

通りである147。 

 
146 Zoelle, Alexander, Keairns, Dale, Pinkerton, Lora L, Turner, Marc J, Woods, Mark, Kuehn, Norma, Shah, 

Vasant, and Chou, Vincent. Mon (2015) “Cost and Performance Baseline for Fossil Energy Plants Volume 1a: 

Bituminous Coal (PC) and Natural Gas to Electricity Revision 3,” National Energy Technology Laboratory, p.44-46 
147 David Morgan, Tim Grant (2018) “FE/NETL CO2 Transport Cost Model (2018): Description and User's 

Manual,” National Energy Technology Laboratory, p.17-18 
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表 5-15 米国のパイプラインの長さ・太さ毎の CO2 輸送コスト一覧 

 

出所）David Morgan, Tim Grant (2018) “FE/NETL CO2 Transport Cost Model (2018): Description and User's 

Manual,” National Energy Technology Laboratory, p.17-18 

CCS 技術ごとの CCS コストについては、GCCSI が“GLOBAL COSTS OF CARBON 

CAPTURE AND STORAGE (2017 Update)”において、表 5-16 の通りまとめている148。ここ

では、発電技術の輸送・貯留コストは１トン当たり 7～12 ドル、産業技術の輸送・貯留コス

トは１トン当たり 11 ドルで計算されている。 

表 5-16 米国の初期導入の CCS 技術コスト 

 

出所）Lawrence Irlam (2017) “GLOBAL COSTS OF CARBON CAPTURE AND STORAGE (2017 Update),” 

Global CCS Institute, p.4 

 
148 Lawrence Irlam (2017) “GLOBAL COSTS OF CARBON CAPTURE AND STORAGE (2017 Update),” Global 

CCS Institute, p.4 
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(3) EU 

1) EU 全体 

Navigant Netherlands B.V 発行の“GAS FOR CLIMATE The optimal role for gas in a net-zero 

emissions energy system”（2019 年 3 月）によるヨーロッパの CCUS のコストは、以下の通

りである149。 

a. CO2 輸送コスト 

CO2 の輸送にはパイプライン（陸域および沖合）および船という 2 つの主要な方法があ

る。CO2 輸送コストは、輸送距離、CO2 量、輸送に使用される方法、パイプラインの直径

または船舶のサイズによって異なる。主なコストは、表 5-17 の通りである。 

表 5-17 EU の輸送手段別コスト 

 輸送手段 輸送コスト 距離と CO2輸送量 

パイプライン 

陸域パイプライン €0.1–€16/tCO2 
輸送距離: 10km – 1500km 

CO2 輸送量: 

年間 250 万/年間 1000 万トン [1] 

年間 2000 万トン [2] 
沖合パイプライン €2–€29/tCO2 

船 船による輸送 €10–€20/tCO2 
輸送距離: 長距離（>180km） 

CO2 輸送量: 少ない（年間 250 万トン） 

注）[1] 年間 250 万／1000 万トン：ソースとシンク間の一対一のポイント接続を想定 

 [2] 年間 2000 万トン：複数の貯留サイトを接続する CO2 ソースの大規模統合ネットワークを想定 

出所）NAVIGANT (2019) “Gas for Climate. The optimal role for gas in a net zero emissions energy system,” 

p.120-123 より三菱総合研究所作成 

b. CO2 貯留コスト 

貯留コストは表 5-18 のとおりである。貯留タイプ、圧入レートなど様々な要素により異

なるが、通常、海底貯留に比べて陸域貯留の方がコストは安い。 

⚫ 地中貯留：€1– €13/tCO2 

⚫ 海底貯留：€2–€22/tCO2 

表 5-18 EU の輸送・貯留コスト概要 

 

出所）NAVIGANT (2019) “Gas for Climate. The optimal role for gas in a net zero emissions energy system,” p.122 

図 5-30 は、EU 産業部門の CO2 回収の限界削減費用カーブである。CCS が完全に配備さ

 
149 NAVIGANT (2019) “Gas for Climate. The optimal role for gas in a net zero emissions energy system,” p.120-

123 
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れた場合、産業部門からの CO2 回収・貯留量は、技術的には、年間約 8 億 7400 万トンとな

る。 

 

図 5-30 EU 産業部門の CO2 回収の限界削減費用カーブ 

出所）NAVIGANT (2019) “Gas for Climate. The optimal role for gas in a net zero emissions energy system,” p.123 

c. CO2 回収コスト 

工業施設での CO2 回収のコストは、CO2 回収量、煙道およびプロセスの排ガス中の CO2

濃度、余剰熱の利用可能性、圧力等、様々な要因により変わる。また規模の経済および割引

率などの財務上の仮定もコストに大きく影響する。 

図 5-31 は、CO2 回収コストの概要を示している。 

 

図 5-31 EU の産業プロセス別 CO2 回収コスト 

出所）NAVIGANT (2019) “Gas for Climate. The optimal role for gas in a net zero emissions energy system,” p.121 

(4) 英国 

英国エネルギー技術研究所（ETI）“Reducing the Cost of CCS (2016)”によると、CCS の
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コストは、図 5-32 の通りである150。 

 

図 5-32 英国の CCS コストの試算 

出所）経済産業省地球環境連携室（2018）「CCS を取り巻く状況 CCS の実証および調査事業のあり方

に向けた有識者検討会」p.10, 

https://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/sangi/ccs_jissho/pdf/001_05_00.pdf （2020 年 1 月 28 日閲

覧） 

英国エネルギー技術研究所（ETI）“Reducing the Cost of CCS (2016)”によると、アミン

系 CO2 燃焼後回収（PCC: Post Combustion Capture）がある場合とない場合の CCGT 及び石

炭火力発電所のコスト比較は、表 5-19 の通りである151。 

表 5-19 英国の CCGT 及び石炭火力発電所のコスト比較 

 

出所）Energy Technologies Institute (2016) “REDUCING THE COST OF CCS DEVELOPMENTS IN CAPTURE 

PLANT TECHNOLOGY,” Energy Technologies Institute, p.10 

 
150 経済産業省地球環境連携室（2018）「CCS を取り巻く状況 CCS の実証および調査事業のあり方に向

けた有識者検討会」p.10, https://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/sangi/ccs_jissho/pdf/001_05_00.pdf 

（2020 年 1 月 28 日閲覧） 

151 Energy Technologies Institute (2016) “REDUCING THE COST OF CCS DEVELOPMENTS IN CAPTURE 

PLANT TECHNOLOGY,” Energy Technologies Institute, p.10 
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(5) ノルウェー 

ノルウェーでは 2 件の大規模 CCS 施設が稼働中であり、年間 1700 万トンの CO2 を回収・

貯留している。コストに関するデータは見当たらなかった。 

(6) 日本 

経済産業省の「CCS 研究開発・実証関連事業/ CO2 貯留適地の調査事業について」（2019

年 6 月）によると、日本における CCS コストは以下の通りである152。なお、各値はイニシ

ャルコスト・ランニングコストを含む。 

⚫ 分離回収・昇圧コスト： 4,200 円/ t-CO2 

⚫ 輸送コスト： 800 円/ t-CO2 

⚫ 圧入・モニタリングコスト：2,300 円/ t-CO2 

⚫ 合計 7,300 円/ t-CO2 

 

⚫ 検討の前提条件 

➢ 回収：化学吸収法（アミン吸収液） 

➢ 新設石炭火力発電所 100 万 t-CO2/年 

➢ 輸送：パイプライン 20km 

➢ 貯留：帯水層（海底下深度 1000m） 

➢ 陸域からの ERD 掘削（大偏距掘削） 

➢ 圧入量 100 万 t-CO2 /年 

➢ 圧入レート 10 万 t-CO2 /年/抗井×10 本 

➢ 貯留層制約浸透率 4mD 以上 

➢ CO2 分離・回収コスト 

➢  

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の「CO2 回収、利用に

関する技術開発の現状」では、図 5-33 のとおり、分離・回収コストは約 3500 円/t-CO2 と計

算されている153。 

 
152  経済産業省（2019）「CCS 研究開発・実証関連事業 /CO2 貯留適地の調査事業について」p.11, 

https://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/review2019/kokai/s4r.pdf （2020 年 3 月 3 日閲覧） 

153 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（2015）「CO2 回収、利用に関する技術開発

の現状」https://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/energy_environment/jisedai_karyoku/pdf/002_02_01.pdf 

（2020 年 2 月 10 日閲覧） 
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図 5-33 日本の CO2 分離回収コスト 

出所）国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（2015）「CO2 回収、利用に関する技術開

発の現状」

https://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/energy_environment/jisedai_karyoku/pdf/002_02_01.pdf 

（2020 年 2 月 10 日閲覧） 

また、早稲田大学中垣隆雄教授の「CO2 分離回収技術の課題と展望」によると、技術別の

CO2 分離・回収コストは、表 5-20 の通りである154。 

表 5-20 日本の技術別の分離・回収コスト 

分離回収技術 コスト 注 

化学吸収法 4200 円/t-CO2  

酸素燃焼法 3000 円/t-CO2  

物理吸収法 2000 円台/t-CO2 目途 ※技術が確立されると考えられる 2020 年目途のコスト 

化学吸収法（固体吸収材） 2000 円台/t-CO2 目途 ※技術が確立されると考えられる 2020 年目途のコスト 

膜分離法 1000 円台/t-CO2 ※技術が確立されると考えられる 2030 年目途のコスト 

出所）中垣隆雄（2020）「CO2 分離回収技術の課題と展望（革新的 CO2 分離回収技術シンポジウム資

料）」より三菱総合研究所作成 

分離回収コストについては、2020 年に発表された革新的環境イノベーション戦略におい

て、図 5-34 の通り示された。これまでの経験と、現在見つかっている革新的な技術を勘案

し、2050 年までに CO2 分離回収のコストを 1,000 円/t-CO2 以下に目指すとされている155。 

 
154 中垣隆雄（2020）「CO2 分離回収技術の課題と展望（革新的 CO2 分離回収技術シンポジウム資料）」 

155 内閣官房（2020）「革新的環境イノベーション戦略（統合イノベーション戦略推進会議決定）」p.32, 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tougou-innovation/pdf/kankyousenryaku2020.pdf （2020 年 3 月 18 日閲覧） 



 

 

 

127 

 

図 5-34 日本の CO2 分離回収の例 

出所）内閣官房（2020）「革新的環境イノベーション戦略（統合イノベーション戦略推進会議決定）」

p.32, https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tougou-innovation/pdf/kankyousenryaku2020.pdf （2020 年 3 月 18

日閲覧） 

1) CO2 輸送コスト 

経済産業省の資料で示された輸送コストは、図 5-35 の通りである156。長距離輸送はタン

カー輸送が効果的だが、全体的に高い。輸送コストをおさえるには、短距離のパイプライン

輸送が適している。 

 

図 5-35 日本の輸送距離と輸送コストの関係 

出所）高木正人（2007）「日本における地中貯留の経済評価と有効性（CCS ワークショップ 2007）」

p.15, http://www.rite.or.jp/Japanese/labo/choryu/ccsws/7_takagi.pdf （2020 年 1 月 28 日閲覧） 

 
156 経済産業省地球環境連携室（2018）「CCS を取り巻く状況 CCS の実証および調査事業のあり方に向

けた有識者検討会」p.18, https://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/sangi/ccs_jissho/pdf/001_05_00.pdf 

（2020 年 1 月 28 日閲覧） 
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2) CO2 圧入・貯留コスト 

地球環境産業技術研究機構（RITE）が示した輸送コストは図 5-36 のとおりである157。貯

留層が陸地から離れるとコストが高くなる。また、井戸一本当たりの圧入量の影響が大きい。 

⚫ 陸域：517 円/t-CO2 

⚫ オンショア：1189 円/t-CO2 

 

 

図 5-36 日本の CO2 圧入・貯留コスト 

出所）高木正人（2007）「日本における地中貯留の経済評価と有効性（CCS ワークショップ 2007）」

p.18, http://www.rite.or.jp/Japanese/labo/choryu/ccsws/7_takagi.pdf （2020 年 1 月 28 日閲覧） 

  

 
157 高木正人（2007）「日本における地中貯留の経済評価と有効性（CCS ワークショップ 2007）」p.15, 

http://www.rite.or.jp/Japanese/labo/choryu/ccsws/7_takagi.pdf （2020 年 1 月 28 日閲覧） 
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5.1.4 国際機関・団体その他国際連携 

CCS・CCUS に関連する国際機関・国際団体を中心とする主な国際連携は、表 5-21 のと

おりである158。 

表 5-21 CCUS に関連する国際機関・国際団体への各国の加盟状況 

名称 加入国 

炭素隔離リーダーシップフォーラム

（CSLF: Carbon Sequestration 

Leadership Forum） 

オーストラリア、ブラジル、カナダ、中国、チェコ、EU、カナダ、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 

国際エネルギー機関・温室効果ガス

R&Dプログラム（IEAGHG: 

International Energy Agency – 

Greenhouse Gas R&D 

programme） 

（締約国）豪州、オーストリア、カナダ、EU、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 

Clean Energy Ministerial CCUS 

Initiative 

（主導国）ノルウェー、サウジアラビア、英国、米国 

（参加国）カナダ、中国、日本、メキシコ、南アフリカ、アラブ首長

国連邦 

（オブザーバー）EU、オランダ 

Mission Innovation CCUS 

Challenge159 

（主導国）サウジアラビア、メキシコ、英国 

（参加国）オーストラリア、カナダ、中国、デンマーク、EU、フィンラ

ンド、フランス、ドイツ、インド、インドネシア、イタリア、日本、オラン

ダ、ノルウェー、韓国、スウェーデン、アラブ首長国連邦、米国 

Accelerating CCS 

Technologies160 

（参加国）フランス、ドイツ、オランダ、ノルウェー、ルーマニア、スペ

イン、スイス、トルコ、米国、英国 

出所）三菱総合研究所作成 

(1) CSLF（Carbon Sequestration Leadership Forum） 

炭素隔離リーダーシップフォーラム（CSLF）は、CO2 の回収とその地中貯留ならびに産

業利用（CCUS）の研究開発、実証、商業化のための国際協力を推進する国際的な組織であ

る161。2003 年に米国が主導して設立され、米国エネルギー省が事務局を務めている。活動

は政策立案者から構成される政策グループと、企業や研究機関からの代表者で構成される

技術グループによって行われており、2 年ごとに閣僚会合を開催している。日本などの先進

国のほか、新興国、産油国を含む 24 か国と欧州委員会が参加している。 

CSLF は、CO2 貯留とともに、回収した CO2 の利用、特に EOR での利用もその活動対象

 
158 Department for Business, Energy & Industrial Strategy (2018) “The UK carbon capture usage and storage 

deployment pathway: an action plan,” p.25, 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/759637/beis-ccus-

action-plan.pdf （2020 年 3 月 3 日閲覧） 

159 Mission Innovation (2015) Innovation Challenges - IC3: Carbon Capture, http://mission-innovation.net/our-

work/innovation-challenges/carbon-capture/ （2020 年 3 月 3 日閲覧） 

160 Accelerating CCS Technologies (2015) ACT - Accelerating CCS Technologies, http://www.act-ccs.eu/ （2020

年 3 月 3 日閲覧） 

161 地球環境産業技術研究機構（2020）CO2 貯留研究グループ 国際連携, 

https://www.rite.or.jp/co2storage/international/ （2020 年 3 月 3 日閲覧） 

https://www.cslforum.org/cslf/
https://www.cslforum.org/cslf/
https://www.cslforum.org/cslf/
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/759637/beis-ccus-action-plan.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/759637/beis-ccus-action-plan.pdf
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としている。その背景には、世界での CCS 実証プロジェクトの実施が想定よりも大きく遅

延していることから、CO2 の利用を目的としビジネスとして成立しやすいプロジェクトを

推進することにより回収技術のコストを削減し、将来の CCS の加速につなげていくという

発想がある。 

(2) IEAGHG（International Energy Agency – Greenhouse Gas R&D programme） 

国際エネルギー機関温室効果ガス R&D プログラム（IEAGHG: International Energy Agency 

– Greenhouse Gas R&D programme）は、国際エネルギー機関 IEA のもとで締結された協定に

基づいて 1991 年に設立され162、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163。18 の締結国に加えて、17 のスポンサー機関（企業・大学

等）が参加している。 

IEAGHG の主要な活動の一つに CCS の専門家ネットワークの運営とワークショップの開

催、また、大規模な国際学会の開催がある。また、各種の技術調査研究の実施も活動の大き

な柱の一つであり、年に 10 件以上の報告書を策定している。最近では、天然ガスやシェー

ルガス、再生可能エネルギーや水素エネルギー、電力貯蔵、バイオマスやバイオ燃料などと

CCS の関わりをテーマとする調査研究が多い。 

1) IEA（CCUS サミット） 

IEA は、近年、CCUS サミットを開催するようになっている。第 1 回目は米国エネルギー

省と 2017 年 11 月 7 日に開催し、2 回目は、英国政府と共に、2018 年 11 月 28 日に英国エ

ディンバラにおいて開催した。 

第 1 回では、IEA 大臣会合に先立ち、CCUS への投資をあらためて後押しすることを支援

することを目的として開催された。カナダ、メキシコ、日本、ノルウェー、ポーランド、豪

州、欧州、オランダ、英国の 9 か国の閣僚ないし次官級が参加したほか、産業界からも 12

社の CEO 級が参加した164。 

第 2 回の CCUS サミットの議長サマリーにおいては、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支える

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165。 

 
162 地球環境産業技術研究機構（2020）CO2 貯留研究グループ 国際連携, 

https://www.rite.or.jp/co2storage/international/ （2020 年 3 月 3 日閲覧） 

163 地球環境産業技術研究機構（2019）「平成 30 年度地球温暖化対策における国際機関等連携事業（CCS

国際連携事業（CCS 関連国際機関等との連携事業））調査報告書」p.40 

164 地球環境産業技術研究機構（2018）「平成 29 年度地球温暖化対策における国際機関等連携事業（CCS

国際連携事業（CCS 関連国際機関等との連携事業））調査報告書」p.96 

165 地球環境産業技術研究機構（2019）「平成 30 年度地球温暖化対策における国際機関等連携事業（CCS

国際連携事業（CCS 関連国際機関等との連携事業））調査報告書」p.83 
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(3) CEM（Clean Energy Ministerial）CCUS Initiative 

2017 年のクリーンエネルギー大臣会合（CEM: Clean Energy Ministerial）において、米国

DOE のペリー長官によって提唱され、2018 年 5 月に設立されたイニシアティブである166。 

CCUS イニシアティブの主な目的は、CEM のもとでの低炭素エネルギー技術に CCUS を

加えること、政府・産業・金融分野に CCUS の普及に向けたプラットフォームを提供するこ

と、CCUS のビジネスケースの改善のために、短期的及び長期的な投資機会の特定を推進す

ること、CCUS 向けの新しい政策・規制、投資に関する最良事例を広く発信することである。

従前の CSLF の活動のうち、CSLF 政策グループの活動を移管することが決定されている167。 

主な活動内容としては、CCUS への投資機会の拡大のために金融セクターとの対話を行

う、ウェブサイト上において専門家による助言を得たりベストプラクティスを共有するた

めの機能を提供する、CCUS 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、企業や政策立案者と共にワー

クショップを開催する、ウェビナーシリーズを運用することを想定している168。 

CEM CCUS イニシアティブに参加している国は、炭素隔離リーダーシップフォーラム

（CSLF）に参加している国とかなり重複している。ただ、CEM CCUS イニシアティブは、

広く民間企業の参加や、様々な国際機関との連携を試みようとする点に特色がある169。その

うちの 1 つとして、2019 年 5 月に、CEM（Clean Energy Ministerial）CCUS イニシアティブ

は、OGCI（Oil and Gas Climate Initiative）と連携することを発表した170。CCUS プロジェク

トの加速化に焦点を置き、商業化にむけた政策面での検討、技術開発の加速化、タスクグル

ープを組んで金融機関の役割の検討を進めることとしている171。 

(4) Mission Innovation CCUS Challenge 

ミッション・イノベーションは、クリーンエネルギー分野の研究開発への投資を 5 年で倍

 
166 Clean Energy Solutions Center (2018) Framework for Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS) in the 

Clean Energy Ministerial, 

https://www.youtube.com/watch?v=bsQz1BGKhCo&list=PLKRmGa9s99JVssP8Gb5buwLg3BIt1IlIs&index=5&t=0

s （2020 年 3 月 3 日閲覧） 

167 地球環境産業技術研究機構（2019）「平成 30 年度地球温暖化対策における国際機関等連携事業（CCS

国際連携事業（CCS 関連国際機関等との連携事業））調査報告書」p.26 

168 Jarad Daniels, U.S. Department of Energy (2019) “Accelerating CCUS Together: Carbon Capture, Utilization & 

Storage in the Clean Energy Ministerial,” p.8, http://asiacleanenergyforum.pi.bypronto.com/2/wp-

content/uploads/sites/2/2019/06/4Jarad-Daniels_Clean-Energy-Ministerial-CCUS-Initiative.pdf （2020 年 3 月 3 日

閲覧） 

169 地球環境産業技術研究機構（2019）「平成 30 年度地球温暖化対策における国際機関等連携事業（CCS

国際連携事業（CCS 関連国際機関等との連携事業））調査報告書」p.30 

170 Clean Energy Ministerial CCUS Initiative (2019) Public-private collaboration essential for carbon capture: CEM 

CCUS Initiative and Oil and Gas Climate Initiative to drive strategic investment, 

https://www.cleanenergyministerial.org/news-clean-energy-ministerial/clean-energy-ministerial-ccus-initiative-and-

oil-gas-climate （2020 年 3 月 3 日閲覧） 

171 Jarad Daniels, U.S. Department of Energy (2019) “Accelerating CCUS Together: Carbon Capture, Utilization & 

Storage in the Clean Energy Ministerial,” p.12, http://asiacleanenergyforum.pi.bypronto.com/2/wp-

content/uploads/sites/2/2019/06/4Jarad-Daniels_Clean-Energy-Ministerial-CCUS-Initiative.pdf （2020 年 3 月 3 日

閲覧） 
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増するための国際的な取り組みであり、COP21 の際の 2015 年 11 月 30 日に設立された。22

か国と EC が参加しており、これらの加盟国による直近の投資額（ベースライン）は 150 億

ドル/年とされている。対象分野の 1 つに、CCUS が含まれており、サウジアラビア・英国・

メキシコが事務局を務めている。 

具体的な取り組みとして、ワークショップの開催、ステークホルダー・エンゲージメント、

他国協力メカニズムが挙げられている。最近では、ワークショップが 2019 年 6 月 19 日か

ら 20 日にかけて、ノルウェー・トロンハイムにおいて開催された172。ワークショップでは、

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した。 

(5) ACT（Accelerating CCS Technologies） 

2015 年から実施されている補助金の資金提供プログラムである。欧州政府中心で始まっ

た取り組みであるが、米国政府も招かれて参加することになったという経緯がある173。 

2016 年から ACT1 のプロポーザルを募集。9 か国から 10 のパートナーが参加し、2017 年

に 8 つのプロジェクトに資金提供された。プロジェクト期間は 3 年までで、3600 万ユーロ

が資金提供された。 

2018 年から ACT2 のプロポーザルを募集。12 か国から 13 のパートナーが参加し、予算

は 2200 万ユーロから 3000 万ユーロであった。2020 年からは ACT3 のプロポーザルを募集

する予定である。 

(6) OGCI（Oil and Gas Climate Initiative）CCUS KickStarter Initiative 

OGCI（Oil and Gas Climate Initiative）は、BP、Chevron、CNPC、Eni、Equinor、ExxonMobil、

Occidental、Pemex、Petrobras、Repsol、Saudi Aramco、Shell、Total の 13 の石油およびガス

会社で構成されている業界主導の組織である174。2019 年 12 月、CCUS に対する大規模な投

資を促進するために、OGCI（Oil and Gas Climate Initiative）CCUS KickStarter Initiative が始動

した。このイニシアティブは、世界中の複数の産業ハブを脱炭素化することを最終的な目標

としており、まずは、米国、英国、ノルウェー、オランダ、中国のハブを稼働させることを

目標としている175。 

 
172 SINTEF (2019) Mission Innovation CCUS workshop, https://www.sintef.no/en/events/mission-innovation-ccus-

workshop/ （2020 年 3 月 3 日閲覧） 

173 Clean Energy Solutions Center (2020) Progressing CCUS in the UK and Accelerating CCUS Globally, 

https://www.youtube.com/watch?v=FENyWqy1QVs&list=PLKRmGa9s99JVssP8Gb5buwLg3BIt1IlIs&index=3&t=

0s%E3%80%80Progressing+CCUS+in+the+UK+and+Accelerating+CCUS+Globally （2020 年 3 月 6 日閲覧） 

174 Oil and Gas Climate Initiative (2019) Oil and Gas Climate Initiative announces progress towards methane target 

and new CCUS initiative to scale up actions towards climate goals, https://oilandgasclimateinitiative.com/oil-and-

gas-climate-initiative-announces-progress-towards-methane-target-and-new-ccus-initiative-to-scale-up-actions-

towards-climate-goals/ （2020 年 3 月 6 日閲覧） 

175 Oil and Gas Climate Initiative (2019) Oil and Gas Climate Initiative announces progress towards methane target 

and new CCUS initiative to scale up actions towards climate goals, https://oilandgasclimateinitiative.com/oil-and-

gas-climate-initiative-announces-progress-towards-methane-target-and-new-ccus-initiative-to-scale-up-actions-

towards-climate-goals/ （2020 年 3 月 6 日閲覧） 
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5.1.5 プロジェクトへの融資の状況 

2006 年から 2015 年にかけての CCUS への総投資は約 200 億ドルであるが、CCUS のため

の気候ファイナンス（発展途上国での気候緩和と適応のための公的資金）は非常に限定的で

ある。Global CCS Institute（GCCSI）を通じて、英国、ノルウェー、オーストラリアが他国

への融資を主導している176。 

(1) アジア開発銀行（ADB）CCUS 基金の取組み 

ADB の 2030 年に向けた戦略（Strategy 2030）では、極度の貧困撲滅に向けた取り組みを

継続しつつ、繁栄し、インクルーシブで、強靱で持続可能なアジア・太平洋地域の達成を目

指している177。 

2030 年に向けた戦略（Strategy 2030）と、CCUS との整合性は、以下の表 5-22 のとおり

である。 

表 5-22 ADB の 2030 年に向けた戦略と CCUS との整合性 

 ADBの 2030年に向けた戦略 ADBの戦略と CCUS との整合性 

 

気候変動への取組み、気候と災

害への耐性の構築、環境の持続

可能性の強化 

CCUSの展開により、地球温暖化防止に貢献する温

室効果ガスの削減を実現する。 

 

都市に住みやすくする CCUSの展開には排煙から硫黄を除去する必要があ

り、これにより SOx の低減とクリーンエネルギーの供給

が可能となる。その結果都市はより住みやすくなる。 

 

地域協力・統合の推進 CCUS は、開発のために共同の努力を必要とするた

め、地域協力と地域統合の促進に役立つ新しい技

術である。 

出所）Jinmiao Xu (2019) “ADB’s Role in CCUS Development of Asia,” p.7, 

http://asiacleanenergyforum.pi.bypronto.com/2/wp-content/uploads/sites/2/2019/06/7Jinmiao-Xu-_ADBs-

Role-in-CCUS-Development-in-Asia.pdf （2020 年 3 月 6 日閲覧）より三菱総合研究所作成 

2018 年、ADB は自らの財源から 35 億 9000 万ドルの気候資金を供与した。2030 年まで

に、プロジェクトの少なくとも 75%が気候変動の緩和と適応に取り組む予定である。また、

ADB は、2019 年から 2030 年の間に累計 800 億ドルの気候変動ファイナンスを行う予定で

ある178。 

 
176 Dr. Peter Warren, Department for Business, Energy & Industrial Strategy (2019) “Role of Climate Finance to 

Support CCUS in Asia,” p.3, 

http://asiacleanenergyforum.pi.bypronto.com/2/wp-content/uploads/sites/2/2019/06/1Peter-Warren_Role-of-Climate-

Finance-to-support-CCUS-in-Asia.pdf （2020 年 3 月 6 日閲覧） 

177 Jinmiao Xu (2019) “ADB’s Role in CCUS Development of Asia,” p.7, 

http://asiacleanenergyforum.pi.bypronto.com/2/wp-content/uploads/sites/2/2019/06/7Jinmiao-Xu-_ADBs-Role-in-

CCUS-Development-in-Asia.pdf （2020 年 3 月 6 日閲覧） 

178 Jinmiao Xu (2019) “ADB’s Role in CCUS Development of Asia,” p.14, 

http://asiacleanenergyforum.pi.bypronto.com/2/wp-content/uploads/sites/2/2019/06/7Jinmiao-Xu-_ADBs-Role-in-

CCUS-Development-in-Asia.pdf （2020 年 3 月 6 日閲覧） 

 

http://asiacleanenergyforum.pi.bypronto.com/2/wp-content/uploads/sites/2/2019/06/1Peter-Warren_Role-of-Climate-Finance-to-support-CCUS-in-Asia.pdf
http://asiacleanenergyforum.pi.bypronto.com/2/wp-content/uploads/sites/2/2019/06/1Peter-Warren_Role-of-Climate-Finance-to-support-CCUS-in-Asia.pdf
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ADB は、2009 年から現在に至るまで、世界各地で、戦略方針策定・技術支援・商業化支

援・財務支援・住民合意の形成といった様々な観点から、CCUS プロジェクトを支援してい

る。現在進行中の主なプロジェクトとしては、以下のものがある179。 

⚫ 広東プロジェクト 

中国における CCUS 費用削減ポテンシャルの評価、中国の ETS に CCUS を含めるこ

とに関する報告、CCS 開発に関する地方政策への提言、広東省における CO2 輸送・

貯留オプションの評価を実施している。 

⚫ 上海プロジェクト 

中国における CO2 の地中貯留ポテンシャルの評価、中国の電力セクターに最適な

CCS 技術を選択するための国家環境・気候政策の評価、CO2 の産業排出削減経路の

確立を目指している。 

⚫ インドネシアプロジェクト 

政府の CCS 規制案の作成、CO2EOR のための油田の全国的なスクリーニングと順位

付け、インドネシアの NDC に対する CCS の貢献可能性に関する調査、グンディ CCS

パイロットプロジェクトへの技術的支援、バンドン工科大学とエネルギー・鉱物省石

油ガス技術研究開発・センターによって設立される CCUS Centre of Excellence の設立

に向けた支援を実施している。 

 

また、2023 年までに、パイロット事業候補の 3 件の実行可能性調査を完了する予定であ

る180。 

さらに、ADB は、CCUS のキャパシティビルディングにも力を入れており、技術面や政

策面から複数の論文を公表している。また、ナレッジシェアにも力を入れており、中国・イ

ンドネシア・バングラデシュ等での国際会議やワークショップでの発表も行っている181。 

(2) 世界銀行 CCS 信託基金の取組み 

世界銀行は、CCS 信託基金を 2009 年に設立している。主な目標は、キャパシティビルデ

ィングの強化と知識構築の支援、途上国が CCS の可能性を探る機会の創出、途上国の低炭

素成長戦略・政策への CCS オプションの導入促進である。 

資金提供国は英国とノルウェーであり、今日までの資金配分総額は 5580 万ドルである182。

具体的な割当は表 5-23 のとおりである。 

 
179 Jinmiao Xu (2019) “ADB’s Role in CCUS Development of Asia,” p.15, 

http://asiacleanenergyforum.pi.bypronto.com/2/wp-content/uploads/sites/2/2019/06/7Jinmiao-Xu-_ADBs-Role-in-

CCUS-Development-in-Asia.pdf （2020 年 3 月 6 日閲覧） 

180 Jinmiao Xu (2019) “ADB’s Role in CCUS Development of Asia,” p.18, 

http://asiacleanenergyforum.pi.bypronto.com/2/wp-content/uploads/sites/2/2019/06/7Jinmiao-Xu-_ADBs-Role-in-

CCUS-Development-in-Asia.pdf （2020 年 3 月 6 日閲覧） 

181 Jinmiao Xu (2019) “ADB’s Role in CCUS Development of Asia,” p.19-20, 

http://asiacleanenergyforum.pi.bypronto.com/2/wp-content/uploads/sites/2/2019/06/7Jinmiao-Xu-_ADBs-Role-in-

CCUS-Development-in-Asia.pdf （2020 年 3 月 6 日閲覧） 

182 Natalia Kulichenko-Lotz (2019) World Bank: CCUS Financing, p.2, 

http://asiacleanenergyforum.pi.bypronto.com/2/wp-content/uploads/sites/2/2019/06/1Kulichenko_World-

BankCCUS-Financing.pdf （2020 年 3 月 6 日閲覧） 
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表 5-23 世界銀行 CCS 信託基金の割当状況 

国・地域 割当（米国ドル） 

ボツワナ 140 万ドル 

南アフリカ 135 万ドル 

中国 180 万ドル 

メキシコ 130 万ドル 

インドネシア 85 万ドル 

コソボ 40 万ドル 

エジプト 30 万ドル 

ジョーダン 15 万ドル 

マグレブ 40 万ドル 

合計 790 万ドル 

出所）Natalia Kulichenko-Lotz (2019) World Bank: CCUS Financing, p.3, 

http://asiacleanenergyforum.pi.bypronto.com/2/wp-content/uploads/sites/2/2019/06/1Kulichenko_World-

BankCCUS-Financing.pdf （2020 年 3 月 6 日閲覧）より三菱総合研究所作成 

 

具体的には、これまで以下のような 3 つの活動を支援してきた183。 

⚫ フェーズ I 

2015 年に完了。資金総額は 790 万米ドル。9 カ国・地域において、キャパシティビル

ディング、CCUS の調査と分析を実施した。 

⚫ フェーズ II 

2014 年に開始。資金総額は 4790 万米ドル。4 つの CCUS パイロット・プロジェクト

（2 つは回収プロジェクト、2 つは貯留プロジェクト）を支援している。主には、メ

キシコ（回収・貯留パイロットプロジェクトの構築・開発支援、実行可能性調査）、

南アフリカ（CO2 貯留・回収パイロットプロジェクトの開発支援）を中心に展開。 

⚫ 経済・セクター業務 

脱炭素天然ガスの研究をしている。 

 

ただし、世界銀行は、2019 年以降は、CCS の有無にかかわらず、特別な事情がない限り、

上流の石油ガス関連プロジェクトには今後投資を行わないという投資撤収（ダイベストメ

ント）を表明している184185。 

  

 
183 Natalia Kulichenko-Lotz (2019) World Bank: CCUS Financing, p.3, 

http://asiacleanenergyforum.pi.bypronto.com/2/wp-content/uploads/sites/2/2019/06/1Kulichenko_World-

BankCCUS-Financing.pdf （2020 年 3 月 6 日閲覧） 

184 World Bank (2017) World Bank Group Announcements at One Planet Summit, 

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2017/12/12/world-bank-group-announcements-at-one-planet-

summit （2020 年 3 月 6 日閲覧） 

185 World Bank (2017) Q&A: The World Bank Group and Upstream Oil and Gas, 

https://www.worldbank.org/en/topic/climatechange/brief/qa-the-world-bank-group-and-upstream-oil-and-gas 

（2020 年 3 月 3 日閲覧） 
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5.2 CO2 貯留地域に関する調査 

本項目では、8 カ国（インドネシア、インド、タイ、ベトナム、サウジアラビア、アラブ

首長国連邦、ブラジル、メキシコ）を対象に行った CO2 貯留ポテンシャルに関する調査結

果をまとめる。 

調査対象国としては、まず当事業の一環で採択された CCUS 案件形成事業の対象国（イ

ンドネシア、タイ、サウジアラビア）をピックアップした。それに加え、主要な JCM 対象

国として、既にピックアップされているインドネシアの 34 件とタイの 32 件に次いで JCM

案件が多いベトナム（23 件）と、中南米地域における重要な JCM パートナー国であるメキ

シコを選んだ。また、世界的にも貯留ポテンシャルが大きいと見られているブラジルと、

CO2 排出量が多いインド、中東地域においてサウジアラビアに次いで貯留ポテンシャルが

大きく、主要な天然ガス輸出国でもある UAE の貯留地域についても調査を行った。 

各国が独自に行った、CO2 貯留ポテンシャルの探索を目的とした調査は限定的である。

そのため、調査対象国の貯留ポテンシャルは国際機関が広域的に実施した調査や、各国の地

下資源調査の結果に基づいて推定されたものである。 

調査の一環として作成された対象国の貯留可能地域を表す地図画像では、貯留可能性が

特に高い地下深層地層を緑色で、貯留可能性がある程度見込まれる地下深層地層を灰色で

表示している。 

(1) インドネシア 

豊富な地下資源を誇るインドネシアは、過去に石油と天然ガスの埋蔵量調査などを通し

て、自国の地層調査を行ってきた。インドネシアで最も信頼性の高いデータが揃っている地

下深層地層はスマトラ島沖にある South Sumatra Basin である。South Sumatra Basin の貯留ポ

テンシャルはおよそ 7.65GtCO2 と推定されている186。上記に加え、世界銀行が 2015 年に公

開した調査結果によると Java Basin の枯渇したガス田に 386MtCO2、深層含塩水層に 160-

377MtCO2 の貯留ポテンシャルが存在する187。また、東南アジア地球科学計画調整委員会 

(CCOP)の調査によると Tarakan Basin に約 130MtCO2、Central Sumatra Basin に 229MtCO2 の

貯留ポテンシャルがある188。 

インドネシアの貯留可能地域は開発済み、または既に枯渇したガス田や油田の近くに存

在している。そのため、同国の主要な排出源である採掘プラントや製油所等へのアクセスは

良く、CCS 事業や EOR の実現可能性は比較的高いと言える。 

 

 
186 Hedriana et al. (2017), “Assessment of CO 2 - enhanced oil recovery and Storage Capacity in South Sumatera and 

West Java Basins” 
187 World Bank (2015), “Carbon Capture and Storage for Coal-Fired Power Plants in Indonesia” 
188 CCOP Technical Secretariat (2014), “CCOP guideline on the methodologies for selecting geological carbon 

dioxide (CO2) storage and estimation of storage capacities” 
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図 5-37 インドネシア周辺の CO2 貯留の可能性がある地下深層地層 

出所）GCCSI 作成 

(2) インド 

インドの貯留ポテンシャルに関するデータは非常に限定的であり、IEAGHG が 2008 年に

パキスタンとバングラデシュを含むインド亜大陸全域を対象に行った調査の結果が中心と

なっている189。当時の調査では、沿岸地域の深層含塩水層を中心におよそ 63GtCO2 の貯留

ポテンシャルが見込まれている。 

他方で、貯留地としての条件が整っている地層であれば約 47GtCO2、信頼性が低いもの

も含めれば約 143GtCO2 の貯留ポテンシャルが存在するという研究結果も存在する190。いず

れにせよ、インドの CO2 ポテンシャルを正確に把握するためには深層含塩水層と枯渇ガス

田を中心とした追加的な地層調査が必要である。 

 
189 IEAGHG (2008), “A regional assessment of the potential for CO2 storage in the Indian Subcontinent Report 

2008/2” 
190 Viebahn (2014), “Prospects of carbon capture and storage (CCS) in India’s power sector – An integrated 

assessment. Applied Energy” 
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図 5-38 インド周辺の CO2 貯留の可能性がある地下深層地層 

出所）GCCSI 作成 

(3) タイ 

タイの貯留可能地層は近隣諸国に跨っているものが多く、特にタイ西部にはインドネシ

ア・スマトラ島沖の大規模な地下深層地層が存在している。タイ独自の貯留ポテンシャルに

関してはアジア開発銀行（ADB）が 2013 年に公開した調査結果では 10GtCO2 強と推定され

ている191。タイ東部沖に存在する Greater Thai Basin と Pattani Basin に存在する深層含塩水

層では 8.9GtCO2、同地域のガス田・油田では 1.4GtCO2 のポテンシャルが見込まれている。 

タイのガス田と油田はいずれも枯渇寸前であるため、EOR の需要は高いと思われる。 

 

 
191 ADB (2013), “Prospects for carbon capture and storage in Southeast Asia” 
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図 5-39 タイ周辺の CO2 貯留の可能性がある地下深層地層 

出所）GCCSI 作成 

(4) ベトナム 

ベトナムもタイと同様に、ADB が 2013 年に公開した調査以外に、CO2 貯留を目的とした

地下深層地層の調査は行っていない。しかし、主要な資源輸出国と比べて小規模ではあるが、

成熟した石油と天然ガスの採掘産業の結果、地下深層地層に関する情報は比較的信頼性が

高い。貯留ポテンシャルの大半は深層含塩水層であり、10.4GtCO2 の貯留が可能であると考

えられている。枯渇した油田やガス田のポテンシャルは約 1.4GtCO2。ベトナム全体でおよ

そ 12GtCO2 の貯留ポテンシャルとなる192。 

 

 
192 ADB (2013), “Prospects for carbon capture and storage in Southeast Asia” 
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図 5-40 ベトナム周辺の CO2 貯留の可能性がある地下深層地層 

出所）GCCSI 作成 

(5) サウジアラビア 

世界的にも重要な産油国であるサウジアラビアは地下資源探索のための地層調査は密に

行ってきたが、CCS を目的とした調査はこれまで行っていない。世界最大の埋蔵量を誇る

ガワール油田を中心に、サウジアラビア国内の油田・ガス田は合計で最大 30GtCO2 の貯留

ポテンシャルを持つ193。特に EOR のポテンシャルおよび将来的需要は高く、今後サウジア

ラビアにおける CCS 開発が進めば純粋な貯留よりも EOR が中心になることが予想される。 

 

 
193 IEA (2015), “Storing CO2 through enhanced oil recovery. Insights Series 2015” 
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図 5-41 サウジアラビア周辺の CO2 貯留の可能性がある地下深層地層 

出所）GCCSI 作成 

(6) アラブ首長国連邦 

UAE は自国の CO2 貯留ポテンシャル評価調査を行っていない。しかし、サウジアラビア

と同様に石油・天然ガスの埋蔵量が豊富である同国では、成熟した石油およびガス産業によ

り、地質学的特徴および地下深層地層の詳細なデータを広範囲かつ詳細に把握している。 

UAE の貯留ポテンシャルの大部分は油田・ガス田が中心となる。貯留可能な地下深層地

層はサウジアラビアにも跨っている Rub al Khali Basin であり、IEAGHG の調査によるとお

よそ 8.8GtCO2 の貯留ポテンシャルを有する194。さらに、その後に公開された IEA の調査で

は、沿岸地域に存在する深層含塩水層に 15.6GtCO2 の貯留ポテンシャルが存在することが

判明したため、UAE の合計貯留ポテンシャルは 25GtCO2 とされている195。UAE でも EOR

が CCS 開発の中心となることが予想される。 

 

 
194 IEAGHG (2009), “CO2 storage in depleted oilfields: Global application criteria for carbon dioxide enhanced oil 

recovery report 2009/12” 
195 IEA (2015), “Storing CO2 through enhanced oil recovery. Insights Series 2015” 
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図 5-42 UAE 周辺の CO2 貯留の可能性がある地下深層地層 

出所）GCCSI 作成 

(7) ブラジル 

ブラジルは Carbon Geological Sequestration Map（CARBMAP）196プロジェクトの一環とし

て、自国の広大な国土における CO2 貯留可能地域の俯瞰的なアセスメント調査を実施して

いる197198。また、成熟した石油産業およびガス産業による継続的な地下資源調査と、2014 年

に作成された CCS 地図によって、同国の地下深層地層のロケーションは比較的詳細に把握

されている199。一方で、これらの調査では地下深層地層の規模について詳細な調査結果は公

開されていないため、同国における CO2 貯留ポテンシャルは確度が限定的な推定に留まる。 

上記の調査によると、南東の沿岸部に存在する Santos Basin と Campos Basin の枯渇ガス

田・枯渇油田と深層含塩水層を中心に、ブラジル全土で合計 2000GtCO2 以上の貯留ポテン

シャルが存在する。特に、沿岸部の貯留槽は製油所などの大規模 CO2 排出源に近く、CCS

の親和性は高い。また、同地域の油田やガス田へのアクセサビリティの高さから、EOR の

ポテンシャルも高いと考えられる。 

 

 
196 CARBMAP は、統合された地理情報システム（GIS）によって油田・塩水帯水層・炭層での長期 CO2

貯留に適した地下深層地層を特定し、CO2 ソースと貯留地のマッチングのための GIS データに基づい

て、ブラジルにおける CCS チェーン（回収、輸送、 貯留）を分析したプロジェクトである。Brazilian 

Carbon Storage Research Center が主導した。 

197 Ketzler et al. (2007), “Opportunities for CO2 capture and geological storage in Brazil: The CARBMAP Project” 
198 Rockett et al. (2011), “The CARBMAP project: Matching CO2 sources and geological sinks in Brazil using 

geographic information system” 
199 Ketzler et al. (2014), “Brazilian atlas of CO2 capture and geological storage” 
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図 5-43 ブラジル周辺の CO2 貯留の可能性がある地下深層地層 

出所）GCCSI 作成 

(8) メキシコ 

North American Carbon Atlas Partnership (NACSA)が 2012 年に行った、北中米地域を対象と

した貯留ポテンシャル評価調査は、深層含塩水層へ約 100GtCO2 の貯留が可能であるとして

いる200。上記の深層含塩水層の半分近くはメキシコ南東部沿岸の Veracruz Basin と

Southeastern Basin 及び、洋上にある Yucatan Platform Basin に集中している。Veracruz Basin

の貯留可能量は 15GtCO2、Southeastern Basin は 24GtCO2、Yucatan Platform Basin は 14GtCO2

と推定されている201。しかし、NACSA の調査では地下深層地層の詳細な規模や、油田・ガ

ス田の貯留ポテンシャルが含まれていない。貯留地へのアクセサビリティも含めた、より詳

細な地層調査が、CCS の促進には必要である。 

 

 
200 North American Carbon Atlas Partnership (2012), “The North American carbon storage atlas” 
201 North American Carbon Atlas Partnership (2012), “The North American carbon storage atlas” 
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図 5-44 メキシコ周辺の CO2 貯留の可能性がある地下深層地層 

出所）GCCSI 作成 

5.3 排出源と貯留地域のマッチング（大規模排出源×近距離貯留） 

CCS 事業において重要となる要素一つがエミッターから最終貯留地へのアクセサビリテ

ィである。CO2 の主な輸送手段としては短距離パイプラインの他、船舶や車両による輸送

が検討される場合が多いが、いずれのケースにおいても輸送距離は CCS チェーン全体のコ

ストへ直接影響する。 

本調査では、まず JCM 対象国を中心とした 14 カ国における CO2 排出量を、エネルギー

多消費産業及び生産工程における CO2 排出量が特に多いとされる産業にフォーカスして算

出した。調査対象は発電所・製油所・製鉄所・セメントプラントの 4 種とした。続いて、調

査対象国で確認できた各産業種の施設ごとの排出量を GIS データに落とし込み、排出源が

集中している地域を可視化した。さらに、調査対象となった国に関しては、CCS 事業に適し

た地域を特定するため、CO2 貯留可能地域と CO2 多排出地域のマッチング分析を行った。

産業種別のマップでは施設ごとに排出される CO2 の量をポイントの大きさで表示している。

全産業種をまとめたマップでは、行政区域（州・省・県）毎に CO2 排出量を集計し、円グ

ラフで表示している。 

 

発電所は、石炭火力発電所とガス火力発電所を取り上げた。データが存在しなかったコス

タリカとケニアを除く 12 カ国を対象とした。発電所ごとの年間発電量は World Resources 

Institute のデータを用いた202。燃料種別の排出係数は、IEA の“CO2 Emissions From Fuel 

Combustion, 2017”の燃料種別排出量と燃料種別発電電力量を基に算出した。燃料種別排出

係数及び発電所ごとの排出量の算出に用いた式は以下のとおりである。 

⚫ 燃料種別排出係数＝燃料種別排出量／燃料種別発電電力量 

 
202 World Resources Institute (2019), “Global Database of Power Plants” 
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⚫ 発電所ごとの排出量＝発電所ごとの年間発電量×燃料種別排出係数 

インドのみ発電所ごとの年間発電量のデータが確認できなかったため、IEA の”CO2 

Emissions from Fuel Combustion, 2019”に記載されている排出量の数値を用いて比重平均を算

出した。 

 

製油所は全 14 カ国のデータが確認できた。各プラントからの CO2 排出量は、世界の CO2

総排出量を各プラントの原油処理能力（常圧蒸留装置）を用いて案分することで算出した。 

世界の CO2 総排出量については、Concawe が発表した"Concawe Review Volume 27 Number 

1"に EU の全製油所からの CO2 排出量が年間 138Mt-CO2 であり、これは世界の約 14%にあ

たるとの記述があったことから年間 986Mt-CO2 とした203。各プラントの原油処理能力は、

Oil & Gas Journal が 2019 年 2 月 8 日に公表した"Worldwide, US Refinery Survey-Capacities as 

of Jan. 1, 2019"に掲載されているデータを用いた204。 

プラントごとの CO2 排出量は次のとおり求めた。 

⚫ プラントごとの排出量＝世界の CO2 総排出量×（各プラントの原油処理能力／世界

の全プラントの原油処理能力合計値） 

 

製鉄所ではバングラデシュ、コスタリカ、ミャンマー、タイの 4 ヵ国を除く 10 カ国のデ

ータが確認できた。製鉄プロセスの中でも特にエネルギー消費の大きい高炉法205を取り上

げ、製銑プラントの排出量を算出した。また、大規模な高炉に依らず、主に天然ガスを用い

て鉄鉱石を還元する直接還元法が主流の国があるため、直接還元鉄（Direct Reduced Iron）プ

ラントも対象に含めた。各施設の生産能力は Metal Bulletin Research 社が 2015 年に出版し

た”Steelmaking Capacity & Capex Study”に掲載されている各プラントの生産能力データを利

用した。2015 年第二四半期時点で運転中の製銑プラント/直接還元鉄プラント、及び 2019 年

までに運転開始予定の製銑プラント/直接還元鉄プラントの生産能力データを利用した。 

設備利用率の算出には以下の式を用いた。 

⚫ 製銑プラントの設備利用率＝銑鉄生産量206／銑鉄生産能力 

⚫ 直接還元鉄プラントの設備利用率＝直接還元鉄生産量／直接還元鉄生産能力 

データが取得可能な国のみ国別の設備利用率を算出した。データがない国は、データのあ

った国の設備利用率の平均値を利用した。 

プラントごとの CO2 排出量は以下の式を用いて算出した。 

⚫ プラントごとの排出量＝各プラントの生産能力×設備利用率×工程別排出係数207 

 

セメントプラントではバングラデシュ、チリ、コスタリカ、ケニアの 4 ヵ国を除く 10 カ

国のデータが確認できた。セメント製造における CO2 排出は、主に原料の熱分解によって

 
203 Concawe (2018) “Concawe Review Volume 27 Number 1, July 2018” p.38, https://www.concawe.eu/wp-

content/uploads/Concawe-Review-27-1_webfile.pdf （2020 年 3 月 2 日閲覧） 

204 Oil & Gas Journal (2019) “Worldwide, US Refinery Survey-Capacities as of Jan. 1, 2019” 

https://www.ogj.com/ogj-survey-downloads/worldwide-refining/document/17299951/worldwide-us-refinery-

surveycapacities-as-of-jan-1-2019 （2019 年 9 月 13 日閲覧） 

205 製銑工程：鉄鉱石やコークス等から高炉を用いて銑鉄（Pig iron）を製造する工程。 
206 World Steel Association (2017), “Steel Statistical Yearbook 2017” 
207 IPCC (2006), “2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories” 

 



 

 

 

146 

生じる「プロセス排出」によるものと、エネルギー起源（キルン内の燃焼、粉砕機の電力消

費等）によるものの 2 種類が存在する。本調査では両方を対象に、CO2 排出量を算出して

いる。Pro Global Media 社が 2019 年に出版した”Global Cement Directory 2019”に掲載されて

いる各プラントの生産量データを利用し、以下の式を用いてプラントごとの CO2 排出量を

算出した。 

⚫ CO2 排出量＝各プラントの推定される生産量×排出係数208 

 

(1) インドネシア 

 

図 5-45 インドネシアの火力発電所による CO2 排出 

出所）三菱総合研究所作成 

インドネシアの火力発電所の半数以上は、ジャワ島に集中している。特にジャカルタ周辺

と東ジャワ州はCO2排出量が 5000kt/年を超えている大規模な発電所が密集している。また、

スマトラ島の南スマトラ州、リアウ州、北スマトラ州にも 1000kt/年以上の発電所が複数存

在する。ジャワ島及びスマトラ島周辺には、いずれも貯留可能性が高いと想定されている地

下深層地層が存在しており、CCS や EOR のポテンシャルは高い。 

 
208 IEA (2018), “Technology Roadmap Low-Carbon Transition in the Cement Industry” 
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図 5-46 インドネシアの製油所による CO2 排出 

出所）三菱総合研究所作成 

インドネシアの製油所は、中部ジャワ州と東カリマンタン州にそれぞれ年間 CO2 排出量

2000kt を超える大規模な拠点が存在する以外では、ジャワ島とスマトラ島内に数件点在し

ている。東カリマンタン州では 8 GtCO2 の貯留ポテンシャルがあるとされる Kutei Basin へ

の貯留が可能である。 
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図 5-47 インドネシアの製鉄所による CO2 排出 

出所）三菱総合研究所作成 

インドネシアの製鉄所は北スマトラ州に存在する 1 件を除いて、ジャカルタ、バンテン

州、西ジャワ州のジャワ島西部に集中している。ジャワ島周辺は老朽ガス田や深層含塩水層

が多く存在しており、貯留ポテンシャルが高いと考えられている。 
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図 5-48 インドネシアのセメントプラントによる CO2 排出 

出所）三菱総合研究所作成 

インドネシアのセメントプラントの多くは人口密集地であるジャワ島に集中しているが、

スマトラ島とスラウェシ島でも大規模な拠点が稼働中である。スラウェシ島にも地下貯留

地層は存在していると想定されているが、ジャワ島やスマトラ島東部とくらべて、現時点で

は情報量が限定的であり、CCS の開発にはより詳細な地層調査が必要である。スマトラ島

の大規模拠点の一つは Sumatra Basin へのアクセスが難しい西スマトラ州にあり、CO2 回収

後の輸送が課題となりそうである。 
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図 5-49 インドネシアの行政区域別 CO2 排出内訳 

出所）三菱総合研究所作成 

インドネシアの排出源は人口及び産業の密集地であるジャワ島に集中している。ジャワ

島以外にもカリマンタン島やスマトラ島にも大規模な排出拠点は存在し、貯留可能性も高

いポテンシャルがあると考えられているが、一つ一つの拠点は島内に点在しているため、現

時点では効率的な回収は難しい。まずは、排出源が特に集中しており、地下貯留層へのアク

セサビリティも良いジャカルタを中心としたジャワ島西部を一つの CCS クラスターとして

開発を進めることで、インドネシアのカーボンフットプリントを効率的に削減できると考

えられる。 



 

 

 

151 

(2) インド 

 

図 5-50 インドの火力発電所による CO2 排出 

出所）三菱総合研究所作成 

インドは電力供給の主力である石炭火力発電所が全国で稼働している。内陸部では地下

貯留層へのアクセサビリティが低く、特にインド北部の人口密集地の一つであるウッタル・

プラデーシュ州の近くでは確度の高い地下貯留層が確認されていない。一方で、ムンバイを

中心とした北西の沿岸部やチェンナイ以北の東海岸沿いにはそれぞれ Mumbai Basin と

Cauvery Basin が確認されており、貯留ポテンシャルは高い。 
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図 5-51 インドの製油所による CO2 排出 

出所）三菱総合研究所作成 

インドの製油所は年間排出量が 2000ktCO2 を超える大規模なものから、500ktCO2 未満の

比較的小規模なものまでが全国各地に点在している。中でも北西部にあるグジャラート州

には大規模な製油所が 4 件ある。グジャラート州は Mumbai Basin と Combay Basin へのアク

セスも可能であり、同地域のカーボンフットプリントの削減に繋がる CCS の開発ポテンシ

ャルは比較的高いと言える。 
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図 5-52 インドの製鉄所による CO2 排出 

出所）三菱総合研究所作成 

インドの製鉄所は多くがオリッサ州やチャッティースガル州、西ベンガル州など、東部に

集中している。同地域の沿岸部には 4GtCO2 の貯留ポテンシャルがあると考えられている

Krishna-Godavari Basin が存在するが、地下地層に関する情報は限定的なデータに基づく推

定であり、CCS の開発には追加的な地下地層調査が必要である。 
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図 5-53 インドのセメントプラントによる CO2 排出 

出所）三菱総合研究所作成 

セメントプラントはインド国内で多く稼働しているが、特にアーンドラ・プラデーシュ州、

カルナータカ州、タミル・ナードゥ州などがある南部地域に集中している。アーンドラ・プ

ラデーシュ州とタミル・ナードゥ州は 6GtCO2 の貯留ポテンシャルがあると考えられている

Couvery Basin への貯留が可能である。 
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図 5-54 インドの行政区域別 CO2 排出内訳 

出所）三菱総合研究所作成 

インドの排出源の密集地は全国各地に多くあるが、エミッターの地下貯留層へのアクセ

サビリティを勘案すると、Mumbai Basin への貯留が可能であるムンバイと Cauvery Basin へ

の貯留が可能であるチェンナイを中心とした産業クラスターで CCS の開発を進めることが、

高い削減効率に繋がると考えられる。全体的には一定以上の CCS ポテンシャルが存在して

いると推定されるが、インドは全国各地に多くの排出源クラスターを有しているため、今後

はより詳細な地層調査が期待される。 
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(3) タイ 

 

図 5-55 タイの火力発電所による CO2 排出 

出所）三菱総合研究所作成 

タイではガス火力発電が重要な電力供給源となっている。主要な発電所の多くはバンコ

ク周辺の沿岸部にある。バンコクからは Greater Thai Basin と Pattanai Basin が近い。タイ南

部にも年間排出量 300～5000ktCO2 の中規模な発電所が数か所あり、こちらも Greater Thai 

Basin への貯留が可能である。 
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図 5-56 タイの製油所による CO2 排出 

出所）三菱総合研究所作成 

タイの製油所は、バンコク南東にあるチョンブリー県に集中している。チョンブリー県か

らは Greater Thai Basin と Pattanai Basin への貯留も可能だが、バンコクへのアクセサビリテ

ィも良いため、回収された CO2 をバンコクに輸送することも可能であると思われる。 
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図 5-57 タイのセメントプラントによる CO2 排出 

出所）三菱総合研究所作成 

タイのセメントプラントは、南部のナコーンシータンマラート県に年間排出量

2000GtCO2 以上の大規模なプラントが 1 件稼働している以外では、ほとんどがバンコク北

部にあるサラブリー県に集中している。サラブリー県では現時点では地下貯留層は確認さ

れていないが、バンコクへの CO2 輸送は可能であると思われる。 
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図 5-58 タイの行政区域別 CO2 排出内訳 

出所）三菱総合研究所作成 

タイは人口も産業も極端なバンコク一極集中型となっている。エミッターの多くはバン

コク近郊に存在しているため、バンコク近郊で CCS 回収ハブを開発することができれば非

常に効率の良い CO2 回収クラスターが実現できるため、潜在的な CCS ポテンシャルは高

い。 
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(4) ベトナム 

 

図 5-59 ベトナムの火力発電所による CO2 排出 

出所）三菱総合研究所作成 

ベトナムの電力供給は、依然として石炭火力に依存する割合が大きい。特にハノイ市やハ

イフォン市周辺では中小規模の石炭火力発電所が多く稼働している。しかし、ベトナム北部

の CO2 貯留ポテンシャルに関する情報は限定的である。沿岸地域の深層含塩水層への貯留

は可能であると考えられているが、追加的な調査が必要である。 
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図 5-60 ベトナムの製油所による CO2 排出 

出所）三菱総合研究所作成 

ベトナムで稼働中である製油所はダナン市周辺に 1件だけ確認できた。年間排出量は 1000

～1500ktCO2 であり、ベトナムにおける製油業の削減ポテンシャルは限定的である。他業種

と組み合わせた CCS 事業でなければ難しいと思われる。 
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図 5-61 ベトナムの製鉄所による CO2 排出 

出所）三菱総合研究所作成 

製鉄所は年間排出量 100～1000ktCO2 の比較的小規模な施設がハイフォン市など、ベトナ

ム北部で数件確認できた。施設の規模を勘案すると、回収設備や輸送手段への投資による経

済的観点から見た、CCS 事業による CO2 回収効率は低い。 
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図 5-62 ベトナムのセメントプラントによる CO2 排出 

出所）三菱総合研究所作成 

セメントプラントはハノイ市、ハイフォン市、ビン市、ダナン市、ホーチミン市など、ベ

トナムの主要都市周辺にそれぞれ大規模なものが存在する。ホーチミン市で回収された

CO2 はベトナム南部の Cuu Long Basin への貯留が可能である。 
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図 5-63 ベトナムの行政区域別 CO2 排出内訳 

出所）三菱総合研究所作成 

確認されたベトナムのエミッターの多くは北部に集中しているが、同地域の貯留ポテン

シャルに関して判明している情報は非常に限定的である。ベトナム最大の都市であるホー

チミンは Cuu Long Basin への貯留が可能である。回収された CO2 の越境輸送が課題となり

得るが、タイと連携した CCS 事業は考えられる。 
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(5) サウジアラビア 

 

図 5-64 サウジアラビアの火力発電所による CO2 排出 

出所）三菱総合研究所作成 

サウジアラビアのガス火力発電所はリヤド市周辺とダンマン市を中心とした東海岸に集

中している。地下貯留層に関するデータの正確性は限定的ではあるものの、EOR も含めて

老朽油田への貯留可能性は高い。 
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図 5-65 サウジアラビアの製油所による CO2 排出 

出所）三菱総合研究所作成 

正解最大級の産油国であるサウジアラビアでは、年間排出量 1500ktCO2 を超える大規模

な製油所が多数稼動している。サウジアラビア西部は紅海の地下貯留層への貯留が可能で

あり、東部地域は同地域の老朽油田やペルシャ湾の深層含塩水層への貯留が可能である。 
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図 5-66 サウジアラビアの製鉄所による CO2 排出 

出所）三菱総合研究所作成 

サウジアラビアの製鉄所は東部州に 3 件、同国南西のアスィール州に 1 件確認できた。3

件は年間排出量 1000～5000ktCO2 の大規模なものであり、CO2 の回収・貯留が可能であれ

ば削減ポテンシャルは比較的大きいものの、アスィール州は地下貯留層の情報がないため、

現時点で CCS 事業の対象となるのは東部州の 3 件のみである。 
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図 5-67 サウジアラビアのセメントプラントによる CO2 排出 

出所）三菱総合研究所作成 

セメントプラントはサウジアラビア国内各地に小規模なものから大規模なものまで多数

稼動している。特にリヤド州には年間排出量 2000ktCO2 を超えるプラントが 3 件ある。 
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図 5-68 サウジアラビアの行政区域別 CO2 排出内訳 

出所）三菱総合研究所作成 

サウジアラビアは排出源の多くが同国中央のリヤド州とダンマン市を中心とした東部州

に集中している。同地域では枯渇油田や深層含塩水層への CO2 の貯留が可能である。しか

し、サウジアラビアが依然として石油産業に強く依存している背景から、老朽油田における

EOR 事業への CO2 供給が最も現実的であると考えられる。 
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(6) アラブ首長国連邦 

 

図 5-69 UAE の火力発電所による CO2 排出 

出所）三菱総合研究所作成 

UAE のガス火力発電所はアブダビ市やドバイ市近郊などにある。いずれも沿岸部に位置

しており、CO2 回収後の船舶による輸送を想定した場合は利点である。 
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図 5-70 UAE の製油所による CO2 排出 

出所）三菱総合研究所作成 

 

図 5-71 UAE の製鉄所による CO2 排出 

出所）三菱総合研究所作成 

UAE の製油所は小規模なものも含め 4 件、製鉄所は 3 件確認された。北部のファジャイ

ラ首長国にある 1 件の製油所を除いて全てアブダビ首長国にある。 
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図 5-72 UAE のセメントプラントによる CO2 排出 

出所）三菱総合研究所作成 

UAE のセメントプラントは、アブダビ近郊のものを除けばほとんどがラアス・アル＝ハ

イマ首長国とファジャイラ首長国を中心に北部の首長国に集中している。 

 

図 5-73 UAE の行政区域別 CO2 排出内訳 

出所）三菱総合研究所作成 

UAE は国土の大部分が Rub al Khali Basin の範囲内に収まっている。特に発電所・製油所・
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製鉄所のほとんどが位置するアブダビ首長国は北東の極一部を除いてほぼ完全に同貯留槽

の範囲内にある。一方で、セメントプラントが集中している北部地域は西海岸を除いて貯留

槽の範囲から外れている。同国も、産業構成を資源採掘に依存する部分が大きいため、EOR

への CO2 供給が最も現実的であると考えられる。 

(7) ブラジル 

 

図 5-74 ブラジルの火力発電所による CO2 排出 

出所）三菱総合研究所作成 

ブラジルは電力共有の大部分を水力発電で負担しており、火力発電への依存度は比較的

低い。しかし、広い国土の電力需要に対応するため、各地に石炭火力発電所とガス火力発電

所を設置している。特にリオデジャネイロ、サンパウロ、ポルトアレグレなどの大都市があ

る南東の沿岸部には多くの火力発電所が集中している。同地域は貯留可能性が高いと想定

されている Santos Basin、Campos Basin、Parana Basin があり、CCS のポテンシャルは高い。 
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図 5-75 ブラジルの製油所による CO2 排出 

出所）三菱総合研究所作成 

ブラジルは南米の主要な産油国であり、年間排出量 2000ktCO2 を超える製油所が多数存

在する。特に、同国の油田が多くある南部地域に集中している。 

 

図 5-76 ブラジルの製鉄所による CO2 排出 

出所）三菱総合研究所作成 

ブラジルの製鉄所の大多数はミナスジェライス州に集中している。同州以外では北部の
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マラニャン州とパラー州で多数の製鉄所が確認された。ブラジル北部では有望な地下貯蔵

層が確認されておらず、ミナスジェライス州も南方の有望な地下貯留層からは外れている

ため、CO2 回収後にはパイプラインなどによる陸上輸送手段が必要となる。 

 

 

図 5-77 ブラジルのセメントプラントによる CO2 排出 

出所）三菱総合研究所作成 

ブラジルのセメントプラントは西部から南部にかけて、多数点在している。中でも、サン

パウロやサルバドルでは大規模なプラントが複数稼働している。地下貯留層へのアクセサ

ビリティは良く、CCS ポテンシャルは高いと思われる。 
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図 5-78 ブラジルの行政区域別 CO2 排出内訳 

出所）三菱総合研究所作成 

ブラジルは非常に広い国土を有するが、人口密集地や重要な産業クラスターの多くは南

部に集中している。同地域は地下貯留層へのアクセサビリティや石油産業によって発達し

た資源輸送インフラもあり、CO2 の回収・輸送・貯留を行う上で有利な条件が整えられると

予想される。一方で、石油採掘が重要な産業であるため、純粋な貯留よりも EOR の需要の

方が高いと思われる。 
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(8) メキシコ 

 

図 5-79 メキシコの火力発電所による CO2 排出 

出所）三菱総合研究所作成 

メキシコは電力供給の大半をガス火力発電に依存している。発電所はメキシコシティや

東海岸に集中しており、15GtCO2 の貯留ポテンシャルが推定されている Veracruz Basin や

24GtCO2 の貯留ポテンシャルが推定されている Southeastern Basin への貯留が可能である。

また、大規模なガス火力発電が 2 件あるユカタン州からは Yucatan Platform Basin への貯留

が可能であり、CCS ポテンシャルは高い。 
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図 5-80 メキシコの製油所による CO2 排出 

出所）三菱総合研究所作成 

メキシコの製油所は主に同国中部の州に点在している。メキシコシティ以西の拠点から

では南東部の地下貯留層への輸送は難しいため、地下貯留の可能性は主にメキシコシティ

以東の拠点に限られる。 

 

 

図 5-81 メキシコの製鉄所による CO2 排出 

出所）三菱総合研究所作成 

メキシコの製鉄所はメキシコシティ、グアダハラ、モンテレイの大都市にそれぞれ年間排
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出量 1000ktCO2 以上の大規模なものがある。メキシコ西部に位置するグアダラハラの拠点

を除いて、メキシコ湾に沿って確認されている地下貯留層への CO2 貯留が可能である。 

 

 

図 5-82 メキシコのセメントプラントによる CO2 排出 

出所）三菱総合研究所作成 

メキシコのセメントプラントの多くはメキシコシティを中心に、同国中部地方に集中し

ている。製鉄業や製油業と同様に、メキシコシティ以東の拠点であればメキシコ湾沿岸の地

下貯留層への圧入が CCS 事業を行う上で重要な選択肢となる。 
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図 5-83 メキシコの行政区域別 CO2 排出内訳 

出所）三菱総合研究所作成 

メキシコの排出源の多くはメキシコ中部から東部地域に存在している。同地域はメキシ

コ湾沿岸、特に南東部に存在する地下貯留層へのアクセサビリティが高く、CCS のポテン

シャルは高いと考えられる。 
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(9) バングラデシュ 

 

図 5-84 バングラデシュの火力発電所による CO2 排出 

出所）三菱総合研究所作成 

バングラデシュの電力供給の主力であるガス火力発電所の多くはダッカ管区内にある。

南部のバリサル管区や東部のシレット管区にも中規模な発電所が複数ある。 

 

 

図 5-85 バングラデシュの製油所による CO2 排出 

出所）三菱総合研究所作成 

バングラデシュの製油所はチッタゴンに極小規模なものが 1 件のみ確認された。 
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図 5-86 バングラデシュの行政区域別 CO2 排出内訳 

出所）三菱総合研究所作成 

バングラデシュの場合、今回調査対象となった産業セクターによる CO2 排出は主にガス

火力発電所由来であった。データの不足も課題であるが、全体的にエミッターの規模は小さ

い。しかし、バングラデシュの人口規模は日本以上であり、中長期的には CO2 排出量削減

に繋がるソリューションに対する需要は高まると予想される。同国東部及び南東部は

Tripura-Cachar Basin への貯留も可能であるため、将来的な CCS ポテンシャルは存在する。 
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(10) チリ 

 

図 5-87 チリの火力発電所による CO2 排出 

出所）三菱総合研究所作成 

チリの火力発電所は首都サンティアゴ近郊に複数ある他、北部のタラパカ州とアントフ

ァガスタ州にある。さらに、ビオビオ州とロス・リオス州にも極小規模な発電所が確認でき

た。 
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図 5-88 チリの製油所による CO2 排出 

出所）三菱総合研究所作成 

 

図 5-89 チリの製鉄所による CO2 排出 

出所）三菱総合研究所作成 

製油所はビオビオ州とサンティアゴ近郊のバルパライソ州、製鉄所はサンティアゴでそ

れぞれ 1 件確認できた。 
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図 5-90 チリの行政区域別 CO2 排出内訳 

出所）三菱総合研究所作成 

発電所を除いて、今回調査対象となった産業セクターのチリにおける CO2 排出量は比較

的少量であり、CCS ポテンシャルは限定的である。 
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(11) コスタリカ 

 

図 5-91 コスタリカの製油所による CO2 排出 

出所）三菱総合研究所作成 

コスタリカでは小規模な製油所が 1 件確認されたのみである。同国の CCS に対するニー

ズは低い。 
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(12) ケニア 

 

図 5-92 ケニアの製油所による CO2 排出 

出所）三菱総合研究所作成 

ケニアの製油所は同国南東部の港湾都市であるモンバサで 1 件確認できた。排出規模は

小さく、CCS ポテンシャルは限定的である。 
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図 5-93 ケニアの製鉄所による CO2 排出 

出所）三菱総合研究所作成 

ケニアの製鉄所は同国南部に位置するタイタ＝タヴェタ県に 2 件確認された。いずれも

年間排出量は 1000ktCO2 以下であり、ケニアの製鉄業による CCS ニーズは低い。 
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図 5-94 ケニアの行政区域別 CO2 排出内訳 

出所）三菱総合研究所作成 

今回調査対象となった産業セクターにおけるケニアの CO2 排出量は非常に限定的であり、

同国における CCS 事業開発の優先度は低いと思われる。 
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(13) ミャンマー 

 

図 5-95 ミャンマーの火力発電所による CO2 排出 

出所）三菱総合研究所作成 

ミャンマーの電力は主に水力発電とガス火力発電によって供給されており、石炭火力発

電は極僅かしか行われていない。火力発電所の多くはヤンゴン市やモーラミャイン市周辺

など、ミャンマー南部に存在する。 
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図 5-96 ミャンマーの製油所による CO2 排出 

出所）三菱総合研究所作成 

製油所はヤンゴン市とマグウェ地方に年間排出量 500ktCO2以下の小規模な拠点のみ確認

できた。ミャンマーにおける製油業の CCS ポテンシャルは非常に限定的である。 
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図 5-97 ミャンマーのセメントプラントによる CO2 排出 

出所）三菱総合研究所作成 

ミャンマーにはマンダレーとモーラミャインにそれぞれ年間排出量 500ktCO2を超えるプ

ラントがあり、それ以外では国内各地に小規模なものが稼働している。いずれもミャンマー

北西部に位置する Tripura-Cachar Basin からは距離があり、CCS の実現性は低い。 
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図 5-98 ミャンマーの行政区域別 CO2 排出内訳 

出所）三菱総合研究所作成 

ミャンマーは全体的に CO2 の排出量が少なく、CCS のニーズは限定的である。また、エ

ミッターの多くが集中しているのはヤンゴン市やモーラミャイン市がある同国南部である

一方、有望な地下貯留層は現時点では北西部にある Tripura-Cachar Basin しか確認されてい

ないため、CCS 事業の実現性は現時点では低いと思われる。 
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(14) フィリピン 

 

図 5-99 フィリピンの火力発電所による CO2 排出 

出所）三菱総合研究所作成 

フィリピンの電源構成は石炭火力発電に強く依存しており、各地に石炭火力発電所が設

置されている。マニラ近郊ではガス火力発電所も含めて年間排出量 1000～5000ktCO2 の設

備が複数稼働している。 
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図 5-100 フィリピンの製油所による CO2 排出 

出所）三菱総合研究所作成 

製油所はマニラ近郊とレイテ島でそれぞれ 1 件確認できた。年間排出量はいずれも

2000ktCO2 以下であり、CCS のポテンシャルは限定的である。 



 

 

 

196 

 

図 5-101 フィリピンの製鉄所による CO2 排出 

出所）三菱総合研究所作成 

フィリピンの製鉄業に関しても製油業と同様、CCS のポテンシャルは非常に限定的であ

る。稼働中の製鉄所はマニラで 1 件確認できた。 



 

 

 

197 

 

図 5-102 フィリピンのセメントプラントによる CO2 排出 

出所）三菱総合研究所作成 

フィリピンのセメントプラントは、マニラ近郊とセブ島にそれぞれ大規模なものが確認

できた。それ以外では、各地で年間排出量 1000ktCO2 以下の比較的小規模なプラントが存

在する。 
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図 5-103 フィリピンの行政区域別 CO2 排出内訳 

出所）三菱総合研究所作成 

フィリピンの主要エミッターはマニラ近郊に集中している。それ以外の地域では十分な

CO2 回収量が見込めないため、経済性の観点からマニラ以外での大規模 CCS 事業のポテン

シャルは低い。また、フィリピンの地理的条件もあり、各地で回収された CO2 の輸送も大

きな課題となる。 

5.4 CCUS プロジェクトの動向把握 

5.4.1 CCUS アクティブプロジェクト 

本項目では公開データベース209等を活用した文献調査やプロジェクト関係者へのヒアリ

ングを基に、現在稼働中または建設中であり、近々稼働開始が見込まれる CCS・CCUS 事業

を選定し国別に整理した。その中でも、EOR 以外の深部帯水層への純粋な貯留も目的とし

た大規模 CCS 事業や、CO2 の利活用に注力している CCUS 事業、特定の産業地域を対象と

した CCUS ハブ・クラスタープロジェクトに特に注目した。 

 
209 GCCSI「CO2RE Facilities Database」https://co2re.co/FacilityData （2020 年 2 月 27 日閲覧） 
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表 5-24 各国別 CCS/CCUS 事業の実施状況210 

 

出所）GCCSI のデータ等を基に三菱総合研究所作成 

(1) EOR 

CCS 技術は石油増進回収法（Enhanced Oil Recovery, EOR）を背景としていることから、

産油国では石油会社による投資もあり、純粋な地下貯留を目的とした CCS プロジェクトに

先駆けて開発が進められてきた。特に米国では、1973 年のオイルショック以降国内の老朽

油田からの採掘量増加のため、EOR の開発が推進された211。現在では米国内の発達したパ

イプラインシステムにより、回収元であるエミッターから CO2 を輸送可能な範囲も広く、

老朽油田へのアクセサビリティは高い。 

21 世紀に入ってからはブラジルや中国、中東諸国等、米国以外の産油国でも EOR への注

目度が高まり、開発が進められてきた。中でも中国は 2000 年代に積極的に開発を進めてき

た Coal-to-Chemical を含む石炭ガス化施設や、自国の急速な電力需要の増加に伴い増設され

た大規模石炭火力発電所によって排出される CO2 の活用手段として、2010 年代以降 EOR

の開発に注力している。 

表 5-25 アクティブな EOR プロジェクトの事例 

プロジェクト Petrobras Santos Basin Pre-Salt Oil Field CCS 

国 ブラジル 

業種 ガス採掘/石油採掘 

 
210 実証のみを目的とした事業および現在稼働していない事業は除外している。 

211 Institute for Energy for South-East Europe (2015) The Enhanced Oil Recovery in Petroleum Industry, 

https://www.iene.eu/the-enhanced-oil-recovery-in-petroleum-industry-p2118.html（2020 年 3 月 11 日閲覧） 
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ステータス 稼働中 

概要 リオデジャネイロ沖に停泊している浮体式生産貯蔵積出設備（FPSO）に

設置されている計 10 機の CO２分離圧入設備。天然ガス処理プロセスの

一部として現場で CO2 を分離し、近隣の油田へ圧入し EOR を行う。 

2013 年の稼働開始以来、700 万トンの CO2 を圧入した。 

出所）GCCSI のデータを基に三菱総合研究所作成 

プロジェクト Boundary Dam Carbon Capture and Storage 

国 カナダ 

業種 発電 

ステータス 稼働中 

概要 サスカチュワン州の Boundary Dam 石炭火力発電所の CO2 回収プロジェ

クト。回収された CO2 はパイプラインで州内の油田に運ばれ、EOR に

使われる。 

年間 CO2 回収量は 1Mt。 

出所）GCCSI のデータを基に三菱総合研究所作成 

プロジェクト Sinopec Qilu Petrochemical CCS 

国 中国 

業種 混合ガス生成 

ステータス 建設中 

概要 石炭ガス化施設から排出される CO2 を回収するプロジェクト。回収され

た CO2 はパイプラインで油田まで運ばれ EOR に使われる。 

CO2 回収量は 0.4Mt 弱から開始し、稼働開始 2 年以内に 0.5Mt まで増や

す計画。 

出所）GCCSI のデータを基に三菱総合研究所作成 

プロジェクト CNPC Jilin Oil Field CO2 EOR 

国 中国 

業種 天然ガス処理 

ステータス 稼働中 

概要 天然ガス処理施設から排出される CO2 を回収し、近隣の油田で EOR に

使うプロジェクト。パイロットプロジェクトを経て、2018 年より本格稼

働を開始した。 

年間 CO2 回収量は 60 万 t。 

出所）GCCSI のデータを基に三菱総合研究所作成 

プロジェクト Yanchang Integrated Carbon Capture and Storage Demonstration 

国 中国 

業種 化学 

ステータス 建設中 

概要 石炭のガス化施設から排出される CO2 を回収し、EOR に使うプロジェ

クト。現時点では年間 CO2 回収量 5 万 t のテストプラントのみ稼働中だ
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が、0.36Mt の回収プラントが建設中。2020 年中には稼働開始の予定。 

出所）GCCSI のデータを基に三菱総合研究所作成 

プロジェクト Uthmaniyah CO2-EOR Demonstration 

国 サウジアラビア 

業種 天然ガス処理 

ステータス 稼働中 

概要 サウジアラビア東部の Hawiyah 天然ガス液体回収プラントから排出され

る CO2 を圧縮および脱湿している。回収された CO2 は、パイプライン

を介して、EOR のためにガワール油田に輸送される。 

CO2 の年間回収量は 0.8Mt。 

出所）GCCSI のデータを基に三菱総合研究所作成 

プロジェクト Abu Dhabi CCS 

国 UAE 

業種 製鉄 

ステータス 稼働中 

概要 鉄鋼業界における世界初の完全な商業 CCS 施設である。直接還元鉄製造

プロセスの副産物として生成される高純度 CO2 を回収している。回収さ

れた CO2 はパイプラインを介してアブダビ国営石油会社 ADNOC が保

有する油田に輸送され、EOR に使われる。 

CO2 の年間回収量は 0.8Mt。 

出所）GCCSI のデータを基に三菱総合研究所作成 

プロジェクト Air Products Steam Methane Reformer 

国 米国 

業種 水素生産 

ステータス 稼働中 

概要 テキサス州ポートアーサー市の製油所内にある既設の 2 機の蒸気メタン

改質装置を改修し、プロセスガスから CO2 を分離している。回収された

CO2 は、テキサス州内の油田に輸送され、EOR に使われる。 

両方のプラントが完全に稼働しているとき、CO2 の年間回収能力は約 1 

Mt。 2013 年に施設が稼働して以来、300 万 t 以上の CO2 が回収された。 

出所）GCCSI のデータを基に三菱総合研究所作成 

プロジェクト Petra Nova Carbon Capture 

国 米国 

業種 発電 

ステータス 稼働中 

概要 テキサス州にある W.A. Parish 発電所の石炭燃焼排ガスを対象とした

CO2 回収プロジェクト。回収された CO2 は同州の油田に輸送され、EOR

に使われる。 
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4,776t/日の CO₂を回収し、CO₂回収率は 90%212。 

出所）GCCSI のデータを基に三菱総合研究所作成 

プロジェクト Century Plant 

国 米国 

業種 天然ガス処理 

ステータス 稼働中 

概要 テキサスのセンチュリー天然ガス処理施設から排出される CO2 を回収

するプロジェクト。回収された CO2 は、パイプラインを介して同州の油

田に輸送され、EOR に使われる。 

年間 CO2 回収量は 8.4 Mt。 

出所）GCCSI のデータを基に三菱総合研究所作成 

プロジェクト Coffeyville Gasification Plant 

国 米国 

業種 肥料生産 

ステータス 稼働中 

概要 カンザス州にある Coffeyville Resources 社の窒素肥料工場から排出され

る CO2 を回収し、EOR に使うプロジェクト。回収された CO2 はオクラ

ホマ州の North Burbank 油田に輸送される。  

年間 CO2 回収量は約 1 Mt。 

出所）GCCSI のデータを基に三菱総合研究所作成 

プロジェクト Great Plains Synfuels Plant and Weyburn-Midale 

国 米国 

業種 混合ガス生産 

ステータス 稼働中 

概要 ノースダコタ州にある Great Plains 合成燃料工場から CO2 を回収してい

る。回収された CO2 は、パイプラインを介して、カナダ・サスカチュワ

ン州の Weyburn 油田および Midale 油田に輸送され、EOR に使われる。 

年間 CO2 回収量は約 3 Mt。 2000 年の稼働開始以降、現在までに約 3500

万 t の CO2 が回収された。 

出所）GCCSI のデータを基に三菱総合研究所作成 

プロジェクト Enid Fertilizer 

国 米国 

業種 肥料生産 

ステータス 稼働中 

概要 オクラホマ州にある Koch Nitrogen 社の窒素肥料生産プラントから排出

される CO2 を回収し、EOR に使うプロジェクト。 回収された CO2 は

 
212 三菱重工エンジニアリング実績紹介ウェブサイト, 

https://www.mhiengineering.com/jp/projectrecords/co2plants.html （2020 年 3 月 9 日閲覧） 
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同州内の老朽油田に輸送される。 

年間 CO2 回収量は約 0.7 Mt。 

出所）GCCSI のデータを基に三菱総合研究所作成 

プロジェクト Lost Cabin Gas Plant 

国 米国 

業種 天然ガス処理 

ステータス 稼働中 

概要 ワイオミング州にある Lost Cabin 天然ガス処理施設から排出される CO2

を回収し、EOR に使うプロジェクト。処理施設に隣接する圧縮施設に

CO2 を供給し、パイプラインを介してモンタナ州の油田に輸送される。 

年間 CO2 回収量は約 0.9 Mt。 

出所）GCCSI のデータを基に三菱総合研究所作成 

プロジェクト Shute Creek Gas Processing Plant 

国 米国 

業種 天然ガス処理 

ステータス 稼働中 

概要 ワイオミング州にある Shute Creek 天然ガス処理施設から排出される

CO2 を回収し、EOR 用に提供している。1986 年から CO2 の回収をおこ

なっており、段階的に施設を拡大した結果、現在では年間約 7Mt の CO2

を回収している。 回収された CO2 は、パイプラインを介して、ワイオ

ミング州とコロラド州の老朽油田に供給される。 

出所）GCCSI のデータを基に三菱総合研究所作成 

プロジェクト Terrell Natural Gas Processing Plant 

国 米国 

業種 天然ガス処理 

ステータス 稼働中 

概要 テキサス州西部にある Terrel 天然ガス処理施設から排出される CO2 を

回収し、EOR に使うプロジェクト。1970 年代初頭からガス処理プロセス

の一環として CO2 の回収を行っている。 回収された CO2 は、パイプラ

インを介して老朽油田に輸送される。  

年間 CO2 回収量はおよろ 0.4〜0.5 Mt。 

出所）GCCSI のデータを基に三菱総合研究所作成 

(2) 陸上 CCS 

特にアクティブな陸上 CCS 事業としてはオーストラリアのゴーゴンプロジェクト、カナ

ダの Quest プロジェクト、米国イリノイ州の ICCS プロジェクトを取り上げた。ゴーゴンプ

ロジェクトは大規模な LNG 開発事業の一部として、天然ガスの採掘と処理、輸送インフラ

に組み込む形で貯蔵施設を導入した。世界的にも最大規模である LNG 開発事業の環境負荷

を抑えることを目的としている。 
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カナダと米国の案件はカーボンフットプリントの削減と同時に、それぞれの事業分野に

おける CCS 技術のパイオニア的役割も担っている。Quest の実施者である Shell 社は、同プ

ロジェクトで得られた経験によって、将来的に同様のプロジェクトを開発する際のコスト

を 20-30%削減できたとしている213。 

表 5-26 アクティブな陸上 CCS プロジェクトの事例 

プロジェクト Gorgon Carbon Dioxide Injection214 

国 オーストラリア 

業種 天然ガス採掘 

ステータス 稼働中 

概要 西オーストラリア沖のゴーゴン LNG 事業の一部として開発された、CO2

地下貯留プロジェクト。 貯留される CO2 は、バロー島にある施設で分

離および圧縮され、その後、短距離パイプラインで島内の CO2 圧入井に

送られる。 

CO2 圧入は 2019 年 8 月に開始。CO2 の年間回収能力は 3.4〜4.0 Mt。 

イメージ 

 

図 5-104 ゴーゴン LNG 事業の全体像215 

出所）GCCSI のデータを基に三菱総合研究所作成 

プロジェクト Quest 

国 カナダ 

業種 水素生産/製油 

ステータス 稼働中 

概要 Shell カナダのオイルサンド改質プラントから排出される CO2 を回収し、

地下に貯蔵している、EOR や CO2 リユースを含まない純粋な CCS プロ

 
213 Royal Dutch Shell (2019) Carbon capture: the quest for cleaner energy, https://www.shell.com/inside-

energy/carbon-capture-the-quest-for-cleaner-energy.html （2020 年 3 月 9 日閲覧） 

214 Government of Western Australia Department of Mines, Industry Regulation and Safety Gorgon Carbon Dioxide 

Injection プロジェクト紹介ウェブサイト https://www.dmp.wa.gov.au/Petroleum/Gorgon-CO2-injection-project-

1600.aspx （2020 年 3 月 9 日閲覧） 

215 Chevron 社ゴーゴンプロジェクト紹介ページより抜粋 https://australia.chevron.com/our-

businesses/gorgon-project （2020 年 3 月 9 日閲覧） 
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ジェクト。回収された CO2 は 65 ㎞のパイプラインで圧入拠点まで運ば

れ、地下 2000m に貯蔵される。陸上の CCS プロジェクトとしては最大

級のもの。 

オイルサンド改質プラントが排出する CO2 のおよそ 1/3 を回収してい

る。 

出所）GCCSI のデータを基に三菱総合研究所作成 

プロジェクト Illinois Industrial Carbon Capture and Storage216 

国 米国 

業種 エタノール生産 

ステータス 稼働中 

概要 トウモロコシ由来のバイオマスエタノール生成工場から排出されるCO2

を改修している。回収された CO2 は近隣の地下圧入施設に送られ、砂岩

貯留層に圧入される。 

出所）GCCSI のデータを基に三菱総合研究所作成 

(3) 洋上 CCS 

ノルウェーは世界的に見て CCS の歴史が特に長く、既に 90 年代初頭から CCS の推進を

環境政策に含める動きがあった。今では、一部の例外を除いてほぼ全ての政党が CCS の推

進を支援する立場を取っている。深部帯水層における CCS 事業は同国のエネルギー・気候

政策の重要な柱となっている。また、長年国の政策として CCS 推進に取り組んできた結果

として、ノルウェー国内の CCS に対する社会的受容性は非常に高い。 

Sleipner プロジェクトのように、特定のガス田を対象とした洋上 CCS 事業は 90 年代から

開始され、圧入された CO2 のモニタリングも既に 20 年以上行われている。2006 年には初

めてフルスケール CCS プロジェクトが立ち上がった。当時は Sleipner 同様、ガス採掘を対

象に CO2 の回収を行う計画だったが、技術的な問題もあり頓挫した。そこから得られた知

見を基に、回収のターゲットがエネルギーセクターから産業セクターに変更された。産業セ

クターの中でも CO2 の回収プラントのモデルケースとなり得る業種や拠点の調査が行われ、

最終的に Heidelberg Cement のセメント工場と Fortum の廃棄物処理工場が選ばれた。CO2 の

回収を担当するプロジェクトと並行して、ノルウェー政府は輸送と貯蔵を担当する Northern 

Lights プロジェクトも立案し、CCS バリューチェーンの構築をめざしている。 

表 5-27 アクティブな洋上 CCS プロジェクトの事例 

プロジェクト Northern Lights 

国 ノルウェー 

業種 CCS 

ステータス 建設中 

概要 ⚫ ノルウェー政府の支援の基、Equinor, Shell, Total の 3 社が共同で推

進しているプロジェクト。CO2 の商業的輸送及び貯留を目的として

 
216 United States Department of Energy Office of Fossil Energy, https://www.energy.gov/fe/archer-daniels-midland-

company （2020 年 3 月 9 日閲覧） 
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いる。 

⚫ 陸上の一次貯蔵施設や海底の圧入口は既に建設が始まっている。 

⚫ プロジェクトの長期計画に関する Equinor、Shell、Total3 社の最終判

断は 2020 年 9 月に予定されており、その後ノルウェー議会議決が

行われる。本格的な運用開始は 2023 年。 

⚫ 議会議決の後、CO2 の輸送と貯蔵を行う合弁会社が 3 社によって設

立される。 

⚫ 第 1 フェーズでは Heidelberg Cement 社のセメント工場と Fortum 社

の廃棄物処理工場から回収される CO2 を輸送・貯蔵する。その後の

フェーズでは欧州各地の産業密集地、特にアクセサビリティが高い

港湾地域から CO2 を回収。輸送は船舶で行う。排出元から回収ハブ

まではトラックや貨物列車、小規模なパイプラインでの輸送となる。 

⚫ 回収船は 1 サイトにつき 1 隻。 

➢ キャパシティ：7500 ㎥ 

➢ 稼働条件：15 barg, c.-26℃ 

➢ オフロード速度：Max 800 ㎥/hr 

➢ 通常の LPG 船のデザイン 

⚫ CO2 の取引価格は 2030 年までに 30-55€/tCO2 をターゲットとして

いる。 

⚫ まずは 500 万 tCO2/年の圧入を予定している。 

出所）ヒアリングを基に三菱総合研究所作成 

プロジェクト Heidelberg Cement＋Fortum Oslo Varme's (FOV) energy recovery plant 

国 ノルウェー 

業種 セメント/廃棄物処理 

ステータス 建設中 

概要 ⚫ 産業プラントによって排出される CO2 の回収を目的としたプロジ

ェクト。 

⚫ ノルウェー政府が行ったフィージビリティスタディの結果、

Heidelberg Cement 社のセメント工場、Fortum 社の廃棄物処理工場、

Yara 社のアンモニア工場が CO2 回収プラントのモデルケースの候

補として選定された。最終的には Heidelberg Cement 社と Fortum 社

のプラントに回収施設が建設されることになった。 

⚫ 上記の 2 プラントは Northern Lights プロジェクトと連携し、回収さ

れた CO2 は Northern Lights の管理下で輸送・貯蔵される。 

⚫ 商業的 CCS チェーンを実現するためのモデルケースであるため、

CO2 の輸送や貯蔵にかかるコストはノルウェー政府が負担する。 

出所）ヒアリングを基に三菱総合研究所作成 

プロジェクト Sleipner CO2 Storage 

国 ノルウェー 

業種 ガス採掘 



 

 

 

207 

ステータス 稼働中 

概要 1996 年から稼働している世界初の洋上 CCS プラントです。Sleipner ガス

田で採掘される天然ガスの CO2 混入濃度はおよそ 9%だが、ノルウェー

が定める輸出基準である 2.5％を上回る。天然ガスの採掘及び処理工程

で排出される CO2 を回収し、近隣の砂岩貯留層に圧入される。 

現在の年間 CO2 圧入量は約 0.85Mt であり、稼働開始からの総圧入量は

17MtCO2 以上。 

出所）GCCSI のデータを基に三菱総合研究所作成 

プロジェクト Snøhvit CO2 Storage 

国 ノルウェー 

業種 ガス採掘 

ステータス 稼働中 

概要 ノルウェー北部のメルコヤ島にある天然ガス処理施設で CO2 が回収さ

れる。回収された CO2 は、パイプラインを介して沖合の Snøhvit 油田に

戻され、貯留層に圧入される。 

2008 年の稼働開始以降、400Mt 以上の CO2 が貯留されている。 

年間回収量は 0.7MtCO2。 

出所）GCCSI のデータを基に三菱総合研究所作成 

(4) CCUS 

商業的 CCUS は、事業者側に CO2 の回収設備への投資を自主的に促すための重要なイン

センティブとなる。カーボンタックスなどのネガティブインセンティブに加え、CO2 に十

分な付加価値が与えられれば、回収設備の導入にかかるイニシャルコストやその後のラン

ニングコスト削減に繋がる。現時点で、回収された CO2 の主な供給先は、EOR を除けば化

学工場や飲料メーカー、栽培用のグリーンハウスである。これらに加え、航空機や自動車向

けの合成燃料を開発する動きもある。 

しかし、化学工場や飲料メーカーによる CO2 ニーズは回収可能な CO2 の極一部にしか満

たないため、CO2 の供給過多に陥りやすい。栽培用グリーンハウスは、栽培促進用のハウス

を温める際に燃焼されるガスから排出される CO2 を使っている。CO2 の供給によって、地

熱や残留熱ネットワークなどの再生可能エネルギー源に切り替えることができ、暖房のた

めの天然ガスが不要となるため、全体としては CO2 の削減は期待できる。しかし、ハウス

に供給される CO2 の大部分は大気に放たれるため、CO2 削減を目的とした取組としての期

待値は限定的である。 

表 5-28 アクティブな CCUS プロジェクトの事例 

プロジェクト Alcoa Kwinana Carbonation Plant 

国 オーストラリア 

業種 アルミ・アルミナ生産/アンモニア生産 

ステータス 稼働中 

概要 アルミ・アルミナ生産の産業廃棄物である赤泥に、アンモニア生産工場
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から排出される CO2 を使って炭素化するプラント。廃棄物処理と CO2

回収の両面において有効な取組。 

CO2 の年間処理能力は 7 万トン。 

出所）GCCSI のデータを基に三菱総合研究所作成 

プロジェクト Arcelor Mittal Steelanol Ghent 

国 ベルギー 

業種 製鉄 

ステータス 建設中 

概要 ベルギー・ヘント市にある Arcelor Mittal 社の製鉄所から排出される CO2

を回収し、バイオエタノールを生成する計画。 

バイオエタノールの生産量：8000 万 l/年。 

出所）GCCSI のデータを基に三菱総合研究所作成 

プロジェクト Sain-Felicien Pulp Mill and Greenhouse Carbon Capture 

国 カナダ 

業種 製紙 

ステータス 稼働中 

概要 Fibrek General Partnership 社と Serres Toundra 社が運営するカナダ・ケベ

ック州のクラフトパルプ工場から排出される CO2 を回収し、近隣の温室

栽培ハウスに供給する。 

1 日あたりの CO2 回収量は 30 トン。 

出所）GCCSI のデータを基に三菱総合研究所作成 

プロジェクト Shanghai Shidongkou 2nd Power Plant Carbon Capture Demonstration Project 

国 中国 

業種 発電 

ステータス 稼働中 

概要 上海の石炭火力発電所から排出される CO2 を回収する大規模デモプラ

ント。回収された CO2 は食品材料として利用可能なレベルに洗浄され、

飲料工場に供給される。 

年間 CO2 回収量は 10 万‐12 万 t。 

出所）GCCSI のデータを基に三菱総合研究所作成 

プロジェクト Chongqing Hechuan Shuanghuai Power Plant CO2 Capture Industrial 

Demonstration Project 

国 中国 

業種 発電 

ステータス 稼働中 

概要 石炭火力発電所から排出される CO2 を回収し、産業ガスとして再利用す

るプロジェクト。回収された CO2 は液化ガスとして、水素冷却発電機な

どに供給される。 

年間 CO2 回収量は約 1 万トン 
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出所）GCCSI のデータを基に三菱総合研究所作成 

プロジェクト Port Jérôme CO2 Capture Plant 

国 フランス 

業種 水素生産 

ステータス 稼働中 

概要 ノルマンディー地方の水素生産プラントから排出される CO2 を回収す

るプロジェクト。フランスのAir Liquide社のCO2回収システムCryocap™

が使われている。 

CO2 の年間回収量は 300‐2000t。また、システムの導入によって水素生

産効率が 10‐20%改善される。 

出所）GCCSI のデータを基に三菱総合研究所作成 

プロジェクト Tuticorin CCU Project 

国 インド 

業種 発電 

ステータス 稼働中 

概要 チェンナイ市の石炭火力発電所から排出される CO2 を回収し、化学メー

カーのプラントに供給する。回収された CO2 は炭酸ナトリウムの生産に

使われる。 

CO2 の年間回収量は約 6 万 t。 

出所）GCCSI のデータを基に三菱総合研究所作成 

プロジェクト 佐賀市清掃工場 

国 日本 

業種 廃棄物処理 

ステータス 稼働中 

概要 佐賀市清掃工場からごみの焼却の際に発生する CO2 を回収している。回

収された CO2 はパイプラインで植物工場や藻類培養施設に供給される。 

CO2 回収量は 10t/日。 

出所）GCCSI のデータを基に三菱総合研究所作成 

プロジェクト Rotterdam The Hague Innovation Airport 

国 オランダ 

業種 空港 

ステータス 計画段階 

概要 ⚫ オランダ国内の主要な空港を運営している Royal Schiphol Group 

N.V.や Direct Air Capture（DAC）技術のパイオニアである Climeworks

社などが共同で研究開発を進めているプロジェクト。ロッテルダム

空港を拠点に、DAC を用いた CO2 回収と、回収された CO2 を使っ

てジェット燃料を生産するコンセプト。 

⚫ プロジェクトは 3 フェーズを計画している。 

➢ フィージビリティスタディ 
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➢ デモプラントによる実証 

➢ 準商業規模へのスケールアップ 

⚫ FS は現時点でほぼ完了。2021 年初頭からデモプラントの建設を予

定している。デモプラントのジェット燃料生産量は 1500l/日。その

後、2030 年までに 100.000t/年を目指し、最終ターゲットは 500.000t/

年。 

⚫ 燃料生産設備、DAC 設備、エネルギー供給源となるメガソーラーは

空港の敷地内およびその周辺に建設される。 

⚫ 生産されるジェット燃料は従来のジェット燃料と 1：1 の割合で混

ぜることが可能。 

⚫ 燃料の販売価格は 600€/t がターゲット。 

出所）ヒアリングを基に三菱総合研究所作成 

プロジェクト Twence Waste-to-energy CO2 Capture and Utilisation  

国 オランダ 

業種 廃棄物処理 

ステータス 稼働中 

概要 オランダの Twence 社の廃棄物発電設備から排出される CO2 を回収し、

炭酸水素ナトリウムの生産に利用するプロジェクト。年間約 8000 トン

の炭酸水素ナトリウムを生産している。 

出所）GCCSI のデータを基に三菱総合研究所作成 

プロジェクト Searles Valley Minerals CO2 Capture Plant 

国 米国 

業種 発電 

ステータス 稼働中 

概要 カリフォルニア州にある Searles Valley Minerals 社の化学品プラントで

稼働している石炭燃焼ボイラーから排出される CO2 を回収し、同社の炭

酸ナトリウム製造に再利用するプロジェクト。 

CO2 回収量は 800t/日、または 300.000t/年。 

出所）GCCSI のデータを基に三菱総合研究所作成 

プロジェクト Skyonic Carbon Capture and Mineralisation Project 

国 米国 

業種 セメント生産 

ステータス 稼働中 

概要 テキサス州の Skyonic 社は、産業排出物を鉱化することによってカーボ

ンネガティブ化学製品を製造する工場や改造工場の開発を専門としてい

る。回収された CO2 は炭酸水素ナトリウム、塩酸や漂白剤の生産に使わ

れる。2014 年よりテキサス州にあるセメント工場で回収設備を稼働さ

せ、年間 75.000t の CO2 を回収している。 

出所）GCCSI のデータを基に三菱総合研究所作成 
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プロジェクト AES CO2 Recovery Plants 

国 米国 

業種 発電 

ステータス 稼働中 

概要 米国の電力事業である AES 社は複数の火力発電所で CO2 回収施設を運

用している。オクラホマ州の Shady Point 発電所とメリーランド州の

Warrior Run 発電所ではそれぞれ年間 66.000t と 110.000t の CO2 が回収さ

れ、食品材料として利用可能なレベルに浄化される。洗浄された CO2 は

飲料工場などに供給される。 

出所）GCCSI のデータを基に三菱総合研究所作成 

(5) クラスター 

カナダとオランダがそれぞれ取り組んでいる CCUS クラスター事業は、いずれも貯留地

へ CO2 を輸送するマルチユーザーパイプラインを軸に設計されている。各エミッターは個

別の短距離パイプラインによってメインパイプラインへの接続が可能となっており、独自

に保管・貯蔵するための施設を保有する必要がない。特に港湾地域全体を一つのクラスター

と定義しているオランダの３プロジェクトは、将来的には輸送船によるより遠方からの

CO2 回収も念頭に置かれており、貯留槽へのアクセサビリティを重要視している。オラン

ダは長年天然ガスの輸出を重要な収入源としてきたが、近年オランダ沖のガス田の埋蔵量

が減っており、一部地域ではガス埋蔵量減少に起因した地震なども発生している。これに伴

いガス田の閉鎖と同時に既存のガス関連設備を有効に利用する手段が検討されている。港

湾地域の CCUS クラスター化は、国内最大級のエミッターである港217のカーボンフットプ

リント削減に繋がるだけでなく、CO2 回収ハブとして将来的な事業性も期待されている。 

表 5-29 アクティブ CCS クラスタープロジェクトの事例 

プロジェクト Alberta Carbon Trunk Line (ACTL)  

国 カナダ 

業種 肥料生産/製油 

ステータス 建設中 

概要 カナダ・アルバータ州エドモントン市周辺の産業エリアを縦断する 240

㎞の CO2 輸送パイプラインを軸とした CCUS クラスタープロジェクト。 

現時点では肥料メーカーの Agrium 社と North West Redwater Partnership

社の製油所がエミッターとしてプロジェクトに参画しているが、将来的

には同産業エリアの他のエミッターも参加は可能。 

CO2 は EOR に使われる。完全に枯渇した油田はそのまま貯蔵先として

使われる。 

パイプラインの輸送量は 4 万 t/日、1460 万 t/年。 

 
217 港湾内の製油所などを含む。 
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図 5-105 ACTL の建設ルート218 

出所）GCCSI のデータを基に三菱総合研究所作成 

プロジェクト PORTHOS、（ATHOS、ARAMIS） 

国 オランダ 

業種 港湾 

ステータス 計画段階 

概要 ⚫ PORTHOS は Port of Rotterdam (PoR)219、GASUNIE220、EBN221の３組

織が連携して推進しているロッテルダムの港湾地域を対象とした

CCUS クラスタープロジェクト。港湾地域の内陸部から洋上に出る

までの約 40 ㎞のパイプラインで CO2 を運ぶコンセプト。メインパ

イプラインにエミッターがアクセスし、CO2 を注入。洋上プラット

フォームにコンプレッサーを置き、海底に圧入する。 

⚫ 港湾地域内の各エミッターは回収した CO2 を個別のパイプライン

でメインパイプラインに供給。メインパイプラインから CO2 を個別

ユーザーに供給することも可能になる予定。CO2 の利用先としては

周辺地域に多く存在する大規模栽培ハウスが考えられている。 

 
218 ACTL プロジェクト紹介ウェブサイトより抜粋 https://actl.ca/actl-project/about-actl/ （2020 年 3 月 9 日

閲覧） 

219 Port of Rotterdam Authority：ロッテルダム港公社。ロッテルダム市と Ministry of Finance がオーナー。

オランダ最大級のエミッターでもある。 

220 N.V. Nederlandse Gasunie：オランダのガスパイプライン運営会社。Ministry of Finance がオーナー。 

221 Energie Beheer Nederland B.V.：国営天然ガス供給会社。Ministry of Economic Affairs and Climate Policy

がオーナー。現在はオランダの気候政策の推進も重要な役割となっている。 
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⚫ 2021 年末建設開始予定。現時点では PoR、GASUNIE、EBN で CO2

輸送を担当する事業体と貯蔵を担当する事業体を設立する計画。 

⚫ CO2の輸送・貯蔵価格は回収コストをエミッターが負担した上で40-

60€/t を想定。 

⚫ 将来的には他地域、特に船舶での輸送が比較的容易である港湾地域

からの CO2 の回収も検討中。 

⚫ アムステルダム（ATHOS プロジェクト）と Den Helder 市（Aramis

プロジェクト）でも同様のプロジェクトの計画が進められている。 

出所）ヒアリングを基に三菱総合研究所作成 

(6) 多国間研究プロジェクト 

これまでに紹介した事例とは別に、多国間で横断的に産業クラスターへの CCUS 導入に

向けたコンセプト設計を行っているプロジェクトも存在する。ALIGN CCUS では、産学の

両分野から多様な企業や組織が参加し、個別技術の実証から CCUS の社会的受容度改善な

どのテーマに関する検討まで、幅広い課題に取り組んでいる。 

表 5-30 アクティブな多国間プロジェクトの事例 

プロジェクト ALIGN CCUS 

事業タイプ CCUS クラスター 

業種 多業種による横断的な研究 

ステータス 研究中 

概要 ⚫ オランダ、ドイツ、英国、ノルウェー、ルーマニアの 5 カ国から計

29 のステークホルダーが参画している研究プロジェクト。2025 年

をターゲットに調査対象の産業クラスターにおける大規模かつ費用

効率の良い CCUS 導入計画を検討。対象となる産業クラスターは以

下の 6 地域。 

➢ ノルウェー・グレンランド 

➢ 英国・グランジマウス 

➢ 英国・ティースサイド 

➢ オランダ・ロッテルダム 

➢ ドイツ・ノルトライン・ヴェストファーレン 

➢ ルーマニア・オルテニア 

⚫ Accelerate CCS Technologies222や各国研究機関から補助金を得て、個

別プロジェクトの実証や横断的な情報共有が行われている。 

⚫ 地域ごとにほぼ独立したプロジェクトであり、予算は国ごとに決ま

っている。国境を跨いで予算の融通は行えない。 

 
222 欧州を中心に現在 13 カ国の研究機関が加盟している、CCS・CCUS の促進を目的とした組織。Horizon 

2020 の枠組みの一つである ERA-NET の資金で設立された。CCS・CCUS プロジェクトの公募を行い、補

助金を提供している。当初は EU の補助金が中心だったが、今では各加盟国が提供する資金をプールし、

有望と思われる CCS・CCUS プロジェクトを支援している。 
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⚫ 上記の地域的括りとは別に 6 つの Working Package（WP）を設定し

ている。 

➢ Capture, Transport, Storage, Utilization, Clusters, Society 

⚫ 技術的にも経済的にも効率的な回収手段や CO2 の大規模輸送手段

を検討。 

⚫ 輸送手段としては主に洋上貯留ネットワーク構築の一環として輸送

船に求められるスペック（輸送時及び圧入時の圧、温度）を検討し

ている。既存のガスパイプラインを CO2 や水素の輸送に流用するた

めのリスクやコスト評価も実施。 

⚫ 貯留に関しては、CO2 貯留地の準備評価を 9 段階で表せるスケール

を導入。調査や投資の状況によって SRL（ Storage Readiness 

Assessment）1-9 のランクが付けられる。 

⚫ 特に Society の WP は ALIGN の特異性を表している。各種補償を含

め、政治家、NGO、地域住民からの賛同を得るための道筋を検討。

発電所が新たに建設される場合にも似たような交渉や調整は必要と

なるが、CCUS は従来の大型プロジェクトと比べて認知度が低い。

CCUS に関する知識が一般に浸透していないため、従来のプロジェ

クトとはまた別の不信感が生じる。その様な不安を解消し、CCUS に

対する受容性を高めることが目的。 
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図 5-106 研究対象の産業クラスター223 

 

図 5-107 CCUS フルチェイン研究のコンセプト224 

出所）ヒアリングを基に三菱総合研究所作成 

5.4.2 ハブ・クラスターモデル 

CCS は大規模排出源に対する排出削減対策としては、有効かつ実証済のソリューション

と位置付けられる。他方で、工業プラント等の中小規模排出源からの合計排出量は非常に大

きいものであるが、それらを 1 対 1 対応で回収、圧縮、輸送及び貯留の CCS チェーンを整

備することは、経済的でない可能性が高い。このような課題を解決するための一つの解決策

として、ハブ・クラスターのようなモデルが考案され、取組が進められてきている。本項で

は、ハブ・クラスターモデルの考え方及び現在取組が進められている案件概要について整理

を実施した。 

 
223 ALIGN CCUS ヒアリング資料より抜粋。 

224 ALIGN CCUS ヒアリング資料より抜粋。 
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(1) ハブ・クラスターの考え方 

ハブ・クラスターモデルにおいて重要なのは、CO2 の中心的な回収及び流通の拠点とな

るハブである。ハブについては、複数のユーザーが利用可能なパイプライン上に、クラスタ

ーから CO2 を回収する収集ハブ（Collection Hub）と、貯留層へ CO2 の分配を行う貯留ハブ

（Storage Hub）を適切に配置する必要がある。このようなハブ構造は、多くの異なる生産井

からガスを収集したり、分散した市場にガスを分配したりするためにパイプラインネット

ワークを相互接続させている天然ガス流通業界では一般的な考え方である。 

 

図 5-108 ハブ構造の概念図 

出所）Global CCS Institute(2016), “Global Status of CCS: Special Report, Understanding Industrial CCS Hubs and 

Clusters”, p.6, https://www.globalccsinstitute.com/wp-content/uploads/2019/08/Understanding-Industrial-

CCS-hubs-and-clusters.pdf （2020 年 3 月 10 日閲覧）  

 

Global CCS Institute 報告書225によると、ハブ・クラスターが提供可能な一般的なメリット

として、以下の点を挙げている。 

⚫ 共有インフラの使用によるコスト削減（Reducing cost through the use of shared 

infrastructure） 

⚫ 小容量ソースからの収集の有効化（Enabling the capture of small volume sources） 

⚫ 貯蔵に関する商業上のリスクの軽減（Reducing commercial risk for storage） 

⚫ 適切なローカル貯蔵にアクセスできない地域での CCS の有効化（Enabling CCS in 

regions without access to suitable local storage） 

⚫ 低炭素工業生産の実現（Enabling low carbon industrial production） 

 
225 Global CCS Institute(2016), “Global Status of CCS: Special Report, Understanding Industrial CCS Hubs and 

Clusters”, p.6, https://www.globalccsinstitute.com/wp-content/uploads/2019/08/Understanding-Industrial-CCS-hubs-

and-clusters.pdf （2020 年 3 月 10 日閲覧） 
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1) 産業部門におけるハブ・クラスターのメリット 

ハブ・クラスターは、鉄鋼、セメント、肥料の製造等の累積で大規模排出源となる産業ク

ラスターがある地域に立地されていくことが期待されている。これは、化石燃料資源やマン

パワー、港湾・鉄道等のインフラストラクチャの各種リソースがローカルで利用することが

できるためである。これらの産業クラスターにおいて、CO2 輸送及び貯留のネットワーク

を構築することにより、複数の CO2 ソースが共通基盤となる CO2 輸送及び注入インフラス

トラクチャにアクセスできるようになる。これにより、パイプラインを構築するための資本

コストが多くの貯留サイトに分散されるため、単位当たりの貯留コストを大幅に削減する

ことが期待される。 

更に、このような輸送・貯留ネットワークにより、新たな顧客へのコンタクトも可能とな

り、クロスチェーンリスクも低減させることができる。新規顧客として、単一ソースでは想

定される CO2 排出量が小さく、CC2 回収の費用対効果が悪い事業者についても、今後参画

することができるようになることも期待される。また、柔軟性という意味では、計画又は計

画外のメンテナンスにおいても、必要に応じて貯留サイトを切り替えることも可能となる。 

 産業クラスターにおいて、CCS は温室効果ガスの生産と排出の関係を断ち切ることがで

きる唯一の技術として期待されている。ハブ・クラスターを構築することにより各種施設を

プラグインさせ、CCS を活用した低炭素工業地域として位置付けることで、投資の誘致と

維持の競争において大きな利点を得ることもできる。産業クラスターにおける CCS では、

電力部門の CCS と異なり、他の国・地域へのカーボンリケージを避けつつ、国際的な市場

競争力を維持していかなければならない。相対的な生産コストには非常にシビアな産業ク

ラスターにおいて、CCS は気候変動政策と産業政策の間の相互作用が必要な重要な分野で

ある。炭素制約が厳しくなる状況下では、投資を引き付け、産業の関与を高めていくことが

重要であり、その意味でもハブ・クラスター化していくことでのメリットを享受することが

できる。 

2) ハブ・クラスター化におけるビジネスモデル上のメリットと課題 

ハブ・クラスターでは、各コンポーネントでビジネスモデルを分解することが可能となり、

事業者は自社の特性や得意領域に注力したビジネス化を検討することができる。これによ

り、事業参入及び拡大を検討する際のリスクとコストの一部を回避することが期待できる。 
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図 5-109 ハブ・クラスターにおける各ビジネスモデルの分離 

出所）Global CCS Institute(2019), “THOUGHT LEADERSHIP REPORT, POLICY PRIORITIES TO 

INCENTIVISE LARGE SCALE DEPLOYMENT OF CCS”, p.18, https://www.globalccsinstitute.com/wp-

content/uploads/2019/04/TL-Report-Policy-prorities-to-incentivise-the-large-scale-deployment-of-CCS-

digital-final-2019-1.pdf（2020 年 3 月 10 日閲覧） 

 

他方で、一民間企業では CO2 輸送ネットワークへの投資はハードルが高いことが想定さ

れる。例えば、貯留オペレーターは、回収事業者と比較して、財務基盤の強度とリスク許容

度が大きく異なることが考えられる。積極的に事業化を推進したい事業者は、非常に強力な

財務基盤を持つ大企業であり、かつ、高いレベルでのリスク許容度があることが多い。一方

で、その他の事業者は、同じレベルでのモチベーションを要していないことがあり、この場

合は弱い財務基盤の影響から、リスクを嫌う可能性も高い。 

CO2 輸送ネットワークに対する最初の投資家は、他の事業者が参加するまでの間、単一

ソースと単一シンクを接続させるビジネスモデルで継続させていく必要があり、その場合

のコストとリスクを全て負担することが求められる。このため、最初の投資家には民間企業

はなりたがらず、取組が成熟した際に参入することを好む。これが大きなハブ・クラスター

の課題点であり、開発初期段階での収益保証等の支援や制度枠組みが整備されない限り、大

きな障壁となる事項である。 

3) ハブ・クラスター化に必要な行動 

 今後、ハブ・クラスターの発展を促進するためには、プロジェクト事業者と政府関係者で

検討すべき行動として、以下の点が挙げられている226。 

⚫ 戦略的 CO2 輸送・貯留インフラ及びソリューションの積極的な開発に対する政策支援 

 
226 Global CCS Institute(2016), “Global Status of CCS: Special Report, Understanding Industrial CCS Hubs and 

Clusters”, https://www.globalccsinstitute.com/wp-content/uploads/2019/08/Understanding-Industrial-CCS-hubs-and-

clusters.pdf （2020 年 3 月 10 日閲覧） 
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⚫ CO2 排出削減の機会が限られている産業部門での CCS 開発に対するインセンティブ

の提供 

⚫ 他の排出者からの CCS への関心と投資を促進し、促進させるための戦略的インフラと

して、独立した CO2 輸送・貯留キャパシティへの事前投資 

⚫ ロンドン議定書の批准を含む、CCS の発展に対する法的・規制的障壁の調査 

⚫ 当該地域が既に高度に工業化されていることを認識しつつ、クラスター地域内の利害

関係者及びコミュニティとの十分に計画された早期の関与 

⚫ 単一サイトに焦点を当てるのではなく、適切な条件が存在するプロジェクトのための

複数の潜在的な貯蔵サイトの範囲設定 

(2) ハブ・クラスターの計画状況 

ハブ・クラスターのコンセプトは近年急速に発展してきており、特に欧州を中心として大

部分のプロジェクトは、ハブ・クラスターとして計画がされるようになってきている。単一

の CO2 排出源ではなく、産業施設のクラスターから CO2 を回収し、その後の CO2 輸送・

貯留ネットワークに共有インフラを利用することで、CCS バリューチェーン全体のコスト

を低減することが可能となる。また、CO2 の輸送ネットワークを第三者が利用できるよう

にすることで、規模の経済が働き、更に経済性が向上することが期待できる。CO2 の輸送ネ

ットワークは、パイプラインや船舶が想定されるが、特定の産業クラスターとの接続を想定

する場合には列車やトラック等の陸上輸送も組み合わせることで柔軟性を向上させること

ができる。 
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図 5-110 ハブ・クラスター計画の全体像 

出所）Global CCS Institute(2019), “Global Status of CCS 2019”, p.22 

https://www.globalccsinstitute.com/resources/global-status-report/download/ （2020 年 3 月 10 日閲覧） 
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(3) ハブ・クラスターの実現に向けたアプローチ 

1) 公的な財政支援によるリスク抑制アプローチ 

適切なカーボンプライスが存在しない地域において、CCS の早期開発・展開を行うため

には、公的資金の援助が重要な手段となる。特に、プロジェクト初期段階での財政支援と不

確実性の抑制は政府の役割として、ハブ・クラスターのようなビジネスケースを開発する際

に極めて重要である。 

また、ハブ・クラスターのように、各バリューチェーンで独立させた運用を目指すプロジ

ェクトでは、特に初期段階でのクロスチェーンリスクの抑制が重要である。これは、CCS バ

リューチェーンにおける各セブメントが意図した通りに機能しないことにより、他のセグ

メントの事業性の影響を与え、それらのセグメントが潜在的に「孤立」してしまうリスクで

ある。 

このようなクロスチェーンリスク抑制のための具体事例としては、ノルウェー政府のノ

ーザンライトプロジェクトの事例がある。ノルウェー政府はプロジェクト全体の調整役と

して、規模の経済が達成するまでの間は、初期の重要なバリューチェーンリスクを吸収する

ような支援を実施している。例えば、CO2 ソースとして参加するセメント工場や廃棄物処

理施設には、一定期間の CO2 排出量の買取保証を提供し、CO2 シンクとして参加する貯留

事業には財政支援を提供している。 

2) 輸送・貯蔵インフラ開発資金の投資回収アプローチ 

ハブ・クラスターモデル実現のためには、輸送と貯蔵インフラの開発と運用が重要なポイ

ントとなる。輸送・貯蔵インフラ開発には、海上／陸上パイプラインの建設に加えて、CO2

貯留のためのコンプレッサーや注入装置の設備導入も必要であるため、大きな初期建設コ

ストが必要となる。一方で、インフラ整備後は、運転コストは比較的低くなることが見込ま

れる。 

 英国ビジネス・エネルギー・産業戦略庁（BEIS）による報告書“Business Models For Carbon 

Capture Usage and Storage- A consultation seeking views on potential business models for carbon 

capture, usage and storage227”において、輸送・貯蔵インフラに係る投資回収モデルの検証を

行っており、その概要について以下に示す。 

a. 輸送・貯留インフラのビジネスモデル 

現在までに、輸送・貯留インフラにおける唯一のビジネスモデルは、契約によりサポート

される「フルチェーンモデル（Full-chain Model）」のみである。このような固定価格モデル

では、契約期間中に輸送・貯留ネットワークの両者が稼働した場合を想定した CO2 取引の

行使価格に基づいてプロジェクト資金が算定される。行使価格は開始時に固定されるため、

プロジェクト期間全体で全てのバリューチェーンにおけるリスク（例：全ての建設リスクや

 
227 Department for Business, Energy & Industrial Strategy (2019), “Business Models For Carbon Capture Usage and 

Storage- A consultation seeking views on potential business models for carbon capture, usage and storage” 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/819648/ccus-

business-models-consultation.pdf (2020 年 3 月 10 日閲覧) 
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オペレーショナルリスクを含む）がプロジェクトの投資家に移転することになる。そのため、

フルチェーンの固定価格モデルでは、バリューチェーンに関与する様々な組織の異なるリ

スク選好を吸収することができず、結果としてプロジェクト全体のコスト増加に繋がる、と

いう結論に達している。 

最近では、BEIS 内での委員会で個別施策での CO2 回収のビジネスモデルを、輸送・貯留

インフラのビジネスモデルから分離することで、CCUS 全体のコストを大幅に削減できると

いう述べた利害関係者からの意見聴取を踏まえて、これらの活動のための資金調達モデル

を分離するような勧告が出されている。また、輸送・貯留ネットワークのビジネスモデルが

対応すべきリスクとして指摘されている事項は以下の通り。 

⚫ 固定費以外の費用（例：オフショア、特に Sub-Surface での作業コスト） 

⚫ 未知の負債（例：貯留場所からの漏洩）は、CCUS サプライチェーン全体での価格設

定と共有が特に困難であるため、CCUS 全体のコストを増加させる。 

⚫ １つのコンポーネント（例：回収、輸送、貯留）が稼働していない場合に、より広範

なチェーンに与える影響等の相互依存リスク。 

b. 貯留・輸送インフラの利用料金設定の考え方 

英国では、民間投資を可能とするために規制資産ベース（RAB）モデルが適用されている。

RAB モデル自体は、英国では 1900 年代から公共事業に係るインフラストラクチャを中心に

採用されている制度である。これは、プロジェクトについて設備投資費用を総括原価方式に

基づく規制料金で回収する仕組みである。これにより、適正な事業利益を勘案した総括原価

に合わせて規制料金の水準を蹴っていし、それらを全ての需要家が負担することで、利益を

安定化させるため、投資家のリスクが抑えられる。 

英国では、The Parliamentary Advisory Group、CCUS Cost Challenge Taskforce 及び CAG の

いずれもが、CO2 回収プロジェクトごとに、地域の輸送・貯蔵ネットワークの利用に対して

利用料金（ユーロ/t-CO2）を課すことが提案されている。手数料水準を決定する際に考慮す

べき点としては、以下が指摘されている。 

⚫ CO2 輸送・貯蔵ネットワークの全コスト（100％）が、当該インフラを利用する最初の

回収プロジェクトに請求され、その後、より多くの回収プロジェクトがネットワーク

に参加する際に、コストを共有するかどうか。これには、最初の回収プロジェクトの

コストへの影響を考慮する必要がある。 

⚫ 回収プロジェクトは、各プロジェクトの CO2 輸送・貯蔵ネットワークの利用に基づい

て、利用料金が請求されるかどうか。これはネットワークが複数のプロジェクトによ

り完全に利用されるまでは、当該ネットワークを運営するための追加コストを他手段

により補填する必要がある。 

⚫ 回収プロジェクトにより共有される CO2 の量が変動する可能性があるため、収入の確

実性を確保するために、CO2 輸送・貯蔵ネットワークの利用料金として、ユーロ/t-CO2

を代替する料金方式が必要か。例えば、個別の固定容量料金や容量ベースの変動料金

が考えられる。 

 

Cost Challenge Taskforce により提案された、規制資産ベース（RAB）モデルにおけるネ

ットワーク利用料金の計算式は以下の通り。 
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図 5-111 Cost Challenge Taskforce によって提案された輸送・貯留料金の式 

出所）Department for Business, Energy & Industrial Strategy（2019）,“Business Models For Carbon Capture 

Usage and Storage- A consultation seeking views on potential business models for carbon capture, usage and 

storage” 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/819648/ccu

s-business-models-consultation.pdf (2020 年 3 月 10 日閲覧) 

5.4.3 クラスター化の事例（小規模×複数排出源×近距離貯留） 

CCUS のビジネスモデルの 1 つとしてクラスター化が諸外国で検討されており、コスト負

担の軽減等の可能性が示唆されている228,229。JCM 案件への取込の可能性の判断材料とする

ため、その特徴を調査した。調査に当たっては、各国のクラスター化の実例、モデルを分析

した。特に、各種クラスタープロジェクトの報告書、プロジェクト情報を基に、クラスター

化 CCUS システムの立地、CO2 排出元、CO2 輸送者、CO2 貯留・利用先、構成メンバー等

による分類を試みた。 

 
228 CCUS Cost Challenge Taskforce Team (2018) ”Delivering Clean Growth,” 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/727040/CCUS_Cos

t_Challenge_Taskforce_Report.pdf（2020 年 1 月 27 日閲覧） 

229 Department for Business, Energy & Industrial Strategy (2019) ”Business Models for Carbon Capture, Usage and 

Storage,” 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/819648/ccus-

business-models-consultation.pdf（2020 年 1 月 28 日閲覧） 
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(1) クラスター化の分類 

クラスター化の分類を図 5-112 に示す。基本的なクラスターは No.1 に示されるもので、

CO2 排出・回収者と、CO2 輸送・貯留者が別事業体であり、かつ近隣の複数の CO2 排出・

回収者が CO2 輸送・貯留施設を利活用するものである。CO2 輸送・貯留施設を共同利活用

することによって、リスク、コストの削減が可能と言われている。No.2 に示すものは、カ

ナダの Heartland Area Redwater Project のように遠方の CO2 排出・回収者も含めるものであ

る230,231。No.1 のケースの CO2 輸送・貯留施設の共同利活用促進を図るものであるが、遠方

から CO2 を輸送するため、輸送施設のコスト増加が懸念される。No.3 に示すものは、CO2

輸送者と CO2 貯留者が別事業体となっており、例えば英国の Peterhead Project がこれに当

たる232,233。CO2 輸送、貯留施設のフレキシビリティが向上すると言われている。No.4 に示

すものは、CO2 貯留先あるいは利用先が複数存在するものであり、英国の Teesside Low 

Carbon Project がこれに当たる234,235。No.3 同様に CO2 輸送、貯留施設のフレキシビリティ

向上もさることながら、CO2 貯留・利用先の選定によっては事業体の収益向上に寄与でき

る可能性がある。 

 

図 5-112 クラスター化の分類 

出所）エム・アール・アイリサーチアソシエイツ作成 

 
230 Carbon Capture & Sequestration Technologies @ MIT ウェブサイト, 

http://www.zeroco2.no/projects/heartland-area-redwater-storage-project-harp （2020 年 1 月 27 日閲覧） 

231 ZEROCO2 NO ウェブサイト, http://www.zeroco2.no/projects/heartland-area-redwater-project（2020 年 1 月

27 日閲覧） 

232 Carbon Capture & Sequestration Technologies @ MIT ウェブサイト, 

https://sequestration.mit.edu/tools/projects/peterhead.html （2020 年 1 月 27 日閲覧） 

233 ZEROCO2 NO ウェブサイト, http://www.zeroco2.no/projects/peterhead（2020 年 1 月 27 日閲覧） 

234 Carbon Capture & Sequestration Technologies @ MIT ウェブサイト, 

https://sequestration.mit.edu/tools/projects/teeside.html （2020 年 1 月 27 日閲覧） 

235 ZEROCO2 NO ウェブサイト, http://www.zeroco2.no/projects/progressive-energy-2013-teesside-pre-

combustion-project（2020 年 1 月 27 日閲覧） 
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(2) クラスター事例（カナダ） 

カナダのクラスター事例の概要を表 5-31 および図 5-113 に示す。CO2 排出者はエドモン

トン近郊の Redwater Leduc Reef Complex（工業団地）の肥料工場、化学工場、石油精製所、

および Redwater 北方約 350km の Fort McMurray のオイルサンド精製所である。それぞれの

発生元がこれらの工場等で発生する CO2 を回収する。回収された CO2 を ARC Energy Trust

社がパイプラインで輸送し、同工業団地近郊の地下帯水層に年間 50MT、総量 1,000MT の貯

留を予定していた。しかしながら、ARC 社の経済的理由のため停止された。 

表 5-31 カナダのクラスター事例概要 

項目 内容 

プロジェクト

名称 

Heartland Area Redwater Storage Project 

実施者 ARC Energy Trust 

Alberta Research Council Inc. 

概要 ➢ エドモントン北部の工業団地（Redwater Leduc Reef Complex）で発生

する CO2 を近隣の地下帯水層に貯留する。排出者は既設、建設計画中

の肥料工場、化学工場、石油精製所等。 

➢ さらに北部にあるフォートマクマレー（オイルサンド産地）の石油精

製所で発生する CO2 もパイプラインで輸送・貯留する計画。 

➢ 役割分担 

• 排ガス等からの CO2 回収：各排出企業 

• CO2 の移送・貯留：ARC Energy Trust 

設備 ➢ フォートマクマレーからの輸送：パイプライン約 350km 

➢ 貯留量：50MT/年（総量 1,000MT） 

スケジュール ➢ 2011 年：FS 後、ARC 社の経済的理由のため停止 

出所）エム・アール・アイリサーチアソシエイツ作成 

 

図 5-113 カナダのクラスター事例 

出所）エム・アール・アイリサーチアソシエイツ作成 
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(3) クラスター事例（英国） 

英国のクラスター事例の概要を表 5-32 および図 5-114 に示す236。CO2 排出者は Humber

地区の化学工場、発電所、石油精製所等である。各 CO2 発生元が回収した CO2 を Equinor

社がパイプラインで海岸近傍まで輸送し、その後船舶で貯留地（Southern North Sea）まで輸

送する計画である。このプロジェクトは H21 プログラムと連携することで、水素社会の推

進を図っている。先ず 2027 年の Drax 社のバイオガス発電施設への CO2 回収設備の導入を

進めており、2040 年までに水素製造施設のスケールアップおよび水素供給を目指している。 

表 5-32 英国のクラスター事例概要 

項目 内容 

プロジェクト

名称 

Humberside Project 

実施者 Zero Catbon Humber Partnership 

構成：Drax Group：(英)電力会社 

   Equinor：(ノルウェー)石油・天然ガス採掘・販売 

   National Grid Ventures：(英)エネルギー関連開発型会社 

概要 ➢ 国内エネルギー源としての天然ガスを水素に変換することを図る H21

プログラムと連携し、天然ガスから水素を製造する過程で発生する

CO2 を回収するシステムを確立し、水素社会の推進に寄与する。 

➢ 前述の CO2 回収技術を英国で最大の CO2 発生地域である Humber 地

区に適用することで、英国の脱炭素社会構築を図る。 

➢ Teesside クラスターと貯留インフラを共有することでコストダウンを

図る。 

設備 ➢ 貯留場所：Southern North Sea 

➢ 貯留量：44MT/年 

スケジュール ➢ 2025 年：水素製造デモ施設建設 

➢ 2027 年：Drax 社バイオガス発電施設への CO2 回収設備導入（1 ユニ

ット） 

➢ 2035 年：Drax 社の他のバイオガス発電施設への CO2 回収設備導入 

➢ 2040 年：水素製造施設のスケールアップおよび水素の供給 

出所）エム・アール・アイリサーチアソシエイツ作成 

 

 
236 Zero Carbon Humber Partnership,”Capture for Growth”, https://www.zerocarbonhumber.co.uk/wp-

content/uploads/2019/11/Capture-for-Growth-Zero-Carbon-Humber-V4.9-Digital.pdf（2020 年 1 月 28 日閲覧） 
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図 5-114 イギリスのクラスター事例 

出所）Zero Carbon Humber Partnership,”Capture for Growth”, https://www.zerocarbonhumber.co.uk/wp-

content/uploads/2019/11/Capture-for-Growth-Zero-Carbon-Humber-V4.9-Digital.pdf（2020 年 1 月 28 日閲

覧） 

(4) クラスター事例（ノルウェー） 

ノルウェーのクラスター事例の概要を表 5-33 および図 5-115 に示す237,238。これは排出元

 
237 Equinor,”Northern Lights Project: Developing an ‘open source’ service for transport and storage of European 

CO2,” https://www.iva.se/globalassets/info-trycksaker/vagval-for-klimatet/nr-5-per-sandberg-northern-lights-for-iva-

29-jan-2019.pdf（2020 年 1 月 28 日閲覧） 
238 Statoil,”CO2 storage offshore Norway, experience and business case,” 

https://static1.squarespace.com/static/574c47228259b5de6737fbfe/t/59bae6f4d7bdce0d3e76ef79/1505421050245/Ka

rstad_Austin_Workshop-CO2_storage_offshore_Norway_experience_and_business_case.pdf（2020 年 1 月 28 日閲

覧） 
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が回収した CO2 の輸送・貯留に係るプロジェクトである。Oslo 周辺の各種排出元で回収さ

れた CO2 を船舶で Øygarden の陸上施設に集積する。次いで CO2 を加圧し海底パイプライ

ンを用いて地層に貯留する計画であり、2023 年の運用開始を目指している。 

表 5-33 ノルウェーのクラスター事例概要 

項目 内容 

プロジェクト

名称 

Northern Lights Project 

実施者 ノルウェー政府 

概要 ➢ 発生元が回収した CO2 を液体の状態で船舶で陸上施設（Øygarden 市）

に収集する。陸上施設で液体 CO2 を加圧し、海底パイプライン経由で

地層に貯留する。 

➢ 将来的には英国、オランダ等海外からの CO2 も受け入れる計画。 

➢ Gasnova、Shell、Total、Equinor（旧 Statoil）が参画 

➢ 役割分担 

• 排ガス等からの CO2 回収：排出企業 

• CO2 の移送・貯留：Northern Lights PJ 

設備 ➢ 排出元から陸上施設までの輸送：船舶（液化 CO2） 

➢ 貯留地：海岸から 110km 

➢ 貯留量：1.3MT/年（総量 100MT） 

スケジュール ➢ 2020 年：Equinor、Shell、Total 最終判断 

➢ 2021 年：ノルウェー議会議決 

➢ 2023 年：運用開始 

出所）エム・アール・アイリサーチアソシエイツ作成 
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図 5-115 ノルウェーのクラスター事例 

出所）Statoil,”CO2 storage offshore Norway, experience and business case,” 

https://static1.squarespace.com/static/574c47228259b5de6737fbfe/t/59bae6f4d7bdce0d3e76ef79/1505421050

245/Karstad_Austin_Workshop-CO2_storage_offshore_Norway_experience_and_business_case.pdf （2020

年 1 月 28 日閲覧） 

(5) クラスター事例（オランダ） 

オランダのクラスター事例の概要を表 5-34 および図 5-116 に示す239。ロッテルダム港周

辺の CO2 排出元から既設ガスパイプラインを用いて CO2 を収集し、洋上プラットフォーム

を中継して、空のガス田に貯留するものである。収集した CO2 の一部をハウス園芸にも利

用する。 

表 5-34 オランダのクラスター事例概要 

項目 内容 

プロジェクト

名称 

Porthos Project 

実施者 Porthos（Port of Rotterdam CO2 Transport Hub and Offshore Storage） 

構成：Port of Rotterdam Authority：ロッテルダム港公社 

    Energie Beheer Nederland B.V.：国営天然ガス供給会社 

    N.V. Nederlandse Gasunie：天然ガスパイプライン運営会社 

概要 ➢ ロッテルダム港周辺に敷設したパイプラインを用いて CO2 を発生源

から収集・圧縮し洋上プラットフォームに輸送する。その後、プラッ

トフォームから海底の地層（空のガス田）に貯留する。収集した CO2

の一部をハウス園芸にも利用する。 

 
239 RotterdamCCUS,” Porthos project/CO2 reduction through storage beneath the North Sea,” 

https://www.rotterdamccus.nl/en/Brochure-Rotterdam-CCUS-Porthos-EN-3.pdf（2020 年 1 月 28 日閲覧） 
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➢ Exxon Mobile、Shell、Air Liquid、Air Products が参画 

➢ 役割分担 

• 排ガス等からの CO2 回収：排出企業 

• CO2 の移送・貯留：Porthos 

設備 ➢ 陸上パイプライン総延長：33km 

➢ 貯留地：海岸から 21km 

➢ 貯留量：2～2.5MT/年（総量 37MT） 

スケジュール ➢ 2020 年：最終計画発表 

➢ 2021 年：オランダ議会議決 

➢ 2023 年：運用開始 

出所）エム・アール・アイリサーチアソシエイツ作成 

 

図 5-116 オランダのクラスター事例 

出所）RotterdamCCUS,” Porthos project/CO2 reduction through storage beneath the North Sea,” 

https://www.rotterdamccus.nl/en/Brochure-Rotterdam-CCUS-Porthos-EN-3.pdf（2020 年 1 月 28 日閲覧） 
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(6) クラスター化の評価 

前段において、クラスターの事例について述べた。ここでは、クラスターのポテンシャル、

評価を試みる。 

英国政府ならびに米国政府が提示したクラスターのメリット、デメリットを表 5-35 に示

す240,241,242,243。クラスター化することで複数事業者が介在することになるため、リスクを分

散することができる反面、事業者の 1 つでも停止すれば全体が停止しかねないことからリ

スクが上昇するとの見方もある。また、CO2 輸送・貯留施設を共同で使用することにより全

体コストの縮減を図ることができる反面、クラスター化による停止リスク上昇の可能性に

備えた対策費が上昇するとの懸念もある。 

表 5-35 クラスター化のメリット・デメリット 

項目 メリット デメリット 

リスク リスクの分散 複数事業者が介在することで、停止

のリスクが上昇する。 

全体コスト 輸送・貯留施設の共同使用によ

り、全体コスト縮減に寄与する。 

停止リスクに備えたリスク対策費が

上昇する。 

パイプライン

コスト 

パイプ 1 本当たりの輸送量増加

に伴い、輸送単価が下がる。 

パイプライン敷設費が全体コストに

占める割合が高く、輸送距離が長く

なるに従って、輸送単価が上がる。 

船舶コスト 全体的にパイプライン輸送より

輸送単価が低い。 

CO2 液化費が全体コストに占める割

合が高く、輸送量増加による輸送単

価縮減効果が小さい。 

出所）CCUS Cost Challenge Taskforce Team (2018)” Delivering Clean Growth,” 英国政府ビジネス・エネルギ

ー・産業戦略省（2019）”Business Models for Carbon Capture Usage and Storage,” 英国政府ビジネス・

エネルギー・産業戦略省（2018）”Shipping CO2-UK Cost Estimation Study,” National Energy 

Technology Laboratory (2017) ”Carbon Dioxide Transport and Storage Costs in NETL Studies” よりエム・

アール・アイリサーチアソシエイツ作成 

クラスターの導入は、前述したリスク対応のみならず経済的判断によるところが大きい

と思われる。そこで、CO2 輸送コストを用いたクラスター評価を試みる。なお、導入に際し

てはリスクをコストに換算した総コストによる経済的判断が必要である。 

 
240 CCUS Cost Challenge Taskforce Team (2018） ”Delivering Clean Growth,” 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/727040/CCUS_Cos

t_Challenge_Taskforce_Report.pdf（2020 年 1 月 27 日閲覧） 

241 Department for Business, Energy & Industrial Strategy (2019) ”Business Models for Carbon Capture, Usage and 

Storage,” 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/819648/ccus-

business-models-consultation.pdf（2020 年 1 月 28 日閲覧） 

242 Department for Business, Energy & Industrial Strategy (2018) ”Shipping CO2-UK Cost Estimation Study,” 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/761762/BEIS_Ship

ping_CO2.pdf（2020 年 1 月 27 日閲覧） 

243 National Energy Technology Laboratory(2017）,”Carbon Dioxide Transport and Storage Costs in NETL 

Studies” https://www.netl.doe.gov/node/7775?id=1027（2020 年 1 月 29 日閲覧） 
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CO2 を年間 1MT、距離 600km、20 年間輸送する場合についての輸送コストの試算結果を

図 5-117 に示す。パイプライン輸送のコストに対しては、パイプラインの敷設費が大部分

を占めている。一方、船舶輸送のコストに占める割合が高いのは液化用のエネルギーで約

20%となっている。 

 

 

図 5-117 CO2 輸送コストの内訳 

出所）Department for Business, Energy & Industrial Strategy (2018) “Shipping CO2-UK Cost Estimation Study,” 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/761762/BEI

S_Shipping_CO2.pdf（2020 年 1 月 27 日閲覧） 

パイプライン輸送においてはパイプライン敷設費がコストの大部分を占めるため、図 

5-118 に示すように、CO2 輸送量を増加させることで CO2 輸送単価は低下する。しかしな

がら、ある輸送量以上においては輸送単価の低下が認められなくなる。これは、輸送量増加

によってパイプラインの圧損が増加することに対する圧縮機の仕様変更（動力、台数等）、

圧縮機用エネルギーの増加、パイプラインの維持管理費増加が必要になるためと推測する。 

工場等の単独での CO2 排出量が、輸送単価の低下が認められなくなる輸送量未満の場合、

クラスター化することによって CO2 輸送単価の縮減を図ることが可能である。しかしなが

ら、単独での CO2 排出量が輸送単価の低下が認められなくなる輸送量以上の場合にはクラ

スター化の効果は期待できないと考えられる。パイプラインの本数等の設計によってパイ

プライン 1 本当たりの CO2 輸送量が輸送単価の低下が認められなくなる輸送量を下回らな

いようなクラスター化が可能であれば CO2 輸送単価の縮減を期待できる。 
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図 5-118 輸送量増加による輸送単価の変化（パイプライン） 

出所）National Energy Technology Laboratory (2017) “Carbon Dioxide Transport and Storage Costs in NETL 

Studies,” https://www.netl.doe.gov/node/7775?id=1027（2020 年 1 月 29 日閲覧） 

一方、船舶輸送においては CO2 の液化用エネルギーがコストに占める割合が高いため、

図 5-119 に示すように CO2 輸送量を増加させても CO2 輸送単価の低下は限定的である。つ

まり、船舶輸送の場合、クラスター化によって CO2 輸送量を大きくすることに対するコス

トメリットはパイプライン輸送より乏しい。 

 

 

図 5-119 輸送量増加による輸送単価の変化（船舶、パイプライン） 

出所）Department for Business, Energy & Industrial Strategy (2018) ”Shipping CO2-UK Cost Estimation Study,” 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/761762/BEI

S_Shipping_CO2.pdf（2020 年 1 月 27 日閲覧） 
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しかし、船輸送のコストは全体的にパイプライン輸送コストより低く、特に図 5-120 に示

すように長距離を輸送する場合にはその差は歴然としている。したがって、どちらの選択も

可能な場合には、クラスター、単独どもに詳細に検討することが望ましい。 

 

 

図 5-120 船舶とパイプラインの輸送コスト分岐点 

出所）Department for Business, Energy & Industrial Strategy (2018) ”Shipping CO2-UK Cost Estimation Study,” 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/761762/BEI

S_Shipping_CO2.pdf（2020 年 1 月 27 日閲覧） 

5.4.4 越境の事例（大規模排出源×遠距離貯留） 

CCUS のビジネスモデルの 1 つとして複数の国に跨る越境システムが諸外国で検討され

ている。JCM 案件への取込の可能性を判断する際の材料とするため、特徴、条件等を調査

した。調査に当たっては、各国・地域の越境の実例、検討モデルを中心に、立地、CO2 排出

元、CO2 貯留先、構成メンバー等の分析を試みた。 

(1) 越境事例（米国／カナダ） 

米国、カナダ間の越境事例を図 5-121 に示す244。2000 年から CO2 排出元である Dakota 

Gas 社が自社の CO2 を回収、液化し、カナダの Whitecap Resources Inc 社245、Cardinal Energy

社246に販売しているものである。CO2 受入側の Whitecap Resources Inc 社、Cardinal Energy

社は購入した CO2 をそれぞれの Weyburn Oil Field、Midale Oil Field において EOR に用いて

 
244 IHS(2016) “Norht Dakota CO2 EOR-Recovery Economics and Economic Impact”, 

https://www.legis.nd.gov/files/committees/64-2014%20appendices/17_5084_03000appendixk.pdf（2020 年 1 月 31

日閲覧） 

245 The Globe and Mail ウェブサイト” Cenovus strikes $940-million deal to sell Weyburn” 

https://www.theglobeandmail.com/report-on-business/industry-news/energy-and-resources/cenovus-strikes-940-

million-deal-to-sell-weyburn-asset-to-whitecap/article36947237/（2020 年 1 月 31 日閲覧） 

246 Reuters,”Apache sells Canadian oil assets to Cardinal for C$330 million” https://www.reuters.com/article/us-

apache-cardinal-energy-deals-idUSKBN18S6H2（2020 年 1 月 31 日閲覧） 
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おり、原油の増産効果が認められている。当該プロジェクトに対しては、米国政府、カナダ

政府から補助金が拠出されている。 

 

図 5-121 越境事例（米国／カナダ） 

出所）エム・アール・アイリサーチアソシエイツ作成 

(2) 越境モデル（ノルウェー／英国他） 

ノルウェー政府が構想している越境モデルを表 5-36、図 5-122 に示す247。これは図 5-115

において言及した Northern Lights Project である。先ずはノルウェー国内のクラスターから

開始し、英国、アイルランド、スウェーデン、フィンランド、デンマーク、オランダ、ドイ

ツからの CO2 受入を想定しており、現在 8 ヶ国、15 ユーザーと協議中である248。 

表 5-36 越境モデル概要（ノルウェー／英国他） 

項目 内容 

プロジェクト

名称 

Northern Lights Project 

実施者 ノルウェー政府 

経緯 ➢ 2018 年：ノルウェー政府、英国政府間で CCUS に関する MOU 締結。 

➢ 2019 年：ノルウェーNorthern Lights Project に関し、ノルウェーEquinor

社が潜在顧客 7 社と仮契約締結。 

対象 ➢ 想定国：英国、アイルランド、スウェーデン、フィンランド、デンマ

ーク、オランダ、ドイツ 

➢ 想定産業：天然ガス精製、ごみ焼却、セメント、バイオガス、鉄鋼、

 
247 Statoil,”CO2 storage offshore Norway, experience and business case,” 

https://static1.squarespace.com/static/574c47228259b5de6737fbfe/t/59bae6f4d7bdce0d3e76ef79/1505421050245/Ka

rstad_Austin_Workshop-CO2_storage_offshore_Norway_experience_and_business_case.pdf（2020 年 1 月 28 日閲

覧） 

248 Equinor,”Low Carbon Solution,” https://jimdo-storage.global.ssl.fastly.net/file/2d85b68c-2ccd-4a16-bfc1-

405ea2bc66cf/2.%20Leadership%201.%20Steinar%20Eikaas.pdf（2020 年 1 月 31 日閲覧） 
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製油等（8 ヶ国、15 ユーザーと協議中） 

スケジュール ➢ 2020 年：Equinor、Shell、Total 最終判断 

➢ 2021 年：ノルウェー議会議決 

➢ 2023 年：運用開始 

出所）エム・アール・アイリサーチアソシエイツ作成 

 

 

図 5-122 越境モデル（ノルウェー／イギリス他） 

出所）Statoil,”CO2 storage offshore Norway, experience and business case,” 

https://static1.squarespace.com/static/574c47228259b5de6737fbfe/t/59bae6f4d7bdce0d3e76ef79/1505421050

245/Karstad_Austin_Workshop-CO2_storage_offshore_Norway_experience_and_business_case.pdf（2020

年 1 月 28 日閲覧） 

(3) 越境モデル（英国／オランダ他） 

英国政府が構想している越境モデル Central North Sea-CO2 Storage Hub Project を表 5-37、
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図 5-123 に示す249。先ず、スコットランドの Peterhead、およびイングランドの Humber クラ

スター内の Don Valley をパイプラインに接続し、回収した CO2 を Central North Sea に貯留

する。その後 CO2 排出元の接続を増やし、オランダ、デンマーク、ドイツ、アイルランド

からの CO2 受入を想定している。 

表 5-37 越境モデル概要（英国／オランダ他） 

項目 内容 

プロジェクト

名称 

Central North Sea-CO2 Storage Hub Project 

実施者 英国政府 

スケジュール ➢ 2020 年：Peterhead、Don Valley（Humber Cluster 内）をパイプラインネ

ットワークに接続（貯留量 5～10MT/年） 

➢ 2030 年：Cockenzie Power Station、Longgnnet Power Station、    

Grangemouth Refinery、Mossmorran Refinery、Dunbar Cement 

（Grangemouth Cluster 内）接続 

オランダから受入 

（貯留量 100MT/年） 

➢ 2050 年：デンマーク、ドイツ、アイルランドから受入 

（貯留量 500MT/年） 

出所）エム・アール・アイリサーチアソシエイツ作成 

 
249 Scottish Enterprise(2012)“Central North Sea-CO2 Storage Hub,” 

https://www.geos.ed.ac.uk/research/subsurface/diagenesis/Central_North_Sea_storage_hub__SCCS_2012.pdf（2020

年 1 月 30 日閲覧） 
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図 5-123 越境モデル（英国／オランダ他） 

出所）Scottish Enterprise(2012)“Central North Sea-CO2 Storage Hub” 

https://www.geos.ed.ac.uk/research/subsurface/diagenesis/Central_North_Sea_storage_hub__SCCS_2012.pdf

（2020 年 1 月 30 日閲覧） 

5.5 CCUS システムに関する先進ビジネスモデル 

JCM 実現に向けたより良いビジネスモデル構築のため、プロジェクト事例を文献により

調査した。調査に際しては、CO2 の排出元と貯留地域、利用先が一対一のみならず、地域

的、国際的な広がりを持つ CCUS システムも対象とした。 
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5.5.1 CCUS のプロジェクト事例一覧 

CCUS プロジェクト事例を表 5-38 に示す250,251。表 5-38 に示すプロジェクト事例には、

複数事業者によるクラスター、越境、EOR 以外の CO2 利用等特徴的なプロジェクトと思わ

れるものを選定した。また、JCM 実現に向けた参考にするという目的から、実際に稼働中

のプロジェクトのみならず、準備段階、あるいは既に終了したプロジェクトも含めた。 

欧州においては、越境を含むクラスターに加えて、カーボンネガティブを指向したごみ発

電排ガス、バイオマスからの CO2 回収・貯留および利用プロジェクトが進んでいる。経済

成長、人口増加が続いているインド、中国においては、肥料用原料としての CO2 再利用プ

ロジェクトが稼働している。米国においては、CO2 を用いた EOR 事例が多数あるが、回収

した CO2 を炭酸ナトリウム等の化学原料として再利用するプラントが稼働している。 

 
250 Carbon Capture & Sequestration Technologies @ MIT ウェブサイト,” CCS Project Database,” 

https://sequestration.mit.edu/tools/projects/index.html（2020 年 1 月 28 日閲覧） 

251 ZEROCO2.NO ウェブサイト,”CCS Database” http://www.zeroco2.no/projects（2020 年 1 月 29 日閲覧） 
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表 5-38 ビジネスモデルに着目した CCUS 事例の一覧 

PJ 

No. 
国 PJ 名称 

開始年～終

了年 
実施者 

PJ 種

別 
状況 

CO2 排出源 CO2 輸送 CO2 受入場所 

ファイナンス 特記事項 
国 業種 排出者名称 排出施設 

排出量 

(MT/年) 

回収段

階 

回収技

術 
事業者 

輸送手

段 

輸送

形態 
国 受入者名称 

受入施設名

称 

受入施

設タイ

プ 

受入量

(MT/年) 

1 英国 

Teesside Low Carbon 

（ North East CCS 

Cluster の一部） 

2016～ 

International Power 
Progressive Energy 
BOC 
GDF SUEZ 
National Grid 
Fairfield Energy 
Premier Oil 

実機 準備中 英国 発電 

Teesside 
Power Station, 
Wilton 
Industrial 
Complex 

石炭ガス化施

設 
2.5 

燃焼前

分離 
不明  

パイプ

ライン 

圧縮

ガス 
英国 

Fairfield Energy 
Premier Oil 
Progressive Energy 

（Central North 

Sea） 

貯留：

廃油ガ

ス田・

帯水層 

 EU NER300 申請中 

・英国政府の CCS 実用化プログラム

のリザーブ案件 

・North  East CCS Transport Network（建

設中）を活用 

2 英国 

White Rose CCS PJ 

（ North East CCS 

Cluster の一部） 

2016～ 

Capture Power

（Alstom, Drax, BOC, 

National Grid） 

机 上

検討 
準備中 英国 発電 Drax 石炭発電施設 2 

燃焼中

分離 
不明 National Grid 

パイプ

ライン 

圧縮

ガス 
英国   

貯留：

帯水層 
  EU NER300 採択？ 

・North  East CCS Transport Network（建

設中）を活用 

3 英国 Peterhead 2015～ 

Scottish and Southern 
Energy 
CO2DeepStore 
Shell 

机 上

検討 
終了 英国 発電 

Scottish and 
Southern 
Energy 

ガス発電施設 1 
燃焼後

分離 
不明 CO2DeepStore 

パイプ

ライン 

圧縮

ガス 
英国 Shell 

Goldeneye

（North Sea） 

貯留：

廃油ガ

ス田 

  EU NER300 採択   

4 英国 

Ferrybridge Post-
Combustion PJ

（ Humber Region 

Cluster （ =NE CCS 

Cluster の一部？）の

一部） 

2010～2013 

Scottish and Southern 
Energy 
HTC Purenergy 
Doosan Babcock 
Vattenfall 

パ イ

ロ ッ

ト機 

終了 英国 発電 
Scottish and 
Southern 
Energy 

石炭発電施設  
燃焼後

分離 

アミン

吸収法 
  

パイプ

ライン 

圧縮

ガス 
英国         

総額：21MGBP 

（英国政府

6.3MGBP） 

・本 PJ 自体は回収技術のパイロット 

・North East CCS Transport Network（建設

中）を活用 

5 英国 
East Irish Sea CO2 
Storage PJ 

2016～ 
Peel Energy 
CO2DeepStore 

机 上

検討 
稼働中 英国 発電 Peel Energy 

Hunterston Power 
Plant 

 不明 不明   
パイプ

ライン 

圧縮

ガス 
英国 CO2DeepStore   

貯留：

廃油ガ

ス田 

  EU NER300 申請中 

・Storage のプロジェクト 

・他の CO2排出源からの CO2受入も想

定 

6 英国 

Killingholme（Humber 

Region Cluster の一

部） 

～2015 
C.GEN 
National Grid 

机 上

検討 
終了 英国 発電 

C.GEN 
Killingholme 
Power Station 

天然ガス発電

施設 
2.5 

燃焼前

分離 
不明 National Grid 未定         

貯留：

帯水層 
  EU NER300 却下 

・National Grid が建設するパイプライン

を使用予定 

7 英国 
Central North Sea-
CO2 Storage Hub 

～   実機 準備中 英国 

発電 

セ メ ン

ト 

精油 

                     
貯留：

帯水層 
    

・国際貯留インフラ化構想 

・先ずは国内、次いでオランダ、デン

マーク、ドイツ、アイルランドから

の CO2 受入も想定 

8 

オー

スト

ラリ

ア 

Hazelwood Carbon 
Capture PJ 

2009～ 
International Power 
CO2CRC 

パ イ

ロ ッ

ト機 

稼働中 

オー

スト

ラリ

ア 

発電 
International 
Power 

石炭発電施設 1 
燃焼後

分離 

アンモ

ニア吸

収法 

            

有効利

用：原

料化 

  

総額：369MAUD 

（オーストラリ

ア政府 50MAUD 

 ヴィクトリア

州政府 30MAUD） 

・アンモニア吸収法の後、Ash Water と

混合することで炭酸カルシウムと

し、CO2ガス市場に売却。 

9 

オー

スト

ラリ

ア 

CarbonNet 2015～2019? 

Victorian Department of 
Primary Industries 
CO2CRC 
CSIRO 
ANLECR&D 

机 上

検討 
稼働中 

オー

スト

ラリ

ア 

発電他   

石炭発電施設

含む各種工業

施設 

4～10 不明 不明   
パイプ

ライン 

圧縮

ガス 

オー

スト

ラリ

ア 

    
貯留：

帯水層 
  

オーストラリア

政府 70MAUD 

ヴィクトリア州

政府 30MAUD 

Global CCS 
Institute0.23MAUD 

・ヴィクトリア州が CO2 輸送・貯留の

ハブを目指している。 

・ビジネススキーム検討中 

10 

オー

スト

ラリ

ア 

Collie South West CO2 
Hub 

2015～ 

Western Australian 
Department of Mines 
and Petroleum 
BHP Billiton 
Wesfarmers Premier 
Coal 
Alcoa 
Verve Energy 
Griffin Energy 
Perdaman Chemical & 
Fertilisers 

  準備中 

オー

スト

ラリ

ア 

発電、肥

料他 
    2.5 

燃焼前

および

燃焼後 

不明   
パイプ

ライン 

圧縮

ガス 

オー

スト

ラリ

ア 

    
貯留：

帯水層 
  

オーストラリア

政府 350MAUD 

・80km と 100km の 2 本のパイプライ

ンを計画 

11 
カナ

ダ 
PJ Pioneer 2010～2012 

TransAlta 
TransCanada 
Capital Power 
Enbridge 
Alstom 

実機 
キ ャ ン

セル 

カナ

ダ 
発電 

TransAlta 
Capital Power 

石炭発電（共同

所有） 
1 

燃焼後

分離 

アンモ

ニア吸

収法 

Enbridge 
パイプ

ライン 

圧縮

ガス 

カナ

ダ 
    

有効利

用：EOR 
  

総額 1,400MUSD 

（カナダ政府
431+5MUSD 
 Clean Energy 

Fund343MUSD） 
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PJ 

No. 
国 PJ 名称 

開始年～終

了年 
実施者 

PJ 種

別 
状況 

CO2 排出源 CO2 輸送 CO2 受入場所 

ファイナンス 特記事項 
国 業種 排出者名称 排出施設 

排出量 

(MT/年) 

回収段

階 

回収技

術 
事業者 

輸送手

段 

輸送

形態 
国 受入者名称 

受入施設名

称 

受入施

設タイ

プ 

受入量

(MT/年) 

12 
カナ

ダ 

Alberta Carbon Trunk 
Line 

2017～ Enhance Energy Inc. 実機 建設中 
カナ

ダ 

石 油 精

製 

North West 
Redwater 
Sturgeon 

ビチュメン精

製プラント 
1.2～1.4 不明 不明   

パイプ

ライン 

圧縮

ガス 

カナ

ダ 
Enhance Energy Inc. (Clive) 

有効利

用：EOR 
  

総額 1.2BUSD 

（カナダ政府

63MUSD、アルバ

ータ州政府

495MUSD） 

・輸送用パイプラインは複数施設か

ら CO2 を収集できるよう設計され

ている。 

（候補：石炭発電所、製油所、石油

化学施設、天然ガス精製施設） 

・EOR の効果を 1Bbarrels 増産と見積も

っている。 
肥料 Agrium 

肥料製造プラ

ント 
0.3～0.6 不明 不明  

13 
カナ

ダ 

Heartland Area 
Redwater Storage PJ 

～2011 ARC Energy Trust 

パ イ

ロ ッ

ト機 

停止中 
カナ

ダ 

化学 

肥料 

石 油 精

製 

Redwater 
Luduc Reef 
Complex 

工業団地  不明 不明   
パイプ

ライン 
  

カナ

ダ 

Redwater Leduc Reef 
Complex 

  
貯留：

帯水層 
    

・ Redwater Leduc Reef Complex は

Edmonton と Fort McMurray の間にある

工業団地。オイルサンド産地である

Fort McMurray からの CO2 も受け入れ

る。 

14 中国 GreenGen 2009～ 

China Huaneng 
China Datang 
China Huadian Corp 
China Guodian Corp 
China Power Investment 
Corp 
Shenhua 
State Development & 
Investment Co 
China Coal 
Peabody Energy 

パ イ

ロ ッ

ト機 

稼働中 中国 発電 
China 
Huaneng 

石炭ガス化複

合発電 
 

燃焼前

分離 
    

パイプ

ライン 
        

有効利

用：EOR 
  

総額 1BUSD 

（中国政府

46MUSD） 

JV？（China 

Huaneng51%、そ

の他 7 社×7%） 

・ゼロエミッションを目標としてい

る。 

15 中国 
Luzhou Natural Gas 
Chemicals 

～ Luzhou 実機 稼働中 中国 肥料 Luzhou 
尿素製造プラ

ント 
0.06 

燃焼後

分離 

アミン

吸収法 
      中国 Luzhou 

肥料製造プ

ラント 

有効利

用：原

料化 

    
・回収した CO2 を自社の生産プロセ

スに再利用 

16 

デン

マー

ク 

Nordjylland Power 
Station 

～     停止中 

デン

マー

ク 

発電 
Nordjylland 
Power Station 

石炭発電 2.8 
燃焼後

分離 
    

パイプ

ライン 
液体 

デン

マー

ク 

Jammerbugt 県   
貯留：

帯水層 
    

・地元の反対があった 

・将来的にはバイオマスからの CO2

も回収予定 

17 
ドイ

ツ 

RWE IGCC Plant in 
Hurth 

～ RWE   停止中 
ドイ

ツ 
発電 RWE 

石炭ガス化複

合発電 
2.6 

燃焼前

分離 
    

パイプ

ライン 
液体 

ドイ

ツ 
    

貯留：

その他 
    ・Onshore 貯留に対する反対あり 

18 

ノル

ウェ

ー 

Northern Lights ～ ノルウェー政府 実機 準備中 

ノル

ウェ

ー 

セ メ ン

ト 

肥料 

発電 

Norcem 
Yara 
EGE 

   不明 不明 Equinor 

パイプ

ライン

と船舶 

液体 

ノル

ウェ

ー 

Equinor   
貯留：

帯水層 
1.3   

・貯留プロジェクト 

・将来的には英国、オランダ等からも

CO2 を受け入れる計画 

19 

ノル

ウェ

ー 

Sleipner West 1996～ Statoil 実機 稼働中 

ノル

ウェ

ー 

天 然 ガ

ス精製 
Statoil 

天然ガス精製

プロセス 
0.9   

アミン

吸収法 
      

ノル

ウェ

ー 

Statoil 

Sleipner 
Platform 

（海上油ガ

ス田） 

貯留：

帯水層 
    

・CO2 Tax 免除のため CCS を実行。 

・Offshore で CO2 回収している 

・Injection cost 17USD/t 

20 

ノル

ウェ

ー 

   Fortun 実機 準備中 

ノル

ウェ

ー 

ご み 発

電 

klemetsrud ご

み発電 
発電施設 0.4     Equinor 

パイプ

ライン

と船舶 

液体 

ノル

ウェ

ー 

Equinor Northern Lights 
貯留：

帯水層 
0.4   

・エネルギー需要の増加、ごみ埋立に

よる環境汚染の両方を解決するソ

リューションとして確立を図って

いる。 

21 
イン

ド 
Aonla Urea Plant 2006～ 

Indian Farmers Fertiliser 
Co-Operative 

実機 稼働中 
イン

ド 
肥料 

Indian Farmers 
Fertiliser Co-
Operative 

尿素製造プラ

ント 
0.16 

燃焼後

分離 

アミン

吸収法 
      

イン

ド 

Indian Farmers 
Fertiliser Co-
Operative 

尿素製造プ

ラント 

有効利

用：原

料化 

    ・三菱重工の CO2 回収技術（KS-1） 

22 
イン

ド 
Phulpur Urea Plant 2006～ 

Indian Farmers Fertiliser 
Co-Operative 

実機 稼働中 
イン

ド 
肥料 

Indian Farmers 
Fertiliser Co-
Operative 

尿素製造プラ

ント 
0.16 

燃焼後

分離 

アミン

吸収法 
      

イン

ド 

Indian Farmers 
Fertiliser Co-
Operative 

尿素製造プ

ラント 

有効利

用：原

料化 

    
・三菱重工の CO2 回収技術（KM CDR 

Process） 

23 米国 
Capitol-SkyMine 
Project 

2014～ 
Capitol Aggegates 
SkyMine 

実機 稼働中 米国 
セ メ ン

ト 

Capitol 
Aggregates 

セメントミル 27           米国     

有効利

用：原

料化 

  

・回収設備
125MUSD 

（米国政府

3MUSD（プロジェ

クト）+25MUSD

（回収技術開

発）） 

・塩酸、炭酸ナトリウム他の製造に利

用 
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PJ 

No. 
国 PJ 名称 

開始年～終

了年 
実施者 

PJ 種

別 
状況 

CO2 排出源 CO2 輸送 CO2 受入場所 

ファイナンス 特記事項 
国 業種 排出者名称 排出施設 

排出量 

(MT/年) 

回収段

階 

回収技

術 
事業者 

輸送手

段 

輸送

形態 
国 受入者名称 

受入施設名

称 

受入施

設タイ

プ 

受入量

(MT/年) 

24 米国 
Searles Valley 
Minerals 

1976～ Searles Valley Minerals 実機 稼働中 米国 化学 
Searles Valley 
Minerals 

石炭発電 0.27 
燃焼後

分離 

アミン

吸収法 
      米国 

Searles Valley 
Minerals 

Soda Ash Plant 

有効利

用：原

料化 

    ・炭酸ナトリウムの製造に利用 

25 

米国

/カ

ナダ 

Great Plains Synfuels 
Plant/Weyburn-Midale 
CO2 Project 

2000～ 
Dakota Gas 
Cenovus 
Apache Energy 

実機 稼働中 米国 ガス Dakota Gas 
石炭ガス化プ

ラント 
3 

燃焼前

分離 
その他   

パイプ

ライン 

圧縮

ガス 

カナ

ダ 

Whitecap Resouces 
Inc. 

Wyburn Oil 
Field 

有効利

用：EOR 
2.4 ・Dakota Gas は回

収した CO2 を

Cenovus と Apache

に販売している 

・米国政府

3MUSD、カナダ政

府 2.2MUSD 

・越境の事例 

・スポンサー：6 公的機関、10 民間 

Cardinal Energy Ltd. Midale Oil Field 
有効利

用：EOR 
0.4 

26 
フラ

ンス 

Claye-Souilly CCS 
programme 

2009- Veolia  

パ イ

ロ ッ

ト機 

終了 
フラ

ンス 
埋立地 

a site at Claye 
Souilly, near 
Paris 

バイオガス-エ

ネルギー変換

施設 

n/a 
燃焼後

分離 

膜分離

法 
Veolia 不明 不明 

フラ

ンス 
Veolia 

埋立地敷地

内 

貯留：

帯水層 
0.2 

Veolia( €1.6 million) 
 ADEME, France's 
environment and 
energy management 
agency(€300,000) 

・回収技術には VPSA プロセス(多孔質

固体に成分を吸着)も用いられる。 

27 
オラ

ンダ 

European COCATE 
Project 

2010～2012 
French Institute of 
Petroleum 

パ イ

ロ ッ

ト機 

終了 
オラ

ンダ 

異 な る

工 業 施

設 

     不明 不明     不明 
オラ

ンダ 
    不明   

European 

Commission からの

支援(3 million euros) 

・小規模排出所による CCS 施設（回

収、輸送、貯留）の共有を検討した

もの。 

28 
オラ

ンダ 

Rotterdam Climate 
Initiative 

2006-
(Gemeente 

Rotterdam 、

PORTHOS に

移行) 

 the Port of Rotterdam, 
the companies in the 
industrial port district, the 
municipality and the 
environmental protection 
agency Rijnmond 

机 上

検討 

Porthos

に移行 

オラ

ンダ 
全て            

パイプ

ライン 
不明 

オラ

ンダ 
    

貯留：

帯水層 
2～2.5 

 Rotterdam, 
Havenbedrijf 
Rotterdam NV, 
DCMR Milieudienst 
Rijnmond en 

Deltalinqs（政府予

算） 

・ Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam NV, 

DCMR Milieudienst Rijnmond en Deltalinqs

（政府予算） 

29 
オラ

ンダ 
Bio-CCUS Project 2016～ AVR 実機 稼働中 

オラ

ンダ 

ご み 発

電 

Duiven ご み

発電施設 
発電施設      Air Liquid     

オラ

ンダ 
ハウス園芸業者 

園芸用ハウ

ス 

有効利

用：そ

の他 

0.6   
・Duiven の 5 倍の規模の Rozenburg ご

み発電施設にて FS 中 

30 
オラ

ンダ 
Athos Project ～ Athos 

机 上

検討 
稼働中 

オラ

ンダ 
各種 TATA 他   7.5     Athos     

オラ

ンダ 

ハウス園芸業者 

化学工業 

園芸用ハウ

ス 

合成燃料工

場 

有効利

用：そ

の他 

    ・Porthos との連携を構想か？ 

出所）エム・アール・アイリサーチアソシエイツ作成
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5.5.2 CO2 回収者のビジネスモデル 

CO2 排出・回収者側に焦点を当てたビジネスモデル事例を表 5-39、ビジネスモデルのポ

イントを表 5-40 にそれぞれ示す252。プロジェクト所有者としては民間事業者に加えて、JV、

PPP、政府機関との共同がある。資金源は、表 5-38 記載の政府等による補助金の他に、JV

による投資、株式がある。収益は CO2 販売、EOR、オフセットクレジット、CO2 プライシ

ング対策等である。リスク対策として、政府とのリスク共有、JV による知見の共有、融資

の保証、保険等が挙げられている。 

表 5-39 CO2 回収者のビジネスモデル事例 

 

 

 
252 Department for Business, Energy & Industrial Strategy(2018), ”Industrial carbon capture business models,” 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/759286/BEIS_CCS

_business_models.pdf（2020 年 2 月 7 日閲覧） 
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出所）Department for Business, Energy & Industrial Strategy(2018), ”Industrial carbon capture business models,” 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/759286/BEI

S_CCS_business_models.pdf（2020 年 2 月 7 日閲覧） 

表 5-40 CO2 回収者のビジネスモデルのポイント 

 

出所）Department for Business, Energy & Industrial Strategy (2018) “Industrial carbon capture business models,” 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/759286/BEI

S_CCS_business_models.pdf（2020 年 2 月 7 日閲覧） 

5.5.3 CO2 輸送・貯留者のビジネスモデル 

CO2 輸送・貯留者側に焦点を当てたビジネスモデル事例を表 5-41 に、収益化モデルを表 

5-42 にそれぞれ示す253。形態としては CO2 回収者と同様、民間事業者、PPP 等がある。収

益は、貯留費徴収、EOR である。徴収する貯留費は、貯留量に応じたもの、コストプラスフ

ィータイプ、政府等による管理された徴収費、CfD 等がある。また、複数顧客からの徴収も

挙げられている。 

 
253 Department for Business, Energy & Industrial Strategy (2018),” CO2 Transportation and Storage Business 

Models-Summary Report,” 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/677721/10251BEIS

_CO2_TS_Business_Models_FINAL.pdf（2020 年 2 月 7 日閲覧） 
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表 5-41 CO2 輸送・貯留者のビジネスモデル事例 

 

 

 

出所）Department for Business, Energy & Industrial Strategy (2018) “CO2 Transportation and Storage Business 

Models-Summary Report,” 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/677721/102

51BEIS_CO2_TS_Business_Models_FINAL.pdf（2020 年 2 月 7 日閲覧） 
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表 5-42 CO2 輸送・貯留者の収益化モデル分類 

 

出所）Department for Business, Energy & Industrial Strategy (2018),” CO2 Transportation and Storage Business 

Models-Summary Report,” 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/677721/102

51BEIS_CO2_TS_Business_Models_FINAL.pdf（2020 年 2 月 7 日閲覧） 

特異なビジネスモデル事例として、カーボンネガティブを企図しているプロジェクト事

例を以下に示す。 

(1) ごみ焼却排ガスからの CO2 回収・貯留（ノルウェー） 

ノルウェーにおけるごみ焼却排ガスからの CO2 回収・貯留プロジェクトを表 5-43 及び

図 5-124 に示す254,255,256。本プロジェクトは、エネルギー需要の増加及びごみ埋立による環

境汚染に対するソリューションとして CO2 回収型ごみ発電技術の確立を目的としたもので

あり、2024 年の実機稼働を計画中である。 

表 5-43 ごみ焼却排ガスからの CO2 回収・貯留概要（ノルウェー） 

項目 内容 

プロジェクト

名称 

Oslo Varme’s Waste-to-Energy Plant 

実施者 Fortum 

概要 ➢ Klemetsrud ごみ発電施設（オスロ市）において、ごみ発電排ガスから

 
254 Fortum (2017) “Carbon capture from  waste-to-energy in Oslo,” 

https://static1.squarespace.com/static/574c47228259b5de6737fbfe/t/59bae6c1a8b2b0646fe57501/1505421000578/Bj

erkås_CCS+KEA+2017+engelsk+med+Fortum-mal+USA+aug+17.pdf（2020 年 2 月 7 日閲覧） 

255 Fortum ウェブサイト “A full-scale carbon capture and storage (CCS) project initiated in Norway,” 

https://www.fortum.com/media/2018/11/full-scale-carbon-capture-and-storage-ccs-project-initiated-norway（2020

年 2 月 7 日閲覧） 
256 Global CCS Institute (2019) “Waste-to-Energy with CCS: A pathway to carbon-negative power generation,” 

https://www.globalccsinstitute.com/wp-content/uploads/2019/10/Waste-to-Energy-Perspective_October-2019-5.pdf

（2020 年 2 月 7 日閲覧） 
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CO2 を回収・貯留する。 

➢ 人口増加に伴うエネルギー需要の増加、ならびにごみ埋立による環境

汚染の両方を解決するソリューションとして CO2 回収型ごみ発電技

術の確立を図る。 

設備 ➢ ごみ焼却量：400kt/年 

➢ 発電量：10.5MW 

➢ 貯留場所：Northern Lights PJ 

➢ 貯留量：400kt/年 

スケジュール ➢ 2011 年：パイロットテスト 

➢ 2020/2021 年：ノルウェー議会議決 

➢ 2023/2024 年：実機稼働 

出所）エム・アール・アイリサーチアソシエイツ作成 

 

図 5-124 ごみ焼却排ガスからの CO2 回収（ノルウェー） 

出所）Global CCS Institute (2019) “Waste-to-Energy with CCS: A pathway to carbon-negative power generation,” 

https://www.globalccsinstitute.com/wp-content/uploads/2019/10/Waste-to-Energy-Perspective_October-

2019-5.pdf（2020 年 2 月 7 日閲覧） 

(2) ごみ焼却排ガスからの CO2 回収・再利用（オランダ） 

オランダにおけるごみ焼却排ガスからの CO2 回収・貯留プロジェクトを表 5-44、図 5-125

及び図 5-126に示す257,258,259,260。本プロジェクトは、ノルウェーのごみ焼却排ガスからのCO2

 
257 Netherlands Organisation for Applied Scientific Research ウェブサイト, “World first in large-scale capture of 

CO2 from waste” https://www.tno.nl/en/tno-insights/articles/world-first-in-large-scale-capture-of-co2-from-waste/

（2020 年 2 月 7 日閲覧） 

258 Waste Management World ウェブサイト, “Greenhouse Helps Dutch Waste to Energy Facility Cut CO2 

Emissions by 15%”（2020 年 2 月 7 日閲覧） 

259 Waste Management World ウェブサイト, “CO2 from Dutch Waste to Energy Plant to be Used in Horticultural 

Greenhouses,” https://waste-management-world.com/a/co2-from-dutch-waste-to-energy-plant-to-be-used-in-

horticultural-greenhouses（2020 年 2 月 7 日閲覧） 

260AVR ウェブサイト, “First tons of CO2 captured from residual waste supplied to greenhouse horticulture,” 
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回収・貯留に加えて、回収した CO2 のハウス園芸での利用を計画している。従来、園芸用

ハウスの温度調整用燃料として天然ガスを、作物の成長促進用 CO2 として天然ガス精製工

程で分離された CO2 を用いていた。本プロジェクトでは、作物の成長促進用 CO2 としてご

み焼却ガスから回収した CO2 を、ハウスの温度調整に地熱を用いることで天然ガスの使用

料削減を計画している。 

表 5-44 ごみ焼却排ガスからの CO2 回収・貯留概要（オランダ） 

項目 内容 

プロジェクト

名称 

BIO-CCUS Project 

実施者 AVR 

概要 ➢ Duiven ごみ発電施設の排ガスから CO2 を回収し、ハウス園芸の作物

生育促進に利用する。 

➢ 現在ハウス園芸で用いられている CO2 は、ハウスの温度調整用の天

然ガスから得ているため、本プロジェクトの遂行により、天然ガスの

使用量削減を図る。 

➢ 役割分担 

• 排ガスからの CO2 回収：AVR 

• 回収した CO2 の輸送：Air Liquid 

設備 ➢ ごみ焼却量：105kt/年（CO2 排出量：400KT/年） 

➢ 再利用場所：ハウス園芸（オランダ内） 

➢ 再利用量：60kt/年 

スケジュール ➢ 2016 年：テスト実施 

➢ 2019 年：CO2 回収施設稼働 

➢ 2020 年：Rozenburg の施設（Duiven 施設の 5 倍程度の規模）を対象と

した FS 実施 

出所）エム・アール・アイリサーチアソシエイツ作成 

 

https://www.avr.nl/en/press/first-tonnes-of-co2-captured-from-residual-waste-supplied-to-greenhouse-horticulture

（2020 年 3 月 10 日閲覧） 
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図 5-125 CO2 回収システム 

出所）AVR ウェブサイト, “First tons of CO2 captured from residual waste supplied to greenhouse horticulture,” 

https://www.avr.nl/en/press/first-tonnes-of-co2-captured-from-residual-waste-supplied-to-greenhouse-

horticulture（2020 年 3 月 10 日閲覧） 

 

 

 

図 5-126 ごみ焼却排ガスからの CO2 回収（オランダ） 

出所）Waste Management World ウェブサイト, “Greenhouse Helps Dutch Waste to Energy Facility Cut CO2 

Emissions by 15%”, https://waste-management-world.com/a/greenhouse-helps-dutch-waste-to-energy-

facility-cut-co2-emissions-by（2020 年 2 月 7 日閲覧） 
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(3) CO2 利用の促進（オランダ） 

オランダにおける CO2 利用の促進モデルを表 5-45 及び図 5-127 に示す261,262,263,264。Athos 

Project 自体は Porthos Project のアムステルダム版的なものであり、アムステルダム港周辺の

CO2 排出元から CO2 を収集し、アムステルダム港沖に貯留、あるいはオランダ国内で利用

するものである。本プロジェクトは Porthos Project と連携し、オランダ国内の Greenport に

作物の成長促進用の CO2 を供給することで、園芸用 CO2 利用量を現状の 1MT/年から 10 年

後には 1.7MT/年に増加させる計画である。 

表 5-45 CO2 利用促進モデル概要（オランダ） 

項目 内容 

プロジェクト

名称 

Athos Project 

実施者 Athos（Amsterdam-IJmuiden CO2 Transport Hub & Offshore Storage） 

構成：Port of Amsterdam 

   Energie Beheer Nederland B.V.：国営天然ガス供給会社 

   N.V. Nederlandse Gasunie：天然ガスパイプライン運営会社 

   Tata Steal：(印)製鉄会社 

概要 ➢ アムステルダム/エイマンデン地区の CCUS プロジェクト 

➢ CO2 再利用先として、ハウス園芸、合成燃料を想定 

➢ 役割分担 

• 排ガスからの CO2 回収：排出者（TATA 他） 

• 回収した CO2 の輸送：Athos 

設備 ➢ CO2 排出量：7.5Mt/年（Tata） 

➢ 再利用場所：ハウス園芸、合成燃料 

スケジュール ➢ 2019 年：FS 終了 

➢ 2020 年：共同開発契約（CO2 排出者、再利用者調整中） 

出所）エム・アール・アイリサーチアソシエイツ作成

 
261 Tata Steel ウェブサイト, “Tata Steel and partners explore potential carbon capture project to reduce CO2 

emissions from steelmaking”, https://www.tatasteeleurope.com/en/news/news/tata-steel-and-partners-explore-

potential-carbon-capture-project-to-reduce-co2-emissions-from-steelmaking（2020 年 2 月 7 日閲覧） 

262 Gasunie ウェブサイト, “Athos tests market interest in CO₂ delivery, CO₂ usage and storage locations”, 

https://www.gasunie.nl/en/news/athos-tests-market-interest-in-co2-delivery-co2-usage-and-storage-locations（2020

年 2 月 7 日閲覧） 

263 Linde ウェブサイト, “Ontwikkelingen van de CO2-rotonde in Noord en Zuid Holland”, http://blueterra.nl/wp-

content/uploads/2018/03/OCAP-ontwikkelingen-van-de-CO2-rotonde.pdf（2020 年 2 月 7 日閲覧） 

264 Port of Amsterdam ウェブサイト, “Athos tests market interest in CO₂ delivery, CO₂ usage and storage 

locations”, https://www.portofamsterdam.com/en/news-item/athos-tests-market-interest-co2-delivery-co2-usage-and-

storage-locations（2020 年 2 月 7 日閲覧） 
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図 5-127 CO2 利用促進モデル（オランダ） 

出所）Port of Amsterdam ウェブサイト, “Athos tests market interest in CO₂ delivery, CO₂ usage and storage 

locations,” https://www.gasunie.nl/en/news/athos-tests-market-interest-in-co2-delivery-co2-usage-and-

storage-locations（2020 年 2 月 7 日閲覧）, Linde ウェブサイト, “Ontwikkelingen van de CO2-rotonde in 

Noord en Zuid Holland,” http://blueterra.nl/wp-content/uploads/2018/03/OCAP-ontwikkelingen-van-de-CO2-

rotonde.pdf（2020 年 2 月 7 日閲覧） 

(4) 大気中の CO2 回収 

カナダの Carbon Engineering 社が、大気中の CO2 を直接回収し（DAC：Direct Air Capture）、

ガソリン、ディーゼル、ジェット燃料のような合成燃料の製造を検討中である265,266。同社

 
265 Daily Hive ウェブサイト, “Bill Gates-funded startup in Squamish sucks up carbon dioxide to make fuel”, 

https://dailyhive.com/vancouver/carbon-dioxide-fuel-squamish-june-2018（2020 年 2 月 17 日閲覧） 

266 National Geographic ウェブサイト, “This Gasoline Is Made of Carbon Sucked From the Air”, 

https://www.nationalgeographic.com/news/2018/06/carbon-engineering-liquid-fuel-carbon-capture-neutral-science/
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は、既に CO2 回収量 112T/時のテストプラント（Squamish, BC）を稼働しており、合成燃料

の製造にも成功している。また、同社の出資者には、Bill Gates 氏（マイクロソフト顧問他）、

Murray Edwards 氏（投資家）、Oxy Low Carbon Ventures、Chevron Technology Ventures、BHP

等が名を連ねている267。なお、DAC は、同社の他にも、Climeworks268、Global Thermostat269、

Terraleaf270等が取り組んでいる。 

5.6 CO2 利用のポテンシャル 

本項では、CCUS 技術について、技術の成熟度、市場性、CO2 需要、CO2 削減期間といっ

た観点から有望技術を絞り込む。また、特定された工程・製品については、データが利用可

能な範囲で JCM 締約国におけるポテンシャルを把握する。 

5.6.1 CCUS 技術 

化石燃料、産業プロセス、バイオマス、地下貯留、空気などから得られた CO2 を回収し、

貯留または利用する技術を CCUS 技術と呼ぶ。CCUS 技術は、CO2 を化学的に変換せず、

そのまま利用する直接利用（Non-conversion/ Direct use）と、CO2 を燃料、化学品、ビルディ

ングブロック等に化学的・生物的に変換をする変換利用（Conversion）に大別できる。CO2

の直接利用には、化学品や藻類等の収率増加、EOR を含む溶剤、超臨界発電などの伝熱流

体、その他があり、一方で、CO2 の変換利用には、燃料、化学品、ビルディングブロック向

けの利用が挙げられる。 

 

（2020 年 2 月 17 日閲覧） 

267 Carbon Engineering ウェブサイト, https://carbonengineering.com/about-us/（2020 年 3 月 9 日閲覧） 

268 Climeworkd ウェブサイト, https://climeworks.com/（2020 年 2 月 7 日閲覧） 

269 Global Thermostat ウェブサイト, https://globalthermostat.com/a-unique-capture-process/（2020 年 2 月 7 日閲

覧） 

270 The Corporate Social Responsibility Newswire ウェブサイト, “Terra Leaf : Art and Scinece for Climate 

Change”, https://www.csrwire.com/press_releases/34516-Terra-Leaf-Art-and-Science-for-Climate-Change（2020 年

2 月 17 日閲覧） 
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図 5-128 CCUS 技術の分類 

出所）IEA (2019) “Putting CO2 to Use September 2019 Creating value from emissions” 

https://www.iea.org/reports/putting-co2-to-use （閲覧日：2020 年 2 月 18 日）  

経済産業省が 2019 年に公表したカーボンリサイクル技術ロードマップでは、CCU 技術の

うち、EOR と CO2 の直接利用を除く、化学品、燃料、鉱物、その他への変換をカーボンリ

サイクルと呼称している。 

 

図 5-129 カーボンリサイクル 

出所）経済産業省（2019）「カーボンリサイクル技術ロードマップ」

https://www.meti.go.jp/press/2019/06/20190607002/20190607002-1.pdf （閲覧日：2020 年 2 月 18 日） 

 

 2015 年時点では、全世界で毎年約 230 百万トンの CO2 が商業向けに利用されている。

CO2 の最大の消費先は、肥料産業であり、尿素の製造に 130 百万トンが利用されている。

続いて、70-80 百万トンが EOR 向けに利用される。その他にも、食品、飲料向け、金属の表

面処理、冷却用途、植物の成長促進等に利用されている。 



 

254 

 

 

図 5-130 CO2 需要量の経年変化と 2015 年の CO2 需要先 

注）将来の世界の CO2 需要は、年平均の成長率を 1.7%として予測 

出所）IEA (2019) “Putting CO2 to Use September 2019 Creating value from emissions” 

https://www.iea.org/reports/putting-co2-to-use （閲覧日：2020 年 2 月 18 日）  

 

 本項では、CCU 技術のポテンシャルを検討するにあたり、以下の CCUS 技術を取り上げ 

た。各 CCU 技術の概要は以下の通りである。 

表 5-46 CCUS 技術 

 分類 CO2利用技術 内容 

化
学
的
・
生
物
学
的
変
換 

燃料・化学
品への変
換 

メタノール製造
（再生可能エネル
ギー利用） 

再エネ電力を用いて水を電気分解して水素を生成
し、CO2と混合して圧縮し、触媒上で反応させてメ
タノール（CH3OH）と水（H2O）を生成する。現在、
メタノールは天然ガスを原料とした合成ガス（一酸
化炭素と水素の混合ガス）から主に生産される。ガ
ソリンと混合し低炭素な自動車燃料、化学製品の原
料として用いられる。 

ギ酸製造 

CO2を電気分解し、ギ酸（HCOOH）を合成する。ギ
酸は水素キャリアとして用いられる。製造過程で
8MWh/CO2-tのエネルギーを要する。 

微細藻類の培養 

藻類を含む植物バイオマスの成長過程でCO2を吸収させる
ことで、成長率と収率を向上させる。主にバイオ燃料とし
て用いられる他、製薬、化粧品、化学品へと応用される。。 

逆回転リング集光炉
復熱器（CR5*） 

太陽エネルギーにより加熱された高温チャンバーと二酸化
炭素で満たされた冷却チャンバーを利用し、触媒下でCO2

からO2とCO、H2OからO2とH2を生成する。COとH2は合
成ガスとして、フィッシャー・トロプシュ合成で複数の炭
化水素に変換される。複数の金属・非金属の触媒が研究さ
れている。 

光触媒的還元（人
工光合成） 

光触媒を作製し、可視光を照射することで二酸化炭
素（CO2）を一酸化炭素（CO）やギ酸（HCOOH）
へ高効率に還元する。 

ポリマー製造（ポ
リカーボネート、
ポリウレタン） 

従来の原料とCO2を組み合わせて、ポリマーを合成
する。本技術では、ポリプロピレンカーボネートや
ポリエチレンカーボネートが合成可能である。 

尿素の増産 尿素（(NH2)2CO）は、主に天然ガスを原料に合成
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されたアンモニアと、アンモニア合成の際のオフガ
スのCO2とから合成される。通常のプロセスにCO2

を追加で供給し、尿素の生産量を最大化する。尿素
は、窒素肥料や化学産業での原料として利用され
る。 

メタノールの増産 
CO2を追加で供給することで、従来のメタノール合
成プロセスで、メタノールの増産を図る。 

ミネラル
化 

炭酸塩鉱物化（セ
メント等） 

CaやMgなどのアルカリ及びアルカリ土類酸化物を
CO2と化学的に反応させて、固形無機炭酸塩を生
成する。建設材料等に利用される。 

コンクリート養生 
CO2をコンクリートに固定化させ、コンクリート
の強度を向上させる。 

ボーキサイト残渣
処理 

ボーキサイト鉱石からアルミナを抽出した残渣
（赤泥）は、pHが約13の強アルカリ性のスラリー
である。ボーキサイト残渣をCO2に接触させるこ
とによりpHを無害なレベルまで低下させる。 

直
接
利
用 

製品等の
生産性向
上 

地熱発電の増強 

地下深部に存在する高温で乾燥した透水性の低い
岩盤から、CO2を用いて地熱を抽出して発電に利用
する。 

超臨界CO2サイク
ル発電 

CO2、天然ガスおよび酸素を注入して燃焼させて発
生した高温ガスでタービンを回転する発電である。
変換効率の向上と金属疲労や腐食の低減が報告さ
れている。 

石油等の
生産性向
上 

石 油 増 進 回 収
（EOR） 

CO2を既存の油井に注入して圧力を高め、油の粘度
を下げ、回収できる油の量を増やす。 

ガ ス 増 進 回 収
（EGR） 

自噴が衰えてきた天然ガス（メタンガス）井にCO2

を圧入する。 

コールベッドメタ
ン 増 進 回 収
（ECBM） 

炭層にCO2を圧入して炭層が吸着しているメタンガ
スと置き換え、メタンガスの生産量を増大させると
ともに、CO2を炭層に吸着固定する。 

注）CR5: Counter Rotating Ring Receiver Reactor Recuperator 

出所）ECOFYS (2013) “Implications of the Reuse of Captured CO2 for European Climate Action Policies” 

http://scotproject.org/sites/default/files/Carbon%20Count,%20Ecofys%20%282013%29%20Implications%2

0of%20the%20reuse%20of%20captured%20CO2%20-%20report.pdf （2020 年 1 月 23 日閲覧） 
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5.6.2 CCUS 技術の評価 

CCUS 技術について、技術の成熟度、市場性、長期的な CO2 需要、CO2 削減期間といっ

た観点から評価を行い、有望技術を絞り込む。 

(1) CCUS 技術の比較 

下表は、東レリサーチセンターが 2018 年に公表した報告書を基に、一部三菱総研で加筆

を行った評価表である。2013 年から 2015 年にかけて、欧州やカナダの団体が公表した報告

書を基に、各 CCUS 技術の成熟度、市場性、長期的な CO2 需要、CO2 削減期間を評価して

いる。赤色で示したセルは、各評価項目の中でも高い評価、橙色で示したセルは、各評価項

目の中で中程度の評価、色付けが無いセルは、中程度未満の評価を指す。 

表 5-47 CCUS 技術の成熟度・経済性・CO2 削減効果の見通し 

カ

テ

ゴ

リ 

分類 
CO2利用 

技術 

①技術の成熟度 ②市場性 
③長期的

なCO2需

要[Mt/yr] 

④CO2削減期間 

開発 

レベル 

技術の

成熟度 

実用化

目安 
経済性 

経済性・

市場性 

CO2保

持期間 

削減 

期間 

化
学
的
・
生
物
学
的
変
換 

燃料・化学品

への変換 

メタノール製

造（再エネ利用） 
開発段階 TRL5-7 1-5年 中 高 >300 燃焼まで 

燃料：化

石燃料代

替 

 

化学品：

一時的

固定 

ギ酸製造 研究段階 TRL5 5-10年 不明 中 >300 燃焼まで 

微細藻類の培

養 
研究段階 TRL3-5 1-5年 不明 中 >300 燃焼まで 

逆回転リング集光

炉復熱器（CR5） 
－ TRL3 － 不明 低 － － 

光触媒的還元 

（人工光合成） 
研究段階 TRL3 － 不明 中 － － 

化学品製造 開発段階 － 1-5年 不明 － 1-5 
プロセスに 

より様々 

ポリマー製造

（ポリカーボ

ネート、ポリウ

レタン） 

開発段階 TRL3-5 1-5年 不明 中 5-30 
数十～ 

数百年 

尿素の増産 実用化 TRL9 商業段階 低 中 5-30 6ヶ月 
一時的 

固定 

メタノールの

増産 
実用化 TRL9 1-5年 低 中 1-5 6ヶ月 

一時的 

固定 

ミネラル化 

炭酸塩鉱物化

（セメント等） 

開発段階 

TRL3-7 1-5年 不明 中 >300 
数十～ 

数百年 

永久的 
コンクリート

養生 
TRL5 商業段階 高 中 30-300 

数十～ 

数百年 

ボーキサイト 

残渣処理 
TRL8 商業段階 中 中 5-30 

数十～ 

数百年 

直
接
利
用 

製品等の生産

性向上 

地熱発電の増

強 
－ TRL4 5-10年 － 低 5-30 

CCSと組

み合わせれ

ば永久保存

があり得る 

－ 

超臨界 CO2サ

イクル発電 
－ TRL3  不明 中 <1 － － 

石油等の生産

性向上 

EOR（石油増進

回収） 
実用化 － 商業段階 変動大 － 30-300 

CCSと組

み合わせれ
永久的 
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ば永久的 

EGR（ガス増進

回収） 

開発段階 

～実用化 
－ － 低 － － － 永久的 

ECBM（コール

ベッドメタン増

進回収） 

開発段階 － 1-5年 中 － 30-300 

CCSと組

み合わせれ

ば永久的 

永久的 

出所）東レリサーチセンター（2018）「平成２９年度科学技術イノベーション創造推進委託事業 

エネルギー・環境分野における有望技術の技術課題に関する包括的調査」を三菱総合研究収書によ

り加筆 https://www8.cao.go.jp/cstp/stmain/houkokusho.pdf（2020 年 3 月 10 日閲覧） 

東レリサーチセンターの報告書において、評価に利用された文献は以下の通りである。各

項目の詳細は、次頁以降でまとめる。 

表 5-48 評価に利用した文献 

タイトル 機関 国 年 

CCU – carbon capture and utilisation 
Zero Emissions 

Platform 
ベルギー 2015 

Demonstrating CO2 capture in the UK cement, 

chemicals, iron and steel and oil refining sectors by 

2025: A Techno-economic Study 

Element Energy 

Limited 
英国 2014 

Carbon Capture and Utilization 
Integrated CO2 

Network (ICO2N) 
カナダ 2015 

Implications of the Reuse of Captured CO2 for European 

Climate Action Policies 
ECOFYS オランダ 2013 

出所）各文献を参考に三菱総合研究所作成 

(2) 比較項目 

本項目では、評価に用いた各項目（技術の成熟度、市場性、長期的な CO2 需要、CO2 削

減期間）に関して、評価の前提となる情報を整理する。 

1) 技術の成熟度 

技術の成熟度は、各 CCUS 技術によって異なる。既に成熟した市場で確立された技術と

して用いられている技術がある一方で、依然として理論や研究段階や実証段階に位置して

おり、商業化に向けて更なる技術開発が求められる技術も複数存在する。そこで、いくつか

の文献に記載された CCUS 技術の成熟度を比較する。なお、評価においては、CO2 回収技

術の成熟度は考慮せず、CO2 が十分に回収され、利用できる状況であることを前提とする。 

a. 開発レベル 

Zero Emissions Platform が 2015 年に公表した報告書では、CCUS 技術を、研究段階、設計

段階、実証段階、実装段階、成熟市場（実用化段階）の 5 段階で分類している。実用化段階

には、EGR、尿素・メタノールの増産、EOR が属する。実証段階には、再生可能メタノー

ル、ポリマーやその他化学品製造、ECBM、ミネラル化（炭酸塩化は実装段階）が属する。
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研究段階には、微細藻類の培養、光触媒であり、研究段階と設計段階の間には、再エネ由来

の電力を用いて製造したギ酸、エチレン、燃料が属する。対象技術の中では、実用化段階に

達している EGR、尿素・メタノールの増産、EOR 以外は、依然として研究～実証段階が大

半であり、商業化に向けては更なる開発が必要である。 

 

図 5-131 技術開発レベル 

出所）Zero Emissions Platform (2015) “CCU – carbon capture and utilisation” https://zeroemissionsplatform.eu/wp-

content/uploads/ZEP-report-CCU-08032016.pdf （2020 年 3 月 10 日閲覧） 

b. 技術の成熟度 

Element Energy Limited が 2014 年に公表した報告書では、CCUS 技術の技術成熟度レベル

（TRL: Technology readiness levels）を比較している。TRL は、技術開発がどの段階まで進捗

したかを定量的に把握するための尺度であり、1980 年代に米国 NASA によって開発された

手法である。TRL は全 9 レベルに細分化され、TRL が 9 に近づくほど技術開発が進んでい

ることを示す。 

表 5-49 TRL の定義 

 

出所）経済産業省（2018）「我が国が保有する高速炉技術の評価（目的と進め方）」

https://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/energy/fr/senryaku_wg/pdf/010_02_00.pdf （2020 年 3 月 10

日閲覧） 
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同報告書では、TRL、技術やプロジェクトの進捗動向、商業的実装までの推定期間、R&D

の取組みとその目的、資金的支援や支援プログラムの有無により TRL を総合的に判断して

いる。 

今回対象とした技術のうち、TRL8-9 に到達し、技術開発が運転段階まで到達している技

術は、尿素・メタノールの増産（TRL9）、ボーキサイト残渣処理（TRL8）である。また、

技術の開発段階～実証段階である TRL5-7 には、再生可能メタノール製造、ギ酸製造、微細

藻類の培養、炭酸塩化、CO2 コンクリート養生、ポリマー製造（ポリカーボネート、ポリエ

チレン）が含まれる。さらに、研究段階である TRL3-4 の技術には、光触媒、地熱発電の増

強、超臨界 CO2 サイクル発電が挙げられる。 

表 5-50 技術成熟度レベル（TRL） 

 

注）赤枠は三菱総合研究所追記 

出所）Element Energy Limited (2014) “Demonstrating CO2 capture in the UK cement, chemicals, iron and steel and 

oil refining sectors by 2025: A Techno-economic Study” http://www.element-energy.co.uk/wordpress/wp-

content/uploads/2017/06/Element_Energy_DECC_BIS_Industrial_CCS_and_CCU_final_report_14052014.p

df （2020 年 3 月 10 日閲覧） 

c. 実用化目安 

CCS 開発を支援するカナダの産業団体である ICO2N（Integrated CO2 Network）が 2015 年

に公表した報告書では、各 CCUS 技術の商業化までの期間を示している。既に商業規模で

運転を開始している技術として、コンクリート養生、ボーキサイト残渣処理、尿素増産、EOR

を挙げている。続いて、商業化まで 1-5 年の技術には、再生可能メタノール製造、微細藻類

の培養、ポリマー製造、メタノール増産、炭酸塩化、ECBM が属する。商業化まで 5-10 年

とされるのは、ギ酸製造、地熱発電の増強である。 
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表 5-51 実用化目安 

 

 

注）赤枠は三菱総合研究所追記 

出所）ICO2N (2015) “Carbon Capture and Utilization” https://www.pembina.org/reports/ccu-fact-sheet-2015.pdf 

（2020 年 3 月 10 日閲覧） 

2) 市場性 

CCUS 技術を用いて製造される商品やサービスは、市場の競争に晒されることから、新た

な CCUS 技術のコストと便益を、既存の技術と比較した場合の経済性が重要な観点である。

また、R&D の実施や政策的なインセンティブの提供に際しては、将来に渡って投資したコ

ストが回収できるかを検討するために、経済性の観点が重要なファクターとなる。ここでは、

CCUS 技術の経済性・市場性を比較する。 

a. 経済性 

ECOFYSが2013年に公表した報告書では、以下の4つの観点から経済性を評価している。 

① 商業化のポテンシャル（技術が R&D や資金支援なしに商業化可能であるか） 

② 投入コストとエンドユースコスト（競合となる商品やサービスと比較可能か） 

③ プロセスの効率性（プロセスと改善、最適化できるか） 

④ マクロ経済要因（油価、エネルギー供給、原材料の調達等、CCUS 技術の経済的な魅

力を向上させるような幅広い検討がされているか） 

同報告書の評価では、CCUS 技術のうち、コンクリート養生のみが経済性が高いと評価さ
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れている。また、再生可能メタノール製造、ボーキサイト残渣処理、ECBM の経済性は中程

度とされる。尿素・メタノールの増産、EGR の経済性は低いとされる。なお、EOR につい

ては、経済性の変動が大きいとしている。その他の技術は不明である。 

表 5-52 経済性 

 

 

注）赤枠は三菱総合研究所追記 

出所）ECOFYS (2013) “Implications of the Reuse of Captured CO2 for European Climate Action Policies” 

http://scotproject.org/sites/default/files/Carbon%20Count,%20Ecofys%20%282013%29%20Implications%20

of%20the%20reuse%20of%20captured%20CO2%20-%20report.pdf （2020 年 3 月 10 日閲覧） 

b. 経済性・市場性 

Element Energy Limited が 2014 年に公表した報告書では、以下の 3 つの観点から経済性・

市場性を評価している。 
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① 取り込み可能量（市場サイズと規模） 

② 経済的ポテンシャル（コストと市場の協業要因） 

③ 商業的な障壁 

ここでは、再生可能メタノール製造が唯一高評価を得て、経済性・市場性が高いとされる。

今回対象とした CCUS 技術では、地熱発電の増強のみが低評価であり、それ以外は中程度

の評価を得た。 

表 5-53 経済・市場性 

 

注）赤枠は三菱総合研究所追記 

出所）Element Energy Limited (2014) “Demonstrating CO2 capture in the UK cement, chemicals, iron and steel and 

oil refining sectors by 2025: A Techno-economic Study” http://www.element-energy.co.uk/wordpress/wp-

content/uploads/2017/06/Element_Energy_DECC_BIS_Industrial_CCS_and_CCU_final_report_14052014.p

df （2020 年 3 月 10 日閲覧） 

3) 長期的な CO2 需要、CO2 保持期間 

ECOFYS が 2013 年に公表した報告書では、各 CCUS 技術の推計での将来需要を示してい

る。300MtCO2/年を超える需要量の技術は、微細藻類の培養、再生可能メタノール製造、ギ

酸製造、ミネラル化であった。また、30-300MtCO2/年の需要がある技術は、尿素増産、EOR、

ECBM、コンクリート養生であった。それ以外の技術は 30MtCO2/年以下の需要であった。

CCUS 技術で利用可能な CO2 量は、CCU 由来の技術やサービスの供給、CCU 技術の需要等

の様々な要因に起因することから、不確定な要素が大きい。 

また、同表では、CCUS 技術の CO2 保持期間（永続性）を評価している。地熱発電の増

強、EOR,ECBM では、CCS と組み合わせることで CO2 の貯留が永久的になされる可能性が

ある。ポリマー製造、コンクリート養生、ボーキサイト残渣処理、炭酸塩化は、数十年～数

百年の CO2 保持が可能である。また、尿素・メタノール増産では、6 ヶ月程度の保持期間で

ある。再生可能メタノール製造、ギ酸製造、藻類バイオ燃料では、燃焼まで CO2 が保持さ

れる。技術ごとに CO2 の保持期間は大きく変動し、一部の技術では、CO2 の利用が正味の

排出削減効果をもたらすわけではない。燃料用途の場合は、化石燃料由来の炭化水素ベース
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の燃料を代替することで、CO2 排出削減に寄与する可能性がある。 

表 5-54 長期的な CO2 需要と CO2 保持期間 

 

注）赤枠は三菱総合研究所追記 

出所）ECOFYS (2013) “Implications of the Reuse of Captured CO2 for European Climate Action Policies” 

http://scotproject.org/sites/default/files/Carbon%20Count,%20Ecofys%20%282013%29%20Implications%20

of%20the%20reuse%20of%20captured%20CO2%20-%20report.pdf （2020 年 3 月 10 日閲覧） 

4) CO2 削減期間 

Zero Emissions Platform が 2015 年に公表した報告書では、CCUS 技術の CO2 削減期間を

比較している。石油等の生産性向上（EOR、EGR、ECBM）、ミネラル化（セメント等、コ

ンクリート養生、ボーキサイト残渣処理、炭酸塩化）では、CO2 を永久的に固定できる。他

方で、微細藻類の培養、尿素・メタノール増産は一時的な固定であり、再生可能メタノール

やギ酸の製造は化石燃料の代替となる。 

 

http://scotproject.org/sites/default/files/Carbon%20Count,%20Ecofys%20%282013%29%20Implications%20of%20the%20reuse%20of%20captured%20CO2%20-%20report.pdf
http://scotproject.org/sites/default/files/Carbon%20Count,%20Ecofys%20%282013%29%20Implications%20of%20the%20reuse%20of%20captured%20CO2%20-%20report.pdf
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図 5-132 CO2 削減期間 

出所）Zero Emissions Platform (2015) “CCU–carbon capture and utilisation” https://zeroemissionsplatform.eu/wp-

content/uploads/ZEP-report-CCU-08032016.pdf（2020 年 3 月 10 日閲覧） 

(3) 有望技術の選出 

1) 各技術の商業化に向けた障壁 

一部の CCU 技術では、特定の技術的・経済的な条件が揃う場合にのみ、CCU 技術の活用

可能となることがある。各技術が商業化段階まで到達する際に検討すべき障壁を以下に示

す。



 

265 

 

表 5-55 各技術の商業化に向けた障壁 

 分野 技術 収益の源泉 市場発展要因 コスト要因 商業化への主な障壁 

化
学
的
・
生
物
学
的
変
換 

燃料・
化 学
品 へ
の 変
換 

メタノール
製造（再生可
能エネルギ
ー利用） 

 燃料供給事業者へのメタノ
ール販売（従来の炭化水素
の輸送向け燃料との混合） 

 メタノール混合を制限する
燃料の品質要件がある可能
性 

 将来の再エネと従来燃料の
価格によって、導入量が決
まる可能性が高い 

 生産コストは不明なもの
の、経済性は再エネ電力と
通常の燃料の相対的なコス
トによって決定 

 CO2の精製のコストが必要 

 商業化に至った事例あり
（CRI:アイスランド） 

 代替輸送システム（例：電気
自動車）との競合は、将来の
大規模開発を妨げる可能性
がある 

 CO2削減には再エネまたは
低炭素のエネルギーが必要 

ギ酸製造 
 ギ酸の販売（将来的には、水
素エネルギーのキャリアと
なる） 

 水素エネルギーキャリアと
して、他キャリアと競合可
能 

 防腐剤および抗菌剤として
利用可能 

 水素を含めたフルチェーン
のコスト情報は非公開 

 CO2の精製のコストが必要 

 高い資本コストとエネルギ
ーコスト 

 ギ酸から水素への主要な工
程はまだ実証に成功してい
ない 

 CO2削減には再エネまたは
低炭素のエネルギーが必要 

微細藻類の培
養 

 様々なバイオ燃料、化学物
質、肥料を含む商業製品の
開発に潜在的に利用できる 

 製品やプロセスによって異
なる 

 燃料・化学品市場への参入
は、競合する化石燃料製品
の経済性と適切な規制枠組
みによって決まる。 

 大半の技術では培養と収穫
のコストが非常に高い 

 利用技術と藻類利用の前提
によるものの、大規模な藻
類 燃 料 の 生 産 コ ス ト は
4,000-1万ユーロ/トンであ
る。680-1,650ユーロ/トン
まで低下する可能性があ
る。 

 燃焼ガスを直接利用可能 

 多くの藻類培養技術は研究
開発の初期段階に留まる。 

 培養時の混合とその後のバ
イオマス脱水には多大なエ
ネルギーが必要であり、コ
スト削減の大きな障害であ
る。 

 日射量が良く、広大な土地
面積が必要となるため、他
の土地利用と競合する可能
性がある。 

 藻類は不純物やpHに敏感 

逆回転リング
集光炉復熱器
（CR5*） 

― ― ― ― 
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光触媒的還
元（人工光合
成） 

 液体燃料製品  代替液体燃料との競合 

 生産コストは非常に高い 
 エネルギー需要を削減する
安価な触媒の開発が鍵とな
る。 

 コスト削減 
 プロセス効率の向上と大規
模実証 

ポリマー製
造（ポリカー
ボネート、ポ
リウレタン） 

 プラスチック、コーティン
グ、包装、界面活性剤などの
広範囲の材料となる 

 ポリマー市場は大規模であ
り、成長している 

 既存の石油ベースの製品と
の競争力が鍵となる 

 コストに関して公開情報は
ほとんどない 

 コスト要因は最終製品によ
って大きく異なる 

 燃焼ガスを直接利用可能 
 既存インフラを使用可能 

 包装などの大規模市場への
参入には、既存製品と競合
する必要があり、大幅なコ
スト削減が必要である 

 永久固定でない（6ヶ月で再
排出される可能性） 

尿素の増産 
 尿素及びその他の肥料誘導
体の製造 

 尿素の地域的需要 
 アンモニアに対する尿素の
市場価格 

 CO2発生源の可能性 

 近隣のCO2発生源からCO2を
購入するコストまたは現場
での回収コスト(最低10米
ドル/tCO2～場合によって
は20米ドル/tCO2) 

 限定的ではあるものの既に
世界中で商業化 

 アンモニアと尿素の価格、
需要の変動によって、CO2回
収プラントへの投資が制限
される 

 永久固定でない（尿素が肥
料として分解されるとCO2
が再排出） 

メタノール
の増産 

 メタノール生産量の増加
(最大20%) 

 市場全体の需要は限られて
いる 

 メタノール価格とCO2回収
コストによって左右される
可能性が高い 

 回収プラントから生じる追
加コスト(投資コスト、エネ
ルギーコストの増加、その
他の運用コスト) 

 限定的ではあるものの既に
世界中で商業化 

 メタノールの価格、需要の
変動によって、CO2回収プラ
ントへの投資が制限される 

 永久固定でない 

ミ ネ
ラ ル
化 

炭酸塩鉱物
化（セメント
等） 

 建材材料(建築骨材とポル
トランドセメント) 

 原材料(ケイ酸マグネシウ
ムおよびケイ酸カルシウ
ム)は世界各地で入手可能 

 従来の建材材料の変更に
は、製品規制/仕様の変更が
必要な場合がある 

 排煙ガスからの直接炭酸化
によって回収段階を回避可
能 

 ただし、エネルギーが大量
に必要である 

 反応速度を向上させ、高エ
ネルギー需要/コストを低
減 

 大規模な採掘が必要となる 
 代替炭酸塩ベースの製品の
受容が必要 

コンクリー
ト養生 

 建設資材 
 CO2の回避コスト 

 既存の建材との競争力 
 推定の生産コストは、利

用されたtCO2当たり165
 高い生産コストと既存市

場との競争 
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米ドル(DOE、2010年) 

 セメント産業では、直接
燃焼ガスを利用可能 

 製品の品質基準を満たす
必要がある 

ボーキサイ
ト残渣処理 

 ボーキサイトの貯蔵コスト
の回避 

 鉱山の閉鎖や埋め立てに要
するコストを削減 

 高いCO2の純度要件 
 スケールアップ、横展開の
可能性は限定的 

 コスト情報は非公開 
 ネット便益はtCO2当たり20
豪ドルと報告 

 限定的ではあるものの、商
業ベースで既に展開済
（Alcoa, Kwinana 
refinery: 西豪州） 

直
接
利
用 

製 品
等 の
生 産
性 向
上 

地熱発電の
増強 

 クリーンエネルギー源の発
電効率の向上 

 CO2の回避コスト 

 世界的に大きな技術ポテン
シャル 

 相対的な電力価格、回収コ
スト、代替電力源が鍵 

 濃縮・脱水された工業用CO2
の回収・輸送コスト 

 既存の水性EGSプロセスは
商業規模で開発中 

 CCS関連で追加の障壁があ
る 

超臨界CO2サ
イクル発電 

 発電効率の向上 
 CO2の回避コスト 

 幅広い適用可能性 
 相対的な電力価格、CO2価
格、回収コストが鍵 

 濃縮・脱水された工業用CO2
の回収・輸送コスト 

 公開情報がほとんどない 
 大規模な技術実証の成功が
障壁 

石 油
等 の
生 産
性 向
上 

石油増進回
収（EOR） 

 原油の増産 

 CO2インフラの開発が鍵と
なる 

 税制優遇措置の進化 
 CO2の排出と回収コストの
比較(CCSと併用した場合) 

 地域間、陸上・海上間の変動
が大きい 

 ECO2供給、掘削、地表開発な
どのコストを含む 

 既に世界各地で商業化 
 広範な展開には、適切な税
制と中流インフラの開発が
必要となる 

ガス増進回
収（EGR） 

 天然ガスの増産 
 ガス価格、将来の需要、相対
的な経済性に依存 

 地域間格差が大きい 
 CO2供給、掘削、地表開発の
コストを含む 

 経済性が明らかでない 
 低コストのガス源との競争 
 パブリックアクセプタンス 

コールベッド
メタン増進回
収（ECBM） 

 回収した天然ガスの販売 

 ガス需要は大きく、今後も
増加が見込まれる 

 ECBMの投資は多くの点でシ
ェールガスと競合する 

 地域間格差が大きい 
 CO2供給、掘削、地表開発な
どのコストを含む 

 低コストのガス源との競合 
 パブリックアクセプタンス 

出所）ECOFYS (2013) “Implications of the Reuse of Captured CO2 for European Climate Action Policies” 

http://scotproject.org/sites/default/files/Carbon%20Count,%20Ecofys%20%282013%29%20Implications%20of%20the%20reuse%20of%20captured%20CO2%20-%20report.pdf、

ICO2N (2015) “Carbon Capture and Utilization” https://www.pembina.org/reports/ccu-fact-sheet-2015.pdf を三菱総合研究所で和訳（2020 年 3 月 10 日閲覧） 
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上記で検討されている CCU 技術の導入の際に考慮すべき要因は以下の通り整理できる271。 

 

⚫ 高純度 CO2 の入手可能性：人為的な CO2 発生源から、CCU 用途に適した等級の CO2

を得るためには、コストを削減策として、追加的な支援措置（例：カーボンプライシ

ング）が必要となる可能性が高い。発電所の排煙ガスを化学合成に直接利用する等、

濃縮されていない CO2 の利用方法が提案されているものの、研究段階に留まる。 

⚫ 再生可能エネルギー由来の電力の利用可能性：再生可能メタノール等の CCU 技術で

は、安価な再生可能エネルギーが不可欠である。 

⚫ 安価な CO2 フリー水素の利用可能性：再生可能メタノール、ギ酸製造等の CCU 技術

では、安価な CO2 フリー水素が不可欠である。水素の低コスト化が達成されるまで

の間、CO2 の代わりにメタンを利用可能である。 

⚫ ケイ酸塩鉱物の利用可能性：ミネラル化技術は、適切なケイ酸物質が、安価で豊富に

入手できる供給源に近接する必要がある。 

⚫ 土地及び太陽エネルギーの利用可能性：微細藻類の培養または光触媒変換技術は、太

陽の日射量が多い、低緯度で人口が少ない環境に限定される可能性が高い。 

⚫ 石油・ガス産業の存在：一部の CCU 技術は、炭化水素を生産する地域での活用に限

定される。 

⚫ 経済的支援の存在：CO2 回収を支援するメカニズムに加えて、CCU を支援するイン

センティブメカニズムが必要となる。 

⚫ 規制フレームワークの存在：CCU の開発を支援するための規制フレームワークが重

要である。例えば、CCU 技術による CO2 貯留を認める規制（CCU に適用可能なカー

ボンプライシング）、過度に複雑なモニタリング体制の回避、燃料混合率の閾値の変

化等が挙げられる。 

⚫ ハイテク産業の存在：一部の CCU 技術では、機能性化学品のようなハイエンドの付

加価値製品に関連しているため、先進的でハイテクおよび革新的な産業プレーヤーの

存在が前提条件と見なすことができる。特に先端的な研究・技術には大学の支援が必

要である。 

2) 有望技術 

(1) での検討内容を基に、CCU 技術を、技術の成熟度、市場性、長期的な CO2 需要、CO2

削減期間の 4 つの評価項目を基に比較する。 

まず、技術の成熟度を比較すると、メタノール製造、尿素及びメタノールの増産、ミネラ

ル化（コンクリート養生、ボーキサイト残渣処理）、石油等の生産性向上（EOR、ECBM）

が挙げられる。続いて、市場性が優れる技術として、メタノール製造とコンクリート養生で

ある。さらに、長期的な CO2 需要をみると、メタノール製造、ギ酸製造、微細藻類の培養、

コンクリート養生、炭酸塩化、EOR、ECBM の需要が大きい。さらに、CO2 削減期間を比較

すると、ミネラル化、地熱発電の増強、石油等の生産性向上（EOR、EGR、ECBM）では CCS

 
271 ECOFYS (2013) “Implications of the Reuse of Captured CO2 for European Climate Action Policies” 

http://scotproject.org/sites/default/files/Carbon%20Count,%20Ecofys%20%282013%29%20Implications%20of%20t

he%20reuse%20of%20captured%20CO2%20-%20report.pdf、ICO2N (2015) “Carbon Capture and Utilization” 

https://www.pembina.org/reports/ccu-fact-sheet-2015.pdf を三菱総研で和訳（2020 年 3 月 10 日閲覧） 
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と組み合わせると、CO2 を永久的に保持でき、また、ポリマー製造（ポリカーボネート及び

ポリウレタン）、ミネラル化（炭酸塩鉱物化、コンクリート養生、ボーキサイト残渣処理）

では、数十年～数百年の保持期間とされる。 

以上の結果を鑑みると、メタノール製造（再生可能エネルギー利用）、ギ酸製造、微細藻

類の培養、ポリマー製造（ポリカーボネート、ポリウレタン）、コンクリート養生、炭酸塩

鉱物化（セメント等）、ボーキサイト残渣処理、EOR（石油増進回収）が有望技術として挙

げられる。一方で、各技術の実装に向けては、前述の導入時に考慮すべき要因を検討する必

要がある。例えば、メタノール製造（再生可能エネルギー利用）では、安価な再生可能エネ

ルギーや水素の利用可能性が事業の実施可能性を左右する。また、コンクリート養生で製造

された製品は、各地域での品質基準を満たす必要がある。上記の点に留意して、次項では

JCM 締約国でのポテンシャルを検討する。 

5.6.3 JCM 締約国におけるポテンシャル 

本項では、JCM 締約国であるモンゴル、バングラデシュ、エチオピア、ケニア、モルディ

ブ、ベトナム、ラオス、インドネシア、コスタリカ、パラオ、カンボジア、メキシコ、サウ

ジアラビア、チリ、ミャンマー、タイおよびフィリピンの 17 か国における CCU 技術のポテ

ンシャルを整理する。特に世界各国で商用化・実証された事例、現在の製品の生産量や生産

国、品質要件、普及に必要な条件を鑑み、JCM 締約国でのポテンシャルを把握する。 

(1) メタノール（再生可能エネルギー利用） 

項目 内容 

商業化事例 ＜Carbon Recycle International（アイスランド）272＞ 

 概要：アイスランド Svartsengi に位置する George Olah 再エネメタノー

ルプラントで、2012 年に世界で初めての産業規模の再生可能エネルギー

メタノールの生産を行う。 

 生産規模：アイスランドの発電量の約 25%を占める地熱発電由来の電力

を利用し、水素を製造している。再エネメタノールの年間生産能力は

1300-4000 トンであり、毎年 5500MT の CO2 を利用している。CO2 源

は、アンモニアプラント、セメントプラント、製鉄プラント、化石燃料

発電である。 

 補助金：2019 年には欧州委員会の Horizon 2020 の補助金€1.8-million を

獲得し、大規模商業化に向けた取り組みを行う273。 

天然ガス由 ＜世界の動向＞ 

 
272 CRI (2011) “Practical marin applications of renewable methanol” 

https://dornsife.usc.edu/assets/sites/291/docs/Presentations/WUEBBEN_-_MARINE_FUELS.pdf （2020 年 3 月 10

日閲覧） 

273 CRI (2019) “CRI AWARDED CIRCLENERGY GRANT TO SCALE ETL TECHNOLOGY” 

https://www.carbonrecycling.is/circlenergy-news-1/2019/12/16/cri-awarded-circlenergy-grant-to-scale-etl-

technology-accelerates-commercialisation-of-technology-in-europe （2020 年 3 月 10 日閲覧） 
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来のメタノ

ールの生産

量 

 世界におけるメタノールの生産設備の容量は、2015 年時点で 7500 万ト

ン/年である。中国が世界の生産容量の半分以上を占めるとされる274。 

 

図 5-133 地域別のメタノール生産容量 

出所）Merchant Research & Consulting “Methanol: 2020 World Market Outlook and Forecast up 

to 2029” https://mcgroup.co.uk/researches/methanol （2020 年 3 月 10 日閲覧） 

＜JCM 締約国の動向＞ 

 JCM 締約国のうち、サウジアラビア、インドネシア、メキシコ、ミャン

マーでのメタノール生産設備の容量データがあり、4 か国を合計すると

2014 年時点で 878 万トン/年である。JCM 締約国での容量は、世界全体

の約 12%を占める275。 

➢ サウジアラビア 775 万トン/年 

➢ インドネシア 70 万トン/年 

➢ メキシコ 18 万トン/年 

➢ ミャンマー15 万トン/年 

再エネ電力 ＜世界の動向＞ 

 世界の再生可能エネルギーの設備容量は、約 2,356,346MW（2018 年）で

ある276。 

＜JCM 締約国の動向＞ 

 JCM 締約国での再生可能エネルギーの設備容量（2018 年）は世界全体の

約 4%であり、国別の容量は以下の通りである。メキシコ、ベトナム、チ

リ、タイ、インドネシアでの導入量が多い。 

 
274 Methanol Institute “The methanol industry” https://www.methanol.org/the-methanol-industry/ （2020 年 3 月 10

日閲覧） 

275 Target map “Methanol production capacity 2014” https://www.targetmap.com/viewer.aspx?reportId=50881 

（2020 年 3 月 10 日閲覧） 

276 IRENA “Renewable Energy Statistics 2019” (2019) https://www.irena.org/-

/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/Jul/IRENA_Renewable_energy_statistics_2019.pdf （2020 年 3 月

10 日閲覧） 
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図 5-134 再生可能エネルギー設備容量（2018 年） 

出所）IRENA “Renewable Energy Statistics 2019” (2019) https://www.irena.org/-

/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/Jul/IRENA_Renewable_energy_statistics_2

019.pdf を基に三菱総研作成（2020 年 3 月 10 日閲覧） 

（参考）世界の太陽光発電のポテンシャル（日射量）と風力発電のポテンシ

ャル（風況）は以下の通りである。 

 

図 5-135 太陽光発電のポテンシャル 

出所）SOLARGIS ウェブサイト https://solargis.com/maps-and-gis-data/download/world 

（2020 年 3 月 10 日閲覧） 
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図 5-136 風力発電のポテンシャル 

出所）Xi Lu (2009) “ Global potential for wind-generated electricity” 

https://www.pnas.org/content/106/27/10933 （2020 年 3 月 10 日閲覧） 

燃料として

のメタノー

ル利用基準 

＜世界の動向＞ 

 メタノールは、自動車用燃料としてガソリンと混合して利用できる。欧

州燃料基準（European standard EN228）によると、ガソリン 1 リットル当

たり 3%までメタノールを混合可能である。また、中国では、15%までメ

タノールを混合可能である。オーストラリア、イタリア、インド、イス

ラエルでは、15%までのメタノール混合に関する試験が進む。なお、中

国の一部の省では、軽自動車、バス、トラックでのメタノールの 100%利

用が進む277。 

＜JCM 締約国の動向＞ 

 一方で、JCM 締約国での自動車用燃料ガソリンとのメタノール混合要件

は、特に定められていない。 

 

図 5-137 自動車燃料としてのメタノールの混合要件 

出所）Gregory Dolan “ Overview of Global Methanol Fuel Blending” 

https://www.methanol.org/wp-content/uploads/2019/02/4.-Greg-Dolan-Overview-of-

Global-Methanol-Fuel-Blending.pdf （2020 年 3 月 10 日閲覧） 

JCM 締約国

におけるポ

テンシャル 

 現在のメタノール生産能力を鑑みると、JCM 締約国では、サウジアラビ

ア、インドネシア、メキシコ、ミャンマーに展開ポテンシャルが存在す

る。今後、各国における再生可能エネルギー導入量が拡大し、余剰の再

生可能エネルギーを利用した安価な水素の調達が可能になると、再エネ

利用メタノール製造が実施できる可能性がある。 

(2) ギ酸製造 

項目 内容 

実証事例 ＜Mantra（カナダ）＞ 

 
277 Carbon recycling international “Methanol” https://www.carbonrecycling.is/products （2020 年 3 月 10 日閲

覧） 
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 概要：2001 年から電気化学的還元によるギ酸の製造の研究を進めるカナ

ダの企業。カナダ、オーストラリア、中国、インドで電気化学的還元技

術の特許を取得済み278。2017 年に Spectrum Global Solutions Inc.に社名変

更。 

 実証例：2015 年から、フィンランドの Kemira 社と共に、カナダ・ブリ

ティッシュコロンビア州の Lafarge セメント工場で、ギ酸製造の実証を

進め、連続生産プロセスと技術実証を行う。セメント工場から排出され

る 100kg/日の CO2 をギ酸に変換する279。 

生産量 ＜世界の動向＞ 

 ギ酸の生産量：2016 年の世界のギ酸生産量は 101 万トンであり、2022

年には 121 万トンに達する見込みである。ギ酸の生産地域は、主に中国、

米国、EU、インドであり、中国は世界の約 48％を生産している（2016

年）280。なお、国別の生産量データは見当たらなかった。 

 ギ酸の消費量：2016 年の国別のギ酸消費量は、多い国から順に、中国、

西ヨーロッパ、インド、中央/東ヨーロッパ、米国、ブラジル、中東、イ

ンドネシアである。なお、消費量の数値データは見当たらなかった。 

 

 

図 5-138 世界のギ酸の消費量（2016 年） 

出所）HIS Markit “Formic Acid” https://ihsmarkit.com/products/formic-acid-chemical-

economics-handbook.html （2020 年 3 月 10 日閲覧） 

＜JCM 締約国の動向＞ 

 
278 Mantra Venture Group (2015)“About Mantra Energy Alternatives” https://cmcghg.com/wp-

content/uploads/2015/12/20151127-CMC-Mantra-Presentation-Kazemi.pdf （2020 年 3 月 10 日閲覧） 

279 Mantra Venture Group (2014)“Mantra Venture Group Energy Storage Technology” 

http://www.bangkokrugby10s.net/wp-content/uploads/2014/11/Mantra-Presentation-IHI.pdf （2020 年 3 月 10 日閲

覧） 

280 Market watch (2019) “Formic Acid Industry Growth, Shares, Opportunities, Market Size, Manufacturers, 

Production Value, and Forecast to 2019-2024” https://www.marketwatch.com/press-release/formic-acid-industry-

growth-shares-opportunities-market-size-manufacturers-production-value-and-forecast-to-2019-2024-2019-09-13 

（2020 年 3 月 10 日閲覧） 
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 上述のギ酸の消費国のうち、JCM 締約国は中東、インドネシアであり、

その割合は約 7%と推測される。2016 年の世界の生産量が 101 万トンで

あることから、ギ酸が消費国で生産されたと仮定すると、JCM 締約国に

おける生産量は約 7 万トンである。 

要件  再生可能エネルギー利用のメタノール製造と同様、ギ酸製造においても

安価な再生可能エネルギー由来の電力が必要となる。 

 

図 5-139 再生可能エネルギー設備容量（2018 年）（再掲） 

出所）IRENA “Renewable Energy Statistics 2019” (2019) https://www.irena.org/-

/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/Jul/IRENA_Renewable_energy_statistics_

2019.pdf を基に三菱総研作成（2020 年 3 月 10 日閲覧） 

JCM 締約国

でのポテン

シャル 

 ギ酸の生産量や国別消費量を鑑みると、中東、インドネシアで展開ポテ

ンシャルがある。一方で、依然としてギ酸の製造は技術実証を進める段

階であり、JCM 締約国での展開はまだ先であると考えられる。 

 再生可能エネルギー利用のメタノール製造と同様、余剰の再生可能エネ

ルギーを利用した安価な水素の調達が可能になると、普及する可能性が

ある。 

(3) 微細藻類の培養 

項目 内容 

研究～実証

事例 

＜Algenol Biotech（米国）＞ 

 概要：2006 年に設立された米国・フロリダを拠点とし、藻類を培養し、

食品、天然着色料、化粧品、バイオ燃料（エタノール等）を生産。バイ

オ燃料は EPA の認証を得ている。石炭火力発電の排ガスからの CO2 を

利用した場合、化石燃料と比較し GHG を 85%削減281。 

 補助金：2016 年から 2020 年にかけて、米国 DOE から計 5 百万米ドル

 
281 Algenol (2017) “Algae-based biofuel production in the Algenol Direct-to-Ethanol process” 

http://floridaenergy.ufl.edu/wp-content/uploads/Algenol-BIO-July-2017-Laura-Belicka.pdf （2020 年 3 月 10 日閲

覧） 
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の R&D 補助金を得ている。プロジェクト終了時までに 4,000 ガロン

BFI/エーカー-年以上の生産量を目指す（BFI: biofuel intermediates ）282。 

＜Subitec（ドイツ）＞ 

 概要：ドイツに拠点を置く、藻類培養機器のサプライヤーであり、フラ

ットパネルエアーリフト型のバイオリアクター技術を有する。 

 実証：エネルギー用途向けの藻類培養では、 EnBW 、E.ON 、

Vattenfall/GMB に対して実証設備を納入している。全てのプロジェクト

で発電所由来の CO2 を利用した藻類培養を実施している。リアクター

の容量は、EnBW: 4.32m3、E.ON: 1.44m3、Vattenfall/GMB: 不明である
283。 

＜MBD Energy（オーストラリア）＞ 

 概要：オーストラリア・ビクトリア州を拠点とし、発電所の排ガスから

の CO2 を藻類培養に利用。高品質プラスチック、燃料、肥料などの生

産に利用284。 

 海外展開：2014 年に、タイの Loxley PLC が、ラチャブリに位置する石

炭火力発電所に、MBD Energy の藻類培養の実証プラントを導入するこ

とを発表。総額 70 百万タイバーツ285。 

 補助金：2017 年には、オーストラリア政府の Global Innovation Linkages 

(GIL) プログラムから 85 万豪ドルの補助金を得て、ベトナムで James 

Cook 大学と共同で、ベトナムのエビ養殖における水質改善と養殖の持

続可能性の確保に関するプロジェクトを実施。同時に食品用途として

の藻類培養技術も開発286。 

＜環境水産農業省（サウジアラビア）＞ 

 概要：サウジアラビア・リヤドでは、2017 年に環境水産農業省主導で

「KSA の藻類生産技術に関する研究開発プロジェクト」が開始。発電

所、塩水淡水化プラント、製油所、セメント工場から排出される CO2

を利用し、藻類培養を実施する。プロジェクトは、環境水産農業省、ア

ラムコカンパニー、SABIC、SEC、KACST、KAUST 等が参加している
287。 

 
282 Algenol (2019) “Production of Biocrude in an Advanced Photobioreactor-Based Biorefinery” 

https://www.energy.gov/sites/prod/files/2019/03/f61/Production%20of%20Biocrude%20in%20an%20Advanced%20

Photobioreactor-Based%20Biorefinery_EE0007690.pdf （2020 年 3 月 10 日閲覧） 

283 Subitec “Research facilities for power plants” https://subitec.com/en/pilot-and-production-plants-for-algae-

cultivation （2020 年 3 月 10 日閲覧） 

284 Bloomberg “MBD Energy” https://www.bloomberg.com/profile/company/1361848D:AU （2020 年 3 月 10 日

閲覧） 

285 The Nation Thailand “Loxley trials cultivation of algae for biofuel” 

https://www.nationthailand.com/business/30181965 （2020 年 3 月 10 日閲覧） 

286 Ministry of industry, science and technology (2018) “Building international partnerships to get local results” 

https://www.minister.industry.gov.au/ministers/karenandrews/media-releases/building-international-partnerships-get-

local-results （2020 年 3 月 10 日閲覧） 

287 Algae Industry Magazine (2017) “Saudi Arabia launches algae production project” 
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要件  藻類培養には、日射量が良く、広大な土地面積が必要となる。世界の全

天日射量は、以下の通りである。JCM 締約国では、メキシコ、サウジ

アラビア、タイ、インドネシア、ベトナム、カンボジア、ミャンマー、

チリの日射量が大きい。 

 

図 5-140 全天日射量 

出所）SOLARGIS ウェブサイト https://solargis.com/maps-and-gis-data/download/world 

（2020 年 3 月 10 日閲覧） 

JCM 締約国

でのポテン

シャル 

 JCM 締約国のうち、タイ、ベトナム、サウジアラビア等では既に藻類

培養の研究・実証事例が報告されている。JCM 締約国のうち、日射量

が大きいこれらの国で展開ポテンシャルがある。 

(4) ポリマー製造 

項目 内容 

実証事例 ＜Econic（イギリス）＞ 

 イギリス企業である Econic は、CO2 をポリウレタンの構成要素である

ポリオール（短鎖ポリマー）に変換するために必要なエネルギー量を削

減する触媒技術を開発。同技術は、化石燃料ベースの材料のうち、約半

分を CO2 に置き換え、廃 CO2 を利用しながらプラスチック生産に必要

な化石燃料原料のコストを削減可能。同社のポリウレタンは、家具、断

熱材、構造用フォーム、衣類、靴、接着剤、保護コーティングに使用可

能である288。 

 補助金：2016 年には、触媒技術の商業化に向けて、総額 220 万ユーロ

の Horizon 2020 SME instrument の補助金を得ている289。 

 

https://www.algaeindustrymagazine.com/saudi-arabia-launches-algae-production-project/ （2020 年 3 月 10 日閲

覧） 

288 Econic ウェブサイト http://econic-technologies.com/ （2020 年 3 月 10 日閲覧） 

289 Royal Society of Chemistry “Econic technologies” https://www.rsc.org/globalassets/04-campaigning-
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＜SK Innovation（韓国）＞ 

 韓国企業の SK Innovation では、CO2 とポリプロピレンモノオキサイド

（PO）からポリマーを合成する触媒の商業化を進める。CO2 を利用し

て合成されたポリマーである GreenPol は、フィルムや包装材として利

用される290。 

生産量 ＜世界の動向＞ 

 ポリカーボネートの世界の生産量は、485 万トン/年（2015 年）である。 

 

図 5-141 ポリカーボネートの生産量（2015 年） 

注）単位は千トン/年 

出所）Stastia “Polycarbonate production capacity worldwide in 2015, by country (in 1,000 tons 

per year)” https://www.statista.com/statistics/650304/polycarbonate-global-production-

capacity-by-country/ を基に三菱総研作成 （2020 年 3 月 10 日閲覧） 

＜JCM 締約国の動向＞ 

 JCM 締約国では、タイ（約 43 万トン）、サウジアラビア（約 24 万トン）

での生産量が多い。 

JCM 締約国

でのポテン

シャル 

 ポリマー製造では、既存インフラを活用し、CO2 を原料として利用可能

な触媒を使用することが想定される。2015 年時点で一定程度ポリマーが

製造されており、既存インフラの存在するタイ、サウジアラビアでのポ

テンシャルが存在する。 

(5) コンクリート養生および炭酸塩鉱物化 

項目 内容 

商業化事

例 

＜世界の動向＞ 

 セメント・コンクリート分野での CO2 利用技術は、カナダ、米国、オー

ストラリア等で開発されている。 

 

outreach/policy/international-collaborations-create-chemistry/rsc_econictechnologies_casestudy_2018.pdf （2020

年 3 月 10 日閲覧） 

290 SK Innovation “GreenPol” http://www.skrnd.com/eng/popup/polymer01.html （2020 年 3 月 10 日閲覧） 
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表 5-56 セメント・コンクリート分野の CO2 利用技術 

 

出所）地球環境産業技術研究機構（2017）「長期的な地球温暖化対策の検討に向けた調査

事業」https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000728.pdf （2020 年 3 月 10 日閲

覧） 

＜Carbon Cure（カナダ）＞ 

 概要：エタノールや肥料プラント、セメントプラント等の排出源から回収

される CO2 を用い、コンクリート養生に利用。実用化済みである。セメ

ント使用量を 4-8%程度削減し、圧縮強度を向上させる291。 

 実用事例：インフラストラクチャ・アズ・ア・サービスモデルとして、コ

ンクリート製造者に対して、月額制で必要な機器とサポートサービスを

提供している。コンクリート製造業者にとっては、巨額の初期投資が不要

なため、導入しやすく、混合物の中で最も高価なセメントの使用量を削減

することでコスト削減292。 

＜デンカ、鹿島建設、中国電力、ランデス（日本）、環境配慮型コンクリー

ト CO2-SUICOM＞ 

 概要：環境配慮型コンクリートである CO2-SUICOM (CO2-Storage Under 

Infrastructure By Concrete Materials) は、セメントの半分以上を特殊な混和

材（γ-2CaO・SiO2）や産業副産物などに置き換えることで、セメント製

造時に排出される CO2 を大幅削減。また、同混和材は CO2 と反応するこ

とで CO2 を吸収し、固まる性質を持つことから、高濃度の CO2 環境下で

養生（炭酸化養生）を行うことにより、大量の CO2 を吸収させる。コン

クリート製造時における CO2 排出量を実質ゼロ以下にすることに世界で

初めて成功。 

 実用事例：デンカ、鹿島建設、中国電力、ランデスの 4 社で開発を進めて

おり、既に福山太陽光発電所、宇部太陽光発電所、中野セントラルパー

ク・レジデンス等に適用されている293。 

 補助金：経済産業省の公募事業である「平成 26 年度二酸化炭素回収・貯

蔵実証総合推進事業補助金（二酸化炭素固定化・有効利用技術実証支援事

業）」に採択され、開発・実験に取り組む294。 
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図 5-142 CO2-SUICOM の概要 

出所）ランデス株式会社「CO2-SUICOM」https://www.landes.co.jp/product/113 （2020 年 3

月 10 日閲覧） 

＜Blue planet（米国）＞ 

 概要：米国カリフォルニア州の Blue Planet は、発電所の煙道ガスからの

CO2 を使用して、石灰岩に代わる炭酸塩岩（合成石灰岩 CaCO3）を生成。

2016 年には、サンフランシスコ空港の新しいターミナルのコンクリート

として実証利用され、使用要件を満たすことが確認された295。 

＜Carbicrete（カナダ）＞ 

 概要：カナダモントリオールに拠点を置く Carbicrete は、セメントを高炉

スラグに置き換え、高濃度 CO2 で養生することで、硬化させる。CO2 は

固体となり、スラグ顆粒をコンクリートに結合する。同技術は、標準サイ

ズのコンクリートブロックごとに、2kg の CO2 生成を回避、1kg の CO を

固定するため、カーボンネガティブと見なされる。LEED 認証を取得済み
296。Harsco 社が 3 百万米ドルの投資を実施297。 

＜Calera（米国）＞ 

 発電所の排煙ガス等の CO2 をミネラル添加アルカリ性食塩水に接触さ

せ、炭酸塩を生成。コンクリート、アスファルト、その他の建築用塗材の

製造に使用できる骨材やコンクリート混和材（SCM）として利用。カリフ

ォルニアの 1000MW 規模の発電所の近郊に実証設備を有しており、日平

均 5 トンの SCM を製造する。20％のセメントを同社の SCM に置き換え

 
291 Carbon Cure (2016) “Who knew greener could mean stronger?” 

https://irmca.org/file/327/CarbonCure_Ready_Mixed_Technology_Brochure.pdf （2020 年 3 月 10 日閲覧） 

292 Carbon Cure “Curing our Concrete Footprint” 

https://www.pangaeaventures.com/images/stories/pang/impact/Pangaea%20impact%20case%20study%20-%20Carbo

nCure2.pdf （2020 年 3 月 10 日閲覧） 

293 鹿島建設 (2012) 「CO2-SUICOM（スイコム）」

https://www.kajima.co.jp/news/digest/jun_2012/searching/index-j.html （2020 年 3 月 3 日閲覧） 

294 ランデス株式会社「CO2-SUICOM」https://www.landes.co.jp/product/113 （2020 年 3 月 10 日閲覧） 

295 Blue Planet “Technology” http://www.blueplanet-ltd.com/ （2020 年 3 月 10 日閲覧） 

296 Carbicrete “Technology” http://carbicrete.com/technology/ （2020 年 3 月 10 日閲覧） 

297 Carbicrete “Harsco Invests $3million inoto carbicrete” http://carbicrete.com/harsco-invests-3-million-into-

carbicrete/ （2020 年 3 月 10 日閲覧） 
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ることで、コンクリート 1 立法ヤード当たり 1,146 ポンドの CO2 を削減

可能である。また、副産物である淡水は、飲料水、灌漑用水、工業用水と

して使用可能である298。 

生産量 ＜世界の動向＞ 

 世界におけるセメントの生産量は、4000 万トン（2019 年）である。中国

が世界全体の生産量のうちの約半分を占め、次いでインドの生産量が多

い。 

＜JCM 対象国の動向＞ 

 ベトナム（世界 3 位）、インドネシア（世界第 6 位）である。 

表 5-57 世界のセメントの生産設備容量 

 

出所）USGS “MINERAL COMMODITY SUMMARIES 2020” (2020) 

https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2020/mcs2020.pdf （2020 年 3 月 10 日閲覧） 

品質規定 ＜日本の動向＞ 

 日本国内では，ポルトランドセメントを、高炉スラグ微粉末やフライア

ッシュ等の混和剤で置換したコンクリートについての品質規定が定め

られており、高炉セメントでは JIS R 5211:2009、フライアッシュセメン

トでは JIS R 5213:2009 が規定される。 

➢ 高炉セメント（JIS R 5211:2009）：高炉スラグ微粉末の使用量によっ

て分類される。 

 A 種（5%を超え 30%以下） 

 B 種（30%を超え 60%以下） 

 C 種（60%を超え 70%以下） 

➢ フライアッシュセメント（JIS R 5213:2009）：フライアッシュの使用

量によって分類される。 

 A 種（5%を超え 10%以下） 

 B 種（10% を超え 20%以下） 

 C 種（20%を超え 30%以下） 

 

 
298 Calera “Basics of Calera process” 

https://ww3.arb.ca.gov/cc/etaac/meetings/102909pubmeet/mtgmaterials102909/basicsofcaleraprocess.pdf （2020 年

3 月 10 日閲覧） 
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＜JCM 締約国の動向＞ 

 JCM 締約国におけるセメント、コンクリートに係る主要な基準は以下

の通りである。なお、アジアでは旧宗主国の米国と欧州の基準類が重用

されることがあるため、下表に含める。 

表 5-58 JCM 締約国における基準類 

対象 セメント 高炉スラグ

微粉末 

フライアッ

シュ 

レディミク

ストコンク

リート 

関連基準類 

日本 JIS R 5210 

JIS R 5211 

JIS R 5212 

JIS R 5 13 

JIS A 6206 JIS A 6201 JIS A 5308 土 木 学 会 

示方書 

建 築 学 会 

JASS 5 

米国 ASTM C 150 

ASTM C 595 

ASTM C 

1157 

ASTM C 989 ASTM C 618 ASTM C 478 

ASTM C 913 

ASTM C 990 

ACI 211.1 

ACI 318 

欧州 EN 197 EN 15167 EN 450 EN 206 

EN 13369 

EN 1990 

EN 1992-1 

インドネシ

ア 

   SNI03-4433  

モンゴル MNS 3091   MNS 1185  

タイ TIS 15 

TIS 849 

  TIS 213-

2552 

 

ベトナム TCVN 2682 

TCVN 4316 

TCVN 6260 

TCVN 4315  TCVN 9340  

フィリピン PNS 07     

カンボジア CS 0073     

ラオス LS 04     

出所）コンクリート工学年次論文集（2015）「混和剤を大量使用したコンクリートのアジ

ア地域における有効利用に関する研究委員会」http://data.jci-

net.or.jp/data_pdf/37/037-01-0003.pdf 及び Association of southern Asian nations 

“Directory of Standards and Technical Regulations / Requirements in the Construction 

Sector” https://asean.org/?static_post=directory-of-standards-and-technical-regulations-

requirements-in-the-construction-sector（フィリピン、カンボジア、ラオス） （2020

年 3 月 10 日閲覧） 

品質規格において、各国で留意すべき点は以下の通りである。 

 セメント規格における高炉スラグ微粉末の置換率の上限値：ベトナムが

日本の高炉セメント C 種と同様に 70%であった。そのため、高炉スラグ

微粉末の置換率を 70%以上とする場合には、混和剤の一つとして使用す

ることや、規格外の混合セメントとして使用することが想定される。な

お、米国の ASTMC595 の 70%以上と欧州の EN197 の 81~95%が比較的高

い値が採用されている 

 フライアッシュ：いずれの国においても、数種類の等級に分けてフライア

ッシュの品質を規定している。ただし、等級分けで使用する化学成分や密
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度、粉末度などの指標の種類と基準値は各国で異なる。タイでは、自国の

石灰岩の試験結果を元に品質規格を制定している。 

 レディミクストコンクリート：インドネシアでは、購入者が強度などの要

求性能を設定して、製造者が要求を満足するような配合を行う方法と、購

入者が配合を示して製造者がこれに準拠してコンクリートを準拠してコ

ンクリートを製造する方法の 2 種類の責任体制を示しており、全社では

混和剤を自由に使用できる可能性がある。タイでは、アジアコンクリート

モデルコードのレベル 2 ドキュメントとして、2 つの基準類を発行してお

り、耐久性の照査や湿潤養生日数の設定等においてフライアッシュを使

用する際の規定を多く示している299。 

品質要件 ＜日本の動向＞ 

 日本の建築基準法施行令第 74 条に基づく「設計基準強度との関係におい

て安全上必要なコンクリート強度の基準」（昭和 56 年建設省告示第 1102

号）では、特別な調査又は研究の結果に基づき構造耐力上支障がないと認

められる場合を除き、一定の試験体について圧縮強度試験を行い、当該試

験によって得たコンクリートの強度が設計基準強度以上であること等を

求めている300。 

 日本建築学会 JASS 5 鉄筋コンクリート工事 建築工事標準仕様書では、

コンクリートの設計基準強度を以下のように定めている。 

表 5-59 コンクリートの耐久設計基準強度 

 

出所）建材試験センター（2009）「建材試験情報」

https://www.jtccm.or.jp/Portals/0/images/pdf/publication/2009/2009_5.pdf （2020 年 3 月

10 日閲覧） 

 環境配慮型コンクリートである CO2-SUICOM に関しても、使用用途に

依って、異なる要求性能が定められている。福山太陽光発電所で利用さ

れた境界ブロック、フェンス基礎ブロックで、求められる圧縮強度はそ

れぞれ 24N/mm2、18N/mm2 であり、CO2-SUICOM は要求性能を満た

すことが確認されている。 

 
299 コンクリート工学年次論文集（2015）「混和剤を大量使用したコンクリートのアジア地域における有

効利用に関する研究委員会」http://data.jci-net.or.jp/data_pdf/37/037-01-0003.pdf （2020 年 3 月 10 日閲覧） 

300 東京都都市整備局（2017）「JASS5-2015 年版に基づく構造体強度補正値の適用期間について」

https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/kijun/kn_k16.htm （2020 年 3 月 10 日閲覧） 
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表 5-60 環境配慮型コンクリート製品と性能確認状況 

 

出所）中国電力「環境配慮型コンクリート「ＣＯ２－ＳＵＩＣＯＭ」の概要」

http://www.energia.co.jp/assets/press/2013/p130723-1a_1.pdf （2020 年 3 月 10 日閲覧） 

JCM 締

約国での

ポテンシ

ャル 

 コンクリート養生及び炭酸塩の鉱物化は、既に基礎技術が確立されて

いるため、製造プロセスの低コスト化を図ることで、既存製品の代替が

見込まれる。JCM 締約国としては、既にセメントの生産設備を有して

いる国が望ましく、一定程度の生産規模をセメントの生産量があるベ

トナムやインドネシアでのポテンシャルがある。他方、品質規格や材料

の要件（混和剤の混合率、混和剤の品質、購入者と製造者間での強度の

決定プロセス等）は、各国で異なる要件が定められているため、事前に

適切に把握する必要がある。 

(6) ボーキサイト残渣処理 

項目 内容 

商 業 化 事

例 

＜Alcoa（米国）Kwinana 精練所（西オーストラリア）＞ 

 概要：米国の大手アルミニウムメーカーAlcoa 社の西オーストラリアの

Kwinana 精練所では、アンモニア工場から排出される排 CO2 を利用し、

アルミニウム製造過程から出るボーキサイト残渣処理を行う。CO2 をボ

ーキサイト残渣と反応させることで pH を 13 から 10.5 以下に下げ、生物

的に処理が可能なレベルまで中和を行う301。Kwinana 精練所では、毎年

70,000 トン/年の CO2 を固定化可能とされる302。 

生産量 ＜世界の動向＞ 

 世界におけるボーキサイトの生産量は、410 万トン（2019 年）である。生

産量が多い順にオーストラリア、ギニア、中国である。 

＜JCM 対象国の動向＞ 

 JCM 締約国におけるボーキサイトの生産量は、生産量が多い順にインド

 
301 Alcoa (2012) “Long term residue management strategy” 

https://www.alcoa.com/australia/en/pdf/kwinana_refinery_ltrms_report_2012.pdf （2020 年 3 月 10 日閲覧） 

302 Reliable plant (2007) “Alcoa launches Carbon Capture technology for refineries” 

https://www.reliableplant.com/Read/6316/alcoa-launches-carbon-capture-technology-for-refineries- （2020 年 3 月

10 日閲覧） 
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ネシア（世界第 6 位）、ベトナム（世界 9 位）、サウジアラビア（世界 10

位）である。 

表 5-61 世界のボーキサイトの生産量 

 

出所）Mineral Commodity Summaries 2020 (2020) “Bauxite and Alumina Data Sheet” 

https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2020/mcs2020-bauxite-alumina.pdf （2020 年 3 月 10

日閲覧） 

JCM 締約

国 で の ポ

テ ン シ ャ

ル 

 ボーキサイト残渣処理では、精練所での CO2 利用が想定される。JCM 締

約国のうち、ボーキサイトの生産量が多いインドネシア、ベトナム、サウ

ジアラビアでの展開可能性が考えられる。 

5.7 CCUS プロジェクトに関する JCM としての要件の検討 

ここでは、CCUS プロジェクトについて JCM として実施するために必要な要件、とりわ

け算定手法上の要件について、プロジェクトの種類別に検討する。 

5.7.1 EOR 

CO2 の利用法として当面最も数量的に期待されるのが EOR である。ここで EOR を温室

効果ガス排出削減プロジェクトとして位置付ける場合の大きな課題として、（１）生産した

化石燃料の扱い、（２）ベースラインにおける CO2 の扱い、（３）漏出の把握が考えられ

る。これらについて以下に述べる。 

(1) 生産した化石燃料の扱い 

EOR は化石燃料を生産するがゆえに、温室効果ガス排出削減プロジェクトと位置付ける

には課題が生じる。プロジェクトを実施しない場合には石油が生産されていなかったであ

ろうという前提に立つと、EOR プロジェクトによる排出削減量の計上は困難となる。ここ

で CO2 が圧入されていなければ他の物質（水等）が圧入されていた、というシナリオを構

築できるとすると、石油の生産に関わらず排出削減を主張できる可能性が高まる。しかし、

油田の操業において圧入する物質は原油の残存量や物性等によって決まり、本来は水を注

入するところ CO2 を圧入する、というロジックを構築することは現状の石油採掘事業の在

り方に照らすと困難と考えられる。 

EOR を温室効果ガス排出削減プロジェクトと見なすロジックとして、現在生産されてい



 

 

 

285 

る原油のほとんどが EOR を用いていないことに鑑み、EOR で生産された石油が市場に供給

される場合、EOR を用いずに生産された原油を市場から駆逐する、というものが挙げられ

る。このようなロジックは CDM において提案された方法論 NM0167（Recovery of 

anthropogenic CO2 from large industrial GHG emission sources1 and its storage in an oil reservoir）

で展開されている303。この考えは American Carbon Registry（ACR）における CCS/EOR 方法

論 Methodology for Greenhouse Gas Emission Reductions from Carbon Capture and Storage 

Projects304にも引き継がれている。ロジックとしては、系統に新たな電源を連系すると、系統

から何らかの電源が代替される、という系統連系発電プロジェクトの方法論と概念的に近

いと考えられることが挙げられる。 

(2) ベースラインにおける CO2 の扱い 

CO2 の圧入が排出削減と見なされるためには、①ベースラインにおいて CO2 は放出され

ており、②他の利用機会を収奪しないことが担保されている必要がある。①について、EOR

のために CO2 が製造されるということは行われないと考えるのが現実的である。②につい

て、CO2 が EOR 事業のために用いられることが他での利用機会を収奪しているとは現状で

は起こりにくく、仮にそれが起こった場合でもその利用機会において別途 CO2 を製造する

ことは想定しにくい。 

圧入量に関しては、圧入井における圧入量と生産井からの回収量との差分とみなす方法

と、外部からの CO2 受入量により算出する方法がある。後者の場合、生産井からの回収量

は、それと同等の量を圧入すると想定されるため相殺される（これが前提となる）。 

(3) 漏出の把握 

CO2 を圧入するプロジェクトにおいて、それが長期的・広範囲にわたり少しずつ漏出し

ているという可能性が否定できないとすると、その分を考慮する必要性が生じる。ここで

IPCC の CCS に関する特別報告書（SRCCS）では、適切に選定・管理される地下貯留地に留

まる比率は 100 年で 99%を超える確率が非常に高く、1000 年で 99%を超える確率が高い、

とされている。SRCCS はまた、一般的には貯留地点は、①十分な容量と圧入性、②十分な

シール性を持つキャップロック、③貯留地点の完全性が損なわれることがなく、十分に安定

した地質環境、の 3 点を備えなければならない」としている305。ここで、方法論における漏

出の扱い方としては、下記の 2 つのアプローチが考えられる。 

⚫ ①「適切サイト」「適切な操業条件」を比較的厳密に適格性要件で規定し、モニタ

リング等は可能な限り簡易なものとする。 

 
303 NM0167 脚注 3：People will continue to rely on fossil fuels at a similar rate and consumption will remain 

unchanged, regardless of (small changes in) the supply of a single type. Therefore, if this additional crude oil was not 

available (because tertiary production was not carried out) the supply would be made up by increasing extraction of 

other fossil fuels such as coal and natural gas. Considering the amount of world coal reserves and the recent spike in 

natural gas prices, it is likely that coal would be a more price competitive option than natural gas, for many large 

fossil fuel consumers. 
304 American Carbon Registry ウェブサイト, https://americancarbonregistry.org/carbon-accounting/standards-

methodologies/carbon-capture-and-storage-in-oil-and-gas-reservoirs （2020 年 3 月 3 日閲覧） 
305 IPCC SRCCS ch.5.3.1 
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⚫ ②適格性要件を広く取るが、モニタリングを詳細なものとする。 

 

 ここで、油田に CO2 を圧入することは下記の特徴を持つことを意味する。 

⚫ 地質学的条件が既知であり、適切なサイトの条件を検証しやすい 

⚫ CO2 より軽い天然ガスが長期間滞留していたことが既知である 

⚫ 関連の許認可について、部分的に取得済み 

⚫ 計測機器が配備されている 

⚫ 油田の操業過程で残存原油の把握を行うため、モデルの検証が行われ、ヒストリー

マッチングが行われている。 

 

 以上を総合すると、油田への EOR に関する方法論を策定する場合、上の①のアプローチ

を取ることが事業者にとって実施可能性が高まるという点で適切な場合が多いと思われる。

その一つのあり方が、平成 27 年度地球温暖化対策技術普及等推進事業（メキシコ、陸上油

田における CCS の可能性検討）において示したものである306。同事業で検討された方法論” 

CO2 capture and storage in on shore oil wells”では、上述の条件、及び圧入量について制限を設

けることにより、漏出していることが考えられにくい場合に限定している。 

5.7.2 EOR 以外の CCU 

次に、排出された CO2 を利用する CCU について検討する。 

(1) 対象プロジェクト 

 EOR 以外の CCU を行う場合、排出削減に貢献していると言えるためには、回収・利用し

た CO2 が代替する在来の炭素源が CO2 となって放出されないことが条件となる。 

現在産業ガスとして製造されている CO2 は多くの場合石化プラント等の副生ガスを生成

したものであるが、これらを発電所等の排ガスから回収した CO2 で代替した場合、副生ガ

スの CO2 は用いられず、大気中に放出されると考えるのが自然である。従って CCU により

産業用 CO2 を製造するプロジェクトが温室効果ガス排出削減につながるとは言いにくい面

がある。逆に、CO2 供給のために燃料を燃焼させているような状況を、回収した CO2 で代

替する場合は排出削減につながるが、このような状況はあまり想定しにくい307。CO2 を炭

素源として用いる場合も同様であり、例えば天然ガスを改質して製造するメタノールの炭

素源に回収 CO2 を用いた場合。排出は削減されると想定される。従って、回収した CO2 が、

別途副生されている CO2 を代替するのでない限り、CCU は排出削減に資すると考えられ

る。現在想定されている CCU のほとんどがこれに該当すると思われる。 

ここでは、CCU として想定されるプロジェクトとして、化学産業における化石燃料起源

 
306 三井物産株式会社、株式会社三菱総合研究所（2016）「平成２７年度地球温暖化対策技術普及等推進

事業（メキシコ、陸上油田における CCS の可能性検討）」

https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000207.pdf （2020 年 3 月 19 日閲覧） 

307 温室における CO2 施肥は燃料を焚いて CO2 濃度を高めている場合があるが、同時に熱・電力の供給

も行われている場合がある。 
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炭素源代替、及び CO2 吸収コンクリートについて検討する。 

(2) 化学産業における化石燃料起源炭素源代替 

 化学産業において、天然ガス等の炭化水素を原料としてメタノール、ギ酸等の化学製品を

製造するプロセスがあるが、これら物質の炭素を回収した CO2 から供給し、天然ガス改質

以外の手法で生産された水素と化合させて製造することが検討されている。このようなプ

ロセスによる温室効果ガス排出削減効果の算定のあり方について以下に示す。 

1) 算定式のあり方 

a. メタノール及びギ酸 

メタノール（CH3OH）、ギ酸（HCOOH）等は有用な中間品であり、様々な化学製品に用

いられる。通常これらは炭素源としてメタンを用い、それを改質して生産される。これにつ

いて、炭素源を CO2 に求めることが考えられる。メタンを原料とする場合と異なり水素源

が必要となるが、これについては再エネ起源電力により電気分解を行う。 

このようなプロジェクトにおいて留意すべき点として、排出削減のメカニズムが、製品中

に炭素が固定されるか放出されるかによらないことが挙げられる。製品中 CO2 が最終的に

大気中に放出される場合（例：製品がエネルギー源または廃棄物として燃焼される場合）、

プロジェクトの有無で排出は下記のようになる。 

 

 プロジェクトなし プロジェクトあり 排出削減 

化石燃料 利用のち排出 使用（採掘）せず 〇 

排 CO2 大気のへ放出 利用のち排出 － 

合計 － － あり 

 

また、製品中 CO2 が固定される場合（耐久資材として製品化される場合等）は、下記の

ように表される。 

 

 プロジェクトなし プロジェクト 排出削減 

化石燃料 利用のち固定 使用（採掘）せず － 

排 CO2 大気のへ放出 利用のち固定 〇 

合計 － － あり 

 

従って、いずれの場合についても排出削減は成り立つ。このようなプロジェクトの場合、

基本的な式は下記と考えられる。 

 

𝑅𝐸𝑝 = 𝑅𝐸𝐶𝑂2,𝑝 + 𝑅𝐸𝐸𝐶,𝑝 + 𝑅𝐸𝐹𝐶,𝑝 + 𝑅𝐸𝐺𝐻𝐺,𝑝 (1)  

𝑃𝐸𝑝 = 𝑃𝐸𝐸𝐶,𝑝 + 𝑃𝐸𝐹𝐶,𝑝 (2)  

 

ここで、 
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パラメータ  説明・単位 手法 

𝑅𝐸𝑝 = 期間 p のリファレンス排出量[t-CO2] 式より算出 

𝑅𝐸𝐶𝑂2,𝑝 = 期間 p のリファレンス CO2 排出量（プロセス）[t-CO2] 後述 

𝑅𝐸𝐸𝐶,𝑝 = 期間 p のリファレンス CO2 排出量（電力消費）[t-CO2] 後述 

𝑅𝐸𝐹𝐶𝑝 = 期間 p のリファレンス CO2 排出量（燃料消費）[t-CO2] 後述 

𝑅𝐸𝐺𝐻𝐺,𝑝 = 期間 p のその他 GHG 排出量 [t-CO2] 所与（原単位等） 

𝑃𝐸𝑝 = 期間 p のプロジェクト排出量[t-CO2] 式より算出 

𝑃𝐸𝐸𝐶𝑝 = 期間 p のプロジェクト CO2 排出量（電力消費）[t-CO2] 実測 

𝑃𝐸𝐹𝐶𝑝 = 期間 p のプロジェクト CO2 排出量（燃料消費）[t-CO2] 実測 

 

まずリファレンス排出量𝑅𝐸𝑝について検討する。式の構成要素であるパラメータ𝑅𝐸𝐶𝑂2,𝑝に

ついては、製品に含まれる炭素量から算出する方法と、回収した CO2 から算出する方法の

双方が考えられるが、例えば両者のうちの小さいほうを採用することで保守性を担保し、ま

た漏洩、補助原料消費等のモニタリングの課題を排除できる。 

 

𝑅𝐸𝐶𝑂2,𝑝 = min(𝐶𝑂2𝑟𝑒𝑐,𝑝, 𝑃𝑝 ×𝑀𝐶 ×
44

12
) 

(3)  

 

ここで、 

パラメータ  説明・単位 手法 

𝑅𝐸𝐶𝑂2,𝑝 = 期間 p のリファレンス CO2 排出量（プロセス）[t-CO2]  

𝑃𝑝 = 期間 p の炭素固定製品生産量[t-製品] モニタリング 

𝑀𝐶 = 製品中の炭素のモル分率 所与 

 

また、𝑅𝐸𝐸𝐶,𝑝及び𝑅𝐸𝐹𝐶𝑝については、当該製品の製造に関するデフォルト原単位を用い、 

 

𝑅𝐸𝐸𝐶,𝑝 = 𝑃𝑝 × 𝑈𝐸𝐶𝑅𝐸 × 𝐸𝐹𝑒𝑙𝑒𝑐 (4)  

𝑅𝐸𝐸𝐶,𝑝 = 𝑃𝑝 × 𝑈𝐹𝐶𝑅𝐸 × 𝑁𝐶𝑉𝑓𝑢𝑒𝑙 × 𝐸𝐹𝑓𝑢𝑒𝑙 (5)  

 

ここで 

パラメータ  説明・単位 手法 

𝑅𝐸𝐸𝐶,𝑝 = 期間 p のリファレンス CO2 排出量（電力消費）[t-CO2] 式により算出 

𝑃𝑝 = 期間 p の炭素固定製品生産量[t] モニタリング 

𝑈𝐸𝐶𝑅𝐸 = 製品製造のリファレンス電力消費原単位[MWh/t-製品] 所与 

𝐸𝐹𝑒𝑙𝑒𝑐 = 電力の CO2 原単位[t-CO2/MWh] 所与 

𝑅𝐸𝐹𝐶𝑝 = 期間 p のリファレンス CO2 排出量（燃料消費）[t-CO2] 式により算出 

𝑈𝐹𝐶𝑅𝐸 = 製品製造のリファレンス燃料消費原単位[燃料ごとの量

の単位/t-製品] 

所与 

𝑁𝐶𝑉𝑓𝑢𝑒𝑙 = 燃料の低位発熱量[TJ/燃料ごとの量の単位] 所与 

𝐸𝐹𝑓𝑢𝑒𝑙 = 燃料の CO2 原単位[t-CO2/TJ] 所与 

 

ここでリファレンス電力・燃料消費原単位𝑈𝐸𝐶𝑅𝐸及び𝑈𝐹𝐶𝑅𝐸は、既存の学術論文等、業界

のデータや（在来施設代替の場合）在来方法で製造していた施設の過去データ等により設定
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することが考えられる。特定サイトの製造が代替される場合、原単位がプロジェクト固有の

条件（負荷率、サイトの気象条件）により変動する場合は在来方法で製造していた施設の過

去データに基づくことが望ましいと考えられる。半面、プロジェクト実施後の製造施設が新

設の場合、製品が流動性の高いグローバルな市場に供給され、どの施設を代替するかの特定

が一義的に困難な場合には文献等に依拠することが考えられる。これらを総合した CO2 原

単位でも差し支えないと考えられる。例えばメタノールについては IPCC 2006 Guidelines

（Chapter 3 Chemical Industry Emissions）において、いくつかの手法について記載されている
308。 

 

プロジェクト排出量𝑃𝐸𝑝については、一般的に電力消費量𝑃𝐸𝐸𝐶,𝑝、燃料消費量𝑃𝐸𝐹𝐶,𝑝のそ

れぞれに起因する CO2 排出量の合計として算出されよう。即ち、 

 

𝑃𝐸𝐸𝐶,𝑝 = 𝐸𝐶𝑃𝐽,𝑝 × 𝐸𝐹𝑒𝑙𝑒𝑐 (6)  

𝑃𝐸𝐹𝐶,𝑝 = 𝐹𝐶𝑃𝐽,𝑝 ×𝑁𝐶𝑉𝑓𝑢𝑒𝑙 × 𝐸𝐹𝑓𝑢𝑒𝑙 (7)  

 

 

ここで 

パラメータ  説明・単位 手法 

𝑃𝐸𝐸𝐶,𝑝 = 期間 p のプロジェクト CO2 排出量（電力消費）[t-CO2] 式により算出 

𝐸𝐶𝑃𝐽,𝑝 = 期間 p のプロジェクト電力消費量[MWh] モニタリング 

𝐸𝐹𝑒𝑙𝑒𝑐 = 電力の CO2 原単位[t-CO2/MWh] 所与 

𝑃𝐸𝐹𝐶𝑝 = 期間 p のプロジェクト CO2 排出量（燃料消費）[t-CO2] 式により算出 

𝐹𝐶𝑃𝐽,𝑝 = 製品製造のプロジェクト燃料消費量[燃料ごとの量の単

位] 

所与 

𝑁𝐶𝑉𝑓𝑢𝑒𝑙 = 燃料の低位発熱量[TJ/燃料ごとの量の単位] 所与 

𝐸𝐹𝑓𝑢𝑒𝑙 = 燃料の CO2 原単位[t-CO2/TJ] 所与 

 

プロジェクトバウンダリーにおいて重要な点として、①CO2 回収に伴うエネルギー消費

に起因する排出、及び（最終製品に水素が用いられる場合）水素等、最終製品の構成要素の

製造に伴うエネルギー消費に起因する排出も含めることである。 

 

CO2 回収に伴うエネルギー消費に起因する排出 

ここでプロジェクト排出量を計測する場合、CO2 回収・輸送によるものについても参入

する必要がある。CO2 回収について、アミン法の場合、標準的なエネルギー原単位は 4GJ/t-

CO2 と報告されているが309、この 4GJ をガスで賄うと、1t-CO2 を吸収するのに約 0.2t-CO2

を排出していることとなる。 

 

最終製品の構成要素の製造に伴うエネルギー消費に起因する排出 

最終製品の構成要素の例としては、製品がメタノール等の炭化水素である場合、水素の製

 
308 0.267t-CO2/t-メタノール～1.02t-CO2/t-メタノールと幅が広い。 

309 RITE（2017）「CO2 化学吸収液」http://www.rite.or.jp/news/events/pdf/kagaku-poster-kakushin2017.pdf

（2020 年 3 月 13 日閲覧） 
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造が該当する。炭化水素の炭素源を CO2 に求める場合、水素は別途（電解法にて）製造す

る必要があり、約 4-5kWh/Nm3（45-55MWh/t-H2）の電力を必要とする。 

 

両者のデフォルト値は下記の通り。 

メタノールは様々な化学製品の原料として用いられるだけではなく、燃料としても注目

されている。世界で年間 7,500 万トンの需要があり、生産能力は 1 億トンを超える310。 

欧州委員会の分析” Techno-economic and environmental evaluation of CO2 utilisation for fuel 

production”311によれば、メタノール製造に関する在来プロセスと CCU プロセスの対比は下

記の通り。 

 

 CCU プラント 在来プラント 

電力消費量 

 （同、水電解以外） 

11.954 (MWh/t-MeOH) 

0.177 (MWh/t-MeOH) 

0.147 (MWh/t-MeOH) 

冷却水消費量 92.26 (t-H2O/t-MeOH) 90.00 (t-H2O/t-MeOH) 

直接 CO2 排出量 0.09 (t-CO2/t-MeOH) 0.695 (t-CO2/t-MeOH) 

間接 CO2 排出量（電力・蒸気） 0.091 (t-CO2/t-MeOH) 0.073 (t-CO2/t-MeOH) 

CO2 吸収量 1.46 (t-CO2/t-MeOH) 

→1.28 t-CO2 を使用。 

- 

天然ガス節減量 0.6 (t-NG/t-MeOH)  

 

EU 文献は以上をもとに、CCU プラントにより CO2 削減率を 77%（0.77t-CO2/t-MeOH→

0.18t-CO2/t-MeOH：図の網掛け部分）とおいているが、これは電力消費量の 99%を占める水

電解による水素製造を計上していない（これらは再エネにより賄われるとしている）。水電

解による水素製造が系統電力で行われる場合、排出量は数 t-CO2/MeOH となり、CCU によ

るメタノール製造は CO2 排出削減に寄与するとは言い難い312。 

なお、IPCC2006 ガイドラインではメタノールの CO2 排出係数について、デフォルト値で

は 0.67t-CO2/t-MeOH としている。 

 

ギ酸（HCOOH）は水素キャリアとして使用可能であり、カナダ、欧州、日本の企業で研

究開発が行われている。常温で液体状態のため輸送の利便性が高い反面、エネルギー密度が

低いことが課題となる。現状の世界の生産量はメタノールの 1/100 のオーダーである313。 

 

 
310 Methanol Institute ウェブサイト, https://www.methanol.org/the-methanol-industry/ （2020 年 3 月 13 日閲

覧） 

311 欧州委員会（2016）“Techno-economic and environmental evaluation of CO2 utilisation for fuel 

production,” https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC99380/ld1a27629enn.pdf（2020 年 3 月

13 日閲覧） 

312 カーボンリサイクル技術には、ゼロエミッション電源の活用が重要である点は、2020 年 6 月「カーボ

ンリサイクル技術ロードマップ」でも記載されている。 

313 欧州委員会（2016）“Techno-economic and environmental evaluation of CO2 utilisation for fuel 

production,” https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC99380/ld1a27629enn.pdf（2020 年 3 月

13 日閲覧） 
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 CCU プラント 在来プラント 

電力消費量 

 （同、水電解以外） 

4.054 (MWh/t-FA) 

0.296 (MWh/t-FA) 

1.55 (MWh/t-FA) 

冷却水消費量 251.53 (t-H2O/t-FA) 375.5 (t-H2O/t-FA) 

蒸気消費量 10.03 (GJ/t-FA) 19.25 (GJ/t-FA) 

直接 CO2 排出量（蒸気） 0.74 (t-CO2/t-FA) 1.39 (t-CO2/t-FA) 

間接 CO2 排出量（水電解以外の電力） 0.15 (t-CO2/t-FA) 0.79 (t-CO2/t-FA) 

CO2 吸収量 0.834 (t-CO2/t-FA) 

→0.668 t-CO2 を使用。 

- 

重油節減量 0.4 (t-HFO/t-FA)  

（蒸気の原単位は 0.072t-CO2/GJ、0.508t-CO2/MWh とされている。） 

 

水電解に必要な電力消費に起因する CO2 排出を考慮しない場合、CCU によるギ酸製造は

在来手法に比べて蒸気、プロセス電力消費のいずれも小さいため 1 トン当たり 2t-CO2 の排

出削減をもたらすと算出されるが、水電解起源の CO2 排出（4MWh / t-FA≒約 2t-CO2/t-FA）

により、排出削減をもたらさないと算出される。 

b. カーボンブラック 

カーボンブラックはタイヤを始めとした化学製品に用いられる。製法はいくつか存在す

るが、石油系・石炭系燃料を不完全燃焼させて製造されるファーネス法が最も用いられてい

る。日本での生産量は約 60 万トンであり、世界では 1,000～1,500 万トン程度と考えられて

いる。 

製法上の特徴により燃料と原料の峻別が困難であるため、カーボンブラックの CO2 原単

位の正確な算定は難しい。しかし回収された CO2 がその双方を代替すると考えると、本来

であれば大気放出した CO2 がカーボンブラックに固定され、またファーネス法に必要な燃

料も代替するため、双方がリファレンス排出量として計上可能である。 

IPCC 2006 ガイドラインはカーボンブラックの CO2 原単位として下記を記載している。 

 

 

製造法 一次原料 二次原料 

（ガス等） 

合計 

ファーネス法 1.96 0.66 2.62 

サーマルブラック法 4.59 0.66 5.25 

アセチレンブラック法 0.12 0.66 0.78 

（単位 t-CO2/t-カーボンブラック。出所 IPCC 2006 Guidelines vo;.3 Chemical Industry 

Emissions） 

 

これらを用いてリファレンス排出量は下記のように計算されよう。 

 

𝑅𝐸𝑝 = 𝑅𝐸𝐹𝐶𝐵 × 𝑄𝐶𝐵,𝑝 (8)  

𝑃𝐸𝑝 = 𝑃𝐸𝐸𝐶,𝑝 + 𝑃𝐸𝐹𝐶,𝑝 (9)  
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ここで、 

パラメータ  説明・単位 手法 

𝑅𝐸𝑝 = 期間 p のリファレンス排出量[t-CO2] 式より算出 

𝑅𝐸𝐹𝐶𝐵,𝑝 = 期間 p のカーボンブラック製造時 CO2 排出原単位[t-

CO2/t-CB] 

表より算出 

𝑄𝐶𝐵,𝑝 = 期間 p のカーボンブラック生産量[t-CB] 実測 

𝑃𝐸𝑝 = 期間 p のプロジェクト排出量[t-CO2] 式より算出 

𝑃𝐸𝐸𝐶𝑝 = 期間 p のプロジェクト CO2 排出量（電力消費）[t-CO2] 実測 

𝑃𝐸𝐹𝐶𝑝 = 期間 p のプロジェクト CO2 排出量（燃料消費）[t-CO2] 実測 

 

また、 

𝑃𝐸𝐸𝐶,𝑝 = 𝐸𝐶𝑃𝐽,𝑝 × 𝐸𝐹𝑒𝑙𝑒𝑐 (10)  

𝑃𝐸𝐹𝐶,𝑝 = 𝐹𝐶𝑃𝐽,𝑝 ×𝑁𝐶𝑉𝑓𝑢𝑒𝑙 × 𝐸𝐹𝑓𝑢𝑒𝑙 (11)  

 

ここで 

パラメータ  説明・単位 手法 

𝑃𝐸𝐸𝐶,𝑝 = 期間 p のプロジェクト CO2 排出量（電力消費）[t-CO2] 式により算出 

𝐸𝐶𝑃𝐽,𝑝 = 期間 p のプロジェクト電力消費量[MWh] モニタリング 

𝐸𝐹𝑒𝑙𝑒𝑐 = 電力の CO2 原単位[t-CO2/MWh] 所与 

𝑃𝐸𝐹𝐶𝑝 = 期間 p のプロジェクト CO2 排出量（燃料消費）[t-CO2] 式により算出 

𝐹𝐶𝑃𝐽,𝑝 = 製品製造のプロジェクト燃料消費量[燃料ごとの量の単

位] 

所与 

𝑁𝐶𝑉𝑓𝑢𝑒𝑙 = 燃料の低位発熱量[TJ/燃料ごとの量の単位] 所与 

𝐸𝐹𝑓𝑢𝑒𝑙 = 燃料の CO2 原単位[t-CO2/TJ] 所与 

 

(3) セメント・コンクリートにおける CO2 吸収 

CO2 をセメント・コンクリートに吸収させる技術が、主として北米において検討され、特

にコンクリートの炭酸塩化は「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」においても言

及されている。この方法には数種類存在する。 

⚫ セメントクリンカ（生石灰）の養生工程において水ではなく CO2 を用いるもの（カナ

ダ CarbonCure、米国 Solidia）。 

⚫ CO2 と反応する特殊な混和剤により CO2 を吸収させ、さらにコンクリートにおけるセ

メントを代替することで排出削減をもたらすもの（日本 CO2-SUICOM 314、米国

BluePlanet、CO2Concrete315）。 

 
314 取違剛、横関康祐、吉岡一郎、中本健二、盛岡実、樋口隆行「CO2 排出量ゼロ以下の環境配慮型コン

クリート『CO2-SUICOM（スイコム）』」https://www.cgr.mlit.go.jp/ctc/tech_dev/kouryu/T-

Space/ronbun/pdf/24_yamaguti/24_yamaguti_5-3.pdf （2020 年 3 月 13 日閲覧） 

315 海外では CO2Concrete（https://www.co2concrete.com/）、Carboncure technologies

（https://www.carboncure.com/）、Carbicrete（http://carbicrete.com/）が存在する。 
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1) 算定式のあり方 

コンクリートの炭酸塩化のメカニズムが複雑であることに鑑み上記の各手法について、

プロセスの細部には入らない形で算定方法を検討する。具体的には、クリンカ比率の削減、

及び炭酸塩化の促進の 2 つについて取り上げる。 

 

𝐸𝑅𝑝 = 𝐸𝑅𝐶𝑆,𝑝 + 𝐸𝑅𝐶𝐴,𝑝 − 𝑃𝐸𝐴𝐷𝐷,𝑝 (1)  

 

ここで 

パラメータ  説明・単位 手法 

𝐸𝑅𝑝 = 期間 p の排出削減量[t-CO2] 式により算出 

𝐸𝑅𝐶𝑆,𝑝 = 期間 p のセメント代替起源排出削減量[t-CO2] 下記参照 

𝐸𝑅𝐶𝐴,𝑝 = 期間 p の CO2 吸収起源排出削減量[t-CO2] 下記参照 

𝑃𝐸𝐴𝐷𝐷,𝑝 = 期間 p の混和剤起源排出量[t-CO2] 下記参照 

 

また、 

𝐸𝑅𝐶𝑆,𝑝 = 𝑄𝐶,𝑝 × (𝐶𝐿𝐼𝑅𝐸 − 𝐶𝐿𝐼𝑃𝐽) × 𝐸𝐹𝐶𝐿𝐼 (2)  

 

ただし、 

パラメータ  説明・単位 手法 

𝐸𝑅𝐶𝑆,𝑝 = 期間 p のセメント代替起源排出削減量[t-CO2] 式により算出 

𝑄𝐶,𝑝 = 期間 p のコンクリート使用量[t-CO2] 下記参照 

𝐶𝐿𝐼𝑅𝐸 = 在来コンクリートにおけるセメントクリンカ使用比率

（無次元） 

過去のデータより

把握 

𝐶𝐿𝐼𝑃𝐽 = プロジェクトにおいて用いられるセメントクリンカ使

用比率（無次元） 

製品スペックより

把握 

𝐸𝐹𝐶𝐿𝐼 = セメントクリンカの排出係数[t-CO2/t-clinker] デフォルト値また

はセメント会社の

数値。 

 

また、期間 p の CO2 吸収起源排出削減量、𝐸𝑅𝐶𝑆,𝑝は、コンクリート使用量に対して、下記

のいずれかの方法により算出した CO2 吸収原単位を乗じることが可能と考えられる。ここ

で、原単位の差は使用されるプロジェクトごとに行うのは困難であることから、在来コンク

リート及び CO2 吸収コンクリートの成分分析が必要となる。 

以上に加え、期間 p の混和剤起源排出量𝑃𝐸𝐴𝐷𝐷,𝑝については、エネルギー消費量及び脱炭

酸により製造された場合は脱炭酸量について算入する。混和剤の中には予め脱炭酸が行わ

れているために CO2 を吸収するものもあり、その場合は正味の CO2 吸収とはならないと考

えられる。 
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2) デフォルト値等 

セメント・コンクリートの炭酸塩化の経路は複雑であり、またベースラインの推計には困

難が伴う。セメントクリンカはカルシウムの脱炭酸反応で製造されるが、この原単位は分子

量論的に 0.52t-CO2/t-clinker となる316。これに燃料起源 CO2 排出量が加わるが、これは燃料

種や化石燃料以外のものに依存するが、日本の場合は 0.288t-CO2/t-cement という値が報告

されている。クリンカ削減効果（𝐸𝑅𝐶𝑆,𝑝）においてこのような値を用いることが考えられる。 

5.8 今後の CCUS 展開への提言 

本章「CCUS 案件形成事業に係るポテンシャルの評価」でのこれまでの調査結果により、

各国がそれぞれの社会・経済情勢に基づいて CCUS に関する政策を立案し、法整備や認証

制度を整備し、産業界と連携して取組が推進されてきたのかが明らかになった。これらの調

査結果を基に、今後我が国が ASEAN において CCUS をどのように展開していくべきか、と

いう点について、考えられるモデルについて総合的観点からの提言の整理を実施した。 

5.8.1 ASEAN 域内での包括的な開発構想 

ASEAN 域内を対象とした CCS の包括的な開発構想に関しては、Global CCS Institute と

ASEAN エネルギーセンター（ACE：ASEAN Center for Energy)、ASEAN 石炭フォーラム

（AFOC：ASEAN Forum on Coal）の連名で、「ASEAN CCS STRATEGIC CONSIDERATIONS」

報告書が 2014 年 6 月に公表している。この中で、ASEAN において必要な排出削減量を達

成するための技術ポートフォリオが示されており、CCS 技術について 2009 年～2050 年まで

の累積で約 14％の削減貢献の可能性が推定されている。 

 

図 5-143 ASEAN のエネルギー技術の気候変動ポートフォリオ 

出所）Global CCS Institute & ASEAN Centre for Energy（2014）, “ASEAN CCS STRATEGIC 

CONSIDERATIONS”, p7, https://www.globalccsinstitute.com/archive/hub/publications/162113/asean-ccs-

strategic-considerations.pdf（2020 年 3 月 10 日閲覧） 

 
316 IPCC 2006 Guidelines vol.3 Chemical Industry Emissions 
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また、ASEAN における CCS 普及に向けた取組について、以下の 5 点が挙げられている。 

① 貯留ポテンシャルの評価 

② パイロットプロジェクトの実施 

③ 法制度の整備 

④ 越境移動の課題に対する地域的なアプローチ開発 

⑤ 公衆関与及び認識共有手法に関するグッドプラクティス開発 

 

①～③については、各国が独自に取り組むものであるが、ASEAN 協議会（ASEAN Forum）

からの知見共有により推進することができるステップ、④～⑤については、ASEAN 評議会

として推進するステップ、としてそれぞれ整理がされている。 

図 5-144 ASEAN 域内での CCS 展開に向けた具体的なステップ 

出所）Global CCS Institute & ASEAN Centre for Energy（2014）, “ASEAN CCS STRATEGIC 

CONSIDERATIONS”, p42, https://www.globalccsinstitute.com/archive/hub/publications/162113/asean-ccs-

strategic-considerations.pdf（2020 年 3 月 10 日閲覧） 

 

また、ASEAN のエネルギー国際機関である ACE は、APAEC（ASEAN PLAN OF ACTION 

FOR ENERGY COOPERATION317）と呼ばれる中期エネルギー協力計画を策定している。本

計画では、7 分野のプログラムエリアを特定しており、その中で「ASEAN 横断的なガス輸

送パイプライン開発構想」に係るプログラムがある。これは、HAPUA（ASEAN Power 

Utilities/Authorities）による「ASEAN 横断的な電力系統の国際連携プラグラム」と同趣旨の

構想であり、ASEAN 域内で横断的なガス輸送ネットワークの国際連携を目指した取り組み

である。実施機関は ASEAN 石油評議会（ASCOPE：ASEAN Council on Petroleum）であり、

パイプラインの国際接続と再ガス化ターミナル開発を行う TAGP（TRANS ASEAN GAS 

PIPELINE PROJECT）の効果的な実施の責任を担っている。また、政策・制度分野は AERN

（ASEAN Energy Regulator Network )、学際的分野は AGCC (ASEAN Gas Consultative Council)

 
317 ASEAN Centre for Energy(2015), “ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation (APAEC) 2016-2025”, 

http://go.aseanenergy.org/EmchA (2020 年 3 月 10 日閲覧) 
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が ASCOPE の活動を支援している。 

 ASEAN 横断的なガス輸送パイプライン開発構想では、いくつかの期待成果に基づく戦略

が立案されており、その中には下記の通り「ガス田開発及び活用における CO2 やその他環

境汚染物質の環境影響の最小化」が含まれており、CCS に関する取組とも親和性の高いも

のと位置付けられる。 

 

【（抜粋）ガス輸送パイプライン開発構想での期待成果】 

⚫ ガス田開発及び活用における CO2 やその他環境汚染物質の環境影響の最小化 

➢ CO2 及びその他環境お汚染物質管理分野の研究開発の設立 

➢ 排出のための地域ガイドラインの作成 

 

 

図 5-145 ASEAN 横断的なガス輸送パイプライン開発構想 

出所）ASCOPE, “TRANS ASEAN GAS PIPELINE PROJECT (TAGP)” 

http://www.ascope.org/Projects/Detail/1060（2020 年 3 月 11 日閲覧） 

5.8.2 ASEAN 域内における CCUS 展開への提言 

 ASEAN 域内でのこれまでの取組を再考察すると、各国が独自で取り組める部分は取り組

みつつも、世界情勢や各国動向をお互いに睨みつつ進めている状況である。また、各国が連

携して進めるための包括的な戦略立案は着手しつつも、具体的なアクションプランまで検

討が進んでいないので、具体的な取組までは至っていないことが推察される。 

 関連調査結果を踏まえると、今後 CCUS の実現及び普及の方向性について、各個別の取

組を地域での包括的な取組まで昇華させていくような活動が欧米を中心に進められており、

ASEAN 域内でも同様の社会実装を実現できるような枠組みの整備が強く求められる。 

 このような枠組みについて、「構想・戦略」、「政策・制度」、「資金（ファイナンス）」、

「ビジネスモデル」の各視点からのアプローチを念頭において、ASEAN 域内での現状、課

題認識、解決方策について整理すると以下の通り。 
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【構想・戦略】 

⚫ 現状： 

➢ ASEAN 域内での CCS 展開については、ACE が主導し Global CCS Institute の支援

を受けながら、構想及び戦略立案に取り組んでいる。 

⚫ 課題： 

➢ 策定された戦略を実行に移すための理解の醸成や各種ステークホルダーとの連携

強化が必要である。 

⚫ 解決方策： 

➢ 各国が独自に進める CCUS に関する検討・取組状況や世界の先進的なグッドプラ

クティスを共有する場（セミナー・シンポジウムや協議会等）を ASEAN 域内で創

設することで、知見共有と認識形成を実施する。 

➢ ASEAN 全域と対象とした横断的な開発構想を立案することで、各種ステークホル

ダーの巻き込み・関与を強化させ、域内での CCUS 取組の活性化を目指す。 

 

【政策・制度】 

⚫ 現状： 

➢ CCUS を後押しする政策及び商業化を可能とする法制度は、現在検討中の国が多く、

明確に打ち出せている国は存在しない。 

⚫ 課題： 

➢ 今後の CCUS 社会実装に向けて、各国での整備に加えて、ASEAN 域内で協調でき

る政策及び法制度となることも強く求められる。 

⚫ 解決方策： 

➢ 法制度の論点について、共通化すべき項目（例：越境移動における CO2 位置づけ）

や共通化することが比較的容易な項目（例：ライセンス、MRV、ファイナンス保証

等）について、ASEAN 域内での共通化のための活動を実施する。 

➢ 政策の論点について、CCS 推進政策の他に、CCU を推進するような政策（例：非

炭素化製品の認定スキーム）についても含めた共通認識を ASEAN 域内で醸成す

る。 

 

【資金（ファイナンス）】 

⚫ 現状： 

➢ 現在実施されている事業は、主に政策的な支援を受けた実証設備の運用である。 

⚫ 課題： 

➢ 商業化を見据えた取組として、包括的な政策的支援が求められている。 

⚫ 解決方策： 

➢ 「収集（Capture）」と「輸送（Transport）・貯留（Storage）」の 2 フェーズで異

なる形式での財政支援を検討する。前者は、先進的又は先行的な取組のみへイン

センティブ支援（例：設備導入補助や CO2 買取保証）、後者は ASEAN 域内の基

盤となるインフラ整備を念頭においた財政支援（例：設備導入補助や低利融資）

を想定する。 

➢ 上記検討に当たっては、シンクとソースのマッピング等をベースとして、CO2 の

回収及び輸送・貯蔵のクラスター化の機会を特定し、初期インフラ整備で求めら
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れる公的な財政支援の効率的で効果的な計画を策定する。 

 

【ビジネスモデル】 

⚫ 現状： 

➢ 主に国内に存在する大規模な貯留サイト（シンク）の活用を念頭においた CCS 取

組を検討している。 

⚫ 課題： 

➢ 国内での大規模シンクとエネルギー分野での大規模ソースを中心としたフルチェ

ーンモデルでの事業化を検討しているので、一様にして経済性や事業リスクがボ

トルネックとなり、商業化への道筋が見えづらい。 

⚫ 解決方策； 

➢ 経済性が見込める EOR や枯渇油田を対象にした事業は引き続き活動を進める一方

で、対象をエネルギー部門から産業部門まで拡大し、CCU も活動に含めて更なる

検証を行うことで、ASEAN 域内のポテンシャルを再評価する。 

➢ 地域性（例：港湾や工業団地）や分野（例：廃棄物）等の条件で共通化される領域

での先進ビジネスモデルや、ハブ・クラスターのようなインフラ基盤整備モデルに

ついて、ASEAN 域内での実現可能性について検証する。 
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6. 総括 

本 CCUS 国際連携事業においては、次の事項を実施した。 

 

⚫ CCUS 案件形成事業 

➢ 公募 

➢ 選定・採択の支援（選定・採択には一切関わらない） 

➢ 実施委託及び進捗管理、調査支援 

➢ 第三者有識者による進捗評価 

⚫ CCUS 案件形成事業に係るポテンシャルの評価 

⚫ 欧米等の CCUS 先進国における CCUS の推進・規制に係る事業法等の関連法令の調査 

 

「CCUS 案件形成事業」については次の事業が対象であり、各事業の成果概要は 3.5 に示

したとおりである。 

➢ （タイ）バイオマス由来の水素製造プロセスにおける温室効果ガス CCUS 技術検証

調査 

➢ （インドネシア）CCUS プロジェクト向け超臨界 CO2 パイプラインシステム及び一

貫操業 Cluster JCM CCUS システム整備調査事業 

➢ （インドネシア）地域 CO2 マネジメント展開のための調査 

➢ （サウジアラビア）CCS/EOR を軸としたカーボンフリーアンモニア生産の事業性評

価 

 

なお、それぞれの案件形成事業で用いられる方法論は異なるが、方法論における共通事項

として次の知見が得られた。 

 

⚫ 油田CCS/EORプロジェクトについては、地理的特質が既知という油田の性質を活かし、

モニタリングを簡略化するアプローチが通常である。EOR におけるロジック（非 EOR

原油代替）の適切性、ISO27916 において求められている要件（特に monitoring program, 

methods, implementation）の具体的な落とし込みが標準化の課題である。 

⚫ 油田以外（帯水層）への CCS については、現状の CDM や EU でのガイドラインの影響

を検討した。その結果、それらガイドラインが事業者にとって厳しすぎると思われる中、

漏出のリスクを最小限に抑えつつどこまで簡略化できるかが課題である。 

⚫ CCU プロジェクトについては、CO2 利用のベースライン/リファレンスとなる在来プロ

セスを把握した。これを用いて製品ごとのデフォルト原単位に結び付けられるかどう

かといった標準化が課題である。 

 

「CCUS 案件形成事業に係るポテンシャルの評価」については、主要国について CO2 の

貯留ポテンシャルと CO2 排出源のマッチングを行った。発電所及びエネルギー多消費産業

の詳細な立地状況を把握したが、CO2 貯留地・貯留可能量についてはより詳細なデータを

得ることが課題であるが、これが得られれば CCUS の地域的な実現可能性を判断し得る。 

また、欧米における CCUS に係る主要ビジネスモデルについても把握を行い、JCM 対象

国等の参考にし得る土台ができた。今後、各プレイヤーの実施事項、責任範囲、コストなど

についてもより詳細な把握を行い、検討を深める必要がある。さらに、CCUS の実施におい
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ては例えばクラスター化等による経済性向上が望ましいが、クラスター化に向けた動きも

把握した。国・地域・貯留量・CO2 ソースにより経済性は異なるので、さらなる検討を行い

たい。 

「欧米等の CCUS 先進国におけるCCUSの推進・規制に係る事業法等の関連法令の調査」

については、欧米における海外法制度及びインセンティブ制度について先進事例の把握を

行った。今後は対象国の既存法令に基き、それらを参考とした法制度整備の方向性の検討

を要する。 

また、最後に以上の調査結果を基に、今後我が国が ASEAN において CCUS をどのように

主導していくべきかという点について、総合的観点からの提言を行った。 
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