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要約 

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

した。 

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

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

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

に報告を行った。 

CSLF 技術グループでは、CSLF 技術ロードマップ 2017 のフォローが本格化し、また、ロー

ドマップの 2021 年版が策定されることになった。PIRT については、その役割を認定プロジェク

トのスキームに特化することとし、同スキームの CSLF 内での再活性化、CSLF およびステーク

ホルダーにとっての価値の向上、PIRT 自体、また認定プロジェクト承認のプロセスの合理化を

進めていくことになった。「孔隙利用の改善」「CO2 ハブ・インフラストラクチャ」「エネルギー

多消費産業 CCS」の各タスクフォースが報告書を発行した。「CO2ハブ・インフラストラクチャ」

は活動を継続するが、他の 2 つは終了した。「油ガス増進回収以外での CO2利用」は本格的な報

告書を策定するのではなく、ワークショップを開催することになった。新規活動計画として検討

されたもののうち、「アカデミック」は技術グループの下で再開されることになった。一方、「貯

留層の管理」は新規タスクフォースを立ち上げることなく、情報のフォローおよび会合での報告

のみを適宜実施することになり、また、「ビジネスモデル」は動きが止まっている。 

IEAGHG では、2019 年度にエネルギー気候シナリオにおける CCS、Quest プロジェクト、

プロセス産業における CO2 回収のコスト削減、発電所向け新規回収技術など、14 件の報告書が

発行された。また、新規に CCS の価値、ネガティブエミッション技術、製油・セメント・鉄鋼

の回収コスト、誘発地震、CO2 利用の現実性、代替原料として CO2 など、10 件の技術研究が実

施されることになった。2019 年度の主催会議は、第 5 回燃焼後回収国際会議（PCCC5）の 1 件、

ネットワーク会合がモニタリングと環境の合同ネットワーク会合、断層ワークショップ、高温固

体ルーピングの 3 件、サマースクール 1 件の計 5 件であった。PCCC5 は RITE が共催し、基調

講演やブース展示では、METI や RITE のほか、日本の 4 企業が回収技術への取り組みをアピー

ルする良い機会となった。2020 年度には、第 15 回温室効果ガス制御技術国際会議（GHGT-15）

のほか、貯留のリスク管理会合が 1 件、サマースクール 1 件の計 3 件が計画されている。 

ロンドン条約では、2019 年 10 月の締約国会合において、海底下地中貯留を目的とした CO2

の輸出を可能とする 6 条改正の暫定的適用が合意され、CO2海域地中貯留の多国間プロジェクト

のロンドン議定書下での実施が実質的に可能となった。 

CCUS イニシアティブでは、産業界との連携強化の取組みとして、OGCI の協力が順調に進

んでいる。また、金融セクターと協力して、金融機関をメンバーとする Finance Sector Lead 

Group for CCUS の立上げを調整している。CEM-10 の展示会においては日本の CCUS への取組

みの情報を発信した。米国では、全米石油審議会（NPC）は、今後 25 年間で国内の 2,500 万ト

ン/年の CCUS 容量を 5 億トン/年へ拡大していくためのロードマップを発表した。中国において
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も、科学技術部が「CCUS ロードマップ 2019」を発表し、2050 年に 8 億トン/年以上の大規模

普及を実現するための道筋を示した。欧州においては、英国が 2020 年度予算において、2 サイ

ト以上でのCCS構築を目的とした 8億ポンド以上のCCSインフラストラクチャ基金を創設する

こと、また、1 件以上の民間融資によるガス火力の CCS を 2030 年までに消費者負担のスキーム

を通して支援することをコミットした。オランダにおいては、CCS のインセンティブとして、既

存の公的資金補助スキームに産業 CCS を対象に加えた SDE++という新スキームが 2020 年に開

始されることになった。大規模 CCS プロジェクトについては、豪州において、Gorgon プロジェ

クトが 2019 年 8 月に CO2圧入を開始した。ノルウェーの産業 CCS プロジェクトとオランダの

Porthos プロジェクトは最終投資決定をそれぞれ 2020 年と 2021 年に予定している。米国では、

Section 45Q や CarbonSafe イニシアティブなどをきっかけとした大規模プロジェクトの計画が

多数あり、その実現が期待されている。 

RITE が C2ES と共に策定し 2019 年 3 月に公表した 2019 年日本開催の G20 での CCUS の

国際協力強化に向けた提言のフォローアップに取り組んだ。提言は、主にエネルギー・環境大臣

会合の閣僚声明とアクションプランに反映された。 

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

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

ンググループおよび 1 つのアドホックグループを設置し、ISO/TC265 対処方針の検討および規格

の各開発段階における投票案等の検討を行うとともに規格化作業を推進した。さらに、本年度行

われた第 13 回 ISO/TC265 総会（キャスパー、米国）および各 WG 会合に対し、WG1 コンビー

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

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

の主張が十分活かせるように専門家意見調整や連絡等の支援を行った。 

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

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

た。 
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1章  概要 

1.1 事業目的 

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

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

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

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

されており、既に諸外国では、多くの実証試験が開始されている。我が国においても地球温暖化

対策として CCS の速やかな対応が求められており、現在実用化に向けて年間 10 万 t-CO2程度規

模の CO2 を貯留する CCS 実証試験や、必要な研究開発を進めているところである。 

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

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

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

などの国際会議の動向を調査するとともに、我が国の CCS に関する取組を積極的にアピールする。 

また、2011 年度に設置が決定した ISO/TC265（二酸化炭素回収・輸送・地中貯留についての

専門委員会）の活動へ対応するとともに、CCS 関連の規格化に関する各国の動向の調査等を行い、

CCS 関連の規格化に関する議論を先導する。 

 

1.2 事業概要 

1.2.1 国際機関等との連携 

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

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

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

報告を行った。 

CSLF については、2019 年 4 月と 11 月にそれぞれ米国とフランスで開催された技術グループ

関連の会合、また 2020 年 3 月に開催された技術グループの電話会議に参加するなどして、CSLF

技術ロードマップ 2017 のフォローアップを含む実施中の活動計画、新規活動計画の議論、PIRT

のあり方に係る議論、CEM11 へのインプットを含む CEM CCUS イニシアティブとの協力など

に貢献するとともに情報を収集した。 

IEAGHG では、2019 年 5 月および 10 月にそれぞれフィンランドと米国で開催された執行委

員会の会合に参加するなどして、IEAGHG が実施している技術研究、主催している国際会議やワ

ークショップの動向について調査を行った。2019 年 9 月に京都で開催された第 5 回燃焼後回収国

際会議（PCCC5）においては、RITE が共催し、基調講演やブース展示では、METI や RITE の

ほか、日本の 4 企業が回収技術への取り組みをアピールする良い機会となった。 

ロンドン条約については、2019年10月に英国で開催された締約国会合の発行文書等を通して、

CO2海底下地層貯留についての情報を収集したほか、2019 年 3 月にカナダで開催された科学グル

ープ会合の情報を同様にして収集した。 

また、CSLF、IEAGHG に係る会合に加え、その前後に会合の開催地あるいはその近郊の CCS
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関連施設の訪問やワークショップ、国内外で開催された国際会議等においても、CCS 関連の他の

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

や規制の整備動向等についての情報収集を実施した。特に、クリーンエネルギー大臣会合（CEM）

の CCUS イニシアティブについては、2019 年 5 月と 2020 年 1 月にそれぞれカナダおよび UAE

で開催された会合にも参加し、その動向に係る情報を収集した。CEM-10 の展示会において日本

の CCUS への取組みの情報を発信した。 

さらには、RITE が C2ES と共に策定し 2019 年 3 月に公表した 2019 年日本開催の G20 での

CCUS の国際協力強化に向けた提言のフォローアップに取り組んだ。提言は、主にエネルギー・

環境大臣会合の閣僚声明とアクションプランに反映された。 

 

1.2.2 CCS関連の規格化への対応 

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

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

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

より、CCS 関連の規格化に関する議論を先導する。 

‒ 国内審議委員会の開催：2 回の国内審議委員会を開催した。審議委員会の開催に際して、日

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

行った。 

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

Verification：定量化と検証）、およびクロスカッティングイッシュー分野、ならびに④

CO2-EOR 分野に関する国内ワーキンググループおよびアドホックグループ会合を、それぞれ

都内で実施した。本国内ワーキンググループにおいては各分野の ISO 化についての議論と、

新業務項目提案（NP）および他国から提案された NP の検討等を行った。国内ワーキンググ

ループの開催に際して、日程調整、会場手配、各委員の招集、議事内容の記録・報告などの

業務を行った。また、各国内ワーキンググループ等間にまたがるテーマの調整、ワーキング

グループ委員への意見照会や意見とりまとめなどの作業を行い、さらに関連する他の ISO、

JIS や他国の規格・標準等を調査し、関係を整理した。なお規格化作業を進めるにあたって、

JISC ならびに財団法人日本規格協会の支援等を得た。 

‒ TC、TC の WG への参加： 第 13 回 ISO/TC265 総会がキャスパー（米国）で開催され、各

WG で検討中の規格について具体的にドラフト開発が推進された。本事業においては、本 TC

総会に各国内ワーキンググループから専門家 2 名程度の派遣を行うとともに、事務局として

主席研究員クラス 1 名および主任研究員クラス 1 名程度が出席した。また TC の各 WG は TC

総会含めて 2 回～3 回程度開催され、それぞれ 2 名程度の専門家を派遣するとともに事務局

として活動を支援した。TC 総会には、国内審議団体として同行し、日本の意見を述べるとと

もに議事内容の記録を行ない、日本の主張が十分通るように専門家意見調整や連絡等の支援

を行った。 

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

の事務局等との連絡業務を行った。さらに、NP 提案に際しては、わが国の専門家と各国の
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代表や専門家と連絡や意見交換の支援を行った。また、国内審議委員会委員、国内ワーキン

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

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

た。 

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

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

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

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

援した。 

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

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

等への連絡、TC 総会時を含めて 3 回の WG の開催、テレコンファレンスの開催、コンビー

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

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

の派遣を行った。またChair's Advisory Group のテレコンファレンスへ代表者を出席させた。 
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2章  国際機関等との連携 

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

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

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

収集した CCS に係る政策や技術の動向情報を以下にまとめる。  

 

2.1 CSLF 

2.1.1 概要 

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

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

とから成る。  

本事業では、2019 年 4 月に米国・シャンペーン、11 月にフランス・シャトゥーで開催

された技術グループ関連の会合、また、2020 年 3 月の電話会合に参加するなどして、実

施中の活動計画、新規活動計画の議論、PIRT のあり方に係る議論、CSLF 認定プロジェ

クトの議論、CEM11 へのインプットを含む CEM CCUS イニシアティブとの協力などに

貢献するとともに情報を収集した。また、2018 年 10 月のメルボルン年次会合において日

本が副議長に選出されたことから、各会合に向けた準備や事前の議論などのための定期的

な電話会議に参加して、技術グループの活動に貢献した。  

技術グループの 2019 年度の活動の中心は、「タスクフォースによる成果物の最大活用と

知識共有に係る暫定委員会」による CSLF 技術ロードマップ 2017 のフォローの本格化と

同ロードマップの更新に係る議論、また、PIRT のあり方に係る議論であった。ロードマ

ップは 2021 年版が策定されることになった。PIRT については、その役割を認定プロジェ

クトのスキームに特化することとし、同スキームの CSLF 内での再活性化、CSLF および

ステークホルダーにとっての価値の向上、PIRT 自体、また、認定プロジェクト認定のプ

ロセスの合理化を進めていくことになった。  

他の既存の活動計画（タスクフォース）については、「孔隙利用の改善」と「CO2 ハブ・

インフラストラクチャ」が報告書を 2019 年 4 月に発行し、また、「エネルギー多消費産業

CCS」が報告書を 2019 年 9 月に発行し、2019 年 11 月のシャトゥー会合直後に関連ワー

クショップを開催した。「CO2 ハブ・インフラストラクチャ」は活動を継続するが、他の 2

つは終了した。「油ガス増進回収以外での CO2 利用」は、本格的な報告書を策定するので

はなく、ワークショップを開催することになった。  

新規活動計画として検討されたもののうち、「アカデミック」は 2019 年 11 月のシャト

ゥー会合で技術グループの下で再開されることになった。一方、「貯留層の管理」は 2019

年 11 月のシャトゥー会合において、新規タスクフォースを立ち上げることなく、情報の

フォローおよび会合での報告のみを適宜実施することになった。また、「ビジネスモデル」

は 2019 年 4 月のシャンペーン会合において、米国が検討することになったが、CEM CCUS
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イニシアティブにおいて中国がアンケート調査を実施しているとの報告があり、動きが止

まっている。  

 

2.1.2 組織概要 

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

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

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

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

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

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

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

ップ、メタン市場化パートナーシップが米国の主導によって設立されている。  

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

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

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

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

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

ことが謳われている。発足当初は CO2 の利用を含まない CCS を対象として活動していた

が、2011 年の北京での閣僚会合において、EOR 等の経済的付加価値を持つ CO2 の利用

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

その実用化に向け推進していくことになった。  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

取組みとしての認定を与えるスキームがある。  

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

に CCUS イニシアティブが設置されたことから、CCUS イニシアティブの名の下で活動し

ていくことが 2018 年 10 月開催のメルボルン会合で合意された。CCUS イニシアティブの



6 

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

の議長国や副議長国などは CCUS イニシアティブの加盟国から選出することも確認され

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

で、当時の米国 DOE チュー長官が提案して設立されたイニシアティブである。  

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

策グループの会合の中で技術グループの活動の報告がなされていた。2018 年 10 月に政策

グループは CCUS イニシアティブとして活動することになったことから、2019 年度は、

技術グループの会合と CCUS イニシアティブの会合は別々に開催され、会合の中で互いに

現状報告が行われた。  

 

表 2.1.2-1 CSLF のメンバー 

豪州 ブラジル カナダ※1 中国※1 チェコ 

欧州委員会※2 フランス ドイツ ギリシャ インド 

イタリア 日本※1 韓国 メキシコ※1 オランダ※1 

ニュージーランド  ノルウェー※1 ポーランド  ルーマニア  ロシア 

サウジアラビア※1 セルビア 南アフリカ※1 UAE※1 英国※1 

米国※1     

※1 CEM CCUS イニシアティブのメンバー国  

※2 CEM CCUS イニシアティブのオブザーバー 

 

2.1.3 今年度の会合と今後の会合予定 

2019 年度は CSLF 技術グループ会合が 3 回開催された。技術グループ会合の今年度の

活動と今後の予定を以下にまとめる。  

 

2.1.3.1 今年度の会合 

技術グループは 2019 年度中に以下の 3 回の会合を実施した。  

・2019 年中間会合：2019 年 4 月 25 日～26 日、米国・シャンペーン  

・2019 年年次会合：2019 年 11 月 4 日～5 日、フランス・シャトゥー  

・2020 年中間会合：2020 年 3 月 24 日、電話会合（ノルウェー主催） 

 

2.1.3.2 今後の会合予定 

技術グループが 2020 年度に計画している会合は以下のとおりである。  

・2020 年年次会合：2020 年 9 月 28 日～29 日、サウジアラビア・ジュバイル  

・2021 年中間会合：2021 年 2 月ないし 3 月、ノルウェー・オスロ  
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2.1.4 技術グループの動向 

ここでは 2019 年度に 3 回開催された技術グループの会合に参加するなどして得られた

技術グループの動向情報をまとめる。これらの会合の概要をまとめたうえで、実施中の活

動計画、新規活動計画、PIRT のあり方に係る議論、CSLF 認定プロジェクト、CEM CCUS

イニシアティブとの協力、同盟機関についてまとめる。  

 

(1) 2019 年 4 月のシャンペーン中間会合の概要 

技術グループ会合が 2019 年 4 月 25 日～26 日に米国イリノイ州のシャンペーンで開催

された。これまで、技術グループ会合の前日に PIRT 会合が開催されていたが、今回は認

定プロジェクトの申請がなかったこと、また、執行委員会で PIRT 会合のアジェンダ項目

や議論に技術グループ会合との重複が多く PIRT 会合の意義が小さいとの意見が出された

ことから、本会合では PIRT 会合は開催されなかった。  

技術グループの会合では、主に、PIRT のあり方に係る議論、進行中のタスクフォース

の活動の報告、新規タスクフォースに係る議論、CSLF 技術ロードマップ 2017 の提言に

対する進捗のフォロー結果の報告とそれを踏まえた CEM 大臣に対する提言の提案が案の

説明とそれに基づく議論がなされた。  

PIRT に係る議論では、PIRT が 2017 年に実施した認定プロジェクトに対するアンケー

ト内容の更新、また、PIRT の機能やメンバーについての議論がなされた。アンケート内

容の更新については、意見が出ず、意見がある場合には事務局へ連絡することになった。

PIRT のあり方については、PIRT 議長（豪州）が次回会合で提案することになった。  

進行中のタスクフォースの活動の報告は、「孔隙利用の改善」「エネルギー集約産業

CCS」「油ガス増産回収以外での CO2 利用」「CO2 ハブ・インフラストラクチャ」の各タ

スクフォースから行われた。「孔隙利用の改善」「CO2 ハブ・インフラストラクチャ」は、

シャンペーン会合までに報告書を公表した。「CO2 ハブ・インフラストラクチャ」は今後

も継続することとし、インフラ普及のモニターを継続して、1 年ごとに報告することにな

った。「エネルギー集約産業 CCS」については、ほぼ完成している報告書の概要説明があ

り、最終版が次回会合までに公表される予定となっている。「油ガス増産回収以外での

CO2 利用」は、報告書の概要とその内容に応じた取り組みの計画が説明され、11 月の次回

会合までに報告が策定される。  

新規活動として、主に「貯留層の管理」、「ビジネスモデル」、「アカデミック」について

議論がなされ、11 月の次回会合でも引き続き議論されることになった。「貯留層の管理」

は「孔隙利用の改善」の後継タスクフォースであり、豪州および英国による議論の結果が

報告される。「ビジネスモデル」は米国が CEM CCUS イニシアティブとの活動の重複の

有無を確認することも含めて、タスクフォースについて検討する。「アカデミック」は、

政策グループとの調整、活動対象を含めて英国・豪州が中心となって検討する。  

CSLF 技術ロードマップで示された 2025 年の目標と、4 つの優先的な提言を信号機形式
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で評価された結果が報告された。今回の目標・提言の進捗評価は小グループが実施したが、

各項目をフォローする小グループを設けることが提案され、CO2 利用も追加された形で合

意された。 

 

(2) 2019 年 11 月のシャトゥー年次会合の概要  

技術グループ会合が 2019 年 11 月 4 日～5 日にフランス・パリのシャトゥーで開催され

た。会合では、主に、PIRT に係る議論、進行中のタスクフォースの活動の報告、新規タ

スクフォースの検討結果の報告・提案と議論がなされた。  

PIRT に係る議論では、PIRT 議長（豪州）による今後の PIRT のあり方についての提

案が議論された。議論により、PIRT の価値や重要性が確認され、PIRT は継続されること

になった。今後、PIRT 議長と技術グループ議長が PIRT の合理化や技術ロードマップへ

の関り方を含めて、より具体的な提案をまとめ 2020 年 3 月の次回会合で説明・議論され

る。同盟機関である CO2GeoNet とは、2020 年 5 月開催の CO2GeoNet のオープンフォ

ーラム（後に延期が決定）の際に 2019 年 5 月と同様な共同ワークショップを開催すべく

協力することになった。 

進行中のタスクフォースの活動報告は、「タスクフォースの成果の最大化と知識共有の

評価のためのアドホック委員会」および「エネルギー集約産業 CCS」「油ガス増進回収以

外での CO2 利用」の各タスクフォースから行われた。「アドホック委員会」は今後も継続

されることになり、ロードマップの提言の進捗やタスクフォースからの成果を CEM 

CCUS イニシアティブの 2020 年 1 月アブダビ開催のワーキングレベル会合と 2020 年 6

月チリ開催の CEM11（後に延期が決定）での会合へインプットする。また、2020 年 3 月

の次回会合で新しい名称と技術ロードマップの更新の必要性を議論することになった。

「エネルギー集約産業 CCS」については、最終報告書が 2019 年 9 月に公表された。同タ

スクフォースは、本会合後に開催されたワークショップをもって終了した。「油ガス増進

回収以外での CO2 利用」は、本格的な報告書を策定することなく、「エネルギー集約産業

CCS」と同様なワークショップを開催する。各国政府による関連取り組みの情報を次回の

2020 年春の会合までに CSLF メンバーから収集し、同会合までに整理される。  

新規活動として、主に「貯留層の管理」、「アカデミック」について説明と議論がなされ

た。「貯留層の管理」は「孔隙利用の改善」の後継タスクフォース候補であり、豪州およ

び英国による検討結果として実施しないことが提言され、実施しないことで合意された。

「アカデミック」は政策グループから技術グループに移行されることになった。参加メン

バーが決まり、2020 年 3 月の次回会合で目標や目的を決定し、具体的な活動を始めてい

くことになる。  
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(3) 2020 年 3 月の電話会合の概要  

技術グループ会合が 2020 年 3 月 24 日にノルウェーのホストにより電話会合として開

催された。これは、3 月 23 日～24 日にノルウェー・オスロで開催される予定だった会合

が新型コロナウィルスの世界的な感染拡大により中止され、その代替として技術グループ

の運営関連の議事に絞って開催されたものである。  

技術グループとして次回の CEM 大臣会合（CEM11）に提出するレターの内容を技術ロ

ードマップのフォローの結果に基づいた大臣のアクションについての提言等とすることに

なった。PIRT のあり方については、PIRT 議長（豪州）の提案により、その役割を認定プ

ロジェクトのスキームに特化することとし、同スキームの CSLF 内での再活性化、CSLF

およびステークホルダーにとっての価値の向上、PIRT 自体、また、認定プロジェクト承

認のプロセスの合理化を進めていくことになった。豪州は PIRT 議長を辞任することを希

望したため、今後、後任を決めることになる。技術ロードマップはイニシアティブやミッ

ション・イノベーションと協力する形で、また、IEAGHG や GCCSI とも協力して 2021

年版を策定する。詳細な議論は IEA による ETP2020 の公表（2020 年 6 月）後とする。  

 

2.1.4.1 実施中の活動計画 

技術グループの活動計画の一環として 2018 年度から継続して活動しているタスクフォ

ースとして、2017 年 12 月のアブダビ年次会合での議論をきっかけに設置された「タスク

フォースの成果の最大化と知識共有の評価のためのアドホック委員会」、2015 年 11 月の

リヤド会合で実施が決まり実施されていた「孔隙利用の改善」、2016 年 10 月の東京会合

で実施が決まった「エネルギー集約産業 CCS」、2018 年 10 月のメルボルン会合において

実施が決まった「油ガス増進回収以外での CO2 利用」と「CO2 ハブ・インフラストラクチ

ャ」の 5 つがあった。日本は「孔隙利用の改善」へ参加していた。  

「タスクフォースの成果の最大化と知識共有の評価のためのアドホック委員会」は、

2018 年度から継続して 2017 年に策定した CSLF 技術ロードマップで示された提言のうち、

技術系の 5 つの提言に関する進捗状況の定期的な評価を引き続き行っている。その名称を

2020 年 3 月より「技術ロードマップタスクフォース」に変更することになり、また、ロ

ードマップの 2021 年版を策定することになった。「孔隙利用の改善」と「CO2 ハブ・イン

フラストラクチャ」は報告書を 2019 年 4 月に発行した。「CO2 ハブ・インフラストラクチ

ャ」は活動を継続し、報告書を年に 1 回の割合で更新することとなり、最初の更新版を 2020

年 3 月に公表した。「エネルギー多消費産業 CCS」は報告書を 2019 年 9 月に発行し、2019

年 11 月のシャトゥー会合直後に開催された関連ワークショップをもって活動が終了した。

「油ガス増進回収以外での CO2 利用」の報告書は 2019 年 11 月開催の本会合までに策定

される予定となっていたが、本格的な報告書を策定するのではなく、ワークショップを開

催することになった。  

各タスクフォースの活動について、2019 年 4 月のシャンペーン会合、ないし 2019 年
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11 月のシャトゥー会合、あるいは 2020 年 3 月の電話会合での報告や議論をこれまでの経

緯とともに以下にまとめる。  

 

(1) タスクフォースの成果の最大化と知識共有の評価のためのアドホック委員会  

CSLF 技術ロードマップの最新版である 2017 年版は 2017 年 11 月に公表され、その提

言が同年 12 月にアブダビで開催された閣僚級会合へのインプットとなった。閣僚級会合

の直前に開催された PIRT 会合において、技術ロードマップは生きた文書（live document）

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

がされた。同グループは 2018 年 4 月のベネチア会合において、ロードマップの提言に対

する進捗をフォローし、必要に応じて状況を是正するためのタスクフォースの設置やワー

クショップの開催など検討する小グループとなり、アドホック委員会（Ad Hoc Committee）

と呼ばれるようになった。  

2019 年 4 月のシャンペーン会合では、アドホック委員会から CSLF 技術ロードマップ

で示された 2025 年の目標と、4 つの優先的な提言を信号機形式で評価した結果が説明さ

れた。今回の目標・提言の進捗評価はアドホック委員会が実施したが、各項目をフォロー

する小グループを設けることが提案され、CO2 利用も追加された形で合意された。各グル

ープは、毎年、中間会合の 1～2 か月前までに技術グループメンバーに結果を伝達し、メ

ンバーの意見を反映させてうえで、CEM 大臣会合に報告することになる。ただし、2019

年については、9 月までに評価結果をまとめたうえで、11 月のシャトゥー会合で報告する

ことになった。  

2019 年 11 月のシャトゥー会合では、アドホック委員会からロードマップの提言に対す

る進捗とアドホック委員会の今後についての説明があった。アドホック委員会は今後も継

続されることになり、2020 年 1 月の CEM CCUS イニシアティブ会合と 2020 年 6 月の

CEM11（後に延期が決定）へ、ロードマップの提言の進捗やタスクフォースからの成果を

インプットすることになる。また、2020 年 3 月のオスロ会合（後に電話会合に変更）で

新しい名称と技術ロードマップの更新の必要性を議論することになった。  

2020 年 3 月の電話会合では、タスクフォースの名称を「技術ロードマップタスクフォ

ース」に変更することになり、また、ロードマップの 2021 年版を策定することになった。 

以下に 2019 年 4 月のシャンペーン中間会合、11 月のシャトゥー年次会合、2020 年 3

月の電話会合での議論の概要を示す。  
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① 2019 年 4 月のシャンペーン会合での議論  

アドホック委員会は、CSLF 技術ロードマップで示された 2025 年の目標と、4 つの優先

的な提言を信号機形式で評価し、その結果を会合で説明した。  

ロードマップで示された目標と 4 つの提言は以下の通りである。  

・2025 年までに最低でも年間 4 億トンの CO2 を大気から長期的に隔離し、累計 18 億

トンの CO2 を恒久的に回収・貯留  

・CCS インフラストラクチャの構築を促進する。  

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

・CCS の全チェーンのコストを研究・開発・実証を通して低減する。  

・CCS プロジェクト向けの革新的なビジネスモデルの実現を促進する。  

 

評価結果を表 2.1.4.1-1 に示す。 

 

表 2.1.4.1-1 CSLF 技術ロードマップの目標・提言の進捗評価（2019 年 4 月） 

 目標・提言 評価 備考 

目

標 

2025 年の回

収・貯留目標  
赤 

今後 6 年間で年間貯留キャパシティを 10 倍にする必要があ

る。2018 年に 1 件のプロジェクト（CNCP 吉林）が稼働し、

100 万トン/年増の 3,800 万トン/年となった。建設中のプロジ

ェクトにより 2019 年中に 700 万トン/年増が見込まれる。検

討中、計画中のプロジェクトのキャパシティを累計しても

3,500 万～4,000 万トン/年に留まり、目標達成には十分ではな

い。 

優

先

提

言 

CCSインフラ 赤 

多くのすぐれた計画や研究はあるが、過去数年に稼働したイン

フラ・ネットワークプロジェクトはない。また、2018 年に最

終投資決定により次期フェーズに移行したプロジェクトもな

い。 

大規模 CCS

からの知識共

有 

緑 

CSLF 会合、International CCS Knowledge Center、学会、

報告書などによる知識共有は活発。ただし、他のプロジェクト

の知見・経験を活かしたプロジェクトの具体例は特定できてい

ない。 

RD&D による

コスト削減  
黄 

CCUS 技術の発展に資する多くの優れた研究はあるが、大幅

なコスト削減を明示する TRL6 あるいはそれ以上のブレーク

スルー技術は報告されていない、または特定できていない。  

ビジネスモデ

ル 
黄 

多くのすぐれた計画や研究はあるが、米国の Section 45Q を除

き、ビジネスモデルの策定が進んでいない。恐らくは政策・規

制環境の欠如による。  
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また、アドホック委員会から、これらの目標と優先提言の進捗に対する評価を踏まえて

まとめた、以下の CEM への提言案が説明された。コメント等のある参加者は 5 月半ばま

でに事務局に連絡することになった。  

 

・大規模 CCUS プロジェクトの開発に資する予測可能なビジネス環境を醸成する。  

・産業横断的なプロジェクトを共同出資等により促進する。  

・コスト削減のため CCUS の RD&D への投資促進を継続する。  

・大規模プロジェクトからの知識共有の促進を継続する。  

 

今回の目標・提言の進捗評価はアドホック委員会が実施したが、各項目をフォローする

小グループを設けることが提案され、CO2 利用も追加された形で合意された。各グループ

は、毎年、中間会合の 1～2 か月前までに技術グループメンバーに結果を伝達し、メンバ

ーの意見を反映させてうえで、CEM 大臣会合に報告することになる。ただし、本年につ

いては、9 月までに評価結果をまとめたうえで、11 月のシャトゥー会合で報告することに

なった。 

 

・CCS インフラ： ノルウェー、カナダ、豪州、ブラジル、英国、オランダ  

・大規模 CCS からの知識共有： PIRT、豪州、IEAGHG 

・RD&D によるコスト削減： カナダ（International CCS Knowledge Center）、豪州、

サウジアラビア、IEAGHG、CO2Geonet 

・ビジネスモデル： 中国、ノルウェー、カナダ  

・CO2 利用： 米国 

 

② 2019 年 11 月のシャトゥー会合での議論  

2019 年 11 月のシャトゥー会合では、このアドホック委員会からロードマップの提言に

対する進捗とアドホック委員会の今後についての説明があった。アドホック委員会は今後

も継続されることになり、2020 年 1 月の CEM CCUS イニシアティブ会合と 2020 年 6 月

の CEM11（後に延期が決定）へ、ロードマップの提言の進捗やタスクフォースからの成

果をインプットすることになる。また、2020 年 3 月の次回会合で新しい名称と技術ロー

ドマップの更新の必要性を議論することになった。  

委員会からの説明や議論の概要を「ロードマップの提言に対する進捗」と「アドホック

委員会の今後」に分けて以下にまとめる。  
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(a) ロードマップの提言に対する進捗  

CSLF 技術ロードマップで示された 2025 年の目標と 4 つの優先的な提言に対する進捗は、

2019 年 4 月のシャンペーン会合の前に初めての評価が試験的になされ、同会合で報告さ

れた。こうした評価を毎年実施することが合意され、同会合で評価対象に追加されること

になった CO2 利用を含む 5 つの提言ごとにフォローする担当者が決められた。毎年、中間

会合の 1～2 か月前までに技術グループメンバーに結果を伝達し、メンバーの意見を反映

させてうえで、CEM 大臣会合に報告することになる。ただし、2019 年については、9 月

までに評価結果をまとめたうえで、11 月のシャトゥー会合で報告することとなった。  

ロードマップの 2025 年の目標と 5 つの提言、また、フォロー担当者を表 2.1.4.1-2 に示

す。 

 

表 2.1.4.1-2 CSLF 技術ロードマップの目標・提言のフォロー担当者 

目標 

2025 年までに最低でも年間 4 億ト

ンの CO2 を大気から長期的に隔離

し、累計 18 億トンの CO2 を恒久

的に回収・貯留する。  

― 

提言 1 
CCS インフラストラクチャの構築

を促進する。  

リード：カナダ、支援：英国、オランダ、

カナダ、豪州  

提言 2 

情報交換の機会を設けることによ

り、既存の大規模プロジェクトの

経験を活用する。  

リード：PIRT、支援：豪州、カナダ、

IEAGHG 

提言 3 
CCS の全チェーンのコストを研

究・開発・実証を通して低減する。 

主導：カナダ（Knowledge Centre）、支援：

カナダ（NRCan）、サウジアラビア、豪州、

CO2Geonet、IEAGHG 

提言 4 

CCS プロジェクト向けの革新的な

ビジネスモデルの実現を促進す

る。 

リード：中国、支援：米国、カナダ、ノル

ウェー、サウジアラビア 

提言 5 CO2 利用の実施を促進する。  
リード：米国、支援：カナダ、サウジアラ

ビア 

 

2019 年 11 月のシャトゥー会合で報告された各目標ないし提言の進捗を下表に示す。ま

た、包括的な結論の概要を以下にまとめる。  

・2019 年 4 月のシャンペーン会合からは、本質的な変化がなく、良い進捗が見られた提

言は 1 つに留まり、2025 年の目標を達成することはできない。  

・2035 年目標の達成の可能性はあるが、ハブ・クラスター・利用・輸送のための CO2 イ

ンフラの大規模な建設が必要となる。その実現には、多セクタープロジェクトのための

官民による共同出資が必要となる。  

 

以下に 2019 年 11 月のシャトゥー会合で紹介されたロードマップの提言の進捗に対する

評価を表 2.1.4.1-3 にまとめる。会合での説明は簡潔であったため、スライドの情報をまと

めた。   
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表 2.1.4.1-3 CSLF 技術ロードマップの目標・提言の進捗評価（2019 年 11 月） 

 目標・提言 評価 備考 

目

標 

2025 年の回

収・貯留目標  
赤 

今後 6 年間で年間貯留キャパシティを 10 倍にする必要があ

る。2019 年 3 月以降に稼働したプロジェクトは Gorgon の 1

件のみ。回収容量は 400 万トン/年増加し、4,200 万トン/年に

なった。建設中の ACTL により 2019 年中にさらに 200 万ト

ン/年増となる可能性がある。検討中、計画中のプロジェクト

の回収容量を累計しても 3,500 万～4,000 万トン/年に留まり、

目標達成には不十分である。  

優

先

提

言 

CCSインフラ 赤 

・建設中の ACTL は、2019 年終わり頃の運転開始と 200 万ト

ン/年の回収容量増が期待される。  

・2019 年に投資が決定されたプロジェクトはない。  

・複数のプロジェクトが資金援助を受領（Drax、Clean Gas 

Project、Hynet）した。 

・複数のプロジェクト（Drnkirk、H21、ノルウェー産業 CCS）

がそのチェーンの一部分（回収や貯留など）に対して資金援

助を受領した。  

・各種報告書やワークショップにおいて、ハブ・クラスター・

インフラへの関心が継続的に示されているが、いずれも

pre-FEED 後半か、それ以前の段階となっている。  

評価は赤だが、2025 年のインフラに対する目標は達成できる

可能性はある。しかし、2025 年の CO2 貯留量目標の達成には

十分なインフラはない。 

大規模 CCS

からの知識共

有 

緑 

CSLF 会合、International CCS Knowledge Center などによ

る知識共有は活発である。Shand のトン当たりの回収コスト

は BD3 と比べて 67%減との報告があった。  

・将来のプロジェクトの危機管理費が削減される。  

・コスト削減は 2 基目以降に可能となる。  

・スケールメリットやモジュール化によってコストが削減でき

る。 

・Shand では、統合によりコストを BD3 の 92%以下にできる。 

・脱硫装置が設置済みであるなど、CCS の対象とするプラン

ト選定が重要である。  

・アミンによる健康影響への理解が増進した。  
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表 2.1.4.1-3 CSLF 技術ロードマップの目標・提言の進捗評価（2019 年 11 月）（続き） 

 目標・提言 評価 備考 

優

先

提

言 

RD&D による

コスト削減  
黄 

CCUS 技術の発展に資する多くの優れた研究はあるが、TRL6

以上のブレークスルー技術で大幅なコスト削減の証拠が明ら

かな技術は報告されていない、または特定できていない。  

・ITCN のメンバーが増加した。  

・R&D コミュニティが改良を進め、パートナー企業が商用設

計を推進している。  

・NCCC の結果により、火力での CO2 回避コストが 1/3 削減

された。 

・Net Power が Allam サイクルを 50MWth で実証中である。 

・Callide が酸素燃焼実証についての優れた報告書を公表して

いる。 

・Carbon Engineering が DAC の主要機器の小規模実証では

あるが、実証・FEED の資金を受領した。  

・大規模なパイロット・実証には更に多くの機会が必要である。 

・小規模用の資金援助はあるが、大規模用は不十分である。  

・Emirates Steel が EOR 用に新規の CO2 回収を検討してい

る。 

ビジネスモデ

ル 
黄 

CEM CCUS イニシアティブで、加盟国におけるビジネスモデ

ルとインセンティブ政策の情報を集め整理している。  

その他の取組みや文献には以下がある。  

・BEIS が CCUS のビジネスモデルのパブリックコンサルテー

ションを実施している。 

・CornWall Insight が電力セクターの CCUS 向けの市場ベー

ス枠組みの報告書を公表した。  

・GCCSI が CCS の大規模普及へインセンティブを与えるため

の優先政策の報告書を公表した。  

CO2 利用 黄 

・パイロットから商用規模で稼働中のものを含めて、70 件以

上のプロジェクトがある。  

・完了済み、建設中のものもある。適用技術は、生物学的 CO2

転換（藻類、微生物）、鉱物化、触媒法による燃料や化学製

品の製造と多岐に渡る。 

・EOR、消火剤、尿素などには市場が既に存在している。45Q

はインセンティブの好例である。  

・産業、政府の関心が高い。  

CSLF は以下に焦点を当てて活動すべきである。  

・加盟国における R&D（ラボ、ベンチ、パイロット規模）の

関心と状況。  

・商用開発、産業規模での取り組み。  

・商用規模での人為 CO2 利用を促進するビジネス展開の機会・

メカニズム・インセンティブ。ビジネスモデルタスクフォー

スと情報交換。  
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(b) アドホック委員会の今後  

ノルウェーからアドホック委員会の現在の取組みと今後について説明があった。説明の

概要を以下にまとめる。 

 

・アドホック委員会は、これまで①タスクフォースによる成果の活用状況についての分析、

②技術ロードマップの提言に対する進捗状況の分析、③知識共有に関する提言、④技術

グループのタスクフォースと政策グループ下のアカデミックやコミュニケーションのタ

スクフォースなど、また、他の CCS 関連組織との間の関係の整理、を活動の対象として

きた。 

・①の成果活用は、アンケート調査を実施しており、第 1 段階を実施済みと言える。②の

ロードマップの進捗は、シャンペーン会合と本シャトゥー会合でその評価結果を報告し

た。③は②の一項目であり、また、以前、こうした取り組みは PIRT の役割との話もあ

った。④のタスクフォースや他機関との関係の整理は、技術グループが適切に実施して

いる。 

・2018 年 10 月のメルボルン会合では、同盟機関と協力して、報告書やワークショップな

どに取り組むことが議論された。これは、2019 年 5 月にベネチアで CO2Geonet とワー

クショップを共催し、本シャトゥー会合でも水素とネルギー集約産業に関するワークシ

ョップを他機関と協力して開催するなど、実現してきている。  

・こうした将来に向けての活動は技術グループの重要な役割であり、アドホック委員会が

継続していくべきである。少なくとも 2020 年 6 月までは継続して、CEM CCUS 会合へ

の影響力を確認すべきと考える。  

・今後、技術グループがアドホック委員会の役割をレビュー、または再定義する必要があ

る。活動としては、技術ロードマップの貯留目標に対する進捗のモニタリングを担当す

る、新しいアンケートなどにより知識共有の評価をするなどが考えられる。新たな役割

に合わせて、新しい名称も考えなければならない。  

・今後の取組みとして、2020 年 1 月の CEM CCUS イニシアティブ会合と 2020 年 6 月の

CEM11（後に延期が決定）のそれぞれに向けて、技術グループとしてのインプットを取

りまとめて提供する。取りまとめに当たっては、R&D 関連、ビジネスモデル、CO2 利用

のタスクフォースからのインプットをコーディネートすることになる。  

 

説明の後、若干の議論を経て、アドホック委員会を継続することが合意された。2020

年 1 月の CEM CCUS イニシアティブ会合と 2020 年 6 月の CEM11（後に延期が決定）へ、

ロードマップの提言の進捗状況やタスクフォースの成果をインプットすることになる。ま

た、2020 年 3 月の次回会合で新しい名称と技術ロードマップの更新の必要性を議論する

ことになった。  
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③ 2020 年 3 月の電話会議での議論 

2020 年 3 月の電話会議では、タスクフォースの新名称として“技術ロードマップタスク

フォース”が提案され、了承された。このタスクフォースの目的を以下とすることになっ

た。 

・技術ロードマップの提言に係る CCUS の進捗のモニタリング  

・CEM 大臣会合へのインプット  

・技術ロードマップの修正や更新の必要性の評価  

・技術ロードマップの更新または修正（必要に応じて）  

 

また、2017 年に策定された技術ロードマップを CEM CCUS イニシアティブやミッシ

ョン・イノベーションの他、IEAGHG や GCCSI とも協力しながら、2021 年の公表を目

指して更新することとなった。更新の主な理由は以下の通りである。  

・ロードマップ中の最初のマイルストーンが 2020 年であり、2030 年等の新たなマイ

ルストーンの設定が必要。  

・目標を設定した 2025 年および 2035 年は、IEA のエネルギー技術展望や IPCC の 1.5

度報告書などに合わせて再検討する必要がある。  

・近年、関心が高まっている産業 CCS、CO2 貯留ハブ、産業クラスター・インフラス

トラクチャ、水素、CO2 利用、DAC、ネガティブエミッション技術は、2017 年版で

言及されているが、その記述が十分とは言えなくなった。 

・CEM やミッション・イノベーションの役割の重要性が増しており、共通した目標や

提言は影響力を持ち得る。  

 

ロードマップの更新に係る詳細な議論については、IEA が 2020 年 6 月に CCUS に特

化した章を有するエネルギー技術展望の 2020 年版（ETP2020）を公表することから、そ

の公表後に開始することが確認された。  

 

(2) 孔隙利用の改善  

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

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

IEAGHG がメンバーとなった。タスクフォースの目的は、CO2 地中貯留サイトの貯留容量

をより有効に利用できる可能性のある様々な技術の効果や成熟度をまとめることであった。

報告書は、2019 年 4 月初めに公表された。2019 年 4 月のシャンペーン会合で豪州より説

明された報告書の概要を以下にまとめる。  

 

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

CO2 の体積に比して、水平方向への広がりが大きい。孔隙利用の改善により、モニタリ
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ングコストが低減されるほか、貯留スケールの縮小により、貯留サイトの探査や評価、

輸送、運転に係るコストの軽減が期待でき、また、遮蔽層近くに貯まる CO2 量が低減さ

れるなど、貯留の安全性の向上にもつながる。CO2 地中貯留のポテンシャルは世界的に

12 兆トンとされているのに対して、投資が可能な貯留リソースは 7 億 5 千万トン程度に

とどまっており、貯留サイトの探査や評価の推進と共に、個々の貯留サイトにおいて貯

留層の有効利用の推進が必要であると言える。  

・報告書の構成は、エグゼクティブサマリーに始まり、①イントロダクションと背景、②

孔隙利用の改善に関する非技術的な事項、③油ガスセクターにおける掃攻効率の改善、

④圧力管理、⑤マイクロバブル CO2 圧入、⑥CO2 飽和水圧入と地熱エネルギー生産、⑦

スウィング圧入、⑧各技術の効果と現状、⑨参考となっている。  

・⑤のマイクロバブル CO2 圧入については、RITE が担当し、2016 年 6 月開催のロンド

ン会合において、マイクロバブル CO2 の特徴と貯留への効果について簡単な説明を行っ

ている。⑥の CO2 飽和水圧入と地熱エネルギー生産は、フランスが担当し、⑦のスウィ

ング圧入はノルウェーが担当した。  

・最終的な各技術の評価を表 2.1.4.1-4 に示す。最も優先順位が高い技術として、マイクロ

バブル CO2 圧入が選ばれ、推奨される今後の取り組みとして屋外研究施設での試験が挙

げられている。 
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表 2.1.4.1-4 孔隙利用の改善に資する技術の評価 

優先

順位  
技術種別  

これまでの

R&D と用途

先  

技術成熟度

（TRL）  
技術的見通し  

推奨される今後の取り組

み  

1 
マイクロバブ

ル CO2  圧入  

ラボ実験、シ

ミュレーシ

ョン、試作品   

TRL 4 高い可能性  屋外研究施設での試験  

2 
スウィング圧

入  

ラボ実験、シ

ミュレーシ

ョン  

TRL 3 高い可能性  ラボ実験による技術評価  

3 高い圧入圧  

ラボ実験、シ

ミュレーシ

ョン  

TRL 3 高い可能性  

非均質な地層での掃攻率

を評価するラボ実験によ

る技術評価  

4 

アクティブ圧

力緩和(奏効率

の増大と横方

向の広がりの

抑制) 

EOR、

Gorgon CO2

圧入プロジ

ェクトでの

計画  

TRL 6 高い可能性  

圧入緩和：リスク緩和を

目的とした圧力緩和井を

使用している運転中の商

用プロジェクトからの知

見  

5 

フォーム(高浸

透性の経路の

封鎖) 

EOR TRL 6 
ある程度十分

な理解  

商用スケールの実証前に

効果のシミュレーション

評価  

6 
パッシブ圧力

緩和  

シミュレー

ション  
TRL 4 限定的な効果  

屋外研究施設での試験、  

長期的な流体管理につい

ての検討  

7 

ポリマー(地層

水の粘性の増

加) 

EOR  TRL 7 
ある程度十分

な理解  
費用対効果の調査、  

商用スケールの実証  

8 

界面活性剤(地

層水の残留飽

和の低減))  

EOR TRL 7 
ある程度十分

な理解  

9 

CO2  飽和水の

圧入と地熱発

電への応用  

ラボ実験、シ

ミュレーシ

ョン  

TRL 3 
サイト依存、

少な目 CO2 量  

PI-CO2 技術のラボ実験

による試験機会の探求  

 

・次のステップとして、CO2 貯留層の管理に係るタスクフォースを提案する。取り組み内

容として、貯留層の孔隙利用の改善に資する技術として今回のタスクフォースが特定し

た技術の開発状況の進捗、既存および新規の貯留層の管理手法、既存および新規の坑井

エンジニアリングが挙げられる。  

 

(3) CO2 ハブ・インフラストラクチャ  

「CO2 ハブ・インフラストラクチャ」は CSLF の CCS 技術ロードマップ 2017 におけ

る提言の対象の一つであることから、ロードマップ策定後からこれまでの進捗を確認する

タスクフォースを設置することが、2018 年 10 月のメルボルン会合において合意された。

タスクフォースには、議長をノルウェーとして、豪州、ブラジル、カナダ、英国が参加し

た。2019 年 4 月のシャンペーン会合において、ノルウェーからタスクフォース報告書の

概要が説明された。今後もこのタスクフォースを継続することとし、インフラ普及のモニ
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ターを継続して、1 年ごとに報告することになった。  

2019 年 4 月のシャンペーン会合でノルウェーより説明された報告書の概要を以下にま

とめる。 

 

・用語の定義として、クラスターは CO2 排出、貯留、利用のいずれかが密集地域を、ハブ

は回収した CO2 の集約点、ネットワークはクラスターとハブを含み CCS のバリューチ

ェーンの多くの要素を有するもの、インフラストラクチャはネットワークのうち、回収

施設、中間貯留設備、圧入設備、パイプライン、輸送船などの物理的なものを意味する。  

・ネットワークの普及における課題として、CCS のバリューチェーンに関わる異なる産業

間の協力、各チェーンの信頼性の獲得、プロジェクトの予算通りでスケジュール通りの

完了、運用における利用可能性・柔軟性・信頼性、ファイナンシングと政策的な問題、

大規模な CCS システム用のビジネスモデルが挙げられる。  

・既存の CO2 ネットワークとしては、陸域では米国の Denver City、Gulf Coast、Rocky 

Mountainsの 3つがあり、カナダの Alberta Carbon Trunk Line が建設中となっている。

一方、海域については、浮体式生産貯蔵積出設備を中心としたブラジルの Lula 油田での

CO2-EOR 用の CO2 ネットワークがある。  

・過去 15 年で見れば、海域で 1 件の CO2 ネットワークが稼働した一方で、陸域では稼働

を開始したネットワークはなかった。カナダで建設中の数百万トン /年規模のネットワー

クは 2019 年に稼働する見込みとなっている。2018 年中に最終投資決定（FID）により

実施が決定したプロジェクトはない。現在、計画中のプロジェクトの CO2 容量を総計し

たとしても、2025 年までに追加される容量は最大で 3,500 万～4,000 万トン/年に留まる。

インフラの普及速度は、必要とされる速度よりも遅く、何らかの対策が求められる。  

・CSLF に対して、タスクフォールを継続して、クラスター、ハブ、インフラを含む CCUS

のネットワークの普及状況をモニターし、1 年ごとに報告すること、GCCSI、IEAGHG、

International CCS Knowldge Centre、CO2GeoNet、ミッション・イノベーションなど

と協力して関連するワークショップの開催を検討することを提言する。また、CEM に参

加する大臣と産業界の幹部は、共同出資などにより産業セクター横断的なプロジェクト

を促進することを提言する。  

 

報告書の最初の更新版は 2020 年 3 月に公表された。CO2 ハブ・インフラストラクチャ

に関連するイニシアティブやプロジェクトの情報が更新され、より充実した内容となって

いる。 
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(4) エネルギー集約産業 CCS 

「エネルギー集約産業 CCS」は、2015 年 11 月のリヤド会合で提示された 15 の活動計

画案の 1 つであった「産業 CCS」を起源としている。2016 年 5 月のレジャイナ会合にお

いて、フランスから担当することを検討するとの申し出があった。フランスは 2016 年 10

月の東京会合において主導することを表明し、タスクフォースの立ち上げが承認された。

タスクフォースはフランスの Club CO2 が主導するが、Club CO2 には Solvay 社（化学）、

EDF 社、Total 社、Lafarge 社（セメント）、Arcelor Mittal 社、Air Liquide 社などの企

業が参加している。タスクフォースによる最終報告書は 2019 年 9 月に公表された。  

2019 年 4 月のシャンペーン会合で報告書の概要説明が、また、2019 年 11 月のシャト

ゥー会合ではタスクフォースからの提言について説明がそれぞれフランスからなされた。

本タスクフォースは、シャトゥー会合の 2 日後に開催された関連ワークショップをもって

終了した。 

両会合での説明を基に、報告書の概要と提言の概要を以下にまとめる。  

 

(a) 報告書の概要 

・本報告書で対象とするネルギー集約産業（EII）は、製鉄、セメント、化学品、石油精

製、水素、天然ガス、重油、肥料、廃棄物エネルギー転換、水素となっている。製紙や

アルミニウムは対象となっていない。セクターごとに、経済や経済成長率への貢献、生

産地、CO2 排出トレンド、典型的なプラントの主な CO2 排出経路、CCUS 以外の CO2

排出削減策、CCUS のネットゼロ排出への貢献、CCUS の開発状況、CCUS の開発にお

ける主な課題がまとめられている。  

・EII における CCUS の実現には、様々なステークホルダーの関与・協力が必要となる。

EII の各セクターは、セクター間の協力、ハブの構築、CO2 利用技術の開発などが求め

られる。政府は、EII セクターにおける CCUS への支援、低炭素製品の調達の推進、イ

ンフラの開発支援、炭素リーケージの回避などに取り組む必要がある。油ガスセクター

には、CO2 の輸送および貯留に係る知識の共有や、EII セクターの排出事業者間の調整

役が期待される。最終消費者は最終製品への CCUS コストの上乗せを許容する必要があ

る。CCUS 関連機関は気候変動緩和の目標達成における CCUS の重要性をアピールして

いく必要がある。  

・セクター間に相互関係について考察すると、ほとんどの回収技術が全て、あるいはいく

つかのセクターで利用でき、また、全ての回収技術の CAPEX とエネルギー消費が大き

いと言える。後者については、廃熱の利用による改善の検討余地がある。いくつかのセ

クターは他のセクターの脱炭素化に大きく貢献する可能性を有している。製鉄業のため

の水素、CO2 貯留を目的とした鉱物化、化学セクターにおける回収 CO2 の利用、油ガス

セクターによる CO2 輸送・貯留サービスの提供などである。  

・結論として、EII は経済の重要な要素であるが、CO2 排出が多いため、気候変動の緩和
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や適応が必要と言える。EII からの CO2 総排出量は大きく、発電セクターからの排出量

に匹敵する。エネルギー効率の向上、プロセスの改善、エネルギー代替などにより CO2

排出の削減が積極的に取り組まれているが、ネットゼロ排出の実現のためにも CCUS は

重要となる。CCUS は EII の各セクターで取り組まれているが、取り組み段階はセクタ

ーによって多様となっている。課題には技術のみならず、コストや競争力、炭素リーケ

ージなどもある。  

 

(b) 提言の概要 

・本タスクフォースの主な結論は、CCUS とそれ以外の CO2 削減技術は補完関係にある、

CCUS の恩恵は CCUS のコストを大きく上回る、CCUS の普及には様々なステークホル

ダーからの堅固なコミットが必要である、CO2 利用はビジネスモデルや社会受容性の観

点から重要な役割を担い得るが、気候変動緩和への貢献は十分ではない、CCUS のコス

トを削減するために研究開発を加速する必要がある、であった。  

・研究開発および実証に関する提言は、燃焼に伴う CO2 排出を CCUS によって削減する、

様々なネルギー集約産業における CO2 利用の機会を活用する、CO2 回収時のエネルギー

消費を削減する、共用 CO2 輸送インフラを構築する、である。  

・これらの提言の実現に当たり、ネルギー集約産業は、初期参入者と後続参入者との協力、

また、異なる産業間の協力、CO2 利用をベースとした循環モデルの検討と構築、CO2 輸

送・貯留インフラの構築への関与が求められる。  

・政府は、CCUS 実現のためのビジネスモデルの構築への支援が求められる。例えば、気

候変動の緩和に向けてネルギー集約産業が求められるコミットに適した環境の整備、確

実に継続される政府支援、排出源と貯留または利用を結ぶインフラの構築に対する支援、

低炭素製品の調達に対するインセンティブ、カーボンリーキッジの回避である。  

・石油ガスセクターには、CO2 輸送および貯留に関する知見の提供、CO2 輸送および貯留

への貢献が求められる。 

・石油・ガスの最終消費者は、CCUS による最終製品への影響は比較的限定的であること

を認識し、バリューチェーンをより大きな視野で見ることが求められる。  

・CSLF などの CCUS 関連機関は、主なステークホルダーに対して、気候変動緩和の実現

のためには、ネルギー集約産業における CCUS の実現が極めて重要であることを広めて

いく必要がある。CCUS は気候変動緩和において重要ではあるが、唯一の解ではなく、

また、他の低炭素技術と競合するものではなく、補完し合いながら脱炭素社会への移行

に貢献するものである。 
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(5) 油ガス増産回収以外での CO2 利用 

ガス増進回収以外（Non-EHR）の CO2 利用のタスクフォースは、2018 年 4 月のベン

チア中間会合において「鉱物化」のタスクフォースの必要性が議論された際に、米国が 2012

年及び 2013 年に報告書を策定済みの「CO2 利用」に関する新たな活動に関心を示したこ

とに端を発する。米国は 2018 年 10 月のメルボルン年次会合で具体的な提案を説明した。

本タスクフォースは、過去の報告書の更新などをするのではなく付加価値を生み出すこと

を目的として、CO2 利用に係る現状のレビューした報告書をまとめる、具体的には、関連

する報告書やプロジェクト、会議、取り組み、プロジェクトと主なプレーヤー、また、政

府によるイニシアティブを整理したうえで、提言をまとめるというものであった。議論の

結果、米国を議長として、豪州、ブラジル、中国、カナダ、フランス、オランダ、サウジ

アラビア、および IEAGHG をメンバーとするタスクフォースの設置が合意された。  

2019 年 4 月のシャンペーン会合において、米国から、タスクフォースによる 5 つの取

り組みの概要案が提示された。5 つの取組みは、①過去 5 年の CO2 利用に関する報告書を

収集したのち、技術的・政策的な障壁と市場規模の見通しを整理し、得られた知見、提言

をまとめる、②各国政府によるプログラムを CSLF メンバーから収集してまとめる、③主

要な会議や活動を特定する、④CO2 利用の主な実証および商用プロジェクトと主要プレー

ヤーをまとめる、⑤2020 年の年次会合までに報告書を策定し、今後の活動の提言をまと

める、である。  

2019 年 11 月のシャトゥー会合では、これらの 5 つの取り組みの進捗が報告された。シ

ャトゥー会合での説明によれば、①の報告書の整理は進んでおらず、後段の技術的・政策

的な障壁と市場規模の見通しについては、IEAGHG が策定中の関連報告書（CO2 転換経

路の実現性の確認、代替原料としての CO2）のレビューアーとなるという案が出された。

②の政府による取り組みについては、次回の 2020 年春の会合までに CSLF メンバーから

情報を収集し、同会合までに整理するとしている。③の会議および④のプロジェクトと主

要プレーヤーの整理は完了している。⑤の報告書の策定時期は、2019 年 4 月のシャンペ

ーン会合時には 2019 年の年次会合までとされていた。しかし、今回の報告では、本格的

な報告書は策定することなく、エネルギー多消費産業のタスクフォースと同様なワークシ

ョップを開催して報告書の代わりにするということであった。  
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2.1.4.2 新規活動計画 

技術グループで 2019 年度に実施を検討した主な活動計画として、「貯留層の管理」と

「アカデミック」、「ビジネスモデル」の 3 つがあった。「貯留層の管理」は 2019 年 11 月

のシャトゥー会合において、新規タスクフォースを立ち上げることなく、情報のフォロー

および会合での報告のみを適宜実施することになった。「アカデミック」は 2019 年 11 月

のシャトゥー会合で技術グループの下で再開されることになった。「ビジネスモデル」は

2019 年 4 月のシャンペーン会合において、米国が検討することになったが、CEM CCUS

イニシアティブにおいて中国がアンケート調査を実施しているとの報告があり、動きが止

まっている。  

各タスクフォースの活動について、2019 年 4 月のシャンペーン会合、ないし 2019 年

11 月のシャトゥー会での報告や議論を以下にまとめる。  

 

(1) 貯留層の管理 

「孔隙利用の改善」のタスクフォースが 2019 年 4 月に公開した最終報告書において、 

・貯留層の孔隙利用の改善に資する技術として今回のタスクフォースが特定した技術の開

発状況の進捗  

・既存および新規の貯留層の管理手法  

・既存および新規の坑井エンジニアリング  

が将来のタスクフォース案として紹介された。このうち、2 つ目の「貯留層の管理」にか

かるタスクフォースの立上げについて、2019 年 4 月のシャンペーン会合において、豪州

および英国で議論して 2019 年 11 月のシャトゥー会合時に報告することになった。  

シャトゥー会合では、検討結果が豪州から説明された。結論として、タスクフォースを

立ち上げることなく、「貯留層の管理」における進捗をフォローし、適宜、今後の技術グ

ループ会合で新しい情報を共有すること、また、商用プロジェクトでの知見が蓄積された

際には、この分野に対する CSLF の活動を検討することが提言された。この提言は会合に

おいて合意され、新規タスクフォースを立ち上げることなく、情報のフォローおよび会合

での報告のみを適宜実施することになった。  

以下に豪州による説明の概要をまとめる。  

 

・貯留層の管理は、リスク管理と孔隙の有効利用に大別することができる。リスク管理に

は、CO2 圧入に関連した地層圧の管理、CO2 プルームの移動に対する直接制御がある。

孔隙の有効利用は、サイトでの貯留リソースの利用率の向上を目指すものであり、CO2

の掃攻効率の改善、CO2 の第 2 トラップ（残留トラップ）の改善、CO2 プルームの横方

向への広がりの抑制が挙げられる。しかし、これらの技術を実証するには、パイロット

試験、商業プロジェクトとも不足している現状がある。  

・終了した「孔隙利用の改善」のタスクフォースは、リスクベースの地層管理のほか、坑
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井エンジニアリング、流体に対する物理的、科学的、生物学的なバリアを対象としてい

ない。この対象外であった技術のうち、リスク管理のための地層圧管理は本年に稼働し

た Gorgon プロジェクトで実例が見られる。また、坑井エンジニアリングの一つである

不均質性による流体の流れの制御の例として、cm から m 規模の不均質性を地層モデル

に取り込む GeoCquest というプロジェクトが豪州で実施されている。  

・CSLF は、認定プロジェクトやアカデミックタスクフォースなどと共に、効果的な貯留

層管理の重要性を訴えていくことができる。CSLF はこの分野をフォローし、適宜、今

後の技術グループ会合で新しい情報を共有すること、また、商用プロジェクトでの知見

が蓄積された際には、この分野に対する CSLF の活動を検討することを提言する。  

 

(2) アカデミック 

アカデミックタスクフォースは、政策グループのもとに 2008 年に設置された。大学の

CCS に関連するプログラムのまとめを作成し、キャパビルのタスクフォースとも協力して

いたが、その後、休眠状態になった。2015 年 6 月のレジャイナでの会合において、協力

や交流、サマースクール、ネットワーキングなどを促進・支援することを目的として、活

動を再開することになった。この背景には、政府に同様なメカニズムがないこと、既存の

プラグラムはアドホック的であり、コーディネートされたものでないことなどがある。再

稼働したタスクフォースには、共同議長の米国とメキシコのほか、豪州、カナダ、サウジ

アラビア、ポーランド、南アフリカ、英国、GCCSI が参加していた。  

同タスクフォースは、2015 年 11 月のリヤド会合に向けて、アカデミックコミュニティ

内の主な CCS の研究グループやサマースクール、研究者交流のための既存の基金等をま

とめた報告書を策定したが、その後、再び休眠状態となった。  

一方、2016 年 2 月にキャパビル基金からの支援を受けた国際 CCS アカデミックサミッ

トが英国・ロンドンで開催され、これをきっかけとして CSLF 加盟国内の大学や研究所の

代表からなる CCS アカデミックカウンシルが設立された。同カウンシルは 2016 年 6 月の

ロンドン会合でカウンシルの設立とその目的と活動を報告し、2016 年 10 月の東京会合で

はその現状報告を行った。その後、2017 年 5 月および 12 月の 2 回のアブダビでの会合に

おいて、カウンシルが取りまとめた政策グループへの提言を説明したが、政策グループの

アカデミックタスクフォースは提言に対して反応を示さなかった。2018 年 4 月には同じ

く技術グループへの提言を説明した。  

こうした中、2019 年 4 月のシャンペーン会合において、技術グループの元にアカデミ

ックタスクフォースを設けることが議論された。結論として、英国・豪州が中心となって、

政策グループとの調整を図るほか、活動内容などを検討し、その後、2019 年 11 月のシャ

トゥー会合で報告して、技術グループ内で議論することになった。  

2019 年 11 月のシャトゥー会合では、豪州から、シャンペーン会合でアカデミックタス

クフォースを技術グループの下で改革することが決まっていたとして、同タスクフォース
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の概要と経緯、活動再開に向けた計画、当面の活動案が説明された。タスクフォースは技

術グループの下で立ち上げられることになり、メンバーとして、豪州、英国、カナダ、

IEAGHG、CO2Geonet、GCCSI が参加することが決まった。フランスも参加を検討する。

CSLF 会合に積極的に参加しているテキサス大学やイリノイ大学はタスクフォースではな

く、カウンシルに参加することになる。  

2020 年 3 月の電話会合では、時間的な制約から議題とならなかった。  

以下に 2019 年 4 月のシャンペーン中間会合における議長の説明と議論の概要、また、

11 月のシャトゥー年次会合における活動再開に向けた計画、当面の活動案の説明概要を示

す。 

 

① 2019 年 4 月のシャンペーン会合での議論  

「アカデミックタスクフォース」について、技術グループ議長から説明がなされ、議論

がなされた。技術グループ議長による説明概要と議論の概要を以下にまとめる。  

 

(a) 技術グループ議長による説明概要  

・アカデミックタスクフォースは、政策グループ下に設置され、米国とメキシコがリード

している。これまでに 2016 年にワークショップを実施し、政策グループに提言を提示

した。同タスクフォースが技術グループの活動としてもあり得るとの話もあった。  

・アカデミックタスクフォースは、2015 年に再設置され、CCS に関する国際協力、研究

交流、サマースクールやショートコース、国際ネットワークを強化ないし支援すること

を目的としていた。しかし、活動の多くはアドホック的であり、十分にコーディネート

されたものではなかった。  

・具体的には、大学における研究プロジェクトのベースライン調査を実施したほか、CSLF

アカデミックカウンシルを IEAGHG と GCCSI と共に設置して、優先分野やそのゴール、

アクションプランを議論のために提示し、また、2016 年にロンドンでワークショップを

開催した。 

・本会合での論点として、  

- アカデミックコミュニティは技術グループとの協働に関心があるか  

- 予算がない CSLF の下で、どのような成果が考えられるか  

- 時間やリソースに限りがある中で、どのような活動が実施可能か  

- 11 月の次回会合までに何ができるか  

- アカデミックコミュニティは技術グループとの現状の関係のうち、どのようなことを

継続したいか  

- 技術ロードマップの進捗の評価に資する活動があるか  

- 誰がリードするか  
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(b) 議論の概要 

議論の結果、「アカデミック」は、政策グループとの調整、活動対象を含めて英国・豪

州が中心となって検討し、次回会合で議論することになった。具体的な活動案として、CCS

の教育コース（例えば、ENOS プロジェクトの修士コース）の日程、CSLF 認定プロジェ

クトでのインターンが上げられた。また、これまでの活動は「教育」が中心であったが、

「研究」という切り口もあり、どちらに取り組むのかという問題提起もあった。  

 

② 2019 年 11 月のシャトゥー会合での議論  

活動再開に向けた計画、当面の活動案についての豪州からの説明概要を以下にまとめる。 

 

・本会合でアカデミックタスクフォースの技術グループメンバーを決める。人数は効果的

な活動を可能とするために 6 名、またはそれ以上とする。また、政策グループないし CEM 

CCUS イニシアティブからの参加も打診する。 

・タスクフォースは 2020 年 3 月の会合までに、タスクフォースへの期待を整理し、CSLF

や CCS の国際的なニーズに合致した活動をレビューする。また、タスクフォースの目標

や目的の改定案を策定する。更に、アカデミックカウンシルの活動を再開する。  

・2020 年 3 月の会合において、タスクフォースの会合を開催して、タスクフォースの目

標や目的を決定する。技術グループ会合において、ガイドラインや優先順位を技術グル

ープとアカデミックカウンシルに説明する。適切なアカデミックプログラムの代表にタ

スクフォースへ加わってもらう。  

・タスクフォースにより、CSLF がアカデミックコミュニティと積極的に交流し、アカデ

ミックコミュニティによる CSLF の目的への貢献を強化していくことが期待される。  

・具体的な当面の活動案として、各国の R&D プログラムや機関のレビュー、R&D プログ

ラムや機関と既存の施設・専門家・産業界との結びつきの強化などが考えらえる。優先

分野としては、ロードマップの提言の一つである CCS コストの削減のほか、、トレーニ

ング、コミュニケーション、キャパビルが挙げられる。  

 

(3) ビジネスモデル  

「ビジネスモデル」は、2019 年 4 月のシャンペーン会合において、政策グループおよ

び CEM CCUS イニシアティブのスコープと重複する可能性があるため、米国が重複の有

無を確認することも含めて、タスクフォースについて検討することになった。政策グルー

プとのスコーピングワークショップの提案もあった。  

2019 年 11 月のシャトゥー会合では、中国が CEM CCUS イニシアティブにおいて、ア

ンケート調査を行っているとの報告があった。中国メンバーが参加していなかったため、

議論はなされなかった。 
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2.1.4.3 PIRT のあり方に係る議論 

PIRT 会合は最近まで技術グループ会合に先立って開催されていたが、2019 年 5 月のシ

ャンペーン会合では、認定プロジェクトの申請がなかったこと、また、執行委員会で PIRT

会合の内容に技術グループ会合の内容との重複が多いとの議論があったことから、PIRT

会合は開催されなかった。技術グループ会合の中で、PIRT 会合の機能やメンバーについ

ての議論がなされ、結論として、PIRT 議長（豪州）が次回会合の 2019 年 11 月のシャト

ゥー会合において PIRT のあり方についての提案をすることになっていた。  

シャトゥー会合では、PIRT 議長の提案が PIRT 議長に代わって技術グループ議長（ノ

ルウェー）から説明なされた。最終的に、PIRT 議長と技術グループ議長が PIRT の合理

化や技術ロードマップへの関り方を含めて、より具体的な提案をまとめ 2020 年 3 月のオ

スロ会合（後に電話会合に変更）で説明・議論されることになった。  

2020 年 3 月の電話会合では、PIRT 議長の提案により、その役割を認定プロジェクトの

スキームに特化することとし、同スキームの CSLF 内での再活性化、CSLF およびステー

クホルダーにとっての価値の向上、PIRT 自体、また、認定プロジェクト承認の合理化を

進めていくことになった。なお、豪州は PIRT 議長を辞任することを希望したため、今後、

後任を決めることになる。  

以下に 2019 年 4 月のシャンペーン会合、11 月のシャトゥー会合、2020 年 3 月の電話

会合での議論の概要を示す。  

 

① 2019 年 4 月のシャンペーン会合での議論  

PIRT が 2017 年に実施した認定プロジェクトに対するアンケート内容の更新、また、

PIRT の機能やメンバーについての議論がなされた。  

2017 年のアンケートでは、以下の質問がなされた。これらの質問の改訂について意見が

求められたが意見は出ず、意見がある場合には 5 月 24 日までに事務局へ連絡することに

なった。 

・プロジェクト名  

・プロジェクトの非技術的な概要  

・プロジェクトは実施中ですか？実施中の場合、継続した実施において最も重要な

要素は何でしょうか。そしてそれはなぜでしょうか。  

・プロジェクト全体のスケジュールを簡潔に記述してください（特に今後 6 か月間）。 

・どのような共有可能な情報が得られましたか。  

・興味深い成果や進捗があれば記載ください。  

・CSLF からの問い合わせ先はどなたでしょうか。  

 

PIRT の機能やメンバーの議論における主な意見は以下の通りであった。  

・タスクフォースのように、また、現在の PIRT のアクティブメンバーのようにメンバ
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ーを限定し、認定プロジェクトの申請をしっかりとレビューすべきである。  

・メンバー数は少ない方が良い。  

・現在のアクティブメンバー数は 10 人を超えているが、必ずしもリアクティブではない。 

・PIRT が技術グループ会合で最新状況を発表してもらう認定プロジェクトを決めてはど

うか。また、優れたプロジェクトを特定し、認定プロジェクトに申請するよう打診する

のはどうか。  

・PIRT が認定プロジェクト間の知識共有のファシリテーターとなるのはどうか。  

・PIRT が認定プロジェクトとすべきプロジェクトをノミネートするのはどうか。  

 

最終的には、PIRT 議長（豪州）が次回会合で PIRT のあり方についての提案をすること

になった。 

 

② 2019 年 11 月のシャトゥー会合での議論  

シャンペーン会合では、PIRT 議長（豪州）の提案が PIRT 議長に代わって技術グループ

議長（ノルウェー）から説明なされた。説明の概要を以下にまとめる。  

・PIRT の機能を考えるに当たっては、PIRT の目的と CSLF 技術ロードマップへの PIRT

による対応の妥当性を考える必要がある。  

・PIRT の付託条項（Terms of Reference）では、認定プロジェクトに重きが置かれてい

るが、最近は新規の申請がない。認定プロジェクトは CSLF の成果として重要なのか。

ロードマップについては、その 2017 年版において、PIRT がロードマップに記された

優先行動に関する CCS の進捗をモニターすることになっている。  

・今後の PIRT のあり方として、「再活性化」、「必要に応じた活動」、「廃止」が考えられ

る。 

・「再活性化」の場合、認定プロジェクトの目的とメリットの再考、ロードマップに則し

た認定要件の再整理、新規申請を促すための戦略の策定が必要となる。メンバーの負担

が比較的大きい選択肢である。  

・「必要に応じた活動」では、認定プロジェクト制度を廃止する。PIRT はあるプロジェ

クトを対象とした活動が必要となった場合にメンバーを集めて活動する。PIRT 議長は

常時、必要となる。会合やメンバーの負担が合理化されるが、CSLF の機能の一つがな

くなることになり、また、PIRTを立ち上げた際にメンバーが集まらない可能性がある。  

・「廃止」では、文字通り PIRT をなくし、代わりにプロジェクト関連の活動をタスクフ

ォースにより実施する。CSLF の活動がより効率的になるが、「必要に応じた活動」と

同様に、CSLF の機能の一つがなくなることになり、また、タスクフォースを立ち上げ

た際にメンバーが集まらない可能性がある。  

 

この説明に対して、PIRT および認定プロジェクスキームの継続を支持する意見表明が相
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次いだ。主な意見の概要を以下にまとめる。  

・同盟機関（allied organization）としては、PIRT による CCS に関する進捗報告は大

きなメリット（IEAGHG） 

・PIRT の活動はメンバーの負担になることは理解するが、PIRT で実際のプロジェクト

についての議論ができることは大きな利点（フランス）  

・CO2Geonet 自体、また、ENOS が国際的な認定を受けたことは有難かった、これから

は ACT 下のプロジェクトも出てくることから CSLF 認定は継続されるべき

（CO2Geonet） 

・認定されたことがきっかけとなり、苫小牧の情報共有が活性化された、認定スキーム

は継続すべき（JCCS） 

・CSLF の目的は CCS を現実のものにすることであり、プロジェクトが重要となる、認

定プロジェクトがないと CCS の進捗を測ることができない（オランダ）  

・認定スキームは、プロジェクトに対して刺激を与えるものであり、また、CSLF にと

っては、プロジェクトが鍵であることから、認定スキームは継続すべき、認定プロジェ

クトはワークショップなどを通じて知識共有がなされており、その意味で価値がある

（米国） 

・認定を受けることによって、国際的な露出度が高まる（豪州）  

 

一方で、認定スキームの現行のプロセスでは、申請があったプロジェクトに対して議論

をしているが、ロードマップに則したプロジェクトを選ぶという考え方もあるかもしれな

い、こうした議論は PIRT がなくても、メンバーでできるのではないか（豪州）、議論を

PIRT、技術グループ、政策グループで順次行っている現在のプロセスは合理化できるので

はないか（米国）といった認定スキームの位置づけやプロセスの見直しが必要ではないか

とする意見も出された。 

議論の最後に技術グループ議長が、認定プロジェクトは重要であり価値がある、PIRT 会

合を合理化する必要がある、CSLF 技術ロードマップに対する PIRT の取組みを再整理す

る必要がある、と総括した。最終的に、PIRT 議長と技術グループ議長が PIRT の合理化

や技術ロードマップへの関り方を含めて、より具体的な提案をまとめ 2020 年 3 月の次回

会合で説明・議論されることになった。  

 

③ 2020 年 3 月の電話会合での議論  

2020 年 3 月の電話会合では、PIRT 議長（豪州）の提案により、その役割を認定プロジ

ェクトのスキームに特化することとし、同スキームの CSLF 内での再活性化、CSLF およ

びステークホルダーにとっての価値の向上、PIRT 自体、また、認定プロジェクト承認の

合理化を進めていくことになった。  

なお、認定プロジェクトの最終的な承認権が政策グループから技術グループに移行され
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ている。これは、2020 年 1 月のアブダビでの CCUS イニシアティブの会合での決定事項

であり、当該決定はイニシアティブから技術グループ議長に書簡で通知されたとの報告が

あった。また、豪州は PIRT 議長を辞任することを希望したため、今後、後任を決めるこ

とになる。 

PIRT 議長による PIRT の今後のあり方に係る提案の概要を以下にまとめる。  

 

(a) Reinvigorate（認定プロジェクトの CSLF 内での再活性化） 

・認定プロジェクトの多様性をこれまで通り堅持する。  

・今後の認定プロジェクトの条件を再考する。（例：FOAK、技術ロードマップで特定さ

れた課題の解決）  

・プロジェクトによる自薦は継続する。ただし、再考された条件を満たすことを求める。  

・技術グループのメンバーは、認定プロジェクトの目的を念頭に、新しい条件を満たす

プロジェクトを積極的に探究する。  

 

(b) Reinforce（CSLF およびステークホルダーにとっての価値の向上） 

PIRT 内では、認定プロジェクトの価値が明確には理解できていない。CSLF にとって

のプロジェクトによる付加価値をいかに得るか、また、プロジェクトにとって CSLF 認定

を受けることの価値をいかに高めるかを見出すことにより恩恵が得られるようになる。  

 

CSLF とステークホルダーにとっての価値の向上 

・PIRT は、主要な、あるいは他で捕捉されていないプロジェクト情報を定期的に収集し

て公開すること、また、CCS の現状を評価することを検討する。（例：プロジェクト

の状況や貯留量の情報、実施中のプロジェクトのリストのウェブ上での公開  

※終了したプロジェクトについては、教訓の共有のみとし、ウェブでの情報公開はなし。 

・PIRT は今後も重要な成果を出したプロジェクトからの報告が CSLF になされるよう

にする。 

・PIRT はプロジェクトによる“社会的貢献”を推奨することにより、CSLF 以外の国際

会議等での知識共有を支援する。  

 

プロジェクトにとっての価値の向上 

・PIRT は CSLF 外部の会議において認定プロジェクトを取り上げる機会を探す。（例：

GHGT 会議での認定プロジェクト用の講演枠の確保、CEM イベントでのケーススタ

ディ） 

・PIRT はプロジェクトの定期的な調査を継続し、認定プロジェクトへの付加価値となる

機会を特定する。  
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(c) Review Process（PIRT 自体・認定プロジェクト承認の合理化） 

・PIRT の構成員は議長と 2 名以上のメンバーとする。メンバーは 1 年（または半年）ご

とに交代が可能とし、技術グループ会合ごとに承認する。  

・PIRT 会合は技術グループ会合の中で実施する。必要があれば、技術グループ会合の前

に実施することを排除しないが、例外的な場合とする。  

・認定プロセスは作業の重複を最小化するとの観点で実施する。例えば、申請書類は PIRT

メンバーが検討し、PIRT が承認したプロジェクトのみが技術グループ会合でプレゼン

をすることとする。  

・PIRT の付託条項（Terms of Reference）は、認定プロジェクトに特化した形に見直し

する必要がある。  

 

2.1.4.4 CSLF 認定プロジェクト 

2019 年度に開催された 3 回の会合のいずれにおいても、CSLF 認定プロジェクトの申

請はなかった。このため、認定プロジェクト数は 55 件のままである。事務局によれば、

このうち実施中が 32 件、完了済みが 23 件となっている。なお、申請は 2018 年 4 月のベ

ネチア会合以降、4 会合連続で出されていない。 

なお、認定プロジェクトの最終的な承認権が政策グループから技術グループに移行され

ている。これは、2020 年 1 月のアブダビでの CCUS イニシアティブの会合での決定事項

であり、当該決定はイニシアティブから技術グループ議長に書簡で通知されたとの報告が

2020 年 3 月の電話会合であった。  

 

2.1.4.5 CEM CCUS イニシアティブとの協力 

ここでは、技術グループと CEM CCUS イニシアティブとの協力について、次回クリー

ンエネルギー大臣会合（CEM11）へのインプットと CEM CCUS イニシアティブとのコミ

ュニケーションに整理して以下にまとめる。  

 

(1) CEM11 へのインプット  

2019 年 11 月のシャトゥー会合において、CSLF 技術ロードマップの提言の進捗やタス

クフォースからの成果を 2020 年 6 月チリ開催の CEM11（後に延期が決定）へインプッ

トすることとなった。 

これを受けて、インプットをまとめた文書案が 2020 年 3 月の電話会議において「タス

クフォースの成果の最大化と知識共有の評価のためのアドホック委員会」の議長から説明

があり、基本的に了承された。コメントがある場合は、1 週間以内に委員会議長と事務局

にメールにて連絡するように要請があった。  

文書案では、技術ロードマップでの 2025 年および 2035 年の貯留目標量が示された後、

技術ロードマップの提言の進捗評価に基づいて、CEM 大臣への 5 つの提言が示されてい
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る。その後、技術ロードマップの 5 つの提言の概要とその進捗評価の概要がまとめられて

いる。 

このうち、CEM 大臣への 5 つの提言を表 2.1.4.5-1 にまとめる。  

 

表 2.1.4.5-1 CEM11 への 5 つの提言 

・大規模 CCUS プロジェクトの開発のための予見できるビジネス環境を整備する。政策、

経済的なインセンティブ、合理的な規制環境、初期段階の実証ないし商用規模のプロジ

ェクトのためのコストやリスクの共有、企業間および国際的な協力の活性化などであ

る。 

・産業間協力によるプロジェクトを促進（例：国と民間からの共同出資）し、回収、輸送、

利用 /貯留を含むインフラストラクチャやネットワークの総コストを確実に最小化す

る。 

・CCUS への RD&D 投資の推進を継続し、コストを低減する： 

- 初期段階の R&D への助成を継続し、技術の向上に加え、革新的な技術のパイロット

規模への前進を支援する。  

- RD&D の取組みの継続を支援し、有望な CO2 利用、特に初期段階にある技術の商業的

普及とビジネス機会の創出を推進する。ライフサイクルでの評価の継続は必要であり、

当該技術により温室効果ガスが正味で削減されるようにしなければならない。  

- RD&D の国際的協力を継続することにより、知識、能力、施設、資金の効果を増幅さ

せ、コストの更なる低減と温室効果ガスの緩和オプションとしての CCUS の世界での

利用可能性の拡大につなげる。  

・大規模プロジェクトの知識共有の推進を継続する。これは、継続的に行う RD&D の枠

組み作りや CCUS の普及に向けたビジネスモデルの構築と改良への情報提供の観点か

ら重要となる。  

・国際協力の促進を継続する。これは CCUS の世界での導入を促進するために重要である。

こうした国際協力の促進には、CEM CCUS イニシアティブやミッション・イノベーシ

ョンの CCUS チャレンジ、CSLF などの国際的組織との協力への支援がある。また、2

国間または多国間の協力、また、ACT や今後実施される EU のプログラムである

Horizon 2020 のような助成メカニズムへの支援などもある。さらに、最近 CSLF が

IEAGHG、IEA Hydrogen Technology Collaboration、民間企業と共催したエネルギー

集約型産業や水素、CO2 ハブ・インフラストラクチャなどのワークショップのような取

り組みへの支援もある。 

 

(2) CEM CCUS イニシアティブとのコミュニケーション  

2020 年 3 月の電話会議において、CCUS イニシアティブ側から、技術グループと CEM 

CCUS イニシアティブとの間のコミュニケーションを円滑にするため、技術グループ会合

にイニシアティブのリード国が参加し、また、イニシアティブの会合に技術グループ議長、

または副議長が参加することが提案された。特段の反対はなく、実質的に合意された。  

また、イニシアティブ側から秋の会合をこれまでの技術グループ会合と政策グループ会

合のように、同じ時期に同じ場所で実施すること提案された。これを受けて、技術グルー

プの次回会合は、2020 年 9 月にサウジアラビア・ジュバイルで開催することが決まって
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いることから、イニシアティブ会合の併催をホストのサウジアラビアとともに調整してい

くことになった。  

2021 年版を策定することになった技術ロードマップにおいても、CCUS イニシアティ

ブとの連携が目指される。  

 

2.1.4.6 同盟機関 

CSLF 技術グループは、CO2GeoNet と協力して、CO2GeoNet が 2019 年 5 月 7～8 日

にイタリア・ベネチアで開催したオープンフォーラム後の 5 月 9 日に“CO2 storage stories: 

learning by doing”と題して、CSLF 認定プロジェクトから選択した貯留を伴うプロジェ

クトの関係者を講演者とするワークショップを開催し、好評を博した。  

2019 年 11 月開催のシャトゥー会合で、2020 年も同様な取り組みをすべく、CO2Geonet

と協力することになった。CSLF からは、米国、フランス、イタリアが企画に参加する。

2020 年の CO2GeoNet のオープンフォーラムは 5 月 12 日～13 日にイタリア・ベネチア

で開催されることが予定されている。  
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2.2 IEAGHG 

2.2.1 概要 

IEAGHG は、IEA のもとで締結された実施協定に基づいて設立され、主に CCS 技術の

評価、普及促進、評価調査の情報発信、国際協力の推進を行っている。  

本事業では、2019 年 5 月および 10 月にそれぞれフィンランドと米国で開催された執行

委員会の会合に参加するなどして、IEAGHG が実施している技術研究、主催している国際

会議やワークショップの動向について調査を行った。  

技術研究については、2019 年度に 14 件の報告書が発行されるとともに、新規に 10 件

の技術研究が実施されることになった。発行された報告書の技術研究テーマは、CCS 全般

が 3 件（Quest プロジェクト、エネルギー気候シナリオにおける CCS、FEED のまとめ）、

回収が 5 件（ゼロエミション CCS、発電所での CO2 回収を伴う燃料電池、LNG プラント

での CO2 回収、発電所向け新規回収技術、プロセス産業における CO2 回収のコスト削減）、

貯留が 1 件（モニタリングとモデリング）、IEAGHG 主催・共催のワークショップのまと

めが 5 件（コスト、エネルギーシステムモデルにおける CCUS、水素 CCS、モニタリング

と環境研究、断層）となっている。また、新規に実施が承認された技術研究 10 件のうち、

CCS 全般が 2 件（CCS プロジェクトの建設性・運転性、CCS の価値）、回収が 4 件（ネガ

ティブエミッション技術、製油・セメント・鉄鋼の回収コスト、肥料生産の脱炭素化、次

世代吸収液）、貯留が 2 件（誘発地震、枯渇油ガス田での CO2 貯留）、CO2 利用が 2 件（CO2

利用の現実性、代替原料として CO2）であった。  

2019 年度の主催会議は、国際学会が第 5 回燃焼後回収国際会議（PCCC5）の 1 件、ネ

ットワーク会合がモニタリングと環境の合同ネットワーク会合、断層ワークショップ、高

温固体ルーピングの 3 件、サマースクール 1 件の計 5 件であった。PCCC5 は RITE が共

催し、基調講演やブース展示では、METI や RITE のほか、日本の 4 企業が回収技術への

取り組みをアピールする良い機会となった。2020 年度には第 15 回温室効果ガス制御技術

国際会議（GHGT-15）のほか、貯留のリスク管理会合が 1 件、サマースクール 1 件の計 3

件が計画されている。  

 

2.2.2 組織概要 

IEAGHG は、IEA のもとで締結された実施協定（Implementing Agreement）に基づ

いて 1991 年設立された。以前は、実施協定の一つと表現されていたが、昨今では、技術

協力プログラム（Technology Collaboration Programme）の一つと呼ばれるようになった。

IEAGHG は温室効果ガスの削減技術の評価、普及促進、評価調査の情報発信、国際協力の

推進を目的としている。初期の頃から温室効果ガスの削減技術のうち、実際は CCS を主

な対象とした活動を実施している。  

IEA の関連団体ではあるが IEA とは別の組織であり、英国ロンドンに独自の事務局を

持つ。IEAGHG の執行委員会のメンバーとして、2019 年に締約国として加盟するオラン
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ダとスポンサーとして加盟するインドネシアのバンドン工科大学を含めて、現在、欧州委

員会（EC）、石油輸出国機構（OPEC）を含む 18 の締約メンバーと 18 のスポンサー機関

が参加している（表 2.2.2-1）。日本からは、締約機関と参加している RITE のほか、スポ

ンサー機関として日揮と J-Power が参加している。  

 

表 2.2.2-1 IEAGHG の執行委員会メンバー 

締
約
国 

豪州 オーストリア  カナダ 欧州委員会  フィンランド  

フランス インド 日本 韓国 ニュージーランド  

ノルウェー OPEC 南アフリカ  スウェーデン  スイス 

オランダ 英国 米国   

ス
ポ
ン
サ
ー 

Chevron CIAB Doosan Babcock EPRI Equinor 

Exxon Mobil FZJ バンドン工科大学  INEEL 日揮 

J-Power カーリフ大学  Petrobras RWE Shell 

Sotocarbo 
Southern 

Company 
Total   

 

2.2.3 今年度の会合と今後の会合予定 

執行委員会の今年度の活動と今後の予定を以下にまとめる。  

 

2.2.3.1 今年度の会合 

執行委員会は 2019 年度中に以下のように 2 回の会合を実施した。  

・第 55 回執行委員会：2019 年 5 月 8 日～9 日、フィンランド・ヘルシンキ  

・第 56 回執行委員会：2019 年 10 月 23 日～24 日、米国・ヒューストン 

 

2.2.3.2 今後の会合予定 

執行委員会が 2020 年度に計画している会合は以下のとおりである。  

・第 57 回執行委員会：2020 年 5 月 6 日～7 日、電話会議 

・第 58 回執行委員会：2020 年 10 月 1 日、3 日、UAE・アブダビ  
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2.2.4 組織・運営 

2019 年度の IEAGHG の組織や運営方針の変更等について、2019 年 5 月および 10 月の

執行委員会での IEAGHG からの報告に基づき、メンバー、議長の改選、スタッフ、実施

協定の改訂、IEAGHG の名称、IEAGHG フェーズ 8 の戦略、ネガティブエミッション技

術の国際会議の事務局に整理してまとめる。  

 

(1) メンバー 

2019 年 4 月から、オランダが締約国として再加盟し、また、バンドン工科大学（ITB）、

Sotocarbo 社（イタリア）がスポンサーとして正式に IEAGHG に加盟した。これにより、

メンバーは締約国、スポンサーともに 18 ずつの計 36 となった。 

 

(2) 議長の改選 

2019 年 5 月のヘルシンキでの執行委員会において、IEAGHG の議長の改選が行われ、

現在の議長である Kelly Thambimuthu が再選された。Thambimuthu 氏のみが立候補者

であった。任期は 2 年である。  

 

(4) スタッフ 

Tim Dixon が 6 月 1 日付で General Manager に就任した。これにより空席となったテ

クニカルプログラムマネージャーに James Craig が 6 月 1 日に昇格し、また、Monica 

Garcia がシニアテクノロジーアナリストに昇格した。Tricia Watkins が退職することに

なり、Marinel Joscon が試用雇用されている。 

IEAEPL（IEAGHG の運営会社）が Rio Tinto が独立することに伴って、年金負債が

Rio Tinto から IEAEPL に移管され、IEAEPL は負債相当額を英国の年金機構に支払う。

今後、IEAEPL は将来のいかなる年金負債を負わないことなる。  

 

(5) 実施協定の改訂 

現在の実施協定（Implement Agreement）では、IEAGHG が解散することになった場

合、残った資産を設立以来の全メンバーに分配することになっている。これは現実的では

ないため、残った資産を解散時のフェーズの全メンバー（脱退メンバーを含む）に分配す

る、または、後継の運営機関に移管できるように実施協定を修正する。  

また、拠出金が未納となっているメンバーの除名を可能とするように実施協定を修正す

るかどうかを次回 2019 年 10 月の執行委員会で議論する。  

なお、実施協定により、IEAGHG が創出した IRP は、締約機関が国内で所有し、IEAEPL

が、非締約国内で保有することになっている。スポンサーには IRP は付与されていない。

締約機関とスポンサーは、IEAGHG からの情報を公にする権利があり、例えば、技術研

究報告書を発行しても良い。IEAGHG の解散時は、締約機関は IPR を引き続き保有する
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ことができるが、IEAGHG の非締約国での IRP を保持し続けるかいないかは執行委員会

で決定することになる。 

 

(6) IEAGHG の名称 

IEA が、現在 38 ある Technology Collaboration Programme（TCP）向けにガイドラ

インを策定した。TCP の活動や情報発信が IEA の活動と受け取られないようにするため

に、このガイドラインでは、各 TCP の名称に IEA を含まないこと、また、名称に TCP

を含めることなどが推奨されている。  

IEAGHG という名称は、この 2 つの推奨事項に沿ったものになっていないが、執行委

員会での議論、および執行委員会会合にオブザーバー参加している IEA からの助言の結果、

長年親しまれているこの名称は継続することとし、IEAGHG による報告書や講演資料な

どでは、そこに含まれる情報が IEA の意見ではないことを明確化した免責事項

（disclaimer）を明示することになった。  

 

(7) IEAGHG フェーズ 8 の戦略 

IEAGHG は、2022 年から 2027 年までのフェーズ 8 に向け、現在の戦略を更新、また

は新たに策定して CERT（IEA 内の IEAGHG の監督機関）による承認を得る必要がある。

戦略の策定に当たり、コンサルタントの支援を受けて、①現在の IEAGNG に対する SWOT

分析の実施、②CCS を取り巻く環境に係る今後のシナリオの策定、③シナリオに基づく、

再度の SWOT 分析の実施、④戦略の策定、という 4 つのステップからなるアプローチを

取っている。  

①の SWOT 分析に先立ち、メンバーを対象としたインタビューが実施され、IEAGHG

は技術研究、国際会議、ネットワーク会合を通して CCS コミュニティにおいてリーダー

シップを発揮している、また、執行委員会メンバーのニーズに応じた技術研究は費用対効

果が高い、とされた。一方、IEAGHG としてのメッセージが、メンバー外にあまり届い

ていないという課題も出された。  

①および②は、2019 年 7 月 22 日～23 日に米国カリフォルニア州で開催されたワーク

ショップにおいて、執行委員会メンバー10 名、スタンフォード大学の外部専門家 1 名、

ファシリテーター1 名により実施された。IEAGHG の強みとして、評判が良いこと、技術

研究、GHGT、専門家ネットワークが挙げられた。弱みは、メッセージ、コミュニティ外

には分かりにくい専門用語の利用、コミュニケーション方法、問題等が発生した際の反応

性が挙げられた。  

シナリオの策定に当たっては、まず、2030 年までの CCS の気候変動緩和の役割、例え

ば、2 度 C より十分に低い温度上昇目標、または、1.5 度目標を達成するための役割にお

ける不確実性が議論された。議論により抽出された不確実性は、CCS に対する認知

（perception）と CCS のナレーティブ、技術移転、炭素価格、世界のエネルギー経済性、
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地政学などであった。重要な不確実性として支持の多かった (i) CCS に対する認知

（perception）と CCS のナレーティブと(ii) 技術移転を 2 つのパラメータとして 4 つのシ

ナリオが設定された。  

この 4 つのシナリオに対する③の SWOT 分析が 2019 年 10 月 21 日に開催されたワー

クショップにおいて実施された。参加者は、16 メンバー、IEAGHG スタッフ 2 名、コン

サルタント 1 名であった。SWOT 分析の結果、 

メッセージをより効果的にする  

ターゲットオーディエンスを広げる  

企業のメンバーを増やす 

CCUS の応用の機会を探る  

他の CO2 削減オプションによる CCUS の機会を探る  

CCUS が役割を持ち得る可能性が見いだされた場合に素早く対応する  

CCUS のビジネスモデルを構築する  

などの課題が得られた。 

今後、新たに結成された戦略計画チームがこれらの課題やシナリオに対する対応をまと

め、次回 2020 年 5 月の執行委員会で議論することになっている。最終的な戦略の採択は

2020 年 10 月の執行委員会で行うことが目指される。  

 

(8) ネガティブエミッション技術の国際会議の事務局  

ネガティブエミッション技術（NET）に係る国際会議が 2018 年 5 月 22 日～24 日にス

ウェーデンで開催された。参加者数は 270 人を超えた。発表に向けて提出されたアブスト

ラクト数は 230 件を超え、144 件の口頭発表と 30 件のポスター発表があった。  

会議の目的は、NET の様々な分野の関係者が一堂に会する機会を提供すること、ネガ

ティブエミッションに関連する研究の様々な側面を深掘りすること、気候シナリオや IAM

で過度に期待されている可能性がある BECCS などの NET 技術について議論することで

あった。 

当初は、今回の会合の主催者であった Chalmers 大学（スウェーデン）は、次回会合を

主宰する十分なリソースがないとして、IEAGHG が事務局として活動することに期待を

表明していた。しかし、同大学は態度を変え、第 2 回目の会議を 2020 年 5 月に主催する

ことに確約した。この結果、IEAGHG を含む IEA の複数の TCP が今回の会議と同様に、

次回会合の準備および開催に協力することになった。第 3 回目の会議の主催についての議

論は継続されている。 

 

2.2.5 技術研究報告書 

IEAGHG が 2019 年度に発行した技術研究報告書、2019 年 5 月および 10 月の執行委員

会会合で報告のあった作成中の技術研究報告書のうち 2019 年度中に発行されなかった報
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告書、2019 年度に開催された 2 回の執行委員会で議論された新規テーマと 2020 年 5 月の

執行委員会に向けて提案された新規テーマについて、順に以下にまとめる。  

 

2.2.5.1 2019 年度に発行された報告書 

IEAGHG は 2019 年度中に表 2.2.5.1-1 に示した 14 件の技術研究報告書を発行した。技

術研究のテーマは、CCS 全般が 3 件（Quest プロジェクト、エネルギー気候シナリオにお

ける CCS、FEED のまとめ）、回収が 5 件（ゼロエミション CCS、発電所での CO2 回収を

伴う燃料電池、LNG プラントでの CO2 回収、発電所向け新規回収技術、プロセス産業に

おける CO2 回収のコスト削減）、貯留が 1 件（モニタリングとモデリング）、IEAGHG 主

催・共催のワークショップのまとめが 5 件（コスト、エネルギーシステムモデルにおける

CCUS、水素 CCS、モニタリングと環境研究、断層）となっている。 

このうち、IEAGHG 主催のワークショップをまとめた 5 件を除いた 9 件の報告書の概

要を主に報告書の要旨に基づき以下にまとめる。なお、ワークショップのうち、CCS コス

トネットワーク会合（2019-06）、モニタリングと環境の合同ネットワーク会合（2020-02）、

断層ワークショップ（2020-03）については 2.2.6.1(1)、(3)、(4)にまとめを記載している。  
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表 2.2.5.1-1 2019 年度に発行された技術研究報告書の一覧 

No. タイトル 
発行日 

(年/月） 

本報告書

中の対応

No 

2019-02 

Towards Zero Emissions CCS from Power 

Stations using Higher Capture Rates or 

Biomass 

2019/3 (1) 

2019-03 
Review of Fuel Cells Technologies with CO2 

Capture for the Power Sector 
2019/4 (2) 

2019-04 
The Shell Quest Carbon Capture and Storage 

Project 
2019/11 (3) 

2019-05 CCS in Energy and Climate Scenarios 2019/07 (4) 

2019-06 Proceedings: CCS Cost Network 2019 Workshop 2019/07 ※ 

2019-07 
Techno-economic evaluation of CO2 capture in 

LNG plants Projects 
2019/10 (5) 

2019-08 
Workshop on representing CCUS in energy 

systems models 
2019/08 ※ 

2019-09 

Further Assessment of Emerging CO2 Capture 

Technologies for the Power Sector and their 

Potential to Reduce Costs 

2019/09 (6) 

2020-01 

Monitoring and Modelling of CO2 Storage: The 

Potential for Improving the Cost-Benefit Ratio 

of Reducing Risk 

2020/02 (7) 

2020-02 
IEAGHG Monitoring & Environmental 

Research Combined Networks Meeting 
2020/03 ※ 

2020-03 
IEAGHG ‘Faults and their Significance for 

Large-Scale CO2 Storage’ Workshop 
2020/03 ※ 

2019-TR01 
Guide to Front End Engineering Design studies 

for selected CO2 Capture and Storage Projects 
2019/09 (8) 

2019-TR02 
CO2stCap (Cutting Cost of CO2 Capture in 

Process Industry) 
2019/11 (9) 

2020-TR1 
Hydrogen Production with CCS Workshop – 6 

November 2019 
2020/01 ※ 

※1：IEAGHG のワークショップの概要であるため、その概要を本まとめに記載しない。  

※2：IEAGHG 執行委員会メンバー限定の報告書であるため、その概要を本まとめに記載

しない。 

 

(1) 2019-02 Towards Zero Emissions CCS from Power Stations using Higher Capture 

Rates or Biomass（発電所における高回収率やバイオマスによるゼロエミッション CCS

に向けて） 実施者：CSIRO（豪州） 

本研究の目的は、火力発電所のゼロエミッション化のアプローチを検討することにある。

例えば、IEA による B2DS シナリオでは、火力発電所向けのゼロエミッション技術が 2050

年までに必要とされている。  

本研究では、論文及び IEAGHG の報告書、FEED、統合評価モデル（IAM）などにお

ける CO2 回収率の調査、CO2 の直接および間接排出量の検討、バイオマス発電に関する評

価、CO2 回収技術の CO2 回収率に係る評価、アミンによる燃焼後回収プロセスの回収率の

向上に係る評価を実施した。  



42 

これまでの論文および IEAGHG の報告書では、CO2 回収率の違いによる技術経済性評

価の結果には大きなばらつきが見られるものの、回収率は概ね 85～90%とされている。

99％回収時の CO2 の直接排出量は、原子力や再エネと同レベルまで削減できる一方で、間

接排出量が支配的となってくる。このため、サプライチェーン全体での GHG 排出の削減

が必要であり、特にメタン排出の削減が重要となる。CO2 回収用の電源として再エネを活

用することは CO2 削減の観点から有益となる。 

発電所で利用されているバイオエネルギーは、世界で 4％に過ぎない。木質系バイオマ

スは石炭火力発電所において 5～15%の混焼が可能であるが、ミネラル含有が少ないこと

から微粉炭機（ミル）の改修が必要となる。バイオマスのガス化は、タールの形成が最重

要課題となり、混焼の実績はほとんどない。10%混焼で 90%回収が効率的なゼロエミッシ

ョン火力であると考えられる。  

本研究により、広く使われている 90%回収は人為的な制限である、燃焼後、燃焼前、

酸素燃焼のいずれの回収技術も CO2 回収率を向上させることは技術的に可能であり、多く

の技術は回収率を 90%超とし得る、99%回収率の場合、間接排出が支配的となる、90%回

収のバイオマス混焼火力によりゼロエミッションが実現できる、アミンによる燃焼後回収

の場合、回収率の上昇によるコスト増は技術経済性評価により限定的であることが示唆さ

れた、と結論付けられた。  

 

(2) 2019-03 Review of Fuel Cells Technologies with CO2 Capture for the Power Sector

（電力セクターにおける CO2 回収付帯の燃料電池技術のレビュー） 実施者：Doosan 

U.K. 

2016 年のエネルギー供給に伴う世界の CO2 排出は 40 GtCO2 であり、総排出量の 42％

を占めると推定されている。‘2 度未満シナリオ’の達成には、この電力セクターからの排

出を 2050 年までに 4.7 GtCO2 まで削減する必要がある。したがって、CO2 回収システム

はこの脱炭素化に向け重要な役割を担うことが期待される。回収技術には、主に燃焼前回

収、 酸素燃焼回収、燃焼後回収があるが、これらの技術を稼働する際に生じる‛エネルギ

ー・ペナルティ’（CO2 の回収に追加的なエネルギーを使うこと）とそれに伴うエネルギ

ー効率の低下などの課題がある。そこで、‘溶融炭酸塩型燃料電池（MCFC）’及び‘固体

酸化物型燃料電池（SOFC）’といった燃料電池の‘電気化学変換（ electrochemical 

conversion）’を活用した CO2 回収が提案されている。燃料電池には追加的な電力を得ら

れるというメリットもある。CO2 回収技術としての電気化学変換に関する情報は、CO2 回

収の新規技術に関する報告書（IEAGHG(2014)）で取り上げられているが、同報告書は、

電力部門における CO2 回収技術としての燃料電池のうち、最も有望な MCFC と SOFC の

‘技術経済評価（techno-economic analysis）’の必要性を指摘している。  

本研究の目的は、電力部門における燃料電池の適用可能性を検討するために技術経済評価を

行うことである。具体的には、燃料電池を評価する上で、超臨界微粉炭火力（PC）、ガス
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複合火力（NGCC）、石炭ガス化複合火力（IGCC）に導入した SOFC と MCFC を対象に

して、排ガスからの更なる CO2 の回収、または高純度化を実施した場合および実施しない

場合について評価をしている。また、同技術分野における開発の重要性や商用化に向けた障

壁と課題にも触れている。  

 

研究結果の要点：  

・ 燃料電池と共に利用される典型的な CO2 回収システムには、‛CO2 深冷分離’、‘酸素燃

焼’、‘酸化’、‘濃縮’、‘膜分離’、‘物理吸収’がある。  

・ SOFC のうち第二世代技術については、コスト低減化が期待できるが、技術成熟レベル

（TRL）が低いため、高額な投資が最初に必要となる。MCFC の典型的な活用方法は、

複合サイクルにおける‘CO2 濃縮装置（active CO2 concentrator）’としての利用であ

る。 

・ 本研究では、文献で示されたコストを通貨・対象年・規模・立地を考慮して補正したう

えで、ベンチマークとした CO2 回収システム（Cansolv 溶剤による化学吸収）を用い

た場合、および、用いない場合のコストと比較分析し、SOFC と MCFC による CO2 回

収の競争力を評価した。 

・ 最も低い CO2 回避コストは、酸素燃焼とその後の CO2 の高濃度化による CO2 回収技術

を有するガス複合発電において常圧で稼働する MCFC の場合であった。一方、CO2 回

収システムを考慮した場合の最も低い均等化発電原価（LCOE、発電所の建設から廃炉

までに要する全コストと想定総発電量に基づく発電原価）は、深冷分離による CO2 濃

縮と統合したガス複合発電において常圧で稼働する場合となった。この場合の均等化発

電原価は、ベンチマーク CO2 回収システムに比べて 24%低い。 

・ CO2 回収を利用した燃料電池技術の商業的な普及に対する障壁と課題は、①製造、②

材料、③運転、④公共政策、⑤大規模プロジェクトのニーズ、に細分化できる。  

 

(3) 2019-04 The Shell Quest Carbon Capture and Storage Project（Shell Quest CCS プ

ロジェクト） 実施者：CKP & Associates Consulting（カナダ） 

Shall Canada はオイルサンドから生産されるビチューメンのアップグレーダーにおい

て CO2 の回収、輸送と地中貯留サイトでの貯留の商用レベルでの操業を 2015 年 8 月に世

界で初めて開始した。サイトはカナダ・アルバータ州のエドモントンの近くに立地してい

る。本報告書は、この Shell Quest CCS プロジェクトチームとそのパートナーによる挑戦

を振り返るとともに、CCS 技術によって GHG 排出の削減を目指す、他の重油アップグレ

ーダーや石油精製設備に有用な知見を提供することを目的としている。  

本プロジェクトの成功の裏には 4 つの要因があった。1 つ目は、経験豊富な Shall 

Canada の技術者および科学者、他地域の Shell の職員、研究パートナー、協力業者によ

るプロジェクトチームである。彼らが思慮深く概念設計を実施して建設し、他に類を見な
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いプロジェクトの操業を実現した。2 つ目は協力的な JV パートナーである。彼らは 2017

年初めに当該オイルサンドプロジェクトとアップグレーダーの所有権の大半を手放した

にもかかわらず、協力を継続した。3 つ目は政府による資金提供の確約である。アルバー

タ州の CCS 基金とカナダ連邦政府のクリーンエネルギー基金から多額の資金を得た。4

つ目は、主要なステークホルダーとの効果的な協働を実現するための計画とプロジェクト

横断的なチームである。これにより、地域のコミュニティや企業、規制当局、政府機関、

国際機関からプロジェクトへの支援を得ることに成功した。  

本報告書では、Quest プロジェクトが克服してきた数多くの課題が取り上げられている。

具体的には、規制、ファイナンス、ビジネス、市場、技術的な設計とエンジニアリング、

サイト固有の問題、モジュール化による建設、リスク評価、ステークホルダー・エンゲー

ジメントなどである。また、Quest プロジェクトの操業期間は、2040 年までの 25 年間が

予定されており、その実現のためには様々な取組みが必要となる。運転コストの削減、技

能の向上と技術的に子細な事項への目配りを伴った CCS プラントの継続的な操業、新し

い技術や慣行の活用による効率化、政策枠組みの変更への追随とそれに伴う運転・モニタ

リング・閉鎖計画の修正、主要ステークホルダーとの良好な関係の維持などである。  

 

(4) 2019-05 CCS in Energy and Climate Scenarios（エネルギー・気候シナリオにおける

CCS） 実施者：ユニバーシティ・カレッジ・コーク（アイルランド）、オクスフォー

ド大学（英国）、インペリアル・カレッジ・ロンドン（英国）  

本研究の目的は、気候変動の統合評価モデル（Integrated Assessment Models: IAMs）

の結果が示す CCS の役割を再評価し、その役割に対するより明確な解釈を見出すことで

ある。 

IAM は、気候変動問題の中長期的目標（パリ協定に基づく‘2 度未満シナリオ’、1.5

度特別報告書による‘1.5 度以下シナリオ’など）の達成の実行可能性を技術面・経済面

から評価するツールである。 IAM による評価結果は、気候変動に関する政府間パネル

（IPCC）報告書の内容に重要な役割をもつ（例：1.5 度特別報告書では主要な情報源とし

て利用された）。  

IAM には長所と短所がある。経済シミュレーション技術を利用した IAM の中期的モデ

ルは、高精度な予測値が可能である。一方で、長期的モデルは広範な不確実要素をインプ

ットしたシナリオ分析による将来予測が多いため、不確実性が高い。  

本研究の結果によると、CCS 導入への期待率が低く評価されている IAM のシナリオで

は、エネルギー需要の著しい低減やエネルギー効率の著しい改善抜きでは、パリ協定の長

期目標に対応する‘カーボンバジェット（carbon budget） ’の範囲内に抑えることが不可

能となっている。また、「IPCC 第五次評価報告書」による 2 度未満シナリオを達成するた

めのコスト試算では、CCS を活用しなければ、気候変動への対応コストが 138％上昇する

と予測されていることから、本研究ではパリ協定の目標の達成における CCS の役割を明
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確にし、CCS を他の技術オプション（再生可能エネルギー、原子力など）とともに総合的

に評価する包括的なアプローチやそうした評価に基づいた CCS に対する政策的支援の強

化が必要不可欠であるとされた。  

本研究が挙げた具体的な IAM の問題として、①2 度及び 1.5 度シナリオに比べて、よ

り野心的な目標を設定している IAM では、主に化石燃料に対する CCS からの残存 CO2

排出により CCS の導入レベルは低くなってしまう、②既存の CCS 技術の導入・普及に向

けた障壁は、必ずしも高コストのみではない（例：本研究の分析結果では、CCS 回収プロ

セスに掛かるコストは、IAM で算出された 21 世紀中期までの二酸化炭素の限界削減コス

ト（marginal abatement cost）に比べ、電力セクターで$100/tCO2 未満、産業セクターで

＄400/tCO2未満とかなり低い）。③殆どの IAM による評価では CO2回収率の上限値を 90％

としているが、これについての技術的根拠が不足し、合理性に欠く（実際には 90％以上の

回収率が技術的に十分可能である）、④CCS に掛かる投資コストの評価では、CCS の回収

率、設備利用率のみならず、他の要因（実行可能性、低炭素電力グリッドの機能性、学習

係数、社会的受容性）を考慮した包括的な評価が必要である、⑤IAM による評価では、ネ

ガティブエミッション効果の大半を BECCS に期待しているが、その導入率には不確実性

がある（導入には、豊富で持続可能なバイオマス資源と十分な地層貯留スペースの確保が

必要）、などが挙げられる。  

以上の結果を踏まえて、①‘エネルギーシステムモデル（energy system model）’及

び IAM に必要な情報のデータベース化、②CCS 専門家による情報提供の場の構築、③CCS

と IAM コミュニティ間の頻繁な知識・情報共有のプラットホームの構築が必要であると

言え、その実現に向け、IEAGHG の役割と取組みを検討することが提言された。  

 

(5) 2019-07 Techno-economic evaluation of CO2 capture in LNG plants Projects（LNG

プロセスにおける CO2 回収の技術経済性評価） 実施者：  実施者：Costain（英国） 

本研究の目的は、LNG プラントにおける CO2 回収の技術評価とコスト評価の実施であ

り、これに加えて、小規模 LNG プラント（SSLNG）と浮体式 LNG プラント（FLNG）

を対象とした CO2 回収技術のフィジビリティスタディも実施した。LNG の生産および消

費は 2030 年にかけて大幅に伸びることが見込まれる一方で、LNG 生産における CO2 排

出量は、圧縮機の稼働のための燃料燃焼や構内向け発電、天然ガスに含まれる CO2 の排出

などにより大きく、今後、その削減が求められると考えられる。  

ベースロード用 LNG は、プロパン予冷混合冷媒プロセスなどの確立された液化技術を

採用しており、産業タービンや航空転用ガスタービンを使用していることが多い。トレイ

ンの標準的な LNG 生産能力は 4～5 百万トン/年であるが、800 万トン/年の大規模プラン

トも存在する。供給ガスの CO2 含有量は 2～14%である。液化に要する標準的な電力量は

0.3～0.4 kWh/kg であり、LNG トン当たりの CO2 排出量は産業タービンの場合で 0.20～

0.28 t-CO2、航空転用ガスタービンで 0.15～0.21 t-CO2 である。既存の代表的な LNG プ
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ラントからの LNG トン当たりの CO2 排出量は 0.25～0.65 トンの範囲にあり、このばらつ

きの大きな原因は天然ガスの CO2 含有量となっている。  

LNG プラントに採用する CO2 回収技術として、リスクの最小化の観点から、化学吸収

液を用いた十分に確立された燃焼後回収を対象に検討を行った。化学吸収液はその再生エ

ネルギーが大きいことが短所ではあるが、LNG プラント内の余剰排熱を有効に活用する

ことができる。CO2 回収能力は、LNG 生産能力が 350 万～800 万トン/年のプラントに対

して、80 万～110 万トン/年から 150 万トン～200 万トン/年となり、Boundary Dam や

Petra Nova といった既存の大規模 CCS プロジェクトと同程度の規模となる。LNG 生産

量が 460 万トン/年、CO2 排出量が LNG トン当たり 0.24 トン、CO2 回収能力 100 万トン/

年、CAPEX が 7 億 5,500 万ユーロのベースケースの場合で、CO2 回収コストおよび CO2

回避コストは、42.5 ユーロ /t-CO2、49.7 ユーロ/t-CO2 であった。感度解析により、コスト

削減効果が大きな要因として、酸性ガス除去ユニットのみからの CO2 回収、稼働期間の

40 年間への延長、LNG プラントの設計の進歩、スケール効果が挙げられた。  

SSLNG への CO2 回収の適用については、燃焼後回収が好まれる可能性が高いこと、回

収ユニットの設置面積が成立性に影響を与えうること、低いスケール効果により高コスト

となること、酸性ガス除去ユニットのみからの CO2 回収が現実的であることが言える。

FLNG については、一般的に安全性とロバスト性が効率よりも優先順位が高いこと、スペ

ースと重量の制限が CCS の実現を困難にしていること、プロセス効率の向上やガスター

ビンなどからの CO2 排出の削減といった CCS 以外のアプローチが志向され得ることが結

論となった。SSLNG と FLNG の現在の需要は少なく、CCS の LNG プラントへの導入は、

ベースロード向けプラントを対象とすべきである。  

 

(6) 2019-09 Further Assessment of Emerging CO2 Capture Technologies for the Power 

Sector and their Potential to Reduce Costs（電力セクター向け新規回収技術とそのコ

スト削減ポテンシャルのさらなる評価） 実施者：CSIRO（豪州） 

本研究は、IEAGHG が 2014 年に発行した技術レビュー報告書“新規 CO2 回収技術と

そのコスト削減ポテンシャルの評価（Assessment of Emerging CO2 capture technologies 

and their potential to reduce costs）”で取り上げられた回収技術のうち、有望な技術に

焦点を当てて更なる評価をしたものである。実施項目は、① CO2 回収技術の現状に係る

情報更新と有望な回収システムのリスト化、②現在のベンチマーク技術の情報更新、③  ベ

ンチマーク技術に対する有望技術の技術経済分析の実施と近い将来でのコスト削減ポテ

ンシャルの評価の 3 つである。  

まず、回収技術の技術成熟度（TRL）の 2014 年以降の進展を評価した。電力セクター

においては、燃焼後回収での進展が最も顕著となっている。TRL レベルでは、含水アミン

による化学吸収が最も高いレベルにあるが、他の技術にも 2014 年以降、大きな進展が見

られたものがあり、5～10 年後の技術の成熟が期待される。酸素燃焼の分野においては、
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酸素燃焼ガスタービンに進展があった一方で、燃焼前回収では顕著な進展は見られなかっ

た。 

本研究では、ベンチマークとして、2014 年の報告書においてベンチマークとされた

MEA 水溶液（30% w/w）ではなく、PZ/AMP（40% w/w、モル比 1：2）を採用した。実

施者のモデリングによる評価によると、PZ/AMP は、MEA と比べて、超々臨界石炭火力

とガス複合サイクルにおいて、エネルギー消費が 16～27%、均等化発電原価（LCOE）が

5～9%、回避 CO2 回収コストが 15～22%低い。 

ガス火力におけるカルシウムルーピング、膜、アラムサイクル、MEA、PZ/AMP のそ

れぞれによる CO2 回収と CO2 回収なしのコスト評価結果によれば、CO2 回収の中でアラ

ムサイクルの LCOE が最も安い見通しとなり、また、PZ/AMP による化学吸収にも競争

力があると見られる。しかし、こうした結果も、感度解析結果からは燃料価格等の経済条

件次第で変わってくると言える。 

石炭火力に対しては、カルシウムルーピング、膜、VeloxoTherm、DMX、MEA、PZ/AMP

による CO2 回収と CO2 回収なしのコスト評価を行っている。LCOE が最も安いケースは、

新しいベンチマークとした PZ/AMP となった。しかし、条件次第では、MEA、VeloxoTherm、

DMX、カルシウムルーピングも PZ/AMP よりもわずかに高い程度の評価となる。  

CO2 回収技術は発展し続けている。しかし、次世代技術は、おそらくは成熟度が高い、

すなわち、実績がありリスクが低い化学吸収に基づくものとなる。その他の新規技術が化

学吸収法の開発レベルに達するには時間を要すると考えられる。MEA（30% w/w）はベン

チマークとしては時代遅れとなった。新規技術は、商用化された技術を代表する PZ/AMP

などと比較されるべきである。技術経済性評価は、TRL が異なることから実施数が限られ

ており、コスト以外の要素も検討すべきである。新規技術の発展に向けて、より多くの大

規模レベルの実証が必要である。 

 

(7) 2020-01 Monitoring and Modelling of CO2 Storage: The Potential for Improving the 

Cost-Benefit Ratio of Reducing Risk（CO2 貯留のモニタリングとモデリング：リスク

低減による費用対効果の向上の可能性（ステージ 1）） 実施者： Battelle（米国） 

本研究では、最も効果的なモニタリング技術を選定し、今後の技術開発への影響と優先

順位を評価する。対象技術として、文献調査により 48 技術を選定し、各技術の義塾成熟

度（TRL）を評価した。大規模なモニタリングプログラムの文献調査と関係者からのヒア

リングによりリスク削減分析を実施したのち、いくつかの技術について、単価や規制によ

る要求事項、費用対効果を分析した。  

モニタリングのコストは、100 万トン /年規模のプロジェクトの場合、年間 100～400

万ドルに上るが、プロジェクト総コストの 5%程度に過ぎない。また、スケール効果が見

受けられる。パイロットプロジェクトは、技術の検証を目的としているため、コストが高

くなる傾向がある。初期のパイロットプロジェクトは、規制が整備されていなかったため、
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簡素なモニタリングプログラムが採用されてコストが低くなる傾向がある。大規模貯留で

採用された技術は信頼度が向上し、将来的にも採用される可能性が高い。  

費用対効果の分析により評価が高かったモニタリング技術は、アニュラスおよびケーシ

ングの圧力計測、微小振動および地震の観測、長期的な孔底の pH や圧力および温度の計

測、非分散赤外線ガス分析、地表でのガス測定および安全確認のためのガス測定であった。

逆に評価が低かった技術は、VSP、地上での電磁気（EM）・電気抵抗トモグラフィー（ERT）、

大気中の電磁気（airborne EM）と空間イメージング、気泡検知、坑井間弾性波探査であ

った。 

CO2 貯留モニタリングの運用コストを削減する余地はあり、コスト削減には費用対効果

分析が有効であると思われる。モニタリング技術は実プロジェクトで適用されることによ

り、信頼性が向上する。パイロットプロジェクトは検証を目的としているためコストは高

くなるが、通常運用化されるにつれて下がってくる。初期投資コストの費用対効果の分析

は困難であり、また、費用対効果の評価用に確立された手法はない。モニタリングプログ

ラムの構築にあたっては、閾値を設定してモデリングによりその妥当性を検証すべきであ

る。モニタリングのコストは、技術によって大きく異なり、例えば、圧力・温度の測定は

1 万ドル規模、4 次元弾性波探査は百万ドル規模となる。プロジェクトにとって、ステー

クホルダーによる受け入れが大きなリスクであり、モニタリングの運用にあたっては、高

い透明性の確保が重要となる。モニタリングプログラムの最適化を図るに当たって、費用

対効果の評価をひとつの指針とすることができる。手法を標準化することは有用である。

モニタリング技術の精度を上げ、向上させる余地は十分にある。  

 

(8) 2019-TR01 Guide to Front End Engineering Design studies for selected CO2 

Capture and Storage Projects（CO2 回収・貯留プロジェクトのフロント・エンド・エ

ンジニアリング設計） 実施者：IEAGHG 

本技術レビューは、いくつかの CCS プロジェクトの FEED の主な参考文献の所在を示

した参考書である。その目的は、公開されている技術およびコストの情報の観点から、こ

れらの FEED による主要な文献の所在を一覧表により提示することにある。FEED 報告

書の詳細さのレベルや公開の有無は様々である。Peterhead-Goldeneye、Quest、White 

Rose、Mountaineer の 4 プロジェクトについては、本書の中でコスト情報を簡単にまと

めている。このまとめでは、提示されたコストの幅や変化量についての前提も解説してい

るが、コストの試算のアプローチや精度はプロジェクトによって異なっている。  

 

(9) 2019-TR02 CO2stCap (Cutting Cost of CO2 Capture in Process Industry)（プロセス

産業における CO2 回収コストの削減） 実施者：SINTEF（ノルウェー）、Chalmers

工科大学、RISE、Swerim（以上、スウェーデン）  

CO2stCap プロジェクトは、セメント、パルプ・製紙、製鉄、太陽光パネル用シリコン
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の各セクターにおける CO2 の部分回収のプロセス構成の調査を目的としている。CO2 回収

技術については、MEA による化学吸収法を対象とした。CO2 回収率は、プラントの性質、

CO2 排気塔、排ガス中の CO2 濃度、熱やエネルギーの供給などの検討ケースごとの属性を

基にして設定された。CAPEX および OPEX のコストは、CCS 追設に対して評価した。

CO2 回収のための水蒸気の生産がコストの主要要素であることが分かった。水蒸気の調達

先として、廃熱や新設ボイラから生産した水蒸気、既存の蒸気サイクルからの低圧水蒸気

が検討された。コストにはプラント寿命と投資収益率も影響してくる。この他、いくつか

のセクターでのバイオマスの利用、製鉄セクターでの水素利用も検討された。  

製鉄セクターで評価した CO2 回収率は、独立、あるいは統合の CO2 排気塔を仮定して

プラントからの総排出量の 19～76.3%となり、コストは 28～45 ユーロ/トン-回収 CO2 と

なった。利用可能な廃熱の利用が CO2 回収コストの削減において鍵となる。パルプ・製紙

産業では、回収率は CO2 独立排気塔のみを仮定して 66.5～74%となり、コストは 41～54

ユーロ/トン-回収 CO2 となった。石灰キルンからの CO2 回収は、CO2 濃度が高いものの排

出量が少ないため、ボイラからの CO2 回収よりも高コストとなる。セメント産業について

は、回収率は CO2 独立排気塔のみを仮定して 37～90%となり、コストは 50～55 ユーロ/

トン-回収 CO2 となった。回収率は廃熱を利用する場合には 37%と低くなるが、新設の水

蒸気ボイラの場合には 90%となる。シリコン産業の回収率は、CO2 独立排気塔からの 90%

とした。回収コストは、CO2 量が少ないこと、また、CO2 濃度が低いことから、125～150

ユーロ/トン-回収 CO2 となった。  

回収コストに最も大きな影響を与える要因は CO2 排出源の規模であり、規模が大きく

なればコストが下がる。また、回収コストのエネルギー価格に対する感度は、部分回収の

場合が全量回収の場合よりも低くなる。回収コストの最終製品への影響は、エンドユーザ

ーが判断することではあるが、セクター内の競争の状況、利益幅、資金援助の制度や規制

による支援などにも依存する。  

バイオマスの利用は文献調査により検討された。検討した 4 つの主なコンセプトは、

バイオマスによる①化石燃料エネルギーの代替、②原材料（シリコン、製鉄の場合）の代

替、③生産プロセスに必要な化石燃料（セメント、パルプ・製紙）の代替、④回収プラン

トへのエネルギー供給である。文献では、バイオマスの利用は魅力的な代替とされている

が、実際には、コスト、調達、製品の品質確保などの制限がある。バイオマスによって化

石燃料や原材料を大幅に代替した場合、必要となるエネルギーや原材料の量が増加するほ

か、設備やプロセスの変更も必要となる。水素の利用は製鉄セクターを対象に検討された。

HYBRIT プロジェクトの結果によれば、直接還元製鉄法（DRI）の場合、生産コストが

20%増加する。再生可能エネルギーの利用については、地域依存性が高いこと、現状では

評価不能であること、再生可能エネルギーの生産や導入にも環境への影響があることなど

が結論づけられた。シリコンおよびセメント産業で検討された微小藻類生産での CO2 利用

は、高コストのため実現が難しい。   
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2.2.5.2 新規の技術研究提案 

2019 年 5 月開催の執行委員会の会合において、15 件の技術研究テーマ案が提案された。

このうち、6 件が新規提案であり、9 件が過去の提案の再提出であった。下記の 5 テーマ

が高得票を得たテーマとして紹介され（カッコ内の数字は重み付け得票数を示す）、実施の

可否等が検討された。その結果、ネガティブエミッション技術の経済性評価（55-15）、CO2

利用の現実性確認（55-12）、製油・セメント・鉄鋼の回収コスト（55-04）、CCS プロジェ

クトの建設性・運転性のレビュー（55-01）、誘発地震のレビュー（55-09）の 5 件を実施

することになった。ただし、ネガティブエミッション技術の経済性評価についてはスコー

ピングスタディから始める。また、誘発地震のレビューは RITE や EPRI の協力を得るな

どしてスコープを再構築することになった。  

2019 年 10 月開催の執行委員会の会合において、14 件の技術研究テーマ案が提案され

た。このうち、4 件が新規提案であり、10 件が過去の提案の再提出であった。下記の 5 テ

ーマが高得票を得たテーマとして紹介され（カッコ内の数字は重み付け得票数を示す）、実

施の可否等が検討された。その結果、代替原料として CO2（56-07）、CCS の価値の定義と

定量化（56-14）、肥料生産における大幅な脱炭素化（56-05）、枯渇油ガス田における CO2

貯留の条件（56-10）、次世代燃焼後回収プラント向けの吸収液の主要候補（56-03）の 5

件全てを実施することになった。ただし、CCS の価値（56-14）は、現在実施中の LCOE

に代わる指標の検討（インペリアル・カレッジ）とも関連するため、この検討結果を待ち、

また、適宜、専門家にヒアリングをしてから実施することとなった。これらの結果次第で

は、実施が保留されることになる。枯渇油ガス田での CO2 貯留条件（56-10）についても、

専門家を対象にしたウェビナーを開催するなどして、スコープを再検討してから実施する

ことが求められた。また、次世代燃焼後回収プラント向けの吸収液の主要候補（56-03）

は、UKCCSRC や International CCS Knowledge Center などが同様な取り組みをしてい

ることから、こうしたグループとコミュニケーションを取りながら実施することが求めら

れた。 

各提案のタイトルとその概要を表 2.2.5.3-1、表 2.2.5.3-2 に示す。概要については、提

案書と執行委員会会合での説明や議論に基づきまとめている。また、2020 年 5 月の執行

委員会会合に向けて提案された 17 件の新規提案テーマのタイトルと概要を表 2.2.5.3-3 に

示す。 
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表 2.2.5.3-1 2019 年 5 月の執行委員会へ提案された技術研究 

No. 技術研究提案 採択※ 

55-01 

Review of Constructability and Operational Challenges Faced by 

CCS Projects【再提案】 

IEAGHG による提案。稼働中の大規模 CCS プロジェクトの経験か

ら、新設発電所および既設発電所に設置される CO2 回収プラントに関

して、建設に係る課題（許可、HSE、アクセス、工程、モジュール化、

仮設、協力業者管理など）と試運転やオペレーションにおける課題（吸

収液の不純物、メンテのための停止、緊急停止、油ガスインフラの再

利用、労働者管理、政府・市民の関りなど）をまとめ、意思決定のた

めのマトリクスタイプのツールを策定する。  

この提案は実施されることなった。  

〇 

55-02 

Evaluation of PCC Solvents Performance【再提案】 

(1) 燃焼後回収用の含水アミンや水分の少ないアミンの吸収液のリス

ト化、プロセスや機器設計のまとめ、(2) 吸収液やプロセスの性能評価

に資する主なパラメータの特定と評価基準の提案、(3) 特定された高性

能プロセスの比較評価を行う。  

× 

55-03 

Achieving Deep Decarbonisation in Worldwide Fertiliser Production 

英国による提案。異なる肥料とその生産手法ごとに、CO2 回避コスト

とその最終コストへの影響、また、ライフサイクルでの CO2 排出を評

価し、欧州、北米、中東、アジア等における CO2 の削減効果を示す。 

× 

55-04 

Update on Cost of Capture in Refineries, Cement, Iron and Steel  

IEAGHG による提案。IEA と共同実施した 2018/TR03“Cost of CO2 

Capture in the Industrial Sector: Cement and Iron and Steel 

Industries”において、文献調査を基に産業 CCS のコストレビュー手

法を策定し、いくつかの CO2 回収技術を対象にフル回収および部分回

収を含めて、鉄鋼セクターで 29 ケース、セメントセクターで 32 ケー

スのコスト評価を実施した。  

2018/TR03 の文献調査で対象とした文献の発行以降（2017 年～）

に多くの関連文献が公表されている。このため、セメント、鉄鋼の結

果を最新情報により更新するとともに、新たに石油精製の評価も行う。

この技術レビュー報告書は、2 年ごとに更新していくことも考えられ

る。 

この提案は実施されることなった。ただし、スコープがより洗練す

るよう要望が出された。 

〇 

55-05 

Capture using Mg Mine Waste and Mineralisation 

IEAGHG による提案。CO2 鉱物化作用を有する物質を扱う現場での

CO2 鉱物化に利用できる様々な技術について、鉱物化の速度や鉱物化さ

れた CO2 の最終的な行先を調査し、LCA を行うなどして技術的および

経済的な評価を行う。  

× 

55-06 

Modelling-Monitoring Conformance Case Studies【再提案】  

IEAGHG による提案。4～5 件の圧入完了済みの貯留プロジェクトを選

択して、CO2 挙動に係る地質モデルによる予想とモニタリング結果の整

合性を詳細にレビューする。異なる貯留層タイプ、モニタリング手法の

観点からもまとめる。  

× 

〇：承認、×：不承認  

【再提案】、【修正提案】：過去の執行委員会で提案されたことのあるテーマ 
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表 2.2.5.3-1 2019 年 5 月の執行委員会へ提案された技術研究（続き） 

No. 技術研究提案 採択※ 

55-07 

Criteria for depleted reservoirs to qualify for CO2 storage【再提案】 

Total 社による提案。CO2 貯留層となり得る枯渇油ガス田のクライテリ

ア（貯留層の石油物理特性、油ガス生産歴と動的効率、構造の特徴、

上位地層の特性、廃棄坑井の密度と分布など）をまとめる。また、情

報量の多い北米などの枯渇油ガス田と CO2 貯留サイトの特性を比較す

ることも検討する。  

× 

55-08 

Scoping Study and Analysis of Stacked Storage Concepts【再提案】  

米国による提案。複数圧入井による同一地層への貯留、1 圧入井による

複数地層への貯留あるいは EOR や塩水の汲み上げといった“stacked”

貯留のコンセプトを調査し、その技術的な課題や障壁を整理する。  

× 

55-09 

Induced Seismicity Review【再提案】 

IEAGHG による提案。本研究は、既存の CO2 貯留サイトを主な対

象として、誘発地震の発生メカニズムのレビュー、商用規模プロジェ

クトに関して地震活動の圧入規模による影響の調査、地震活動をパブ

リックアウトリーチ活動に含める必要がある廃水圧入や地熱などの他

産業の経験のレビュー、数値モデルを検証するための観測データのレ

ビューを目的とする。誘発地震に関する研究や観測が行われているサ

イトには、Decatur、Quest、苫小牧、In Salah、オハイオ州の誘発地

震研究（米国 NAS による）、オクラホマでの廃水圧入、カリフォルニ

ア州 Geysers における地熱発電などがある。  

この提案は仮承認となり、スコープを再構築後、次回の執行委員会

で報告することになった。  

× 

55-10 

Large-scale Storage Site Caprock Integrity【再提案】 

IEAGHG による提案。遮蔽層からの漏洩による CO2 の拡散速度、圧力

変化や漏洩に対する遮蔽層の応答の定量化に関し、これまでの研究の進

展、必要なモニタリング、フィールド実証からの有用な情報を調査する。

また、遮蔽層の健全性やモデリング・モニタリングの効果の評価手法、

数百 km2 のサイトでの漏洩検知手法、低浸透性の地層や亀裂での CO2

移動のシミュレーション結果や実験結果をレビューする。  

× 

55-11 

CO2 as Alternative Feedstock 

フランスによる提案。CO2 を原料として生産可能な材料・化学物質・ポ

リマー・燃料などとその生産手法を対象として、文献調査による市場ポ

テンシャルの評価と LCA による環境影響（CO2 排出削減など）の評価

を行って比較し、CO2 利用を活性化する主要な要素を特定する。  

× 

〇：承認、×：不承認  

【再提案】、【修正提案】：過去の執行委員会で提案されたことのあるテーマ  
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表 2.2.5.3-1 2019 年 5 月の執行委員会へ提案された技術研究（続き） 

No. 技術研究提案 採択※ 

55-12 

CO2 Utilization Reality Check 

Total による提案。水素添加反応などのいくつかの CO2 の物質転換

ルートの実現可能性を評価する。CO2 利用が、気候変動の緩和に必要

な規模で実施可能か否か、可能な場合の条件は何かを明確にすること

が必要である。水素添加反応などの CO2 利用オプションの実現の可否

は H2 の利用可能性に大きく依存している。現在、H2 は、多くの場合、

メタン水蒸気改質（SMR）や電気分解により生産される。しかし、こ

れらの手法は CO2 排出が多く、エネルギー消費量も多いため、規模拡

大には制約がある。このため、H2 の低炭素生産には低炭素電気による

電気分解、または CCS の活用が必要となってくる。  

本研究では、前提条件を精査したうえで、メタノールやギ酸などの

生産のための水素添加反応による CO2 利用の気候変動緩和ポテンシャ

ルやエネルギー消費量の定量化を行う。また、気候変動緩和に資する

規模の実現が可能なその他の CO2 利用法を特定して調査する。さらに、

各 CO2 利用法に対して、従来法による製品に対して競争力を有し得る

CO2 価格を評価する。  

本研究は、対象とした CO2 転換方法が、例えば、500 万トン/年の

CO2 排出を削減することが可能か否かを評価し、可能な場合にはその

条件を排出削減量やエネルギー消費量などの観点から評価することに

なる。結果は、気候モデラーや研究・開発・実証への資金提供者に対

して、CO2 利用の優先順位や短期的・中期的な可能性の明確化に役立

つ。 

この提案は実施されることなった。議論の中で、本研究が規模拡大を

重視しているが、H2 にはエネルギー貯留というメリットがあること、

規模が大きくなくても化石燃料の代替といったメリットがあることな

どが指摘された。 

〇 

55-13 

From CO2 to Cement – improving process efficiency 

英国による提案。CO2 の炭酸塩化によるセメント製造について、必要と

なる CO2 の量と純度の評価、低減される CO2 排出の定量化を含むプロ

セス効率改善の方法、低炭素製品の特性・市場性・コストについての従

来製品との比較を行う。 

× 

55-14 

Review of Negative Effects of CO2 on Polymers【再提案】 

Equinor 社による提案。高圧 CO2 への暴露によるポリマー材料への悪

影響を調査する。CCS でのポリマーの利用可能条件の特定、ポリマー

の CO2 による損傷メカニズムの明確化、バルブ・コーティング・ピギ

ングなどに適切あるいは不適切なポリマーの特定を目的としており、文

献調査等を行う。  

× 

〇：承認、×：不承認  

【再提案】、【修正提案】：過去の執行委員会で提案されたことのあるテーマ  
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表 2.2.5.3-1 2019 年 5 月の執行委員会へ提案された技術研究（続き） 

No. 技術研究提案 採択※ 

55-15 

Techno-economics of Near-term NETs 

IEA とフランスによる提案。近い将来に利用可能なネガティブエミ

ッション技術（NET）を対象として、技術経済性の評価、利用の可能

性と課題をまとめる。NET は 1.5 度目標の実現のためには不可欠にな

ると考えられる。また、ある一定レベル以上の削減ができず残ってし

まう CO2 排出を埋め合わせたり、CO2 排出パスのオーバーシュートを

許容したりする可能性もある。  

本研究では、NET 評価における評価基準（コスト、回避 CO2 量、

土地利用、水利用など）の特定、大規模普及が可能で比較的成熟して

おり統合評価モデルにおいて影響力がある NET の特定、いくつかの

NET の短期的・長期的（例：2025 年、2050 年）なコストや効率など

の今後の改善についての評価、評価した NET の課題・機会・トレード

オフの特定を行う。  

議論の結果、まずはスコーピングスタディを実施して、その結果を

執行委員会に報告することになった。対象技術を絞ることの重要性が

指摘され、また、コストや価値なども合理的に評価すること、持続可

能性も考慮することなどが提言された。  

△ 

〇：承認、△：条件付き承認、×：不承認  

【再提案】、【修正提案】：過去の執行委員会で提案されたことのあるテーマ  
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表 2.2.5.3-2 2019 年 10 月の執行委員会へ提案された技術研究 

No. 技術研究提案 採択※ 

56-01 

An auxiliary boiler to service the energy needs of the CO2 capture 

plant following retrofit. 

韓国による提案。既設火力へ追設する CO2 回収プラント向けに水蒸

気や電力を供給する補助ボイラを評価する。具体的には、(1) タイプ・

規模別のコスト、(2) ボイラからの CO2・SOx・NOx、PM、廃水への

対処方法、(3) 回収プラントとボイラの最適配置を検討する。  

× 

56-02 

Start-up and shut-down protocol for CCUS power stations. 

英国による提案。CO2 回収付きの火力発電の頻回な起動・停止による

CO2 排出を検討する。具体的には、(1) CCS 付帯の火力発電所の停止の

頻度と期間のパターンの送電モデルによる評価、(2) 実際の回収パイロ

ットにおける開始・停止サイクルや運転中の CO2 排出レベルの調査、

パイロットオペレーターとのモデルツールを用いたネットゼロ目標に

対応する開始・停止の手順の共同開発、(3) 開発した手順の実用性の動

的モデルによる検証を行う。  

× 

56-03 

Prime solvent candidates for next generation of PCC plants.【修正提

案】 

IEAGHG による提案。CO2 回収の新興技術のさらなる評価を実施

し、そのコスト削減ポテンシャルを評価する。IEAGHG による 2019

年発行の報告書では、文献調査により、燃焼後回収用の新しい吸収液

を必要熱量とコストの観点から比較したが、吸収液や排ガス特性、地

域などの差異によるプロセス構成への影響は対象外であった。  

本研究では、吸収液、プロセス構成、適用プラントの違いによる CO2

回収プロセスの分離・統合の状況を詳細に検討したうえで、次世代燃

焼後回収プラントの吸収液候補を特定し、IEAGHG が提案した新しい

ベンチマーク（40% PZ＋AMP）と比較する。その後、吸収液とプロセ

スの性能を評価するための主要パラメータを抽出して評価指標を策定

し、候補吸収液間の比較を行う。また、プロセスや排ガスの主要パラ

メータに基づく評価ツールを開発して提供する。  

議論の結果、同様な取り組みをしている International Test Centre 

Network（ITCN）や International CCS Knowledge Sharing Centre

などとコミュニケーションを取ることを条件として、実施することが

決まった。  

 

〇 

56-04 

Further assessment of fuel cells with CO2 capture 

IEAGHG による提案。IEAGHG 報告書（2019/03）の次ステップと

して、(1) ケーススタディ用の燃料電池による CO2 回収の 3 つのシス

テムの抽出、(2) 3 つのケーススタディ対象と 3 つのレファレンスプラ

ント（回収あり、なし）のモデリングによる比較検討、(3) 検討結果の

精度等の分析、(4) 評価のまとめとコスト削減ポテンシャルの評価を実

施する。 

× 

〇：承認、×：不承認  

【再提案】、【修正提案】：過去の執行委員会で提案されたことのあるテーマ 
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表 2.2.5.3-2 2019 年 10 月の執行委員会へ提案された技術研究（続き） 

No. 技術研究提案 採択※ 

56-05 

Achieving Deep Decarbonisation in Worldwide Fertiliser Production

【修正提案】  

英国による提案。肥料の複数の生産方法を対象に CO2 回収のコスト

評価と CO2 排出量のライフサイクル評価（LCA）を実施して、肥料生

産の CO2 削減ポテンシャルを評価する。具体的には、 (1) 肥料の生産

プロセスの地域ごとのレビュー、(2) LCA の目標とスコープの設定、(3) 

技術経済評価（TEA）手法の決定、(4) 地域ごとに抽出した生産方式に

対する LCA および TEA の実施、(5) 評価のまとめと実適用の提案を行

う。 

食糧生産は今後、増大することが見込まれており、肥料生産が重要

となってくる。IEAGHG はこれまで肥料生産に対する十分な検討を行

っていない。一方、CSLF によれば、肥料分野は CO2 回収が大きな役

割を果たし得る分野の一つであり、生産手法、地域ごとのコストやネ

ット排出量の詳細の検討が望まれる。同分野での CCS プロジェクトに

は、Coffeyvile ガス化プラント、Enid 肥料工場、PCS 窒素工場、Bnorger 

CO2 圧縮施設（以上、米国）、Sinopec 東部中国 CCS（中国、計画中）、

ACTL の Agrium CO2 プラント（カナダ、建設中）、Hynet（英国、水

素製造）がある。  

議論の結果、実施が決まった。  

 

〇 

56-06 

From carbon dioxide to cement – improving process efficiency【再提

案】 

英国による提案。CO2 の炭酸塩化によるセメント製造について、必

要となる CO2 の量と純度の評価、低減される CO2 排出の定量化を含む

プロセス効率改善の方法、低炭素製品の特性・市場性・コストについ

ての従来製品との比較を行う。  

× 

〇：承認、×：不承認  

【再提案】、【修正提案】：過去の執行委員会で提案されたことのあるテーマ 
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表 2.2.5.3-2 2019 年 10 月の執行委員会へ提案された技術研究（続き） 

No. 技術研究提案 採択※ 

56-07 

CO2 as Alternative Feedstock: Identification of the most promising 

CO2 conversion pathways gathering environmental and economic 

benefits【修正提案】  

フランスによる提案。本研究は、異なる CO2 利用法を環境上のメリ

ットと経済的なメリットの観点からレビューする。  

CO2 利用には、転換と非転換、すなわち直接利用とがある。CO2 の

転換による製品は燃料、化学製品、建設材料に大別することができる。

CO2 の直接利用には、農作物等の生産量の増大のための利用、溶剤、

熱伝達流体、飲料水添加などがある。世界の CO2 需要は、2015 年時点

で 2 億 3 千万トンと推計されており、また、需要は年々増加すると見

込まれている。需要のうち、57%が尿素、34%が EOR と大多数を占め

る。このほか、飲料・食品がそれぞれ 3%、金属加工が 2%となってい

る。 

本研究では、CO2 を原料として生産できる材料・化学製品・ポリマ

ー・燃料とその生産手法を対象として、文献等の利用可能な情報の調

査によって、市場ポテンシャルの評価と LCA による環境影響（CO2 排

出削減など）の評価を実施して定量的な比較を行い、CO2 が代替原料

となるための主な原動力を特定する。  

議論の結果、比較パラメータにエネルギー消費量を加え、タイトル

の benefit（恩恵）を impact（影響）に変更したうえで、実施すること

になった。  

〇 

56-08 

Capture using Mg Mine Waste and Mineralisation【修正提案】  

フィンランドによる提案。鉱物炭酸化（ケイ酸マグネシウム、酸化物

リッチの鉱山尾鉱。高炉スラグなどによる）の現状と関連する研究の

調査、鉱物炭酸化によるパイロットおよび産業スケールでの CO2 隔離

の技術的実現性の調査、CO2 地中貯留サイトが不足する地域などにお

いて排出される CO2 の鉱物炭酸化の機会の特定、鉱物の再利用やプラ

チナなどの回収によるコスト回収の機会の評価、鉱物炭酸化の推定コ

ストの信頼性と経済的実現性の評価、将来の研究の方向性や内容の提

言、関心のある国間のネットワークの構築を行う。 

× 

56-09 

Modelling-Monitoring Conformance Case Studies【修正提案】  

IEAGHG による提案。圧入完了済みの貯留プロジェクトを対象にし

て、CO2 挙動に係る地質モデルによる予想とモニタリング結果の整合

性について整理する。(1) モニタリングとモデリングの整合性とモデリ

ング評価で予測されるその一致度との関係の考え方の整理、 (2) 

Ketzin、Sleipner、Snøhvit、Decatur、Cranfield を対象にモニタリン

グとモデリングの整合性の比較、(3) 整合性の成立に影響する主な要因

に焦点を当てながら、5 サイトから見出された整合性と一致度の整理を

行う。 

× 

〇：承認、×：不承認  

【再提案】、【修正提案】：過去の執行委員会で提案されたことのあるテーマ 
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表 2.2.5.3-2 2019 年 10 月の執行委員会へ提案された技術研究（続き） 

No. 技術研究提案 採択※ 

56-10 

Criteria for depleted reservoirs to qualify for CO2 storage【再提案】 

Total 社による提案。本研究は、枯渇油ガス田を CO2 貯留層として

活用するためのクライテリアをまとめることを目的とする。長期的で

安全な CO2 貯留は、地層への圧入と地層による封じ込めが必要となる。

貯留サイトとして、枯渇油ガス田がしばしば候補地となるが、これは

サイト特性に関するデータが豊富なためである。米国にはこうしたケ

ーススタディが豊富にあるが、CO2 貯留サイトに転換するためのクラ

イテリアが整理されれば、世界の貯留キャパシティーの評価が進むと

考えられ、2005 年の IPCC による CCS 特別報告書における貯留キャ

パシティーの更新も可能となり得る。  

本研究では、CO2 貯留層となり得る枯渇油ガス田のクライテリアと

して、貯留層の石油物理特性、油ガス生産歴と動的効率、構造の特徴、

上位地層の特性、廃棄坑井の密度と分布などをまとめる。また、情報

量の多い北米などの枯渇油ガス田と CO2 貯留サイトの特性を比較する

ことも検討する。さらに世界の枯渇油ガス田の貯留ポテンシャルを推

計し評価する。最後に、枯渇油ガス田における CO2 貯留の運用がいつ

開始できるか、また、こうした貯留サイトをどのように管理すべきか

といった提言をまとめる。  

議論の結果、クライテリアは深部塩水層貯留と基本的に同じではな

いかといった意見が出され、ウェビナーなどを通して専門家にヒアリ

ングし、スコープを再検討してから実施することになった。  

 

〇 

56-11 

Scoping Study and Analysis of Stacked Storage Concepts【再提案】  

米国による提案。複数の地層、または、同一地層の複数個所を利用

する“スタック型 CO2 貯留”に関して、(1) CO2-EOR や塩水汲上げを

含めたその概念の整理、(2) 各タイプの実施の有無の調査と、実施され

ている場合の技術的な課題と障壁の整理、(3) 今後の研究や分析のため

の研究の方向性やテーマの整理を行う。  

× 

56-12 

Large-scale storage site Caprock Integrity【修正提案】 

IEAGHG による提案。遮蔽層の健全層性に関し、IEAGHG による関連

報告書の発行後 8 年間の進展をレビューする。  遮蔽層の健全性、CO2

漏洩を検知するためのモニタリングとモデリングの効果、モニタリング

への要求事項を大規模な遮蔽層や実験データ、フィールド実証からの事

例、ケーススタディなどに基づいて評価する。  

× 

56-13 

Residual phase trapping – status of knowledge 

Equinor による提案。CO2 残留トラップの情報が限定的であることか

ら、残留トラップに関して、(1) 物理的な基礎、(2) 岩石学、孔隙率、

浸透率などの基本的なデータによる予測方法の CO2 や他の流体の実験

データによる整理、(3) CO2 貯留や油ガス生産・貯蔵の知見の整理、(4) 

実験による知見の大規模な貯留への適用の考え方、(5) フィールド規模

の残留トラップの過大評価・過小評価の要因とリスクの評価、(6) シミ

ュレーションコードの残留トラップへの対応状況の評価、(7) 今後の研

究分野の提言をまとめる。  

× 

〇：承認、×：不承認  

【再提案】、【修正提案】：過去の執行委員会で提案されたことのあるテーマ 
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表 2.2.5.3-2 2019 年 10 月の執行委員会へ提案された技術研究（続き） 

No. 技術研究提案 採択※ 

56-14 

Defining and Measuring the Value of CCS 

IEAGHG による提案。電力システムにおける CCS の価値について

の考察をまとめ、CCS の価値を定量化するためのロードマップを策定

する。具体的には、①  文献調査によって CCS の価値の定量化手法を

調べ、発電における価値の意味を抽出する、②  CCS の価値への理解に

取り組む CCS の研究者および他分野の専門家にヒアリングを実施す

る、③ CCS の価値の評価指標を定義してその詳細をまとめ、各指標に

対する複数の評価手法を提案したうえで、各手法の長所・短所を評価

する、④ 今後必要となる詳細な研究を提案する、という手順で進める。 

議論の結果、基本的に実施することになったが、現在実施中の LCOE

に代わる指標の検討結果を待つこととし、また、ヒアリングやウェビ

ナーなどを通して専門家から意見を集めて、スコープを再検討する。

検討結果次第では、実施を保留することもあり得る。  

 

〇 

〇：承認、×：不承認  

【再提案】、【修正提案】：過去の執行委員会で提案されたことのあるテーマ 
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表 2.2.5.3-3 2020 年 5 月の執行委員会へ提案された技術研究 

No. 技術研究提案 

57-01 

Start-up and Shut-down Protocol for CCUS Power Stations【再提案】 

英国による提案。CO2 回収付きの火力発電の頻回な起動・停止による CO2 排出

を検討する。具体的には、(1) CCS 付帯の火力発電所の停止の頻度と期間のパ

ターンの送電モデルによる評価、(2) 実際の回収パイロットにおける開始・停止

サイクルや運転中の CO2 排出レベルの調査、パイロットオペレーターとのモデ

ルツールを用いたネットゼロ目標に対応する開始・停止の手順の共同開発、 (3) 

開発した手順の実用性の動的モデルによる検証を行う。  

57-02 

In-depth Economic Assessment of Fuel Cells with CO2 Capture【再提案】  

IEAGHG による提案。IEAGHG 報告書（2019/03）の次ステップとして、(1) ケ

ーススタディ用の燃料電池による CO2 回収の 3 つのシステムの抽出、(2) 3 つの

ケーススタディ対象と 3 つのレファレンスプラント（回収あり、なし）のモデ

リングによる比較検討、(3) 検討結果の精度等の分析、(4) 評価のまとめとコス

ト削減ポテンシャルの評価を実施する。  

57-03 

From Carbon Dioxide to Cement – Improving Process Efficiency【修正提案】 

英国による提案。CO2 の炭酸塩化によるセメント製造について、必要となる CO2

の量と純度の評価、低減される CO2 排出の定量化を含むプロセス効率改善の方

法、低炭素製品の特性・市場性・コストについての従来製品との比較、セメン

ト内に貯留される CO2 量のライフサイクル評価、低炭素製品の市場規模見通し

の分析を行う。  

57-04 

Establishing the Co-Benefits of the Integration of CO2 Capture with Respect 

to Reducing NOx Emissions from Major Industrial Process. 

オランダによる提案。CO2 回収を導入した産業プラントでの NOx 排出の削減ポ

テンシャルを評価する。具体的には、セメントキルン、高炉、製油所、石化プ

ラントにおける窒素排出量を評価し、これらのプラントへの CO2 回収（化学吸

収、物理吸収、深冷分離、物理吸着）導入の可能性を評価する。  

57-05 

Comparative Cost-curves for Analogous Electrolysis Industries 

米国による提案。電解による CCU プロセスと現行の電解手法をまとめ、詳細な

技術経済評価を実施して、電気分解や電気化学セルの商用コスト曲線を求める。

2～3 つのプロセスに対して、CO2 排出量と必要となる再エネ電力量を評価する。

コストと CO2 排出などの他のファクターとのトレードオフを検討し、必要な研

究を洗い出す  

57-06 

International Standards and Testing for Novel Carbonaceous Building 

Materials 

米国による提案。CO2 を原料とする新しい建設材料が建設セクターの市場にど

のように浸透するかを分析し、必要な研究を洗い出す。  

57-07 

Roadmap of Global Blue Hydrogen Production and Further Assessment of 

the Thermochemical Processes with CO2 Capture 

IEAGHG による提案。化石燃料からの水素製造（ブルー水素）の現状を調査し、

選択した製造プロセス構成への CO2 化学吸収法の組み込みを検討する。いくつ

かのプロセスに対して LCA と TEA（技術経済評価）を実施して、条件や前提

ごとに好ましいプロセスを特定する。  

【再提案】、【修正提案】：過去の執行委員会で提案されたことのあるテーマ 
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表 2.2.5.3-3 2020 年 5 月の執行委員会へ提案された技術研究（続き） 

No. 技術研究提案 

57-08 

CO2 Capture using Reactive Industrial Waste Materials【再提案】  

フィンランドによる提案。鉱物炭酸化（ケイ酸マグネシウム、酸化物リッチの

鉱山尾鉱。高炉スラグなどによる）の現状と関連する研究の調査、鉱物炭酸化

によるパイロットおよび産業スケールでの CO2 隔離の技術的実現性の調査、

CO2 地中貯留サイトが不足する地域などにおいて排出される CO2 の鉱物炭酸化

の機会の特定、鉱物の再利用やプラチナなどの回収によるコスト回収の機会の

評価、鉱物炭酸化の推定コストの信頼性と経済的実現性の評価、将来の研究の

方向性や内容の提言、関心のある国間のネットワークの構築を行う。  

57-09 

Applying ISO Standards to Geologic Storage and EOR Projects  

米国による提案。CO2 貯留および EOR に係る ISO 国際標準の両者間の比較、

および既存の法規制枠組みとの比較により、ISO 標準に含まれている内容の理

解を深める。ISO 標準を実存するいくつかの CCS プロジェクトに適用して、ISO

が十分に網羅的か、法規制をこれから整備する国にとって十分な拠り所となる

か、当該国の規制当局が対応すべきギャップがあるかなどを分析する。  

57-10 

Review of Current Efforts to Improve Subsurface Modeling and Predictive 

Capabilities Through Better Accounting of Heterogeneity and Geologic 

Variability 

米国による提案。貯留層のモデリング向けのインプットを地層内の不均質性や

地質的なばらつきを考慮して改善する取り組みとそれによるモデルの精度向上

の程度をレビューする。 

57-11 

SRMS derived Total Storage Resources and Storage Coefficients  

Total、ExxonMobil、Shell、Petrobras による提案。CO2 流動シミュレーショ

ンにより、パラメータ化（深度、厚さ、傾き、岩相と不均質性、最大圧入圧、

相対浸透率曲線など）した地層に対して 5 点法（圧入井 1 本、水生産井 4 本）

の場合に得られる総貯留資源量と貯留係数のばらつき範囲を評価し、支配的な

パラメータを調べる。  

57-12 

CO2 Storage Site Catalogue 

Equinor、ExxonMobil による提案。一般市民からの貯留に対する信頼の獲得、

また、貯留事業計画や規制当局の利便性の観点から、商用貯留サイトと主要な

貯留パイロットの技術情報を報告書としてまとめる。対象とする情報は、サイ

ト立地、圧入率、圧入量、水の汲み上げ、石油生産量、貯留層の深度や岩相、

坑井の情報、地上設備、モニタリング技術、研究、文献、図などである。  

57-13 

Scoping Study and Analysis of Stacked Storage Concepts【再提案】  

米国による提案。複数の地層、または、同一地層の複数個所を利用する“スタ

ック型 CO2 貯留”に関して、(1) CO2-EOR や塩水汲上げを含めたその概念の整

理、(2) 各タイプの実施の有無の調査と、実施されている場合の技術的な課題と

障壁の整理、(3) 今後の研究や分析のための研究の方向性やテーマの整理を行

う。 

【再提案】、【修正提案】：過去の執行委員会で提案されたことのあるテーマ  
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表 2.2.5.3-3 2020 年 5 月の執行委員会へ提案された技術研究（続き） 

No. 技術研究提案 

57-14 

Large-scale Storage Site Caprock Integrity【再提案】 

IEAGHG による提案。遮蔽層の健全層性に関し、IEAGHG による関連報告書の

発行後 8 年間の進展をレビューする。 遮蔽層の健全性、CO2 漏洩を検知するた

めのモニタリングとモデリングの効果、モニタリングへの要求事項を大規模な

遮蔽層や実験データ、フィールド実証からの事例、ケーススタディなどに基づ

いて評価する。  

57-15 

Residual Phase Trapping – Status of Knowledge【再提案】 

Equinor による提案。CO2 残留トラップの情報が限定的であることから、残留

トラップに関して、(1) 物理的な基礎、(2) 岩石学、孔隙率、浸透率などの基本

的なデータによる予測方法の CO2 や他の流体の実験データによる整理、(3) CO2

貯留や油ガス生産・貯蔵の知見の整理、(4) 実験による知見の大規模な貯留への

適用の考え方、(5) フィールド規模の残留トラップの過大評価・過小評価の要因

とリスクの評価、(6) シミュレーションコードの残留トラップへの対応状況の評

価、(7) 今後の研究分野の提言をまとめる。  

57-16 

Understanding the Scale and the Global Potential for Direct Air Capture 

(DAC) Systems 

米国による提案。DAC の世界導入ポテンシャルと導入によるコストや経済性へ

の影響、導入を加速するためのインセンティブ、大規模 DAC やモジュール化

DAC の定義、DAC のシナリオモデリングへの反映についての提言をまとめる。 

57-17 

Deployment of CCUS, Technology Readiness Levels (TRL) and Commercial 

Readiness Index (CRI) 

ノルウェーによる提案。いくつかのセクターにおける CCUS の商用成熟度

（CRI）を評価している複数の手法をレビューして比較・評価し、また、豪州

ARENA が考案した CRI 評価手法を CCUS の観点からレビューする。コスト低

下曲線を分析してコスト低下が CRI のどの時点で生じるかを評価するととも

に、CRI の CCUS 評価向けの改善点を提案する。  

【再提案】、【修正提案】：過去の執行委員会で提案されたことのあるテーマ  
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2.2.6 主催国際会議 

IEAGHG 主催の国際会議やネットワーク会合の 2019 年度の実績と 2020 年度以降の予

定を以下にまとめる。2019年度の実績は、国際学会が第 5回燃焼後回収国際会議（PCCC5）

の 1 件、ネットワーク会合がモニタリングと環境の合同ネットワーク会合、断層ワークシ

ョップ、高温固体ルーピングの 3 件、サマースクール 1 件の計 5 件であった。PCCC5 は

RITE が共催し、基調講演やブース展示では、METI や RITE のほか、日本の 4 企業が回

収技術への取り組みをアピールする良い機会となった。2020 年度には第 15 回温室効果ガ

ス制御技術国際会議（GHGT-15）のほか、貯留のリスク管理会合が 1 件、サマースクール

1 件の計 3 件が計画されている。  

 

2.2.6.1 今年度に開催された国際会議とネットワーク会合 

IEAGHG は 2019 年度中に表 2.2.6.1-1 に示す国際会議、ネットワーク会合等を開催し

た。各会議および 2019 年度 3 月に開催された CCS コストネットワークワークショップの

概要を執行委員会会合での IEAGHG による報告を基に以下にまとめる。  

 

表 2.2.6.1-1 2019 年度の IEAGHG 主催会議 

会合 

タイプ 
会議名 開催日 開催地 

本報告書

中の対応

No 

国際学会 
第 5 回燃焼後回収国際会

議（PCCC5） 

2019 年 

9 月 17 日～20 日 
京都 (2) 

ネットワ

ーク会合 

モニタリングと環境の合

同ネットワーク会合  

2019 年 

8 月 20～22 日 

カナダ 

カルガリー  
(3) 

断層ワークショップ  
2019 年 

8 月 23 日 

カナダ 

カルガリー  
(4) 

第 8 回高温固体ルーピン

グネットワーク会合  

2020 年 

1 月 20～21 日 

オランダ 

ゲーリーン  
― 

その他 
2019 年 CCS サマースク

ール 

2019 年 

7 月 7 日～12 日 

カナダ 

レジャイナ  
(5) 

 

(1) 第 6 回 CCS コストネットワークワークショップ  

CCS の大規模普及に向けた課題であるコストに係るネットワークワークショップは、

これまでおおよそ 18 か月おきに開催されてきた。参加者は招待された専門家に限定され

ている。ワークショップでは、主に CCS コストの評価方法、電力セクターにおける CO2

回収コスト、産業セクターにおける CO2 回収コスト、実証プラントのコスト、回収の新規

技術のコスト推定、輸送・貯留コストがテーマとなっている。  

6 回目の CCS コストネットワークワークショップは、2019 年 3 月 19 日～20 日に米国・

パロアルトで開催された。11 か国より 50 人ほどの参加があり、5 つのテクニカルセッシ

ョンと 3 つのブレークアウトセッションが行われた。テクニカルセッションのテーマは、
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電力セクターにおける CCS のコスト（2 セッション）、産業セクターにおける CCS のコス

ト、CCS を経済的にする要因、CCS の価値であった。ブレークアウトセッションのテー

マは、4 つのテクニカルセッションと同じであり、電力セクターにおける CCS のコスト、

産業セクターにおける CCS のコスト、CCS の価値であった。  

運営委員会（Steering Committee）の議長が辞意を表明したしたことから、ワークシ

ョップの趣向を変更する機会となり得るとの指摘が出された。例えば、対象を CCS のコ

ストに加えて CCS の価値とすることも考えられる。立地依存である CCS コストの算定方

法が白書で提示され、広く利用されているが、同様に価値の標準的な評価方法が策定され

ることが期待される。  

 

(2) 第 5 回燃焼後回収会議（PCCC5） 

PCCC5 が IEAGHG と RITE との共催で 2019 年 9 月 17 日～19 日まで京都で開催され

た。対象テーマは、プロセス構成、回収技術、技術適用、モデリング、コスト評価および

環境影響評価、実証試験であった。20 か国以上から 140 人が参加し、基調講演 9 件、口

頭発表 74 件が行われた。 

基調講演では、豪州、中国、日本、米国における CCS の状況が紹介された。基調講演

を通して、METI、RITE のほか、川崎重工、東芝、三菱重工エンジニアリングによる CCUS

への取り組みが紹介された。  

口頭発表は、ラボスケールの試験から大規模実証、また、モデリングまでと多岐にわた

っていた。第 2 世代・第 3 世代技術のセッションでは、新規の吸収液、吸収液の劣化、産

業排出源、環境影響評価にかかる発表があった。9 月 20 日には、関西電力の 2 トン/日の

パイロットプラント、また、川崎重工の KCC ベンチプラントのサイト調査が行われた。  

PCCC5 は、燃焼後回収に係る最新の開発状況を網羅していた。アブストラクトの募集

要項において、今回初めて、DAC と BECCS が明記され、関連する講演が数件なされた。 

会議後のアンケート調査によれば、PCCC は各国の開発による知見を共有する良い機会

として、広く受け止められている。20 か国からの参加があったことは、様々な国・地域に

CCS、とりわけ燃焼後回収に対する関心があることを示している。PCCC5 は、ネットワ

ーキングや国際協力の機会を探るまたとない機会となっている。運営委員会、参加者から

PCCC6 開催への強い関心が示された。  

 

(3) モニタリングと環境の合同ネットワーク会合  

モニタリングと環境の合同ネットワーク会合が 2019 年 8 月 20 日から 22 日までカナ

ダ・カルガリーで開催された。セッションは、センサー関連技術の開発、フィールドプロ

ジェクトのマネジメント、定量化における不確実性、EOR 用モニタリングと深部塩水層

用モニタリング、緊急時の代替計画（Fall-back、グループディスカッション）、実データ

に係る新しいケーススタディ、モニタリングによる環境影響とステークホルダー・エンゲ
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ージメント、坑井からの漏洩、サイト閉鎖のための圧入後モニタリングなどであった。  

ワークショップの成果として、以下の点が挙げられた。  

-  海域でのモニタリングは急速に成熟してきており、特に定量化の領域においてそ

の傾向が顕著である。一方、漏洩検知などにおいて過大な期待があり、モニタリ

ングの目的を再確認することが重要である。  

-  地上での定量化は、CaMi サイトのレーザー測定、Ginnendera のブラインド試

験などにおいて進展があった。  

-  モニタリング計画に問題があった場合の対処にかかる議論は、経験の共有の観点

から、価値のある取り組みであった  

-  海域のセンサー技術は、他の研究開発の成果を反映させながら、商用化の段階に

入ってきている。しかし、汎用技術は、自己開発技術よりも信頼性が低い。セン

サーを利用する目的を熟考する必要がある。  

-  地表センサーは、N2、O2、CH4 などの様々なパラメータに対して、その信頼性

を向上させる必要がある。  

-  光ファイバーの分野においては、温度や地震波の観測に加えて、化学物質の検知

についても急速な進展がみられる。SN 比に優れており、取得データ量が多いほか、

測定点が多いことも長所である。  

-  CaMi サイトでは、様々なモニタリング技術が試験されており、また、多数の国

際協力も行われている。こうしたサイトが増えることが望まれる。  

-  本ワークショップへの産業界からのより多くの参加が望まれる。  

-  モデリングには不確実性を適切に反映させる必要がある。  

-  サイト閉鎖後のモニタリングは必要ではあるが、具体的なモニタリング期間を決

めることは時期尚早である。モニタリングはリスクベースであるべきであるが、

そのリスクは大きな変動を有しており、また、サイトに固有なものである。サイ

ト閉鎖後のモニタリングは、これらの違いに対応すべきである。  

 

今後の課題として、以下が挙げられた。  

-  地表センサーの信頼性の向上。  

-  陸域および海域でのモニタリングでの温度情報の活用。  

-  大量のデータの処理方法（人工知能の活用を含む）。  

-  廃棄坑井の評価への地質物理技術の応用。  

-  理想的ではない地表におけるフラックス測定の研究開発。  

-  深部モニタリングの結果に基づく、浅部モニタリングの必要性や実施のタイミン

グのより良い特定方法。 

-  微小アニュラスを生成しないセメントでの光ファイバーの固定手法。  

-  10 年以上機能する孔底測定機器の開発。  
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-  遮蔽層の健全性を損なわないモニタリング手法。  

-  坑井ケーシング用の多機能材料にかかる研究開発。  

-  坑井健全性を向上させる機器の開発。  

-  電池を用いずに測定機器を利用するための環境からのエネルギー取得技術の開

発。 

-  他産業におけるモニタリング技術の発展状況の確認。  

-  モニタリングによって達成しようとしていることを確認するために、モニタリン

グの目的の広い視野からの俯瞰。  

-  大量のモニタリングデータの管理。異なるモニタリングからのデータの統合。統

合にあたっての機械学習の活用の検討。  

-  サイト閉鎖における不確実性の受容についての規制当局とのコミュニケーショ

ンの改善。 

-  サイト閉鎖後のモニタリングに適したツールの開発とそのフィールド試験。  

 

提言として以下が挙げられた。  

-  モニタリングの目的は、遮蔽性能の確認、シミュレーションによる予測との整合

性の確認、環境の監視であり、環境の監視のプロセスは、検知、異常時の原因究

明、定量化と整理すると良い。  

-  社会科学の研究者からコミュニケーション手法を学び、また、社会ライセンスを

維持には継続的な努力が必要であることを認識する。  

-  経済基盤の弱いオペレーターを念頭に、モニタリングシステムの簡素化を考える。 

 

(4) 断層ワークショップ  

大規模 CO2 貯留にとっての断層とその重要性に係るワークショップが 2019 年 8 月 23

日にカナダ・カルガリーで開催された。その目的は、油ガス産業と研究コミュニティにお

ける経験に基づき、断層がいかに CO2 の長期的な貯留に影響を与えるかを理解することに

あった。 

断層は流体が移動する経路の一つとなり得るが、流体移動を妨げるものともなり得る。

断層の特性の評価は、貯留サイトのリスク評価の中で重要な要素の一つである。石油業界

は、地質学的時間軸での断層の重要性にかかる経験・理解を有する。断層の浸透性を層序

学や盆地の歴史、試験データにより評価する技術は存在する。水平方向の遮蔽特性や 3 次

元の流体移動における断層システムの相互作用に係る経験とデータは豊富にある。  

油ガス産業と CO2 貯留における流体管理のアプローチには差異がある。前者では、自

然に起因する条件、および必ずしも分かっていない地層特性に頼りに実施される。一方、

後者においては、圧入が地層特性に応じて工学的に実施される。現在、利用可能な断層デ

ータは、流体をトラップするものに限られる。露頭している断層は、その特性の解明に役
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立つ。人為的な流体圧入実験は 300m 以下の比較的浅い断層域に焦点が当てられており、

これらの結果がより深部での条件への参考になるか否かには議論の余地がある。こうした

実験間の比較においては、測定結果が比較可能であること、異なる岩質や地質条件、断層

の歴史を考慮することが必要となる。  

断層の挙動を予測する多数のモデルが存在しているが、モデルによる予測を比較するた

めの試験データは極めて限られている。機械的・水理学的特性の分布といった複雑な状況

を反映させた、より洗練されたマルチ物理モデルを開発する余地がある。モデルは、想定

よりも高めの圧力を予測する傾向にある。CO2 貯留サイトの特性評価においては、想定し

た地層、またはその近傍の地層にどれだけの CO2 がとどまるかを予測できることが重要と

なってくる。したがって、必要となるモデルの解は、どれだけの CO2 および塩水が、様々

な条件の下、地表、または、他の地層に到達するかである。  

貯留層よりも下部に位置する結晶基盤内の断層、例えば、下部カンブリア砂岩の予測は

有用である。不確実性が高い複雑な断層システムは避けるべきだが、避けることはできな

いかもしれない。モデルのキャリブレーションには、現状では限界がある。断層の特性、

特に不均質性の評価の向上は、流体の断層沿いの移動、または、断層による封じ込めの予

測に役立つ。石油業界は砂層と頁岩の互層に焦点を当てており、逆断層や横断層、また、

炭酸塩層での断層の研究により、正断層の理解が進む可能性がある。貯留層内に存在する

炭層の地科学データの取得が進めば役に立つ。IEAGHG は断層の実験の比較を支援すべ

きである。 

 

(5) 2019 年サマースクール  

第 13 回 IEAGHG 国際サマースクールは 2019 年 7 月 8 日から 12 日までカナダ・レジ

ャイナで開催された。20 か国から 39 名の参加があり、男性 22 名、女性 17 名と性別的に

もバランスの取れた参加者であった。参加申し込みは 27 か国から 61 件あり、英国とカナ

ダからはそれぞれ 13 件、8 件と申し込みが多かった。講演者は 26 名、専門家メンターは

13 名であった。今回の開催により、これまでの総参加者は 58 か国・636 名となった。EU

による個人情報の保護法により、これまでの参加者とのコミュニケーションが困難になっ

たが、参加者同士が LinkdIn や Facebook を通して連絡が取れるようになっている。  

2020 年度のサマースクールは、インドネシアのバンドン工科大学の主催により、2020

年 12 月 6 日から 13 日まで開催される。  
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2.2.6.2 次年度以降の国際会議の予定 

IEAGHG が主催する次年度以降の国際会議やネットワーク会合等の予定を表 2.2.6.2-1

に示す。 

2020 年には第 15 回温室効果ガス制御技術国際会議（GHGT-15）のほか、リスク管理

のネットワーク会合、2020 年 CCS サマースクールが開催される。  

 

表 2.2.6.2-1 2020 年度以降の IEAGHG 主催会議計画 

会合 

タイプ 
会議名 開催日 開催地 

国際学会 
第 15 回温室効果ガス制御

技術国際会議（GHGT-15） 

2020 年 

10 月 5 日～8 日 

UAE 

アブダビ  

ネットワ

ーク会合 

リスク管理のネットワー

ク会合 

2020 年 

6 月 2 日～4 日 

フランス  

ポー 

その他 
2020 年 CCS サマースクー

ル 

2020 年 

12 月 6～13 日 

インドネシア  
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2.3 ロンドン条約 

2.3.1 概要 

ロンドン条約は、人間活動から海洋環境を保護するための条約であり、この関連条約で

ある 1996 年ロンドン議定書により CO2 を海底下に地中貯留することが国際法的に認めら

れている。 

本事業では、2019 年 10 月に英国で開催された締約国会合の発行文書等を通して、CO2

海底下地層貯留についての情報を収集したほか、2019 年 3 月にカナダで開催された科学

グループ会合の情報を同様にして収集した。 

2019 年 10 月の締約国会合では、海底下地中貯留を目的とした CO2 の輸出を可能とす

る 6 条改正の暫定的適用が合意され、CO2 海域地中貯留の多国間プロジェクトのロンドン

議定書下での実施が実質的に可能となった。6 条改正は 2009 年に採択されたものの、そ

の発効に必要な受諾国数が規定数を大きく下回っており未発効のままとなっている。今回

の合意により、6 条改正の受諾国のみならず、全加盟国が 6 条改正を暫定的に適用するこ

とができることになる。ただし、暫定的適用に当たって求められる IMO への伝達に当た

っては、貯留した CO2 に対する法的責任の所在などを当事国間で合意しておくことが不可

欠であり、そのための法的整備は当事国において必要であると考えられる。  

暫定的適用はあくまでも一時的な措置であり、議定書 6 条の改正の発効は必要なことに

は変わりはない。6 条改正の受諾国として、これまでのノルウェー、英国、オランダ、イ

ラン、フィンランド 5 か国に加え、2018 年の締約国会合以降、エストニアが加わった。

議定書 6 条改正の発効に必要な受諾国数は、議定書加盟国 53 か国の 2/3 以上の 36 か国以

上であり、改正の発効には引き続き時間を要することが見込まれる。 

 

2.3.2 組織概要 

ロンドン条約の正式名称は、1972 年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止

に関する条約（Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes 

and Other Matter 1972）である。人間活動から海洋環境を保護するための世界初の条約

であり、1975 年 8 月に国際発効している。すべての海洋汚染源の実効的な規制を目的と

して、廃棄物およびその他の物質の投棄による海洋汚染の防止に向けたあらゆる実行可能

な対策を行うとされている。事務局は、国際海事機関（IMO、International Maritime 

Organization）であり、締約国数は、2019 年 10 月現在、87 か国である（図 2.3.2-1 参照）。

日本は 1980 年 10 月 15 日に批准し、同年 11 月 14 日に国内発効している。  

ロンドン条約をさらに近代化するために、最終的にはこれを置き換えるために、1996

年 11 月に「1996 年ロンドン議定書」が採択された。議定書の下では、投棄を検討できる

廃棄物すなわちリバースリストに掲げられた廃棄物を除き、全ての投棄が禁止された。議

定書は 2006 年 3 月 24 日に国際発効し、2019 年 10 月現在、53 か国が批准している（図

2.3.2-1。なお、図の作成時期は若干古い。）。加盟国数は 2018 年度よりも 2 か国増加した。
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日本は、2007 年 10 月 2 日に批准し、同年 11 月 1 日に国内発効している。なお、ロンド

ン条約の加盟国である米国、アルゼンチン、ブラジルの 3 か国が議定書に批准していない。 

CCS については、2006 年の締約国会合において、投棄可能な廃棄物に海底下地層に貯

留される CO2 を追加する改正が採択されて 2007 年に国際発効し、CO2 の海底下地層への

地中貯留が国際法的に認められることとなった。また、関係各国で合意がある場合には国

境を越えて CO2 を輸送することを可能にするため、海域での投棄を目的とした廃棄物の輸

出を禁止している議定書第 6 条の改正が 2009 年に採択された。この第 6 条の改正は、受

諾国が定数（加盟国数の 2/3）に達していないため発効してない。しかし、2019 年の締約

国会合において、議定書第 6 条改正の暫定的適用（provisional application）が合意され

たことにより、加盟国は事前に IMO に伝達（deposit declaration）することにより CO2

の越境輸送が可能となった。  

海底下地層への廃棄のための CO2 の品目別評価指針として、CO2 隔離ガイドライン

（2007 CO2 Sequestration Guidelines、LC 29/17、ANNEX 4）が 2007 年に採択されて

いる。このガイドラインは 5 年後にレビューされることになっていたことから、2012 年

に改訂版（2012 CO2 Sequestration Guidelines、LC34/15、 ANNEX 8）が採択された。

この改訂の中で、第 6 条の改正に対応して、CO2 が複数の国によって同じ貯留層に圧入さ

れる場合、あるいは、圧入された CO2 が国境を越えて移動する可能性がある場合の責任の

所在を規定する項目が盛り込まれた。  

一方、第 6 条の改正のもう 1 つの柱である CO2 の輸出については、CO2 隔離ガイドラ

インの付属書とする「貯留を目的とする海底下地層への廃棄のための CO2 流の輸出に関す

る議定書 6.2 条の実施に係る指針（Guidance on the Implementation of Article 6.2 on the 

Export of CO2 Streams for Disposal in Sub-Seabed Geological Formations for the 

Purpose of Sequestration）」が 2013 年 10 月の締約会合において承認されている。  
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図 2.3.2-1 ロンドン条約・1996 年ロンドン議定書の批准国（出典：IMO） 

 

2.3.3 今年度の会合と今後の会合予定 

2.3.3.1 今年度の会合 

IMO は 2019 年度中に以下のように 1 回の会合を実施した。この会合について、文書等

により情報収集を行った。  

・第 41 回ロンドン条約締約国会合および第 14 回ロンドン議定書締約国会合  

2019 年 10 月 7 日～11 日、英国・ロンドン（国際海事機関（IMO）本部） 

 

2.3.3.2 今後の会合予定 

IMO が 2020 年度に計画している会合は以下のとおりである。  

・第 43 回ロンドン条約科学グループ会合および第 14 回ロンドン議定書科学グルー

プ会合 

未定（当初予定の 2020 年 3 月 9 日～13 日から延期）、英国・ロンドン（国際海事

機関（IMO）本部）  

・第 42 回ロンドン条約締約国会合および第 15 回ロンドン議定書締約国会合  

2020 年 9 月 28 日～10 月 2 日、英国・ロンドン（国際海事機関（IMO）本部） 
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2.3.4 2019 年 3 月の科学グループ会合 

2019 年 3 月 18 日～22 日にカナダ・バンクーバーで開催された科学グループ会合にお

ける海底下 CO2 地中貯留に関する動きについて、公表文書に基づいて以下にまとめる。同

会合は、2018 年度の開催であるが、開催が 3 月末であったため、本年度の報告書にてま

とめるものである。科学グループ会合では、2014 年 5 月の会合以降、CO2 隔離ガイドラ

インの適用に関する経験の共有が推奨されている。  

本会合では、まず、ノルウェー代表から、Northern Lights プロジェクトをランチ時に

説明するとともに、本会議で CO2 輸出を解禁するロンドン議定書 6 条の改正が発効してい

ないことが CO2 の越境移動の障壁となっているとの指摘がなされた。引き続いて、ノルウ

ェー代表から同国における CCS について以下の報告があった。  

・ノルウェーでの石油関連事業には関連しない CCS プロジェクトは、貯留規制と汚染

規制とにより規制されている。いずれも EU の CCS 指令を踏まえたものとなってお

り、CO2 の圧入および貯留の対象となる地層を利用するためには許可の取得が必要と

なる。探査許可の取得に当たっては、貯留層の評価や効率的な貯留を実施するための

計画概要を含め、計画されている貯留サイトを説明した文書が必要となる。これに加

え、貯留規制では、モニタリングの要件、CO2 漏洩に対する法的責任、異常発生時の

是正措置の検討義務、廃棄時の義務などが規定されている。これらの規程に対しては、

開発操業計画（PDO：Plan for Development and Operation）の中で対応することが

求められている。この PDO は圧入・貯留サイトの開発前に承認を受けることになっ

ており、また、影響評価を含んでいる必要がある。  

・Northern Lights プロジェクトは、貯留、汚染の両規制に加え、CCS の CO2 地中貯

留に係る ISO27914 を参照している。同プロジェクトによれば、特別ガイドラインの

関連するすべての要求事項、国内の規制および ISO 標準で適用すべき要求事項を一覧

表としてまとめている。これにより、特別ガイドラインの要求事項を満たすためには、

国内規制に準拠するだけで良いのか、追加の対処が必要なのかが確認できる。この確

認作業は開始されているが、完了はしていない。  

 

ノルウェーによる説明を受けて、科学グループは、Northern Lights プロジェクトによ

るこの取り組みは特別ガイドラインの適用に係る有用な事例であるとの認識を示した。ま

た、同ガイドラインの不十分な点が判明する可能性があることから、今後の会合で検討結

果を報告するように要請した。  

続いて、オブザーバーである国際石油・天然ガス生産者協会 (IOGP)から以下の報告が

あった。 

・IOGP は欧州の既存または計画中の全ての CCS プロジェクトについての 1 ページの

まとめを作成した。このまとめは、15 件のプロジェクトの地図と一覧表からなる。  

・IOGP は欧州委員会のエネルギー局長から推薦を受けて、欧州で可能性のある CCUS
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の調査の取りまとめをすることになり、2019 年 6 月のマドリードフォーラムで報告

することになっている。本調査は、障壁への対処や政策の提案の機会であり、関係す

るすべてのステークホルダーの見解を収集して取り組むことを要求されている。調査

の成果は EU の 2020 ガスパッケージにインプットされ、また、ロンドン議定書 6 条

改正への受諾を支援するための情報を加盟国に提供することになる。 

 

IOGP は当該調査を次回締約国会合に提出することが要請された。  

 

2.3.5 2019 年 10 月の締約国会合 

2019 年 10 月に開催された締約国会合における CO2 海底下地層貯留に関する報告につ

いて、公表文書に基づいて、議定書 6 条改正への受諾状況、議定書 6 条改正の暫定的適用

の提案と採択、海底下 CO2 地中貯留のその他の動きに整理して以下にまとめる。  

 

(1) 議定書 6 条改正の受諾状況 

議定書 6 条改正の受諾国はノルウェー、英国、オランダ、イラン、フィンランド、エス

トニアの 6 か国となっている。本会合において、ベルギー代表から受諾の準備を進めてお

り、受諾を 2020 年春に予定していることが報告された。受諾の準備を進めている韓国か

らは、CO2 海底下貯留を規制する海洋廃棄物管理法の承認が中断され、議論の結果、海洋

省が承認手続きの準備をすることになったとの報告があった。フランスからも受諾準備の

報告があった。これまでに受諾の準備を進めていると公表しているカナダ、豪州、スウェ

ーデンについては受諾に向けた動きについての報告はなされなかった。議定書 6 条改正の

発効に必要な受諾国数は、議定書加盟国 53 か国の 2/3 以上の 36 か国以上であり、改正の

発効には引き続き時間を要することが見込まれる。  

 

(2) 議定書 6 条改正の暫定的適用の提案と採択  

本締約国会合では、オランダとノルウェーが 6 条改正の暫定的適用を可能とする決議を

することを提案した。これはロンドン議定書 21 条で規定された改正手順によって 6 条改

正が発効するまでの一時的な措置となる。両国は提案に際して行った説明の概要を以下に

まとめる。 

・現状の 6 条は廃棄物の非締約国への輸出を阻止することが基本的な目的である一方、

海底下地中貯留を目的のための CO2 の越境移動を阻害することになっている。これに

より、CCS プロジェクト間の多国間協力を妨げており、適切な海域貯留サイトの準備

が整っていない国々による CCS の導入や経済性の規模効果やリスク共有によるコス

ト削減に対する障壁となっている。  

・この規制上の障壁は、欧州で進行しているいくつかの CCS 実証プロジェクト計画の

さらなる進展を妨げる可能性が出てきている。こうした障壁を除去するために、6 条
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の改正が 2009 年に採択されたが、その発効には現在 53 となっている締約国の 2/3 以

上の受諾が必要となる。 

・暫定的適用は 2009 年改正が発効するまでの暫定的な対処となる。暫定的適用の合理

性は、地中貯留を目的とした CO2 の越境輸送に対する国による承認を可能とすること

にあり、これにより国際的な約束との矛盾がなくなる。  

・ロンドン議定書自体には、暫定的適用についての規定がない。したがって、ロンドン

議定書の改正に対する暫定的適用は、1969 年 5 月 23 日に採択され、条約または条約

の一部の暫定的適用の法的根拠となる“条約法に関するウィーン条約”に基づいて、

加盟国間の合意に基づくことが可能である。  

・ロンドン議定書 6 条改正の暫定的適用は、CCS 技術の普及に対する障壁を除去する

ことになる。国境を越えた共用インフラストラクチャの活用は、プロジェクトのリス

ク共有や経済性に関するスケールメリットによるコスト低減、また、パリ協定で設定

された気候目標の達成に必要な CO2 量の貯留において重要となる。  

・加盟国による 6 条に対する 2009 年改正の受諾は、この気候変動緩和技術を成功させ

得る 2006 年改正の重要な要素と言える。  

 

オランダとノルウェーによる提案後の議論において、多くの加盟国から提案を支持する

発言がなされたほか、情報共有の重要性が強調された。IPCC による 1.5 度報告書を引用

から削除する要望が複数の加盟国から出された。一方で、いくつかの加盟国から、排出源

における CO2 排出量の削減が最優先であり、CCS が対象とする CO2 排出は削減できない

排出であるべきとの意見が出されたほか、オブザーバーからは、暫定的適用の決議が化石

燃料の継続的利用を支持しているとの誤解を与えかねないとの懸念や、海洋法に関する国

際連合条約（United Nations Convention on the Law of the Sea）の 195 条で規定された

“損害若しくは危険を移転させ又は一の類型の汚染を他の類型の汚染に変えない義務”に

反する可能性についての懸念が出された。化石燃料の継続的利用への支持に係る懸念につ

いては、CCS は化石燃料由来ではない CO2 にも有効であるとの説明がなされた。  

議論の後、カナダをリードとする起草グループが構成され、CO2 の削減や管理の優先度

を明確にすること、情報共有を奨励すること、IPCC 報告書の引用について解決すること

を課題として、決議案が策定された。起草グループには日本を含む 21 の加盟国のほか、、

米国や NGO などの 5 オブザーバーが参加した。  

起草グループから提案され、議論を経て合意された最終的な決議（前文を除く）の仮訳

を表 2.3.5-1 に示す。この決議により、6 条改正の受諾国のみならず、全加盟国が 6 条改正

を暫定的に適用することができることになる。ただし、暫定的適用に当たって求められる

IMO への伝達に当たっては、貯留した CO2 に対する法的責任の所在などを当事国間で合

意しておくことが不可欠であり、そのための法的整備は当事国において必要であると考え

られる。 
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表 2.3.5-1 ロンドン議定書 6 条の暫定的適用の決議（仮訳） 

1  2009 年改正の暫定的適用を伝達した締約国が、2009 年改正を暫定的適用することを

その効力発生まで可能とすることを決議する。  

2  締約国に対して、ロンドン議定書の 2009 年改正の効力発生までの暫定的適用を寄託者

に伝達することを勧告する。  

3  （LP.3(4)決議により改正された）ロンドン議定書 6 条第 2 段落で言及されている合意、

または取り決めを寄託者に通知する義務があることを想起する。  

4. （LP.3(4)決議により改正された）ロンドン議定書 6 条の暫定的適用に基づき、また、

（LP.3(4)決議により改正された）同条の第 2 段落の要求に準拠した二酸化炭素の輸出

は、その輸出時に 6 条違反とはならないことを確認する。  

5  締約国に対して、LP.3(4)決議により採択されたロンドン議定書 6 条の改正の受諾を検

討することを要請する。 

訳注 1：“寄託者”は IMO となる 

訳注 2：LP.3(4)決議は、2009 年の締約国会合において採択されたロンドン議定書 6 条を

改正した決議である。  

 

(3) 海底下 CO2 地中貯留のその他の動き  

・EU の STEMM-CCS プロジェクトでは、EU の Horizon 2020 から資金を得て、北海

の Goldeneye サイトの海底から CO2 を人為的に放出する試験を通して、海域 CO2 地

中貯留のための環境モニタリング技術を開発している。同プロジェクトは、英国の

National Oceanographic Centre（NOC）によって主導されており、Helmholtz Centre 

for Ocean Research（GEOMAR）、Plymouth Marine Laboratory（PML）、Norwegian 

Institute for Water Research（NIVA）といった EU およびノルウェーの主要な海洋

科学研究機関が参画機関となっている。同プロジェクトの主要部分である CO2 の人為

放出実験が終了した。CO2 は Goldeneye サイトの海上プラットフォーム近くの CO2

地中貯留層上部に位置する堆積層内から放出された。この CO2 放出実験において、ベ

ースライン調査、新しい化学センサーや自律型海洋ロボットの AUV Gavia を用いた

写真および地震データの取得技術がテストされた。結果は分析中であるが、その速報

が 2019 年 8 月にカルガリー大学で開催された IEAGHG のモニタリング・環境研究の

ネットワーク会合で共有され、また、より詳細な報告会が第 4 回国際ワークショップ

と共に開催されることになっている。  

・海域 CCS に関する第 4 回国際ワークショップが 2020 年 2 月 11 日～13 日にノルウ

ェー・ベルゲンで予定されている。同ワークショップは、テキサス大学 Bureau of 

Economic Geology（BEG）を中心として IEAGHG などと共に計画されており、ベル

ゲン大学にて開催される。 

・トリニダードトバゴにおいて、CCS の国家プログラムの策定をテーマとしたワーク
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ショップが、トリニダードトバゴ大学、西インド諸島大学、テキサス大学 BEG、およ

び IEAGHG により計画されている。トリニダードトバゴはカリブ海に位置する小さ

な島国であり、炭素削減・気候変動緩和に関する国家戦略に CCS を取り入れること

が議論されている。候補とされる CO2 排出源はアンモニアやメタノール製造などの陸

上のプラントであり、CO2 地中貯留は海域が想定されている。ワークショップでは、

トリニダードトバゴでの CCS の実施に寄与し得る既存の環境を概説するとともに、

今後の取り組みや海外からの技術支援の可能性が議論されることになっている。  
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2.4 CCS 国際動向 

2.4.1 概要 

本事業において、CSLF、IEAGHG、ロンドン条約に係る会合に加え、その前後に開催

地あるいはその近郊の CCS 関連施設の訪問やワークショップ、国内外で開催された国際

会議等においても、他の CCS 関連の国際機関等の動向、CCS プロジェクトの概要・動向、

CCS 関連の法規制、インセンティブの整備動向等についての情報収集を実施した。  

CEM CCUS イニシアティブについては、本事業において、2019 年 5 月にカナダ・バ

ンクーバー、2020 年 1 月に UAE・アブダビで開催された CCUS イニシアティブ会合に参

加し、同イニシアティブの動向を調査した。CCUS イニシアティブは CEM のプラットフ

ォームを利用して、CCUS に係るウェビナーを開催している。産業界との連携強化の取組

みとして、OGCI の協力が順調に進んでいる。イニシアティブは OGCI が進める

KickStarter という CCUS ハブの検討にイニシアティブとして貢献していく。また、金融

セクターと協力して、金融機関をメンバーとする Finance Sector Lead Group for CCUS

の立上げを調整している。CCUS へのファイナンシングに係る原則を 1～2 ページにまと

めて、チリ開催の次回 CEM11 での公表を目指すことになっている。 

米国では、全米石油審議会（NPC）は、2019 年 12 月に米国内での CCUS の大規模普

及に向けた分析とロードマップを発表した。今後 25 年間で 2,500 万トン/年の CCUS 容量

の 5 億トン/年への拡大、1,300 万バレル/日に相当するインフラの建設、6,800 憶ドルの追

加投資、23 万 6 千人の雇用と 210 億ドル/年の GDP の創出を実現するための提言がなさ

れている。中国においても、科学技術部が「CCUS ロードマップ 2019」を発表し、中国

の CCUS 開発に関する国内外の最新現状を俯瞰した上で、より一層の CCUS 技術開発・

普及・導入および商用化を目指すための道筋を示した。2050 年の目標として、8 億トン/

年以上に相当する CCUS の大規模普及とクラスターの実現が掲げられている。  

英国では、2020 年度予算において、2 サイト以上での CCS 構築を目的とした 8 億ポン

ド以上の CCS インフラストラクチャ基金を創設すること、また、1 件以上の民間融資によ

るガス火力の CCS を 2030 年までに消費者負担のスキームを通して支援することが謳われ

ている。オランダでは、2030 年までに 49%の温室効果ガスの排出削減を掲げられており、

CCS には 720 万トン/年の削減が期待されている。CCS のインセンティブとして、既存の

公的資金補助スキームに産業 CCS を対象に加えた SDE++という新スキームが 2020 年に

開始されることになった。 

大規模 CCS プロジェクトについては、稼働中が 19 件、中断が 1 件、建設中が 4 件とな

っている。2019 年度は、豪州において、Gorgon プロジェクトが CO2 圧入を開始した。ノ

ルウェーの産業 CCS プロジェクトは最終投資決定を 2020 年中に予定しており、また、オ

ランダの Porthos プロジェクトでは、2021 年の最終投資判断が予定されている。米国で

は、Section 45Q や CarbonSafe イニシアティブなどをきっかけとした大規模プロジェク

トの計画が多数あり、その実現が期待される。 
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2.4.2 その他の国際機関等 

CSLF、IEAGHG、ロンドン条約以外の CCS 関連の国際機関等の動向として、CEM の

CCUS イニシアティブとミッション・イノベーションのそれぞれの動向、また、GCCSI

による法的責任に係る報告書について以下にまとめる。  

 

2.4.2.1 CEM CCUS イニシアティブの動向 

クリーンエネルギー大臣会合（CEM：Clean Energy Ministerial）は、クリーンエネ

ルギーの発展、教訓・優良事例の共有、クリーンエネルギー経済への移行の促進を目的と

した政府間のイニシアティブである。その設置は、2009 年 12 月にデンマーク・コペンハ

ーゲンで開催された気候変動枠組み条約（UNFCCC）の第 15 回締約国会合（COP15）の

際に、米国 DOE 長官によって提案された。その後、CEM は米国 DOE を事務局として正

式に発足し、以降、閣僚級会合が毎年 1 回開催されている。  

事務局は 2017 年 1 月に米国 DOE から IEA に移管され、活動形態も変更された。官民

間のパートナーシップの強化が一つの大きな目的となっている。加盟国は日本を含む 27

か国と 1 地域（欧州委員会）である。新しい活動形態では、中長期的な活動がイニシアテ

ィブと呼ばれ、短期的な活動はキャンペーンと呼ばれるようになった。  

CCUS については、2010 年に米国・ワシントンで開催された第 1 回大臣会合（CEM1）

において、CCUS アクショングループの設置が合意された。同グループは英国と豪州が主

導し、日本も参加していた。同グループは、2011 年 4 月に UAE・アブダビで開催された

CEM2 において、①資金ギャップの低減、②途上国での資金援助、③法規制枠組みの構築、

④海洋条約改正の重要性の認識、⑤知識共有、⑥CO2 貯留調査、⑦産業排出源 CCS の支

援の 7 分野について提言を提示した。2014 年 5 月の韓国での CEM5 では、CCS にかかる

進捗状況を踏まえて、①産業排出源 CCS、②ロンドン議定書改正への批准、③大規模 CCS

への資金拠出、④実証プロジェクトでの協力、⑤CO2 貯留調査に関するメッセージを提示

した。なお、2013 年 4 月のインドでの CEM4 においては、IEA が産業排出源の CCS 推

進に係る報告書を策定し提出した。その後、CCUS アクショングループは、CEM の閣僚

級会合への CCUS に係るインプットをする機能を CSLF に移転するという整理の下、活

動を停止した。その背景には、CCUS アクショングループと CSLF は共に各国省庁間の活

動であり、一本化することが妥当との判断があった。  

2017 年に発足した米国トランプ政権が石炭を重視する政策を掲げたことから、CEM の

下に CCUS イニシアティブを設置することが米国 DOE により提案され、2018 年 5 月の

デンマーク・コペンハーゲンで開催された CEM9 で承認された。これを受けて、2018 年

10 月に豪州・メルボルンで開催された CSLF 政策グループ会合において、政策グループ

は CCUS イニシアティブとして活動していくことが合意された。CSLF の政策グループは

解散しないことになったものの、その活動は、事実上、CCUS イニシアティブに移転した

ことになる。CCUS イニシアティブのリード国は、当初、米国、ノルウェー、サウジアラ
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ビアの 3 か国であったが、英国が 2018 年 10 月に加わった。現在の加盟国は日本を含む

11 か国であり、欧州委員会も参加している（表 2.4.2.1-1）。2019 年に入り、CCUS イニ

シアティブはメンバーからの参加費により運営されることになり、その運営は参加費の管

理を含めて IEAGHG 内に設置された事務局が担っている。活動の柱は、クリーンエネル

ギーセクターにおける CCUS の認知度の向上と金融セクターを含む産業界との連携の強

化となっている。  

 

表 2.4.2.1-1 CEM CCUS イニシアティブのメンバー 

カナダ 中国 欧州委員会※2 日本 メキシコ 

オランダ ノルウェー※  サウジアラビア※1 南アフリカ  UAE 

英国※1 米国※1    

※1 リード国    ※2 オブザーバー  

 

本事業では、2019 年 5 月にカナダ・バンクーバー、2020 年 1 月に UAE・アブダビで

開催された CCUS イニシアティブ会合に参加し、同イニシアティブの動向を調査した。ま

た、両会合の際に、サイドイベントとして開催された CCUS 関連イベントにも参加した。 

CCUS イニシアティブは CEM のプラットフォームを利用して、CCUS に係るウェビナ

ーを開催している。産業界との連携強化の取組みとして、OGCI の協力が順調に進んでい

る。イニシアティブは OGCI が進める KickStarter という CCUS ハブの検討にイニシア

ティブとして貢献していく。また、金融セクターと協力して、金融機関をメンバーとする

Finance Sector Lead Group for CCUS の立上げを調整している。CCUS へのファイナン

シングに係る原則を 1～2 ページにまとめて、2020 年 6 月チリ開催の CEM11（後に延期

が決定）での公表を目指すことになっている。 

以下に、バンクーバー会合とアブダビ会合の概要のほか、それぞれのサイドイベントの

概要、また、バンクーバー会合時の CEM10/MI-4 展示会（Innovation Showcase）での情

報発信の概要をまとめる。  

 

(1) 2019 年 5 月のバンクーバー会合の概要 

CCUS イニシアティブ会合が、CEM10 に合わせて 2019 年 5 月 27 日にカナダ・バンク

ーバーで開催された。  

まず、CSLF 技術グループから 2019 年 4 月に米国・シャンペーンで開催された CSLF

技術グループ関連会合の報告があった。技術グループがアカデミアとビジネスモデルに係

るタスクフォースを実施することについて活動の重複がないかどうかの確認依頼があり、

技術グループ下へのこれらの 2 つのタスクフォースの開始に合意した。  

CSLF から CCUS イニシアティブに移管されたキャパビル基金の残額は 457,000 米ドル

であるとの報告があった。半分を CEM 途上国の参加費に充て、残りを途上国専門家の旅
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費等に充てることになっている。技術グループ議長から、技術グループに関連する申請や

非 CSLF/CEM 加盟国からの申請の可否について照会があり、この照会も念頭に 1 ページ

程度の運用プロセス案を策定した上で、電話会議で議論することになった。  

2019-2020 年の活動計画として、メンバーの増加、金融セクターとの連携、ウェビナー

の開催、次回会合の 2019 年秋または冬の開催の 4 項目が説明された。議論の時間がなく、

電話会議で議論されることになった。なお、次回会合については、CEM 事務局からは、

他のイニシアティブとの同時開催の検討が提案された。  

CEM 事務局より他のイニシアティブと協力することが提言された。具体的な例として、

21CPP（21st Century Power Partnership）と協力して途上国でのクリーンエネルギーへ

の移行に CCUS も入れること、NICE Future（Nuclear Innovation: Clean Energy Future）

と水素製造で協力することが提案された。5/29 開催の事務局と米国がイニシアティブ間の

コーディネーション会合に参加することなどにより、他のイニシアティブとの協力が模索

される。 

ファイナンシングに関して、KAPSARC より地中貯留された CO2 のクレジット化の提案

に係るプレゼンがあり、引き続いて議論がなされた。この他、ミッション・イノベーショ

ンの Carbon Capture Challenge の状況の説明が英国よりあった。  

以下に、CCUS イニシアティブに係るワーキングレベルの会合の概要について、アジェ

ンダの主要項目である「CSLF 技術グループからの報告」「キャパビル基金」「2019-2020

年の活動計画」「他のイニシアティブとの協力」「ファイナンシング」に整理してまとめる。  

 

① CSLF 技術グループからの報告  

CSLF 技術グループ議長から電話により、2019 年 4 月に米国・シャンペーンで開催され

た CSLF 技術グループ関連会合の報告があった。主な報告内容は、  

・技術グループの活動の概要  

・各タスクフォース（貯留層の孔隙の有効利用、ハブ・クラスター、エネルギー大量消

費産業、EOR 以外の CO2 利用）の現状  

・新規タスクフォース（アカデミックコミュニティ、ビジネスモデル）  

・実施済みおよび計画中のワークショップ  

・CSLF 技術ロードマップによる提言対象分野での進捗状況  

・CEM10 大臣会合への提言  

・CSLF 技術ロードマップによる提言対象分野での進捗の今後のフォローアップ体制  

・キャパビル基金の申請要件に係る質問  

であった。 

新規タスクフォースについては、アカデミックコミュニティのタスクフォースが CSLF

政策グループ傘下に休眠中ではあるが存在していること、ビジネスモデルは政策グループ

のスコープ内のものであることから、政策グループとしての見解が求められた。  
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キャパビル基金の申請要件に係る質問は、キャパビル基金が CSLF から CCUS イニシア

ティブに移管されたが、 

・CSLF 加盟の途上国は引き続き申請・利用できるのか  

・ワークショップ等のイベントへの参加にも申請・利用できるのか  

・CSLF 非加盟国も申請・利用できるのか  

というものであった。  

技術グループ議長の説明の後、若干の議論がなされた。アカデミックコミュニティのタ

スクフォースについては、米国より、アカデミアとの連携（engagement）は重要、CEM

全体でそうした取り組みをすることも考えられるとのコメントがあったほか、オブザーバ

ー参加していたインペリアルカレッジロンドンから何某かの貢献をしたい旨、表明があっ

た。 

ビジネスモデルのタスクフォースについては、米国から具体的な計画を質問され、同タ

スクフォースの議長となる中国から、ビジネスモデルは、CCS のコストを下げる、ステー

クホルダーを集める、透明性を高めるという観点から重要であり、タスクフォースではビ

ジネスモデルの現状を確認するとの回答があった。この説明を受けて、米国から、技術グ

ループは、回収、輸送、貯留、利用の全てのチェーンを網羅することができるので良いこ

とだ、米国では、インセンティブとディスインセンティブの議論がある、例えば、炭素価

格はその両方の可能性がある、とのコメントがあった。  

最後にノルウェーから、この 2 つの新しいタスクフォースを支持する、CCUS イニシ

アティブとしっかり協力してほしい、サウジアラビアからは、CCUS 普及に対する障壁を

克服していくに当たって、政策的な視点と技術的な視点の両方が必要であることから両グ

ループの協力が重要、とのコメントがあった。  

 

② キャパビル基金   

事務局より、  

・CSLF のキャパビル基金が CSLF から CCUS イニシアティブに移管され、現状、残額は

457,000 米ドルとなっている。  

・残額の 50%は途上国の参加費に充て、残りの 50%を申請に応じた旅費に充てることにな

っている。 

・CSLF 加盟国ではなく CCUS イニシアティブ加盟国のための基金か否か、また、CSLF

の技術グループ関係者も利用可能かどうかを明確にする必要がある。  

との説明があった。  

事務局による説明の後、英国から、途上国メンバーが参加費を払えばキャパビル基金の

資金をより有効に使えるとのコメントが出され、カナダから同意が示された。米国から、

申請や審査プロセスなどのメカニズムの明確化が必要との見解が示され、1 ページ程度の

ルールを作成し、電話会議で議論されることになった。  
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③ 2019-2020 年の活動計画  

事務局より、2019-2020 年の活動計画（work plan）により、何を成し遂げたいか、何

をもって成功とするのかを明確にしたいとの話があったうえで、CCUS イニシアティブの

以下の 4 つの主要な目的が改めて共有された。  

・CEM が対象とするクリーンエネルギー技術に CCUS を追加する。  

・民間セクター、政府、投資コミュニティが連携し CCUS の普及を加速するための持

続的なプラットフォームを構築する。  

・短期的およびより長期的な投資機会の特定を促進し、CCUS のためのビジネスケー

スを改善する。  

・CCUS の新しい政策、規制、投資の最良事例をクリーンエネルギーシステムの一環

として広める  

 

続いて、事務局より 2019-2020 年の活動計画の概要として以下の 4 つが説明された。  

・メンバー（政府のほか、企業などを含む）の増加  

・金融セクターとの連携 

・ウェビナーの開催  

・次回会合の 2019 年秋または冬の開催  

 

「金融セクターとの協働」については、2 日後に開催される CCUS サイドイベントに

おいて金融機関からの参加があるが、これは「金融セクターとの連携」の単なる始まりで

あること、ウェビナーはこれまでに 3 回開催されていること、次回会合は、11 月の IEA

大臣会合やその他の CCUS に関係するハイレベルなイベントに合わせて開催することが

補足説明された。  

参加者から次回会合について、11 月の IEA 大臣会合は UNFCCC の会合とバッティン

グするとの懸念が示されたほか、2 月のバーレーンでのハイレベル会合や 9 月のニューヨ

ークでのハイレベル会合が候補として提案された。また、CEM 事務局から、1 つの国で複

数のイニシアティブと共に開催することも検討してほしいとの要請があった。こうした取

り組みがブラジルで実際に行われたとのことであった。最終的に、次回の電話会合で議論

することとなり、他の提案があるメンバーはそれまでに事務局に連絡することが要請され

た。 

 

④ 他のイニシアティブとの協力 

CEM 事務局より、他のイニシアティブとの協力を検討するように要請があった。具体

的な案として以下の 2 つが挙げられた。  

・21CPP（21st Century Power Partnership）では、途上国のクリーンエネルギーへの移
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行を目的に活動している。現状では、彼らの活動対象に CCUS は入っていない。21CPP

との協力を通じて、CCUS を含めるように働きかけるのはどうか。  

・原子力に関するイニシアティブである NICE Future（Nuclear Innovation: Clean Energy 

Future）は、スコープ内に原子力による水素製造を含んでいる。これには、CCUS イニ

シアティブと同様に石油・天然ガスセクターとのつながりがあり、協力する余地がある

のではないか。  

 

米国より、2 日後の 5/29 に開催されるイニシアティブ間のコーディネーション会合に、

事務局と米国が CCUS イニシアティブから参加することになっており、そうした機会を通

して他のイニシアティブとの協力を模索したい旨、回答がなされた。  

 

⑤ ファイナンシング  

まず、KAPSARC より、パリ協定下のメカニズムとして、地中貯留された CO2 のクレ

ジット化の提案に係るプレゼンがあった。この提案は、CO2 排出量削減への貢献を回避 CO2

排出量ではなく、単純に CO2 の地中貯留量によって測り、貯留によって生まれる Carbon 

Storage Unit（CSU）を賛同する国家（主に化石燃料への依存が高い国）間で適宜、トレ

ードするというものである。  

続いて、ファイナンシングに係る議論がなされた。議論での主な発言の概要を以下にま

とめる。 

・OGCI： CCS は複数のチェーンから成り立っている。各チェーンとも開始に当たって

はそれぞれに対する支援が必要である。  

・ADB： CCUS プロジェクトの実現には時間を要する。ファイナンシングのためには、

環境影響にプラスであること、社会受容性があること、CO2 の恒久的なモニタリングが

実施されることなどの様々な条件が必要となる。したがって、CCUS に特化したファイ

ナンシング・メカニズムが必要である。  

・米国： CCUS プロジェクトへのファイナンシングには、多国籍国際銀行、民間銀行、

ベンチャーキャピタルの 3 つのルートが考えられる。CCUS イニシアティブでは、これ

まで最初の 2 つを注視していたが、ベンチャーキャピタルについても可能性を探ってい

く必要がある。  

・Belro（メキシコ）： メキシコは世銀の CCS 信託基金から援助を受けて、回収と貯留

のパイロット試験を検討している。これによるメリットは、キャパシティビルディング

ができることのほか、CCUS に係る国内的な議論を行われたこと、様々な関係者が 1 つ

のプロジェクトに結集されたことが挙げられる。  

・International CCS Knowledge Center： Boundary Dam プロジェクトにより得られ

た知見の共有を進めている。CCS のコストは高いが、次号機のコストはかなり安価にで

きる。金融機関は CCS プロジェクトに対して“利益はどのくらいあるのか”と聞いてく
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る。したがって、政府による関与が必要となる。金融機関は次に“コストはいくらか”

と聞いてくる。CCS プロジェクトは、3 つ目、4 つ目と数が増えていけば大幅なコスト

削減が可能であり、もっとプロジェクトが必要である。  

・EC： EEPR はうまく機能しなかった。最終的には市場が必要である。技術開発とイン

センティブの議論とを同時にして、ファイナンシングを議論する必要がある。  

・OGCI： 市場が必要との考えに同意する。OGCI は市場の創出に貢献していきたい。  

・米国： 金融セクターにどのようにしてリーチアウトしていくかが課題である。13 企業

が参加している OGCI と 10 か国以上が参加している CCUS イニシアティブとで協力し

ていきたい。ファイナンシングには、汎用的なソリューションは存在しない。各国、各

地域の貢献が必要となってくる。  

・OGCI： 金融セクターに CCUS を知ってもらい、また、信頼を得ることが重要である。

OGCI は、CCUS を含む炭素循環産業（carbon circular industry）の概念を提唱してい

る。 

 

(2) 2019 年 5 月のバンクーバーでの CCUS サイドイベント  

CEM10 の CCUS のサイドイベントが、“Accelerating CCUS Together – Financing a 

key piece of the clean energy puzzle”と題し 2019 年 5 月 29 日に開催された。同イベン

トでは、BP America の John Mingé が議長を務め、IEA および日本、米国、カナダ、英

国、ノルウェー、サウジアラビアからの大臣を含む政府関係者、産業セクターから OGCI、

Occidental、Wolf Midstream、また、金融セクターからアジア開発銀行、Bank of America 

Merrill Lynch が参加して、ビジネスモデルと投資の増加に係る 2 つのセッションからな

るラウンドテーブルが実施された。  

日本からは磯崎経済産業副大臣が参加して、日本開催の G20 において CCUS を含むイ

ノベーションに焦点を当てること、RITE/C2ES による CCUS に係る国際協力に向けた提

言と CCUS サイドイベントでの議論を G20 に反映する旨の発言があった。  

参加者による各発言の概要を以下にまとめる。  

 

① 開会挨拶 

・Fatih Birol（IEA）：CCUS の普及推進は優先事項である。30 年前、ノルウェーの首相

が持続可能性についての議論の際に、81%を占める化石燃料を大幅に減らす必要がある

と言ったが、現在の化石燃料のシェアも、天然ガス、石油、石炭の比率は変わっている

ものの 81%のままである。化石燃料は今後も必要であることを示しているが、CO2 の問

題があり、CCUS が必須ということになる。気候目標の実現には、再エネだけでは不可

能であり、CCUS や原子力も必要となる。2017 年に中国で開催された CEM においては、

CCUS に対する欲求（appetite）がなかったが、今は各国の大臣や CEO と議論している

と楽観的でいられる。Section 45Q は game changer である。世界では 1,700GW の石炭
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火力が存在しているが、アジアの発電所は稼働年数が少なく、すなわち、投資が回収さ

れていない。ドイツでは 40GW の石炭火力について大きな議論がなされている。CO2 は

どこの国から排出されようが世界的な問題である。産業セクターからの CO2 排出量は、

世界中の自動車からの CO2排出量よりも 50%も多いが、十分な関心が寄せられていない。 

 

・Mark Menezes（米国）： CEM CCUS イニシアティブは 2017 年に提案され、2018 年

に立ち上げられた。現在、10 か国が参加している。CCUS は、エネルギー保障、経済、

環境の観点から必要である。DOE は操業中の 18 件の大規模プロジェクトのうち、9～10

件に参画している。  

 

・Shawn Tupper（カナダ）： CCUS は CO2 排出削減に対して有望な技術である。これ

は Boundary Dam で証明され、CO2 空気回収（DAC）と再エネとの組み合わせにより

回収された CO2 の利用の検討もなされている。カナダでは、Boundary Dam のほか、

Alberta Carbon Trunk Line（ACTL）や Quest が実施されている。Quest については、

先週、CO2 の貯留量が予定よりも早く、かつ想定通りのコストで 400 万トンに達した。

アルバータには、CO2 転換のテストセンターもある。  

 

②  パート 1：高度にチューニングされた政策に裏打ちされた肯定的なビジネスモデル

（Positive business models driven by well-tuned government policy） 

・Richard Jackson（Occidental）： Occidental 社は、CCUS に関してコストの低減、

DAC の研究開発、CO2-EOR およびその他の CO2 利用を推進している。そのためには、

政策や技術などに確実性があることが重要であり、また、インフラの整備を必要である。

ビジネスモデルについては、CO2-EOR で 40 年の経験があり、カーボンニュートラル、

ないしカーボンネガティブの石油を社会に提供してきている。これらの経験をシェール

にも応用したいと考えている。Section 45Q の改正は素晴らしいことであった。申請量

の上限が撤廃されたことにより、確実性が改善された。  

 

・Gordon Salahor（Wolf Midstream）： Alberta Carbon Trunk Line は、40,000 トン/

日の輸送容量を有する CO2 パイプラインである。こうしたプロジェクトの成功には、CO2

の大規模排出者、貯留や EOR、カーボンプライシングなどの政策が必要であるが、アル

バータ州にはこれらの全てがある。政策として、知識共有が推進されている。大規模な

投資には時間がかかるため、その間の政策が安定していることも重要である。CCUS の

ビジネスモデルとしては、排出源と貯留 /EOR サイトを点と点で結ぶものよりもネット

ワークを構築する形のインフラの方が有効である。  

 

・Mark Menezes（米国）：気候目標は、人々が理解し、同じ方向を見れば達成できる。再
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エネ対石炭、再エネ対原子力といったものではなく、全ての低炭素エネルギーが必要な

のである。導入されるべき政策は、インセンティブであって、命令（mandate）ではな

い。インセンティブによってイノベーションを推し進める必要がある。  

 

・Khalid Abuleif（サウジアラビア）： 気候変動という大きな課題にどのように取り組む

かが重要である。CCUS は必要なものであり、その普及が遅れるようなことがあっては

ならない。CCUS の技術はあるにもかかわらず、なぜ、普及が進まないのか。それはコ

ストが高いことによる。したがって、ビジネスモデルが必要であり、ビジネスとファイ

ナンスの両セクターとが協調したアクションを取る必要がある。  

 

・John Loughhead（英国）： CCUS により CO2 排出量を低減することは重要であるが、

これまでのところ、普及が進んでいない。技術自体は存在しており、普及のための政策、

ビジネスモデル、コストの低減という点において、政府の役割が重要となってくる。英

国政府は 2018 年 11 月にエジンバラで CCUS サミットを開催した。インセンティブ、サ

プライチェーンや投資における官民パートナーシップの重要性が確認された。また、国

内向けの CCUS 行動計画も公表している。知識共有をすることにより、同じことを別々

に実施することは避けるべきである。  

 

③ パート 2：投資を増加させる（Increasing Investment） 

・磯崎経済産業副大臣： 大規模 CCS 実証で 20 万トン以上の CO2 を回収・貯留した。国

際協力も推進しており、米国、サウジアラビア、インドネシアなどと協力している。ダ

ボス会議で安倍首相が演説し、2019 年の G20 をホストし、CO2 利用、すなわちカーボ

ンリサイクルに焦点を当てることを表明した。カーボンリサイクルのロードマップを策

定中であり、G20 において他国と共有する予定である。また、国際シンポジウムを 9 月

に開催する計画である。G20 において、環境と経済の好循環を生むべく、CCUS を含む

イノベーションに焦点を当てる。CCUS については、その価値をコミュニケに盛り込む、

行動計画に盛り込む、カーボンリサイクルを推進するなどの提言を受けており、このサ

イドイベントの議論の結果と共に G20 に反映させる。  

 

・Liv Lønnum（ノルウェー）： CO2 排出の削減目標を強化している。計画中の産業 CCS

プロジェクトの実現により、産業セクターにおける CCS のコストとリスクの低減、ビジ

ネスモデルの構築を目指している。そのためには、いろいろなセクターからの協力が必

要となる。国際協力は、CCUS イニシアティブも含めて重要である。 

 

・Amy Pincu（Bank of America Merrill Lynch）： 3,000 億ドル相当の環境ビジネスイ

ニシアティブを 2030 年まで実施する。CCUS も対象の一つとしている。各国政府は、
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CCUS のみならず太陽光発電や風力発電も含めて一貫性のある規制を導入することが望

まれる。税額控除も全ての低炭素技術を対象とすべきである。技術によってスケールや

リスクは様々であり、簡単ではないが必要なことである。  

 

・Ashok Bhargava（アジア開発銀行）： CCUS 信託基金により、10 年間にわたり、ア

ジア地域を対象として CCUS に対する支援を行ってきた。アジアには、CCUS が選択さ

れにくい傾向がある。新たなパイプラインが必要なこと、複雑であること、炭素価格が

存在しないことなどによりリターンがないことなどが理由として挙げられる。このため、

CCUS の普及にはインセンティブが必要となる。また、CCUS を Climate financing の

対象とすることが望まれる。  

 

・Jérôme Schmitt（OGCI）： CCUS 普及の加速が世界中で必要である。そのためには、

官民の協力が重要となる。適切な政策は国によって異なる。 

 

④ 閉会挨拶 

・Mark Menezes（米国）： 官民パートナーシップが大事であること、投資家や銀行が

CCUS に投資する環境が必要であることが確認できた。母国に帰って政策立案者にこう

したメッセージを届けてほしい。CCUS の技術は既にある。インセンティブは各国に適

したものを導入する必要がある。米国では Section 45Q がそれに当たる。様々な低炭素

エネルギー技術を対等に扱うことが必要である。  

 

(3) 2019 年 5 月のバンクーバーでの CEM10/MI-4 展示会（Innovation Showcase） 

CEM10 および MI-4 の開催に合わせて Innovation Showcase と称する展示会が開催され、

5 月 26 日に準備をし、同 27 日から 29 日までの 3 日間、日本が取り組む CCS 技術 R&D

として情報発信を行った。  

主な展示物を 6 つのポスターとし、それぞれにより吸収液、固体吸収、膜分離という 3

種類の CO2 回収技術、マイクロバブル CO2 圧入、光ファイバーと Ocean Bottom Cable

（OBC）システムによる CO2 地中貯留サイトのモニタリングの 3 つの CO2 地中貯留関連

技術の紹介を行った。  

ブースへの訪問者は磯崎経済産業副大臣を含めて約 100 名であった。大半の来訪者の関

心は回収技術にあり、特に膜分離への関心が高かった。LNG 関係者もいたが上流部門の関

係者がいなかったこともあり、CO2 地中貯留技術への関心は低かった。カナダで積極的に

取り組まれているものの、RITE での R&D の対象とはなっていない CO2 利用や大気直接

回収（DAC）への関心も示された。来訪者の中には、自社サービス（例：カナダの技術認

定の取得、技術の金銭的価値の評価、技術が有するリスクの評価）の売り込みを目的とし

ている人たちもいた。   



88 

(4) 2020 年 1 月のアブダビ会合の概要 

CCUS イニシアティブに係るワーキングレベルの会合が、2020 年 1 月 14 日に UAE・

アブダビで開催された。 

事務局からの報告の中で、インド、インドネシア、アイルランド、フランス、ドイツ、

豪州に CCUS イニシアティブへの参加を働きかけていることが明らかにされた。このうち、

ドイツは本会合に電話にて参加した。  

CSLF 技術グループからは、2019 年 11 月にフランス・シャトゥーで開催された CSLF

技術グループ関連会合の報告があった。2020 年 6 月開催の CEM11 に向けて技術グループ

からのインプットが提出されることが合意された。また、認定プロジェクトの最終承認権

限を CSLF 政策グループから技術グループへ委譲することが承認された。技術グループと

CCUS イニシアティブとのコミュニケーションを円滑にするため、今後も技術グループ議

長がイニシアティブの会合に参加する。また、イニシアティブの秋の会合は、技術グルー

プの年次会合と併催することを検討していく。  

CSLF 政策グループの活動の一環として中国が主導している CCUS ファイナンシン

グ・ビジネスモデルのタスクフォースは、加盟国にアンケートの回答を依頼したが、回答

率が低かった。このため、中国と事務局が協力してアンケートを簡素化してアンケート調

査を再度実施することになった。  

CCUS の取り組み状況が各国から簡単に説明された。米国で Section 45Q のガイドライ

ンが数（several）週間で公表されること、欧州のイノベーション基金は、CCUS 実証の公

募を 2020 年末に開始されること、ドイツで CCUS が再び議論されるようになったことな

どが報告された。  

CCUS イニシアティブの活動としては、OGCI の協力が順調に進んでいる。OGCI が進

める KickStarter という CCUS ハブの検討にイニシアティブとして貢献していく。CCUS

へのファイナンシングについては、金融セクターと協力して、金融機関をメンバーとする

Finance Sector Lead Group for CCUS の立上げを調整している。CCUS へのファイナン

シングに係る原則を 1～2 ページにまとめて、2020 年 6 月チリ開催の CEM11（後に延期

が決定）での公表を目指す。  

イニシアティブと産業セクターの協力を模索する一環として、鉄鋼セクターとセメント

セクターからプレゼンがあった。両者との具体的な協力の検討はこれからの課題となる。  

2020 年 6 月のチリ開催（後に延期が決定）の CEM11 では、プレゼンよりも議論に重

きを置いた CCUS セッション、あるいははサイドベントの開催を目指す。CSLF 政策グル

ープ会合の併催や政策グループメンバーへの参加呼びかけも検討することとなった。  

以下に、CCUS イニシアティブに係るワーキングレベルの会合の概要について、アジェ

ンダに則して「事務局からの報告」「CSLF 技術グループからの報告」「CSLF 政策グルー

プの活動」「メンバー国からの報告」「CCUS イニシアティブの活動」「産業界との協力」

「CEM11 の予定」に整理してまとめる。   



89 

① 事務局からの報告  

・OGCI との協力 

2019 年 5 月のバンク―バー会合以降、協力協定の詳細が検討され、正式な協力が同年 9

月 23 日に米国・ニューヨークで開催された OGCI の CEO イベントで発表された。協力の

中心は、“ハブ”となっており、リスク共有や政策などの枠組みが検討される。  

 

・金融セクターとの対話 

20 社以上の金融機関と個別に対話をしたのち、2019 年 11 月 20 日にはロンドンで会議

を開催し、2020 年 1 月 9 日には電話会議を行った。CCUS の金融セクターリードグルー

プ（Finance Sector Lead Group for CCUS）の立ち上げを提案をしたところ、金融セクタ

ーからの支持を多く受け、立ち上げる方向で調整されることになっている。  

 

・コミュニケーションズ（広報活動など）  

メンバー間で月例電話会議を実施しているほか、四半期ごとにニュースレターを発行し

ている。ニュースレターはこれまでに 2 回発行し、2020 年は、3 月 22 日、6 月 22 日、9

月 21 日、12 月 21 日の 4 回の発行を予定している。  

メーリングリストには、500 名以上が登録されており、LinkedIn は 400 を超えるフォロ

アーがいる。中国では LinkedIn 等は国内で使えないことから、事務局から内容が提供さ

れれば、中国語に翻訳して国内で利用可能な WeChat を通して発信するとの申し出が中国

からあった。  

 

・イニシアティブへの新規参加国のリクルート  

現在の参加国は 11 か国と EC となっている。新規加盟について、現在、インド、インド

ネシア、アイルランド、フランス、ドイツ、豪州と適宜話し合いがなされている。なお、

ドイツについては、本会合に電話にて参加があった。  

 

・ウェビナーの予定  

2020 年 1 月 21 日 米国（NPC スタディ）  

2020 年 2 月 中国 

2020 年 4 月 2 日 オランダ  

 

・CEM 関連の会合予定  

2020 年 2 月 3～5 日 CEM11 の準備会合、サウジアラビア・リヤド  

2020 年 2 月 25～26 日 国際 CCUS 会議（iCCUS）、サウジアラビア・リヤド  

2020 年 2 月 27 日 CEM-OGCI-2 者間 CCUS 会合、金融セクターとの会合、サウジア

ラビア・リヤド  
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2020 年 6 月 2～4 日 CEM11、チリ・ビニャデルマール（後に延期が決定）  

 

② CSLF 技術グループからの報告  

CSLF 技術グループ議長から 2019 年 11 月にフランス・シャトゥーで開催された CSLF

技術グループ関連会合の報告があった。主な報告内容を以下に列記する。  

・PIRT のあり方についての議論  

・各タスクフォース（エネルギー集約産業 CCUS、EOR 以外の CO2 利用、貯留層管理）

の現状 

・新規タスクフォース等（アカデミック、ワークショップ）  

・CSLF 技術ロードマップによる提言対象分野での進捗状況  

・CEM CCUS イニシアティブからの報告  

・エネルギー集約産業 CCUS ワークショップおよび水素 CCS ワークショップの概要  

 

技術グループ議長による報告の後に議論の概要を以下の 4 点に整理してまとめる。  

 

(a) 認定プロジェクトの最終承認権限の技術グループへの移譲  

CSLF 認定の申請があったプロジェクトの最終的な承認を政策グループから技術グルー

プへ委譲することについて話し合われた。CSLF 憲章では、政策グループが最終的な承認

をすることになっているが、憲章の当該部分を変更することなく、委譲することを政策グ

ループが技術グループに対して書簡で伝えることで合意された。  

 

(b) 技術グループの CEM への関り 

技術グループは、2019 年 5 月のバンクーバーでの CEM-10 にインプットをしたものの、

技術グループとしては参加をしておらず、また、CCUS イニシアティブ側からのフィード

バックはなかった。今後は、CCUS イニシアティブの会合に技術グループ議長が参加する

こととなった。2020 年 6 月にチリ・ビニャデルマールで開催される CEM-11（後に延期が

決定）については、技術グループが同グループからのインプットを書簡にて CCUS イニシ

アティブに提出する。  

 

(c) ADB 主催の水素関連ワークショップ  

CSLF が 2019 年 11 月に主催した水素 CCS ワークショップの報告を受けて、中国から、

ADB が水素関連ワークショップを 2019 年 2 月に東京で開催することを計画しているとの

情報提供があった。詳細情報が中国から事務局経由でメンバーに共有されることになった。 

休憩時間中に、中国と技術グループ議長との話し合いがもたれ、当該水素 CCS ワークシ

ョップの概要を報告する方向で検討することになった。報告することなった場合、RITE

が対応を依頼されることもあり得る。  
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(d) 技術グループと CCUS イニシアティブとのコミュニケーション  

技術グループと CCUS イニシアティブとのコミュニケーションについての議論において

は、今後は CSLF では閣僚会合は開催されず、CEM の閣僚会合がその代わりとなること

が確認された。また、CCUS イニシアティブの秋・冬の会合を技術グループ会合と同じ時

期に同じ会場で実施することが日本から提案された。この提案は広く支持され、その方向

で会合の開催を可能な範囲で検討していくことになった。2020 年の秋・冬の会合について

も、技術グループ会合に合わせて 2020 年 9 月サウジアラビア・ジュバイルでの開催が検

討される。 

 

③ CSLF 政策グループの活動（CCUS ファイナンシング・ビジネスモデル）  

中国が議長を務める CCUS ファイナンシング・ビジネスモデルのタスクフォースからの

報告があった。ステークホルダーグループについての議論も予定されていたが、本会合の

後半で議論するとされたまま、議論されることはなかった。  

CCUS ファイナンシング・ビジネスモデルのタスクフォースについては、CCUS は、リ

スク、コスト、エネルギーペナルティとも高く、どのように利益を得るか、多数のステー

クホルダーをどのようにコーディネートするかが課題となる。中国は、各国にアンケート

調査を実施したが、回答はカナダのみからであった。  

中国による整理では、CCUS ファイナンシング・ビジネスモデルが表 2.4.2.1-2 に示す 4

種類に分類されている。 

 

表 2.4.2.1-2 CCUS ファイナンシング・ビジネスモデル 

モデル 概要 
運転中・計画中  

プロジェクト  

垂直統合 
回収、輸送、EOR/貯留の全てを CO2 排出

事業者である国営企業 1 社が実施。  
21 

ジョイント

ベンチャー 

回収、輸送、貯留のサービスをそれぞれ専

門業者がジョイントベンチャーを設立して

実施。CO2 排出事業者は回収事業者とは別。

また、EOR 事業者は貯留事業者とは別。  

6 

CO2 輸送 輸送のみをある事業者が実施。  5 

CCS 事業者 
回収、輸送をある事業者が実施。CO2 排出

事業者は回収事業者とは別。  
4 

 

アンケートへの回答を増やすため、中国と事務局で簡素化したアンケートを作成し、メ

ンバーに回答を再度依頼することになった。また、各種インセンティブを分析している

GCCSI とも協力することになった。技術グループ議長からは、中国は技術グループのロー

ドマップの提言進捗のビジネスモデルを担当していることから、技術的な要素を追加して

次回の 2020 年 3 月のオスロ会合で報告してほしいとの依頼が中国に対してあった。   
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④ メンバー国からの報告 

メンバー国、および加盟を検討中のドイツから、一件一葉のスライドで自国での取り組

み状況の報告があった。各国の報告の概要を以下にまとめる。  

 

・英国 

2018 年の CCUS 行動計画において、2030 年代の CCUS の大規模普及を可能とすべく、

2020 年代に CCUS 普及を開始するために 8 億ポンドを予算化することが謳われ、2019 年

3 月発表の予算に組み込まれた。CCUS ビジネスモデルのコンサルテーションを 2019 年

に実施した。優先事項は、ビジネスモデル、予算、国際協力である。  

 

・UAE 

ADNOC が 80 万トン /年の CO2-EOR を実施している。今後 10 年で圧入量を 10 倍にす

る計画がある。優先事項は CCUS 政策の策定である。  

 

・中国 

2019 年 5 月に CCUS ロードマップを公表した。National Special Committee for CCS

が MOST と MOE が主導して設置され、大学、研究機関、企業からの専門家が CCS の今

後について議論する。優先事項は、CO2 利用、大規模 CCS 実証、キャパビルである。  

 

・日本 

パリ協定下での 2050 年に向けた長期戦略において、2050 年までに温室効果ガス排出の

80%削減が謳われ、CCS が主要な技術として挙げられている。優先事項は、苫小牧実証の

総括と知識共有、国内の CCS 普及に向けた道筋とビジネス環境の検討、苫小牧 CCS 実証

設備を有効活用したカーボンリサイクルの推進である。  

 

・ノルウェー  

セメント及び廃棄物処理を CO2 排出源とする産業 CCS プロジェクトの費用対効果が高

くなるように各種検討がなされている。優先事項は、2020/2021 年度に予定されている同

プロジェクトの最終投資決定、同プロジェクトの知識共有による欧州・世界での CCS プ

ロジェクトの普及である。  

 

・サウジアラビア・  

Uthmaniyah CO2-EOR で 80 万トン/年の CO2 圧入、Jubail で 50 万トン/年の CO2 利用

を実施している。Circular Carbon Economy コンセプトを検討しており、この中に CCUS

を取り込もうとしている。優先事項は、2020 年 2 月に主催する iCCS、2021 年 2 月に主

催する CEM12/MI-6、また、2020 年 11 月の G20 での CCUS のプロモーションである。   
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・オランダ 

政府は CCUS を重視しており、2030 年以前の CCS の大規模普及を目指している。産業

の CO2 削減に対する補助金制度である SDE++が導入された。Porthos と Athos の両プロ

ジェクトはそれぞれ 2021 年、2023 年に最終投資決定、運転開始は 2023 年、2027 年とし

て計画している。優先事項は、政府と民間の役割分担、公的・政策的な支援である。  

 

・米国 

Section 45Q の改正により、新規プロジェクトの検討が進んでいる。一例が、White 

Energy 社と Oxy 社による CCUS プロジェクトである。エタノール工場が CO2 回収の対象

であり、回収された CO2を EOR に利用する。45Q のガイドラインが数週間（several weeks）

以内に公表されることになっている。優先事項は、産業・天然ガス・大気からの CO2 回収、

CO2 利用のスケールアップ、機械学習や人工知能を活用した CO2 貯留、石炭関連の CCUS

（Coal FIRST with CCUS）である。 

 

・カナダ 

Quest、Boundary Dam、Wyburn-Midale が実施中であり、ACTL の稼働も 2020 年初

めに見込まれる。優先事項は、コスト削減、イノベーション、CCUS 普及のための政策・

規制の整備、産業の脱炭素化に対する支援である。  

 

・欧州委員会  

Projects of Common Interest（PCI）の第 4 回支援リストに 5 つの CO2 パイプラインが

含まれている。イノベーション基金では、CCUS 実証プロジェクトの公募が 2020 年末か

ら開始される。優先事項は、革新的技術とインフラ、CCUS の産業界への初適用である。 

 

・ドイツ（非加盟国）  

2018 年 12 月に公表された CCS 評価報告書において、産業のプロセス CO2 に対する CCS

の有望性が示された。社会的受容性のために、対話が必要となる。また、2019 年 10 月に

公表された気候保護プロプラム 2030 に CCUS が含まれた。優先事項は、産業の脱炭素化

に特化した助成プログラムの策定である。  

 

⑤ CCUS イニシアティブの活動  

CCUS イニシアティブの活動として、OGCI から「 OGCI との協力」についての報告、

また、事務局から「CCUS へのファイナンシング」についての報告があった。それぞれの

概要を以下にまとめる。 
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(a) OGCI との協力 

OGCI は、CCS の普及の加速を目標としており、回収・貯留の目標量として、2030 年ま

でに 1G トン、2040 年までに 3Gt を掲げている。CCUS イニシアティブと OGCI は両者

の協力を通して、以下の実現を目指す。  

- OGCI の KickStarter プログラムで選定された 5 つのプロジェクトに対して、各国政府

が支援し得る対象の検討。  

- 新規の CCUS プロジェクトの立上げを推進するために、新規プロジェクトの特定と、

実施に向けた枠組みの改善の検討。  

- 各国の NDC や長期目標において、CCUS が取り込まれることを推奨するロビー活動。 

 

今後の予定は以下となっている。  

- 2020 年 2 月 27 日 OGCI-CEM 2 者間 CCUS 会合での Kickstarter プロジェクトと新

規プロジェクトに関する打合せ  

- 2020 年 6 月 2～4 日 CEM11 のサイドイベントで OGCI-CEM 協力に関する新しい発

表（アイデアの段階）  

- 2020 年 11 月 9～20 日 COP26（英国・グラスゴー）でエネルギー集約産業と CCUS

に関する共同声明の発表（アイデアの段階）  

 

(b) CCUS へのファイナンシング  

CEM 事務局は、金融セクターの CCUS のステークホルダーグループとも言える CCUS

の金融セクターリードグループ（Finance Sector Lead Group for CCUS）を 20 社以上の

金融機関との個別の対話の中に提案してきた。この提案に対して、多くの金融機関は前向

きだったことから、立ち上げの本格的な調整を開始した。  

2019 年 11 月 20 日にはロンドンで金融機関と CCUS について議論をする会議を英国

BEIS の主催で開催し、2020 年 1 月 9 日には金融機関との電話会議を行った。  

今後、2020 年 2 月 27 日にはサウジアラビア・リヤドで開催される iCCUS に合わせて、

CEM-OGCI の 2 者間の CCUS 会合とともに、金融セクターとの会合を開催する予定とな

っている。CCUS へのファイナンシングに係る原則を 1～2 ページに取りまとめて、2020

年 6 月の CEM11（チリ、後に延期が決定）において公表することを目指す。GCCSI とは、

金融機関のコンタクト情報を交換するなどの協力をする。  
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⑥ 産業界との協力  

CCUS イニシアティブが今後の協力を模索する目的で、鉄鋼とセメントの両セクターか

らのプレゼンがあった。 

プレゼン後の議論では、プラントの稼働年数は中国などの途上国が比較的短いが、欧州

などの先進国のプラントも設備交換がなされている、低炭素製品に対してプレミアムを上

乗せしてでも購入するという市場はなく、グリーン調達（public procurement）のような

制度が必要、産業セクターにおける CO2 削減の推進には政府からの明確なシグナルが必要

といった意見が出された。  

今後、CCUS イニシアティブとこれらの産業セクターとの具体的な協力について、検討

されることが見込まれる。それぞれのプレゼンの概要を以下にまとめる。  

 

(a) 鉄鋼セクターとの協力 

鉄鋼セクターとの協力の模索の一環として、世界鉄鋼協会から同協会による気候変動戦

略等のプレゼンがあった。プレゼンの概要を以下にまとめる。  

・同協会の会員は 350 社にのぼり、会員企業による鉄鋼生産量は世界の 85%を占める。同

産業による CO2 排出量は世界で 7～9%となっている。主な排出源は生産プロセスからの

CO2 と電炉用電力の発電時に排出される CO2 である。  

・今後、鉄鋼需要の増加が見込まれる中で、CO2 の相排出量を削減するという困難な課題

解決に取り組む必要がある。2018 年前後から stepup というプログラムにより、セクター

内のベストプラクティスなどの知識共有を進めている。2020 年代はスクラップ量の増加

が見込まれ、その対応が CO2 の削減の観点からも重要となってくる。2030 年以降はイ

ノベーションが必要となる。  

・鉄鋼セクターの CCUS には、 

- 従来生産プロセスへの CCS の導入 

- 排ガスから回収した CO2 の EOR 利用、H2 や CO のケミカル転換のための CCUS 

- コークスの H2 やバイオマスへの転換と CCUS の組合せによるネガティブエミッシ

ョン 

- CO2 排出の濃度が CO2 分離の不要なレベルとなるプロセス（Hisarna など）の開発  

- 再エネによる H2 や天然ガスから CCS 付きで生産された H2 を利用した鉄鋼生産  

 が挙げられる。  

・鉄鋼セクターが関係している CCS プロジェクトには、アブダビ CCS プロジェクト

（Emirates Steel）、Northern Lights（ArcelorMIttal）、Athos（TATA）の各 CCS プロ

ジ ェ ク ト 、 ま た 、 プ ロ セ ス ガ ス か ら メ タ ノ ー ル を 生 産 す る Carbon2Chem

（ThyssenKrupp）、プロセスガスからエタノールを生産する Steelanol（ArcelorMIttal）

の両 CCU プロジェクトなどがある。  

・気候変動対策の上で必要となる政策の要件として、長期的に明確で予測可能であること、
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H2、電気、バイオマス、CO2 貯留層などの低炭素リソースを利用可能とすること、カー

ボンリーキッジを防止すること、ブレークスルー技術の開発・導入を支援すること、先

行企業が被る不利益を低減することが挙げられる。  

・鉄鋼セクターでの CCUS の普及に向けた政策の要件としては、利用可能な貯留層やイン

フラを確保すること、イノベーションに適した政策・規制を導入すること（排出権取引

へのネガティブエミッションの取り込み、プロセスガスから生産された燃料や原材料の

分類上の明確化など）  

・CCUS 実施の障壁には、今後の政策の不確実性、競争とコスト、社会的受容性、貯留層

と CCS の利用可能性、鉄鋼セクターにおける商用規模での回収技術実証、貯留に関する

第 3 者への依存がある。 

・CCUS 実施を可能とする要因には、産業クラスター、セクターを超えた協力とリスク共

有、長期責任管理、船舶による CO2 輸送などの柔軟性がある。 

 

(b) セメントセクターとの協力  

セメントセクターとの協力の模索の一環として、グローバルセメント・コンクリート協

会（GCCA）から同協会による気候変動戦略等のプレゼンがあった。プレゼンの概要を以

下にまとめる。  

・GCCA の会員企業の生産能力は、世界の 40%を占める。世界のセメント生産業は、現在、

41 億トンである。このうち、中国が世界最大の生産国で 52%を占めており、第 2 位のイ

ンドのシェアとも 6.2%大きな差がある。  

・セメントセクターでの CO2 削減に関する種々の検討が、IEA などを通して世界的な協力、

また、地域的な協力、さらにはシンクタンク等によってなされている。  

・IEA によるセメントロードマップによれば、2DS の実現のために期待される 2050 年ま

での累計 CO2 削減量は、CO2 回収を含む技術革新により約 37 億トン、クリンカセメン

ト比の低減により約 29 億トン、燃料転換で約 10 億トン、熱エネルギーの効率化により

約 3 億トンとなっている。  

・製造における CO2 排出削減の方策として、世界のセメント製造データベースの充実（ベ

ンチマークの策定のため）、エネルギー効率の改善、燃料や原材料の代替、クリンカー比

の低減、CCUS などの革新的技術の利用、新製品や新しい付着材料の開発などが挙げら

れる。バリューチェーンにおいても、廃棄物の低減、混合比の最適化、構造物が使用す

る材料量の低減、構造物または部材の再利用、長寿命化や解体を考慮した設計といった

コンクリート利用の最適化、コンクリートの構造物用の材料としてだけではなく、冷暖

房や仕上げ材などとしての利用などにより CO2 削減が期待される。 

・コンクリートは、輸送やインフラ、エネルギー、建物などを通して人間の生活に貢献し

ている。また、コンクリートは CO2 の吸収源としての側面もあり、セメント製造時に排

出される CO2 の 25%をライフタイム中に吸収しているとの試算もある。さらに、コンク
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リートには CCU にも貢献するポテンシャルもある。  

・セメント関連の CCUS プロジェクトは、カナダ、欧州、ノルウェー、インド、中国、台

湾などで実施されている。  

 

⑦ CEM11 の予定 

CEM 事務局より CEM11 およびその準備について説明があった。説明の概要を以下に

まとめる。 

・CEM11 は 2020 年 6 月 2 日～4 日にチリ・ビニャデルマールで開催される。（後に延期

が決定） 

・CEM11 に向けて、2020 年 2 月に 3～5 日にサウジアラビア・リヤドで準備会合が予定

されている。同会にはハイレベルの省庁関係者（senior officials）の参加が想定されて

おり、22 の活動（work stream）からのプレゼンが予定されている。  

・CEM 事務局は、CCUS は新しいイニシアティブであるが、うまく機能しており、ベス

トプラクティスであると評価している。  

・CEM11 の形式はほとんど詰められていない。しかし、プレゼンよりも議論を中心にし

たいと考えている。  

・会合用の資料（briefing package）は、通常、本番の 3 週間前には配布される。CCUS

イニシアティブのインプットを資料に含めたい場合には、それまでに提出が必要となる。 

 

CEM11 へのインプット、また、CCUS 関連のイベントのアイデアとして、以下が挙げ

られた。 

・CEM11 へのインプット案  

- ファクトシート  

- CSLF 技術グループからのメッセージ  

- 大臣発言（minister’s intervention）のために各国が用意する資料への共通したイ

ンプット（coordinated input） 

 ※ これまで、話の流れと脈略のない大臣発言が散見されたため。  

- CCUS 関連イベントの議長向けのインプット  

 

・CCUS 関連のイベント案 

- CEM11 の中での CCUS セッション 

- CCUS のサイドイベント 

テーマ案として、ファイナンシング、産業セクターとの協力が挙げられた。サイドイ

ベントの開催申請の締切りは 2 月 10 日となっている。  

- CCUS イニシアティブの年次会合  

CSLF 政策グループも開催することが提案され、また、少なくともサイドイベント案
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内を CSLF 政策グループのメンバーに案内すべきとの意見も出た。  

 

最後に、2020 年 11 月開催の G20 と 2021 年 2 月開催の CEM12 が共にサウジアラビア

によって主催されることから、CEM 事務局に対して、CEM と G20 をリンクさせる可能

性について質問がなされた。事務局からは、2020 年 2 月の CEM11 の準備会合で議論した

いとの回答があった。  

 

(5) 2020 年 1 月のアブダビでの CCUS サイドイベント  

エネルギー集約産業セクターでの CCUSの加速と中東湾岸地域での CCUSの加速をテー

マとしたワークショップが、CCUS イニシアティブの主催で 2020 年 1 月 15 日に開催され

た。同ワークショップには、「エネルギー集約産業における CCUS の加速」、「中東湾岸地

域における CCUS」の 2 セッションがあり、最後に米国から全米石油審議会（NPC）によ

る米国での CCUS 大規模普及に向けたスタディについての説明があった。  

各セッションの概要を以下にまとめる。なお、NPC スタディの説明概要は、2.4.4.1 に

まとめている。  

 

① エネルギー集約産業における CCUS の加速 

CCUS の現状についての説明（GCCSI）、鉄鋼セクターの取組み（世界鉄鋼協会）、鉄

鋼企業による取り組み（Emirates Steel）、セメント企業による取り組み（City Cement 

Company）からのプレゼンの後、エネルギー集約産業における CCUS の加速についての

議論が行われた。主な論点を CCUS の加速、CCUS のコスト、CO2 回収以外のオプション

に整理して以下にまとめる。  

 

・CCUS の加速 

- CO2 への価値づけが必要。CO2-EOR による石油はその消費時に CO2 が排出されるが、

ライフサイクルで考えると、従来法による石油からの CO2 よりもはるかに小さい。  

- プロセスガスに含まれる物質を利用して製造するケミカルの利用に関する現状の枠組

みは不十分である。  

- 産業セクターの脱炭素化は、企業による対応も重要であるが、消費者の行動にも大き

く左右されるのではないか。  

- 鉄は鉄鉱石から製造するには CO2 排出が不可避であり、スクラップから再生するには

大量の電気が必要となる。消費者が自動車などに対してリサイクルコストを負担するよ

うな仕組みが必要である。  

- CO2 利用のための R&D や化石燃料の転換は、投資が大きいため、政府の支援が重要で

ある。 
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・CCUS のコスト 

- CO2 回収コストは高すぎる。米国の Section 45Q でもコストを補填するには不十分であ

る。 

- CCS のコストの観点からは、ハブ・クラスターにおいて、CCS コストの安い排出源か

ら始めるのが良い。  

- DAC も有望である。現在のコストは 200～300 ドル/トンであるが、5～10 年後には 100

～150 ドル/トンにまで下がるとの分析もある。  

- 高コストといった課題を克服するには、国同士、政府と民間など協力が重要である。  

 

・CO2 回収以外のオプション  

- CO2 を排出してから回収するよりも CO2 を排出しない、すなわち、効率を向上させる

ことの方が重要。  

- H2 の製造は、再エネによる電気分解よりも SMR＋CCS の方が安い。電力セクターは、

セクター内の脱炭素化が不十分であり、再エネからの H2 製造よりも先にすべきことが

多い。 

- セメント製造で化石燃料を消費すると廃棄物が出る。構造物を取り壊した後も廃棄物

が出る。したがって、CO2 回収だけではなく、廃棄物発電も含めて廃棄物の有効活用を

考えるべき。  

- CO2 利用においては、CO2 の恒久的な隔離、また、量が大きいことが重要である。  

 

(2) 中東湾岸地域における CCUS 

UAE（ADNOC）、サウジアラビア（Saudi Aramco）、バーレーン（National Oil and 

Gas Authority）からのプレゼン、引き続いて、「個別プロジェクトから湾岸地域レベルで

の CCUS 普及へ」と題したパネルディカッションがった。  

各プレゼンの概要とパネルディスカッションの主な発言を以下にまとめる。  

 

・UAE 

アブダビ CCS プロジェクトでは、製鉄所で回収された 80 万トン/年の CO2 を 2016 年か

ら Bab 油田および Rumaitha 油田において EOR に利用している。さらに、Shah と

Habshan・Bab 地域に立地する天然ガス精製プラントから、2025 年までに CO2 回収を開

始して EOR に利用する計画もある。CO2 回収量はそれぞれ 230 万トン /年、190 万トン/

年であり、実現すれば、UAE での CO2 回収・貯留量は 500 万トン/年に達する。  

 

・サウジアラビア  

サウジアラビアの CO2 排出の絶対量はそれほど大きくはないが、人口一人当たりにする

と大きい。海水淡水化やエアコン利用の電力需要が高く、CO2 排出の大きな要因となって
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いる。炭素循環経済（circular carbon economy）の実現を推進しており、この構想の下、

CO2 の削減（reduce）、再利用（reuse）、リサイクル（recycle）、除去（remove）の 4R

を進める。 

同国の CCUS には Uthmaniyah での 80 万トン/年の CO2-EOR 実証、Jubail での 50 万

トン/年の CO2 利用によるメタノールと尿素の製造がある。石油生産は従来法で 3 ドル/

バレルで生産できるため、当面、CO2-EOR を商業的に実施することはない。一方、OGCI

を通して投資を行っている。  

 

・バーレーン 

バーレーンでは、ガルフ石油化学産業会社（GPIC）が 1985 年に天然ガスを原料とした

アンモニアとメタノールの製造を開始した。CO2 の利用量は 10 万トン/年であった。1998

年にはアンモニア製造で排出される 50 万トン/年の CO2 を利用して尿素の製造を開始した。

2009 年には、メタノール工場に三菱重工製の 12 万トン/年の CO2 回収プラントを追設し、

尿素の生産量を増量した。  

現在、500 トン/日の CO2-EOR を検討しており、最終的には 1,400 トン/日に拡大する計

画もある。サウジアラムコから CO2 をパイプラインで調達する検討も行っている。  

 

・パネルディスカッションの主な発言  

- CCS の気候変動目標達成への貢献は 9%に過ぎないが、量的には 2050 年時点で 30 億

トン/年と巨大である。IPCC によれば、CCS なしでは気候変動対策コストが 40%も上

昇してしまう。  

- 2019 年 9 月にサウジアラビアで開催された CCUS のワークショップの結論では、湾岸

地域に CCUS は必要であり普及は可能、普及にはコストの削減と知識共有が必要、

CCUS に合致したファイナンシングが必要、各種協力が必要、ということであった。

普及を実現するためには、地域での戦略・ハブ・貯留アトラス、政策やインフラ整備に

関する共同アプローチが必要である。  

- パリ協定 6 条は、民間が気候変動目標に貢献できる唯一の機会を提供してくれる。民

間同士の協力が必要である。炭素市場は地域協力の対象でもあるが、確実性、自信、崩

壊しないことが必要である。英国のグラハムインスティテュートの研究によれば、カー

ボンリーキッジの可能性は 1%以下である。  

- NDC は 5～10 年後を対象としているが、CCS の普及にはそれよりも長い時間が必要で

ある。あくまでも国の目標であり、CCS の普及には国内に枠組みが必要ということに

なる。 

- パリ協定 6 条が具体化しなくても、協力は始められる。  

- 気候変動目標に対する CCS の貢献は、年々減少している。まだ、CCS は期待されてい

るということではあるが、CCS への信頼が減少しているということでもある。UAE や
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サウジアラビアでは、市場や政策がないにも関わらず、政府からの補助金を受けずに

CCS プロジェクトが実現している。CCS による製品は高く買われるべきである。様々

な協力に向けた対話も必要である。  

- CO2 回収のコストが下がれば、CCS の貢献度も 9%から上昇するのではないか。  

- 産業界、研究機関、政府が協力することが重要である。  

- 2019 年 9 月に湾岸地域の各国の政府および民間から各 1 名ずつが参加する小さなタス

クフォースを立ち上げたが、このタスクフォースが何かできるのではないか。  

- 湾岸地域の各国にロードマップなどが既にある。これらを集めて、越境協力を含めて

湾岸地域全体のロードマップを策定するのはいかがか。  

- タスクフォースへのインプットを推奨する。サウジアラビアや UAE を通して、湾岸地

域は CEM に協力したい。 

 

2.4.2.2 ミッション・イノベーションの動向 

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

増する国際的な取り組みである。パリで開催された UNFCCC の COP21 を機にして 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。これを 2021 年までに 2 倍の

300 億ドル/年とすることが目指されることになる。5 年間の総投資額はこれまでのレベル

のままだとすると 750 億ドルとなるが、この額に対して 5 年間で 350 億ドル以上の上乗せ

（150 億×5 年/2＝375 億 ＞ 350 億）が期待される。  

ミッション・イノベーションの対象分野は、現在 8分野あり、CO2回収（“Carbon Capture 

Innovation Challenge”）はスマートグリッド、電力へのオフグリッドアクセス、持続可

能なバイオ燃料、太陽光、クリーンエネルギー材料、建物向けの安価な冷暖房、再生可能・

クリーン水素とともに対処となっている。 

CCUS は“CO2 回収”とされているが、実際の取り組み対象は CCUS である。このイ

ニシアティブのリード国は、当初、米国とサウジアラビアであったが、2018 年 5 月から

サウジアラビア、英国、メキシコとなった。両国に加えて、日本を含む 18 か国がメンバ

ーとして参加しているほか（表 2.4.2.2-1）、IEAGHG も R&D に係る主要機関として参加

している。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。  
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表 2.4.2.2-1 CO2 回収イノベーションチャレンジのメンバー 

豪州 カナダ 中国 デンマーク  欧州委員会  

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 韓国 メキシコ※ ノルウェー  

スウェーデン  オランダ  サウジアラビア※  UAE 英国※ 

米国     

※ リード国 

 

最初の大きな取り組みとして、CCUS の専門家によるワークショップが、2017 年 9 月

25 日～29 日に米国・ヒューストンで開催された。回収、利用、貯留（輸送は含まれない）

を対象としたイノベーションのガイダンスとなる報告書の策定を目的として、回収、利用、

貯留の 3 分野で 4 テーマずつ、これにクロスカッティング分野を加えた計 13 テーマに対

して、22 か国から参加した 257 人の専門家により議論がなされ、テーマごとに優先研究

の方向性（PRD、Priority Research Direction）が特定された。PRD 等をまとめた報告書

は、2018 年 5 月にデンマーク・コペンハーゲンで開催された第 3 回閣僚級会合（CEM3）

で公表された。  

これを受けて、2 回目のワークショップが 2019 年 6 月にノルウェー・トロンハイムで

135 名の参加を得て開催された。ここでは、産業、水素、CO2 貯留・輸送ネットワーク、

貯留モニタリング、ネガティブエミッション、CO2 利用の 6 分野において、産業界の視点

から必要と考えられる研究や研究を効率的に商業化するための方策、技術の開発や普及を

加速するための協力について議論された。さらに、分野ごとにの短期的（1 年以内）、中期

的（1～3 年）、長期的（3 年以上）な提言が策定された。本ワークショップの報告書は 2019

年 10 月に公表されている。  

 

2.4.2.3 GCCSI による法的責任に係る報告書 

CCS 事業に関する法的責任制度は、公共機関、投資家および事業者による技術導入・普

及に向け重要な側面の一つである。近年、CCS に特化した法規制枠組みの整備と施行によ

り、CCS 運営に関する法的責任の性質と範囲が明らかにされてきた。法規制されたモデル

もいくつかあり、政策決定者や規制当局が運営段階から閉鎖後段階にわたる問題に取り組

む方法を設計している（例：米国の州レベル、カナダ、欧州、豪州）。一方で、CCS 事業

には貯留サイトからの CO2 漏洩リスクという特有の問題がある。したがって、「二酸化炭

素（以下、CO2 という）」漏洩が自然環境や人間にもたらす影響と管理手法など事業管理

の不確実性をいかに減らしていくことが重要となる。こうしたことから、CCS プロジェク

トの運営段階とそれ以降の閉鎖段階の両方の期間における法的責任の境界と潜在的リスク

の明確化が求められ、一般の人々、投資家および事業者からの技術に対する信頼を得るこ

とが必要不可欠と考えられてきた。長期間にわたって貯留される CO2 の管理と責任問題、
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公衆に対する責任に関する制度、事業者および投資家に係る責任、規制当局による CCS

特有の責任に対するアプローチおよび制度について継続的な議論がなされている。  

グローバル CCS インスティテュート（GCCSI）は、2019 年に CCS の法的責任に関す

る報告書「Lessons and Perceptions: Adopting A Commercial Approach To CCS Liability」

を発表した。同報告書の目的は、CCS に特化した法的責任について、政策立案者、規制者、

弁護士、プロジェクト事業者、保険セクターからの代表者らによるヒアリングの情報と共

に政策、法律を分析し、商用化に向けた改善策についての考察することである。ここでは、

GCCSI の報告書の中から４つの主要な検討内容に焦点を当て、内容を整理してまとめる。

４つの検討内容とは、①CCS プロジェクトの法的責任の類型、②CCS プロセスに係るリ

スクの特定化・定量化の重要性、③事業者に係る法的責任の多様性、④CCS プロジェクト

のリスク分担の割当てとその管理に対する政府と民間セクターの役割、である。  

 

(1) CCS プロジェクトの法的責任の類型  

CCS プロジェクト全過程を通じて適用できる法的責任の本質を理解することは、CCS

運営に関する課題を決定する重要な要素となる。CCS に特化した法的責任に関する規制評

価によると、これまでの法規制枠組の整備と施行によって、法的責任の性質と範囲の特定

化が進んでおり、目的に応じ適切な規制導入が検討されてきていると述べている。図

2.4.2.3-1 は、CCS プロジェクト・ライフサイクルの全体図を表したものである。  

 

 

図 2.4.2.3-1 CCS プロジェクト・ライフサイクル 

出典：GCCSI（2019）をもとに作成 

 

① 法規制の開発 

同報告書によると、国際エネルギー機構（IEA：International Energy Agency）は CCS

に特化した法的責任の整備に必要な６つの主要な検討要素を提示している。諸外国の政策

決定者や規制当局はこうした検討要素を参考に規制整備に取り組んでいる。6 つの主要な

検討要素は以下の通りである。  

・適切な規制監督による貯留サイトの選定とプロセスの構築  

・事業者に向けた貯留管理に関するガイドラインの構築  

・継続的なモニタリングの実施・報告義務  

・事業者の責任期間内に生じる問題の早期解決に向けた継続的な報告・運用検査の実施  

サイト選定

•探索

•FEED

運営

•回収

•輸送

•圧入

•モニタリング

閉鎖

•停止/井戸閉鎖

•モニタリング

閉鎖後

•長期責任

•モニタリング
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・閉鎖、閉鎖後、責任移譲（閉鎖手法に関する規制監督を含む）に係る管理プロセスの

構築 

・長期コストに係る財政保障と費用回収の整理  

 

同報告書では、CCS に特化する法的責任に関する規制の整備について 5 つの要素を挙げ

ている。 

一つ目の要素は「既存の法規制モデルへの活用」である。初期の法分析は主に技術展開

の適法性や、国や EU のような超国家単位の規制制度において特定の課題について対策す

るべき方法を対象としていた。恒久的貯留に係るモニタリングおよび検証を含む長期管理

に対し、環境法、石油・資源法、エネルギー法規制等の既存法を利用してきたことは諸外

国の共通したアプローチである。政策決定者や規制当局は、CCS 活動に対し、運営段階か

ら閉鎖後段階にわたる問題に取り組む方法を、自国制度で適用できるかどうかの検討およ

び評価をしてきた。例えば、欧州委員会の CCS 指令(2009/31/EC)では、 既存の欧州排出

権取引指令 (EU ETS)と環境賠償責任指令(ELD) (2004/35/EC)を共に改正し、その対象範

囲内に CCS 活動を含めた。  

二つ目の要素は「権利と所有権」である。権利と所有権の問題は、孔隙空間（pore space）

の所有権について複数の法令管轄区域（国や州）で議論の対象となっている。貯留サイト

の所有権の定義を明確にすることは、事業者が目的とする地層への CO2 の圧入・貯留事

業の際、地下に係る権利を得る上で重要である。多くの国や州では、地層（geology of the 

subsurface）は国が所有している一方で、米国では地下に係る所有権は州により異なり、

当事者それぞれが異なる孔隙空間の所有権と鉱業権を保持している。すなわち、所有権の

問題は地層の CO２圧入による越境移流が生じた場合、他の所有者の利害関係に影響を及ぼ

す可能性がある。このような潜在的な紛争問題を事前に回避するため、カナダのアルバー

タ州では、孔隙空間は州が所有すると規定されており、将来的に想定されるプロジェクト

に対し孔隙空間の所有権と鉱業権の定義を明確に示している。  

三つ目の要素は「フロント・ローディング」である。フロント・ローディングとは、設

計段階で情報や検証を整え、施工段階で行われる作業を前倒しにして設計段階で完了する、

という考え方である。CCS に特化した法規制枠組みでは、プロジェクト許可申請の段階で

恒久的貯留事業に係るサイト選定、モニタリング、検証に関する詳細を義務付けることが

諸外国で広く認識されている。事業者の CCS 運営のための財政能力を担保する財政保障

（financial security）の義務と合わせ事業運営の後期にリスク低減されるため、有効的な

フロント・ロードと技術を検討することが求められる。また、事業者によるサイト選定、

モニタリング、検証についての事前に準備された情報をもとに、管理当局がリスク管理を

適切に把握できるため、閉鎖後の責任移譲の許可へと繋がっていく。  

四つ目の要素は「責任移譲と長期管理」である。事業者にとって CCS 貯留運営に係る

責任期間と責務は重要な課題の一つである。規制当局と国民は包括的な規制プロセスによ



105 

り、環境および人間の健康を保護する最適な解決策を探さなければならない。いくつかの

法規制モデルでは、事業者から国の規制当局へ貯留サイトもしくは貯留した CO2 の責任

移譲を規定している。国や州により責任移譲に係る規制は異なるが、共通する点は責任移

譲を許可するにあたり、法で定められた特定の基準や遵守要件を満たすこと、貯留サイト

の長期安定化に向けた法令遵守能力を具体的に示すことが義務付けられている。  

最後の要素は「財政保障」である。事業者が長期の貯留事業の期間に破産や規制枠組み

の要求を満たせない事態におちいった場合に国が直面する財政リスクを減らす目的として、

規制当局が財政保障の法的責任を事業者に義務付けている。例えば、カナダのアルバータ

州および豪州のビクトリア州の規制当局が採用したアプローチの例では、国に責任を移転

する時点ではなく、プロジェクト運営段階を通じて事業者が費用拠出をするもので、財政

保障問題に取り組む際のアプローチとしてみなすことができる。表 2.4.2.3-1 は、CCS に

特化した法規制枠組を導入した主要国における賠償責任へ異なるアプローチをまとめたも

のである。 
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表 2.4.2.3-1 CCS に関する法的責任の比較表（出典：GCCSI（2019）の資料をもとに作成） 

法的責任の規範的要素 連邦政府 州 連邦政府 州 連邦政府 州 EU-CCS指令 加盟国

〇 〇 〇 〇 〇

豪州連邦は領

海、排他的経

済 水 域

（EEZ）、大陸

棚の統治権を

保持

州が陸域地層

貯留層、州に

属する海域、

貯留地、資源

を所有

アルバータ州

のみ

モンタナ州、

ノースダコタ

州、ワイオミ

ング州

各加盟国の所

有権制度を適

用

運営段階に事業者によ

り賠償責任が負担
〇 〇 ― 〇 〇 〇 〇 〇

MMV（測定、監視、検

証）の規定
〇 〇 ― 〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇

アルバータ州

のみ

モンタナ州、

テキサス州、

ノースダコタ

州

〇 〇

アルバータ州

モンタナ州、

テキサス州、

ノースダコタ

州

〇 〇 〇 〇

20年

アルバータ州

の規定―期間

規定について

の明確な法的

要件はない

10 ～ 15 年

（ノースダコ

タ州、モンタ

ナ州）

最低20年

〇× 〇 〇 〇 〇

西オーストラ

リア州では、

第 三 者 に 対

し、慣習法に

準ずる賠償責

任が生じる/

アルバータ州

では、気候変

動賠償責任は

州に移譲され

ない

全ての賠償責

任 が 対 象

（ノースダコ

タ、モンタナ

州、テキサス

州）

MMVに係るコス

トのみ対象

MMVに係るコス

トに加え、各

国の制度によ

る（例：英国

は賠償責任は

責任移譲され

る

ビクトリア州

とクイーンズ

ラ ン ド 州 で

は、MMVに係る

コストのみ対

象

財政保障の要件 〇 〇 ― 〇 〇 〇 〇 〇

責任移譲（ポスト閉鎖

後期間制限）
〇 ― × 〇

豪州 カナダ 米国 欧州

責任移譲の対象範囲 〇 ― ×

〇

責任移譲の条件 〇 〇 ― × 〇 〇

CCSに特化した法律下

で孔隙空間に関する所

有権の条項

―      ×      ×

× 〇責任移譲 〇 〇 ―
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② プロジェクトレベルの規制開発の経験  

新しい規制枠組を適用したプロジェクト実施が少数であるため、法的責任に関する評

価・検討には詳しい議論が必要である。しかし、CCS に特化した制度によって少数のプロ

ジェクトが許認可を受けており、その知見によって法的責任の枠組が改善されている。プ

ロジェクト事業者らのヒアリングや許認可に関する分析から、いくつかのプロジェクトで

は特定の法規制の下、法的責任の規定が検討されていることがわかった。本報告書は三つ

の例（米国、オランダ、英国によるプロジェクト）を挙げており、プロジェクトによって

法的責任の要求が異なることを強調している。  

一つ目の例として米国のプロジェクトを挙げている。UIC プログラム下の長期貯留に関

する新しい Class VI 許可モデルにより Archer Daniel Midland (Illinois) Industrial CCS 

Project（二つの圧入井）と FutureGen 2.0 Project（四つの圧入井）が米国環境保護庁（EPA）

に許可されている。   

主な課題として米国の連邦制度下の Class VI Permit の許可規制が挙げられている。

Class VI Permit の規制では圧入終了後、原則 50 年間、サイト、圧入 CO2 の位置、圧力

影響範囲に対する定期的なモニタリングなどを義務付けている。圧入終了後サイト管理

(PISC：Post-Injection Site Care)期間終了後をサイト閉鎖としている（40CFR§146．93）。

ただし、プロジェクト事業者がモニタリングやプロジェクトサイトの情報をもとに地下水

源（USDW：Underground Safety Drinking Water）に悪影響を与えないことを証明でき

る場合、EPA に承認されれば、PISC 期間を短縮することが可能である（§146、93（b）（2））。

こうした背景から、ADM イリノイ・プロジェクトでは、ADM 社は圧入停止後の圧力低下

の証拠、CO2 プルームの安定化の証明、圧入した CO2 の残留および溶解トラップ率が 10

年後 50％以上となるモデル結果をもとに PISC 期間を 10 年に短縮するための許可を EPA

に申請し、承認されている。  

前述したとおり、米国では地下に係る所有権は州により異なるが孔隙空間の所有権と鉱

業権を保持しているのはそれぞれ異なる当事者である。すなわち、地層の CO2 圧入による

越境移流が生じた場合、他の所有者の利害関係に影響を及ぼす可能性がある。このため、

慣習法（コモンロー）の法域による法的責任の観点から、事業者はそれらの訴訟リスクや、

保険コストを保障する能力の有無が潜在的課題となる。また、同国の地下所有権について、

事業者らは潜在的な越境不法侵入問題にも繋がると懸念を示している。  

二つ目にオランダの ROAD プロジェクトの例を挙げている。ROAD プロジェクトは実

施には至らなかったが、同プロジェクトに関する 2013 年特別報告書では、プロジェクト

に対する潜在的な法的責任のリスクについて評価している。評価結果によると、既存の規

制範囲内でプロジェクトが十分に実施可能であると評価した一方で、気候変動に関する法

的責任（Climate Change Liability）については、CO2 漏洩が生じた場合、排出枠の償却

義務が課されるため、将来的なプロジェクト・リスクに繋がると指摘している。これにつ

いて、同プロジェクトはオランダ政府の規制者と協力し、新たな規制枠組の取り決めと不
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確定要素がある責任問題について議論していく必要があると強調した。  

三つ目の例として、英国で計画されていた Peterhead プロジェクトと White Rose プロ

ジェクトについて触れている（両者とも実施には至っていない）。二つのプロジェクトが発

表した Key Knowledge Deliverable (KKDs)では、商用および財政的調整（リスクマネー

ジメント、許認可、技術設計、エンジニアリングおよび協力、健康、安全計画）の詳細を

検討している。Peterhead プロジェクトでは運営期間に起こりうる責任は、保険対象とな

っているが、EU-ETS 下で規定されている CO2 漏洩と排出権の償却によるコストリスクと

事業者の責任が不明確であると指摘している。  

 

(2) CCS プロセスに係るリスクの特定化・定量化の重要性  

CCS プロセスに係るリスクの特定化と定量化は事業を行う上で必要不可欠である。同報

告書は米国や英国の研究例をとり挙げ、事業リスクの特定化と定量化に一定の改善がみら

れると報告している。  

CCS プロセスに係るリスクの特定化について、同報告書は英国の Peterhead プロジェ

クトの例を挙げている。表 2.4.2.3-2 は、Peterhead プロジェクトのチームがリスクと保険

適用性の分析した結果をまとめたものである。現状として、明らかに保険対象と考えられ

るものと、保険対象外となっているものを表している。保険対象外のものに関しては、他

の選択肢もしくは解決策を見出すことが必要であるとしている。  
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表 2.4.2.3-2 Peterhead CCS プロジェクトに係る保険適用性 

リスク 計画・建設段

階 

運営段階 閉鎖・停止

段階 

閉鎖後段階 

法的責任 

第三者による賠償責任 〇 〇 〇 〇 

漏出・汚染（貯留層） × × × × 

自動車損害賠償 〇 〇 〇 〇 

専門職人損害賠償責任 〇 〇 〇 〇 

使用者賠償責任 × × × × 

地下責任

（Sub-surface） 

× × × × 

物理的損害（PD: Physical damage） 

業務への損害 〇 ― 〇 ― 

既存の財産への損害 〇 〇 〇 〇 

坑井の制御喪失 

（Loss of well 

control） 

〇 〇 〇 〇 

自動車/運搬の物理的

損害 

× × × × 

輸送/貨物 〇 〇 〇 ― 

その他 

炭素クレジットのロス × × × × 

物理的存在（PD）によ

る事業への障壁 

― 〇 ― ― 

 

対象外：― 

保険適用内/保障される：〇 

保障適用外/保障されない：× 

（出典：GCCSI（2019）の資料をもとに作成） 

 

CCS プロセスに係るリスクの定量化については、米国の開発した経済モデルの例を挙げ

ている。2012 年、経済的損失値を予測することを目的としてリスク評価モデルを開発した。

この評価モデルのケーススタディとして、テキサス州ジェウェットの FutureGen1.0 

project について分析している。同研究を通し想定される財政責任を定量化できることが

証明された。また、健全的なプロジェクトを実施するためには、経済的リスクを把握する

ことが必要不可欠であると評価している。一方、個々のプロジェクトに関する事業コスト

の詳細は非公開であり、利害関係の問題があるため、情報公開や共有することは容易では

ない。事業リスクに対する保険適用性は規制者および事業者にとって今後も大きな課題と

なるであろう。また、分析結果から、例えば欧州ではプロジェクト運営期間中に何らかの

保険を保持し、財政保障とすることを事業者に義務付けている。  
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本報告書の行ったヒアリングでは、既存の保険により対応できる程、容易な問題ではな

いと指摘があった。まだ、Peterhead プロジェクトでの戦略文書の例を取り上げ、プロジ

ェクトに係るリスクや事業責任の多様性を考慮しているため、個々の保険の多様性が重要

であると述べている。以上から、個々の賠償責任に応じた保険利用が求められていること

がわかる。 

CCS プロセスにかかるリスクの特定化と定量化、法規制の整備に対し、一定の改善が評

価されている。一方、既存の法的枠組みではいくつか個別の課題が残る。特に、CCS 事業

の実質的な経験不足、投資を促すシステムの強化が挙げられている。これらの課題を解決

するためには、まず法的責任の意味を理解すること、また問題解決や目的に応じた実践的

アプローチを検討していくことが必要であり、CCS プロジェクト・ライフサイクルを通し、

多様な法的責任が検討・導入されることが求められる。以下では、事業者に対する賠償責

任の多様性とその課題にについて触れる。  

 

(3) 事業者の法的責任の多様性、気候変動に関する法的責任の課題  

事業者の法的責任は多様である。その定義については、３つの法的責任の形が広く認識

されている。それらは、民事責任（civil liability）、行政責任（administrative liability）、

気候変動に関する責任(climate change liability)である。民事責任とは、CCS 事業による

事故について、事業者が安全衛生管理上の違反（過失・不注意・不備など有責性）を犯し

た場合に負う法的責任（損害賠償責任）である。行政責任（事業に伴う管理責任を含む）

とは、事業者が規制当局によって CCS に特化した法令およびその国で定められた環境・

エネルギー関連法に基づき、要求される特定の行動を意味する。気候変動に関する法的責

任とは、事業者が貯留事業により CO2 削減クレジットを受けている場合、CO2 漏洩があっ

たときに事業者が負う法的責任である。表 2.4.2.3-3 は、それぞれ主要な要素をまとめたも

のである。 
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表 2.4.2.3-3 CCS 事業に対する法的責任の形（出典：GCCSI（2019）の資料をもとに作成） 

法的責任の形 詳細 

民事責任 

 

・CCS 事業による事故について、事業者が安全衛生管理上の違反（過失・

不注意・不備など有責性）を犯した場合に負う法的責任（損害賠償責

任） 

・コモン・ローをベースとした複数の法令管轄区域では「不法行為責任」

と呼ばれている。 

・国や州によるが、法的責任は法令、もしくは裁判所の判決により定め

られる 

行政責任（事業

に伴う管理責

任を含む） 

・CCS に特定した法令およびその国で定められたエネルギー・環境保護

法に従い事業者が負担する 

・事業者が規制当局によって CCS に特定した法令およびその国で定めら

れた環境・エネルギー関連法に基づき、要求される特定の行動を意味

する。 

・規制当局が汚染問題への対応や処理法を整理する 

気候変動に関

する責任 

・事業者が貯留事業により CO2 削減クレジットを受けている場合、CO2

漏洩があったときに事業者が負う法的責任 

 

CCS 事業には、複雑な対応を求められる行政責任が存在する。特に CO2 の恒久貯留の

実現に向けた法的責任のアプローチが求められる。  

課題の一つは、事業者および規制当局による、貯留層から漏洩し大気に放出した CO2

量の確認能力、漏洩量と漏出期間の測定能力である。こうした問題を判断・決定するとい

うことは技術的な課題だけでなく、法規制の整備が必要である。もう一つの課題は、気候

変動に関する責任と財政保障規制の取組みでは排出権取引制度に準じた漏出量に相当する

価格が予め決められていないことである。事業者の視点では、それらの責任は財政リスク

に結びつき、予測も困難である。また、同規定については保険対象外であるため事業・管

理リスクが大きくなることが想定できるため、事業者の投資および事業意欲を促進できな

い。 

ClimateWise(2012)の報告書では、EU-ETS 下で規定している排出権枠（EUAs：

European Emission Allowances）の償却に係るコストについて、英国の 2009 年の炭素価

格をもとに想定価格を予測している。2013 年の EU-ETS 改正指令により、長期的なイン

センティブとして恒久的な CO2 貯留を目的とした CCS に対し償却義務が免除された。

CCS 指令に基づいて許可を受けた CCS により貯留された CO2 は排出削減に相当すると認

められるようになった。しかし、同報告書の評価結果（図 2.4.2.3-2）によると、EU-ETS

の制度の下、2035 年に 2 億トン(200 Million tonnes)貯留したものから２％漏洩が生じた

場合、排出権の償却により 4 億 1,200 万ポンド(￡412 Million)の支払い義務が事業者に課

される可能性がある。したがって、不透明な漏洩リスクと漏洩が生じた場合の潜在的な事

業リスクは、投資家や事業者にとって非常に深刻な懸念材料となる。  
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図 2.4.2.3-2 CCS プロジェクト・ライフサイクル：欧州排出権取引制度（EU-ETS）下の

排出権（EUAs）の放棄に係るコスト予測（出典：ClimateWise（2012）による資料） 

 

前述した通り、それらのリスクを対象とする保険が欠如していることが問題である。ま

た単純に既存の保険に似た例が存在しないため、容易に対応できないのが現状である。漏

洩が生じた場合、予測不可能な将来価格（EU-ETS 下で）をもとにした償却コストを事業

者に負担義務とする法的責任では、事業者は不可知および保険不能リスクに直面する可能

性が考えられる。今後、規制当局や保険業者は、事業者の法的責任の上限制約についての

規制やプロジェクト・ライフサイクルで事業者と投資家が事業運営するために、どのよう

な規制枠組を検討していくべきか考えていかなければならない。  

 

(4) CCS プロジェクトのリスクのリスク分担の割当て、管理に対する政府と民間セクター

の役割 

CCS プロジェクトの管理リスクについての政府と民間セクターの役割も法的責任への

対処法に影響を及ぼす。プロジェクトは政府にリスク負担の共有を求め積極的に働きかけ

ており、いくつかの規制では責任移譲に関する条項下の法的責任として両者の責任範囲を

定めている。こういったアプローチは、規制当局や事業者の中で広く受け入れられている

一方で、法的責任のリスクに関する保険は現状として存在していない。また、CCS 事業全

体（回収、輸送、貯留）に関するリスクについて、一当局による一貫した管理体制の構築

やリスク軽減策が必要である。  

政策・学術評価によると、CCS プロジェクト・ライフサイクルを通し、プロジェクトに
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係る法的責任の規制の目的、役割、リスク分担の割当て、責任負担の範囲および期間に関

する法整備を検討が必要であると指摘している。また、プロジェクトの普及に向け、個別

のプロジェクトに特化したリスク評価と制度の柔軟性は重要である。  

また、プロジェクトは厳格なタイムスケジュールにあり、事業者の対応能力に限界があ

る場合、プロジェクトが停止してしまう可能性も考えられる、と述べている。  

財政保障は貯留事業者の財務と運営リスクのバランスを築くために必要である。他方で、

不透明なリスクに対し事業者の金銭的な対応能力の有無の事前証明を義務付けることは、

投資機会の抑制に繋がり兼ねない（CCS 指令、Art19, Financial Security を参照）。今日、

導入されている財政保障モデルは、事業者に対する公的義務を求めているため、事業によ

り生じた法的責任を民事法として要求するものではない。  

欧州委員会（EC: European Commission）は、CCS 指令の財政保障の規定について、

ガイダンスでサポートしている。CCS 指令とガイダンスは、プロジェクト事業者は規制当

局に予め CCS 事業を運営するための財政能力を担保する財政保障の証明を提出すること

を義務づけている（Art 7(10)）。例えば、担保証明の例として預託(escrow)、保証金（deposit）、 

取消不能信託（irrevocable trust）などが挙げられている（EC 2011）。財政保障は事業

期間に適用される  (Art. 19). 財政保障は事業者が規制当局に権限を委譲（責任移譲）され

るまでを適用範囲とする (Art. 18).財政保障は万が一規制当局が貯留事業者の代わりに事

業責任を負う場合（事業許可の取り消しにより事業の継続ができない場合）のそのコスト

をカバーしなくてはならない  (Art. 19(3)) 。 例えば、モニタリング、是正処置、排出枠

の償却、暫定的な閉鎖後計画、サイト事業など、規制当局が責任を負う可能性がある（EC 

2011）。財政責任は許可要綱に基づきモニタリングや是正処置に係るコストをカバーしな

ければならない（Art 7(10)） 一方で、EU-ETS 下に CO2 漏洩が生じた場合、事業者はそ

のコストリスクに対し上限のない法的責任を負ってしまう。このことから、ガイダンスは

欧州加盟国に対し、現在の価格もしくは現状から 3～5 年で想定できる排出権価格を利用

し、定期的に財政保障の見直しを提案している(Art 19)。Article 19(2) は加盟国に財政保

障で求められるコストについて CCS 指令および EU-ETS 指令 (2003/87/EC)に準じ許可を

受けた事業内容（貯留規模を含む）に相当するコスト試算をベースとすることを要求して

いる。表４は、CCS 指令 19 条の財政保障に係る規制事項に対するガイダンス文書

（Implementation of Directive 2009/31/EC on the Geological Storage of Carbon Dioxide, 

Guidance Document4）の内容である。  
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表 2.4.2.3-4 CCS 指令 19 条財政保障に係る規制事項 

条項内容 運営期間 閉鎖＆ポスト閉鎖後期間 

モニタリン

グ 

１A：モニタリング、モニタリン

グ計画の更新、モニタリング結果

の報告書の要求  

１B:モニタリング、モニタリング計画

の更新、モニタリング結果の報告書の

要求 

是正処置 ２A:是正処置計画の更新、是正処

置の実施（人の健康の保護に関す

る対策を含む）  

２B:是正処置計画の更新、是正処置の

実施（人の健康の保護に関する対策を

含む） 

漏洩時の

ETS 指令規

定 

３A：貯留地から出るすべての排

出物（漏出を含む）に対し ETS

指令に基づき排出権の放棄  

３B:貯留地から出るすべての排出物

（漏出を含む）に対し ETS 指令に基づ

き排出権の放棄  

閉鎖後の対

処 

４A:暫定的な閉鎖後計画の更新  ４B:貯留サイトの閉鎖および圧入機材

の除去 

許認可 ５A:万が一、貯留許可が撤回され

た場合、新たな貯留許可が下りる

まで、規制当局が圧入事業の管理

をする（CO2 構成分析、リスク

評価、登録、CO2 流の輸送およ

び圧入に係る報告書作成を含む） 

５B：財政貢献の要求を規制当局へ提

供 

（出典：GCCSI（2019）の資料をもとに作成） 

 

プロジェクト事業者と規制当局の密接な取組みは、プロジェクトが CCS に特化した法

的責任の規制プロセスや管理を実施するために必要である。保険セクターとの積極的な取

組みは事業者の法的責任を管理するために必要である。保険業者は CCS 事業の多くの部

分に既存の保険を応用し、適用するべきであるとしている。経済的合理性にかなう保険制

度の構築に向け、保険セクターによる技術的、法規制的な議論の積極的な参加が今後求め

られるであろう。  

 

ここでは、2019 年に発表された GCCSI の法規制に関する報告書「Lessons and 

Perceptions: Adopting A Commercial Approach To CCS Liability」の概要を整理した。

CCS プロジェクトの法的責任の定義化や、プロジェクト・ライフサイクルの中でどのよう

な規定が諸外国で検討されており、プロジェクトに係るリスクの特定化・定量化に改善は

みられるが、課題（財政・訴訟リスクなど）も残っている。気候変動に関する法的責任に

ついては事業者の CO2 漏洩への賠償責任に対応して、今後、保険制度の適用策が求められ

るであろう。CCS プロジェクトのリスク分担の割当て、管理に係る政府と民間セクターの

役割を明確にすることは、CCS 事業の普及がより有効的かつ経済的に実現されるために重

要である。また、事業者および投資家にとってより事業活動しやすい環境作りに向け継続

した議論が求められる。 
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2.4.3 CCS 関連の法規制、インセンティブ・規制 

CCS 関連の法規制のうち CCS の許認可については、主に CO2 地中貯留に係る法的枠組

みが各国で導入されてきた。こうした法的枠組みの形式は多様であるものの、貯留層の探

査・アクセス・利用に係る許可、圧入期間中の圧入・貯留の管理、法的責任の移転に関す

る規定、モニタリング・報告・検証といった項目はほぼ共通である。課題の 1 つとして、

事業者から国への法的責任の移転が挙げられることが多い。現状の規定では、貯留された

CO2 の長期に渡るモニタリングの義務があるなど事業者の負担が大きく、CCS 普及の妨げ

となると主張する事業者も少なくない。  

CCS 普及に資するとされるインセンティブや規制のうち、現在、導入されている主な

スキームを表 2.4.3-1 に示す。初期コストへの支援として、米国の政府借入保証、操業コ

ストへの支援として、米国の圧入量に応じた税額控除がある。英国の固定価格買取制度は、

政府との交渉次第で初期コストと操業コストの双方への支援となり得る。操業上の規制と

して、欧州の排出権取引制度、ノルウェー、カナダ、英国での炭素税や同様な制度、英国、

カナダ、米国における火力発電所に対する排出規制が挙げられる。  

 

表 2.4.3-1 各国で導入されているインセンティブ・規制 

初期コスト支援  

米国 

政府借入保証（2013～80 億ドルに達するまで）  

英国 

固定価格買取（2013～） 

 ※買取価格は政府と事業者の交渉による  

操業コスト支援  

米国 

圧入量に応じた税額控除（回収設備稼働後 12 年間） 

英国 

固定価格買取（2013～） 

 ※買取価格は政府と事業者の交渉による  

操業上

の規制 

排出権取引  
欧州 

EU-ETS（2013 年～CCS が対象に） 

炭素税 

ノルウェー（1991 年～） 

カナダ 

炭素価格付け等の制度を有しない州を対象とした

火力発電所に対する炭素税（2019 年～）  

英国（2013 年～） 

※ 炭素価格フロアー  

排出規制  

英国（2013 年～） 

 新設石炭火力、新設ガス火力  

カナダ（2015 年～） 

新設石炭火力、老朽石炭火力  

米国（2015～） 

 炭素汚染基準（新設石炭火力、新設ガス火力）  
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2019 年度の主な動きとして、米国で全米石油審議会（NPC）が 2019 年 12 月に発表し

た米国内での CCUS の大規模普及に向けた分析とロードマップが挙げられる。今後 25 年

間で 2,500 万トン/年の CCUS 容量の 5 億トン/年への拡大、1,300 万バレル /日に相当する

インフラの建設、6,800 憶ドルの追加投資、23 万 6 千人の雇用と 210 億ドル/年の GDP の

創出を実現するための提言がなされている。中国においても、科学技術部が「CCUS ロー

ドマップ 2019」を発表し、中国の CCUS 開発に関する国内外の最新現状を俯瞰した上で、

より一層の CCUS 技術開発・普及・導入および商用化を目指すための道筋を示した。2050

年の目標として、8 億トン/年以上に相当する CCUS の大規模普及とクラスターの実現が掲

げられている。  

英国では、2020 年度予算において、2 サイト以上での CCS 構築を目的とした 8 億ポン

ド以上の CCS インフラストラクチャ基金を創設すること、また、1 件以上の民間融資によ

るガス火力の CCS を 2030 年までに消費者負担のスキームを通して支援することが謳われ

ている。オランダでは、2030 年までに 49%の温室効果ガスの排出削減を掲げられており、

CCS には 720 万トン/年の削減が期待されている。CCS のインセンティブとして、既存の

公的資金補助スキームに産業 CCS を対象に加えた SDE++という新スキームが 2020 年に

開始されることになった。 

ここでは、各国の CCS 関連の政策、規制、インセンティブや規制などの動向について、

北米、欧州、豪州・中国等に分けて、国際会議で収集した情報等を基に、2019 年度中に得

られた主な動向情報を中心に 2.4.3.1～2.4.3.3 にまとめる。また、パリ協定下における諸

外国の気候変動法制について 2.4.3.4 にまとめる。  

 

2.4.3.1 北米の動向 

米国とカナダは CCS 実証プロジェクトの進捗が世界で最も著しい国である。  

米国では、CO2 地中貯留に係る法的枠組みとして、環境保護局（EPA）が 2010 年 12

月に地下圧入管理（UIC）プログラムに CO2 の地中貯留を目的とした圧入井タイプである

Class VI を創設し、CO2 地中貯留用の圧入井に対する要求事項を定めた。また、2009 年

に制定した温室効果ガス報告プログラムに対する 2010 年 12 月の改正により、CO2 地中貯

留用坑井を有する施設に対して温室効果ガスのデータ等の報告を義務付けている。火力発

電所の CO2 排出規制は、2013 年 6 月のオバマ大統領による気候行動計画を受けて、EPA

により、新設火力発電所向けの炭素汚染基準が 2015 年 10 月に施行された。CCS に対す

るインセンティブとして 2008 年に導入された CO2 地中貯留量に応じて税額控除クレジッ

トが付与される制度である Section 45Q が 2018 年 2 月に改正され、新たな CCS プロジェ

クト計画の立ち上げが期待されている。CCS を対象に含む政府借入保証制度が 2013 年 12

月に導入され、初めての案件が 2016 年 12 月に条件付きで採択されている。  

カナダでは、法規制の整備が州レベルで進められ、先行していたアルバータ州に続き、

サスカチュワン州とブリティッシュコロンビア州でも石油・ガス関連法規の改正により対
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応を終えている。カナダの温室効果ガス排出に係る規制については、その権限が連邦政府

にあり、新設および古い石炭火力発電所からの CO2 排出に関する規制が 2015 年 7 月に施

行された。また、連邦政府は、炭素価格付け等の制度を有していない州を対象として 2019

年に導入した炭素税の枠組みの中で石炭火力およびガス火力に対する炭素税を 2019 年 6

月に導入している。 

ここでは、2019 年度中に得られた主な動向情報として、米国の動向、NPC スタディ、

カナダの火力発電所に対する排出規制の強化・新規導入、カナダの火力発電所に対する炭

素税の新規導入、アルバータ州での炭素税廃止に加え、米国 Class VI の許可における改善

点について以下にまとめる。  

 

(1) 米国の CCUS 動向 

米国のエネルギー消費は、ここ 10 年間、天然ガスと再生可能エネルギーが増加し、石

炭が減少している。今後もその傾向が継続すると見られているが、米国の将来のエネルギ

ーミックスは天然ガスの価格に大きく依存することになる。一方、天然ガス、石油、石炭

という化石燃料のエネルギー供給に占める割合は 80%にのぼり、また、発電、輸送、産業

などの各セクターにおける化石燃料のシェアも 61～95%と大きい。 

米国では、CO2-EOR がパーミアン盆地、内陸部地域、ロッキー山脈地域、メキシコ湾

岸地域などで長年にわたって実施されており、CO2 パイプライン網も整備されている。

CCUS 実証プロジェクトとしては、Air Products、Petra Nova、ADM の 3 件が公的資金

を得て稼働中である。DOE による CCUS の R&D への投資額は約 2 億ドル /年であり、こ

のうち、CO2 回収、CO2 貯留、CO2 利用の比率はおおよそ 50%、45%、5%となっている。

CCUS の R&D の主要な目標は、回収コストの 50%削減（2016 年の 60 ドル/トンから 2030

年に 30 ドル/トン）、妥当な CO2 利用オプションの開発、モニタリングとモデリングの向

上による CO2 地中貯留のリスク低減である。  

CO2 回収の R&D については、DOE はこれまでの 20 年間で 200 件以上のプロジェクト

を支援してきた。回収技術の試験センターである National Carbon Capture Center

（NCCC）での試験時間は 10 万時間に達し、30 件以上の燃焼後回収技術と 20 件以上の

燃焼前回収技術の試験を行っている。Technology Centre Mongstad（TCM）などの他国

の回収試験設備における米国研究者による R&D の支援も行っている。この他、30 ドル/

トンの目標の実現に向けた、燃焼後回収および燃焼前回収の新規技術（transformational 

technologies）の開発、大気直接回収（DAC）の開発、プロセスの開発・設計のためのコ

ンピューターシミュレーションコードを開発する Carbon Capture Simulation イニシア

ティブ（CCSI）などを実施している。  

CO2 利用は、CO2 回収コストの相殺と CO2 の製品内への固定が期待される。CO2 利用

の分野として、①藻類による CO2 回収と回収 CO2 の転換技術、②CO2 の燃料化・化学製

品化、③鉱物化・セメント製造での利用の 3 分野が想定されている。現在、20 件近くの
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プロジェクトが実施されている。  

CO2 地中貯留分野では、貯留インフラやフィールド試験において、炭素隔離地域パート

ナーシップ（RCSP）のほか、CarbonSafe、海域貯留、非従来型 EOR、塩水汲み上げ貯

留試験（BEST）を実施している。RCSP では、貯留サイトの性能評価フェーズと検証フ

ェーズを経て、現在、2008 年に始まった大規模試験の実証フェーズにある。CarbonSafe

は、5,000 万トン以上の CO2 を地中貯留することが可能なサイトを特定し、検証するプロ

ジェクトである。CCS プロジェクトの大まかな検討を行うフェーズ 1 と、貯留サイトの成

立性検討を行うフェーズ 2 が並行して実施されており、今後、サイト性能評価が開始され

ることになっている。この他、先進 R&D として、坑井健全性、モニタリング（地震波探

査、データ処理、光ファイバーなど）、応力状態を対象とした計 35 件のプロジェクトが行

われている。さらに、機械学習の応用や新しいセンサーの開発に係る R&D も支援対象と

なっている。  

CCUS の普及インセンティブとして、CO2 貯留量に応じた税額控除制度である Section 

45Q が一新されたほか、カリフォルニア州の低炭素燃料標準（LCFS）の下で CCS を伴っ

て生産されるバイオエタノールがその対象となった。今後、多くの州で採用されている再

生可能エネルギー・ポートフォリオ・スタンダード（RPS）が CCS を伴う火力発電を対

象とすることが期待されている。  

米国は、CCUS に関連する国際的な取り組みとして、国際エネルギー機関（ IEA）、

IEAGHG、IEACCC、CSLF、CEM CCUS イニシアティブ、ACT イニシアティブ、ミッ

ション・イノベーションの CCUS イニシアティブ、アジア太平洋経済会議（APEC）、国

連欧州経済委員会、GCCSI などにおいて、積極的に貢献している。  

 

(2) NPC スタディ 

全米石油審議会（NPC：National Petroleum Council）は、2019年 12月に“Meeting  the 

Dual Challenge”と題した米国内での CCUS の大規模普及に向けた分析とロードマップ

を発表した。このロードマップの作成は、2019 年 9 月に当時のペリーエネルギー長官か

らの依頼に基づくものである。ペリー長官はこの依頼の中で、  

①米国、および世界のエネルギー需要見通し  

②研究開発、技術、インフラ、経済に係る克服すべき障壁  

③大規模普及の成功の定義  

④政策と民間投資のための枠組み構築に必要な行動  

⑤規制、法律、責任などのその他の課題  

の検討を課した。  

 

報告書の構成は、①エネルギーと排出の概要と CCUS の役割、②CCUS の経済性、③大

規模普及に実現に必要な事項、④CCUS 技術の概要、⑤ロードマップ、となっている。報
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告書の作成には、110 の企業・機関等から海外の 17 名を含めて 300 人が参加した。  

“CCUS の大規模な普及”は、2,500 万トン/年の CCUS 容量の 5 億トン /年への拡大、

1,300 万バレル/日に相当するインフラの建設、6,800 憶ドルの追加投資、23 万 6 千人の雇

用と 210 億ドル/年の GDP の創出を意味する。本ロードマップでは、この大規模普及を今

後 25 年間で実現させることを目指すものとなっている。その実現のためには、政策、イ

ンセンティブ、規制、法律の改善、イノベーションと技術の開発、官民間の強固な協力、

CCUS の理解と自信の強化が必要となる。  

経済性評価においては、国内の定置排出源からの CO2 排出量の 80%相当する 850 の排

出源（約 2G トン）を対象とした。具体例として、エタノールプラントが 46 ドル/トン、

セメントプラントが 87 ドル/トン、ガス火力が 107 ドル/トンなどがある。  

CCUS の普及はコストが安い排出源から実現するとの前提で、この経済性評価を基にし

て大規模普及に至る過程が以下の 3 つのフェーズに分けて想定されている。  

 

- 活性化（activation）のフェーズ  

既存の税制政策や規制により CCUS の容量を今後 5～7 年で 2,500 万～4,000 万トン/年

増やす、すなわち、倍増することを目指す。CCS のコストは 50 ドル/トン以下、CO2 量は

約 6,000 万トン/年となる。この実現に向けた提言として、国税庁と財務省による Section 

45Q の詳細の明確化、内務省（DOI）と各州による孔隙へのアクセスと利用に係るプロセ

スの確立、環境保護庁による Class VI の許可プロセスの短縮とリスク・性能志向への転換

が挙げられている。  

 

- 拡大（expansion）のフェーズ  

現行の政策を延長・拡張し、また、持続可能な新たな法規制の枠組みの構築により、今

後 12～15 年間で 7,500 万から 8,500 万トン/年相当の次世代 CCUS プロジェクトの実現を

目指す。CCS コストは 50～90 ドル/トン、CO2 量は約 1 億 5 千万トン/年となる。このフ

ェーズ向けの提言は、連邦議会による 45Q の延長・拡張、Section 48 の投資税額控除の利

用拡大や坑井許可取得のための支援の拡大、全ての排出源からの CO2 の連邦政府管轄海域

での貯留の解禁など、DOE と DOI による孔隙アクセスに係るプロセスの導入、DOE によ

る大規模 CO2 パイプラインインフラ整備に係るワーキングループの設置や貯留の長期責

任に係るステークホルダーフォーラムの開催、各州の政策立案者による個人所有の土地の

孔隙へのアクセスの解禁となっている。  

 

- 大規模（at-scale）フェーズ  

大規模普及を実現させるフェーズであり、今後 25 年間で CCUS 容量の 3,500 万～4,000

万トン /年の増加を目指す。政府による政策により支援の大幅な増強が求められる。CCS

コストは 90～110 ドル/トン、CO2 量は約 5 億トン/年となる。このフェーズに向けての提
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言は、連邦議会による 110 ドル/トンに相当する経済政策の導入とこの政策の検討の拡大フ

ェーズでの開始となっている。  

CCS のコストは R&D の継続的な実施により 10～30%の削減が見込まれる。必要となる

R&D 投資は今後 10 年間で 150 億ドルである。その内訳は、回収に 100 億ドル、貯留に

40 億ドル、EOR 等の非従来型貯留と CO2 利用にそれぞれ 5 億ドルずつとなっている。  

この報告書の主な結論を以下に列記する。  

・CCUS は、CO2 の回収、輸送、恒久貯留の全要素が必要なサプライチェーンであり、大

気への CO2 排出を削減する。  

・信頼できる全てのエネルギーシナリオにおいて、化石燃料は今後数十年に渡ってエネル

ギーミックスに留まり続ける。  

・CCUS は世界で増加する需要に応えるエネルギーの妥当な価格での信頼性のある供給と

気候変動のリスクへの対応という 2 つの課題への対処において重要である。  

・米国は CCUS の世界的なリーダーであり、CCUS を大規模に普及に適した環境にある。  

・CCUS の大規模な普及を実現するためには、連邦政府による既存のインセンティブの不

確実性の低減、他の妥当なインセンティブの導入、また、民間投資を後押しする持続可

能な法制枠組みの導入が必要となる。  

・CCUS 支援の確約には、研究・開発・実証の継続への確約も必要である。  

・CCUS の大規模普及は新しい創出につながり、米国全土の雇用の創出と経済成長を後押

しする。 

・CCUS の安全性と信頼性への理解と自信の増大は、市民や政治のステークホルダーの支

援を得るに当たって肝要である。  

 

(3) 米国 Class VI の許可における改善点  

地下圧入管理プログラム（UIC）の下での CO2 地中貯留用の坑井タイプである Class VI

に対する規制は 2010 年 12 月 10 日に施行された。Class VI の許可申請はこれまでに 4 プ

ロジェクトからなされ、2 つのプロジェクトの計 6 坑井が許可を受けている。このうち、

実在する坑井は 2 坑井のみとなっている。  

法律専門家の Bob Van Voorhees 氏が必要と考える Class VI の「規制の改正」と「規

制の解釈の修正と許可発給プロセスの改善」について以下にまとめる。  

 

① 規制の改正 

・貯留された CO2 による飲料水への脅威に対して、飲料水安全法（SDWA）における基準

を適用することにより、リスクに基づいた許可手続き・操業・モニタリングを可能にす

る。 

Class VI の規制は、CO2 地中貯留のリスクに基づく管理を完全に可能とするものに

はなっていない。飲料水安全法では、飲料水の安全性に対する脅威は、公共水源システ
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ムが第一級飲料水規制を満たさなくなる、または、人の健康に悪影響を与えるレベルの

不純物が存在する場合とされている。しかし、EPA は、飲料水安全法が、健康リスクの

有無に関わらず、地下飲料水源への不純物の流入を一切禁じていると解釈して、Class 

VI 規制を策定している。このため、現状では、リスクを評価するための NRAP ツール

を CO2 地中貯留の管理にフル活用することができない。  

 

・EPA が規制の対象外とする帯水層を確立された基準によって指定できるようにし、地下

飲料水源（USDW）とされる全固形分 10,000ppm 未満の水源であるものの地下飲料水源

とはなっていない帯水層への CO2 地中貯留を可能とする。  

Class I～V については、EPA 長官は、定義的には地下飲料水源であるものの、実際

には飲料水として利用される可能性がない帯水層を規制の対象外として指定すること

ができる。しかし、Class VI の場合にはこうした除外指定が許容されていない。このよ

うな除外指定が期待できないことが一つの理由となって中止されたプロジェクトが存

在する。 

 

・Class VI に関して、地域を対象とした許可やプロジェクト全体を対象とする許可の発行

を可能とし、プロジェクトを包括的に管理ができるようにする。  

地域を対象とした許可発給を可能として、複数の坑井に対して 1 つの許可を付与で

きるようにする。複数の圧入井を持つプロジェクトの申請については、圧入井ごとの計

画に対してではなく、プロジェクトの全体計画に対して許可申請するという選択肢も必

要である。また、監視領域（AoR）は圧入井ごとに決めるのではなく、プロジェクト全

体に対して 1 つの AoR を設定することを許容すべきである。  

 

・50 年という圧入後サイト管理（PISC）のデフォルト期間を撤廃する。  

この規制上の要求は、プロジェクトの資金調達に悪影響を与えかねない。過去の CO2

などの圧入実績からは、十分に性能調査が行われ、適切に選定されたサイトはリスクが

低く、短い期間でサイトを閉鎖することが可能であると言える。50 年よりも短い PISC

期間での許可を取る場合、詳細なコンピューターシミュレーションと技術的な実証が求

められる。50 年というデフォルト期間を撤廃したとしても、同様な方法によって、申

請者が提案する PISC 期間の妥当性を示すことができ、小規模な研究プロジェクトの

PISC 期間についても、より柔軟な対応が可能になる。  

 

・圧入圧の最大値に関する規程を変更して、圧入層と遮蔽層との境界の圧力が遮蔽層のエ

ントリープレッシャー（飽和度 100%時の破壊圧）を超過しないこととする。  

圧入圧の最大値の制限は、遮蔽層の健全性維持に重点を置くべきである。現状の規

程は、貯留層の亀裂限界圧（fracture gradient）の 90%を超えないこととされているが、
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貯留層に薄い不透水耐（baffle）が存在する場合には［地層内の圧力が高くなるため］

不要な制限を受けることになる。地層内の圧力は圧入井近傍で最大となり、また、一般

的に圧入性を向上させる措置を講じた場合、その圧力はさらに高くなる。  

規定をこのように変更しない場合には、数多くのステークホルダーによる次の提言

を採用すべきである。“事業者は、EPA 長官によって承認されて許可証に記載された最

大圧入圧を順守する。長官は、最大圧入圧の制限値を承認するに当たり、坑井試験の結

果や、必要に応じて、引張破壊やせん断破壊のリスクを評価するための地質工学的な検

討の結果を考慮することとする。長官は、遮蔽層内での亀裂の開始や伝播、あるいは、

遮蔽層を横断する非浸透性断層の浸透性断層への移行を合理的な確実性をもって回避

できる制限値を承認する。いかなる場合にも、圧入圧によって圧入 CO2 や地層流体が

移動することがあってはならない。”  

 

・坑井の建設において、効果的なシールを実現するために、または、今後の坑井の稼働と

閉鎖を円滑に行うために、圧入用設備から地表まで必要な箇所をセメンチングするとい

う規定を修正する。  

数多くのステークホルダーが受け入れられる修正案は、“十分な数のセントラライザ

ーが使われている少なくとも 1 つのケーシング・ストリングを圧入層内から上部遮蔽層

を経由して上層部までシールする。地下飲料水源を保護する必要がある場合には、圧入

ゾーンとその他の地層をセメント打設やその他の遮蔽技術により適切に分離しなけれ

ばならない。EPA 長官は、セメントと同様に、またはそれ以上に適切な遮蔽を実現して

地下飲料水源を保護することが実証されているパッカーやその他の遮蔽技術の利用を

承認することができる。”である。  

 

② 規制の解釈の修正と許可発給プロセスの改善  

・パイロット試験や実証試験に対して、Class V として許可するケースを増やす。  

Class VI の規制は、商用 CCS プロジェクトを念頭に設計されており、小規模なプロ

ジェクトには対応が困難な要求事項がある。例えば、圧入期間（規制では数十年オーダ

ーの圧入を前提）、漏洩時の経済的責任、50 年ではない圧入後サイト管理期間の適切さ

の証明などである。  

 

・EPA は地質モデリングの適切さを検証するに当たり、EPA が選択したモデルの再実行

を要求するのではなく、許可申請者が選択したモデルによる分析や評価を検証するべき

である。 

EPA は地質モデリングに関して、特定のコードを定めることなく、許可申請者の独

自コードの利用も許容するとし、また、申請者によるモデルの再現確認をしないとして

いる。しかし、申請者によれば、EPA は申請者によるモデリングを再現しようとし、最
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終的には EPAが指定したコードによるモデリングを要求してきたという。これにより、

予定外のリソースが必要となり、また、許可プロセスが遅延することになった。  

 

・Class VI の許可文書内の記載は、その基となる規制との一貫性を持たせ、要求事項の確

実性を確保するべきである。  

Class VI の坑井に求められる遵守事項は、飲料水安全法の Part C の遵守事項に基づ

くとされている。しかし、Class VI の実際の許可文書は、Class VI の許可条件以外の

規制条項への遵守も求めている。これでは、事業者が許可条項や認可された計画のみに

準拠していれば良いか否かが明確ではなくなってしまう。許可文書から、予期しない追

加の要求事項への準拠が求められる可能性を排除すべきである。  

 

・CO2 貯留層の周辺部分のみのモニタリングを許容し、圧入 CO2 の正確な位置を継続的に

確認するのではなく、CO2 が貯留されていることを確認する。  

Class VI の規制は、評価した地質やサイトの性能データに基づいて圧入 CO2 を継続

的に確認することが求められている。しかし、Class VI のモニタリングは、圧入 CO2

の正確な位置を決定するためではなく、CO2 が貯留されていることを確認するために実

施することも許容すべきである。  

 

・圧入層におけるモニタリング井の利用を義務化するのではなく、圧入井を利用した直接

試験やモニタリングを許容する。  

貯留層に到達するモニタリング井の利用を義務化するのではなく、圧入井を利用し

て CO2 プルームの広がりや地層圧の上昇を監視する直接的な試験やモニタリング（例：

圧力フォールオフ試験）を許容するべきである。これにより、漏洩パスにもなり得る圧

入層の不要な貫通を回避することがでる。これは規制の解釈によって実現可能であり、

さもなければ、規制を改正して実現すべきである。  

 

・リスクに基づいた適応モニタリング計画の利用を推進し、漏洩リスクが減少すれば、モ

ニタリングの頻度と種類を減らすことを許容する。  

 

・サイト閉鎖は流体の移動の有無に関わらず可能とする実際の規制条項を規制関連文書

（ガイドライン等）にも正確に反映させるべきである。  

EPA によるいくつかの文書は、CO2 貯留サイトを閉鎖するに当たって、CO2 プルー

ムが安定している（例えば、移動できない、移動していない）ことを示すことを要求し

ている。一方、Class VI の規程では、サイト閉鎖は、当該貯留プロジェクトが地下飲料

水源に脅威を与えないことが示されたときに実施できるとされている。すなわち、CO2

プルームが移動していても地下飲料水源に脅威がない限りは問題がないということに
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なる。したがって、EPA の Class VI 関連の文書は、こうした規制上の規程を正確に反

映したものであるべきである。  

 

・許可申請プロセスは継続的に改善されるべきであり、プロセスに要する時間、また、技

術的課題の解決に要する時間を短縮すべきである。  

監視領域（AoR）の決定のために使用するコンピューターモデルの複製を許可の発行

前に要求すべきではない。Class VI の許可発行の権限を EPA の地域事務所に委譲し、

許可申請の確認作業を複数の参加者による電話会議などにより簡素化してプロセスの

遅延を回避すべきである。許可プロセスに必要な追加情報を取得するためのプロセスを

迅速なコミュニケーションを可能とすることにより簡素化すべきである。追加情報の要

求をため込み、こうした要求の長いリストを短い対応期限を設けて送付すべきでない。

申請はステージごとに進めるべきであり、地質の解釈についての合意は、例えば、複雑

なモデリング作業に入る前になされるべきである。  

 

・経済的責任の見込み額を決定するに当たり、リスク評価やリスク管理を活用することを

許容する。経済的責任の履行手段をプロジェクト規模に応じて柔軟に選択することを許

容する。 

Class VI の規制は、監視領域（AoR）内の坑井に対する是正措置、圧入井のプラギ

ング、圧入後サイト管理とサイト閉鎖、緊急対応に係る時価コストの詳細な推計の文書

を要求している。こうしたコスト推計はリスクの特定・評価・管理が関係してくるが、

許可申請者によれば、EPA は、飲料地下水源の回復コストも推計に含めるように強く要

求してくる。このコストは、プロジェクト規模によらず、最大で 6,000 万ドルにもなる。

リスク管理や修復コストの推定に対してより現実的なアプローチを許容すべきである。 

 

(4) カナダの火力発電所に対する排出規制の強化・新規導入  

カナダの環境・気候変動省は、石炭火力に対する CO2 排出規制を強化するとともに、

ガス火力に対する CO2 排出規制を新たに 2018 年 12 月に公布した。これに先立ち、炭素

価格付け等の制度を有しない州を対象として 2019 年に導入した炭素税の枠組みの中で石

炭火力およびガス火力に対する炭素税を導入しており、石炭火力の利用のみならず、ガス

火力の利用も抑制することが目指されている。  

既に導入されていた石炭火力向けの CO2 排出規制が 2019 年より強化され、既設の石炭

火力は、CCS の追設が必要となる 420t/GWh の基準値を満たさなければ、2030 年までに

閉鎖することが必要となった。さらに新設のガス火力に対しても、新たに 420t/GWh の

CO2 排出規制が導入され、高性能な設備を導入することが求められることになった。これ

らの施策により、2055 年までに 9,400 万トンの CO2 排出が削減され、経済的な恩恵は正

味 27 億カナダドルに上ると試算されている。  
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ここでは、石炭火力に対する CO2 排出規制、ガス火力に対する CO2 排出規制をまとめ

たうえで、これらによる想定効果をまとめる。  

 

(a) 石炭火力に対する既存の CO2 排出規制の強化 

カナダでは、石炭火力発電所に対する CO2 排出規制（Reduction of Carbon Dioxide 

Emissions from Coal-fired Generation of Electricity Regulations）が 2012 年 9 月に環

境・気候変動省により公布され、2015 年 7 月から施行されている。この規制により、2015

年 7 月 1 日以降に稼働した新設石炭火力、および稼働年数が 45～50 年となって法的に老

朽化石炭火力とみなされた発電所は、暦年平均で 420t/GWh 未満という、CCS の導入が必

須となるレベルの CO2 排出制限を受けることになった。この排出規制値は、おおよそ送電

端での値である。分母の発電電力量に、CO2 回収に要する電力は含まないが、CO2 輸送の

ための圧縮に要する電力は含まれる。CCS を導入する場合、CCS 機能の運転が軌道にな

るまでに時間を要することを想定して、2025 年まではこの規制の適用から除外され得ると

する除外規定がある。  

同規制は、CCS を付帯しない石炭火力を 2030 年までに閉鎖することを目的として改正

され、2018 年 12 月 12 日付で公布された。本改正により、稼働開始から 50 年間の運転が

可能であった 1986 年以降に稼働した石炭火力発電所も、遅くとも 2030 年以降、420t/GWh

未満の基準を順守するか、すなわち CCS を導入するか、廃炉にするかのいずれかを選択

することが求められることになった。石炭火力に対する CO2 排出規制の概要を表 2.4.3.1-1

に示す。なお、CCS が追設された Boundary Dam 3 号機の CO2 排出量は 120～140t/GWh

と報告されている（Brent Jacobs、2017）。 

 

表 2.4.3.1-1 石炭火力発電所に対する CO2 排出規制 

施行年 対象 CO2 排出規制 

2015 年 
新設 

石炭火力 

2015 年 7 月 1 日以降に稼働した石炭火力が対

象。ただし、CCS 付帯の場合、2025 年まで規

制の適用除外が可能。  年平均

420t/GWh 未満 
2019 年 

改正 

老朽化 

石炭火力 

稼働年数が 45～50 年目（稼働開始年によって異

なる）と 2029 年の早い方の翌年以降が対象。  

備考： CCS 付帯の Boundary Dam 3 号機の CO2 排出量は 120～140t/GWh 

Reduction of Carbon Dioxide Emissions from Coal-fired Generation of Electricity 

Regulations（ECCC, 2018a）より作成 

 

(b) 新設ガス火力に対する CO2 排出規制の新規導入  

新設ガス火力に対する CO2排出規制（Regulations Limiting Carbon Dioxide Emissions 

from Natural Gas-fired Generation of Electricity）が、2018 年 12 月 12 日付で環境・気

候変動省によって公布され、新たに導入された。規制の対象は、投入熱量の 30%以上に天
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然ガスを利用し売電を行う定格容量 25MW 以上の新設のガスタービン、ガスエンジン、ガ

スボイラとなっている。 

CO2 排出規制の概要を表 2.4.3.1-2 にまとめる。ガスタービンおよびガスエンジンは、

2021 年 1 月 1 日以降に稼働した新設の設備の場合に、規模の大小によって年平均で

420t/GWh 未満、または 550t/GWh 未満の排出規制が適用される。ただし、ピーク電源と

して導入されたガスタービン単体の場合を規制の適用外とするため、規制の対象要件とし

て、発電容量の 33%以上の電気の売電・送電が規定されている。ガスボイラについては、

2019 年 1 月 1 日以降に稼働したものが対象となり、石炭火力と同く年平均 420t/GWh 未

満の CO2 排出規制が適用される。  

現行のガス火力の排出量は、550t/GWh レベルであり、新型のガス火力の場合は、

400t/GWh レベルである（Brent Jacobs、2017）。今回の新規制は、新型の設備を導入す

れば、順守できるレベルであると解釈できる。国内の電力関係者によれば、ガスタービン・

ガスエンジンの場合、複合サイクルとするか、単体の場合には比較的高性能な製品を選択

する必要があるレベルであり、また、ガスボイラの場合は、超臨界ボイラが必要なレベル

ではないかとのことである。  

利用可能な最良技術（BAT）によるガスタービン・ガスエンジンの CO2 排出量は、規

制の付随文書によれば、150MW 超の場合、360～400t/GWh、150MW 以上の場合で

500t/GWh である。規制値は BAT の性能よりも高め（緩め）に設定されているが、これは、

本規制の導入が、あくまでも、新規電源開発の投資先を石炭火力から低炭素電源、ないし

ゼロエミッション電源へ移行させることを目的としているためである。  

 

表 2.4.3.1-2 ガス火力発電所に対する CO2 排出規制 

施行年 規制対象 
CO2 

排出規制 

2021 年 

・新設ガス 

タービン 

・新設ガス 

エンジン 

・2021 年 1 月 1 日以降に新規稼働・移設 

・定格容量 25MW 以上 

・天然ガスからの暦年平均の投入熱量が 30%

以上 

・発電容量の 33%以上の電気を売電・送電  

150MW 

超 

年平均

420t/GWh

未満 

150MW 

以下 

年平均

550t/GWh

未満 

2019 年 

・新設ガス 

ボイラ 

・石炭ボイラ

から転換さ

れたガスボ

イラ 

・2019 年 1 月 1 日以降に新規稼働・移設（石炭ボイ

ラから転換したガスボイラを含む。ただし、CO2

排出強度により 0～10 年の規制の非適用期間有

り。） 

・定格容量 25MW 以上 

・天然ガスからの暦年平均の投入熱量が 30%以上 

・熱/電気の比率が 0.9 未満 

・電気の一部または全量を売電、送電  

年平均

420t/GWh

未満 

Regulations Limiting Carbon Dioxide Emissions from Natural Gas-fired Generation of 

Electricity（ECCC, 2018b）より作成 
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(c) CO2 排出規制の効果  

カナダの 2015 年の GHG 排出量は 7,800 万トンであり、2005 年の 1 億 1,800 万トンか

ら約 33%減少している。これは主にオンタリオ州の石炭火力の閉鎖による。一方、2015

年の発電電力量の 80%は非化石燃料によるものであるが、電力セクターからの GHG 排出

量は国内の全排出量の 9%を占めている。カナダには 15 基の石炭火力が 4 つの州に立地し

ているが、いずれの州も電力セクターを対象とした気候変動政策を独自に導入している（表

2.4.3.1-3 参照）。この度の石炭火力およびガス火力に対する CO2 排出規制の強化・新規導

入は、電力セクターからの CO2 排出の削減を更に加速することを目的としている。  

環境・気候変動省は、火力発電所の CO2 排出規制による 2019 年から 2055 年までの効

果を評価している。それによると、CO2 排出が累計で 9,400 万トン削減されるほか、SOx、

NOx の排出もそれぞれ 55 万 5 千トン、20 万 6 千トン削減される。2055 年までの経済的

な恩恵は正味 27 億カナダドルに上ると評価されている（表 2.4.3.1-4 参照）。  

 

表 2.4.3.1-3 石炭火力のユニット数と立地州の電力セクター向け気候変動政策 

 CO2 排出規制

の影響がある

石炭火力  

電力セクターを対象とする各州の気候変動政策  

アルバータ州  6 
・石炭火力発電所の 2030 年末までの閉鎖  

・2030 年までに発電量の 30%を再エネ由来  

サスカチュワン

州 
1 

・Boundary Dam 3 石炭火力での CCS 実証の実施 

・2030 年までに発電量の最大 50%を再エネ由来 

ニューブランズ

ウィック州 
1 ・2020 年までに売電量の 40%を再エネ由来  

ノバスコシア州  7 
・電力セクターに対する排出上限を設定  

・2020 年までに売電量の最大 50%を再エネ由来 

Technical backgrounder: Federal regulations for electricity sector（ECCC, 2018c）より

作成 

 

表 2.4.3.1-4 火力発電所の CO2 排出規制による効果（2019 年～2055 年） 

GHG 削減量 累計 9,400 万トン 

（2030 年単年：1,280 万トン）  

SOx 削減量 55 万 5 千トン 

NOx 削減量 20 万 6 千トン 

経済的恩恵 47 億カナダドル  

内、気候変動の被害回避：34 憶カナダドル  

  健康被害回避：   13 億カナダドル  

正味の恩恵：  

27 億カナダドル  

規制対応コスト  20 億カナダドル  

Technical backgrounder: Federal regulations for electricity sector（ECCC, 2018c）

より作成 
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1) Environment and Climate Change Canada (2018a)：Reduction of Carbon Dioxide 

Emissions from Coal-fired Generation of Electricity Regulations 

2) Environment and Climate Change Canada (2018b)：Regulations Limiting Carbon 
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3) Environment and Climate Change Canada (2018c)：Technical backgrounder: 

Federal regulations for electricity sector（ECCC のウェブサイト情報） 

4) Brent Jacobs (2017)：Boundary Dam Unit 3 Carbon Capture Unit 

 

(5) カナダの火力発電所に対する炭素税の新規導入  

カナダの環境・気候変動省は、2018 年 11 月の石炭火力およびガス火力に対する CO2

排出規制の強化・新規導入に加えて、炭素価格付け等の制度を有していない州を対象とし

て 2019 年に導入した炭素税の枠組みの中で石炭火力およびガス火力に対する炭素税を導

入した。これらの政策により、石炭火力の利用のみならず、ガス火力の利用も抑制するこ

とが目指されている。  

この炭素税の枠組みの下では、GHG 排出量が設定された基準値（OBS）を超過した場

合、その超過分に対して連邦政府への炭素税の納税、自社が保有する余剰クレジット

（surplus credit）の利用、他社が保有するクレジット（offset credit）の購入のいずれか

による対応が求められる。GHG の排出量は、CO2 排出量に CH4 などの対象 GHG の CO2

換算量を加えて算定される。炭素税算定の基となる炭素価格は 2019 年の 20 カナダドル

/t-CO2e から 2050 年の 50 カナダドル /t-CO2e へと毎年 10 ドルずつ増加することになって

いる。 

火力発電の GHG 排出の基準値は、石炭火力の場合、2019 年の 800t-CO2e/GWh、2020

年の 650t-CO2e/GWh に始まり、以降、2030 年の 370t-CO2e/GWh まで漸減する。CCS が

導入されている場合は、CO2回収率が低くない限りクレジットが得られることになる。CCS

が追設された Boundary Dam 3 号機の場合は、その CO2 排出量が 120～140t/GWh であり

（Brent Jacobs、2017）、CCS が順調に稼働している限りクレジットを取得できることに

なる。一方、CCS が付帯されていない場合には、年々、炭素税の負担が増大することにな

り、CCS の早期追設、または早期閉鎖が促進される期待できる。  

ガス火力は、既設発電所の場合、370t-CO2e/GWh の一定値となっているが、2021 年以

降に稼働する新設発電所に対しては、 2021 年の 370t-CO2e/GWh から 2030 年の

0t-CO2e/GWh まで毎年漸減する。これは、発電設備の新設に当たって、ガス火力よりも再

エネ等のゼロエミッション電源への投資を促すためである。この 370t-CO2e/GWh という

OBS は、CO2 排出規制値である 420t/GWh と比べて厳しい設定となっており、また、利

用可能な最良技術（BAT）によるガスタービン・ガスエンジンの CO2 排出量と比べても同

等ないし厳しい設定となっている。したがって、新設の投資決定は困難になり、また、既
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存発電所でも、多くの場合は炭素税の納税などの対応が必要になり、早期閉鎖や CCS の

追設などの対応が検討されることになると推察される。  

以下に、火力発電を含む産業活動に対する炭素税の枠組みである「アウトプットベース

価格付け制度」、「火力発電の排出基準値」に整理して、より詳細な情報をまとめる。  

 

(a) アウトプットベース価格付け制度  

火力発電所に対する炭素税は、環境・気候変動省が、2018 年 6 月 21 日に施行された温

室効果ガス汚染価格付け法（Greenhouse Gas Pollution Pricing Act）に基いて、2019 年

6 月 28 日に交付したアウトプットベース価格付け制度規制（Output-Based Pricing 

System Regulations）により導入された。この価格付け制度規制により、産業活動に対す

る炭素税と燃料利用に対する炭素税からなる連邦炭素汚染価格付け制度（federal carbon 

pollution pricing system）が、産業セクターからの GHG ガスの排出削減、イノベーショ

ンの加速、競争力の維持を目的として導入された。ただし、これらの炭素税は、連邦政府

が定めた基準を満たした炭素税などの炭素価格付け制度を有しない州のみが対象となる。

すなわち、この制度は連邦政府による補完措置であり、federal backstop と呼ばれている。  

本制度の対象は、年間 5 万トン以上の GHG を排出する施設である。いくつかのセクタ

ーにおいては、年間 1 万トン以上の施設も自主的に参加することが可能となっている。各

対象施設は、連邦政府によって設定された施設ごとの基準値（OBS）を超過する GHG 排

出量に対して、連邦政府への炭素税の納税、自社が保有する余剰クレジット（surplus credit）

の利用、他社が保有するクレジット（offset credit）の購入のいずれかによる対応が求め

られる。連邦政府が本制度により得た収益は、州に還元されることになっている。  

連邦政府により設定された炭素価格を表 2.4.3.1-5 に示す。GHG の排出量は、CO2 排出

量に CH4 などの対象 GHG の CO2 換算量を加えて算定され、その単位量は t-CO2e となる。

炭素価格は、2019 年の 20 カナダドル/t-CO2e から毎年 10 ドルずつ増額され、2022 年以

降は 50 カナダドル/t-CO2e となる。 

 

表 2.4.3.1-5 カナダにおける炭素価格  

 炭素価格（C$/t-CO2e） 

2019 年 20 

2020 年 30 

2021 年 40 

2022 年以降 50 

※ CO2e：CO2 や CH4 などの対象 GHG 排出総量の CO2 等価量 

Output-Based Pricing System Regulations（ECCC, 2019b）より作成 
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(b) 火力発電の排出基準値 

火力発電所は、産業活動に対する炭素税の対象の一つであり、この炭素税の制度はアウ

トプットベース価格付け制度（Output-Based Pricing System：OBPS）と呼ばれる。OBPS

を準拠すべき州は、連邦政府が定めた基準を満たした炭素税などの炭素価格制度を有しな

い州に限定されるが、火力発電については、サスカチュワン州やオンタリオ州、ニューブ

ランズウィック州などが対象となる。また、2019 年 5 月に炭素税を廃止したアルバータ

州も対象となることが見込まれている。  

OBPS では、セクターごとの競争力やカーボンリーキッジに関するリスク評価と産業プ

ロセスによる GHG 排出レベルについての評価に基づいて、連邦政府により、アウトプッ

トベース基準値（Output-based standards：OBS）が設定されている。基準値を超える

GHG を排出した施設は、超過分を相殺することが求められ、逆に基準値を下回った施設

は、クレジットを取得して、後に使用ないし売却することができる。  

火力発電所に対するアウトプットベース基準値（OBS）を表 2.4.3.1-6 にまとめる。火

力発電所からの GHG 排出量は、CO2、CH4、N2O の排出量から地球温暖化係数（GWP）

を用いて CO2 等価量として評価することとされている。  

石炭火力の OBS は、2019 年の 800t-CO2e/GWh、2020 年の 650t-CO2e/GWh に始まり、

以降、2030 年の 370t-CO2e/GWh まで毎年 28t-CO2e/GWh ずつ漸減する。CCS が導入さ

れている場合は、CO2 回収率が低くない限りクレジットが得られることになる。CCS が追

設された Boundary Dam 3 号機の場合は、その CO2 排出量が 120～140t/GWh であり

（Brent Jacobs、2017）、CCS が順調に稼働している限りクレジットを取得できることに

なる。一方、CCS が付帯されていない場合には、年々、炭素税の負担が増大することにな

り、CCS の早期追設、または早期閉鎖が促進される期待できる。なお、最終的な基準値で

ある 370t-CO2e/GWh は、既設ガス火力と同じレベルであるが、CO2 排出規制値である

420t/GWh と比べて厳しい設定となっている。  

石炭火力からガス火力へ転換した発電所は、ガス火力の OBS ではなく、石炭火力の OBS

を順守すればよいことになっている。これは、既存石炭火力をガス火力へ転換することを

促すためである。  

ガス火力では、既設発電所は石炭火力の最終的な OBS と同じ 370t-CO2e/GWh の一定

値となっており、一方、2021 年以降に稼働する新設発電所に対しては、 2021 年の

370t-CO2e/GWh から 2030 年の 0t-CO2e/GWh まで毎年 41t-CO2e/GWh ずつ漸減する。こ

れは発電設備の新設に当たって、ガス火力よりも再エネ等のゼロエミッション電源への投

資を促すためとされており、新設の投資決定は困難になると推察される。  

ガス火力に対する 370t-CO2e/GWh という OBS は、CO2 排出規制値である 420t/GWh

（ただし、この規制値は CO2 の排出量のみ）よりも低く、厳しい設定となっている。利用

可能な最良技術（BAT）によるガスタービン・ガスエンジンの CO2 排出量と比べても同等

ないし厳しい設定となっている。ガス火力発電の CO2 排出規制の付随文書によれば、BAT
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によるガスタービン・ガスエンジンの CO2 排出量は、150MW 超の場合、360～400t/GWh、

150MW 未満の場合で 500t/GWh となっている。したがって、既設発電所の場合は、最新

鋭の BAT 設備が導入されていない限り、初年度から 370t-CO2e/GWh の OBS を超過する

ことになる。OBS が毎年漸減する新設の場合は、2 年目の 2022 年には 150MW 超のガス

タービン・ガスエンジンの BAT 値の最良値である 360t-CO2/GWh を下回ることになる。

したがって、既存発電所でも、多くの場合は炭素税の納税などの対応が必要になり、早期

閉鎖や CCS の追設などの対応が検討されることになると推察される  

 

表 2.4.3.1-6 火力発電所に対するアウトプットベース基準値 

 石炭火力※1 ガス火力 石油火力 

 既設 新設 既設 新設※2 既設 新設 

2019 年 800 

370 

― 

550 

2020 年 650 ― 

2021 年 622 370 

2022 年 594 329 

2023 年 566 288 

2024 年 538 247 

2025 年 510 206 

2026 年 482 164 

2027 年 454 123 

2028 年 426  82 

2029 年 398  41 

2030 年以降 370   0 

単位：t-CO2e/GWh（GHG 排出量は、CO2、CH4、N2O の CO2 等価量） 

※1：石炭火力からガス火力へ転換した場合を含む  

※2：2021 年以降稼働の定格出力 50MW 以上のガス火力発電所  

Output-Based Pricing System Regulations（ECCC, 2019）より作成  
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(6) アルバータ州での炭素税廃止  

アルバータ州政府は、2019 年 5 月 30 日に 2015 年に導入された炭素税を廃止した。カ

ナダには、連邦政府が炭素価格付け等の制度を有しない州を対象として 2019 年に導入し

た炭素税の枠組みがあり、連邦政府の炭素税が 2020 年 1 月 1 日から課せられることにな

る。これに対して、アルバータ州政府は、気候変動政策を決定する権限は州政府にあると

して、2019 年 11 月にアルバータ控訴裁判所に訴えを起こした。判決は 2020 年春となる

見込みである。  

 

2.4.3.2 欧州の動向 

EU は 2009 年に CCS 指令を制定するなど、2000 年代後半より CCS 推進のための環境

作りを積極的に推進してきた。加盟国による CCS 指令の国内法規制への移行は 2011 年 6

月 25 日の移行期限に対して遅延していたが、欧州委員会は 2015 年 11 月時点で 1 か国を

除く全加盟国の移行対応が完了したことを確認している。CCS 指令は欧州委員会によって

レビューされることが求められており、2015 年 11 月のレビュー報告書に続いて、2 回目

の報告書が 2017 年 2 月に公表された。2017 年の報告書では、CO2 地中貯留などに関する

許可の状況や CCS レディの検討・実施状況などが報告されている。  

EU は、2015 年までに最大で 12 件の CCS 実証プロジェクトを目指して、EEPR と

NER300 という 2 つのスキームを 2008 年から 2009 年にかけて導入し、実証プロジェク

トの推進を図ってきた。こうした取り組みも関わらず、現在のところ、EU 域内で実施中

の CCS 実証プロジェクトは 0 件となっている。この間、EU 主要国および英国においては、

脱石炭火力政策が進み、CCS の対象が産業排出源に移行している。こうした動きに連動し

て、CCS クラスター・ハブの検討や計画が進められている。2014 年 10 月に合意された

2030 年気候エネルギー政策枠組みに盛り込まれた、CCS の初期コストと操業コストを対

象とするイノベーション基金の第 1 回公募が 2020 年に開始される予定となっている。現

在、EU は 2050 年目標としてネットゼロエミッションを法制化する方向にある。  

英国は欧州内で最も CCS 普及に向けた環境整備を積極的に進めていた。しかし、英国

政府は、2015 年 11 月にその基幹プログラムであった総予算 10 億ポンドの CCS 商業化プ

ログラムの中止を発表し、これにより支援候補の 2 件の CCS プロジェクトが中止に追い

込まれた。この CCS 商業化プログラムの中止後の英国の CCS 政策はしばらく不明であっ

たが、CCUS をクラスターとして推進するという提案が、2018 年 7 月に CCUS コストチ

ャレンジタスクフォースによってなされた。この提案を踏まえて、政府は CCUS 普及に向

けた行動計画を策定し 2018 年 11 月に公表した。この中で、国内初の CCUS 施設 1 件を

2020 年代半ばに稼働し、CCUS の普及を十分なコスト削減が実現すれば 2030 年代に大規

模に展開するという選択肢を得るという目標を立てた。2020年 3月に政府が発表した 2020

年度予算では、2 サイト以上での CCS 構築を目的とした 8 億ポンド以上の CCS インフラ

ストラクチャ基金を創設し、1 件目の CCS を 2020 年代半ばに、2 件目を 2030 年までに
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構築すること、また、1 件以上の民間融資によるガス火力の CCS を 2030 年までに消費者

負担のスキームを通して支援することが謳われている。  

オランダでは、ROAD プロジェクトは、その事業者により 2017 年 6 月に中止が発表さ

れたが、新政権が 2017 年 10 月に CCS 重視の方針を打ち出した。気候変動目標として、

2030 年までに 49%の温室効果ガスの排出削減を掲げ、CCS には 720 万トン/年の削減が期

待されている。CCS 普及に向けた政策的支援策として、再エネを対象とした既存の公的資

金補助スキームに産業 CCS を対象に加えた SDE++という新スキームが 2020 年に開始さ

れる。ただし、発電セクターの CCS は対象外となっている。  

Sleipner、Snøhvit の両プロジェクトを実施しているノルウェーでは、新たなフルチェ

ーンの産業 CCS プロジェクトの実現に向けて取り組みが進んでいる。ノルウェー政府は、

2018 年の 5 月から 8 月にかけて議会の承認を得て、セメント工場と廃棄物処理施設への

CO2 回収設備の追設と CO2 輸送および貯留の FEED を実施する決定をした。最終投資決

定は 2020 年度に予定されている。  

ここでは、2019 年度中に得られた主な動向情報として、EU、英国、フランス、オラン

ダおよびポーランドの動向について以下にまとめる。  

 

(1) EU の CCS 動向 

EU の GHG 削減、再エネのシェア、エネルギー効率の向上の 2020 年目標は、それぞ

れ 20%減、20%、20%増、2030 年目標は、40%減、32%、32.5%増となっている。2050

年の目標は、GHG を 80～95%削減する、ないしネットゼロエミッションの実現となる。  

2018 年 11 月に公表された EU の長期戦略である A Clean Planet for all では、EU が

気候変動に対する行動において世界をリードするとして、2050 年までに GHG のネットゼ

ロエミションを費用対効果が高い形で、かつ、社会的に公正な移行により達成することが

謳われている。必要となる経済的・社会的な移行の概要が示され、示された変化が実現可

能であり、かつ、恩恵があるというメッセージが込められている。エネルギー効率や再エ

ネの普及などの 7 つの分野にまとめられており、CCS は 7 つ目の分野となっている。  

この中で、CCS の必要性は、再エネの急速な普及と産業の脱炭素化に適用できる選択

肢の増加によって減っているとされている。しかしながら、他の GHG 削減方法がないエ

ネルギー多消費産業やネガティブエミッションとなる持続可能なバイオマスへの CCS の

適用は重要視されている。CCS には、実証プラントや経済性の実証の不足、いくつかの加

盟国における規制上の障壁、市民による反対といった課題がある。したがって、CCS を実

施するためには、大規模実証の実施、民間による投資の増大、市場への正しい情報の提供、

市民による支持の獲得のための枠組みが必要となる。  

フォンデアライエン次期委員長（2019 年 11 月に欧州委員会委員長に就任予定）が公表

した“A European Green Deal”は、EU が世界で最初の気候中立（ネットゼロエミッシ

ョン）を実現する地域になるとしている。具体的な施策として、2050 年の気候中立を実
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現することを明記した気候法の導入、2030 年の GHG 削減目標である 40%減の 50～55%

減への深掘り、ETS の対象への海運・交通・建設の追加と航空の排出枠の削減などが挙げ

られている。  

ETS の排出枠を原資とするイノベーション基金は、2020 年に公募を開始する。GHG

排出を回避しつつ、競争力を強化することを目指して、2030 年までに最大 100 億ユーロ

が投資される。投資対象は、エネルギー多消費産業、再生可能エネルギー、エネルギー貯

蔵、CCUS の実証となっている。実証は、イノベーション基金のほか、投資促進策である

インベスト EU（InvestEU）プログラムや EU メンバー国によっても支援される可能性が

ある。 

エネルギー同盟（Energy Union）の 5 本柱の一つである「研究・開発・競争力」に対

応した戦略的エネルギー技術計画（SET 計画）では、CCUS の主要な目的として、商用規

模 CCUS の全バリューチェーンの実証と普及、CO2 回収コストの削減、安全な CO2 貯留

の実証が掲げられている。これを受けた EU 実施計画（Implementation Plan）に中で、

必要な CCUS の研究・イノベーションとして、①商用規模 CCS プロジェクトの実現、②

地域 CCS クラスターの実現、③CO2 輸送インフラストラクチャのための欧州共通利益プ

ロジェクト（Project for Common European Interest）、④欧州 CO2 貯留アトラスの策定、

⑤CO2 貯留パイロット、⑥CO2 回収パイロット、⑦CCU、⑧CCS の役割のモデリングと

コミュニケーションが挙げられている。  

CCUS の研究・イノベーションの対象セクターは、電力セクターでの CCUS に現状で

は経済成立性がないため、CO2 排出の更なる削減策として CCUS が必要となる鉄鋼やセメ

ント産業などのエネルギー多消費産業に移行してきている。また、燃料・化学製品・材料

などへの CO2 転換といったプロセス産業における CCU への関心も高まっている。CCS の

ビジネスモデルとしては、CCS をハブや産業クラスターとして回収・輸送・貯留を分離す

るモデルが最善と考えられている。  

Horizon 2020 での 2014 から 2018 年までの CCUSの支援は、セメント 3件（CEMCAP、

LEILAC、CLEANKER）、鉄鋼 1 件（STEPWISE）、製油 1 件（CHEERS）の計 5 件の

CCS プロジェクトとバイオ燃料やメタノールを製造する 2 件の CCU プロジェクト

（STTELANOL、FReSMe/ MefCO2）であった。総予算は 1 億ユーロを超えており、こ

のうち EUからの拠出は 8千億ユーロであった。2019年から 2020年までの公募に向けて、

6 千億ユーロの EU 予算が取りおかれている。公募テーマは、産業セクターにおける CCS

と地中貯留パイロットとなっている。  

研究・イノベーションへの助成スキームは、2021 年からは Horizon Europe に移行す

る。研究課題の候補として、新規の回収技術の開発と実証、新規の貯留サイトの開発、

CC(U)S ハブ・クラスターの開発に向けた実施可能性調査、付加価値製品への CO2 転換、

合成ガスへの CO2 転換と CO2 鉱物化が挙げられている。  
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(2) 英国の 2020 年度予算案  

英国政府は 2020 年度の予算案を 2020 年 3 月 11 日に公表した。この中で、CCS に関

連して以下が明記されている。  

・2 サイト以上での CCS 構築を目的とした 8 億ポンド以上の CCS インフラストラクチ

ャ基金を創設。1 件目の CCS を 2020 年代半ばに、2 件目を 2030 年までに構築。  

・1 件以上の民間融資によるガス火力の CCS を 2030 年までに消費者負担のスキームを

通して支援。  

 

CCS インフラストラクチャ基金に関しては、英国政府が 2018 年 11 月に発表したアク

ションプランにおいては、コストチャレンジタスクフォースからの 2020 年代半ばに 2 件

以上の稼働との提言を受けたにもかかわらず、1 件への支援表明にとどまっていたのに対

して 2 件以上となっており、提言に近づいた対応となった。8 億ポンド以上とされている

基金のより具体的な金額は、3 年間の複数年予算の指針である Comprehensive Spending 

Review（CSR）の 2020 年度版で 2020 年 7 月頃に公表されることになっている。 

電力セクターの CCS への支援については、原子力の新設が想定通りに進んでいない中

での現実路線を取ったとの見方もできる。支援は、“consumer subsidies”によるとされて

いるが、CfD、FIT、RPS などのスキームを意味し、エンドユーザーから広く資金を集め

ることになる。その実現のためには、基金で造られるインフラを活用することが必須であ

ると思われる。  

 

(3) フランスのカーボンニュートラル長期戦略  

2050 年にカーボンニュートラルを目指すフランスの長期戦略は、フランス環境連帯移

行省（MTES）によって策定中であり、コンサルテーション等を経て 2020 年初めてに最

終版が公表される予定となっている。策定後は 5 年ごとに更新されることになる。策定プ

ロセスは 2015 年に開始されているが、基本的な目標が途中でファクター4、すなわち 75%

削減からカーボンニュートラルに変更されている。長期戦略の策定のベースは、エネルギ

ー消費、GHG 排出、投資の観点からの経済セクターごとのモデルによる評価結果である

が、市民やステークホルダーの意見も大きく反映させるとされている。短期的には、必要

な追加的な対応策がカーボンバジェットと共に詳細に説明される。進捗確認のために多く

の指標が設定され、カーボンフットプリントや国際輸送に対する考え方にも言及すること

になる。 

モデルで扱われているセクターは、排出源として、農業・林業、製造産業、廃棄物処理、

エネルギー、住宅・サービス産業、輸送となっている。CCS は吸収源として、森林・その

他の土地利用とともに扱われている。  

モデリングでは、2050 年にネットゼロエミッションとすることが大前提となっている。

2019 年頃の CO2 排出量である約 4 億 7 千万トン/年に対して、2050 年の排出量は約 8,000



137 

万トン/年、また、吸収量が 8,000 万トン強/年との結果となっており、若干のネガティブ

エミッションが想定されている。排出量の過半に当たる約 4,700 万トン/年が農業由来、ま

た、約 1,600 万トンが産業由来となる。エネルギー由来は約 200 万トン/年に過ぎない。

一方、吸収では、約 6,700 万トン/年が森林や森林製品、その他の土地利用であり、残りの

約 1,500 万トン/年が CCS による。 

CCS は、長期的には化石燃料からの CO2 削減技術としては想定されていない。長期的

な対象としては、産業プロセスからの CO2 排出やネガティブエミッションとなるバイオマ

スの燃焼排ガスが想定されている。2050 年のエネルギーミックスは想定されていないが、

ゼロエミッション電源である再エネ、原子力およびバイオマスで構成されることになる。 

2050 年時点の CCS の実施ポテンシャルは、シナリオ分析によれば、産業プロセス、主

にヒーティング用のバイオマスの燃焼と電気およびヒーティング用のバイオガスの燃焼

を排出源とする 4 千万～5 千万トン/年である。これに対して、長期戦略における CCS の

貢献量は、前述の通り、約 1,500 万トン/年と想定されている。これは、利用可能な CCS

技術や CCS コストの不確実性が特に非電力部門であると考えられることから、CCS の導

入ポテンシャルを有する全てのサイトには CCS を導入できないと想定されること、CCS

には輸送や貯留に対する社会受容性や環境上の安全性に課題があること、CCS の運転には

より多くのゼロカーボン電力が消費されることなどによる。約 1,500 万トン/年の内訳は、

産業プロセスが 500 万トン /年、バイオマスが 1,000 万トン/年となっている。CCS は必要

と認識されているが、脱炭素化とエネルギー効率の向上がより優先されることになる。  

 

(4) オランダの CCS 動向 

政府による CO2 削減目標を具体化するために、政府は 2019 年 6 月に主要産業セクター

との間で国家気候協定（National Climate Agreement）に合意した。この合意に先立ち、

CCS に期待される 1,800 万トン/年の削減量は、現実的かつ十分な削減量として 720 万ト

ン/年に下方修正されている。産業セクター関連の CO2 削減量は、CCS による約 700 万ト

ンのほか、プロセス効率の向上で 600 万トン、窒素酸化物・フロンガスの削減で 200 万ト

ン、電化とグリーン水素の利用で 400 万トン、リサイクル・CCU・バイオマスによる化学

製品の 100 万トンであり、累計で 2,000 万トンとなる。現状の産業活動からの CO2 削減

量としては、CCS、プロセス効率の向上、リサイクル等が相当し、計 1,430 万トンとなる。

CCS はこのうちの約 50%の貢献が期待されていることになる。  

この協定により、CCS への政府支援の対象は産業セクターのみとなり、電力セクター

は対象外となった。国内の主な CO2 排出地域として、ロッテルダムの 1,690 万トン、アム

ステルダムの 1,200 万トンがある。CO2 貯留サイト候補地は海域の枯渇ガス田であり、そ

の貯留ポテンシャルは 14 億トンと試算されている。  

現状、CO2 パイプラインである OCAP が運用されており、また、10 万トン/年規模の廃

棄物エネルギー転換施設での CO2 回収実証プロジェクトが進行している。大規模プロジェ
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クト計画には、ロッテルダムでの Porthos プロジェクトとアムステルダムでの Athos プロ

ジェクトがある。  

Porthos プロジェクトでは、2030 年に各種産業排出源から 400 万トン/年の回収が目指

されている。3 つの枯渇油田が貯留サイトとして検討されている。このうちの 1 サイトは

貯裕許可が発行済みであり、3 つの貯留ポテンシャルは 3,700 万トンと見積もられている。

最終投資判断（FID）は 2021 年に予定されており、実施することになった場合、2023 年

の運転開始が目指されることになる。Athos プロジェクトは Tata の製鉄プラントが中心

となっている。  

再エネを対象とした既存の公的資金補助スキームに産業 CCS を対象に加えた SDE++

という新スキームが 2020 年に開始される。CCS への補助金は、排出者が申請することが

でき、申請の中に輸送・貯留のコストを含めることができる。ただし、全体として 720 万

トン/年の制限がある。  

 

(5) ポーランドの CCS 動向 

ポーランドの気候目標に関する政策文書には、現在のところ、EU 法に基づいた 2021

年から 2030 年までの国家エネルギー・気候計画（NECP）の草案と自国法に基づく 2040

年までのポーランドエネルギー政策（PEP2040）の草案とがある。これらの政策文書では、

2030 年までに石炭による発電比率を 60%、2030 年の最終エネルギー消費に占める再エネ

比率を 21%とし、また、エネルギー効率を最大 23％向上させるという目標が設定され、

2030 年の CO2 排出を 1990 年比で 30%減少するとしている。石炭による発電比率の目標

は、比較的緩めの数値となっているが、2017 年の実績である 77%からの削減であること

から容易に達成できる目標ではない。さらに、2040 年の目標は 30%程度と大幅な削減が

掲げられている。なお、原子力発電を 2033 年に開始することが目標となっており、原子

力の 2040 年の比率は 16%とされている。  

ポーランドでは CCUS はクリーンコール技術の一つとして扱われている。CCUS の研

究開発に取り組む主な機関や大学には、エネルギー省が所掌する Central Mining 

Institute（GIG）、Institute for Chemical Processing of Coal（IChPW）の両研究所のほ

か、AGH 科学技術大学、ポーランド地質研究所、Silesian 技術大学、Czestochowa 技術

大学がある。GIG と IChPW は、クリーンコール技術の最新の研究施設であるクリーンコ

ール技術センターを共同設立して運営している。  

CCUS の研究開発は国立研究開発センター（NCBR）が研究機関や企業に対して助成金

による支援を行っている。CCUS に関連する NCBR による支援は、2007 年から 2018 年

までで 40 件に上る。支援例として、CO2 回収を伴うゼロエミッションの高効率石炭火力

発電の技術開発や CO2 回収を伴う微粉炭ボイラと流動床燃焼ボイラ用の酸素燃焼技術の

開発がある。  

電力セクターでの CCS については、これまでに 2 つの CCS 大規模実証プロジェクトが
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計画されたが、いずれも資金確保ができず中止となっている。1 つは Belchatów 石炭火力

での CCS プロジェクトであり、Alstom 社の回収技術により 180 万トン/年を回収する計

画となっていた。EEPR からの資金を得ることができたが、NER300 については申請をし

たものの、資金ギャップを埋めることはできず 2013 年に中止が決定された。発電所自体

は CCS ready として建設され、現在、稼働中である。もう 1 件は、新設の Ostrołęka 発

電所のユニット C の建設計画となる。当初、CCS ready が検討されたが、概念設計時に

は CO2 回収と回収 CO2 と再エネにより生産した H2 によるメタネーションが電力貯蔵を目

的とした CO2-SNG プロジェクトとして検討された。検討結果によれば、1 段階反応器を

用いた場合、300 度 C で変換率が 70～91%となった。2 段階反応器を用いた場合には、変

換率は 330～350 度 C で最大 99.3%へと大幅に改善できることが分かった。長期運転試験

により、適切なパラメータ設定により、プロセスの安定性を確保しつつ、高い CO2 変換率

も達成できることが確認された。  

 

2.4.3.3 豪州・中国、その他の国の動向 

中国は近年、CCS の取組みが最も活発な国とされている。先進国との国際協力も積極

的であり、2014 年 11 月には米中首脳による気候変動に関する共同声明の中でも技術開発

協力の一環として、既存の枠組み内での先進石炭技術開発プログラムの延長、大規模貯留

と水増進回収パイロットの 2 種の新規プロジェクトの立ち上げという CCS 関連の協力が

取り上げられた。また、英国との協力も広東 CCS プロジェクトとして具体化され本格化

しつつある。政府は 2019 年 5 月に CCUS ロードマップ 2019 を公表し、2050 年を見据え

た CCUS の普及計画を提示した。大規模プロジェクトに関しては、CNPC が天然ガス精製

で回収された CO2 を吉林油田で使用した EOR を 2018 年 8 月に開始し、中東を除くアジ

ア地域で初めてなる稼働中の大規模プロジェクトとなった。建設段階のプロジェクトとし

ても、延長 CCS 実証と Sinopec Qilu 石油化学 CCS の 2 件がある。  

豪州政府は、これまで積極的に CCS の法的枠組みの整備に取り組み、実証プロジェク

トを推進するフラグシップ・プログラムを導入したほか、GCCSI に運営費として多額の公

費を投入するなど、CCS の普及に積極的に取り組んできていた。しかし、政府はフラッグ

シップ・プログラム予算を当初の 19 億豪ドルから 3 億ドルへと大幅に減額し、また、出

資の決まった 2 件のプロジェクトの進捗にも停滞感がある。さらに、CCS 導入の推進に資

する可能性のあった炭素価格付け制度が 2014 年 7 月に廃止されている。一方、民間主導

で実現した Gorgon プロジェクトは、2019 年 8 月に CO2 圧入を開始した。  

ここでは、2019 年度中に得られた主な動向情報として、中国、ベトナム、インドネシ

ア、トリニダードトバゴの動向について以下にまとめる。  

 

(1) 中国の CCUS ロードマップ  

近年、中国では「二酸化炭素回収・有効利用・貯留（以下、CCUS という。）」技術の普
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及・導入の拡大に向け積極的な活動に乗り出しており、国際的にもその動きに注目が集ま

っている。2015 年、同国の石炭燃焼による CO2 排出量は 1990 年比で 310％増加し、天然

ガス燃焼による排出量も同様に著しく増加したと報告された。中国は世界最大の石炭産出

および消費国である。2018 年の石炭生産量は 40 億トン、その約半分を石炭火力で消費し

ている (IEEFA 2019)。こうした観点から、国内のレトロフィット（追設型）CCUS 技術

の普及・導入は避けられないといわれている。同国の都市化が加速する中、鉄鋼、セメン

トおよびアルミニウムは国内の主要産業となっている (CCES,2019)。Hasanbeigi et al. 

(2014）の研究報告によると、中国のセメント供給は 2010 年の 18 億トンから 2020 年に

は 22 億 2,900 万トンに達し、以後減少傾向となり、2050 年には 16 億 4,700 万トンに減

少すると予測されている。  

中国による気候変動に関する国際的取組としてパリ協定が挙げられる。中国は 2020 年

以降の地球温暖化対策を記載した自主的削減目標 (Nationally Determined Contribution: 

NDC)において、同国の温室効果ガス排出量を 2030 年頃にピークとなるようにするととも

に、単位 GDP 当たりの CO2 排出量を 2005 年比 60～65%減とする自主目標を掲げている。

具体的には、①2030 年までに GDP 当たりの CO2 排出量を 2005 年対比 60％〜65％削減、

②非化石燃料の一次エネルギー消費に占める割合を 20％前後にするとしている。これによ

り、CO2 貯留を含む、急速な CCUS 開発が求められている。現在、中国では少なくとも

20 の CCUS プロジェクトが存在し、それぞれ異なる開発段階にある。中国政府は、国内

の将来的 CO2 貯留可能容量は 2 兆 4,000 億トンを見込めると報告している (CCES,2019)。 

中国国内の取組みでは、2007 年に中国政府が発表した「中国気候変動国家計画」に、

CCUS が気候変動に関する緩和策技術として明記されたことにより、同技術開発の重要性

が強調されることとなった。2011 年 9 月には、中国政府（科学技術部）が CCUS 技術普

及・導入・開発に向け具体的な計画として、「CCUS ロードマップ 2011」を発表した。具

体的な目標としては：2015 年、30 万～100 万トン級 CCUS パイロット試験の実施；2020

年、100 万トン級 CCUS 大規模実証プロジェクトの開始；2030 年、CCUS 技術の商用化、

を掲げた(Li et al., 2014)。以後、中央・州政府、産業、企業、研究機関と共に CCUS 研究

開発および商用化に向け、積極的な取組みを行っている。  

2019 年 5 月、科学技術部は「CCUS ロードマップ 2019」を発表した。従来の「CCUS

ロードマップ 2011」を更新したものであり、中国の CCUS 開発に関する国内外の最新現

状を把握した上で、より一層の CCUS 技術開発・普及・導入および商用化を目指したロー

ドマップを示したものである。  

ここでは、「CCUS ロードマップ 2019」について、同ロードマップの①背景、②基盤と

課題、③ビジョンと目標、④優先分野と政策提言、⑤ロードマップ 2011 と 2019 の比較、

に整理してまとめる。  
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① 背景 

CCUS とは、二酸化炭素削減に向けた産業排出源から二酸化炭素分離、有効利用または

隔離プロセスである。同技術は、大規模低炭素排出型の化石燃料利用の実現により気候変

動対策の一つとして期待される技術である。中国では CCUS を CO2 削減、エネルギー安

全保障、グリーン発展の文明構築、将来の持続可能な開発達成に向け、非常に重要な手段

として位置付けている。2011 年、中華人民共和国科学技術省社会開発科学技術省 (MOST)

および中国アジェンダ 21 管理センター（ACCA,21）により、CCUS 技術開発と普及を目

的として、CCUS 技術開発ロードマップに関する研究：「The Research on Technology 

Development Roadmap for Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS) in China 

(CCUS ロードマップ  2011)」を共同作成した。同ロードマップが発行後、中国政府（科学

技術部：MOST）が「第二次国家 CCUS 技術開発の特別計画」、「CCUS 検証および実証の

推進」、「エネルギー技術革命イノベーション行動計画（2016-2030 年）」および CCUS 技

術開発の推進を目的とした関連文書等も続けて発表・報告している。  

中国政府は、CCUS を国内の期待される新技術の一つとして技術開発を推進しており、

国家推進研究プロジェクト「科学技術イノベーション 2030: 石炭のクリーンで効果的利用

（Sci-Tech Innovation 2030 - ‘Clean and efficient use of coal’）」を支援している。最近

では、再生可能エネルギー等の他の新技術が多様化する一方で、CCUS 技術に関する知識・

経験の著しい発展も遂げており、CCUS の大規模実証の基盤は既に構築されているといわ

れている。低エネルギー消費の次世代回収技術は、石炭火力発電および石炭化学産業のよ

うな「エネルギー集約型産業（energy-intensive industries）」の低コスト化、効率的な

CO2 排出削減を期待されている。また、CO2 回収技術の有効利用により新しいビジネス

モデルを構築し、経済的・社会的利益を創出し、持続可能な開発の促進に向け大きく貢献

することが期待されている。  

 

(a) 進捗状況 

近年、中国政府は CCUS を優先度の高い開発分野として強く認識しており、同技術開発

に向け多くの対策を計画・実施している。主な政策的取組みは以下のとおり、  

 

・CCUSのR&D戦略と開発方針を示したロードマップ2011では、技術的役割、開発目標を

設定およびR&D戦略を策定。  

・「第12次5カ年計画国家CCUS技術特別開発計画（the‘12th Five- Year’ national carbon 

capture, utilization and storage technology special development plan）」では、CCUS

技術開発と実証を議論・実施。  

・「第三次5カ年計画国家科学技術イノベーション計画（ ‘13th Five-Year’ national science 

and technology innovation plan”）」では、CCUS技術開発に向けた将来的方向性を提示。  
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・CCUS技術R&Dと実証化への支援強化：技術開発のためのR&DおよびCO2回収、利用、

地層貯留などの実証については、「国家基礎研究プログラム（ the National Basic 

Research Program/973 Program）」 , 「国家高度技術研究開発プログラム（National 

High-Tech Research and Development Program /863 Program）」、「国家主要技術R&D

プログラム（National Key Technology R&D Program）」により実施。 

・R&DおよびCCUS技術実証化については、「第三次5カ年計画（13th Five-Year Plan）」

および「科学技術イノベーション2030アジェンダ（ the Sci- Tech Innovation 2030 

Agenda）」で重要な取組みとして記載されている。  

・キャパシティー・ビルディングと国際協力・交流については、CCUSを強化：中国のCCUS 

「産業技術イノベーション戦略協力（ Industrial Technology Innovation Strategic 

Alliance）」により、国内のR&D・CCUS実証プラットフォームの建設の強化、産業・教

育および研究統合を推進する目的で実施。  

・中国政府は、CCUS技術に関する国際基準の形成に向け国際連携へ積極的に参加。例え

ば、国際エネルギー機構（IEA）やCSLF(Carbon Sequestration leadership Forum)など

国際機関とCCUS発展に向け広く協力。また、欧州、米国、豪州、カナダ、イタリア、お

よび他の諸外国・地域と共にマルチレベル（国・地域・企業）の取組みや二・多国間の

技術協力を実施。  

 

以上の政策的取組みにより、中国は CCUS 技術の R&D および実証活動を積極的におこ

なっている。現在では、多数の 10 万トン以上の CO2 回収および 1 万トンの CO2 利用実証

プロジェクトが建設されており、陸域・帯水層では 10 万トン/年の地層貯留が既に完了し

ている。また、CO2 圧入法および貯留法に関する産業試験は進行中であり、累積 CO2 注

入量は 150 万トンを超えている。以下は、国内政策と取組み（表 2.4.3.3-1）、既存の主要

な CCUS プロジェクト一覧（表 2.4.3.3-2）を整理したものである。  
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表 2.4.3.3-1 国内政策と取組み 

年 主要な国内政策と取組み ロードマップ (科学

技術部) 

2007年 「中国気候変動国家計画（2008-2010）」にCCUSが緩和

策技術として明記。  

科学技術部が「気候変動に関する中国科学技術アクショ

ン（2007-2020）」を発表。  

MOSTやNDRCが多数のR&Dプログラム、大規模プロ

ジェクト実施を推進。  

 

2011年 12月 国務院が「第二次国家GHG排出コントロール5

か年特別企画（2011年～2015年）」を発表。  

第二次国家5カ年計画のCCUS技術国家開発を計画。  

9月、科学技術部が

「CCUSロードマッ

プ2011」を発表 

2013年 ２月 科学技術部が「第二次国家CCUS開発５か年計

画」を発表  

4月、「CCUSパイロットおよび実証プロジェクトの推進

（ Notice on Promoting CCUS Pilot and 

Demonstration Projects）」を発表。・CCUS実証プロジ

ェクトを促進するため、各省に財政援助および規制準備

を呼びかけ。  

科学技術部が、「CCUS技術に関する国家特別評価報告

書  (National Special Assessment Report on CO2 

Utilization Technologies)」を発表。  

 

2014年 9月、中国国家発展改革委員会･環境保護部･国家能源局

が「石炭火力の省エネ･排出削減･グレードアップと改良

行動計画(2014～2020)」を発表 

11月、中国国家発展改革委員会が「国家気候変動対応計

画(2014～2020)」を発表。 

 

2015年 6月、中国政府は2030 年までの温暖化ガスの排出削減

の約束草案（INDC）を国連. 気候変動枠組条約事務局

に正式に提出。  

11月、アジア開発銀行(ADB)の支援の下，国家発展改革

委員会は中国におけるCCSの実証･普及に関するロード

マップを発表。  

 

2016年 3月、中国政府が「第13次5カ年計画（2016-2020年」を

発表。 

クリーンで効率的な石炭利用に向け、CCUSを主要プロ

ジェクトとして位置付け（例：石炭のグリーン化・高効

率利用）。 

4月、国家発展改革委員会（NDRC）が「エネルギー技

術革命イノベーション行動計画（2016-2030 年）」を発

表。 

9月、二酸化炭素利用技術評価報告書（CO2 Utilization 

Technology Assessment Report）を報告。  

 

2019年  5月、科学技術部が

「CCUSロードマッ

プ2019」を発表 

出典：Ministry of Science and Technology (2019); Gu, Y.(2013); Li et al. (2014)をもとに

作成 
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表 2.4.3.3-2 既存の主要な CCUS プロジェクト一覧 

 プロジェクト名称  実証内容  操業

開始

年 

生 産

能力 

（万 t/

年） 

2017 年

の 

状況 

排出源 回収 

技術 

輸送 

方法 

貯留 又は

他の利用

方法 

1 中国石油_吉林油田

CO2-EOR 研究と実

証試験 

天然ガス

精製 

燃 焼 前

回収 

パ イ プ

ライン 

( ～ 50

㎞) 

EOR 2007

年 

20 操業中 

2  華能集団  北京高碑

店発電所 

石炭火力

発電所 

燃 焼 後

回収 

―― ―― 2008

年 

0.3 操業中 

3 華能集団  上海石洞

口発電所 

石炭火力

発電所 

燃 焼 後

回収 

  2009

年 

12 操業中 

4 中国石化_勝利油田

石炭火力発電所  

4 万トン CO2/年 回

収と EOR 実証試験  

石炭火力

発電所 

燃 焼 後

回収 

タ ン ク

ロ ー リ

ー （ ～

80 ㎞） 

EOR 2010

年 

4 操業中 

5 中 連 煤 層 気 公 司

CO2-ECBM プロジ

ェクト 

 外 部 購

入 

タ ン ク

ロ ー リ

ー 

ECBM 2010

年 

0.1 操業中 

6 中国電力投資集団

有限公司  重慶双槐

発電所 

炭素回収実証試験

プロジェクト  

石炭火力

発電所 

燃 焼 後

回収 

 

―― ―― 2010

年 

1 操業中 

7 神華集団  石炭液化

工場 

10 万トン CO2 回収

と貯留の実証試験  

石炭液化

工場 

燃 焼 前

回収 

タ ン ク

ロ ー リ

ー （ ～

13km） 

塩 水 層

貯留 

2011 年 10 貯留 30

万 t、 

モ ニ タ

リ ン グ

中 

8 華 中 科 技 大 学  

35MW 酸素富化燃

焼技術研究と実証

試験 

石炭火力

発電所 

酸 素 燃

焼 

―― ―― 2011 年 10 操業中 

9 中国国電集団_天津

北塘火力発電所  

石炭火力

発電所 

燃 焼 後

回収 

―― ―― 2012

年 

2 操業中 

10 延長石油  陝北石炭

化学工場 

5 万トン/年 CO2 回

収と EOR 実証試験  

石炭化学

工場 

燃 焼 前

回収 

タ ン ク

ロ ー リ

ー 

EOR 2013

年 

5 操業中 

11 中国石化  中原油田

CO2-EOR プロジェ

クト 

化学工業

工場 

燃 焼 前

回収 

タ ン ク

ロ ー リ

ー 

EOR 2015

年 

10 操業中 

12 華 能 集 団 Green 

Gen IGCC 発電所   

炭素回収、利用と貯

留の実証試験  

石炭火力

発電所 

燃 焼 前

回収 

タ ン ク

ロ ー リ

ー 

EOR ま

たは 

塩 水 層

貯留 

2015

年回収

装置建

設、貯

留工程

遅れ 

10 操業中 

出典：Ministry of Science and Technology (2019)をもとに作成  
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(b) CCUS 技術開発ロードマップ 2011 からロードマップ 2019 へ 

CCUS は大規模な二酸化炭素削減が可能な技術手段の一つであるため、気候変動緩和策

にとって必要不可欠である。ロードマップ 2011 発表以降、中国では CCUS 技術の導入・

普及に取組んできた。一方、近年、国際社会では同技術の更なる開発・発展の必要性を議

論しており、パリ協定以後、同技術の役割と実現性に関する議論は増している。こうした

背景から、近年、中国では CCUS 技術に関する国内の開発目標、計画の調整、プロジェク

ト実施、政策支援の体制が早急に求められている。以上から、中国政府はロードマップ 2011

の更新版のとして、ロードマップ 2019 を発表し、国家の CCUS 技術開発に向け、新たな

中長期の目標計画を掲げることとなった。  

 

② CCUS 技術開発の必要性と課題  

中国における CCUS 技術開発の必要性は、近年の国際環境の動向および国内の CCUS

需要に大きく影響されている。国際環境の動向についてロードマップでは、①同国のパリ

協定参加に伴い、自国の削減目標を達成する意欲が CCUS 技術開発の原動力となっている

こと、②IEA や CSLF など国際機関と CCUS の普及に向けた協力や諸外国とのマルチレ

ベル（国・地域・企業）の取組みや二・多国間の技術協力を実施しており、国際連携・協

力意識が向上していること、③国際技術協力などへの積極的な政府の行動により、国内の

実施対策も強化され、国内外の技術開発、商用化への相乗効果が期待できること、が指摘

されている。  

国内の CCUS 技術需要については、①国内の化石燃料依存によるエネルギー供給が基盤

であること、②CO2 回収に適した排出源が広範囲に存在していること、③大規模な地層貯

留適地（容量）が存在し、数兆トン規模の CO2 貯留ポテンシャルが期待できること、④

同技術の商用化により CO2 利用技術開発の多様化が期待できること、⑤商用化とその経済

効果により、新たな技術進歩が期待できること、⑥既存の国内排出権取引制度との統合に

より、より一層技術革新が見込めること、などが挙げられている。  

一方で、CCUS の大規模導入・普及には、コスト、エネルギー消費、安全・安定性など

の不確実性が存在する。したがって、R&D や CCUS 技術の促進には、コストおよびエネ

ルギー消費の低減、長期的安全性・安定性の確立、などを検討し、いち早く商用化へ導く

ことが非常に重要となる。ロードマップでは現状課題として、①CCUS 技術開発に要する

高い投資額、追加的なエネルギー消費および高コストへの対応が困難、②“主要な排出源は

東部に位置し、貯留地域は西部に位置する（sources in the east, sinks in the west）”ソ

ース・シンクのミスマッチングによる、CCUS の実証・開発実施の困難性、③国内特有の

複雑な地層条件と人口密度分布による、大規模貯留に向けた高い技術的要求の必要性、④

エネルギー・水消費、環境影響およびソース・シンク・マッチングに関する CCUS 技術の

厳しい要件、⑤2035 年までに次世代の回収技術の早急な開発、大規模商用化への準備、が

挙げられている。表 2.4.3.3-3 は、CCUS 技術開発の必要性と課題を整理したものである。  
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表 2.4.3.3-3 CCUS 技術開発の必要性と課題 

CCUS 開発の国

際環境による意

識向上 

⚫ パリ協定 

⚫ 協力意識の向上したこと 

⚫ 国内の実施対策と企業との取組み  

国内の CCUS 技

術の高い需要性  

⚫ 国内で統一した排出権取引制度の構築  

⚫ 社会経済利益を考慮した新しい CO2 利用技術の出現  

⚫ 低炭素消費型の回収技術改革  

⚫ EOR(Enhanced Oil Recovery) と EGR(Enhanced Gas Recovery)

の強化 

課題 ⚫ 高い投資額、追加的なエネルギー消費および高いコスト  

⚫ CCUS 技術の商用化に向けた、シンク・ソースマッチングおよび

事業整備が困難  

⚫ 複雑な地層条件と人口密度分布により大規模貯留が容易ではな

い。 

⚫ エネルギー・水消費、環境影響およびソース・シンク・マッチン

グに関する CCUS 技術の厳しい要件が求められる。  

⚫ 第二世代回収技術は 2035 年の大規模商用化に向け早急な準備が

必要なためタイムリーな技術開発が求められる。  

出典：Ministry of Science and Technology (2019)をもとに作成  

 

③ ビジョンと目標  

ロードマップ 2011 の発表以降、CCUS 技術の開発は急速に発展してきたことから、ロ

ードマップ 2019 は、新たな CCUS 開発のビジョンと目標を掲げている。特に、環境に配

慮した低炭素経済の開発、および安全且つ効率的なエネルギー供給と資源リサイクル技術

の構築を目指す上で、将来的な CCUS 開発には政府、研究機関、企業の協力が求められて

いる。 

 

(a) ビジョン 

ロードマップ 2019 のビジョンでは、将来に向けた温室効果ガス削減の目標として、大

規模商用化 CCUS における技術の発展、経済性および商用化の実現性が成功への鍵となる。

同ロードマップは、理論的分析、専門家による議論、関連調査をベースに次の 4 つのビジ

ョンを掲げた。  

・コスト・エネルギー消費の低減化、安全・安定な CCUS の技術システムおよび商用

クラスターを構築すること。  

・化石燃料利用における低炭素化を可能とする技術オプションを提供すること。  
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・気候変動への取組みに対して技術的な担保を提供すること。  

・中国の経済・社会の持続可能な開発のための技術支援をすること。  

 

(b) 具体的な開発目標  

ロードマップ 2019 の開発目標は以下のとおり（表 2.4.4.3 (1)－4 参照）、  

2025 年：既存技術による設計・建設手法の確立（計 900 万トン/年以上）  

2030 年：既存技術の商用化手法の確立、新規技術の実現可能性の検証（計 2,000 万トン/

年以上） 

2035 年: 新規技術の商用化手法の確立（計 7,000 万トン/年以上） 

2040 年：CCUS クラスターの商用化手法の確立(計 2 億トン/年以上) 

2050 年：CCUS の大規模普及と地域における新たな CCUS 活用の構築（計 8 億トン/年以

上） 

 

・2025年までに、既存のCCUS技術によるいくつかの実証プロジェクトが建設され、技術

的にCCUSが実行可能となる。  

特に、第一世代回収技術のコスト、エネルギー消費は現在と比べ10％以上削減され、

陸域パイプラインを目的とする安心・安全な運転技術のブレークスルーが達成される。

100万トン容量の陸域パイプラインが建設され、既存のCO2利用技術の効率性は大規模

実施の達成に対して十分となる。  

・2030年までの中国の二酸化炭素削減が、省エネ、効率的な開発および再利用エネルギー

技術の著しい発展により達成される。  

特に、CCUS技術のR&Dと実証の段階では、戦略的な技術開発が欠かせない。2030

年以降、CCUSは化石燃料依存から低炭素社会へ移行するために重要な技術と期待で

きる。21世紀中期までには、エネルギー消費やCCUS技術に掛かるコストに対する課

題は改善され、様々な産業セクターによるCCUS技術の推進・利用は大規模化する。

化石燃料の低炭素利用化、バイオマス電力を利用したネガティブ・エミッション技術

の実現が期待され、CCUSの大規模普及と地域の新たなCCUS活用が構築される。ま

た、CCUSは環境に配慮した低炭素化、多様化したエネルギーシステムを構築するた

めに重要な技術である。 

・2035年までに、数多くの革新的技術による大規模プロジェクトが実施されている。  

従来の回収技術のコストとエネルギー消費は、現状比で15-20％低減され、次世代回

収技術の商用化では、従来型と比べそのコストの5-10％低減される。革新的なCO2利

用技術の商用化が実現し、地層貯留に向けた安全性とリスク管理が確立される。また、

大規模実証プロジェクトが実施され、地層貯留技術の商用化への整備を目指す。  
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・2040年までに、CCUS統合とリスク管理技術が確立され、CCUSクラスターにおける建

設、CCUS全体のコスト低減が実現する。  

第二世代の回収技術コストは、現状と比べ40-50％軽減され、それらの技術は多様な

産業に広く商用的に導入される。  

・2050年までに、CCUS技術が幅広く導入・普及され、複数の商用化CCUSクラスター建

設が実現される。  

 

以下は、CCUSロードマップ2019で示された目標値（図2.4.3.3-1）である。  
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図 2.4.3.3-1 CCUS ロードマップ 2019 目標値 

 

出典：Ministry of Science and Technology (2019)をもとに作成  
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④ 優先分野と政策提言 

(a) 優先分野 

ロードマップ 2019 では技術開発の優先分野について言及されている。ロードマップ

2011 以降、CCUS に関する技術は著しく向上している。一方で、コストと利益性は技術開

発にとって大きな課題であった。技術システムの統合と最適化が、現在最優先項目となっ

ている。2035 年までに、CO2 利用技術を推進し、実証することが早急に求められており、

革新的な次世代技術を構築することにより、将来のフルチェーン CCUS システムの統合と

大規模実証の実現に繋げる意図がある。以下は、ロードマップが示す技術開発の優先事項

である。 

 

⚫ CCUS利用技術のR&D、実証、普及の強化  

⚫ 次世代回収技術の課題改善のための技術的なブレークスルー  

⚫ フルチェーンのシステム統合と大規模実証の実施  

 

(b) 政策提言 

CCUS 技術開発に向け、ロードマップ 2019 はいくつかの政策提言をしている。中国の

CCUS 技術開発の推進は、国際的な気候変動対策に向け、中国の温室効果ガス削減約束の

達成を目的とするのみならず、環境に配慮した文明を築き、持続可能な社会を構築するた

めのものである。CCUS 技術は、環境に配慮した低炭素エネルギーシステムの構築に向け

て、中国産業の発展、高度化、イノベーションにとって重要である。同国の気候変動対策、

エコロジカルな文明の構築、R&D,技術実証、商用化の構築を含む戦略全体の中で CCUS

の役割を示すことは重要である。明確な政策決定をすることが、将来のあらゆる状況に備

えた技術開発・導入を行う上で重要である。したがって、ロードマップ 2019 では以下の

四つの政策提言を示している、①R&D のキャパシティ・ビルディングの強化、②CCUS

商用化に向けた政策研究の強化、③早期の統合した実証プロジェクトの推進、④国際協力

と技術移転の強化。表 2.4.3.3-4 は、各政策提言の詳細を整理したものである。  
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表 2.4.3.3-4 ロードマップ 2019 による政策提言の内容と効果 

カテゴリー 内容 期待する政策効果  

R&Dキャパ

シティ・ビル

ディングの強

化 

a) CCUS R&D・実証や才能育成に関する支援

メカニズムの検討。  

これらのメカニズムは

技術リスク・市場課題

解決に重要とされ、

個々の技術研究開発を

促進し、同国の科学的

研究およびCCUS技術

財産の法的保護の役割

をもつ。  

b) R&Dの国家インフラ・プラットフォームの

構築 

c) 政府、産業、教育および研究機関のための

協力プラットフォームの構築。  

d) CCUSに関わる知的財産権のモニタリング、

戦略的研究および協力メカニズムの強化。  

CCUS商用化

に向けた政策

研究の強化 

a) CO2利用に対する新エネルギーと同様レベ

ルの政策支援。  

政策枠組みへのCCUS

の役割の明確化、財政

支援の強化。  b) CO2利用技術を排出権取引制度に取り込む

ための特別な支援基金の創生。発電、石炭、

石油、化学産業および企業によるカーボンリ

サイクルと利用に関する研究の推進。  

c) 政策ポートフォリオ設計およびCCUS商用

化に向け政府、産業、企業の三位一体の取組

み。 

d) CCUS商用化に向け技術の標準化を目指す

ため、国際機関との連携により国内実証プロ

ジェクトを利用した標準化の取組み。  

理論的および情報を基

礎とした適切な法・規

制の形成による、同国

の安心・安全な技術利

用・技術革新の保護。  

e) 異なる条件下での二酸化炭素の特性、所有

権、長期責任等の明確な定義の検討。  

f) 二酸化炭素パイプライン建設、安全保障お

よび評価システムに関する研究が必要。  

g) 国際協力の向上を目指した国際共同研究の

推進。 

国際協力、経済効果、

社会的責任に関する制

度の検討。  h) 適切なコスト、利益、責任共有メカニズム

の設計。  

i) CCUS商用化による社会的責任、経済・社会

的利益が適切な形で共有されるための、関連

事業間の効果的な実施体制の検討。  

j) CCUSについての知的財産権に関する計画

およびモニタリングの強化。  

 

知的財産権の統合によ

る円滑な商用化の実

現。 

k) CCUS技術と実証プロジェクトの科学的認

知度と理解の強化。  

CCUS技術の社会的受

容性の向上。  

l) ステークホルダーとの効果的なコミュニケ

ーションや情報共有体制の検討。  

m) 政府、事業および国民によるCCUS技術の

認識・理解の強化。  

出典：Ministry of Science and Technology (2019)をもとに作成  
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表 2.4.3.3-4 ロードマップ 2019 による政策提言の内容と効果（続き） 

カテゴリー 内容 期待する政策効果  

早期の統合し

た実証プロジ

ェクトの促進  

a) 実証プロジェクトによる、初期段階のスク

リーニングおよび評価。中国におけるCCUS

実証化に向けた評価項目の包括的な調査。  

早期の実証化に向けた

評価体制と優先基準の

構築。 

b) 優先産業と主要地域による実証。  

資源条件が可能な地域（例：石炭、水およびバ

イオマス）、ソースとシンクの適切なマッチ

ング、地方政府の前向きな取組み姿勢による

優先的なフルチェーンCCUS実証の検討。  

c) 初期段階の低炭素実証プロジェクトにおけ

る高濃度の回収したCO2のEOR 利用の推進。 

d) CCUS、R&Dおよび実証の初期段階の法律

化および商用標準化の構築。  

法制度の枠組み、管理

当局と権限の明確化、

地域による実証プロジ

ェクトを目指すための

効果的なネットワーク

体制の強化。  

e) CCUS、R&Dおよび実証、モニタリング、

監督についての責任機関を明確化。  

f) 地域の産業・政府間にて共同調整できるシ

ステムの構築。複数のステークホルダーを含

むフルチェーン実証プロジェクトの実施。  

g) 実証プロジェクトへの国家金融支援の強

化。 

包括的な実証プロジェ

クトに向けた支援対

策、体制、および投資

機会の改善の最大化。  

h) 多様な財政支援政策（資金提供および税金

によるインセンティブなど）の検討。  

i) 将来的に可能な公共支援の実現化の検討。

新たなビジネスモデル、事業・民間資本によ

る投資など推進。  

j) 大規模排出の新設プロジェクトにおける

CO2回収インフラの追設性の確保

（capture-ready、例えば接続部分や土地の確

保）。新規のCO2 貯留・利用のプロジェクト

における投資可能性の確保（腐食対応、土地

確保）。  

大規模プロジェクトに

対応可能な財政支援対

策およびコスト削減。  

国際協力と技

術移転の強化  

a) 国際連携およびCCUS技術共有の推進。  R&D、個々の知的財産

権保護および国際連携

によるCCUSに関する

知識向上、知識共有に

よる、効果的・効率的

なR&Dの推進。また、

CCUSに関する多国間

協力メカニズムの構築

は協力、R&D、技術移

転を強化し、同国の

CCUS技術開発を促

進。 

b) 先進国から途上国への資本・技術移転に関

するメカニズムの検討。 

c) 国内のCCUS技術の国際市場への参入。  

d) 同技術に関する財政能力の更なる改善。  

e) 国内のステークホルダーの国際炭素市場の

規制および技術標準の構築に関する会議への

積極的な参加。  

f) 国内のCCUS技術と独自の国際炭素市場の

提案を通じた、国内外の技術開発と新な市場

枠組みの推進。  

出典：Ministry of Science and Technology (2019)をもとに作成  
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(c) ロードマップ 2011 と 2019 の比較 

ロードマップ 2019 では、近年の国内外の状況変化を考慮し、より将来的に経済・社会

的発展を目指した効率・効果的な最新ロードマップとして更新されている。特に、パリ協

定の目標達成や社会経済の発展を考慮した、同国の中長期の目標に向けた段階的な技術開

発・革新、政策改革・法制度の枠組み強化、国際的な炭素市場の制度設計、社会的受容性

の向上等に関する具体的な提案が強調されている。表 2.4.3.3-5 は、ロードマップ 2011 と

2019 による要点を比較整理したもの。  

 

表 2.4.3.3-5 ロードマップ 2011 と 2019 の比較 

要点 CCUS ロードマップ 2011 CCUS ロードマップ 2019 

ビジョン • 地球温暖化対策としての技

術の実行性と経済的な実現

可能性を検討  

• 経済・社会の持続可能性を構

築 

• コスト・エネルギー消費の低減化、安全・安

定した CCUS の技術システムおよび商用ク

ラスターの構築  

• 化石燃料利用の低炭素化を可能とする技術

オプションの提供  

• 気候変動への取組みに対して技術的な担保

を提供 

• 中国の経済・社会の持続可能な開発のための

技術支援  

目標値 2015 年：フルチェーン  

パイロット試験と実証試験の

展開 

（30 万～100 万トン級/年/件） 

2020 年： フルチェーン 

100 万トンクラス大規模実証

試験の着手  

（100 万トン級/年/件） 

2030 年：CCUS を商業化する

ための技術の獲得  

（100 万トン /年/件） 

2025 年：既存技術による設計・建設手法の確

立（計 900 万トン/年以上） 

2030 年：既存技術の商用化手法の確立、新規

技術の実現可能性の検証（計 2,000 万トン/年

以上） 

2035 年 : 新規技術の商用化手法の確立（計

7,000 万トン/年以上） 

2040 年：CCUS クラスターの商用化手法の確

立(計 2 憶トン/年以上) 

2050 年：CCUS の大規模普及と地域による新

たな CCUS 活用の構築（計 8 億トン/年以上） 

優先分野 • CCUS 技術に関する基礎研

究の強化 

• R&D, パイロットプロジェ

クトを早期の実施と、安全な

システム、インフラ整備、ガ

イドラインおよび環境評価

基準等の整備  

• 利用技術の R&D、実証、普及の強化  

• 新しい回収技術のブレークスルー  

• フルチェーンによるシステム統合と大規模

実証化 

課題 ハイコスト、高いエネルギー

消費、複雑な地層条件、 ‘ソー

ス・シンク・マッチング ’、人

口密度分布  

ハイコスト、高いエネルギー消費、複雑な地

層条件、‘ソース・シンク・マッチング ’、人口

密度分布、R&D のキャパシティ・ビルディン

グの強化、社会受容性の向上、CCUS 商用化

政策の研究の強化、実証プロジェクトの促進、

国際協力の推進、技術・炭素市場に関する国

内外の制度設計の早期実現  

出典：Ministry of Science and Technology (2011); Ministry of Science and Technology 

(2019); Gu, Y.(2013); Li et al. (2014)をもとに作成  
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ベトナムはパリ協定の締約国であり、2021-2030 年までの国内における温室効果ガス削

減目標として、BAU（Business as usual）に対し 2030 年までに 8％の削減を目指すこと

を公約、また国際的な援助を得ることにより最大 25％まで達成することができると予測し

ている。具体的な取組みとして、インフラ整備や技術開発によるエネルギー効率の大幅な

向上、自然エネルギーなどの新たなエネルギー供給源の強化を強調している。また、実施

項目として持続可能な森林管理、温室効果ガスインベントリーの開発、炭素隔離や環境サ

ービスの強化、クリーン燃料・低炭素社会に向けた技術開発、排出規制強化、３R（Reduce, 

Reuse and Recycle）を強調した廃棄物処理施設・技術の向上、国民のキャパシティビル

ディングの強化、国際的協力の強化、CDM 等のカーボンクレジットメカニズムによる国

際協力の強化などを掲げている。  

 

(3) インドネシアの CCS 動向 

IEAGHG の査読論文集である International Journal of Greenhouse Gas Control

（IJGGC）からインドネシアの Gundih プロジェクトの特集号が発行されることを記念し

て、同プロジェクトを主導しているバンドン工科大学（ITB）が 2020 年 7 月に CCS のイ

ベントを開催する。その際、ITB が、ADB からの知識共有用の資金を基にして、立ち上げ

を検討していたアジア地域の CCS 知識共有ネットワークの初回会合も検討している。同

会合は、当初、2019 年 3 月に計画されていた。  

 

(4) トリニダードトバゴの CCS 動向 

トリニダードトバゴは、かつては石油生産が中心であったが、現在では、ガス生産量の

方が多くなった。自国で生産された天然ガスを原料として、メタノールやアンモニアの製

造プラントが多数稼動している。これらから排出される CO2 を対象とし、海域貯留を目指

す CCS プロジェクトが検討されている。  
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2.4.3.4 パリ協定下における諸外国の気候変動法制 

本格施行されるパリ協定下における諸外国の気候変動関連法制のうち、英国、中国、豪

州、中国の法制について以下にまとめる。  

 

(1) 英国 

英国の気候変動法では、排出削減に向けた目標達成の厳格化と報告義務の強化が特徴的

といえる。たとえば、2020 年の最低－26％、2050 年の最低－80％という削減目標値を法

定のものとしたうえで、それを達成することと、そこに向けた道のりをより確実にするた

めに 2008 年からの 15 年間について 5 年ごとに設定されるカーボンバジェットを達成する

ことを、英国政府に対して義務付けている（The Climate Change Act 2008）。そして、

これらの達成義務は厳格かつ法的に執行可能なもので、政府が目標値またはバジェットを

達成できなかった場合には司法審査の対象となり得、さらには裁判所によって制裁が課さ

れるか何らかの是正処置が命じられ得ることも意味するという認識を、政府自身が明らか

にしている。また、わが国にはみられない立法として、2050 年という長いスパンについて

の削減目標の達成状況を 2052 年 5 月 31 日までに議会に報告することを政府に義務付ける

規定が存在する。こうした厳格な目標設定や報告義務を規定することにより、より一層の

再生可能エネルギー供給率の向上、電力網の改善、CCUS の導入意義、雇用創出、経済成

長などに関する具体的な議論が今後実施されていくことが期待できる。英国政府は、気候

変動政策において取引制度を重要なツールとして位置づけており、このため法の多くの部

分を同政府に割いている。ただし、取引制度が必ずしも常に最適な政策ツールであるとは

限らないため、個々のケースごとに、たとえば、税、規制、自主協定などの他の手法との

比較検討を十分に行う必要性も指摘されており、この認識は重要である。英国におけるこ

のほかの具体的な措置として廃棄物削減制度や再生可能交通燃料義務（RTFO）を導入す

るため、または、現行のカーボン排出削減ターゲット（CERT）を強化するために、気候

変動法によって他の法を改正する規定が盛り込まれている点も、特徴の一つとして指摘で

きる。廃棄物削減制度については 1990 年環境保護法が、RTFO については 2004 年エネル

ギー法が、CERT については 1986 年ガス法、1989 年電力法、2000 年ユティリティ法が、

気候変動法によって改正されることになる。  

 

(2) ドイツ 

ドイツでは、気候変動防止に関する初の連邦法として、連邦気候変動防止法

（Bundes-Klimaschutzgesetsz:KSG）が 2019 年 12 月 12 日に成立、12 月 18 日に施行さ

れた。国内の排出削減目標の達成強化および各セクターの分担責任の明確化を目的として

法令化され、法定目標およびプログラムによる方針の明示、年次データを基礎とする迅速

な措置の義務付け、第三者機関・専門家委員会による監視、報告書作成の義務等が定めら

れている。同法では、国家目標として、温室効果ガスの排出を 2030 年までに 1990 年比で
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最低でも 55％削減（3 条 1 項）することや年間排出枠（許容量）の設定（4 条）を定めて

いる。年間排出枠は、2030 年までは EU 規制に基づき、2030 年以降は 2050 年での目標

達成に向けて 2025 年に連邦政府が法規命令で規定される。  

2019 年 9 月 20 日、連邦政府は気候政策パッケージ案（Klimapaket）を閣議決定した。

同パッケージでは、カーボンプライシングが重要な軸となり、それを実現するための幅広

い分野における助成・誘導施策、および国民の負担軽減を目的としている。各分野の施策

提示として、割安な鉄道チケット、公共交通網の拡充、ガソリン多消費型自家用車への課

税、e モビリティの助成強化、脱石炭およびスピード感のある再生可能エネルギーの拡充、

森林と湿原の保護促進、2026 年以降のオイル燃料暖房の設置禁止、動物飼育における温室

効果ガス排出削減などが挙げられた。気候政策パッケージの税制上の措置を定める法律が

2019 年 12 月 20 日に成立し、2020 年 1 月１日に施行された。主な内容として、鉄道運賃

の優遇措置、通勤手当の引き上げ、住居のエネルギー効率化改修に対する税制優遇措置、

連邦政府から週に対する財源補填、風力発電施設に対する受け入れ環境の向上、航空運賃

の引き上げ、カーボンプライシングがある。  

ドイツにおける褐炭・石炭による電力供給量は 2016 年には電力の 40.3％を占めている。

同国は 2020 年までに 2,200 万トンの CO2 の追加削減を目標（連邦政府の気候変動防止行

動計画 2020）としており、脱炭素に向けた追加的な法的手法が議論されている。2019 年

1 月 26 日、連邦政府の諮問委員会（通称「石炭委員会」）が「経済発展・構造転換・雇用

委員会」報告書を発表した。石炭委員会は 2018 年 6 月 6 日に設置され、幅広いステーク

ホルダーによる 28 名の委員で構成されている。同報告書では 2035～2038 年の間に国内

の石炭火力発電を全廃することを提言している。2022 年までの脱原発と合わせて、エネル

ギーシフトを国家目標と位置付け、石炭採掘地域の大規模な構造転換に対して財政処置を

とる動きがみられる。  

 

(3) 豪州 

豪州の主要な気候変動法は、気候変動局法 2011、2014 カーボンクレジット改正法（カ

ーボン・ファーミング・イニシエティブ）、国家温室効果ガス・エネルギー報告規定 2007、

再生可能エネルギー（電力）法 2000、オゾン層保護及び合成温室効果ガス管理法（1989）

の 5 つが挙げられる。たとえば、国内の温室効果ガスを監視するスキームである温室効果

ガス・エネルギー報告規定 2007 は、国家温室効果ガス・エネルギー報告スキーム（評価・

報告の手引き）、管理、コンプライアンス、監査枠組み（監査要項と資格）、セーフガー

ドメカニズムに関するそれぞれの規定が存在する（i.e. National Greenhouse and Energy 

Reporting (Measurement) Determination 2008； National Greenhouse and Energy 

Reporting Regulations 2008； National Greenhouse and Energy Reporting (Audit) 

Determination 2009 ； National Greenhouse and Energy Reporting (Auditor 

Registration) Instrument 2017(No.2)；National Greenhouse and Energy Reporting 
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(Safeguard) Mechanism) Rule 2015）。 

脱炭素社会を目的とした関連法として、「環境保護及び生物多様性保全法 1999 (EPBC 

Act)」と「沖合石油・温室効果ガス貯留法 2006（OPGGS Act）」が挙げられる。「環境

保護及び生物多様性保全法 1999 (EPBC Act)」は、国内の重要な環境要因に著しい影響を

与える、または与える可能性のある行為の場合、事前に環境、水、遺産および芸術局大臣

(the Australian Government Minster for the Environment, Water, Heritage and the 

Arts)」の許可を要求している。また、2008 年、連邦政府は既存の石油法を改正し沖合 CO2

貯留を目的とした規制枠組を導入した。沖合石油改正法（温室効果ガス貯留）2008 は沖合

石油法 2006 を改正したものであり、現在は沖合石油・温室効果ガス貯留法 2006（OPGGS 

Act）となっている。OPGGS Act の規制枠組には温室効果ガスの探索、圧入、貯留に関し

具体的な条項、たとえば事業者が権限もしくは権利に反する活動を犯した場合の犯罪行為

等への罰則規定、および事業運営に係る包括的な法規制等を定めている。現在、豪州では

カーボンプライシング制度がなく、再生可能エネルギー発電導入義務目標（ RET: 

Renewable Energy Target）や連邦政府の野心的な排出削減目標がないことから、批判も

少なくない。カーボンプライシングについては、ギラード政権（2010-2013）時、炭素価

格制度（炭素税）の導入成立（2011 年）し、2012 年 7 月から導入された。温室効果ガス

の年間排出量が二酸化炭素換算で 2.5 万トン以上の企業等（約 500 社）に対して、最初の

3 年間は固定額（初年度 23 豪ドル/トン）で課税するとした。2015 年７月から EU と同様

の排出権取引制度（ETS）方式に移行する計画を策定したが、アボット政権（2013-2015）

により炭素税の廃止案が成立（2014 年）し、同年７月に炭素税は廃止された。  

モリソン保守党連合政権（2018—現在）が主導する連邦政府は、2019 年 2 月 25 日に気

候ソリューションパッケージ（Climate Solutions Package）を発表した。CSP はアボッ

ト保守政権（2013−2015）により導入された「温室効果ガス排出削減基金（ERF）」を引

継いだ非法的拘束力型のインセンティブ政策を軸としており、補助金制度を活用し、大規

模な温室効果ガスの排出源をもつ企業に向け、自主的な削減策を促すものである。CSP は

農業、エネルギー効率、鉱業、廃棄物処理などの分野で低コストによる広範囲の温室効果

ガスプロジェクトの支援を目的としている。モリソン政権の他の施策として、「国家電気

自動車戦略（National Strategy for Electric Vehicles）」、「国家建物コード（The National 

Construction Code）」、「商用建造物申告プログラム（The Commercial Building Disclosure 

program ）」、「国家水素戦略（the National Hydrogen Strategy）」などがある。また、

連邦政府は「自動車排ガスに関する閣僚会議（ the Ministerial Forum on Vehicle 

Emissions）」を通し、インフラ、環境、エネルギー分野の大臣を集め自動車からの温室

効果ガス排出をどのように規制するか継続的な議論を行っている。同会議は燃料効率、有

害排出基準、自動車省エネ基準（規制影響の評価を含む）の実施や改正なども検討してい

る。以上から、豪州における気候変動法体制は、主に補助金制度、排出量の報告義務、監

視規制等の法体系となっている。  
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(4) 中国 

中国政府は気候変動対策に向け、「パリ協定の実施細則において積み残された課題交渉

に向け積極的な推進」「資金問題の推進およびその積極的な進展」、「2020 年以前の行動

と実現程度についての点検の実施」、「多国間主義を支持するという政治的メッセージの

発信」の四つの方針を打ち出している。主要法は、温室効果ガスの自発的排出取引管理臨

時弁法（2012 年）である。関連法の制定・改正では、環境保護法（1989 年施行、2014 年

改正）、省エネルギー法（1997 年施行、2007 年・2016 年改正）、再生可能エネルギー法

（2009 年施行）、石油天然ガスパイプライン保護法（2010 年施行）、クリーン開発メカ

ニズムプロジェクト進行管理弁法（2005 年施行、2011 年改正）、電力法（1995 年施行、

2009 年・2015 年改正）、石炭法（1996 年施行、2009 年・2011 年・2013 年・2016 年改

正）が挙げられる。新規立法には、乗用車企業の平均燃料消費量と新エネルギー自動車と

のポイント・バランス管理弁法（2017 年）、新エネルギー自動車用動力蓄電池のリサイク

ル管理に関する暫定弁法（2018 年）、砂漠化した国家所有地封鎖保護区内における鉄道、

道路等の修復建設活動監督管理弁法（2019 年）などがある。現在、立法中のものは、温暖

化対策基本法、温暖化対策情報公開法、炭素排出権取引管理暫定条例、湿地保護法である。  

CCUS に関する対策として、中国は、中国科学技術部が「CCUS 技術ロードマップ 2019」

を発表した。技術研究開発の面では、2019 年に 10 件余りの CCUS 研究開発プロジェクト

およびモデル工程が、国家重点研究開発計画等によって支援された。応用技術の普及推進

の面では、2019 年 8 月末現在で、数十件の CCUS モデルプロジェクトが成立し、技術の

実行性とともに、工程の実践的能力が強化された。また、中国環境科学学会の下に、CCUS

専門員会が成立し、中国の CCUS 産業イノベーションの新しいアライアンスによって、重

層的な協力関係が積極的に展開され、CCUS について産学研究を一体化した国際的協力の

プラットフォーム作りに努めている。一方で、CCUS に関する国内の具体的な法規制やビ

ジネスモデルなど実用化に向けた体制は未だ確立していないのが現状である、今後、温暖

化対策基本法、情報公開法、および炭素排出取引条例等が具体的に成立・施行されれば

CCUS の法的位置づけも明確になると考えられる。  
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2.4.4 CCS プロジェクトと研究開発 

操業中の大規模 CCS プロジェクトは、表 2.4.4-1 に示すとおり、人為排出の CO2 を用

いた石油増進回収（EOR）事業を含めて 19 件となっている。これらのプロジェクトと表

2.4.4-2 に示した中断中の In Salah CO2 地中貯留プロジェクトを併せた 20 件のうち、15

件が CO2 回収に追加コストが不要ないし限定的な工業プラントから排出される CO2 が対

象となっている。2019 年度は、豪州において、Gorgon プロジェクトが CO2 圧入を開始し

た。運転・中断中の 20 件のプロジェクトのうち、12 件が北米で実施されており、同地域

が世界の CCS をリードしていると言える。  

建設フェーズにあるプロジェクトは、表 2.4.4-3 に示した 4 件となっている。2019 年度

は、Gorgon プロジェクトの稼働により、2018 年度の 5 件から 4 件となった。この建設フ

ェーズにおいても、北米のプロジェクトが 4 件中 2 件を占めている。また、中国のプロジ

ェクトが 2 件であり、同国における CCS の活発化が見て取れる。  

ノルウェーでは、政府が 2018 年の 5 月から 8 月にかけて議会の承認を得て、セメント

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

る決定をした。最終投資決定は 2020 年度が予定されている。オランダでは、ロッテルダ

ム港での CCUS クラスターの構築を目指す Porthos プロジェクトが、2021 年の最終投資

判断（FID）を予定している。この他、米国において、拡張された Section 45Q などのイ

ンセンティブに刺激されたプロジェクト計画が複数ある。  

ここでは、北米、欧州のほか、豪州・中国を含むその他の地域における CCS プロジェ

クトや研究開発の動向を 2019 年度中に得られた情報を基にしてまとめる。また、本事業

において取りまとめたパブリックエンゲージメントの取組みの評価についても、2.4.4.4 と

してまとめる。  
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表 2.4.4-1 稼働中の CCS プロジェクト 

プロジェクト名 国 
CO2 量 

（トン/年） 

運転開始 

（年） 
排出源 

回収 

タイプ 

輸送距離 

（km） 

貯留 

タイプ 

Terrell 天然ガス処

理プラント 
米国 

40～50 万

トン 
1972 

天然ガ

ス精製 

燃焼前 

（ガス処理） 
92 

陸域

EOR 

Enid 肥料プラント 米国 70 万トン 1982 
肥料生

産 
工業分離 224 

陸域

EOR 

Shute Creek ガス処

理プラント 
米国 700 万トン 1986 

天然ガ

ス精製 

燃焼前 

（ガス処理） 
225 

陸域

EOR 

Sleipner CO2 地中

貯留プロジェクト  

ノルウェ

ー 
100 万トン 1996 

天然ガ

ス精製 

燃焼前 

（ガス処理） 
直接圧入 

海域 

帯水層 

Great Plains 合成

燃料プラント・

Weyburn-Midale 

CO2-EOR 

カナダ 300 万トン 2000 
合成天

然ガス 

燃焼前 

（ガス化）  
329 

陸域

EOR 

Snøhvit CO2 地中貯

留プロジェクト  

ノルウェ

ー 
70 万トン 2008 

天然ガ

ス精製 

燃焼前 

（ガス処理） 
153 

海域 

帯水層 

Century プラント 米国 840 万トン 2010 
天然ガ

ス精製 

燃焼前 

（ガス処理） 
65-240 

陸域

EOR 

Air Products 水蒸

気メタン改質プラ

ント 

米国 100 万トン 2013 
水素製

造 

燃焼前 

（ガス化）  
158 

陸域

EOR 

Coffeyville ガス化

プラント 
米国 100 万トン 2013 

肥料生

産 
工業分離 112 

陸域

EOR 

Lost Cabin ガスプ

ラント 
米国 90 万トン 2013 

天然ガ

ス精製 

燃焼前 

(ガス処理) 
374 

陸域

EOR 

Petrobras Santos

盆地プレサル油田

CCS 

ブラジル  300 万トン 2013 
天然ガ

ス精製 

燃焼前 

（ガス処理） 
直接圧入 

海域

EOR 

Boundary Dam 

CCS 
カナダ 100 万トン 2014 

石炭火

力 
燃焼後 66 

陸域

EOR 

Uthmaniyah 

CO2-EOR 実証 

サウジア

ラビア 
80 万トン 2015 

天然ガ

ス精製 

燃焼前 

(ガス処理) 
85 

陸域

EOR 

Quest カナダ 100 万トン 2015 
水素製

造 

燃焼前 

（ガス化）  
64 

陸域 

帯水層 

アブダビ CCS（フェ

ーズ 1） 

アラブ首

長国連邦  
80 万トン 2016 製鉄所 工業分離 43 

陸域

EOR 

Petra Nova 炭素回

収 
米国 140 万トン 2017 

石炭 

火力 
燃焼後 132 

陸域

EOR 

イリノイ産業 CCS 米国 
100 万ト

ン 
2017 

化学製

品生産 
工業分離 1.6 

陸域 

帯水層 

CNPC 吉林油田

CO2-EOR 
中国 60 万トン 2018 

天然ガ

ス精製 

燃焼前 

（ガス処理） 
53 

陸域

EOR 

Gorgon CO2 圧入プ

ロジェクト 
豪州 

340 万～ 

400 万 
2019 

天然ガ

ス精製 

燃焼前 

(ガス処理) 
7 

陸域 

帯水層 

※石炭火力の場合、80 万トン/年以上、ガス火力および産業プラントの場合は 40 万トン/

年以上の CO2 の回収貯留を対象としている。主に GCCSI によるデータを元に作成。  
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表 2.4.4-2 中断中の CCS プロジェクト 

プロジェクト名 国 
CO2 量 

（トン/年） 

運転 

（年） 
排出源 

回収 

タイプ 

輸送距離 

（km） 

貯留 

タイプ 

In Salah CO2地中貯

留プロジェクト  

アルジェ

リア 
100 万 

2004～

2011 

天然ガ

ス精製 

燃焼前 

（ガス処理） 
14 

陸域 

帯水層 

 

表 2.4.4-3 建設段階にある CCS プロジェクト 

プロジェクト名 国 
CO2 量 

（トン/年） 

運転開始 

（年） 
排出源 

回収 

タイプ 

輸送距離 

（km） 

貯留 

タイプ 

Alberta Carbon 

Trunk Line（North 

West Sturgeon 改質

プラント） 

カナダ 
120 万～ 

140 万 
2020 

石油精

製 

燃焼前 

（ガス化）  
240 

陸域

EOR 

Alberta Carbon 

Trunk Line

（Agrium 社肥料プ

ラント） 

カナダ 
30 万～ 

60 万 
2020 

肥料生

産 
工業分離 240 

陸域

EOR 

Sinopec Qilu 石油

化学 CCS 
中国 40 万トン 2019 

化学製

品生産 

燃焼前 

（ガス化）  
 

陸域

EOR 

延長 CCS 実証 中国 

41 万トン 

（5 万＋36

万） 

2020-21 
化学製

品生産 

燃焼前 

（ガス化）  

140 

42 

陸域

EOR 

※石炭火力の場合、80 万トン/年以上、ガス火力および産業プラントの場合は 40 万トン/

年以上の CO2 の回収貯留を対象としている。主に GCCSI によるデータを元に作成。  

 

2.4.4.1 北米の動向 

北米は CCS への取組みが最も活発な地域となっている。米国とカナダで 12 件の大規模

CCS プロジェクトが稼働しており、加えて 2 件が 2020 年中の稼働を目指して建設段階に

ある。 

米国のプロジェクトは、1970 年代から開始された CO2-EOR 向けに整備されてきた数

千 km に及ぶ CO2 パイプラインの存在と多数の CO2-EOR サイトの存在によるところが大

きい。米国に CO2 貯留サイトがある大規模プロジェクトは 9 件であるが、このうち 8 件が

EOR であり、帯水層貯留はイリノイ州のプロジェクトのみとなっている。3 件が公的資金

による支援を受けている。産業排出源を対象として 2009 年に開始された Industrial 

Carbon Capture and Sequestration - Area 1（ICCS - Area 1）からは、2013 年 2 月に開

始した水素プラントからの CO2 を EOR 利用する Air Products 社によるプロジェクトと

2017 年 4 月開始の ADM 社によるバイオエタノール工場の CO2 を帯水層貯留するプロジ

ェクトの 2 件が支援を受けた。発電所向けのクリーンコール技術を開発することを目的と

して 2003 年に開始された Clean Coal Power Initiative（CCPI）によっては、2016 年 12

月に運転を開始した Petra Nova プロジェクトが支援を受けている。今後、2018 年 2 月に

拡張された Section 45Q、また、5,000 万トン以上の CO2 地中貯留容量を有する貯留コン
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プレックスの開発を目的として 2016 年に開始された CarbonSafe イニシアティブをきっ

かけとした大規模プロジェクトの実現が期待されている。  

カナダでは、大規模 CCS プロジェクトは、油ガス生産が活発なサスカチュワン州とア

ルバータ州で実施されている。サスカチュワン州では、Weyburn、Midale の両油田では、

それぞれ 2000 年、2005 年から、米国の石炭の合成ガス化工場で回収された CO2 が EOR

に利用されており、2000 年から 2012 年にかけて圧入・貯留された CO2 の包括的なモニタ

リングが実施された。2014 年 10 月には、世界初の石炭火力の CCS プロジェクトである

SaskPower 社の Boundary Dam 3 号機の CCS 実証プロジェクトが運転を開始した。回収

された CO2 の一部の圧入が深部塩水層貯留の R&D プロジェクトである Aquistore プロジ

ェクトで 2015 年 4 月 16 日に開始されている。アルバータ州においては、Quest プロジェ

クトが 2015 年 11 月に運転を開始した。また、Alberta Carbon Trunk Line（ACTL）プ

ロジェクトの関連施設の建設が進んでおり、2020 年中の稼働が見込まれている。  

ここでは、2019 年度中に得られた主な動向情報として、Petra Nova プロジェクト、NET 

Power 50MWth Allam サイクル実証プロジェクト、プロジェクト・ツンドラについてまと

める。 

 

(1) Petra Nova プロジェクト  

Petra Nova 炭素回収プロジェクトは、石炭火力発電所の燃焼後回収による大規模

CCS-EOR プロジェクトである。建設が 2014 年 9 月に開始され、予算内、スケジュール

通りに完了して、運転が 2016 年 12 月 29 日に開始された。発電所の大規模燃焼後回収は

カナダの Boundary Dam 3 に続いて世界で 2 例目となる。  

テキサス州に立地する W. A. Parish 発電所（石炭火力 4 基、ガス火力の 4 基で総出力

3,665MW の米国最大の発電所）の既設石炭火力 8 号機（運開 1982 年、ネット 610MW）

に回収プラントを追設し、240MW 相当の排ガス（CO2 濃度は 13%）から 90%の回収率で

140 万トン/年の CO2（85%の設備利用率の場合）を回収する。回収技術として、アミン吸

収液 KS-1 をベースとする三菱重工の回収プロセスが用いられる。回収プロセス向けの電

力および蒸気は、別途、新設された 75MW のコジェネユニットから供給を受ける。CCS

向けに 36MW 分が利用され、このうち、圧縮機向けが 20MW と大半を占める。残りの電

力は送電グリッドに送られている。回収プラントの設計および建設は、三菱重工が米国建

設会社 The Industrial Company（TIC）社と共同で実施した。回収プラントのスケールア

ップには、11 件の商用プラントの実績から得られた知見のほか、計算流体力学（CFD）技

術や大型排煙脱硫（FGD）技術が貢献した。例えば、CFD によりリボイラ内の液体分布

の最適化を図り、実規模試験を経て、低出力時にも液体分布が均質になるリボイラへ改良

することに成功した。  

回収した CO2 は新設される 130km のパイプラインで輸送され、ウェスト・ランチ油田

で EOR に利用されている。パイプラインは直径 12 インチであり、想定 CO2 輸送量に対
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して 2 倍の余裕がある。圧縮機は回収ユニットの傍に設置され、8 ステージタイプとなっ

ている。圧力はパイプライン入口で 1,900psi（13.1MPa）、出口で 1,350psi（9.3MPa）と

なっており、パイプラインの途中には追加昇圧のための圧縮機は設置されていない。メイ

ンラインバルブ（MLV）は 8 か所に設置されている。  

ウェスト・ランチ油田は 1938 年に発見されて以降、4 億バレルの原油が生産されてい

るが、今後、従来型の回収法では 100 万バレル程度の回収しか見込めない。EOR を実施

すれば、10 年間ないし 12 年間で 6 千万バレルの回収が見込める。CO2 圧入に先立ち、2016

年 7 月から水の圧入が開始された。  

プロジェクトの実施主体は、JX 日鉱日石開発が発電所を所有する NRG エネジー社と出

資比率 50:50 で設立した合弁会社の Perta Nova Parish Holdings 社である。EOR 事業は

Hilcorp Energy Company 社が実施するが、Perta Nova Parish Holdings 社はウェスト・

ランチ油田の 50%の権益を保有しており、この EOR 事業に直接参画することになる。圧

入 CO2 のモニタリングは、テキサス大学鉱山地質学研究所（BEG）と協力して実施される。

住民の主な懸念は地下水への影響である。  

総事業費は約 10 億 1,700 万ドルであり、その内訳は、回収プラントを含む発電所への

投資が 6 億 3,700 万ドル、油田およびパイプラインへの投資が 3 億ドル、運転および維持

管理の初期コストや一般管理費等が 8,000 万ドルである。当初、60MW 相当の排ガスから

の CO2 回収が計画されていたが、経済性の観点から、現行の 240MW 相当に変更された経

緯がある。 

事業費に対するファイナンシングの内訳は、NRG および JX 日鉱日石開発からのそれぞ

れ 3 億ドルの拠出、国際協力銀行（JBIC）から 1 億 7,500 万ドル、みずほ銀行から国際協

力銀行（JBIC）の保証を受けた 7,500 万米ドルの融資、DOE による CCPI からの 1 億 9,000

万米ドルの資金援助となっている。このほか、テキサス州政府から「汚染制御装置

（pollution control equipment）」に対する固定資産税の控除、CO2 回収装置に対する消費

税の控除、EOR での人為 CO2 利用に対する石油生産税の軽減、事業免許税クレジットの

付与を受けている。連邦政府による当初の Section 45Q によっては税額控除を得ておらず、

新しい Section 45Q からの取得が期待される。 

 

(2) NET Power 50MWth Allam サイクル実証プロジェクト  

NET Power 社による 50MWth Allam サイクル実証プロジェクトは、天然ガスを燃料と

して酸素燃焼を行い、燃焼ガスである 30MPa、1,150 度 C の高圧・高温の超臨界 CO2（水

蒸気を含有）をタービンの駆動力とする Allam サイクルの世界初の実証プロジェクトであ

る。CO2 は水に比べて分子量が大きく、臨界圧力 7.4MPa、臨界温度 31.1 度 C と低温低圧

で超臨界状態になる。作動流体が臨界状態であれば、液体に近い状況で圧縮し、気体に近

い状態で膨張させることにより、タービンを高効率で運転することが可能となる。  

50MWth の実証プラントは、米国テキサス州 La Porte に立地しており、2018 年 5 月の



165 

燃焼器の初着火を皮切りに実証試験が始まった。1 億 5 千万ドルのプロジェクトであり、

このうち 630 万ドルは米国 DOE から拠出を受けている。NET Power 社には、8 Rivers

社（Allam サイクルの開発者）、Mcdermott 社（エンジニアリング会社）、Exelon 社（電

力会社）、Occidental Petroleum 社（石油会社）が出資しており、Allam サイクルの知的

所有権は NET Power 社に属する。一方、Allam サイクルの主要機器である燃焼器と CO2

タービンは東芝によって開発されている。これらに係る知的所有権は東芝に属し、同社は

これらを独自に販売することは可能な取り決めとなっている。  

50MWth の燃焼器では、燃料である天然ガスのほか、質量比で空気分離装置（ASU）

からの酸素が 20%、作動流体の CO2 が 80%の割合で投入される。CO2 を高圧で利用する

燃焼器は世界初であるが、温度に関しては、既存技術の適応範囲内にある。また、酸素燃

焼であるため、排ガスの CO2 濃度は 97%以上であり、SOx、NOx、粉塵などは含まれず環

境にやさしく、また、拡散火炎が安定しているというメリットがある。5MWth の試験機

での試験を 2013 年に実施済みである。  

CO2 タービンは、高温（入口温度 1,150 度 C）であるという特徴に対してはガスタービ

ン技術を活用でき、高圧（入口圧力 30MPa）という特徴に対しては水蒸気タービン技術が

活用できる。タービンの外観は、高圧であるために蒸気タービンに似ている。一方、ター

ビンが高圧・中圧・低圧と分けられることなく 1 つであるため、CO2 タービンの全長は同

じ出力の蒸気タービンの 1/3 程度とコンパクトであり、設置面積が小さく、コストも大幅

に安価となる。また、高圧であるために蒸気タービンで実績のある 2 重ケーシングが採用

されている。ケーシング間にはタービンロータ冷却用の CO2 が充填されているが、この冷

却技術はガスタービンで培われたものとなっている。ロータはニッケル基合金と鉄鋼材料

の溶接構造である。  

タービン駆動後の CO2 は水分を含んでいるが、水分は再生熱交換器を通過後に更に冷

却されることにより除去される。燃料の燃焼により増加する CO2 相当分である約 1/30 の

CO2 が回収されることになるが、パイプラインの圧力相当の 30MPa での回収となる。発

電設備としてのネット効率は、HHV で 53.2%、LHV で 58.9%であり、従来型の天然ガス

のコンバインドサイクルと同等であるが、CO2 の回収を考慮すればコンバインドサイクル

よりも高効率である。Allam サイクルは排気循環式であることから、大気への廃棄による

熱損失がなく、また、作動流体の冷却においても、復水器に相当する機器ではなく再生熱

交換器を利用しており外部への熱損失がない。ASU の排熱も CO2 のタービン投入に向け

た昇温に有効利用されている。また、CO2 回収率もコンバインドサイクルの場合は一般的

に 90%程度にとどまるのに対して、Allam サイクルの場合にはほぼ 100%となること、回

収プラント用の敷地確保も不要であることも有利な点である。石炭もガス化すれば燃料と

して使用することができ、この場合、LHV で 51.4%が見込まれる。  

50MWth での実証と並行して、303MW の商用機の検討が行なわれている。50MWth

用の機器に対して、CO2 タービンは 2.5 倍の容量拡大が必要となるが、燃焼器については
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そのままの規模で利用できる。その他の機器（BOP）は汎用品を利用することができ、

303MW へのスケールアップに技術的な障壁はない。  

303MW 商用機のネット効率は LHV で 55.1%となる。タービン自体の効率は 82.5%と

なるが、CO2 圧縮および発電機で 8%、空気分離装置（ASU）で 12%、BOP で 7%の損失

がある。燃料である天然ガスの価格が高い場合などには、設備投資（CAPEX）を増やすこ

とにより、58.9%のネット効率の達成も可能である。CO2 回収量は 963,000 トン/年であり、

副産物である 420 万トン/年の窒素、7 万トン/年のアルゴンには商品価値がある。酸素燃

焼に必要となる O2 は 4,200 トン/日、プラントの設置面積はガスコンバインド火力の 70%

程度となる 13 エーカー（53,000m2）である。 

303MW 機の燃焼器には、質量比で天然ガス 1.25%のほか、CO2 が 94%、O2 が 4.75%

で投入され、タービンに投入される燃焼ガスは 97.25%の CO2 と 2.75%の水となる。この

97.25%の CO2 のうち、94%分がリサイクルされて燃焼器に 700 度 C で戻される。残りの

3.25%分が天然ガスの燃焼による増加分であり、この増加分が回収されることになる。  

均等化発電原価（LCOE）は、ガス価格$2.85/MMBTU の仮定の下、初期商用機で Section 

45Q による税額控除を享受した場合で$19/MWh、改良型商用機（Nth of its kind）で税額

控除を考慮しない場合は$34/MWh と試算されている。この試算には、CO2 が$15/トン、

Ar が$50～300/トン、窒素が$2～8/トンの想定収入が加味されている。これに対して、ガ

ス複合火力は$42/MWh、CCS 付帯の場合には$60//MWh といずれも Allam サイクル火力

よりも高くなる。  

想定される市場は、CO2 の需要があることが前提となるが、発電プラントに水が不要で

あることも Allam サイクルのセールスポイントとなる。具体的な想定市場として、米国、

カナダ、UAE、中国、インド、ニュージーランドなどが挙げられる。また、LNG ガス化

ガスや POX-GHR（部分酸化・熱交換型改質）による水素製造にも応用可能であり、市場

の拡大に貢献し得る要素である。 

 

(3) プロジェクト・ツンドラ  

米国のプロジェクト・ツンドラは、ノースダコタ州に立地する Milton R. Young 石炭火

力発電所 2 号機にアミン系の CO2 回収設備を設置し、回収した CO2 の EOR 利用、または、

帯水層貯留を目指すものである。同火力発電所は、ノースダコタ州およびミネソタ州にお

いて電力卸売りと送電を行っている Minnkota Power 社が所有・運転している。プロジェ

クトの検討は、ノースダコタ大学のエネルギー環境研究センター（EER により実施されて

いる。 

CO2 回収は回収率 95%で年間 360 万トンとされている。CO2 を EOR に利用する場合に

は、Energy Corridor と呼ばれる 100 マイル超の既存の CO2 パイプラインにより Williston

盆地の油ガス田まで輸送することが計画されている。帯水層貯留については、ノースダコ

タで検討されている CarbonSafe プロジェクトの一環として実施されることになる。  



167 

プロジェクトの実現に向けて、ビジネスモデルの構築、連邦政府および州政府による政

策的な支援、CO2 排出源と CO2 貯留サイトの確保が必要になる。Section 45Q により獲得

が期待される税額控除は最大で 10 億ドルに上るが、Minnkota Power 社だけではこの税

額控除枠を消化できないため、他社とパートナーを組む、あるいは、控除クレジット市場

が創設されることが必要となる。プロジェクトの総コストは 1,300 億ドルとされている。 

 

2.4.4.2 欧州の動向 

EU は 2015 年までに最大で 12 件の CCS 実証プロジェクトを実施するとし、2008 年か

ら 2009 年にかけて EEPR（European Energy Programme for Recovery）と NER300（New 

Entrants Reserve 300）という 2 つのスキームを導入して CCS 実証プロジェクトの実施

を推進していた。こうした取り組みも関わらず、現在のところ、EU 圏内で実施中の CCS

実証プロジェクトは 0 件となっている。この間、EU 主要国および英国においては、脱石

炭火力政策が進み、CCS の対象が産業排出源に移行し、また、CO2 利用の研究開発が強化

されている。こうした動きに連動して、CCS クラスター・ハブの検討や計画が進められて

いる。2014 年 10 月に合意された 2030 年気候エネルギー政策枠組みに盛り込まれた、CCS

の初期コストと操業コストを対象とするイノベーション基金の第 1 回公募が 2020 年に開

始される予定となっている。  

英国で最終投資決定が間近と言われていた White Rose および Peterhead の両大規模実

証プロジェクトは、総予算 10 億ポンドの CCS 商業化プログラムを中止するという 2015

年 11 月の政府の発表を受けて中止となった。政府は 2018 年 11 月に CCUS の国内普及に

向けた行動計画を公表し、2020 年代半ばに CCUS クラスター1 件の稼働を支援すること

を表明した。2020 年 3 月に政府が発表した 2020 年度予算では、2 サイト以上での CCS

構築を目的とした 8 億ポンド以上の CCS インフラストラクチャ基金を創設し、1 件目の

CCS を 2020 年代半ばに、2 件目を 2030 年までに構築すること、また、1 件以上の民間融

資によるガス火力の CCS を 2030 年までに消費者負担のスキームを通して支援することが

謳われている。こうした一連の流れを背景に、英国では CCS クラスターの複数の検討が

進められており、中でも水素 CCS の検討が目に付く。  

オランダの ROAD プロジェクトは、その事業者により 2017 年 6 月に中止が発表された。

一方、オランダ新政権は 2017 年 10 月に CCS 重視の方針を打ち出した。CCS 普及に向け

た政策的支援策として、再エネを対象とした既存の公的資金補助スキームに産業 CCS を

対象に加えた SDE++という新スキームが 2020 年に開始される。ただし、発電セクターの

CCS は対象外となっている。ロッテルダム港での CCUS クラスターの構築を目指す

Porthos プロジェクトでは、最終投資判断（FID）は 2021 年に予定されており、実施する

ことになった場合、2023 年の運転開始が目指されることになる。  

Sleipner、Snøhvit の両プロジェクトを実施しているノルウェーでは、政府が 2018 年

の 5 月から 8 月にかけて議会の承認を得て、セメント工場と廃棄物処理施設への CO2 回収
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設備の追設と CO2 輸送および貯留の FEED を実施する決定をした。最終投資決定は 2020

年度が予定されている。 

ここでは、2019 年度中に得られた主な動向情報として、Northern Lights プロジェク

ト、ロッテルダム Porthos プロジェクト、H21 北部イングランド、Acorn プロジェクト、

Sunfire 社（ドイツ）による電気分解・共電解による燃料・ケミカルの生産について以下

にまとめる。  

 

(1) Northern Lights プロジェクト  

Northern Lights プロジェクトは、ノルウェーのフルスケール産業 CCS プロジェクト

のうち、CO2 の輸送および貯留部分である。産業 CCS プロジェクトでは、複数の排出源

で回収された CO2 が近くの港まで輸送されたのち、専用船によって海域の CO2 貯留サイ

ト近くの陸上に設置された圧入設備を有する中間貯蔵施サイトに輸送され、同サイトから

海域パイプラインにより貯留層に圧入される。Northern Lights は CO2 の船舶輸送以降が

所掌となる。貯留サイトの概略検討および FEED が、2017 年 6 月 30 日に Gassnova から

Equinor 社（旧 Statoil 社）に発注されてプロジェクトが開始された。同年 10 月 2 日から

は Shell 社および Total 社を加えた 3 社体制として事業が推進されている。  

Northern Lights での輸送・貯留・圧入容量は、2024 年開始のフェーズ 1 で 150 万ト

ン/年、2026 年開始のフェーズ 2 では 500 万トン/年として計画されている。現在、政府支

援が期待されている 2 件の CO2 排出源候補での回収見込み総量は約 80 万トン/年であり、

フェーズ 1 の間でも CO2 回収プロジェクトの増加が期待されていることになる。これらの

新たな CO2 回収プロジェクトは、政府による助成金メカニズムや EU のインフラ向けの資

金助成スキームの支援を受けて最終投資決定が下されることが見込まれている。第 2 フェ

ーズでの回収プロジェクトは、これらの助成スキームに加えて、EU のイノベーション基

金の活用により実施されることになると想定されている。  

中間貯蔵施設の CO2 容量は、2 つのフェーズでの想定量に対応して設定されている。船

舶の設計・建造は、Northern Lights の範疇外となっているが、回収サイトにつき 1 艘が

想定されている。CO2 輸送船の容量は約 7,500m3 であり、CO2 は 13～18bar、－30 度 C

の液相となる。  

貯留サイトとしては、Troll ガス田南部に位置する Johansen 層が想定されている。同

サイトは、CO2 排出源候補が立地するオスロおよびその周辺地域から海路で約 600km 離

れた海域に位置する。貯留層は 2,000～3,000m 深に位置し、水深 300m、地層圧 200～

300bar、層内温度 100 度 C 程度である。第 1 フェーズ用の圧入井は 1 本で検討されてい

るが、第 2 フェーズでは追加の圧入井が掘削される見込みである。掘削用のガイド機器が

既に海底面に投入されているが、4 本の圧入井の掘削に対応している。調査井の掘削が

2019 年 12 月予定されているが、この調査井がフェーズ 1 用の圧入井として転用される。

なお、貯留サイトは、当初、同ガス田東部の Smeahea 層が有力視されていたが、圧入 CO2
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の石油ガス活動への影響が懸念されるなどしたため Johansen 層に変更された経緯がある。 

事業者による最終投資決定（FID）は、2020 年第 2 四半期が予定されている。FID に

より実施が決定された場合、国が同年第 3 四半期に実施の可否を決めることになる。国が

実施を決定すれば、2021 年から 2023 年にかけて建設が実施され、2024 年からの運転開

始が目指される。  

プロジェクト実施上の課題の一つであったロンドン議定書の CO2 輸出禁止規定は事実

上撤廃された。しかし、CCS 指令と EU ETS 指令が CO2 輸送ネットワークの定義に船舶

輸送を含めること、また、EU によるインフラ向けの資金助成スキームが船舶の建造を対

象とすることも必要である。  

 

(2) ロッテルダム Porthos プロジェクト  

オランダでは、政権が 2018 年に GHG 削減目標として 2030 年までに 1990 年比で 49%

削減の野心的な目標を掲げた。こうした中、ロッテルダム港は、オランダの GHG 排出量

の約 16%を排出する大規模ながら密集した産業クラスターであり、また、海域 CO2 貯留

サイトに近いことから、CCUS の実施に適した地域として、政府目標への貢献が期待され

ている。また、同地域では CCUS が水素事業などの新しい取り組みと連携できる可能性が

あり、この観点からの期待も大きい。一方、ロッテルダム港の当局者によれば、同港が取

り組んでいる脱炭素化には CCS が必要であると考えているものの、あくまでも脱炭素化

が目標であり、最適な対応策の選択によって将来的に CCS が選択肢から外れる可能性も

ある。 

ロッテルダム港の CCUS プロジェクト構想は Porthos と呼ばれている。Porthos は、

様々なユーザーに開かれた CO2 の輸送・貯留ネットワークの構築を目的としており、オラ

ンダ、また、長期的には EU の CO2 削減目標の達成を支援するものである。国営機関であ

る EBN、Gasunie、ロッテルダム港が実施者となっている。CO2 排出源には、製油、化学、

水素、肥料のプラントが想定されている。  

初期フェーズの貯留サイトとして、3,175～3,455m 深に位置する P18 枯渇ガス田の利

用とその既存のプラットフォームや坑井の再利用が検討されている。P18-4 および P18-2

と呼ばれる 2 つのコンパートメントが検討対象となっており、貯留ポテンシャルの累計は

3,700 万トンとなる。  

陸域のパイプラインは、総延長 33km、直径 108cm（42 インチ）であり、輸送容量は

500 万トン/年となる。圧入基地には、電源、海水による冷却システム、モニタリング、ま

た、制御システムが設置され、その敷地面積は 6 ヘクタール程度となる。圧入基地と P18

ガス田とをつなぐ海域部のパイプラインは、総延長 21km、直径 40cm（24 インチ）で輸

送容量は 3,700 万トン/年として検討されている。  

第 1 フェーズは、3～4 件の排出源を対象として計 200 万トン/年の CO2 の回収・貯留で

開始され、最終的には 500 万トン/年へ拡張する計画となっている。第 2 フェーズでは、
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Porthos を貯留ハブの位置づけとして貯留容量を最大で 1,000 万トン/年まで拡張し、ロッ

テルダム港以外の国内で回収された CO2 も貯留することが想定されている。さらに長期的

には、ドイツやベルギーからの CO2 の輸送・貯留が考えられる。こうしたハブの構築によ

り、CCS のユニットコストの低減が期待される。  

Porthos の実現に向けて、CCS が助成メカニズムである SDE++の対象となったこと、

また、数多くの企業が参加への関心を表明したことは、プロジェクト実現に向けての追い

風となる。しかし、資金調達などのビジネスケース上の課題、CO2 貯留に係る責任の官民

間の分担や O2 の貯留と利用を同時に行う際の規制上の対応などの規制上の課題、複雑な

フロー制御に対する明確な運転原則の構築という技術的な課題などを克服する必要があ

る。また、CO2 排出削減の高いポテンシャルを有する産業クラスターにおける CCS を実

現するには、リーダーシップと積極的な政策が不可欠である。なお、NGO は構想自体に

は反対ではないが、公的資金が再生可能エネルギーではなく CCS に流れることを嫌悪し

ているところがある。  

現在、プロジェクトはフィジビリティスタディとコンセプトの絞り込みが終了し、

FEED が開始されたところであり、環境影響評価のプロセスも始まっている。最終投資判

断を 2021 年に下し、また、CCS の運用を 2023 年に開始することが目指されている。  

 

(3) H21 北部イングランド 

H21 北部イングランドプロジェクトでは、北部イングランドでの水素利用がヒーティ

ングの脱炭素化の観点から検討されている。英国では、ヒーティングに天然ガスが使用さ

れていることから、ヒーティングに伴う CO2 排出量は 32%と高い。ヒーティング用の天

然ガスを炭素フリーの H2 で代替できれば、この CO2 排出量をゼロにすることができる。

H2 による代替の検討には、夏のヒーティング需要は減少するため、夏場の H2 の地下貯蔵

を想定する必要がある。 

北部イングランドの人口は 1,500 万人であり（英国の人口は 6,600 万人）、ヒーティン

グの需要は全国の 14%を占めている。これまでの検討では、同地域でのメタンの H2 への

転換作業は 7 年で完了し、2026 年から H2 の利用を開始することが可能である。これによ

り、CO2 排出を 92%削減することができ、H2 利用を全国展開することによって、英国全

体の CO2 排出量を大きく削減することができる。  

英国では、石炭火力のガス火力への転換はほぼ完了しており、更なる脱炭素化のために

は H2 利用が必要となる。気候変動委員会（CCC）の報告書によると、2050 年のゼロエミ

ッションの実現に向けて、270TWh の H2 が必要であり、このうち、225TWh は天然ガス

から CCS を利用して生産することになる。CCC のシナリオによれば、2020 年代から CCS

を利用した天然ガスからの大規模な H2 生産が必要となり、その実現のためには、H2 生産

の実証のほか、建物、産業、輸送の各部門での H2 利用の実証が不可欠となる。2030 年代

には、各 CCUS 産業クラスターにおいて大規模 H2 生産が開始され、バックアップ電源、
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重量車両、また、場合によっては、暖房に使用される。  

北部イングランド向けの検討においては、H2 生産として自己熱改質（ATR）が想定さ

れたが、これは ATR が大規模生産に有利で、かつ、CO2 回収が比較的容易との評価に基

づくものであった。ATR での反応式は、CH4＋H2O＋1/2O2＝3H2＋CO2 である。同型の

プラントは商用規模で Shell がカタールで運転しているという実績がある。検討では、

1.35GW 相当の 9 機の H2 製造プラント、9 機の空気分離装置（ASU）、1 機の 700MW の

H2 ガス複合サイクル発電所、H2 の外部供給用の圧縮機などの概念設計が実施され、これ

らの設置に必要な敷地面積は 600m×1,500m と評価された。  

回収される CO2 は 1,700 万～2,000 万トン/年となる。貯留サイトとして、北部イング

ランド海域の三畳紀 Bunter 砂岩層が検討され、12 本の圧入井により圧入・貯留ができる

との評価が得られた。H2 地下貯蔵サイトは Aldbrough が想定され、8TWh 相当分が容積

が計 30 万 m3 となる 56 の地下洞に貯蔵されることになる。  

ヒーティングは、天然ガスを利用している現状で、そのコストが 50 ポンド /MWh、CO2

排出量が 100g/kWh となっている。これに電化によって対応すると、試算によれば、200

ポンド/MWh、50g/kWh となる。一方、H2 により代替する場合には、75 ポンド/MWh、

15g/kWh となり、コスト、CO2 排出量とも電化よりも大幅に小さくなる。  

今後、実施中の安全性に係る検討を 2021 年までに終え、FEED を 2020 年から 2023

年まで実施する予定となっている。  

 

(4) Acorn プロジェクト  

スコットランドの St Fergus に集積される天然ガスから水素を製造し、その際に排出さ

れる CO2 を回収・貯留する CCS プロジェクトである。回収された CO2 は Peterhead まで

船輸送され、既存のガスパイプラインを再利用して海域の CO2 地中貯留サイトに貯留され

る。Peterhead は、Grangemonth などの他のクラスターで回収された CO2 を既存のガス

パイプラインを再利用して受け入れることも可能である。また、Peterhead にある港は水

深が深いことから、Teesside や Humberside の国内クラスターほか、オランダやノルウェ

ーからの船輸送での受け入れも可能である。  

St Fergus では、国内の約 35%の天然ガスが精製されており、この状況は 2040 年以降

も変わらないと見られている。現在、20 万トン/年の CO2 が低コストで回収することがで

きる。また、1 ユニットのメタン水蒸気改質（SMR）により、天然ガスから水素を製造し

た場合、英国の天然ガスの 1.4%が脱炭素化され、50 万トン/年の CO2 排出が削減できる。

製造した水素を St Fergus で天然ガスに混合させて出荷することも可能である。  

St Fergus には、3 本の天然ガス輸送用の海域パイプラインがあり、貯留サイトへの CO2

輸送パイプラインに転用することが可能である。この再利用により、コストを 7 億 5 千万

ポンド以上削減できるとされている。  

貯留サイトの候補地は St Fergus 沖の 2km 深にあり、既に、過去の油ガス開発の中で
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十分に調査され、貯留性能も把握されている。  

最終投資決定（FID）は 2021 年に予定されており、実施されることになった場合、CO2

圧入は 2024 年に開始される計画となっている。資金については、EU からインフラへの

補助金の拠出、英国政府からは回収プラントなどへの補助金の拠出が期待されている。長

期的な貯留サイトの管理に関しては、英国政府と協定を締結することが目指される。  

 

(5) Sunfire 社（ドイツ）による電気分解・共電解による燃料・ケミカルの生産  

Sunfire は再生可能エネルギーを用いることを念頭に、水の電気分解による H2 生産シス

テム、および、水と CO2 の共電解による燃料生産システムを開発している。H2 の生産シ

ステムを Sunfire-HyLink、合成ガスの生産システムを Sunfire-SynLink と呼んでいる。  

Sunfire-HyLink 200は H2を 200Nm3/hで 730kW以下で生産でき、Sunfire-SynLink 200

は電気分解技術のみで水と CO2 から合成ガスを 200Nm3/h で 790kW 以下で生産できる。

合成ガス生産については、水蒸気の電解・逆水性シフト反応（RWGS）・Fischer-Tropsch

法による 3 段階プロセス、共電解・Fischer-Tropsch 法による 2 段階プロセスを開発して

おり、実変換効率はそれぞれ 50～58%、55～63%と水電解・逆水性シフト反応（RWGS）・

Fischer-Tropsch 法という従来法の 40～48%よりも高効率を実現している。  

これらの独自プロセスにより、輸送用燃料、化学品（化粧品、衣服材料、プラスチック

など）が生産できる。2014 年には、Audi と共に輸送用燃料の実証試験を開始し、これま

で 3,000kg 以上を生産している。同燃料が ASTM 規格を満たすことは Demo-SBK プロジ

ェクトで確認されている。  

現在、大気中の CO2 を原料として燃料を生産するシステムの開発などを行っている。  

 

2.4.4.3 豪州・中国、その他の国の動向 

豪州では、大規模プロジェクトを支援する Flagship プログラム下で、CarbonNet、South 

West Hub の 2 件のプロジェクトが FS 段階にあるが、予算の大幅削減（19 億豪ドルから

3 億ドルへ減額）等によりその実現は容易ではない。民間主導の Gorgon プロジェクトは

計画の遅延があったものの 2019 年 8 月に CO2 圧入を開始した。貯留パイロットである

Otway プロジェクトでは、これまでに 2008 年から枯渇ガス田および帯水層に累計で約 8

万トンの CO2 あるいは CO2 リッチガスが圧入されている。現在、ステージ 3 として最大 4

万トンの新たな CO2 圧入計画が検討されている。  

世界、特に欧州での CCS プロジェクトの進捗における停滞感が強い中、アジアの CCS

への取組みへの注目度が増している。特に中国は、近年、CCS への取組みを世界の中で最

も活発化させており、CNPC が天然ガス精製で回収された CO2 を吉林油田で使用した EOR

を 2018 年 8 月に開始し、中東を除くアジア地域で初めてなる稼働中の大規模プロジェク

トとなった。建設段階のプロジェクトとしても、延長 CCS 実証と Sinopec Qilu 石油化学

CCS の 2 件がある。中東では、サウジアラビアの Uthmaniyah CO2-EOR 実証プロジェク
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トの運転が 2015 年 7 月に開始され、アラブ首長国連邦（UAE）でもアブダビ CCS プロジ

ェクトが 2016 年 11 月に運転を開始している。後者については、世界初の製鉄所に対する

大規模 CCS プロジェクトである。  

ここでは、2019 年度中に得られた主な動向情報として、Gorgon について以下にまとめ

る。 

 

(1) Gorgon プロジェクト 

Gorgon プロジェクトは、海底下の天然ガス田の開発と LNG 化を含む生産ガスの処理、

ガス処理時に回収される 340～400 万トンの CO2 の深部塩水層貯留を実施する CCS 付き

天然ガス生産プロジェクトである。生産ガスの LNG 化は 2016 年に開始され、CO2 貯留は

2019 年 8 月に開始された。実施主体は Chevron 社（出資比率：47.333%）を中心とする

コンソーシアムであり、ExxonMobil（同 25%）、Shell（同 25%）のほか、日本からも大

阪ガス（1.25%）、東京ガス（1%）、中部電力（0.417%）が資本参加している。  

ガス処理、LNG 化および CO2 貯留は大陸から 60km 沖に位置する Barrow 島で行われ

る。Barrow 島自体も豪州最大の陸域油田を有し、原油の生産が 1967 年に始まっている。

Gorgonプロジェクトの天然ガスは Barrow島から 65km離れた水深 200m、3,459～4,145m

深の Gorgon ガス田（1980 年発見）および 130km 離れた水深 1,300m、2,773～3,145m

深の Jansz ガス田（2000 年発見）から生産されている。天然ガスの CO2 含有量は Gorgon

分が 14%、Jansz 分が 1%以下である。処理された天然ガスは 90km 長のパイプラインで

大陸のパイプライン網に接続されるほか、LNG として日本等に輸出される。  

生産されたガスに随伴する CO2 の回収は、LNG 化の仕様、また、豪州国内のガスの仕

様のために必要となる。CO2 回収はアミン法が用いられており、回収液は BASF 社の

a-MDEA が採用されている。CO2 回収を含む LNG プラントの設計・建設は KBR 社が日

揮とともに実施した。  

回収された 340～400 万トンの CO2 は島の直下約 2,499 深に位置する深部塩水層である

砂層の Dupuy 層に貯留される。この貯留層は、塩水層や既存の油ガス田、EOR の適用検

討を含む 19 ケースの中から選定された。選定にあたっては、CO2 の閉じ込めに対するリ

スク、CO2 貯留容量、圧入性、他の油ガス田への影響という 4 つの基準が設けられ、絞ら

れた 5 ケースに対するシミュレーションを経て、Dupuy 層が 4 つの基準をすべて満たす唯

一のケースと結論付けられた。CO2 圧入・貯留用に島の 3 か所に計 9 本の圧入井が設けら

れるほか、圧力制御を目的とした 4 本の地下水の汲み上げ井と 2 本の地下水の圧入井、ま

た、2 本の観測井が設置されている。圧力井 9 本は同時に圧入に利用される計画となって

いる。圧力制御は、CO2 の圧入レートを維持すること、孔底圧をその上限値に到達させな

いこと、貯留容量を最適化すること、確認されている断層の方向へ CO2 が向かわないよう

にすることを目的としており、CO2 の貯留層である Dupuy 層から地下水を汲み上げて、

汲み上げた水を Dupuy 層の直上にある Barrow Group と呼ばれる地層群の一部に再圧入
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する。CO2 貯留により CO2 の排出が最大 40%削減されると試算されており、最終的な CO2

貯留量は 1 億トンを超える見込みである。  

ガス田開発や LNG 等を含む Gorgon プロジェクトへの投資額は 540 億米ドル（2009 年

の FID 時点では 430 億豪ドル）とされている。CO2 の圧縮・輸送・貯留に係る設計・建設

等のコストは 20 億豪ドル超、貯留サイトの評価コストは 1 億 5,000 万～2 億豪ドルとされ、

連邦政府の低排出技術実証基金（LETDF、Low Emissions Technology Demonstration 

Fund）から 6,000 万豪ドルの補助を受けることになっている。  

天然ガスの含まれる CO2 の取り扱いについては、1992 年から議論が開始され、1998 年

にコンソーシアムが CO2 地中貯留が最も有力な選択肢との結論に至った。1998 年から

2002 年にかけて貯留サイトの選定が実施され、翌 2003 年には Barrow 島におけるプロジ

ェクトの CO2 地中貯留を含む事業に特化した法律である Barrow Island Act 2003 が西オ

ーストラリア州政府によって制定された。同法により環境影響評価の実施が要求さており、

Gorgon プロジェクトは環境影響評価を実施した世界で最初の CCS プロジェクトとされて

いる。 

 

2.4.4.4 パブリックエンゲージメントの取組みの評価 

CCS に関する社会的受容性研究（social acceptance）では、CCS 技術の特色（例：貯留

層から CO2 漏洩によるリスクのポテンシャル、それによる地域環境への影響リスク）か

ら技術導入に対する国民理解を課題とすることが多い。  

これまで CCUS 導入・普及をリードしてきた諸外国（例：米国、オランダ、英国、ノル

ウェー、カナダ）では、公共アウトリーチ・プログラム、コミュニケーション・ツールキ

ット、教育プログラムなどの取組みを行ってきた。特に、CCS 事業者と地域住民が円滑に

社会的合意をとれるようなガイドライン、事業者向けの講習、社会的影響調査が実施され

てきた。一方で、欧米型の CCS 導入・普及事業では、事業を目的とするため、一般的に

事業者による利益追求、管理責任、賠償責任という認識が強い。このように、パリ協定の

削減目標達成や低・脱炭素社会の実現を考えた場合、CCS は低・脱炭素技術の重要なツー

ルであり、必要不可欠な技術と広く認識されていることも確かである。そうした中、CCS

の導入・普及が必要であると考えた場合、国家主導による包括的な取組みが求められる。

また、国民や地域住民の安心・安全な暮らしを保障するために、国がリーダーシップをと

り、国民への理解を促すことも必要となる。したがって、CCS の社会的受容性の向上を目

的とした「国が主導する包括的な社会的受容性枠組み」が必要となるわけだが、現在、諸

外国では国主導の各テーマ（事業者向けのツールキットや教育プログラム）の事業者向け

の取組みはあるものの、わが国を含め「国が主体となる包括的な社会的受容性の枠組み」

は存在していない。  

ここでは、国主体の包括的な社会的受容性枠組みを構築する上で、共通となる評価項目

を理論的に組み立て、その手法を用い、わが国の取組みを考察した。主な内容としては、
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①社会的受容性の定義と理論的な解釈、②CCS 事業に係る社会的受容性のアプローチ、③

国レベルの包括的なアプローチとは、④社会的受容性枠組みの新な評価手法の提案、⑤わ

が国のアプローチの評価、⑥諸外国と共通する課題についての議論、である。本研究が提

案した新な評価手法は五つの原則（方向性、公益保護、責任、アクセシビリティ、順応性）

と 12 の評価項目により成り立っている。表 2.4.5.4-1 は提案した評価原則および項目を整

理したものである。  

 

表 2.4.5.4-1 国の公衆関与（パブリック・エンゲージメント）枠組みの評価原則・項目 

評価原則

（Principles）  

評価項目  

（Key elements）  

方向性  

（Direction）  

アウトカムと目標を設置  

Setting an outcome and targets 

公益保護  

Safeguarding 

Public Interest 

CCS のポジティブな側面に関する知識を共有  

Sharing knowledge of positive aspects of CCS 

健康安全、環境、財政影響へのリスク軽減に関する知識の共有  

Sharing knowledge of minimizing risks to health safety, 

environment and financial consequences. 

CCS 技術に関する知識  

Knowledge of CCS technology 

プロジェクトフェーズおよび許認可プロセス（計画、許可）の明

確化  

Clarifying project phases and permit process (e.g. planning and 

permit) 

リスク管理に関する知識の共有  

Sharing knowledge of risk management 

責任  

Accountability 

権利、責任、コミットメント  

Right, responsibility and commitments 

コスト効率 /効果に関する情報共有  

Sharing cost-efficiency/effectiveness 

政策と規制枠組み  

Policy and regulatory framework 

アクセシビリティ  

Accessibility 

情報アクセス  

Accessible information 

公共エンゲージメント（パブリック・アウトリーチ・プログラム

を含む）  

Public engagement (i.e. Public outreach program) 

順応性  

Adaptability 

順応性 /評価  

Adaptability/ Evaluation 

 

わが国では、2016 年から二酸化炭素地中貯留技術研究組合、技術研究第一グループ

（RITE）による「CCS の社会的受容性向上方策」についての 5 カ年プロジェクト（2016

～2021）が実施されている。先ほど述べた評価手法（5 つの原則と 12 の評価項目）を用

いて、ケーススタディとしてわが国の社会的受容性に関する枠組みを Ex-ante 分析（事前

評価）し、課題の検討を行った。  

主な結果としていくつかのポジティブな要素が「CCS の社会的受容性向上方策」でみら

れた、①幅広いステークホルダーへの意識・知識向上（教育プログラム /PO マニュアル）
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を視野に入れた枠組みとなっている、②キャパシティ・ビルディングの強化、公共・情報

公開・共有およびアクセシビリティ（ステークホルダーに応じた情報内容の提供 /Q&A 集

の一般説明と科学的根拠による情報説明）を考慮した枠組みである、③公衆参加の検討、

システマティックなリスク管理（例えば：Incident Response Protocol）を備えた枠組み

である、④ステークホルダーや国民への技術・科学・制度情報に関する情報共有（事例集

/ISO）の場を提供する枠組となっている、など包括的な枠組みがなされていることがわか

った。一方で、同枠組は、①国内における CCS 事業の経験不足から、わが国における技

術開発・導入・普及にかかるコスト予測の整理や国内商用化に向け適切に支援・規制でき

る制度が未だ十分に整っていないこと、②社会的受容性の向上には、国民やステークホル

ダーに対する政府や事業者らの役割や事業責任の明確化が求められること、②社会的受容

性に関する一定頻度の評価、評価機関や委員会の設置が求められることなど、いくつかの

課題も残った。また、そうした課題点の多くは二酸化炭素地中貯留技術研究組合が検討す

る「CCS の社会的受容性向上方策」に直接関連するものではなく、むしろ国内の CCS 商

用化を実現するために必然的に求められる外部的要素である。また、社会的受容性の向上

に重要なことはその枠組みだけでなく、商用化に伴う技術、制度、政府・企業の責任、国

民の理解など大きな枠の中で一定のバランスを取り、明確で透明性のある情報をステーク

ホルダーや国民に提供することにより、プロジェクトの信頼性を向上し、国民からの社会

的合意を獲得することへと繋がっていくことである。  

本検討を通し、二つの新規性をもつ研究アプローチを実施した。一つ目の新規性は、国

レベルの包括的な社会的受容性の枠組みを構築するための共通する理論的評価項目を新た

に提案したことである。もう一つの新規性は、現在検討されている我が国の CCS 商用化

に向けた社会的受容性枠組みを新しい評価項目を利用し分析を行ったことである。こうし

た学術的な取組みは CCUS 技術の先進国や今後導入を検討している他の諸外国にとって

も一つの新たな評価手法および事例研究として貢献できるであろう。  
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2.5 CCUS 国際ラウンドテーブルを踏まえた G20 向け提言のフォローアップ 

2.5.1 概要 

RITE が C2ES（Center for Climate and Environmental Solutions）と共に策定し 2019

年 3 月に公表した 2019 年日本開催の G20 での CCUS の国際協力強化に向けた提言のフォ

ローアップに取り組んだ。2019 年 4 月 17 日に東京で開催された第 6 回 CCS フォーラム

において METI や環境省、NEDO、主に企業からの代表からなる CCS フォーラムのメン

バー向けのセミナーを開催した。また、翌 18 日には、富山で開催された G20 エネルギー・

環境大臣会合の準備会合において、G20 関係者向けに提言を解説した。  

G20 はエネルギー・環境大臣会合が 2019 年 6 月 15 日、16 日に軽井沢で、また、サミ

ットが 2019 年 6 月 28 日、29 日に大阪で開催された。RITE と C2ES による提言は、主

にエネルギー・環境大臣会合の閣僚声明とアクションプランに反映された。CCUS の重要

性や恩恵の閣僚声明での記述は限定的であったものの、概ね閣僚声明、またはイノベーシ

ョンアクションプランに反映されている。また、16 か国・地域から提出された国別のアク

ションプランのうち、豪州、カナダ、日本、韓国、サウジアラビア、英国の 6 か国が CCUS

に言及している。  

 

2.5.2 G20 向け提言 

RITE が C2ES と共に策定し 2019 年 3 月に公表した 2019 年日本開催の G20 での CCUS

の国際協力強化に向けた提言の概要を 4 つの分野に分類して以下にまとめる。  

・エネルギー環境大臣会合とサミットのコミュニケにおける CCUS の重要性とメリッ

トへの言及、CCUS の普及に向けた行動の呼びかけ  

CCUS は気候変動緩和において重要な役割を果たすほか、産業セクターにおける

CO2 排出の削減にも貢献する。また、エネルギーへのユニバーサルアクセスなどの

国連による複数の持続可能な開発目標（SDG）の達成にも貢献する可能性を有して

いる。 

 

・CCUS に関する共同行動計画の策定、CCUS の各国行動計画への反映  

G20 としての共同行動計画と国ごとの行動計画の策定が検討されているが、本提

言では、日本での G20 会合において、CCUS に関する共同行動計画の策定に着手し、

2020 年の次期会合で採択することを提唱している。各国の行動計画については、中

期目標や長期目標の達成手段として CCUS を取り上げることや CCUS の普及政策を

検討することなどを推奨している。 

 

・カーボンリサイクルの推進  

カーボンリサイクル、すなわち回収した CO2 の利用推進には、CCUS への投資の

呼び水となる可能性があり、1 月のダボス会議において安倍首相がその重要性に言及
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するなど、世界的にも注目を集めている。本提言では、作業部会を G20 の下に設置

して、カーボンリサイクルの共同行動計画を検討することを提唱している。 

 

・その他 

海底下 CO2 地中貯留のための CO2 の輸出入を可能とするロンドン議定書 6 条改正

への批准や G20 のサイドイベントの開催などが提言されている。 

 

2.5.3 国内 CCUS 関係者向けセミナー 

2018 年度に C2ES と協力して、2019 年 6 月に日本で開催される G20 をきっかけにし

て、CCUS に係る国際協力を強化するための提言をまとめた。この提言とその背景につい

て、C2ES の Fatima Ahmad 氏が、2019 年 4 月 17 日に東京で開催された第 6 回 CCS フ

ォーラムにおいて METI や環境省、NEDO、主に企業からの代表からなる CCS フォーラ

ムのメンバー向けに解説した。  

Ahmad 氏の G20 に対する提言の説明は、フォーラムの松岡委員長の趣旨説明、本庄

RITE 専務理事の経緯説明に引き続いて行われ、その後、質疑応答が行われた。Ahmad 氏

は、C2ES の概要、C2ES が共同主宰する Carbon Capture Coalition、同 Coalition の活

動成果の一つである Section 45Q の改正、CCUS 関連の米国政府予算の増額に触れた後、

本題であるバックグラウンドペーパー、国際 CCUS ラウンドテーブル、G20 向けの提言

を説明した。  

以下に、Ahmad 氏によるバックグラウンドペーパー、国際 CCUS ラウンドテーブル、

G20 向けの提言についての説明の概要をまとめた後、質疑応答のうち、提言に直接的に関

係するものの概要をまとめる。  

 

(1) Ahmad 氏によるバックグラウンドペーパー、国際 CCUS ラウンドテーブル、G20 向

けの提言についての説明 

・G20 会合は CCUS の国際協力を推進するのに適した機会である。先進国と途上国の両方

がメンバー国であり、また、エネルギーの生産国と消費国の両方がメンバーとなってい

るからである。2016 年の G20 では、米国と中国が主導して気候変動に焦点を当てられ

た。その結果、G20 金融安定委員会が気候関連財務情報開示タスクフォースを設置し、

同タスクフォースは 2017 年に最終提言を公表している。  

・バックグラウンドペーパーでは、まず、CCUS が 2050 年の気候目標の達成にいかに重

要であるかを示し、また、セクター別、地域別で CCUS の普及ポテンシャルを調査した

結果をまとめている。パリ協定では、21 世紀後半に GHG 排出をネットゼロとすること

に合意されている。IPCC の第 5 次報告者では、CCS なしでは 2 度目標が達成できない

とされており、また、産業セクターのプロセスからの CO2 排出の削減には CCS が欠か

せないとされている。鉄やセメントの需要が増加している中、大規模 CCS の新規プロジ
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ェクト計画が十分にはないのが現状である。セクター別、地域別の普及ポテンシャルに

ついては、米国にはインセンティブが存在しており普及が期待される。その他の地域に

おいても普及のポテンシャルが十分にある。  

・CCUS の普及政策について、米国を例に見ていく。RDD&D の支援については、予算の

倍増が目指されている。経済的インセンティブはあるが十分ではない。再エネの経験か

らは、普及には複数のインセンティブが必要である。州単位で導入されている RPS（再

生可能エネルギー供給義務化基準）は、風力発電や太陽光発電の普及に有効であった。

この RPS を拡張して CCUS を対象に含めることが考えられる。許認可を取得すること

は通常は大きな課題ではないが、気候変動対策としての CO2 貯留の許可制度は日が浅く、

イリノイのプロジェクトは圧入許可の取得に 4 年かかった。貯留 CO2 の所有権や法的責

任が課題となっている。イリノイ州では、FutureGen 向けに CO2 貯留信託基金が立ち上

げられたが、その基となる法律が時効を迎えて無効となっている。  

・次は CCUS プロジェクトのファイナンスについてである。初期の CCUS プロジェクト

には、公的投資と民間投資の両方が必要である。EOR を実施すれば収益が得られるが、

EOR は全ての地域で可能なオプションではない。この意味において、商用化には EOR

以外の CO2 利用が期待される。世界銀行とアジア開発銀行には、途上国を支援する CCS

基金があるが、その残額は減ってきている。民間金融機関が CCUS にファイナンスする

には、貯留 CO2 の責任の所在を明確することが必要であるほか、CCUS の評判も問題と

なってくる。CCUS は化石燃料をグリーン化するものとされたり、シェールガス開発の

水圧破砕による誘発地震の問題を CCUS の問題として混同されていたりする。  

・CCUS の国際的な枠組みにはいろいろある。CSLF はブッシュ政権時の 2003 年に設立

された。CEM はオバマ政権時に設置され、2018 年にこの CEM の下に CCUS イニシア

ティブが立ち上げられた。ミッション・イノベーションにも炭素回収イノベーションチ

ャレンジがある。地域内での協力枠組み、日米協力を含む 2 国間協力のほか、CO2 利用

を含むブレークスルー技術に 10 億ドルの資金を投資している OGCI もある。  

・ラウンドテーブルでは、DOE のメネゼス次官と石川経済産業大臣政務官が基調講演をし

たほか、ホワイトハウス上院議員もレセプションで挨拶をした。初めに CCUS の必要性

を議論したのち、政策、ファイナンス、協力について順に議論した。  

・ラウンドテーブルの議論を踏まえて、G20 へ主に３つの提言をした。エネルギー・環境

大臣会合とサミットのコミュニケにおいて、パリ合意や SDG、産業セクターにおける

CCUS の役割などの CCUS の価値を取り上げること、G20 の行動計画の中に CCUS を

盛り込むこと、企業も参加してカーボンリサイクルを推進することの 3 つである。行動

計画には、共同行動計画と国ごとの行動計画がある。後者でのオプションとして、CCUS

の環境整備レベルの評価が挙げられる。これは、各国で貯留サイトの評価、インセンテ

ィブなどの政策、長期戦略における CCUS の位置づけの検討などを行うものである。こ

れらの主要な 3 提言のほかにも、金融セクターとの協働、大規模 CCUS チェーンの整備
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の促進、既存の協力推進のためのプラットフォームの強化、G20 サミットのサイドイベ

ントの開催を低減した。サイドイベントについては、市民の教育の観点から有用である。  

 

(2) 提言に直接的に関係する質疑応答の概要  

Q：提言に含まれている行動計画のイメージがわからない。イメージがあれば教えてほし

い。 

A：例えば、CSLF は CCSU のロードマップを公表している。IEA は水素にかかる取り組

みをしている。この 2 つを組み合わせるというのは１つのアイデアである。ただし、行

動計画をどうするのかは大臣たち次第である。政府は市民団体などのステークホルダー

とコミュニケーションをとることが重要であり、CCUS 普及に向けた障壁、規制におけ

る課題、ビジネスモデルの在り方などを議論することが望ましい。パリ協定の下では、

各国政府は５年ごとに NDC を更新することになっており、更新の際に CCUS を検討す

ることが期待される。  

C：日本では、CCS あるいは CCUS の CO2 削減における位置づけがなされていない状況

にある。今回の G20 をきっかけに日本政府も CCS/CCUS の位置づけを明確にしないと

いけなくなるかもしれない。  

Q：CCUS の普及推進において、政策やファイナンシングが重要との話があった。CCUS

に関して、環境団体の中には化石燃料を使うための方便だと主張するところがある。世

銀も石炭火力への融資を禁じており、実際、CCS へのファイナンスもなされていないが

どう考えるか。  

A：世銀もアジア開銀もラウンドテーブルに参加していた。両者とも、CCS 基金による途

上国のキャパビルとパイロット試験を支援している。CCUS が化石燃料を利用するため

の方便との主張は確かにある。それに対しては、産業セクターのいくつかのプロセスに

おいては、CCS なしでは CO2 削減が不可能であることを強調する必要がある。  

Q：米国の Section 45Q では、最終的に EOR に対して 35 ドル/トン、帯水層貯留に対して

50 ドル/トンの税額控除が付与されることになっている。インセンティブとしては安いの

ではないかと思うが、米国の事業者の受け止め方はいかがか。  

A：法案段階で、政府がコスト計算を行ってインセンティブのレベルが決められている。

産業セクターにおいては、CCUS は実施可能なレベルである。DAC と EOR の組み合わ

せも検討されており、CCUS への関心は高まっている。  

Q：CO2 利用のオプションとして、CO2-EOR、メタネーション以外に期待されている技術

は何か。 

A：C2ES は 1、2 か月後に CO2 利用に関する白書を公表する予定であるが、その中に多く

のオプションを提示している。EOR のほかに、現状のコストは高いが ECBM や EWR

があり、EWR は中国で検討がなされている。CO2 を使った様々な製品をあり、例えば、

コンクリートや骨材のような建材がある。ただし、量と利益のトレードオフを考える必
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要はある。 

 

2.5.4 G20 のワーキンググループ出席者向けセミナー 

第 6 回 CCS フォーラムでの国内向け説明に引き続いて、C2ES の Fatima Ahmad 氏が、

2019 年 4 月 18 日に富山で開催された G20 エネルギー・環境大臣会合の準備会合である

第 2 回エネルギー転換ワーキンググループにて、RITE と C2ES による G20 向けの提言を

G20 関係者向けに解説した。  

Ahmad 氏の G20 に対する提言の説明は、イノベーションをテーマとしたセッションに

おいて、IEA による電力および輸送セクターにおける水素についての講演と共に行われた。 

2 つの講演後の議論では、セッションテーマであるイノベーションの重要性が確認され

た。CCUS については、参加国より支持表明もあったが、多様なエネルギー技術の必要性

を訴える意見が大勢を占めた。  

 

2.5.5 G20 軽井沢エネルギー・環境大臣会合の閣僚声明とアクションプラン 

G20 の持続可能な成長のためのエネルギー転換と地球環境に関する関係閣僚会合（以下、

G20 軽井沢エネルギー・環境大臣会合）は、2019 年 6 月 15 日～16 日まで軽井沢で開催

された。開催後に閣僚声明とイノベーションアクションプラン、また、参加した 25 か国・

地域のうち、16 か国による自国のイノベーションアクションプランが公表された。G20

による閣僚声明とイノベーションアクションプランは共に、「エネルギー・環境」「エネル

ギー」「環境」の 3 つの分野から成っている。  

閣僚声明およびイノベーションアクションプランにおける CCUS 関連部分の抜粋を表

2.5.5-1 にまとめる。また、これらの CCUS の記述と 2019 年 3 月に RITE が C2ES とと

もにまとめた G20 を契機とした CCUS に係る国際協力の強化に係る提言との対応を表

2.5.5-2 に示す。 

RITE と C2ES の提言は、CCUS の重要性や恩恵の閣僚声明での記述は限定的であった

ものの、概ね閣僚声明、またはイノベーションアクションプランに反映されている。また、

16 か国・地域から提出された国別のアクションプランのうち、豪州、カナダ、日本、韓国、

サウジアラビア、英国の 6 か国が CCUS に言及している。 
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表 2.5.5-1 G20 エネルギー･環境大臣会合の閣僚声明、アクションプランの CCUS 関連部分 

文書 分野 
セクショ

ン 
 

閣僚声明およびアクションプランにおける CCUS 関連部

分 

閣
僚
声
明 

エ
ネ
ル
ギ
ー 

エネルギ

ー・イノベ

ーション  

① 

4. G20 エネルギー大臣は、各国の状況に応じて、「カーボ

ンリサイクル」及び「エミッション・トゥー・バリュ

ー」に関する作業に留意しつつ、国際協力及び多国間

のイノベーション・イニシアティブを通じて、二酸化

炭素回収・利用・貯留（CCUS）技術の開発及び展開の

可能性を認識する。  

エ
ネ
ル
ギ
ー 

化石燃料  ② 

10. G20 エネルギー大臣は、透明で、流動性があり、柔

軟で、安定かつ競争的な世界のエネルギー市場の重要

性を繰り返し強調する。G20 エネルギー大臣は、供給

確保及び緊急時対応のためのベストプラクティスや知

見の共有を通じた、LNG を含む天然ガスの安全保障の

向上を支援する。G20 エネルギー大臣は、天然ガスが

現在、多くの G20 メンバーにとって重要な役割を果た

しており、より低排出なエネルギーシステムに向けた

転換を支援する中で、今後数十年に渡り大幅に拡大す

る可能性を認識する。天然ガスは、いくつかの国及び

マリンバンカリングを含む輸送部門等新たな部門にお

ける需要拡大を賄う上でも重要な役割を果たし得る。

化石燃料の利用継続を選択する国々は、各国の事情に

応じ、CCUS を含む、先進的でよりクリーンな化石燃

料技術への投資や資金供給の必要性を認識する。  

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン 

エ
ネ
ル
ギ
ー
・
環
境 

(1) イノ

ベーショ

ンを奨励

するため

に世界の

叡智を結

集するた

めのアク

ション 

③ 

6. 我々は、既存枠組における国際協力を強化し、また、

全体論的な視点で、各国の状況に応じて、大気・水の

関連技術、ライフスタイルの変容のための行動科学、

バイオエネルギー、二酸化炭素回収・有効利用・貯留

（CCUS）、クリーン車両、大幅なリノベーション及び

ネットゼロエネルギー建築物、需要管理、エネルギー

アクセス技術、エネルギー効率化技術、エネルギー貯

蔵、水素、グリッドのデジタル化、低炭素技術、生態

系を基盤とした解決策、再生可能エネルギー、技術の

統合による強靱で持続可能な都市・コミュニティ、資

源効率技術を含む、革新的な技術及びアプローチの研

究、開発及び展開を奨励することに努める。  

エ
ネ
ル
ギ
ー 

CCUS/カ

ーボンリ

サイクル /

エミッシ

ョン・トゥ

ー・バリュ

ー 

④ 

6. 我々は、CEM、MI、国際 CCUS サミット、炭素隔離

リーダーシップ・フォーラム（CSLF）等の枠組みの下

で、二酸化炭素回収・利用・貯留（CCUS）の開発及び

展開に関する国際協力を強化する。特に、各国の事情

によって、（A）投資の確実性を提供する政策及び規制

の枠組みの開発を含む、国レベルの迅速な評価又は行

動計画の準備、（B）金融機関の関与、（C）大規模 CCUS

チェーンの促進の重要性を認識する。  

⑤ 

7. 「カーボンリサイクル」及び「エミッション・トゥー・

バリュー」に関する産学官の国際協力を追求するため、

我々は、2019 年 9 月に開催されるカーボンリサイクル

に関する国際会議等の機会を通じて、研究開発、安定

した投資環境及び革新的技術に対する資金誘導に関す

る議論を促進する。  
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表 2.5.5-2 RITE/C2ES の提言と G20 閣僚声明・アクションプランでの記述との対応 

提言 対応 

CCUS の

重要性と

恩恵の強

調 

多くの国において CCUS が進展しているが、CCUS

技術の重要性とそのメリットがより広く理解され

ることは、CCUS 技術のさらなる普及に向けての重

要な一歩となる。軽井沢での大臣会合でのコミュニ

ケでは、特に以下について言及すべきである。  

CCUS がコミュニケの

段落 4（①）において

発展・普及の可能性が

あるエネルギーイノベ

ーション技術の一つと

して言及された。  

• 気候変動に関する政府間パネルや他の専門機関

の分析によって、CCUS 技術が世界の平均気温の

上昇を産業革命以前の水準から 2 度よりも十分に

低く抑えるというパリ協定の目標を達成するに

当たって重要な役割を果たすことが示されてい

る。 

― 

• CCUS 技術は、CO2 排出削減の選択肢が限定的で

ある産業セクターからの CO2 削減において特に

重要である。  

― 

• CCUS 技術には、国連による持続可能な開発目標

（SDG）の一つであるエネルギーへのユニバーサ

ルアクセスの達成においても、様々な低炭素燃料

の利用を可能とするため重要な役割を担う可能

性があり、また、エネルギー安全保障や公正な移

行（just transition）、水、公衆衛生、健康、教育、

経済成長を対象とした SDG にも貢献する可能性

を有する。  

― 

• 公的機関や企業は、その多くの場合、パートナー

シップを組むことにより、炭素隔離リーダーシッ

プ・フォーラム、クリーンエネルギー大臣会合の

CCUS イニシアチブ、ミッション・イノベーショ

ンなどのイニシアチブを通して、CCUS を大きく

発展させてきた。  

エネルギーおよび環境

の共通のアクションプ

ランの段落 6（③）に

おいて、国際協力のた

めの枠組み例として、

クリーンエネルギー大

臣会合（CEM）、ミッ

ション・イノベーショ

ン（MI）、CSLF が挙げ

られた。  

• G20 メンバー国は、個々にあるいは連携して、

CCUSがもたらし得るメリットを十分に享受する

ために、これまでの発展をさらに推し進めていく

よう尽力すべきである。 

行動計画

への

CCUS の

反映 

エネルギー・環境大臣が G20 の共通の目的を実現

するために活用できる手段として、共同行動計画の

採択や G20 メンバー個々による自国の行動計画の

運用開始などが挙げられる。このような行動計画で

は、G20 の目標や各国の目標に貢献する CCUS 技

術の可能性が十分に考慮されるべきである。  

エネルギーおよび環境

の共通のアクションプ

ランの段落 6（③）に

おいて、国際協力を強

化すべきイノベーショ

ン技術の一つとして

CCUS が取り上げられ

た。 

さらに、エネルギーの

アクションプランの中

に 2 つの段落から成る

CCUS およびカーボン

リサイクルの項目（④

⑤）が設けられた。  

• 大臣は、エネルギー・環境に関するより網羅的な

行動計画の一環として、2020 年の G20 で採択す

べく CCUS の共同行動計画の策定に着手すべき

である。この CCUS の行動計画では、新たな協調

的な取り組みの対象として、既存の国際的なイニ

シアチブが最大限に活用される分野や補完され

る分野が特定されるべきである。行動計画の策定

は、G20 議長国である日本とサウジアラビアによ

る共同作業で行うべきである。  
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表 2.5.5-2 RITE/C2ESの提言と G20閣僚声明・アクションプランでの記述との対応（続き）  

提言 対応 

行動計画

への

CCUS の

反映 

• 各国による行動計画の策定に当たり、G20 メンバ

ーは、大規模な CO2 貯留の商用普及の促進に必

要な手段の分析や、CCUS の実施に対して他のク

リーンエネルギー技術と同等なインセンティブ

を与える国内政策の分析など、自国での普及環境

の評価を実施することを検討すべきである。G20

メンバーは、自国の温室効果ガスの長期的な温室

効果ガスの低排出型の発展のための戦略やパリ

協定の下での今後の国別貢献（NDC）に対して

CCUS を活用する方法を更に検討すべきである。 

エネルギーのアクショ

ンプランの段落 6（④）

において、国際協力の

具体的な対象（A）とし

て、自国での普及環境

の評価やアクションプ

ランの策定が取り上げ

られた。  

国別のアクションプラ

ン 16 件のうち、6 件※

が CCUS に言及。 

カーボン

リサイク

ルの推進 

これまでの CCUS への取り組みは、発電プラント

や産業施設から排出される CO2 を回収する技術や、

回収された排出 CO2 の輸送と安全な貯留のための

技術に最も重点を置いてきた。大きな注目に値する

有望な分野として、回収した CO2 の生産的な利用、

すなわちカーボンリサイクルを可能とするプロセ

スや技術の開発がある。可能性のある CO2 利用に

は、建築材料、ポリマー、燃料、その他の高付加価

値品などがある。大気中から回収した CO2 の貯留に

加えて、回収したカーボンの更なる商用利用の創出

により、CCUS 技術やインフラストラクチャへの投

資に対してより強力なインセンティブが提供され

ることになり得る。  

エネルギーのアクショ

ンプランの段落 7（⑤）

はカーボンリサイクル

に特化した段落となっ

ている。産官学間によ

る国際協力を模索する

ために、9 月に計画さ

れている国際会議を含

め、R&D、投資環境、

ファイナンスに係る議

論を促進するとしてい

る。 

その他の

提言 

金融機関と協働するとともに、世界銀行やアジア開

発銀行による途上国への重要な支援である CCS 信

託基金への寄付を通しての投資を含めて、CCUS へ

のより強力な官民セクターによる投資を奨励する。 

エネルギーのアクショ

ンプランの段落 6（④）

において、国際協力の

具体的な対象（B）とし

て、金融機関との協働

が取り上げられた。  

大規模 CCUS チェーンの構築を促進するとともに、

ロンドン議定書の輸出に係る改正に受諾し、海域貯

留用 CO2 の輸出を可能とすることを奨励する。  

エネルギーのアクショ

ンプランの段落 6（④）

において、国際協力の

具体的な対象 (C)とし

て、大規模 CCUS チェ

ーンの促進が取り上げ

られた。  

国際試験センターネットワーク（ITCN）や CO2 貯

留データコンソーシアム（CSDC）など、炭素隔離

リーダーシップ・フォーラムによる 2017 年ロード

マップにおいて強調されている国際協調による取

り組みへの支援強化を確約する。  

― 

G20 サミットにおいてサイドイベントを開催して、

CCUS の最新成果を取り上げ、CCUS 技術とそのメ

リットに対する理解を改善し、CCUS 技術が進展す

る可能性がある地域や分野を明らかにする。  

― 

※ 豪州、カナダ、日本、韓国、サウジアラビア、英国  
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3章  CCS 関連の規格化への対応 

3.1 ISO/TC265 の概要 

3.1.1 ISO/TC265 の設立 

本業務内容の成果の記述に先立って、その前提となる ISO/TC265 設立の経緯について述べる。 

2011 年 5 月 11 日に、カナダ（Standards Council of Canada: SCC）より技術活動の新分野提

案（ISO/TS/P221）が提出され、ISO 中央事務局から ISO 加盟各国に新分野提案の回付（提案に

賛成/反対、本 TC への参加希望等の回答要、期限：2011 年 8 月 5 日）がなされた。これに対し、

我が国においても、CCS 関係者会合を行い、回答案について議論した結果、「日本はこの提案に

賛成し、P メンバーとして積極的に参加するとともに、特に CO2回収・船輸送・定量化と検証の

分野で活動をリードすることに大いに興味がある」旨を 2011 年 8 月 5 日付けで回答した。 

2011 年 9 月に開示された投票結果は、 

‒ 投票数：28、賛成：18、反対：4（米国、英国、インド、タイ）、棄権：2（フィンランド、

スペイン） 

‒ P メンバー参加：13（後述） 

であり、投票数の 2/3 以上の賛成および 5 カ国以上の P メンバー参加表明の条件を満たしている

ことから、新しく ISO/TC265 の設置が受諾された。ドイツ（Deutsches Institut für Normung：

DIN）、中国（Standards Administration of China：SAC）、カナダ（SCC）から新 TC の幹事国

の希望があった。通常、幹事国は提案国に割り当てられるため、幹事国はカナダとなり、中国が

Twinned 幹事国となった。 

注）ISO では専門業務において、発展途上国のニーズに確実に対応するために、先進国と発展途

上国の間での協力関係として新たに Twinning という概念が導入された。主な内容は、TC お

よび SC（分科会）業務への参加（P メンバーとしての参加）、TC/SC の議長、TC および SC

の幹事国である。 

 

2011 年 10 月 24 日に技術管理評議会（Technical Management Board：TMB）から、新 TC

設置（ISO/TC265）の通知があった。この内容は下記である。ISO/TC265 は 18 ヶ月の間に、タ

イトル、スコープについて検討し、初期の作業プログラムと構造を確立し、ドラフトビジネスプ

ランを作成する必要がある。TMB がドラフトビジネスプランを受領した時点で、正式な設立とな

る。 

‒ 仮名称：炭素回収と貯留 Carbon capture and storage（CCS） 

‒ スコープ：炭素回収と貯留（CCS）分野における材料、装置、環境計画、管理、リスク管理、

定量化と検証（Quantification and Verification）および関連事項の標準化 

‒ 除外：ISO/TC67 でカバーされる掘削、生産、パイプライン輸送の装置および材料 

‒ P メンバー：豪州、カナダ、中国、フランス、ドイツ、イタリア、日本、韓国、オランダ、

ノルウェー、南アフリカ、スイス、英国 

‒ O メンバー：アルゼンチン、ブラジル、チェコ、エジプト、フィンランド、インド、イラン、

ニュージーランド、セルビア、スペイン、スウェーデン、米国 



186 

 

注）P メンバー・O メンバー：P メンバーとは Participating member の略で、専門委員会内の事

案への投票義務を負って、業務に積極的に参加し、会議の出席するものを言う。また、O メ

ンバーObserver member の略で、文書の配布を受け、コメントの提出と出席の権利を持つメ

ンバーをいう。 

 

さらに、2011 年 11 月には国際幹事、議長が決定された。また、2016 年 12 月に国際幹事、2018

年 1 月に議長が交代した。 

‒ 国際幹事：Ms. Lynn Barber、CSA Group 

‒ Twinned 国際幹事：Ms. Liu Mei、  Senior Engineer China National Institute of 

Standardization （CNIS） 

‒ 議長：Mr. William Spence, Canada 

ISO/TC265 の正式なタイトルとスコープは以下である。 

‒ Title：TC 265 ‐ Carbon dioxide capture、 transportation、 and geological storage 

‒ Scope：Standardization of design、 construction、 operation、 environmental planning 

and management、 risk management、 quantification、 monitoring and verification、 and 

related activities in the field of carbon dioxide capture、 transportation、and geological 

storage (CCS). 

また、P メンバー国、O メンバー国の追加、国際機関および ISO 内からのリエゾンとしての参

加があり、2020 年 3 月時点の状況は以下である。 

‒ P メンバー：日本、豪州、カナダ、中国、フランス、ドイツ、インド、イタリア、韓国、ル

クセンブルグ、マレーシア、メキシコ、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、サウジアラビ

ア、南アフリカ、スペイン、英国、米国（計 20 カ国） 

‒ O メンバー：アルゼンチン、チェコ、エジプト、フィンランド、イラン、ニュージーランド、

カタール、セルビア、スリランカ、スウェーデン（計 10 カ国） 

‒ 国際機関とのリエゾン：CO2GeoNet、CSLF、EIGA、GCCSI、IEA、IEAGHG、WRI（計

7 機関） 

‒ 他 TC 等とのリエゾン：ISO/TC 27/SC 5、ISO/TC 67、ISO/TC 207、ISO/TC 207/SC 7、ISO/TC 

67/SC 2、ISO/TC 207、ISO/TC 207/SC 7（計 7 組織） 

 

3.1.2 ISO/TC265 に対応する国内審議団体 

ISO では加盟国は、1 カ国 1 機関が代表として参加できる。日本の代表機関は日本工業標準調

査会（JISC：Japanese Industrial Standards Committee）である。JISC は工業標準化法に基づ

いて経済産業省に設置されている審議会で、工業標準化全般に関する調査・審議を行っている。

国際標準化機構（ISO）および国際電気標準会議（IEC）に対する我が国唯一の会員として、国際

規格開発に参加している。 

JISC は ISO の国際規格案作成等の実務を引受ける国内の団体（該当する専門分野の学会、工

業会、協会等）として国内審議団体を承認し、国内審議団体は ISO 規格策定に関する専門委員会

等活動への参加、ISO 規格案の審議と投票、そのための国内審議委員会の編成および運営等を行
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う。 

2011 年 12 月に、RITE が ISO/TC265 に対応する国内審議団体として、JISC から承認を受け

た。 

 

3.1.3 ISO/TC265 に対応する国内審議委員会 

RITE は、カナダ（SCC）から新設の提案があり 2011 年 10 月に設置された、ISO/TC265 Carbon 

capture and storage（CCS）（炭素回収と貯留専門委員会）に対応する国内審議団体として、

ISO/TC265 国内審議委員会を設置した。本委員会では、ISO/TC265 の国際標準化活動に対する

国内の対処方針案（原案作成を含む）の検討・作成および調査会への提出、ISO/TC265 の国際標

準化活動に関与する日本代表委員の決定、炭素回収と貯留の国際標準化に必要な調査、検討、調

整等の規格の提案と審議、日本国内の意見集約、国際会議への代表者選任等を行う。 

本委員会は東京大学教授の佐藤光三委員長以下、学識経験者、産業界からなる委員と関係省庁

からなるオブザーバーから構成され、その下に回収、輸送、貯留の 3 つのワーキンググループ（回

収 WG、輸送 WG、貯留 WG）を持って活動が開始された。また、将来はリスクや定量化と検証

等の事項を検討するワーキンググループの追加が予定された。 

その後、2012 年 5 月の第 1 回 ISO/TC265 総会の議論を受け、第 2 回国内審議委員会において

Q&V・クロスカッティングイッシューワーキンググループ（Q&V・CCIWG）を正式に設置した。

また、2013 年 9 月の第 3 回 ISO/TC265 総会において WG6（CO2-EOR）が設立されたことを受

けて、WG6 検討タスクグループを設置して活動を進めたのち、WG6 の Scope が絞られたこと等

を踏まえ、2018 年 4 月に WG6 検討タスクグループを終了し、新たに CO2-EORWG を設置した。 

さらに、2019 年 3 月に、WG5（CCI）より提案されたフローアシュアランスに関する TR の

Technical Repot Proposal が承認されたことを受けて、フローアシュアランス TR 開発アドホッ

クグループを設立し、活動を進めた。 

 

3.1.4 前年度までの活動 

2012 年 5 月の第 1 回 ISO/TC265 総会、2013 年 2 月の第 2 回 ISO/TC265 総会における審議の

結果として、回収、輸送、貯留、Q&V およびクロスカッティングイッシューの各 WG が、また

2013 年 9 月の第 3 回 ISO/TC265 総会で CO2-EOR に関する WG が設立され、正式な番号が付け

られてコンビーナと事務局が決定され活動が開始された。その後いくつかの WG においてコンビ

ーナが交代、主なものを以下に示す。 

‒ 2017 年 4 月 WG6 の米国のコンビーナが同じく米国のコンビーナに交代。 

‒ 2017 年 11 月の第 10 回 ISO/TC265 総会で WG2 のココンビーナ（豪州）が新規に指名。 

‒ 2018 年 7 月に WG2 コンビーナ（ドイツ）が退任し、2018 年 12 月に米国が WG2 コンビ

ーナとして就任した。 

‒ 2019 年 7 月に WG5 コンビーナ（フランス）が同じくフランスのコンビーナに交代。 

 

表 3.1.4-1 に 2020 年 3 月時点のリーダーシップ一覧を示す。 
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表 3.1.4-1 ISO/TC265リーダーシップ一覧 

番号 WG 名称 コンビーナ ココンビーナ 事務局 

WG1 回収 Japan（RITE）  Japan（RITE） 

WG2 輸送 US Australia Germany 

WG3 貯留 Canada Japan（産総研） Canada 

WG4 Q&V China France China 

WG5 ｸﾛｽｶｯﾃｨﾝｸﾞｲｯｼｭｰ France  France 

WG6 CO2-EOR US Norway US 

 

第 1 回および第 2 回 ISO/TC265 総会の後、各 WG（WG6（CO2-EOR）除く）において規格化

に向けて具体的な活動が始まり、それぞれの WG において NWIP（新規作業項目提案）の検討が

開始された。 

第 3 回 ISO/TC265 総会において WG1（回収）、WG2（輸送）、WG3（貯留）、WG5（CCI）の

NWIP が合意されて、それぞれの WG において具体的な標準化の議論が開始された。 

2014 年 4 月の第 4 回 ISO/TC265 総会において、WG4（Q&V）および WG6（CO2-EOR）の

NWIP が合意され、標準化の議論が開始された。 

2016年度には、ISO/TC265の最初の出版物としてWG1から回収技術全般を記述したTR27912

が出版され、以降 2019 年 3 月末時点で計 8 つのドキュメントが出版されている。また、いくつ

かの新たなテーマが提案され、承認されたものから順次開発に着手している。 

 

(1) 回収分野 

① 回収技術に関する TR（TR27912）の開発 

出版手続きに関して、ISO 中央事務局の Editorial Manager から、DTR（Draft Technical 

Report）の図表や文言の校正要請があり、その対応を行い、ISO/TR 27912:2016: Carbon 

dioxide capture -- Carbon dioxide capture systems, technologies and processes として、

2016 年 5 月に出版された。 

 

② 回収技術性能評価に関する IS（ISO27919-1）の開発 

回収 WG で起草したドラフトを第 6 回 WG1 会合（オスロ、ノルウェー）でベースドキュ

メントとして合意を得たのち、回収 WG 会合にて WD 27919-1 における日本方針の確認を行

いつつ、第 7 回 WG1 会合（エアランゲン、ドイツ）、第 8 回 WG1 会合（ララミー、米国）

で会合を行った。ララミー会合では、開発期間 3 年として CD 27919-1 ドラフトの完成を目

指すことで WG1 の合意を得た。 

その後、合計 5 回の WebEx 編集会議と第 3 回 WG1 WebEx 会議にて編集内容の調整およ

びドラフトに対する WG1 コメントへの見解について議論し、CD 投票に進んだ。 

CD 投票承認後の第 9 回 WG1 会合（札幌、日本）では、DIS 27919-1 ドラフトの完成に向
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け、CD 投票時の各国コメント等への対応、ならびに、編集会議を 2 回開催し、章別編集担

当 WG1 エキスパートによる部分的な改訂を行った。第 10 回 WG1 会合（ロンドン、英国）

では、DIS 27919-1 ドラフトに向けた追加改訂と確認を行い、その後 DIS 投票に進んだ。 

DIS 投票承認後の第 12 回 WG1 会合（パリ、フランス）および第 13 回 WG1 会合（シド

ニー、豪州）において、DIS 投票時の各国コメントをベースに FDIS ドラフト開発を進めた。

WG1 ならびに TC265 の承認を得たのち、2018 年 1 月に FDIS 投票手続きに入った。その後

FDIS 投票で合意され 2018 年 9 月に出版された。 

 

③ 回収技術性能維持評価に関する IS（ISO27919-2）の開発 

WG1 でコンセンサスを得た火力発電分野における回収プラントの reliability/availability

の評価方法に関する NWIP（IS 文書）について、第 11 回 WG1 会合（カラマイ、中国）で

NWIP 案を議論し、NWIP 投票に進めた。 

NP 投票が可決後、第 13 回 WG1 会合（シドニー、豪州）でベースドキュメントについて

合意を得た。国内で回収 WG に設置した編集グループで更なる文書推敲を行うとともに、第

14 回 WG1 会合（ワシントン DC、米国）で WG1 エキスパートからのコメントに対する議

論を行った。その後、コメント見解を反映した具体的編集を進めるため、WG1 に編成した

WD タスクグループのメンバーと担当を確認し、編集作業を開始した。第 15 回 WG1 会合（パ

リ、フランス）と第 16 回 WG1 会合（オスロ、ノルウェー）の審議を経て CD 投票を実施し

て CD27919-2 として承認され、投票結果を 2019 年 3 月の第 17 回 WG1 会合（ワシントン

DC、米国）において審議開始した。 

 

④ セメント分野の回収技術に関する TR（TR27922）の開発 

第 12 回 WG1 会合（パリ、フランス）でノルウェーが主張するセメント分野の回収技術に

関する規格について NWIP 案を作成することで合意し、第 13 回 WG1 会合（シドニー、豪

州）で NWIP として提案する規格レベルは TR とすることで合意した。 

2018 年 2 月 8 日から 5 月 3 日まで NWIP 投票が実施された。欧州セメント協会の ISO 文

書化に対する反対の働きかけに応じ、急遽 TC265 に参加した欧州の国（ポルトガル、ルクセ

ンブルク、スペイン）を含め 6 か国の組織的な反対、4 か国の棄権を受けて合意には至らな

かった。ISO 中央事務局と TC265 セクレタリと調整した結果、ISO の Directives において

は TR 開発開始には NWIP の承認は必要ないということが判明した。 

2018 年 7 月の第 11 回 TC265 総会（パリ、フランス）において、TR27922 に関しては引

き続き WG1 でドラフト開発を進めていき、DTR 投票を行って出版に対しての各国の意見を

求めることとなった。それを受け、オランダが中心となって NWIP の投票時に反対に回った

セメント業界との調整を進め、セメント業界（欧州セメント協会）の誤解を解いて支持を受

けることが可能になった。欧州セメント協会は、2018 年 11 月開催の第 16 回 WG1 会合（オ

スロ、ノルウェー）に初めて Zoom にて会合に出席し、2019 年 3 月末までに欧州セメント協

会中心にドラフトの元になる Seed document を開発することになった。 
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(2) 輸送分野 

① パイプライン輸送に関する IS（ISO27913）の開発 

2013 年に NWIP 投票の結果承認され、開発がスタートした。 

2015 年 12 月の第 6 回 WG2 会合（オスロ、ノルウェー）で、DIS27913 投票における各

国コメント対応を行った。輸送 WG で議論し、取りまとめた日本提案を主張した結果、概ね

参加各国のエキスパートから同意を得ることができ、DIS27913 に反映されることになった。 

2016 年 9 月の FDIS 投票の結果承認され、2016 年 11 月に ISO27913 Carbon dioxide 

capture, transportation and geological storage -- Pipeline transportation systems として

出版された。 

 

② CO2船舶輸送に関する規格化検討 

2016 年、日本からの規格化提案に向けて、CO2船舶輸送に関する国交省事業関係者等と意

見交換・打ち合わせを実施していたが、行政レビューにより規格化提案は中断した。 

2017 年 11 月の Ad-hoc WG2 会合（シドニー、豪州）で CO2船舶輸送に関する規格開発の

検討を開始することで合意し、詳細は 2018 年の第 9 回 WG2 会合（パリ、フランス）で議論

することとなった。第 9 回 WG2 会合（パリ、フランス）において日本からも検討結果を提

出して慎重な議論が行われたが、その時点で世界において具体的に進んでいるプロジェクト

がないということで、当面検討はペンディングという結論に至った。 

 

③ フローアシュアランスに関する TR 開発 

2017 年 11 月の Ad-hoc WG2 会合（シドニー、豪州）において、フローアシュアランスに

関する TR 開発の検討を開始することで合意され、詳細は 2018 年の第 9 回 WG2 会合（パリ、

フランス）で議論することとなった。2018 年 7 月のパリ会合において、パイプラインフロー

アシュアランスの検討が行われたが、パイプライン輸送に関する範囲だけではなく、回収、

輸送及び貯留まで含んだ CCS 全体のクロスカティングの問題として議論を進めていくべき

との結論となり、このテーマは WG5 で扱っていくことに変更された。 

 

(3) 貯留分野 

① 貯留に関する IS（ISO27914）の開発 

2013 年に NWIP 投票の結果承認され、開発がスタートした。章ごとにテクニカルパネル

を構成し、分担作業によって WD の作成が行われ、2015 年 8 月に CD 投票の結果承認され

た。CD 投票のコメント対応および CD 修正を行い、2016 年 10 月に DIS 投票の結果承認さ

れた。続いて DIS 投票のコメント対応および DIS 修正を行い、2017 年 5 月に FDIS を完成

させた。 

FDIS 投票の結果承認され、2017 年 10 月に ISO27914 Carbon dioxide capture, 

transportation and geological storage -- Geological storage として出版された。 
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② CO2圧入に関する TR の開発 

2017 年 11 月の第 6 回 WG3 会合（シドニー、豪州）において CO2圧入に関する TR の開

発について合意し、内容は最終的に削除された DIS27914 の Annex の Well infrastructure

と Injection operationを中心としてOffshoreおよびDecmmissiongも加えることとなった。 

また 2018 年 1 月以降、WG6 と共同で TR を開発する方向に方針変更し、2018 年 7 月に

第7回WG3およびWG6合同会合（パリ、フランス）、2018年10月にWG3およびWG6 Ad-hoc

合同会合（メルボルン、豪州）、2019 年 1 月に第 8 回 WG3 および WG6 合同会合（ワシン

トン DC、米国）を開催してドラフト内容の検討を進めた。 

 

(4) Q&V 分野 

① 定量化と検証（Q&V）に関する TR（TR27915）の開発 

2014 年 4 月の第 4 回 ISO/TC265 総会（ベルリン、ドイツ）において Q&V に関する TR

開発の NWIP が了承され、WG4 において具体的な開発（TR27915）がスタートした。各章

別にエディターを決めて開発を進め、米国バーミンガムでの第 3 回 WG4 会合で編集作業を

進めた。第 4 回 WG4 会合（オスロ、ノルウェー）で WD（Ver5.3）コメントを議論、原稿

を改訂し、その後テレコンファレンスを 2 回開催してコメント対応を行い、その結果を踏ま

えて DTR を完成させ、DTR 投票（2016/1/30～4/30）に付した。日本は「反対」投票とした

が、3 分の 2 以上の賛成投票を得て承認された。 

さらに DTR 投票結果について 2016 年の 5 月の第 5 回 WG4 会合（ララミー、米国）、11

月の第 6 回 WG4 会合（札幌）で検討して、最終稿の作成を進め、2017 年 8 月に ISO/TR27915

が発行された。 

 

② 定量化と検証（Q&V）に関する IS（ISO27920）の開発 

2016 年 11 月に TC265 投票で NWIP（NP 27920）が承認され、WG4 において Q&V に関

する IS の開発が開始された。11 月の第 6 回 WG4 会合（札幌）おいて NWIP 投票のコメン

ト対応とドラフト作成の方針を決定し、テレコンファレンス等を通じて作業を進めた。 

2017 年 5 月の第 7 回 WG4 会合（カラマイ、中国）において、WD27920（第 2 稿）に対

する WG 内コメントについて議論するとともに、章ごとにテクニカルパネル（TP）を設置し

てドラフティングを進めることを決定した。2017 年 11 月の第 8 回 WG4 会合（シドニー、

豪州）で、WD27920 のスコープに関する議論、および WD27920（第 3.2 稿）の WG 内コ

メントに関する討議を行い、2018 年 3 月の Ad hoc WG4 会合（パリ、フランス）と 2018 年

7 月の第 10 回 WG4 会合（パリ、フランス）で、積み残しのコメント対応と WD の修正を行

い、CD を完成した。 

CD27920 が投票（2018 年 8 月 14 日～10 月 9 日）により承認された。また開発期間の 12

ヶ月延長が投票（2018 年 11 月 10 日～12 月 7 日）で承認され、IS 発行期限が 2020 年 12

月に変更された。2018 年 10 月の第 11 回 WG4 会合（メルボルン、豪州）、2019 年 3 月の第

12 回 WG4 会合（北京、中国）およびテレコンファレンスを通じて、CD 投票に付されたコ
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メント対応とドラフトの修正を進めた。 

 

(5) クロスカッティングイッシュー分野 

① ボキャブラリに関する IS（IS27917）の開発 

WG5 はボキャブラリに関する IS の WD の開発を行った。2014 年 7 月から 9 月にかけて

3 回のテレコンファレンスを開催して編集を進め、各 WG に関連する用語に関してとりまと

めを行い、CD 投票を実施した。投票結果は反対 3 カ国が出たため、第 3 回 WG5 会合（バ

ーミンガム、米国）の議論で、全体のコンセンサスを得るためにはもう 1 年 CD として完成

度を高める検討を進めることとなった。 

その後、他 WG との調整を図り、2015 年 5 月(5/28)にテレコンファレンスを開催して CD

改訂版の編集作業を行い、2015 年 7 月に ISO/CD 27917 REV4 が WG5 メンバーに配布され

た。9 月の第 4 回 WG5 会合（オスロ、ノルウェー）において CD 改訂版の内容について議

論を行った。オスロ会合では、ISO27917 を part1（クロスカッティング用語）から part2～

part6（各 WG の特有の用語）に分割し、最初に part1 を発行し、WG1,2,3,4,6 の規格が仕

上がり次第、各 part を発行する案が提案され、TC 総会で承認された。 

2015 年 10 月にオスロ会合の議論を反映した ISO27917 Part1 Cross-cutting term が

2ndCD ドラフトとして関係者に配布され、テレコンファレンスで他 WG からのコメントを

元にドラフト見直しを行い、2016 年 2 月～4 月に 2ndCD に関する投票が行われ、日本は「反

対（変更が承認されれば賛成）」で投票したが、承認された。 

2016 年 5 月の第 5 回 WG5 会合（ララミー、米国）でコメントへの対応を行い、DIS 投票

（8/2～10/24）を行った。日本は「反対（変更が承認されれば賛成）」で投票したが、承認さ

れた。11 月の第 6 回 WG5 会合（札幌）において投票に付されたコメントへの対応と、他

WG との調整を行った。また、part2～part6（各分野の特有の用語）は各分野の IS に記載す

ることでプロジェクトがキャンセルされ、ISO27917-1 から ISO27917 へ番号変更された。

その後、FDIS 完成に向けた編集作業を行った。 

2017年 5月の第 7回WG5会合（カラマイ、中国）でFDISの最終調整を行い、投票（2017/9/7

～11/2）の結果承認され、2017 年 12 月に発行された。 

 

② ライフサイクルリスクマネジメントに関する TR（TR27918）の開発 

WG5 が提案したライフサイクルリスクマネジメントに関する TR 開発の NWIP が投票に

て承認され、第 3 回 WG5 会合（バーミンガム、米国）を経て正式に TR 開発に着手するこ

とが認められ、開発を開始した。テレコンファレンスおよびワシントン DC での Ad hoc WG5

会合（6/2,3）で検討を進め、WD の WG 内コメントを第 4 回 WG5 会合（オスロ、ノルウェ

ー）にて議論を行った。その後 30 項目の OA risk および CC risk のドラフト執筆分担を決

めてドラフティングを進め、完成した WD2 のコメントについて 2016 年 5 月の第 5 回 WG5

会合（ララミー、米国）で議論、対応し、それを踏まえて修正したものを DTR 投票（8/10

～11/3）に付した。日本は「賛成」投票し、賛成多数で承認された。投票に付されたコメン

トについて 2016 年 11 月に札幌で開催された第 6 回 WG5 会合で検討し、その後編集作業を
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進めた。 

2017 年 5 月の第 7 回 WG5 会合（カラマイ、中国）で DTR の修正作業を進めて内容につ

いて合意し、事務局において最終稿の editorial な編集作業を進めた 

 

③ CO2流組成に関する NWIP の検討 

WG5 が提案した CO2 stream composition（CO2流組成）に関する TR 開発の NWIP 投票

（2017/2/6～5/1）が承認され、開発を開始した。2017 年 5 月の第 7 回 WG5 会合（カラマ

イ、中国）で PL が作成した目次と WD 素案の議論を開始、その議論を反映した WD 案に対

して WG 内で出されたコメントについて、9 月の Ad hoc WG5 会合（パリ、フランス）で対

応を議論した。各国における CCS プロジェクトの CO2組成データの提供を TC265 内で要請

し、日本からは苫小牧実証のデータ（計算値）を提供した。 

2017 年 11 月の第 8 回 WG5 会合（シドニー、豪州）でコメントに関する残件を処理し、

修正された WD を 2018 年 2 月上旬に WG 内で回付、コメントを収集した。その後テレコン

ファレンスで議論を進め、2018 年 7 月の第 9 回 WG5 会合（パリ、フランス）でコメント処

理が終了し、DTR の最終編集を経て、2018 年 12 月 28 日から 2019 年 2 月 22 日までの期間

で DTR 投票が行われ承認された。DTR 投票結果を受けて、投票に付されたコメントについ

ての対応を開始した。 

 

④ ライフサイクルリスクマネジメントに関する TS 開発 NWIP の検討 

WG5 はライフサイクルリスクマネジメントに関する規格開発を検討し、2017 年 5 月の第

7 回 WG5 会合（カラマイ、中国）で WS を開催して、リスクの規格開発について他 WG エ

キスパートの意見を収集したが、反対意見が多く、11 月の第 8 回 WG5 会合（シドニー、豪

州）で技術とプロジェクトマネジメントの観点に絞った TS 開発の NWIP を検討することに

合意し、総会で承認された。投票（2018 年 5 月 9 日～8 月 1 日）により NWIP が承認され

たが、NWIP に記載された米国のプロジェクトリーダー（PL）が PL としての役割を果たせ

ないことが明らかになり、替わりの PL を探す必要が生じた。2019 年 1 月のテレコンファレ

ンスでフランスの PL の就任が合意され、開発が開始された。 

 

(6) CO2-EOR 分野 

① CO2-EOR に関する IS（IS27916）の開発 

2013 年に NWIP 投票が通過し、開発期間 4 年でスタートした。2016 年 5 月に CD 投票に

付されたが、賛成 7、反対 7、棄権 6 で否決された。投票に添付されたコメント対応および

CD 修正を行い、CD2 として 2017 年 2 月 10 日に再度投票に付した。また、再投票を理由に

開発期限の 9 ヶ月延長を申請し承認され、開発期限は 2018 年 12 月 31 日までとなった。 

CD2 投票結果は賛成 11、反対 1、棄権 6 で承認された。反対したドイツのコメントは

EU-Directive との違いが妥協できない、モニタリングの書き方が不十分というものであった。 

   コメント対応とドラフトの修正を行い、2018 年 1 月に DIS 投票の結果賛成 12、反対 2、

棄権 9 で承認された。反対はフランス、中国。これに対して、各 TP(テクニカルパネル)でコ



194 

 

メント対応、ドラフト修正を行い、2018 年 3 月の第 11 回 WG6 会合（ベルリン、ドイツ）

で全体について協議した。第 11 回 WG6 会合（ベルリン）後さらに次の段階である FDIS 投

票に向けて TP リーダーを中心としてドラフトへの修正が継続して行われた。また主だった

メンバーを中心に WG6 内に Editorial Committee（編集委員会)が組織されて最終の修正作

業が行われた。編集委員会、WG6 事務局の修正を経て 2018 年 5 月 26 日に WG6 事務局か

ら ISO 中央事務局へ FDIS として提出された。ISO 中央事務局では FDIS 投票に向けて準備

を開始した。 

2018 年 10 月 11 日から 12 月 6 日間に FDIS 投票が実施され、FDIS として承認された。

その後出版に向けて WG6 編集部と ISO 中央事務局のあいだで ISO/Directive Part2 に従っ

て、数値の書き方の修正を行い、2019 年 1 月 31 日に ISO27916 として出版された。 

 

② CO2圧入に関する TR の開発（WG3 と共同開発） 

2018 年 1 月以降、WG3 と共同で TR を開発する方向に検討を開始し、第 7 回 WG3 およ

び WG6 合同会合（2018 年 7 月、パリ、フランス）、WG3 および WG6 Ad-hoc 合同会合（2018

年 10 月、メルボルン、豪州）、第 8 回 WG3 および WG6 合同会合（2019 年 1 月、ワシント

ン、米国）を開催してドラフト内容の検討を進めた。 

 

 

3.2 今年度の実施内容 

前年度の活動を継続する形で始まった今年度の実施内容の概要について記載する。 

CCS 関連の規格化に関する各国の議論の動向を調査し、収集した各国の動向について国内審議

委員会および国内各ワーキグループ等関係者へ情報提供を行い、各会合の開催に際して、日程調

整、会場手配、各委員の招集、議事内容の記録・報告などの支援業務を行った。また TC の WG1

および WG3 の運営を支援することで、CCS 関連の規格化に関する議論を先導した。具体的には、

以下のような項目を実施した。 

 

(1) 国内審議委員会の開催 

2019 年 6 月開催の第 13 回 ISO/TC265 総会（キャスパー、米国）に合わせて、総会前後に各 1

回の国内審議委員会を開催した。 

TC 総会前の国内審議委員会においては、各国内ワーキンググループのそれまでの活動報告、総

会および各 WG に向けての対処方針等を審議した。また総会後の国内審議委員会においては、総

会の会合結果報告とともに、その後の国内における検討方針等を審議した。 

次に示す国内ワーキンググループ含めて、開催された会合を図 3.2-1 に示す。 

 

(2) 国内ワーキンググループの開催 

ISO/TC265 の関連 WG の動きに合わせて、回収分野、貯留分野、輸送分野、Q&V 分野、クロ

スカッティングイッシュー分野、CO2-EOR 分野に関して国内各ワーキンググループおよびアドホ

ックグループの会合を開催し、課題の検討を進めた。各ワーキンググループは大学、民間企業等



195 

 

からの委員で構成し、都内で関連会合を開催した。 

 

① 回収 WG 

‒ 回収 WG 会合を計 6 回開催した。 

‒ 日本が、WG1（回収）の標準化文書開発をリードしていくため、開催予定の WG1 会合に

おける日本の対応を議論して諮るべく、国内関係機関（CO2 分離回収技術開発に取り組ん

でいる企業、回収装置のユーザーとなる電力会社等、研究機関等）からの専門家を作業部

会委員として、CD27919-2 および TR27922 の編集作業、詳細検討、コメント提案等の活

動を行った。また、中国より提案された新規 IS 開発（化学吸収液の性能指標および評価法

の標準化）について、提案内容に関する議論・検討を行った。 

 

② 輸送 WG 

‒ WG5（CCI）より新規開発提案され 2019 年 3 月に投票の結果承認されたフローアシュアラ

ンス TR に関し、当 TR のプロジェクトリーダーより、パイプライン部分を中心としたスコ

ープに変更すべきかどうかの問題提起がなされたため、輸送 WG 主査と共に議論を行い、

日本として、TR のスコープをパイプライン部分に絞り、WG2（輸送）で開発すべきと考え

る旨を主張した。 

 

③ 貯留 WG 

‒ 貯留 WG および CO2-EOR WG 合同会合を 3 回開催。 

‒ TR27923 に関し、両ワーキンググループメンバーから各章の編集委員を選出して開発を進

めるとともに、内容について貯留 WG および CO2-EOR WG 合同会合で議論を行った。 

 

④ Q&V・CCI WG 

‒ Q&V・CCI WG 会合は計 3 回開催。 

‒ CO2の定量化と検証に関するこれまでの知見を活かし、WG4 で進めている ISO 27920 (定

量化と検証）の WD、DIS 作成のための TP（テクニカルパネル）に Q&V・CCI WG から

も TP の編集作業に参加した。 

‒ WG4で進めている ISO27920 (定量化と検証）のDIS編集状況をフォローし、DIS投票（2020

年 1 月 13 日～4 月 6 日）へのコメントの取りまとめと投票対応案の検討を行った。2019

年 6 月の第 13 回 WG4 会合（キャスパー、米国）と適宜開催されたテレコンファレンスに

参加し、編集作業に参加した。 

‒ WG5 で進めている TR 27921（CO2流組成）の編集作業をフォローし、2019 年 4 月の第

10 回 WG5 会合（オスロ、ノルウェー）、2019 年 6 月の第 11 回 WG5 会合（キャスパー、

米国）と適宜開催されたテレコンファレンスに参加し、編集作業に参画した。 

‒ WG5 で進めている TS 27924（リスクマネジメント）開発の進捗状況をフォローし、Q&V・

CCI WG で検討を行った。2019 年 4 月の第 10 回 WG5 会合（オスロ、ノルウェー）、2019

年 6 月の第 11 回 WG5 および第 10 回 WG2 合同会合（キャスパー、米国）と適宜開催され
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たテレコンファレンスに参加し、TS 開発の進め方に関する議論に参画した。 

 

⑤ CO2-EOR WG 

‒ CO2-EOR WG 会合（単独）を 1 回、また貯留 WG との合同会合を 3 回開催した。 

‒ TR27923 については、③記載のとおり。 

‒ WG6 より提案された 3 件の新 TR 開発案の中から最適案を選択するための議論を行った。

また、WG6 内で合意のうえ Technical Report Proposal に掛けられた新 TR(CO2-EOR から

貯留への遷移)に関する投票案の検討を行った。 

 

⑥ フローアシュアランス TR 開発アドホックグループ 

‒ フローアシュアランス TR 開発アドホックグループ会合を 1 回開催した。 

‒ ノルウェーのエキスパートより提示された、TR の第 1 ドラフトの内容に関する議論および

コメント検討等の活動を行った。 

 

(3) TC、TC の WG への参加 

ISO/TC265 および WG1（回収)、WG2（輸送)、WG3（貯留)、WG4（Q&V）、WG5（CCI）、

WG6（CO2-EOR)、Chair’s Advisory Group の標準化活動へ参加するとともに、各会合へ専門家

派遣を行った。今年度開催された各会合を図 3.2-1 に示す。 

 

① ISO/TC265 総会 

‒ 第 13 回 ISO/TC265 総会(2019 年 6 月、キャスパー、米国) 

‒ 国内審議団体事務局として、回収 WG、貯留 WG、Q&V・CCI WG、CO2-EOR WG から専

門家を選出し、日本代表団を構成して議論へ参加した。 

 

② WG1（回収） 

‒ 第 18 回会合（2019 年 6 月、キャスパー、米国）、第 19 回会合（2019 年 12 月、パリ、フ

ランス） 

‒ これらの会合を開催設定し、コンビーナならびにセクレタリが会合を運営するとともに、

回収 WG から専門家を派遣した。 

‒ 回収分野の ISO27919-2 および TR27922 の開発を先導した。 

‒ IS 開発において、各章編集のため、テレコンファレンスを主催し、議論を先導した。また、

国外の主要編集者と IS の内容に関し綿密な議論を行うため、豪州へコンビーナおよび専門

家を派遣して打ち合わせを行った。 

‒ また、中国より提案された新規 IS 開発（化学吸収液の性能指標および評価法の標準化）に

ついて、提案内容に関する議論・検討を行った。 

 

② WG2（輸送） 

‒ 第 11 回 WG5 および第 10 回 WG2 合同会合（2019 年 6 月、キャスパー、米国） 
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‒ キャスパー会合において、IS27913（CO2パイプライン輸送システム）のメンテナンス予定

について確認した。 

 

③ WG3（貯留） 

‒ 第 9 回 WG3 および WG6 合同会合（2019 年 6 月、キャスパー、米国）、第 10 回 WG3 お

よび WG6 合同会合（2019 年 12 月、サンタモニカ、米国） 

‒ 上記会合へココンビーナおよび専門家を派遣し、会合の運営および TR27923 の開発に寄与

した。また、当 TR 開発に関するテレコンファレンス（計 8 回）が開催され、日本の専門家

も参加して議論した。 

‒ ココンビーナは、TR 開発のプロジェクトリーダーとして、開発を先導した。 

 

④ WG4（Q&V） 

‒ 第 13 回会合（2019 年 7 月、キャスパー、米国） 

‒ 上記会合へ Q&V・CCI WG から専門家を派遣し、Q&V 分野の IS 開発に関する議論に参加

した。IS（27920）の開発は、各章別の開発チームを中心に行われ、これらのチームに日本

の専門家も参加して編集作業を推進した。 

‒ IS 開発に関するテレコンファレンス（計 19 回）が開催され、日本の専門家も参加して議論

した。 

 

⑤ WG5（CCI） 

‒ 第 10 回会合（2019 年 4 月、オスロ、ノルウェー）、第 11 回 WG5 および第 10 回 WG2 合

同会合（2019 年 6 月、キャスパー、米国）。なお、2020 年 3 月に WG5 会合（ポー、フラ

ンス）の開催が計画されたが、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から中止となり、

代替のテレコンファレンスが開催された。 

‒ 上記会合へ Q&V・CCI WG およびフローアシュアランス TR 開発アドホックグループから

専門家を派遣し、CO2 流組成分野の TR27921 開発、リスクマネジメント分野の TS27924

開発、またフローアシュアランスに関する TR に係る議論に参加した。 

‒ これらに関するテレコンファレンス（計 6 回）が開催され、日本の専門家も参加して議論

した。 

 

⑥ WG6（CO2-EOR） 

‒ 第 9 回 WG3 および WG6 合同会合（2019 年 6 月、キャスパー、米国）、第 10 回 WG3 お

よび WG6 合同会合（2019 年 12 月、サンタモニカ、米国） 

‒ TR27923 開発に関する活動は③記載のとおり。 

‒ サンタモニカ合同会合およびテレコンファレンス（計 2 回）における、WG6 からの新規

TR 提案件名の選択および内容の検討について、日本の専門家も参加して議論した。 

 

⑦ CAG 
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‒ テレコンファレンス（2019 年 5 月） 

‒ 日本から選出している CAG の正式メンバーとともに、オブザーバーとして国内審議委員会

の事務局と Q&V・CCIWG の事務局が参加した。 

 

(4) 日本がコンビーナを務める TC の WG（WG1、WG3）の運営を支援 

WG1 については、コンビーナおよびセクレタリの活動支援、WG 会合開催の準備、エキスパー

ト等への連絡、TC 会合時を含めて 2 回の WG の開催、個別テーマ毎のテレコンファレンス開催、

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

なった。また、WG3 については、コンビーナの活動支援と TC 会合時を含む 2 回の WG 会合へ

コンビーナの派遣を行った。実施した内容は以下のとおりである。 

 

① WG1 について 

‒ コンビーナおよびセクレタリの活動支援 

国内外の回収関係者との打ち合わせおよびテレコンファレンス開催等を支援。 

‒ WG 開催の準備 

会議資料作成、会議場手配等の各種準備、連絡等を実施。 

‒ エキスパート等への連絡 

WG1 関係のドキュメントを ISO の Web サイトである eCommittee 上の WG1 関連ペー

ジへの登録および WG1 メンバーへの通達、配信。 

‒ WG1 会合の開催 

第 18 回会合（2019 年 6 月、キャスパー、米国）、第 19 回会合（2019 年 12 月、パリ、

フランス）を会合主催者と連携して開催。また、個別テーマに関するテレコンファレンス

を 1 回開催。 

‒ コンビーナとセクレタリを会合へ派遣 

第 18 回会合、第 19 回会合へコンビーナとセクレタリを派遣。 

‒ WG でのコンビーナのサポート 

会議開催のサポート、資料作成等のサポートを実施。 

‒ 議事録作成 

議事録等を作成し、eCommittee の Web 経由で WG1 エキスパートへ配信。 

 

② WG3 について 

‒ ココンビーナを会合へ派遣 

第 9 回 WG3 および WG6 合同会合（2019 年 6 月、キャスパー、米国）、第 10 回 WG3

および WG6 合同会合（2019 年 12 月、サンタモニカ、米国）へココンビーナを派遣。 

‒ TR 開発支援 

ココンビーナがプロジェクトリーダーを務める新 TR の開発運営にあたり、会議開催の

ポートおよび資料作成のサポートを行った。 
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(5) 投票対応 

① ISO27919-2 開発期間延長の検討と投票 

WG1 から提案された回収技術性能評価に関する IS の開発期間延長（36 ヶ月→48 ヶ月）の

投票（2019/11/9～12/6）に対して、回収 WG での議論を通じて日本の意見を整理し、国内審議

委員会の了解を得て 2019 年 12 月に投票を実施した。 

 

② DTR27922 の検討と投票 

WG1から提案されたセメント分野の回収技術成に関するTRのDTR投票（2020/3/12～5/7）

に対して、回収 WG での議論を通じて日本の意見を整理している、今後、国内審議委員会の了

解を得て投票を実施する予定である。 

 

③ DIS27920 の検討と投票 

WG4 から提案された Q&V に関する IS の DIS 投票（2020/1/13～4/6）に対して、Q&V・CCI 

WG での議論を通じて日本の意見を整理している、今後、国内審議委員会の了解を得て投票を

実施する予定である。 

 

④ TS27924 タイトル変更の検討と投票 

WG5 から提案されたリスクマネジメントに関する TS のタイトルを ”Lifecycle risk 

management for integrated CCS projects”から”Risk management for integrated CCS 

projects”へ変更する投票（2019/6/8～7/5）に対して、Q&V・CCI WG での議論を通じて日本

の意見を整理し、国内審議委員会の了解を得て 2019 年 7 月に投票を実施した。 

 

⑤ WG5 コンビーナ投票の検討と投票 

WG5 コンビーナ投票（2019/6/10～7/8）に対して、Q&V・CCI WG での議論を通じて日本

の意見を整理し、国内審議委員会の了解を得て 2019 年 7 月に投票を実施した。 

 

⑥ EOR から貯留への移行に関する TR の Technical Report Proposal の検討と投票 

WG6 から提案された EOR から貯留への移行に関する TR の Technical Report Proposal 投

票（2019/12/6～2020/1/10）に対して、日本の意見を整理し、国内審議委員会の了承を得て 2020

年 1 月に投票を実施した。 

 

(6) その他の実施項目 

① ISO/TC265 事務局との調整 

ISO/TC265 事務局との間で、WG1 関係の標準化に関する各手続きについて調整を行った。 

 

② 専門家や経験者等からのコンサルテーション 

ISO 中央事務局、国内 ISO 経験者から WG1 関係の標準化推進に関してコンサルテーション

を受けた。 
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③ 各国ミラーコミッティ、関連 WG との情報交換 

国内審議委員会事務局として、必要に応じて各国ミラーコミッティおよび関連 WG のセクレ

タリとの情報交換を行った。 

 

④ エキスパートの登録 

国内関連部門と調整し、各 WG に対する日本のエキスパートを選出し、国内審議委員会での

承認を得て該当する WG へ登録した。エキスパートは必要に応じて追加することが可能であり、

国内審議委員会の開催タイミングに合わない場合は、審議委員会委員におけるメール審議で承

認を得られる仕組みで実施した。 

 

⑤ 専用 Web による情報の整理と関係者への情報提供 

国内審議委員会および関連各ワーキンググループの分野別に専用の Web サイトを設置し、関

連文書の関係者間の共有と管理を行っている。 

 

 

 

 

Ｈ３１年度　ＩＳＯ/ＴＣ２６５　国際活動実績

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

WG5
（ｸﾛｽｶｯﾃｨﾝｸﾞｲｯｼｭｰ）

ISO/TC265

WG1
(回収）

WG2
（輸送）

WG6

（CO2-EOR）

CAG
（Chair's Advisory Group）

WG3
(貯留）

WG4
(Q&V）

第13回

6/13-14
（  ｽ  ｰ）

第18回

6/10-11
（  ｽ  ｰ）

第10回

4/24-26
（ ｽﾛ）

5/23

（ﾃ  ﾝ）

第10回

〔WG5と合同〕
6/11

（  ｽ  ｰ）

第9回

〔WG6と合同〕
6/11

（  ｽ  ｰ）

第13回

6/10
（  ｽ  ｰ）

第11回

〔WG2と合同〕
6/10-11

（  ｽ  ｰ）

〔WG3と合同〕

6/11

（  ｽ  ｰ）

第19回

12/9-12
（   ）

第10回

〔WG6と合同〕
12/3-5

（ ﾝ   ｶ）

〔WG3と合同〕

12/3-5

（ ﾝ   ｶ）

Ad-hoc

2/18-19
（ ﾞｯ  ﾞｰｸﾞ）
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図 3.2-1 2019年度 ISO/TC265国際と国内の活動実績 

 

以下、今年度の実施内容の詳細について、3.3 に 2019 年 6 月開催の第 13 回 ISO/TC265 総会

（キャスパー、米国）までの活動、3.4 に第 13 回 ISO/TC265 総会および各 WG 会合（キャスパ

ー）、3.5 にキャスパー会合以降の活動を記載する。また、3.6 に関連するその他の調査活動、お

よび 3.7 において文献調査について報告する。 

最後に 3.8 で今年度の全体のまとめを整理し、3.9 で今後の取り組みを記載して今年度の CCS

関連の規格化の調査報告とする。 

  

Ｈ３１年度　ＩＳＯ/ＴＣ２６５　国内活動実績

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

回収ﾜｰ ﾝｸﾞ
ｸﾞﾙｰﾌ 

WG2
関連

輸送ﾜｰ ﾝｸﾞ
ｸﾞﾙｰﾌ 

貯留ﾜｰ ﾝｸﾞ
ｸﾞﾙｰﾌ 

WG4・5
関連

Q&Vｸﾛｽｶｯﾃｨﾝｸﾞ
ｲｯｼｭｰﾜｰ ﾝｸﾞ
ｸﾞﾙｰﾌ 

WG6
関連

CO2-EORﾜｰ ﾝｸﾞ

ｸﾞﾙｰﾌ 

WG5
関連

ﾌﾛｰｱｼｭｱﾗﾝｽ
TR開発ｱﾄﾞﾎｯｸ
ｸﾞﾙｰﾌ 

国内審議委員会

WG1
関連

WG3
関連

第23回
6/7

第24回
8/29

(

第
1
3

回
I
S
O
/
T
C
2
6
5

総
会

6
/
1
3
・
1
4)

第43回
4/19

第28回
6/26

第27回
5/10

第44回
5/31

第32回
〔CO2-EOR

と合同〕
6/3

第10回
8/26

第45回
7/12

第46回
10/18

第33回
〔CO2-EOR

と合同〕
7/26

第48回
1/24

第47回
11/29

第34回
〔CO2-EOR

と合同〕
11/26

第8回
〔貯留と合

同〕
6/3

第9回
〔貯留と合

同〕
7/26

第11回
〔貯留と合

同〕
11/26

第1回
1/27

第29回
2/18
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3.3 第 13回 ISO/TC265 総会（キャスパー、米国）までの活動 

以下の各国内ワーキンググループの会合を開き、6 月開催予定の第 13 回 ISO/TC265 総会およ

び各 WG 会合（キャスパー、米国）に向けて各ワーキンンググループの対応について検討を行い、

第 23 回国内審議委員会で総会における対処方針を決定した。またこの間における、キャスター会

合へ向けての国際における各 WG の活動を記載する。 

 

3.3.1 国内活動 

3.3.1.1 回収ワーキンググループ 

ISO 27919-2 については、2019 年 2 月の第 12 回 ISO/TC265 総会（バーチャル）において CD

投票結果が議論されたのち DIS 開発が承認された。2019 年 3 月に第 17 回 WG1 会合（ワシント

ン DC、米国）を開催し、CD 投票時コメントに対する WG1 見解について議論、それらをドラフ

トに反映するため章別エディターを再編成してドラフト改訂を進めた。 

ノルウェー主導で進めていたセメント産業の文書開発については、WG1 オランダエキスパート

がコーディネートする編集グループが TR 開発のためのベースドキュメントを作成することにな

り、ドラフト開発を進めた。 

これらの動きについて国内関係機関（CO2分離回収技術開発に取り組んでいる企業、電力会社、

セメント協会等、研究機関等）からの専門家からなる回収 WG（第 43 回、第 44 回）を開催した。 

 

3.3.1.1.1 第 43回回収 WG 

(1) 日程：2019 年 4 月 19 日 

 

(2) 場所：AP 虎ノ門 J ルーム 

 

(3) 出席団体・企業等：民間企業、各種団体、RITE（事務局） 

 

(4) 議題 

‒ 第 17 回 WG1 ワシントン会合結果 

‒ ISO27919-2 関連 

‒ TR27922（セメント産業回収技術）関連 

‒ TC265 およびその他の WG の動向 

 

(5) 主な報告・決議 

‒ 第 12 回 ISO/TC265 総会（バーチャル）および第 17 回 WG1 会合（ワシントン DC、米国）

について主査から報告した。ワシントン会合の主議題は、CD27919-2 投票時コメントへの対

応であり、テクニカルコメントに対する議論とそれぞれの見解を作成し、エディトリアルコ

メントについては各章エディターで対応すること、ジェネラルコメントについては事務局で

進め方を検討することで合意した。なお、投票においては反対票が 2 票あり、特に豪州から

多くのコメントがある。但し、これは標準開発への前向きな内容であり、丁寧に対応するこ
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とが、今後の DIS 投票に対して良い効果をもたらすと考えられる。また、標準タイトルにつ

いて、WG1 で assure を ensure に変更することが一度決まっていたが、異なる意見もあり、

再度検討する予定である。 

‒ ISO27919-2 の開発が遅れているが、公式スケジュールである 9 月の DIS 投票のスケジュー

ル変更は行わず当面 CD の改訂に専念する。そのため、WG1 エキスパート国内編集委員を中

心に WG1 編集委員とともに、WG1 ワシントン会合のコメント見解を反映したドラフト

Ver.1.1 を作成し、次回 WG1 キャスパー会合（米国）までに回収 WG 関係者に配信する予定

である。 

‒ TR27922（セメント産業回収技術）については、3 月末に完成予定のベースドキュメントが

遅れているため、次回 WG1 キャスパー会合以降に記述内容や評価について議論する。 

‒ 2019 年 2 月 28 日と 3 月 1 日に開催された第 12 回 ISO/TC265 総会（バーチャル）に関して、

WG2（輸送）コンビーナの就任、ISO27919-1 の出版、WG4（Q&V）の運営状況について報

告した。 

 

(6) 主な議論内容 

① ISO27919-2 編集について 

‒ ドラフトの Introduction、4 章（Principles）、Annex A（Evaluation procedure）の記載内

容を整理するとともに記載場所を見直す。記載内容の大きな変更は行わずに理解しやすい

表現にする。4 章に、本標準の構成を示す新たなダイヤグラムを加える予定。 

‒ 不必要な文章の削除も求められている。標準内容が分かるように構成を検討しなければな

らない。 

‒ ドラフトの 5 章（Reliability and availability - basic concepts for a PCC plant）、9 章

（Reporting availability）にある指標の定義や式については未検討の部分もあり、今後の

改訂の進め方について国内編集委員で整理しており、WG1 編集委員と対応していく予定で

ある。 

‒ ドラフトの 6 章（Application at the design stage）は、normative と informative の区別

が不十分で、後者は Annex にすべきとの指摘もあり、WG1 編集委員の章担当と検討する。 

‒ ドラフトの 7 章（Application at the operational stage）に示されている運転パターンに対

して整理が必要とのコメントがあり、対応する。 

 

② バーチャル総会について 

‒ 費用負担が少ないという利点があるが、資料を 6 週間前に提出・レビューする必要がある。

また、開催時間も限られるため、時事にあった議論ができない等の意見もあり課題もある。 

 

3.3.1.1.2 第 44回回収 WG 

(1) 日程：2019 年 5 月 31 日 

 

(2) 場所：TKP 虎ノ門駅前カンファレンスセンター カンファレンスルーム 4B 
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(3) 出席団体・企業等：民間企業、各種団体、RITE（事務局） 

 

(4) 議題 

‒ ISO27919-2 編集状況 

‒ TR27922（セメント産業回収技術）関連 

‒ 第 18 回 WG1 キャスパー会合対処方針 

 

(5) 主な報告・決議 

‒ CD27919-2 投票時コメントをドラフト改訂に反映すべく、WG1 編集委員にて対応している

状況である。国内編集委員から、ドラフトの 4 章（Principles）、6 章（Application at the design 

stage）、7 章（Application at the operational stage）、8 章（Application in maintenance）

について改訂内容を説明し、質疑とともに議論した。 

‒ TR27922（セメント産業回収技術）のベースドキュメントが 5 月中旬に完成した。今後、

WG1 にて記述内容の議論を行い DTR 投票に向けた WD 開発に着手するが、日本としては、

当ドキュメントに関して国内の関係機関と緊密な情報共有を行い、WG1 日本エキスパート等

を通じて、WG1 に対応する。 

 

(6) 主な議論内容 

① ISO27919-2 編集について 

‒ ドラフトの 4 章について、イントロダクションを追記し、さらに全体構成を理解しやすく

するため、全体構成をダイヤグラムとして示した。 

‒ ドラフトの 6 章について、6.2 章の Step1, Step2 の記載をコメントの内容を反映して改訂

し、「内容は既存の標準を参照すべき」とのコメントにも今後対応していく。 

‒ ドラフトの 7 章について、コメントに対応できるよう改訂した。 

‒ ドラフトの 8 章は、信頼性のあるプラントを作る際にメンテナンスについての留意点をま

とめた章である。豪州からの「既存の標準を参照すること」というコメントに対応するた

め、既存標準について調査し、IEC60300、IEC60700 のシリーズが該当すると判断した。

メンテナンスについては PCC に特化した記載はないため、上記標準を参照して、記述する

こととする。 

 

② TR27922 ベースドキュメントに関する議論 

‒ 全般的に既に報告されている内容のとりまとめなので、現時点で特に意見はない。 

‒ 用いている図表の著作権について今後確認する必要がある。 

‒ ベースドキュメント記載内容に関して今後の肉付けはどうするのか、例えばこれ以上内容

追加をせずに出版へ向けて作業を進めていくのか、さらに追記していくか、意見調整しな

がら確認していく。 
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③ 第 18 回 WG1 キャスパー会合対処方針 

‒ ISO 27919-2 開発については、「CD 投票時コメントに対して、これまでに取り纏めた WG1

見解をもとに章別編集者が改訂した最新ドラフトについて、WG1 会合で、その概要説明と

ともに質疑、議論を行い、DIS 投票に向けた合意形成を目指す。（議論内容や進捗状況を鑑

み、DIS 投票を含む開発スケジュールの見直しを行う場合を含む）。」とする。 

‒ TR27922 開発については、「WG1 オランダエキスパートがコーディネートする編集グルー

プにより作成された TR27922 ドラフト（DTR v01）について、WG1 会合で、概要説明と

ともに質疑、議論を行い、DTR 投票に向けた編集作業を進める。日本としては、当ドラフ

トに関して国内の関係機関と緊密な情報共有を行い、WG1 日本エキスパート等を通じて対

応する。」とする。 

 

3.3.1.2 輸送ワーキンググループ 

2019 年 6 月に開催予定の ISO/TC265 総会（キャスパー、米国）に向け、事前に配布された

WG2（輸送）レポート案の内容に関し、輸送 WG 委員へ意見確認を行った。 

 

3.3.1.3 貯留ワーキンググループ（CO2-EOR ワーキンググループとの合同活動を含

む） 

 2019 年 1 月に開催した第 8 回 WG3 および WG6 合同会合（ワシントン DC、米国）において、

TR27923 の章立てが合意されたことを受け、日本側は主として、Well Design Case Studies およ

び Non-Well Infrastructure 各章の原稿を執筆した。Well Design Case Studies の章に関しては、

2019 年 4 月に、取り上げるべき日本の事例について議論を行い、また同年 5 月には、編集会議を

2 回開催した。Non-Well Infrastructure の章では、日本の委員が米国委員と共同で原稿を執筆し

た。 

 

3.3.1.3.1 第 32回貯留 WG・第 8回 CO2-EORWG合同会合 

(1) 日程：2019 年 6 月 3 日 

 

(2) 場所：TKP 虎ノ門駅前カンファレンスセンター カンファレンスルーム 9A 

 

(3) 出席団体・企業等：民間企業、各種団体、RITE（事務局） 

 

(4) 議題 

TR27923 最新状況 

‒ 第 13 回 ISO/TC265 総会（キャスパー）および WG3 + WG6 合同会合、日本の基本方

針について 

‒ 第 23 回国内審議委員会対応；活動報告案 

‒ その他 （キャスパー総会） 
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(5) 主な報告・決議 

‒ 2019 年 6 月 10 日～14 日の期間、米国、キャスパーにて第 13 回 ISO/TC 265 総会および

WG3 + WG6 合同会合が開催される予定である。WG3+WG6 合同会合では、TR27923 の

WD1(Working Draft No.1)の執筆内容について協議されることとなっている。今回の合同会

合では、5 月 27 日に締め切った WD1 について、日本側委員の間で意見交換を行った。 

‒ 日本側からは、主として、日本がパネルリーダーおよびコリーダーを出している Chapter 4 

(Well Design) および Chapter 5 (Non-Well Infrastructure)の章に執筆することで承認を得

た。また、他国からの要請の強い苫小牧実証事業に関する情報開示については、経済産業省

の了解取り付けを条件に、すでに公表済みの情報を、TR に執筆することで合意を得た。 

‒ キャスパー総会に臨む方針について合意を得た。 

‒ キャスパー総会以降の TR27923 開発に係る日本側の編集体制については、一部、人員の補強

を行った体制で臨むことで承認された。 

‒ キャスパー総会で報告予定の WG3 および WG6 の Working Group Reports (案)については、

特に席上異論はなかったが、コメント等があれば、事務局あて連絡することとなった。 

‒ 6 月 7 日開催予定の第 23 回国内審議委員会での報告案（貯留 WG、および CO2-EOR WG）

について審議した結果、特に異論はなく、審議委員会に報告することで承認された。 

 

(6) 主な議論内容 

① TR27923 最新状況について 

事務局より、5/27 に締め切った WD1 をまとめた資料が配布され、この資料に基づき各章ご

とに意見交換を行った。 

（第 1 章 Scope / 第 2 章 Introduction） 

‒ Scope については、全体の執筆内容を見て再検討が必要なため、現時点では、ワシントン

DC 会合で提示した原稿を変えていない。 

‒ Scope と Introduction の棲み分けをはっきりしたほうが良い。TR27923 の方向性を先に決

めたほうが今後作業をしやすいのではないか。 

‒ ISO の TR 発行に対する基本理念（技術の容易な適用、将来の事業指針の糧となる事例紹

介、”Shall”の不使用等）を記述するのも一案。 

‒ Monitoring と Cost のバランス、CCS の経済性と、効率性/サイトの場所の関係を記述すべ

きではないか。 

‒ 作業スケジュールについては、現状の進捗を見ると 1 年延長の議論もあり得るが、１年延

長とした場合誰が責任をとるのか。2 年終了時には Draft の形を成したものを完成しておく

必要がある。一方、期間の延長をしなければ、キャスパー総会の次の総会で、TR を提出す

る必要がある。現 WG3 コンビーナも、本年末にコンビーナの任期を迎える。 

‒ ISO の規則では、Introduction は、TR や IS 全体の前文として位置づけられており、ISO

が準備している定型化した文章が想定される。したがって、Scope(あるいは、Executive 

Summary)と Introduction の章立ては順序が逆となっている。早い時点で是正することが

望ましい。 
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（第 3 章 Terms and Definitions） 

‒ これまでの IS 開発において、WG3 と WG6 間で相違が見られた。WG6 では忌避していた

用語があり、その一例は、「Risk Management」で「Containment Assurance」を代替と

して用いている。 

‒ Terms については、WG3 と WG6 の比較表を作成済みであり、今後議論していく予定。 

（第 4 章 Well Designs Case Studies） 

‒ 本章については、日本から 3 名国際登録している。 

‒ 日本から、長岡の事例を執筆している。今後、米国 Onshore の事例が加わるものと期待し

ているが、まだ原稿を受領していない。また、日本の委員からは、他の機関が作成した

Standard のリストを準備した。 

‒ 執筆する上で問題となるのが、ユニットの記載である。ISO 文書で採用されているユニッ

トと石油業界で採用されているユニットの違いである。ココンビーナより、将来、両ユニ

ットを併記することになるので、現時点では、石油業界ユニットで執筆することで問題な

いとの説明あり。 

‒ 鉄管の接合方法等の名称に登録商標が付いていることがあり、取り扱いに要注意。 

‒ 海外から開示要望の高い苫小牧実証事業の情報開示については、事業の発注者である経済

産業省の了解が得られることを条件として、これまでに開示した内容は執筆しても問題な

いと考えられる。これまでに公開された図面類を注意深く見れば、多くの有用な情報が開

示されている。苫小牧事業の情報を執筆できれば、本 TR への協力の態度表明にもなる。苫

小牧の事例は、Horizontal Well であることと、半ば Offshore の事例であることが特徴であ

る。 

‒ Offshore の事例は、ノルウェーの Sleipner と Snohvit の事例しかなく、ノルウェーの協力

なくしてはこの部分は成り立たない。 

‒ 現在稼働中の坑井について、記載・執筆を拒まれた事例もある。一般的に安全を重視すれ

ばコストが嵩み CCS 事業は普及し難い。安全サイドを考慮して異なった選択をした事例が

あっても、その根拠が記されていれば、将来の事例の参照につながるため有用である。 

（第 5 章 Non-Well Storage Infrastructure） 

‒ 2019 年 1 月の第 8 回 WG3 および WG6 合同会合（ワシントン DC）から異なる点は、

CO2-EOR に関する内容が付加されたことと、CO2-EOR のフロー図面が追加されたことで

ある。CCS 事業のフロー図面は差し替える予定。 

‒ Material Selection については、抽象的な表現に留めているとの説明に対して、Dry CO2

と Wet CO2では抗 CO2が異なることを、Material Selection の章に記述して欲しい旨コメ

ントあり。また、低圧力環境下で、Plastic Valve または coated pipe が採用されていること

も注記して欲しい。 

‒ WAG においても、TBG + Internal Plastic Coating で済ましている事例あり。ただし、CO2

が逆流し、直接接触する箇所には注意が必要。 

‒ 本章の Case Studies は、誰が執筆するのか未だ決定していない。Onshore の QUEST の事

例は執筆可能と思われるが、CO2-EOR（例えば SACROC）の事例を加えて欲しい。 
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‒ Chapter 5 は、執筆者が 2 名だけなので、人員不足は明らか。また、Offshore の事例を加

える必要があることからノルウェーの協力が必須。 

（第 6 章 CO2 Storage Site Injection Operations） 

‒ 6.5 Data Acquisition, Monitoring & Testing は、第 7 章と重複する。 

（第 7 章 Storing CO2 in Petroleum Reservoirs） 

‒ 将来の IS/TR 候補となり得る内容であるが、本原稿の議論の主旨が不明。 

‒ 石油関係の委員は、特に関係が深いので熟読して欲しい。 

（第 8 章 Monitoring） 

‒ 委員各位からのコメント求む。 

（第 9 章 Decommissioning） 

‒ 本章の目的がはっきりしていない。現状把握が主目的であるならば具体的に規定がないこ

とを明記すべき。 

‒ Ketzin の事例が記載されている。Ketzin の事例は、ある種特殊な事例であり、一般的な事

例に該当しない旨記載する必要がある。ノルウェーからは執筆の動きなし。 

‒ Decommissioning に関連する Key Component の表に、苫小牧の事例が記述されている。

記述内容はこれまでに開示された内容と逸脱していない。 

‒ 日本の長岡、苫小牧事業については、いつ Decommissioning/Close するのか何も決定して

いない。海防法において、事業終結後のモニタリング作業が必要であるが、いつまで、ど

のような作業を行うことが必要か何も定まっていない。長岡については、陸上の事業であ

るから鉱山保安法に規定されるが、廃山時期は規定なし。いつ坑井を plug back and 

abandon するのか決定されていないし、その後のモニタリング継続期間も規定されていな

い。 

‒ そもそも、石油業界では、Decommissioning は地表設備に対しての用語であり、坑井の廃

坑を含めない。 

 

キャスパー総会以降の TR27923 編集に係る国内体制について審議し、以下の修正を加えるこ

とで合意した。 

‒ 第 4 章(Well Design)に 2 名、第 8 章(Monitoring)および第 9 章(Decommissioning)に 1 名

ずつ追加で参加する。 

  

② キャスパー総会および WG 合同会合への日本の基本方針 

事務局より、キャスパー総会および WG 合同会合に臨む基本方針案について説明があり、異

論なく承認された。 

 

③ 第 23 回国内審議会活動報告案について 

事務局より、6 月 7 日開催予定の第 23 回国内審議委員会での報告案について説明があり、異

論なく、事務局案にて、審議委員会で貯留 WG および CO2-EOR WG の活動報告を行うこと

が了承された。 
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④ キャスパー総会における WG3 および WG6 の活動報告案について 

事務局より、WG3 および WG6 の活動報告案が紹介され、特に異論なく了承された。コメン

トがある方は、総会開催までに事務局まで連絡するよう要請があった。 

 

3.3.1.4 Q&V・クロスカッティングイッシューワーキンググループ 

以下の Q&V・CCI WG の会合を開き、6 月開催予定の第 13 回 ISO/TC265 総会（キャスパー、

米国）および各 WG 会合に向けた対応について検討を行い、第 23 回国内審議委員会で総会にお

ける対処方針を決定した。 

 

3.3.1.4.1 第 27回 Q&V・CCIWG 

(1) 日程：2019 年 5 月 10 日 

 

(2) 場所：エネルギー総合工学研究所（IAE） 7 階 701 会議室 

 

(3) 出席団体・企業等：大学関係、民間企業、各種団体、RITE、IAE（事務局） 

 

(4) 議題 

① WG4 

‒ WG4 第 26 回 Q&V・CCI WG 以降の進捗について 

‒ DIS 27920 (Q&V) 進捗状況について 

‒ 今後の対応について 

② WG5 

‒ WG5 第 26 回 Q&V・CCI WG 以降の進捗について 

‒ TR 27921（CO2流組成）の進捗状況について 

‒ ISO/TS 27924（統合的リスクマネジメント）の進捗状況について 

‒ 今後の対応について 

③国内審議委員会対応について 

‒ 活動報告と今後の対処方針について 

④その他 

‒ 第 12 回 ISO/TC265 総会（バーチャル）（2019 年 2 月開催）について 

 

(5) 主な報告・決議 

① WG4 

‒ WD27920 の CD 投票に付されたコメントを進めるとともに、本規格で扱う CCS プロジェ

クトの境界を示す図等について、テレコンファレンス (TP6) を通じた議論と DIS の作成が

進められた。 

‒ 第 12 回 WG4 会合（北京、中国）（3 月 12 日～14 日）において、事前に回付された DISv1.0.4
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と、事前収集したエキスパートからのコメントをもとに議論が進められ、以下のことが決

定された。 

・Clause 1.3 (Out of scope) を削除し、併せて Scope に関する図（Fig.1）も削除する。 

・北京会合でやり残した Clause (5, 6, 8, 9, 10) についてテレコンファレンス等を通じて 5

月 10 日までに v1.0.6 を作成する。 

・6 月 10 日キャスパー会合で議論し、6 月 24 日の週に DIS 投票（20 週）にかける。 

‒ 3～5 月にテレコンファレンスを 7 回実施し、8 回目は 5 月 14 日に予定している。 

‒ テレコンファレンスで議論となった、バウンダリに関する図（Fig.2）を残すか、および

clouse5 を削除するかの 2 点について WG4 全体の投票を実施中だが、手続きの観点から異

論も出ている。 

 

② WG5 

a CO2 流組成 DTR 

‒ CO2流組成の DTR が投票（2018/12/28～2019/2/22）により承認された。 

    賛成 8（内 5 カ国がコメント付賛成）、反対 3（ドイツ、サウジアラビア、米国）、棄権 8

カ国 

‒ 投票に付された約 580 のコメントについて第 10 回 WG5 会合（オスロ、ノルウェー）（4/24

～26）で処理し、残案件は 5 月下旬にテレコンファレンスを開催して議論する。最終稿の

完成は 6 月の WG5 キャスパー会合（米国）後となる見込み。 

b リスクマネジメント TS 

‒ リスクマネジメント TS（ISO/TS 27924）の進め方について、新しいプロジェクトリーダ

ーが出席してテレコンファレンス（3/18）と WG5 オスロ会合（4/26）にて議論し、6 月

のキャスパー会合が最初の face-to-face 会合となる予定。 

‒ 最初に、リスク TR に掲載されている統合的（OA）、横断的（XC）リスクの表をレビュー

して、どのリスクを対象とするかを決める。 

c 全般 

‒ WG5 の新コンビーナ候補として、フランスのエキスパートが推薦され、今後正式に就任

手続きが行われる見込み。 

 

③ 国内審議委員会対応について 

‒ 事務局案は従来の考え方を踏襲したものであるが、WG4 キャスパー会合にコンビーナ、コ

コンビーナが出席しないので、その妥当性を問う意味で以下の方針を追加する。 

「WG4 はキャスパー会合がコンビーナ不在で行われる模様であるため、コンビーナ不在の会

議についての手続きの妥当性について問題提起する」 

 

④ その他 

‒ 国内審議委員会事務局（RITE）より、日本時間で 3 月 1 日、2 日に開催されたテレコンフ

ァレンスによる第 12 回 ISO/TC265 総会（バーチャル）の内容が説明された。 
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‒ フローアシュアランスを WG2 で扱ってはどうか、という日本からの指摘については、WG5

の元コンビーナから WG5 で扱うことは既に決定事項であるとの回答があり、認められなか

った。 

‒ 初めてのテレコンファレンスによる総会で議事はスムーズに進んだものの、あくまでも

face-to-face 会合の間隔が空いた時の補完的な扱いである、との評価であった。 

 

(6) 主な議論内容 

① WG4 

‒ out of scope と Fig.1 を削除する目的は。どの様な経緯で議論が進んでいるのか。 

→ インダイレクトな CO2排出も積極的には排除しないとの主旨であるが、詳細については

確認して回答する。 

‒ out of scope を除いて EOR も含まれることになると、従来の合意内容と違ってくるが、

EOR の扱いは？ 

→ 1.1 General に EOR については ISO 27916（CO2-EOR）に記載するとあり、この IS か

ら除かれているとの解釈と考えるが、確認してご連絡する。 

‒ Note は normative ではないので本文に入れた方が良いので、どこかのタイミングで提案を

してはどうか。 

‒ DIS 作成が遅れているが、米国キャスパーの WG4 会合の扱いはどうなっているのか。コン

ビーナ、ココンビーナが不在と聞いているが。 

 → キャスパーでは DIS として発行する文書の最終確認を行い、その後 6 月 24 日の週に投

票にかける予定。 

 

② WG5 

a CO2流組成 DTR 

‒ 日本のコメントの多くは処理され、対応方針が固まっている。EOR のリサイクルガスを

Scope から除くというコメントについては、CO2 stream の定義として”stream consisting 

overwhelmingly of carbon dioxide”との記載があり、多量の不純物を含む EOR リサイク

ルガスが除外されることは明らかであることから、Scopeの修正はしないことで合意した。 

‒ ドイツと米国が反対しており、ドイツは積極的に開発に関与しコメントへの対応がされれ

ば許容すると思われるが、米国全体としての反応はよく分からない状況。 

b リスクマネジメント TS 

‒ NWIP が承認された後にプロジェクトリーダー（PL）が交替し、本来 NWIP を出しなお

すべきとの考えもあるが、NWIP に添付されたコンテンツを見直すことで進めようとして

いる。 

‒ 従来 politics と economics は扱わないと合意されているのに対し、PL が保険を含めるべ

きとの主張をしているが、保険は economics であり TS に馴染まないと考えられ、新 PL

の考えを把握して慎重に取り扱う必要がある。 
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③ 国内審議委員会対応について 

特になし。 

 

④ その他 

特になし。 

 

3.3.1.5 フローアシュアランス TR開発アドホックグループ 

WG5（CCI）より新規開発提案され 2019 年 3 月に投票の結果承認されたフローアシュアラン

ス TR への開発に対応するため、複数の国内関連企業に対し、当アドホックグループ委員として

の専門家選出要請を行った。併せて、国際エキスパートの選出依頼も実施した。 

また、当アドホックグループ主査と共に、2019 年 6 月に開催される第 11 回 WG5 および第 10

回 WG2 合同会合（キャスパー、米国）における対処方針について議論を行った。さらに、国内

外の議論・動向に関する情報をアドホックグループ委員へ共有した。 

 

3.3.1.6 国内審議委員会 

 2019 年 2 月に開催された第 12 回 ISO/TC265 総会（バーチャル）以降の各国内ワーキンググ

ループ等の活動報告を行うとともに、2019 年 6 月に開催予定の第 13 回 ISO/TC265 総会（キャ

スパー、米国）および各 WG 会合の対処方針を議論し、決定した。 

 また、適宜各投票案件に関するメール審議を行い、日本の投票内容を決定した。 

 

3.3.1.6.1 第 23回国内審議委員会 

（1）  日程：2019 年 6 月 7 日 

 

（2）  場所：AP 虎ノ門 B ルーム 

 

（3）  出席団体・企業等：大学関係、民間企業、各種団体、RITE（事務局） 

 

（4）  議題 

‒ ISO/TC265 のこれまでの動きと今後の予定について 

‒ 各ワーキンググループの活動報告と各 WG 会合・TC265 総会（キャスパー）対処方針につい

て 

a 回収 WG 

b 輸送 WG、フローアシュアランス TR 開発アドホックグループ  

c 貯留 WG 

d Q&V・CCI WG 

e CO2-EOR WG 

‒ 審議事項 

a ISO/TC265WG エキスパートの追加登録について 
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‒ 第 13 回 ISO/TC265 キャスパー会合日本代表団方針等について 

‒ その他 

  

（5）  主な報告・決議 

‒ 各ワーキンググループの活動報告と各 WG 会合・TC265 総会（キャスパー）対処方針 

各ワーキンググループは、それぞれの主査等から説明された今後の取り組みにしたがって対

応する。 

 

‒ ISO/TC265 WG エキスパートの追加登録 

WG5 エキスパートとして 3 名を追加登録する。 

 

‒ ISO/TC265 キャスパー会合日本代表団方針等 

キャスパー会合に参加する日本代表団メンバーは、基本方針にしたがって対応する。 

 

（6）  主な議論内容 

① ISO/TC265 のこれまでの動きと今後の予定について（説明者：事務局） 

資料を用いて、第 22 回国内審議委員会以降の国際活動状況（第 12 回 ISO/TC265 総会（バ

ーチャル）結果報告含む）、投票および投票結果概要、第 13 回 ISO/TC265 総会（キャスパー、

米国）及びその後の予定について報告された。 

 

‒ 5 月 23 日の CAG で議論された「TC265 ビジネスプランにおける GHG の取り扱い」およ

び「ココンビーナの扱いの変更」は、具体的にどのような内容か。 

→GHG の取り扱い：WG4 で開発中の CD27920（定量化と検証）では GHG を取り扱わな

いこととしており、それをビジネスプランに適用しているが、そこに対しフランスからク

レームが出ている状況。 

    ココンビーナの扱いの変更：過去、ISO ではコンビーナとココンビーナを先進国と発展途

上国が受け持っており、TC265 においてもココンビーナを置いてきた。しかし、現在で

はコンビーナ１人というのが通例となっているため、ISO はココンビーナという仕組みを

フェーズアウトしようとしている。原案では、現在のココンビーナを「プロジェクトリー

ダー」と名称変更し活動を継続する方向。 

 

‒ ココンビーナの扱いの変更について、日本としては賛成する方向か。 

→ISO のルールに則っているため、特に意見がなければ事務局としては大きく反対するもの

ではないと考えている。日本として WG1 と WG3 を主導していくという立場は変わって

いない。なお、プロジェクトリーダーを投票により決定するのかどうかは決まっていない

が、日本の WG3 ココンビーナの任期（3 年）が今年の 12 月までである旨、ご認識いた

だきたい。 
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‒ 第 12 回 TC 総会（バーチャル）の議事録に、現 WG6 ココンビーナの退任に関するコメン

トがある。これは初めて聞いたが、本当か。 

→キャスパー会合で確認する。 

 

‒ CCU については現在 TC265 のタイトルに入っていないが、CO2 Utilization Ad-hoc Group

は、TC265 のタイトルやスコープに Utilization を入れるような意図で活動しているのか。 

→TC265 のタイトル等に Utilization を入れる提案をしたいという意図だが、他の TC を立

ち上げて行うべきという反対意見もある。それらの議論を集約させるために、まずは提案

者が提案を纏めるということで Ad-hoc Group が活動し、現在最終報告書の提示を待って

いる状況。日本としては、静観のスタンスでグループに参加し、情報収集を行っている。 

 

‒ 第 12 回 TC 総会（バーチャル）の Action Item 12.02 によると、第 13 回 TC 総会（キャス

パー）で CO2 Utilization Ad-hoc Group の最終報告書が提示されるとのことだが、本当に

出てきそうか。 

→Ad-hoc Group のリーダー（中国）がキャスパー会合に不参加の予定であるため、キャス

パー会合でも提示されない可能性が高いと思われる。 

 

‒ CO2 Utilization の議論は 2017 年の第 9 回 ISO/TC265 総会（カラマイ）で中国が提起した

ものの、進捗が遅いため、フランスにリーダーを譲るか、または Utilization の議論を止め

るべきという考え方もある。 

→TC265 は Utilization に積極的な欧州諸国の数が多いため、議決のうえで Utilization の

議論を完全に止めるのは難しいかもしれない。止めるよりはもっとまともに活動をさせた

方が良いと思われる。 

→リーダーの中国が議論をおかしな方向にもっていかないよう留意してほしい。 

→引き続き動向をよく確認していく。 

 

② 各ワーキンググループの活動報告と各 WG 会合・TC265 総会（キャスパー）対処方針につい

て 

a 回収 WG（説明者：回収 WG 主査） 

資料を用いて、活動報告および WG1 会合・TC265 総会対処方針について説明された。 

 

‒ TR27922（セメント産業）の提案は一度否決されたという認識で良かったか。 

→TR に関する投票の取り扱いが見直された過渡期に NWIP 投票が行われた。 

ISO directive では NWIP 投票は不要であることから、NWIP 投票自体（結果を含む）

がキャンセルとなったため、開発を続けている。公式には今後の DTR 投票が最初の投

票となる。 

→なお、現在は、TC265 が独自に、TR の NWIP 投票を行うことを定めている。 
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‒ ISO27919-2 の CD 投票で反対した豪州からのコメントは、純粋に内容を良くしようとい

うものか。 

→そのとおり。内容の冗長さの指摘や、用語の定義の明確化など、より refine されたド

キュメントにしようという前向きなものである。 

 

審議の結果、活動報告と今後の対処方針に関して了承された。 

 

b 輸送 WG、フローアシュアランス TR 開発アドホックグループ（説明者：両グループ主査） 

資料を用いて、活動報告および今後の対処方針について説明された。 

 

‒ 米国国内のパイプラインは過去より国内規格で運用している背景もあり、WG2 コンビー

ナ（米国）は ISO によるパイプライン規格に少し懐疑的である印象を受けている。WG2

コンビーナが ISO27913（CO2パイプライン輸送システム）の定期改定についてきちんと

考えているかどうかが疑問であるが、WG2 コンビーナから改定について何か連絡はあっ

たか。 

→具体的な連絡はない。3 月の第 12 回 TC 総会（バーチャル）における WG2 レポートに、

当定期改定の議論をキャスパー会合で行う旨の記載があったが、先日提示された WG2

キャスパー会合のアジェンダには含まれていなかった。現地で確認する。 

 

‒ 2018 年 7 月の第 9 回 WG2 会合（パリ）で船舶輸送の議論が延期となったが、日本にと

って不都合になるようなことはあるか。 

→国内の船舶輸送についての議論はまず枠組みに関する内容から始まるため、現状特に不

都合はないと思われる。 

    →国内の船舶輸送プロジェクトがもっと具体化しなければ、積極的な規格開発の提案は難

しい。 

 

‒ 現在船舶輸送を行う場合、どのような法令等に従うこととなるのか。 

→船自体は国際的に IMO がカバーしているため、ISO で扱う場合、船自体を対象にする

ことはおそらくないものと思われる。例えば、現在開発を始めようとしているフローア

シュアランスの中に、連続性のない船舶輸送を考慮した場合の影響を入れていくことも

考えられるが、一方、それは規格の問題かどうかという観点もあり、現状、運用実績の

ない中で規格に入れていくことは時期尚早と思われる。 

 

審議の結果、活動報告と今後の対処方針に関して了承された。 

 

c 貯留 WG、CO2-EOR WG（説明者：貯留 WG 主査、CO2-EOR WG 主査） 

現在両ワーキンググループは合同で活動しているため、両ワーキンググループを纏めての

報告とした。資料を用いて、活動報告および今後の対処方針について説明された。 
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‒ 5 月 20 日に、米国財務省が税控除 45Q の適用に関するパブリックコメント募集を開始（～

7 月 7 日）したが、募集の文言に「最近になり、国際 ISO からの新たな Standard が発布

されている状況に鑑み」と入れられていることから、ISO27916（CO2-EOR）が米国の

Policy Maker の目に留まり、動きを促進した可能性がある。WG6 には米国の弁護士が複

数在籍しており、それらを中心とした有志で財務省へのコメント提出を検討していること

から、CO2-EOR ワーキンググループ主査も参加し、情報収集を行う予定。 

 

‒ 現在の TR 開発予定は、2020 年中旬の出版を目指しているが、少し延長が必要となるよ

うな状況か。 

→現状の進捗は、当初思っていたほど進んでいないが、欧米諸国の夏季休暇シーズンが終

われば進んでいくものと考えている。将来的には延長が必要となる可能性はあるが、い

ま延長してしまうと進捗が滞る恐れがあるため、今のところ現行の開発期間で進めてい

く予定である。 

 

‒ 苫小牧の情報開示を強く求められているとのことだが、どこまでの開示となるのか。 

→もし TR に入れるとしても公開情報のみであり、それ以上踏み込むことは無い。 

 

審議の結果、活動報告と今後の対処方針に関して了承された。 

 

d Q&V・CCI WG（説明者：事務局） 

資料を用いて、活動報告および今後の対処方針について説明された。 

 

‒ WG4 の現在の成果物（CD27920）について、一部コンセンサスが得られていない箇所を

除き、どのように評価しているのか。内容としては捨て難いものか。 

→コンセンサスが得られていない 2 点（Clause 5、6）が解決されればほぼ完成している

状況。フランスは、発電所の排出削減に利用するには情報が足りないため価値が無いと

言っているが、一方、45Q のように貯留量の定量化に使うのであれば十分利用できるた

め、そのような用途においては価値があるものと言える。 

 

‒ WG4 リーダーシップの問題は、キャスパー総会以降に対応（投票）するものであり、現

時点では日本の立ち位置を決めておけば良いということでよいか。 

→そのとおり。 

→日本の立ち位置としては、WG4 の規格開発を全て止めてしまうべきという事ではない

が、現状のリーダーシップでは進んでいかないというスタンスで良いか。 

→担当としてはそのように考える。 

→（上記スタンスについて各委員了承） 

 



217 

 

‒ WG4 リーダーシップの問題の状況は、多数決で決まったものを捻じ曲げるケースか、そ

れとも 2 つの大きな対立意見に対し議論を纏めることができないケースのどちらか。 

→後者の纏める力が無いケースである。ただし、決定事項を捻じ曲げることはないものの、

進め方が非常に不透明である。例えば、WG 会合参加者で合意したことについて、急に

WG4 エキスパート全体で投票する旨の文書が配信されることがあった。背景としては、

TC 事務局から「WG4 全体で解決すべき」と意見が出たことを、全エキスパートで対

応するように捉えたためそのようにしたものと思われるが、丁寧な説明は何もなかった。 

→なお、中国は WG4 において実質活動している人は 2～3 人であるなか、WG 内投票で

多数を得る可能性が高くなるため、10 名程度エキスパート登録していたが、これにつ

いては文書 N158（2019 年 5 月 31 日付）により、実質活動していないエキスパートの

登録を削除するよう要請された。 

 

‒ WG5 ココンビーナ（中国）は既に辞めたという認識でよいか。 

→そのとおり。 

 

審議の結果、活動報告と今後の対処方針に関して了承された。 

 

③ 審議事項 

a ISO/TC265 WG エキスパートの追加登録について（説明者：事務局） 

資料を用いて、WG5 エキスパート 3 名の追加登録について説明された。 

 

審議の結果、WG5 エキスパート 3 名の追加登録について了承された。 

 

④ ISO/TC265 キャスパー会合日本代表団方針等について（説明者：事務局） 

資料を用いて、ISO/TC265 キャスパー会合日本代表団方針等に関して説明された。 

 

審議の結果、キャスパー会合日本代表団方針等に関して了承された。 

 

3.3.2 国際活動 

3.3.2.1 WG1（回収） 

火力発電所に設置する回収プラントの安定稼働のための評価指標やガイドラインを提供する

ISO 27919-2 の開発、ならびにセメント産業における回収分野の規格文書の開発を進めた。 

ISO 27919-2 については、その CD 投票結果について 2019 年 2 月に開催された第 12 回

ISO/TC265 総会（バーチャル）で議論されたのち DIS 開発が承認され、DIS ドラフトの開発に

着手した。3 月に第 17 回 WG1 会合（ワシントン DC、米国）を開催し、CD 投票時コメントの

うちテクニカルコメントを優先して WG1 見解について議論、それらをドラフトに反映するため

章別エディターを再編成してドラフト改訂を進めた。 

ノルウェー主導で進めていたセメント産業の回収性能評価に関する規格開発は、WG1 オランダ
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エキスパートがコーディネートする編集グループによる技術報告書 TR27922 として、ベースドキ

ュメントを作成することになり、ドラフト開発を進めた。の準備を進めた。 

 

3.3.2.2 WG3（貯留）（WG6（CO2-EOR）との合同活動を含む） 

 2018 年 7 月開催の第 7 回 WG3 および WG6 合同会合（パリ、フランス）において、WG3 と

WG6 が共同で TR27923 を作成することが合意された。その後、2019 年 1 月開催の第 8 回 WG3

および WG6 合同会合（ワシントン DC、米国）合同会合において、TR27923 の章立てが議論さ

れ、Non-Well Infrastructure の章では、CO2-EOR についても記載することとなった。また、原

稿執筆者に WG6 メンバーが加わることとなった。 

また、CO2-EOR から CCS への移行を取り扱う Storing CO2 in Petroleum Reservoirs が将来

の IS のテーマになり得るのか議論された。 

その後、2019 年 5 月にパネルリーダー（各章の原稿執筆担当責任者）会議が開催され、2019

年 6 月の第 13 回 ISO/TC265 総会（キャスパー、米国）までに、各章の原稿を提出することが合

意された。 

 

3.3.2.2.1 WG3および WG6テレコンファレンス（5/2） 

(1) 日程：2019 年 5 月 2 日 

 

(2) 出席国：日本、カナダ、米国、ノルウェー、サウジアラビア 

 

(3) 議題、主な意見、決定事項 

‒ 各執筆者の執筆状況は、大半の章で、執筆途中で大きな進捗はない。まだ、執筆者の第１

ドラフトを回付するような状況ではなかった。 

‒ 2019 年 6 月の ISO/TC265 総会（キャスパー、米国）に併せ、6 月 11 日に WG3 および

WG6 の合同会合を開催することした。当初、TR 全体の議論を行った後、各章ごとの個別

会議を行う予定である。 

‒ 個別会議は、キャスパーに来られなかった執筆者も参加できるように、Zoom で行うことも

検討している。出席者は、20 名前後を見込んでいる。 

‒ 次回の Zoom 会議は、6 月 6 日を予定している。この会議では、TR の全体像の議論をし、

キャスパーでは、各章ごとに実際の文章、記述について意見交換したいと考えている。 

 

3.3.2.2.2 WG3および WG6テレコンファレンス（6/6） 

(1) 日程：2019 年 6 月 6 日 

 

(2) 出席国：日本、米国、カナダ、ノルウェー 

 

(3) 議題、主な意見、決定事項： 

キャスパー会合では、以下の項目について協議することとする。 
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‒ Monitoring が各章に点在するため、これを如何に調整するか。Monitoring の章では、

Monitoring 技術、手法のみ記載すべきか。 

‒ 各章の長さ 

‒ 再検討に必要な期間 

‒ 共著者からの貢献度の増加 

‒ Chapter 4 (Well) における Units (単位系)の記載方式 

‒ Chapter 5 (Non-Well)；Pilot EOR の施設を記載するのか否か 

‒ Chapter 6；文章をそぎ落とし、より簡潔にすること 

‒ Chapter 7 & Chapter 8；執筆者のさらなる貢献が必要 

‒ Chapter 9；さらなる事例、議論が必要。文章の長さを決めておくべき（冗長になる可能

性大） 

 

3.3.2.3 WG4（Q&V） 

ISO27920（Q&V）開発について、2019 年 3 月に北京で行われた WG4 会合で合意された方針

に従い、3 月 27 日から 6 月 3 日までに 9 回のテレコンファレンスが開催され、DIS の作成が進め

られた。 

 

3.3.2.3.1 WG4テレコンファレンス（4/3～6/3、計 8回） 

（1） 日程：2nd meeting: 2019年 4月 3日 

3rd meeting: 2019年 4月 10日 

4th meeting: 2019年 4月 11日 

5th meeting: 2019年 4月 26日 

6th meeting: 2019年 4月 30日 

7th meeting: 2019年 5月 2日 

8th meeting: 2019年 5月 14日 

9th meeting: 2019年 6月 3日 

 

（2） 出席国：フランス、中国、米国、豪州、ノルウェー、サウジアラビア、オランダ、日本 

 

（3） 議題、主な意見、決定事項 

第 12 回 WG4 会合（北京、中国）（2019 年 3 月 12 日～14 ニチイ）の前に、DIS27920 につ

いてエキスパートからコメントを収集し、北京で対応について討議した。Clause 1 (TP1: Scope), 

Clause 3 (TP1: Terms and definitions), Clause 4 (TP1: Symbols, abbreviated terms and 

units), Clause 7 (TP3: Measurement and monitoring) 関連は WG4 北京会合で対応終了。残

りの Clause について、上記の日程でテレコンファレンスを実施した。 

なお DIS の 20 週投票は、当初 4 月 1 日に予定していたが延期された状況である。 

 

① 1st および 2nd meeting:  
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Clause 9 and 10 (TP5: Reporting, data management and verification) について、

DIS27920 のコメントに関する対応を討議。検証の区分など整理、” intended user” , 

“quantifying party”などの使用が削除された。 

 

② 3rd および 4th meeting:  

Clause 6 (TP2: CCS project boundary) について、DIS27920 のコメントに関する対応を

討議。主にテクニカルなコメントを対象とした。Normative でない記述を note とすること

や、曖昧な記述を具体的にするなどの変更を加えた。Figure を削除するか否かについて投票

を実施し、いったんは図を Annex に残す結果となったが、コンビーナ、ココンビーナに投票

権があるかについて疑義があり（彼らに投票権が無い場合は結果が逆転する）、secretary レ

ベルで照会中。 

 

③ 5th meeting:  

Clause 8 (TP4: Quantification of CO2 stream and emissions) について、 DIS27920 のコ

メントに関する対応を討議。 

 

④ 6th meeting:  

Clause 3 (用語と定義) について、 DIS27920 のコメントに関する対応を討議。 

 

⑤ 7th meeting:  

Clause 10 (データ), Clause 3 (定義)、Clause 4 (略語) について、 DIS27920 のコメント

に関する対応を討議。 

 

⑥ 8th meeting:  

当日の agenda について入れ替え要望あり。コンビーナ不在で会合終了。 

 

⑦ 9th meeting:  

WG4 キャスパー会合の開催状況について整理。オランダのエキスパートが acting コンビ

ーナとなり開催されることが決定された。 

 

3.3.2.4 WG5（CCI） 

CO2流組成の DTR 27921 が投票（2019/12/27～2020/2/22）により承認され、DTR に付された

コメントの対応が、2019 年 4 月の第 10 回 WG5 会合（オスロ、ノルウェー）とテレコンファレ

ンス（5 月 21 日）により進められた。 

またリスクマネジメント TS（TS 27924）の進め方について、新しい PL が出席して第 10 回

WG5 会合（オスロ、ノルウェー）にて議論された。 

 またフローアシュアランス TR に関するキックオフテレコンファレンスが開催され、TR のスコ

ープや、取り上げるべき項目について議論された。 
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3.3.2.4.1 第 10回 WG5 会合 

（1） 日程：2019 年 4 月 24 日～26 日 

 

（2） 場所：IFE（Institute for Energy Technology）、オスロ近郊、ノルウェー 

 

（3） 出席国：フランス、ノルウェー、ドイツ、日本、（Web 出席：豪州、米国） 

 

（4） 議題 

‒ ISO/TR 27921（CO2流組成）DTRに付されたコメント対応 

‒ ISO/TS 27924 (ライフサイクルリスクマネジメント) の進め方について 

‒ フローアシュアランス Technical Reportの進め方について 

 

（5） 主な内容・決議 

① CO2流組成 DTR コメント対応 

‒ 事前にフランスのエキスパートと事務局が整理したコメント表の対応案（WG5_N176）に

従い、コメントへの対応を議論した。  

‒ 日本より、「CO2 EOR のリサイクルガスは、TR にある事例より多くの不純物を含むので

Scope 外と明記すべき」とのコメントを提出（JP72）したが、Scope 外の事項追加はこの

段階では難しく、CO2 stream の定義として “stream consisting overwhelmingly of carbon 

dioxide”との記載があり、EOR リサイクルガスが除外されることは明らかであることから、

Scope の修正はしないことで合意した。 

‒ 4 章のタイトル”Present status of CO2 stream composition”が不明確であるとの指摘から、”

Overview of chemical composition of CO2 streams”に変更された。 

‒ Table 1、Fig.1、Fig.2 について、データの信憑性や整合性に関するコメントがあり、もう

一度フランスのエキスパートが見直すこととなった。 

‒ 日本より、図の表記方法（図が見にくい、数値の表記方法、Y 軸が明記されていない等）が

科学論文の型式から大きく外れている、と指摘したが、ISO のルールでは明確に定められ

ていないことから事務局としては修正する意志がなく（WG メンバーも同意）、修正を申し

出た日本メンバーと事務局が相談して対応することとなった。 

‒ 5.1.2 Table 5（各節をサマライズした表）について、分かり易さ等の点で多くの議論があり、

修正された。 

‒ 以上の議論により、約 580 のコメントのうち半分程度を処理し、残件はメール、テレコン

ファレンス、Casper 会合に持ち越しとなった。 

 

② リスクマネジメントの TS の進め方 

‒ フランスのプロジェクトリーダー（PL）より、以下の開発方針案が示された。 

・回収、輸送、貯留の各工程のリスクはそれぞれの WG（規格）で扱うので、この TS で
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は統合的（OA）、横断的（XC）に限って取り扱う。 

・まずはリスク TR に掲載されている統合的（OA）、横断的（XC）リスクの表をレビュー

して、どのリスクを対象とするかを決め、TR の記述についても、使うもの、使わないも

のを峻別したい。 

‒ カラマイで開催した WS では他 WG のエキスパートからの反対意見が多かったので、適宜

他の WG と相談しながら進めるべき、まずは素案を他 WG に回付して具体的な意見を求め

るのが良い（仏エキスパート、事務局） 

‒ TR と同様に、リスクを一覧できる、チェックリストを作ることを提案（日本） 

‒ 結論は以下の通りとなった。 

・まずは TS で取り扱う OA、XC リスクを明確にすることから開始 

・テレコンファレンス（5 月下旬）を開催し、PL のより詳細な提案を議論した上で、それ

をリバイスしたものを Casper で議論する 

・可能であれば、各国で追加のエキスパートを探す 

 

③ フローアシュアランス TR の進め方について 

‒ 豪州のプロジェクトリーダーより、CIB に付されたコメントについて、今後 2 週間で対応

案を仕上げて、WG5 内に回付、その後テレコンファレンス（5 月下旬）で議論するという

タイムラインが示された。 

‒ WG5 キャスパー会合（米国）では WG2 のメンバーも加えて議論し、目次を確定させるの

を目標とする。 

 

3.3.2.4.2 WG5テレコンファレンス（5/16） 

（1） 日程：2019 年 5 月 16 日 

 

（2） 出席国：豪州、フランス、ドイツ、ノルウェー、日本 

 

（3） 議題、主な意見、決定事項 

① Technical Report Proposal への投票（2019/2/6～3/6）における各国コメントへの回答案 

‒ おおよそプロジェクトリーダーより予め提示された原案のとおり合意。 

 

② TR のコンテンツに関する議論 

‒ TR のコンテンツ案および案に対する各エキスパートコメントに関する議論を実施。 

‒ 主な議論の結果は以下のとおり。 

・フローアシュアランスに影響を与える全 CCS システムの制限事項や、フローアシュアラ

ンス達成に伴う他の CCS 分野（回収・貯留）への影響を明確にすべき。 

・ISO/TC265 が開発している他の規格や TR が、そのような影響を受ける／与えるものか

どうか調査する必要がある。 

・差し当たり、TR のスコープを injection well までのパイプライン輸送に絞って進める。 
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‒ 時間の都合上、全エキスパートコメントの 8 割程度まで議論し終了。以降の議論は持ち越

しとなった。 

 

③ 今後の予定 

‒ 6 月予定の第 11 回 WG5 会合（キャスパー、米国）までの間に再度 Zoom 会議を開催し、

持ち越した議題について議論することとした。 

 

3.3.2.4.3 WG5テレコンファレンス（5/21） 

（1） 日程：2019 年 5 月 21 日 

 

（2） 出席国：フランス、米国、ノルウェー、ドイツ、日本 

 

（3） 議題、主な意見、決定事項 

‒ CO2流組成 TR27921 の編集に参加しているメンバーにより、DTR コメントの中で特に議論

の必要があるものについて議論を行った。 

‒ 第 5 章 Impacts (effects) of the impurities の各節に、結論をまとめた表の作成を日本が提案

し、その案とエキスパートから提出されたコメントついて議論され、今後修正することとな

った。 

‒ 8.1 Drivers of CO2 stream composition を追加し、CO2不純物に影響を与える要因を説明

する文章と図を追加する。 

‒ 不純物の影響については非常に複雑で、CCS においては多くの経験があるわけでもないので、

現在詳細に記載されているいくつかの欄について削除、整理して、より簡潔な表とする方向

で修正することとなった。 

‒ この会合で議論された結果を反映したドラフトの修正版を事務局が作成し、できるだけ早く

回付し、6 月のキャスパー会合でさらに確認・議論を行う。 

 

3.3.2.5 Chair’s Advisory Group 

6 月開催の第 13 回 ISO/TC265 総会（キャスパー、米国）に向け、CAG テレコンファレンスを

開催し課題について議論した。なお、CAG テレコンファレンスは、通常、総会の 4 ヶ月および 1

ヶ月程度前のタイミングで開催される。 

 

3.3.2.5.1 CAGテレコンファレンス（5/23） 

(1) 日時：2019 年 5 月 23 日 

 

(2) 出席国：ISO/TC265 議長およびセクレタリ、豪州、フランス、ノルウェー、サウジアラビア、 

中国、日本 

 

(3) 議題、主な意見、決定事項 
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6 月に開催される ISO/TC265 総会（キャスパー、米国）に向け、課題について議論した。 

 

① アジェンダ 

総会のアジェンダ案に、4.6 WG4 問題、4.7 フローアシュアランスを追加した。 

 

② 議事録の承認 

前回 CAG 会合の議事録が修正なしで承認された。 

 

③ セクレタリからの報告 

‒ WG5 ココンビーナの交代の件が報告され、フランスの候補に対して近々投票が行われる。 

‒ これまでココンビーナが存在していたが、今後ココンビーナは置かない方向。プロジェク

トリーダーという立場で引き続き活動を進めていくことを考えている。詳細はキャスパー

総会で議論する予定。 

 

④ キャスパー総会のアジェンダのレビュー 

a ノルウェーから発信された WG4 マネージメントに関する不満のレター 

‒ WG4 ココンビーナの WG4 運営に対して不満のメールの紹介が行われた。同じ主旨で米

国からもレターが発信された。 

‒ WG4 ココンビーナに対して、継続させるかやめさせるかの投票を行う議論が行われたが、

今回の Zoom 会議に米国及びカナダ代表が出席していないことを考慮し、今後メールベー

スにおける投票も視野に入れて対応を検討していくことになった。キャスパー総会までの

間に再度 CAG テレコンファレンスの開催も視野にいれることになった。 

 

b フランスからの SBP に関するレター 

‒ TC265 の戦略的ビジネスプラン（Strategic Business Plan ; SBP）Annex に対する GHG

の取り扱いを求めるレターが出されており、本件はキャスパー総会で議論することとした。 

 

c SBP 1.1 の修正文書の紹介 

‒ 議長より修正文書の紹介が行われた。キャスパー総会で議論し、最終的には投票にかける 

こととなる。 

 

d ココンビーナの役割の変更について 

‒ これまで TC265 においては各 WG 運営に関してココンビーナを置いてきたが、他の TC

にならって今後はココンビーナをおかず、これまでのココンビーナについてはプロジェク

トリーダーとして活動に参加してもらうことを考えている。 

 

e キャスパーにおけるレセプションの紹介 

‒ キャスパー総会におけるレセプション含めて各イベントの紹介が行われた。 
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f WG４の残課題に関して 

‒ 現在 27920 を DIS に向けて開発を進めている。技術的な議論が終わっているが、バウン

ダリを示した Figure を残すかどうかで議論が行われている。- 

 

g フローアシュアランスプロジェクトの報告 

‒ Zoom 会議を開いて議論したが、スコープが広すぎるという課題にぶつかっている。また

現時点ではエキスパートの参加が不足していることと、中心となって推進する予定のエキ

スパートの事情を考慮し、開発開始を 10 月に遅らせることを考えている。それに対して

大きな反対がなかったため、その方向でキャスパー総会において議論を進めていくことと

なった。 

 

3.4 第 13回 ISO/TC265 総会および各 WG会合（キャスパー、米国） 

2019 年 6 月に開催された本会合について、各 WG の会合状況、さらに Plenary 会合の状況を

記載する。なお、WG2 および WG6 については、個別の WG 会合は開催されなかったが、WG2

は WG5、WG6 は WG3 との合同による TR 開発に関する議論を行うため、各 WG メンバーは

WG5 および WG3 会合へ出席した。 

 

3.4.1 国際活動 

3.4.1.1 WG1（回収） 

火力発電所に設置する回収プラントの安定稼働のための評価指標やガイドラインを提供する

ISO 27919-2 の開発、ならびにセメント産業における回収分野の規格文書の開発を進めた。 

ISO 27919-2 については、その CD 投票結果について 2019 年 2 月に開催された第 12 回

ISO/TC265 総会（バーチャル）で議論されたのち DIS 開発が承認され、DIS ドラフトの開発に

着手した。3 月に第 17 回 WG1 会合（ワシントン、米国）を開催し、CD 投票時コメントのうち

テクニカルコメントを優先して WG1 見解について議論、それらをドラフトに反映するため章別

エディターを再編成してドラフト改訂を進めた。第 18 回 WG1 会合（キャスパー、米国）では、

引き続き CD 投票時コメントに対する WG1 見解について議論した。 

セメント産業における回収分野の規格文書である TR 27922 の開発に関しては、WG1 オランダ

エキスパートがコーディネートする編集グループによるベースドキュメントが 2019 年 5 月に完

成し、第 18 回 WG1 キャスパー会合で議論した。 

 

3.4.1.1.1 第 18回 WG1 会合 

(1) 日程：2019 年 6 月 10 日～11 日 

 

(2) 場所：EORI、キャスパー、米国 

 

(3) 出席国：豪州、オランダ、米国、日本 
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(4) 議題 

‒ ISO27919-2 について、CD 投票時コメントに対する WG1 見解の取り纏め 

‒ TR27922 について、ベースドキュメント内容の共有化と今後の開発スケジュールの確認 

 

(5) 主な内容・決議 

‒ ISO27919-2 について、CD 投票で反対票を投じた豪州からのコメントを含む全てに対応する

ことを総会でコミットしているため、前回ワシントン会合以降の継続案件の議論とともに、

技術的（te）および一般（ge）コメントについてすべての見解を取り纏めた。さらに、開発

期間延長のケースを含めたスケジュールの再確認を行った。 

‒ TR27922 について、オランダエキスパート（実質的な編集コーディネーター）がリモート参

加して、ベースドキュメントの構成案や内容、今後の開発スケジュール案について説明し、

WG1 は当該案について合意した。 

‒ 主な会合決議は以下のとおり。 

・決議１：ISO 27919-2 開発 

a 編集担当者によって優先順位が付けられたすべての CD 投票時コメントを議論した。

コメント見解は WG1 N 文書（WG1_N0380）を参照のこと。 

b 本会で議論しなかった CD 投票時コメントについては、割り当てた編集担当者が、3

章（用語と定義）へのコメント対応は、WG1 N 文書（WG1_N0381）に従って対処

することに同意した。 

c ドラフト Ver.1.2 rev.1（WG1 N 文書：WG1_N0380）は、本会議に基づく作業計画

に従って改訂を進め、改訂ドラフト Ver.2.0 は、WG1 メンバーがレビューするため 8

月中旬に配布する。必要に応じてリモート会議を開催する。改訂ドラフト Ver2.0 へ

のコメントは、9 月中旬または下旬までに WG1 事務局に提出する。以上を取り纏め

たドラフト Ver.2.1 を、次回 WG1 会議で議論する。 

・決議２：TR 27922 開発 

作業計画について、WG1 N 文書（WG1_N0382）を参照のこと。 

・決議３：Work Plan 

作業計画について、WG1 N 文書（WG1_N0383）を参照のこと。 

・決議４：WG1 Future meetings 

a WG1 は、作業計画に準拠するよう努力する。 

b WG1 は、2019 年 10 月下旬または 11 月上旬に 3 日間の会議を計画し、DIS27919-2

投票について議論、決定する。追って、開催日付と場所を通知する。 

c 2019年秋以降の会議を、2020年の次回TC265総会に併せて開催する可能性がある。 

 

3.4.1.2 WG2（輸送）（WG5（CCI）との合同活動を除く） 

WG2 は、2019 年 2 月の第 12 回 ISO/TC265 総会（バーチャル）時点では、6 月のキャスパー

会合において、2016 年に発行した ISO27913（パイプライン輸送システム）の定期見直しの議論
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を行う予定としていたものの、キャスパー会合のアジェンダには含まれていなかった。 

これを踏まえ、WG2 セクレタリ（ドイツ）へ定期見直しの予定について確認したところ、定期

見直しは、2021 年の第一四半期に議論を始め、2021 年 9 月頃に終了することを考えている旨の

回答を得た。 

 

3.4.1.3 WG3（貯留）（WG6（CO2-EOR）との合同活動を含む） 

3.4.1.3.1 第 9回 WG3 および WG6合同会合 

(1) 日程：2019 年 6 月 11 日 

 

(2) 場所：EORI、キャスパー、米国 

 

(3) 出席国：日本、米国、カナダ、フランス、ノルウェー、サウジアラビア、ドイツ 

 

(4) 議題 

‒ TR27923 の第１稿（WD1）に関する協議 

 

(5) 主な報告・決議 

‒ TR27923 の第１稿（WD1）を 5 月 27 日に締め切った。全章にわたって初稿が提出された。

まだ不十分な部分が散見されるが、今後議論を重ねて第１稿を完成させていく。 

‒ “Monitoring”にかかわる記述が、複数の章において出現するため、”Monitoring”の記述に関

する取り決めについて、以下の通りとすることとした。 

・第 8 章の”Monitoring”では、Monitoring の一般的な技術、測定項目について記述する。 

・その他の章においては、その章における記述内容に密接に関連する Monitoring に関わる事

項を記述する。 

‒ 今後の TR27923 開発の進め方について協議した結果、当面、以下の日程で進めることとした。 

・毎月１回程度の頻度で、パネル（章）リーダー会議（Zoom 会議）を開催する。本会議の

出席者は、パネルリーダー（各章の執筆責任者）および特に必要な執筆担当者。パネルリ

ーダー会議を 2 回開催するごとに、各章の改訂版を提出する。 

・TR27923 の出版目標時期は、今後の進捗を考えると、2020 年末まで延長することとした。

（注：従来の出版目標時期は、2020 年央。） 

・ISO 編集委員会（Editorial Committee）に提出するドラフトは、2019 年 11 月 14 日まで

に完成させる。 

・次回の Face to Face 会議は、暫定的に、2019 年 12 月 3 日～5 日の 3 日間とする。開催場

所は未定。 

 

(6) 主な議論内容 

① TR 全般について 

a Monitoring の記述と取り扱いについて 
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- Monitoring の項目は、第 8 章として独立した章立てとなっている一方、他の章でも

Monitoring の項目が記載されている。各章における Monitoring に係る記述の位置づけを

明確にしておく必要がある。 

- 第 8 章に記載する Monitoring は、Monitoring の Technology（広義なもの）を記載し、

他の章では、他の章の記載内容に密接に関連した Monitoring に関する事項を記載するこ

とにすれば良い。 

- 各章で記載する Monitoring Technology は、より Specific な内容となる。また、この記述

の中では、流量の正確性 (Accuracy)、計測の限界、手法 (Technology)の適用限界

(Applicability)等に焦点を当てて記述するものとする。 

- Monitoring には、2 つの要素がある。１つは CO2量の計測に代表される精度の要素であ

り、もう一つは、CO2漏洩に対する監視の精度である。 

- 一般的に、実証実験事業における Monitoring は、過剰となっている傾向があり、実証実

験事業が実例として本 TR に記載されたとしても、当該事業が必ずしも標準的な事業では

ないことを留意する必要がある。 

- 今回の TR に記載される Monitoring は、次の Phase (Decommissioning)をサポートでき

る内容であることが望ましい。 

- （結論として）取り扱うケースごとに Monitoring の手法が異なることが予想される。適

用されている多様な Monitoring の技術、手法を記述することとする。この多様性の背景

（地質状況、Legal Requirement, 経済性、適用限界(Applicability)等）を明確に記述する

ことにする。 

b TR の内容の深さ、全体の分量について 

- 各章の長さ（分量）は、執筆に許される時間と全体のページ数に依存する。 

- 各章で 20～30 ページとすると、全体で 200 ページ前後となる見込み。この程度の分量で

あれば、許容されると思われる。 

- ドラフトの執筆時間に加え、その後の再検討時間を考慮しておく必要がある。各章の執筆

は個々に行われるが、最終的には、全章が同じ文調になっていなければならない。このた

め、章と章との間でも再検討が必要となってくる。 

- 本 TR の読者は、誰なのか、または誰を対象に執筆するのか、あらかじめ、議論のうえ、

共通認識を持っておく必要がある。 

c 第１ドラフト完成時期と次回 Face to Face 会議時期について 

- 2020 年末の出版を目標にするのであれば、ISO からの recommendation によれば、遅く

とも 2020 年 4 月までには、ドラフトを完成させる必要がある。最終ドラフトに対するコ

メントの対応に、すなわち出版までに半年程度時間を要する。 

- Face to Face 会議は、ドラフトを編集委員会に提出する前に開催しなければならない。 

- 日程調整の結果、Face to Face 会議は、12 月 3 日～ 5 日の 3 日間開催することで、暫定

的に合意。今後、WG3 コンビーナに会議開催をお願いすることとしたい。この会議の主

目的は、各章間の整合、および文調の統一を図ることにある。このため、各章の最終ドラ

フトは、この会議の少なくとも２週間前（11 月 14 日）までに、秘書あてに提出する必要
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がある。 

d 他の執筆者の協力について 

- これまでの執筆状況から見ても、執筆者が足りない。また、記載する「実例」の提示が難

しいとの指摘が出ている。特に、「実例」を記載する場合は、その実例が実施された国か

らの執筆者が望ましいので、より多くの執筆者の参加が必要と考えられる。今後、文章の

再検討、校正等の作業が生じるため、多くの執筆者の協力が必要となる。他の執筆者から

の協力については、実際何も解決していない。 

- 第４章については、米国内の「実例」の記載が必要なため、米国エキスパートから、追加

執筆者（掘削技術専門家）を投入する予定との話を聞いている。 

- Injection Operation の closure に関して様々な管轄で異なるルールがあるが、その多様性

を TR で紹介できないか、という発言に対し、ノルウェーのエキスパートが、closure の

意味が米国、EU、カナダ etc.で異なる、とコメントした。 

e 今後のドラフト執筆の進め方について 

- 毎月１回程度、各章のリーダーと執筆担当者間の Zoom 会議開催を計画している。この

Zoom 会議２回ごとに、各章の改訂版を提出することを目論んでいる。 

- 毎回、執筆担当者が Zoom 会議に出席する必要があるのか疑問との発言あり。議論の結果、

執筆者は、特に必要のある場合のみ出席することとなった。 

 

② 各章ごとの議論 

a 第４章 Well Design Case Studies  

‒ 単位系（Field Unit vs ISO Unit）の表示方法について問題提起された。この指摘に対し

て、WG3 ココンビーナより、ドラフト段階では、Field Unit で記載し、その部分が明確

に分かるようにハイライトしておくよう指示があった。最終的な編集段階で、一括して何

らかの修正を行う予定。 

‒ 数字の桁数表示についても要注意。ISO 表示では、3 桁ごとにブランクを挿入し、カンマ

は挿入しない。カンマは小数点表示に使用。 

‒ Weyburn は、最近適用されている基準が厳しく変更されており、プロジェクト例として

は不適切との指摘があり、削除することになった。また、日本側でも EOR 実例を記載す

る方針でいたが、油田所有者から情報公開を拒絶され、執筆できないこととなった。 

‒ Norway Offshore の油田(Sleipner, Snohvit)は、現在も生産中であるので情報開示を許可

しないと監督当局から通知されている。最悪、この 2 油田の情報は Operator の Equinor

から入手できるように努力するが、得られない場合は、Offshore の項目は削除せざるを得

なくなる。 

‒ ドイツ Ketzin の坑井データを新たに受領した。現在、執筆可能な内容かどうかを精査し

ている。 

‒ Aquistore の坑井データが記述できないか否か検討する予定。 

b 第 5 章 CO2 Storage Infrastructure 

‒ CO2-EOR の CO2 Recycle Plant の施設が存在しないケースも執筆に含まれているのかと
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の質問に対して、執筆者よりそのような Pilot Project は含んでおらず、CO2 Recycle 施設

は存在していることが前提との回答があった。 

‒ アメリカ国内と異なり世界的に俯瞰するとその多くは Pilot プロジェクトなので、施設に

は、CO2回収施設は建設されていないとの指摘に対して、今後考慮するとのこと。 

‒ CO2-EOR における Recycle Compressor の設置時期について、記載することが望ましい

との指摘があった。 

‒ なお、CO2-EOR 施設のプロセスフロー図を CCS 施設にも誤って記載しているので、修正

すべき図面を用意しているとのコメントがあった。 

‒ CO2 Storage for Ship Transportation の項目は、本章で執筆するべき部分と次章の

Operation の部分が混在する懸念がある。本章では、CO2 の Loading/Unloading に関わ

る施設のみ記述すればよい。Storage tank のみ本章で記述予定。なお、CO2 の Ship 

Transportation は、CCS 用途では欧州で想定され始めているが、Food Quality CO2等の

運搬にはすでに適用されているのではないかとの指摘があった。 

‒ ノルウェーのエキスパートが、ノルウェーにおける海上の CO2輸送に関わるスタディの事

例を執筆できるか検討予定。 

c 第 6 章 Injection Operation 

‒ 流量の計測精度(Accuracy)や、Operation Management Plan について記述すべき。 

‒ 監督当局からの要求と Operation Management Plan との関係について考慮すべき。 

‒ 6.2.4 Storage Facility Design Plan は、第 5 章で記述されるべき。 

‒ これまでに執筆された原稿について、本章に残すべき部分等の見直しが必要。 

d 第 7 章 Storing CO2 in Petroleum Reservoirs 

‒ 本章にも、多くの monitoring の記述が見られる。第 8 章 Monitoring に移動できるもの

は移動すべき。CO2-EOR に関連するもののみ記述すべき。 

‒ CO2-EOR から CCS に移行するに当たって、どのような法規制が障害になっているか考察

すべき。（注：この部分は、WG6 が NWIP を提出しないと WG 自体が解散せざるを得な

い状況であることが、総会（Plenary）の席上で説明されたため、総会の席上、WG6 のリ

ーダーより、別途 WG6 独自の TR として NWIP を提出する可能性が示された。） 

‒ Ketzin は CO2-EOR ではないがガスの地下貯蔵から CCS に移行した良い事例である。 

‒ 本章は、TR と切り離して、新たな TR としてまとめてもよい題材である。EOR と CCS

の橋渡しをどうするのかおよび橋渡しに関わる規則等の障害等について記述可能か検討

する必要がある。 

e 第 8 章 Monitoring 

‒ 本章では、Monitoring の方法論を記述する。 

‒ Monitoring 実施による経済性、また頻度と経済限界についても言及すべき。 

‒ Monitoring の目的、必要性についても記述が必要。 

‒ Base Line data の取得の必要性、経済性についても言及が必要か。 

‒ Monitoringは、油ガス田、Storageごとに必要な手法が異なる。目的に適合したMonitoring

を行うことに尽きる。 
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‒ Monitoringは、その次に繋がるDecommissioningとの関連性に焦点を当てて執筆すべき。 

‒ Monitoring には、2 つの要素が存在する。1 つは Storage の Capacity に関わるもの、も

う 1 つは、安全性に関わるものである。 

‒ 商業規模の Monitoring と実証試験規模の Monitoring とは、根本的に異なる。実証試験

規模の Monitoring は、その多くにおいて、政府・自治体がコストを負担しているため、

オーバースペックとなっている。 

f 第 9 章 Decommissioning 

‒ もっと多くの事例に基づく議論が必要であるが、本章は焦点を絞らなければ、いくらでも

執筆可能である。そのため、あらかじめ、本章の分量を決めておくのも一策。 

‒ Decommissioning の多くは、法的要求事項と密接な関係を持つ。 

‒ 現在、２つの表を作成中。1 つ目は、Project Based であり、2 つ目は、法律関係である。 

‒ 事例として紹介されている Ketzin は、商業的には代表的な事例ではないことを認識して

おく必要がある。Ketzin は当初 Research Project として開始されたものが、拡張された

プロジェクトである。事例についてはまとまった文献がでており、事例の１つとして執筆

したものである。実験的な性格を持つプロジェクトであることを明記したうえで掲載する

ことが必要。 

‒ 今後の作業として、Project Base の表の空欄を埋めること。 

 

 

3.4.1.4 WG4（Q&V） 

3.4.1.4.1 第 13回 WG4 会合 

(1) 日程：2019 年 6 月 10 日、14 日 

 

(2) 場所：EORI、キャスパー、米国 

 

(3) 出席国：中国、オランダ、豪州、カナダ、ノルウェー、サウジアラビア、韓国、 

       日本、米国 

 

(4) 議題 

‒ 今後の DIS 27920（Q&V）登録に向けた動き、DIS 開発のタイムラインについて討議 

‒ WG4 のリーダーシップ問題に関する討議 

 

(5) 主な内容、決議 

① DIS 27920（Q&V）開発関連 

‒ 4 月から 6 月にかけて行われたテレコンファレンスに関する議事録の不備が指摘され、修

正・作成を行った。 

‒ 最新版 DIS のバージョンコントロールや修正ができていないと問題提起された。具体的に

は、N0129 と N0155 の両方が v1.0.4 となっている、テレコンファレンスでコンセンサス
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が得られた Introduction の修正が反映されていない、と指摘された。 

‒ 今後残されたコメント対応としては、CD コメントに対する返答 (正式版) と DIS に対する

内部コメントの整合性を取る必要が再度確認された。 

‒ リーダーシップ問題が解決された後の DIS 開発のタイムラインが、以下のように合意され

た。 

Time Output 

CIB (4 weeks) 作業なし 

EoI (6 weeks) Interim コンビーナのもと作業 

Convenor 投票 (4 weeks) Interim コンビーナのもと作業 

WG コメント対応 (4 weeks) DISv1.0.4 でのコメント対応作業終了 

CD コメント対応 (4 weeks) CD コメント対応と DIS 最新版コメント対応の整合性

チェック 

セクレタリによる集約 (1 weeks) DIS v1.0.5 

DIS 編集 (4 weeks) DIS 編集 

Review (2 weeks) WG レビュー 

最終編集 (2weeks) 編集グループによるチェック 

 

② リーダーシップ問題 

‒ ココンビーナとエキスパートの double role ができるかという問題、総会後にリーダーシッ

プに関する CIB が必要かどうか、などが討議され、WG4 として CIB 投票の選択肢案とし

て以下の 3 つを提示した。 

a コンビーナ留任（ココンビーナ退任） 

b コンビーナ留任（ココンビーナ留任） 

c 両者とも退任、暫定コンビーナ選任 

14 日朝に、以下の議論が行われた。 

‒ 議長より、WG4 リーダーシップの問題に関し、以下の妥協案が 13 日に持ちかけられた。 

a ISO ポジションとしては、TC 全体で合意があり明確に決議と議事録に説明がなされ

る場合において、CIB キャンセルおよび不平レターの撤回を支持する。 

b コンビーナに対する提示は以下のとおり 

・ココンビーナは今後 WG4 会合のチェアーをしない 

・ココンビーナはココンビーナとして会議以外でコンビーナを補助 

・プロジェクトリーダーは継続 

・コンビーナが会合を開くことができない場合、会合のキャンセルする前に、ココ

ンビーナ以外のエキスパートをチェアーに推薦  

‒ 米国およびノルウェー中心に、不平レター撤回の条件と対応を協議した。 

・ノルウェー側の不平もあるが、撤回の条件を作成 

‒ なお 14 日の総会において、CIB は行わず、米国・ノルウェーの不平文書も撤回される、と

の結論に至った。 
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3.4.1.5 WG5（CCI）（WG2（輸送）との合同活動を含む） 

3.4.1.5.1 第 11回 WG5 会合および第 10回 WG2 合同会合 

(1) 日程：2019 年 6 月 10 日～11 日 

（WG2との合同会合はフローアシュアランスTRに関する議論のみ（6月 11日午後）） 

 

(2) 場所：EORI、キャスパー、米国 

 

(3) 出席国：フランス、ドイツ、日本、韓国、米国、豪州、カナダ 

 

(4) 議題 

‒ ISO/TS 27924 (ライフサイクルリスクマネジメント) の進め方について 

‒ ISO/TR 27921（CO2流組成）DTR に付されたコメント対応 

‒ フローアシュアランス Technical Report の進め方について  

 

(5) 主な内容、決議 

WG5 のコンビーナ交代が遅れ、新コンビーナが選任されていない状況であるが、会議に先立

ちフランスのメンバーがコンビーナ代理を務めることが了承された。 

 

① ISO/TS 27924 (ライフサイクルリスクマネジメント) 

‒ ISO/TS 27924 (ライフサイクルリスクマネジメント) の進め方について、フランスのプロジ

ェクトリーダー（PL）より、以下のように概要の説明がなされ、議論を行った。 

・ISO31000 におけるリスクアセスメントのアプローチを紹介 

・政治的課題は目次から外すが、財政的課題については残したい 

・まずはリスクマネジメントの TR 27918 の中から TS で扱う項目を特定 

・CCS チェーンの各サブシステム（回収・輸送・貯留等）に固有なリスクの一覧を作成（各

WG のエキスパートに協力依頼）してから、共通・統合リスクを同定していく 

‒ 2017 年の第７回 WG5 会合（カラマイ、中国）で強い反対があった財政的リスクだが、CCS

中断の原因で最も多いものであることなどから残すことを合意し、TC に再提案する。 

‒ 最初のリスク一覧の review を行い TR の中から採用する項目を特定するとともに、他の

WG と協調して各システムにおけるリスクを特定するという、ボトムアップの手法を取る。 

‒ WG5 内で各 WG 担当のリエゾンを決めて各 WG のカウンターパートを推薦してもらい、

各 WG のリスクレジスターのリストを作成する 

‒ 現在のタイムラインは 2020 年 2 月の TS 発行であるが、期間延長を TC265 に提案する 

‒ WG2 メンバーが参加した中で PL より再度上記説明を行い、進め方について WG2 コンビ

ーナの合意を得た。 

‒ リスク TS の NWIP 投票に付されたコメントと事務局からの対応案に関する議論を行い、

投票で集約したコメント約 60 件に対する回答を作成した。 
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② ISO/TR 27921 (CO2流組成) 

‒ ISO/TR 27921（CO2流組成）DTR に付されたコメントの対応を行い、約 600 件のコメン

ト対応を終了した。日本コメントに対する対応は以下のとおりとなった。 

・苫小牧のデータの部分の修正（タイトルの整合性など）について合意 

・CO2 EOR のリサイクルについて CH4の定量化が必要という表現があったが、スコープ

外であるとの主張をして、米国エキスパートの修正文で合意 

・ロンドンプロトコルについての言及提案（JP）：米国エキスパートの英語修正を得て合

意 

‒ 今後、フランスの編集チームが 3 週間でドラフトを修正するとともに出版用に体裁を整え、

米国エキスパートが Native チェックを行い、TC 事務局に出版用の最終原稿を提出する。 

 

③ フローアシュアランス TR 

‒ 当 TR の PL（豪州）より、フローアシュアランス TR 開発における現状と課題、更に今後

の対応方針案について説明され、議論を行った。 

‒ スコープが広いため、スコープを狭める方向で、今後スコープおよび目次を再検討するこ

ととした。 

‒ 作業負荷を考慮し、追加のエキスパート募集を行うことで合意された。 

‒ キーメンバーの業務都合により、当 TR の開発開始を 10 月まで延期し、10 月までは、再開

に向けた準備として、スコープと目次の検討を行うことで合意された。 

‒ 当TR開発はかなりの事務的サポートを必要とするなか、現在のWG5の作業負荷を踏まえ、

プロジェクトを WG2 に戻すかどうかについて、WG5 と WG2 が共同（Collaboration）で

進めることで合意した。ただし、公式な位置付けとしては、開発主幹は引き続き WG5 であ

り、WG2 は協力者ということとなる。WG5 および WG2 セクレタリ（それぞれフランス、

ドイツ）が協力して対応することとした。 

 

＜決議＞ 

‒ TR27921 を 4 週間以内に TC 事務局に提出する 

‒ WG2 は WG5 が作成したリスク TS 開発の薦め方に関する資料（N183）を承認、リスク TS

の WG2 リエゾンを WG2 ココンビーナ（豪州）とする、WG2 の Scope に関するリスクの情

報を提供する 

‒ リスク TS の開発期間の延長（他 WG の情報を収集するため）を申請する 

‒ リスク TS のドラフティングチームは文書開発のために他の WG から得た情報を文書に反映

させる 

‒ リスク TS には financial リスクについて簡潔な言及が必要、ISO31000 の枠組みに従う 

‒ フローアシュアランスの Scope、骨子の作成とそれを基にした新たなエキスパートを新たに

募集する 

‒ フローアシュアランス TR の文書は WG5 とともに関連する WG（WG2 など）と共有する 
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3.4.1.6 Plenary 

3.4.1.6.1 第 13 回 ISO/TC265 総会 

(1) 日程：2019 年 6 月 13 日～14 日 

 

(2) 場所：WOGCC、キャスパー、米国 

 

(3) 出席国：豪州、カナダ、フランス、ドイツ、日本、韓国、オランダ、ノルウェー、 

サウジアラビア、米国 

 

(4) 議題 

6 月 13 日 

1. Opening of the meeting 

2. Welcome from the host and safety briefing 

3. Presentation by the host 

4. Roll call of delegates 

5. Opening remarks by the Chair 

6. Adoption of the agenda ISO/TC265 N256 & previous minutes ISO/TC N267(Virtual 

Plenary) 

7. Appointment of the resolutions drafting committee 

8. Report of the TC265 Secretariat 

9. Review of March Plenary Action Items 

10. Review of Recent and Upcoming Ballots 

11. Report of the Chair’s Advisory Group (CAG) 

12. Convenor’s Meeting Report 

13. Report from WG1 (Capture Working Group and discussion 

14. Report from WG2 (Transportation Working Group and discussion) 

15. Report from WG3 (Geological Storage Working Group and discussion) 

16. Report from WG4 (Quantification and Verification Working Group and discussion) 

17. Report from WG5 (Cross-cutting Issues Working Group and discussion) 

18. Report from WG6 (Enhanced Oil Recovery Issues Working Group and discussion) 

19. Report from Awareness & Communication Group 

20. Report from the CO2 Utilization Ad Hoc Group - finalized report from Paris 

21. Liaison Informational reports – issues related to ISO/TC265 

21.1 Report from ISO Central Secretariat 

21.2 Report from ISO TC67 & TC67/SC2 

21.3 Report from TC207, TC207/SC7, TC207/SC1 

21.4 Report from CLSF 
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21.5 Report from EIGA 

21.6 Report from IEA 

21.7 Report from IEAGHG 

21.8 Report from WRI 

21.9 Report from CO2 GeoNet 

 

6 月 14 日 

22. Report from Chair Strategic Business Plan 

23. Review of Project Schedules and Workplans 

24. Future meetings 

25. Other Business (New Projects, Future Meetings) 

26. Final drafting of Resolutions 

27. Approval of Resolutions 

28. Final Remarks from the Chair 

 

(5) 決議 

‒ 決議 1：アジェンダの採用 

アジェンダ（N256）が変更なく採用されることが合意された。 

 

‒ 決議 2：第 12 回総会議事録の承認 

第 12 回 ISO/TC265 総会（バーチャル）の議事録(N267)が承認された。 

 

‒ 決議 3 ：リゾリューションドラフティング委員の指名 

フランス語と英語のリゾリューションドラフティング委員の指名が合意された。 

 

‒ 決議 4 ：WG1（回収）の報告 

WG1 のプレゼンテーションおよび報告が承認された。また、ISO 27919-2 のタイムラインの

見直し、および ISO/TR27922 の開発を継続することが支持された。WG1 はタイムラインの見

直しが完了次第、改訂タイムラインを Committee Manager に通知する。 

 

‒ 決議 5 ：WG2（輸送）の報告 

WG2 の報告が承認された。2019 年 9 月 15 日までに新規開発提案（NWIP ; New Work Item 

Proposal）を提出するよう要請された。もし期日までに NWIP を提出できない場合は、Directive 

1.12.4 の規定に基づき、WG2 は解散されることが示された。 

 

‒ 決議 6 ：WG3（貯留）の報告 

WG3 の報告が承認された。TR 開発作業を継続することが支持された。 
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‒ 決議 7 ：WG4（Q&V）の報告 

WG4 の報告が承認された。 

 

‒ 決議 8 ：WG4 問題 

N273 文書およびキャスパー総会中の議論の結果、本問題は、以下の通り解決することが合

意された。 

a ノルウェーのミラーコミッティおよび米国エキスパート (ANSI)は、Letters of Complaint

を取り下げる。 

b リーダーシップに関する CIB (Committee Internal Ballot)は実施しない。 

c WG4 ココンビーナ（フランス）は、今後 WG4 会議の議長を務めない。 

d WG4 のいかなるメンバーも、WG4 会議の外でコンビーナを助成することができる。 

e コンビーナは、ISO27920 のプロジェクトリーダーを継続する。 

f WG4 会合の中止前に、コンビーナが会合に参加できない事態となった場合には、コンビー

ナは、WG4 ココンビーナ（フランス）を除くメンバーから議長を指名することができる。 

g 決議 8 は、WG4 の責任の下に実行される。 

h WG4 は、2019 年 12 月 8 日の期限までに DIS を提出できるよう今後の作業計画を見直し、

実行する。 

 

‒ 決議 9 ：会議におけるコンビーナ／ココンビーナの職務の明確化 

WG 会議（会議の招集を含む）において、個々のメンバーが WG エキスパートとコンビーナ

／ココンビーナを同時に務めることはできないという規則を策定することが合意された。 

 

‒ 決議 10 ：WG4 ココンビーナ（フランス）への謝辞 

ISO27920 の CD 投票で承認を得たことに対する同氏のリーダーシップに対して感謝の意が

表された。 

 

‒ 決議 11 ：WG5 (CCI)の報告 

WG5 の報告が承認された。TR27921 の出版にむけた最終版の提出、TS27924 およびフロー

アシュアランスの TR 開発の遂行が支持された。 

 

‒ 決議 12 ：フランスエキスパートのプロジェクトリーダー就任の確認 

フランスエキスパートが TS27924 のプロジェクトリーダーに就任することが確認された。 

 

‒ 決議 13 ：TS27924 開発期間の延長 

TS27924 の開発期間を 48 ヶ月に変更することを ISO 中央事務局に要望することが合意され

た。 

 

‒ 決議 14 ：WG リエゾンの指名 
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WG5 の現在の作業を助成するために、すべての WG が WG5 へのリエゾンを指名することが

合意された。 

 

‒ 決議 15：WG6 (CO2-EOR)の報告 

WG6 の報告が承認された。2019 年 9 月 15 日までに新規開発提案（NWIP ; New Work Item 

Proposal）を提出するよう要請された。もし、期日までに NWIP を提出できない場合は、

Directive 1.12.4 の規定に基づき、WG6 は解散されることが示された。 

 

‒ 決議 16 ：合意形成のためのプロセス 

合意形成（Consensus）のためのプロセスは、本総会で示されたガイダンスに従うことが合

意された。 

 

‒ 決議 17：WG Consultation への参加 

コンビーナは、WG Consultation に参加してはならないことが合意された。 

 

‒ 決議 18 ：ホストとスポンサーへの謝辞 

各 WG および総会の開催にあたり、ホストおよびスポンサーに感謝の意が表された。 

 

(6) 議事内容 

① アジェンダ等の確認 （Agenda 6,7） 

アジェンダ（N256）が確認され、Other Business として、Consensus、Code of Conduct、

Roles and Responsibilities, French letter の review が追加されることで合意した。また、第

12 回 ISO/TC265 総会（バーチャル）の議事録（N267）が承認された。さらに、リゾリューシ

ョンドラフティング委員が選出された。 

【決議 1、2、3 参照】 

 

② TC265 事務局からの報告（TC265 セクレタリ：カナダ）（Agenda 8） 

a 報告内容 

‒ メンバーの行動規範を示す ISO の Code of Conduct が紹介された。 

‒ TC265 メンバーシップおよび構成に変更がないことを確認した。 

‒ CD 投票後に DIS の提出まで 16 週間しかないため、留意するよう注意喚起された。 

‒ プロジェクトがない場合は WG を解散する規定となっているため、NWIP の提案を忘れ

ずに実施するよう注意喚起された。各 WG からの報告の際に、再度議論予定。 

‒ バーチャル会議を含め、会議開催は事前登録を忘れずに実施するよう注意喚起された。 

b 質疑応答（Q：質問、C：コメント、→回答） 

Q：Code of Conduct が紹介されたため、Consensus についても、その意味を明確にしては

どうか。（米国） 

→ Consensus については、後日、別途時間を割いて説明する予定である。（議長） 
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Q：TR も活動中のプロジェクトリストに入れるべきではないか。（ノルウェー） 

→ 総会での指摘事項として、ISO に確認する。（TR が CD 投票で正式に登録される前に承

認作業ができる最善の方法は何か。例えば、PWI（；Preliminary Work Item）は WG

継続の根拠となり得るか。）（TC265 セクレタリ） ⇒Action Item 13.01 

Q：WG3 と WG6 合同でプロジェクトを進めているが、WG6 のエキスパートが登録できな

い状況となっている。改善の余地はないのか。（日本） 

→ ISO の中央事務局に確認したが、現時点の規則では、複数の WG による joint WG は認

められない。したがって、WG3 に WG6 の関係者がエキスパート登録するしか今は方法

がない。（TC265 セクレタリ） 

C：もし WG6 が解散となる場合、エキスパートの参加・支援もできなくなる。ISO に何らか

の対応を求める。（ノルウェー） 

→ ISO 本部からは、今回の総会で決議できないのであれば、3 ヶ月以内に決定するよう求

められている。ISO の立場としては、WG を存続させるためには、基本的に新しいプロ

ジェクトが期待されていることを示すことを求めている。（TC265 セクレタリ） 

Q：TC265 の外部専門家に助言を求めることは可能か。 

→ 外部専門家の助言を得ることは可能であるが、登録済みのメンバーを通してその助言を

伝えるようにして欲しい。（TC265 セクレタリ） 

 

③ 第 12 回 ISO/TC265 総会（バーチャル）の Action Item の結果報告（TC265 セクレタリ：カ

ナダ）（Agenda 9） 

a 報告内容 

前回の ISO/TC265 総会（バーチャル）でのアクションの経過が報告された。 

ｱ) Action 12.01：TC265 事務局は、文書配信に関するスライドを送付する。 

→完了 

ｲ) Action 12.02：CO2 Utilization Ad Hoc Group は、キャスパー総会までに報告書を最終化

する。 

→未完了。プレゼン資料を提出する。 

 

④ 最近実施された投票の結果報告（TC265 セクレタリ：カナダ）（Agenda 10） 

a 報告内容 

‒ フローアシュアランスの TR 提案について、投票の結果承認された。 

‒ WG5 コンビーナおよび TS27924 のタイトル変更について、現在投票期間中。 

 

⑤ Chair’s Advisory Group（CAG）からの報告（TC265 議長：カナダ）（Agenda 11） 

a 報告内容 

‒ WG4 のコンビーナ／ココンビーナに対する、ノルウェーのミラーコミッティおよび米国

エキスパートからの Letters of Complaint 対応について議論した。本件について ISO 中

央事務局とも議論したが、中央事務局からは、両者の言い分と解決策を示し、本総会の決
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議として決着するよう提案された。このような重要事項に対して、短時間で TC メンバー

が決議しなければならず、時間と公平性の問題があるが、本件への対応案については総会

の中で説明し審議する。 

‒ AFNOR（フランス）から SBP（戦略的ビジネスプラン)ANNEXに関して発信されたLetter

がある。フランスは、SBP ANNEX の修正に賛成投票したが、修正文言の意味に誤解があ

ったということである。議長からは、20 ヵ国の P-メンバーのうち、1 ヵ国だけの主張で

あるので、この場で議論を再度行う状況にないと考えるので、Letter については、次回の

SBP 改定まで保管するとの説明がなされた。 

‒ 現行の Terms of Reference（付託条項）の見直しを行い、必要であれば改訂するつもりで

ある。 

b 質疑応答（Q：質問、C：コメント、→回答） 

C：SBP ANNEX に関する AFNOR からの Letter や経緯について、Other Business の議題

の中で簡潔にプレゼンを行いたい。（フランス） 

C：Other Business におけるプレゼンについて了解した。（議長） 

C：SBP ANNEX の CIB に対する各国からのコメントへ対処する。（TC265 事務局） 

⇒Action Item 13.02 

C：本総会における議長のプレゼン（Agenda 22 参照）のとおり、SBP 本文の最終的な文言

修正に関する 4 週間の CIB 投票を行う。（議長） ⇒Action Item 13.03 

 

⑥ コンビーナミーティングの報告（TC265 議長：カナダ)（Agenda 12） 

a 報告内容 

‒ 6 月 11 日に開催し、各 WG の進捗状況と問題点を共有した。 

‒ 以下の主要項目については、各 WG からの報告の際に議論するので、ここでは省略する。 

ｱ) WG1 のタイムライン 

ｲ) WG2, WG6 への新規開発提案要請 

ｳ) WG4 のコンビーナ／ココンビーナ問題 

 

⑦ WG1 からの報告（WG1 コンビーナ：日本）（Agenda 13） 

a 報告内容 

‒ ISO27919-2 について、CD 投票時のコメント数が多く、このコメントへの対応を進めて

いる段階である。TC セクレタリから、期限が守れず本プロジェクトが自動キャンセルさ

れるリスクを避けるため、9ヶ月の開発期間の延長または開発期間 4年へのTrack Change

を申請することが提案され、今後の進捗をみながら WG1 で検討することになった。 

‒ TR27922 は、WD を準備中である。コメントを取集後、WD を提出し、来年の早い時期

に DTR 投票を行う予定である。 

b 質疑応答（Q：質問、C：コメント、→回答） 

Q：現在のプロジェクトは順調に進捗しているようだが、この次のプロジェクトとして何を

考えているのか？（フランス） 
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→ 現在は、セメント産業におけるCO2回収を評価しているが、この次のプロジェクトでは、

他の産業における CO2回収を実施したいと考えている。しかし、今は現プロジェクトを

期限までに完了させることが第１目標と考えている。（WG1 コンビーナ） 

C：フランスの委員にお願いがある。今回のタイムラインに沿って、フランス語への翻訳を

して欲しい。（WG1 セクレタリ） 

→ 担当者には、本年 12 月か来年 1 月から翻訳を行うよう指示している。（フランス） 

C：タイムラインが非常に厳しいことは理解しているが、期間の延長または Track Change

には、TC 決議または投票が必要である。（議長） 

C：本件の場合、Track Change が適切と思われる。これから数ヶ月のうちに、WG1 に関す

る CIB が届くかも知れない。（TC265 セクレタリ） 

C：当初、ノルウェーのセメント関係者が参加できなかったが、少し待っていただいたおか

げで、共同で作業ができるようになったことに感謝している。（ノルウェー） 

【決議 4 参照】 

 

⑧ WG2 からの報告（WG2 コンビーナ：米国）（Agenda 14） 

a 報告内容 

‒ ISO27913 を出版して以来、マイルストーンはなし。 

‒ 新プロジェクトの可能性について検討中。 

b 質疑応答（Q：質問、C：コメント、→回答） 

C：新規案件の NWIP を 9 月 15 日までに提出されたい。もし、期限までに NWIP が提出で

きない場合、WG2 は解散となる。（TC265 セクレタリ） 

C：新規案件の例として、現状は、1)既存 ISO27913 の改訂作業、および 2)バッファースト

レージ(Buffer Storage)に関する TR が考えられる。（WG2 セクレタリ） 

Q：改訂作業とバッファーストレージだけで、WG2 は存続できるのか。（WG2 コンビーナ） 

→ ISO は新規案件の提案（NWIP）が保留状態になっていることを懸念している。バッフ

ァーストレージについては、WG2 と WG5 のどちらで行う方が適切かという点が議論と

なる。（TC265 セクレタリ） 

C：バッファーストレージがパイプラインとリンクするのであれば、WG2 が担当するのが適

当かもしれない。また、船舶貯蔵の事例等がある。（ノルウェー） 

Q：もし WG が解散となった場合、のちに既存 ISO の改訂をしたいと考えた際は、新たに

WG を設立するのか？（議長） 

→ 新しい WG を設立することになる。（TC265 セクレタリ） 

C：WG2 で新規案件について検討し、90 日以内に TC へ意向を伝えたい。（WG2 コンビーナ） 

Q：CO2の船舶輸送については、新規案件の対象とならないか？（オランダ） 

→ 本案件については、複数の WG（WG5、WG2、WG6）で議論してきた。今後も適宜、

議論を継続していく。（WG2 コンビーナ） 

C：バッファーストレージに関し、サブサーフェスにある場合は WG3 か WG6 の担当だが、

サーフェスにある場合には、WG2 か WG5 で実施するのが妥当と考える。（日本） 
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C：既存の規格とスコープに問題があるのであれば、新規の WG を発足して実施することを

考えれば良い。（オランダ） 

【決議 5 参照】 

 

⑨ WG3 からの報告（WG3 ココンビーナ：日本）（Agenda 15） 

a 報告内容 

‒ TR27923 を WG6 の専門家の協力を得て作成中。第１ドラフトを各担当者から収集し、コ

ンパイルしたばかり。 

‒ TR27923 の目標出版時期を 2020 年中旬から 2020 年末に変更する。 

‒ 本年末を目標に、ISO 編集員委員会へ提出するドラフトを完成予定。 

b 質疑応答（Q：質問、C：コメント、→回答） 

C：ISO は、ドラフトの内容レビューのため、4～6 週間の期間を当てることを推奨している。

したがって、次回会議前に、専門家がドラフトをレビューする時間に余裕を持てるよう

な作業計画を再検討するよう望む。（TC265 セクレタリ） 

C：最終的なドラフトは、2020 年 4 月に完成予定であり、このドラフトに対して各国からコ

メントをいただく予定。（米国） 

Q：次回の Face to Face 会議開催の予定は。（TC265 セクレタリ） 

→ 本年 12 月に予定している。期間は 3 日間。場所は未定である。（WG3 ココンビーナ） 

C：最初のドラフトを全 WG メンバーと共有して欲しい。今のドラフトは非常に興味深く、

他の WG に登録されているメンバーにも伝わると良いと思う。（フランス） 

→ すでに第１ドラフトは共有されている。フルバージョンは来年初旬には回付する予定。

他の WG に登録している人で、本案件に関心を持たれている人は、是非とも、WG3 に

登録して欲しい。（TC265 セクレタリ） 

【決議 6 参照】 

 

⑩ WG4 からの報告（米国（代理報告））（Agenda 16） 

a 問題の背景 

以下の背景から、WG4 リーダーシップに対し不満が生じ、本総会で議論することとなった。

また、ノルウェーおよび米国より Letters of Complaint が提示された。 

‒ 以前より、WG4 コンビーナおよびセクレタリ（中国）の WG 運営について、議事録の未

作成や決定プロセスの不透明性等の問題が生じていた。 

‒ WG4 ココンビーナ（フランス）は、WG4 エキスパートも兼任。WG4 内部投票において、

同氏はココンビーナであるため本来投票すべきでないが、エキスパートとして投票したこ

とから、決定プロセスに疑義が生じた。 

‒ また、ノルウェーの Letter of Complaint において、WG4 ココンビーナ（フランス）が非

倫理的行為を行ったとの抗議が記載された。 

b 報告内容 

‒ WG4 コンビーナ（中国）およびココンビーナの WG4 ココンビーナ（フランス）共に欠
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席のため、米国エキスパートが代理で報告。 

‒ ISO27920 は、昨年秋の CD 投票時に受領した 500 を超えるコメントに引き続き対応し、

その後 DIS を編集委員会（Editorial Committee）に提出予定。 

‒ WG4 は、リーダーシップ、WG の運営に関して、多くの議論を行ってきた。リーダーシ

ップに対する不満内容については、ノルウェーや米国から受領した Letters of Complaint

に記述されている。本件については、5 月開催の CAG でも議論した。TC265 ISO TPM

と相談の結果、N273 のようなアイデア（WG4 リーダーシップに係る CIB）が TC 事務局

から示された。 

‒ 6 月 3 日に Zoom 会議を開催。リーダーシップに関する WG4 の提唱について取りまとめ

た。また、リーダーシップに関して CIB をするか否か議論した。 

‒ リーダーが変わる場合、DIS を本年 12 月 8 日の期限までに提出するのは困難となる見通

し。 

‒ 今回の総会で、TC のガイダンスを求めることとした。 

c 議論の要旨 

‒ 議長より、解決策案として、WG4 リーダーシップ交代に関する CIB 投票を行うことが提

案された。 

‒ 議論を重ねた結果、議長により、問題点と解決に向けた方向性が以下のとおり整理された。 

‒ 主な問題は、コンビーナ／ココンビーナがエキスパートの役割を重複して保有しているこ

とである。 

‒ 解決策は、役割を重複させないことである。 

‒ リーダーシップに関する CIB を回避するべく協議する。 

‒ 初日（6/13）に決議が纏まらなかったため、関係国で協議を継続し、明朝、妥協案を提示

することとした。 

‒ 翌日（6/14）、妥協案が提示され、以下の要件を決議とすることで合意した。 

ｱ) ノルウェーのミラーコミッティおよび米国エキスパートは、Letters of Complaint を取

り下げる。 ⇒Action Item 13.04 

ｲ) リーダーシップ問題に関する CIB は実施しない。 

ｳ) WG4 ココンビーナ（フランス）は今後 WG4 会合の議長を務めない。 

ｴ) WG4 のいかなるメンバーも、WG4 会合の外においてコンビーナを助成することができ

る。 

ｵ) コンビーナは、ISO27920 のプロジェクトリーダーを継続する。 

ｶ) WG4 会合の中止前に、コンビーナが会合に参加できない事態となった場合には、コン

ビーナは、WG4 ココンビーナ（フランス）を除くメンバーから議長を指名することが

できる。 

ｷ) 決議 8 は、WG4 の責任の下に実行される。 

ｸ) WG4 は、DIS を 2019 年 12 月 8 日の期限までに提出できるよう今後の作業計画を見直

し、実行する。 ⇒Action Item 13.05 

ｹ) WG 会議（会議の招集を含む）において、個々のメンバーが WG エキスパートとコン
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ビーナ／ココンビーナを同時に務めることはできないという規則を策定する。 

d 質疑応答（Q：質問、C：コメント、→回答） 

Q：WG4 リーダーシップに係る CIB について、懸念の一つは、すべての P メンバーが WG4

に登録しているわけではなく、そのようなメンバーにコメントを求めるのはフェアでは

ない。理解度が低い国も参加している実態を考えれば、参加しているメンバーでかつ状

況を理解しているメンバーだけで投票してはどうか。（ノルウェー） 

→ CIB において、状況を把握していないメンバーは棄権すればよい。棄権すれば、カウン

トされない。（議長） 

C：TC がメンバー国に棄権を勧告するのは規則上受け入れられない。（フランス） 

Q：なぜ当会合に WG4 リーダーシップが出席していないことに対する説明がないのか。コン

ビーナ・ココンビーナは相当前から当会合の開催を知っていたはずである。（ノルウェー） 

→ それは誤解である。当会合の開催予定は昨年の 11 月以降何度も変更され、最終的にスケ

ジュールが固まる前に、コンビーナ・ココンビーナ共に他の用件が入った。（フランス） 

Q：DIS 提出期限の 12 月 8 日は延長できないのか。（カナダ） 

→ ISO の手続きは、どの WG でも同じであり、期限を変更するには、CIB が必要となる。

WG1 のようなテクニカルな問題なのか、WG4 のようなその他の問題なのかだけの違い

である。（TC265 セクレタリ） 

Q：コンビーナの交代にはメリット、デメリットがある。本件は交替すべきなのか。 

→ すでに大きな作業が完了し、文書もほぼ完成している。残っている問題も少ない。しか

し、前進するためには、目先の問題を解決しなければならないというのが WG4 のコン

センサスである。 

C：リーダーシップ交代に不賛成の場合のオプションとして、次の項目を追加することを提

案したい。（ノルウェー） 

   「コンビーナ／ココンビーナは、エキスパートを兼任できない。」 

Q：投票の結果、賛成、反対ともに、2/3 に達しない場合にはどうなるのか。（米国） 

→ 2/3 の交代反対に達しなければ、Consensus に達しなかったということとなる。（議長） 

C：議長から提案された投票案では、問題の解決だけでなく、投票の実行に移すことさえ、

困難だと感じる。 

C：問題は、実際に現コンビーナが今後の会議を進めるに当たって、言葉の問題や電話会議

等実行面で大きな問題があるということである。WG4 は、特別な変化を望んでいるので

はないが、このまま、リーダーシップに変化がなければ、WG4 間の信頼回復に時間を要

する。（ノルウェー） 

C：必要なのは、TC265 からの妥協案の提示である。コンビーナ／ココンビーナ両方が抜け

る案より、何らかの妥協案が必要。（サウジアラビア） 

C：ココンビーナが会議を Chair する権限をはく奪するという議長提案であれば、Letters of 

Complaint を取り下げることを検討可能。ノルウェーにも今晩電話で説得する。コンビ

ーナが不在の時に、ココンビーナが会議の議長を代行できない仕組みであれば了承する。

（米国） 
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C：ココンビーナにプロジェクトから外れて欲しいわけではない。これからも、すべての会

議に専門家として貢献して欲しい。（サウジアラビア） 

C：期限前に DIS を提出することが最も大切で、コンビーナが会議の議長ができない時に、

議長代行をココンビーナ以外の誰かが務めることが、DIS 前進に向けた WG4 内の決議

であった。（フランス） 

C：コンビーナは、エキスパートとは異なり、議論をガイドしていく観点から、投票はでき

ない。（米国） 

［参考］ 

議論冒頭に議長より示された解決策案は以下のとおり。 

‒ 投票（Ballot） 

WG4 リーダーシップの交代の是非を問う投票（投票期間：4 週間）の実施 

‒ 投票結果による選択(Option & Implication) 

ｱ) 2/3 が交代に反対の場合、WG4 コンビーナ (中国)が DIS 提出まで WG4 の会議を

主催する。WG4 ココンビーナ (フランス)は、エキスパート兼ココンビーナとし

て残り、電話参加。不慮の場合のみ、コンビーナ代行を行う。 

ｲ) 2/3 が交代に賛成の場合、新リーダーシップが就任するまで現体制のまま。6 週間

以内にコンビーナ／ココンビーナの立候補、その後 4 週間以内に投票によりコン

ビーナ／ココンビーナ選出、新体制は 9/23 発足。DIS 提出期限まで 10 週間を残

す。 

‒ 結果（Outcomes） 

ｱ) 交代に反対となり事態が改善する場合には、TC265 の介入は不要。 

ｲ) 投票後も事態が改善しない場合 

ｳ) これまでの文書を活用し TS (Technical Specification)作成に切り替える。 

ｴ) 本プロジェクトを中止し、WG4 を解散する。 

【決議 7、8、9、10 参照】 

 

⑪ WG5 からの報告（WG5 コンビーナ代理：フランス）（Agenda 17） 

a 報告内容 

‒ TR27921 の最終版を作成中。1 ヶ月以内に出版用の最終版を提出できる見込み。 

⇒Action Item 13.06 

‒ TS27924 の NWIP 投票時のコメント対応中。新プロジェクトリーダーとして、フランス

エキスパートが就任。 

‒ フローアシュアランスに関する TR については、WG2 と共同で作成する。ただし、エキ

スパートの都合で、本年 10 月頃より作業開始予定。また、追加のエキスパートの募集を

行う。 ⇒Action Item 13.07 

‒ WG5 の新コンビーナ候補に、フランスエキスパートを推薦。 

b 質疑応答（Q：質問、C：コメント、→回答） 

C : 将来のプロジェクト候補としてレポートに記載されている、”TR on Lifecycle analysis of 
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CCS integrated projects”は、WG5 内で議論しておらず、WG 内のコンセンサスが得ら

れていない。現時点で提示するのは妥当ではない。削除すべき。（日本） 

→ 削除する。（WG5 コンビーナ代理） 

C：WG5 はクロスカッティングで広い分野を対象とするため、WG2 および他の WG のエキ

スパートに WG5 に登録して欲しい。（WG5 コンビーナ代理） 

Q：TS27924 に関し、Integrated Financial Risk について言及されたことについて。重要と

考えるが、スコープ外となっているはずである。（ノルウェー） 

→ 前回の総会でも話題になった。プロジェクトとして取り扱わないことは話し合いで決め

たが、再度討議する必要があると感じている。リスクアセスメントでは、CCS でうまく

いっていない理由が、技術的なものではなく、財政的なものである点が明らかになって

いる。（WG5 コンビーナ代理） 

Q：WG2 でリスクのデータを作成するのか。（カナダ） 

→ クロスカッティングイッシューであるため、WG2 にチェックリストの作成をお願いして

いる。目標として、チェーン全体を網羅してリスクを明らかにしていきたい。（WG5 コ

ンビーナ代理） 

Q：TS27924 の開発期間を 18 ヶ月から 48 ヶ月に変更できるか。（WG5 コンビーナ代理） 

→ 開発期間の大きな変更については、それなりの正当性を主張できる理由が必要である。

（TC265 セクレタリ） 

C：理由としては、当初のプロジェクトリーダーがいなくなり、プロジェクトの開始が約 9

ヶ月遅れたこと、また今回説明したように、当トピックには他の WG エキスパートにか

なり関与してもらう必要があることが挙げられる。（WG5 コンビーナ代理） 

C：TS27924 のプロジェクトリーダーにフランスエキスパートが就任することについては、

本来なら投票による確認が必要であるが、投票に代わって、今回の総会で同氏の就任を

承認を決議することも可能である。（TC265 セクレタリ） 

Q：フローアシュアランスはなぜ WG5 が担当することになったのか。内容としては WG2（輸

送）と思われる。（ノルウェー） 

→ 第 11 回 ISO/TC265 総会（パリ）において、当プロジェクトはクロスカッティングイッ

シューであることから、WG5 で開発することとした。フローアシュアランスは、単に技

術的なものだけでなく、リスクに係る事項も含んでいるため、WG5 が主管することが適

当と考えている。（WG5 コンビーナ代理） 

C：フローアシュアランス TR の開発メンバーのうち、キーパーソンとなるエキスパートが

2019 年秋まで参加できない。彼らの参加は、TR のスコープ精査に大きく役立つ。また、

最終的なスコープによっては、新たなプロジェクトリーダーが必要かもしれない。最初

にスコープと目次を作ってみて検討したい。その後、どの WG が担当するか議論すれば

よい。（豪州） 

Q：フローアシュアランスの作業開始が遅れるとの説明を受けているが、今後の会議の予定

は。（日本） 

→ まず、主要なエキスパートの助けを借りて、スコープと目次を作成したい。8 月頃を目
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標としている。その後、Zoom 会議を開催してコメントを得たい。10 月までに Zoom 会

議の結果を入れて資料を配布する。まだ、スコープが絞り切れていないため、プロジェ

クト登録がされていない。（豪州） 

C：フローアシュアランスについては、再検討が必要なのではないか。輸送がメインの場合

は、WG2 が主担当、さらにスコープを広げる場合には、WG5 が担当となるべきと思う。

基本的にエキスパートにとって最適なチームが保たれるべきである。技術的な内容につ

いては WG5 以外で取り扱い、複数分野にまたがり且つあまり技術的な内容を含まない

部分は WG5 が取り扱うべきである。また、新しい WG を設立することも考慮して欲し

い。（日本） 

【決議 11、12、13、14 参照】 

 

⑫ WG6 からの報告（WG6 コンビーナ：米国）（Agenda 18） 

a 報告内容 

‒ 2019 年 1 月 31 日出版の ISO27916 は、米国の ANSI が国内承認手続きを進めている。 

‒ WG3 と共同で、TR27923 を作成中。 

‒ 新規プロジェクト候補として、1)CO2-EOR から CCS への移行、2)CO2-EOR の海洋への

適用を検討中。本件に係る会議を開催予定。 

b 質疑応答（Q：質問、C：コメント、→回答） 

C：WG2 と同様、9 月 15 日までに NWIP を提示されたい。TC は、ISO の委任および管理

の下で活動しており、ISO の規則に従わなければならない。おかしいと思われる規則、

コメントに対して従う必要があるのか率直に疑問を持つことがあるかもしれないが、

Directiveに対し公式に異論を唱えることはCode of Conductに反するため受け入れられ

ない。（TC265 セクレタリ） 

Q：新規案件候補のうち、EOR から CCS への移行についてはまだ WG6 内で議論されていな

いが、議論は可能か。（日本） 

→ 会議開催を検討中である。（WG6 コンビーナ） 

Q：現在作成中の TR の中で、”Storing CO2 in Petroleum Reservoir”を執筆中であるが、

この部分を 2 分して新規プロジェクトにするというアイデアか？（日本） 

→ 分ける気はない。一つのセクションで内容を深くするつもりである。（WG6 コンビーナ） 

C：米国の場合、EOR と貯留では規制が異なるため、国際的な見地から知見を得て、標準を

作成しなければならない。両者の相違が埋まらなければ、IS ではなく TR の作成となる。

（WG6 コンビーナ） 

C：CO2-EOR の海洋適用を候補として挙げた理由は、Offshore の CO2だけでなく、米国メ

キシコ湾では商業規模の窒素貯留プロジェクトを行っており、また他の国でも海上で貯

留を行っているためである。（WG6 コンビーナ） 

【決議 15 参照】 

 

⑬ Awareness & Communication Group からの報告（米国（代理報告））（Agenda 19） 
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a 報告内容 

‒ 米国では、ISO27916 の出版が大きなインパクトを与えている。それは、45Q タックスク

レジットに関係しているためである。2018 年、CO2排出量の報告に関して、IRS(Internal 

Revenue Service)と EPA(Environmental Protection Agency)が協力するよう要請があっ

た。IRS から、安全貯留(Safe Storage)をどう定義するのか問い合わせがあり、ISO27916

が一つの候補であると回答した。 

‒ ノルウェーエキスパートが CO2 GeoNet 会議で、TC265 の活動状況を紹介した。 

 

⑭ CO2 Utilization Ad Hoc Group からの報告（グループリーダー：フランス）（Agenda 20） 

a 報告内容 

‒ パリ総会以降、特に活動をしていない。 

‒ Ad Hoc Group 活動レポートを提出することで、本グループの活動は終了することになっ

ているが、その後の活動について相談したい。CO2 に係るすべての技術を使って、TR を

開発できないかという要望が中国から出されており、専門家も揃っているので進めていき

たいと考えている。 

b 質疑応答（Q：質問、C：コメント、→回答） 

C：Ad Hoc Group 活動レポートを配布できるようになったら、提出すること。（議長） 

⇒Action Item 13.08 

 

⑮ リエゾンからの報告（Agenda 21） 

a ISO Central Secretariat（TC265 セクレタリ（ISO 中央事務局の代理）） 

ｱ) 報告内容 

‒ Directives が主に以下のとおり変更された。 

・WG エキスパートとして登録した者だけが、当該 WG プロジェクトの作業を行うこと

ができる。 

・どのプロジェクトも、完成目標時期を設定し、目標期日より早く完成する必要がある。 

・TC Secretary の名称を、Committee Manager に変更する。 

・投票で決議された場合、いかなる文書も正式なものとなる。 

‒ ISO標準ではSI単位を使うことになっているが、現場ではインチ系が使われている場合、

インチで標記にし、SI の単位を補足として記載してもよいか、ISO 編集委員会へ確認す

る。 ⇒Action Item 13.09 

 

b ISO/TC67、TC67/SC2（オランダ） 

ｱ) 報告内容 

‒ TC67 の最近の活動内容について紹介。 

‒ TC67 は、材料、装置、オフショアを対象とする TC である。 

ｲ) 質疑応答（Q：質問、C：コメント、→回答） 

Q：TC67 は、API 規格を ISO 規格に転換することに関して、何か主導的な作業をしている
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のか。（ノルウェー） 

→ ご質問の点については、わからない。（オランダ） 

Q：CCS はイノベーションファンドにつながる。また、巨額な新しい CCU の財政となれば、

プロジェクトの支援につながる。説明して欲しい。 

→ Funding opportunities に関しては、幾度か議論したことがある。（オランダ） 

 

⑯ Strategic Business Plan の改訂に関する報告（TC265 議長：カナダ）（Agenda 22） 

ビジネスプランの改訂文言が紹介された。 

                                                                     

⑰ プロジェクトスケジュールのレビューと議論（Agenda 23） 

プロジェクト日程の変更について確認された。 

 

⑱ 今後の会合（Agenda 24） 

次回総会の開催予定は現状決まっていないが、カナダより 2020 年春開催を目指して協議す

る旨表明があった。カナダ（予定）での総会開催までに、バーチャル総会を暫定的に開催する

可能性もある。 

 

⑲ Other Business（Agenda 25） 

a コンセンサスづくりのプロセス（TC265 セクレタリ） 

‒ 会議における合意は、本総会で提示されたガイドライン( “Straw Polls”⇒very close”Votes”

⇒”WG Consultation”⇒”CIB(TC Final Decision)”)に沿って形成されるべきということ

が承認された。                          【決議 16 参照】 

‒ WG Consultaion Process に関するスライドを追加して欲しい旨の要望があった。 

⇒Action Item 13.11 

‒ コンビーナは、WG Consultaion に参加しないことが合意された。 

                                    【決議 17 参照】 

 

b Code of Conduct の順守（TC265 議長：カナダ） 

‒ ISO/TMB より、Code of Conduct に関するより具体的なガイダンスが提供される予定。 

‒ 特に、「Code of Conduct のレビュー」を会合アジェンダに入れなければならない規則が、

TC 総会だけでなく、全ての会合（WG、Ad hoc Group 等）に適用されることとなる。 

 

c 戦略的ビジネスプランの ANNEX に関するフランスのレター（フランス） 

‒ フランスからの要望により SBP（戦略的ビジネスプラン）の ANNEX に関する簡潔なプ

レゼンが行われた。プレゼンでは、TCに対してスコープの変更（CO2以外のGHGをTC265

のスコープに含めること）を考慮すべきと提案されている。 

‒ 次回の戦略的ビジネスプランの改定時に提起されることが可能とのことで議論は終了し

た。 
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ｱ) 質疑応答、議論（Q：質問、C：コメント、→回答） 

C：SBP のスコープを改訂した際に、TC265 は CO2に限定するという明白な決定があっ

た。理由の一つは、TC207 との重複を避けるということであり、スコープの拡大は、

TC207 との重複になりかねない。（サウジアラビア） 

C：フランスの関心事は、TC265 の対象事項から外れたものである。TC265 は Non-EOR 

related Utilization を含まない。GHG は他の規格において取り扱われている（例え

ば TC207）。（ノルウェー） 

C：フランスの主張していることは、一部 ISO27920(Q&V)において議論されたことを含

むが、SBP は TC265 の活動全体を網羅すべきものであり、今回の議論にはなじまな

い。次回、SBP を議論する際に再度問題提起すればよい。（米国） 

C：GHG を含めることは重要ではあるが、SBP に GHG を含めることについては TC265

の対象事項から外れている。（ドイツ） 

C：SBP のスコープの変更は、すでに発行された IS、TR にも影響が及ぶ。過去の全ての

ドキュメントを再検討するとなると大変な努力が必要となる。（米国） 

C：CO2に対象を絞ることには合意するが、Credit を得るためには、他のガスも知ってお

くことが必要であることを認識すべき。スコープの変更よりも、どのような出版物が、

TC265 の標準規格使用者にとって有用なのかを検討する方がよいのではないかと考

える。（フランス） 

 

⑳ 決議の最終ドラフト・承認（Agenda 26、27） 

1～18 の決議文をレビュー／修正し、すべての決議が承認された。 
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3.5 第 13回 ISO/TC265 総会（キャスパー、米国）以降の活動 

キャスパー会合の結果を第 24 回国内審議委員会で報告し、国内各ワーキンググループの活動方

針を決めて標準化活動を推進した。2020 年 6 月開催予定の第 14 回 ISO/TC265 総会および各 WG

会合（レジャイナ、カナダ）へ向けて、国内各ワーキンググループの会合開催状況を以下に記載

する。またこの間における、レジャイナ会合へむけての国際における各 WG の活動を記載する。 

 

3.5.1 国内活動 

3.5.1.1 回収ワーキンググループ 

第 45 回回収 WG では、第 18 回 WG1 会合（キャスパー、米国）結果ならびに第 13 回 ISO/TC265

総会（キャスパー）の報告とともに、ISO 27919-2 ならびに TR27922 に関する経過報告とともに

議論、意見交換を行った。その後、合計 3 回の回収 WG（第 46 回～第 48 回）を開催し、ISO 27919-2

規格および TR27922 文書の開発等につき、第 19 回 WG1 会合（パリ、フランス）の対処方針や

結果を含め、国内委員の意見とりまとめや意見交換を行った。 

 

3.5.1.1.1 第 45回回収 WG 

(1) 日程：2019 年 7 月 12 日 

 

(2) 場所：AP 虎ノ門 I ルーム 

 

(3) 出席団体・企業等：民間企業、各種団体、RITE（事務局） 

 

(4) 議題 

‒ 第 18 回 WG1 キャスパー会合結果報告 ISO27919-2 関連 

‒ 第 18 回 WG1 キャスパー会合結果報告 TR27922（セメント産業回収技術）関連 

‒ 第 13 回 ISO/TC265 総会報告 

 

(5) 主な報告・決議 

‒ ISO27919-2 について、第 18 回 WG1 会合（キャスパー、米国）では、ドラフト Ver. 1.1 を

もとに議論を行い、幾つかの継続検討項目を除き、各コメントの見解への対応が決定した。

今後、これらの見解をドラフトに反映して改訂版を完成させ、再度 WG1 で議論する。 

‒ TR27922 について、WG1 キャスパー会合では、5 月に完成したベースドキュメントについ

て、主作成担当者がリモート会議システムを通して説明をした。また、本ドキュメントに対

しては、事前に WG1 エキスパート 4 名からコメントが提出されているが、キャスパー会合

中に質疑はなかった。 

‒ 事務局から、第 13 回 ISO/TC265 総会（キャスパー、米国）結果の概要について報告した。 

 

(6) 主な議論内容 

① ISO27919-2 編集について 
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‒ ドラフトの 5 章（Reliability and availability - basic concepts for a PCC plant）、6 章

（Application at the design stage）、7 章（Application at the operational stage）、8 章

（Application in maintenance）について、議論内容や修正対応について説明した。 

‒ ドラフトの 6 章は、normative と informative の区別が不十分で、後者は Annex にすべき

との指摘もあり、WG1 編集委員の章担当と検討する。前回の回収 WG で説明したスケジュ

ール（当初の予定したワークプランが遅れているが、許容範囲内と考え、早期に DIS ドラ

フトを提出する）について、WG1 キャスパー会合で合意した。但し、2019 年 9 月 15 日か

ら 6 か月以内に DIS ドラフトを提出しなければならないため、提出期限は 2020 年 2 月と

なる。 

‒ WG1 キャスパー会合の結果およびコメントシートの対応を全て反映したドラフト Ver.2 を

8 月前半に完成し、WG1 でレビュー、更に修正したのち、10 月もしくは 11 月に開催予定

の第 19 回 WG1 会合にて DIS ドラフトを確定させる予定である。予定どおりとならない

場合は、9 か月延長または開発期間 3 年から 4 年への変更を申請せざるを得ない。 

 

② TR27922 ベースドキュメントに対する議論 

‒ NWIP の提案内容と一致していないのではないか、Scope が不明確になった。 

‒ セメント産業の視点からは、本 TR が業界として CCS 技術を議論するための情報・ガイダ

ンスとして纏められるならば、有益なものになるであろうと考えている。 

‒ セメント産業への CO2 回収技術適用に関しては、TR27912 があるので参照した上で、本

TR をまとめるべきである。 

‒ 当初、NWIP を準備したノルウェーと議論した方が良いと思われる。 

‒ 引き続き、回収 WG ならびに WG1 からコメントを募集する。日本からのコメントは、セ

メント協会に意見を求めたうえで、日本コメントとして提出する流れとする。コメントに

対して、9 月に改訂版が作成される予定であるが、編集体制等を確認し、標準開発として相

応しい体制であることを確認する。 

 

3.5.1.1.2 第 46回回収 WG 

(1) 日程：2019 年 10 月 18 日 

 

(2) 場所：航空会館 204 会議室 

 

(3) 出席団体・企業等：民間企業、各種団体、RITE（事務局） 

 

(4) 議題 

‒ ISO27919-2 関連 

‒ TR27922（セメント産業回収技術）関連 

‒ その他の WG 動向 
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(5) 主な報告・決議 

‒ ISO27919-2 については、第 18 回 WG1 会合（キャスパー、米国）および WG1 バーチャル

会合の議論に沿って、9 月末に CD27919-2 Ver. 2.0 が完成、11 月 8 日を期限に WG1 にてレ

ビューを実施していることを報告した。 

‒ ISO27919-2 の現開発期間（36 ヶ月）においては、DIS 登録（stage 40.00）を 2019 年 9 月

までに行う必要があるが、CD 投票後の残期間が短くかつ改訂ドラフトの完成に至らなかっ

たため、DIS 登録期限から 6 ヶ月以内に対応策を決定しなければならない状況にあった。そ

こで、10 月上旬に WG1 エキスパート各国の意向を確認したうえで、開発期間を 36 ヶ月か

ら 48 ヶ月に変更することとした。今後、TC265 事務局に開発期間変更を通知し、投票（期

間 4 週間）が実施される予定である。 

‒ TR27922 については、オランダエキスパートを中心とする編集担当グループにより WD 

Ver.1.0 が完成し、WG1 各エキスパートにレビュー配信中である。編集グループはベースド

キュメントへのコメントに対する改訂で十分と考えており、今回のレビューで多くのコメン

トがあると考えておらず、Ver. 1.0の微修正で DTR投票に進むことを目論んでいる。しかし、

WG1 事務局としては、次回の WG1 会合において内容および進め方のコンセンサスに関して

議論する予定である。 

‒ その他の WG 動向として、WG5 が開発している CO2流組成のコメント見解（N 文書）を回

収 WG 委員に配信した。回収に関連する内容も含まれており、レビューを依頼した。 

 

(6) 主な議論内容 

① ISO27919-2 編集について 

‒ ドラフトの 3 章（Terms & Definitions）の改訂に内容について説明した。 

‒ Ver. 2.0 は主として分かり易さに重点をおいた改訂を行った。6 章（Application at the 

design stage）、7 章（Application at the operational stage）、8 章（Application in 

maintenance）および関連する Annex については、更に改訂作業を継続している。 

② TR27922 WD Ver.1.0 に対する回収 WG 委員からのレビュー結果・意見交換 

‒ 開発文書は TR であることから、公開情報が記載されることは理解できるが、偏った情報だ

けになるのは好ましくない。それに対して、事務局から、WG1 会合において対案となる公

開情報をもって反論するのが良く、そのような引用可能な文献情報の提供とコメントとし

て追加することを要望した。 

‒ 経済性および技術評価の図表があるが、偏見性のない公平な内容が望まれる。適切な対案

が無ければ削除が好ましい。 

‒ セメント製造プロセス特有の CO2 排出（原料／燃料由来）については分かり易く記述すべ

きである。 

‒ 引き続き、回収 WG 委員からコメントを募集する。 

 

3.5.1.1.3 第 47回回収 WG 

(1) 日程：2019 年 11 月 29 日 
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(2) 場所：TKP 虎ノ門駅前カンファレンスセンター カンファレンスルーム 4B 

 

(3) 出席団体・企業等：民間企業、各種団体、RITE（事務局） 

 

(4) 議題 

‒ ISO27919-2 関連 

‒ TR27922（セメント産業回収技術）関連 

‒ 中国からの新規 IS 開発提案 

‒ 次回 WG1 パリ会合への対処方針 

 

(5) 主な報告・決議 

‒ ISO27919-2 の開発期間について、現 36 ヶ月から 48 ヶ月に延長する手続きを開始したが、

TC265 事務局から、DIS 提出時期を 2020 年 2 月 1 日に設定するよう要請があった。なお、

開発期間延長に関して、11 月 8 日から 4 週間の CIB 投票期間となっている（投票期限 12/6）。 

‒ ISO27919-2 のドラフト Ver.2.0 について、WG1 国内編集委員から、3 章（Terms & 

Definitions）、4 章（Principles）、5 章（Availability, reliability and maintainability - basic 

concepts for a PCC plant）、6 章（Defining reliability, availability and maintainability in 

the design stage）、7 章（Determining reliability, availability and maintainability in the 

operational stage）、8 章（Implications for maintenance）、9 章（Reporting availability）

について編集状況の説明がなされた。 

‒ TR27922 については、WD Ver.1.0 に対して集約した WG1 エキスパートからのコメントお

よびそれらの見解をもとに、次回 WG1 会合（パリ、フランス）で議論すべき項目について

意見交換した。 

‒ 中国から新規 IS 開発提案があった。タイトルは、”Performance Index and Standard Test 

Method of Absorbent Performance for CO2 Capture”であり、WG1 パリ会合で内容説明と

質疑、今後の進め方について議論する予定。 

‒ 次回 WG1 パリ会合への対処方針案について説明し、回収 WG の合意を得た。 

 

(6) 主な議論内容 

① ISO27919-2 編集について 

‒ ドラフト 3 章の定義編集は、ISO の Online Browsing Platform (OBP)を参考に関連する定

義を収集し、その後にエキスパートの見解を考慮し決定した。 

‒ CD 投票時のコメントに対応し、“分かり易く”を心掛けて Ver.2.0 に改訂したが、海外のエ

キスパートから分かり難くなったとのコメントがあったため、用語の統一や注記（Note）

の利用など editorial な修正を実施している。 

 

② TR27922 WD Ver.1.0 の WG1 コメントおよびその見解案に対する意見交換 
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‒ 6.2 章（コスト評価および技術評価）は削除の方向で議論を進めるべきとの意見があった。 

‒ セメント協会は、コメント#50（TR に直接関係のないコストに関する記述）に強く反対す

る。 

‒ 序文の表現は過大であり修正が必要である。 

 

③ 次回 WG1 パリ会合への対処方針 

次のとおり合意した。 

‒ ISO 27919-2 開発に対しては、「CD 投票時コメントに対して取り纏めた WG1 見解をベー

スに章別エディターが改訂した最新ドラフトの基本コンセプトとその内容（Ver.2）につい

て、WG1 パリ会合参加メンバーの合意を得る。 

‒ また、2020 年 1 月末の DIS 投票用ドラフト完成に向けたスケジュールを確認する」、TR 

27922 開発については、「オランダエキスパートが改訂したドラフト（WD Ver.1.0）への

WG1 コメント、それに対する見解と編集内容についてレビューと議論を行い、最終案完成

に向けた手順および DTR 投票に向けたスケジュールを確認する。 

‒ 日本は、国内の関係機関からの意見の他、本 TR の位置づけや既刊 TR27912 との合理性を

踏まえた議論を進めていく」、中国からの新規開発案件提案については、「中国から主旨説

明を受け、今後の対応を議論する」。 

 

3.5.1.1.4 第 48回回収 WG 

(1) 日程：2020 年 1 月 24 日 

 

(2) 場所：TKP 虎ノ門駅前カンファレンスセンター カンファレンスルーム 9A 

 

(3) 出席団体・企業等：民間企業、各種団体、RITE（事務局） 

 

(4) 議題 

‒ 第 19 回 WG1 パリ会合報告 ISO27919-2 関連 

‒ 第 19 回 WG1 パリ会合報告 TR27922（セメント産業回収技術）関連 

‒ 第 19 回 WG1 パリ会合報告 中国提案の新規 IS 開発関連 

‒ 今後の進め方 

 

(5) 主な報告・決議 

‒ ISO27919-2 の開発期間について、TC265 事務局から要請のあった 2020 年 2 月 1 日に DIS

ドラフトを提出することは難しいと判断した。しかし、2019 年 12 月の第 19 回 WG1 会合（パ

リ、フランス）にて、フランス代表より DIS ドラフトのフランス語翻訳は FDIS ドラフト時

に先延ばしできるとの説明があり、ISO 発行予定日を変更せずにスケジュール変更ができる

可能性があることを報告した。パリ会合後、編集委員が会合の結果を反映させ、1 月に豪州

エキスパートと編集議論を行った。 
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‒ ISO27919-2 のドラフト Ver.2.0 に関する議論のポイントについて、3 章（Terms & 

Definitions）、5 章（Availability, reliability and maintainability - basic concepts for a PCC 

plant）、6 章（Defining reliability, availability and maintainability in the design stage）、

7 章（Determining reliability, availability and maintainability in the operational stage）、

8 章（Implications for maintenance）、9 章（Reporting availability）、Annex A, B, E, F に

ついて、出席した委員から報告した。 

‒ TR27922 については、WD Ver.1.0 に対して集約した WG1 エキスパートからのコメントに

ついて、編集を行ったオランダエキスパートとともに、本文記述内容を議論した。コスト（日

本としては削除の方針）や技術レベルを示した 6 章の記載に関しては、TR が公開技術情報

であること、フランスエキスパート（AFNOR）からも記載を否定する必要がない発言等も

あり、公開情報の記載を阻む更なる反論根拠が無く、原案を維持することになった。但し、

ミスリードが起きないよう、経済性、エネルギー消費、技術開発の時間軸などの観点から、

記載表現を改訂することとした。 

‒ 中国からエキスパート 2 名が出席して、中国提案の新規 IS 開発提案（化学吸収液の性能指標

および評価法の標準化）について説明があった。ISO27919-1 との関係についての質問や各

技術のプロセスや仕様の差異が大きいために、標準的な評価法を規定するなどは困難とのコ

メントがあり、中国側に再度内容の推敲を促した。中国の再検討後の手続きは、WG1 内の再

レビューと CAG での議論となる。 

‒ ISO27919-2 については、2 月に米国エキスパートと最終的な編集議論を行い、2 月中の完成

を目指す。TR27922 については、6 月の TC265 総会に合わせて開催を予定する WG1 会合（レ

ジャイナ、カナダ）で議論ができるよう開発を進めていく。 

 

(6) 主な報告・決議 

① ISO27919-2 編集について 

‒ CD 投票時のコメントに対応し、“分かり易く”を心掛けて Ver.2.0 に改訂したが、信頼性が

実績重視に偏っていると受け止められた。また、既存の標準の利用部分と本標準特有の部

分を明確にするべきとの意見があったため、1 月に豪州エキスパートと意見交換し、修正の

方向性を決定した。 

‒ 7 章は議論の対象となるコメントが無かったが、今後、米国エキスパートと意見交換し、内

容を確認する予定である。 

‒ 8 章は豪州から削除の提案もあったが、残すことで合意したが、文章を再度検討することと

し、例えば、既存の標準を利用する箇所は記載方法を簡略化するなどの修正を行う。 

‒ Annex A, B の編集・簡略化については引き続き実施する。 

‒ Annex E について key の整合性のチェックなどが必要である。 

‒ Annex F は、未改訂で議論されていない。DIS 投票までに改訂が必要である。 

 

② TR27922（セメント産業回収技術）に関する意見交換 

‒ 6 章のコスト評価および技術評価に関する会議結果は理解するが、技術によるコスト比較に
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ついては、読者によるミスリードが心配である。引き続き議論して欲しい。もちろん削除

が最も好ましく、依然削除すべきと考える。 

‒ この TR はセメント産業に関するものなので 6 章の図表の結果となる、という表現も好まし

くない。 

‒ 修正版を確認して、必要に応じて反論へのロジックを議論する。 

‒ Figure 2（Process steps in cement manufacture）の修正は日本が対応する。 

 

③ 中国提案の新規 IS 開発に関する意見交換 

‒ 中国の意図は不明だが、自国に有利な標準を開発しようというのなら取り上げるべきでは

ない。 

‒ ISO27919-1 の開発においては、様々な回収技術をカバーできる範囲だけを対象に指標を決

定した。言い換えれば、各メーカーの技術・活動に係わる部分は範囲外とした。今回の提

案内容は標準で取り扱う部分でない。 

 

3.5.1.2 輸送ワーキンググループ 

WG5 で開発中のフローアシュアランス TR に関し、2019 年 6 月に開催された ISO/TC265 総会

（キャスパー、米国）ののち、当 TR のプロジェクトリーダー（豪州）より、「TR のスコープを

パイプライン部分に限定し、開発主管をWG5またはWG2とするかについて検討する必要がある」

と問題提起された。併せて、「スコープを限定する場合、フローアシュアランスの要求事項は

ISO27913（パイプライン輸送システム）の 6.9 章でカバーされており、当 TR の必要性は小さく

なる」旨も述べられた。 

これらを踏まえ、輸送 WG 主査と議論を行い、日本の意見として以下の事項を提示した。 

・TR を効率的に開発するためには、フローアシュアランス TR は、主にパイプライン部分に

焦点を当てたうえで WG2 で開発すべき。 

・方法としては、WG5 からの移管の選択肢に加え、WG2 と WG5 でそれぞれスコープの異

なる TR（WG2：主にパイプラインのフローアシュアランス技術に関する TR、WG5：CCS

チェーン全体のオペレーションをスコープとした TR）を開発することが考えられる。 

・ISO27913 は、簡略でほぼ項目のみの記載であるため、技術的詳細について記載する TR

は必要である。 

 

3.5.1.3 貯留ワーキンググループ（CO2-EOR ワーキンググループとの合同活動を含

む） 

2019 年 6 月の第 13 回 ISO/TC265 総会（キャスパー、米国）以降、同年 12 月開催の第 10 回

WG3 および WG6 合同会合（サンタモニカ、米国）に向けて、TR27923 の原稿作成が進められ

た。サンタモニカ合同会合において、新しい章立て、およびプロジェクトサマリーの作成が合意

されたことを受けて、日本側でも、Well Design Case Studies、Surface Infrastructure Concepts

の見直し、および長岡、苫小牧両プロジェクトサマリーの作成が行われた。 
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3.5.1.3.1 第 33回貯留 WG・第 9回 CO2-EORWG合同会合 

(1) 日程：2019 年 7 月 26 日 

 

(2) 場所：TKP 新橋カンファレンスセンター カンファレンスルーム 13B 

 

(3) 出席団体・企業等：民間企業、各種団体、RITE(事務局) 

 

(4) 議題 

‒ 第 9 回 WG3 および WG6 合同会合（キャスパー、米国）(6/11)報告 

・TR27923 関連 

‒ 第 13 回 ISO/TC265 総会（キャスパー、米国）(6/13, 14)報告 

・全体概要 

・WG3 レポート 

・WG6 レポート 

・WG4 リーダーシップ問題 

‒ その他 

・TR27923 PL(パネルリーダー)会議(7/25)報告 

・WG6 NWIP 

 

(5) 主な報告・決議 

‒ 米国、キャスパーにて ISO/TC 265 総会(6/13, 14)および WG3 および WG6 合同会合(6/11)

が開催された。事務局より、総会における WG3 および WG6 の活動報告、ならびに WG3 お

よび WG6 合同会合における協議内容について報告がされた。 

‒ WG3 が主管している TR27923 については今後のスケジュールの見直しが報告された。 

 ・TR 発行目標時期：2020 年末 （従来の目標時期は、2020 年央） 

 ・WD (Working Draft)完成目標時期：2019 年 11 月 14 日 

 ・次回 Face to Face 会議：2019 年 12 月 3 日～5 日 （場所未定） 

 ・月１回程度の頻度で、TR 執筆に係る Zoom 会議開催。 

‒ 今次キャスパー総会にて、TC265 事務局より複数の WG による Joint Work は認めないとの

説明があり、これまで WG3 と WG6 共同で実施してきた TR27923 開発は、WG3 の主管事

業と認定された。このため、WG6 に対しては、2019 年 9 月 15 日までに、NWIP (New Work 

Item Proposal)を提案すること、NWIP の提案がない場合には WG6 を解散する可能性があ

るとの通告があった。 

‒ 8 月 29 日開催予定の第 24 回国内審議委員会における活動報告（貯留 WG、および CO2-EOR 

WG）については、TR27923 の執筆状況、および WG6 の NWIP に関する議論の進捗を踏ま

えた報告案を作成する。報告案の承認はメールで行うことが了承された。 

 

(6) 主な議論内容 
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① 第 9 回 WG3 および WG6 合同会合（キャスパー）の概要について 

事務局からの説明に対して、以下の質疑あり。(Q：質問、A：回答、C：コメント) 

Q：TR の全体の分量が 200 ページ前後とあるが、決定事項なのか。 

A：200 ページというのは相場観。まだ決定したものではない。原稿を集約して調整すること

になる。 

Q：TR27923 の読者は。 

A：例えば、Monitoring の対象者は、非技術者。すなわち、Project Manager や Regulator。 

Q：Weyburn の事例を採用しなかった理由は。 

A：カナダの専門家からの情報によれば、坑井に設置するライナー(Liner)の鋼材に関する規

則の変更があり、特殊な鋼材を採用せざるをえなくなり、とても代表的な事例とは言え

なくなったためと聞いている。 

C：記述、または表現の限界はあるが、TR では、様々な意見を記述できるのが特色である。 

C：前回のワシントン DC 会合では、TR で取り上げる事例については、何故、事例として取

り上げたのかその理由を記載するよう要請を受けている。 

 

② WG6 の新規案件(NWIP: New Work Item Proposal)について 

‒ CO2-EOR WG 主査及び事務局から、本件に関して説明あり。 

(ISO 事務局からの通告内容） 

・ISO 中央事務局の見解として、複数の WG によるプロジェクトは認めない。すなわち、

WG3 と WG6 の共同で開発してきた TR27923 については、主管している WG3 に登録さ

れ、WG6 には登録されない。 

・他に案件を持たない WG6 は、9 月 15 日までに 新しい NWIP を提出するよう要請あり。

期日までに NWIP を提出できない場合は、WG6 は解散となる可能性がある。 

‒ CO2-EORWG 主査より、今回の ISO 見解に関して、今後 WG6 が取るべき立場について問題

提起された。 

（主な議論） 

・上記 ISO 見解は、第 9 回 WG3 および WG6 合同会合(6/11)の翌々日(6/13)に開催された総

会で初めて表明されたものである。 

・TC レベルでは、TR27923 は、WG3 と WG6 が共同で開発することが承認され、作業が開

始された経緯がある。 

・今回の通告は、TC より上位の ISO 中央事務局の見解である。WG2 にも同様な通告が届い

ている。 

・端的に言えば、NWIP が 2 つの WG にまたがっている場合、主担当（TR27923 では WG3）

に対して、WG6 が専門家による支援の形で参加することになる。他にプロジェクトを主担

当していない WG6 に新 NWIP 提案の通告が来たということ。 

・今回の ISO 通告によりノルウェーの WG6 専門家を始め個人的にも問題が生じている。 

・WG3 に登録できない WG6 の専門家は、TR27923 に係る情報が得られないことや会議へ

の出席登録ができないことなどの不便を被っている。この点、ISO システムの Flexibility
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不足が露見している。 

・ご指摘の通り、WG6 の専門家の立場は不安定であるが、一方で、WG3 と WG6 の両方に

登録することも可能である。 

・EOR 関連事項は WG6 が独占的に担当しており、WG3 との兼務はできない。 

・WG5 のように、他の WG からの協力を求めている例もある。 

・今回の ISO 見解は、TR27923 は、WG3 のみが作業をして、WG6 は何もしていないと認

識されているということ。共同プロジェクトが認められないとわかっていたら、TR27923

の内容のうち、EOR に係る事項を切り離して、WG6 のプロジェクトにすることもできた

はず。 

・現在、WG6 では、新規案件を検討している。新規案件候補が 3 件提案されており、8 月

14 日に WG6 内で協議する予定。WG6 を存続させる方向で検討が進んでいる。 

・新規案件候補のうち、①TR on Lifecycle Assessment for Associated Storage は反対が多く、

③TR on Associated Storage, Offshore は、参照できる事例が少ない等の理由から、②TR on 

transitioning from EOR to StorageのNWIPを作成する方向になるのではないかと推測し

ている。 

・WG6 の NWIP が採択された場合、2 つのプロジェクト(TR27923 と新規案件)を掛け持ち

できるかが懸念される。 

・作業量と担当者については、WG 内で議論すべき。TR27923 の中に、EOR 関連事項の記

載が含まれるのであれば、WG6 の専門家も参加すべき。 

・いずれにしても、WG6 の専門家の立場（Status）を明確にすべき。システム的には、WG3

にも登録し、関連情報を受領できるようにすべき。 

・専門家の登録は、TC や WG ではなく、各国のミラーコミッティが手続きを行う。 

・登録に当たっては、各専門家の所属会社からの許可を取り付ける必要がある。 

 

③ キャスパー総会の概要報告 

事務局より、キャスパー総会の概要(WG3 および WG6 関連のみ)が報告された。 

a WG3 レポートについて 

（総会での主な議論） 

・ISO 事務局より、ISO 内部におけるドラフト審査に、4～6 週間かかるため、時間に余裕を

持ったスケジュールを立てるよう助言があった。 

（主な議論）(Q：質問、A：回答、C：コメント) 

Q：ISO 事務局が示唆している時間的余裕は、最終原稿投票後の各国からのコメントに対

応する時間を指しているのか。 

A：ISO 内で、ドラフトを配布し、承認を得るのに要する時間を指していると思われる。

ドラフトの流れは、WG ⇒ TC Secretary ⇒ ISO 事務局 となっている。 

Q：最終ドラフトが ISO 事務局に渡ってからは、WG のコントロールが効かないため、現

時点で想定されている発行目標時期、2020 年末は延期される可能性があるということ

か。 
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A：2020 年末発行のためには、最終ドラフトを 2020 年 4 月までに ISO 事務局に渡すスケ

ジュールを考えている。最終ドラフトに係るコメント対応に約 6 ヶ月を想定している。 

C：同じ個所に、複数の違うコメントが出されると、その対応に苦労する。 

C：本件の場合、TR 開発のルール決めの端境期にプロジェクトがスタートしたため、TR

の発行期限が規定されていない。 

Q：総会における配布資料では、TR の発行目標時期が 2020 年 6 月となっていたと記憶し

ているがどうか。 

A：ISO 事務局には、新しい TR 発行目標時期を記載した資料に差し替えるよう依頼してい

る。すでに、総会決議通知文書では、資料が更新されている。 

b WG6 レポートについて 

（総会での主な議論） 

‒ TC265 事務局からの通告（2019 年 9 月 15 日までに NWIP を提出すること、および期日

までに NWIP を提出できない場合には WG6 解散）に対して、新規案件候補として、①

EOR から CCS への移行、②CO2-EOR の Offshore での適用について検討中と WG6 から

返答あり。 

（主な議論） 

‒ 議論の内容については、前述の②「WG6 の新規案件(NWIP)問題について」を参照。 

c WG4 リーダーシップ問題について 

事務局より説明。本件は、WG3 および WG6 に直接起因した問題ではないが、今回の総会

で一番伯仲した議論が行われた話題であったため、特に報告事項に加えたものである。 

（主な議論）(Q：質問、A：回答、C：コメント) 

C：総会後、WG4 では、3 回の Zoom 会議を実施し、作業は順調に進捗している。 

C：キャスパーにおける WG4 の会議に出席したが、各参加者は不満の塊りの状況であり、

かつ問題のコンビーナおよびココンビーナは欠席の状況であった。 

Q：これまでにも、本件のようなコンビーナ解任議論はあったのか。 

A：このような重大な問題となったことはない。 

 

④ その他 

a WG6 NWIP の現状 

CO2-EORWG 主査より、WG6 NWIP の現状について、以下の報告があった。 

（報告内容） 

・8 月 14 日開催予定の Zoom 会議において、NWIP の 3 候補に関する議論を行う予定。 

・3 候補のうち、CO2-EOR から CCS への移行に関する TR が最も現実的であると考えて

いる。 

・NWIP に係る具体的な準備作業は、米国の専門家によって行われている模様であるが、

詳細な情報は来ていない。 

（主な議論） 

Q：WG6 NWIP と WG3 との関係は。 
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A：昨日(7/25)の PL 会議(Zoom)で、WG3 側より、WG6 に対して、NWIP の内容および今

後の進め方について説明の場を設定するよう要望があった。 

b 第 4 回パネルリーダー(PL)Zomm 会議（7/25 開催）報告 

WG3 ココンビーナより、7 月 25 日開催の第 4 回 PL 会議結果について報告があった。 

（報告内容） 

・各章の進捗状況を把握した。 

・次回の PL 会議は、9 月に開催予定。 

・8 月末までに、各章のドラフト（改訂版）を提出。 

（主な議論） 

・12 月 3 日～5 日開催予定の次回 Face to Face 会議の開催場所は未定。TC265 事務局と

も相談したが、カナダ開催は予算上困難な模様。日本も開催場所の候補として調査中。 

・Face to Face 会議の開催時期(12 月 3 日～5 日)の翌週に、米国の Midland において、EOR

の会議が予定されており、WG6 の専門家の多くがこの会議に参加する予定。したがって、

TR27923 関連の Face to Face 会議開催場所は、米国テキサス州（例えば、ダラスやヒ

ューストン）が都合がよい。WG6 コンビーナも、米国開催を検討していると思われる。 

c 第 24 回国内審議委員会活動報告案について 

事務局より、第 24 回国内審議委員会は、8 月 29 日開催予定であり、WG3 の TR27923 の進

捗、および WG6 の NWIP に関する動きを踏まえた報告案を作成する予定であり、報告案の承

認はメールで行う旨説明があった。 

   

3.5.1.3.2 第 34回貯留 WG・第 11回 CO2-EORWG 合同会合 

(1) 日程：2019 年 11 月 26 日 

 

(2) 場所：TKP 虎ノ門駅前カンファレンスセンター カンファレンスルーム 9A  

 

(3) 出席団体・企業等：民間企業、各種団体、RITE(事務局) 

 

(4) 議題 

‒ TR27923 最新状況 

‒ 第 10 回 WG3 および WG6 合同会合（サンタモニカ、米国）の日本の基本方針について 

‒ WG6 NWIP 

 

(5) 主な報告・決議 

‒ 事務局より、TR27923 ドラフト作成に係る最新状況および国内の活動について報告された。 

‒ TR27923 の最新ドラフト(11/14 集計版)が配布され、その内容について議論された。 

‒ 主な議論・指摘事項は以下の通り。 

・Chapter 9 (Decommissioning)に、日本にける CCS 関連法規（特に海域を管理する海防法）

の記載を追加するか否かについては、議論の結果、継続審議することとなった。 
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・Monitoring に係る日本の事例（長岡、苫小牧）の執筆については、操業事業者および、必

要であれば管轄官庁（環境省、経産省）の事前了解を得ること。 

・苫小牧実証試験事業における坑井データを、Chapter 4 (Well Design Case Studies)に追加

すること。 

・長岡プロジェクトにおける CO2圧入停止後の長期にわたる Monitoring の事例を追記でき

るか否か検討すること。 

・TR 編集委員から要請があった場合には、苫小牧実証試験事業における許認可取得の事例を、

追記できるか否か検討すること。 

‒ 今回の合同会合で配布された TR27923 最新ドラフトの電子ファイルを各委員に配信し、サ

ンタモニカ会合(12/3～5)までに各委員の意見を聞くこと。 

‒ WG6 の新規案件(NWIP)に係る経緯および最新状況について、事務局より報告がされた。

WG6 NWIP 立ち上げの最新状況を、TC 事務局に確認するよう要望された。 

‒ 次回合同会合は、サンタモニカ会合後早い時期に開催予定。具体的な開催時期は、サンタモ

ニカ会合の結果に基づき調整する。 

 

(6) 主な議論内容 

① TR27923 ドラフト作成（最新状況、国内活動）について 

‒ 事務局より、「国際委員間では、計 6 回のパネルリーダー（PL）会議を開催、また国内では、

Chapter 4 および Chapter 5 で執筆者による編集会議を実施した。当初予定通り、11 月 14

日にドラフトを締め切った。サンタモニカ会合では、このドラフトを基に議論される予定。」

との説明があった。 

‒ 事務局の説明に対して、以下の質疑あり。(Q：質問、A：回答、C：コメント) 

Q：数多く会議を重ね、順調に作業が進んでいるように見えるが、実際はどうなのか。 

A：ようやくドラフトの集計までこぎつけたが、このドラフトの編集は完全なものではな

く、またミスタイプも見受けられる。また、章によっては未定稿な部分も残存している。 

C：以前、TR 編集委員の分担表を作成し、会合でご了解を得ているが、これまでの執筆作

業ではうまく機能していなかった。今後、各編集委員にはドラフトのレビューに参加し

て欲しい。 

Q：Chapter 8 (Monitoring)で、新たな章が追加され、日本の事例が執筆されているが、操

業当事者がこの追加執筆の事実を認知していない。どういうことなのか。 

A：公開論文を基に、RITE が原稿の素案を作成し、最終的に、国際 WG の編集委員が原

稿を執筆したものである。具体的には、ドラフトの P91～92 に、長岡の事例を、また

P98～99 に苫小牧の事例を記載している。著作権の問題もあり図面を添付する予定はな

い。TR に記載する情報は公開情報が基本となっている。文献だけでなく、会社のホー

ムページ、プレゼン資料等参照できる根拠が存在することが基本である。 

C：海外に原稿を提出する際には、公開情報であれ、国内操業当事者の事前了解が必要な

のではないかと思う。 

C：国内の操業当事者のレビューおよび了解を得ることが必要である。今後、事務局より、
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国内操業担当者の了解を取り付ければよい。 

C：遅ればせながら情報開示許諾の確認が取れたので、苫小牧実証試験事業の圧入井のデ

ータの追加記載が可能である。 

C：Chapter 4 (Well Design Case Studies)に、苫小牧のデータを追記する。 

② TR27923 最新ドラフトについて 

‒ TR Project Leader より TR27923 の最新ドラフトについて以下の説明があった。 

・執筆者の人数が少なく、専門外の範囲まで執筆しているため、再度専門家によるレビュ

ーが必要と思われる。 

・Offshore の事例 (Sleipner / Snohvit )の情報が不足している。 

・8.4.1 Well Control and Monitoring の執筆者を新たに要請する必要がある。 

・6.3.4 Communication Plan (Public acceptance) の章に、苫小牧実証実験事業における

許認可取得の実績を記載してもよいと考えている。 

・Chapter 9 (Decommissioning)において、CCS 法整備に関して、米国、および EU の状

況が詳細に記述されている。日本については、P132 に記載用のスペースが用意されてい

るが何も記載されていない。日本における根拠法は、鉱山保安法（陸域）、および海防法

（海域）であるが、CCS に特化した法整備が進んでいないのが現状である。法整備が進

んでいないという事実だけを記載することは可能と考えている。 

・Chapter 9 において、 Post Injection Monitoring の実例として、日本の長岡の事例 (CO2

圧入停止後、約 15 年間 Monitoring 継続)を紹介できるのではないかと考えている。海外

からも、長岡の事例掲載の要望が来ている。 

‒ 以上の説明に対して、以下の質疑があった。(Q：質問、A：回答、C：コメント) 

C：WG5 のリスクマネジメントの TR で、日本の根拠法の実態について原稿を作成済みで

あり、この中から、法律、安全面の観点から原稿を作成できるのではないかと考える。 

C：Chapter 9 (Decommissioning)は、タイトルを Legal Framework for CCS にでも変更

しなければ、日本の根拠法の紹介に当てはまらない。 

C：そもそも、海域の CCS 事業が海防法を根拠に実施していることを明記し、海外に公表

することが有益なのか疑問である。海防法は、CCS 実施用に作成されたものではなく、

CCS 実施上、いろいろ支障が生じる可能性があることが多くの場で指摘されている。 

C：一方で、豪州、日本等における法的根拠の記載がなければ、米国、EU とのバランスを

欠くことになりかねない。苫小牧で実証実験事業が実施されていることは世界中で周知

されているにもかかわらず、日本の事業実施根拠となる法律に触れないのは疑問が残

る。 

C：苫小牧実証試験事業における Monitoring は、世界にアピールでき、執筆できる部分は

執筆すべきと考える。 

C：日本の法的整備の状況を記載するのは、環境省、経産省の許諾が必要だと思われる。 

C：TR に海防法による海域の環境保護策を記述すると、これらの事項が将来の IS 作りの

ベースとなってしまうことを危惧する。 

C：9.9 章に、Ketzin プロジェクトの事例が記載されているが、本事例は実験研究における
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事例であり、商業ベースの事業ではなく特殊な事例であることを明記しなければ、将来、

これをベースに標準化作業が行われることになれば大変なことになる。誰も CCS 事業

に手を出さなくなる。 

C：米国の坑井基準である Class II、Class VI も同様である。各国の事例を列記すること

は可能だが、問題なのは、今後それらをどのように使用するかである。 

C：TR は事実を記載すれば良いのではないか。 

C：海防法は、現状下の環境面を考慮して作成されたものである。実際過剰だとの声が大

きくなれば、将来是正されていくのではないかと思う。現在、環境保護のための法律が

存在しているという事実を記載すればよい。 

C：各事例は、商業規模の CCS 事業にとっては、いずれもオーバースペックなものとなっ

ていることを記載しておく必要がある。 

C：現実に、最小限の Monitoring 作業を実施する方向に進んでいる。経済的にも、最小限

必要な Monitoring を実施すれば十分だとういう考え方である。 

C：現在実施中の CCS 事業がオーバースペックであるという論文を掲載すれば、主張がよ

り客観的となる。当初計画した過剰な作業が、その後徐々に削除されていった事例を記

載するとよい。 

C：Monitoring には、①温度、圧力、流量の測定や、②Leakage の観測等、不可欠なもの

もあるが、③Cross-Well Seismic や、④2D Seismic 等の付加的作業は必ずしも必須で

ないものもある。 

C：日本の Legal Framework と Post injection monitoring は記載しない方がよいのではな

いか。 

C：各事例はいまだ未成熟であり、その事例が各々どのステージ（例えば、実験,パイロッ

ト, 商用段階）にあるのか明示する必要がある。 

C：WG3 内で、本 TR をどのような物にしたいのかという全体議論が必要と思われる。今

回のサンタモニカ会合で議論したらどうか。 

C：海防法を条件付きで記載したとしても、本 WG 会合の見解や執筆者の見解が問われる

ことになる。 

C：国内 TR 編集委員は、必要ならばメンバーを加えて、TR のレビューを行って欲しい。 

C：8.5.2.1.6 Farnsworth demonstration site の事例 (P96)は、P99 の 8.5.3 EOR projects 

with monitoring に移行すべき。 

Q：Chapter 3 (Terms and Definitions)の現状は。 

A：現在、TR27923 で必要な Terms を選択中である。これらの Terms には、Technical 

explanation を記載する必要があると考えている。 

    

3.5.1.4 Q&V・クロスカッティングイッシューワーキンググループ 

3.5.1.4.1 第 28回 Q&V・CCIWG 

(1) 日程：2019 年 6 月 26 日 
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(2) 場所：エネルギー総合工学研究所（IAE） 7 階 701 会議室 

 

(3) 出席団体・企業等：民間企業、各種団体、RITE、IAE（事務局） 

 

(4) 議題 

① TC265 

‒ 第 13 回 ISO/TC265 総会（キャスパー、米国）、主要な動きについて 

② WG4 

‒ 第 13 回 WG4 会合（キャスパー）について 

‒ DIS 27920 (Q&V) 進捗状況について 

‒ WG4 リーダーシップに関する状況について 

‒ 今後の対応について 

③ WG5 

‒ 第 11 回 WG5 および第 10 回 WG2 合同会合（キャスパー）について  

‒ TR 27921（CO2流組成）進捗状況について 

‒ ISO/TS27924（統合的リスクマネジメント）進捗状況について 

‒ 今後の対応について 

④ 投票対応について 

‒ リスク TS（ISO/TS27924）タイトル変更の投票への対応案について 

‒ WG5 のコンビーナ信任投票への対応案について 

⑤ 国内審議委員会対応について 

‒ 活動報告と今後の対処方針について 

⑥ その他 

 

(5) 主な報告・決議 

① TC265 

地球環境産業技術研究機構（RITE）より資料を用いて説明。 

‒ 第 13 回 ISO/TC265 総会は、2019 年 6 月 13 日、14 日に、米国ワイオミング州キャスパー

で行われた。 

‒ WG2 と WG6 は現在進行中のプロジェクトが無く、9 月 15 日までに新たな NWIP が提出

されないと両 WG とも活動停止となる。（WG6 は WG3 と共同でプロジェクトを実施中だ

が、形式上 WG3 のプロジェクトとなっており、WG6 としての活動が無い状態との扱い） 

‒ WG2 では中間タンクまたは WG5 で進めているフローアシュアランスの移管などが新規の

候補。 

‒ WG4 のリーダーシップ問題の議論に多くの時間を費やしたが、詳細は②で報告される。 

‒ WG の会議において、コンビーナ、ココンビーナとエキスパートとの両方の役割は出来な

いことが確認された。 

‒ リスク TS（TS27924）の新たなフランスのプロジェクトリーダー（PL）が承認され、また
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開発期間の延長（18 → 48 ヶ月）が認められた。 

‒ 事務局より WG 会議においてコンセンサスが得られない場合に WG Consultation（投票）

を行い、それで決着しない場合に TC に上げるという手順が紹介され、コンビーナは投票に

参加できないことが確認された。 

 

② WG4 

‒ 第 13 回 WG4 会合は 6 月 10 日に開催され、総会 2 日目（14 日）の朝にも関係者会合が行

われた。 

‒ コンビーナ（中国）、ココンビーナ（フランス）が欠席のためオランダのエキスパートがコ

ンビーナ代理を務めた。 

‒ 4 月 11 日と 5 月 14 日のテレコンファレンスの議事録が作成されていないことが問題とな

り、事務局および会議参加者で作成されたが、5 月 14 日の会議においては、ココンビーナ

の投票参加について疑義が生じて、ココンビーナが議長を降りたままの状況で会議が終了

している。 

‒ テレコンファレンスの直後に、WG4 のリーダーシップに関する不平文書が、ノルウェーの

ミラーコミッティと米国 TAG 議長から提出された。これに対して TC 議長より、IS 開発が

期限どおり進められるかの見通しと、リーダーシップに関しての対応を求める文書が発行

されたため、本 WG4 で対応を行った。 

‒ リーダーシップについては以下 3 案で CIB（TC 内投票）を行うことを TC に提案し、投票

結果が出るまで編集作業を中止する事が合意された。 

・コンビーナ（中国）留任、ココンビーナ（フランス）退任 

・両者とも留任 

・両者とも退任し、暫定コンビーナを置く 

‒ IS 開発の残作業はコメント対応を明確にして DIS に反映させることだけ、と確認され、CIB

投票期間も含めた作業シナリオが示された。 

‒ WG4 の提案に対して TC 議長から妥協案が提出され、14 日の午前中に調整のための関係者

会合が行われた結果、以下の TC 決議事項（Resolution 8）が合意された。 

・以下の条件で、ノルウェー・米国の不平文書は取り下げ、CIB は実施しない 

・WG4 ココンビーナ（フランス）は今後会議の議長は行わないが、会議以外でコンビー

ナを補佐し、IS 開発のプロジェクトリーダーは継続 

・コンビーナ（中国）が WG4 会議を開催できないときは、会議をキャンセルする前に、

現ココンビーナ以外のエキスパートから会議の議長を推薦する 

・WG4 は DIS を期限（2019/12/8）までに提出するために作業計画を更新し実行する 

 

③ WG5 

新 WG5 コンビーナ候補となっているフランスのエキスパートが、コンビーナ代理を務めた 

 

a リスクマネジメント TS 
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新 PL（フランス）から概要についてプレゼンされた。 

‒ リスク TS の提案理由やこれまでの経緯の説明の後、統合的（OA）、横断的（XC）リスク

のみを扱うこと、ISO31000 のリスクアセスメントのアプローチを踏襲することが提案さ

れた。 

‒ TS 開発の進め方として、各サブシステム（回収・輸送・貯留等）に固有なリスク情報を

各 WG から収拾してから、本 TS で扱う統合・共通リスクを特定するという手順が紹介さ

れた。 

‒ 財政的リスクを扱うことについては第 7 回 WG5 会合（カラマイ、中国）（2017 年 5 月）

において強い反対意見があったが、多くの CCS プロジェクトが財政的課題で中止・中断

されている状況に鑑み、本 TS でファイナンシャルリスクを扱うことを TC に再提案する

事が合意された。 

‒ 他の WG から各サブシステムのリスクを収拾する手順に関しては、時間がかかる、各 WG

のリスクに関する検討が進んでいない、などの異論もあったが、最終的に PL の提案が承

認され、各 WG にリエゾンを設けて進めることを合意した。 

‒ TS の発行期限が 2020 年 2 月と迫っていることから、期限延長を TC に提案する。 

‒ リスク TS の NWIP に付されたコメント処理を行った。 

‒ 2 日目の午後に WG2 との合同会議を行い、前述の PL の提案が承認され合意されるとと

もに、エキスパートの追加募集を行うこと、中心メンバーの都合から 10 月より開発を本

格的に開始すること、それまでにスコープと目次案を作成することが合意された。 

 

b CO2流組成 DTR 

‒ 4 月の第 10 回 WG5 会合（ｵｽﾛ、ノルウェー）、テレコンファレンスに続いて、DTR 投票

に付された 600 件近いコメントについて会議出席者が議論すべきと指摘したコメントを

中心に議論を行い、日本のコメントもほぼ合意され、最終的にコメント処理を終了した。 

‒ 3 週間でフランスの編集チームによる原稿の修正、日本のメンバーによる図の形式修正を

行い、その後米国メンバーの Native チェックを経て、TC 事務局に最終原稿を提出する。 

 

c 総会における WG5 関連の議論 

‒ 総会の WG5 報告の将来計画のスライドに、今回の WG で議論していない「CCS の LCA

に関する TR」が記載されていた。日本から誤りを指摘したところ、パリ会合で議論した

ものが残ったという説明を受け、指摘が認められたので、今後公式資料で修正を確認する。 

 

④ 投票対応について 

‒ リスク TS（ISO/TS27924）タイトル変更の投票への対応案（賛成投票）については異論な

く承認された。 

‒ WG5 のコンビーナ信任投票については賛否両論があり、WG 内で合意が得られなかったの

で、国内審議委員会委員長への相談も視野に入れ、賛成・棄権の両論併記で国内審議委員

のメール審議をお願いすることとした。 
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⑤ 国内審議委員会対応について 

‒ 今後特段の事情が発生しなければ、事務局が準備・説明した資料に今後の情報を加え、WG

委員にメールでご審議頂くこととする 

 

⑥ その他 

特になし 

 

(6) 主な議論内容 

① TC265 

特になし。 

 

② WG4 

‒ ココンビーナは WG4 キャスパー会合には参加しなかったのか。 

→ 元々オンサイトでは参加できない予定で、Web でも参加しなかった。 

‒ フランスは TC 総会でこの件を議論しないよう TC 議長に働きかけたが、関係者から拒絶さ

れた模様。 

‒ Q&V の IS 開発において WG6 メンバーが参加するようになり、エミッションや GHG を入

れない方向で合意された結果、IS が現コンビーナ、ココンビーナやその出身国にとって満

足できないものとなり、リーダーシップ側も苦しい立場にあると思われる。 

‒ WG4 内の議論において些細な誤解が大きな問題に発展しており、信頼関係が失われた状態

で、不平文書が撤回されても IS 開発の作業が進むか、危ぶまれる状況。 

‒ 不平文書を取り下げることとなった理由は。決議事項に示された条件が根拠か。 

→ 詳細は不明だが、不平文書が ISO 事務局宛であったため TC 議長が事態の収拾を図っ

たこと、当事国間の政治的な判断があったと推定されること、などが要因と思われる。 

‒ メールが多くやり取りされているが、誰の言っていることが正論なのか？ 

→ 関係者が感情的になっており、お互いに自分の主張を長々と話すだけで、議論がかみ合

わない状況に至っていると見ている。昨年 12 月頃に WG4 会合の場所の決定方法で揉

めたことも発端となっている。 

 

③ WG5 

a リスクマネジメント TS 

‒ ファイナンシャルリスクを扱うということは、TC 総会で議論されたか。 

→ 総会で報告された WG5 レポートに “briefly address the financial risks” が必要であ

ると記載され、口頭説明もされ、大きな反対がなく承認された。 

‒ ファイナンシャルリスクや liability は法律に関わるので、法制度の異なる各地域を共通し

て議論することが難しいことに注意するべきである。 

‒ ボトムアップのやり方で進めることは難航することも予想されるが、まずは PL の計画で進
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めて状況を見ていく。 

 

④ 投票対応について 

WG5 のコンビーナ信任投票については、以下の賛否両論が議論された。 

a 反対または棄権の意見 

‒ フランスの候補者は、熱意を持って活動しているが、自分の意見を強く主張する傾向があ

り、コンセンサスを取るというコンビーナの役割には不適切で、賛成すべきでない。 

‒ コンセンサス作りに必要な語学能力も不足しており、キャスパー会合における行動からは

コンセンサスを得ようという意識も感じられない。 

b 賛成の意見 

‒ 候補者は、WG5 会合で 2 回コンビーナ代理を務めたが、これまでのように会議の中で自

分の主張を強く打ち出すことはなく、中立な態度でコンセンサスを取るという役割を問題

なく果たしている。 

‒ 賛成して、今後は国や自分のためではなく WG のコンセンサス獲得に注力して欲しい、と

いう改善を求めるコメントを付せば良い。 

 

⑤ 国内審議委員会対応について 

特になし 

 

⑥ その他 

特になし 

 

3.5.1.4.2 第 29回 Q&V・CCIWG 

(1) 日程：2020 年 2 月 18 日 

 

(2) 場所：エネルギー総合工学研究所（IAE） 7 階 701 会議室 

 

(3) 出席団体・企業等：民間企業、各種団体、RITE、IAE（事務局） 

 

(4) 議題 

① WG4（Q&V） 

‒ WG4 第 28 回 Q&V・CCI WG 以降の進捗について 

‒ DIS 27920 (Q&V) 進捗状況について 

‒ 今後の対応について 

② WG5（CCI） 

‒ WG5 第 28 回 Q&V・CCI WG 以降の進捗について  

‒ TR 27921（CO2流組成）進捗状況について 

‒ TS27924（統合的リスクマネジメント）進捗状況について 
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‒ 今後の対応について（3 月開催の WG5 会合（ポー）への対応など） 

③ 投票対応案について 

‒ DIS 27920 (Q&V)への投票対応案について 

‒ WG5 のコンビーナ信任投票への対応・結果について（報告） 

④ その他 

‒ 次回 ISO/TC265 総会（カナダ）（6 月開催）について 

‒ フローアシュアランス TR 開発アドホックグループについて 

 

(5) 主な報告・決議 

① WG4（Q&V） 

‒ 事務局より、Q&V の IS（ISO27920）の開発の進捗が以下のように報告された。 

‒ キャスパー会合の議論を受け 4 回の WG4 会合 (Web) を開き、2019 年 8 月 13 日に DIS 

ver.2.0.2 を WG 内に回付し、8 月下旬から 9 月に 5 回の小規模な編集委員会（Web）を開

催して編集を進めた。 

‒ 2019 年 10 月 28 日 WG4 会合（Web）での承認を経て DIS 27920 が ISO 中央事務局で登

録され、現在、2020 年 1 月 13 日～4 月 6 日の期間で DIS27920 が投票に付されている。 

‒ 2019 年 10 月 28 日 WG4 会合時に承認された計画は以下の通り。 

・DIS 投票後コメント対応を行い、8 月 14 日までに FDIS を準備して ISO 中央事務局に

提出 

・10 月 9 日までに FDIS 投票を終了、その後コメント対応を行い、出版期限の 2020 年 12

月 8 日までに発行することを目指す 

‒ 2020年 6月にWG4会合開催予定 (レジャイナ, カナダ)し、ここでコメント対応を進める。 

‒ その後の対応として、CCS プロジェクトに付随するエネルギー利用による排出の定量化な

ど、これまで検討された内容を次期の IS 課題として扱う事を、コメントで指摘する。 

 

② WG5（CCI） 

‒ 事務局より以下の通り説明された。 

‒ CO2流組成（DTR 27921：CO2流）の最終稿が完成し、2019 年 11 月 18 日に出版用の原稿

として登録された。最終編集作業を経て、出版される見込み。 

‒ TR の最終原稿について、Q&V・CCI WG で話題になったコメント（EOR の扱い、ロンド

ン議定書に関する記述の追記、図の形式の修正）などを中心に説明された。 

‒ リスクマネジメント TS（ISO/TS 27924）の開発期間延長（18→48 か月）が承認され、2022

年 8 月の発行を目指して、ISO/TR27918 に取り上げたリスク項目を見直しつつ、各 WG の

個別のリスクでプロジェクト全体に影響を与えるものを収集することから作業を開始する。 

‒ リスクマネジメント TS タイトル変更の投票が、以下のように承認された。 

・タイトル変更：Lifecycle Risk management for integrated CCS projects  

⇒ Risk management for integrated CCS projects 

    ・投票結果：賛成 13、反対 0、棄権 7、日本は「賛成」投票 
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‒ リスクマネジメント TS（ISO/TS 27924）およびフローアシュアランス TR（ISO/TS 27924）

について議論するため、以下のように WG5 の face-to-face 会合が行われる。 

    ・WG5 会合：2020 年 3 月 3 日～5 日（ポー、フランス） 

‒ WG5 内で各 WG とのリエゾンを設け、各工程個別のリスクについて情報収集を開始した。 

‒ 2 月 20 日のテレコンファレンス、3 月 3 日～5 日の WG5 会合（ポー、フランス）で議論を

進める予定である。 

‒ 3 月の WG5 ポー会合には、Q&V・CCI WG から委員と事務局の 2 名が、フローアシュア

ランス TR 開発アドホックグループから、事務局・エキスパート計 3 名が参加予定である。 

‒ 委員より、CO2流組成 TR 最終稿の編集上の誤りが数点指摘され、WG5 事務局に連絡する

こととなった。 

 

③ 投票対応案について 

a DIS 27920 (Q&V)への投票対応案について 

‒ 事務局より、投票案が「Approval with comment」（コメント付 賛成）であることと、コ

メント案が以下の 2 点であることが説明された。 

ｱ）7.3.3 CCS システムでの losses のモニタリングの条項だが、”monitoring plan shall 

document the rationale used to:” となっているが、Monitoring plan は 7.2.1 で記

述済の事項である。修正提案は、”  The monitoring description of losses shall 

document the following rational used to:”。 

ｲ） 8.5.1 の数式の説明分の表現が、その前の 8.3.1 (capture) および  8.4.1 

(transportation) と形式が異なっているので、前の表現と同様に数式の表現をそのま

ま文章にすべき。 

‒ 本日の議論をふまえ、以下の手順で Q&V・CCI WG としての投票案（コメント案）を作

成する。 

～3/6(金) ：各委員からのコメントを Q&V・CCI WG 事務局に提出 

    ～3/12(木)：事務局で取りまとめたコメント案を委員に回付 

～3/19(木)：委員にご確認頂き Q&V・CCI WG 案確定 

→ 国内審議委員会事務局（RITE）に提出 

    ～4/6(月)までに投票 

 

b  WG5 のコンビーナ信任投票への対応・結果について（報告） 

‒ WG5 の新しいコンビーナ（フランス）が信任投票（2019/6/10～7/8）により信任された。 

・賛成 7、反対 2（ノルウェー、サウジアラビア）、棄権 11 カ国（日本は棄権投票） 

‒ 投票結果および日本投票案の決定について、は以下の通りである。 

‒ 国内審議委員には、佐藤委員長のご了解のもと、従来のようなメール審議は実施せず、以

下の理由で「棄権」で投票する旨を国内審議委員にメールで確認した。 

ｱ）候補者の TC265 における活動状況をよく知る国内委員より、『下記の点から、候補者

は WG コンビーナとして最も重要な「WG 内のコンセンサス形成」を行う能力を十分
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有していない』旨の反対意見が挙がっている。 

ｲ）候補者のこれまでの WG４エキスパートとしての積極的な活動実績、近頃コンビーナ

代理として２回 WG5 会合をとりしきった実績を踏まえ、関係している日本メンバー

からは WG5 コンビーナとして認められるとのコメントが出されている。もし問題点

があるなら、改善を期待するコメントを付記し賛成で投票すべき。 

ｳ）国内 Q&V・CCIWG を含めてここまでの議論で、上記ｱ)とｲ)の２つの意見の調整がで

きなかった。 

 

④ その他 

以下２点について、事務局より報告された。 

‒ 次回 ISO/TC265 総会（カナダ）（2020 年 6 月開催予定）について 

‒ フローアシュアランス TR 開発アドホックグループについて 

 

(6) 主な議論内容 

① WG4（Q&V） 

議論内容は③a 参照。 

 

② WG5（CCI） 

‒ リスク TS 開発の進め方は、ボウ・タイ・メソッドを使って各要素のリスクのチェックリス

ト的なものを作成する方針である。 

‒ ボウ・タイ・メソッドはリスクの表現方法で、実際の CCS プロジェクトのリスク評価にこ

の方法を使用する場合が多いため採用したものと思われる。 

‒ 経済的なリスクについては外すべきとの議論があったが、最終的には TS に入っている。プ

ロジェクト全体を考えると、経済的リスクは最も重要なので妥当であろう。 

‒ CCS は、EOR や財政支援があるなどのメリットがある場合しか経済性が成立しないが、メ

リット面は別として、TS により経済的なリスク側を評価する意義はあると考えられる。 

 

③ 投票対応案について 

a DIS 27920 (Q&V)への投票対応案について 

‒ 章の表題と節の表題の順序や、”shall document”と”shall be documented”が混在している

など、表題間の不整合や表現のばらつきなどが見られるので、コメントで指摘する。 

‒ この DIS は基本的な考え方を述べたもので、コンセプトを示すものとの位置づけである。 

‒ 10 章の”verifier”は第三者を示すのではなく、”first party”に所属する人物（例えば実施企

業の監査役に相当する立場）でも良い。3.23 で定義されている。 

‒ verification については、ISO 14064、14065 などでも ISO 17029 のやり方に揃えるか、ま

たはその規格を参照する形を取っているので確認しておいた方が良い。 

‒ ISO 14064、14065 との整合性は考慮しているが、改定されているので最新版になっている

かどうか再度チェックする。 
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b WG5 のコンビーナ信任投票への対応・結果について（報告） 

特になし。 

 

④ その他 

特になし。 

 

3.5.1.5 CO2-EORワーキンググループ（貯留ワーキンググループとの合同活動を除

く） 

2019 年 6 月、WG6 事務局より、新規 NWIP(New Work Item Proposal)について、3 つの候補

案が提示されたことを受けて、日本側の CO2-EOR WG は、2019 年 8 月に WG 会合を開催し、

WG6 事務局案のうち、”CO2-EOR から貯留への遷移（Transition EOR to Storage）”を支持する

ことに合意した。その後の WG6 内の投票を経て、2019 年 12 月の CIB (Committee Internal 

Ballot)投票に際しても、国内審議委員会のメール審議により、日本が支持した WG6 事務局案

(Transition EOR to Storage)に賛成(Approve)の票を投じた。本 WG6 事務局案は、2020 年 1 月

に正式に承認され、今後、TR 開発に進むことになる。 

 

3.5.1.5.1 第 10回 CO2-EOR WG 

(1) 日程：2019 年 8 月 26 日 

 

(2) 場所：TKP 虎ノ門駅前カンファレンスセンター カンファレンスルーム 4B 

 

(3) 出席団体・企業等：民間企業、各種団体、RITE(事務局) 

 

(4) 議題 

‒ WG6 NWIP(New Work Item Proposal)に係る経緯 

‒ NWIP Options 

・ Option #1 ; Lifecycle assessment of carbon dioxide storage associated with 

CO2-enhanced oil recovery (EOR) 

・ Option #2 ; Carbon dioxide enhanced oil recovery (CO2-EOR) – Transitioning from 

EOR to storage 

・ Option #3 ; Offshore CO2-EOR and associated storage 

‒ 投票に係る意見交換 

 

(5) 主な報告・決議 

‒ 事務局より、NWIP に関して、WG6 Consultation（WG6 専門家による投票）に至った経緯

について説明があった。 

‒ 事務局より、WG6 より通知のあった投票方法について説明があった。 
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  ・投票資格者：WG6 に登録されている専門家（日本からは 5 名） 

  ・提案のあった 3 つの Option から 1 つを選択して投票。選択理由をコメントする。 

        Option #1：TR (Technical Report) on “Lifecycle assessment of carbon dioxide 

storage associated with CO2-enhanced oil recovery (EOR) “ 

        Option #2：TR (Technical Report) on “Carbon dioxide enhanced oil recovery 

(CO2-EOR) – Transition from EOR to storage” 

Option #3：TR(Technical Report) on “Offshore CO2-EOR and associated storage” 

    ・選択しなかった Option の優先順位についてコメントしてもよい。（任意） 

    ・投票期間：2019/08/16 ～ 2019/08/30 

‒ 出席委員により、各 Option について議論が行われた。また、欠席委員からも意見が寄せら

れた。委員各位のご意見を集約すると以下の通り。 

   Option #1：・Lifecycle Assessment(LCA)は、本来 WG5 で取り扱う案件である。LCA の

定義、取り扱う範囲が不明瞭であり、他の WG(特に WG5)との間で、デマ

ケに関して軋轢を生じる懸念が高い。なぜ WG6 において提案されたのか真

意不明。 

          ・LCA の範囲を Gate to Gate (EOR フィールド内)および CO2 Emission に限

定した場合は、Option #2 の中で 1 つの Chapter として取り扱うことで対応

可能。 

      Option #2：・対象となる EOR 油田や枯渇油田が多数存在し、本 Option は活用される可

能性が高い。 

        ・EOR 油田の既存施設利用等のメリットや、既存施設からの CO2リーク等の

懸念について記述可能。 

        ・EOR から Storageへの Legal Framework (特に EU 地域)について記述可能。 

             ・WG3 とのデマケについては、両 WG 間で協議が必要。 

    Option #3：・Offshore で稼働中の CO2-EOR プロジェクトがない。TR 執筆において参照

可能な具体的な事例がない。 

                ・ISO は既存技術を規格化するものであり、今後の技術を対象とすることは、

ISO の性格上適合しない。 

  上記の通り、委員の方々からは、Option #2 を支持する声が大半を占めた。 

‒ 国内 WG 委員の投票について、以下の通り行うことで承認された。 

 ・投票権を有する各専門家に一任。ただし、本 WG 会合での意見、および各委員からの意見

を踏まえた投票を行うこと。 

 ・Option の選択理由のコメントについても、投票者に一任する。 

 

(6) 主な議論内容 

① WG6 NWIP Consultation に至った経緯 

事務局より説明。 

（ISO 事務局からの通告内容） 
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・ISO 中央事務局の見解として、複数の WG によるプロジェクトは認めない。すなわち、

WG3 と WG6 の共同で開発してきた TR27923 については、主管している WG3 に登録さ

れ、WG6 には登録されない。 

・他に案件を持たない WG6 は、9 月 15 日までに 新しい NWIP を提出するよう要請あり。

期日までに NWIP を提出できない場合は、WG6 は解散する。 

（質疑、議論） 

事務局からの説明に対して、以下の質疑、議論あり。(Q：質問、A：答、C：コメント) 

C：今回の ISO 事務局からの通告に対して、WG3 と WG6 が共同開発中の TR27923 におけ

る WG6 専門家の立ち位置が不明となり、今後、WG6 はどのように関与したらよいのか

困惑している。 

C：今回の通知は、総会で Joint Work の実施が認められたにも係わらず、ISO 事務局は複数

の WG による登録は認めないということ。Scope of Work も Joint をベースに立案されて

いる。ISO 事務局の今回の通知は、Scope of Work 自体も変更せよということなのか、通

知の内容がはっきりしない。このままでは、WG6 は、TR27923 作成にどのように関与し

てよいかわからない。TC265 事務局は、ISO 事務局と話し合いを行ってもっと明確にす

べきだと思う。 

C：ISO のシステム上、他の WG に登録していない専門家は、その WG の情報が得られない

等の不都合が生じている。このため、共同開発を継続するためには、WG6 の専門家は、

WG3 にも登録すべきと考える。専門家登録は、各国のミラーコミッティで登録申請可能

である。 

C：共同開発作業中の TR27923 については、新しい WG を設立することも考えられるが、設

立のための手順が煩雑で時間がかかり現実的ではない。 

C：総会で、共同開発を承認しておきながら、今回の通告で、共同開発を否定する ISO 事務

局の態度には不信を感じる。今回の通告に至った背景が不明瞭である。 

C：現実を反映していない今回の通告のような事態を改善するためには、議長／コンビーナ 

／セクレタリ会議(CAG)を開催して議論するしかない。または、総会で再度議論するしか

ない。総会での議論は 1 年後になる可能性がある。 

C：本問題は WG2 でも同様。CAG の開催を日本の意見として提案することも可能。 

 

② WG6 の新規案件(NWIP: New Work Item Proposal) Option について 

‒ Option #1：TR on “Lifecycle assessment of carbon dioxide storage associated with 

CO2-enhanced oil recovery (EOR) “ 

（委員からの主な意見） 

・WG5 でいずれ実施されるか、gate to gate の意味が共有されているか不安は残るが、LCA 

(lifecycle assessment)の範囲が well to tank に限定されれば、利用される可能性が高い。 

・LCA は、現在 WG3 と共同開発中の TR27923 と内容が重複しない。米国 45Q の議論他で

必要となる EOR の CO2削減の定量評価においては、LCA は検討しなければならない項目

と考えられる。 
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・Lifecycle の定義は。Option #1 の提案者は、gate to gate に限定すると説明しているが、

その定義は不明瞭である。また、CO2の排出(Emission)には、①Field 内での発電、昇圧に

関わる Direct Emission、②購入電力からの CO2排出、および③生産原油の燃焼による CO2

排出が含まれる。Gate to Gate では、③は含めないと言っているが、仮に③を含めるとな

ると、その CO2 排出量の分析は非常に難しく、収拾がつかなくなる。すでに、WG5 の範

囲である。 

・CCS、EOR において、CO2量（発生、削減）に効くのは貯留量であるから、検討の範囲が

広がってしまう Lifecycle を議論する前に、各プロジェクトでの貯留量（削減量）の算定要

領または算定の考え方を検討すべき。 

・LCA は、本来広範囲(Capture から消費まで)をカバーすべきで、その場合には WG5 で実

施すべき事項。仮に、Gate to Gate/Emission に限定するとしたら、Option #2 の中で、１

つの Chapter として取り扱うことで十分ではないか。 

・提案者の米国エキスパートは、CCS 関係では著名な方であるが、WG6 での活動実績に乏

しい。 

・LCA を Gate to Gate に限定するのであれば、タイトルを変更するか、Lifecycle という

Terminology を変更すか、Option#2 に含めるべき。 

・LCA の内容が曖昧で、提案の意図が良く理解できない。 

 

‒ Option #2：TR on “Carbon dioxide enhanced oil recovery (CO2-EOR) – Transitioning 

from EOR to storage” 

（委員からの主な意見） 

・Option #2 は、近い将来に重要課題になると思われるため、TR としてまとめておく必要が

ある。優先度は最も高い。枯渇した油ガス田の再利用の話も浮上しており、その必要性、

および実現性が高い。 

・Option #2 の提唱者であるノルウェーエキスパートは、これまでも WG6 への貢献度が高く

信頼できる。 

・執筆し易い、または活動開始しやすい Option を選択すべき。この点、Option #2 が最も優

先順位が高い。 

・EOR から Storage への移行は、既存施設の有効利用からみて利点あり。欧州では、EOR

から Storage への移行が視野に入ってきている。もちろん、米国では、法制上、移行が容

易ではないことはよく承知している。 

・WG3 とのデマケが問題となる可能性がある。WG3 と WG6 のコンビーナ間で話し合いが

必要。WG3 と WG6 において、monitoring 哲学等にギャップが存在していることを認識

しておくことも必要。 

・WG3 と WG6 では、Monitoring の思想等におおきなギャップがある。今回は、WG6 の観

点から TR を作成すれば良い。 

・TR27923 の Chapter 7 の取り扱いには、①TR27923 で概論を、新規案件で各論（詳細）

を記述、または②TR27923 の Chapter 7 を削除する、等のアイデアがあるが、今後の話し
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合い次第。 

・今回の新規案件を立ち上げるに当たっては、WG3 から”No objection letter”取得すること

が必要ではないのか。 

・米国の法制上、EOR と CCS の間には大きなギャップがあり、EOR から CCS への移行は

容易ではない。米国の場合、移行への提言を記載するのみとなり、記述の主体は欧州での

法制となろう。 

 

‒ Option #3：TR on “Offshore CO2-EOR and associated storage”  

（委員からの主な意見） 

・Offshore CO2-EOR の適用例がなく、提案内容（執筆内容）が不明瞭。 

・海洋施設、海洋操業上のリスク等が執筆内容候補と考えられるが、関係各社からの情報提

供、情報開示等の協力が得られる可能性は低い。当局に報告したデータだけでは、ケース

スタディにはならない。 

・東南アジア等で、Offshore の高濃度 CO2ガス田の開発が検討されているが、早くても開発

は 5～10 年後になる予想であり、直近での開発計画はない。ISO は既存技術の規格化を主

目的としていることを考えると、Offshore の CO2-EOR は近未来の技術であり、ISO の主

旨に適合しない。 

・米国では、Tax Credit 45Q に関わる議論以降、CO2-EOR の関心が高まっており、海上油

田への適用も視野に入ってきた。現時点で TR を作成するのは良い機会である。 

・陸上 CO2-EOR の経済性が厳しい折、海洋 EOR はさらにコストが嵩む。海洋 EOR に、操

業の安全性、モニタリング等を国際規格として要求すれば、海洋プロジェクト自体が成り

立たなくなる。 

・米国メキシコ湾では、枯渇油ガス田への CO2圧入が検討されているが、この事例は、Option 

#3 というより、Option#2 に近いのではないか。 

 

③ 日本委員(WG6 専門家登録者)の投票について 

（委員からの主な意見） 

  ・投票方法は、投票者各自に一任として欲しい。Option の選択、その選択理由の記述内容も

投票者に一任として欲しい。ただし、投票に際しては、日本の各委員のご意見を踏まえた

ものとして欲しい。 

  ・事務局は、本日の各委員の意見および欠席委員から寄せられた意見を各投票者あてに送信

し、再度内容を確認してもらって欲しい。 

・最終的に、投票者に、投票方法をご連絡いただきたい。投票者以外の委員およびオブザー

バーに CC で周知願いたい。 

 

3.5.1.6 フローアシュアランス TR開発アドホックグループ 

2019 年 6 月に開催された ISO/TC265 総会（キャスパー、米国）以前に引き続き、フローアシ

ュアランス TR への開発に対応するため、複数の国内関連企業に対し、当アドホックグループ委
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員としての専門家選出要請を行った。併せて、国際エキスパートの選出依頼も行い、日本の専門

家のエキスパート登録を実施した。 

また、2019 年 12 月に、ノルウェーのエキスパートより TR の第 1 ドラフトが提示されたこと

を受け、フローアシュアランス TR 開発アドホックグループ会合を開催し、専門家とともに、ド

ラフトに対する日本のコメントについて議論した。また、当ドラフトに対する各国エキスパート

からのコメントのレビューを行った。 

 

3.5.1.6.1 第 1回フローアシュアランス TR開発アドホックグループ 

(1) 日程：2020 年 1 月 27 日 

 

(2) 場所：RITE 東京事務所 

 

(3) 出席団体・企業等：大学関係、民間企業、各種団体、RITE(事務局) 

 

(4) 議題 

‒ TR の開発体制と今後の予定 

‒ TR ドラフトへのコメント検討 

‒ その他 

 

(5) 主な報告・決議 

‒ 事務局より、国内の TR の開発体制と今後の予定について報告した。 

‒ TR ドラフトへのコメント（提出期限：1/31）に関する議論を行った。 

各委員より提示されたコメント（References への DNV 文書追記を除く）を統合し、TR の

プロジェクトリーダーへ提出することとした。 

‒ TR 開発のための WG5 エキスパートとして、新たに 3 名（うち事務局 1 名）登録することと

した。 

 

(6) 主な議論内容 

a TR の開発体制と今後の予定について 

‒ TR の通常の開発期間は 2 年。当 TR は 2019 年 3 月に新規開発が承認されて以降、ほぼ

動きのない状況が 1 年近く続いたため、出版見込み時期は現状不明確。もし今回提示され

たドラフト通りのスコープで議論が進めば 2 年以内に出版は可能かもしれないが、スコー

プを広げる議論となれば延びる可能性もある。 

‒ 現ドラフトのスコープは主にパイプライン部分のフローアシュアランスであるため、今回

の国内アドホックグループ会合はパイプライン関係者のみでの議論とした。今後、バウン

ダリの議論や、スコープが回収や貯留などに広がるような場合は、当アドホックグループ

の各分野（回収・貯留等）の委員に適宜協力を求めながら進める形となる。 



280 

 

‒ 3 月の第 12 回 WG5 会合（ポー、フランス）において、WG2 との Communication と

Work に関する議題があり、ここでフローアシュアランス TR 開発にあたり WG2 に協力

を求める形をとるか、または移管するかという話が挙がる可能性もある。 

 

b TR ドラフトへのコメント検討 

ｱ) コメント内容に関する議論 

‒ 各委員より提示されたコメント内容について議論を行った。主な議論内容は以下のとおり。 

・コメントの中に、CO2 フローに特化したものではなく、一般的なオイル＆ガスのフロ

ーアシュアランスに関するものが幾つかあるが、まずはその点には拘らずコメント提

出する方針とした。 

・Single component analysis に PT table を用いると、フローシミュレーターがエラー

を起こすため適切ではない。PH based や Compositional tracking など、エンタルピ

ーを介した計算を適切に実施する方法の方が良い。 

・水は水和物形成や腐食など様々な問題を引き起こすため、べーパー成分の水に関する

記載はしっかりとすべき。よく SINTEF Dynamis プロジェクトが参照されるため、

それを入れるだけで判り易くなる。 

・CO2 はメタンなどに比べ亀裂進展を引き起こしやすいため、8.5 節へ、CO2 輸送に特

化した Fracture propagation に関する記載をすべき。 

・8.5 節に、ポリマーは濃密相 CO2 吸収による影響を受けやすいことしか書かれていな

いが、RGD(Rapid Gas Decompression)について記載すべき。これはポリマーの材料

選択で最も重要な内容である。 

・全体的に、フローアシュアランスに関する戦略（Strategy）をどう立てていくかにつ

いて記載すべき。ほとんどが問題に関する記載であるが、それらに対する対策を整理

する節があった方が、読み手（設計者等）にとって判り易いものとなる。 

・CO2 に関するフローアシュアランスは業界の中ではマイナーであるため、ケーススタ

ディを記載または参照した方が判り易い。例えば、ROAD プロジェクトや WHITE 

ROSE プロジェクトなど。 

・現ドラフトにおいて不純物（Impurities）の影響として N2 しか記載されていないが、

実際は H2、CH4、H2S などもフローアシュアランスに影響を及ぼす。これらを考慮

するかどうかにより、TR の内容が大きく変わってくるため、きちんと整理すべき。 

‒ 各委員より提示されたコメントを統合し、TR のプロジェクトリーダーへ提出する。ただ

し、References への DNV 文書追記のコメントは削除してよい。 

 



281 

 

ｲ) その他の議論 

‒ 今回提示された TR ドラフトのスコープは、2019 年 3 月当初に新規提案された際のスコ

ープと大きく変わるものではない。 

‒ TR27921（CO2 流組成）における不純物の記載は、“どういうものが含まれるか“、およ

び貯留関連の”不純物による影響“に主眼が置かれており、パイプラインへの”不純物に

よる影響“は（少しはあるが）あまり詳しくは記載されていない。 

‒ TS27924（リスクマネジメント）はまだ開発をスタートしようとしている段階であるため、

パイプライン関連リスク（例：パイプラインからの CO2漏洩など）がどこまで含まれるの

かについては現状不明確。 

 

c その他 

‒ 当グループより 3 名（うち事務局 1 名）を WG5 エキスパートに登録する。 

 

 

3.5.1.7 国内審議委員会 

 2019 年 6 月に開催された第 13 回 ISO/TC265 総会（キャスパー、米国）および各 WG 会合の

結果報告を行うとともに、各国内ワーキンググループの今後の対処方針について議論し、決定し

た。 

 また、適宜各投票案件に関するメール審議を行い、日本の投票内容を決定した。 

 

3.5.1.7.1 第 24回国内審議委員会 

（1） 日程：2019 年 8 月 29 日 

 

（2） 場所：TKP 新橋カンファレンスセンター ホール 14C 

 

（3） 出席団体・企業等：大学関係、民間企業、各種団体、RITE（事務局） 

 

（4） 議題 

‒ 第 13 回 TC265 総会（キャスパー、米国）結果報告 

‒ 各ワーキンググループの活動報告と今後の取り組みについて 

a 回収 WG 

b 輸送 WG、フローアシュアランス TR 開発アドホックグループ 

c 貯留 WG 

d Q&V・CCI WG 

e CO2-EOR WG 

‒ その他 
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（5） 主な報告・決議 

‒ 各ワーキンググループの活動報告と今後の取り組み方針 

各ワーキンググループは、それぞれの主査等から説明された今後の取り組みに従って対応す

る。 

 

（6） 主な議論内容 

① 第 13 回 TC265 総会（キャスパー、米国）結果報告（説明者：事務局） 

資料を用いて、第 13 回 ISO/TC265 総会（キャスパー、米国）の結果について報告された。 

 

‒ 国際会合にある期間出席していなかったら、ISO 事務局から退会の確認メールが来たが、

ISO 事務局の運営に何か変化があったのか。 

→各 WG のエキスパート登録は、各国のミラーコミッティが申請することになっている。

今回の ISO 事務局からの問い合わせは、各 WG に登録されているエキスパートのうちで、

実際に活動していない、または退会すべきエキスパートが含まれていないかという問い

合わせが、直接個人宛に送信されたものである。本来、エキスパートの登録は、各国の

ミラーコミッティで保守・維持すべきものであるが、これが不十分であった。現時点で、

WG 在籍、または退会の問い合わせのメールを受領した場合には、在籍のまま現状維持

にしておいていただきたい。 

 

‒ 現在、各 WG には、コンビーナ/ココンビーナの 2 名が在籍されているが、本来、ココンビ

ーナはコンビーナと同列という位置づけではないのか。それとも、両者には上位、下位の

区別があるのか。 

→ISO/ TC265 発足当時（2012 年）、コンビーナ/ココンビーナの 2 名(Twinned)体制を採用

した。その目的は、コンビーナを先進国から指名し、ココンビーナを新興国から選出し、

後進国の教育を意図したものであった。その後、状況が変化し、当初の構想は崩れてい

る。今年から来年以降、ココンビーナの名称を廃止し、ココンビーナは、プロジェクト

リーダーとしての役割を行うよう改訂される予定である。 

 

‒ CO2 Utilization Ad Hoc Group の設立目的、活動状況および日本のスタンスは。 

→中国から CCU 標準化に関する提案があり、本件について、Ad Hoc Group を設立して議

論していたものである。CCU については、中国、フランス以外は冷めた対応をしている。

本 Ad Hoc Group は報告書を未提出のままとなっている。日本は、Ad Hoc Group には参

加しているが、昨年のパリ総会時に、CCUS の今後の見通しが見えなかったので、静観

のスタンスを取っている。現在も、CCUS は話題に上がっているが、日本の CCUS に関

わる明確な方針が定まっていないため、静観を続けている。 

 

② 各ワーキンググループの活動報告と今後の取り組みについて 
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a 回収 WG（説明者：回収 WG 主査） 

資料を用いて、前回国内審議委員会以降の活動および今後の取り組み方針について報告され

た。 

 

‒ 回収ワーキンググループのプロジェクトは、着々と進捗しているとの理解か。 

→ISO27919-2 は、内容が難しく、意見の集約に時間を要し、なかなか進捗していない。 

TR27922 は、最近ドラフトが提出されたが、当初期待した内容とは異なるものであっ

た。3～4 年前に作成した回収技術に関する TR におけるセメント部分とあまり変わっ

ていない。オランダが執筆を担っているが、もっとセメント業界や他の産業界の意見を

取り込む必要があると考えている。 

 

‒ 国内回収 WG では、国内セメント業界の意見を伺っているのか。 

→国内の意見を聞いている。国内産業界のコメントを反映した内容にしていきたい。 

 

‒ ドキュメントの厚さ、分量ではなく、業界の人が使いやすい内容になっていればよい。そ

の観点から TR を作成して欲しい。 

→了解した。その方向で作成していきたい。 

 

審議の結果、活動報告と今後の取り組み方針に関して了承された。 

 

b 輸送 WG、フローアシュアランス TR 開発アドホックグループ（説明者：両グループ主査） 

資料を用いて、前回審議委員会以降の活動および今後の取り組み方針について報告された。 

 

‒ TC265 では、TR 作成後、IS を作成するという 2 段階を踏むケースが多い。フローアシュ

アランスの場合、直接 IS を作成することはできないのか。TR を作成しなければならない

特殊な事項を含んでいるのか。 

→輸送物が CO2であること自体が特殊である。また、海底パイプラインについては知見が

少ない。CO2の相変化、不純物（特に水）を含んだ CO2の挙動など、Oil & Gas のパイ

プライン輸送からでは類推できない事象があり、このような場合には、まず TR で検討

した方が良いと考える。 

 

‒ CO2のパイプライン輸送では、EOR 業者が受け取り側となるが、EOR 業者側で、特に留

意することは。 

→EOR 業者は、CO2の引き取り地点を定め、その地点で CO2の計量を行い、供給者、受

け取り者両者による CO2量の合意が必要。受け取り地点までのアシュアランスは、CO2

供給業者の責任となる。CO2のパイプライン輸送では、温度、相平衡、不純物（特に水）

が問題となる。問題となる点は、プロジェクトごとに異なるため、規格化（IS）より、

TR に留めるのが適当と考える。 
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‒ WG2 内では、そもそも WG の存続を希望しているのか。 

→WG2 メンバーの真意を把握できているわけではないが、少なくとも、CCS の 3 要素

（Capture, Transportation, Storage）から輸送（Transportation）が抜け落ちるのは

不自然だと思っている。 

 

‒ 9 月 15 日までに NWIP を提出できるのか。 

→WG2 コンビーナに問い合わせたところ、CCS から輸送（Transportation）が欠落する

ことは不可との見解。ただし、WG2 ココンビーナ（=フローアシュアランス TR のポロ

ジェクトリーダー）は、時間の緊迫性を認識していなかった様子であったため、日本よ

り速やかな対応を提案した。現在、NWIP 提出に向け、フローアシュアランスの議論を

行うため WG5 と調整中。状況によっては、WG5 の了解なしで、WG2 単独で動く可能

性あり。 

 

審議の結果、活動報告と今後の取り組み方針に関して了承された。 

 

c 貯留 WG（説明者：貯留 WG 主査） 

資料を用いて、前回審議委員会以降の活動および今後の取り組み方針について報告された。 

 

‒ TR27923 の作成は、着々と進んでいるように見えるが。 

→次回のパネルリーダー会議は、再提出される原稿のコンパイル等の準備が必要なため、

9 月 12 日を予定している。12 月の Face to Face 会議の開催場所は、米国テキサスを候

補としているが、未だ確定していない。 

→WG6 の NWIP の進展次第では、WG3 と WG6 間で、デマケを協議する必要性が生じる

可能性がある。 

 

審議の結果、活動報告と今後の取り組み方針に関して了承された。 

 

d Q&V・CCI WG（説明者：事務局） 

資料を用いて、前回審議委員会以降の活動および今後の取り組み方針について報告された。 

 

‒ WG4の対処方針に、定量化のスコープをCO2 Streamのロスに特化するとの記述がある。

現在、WG6 で CO2 Emission を加えるか否かの議論が行われている。今回の定量化はロ

スに限定すると理解してよいか。 

→今回は、回収システム内に入った CO2のロスのみに限定している。将来は、ライフサイ

クルの議論に拡大、発展する可能性がある。 

 

‒ WG4 リーダーシップの問題は、キャスパー総会で一応決着を見たが、総会以降、WG4 の
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活動は順調に行われているのか。 

→キャスパー総会以後、Zoom 会議が 4 回開催された。中国も参加している。特に大きな

問題もなく活動中である。 

 

‒ WG4 リーダーシップ問題に関して、国内審議委員会の場で、何か審議しておくことはな

いか。 

→キャスパー総会以降、会議議事録が回付される等、運営状況が改善されてきている。特

に、この場で審議しておく課題はない。 

 

審議の結果、活動報告と今後の取り組み方針に関して了承された。 

 

e CO2-EOR WG（説明者：CO2-EOR WG 主査） 

資料を用いて、前回審議委員会以降の活動および今後の取り組み方針について報告された。 

 

‒ WG6 の Status を向上させる手法とは。 

→現在、WG3 と WG6 は共同で TR 作成中であるが、ISO のシステム上、WG3 または

WG6 に単独で登録しているエキスパートは相手方の WG の情報、会議開催通知等にア

クセスできない。このような不都合を解消するためには、関与する WG に複数登録する

ことである。追加登録は、各国のミラーコミッティから申請可能。 

 

‒ WG6 の NWIP 提出期限が 9 月 15 日に迫っており、迅速な対応が必要となっているが。 

→WG6 Consultation 投票締め切りが 8 月 30 日となっている。すでに、3 つの NWIP 

Option が提案されており、今回の投票により、NWIP が決定されれば、WG6 事務局よ

り、9 月 15 日までに TC265 事務局宛てに提出し、国際投票を依頼することになってい

る。WG6 を解散することにはならないと思う。 

 

審議の結果、活動報告と今後の取り組み方針に関して了承された。 

 

④ 次回の国内審議委員会開催予定について（説明者：事務局） 

TC265 の次回総会は、2020 年 6 月、カナダで開催の方向で調整中である。 

通常、次回総会の開催時期に合わせて、次回国内審議委員会の開催日程も調整しているが、

次回総会開催まで間隔が開きすぎることになる可能性があるため、次回総会前であっても、何か

事態が動き審議が必要な場合には、適宜、国内審議委員会の開催を調整させていただく。 

 

3.5.2 国際活動 

3.5.2.1 WG1（回収） 

  火力発電所に設置する回収プラントの安定稼働のための評価指標やガイドラインを提供する

ISO 27919-2 の開発、ならびにセメント産業における回収分野の規格文書 TR27922 の開発を進め
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た。 

ISO 27919-2 については、6 月に開催した第 18 回 WG1 会合（キャスパー、米国）後、WG1 エ

ディター会合（バーチャル）を開催し、Ver.1.2 rev.1 から改訂したドラフト最新版である Ver1.3 に

ついて、規格内容の明確化が課題となっている 6～8 章、5 と 9 章について、編集担当者にて重点

的に議論した。これらの結果を踏まえ、各章編集者に対して、8 月末を期限に次版 Ver2.0 へのド

ラフト編集作業を依頼した。その後、12 月に第 19 回 WG1 会合（パリ、フランス）を開催して、

ドラフト編集の議論を進めるとともに、最新の開発計画について議論、合意を得た。 

TR 27922 については、第 19 回 WG1 パリ会合において、WD Ver.1.0 に対して集約した WG1 エ

キスパートからのコメントについて、編集を行ったオランダエキスパートとともに、本文記述内

容を議論した。 

その他に新規開発案件の検討として、中国提案の新規 IS 開発提案（化学吸収液の性能指標およ

び評価法の標準化）について、第 19 回 WG1 パリ会合で議論した。 

 

3.5.2.1.1 WG1テレコンファレンス（8/5） 

（1） 日程：2019 年 8 月 5 日 

 

（2） 出席国：豪州、カナダ、フランス、ドイツ、米国、日本 

 

（3） 議題、主な意見、決定事項 

ISO27919-2 について、WG1 編集会議として開催した。ドラフト Ver. 1.1 をもとに第 18 回

WG1 会合（キャスパー、米国）で議論し、CD 投票時の各コメントの見解への対応が決定した。

これらの見解をドラフトに反映し、改訂したドラフト最新版である Ver1.3 について、規格内容

の明確化が課題となっている 6～8 章、5 章と 9 章について、WG1 編集者にて重点的に議論し

た。これらの結果を踏まえ、各章編集者に対して、8 月末を期限に次版 Ver2.0 へのドラフト編

集作業を依頼した。 

 

3.5.2.1.2 第 19回 WG1 会合 

(1) 日程：2019 年 12 月 9 日～12 日 

 

(2) 場所：Espace VINCI、パリ、フランス 

 

(3) 出席国：中国、フランス、オランダ、日本、ノルウェー、サウジアラビア、米国 

（リモート：豪州） 

 

(4) 議題 

‒ ISO27919-2 の開発期間 

‒ ISO27919-2の改訂最新ドラフトVer.2.1について読解し難いと指摘された 6章を中心に記載

構成や内容の改善 
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‒ TR 27922 について、WD Ver.1.0 への WG1 エキスパートからのコメントに対して、本文記

述内容を議論 

‒ 中国提案の新規 IS 開発提案（化学吸収液の性能指標および評価法の標準化） 

 

(5) 主な内容・決議 

‒ ISO27919-2 について、改訂最新ドラフト Ver.2.1 における 6 章（Defining reliability, 

availability and maintainability in the design stage）を中心に、3 章（Terms & Definitions）、

5 章（Availability, reliability and maintainability - basic concepts for a PCC plant）、7 章

（Determining reliability, availability and maintainability in the operational stage）、8 章

（Implications for maintenance）、9 章（Reporting availability）について構成と記述内容

について、CD 投票時および WG1 エキスパートからのコメント、コメントに対するこれまで

の見解をもとに改訂議論を行った。 

‒ ISO27919-2 の開発期間は 36 ヶ月から 48 ヶ月への変更は CIB により承認された。DIS ドラ

フトを 2020 年 2 月 1 日までに提出する TC265 事務局から要請に対応することは、現進捗を

踏まえると困難であるが、DIS ドラフトの仏語翻訳は FDIS ドラフト時に延期できる可能性

があることを報告した。 

‒ TR27922 について、WD Ver.1.0 への WG1 エキスパートからのコメントに対して、コメント

見解案を作成したオランダエキスパートからの説明をもとに本文記述内容を議論した。 

‒ 中国から提案された開発規格案（化学吸収液の性能指標および評価法の標準化）について議

論した。既発行の ISO27919-1 との関係や各技術のプロセスや仕様の差異が大きいために、

標準的な評価法を規定するなどは困難とのコメントがあり、中国側に提案内容の見直しを求

めた。 

‒ 主な会合決議は以下のとおり。 

・決議１： 

a 開発期間は 36 ヶ月から 48 ヶ月となり、TC265 事務局によって承認された DIS ドラ

フト提出目標期日は 2020 年 2 月 1 日となる。 

b ドラフト Ver.2.1 は、本会議および作業計画に従って改訂する。 

c フランス国内委員会は、フランス語訳を FDIS ドラフト段階で行うことを TC265 に

通知したので、WG1 は TC265 事務局に対して、フランス語訳期間（2 ヶ月）を DIS

ドラフトの開発に充てることを要求する。 

d 必要に応じて WG1 リモート会議を開催する。 

e WG1 は、本会の議論資料であるドラフト Ver.2.1 の作成に尽力したすべての WG1 編

集担当者に感謝する。 

・決議２： 

ドラフトVer.2.0に対してWG1各章編集担当者によって優先順位付けされたコメントを

解決した。その他のコメントについては、DIS ドラフト完成までに WG1 編集担当者お

よび WG1 エキスパートが解決する。 

・決議３：Clause 3, 5 and 9 
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CD 投票および Ver.2.0 に対するすべてのコメントが解決した。 

・決議４：Clause 6 

WG1 は、6.1 章と 6.2 章を本文に維持することに合意する。さらに、6.3 章と 6.4 章は、

記述内容を簡潔にして 1 つの章とする。その他の記載は Annex に移動することを検討す

る。米国エキスパートが編集に協力し、ノルウェーエキスパートがレビューしてコメン

トする。 

・決議５：Clause 8 

    WG1 は、この章を本文に維持ことに同意する。 

・決議６：NWIP 

    WG1 は、中国エキスパートからの新規開発項目の提案に感謝する。WG1 エキスパート

の意見に基づいて、提案内容は再考し、中国の国内審議委員会が TC265 CAG に提案す

る。 

・決議７：Future meetings 

WG1 は、2020 年 6 月に開催される第 14 回 ISO/TC265 総会（レジャイナ、カナダ）に

併せての会合開催を予定するが、WG1 の活動を加速するために追加の会合を開催する可

能性がある。 

 

3.5.2.1.3 ISO27919-2に関する国外編集者との現地打ち合わせ 

（1） 日程：2020 年 1 月 15 日～16 日 

 

（2） 訪問者：WG1 日本エキスパート、WG1 コンビーナ、WG1 事務局（RITE） 

 

（3） 訪問先：WG1 豪州エキスパート（CSIROCSIRO, ニューキャッスル、豪州） 

 

（4） 概要： 

第 19 回 WG1 会合（パリ、フランス）にて IS27919-2 の DIS 改訂方針が合意され、こ

れに従い国内 WG1 編集担当者にてドラフトの改訂を進めたが、CD 投票時の豪州コメントに

対する見解を的確に反映しているか確認する必要があった。DIS ドラフト提出期限（2 月 1

日）までに理解しやすい記述とするよう改訂すること、改訂したドラフトの構成および記載

内容について豪州と共通の理解を得ることを目的に、WG1 豪州エキスパートと 2 日間の編集

議論を行った。WG1 会合で豪州からコメントのあった 6 章（Defining reliability, availability 

and maintainability in the design stage）、8 章（Implications for maintenance）および関

連する Annex A、B について完了することを優先目標とした。なお、Annex A、B について

は、本文の記載変更により、本文と直接関係ない部分は簡略化することとした。2 日間の打

ち合わせで本文の 6 章と 8 章の確認と改訂は完了し、Annex A については 6 章に関係する部

分はおおよそ合意したが、Annex A の後半および Annex B の改訂が残った。これらについ

ては同様の考え方にて日本側で文章の遂行を進めることとした。 
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3.5.2.1.4 Ad-hoc WG1 会合 

（1） 日程：2020 年 2 月 18 日～19 日 

 

（2） 場所：貸会議室、ピッツバーグ、米国 

 

（3） 出席国：米国、日本 

 

（4） 議題 

‒ ISO27919-2 の DIS ドラフトについて 

 

（5） 主な内容・決議 

‒ 第 19 回 WG1 会合（パリ、フランス）にて ISO27919-2 の DIS 改訂方針が合意され、これ

に従い国内 WG1 編集担当者にてドラフトの改訂を進めた。1 月に実施した WG1 豪州エキス

パートとの編集議論に続き、米国エキスパートと、豪州での編集議論結果を踏まえた 2 日間

の議論と一部の修正を行った。 

‒ 4 章（Principles）、6 章（Defining reliability, availability and maintainability in the design 

stage）、7 章（Determining reliability, availability and maintainability in the operational 

stage）、8 章（Implications for maintenance）、さらに豪州との議論後に行った Annex A の

後半および Annex B の追加修正・記載内容について、記載内容の校正等により文章の改訂を

行い、双方で合意した。 

 

3.5.2.2 WG2（輸送） 

2019 年 6 月に開催された第 13 回 ISO/TC265 総会（キャスパー、米国）において、WG2 に対

して、新たな NWIP の提示が求められた。 

これを踏まえ、WG2 および WG5 のリーダー同士でテレコンファレンスが開催され、WG5 が

開発中のフローアシュアランス TR を WG2 に移管するかどうかについて話し合われた結果、以

下の結論となった。 

・現段階で当 TR の開発主管を WG2 へ移管することはせず、当面は WG5 が継続する。当

TR はクロスカッティングな内容であり、WG5 が開発することは TC の決定事項である。 

・ただし、TR の最終的なスコープは保留中であり、もし CCS サイクル全領域に関するフロ

ーアシュアランスを扱うことで、開発継続に問題が生じる場合は、TC に新たな作業項目

（NWI）の必要性を示すことを検討し、その後当 NWI を扱う WG を決定することができ

る。 

 

3.5.2.3 WG3（貯留）（WG6（CO2-EOR）との合同活動を含む） 

2019 年 6 月の第 13 回 ISO/TC265 総会（キャスパー、米国）以降、5 回にわたるテレコンファ

レンスを実施しながら、TR27923 の開発を進めた。2019 年 12 月の第 10 回 WG3 および WG6

合同会合（サンタモニカ、米国）において、新しい章立て、今後のスケジュールを決定し、現在、
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TR の第１稿の完成にむけて作業中である。 

 

3.5.2.3.1 WG3および WG6テレコンファレンス（7/25） 

(1) 日程：2019 年 7 月 25 日 

 

(2) 出席国：日本、カナダ、米国、ノルウェー、サウジアラビア 

 

(3) 議題、主な意見、決定事項 

① WG3 および WG6 の Joint Work について 

TR27923 の執筆に係る議論に入る前に、第 13 回 ISO/TC265 総会（キャスパー、米国）で、

TC265 事務局より説明のあった、複数の WG による Joint Work について質問があった。 

（以下、Q：質問、A：回答、C：コメント） 

Q：キャスパー総会では、TR27923 は、WG3 の Exclusive Work と認識され、WG3 と WG6

との Joint Work として認識されないとの明確な説明があった。TR27923 に WG6 の専門

家による支援を行っている WG6 の立場をどう解釈するのか。今後、WG6 からの協力は

不要なのか。 

A：その議論は、ISO の中央委員会や TC(Technical Committee)のレベルの課題であるので、

WG での議論にはそぐわない。 

C：議論の場が問題となっているのではない。WG6 からの参加者も、WG3 の専門家として

登録する必要があると言われている。 

C：TR27923 は、2 つの WG による Joint Work であり、異なる内容の作業を 1 つの NWIP

にまとめようとしてきた。 

C：WG3 に登録されていない専門家は、TR27923 の執筆者であっても、WG3 に関係する情

報が伝わらないシステムになっている。 

C：TR27923 の文書が WG6 を参照しなければ、WG3 に登録していない専門家の費用が支給

されない規則となっているこのため、本件をキャスパー総会において問題提起した。 

C：WG6 は、キャスパー総会後 3 ヶ月以内に NWIP を提案するよう新たな勧告を受けてい

る。NWIP が提案できなければ、WG6 は解散することになり、この解散時点で、WG6

の専門家は、WG3 の専門家として登録替えできるかもしれない。 

C：これまでのところ、NWIP はできていないので、このままだと WG6 は解散となる。現在、

WG6 の米国専門家が NWIP を検討中である。WG6 の NWIP が採択されれば、WG6 の

作業実施だけでなく、WG3 への支援も可能となろう。 

C：TR27923 の内容を EOR に関係する部分とその他の部分に分割し、EOR に関係する部分

を WG6 に移管するという方法はどうか。 

Q：WG6 が WG3 と共同で作業することに関して、何か妨害となることがあるのか。 

A：私の会社では、WG6 の専門家が WG3 の専門家として作業することに、必ずしも賛成し

ているわけではない。 
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‒ WG6 の専門家の立場は、現時点では不安定のままであることは否めない。WG3 に登録し

ていない専門家に情報が伝わらない等のシステム上の不備はあるが、WG3 と共同で作業を

行うことを禁じてはいない。WG6 の専門家の支援を継続して欲しい。 

 

‒ WG3 は、WG6 の NWIP が本 TR に与える影響(特に Chapter 7 ; Storing CO2 in Petroleum 

Reservoirs)を懸念。WG6 からの説明の機会を設定するよう要望あり。 

 

② 各章の進捗状況 

a Chapter 4 (Well Designs) 

Q：ノルウェーの Sleipner および Snohbit の坑井データは受領したのか。 

A：Snohbit のデータは受領していない。 

Q：Ketzin の坑井データは検討したのか。 

A：内容は吟味したが、まだ原稿に執筆していない。今後 2 週間以内に作業を行う予定。 

Q：カナダの坑井データは使えるのか。 

A：カナダでは一般的に管轄局でデータが閲覧可能。 

C：問題点は、カナダ国外からデータのアクセスが困難であること。米国またはカナダの専

門家にデータのアクセスをお願いしたい。 

Q：”6.2.4 Storage Facility Design Plan”は、他の章へ移行したのか。 

A：まだ、移行していない。 

 

b Chapter 5 (CO2 Storage Infrastructure, Non-Well) 

Q：”6.2.4 Storage Facility Design Plan”は、第 5 章に移行したのか。 

A：もちろん、第 5 章に移行可能である。 

Q：”Oil, Gas Impact of Production Asphaltenes and impact of recycle stream composition 

on metering and operating pressure”も第 5 章で記載して欲しい。 

A：すでに記載済みだと思う。 

C：onshore と offshore の区分について、より理解しておきたい。現在、行われている Storage

はすべて onshore であり、厳密に言って offshore の事業はノルウェー以外には存在しな

い。 

C：offshore storage に関する Study は存在する。White Rose のように、Feasibility Study

が実施された例がある。 

A：現実に掘削された坑井データは使用するが、Study 段階のデータは使用できない。 

C：offshore の事例は限られている。ノルウェーの２例だけである。 

C：豪州の Gordon は島の上から掘削されているので、厳密には onshore である。 

C：Offshore の事例は限られているので、誰かが Offshore の事業を検討するときには、FS

であっても、今までの検討内容は参考となりうる。 

 

c Chapter 6 (CO2 Injection Operations) 
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C：”6.2.4 Storage Facility Design Plan”は第 5 章から第 6 章へ移行する。それ以外の進展は

ない。 

 

d Chapter 7 (Storing CO2 in Petroleum Reservoirs) 

C：WG6 の NWIP は、本章の内容を対象とする可能性がある。その意味でも、本章の今後は

重要となる。NWIP の詳細について、WG6 から聞きたい。 

C：私の知る限りでは、Chapter 7 は、TR27923 では、4～6 ページ程度の分量となり、多く

の内容は、WG6 の NWIP に移行されるのではないかと思う。 

C：NWIP は、Chapter 7 の内容に向かっているのか。3 つの NWIP 案が提示されており、

WG3 と WG6 が共同で内容を吟味し、最低１つの NWIP に取りまとめられるであろう。 

 

e Chapter 8 (Monitoring) 

C：わずかではあるが、少し進展が見られた。基本的な（公開）文書はたくさんあるので、

これらを使用することとしたい。 

C：Monitoring は、後に続く Decommissioning Phase と整合的でなくてはならない。 

C：キャスパー総会でも述べたが、監督当局は、2 年に一度、地震探査を実施するよう求める

かもしれないが、その通り実行すれば、コストがかかりすぎて現実的ではない。したがっ

て、Monitoring を実施する場合には、最適化、経済性を考えなければならない。 

C：米国で起こっていることは、一旦問題が生じれば、Monitoring をより厳重に行うという

風潮である。 

C：Monitoring の方法は多種、多様にある。実際には、すべての種類を実施するわけではな

い。 

C：最低、生産レート、圧入レート、圧力、温度の測定は必要である。 

C：漏洩がないことを証明するに十分な Monitoring を実施するのであって、証明できなけれ

ば、多くの種類の Monitoring を行うことになる。 

C：Baseline はどのような意味をもっているのか。 

C：Baseline は、まったく漏洩のないことを示すものであり、管轄当局も満足できるレベル

である。 

C：同時に、許容できる漏洩の程度（Percentage）も議論している。 

 

f Chapter 9 (Decommissioning) 

C：夏の休暇シーズンに入ってあまり進展がない。 

 

③ 今後の進め方 

‒ 8 月末までに各章のドラフトを update し、コンビーナ/ココンビーナに提出すること。 

‒ 9 月に次回 Zoom 会議を開催し、執筆の進捗、および問題点について協議する。 

‒ 12 月 3～5 日に、Face to Face Meeting を開催する。 

‒ Face to Face Meeting の開催場所が決まっていない。 
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‒ 開催場所については、イタリア、ノルウェー、米国、日本等が候補地として名前が挙がっ

たが、決定するにはいたらなかった。 

‒ Face to Face Meeting の翌週に、EOR 関連の会議が、米国の Midland で開催されることが

決まっている。したがって、Face to Face Meeting と EOR Meeting の両方に参加できる

場所(Texas, Houston etc.)が望ましい。 

 

 

3.5.2.3.2 WG3および WG6テレコンファレンス（9/12） 

(1) 日程：2019 年 9 月 12 日 

 

(2) 出席国：日本、カナダ、米国、ドイツ、サウジアラビア、フランス、ノルウェー 

 

(3) 議題、主な意見、決定事項 

‒ TR27923 の第 2 稿が 8 月末に集計された。第 4 章(Well Design Case Studies)、第 5 章(CO2 

Infrastructure Concept (Non-Well))、第 8 章(Monitoring)、第 9 章(Decommissioning)にお

いて改訂が見られた。その他の章は、改訂の報告はなかった。 

‒ 改訂のあった第 4 章、第 5 章、第 8 章、第 9 章においても、未だ執筆が開始されていない部

分が残っており、今後、担当者および執筆日程の確認が必要であるとの認識。すべての章に

ついて、今後、ココンビーナが、これらの未確定部分について、各章のパネルリーダー(PL)

にメールにて確認していく。 

‒ TR27923 の原稿の最終提出期限は、2019 年 11 月 14 日であり、当初計画と変更ないことを

確認した。 

‒ 2019 年 12 月 3～5 日予定の Face to Face Meeting の開催場所については、米国、テキサス

を第 1 候補として調整中であるが、まだ、開催場所が確定していない。できれば、9 月中に

開催場所を確定し、10 月初めに E-MAIL にて通知することとしたい。 

‒ WG6 の NWIP(New Work Item Proposal)については、ココンビーナが WG6 の関係者(コン

ビーナ等)と接触し、TR27923 関係者に E-MAIL にて連絡する。 

‒ 改訂のあった第 9 章、第 8 章、第 5 章、第 4 章について、進捗状況の報告および質疑応答が

なされた。また、Face to Face 会議の開催場所について議論があった。 

 

① 第 9 章 (Decommissioning) 

（以下、Q：質問、A：回答、C：コメント） 

C：長い夏季休暇のため、大きな進捗はない。次回までには、文章の執筆を進める予定で

あり、次回には改訂版を提出できる見込み。 

C：先週、Legal Framework の Summary を作成した、今回の改訂版にはまだ含まれてい

ない。 

Q：欧州はほぼ完了しているように見えるが、米国については誰が執筆を担当するのか？

そのほか、country report (Germany/France、Norway、Canada、Australia、Japan)
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は誰が執筆するのか。 

A：欧州、米国の Legal Framework は、特に重要だと考えている。この２地域については、

ほぼ完了している。その他の地域については、これからの作業となる。 

Q：Ketzin Project に関する記述の中で、Lessons Learned の項目が依然として空白のまま

になっているが、許諾が得られないとか何か問題が生じたのか。 

     A：特に何も聞いていない。 

 

② 第 8 章 (Monitoring) 

C：ココンビーナから Micro Seismic Monitoring の情報をいただいて、長岡プロジェクト

と苫小牧プロジェクトにおける monitoring 手法については加筆した。 

C：4.1 Well Control and Monitoring、4.2 Wellbore Monitoring、4.3.1 Near-Surface direct 

monitoring の各章は、もっと記述が必要と思われる。 

 

③ 第 7 章(Storing CO2 in Petroleum Reservoirs)および第 6 章(CO2 Injection  Operations) 

C：第 7 章および第 6 章については、改訂版の原稿を受領していない。このため、update

の状況が把握できていない。WG6 の NWIP（New Work Item Proposal）の件で担当

者が忙殺されているのではないかと思う。 

C：第 7 章については、WG6 の NWIP と関連すると思うが、第 6 章はあまり関連性がな

く、改訂版の未提出理由が理解できない。 

A：WG6 の NWIP の進展については、WG6 コンビーナ（米国）や米国エキスパートにコ

ンタクトして、皆さんにメールで報告することとする。 

 

④ 第 5 章 (Infrastructure Concepts (Non-Well)) 

C：第５章のパネルリーダー（PL）は両名とも、本日不在であるが、PL からは 11 月 14

日の提出期限までには完成予定との説明を受けている。 

 

⑤ 第 4 章 (Well Design Case Studies) 

C：長岡プロジェクトの CO2圧入井と観測井のデータおよび Ketzin の坑井データを追加し

た。今後は、米国の CCS および CO2-EOR の坑井データを記載する予定であるが、米

国事例の執筆状況はどうなっているのか。 

A：作業が遅れて申し訳ない。来週には、何とか執筆を開始できる見込み。 

C：個人的には、CCS の圧入井に集中して、CO2-EOR 圧入井は本記載から除外してもよ

いと思っているがいかがか。 

C：米国では、確かに CCS と CO2-EOR において坑井の Class 等に明確な違いがあるが、

欧州では統一されているので、CO2-EOR を除外することに反対が出るのではないか。 

Q：米国の事例をどのくらい記載する予定か。 

A：米国の事例を２~３ケース記載する予定。 

Q：長岡では低い油層温度下で Monitoring のために Plastic Casing を使用しているが、米



295 

 

国でも使用事例があり不都合があったと聞いているが記載できるのか？ 

A：使用実績はあるが温度が高かったためか変形してしまった。 

Q：米国の Decatur の坑井データは記載するのか。 

A：Decatur プロジェクトの坑井データは入手可能と思われるので、記載予定。この Project

は WG3 コンビーナ（カナダ）が管轄されていると思うが OK か。 

A：OK である。 

Q：最終原稿の締め切りが 11 月 14 日である。米国の事例をまとめた原稿を 10 月末までに

提出可能か。 

A：10 月末までに PL に提出する。 

 

⑥ Face to Face 会議開催場所について 

C：これまでに聞いている情報では、米国の専門家が会議場所の調整を行ってきている。

これまでに、Denbury 社、Oxy 社に会議場提供の打診を行っているが、現時点までに

会議場所は決定していない。 

C：Face to Face Meeting の翌週に米国、テキサス州ミッドランドで、EOR Conference

が開催され、この会議に多くの WG6 関係者が参加するので、Face to Face 会議をテキ

サス州か少なくとも米国のどこかで開催されると都合が良いと思う。 

C：会議開催場所を 9 月末までに確定し、10 月初めには、E-MAIL で関係者に通知したい

と考えている。 

Q：米国以外にも会議開催候補地を考えているのか。 

A：最終候補地としては、東京も考慮している。ただし、東京での開催は、多くの専門家

にとって、不便となるかもしれない。 

 

3.5.2.3.3 WG3および WG6テレコンファレンス（10/24） 

(1) 日程：2019 年 10 月 24 日 

 

(2) 出席国：日本、カナダ、米国、ドイツ、フランス、ノルウェー、サウジアラビア 

 

(3) 議題、主な意見、決定事項 

‒ コンビーナは、Breakout Session の時間を考慮した Agenda の改訂版を作成し、10 月 25 日

までに通知し、また ISO サイトに掲載すること。 

‒ 各パネルリーダー(PL)はTR27923の原稿を更新し、2019年11月14日までに提出すること。 

‒ コンビーナは、各 PL から提出された原稿をコンパイルし、2019 年 11 月下旬までに配信す

ること。 

‒ コンビーナは、Face to Face 会議(サンタモニカ)に係る事務情報を、2019 年 10 月 25 日に各

専門家に配信すること。 

‒ Face to Face 会議 (サンタモニカ)における昼食、軽食に係る費用の提供を募る。費用提供な

メンバーは申し出ること。 
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‒ Face to Face 会議の Agenda について（以下、Q：質問、A：回答、C：コメント） 

C：各章の最終原稿の内容にもよるが、Breakout Session（各章個別議論）の時間がもっ

と必要ではないか。 

C：Breakout Session は、General Session での議論の前に行うべき。 

C：Breakout Session での議論が足りない場合には、3 日目の昼食時にも時間を割り当て

ることが可能。 

C：Breakout Session は、丸１日振り当てても足りないくらいである。2 日目を終日、

Breakout Session に振り当ててはどうか。 

C：初日の Opening は、１時間程度で済ませ、早急に各章に係る議論に移行すべき。 

C：もっと時間をかけて Breakout Session の議論を行うことを望む声が多いので、Agenda

案を改訂して改めて通知する。 

‒ 各章の進捗状況 (以下、Q：質問、A：回答、C：コメント) 

 

① 第 5 章 (Infrastructure Concepts (Non-Well)) 

・すでに 90%完了している。原稿の提出期限(11/14)までには完了できる見込み。 

 

② 第 4 章 (Well Design (Case Studies)) 

C：CO2-EOR の圧入井、生産井、観測井に関して、操業会社からの公開許諾取得が 困難

な状況にある。公開許諾が得られない場合には、EOR の坑井データを割愛して、CCS

坑井データのみを記載することも可能と考える。 

C：少なくとも、米国陸上 CCS プロジェクトの情報は必須であり、米国陸上のデータ収集

は重要である。Santa Monica 会議で、この点について協議したい。 

C：CO2-EOR 関連データは、操業会社からではなく、米国 EPA 等の機関で、関連情報が

得られるはず。 

 

③ 第 6 章(Injection Operation)、および第 8 章(Monitoring) 

・前回の Zoom 会議(9 月)より、大きな進展なし。11 月 14 日までに全力を尽くす。 

 

④ 第 7 章（Store CO2 in Petroleum Reservoirs） 

Q：WG6 で NWIP（Transition from EOR to Storage）の話が進んでいるが、第 7 章との

デマケはどうなるのか。WG6 コンビーナ（米国）、米国エキスパート、ノルウェーエキ

スパート等の TR27923 における役割はどうなるのか？ 

C：WG6 の NWIP と TR27923 の第 7 章は、内容的に重複するため、第７章を削除しても

よいのではないか。 

A：TR27923 の第 7 章では、技術的なサマリーを記述する予定である。WG6 の NWIP で

は、第 7 章の内容を深く掘り下げた内容になると予想される。 

C：サンタモニカ会議で、本件、もう少し議論したい。 
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⑤ 第 9 章 (Decommissioning) 

・Legal Staff による作業が進行中である。Sleipner に関する 50 ページにおよぶレポート

を査読中である。レポートの内容が開示できるかまだ判明していないが、パネル内で

quick review をしている。 

 

3.5.2.3.4 第 10回 WG3 および WG6合同会合 

(1) 日程：2019 年 12 月 3 日～12 月 5 日 

 

(2) 場所：Bryan Cave Leighton Paisner 事務所 会議室、サンタモニカ、米国 

 

(3) 出席国：日本、米国、カナダ、フランス、ノルウェー、サウジアラビア 

 

(4) 議題 

‒ TR27923 のドラフト(WD1)に関する協議 

‒ 今後の Timeline 

 

(5) 主な報告・決議 

‒ TR27923 のドラフト（WD1）を 11 月 14 日に締め切った。 

‒ 会合初日(12 月 3 日)に、各章担当者による個別会議が開催された。 

‒ Chapter 9 (Decommissioning)における議論( Decommissioning と Legal Frameworks を分

けて執筆する)を契機に、Chapterの順序および名称の見直しを行い、以下の通り、新Chapters

とすることで合意した。 

【新 Chapter】 

 1.  Introduction 

    2.  Scope & Overview  

    3.  Terms and definitions 

    4.  Legal frameworks 

    5.  Well design 

    6.  Surface infrastructure concepts 

    7.  CO2 injection operations 

    8.  Storing CO2 in petroleum reservoirs 

9.  Monitoring 

10. Decommissioning 

11. Bibliography 

12. ANNEX (or Appendices) 

(1) Abbreviation & Acronyms 

(2) Case Studies (Project Reviews) 

(3) Referenced Standards & Regulations 
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‒ ANNEX を活用し、本文中の ”Case Studies” や ”Standards and Recommended Practice” 

(Chapter 4 / Chapter 5)を移す。本文中のCase Studiesは、必須な部分のみ記述する。ANNEX

には、Case Studies の対象となるプロジェクトのサマリーを追加する。１プロジェクトあた

り、最大 1 ページ。Location Map を含む。）主要 15 プロジェクト程度。 

‒ 著作権関連の許可が必要な場合は 2020 年 1 月末までに取得する。 

‒ Case Studies の対象プロジェクトのサマリーには、以下の内容を含む。 

・Location Map 

・Project Description, History and Current Status (Pilot, Demonstration, Commercial) 

CO2 Source 

・Storage Types (Saline Aquifer, Petroleum Reservoir) 

・Geological Setting (Rock Types, Formation, Depth, Thickness of Injection Zone) 

・Permitting & Authorization 

・Pertinent Data 

- CO2 Injection Rates 

- Cumulative CO2 Injection Volume 

- Bottom Hole Depth, Pressure, Temperature 

日本からは、長岡、および苫小牧プロジェクトのサマリーを記載するよう要望あり。 

‒ Time Line を新しく設定する。 

・WD#2 を 2020 年 1 月末までに提出。 

・次回パネルリーダー(PL) Zoom 会議は、2020 年 1 月 16 日開催予定。 

・2020 年 2 月 1 日以降、TR27923 の編集は、WG3+WG6 Editorial Committee に委ねる。 

・WD#3 を、2020 年 4 月末までに完成。同 5 月末まで、WG3 + WG6 メンバーからコメン

トを聴取。 

・2020 年 5 月末までに DTR 完成。 

・2020 年 6 月初旬、WG3 + WG6 face to Face Meeting & TC265 総会＠カナダ開催。 

・TR27923 発行は、2021 年 4 月か。 

‒ 日本側の宿題 

・新 Chapter 5 の見直し 

・新 Chapter 6 (CCS Surface Infrastructure Concepts) 

- CCS と CO2-EOR の重複部分をもっと簡素化。 

- 旧 5.1 Storage facility design plan を削除。 

- 図面の Caption を加える。 

- 5.6 API Standards and Recommendation Practices は、Appendix へ移動。 

- CO2船輸送 “CCS Projects that consider Ship Transportation”の項を削除。 

・新 Chapter 9 (Monitoring) 

旧8.4.1 Well Control and Monitoringは、新Chapter 5 Well Design, 5.7 Instruments of 

Controlling and Monitoring Well (上述)に移動。 

・ANNEX (Appendix) 
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長岡 および苫小牧プロジェクトのサマリー作成。 

 

(6) 主な議論内容 

【第１日（12/3）】 

① 各章の Case Studies の取り扱いについて 

‒ 各章における Case Studies は有用である。TR の本文（各章）には、Case Study の要点の

み記載し、Case Study として引用されるプロジェクトの紹介・詳細は、Appendix に移動

させてはどうか。 

 

② TR 全体の分量  

各章当たり、10～12 ページ程度に抑えたい。TR 全体で約 80～120 ページ程度の分量となる。 

 

③ 個別会議結果報告 

a Chapter 3 (Terms and Definitions)  

・各章の Case Studies の詳細は、Appendix に移す。 

   ・全体の構成（章立て）の見直しが必要。 

   ・2020 年 1 月末までに、改訂を完了させる予定。 

b Chapter 4 (Well Design)  

      ・現時点で、17 ページ執筆済み。50%程度完了。 

   ・Offshore の事例(Case Studies)として、Slepner/Snohvit を検討中であるが、許諾が得ら

れていない。 

   ・苫小牧の事例を追加予定。 

c Chapter 5 (CCS Infrastructure, Non-Well)  

   ・現時点で 17 ページ執筆済み。95%完了。 

   ・個別会議で確認したが、CCS と CO2-EOR で重複している記述があるので、もっとスリ

ム化できると思われる。 

   ・2020 年 1 月末までには、改訂ドラフトを完成予定。 

d Chapter 6 (CO2 Injection Operations) 

      ・改訂ドラフトは、2020 年 1 月末までに完成予定。 

e Chapter 7 (Injection CO2 in Petroleum Reservoirs)  

      ・現在、14 ページ執筆済み。これ以上執筆の必要性がある場合には、WG6 の NWIP の中

で執筆する。 

   ・Case Studies は記載しない。 

f Chapter 8 (Monitoring) 

      ・現在、19 ページ執筆。 

   ・8.4.1 Well Control and Monitoring は、Chapter 6 (Operations)または Chapter 4 (Well 

Design)に移すという案が検討されたが、検討の結果、坑内に装備する圧力計、温度計、

流量計等は、Well Design に関連するので、Chapter 4 に記載することとした。 
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   ・8.4.2 Wellbore Monitoring は、何も references がないことは疑問であり、修正する。 

g Chapter 9 (Decommissioning) 

・現在、45 ページと執筆多量。 

・本章の内容を①Decommissioningと②Legal Frameworks に分割することを提案したい。 

   ・Legal Frameworks は、Terms and Definitions の次に章立てすることを希望する。 

h その他の意見 

   ・CCS と CO2-EOR の用語を統一すべき。 

   ・Transportation (Pipe Line)は本 TR の Scope 対象外。 

   ・Chapter 7 (Storing CO2 in Petroleum Reservoirs)は、Chapter 8 (Monitoring)の後で良

いのではないか。 

 

④ WG6 NWIP の進捗について  

・NWIP のテーマ決定。 

  ・プロジェクトリーダーが米国エキスパートに決定。 

  ・現在、CIB 投票準備中。（投票開始時期についての情報なし。） 

   注）12/5 CIB 投票開始。 投票締め切り；2020 年 1 月 10 日。 

 

⑤ 次回 TC265 総会開催について(WG3 コンビーナ) 

    ・開催時期：2020 年 6 月（予定） 

  ・開催場所：バンクーバーまたはバンフ (カナダ) 

  ・総会開催時期に合わせて、WG3+WG6 の Face to Face Meeting を開催予定。 

 

【第 2 日(12/4)】 

① Case Studies を ANNEX (Appendix)へ移行することについて 

・最低 10 件の Case Studies を ANNEX に掲載。Case Studies の件数は、後程検証。 

  ・CCS Case Studies に、2 件（Exxon; Denver, OXY; Michigan）の事例を追加検討。 

  ・Decommissioning グループが当初作成した”Key Elements of Operations”の表を ANNEX

に添付する。ただし、内容を精査して簡潔にする必要がある。 

 

② TR の新構成（章立て）について 

 ・第 4 章として、Legal Frameworks を新設する。 

 ・全部で 10 章と ANNEX からなる。 

 

③ 今後のスケジュールについて 

 ・WD#2（改訂ドラフト）提出期限は、2020 年 1 月 31 日とする。 

 ・次回提出ドラフトは、引用する文献、図面類の許諾を取得済みとする。 

 ・次回パネルリーダー(PL) Zoom 会議は、2020 年 1 月 16 日の予定。 
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④ 各章の原稿のレビュー  

a Chapter 1 (Introduction)  

      ・TR の章立てが確定した後で、執筆予定。 

 b Chapter 2 (Scope)  

   ・Scope の原稿から、”the transition of EOR to storage”の文言を削除する。 

 c Chapter 3 (Terms and Definitions)  

      ・ANNEX(Appendix)を創設する。 

   ・Abbreviation の取り扱い。ANNEX に Abbreviation の一覧表を添付することも検討。 

   ・“Storage”と”CO2-EOR”の目的、定義の違いを明確に記述する。 

 d Chapter 4 (Legal Frameworks) 

      ・パネルリーダー(PL)は、ノルウェーエキスパート。 

   ・Chapter メンバーは、後日連絡する。 

  e Chapter 5 (Well Design Case Studies)  

      ・Chapter Title を Well Design に変更することを検討。 

    ・”Well Control and Monitoring”を第 6 章(Monitoring)から移動し、新 Sub-Chapter 

“Instruments of Controlling and Monitoring Well”を創設し、温度計、圧力計、流量計

を記述する。 

   ・Offshore Projects (Sleipner/Snohvit)については、ノルウェー当局に許諾を打診中。 

   ・苫小牧の事例を追加予定。 

   ・温度、圧力については、経時変化が分かるデータがあると望ましい。 

   ・単位の一括換算のために、Field Unit(または Metric Unit)で表示された表は、Excel で

作成された表を貼付すること。 

      ・Well Operations and History は、Appendix に掲載予定の Case Study Overview で記載

したらどうか。 

   ・圧入井のスペック項目を統一すること（Bit Size, Stringer Cementing 等の情報は不要）。 

   ・ANNEX に、Standards and Recommended Practice を移動する。 

 f Chapter 6 (CCS Infrastructure Concepts, Non-Well)  

   ・タイトルを、”CCS Surface Infrastructure Concepts, Non-Well”に変更する。 

   ・プロセスの境界を明確に記載する必要あり。 

   ・パイプラインは、本 TR の Scope 外であり、Complex 内のフローラインのみ対象。ただ

し、Offshore Snohvit の CO2圧入パイプラインは例外的に対象とする。 

   ・2020 年 1 月末までには、改訂ドラフトを完成予定。 

   ・Sub-chapter 5.3.3 “CO2 Storage for Ship Transportation”を削除。 

   ・API Standards を ANNEX に移動。 

   ・Reference (参照文献)の一覧を、各章末に記載するか全体の末尾に記載するかは、ISO の

フォーマットに従う。 

g Chapter 7 (CO2 Injection Operations) 

      ・Ketzin の事例をどう扱うのか。 
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   ・6.7.1 Description of Facilities within the CO2-EOR project、6.7.2 Existing Wells within 

EOR Complex、および 6.7.4 Well Construction は、本 Chapter の内容として適切か。 

h Chapter 8 (Injection CO2 in Petroleum Reservoirs) 

      ・Table 9.1 (Comparison of Field Infrastructure Needs for Different Types of Projects)

の Legend を再検討、修正する。 

   ・Closure と PISC (post Injection Site Closure)の項は、まとめて、WG3 コンビーナ（カ

ナダ）が執筆する。 

   ・”Transition to Storage”の項は削除。 

 i Chapter 9 (Monitoring)  

      ・8.4.1 Well Controlling and Monitoring は、第 4 章へ移動。 

   ・8.2 Monitoring Objectives の中で、CCS と CO2-EOR では目的が異なることを明記する。 

   ・米国陸上案件の事例については、今後記載予定。 

   ・8.4.2 Wellbore Monitoring は、ANNEX へ移動する方向で検討する。 

 

【第 3 日(12/4)】 

① 前回合同会合(2019 年 6 月、キャスパー、米国)議事録について 

前回の合同会合の議事録が承認されていないとの指摘があり、急遽、議事録の承認を行った。 

 

② Chapter 10 (Decommissioning) および Chapter 4 (Legal Frameworks)のレビュー 

・中国における CCS の動き、およびミラーコミッティの動向についてはフォローできている

のか。 

  ・中国の Legal Framework は記述できるのか。 

  ・Legal Frameworks は、Chapter 4 に移動する。 

  ・ANNEX に Legal Frame List および Key Elements of Operations を貼付する。 

  ・9.2.5、9.2.6、9.3.1、および 9.4 は、新 Chapter 4 (Legal Frameworks)に移動。 

 

③ 新 Chapter（章立て）について 

  ・ISO のフォーマットに従って、章立てを行うべき。 

  ・Introduction は、章の枠外。 

  ・Chapter 2 として、Normative References を設けるべき。 

  ・Introduction と Scope はマージして、新 Chapter (Scope and Review)とすべき。 

 

④ ANNEX の内容について 

  ・ANNEX には、本文中の Case Study のプロジェクト概要や Standards を移動させる。 

  ・プロジェクトの概要は、１プロジェクト当たり、最大１ページ以内（図表類を含む）。 

・プロジェクト概要に含む項目について議論し、前掲の通り列挙した。プロジェクト概要の

記述用テンプレートは、後日送付される予定。 
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3.5.2.3.5 WG3および WG6テレコンファレンス（1/16） 

(1) 日程：2020 年 1 月 16 日 

 

(2) 出席国：日本、カナダ、米国、サウジアラビア 

 

(3) 議題、主な意見、決定事項 

‒ 各パネルリーダー(PL)から各 Chapter の執筆進捗状況について報告があった。サンタモニカ

会合(2019 年 12 月 3 日～5 日)以降、X`mas、年末・年始休暇を挟み、大きな進捗はないこと

が報告された。 

‒ 新設された Chapter 4 (Legal Framework)は、ノルウェーの専門家が主管するが、本日欠席

のため、状況が把握できていない。同様に Chapter10 (Decommissioning)と Chapter 4 との

線引きも不明のままとなっている。 

‒ 各 PL からの WD#2 の原稿提出期限を、2020 年 1 月末とすること。WD#3 の完成は、本年 4

月末とし、5 月中にパネルメンバーに回覧。従来の日程と変更はない。 

‒ ANNEX に掲載する Case Studies（Project Review）は、2 ページ以内に納めること。 

‒ 著者が決まっていなかった Illinois Industrial CCS Project は WG3 コンビーナ（カナダ）が

書くことにした。 In Salah は未定。名前が挙がっている小規模のプロジェクトについても

未定。 

‒ 今後の予定については以下のとおり。 

・ISO/TC265 年次総会は、6 月第 1 週に、カナダ、レジャイナで開催予定。 

・TR27923 の DTR を CIB 投票に付する前に、WG 内で DTR の承認決議を行いたい。この

ための Face to Face 会議を総会後 2～3 ヶ月後に開催したいとの提案があった。開催時期

は、本年 9 月または 10 月初旬。開催場所候補；日本または他所。 

・Editorial Committee メンバーに、米国エキスパートを追加する。Term and Definition に

WG3 ココンビーナが加わる。 

・次回 PL 会議は、WD#2 が Editorial Committee に配信され、編集作業を開始した直後の

2 月 5 日の予定。 

 

3.5.2.3.6 WG3および WG6テレコンファレンス（2/5） 

(1) 日程：2020 年 2 月 5 日 

 

(2) 出席国：日本、カナダ、米国、サウジアラビア、フランス 

 

(3) 議題、主な意見、決定事項 

‒ WD#2 の原稿の提出状況を鑑み、原稿の提出期限を 2 月末に延期する（従来の期限は 1 月末）

が、パネルリーダー(PL)はできるだけ早く原稿を提出して欲しい。ただし、WD#3（Editorial

の修正）完了目標時期は、4 月末で変更しない。 

‒ 各 PL から各 Chapter の執筆進捗状況について報告があった。 
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① Chapter 3：Reference Terms and Definitions 

・現在、Terms と Abbreviations を準備中。 

・Technical Terms と Legal Terms を別々に担当しているので、一度、各々で準備してい

る Abbreviation のリストを送付して、摘出した Terms を確認し合うことが必要との指

摘あり。 

 

② Chapter 4：Legal Framework 

   ・Chapter Leader が、先月、今月の PL 会議に欠席のため、本章の進捗が把握できていな

いが、2 月末までには原稿が提出されると信じている。 

 

  ③ Chapter 5：Well Design Studies 

   ・修正原稿を提出した。 

   ・日本からは、長岡、苫小牧プロジェクトの坑井データを追加した原稿を近日中に送付予

定。 

 

④ Chapter 6：Surface Infrastructure Concepts (Non-well) 

   ・執筆は順調に進んでいる。あと１週間程度で、原稿の見直しが完了する見込み。 

 

 ⑤ Chapter 7：CO2 Injection Operations 

      ・原稿の執筆は順調に進んでいる。 

   ・Saline Aquifer に CO2を圧入する場合と枯渇油・ガス田(Depleted Reservoir)に CO2を

圧入する場合に、CO2圧入操業に違いがあるのか要検討。 

 

 ⑥ Chapter 9：Monitoring 

・日本の担当者から苫小牧、長岡プロジェクトの修正原稿をメンバー宛に送付した。 

 

⑦ Chapter 10：Decommissioning 

・本章は、Legal Framework と Decommissioning を分割して執筆しようとしているが、

Chapter 4 (Legal Framework)との仕分けが完了していないので、進捗していない。 

 

⑧ ANNEX：Case Studies 

・QUEST と Ketzin の記述例を配信したので、参考にしてほしい。できれば、１ページ程

度/プロジェクトにまとめて欲しい。 

・担当者の決まっていなかった In Sala プロジェクトについては、WG3 ココンビーナ（日

本）が初稿を用意する。 

   ・Smaller projects の紹介文については、執筆担当者を決定し通知する。 

・第 5 章では、引用したプロジェクトの Well History を記述しているが、ANNEX に記述
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予定のプロジェクトに対応する INDEX を示すことが有効。 

 

⑨ その他 

a Bibliography 

・Monitoring に関する引用文献、参照の Title を WG3 ココンビーナ宛てに送付する。 

b Figures / Tables 

・Captions に、もっと詳細な説明をつけるように。 

c Tools / Equipment の名称 

・できるだけ、商品名、商標は使用せず、一般的な名称(General Names)を用いるよう

に。 

d Copy Right （著作権） 

・引用する文献、図表類の著作権保有者は、①執筆者（個人）、②学会等の団体・機関、

③その両方 のいずれなのか。 

・使用する図表については、著作権保有者から使用許諾を得て欲しい。使用許諾は、定

型の書面を使用すること。 

・著作権問題は、Editorial Committee で解決するべきではないか。 

・著作権保有者からの使用許諾取得が困難と予想される場合には、当方で図表を作成し

てしまうことも検討可能。 

・なぜ、こんなに著作権について注意する必要があるのか。（ISO が発行する IS や TR

は有償で販売されるため、著作権保有者からクレームされる可能性が高い。） 

 

‒ 次回 Face to Face 会議の開催 

・2020 年 6 月 4 日開催予定の第 14 回 ISO/TC265 総会 （レジャイナ、カナダ）時の WG

個別会議は、6 月 1 日または 6 月 2 日に開催を予定している。 

・総会の翌日(6 月 5 日)が Free となっているので、この日も、追加で Face to Face 会議を

開催してはどうか。当日は金曜日であるため、開催したとしても午前の半日か。 

‒ 次回 PL 会議（第 9 回）の開催 

・次回 PL 会議は、3 月上旬に Zoom にて開催する。具体的な日時は、WD#2 の原稿コンパ

イルの状況を見て決定する。 

 

3.5.2.3.7 WG3および WG6テレコンファレンス（3/11） 

(1) 日時：2020 年 3 月 11 日 

 

(2) 出席国：日本、カナダ、米国、サウジアラビア、フランス、ノルウェー 

 

(3) 議題、主な意見、決定事項 

‒ TR27923 執筆状況について、2 月末に締め切ったドラフトをコンパイルした旨報告があった。 

・Chapter 5 (Well Design Case Studies)、および Chapter 8 (Storing CO2 in Petroleum 
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Reservoirs)については、未提出分を早急に提出するよう要請があった。また、原稿の章番

号が付いていないので、章番号を忘れずに記載するよう注意がされた。 

・Chapter 10 (Decommissioning) については、カナダに関する原稿待ちとなっており、来

週中には完成する見通しである。 

・ANNEX Case Studies (Project Summary) についても未提出分が多数あり。3 月末までに

提出するよう要請があった。 

・その他の Chapters についてはほぼ完了しており、編集作業を開始できることを確認した。 

‒ コンビーナより、早急に第 1 回編集委員会合(Kick off Meeting)を開催したい旨提案があり、

来週中にも、第 1 回編集会合を開催することとなった。 

‒ 新型コロナウィルス感染拡大等で非常に流動的なものであるものの、現時点で想定される今

後のスケジュールについて説明があった。 

① 第 14 回 ISO/TC265 総会（レジャイナ、カナダ）（2020 年 6 月）までのスケジュール 

・2020 年 4 月末：WD (Working Draft)編集完了 

・2020 年 5 月末まで：WG3 委員からのコメント募集 

・2020 年 6 月第 1 週：Face to Face Meeting（レジャイナ）にて、WD 最終化協議。 

② レジャイナ総会以降のスケジュール 

・2020 年 9 月まで：DTR 最終化に向けた修正作業 

・2020 年 9 月：Face to Face Meeting にて、WG3 内での DTR 承認。 

・2020 年 10 月：DTR 投票開始。（投票期間 8 Weeks） 

・2021 年 1 月：ISO 中央事務局へ提出。⇒ TR 出版 

 

3.5.2.3.8 WG3および WG6テレコンファレンス（3/19） 

(1) 日時：2020 年 3 月 19 日 

 

(2) 出席国：日本、カナダ、米国、サウジアラビア、ノルウェー 

 

(3) 議題、主な意見、決定事項 

‒ TR27923 に係る第 1 回編集委員会が開催され、以下の２点が協議された。 

・役割分担；ノルウェーエキスパートが編集委員会を主管する。ノルウェーエキスパートに

原稿を集約する。Terms and Definitions は、米国エキスパートが主管する。 

・次回以降の編集会議；原則、毎週水曜日 21:00 – 23:00 に電話(Zoom)会議を開催する。 

2 月 23 日までに TR に関するコメントをノルウェーエキスパートに送付する。送付された

コメントをもとに、次回編集会議を行う。 

 

3.5.2.4 WG4（Q&V） 

DIS27920（Q&V）の開発に関しては、2019 年 6 月の第 13 回 WG4 会合（キャスパー、米国）

の議論を受けて 7 月 2 日から 8 月 7 日までに 4 回の WG4 会合 (テレコンファレンス) を開いて

編集を進め、8 月 13 日に DIS ver.2.0.2 が WG 内に回付された。 
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8 月 21 日から 10 月 2 日まで 6 回の編集委員会(テレコンファレンス)を開催し、日本のメンバ

ーも参加して編集を進めた結果、10 月 28 日の WG4 会合（テレコンファレンス）で最終稿が承

認された。 

11 月 8 日に DIS 27920（Q&V）として ISO 中央事務局で登録され、2020 年 1 月 13 日～4 月

6 日の期間で投票に付された。 

 

3.5.2.4.1 WG4 テレコンファレンス（7/2） 

(1) 日程：2019 年 7 月 2 日 

 

(2) 出席国：中国、フランス、米国、豪州、ノルウェー、サウジ・アラビア、オランダ、日本 

 

(3) 議題、主な意見、決定事項 

‒ 第 13 回 WG4 会合（キャスパー、米国）（2019 年 6 月 10 日）の後の総会決議の確認と

DIS27920 のタイムラインの設計について議論した。 

‒ 事務局より作業を進める上での確認事項が提案された。 

・キャスパー会合決議のレビュー (Resolution 8, 9) 

・コンセンサスのとり方および長引く反対による WG consultation についての説明 

・既存のガイドラインの説明 

TP operational guideline (2017) 

Guidelines of TPs, editorial committee (2018, Paris meeting) 

Proposed process to improve the development of meeting minutes (N134 Annex 1): 

この案は対面での会合への適用されるものであるが、Web 会合の場合も 48 時間で議

事録を出すことになった 

‒ タイムラインについての議論 

・キャスパー会合で考察したタイムラインでは、DIS の編集に 17 週間必要 

・タイムラインとしては、WG で残りのコメント対応後、Editorial Committee による編

集とテクニカルパネル（TP）でのコメント更新を並行して進めることにおおよそ合意し

た 

・WG でのコメント対応を可能であれば短くする (4 週から 2 週へ) 

・来週 7 月 11 日 Zoom 会合にて、Clause 5, 6 を議論する予定とした 



308 

 

 

 

3.5.2.4.2 WG4 テレコンファレンス（7/11） 

(1) 日程：2019 年 7 月 11 日 

 

(2) 出席国：中国、フランス、米国、豪州、ノルウェー、サウジアラビア、日本 

 

(3) 議題、主な意見、決定事項 

‒ ワークプランの再確認、および Clause 6 のコメント対応を行った。 

‒ 16 週間で DIS の編集を行うワークプランを合意した。 

‒ DIS 登録の最終段階前に face to face 会合を行うべきかどうかについては意見がわかれたた

め、Face to face 会合の開催は、WG consultation で決定する予定とした。 

‒ Clause 6 (バウンダリー) の残りの DIS コメント対応は終了した。 

‒ Zoom 会合開催時間を移動させるかについて議論。一時間後ろにずらす案がでたが、結論は

米国メンバーに確認後決定する。 

 

3.5.2.4.3 WG4 テレコンファレンス（7/19） 

(1) 日程：2019 年 7 月 19 日 

 

(2) 出席国：中国、フランス、米国、豪州、ノルウェー、サウジ・アラビア、日本 

 

(3) 議題、主な意見、決定事項 

‒ DIS 登録の最終段階前に face to face 会合開催に関する WG consultation のリンクが削除さ

れているが、数日後には更新される見込み (7 月 20 日に更新された)。 

‒ Clause 5 (Objectives and principles) の状況確認。N149 が WG 投票のバックグラウンド。
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N152 が投票結果 (15 票 保持しコメント対応を行う, 9 票 削除し一部 Introduction に移す) 

‒ 米国メンバーにより以下の通り Clause 5 の DIS 内部コメントが確認され、Clause 5 のコメ

ント対応を終了した。 

・定量化における “fair” の意味について説明が必要。ISO 14064-2 の Annex2 も参考。 

・5.2.1 relevance 削除。Clause7, 8, 10 で説明しているため。また、intended user 削除

にも対応できる。 

・5.2.4 Transparency の説明を修正 

‒ タイムラインについて 

・残りのコメント対応が必要なテクニカルパネル（TP）は TP4 (Clause 8) の新規セクシ

ョン (multiple systems) に関する議論。 

・Clean text を week 7 までに TP が用意 (現時点は week 3) 

・その後は Editorial Committee による対応となる 

 

 

3.5.2.4.4 WG4 テレコンファレンス（8/7） 

(1) 日程：2019 年 8 月 7 日 

 

(2) 出席国： 中国、フランス、米国、豪州、サウジアラビア、日本 

 

(3) 議題、主な意見、決定事項 

‒ DIS Clean version を 8/5 までにセクレタリーまで提出予定であったので、進捗の確認 

・テクニカルパネル（TP）1, TP2 は対応済み 

・TP3 はすでに完了しているのでアップデートはなし 

・TP4 は 8/6 に打ち合わせをした。他の Clause との整合性対応後、送付予定 

・TP5 は連絡なし 

・現状は TP1, TP2, TP3 の最新版を含んだものとして、DIS v2 を整備中 

‒ TP1 の確認。Principle での “true and fair” の用語追加について議論。追加せず文置き換え 

‒ TP2 の確認。Capture system の source gas の記述を修正 

‒ TP4 の確認。Integrated CCS project に関する sub clause 追加については米国エキスパート

自身が撤回することに。他の Clause との語の整合性がまだとれていないので、対応が必要 

‒ タイムラインについて 

・最終 clean version は 8/12 に提出すること 

・CD コメントに対する最終対応案は wk11 締め切り 
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・その後は Editorial Committee による対応 

‒ 10 月 face-to-face 会合に関する投票について 

・開催について賛成 11 票、反対 13 票となり、開催しないことに決定 

 

3.5.2.4.5 WG4 テレコンファレンス（8/21～10/2、計 6回） 

(1) 日程：1st meeting: 2019 年 8 月 21 日 

2nd meeting: 2019 年 9 月 4 日 

3rd meeting: 2019 年 9 月 11 日 

4th meeting: 2019 年 9 月 18 日 

5th meeting: 2019 年 9 月 25 日 

6th meeting: 2019 年 10 月 2 日 

 

(2) 出席国：中国、米国、豪州、ノルウェー、日本 

 

(3) 議題、主な意見、決定事項 

＜概要＞ 

WG4 テレコンファレンス 会合（2019/8/7 開催）で決定したタイムラインに従い、投票に向

け DIS27920 の最終編集を討議した。Editorial Committee (EDC) メンバーは、リーダーとし

て米国メンバー, その他豪州、ノルウェー、日本のメンバーの 4 名。上記の日程でテレコンフ

ァレンスを実施した。Terms of Reference (TOR) を作成し、その指針に従い編集点を議論し反

映した。必要に応じ、各テクニカルパネルに質問を投げ、反映も行った。 

 

① 1st meeting:  

編集プランを議論。Clause 7 の更新の必要性を確認。次回までのレビューとして次のように

分担を決定。 

・Clauses 1-5: 日本のメンバー 

・Clause 6: ノルウェーのメンバー 

・Clauses 7 & 8: 豪州のメンバー 

・Clauses 8 & 10: 米国のメンバー 

 

② 2nd から 6th meeting:  

分担に従い各会議前までにレビューを行いメールにて更新点を共有し、テレコンファレンス

会合において討議および改定をおこなった。Clause 7 に関しては、米国メンバーの執筆者より

最新版を受け取り並行して編集作業をおこなった。10月 2日の会合で、全体の編集作業を終了。

その後 WG4 全体に配布し、10 月後半での WG4 テレコンファレンス会合にて承認得るという

タイムテーブルに合意した。 
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3.5.2.4.6 WG4 テレコンファレンス（10/28） 

(1) 日程：2019 年 10 月 28 日 

 

(2) 出席国：中国、フランス、米国、豪州、ノルウェー、サウジアラビア、日本 

 

(3) 議題、主な意見、決定事項 

‒ DIS v3.0 への編集コメント確認認 

・428 行と 408 行の整合性については、428 行を 408 行と同様に、直接 storage につなぐ

場合も記述。 

・その他は些細な編集に関するコメントなので、会議後 EDC によって対応することに合

意 

‒ WG4 メンバーシップあるいはテクニカルパネル（TP）メンバーシップについて 

・TC からの要請であるため、WG メンバーシップに関しては各国の対応が必要。 

・TP メンバーシップに関しては、TP ごとにリーダーから活発ではないメンバーに参加継

続をメールで確認することを推奨 

‒ タイムラインについて 

・本会合後 EDC による最終対応し、2019 年 11 月 8 日～15 日の間に DIS ready とする 

・DIS 投票: 20 週間 (2020 年 13-14 週目に終了) 

・DIS コメント対応 (2020 年 14-30 週) 

・ISO CS による FDIS 準備: 4-6 週間 (2020 年 33-36 週目) 

・FDIS 投票: 8 週間 (2020 年 37-44 週目) 

・FDIS コメント対応: 4 週間 (2020 年 45-48 週目) 

・出版期限 2020 年 12 月 8 日 

‒ 次回 Face to face 会合について 

・次回 ISO/TC265 総会 (カナダ) の日程が未定だが、2020 年 14-30 週目 (3/30 から 7/24) 

に当たれば同時開催が理想的。 

・4 月末から 6 月末が最適かといった意見あり。 

・本会合後、WG4 事務局が TC265 事務局に総会の状況を確認する。 

 

3.5.2.5 WG5（CCI） 

WG5 の新しいコンビーナ（フランス）が信任投票（2019 年 6 月 10 日～7 月 8 日）により信任

された。 

 賛成 7、反対 2（ノルウェー、サウジ･アラビア、米国）、棄権 11 カ国（日本は棄権投票） 

第 11 回 WG5 および第 10 回 WG2 合同会合（キャスパー、米国）で DTR 投票に付されたコメ

ント処理を終了し、それを踏まえた CO2流組成（DTR 27921：CO2 Stream Composition）の最

終稿が完成し、2019 年 11 月 18 日に出版用の原稿として登録された。最終編集作業を経て、出版

される見込みとなっている。 

リスクマネジメント TS（ISO/TS 27924）の開発期間延長（18→48 ヶ月）が承認され、2022
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年 8 月の発行を目指して、ISO/TR27918 で取り上げられたリスク項目を見直しつつ、各 WG の

個別のリスクでプロジェクト全体に影響を与えるものを収集することから作業を開始した。 

フローアシュアランス TR について、2019 年 12 月にノルウェーのエキスパートが作成した第

1 ドラフトが提示され、具体的な開発が開始した。 

リスクマネジメント TS（ISO/TS 27924）およびフローアシュアランス TR について議論する

ため、2020 年 3 月 3 日～5 日の期間でフランス、ポーにおいて WG5 face-to-face 会合が計画さ

れたが、新型コロナウェルス感染防止を理由にキャンセルされ、代替となるテレコンファレンス

が開催された。 

 

3.5.2.5.1 WG5テレコンファレンス（2/20） 

(1) 日程：2020 年 2 月 20 日 

 

(2) 出席国：フランス、豪州、米国、ノルウェー、日本 

 

(3) 議題、主な意見、決定事項 

‒ リスク TS 開発の進め方について、3 月 3 日～5 日の WG5 会合（ポー、フランス）の事前打

ち合わせを目的としたテレコンファレンス。 

‒ リスク TS の PL（豪州）より、リスク TS 開発の進め方の PL 案が説明された。 

・ISO31000 がリスクマネジメントの規格であり、この手法を踏襲する。 

・回収・輸送・貯留の各システムにおけるリスクを整理し、それを参考にして横断的・共

通リスクを抽出する。 

・TC265 のドキュメントだけではなく、CCS のリスクに関連する既往の文献も調べる。 

‒ 参加メンバーにより以下の議論と、今後の進め方に関する確認が行われた。 

・リスク TS に関連しうる社会の動きとして、ISO/TC 207 Environmental management の

最近の審議動向の紹介があった。 

・経済的リスク項目の扱い方については、今後判断が必要となる。 

・関連して、オランダのガス会社の削減ポリシーBlue hydrogen for a green future につい

て言及があった。 

・各 WG のリエゾンが確認された。  

・リスク分析、特にリスクコミュニケーションに有効なボウ・タイ分析を活用する。WG5

ポー会合では、Northern light プロジェクトや Quest プロジェクト の Bowtie 分析の

事例を検討する予定である。 

・開発スケジュールは以下の通りだが、途中段階のマイルストーンは WG5 ポー会合で確

認する。 

  期限：2022/6/1 が最終原稿提出、2022/8/15 発行 

‒ その他 

・日本ミラーコミッティの WG 会合で CO2流組成 DTR 最終原稿の間違いが指摘されたの

で、日本メンバーからメールで事務局に送ることが確認された。 
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3.5.2.5.2 WG5テレコンファレンス（3/3～5、計 3回） 

(1) 日程：2020 年 3 月 3 日～5 日 

 

(2) 出席国：  

3 月 3 日 フランス、豪州、ノルウェー、ドイツ、米国、サウジアラビア、日本 

3 月 4 日 フランス、豪州、ノルウェー、ドイツ、米国、日本 

3 月 5 日 フランス、豪州、ノルウェー、米国、日本 

 

(3) 議題、主な意見、決定事項 

‒ フランス、ポーで開催予定であった WG5 face-to-face 会合が新型コロナウィルス感染防止の

ため中止され、代替としてテレコンファレンスが開催されたもので、会議の冒頭、ポー会議

のアジェンダ案（WG5 N188）の順序で議論を進めることを合意した。 

‒ TR 27921（CO2流組成）の進捗について、編集作業は全て終了し、発行を待っている状況で

あることが報告された。 

 

① フローアシュアランス TR について（3 月 3 日～4 日） 

‒ 豪州のプロジェクトリーダー（PL）より準備されたプレゼン資料に基づき、フローアシュ

アランス TR の内容を説明しつつ、議論が行われた。 

‒ PT のメンバーが確認され、英国、ノルウェー、フランス、日本、ドイツ、IEA GHG、韓

国からの参加が予定されている。（日本のメンバーは準備中と回答した） 

‒ TR のスコープについては、事前に配布された資料の「パイプラインの入口から抗底」まで

という範囲から、回収・貯留にも広げることが合意され、船による輸送も含めるという方

向で議論された。 

‒ コメントを付されたTR原稿の目次について議論され、第 5章として”Overview of necessity 

of flow assurance in CCS project”を加えてフローアシュアランス TR の意義を明確にする

ことが提案され、合意された。 

‒ 事前に配布されたドラフト（コメント付き）をもとに、各国エキスパートから提出された

コメントについて議論された。（第 8 章の途中まで）日本の本 TR 関係者が欠席のため日本

コメントに対する議論はスキップし、後日設定されるテレコンファレンスで行われること

となった。 

‒ 3 月下旬～4 月上旬をめどにテレコンファレンスが招集され、プロジェクトチームメンバー

で議論した後にドラフトの作成を進める。カナダ会合までに TR ドラフトを作成し、カナダ

会合でそれをもとに議論を行う。 

 

② リスク TS（ISO/TS 27924）について（3 月 4 日～5 日） 

‒ フランスの PL より、資料④を用いてリスク TS 開発の進め方の案が、以下の通り説明され

た。 



314 

 

・用語などについてはリスクマネジメントの ISO31000 との整合が必要 

・ISO31000 のリスクアセスメントは、リスクの同定→分析→評価の順序で進める 

・TC265 の ISO 文書（回収・輸送・貯留）におけるリスクアセスメントの記述について 

・包括的（overarching）、横断的（crosscutting）リスクについて 

・実際の CCS プロセスにおける CO2の損失リスクについての検討事例 

‒ リスクの記述・分析に広く用いられるボウ・タイ分析について、豪州のメンバーより専用

ソフトを用いた説明と、既存プロジェクトのリスク分析事例が紹介された。 

‒ PL より今後の進め方案について、以下のように説明された。 

・まず NWIP に記載された包括的・横断的リスクをレビュー 

・他 WG のエキスパートと連携して各サブシステムに固有なリスクを登録 

・ISO31000 の手法で分析（同定→分析→評価） 

・他のサブシステムに影響を及ぼすものを特定 

・各サブシステムの担当と参考文献 

‒ 最後に以下の目次案（主要部分）が示された。 

5. ISO31000 Risk management 

6. Bow-Tie method 

7. Hazards related to CO2 (CO2 properties & behavior, human & environmental impact) 

8. Cross-cutting risks 

8-1. Capture sub-system 

      8-1.以下の各節に、HAZID; Bow-tie diagram; Risk impacts on other sub-systems 

8-2. Transportation sub-system 

8-3. Storage sub-system 

9. Over-arching risks 

9-1. Policy 

9-2. Regulation 

9-3. External drivers 

9-4. External impact (natural, man-made) 

9-5. Supply chain 

‒ 説明後に、本 TS では包括的・共通的リスクを対象としており、各サブシステム（回収・輸

送・貯留）に固有のリスクは、それぞれ担当する WG が扱うことが、改めて確認された。 

‒ 各サブシステムのリスクを同定する際に、ISO/TR27918 で定義したクロスカッティングリ

スクとオーバーアーチングリスクを用いて最初から共通的リスクに絞って抽出するトップ

ダウン型のアプローチと、全てのリスクを抽出しその中から共通的リスクを特定するボト

ムアップ型のアプローチのいずれを採用すべきか多くの議論がなされた。ISO/TR27918 の

ドラフティングに関与した米国・日本のメンバーはトップダウンアプローチを念頭に置い

ているが、プロジェクトリーダーおよびその他のメンバーはボトムアップに傾いた意見で

あった。 

‒ TR に定義されたオーバーアーチングリスクには経済・法律の課題も含まれている。これら
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の課題の扱い方について、その分野に詳しい米国・豪州のメンバーが発言したが、結論に

は至らなかった。 

‒ 最終的にテレコンファレンスによる合意が難しいとの判断から、各エキスパートが 3 月 10

日までに文書で意見を提出し、PL がとりまとめて 3 月下旬～4 月上旬にテレコンファレン

スを開催して議論することとなった。 

 

③ 今後の計画 

‒ 事務局より、次の WG5 face-to-face 会合は 6 月 1 日、2 日（レジャイナ, カナダ）に予定

するが、新型コロナウィルスの状況次第ではテレコンファレンス形式の開催が提案される

かもしれないとアナウンスされた。 

 

3.5.2.6 WG6（CO2-EOR）（WG3（貯留）との合同活動を除く） 

2019 年 6 月に開催された第 13 回 ISO/TC265 総会（キャスパー、米国）において、WG6 に対

して、新しいNWIP(New Work Item Proposal)の提示を求める通告がされた。この通告を受けて、

WG6 事務局は、2019 年 6 月に 3 つの候補案を提示し、その選択のために WG6 専門家による投

票を行うことを決定した。2019 年 8 月、9 月の 2 回にわたる投票の結果、新しい TR (Transition 

EOR to Storage)が選択された。2019年12月にCIB(Committee Internal Ballot)投票が実施され、

2020 年 1 月、WG6 事務局案が正式に承認され、TR 開発に進むこととなった。2020 年 3 月に第

1 回会合（kick off）が開催される予定となっている。 

 

3.5.2.6.1 WG6 テレコンファレンス（8/14） 

(1) 日程：2019 年 8 月 14 日 

 

(2) 出席国：日本、米国、ノルウェー、カナダ 

 

(3) 議題、主な意見、決定事項 

‒ NWIP（新規提案）の説明について  

① Proposal 1 (LCA) 

・LCA をタイトルに入れているのは、WG5 に EOR に係る LCA に勝手な定義をさせず、

WG6 独自による定義としたいためである。ISO14040 で定義されている LCA の定義に従

う。今回の対象は、広義の LCA とせず、Gate to Gate のみを取り扱いたい。 

  ・米国 45Q 関連の協議などでもこの点が問題となっているので、このような問題に関する

TR または IS は時期的に適切である。 

② Proposal 2 (EOR to CCS) 

・EOR から CCS に移行するのは、既存施設の有効活用から多くの利点がある。 

・法制面では、EOR と CCS は全く異なる場合もあり、本 TR では、技術的側面と法制的側

面の両方をカバーしたい。 

③ Proposal 3 (Offshore CO2-EOR) 
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・45Q 以降、米国では CO2-EOR の関心が高まっている。 

・海上油田への適用も視野に入ってきているので、タイミング的にも TR 開発は適切である。 

 

‒ 以下、質疑応答。（以下 Q：質問、A：回答、C：コメント） 

 Q：Proposal 3 は、ANSI(米国国内基準)を目的にしているのか。 

  A ：あくまでも、ISO として国際標準を目指しているが、当面は TR に留まると考えている。 

  C：Proposal 1 は微妙な問題をはらんでいるので優先順位を下げるべき。むしろ、優先順位

が高いのは Proposal 2 と 3 である。 

  C：確かに Proposal 1 は微妙な問題があるが、WG5 が勝手に LCA の基準を策定することを

防ぐ意味合いもあるので、WG5 が動き出す前に、WG6 が EOR についての LCA の考え

方を規定すべき。 

 C：LCA 論議には色々と問題がある。Proposal 2 の中に、Proposal 1 が指向する方向性を取

り込むこともできるのではないか。 

  C：Proposal 1 の NWIP ドラフトには、TR ではなく、IS を目指すような記述もあるので、

TR を指向するならば変更すべき。 

  A：NWIP のドラフトは WG6 のメンバーとの協議に付するため、拙速となり現時点では色々

な問題があるが、今後 clean up していく。 

  Q：Proposal 1 で Gate to Gate に限定することは賛成であるが、具体的な中身として考えて

いるのは、ISO27916 では「Loss」に限定した Quantification を、「Emission」に拡大

することなのか。 

 A：もっと広い範囲を考慮していたが、Gate to Gate に限定すると、ご指摘の通り、「Emission」

に関する部分がメインになると思う。 

  Q：Proposal 2 は、特に米国内の法制上 EOR と CCS は全く別の取り扱いとなっていること

から、米国内では移行は難しいとされている。この TR の指向する方向は、むしろ米国

以外、国際的な適用なのか。 

  A：その通り。欧州ではこのような移行も視野に入ってきている。ただし、米国内でのこの

ような適用を考えた場合の提言くらいは含まれると思う。 

  Q：Proposal 3に関しては、海上油田へのCO2-EORは実際例が非常に少ない。これはFlowline

の敷き替え等の CAPEX の多さも一因であるが、内容的にはどのような TR を指向するの

か。 

  A：コスト面のみならず、ISO27916 で規定した内容が Offshore でも適用可能か検証すべき

と考えている。45Q 改正以降、Offshore 油田への CO2-EOR 適用が多く取り沙汰されて

いるので、このような TR は有益と考えている。 

  Q：Proposal 1 の内容について、「Emission」が中心になるのかとの質問で、「Emission」は

CO2限定か GHG 全般をかんがえているのか？ 

  A：あくまでも、CO2限定の「Emission」を考えている。実は石油開発会社も、EPA 等にこ

のような CO2Emission 数値を報告していると認識している。特に、EOR においては、

メタンの取り扱いが問題となるので、GHG 全般に拡大させるのは得策でない。 
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‒ 以上の議論の結果、以下に合意した。 

・ISO 本部事務局と連絡し、WG6 のエキスパート全員を対象として、どの Proposal を提出

すべきかについて、今後 2 週間以内に投票を実施し決定する。 

・投票形式などの細目については、WG6 のコンビーナおよびセクレタリに一任する。 

 

3.5.2.6.2 WG6テレコンファレンス（3/13） 

(1) 日程：2020 年 3 月 13 日 

 

(2) 出席国：米国、カナダ、日本、フランス、サウジアラビア、ノルウェー、オランダ、英国、 

豪州 

 

(3) 議題、主な意見 

‒ 米国エキスパートより、各々、本 TR 開発のプロジェクトリーダーおよびセクレタリを担当

する旨、紹介があった。 

 

‒ NWIP(TR; EOR to Storage)の Review 

① Scope; 以下の主要 3 項目について記載する。 

・Technical Differences between CO2-EOR and CCS 

・Legal and Regulatory Differences between CO2-EOR and CCS 

・Financial Considerations; Incentives and costs related to transitions 

② Timeframe; 24 Months (2 years) Tracks 

・Expected WD (Working Draft); July 2020 

・CD Submission; January 2021  

・Publication; January 2022 

③ Title; Carbon Dioxide Enhanced Oil Recovery (CO2-EOR) – Transition from EOR to 

Storage 

    (主な議論) 

・CO2-EOR, Storage の事例(Case Studies)として、米国、欧州、カナダ、日本、サウジ

等）が挙げられているが、中国も加えるべき。 

・Title に、CO2-EOR となっているが、EGR (Enhanced Gas Recovery)、および depleted 

reservoirs への gas injection は含まないのか。また、CO2-EOR associated storage で

はないのか？一方、Storage は、dedicated storage ではないのか。 

・CO2-EOR は、CCUS とすべき。CCUS は広義で、CO2-EOR を含む。 

・Title や Scope は、NWIP の CIB 投票ですでに承認されているので、ISO の規則では、

大幅な変更は許されないのではないか。 

・Title や Scope の変更は、将来、WG6 内に設立予定の”Scope Committee”にて議論す

る。 
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・本 TR は、WG4 の Quantification と競合する可能性があるから、WG3 や WG4 の成

果物との違いを明確にしておくことが望ましい。 

 

‒ Table of Contents (ToC)に関する議論 

CIB 投票で承認を得ている ToC は、以下の 12 章からなる。 

1. Introduction 

2. Terms and definitions 

3. Site evaluation, integrity and monitoring; technical comparison between CO2-EOR 

and CCS 

4. Legal and regulatory comparison between CO2-EOR and CCS 

5. Technical properties and rationale for a CO2-EOR complex to continue its operational 

life as a CCS storage site after end of life for the oil producing operations 

6. Technical and operational criteria for transmitting a CO2-EOR project to a CCS 

project 

7. Legal and operational criteria for transitioning a CO2-EOR project to a CCS project 

8. Preparing the reservoir for transition in order to re-optimize the oil field for storage 

9. Costs and other financial aspects of transitioning from a CO2-EOR project to a CCS 

project 

10. Monitoring and accounting 

11. Reuse of infrastructure; Abandonment of infrastructure 

12. Legal and operational liability for CO2 leakage after transitioning 

議論の結果、上記の章に、以下の 3 章を加えることで、TR Draft を作成する。内容につい

ては、Scope Committee にて協議する。 

（追加する章） 

・CCS-EOR Policy and Situation 

・Comparison of WG6 output versus WG3 and WG4 

・Scenario Discussion 

 

‒ 今後の進め方 

・Chapter リーダー方式を用いる。Chapter (章)ごとに、リーダーおよびメンバーの参加

を募る。 

・各専門家は、ドラフトに記載されているどの章に参加できるか、または Chapter リーダ

ーとして貢献する意思があるか否かを返信すること。 

・TR 全体の構成、内容に関しては、”Scope Committee”を設立し、協議する。 

・次回 Zoom 会議の開催日程については、追って、専門家の都合を聞いて決定する。 

 

‒ その他の議論・要望 

・本 Zoom 会議直後に、ISO 本部より、2020 年 6 月の第 14 回 ISO/TC265 総会（レジャ
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イナ、カナダ）の延期通達があった。総会の延期に伴い、上記 Timeframe (特に、CD の

提出までのスケジュール)が窮屈になることが懸念される。 
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3.6 関連するその他の活動 

3.6.1 各国の動向調査および調整 

3.6.1.1 WG1 各国動向の情報収集（9/18～9/19） 

(1) 目的：  

 WG1 のドイツならびにフランスエキスパートに対して、ISO27919-2 開発についてこれま

での編集状況等について説明するとともに、開発期間を 36 ヶ月から 48 ヶ月へ変更および

DIS の CIB 投票において賛同を得る。また、TR27922（セメント産業回収技術）の開発状況

を説明し、開発活動へ協力を要請する。さらに、ISO 開発に係る情報や CCS 回収動向につい

て情報収集する。 

 

(2) 日程：2019 年 9 月 18 日～19 日 

 

(3) 訪問者：WG1 日本エキスパート、WG1 コンビーナ、WG1 事務局（RITE） 

 

(4) 訪問先： 

① 9 月 18 日：Siemens, エルランゲン、ドイツ 

② 9 月 19 日：EDF, パリ、フランス 

 

(5) 概要： 

① 9 月 18 日 

‒ ISO27919-2 の開発についてこれまでの編集状況、開発期間を 36 ヶ月から 48 ヶ月へ変更お

よび DIS の CIB 投票について説明した。ドイツエキスパートは、内容を確認し前向きに検

討、投票する方向で調整することになった。ドラフトの 6 章から 8 章はレビューして、コ

メントすることになった。 

‒ TR27922 の開発状況を説明し、開発活動へ協力を要請した。ドイツのセメント協会に情報

は共有しているが、今のところ参加する意思はないとのこと。今後の情勢次第では、タイ

ミングにより専門家の参加もあり得る。 

‒ ドイツにおけるエネルギー政策として、GHG 排出や CCS に関する状況は、CO2排出量削

減目標は CCS なしでも達成可能と見込んでおり、CCS は必要ではないと考えられている。 

② 9 月 19 日 

‒ ISO27919-2 の開発についてこれまでの編集状況、開発期間を 36 ヶ月から 48 ヶ月へ変更お

よび DISの CIB 投票について説明した。フランスは今まで開発にかかわってきているので、

内容を把握しており、延長の必要性も理解しているので延長には当然賛成する。 

‒ TR27922 の開発状況を説明し、開発活動へ協力を要請した。ラファージュホルシムからの

エキスパートの後任者がいるので、次回会合には出席するように調整するとのこと。 

‒ フランスにおいては石炭火力を使わない方向ではあるが、欧州内のシステムを維持するた

めに最低限（2 基）は残すことになるだろう。CO2排出量は鉄鋼産業が一番多く、次にセメ

ント産業となっている。 
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3.6.2 日本がコンビーナとなる回収および貯留の TC・WGの運営を支援 

(1) WG1 関連 

日本のコンビーナの WG1運営を支援するため、以下の活動を実施した。 

 

① 規格開発に関する主だった打ち合わせ 

今年度は発電分野における回収装置の信頼性・可用性に関する IS27919-2 の開発を推進し、

平行してセメント分野の TR27922 の WD 開発を進めた。以下のような会合や調整打ち合わせ

を開催し、日本が中心となって回収分野の規格化を進めた。下記のリストは国際関係の会合の

主だったものであり、これらの会合の前後には、主に国内メンバーを中心に事前打ち合わせを

開催して作業を進めた。 

 

‒ ISO/TC265 第 18 回 WG1 会合（キャスパー、2019 年 6 月 10 日－11 日） 

27919-2 については CD に向けてドラフトの議論を行った。またセメント産業の代表によ

って準備されたセメント分野の回収技術に関する TR27922 のシードドキュメントの議論

を行った。 

 

‒ WG1 Zoom 会合（2019 年 8 月 5 日） 

27919-2 の各章に関して進捗状況の確認とドラフト修正状況について議論を行った。 

 

‒ 欧州各国専門家との打ち合わせ（ドイツ／フランス、2019 年 9 月 18 日－19 日） 

27919-2 の開発を加速させるためにドイツ、フランスを訪問し、27919-2 の主だった開発

メンバーと、ドラフト内容について詳細な議論を行ない、今後引き続き協力して開発して

いくことになった。 

 

‒ ISO/TC265 第 19 回 WG1 会合（パリ、2019 年 12 月 9 日－12 日） 

27919-2 の CD ドラフト並びに CD 投票に向けてのワークプランを議論した。当初の開発

期間 3 年を 4 年に変更した新たなスケジュールについて議論した。CD 投票開始の期限に

向けて早急に進めていくことで了承された。セメント分野の TR27922 に関しては、WG1

メンバーによるレビュー結果の議論を行い、DTR 投票に向けて解決すべき課題を整理した。 

 

‒ 豪州エキスパートとの打ち合わせ（ニューキャッスル、2020 年 1 月 14 日－15 日） 

27919-2 に関する多くの技術的課題を提案していた豪州の専門家と、残課題を解決するた

めの打ち合わせを行った。特にドラフトの記載内容の簡略化の提案に対して該当する章に

ついて詳細な議論を行った。 

 

‒ 米国エキスパートとの打ち合わせ（ピッツバーグ、2020 年 2 月 18 日－19 日） 

期限が迫った 27919-2 の CD 投票に向けてドラフトの残課題の議論を行ない課題を解決、
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合わせてドラフト文章の簡略化を実施した。 

 

② 上記各 WG1 会合の会議運営 

各会合の開催前に開催国のホスト側と調整し、会議場の手配、メンバーの招集等を行い、会

合においては会議運営を行った。 

 

③ 27919-2 の編集作業 

‒ 27919-2 について上記①の各会合に従って編集作業を進めた。以下がリリースした文書。 

キャスパー会合（6 月） 前 WG1 N0390 (CD 27919-2 V1.2)  

     後   WG1 N0380 (CD 27919-2 V1.2_rev1) 

Zoom 会合（8 月）   WG1 N0394 (CD 27919-2 V1.3) 

パリ会合（12 月）     前 WG1 N0418  (WD 27919-2 V2.1_rev2) 

                      後   WG1 N0422  (WD 27919-2 V2.1_rev5) 

 

④ TR27922 の編集作業 

‒ TR27922 について上記①の各会合に従って編集作業を進めた。以下がリリースした文書。 

第１回レビュー（5 月－6 月）  WG1 N0373 (TR27922 WD ver.0)  

   第２回レビュー（9 月－10 月） WG1 N0401 (TR27922 WD ver.1) 

パリ会合（12 月）      WG1 N0418  (TR27922 WD ver.2) 

DTR 投票 (2020 年 3 月)  WG1 N0430  (DTR27922) 

 

 (2) WG3 関連 

日本のココンビーナは TR27923 の開発活動においてプロジェクトリーダーを務めている。その

ため、TR の原稿執筆の調整のみならず、WG3 と WG6 の合同会合においてアジェンダ作成、会

議資料の準備、会議運営、課題のとりまとめなどで主要な役割を担っている。国内事務局はその

支援のために主に国際会合の前後において打ち合わせを実施している。今年度は合計 7 回、ココ

ンビーナとの打ち合わせ会議を実施した。 

今年度行った支援に関する活動と内容は以下の通り。 

①  第 9 回 WG3 および WG6 合同会合（キャスパー、米国）における TR 原稿のまとめ、今

後の作業スケジュールの見直し等について事前打ち合わせを行い、問題点等について結果

を確認し、情報を共有した。 

②  第 10 回 WG3 および WG6 合同会合（サンタモニカ、米国）開催にあたって、事前に集

めた原稿に関する問題点、改善点等について意見交換を行った。そのほか、引用図面類に

係る著作権問題について打ち合わせた。本会議後、追加要請のあった原稿の日本分担分に

ついてその執筆方法について協議を行った。 

③  執筆担当者電話会議（ほぼ毎月開催）の議事運営の支援を行うとともに、指摘された課題

の取りまとめについて手助けした。 

④  日本側執筆担当部分については、日本側関係会社、委員に作業分担を割り当てるに際して、
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執筆方法に関する助言を行う等の支援を行った。 
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3.6.3 投票関係 

今年度 CAG および各 WG から提案されて投票にかけられた件名に対して国内関係者で検討を

実施し、国内審議委員会の承認を得て日本案として投票を実施した。 

 

（1） ISO27919-2開発期間延長の検討と投票 

関連 WG：WG1 

文書番号：ISO/TC265 N284 

タイトル：CIB to approve development track change of 27919-2 from 36 to 48 months 

種 別：CIB 

投票日：2019 年 12 月 5 日 

投 票：賛成 

 

各国の投票結果は以下のとおり。 
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（2） TS27924 タイトル変更の検討と投票 

関連 WG：WG5 

タイトル：CIB to change title of ISO/TS27924 

種 別：CIB 

投票日：2019 年 7 月 5 日 

投 票：賛成 

 

各国の投票結果は以下のとおり。 
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（3） WG5 コンビーナ投票の検討と投票 

関連 WG：WG5 

文書番号：ISO/TC265 N275 

タイトル：CIB to approve Aicha El Khamlichi as WG5 Convenor 

種 別：CIB 

投票日：2019 年 7 月 8 日 

投 票：棄権 

 

 各国の投票結果は以下のとおり。 
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（4） EORから貯留への移行に関する TRの Technical Report Proposalの検討と投票 

関連 WG：WG6 

文書番号：ISO/TC265 N286 

タイトル：TC265 approval to proceed with a TR - Carbon dioxide enhanced oil recovery 

(CO2-EOR) - transitioning from EOR to storage 

種 別：Technical Report Proposal 

投票日：2020 年 1 月 10 日 

投 票：賛成 

 

各国の投票結果は以下のとおり。 
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3.6.4 ISO/TC265 事務局、ISO中央事務局との調整 

(1) WG1 関係での各手続き 

今年度は、WG1 で開発している 27919-2 及び TR27922 に関して、工程を進めるにあたって

TC265 事務局と日程等に関して細かな調整を行った。 

 

① 27919-2 

‒ 2019 年 2 月に終了した CD 投票において承認された CD27919-2 に関して、今年度 DIS へ

向けて開発を続けた。2019 年 6 月の第 13 回 ISO/TC265 総会（キャスパー、米国）で、TC265

事務局から予定どおりの日程の確保が難しければ、何らかの対策を実施するように提案さ

れた。TC265 の事務局から、ISO のプロジェクト日程管理が自動化されていて、期限を過

ぎると自動的にプロジェクトがキャンセルされることを避けたいと説明を受けた。 

‒ 当初予定の 2019 年 9 月までに DIS 登録が実現できない場合は、それ以降 6 ヶ月の間にな

んらかのアクション（TS／TR 化）を起こす必要がある。2019 年 6 月のキャスパー総会に

おいては、まだ残りの時間があったために予定変更は行なわなかった。 

‒ 開発を継続したが、予定の 2019 年 9 月までにドラフトの記載内容に関して WG1 内での合

意が得られなかった。 

‒ TC265 事務局と調整し、開発期間を 3 年から 4 年に変更する対策を行うことになり、この

変更を提案し TC 内の投票結果（2020 年 12 月）で了承をもらった。WG1 としては DIS 登

録時期を単純に１年後ろへ遅らせる案を提案したが、TC 事務局及びジュネーブの中央事務

局からは目標時期はもっと前倒しにすべきとの提案を受けて、調整の結果変更後の日程は

以下のようになった。DIS 登録（2020 年 2 月）、DIS 投票終了（2020 年 6 月末）、FDIS ド

ラフト提出（2020 年 11 月中旬）、出版（2021 年 5 月）。 

 

② TR27922 

セメント分野の回収技術の TR を開発し、DTR 投票をかける段階で TC265 事務局から WG1

におけるコンセンサスがとれているかどうかの確認をするように要請された。これはキャスパ

ー総会で他の WG においてコンセンサス問題が発生したための対策である。そこには２週間の

確認期間をおいてコンセンサスをとるようになっていたが、キャスパー総会においては TR 開

発に適用するかどうかに関してはまったく議論されてきていないとのことで調整を行い、コン

センサスの確認のための新たな仕組みを適用することなく進めることで TC 事務局からの了解

を得た。 

 

3.6.5 ISO標準の適用についての検討 

 回収の ISO27919-1、貯留の ISO27914 等の国際標準の発行に伴い、今後の展開として JIS 化、

強制規格、任意規格、認証等の検討が必要になるが、今年度は大きな進展がなかった。 

 

3.6.6 調査 

国内における標準化の議論を進めるにあたって、以下を実施した。 
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① 日本規格協会が開催する ISO 上層委員会報告会へ参加し、ISO 上層委員会（ISO/TMB（技術

管理評議会）、ISO 理事会等の動向を的確に把握するとともに、日本規格協会からの ISO 活動

に関するガイダンス等を受けるため、第 1 回報告会（2019 年 4 月 15 日）、第 2 回報告会（2019

年 7 月 22 日）、第 3 回報告会（2019 年 10 月 29 日）に出席した。 

 

② 標準化を進める中で生じた疑問点、わらかない点等に関し、都度日本規格協会の担当者へ問い

合わせを行って解決した。 
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3.7 文献調査 

（1） 回収関連 

規格開発で参照、引用すべきと判断した以下の規格類について、平成 29 年度から引き続き、そ

の内容を編集関係者や関連諸会議で精査した。 

・DNVGL-RP-A203 (2011), Technology Qualification 

・DNVGL-RP-J201 (2010), Qualification Procedures for CO2 capture technology 

・ISO 3977-9 (1999), Gas turbines -- Procurement -- Part 9: Reliability, availability, 

maintainability and safety 

・IEC_60050-191 (1990), Dependability and quality of service および amendment 

・IEC_60050-192 (2015), Dependability および amendment 

・ASME RAM-1-2013  (2013), Reliability, Availability, and Maintainability of Equipment 

and Systems in Power Plants 

・IEEE Std 762-2006 (2006), IEEE Standard Definitions for Use in Reporting Electric 

Generating Unit Reliability, Availability, and Productivity 

・IEEE Std 902-1996 (1996), IEEE Guide for maintenance, Operation, and Safety of 

Industrial and Commercial Power Systems 

・IEC-60300-3-12 (2011), Dependability management - Part 3-12: Application guide - 

Integrated logistic support 

・IEC-60300-3-10 (2001), Dependability management - Part 3-10: Application guide - 

Maintainability 

・IEC-60706-2 (2006), Maintainability of equipment - Part 2: Maintainability requirements 

and studies during the design and development phase 

・IEC-60706-3 (2006), Maintainability of equipment - Part 3: Verification and collection, 

analysis and presentation of data 

・IEC-60706-5 (2007), Maintainability of equipment - Part 5: Testability and diagnostic 

testing 

・ IEC-60300-3-11 (2009), Dependability management - Part 3-11:Application guide - 

Reliability centred maintenance 

・IEC-61703 (2016), Mathematical expressions for reliability, availability. maintainability 

and maintenance support terms 

・IEC-61160 (2005), Design  review 

・IEC-62308 (2006), Equipment reliability-Reliability assessment methods 

・IEC-60300-1 (2014), Dependability management-Part1:Guidance for management and 

application 

・JIS Z 8115 (2019), ディペンダビリティ(総合信頼性）用語 

・JIS C 5750-1 (2010), ディペンダビリティ マネジメント－第１部：ディペンダビリティ マ

ネジメントシステム 

・JIS C 5750-2 (2010), ディペンダビリティ マネジメント－第 2 部：ディペンダビリティ マ
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ネジメントのための指針 

・IEC-62278 (2002), Railway application-Specification and demonstration of reliability, 

availability, maintainability and safety (RAMS) 

 

（2） QV 関連 

Q&V 分野の IS27920 開発に関して調査した文献は以下の通りである。 

・ISO/IEC 17029:2019：Conformity assessment -- General principles and requirements for 

validation and verification bodies 

 

（3） CCI 関連 

WG5では、CO2 Stream Composition 分野のDTR27921、リスクマネジメント分野のTS 27924 

を編集する過程で文献調査を実施した。調査した文献は下記の通りで、その内容の一部は各文書

に反映されている。 

① 国内関連 

・環境省：海洋汚染等および海上災害の防止に関する法律 

・環境省：特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可の申請に係る指針 (2008). 

・特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令 (2007 年環境省令第 23 号） 

・特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可の申請に関し必要な事項を定める件（2007 年環境省

告示第 83 号） 

・安部慶三：地球温暖化対策としての二酸化炭素海底下地層貯留～海洋汚染等および海上災害

の防止に関する法律の一部を改正する法律案～, 立法と調査 2007.4 No.267, pp. 93-96 

・経済産業省産業技術環境局: CCS 実証事業の安全な実施にあたって (2009). 

・東京海上日動リスクコンサルティング㈱：リスクマネジメントに関する国際標準規格

ISO31000 の活用 

・佐々木 孝（2015）：国内外 CCS プロジェクトの分離回収プロセス、化学工学、79, 826-830 

・科学技術振興機構低炭素社会戦略センター（2016）：CCS（二酸化炭素回収貯留）の概要と

展望－ CO2分離回収技術の評価と課題－ 

・田中豊（2017）：苫小牧 CCS 実証試験の現状、Petro Tech, 40, 758-763 

② ISO 関連 

・ISO 27917（2017）：Carbon dioxide capture, transportation and geological storage — 

Vocabulary— Cross cutting terms 

・ISO/TR 27915 (2017)：Carbon dioxide capture, transportation and geological storage — 

Quantification and verification 

・ISO/TR 27918（2018）：Lifecycle risk management for integrated CCS projects 

③ 海外機関関連（ISO 以外） 

・IPCC (2005): IPCC special report on carbon dioxide capture and storage. 

・DOE (2011): Communication/Engagement, Toolkit for CCS project  

・DOE NETL (2017): Best practice of public outreach and education for carbon storage 



332 

 

project 

④ その他 

・A.Tanaka, Y.Sakamoto, D.Mayumi, H.Higashino, et al: Schematic Feasibility Study of 

Bio-CCS Technology, Energy Procedia, Vol.63, pp.8062-8068 (2014) 

・M.G.Morgan,S.T.Mccoy, et al: Carbon Capture and Sequestration (2012) 

・M.Mohitpour, et al: Pipeline Transportation of Carbon Dioxide Containing Inporities 

（2012) 

 

3.8 今年度の活動のまとめ 

これまで述べたように、ISO/TC265 の今年度の活動に対し、国内の各関連ワーキンググループ

の活動を関連させ、以下の国際および国内の取組を行った。また、今年度末時点の各 WG におけ

る規格化の状況を図 3.8-1 にまとめる。 

 

図 3.8-1 各 WGの規格化の状況 

 

3.8.1 回収分野 

（1） 回収技術の International Standard 開発 

Carbon dioxide capture -- Part 2: Evaluation procedure to assure and maintain stable 

performance of post-combustion CO2 capture plant integrated with a power plant 

CD 投票（2 月 11 日期限）の結果、DIS 開発への承認条件を満たし、第 12 回 ISO/TC265 総会

（バーチャル）（2 月 28 日～3 月 1 日）において、豪州の投票時コメントへの対応を着実に行う
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ことを前提に DIS 開発に着手した。2019 年 3 月の第 17 回 WG1 会合（ワシントン DC、米国）

で、CD 投票時コメントに対する WG1 見解について議論、それらをドラフトに反映するため章別

エディターを再編成して DIS 投票に向けたドラフト編集を開始した。本年度、国内においては、

計 6 回の回収 WG（第 43 回～第 48 回）を開催し、WG1 は、6 月に第 18 回 WG1 会合（キャス

パー、米国）、8 月にテレコンファレンス、12 月に第 19 回 WG1 会合（パリ、フランス）、2 月に

Ad-hoc WG1 会合（ピッツバーグ、米国）と計 4 回の会合を開催した。 

4 月時点では、半年後の DIS 投票のスケジュールの見直しは行わず、WG1 エキスパート国内編

集委員を中心に WG1 編集委員とともに、WG1 ワシントン会合のコメント見解を反映したドラフ

ト Ver.1.1 を作成した。その後 WG1 キャスパー会合および WG1 テレコンファレンスの議論に沿

って、各コメントの見解への対応を決定、9 月にドラフト Ver. 2.0 を完成した。 

しかし、DIS 登録期限が 2019 年 9 月であり、各コメント見解の本文への反映、記載の構成や

内容の編集についてなお改訂すべき課題を有したため、10 月に WG1 エキスパート各国の意向を

確認したうえで、開発期間を 36 か月から 48 か月に変更することとした。 

WG1 パリ会合、さらに 2020 年 1 月と 2 月に、豪州および米国のドラフト編集委員であるそれ

ぞれの WG1 エキスパートと編集会議を開催し、ドラフト最終版に向けた編集を行った。 

 

（2） 回収技術の Technical Report 開発 

Carbon dioxide capture — Overview of carbon dioxide capture technologies in the cement 

industry 

ノルウェー主導で進めていたセメント産業の文書開発については、WG1 オランダエキスパート

がコーディネートする編集グループが TR 開発のためのベースドキュメントを作成することにな

り、ドラフト開発を進めた。5 月にベースドキュメントが完成し、WG1 キャスパー会合で議論、

各国からのコメントに対してオランダエキスパートを中心とする編集担当グループにより WD 

Ver.1.0 が完成した。WG1 パリ会合において、WD Ver.1.0 に対して集約した WG1 エキスパート

からのコメントに対して編集を行い、DTR ドラフトが完成、TC265 事務局に DTR 投票を申請し

た。 

 

（3） 中国提案の新規 IS 開発 

中国提案の新規 IS 開発提案（化学吸収液の性能指標および評価法の標準化）について、第 19

回 WG1 会合（パリ、フランス）で説明を受けた。ISO27919-1 との関係や回収技術のプロセスや

仕様の差異が大きいために標準的な評価法を規定するなどは困難との判断から、中国に再度内容

の推敲を促した。 

 

3.8.2 輸送分野 

（1） 過去に出版された CO2輸送に関する ISのメンテナンス 

2016 年に出版した ISO27913（パイプライン輸送システム）の定期見直し（5 年毎）の予定と

して、WG2 セクレタリの想定として、2021 年の第一四半期に議論を始め、2021 年 9 月頃に終了

することを考えていることを確認した。 
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（2） フローアシュアランス TR の開発主管移管に関する意見具申 

2019 年 6 月に開催された第 13 回 ISO/TC265 総会（キャスパー、米国）において、WG2 に対

して、新たな NWIP の提示が求められた。一方、キャスパー総会後、WG5 で開発中のフローア

シュアランス TR のプロジェクトリーダーより、TR スコープの再考（パイプライン部分に縮小）

および主管 WG の検討（WG5 or WG2）について問題提起された。 

これらを踏まえ、日本より、TR を効率的に開発するためには、スコープ縮小のうえで WG2 に

移管すべき旨の意見を提出した。 

 

3.8.3 貯留分野 

 (1) 国際の状況  

テクニカルレポート（TR27923）は、2018 年度の第 7 回 WG3 および WG6 合同会合（パリ、

フランス）にて正式に WG3 と WG6 の共同で TR を開発することが合意され、その後、第 8 回

WG3 および WG6 合同会合(ワシントン DC、米国)において、提出された初稿のレビューが行わ

れ、その結果、全体目次の組み替えが行われ、次回キャスパー総会までに初稿(WD1)を提出する

よう要請があった。 

 第 9 回 WG3 および WG6 合同会合（キャスパー、米国）において、提出された初稿（WD1）

をコンパイルし協議を行った。次回のFace to Face合同会合を 2019年 12月に開催することとし、

合同会合までに初稿(WD1)を完成し、提出（期限 11 月 14 日）することで合意した。また、今後

のスケジュールの見なおしを行い、次回 Face to Face 会合を 12 月 3～5 日（開催場所は未定）に

開催し、TR27923 の発行目標時期を 2020 年末（従来は 2020 年央）に変更することで合意した。

さらに、月に１回程度の頻度で、PL（パネルリーダー）による電話会議を開催（開催時期は、5/2、

6/6、7/22、9/12、10/24、1/16、2/5、3/11）し、TR27923 の進捗状況および課題について協議を

行った。 

 第 10 回 WG3 および WG6 合同会合(12 月 3～5 日、米国、サンタモニカ)において、全章に亘

って提出された初稿（WD1）について協議を行った。その結果、Decommissioning の章を Legal 

Framework と Decommissioning に分割し、Legal Framework を新しい章とすること、章立て

を更新すること、ANNEX に引用されるプロジェクトの要約を添付すること、および Standards & 

Recommendations を ANNEX に記載すること等が合意された。また、プロジェクトの要約に記

載される項目について協議した。また、今後のスケジュールについて協議した結果、TR27923 の

第 2 稿(WD2)を、１月 31 日までに提出すること、2 月 1 日以降は Editorial Committee が WD

を編集し、4 月末までに第 3 稿(WD3)を編集完了すること、次回 TC265 総会までに DTR を完成

すること等を合意した。 

 

(2) 国内の状況 

国内では TR27923 開発の実務対応として、特に Well Infrastructure、Non-Well Infrastructure、

および Monitoring の各章において原稿を執筆した。原稿執筆の際には、国内の委員を招集し、執

筆方針および内容（日本の事例）について議論する編集会議を合計 13 回開催した。 
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WG6 との共同開発が正式に合意されたことを受けて、国内においても CO2-EOR WG との共同

で会合を開催することとした。その結果、貯留 WG と CO2-EOR WG の合同会合を 3 回開催した。

これらの合同会合はキャスパー会合、サンタモニカ会合の前後において開催され、事前にはこれ

ら国際会合に臨む方針などを協議し、事後には会合の結果が報告された。また、TR27923 開発の

進捗状況について報告された。 

 

3.8.4 Q&V分野 

(1) 国内ワーキンググループの開催 

Q&V 分野に関する Q&V・CCI WG を都内で 3 回開催し、当該分野で取り組んでいる IS であ

る ISO/DIS27920 についての議論を中心に検討を行った。 

国内 WG の開催にあたっては、日程の調整、会場の手配、WG 各委員の招集、議事内容の記録・

報告などの業務を行なうとともに、WG 各委員への意見照会や意見のとりまとめ等を行った。さ

らに、関連する法令、規格等を調査した。 

 

(2) ISO/TC265 総会、ISO/TC265 WG4 会合への参加 

第 13 回 ISO/TC265 総会および第 13 回 WG4 会合が、2019 年 6 月に米国、キャスパーで開催

された。ここでは、直前に発生した WG4 のリーダーシップに関する問題を議論するとともに、

DIS 27920（Q&V）に関して開発スケジュールについて議論された。DIS 27920 の編集は多数開

催されたテレコンファレンスにより進められ、2019 年 11 月 8 日に ISO 事務局で登録されて 2020

年 1 月 13 日～4 月 6 日の期間で投票に付された。編集作業に当たり多くのテレコンファレンスが

開催され、Q&V・CCI WG からエキスパートが参加した。 

本事業においては、TC265 総会および WG4 会合に国内 Q&V・CCI WG からエキスパートを

派遣するとともに、事務局として活動を支援した。 

 

(3) CCS 関連の規格化に関する各国の動向調査 

TC 会合関係者へのヒアリング等により、CCS 関連の Q&V 分野における規格化に関する各国

の動向調査を行った。上記調査内容を整理し国内 WG 等へ情報提供して国内での議論を支援した。 

 

3.8.5 クロスカッティングイッシュー分野 

(1) 国内ワーキンググループの開催 

CCI 分野に関する Q&V・CCI WG を都内で 3 回、またフローアシュアランス TR 開発アドホ

ックグループ会合を 1 回開催し、当該分野で取り組んでいる規格類についての議論を行った。 

国内 WG の開催にあたっては、日程の調整、会場の手配、WG 各委員の招集、議事内容の記録・

報告などの業務を行なうとともに、WG 各委員への意見照会や意見のとりまとめ等を行った。さ

らに、関連する法令、規格、文献等を調査した。 

 

(2)  ISO/TC265 総会、ISO/TC265 WG5 会合への参加 

第 10 回 WG5 会合が 2019 年 4 月にノルウェー、オスロで開催された。ここでは、CO2流組成
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に関する TR 27921 の編集作業を行うとともに、リスクマネジメントに関する ISO/TS 27924 の

開発の進め方について議論した。第 13 回 ISO/TC265 総会および第 11 回 WG5 会合が 2019 年 6

月に米国、キャスパーで開催された。ここでも引き続き、CO2流組成に関する TR 27921 の編集

作業を行うとともに、リスクマネジメントに関する ISO/TS 27924 の開発の進め方について議論

した。第 12 回会合が 2020 年 3 月にフランス、ポーで開催されることが計画されたが、新型コロ

ナウィルス感染拡大防止のため中止となり、代替としてテレコンファレンスが行われた。この他

にもテレコンファレンスが開催され、Q&V・CCI WG からエキスパートが参加した。 

WG5 の CO2流組成に関する ISO/TR 27921 の編集については、DTR 投票で付されたコメント

の対応とドラフトの修正がキャスパー会合でほぼ終了し、事務局による編集作業を経て 2019 年

11 月 18 日に出版用の原稿が ISO 事務局に登録され、発行待ちの状態になっている。 

リスクマネジメントに関する ISO/TS 27924 開発に関しては、新たに就任したプロジェクトリ

ーダー（フランス）の提案する計画について議論を重ね、他 WG から各サブシステム（回収・輸

送・貯留）のリスク情報を収集することから作業を始めている。なお、キャスパー会合において

TS 27924 の開発期間延長が承認され、2022 年 8 月が発行の期限となった。 

フローアシュアランスに関する TR については、2019 年 12 月に、ノルウェーのエキスパート

作成の第 1 ドラフトが提示され、エキスパートによるコメントの提出および議論が行われた。 

本事業においては、TC265 総会および WG5 会合に国内 Q&V・CCI WG からエキスパートを

派遣するとともに、事務局として活動を支援した。 

 

(3) CCS 関連の規格化に関する各国の動向調査 

TC 会合関係者へのヒアリング等により、CCS 関連の CCI 分野における規格化に関する各国の

動向調査を行った。また、WG5 の TS（Risk）、TR（CO2流組成）作成に必要な文献調査、国際

対応で必要な国内制度文献の抽出等の対応を行った。上記調査内容を整理し国内ワーキンググル

ープ等へ情報提供して国内での議論を支援した。 

 

3.8.6 CO2-EOR分野 

(1) 国際の状況  

2019 年 1 月 31 日に ISO27916（CO2-EOR）が発行された後、本年度は、TR27923 の開発を

行った。TR27923 開発においては、WG3 と共同で開発することが合意されて、第 9 回 WG3 お

よび WG6 合同会合(キャスパー、米国)、第 10 回 WG3 および WG6 合同会合（サンタモニカ、

米国）を WG3 と共同で開催した。これらの合同会合の結果については 3.8.3 貯留分野を参照のこ

と。 

2019 年 6 月に開催された ISO/TC265 総会(キャスパー、米国)において、TC265 事務局より、

WG6 に対して新規 NWIP(New Work Item Proposal)の提出を要請された。 

WG6 Secretary より、3 つの NWIP 候補が提案され、8/14 開催の電話会議にて、NWIP を決定

するために WG 専門家による投票を実施することに合意。2019 年 8 月 30 日および 9 月 18 日期

限の 2 回にわたる投票の結果、新しい TR (Transition from EOR to Storage)を選択し、

CIB(Committee Internal Ballot)投票を行うことを決定。2020 年 1 月 10 日に 、CIB 投票により
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新 TR 開発が承認された。 

 

(2) 国内の状況 

TR27923 開発に当たっては貯留 WG と合同会合を開催した。また実務対応グループにも

CO2-EOR WG メンバーが参加した。内容は 3.8.3 貯留分野を参照のこと。 

WG6 単独の新しい NWIP の検討に当たっては、提案のあった 3 つのプロポーザルの中から最

適案を選択するために、8 月 26 日に CO2-EOR WG による単独会合を開催した。協議の結果、

Option 2 (Transition from EOR to Storage)を選択し、WG6 専門家による投票に参加した。また、

会合に出席できなかった国内委員からも意見を募った。 

NWIP に係る CIB 投票においても、CO2-EOR WG の意見が十分に反映されていることが確認

されたので、CIB 投票案は Approve（賛成）としてコメント無しとした。 

今後、新 NWIP の開発にも、積極的に参加していく方針である。 
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3.9 今後の取り組み 

各 WG においては、今年度に引き続き既定のプロジェクトに加えて新たなプロジェクトを立ち

上げて標準化が推進されていく予定である。 

日本が標準化活動を主導してきた WG1 においては、発電プラントにおける燃焼後回収の性能

評価に関する ISO27919-1 の出版の後、同じく発電プラントにおける燃焼後回収の信頼性評価に

関する IS 開発が CD フェーズから DIS フェーズへ移行する直前まで進んでいる。2020 年度には

DIS 及び FDIS フェーズまで進めていく予定である。並行して発電分野以外の産業分野の一つと

してセメント分野における回収技術の TR を DTR27922 として開発を進めていき、2020 年度内

の出版をめざす。 

WG2 では、2016 年にパイプライン輸送に関する ISO27913 を発行し各国の国内標準に採用さ

れている。フローアシュアランスに関する TR 開発がクロスカッティング課題という扱いで WG5

へ移管されたことと、2018 年の第 11 回 ISO/TC265 総会（パリ、フランス）において船舶輸送に

関する標準化の検討が延期されたことから、現在具体的な開発テーマはない。当面 ISO27913 の

定期メンテナンスに向けて準備を行っていく。 

WG3 においては、2017 年に出版された貯留に関する ISO27914 と 2019 年に出版された

CO2-EOR に関する ISO27916 を補完する目的で、貯留に関する法的フレームワーク、坑井設計、

地上設備、操業、廃油田への CO2貯留、モニタリング、デコミッション等関する TR27923 開発

を帯水層貯留と CO2-EOR の２つの視点から WG6 と合同で進めていく。世界における CCS プロ

ジェクトの実例等も参考情報として盛り込まれていく。この TR は ISO27914(WG3)、

ISO27916(WG6)で記載できなかった範囲までを含んだものになり、これらの IS の定期見直し時

に役立つものとなる。 

WG4 においては、Q&V に関する ISO27920 の開発を行っており、2019 年度に DIS 投票に付

したので、これが承認されれば 2020 年度には FDIS を作成し投票にかけ、2020 年 12 月 8 日ま

でに発行する予定である。 

WG5 では、CO2流組成に関する ISO/TR 27921 の最終原稿が ISO 事務局に登録されたため、

2020年度は発行への動きをフォローする。リスクマネジメントに関するTS開発が開始され、2020

年度は 6 月にカナダ、レジャイナで開催される WG5 会合で議論され、開発が進められる予定で

ある。フローアシュアランスに関する TR については、今年度に具体的な開発が開始されたため、

今後の開発進行に参画する。 

WG6 においては、2019 年初めに ISO27916 が出版され、それを補完する目的で WG3 と合同

で TR27923 の開発を進めていく。さらに、CO2-EOR を行って石油生産が終了した後の設備を使

って CO2貯留へ移行する関連事項に関して TR 開発を開始している。 

 

各 WG において新規テーマの開発を続けていく。今年度末時点における各 WG におけるこれま

での歩みと、具体化している標準開発のスケジュールを図 3.9-1 にまとめた。CCS の各分野にお

いて具体的に進められていく標準化の作業に対し、日本としても積極的に参加し、これまでの知

見を活かしてより良い標準を作り、地球温暖化防止のために大気中へ排出される CO2削減に貢献

していく。合わせて将来の CCS に関する法整備のための準備、国際標準への準拠に関する認証等
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の検討を行い、CCS に関する日本の産業界の発展にも寄与していく。 

 

 

 

図 3.9-1  2020年 3月時点の標準開発スケジュール 
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