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【個別特集】CO2回収・貯留(CCS) 
 

CO2回収・貯留(CCS)関連の政策および技術動向(世界) 
（第 2 回 米国・オーストラリア・欧州） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 米国、欧州、オーストラリアにおける CCS 関連の政策、動向、技術開発状況 
3.1 米国 
3.1.1 政策 
オバマ政権は CCS プロジェクトに 24 億ドルの予算を計上した。米国エネルギー省

(United States Department of Energy：DOE)は、炭素隔離リーダーシップフォーラム

(Carbon Sequestration Leadership Forum：CSLF)、地域的炭素隔離パートナーシップ

(Regional Carbon Sequestration Partnerships)、FutureGen クリーンコール・プロジェ

クト(FutureGen Clean Coal Projects)、炭素隔離中核プログラム(Carbon Sequestration 
Core Program)という、CCS 関連の 4 つのイニシアティブに取り組んでいる。各プログラ

ムの詳細は以下のとおりである。 
 
炭素隔離リーダーシップフォーラム(CSLF) 

CSLF は、CO2のコスト効率の高い分離・回収と、効率の良い輸送を実現するための技

術改良に取り組む、国際的なイニシアティブである。このイニシアティブの目的は、世界

中で情報を共有し、技術開発を加速化することである。米国の研究者らは、このイニシア

ティブで承認されたプロジェクトのうち、オーストラリアのオトウェイ・プロジェクトや、

EU の CO2SINK プロジェクト、アルジェリアのインサラー・プロジェクト、カナダのワ

イバーン・プロジェクトなどに参加している。詳しくは下記の URL を参照： 
http://www.cslforum.org 
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地域的炭素隔離パートナーシップ 
地域的炭素隔離パートナーシップに関する情報は、下記の URL を参照： 

http://fossil.energy.gov/programs/sequestration/partnerships/index.html 
 
FutureGen クリーンコール・プロジェクト注1 

FutureGen クリーンコール・プロジェクトに関する情報は、下記の URL を参照： 
http://fossil.energy.gov/programs/powersystems/futuregen/index.html 
 
炭素隔離中核プログラム 
炭素隔離中核プログラムでは、「炭素隔離に関する新構想(Novel Carbon Sequestration 

Concepts)」として、エネルギー生産によって発生した CO2 を対象として、革新的な回収

手法や再利用・貯留技術の開発などが行われている。詳しくは下記の URL を参照： 
http://fossil.energy.gov/programs/sequestration/novelconcepts/index.html 
 
3.1.2 技術 
米国立エネルギー技術研究所(National Energy Technology Laboratory：NETL)の「炭

素隔離プログラム(Carbon Sequestration Program)」は、CCS 技術の向上を目指す取り組

みであり、次のような研究開発目標に重点が置かれている。 
 
1. 大規模排出源における CO2回収のコスト効率の向上 
2. 地中貯留された CO2の漏れやすさ（透過性）と、地球の生態系に影響を与える可

能性のある要因に対する理解の促進 
 
同プログラム下で実施された研究の成果は、既存の発電設備に導入できる効果的な CCS

技術を開発するために役立てられる。 
 
炭素隔離プログラムは、「中核的研究開発(core research and development)」および「実

証・展開(demonstration and deployment)」という技術開発の 2 本柱で構成されている。 
 
1. 中核的研究開発 

CO2 の回収、貯留、監視、削減のほか、その他の温室効果ガスの抑制および技術

進歩に焦点を定めた、研究所での研究やパイロット規模研究。 
2. 実証・展開 

商業的な開発に取り組むイニシアティブを後押しし、新技術の実際的なテストを

行う実証プロジェクト。 
 
                                                 
注1 NEDO海外レポート1018号「炭素隔離式の石炭火力FutureGenの最新状況(米国)」参照。 

(http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1018/1018-03.pdf) 
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NETL はまた、DOE の資金を用いて、政府、産業、大学、国際組織などとの共同プロ

ジェクトにも参加している。CO2回収プロジェクトの一覧は下記の URL を参照： 
http://www.netl.doe.gov/technologies/carbon_seq/core_rd/co2capture.html  
 
これらのプロジェクトには、たとえば次のようなものがある。 
 
1. CO2の燃焼前回収で利用できる、ポリベンゾイミダゾール(PBI)系膜システムの開発およ

び大規模化 
この研究の目的は、高温・高圧環境で作動する、経済的に実現可能な PBI 系回収シス

テムを開発することである。 
 
2. CO2回収に利用できる金属モノリス構造アミングラフトゼオライト 

このプロジェクトでは、金属モノリス（共連続構造体）と、アミン注2が結合したゼオ

ライト注3を一体化させた、革新的な CO2回収システムの研究が行われている。現行の技

術では CO2回収コストが高いため、石炭火力発電所に導入できる高効率で低コストな回

収技術の開発を目指している。 
 
3. 炭酸カリウムを吸収剤として利用する CO2回収技術 

このプロジェクトは、ピペラジン注4の混合された含水炭酸カリウムを使った、アルカ

ノールアミンで吸収・除去を行う CO2回収技術の改善を目指したものである。この取り

組みでは、従来のモノエタノールアミンを使った吸収プロセスよりも少ないエネルギー

で利用できる技術の開発を目指している。 
 
NETL はまた、これらと関連のあるガス分離プログラム(Gas Separation Program)にも

取り組んでおり、その成果は炭素隔離プログラムにも役立てられる。ガス分離プログラム

についての詳細は下記の URL を参照： 
http://www.netl.doe.gov/technologies/coalpower/gasification/gas-sep/index.html 
 

2008 年 11 月、DOE は、米国とカナダの炭素隔離状況を示す地図帳の第 2 版(Carbon 
Sequestration Atlas II of the United States and Canada)を発表した。この地図帳によれ

ば、米国とカナダにある油田、ガス田、炭層、含塩層を合わせると、3.5 兆トン以上の潜

在的な CO2貯留能力があるという。地図帳のダウンロードやインタラクティブ（対話型）

マップの閲覧は、下記の URL から可能： 
http://www.natcarb.org/ 
 
                                                 
注2 アンモニアの水素原子を炭化水素基で 1 つ以上置換した化合物の総称。置換した数が 1 つであれば第一級

アミン、2 つであれば第二級アミン、3 つであれば第三級アミンと呼ばれる。 
注3 ナノメートルレベルの孔が規則的に並んだ多孔性アルミノ珪酸塩の総称。 
注4 環状構造を持つアミンの一種。 
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オーストラリアの CO2CRC 注5が米国などで実施している実証プロジェクトの一覧： 
http://www.co2crc.com.au/demo/worldprojects.html 
 
今後実施される可能性のある CO2CRC プロジェクト： 
http://www.co2crc.com.au/demo/worldprojects_pro.html#giga 
 

CO2CRC のプロジェクトはオーストラリアなどの他国と連携して実施されているため、

これらのプロジェクトにおける技術進歩に関しては、3.2.2 の項で説明する。 
 
米国で実施されているその他のプロジェクトについては、下記の URL を参照： 
http://www.co2captureandstorage.info/cont_northamerica.php 
 
3.2 オーストラリア 
3.2.1 政策 
オーストラリア政府が実施している CCS プロジェクトへの支援には、次のようなもの

がある。 
 
- 連邦科学・産業研究所 (Commonwealth Scientific and Industrial Research 

Organisation：CSIRO)およびオーストラリア地球科学局(Geoscience Australia)
による貯留・回収技術の研究 

 
- CO2CRC など、共同研究センターへの資金提供 
 
- 政府と州政府や産業界が共同で開発した標準や枠組みの監視・評価 
 
- 低排出技術実証基金(Low Emissions Technology Demonstration Fund)を介した

低排出技術への資金提供（5 億豪ドル）と、再生可能エネルギープログラムに対

する資金提供（5 億豪ドル超） 
 
- 「国連気候変動枠組み条約(United Nations Framework Convention on Climate 

Change：UNFCCC)」および「気候変動に関する政府間パネル(Intergovernmental 
Panel on Climate Change：IPCC)」に対する支援 

 
- 「炭素隔離リーダーシップフォーラム(Carbon Sequestration Leadership Forum：

CSLF)注6」および「クリーン開発と気候に関するアジア太平洋パートナーシップ

(Asia-Pacific Partnership on Clean Development and Climate：APP)注7」への参加 
                                                 
注5 Cooperative Research Centre for Greenhouse Gas Technologies（温室効果ガス技術・共同研究センター）. 

オーストラリアの政府系研究機関。 
注6 www.cslforum.org 
注7 http://www.app.gov.au/ 
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2008 年 12 月、オーストラリア政府は国内排出量取引制度(Carbon Pollution Reduction 

Scheme：CPRS)に関する白書「Carbon Pollution Reduction Scheme: Australia’s Low 
Pollution Future」を発表した。この制度が導入されると、同国の各事業者は CO2の排出

に対して代金を支払わなければならなくなり、CO2 排出量を抑制することが可能になる。

政府は、2050 年までに、国内の CO2汚染レベルを 2000 年の 60%減とする目標を定めて

いる。オーストラリアの CO2 削減戦略は、国内排出量取引制度 (Carbon Pollution 
Reduction Scheme)、再生可能エネルギー目標(Renewable Energy Target)、再生可能エネ

ルギーおよび CCS への投資、エネルギー効率への取り組み、の 4 つである。政府は、2010
年 7 月 1 日から国内排出量取引制度を開始することを予定している。 
 
同白書についての Fact Sheet は下記の URL のリンクを参照： 
http://www.climatechange.gov.au/whitepaper/factsheets/index.html 
 
同白書は下記の URL からダウンロード可能： 
http://www.climatechange.gov.au/whitepaper/report/index.html 
 
オーストラリアはまた、CCS に関連した財産権や法的責任の問題への取り組みも開始し

ている。これら（特に CO2の所有者、土地の所有権、長期的な管理と責任、国際条約や国

際協定などの問題）について論じた報告書を下記の URL からダウンロードすることがで

きる： 
http://www.environment.gov.au/settlements/industry/ccs/publications/ccs-propertyrigh
ts.html 
 
2008 年、沖合石油法が改正され、温室効果ガスの貯留に関する規制が整備された(Offshore 
Petroleum Amendment (Greenhouse Gas Storage) Act 2008)ことにより、海底 CCS プロ

ジェクトにおける責任の所在が明確化された。 
 

2008 年 9 月、オーストラリア政府は、国際 CCS 研究所(Global Carbon Capture and 
Storage Institute)の設立計画を発表した。同研究所はオーストラリア国内に設立される予

定であり、政府は毎年 1 億豪ドルの資金を提供するという。この資金援助の目的は、オー

ストラリア内外における産業規模での CCS 技術の開発、および商業化を支援することで

ある。オーストラリア政府はまた、CCS 技術を推進するために、大規模な経済的支援を行

っている。APP の枠組みを通して、CCS に対する国際的な取り組みを調整し、国際的な

パートナーと共に実施しているさまざまな CCS 関連プロジェクトを支援することが、そ

の目的である。すでに開始されている支援としては、National Low Emissions Coal Fund
（低排出石炭技術基金）の下で実施されている、National Low Emissions Coal Initiative
に対する 8 年間で 5 億豪ドルの資金助成プログラムなどがある。 
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APP は、オーストラリア、カナダ、中国、インド、日本、韓国、米国などが参加する国

際的な枠組みであり、経済の発展と貧困の軽減を推し進めながら、気候変動、空気汚染、

エネルギーの安全保障などといった問題に取り組むことを目指している。2006 年、オース

トラリア政府は、APP に対して 5 年間で 1 億豪ドルを拠出することを発表した。 
同政府はこれまでに、APP の 60 件を超えるプロジェクトに対して、9,300 万豪ドルの資

金を提供している。APP が進めているプロジェクトには、地中貯留候補地の評価、石炭火

力発電所向けの試験的な可動式燃焼後回収設備の開発などがある。これらのプロジェクト

について詳しくは下記の URL を参照： 
http://www.ap6.gov.au/index.cfm?event=object.showContent&objectID=187A1FAC-9E
7B-8BB2-5D069A4A5B4701B4 
 

2006 年 1 月、CO2CRC は、ビクトリア州西部のオトウェイ盆地で CCS プロジェクトが

開始されたことを発表した。オトウェイ盆地には、地下に枯渇ガス田がある。このパイロ

ットプロジェクトでは、注入気流の監視と評価に対して、数百万豪ドルの研究助成金を受

けている。同プロジェクトでは、まず、既存の井戸から抽出された CO2とメタンを分離し、

輸送のために CO2 を圧縮する。圧縮された CO2 を枯渇天然ガス田に注入し、その後の経

過を監視する計画となっている。オトウェイ・プロジェクトについて詳しくは下記の URL
を参照： 
http://www.co2crc.com.au/demo/otway_project1.html 
 
3.2.2 技術 
オーストラリアで実施されている研究は、次の 3 つのグループに分けることができる。 
 

1. CO2の回収 
2. CO2の貯留 
3. 実証プロジェクトおよびパイロットプロジェクト 
 
また、地域ごとに展開されている、州レベルの戦略や研究プロジェクトもある。 
 
これらのプロジェクトは CO2CRC のパートナーシップを通じて実施されており、オー

ストラリアが主導しているものの、BP、シェル、シュルンベルジェなどといった産業パー

トナーを通して国際的な広がりを見せている。パートナー組織の一覧は下記の URL から

入手可能である： 
http://www.co2crc.com.au/about/partners.html 
 
これらのプロジェクトにおける技術開発内容について、以下に詳しく説明する。 
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3.2.2.1 CO2の回収 
CCS にかかるコストの 80%は、CO2 の回収に対するものである。オーストラリアの回

収技術研究では、CCS を温室効果ガスの削減に役立つ実用的な技術にするために、これら

のコストの削減に取り組んでいる。 
 
溶剤系システムの改良 
- 吸収装置用の新しい設備の性能 
- 気液膜接触器 
 
革新的な膜システム 
- 高分子膜の性能 
- CO2を除去するための新しい高分子膜 
- ガス分離用のナノ多孔膜 
- 膜モジュール設計の最適化 
- ポリアミド膜の性能に対する不純物の影響 
- CCS におけるジオポリマー注8の利用 
 
圧力スイング吸着法注9 
- CO2回収で利用できる吸着プロセスの開発 
- 圧力スイング吸着法を使った CO2の分離に利用できる材料 
- CO2の分離に利用できる無機／有機ハイブリッド膜 
- CO2回収で利用できる電気的に再生可能なメソ多孔性炭素注10 
 
水和物と低温学 
- 水和物の形成と深冷分離システム注11 
経済モデル 
- CO2回収システムの経済モデル 
- 加熱・冷却の総合的アプローチ 
 

2009 年 2 月にモナッシュ大学の研究者らが発表した報告書では、オーストラリアの発

電所で CO2回収コストを 25%削減するための技術について、詳しく説明している。この研

究によれば、回収設備と発電所の加熱・冷却条件を、個別にではなく全体的に検討するこ

とにより、エネルギー損失量の大幅な削減が見込まれるという。この研究の成果は、新し

                                                 
注8 geopolymer. 人工石の一種。 
注9 power swing adsorption system. 圧力を変えることによって気体を吸着材に吸着、あるいは吸着材から脱

着させ、気体の分離・回収を行う技術。 
注10 mesoporous carbon. 微小な孔が多数あいた炭素材料。 
注11 cryogenic distillation system. 原料となる混合ガスを冷却して液化させ、それぞれのガスの凝縮温度の違

いを利用して、蒸留あるいは部分凝縮によって CO2を分離するシステム。 
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く建設される CCS 設備に導入できるほか、既存の発電所に導入して、設備を改良するこ

ともできる。この報告書は下記の URL からダウンロード可能である： 
http://www.co2crc.com.au/dls/media/09/CO2CRC_capture_more_affordable.pdf 
 
3.2.2.2. 貯留 
貯留の研究には、貯留サイトの選択や特性解析のほか、CO2注入後の監視・評価技術の

研究も含まれる。 
 
地中貯留サイトに対する地域的な調査 
- それぞれに適した技術を使って、さまざまな貯留サイト候補地の評価が実施されている。

地域的調査について詳しくは下記の URL を参照： 
http://www.co2crc.com.au/research/regional.html 

 
貯留層とシール層注12の特性解析 
- 貯留層とシール層の特性解析および地層学 
 
地力学／油層岩石物理学 
- Iona ガス貯留設備：CO2貯留との類似 
- 貯留層の応力経路／断層系の解釈 
- CO2貯留プロジェクトにおけるキャップロック注13の完全性の研究 
 
流体力学／地球化学 
- CO2地中隔離サイトに類似した海底の自然地形の調査 
- CO2地中隔離サイトに類似した陸上の自然地形の調査 
- 土壌ガスを計測することによる自然状態での CO2の移動の調査 
- 流体と岩石の相互関係を示す地球化学モデル 
- 塩性帯水層とシール層 
 
貯留層モデル 
- 貯留層の状態の短長期的な変化のモデル化 
 
地球物理学 
- 連続的な地震探査注14 
- CO2が飽和状態になっている砂岩の弾性応答 
- 大気技術の開発 
                                                 
注12 seal. シール性（密閉性）のある遮断層。キャップロックなど。 
注13 cap rock. 貯留層を覆う遮断性のある緻密な地層で、シール層の一種。帽岩とも呼ばれる。 
注14 seismic imaging. 弾性波の伝播特性を利用して、地下構造を調査する技術。「弾性波探査」、「弾性波イ

メージング」などとも呼ばれる。 
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- 大気監視 
 
炭層への CO2の貯留 
- CO2の炭層貯留に関する研究 
- 炭層内部の気体流路 
- 炭層と CO2の相互作用 
- 炭層への CO2貯留の経済性 
 
リスク評価 
- 回収・貯留システムに対するリスク評価 
 
3.2.2.3. 実証プロジェクトおよびパイロットプロジェクト 
オトウェイ・プロジェクト（第 1 段階） 
オトウェイ・プロジェクト（第 1 段階）は、オーストラリアで初めての CO2地中貯留の

実証プロジェクトである。このプロジェクトは、CO2CRC の一環として国際的な研究チー

ムによって実施されている、地中隔離に対する規制要件の策定に向けた先導的な取り組み

である。 
 
ヘーゼルウッド発電所における燃焼後回収プロジェクト 

CO2CRC は、メルボルン大学で開発された溶剤・膜技術と、モナッシュ大学で開発され

た吸収剤を、ビクトリア州ヘーゼルウッドにあるパイロットサイト（試験運用サイト）で

テストする。この燃焼後回収技術の実証プロジェクトでは、ビクトリア州に新たに建設さ

れる発電所や、既存の褐炭火力発電所における、これらの技術の技術的・経済的実現性が

確認される。 
 
マルグレーブにおける回収プロジェクト 

溶媒の吸収能力、膜分離技術、圧力スイング吸着技術の研究を行うために、燃焼前回収

の試験プロジェクトが実施される。この試験の結果もっともコスト効率の高いことが分か

った技術は、ガス化プラントや、その他の工程を含む設備でさらにテストされ、CO2回収

技術の向上に役立てられることになる。 
 
計画中のプロジェクト 
オーストラリアで、現在実施が検討されているプロジェクトには、ムーンバ、モナッシ

ュ、ZeroGen、カライド A、オトウェイ・プロジェクト（第 2 段階）などがある。詳しく

は下記の URL を参照： 
http://www.co2crc.com.au/demo/worldprojects_pro.html#giga 
オーストラリアにおける CCS プロジェクトについて、より詳しくは下記 URL を参照： 
http://www.co2captureandstorage.info/cont_australasia.php 
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3.3 欧州 
3.3.1 政策 
ゼロエミッション化石燃料発電所に関する欧州技術プラットフォーム (European 

Technology Platform for Zero Emissions Fossil Fuel Power Plants：ZEP)は、欧州委員

会(European Commission)、欧州産業界、非営利組織(NGO)、科学者、環境活動家などに

よって構成されている枠組みであり、2020 年までに欧州内の化石燃料発電所における CO2

排出量をゼロにすることを目指している。2008 年、ZEP は、利用可能なすべての CCS 技

術および燃料源の実証プロジェクトと、欧州全土の地形・地質調査プロジェクトの最適ポ

ートフォリオを策定した。 
 

ZEP は、EU と欧州経済領域(European Economic Area：EEA)注15の全域を結ぶパイプ

ラインで現在進められているプロジェクトについて検討し、今後 10～12 件の実証プロジ

ェクトを実施する必要があると結論づけた注16。現状では、技術ごとに実証の進み具合が異

なっているが、これらのプロジェクトにより、そのようなばらつきを解消し、回収、輸送、

貯留の各技術に総合的に取り組むことが可能になる。ZEP によるプロポーザル（提案）は

下記の URL からダウンロード可能： 
http://www.zero-emissionplatform.eu/website/library/index.html#etpzeppublications 
 

ZEP は、新しい空気分離膜などといった新技術を除外し、検証の必要な主要技術を以下

のとおり特定した。 
 
- 回収：3 つの主要技術（燃焼後回収、燃焼前回収、酸素燃料） 
- 貯留：2 つの主要オプション（枯渇した油田やガス田、深海塩性帯水層） 
- 輸送：2 つの主要オプション（パイプラインと船舶） 
- 設備効率の向上（CO2回収プロセスのために発生する損失分の補填） 
 
新しいプロジェクトでは、これらの技術を用いて、無煙炭・褐炭・ガス燃焼、また褐炭と

バイオマス燃料の併用燃焼から CO2を回収・貯留する方法が評価されることになる。 
 

2008 年 12 月、EU は、発電所への CCS 設備の導入を促す内容を含む一括法案を採択し

た。EU はまた、新しく建設される 10～12 基の CCS 実証プラントに対して、EU 排出量

取引制度(EU ETS)で定められた新規参入者リザーブ注17の中から 3 億アローワンス注18（数

                                                 
注15 欧州経済共同体(EEC)と欧州自由貿易連合(EFTA)にまたがる経済領域。1994年1月に発足。具体的にはEU 

加盟国にアイスランドとノルウェー、リヒテンシュタインを加えた領域。 
注16 すでに計画済みの 8 件のプロジェクトに、新たに 2～4 件のプロジェクトが追加されることになる。 
注17 New Entrant Reserve. EU ETS の下で、新規加入者（施設）へ割り当てるためにあらかじめ確保してあ

る排出枠。 
注18 Allowance. 排出枠。 
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十億ユーロ相当）を与えることにより、各国政府が経済支援を行うべきだという点にも合

意した。 
 
3.3.2 技術 
欧州で実施されている CO2CRC プロジェクトについて、以下に紹介する。 

 
スライプナー(Sleipner)プロジェクト 
（場所：ノルウェー領北海、事業主体：スタットオイル社注19） 

このプロジェクトについては、NEDO 海外レポート 1042 号に掲載された本稿前半の「2. 
CO2回収・貯留に関する地球規模での政策」注20の中で説明している。 
 
ラック(Lacq)天然ガス発電所におけるパイロットプロジェクト 
（場所：フランス、ルース天然ガス田とラック盆地、事業主体：Total 社） 

このプロジェクトは、スチームボイラーからの CO2の排出から地中貯留までの、回収・

貯留プロセス全体をテストするパイロットプロジェクトである。ラック天然ガス発電所の

スチームボイラーを酸素燃料燃焼ユニットに改造し、そこから排出された CO2を回収・圧

縮して、27km 離れた場所にあるルース天然ガス田（ほぼ枯渇している）へパイプライン

で輸送し、注入する。 
 
K12B プロジェクト（場所：北海、K12B 沖合プラットフォーム） 
天然ガス生産時に発生した CO2を回収し、元のガス貯留層に再び注入する。このパイロ

ットプロジェクトの第 2 段階では、CO2の注入に伴ってガスの生産量が増進される可能性

について調査が行われる。現在、CO2の注入と、その後の監視、評価が進められている。 
 
CO2 SINK プロジェクト（場所：ドイツ、ブランデンブルク州ケッツィン） 

このプロジェクトでは、閉鎖されたガス貯留層の下にある塩性帯水層に CO2が注入され

ている。注入は 2009 年に終了する予定である。同プロジェクトは、CO2 貯留技術に対す

る理解を深めるための調査研究である。 
 
スノービット(Snøhvit)プロジェクト（場所：ノルウェー領バレンツ海） 

スノービット天然ガス田に建設されたスタットオイル社の天然ガス液化プラントには、

アミン法注21を用いた天然ガスからの CO2回収設備が設けられている。回収された CO2は

ガス貯留層の下にある塩性帯水層へ注入されている。CO2の貯留は2008年に開始された。 

                                                 
注19 Statoil. ノルウェーの国営石油会社。 
注20 「CO2 回収・貯留(CCS)関連の政策および技術動向(世界)（第 1 回 概要）」 

(http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1042/1042-01.pdf?nem) 
注21 CCS 技術の一種で、アルカノールアミン水溶液などアミン系の吸収剤を利用して CO2を化学的に分離す

る手法。 
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RECOPOL 注22プロジェクト（場所：ポーランド、Kaniow） 
EU と RECOPOL コンソーシアムによる共同出資の下で実施されている、先進的な炭層

メタン研究・実証プロジェクトである。このプロジェクトは、炭層からメタンガスを生産

し、それと同時に、回収した CO2を地中へ貯留するというものである。CO2の注入はすで

に終了しており、現在は、監視と分析が行われている。 
 
CO2STORE プロジェクト（場所：ドイツほか） 

このプロジェクトは欧州における貯留層の特性分析や評価を行うものであり、ドイツ北

東盆地の深部塩性帯水層の研究などが実施されている。ENCAP、CASTOR、CO2GeoNet、
ISSC など、ここで紹介したもの以外の欧州の CCS プロジェクトについては、下記の URL
を参照： 
http://www.co2captureandstorage.info/cont_europe.php 
 

インペリアルカレッジ・ロンドン注23（英国、ロンドン）とケンブリッジ大学（同ケンブ

リッジ）は、「ZECA」と呼ばれる概念に基づいた共同プロジェクトを実施している。

「 ZECA 」の工程は、水素を添加して石炭をガス化する「水素添加ガス化法

(hydrogasification)」と呼ばれる手法を用いたものであり、酸素を使った燃焼というプロ

セスを避けてエネルギーを生産する設計となっている。ZECA を構成する個々の技術要素

はすでにテスト済みであり、Nexant 社注24が独自に行った調査によれば、ZECA は潜在的

に実現可能であり、効率的な技術になりうることが分かっているという。この技術につい

て詳しくは、下記の URL を参照： 
http://www3.imperial.ac.uk/carboncaptureandstorage/carboncapture/zeca 
 

EU は、CO2燃焼前回収技術の開発に取り組む ENCAP と呼ばれるプロジェクトに資金

を提供している。このプロジェクトは、次のような複数のサブプロジェクトによって構成

されている。 
 
1. 工程と電力系統(process and power systems) 
2. 燃焼前炭素除去技術(pre-combustion decarbonisation technologies) 
3. 酸素燃料ボイラー技術(oxy-fuel boiler technologies) 
4. 化学ループ燃焼注25(chemical looping combustion) 
                                                 
注22 Reduction of CO2 emission by means of CO2 storage in coal seams in the Silesian Coal Basin of 

Poland. 
注23 旧ロンドン大学インペリアルカレッジ。2007 年にロンドン大学から独立した。 
注24 Nexant Inc. エネルギー産業に対する技術ソリューションの提供や、コンサルティングサービスなどを行

っている米国企業。 
注25 燃焼法の一種として、発電システム等に適用可能な化学ループ燃焼法が知られている（特開2000-37168

号公報）。この燃焼法では、金属酸化物と燃料とを第１反応容器内で還元反応させるとともに、金属酸化物

の還元体を第２反応容器に移動させて酸化剤と酸化反応させる。（出典：J-STORE 科学技術振興機構研究

成果展開総合データベース。特許コードP06A009586「膜燃焼方法及び膜燃焼装置」（朝倉祝治、島野 哲）

http://jstore.jst.go.jp/cgi-bin/patent/advanced/detail.cgi?pat_id=13331） 
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5. 動力サイクルのための高温酸素生成(high-temperature oxygen generation for 
power cycles) 

6. 新しい概念の燃焼前回収技術(Novel pre-combustion capture concepts) 
 
各プロジェクトについて詳しくは、下記の URL を参照： 
http://www.encapco2.org/prjovrvw.htm 
 

(完) 
翻訳：桑原 未知子 

 
（出典： SRI Consulting Business Intelligence Explorer Program） 
 


