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【地球温暖化特集】 

二酸化炭素隔離技術の動向（米国、豪州等） 

― 平成16年度NEDO成果報告書より ― 
 

NEDO技術開発機構エネルギー対策推進部が、平成16年度に実施した調査報告書

「CSLF関連各国政策・技術動向の調査と我が国の課題検討」より、二酸化炭素(CO2)
隔離技術の動向の概要を紹介する。 

※CSLF（Carbon Sequestration Leadership Forum：炭素隔離リーダーシップ・フォーラム） 

 
1．米国でのCO2隔離のプロジェクト動向について 
 
米国CO2隔離プログラムの概要 
 

エネルギー省(DOE)では、CO2回収・隔離の技術及び手法に関する研究・評価やフ

ィールド調査を続けてきているが、2002年2月にブッシュ大統領が地球規模気候変動

イニシアチブ（GCCI）を発表したことで、これらCO2隔離活動がいっそう重視される

ことになった。GCCIでは、2012 年までに米国経済における温暖化ガス強度（単位GDP
当たりの温暖化ガス排出量）を2002年比で18%低下させるよう要求している。これを

受け、CO2隔離プログラム（国立エネルギー技術研究所（NETL）が運営）では、GCCI
の目標達成の上で重要となる技術開発を追求している。 

現在のCO2隔離プログラムには全米で80 を超える研究開発プロジェクトが存在する。

本プログラムの目標は、安全かつ費用対効果の高い技術について、2012 年までに商業規

模での実証試験を行うこと、及び、2012 年以降に市場導入を可能とすることである。 
 
代表的個別プロジェクトの概要 
 

NETL の"Carbon Sequestration Technology Roadmap and Program Plan - 2004"
では、地中貯留（フィールド）プロジェクトのうち主要な6つを例示している（表1、
図1参照）。 
 
表1 "Carbon Sequestration Technology Roadmap and Program Plan - 2004"に示さ

れた主要6プロジェクト 
 件  名 概要 
1 Strata Production 

CompanyのWest 
Pearl Queen 
reservoirにおける

CO2地中貯留 

米国初の大規模な現場実験プロジェクト。2002年12月から2003年2月までに、

米国ニューメキシコ州Hobbs 近辺のStrata Production Companyの西方、Pearl 
Queenリザーバーに、約2100 トンのCO2を注入し、CO2プルームをモニタリング

するもの。 
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2 採掘不能炭層への

CO2地中貯留（総合的

調査及び商業ベース

実証試験

(COAL-SEQ) 

採掘不能と考えられる深部炭層でのCO2貯留の実証試験。リザーバー貯留メカ

ニズムの知見の検証、リザーバーモデルの立証等が目的であり、主要な目標は次

のとおり。 
・炭層でのCO2貯留シミュレーションに供するリザーバーモデルの有効性の実証 
・石炭の特徴や注入ガスの特性による各種条件下での貯留可能性のアセスメント。 

3 Weyburn EOR プロ

ジェクト 
プロジェクトサイトは1954 年発見のカナダのWeyburn 油田。Encanaが石油

生産促進のため2000年に大量のCO2注入を開始。プロジェクトの期間中、20Mt
ほどのCO2が永久的に貯留されると予測。CO2はNorth Dakota州で褐炭燃焼を行

うDakota Gasification Companyの燃料合成プラントから全長205 マイルのパイ

プライン（費用：1 億USD）で供給。 
4 ECBM生産及び採掘

不能炭層CO2貯留 
中央アパラチア（バージニア州南西部）におけるCBMの主要生産者である

CONSOL ENERGY が主導。２つの炭層にまたがり水平方向に最長3000 ft広が

る井戸群開発のため傾斜堀を実施。当初は両炭層からCBMを回収。最終的に低い

方の炭層にCO2を注入。CBM回収とともにCO2濃度を両炭層でモニター。 
5 American Electrical 

Power (AEP) 
Mountaineer Plant 
調査プロジェクト 

DOEは2002年11月、ウエストバージニア州、New HavenのAEPのMountaineer
プラントでCO2地中貯留の研究プロジェクトを開始すると発表。 

目的は、貯留予定地近傍の上部岩盤の強度が十分で、CO2漏洩をもたらす断裂

がないことの確認。 
6 Frio Formation CO2

貯留フィールド実証

試験.（GEO-SEQ 
projectの一部） 
 

テキサス州の塩水層への貯留過程を実証。テキサスでは人為的起源CO2の放出

を相殺するには大規模な貯留が必要になる可能性がある。 
主要な目標は次のとおり。 
・健康、安全や環境への影響なしで塩水層へCO2注入が可能であることの実証。 
・地中でのCO2の分布状態の把握。／・概念モデルの実証。 
・今後、実施が予想される大規模な注入試験に必要な知見の獲得。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ 米国の主要６プロジェクト 
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2．豪州ゴルゴン開発計画について 
 
本開発計画は、西オーストラリア州の北西海岸沖約130kmに位置するゴルゴン地区

の豊富な天然ガス資源の開発・利用を目的としている。ゴルゴン地域には、オースト

ラリアのガス埋蔵量の25％にあたる40 兆立方フィート以上の天然ガスが埋蔵されて

おり、石油系企業が共同事業体Gorgon Ventureを組織し、本地域のガス田開発を申請

している。Gorgon Ventureは、ゴルゴン地域のガス田開発にあたり、温室効果ガス対

策として、事業により発生するCO2を回収し、バロー島での地中貯留を実施する予定

である。 
 
進捗状況について 

 
州政府は、2003年9月に、Environment, Social, and Economic (ESE)レヴュー、パブ

リックコメント、及び政府機関からの公的助言を考慮の結果、バロー島の限定的使用に関

する原則許可を発行した。バロー島の使用には、さらに環境影響評価が必要である。 
2004年には、環境影響評価のスコーピングドキュメントが公開されており、これに

よれば2004年中に環境影響評価を終了、2005年半ばに最終的な投資決定の予定である。

また、2008年初旬にCO2注入井戸を掘削、同年末に稼動とされている。 
 
新規公開資料―ESE レヴューにおけるパブリックコメント― 

 
2003年2月に、ESEレヴュー手続きにおいてパブリックコメントが募集され、44の

コメントが得られた。これらのコメントは環境保護局と州の産業資源局(Department 
of Industry and Resources) によってそれぞれ別個にまとめられ、それぞれがGorgon 
Ventureに提出された。Gorgon Ventureは、これら両機関に対してそれぞれ回答を出

している。 
 
 
3．第７回温室効果ガスの制御技術に関する国際会議（GHGT-7）の結果について 
 
開催概要 

 
2004年9月5～9日に、第７回温室効果ガス制御技術に関する国際会議(7th International 

Conference on Greenhouse Gas Control Technologies：GHGT-7)がカナダのバンクーバー

で開催された。 
本会議は温室効果ガス制御技術の分野における、最新の研究成果を発表し、議論を

行う国際会議の場として、1992年にアムステルダムで開かれたICCDR-1 (GHGT の前

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
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身)以降、2年に１回、定期的に継続開催されている。当該分野に携わる研究者らが研

究の方向性に関し様々な見解を呈し、活発な意見交換を行う機会であり、国際的な技

術動向を把握し、研究協力を推進するための最も重要な会議の1つである。 
第7回目の開催となった今回の会議は、開催地カナダのレジャイナ大学がNatural 

Resources Canada (NRC)とInternational Energy Agency Greenhouse Gas R&D 
Programme (IEA GHG)の協賛を得て開催された。また、今回のスポンサーとして、

BP Amoco、Shell、Chevron Texacoといった石油系メジャーや電力会社、天然ガス会

社などの企業が多く名前を連ねていたことからも、CO2分離回収・貯留技術実用化に

対して産業界からも期待が高まっていることを伺わせた。 
今回の会議は、参加者数669名、発表論文総数419件（口頭発表236件、ポスター183

件）となり、過去最大規模の会議となった。参加者の内訳については、米国158名、開

催地カナダが147名に続いて、日本からは105名と、全体の第3位につけ、我が国の温

暖化制御技術研究に対する関心の高さを改めて認識させられるものとなった。 
また、論文の採択においては、今回初めて査読方式が導入され、口頭発表236件のう

ち99件が査読を受けたものである。査読を受けた論文については、現在作成中のIPCC 
Special Reportに最新の研究成果として引用される可能性が高い。分野別では、口頭発

表のうち、実に79件がCO2地中貯留に関するもので最多となり、CO2分離回収技術に

関する発表が64件と次に続いた。ポスター発表でもCO2地中貯留技術が7割を占めるな

ど、各国の関心が高まっていることが顕著に現れた。 
 
全体的傾向 

 
このように各国から地中貯留技術に注目が集まる中、世界各地で進行している複数

の研究プロジェクトからの報告が行われた。地中貯留に関しては、CO2を地中に圧入

するための技術開発のみではなく、圧入後・停止後のモニタリング技術やリスクアセ

スメントの手法についても検討が進んでおり、安定的維持のための研究開発にも関心

が集まっている。また、政策、法的側面、経済性、社会的受容など、様々な視点から

の研究成果の報告も行われ、CO2地中貯留技術研究がもはや圧入技術開発そのものの

みでなく、実用化に向けての総合的な検討段階に到達していることが明らかになった。 
一方、火力発電所や製鉄所といったCO2大規模発生源からのCO2分離回収技術の開発

も各種の方法で検討が進んでおり、地中貯留に次いで数多くの報告が行われた。本技

術は、地中貯留の実用化に際して、その前段階で鍵となる技術であるが、そのコスト

低減が目下の課題とされている。 
 
以下では、これらの分野に関して行われた、2つの特別セッションの模様を報告する。 
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(1) Weyburn Special Session 

 
CO2 地中貯留に関しては、今回の会議を主催したレジャイナ大学が中心となって5 

年間に及んで実施してきた、ワイバーンプロジェクト(2000- 2004)のサマリーレポート

が参加者全員に配布され、特別セッションとして、その成果が報告された。本プロジ

ェクトはレジャイナ大学がIEAのサポートを受けて実施してきた。本プロジェクトに

関しては、フェーズⅡが立ち上げられ、標準化を目指して進められる。 
 
(2) CO2 Capture Project (CCP) 

 
本プロジェクトは、EU、米国(DOE)、ノルウェー(KLIMATEK プログラム)の3ヶ

国と世界の石油メジャー系企業8社が資金を提供し進められている。フェーズⅠは

2000年4月にスタートし、2003年12月に終了するまでに総額2500 万ドルの資金投与

が行われた。2004 年から2007年までの予定で、フェーズⅡが現在も進行中である。 
プロジェクトでは、Pre-combustion、Oxy-firing、Post-combustionという、燃焼前、

中、後における、CO2分離回収技術を体系的に網羅し、技術的、経済的な検討が分担

の下、進められている。油ガス田・炭層からの炭化水素を燃焼した後の排気ガスから

のCO2回収と地中貯留の実用化可能性についての研究が行われている。 
各種の方法に関して、技術的、経済的な評価が行われているが、どの回収方法が最

も有望であるかについては、今後の要素技術の開発動向に依るところが大きい。将来

的なCO2 回収コストの低減の方向性とそのために改良する必要のある要素技術が示

された。 
 
米国の動向 

 
今回の開会式において、Marianne Haug 氏(IEA)とLowell Miller 氏(DOE)によっ

て基調講演が行われた。 
DOE のMiller 氏の基調講演では、京都議定書離脱後の米国独自の炭素隔離政策で

ある、CSLFやFuture Gen などの意義が強調された。米国はこれらの地球温暖化対策

によって、独自の方法で貢献し、Future Genでは大規模な予算計画を打ち出している。 
米国に対しては、各国から京都議定書への復帰を望む声が上がっている中、もし現

在の立場を貫くのであれば、今後は独自政策による、実質的な成果について目に見え

る形で世界に提示することが望まれてくるであろう。 
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日本の成果 
 
今回の会議では、日本の長岡のCO2圧入実証試験の成果が報告され、注目を集めた。

本プロジェクトは地中貯留の中でも、世界初の陸域におけるCO2帯水層貯留であり、

日本のような地質環境においても、地中貯留が可能でありうることを実証する成果と

なった。本プロジェクトは2005年1月に当初の目標であった、CO2圧入量１万tに到達

し、現在は圧入を終了しており、モニタリングを継続して実施している。 
また、日本のCO2分離回収技術研究については、欧米の技術レベル及び動向に肩を

並べる、ポテンシャルの高い成果を出していることが明らかとなった。 
CO2地中貯留の研究が技術的総括段階に進んで実用化への機運が高まる中、CO2分離

回収技術の方向性が定まり、コスト低減が可能となって、両技術分野の研究が体系的

に進められることに期待したい。 
以上 

 
 
 
出典：「100005213 CSLF関連各国政策・技術動向の調査と我が国の課題検討」委託先：

財団法人地球環境産業技術研究機構、2005.3 
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