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【地球温暖化特集】 

二酸化炭素固定化・貯蔵技術の実用化に向けた英国の取組 
 
英国議会（The United Kingdom Parliament）の科学技術委員会（Select Committee 

in Science and Technology）は、フィル・ウィリス（Phil Willis）が 2005 年 7 月 21
日に委員長に就任し、同日、地球温暖化防止技術の一つである二酸化炭素固定化・貯

蔵技術（Carbon Capture and Storage Technology）の将来展望について調査を開始す

ることを決定した。 
 
調査は、第一に、二酸化炭素削減技術としての二酸化炭素固定化・貯蔵技術の実現

可能性について、①最近の研究開発や技術展開の状況、②市場化できる可能性のある

技術の実現に至るまでのタイムスケジュール、③コスト、④地球物理学上の可能性、

⑤その他の障害や制約、を調査するとしている。第二に、二酸化炭素固定化・貯蔵技

術の研究開発に対する資金援助や技術移転及び民間における研究開発に対するインセ

ンティブに関し、政府の果たすべき役割について調査を行うこととしている。 
 
今後、9 月末までに関心を有する団体や個人等から書面での情報提供を受けるとと

もに、11 月から有識者や及び関係者からのヒアリングを開始する。 
 
英国政府は、2003 年のエネルギー白書において、地球温暖化防止のため、2050 年

までに英国の二酸化炭素排出量を 60％削減するとしており、そのためには、エネルギ

ー効率の向上及び再生可能エネルギーが鍵であるとするとともに、電力の安定供給の

観点から化石燃料の継続的使用も重要であり、二酸化炭素固定化・貯蔵技術を発電に

適用させていくとしている。 
 
二酸化炭素固定化・貯蔵技術については、昨年 9 月の気候変動に関する首相演説に

おいても、地球温暖化防止に向けた取組方策として燃料電池と並んで言及されるなど、

議会においても関心が高まっている。こうした中、英国議会は、上記調査に先立つ今

年 3 月にポストノート（postnote）をまとめている。ポストノートでは、二酸化炭素

固定化・貯蔵技術について以下のような見解を示している。 
 

・ 更なる技術的進歩が必要ではあるものの、地中貯蔵が最も可能性が高く、環境的に

も適切である 
・ 潜在的には海上風力や原子力発電と同等のコストで二酸化炭素の削減が可能である 
・ 電力の安定供給を確保するため、二酸化炭素排出の少ない化石燃料利用方法を提供

する 
・ 北海油田における増産回収技術（二酸化炭素固定化・貯蔵技術を利用し原油を回収
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する技術）を向上させることにより、二酸化炭素固定化・貯蔵技術のコストを引き

下げるとともに、英国の技術力を誇示し、二酸化炭素固定化・貯蔵に対する社会の

関心を高める 
・ 現在の経済性では実現可能ではないが、二酸化炭素固定化・貯蔵のためのインセン

ティブを作り出すことが二酸化炭素排出を削減するための経済性のある戦略に関

しより広い議論を可能とする 
・ 二酸化炭素固定化・貯蔵技術は、開発途上国からの将来の二酸化炭素排出を削減す

るのに重要な役割を果たす 
 
また、英国貿易産業省（DTI）が 2005 年 6 月 14 日に公表した「化石燃料利用にお

ける二酸化炭素減少技術に関する戦略」（A Strategy For Developing Carbon 
Abatement Technologies For Fossil Fuel Use）においても、二酸化炭素固定化・貯蔵

技術は、二酸化炭素減少技術として最も革新的な選択肢であるとしている。この中で、

政府は、2006 年度からの 4 年間で、二酸化炭素減少、水素エネルギー及び燃料電池の

開発実証全体で 4000 万ポンドの助成をスタートするが、そのうちの 2500 万ポンドを

二酸化炭素固定化・貯蔵技術のような二酸化炭素減少技術に充てることとしている。 
 
マルコム・ウィックス（Malcom Wicks）エネルギー大臣は、同時に、「政府は産業

界との密接な議論の結果、二酸化炭素固定化・貯蔵技術により長期的には発電所から

の二酸化炭素を最大 85％削減するという効果が期待されるため、今こそ多くの投資を

すべき時期にあるということが明らかになっている。」と強調している。 
 
今般の英国議会による調査決定は、このような地球温暖化防止の方策として、また、

英国の技術力を活かした新たな輸出産業の創出という観点から、二酸化炭素固定化・

貯蔵技術に対する期待の高まりを受けているものと考えられる。 
以上 
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The United Kingdom Parliament 
Select Committee on Science and Technology 
No.4 of session 2005-2006 21 July 2005 
http://www.parliament.uk/parliamentary_committees/science_and_technology_commit
tee/scitech210705a.cfm 
 
Carbon Capture and Storage Technology 
http://www.centralinnovation.net/news/newsdetail.php?nid=612 
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March 2005, Parliamentary Office of Science and Technology 
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DTI レポート 
A Strategy For Developing Carbon Abatement Technologies For Fossil Fuel Use 
http://www.dti.gov.uk/energy/coal/cfft/cct/pub/catreportlinked.pdf 
 
Carbon capture plans get £25 million boost 
http://www.edie.net/news/news_story.asp?id=10100&channel=0 
 
 
（参考）2004 年 9 月 14 日の気候変動に関する首相演説 
http://216.109.124.98/search/cache?p=pm+speech+climate+change+14+september+200
4&prssweb=Search&ei=UTF-8&fl=0&vc=countryUK&meta=vc%3DcountryUK&u=ww
w.number-10.gov.uk/output/Page6333.asp&w=pm+speech+climate+change+14+septem
ber+2004&d=4F2285E098&icp=1&.intl=uk 
 
UK action 

We need both to invest on a large scale in existing technologies and to stimulate 
innovation into new low carbon technologies for deployment in the longer term. There 
is huge scope for improving energy efficiency and promoting the uptake of existing 
low carbon technologies like PV, fuel cells and carbon sequestration. 

This technology is coming out of the laboratory and becoming reality in new fuel 
cell cars, combined heat and power generators and in new low carbon fuels. The next 
generation of photovoltaics are unlikely to need the now familiar panels: smart 
windows could generate the power required for new buildings. And carbon 
sequestration: literally capturing carbon and storing it in the ground, also has real 
potential. BP are already involved in an Algerian project which aims to store 17 
million tonnes of CO2. 
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