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【地球温暖化特集】CO2貯蔵技術  
 

化石燃料を用いるゼロ・エミッション発電所構想（EU） 
 

ゼロ・エミッション化石燃料発電所（Zero Emission Fossil Fuel Power Plants：
ZEP）の実現を目指して発足した欧州技術プラットフォーム 1は、ヨーロッパのエネル

ギー業界、研究機関、非政府組織、加盟各国および欧州委員会から構成されており、

研究開発、実証、展開に関わる活動の効率的な推進を目的としている。次に示すのは

プラットフォームの機構図である。 
 

 欧州技術プラットフォームの機構図 
 
すべての参加者に共通する技術プラットフォームの構想は、一連の技術の特定と開

発を目的とする共同活動に結びついている。これらの活動は、時間、資金、環境、パ

ブリックアクセプタンスおよびゼロ・エミッション化石燃料発電を成功させるために

必要な財政と規制に関する課題を考慮して行われる。ゼロ・エミッション化石燃料発

電を実現させるための強力な選択肢を新たに構築、展開するうえで、技術プラットフ

ォームは今後 15年間にわたり極めて重要な役割を果たすであろう。ゼロ・エミッショ
ン技術の導入により、化石燃料から排出される二酸化炭素の大規模な削減が成し遂げ

られるであろう。これらの技術は、発電所および関連する工業プロセスに適用するこ

とができる。化石燃料発電所は、2020年までにほぼ全ての排出 CO2ガスを経済的に回

収できるようになるか、或いは CO2回収システムの導入が可能になると予想されてい

る。これらの技術が世界的に導入されると、およそ 240Gtの CO2排出を削減できる可

能性があり、EU だけで 30Gt の CO2が削減される可能性がある。このことは、2050
年までに発電による CO2排出の 60%が連続的に削減されることに等しく、化石燃料を
用いたゼロ・エミッション発電の重要性を明確に示している。 
 
環境に悪影響を与えることなく化石燃料の恩恵を世界に行き渡らせるため、この構

                                                  
1 http://ec.europa.eu/research/energy/nn/nn_rt/nn_rt_co/article_2268_en.htm 
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想が描くゼロ・エミッション化石燃料発電は、多様な燃料に対応する高効率で費用効

果的な技術を用いることが必要である。このような技術の開発と実用化は大きな課題

を伴うが、克服することは可能である。ヨーロッパは、知識、技術、意欲およびイン

フラを活用してこれらの課題に取り組む体制を整えている。EU の産業は世界の化石

燃料発電市場ですでに半分近くのシェアを占めており、革新性に富んだ高度なシステ

ムや設備の開発に極めて高い評価を得ている。2012年以降、ヨーロッパは産業と経済
の面で高い競争力を持つことが予想される。 
 

大気中への CO2排出を回避する二酸化炭素回収・貯留技術の 3つの主要段階 
（Courtesy of IFP） 

 
発電所の能力 
炭素隔離技術は、化石燃料発電所で利用されている既存の技術に適用される見通し

である。産業界はこれらの技術に関して長年の経験を持っている。輸送と貯蔵の方法

は、石油産業とガス産業が持つ豊富な専門知識を基盤とするものになるだろう。 
 
ゼロ・エミッションの発電所が実質的に構築されるためには、第一に化石燃料のエ

ネルギー効率改善に関する課題を解消し、併せて CO2回収技術の開発と導入がなされ

なければならない。これらの選択肢は互いに矛盾するものではない。特に、CO2 回収

プラントは最も利用可能性が高く適切な基礎技術を土台としなければならない。 
 
化石燃料発電所の効率性を高めることは、CO2 回収を行うか否かに関わらず、CO2

排出量と化石燃料消費量の削減に結びつく。効率性が高められると環境への影響が緩

和され、エネルギー資源を節減することができる。発電所の側から見ると、燃料消費
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量が減ることは競争上の優位性を意味する。CO2 回収を行うか否かに関わらず、発電

所の新設に要する限界費用は低下する。しかし、効率性の改善は実際には大きな制限

を受けるため、費用効果的に効率性を上げる新たな技術的解決法を見出す必要がある。 
 
規制枠組みの変化や政治的な緊急性により、効率性を改善するための新たな技術的

手法の開発には道が開かれている。しかし、最先端の技術を直ちに導入することは出

来ない。そのためには、新材料の分野を中心として集中的な研究を行う必要があり、

石炭を中心とした複合サイクルなどの革新技術を最適化しなければならない。石炭火

力発電所の次の課題は、今後 10 年を目途に効率 50%を超えることである。この目標
を達成するために、システム全体の最適化などを行う高効率で本格的な実証プラント

を建設する必要がある。 
 
CO2回収 
将来のゼロ・エミッション発電所で使用される発電設備は、対象とする燃料と作業

流体が異なることがあるため、現在商用化されているものと大きく異なる可能性があ

る。 
 
現在研究が進められている主な CO2 回収技術は、燃焼後分離（Post-combustion 

Separation）、燃焼前分離（Pre-combustion Separation）および酸素燃焼（Oxy-fuel 
Combustion）に関するものである。燃焼後分離技術に関しては難しい課題が浮上して
いる。他の二つの技術に関しては、燃焼プロセスおよび発電所（天然ガス或いは石炭

を燃料とする）の主要設備を大幅に改良する必要がある。このことは、実証技術を高

効率で信頼性の高い発電所に導入する前に、十分な研究に加えて幅広い製品開発を行

う必要があることを意味している。 
 
発電所における CO2回収はエネルギーを必要とするため高額な費用がかかる。この

ことは、発電コストに影響するだけでなく、発電所全体の化石燃料消費量の増加にも

つながる。次に述べる二つの補完的手法によって効率の課題に対処することが可能で

ある。一つは、発電所で従来から使用されている設備の効率性を改善するものであり、

より効率に優れた設備によって回収過程で生じるロスを補おうとする手法である。 
 
もう一つは、集積システムの最適化を図ることにより CO2回収設備（大部分は未確

立の技術に基づく）の効率と発電所全体の効率を共に高めようとする手法である。こ

の手法の重要な構成要素には、石炭ガス化、酸素生成およびガス分離のためのプロセ

スと設備が含まれる。これらは、大規模な発電への適用に必要とされる経済的および

技術的な特性を欠いているのが現状である。信頼性、拡張性、保全性、一定の温度と

圧力範囲における有効性、水消費などに関する課題への対処が必要である。 
ゼロ・エミッションの発電所が短期間で商業化される目処は立っていない。したが
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って、ゼロ・エミッション発電所の実現のための選択肢を一つに絞り込むのではなく、

一連の技術や様々な燃料についても検討する必要がある。また、新しい耐高温腐食性

材料、高度な制御システム、より効率的な冷却構造を始めとする先端技術の開発は、

その全てが未来のゼロ・エミッション発電所に役立つものであり、特に習熟過程の第

１段階において電力会社をより強く惹き付ける要因となる。有望な技術的選択肢は出

来るだけ早い時期に大規模な実証段階に移行させる必要がある。 
 
 CO2回収の選択肢 
CO2回収は、燃焼ガスから CO2を分離して安全な輸送と貯蔵に適した状態に圧縮する

技術である。燃焼プロセスで CO2を分離するための基本的な回収システムには、燃焼

後回収、酸素燃焼、燃焼前回収の 3種類がある。 
 

（Reproduced courtesy of IEACCC） 
 

燃焼後回収（Post-combustion Capture） 
このプロセスでは、燃焼後に燃焼ガスから CO2の分離が行われる。燃焼ガスを大気中

に直接排出する代わりに吸収剤または分離膜に通すことにより、大部分の CO2が回収

される。圧縮した CO2は貯留層に送り込まれ、残りの燃焼ガスは大気中に排出される。

燃焼前回収（Pre-combustion Capture） 
このプロセスでは、燃料を酸素または空気（さらに蒸気を加える場合もある）と反応

させることにより、主に一酸化炭素と水素からなる合成ガス（または燃料ガス）が生

成される。一酸化炭素はシフトコンバータと呼ばれる触媒反応炉内で蒸気と反応し、

CO2と水素に変化する。この後、物理的または化学的な吸収プロセスにより CO2が分

離され、水素を豊富に含む燃料が残る。この燃料は、ボイラー、ガスタービン、エン

ジン、燃料電池など様々な用途に利用することができる。 
酸素燃焼（Oxy-fuel Firing） 
このプロセスでは、空気ではなく極めて純度の高い酸素が使用され、主に CO2と H2O
からなる燃焼ガスが生成される。水蒸気は簡単に復水化でき、次の処理に必要な二酸

化炭素が後に残るため、分離プロセスが単純化される。 
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ヴァッテンファル・ヨーロッパ社（Vattenfall Europe）は酸素燃焼プロセスの実証を進めてお
り、ドイツのシュヴァルツエ・プンペ（Schwarze Pumpe）発電所に容量 30MWの設備を建設
する予定である。 

RWE社は気候変動戦略の一環として IGCC（Integrated Gasification Combined Cycle：ガス
化複合発電）技術を用いて深部帯水層に CO2を貯留する Lighthouse二酸化炭素回収貯蔵実証
プラントの開発を進めている。 
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CO2の輸送とインフラ 
CO2 の輸送に適したインフラをヨーロッパに構築するためには研究開発が必要であ

る。既にパイプラインによる CO2の輸送が行われているが、回収した CO2をどのよう

に取り扱う必要があるかを明らかにする必要がある。また、研究の成果を活用して、

CO2 を様々な発生源から商業プロセスまたは安全な長期貯蔵のための利用地まで輸送

するために必要な技術と市場メカニズムを特定しなければならない。さらに、このプ

ロセスが環境に及ぼす影響も明らかにする必要がある。 
 
研究開発は以下の点に重点を置くべきである。 

・ 中間貯蔵システム（タンク、枯渇ガス田、岩塩空洞）利用の推進と最適化 
・ CO2発生源と吸収源を評価し、最善の組み合わせを特定する 
・ 将来の CO2 発生量とそれに見合った貯蔵容量を基準として必要な輸送インフラを

特定する 
・ 発生源から吸収源までの輸送方法を最適化する 
・ CO2の商業利用（石油またはガスの増進回収など）の潜在需要を見極める 
・ CO2 用のインフラが電気、ガス、石炭などの欧州横断ネットワーク（Trans 

European Networks）に及ぼす影響を評価する 
・ 需要／供給および費用／利益の評価を実施する 
・ これらのインフラが環境に与える影響を特定する 
・ 短期、中期および長期的に必要な研究開発を特定する 
 
CO2の貯留と利用 
回収・輸送された CO2の大部分は地中に貯留される。EU は、枯渇または使用され

なくなった油田およびガス田、深部帯水層、未採掘の深部石炭層 2,3などへの貯留に関

心を持っている。CO2 貯留の場所と方法については詳細な知識と理解が必要である。

例えば、地理上の位置、貯留能力、貯留地の将来的な挙動や関連リスクと併せて国お

よび国家間の法的規制を把握する必要がある。また、監視手法の開発にあたっては貯

留サイト近隣住民の信頼を築くことに配慮しなければならない。 
 
地中貯留の適地選定にあたっては健康と安全を最優先しなければならない。石油・

ガス産業と研究機関は、天然ガス帯水層貯蔵の操業と監視、CO2 による原油増進回収

（Enhanced Oil Recovery：EOR）および天然の CO2貯留層に関する経験を持ってい

る。これらの経験は、CO2 を数千年にわたり安全に隔離できることを裏付けている。

リスクを最小限に抑えるため、技術開発は十分に確立された既存の方法に基づいて行

われる。考えられる主な問題点は、貯留サイト周辺における試錐孔などの人工経路か

                                                  
2 IFP, ADEME, BRGM (2005). CO2 Capture and Geological Storage 
3 IEA Greenhouse Gas R&D Programme (200X). Geological Storage 

of CO2: What's known, where are the gaps and what more needs to be done. 
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らの漏洩である。これは、健康と安全に関する規制の策定にあたり特に配慮を要する

問題である。 
 

CO2 の利用に関しては現在、石油・ガス産業において石油とガスの増進回収法によ

る大規模な適用のみが行われている。これ以外の利用も行われているが、プラスチッ

クやメタノールなどの小規模な生産にとどまっている。今後 20年を視野に入れて革新
的な新しい構想を取り込みながら研究開発を進める必要があり、それにより CO2利用

量の拡大などの新たなシナリオがもたらされる可能性がある。 
 
 

 
CO2地中貯留の様々な可能性（IFP, ADEME, BRGM, 2005) 

 
CO2貯留の選択肢 
枯渇した油田およびガス田 
これらは CO2貯留の大きな可能性を持っており、ヨーロッパ全体の貯留能力は洋上

で 145億トン、陸上で 131億トンと推計されている。 
 
原油またはガスの増進回収 

CO2貯留の中間的な方法として、採取終了に近い油・ガス田に CO2を注入して原油・

ガスの回収率を高める原油増進回収法（EOR法）の応用がある。この方法により原油
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あるいはガスの生産量を 4～20%高めることができる。欧州委員会が北海における
EOR法の貯留能力を経済的に実現性の高い主要計画を対象に推計したところ、石油と
CO2のクレジット価格と実際の石油回収率によって異なるが、今後 25 年で 2～18 億
トンという結果が出された。 
 
塩水性帯水層 
帯水層への CO2貯留は、世界的にもヨーロッパにおいても圧倒的に大きな可能性を

持っている。これらの帯水層は堆積岩（一般的に砂岩であるが石灰岩などの場合もあ

る）でできている。孔隙率が大きいため大量の CO2を貯留することができ、浸透率が

高いため流体が十分に流れることができる。CO2 貯留は地下 700～800m で行われ、

CO2 は液状になる。堆積岩の孔隙は塩水で飽和されている。ヨーロッパにおける塩水

性帯水層への CO2貯留は大きな将来性を持っている。その可能性は、EU8カ国だけで
800～1,000億トンに達し、不圧帯水層への貯留はさらに大きな可能性を持っている。 
 
採掘不可能な石炭層 
これらの石炭層は、低コストで CO2を貯留できる可能性を持っている。炭層メタン

増進回収法（Enhanced Coal Bed Methane：ECBM）では、生産井が開かれていると
石炭が CO2と N2を吸着してメタンを放出し、メタンの生産量が増加する。この手法

は初期段階でありさらに研究を進める必要があるが、メタン生産の付加価値があるこ

とから有望視されている。 
 

CO2貯留の安全性 
 CO2（超臨界ガス）は数千年にわたり貯留層に隔離されることになる。このため、

貯留層からの拡散リスクを確実に低くすることが極めて重要となる。これを成し遂げ

るため、EU が支援する一連の研究開発プロジェクトにおいて CO2を安全に貯留する

ための大規模な取り組みが進められている。中でも、貯留層モデリングの研究が進め

られていることは注目に値する。これ

らの研究は、注入した CO2が帯水層か

らその上部に横たわる水で飽和された

岩石層を通って拡散する可能性を評価

することを目指している。CO2 分子が

拡散のみによって地表に到達するには

注入が完了してから何千年もの月日が

かかるとこれらの研究は結論づけてい

る。 
 
スレイプナー（Sleipner）ガス田における CO2注入の地震波モニタリングの結果、

ガスは薄い層として積み重なり、今までのところ殆どそのままの状態であることが実
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証された。また、多くの貯留層が長い地質年代にわたってガス状または液状の炭化水

素を安全に保持していることに言及する必要がある。このことは、注入した CO2をこ

のような構造内部で同様の期間にわたり隔離できることを示唆している。実際に、石

油とガスの貯留層の多くは炭化水素とともに相当量の CO2を含んでいる。このことは

CO2 の安全な貯留が可能であることをより強く裏付けることになるだろう。また、既

存の石油・ガス貯留層の多くが、天然ガス需給のバランスを滑らかにする手段として

天然ガス貯蔵用に上手く用いられていることも挙げられる。天然ガスは定期的に注入

と取り出しを行って消費者の需要に対応する必要があるため、天然ガスの貯留は CO2

の貯留よりも厳しい作業となる。地中貯留層を天然ガス貯蔵用にすることについては

豊富なデータが蓄積されており、これらを CO2貯留の開発に役立てることができる。

 

 
 
市場と規制 
新しい発電技術への大規模な資本投資を行う必要がある。そのために、マクロ経済、

人口増加予測、化石燃料価格、他の技術の進捗状況、社会的関心に関する市場調査を

実施する必要がある。 
 
強力な規制政策がなければ低炭素技術の実現に必要な投資と開発がもたらされるこ

とはなく、民間部門は投資に必要な長期的確実性を欠くことになるだろう。したがっ

てこれらは極めて重要な課題である。産業部門は、炭素回収貯蔵プロジェクトの導入

を促進する明確で一貫性があり安定した規制と枠組みを求めている。不明確な規制の
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枠組みは CO2価格の乱高下を招いてリスクを増大させ、低炭素技術への適切な資本投

資が妨げられる恐れがある。 
さらに、エネルギー市場の事業者と各国政府の間に存在するリスク分布を明らかに

する必要がある。したがって、EU加盟国・EUが行うプログラムと産業界・研究機関
が行うプログラムの連携を強化することが重要である。 
 
長期的な CO2地中貯留に適用される規制政策を明確に定める必要がある。特に、モ

ニタリング、漏洩、法的責任に関する規定が重要である。これを実現に導くため、第

二次欧州気候変動プログラム（European Climate Change Programme II）を含む EU
の一連のイニシアティブと共に、技術プラットフォームの「戦略的研究行動計画

（Strategic Research Agenda：SRA4）」と「戦略的展開に関する報告書（Strategic 
Deployment Document：SDD5）」に基づく取り組みが進められている。 
 

戦略の一体化 
ヨーロッパにゼロ・エミッションの化石燃料発電所を構築するため、主要分野への

取り組みが進められている。 
 
以下に戦略を示す。 
・ 化石燃料の電気変換プロセスの効率性を費用効果的に改善する 
・ CO2回収技術の評価、最適化および導入 
・ CO2の輸送とインフラ整備に関する課題への対処 
・ CO2の貯留と利用に関するその他の課題の解決（技術、政治、パブリックアクセプ

タンス、健康と安全に関する課題） 
 
最大限の効率と必要とされる回収技術は習熟過程によってもたらされる。分野横断

的な研究開発により技術実証プラントが生み出され、初の商業プラントへの展開と操

業に必要な経験が得られるであろう。 

 
未来に向かって 
経験を基盤にする 
知識管理の整備を進めることにより、最適な進展が可能になる。既存ネットワーク

の強化と新しいネットワークの確立を同時に行うことにより、知識の蓄積が増し、実

際の運用が促進される。技術プラットフォームは、同じ目標に到達するために連携す

る全ての投資家と共にこれを支援する。 
 
 
                                                  
4 http://www.zero-emissionplatform.eu/docs/ZEP%20SRA%20-%20draft%207.pdf 
5 http://www.zero-emissionplatform.eu/docs/ZEP%20SDD%20-%20draft%208.pdf 
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研究開発実証を支援 
戦略的研究行動計画（Strategic Research Agenda：SRA）は、ヨーロッパが 2020

年までにゼロ・エミッション化石燃料発電所を構築するための道筋を示しており、優

先すべき重要分野を明らかにするとともに、EU 加盟各国政府と欧州委員会による研

究開発実証プログラムの継続的な実施を促すであろう。さらに、産業界の長期的な参

加意欲も喚起されるであろう。また、戦略的展開に関する報告書（ Strategic 
Deployment Document：SDD）は、市場に技術を導入するための手法を取り上げ、中
間目標とともにロードマップを提示する。とりわけ重要なことは、この展開計画がビ

ジネス環境の整備に繋がる規制と政策についての提言や見解を示しており、EU の技

術革新を示す実証活動の継続を盛り込んでいる点である。 
 
連携と統合 
ヨーロッパ全体の投資家の連携は、知識の伝播とネットワークの確立を可能にする。

それぞれの活動は統合された研究、開発、実証および展開戦略によって左右される。

EU加盟諸国からなるミラー・グループ（Mirror Group）は、技術プラットフォーム
と協力して、SRA と SDD が加盟各国の目標および一連のイニシアティブと連携し、
統合されるよう努める。SDDの提言に基づく EU加盟諸国の連携は、ゼロ・エミッシ
ョン化石燃料発電を成功に導く最大の力となるであろう。 
 
効果的な広報 
これらの技術の安全性と信頼性が人々に理解され、その導入によって多くの恩恵が

もたらされることが周知されるまでには、今なお多くの労力を費やさなければならな

い。提供される情報は、十分に調査された正確で信頼できるものでなければならず、

分かりやすく明確に示されなければならない。最大の目標は、環境に優しく効率的で

安全性と競争力を備えたエネルギー経済の実現であり、このことが明確に伝達されな

ければならない。 
以上 

 
翻訳：山本 かおり 

 
出典：A Vision for Zero Emission Fossil Fuel Power Plants－Report by the Zero  

Emission Fossil Power Plants Technology Platform 
http://ec.europa.eu/research/energy/pdf/zero_emission_ffpp_en.pdf 
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