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【環境（地球温暖化）】CCS 温室効果ガス 
 
仮訳 

 
CO2 回収・貯留に関する省庁間タスクフォース活動報告書概要（米国） 

(2010 年 8 月付)  
 

 
報告書概要 

はじめに 

 
CO2 回収・貯留(CCS)とは、新設および既設の石炭火力発電所やガス火力発電所、産業

工程、その他の CO2 固定発生源から発生する CO2 排出量を大幅に削減できる一連の技術

を指す。CCS 技術を発電に用いた場合、全米および世界レベルでの温室効果ガス(GHG)
削減という目標達成に重要な役割を果たすと考えられる。 
 
 しかし、CCS 技術を高いコスト効率で広範囲に展開できるのは、その技術が商業レベル

で有益で、かつこれを支える国策の枠組みが整っている場合に限られる。こうしたゴール

を踏まえて、オバマ大統領は 2010 年 2 月 3 日、担当する 14 の省庁で構成される CCS 省

庁間タスクフォースを設立した。 
 
 DOE (米エネルギー省) と EPA (環境保護庁) が共同議長を務めるこの CCS タスクフォ

ースでは、2016 年までに 5～10 件の商業規模の実証プロジェクトを稼働させるという目

標を掲げ、10 年以内にコスト効率の良い CCS 技術を幅広く展開していく上での障壁を打

開する計画の提案を担っている。 
 

CCS タスクフォースは、100 人以上の連邦政府職員で構成されており、初期の CCS プ

ロジェクトに対する課題のほか、CCS 技術の商業レベルでの広域展開を阻むと考えられる

要因についても調査した。このレポートにまとめられた調査結果や推奨事項を検討するに

あたって、同タスクフォースは、すでに出版されている資料や 100 人以上の専門家や株主

からの個々のコメント、このほか、タスクフォース宛てに届いたパブリックコメントを参

照した。 
 
さらに同タスクフォースは、大規模なパブリックミーティングを開き、的を絞った株主

向け説明会を数回行った。CCS 技術はさまざまな CO2 固定発生源に利用できるが、石炭

火力発電所から排出される CO2に用いることで、温室効果ガス削減において 大の可能性
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が示される。石炭は、信頼性があり価格も手頃な、国内の重要なエネルギー資源として、

何十年も使用されてきており、また石炭産業は、報酬の高い安定した仕事を、米国内の労

働者に提供してきた。 
 
一方、米国内の温室効果ガス排出量の内、石炭火力発電所からの排出量が も大きな割

合を占めており、世界のエネルギー消費による CO2排出量の 40%が、石炭燃焼によるもの

である。環境保護庁(EPA)とエネルギー情報局(EIA)が行った、近年の気候・エネルギー法

案に関する評価によると、高いコスト効率で CCS 技術を利用できれば、国内 CO2排出量

の削減目標を達成するのにかかる全体コストを下げるという、大きな役割を果たすことが

できる。 
 
米国は、温室効果ガス排出削減のための CCS 技術開発・展開政策において主導的な役

割を果たすことにより、豊富で価格も手頃な国内エネルギー資源を利用するという選択肢

を維持でき、これが、国家セキュリティの向上につながる。また、石油増進回収(EOR) を
行うことにより既存の油田の生産量を 大限に伸ばし、輸出可能な新しい技術の開発をサ

ポートする。 
 

CCS 技術による温室効果ガス排出削減を阻む、技術、法律、制度、規制面、その他の障

壁で、克服できないものはないが、初期の CCS プロジェクトは、気候変動政策が不確か

であることに関係した経済的な問題、 先端技術を初めて用いるリスク、CCS コストが他

の技術と比べて割高であるといった問題に直面している。政府による気候変動法の分析結

果は、CO2の予想価格を補う金銭的なインセンティブがない限り、今後 20 年、CCS 技術

の広域展開は期待できないと示唆している。 
 
これらのプロジェクトには、コストに関する努力目標に加え、現在検討中の規制基準を

満たすことが必要になるだろう。長期的な規制プログラムは、CCS技術の展開状況に見合

ったものになっているが、連邦および州レベル注1での経験や制度面の力が乏しいために、

CCS特有の要件の導入を妨げる可能性がある。 
 
長期債務や財産権など、重要な法的問題の解決も必要である。米国内の温室効果ガス削

減のために策定された気候変動政策は、CCS などの低炭素化技術を商業ベースで展開する

ためには、 も重要なステップである。というのも、こうした政策によって、民間投資の

ための、安定した、長期的枠組みが作られることになるからである。 
 
総力を挙げて、財政、経済、技術、法律、制度、社会的な障壁に対し適切に対処するこ

とで、CCS 技術を実行可能な気候変動対策とすることができる。国内および世界の排出量

                                                 
注1  ｢州政府｣には、先住民族政府も含まれる。 
 

ＮＥＤＯ海外レポート ＮＯ.1077, 2011.9.15

37



削減目標実現に要する全体コストを削減する上で、この対策は、長期間にわたって重要な

役割を果たすことができる。 
環境や国民の健康、安全を守るために適切な保護政策が確実に適用される一方で、連邦

および州政府機関は、従来の政府当局やプログラムを利用して、これらの障壁に対する政

策を開始することができる。  
 
 
CCS 技術の状況 

 
CCS 技術は、次の 3 段階のプロセスで構成される。 
1) 発電プラントまたは工業プロセスから排出された CO2の回収および圧縮 
2) 回収した CO2の輸送 (通常パイプラインで輸送) 
3) 回収した CO2の地中への貯留 

例) 深層岩塩層、石油およびガスの貯留層、採掘不可能な石炭層 
CCS 技術の 3 つのプロセスすべてに、技術が存在する。 

 
産業排ガスからの CO2回収は、その他のガスからのさまざまな CO2分離方法で 1930 年

代以降実施されている。これらの CO2回収プロセスは、天然ガス産業でも用いられてきて

おり、食品用と化学用の CO2が生産されている。従来の回収技術は膨大なエネルギーを消

費するため、石炭火力発電所やその他の産業プロセスの CO2発生源にこの技術を用いても、

結果的にコスト高となってしまう。 
              
米国では 40 年近くにわたって、パイプラインでの CO2輸送が行われてきた。従来の CO2 

パイプライン(全長 3,600 マイル)で毎年約 5,000 万トンの CO2 が輸送されている。 
 

 世界全域には、商業ベースの 4 つのCCS設備があり、ここに回収されたCO2を深地層構

造に貯留し、一連の技術を用いて、貯留されたCO2について監視、検証を行う注2注3。これ

らの 4 つのCCS設備には、適切な深地層構造にCO2の人為的貯留を安全かつ効果的に行っ

てきた 25 年間の実績がある(Dooley他、2009)。DOEは、北米で同様の方法を用いてCO2

の地中貯留を行う場合、何百～何千年間貯留が可能であると見込んでいる。 
 
同様に、DOI 傘下の米国地質調査所(U.S. Geological Survey: USGS)は、CO2貯留先と

して期待できる米国全土の深地層構造について DOE がまとめた総合目録を活用している。 
従来の CCS 技術プロセスをそのまま｢スケールアップ｣して石炭火力発電と統合した場合、

技術、経済、調整面の問題が生じる。電力セクターでは、CCS 技術を備えた新設石炭火力

                                                 
注2 1970 年代以降、石油増進回収(EOR)を目的に、地中の貯留層への CO2の圧入が、計画実施され、結果的

に、安全かつ大規模な CO2 の圧入と地中貯留に必要な、貯留層の管理と運用について、多面的に整備がな

されることとなった。 
注3 北海の Sleipner、バレンツ海の Snøhvit、アルジェリアの Salah(サラーレフ)、カナダのウェーバーン 
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発電所の増分コスト見積もりを従来型の新設石炭火力発電所と比較すると、一般的に回収

CO21 トンあたり 60～95 ドルの幅がみられる(2010a 年 DOE)。 
 
コストの約 70～90%は、CO2の回収や圧縮に関連するコストである。このコストの内一

部は、既に市場がある石油増進回収(EOR)に CO2を用いることで相殺できるものものある

が、石油増進回収技術は、多くのプロジェクトで利用できない可能性がある。現在 DOE
が実施している研究・開発・実証プログラムは、プロジェクトの不確実性を低め、技術コ

ストと性能の改善に役立てることができる。 
 
CCS の研究・開発・実証プログラムは、次の 2 つの要素から成る。 

1) CCS の安全性と信頼性を証明するため、適切な規模に統合された現在の CCS 技

術の運用について実証を行う。 
2) 改善型 CO2回収技術と先進発電技術を開発して CCS 展開コストを大幅に削減し、

2020 年以降に計画されている、コスト効率の良い広域な CCS 展開を促進する。 
 

 

米国の CCS 展開状況 

 
連邦政府はすでに、米国内で安全かつコスト的にも無理のない CCS 展開を可能にする

CCS 技術を、商業ベースで開発することを促進するため、一連の具体的なイニシアティブ

を推し進めている。このイニシアティブの内訳は、CCS 技術の研究・開発・実証、すなわ

ち CO2 を地中に貯留する際の安全性、有効性、環境面での安定性に取り組む規制の整備、

CO2を地中に貯留する上での国内の地理的収容能力の評価などである。この取り組みすべ

て、しっかりとした科学的な根拠の上に基づいており、今では CCS 技術の実行可能性を

示すものとなっている。 
 
技術、経済、規制面の理由から、長期的な統合テスト・検証プログラムが必要である。

DOEは現在、米国再生・再投資法注4に基づく予算から、前年度予算に 34 億ドルを追加充

当し、多角的実証プロジェクトを進めている。税額控除、借入保証などのさまざまなその

他インセンティブも、多数のプロジェクトに充てることができる。 
 
米国では 2016 年までに、DOE の支援を受けている 大 10 件の統合型 CCS 実証プロジ

ェクトが運用開始予定である。これらが実証されれば、現在の CCS 技術が商業規模の発

電プラントや産業プラントに統合され、許可を得て、安全かつ確実に運用できるようにな

ることが判っている。新型発電プラントでは、燃焼前 CO2回収技術、輸送方法、貯留方法

を、ガス化複合発電(IGCC)技術と統合することに焦点を置いている。 
 
                                                 
注4 公法 111-5 
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CCS の発電プラントへの追加導入や産業への応用が、統合型燃焼後 CO2 回収技術を実

証することになる。これらのプロジェクトに加え、連邦政府の借入保証、税制上の優遇措

置、国家(州)レベルの監督により支援されているその他のプロジェクトが、CCS 導入が見

込まれる大きなグループをカバーしている。しかし、提案された実証プロジェクトの中に

は、経済的またはその他の理由で計画が進まないものが出てくる可能性もある。 
長期的な展開を目指すには、市場の失敗への取り組みとともに、気候変動対策の展開が

不確かであることや、現在使用可能な CCS 技術の適用コストが高いといった、問題克服

のための追加的取り組みが求められるだろう。 
 
 
CCS 展開に対する障壁 
 
 包括的な気候変動法案が存在しないことは、CCS を展開する上での主な障壁となる。新

技術に対して CO2 価格や適切な金銭的優遇措置が設定されなければ、CCS のような低炭

素化技術への投資に対するしっかりとした枠組みはありえない。CCS を早期展開した場合

には、連邦政府による多額のインセンティブが実施され、これには、CCS 技術開発を推し

進める研究・開発・実証活動、税額控除や借入保証などの市場プル型メカニズムなどがあ

る。 
 
しかし、これらのプロジェクトの多くは、温室効果ガスの削減の必要性を見越して、プ

ライベートセクターによって計画されたものであり、これらのプロジェクトに対する も

重要な経済的課題は、温室効果ガス削減の価値に関する持続的な方針が不安定である点で

ある。経済的な支援を得ても、法律や規制が確実でないといった問題が、CCS プロジェク

トの開発を妨げる可能性がある。規制が不安定であることは、CCS 展開に対する障壁とし

て広く認識されてきた。 
 
早期の CCS プロジェクトは、従来の法律の下で進めることができるが、これまでに、

CCS に対して連邦および州政府レベルの規制枠組みが適用されたことはほとんどない。現

行の EPA の取り組みにより CCS 向けの要件を整備検討することで、従来の規制枠組みが

明確化されると予想される。これにより、初期プロジェクトの不確実性を低下させ、安全

かつ効果的な CCS 展開を確かなものにする。 初に実施された 5～10 件の CCS プロジェ

クトの規制・許可の経験から、広範囲な CCS 展開向けに、従来の要件に対して今後見込

まれる変更と、規制枠組みのための必要性が報告されるだろう。 
 
このタスクフォースは、長期的に可能性のある債務(民法上の義務)に関係する範囲(例: 

CO2 貯留場所を閉鎖後に生じる)と、広範囲な展開にあたって見込まれる影響範囲につい

て確認した。CCS プロジェクトを計画する多くの州は、CO2の地中貯留に関連する長期的

な債務に取り組むための策を講じている。同タスクフォースの初期評価によると、従来の
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連邦および州政府の法的枠組みは、少なくとも 5～10 件の初期プロジェクトグループであ

る商業規模プロジェクトにとって適切なものでなければならない。 
 
 しかし、この主題には多岐にわたる見方があり、かつ複雑な一連の基本的な問題や要因

を分析する時間は限られているため、CCS の広範囲な展開に関係する、長期的に可能性の

ある債務に取り組むための 適な法的構造すなわち規制構造を決定するには、さらなる分

析が必要である。空隙の集合体やこれに関連する所有権もまた、CCS プロジェクトにとっ

ては重要なのである。 
 
空隙の問題については、これまで州が対処してきており、いくつかの州は、私有地に地

中貯留を行う上で、空隙の集合体に対処するための対策を行っている。これまでの経験に

基づいて、同タスクフォースは、私有地の隙間問題の対処には、州政府が 適の立場にあ

ると考えている。国民の認識と支援は、新エネルギー技術の開発には不可欠であり、CCS
プロジェクト(2005 年 IPCC、2008 年 CRS、2008 年 IEA、2009c 年 IEA)にとって極めて

重要であると、一般的に見られている。 
 
商業規模の CCS プロジェクトを世論が支持するかどうかについては、大部分は不明で

あり(2010 年 Malone 他)、世論の反応はプロジェクト毎に異なる。しかし、強化された協

調的な民間の広報活動により、温室効果ガスの排出を削減する一つの方法として CCS の

役割を、国民に認識させていくだろう。情報公開、教育、CCS プロジェクトのライフサイ

クルを通じて広報活動を統合することが、主な課題を特定し、世論の理解を育み、コミュ

ニティとプロジェクトデベロッパーの間の信頼を築く上で役立つことになる。 
 
 

障壁を乗り越えるための計画 

 
技術開発支援 

 
2016 年までに予定される 5～10 件の商業規模の実証プロジェクトなど、初期 CCS プロ

ジェクトの成功を築くため、DOE と EPA は、連邦政府の懇談会(ラウンドテーブル)を設

け、計画されているプロジェクト、または既存のプロジェクトに対する、財政、技術、規

制、社会面での障壁を乗り越えるために支援を求めるプロジェクトデベロッパーと連絡を

とる１つの接点としての役割をしている。 
 
この懇談会では、必要に応じ、州や連邦政府の許認可担当者や許可申請者に、技術的サ

ポートを提供する必要がある。この懇談会ではまた、電力セクターや産業セクター、NGO、

州当局、研究団体で構成される技術委員会を設ける必要がある。 
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技術委員会は、DOE(エネルギー省)と EPA(環境保護庁)とともに CCS 実証プロジェクト

の定期的審査を行い、その進捗具合を監視し、追加的調査、リスクマネジメント、規制に

関するニーズがないかどうか広域にわたり確認を行う。同委員会ではまた、DOE や EPA
の要求に応じ、CCS の技術、経済、政策上の問題について情報提供を行うこともある。 

DOE はひき続き、安全かつ高いコスト効率で 10 年以内に CCS 展開を実現する CO2回

収技術や、貯留層の規制分類が十分かどうかを検討しなければならない。上述の技術委員

会からの情報に基づいた、この進行中の評価により、残存する技術のギャップを設定する

のを援助できる。連邦政府の連携が増えることにより、これらのプロジェクトを支援する

連邦政府の能力が高まり、より効果的なインセンティブと、障害への対処を提供すること

ができるだろう。 
 

DOE は、EPA、財務省、USDA(農務省)と共同で、CCS プロジェクトに対する連邦政

府からの財政支援の活用とその効果について追跡調査を行わなければならない。これらの

連携を高めることで、各プロジェクトの市場状況に対する連邦政府の補助金と支援を調整

する政府の力を拡大し、連邦政府の支援を受け取ることのできるプロジェクトの資格基準

をより明瞭化し、効率的にリソースを分配する。これにより政府は、連邦議会や州政府と、

従来のインセンティブの効果について、より効率的に協議できるようになる。 
 
 米国政府は、国際協力を支え続け、これにより国内の CCS 展開の取り組みを補い、世

界レベルでの CCS 展開を促進しなければならない。ほとんどの CCS 技術の研究・開発・

実証プロジェクトは、米国やその他の先進国からの支援を受けている。これらの国々とリ

ソースを活用し、研究結果を共有することで、CCS 展開の実行可能性を高め、世界レベル

で商業化速度を早める可能性がある。エネルギーと経済の関係のモデル化により、石炭依

存型の新興経済における CCS 展開が、気候変動対策の目標を達成する上での、将来的な

方針や経済的なシナリオの下、重要な役割を果たすことを示唆している。 
 
米国は、急速に拡大する発電セクターを有する石炭依存度の大きい新興経済国との協 

力関係を続け、建設的な対話を促すことで、非効率で温室効果ガスを排出量の多い、発電

所が数十年にわたり固定されるのを回避すべく、支援を行わなければならない。それがう

まくいかなければ、その後の CCS 展開はさらに難しくなり、気候変動対策コストが増加

する可能性がある。 
 
法規制の明確化と支援 

 
連邦政府機関は共に協力し、補完的なやり方で既存当局を利用して、CCS 展開のための

要件の策定に取り組まなければならない。EPA は、2010 年末頃までに、飲料水安全法(Safe 
Drinking Water Act :SDWA) の下で地中貯留井戸、また排ガス規制法(Clean Air Act: 
CAA)の下で CO2 貯留施設の温室効果ガス排出量報告を法制化し、貯留目的に排出源から
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回収された CO2 に適用する規則として、資源保全再生法(Resource Conservation and 
Recovery Act :RCRA)を提案しなければならない。 

 
同時に、これらの規則の導入をサポートする EPA によるガイダンスもまた提供されな

ければならない。2011 年末頃までには、EPA は RCRA の適用規則を決定しなくてはなら

ない。また EPA と DOI(内務省)は、すぐにも連携を組み、陸上と沖合両方の CCS 規制枠

組みを開発する戦略を立てなければならない。ロンドンプロトコル(LP)の批准と、これに

関連する海洋・保護・研究・聖域法 (Marine Protection, Research, and Sanctuaries Act : 
MPRSA)、連邦大陸棚領域法（Outer Continental Shelf Lands Act : OCSLA）を変更する

ことにより、連邦大陸棚へのCO2 貯留に関する包括的な法的枠組みを確実なものにする。 
 
連邦および州政府機関は共同で取り組みを行い、安全かつ効率的な CCS 展開のための

規制面と技術面の能力を向上させなければならない。特に、EPA が DOE、DOI、州政府

機関と連携して、地下への CO2圧入制御レギュレーターの能力強化プログラムを展開しな

ければならない。許可書の発行者やその他の主な職員を教育することにより、技術的に信

頼できる許可証を発行・実施する際の能力や効率を大幅に高めることができるだろう。こ

れらのプログラムは、DOE の地域間 CO2 回収パートナーシップ( Regional Carbon 
Sequestration Partnerships:RCSP)のような従来の取り組みを活用しなければならない。

DOE と EPA はまた、規制の整備、許可、プロジェクト開発をサポートする情報ニーズと

ツールを明確にしなければならない。 
このタスクフォースは、CCS 運営を確実に統合し、持続可能な CCS 産業を実現し、国

民の信頼の強固の土台を確実にするために、CCS 活動について適切な監視、管理、会計責

任が不可欠となるだろう。DOE と EPA は、他の機関と協議して、初期の CCS 実証プロ

ジェクトの規制実施について追跡調査し、追加的な法令見直しが必要かどうか検討しなけ

ればならない。 
 
これにより、従来の枠組みが有効でないと判明した場合には、政府が連邦議会や州と、

より有効な協議ができるようになる。連邦政府関係機関は、国家環境政策法(National 
Environmental and Policy Act: NEPA)の分析をできるだけ早く開始すべきであり、これ

により、強固で包括的な環境の見直しが、必ずタイムリーに終わるようサポートされる。

連邦政府の政策決定に見合えば、行政機関は、段階的な NEPA 分析に使用する環境影響評

価(Programmatic Environmental Impact Statements)の作成を検討し、このプロセスを

開始しなければならない。また、環境諮問委員会(Council on Environmental Quality: 
CEQ)は、CCS に特化した NEPA ガイダンスの作成について検討しなければならない。 
 
長期的な債務と社会的な責務の枠組みを改善する取り組みは継続すべきである。2011

年後半までには、EPA、DOE、DOJ(司法省)、DOI、財務省とで、従来の規制枠組み、お

よび計画された規制枠組みに照らして長期的な債務および社会的な責務についてさらに評
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価を行い、提言を行わなければならない。タスクフォースによって特定された７つの選択

肢の内、次の 4 つの方法、あるいはこれらの組み合わせの進め方が検討されなければなら

ない。 
(1) 長期的な債務および社会的な責務に関する従来の枠組みへの依存 
(2) 当然の権利に対しての要求、請求に対する実質的あるいは手続き上の制限の導入 
(3) 長期的な社会的責務の活動を支援し、サイト閉鎖後に発生したあらゆるタイプ、形

態の損失または損害について団体を補償するための、資金提供の受け取り、信託基金

の立ち上げ。 
(4) サイト閉鎖後(不測の事態による)、連邦政府に対する債務振替。制限のない連邦 

政府の賠償金は、CO2貯留関連の長期債務を処理するために用いられるべきではない。 
 

 
パブリック・アウトリーチ(一般社会への広報活動) 

 
CCS 技術の社会への普及拡大とその調整を行うため、DOE と EPA は、米国内のさまざ

まな地域において CCS 関連情報を集めるため、連邦政府機関、州、産業界、NGO 間での

調整を促進する従来からの取り組みをテコ入れすべきであり、発生する可能性のある重要

な問題について評価を行わなければならない。この取り組みで得られた情報を用いて、

DOE と EPA は、連邦政府、州、産業界、NGO 間で、包括的なパブリック・アウトリー

チ戦略を立てなければならない。この戦略は、以下の 2 つの要素で構成され、環境正義な

どの課題に取り組む。 
 1) 一般市民や政策決定者を対象とした、パブリック・アウトリーチのための幅広い戦略 
  2) CCS プロジェクト候補のコミュニティとの、より焦点を置いた契約 
１つめのステップとして、公平で質の高い CCS 関連情報に一般市民がアクセスできる情

報センターを迅速に設立しなければならない。その後、DOE、EPA、DOT(運輸省)、DOI
からの意見を取り入れ、プロジェクトデベロッパーと規制当局向けにアウトリーチのため

のツールが開発されなければならない。 
 
 
まとめ 

 
CCS 技術は、豊富な国内の化石燃料資源を利用するという選択肢を保持しつつ、国内の

温室効果ガス排出量の削減における、重要な役割を果たすことができる。しかし、CCS 技

術の短期的または長期的な実証および展開は、いくつかの障壁によって妨げられている。

これらの障壁の内 も大きな問題は、連邦政府による温室効果ガス削減するための政策が

存在しないということであるが、同タスクフォースは、これらの障壁に取り組む既存の権

限とリソースの下で、連邦政府が対応できる具体的な対策についてまとめた。CCS 技術を、

広域にコスト効率良く展開するには、長期的な債務や社会的な責務などの、具体的な障壁
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に取り組むための追加的対策が必要と考えられる。 
 
コスト効率の良い CCS 技術をタイムリーに展開することで、米国の気候変動目標達成

に要するコストを削減できる。CCS 技術はまた、地球全体の温室効果ガスを減らす上で重

要な役割を果たすこともできる。気候変動への取り組みの一環として、ひき続き主導的に

CCS 技術を開発、展開していくことで、米国を、気候変動対応技術やこの市場におけるリ

ーダーとして位置づけることになるだろう。しかし、広域でコスト効率の良い CCS 展開

は、CCS の技術が、経済的にも競争力を有する価格で、商業ベースで適用され、かつ、こ

れを支える国策枠組みが導入されている場合に限り実現されるだろう。 
 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 原田 玲子） 
 
 

出典：本資料は、以下、DOE Fossil Energy の記事を翻訳したものである。 
”Executive Summary: Report of the Interagency Task Force on Carbon Capture and 
Storage” 
http://fossil.energy.gov/programs/sequestration/ccstf/es_ccstf_2010.pdf 
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