
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 19 年度  

石炭ガス化技術等実証普及事業 

 

成果報告書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 20 年 3 月 

 

財団法人 地球環境産業技術研究機構



 
 

i

 
まえがき 

 
本報告書は、経済産業省の補助金を受けて、財団法人地球環境産業技術研究機構（RITE）

が実施した平成 19 年度「石炭ガス化技術等実証普及事業」の成果をとりまとめたものであ

る。 
本事業は、地球環境保全に配慮した循環型経済社会構築のため、革新的な地球環境保全

技術の一つとして米国が早期実用化を主導するFutureGen プロジェクトの開発成果を中心

に、CCS(Carbon dioxide Capture and Storage)を念頭に置いた石炭ガス化技術に関する世

界の 新技術動向を収集し、それに基づく要素技術・システムの評価を行うことにより、

実用化に向けた総合戦略を検討・情報発信するものであり、平成 19 年度から 5 カ年計画で

開始された。 
化石燃料利用に伴う二酸化炭素の排出抑制技術は、今後 2100 年までの地球温暖化対策に

必須のものであり、なかでも早期実用化が期待されるのは、石炭ガス化によるエネルギー

利用効率向上と、CCS 技術との組み合わせによる抜本的な二酸化炭素排出抑制技術と考え

られている。このコンセプトに基づき、米国がゼロエミッションのクリーンエネルギー発

電として実用化を目指し進めているのが FutureGen である。 
FutureGen は、石炭を純酸素を用いガス化し、得られた水素で発電するとともに、二酸

化炭素を 100％分離回収して地中貯留するプロジェクトである。 
一方、我が国は、すでに石炭ガス化技術において世界的な水準にあるだけでなく、CCS

においても分離回収技術開発・地中圧入実証等に世界的な成果を挙げており、今後の二酸

化炭素排出削減戦略とエネルギー供給戦略のなかで、同様のゼロエミションクリーンエネ

ルギー発電を視野に入れるべきとされている。 
こうした構想の実現に向けては、引き続き、自ら技術開発に取り組んでいくべきことは

言うまでもないが、米国が主導する国際連携の枠組みに参加することによって FutureGen
システム実証に向けた技術開発から得られる石炭ガス化技術、CCS 技術等の情報を入手し、

我が国としても関連する要素技術・システムの評価を行うとともに、他の世界的動向も考

慮しながら CDM 等による国際貢献をも視野に入れた実用化総合戦略を検討し、これらの成

果を、国内に情報発信・普及し、技術の優位性について各層を啓発して行くことには大き

な意義があるものである。 
 後に、推進委員会やワーキンググループ等においてご指導いただいた先生方を始めと

する多くの関係者の方に心からの謝意を表するものである。 
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要約 
 
 2008年度は地球温暖化対策技術としてのCCSに非常に多くの動きがあった。国内におい

ては経済産業省主催のCCS研究会において数十万トン/年のCCSデモンストレーションプロ

ジェクトを立ち上げるとともにCCSに係る法整備を行うべきとの提言がなされた。一方、

欧州においてはCCSに関するEU指令(Directive)（案）が公表され、新たに建設される石炭

火力発電所にはCO2を回収する設備を設置するスペースを設けることの義務付け（いわゆ

るCapture Ready）が含まれた。また、CSLF/IEA Work Shopにおいて洞爺湖G8サミット

に向けて、2010年までに世界で20以上のCO2貯留量百万トン/年以上のCCSデモンストレー

ションプロジェクトを立ち上げるべきとの提言がまとめられた。CCSが単に地球温暖化対

策技術のひとつとして概念を議論する段階を過ぎ、いかに実用化するかという段階に至っ

たといえる。 
一方、こうしたCCSを加速化させる流れに対して、原油価格の上昇に伴うプラントコス

トの上昇はCCSプロジェクトの具体化の大きな障害となっており、多くのプロジェクトに

おいて投資判断の延期等の事態を招いている。 
こうした状況の中で、石炭IGCC＋CCSの技術開発要素も含めたひとつの一貫したプロジ

ェクトであったFutureGenについても、プラントコストの上昇を受けて大きな見直しが行

われ、複数のゼロエミッション型の石炭火力プロジェクトのCCS部分に資金が提供される

スキームとなった。また、これまでは日本を含む米国以外の国々からも資金を提供するス

キームであったのが、国外からの資金提供については前提とならないこととなった。今後、

プロジェクトの推移について更に注視していく必要がある。 
 2007年度については主としてプロジェクトの見直しがなされる前のFutureGen石炭

IGCC+CCSプロジェクトの設備構成、適用技術、リスク評価を含むサイト選定方法につい

て詳細に調査・評価を実施した。調査・評価を実施した技術が見直されたプロジェクトス

キームの中で必ずしも採用されるとは限らないが、ガス化炉等 新技術を考慮して設備構

成が検討されており、サイト選定方法も含め今後のゼロエミッション石炭火力発電の日本

における実現を考える上で大いに参考になると考えられる。 
 2008年度以降についてはIGCC+CCSに限らず、Post-CombustionさらにはOxy-Fuel等幅

広いゼロエミッション型石炭火力の国際動向について調査していく必要がある。 
 
（１） FutureGen Project の見直し内容 

① 商業的規模の複数の IGCC（パブリックコメントの状況によってはその他の石炭火力発

電も考慮する）において 新の CCS 技術を実証することを目的とする 
② DOE は 2015 年までに操業を開始する IGCC プラントの CCS 設置に対し資金提供 
③ 2003 年の当初計画に比し、少なくとも 2 倍の量の CO2 を貯留可能と見込まれる  
 再編成の背景としてはプロジェクト開始当時（5 年前）からの以下に示す情勢変化がある。 



 
 

vii

① 発電プラント新設に対する資材・人件費の高騰 
② CO2 規制に対する関心の高まり 
③ Florida、Kansas、Minnesota など幾つかの州で、石炭火力新設許可の際に CCS ある

いは CCS 付加可能なことを要求する政策あるいは規制が存在 
 
（２） FutureGen技術評価 

FutureGenの設備構成と経済性評価を下表に示す。 
FutureGen の設備構成と経済性評価 

項目 ケース#1 ケース#2 ケース#3 

1.Initial Conceptual Design Report (FutureGen Industrial Alliance) 

系統構成 1 系統 1 系統 A 系統 B 系統 

ガス化炉 GE SHELL E-Gas KBR 

炭種 瀝青炭 

亜瀝青炭(？) 

瀝青炭 

亜瀝青炭 

瀝青炭 亜瀝青炭 

石炭供給方式 スラリー 乾式 スラリー 乾式 

ガス化炉 噴流床 噴流床 噴流床 Transport 

ガス化炉構造 耐火材 水冷壁 耐火材 耐火材 

H2S/CO2 除去 Selexol Selexol Selexol(共通) 

O2 製造 深冷分離 深冷分離 深冷分離 ITM 

2.Cost and Performance Baseline for Fossil Energy Plants (DOE/NETL) 

炭種 東部瀝青炭 - 

送電炭効率 32.5% 32.0% 31.7% - 

建設単価 2,390 $/kW 2,670 $/kW 2,430 $/kW - 

発電原価 10.3￠/kWh 11.0￠/kWh 10.6￠/kWh - 

CO2 Avoided 32$/ton-CO2 42$/ton-CO2 41$/ton-CO2 - 

 
① 米国東部瀝青炭を設計炭としたCost and Performance Baseline for Fossil Energy 

Plantsでは、GEガス化炉のIGCC+CO2システムが優れている。但し、3つのIGCC+CO2
回収システムの発電原価の差は、7%以内である。 

② 一方で、IEA GHGがオランダを対象に検討したIGCC+CO2回収+H2併産の検討の場合、

設計炭を豪州東部瀝青炭とし、発電原価はガス化炉方式によらずほぼ同じであり、高

いH2/電力比が得られるSHELLガス化炉のシステムが優れていると評価されており、

条件次第で評価結果が変わりうる。 
③ 脱硫も含めたCO2分離技術として物理吸収法であるSelexolがすべてのシステムにおい

て採用されていることが注目される。 
④ 一方で、RWEは脱硫も含めた物理吸収法としてRectisolを想定している。 
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（３） サイト選定方法 
サイト選定は下図のプロセスで実施された。 

 

 
                      サイト選定プロセス・フロー 
 

FutureGen Industrial Alliance の 3 つの選定基準の概略は以下のとおり。 
① 資格基準：より先の選考に進むためにサイトが適合しているべき基準 
② 採点基準：各サイトが有する望ましい特徴の範囲によってサイトをランク付けする基

準 
③ 大価値基準：定量評価ができるものではないが、同盟がプロジェクトの指名を確実

に全うするために必要であると考えられる要素の基準（専門技術者による相対的な技

術評価） 
本サイト選定プロセスにより、サイト候補が全米12サイトから4サイト（イリノイ2、テ

キサス2）に絞り込まれ、環境保護庁（EPA）のレビューのもと、エネルギー省（DOE）に

よる環境影響評価が実施され、2007年11月にFinal EISが発行された。4つのいずれのサイ

トにおいてもプロジェクトの展開が不可能となるような技術的な問題は無かった。 
2007年12月18日にFutureGen Industirial Allianceはイリノイ州Mattoonを建設サイト

に選定したと発表したが、同日、DOEはMattoonを建設サイトとして認めていないことを

発表し、2008年1月30日、FutureGenプロジェクトの見直しが公表された。 
 

（４） リスク評価 
絞り込まれたサイト候補 4 箇所について、環境影響評価の一環として定量的なリスク評

価が実施された。定量的なリスク評価とはモデルによるシナリオ分析により、発生するリ

スクの確率および影響（CO2 漏洩量等）を計算して数量化するものである。 
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圧入前および圧入後のリスク評価のステップを下図に示す。 

排出源の特定

主要な放出メカニ
ズムの決定

第二の放出メカニ
ズムの決定

FutureGenプラ
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輸送設備
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突発故障 / 漏出
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地下水

土壌

大気への放出

大気中拡散

吸入 土壌接触 飲料用水
適当な暴露経路の

特定

健康及び生態へ
の影響の決定

リスク評価の
計算

人体の健康：急性及び慢性の基準
生態影響：毒性値及び物理的影響の参照

生態リスク慢性人体影響急性人体影響

長期的な放出

排出源の特定

主要な放出メカニ
ズムの決定

第二の放出メカニ
ズムの決定

隔離後のガス（CO2、H2S、CO等）

突発故障

地表水

地下水

土壌

大気への放出

大気中拡散

吸入 土壌接触 飲料用水
適当な暴露経路の

特定

健康及び生態へ
の影響の決定

リスク評価の
計算

人体の健康：急性及び慢性の基準
生態影響：毒性値及び物理的影響の参照

生態リスク慢性人体影響急性人体影響

長期的な放出

 
   圧入前リスク評価ステップ        圧入後リスク評価ステップ 

 

トラブルが起こる可能性が比較的高いのは CO2 輸送のパイプラインからの CO2、H2S 
の漏洩で、CO2 貯留についてはトラブルが起きる可能性が低いという評価となった。なお、

地中貯留の定量的リスク評価については CO2 漏洩速度、確率等に関する不確実性が高いこ

とが注記されている。 
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第1章 事業概要 
 
1.1 事業目的 

地球環境保全に配慮した循環型経済社会構築のため、革新的な地球環境保全技術の一つ

として米国が早期実用化を主導するFutureGenプロジェクトの開発成果を中心に、

CCS(Carbon dioxide Capture and Storage)を念頭に置いた石炭ガス化技術に関する世界

の 新技術動向を収集し、それに基づく要素技術・システムの評価を行うことにより、実

用化に向けた総合戦略を検討・情報発信する事業を行い、日本国内および世界の抜本的温

暖化対策に資する。 

 

1.2 事業内容 
1.2.1 FutureGen プロジェクトに関する情報収集・整理 
(1) 米国政府が主導する FutureGen プロジェクトに日本政府がパートナーとして参加する

政府間協定の取り決めに基づき、米国政府 Department of Energy (DOE)に対するプロ

ジェクト分担金の支払い実務を遂行するとともに、Government Steering Committee
（GSC）および Technical Subcommittee への出席他必要な活動を通じて以下に示すプ

ロジェクト情報の収集・整理を行う。 
  ① 石炭ガス化炉、ガス精製、水素変換、発電システム 
  ② CO2分離回収技術 
  ③ CO2貯留サイトの選定方法及びジオグラフィ詳細、CO2注入方法、サイト・モ

ニタリング 
  ④ FutureGen プロセス全体システム 
  ⑤ 国際パートナーシップの運営方法 
  ⑥ 米国における FutureGen 普及・啓発活動 
  ⑦ FutureGen プロジェクト進捗 

(2) その他、FutureGen に関連する国際動向調査を行う。 
(3) 我が国がこれまで CCS に関する国内実験や、炭素貯留に関する国際共同フレームワー

ク参加を通じて培ってきた知見を FutureGen プロジェクトに提供する。 
 
1.2.2 FutureGen 開発状況の評価 

FutureGen に関係する以下の分野について、その実用化を念頭に置いた開発状況の評価

及びそれに必要な調査及び研究開発を、産学官の協力を得て実施する。 

(1) 石炭ガス化・水素変換・発電技術 

(2) CO2分離回収技術 

(3) CO2輸送・貯留技術 
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(4) プロセス全体システム 

(5) その他 CCS 技術 

 
1.2.3 総合戦略策定調査事業 

わが国での FutureGen 技術の適用および CDM 等における活用に際しての政策的利点・

課題・初期導入の在り方等について整理・検討する。 

本調査内容は、産業界・大学・関連機関の有識者からなる委員会にて議論し、とりまと

める。 

 

1.2.4 FutureGen フォーラムの運営 

わが国における FutureGen 技術の産業界への導入方策・課題等について、関係者間で連

携して定期的な情報交換を実行していくための母体として、「FutureGen フォーラム」を

発足・運営する。 

 

1.2.5 CCS 技術に関する情報提供および普及・啓発事業 
FutureGen を中心とする CCS 技術について、「国内向け情報発信センター」および

「FutureGen 国内向けウェブサイト」を設置して、成果及び開発技術等の概要・我が国で

実施する場合および CDM 等による国際貢献の具体的イメージ・経済性・ポテンシャル・環

境影響・安全性評価等の情報を受発信し、成果の普及、各層への啓発を図る。 

また、FutureGenプロジェクトの推進に関する参加国間会合を開催する。 

 

1.3 実施主体 
財団法人 地球環境産業技術研究機構 
東京都港区西新橋2-23-1 第3東洋海事ビル 
 
1.4 実施期間 
自 平成19年5月25日 
至 平成20年3月31日 
 
1.5 実施体制 
事業担当責任者：伊東明人 RITE東京分室長 
経理担当者：前田浩 総務グループ経理チームリーダー 
実施体制を図1.1に示す。 
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経済産業省 

ＲＩＴＥ 

委員会 

産業連携協議会 

普及・啓発 

 

要素技術調査・研究開発

 

プロセス全体システム調査・評価 

その他 CCS技術調査 

調査・研究開発

図 1.5.1 実施体制 
 
1.6 成果概要 

1.6.1 FutureGen プロジェクトに関する情報収集・整理 

米国政府 Department of Energy (DOE)が主催した FutureGen 参加国間会合への参加、

DOE および FutureGen Alliance が公開した FutureGen 関連文書の精査、その他

FutureGen に関連する国際動向調査により FutureGen プロジェクトに関する情報（プロジ

ェクトの見直しを含む）の収集・整理を行った。 
なお、FutureGen プロジェクトの見直しに伴い、DOE へのプロジェクト分担金の支払い

および政府運営委員会（GSC）への出席が無しとなった。 
 

1.6.2 FutureGen 開発状況の評価 

FutureGen Alliance が発行した Initial Conceptual Design Report、 Risk Assessment 
Report の内容等に基づき FutureGen が採用を予定している既存技術および新規開発技術

の詳細および環境影響評価を含むサイト選定方法について調査し、開発状況の評価を行っ

た。 
 

1.6.3 総合戦略策定調査事業 
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わが国での FutureGen 技術の適用を検討するにあたって、FutureGen プロジェクト・マ

ネージメント並びに欧州、豪州における IGCC-CCS プロジェクト戦略の調査を実施した。 
 
1.6.4 FutureGen フォーラムの運営 

FutureGen に関する情報交換の場として FutureGen フォーラムを発足させ、運営を開始

した。 
 

1.6.5 CCS 技術に関する情報提供および普及・啓発事業 

FutureGen を中心とする CCS 技術について情報提供を行う FutureGen 国内向けウェブ

サイトを設置（京都）した。また海外から IGCC-CCS の専門家を招聘しての FutureGen 
Workshop の開催、並びに FutureGen をはじめとする IGCC-CCS を紹介する PR・DVD
および模型の作成により普及啓発に努めた。 
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第2章 FutureGen概要 

 
2.1 FutureGen プロジェクトの目的 

FutureGen プロジェクトは、米国エネルギー省(DOE：Department of Energy)が主体と

なり、10 年間で 10 億ドル(1、150 億円：1$=115 円換算)の予算で、275MW のゼロエミッ

ション石炭ガス化発電プラントを開発・設計・建設・運転するものである（2003 年 2 月に

ブッシュ大統領が提案）。 
図 2.1.1 に FutureGen イメージ図を示す。 
石炭ガス化プラントで H2 と CO2 を生成し、CO2 は 90%以上回収、H2 は燃料電池やガ

スタービンの燃料として使用される他、石油精製所などで利用する。回収された CO2 は地

中貯留または EOR(Enhanced Oil Recovery：石油増進回収法)に使用される。 
FutureGen の開発目標は、 

(1) 石炭から発電および水素製造を行なう 275MW 原型プラントの設計・建設・運転 
(2) CO2 を 90%以上回収 ( 終目標はほぼ全量の CO2 を回収) 
(3) CO2 貯留技術の効果・安全性・性能の検証 
(4) CO2 の計測、モニタリング・検証のための技術の標準化と手順の作成 
(5) 2020 年に石炭火力のゼロエミッション技術が技術的、経済的、環境的に可能であるこ

との証明 
である。 

 

図 2.1.1 FutureGen イメージ図 
 
2.2 プロジェクトの背景 

2003年2月27日にブッシュ大統領によって発表された本プロジェクト立上げの背景につ

いては、2001 年 5 月に同大統領が発表した「国家エネルギー政策（National Energy Policy：
NEP）」にまで遡る必要がある。NEP では、石油価格の急騰やカリフォルニア州における
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電力不足を背景に「多様で、信頼性のある、安全な、そして環境負荷の少ない資源活用」

を促進するための長期的なエネルギー戦略を示しており、この中で油田開発や原子力利用

の重要性とともに、石炭エネルギーの有効活用が不可欠であると唱えられている。NEP に

よると、米国の全電力発電量のうち半分以上が石炭火力発電に頼っており、ブッシュ政権

では将来における安全かつ豊富なエネルギー源として石炭の有効活用をエネルギー政策の

大きな柱として据えている。2002 年ブッシュ政権は、こうした石炭発電による国内電力供

給拡大を目的として「大統領石炭研究イニシアチブ（President Coal Research Initiative）」
のもと、環境負荷の少ない石炭発電の研究開発に 10 年間で 20 億ドルの資金提供を行なう

「クリーン石炭電力イニシアチブ（Clean Coal Power Initiative：CCPI）」を立ち上げて

いる。 

FutureGen は、DOE による 2003 年度の長期計画にある「多様性のある供給と、信頼性

があり、手ごろな価格であり、かつ、環境面で健全なエネルギーの調達により、国家と環

境の安全性を確保する」という戦略的目標に対応したものであり、高効率発電技術と炭素

貯留により、石炭利用における環境面での問題を解消することによって、将来的なエネル

ギー需要に対し、安全で国内調達可能な石炭を使用し続けることを可能にするものである。 

FutureGen における水素の生産は、大統領による水素を自動車燃料とする経済社会を目

指す「水素燃料イニシアチブ（President’s Hydrogen Fuel Initiative）」を推進するもので

あり、また、FutureGen における大規模な炭素貯留の実現可能性の実証は、気候変動リス

クを低減するための鍵となる戦略を実証する、またとない機会となる。 
なお、ブッシュ大統領による「地球気候変動対策（President Bush’s Global Climate Change 
Initiative）」では、飛躍的な貯留技術の開発などを通じて、2012 年までに GDP 当たりの

温室効果ガス排出量の 18％削減を目指すことが示されており、その実現手段として、DOE
では、炭素貯留プログラムを実施している。同プログラムにおいては、核となる調査研究

と基礎的調査が実施されており、FutureGen は、それらを一体化したものとして、実施さ

れるものである。 
 
2.3 プロジェクト体制 

FutureGen は、エネルギー省化石燃料局のリーダーシップの下、PPP（パブリック・プ

ライベート・パートナーシップ）の考え方に基づいて、石炭生産者、発電事業者並びに海

外の参加者からなる FutureGen Industrial Alliance との官民共同で実施される。 
また、アドバイザリーとして、米国政府の職員と外国政府の参加者から構成される政府

運営委員会（GSC）を設置する。図 2.3.1 に FutureGen 体制図、図 2.3.2 に FutureGen 参

画者一覧を示す。 
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              図 2.3.1 FutureGen 体制図 
 

 
図 2.3.2 FutureGen 参画者一覧 

Department of Energy (米国エネルギー省) 

FutureGen Industrial Alliance 

• American Electric Power (電力) 

• Anglo American Services、 Ltd. (石炭)【英国】 

• BHP Billiton Energy Coal、 Inc (石炭)【豪州】 

• China Huaneng Group(中国華能集団公司) (電力)【中国】 

• Consol Energy (石炭) 

• E. ON U.S. LLC (電力) 

• Foundation Coal Corporation (石炭) 

• Luminant (電力) 

• Peabody Energy Corporation (石炭) 

• PPL Corporation (電力) 

• Rio Tinto Energy America (石炭) 

• Southern Company (電力) 

• Xstrata Coal Pty Ltd. (石炭)【豪州】 

国際協力 

• インド (2006 年 4 月調印) 

• 韓国 (2006 年 6 月調印) 

• 日本 (2007 年 1 月発表) 

• 中国 

FutureGen産業同盟

政府運営委員会
（アドバイザリ）

取締役・幹部理事会

外部
ステークホルダー

グループ

米国エネルギー省

協力

FutureGen産業同盟

政府運営委員会
（アドバイザリ）

取締役・幹部理事会

外部
ステークホルダー

グループ

米国エネルギー省

協力
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2.4 国際協力 
DOE では、外国の政府や企業などに対して FutureGen 計画への参加について積極的に

呼びかけてきた。2003 年 6 月に炭素貯留技術を利用した地球温暖化対策について世界 13
カ国及び欧州委員会からの代表者が意見交換を行う「炭素貯留リーダーシップ・フォーラ

ム（Carbon Sequestration Leadership Forum）」を開催し、参加国に対して、FutureGen
プロジェクトへの資金提供を求め、また同年 7 月には、外国政府に向けて、FutureGen プ

ロジェクトへの参加を募る「参加案内書」を発行した。「参加案内書」はこれまでに幾度か

更新されており、 新の案内書は、2006 年 5 月 4 日に発行されている。 
参加案内書の主な内容としては、世界初の大規模な石炭ガス化による発電及び水素の生

産と、二酸化炭素の回収・貯留によるゼロエミッションを兼ね備えた、未来の化石燃料発

電施設に関する大規模プロジェクトの概要と参加のメリットを述べた上で、発展途上国を

含む石炭の生産、消費をおこなう各国政府機関に参加を呼びかけるものである。 
なお、米国は、外国政府の参加による資金援助として、8000 万ドルを見込んでいる。 
外国政府機関による主な参加の形式としては、以下を挙げている。 

（1） コスト・シェアリングを通じた、政府運営委員会への参加を含む政府間協力 
（2） 外国の石炭生産者や石炭発電事業者による、コンソーシアムの規約や条項の制度

下での、コンソーシアムメンバーとしての参加 
（3） FutureGen に関する調達の際の入札の、設備ベンダー及びエンジニアリング・サ

ービス提供に関するコンペティターとしての参加 
（4） FutureGen の試行における、学識者、科学者および研究者としての参加 

また、外国政府機関は、米国政府の職員と外国政府の参加者によって構成される、政府

運営委員会（GSC）への参加を通じて、プロジェクトに参加することとなる。GSC の役割

は、ガイダンスの提供と、FutureGen 計画における研究と試験プログラムに関する要求事

項と設計に関して、DOE にアドバイスを提供するものである。委員会の議長は、DOE の

代表の予定である。 
外国政府の、FutureGen プロジェクトへの参加のメリットとしては、次のような項目が

挙げられている。 
（1） 世界初の大規模総合ゼロエミッションテスト設備からのデータにタイムリーにア

クセスできる。このデータは温室効果ガス削減に関する将来的な政策や規制に関

する決定の支援に必要とされるものである。 
（2） 各国の投資によって、世界の石炭及び発電業界のリーダーによる横断的な共同調

査研究及び開発が進められる。この進め方は石炭燃料によるゼロエミッション技

術のテストと検証を行う際の、 もコスト効果の高いアプローチである。 
（3） FutureGen の設備を使用して、石炭燃料に関する先端的な技術テストを行う機会

を得ることができる。 
（4） 年間のコストシェアに参加する国家は、同種のプラントとしては世界初の統合設
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備から得られる設計原理や操業経験に関する知識を得ることができる。これは、

各国における同種のプラントの概念設計を導くものとなる。 
（5） 温室効果ガスの削減に関する手頃な技術的解決策を、加速的スケジュールで入手

することができる。国際協力による研究は世界各国の専門知識を利用することに

よって、技術開発と受容性を加速させることも期待できる。手頃なエネルギーに

関するソリューションは、国家経済に肯定的な影響を及ぼす。 
これらの呼びかけに対して、2006 年 4 月 3 日には、インド政府が FutureGen に参加す

る初めての外国政府として包括協定に署名し、続いて同年 6 月 26 日に、韓国も署名した。

両国はコスト･シェアリングを通じて政府運営委員会へ参加することとなっている。さらに、

日本も本プロジェクトへの参加の意向を示しており、2007 年１月 9 日、日米共同声明「エ

ネルギー安全保障に向けた日米エネルギー協力」において、協力を表明した。 
また、中国も参画を予定している。参加各国は 10M$／国の資金を提供する。 
 

2.5 FutureGen 参加企業の概要 
FutureGen は、もともとエネルギー研究開発の大手バテル社と大手発電会社の AEP

（American Electronic Power）社が進めるプロジェクトを下敷きにしている。今から約 10
年前、当時 CO2排出や気候変動への関心が高まる中、将来の石炭発電による CO2排出量削

減を模索していた AEP 社は、バテル社が提案する「炭素貯留技術を利用した石炭発電所」

を導入することで石炭発電から排出される CO2 を大幅に削減することを検討し始めた。

AEP 社はその後 5 年間で経済モデル作成などを通じて炭素貯留技術導入の社内合意を取り

付けた後、バテル社とともにウェストバージニア州マウンテニアの発電所において、炭素

貯留の実証実験を実施する計画を打ち出したが、こうした実証実験は採算性に関して疑問

が残った。 
炭素貯留技術の研究開発が商業的に成り立つ可能性が非常に低いため政府の支援が必要

と考えた AEP 社とバテル社は、2000 年、メリーランド大学（University of Maryland）な

どと協力して、エネルギー省に対して石炭研究予算による政府資金提供の要請に動き出し

た。エネルギー省傘下の NETL（国家エネルギー技術研究所：National Energy Technology 
Laboratory）は炭素貯留技術を利用したゼロエミッション石炭発電所というコンセプトを

気に入ったものの、こうしたプロジェクトは AEP 社が 1 社で実施するには規模が大きすぎ

るため、他の電力会社と産業グループを結成した上で、グループとして実証実験を実施す

ることが望ましいとした。またエネルギー省本部との話し合いの結果、既存の AEP 社の発

電所で炭素貯留を行うのではなく、石炭関連の様々な新技術の実証実験を実施することが

できる新たな大規模ゼロエミッション石炭発電所を建設する計画が持ち上がり、これが

2003 年 2 月にブッシュ大統領が発表した FutureGen につながったという。 
ブッシュ大統領の Future Gen 発表から 2 ヵ月後の 2003 年 4 月、AEP 社やコンソール

エナジー（CONSOL Energy）社をはじめとする大手石炭発電会社 9 社は、バテル社のリ
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ーダーシップの下、FutureGen を支援するための民間コンソーシアム FutureGen 
Industrial Alliance を結成した。 

2005 年 7 月 27 日、FutureGen Industrial Alliance は、デラウエア州 501（c）（3）に基

づく非営利組織として発足し、2005 年 12 月 6 日には FutureGen 建設に向けて、DOE と

合意に至ったことを発表した。 
FutureGen Industrial Alliance は DOE のパートナーとして、FutureGen の建設サイト

の選定、プラントの設計、建設、操業を実施し、プロジェクト費用として 2 億 5,000 万ド

ルを分担することとなっている。 
FutureGen Industrial Alliance は、現在、各国から 13 社が参加している。13 社のうち、

電力会社が 6 社、石炭会社が 7 社であり、米国以外から英国、豪州および中国の企業が参

加している。表 2.5.1 に FutureGen Industrial Alliance 参加企業の概要を示す。 
 

表 2.5.1 FutureGen Industrial Alliance 参加企業 

No. 企業名 区分 所在地(本社) 
売上高 

(百万$US) 

発電設備 

容量 

(MW) 

売電量 

(百万MWh) 

石炭 

生産量 

(百万t/

年) 

IGCC 

(*2) 

IGCC

+ 

CO2 

回収

(*2) 

CO2 

貯留

(*2) 

1 

American 

Electric 

Power (AEP) 

電力 
米 国 オ ハ イ オ

州 
12,600 36,000 214 - ○ - ○ 

2 Anglo American 石炭 英国ロンドン 33,000 - - 96 - - ○ 

3 BHP Billiton 石炭 豪州メルボルン 39,500 - - 125 - - - 

4 

China Huaneng 

Group 

(中国華能集団公

司) 

電力 中国 北京 32,000 43,200 256 - ○ ○ - 

5 CONSOL Energy 石炭 
米 国 ペ ン シ ル

バニア 
3,200 - - 68 - - - 

6 E.ON U.S. 電力 
米国ケンタッキ

ー州 
2,900(*1) 7,500 35 - - ○ - 

7 Foundation Coal 石炭 
米国メリーラン

ド州 
1,500 - - 72 - - - 

8 Luminant 電力 
米 国 テ キ サ ス

州 
10,900 18,300 52 - ○ - - 

9 Peabody Energy 石炭 米国ミズーリ州 5,300 - - 247 - - - 

10 PPL Corporation 電力 
米 国 ペ ン シ ル

バニア州 
6,900 11,200 39 - - - - 

11 
Rio Tinto Energy 

America 
石炭 

米国ワイオミン

グ州 
1,400 - - 128 - ○ - 

12 
Southern 

Company 
電力 

米国ジョージア

州 
14,400 42,000 201 - ○ - - 

13 Xstrata Coal 石炭 豪州シドニー 36,900 - - 91 - - - 

(*1) 1�=1.5$換算 (*2) 自社にて計画 
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2.5.1 American Electric Power(AEP)  
表 2.5.2 に企業データを示す。 
AEP は東地区(インディアナ州、オハイオ州、ケンタッキー州、テネシー州、バージニア

州、W.バージニア州、ミシガン州)と西地区(アーカンザス州、ルイジアナ州、オクラホマ州、

テキサス州)で営業し、発電設備容量 36、000MW の内、約 67%を石炭が占めている。 
図 2.3.1 に営業区域を示す。また、図 2.5.2 に発電設備割合を示す。 

表 2.5.2 AEP 企業データ(2006 年) 
項目 内容 

区分 電力 
所在地(本社) 米国オハイオ州 
売上高 12,600百万US$ 
売電量 214百万MWh 
発電設備容量 36,000MW 
従業員数 20,400人 
FutureGen参加時期 2005年9月(初期から) 
備考 • オハイオ州と W.バージニア州にて IGCC プ

ロジェクトを遂行中 
• Mountaineer サイトに 10 万 t-CO2/年の CO2
地中貯留プロジェクトを実施(DOE 補助) 

 

 
図 2.5.1 AEP 営業区域 

石炭
67%

天然ガス /石油
24%

原子力
6%

風力/水力3%

発電設備容量

36GW

 
図 2.5.2 AEP 発電設備容量割合 
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2.5.2 Anglo American Services 
表 2.5.3 に企業データを示す。 
世界 50 カ国に鉱脈を保有し、売上の大半は金属類である。約 12%の売上が石炭によるも

のである。図 2.5.3 に営業区域を示す。また、図 2.5.4 に売上の内訳を示す。 
表 2.5.3 Anglo American 企業データ(2006 年) 

項目 内容 
区分 石炭 
所在地(本社) 英国ロンドン 
売上高 33,000百万US$ 
石炭生産量 96百万トン 
従業員数 125,000人 
FutureGen参加時期 2006年2月 
備考  

 

 
図 2.5.3 Anglo American 営業区域 

 

図 2.5.4 Anglo American 売上内訳 
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2.5.3 BHP Billiton Energy Coal 
表 2.5.4 に企業データを示す。 
世界 25 カ国に鉱脈や油田を保有し、売上の約 10%は石炭によるものである。図 2.5.5 に

営業区域を示す。 
表 2.5.4 BHP Billiton 企業データ(2007 年) 

項目 内容 
区分 石炭 
所在地(本社) 豪州メルボルン 
売上高 39,500百万US$ 
石炭生産量 125百万トン 
従業員数 38,500人 
FutureGen参加時期 2005年9月(初期から) 
備考  

 

 
図 2.5.5 BHP Billiton 営業区域 
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2.5.4 China Huaneng Group (中国華能集団公司) 
表 2.5.5 に企業データを示す。 
近年は発電容量が増加し、2020 年には 120,000MW に達する見込みである。図 2.5.6 に

営業区域を示す。また、図 2.5.7 に発電設備容量を示す。 
表 2.5.5 China Huaneng Group 企業データ(2006 年) 

項目 内容 
区分 電力 
所在地(本社) 中国 
売上高 約32,000百万US$ (1元=0.15$換算) 
売電量 256百万MWh 
発電設備容量 43,200 MW 
従業員数 不明 
FutureGen参加時期 2005年10月(初期から) 
備考 • 中国にて GreenGen プロジェクトを計画中 

0  

図 2.5.6 中国華能集団公司営業区域 

 

図 2.5.7 中国華能集団公司発電設備容量 

http://www.chng.com.cn/minisite/holding/hold/power51014.html
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2.5.5 CONSOL Energy 
表 2.5.6 に企業データを示す。米国に拠点を置き、Northern Appalachia 炭、Central 

Apparachian 炭、Illinois 炭、PRB 炭を生産している。売上の約 80%を石炭が占めている。 
図 2.5.8 に営業区域を示す。また、図 2.5.9 に売上の内訳を示す。 

表 2.5.6 CONSOL Energy 企業データ(2006 年) 
項目 内容 

区分 石炭 
所在地(本社) 米国ペンシルバニア州 
売上高 3,700 百万US$ 
石炭生産量 68百万トン 
従業員数 7,250人 
FutureGen参加時期 2005年9月(初期から) 
備考  

 

 
図 2.5.8 CONSOL Energy 営業区域 
 

 
図 2.5.9 CONSOL Energy 売上内訳 
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2.5.6 E.ON U.S. 
表 2.5.7 に企業データを示す。 
ケンタッキー州に拠点を置き、電力と天然ガスを販売する。発電設備容量の 97%が石炭

火力である。図 2.5.10 に営業区域を示す。また、図 2.5.11 に発電設備割合を示す。 
表 2.5.7 E.ON U.S.企業データ(2006 年) 

項目 内容 
区分 電力 
所在地(本社) 米国ケンタッキー州 
売上高 2,900百万$(1、950百万�、1�=1.5$換算) 
売電量 35百万MWh 
発電設備容量 7,500MW 
従業員数 2,900人 
FutureGen参加時期 2006年10月(初期から) 
 • グループ会社の E.ON U.K が英国にて CO2

回収型 IGCC プロジェクト(Killingholme)を
計画中 

 

図 2.5.10 E.ON U.S.営業区域 

石炭
97%

天然ガス /水力/風力3%

 
図 2.5.11 E.ON U.S.発電設備内訳 

発電設備容量 
7.5GW 
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2.5.7 Foundation Coal Corporation 
表 2.5.8 に企業データを示す。 
米国に拠点をおき、Northern Appalachia 炭、Central Apparatia 炭および PRB 炭の生

産を行なっている。図 2.5.12 に営業区域を示す。 
表 2.5.8 Foundation Coal Corp.企業データ(2006 年) 
項目 内容 

区分 石炭 
所在地(本社) 米国メリーランド州 
売上高 1,470百万US$ 
石炭生産量 72百万トン 
従業員数 3,000人 
FutureGen参加時期 2005年9月(初期から) 
備考  

 

 

図 2.5.12 Foudation Coal 営業区域 
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2.5.8 Luminant (旧 TXU) 
表 2.5.9 に企業データを示す。 

テキサス州に拠点を置き、発電設備の約 3 割が石炭火力となっている。旧 TXU 社の電力

部門が 2007 年に名称変更した。図 2.5.13 に営業区域を示す。また、図 2.5.14 に発電設備

容量を示す。 
表 2.5.9 Luminant 企業データ(2006 年) 

項目 内容 
区分 電力 
所在地(本社) 米国テキサス州 
売上高 10、900百万US$* 
売電量 52百万MWh* 
発電設備容量 18、300MW 
従業員数 7、300人* 
FutureGen参加時期 2007年12月 
備考 • テキサス州にて IGCC/ガス化プラントの FS

を実施 
*TXU データ(2006 年) 

 
図 2.5.13 Luminant 営業区域(テキサス州) 

石炭
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原子力
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図 2.5.14 Luminant 発電設備割合 
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2.5.9 Peabody Energy 

表 2.5.10 に企業データを示す。 
米国や豪州に炭鉱を保有し、世界各国に石炭を輸出している。図 2.5.15 に営業区域を示

す。 
表 2.5.10 Peabody Energy 企業データ(2006 年) 

項目 内容 

区分 石炭 

所在地(本社) 米国ミズーリ州 

売上高 5、300百万US$ 

石炭生産量 247百万トン 

従業員数 9、200人 

FutureGen参加時期 2005年9月(初期から) 

備考 • 中国 GreenGen プロジェクトにパートナーと

して参加 

 

 

図 2.5.15 Peabody Energy 営業区域 
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2.5.10 PPL Corporation 
表 2.5.11 に企業データを示す。 
ペンシルバニア州、ニューヨーク州、モンタナ州、コネチカット州、イリノイ州および

メイン州に発電設備を有し、約 4 割が石炭火力である。図 2.5.16 に営業区域を示す。また、

発電設備容量を図 2.5.17 に示す。 
表 2.5.11 PPL Corporation 企業データ(2006 年) 

項目 内容 
区分 電力 
所在地(本社) 米国ペンシルバニア州 
売上高 6,900百万US$ 
売電量 39百万MWh 
発電設備容量 11,200 MW 
従業員数 11,000人 
FutureGen参加時期 2006年5月 
備考  
 

 

図 2.5.16 PPL Energy 営業区域 

 

図 2.5.17 PPL Energy 発電設備構成 
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2.5.11 Rio Tinto Energy America 

表 2.5.12 に企業データを示す。 
世界各国に拠点を置く鉱業・資源会社である。米国では主に PRB 炭を生産している。 

図 2.5.18 に営業区域を示す。 
 
表 2.5.12 Rio Tinto Energy America 企業データ(2006 年) 

項目 内容 
区分 石炭 
所在地(本社) 米国ワイオミング州 
売上高 1,430百万US$ 

(25,400百万US$)* 
石炭生産量 128百万トン 

(183百万トン) 
従業員数 2,200人 

(36,000人) 
FutureGen参加時期 2005年9月(初期から) 
備考 • BP と水素発電プラント開発の合弁会社

Hydrogen Energy を設立 
• Hydrogen Energy が豪州にて CO2 回収型

IGCC(Kwinana)を計画中 
*(  )グループ全体を示す 

 

図 2.5.18 Rio Tinto 営業区域 
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2.5.12 Southern Company Service 
表 2.5.13 に企業データを示す。 
Southern Company は、ジョージア州、アラバマ州、ミシシッピ州、フロリダ州に拠点

を置き、発電設備容量 42,000MW の発電設備を有している。この内、約 70%を石炭火力が

占めている。 
図 2.5.19 に営業区域を示す。また、図 2.5.20 に発電設備割合を示す。 

表 2.5.13 Southern Company 企業データ(2006 年) 
項目 内容 

区分 電力 
所在地(本社) 米国ジョージア州 
売上高 14,356 百万US$ 
売電量 201 百万MWh 
発電設備容量 42,000 MW 
従業員数 26,100人 
FutureGen参加時期 2005年9月(初期から) 
備考 • ミシシッピ州の IGCC プロジェクトが DOE

のエネルギー法優遇税制補助(ITC)に採択 

 
図 2.5.19 Southern Company 営業区域 
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図 2.5.20 Southern Company 発電設備容量 
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2.5.13 Xstrata Coal Pty Limited 
表 2.5.14 に企業データを示す。 
世界各国に拠点を置く鉱業・資源会社である。豪州および南アフリカで、主に石炭を生

産している。図 2.5.21 に営業区域を示す。 
表 2.5.14 Xstrata Coal 企業データ(2006 年) 
項目 内容 

区分 石炭 

所在地(本社) 豪州シドニー 

売上高 36、887百万US$ 

石炭生産量 91.3百万トン 

従業員数 43、000人 

FutureGen参加時期 2006年12月 

備考  

 

 
図 2.5.21 Xstrata Coal 営業区域 
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2.6 システム 
FutureGen プラントは石炭ガス化技術を用いて石炭から水素を取り出し、この水素を燃

焼させることで発電する。また、プロセスで発生する CO2は、90％以上分離回収して地中

貯留される。FutureGen における発電及び炭素貯留のプロセスは、以下のようになってい

る。 
① まず、石炭ガス化炉に純酸素を注入し、石炭を燃焼ガス化させ CO と H2 を生成さ

せる。 
② 次に、シフト反応により CO と H2O を反応させ、H2 と CO2 を生成させた後、ガ

ス精製により硫黄や煤塵などの不純物を除去する。 
③ 分離工程では、水素と CO2 を効率よく分離する。分離した水素は燃料として使用

し、CO2は地中貯留する。 
④ 水素燃料は、高温型燃料電池(新規開発)、水素燃料ガスタービン(新規開発)、ある

いは水蒸気タービン(既存技術)などに使用し、これらを複合化して高効率の発電を

実現する。 
図 2.6.1 に FutureGen Industrial Alliance 発表の FutureGen のシステムを示す。 

 

 
図 2.6.1 FutureGen システム図 
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2.7 FutureGen システム構成(案) 

2.7.1 選定されたシステム構成（案） 
表 2.7.1 に FutureGen Industrial Alliance が Initial Conceptual Design Report にて提

案したシステム構成(案)を示す。プラント性能・コスト検討を評価し、結果から 3 ケースが

選定された。 
選定されたシステムは、 
ケース#1 (石炭スラリー供給＋水クエンチ方式＋ガスタービン 7FB)×100%容量 
ケース#2 (石炭乾式供給＋水クエンチ方式＋ガスタービン 7FB)×100%容量 
ケース#3 (石炭スラリー供給＋スラリークエンチ＋ガスタービン 7FB)×100%容量 

  ＋(Transport ガス化炉＋ITM+ガスタービン 501D5A)×約 35%容量 
の 3 ケースである。 
尚、ケース#3 は、ケース#1 及び#2 の炭種適合性、新技術の適用及び信頼性等のリスク

をヘッジするために検討されたものである。但し、予算枠を大きく超えるため、第三者に

よる支援が必要としている。 
 

表 2.7.1 FutureGen システム構成(案) 
項目 ケース#1 ケース#2 ケース#3 
構成 1系統 1系統 系統A 

(100%容量) 
系統B 

(35%容量) 
ガス化炉 GE SHELL ConocoPhillips KBR 
炭種 瀝青炭/亜瀝青

炭 
瀝青炭/亜瀝青

炭 
(褐炭) 

瀝青炭 
(亜瀝青炭) 

亜瀝青炭 
(瀝青炭/褐炭) 

給炭方式 スラリ 乾式 
(ロックホッパ) 

スラリ 乾式 
(紛体ポンプ) 

ガス化炉形式 噴流床 噴流床 噴流床 循環流動床 
(Transport 
Reactor) 

ガス化炉周壁 耐火材 水冷壁 耐火材 耐火材 
クエンチ 水 水 スラリ N/A 
脱硫 Selexol Selexol Selexol(共通) 
酸素製造 深冷分離 深冷分離 深冷分離 ITM* 
GT 7FB 7FB 7FB 501DA 

*ITM：Ion Transport Membranes(酸素分離膜) 
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2.7.2 選定要領 
FutureGen Industial Alliance が行ったプロセス選定要領を図 2.7.1 に示す。 

(1) まず，約 30 の組合せを抽出 

(2) 同組合せから 12 ないし 13 ケースを選定 
同選定では，①1 系統構成(案)，②2 系統構成(案)及び③ハイブリッド系統(案)の検討 

各構成での共通の設計項目を整理するとともに，プロセスシミュレータを用い、マス・

ヒートバランスを検討 
同バランスに基づき、設備費，燃料費及び O&M 費用を算出 

(3) 同結果を踏まえ、3 ケースに絞込み 
同ケースを対象に、概念設計(*)、見積もり、環境値の検討を行った。 
*：マス・ヒートバランス，プラント性能，機器リスト 

 

 

 

図 2.7.1 FutureGen プロセス選定要領 
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検討段階での経緯を次に示す。 

(1) 出力 275MW×1 系列(案)は、予算内で建設・運転可能 

(2) 50%容量×2 系列は、いろいろな技術の適用が可能となる一方で、プロジェクト

費用が増加する 
また、設備が 50%容量となるため、商用規模の大容量設備でスケールアップの

検証が必要な技術の評価が困難となる 

(3) 出力 275MW×2 系列(案)は、予算を超過 
出力 275MW×1 系列＋約 1/3 スケールの構成(案)は、価値があるが、新たな第

三者による費用負担が不可欠である 

(4) サブスケールの試験系統は、主系統とは独立した運転ができるとする必要がある 
その結果、サブスケールの試験系統で、新しい技術の適用・評価が可能となる 

(5) ガス化炉 100%容量×2 系列(案)は、炭種適合性及びプラントの稼働率向上及び

新しいガス化炉技術の適用が可能である 
一方で、設備費が大幅に上昇し、かつ、ガス化炉以降の機器設計及び運転が複雑

となる 

(6) 稼働率の向上のため、予備ガス化炉が考えられる 

(7) 褐炭を含むすべての石炭で 100%負荷運転を行う場合、費用が増大するとともに、

運転操作が複雑になる 
100%負荷運転の対象を瀝青炭及び亜瀝青炭に限定すると、合理的な設計が可能

となり、かつ、褐炭は部分負荷で運転が可能となる 

(8) 膜及び固体吸着を利用した CO2 回収技術は、主系統もしくはサブスケールの系

統への適用は難しいため、小規模設備で試験をできるようにする必要がある 
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2.7.3 設計炭 
設計炭の性状を表 2.7.2 に示す。 

設計炭として、アパラチア炭、イリノイ炭及び PRB 炭が検討された。システム検討では、

褐炭の利用について言及しているが、具体的な石炭銘柄及び性状は表示されていない。 
 

表 2.7.2 石炭性状 
 アパラチア炭 イリノイ炭 PRB 炭 

AS-RECEIVED 
(wt%)    

全水分 7 11.5 29 
水分 2 7.8 27.6 

DRY BASIS (wt%)    
固定酸素 53.44 49.3 44.4 
揮発分 38.94 40.3 48.9 
灰分 7.62 10.4 6.7 

DRY BASIS (wt%)    
灰分 7.62 10.4 70.3 
炭素 77.67 71.6 4.9 
水素 5.14 4.9 0.9 
窒素 1.47 1.5 0.9 
塩素 0.1 0.19 0.01 
硫黄分 2.49 3.5 0.5 
酸素 5.51 7.87 17.2 

HHV(Dry 
Basis),Btu/lb 13,980 13,000 12,941 
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2.8 プラント配置(案) 

図 2.8.1 に FutureGen 配置図を示す。 
 

 
図 2.8.1 FutureGen 配置図 
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2.9 建設候補サイト 
図 2.9.1 に FutureGen 建設候補サイト(2006 年 5 月時点)を示す。 

2006年 5月に建設予定地として 7州で 12サイトが提案された。2006年 7月に FutureGen 
Industrial Alliance がサイト評価(プラント建設条件、CO2 輸送/貯留条件など)を行ない、4
サイトを選定した。 
その後、FutureGen Industrial Alliance は、2007 年 12 月 18 日に図 2.9.2 に示すイリノ

イ州 Mattoon を建設サイトに選定したと発表した。 

 
図 2.9.1 2006 年 5 月時点候補サイト* 

(*太枠は 2006 年 7 月時点候補の 4 サイト。選定されたイリノイ州 Mattoon は二重枠線で

示す) 

 
図 2.9.2 FutureGen 建設予定サイト(イリノイ州 Mattoon) 
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2.10 研究項目 

表 2.10.1 に FutureGen での研究項目を示す。 
 

表 2.10.1 FutureGen 研究項目 
研究項目 内容 関連項目 
Advanced 
Oxygen Supply 

• Ion Transport Membrane 
(ITM) 

発電原価低減 

• 粉体ポンプ 発電原価低減 

• 他ガス化炉の評価 
(PWR、E-STR、Siemens、KBR) 

発電原価低減 
ガス化炉および 
石炭搬送 

• 多炭種でのガス化炉性能評価 米国主要炭の利用 
H2タービン開

発 
• H2 バーナの評価 発電原価低減 

Advanced 
Power System 

• SOFC(Solid Oxide Fuel Cells)
を組み合わせたシステムの実証 

発電原価低減(効果大) 

• H2 膜分離 発電原価低減、高純度水素製造 

• 中温ガス精製(Warm Gas 処理) Syngas Cooling/Reheatingの簡略

化によるプラント効率の向上/発電

原価の改善 

ガス精製/分離 

• CO2 分離技術の評価 CO2回収 /圧縮でのコスト低減実

証 
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2.11 スケジュール 

FutureGen Industrial Alliance が発表したスケジュールを図 2.11.1 に示す。 
また、各期間での検討内容を表 2.11.1 に示す。 

 

図 2.11.1 FutureGen スケジュール(FutureGen Industrial Alliance 発表) 
 

表 2.11.1 スケジュール内容 
予算期間 内容 開始 完了 期間 
BP-0 プロジェクト構築 

概念設計 
初期サイト審査 
初期NEPA*対応 

2005/12/3 2007/1/31 14ヶ月 

BP-1 基本設計 
サイト選定 
機器選定 
サイト交渉 

終NEPA*対応 

2007/2/1 2008/6/15(予定) 17.5ヶ月 

BP-2 詳細設計 2008/6/16(予定) 2009/5/31(予定) 11.5ヶ月 
BP-3 建設、試運転 2009/4/1(予定) 2012/11/30(予定) 44ヶ月 
BP-4 運転、CO2貯留 2012/12/1(予定) 2015/11/30(予定) 36ヶ月 
BP-5 CO2モニタリング 2015/12/1(予定) 2017/11/30(予定) 24ヶ月 

*NEPA：National Environmental Policy Act (環境政策法) 
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2.12 プロジェクトの予算 
表 2.12.1 および図 2.12.1 に FutureGen プロジェクトの予算を示す。DOE から発表され

た当初予算は 1,000M$で、DOE の負担は 74%であった。一方、FutureGen Industrial 
Alliance が Initial Conceptual Design Report(2007 年)で発表した予算は、資材価格の高騰

を反映し、総プロジェクト費 1,785M$(売電収入を考慮すると 1,484M$)になるとし、当初

の約 1.8 倍(売電収入を考慮すると約 1.5 倍)である。 
表 2.12.2 に FutureGen の建設単価を示す。FutureGen の建設単価は 3,150$/kW-net(エ

スカレーション 5.2%/年考慮時 3,900$/kW-net)となる。5.2%/年のエスカレーションを考慮

した場合、敷地購入・設備費用、送電設備、技術開発費、オーナーズコスト、環境アセス

費用を除いた主機の建設費は、エスカレーションを考慮しない場合と比べ、約 25%の上昇

となっている。 
 

表 2.12.1 FutureGen 予算概要 
項目 単位 2003年DOE発表 

当初予算 
2008年FutureGen Alliance発表 

予算(2006 Dollars) 
エスカレーション %/年 - - 5.2 
Capital MM$ 780 1,087 1,327 
Power Plant  MM$ - 817 1,010 
Non – Traditional Capital MM$ - 18 22 
Sequestration and Monitoring Infrastructure MM$ - 51 61 
Site Acquisition and Preparation MM$ - 38 43 
Transmission Interconnection MM$ - 50 64 
Technology Upgrades MM$ - 10 15 
Owner’s Costs MM$ - 74 86 
DOE – Incurred NEPA Costs MM$ - 25 26 
Operations MM$ 220 297 435 
Power Plant Operating Cost MM$ - 254 373 
Sequestration O&M MM$ - 5 7 
Sequestration MMV MM$ - 38 55 
Post – Operations MM$ (Operationに含む) 13 22 
Post – Operations Monitoring MM$ - 9 15 
Post – Operations O&M Regulatory 
Compliance 

MM$ - 2 4 

Closure MM$ - 2 3 
総プロジェクト費用 MM$ 1,000 1,391 1,785 
売電収入 MM$ - 204 301 
正味プロジェクト費用 MM$ 1,000 1,187 1,484 
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図 2.12.1 FutureGen プロジェクト費用 

 
表 2.12.2 FutureGen 建設単価 

項目 2006年時点エスカレーション

考慮せず 
2006年時点エスカレーション

(5.2%/年)考慮 
送電端出力 275 MW 275 MW 
主機建設費* 868MM$ 1,071MM$ 

正味プロジェクト費用 
( )内売電収入を控除

後 

1,187MM$ 
(204MM$) 

1,484MM$ 
(301MM$) 

主機建設単価 3,150$/kW-net 3,900$/kW-net 
*敷地購入・設備費用,送電設備,技術開発費,オーナーズコスト,環境アセス費用を除く 
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2.13 近の動向 
2.13.1 DOE による FutureGen の再編成 

2007 年 12 月 18 日、FutureGen Industrial Alliance がプロジェクトの 終候補地とし

て４つの候補サイトの中でイリノイ州の Mattoon の選定を発表した同日、DOE は、

「Mattoon を DOE として正式に認めたわけではない。プロジェクト費用が超過しており、

プロジェクトの再構築が必要。その詳細について来月（2008 年 1 月）示す」と発表した。 
さらに 2008年 1月 30日、DOEは以下の内容を含むFutureGen再編成計画を発表した。 

(1) 商業的規模の複数の IGCC において 新の CCS 技術を実証することを目的とする 
(2) DOE は 2015 年までに操業を開始する IGCC プラントの CCS 設置に対し資金提供 
(3) 2003 年の当初計画に比し、少なくとも 2 倍の量の CO2 を貯留可能と見込まれる  
(4) DOE にとって CCS 技術進展における国際協力は引き続き重要  
(5) FutureGen Industrial Alliance の提案は、他の IGCC+CO2 回収のプロジェクトの同じ

扱いをする(補助対象は、プラント全体から CCS 部分に限定) 
 再編成の背景は以下のとおりである。 
(1) プロジェクト開始当時（5 年前）からの情勢変化 
   ・発電プラント新設に対する資材・人件費の高騰 
   ・CO2 規制に対する関心の高まり 
   ・Florida、Kansas、Minnesota など幾つかの州で、石炭火力新設許可の際に CCS

あるいは CCS 付加可能なことを要求する政策あるいは規制が存在 
(2) DOE は、CCS なしで許可を得ることが困難となる可能性を考慮し、企業が IGCC に

CCS を組み込むことに関連したリスクを回避するための 支援を行う 
(3) 企業に石炭火力発電へのＣＣＳシステム採用に関する早期の商業経験と確信の機会を

与えることを目的とする 
これに対し、FutureGen Industrial Alliance は FutureGen 計画を継続する旨、DOE に

反論している。 
 

2.13.2 FutureGen 再編成計画全文（DOE Fossil Energy Techline 2008 年 1 月 30 日） 
米国エネルギー庁長官の Samuel W. Bodman 氏は本日、複数の商業規模の石炭ガス化複

合発電（IGCC）クリーン電力発電施設において 先端の炭素回収・貯留技術の実証を行う

ことを目的とした FutureGen プロジェクトの再編成計画を公表した。この戦略のもと、米

国エネルギー省（DOE）は、2015 年までに運転を開始する複数のプラントに CCS 技術を

付加するための資金を投入することにより、IGCC プラントを建設する産業界の取組みに参

加する。この取組みは過去 5 年間で達成された IGCC 及び CCS 技術に関する調査研究の進

展に基づくものであり、本コンセプトが発表された 2003 年時点と比較して、少なくとも 2
倍の二酸化炭素量を貯留することが見込まれている。クリーン石炭技術はブッシュ大統領

のよりクリーンでより安全な将来的なエネルギーに関するヴィジョンの中核をなすもので
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あり、より費用対効果が高いこの取組みによって、IGCC-CCS クリーン石炭技術がより広

範に活用され、商業化がより加速されることが実証されるものである。 
また、Bodman 長官は本日、ブッシュ大統領の 2009 年度の予算要求において、DOE 化

石燃料局は、先進的な石炭技術の研究、開発及び実証プログラムについて 6 億 4、800 万ド

ルの予算要求を行ったことを公表した。2009 年度の予算要求において 4 億 700 万ドルが石

炭研究費であり、そこにはより高効率なガス化及びタービン技術の開発、既存の石炭火力

発電施設における技術革新、及び大規模 CCS 圧入試験が含まれている。また、2 億 4、100
万ドルは、石炭火力発電施設のための費用対効果の高い炭素回収貯留技術の実証費であり、

このうち 1 億 5、600 万ドルが再編成された FutureGen の取組みに、8、500 万ドルが DOE
のクリーン石炭イニシアチブに充当される。この 6 億 4、800 万ドルの要求金額は、大統領

の 2008 年度予算要求額から 1 億 2、900 万ドルの増額であり、過去 25 年における DOE の

石炭プログラムにおける要求において 大のものである。 
続けて、Bodman 長官は以下のように述べた。“再編成された FutureGen の取組みはア

メリカにとって全面的により良い投資となる。過去 5 年間において技術的な進歩が実現さ

れてきたため、我々は、商業規模のプラントにおける CCS 技術の実証を積極的に推進した

いと考えている。これが商業規模で実施された場合には世界で もクリーンな石炭火力発

電施設となるであろう。これらの施設では、それぞれ少なくとも年間 100 万メトリックト

ン（100 万トン）の二酸化炭素を貯留し、米国において急成長しているエネルギー需要に対

処するものである。石炭は米国において も豊富なエネルギー資源であり、アメリカの半

分以上の家庭に電力を供給している。将来的にクリーンで信頼性があり、手頃な価格のエ

ネルギーを確保するため、エネルギー省は過去 25 年間で 大の予算要求を計画し、技術を

完成させ、国中で迅速に装着させるために、炭素貯留及び回収のような先進的な技術の実

証に照準を絞った。” 
エネルギー局は本日FutureGenの目的を達成するためのクリーン石炭施設の建設に関連

して、産業界からのインプットを求める提案の要求（RFI）（2008 年 3 月 3 日まで）を公表

した。この期間が経過し産業界からのコメントの検討の後、DOE は公募結果の公表－又は

競争見積依頼－を発行し、協力協定の下で、近い将来における技術展開を加速させること

を目的とする、少なくとも出力 300 メガワットの CCS 技術を伴う IGCC（又は他のクリー

ン石炭技術）による商業規模の発電施設の設置に対して連邦の資金を提供する。産業界か

らの初期の提案が、どの程度の実証が実施されるかを決める際の参考となる。 
この再編成した取組みによって、DOE は民間部門による技術革新が担う役割を 大化し、

連邦による負担金に上限を設け、政権の目的である、クリーンエネルギー技術の活用を増

加させることにより温室効果ガス排出を緩和しながら安定的に成長するエネルギー需要に

対応することを促進させる。2003 年に発表した FutureGen のコンセプトにおいては、連

邦政府は上昇したコストの 74%を負担しなければならなかったのに対し、本計画の下で、

DOE はプラントの全ての建設ではなく、発電施設における CCS 設備にのみ資金を提供す
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ることとなる。これにより、CCS 技術を搭載した IGCC 発電プラントの商業的なオペレー

ションは、プラントが作動開始次第、許可されることとなり、2015 年～2016 年の間となる。 
2003 年に公表された FutureGen のコンセプトにおいては、ゼロエミッションに限りな

く近い、出力 275MW の石炭から水素及び電力を生産する発電施設を、商業規模よりは小

規模で、技術開発用の研究施設として構築する計画であった。今日の発表では、2003 年以

降の技術の進展を土台として、商業的に実施可能となる大規模なスケールで電力を生産し、

温室効果ガスを貯留することが可能となっている。再編成された取組みでは、二酸化炭素

を CCS の目的で貯留する一方で、2003 年に公表されたコンセプトには含まれていた水素

生産は含まれていない。しかしながら、商業的な利用を目的とした水素生産は、DOE の他

のエネルギーイニシアチブにおける重要な要素として残されている。また、国際社会との

約束は、地球規模で CCS 技術の進展に取組むという DOE の統合された取組みの中に残さ

れている。 
2007 年 11 月に公表されたエネルギー局による環境影響表明において評価された 4 つの

サイト－イリノイ州の 2 サイト及びテキサス州の 2 サイト－は、FutureGen Industrial 
Allianceによって 2007年 12月に発表されたサイトであるイリノイ州のマツーンを含めて、

CCS 技術を伴う商業規模の IGCC プラントの建設地として適格である。これらのサイトに

おけるサイト分析及び特性分析データは、この再編成された取組みにおける今後の環境分

析においても適用可能なものである。1 箇所以上のサイトが商業規模の CCS 技術の実証に

おける建設地として選定され、DOE はこの再編成された取組みの中でこれらの 4 つのサイ

トを考慮するように、申請者の支援を行う。また、FutureGen Industrial Alliance の 13
のメンバー企業も、全ての他の志願者と競合することとなる。 
この再編成された取組みは、2001 年以降のクリーン石炭技術に対する政府の 25 億ドル

以上の投資を土台とするものであり、これにはクリーン石炭技術の可能性に関する我々の

理解を促進させた小規模炭素貯留プロジェクトや IGCC研究も含まれている。これはまた、

昨年のマサチューセッツ工科大学の研究である“石炭の未来”における主要な提言におい

て示唆されている以下の記述とも一致するものである“［FutureGen プロジェクトの］主な

目的は、CCS を伴う石炭火力発電の商業的な実行可能性の実証であるべきである”。政府の

クリーン石炭発電イニシアチブ、クリーン石炭政策減税による 16 億 5 千万ドル、及び借入

保証金の利用は、成長するエネルギー需要に対応するための先進的なクリーン石炭技術の

可能性を実証するための DOE の取組みにおける、その他の重要な要素である。 
 
2.13.3 DOE の FutureGen Workshop における発表 

DOE Fossil Energy Program Office の Deputy Assistant Secretary for Clean Coal であ

る Dr. Der が、RITE主催で 2008 年 2 月 25 日に開催した FutureGen Workshopにおいて、

「FutureGen プロジェクトの現況について」という題で、FutureGen 再編成について発表

を行った。以下に発表内容について記載する。 
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(1) エネルギー、気候変動に対するニーズ 
• 米国では 2025 年までに 356GW の新規発電容量の追加が必要。石炭はこのニーズを

満たす主要な資源となる。 
• 米国の CO2排出量は、現在、60 億 t- CO2であるが、排出規制をしないと 2050 年に

は 100 億 t- CO2になる見通しである。2100 年まで予測すると累積で 1 兆 t- CO2を排

出することになる。したがって、効率向上、低いもしくは全く炭素を使わない燃料、

また炭素の地層への貯留（CCS）などで抑制することが必要である。 
(2) Near Zero Emmision Coal プログラム 
• Near Zero Emmision Coal プログラムのなかで、FutureGen は 2 つの主要な項目、

①CO2隔離（Sequestration）と②先進的な CO2回収（Capture 技術）からなってい

る。 
• Near Zero Emmision Coal プログラムは、実証試験を支援してゆく。実証試験を通じ

て技術開発によりコスト低減を図る。 
(3) FutureGen 見直しの理由 
• 初の計画から 5 年が経過しており、建設コストの増加や立地場所の規制、CO2制約

など変化が起きている。また、フロリダ、カンザス、ミネソタなどでは CCS を石炭

火力発電の立地許認可の条件として義務化した。 
• この状況から DOE は IGCC のプラントに CCS を取り込むためのリスクに対して業

界を支援する必要があると感じた。 
• また役割の見直しも行い、実証プロジェクトを通じて、政府は CO2の懸念を解決し、

企業は商業化を目指すこととした。規制の制度化についても検討を行ってゆく必要が

ある。 
• 冒頭にも述べたが今回見直しを行ったが、ゴールは変わっていない。 

(4) オリジナルとの相違点 
• 今回の見直しのポイントは、FutureGen をより商業ベースに近い形（Near 

Commercial）に変更したことである。 
• オリジナルでは一つの 275MW で総合的な研究を行い、その後に商用実証に入るとい

うことであったが、見直し後は IGCC-CCS の商業化を目指すことに焦点を絞り、CCS
の商業化を加速させる。 

• 複数のプロジェクトを考えており、300～600MW 級で 100 万 t- CO2／年の貯留量を

計画している。 
• CCS 部分を政府が支援を行い、IGCC 部分は企業が担う。 
• 技術的目的、実証試験の要件（排気ガスの環境規制目標）の変更はなく、貯留の有効

性やモニタリングなどの確立・検証を目指す。 
• 併せて、地中ポテンシャルやリーク、コスト情報などの収集も行う。 
• 燃料電池等の水素利用関連が範囲外となった他はオリジナルと同じ（再編成後の
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FutureGen プロセス構成を図 2.13.1 に示す）。 
 

 

        図 2.13.1 再編成後の FutureGen プロセス構成 
 
(5) 今後の tentative なスケジュール 
• 1 月 30 日公表の RFI(Request for Imformation)に対しての意見募集を 2008 年 3 月 3

日まで行う  
• 資金援助の公募は 2008 年春を予定  
• 公募に対する提案は 2008 年秋までに提出の予定  
• 提案の評価は 2008 年後半から 2009 年前半にかけて行われ、選定は 2009 年後半の予

定  
• プラント建設は 2012－2015 年の予定であり、商業的実証運転は 2015－2019 年の予

定 
(6)  その他 
• 見直し後のコスト見積りは、オリジナルと同じ 13 億 US ドルのまま。しかし、資金

の投入は 1 プロジェクト以上に行い、それぞれのプロジェクトの CCS 支援に限られ

る。 
• 年間の支出は、決定されるプロジェクトの規模と数により決まる。 
• FutureGen は、見直し後も国際協力は必要であり、安全保障や気候変動に貢献して

ゆく。また協力各国とは、非占有情報の共有化を図ると共に、世界的戦略が重要とな
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る。 
• 米国はこれからもクリーンコールの研究開発、実証、普及などをサポートしていく。

2009 年の議会への予算要求は 6 億 4,500 万ドルである。 
(7) 質疑応答 
質問： 
• 米国では電力自由化以降、電力会社による投資が低レベルになっていると聞いている。

今回の新しい提案のように電力会社の技術開発のための投資のテコ入れのためにこ

れまでの予算をつかうという政策は、アメリカの電力会社にどのように受け止められ

ているのか? また、電力会社が喜んで投資をするようなインセンティブを考えてい

るか？ 
答え： 
• IGCC と CCS を組み合わせ、政府がリスクの高い CCS を支援することで投資が加速

するものと考えている。また政府支援による研究開発は必要であり続けてゆく。 
• 電力会社のインセンティブについては、FutureGen について業界は真剣に取り組ん

でいる。その背景としては、今後何らかの炭素制約が課せられると見ているからであ

る。 
質問： 
• 今後、競争入札を行う予定である、との説明であったが、予算規模はどれくらいであ

るのか？ 
答え： 
• 資金調達のレベルはプロジェクトの種類や規模による。 低でも見直し前の 13 億ド

ルにはなる見込みである。コストが上がっているし、プロジェクトがどのような効果

を期待できるか、により、どれぐらいの資金提供になるか決まる。1 件、1 ヶ所以上

の支援を考えている。 
質問： 
• 見直し後の計画では、IGCC プラント 300MW 以上を対象とするとしているが、見直

し前では FutureGen アライアンスが 275MW の IGCC プラントの建設を計画してい

た。そこで、見直し後においても 275MW の IGCC プラントは対象となるのか？ 
答え： 
• 見直し前の計画では支援範囲が IGCC+CCS 全体であったが、見直し後は CCS のみ

を対象としている。IGCC プラントの 275MW は発電量であり、CCS のための CO2

の量が確保できれば問題はないと考える。 
• 今回の見直しは、実験室レベルではなく、商業化技術を目的としている。 

質問： 
• FutureGenプロジェクトへの参加要件として、外資系の IPPなどは規制されるのか？ 

答え： 
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• 現在は意見募集中であるが、特に外資への規制は現在は考えていない。 
質問： 
• 今回の見直しで、これまでの支援範囲であった IGCC+CCS から CCS のみとなった。

建設コストが上昇している現在、IGCC プラントへの支援がなくなると全体として進

まなくなるのではないか？ 
答え： 
• コスト上昇については、現在市場で何が起きているのか見極める必要がある。また

IGCC の導入が進まない理由としてコスト高があるが、IGCC そのものの開発は電力

会社が実施すべきであると考えている。ポートフォリオの観点からすると、天然ガス

も進めるべきであり、クリーン技術の調査研究も必要である。これらの技術開発によ

りコストは低減してゆくものと考えている。この点に関しては、現在実施している意

見募集により状況が把握できると考えている。 
質問： 
• 中国では、既設の石炭火力発電プラントが多数あり、これらへの対応も必要であると

考えているが、今回の見直し計画の対象としてレトロフィットや酸素燃焼法などは考

えているのか？ 
答え： 
• 近年では、IGCC が有望と見ている。燃焼後回収はコスト的な魅力はあるが、CCS に

は追加のエネルギーが必要である。意見募集を通じて、考えなければいけないチャレ

ンジである。 
質問： 
• 今回の見直しにより、支援範囲は CCS としているが、その範囲は建設費用のみか運

転費用も含まれるのか？ 
答え： 
• 主に建設費の支援となる。電力価格に影響をおよぼす様な支援は法的に不可能である。

ただし、追加の燃料やメンテナンス費用については、支援可能と考えている。 
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第3章 石炭ガス化発電技術調査 
 
3.1 ガス化炉 
3.1.1 FutureGen対象ガス化炉技術の調査 
表 3.1.1 に調査対象のガス化炉を示す。GE、SHELL、E-Gas(ConocoPhillips)のガス化

炉は，既に商用機の IGCC 実績があり、GE、SHELL は中国で化学用ガス化炉の実績/受注

がある。 
 

表 3.1.1 調査対象ガス化炉 
項目 GE SHELL E-Gas (ConocoPhillips) 
炭種適用性 瀝青炭 瀝青炭/亜瀝青炭/(褐炭) 瀝青炭/(亜瀝青炭) 
給炭方式 スラリー 乾式 スラリー 
ガス化炉形式 噴流床 噴流床 噴流床 
ガス化炉周壁 耐火材 水冷壁 耐火材 
クエンチ 水 CO2 回収無し：Syngas 

CO2 回収あり：水 
スラリー 

構造  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

実績 大容量 2,200t/日 2,000t/日 2,000t/日 
熱効率 • やや低い 

後流プロセス次第であるが、
スラリー吹きのため，生成ガ
ス中水分の潜熱ロスが生じ
る。 

• スラグ中未燃分が約2%でロ
スが多い。 

• 高い 
乾式給炭のため、生成ガス中
水分の潜熱ロスが少ない。 

• 生成ガスは乾式フィルタに
より除塵し、未燃分ロスは少
ない。 

• やや低い 
後流プロセス次第であるが、
スラリー吹きのため、生成ガ
ス中水分の潜熱ロスが生じ
る。 

• 生成ガスは乾式フィルタに
より除塵し、未燃分ロスは少
ない。 

運転性 
メンテナンス性 

• 2 年毎に耐火材の補修が必
要 
(約 1 ヶ月間停止) 

• 60-90 日毎にバーナ交換が
必要 

• スペアのガス化炉が必要 
• スラグ水系統に微少スラ
ブ・未燃分混入するため配管
摩耗等の問題多い。 

• 水冷壁構造により定期的な
周壁メンテナンスは不要で
あり、連続運転が可能 

• バーナ寿命は 1 年以上 

• 2 年毎に耐火材の補修が必
要 
(1 ヶ月間停止) 

• 90 日毎にバーナ交換が必要 
 

石炭入熱当りの建
設単価 

(ベース) (ベース)×1.33 (ベース)×1.02 

実績 Tampa(1996 運開) 
化学用ガス化炉多数 

Buggenum(1994 運開) 
化学用ガス化炉多数 

Wabash River(1995 運開) 

備考 2004 年 GE が TEXACO ガス
化技術を買収 

 2003 年 ConocoPhillips が
E-Gas ガス化技術を買収 
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3.1.2 運転保守費用 

DOE/NETL 報告書 Cost and Performance Baseline for Fossil Energy Plants（2007 年

8 月発行）で仮定した運転保守費用を表 3.1.2 に示す。 
また、表 3.1.3 に石炭 IGCC の停止要因例を示す。 
表 3.1.2 に示す通り、DOE/NETL 報告書では、SHELL と E-Gas のガス化炉に対する O&M
費の比率を同じとしている。一方、表 3.1.3 に示す通り、E-Gas(Wabash)の状況から、同ガ

ス化炉の O&M 費は GE 炉と同等にすべきと思われる。 
 

表 3.1.2 DOE/NETL 報告書 運転保守費用 
項目 GE SHELL E-Gas 

1.ガス化炉構造 耐火材 水冷壁 耐火材 
2.SGC* なし あり あり 
3.O&M コスト算出 
(1)ガス化炉 (ガス化炉設備費) 

×10% 
(ガス化炉設備費) 

×7.5% 
(2)SGC - (SGC 設備費) 

×4.5% 
*SGC: Syngas Cooler 
 

表 3.1.3 石炭 IGCC の停止要因 
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3.1.3 Transport Reactor ガス化炉 
石油精製所などで使用される FCC(Fluid Catalytic Cracking)プロセスを応用して、

Southern Company と KBR で共同開発しているものである。 
(1) 原理 
図 3.1.1 に Transport Reactor の原理図を示す。 

本ガス化炉の特徴は以下の通りである。 

① 空気吹き/酸素吹きの対応が可能（発電用：空気、化学用：酸素） 
② 高信頼性：耐火材の寿命が長い、バーナ不要/乾式脱塵 
③ 炭種適合性：亜瀝青炭および褐炭への対応が可能 
④ 低燃料費：粗粒炭を使用するため、粉砕動力低減 
図 3.1.2 に FCC と Transport Reactor の比較図を示す。製油所 FCC を応用している。但

し、系統・システムが複雑になっている。 
 

 
図 3.1.1 Transport Reactor 原理図 
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図 3.1.2 FCC と Transport Reactor の比較 
(2) 開発状況 

KBR 社は 1940 年代から約 50 基の FCC の実績がある。 
図 3.1.3 に Transpport Reactor の開発の過程を示す。 

 

 
図 3.1.3 Transport Reactor の開発状況 
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(3) Stanton プロジェクト 
表 3.1.4 にプロジェクト概要を示す。 

KBR ガス化を組み合わせた IGCC として Southern Company が DOE 補助を受けて計画し

ていた。図 3.1.4 にプロジェクトの概観図を示す。また図 3.1.5 にサイト位置を示す。2007
年 10 月に天然ガス焚き GT への変更を発表した（石炭ガス化だと認可が下りないため）。 

表 3.1.4 プロジェクト概要 
項目 内容 

プロジェクト名 Stanton-B (Orlando Gasification Project) 
サイト フロリダ州 Orlando 
実施主体 Southern Company 
出力 275MW 
プロジェクト費用 5.57 億＄ 
燃料 石炭 
ガス化炉技術 Southern Company/KBR 
CO2 回収 無し 
運転開始 2010 年 
進捗状況 FEED 完了(Southern/KBR)→天然ガス焚き GT へ変更 
備考 • 2007 年 3 月 FEED 完了 

• 2007 年 10 月 天然ガス焚き GT への変更を発表 
 

 
図 3.1.4 Stanton プロジェクト概観図 

 

図 3.1.5 Stanton プロジェクトサイト位置 
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3.2 酸素製造装置 
3.2.1 酸素製造技術の概要(深冷分離技術) 

酸素製造技術(深冷分離法)は、空気を冷却して液化させ、液体空気の各成分の沸点の差を

利用して窒素・酸素などを分留する。表 3.2.1 に空気の成分と沸点を示す。 
工業ガスの製造法として広く用いられ、低動力で多量の窒素・酸素を製造できる｡ 
図 3.2.1 に ASU 概観を、図 3.2.2 に ASU の系統例を示す。 
また、表 3.2.2 に主要深冷分離の酸素製造設備メーカを示す。いずれのメーカも、約

3000ton-O2/日の納入実績を有している。 
 

表 3.2.1 空気の成分と沸点 
成分 容量比 沸点 
空気 - -191℃ 
窒素(N2) 78.09 vol% -196℃ 
酸素(O2) 20.94 vol% -183℃ 
アルゴン(Ar) 0.93 vol% -186℃ 
炭酸ガス(CO2) 0.03 vol% -78℃ 
ネオン(Ne) 18 ppm -246℃ 
ヘリウム(He) 5 ppm -269℃ 
クリプトン(Kr) 1 ppm -153℃ 
キセノン(Xe) 0.1 ppm -108℃ 

 

 

図 3.2.1 ASU 概観 
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高圧

精留塔

原料空気 
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図 3.2.2  ASU 系統例 

 
表 3.2.2 深冷分離の酸素製造設備メーカ 

項目 Linde Air Liquide Air Products Praxair 
売上 17B$ 

(約 1,900 億円) 
16B$ 

(約 1,800 億円) 
9B$ 

(約 1,000 億円) 
8B$ 

(約 900 億円) 
従業人 50 千人 37 千人 20 千人 27 千人 
大 ASU 容量 

(O2 製造量) 
3,200t-O2/日 4,000t-O2/日 3,200t-O2/日 2,800t-O2/日 

その他  2007 年 Lurgi ガ
ス化炉技術を買

収 

DOEプロジェク

トで ITMを開発 
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3.2.2 酸素分離膜(ITM: Ion Transport Membranes) 
図 3.2.3 に ITM の原理を示す。また、図 3.2.4 に ITM のシステム構成例を示す。 

ITM(Ion Transport Membranes : 酸素分離膜)は、DOE から 1999～2009 年までの 11 年間

で 1.48 億ドルの補助で Air Products 社が開発している。 
ITM は 800～900℃の高温で動作し、SOFC(Solid Oxide Fuel Cell:固体酸化物燃料電池)

の逆反応により酸素を分離する。 
 

 
図 3.2.3 ITM の原理 

 
図 3.2.4 ITM システム構成例 
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図 3.2.5 に ITM 開発スケジュールを示す。 
Phase 2で 5t-O2/日パイロットプラント、2009年頃にPhase 3として 2009年頃に 150t-O2/
日級プラントを開発、将来的に FutureGen にて 2,500t-O2/日級の適用を目標としている。

図 3.2.6 に 5t-O2/日パイロットプラントの写真を示す。 
 

 

図 3.2.5 ITM 開発スケジュール 

 
図 3.2.6 5t-O2/日パイロットプラント(Phase 2) 
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Air Products 社が試算している経済性評価の結果を表 3.2.3 に示す。 
ITM の適用で、発電効率が 2%向上すると同時に、単位発電量当たりの初期投資額（建設コ

スト）が 7％削減できるとしている。酸素製造電力原単位は、深冷分離法の 235 kWh/ton O2
（0.34kWh/Nm3-O2）に対して、膜式では 147 kWh/ton-O2（0.21kWh/Nm3-O2）と大幅

に低下するとしている。 
 
表 3.2.3 酸素製造方法別ガス化複合発電の経済性比較 

 
（注；Cryo＝深冷分離、ITM＝膜式） 
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3.3 水素タービン 

3.3.1 WE-net(World Energy Network)の概要 

1993～1998 年度に水素利用国際クリーンエネルギーシステム技術(We-Net) 第Ⅰ期研究

開発の中で「水素燃焼タービンの開発」が実施された。その後 We-Net での研究成果を生か

し、「CO2 回収対応クローズド型 高効率ガスタービン技術第Ⅰ期研究開発」が 1999～2002
年度に実施された。 
図3.3.1に本研究開発で検討された酸素燃焼クローズドガスタービン発電システムを示す。

また、表 3.3.1 に研究開発目標、表 3.3.2 に研究開発スケジュールを示す。本研究開発では、

ガスタービンコンバインドサイクルの現在の 大規模である 500MW 級発電用プラントを

想定し、以下の検討・検証が行なわれた。 
① 500MW 級発電システムのプラント効率 
② クローズドシステムの成立性 
③ 水蒸気を希釈媒体としたメタン－ 酸素量論比近傍での燃焼制御技術 
④ 高温・高圧(1700℃、約 5.0MPa)下における要素機器の成立性 

天然ガスを燃料とする 500MW 級クローズド型ガスタービンプラントでは、CO2 排出系か

らの熱回収、再生熱交換器の設置、高温タービンの冷却方法改良等のシステム構成 適化

を行うとともに主要機器の概念設計を行うことにより、表 3.3.3 に示すとおり、実現性の高

いレベルで発電端効率が開発目標値である 60％以上を達成可能との見通しを得、当初計画

の 1 年前倒しで終了した。 

 

図 3.3.1 酸素燃焼クローズドガスタービン発電システム 
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表 3.3.1 研究開発目標 
研究開発項目 開発目標 目標値（３年間） 

（1）システム検討 出力 
タービン入口温度 
タービン入口圧力 
発電端効率（HHV） 
送電端効率（HHV） 

500MW 
1700 度 
5.0MPa 程度 
60%以上 

（2）燃焼制御技術 パターンファクター 
燃焼器出口ガス温度 
圧力損失 
燃焼効率 
ライナー温度 
燃焼試験 

15%以下 
1700℃ 
5%以下 
98.0%以上 
900℃以下 
大気圧燃焼試験、性能評価を完了 

（3）タービン翼冷却技術 タービン入口温度 
タービン断熱効率 
 
第１段動静翼 
第２段動静翼 
ロータ冷却・シール技術 

1700℃ 
91%以上（高圧側） 
93%以上（低圧側） 
構造設計、設計基礎データの構築の完了 
冷却設計を完了 
要素試験、性能評価を完了 

（4）主要補機類の開発 
・高圧力比圧縮機 
 
 
 
・ 復水器 
・高温熱交換機 

圧縮比 
断熱効率 
 
段数低減化 
概念設計 
概念設計 

 
50%以上 
85%以上（高圧側） 
89%以上（低圧側） 
概念設計を完了 
伝熱性能評価手法、基本構造の検討の完了 
水蒸気圧縮を考慮した設計の完了 

（5）超高温材の開発 
・遮熱コーティング 
 
・ セラミック複合材料 
 

 
高使用温度 

許容温度差 
室温３点曲げ強度 
破壊エネルギー 
 1400℃,1000 時間酸化処理後 
・ 室温３点曲げ強度 
・ 破壊エネルギー 

 
1300℃以上 
350℃以上 
400MPa 以上 
6kJ/㎡ 
 
200MPa 以上 
3 kJ/㎡ 

 
表 3.3.2 研究開発スケジュール 

年度 
研究開発項目 Ｈ１１年度 Ｈ１２年度 Ｈ１３年度 

Ｈ１４-１５年度 
当初計画 

（1）システム検討     

（2）燃焼制御技術の開発     

（3）タービン翼冷却技術の開

発 

    

（4）主要補機類の開発     

（5）超高温材の開発    

事
後
評
価 

 

 
表 3.3.3 プラント性能 

機器名 出力(MW) 
高温高圧タービン 84.8 
高温低圧タービン 421.0 
発電機出力 505.8 
発電端効率（%） 60.07 



 
 

55

3.3.2 H2 焚き GT 実績 
表 3.3.4 に GE と Siemens の H2 リッチガス焚き GT 実績を示す。 
GE は約 30 基、Siemens は 13 基の納入実績がある。また、H2 濃度は両社とも 90vol%以

上の実績がある。 
図 3.3.2 に GE の H2 リッチガス焚き GT 実績、表 3.3.5 に Siemens の H2 リッチガス焚き

GT 実績を示す。 
 

表 3.3.4 H2 リッチガス焚き GT 実績 
項目 H2 焚き GT 

容量 
H2 焚き GT 
納入台数 

大 H2 濃度 備考 

GE 9E：135 
7EA：65MW 
6B：43MW 

約 30 基 
(6B：約 10 基) 

約 90-95vol% DOE 研究 

Siemens 17-25MW 13 基 約 90vol% DOE 研究 
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図 3.3.2 GE H2 リッチガス焚き GT 実績 

 
表 3.3.5 Siemens H2 リッチガス焚き GT 実績 
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3.3.3 DOE の H2 焚き GT 開発プログラムの概要及び研究状況 
表 3.3.6 に DOE H2 焚きガスタービン開発目標を示す。 

2010 年までの目標は、GT で 2-3%の効率向上、Syngas 焚きで 2ppm までの NOx 低減、

および 20-30%の建設単価低減である。 
また 2015 年までの長期目標では、プラント全体で 3-5%の効率向上および H2 焚きで

2ppm までの NOx 低減である。同プログラムには 2006 年から GE および Siemens が参加

している。図 3.3.3 に Siemens の H2 焚きガスタービン開発スケジュールを示す。 
 

表 3.3.6 DOE H2 焚きガスタービン開発目標 
項目 2010 年まで 2015 年まで 
(1)効率向上 2-3%(GT) 3-5% (全体) 
(2)NOx 低減 2ppm(Syngas 焚き) 2ppm(H2 焚き) 
(3)建設単価 1,000$/kW-net(20-30%低減) - 

 
 

 
図 3.3.3 DOE-Siemens H2 焚きガスタービン開発スケジュール 
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3.4 燃料電池 

3.4.1 天然ガス焚き高温 SOFC の開発状況 
表 3.4.1 に高温 SOFC の開発状況を示す。 

GE と Siemens は DOE プログラムの SECA に参加し、天然ガス焚きおよび Syngas 焚き

SOFC を開発している。 
 

表 3.4.1 高温 SOFC 開発状況 
項目 天然ガス焚き 

SOFC 
Syngas 焚き 

(IGFC) 
GE 3-10kW Prototype FS 段階 
Siemens 6kW Prototype 不明 
 
 

3.4.2 SECA の概要 
SECA(Solid State Emergy Conversion Alliance)は、1999 年秋に SOFC(Solid Oxide 

Fuel Cell：固体酸化物型燃料電池)開発を促進するために政府、民間、および大学の各分野

から構成された連携プロジェクトである。 
SECA は 6 社の Industry Team と大学・国立研究所等から構成され、IGFC として

FutureGen への SOFC の適用を目標としている。表 3.4.2 に SECA 主要参加企業を示す。

また、図 3.4.1 に SECA プログラムスケジュールを示す。 
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表 3.4.2 SECA 主要参加企業 
企業名 州 担当範囲 SOFC 技術 

Acumentrics マサチューセッツ

州 
• Anode supported-microtubular  

• 750℃  

• Thermally matched materials  

• Robust & rapid start-up 

• Extrusion  

• Dip processing  

• Spray deposition  

• Co-sintering 

Cummins Power 
Generation 

ミネソタ州 • Electrolyte supported-planar  

• 825℃  

• Thermally matched materials  

• Seal-less stac 

• Tape casting  

• Screen printing  

• Co-sintering 

Delphi Automotive 
Systems 

ニューヨーク州 • Anode supported-planar  
• 750℃  
• Ultra compact  
• Rapid transient capability 

• Tape casting  

• Screen printing  

• 2–stage sintering 

FuelCell Energy コネチカット州 • Anode supported-planar  
• < 700℃  
• Low cost metals  
• Thermal integration 

• Tape casting  

• Screen printing  

• Co-sintering  

• Electrostatic deposition 

General Electric ニューヨーク州 • Anode supported-radial  
• 750℃  
• Hybrid compatible  
• Internal reforming 

• Tape calendaring  

• 2–stage sintering 

Siemens ペンシルバニア州 • Cathode supported-flattened 
oval  
• 800℃  
• Seal-less stack 

• Extrusion  

• Plasma spray 

 
図 3.4.1 SECA プログラムスケジュール 

(※図中下側は FutureGen スケジュールに SOFC スケジュールを追加したもの) 
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3.4.3 DOE の IGFC 開発プログラムの概要 
表 3.4.3 に DOE での IGFC 開発プログラムの開発目標を示す。 

同表に日本の天然ガス焚きSOFCの開発目標を併記する。DOEの IGFC用SOFCのPhase1
の開発目標は、天然ガス焚きに比べて、容量が小さく、かつ、耐久性の基準が低い。 
 

表 3.4.3 SOFC 技術開発動向 
項目 米国(DOE) 日本(NEDO) 
段階 Phase 1 Phase 2 Phase 3 コジェネレーション

システム開発 
コンバインドサイ

クルシステム開発 
燃料 合成燃料 合成燃料 石炭ガス 天然ガス 天然ガス 
容量 >10～15kW 250～1000kW 5MW 数 100kW まで 数 100kW 
発電効率 40% 45～50% 45～50% 40%以上 

(総合効率 80%以上) 
50%以上 

耐久性 5,000 時間 5,000 時間 25,000 時間以上 40,000 時間以上 40,000 時間以上 

 

3.4.4 IGFC 検討状況 
500MW 級 IGFC の検討結果を図 3.4.2 に示す。 

IGFC の送電端効率は、SOFC の運転圧力と共に向上し、運転圧力を 10k を性能表示点と

している。送電端効率は CO2 回収無しの場合は 53.4%-HHV、CO2 回収ありの場合は 50.7%
である。検討条件として、ピッツバーグ炭、を設計炭とし、ガス化炉は固定床ガス化炉で

検討を実施している。 
図 3.4.3 に IGFC プラント概念図を示す。 
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(計画条件) 
炭種  ：Pittsburgh #8 
ガス化炉 ：BGL(Blitish Gas Lurgi：固定床ガス化炉) 

 

 
図 3.4.2 GE Energy IGFC 検討例 

 
 

 

図 3.4.3 IGFC 鳥瞰図例 
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3.4.5 CO2 回収型 IGFC 
IGFC からの CO2 回収として、 

(1) post-combustion/after SOFC での CO2 回収 
(2) pre-combustion/before SOFC での CO2 回収 
の検討が行われている。 
図 3.4.4 及び表 3.4.4 に IGFC と CO2 回収を組合わせた概念及び比較を示す。 

いずれのシステムも、CO2 回収率 90%以上で、送電端効率は 50%以上としている。 
 

 

図 3.4.4 IGFC CO2 回収システム(案) 
 
 

表 3.4.4 IGFC プロセスの比較 
項目 単位 post-combustion 

/after SOFC での CO2 回収 
post-combustion 
/before SOFC での CO2 回収 

主要燃料ガス  CO、H2 H2 
送電端効率 % 50 以上 50 以上 
回収 CO2 圧力  常圧 加圧 
その他  IGCC+CO2 回収と思想が異な

る 
IGCC+CO2 回収と同じ思想 
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3.4.6 FutureGen での IGFC 試験 
図 3.4.5 に FutureGen の IGFC 系統(案)を示す。 

FutureGen のサブスケールの試験設備として 5MW 級燃料電池×3 系列が提案されている。 
2 系例は、CO を含む石炭ガスを燃料ガスとして、1 系列は CO シフト及び CO2 除去後の

H2 ガスを燃料ガスとしている。 
（プロジェクトの見直しにより燃料電池はプロジェクトの対象からはずされたため、本試

験についても実施されない。） 
 

 

図 3.4.5 FutureGen での SOFC 試験統案(案) 
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第4章 CO2分離回収技術調査 
4.1 石炭ガス化ガスからの CO2 分離回収システム 

4.1.1 CO2 分離回収システム構成例 
石炭ガス化ガスからの CO2 分離回収システムは、①石炭ガス中の CO を CO2 に変換す

る CO シフト設備及び②CO2 を回収する CO2 回収設備及び石炭ガス中に含まれる H2S・
COS を除去する設備から構成される。 
システム構成例を図 4.1.1 に示す。 

 

 
図 4.1.1 CO2 分離回収システム構成例 
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4.1.2 CO シフト触媒／設備 
CO シフト触媒の特徴を表 4.1.1 に示す。 

CO シフト設備仕様を表 4.1.2 に示す。また、CO シフト設備構成例を図 4.1.2 に示す。 
CO シフト触媒は水性シフト反応により、生成ガス中の CO を CO2 に転換する触媒で、ガ

ス中の硫黄分の量により Sour Gas Shift 触媒と Clean Gas Shift 触媒に分類できる。 
molkJHCOOHCO /9.40222 −+↔+  

Sour Gas Shift 触媒は、Co-Mo 系の触媒で、温度 250～500℃、入口 CO 濃度 70vol%以

下を対象にガス中の硫黄分 100ppm 以上の条件にて使用される。 
Clean Gas Shift 触媒は高温に適用される HTS(High Temperature Shift：高温シフト)

と、低温系に適用される LTS(Low Temperature Shift：低温シフト)がある。 
HTS は、Fe-Cr 系の触媒で、温度 350～500℃、入口 CO 濃度 70％以下を対象にガス中

硫黄化合物数十 ppm 以下の条件で使用する。 
 また、LTS は、Cu-Zn 系の触媒で、温度 200～300℃、入口 CO 濃度 2～4wt%を対象に

ガス中硫黄分 0.1ppm 以下の条件で使用する。 
これより、 

(1) 化学吸収法を適用した CO2 分離回収システム及び膜分離法を適用した CO2 分離回収

システムには、脱硫後精製ガス(H2S：50ppm以下)を対象としたHTS(Clean/Sweet Gas 
Shift 触媒)が適用可能である。 

(2) 物理吸収法を適用した CO2 分離回収システムには、脱硫前生成ガス（H2S：100ppm
以上）を対象に Sour Gas Shift を適用可能である。 
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表 4.1.1 CO シフト触媒特徴  

Clean Gas Shift 触媒 
項目 単位 Sour Gas Shift 

触媒 HTS LTS 

触媒種 - Co-Mo 系 Fe-Cr 系 Cu-Zn 系 

温度 ℃ 250～500 350～500 200～300 

蒸気/乾ガス mol/mol 0.4～2.0 0.3～2.0 0.3～1.0 

入口 CO 濃度 vol% ～70 ～70 2～4 

残留 CO 濃度 vol% 0.7 2～4 0.2 

硫黄化合物 ppm 100 以上 数 10 以下 0.1 以下 

HCN ppm 加水分解 加水分解 加水分解 

HF ppm 1 以下 1 以下 1 以下 

HCl ppm 1 以下 1 以下 1 以下 

備考 - ○ 

脱硫前に適用可能 

○ 
脱硫後ガスに 
適用可能 

△ 
ガス中触媒毒を 
徹底除去要 

 
表 4.1.2 CO シフト設備 

項目 
化学吸収法・膜分離法 

システム 
物理吸収法システム 

設置場所 脱硫後流設置 脱硫前流設置 

方式 水性シフト触媒 

（クリーンガスシフト） 

水性シフト触媒 

（サワーガスシフト） 

CO 転換率 95％以上 97％以上 

触媒量 (ベース) (ベース)×1～2 程度 

CO 

シフト 

触媒価格 (ベース) (ベース)×1.5 程度 

反応器入口温度 350℃ 250℃ 

出口温度 450℃以下 400℃以下 

 

図 4.1.2 CO シフトの設備構成例 
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4.1.3 CO2 吸収分離法 

(1) 化学吸収法と物理吸収法 
CO2 の吸収分離法には、①吸収液中の溶質成分と CO2 の化学反応によって吸収する化学

吸収法と、②高圧・低温条件にて吸収液に CO2 を物理的に溶解・吸収させる物理吸収法が

ある。化学吸収法と物理吸収法の吸収・再生システムの比較を表 4.1.3 に示す。 
図 4.1.3 に化学吸収法と物理吸収法の平衡溶媒負荷の関係を示す。 

吸収ガス分圧と平衡溶媒負荷の関係は、化学吸収の場合、分圧が低い場合でも高い平衡溶

媒負荷を示し、分圧が高い条件では溶媒中化学吸収液の量により平衡溶剤負荷が飽和する。

物理吸収の場合、Henry の法則に従い分圧の増加により溶媒平衡負荷が大きくなる。 
CO2 の吸収再生操作を平衡溶媒負荷線上で行う場合、吸収除去される CO2 量は運用する

分圧における平衡溶媒負荷の差と吸収溶媒の流量によって決まる。この結果、運用分圧に

於ける平衡溶媒負荷の差が大きいほど吸収液流量が少なくなることから、一般に分圧が低

い場合は化学吸収法が有利となり、分圧が高い場合は物理吸収法が有利となる。 
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表 4.1.3 吸収・再生システムの比較 

項目 精製ガス中残留

CO2 
再生熱量 
Mcal/kg-mol-CO2 

適 用 備考 

化学吸収法（UCARSOL） 
Typical Flow 
（蒸気過熱再生） 10～100ppm 32～36  

Lean－Semi Lean 
（フラッシュ＋加熱再生） ＜10ppm 20～30 液化天然ガス 

アンモニア合成 
Flash Regeneration 
（フラッシュ） 2～3％ 5～10 天 然 ガ ス パイ

プライン 

作動温度 約 40℃ 
吸収した CO2/H2S を個別

に分離回収ができないた

め、2 系列構成が必要 
脱硫→COShift→CO2 回

収 

物理吸収法（Selexol） 
Typical Flow 
（蒸気過熱再生） ＜500ppm 16～20 アンモニア合成 

Flash with Heat 
（フラッシュ＋加熱再生） 1～2％ 3～5  

Flash only 
（フラッシュ） 3～4％ ０  

作動温度 -15～10℃ 
冷凍機熱源が必要 
吸収した CO2/H2S を個別

に分離回収可能 
脱硫・脱 CO2 を直列構成 
吸収塔･再生塔各２基 
COShift→脱硫→CO2 回

収 
 

 
 

 
図 4.1.3 化学吸収法と物理吸収法の平衡溶媒負荷 
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4.1.4 CO2 分離回収システムの構成比較 
CO シフト触媒と CO2 吸収分離法の組合せとして、表 4.1.4 の通り 4 つが考えられる 

化学吸収法の H2S 吸収では、同時に CO2 が約 30%程度吸収されるため、CO2 回収率が制

約される。また、物理吸収法では、一種類の溶媒で H2S と CO2 を分離・吸収が可能なた

め、Sour CO 触媒の使用が可能となる。 
したがって、CO2 分離回収システムの構成は 

(1) 化学吸収(脱硫)+CO シフト触媒＋化学吸収(CO2) 
もしくは 
(2) CO シフト触媒＋物理吸収(H2S/CO2) 
となる。 
図 4.1.4 に CO2 回収型 IGCC システム（化学吸収法）を、図 4.1.5 に CO2 回収型 IGCC シ

ステム（物理吸収法）を示す。 
 

表 4.1.4 CO シフト触媒と CO2 吸収分離法の組合せ 
項目 Clean/Sweet 

CO Shift 
Sour 

CO Shift 
化学吸収 ◎(ケース A) 

約 85～90% 
△(ケース B) 

約 60% 
※H2S と CO2 が同時に吸収さ

れる 
物理吸収 ○ ◎(ケース C) 

約 90～95% 
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図 4.1.4 CO2 回収型 IGCC システム(化学吸収法) 

 

 

図 4.1.5 CO2 回収型 IGCC システム(物理吸収法) 
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4.2 石炭ガス化に適用可能な CO2 分離技術 

4.2.1 物理吸収法 

(1)調査対象 
調査対象では、Selexol 及び Rectisol を対象に調査を行った。 

Selexol 及び Rectisol のシステム例をそれぞれ図 4.2.1 および図 4.2.2 に示す 
また、Selexol 及び Rectisol の比較を表 4.2.1 に示す 

 

 

図 4.2.1 Selexol システムフロー 
 

 
図 4.2.2 Rectisol システムフロー 
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表 4.2.1 Selexol と Rectisol の比較 
項目 Selexol Rectisol 
プロセスオーナー UOP Lurgi/Linde 
用途 天然ガスからの CO2 除

去等 
化学プラント用 
CO2 除去等 

大 CO2 除去率 95% ほぼ 100% 
運転温度 -18～5℃ -62℃ 
不純物 ppm レベル 1ppm 以下 
回収 CO2 圧力 高圧(3-20k) 低圧(1.7-3.3k) 
設備費 廉価 高価 
運転費 (ベース) ベースと同等もしくは

廉価 
 

(2)検討条件 
①プロセス 

図 4.2.3 に物理吸収法のプロセスフローを示す。 
 

 
図 4.2.3 物理吸収法プロセスフロー 

 
②ガス条件 

Selexol 及び Rectisol を同一条件で比較した事例のガス条件を表 4.2.2 に示す。 
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表 4.2.2 ガス条件 
項目 単位 条件 

流量 kmol/h 37、276 
圧力 ata 57.3 
温度 ℃ 38 
ガス組成   

CO mol% 2.84 
CO2 mol% 44.22 
H2 mol% 55.04 
H2O mol% 0.19 
Ar mol% 0.79 
CH4 mol% 0.02 
N2 mol% 0.68 
H2S mol% 0.22 
COS vppm 1 
NH3 vppm 10 
HCN vppm 5 

 

(3)性能 
 Selexol と Rectisol の性能比較結果を表 4.2.3 に示す。 
            表 4.2.3 性能比較 

項 目 Selexol Rectisol 備考 
CO2 回収率 91% 91%  
出口全 S 濃度 4ppm 1ppm  

 
(4)ユーティリティ量 

Selexol と Rectisol のユーティリティ量比較結果を表 4.2.4 に示す。 
           表 4.2.4 ユーティリティ量比較 

項目(1) 項目(2) Selexol Rectisol 備考 

AGR 44% 14%(16%) 
SRU 3% 3%(3%) 

CO2 圧縮機 52% 71%(81%) 
補機動力 

計 100% 88%(100%) 

Selexolの補機動力を 100%

とした。()内は Rectisol の

補機動力の内訳を示す 

3.2k 低圧 - 24% 
蒸気量 

6.5k 低圧 100% 15.5% 

Selexol の 6.5k 低圧蒸

気を 100%とした 

補給量 100% 24% 補給溶媒量 
補給費用 100% 52% 

Selexol を 100%とした 

冷却水量 100% 22% Selexol を 100%とした 
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(5)設備費 
 Selexol と Rectisol の設備費比較結果を表 4.2.5 に示す。 
              表 4.2.5 設備費比較 

項 目 Selexol Rectisol 備考 
設備費 100% 134%  

 

(6)運転費 
 以下の条件での Selexol と Rectisol の運転費比較結果を表 4.2.6 に、内訳を表 4.2.7 に示

す。 
条件  

設備利用率  85% 
3.2k 低圧蒸気  9�/t 
6.5k 低圧蒸気  11�/t 
電力   6￠�/kWh 
 

表 4.2.6 運転費比較 
項 目 Selexol Rectisol 備考 

運転費 100% 79% 電力/蒸気/溶媒 
運転費/設備費比 22% 13%  
溶媒費/設備費比 0.5% 0.2%  

 
表 4.2.7 運転費内訳 

項 目 Selexol Rectisol 備考 
蒸気費用 15% 5%(6%)  
電気代 83% 73%(92%)  
補給溶媒費用 2% 1%(2%)  

計 100% 79%(100%)  
    

Selexol の運転費を 100%とした 
( )内は、Rectisol の運転費の内訳を示す 
 

(7)評価 

①性能：CO2 回収率は、Selexol と Rectisol は同等。 

脱硫率は、Rectisol が Selexol より優れている 
②設備費：Selexol が Rectisol より廉価。 
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a. 運転費：Rectisol が Selexol より廉価。 
今回の検討条件では、ユーティリティ量(電気及び蒸気量)を金額換算した運転費のうち 80

～90%が補機動力であり、同動力の低減が重要である。 
 

4.2.2 Advanced Selexol 
Advanced Selexol とは、水/CO2ハイドレートを利用した CO2回収技術であり 1～3℃、

2.8～5.5MPa で運用する。図 4.2.4 に Advanced Selexol のプロセス・フローを示す。 

 

     図 4.2.4 Advanced Selexol プロセス・フロー 
 
Los Alamos NL(DOE)が基礎的な実験を行い、それをベースに NEXANT 社が実プロセス

の評価を実施した。Advanced Selexol は非常にシンプルな方法であり、基礎的な反応は進

行可能であった。しかし大型化の過程で、高圧でのハイドレートの崩壊や、また固体への

伝熱が遅いことからプロセスが大きくなると想定され、実用化は難しいと判断された。 
 

4.2.3 化学吸収法 
図 4.2.5 に化学吸収法プロセスフローを示す。 

化学吸収法としては、三菱重工業と関西電力が共同開発したプロセス（KS 吸収液）が国際

的に評価が高く、化学プラント用としては 500t-CO2/日クラスの実績がある。 
(財)RITE では、製鉄所の CO、H2 を含む高炉ガス(BFG)からの CO2 分離回収技術とし

て、①低温度、低熱量で再生可能な二酸化炭素吸収液を開発するとともに、②製鉄所等の

未利用プラント廃熱を回収して吸収液再生に利用する技術を組み合わせた化学吸収法シス
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テムの検討を H16 年度から H20 年度の予定で行っている。 
表 4.2.8 に処理ガスによる適用 CO2 回収技術の比較を示す。 

開発目標は 
(1) 吸収液再生に要するエネルギーを低減するための新吸収液の開発および分離回収シス

テムの改善によるエネルギー原単位 2.5GJ/t-CO2 (*)以下の達成（2008） 
*：2013 年、実機建設判断時には実機で 1.8 GJ/t-CO2 達成につながるよう開発を実施する。 
(2) 廃熱活用による安価なエネルギー供給システム開発による 蒸気コスト 1500 円/t-蒸気

（140℃低圧蒸気）以下の達成 
である。 
これ迄に 4 種類の新吸収液が開発された。ベンチ試験で計測された 高の再生エネルギ

ーは、2.8GJ/t-CO2 であり、KS 吸収液と同等である。新吸収液による高炉ガスからの CO2
分離回収試験が、新日鐵君津製鉄所内に容量 1ton-CO2/日のベンチ試験装置で行われている。 
開発成果をもとに、圧縮を含まない CO2 分離回収コストは、現状の 6,000 円/t-CO2 か

ら約 3,700 円 /t-CO2 に低減できる見込みが得られている。H19-H20 年度で容量

30ton-CO2/日のパイロットプラントを設置し、全体システムの評価が予定されている。 
 

 

図 4.2.5 化学吸収法プロセスフロー 
 

表 4.2.8 処理ガスによる適用 CO2 回収技術の比較 
項目 単位 製鉄 BFG IGCC 
圧力 - (常圧) 加圧(約 30k) 
処理ガス中 CO2 濃度 vol% 22 30-60 
CO2 回収後の CO2 濃度 vol% 2  
適用 CO2 回収技術 - 化学吸収法 化学吸収法 

物理吸収法 
 



 
 

78

4.2.4 CO2 膜分離設備 

(1) CO2 膜 
膜分離法は、個々の気体の膜に於ける透過速度の異なるという性質を利用して、混合ガ

スから気体を選択的に分離・回収する方法である。 
膜におけるガス分離の原理は、供給ガスを加圧または透過側ガスを真空ポンプ等で減圧

することにより均質な膜に圧力差をかけ、同圧力差（分圧差）を透過推進力に各ガスの透

過速度差を用いて分離するものである（図 4.2.6 参照）。 
ガス分離膜のガス透過流束は圧力差に比例、膜の厚みに反比例し、膜のガス透過係数を

用い 
(透過流束)=(ガス透過係数)×(透過推進力=圧力差)/(膜厚み) 

として定義される。 
ガス透過係数の単位：[kmol･m/(s･m2･kPa)] または[cm3(STP)･cm/(s･cm2･cmHg)] 

(なお、1×10-10 cm3(STP)･cm/(s･cm2･cmHg)= 1 Barrer(バーラー)) 

 

 
図 4.2.6 分離膜の原理 

 
図 4.2.7 にポリイミド中空糸膜に於けるガスの透過性能例を示す。 

ポリイミド中空糸膜はガラス状高分子膜例である。ガラス状高分子および無機多孔質膜で

は透過分子の大きさが支配的で、分子量の小さいガスほど透過性が大きくなる。ポリイミ

ド膜は水素、二酸化炭素、水蒸気の透過性が大きく、これらのガスの分離へ適用できる。 
 一方、ゴム状高分子では透過成分の膜への溶解性が透過性を支配するので、分子量の大

きい、凝縮しやすい蒸気ほど透過性が大きくなる。 
図 4.2.7 の事例では、透過速度 P’は H2O＞H2、He＞CO2＞O2＞CO、Ar＞N2＞CH4＞

C2H4 の順に低下する。分離膜に於ける分離対象は、混合ガス中の透過速度の大きいガス成

分を分離対象としたもので、①天然ガス(CH4＋CO2)からの CO2 分離、②H2/CO2/N2 混

合ガスからの H2 分離、③燃焼排ガス（CO2/N2）からの CO2 分離である。 
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図 4.2.7 ガス分離膜透過性能例（ポリイミド膜） 

 
IGCC における CO2 分離では、石炭ガス化ガス（H2/CO2/N2）から透過速度の大きい

H2 を非透過ガス中に残し、H2 よりも透過速度の小さい CO2 を透過分離する必要がある。

現状の膜は H2 選択透過性のため CO2/H2 選択率は 1 以下（高分子膜 0.3、無機膜 0.1）で

新たな膜開発が必要である。 
(財)RITE が開発している CO2 分子ゲート膜は、 

① 気体分子の出入口（ゲート）を CO2 分子が占有することで、CO2 分子が他の

ガス分子の透過を遮断する。 
② CO2 分子は圧力差によりゲートを透過する。そのため、分離対象の気体分子

が競争的に膜を透過する高分子膜に比べて、CO2 分子ゲート膜は高い選択率

を有し、従来の高分子膜では難しかった CO2 と H2 の分離が可能となる。 
現在までに、In-situ 複合膜化技術を用いて、モジュールに組み込んだカルド型ポリイミ

ド中空糸の膜表面に、第０世代 PAMAM デンドリマーの薄膜層を形成した複合膜の開発が

行われている。 
この複合膜の CO2/N2 選択率は 80 以上であり（図 4.2.8 参照）、PAMAM デンドリマー

の欠陥の無い分離機能層が中空糸膜の表面に形成されたことが明らかとなった。更に

CO2/N2 選択率 100 の膜の開発と共に、CO2/H2 選択率 100 の膜の研究が行われている。 
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図 4.2.8 膜分離法による CO2選択率 

 

(2)CO2 膜分離プロセス 
CO2 膜分離プロセスの比較を表 4.2.9 に示す。 

H2、CO2、N2 他ガス成分より構成される CO シフト後の石炭ガス等の原料ガスからの CO2
分離プロセスは、分離膜の選択性選定により H2 選択型及び CO2 選択型に分類できる。 

H2 選択型プロセスは、原料ガス中の水素を選択的に透過する膜を適用することにより、

透過ガス側に GT 燃料ガスである H2 を減圧透過回収後、GT 入口圧力まで再圧縮が必要と

なる。回収対象ガスである CO2 は、原料ガスと同圧(約 3MPa)で回収されるが、同ガス中

には透過されない窒素及び透過せず残留した水素等が含まれる。 
CO2選択型プロセスは、原料ガス中のCO2を選択的に透過する膜を適用することにより、

透過側に回収ガスである CO2 を減圧透過回収する。GT の燃料ガスとなる水素は原料ガス

と同圧(約 3MPa)で回収され、同ガスに残留した CO2 及び窒素(N2)とともに GT へ供給さ

れ動力回収される。 
ここで、CO シフト後の石炭ガス中の H2 と CO2 の比が約 3：2 であり、透過対象ガス量

の少ない CO2 選択型プロセスが動力・膜面積の面から有利となる。 
図 4.2.9 に膜分離を適用した CO2 回収型 IGCC システムを示す。 
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表 4.2.9 CO2膜分離プロセスの比較 

項目 H2 選択型 CO2 選択型 

原理 圧力差で H2 を透過 気体の出入(ゲート)を CO2 分子が

塞ぎ、他の分子の透過を遮断 

適用 Futuregen(米国)で検討 (財)RITE 他で開発中 

プロセス  
原料ガス 

 約3MPa-a 

(H2、CO2、N2他) 

透過ガス 

(=GT燃料ガス

大気圧 

(H2) 

Ｈ２離膜

分離ガス 

(=回収ガス) 

約3MPa-a 

(H2、CO2、N2他)

 

 
原料ガス 

 約3MPa-a 

(H2、CO2、N2他) 

透過ガス 

(=回収ガス)

大気圧 

(CO2) 

ＣＯ２離膜 

分離ガス 

(=GT燃料ガス) 

約3MPa-a 

(H2、CO2、N2他) 

 

ＧＴ燃料ガス圧力 大気圧(昇圧が必要) 約３MPa-a(膜入口圧とほぼ同じ) 

所要動力 （ベース） (ベース)×約 0.7 

所要膜面積 （ベース） (ベース)×約 0.7 

透過係数が同じの場合 

 

 

図 4.2.9 CO2 回収型 IGCC システム(膜分離) 

 
膜分離法での膜面積、回収CO2ガスへのH2流入割合の関係の検討例を図4.2.10に示す。

回収ガス圧力を上げると①膜面積が増加し、②回収 CO2 ガス側に流入（リーク）する H2
の割合（原料ガスに含まれる H2 に対する割合）が増加する。 
また、ガス分離係数の影響の検討例を図 4.2.11 に示す。ガス分離係数の増加により膜面

積が増加し、回収 CO2 ガス側に流入（リーク）する H2 の割合（原料ガスに含まれる H2
に対する割合）は低下する。 
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図 4.2.10 回収ガス圧力の影響評価 

 

 
図 4.2.11 ガス分離係数の影響評価 
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(3)海外での膜分離技術の取り組み 
Natoco 社は天然ガスに含まれた CO2 を分離する有機膜を実用化している。H2/CO2 分離

には適用できない。 
米国 DOE 傘下の NETL,LATL とも CO2膜分離技術の開発に取り組んでいるが、ラボレ

ベルにとどまっている。 
テキサス大学が開発した CO2分離膜が も高性能であるが(Science)、水蒸気共存下では

分離係数が 10 程度にとどまる。 
近、カナダ Waterloo 大学、中国科学技術院大連研究所からも、同系統の有機膜の研究

成果が発表されている。 
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第5章 FutureGen技術評価 
 
5.1 FutureGen 要素技術評価 

要素技術評価にあたっては、FutureGen Industrial Alliance から発表された Initial 
Conceptual Design Report だけでなく、第 3 章で言及した DOE/NETL 報告書 Cost and 
Performance Baseline for Fossil Energy Plants（以下 Cost and Performance Baseline と

いう）も考慮して評価を行う。 
Cost and Performance Baseline は、化石エネルギープラントに関して、二酸化炭素の回

収および貯蔵が有る場合と無い場合の、微粉炭燃焼（PC）、石炭ガス化複合発電（IGCC）

および天然ガス複合発電（NGCC）のコストおよび性能に関して評価を行ったものである。 

本調査で分析された発電プラントの構成は、ASPEN Plus モデル化プログラムを用いてモ

デル化され、性能およびプロセス上の制約は、公表されているレポート、ベンダーおよび

技術利用者から得られた情報、設計/建設用益プロジェクトのコストおよび性能データ、お

よび/または 善のエンジニアリング判断に基づいている。資本および運転コストは、シミ

ュレーション結果および既存のベンダー積算、過去の設計/建設プロジェクトからのスライ

ド積算、または両者の組み合わせにより見積もられ、炭素回収有りの場合の運転およびメ

ンテナンスコストや CO2 の輸送、貯蔵、監視コストもまた、参考データおよびスライド積

算に基づいて見積もられている。 

表 5.1.1 に Initial Conceptual Design Report と Cost and Performance Baseline との比

較を示す。 
表 5.1.1 Initial Conceptual Design Report と Cost and Performance Baseline の比較 

項目 単位 Initial Conceptual 
Design Report 

Cost and Performance 
Base line 

送電端出力 MW 275 517 

プラント構成    

ガス化炉 - 1 基 約 3000t/日ガス化炉 

×2 基 

脱硫+CO2 回収 - Selexol Selexol 

GT - 7FB 7FB 232MW×2 

ST - - 242MW×1 

酸素製造装置 - 深冷分離 深冷分離 2,270t-O2/日 

×2 

CO2 圧縮設備 -  470t/h 

CO2 回収率 %  90% 

CO2 貯留量 ton-CO2/年 100 万 ton 以上 約 150 万 ton×2 

設備利用率 % 75%(4 年目計画) 85%以上 
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Cost and Performance Baseline で検討された 600MW 級 IGCC＋CO2 回収システム(ガ
ス化炉 2 基，ガスタービン 2 基及び蒸気タービン 1 基から構成)を商用機とし、現在の技術

レベルとの比較評価を行う。 

5.1.1 ガス化炉の評価 

(1) 選定ガス化炉の評価 
GE ガス化炉、SHELL ガス化炉、ConocoPhillips(E-gas)炉を対象に、ガス化炉の容量、

実績及び建設費の観点から整理した結果を表 5.1.2 に示す。 
同表に示されるガス化炉は、300MW 級 IGCC、つまり、石炭処理量 2,000-2,200t/日の実

績がある。商用機として想定されるガス化炉容量は、石炭量約 3,000t /日であり、現状技術

からのスケールアップは 1.4-1.5 倍であり、これまでの火力発電プラント及び化学プラント

のスケールアップの範囲内である。 
一方、スラリー供給の GE ガス化炉は、水分が多い亜瀝青炭の実績がなく、’07 年 6 月に

乾式給炭技術である Stamet 社を買収し、炭種適合性の拡大の研究を進めている。尚、E-Gas 
(ConocoPhillips)炉は、亜瀝青炭ではスラリー濃度を低下させることで対応可能としている。 

また、Cost and Performance Baseline の試算結果では、 
① 石炭入熱当りのガス化炉建設単価(除く ASU)は、GE 及び E-Gas のガス化炉がほぼ同

等で、SHELL ガス化炉は GE の約 1.3 倍と試算されている。 
② O&M コストは、SHELL 及び E-Gas が廉価で、GE の約 55%で、ガス化炉建設費に対

する O&M 費は、約 6%と算出される。 
表 5.1.2 ガス化炉評価結果 

項目 単位 GE SHELL E-Gas KBR 
大容量 t-石炭/日 2,200 2,000 2,000 40 

商用機(*)への 
スケールアップ倍率 

 
1.3 1.5 1.5 75 

納入台数 - 120(石油含む) 88(石油含む) 4 ※計画中 1 (47:FCC 用) 
炭種適合性 - 瀝青炭 瀝青炭 

亜瀝青炭 
 

瀝青炭 
亜瀝青炭 

 

瀝青炭 
亜瀝青炭 
褐炭 

評価  △ ○ ○ ◎ 
経済性      
石炭入熱当りの建設単価  - (ベース) (ベース) 

×1.33 
(ベース) 
×1.02 

- 

O&M 費試算例  <ベース> <ベース> 
×0.55 

<ベース> 
×0.56 

- 

O&M 費例/ガス化炉建設費 % 10 約 6 約 6 - 
評価 - ◎ ◎ ◎ △ 

*：商用機の石炭処理量 約 3000t/日ガス化炉 
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(2) Transport Reactor ガス化炉の評価 
Transport Reactor ガス化炉は、石油精製の FCC(Fluid Catalytic Cracking)を応用させ

たものである。 
前出の図 3.1.1 に示す通り、石炭ガス化用 Transport Reactor は、FCC 用反応器に比べ、

複雑になっており、かつ、ガス化炉を実用化するには、約 75 倍のスケールアップが必要で

ある。 
 
5.1.2 酸素製造装置の評価 

(1) 深冷分離 
酸素製造設備としては、深冷分離による方法とDOE資金で開発されている ITMがある。 

商用 IGCC 向け酸素製造設備の容量は、2,700t-O2/日×2 系列である。深冷分離の酸素製造

設備は、製鉄用及び化学プラント用で広く実用化されており、単機容量の 大は 4,000t-O2/
日である。商用 IGCC での実績は、約 2,000-3,000t-O2/日規模であり、商用機へのスケー

ルアップは、実績範囲内もしくは 1.4 倍のスケールアップである。 
ただし、IGCC は化学プラント用に比べ、①起動・停止が多い、②昼夜での負荷変化及び

③ 大負荷変化率 3%/分程度の負荷追従が要求されるケースがある。 
図 5.1.1 にスペイン Puertollano 発電端出力 335MW IGCC の停止要因を示す。 

停止要因の 6%が深冷分離の空気分離装置に起因するものであり、高い信頼性が必要となる。 
 

 

図 5.1.1 Puertollano IGCC 停止要因(2004-2006) 
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(2)酸素分離膜(ITM)のスケールアップ 
ITMは酸素量 5ton-O2/日規模のパイロット段階であり、次のステップとして、150ton-O2/

日、スケールアップ倍率 30倍を経て、商用 IGCC向け酸素製造設備の適用を提案している。 
想定する商用機の酸素容量は 2,700t-O2/日であり、150 ton-O2/日プラントからのスケー

ルアップ倍率は 18 倍となる。依然、スケールアップ倍率がやや大きく、更に一段階の検証

が必要と思われる。 
また、ITM は、約 800-900℃の高温で動作することから、起動･停止及び負荷変化を含め

た十分な検討が必要である。図 5.1.2 に ITM モジュールを示す。 
 

 
図 5.1.2 ITM モジュール 

 

(3) 酸素製造技術評価 
表 5.1.2 に酸素製造技術の評価を示す。 

深冷分離法は 大単機容量 4,000t/日と大容量で、多数の実績があるのに対し、ITM は現状

パイロット段階の開発に留まっている。 
表 5.1.2 酸素製造技術の評価 

実績 経済性 項目 
単機容量 
(t-O2/日) 

台数 建設費 
評価 

深冷分離 大 4,000 多数 - 
(プラント全体の

約 20%) 

○ 
(課題) 

負荷追従性改善 
ITM 5 パイロット段階 評価に至らず - 
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5.1.3 水素タービンの評価 

(1) 水素タービン 
Cost and Performance Baseline における IGCC と CO2 回収を組み合わせたシステムで

は、図 5.1.3 に示す通り、GT で空気分離装置からの余剰 N2 を石炭ガスと混合させている。 
余剰 N2 を石炭ガスと GT 前で混合させた場合、燃料ガス中 H2 濃度は約 50vol%となる。 
これまで、水素リッチガス焚きガスタービンは、出力 20-50MW 級の中小型ガスタービン

等の実績が多い。大型 GT(135MW)の燃料ガス中 H2 濃度として約 45vol%(N2 希釈の有無

は未確認)の実績がある。 
 

 
図 5.1.3 Cost and Performance Baseline における CO2 回収を組み合わせた 

IGCC の検討例 
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(2)まとめ 
表 5.1.3 に水素タービン技術の評価を示す。また、図 5.1.4 に水素タービンの実績を示す。 

GE、Siemens 共に、多数の石炭ガス焚きおよび H2 焚きタービンの実績がある。 
 

表 5.1.3 水素タービン技術の評価 
実績 評価 項目 

H2 焚き GT 容量 
(MW) 

納入台数 大 H2 濃度 石炭ガス焚き 
/H2 焚き GT 

備考 

GE 135(9E) 
65(7EA) 
45(6B) 

約 30 
(6B 10 台) 

約 90-95 
vol% 

◎/○ DOE 研究 

Siemens 17-25 13 約 90% ◎/△ DOE 研究 
 
 

 

 
図 5.1.4 水素タービン実績 
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5.1.4 燃料電池の評価 

(1) 燃料電池 
石炭ガスを燃料とする燃料電池は DOE の基礎研究が行われている段階である。 

米国で IGFC 用 SOFC の開発に取り組んでいるメーカの天然ガス焚き SOFC の実績は、数

kWである。天然ガス焚きSOFCの実績及びDOEでの検討を、段階的な開発が必要である。 
 

(2)IGFC システム検討 
公表された IGFC の性能は、米国ピッツバーグ炭焚き固定床ガス化炉との組合せで、脱

硫装置の形式は、不明である。検討経緯及び検討結果の分析が必要である。 
 

(3)CO2 回収を組合せた IGFC システム検討 
CO2 回収を組み合わせた IGFC として、①Post-combustion/After SOFC と②

Pre-Combustion /Before SOFC が提案されている。 
Pre- Combustion /Before SOFC の場合は、CO2 回収を組合わせた IGCC の検討結果の

適用が可能である。一方、Post-combustion/After SOFC となり、天然ガス燃焼排ガスか

らの CO2 貯留技術の適用となる。 
かかる状況から、まず、パラメトリックなシステム検討を行い、比較評価を行い、開発

の方向性を定める必要がある。 
 

(4)まとめ 
表 5.1.4 に燃料電池技術の評価を示す。 

GE および Siemens 共に天然ガス焚きのプロトタイプの実績はあるものの、石炭ガス焚

きの実績は無い。 
 

表 5.1.4 燃料電池技術の評価 
実績 経済性 項目 

天然ガス焚き 
SOFC 

石炭ガス焚き 
(IGFC) 

IGFC 建設費 
評価 

GE 3-10 kW 
Prototype 

FS 段階 記載無し 評価に至らず 

Siemens 6 kW 
Prototype 

不明 記載無し 評価に至らず 
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5.1.5 CO2 分離回収技術の評価 
表 5.1.5にCO2分離技術の評価を示す。また図 5.1.5にCO2回収技術のトレンドを示す。 
商用機として想定される CO2 回収容量は、約 5,500t-CO2 /日（600MW 級 IGCC を想定）

である。化学吸収法では 大容量が約 1,700t-CO2/日であり、600MW 級 IGCC へ導入する

場合、複数の CO2 回収設備が必要となる。物理吸収法では約 3,000-7,000t-CO2/日の実績

があり、600MW 級 IGCC からの CO2 排出量を満足する実績がある。石炭ガスを対象に

CO2 分離・回収の物理吸収法と化学吸収法を同じ条件で比較した検討事例がなく、継続し

た調査もしくは同一条件での比較検討が必要である。 
また Advanced Selexol および膜分離は実験室レベルの研究段階であり，今後のスケール

アップに基づく実用段階での評価が重要である。 
CO2 回収・貯留での CO2 回収費用の約 50-60%を分離回収が占めており、コストダウン

および効率の向上が重要である。 
 
 
 

表 5.1.5 CO2 分離技術の評価 
実績 経済性 項目 

大容量 
(t-CO2/日) 

納入台数 建設費 
/運転費 

評価 

化学吸収法 1,700(*1) 500 以上(*1) ○-◎/(○) ○ 
Selexol 2,700 50(*2) ○-◎/△-○ ○ 
Rectisol 7,000 100 以上 △/○ ○ 
Advanced 
Selexol 

(基礎研究) - - - 

膜 研究段階 - (実用段階で検討) - 
(実証後評価) 

*1：天然ガスからの CO2 回収他 
*2：H2S 除去を含む、CO2 回収の実績は不明 



 
 

92

 
図 5.1.5 CO2 回収技術のトレンド 
 

5.1.6 建設単価の評価 
表 5.1.6 に Initial Conceptual Design Report と Cost and Performance Baseline の建設

費の比較を示す。 
両者の報告書では見積時期、条件が異なり、直接比較評価はできないことから、建設単

価の比較は、参考の域を出ない。 
 

表 5.1.6 Initial Conceptual Design Report/Cost and Performance Baseline 建設費比較 

項 目 単位 
Initial 
Conceptual 
Design Report 

Cost and 
Performance 
Baseline 

備考 

送電端出力 MW 275 517-555  
主機建設費 MM$ 868(1,071) 1,260-1,380  
主機建設単価 $/kW-net 3,150(3,900) 2,390-2,670 @2006 年時点 

注：()は敷地購入・整備費用、送電設備、技術開発費、オーナーズコスト、環境アセス費

用を含めた費用 
 

(参考) 
米国の建設単価は、日本と異なり、送電端基準で表示される。 

CO2 回収を組合せた IGCC の場合、所内率が約 25%あり、送電端基準の建設単価は、発電

端基準の建設単価の約 1.3 倍高く表示される。 
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5.2 CO2 回収を組み合わせた IGCC の評価 

 5.1 で言及した Cost and Performance Baseline における検討条件、検討結果について述

べる。 

5.2.1 検討条件 

(1) 設計条件 
表 5.2.1 にプラント設計条件を示す。 

米国中西部に米国イリノイ炭を設計炭とした新設プラントを建設し、CO2 は 80km(深さ

1239m)輸送し、帯水層へ貯留することを前提として検討を行なっている。 
表 5.2.2 に石炭性状を示す。また、表 5.2.3 にプロセス構成検討ケースを示す。IGCC の

CO2 回収方法としては全てのケースで物理吸収法である Selexol を選定している点が注目

される。 
 

表 5.2.1 プラント設計条件 
項目 設計条件 
サイト 米国中西部新設 
石炭 東部炭(イリノイ炭) 
大気条件 

① 大気圧 
② 大気温度 
③ 相対湿度 

 
0.10 MPa 
15℃ 
60% 

CO2 回収・貯留条件 

① CO2 回収率 
② CO2 圧力 
③ 貯留場所 
④ 監視 

 
90% 
15MPa 
80km 離れた帯水層に貯留 (深さ 1239m) 
(80 年間) 
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表 5.2.2 石炭性状 
項目 単位 As Received Dry 
炭種 - Illinois #6 (Herrin) 
工業分析 
全水分 wt% 11.12 0.00 
固定炭素 wt% 44.19 49.72 
揮発分 wt% 34.99 39.37 
灰分 wt% 9.70 10.91 
合計 wt% 100.00 100.00 
全硫黄分 wt% 2.51 2.82 
高位発熱量 Btu/lb 11,666 13,126 
全水分 wt% 11.12 0 
元素分析 
C wt% 63.75 71.72 
H wt% 4.50 5.06 
O wt% 6.88 7.75 
N wt% 1.25 1.41 
S wt% 2.51 2.82 
Cl wt% 0.29 0.33 
灰分 wt% 9.70 10.91 
合計 wt% 100.0 100.0 

 
表 5.2.3 プロセス構成検討ケース 

90%- / Econamine / -
HRSGF Class2400/1050/950NGCC

90%Wet FGD / Econamine / Gypsum
Wet FGD / - / Gypsum

Supercritical3500/1100/1100

90%Wet FGD / Econamine / Gypsum
Wet FGD / - / Gypsum

Subcritical2400/1050/1050
PC

90%Selexol / Selexol / Claus

1800/1050/1050 
(non-CO2

capture cases)

1800/1000/1000
(CO2 capture 

cases)

IGCC

Sulfinol-M / - / Claus
Shell

88%1Selexol / Selexol / Claus
MDEA / - / ClausCoP

E-Gas

90%Selexol / Selexol / Claus
Selexol / - / Claus

GE

F 
Class

CO2

Cap
Acid Gas Removal/

CO2 Separation / Sulfur Recovery
Gasifier/

Boiler
GT

ST Cond.
(psig/°F/°F)

Plant
Type

GEE – GE Energy
CoP – Conoco Phillips 

1 CO2 capture is limited to 88% by syngas CH4 content
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(2) 経済性 
表 5.2.4 に経済性の試算条件を示す。 

IGCC の場合、年経費率を 17.5%、設備利用率を 80%としている。 
表 5.2.5 に O&M コストの検討条件を示す。また、表 5.2.6 に建設費検討条件を、表 5.2.7
に発電原価試算条件を示す。 
建設単価は Total Plant Cost のみとし、オーナーズコスト及び建中金利は含んでいない。 

 
表 5.2.4 経済性試算条件 

項目 試算条件 
プラント運転時間 20 年間 
見積り基準 2007 年 
見積り精度 ±30% 
燃料単価 

① 石炭 
② 天然ガス 

 
1.80 $/MMBtu (0.82 円/Mcal)*1 
6.75 $/MMBtu (3.08 円/Mcal)*1 

年経費率 16.4(*2)-17.5(*3) % 
設備利用率 

① IGCC 
② 石炭火力 
③ ガス焚き GTCC 

 
80% 
85% 
85% 

*1：1$=115 円換算 
*2：石炭火力及びガス焚き GTCC w/o CO2 システム 
*3：IGCC w/o CO2 及び全ての w/ CO2 システム 

 
表 5.2.5 O&M コスト検討条件 

項目 GE SHELL ConocoPhillips 
1.ガス化炉構造 耐火材 水冷壁 耐火材 
2.SGC* なし あり あり 
3.O&M コスト算出 
(1)ガス化炉 (ガス化炉設備費) 

×10% 
(ガス化炉設備費) 

×7.5% 
(2)SGC - (SGC 設備費) 

×4.5% 
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表 5.2.6 建設費検討条件 
項目 条件 
Total Plant Cost (TPC) ○ 
Owner’s Cost - (無し) 
建中金利 - (無し) 
 

表 5.2.7 発電原価試算条件 
項目 条件 
石炭燃料単価 1.8 $/MMBtu 
石炭単価エスカレーション 0.48 %/年 
CO2 輸送・貯留費用 3.75-4.80 $/t-CO2 
負債での資金調達率 50-55% 
借入れ期間 15 年 
金利 9.0-11.0% 
自己資本利益率(ROE) 12% 
税率 38% 
対象期間 20 年 
年経費率 16.4-17.5% 
 

5.2.2 検討結果 

(1) IGCC 検討結果 
IGCC 検討結果を表 5.2.8 に示す。 

① 送電端出力  
CO2 回収の有無を問わず、GE が も大きい。 

② 送電端効率  
CO2 回収無しの場合は、乾式ガス化炉の SHELL が も高く（41.1%）、次に E-Gas

の 2 段スラリーガス化炉（39.3%）、 後に GE の 1 段スラリーガス化炉（38.2%）と

なる。 
CO2 回収ありの場合は、3 つのガス化炉の効率の差は狭まり（31.7-32.5%）、その中

では GE が も高い。 
③ 建設単価 CO2 回収無しの場合は、E-Gas が も廉価。   

  CO2 回収ありの場合は、GE が も廉価。 
④ 発電原価 CO2 回収無しの場合は、E-Gas が も廉価。   

  CO2 回収ありの場合は、GE が も廉価。 
⑤ CO2 回収を追加した場合の建設単価増大幅は平均 36%である。 
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⑥ 酸素製造装置のコストは平均で建設単価の 14%を占める。 
 
 
 
 
 

表 5.2.8 IGCC 検討結果 
項目 単位 GE E-Gas SHELL 
区分 - w/o CO2 w/ CO2 w/o CO2 w/ CO2 w/o CO2 w/ CO2 
発電端出力 MW 770 744 742 693 748 693 
送電端出力 MW 640 555 623 518 635 517 
送電端効率 %-HHV 38.2 32.5 39.3 31.7 41.1 32.0 
建設単価 $/kW-net 1,813 2,390 1,733 2,431 1,977 2,688 
発電原価 ￠/kWh 7.80 10.29 7.53 10.57 8.05 11.04 

 

(2)送電端効率 
図 5.2.1 にプラント形式と送電端効率を示す。 

CO2 回収を行わない場合の送電端効率は、IGCC と微粉炭火力は同等となる。 
CO2 回収を行う場合の送電端効率は、IGCC は微粉炭火力より約 20%(相対値)高い。 

 

 

図 5.2.1 プラント形式と送電端効率 
 

(3)建設単価 
図 5.2.2 にプラント形式と建設単価を示す。 
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CO2 回収を行わない場合の建設単価は、IGCC は微粉炭火力より約 20%高い。 
CO2 回収を行う場合の建設単価は、IGCC は微粉炭火力より約 15%廉価となる。 

 
図 5.2.2 プラント形式と建設単価 

 

(4)発電原価 
図 5.2.3 にプラント形式と発電原価を示す。 

CO2 回収を行わない場合の発電原価は、IGCC は微粉炭火力より約 25%高い。 
CO2 回収を行う場合の発電原価は、IGCC は微粉炭火力より約 10%廉価となる。 

 

 
図 5.2.3 プラント形式と発電原価 
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5.3 総合評価 
表 5.3.1 に Initial Conceptual Design Report で検討されたシステムと同システムに対応

する Cost and Performance Baseline での評価結果を示す。 
表 5.3.1 FutureGen 検討システムの経済性評価 

項目 ケース#1 ケース#2 ケース#3 

1.Initial Conceptual Design Report 

系統構成 1 系統 1 系統 A 系統 B 系統 

ガス化炉 GE SHELL E-Gas KBR 

炭種 瀝青炭 

亜瀝青炭(？) 

瀝青炭 

亜瀝青炭 

瀝青炭 亜瀝青炭 

石炭供給方式 スラリー 乾式 スラリー 乾式 

ガス化炉 噴流床 噴流床 噴流床 Transport 

ガス化炉構造 耐火材 水冷壁 耐火材 耐火材 

H2S/CO2 除去 Selexol Selexol Selexol(共通) 

O2 製造 深冷分離 深冷分離 深冷分離 ITM 

2.Cost and Performance Baseline 

炭種 東部瀝青炭 - 

送電炭効率 32.5% 32.0% 31.7% - 

建設単価 2,390 $/kW 2,670 $/kW 2,430 $/kW - 

発電原価 10.3￠/kWh 11.0￠/kWh 10.6￠/kWh - 

CO2 Avoided 32$/ton-CO2 42$/ton-CO2 41$/ton-CO2 - 

 

(1) 米国東部瀝青炭を設計炭とした Cost and Performance Baseline では、ケース#1(GE
ガス化炉の組合せ)が優れている。但し、Cost and Performance Baseline で検討され

た 3 つの IGCC+CO2 回収システムの発電原価の差は、7%以内である 

(2) 一方で、IEA GHG がオランダを対象に検討した IGCC+CO2 回収+H2 併産の検討は、

設計炭を豪州東部瀝青炭とし、発電原価はガス化炉方式によらずほぼ同じであり、高

い H2/電力比が得られる SHELL ガス化炉の組み合わせが優れていると評価されてい

る。 

(3) つまり、条件次第で評価結果は変わりうる。 

(4) FutureGen では、米国炭の 90%に対応できるシステムを目標として、瀝青炭及び亜瀝

青炭への対応できることが求められることから、米国東部炭と同じく、米国亜瀝青炭

での経済性の評価を行い、方式/システムの選定を行う必要があると考える。 
 
図 5.3.1 に FutureGen 適用技術のスケールアップ倍率を示す。 
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KBR ガス化炉および酸素分離の ITM 以外は 2 倍以下のスケールアップで対応が可能とな

る。 
 

 
図 5.3.1 FutureGen 要素技術のスケールアップ倍率 
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第 6 章 FutureGen サイト選定方法調査 
 
6.1 サイト選定プロセス 
サイト選定は FutureGen 産業同盟によって以下のプロセスで実施された。 

(1)サイトの基準作成 
(2)サイト提案依頼書の作成 
(3)提案されたサイトの評価 
(4)各サイトの訪問 
(5)12 箇所から 4 箇所への絞り込み 
これらのサイト選定プロセスのフローを図 6.1.1 に示す。 

 

 

図 6.1.1 サイト選定プロセスのフロー 
 
6.1.1 サイトの基準 

FutureGen 産業同盟によるサイト選定チームは、2005 年 12 月初旬より、FutureGen 施

設の設置に望ましいサイトを決定するための一連のサイト基準の作成に着手した。基準は

以下の 3 項目からなる。 
(1) 資格基準：より先の選考に進むためにサイトが適合しているべき基準 
(2) 採点基準：各サイトが有する望ましい特徴の範囲によってサイトをランク付けする基準 
(3) 大価値基準：定量評価ができるものではないが、同盟がプロジェクトの指名を確実に

全うするために必要であると考えられる要素の基準（専門技術者による相対的な技

術評価）。 
サイト選定における資格基準および採点基準一覧を表 6.1.1 および表 6.1.2 に示す。資格

基準および採点基準はそれぞれ発電施設および地中貯留からなる。同表では、資格基準と

それに相当する採点基準を並列に表示し、相互の関係がわかり易いように工夫した。また、

提案されたサイト

資格基準

サイト評価

採点・ 大価値基準

サイト候補地リスト

サイト特性・環境的情報

許容可能サイトリスト

終決定基準

適サイト

選考落ちサイト

選考落ちサイト

代替サイト

意向通知

決定の記録

環境影響評価報告書

米国政府 環境レビュープロセス

産業連盟における

サイト選定プロセス

提案されたサイト

資格基準

サイト評価

採点・ 大価値基準

サイト候補地リスト

サイト特性・環境的情報

許容可能サイトリスト

終決定基準

適サイト

選考落ちサイト

選考落ちサイト

代替サイト

意向通知

決定の記録

環境影響評価報告書

米国政府 環境レビュープロセス

産業連盟における

サイト選定プロセス

現在までの進捗
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表中のスコアおよびウェイトとは、採点基準における得点と重み付けをさし、それらの積

が評価となる。発電施設のウェイト合計は 160、評価範囲は 160-800、地中貯留のウェイト

合計は 105、評価範囲は 105-525 となる。この結果、全体のウェイト合計は 265、全体の

評価範囲は 265-1,325 となる。 
表 6.1.1 資格基準・採点基準一覧（発電施設） 

資格基準 採点基準 
基準 
番号 

種類 
基準 
番号 

種類 スコア 
ウェイ

ト 

評価 
範囲 

1.1 物理的特徴 3.1 物理的特徴 21 
1.1.1 地理的配置 3.1.1 規模 1,2,3,4,5 5 
1.1.2 規模 3.1.2 地形 1,2,3,4,5 1 
1.1.3 管理 3.1.3 標高 1,5 5 
1.1.4 地震への安定性（耐震性） 3.1.4 氾濫源 1,3,5 5 
1.1.5 氾濫源 3.1.5 湿原 1,2,3,4,5 5 

21-105 

1.2 その他のサイト特性 3.2 その他のサイト特性 30 
1.2.1 サイトの危険性の存在 3.2.1 道路のアクセス 1,4,5 5 
1.2.2 現行の土地利用 3.2.2 対象となる地層への接近 1,2,3,4,5 10 

3.2.3 大気分散 1,2,3,4,5 5 
3.2.4 大気質 1,3,5 5 

 

3.2.5 現存する土地利用 1,3,5 5 

30-150 

1.3 影響を受けやすい地域との接近

性 
3.3 影響を受けやすいエリアとの接近 27 

1.3.1 立入禁止区域 3.3.1 I 級景観地域 1,2,3,4,5 10 
1.3.2 管理区域 3.3.2 絶滅危惧種 1,3,5 5 
1.3.3 文化的資源 3.3.3 文化的施設 1,3,5 1 
1.3.4 絶滅危惧種 3.3.4 一般立入地域 1,2,3,4,5 1 
1.3.5 一般立入地域との接近性 3.3.5 未達成・保護地域 1,2,3,4,5 10 

27-135 

1.3.6 I 急景観地域への接近性 3.4 天災による障害の可能性 2 
1.3.7 部族地帯との接近性 3.4.1 ハリケーン 1,3,5 1 

3.4.2 トルネード 1,2,3,4,5 1 
2-10 

3.5 規制と許可 10 
 

3.5.1 国家環境政策法 1,3,5 10 
10-50 

1.4 冷却水 3.6 冷却水 15 
1.4.1 冷却水へのアクセス 3.6.1 水資源までの距離 1,2,3,4,5 5 
1.4.2 低流量の際の適切性 3.6.2 調達可能な水量 1,5 10 

15-75 

3.7 伝送回線 20 
3.7.1 グリッドへの近接性 1,2,3,4,5 5 
3.7.2 電圧 1,2,3,4,5 5 

 

3.7.3 敷設権 1,2,3,4,5 10 

20-100 

1.5 資源・燃料の調達 3.8 鉱物・燃料の調達 20 
1.5.1 石炭供給環境 3.8.1 鉄道・荷船までの距離 1,2,3,4,5 5 

3.8.2 調達手段の柔軟性 1,3,5 10 
3.8.3 天然ガスパイプライン 1,2,3,4,5 5 

20-100 

3.9 労働力の調達可能性 15 
3.9.1 建設作業員の調達可能性 1,3,5 5 
3.9.2 オペレーター調達可能性 1,2,3,4,5 5 

 

3.9.3 建設コスト 1,2,3,4,5 5 

15-75 

 ウェイト合計 160 160-800 

表 6.1.2 資格基準・採点基準一覧（地中貯留） 
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資格基準 採点基準 

資格 
基準 

種類 
基準 
番号 

種類 スコア 
ウェイ

ト 

評価 
範囲 

2.1 地表の特性 
2.1.1 配置 
2.1.2 アクセス 
2.2 地下のサイト特性 
2.2.1 鉱物の権利 
2.2.2 水の権利 
2.3 飲用水 
2.3.1 全蒸発残留物、 高濃度 
2.3.2 水資源の利用 

  

2.4 地層の特性 4.1 地層の特性 30 
2.4.1 深部塩水帯水層 4.1.1 提案された対象となる地

層 
1,2,3,4,5 10 

2.4.2 深さ 4.1.2 配向性 1,3,5 5 
2.4.3 地層への刺激 4.1.3 浸透性 1,3,5 5 
2.4.4 一次シール 4.1.4 容量 1,3,5 5 

 4.1.5 プルームの規模 1,3,5 5 

30-150 

2.5 貯留容量 4.2 シール 45 
2.5.1 テスト期間の貯留容量 4.2.1 断層 1,3,5 10 
2.5.2 テスト段階の貯留容量 4.2.2 細管入口圧力 1,3,5 10 
2.5.3 圧入レートに関する容量 4.2.3 亀裂勾配 1,3,5 10 

4.2.4 圧入井の貫通 1,3,5 5 
4.2.5 その他の貫通 1,3,5 5 

 

4.2.6 二次シール 1,3,5 5 

45-225 

2.6 安全性と安全性保障 4.3 モニタリング、緩和、検証 30 
2.6.1 一般立入地域 4.3.1 物理的アクセス 1,3,5 10 
2.6.2 海洋、海岸線及び湖 4.3.2 法的アクセス 1,3,5 10 
2.6.3 影響を受けやすい地物 4.3.3 地下へのアクセス 1,3,5 10 

30-150 

2.6.4 一次シールと活断層等 
2.7 許可 
2.7.1 深い井戸の UIC 許可 

 
 

 ウェイト合計 105 105-525 

 
また、資格基準の内容が採点基準の種類にどのように設定されているかの例を表 6.1.3 お

よび表 6.1.4 に示した。表 6.1.3 は資格基準「1.5 資源・燃料の調達」と採点基準「3.8 鉱物・

燃料の調達」の関係の例（発電施設）であり、表 6.1.4 は資格基準「2.4 地層の特性」と採

点基準「4.1 地層の特性」の関係の例（地中貯留）である。 
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表 6.1.3 選定のプロセスの例（発電施設） 
（資格基準） 

基準番号 種 類 資格基準 根 拠 
1.5 資源・燃料の調達 
1.5.1 石炭供給環

境 
FutureGen のプログラムの目的を、その信頼性も

含めて達成するため、一定以上の石炭化度で操業

できなくてはならない。このため、一定以上の石

炭化度の石炭が提案されたサイトにて、少なくと

も 1 つ以上の輸送手段で、同時に手頃な価格で調

達できなくてはならない。 

プロジェクトの研究開発、及び信頼

性のある目的達成のために、燃料の

調達及び輸送が必要である。 

 
（採点基準） 
基準 
番号 

種類 採点基準 規模 
スコア

（S） 
ウェイト

（W） 
評価 

（S×W） 
3.8 鉱物・燃料の調達 
3.8.1 鉄道・荷船ま

での距離 
鉄道または船舶は一般的に燃

料や資源調達の も経済的な

手段である。 

適当な鉄道または荷

船まで 1 マイル未満 
適当な鉄道または荷

船まで 1～5 マイル 
適当な鉄道または荷

船まで 5～15 マイル 
適当な鉄道または荷

船まで 15～25 マイル 
適当な鉄道または荷

船まで 25 マイル以上 

5 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 

5 

25 
 

20 
 

15 
 

10 
 

5 

3.8.2 調達手段の

柔軟性 
競合する輸送手段があること

が望ましい。 
2 つの鉄道及び荷船・

大型船とトラック 
1 つの鉄道及び荷船・

大型船とトラック 
1 つの鉄道または荷

船・大型船とトラック 

5 
 
3 
 
1 

10 

50 
 

30 
 

10 

3.8.3 天然ガスパ

イプライン

へのアクセ

ス 

FutureGen で用いられる予定

の石炭ガス化施設は、起動時

の燃料として天然ガスが必要

である。500 立方フィート/分
（SCFM）、450 ポンド/立方イ

ンチ（psi）のパイプラインか

らの天然ガスが必要である。

天然ガスパイプラインの建設

に伴うコストと敷設権の問題

を 小化するため、既存のパ

イプラインが近くにあること

が望ましい（30,000 SCFM で

あることが も望ましい）。 

500 SCFM のガスパ

イプラインまで距離

が 1 マイル未満 
500 SCFM のガスパ

イプラインまで距離

が 1～5 マイル 
500 SCFM のガスパ

イプラインまで距離

が 5～15 マイル 
500 SCFM のガスパ

イプラインまで距離

が 15～25 マイル 
500 SCFM のガスパ

イプラインまで距離

が 25 マイル以上 

5 
 
 
4 
 
 
3 
 
 
2 
 
 
1 

5 

25 
 
 

20 
 
 

15 
 
 

10 
 
 

5 
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表 6.1.4 選定のプロセスの例（地中貯留） 
（資格基準） 

基準番号 種 類 資格基準 根 拠 
2.4 地層の特性 
2.4.1 深部塩水帯

水層 
提案者は、少なくとも 1 箇所は CO2の圧入に適当

な深部塩水帯水層の対象となる地層として提案

する必要がある。少なくとも 1 箇所の提案された

地層が、60 %の圧入能を確保でき、かつ基準 2.4.2
～2.5.3 に記載された収容許容量を有する深部塩

水帯水層であることを示す必要がある。 

深部塩水帯水層は CO2 貯留地として

米国及び全世界で 大かつ も普及

している。FutureGen の主要な目的

は、将来的なゼロエミッション発電

施設の普及に大きな潜在的な影響を

もたらす CO2 地中貯留に関する研究

を行うことである。この目的を達成

するために、発電施設から回収され

た CO2 の大半は、深部塩水帯水層に

圧入されなくてはならない。 

 
（採点基準） 
基準 
番号 

種類 採点基準 規模 
スコア

（S） 
ウェイト

（W） 
評価 

（S×W） 
4.1 地層の特性 
4.1.1 提案された

対象となる

地層 

少なくとも 1 箇所は CO2の圧

入目標総量である 50 MMTの

うち、少なくとも 60 %を貯留

可能な深部塩水帯水層が必要

である。また、捕集のメカニ

ズムが異なる、多様な貯留の

対象となる地層があることが

望ましい。追加的に提案され

る地層は、圧入目標総量の

25 %の容量が必要である。 

2 箇所以上の深部塩水

帯水層及び 3つ以上の

その他の地層 
2 箇所以上の深部塩水

帯水層及び 2つ以上の

その他の地層 
2 箇所以上の深部塩水

帯水層及び 1つ以上の

その他の地層 
1 箇所の深部塩水帯水

層及び 1つ以上のその

他の地層 
1 箇所の深部塩水帯水

層 

5 
 
 
4 
 
 
3 
 
 
2 
 
 
1 

10 

50 
 
 

40 
 
 

30 
 
 

20 
 
 

10 

4.1.2 配向性 第一の深部塩水帯水層におけ

る CO2の分布及び移動は、地

層の構造的傾斜に大きく影響

される。垂直的閉鎖を除き、

CO2 の上位への移動を妨げる

構造的、層位的捕集に関する

十分な証拠がない場合、平均

的な構造的傾斜が低い方が高

配点となる。 

構造的傾斜が 2度未満 
 
 

傾斜が 2～6 度 
 
 

傾斜が 6 度以上 

5 
 
 
3 
 
 
1 

5 

25 
 
 

15 
 
 

5 

注）基準番号 4.1 の一部を抜粋。 
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6.1.2 受理された提案 
提出期限までに、7 州 12 地域が受理された。提案された 12 サイトと位置と地域名を図

6.1.2 に示す。 
 

 
 

図 6.1.2 提案された 12 サイトと位置と地域名称 
 
6.1.3 提案の評価  
提案の評価は、「資格基準によるレビュー結果」、「採点基準によるレビュー結果」および

「 大価値基準によるレビュー結果」によって実施された。 
(1) 資格基準によるレビュー結果 
 サイト評価チームは、たとえば①Ｉ級景観地域（例えば国立公園等）への接近性、②規

模が基準を満たさない、③利用する水資源が飲用水源である等の除外の理由で、以下の 4
サイトが資格基準を満たしていないと決定し、これらを今後の選考プロセスから除外した。 
① 6.ノースダコタ州 Team ND FutureGen 
② 7.オハイオ州 Meigs County 
③ 11.ウェストバージニア州 Lakin Property 
④ 12.ワイオミング州 Wyoming FutureGen Host Site  

(2) 採点基準によるレビュー結果 
サイト評価チームは、全ての資格基準に適合した 8 サイトに対して、採点基準の適用を

行った。その結果を表 6.1.5 に示した。 
同表における上位 5 サイトのスコアは 5 %以内であった。また、下位 3 サイトのスコア

はトップより 10-26 %の差異を示した。 
 
 
 
 

1. イリノイ州Effingham-North45 
2. イリノイ州Marshall-Forsythe 
3. イリノイ州Mattoon-Dole 
4. イリノイ州Tuscola-Pflum 
5. ケンタッキー州Henderson County 
6. ノースダコタ州Team ND FutureGen 
7. オハイオ州Meigs County 
8. オハイオ州Tuscarawas County 
9. テキサス州Heart of Brazos 
10.テキサス州Odessa 
11.ウェストバージニア州Lakin Property 
12.ワイオミング州Wyoming FutureGen Host 
Site 
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表 6.1.5 採点基準によるレビュー結果 
 

基準番号 / スコア サイト

9 
サイト

3 
サイト

10 
サイト

1 
サイト

4 
サイト

2 
サイト

8 
サイト

5 
3.1 物理的特徴 70 55 55 55 80 60 66 27 
3.2 その他のサイト特性 110 140 130 110 110 120 110 125 
3.3 エリアとの接近性 134 124 114 124 104 92 102 64 
3.4 天災による障害可能性 9 8 8 8 10 8 9 9 
3.5 規制と許可 50 50 50 50 50 50 30 50 
3.6 冷却水 75 60 70 70 55 65 75 75 
3.7 伝送回線 95 80 85 90 90 80 70 35 
3.8 鉱物・燃料の調達 60 60 55 60 60 55 55 75 
3.9 労働力の調達可能性 65 65 65 65 70 65 65 65 
4.1 地層の特性 110 110 120 120 120 120 110 90 
4.2 シール 135 165 115 165 135 165 95 115 
4.3 モニタリング、検証等 150 110 150 90 110 70 70 50 
合 計 1,053 1,027 1,024 1,007 997 950 857 780 

注）発電施設の採点基準：3.1-3.9、地中貯留の採点基準：4.1-4.3 

 
(3) 候補地リスト 
 同盟は以下の理由で、資格基準を有する 8 サイトのうちから 4 サイトを選定した。 

① 発電施設と地中貯留の双方の要求事項に適合した（資格基準での判断）。 
② 採点基準に基づいたランキングを考慮した（採点基準での判断）。 
③ スケジュールの遅延や失敗の原因となる設計・建設・規制・許可に関する潜在的な障

害を回避できる（ 大価値基準での判断）。 
その際、第 4 位サイトでは相対的なエリアサイズが小さく、細長い形状という地下特性

の不都合が指摘された。その結果、スコア第 5 位のサイト 4 がスコア第 4 位のサイト 1 と

入れ替わって選定された。 
 選定された 4 サイトの位置と地域名を図 6.1.3 に示した。また、これまでのサイト選定プ

ロセスの結果一覧を表 6.1.6 に示した。その後の経緯は第 2 章 FutureGen 概要に記載した

とおりである。 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 6.1.3 選定された 4 サイト 
 

選定された4箇所のサイト 

3. イリノイ州Mattoon-Dole 

4. イリノイ州Tuscola-Pflum 

9. テキサス州Heart of Brazos 

10.テキサス州Odessa 
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表 6.1.6 サイト選定プロセスの結果一覧 
No
. 

提案サイト 
資格 
基準 

採点 
基準 

大価値基準 
サ イ ト

候補地 
1 イリノイ州 Effingham-North45 ○ 1007 地下×  
2 イリノイ州 Marshall-Forsythe ○ 950 地表×、地下×  
3 イリノイ州 Mattoon-Dole ○ 1027 地表◎、地下◎ ◎ 
4 イリノイ州 Tuscola-Pflum ○ 997 地表◎、地下◎ ◎ 
5 ケンタッキー州 Henderson County ○ 780 地表×、地下×  
6 ノースダコタ州 Team ND FutureGen ×    
7 オハイオ州 Meigs County ×    
8 オハイオ州 Tuscarawas County ○ 857 地表×、地下×  
9 テキサス州 Heart of Brazos ○ 1053 地表◎、地下◎ ◎ 
10 テキサス州 Odessa ○ 1024 地表◎、地下◎ ◎ 
11 ウェストバージニア州 Lakin Property ×    
12 ワイオミング州 Wyoming FutureGen 

Host Site 
×    

 
表 6.1.7 に資格基準詳細、表 6.1.8 に採点基準詳細を示す。 
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表 6.1.7 FutureGen 資格基準一覧 
発電施設 
基準 
番号 種類 資格基準 根拠 

1.1 物理的特性 
1.1.1 地理的配置 発電施設及び CO2 貯留層の提案サイトはア

メリカ合衆国の領域内に収まるものとし、地

下における CO2 の移動も、領域内から漏洩す

るリスクがないものとする。 
提案サイトは石炭火力発電所とそれに随伴

する関連設備のため、 低限 200 エーカー以

上必要である。 
対象となる地層は、CO2 を提案依頼書

（2.5.1、2.5.2、2.5.3 参照）にある割合で貯

留できるものとする。提案者は、少なくとも

深部塩水帯水層の第一候補と、1 つ以上の候補

となる地層（種類は問わない）を提案する。

対象となる地層は、１MMT/年の割合で、合計

50MMT 以上圧入できるものとする。この要

求事項は、それぞれの提案された地層に対し

て適用される。 

本基準は越境による影

響を回避するために必須

である。（基準 2.2.1 参照） 

1.1.2 規模 発電施設のために提案されたサイトのエリ

アと直線距離は、FutureGen プラント及び関

連施設に適合するものでなくてはならない。

提案されるサイトは、連続する 200 エーカー

以上の規模でなくてはならない。同盟は、こ

の規模について、典型的な発電施設に必要な

領域に加え、FutureGen が追加として必要と

する複合石炭炉、研究設備、炭素回収設備を

考慮に入れた。 
発電施設のために提案されたサイトは石炭

火力発電施設及び、関連する加工施設、燃料

貯蔵庫、（可能であれば）現地処分場、緩衝地

帯のため、 低限 200 エーカーが必要である。 

サイトの 小規模は、

典型的な発電施設に必要

な領域と、現時点でのコ

ンセプト設計に基づいて

いる。 

1.1.3 管理 提案者は、発電施設のために提案されたサ

イトが提案された利用目的のために利用でき

ることを示さなくてはならない。 
提案者は、提案されたサイトの所有権また

はリースの権利を同盟に移転することに関

し、種類（売却、リース、所有）と価格（提

案に関する費用も含む）を示さなくてはなら

ない。 
サイト提案者は、必要となる全ての伝送回

線、輸送機関、パイプライン（水、CO2、水素、

天然ガス）の敷設権を示さなくてはならない。 
提案を選定された者は、同盟によって選定

されたことが表明された後 180 日以内に不動

産の移転を完了できる事を示さなくてはなら

ない。 

提案者は提案されたサ

イトが、必要な時間内に、

同盟が利用可能となるよ

うにできることを示す必

要がある。 
さらに、労働者と一般

市民に対する潜在的なリ

スク及び、将来的な開発

促進のニーズのために、

同盟はプロジェクトの生

産設備及びインフラに関

するアクセスのために必

要な敷設権を所有し、管

理する必要がある。 

1.1.4 地震への安定性

（耐震性） 
発電施設のために提案されたサイトは、大

地震のリスクが低くなくてはならない。

（2006/03/24 修正）USGS 地震危険データに

基づき、地質データ及び、ピーク時の地面加

地震への安定性に関す

る基準は、FutureGen 施

設の建設および操業に関

するコストとリスクを
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速度が 30%未満であり、超過は 50 年に 2%未

満であるという演算結果を示す必要がある。 
小化するために含まれ

た。以降のプロジェクト

では、要求事項は緩和さ

れるであろうが、責任あ

るリスクマネジメントの

ために、国内初の商業規

模の CO2 貯留回収プロジ

ェクトにおいては、地震

のリスクが低いところを

選ぶ必要がある。 
ピーク時の地面加速度

を基準として用いたの

は、地震危険性が圧入井

頭部、CO2 パイプライン

及びその他の FutureGen
プラントに関連する浅部

地下設備が も直接的に

影響を受けるのは、過失

相殺と極度の地面の動き

であることによる。 
1.1.5 氾濫原 発電施設のために提案されたサイトは、洪

水被害とプラントの閉鎖の可能性が低くなく

てはならない。少なくとも提案されたサイト

のうち連続して 100 エーカー以上が、100 年

以上氾濫していない必要がある。 

氾濫原への建設を行わ

ないことは、大統領命令

11988、エネルギー省の氾

濫 原 規 制  10  CFR 
1022、共に一貫した基準

である。 
1.2 その他のサイト特性 

1.2.1 サイトの危険性

の存在 
設備のために提案されたサイトには、未開

発地、使用されなくなった工業地のいずれの

場合でも、有害物質、放射性物質、化学物質、

特別な処理や廃棄が必要な廃棄物があっては

ならない。 
特に、包括的環境対処・補償・責任法

（CERCLA）における現行の国家的優先リス

トに記載されていてはならない。CERCLA に

従って浄化されたサイトにおいては、その汚

染除去レベルが CERCLA の 121（ｄ）項の基

準を満たす必要がある。 
州の法律に従って浄化されたサイトにおい

ては、その汚染除去レベルが人間の健康及び

環境を確実に保護できるものでなくてはなら

ない。その汚染除去レベルは、CERCLA の 121
（ｄ）項の基準を満たすレベルである。 
提案されたサイトにおいて、資源再生保全

法（RCRA）の 3001 節において、特定、リス

ト化されている有害廃棄物が 近生産、処理、

貯蔵されていてはならない。 
提案されたサイトは、原子力規制委員会

（NRC）の規制下や、原子力法の 274 項によ

る NRC 合意の国家操作の下にあってはなら

ない。 
提案者は発電施設として提案されたサイト

においてかつて廃棄された、資源再生保全法

汚染されたサイトにお

ける建設及び操業は、そ

の 汚 染 が RCRA 又 は

CERCLAによる正式な評

価によって受容できる限

界値内に収まっていない

限り、労働者と一般市民

にとって承認しがたいリ

ス ク で あ り 、 ま た 、

FutureGen の財務的信頼

性の面でも承認し難い。 
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（RCRA）の 3001 節において特定、リスト化

されている有害物質が、浄化されずに残存し

ていないことを明らかにしなくてはならな

い。 
1.2.2 現行の土地利用 発電施設のために提案されたサイトにおい

て現行の土地利用がある場合及び、周辺にお

ける現行の土地利用は、FutureGen 施設の建

設、操業と相反しないようにしなくてはなら

ない。 
もし、提案されたサイトが区画規制の対象

となった場合、サイトは重工業・工業地域に

区分され、サイト提案者は、当該地域が同盟

及びタイムスケジュールが指定する期間、重

工業・工業地域に区分・再区分されることを

示さなくてはならない。 

発電施設への施設の建

設及び操業は、住宅地な

どの非工業的利用とは相

容れない。発電施設のサ

イトを、住宅地の中およ

び近辺に設置することは

スケジュール及びコスト

面でリスクとなるため、

同盟は回避したい。 

1.3 傷つきやすい地域との近接性 

1.3.1 立入禁止空域 発電施設のために提案されたサイトは、現

存の軍事利用の立入禁止区域と相容れなくて

はならない。 

施設の高さ（排気）及

びヘリコプターによるア

クセスが軍事的立入禁止

空域による影響を受けな

いようにする。 
1.3.2 管理空域 起動時およびテスト段階における排気は

高 250 フィートまで上がることが想定される

ため、発電施設に提案されたサイトは、影響

を受ける空港による現行及び予定されている

保護空域と相容れなくてはならない。 

施設の高さ（排気）は、

保護空域を侵してはなら

ない。 

1.3.3 文化的資源 物理的に撹乱されるであろう、発電施設と

して提案されたサイトの一部においては、歴

史的空間として国内登録リストに掲載され

た、又は掲載されるに値する構造物や、伝統

的な文化的資産を含む有名な文化的、建築的

資源があってはならない。 

環境影響を 小化、ま

たは回避することは、

FutureGen プロジェクト

における主要使命であ

る。さらに、これらの保

全資源を回避することに

よって、プロジェクトの

コストとスケジュールに

関するリスクを 低限に

する。 
1.3.4 絶 滅 危 惧 種

（TES）及び絶滅

の危機にある生

息地 

物理的に撹乱されるであろう、発電施設と

して提案されたサイトの一部においては、連

邦政府によってリスト化された希少及び絶滅

危惧種およびその生息地を含んではならな

い。 

環境影響を 小化、ま

たは回避することは、

FutureGen プロジェクト

における主要使命であ

る。さらに、これらの保

全資源を回避することに

よって、プロジェクトの

コストとスケジュールに

関するリスクを 低限に

する。 
1.3.5 一般立入地域と

の近接性 
発電施設のために提案されたサイトは、一

般立入地域外でなくてはならず、また、その

境界に隣接していてはならない。 
一般立入地域（PAA）とは、州立公園、国

立公園、国立保護山地、国立保護海岸、国立

保護湖岸、国立鳥獣保護区、特定自然保護区、

特定自然・景観河川及び前述の特定地域に関

する研究地域である。 

環境影響を 小化、ま

たは回避することは、

FutureGen プロジェクト

における主要使命であ

る。さらに、これらの地

域を回避することによっ

て、プロジェクトのコス

トとスケジュールに関す
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るリスクを 低限にす

る。 
1.3.6 Ⅰ級景観地域へ

の近接性 
発電施設のために提案されたサイトは、あ

らゆる必須Ⅰ級景観地域の境界から少なくと

も 60 マイル（100 キロメートル）以上離れて

いなくてはならない 

環境影響を 小化、ま

たは回避することは、

FutureGen プロジェクト

における主要使命であ

る。さらに、これらの保

全資源を回避することに

よって、プロジェクトの

コストとスケジュールに

関するリスクを 低限に

する。 
1.3.7 部族地帯との近

接性 
部族地帯内、及び隣接している、発電施設

のために提案されたサイトは、その影響を受

けるアメリカ先住民族によって支持されてい

なくてはならない。 

環境影響を 小化、ま

たは回避することは、

FutureGen プロジェクト

における主要使命であ

る。さらに、これらの保

全資源を回避することに

よって、プロジェクトの

コストとスケジュールに

関するリスクを 低限に

する。 
1.4 冷却水 
1.4.1 冷却水へのアク

セス 
プラントの操業を妨げないため、提案され

たサイトは少なくとも一定の流量のある工業

用水が安定供給される必要がある。発電施設

に必要な工業用水は 低限 2500 ガロン/分
（gpm）通年、24 時間絶えることなく入手で

きる必要がある。この水量は、現存のガス化

複合サイクル石炭燃料発電施設における必要

量に基づいている。 
割り当て水量や許可が必要な湖や河川から

の地表水を利用する場合、提案書にはその旨

を記載し、先述の水量を問題なく確保できる

ことを示す必要がある。 
割り当て水量や許可が必要な地下水を利用

する場合、提案書にはその旨を記載し、先述

の水量を問題なく確保できることを示す必要

がある。 

本基準は発電施設のサ

イト選定において典型的

な要求事項であり、現行

のコンセプト設計におい

て必要とされる 小限の

量の冷却水を示してい

る。 

1.4.2 低流量の際の適

切性 
 

1.4.1 において示された水源において、サイ

ト提案者は、低流量の際にも、プラントの構

造上必要となる 2500gpm の水量を確保でき

ることを示す必要がある。 

水源からの予想 低流

量が、プラントの 小必

要水量に適合している必

要がある。さもないと、

FutureGen は低流量時に

操業が不可能となる。 
1.5 資源・燃料の調達 
1.5.1 石炭供給環境 FutureGen のプログラムの目的を、その信

頼性も含めて達成するため、一定以上の石炭

化度で操業できなくてはならない。このため、

一定以上の石炭化度の石炭が提案されたサイ

トにて、少なくとも 1 つ以上の輸送手段で、

同時に手頃な価格で調達できなくてはならな

い。 

プロジェクトの研究開

発、及び信頼性のある目

的達成のために、燃料の

調達及び輸送が必要であ

る。 
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地中貯留 
基準 
番号 

種類 資格基準 根拠 

2.1 地表の特性 

2.1.1 配置 CO2 貯留層の提案サイトはアメリカ合衆

国の領域内に収まるものとし、地下における

CO2の移動も、領域内から漏出するリスクが

ないものとする。技術専門家の専門的な判断

に基づき、同盟は５千万メートルトン

（50MMT）の CO2プルームは非常に低い確

率で、圧入井の坑底から 10 マイル（16 キロ

メートル）まで移動するとしている。本プロ

ジェクトは同種プロジェクトにおいて初の

実証プロジェクトであり、また、モニタリン

グ井はプルームが広がる可能性がある 大

範囲に設置する必要があるため、保守的な安

全距離として、圧入井はアメリカの国境から

20 マイル（32 キロメートル）以内に設置し

てはならいこととした。プルームの移動に関

する算出方法は、付属書 B に示されている。 
（基準 1.1.1 参照） 

アメリカは国連のエスポ

ー条約、越境地に関する環

境影響評価に関する協定を

批准している。本協定の一

般規則では、“実施者は、

個々、共同体いずれの場合

にも、提案された活動によ

る環境に対する悪影響の越

境を防止、低減、管理する

ためにあらゆる適切で効果

的な手段を講じなくてはな

らない”と規定している。貯

留庫に関する保守的なパラ

メータを用いた試算では、

５ 千 万 メ ー ト ル ト ン

（50MMT）の CO2プルー

ムは非常に低い確率で、圧

入井から 10 マイル（16 キ

ロメートル）の範囲まで拡

張するとされる。地下の

CO2プルームによるあらゆ

る越境の可能性をなくすた

めに、追加的な安全要素と

してこの距離を倍にした

20 マイルを選択した。 
本基準は協定による一般

規則を遵守するものであ

り、プロジェクトの大幅な

遅延やコストの増加の可能

性をもたらす越境環境影響

評価に関するさらなる対策

や要求事項を起こす引き金

となることを防止するもの

である。 
2.1.2 アクセス 地下の CO2 プルームの存在予定地の上部

における土地の所有権は必要とされていな

いが、同盟は、綿密なモニタリングプログラ

ムを実施するために、対象となる地層の上部

に十分なアクセスを有する必要がある。少な

くとも、対象となる地層の上部 60%以上のエ

リアにおいて、地上及び地下のモニタリング

設備の設置のためにアクセスが可能である

必要がある。 
対象となる地層は、CO2 を提案依頼書

（2.5.1、2.5.2、2.5.3 参照）にある割合で貯

留できるものとする。提案者は、少なくとも

深部塩水帯水層の第一候補と、1 つ以上の候

補となる地層（種類は問わない）を提案する。

対象となる地層は、１MMT/年の割合で、合

地上のアクセスは、モニ

タリング設備の設置におい

ても必要である。 
基準は、対象となる地層

の上部の大半の地域でアク

セスが利用できるように設

定された。 
“60%ルール”は意思決定

の際にしばしば用いられる

基準である。 
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計 50MMT 以上圧入できるものとする。この

要求事項は、それぞれの提案された地層に対

して適用される。 
2.2 地下のサイト特性 
2.2.1 鉱物の権利 提案者は 50MMT の CO2 収容許容量を持

つ、貯留対象となる地層内、及び隣接地にお

ける鉱物の権利を所有、獲得、購入、または

所有権を放棄させられることを明らかにし

なくてはならない。この要求事項は、全ての

提案された地層に適用され、また浅層のシー

ル層及び対象となる層の下層（下層の鉱物資

源が、対象となる層及び上部のシール層を全

く侵害することなくアクセス可能である場

合以外）にも適用される。 

地中貯留層にある鉱物資

源の権利に関する論議は解

決するのに何年もの訴訟が

必要となり、同盟にとって

非常な負担である。 
これらの権利を獲得、ま

たは放棄させることは、プ

ロジェクトのスケジュール

とコスト目標を維持するた

めに不可欠である。 
2.2.2 水の権利 提案者は 50MMT の CO2 収容許容量を持

つ、貯留対象となる地層内、及び隣接地にお

ける水の権利を所有、獲得、購入、または所

有権を放棄させられることを明らかにしな

くてはならない。この要求事項は、全ての提

案された地層に適用され、また浅層のシール

層及び対象となる層の下層（下層の水資源

が、対象となる層及び上部のシール層を全く

侵害することなくアクセス可能である場合

以外）にも適用される。 

地中貯留層にある水資源

の権利に関する論議は解決

するのに何年もの訴訟が必

要となり、同盟にとって非

常な負担である。 
これらの権利を獲得、ま

たは放棄させることは、プ

ロジェクトのスケジュール

とコスト目標を維持するた

めに不可欠である 
2.3 飲用水 
2.3.1 全蒸発残留物及

び 高濃度レベ

ル 

提案された対象となる地層は、飲用地下水

源であってはならない。 
CO2圧入の許可を獲得す

るためには、連邦の USDW
の規則に従う必要がある。 

2.3.2 水資源の利用 広義の地下飲用水資源は、連邦議会によっ

て、現在飲用水資源として利用されていない

ものや何らかの水処理無しには利用できな

いものであっても将来的な地下飲用水資源

は確実に保全されなくてはならないことが

定められている。 
提案された対象となる地層は飲用水とな

る可能性がないことに関する証拠を示すこ

と。さらに、地域の水道委員会によるリスト

において、水資源が今後 10 年間地域におけ

る水利用の需要と直面することがないこと

を確認すること。 

水資源は、特にアメリカ

西部においては重要な問題

である。本基準はプラント

の存続期間である 30 年以

上先における潜在的な水資

源の価値を保護するもので

ある。 

2.4 地層の特性 

2.4.1 深部塩水帯水層 提案者は、少なくとも１箇所は CO2 の圧

入に適当な深部塩水帯水層を対象となる地

層として提案する必要がある。少なくとも 1
箇所の提案された地層が、少なくとも 60%
の圧入能を確保でき、かつ基準 2.4.2～2.5.3
に記載された収容許容量を有する深部塩水

帯水層であることを示す必要がある。 

深部塩水帯水層は CO2

貯留地として米国及び全世

界で 大かつ も普及して

いる。FutureGen の主要な

目的は、将来的なゼロエミ

ッション発電施設の普及に

大きな潜在的な影響をもた

らす CO2 地中貯留に関す

る研究を行うことである。

この目的を達成するため

に、発電施設から回収され

た CO2の大半は、深部塩水
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帯水層に圧入されなくては

ならない。 
2.4.2 深さ CO2 は気温 31℃以上、気圧はおよそ

73atm において超臨界流体となる。 
提案された地層における CO2 の物理的特

性の調和性を明らかにし、また、CO2圧入お

よび地中での拡散に関するモデル化を進め

るために、第一に提案された深部塩水帯水層

は自然の状態で、水圧及び気温が CO2 の臨

界より高くなくてはならない。 

本基準の根拠はテキスト

中に記載されている。 

2.4.3 地層への刺激 第一に提案された深部塩水帯水層は、大規

模な物理的、化学的刺激技術によることな

く、プロジェクトの目的に合致する貯留容量

を持たなくてはならない。 

物理的刺激技術の典型

は、浸透性の低い貯蔵地に

おける水圧破壊である。こ

れらの方法はホストとなる

地層を物理的に破壊し、裂

け目を支持するためにプロ

パントを圧入し、さらに井

から裂け目を拡張させるも

のである。標準的な深部塩

水帯水層に CO2 を封じ込

めるには、透水性の低いキ

ャップロックの存在と存続

が必要であり、キャップロ

ックに亀裂をもたらす高圧

力は非常に望ましくない。 
マトリクス酸処理法のよ

うな大規模化学的刺激法は

大規模に垂直面での亀裂を

もたらすが、価格面及び貯

留地およびキャップロック

の水力学的特性に与える長

期的影響が不明確であるた

め、不適切である。 
2.4.4 一次シール 提案された対象となる地層には、圧入した

CO2 を長期にわたり封じ込めることが可能

な一次シール（キャップロック）が不可欠で

ある。一次シールは、十分な厚さ（20 フィ

ート（6 メートル）以上）があり、広範囲に

広がっており、かつ 50MMT の CO2 を圧入

後の CO2 プルームのあらゆる境界を越える

範囲において連続している必要がある。ま

た、透過性が十分に低く、CO2が対象となる

地層から移動するのを防ぐことができる十

分な毛細圧が必要である。 

一次シールは圧入した

CO2の早期の地表への移動

を封じ込め地中貯留プログ

ラムの失敗を回避するた

め、それぞれの提案された

地層において必要である。 

2.5 貯留容量 
2.5.1 テスト期間にお

ける貯留容量 
FutureGenのテスト期間における目的は、

少なくとも年間１MMTのCO2を圧入するこ

とであり、これは起動後の 4 年間が対象とな

る。 

FutureGen における貯

留の目標を達成するため

に、対象となる地層におい

て十分な空間があることは

重要である。プロジェクト

の 初の 4 年間は重要なテ

スト段階であり、地中貯留

サイトの地質的特性とし

て、全貯留量の収容能力が
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必要である。 
不正確な地質データを用

いることによるリスクを

小化するためには、提案さ

れたサイトの近くの地質デ

ータが必要である。 
2.5.2 テスト段階後に

おける貯留容量 
発電施設の一般的な操業期間は少なくと

も 30 年である。FutureGen の設備もその期

間の操業に準じるように設計、建設される。

CO2 の貯留回収はテスト段階に引き続いて

実施され、貯留容量は先述の目的に応じて少

なくとも 50MMT は必要である。 

プラントの存続期間に鑑

みて、FutureGen における

貯留の目標を達成するため

に、対象となる地層におい

て十分な空間があることは

重要である。しかしながら、

貯留層側面からの異物質の

進入や、テスト段階以降の

地中貯留プログラムの続行

に関する不確定要素などか

ら、さほど厳密ではなく、

かつ、貯留層の特性に関す

るさらに地域的な地質に関

する証明が必要である。 
2.5.3 圧入レートに関

する容量 
サイトにおいて必要な総貯留容量に加え

（基準 2.5.1、2.5.2 参照）提案された対象と

なる地層は年間１MMT で 30 年間続ける

CO2 圧入レートに耐えられるものでなくて

はならない。 

全ての提案された地層に

おいて、十分な透過性が必

要である。先の基準とあわ

せ、第一候補の塩水帯水層

は 低限、60%の圧入目標

または、0.6MMT/年を確実

に受け入れられる必要があ

る。 
2.6 安全性と安全保障 
2.6.1 一般立入地域 提案された対象となる地層は、PAA

（Public Access area 一般の立ち入り地域）

上に位置してはならない。あらゆる圧入井の

坑底が、PAA（一般の立ち入り地域）から

10 マイル（16 キロメートル）以内に位置し

てはならない。 
技術専門家の専門的な判断に基づき、同盟

は５千万メートルトン（50MMT）の CO2プ

ルームは非常に低い確率で、圧入井の坑底か

ら 10 マイル（16 キロメートル）まで移動す

ると仮定している。本プロジェクトは同種プ

ロジェクトにおいて初の実証プロジェクト

であるため、10 マイルを保守的な安全距離

として採用した。 
一般立入地域（PPA）とは、州立公園、国

立公園、国立保護山地、国立保護海岸、国立

保護湖岸、国立鳥獣保護区、特定自然保護区、

特定自然・景観河川及び前述の特定地域に関

する研究地域である。 

地上のアクセスは、モニ

タリング設備の設置におい

て必要であるが、一般立入

地域においては、それは非

常に困難である。 
さらに、同盟は、環境へ

の悪影響及び CO2 が一般

立入地域に移動することに

よる実際的及び想定による

影響に関する懸念によるプ

ロジェクトのスケジュール

の遅延の可能性を 小化し

たい。 
貯留地に関する保守的な

パラメータを用いた試算で

は、５千万メートルトン

（50MMT）の CO2プルー

ムは非常に低い確率で、圧

入井から 10 マイル（16 キ

ロメートル）の範囲まで拡

張するとされる。 
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2.6.2 海洋、海岸線及び

湖 
提案された対象となる地層は、海岸線やそ

の他の主要な水域と交差してはならない。あ

らゆる圧入井の坑底は、海岸線や主要な水域

から 10 マイル（16 キロメートル）以内に位

置してはならない。 
技術専門家の専門的な判断に基づき、同盟

は５千万メートルトン（50MMT）の CO2プ

ルームは非常に低い確率で、圧入井の坑底か

ら 10 マイル（16 キロメートル）まで移動す

るとしている。本プロジェクトは同種プロジ

ェクトにおいて初の実証プロジェクトであ

るため、10 マイルを保守的な安全距離とし

て採用した。 

同盟は、環境への悪影響

及び CO2 が海岸線や主要

な湖まで移動することによ

る実際的及び想定による影

響に関する懸念や訴訟によ

るプロジェクトのスケジュ

ールの遅延の可能性を 小

化したい。 
主要な湖の定義として

は、アメリカにおける規模

及び深度で上位 10%に属

するものを除外する基準と

して、20 平方マイル以上の

規模、深度 150 フィート以

上を採用した。 
2.6.3 傷つきやすい地

物 
提案された対象となる地層の上部には、大

規模ダム、貯水池、危険物貯蔵施設、Ⅰ級圧

入井、その他傷つきやすい地物が交差しては

ならない。いかなる傷つきやすい地物も、圧

入井の坑底から 10 マイル以内に位置しては

ならない。 
技術専門家の専門的な判断に基づき、同盟

は５千万メートルトン（50MMT）の CO2プ

ルームは非常に低い確率で、圧入井の坑底か

ら 10 マイル（16 キロメートル）まで移動す

るとしている。本プロジェクトは同種プロジ

ェクトにおいて初の実証プロジェクトであ

るため、10 マイルを保守的な安全距離とし

て採用した。 
大規模ダムとは、高さ 15 メートル（50 フ

ィート）以上、または高さ 5 メートル（16
フィート）以上で 300 万立方メートル（400
万立方ヤード）以上の容量の貯水池を有する

ものである。 

同盟は、環境への悪影響

及び CO2 がこれらのいず

れかの傷つきやすい地物ま

で移動することによる実際

的及び想定による影響に関

する懸念や訴訟によるプロ

ジェクトのスケジュールの

遅延の可能性を 小化した

い。 
大規模ダムの定義は、大

規 模 ダ ム 国 際 委 員 会

（ICOLD）から引用した。 
 

2.6.4 一次シールと活

断層・透過層との

関係 

一次シールは、いかなる歴史的な活断層お

よび水力の透過層とも交差してはならない 
活断層や透過層は CO2

が対象となる地層から漏洩

し、地表へと放出される潜

在性をもつ受容しがたいリ

スクとなりうる。それらの

既知の地質的構造は回避す

べきである。 
2.7 許可 
2.7.1 深い井戸に関す

る UIC の許可 
提案者は、少なくとも 4 年間は 低限、年

間 100 万 MT の CO2を貯留することに関し

て、UIC の許可が入手可能であることを示す

必要がある。 

CO2 の地下圧入におい

て、UIC の許可の獲得は不

可欠である。政府の規定が

提案されたサイトにおいて

CO2の大規模な貯留を行う

際に問題とならないことを

明らかにする。 
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表 6.1.8 FutureGen 採点基準詳細 
発電施設 

基準 
番号 種類 採点基準 規模 スコ

ア 
ウェ

イト 

評価 
（スコ

ア×ウ
ェイト） 

3.1 物理的特性 
3.1.1 規模 将来的な設備の拡張

に対応するための発電

施設の追加的な土地に

関する基準。より大き

いほうが望ましい。 

5：600 エーカー以上 
4：500～600 エーカー 
3：400～500 エーカー 
2：300~400 エーカー 
1：200～300 エーカー 

5 
4 
3 
2 
1 

5 25 
20 
15 
10 
5 

3.1.2 地形 施設の建設のための

基礎工事に関する基

準。フラットで基礎工

事が不要であるほうが

望ましい。 

5：0.5~1%の傾斜または

100,000cy fill 未満 
4：1~2%の傾斜または

100,000~300,000cy fill 
3：2~3%の傾斜または

300,000~600,000cy fill 
2：3~4%の傾斜または

600,000~1,000,000cy fill 
1：4~5%の傾斜または

1,000,000cy fill 以上 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 

1 25 
  

20 
 

15 
 

10 
 

5 

3.1.3 標高 発電施設のパフォー

マンスは標高が高いと

低下する。このため、

施設は海抜 5000 フィ

ート以下（1520 メート

ル以下）であることが

必要である。 

5：海抜 5000 フィート未

満 
1：海抜 5000 フィート以

上 

5 
 

1 

5 25 
5 

3.1.4 氾濫源 提案された発電施設

のサイトは安全性と、

サイト内での発電施設

設置のフレキシビリテ

ィを高めるため 100
年、500 年以上氾濫し

ていないところが望ま

しい 

5：全サイトが 500 年以上

氾濫していない 
3：全サイトが 300 年以上

氾濫していない 
1：プロジェクトの必要

小限が 100 年以上氾濫し

ていない 

5 
 

3 
 

1 
 

5 25 
 

15 
 

5 
 

3.1.5 湿原 湿地への悪影響を可

能な限り回避する 
5：該当する湿地はない 
4：1 エーカー未満の湿地 
3：1~5 エーカーの湿地 
2：5~10 エーカーの湿地 
1：10 エーカー以上の湿

地 

5 
4 
3 
2 
1 

5 25 
20 
15 
10 
5 

小計  21 21-105 
3.2 その他のサイト特性 
3.2.1 道路のアクセ

ス 
サイトの境界に拡張

道路があることが望ま

しい。道路とのアクセ

スが近いほどスコアが

高い。 

5：拡張道路がサイトと接

している 
4：拡張道路とサイトの距

離が 0~5 マイル 
1：拡張道路またはその建

設予定地とサイトの距離

が 5 マイル以上 

5 
 

4 
 

1 

5 25 
 

20 
 

5 
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3.2.2 対象となる地

層への近接性 
対象となる地層が必

ずしも FutureGen の

施設サイトの直下に存

在する必要はないが、

パイプラインの建設の

コストとその状況から

かんがみて、近いほう

が望ましい。 

5：地中貯留サイトがプラ

ントサイトの直下 
4：地中貯留サイトとプラ

ントサイトとの距離が 2
マイル以内 
3：地中貯留サイトとプラ

ントサイトとの距離が 2
～5 マイル 
2：地中貯留サイトとプラ

ントサイトとの距離が 5~
１０マイル 
1：地中貯留サイトとプラ

ントサイトとの距離が１

０マイル以上 

5 
 

4 
 
 

3 
 
 

2 
 
 

1 

10 50 
 

40 
 
 

30 
 
 

20 
 
 

10 

3.2.3 大気分散 施設からの排気は望

ましい地形の状況下で

はより迅速に分散す

る。発電施設から 1 マ

イル以内の領域におけ

る海抜の差異が、想定

される排気の高度、250
フィートと比較され

る。 
この比較が、サイト

選定過程における大

気分散のモデル化に

用いられる。 

5：領域内での 高標高が

排気の高さの 50％未満

（125 フィート未満）  
4：領域内での 高標高が

排気の高さの 50 ％～

100％（125～250 フィー

ト） 
3：領域内での 高標高が

排気の高さの 101~200％
（251～500 フィート） 
2：領域内での 高標高が

排気の高さの 201~300％
（501～700 フィート） 
1：領域内での 高標高が

排気の高さの 300％以上

（750 フィート以上）  

5 
 
 

4 
 
 

3 
 
 

2 
 
 

1 

5 25 
 
 

20 
 
 

15 
 
 

10 
 
 

5 

3.2.4 大気質 サイトにおける大気

質は大気に関する許認

可獲得の容易性に関し

て重要な決定要素とな

る。 

5：NAAQS 摂取が 45％未

満 
3：NAAQS 摂取が 45~９
０％ 
1：NAAQS 摂取が 90％以

上 

5 
 

3 
 

1 

5 25 
15 
5 

3.2.5 現存する土地

利用 
FutureGen の設備は

周辺の土地利用と共存

することが望ましい。 

5：非常に相性が良い：利

用されなくなった工業用

地、重工業、鉱物採取 
3：多少相性が良い：農

業・林業 
1：相容れない：レクリエ

ーション、公共施設、住

宅地 

5 
 
 

3 
 

1 

5 25 
 
 

15 
 

5 

小計  30 150 
3.3 傷つきやすいエリアとの近接性 
3.3.1 Ⅰ級景観地域 FutureGen 施設は必

須Ⅰ級景観地域からよ

り遠いことが望まし

い。 

5： も近いⅠ級景観地域

との距離が 300Km 以上 
4： も近いⅠ級景観域と

の距離が 250～300Km 
3： も近いⅠ級景観地域

との距離が 200～250Km 
2： も近いⅠ級景観地域

5 
 

4 
 

3 
 

2 

10 50 
 

40 
 

30 
 

20 
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との距離が 150～200Km 
1： も近いⅠ級景観地域

との距離が 100～150Km 

 
1 

 
10 

3.3.2 絶 滅 危 惧 種

（TES）及び

絶滅の危機に

ある生息地 

提案されたサイトお

よび伝送回線、輸送、

パイプラインの経路の

範囲内に、絶滅危惧種

（TES）及び絶滅の危

機にある生息地が属さ

ないことが望ましい 

5： も近い対象地域との

距離が 1 マイル以上 
3： も近い対象地域との

距離が 1 マイル以内 
1： も近い対象地域が、

サイトの範囲内で影響が

ないところにある 

5 
 

3 
 

1 

5 25 
 

15 
 

5 

3.3.3 文化的施設 文化的、歴史的、考

古学的資源または伝統

的文化資源が提案され

たサイト内に拡散して

いる 

5：提案されたサイトおよ

び伝送回線、輸送、パイ

プラインの経路から 1 マ

イルの範囲内に存在しな

い 
3：提案されたサイトおよ

び伝送回線、輸送、パイ

プラインの経路の範囲内

に存在するが影響はない 
1：提案されたサイトおよ

び伝送回線、輸送、パイ

プラインの経路の範囲内

に存在し、影響を受け、

かつ移動できない。 

5 
 
 
 

3 
 
 
 

1 

1 5 
 
 
 

3 
 
 
 

1 

3.3.4 一般立入地域 FutureGen 施設は一

般立入地域（PAA）の

境界から遠いことが望

ましい 

5： も近い PAA との距

離が 20 マイル以上 
4： も近い PAA との距

離が 10～20 マイル 
3： も近い PAA との距

離が 5～10 マイル 
2： も近い PAA との距

離が 1～5 マイル 
1： も近い PAA との距

離が 1 マイル未満 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 

1 5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 

3.3.5 （環境基準等

の）未達成・

保護地域 

FutureGen 施設は環

境省による（環境基準

等の）未達成・保護地

域から遠いことが望ま

しい 

5： も近い対象地域との

距離が 50 マイル以上 
4： も近い対象地域との

距離が 20～50 マイル 
3： も近い対象地域との

距離が 10～20 マイル 
2： も近い PAA との距

離が 10 マイル未満 
1：サイト内に対象地域が

存在 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 

10 50 
 

40 
 

30 
 

20 
 

10 

小計  27 135 
3.4 天災による障害の可能性 
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3.4.1 ハリケーン 発電施設の提案サイ

トはハリケーンのリス

クが低いことが望まし

い 

5：沿岸地域以外のサイト

（大西洋沿岸のみ：US ハ

リケーンプロジェクト） 
3：沿岸地域にあるサイ

ト：北カリフォルニア北

部（大西洋沿岸のみ） 
1：沿岸地域にあるサイ

ト：バージニア州南部（大

西洋沿岸のみ） 

5 
 
 

3 
 
 

1 

1 5 
 
 

3 
 
 

1 

3.4.2 トルネード 発電施設の提案サイ

トはトルネードのリス

クが低いことが望まし

い 

5：FEMA による区分１未

満のサイト 
4：FEMA による区分 1~5
のサイト 
3：FEMA による区分

6~10 のサイト 
2：FEMA による区分

11~15 のサイト 
1：FEMA による区分 15
以上のサイト 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 

1 5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 

小計  2 10 

3.5. 規制と許可 
3.5.1 国家環境政策

法（SEPA） 
SEPA が適用される

ことにより生じる、

FutureGen の建設、操

業に関するあらゆる義

務付けはプロジェクト

やそのスケジュールに

影響を及ぼす 

5：NEPA の要求事項がな

い、または適当な連邦政

府の NEPA 公文書が適用

でき、遅延がない 
3：SEPA の要求事項はあ

るが、NEPA の公式文書

により実施できる 
1：単独で実施しなくては

ならない、または NEPA
の公式文書を待たねばな

らない要求事項がある 

5 
 
 
 

3 
 
 

1 
 

10 50 
 
 
 

30 
 
 

10 

小計  10 50 
3.6 冷却水 

3.6.1 水資源までの

距離 
サイトから冷却水の

水源までの距離は近い

ことが望ましい 

5：水源まで 1 マイル未満 
4：水源まで 1~5 マイル

3：水源まで 5~10 マイル 
2：水源まで 10~15 マイル 
1：水源まで 15 マイル以

上 

5 
4 
3 
2 
1 
 

5 25 
20 
15 
10 
5 
 

3.6.2 調達可能な水

量 
冷却水の需要に柔軟

に応じられることが望

ま し い 。 低 限

2500gpm 以上の水が

調達できることが望ま

しい 

5：必要量（2500gpm）以

上の水が15マイル以内で

調達可能 
1：必要量（2500gpm）の

み15マイル以内で調達可

能 

5 
 
 

1 

10 50 
 
 

10 
 

小計  15 75 

3.7 伝送回線 

3.7.1 グリッドへの

近接性 
配管の建設及び敷設

権の問題を 小化する

ため、グリッドは提案

されたサイトから近い

5：適当な伝送回線の接続

点が１マイル未満にある 
4：適当な伝送回線の接続

点が１～5 マイルの距離

5 
 

4 
 

5 25 
 

20 
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ほうが望ましい にある 
3：適当な伝送回線の接続

点が 5～10 マイルの距離

にある 
2：適当な伝送回線の接続

点が１0～15 マイルの距

離にある 
1：適当な伝送回線の接続

点まで15マイル以上ある 

 
3 
 
 

2 
 
 

1 

 
15 

 
 

10 
 
 

5 

3.7.2 電圧 高電圧配電回線との

接続があることが望ま

しい 

5：500kＶ以上の回線が

15 マイル以内に存在する 
4：345kＶの回線が 15 マ

イル以内に存在する、ま

たは500kＶ以上の回線が

25 マイル以内に存在する 
3：230kＶの回線が 15 マ

イル以内に存在する、ま

たは345kＶ以上の回線が

25 マイル以内に存在する 
2：115～138kＶの回線が

15 マイル以内に存在す

る、または 230kＶ以上の

回線が25マイル以内に存

在する 
1：15 マイル以内に存在

しない 

5 
 

4 
 
 
 

3 
 
 
 

2 
 
 
 

1 

5 25 
 

20 
 
 
 

15 
 
 
 

10 
 
 
 

5 

3.7.3 敷設権 提案者は、適当な

続点と伝送回線を特定

し、サイトとつなげ、

新たな送電回線を建設

しなくてはならない 

5：提案者は伝送回線の敷

設権を既に所有、または

獲得できる 
4：提案者は伝送回線の敷

設権の 75％を既に所有、

または獲得できる 
3：提案者は伝送回線の敷

設権の 50％を既に所有、

または獲得できる 
2：提案者は伝送回線の敷

設権の 25％を既に所有、

または獲得できる 
1：提案者は伝送回線の敷

設権を獲得できることを

示せない 

5 
 
 

4 
 
 

3 
 
 

2 
 
 

1 
 
 

10 50 
 
 

40 
 
 

30 
 
 

20 
 
 

10 

小計  20 100 

3.8 鉱物・燃料の調達 
3.8.1 鉄道・荷船ま

での距離 
鉄道または船舶は一

般的に燃料や資源調達

の も経済的な手段で

ある。 

5：適当な鉄道または荷船

まで１マイル未満 
4：適当な鉄道または荷船

まで 1~5 マイル 
3：適当な鉄道または荷船

まで 5~15 マイル 
2：適当な鉄道または荷船

まで 15~25 マイル 
1：適当な鉄道または荷船

まで 25 マイル以上 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

5 25 
 

20 
 

15 
 

10 
 

5 
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3.8.2 調達手段の柔

軟性 
競合する輸送手段が

あることが望ましい 
5：2 つの鉄道及び荷船･

大型船とトラック 
3：1 つの鉄道及び荷船･

大型船とトラック 
1：1 つの鉄道または荷船･

大型船とトラック 

5 
 

3 
 

1 

10 50 
 

30 
 

10 

3.8.3 天然ガスパイ

プラインへの

アクセス 

FutureGen で用いら

れる予定の石炭ガス化

施設は起動時の燃料と

して天然ガスが必要で

ある。500 立方フィー

ト/分（SCFM）、450 ポ

ンド/立方インチ（psi）
のパイプラインからの

天然ガスが必要であ

る。天然ガスパイプラ

インの建設に伴うコス

トと敷設権の問題を

小化するため、既存の

パイプラインが近くに

あることが望ましい

（30000SCFM である

ことが も望ましい） 

5：500SCFM のガスパイ

プラインまでの距離が 1
マイル未満 
4：500SCFM のガスパイ

プラインまでの距離が

1~5 マイル 
3：500SCFM のガスパイ

プラインまでの距離が

5~15 マイル 
2：500SCFM のガスパイ

プラインまでの距離が

15~25 マイル 
1：500SCFM のガスパイ

プラインまでの距離が 25
マイル以上 

5 
 
 

4 
 

3 
 
 

2 
 
 

1 
 

5 25 
 
 

20 
 

15 
 
 

10 
 
 

5 

小計  20 100 
3.9 労働力の調達可能性 
3.9.1 建設作業員の

調達可能性 
サイトには建設作業

員が必要であり、一般

的には人口が多い地域

から調達しやすい。提

案されたサイトから２

万人以上の人口集中地

までの距離を定義とし

て用いる 

5：100 マイル以内 
3：100～200 マイル 
1：200 マイル以上 

5 
3 
1 

5 25 
15 
5 

3.9.2 オペレーター

の調達可能性 
サイトには、より専

門技術を必要とするオ

ペレーターが必要であ

り、一般的にはより人

口が多い地域から調達

しやすい。提案された

サイトから 5 万人以上

の人口集中地までの距

離を定義として用いる 

5：50 マイル以内 
4：50～100 マイル 
3：100～150 マイル 
2：150～200 マイル 
1：200 マイル以上 

5 
4 
3 
2 
1 

5 25 
20 
15 
10 
5 

3.9.3 建設コスト サイトの建設コスト

は低いことが望まし

い。当該地域における

重量構造物の相対費用

とアメリカの 30 市町

村の平均により比較す

る。 

5：30 市町村平均と比較

して 80％未満 
4：30 市町村平均と比較

して 80～90％ 
3：30 市町村平均と比較

して 90～110％ 
2：30 市町村平均と比較

して 110～120％ 
1：30 市町村平均と比較

して 120％以上 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 

5 25 
 

20 
 

15 
 

10 
 

5 

小計  15 75 
合計  156 800 
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地中貯留 

基準 
番号 種類 採点基準 規模 スコ

ア 
ウェ

イト 

評価 
（スコ

ア×ウ
ェイト） 

4.1 地層の特性 

4.1.1 提案された

対象となる

地層 

少なくとも１箇所は

CO2 の圧入目標総量で

ある 50MMT のうち、

少なくとも 60％を貯留

可能な深部塩水帯水層

が必要である。また、捕

集のメカニズムが異な

る、多様な貯留の対象と

なる地層があることが

望ましい。追加的に提案

される地層は、圧入目標

総量の 25％の容量が必

要である。 

5：2 箇所以上の深部塩水

帯水層及び 3 つ以上のそ

の他の地層 
4：2 箇所以上の深部塩水

帯水層及び 2 つ以上のそ

の他の地層 
3：2 箇所以上の深部塩水

帯水層及び 1 つ以上のそ

の他の地層 
2：1 箇所の深部塩水帯水

層及び 1 つ以上のその他

の地層 
1：1 箇所の深部塩水水層 

5 
 
 

4 
 
 

3 
 
 

2 
 
 

1 

10 50 
 
 

40 
 
 

30 
 
 

20 
 
 

10 
4.1.2 配向性 第一の深部塩水帯水

層における CO2 の分布

及び移動は、地層の構造

的傾斜に大きく影響さ

れる。垂直的閉鎖を除

き、CO2の上位への移動

を妨げる構造的、層位的

捕集に関する十分な証

拠がない場合、平均的な

構造的傾斜が低い方が

高配点となる。 

5：構造的傾斜が 2 度未満 
3：傾斜が 2~6 度 
1：傾斜が 6 度以上 

5 
3 
1 

5 25 
15 
5 

4.1.3 浸透性 対象となる地層の浸

透性の可変性が、 坑底

の圧力と併せて、CO2

圧入に大きな影響を与

える。 
対象となる地層が厚

く、浸透性が良いものが

望ましい。 

5：ガスに対する平均浸透

マトリクスが 100mＤ以

上 
3：ガスに対する平均浸透

マトリクスが 20～100ｍ
D 
1：ガスに対する平均浸透

マトリクスが 20mＤ未満 

5 
 
 

3 
 
 

1 
 

5 25 
 
 

15 
 
 

5 

4.1.4 容量 FutureGen プラント

の 耐 用 期 間 中 、

100MMTのCO2を回収

し、貯留することが可能

である。このため、水文

地質学的データと資格

基準にある CO2 貯留許

容量である 50MMT 以

上の容量を算出した計

算書類を提供したサイ

トに高得点を付した。 

5：総容量が 200MMT 以

上 
3 ： 総 容 量 が 100 ～

200MMT 
1 ： 総 容 量 が 50 ～

100MMT 

5 
 

3 
 

1 

5 25 
 

15 
 

5 

4.1.5 プルームの

規模 
コスト、アクセス、障

害、スケジュールなどに

よる理由から、地上施設

の設置面積が小さてす

5：プルームエリアが 50
平方キロ以下 
3 ：プルームエリアが

50~100 平方キロ 

5 
 

3 
 

5 25 
 

15 
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むような水文地質特性

が望ましい 
1：プルームエリアが 100
平方キロ以上 

1 
 

5 

小計  30 150 
4.2 シール 
4.2.1 断層 断層によって CO2 の

封じ込めに支障をもた

らすリスクを低減する

ため、圧入部に影響をも

たらす断層と断裂帯に

ついて評価する 

5：一次シールにおいて断

層または主要な断裂帯が

0 
3：一次シールにおいて断

層または主要な断裂帯が

1～3 
1：一次シールにおいて断

層または主要な断裂帯が

4 以上 

5 
 
 

3 
 
 

1 

10 50 
 
 

30 
 
 

10 

4.2.2 細管入口圧

力 
CO2 を一次シールか

ら透過させないため年

間１MMT の割合での

CO2 の圧入に必要な圧

力が、一次キャップロッ

クシールの侵入毛細圧

以下を維持する必要が

ある。細管入口圧力が、

圧入目標に必要な坑底

の 大圧力より大きい

ものに高得点を付した 

5：細管入口圧力がそれぞ

れの地中貯留サイトにお

ける坑底の想定圧力の

100 倍以上 
3：10~100 倍 
1：10 倍未満 

5 
 
 
 

3 
1 

10 50 
 
 

30 
10 

4.2.3 亀裂勾配 圧入に関連する加圧

による、一次シールの破

壊が CO2 漏洩の主要な

リスクである。キャップ

ロックと対象となる地

層の圧の差異が少ない

もの、圧入圧と比較し、

シールの強度が高いも

のに高得点を付した 

5：割合が 50 以上 
3：5～50 
1：5 未満 

5 
3 
1 

10 50 
30 
10 

4.2.4 圧入井の貫

通 
一次シールを貫通す

る圧入井が少ないもの

に高得点を付した 

5：井戸の総数が 5 未満 
3：井戸の総数が 5～10 
1：井戸の総数が 10 以上 

5 
3 
1 

5 25 
15 
5 

4.2.5 その他の貫

通 
提案されたサイトに

おいて、プロジェクトに

関連しない井戸による

一次シールの貫通は

CO2 の漏洩リスク等を

高めるため、そのような

井戸が少ないサイトに

高得点を付した 

5：井戸がない 
3：貫通数が 1～10 
1：井戸の総数が 10 以上 

5 
3 
1 

5 25 
15 
5 

4.2.6 二次シール 二次シールは、CO2

の圧入後に、CO2が一次

シールを透過してしま

った場合に封じ込めの

バックアップとして機

能するため、二次シール

の存在が示されたサイ

トに高得点を付した。 
二次シールは、一次キ

5：二次シールが 3 つ以上 
3：二次シールが 1～2 つ 
1：二次シールがない 

5 
3 
1 

5 25 
15 
5 



 
 

126

ャップロックシールの

上部に存在すること、大

規模に連続して存在す

ること、10 フィート（3
メートル）以上の厚さを

有すること、少なくとも

50MMT の CO2 を圧入

後の 75%のプルームを

カバーすること、が必要

である。 
小計  45 225 
4.3 モニタリング、緩和、検証 
4.3.1 物理的アク

セス 
CO2 プルーム上部の

土地の所有は要求され

ていないが、厳格なモニ

タリングプログラムを

実施するため、対象とな

る地層の地表のアクセ

スは制限されていない

ことが望ましい。総合モ

ニタリングプログラム

には、大気、浅層モニタ

リングステーションの

他、サイト周辺へのモニ

タリング井の設置など

も含まれている。対象と

なる地層の上部 60%以

上に物理的にアクセス

できるサイトに高得点

を付した 

5：90％以上にアクセス可

能 
3：70~90％がアクセス可

能 
1：60~70％がアクセス可

能 

5 
 

3 
 

1 

10 50 
 

30 
 

10 

4.3.2 法的アクセ

ス 
土 地 所 有 者 が 、

FutureGen 施設の起動

時以降少なくとも 15 年

以上、彼らの土地の一部

に、モニタリング、緩和、

検証を目的とした定期

的なアクセスを行うこ

とを認めてくれる場合

に高得点を付した 

5：90％以上がアクセス可

能 
3：70~90％がアクセス可

能 
1：60~70％がアクセス可

能 

5 
 

3 
 

1 

10 50 
 

30 
 

10 

4.3.3 地下へのア

クセス 
モニタリング井の設

置には、土地所有者の許

可だけでなく、掘削のた

めの土地の状況、井戸の

完了、設備の設置などの

適切性が必要である。 
物理的、経済的面か

ら、モニタリング井の設

置に適しているサイト

に高得点を付した。 

5：地中貯留サイト上部で

モニタリング井の設置が

禁じられた部分が0~10％ 
3：モニタリング井の設置

に適さない、または禁じ

られた地域が、10～30％ 
1：30％以上の地中貯留サ

イト上部のエリアにおい

て、モニタリング井が設

置できない、または地下

へのアクセスに関する情

報がない 

5 
 
 
 

3 
 
 

1 

10 50 
 
 
 

30 
 
 

10 

小計  30 150 

合計  105 525 
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6.2 リスク評価 
 FutureGen プロジェクトで実施されたリスク評価は、Final Risk Assessment Report for 
the FutureGen Project Environmental Impact Statement（2007 年 4 月発行、以下本リス

ク評価と呼ぶ）としてまとめられている。ここでは、その内容について述べる。 
6.2.1 序論 
(1) 本リスク評価の位置づけ 
本リスク評価は、FutureGen プロジェクトにおける環境影響評価を行うための資料とし

て、人体の健康と環境面（生態系）におけるリスクアセスメントの実施結果を取りまとめ

たものである。 
本リスク評価は、発電所において回収したガスについて、ガスがパイプラインによって

貯留サイトまで搬送される間、および地下に貯留されている間におけるガスの潜在的なリ

ーケージを対象として実施している。 
(2) 本リスク評価のアプローチ 

CO2 地中貯留におけるリスク評価の手法については、現在も開発が進められているもの

であるが、天然ガスの貯蔵、有害廃棄物の深層投棄、EOR を目的とした炭層へのガスや超

臨界 CO2 の圧入等により、CO2 地中貯留に関連するリスクアセスメントやリスクマネジメ

ントに関しては、相当量の情報が存在している。また、実際、CO2 を深部地下構造に圧入

した際の長期的な CO2 の動態を調査することを目的として、多数のプロジェクトが実施さ

れている。 
FutureGen におけるリスク評価については、これらの既存・又は現在進行中のプロジェ

クトから得られた成果や技術的手法に多くの部分を依存している。一方で、FutureGen 計

画特有の配慮すべき事項も多くある。これらを勘案した FutureGen 計画におけるリスク評

価の基本方針は、次の通りである。 
・ 一般的であらゆるサイトやプラント構造に適用できるリスクアセスメント手法とする 
・ 既存の入手可能な分析ツールを採用した 
・ リスク分析では、炭素隔離と FutureGen 特有の事項に焦点を絞る 
(3) 本リスク評価の構成 
本リスク評価の構成は次のとおりである。 

① サイト概念モデル 
② 毒性データ、ベンチマーク濃度影響量 
③ 圧入前リスクアセスメント 
④ 圧入後リスクアセスメント 
⑤ リスクスクリーニングおよびパフォーマンスアセスメント 
 
6.2.2 サイト概念モデル 
(1) 一般的な概念モデル 
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図 6.2.1 は、FutureGen 発電プラント、隔離ガスの貯留手段、リリース（ガス放出）の経

路、および本リスク評価において検討されている潜在的なレセプターを概念的に示したも

のである。 

 
図 6.2.1 CO2を回収し地層中に貯留する FutureGen Project の概念 

（貯留ガスの潜在的放出経路と懸念されるレセプターが示されている。） 

 

地上（圧入前）におけるリスク評価の実施にかかわるステップを、図 6.2.2 に示す。リス

ク評価の時間枠には、プラントで CO2 を回収してからプラントが閉鎖されるまでの、試験

期間および操業期間全体が含まれる（推定 50 年）。 
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排出源の特定

主要な放出メカニ
ズムの決定

第二の放出メカニ
ズムの決定

FutureGenプラ
ントプロセス装置

パイプライン及び
輸送設備

坑口からの放出

突発故障 / 漏出

地表水地下水土壌

大気への放出

大気中拡散

吸入 土壌接触 飲料用水
適当な暴露経路の

特定

健康及び生態へ
の影響の決定

リスク評価の
計算

人体の健康：急性及び慢性の基準
生態影響：毒性値及び物理的影響の参照

生態リスク慢性人体影響急性人体影響

排出源の特定

主要な放出メカニ
ズムの決定

第二の放出メカニ
ズムの決定

FutureGenプラ
ントプロセス装置

パイプライン及び
輸送設備

坑口からの放出

突発故障 / 漏出

地表水地下水土壌

大気への放出

大気中拡散

吸入 土壌接触 飲料用水
適当な暴露経路の

特定

健康及び生態へ
の影響の決定

リスク評価の
計算

人体の健康：急性及び慢性の基準
生態影響：毒性値及び物理的影響の参照

生態リスク慢性人体影響急性人体影響

 

図 6.2.2 隔離ガス圧入前の一般的なリスク評価手法 

 

図 6.2.3 は、圧入後のリスク評価プロセスの構成要素をステップ毎に示している。 
リスク評価の時間枠には、プラントで CO2 を回収してからプラントが閉鎖されるまでの

試験期間および操業期間全体（推定 50 年）、および圧入した CO2の緩やかなリーケージに

伴う潜在的問題に対処するための、圧入後かなり長期のリスク評価［以前、Weyburn EOR 
project において計画対象期間として選定された期間である、約 5,000 年］がある。 
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排出源の特定

主要な放出メカニ
ズムの決定

第二の放出メカニ
ズムの決定

隔離後のガス（CO2、H2S、CO等）

突発故障

地表水

地下水

土壌

大気への放出

大気中拡散

吸入 土壌接触 飲料用水
適当な暴露経路の

特定

健康及び生態へ
の影響の決定

リスク評価の
計算

人体の健康：急性及び慢性の基準
生態影響：毒性値及び物理的影響の参照

生態リスク慢性人体影響急性人体影響

長期的な放出

排出源の特定

主要な放出メカニ
ズムの決定

第二の放出メカニ
ズムの決定

隔離後のガス（CO2、H2S、CO等）

突発故障

地表水

地下水

土壌

大気への放出

大気中拡散

吸入 土壌接触 飲料用水
適当な暴露経路の

特定

健康及び生態へ
の影響の決定

リスク評価の
計算

人体の健康：急性及び慢性の基準
生態影響：毒性値及び物理的影響の参照

生態リスク慢性人体影響急性人体影響

長期的な放出

 
図 6.2.3 隔離ガス圧入後のリスク評価のステップ 

 
(2) FutureGen4 箇所の候補地サイト固有要素 
図 6.2.4 は、米国内の 4 つのサイト候補地の位置を示したものである。 

 
図 6.2.4 FutureGen の 4 つの候補地の位置 
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 4 地区は、テキサス州ジューエットおよびオデッサ、イリノイ州マツーンおよびタスコラ

である。 
地表のサイト特性項目は、気象、水資源および湿地帯、水域および陸域生態学、レセプ

ターからなる。 
地下の特性は、塩水帯水層およびシール層、圧入井に関する容量・圧入率、地質構造特

性、リークシナリオに影響を与えるシール層および貯留層の地質学的特徴からなる。4 地域

の特性は以下のとおりである。 
・ 4 地域ともに、リークシナリオに影響を与えるシール層および貯留層の地質学的特徴の

優劣はつけられない。 
・ 例えば、貯留層の厚さ、貯留層の地質・鉱物の不均一性、貯留層・キャップロックの浸

透率、貯留層構成鉱物による CO2 のトラップの可能性等々に差がなく、キャップロッ

クを破壊し CO2をリークするシナリオの可能性についての言及はしていない。 
 
(3) 人体および生態学的レセプターに対する暴露経路の概要 

図 6.2.5 は、FutureGen Project で検討されている 4 サイトにおける、人体および生態学

的リスクの評価の指針に用いられる CSM を示したものである。この一般的な指針は、隔離

前および隔離後の潜在的な暴露の特徴付けや、暴露の各タイプに関連するリスクの特徴付

けのために用いる適切な毒性基準の特定に用いられる。 

 

図 6.2.5 人体および生態学的レセプターにおける CSM 

初期の排出メカニズム 初期の緩和経路 暴露媒体 暴露するレセプター 

Future 
Gen発電 
プラント 

CO2パイプ 

ラインと 

圧入井 

主要な貯留

対象層 

発電プラント構成要素の故障 

パイプラインの破裂 

パイプラインの破孔 

キャップロックの破壊 

既存又は誘発断層からの 

井戸からの放出 

貯留対象ではない地層への移動・ 飲用帯水層

生物相への 
移動 

ラドンの 
流動化 

大気への

拡散

土壌浅部 

大気中 

室内空気 

地表水 

地下水 

人間 
・プラント労働者 

・一般住民 

 （近隣住民および影

響を受けやすいレセプ
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6.2.3 毒性データ、ベンチマーク濃度影響度 
(1) 概要 
 人体に悪影響を及ぼす潜在的な懸念のある化学物質（COPCｓ）として、本プロジェクト

においては、石炭ガス化過程によって生じ、分離後隔離する CO2 を中心として、その他、

同様に回収されるガス中の有害物質を対象として毒性評価をおこなっている。 
以下に、潜在的懸念のある化学物質および想定される暴露タイプを示す。 

①分離後の CO2ガス 
②ガス中のその他の構成要素：H2S、SOｘ、NOｘ、CO、CH4、水銀、シアン化物 
③その他の潜在的可能性がある物質：ラドン、地下水および地表水における pH 変化 
 本評価で対象とする想定される潜在的な暴露経路には以下のものがある。 

• 空中ガス／蒸気の吸入 
• 蒸気との皮膚接触 
• 室内蒸気の吸入 
• 水の摂取（消費）など、飲料水の使用 
• 地表水への浸入（直接接触） 
• 土壌ガス（蒸気）への直接暴露 

(2) 毒性基準の出典 
人体および生態系への影響に関する評価および基準については米国環境保護庁、カナダ

保健省、およびその他の規制局によるデータを参照している。 
毒性基準の選定プロセスは、以下のとおりである。 

• COPC の放出に関連するあらゆる毒性基準をレビュー 
• 各暴露シナリオについて特定された環境媒体を対象 
• 2 パターンの放出シナリオを想定：破滅的・短期的放出、慢性的・長期的放出 
• 毒性基準の選定（すべてのレセプター・暴露シナリオに適用可能であり、もっとも

保守的な基準） 
(3) 基準リストの作成 
 上記プロセスにより、以下の基準リストが作成された。 

• プラント作業者の急性および慢性毒性基準 
• 一般大衆：急性毒性基準（15 分暴露期間・＞3 時間暴露期間 ） 
• 一般大衆：慢性毒性基準（慢性吸入暴露における毒性基準） 
• 一般大衆：慢性毒性基準（地表水および地下水暴露における毒性基準） 
• 生態学的レセプター：地表水および土壌暴露に関する慢性毒性基準 

 
6.2.4 圧入前リスク評価 
(1) FutureGen 概念プラント設計 
放出の可能性を特定するために、FutureGen 発電プラントおよび CO2の分離、圧縮、運
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搬設備を概念化し、これをもとに放出の見込み、量、地上への科学的濃度の推定等が実施

された。FutureGen プラントについては、詳細がまだ確定していないため、下図のような

概念図を作成した。なお、図中で着色されていない部分は、本リスク評価の対象外である。 

 
図 6.2.6 FutureGen 計画の石炭燃料 IGCC プラントにおける生成物と 

潜在的な放出の概略 
 
(2) 放出シナリオ 

FutureGen 発電プラントの概念図にある潜在的な放出の可能性のある箇所を基本として、

以下の放出シナリオを想定し、放出メカニズム、放出持続期間、初期暴露媒体とレセプタ

ー、および初期の放出ガスが移動することにより影響を受ける二次媒体とその潜在的なレ

セプター等について評価を行った。 
• 炭素分離および圧縮ユニットからの一時的放出 
• 炭素分離および圧縮ユニットの破裂 
• プラント境界内および圧入サイトとの境界における回収ガスパイプラインの破裂 
• プラント境界内および圧入サイトとの境界におけるパイプラインからの回収ガスの

漏出 
• 坑口の圧入装置の故障による坑井内へのガスの放出 
• 坑口の圧入装置からの一時的放出 

また、暴露分析を行った際に、潜在的なレセプターとして、以下を想定した。 
• 人的レセプター ： 現場作業員、敷地外の住民 

CO2 

コンプレッサ

コンデンセート

パイプライン輸送 
隔離サイト 

潜在的な放出 

一時的な漏出 

粒子状物質、硫黄、水銀、塩素、アン

モニアを除去するガス浄化オプション 

   －硫化水素の選択的触媒酸化 

   －酸性ガス除去（MDEA） 
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• 生態学的レセプター ： プラント用地、パイプライン回廊と圧入現場 
(3) 影響分析 
a. リスク評価に影響を及ぼす主な要因 

リスク評価の実施にあたり、各サイトにおいて潜在的リスクに影響を及ぼす主な要因と

して、以下が挙げられた。 
①ジューエット 

• 圧入井までのパイプラインが長い。 
• トリニティ川に隣接している圧入現場の 1 つが、人口集中地域に近い。 
• ある圧入現場へのパイプラインは、トリニティ川を横断しており、どの圧入現場へ

のパイプラインも複数の支流を横断している。 
• パイプライン回廊の近くに学校と 5 つの刑務所がある。 
• ３本の圧入井、4 本の水生産井を使用している。 

②オデッサ 
• １つの圧入井は長いパイプラインを伴っている（すなわち、60 マイル［97 キロメ

ートル］）。 
• 圧入現場から半径 8 マイル（13 キロメートル）以内に人口集中地域がある。 
• パイプラインが Pecos River を横切っている。 
• Interstate Highway 10 を横断しているパイプラインがある。 
• 複数の圧入井を使用している 

③マツーン 
• 圧入現場は、プラントサイトの下手にある。 
• 想定される圧入プルームから 1 マイル以内に、人口集中地域がある。 

④タスコラ 
• 圧入現場へのパイプラインの長さは、約 11 マイル（18km）である。 
• プラントおよび圧入現場周辺に人口集中地域がある。 
• 湿地帯およびカスカスキア川の小さな支流の大部分は、隔離ガスのプルームの範囲

内である 。 
b. リスク評価の結果 
パイプラインに沿ったあらゆる地点において影響を受ける人の想定人数について、H2S

の影響をサイト毎にまとめた表を以下に示す。 
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表 6.2.1 パイプライン破裂による、0.51 ppmv の濃度の H2S（悪影響）に潜在的に 
暴露される、プラントの外部の住民の予想人数に対応するパイプラインの長さ 

影響を受ける可能性のある人数 パイプラインの距離（単位：キロメートル）

マツーン タスコラ ジューエット オデッサ

＜１ 0.8 4.2 0 99

１－１０ 13.5 74

１１－２０ 2.4

２１－３０ 1.2

３１－４０ 5.1

４１－５０ 9.6

５１－６０ 2.7

パイプライン長さ合計（Km） 0.8 17.7 95 99

影響を受ける可能性のある人数 パイプラインの距離（単位：キロメートル）

マツーン タスコラ ジューエット オデッサ

＜１ 0.8 4.2 0 99

１－１０ 13.5 74

１１－２０ 2.4

２１－３０ 1.2

３１－４０ 5.1

４１－５０ 9.6

５１－６０ 2.7

パイプライン長さ合計（Km） 0.8 17.7 95 99  

 
表 6.2.2 パイプラインの破孔による、0.33 ppmv の濃度の H2S（一時的な影響）に潜在的に

暴露される、プラントの外部の住民の予想人数に対応するパイプラインの長さ  

影響を受ける可能性のある人数 パイプラインの距離（単位：キロメートル）

マツーン タスコラ ジューエット オデッサ

＜１ 0.8 14.4 76.4 99

１－１０ 3.3 18.6

１１－２０

２１－３０

３１－４０

４１－５０

５１－６０

パイプライン長さ合計（Km） 0.8 17.7 95 99

影響を受ける可能性のある人数 パイプラインの距離（単位：キロメートル）

マツーン タスコラ ジューエット オデッサ

＜１ 0.8 14.4 76.4 99

１－１０ 3.3 18.6

１１－２０

２１－３０

３１－４０

４１－５０

５１－６０

パイプライン長さ合計（Km） 0.8 17.7 95 99  

 
CO2に関しては、放出現場から 66 フィート以内の場合には、作業員の生命基準を超える

基準となるが、820 フィートの地点では、健康に深刻な被害を及ぼす濃度には至らない。こ

のため、いずれの距離においても健康への影響をもたらす H2S について、パイプラインの

距離との分析が行われた。 
その結果から、パイプラインの距離が長く、また、パイプライン経路の近くに人口集中

地域があるジューエットにおいて、影響を受ける可能性がある人数が比較的多いことが想

定された。 
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6.2.5 圧入後のリスク評価 
(1) 放出メカニズム 

隔離ガスが、主に次に示すメカニズムのいずれかにより偶発的に放出されてしまうこと

も起こり得る（IPCC, 2005）。 

・ 突発的な事故に伴う急速な放出、又は劣化故障による低速な放出に起因する、キャップ

ロックを通過する、上方への放出 

・ 既存の断層、もしくは圧力の上昇によって誘発された断層による放出 

・ 圧入対象ゾーンにある未知の構造的ないしは層序的な結合、又は圧入対象ゾーンにおけ

る地球化学的なトラップの欠如および不適切な保管時間による、対象外の帯水層への横

方向もしくは垂直方向の漏洩 

・ 不適切に建設された井戸、廃井、もしくは未登録の井戸を経由する上方の漏洩 

(2) アナログ（類似）サイトデータベース 
HSE リスク評価実施に向けた全体的なアプローチにおける、アナログサイトデータベー

スおよびその他の補助的なデータベースの役割は、図 6.2.7 のとおりである。 
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結果分析

・リスク計算
-人体の健康

-生態学的

算出値の裏づけ

＆サイト間比較

リスク管理

・サイト比較
・モニタリング及び評価における
要求事項の詳細決定

・ 終的概念モデル

システムモデル
（FEPs、EIVsに基づく）

プラント/パイプライン
設計

生物相

地表上部

井戸

地表下部

初期概念モデル
・CO2緩和に影響を及ぼす要因

・シナリオID 及び仮説
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図 6.2.7 リスク評価の実施手法としてのアナログ（類似）サイトデータベース 
および補助データベースの役割 
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 アナログサイトの一例を次に示す。 
・ 既存の CO2圧入サイト（4 箇所）：スライプナー（ノルウェー）・Weyburn（カナダ）・

レンジリー（コロラド）・インサラ（アルジェリア） 
・ 天然の CO2サイト（16 箇所）ティーポットドーム（ワイオミング）・オトウェー（豪州）・

エスカランテ（ユタ）等 
・ 火山性・地熱（VHM）サイト（17 箇所）マンモスツリーキル地域（カリフォルニア）・

イエローストーン火山帯（ワイオミング）・三宅島火山（日本）・アルバンヒルズ（イタ

リア）等 
 
 アナログサイトの蓄積パラメータを以下に示す。 
・サイトに関する一般情報 ：場所、サイトの類型（火山性、地熱、堆積構造） 等 
・CO2ゾーンに関する記述 ： 深さ、広さ、CO2の起源、CO2の経年、厚さ 等 
・CO2フラックスの速度と貯留層の容量 ： CO2の流量割合、CO2貯留層の容量 等 
・漏出に関する事象の記述 ： CO2放出割合、放出経路、放出の種類 等 
・一次・二次シールに関する記述 ： 岩質、対象の広さ、厚さ、空隙率 等 
・二次的な他孔質ゾーンに関する記述 ： 岩質、対象の広さ、深さ、厚さ、空隙率 等 
・地下水に関する記述 ； 地域的な流れ、圧力、TDS、主要な陽イオン・陰イオン 等 
・不飽和透水層に関する記述 ： 厚さ、空隙率、浸透性、CO2濃度  
・地表水に関する情報 ： 深さ、湖の HCO3、河川の HCO3 
・断層に関する情報 ： 断層テクトニクス数、通常の断層数、走行移動断層数 他 
・近隣の井戸 ： 深層井戸数、浅層井戸数、廃棄井戸数 
・圧入井戸 ： 圧入/廃棄井戸数、圧入割合、還元総量 
・ラドンに関する情報 
・参考 
 
図 6.2.8 は、28 箇所のアナログサイトからの CO2排出速度と標準的な土壌呼吸速度を比

較下図であり、堆積盆地における CO2 排出流量は一般的に、標準的な土壌呼吸速度をはる

かに下回り、非常に少ない。一方火山、地熱性サイトは若干高めであることが判明した。 
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図 6.2.8 アナログ（類似）サイト 28 箇所の CO2排出速度グラフ 

 
CO2漏洩のアナログ事例の一部を示す。 
・ 堆積盆地における何百年ものあいだ、CO2の漏洩がなく保持された CO2ガス田の事例 
・ CO2の天然の放出事例は、マグマ活動、地震活動と相関あり（松代） 
・ 断層および断裂帯に沿った、深部からの CO2の上昇 
 
(3) 隔離ガスの漏洩解析 
①HSE リスクスクリーニングおよび順位付け枠組み（SRF） 

CO2 漏洩はナチュラル・アナログ研究、モデリング、エキスパート・ジャッジメントに

より推定される。課題は CSM のサイト特性およびシナリオのシステム分析に基づく定性的

なリスクスクリーニングである。リスクは LBNL が CO2貯留サイト選定用に開発した HSE
リスクスクリーニングおよび順位付け枠組み（SRF）による優先順位付けがなされる。 
・ 対象地層による一次閉じ込めの可能性 
・ 一次貯留層から漏出した場合の二次閉じ込めの可能性 
・ 一次貯留層が漏出し、二次閉じ込めが機能しない場合に、漏出している CO2 の希薄化

および分散の可能性 
②放出シナリオ 
各放出シナリオは以下のとおりである。 
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表 6.2.3 放出シナリオ 

 概要 主なシステムの特徴およびプロセスの影響 

１ キャップロックおよ

びシールを通り抜け

ての上方漏出 

（突発的な故障と急

速の放出、緩やかで

低速の放出） 

一次シールと二次シールにおける低透水性および毛管進入圧力の双方により提供

される CO2 流に対する障壁 

既存の断裂帯を通り抜ける流れによってシールを通り抜ける漏出  

シール岩石群内において、不透水層から透水層へ層相変化が生じたことに起因す

る、シールを通り抜ける漏出 

貯留層内の CO2 の圧力および浮力の両方により加わる推進力  

シールを経由する低速拡散 

２ 断層を経由する放出 一次および二次シールの低透水性および毛管進入圧力の両者によって提供される

流れの障壁の破損 

シールを通り抜ける漏出 

貯留層内の CO2 の圧力および浮力の両方により加わる推進力 

３ 貯留対象外の帯水層

への移動 

一次および二次シールの双方によりもたらされる流れに対する障壁 

圧入層における透水性、沈下、および局所的な傾斜により加えられる横方向の流れ

の制約 

シール岩石群内における不透水層から透水層への地層変化に起因するシールを経

由するあらゆる漏出 

貯留層における CO2 の圧力と浮力の両方により加わる推進力 

シールを通じて、深部の局地的な帯水層に流れ込む低速の拡散 

４ 井戸を経由する上方

への移動 

不完全に建設された井戸、不適切に廃棄された井戸および未登録の井戸を経由する

漏出 

地表面における潜在的な直接的な漏出および、いずれは地表面へガスが放出される

可能性がある、ケーシングの後方から中間深度および浅部の地層への流れ  

(4) 曝露モデル 
各サイトの CO2 漏洩解析結果については、4 地区における長期的且つ短期的な漏洩速度の

規模、確率、漏洩期間等の有意さは認められない。4 地区の放出シナリオごとの放出頻度は、

5,000 年につき 10－5から 10－6である。 
(5) 結果解析 
リスク比＝予測空気中濃度／毒性基準 
ジューエットサイトでは、短期・長期放出シナリオの両方に対し、想定される CO2 暴露

は急性・慢性毒性基準のいずれも超過することはなかった。 
H2S については、短期放出シナリオにおいては毒性基準を超えることはなかった。一方、

長期放出シナリオについては、放出から 745 フィート（227ｍ）以内では毒性基準値を超過

する暴露が想定されるという結果となった。 
H2S の放出が慢性毒性基準値を超過する地域は、下図のとおりである。 
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図 6.2.9 ジューエット（テキサス州）サイトにおいて CO2圧入井からの H2S 放出が慢性

毒性基準（すなわち、0.0014 ppmv H2S）を超える地域（ピンクの●で表示） 
 

オデッササイトでは、短期・長期放出シナリオの両方に対し、想定される CO2 暴露は急

性・慢性毒性基準のいずれも超過することはなかった。 
H2S については、短期放出シナリオにおいては毒性基準を超えることはなかった。一方、

長期放出シナリオについては、放出から 909 フィート（277ｍ）以内では毒性基準値を超過

する暴露が想定されるという結果となった。 
H2S の放出が慢性毒性基準値を超過する地域は、下図のとおりである。 

 
図 6.2.10 オデッサ（テキサス州）サイトにおいて CO2圧入井からの H2S 放出が慢性毒性

基準（すなわち、0.0014 ppmv H2S）を超える地域（ピンクの●で表示） 
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マツーンサイトでは、短期・長期放出シナリオの両方に対し、想定される CO2 暴露は急

性・慢性毒性基準のいずれも超過することはなかった。 
H2S については、短期放出シナリオにおいては毒性基準を超えることはなかった。一方、

長期放出シナリオについては、放出から 745 フィート（227ｍ）以内では毒性基準値を超過

する暴露が想定されるという結果となった。 
H2S の放出が慢性毒性基準値を超過する地域は、下図のとおりである。 

 

図 6.2.11 マツーン（イリノイ州）サイトにおいて CO2圧入井からの H2S 放出が慢性毒性

基準（すなわち、0.0014 ppmv H2S）を超える地域（ピンクの●で表示） 
 

タスコラサイトでは、短期・長期放出シナリオの両方に対し、想定される CO2 暴露は急

性・慢性毒性基準のいずれも超過することはなかった。 
H2S については、短期放出シナリオにおいては毒性基準を超えることはなかった。一方、

長期放出シナリオについては、放出から 745 フィート（227ｍ）以内では毒性基準値を超過

する暴露が想定されるという結果となった。 
H2S の放出が慢性毒性基準値を超過する地域は、下図のとおりである。 
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図 6.2.12 タスコラ（イリノイ州）サイトにおいて CO2圧入井からの H2S 放出が慢性毒性

基準（すなわち、0.0014 ppmv H2S）を超える地域（ピンクの●で表示） 
 
6.2.6 リスクスクリーニングおよび性能評価 
(1) リスク概要 
FutureGen の 4 箇所の候補サイトにおける潜在的な人体の健康および環境面における影響

について、（プラントの）労働者と、一般住民に分けて、次の 2 つの放出源から大気に拡散

されるガスによるリスクの評価を行った。 
 ①パイプラインおよび坑口からの隔離前放出 
 ②キャップロック、断層および井戸の掘削による隔離後放出 
  
 なお、プラントの労働者における潜在的な健康影響については、プラントの操業計画期

間である 50 年のうちに発生する可能性がある短期間（数分～数時間）の放出シナリオのみ

説明されている。 
 4 箇所のサイトにおける潜在的な健康影響の評価について、それぞれ表にまとめた。各表

では、潜在的健康への影響を 3 段階で識別するために、以下の色分けを行っている。 
 ごくわずか  ： 灰色  / 中程度  ：  黄色  / 潜在的に重大 ： ピンク 
 
リスク評価の結果、以下が示された。 
①パイプラインおよび坑口からの隔離前放出について 
・ジューエットおよびタスコラでは、人口が集中している地域は、パイプラインの破裂や

破孔、坑口破裂による潜在的影響区域内に存在する。  
・ジューエットでは、パイプラインの破裂や破孔は、バッファロー近隣とトリニティ川北

部の人口集中地域に影響を及ぼす可能性がある。 
・タスコラでは、潜在的に影響を受ける人口集中地域が 2 ヵ所ある。 
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・マツーンでは、潜在的に H2S の影響を受ける区域は、プラントの東にある人口集中地域

まで広がっていない。  
・オデッサでは、プラント付近の人口集中地域は、パイプラインの破裂や破孔による H2S
の潜在的影響区域外に存在する。   
②キャップロック、断層および井戸の掘削による隔離後放出について 
・隔離後の条件から予想される CO2暴露に対し、どのリスク比も 1 を超えていない。  
・ジューエットの圧入井からの H2S 放出は、一般住民に影響を及ぼす も高い可能性がる。  
・オデッサの圧入井におけるリスク率は同じであるが、現在、圧入井は人口集中地域に位

置していない。  
・タスコラの圧入井は、アルコラ郊外の人口の少ない地域に近い。 
・マツーンの圧入井は、プラントの敷地内に位置し、潜在的に影響を受ける地域は、マツ

ーンの町には及んでいない。  
 

表 6.2.4 テキサス州ジューエット、隔離前の人の健康に対するリスク評価の概要 

 
  労働者 一般住民 

  10×IDLH 又は天井値以上 大の放出の場合人口集中地域に影響が及ぶ 

  IDLH 又以上 10×IDLH 又は天

井値未満 

人口集中地の外部又は影響のないレベル 

  IDLH 又は天井値未満 人口集中地が影響ないレベルから離れている 
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表 6.2.5 テキサス州オデッサ、隔離前の人の健康に対するリスク評価の概要 

 
  労働者 一般住民 

  10×IDLH 又は天井値以上 大の放出の場合人口集中地域に影響が及ぶ 

  IDLH 又以上 10×IDLH 又は天井値未満 人口集中地の外部又は影響のないレベル 

  IDLH 又は天井値未満 人口集中地が影響ないレベルから離れている 

 

表 6.2.6 イリノイ州マツーン、隔離前の人の健康に対するリスク評価の概要 

 
  労働者 一般住民 

  10×IDLH 又は天井値以上 大の放出の場合人口集中地域に影響が及ぶ 

  IDLH 又以上 10×IDLH 又は天井値未満 人口集中地の外部又は影響のないレベル 

  IDLH 又は天井値未満 人口集中地が影響ないレベルから離れている 
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表 6.2.7 イリノイ州タスコラ、隔離前の人の健康に対するリスク評価の概要 

 
  労働者 一般住民 

  10×IDLH 又は天井値以上 大の放出の場合人口集中地域に影響が及ぶ 

  IDLH 又以上 10×IDLH 又は天井値未満 人口集中地の外部又は影響のないレベル 

  IDLH 又は天井値未満 人口集中地が影響ないレベルから離れている 
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表 6.2.8 テキサス州ジューエット、隔離後の人の健康リスク評価の概要 

 
  一般住民 リスク比 

  大の放出の場合人口集中地域に影響が及ぶ リスク比≧10 

  人口集中地の外部又は影響のないレベル リスク比＞1-10 

  人口集中地が影響ないレベルから離れている リスク比＜1 
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表 6.2.9 テキサス州オデッサ、隔離後の人の健康リスク評価の概要 

 
  一般住民 リスク比 

  大の放出の場合人口集中地域に影響が及ぶ リスク比≧10 

  人口集中地の外部又は影響のないレベル リスク比＞1-10 

  人口集中地が影響ないレベルから離れている リスク比＜1 
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表 6.2.10 イリノイ州マツーン、隔離後の人の健康リスク評価の概要 

 
  一般住民 リスク比 

  大の放出の場合人口集中地域に影響が及ぶ リスク比≧10 

  人口集中地の外部又は影響のないレベル リスク比＞1-10 

  人口集中地が影響ないレベルから離れている リスク比＜1 
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表6.2.11 イリノイ州タスコラ、隔離後の人の健康リスク評価の概要 

 

  一般住民 リスク比 

  大の放出の場合人口集中地域に影響が及ぶ リスク比≧10 

  人口集中地の外部又は影響のないレベル リスク比＞1-10 

  人口集中地が影響ないレベルから離れている リスク比＜1 

 
(2) リスク評価結果の不確実性 
 本リスク評価に含まれている主な不確実性は以下のとおりである。 
①アナログ（類似）データ使用に関連する不確実性。 
②放出速度およびその確率に関する不確実性。 
③5000 年間の分析期間における不確実性。 
（人口密度、パターンなどの変化を考慮していない） 
④FutureGen 発電プラント、パイプライン設計、隔離方法における不確定要素。 
（今後も変更の可能性がある） 
⑤暴露と毒性のパラメータが保守的に選択されている点。 
⑥CO2 のすべての暴露期間について、ピアレビューを経た健康影響レベルのデータが入手

できていない点。 
⑥ 生態および他の環境リスクのアプローチがスクリーニングレベルである点。 
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(3) データのギャップおよび懸念事項に対して今後推奨される取り組み 
前ページにおいて整理した不確定性に対処するために必要なデータおよびデータ分析の

種類等、今後推奨される取組みとして、以下が示されている。 
 
①圧入井の近くにある既存の圧入井に関する追加データは、放出の特徴と確率を決定する

のに使用する。（特に井戸の深さ、シールの質、一般的な井戸の状況は重要） 
②微量ガスの挙動を実験に基づき決定する。特に H2S は、CO2と混合する必要がある。  
③パイプラインの破裂および破孔のすぐ後の超臨界流体の挙動について、さらに実験およ

びモデリングを行う必要がある。  
④回収ガスの微量成分についてさらに詳細な説明が必要である。  
（アルカン、SOx、NOx、NH3 など） 
⑤類似データベースと 4 つのプラント候補地用の地下水の質のデータを比較参照すること。  
⑥パイプラインの破裂と破孔の機会と結果を 小限にする為の、既存の手法をもとにした

さらなる検討が必要である。  
⑦絶滅の危機に瀕している種や他の懸念される生物相の現在の生息地の位置に関する具体

的な情報を使用し、潜在的生態への影響をさらに評価する必要がある。  
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6.3 絞り込んだサイト 4 箇所における環境影響評価 
6.3.1 EIS の位置付け 

環境影響評価（表明）（Environmental Impact Statement）は、FutureGen プロジェク

トにおけるサイト選定プロセス（図 6.3.1）の中で、国家環境政策法（NEPA）に基づいて

米国政府が実施する環境レビュープロセス（人間環境の品質に深刻な影響を与える恐れの

ある連邦政府の活動の提案等を対象に、環境影響を精査するプロセス）の一環として行わ

れるものであり、FutureGen プロジェクトの建設サイト決定を援助するものである。米国

環境保護庁（EPA）のレビューのもと、米国エネルギー省（DOE）によって実施された。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 6.3.1 FutureGen におけるサイト選定プロセス 
 
 

提案されたサイト 

資格基準 

サイト評価 

採点・ 高価値基準 

サイト候補地リスト 

サイト特性・環境的情報 

許容可能サイトリスト

 

適サイト

選考落ちサイト 

選考落ちサイト 

選考落ちサイト 

意向通知 

決定の記録 

環境影響評価報告書 

米国政府 環境レビュープロセス 
（NEPAプロセス） 

産業連盟によるサイト選定プロセス 

環境影響評価 

（表明）（EIS） 
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6.3.2 環境レビュープロセスの流れ 
EIS の作成は、パブリックスコーピングによって評価項目等を抽出した後、米国エネル

ギー省（DOE）の指示により各候補サイトから提出された環境に関する詳細情報

Environmental Information Volumes (EIVｓ）をもとにまとめられ、環境保護庁（EPA）

担当者によるリスク評価の実施計画や EIS のレビューを受けて作成された。 
その後、パブリックヒアリングの結果を受けて一部が改訂され、 終 EIS が公表され、現

在に至っている。図 3.3-2 に環境レビュープロセスの流れを示す。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 6.3.2 環境レビュープロセスの流れ 
 
(1) パブリックスコーピング 

2006 年 8 月 4 日、米国エネルギー省は官報によってパブリックスコーピング会合の公示

を行い、その後 4 箇所の候補サイトにおいて合計 4 回のパブリックスコーピング会合を行

った。 
EIS 項目へのコメント提出方法として、会合における発言、コメントカードの提出のほ

か、E-mail、手紙、FAX、電話の受付を行った。これらにより総計 406 のコメントが提出

された。その主なものを表 6.3.1 に示す。 

EISに関する表明
（Notice of Intent) 

コメント期間 
（３０日間以上） 

2006.8.4～
2006.9.13 

パブリックスコ
ーピング会合 

（計４回） 

ドラフトEISの準備 ドラフトEISの表
明2007.6.1 

コメント期間 
（４５日間以上）

2007.6.1～
2007.7.16 

パブリックヒア
リング会合 
（計４回） 

終EISの準備 
終EISの表

明2007.11.9 

低３０日間以

上の待機期間 
DOEによるROD
（決定の通知） 

EPA担当者によるレビュー 
・リスク評価の実施計画 

・準備段階のEIS 

4つの候補サイトか
らのEIV（サイトの
詳細情報）の提出 

→ 2006.12.1 
2007.4 改定 

EIVの記載項目及び内容は、FutureGen産
業連盟の指示により、サイト提案者及び連
盟の技術顧問によってまとめられた。 
EISにおいては、これらの記載項目を基に評
価が行われた。 

リスク評価報
告書の作成

（2006.12.22、
2007.4改定） 
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表 6.3.1 パブリックスコーピングにおいて特定された課題 
目的及び必要性 
・ 提案されたプロジェクトの必要性の実証 
・ 風力、太陽熱、省エネなどの選択肢の検討 
環境的資源 
・ 大気質：発電所の建設及び操業期間における大気排出による潜在的な影響（水銀、VOC 及

び粒子状物質（PM）を含む）及び影響を受けやすいレセプターへの影響。建設、輸送及び

物質の貯留による粉塵の影響。国際環境大気質基準（NAAQS）への潜在的な影響 
・ 地質及び土壌：地表及び地下の断層活動への潜在的な影響。炭素隔離による地震活動への影

響 
・ 水資源：飲料水の供給及び淡水層への潜在的な影響。廃水の排出及び流出による地表水及び

地下水流、並びに水資源への潜在的な影響 
・ 湿地帯および氾濫源：湿地帯及び氾濫源への潜在的な影響。 
・ 生態的資源：植生、陸上及び水生野生生物、絶滅の危険に瀕している、及び絶滅危惧種、及

び生態学的に繊細な生息域への潜在的な影響 
・ 文化的資源：ネイティブアメリカンの文化的資源への潜在的影響 
・ 土地利用：主要農地及び農地から工業用地への用地転換による潜在的な影響。プラント閉鎖

後の土地利用。所有地の地下に隣接する CO2の所有権。 
・ 景観：送電線の景観を含む、住民の景観への影響 
・ 輸送及び交通量：地域の交通パターン、安全性及び鉄道交差、交通規制への潜在的影響。鉄

道及陸送による、石炭のプラントへの輸送による輸送及び道路インフラへの影響。地域の道

路インフラの改良及び改修のニーズ。 
・ 騒音と振動：鉄道車両から石炭を降ろし、貨物車に積み替える際に生じる騒音レベル。騒音

レベルが増加したことによる影響を受けやすいレセプターへの影響 
・ 資源及び廃棄物管理：ガス化プロセスによって生じる灰・スラグの累積及び硫黄の影響。石

炭ガス化プロセスにおける副産物の再利用又は廃棄。水銀を含有する物質及び灰・スラグを

含む固形及び有害廃棄物の廃棄方法及び場所 
・ 人体の健康、安全及び事故：プラントにおける爆発による地域コミュニティへの潜在的な危

険性及びコミュニティのとるべき安全策。テロによる攻撃の潜在的な危険性。提案されてい

る送電線、変電所、変圧器の近くに住む住人への電磁波による潜在的影響 
・ リスク評価：炭素隔離システムからのリークを検出するための炭素隔離モニタリングプログ

ラム及びリークを修復するためのメンテナンスプログラムの開発。突発的な放出の可能性及

び放出が生じた際にとるべき対処法。炭素隔離による地盤沈下の可能性。石油、ガス又は水

の井戸から帯水層システムへのリークの可能性及びこれらの既存の井戸への潜在的影響。

CO2 圧入システムの圧力限界及び地表近くの領域境界における CO2 の移動の停止の予測。

隔離された CO2の飲料水源への影響の可能性及び帯水層間又は大気への移動のリスク。 
・ 地域社会への貢献及び社会経済：地域の雇用市場、税金への社会経済的影響、及び資産価値、

及び商業的、居住的成長。DOE の関与が終了した後の発電施設の利用。救急サービスへの

影響（例、警察及び火事対応） 
累積の影響 
・ 累積の影響：提案されているプロジェクトに過去、現在及び将来的に予測されるプロジェク

トが加わった際に増加する影響によってもたらされる累積の影響の可能性 
 



 
 

154

(2) パブリックヒアリング 
米国エネルギー省はパブリックスコーピングの結果を受けてドラフト EIS を作成、公表

し、パブリックヒアリングを実施した（2007 年 6 月 1 日～2007 年 7 月 16 日）。パブリッ

クヒアリングの期間中、4 つの候補地においてそれぞれ 1 回公聴会を実施した。 
米国エネルギー省はドラフト EIS へのコメント提出方法として、公聴会における発言、

コメントフォームの提出のほか、E-mail、手紙、FAX、電話の受付を行った。これらによ

り総計 175 のコメントが提出された。コメントの大半は、プロジェクトを支持するもので

あった。 
これらのコメントを受け、ドラフト EIS が改訂された。改定内容は次の通りである。 

・ マツーンの水供給パイプラインおよびオデッサの水および CO2 パイプラインに関する

新たなオプションの追加 
・ オデッサのパイプラインに関する新たなオプションの追加 
・ 継続的モニタリングの手法に関する記述の追加 
・ 騒音モニタリングの実施 
・ CO2 および二酸化硫黄の共同隔離期間中の放出可能性に関する追加的モデルシミュレ

ーションの実施およびリスク評価への追加 
・ ジューエットにおける大気質に関する累積的影響の既述（規制当局による幾つかのプ

ロジェクトに関する記載の削除） 
・ 水供給に関する累積的影響の精査・詳細説明の追記 
・ 放射性核種およびラドンに関する記述の追記 
・ 再生可能エネルギー等、発電源の代替案に関する検討 → DOE より、FutureGen プ

ロジェクトの範囲には含まれないとの回答を記載 
・ ドラフト EIS に関するコメントおよび回答の記載 
・ リスク評価報告書：共同隔離実験に関する追加的モデルシミュレーションおよびその

結果を追記。 
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6.3.3 環境への影響 
EIS では、FutureGen プロジェクトにおいて提案されている各アクションに関して、各

サイトにおいて取り纏められた EIVs を基に、主に以下の項目について評価を行っている。 
・ 何もしないという選択肢 
・ 大気質（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、Hg 等） 
・ 気候および気象（建設やオペレーションに影響するような気温、天候条件（干ばつ、

大雪等） 
・ 地質（貯留層、キャップロック、地震の可能性および頻度、断層等） 
・ 地理および土壌（発電所建設地予定地、隔離予定地、輸送回廊等） 
・ 地下水（地下水の利用、CO2地中貯留による地下水への影響等） 
・ 地表水（河川等のパイプラインの横断、排水等） 
・ 湿地および氾濫原 
・ 生物的資源（建設対象地の現状、絶滅危惧種の生息地等） 
・ 文化的資源 
・ 土地利用（建設地における既存の土地利用および転換、既存権益等） 
・ 景観（視覚上の影響、交通および騒音等） 
・ 輸送および交通（道路および鉄道の状況および混雑に関する状況等） 
・ 騒音および振動 
・ ユーティリティシステム（飲用水、プロセス水、衛生廃水、伝送線、天然ガスおよび

CO2パイプライン等） 
・ 材料および廃棄物管理（建設およびオペレーションに必要な資材および廃棄物、有害

廃棄物等） 
・ 人体の健康、安全および事故（事故発生率、CO2および H2S 曝露、CO,アンモニア等） 
・ 地域社会への貢献 
・ 社会経済面（雇用創出、固定資産の損失等） 
・ 環境面における正当性（少数民族や低所得者層等）  
 

FutureGen プロジェクトの 4 つの選択肢サイトにおける物理的、自然的、文化的および

社会経済的資源への潜在的な環境影響に関する比較結果の概要は以下の通りである。 
(1) FutureGen プロジェクトの実現可能性 
いずれのサイトでも、プロジェクトの展開が不可能となるような技術的な問題は特定さ

れなかった。各候補サイト間における主な違いは、インフラの入手可能性が挙げられる。

すなわち、ユーティリティ回廊（プロセス水、飲料用水、送電線、CO2 パイプライン等）

の範囲や必要性と、これらの設置により生じる新たな敷設用地等の相違が挙げられる。 
図 6.3.3 に示すとおり、オデッサは、既存・新規いずれにおいても も多くの敷設用地を

必要とし、次いでジューエット、タスコラであり、マツーンが も必要な用地が少ないこ
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とが示された。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 6.3.3 それぞれのサイトにおける潜在的な敷設用地の幅の比較 
 
(2) CO2および硫化水素の漏洩に関する懸念 

CO2 や硫化水素の漏洩の因果関係や危険度は、ガスを輸送するパイプラインの長さ、主

要なシール層を貫通する井戸の数、人口集中地域と関係する。パイプラインの破孔・破裂

の危険度はいずれのサイトも非常に低いものであった。硫化水素については、ジューエッ

トが も悪影響が生じる可能性が高く、次いでタスコラであり、オデッサは も低かった。

これらについてはリスク低減措置がとられる予定である。 
 発電所の突発的な事故、クラウスユニットの故障による悪影響を受ける可能性がある

人数は、いずれもマツーンが も多く、オデッサが も少ないとされた。 
(3) 景観、騒音および土地利用に関する影響 
本プロジェクトにより、発電所による景観の侵害、騒音および交通への影響、これらに

よる資産価値の減少の可能性がある。これらは各サイトの隣接地域および周辺の土地利用

によって変化する。ジューエットおよびオデッサでは近隣に居住地が存在しない。マツー

ンおよびタスコラは田園地帯であるが、サイト周辺には居住地が存在する。 
(4) 大気への排出 
本プロジェクトによる大気への排出について、各サイト間での相違はなく、プロジェク

トの実施により、国際環境大気質基準（NAAQS）を上回る汚染濃度となることはない。各

サイト間で相違が生じる可能性があるのは粒子状物質（PM）に関するものであり、プロジ

ェクトの実施により、マツーン、タスコラ、ジューエットでは PM2.5 の基準値に近づき、

特にジューエットでは、今後多くの産業計画（発電所の新設等）が立案されているため、

プラントに不具合が生じた場合等に、短時間における基準等を超過する可能性がある。な

お、通常の操業では、いかなる汚染基準も超過することはない予定である。 
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6.3.4 不完全および入手不可能な情報 
国家環境政策法（NEPA）では、不完全および入手不可能な情報について公開し、それら

が人間環境に対して重大な悪影響をもたらすことが予測可能である場合、全体的なコスト

が適正な範囲を超えない場合には、それらの情報を入手するとされている。 
本 EIS において不完全および入手不可能な情報として、主に以下の分野が示されている。 

・ 隔離された CO2 の潜在的な漏出経路（未発見の断層、主要なシール層を貫通する井戸

等） 
・ 各圧入対象貯留層の詳細な情報（浸透性等） 
・ CO2貯留による地下深部の微生物への影響 
・ FutureGen プロジェクトによる大気への 大排出量および定常状態における排出量 
・ ジューエットおよびオデッササイトにおける、液体排出ゼロの敷地内廃水処理システ

ムの設計および建設の詳細 
・ ジューエットにおける、隔離貯留層から抽出される塩水の水質および量 
・ 発電所の建築設計と視覚的遮蔽度 
・ 調達される原料および副産物生産量の正確な量とそれらの輸送方法、および廃棄物の

廃棄方法 
・ マツーンおよびタスコラサイト近郊の影響を受ける可能性がある河川の現在および将

来的な水位 
・ 各サイトに も近い交差点における 近の LOS データおよび関連する交通事故データ 
・ 認可されている相互接続電圧および送電線回廊 
 
6.3.5 累積的な影響の可能性 

各候補地近郊で過去に行われた、または現在進行中、または今後予測される活動によっ

て生じる影響と重なった場合のFutureGenプロジェクトによる累積的な影響について評価

を実施した。 
以下に、候補サイトから半径 50 マイル（80.5Km）以内の地域で特定された主な活動と

それに伴う累積的な影響の可能性の概要を示す。 
(1) マツーン・タスコラ 

(a) 予測される主なプロジェクト：Taylorville Energy Center（TEC）660MW ガス化複

合発電（IGCC）プラント、大豆バイオ燃料プラント、石炭－バイオ燃料プラント、

エタノールプラント、天然ガス燃料エタノールプラント、風力発電等 
(b) 累積的な影響の可能性：IGCC プラントによる大気汚染（NOｘ、SOｘ、CO、PM2.5）、

各種の開発活動による農地の転換、他の産業クラスターによる大気排出、取水によ

る影響、トラックおよび鉄道輸送、騒音による環境劣化等 
(2) ジューエット 

(a) 予測される主なプロジェクト：NRG800MW 褐炭発電、Oak Grove1600MW 褐炭発
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電、Sandow5 434MW 褐炭発電、600MW 石炭火力発電、Gulf Coast Basin 地中

貯留実証プロジェクト、州道改良プロジェクト等 
(b) 累積的な影響の可能性：5 つの石炭火力発電の提案による大気汚染（NOｘ、SOｘ、

CO、PM2.5）、道路工事による一時的・局所的な交通遅延・迂回等（工事完了後は

改善）、地下水利用による影響等 
(3) オデッサ 

(a) 予測される主なプロジェクト：Navasota550MW 天然ガス発電、複数の風力発電、南

西地域パートナーシップによる地中貯留実証プロジェクト、鉄道新設事業等 
(b) 累積的な影響の可能性：1 つの石炭火力発電の提案（累積的な影響は想定されない）、

鉄道の新設により輸送状況が改善される等 
 
6.3.6 その他 
(1) 回避不可能な悪影響および緩和手段 

FutureGen プロジェクトによる回避不可能な悪影響の可能性とその緩和手段について検

討を行っている。評価は、建設段階、オペレーション段階に分けて行い、対象項目は、先

に示した主な環境影響評価項目（“何もしない”を除く 19 項目）である。 
(2) 不可逆的および回復不可能な資源に関するコミットメント 

FutureGen プロジェクトにおいて確約されている不可逆的および回復不可能な資源の総

量および種類について記載している。不可逆的なコミットメントとは、主に鉱物や文化的

資源などの非再生可能資源や、土壌生産力など再生にあたり長期的な期間を有するものに

適用される。回復不可能なコミットメントとは、生産、収穫又は天然資源の喪失に適用さ

れる。 
FutureGen プロジェクトにおいてコミットされる主な資源として、建設および他の電線

敷設用地において必要とされる電線およびその他の輸送回廊、CO2 隔離対象層、オペレー

ションに必要な大量の水、建設資材、エネルギー等が示されている。 
(3) 短期間の環境の利用と長期的な生産活動の関係 

FutureGen プロジェクトによる短期間の環境の利用（土地、パイプライン等の敷設に係

る地役権）、発電に必要な石炭、天然ガス、水等の資源と、生産される電気、副産物等を特

定した上で、長期的な生産活動との関係として、FutureGen プロジェクトがもたらしうる

ガス化複合発電（IGCC）プラントや CO2地中貯留、発電施設に関連する技術的進歩、温室

効果ガス削減効果等に言及し、本プロジェクトに伴う短期間の環境の利用は、米国および

海外において温室効果ガスの排出削減に長期的なプラスの影響をもたらすと結論付けてい

る。 
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第 7 章 FutureGen 以外のサイト選定方法に関する調査 
 
7.1 調査資料選定理由 
 FutureGen におけるサイト選定方法のリファレンスとして、FutureGen 以外のサイト選

定方法についても 新の動向調査を実施した。対象は、①IPCC SRCCS、②CO2STORE、

③Weyburn、④USA EPA の 4 種類とした。これらの文献はいずれも 2000 年以降に CCS
に関わるリスク評価および環境影響評価を取り扱った 新の資料である。なお、記述の方

法は、各報告の目的、調査方法、サイト選定手法の有無とサイトの特徴、CO2 の漏洩の危

険性についての安全性評価、周辺への環境影響評価、その他の内容に区分して統一した。 
 以下にそれらの概要について記述する。 
 
7.2 IPCC SRCCS 概要 
7.2.1 IPCC SRCCS の目的 
 IPCC の CCS に関する特別報告書（2005）において、サイト選定、リスク評価に関する

情報をまとめることを目的とする。 
7.2.2 IPCC SRCCS の調査方法 
 本調査の調査方法は、基本的にサイト選定関連調査とリスク評価関連調査に 2 区分され

る。 
(1) サイト選定関連調査 
 サイト選定関連調査の概要を表 7.2.1 に示した。 
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表 7.2.1 サイト選定関連調査の概要 
IPCC SRCCS 中の項番 概 要 

Summary for Policymakers 特定の記述は存在しない 

Technical Summary ５．Geological storage の中にサイト選定に関する簡単な記述あり

（33p）。 

サイト選定に当たっては、サイト特性解析や性能予測が不可欠との

記載。キャップロックの閉じ込め性能の有効性評価、十分な（貯留）

容量と透過性を確保できるか、廃棄されたあるいは利用中の井戸の

存在の有無等について分析が行われなければならないとの記載。 

活用される技術については石油・ガス探査等で活用されている技術

の応用が可能との記載。 

CO2貯留について、短期的および長期的な性能予測が必要であり、

特に長期的な予測については、さらに経験の蓄積が必要との記載。 

Chapter 1: Introduction 特定の記述は存在しない 

Chapter 2: Sources of CO2 特定の記述は存在しない 

Chapter 3: Capture of CO2 特定の記述は存在しない 

Chapter 4: Transport of CO2 特定の記述は存在しない 

Chapter 5: Underground 

geological storage 

・ 5.3.1(213p)にサイト選定に関する一般的な記載あり。サイト

特性解析による地質構造・地熱の状態・堆積層の種類の他、産

業の成熟度やインフラの整備状況、さらには社会的な条件まで

も含めることが記載。 

・ 地殻の安定した大陸プレート（上に位置する堆積盆地）の重要

性が指摘されており、有力な場所を紹介。 

・ 貯留対象候補層の空隙率と厚さ、想定される貯留 CO2 の密度

等のパラメータについても言及 

・ 堆積盆地の圧力や形成水の流動構造についても言及 

・ 炭化水素の存在の有無を過去に調査された経験の有無／炭化

水素を過去に採掘された経験の有無等についてもサイト選定

に当たっての重要な視点として言及 

 
 
(2)リスク評価関連調査 
 リスク評価関連調査の概要を表 7.2.2 に示した。 
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表 7.2.2 リスク評価関連調査の概要 
IPCC SRCCS 中の項番 概 要 

Summary for Policymakers パイプライン輸送中の漏洩、地中貯留された二酸化炭素の漏洩に関す

るリスクついて簡単な記述あり 

Technical Summary ・ CO2 Capture に関する簡単なリスクの記載あり（27p）。新規の

リスクはなく通常の健康安全リスク管理で対応する旨の記載 

・ Transport  of  CO2に関する簡単なリスクの記載あり(30p)。パ

イプラインの品質については EOR 用以外の管理が必要である

が、設計のためのハードルは高くないとの記載。乾燥 CO2は腐食

性が少ないが、湿潤 CO2については対腐食性への配慮が必要との

記載。また、事故の発生頻度については、既存データでは非常に

小さい(0.0003 /km-年)との記載。 

・ Geological storage に関する簡単なリスクの記載あり(34p)。リス

クはグローバルリスクとローカルリスクに大別され、グローバル

リスクは温暖化に対する影響のことを意味する。ローカルリスク

は、2 つのシナリオが想定されると記載。第一は、圧入井戸の破

壊あるいは廃棄井戸から、瞬時あるいは短時間で CO2漏洩するも

の。影響は、現場近くの作業員に生じる。人の健康影響は大気中

CO2濃度が 7～10％を越えた場合に生じるが、漏洩総量は貯留総

量に比べて非常に小さいとの記載。第二は、（キャップロック等

の）欠陥や亀裂、あるいは井戸からゆっくりとした漏洩・拡散に

よる漏洩によるもの。影響は、飲料水や生態系に蓄積される CO2

による。その他の影響要素や漏洩発見時の対策も記載されてい

る。 

Chapter 1: Introduction ・ 1.5.4（63p）に簡単な記載あり。内容は TS とほぼ同様。 

Chapter 2: Sources of CO2 特定の記述は存在しない 

Chapter 3: Capture of CO2 ・ 3.6.3(145p)に、CO2が人体に与える健康影響（濃度の変化に応じ

た影響）に関する記載あり 

Chapter 4: Transport of CO2 ・ 4.4.2（187p）に、簡単な記載あり。過去のパイプラインの事故

率等を記載。また、H2S 等のガス中の不純物の影響、パイプライ

ンの長さの影響にも言及。また、pig によるパイプラインの内部

検査・外観検査等にも言及 

・ 4.4.3(188p)には、海底パイプラインに関する簡単な記載あり。 

Chapter 5: Underground 

geological storage 

・ 5.7（242p）に、ある程度の記載あり。次項で概要を整理。 
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7.2.3 サイト選定手法の有無とサイトの特徴 
サイト選定に当たっては、サイト特性解析や性能予測が不可欠である。キャップロック

の閉じ込め性能の有無等について分析が行われなければならない。活用される技術につい

ては石油・ガス探査等で活用されている技術の応用が可能である。CO2 貯留について、短

期的および長期的な性能予測が必要であり、特に長期的な予測については、さらに経験の

蓄積が必要である。 
サイト特性解析による地質構造・地熱の状態・堆積層の種類の他、産業の成熟度やイン

フラの整備状況、さらには社会的な条件までも含める。 
 
7.2.4 CO2の漏洩の危険性についての安全性評価 
新規のリスクはなく通常の健康安全リスク管理で対応する。 
パイプラインの品質については EOR 用以外の管理が必要であるが、設計のためのハード

ルは高くない。乾燥 CO2は腐食性が少ないが、湿潤 CO2については対腐食性への配慮が必

要である。また、事故の発生頻度については、既存データでは非常に小さい(0.0003 /km-
年)である。 

リスクはグローバルリスクとローカルリスクに大別され、グローバルリスクは温暖化に

対する影響のことを意味する。ローカルリスクは、2 つのシナリオが想定されると記載。第

一は、圧入井戸の破壊あるいは廃棄井戸から、瞬時あるいは短時間で CO2 漏洩するもの。

影響は、現場近くの作業員に生じる。人の健康影響は大気中 CO2 濃度が 7～10％を越えた

場合に生じるが、漏洩総量は貯留総量に比べて非常に小さい。第二は、（キャップロック等

の）欠陥や亀裂、あるいは井戸からゆっくりとした漏洩・拡散による漏洩によるもの。影

響は、飲料水や生態系に蓄積される CO2による。 
 

 
図 7.2.1 塩性層へ圧入された CO2の潜在的な漏洩ルート 
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図 7.2.2 廃棄井戸における漏洩経路 

 
7.2.5 周辺への環境影響評価 
(1) 人の健康および安全への潜在的な危険性 

漏洩 CO2によるリスク評価の主要課題：浅地層に到達する CO2フラックスの一時的な空

間配置の評価と CO2フラックスにより生じる大気中の CO2濃度の予測 
(2) CO2漏洩および塩水の置換による地下水への危険性 

CO2 が貯留層から漏洩し表層に移動する場合溶解 CO2 濃度が上昇。濃度上昇は地下水中

の化学組成を変化。飲料水、産業用水、農業用水等に用いられている浅地層地下水に影響

を与える懸念あり。 
(3) 陸域および海域のエコシステムへの危険性 

① 陸域 
現在までのところ、CO2 貯留プロジェクトからも EOR プロジェクトからも陸域への

影響が確認されたものは報告されていない。一方で、系統立てた研究がなされていない。 
② 海域 

海底下地中貯留からの漏洩は、海底の環境および微生物に危険性を与える可能性があ

る。 
(4) 誘発地震 

誘発破裂や断層活動は、2 種類のリスクを生み出す可能性あり。断層活動が、原理的に、

地震を誘発し、破壊の原因を生み出す可能性。 
(5) ガス中の不純物の影響 

H2S、SO2、NO2 およびその他のトレースガスが、CO2とともに貯留されることあり 
(6) リスクアセスメント手法 
① リスクとは、ある事象の発生する確率と発生した場合の影響度の組み合わせ 
② リスクアセスメントはリスクマネジメント活動の一要素であり、リスクマネジメント
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は、サイト選定、サイト特性評価、貯留システムの設計、モニタリング、そして必要

な場合には修復活動までの活動を統合したものである。 
 
7.2.6 その他の要旨 
稼動中の地中貯留プロジェクトの長期間にわたる CO2 保留能力の評価において、地中貯留

プロジェクトの保留率の評価はサイト依存性が高く、①選定された貯留サイトの地質的な

特性を含む貯留システム設計、②圧入システムおよび関連貯留層のエンジニアリング、③

井戸のシーリングを含めた廃棄方法 に左右される。これらの情報が入手できれば保留率

を評価することは可能である。 
 
7.3 CO2STORE 概要 
7.3.1 CO2STORE の目的 
 地下塩性帯水層への貯留に関連する SACS および CO2STORE プロジェクトにおける主

な成果を統合し、意見およびアドバイスとしてマニュアルにまとめること。 
 
7.3.2 CO2STORE の調査方法 
 CO2STORE では、スライプナーでの研究を継続しつつ、さらに沿岸および陸上の双方を

含む欧州各地における潜在的な貯留サイトの選定および特色分析の事例調査にまで焦点を

広げた（図 7.3.1 参照）。地質学的、地球化学的および地球物理学的な特性分析およびモニ

タリングに関する標準的な手順の構築とあわせ、サイトにおけるリスク評価における要求

事項を評価するためにかなりの労力が投入された。 

 
図 7.3.1 CO2STORE による事例調査対象サイト 

7.3.3 サイト選定手法の有無とサイトの特徴 
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 スクリーニングの段階では、貯留候補サイトの評価および比較を行うことにより CO2 貯

留の実施において適切な地域の評価を行う。表 7.3.1 に、貯留サイトの適切性に関する主要

な地質面における指標を示す。 
 

表 7.3.1 貯留サイトの適切性に関する主要な地質面における指標 
 プラスの指標 注意を要する指標 

貯留容量   
貯留容量合計 貯留層の総容量が CO2 源か

ら生産される総量よりはる

かに大きい 

貯留層の総容量が CO2 源か

ら生産される総量と同程度

もしくは少ない 
貯留層特性   
深さ（圧力） ＞1000 m、＜2500 m ＜800ｍ、＞2500ｍ 
貯留層の厚さ（正味） ＞50 m ＜20ｍ 
空隙率 ＞20 % ＜10％ 
透水性 ＞300 m D ＜10－100ｍD 
塩性 ＞100 gl-1 <30 gl-1 
キャップロック特性   
水平的な連続性 断層がない 水平変化、断層活動 
厚さ ＞1000 m ＜20 m 
毛管圧力 毛管圧力は予測される 大

の CO2 コルムの高さにおけ

る上昇圧力より大きい 

毛管圧力は予測される 大

の CO2 コルムの高さにおけ

る上昇圧力と同程度 
  
7.3.4 CO2の漏洩の危険性についての安全性評価 
(1) 沿岸 
海底下の貯留層からの CO2 の緩やかな漏出は一般的に、即座に人体への脅威となること

はない。開放海域においては、放出された CO2は水中に溶解し、大気へと漏出した CO2は

空気と混ざり、早々に拡散する。 
(2) 陸上 
分離、輸送および圧入期間における CO2 漏出のリスクはよく知られており、また健康お

よび安全に関する規制の対象となっている。大規模の CO2 が対象となるため、特別な配慮

が必要となる。 
 
7.3.5 周辺への環境影響評価 

HSE リスクは主に 2 つの分野に分類される。すなわち局所的および地球規模のリスクで

ある。図 4.3-2 は、CO2地中貯留に伴う HSE リスクの概要をまとめたものである。 
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CO2地中貯留におけるリスク

局所的なリスク 地球規模のリスク

大気へのCO2の放出
大気中又は浅い地

層におけるCO2

地下の流体に溶
解したCO2

移動

・地面の水平傾斜移動

・誘発された地震活動

・移動した塩水の飲料用
水への混入

・炭化水素又は他の鉱
物資源への影響

・鉱物及びその他の含
有物の移動

・飲料用水への混入

・地下深部の生態系へ
の干渉

・地上の人間及び動物
の窒息

・地表の植物への影響

・地下の根、昆虫及び
穿孔動物への

CO2地中貯留におけるリスク

局所的なリスク 地球規模のリスク

大気へのCO2の放出
大気中又は浅い地

層におけるCO2

地下の流体に溶
解したCO2

移動

・地面の水平傾斜移動

・誘発された地震活動

・移動した塩水の飲料用
水への混入

・炭化水素又は他の鉱
物資源への影響

・鉱物及びその他の含
有物の移動

・飲料用水への混入

・地下深部の生態系へ
の干渉

・地上の人間及び動物
の窒息

・地表の植物への影響

・地下の根、昆虫及び
穿孔動物への

 
図 7.3.2 CO2地中貯留に伴う HSE リスク（出典：Wilson ら、2003） 

 
7.3.6 その他の要旨 

CO2貯留に適している空隙率が高い深部帯水層は地熱発電にも適している可能性がある。

平均的な地熱勾配において、地熱利用に適した帯水層は深度 1500ｍ以深であるが、CO2貯

留に適した帯水層の深度は CO2密度勾配の関係からおよそ 800m である。このため、双方

の活動は一部深度において重複する可能性がある。貯留サイトにおけるこれらの 2 つのオ

プションに関して、定量的な評価が必要である。 
 
7.4 Weyburn 概要 
7.4.1 Weyburn の目的 

長期リスク評価研究の 終的な目的は、Weyburn 貯留層における CO2の安全な貯留に関

するパフォーマンスおよび能力の評価を行うことである。 
 
7.4.2 Weyburn の調査方法 
(1) 環境面 
貯留層に圧入された CO2 が生物圏および環境へ漏出するか否かの評価およびもし漏出が

ある場合に、この漏出がもたらす環境へのリスクの評価（手法）を構築する。 
(2) 温室効果ガス削減面 
圧入ガスが大気に漏出するか否か、またもし漏出する場合にその漏出が温室効果ガス

（GHG）の削減目標にもたらす影響の評価（手法）を構築する。 
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7.4.3 サイト選定手法の有無とサイトの特徴 
 CO2の貯留を行うためのWeyburn地域および堆積層の地質学的システムの特性評価を行

うため、200×200Km に及ぶ地質学的な枠組みが組み立てられた。CO2流の境界から 10Km
の範囲までを、リスク評価に用いるシステムモデルの境界とした。 

 
図 7.4.1 Weyburn プロジェクトにおける地質学的システムモデルの境界 

 
7.4.4 CO2の漏洩の危険性についての安全性評価 
(1) 初期概念モデルにおけるモデリング－プロジェクト初期の研究 

CO2の石油相における分散や EOR の終了時における相の飽和率の分布、貯留層ゾーンに

おける地下水の流速、圧力による流れ、密度による流れおよび分散の一連のプロセスの間

の強力な相互作用等の重要なプロセスが強調された（図 7.4.2）。 
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図 7.4.2 初期概念モデル 
 
(2) 地殻圏および人工の経路における CO2の動態に関する評価 

決定論的および確率論的手法がそれぞれに適用された。5000 年後、EOR エリアから移動

する CO2の総量は、EOR の終了時における初期の 21MT のうち、累積で 26.8％（～5.6MT）
であり、このうち 18.2％（～3.8MT）が貯留層下の地殻圏へと移動し、8.6%（～1.8MT）
が EOR 地域外部の Midale 貯留層へと水平移動し、0.025（～88・103T）が貯留層上部の

地殻圏に移動し、5000 年の期間において飲料用帯水層システムに侵入する CO2は存在しな

かった（図 7.4.3）。 
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図 7.4.3 終システムモデルにおける地殻圏に関する構成要素 
 
(3)廃棄された井戸のリーケージ評価 

1000 本の井戸における CO2の漏出に関する 大累積量は、EOR 終了後 5000 年間におい

て 0.03MT あるいは 0.14%であった。平均的な累積リーケージ値は EOR 終了後の CO2の

全量の 0.001％未満であった。 
(4)ベンチマーク調査 
貯留層の周囲の地殻圏へと放出される CO2の平均値は、95％の信頼性において初期に存

在する CO2の 16%であり、その数値幅は 6％～1.3％の範囲である。このモデリングにより、

95％の信頼性において、5000 年の間、初期に存在する CO2の 98.7%～99.5％が地殻圏に貯

留され続けるということが予測された。 
 
7.4.5 周辺への環境影響評価 

室内空気における CO2 濃度の許容可能な限界については、米国の NIOSH（国立労働安

全衛生研究所）による REL、STEL、IDLH および、カナダ保健省における ALTER のそれ

ぞれの基準値、さらに Rice らによる幼児や子供における CO2濃度基準等を勘案し、0.35%
の大気 CO2濃度を、評価のための長期的な暴露に関する、許容可能な室内大気 CO2濃度推

奨値とすることとした。 
 
7.4.6 その他の要旨 

Weyburn貯留層において圧入したCO2の長期的な 終動態を評価するための全体的なリ

スク評価プロセスの初期段階として、パフォーマンス評価が適用された。 
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7.5 US EPA 概要 
7.5.1 US EPA の目的 

炭素地中隔離技術における CO2 地中貯留が新たに対象となった飲料水安全法と、同法を

根拠法とする施策である地中注入管理プログラムの概要についてまとめるともに、同プロ

グラムが指定する具体的な連邦規則についても取り上げる。 
 
7.5.2 US EPA の調査方法 
(1) 飲料水安全法 
飲料水安全法貯留層に圧入された CO2 が生物圏および環境へ漏出するか否かの評価およ

びもし漏出がある場合に、この漏出がもたらす環境へのリスクの評価（手法）を構築する。 
(2) 地下注入管理（UIC）プログラム 

地下注入管理（UIC）プログラムは、現存する圧入井をその用途や規模、深さなどによっ

て 5 段階に分類し（クラスⅠ～Ⅴ）、それぞれに 低限の安全基準を設けることを定めた施

策である。 
 
7.5.3 サイト選定手法の有無とサイトの特徴 

地下圧入の場所が適切かどうかは、各実証実験プロジェクトの目的によって異なる。こ

れら目的には、例えば、失敗のシナリオに関する（failure scenario）実験や地質モデルの

実証実験などが考えられる。一般的に、飲料用地下水源への汚染を防止するための適切な

地下圧入の場所として、以下の内容から構成されている必要がある。 
(1)十分な深さ、空間、厚さ、空隙および透水性を有する貯留ゾーン 
(2)シールされていない大きな断層のないトラップの仕組み 
(3)十分な局所的な厚み等を有する封じ込めシステム 
(4)バッファーとなる帯水層および/又は厚い非透水性の封じ込め岩層を含む第二の封じ込

めシステム 
 
7.5.4 CO2の漏洩の危険性についての安全性評価 

環境保護庁では、州政府あるいは環境保護庁の規制担当官に対し、CO2 地中貯留実証実

験の許可証発行にあたり、以下の危険可能性を念頭におくことを推奨する。 
(1) 圧入箇所から CO2の漏洩が起こる可能性 
(2 )CO2圧入による地層やその他流体との化学反応と、それによる CO2の漏洩が起こる可能

性 
(3) CO2圧入の圧力による地層への影響 
(4) 高温による地層やコンクリートへの影響 
(5) 圧入した CO2の逆流を引き起こす可能性のある断層などの存在 
(6) CO2の流動を把握するための分析・数値モデルが採用される場合は、このモデルの検証 
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(7) CO2圧入箇所における天然の空洞や、導管・電線管などの敷設の有無 
 
7.5.5 周辺への環境影響評価 
 高圧の CO2 を人体に受けると激痛を伴うような悪影響を及ぼしたり、また、飲料水用地

下水源が地下圧入された CO2 内の不純物によって危険にさらされる可能性もある。CO2 地

中貯留実証実験の安全性に関する判断は、各州政府あるいは環境保護庁の担当官（Director）
に、ケースバイケースで委ねられている。 
 
7.5.6 その他の要旨 
 炭素地中隔離技術における CO2地中貯留を目的とした CO2の地下圧入行為が該当するク

ラス V 圧入井に対しては、地下水源への圧入を行わない限り、圧入井の建設、運転、閉鎖

に関する運転許可証の取得義務を課しておらず、したがって所有者は規制当局への圧入井

情報の登録のみでよいとされており、サイトの選定基準や許可要件等を規定するものは現

時点では存在しない。 
 
7.6 調査結果まとめ 
サイト選定について、IPCC 特別報告書では、サイト選定要件やサイト特性に係る記述と、

サイト選定のための一般的な記述がなされている。スレイプナーにおける CO2 STORE で

は、モニタリングの調査結果から、貯留サイトの適切性に関する地質面からの指標を取り

まとめている。Weyburn では、リスク評価を目的としてはいるが、サイト特性評価のモデ

ル化がなされている。 
リスク評価について、IPCC 報告書では以下のとおりである。 

・ 貯留サイトからの CO2の放出プロセスおよび放出経路（CO2の状態、漏洩の経路→FG
の放出シナリオ・プロセスの元となっている）  

・ 地中貯留サイトからの放出確率（自然システム、人工システム、トラップの種類、数値

シミュレーション→スレイプナー10 万年、Weyburn5,000 年の評価期間のうち、後者

が FG の参考となっている）  
・ 地元および地域における環境面での危険性（潜在的危険性、地下水への危険性、エコシ

ステムへの危険性（火山、海底下等）誘発地震、ガス中の不純物（Weyburn がもと）

→FG の評価項目となっている）  
・ リスクアセスメントの手法（多種多様で確立されたものはないが、FEP を用いた手法

が行われた→FG では用いられていない）  
・ 不確実性について（モデル、パラメータの不確実性が高いので、決定論的にパラメータ

の数値を決定論的に保守的に設定しているが、エキスパートジャッジによる定量化が必

要→FG の課題にも反映されている）  
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CO2 Store では、以下のとおりである。 
・ サイトスクリーニングにおけるサイト評価項目（貯留容量、貯留層特性、キャップロッ

クの特性）  
・ 貯留層流動シミュレーション（シール層の性能評価を考慮した解析）  
・ CO2貯留予定サイトにおける安全性評価（局所的、地球規模のリスク＝有害要因の可能

性×有害要因による結果） 
 

Weyburn では、以下のとおりである。 
・ 長期的リスク評価対象は地圏（貯留層を含む）、生物圏（深度 300m）  
・ モデルの構築（10km の範囲の生物圏、貯留層・帯水層・井戸）  
・ Weyburn 貯留システムに関する FEPｓ  
・ 基本シナリオ（10km の範囲、5,000 年の評価期間、評価モデルの構築）の作成  
・ 代替シナリオの作成  
・ 決定論的・確率論的手法を用いた貯留層流動シミュレーションによる CO2 漏洩に関す

る長期リスク評価  
 
 
参考文献 
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・ EPA Underground Injection Control Program 
 



 
 

174

第 8 章 その他の IGCC+CCS プロジェクト調査 
 
8.1 ZeroGen プロジェクト 

表 8.1.1 にプロジェクト概要を示す。オーストラリア政府、クイーンズランド州の補助を

受けて政府系電力会社の Stanwell を中心に計画。図 8.1.1 に概観図を示す。 
 

表 8.1.1 ZeroGen プロジェクト概要 
項目 内容 

プロジェクト名 ZeroGen 
サイト 豪州 Queensland 州 Rockhampton Stanwell 発電所隣接地 
実施主体 Stanwell 等 
出力 (Stage1) 80MW(Net)、(Stage2) 300MW(Net) 
燃料 石炭 
ガス化炉技術 SHELL 
CO2 回収 (Stage1) CO2排出の75%回収（53万トン/年）、220km離れたNorthen 

Denison Trough にトラック輸送 
(Stage2) CO2 排出の 90%回収（200 万トン/年）、貯留場所未定 

運転開始 (Stage1) 2012 年、(Stage2) 2017 年 
進捗状況 2008 年 3 月にデモ規模の Stage1、商用規模の Stage2 の 2 段階で進

めることを発表 
備考 ・Stage1 は Stage2 の商用機に向けてコスト低減、リスク低減をはか

る位置付け 
・SHELL ガス化炉としてはシンガスクーラーではなく、 Water 

Quench を採用 
・Stage1 の CO2 分離回収設備としては物理吸収法を想定 
・Stage1 のガスタービンとしては、GE6F を想定 
・Stage1 の貯留については Low Permeability Rock への注入を想定 
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図 8.1.1 ZeroGen プロジェクト概観図 
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8.2 GreenGen プロジェクト 
表 8.2.1 にプロジェクト概要を示す。2005 年に中国華能集団公司は，国有企業 7 社との

共同出資により，「緑色煤電有限公司(GreenGen)」を設立した。2020 年までにゼロエミッ

ション石炭火力発電所の建設を目標としている。 
図 8.2.1 に概観図を示す。 

表 8.2.1 GreenGen プロジェクト概要 
項目 内容 

プロジェクト名 GreenGen 
サイト 中国 

Stage 1 IGCC デモプラント 天津 
実施主体 緑色媒電有限公司 
出力 400MW +H2 
プロジェクト費用 58 億元 
燃料 石炭 
ガス化炉技術 TPRI(Thermal Power Research Institute：西安熱工研究院) 
CO2 回収 あり(CO2 量/隔離方法不明) 
運転開始 2020 年頃 
進捗状況  
備考 • StageⅠ：2009 年に天津市で IGCC デモプラント運開 

• StageⅡ：2010~12 年に技術改善・研究 
• StageⅢ：IGFC+H2 生産のゼロエミッションプラント建設 
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図 8.2.1 GreenGen 概観図 

 
GreenGen プロジェクト全体のスケジュールを図 8.2.2 に示す。 

 

 
図 8.2.2 GreenGen スケジュール 
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8.3 RWE プロジェクト 
表 8.3.1 にプロジェクト概要を示す。RWE は E.ON に次ぐドイツ第二位の電力会社であ

り、Post Combustion CCS プロジェクトと並行して IGCC+CCS プロジェクトを進めてい

る。 
図 8.3.1 に概観図を示す。 

表 8.3.1 RWE プロジェクト概要 
項目 内容 

プロジェクト名 RWE プロジェクト 
サイト ドイツ Nordihein Westfalen 
実施主体 RWE 
出力 450MW(Gross)/330MW(Net) 
プロジェクト費用 16 億 € 
燃料 石炭 
ガス化炉技術 SHELL, HT Winkler, Siemens の中から選定 
CO2 回収 ドイツ北西部の天然ガス貯留層または帯水層(230 万 ton-CO2/年) 
運転開始 2014 年 
進捗状況 FS 中 
備考 ・効率は 36%（目標 40%） 

・発電コストは CCS 無しの 50-60�/MWh に対して、95-100�/MWh
と約 75%コスト高、将来目標は 65-70�/MWh 

・CO2 分離回収設備としては Rectisol を想定 
・CO2 貯留については現在ドイツでは法律的に認められておらず、

政府が法整備について検討中 
 

 
図 8.3.1 RWE プロジェクト概観図 

 

図 8.3.2 にスケジュールを示す。 
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2010 年から建設し，2014 年の運開の予定である。 

 

図 8.3.2 RWE プロジェクトスケジュール 

 
 
 
参考文献 
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http://www.rwe.com/generator.aspx/language=en/id=450/home.html 
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