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プログラム方式二酸化炭素固定化･有効利用技術開発「①技術戦略マップ」 
 

要 約 
 

地球温暖化防止についてRITE およびプログラム研究で取り組むべき技術課題を整理し、

ロードマップ化する事を目的として平成 16 年度に技術戦略マップを作成した。CO2 固定

化・有効利用技術は国際的に大きく進展しており、今年度はその進展をふまえて技術戦略

マップを見直した。本資料は同時に経済産業省における技術戦略マップ作成に貢献するも

のとした。 
 

【技術戦略マップの検討作業】 
本技術戦略マップは RITE 科学技術諮問委員会技術評価分科会プログラム研究部会に

「CO2固定化・有効利用技術検討委員会」（主査：小玉喜三郎 産業技術総合研究所特別顧

問）を設置し、各界有識者からなる 16 名の委員による議論の上、作成した。 
 

【今年度の実施内容】 
今年度のおもな実施内容を以下に示す。 
・ CO2固定化・有効利用技術の国際情勢の変化等を調査した。 
・ CO2の分離回収・貯留（CCS）およびバイオマス利用を含む大規模植林技術の新技

術調査を行った。 
・ CO2有効利用技術の進展を調査した。 
・ 分離・回収、地中貯留、海洋隔離、大規模植林による地上隔離、バイオマス有効利

用の各分野について、定量的なベンチマーキングを行い、研究開発に関する日本の

ポジショニングの把握を行って競争力分析へ反映した。 
・ CCS に対する興味の高まりに対し、他の CO2削減技術と比較したポジションを明

示するためのポートフォリオ分析について検討した。 
以上の検討結果をうけて、昨年度の技術戦略マップの改訂を行った。 

 
 
【今後の展開】 
二酸化炭素固定化・有効利用技術に関するテーマの募集・選定および実行に際して、技

術戦略マップを積極的に活用していくとともに、ホームページ上に公開して広く意見を伺

いながら、定期的な見直しを行っていく。 
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CO2固定化・有効利用分野のロードマップ 
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【第１章 緒 言】 





第１章 緒 言 
この報告書は、経済産業省の補助金のもと（財）地球環境産業技術研究機構（以下 RITE

と略す）が実施している「プログラム方式二酸化炭素固定化・有効利用技術開発」事業の

うち、「①技術戦略マップ」の平成 21 年度の実施結果をとりまとめたものである。 
 
 

従来から地球温暖化対策として、省エネルギー技術の開発・導入や代替フロン等の削減

対策等、CO2 をはじめとする温室効果ガスの排出を抑制する取り組みが行われている。し

かしながら、大気中の CO2 濃度は上昇を続けており、2009 年の主要国首脳会合(G8)では、

持続可能な社会を構築するため長期目標として「2050 年世界の温室効果ガス排出量半減」

の共有を改めて求めると共に、先進国はその一部として「先進国の排出量を 80%削減」と

いう目標を支持するとした。わが国の場合、中期的には、すべての主要国による公平かつ

実効性のある枠組みの構築と意欲的な目標の合意を前提に「2020 年までに 1990 年比 25%

の削減」を掲げており、これらの達成に向けて現行の取組みのみならず、排出後の CO2 に

対する固定化・有効利用技術についても、将来的に導入可能な対策オプションとすべく、

技術開発を推進する必要がある。 

CO2 固定化分野の中でも、CO2 回収・貯留技術(CCS：Carbon Dioxide Capture and Storage)

は、IPCC（気候変動に関する政府間パネル）第４次評価報告書において、温暖化緩和策の

キーテクノロジーの 1 つとして期待されている。また、我が国が 2008 年 3 月に策定した

「クールアース-エネルギー革新技術計画」においても、2050 年までに世界全体の温室効

果ガス排出量を半減するために必要な革新的技術のひとつとして、CCS が位置づけられて

いる。また、2009 年 12 月の国連気候変動枠組み条約第 15 回締約国会議(COP15)では、各

国の排出削減目標に関する議論が困難を極める一方で、森林減少・劣化からの温室効果ガ

ス排出削減(REDD)の資金拠出が決定されるなど、植物による炭素固定も CO2 の大規模削減

に寄与し得る技術である。このような点を踏まえ、中長期的な観点から、CO2 固定化・有

効利用技術についての技術戦略マップの作成・見直しを実施している。 

本技術戦略マップは平成 16 年度に第一版が作成され、以来、国際動向や技術動向の変

化を受けて見直しを実施しているものであり、「クールアース－エネルギー革新技術計画」

や 2008 年 7 月に閣議決定された「低炭素社会づくり行動計画」における行動計画は本技

術戦略マップがもとになっている。 
 
 
本技術戦略マップは、導入シナリオ、技術マップ、ロードマップの３つの部分からなる。 
（１）研究開発とともにその成果を社会に提供していくために取り組むべき関連施策を

含めた「導入シナリオ」 
（２）実現のために必要な技術課題、要素技術を俯瞰するとともに、その中で重要技術

を選定した「技術マップ」 
（３）研究開発の取り組みによる要素技術の進展を時間軸上にマイルストーンとして示

した「ロードマップ」 
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本技術戦略マップは、RITE 科学技術諮問委員会技術評価分科会プログラム研究部会の

下に「二酸化炭素固定化・有効利用技術検討委員会（主査：小玉喜三郎（独）産業技術総

合研究所特別顧問）」を設置し、16 名の有識者からなる専門委員の議論もとに策定された

（図 1-1）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図 1-1 委員会組織 
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CO2 固定化・有効利用技術検討委員会 
 

主査 小玉喜三郎 独立行政法人 産業技術総合研究所 特別顧問 

 赤井   誠 独立行政法人 産業技術総合研究所 主幹研究員 

 阿部 正憲  日本 CCS 調査株式会社 技術企画部長 

 飯嶋 正樹  三菱重工業株式会社 プラント・交通システム事業センター 
  主幹プロジェクト総括 
 香川 公司  電気事業連合会 技術開発部 副部長 

 小野  透  新日本製鐵株式会社 技術総括部 
  エネルギー技術グループリーダー 
 工藤 拓毅 財団法人 日本エネルギー経済研究所 地球環境ユニット 
  ユニット総括 

 阪井 康能 京都大学大学院 農学研究科 教授 

 坂西 欣也 独立行政法人産業技術総合研究所バイオマス研究センター長 

 佐藤 光三  東京大学大学院 工学系研究科 教授 

 佐藤 文彦  京都大学大学院 生命科学研究科 教授 

 庄司 一夫 東洋エンジニアリング株式会社 技術ビジネス本部 
  技術企画グループ担当部長 

 寺岡 靖剛 九州大学大学院 総合理工学研究院 教授 

 豊福 邦隆 紙パルプ技術協会 専務理事 

 原田  晃 独立行政法人 産業技術総合研究所 東北センター 所長 

 平井秀一郎 東京工業大学 炭素循環エネルギー研究センター 教授 
 

本委員会を以下のとおり開催した。 
第一回：平成 21 年 7 月 27 日 

議 題  技術戦略マップの改訂作業の進め方について 
第二回：平成 21 年 11 月 4 日 

議 題  CO2 固定化・有効利用技術に関する 新の研究動向について 
第三回：平成 22 年 1 月 28 日 

議 題  検討状況報告と技術戦略マップの改訂原案について 
第四回：平成 22 年 2 月 23 日 

議 題  検討結果と技術戦略マップの改訂案について 
 

二酸化炭素削減に関する国際的な動きは非常に活発であり、今後ともその動きにあわせ

た見直しが必要である。今後、本資料を公開し広くご意見を頂いた上で、さらに環境変化、

技術の進展に合わせて、定期的に内容を見直していきたいと考える。 
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第２章 技術戦略マップ 
 
２．１ はじめに 
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持続可能な社会を構築するため長期目標として「2050 年世界の温室効果ガス排出量半減」

の共有を改めて求めると共に、先進国はその一部として「先進国の排出量を 80%削減」と

いう目標を支持するとした。わが国の場合、中期的には、すべての主要国による公平かつ

実効性のある枠組みの構築と意欲的な目標の合意を前提に「2020 年までに 1990 年比 25%
の削減」を掲げており、これらの達成に向けて現行の取組みのみならず、排出後の CO2 に

対する固定化・有効利用技術についても、将来的に導入可能な対策オプションとすべく、

技術開発を推進する必要がある。 
CO2 固定化・有効利用分野の中でも、CO2 回収・貯留技術（CCS）は、IPCC（気候変

動に関する政府間パネル）による CO2 回収・貯留特別報告書１）において、温暖化緩和策

のキーテクノロジーのひとつとして期待されている。また、我が国が平成 20 年 3 月に策

定した「クールアース‐エネルギー革新技術計画」２）においても、2050 年までに世界全

体の温室効果ガス排出量を半減するために必要な革新的技術のひとつとして、CCS が位置

づけられている。また、2009年 12月の国連気候変動枠組み条約第 15回締約国会議(COP15)
では、各国の排出削減目標に関する議論が困難を極める一方で、森林減少・劣化からの温

室効果ガス排出削減(REDD)の資金拠出が決定されるなど、植物による炭素固定も CO2 の

大規模削減に寄与し得る技術である。   
このような点を踏まえ、中長期的な観点から、「CO2 固定化・有効利用技術」について

の技術戦略マップを作成する。 
 
２．２ 気候変動問題・温室効果ガス削減シナリオの概観 

初に技術戦略マップ作成の基本とするため、気候変動問題に関しこれまでに得られて

いる科学的知見、それらに基づき提案されている中長期的な削減シナリオの特長について

概観する。 
 
〔地球温暖化について〕 

 地球温暖化と温室効果ガスの関係について、平成 19 年の IPCC 第 4 次評価報告書３）

では、第 3 次報告書より進めて「人為起源の温室効果ガスの増加が温暖化の原因」で

あるとほぼ断定した。本報告書によると、過去 100 年間に世界の平均気温は長期的に

0.74℃上昇しており、21 世紀末（2090 年から 2099 年）には 1980 年から 1999 年ま

でに比べ、環境の保全と経済の発展が地球規模で両立する社会では平均気温が約 1.8℃
（1.1～2.9℃）および平均海面上昇が 18～38cm、また化石エネルギー源を重視しつつ

高い経済成長を実現する社会ではそれぞれ約 4.0℃（2.4～6.4℃）、26～59cm 上昇す

ると報告されている。また、2030 年までは社会シナリオによらず 10 年当たり 0.2℃
上昇するとの予測がなされた。 
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〔温室効果ガスの排出動向と削減目標〕 

 また、IPCC 第 4 次評価報告書では、2000 年から 2030 年までの間に CO2 換算で 97
億～367 億トン温室効果ガスが増加するという予測と同時に、人類が排出量の伸びを

相殺し現在以下にできる可能性があることも示されている３）。世界全体での長期の温

室効果ガス削減目標については、表 2.2-1 のように多くの研究がなされている。EU
は 2℃目標（表 2.2-1 のカテゴリーⅠ）を提案しており、わが国も 2007 年 5 月に「2050
年で現状から半減」という「Cool Earth 50」４）を発表し、現在これらの半減目標が

世界の主流となっている。しかし、中国・インドなどの発展途上国の今後の排出量の

伸びを考えると、これらの半減目標は先進国に対して 50%以上の排出削減を迫る非常

に厳しいものであり、その達成のためには革新的技術が不可欠である。 
 

表 2.2-1 長期的な緩和 

（IPCC 第 4 次評価報告書、第三作業部会報告、経済産業省資料から）５） 

 
 
〔CO2 の排出削減の対策技術〕 

 CO2 排出削減を通じた地球温暖化防止のための有効な対策技術の検討がこれまでに我

が国の総合科学技術会議６）（平成 15 年 4 月 21 日）および海外の IPCC 地中貯留に関

する特別報告書１）、IEA（国際エネルギー機関）エネルギー技術見通し（IEA Energy 
Technology Perspective 2008７））、DOE（米国エネルギー省）‐NETL（国立エネル

ギー技術研究所）の炭素隔離技術ロードマップ（2007）８）、などでなされており、主

要な対策技術として 
省エネルギー技術、非化石燃料への転換技術、化石燃料間の転換技術 
回収・貯留技術、吸収源に関する技術 

が挙げられている。 
 また、2008 年の 3 月に経済産業省は「Cool Earth‐エネルギー革新技術計画」を発表

し２）、天然ガス火力・石炭火力の効率化、CO2 の回収・貯留、革新的太陽光発電など

の 21 の革新的エネルギー技術についてロードマップを示し、同年７月には「低炭素社

会づくり行動計画」９）が定められる等、世界共通の課題である地球温暖化問題の解決

に向けて動き出したところである。 
 削減シナリオの実現を想定し、モデル計算によって、整合性をもったコスト効率的な
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対策技術導入シナリオを提示する試みが幾つか行なわれている。総合経済モデル DNE 
21+を用いて Cool Earth 50 の 2050 年半減目標に対応する CO2 削減技術のコスト効率

的なポートフォリオを計算した例を図 2.2-1 に示す１０，１１）。また、2020 年、2030 年、

2050 年断面におけるポートフォリオ検討例を参考資料 1 に添付する。 
 本モデルは、CO2 排出抑制シナリオ、エネルギー需要や価格、GDP 等を前提条件とし

て考慮しており、その結果、現状に対してして 2050 年の CO2 排出量を半減させるた

めには、全世界で BAU（Business as usual:あるがまま）に対して 35 Gt-CO2 の排出

削減が必要であることが示されている。また、削減の内訳は発電部門 19.4 Gt-CO2（削

減量 35 Gt-CO2 の 55.4%）、鉄鋼 2.0Gt-CO2（5.7％）、その他産業 5.8 Gt-CO2（16.6%）、

運輸 3.5 Gt-CO2（10％）、民生 4.5 Gt-CO2（12.9%）であり、発電部門のうち省エネ

1.0 Gt-CO2（2.9%）、化石燃料間シフト 1.1 Gt-CO2（3.1%）、原子力 4.7 Gt-CO2（13.4%）、

太陽光・風力 1.9 Gt-CO2（5.4%）、CO2 の分離回収・貯留（CCS）7.7 Gt-CO2（22.0%）、

バイオマス発電が 2.5 Gt-CO2（7.1%）となっている。このように CCS などの CO2 の

固定化・有効利用技術は CO2 の世界半減目標達成のために不可欠な技術である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAT：Best Available Technology 
図 2.2-1 Cool Earth 目標下でのコスト効率的な CO2 削減の例 

 
 また、IEA が 2008 年に発表した Energy Technology Perspective 2008７）においても

図 2.2-2 の様に 2050 年に世界の CO2 排出量を半減させるときの技術構成が示されて

おり、CCS（地中貯留）が発電分野で 10%、産業及び転換分野で 9%と合計 19%寄与

し、再生可能エネルギー（21%）とともになくてはならない CO2 削減オプションであ

ることが示されている７）。 
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図 2.2-2 2050 年に CO2 排出 50％削減を達成するための技術構成（IEA による分析） 

 
 以上を踏まえて、CO2 の排出削減技術とその中での CO2 固定化・有効利用技術の位置

づけを図 2.2-3 の俯瞰図に示した。 

 

図 2.2-3 CO2 排出削減技術の俯瞰図 

 
 さらにモデル分析から、CO2削減技術の将来の限界コストが推定されている。DNE 21+

１１）を用いた分析（リファレンスケース：IPCC/SRES/B2、安定化シナリオ：IPCC WGI 
550ppm）によれば、日本の 2020～30 年における限界削減コストは、 

$190～200/t-C（排出権取引無し）、$60～80/t-C（排出権取引あり） 
であり、1$=120 円の前提で 1,960～6,540 円/t-CO2 となる。 

エネルギー転換

（発電所など）

産 業

（工場など）

運 輸

（自動車など）

業務その他

（事務所など）

家 庭

化石燃料資源

《大規模集中型》

《小規模分散型》

分離回収・貯留

CCS

大気拡散 植物等への吸収 バイオマス固定

【効 果】
Cool Earth 50目標達成時の

ための各技術の寄与
(2050年時点）
Total削減量：47GtCO2/年

寄与率％
◆発電部門 63.4
－省エネ： 7.0
－化石燃料間シフト： 4.5
－原子力： 12.3
－太陽光・ 風力： 4.0
－ バイオマス： 12.1
－ CCS： 23.0
◆鉄鋼部門 7.0
－ CCS： 1.5
◆その他産業 14.9
◆運輸 10.2
－ バイオマス：
◆民生 4.5

(RITE2008）

（4.8％）

（6.8％）

（18.5％）

（29.8％）

（33.4％）

【部門別排出源】

※（ ）内は、日本の2007年度実績排出比

省エネルギー

化石燃料間転換

原子力（電力）

新エネルギー

バイオマス利用

削減対策
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 また、IEA の Energy Technology Perspective 2008７）では 2 つのシナリオが検討され

ている。第一の 2050 年半減シナリオでは限界削減費用は楽観的な見積もりでさえ 200
米ドル/t-CO2 まで上昇してしまう。一方、2050 年の排出量を現状レベルとするシナリ

オでは限界削減費用は 50 米ドル/t-CO2 となる。今後、新しい対策技術を立案する場

合には、これらのコストを考慮すべきである。 
 ここまで見てきたように、CO2 濃度の削減シナリオで想定・期待されている対策技術

は、各所での分析・検討や世界的な議論の進展を通じて、大きな範疇では、世界レベ

ルでも同一の方向に収束しつつあると考えられる。 
 
２．３ 技術戦略マップ作成の目的・範囲 

（財）地球環境産業技術研究機構（RITE）では、地球温暖化防止に関する革新的技術開

発を実施している。本技術マップは、地球温暖化防止について RITE およびプログラム研

究で取り組むべき技術課題を整理し、ロードマップ化する事を目的として、平成 16 年度

に作成した技術戦略マップをもととし、さらに新たな動きを追加したものである。本ロー

ドマップ作成の位置づけを図 2.3-1 に示した。本資料は経済産業省における技術戦略マッ

プ作成に貢献するものであり、また、継続的に見直しを行なう必要がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2.3-1 本ロードマップ作成の位置づけ 

 
 地球温暖化防止を目的とする様々な技術のうち、本技術戦略マップは、RITE の主要

取り組み分野であり、かつ、経済産業省における技術戦略マップ作成作業への貢献が

期待されている「CO2 固定化・有効利用技術分野」に焦点をあてたものとする。また、

実現時期が第一約束期間終了後から 2030 年頃までに有効となる技術であり、相当程

度の削減効果が見込まれる革新的技術を取り扱うものとする。想定している技術範囲

を図 2.3-2 に示す。なお、省エネ、非化石燃料シフトおよび化石燃料間シフトに関し

ては、既に別途ロードマップが作成されていることから、本技術戦略マップでは対象

とせず、バイオマスエネルギー利用のうち、革新的な変換・利用技術についてのみ言

及した。 

RITE
科学技術諮問委員会

委員長 ： 鈴木 兵庫県立大学副学長

技術評価分科会

プログラム研究部会
部会長 ： 小玉 産総研特別顧問

ＣＯ2固定化･有効利用技術
検討委員会

主査 ： 小玉 産総研特別顧問

ロードマップ等
成果物

活用

METI

産業構造審議会

産業技術分科会

研究開発小委員会

技術戦略ロードマップ等

公表

審議

委員会名簿

提供
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別途のロードマップが作成される

想定範囲

省エネ

非化石燃料シフト

原子力

二酸化炭素排出

化石燃料間シフト

水力
風力

太陽光

ﾊﾞｲｵﾏｽ
エネルギー利用

二酸化炭素排出無し

需要減による排出削減

エネルギー変換効率向上

排出原単位の向上による源

植物
ﾊﾞｲｵﾏｽ

回収

貯留・隔離
直接固定転換

ﾊﾞｲｵ燃料
ﾊﾞｲｵ水素 直

接
燃
焼燃料生成

●海洋貯留●地中貯留

・帯水層貯留

・炭層貯留

●化学固定

●貯留固定

●植物固定●微生物固定

有用物質

●植物固定

・陸上植物

・海洋植物

● 適回収法

有用物質転換
化成品

二酸化炭素循環

固定

 
図 2.3-2 想定する技術範囲 

 
２．４ 導入シナリオ 

初に CO2 固定化・有効利用分野の動向を整理するとともに、研究開発とともにその成

果を社会に提供していくために取り組むべき関連施策をまとめた導入シナリオ   図 2.4-1、

図 2.4-2 を作成した。 
 
２．４．１ CO2 固定化・有効利用分野の目標と将来実現する社会像 

 地球温暖化防止のためには大幅な温室効果ガスの削減が必要である。2007 年 5 月 24
日に発表された地球温暖化に関する総理イニシアティブ「美しい星 50（クールアース

50）」４）において、「世界全体の温室効果ガス排出量を現状に比して 2050 年までに半

減する」という長期目標が提案され、その後の主要国首脳会合や COP 等を経て、この

目標は世界的なものとして認識されつつある。また、わが国の場合、その過程である

中期的な目標として、すべての主要国による公平かつ実効性のある枠組みの構築と意

欲的な目標の合意を前提に「2020 年までに 1990 年比 25%の削減」を掲げている１２）。

経済成長を阻害することなく、この温室効果ガス削減目標を達成するためには、省エ

ネルギー技術、化石燃料転換や原子力発電、あるいは太陽エネルギー等の新エネルギ

ーの利用技術のみならず、CO2 の分離回収・貯留（CCS）などの CO2 固定化・有効利

用分野の新技術の開発、進展が不可欠である。 
 2008 年 1 月の「クールアース推進構想」１３）においても、革新的技術開発の重要性に

再び言及があり、同年 3 月には「クールアース‐エネルギー革新技術計画」２）が策定

され、また、同年７月には「低炭素社会づくり行動計画」９）が定められる等、世界共

通の課題である地球温暖化問題の解決に向けて、技術開発への期待が高まっている。

CO2 固定化・有効利用分野の技術は、その期待に応える事ができる技術分野のひとつ

である。この分野の技術開発を促進することで、持続的に発展可能な社会の礎の構築

に資するものである。 
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２．４．２ CO2 固定化・有効利用技術の概観 

CO2 固定化・有効利用分野の技術体系を図 2.4-3 にまとめた。大規模排出源からの CO2

排出と分散型排出源からの CO2 排出に大別され、前者は CO2 の分離回収・貯留と有効利

用、後者および前者で処理しきれずに大気中に拡散した CO2 については生物による吸収固

定が主要技術となる。 
 CO2 の分離回収と貯留（CCS）：大規模発生源から分離回収した CO2 を地中あるいは

海洋に注入し、貯留・隔離する技術であり、貯留手法としては、①地中貯留、②海洋

隔離に大別される。また、地中貯留は、地下深部塩水層（帯水層）貯留、炭層固定、

EOR（石油増進回収）、枯渇油･ガス田貯留などに大別され、海洋隔離は、溶解希釈法

（移動式）、同（固定式）、深海底貯留などに大別される。概念図を図 2.4-4 に示した。 
 CO2 の有効利用：分離回収された CO2 を化学的あるいは生物的な手法で他の物質に変

換し、再度利用する技術である。カーボンへの分解、アルコールなどの化学品への変

換技術に大別した。 
 生物による吸収固定：大気中に拡散した CO2 を生物によって吸収・固定する技術であ

る。樹木などの陸上の植物よる吸収固定、大型海藻などの海洋植物による吸収、動物

による吸収に大別した。さらに CO2 の吸収固定により得られたバイオマスをエネルギ

ーおよび有用化学品として変換・再利用する技術も含まれる。大規模植林とバイオマ

ス利用の概要を図 2.4-5 に示した。 

 
 

○分離・回収技術に関する標準化○分離・回収技術に関する標準化

CO2固定化・有効利用分野における標準化導入シナリオCO2固定化・有効利用分野における標準化導入シナリオ

2010         2020                            2030 2040                       20502010         2020                            2030 2040                       2050標準化

ISOISO

JISJIS

○地中貯留に関する標準化○地中貯留に関する標準化

○海洋隔離に関する標準化○海洋隔離に関する標準化

○大規模植林、バイオマス利用に関する標準化○大規模植林、バイオマス利用に関する標準化

性能向上・コストダウンを実現する各種技術（ex. 化学吸収・膜分離・物理吸着・・・）の仕様など

各種技術（ex. 品種・土壌改良、バイオマス変換・・・）の性能・環境影響・安全性等を評価する方法など

CO2拡散シミュレーション方法
環境影響・安全性評価方法

貯留CO2モニタリング手法
環境影響・安全性評価方法

実適用先の拡大・コストダウン実証試験段階・社会受容性確保

実証試験段階・社会受容性確保研究開発段階・国際的合意獲得 実適用段階

性能向上・コストダウン

実適用先の拡大・コストダウンを実現する各種技術の仕様など

実適用に伴う各種技術の仕様など

新技術・国際動向等に対応

大規模植林によるCO2固定量評価
バイオマスによるCO2削減量評価

新技術・国際動向等に対応

国際動向等に対応

 
図 2.4-2 標準化導入シナリオ 
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2010 2015 2030 2050

環境整備の状況を
見極めつつ順次適用

　国内法・国際ルール等の整備／事業の経済性に関する枠組構築
　　　　　　★海洋汚染防止法改正
　　　　　　　　　　　　★CCS研究会「CCS実証事業の安全な実施にあたって」

■分離回収

■IPCC

導
入
促
進
・

関
連
施
策

研
究
開
発

国
際
動
向

国
内
外
の

位
置
付
け

　京都議定書/
　　　京都議定書目標達成計画

将来枠組み（ポスト京都）

　理解促進と国際連携強化／キャパシティビルディング

■CSLF　国際的な情報共有等
  ★CSLFプロジェクト認定

■IEA　国際的に協調した
取組みの推進

■法的枠組みの整備
　　★ロンドン条約、CO2海底下地中貯留を承認する議定書の附属書Ⅰの改正案が発効
　　　　　★CCS規制に関するEU指令
　　　　　　　　★米：安全飲料水法の地下注入管理（UICPクラス３）
　　　　　　　　★豪：沖合石油法（OPA)

・CCSの位置付け検討
・リスク評価技術の標準化、CCSのロードマップ作成

■COP/MOP

・二酸化炭素隔離特別報告書発行（温暖化防止対策としての科学的知見の集積）
・インベントリガイドライン改定（隔離による二酸化炭素削減量算出方法の確立）
・第４次評価報告書（温暖化防止対策としての位置づけ）

・CCSをCDMとして扱うことに関して検討中

■APP　クリーンで効率的な技術の開発・
普及に関する国際協力の推進

・COP/MOP：気候変動枠組み条約/京都議定書締約国会合
・IPCC：気候変動に関する政府間パネル
・CSLF：炭素隔離リーダーシップフォーラム
・IEA：国際エネルギー機関
・ロンドン条約：1972年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約
・APP：クリーン開発と気候に関するアジア太平洋パートナーシップ
・A/F CDM：新植林・再植林CDM

■G8
■世界銀行

・グレンイーグルで CCS を IEA, CSLFにタスクアウト
　    →洞爺湖サミットにて2010年までに20の実証プロジェクトを開始すること等について支持。
・クリーンエネルギー投資枠組

・ロードマップ作成と国際共同研究推進
・法規制に関する共通認識形成
・ステークホルダーによる認知

Cool Earth 50

CO2固定化・有効利用に資する新技術の探索と開発

　標準化の推進

■大規模植林による地上隔離
　　　森林管理、CO2固定量の適切な評価方法
　　　植物の生育が可能な土地においての単位面積当たりの二酸化炭素固定量増大
　　　乾燥地等不良環境地への植生拡大、産業利用による植生拡大
　　　バイオマスの革新的利用による植生拡大

遺伝子組換え手法の影響
評価・安全評価技術開発

遺伝子組換え手法の安全実証と
社会受容形成

2020 2040

　

既存技術の適用

低コスト技術の開発
更なるコストダウン

適用先の拡大

■貯留

地中貯留
海洋隔離
技術開発

地中貯留の技術実証

貯留の安全性評価
信頼醸成手法等の高度化

本
格
導
入

適用先の拡大

・GCCSIの設立（豪）

・環境エネルギー技術革新計画
・低炭素社会づくり行動計画

・エネルギー基本計画

 

図 2.4-1 導入シナリオ 
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図 2.4-4 CO2 貯留・隔離技術の概要 

 
 

 
図 2.4-5 大規模植林とバイオマスの利用の概要 
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２．４．３ 研究開発の取組み 
 前述の大規模発生源から大気中へ排出される CO2 を削減するための CCS 技術（分離・

回収、地中貯留、海洋隔離）と、大気中へ排出された CO2 の削減対策技術（大規模植

林等）は、それぞれ異なった視点からの対策技術であり、大気中への CO2 排出前と排

出後の削減技術を並行して進めることが重要である。図 2.4-6 に本分野関係の学術論

文発表件数の推移を示すが、特に近年、世界的にも本分野の研究が盛んに行われてい

ることがうかがえる。 
 また、これらの技術を実際に導入するためには、投入するコストやエネルギーの削減、

環境への影響・安全性の評価、社会的受容の形成等の信頼醸成といった、総合的な取

り組みが不可欠である。 
 CCS については、我が国では、1980 年代末から国立研究所等において基礎研究が開

始された。1995 年から 2 年間にわたり、CO2 の地中貯留・海洋隔離技術に関する先導

研究が実施され、プロジェクト化に向けた検討が進められた。これらの検討を受け、

1997 年から「CO2 の海洋隔離に伴う環境影響予測技術開発」１４）が開始された。また、

2000 年から「CO2 地中貯留技術研究開発」１５）が、2002 年から「CO2 炭層固定化技

術開発」１６）が開始されている。また、CO2 の分離回収技術については、低コスト化

および再生時のエネルギー消費を減らす為に、新規な吸収液の開発と製鉄所をモデル

にした廃熱を利用する「低品位廃熱を利用する CO2 分離回収技術開発」１７）が 2004
年から開始された。また、膜分離技術についてはプログラム研究において 2002 年か

ら開発を進め、2003 年からの国際共同研究を経て、2006 年から「分子ゲート機能 CO2

分離膜の技術研究開発」１８）を開始した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2.4-6 本分野関連の学術論文発表数の推移 

（Web of Science により RITE にて調査） 
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 大規模植林については 2002 年に葉緑体への遺伝子組換えによる高成長樹木の開発が

プログラム研究で進められ、2003 年から 5 年間にわたり「CO2 大規模固定化技術開発」

１９）が進められた。 
 バイオマスからアルコールへの変換については、NEDO では「バイオマスエネルギー

高効率転換技術開発」２０）を 2001 年から実施しており、木質系バイオマスの小規模

分散型高効率ガス化発電システムや気体燃料・液体燃料への変換技術、セルロース系

バイオマスの新規なエタノール発酵技術などの開発を展開している。また、有用物質

への変換については 2000 年から５年間にわたり「古紙からの有用物質転換技術」２１）

を開発し、2006 年からは NEDO において「バイオリファイナリープロジェクト」２２）

が展開されている。 
 その他、光触媒を用いた CO2 固定技術や植物プランクトン・海藻を用いた CO2 吸収な

どの基礎研究が、プログラム研究や JST の CREST 研究２３）などで続けられている。 
 
２．４．４ 関連施策の取組み 

ここでは、CO2 固定化・有効利用に関連する政策の取り組みについてまとめる。 
 
〔課題の整理・ロードマップ等の作成〕 

 技術戦略マップ 
2004 年から技術戦略マップが毎年経済産業省から発表されている。CO2 固定化・有効

利用技術については、同分野の技術戦略マップの他、エネルギー分野の技術戦略マッ

プ２４）、グリーンバイオの技術戦略マップ２４）が関連している。 
 クールアース‐エネルギー革新技術計画 

2008 年 3 月に経済産業省から発表された同計画の 21 の革新的技術の三番目が「CO2

の回収・貯留（CCS）」で、2050 年までのロードマップが作成されている２）。 
 低炭素社会づくり行動計画 

平成 20 年 7 月 29 日に閣議決定された。低炭素社会を目指し、長期目標を実現するた

めに重要な革新的技術開発の推進及び既存先進技術の普及促進を行う。革新的技術に

ついてはクールアース‐エネルギー革新技術計画の技術ロードマップ等実施に向け、

今後 5 年間で 300 億ドル程度を投入するとされた。CCS については、「分離・回収コ

ストを 2015 年頃にトン当たり 2,000 円台、2020 年代に 1,000 円台に低減することを

目指して技術開発を進めるとともに、2009 年度以降早期に大規模実証に着手し、2020
年までの実用化を目指す。実用化に当たっては、環境影響評価及びモニタリングの高

度化、法令等の整備、社会受容性の確保などの課題の解決を図る。さらに、これらの

技術を併せ、 終的には二酸化炭素の排出をほぼゼロにするために、石炭火力発電等

からの二酸化炭素を分離し、回収し、輸送、貯留する一貫したシステムの本格実証実

験を実施し、ゼロエミッション石炭火力発電の実現を目指す」と記載されている９）。 
 バイオマス日本総合戦略など 

2002 年に「バイオマス・ニッポン総合戦略」２５）が制定され、さらに、これまでのバイオマ

ス利活用状況や 2005 年 2 月の京都議定書発効に合わせて開始された「京都議定書目標達成

計画」を踏まえ、2006 年 3 月に本戦略の改定が行なわれた２６）。そこでは、国産バイオ燃料
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の本格導入、林地残材などの未利用バイオマスの活用などによるバイオマスタウン構想の加

速化などを図るための施策を推進するとしており、これらの取り組みを通じて、エネルギー

や製品としてのバイオマスを総合的に 大限活用し、持続的に発展可能な社会「バイオマス・

ニッポン」を早期に実現するとしている。さらに、政府は 2007 年 2 月に国産バイオマス燃

料の生産量を 2030 年までに現在の年間ガソリン消費量の 1 割に相当する 600 万 kl に拡大す

るという目標を掲げ、セルロースからのエタノール生産など技術開発の工程表を示した２７）。 
 バイオ燃料技術革新協議会 

「国産バイオ燃料の生産拡大工程表」との整合性を図りつつ、経済的かつ多量にセル

ロース系原料からバイオ燃料等を効率的に生産する画期的な技術革新の実現を目指す

ため、産学官連携の協議会を設置し、具体的な目標、技術開発、ロードマップ等を内

容とする「バイオ燃料技術革新計画」２８）が策定された。ここではベンチマークとし

て 40 円/L が設定され、原料、酵素にかかるコストを重点的に低減することによりエ

タノール生産の低コスト化を実現するとしている。 
〔規制・制度改革〕 

 海洋汚染防止法の改正 
2006 年、ロンドン条約 96 年議定書附属書Ｉが改定２９）され、投棄可能な廃棄物その

他の物として海底下地層に貯留される CO2 流が追加されたことを受け、我が国として

も海洋汚染防止法を改正すべく、地球温暖化対策としての CO2 海底下地層貯留の利用

とその海洋環境への影響防止のあり方について検討が行われ、「海洋汚染等及び海上災

害の防止に関する法律の一部を改正する法律」３０）が 2007 年 5 月に通常国会で成立

し、我が国における海底下地層への CO2 貯留のための制度的枠組が整備された。さら

に、海底下廃棄できるガスの基準や指定海域については政令で海底下廃棄の許可の詳

細については環境省令で定められた３１）。 
 CCS 研究会 

経済産業省は CCS の温暖化対策としての位置づけを明確にし、 近の CCS を巡る情

勢の変化を捉え、わが国での CCS 推進に当っての課題を整理し、政策提言を行うため

の「CCS 研究会」を 2006 年に発足させた。国際ルール・国内制度等の事業環境整備、

低コスト化等に向けた技術開発の推進、国際協力の推進産官学連携強化と国内企業支

援についての提言が 2007 年に発表された３２）。さらに、2008 年には再開され、大規

模実証実験の実施の必要性を踏まえ、「我が国が CCS の大規模実証事業を実施する場

合に、安全面・環境面から遵守することが望ましい事項」等について検討した結果、

2009 年 8 月に「CCS 実証事業の安全な実施にあたって」がとりまとめられた３３）。 
 国内排出量取引の試行 

2008 年に排出量取引の国内統合市場が試行的開始３４）。これを受けて 2009 年に林野

庁では、森林資源の活用による CO2 削減や木質バイオマス安定供給を支援する「山村

再生支援センター」を設置３５）。 
 
〔基準・標準化〕 

 各プロジェクトで得られた成果のうち、標準化すべきものについては、適切な標準化

活動（国際規格（ISO/IEC）、日本工業規格（JIS）、その他国際的に認知された標準の
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提案等）を実施する。 
 CO2 回収・貯留後のモニタリング、植林等による CO2 固定化量の計算、バイオマス利

用時の CO2 排出削減量の評価、環境影響や安全性評価手法など、CO2 固定化・有効利

用を推進するに当たって標準化が必要となる事項については、研究・開発状況や社会

情勢を常に意識しながら計画的に標準化を推進する。 
 
〔知的基盤整備〕 

 情報交換に関する取組み：国内外との共同研究等を通じ、革新的な温暖化対策技術や

方策についての情報交換に資する、情報ネットワークの構築等を図る。 
 
〔国際協力〕 
(A) CCS 関係 

 COP／MOP（気候変動枠組み条約／京都議定書締約国会合）関連 
① 2001 年に国連気候変動枠組条約締約国会議（COP）は、IPCC に対して CO2 の地

中貯留技術に関する技術報告書を作成し、京都議定書締約国会合（COP／MOP）

の検討材料として報告するよう要請した。 
② 2002 年 11 月に科学上及び技術上の助言に関する補助機関（SBSTA）は、IPCC

に対して 1996 インベントリガイドライン（1996 IPCC Guidelines for National 
Greenhouse Gas Inventories）を改定するよう要請した。 

③ CCS の CDM 化については、2006 年 11 月に開催された COP/MOP2 で 2008 年

の COP/MOP4 でのガイダンス採択に向けたプロセスが決定されたが、2008 年に

ガイダンス採択に至らず、CDM 理事会にて今後その影響を分析することとなった

３６）。 
 IPCC 関連 

① COP からの要請を受け、IPCC は CCS の特別報告書１）を作成し、2005 年 9 月の

IPCC 第 24 回全体会合において承認された。我が国は国際協力として作成支援を

行った。 
② SBSTA の要請を受け、IPCC はインベントリガイドラインの改定を行い、2006

年 4 月の IPCC 第 25 回全体会合において CCS に関するガイドラインを含む 2006
インベントリガイドライン３７）が採択された。我が国は、CCS による CO2 分離回

収・隔離を CO2 の排出削減とみなして排出目録（インベントリ）に反映させるこ

との重要性を 2000 年頃から認識し、2002 年から開始された検討プロジェクトの

成果として国別インベントリのためのアカウンティングルール案を作成、2006 イ

ンベントリガイドライン作成会議にディスカッションペーパーを提供する等、議

論の基礎を提供した。また、CCS に関する信頼醸成を目的に、信頼醸成手法の開

発や信頼醸成の基礎となるナチュラルアナログ調査を行った。 
③ 第 4 次評価報告書（2007 年公表）３８）において、2030 年までに気候変動の緩和

に重要な貢献をする可能性のある新しいキーテクノロジーとして CCS を位置付

けた。 
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 主要国首脳会議（G8）関連 
① 『G8』：2005 年 7 月に策定されたグレンイーグルズ行動計画３９）で、CCS に関し

ては、炭素固定貯留技術の開発及び商業化を加速するための作業に取り組むと表

明。また、2008 年 7 月の洞爺湖サミット４０）では 2020 年までに CCS の広範な

展開を始めるために、各国毎の様々な事情を考慮しつつ、2010 年までに世界的に

20 の大規模な CCS の実証プロジェクトが開始されることを強く支持することが

首脳宣言にうたわれた。 
② 『国際エネルギー機関（IEA）及び国際エネルギー機関温室効果ガス関連研究開

発プログラム（IEA GHG R&D Programme）』：IEA が作成した「エネルギー展

望 2008（Energy Technology Perspectives 2008）」７）の中では、特に中国、イン

ド等の石炭資源国での CCS の重要性を強調。また、「 IEA 閣僚理事会声明

（2007.5）」４１）では、CCS に関して、規制や安全性の問題に十分な注意を払い

ながら実証及び早期の普及を推進することを表明。さらに、洞爺湖サミットの声

明を受けて作成した革新技術のロードマップのうち、2009 年に公表された「CCS
ロードマップ」では、世界の地中貯留プロジェクト数が 2020 年で 100 件、2050
年では 3400 件に上るとした４２）。 

③ 『炭素隔離リーダーシップフォーラム（CSLF）』：2003.6 に発足した CCS 技術の

研究開発に取り組む国際的枠組み。日本、米国、英国等の欧米諸国に加え、中国、

インド等も参加し、炭素隔離に関する各種プロジェクトを実施。さらに、IEA と

共同で G8 の要請に従って CCS の早期利用に関するワークショップを開催し、レ

コメンデーションをまとめている４３）。2004 年に策定した CSLF 技術ロードマッ

プを 2009 年に改訂、これまでの主要分野「分離・回収」、「貯留に、新たに「輸

送インフラ」ならびに「既存プラントとの統合」を加えた４４）。 
④ 『世界銀行』：クリーン・エネルギーと開発に関する投資枠組を発表。石炭ガス化

複合発電（IGCC）と組み合わせた CCS を商業的に実行可能な技術で重要な技術

的オプションの 1 つに挙げ、石炭火力発電における CCS の適用が課題としている

４５）。 
 APP 関連 

① 2006.1 に発足した日本、米国、豪州、中国、インド、韓国の 6 カ国が参加する官

民のパートナーシップ。CCS に関しては、2015 年までに燃焼前回収法による商

業的サイトの開発、純酸素燃焼法及び燃焼後回収法技術の商業化、石炭ガス化の

商業化、IGCC 技術の商業化、CCS と IGCC の組み合わせの促進等の目標を掲げ

る４６）。 
 ロンドン条約［1972 年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約

の 1996 年議定書（ロンドン条約 96 年議定書）］関連 
① 海底下地層貯留する CO2 が附属書Ⅰに加えられ、国際法において初めて CO2 の貯

留技術を位置付け。我が国政府は、ロンドン条約関連の情報収集を行うとともに、

96 年議定書改定に関連して、CO2 の海底下投棄に係る許可制度を創設する等の措

置を講じるべく国際交渉等を行ってきた。 
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(B) 大規模植林関係 
 IPCC 第 4 次評価報告書４７） 

森林の現状、CO2 削減技術としての有効性に関して下記が結論づけられた。 
① 20 世紀の 後の 10 年に、熱帯雨林の破壊が起こっていると現状認識。1990 年代

の森林伐採からの CO2 排出は 5.8 Gt-CO2/yr。 
② 森林による 2030 年の CO2 削減ポテンシャルは、ボトムアップモデルでは、

100US$/t-CO2 以下の削減コストで 1.3-4.2 Gt-CO2-eq/yr、20US$/t-CO2-eq では

約 1.6 Gt-CO2-eq/yr 達成。トップダウンモデルでは、100US$/t-CO2 以下で 13.8 
Gt-CO2-eq/yr と推定。 

③ CO2 削減手法には、森林伐採の減少、森林管理、植林、agro-forestry がある。短

期的には森林伐採の抑止が効果的。森林バイオマスのエネルギー等の利用によっ

て、CO2 削減ポテンシャルは 0.4-4.4 Gt-CO2/yr。将来はサステナブルな森林経営

によって炭素ストックを維持・増加させることが必要。 
④ 森林は安価でグローバルな CO2 削減ポートフォリオに対して、非常に重要な寄与

をしている。一方、ポテンシャルの非常にわずかな部分しか現在では実現してい

ない。 
⑤ 削減ポテンシャルの達成には、制度面の能力、投資資本、研究開発とその移転、

適切な政策とインセンティブ、国際協力が必要。 
 COP/MOP 関連 

① 森林等吸収源による CO2 吸収量の運用ルールが 2001 年の COP7 で決定（マラケ

シュ合意）４８）。一方、森林による吸収は成長過程に限られること、伐採や山火事

等があると吸収・固定された CO2 が再び大気に放散されるという「非永続性」の

問題があり、CO2 吸収源プロジェクトで得られるクレジットは期間限定的。また、

CDM 植林は COP9 で、小規模 CDM 植林は 2004 年の COP10 で運用ルールが合

意４９）。2005 年末に、初の吸収源 CDM に関する方法論が承認された。 
② CDM における外来種侵入樹種および GMO の使用については、ホスト国がそれら

の使用に関連する危険性をホスト国の国内法規で評価し、付属書Ⅰ国もそれらを

使用した植林からのクレジットを使用することを国内法規で評価することをそれ

ぞれ認識すべきとされる。 
③ 森林による CO2 の吸収量の報告、検証方法は、2004 年の COP10 で、2003 年の

IPCC 良好手法指針５０）に従うことが合意された。 
④ 京都議定書の運用ルールでは、第一約束期間（2008～2010 年）においては、森

林内にある炭素のみを把握することになっており、伐採分は排出とみなされるよ

うになっている。一方、伐採木材製品（Harvested wood products, HWP）の取

り扱いについての議論が進められている５１）。 
⑤ 気候変動対策の新しいイニシアティブ、国連『森林減少・劣化からの温室効果ガ

ス排出削減（REDD）』プログラムが 2008 年 9 月に発表５２）。３つの国連機関（FAO、

UNDP、UNEP）が、世界銀行の森林カーボン・パートナーシップ・ファシリテ

ィや地球環境ファシリティの熱帯林アカウント等と協力して、このプログラムを

運営する。 
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⑥ 2008 年の COP/MOP4 では森林減少・劣化に由来する排出の削減（REDD）につ

いて議論され、次期枠組みの中に位置づけるための検討５１）が継続されるととも

に、2009 年の COP15 では、日・米・仏・豪・英・ノルウェーの先進 6 カ国が

REDD のために協調して資金拠出することを決めた５３）。 
 
２．４．５ 海外での取組み 
(A) CCS 関係 

 米国 
① CCS は、2005 年 9 月に DOE 発表の気候変動技術に関わる戦略プランの目標の一

つに挙げられている５４）。 
② ダコタ州のガス化炉から CO2 をカナダの Weyburn にパイプライン輸送し、EOR

（100 万 t-CO2/年）を実施中である５５）。 
③ 炭素隔離プログラムの一つである FutureGen イニシアティブは、ゼロ・エミッシ

ョン型石炭火力発電所の実現を目指し、石炭から水素と CO2 を分離するシステム

及び CO2 の地中貯留の実証を中核とする多国間協力事業である。2008 年 1 月に

DOE から見直しが発表されたが、2009 年 6 月に当初計画どおり 275MW の IGCC
プラントの CCS 設置に対し資金提供することが発表され、2010 年よりプロジェ

クトが再始動することとなった。５６） 
④ EPA（Environmental Protection Agency）は 2008 年 7 月に安全飲料水法の地下

注入管理（UIC）プログラムに基づき、CO2 の地中貯留の規制案を公表し、法制

化の手続きが進められている５７）。 
⑤ Regional Carbon Sequestration Program で 100 万 t-CO2/年以上の CCS を行う 9

つのプロジェクトが計画されている５８）。 
⑥ 2009 年 10 月 Mountaineer サイトにおいて、石炭火力発電所における CO2 回収・

地中貯留までを一貫した世界初の CCS プロジェクトの操業に入ったことが発表

された。(分離・回収設備：発電設備の 20MW 相当、貯留量：10 万 t/年) ５９） 
⑦ 2010 年 2 月 に オ バ マ 大 統 領 は 、『 Presidential Memorandum for a 

Comprehensive Federal Strategy on Carbon Capture and Storage（CCS の包括

的国家戦略に関する大統領メモ）』を発表し、CCS 実用化へのインセンティブの

みならず、資金・技術・法制度をはじめとした様々な課題を扱う関係省庁間連携

タスクフォースの設立を指示した。 
 EU 

① 『Energy Policy for Europe（2007.3 採択）』６０）：EU のエネルギー分野におけ

る包括的な政策パッケージ。CCS に関しては、「2030 年までに、より多くの電力

と熱が CO2 回収貯留を備えたニア・ゼロエミッション化石燃料発電所から作り出

されることが必要である」としている。 
② CCS の法的枠組みを含む『気候・エネルギー政策パッケージ』が 2008 年 12 月に

欧州議会で採択された。また、EU-ETS において 2013 年計画のものから CCS を

認めることになった。６１） 
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 英国 
① 化石燃料利用における炭素削減技術（CAT）に関する戦略６２）を公表（2005.6）。

目標では、CAT の開発及び商業化で、英国が主導的役割を担うことであり、CO2

固定化・貯留技術が含まれている。 
② 2006 年 7 月に発表したエネルギー・レビュー６３）では、CCS に対する規制障壁

を廃止、ノルウェー等のパートナー国との国際協力を強化、実証コストをさらに

検討するとしている。 
③ 2005 年 9 月の EU・中国首脳会議で署名された両国・地域パートナーシップに基

づき、2005 年 12 月、英国は中国と CO2 固定化・貯留技術の開発事業（nZEC）

に合意した６４）。このプロジェクトの目的は、CCS 技術を伴う新たな石炭火力発

電所が、中国国内で新たに建設される時期を早めようというものである。 
④ また、グレンイーグルズ・サミットを受けて、英国とインドは、先進国から途上

国への低炭素エネルギー技術の移転における障害の調査を協力して進めることを

決定した６５）。 
⑤ 2008 年 1 月にエネルギー法案を発表。その中で CCS に関する規定を設けている

６６）。 
⑥ 2008 年に石炭の燃焼後回収（ 低 300ＭＷ、2014 年運転開始）の分離回収・海

底下地中貯留プロジェクトを公募。現在補助プロジェクトの絞込みを行っている６

７）。 
⑦ 2009 年 4 月に 300MW 以上の新設火力発電所に対するキャプチャーレディの義務

付けと新たに燃焼前回収を含んだ実証プロジェクトの推進を表明６８）。 
 オランダ 

① オランダ経済省のエネルギー報告書では、CCS に関する 3 つの目標（供給の安全

保障、環境基準、経済効率）を定めている。 
 ドイツ 

① ドイツ環境省は CCS を許容する政策スタンスを明らかにした。CO2 圧入による天

然ガスの増進回収（EGR）で経済的見返りが望める枯渇ガス田への貯留調査が

優先事項。 
② 2008 年 9 月世界初の酸素燃焼方式パイロットプラントが運転開始し、現在実証規

模へ向けた検討が進められている６９）。また、燃焼前回収方式のプロジェクトが

2014 年の運転開始を目指して貯留サイトを選定中７０）。 
 ノルウェー７１） 

① 1996 年からスライプナーで年間 100 万トンの CO2 を貯留。 
② スノービットで天然ガスから分離された CO2 を帯水層貯留するプロジェクトが

2008 年から開始（0.7 百万 t-CO2/年）。 
③ エネルギー政策では、再生可能エネルギーと併せ、CCS の推進等が重点項目。 
④ 2009 年 5 月、CCS 関連で EU 諸国に対して 5 ヵ年で 1.3 億ユーロの資金を拠出

する用意があることを表明７２）。 
 フランス 

2009 年 12 月に 2020 年までのエネルギー基盤ロードマップ承認。EU の「気候・
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エネルギー政策パッケージ」を受け、新規の石炭火力に対して CCS レディを要求

７３）。 
 カナダ 

① Weyburn５５）で米国からパイプライン輸送された CO2 の EOR（100 万 t-CO2/年）。 
② 中国との間で、CCCDP７４）（CBM Technology/ CO2 Sequestration Project）を推

進。 
 オーストラリア 

① CCS は、エネルギー効率の向上、低炭素燃料への転換、再生エネルギー資源の有

効活用等と共に、GHG 排出量削減の有効手段であると考えている。 
② 2005 年、CCS 促進のため、評価、所有権、輸送、モニタリング、責任、財政等

を定めた「CCS に関する規制ガイド原則」７５）を制定。 
③ Gorgon で天然ガス随伴 CO2 の地下深部塩水層貯留を行う大規模プロジェクト

（300 万 t-CO2/年）の開始が計画されている７６）。 
④ Offshore Petroleum Act（OPA：沖合石油法）2006 を改正し、CCS 規制を整備。

沖合での GHG 地中貯留サイト探索へ向けたアクセス権や財産権を規定した７７）。

これを受けて 2009 年、連邦政府は調査方法等についてのガイダンスを示すとと

もに、探索可能エリアとして 10 鉱区を開放した７８）。 
⑤ ZeroGen や Callide-A（日本が協力）など多くの CCS プロジェクトが進められて

いる７９）。 
⑥ GCCSI（Global Carbon Capture and Storage Institute）を設立し、日本からも

参加している８０）。 
 アルジェリア 

① In Sarah８１）で天然ガス随伴 CO2 の地下深部塩水層貯留（100 万 t- CO2/年）を実施。 
 中国 

① 豪との協力のもと燃焼後回収の第一号パイロット（3,000 t-CO2/年）が稼働した８２）。 
② 貯留ポテンシャルの算出（米国が協力）、英国とのパートナーシップである NZEC、

また 2009 年 6 月には EU が資金提供を発表する８３）など各国と協力して CCS プ

ロジェクトを進めている６４）。初の商業規模 IGCC プロジェクトである GreenGen
はフェーズ 1 として 250MW IGCC 発電所を着工、フェーズ 3(2015 年)までに

400MW 発電+CCS(×2 基)とする計画８４）。 
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表 2.4-1 世界の CCS プロジェクト８４） 
プロジェクト名 国 リーダー 燃料 サイズ MW 回収プロセス 貯留 開始

Schwarze Pumpe ドイツ Vattenfall 石炭 30/300/1000 Oxy 地中貯留/ EOR 2008
Pleasant Prarie アメリカ AEP 石炭 5 Post 深部塩水層 2008

AEP Alstom Mountaineer アメリカ AEP 石炭 30 Posｔ/chilled ammonia 深部塩水層
2009

ﾊﾟｲﾛｯﾄ操業

Total Lacq フランス Total 石油 35 Oxy 枯渇ガス田 2009

Callide-A Oxy Fuel オーストラリア CS Energy 石炭 30 Oxy/retrofit 地中貯留
2009

プラント操業
Williston アメリカ PCOR 石炭 450 Post EOR 2009-15

GreenGen 中国 GreenGen 石炭 250/400×2 Pre/IGCC
地中貯留/ 一部

EOR
2010

Kimberlina アメリカ CES 石炭 50 Oxy 地中貯留 2010
Brindisi イタリア Enel&Eni 石炭 660 Post 地中貯留 2010

AEP Alstom
Northeastern

アメリカ AEP 石炭 200 Posｔ/chilled ammonia EOR 2011

Plant Barry アメリカ MHI 石炭 25 Post 地中貯留 2011
Sargas Husnes ノルウェー Sargas 石炭 400 Post EOR 2011

Scottish & Southern
Energy Ferrybridge

イギリス SSE 石炭 500 Post 地中貯留 2011-2012

Naturkraft Kårstø ノルウェー Naturkraft ガス 420 Post 未決定 2011-2012
Fort Nelson カナダ PCOR ガス Gas Process Pre/IGCC 深部塩水層 2011

ZeroGen オーストラリア ZeroGen 石炭 100 Pre/IGCC 深部塩水層 2012
Antelope Valley アメリカ Basin Electric 石炭 120 Post/ammonia EOR 2012

Appalachian Power アメリカ AEP 石炭 629 Pre/IGCC 未決定 2012
Teeside イギリス CE 石炭 800 Post 地中貯留 2012

WA Parish アメリカ NRG Energy 石炭 125 Post EOR 2013
Wallula Energy Resource

Center
アメリカ Wallula Energy 石炭 600-700 Pre 玄武岩層 2013

RWE npower Tilbury イギリス RWE 石炭 1600 Post 地中貯留 2013
TCEP アメリカ Summit Power 石炭 600 Pre EOR 2014

Traiblazer アメリカ Tenaska 石炭 600 Post EOR 2014
HECA アメリカ HEI 石油コーク 390 Pre/IGCC EOR 2014

UK CCS project イギリス TBD 石炭 300-400 Post
海底下地中貯

留
2014

Statoil Mongstad ノルウェー Statoil ガス 630 CHP Post 地中貯留 2014
Bow City カナダ BCPL 石炭 1000 Post EOR 2014

NZEC 中国 UK&China 石炭 未決定 未決定 地中貯留 2014
Jansschwalde ドイツ Vattenfall 石炭 500 Oxy & Post EGR 2015

RWE Goldernbergwerk ドイツ RWE 石炭 450 Pre/IGCC 深部塩水層 2015
AMPGS アメリカ AMP 石炭 1000 Post 不明 2015

Boundary Dam カナダ SaskPower 石炭 100 Oxy EOR 2015
Meri Pori フィンランド Fortum 石炭 565 Post 不明(搬出) 2015

Nuon Magnum オランダ Nuon (Various) 1200 Pre 地中貯留 2015
Powerfuel Hatfield イギリス Powerfuel 石炭 900 Pre/IGCC EOR 未決定

ZENG Worsham-Steed アメリカ CO2-Global ガス 70 Oxy EOR 未決定

Polygen Project カナダ SaskPower
石炭／石
油コーク

300 Pre 未決定 未決定

ZENG Risavika ノルウェー CO2-Norway ガス 50-70 Oxy 未決定 未決定
E.ON Karlshamn スェーデン E.ON 石油 5 Post 未決定 未決定  

 
表 2.4-2 中止・再構築のプロジェクト 

プロジェクト名 国 リーダー 燃料 サイズ MW 回収プロセス 貯留 開始

FutureGen アメリカ
FutureGen
Alliance

石炭 275 Pre 深部塩水層 再開準備中

BP Carson (DF2) アメリカ
Hydrogen
Energy

石油コーク 500 Pre EOR 再構築

UAE Project UAE Masdar ガス 420 Pre EOR 休止
E.ON Killingholme イギリス E.ON 石炭 450 Pre 地中貯留 休止
Monash Energy オーストラリア Monash 石炭 60 k bpd Pre

海底下地中貯
留

休止
BP Rio Tinto Kwinana

(DF3)
オーストラリア BP 石炭 500 Pre 地中貯留 中止

BP Peterhead (DF1) イギリス BP ガス 475 Pre EOR 中止
SaskPower Clean Coal カナダ SaskPower 石炭 450 Oxy 不明 中止

Halten CO2 Project
(Draugen)

ノルウェー Shell & Statoil ガス 860 Post 不明 中止  
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(B) 大規模植林関係 
 米国 

① 『炭素隔離ロードマップ（2006 年）』８）：地上隔離として森林形成技術を記述。

2008 年時点の植林等による地上隔離のコスト目標を 10$/t-C に設定。 
② Regional Carbon Sequestration Program では、森林や耕地・湿地帯に関して、

管理や CO2 吸収モニタリングの手法の実証、および炭素クレジットに対する経済

性の検証等が行われている５８）。 
 
(C) バイオマス利用関係 

 米国 
① 『バイオマス研究開発構想』：バイオマスに的を絞った取り組みが連邦政府レベル

で実施。2002 年のバイオマス導入ビジョンで、バイオパワー、バイオ燃料、バイ

オ製品の導入目標を設定。2002 年 12 月にロードマップ８５）を公表し、原料生産、

処理および転換、製品利用および供給、公共政策の４分野での目標を定め積極的

な研究開発を推進。 
② 『バイオ燃料プログラム（2003.3～）』８６）：生物化学的変換、熱化学的変換のそ

れぞれの開発を研究目標としているが、先にあるバイオリファイナリーによるバ

イオ燃料、化学製品、エネルギーの生産を 終的な目標として取り組みを加速化。  
③ 『エネルギー保障強化イニシアチブ（Twenty in Ten）（2007 年 1 月）』：2017 年

までの 10 年間でガソリン使用量を 20％削減を打出し８７）。これを受けて成立した

エネルギー自給・安全保障法で、バイオエタノールを含むガソリン代替燃料を

2022 年には 360 億ガロンにすることを義務付け。この中で、従来型バイオ燃料は

2017 年の 150 億ガロンで横ばいとし、残りはセルロース系他の次世代バイオ燃料

拡大によることとしている８８）。 
④ 『Breaking the Biological Barriers to Cellulosic Ethanol（米国 DOE,2006）』８

９）：ソフトバイオマス、ハードバイオマスのセルロースからエタノールを生産し

ていくプロセスの開発ロードマップを提示。 
⑤ 2009 年 2 月に成立した「再生・再投資法」においてクリーンエネルギー・再生可

能エネルギー分野が重点 3 分野のひとつとされ、DOE はバイオ燃料・バイオリフ

ァイナリープロジェクトの加速へ資金拠出を発表９０）。 
 EU 

① 『White Paper（1997）』：エネルギー消費に占めるバイオマスの割合を 2010 年

で 8.5%に設定。EU が行う研究開発枠組み計画（FP6、FP7）で、現エネルギー

システムと再生可能エネルギーとの統合化などを目標に研究開発を積極的に推進。 
② 『バイオ燃料のための EU 戦略（2006.2）』９１）：域内バイオ燃料の利用促進、コ

スト競争力強化などを目標に取り組み。 
③ 『EU 首脳会議（欧州理事会）（2007.3）』９２）：「持続可能かつ統合された欧州の

機構変動及びエネルギー政策を策定する」として、ポスト京都を想定し 2020 年

までに温室効果ガス排出量を 1990 年比で少なくとも 20％削減することで合意。

EU 全体のエネルギー消費に占める再生可能エネルギーの割合を、現行の 5.75％
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から 2020 年までに 20％までとする拘束力のある目標を設定。2020 年までの EU
全体の運輸部門のガソリン及びディーゼルの消費におけるバイオ燃料のシェアを

全ての EU 加盟国が拘束力のある目標として、最低 10％に設定。 
④ 再生可能エネルギーのシェアを 2020 年に 20％に拡大することを含む『気候・エ

ネルギー政策パッケージ』が 2008 年 12 月に欧州議会で採択された６１）。 
 ドイツ 

① バイオ燃料と食糧となる作物の作付けに関する対立を回避するとともに、バイオ

燃料の拡大の目的について、これまでよりも、温室効果ガス排出量の効果的な削

減を重視することを目指すバイオ燃料促進変更法案を承認した９３）。燃料への混合

の割合は、2009 年は 5.25％、2010 年に 6.25％に高め、2014 年までこの値を維

持する。 
 
２．４．６ 民間での取組み 
(A) CCS 関係 

① 電力会社を中心として 1980 年代末から CO2 回収技術を中心とした基礎研究に取

り組んだ実績がある。現在継続されている主な民間の取組としては、三菱重工業

（株）９４）と関西電力（株）９５）の燃焼後化学吸収による大規模排出源（天然ガ

ス焚き排ガス）からの CO2 回収試験等がある。また、2006 年からは石炭火力発

電所でのパイロット試験が実施された。この技術は世界でもトップレベルにあり、

低コスト化に資するものと考えられ、アメリカでの実証プロジェクト（燃焼後回

収）９６）や APP によるオーストラリアのプロジェクト（純酸素燃焼法、燃焼前回

収法）に参画している４６）。 
② 我が国における二酸化炭素の分離・回収・輸送及び地中貯留に関する研究開発や

事業化にかかる調査を行うことを目的として、日本 CCS 調査株式会社が 2008 年

5 月に電力、鉄鋼、石油販売、石油開発、化学等の合計 29 社（当時。2010 年 2
月時点では 37 社）の出資により設立された９７）。 

③ 2008 年より、高炉における水素還元と高炉ガスからの CO2 分離を主要課題とし

た「環境調和型製鉄プロセス技術開発(COURSE50)」が開始された９８）。 
 
(B) 大規模植林関係 

① 製紙業界では、国内外における植林事業の推進に努め、2012 年度までに所有また

は管理する植林地を 70 万 ha（90 年度比 42.5 万 ha 増）に拡大する計画である。

なお、植林面積の推移は、2007 年度末で国内外合わせて 60.8 万 ha（計画の 87％）、

海外植林のみでは 45.8 万 ha（90 年度比 32.9 万 ha 増）となっている９９）。 
 
(C）バイオマス利用関係 

① 木質系バイオマスの小規模分散型高効率ガス化発電システム１００）や、稲わら１０

１）や廃木材１０２）からのバイオエタノール変換など、パイロットスケールの検討

がなされている。 
 

－27－



 

 

 
２．４．７ 改訂のポイント 

 CO2 の回収・貯留ならびに大規模植林における国内外動向の進展により、導入シナリ

オ（国際動向、導入促進・関連施策項目）の見直しを行った。 
 本分野における目標と将来実現する社会像の参考として、【参考資料１：世界の CO2

排出量半減を想定した技術ポートフォリオ検討例】を添付した。 
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２．５ 技術マップ 
２．５．１ 技術マップ 

 CO2 固定化・有効利用のための技術として、現在研究開発を実施しているものや検討

が行われているものを体系的に「CO2 固定化・有効利用分野の技術マップ（技術体系）」

（図 2.4-3）として示した。平成 16 年度の原案は有識者の意見ならび既存の資料１０３）

を元にして作成し、以降毎年アップデートを行っている。 
 さらに、実用段階に近く特に重要な技術を用いた場合の CO2 固定化コストについて詳

細な調査・分析を行い、「技術分類」、「技術の概要」、「開発段階」、「現時点での概算コ

スト」、「2030 年でのコスト実現性」、「総合評価」等を「CO2 固定化・有効利用分野

の技術マップ（技術リスト）」として表形式で示した（表 2.5-1～表 2.5-4）。 
 
２．５．２ 重要技術の絞込み 

 リストアップした対策技術について以下の視点から、委員会委員および有識者による

評価を行った。 
・ CO2 削減技術としての有効性（有効利用技術のみ） 
・ ポテンシャルの大きさ 
・ 概算コスト 
・ 2030 年でのコスト実現性：現状の概算コスト、技術レベルを踏まえ、今後の研究

開発により、2030 年までに技術が確立し、そのコストが 2,000～6,000 円/t- CO2

程度（DNE21＋を用いた、2030 年における日本の対策技術の推定コスト）に到

達可能と評価されるものに○をつけた。 
・ 総合評価：以上の評価を勘案して、以下に分類した。 

◎：削減ポテンシャル・コスト両面から有効な技術群で導入に向けた取り組みが

進められるべきもの 
○：削減ポテンシャル・コスト両面から可能性があり、更なる検討が進められる

べきもの 
・ コメント：各技術についてコメント欄にそれぞれの分類に至った考え方を示すと

ともに、各技術の課題についても記載した。 
 上記の評価の結果、 

削減ポテンシャル・コスト両面から有効な技術群で導入に向けた取り組みが進められ

るべき技術として以下があげられた。 
・ 海洋隔離技術 
・ 地中貯留技術（地下深部塩水層貯留、炭素固定、EOR、枯渇油･ガス層貯留） 
・ CO2 の分離回収技術 
・ 大規模植林による地上隔離技術 
また、削減ポテンシャル・コスト両面から可能性があり、更なる検討が進められるべ

き技術として以下があげられた。 
・ その他の地中貯留新技術（蛇紋岩体、高温岩体への貯留、海底下ハイドレート貯留） 
・ 炭酸塩固定化技術 
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 「変換・有効利用技術」の項においては、「省エネ技術」や「エネルギー変換技術」と

して重要なものがあるが、今回の検討対象である「大規模排出源からの CO2 削減技術」

の範囲外にあるため、コメントにその旨を記載するに留めた。 
 また、自然エネルギーとの組み合わせにより、CO2 削減技術として成立する可能性が

あるものがあり、その旨をコメントに記載した。今後の自然エネルギーの発展および

大幅な効率向上によっては有効な技術となりうるが、自然エネルギーの直接利用など

と、システムとしての有効性を十分比較することが必要である。 
 「生物による吸収固定技術」においては、海洋の生態系を利用した大気中からの CO2

の吸収技術は、大きな削減ポテンシャルが期待され、特に周囲を海洋で囲まれた我が

国にとっての価値が大きいと考えられる。一方で鉄散布等の栄養塩散布法については

「削減ポテンシャルが比較的小さい」、人工湧昇流や深層水汲み上げについては「CO2

濃度に富んだ深層水が表層に移行するため CO2 が放出されるのではないか」という指

摘がある。これらを踏まえて、今後、対策技術の有効性を評価すべきであると考える。 
 また、大型海藻を用いた吸収・固定およびその産業的利用も魅力的な技術群になる可

能性があり、今後も検討を続けるべきと考える。現状では流れ藻の海底への沈降量が

不明であり、さらに科学的理解を深める必要がある。さらに、増殖させた藻のエネル

ギー等への利用については、太陽光の利用効率やコストを植林などと比較すべきであ

ると考える。 
 
２．５．３ 選定された重要技術の概要と新技術調査 

 選定された重要技術について、簡潔に概要を整理すると次の通りとなる。 
① 分離・回収 
分離・回収技術には化学吸収法、物理吸収法、膜分離法などがある。我が国におい

ては、化学吸収法を用いた実証プラントの実績があるが、さらなる低コスト、低エ

ネルギー化に向けたより高効率な化学吸収法と実用化に向けた大規模な実証試験に

よる信頼性の向上が望まれている。また、高圧ガスからの分離・回収として、高分

子膜、セラミック膜などの分離膜技術の開発推進も重要である。その他、物理吸着

法等の中からも、低コスト、低エネルギー化に資する技術の新方式基礎研究と適用

検討について検討する必要がある。 
② 地中貯留 
地中貯留は、地下深部塩水層（帯水層）貯留、石油・ガス増進回収（EOR/EGR）、

枯渇油・ガス層貯留及び炭層固定などに大別される。海外では、特に EOR や枯渇

油・ガス層貯留が進められており、地下深部塩水層貯留についても実用規模の圧入

が開始されてきている。我が国では、長岡市において地下深部塩水層への実証実験

を実施してきた。今後は、国内における地中貯留の実用化を目指し、早期に大規模

排出源を対象に分離・回収システムも含めた統合システムとしての大規模実証に着

手する必要がある。地中貯留の技術開発を進めるに当たって共通的な課題として、

信頼醸成に関わる環境影響・安全性評価手法の開発、CO2 挙動予測手法の確立等が

ある。 
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③ 海洋隔離 
海洋隔離は、海洋による CO2 吸収能力の大きさを考慮した削減手段として有望では

あるものの、これを実施した場合における海洋生態系への影響が必ずしも明らかで

はない。将来の実施に向けて、CO2 の海洋拡散・生物影響の科学的理解、拡散シミ

ュレーション実験によるマッチング等の技術の確立を目指した技術開発を行うこと

が重要であり、その成果を広く公開し、海洋隔離実施に対する国際的・社会的合意

を得ていくことが不可欠である。 
④ 大規模植林による地上隔離 
大規模植林は、二酸化炭素の大規模削減に寄与し得る、見通しのある技術であり、

一層の低コスト化が重要である。植物の生育が可能な土地においての単位面積あた

りの CO2 固定量の増大、乾燥地等不良環境地における植生拡大については、植林範

囲の拡大のために優良種選抜や土壌改良などは早い段階で実施すべきであり、遺伝

子組み換えを伴うものについては、安全性に関する知見を蓄積し、その有効性を主

張しつつ順次取組む必要がある。また、CO2 固定量の適切な評価方法を確立する必

要がある。加えて、産業利用や、バイオマスの革新的利用の観点から、有用物質生

産の面からの取り組みも必要である。 
 さらに選定された重要技術に関して 新の研究動向を調査し、その結果を新技術調査

表にまとめた（表 2.5-5～表 2.5-22）。また、表 2.5-3 の「変換・有効利用」に記載し

ている各技術について、2006 年以降の進展を調査した結果を表 2.5-23 に示した。 
 新技術調査表の作成にあたっては、GHGT-9 などの学会調査および文献調査を実施し、

その内容を表にまとめているが、植林分野については 2007 年度に下記の有識者の方々

にレビューしていただく方法を取った。※は新技術調査表作成においてレビューいた

だいた箇所を示している。 
 

独立行政法人森林総合研究所 国際研究推進室長 藤間 剛（※1） 
岡山大学大学院環境学研究科 教授 吉川 賢（※2） 
東京大学大学院農学生命科学研究科 教授 鈴木 雅一（※3） 
岡山大学大学院環境学研究科 教授 山本 晋（※4） 
独立行政法人森林総合研究所 生物工学研究領域長 篠原 健司（※5） 
独立行政法人森林総合研究所 林木育種センター 

関西育種場育種課長 栗延 晋（※6） 
王子製紙株式会社 森林資源研究所長 伊藤 一弥（※7） 
京都大学大学院エネルギー科学研究科 教授 坂 志朗（※8） 
京都大学生存圏研究所バイオマス変換分野 教授 渡辺 隆司（※9） 

 
２．５．４ 改訂のポイント 

 新技術の動向調査を行い、分類・内容を見直した。 
 本分野の国際競争力について【参考資料２：CO2 固定化・有効利用分離・回収技術の

国際競争力】として添付した。 
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表 2.5-1 技術リスト（１） 

大分類 中分類

化学吸収液 1101 －
基礎研究～
実証研究

～実用化中

NGCC新設
$37～74/t-CO2

石炭火力新設
$29～51/t-CO2

4,900～5,800円
/t-CO2

4,200円/t-CO2

IPCC特別報告書（２００５）

平成14年3月NEDO報告書
51401158-0（MEA、排ガス

3x10
6
Nm

3
/h、CO2濃度13.2%）

RITE(2006） 新設石炭火力

○

固体（リチウムシリケート、
酸化亜鉛など）

1102 － 基礎研究 － － －

物理吸収法 1201
高圧下でCO2を大量に溶解できる液体に接

触吸収させる方法
－

基礎研究～
実証研究

～実用化中

3,100円/t-CO2

IGCC新設
$13～37/t-CO2

平成5年3月NEDO報告書 P-9210
（石炭火力発電、酸素吹き
IGCC/SELEXSOL法ケーススタディ）

IPCC特別報告書（2005）

○

高分子膜 1301
基礎研究

～実証研究

セラミック膜 1302 基礎研究

ＰＳＡ法、ＴＳＡ法、ＰＴＳＡ
法

1401

ガスを吸着剤と接触させてCO2を吸着させ

て、圧力差や温度差を利用して脱着させる
分離方法（吸着剤：ゼオライト、活性炭、ア
ルミナ等）

－
基礎研究～
実証研究

～実用化中
－ － ○

液化分離、蒸留分離 1501
ガスを圧縮冷却後、蒸留操作により相分離
でCO2を分離する技術

－
実証研究

～実用化中
－ － ○

ハイドレート分離法 1601
CO2ハイドレート生成条件にすることにより

高濃度CO2を回収する方法
－ 基礎研究 － － －

溶融塩を用いた濃縮 1602
発電所の排ガスを溶融炭酸塩燃料電池
（MCFC)に送りこみ、CO2を濃縮。 －

基礎研究～
実証研究

－ － －

・研究開発レベル。

技術
No

小分類技術名

概算コスト

物理吸収

CO2を選択的に溶解できるアルカリ性溶液と

の化学反応によるガス吸収法（アルカリ性
溶液としてアミン、炭酸カリK2CO3水溶液等）

を使用

【常圧ガス】
・アミン液を用いた化学吸収法は天然ガスからのCO2分離

で100万t-CO2規模の実績あり。燃焼排ガスからのCO2回

収でもEconamine FG法（1,000t-CO2/日）、KS液による尿

素プラントで実用化（200t-CO2/日）など、大規模商業実

績あり。
・経済性向上、省エネルギー化が課題であり、新吸収液
の開発が基礎～実証レベルで各国で進められている。ま
た、アルカリ吸収－電気透析再生についての基礎研究も
実施されている。
・石炭・油の混合焚き排ガスからの回収性能評価試験が
実施され、石炭火力発電所に10ｔ-CO2/日の分離回収プ

ラントを設置し、実ガスを用いた連続的な分離回収検討
がなされている。また、欧州でも石炭火力から1ton-
CO2/h規模の分離回収試験が実施されている。

・ 鉄鋼副生ガスを対象に更なる低コスト化のため吸収液
改良や廃熱利用の研究開発が実施され、国内では30ｔ-
CO2/日のプラント設置研究が進められている。
・チルドアンモニア法が開発され、米国でパイロット規模の
運転が実施されている。(分離・回収設備：発電設備の
20MW相当、貯留量：10万t/年)

【高圧ガス】
・MDEAを用いた分離が実証～実用化レベルにある。
・さらに低エネルギー、低コスト化を目的とした新吸収液
の基礎研究が実施されている。

高温でCO2を回収再生する個体吸収剤の基礎研究が実

施されている。

・ 米独にてアンモニア合成用ガスからのCO2分離用の商

用実績がある。
・IGCC等からのCO2回収が検討されている。

・新しい吸収液としてイオン液体の基礎研究がなされてい
る。

技術分類
隔離/

有効利用

開発段階
（基礎研究、
実証研究、研
究中断、実用

化中）

・小型試験装置での実験が成功。50kWに規模を拡大して
実証を実施。

分離・回収

・鉄鋼からの燃焼排ガスについては、食品などの商用向
けで実用化されている。
・石炭火力については性能評価試験が実施された。
・水蒸気の影響を受けない新しい吸着剤の基礎研究がお
こなわれている。

・ 液化CO2の精製では技術は完成しており、国内36ヶ所

で実績がある。

多孔質膜の気体分離膜にガスを通し、孔径
によるふるい効果や拡散速度の違いにより
選択的に分離する方法

膜分離

化学吸収

－

・インドネシアの天然ガスプラントにて実用化されている。
・高選択性を有するCO2分離膜（高分子、セラミック）が研

究開発が進んでいる。
・CSLFなどで圧力ガスへの分離膜の適用が検討されてい
る。

その他

コスト概算の根拠

－－

技術分類

技術の概要 現状の技術レベル／開発動向

関連技術

深冷分離

物理吸着

タスクフォースでの
有識者からのコメント

○

　　　　　　　総合評価
◎削減ポテンシャル・コスト両面
から有効な技術群で導入に向け
た取り組みが進められるべきも
の
○削減ポテンシャル・コスト両面
から可能性があり、更なる検討
が進められるべきもの

2030年での
コスト実現性

○

◎

・現段階では回収～隔離プロセスコストの相当分を回収コス
トが占めているため、大幅なコスト削減が必要である。
・燃焼プロセスや排ガスの性状に応じて分離方法が選択さ
れる必要がある。
・化学吸収法では、CO2の再生ﾌﾟﾛｾｽでのエネルギー消費

が著しいため、低再生エネルギー型吸収液の開発、発電所
エネルギーロス低減や安価な未利用排熱の利用、化学吸
収システムの性能向上などの開発が必要である。
・膜分離法はガス化プラント等の圧力を有するガス分離に適
用すれば大幅なコストダウンが期待される。透過速度・選択
率の向上、高寿命化、膜の大型化・モジュール化技術など
の開発が必要である。
・また、酸素燃焼法などの燃焼ガス化システムとも比較がな
される必要がある。
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表 2.5-2 技術リスト（２） 

大分類 中分類 国内 世界

地下深部塩水層貯留 2101

分離回収したCO2（液相/ガス相）をタンカー/パイ

プラインにより輸送し地下深部塩水層に圧入し貯
留する。
海外では商用化されている。わが国でも長岡で１
万ｔ-CO2の圧入実験がなされた。

トラッピングメカニズムの解明やシミュレーションな
どの貯留CO2の挙動理解と予測、モニタリングや

CO2の漏洩メカニズムに関する検討と対策立案、

環境影響評価、安全評価、貯留層の開拓と賦存量
調査、効率向上とコストダウンの検討がなされてい
る。

隔離 実証研究

*背斜構造へ
の貯留
～300

*層位ﾄﾗｯﾌﾟ等
を有する地質
構造への貯

留
～1,200

**10,000～
100.000

*RITE(2006)
**IPCC特別報

告書(2005)

6800
(6800～13600)

円/t-CO2

微粉炭火力～地下深
部塩水層

　30-70US$/t-CO2

NGCC火力～地下深
部塩水層

　40-90US$/t-CO2

新設石炭火力
～7300円/t-CO2

NEDO(1992)
約180万t/年回収、LNG複合発電、化学吸
収、ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ輸送100kmを想定
分離回収コスト　　：4,880円/t-CO2

輸送コスト　　　　　：1,700円/t-CO2

圧入コスト　　　　　：200円/t-CO2

（探査費を含まず）

IPCC特別報告書(2005）
分離回収コスト
　微粉炭火力　    29～51US$/t-CO2
　NGCC             37～74US$/t-CO2
輸送コスト(250km）1～8　US$/t-CO2
圧入コスト          0.5～8　US$/t-CO2

RITE（2005）
新設石炭火力、100万t/年回収・貯留
分離回収コスト   ：　4200円/t-CO2
輸送コスト(20km）：　800円/t-C02
圧入コスト         ：　2300円/t-CO2
（ERD、10万t-CO2/年・井戸）

○

炭層固定 2102

分離回収したCO2を炭層に圧入メタンの回収を促

進するとともに、CO2を吸着貯留する。夕張にて

CO2圧入・メタン回収の実験が行われている。
隔離

基礎研究
～実証研究

*10
**ECBM

150～2,000

*炭素固定
PJ(2004）

**IPCC特別報
告書(2005)

－ － ○

石油・ガス増進回収 2103
CO2を油・ガス層に圧入し石油・天然ガスの回収率

を向上させるとともにCO2を貯留する。
隔離

実証研究
～実用化中

－ － －

枯渇油・ガス層貯留 2104
分離回収したCO2を枯渇した油・ガス層に圧入し貯

留する。
隔離 実証研究 － － －

その他の貯留新技術
蛇紋岩体への固定

2105
分離回収したCO2を蛇紋岩体の間隙に注入し生成

鉱物により固定するとともにシールを形成し貯留。
隔離 基礎研究 － － － －

その他の貯留新技術
高温岩体への固定

2106
CO2含む排ガスをそのまま高温岩体（地熱地帯）に

注入し、生成鉱物によりシールを形成し貯留。
隔離 基礎研究 － － － －

その他の貯留新技術
海底下ハイドレート貯留

2107
分離回収したCO2（液相）を深海底下の砂層に注

入しハイドレートによるシールを形成し貯留。
隔離 基礎研究 － － － －

その他の貯留新技術
(関連技術）
地中メタン変換

2108
地中に貯留したCO2を地中メタン生成菌を用いてメ

タンに変換する。
隔離 基礎研究 － － － － － － －

・天然におけるメタン生成および地中微生物についての科
学的知見の集積段階にあり、削減対策としての有効性は不
明である。
・貯留したCO2がメタン等に変換できれば、循環使用が可能

となるため、重要技術となる可能性がある。
・変換のためには水素等の一次エネルギーが必要であり、
その直接利用とも有効性比較が必要。

溶解希釈（固定式） 2201
大規模排出源から分離回収されたCO2（気相/液

相）を陸上から海底パイプラインにより表層または
中層へ輸送し注入溶解する。

隔離 基礎研究

7,130
(5,299～7,130)*

円/t-CO2

NEDO1992, NEDO1996*

気相について

分離回収：4,880円/t-CO2

輸送コスト：1,510円/t-CO2

処理コスト：740円/t-CO2

溶解希釈（移動式） 2202

大規模排出源から分離回収されたCO2（液相）をタ

ンカーにより輸送し移動しながら中深層に注入し、
希釈する。
MovingShip方式の有効性検討や環境影響に関す
る検討が行われている。

隔離 基礎研究

15.7
US$/t-CO2

(net)

IPCC特別報告書(2005)
CO2貯蔵（陸上）：2.2$/t-CO2(shipped)

輸送（500km）　  ：5.3$/t-CO2(shipped)

処理（航送船舶）：7.7$/t-CO2(shipped)

深海底貯留隔離 2203
大規模排出源から分離回収されたCO2（液相）をタ

ンカーにより輸送し3,000m以深の海底に貯留す
る。

隔離 基礎研究 －
9,975

円/t-CO2

NEDO(1992)
LNG-CC、化学吸収、船舶輸送500km
回収コスト：4,880円/t-CO2

LNG冷熱利用液化：1,940円/t-CO2

輸送コスト：500円/t-CO2

処理コスト：2,655円/t-CO2

○

大規模発
生源から
のCO2排
出削減

隔離

9,000～
12,000

－

海洋隔離

地中貯留

IPCC特別報告
書(2005)

開発段階
（基礎研究、
実証研究、研
究中断、実用

化中）

－ ○

○

◎

・これらの技術はまだ科学的知見の集積段階にあり、現状
では削減ポテンシャル、コストなどの評価は不能であるが、
将来の地中貯留可能量拡大につながるため、積極的に研
究が進められるべきである。
・蛇紋岩固定ならびに高温岩体固定の課題：多量のCO2を

高効率に地下水へ溶解する技術の開発。鉱物生成までの
間、多量のCO2を岩体内に留め置く技術の開発。シール能

力を 大化する技術の開発。発生源との位置関係の調査。
経済性の検討。
・海底下ハイドレート固定の課題：高効率にCO2を注入しハ

イドレートを形成する技術の開発。貯留に適した地質条件の
検討。経済性の検討。適地調査。

小分類技術名

　　　　　　　総合評価
◎削減ポテンシャル・コスト両
面から有効な技術群で導入に
向けた取り組みが進められる
べきもの
○削減ポテンシャル・コスト両
面から可能性があり、更なる検
討が進められるべきもの

技術分類
隔離/

有効利用

技術分類
ポテンシャルの大きさ

（総量　億ｔ-CO2）
コスト概算の根拠技術の概要／開発動向

ポテンシャル
根拠

技術
No

2030年での
コスト実現性

○

・国内の削減ポテンシャルが極めて大きく、コストの実現性
も高い技術である。
・海外での技術適用も期待大である。
・方式としては「移動式」がCO2の初期希釈効果大、比較的

生物の少ない中層領域への投入という面で他の技術に比
較して優位。
・環境影響に関する理解、評価手法の体系化が 優先課題
である。

タスクフォースでの
有識者からのコメント

23,000～107,000
IPCC特別報告

書(2005)

－

概算コスト

・国内の削減ポテンシャルが大きく、コストの実現性もある。
・海外での技術適用も期待大である。
・国内外での実証が開始されており、環境影響に関する理
解、評価手法の体系化に関し、国際的な基準作りが開始さ
れた段階にある。
・今後10年程度で国際的コンセンサス作りが進むものと考え
られ、積極的に取り組む必要がある。
・「石油ガス増進回収」や「枯渇油・ガス増進回収」は国内で
は量が他方式に比べ少ないと考えられる。技術の大部分は
「地下深部塩水層貯留」と共通である。
・貯留トータルコストの低減、貯留層の評価と利用拡大、圧
入CO2の挙動理解とモニタリング手法の確立、安全評価、環

境影響評価手法の確立が課題。

◎
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表 2.5-3 技術リスト（３） 

大分類 中分類
有効性
○△

有効性の根拠 国内 世界

プラズマ分解法 3101
CO2をプラズマ照射で分解してカーボンとCOを得

る
隔離

/有効利用
基礎研究 △

化石資源からの電力を用いる限り
CO2削減にならない。CO2→C＋O2

は吸熱反応であり、ΔHは電力換算
で2.49kWh/kg-CO2。排出係数

0.407kg-CO2/kWhでは1kｇ/kg-CO2

の排出になる。

－ － － － － －

・自然エネルギー由来の電力使用時に意味を持つ可能性が
あるが、自然エネルギーの直接利用との有効性比較が必
要。
　（吸熱反応CO2-->C＋O2の反応熱は394kJ/mol。電力の

CO2排出係数0.407kg-CO2/kWhは2002年度実績、電気事業

連合会）

マグネタイト・Mg法 3102
還元したマグネタイト、MgをCO2と接触させた後、

水素と反応させて固体炭素を得る方法
隔離

/有効利用
基礎研究 △

マグネタイト等の還元に必要な水素
を化石資源に求める限り二酸化炭
素削減にならない。

－ － － － － －
・自然エネルギー由来の電力使用時に意味を持つ可能性が
あるが、自然エネルギーの直接利用との有効性比較が必
要。

メタン利用 3103
金属酸化物上でCO2とCH4を反応させて固体Cと水

にする
隔離

/有効利用
基礎研究

～実証研究
△

本反応ではメタンの燃焼熱がほぼ
すべて二酸化炭素の変換に使用さ
れてしまう。CO2の分離＋貯留時の

消費エネルギーが70kJ/mol程度の
為、メタンを燃料として使用し二酸
化炭素を貯留する方が低エネル
ギー消費。

－ － － － － －

・変換にエネルギー投入が必要なため、化石資源から取り
出せるエネルギー量が減少するという問題がある。
・CO2の削減が必要であるが、CO2自体での隔離ができない

場合に意味を持つ可能性がある。
　　例）メタン発酵からの発生ガスや低品位のLNG等。
・現状技術では効率低く、生産性・熱効率の大幅な向上が
必要である。

化石燃料からの炭素分離
埋め戻し

3104
化石資源をCとH2に分解し、水素をエネルギーとし

て使用、炭素は隔離する（Steinbergの提案）
隔離 基礎研究 △

燃焼熱800kJ/molのメタンに
75kJ/molのエネルギーを投入し、固
体Cと水素（2分子で572kJ/mol）に
変換する反応である。CO2の分離＋

貯留時の消費エネルギーが
70kJ/mol程度である為、メタンを燃
料として用い、二酸化炭素を回収・
貯留する方が低エネルギー消費。

－ － － － － －

・変換にエネルギー投入が必要なため、化石資源から取り
出せるエネルギー量が減少するという問題がある。
・CO2の削減が必要であるがCO2自体での隔離ができない

場合や低品位排ガスから水素を取得したい場合などに意味
を持つ可能性がある。

炭酸塩固定
Ｃａ塩、Mg塩、珪酸、アルミ
ン酸塩

3211

・アルカリ土類金属を利用してCO2を炭酸塩として

固定する技術
・珪酸塩、アルミン酸塩の風化プロセスの人為的
促進技術

隔離/
有効利用

基礎研究 ○
二酸化炭素とアルカリ金属の反応
は発熱反応であり、主反応はエネ
ルギー投入を必要としない。

－ － － － － ○

・発熱反応であるため、反応に際してのエネルギー投入が
不要。炭酸カルシウムでの埋め戻しも含めるとポテンシャル
は大きいと考えられ、今後更なる検討を続けるべき技術で
ある。
・CaOを含有する岩石や鉄鋼スラグからCaイオンを低エネル
ギーを取り出せるかが 重要課題である。
・固定するため岩石等の種類の拡大も検討の必要がある。

超臨界CO2利用による有
用品製造

3212
超臨界状態のCO2の反応性を利用して炭酸エステ

ル合成、ウレタン合成、ポリカーボネートなどの合
成を行なう。

有効利用 基礎研究
（○）

省エネ技術とし
て

省エネ技術である。
現行のホスゲン法（塩素は電解で
製造）に比べれば低二酸化炭発生
型のプロセスになっている。
（産総研ヒアリング）

－ － － － － －
・省エネ技術として位置づけるべきもの。
・炭酸ジメチルの有効な合成法である。

直接水素化によるメタノー
ル、DME等合成

3213
・CO2と水素を触媒反応によりメタノール、DMEを合

成する
有効利用 基礎研究 △

水素の発生源が化石資源の場合に
は二酸化炭素の削減につながらな
い。水素をメタン改質で行いさらに、
二酸化炭素のメタノール変換を行う
と、総反応はとCH4+H2O→CH3OH＋

H2となってメタンのメタノール変換と

同じ。燃焼させればまた二酸化炭素
がでるし、変換反応を起こすために
二酸化炭素が増える。

－ － － － － －
・エネルギー変換技術として位置づけるべきもの。
・バイオマス等のガス化プロセス等での基礎技術として重要
となる可能性がある。

共重合による高分子合成 3214
・CO2と他のモノマー体との共重合等によりポリ

カーボネートなどの高分子を得る
有効利用 基礎研究

（○）
化学品合成技

術として
化学品の合成法として意味を持つ。 － － － － － － ・化学品の合成法として位置づけられるものである。

メタンによるCO2改質 3215
金属や固体酸化物触媒下でCO2とCH4からCO、水

素を作る
有効利用 基礎研究 △

反応によってエネルギーが減少す
る。液体燃料用合成ガスへの変換
技術として意味を持つ。

－ － － － － － ・エネルギー変換技術として位置づけるべきもの。

電気化学還元 3216

・金属を陰極とする還元し、メタン、エチレン、CO、
ギ酸などを得る
・高温電気化学的還元
・錯体による還元

有効利用 基礎研究 △

電力の発生源として化石資源を用
いるとCO2削減にはならない。ギ酸

への変換には0.3kWh/molの電気が
必要で、2.5倍の二酸化炭素が発生
することになる。

－ － － － － －
・エネルギー変換技術として位置づけるべきもの。
・自然エネルギー由来の電力使用時に意味を持つ可能性が
ある。自然エネルギーの直接利用との有効性比較が必要。

光化学還元 3217
半導体光触媒によりCO2を還元し、CH4などを得る

錯体による還元
有効利用 基礎研究 ○

光を用いて変換するので原理的に
は有効である。
均一系、不均一系触媒を用いた紫
外光、可視光での光還元の基礎研
究がおこなわれている。おもにメタ
ンが生成。量子収率が低い。

－ － － － － －
・大幅に変換効率を高めるブレークスルー技術が必要。
・太陽電池や自然エネルギーの直接利用と有効性比較が
必要。

光合成藻類、光合成細菌
類のバイオリアクターによ
る有用物質生産

3221
高濃度CO2排ガスを光合成藻類や光合成細菌の

光合成機能を利用して有用物質に変換する
有効利用 基礎研究 ○

光を用いて変換するので原理的に
は有効である。
スピルリナ、クロレラなどバイオマス
を利用するものと、ボトリオコッカス
など油を生産するものについてバイ
オリアクターを含めた検討がなされ
ている。

－ － － － － －
・大幅に変換効率を高めるブレークスルー技術が必要。
・太陽電池や自然エネルギーの直接利用と有効性比較が
必要。

非光合成細菌のバイオリ
アクターによる有用物質生
産

3222
CO2を資化する微生物を探索・育種して高濃度

CO2排ガスから有用物質を生産する
有効利用 基礎研究 －

光に依存しないため高密度培養の
可能性があり、CO2発生源に連結し

て排ガスから直接CO2を固定できる

が、用いる微生物がまだ不明のた
め保留。

－ － － － － －

・現状はCO2を効率的に還元する代謝系の科学的理解の段

階。
・変換のためには水素等の一次エネルギーが必要であり、
その直接利用とも有効性比較が必要。

タスクフォースでの
有識者からのコメント

小分類技術名

コスト概算の根拠

2030年での
コスト実現性

○

　　　　　　　総合評価
◎：削減ポテンシャル・コスト両
面から有効な技術群で導入に
向けた取り組みが進められる
べきもの
○：削減ポテンシャル・コスト両
面から可能性があり、更なる検
討が進められるべきもの

ポテンシャルの大きさ
（総量　億ｔ-CO2）

技術
No

大規模発
生源から
のCO2排
出削減

技術分類

技術の概要／開発動向
技術分類

隔離/
有効利用

変換・有効利用

化学品への変換

生物的変換

化学的変換

カーボンへの分解

－

　　　CO2削減技術としての有効性

（削減の為の投入エネルギーやそのエネル
ギー製造時の二酸化炭素発生量を考慮すると
き有効な二酸化炭素削減技術となるか？）

開発段階
（基礎研究、
実証研究、研
究中断、実用

化中）

概算コスト
ポテンシャル

根拠
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表 2.5-4 技術リスト（４） 

大分類 中分類 国内 世界

森林管理 4111
個別樹種、森林の成長量計測技術の開発
森林火災防止技術(適正間伐、遠隔監視)の開発

実証研究
～実用化中

ＣＯ２固定量の適切な評価方法 4112
植物の生長量・CO2固定量の測定方法の開発と標

準化
基礎～実証研究

植物の生育が可能な土地におい
ての単位面積あたりの二酸化炭
素固定量増大

4113

優良樹選抜クローニング技術の開発、土壌改良技
術。
光合成能力抑制遺伝子群の解明およびその解除
形質転換体の取得、形質転換植物の環境に対する
安全性評価、フィールドでの森林形成実証試験

非遺伝子組換え
基礎研究～実証
研究～実用化中

遺伝子組換え
基礎研究

乾燥地等不良環境地への植生
拡大

4114

集水・灌漑技術、土壌改良技術。
遺伝子組換え体を使用しない品種改良、環境耐性
遺伝子群の解明およびその形質転換体の取得、形
質転換植物の環境に対する安全性評価、フィールド
での森林形成実証試験

非遺伝子組換え
基礎研究～実証
研究～実用化中

遺伝子組換え
基礎研究

産業利用による植生拡大 4115
油脂、ワックス分、ゴム、食料等の産業的有用物質
の増産に向けた改良

基礎研究

13-138億
tCO2/年
（コスト≦

100$/tCO2）
IPCC4次報告書 IPCC4次報告書

4116
バイオマスの革新的変換技術：
バイオマス（セルロース系）の効率的糖化技術、リグ
ニンの高効率変換技術

基礎研究

4117

バイオマスの革新的利用技術：
バイオマスから種々のエネルギー製品（アルコー
ル、水素等）や有用物質製品群を作り出すための変
換技術開発とｼｽﾃﾑの構築

基礎研究
～実証研究

大型海藻の育成・利用 4122
コンブのような浅海で固い岩盤で生育する海草を固
着、生育させる

隔離/有効利用 基礎研究 730万ｔ-CO2/Y － － － － － －

・流れ藻等の海底への沈降による固定量は科学的理解の
途上にあり、今後も継続的な研究が必要。
・大型海藻を栽培・回収し、エネルギー源、肥料、飼料等とし
て利用する方法は、新たなバイオマス利用技術として魅力
的なオプションになる可能性もある。今後コスト・ポテンシャ
ルを含めた実現可能性の検証と他の自然エネルギー利用
と有効性の比較が必要。

植物プランクトン、海藻等の培養
設備生産

4123

培養池による培養生産
クロレラやクロロコッカムなどの微細藻類を利用し
CO2を吸収させるとともに、場合によっては油を回収

する

有効利用 基礎研究 － － － － － － －

・大量のCO2削減のためには膨大な面積が必要。生産性向

上に関して大幅なブレークスルーが必要。
・他の自然エネルギー利用法と有効性を比較する必要があ
る。

動物による吸収 珊瑚礁・貝による固定 4131

サンゴの育成基材を海底に設置し、サンゴを育成す
ることで、サンゴ礁生態系による炭素ストック拡大を
はかる
貝類の養殖によりCO2吸収をはかる

隔離 基礎研究 － － － － － － －
・サンゴあるいは貝類がCO2の吸収源か放出源か議論があ

り、対象とする時間スケールや調査対象の視点によって異
なった結論が導かれている。

－ －

技術分類

技術の概要／開発動向
技術分類

隔離/
有効利用

開発段階
（基礎研究、実
証研究、研究中
断、実用化中）

技術
No

ポテンシャルの大きさ
（総量　億ｔ-CO2） ポテンシャル

根拠
タスクフォースでの

有識者からのコメント
概算コスト コスト概算の根拠

2030年でのコ
スト実現性

○

　　　　　　　総合評価
◎削減ポテンシャル・コスト両
面から有効な技術群で導入に
向けた取り組みが進められる
べきもの
○削減ポテンシャル・コスト両
面から可能性があり、更なる検
討が進められるべきもの

小分類技術名

大気中の
二酸化炭
素濃度の

削減

吸収・固定
生物による吸収・

固定

大規模植林によ
る地上隔離

バイオマスの革新的利用による
植生拡大

海洋・水生植物
による吸収

植物プランクトンの増殖・沈降固
定

・吸収源としての森林の拡大は削減ポテンシャル、コストの
両面から実現性のある方法である。
・吸収量を確保するためには海外展開が必要である。
・植林可能な面積は限りがあるため植林可能面積の拡大技
術、単位面積当たりの固定量増大技術、産業利用技術との
結合が重要。
・バイオマス利用と結合することによって、大幅に吸収量を
向上させることができる。
（左のポテンシャル計算では、25～75t-C/haの吸収量を想
定しているが、生長量の大きな樹木を植林し、１０年程度で
伐採・有効利用し、伐採地に再植林するサイクルをとれば10
倍程度の吸収量拡大が可能である。）
・植林はまた水源涵養、土砂流出防止、土砂崩壊防止、大
気保全、鳥獣保護などの環境保全面からの便益を生み出
す。
・遺伝子組み替え法を用いる場合には、社会的受容のため
の影響評価体系の確立が課題。
・吸収源CDMを展開することでクレジット確保が可能となる。
ただし、クレジット価格の変動等のリスクがあることから、将
来にわたって安定的にクレジットが確保できる方法論の検
討が必要である。

左参照

1800～3600
円/t-CO2

RITE調査（2005）
植林周期７年伐採＋萌芽再

植林、バイオマス生産量

20m3/ha・年、植林管理費17-
31%、用地リース費：50$/ha・

年

○ ◎

隔離4121

隔離 －

鉄、アンモニア等の栄養塩を海洋に散布、または海
洋構造物やポンプによって海洋深層水を表層へ移
行させることにより、植物プランクトンを増殖、海底
に沈降させて隔離する

RITE調査（2005）
RITE調査（2007）

総ﾎﾟﾃﾝｼｬﾙ
5,310

精鋭樹植林
1,460

－

～16億tCO2/
年

（コスト≦
20$/tCO2）

2030年

－

・潜在的な固定化ポテンシャルは相当大きいと考えられる
が、海底への固定量および海洋生態系への影響について
はまだ不明な点が多い。
・鉄散布は世界的に検討がなされてきたが、固定量が比較
的小さい、深海生物系への影響危惧などの指摘がある。
・他の技術は科学的理解の途上にあり、さらに深い検討が
必要である。
・人工湧昇流や海洋深層水法は、深層の二酸化炭素の表
層移動にともなう放散等も考慮にいれて検討する必要があ
る。

基礎研究 － － －
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表 2.5-5 新技術調査表（分離回収分野１） 

大分類 中分類 小分類

CO2の分離回収には①燃焼後回収（post combustion)、②燃焼前回収（pre combustion)、③
酸素燃焼(oxyfuel)の三種類がある。燃焼後回収は燃料を燃焼後、CO2を回収するもの、燃焼
前回収はIGCCなどのガス化炉から発生するガスからCO2を回収するもの、酸素燃焼は燃焼
を空気でなく酸素で行うことによりCO2濃度を高めるものである。燃焼技術の違いによって適
する分離回収技術が異なる。

概要

MEA（モノエタノールアミン）やKS液を用いたプロセスが商用化されている。また、加圧系では
MDEA（メチルジエタノールアミン）を用いたプロセスが商用化されている。
低エネルギー消費、低コスト化を目指して新しい吸収液の開発、複数のアミンの混合、添加剤
の検討などの吸収液開発が進められている。
燃焼後分離に関しては日本では将来の分離回収エネルギー目標として1.8GJ/t-CO2、コスト
２千円/t-CO2が掲げられ、RITEを中心に研究が進められている【1】。また、欧州では
CASTOR　プロジェクトが分離回収エネルギー目標2GJ/t-CO2、コスト20-30ユーロ/t-CO2を
置いて進められている【2】。

・アミン法：論文に頻出の吸収液は、MEA，AMP，DEA，MDEA，PZなどで、これらの単一組成
の研究開発に加え、活性剤添加も含め混合組成吸収液での研究開発が活発に行われている
【3】。他に新規に、アミノ酸（RITEでも過去に研究）【4】、アミノアルコルール【5】、炭酸塩＋ほう
酸【6】、高濃度PZ【7】などが検討されている。アミノアルコールはOHとアミノ酸の分子配置の
構造検討から、ジメチルアミノブタノールなど５種を合成して評価し、MEAに比べ、優れた性能
を得ている。アミノ酸はPOST-COMBUS用で吸収熱も小さく、耐熱性など良好で魅力あるレベ
ルにある【4】。新規設計により従来のMEAに比べ4割分離回収エネルギーを削減したRITE-５
C,RITE-６E吸収液（約２．５GJ/CO2ｔ）を実現している。また高圧下での吸収液開発に取り組
んでいる（RITE)【8】。
・チルドアンモニア法【9】：数℃に冷却したアンモニアと反応させてスラリー化させ１２０℃、１０
数気圧で分離する。次世代の技術としてアミン法と共に実証評価検討が進められている。エ
ネルギーロスが10%程度とアミン法より小さいとされているが、冷却にかかるエネルギーも加
味した検討が必要で今後の研究進展が待たれる【10】。2009年米国においてパイロットプラン
トが稼動している(分離・回収設備：発電設備の20MW相当、貯留量：10万t/年)。【11】
・圧力を有するガスからの高圧再生型のCO2分離回収【12】：化学吸収法を用い圧力を維持し
たままでCO2再生を行う。
・吸収塔：気泡塔、充填塔、充填層吸収塔、半球状接触装置などのプロセス･システムで吸収
/脱着の動力学、モデル化、シミュレーションが、汎用ソフトASPEN-PLUSを拡張し専用化した
ソフトで主に行われている【13】。回転充填層は小型で空間節約ができ効率運転が可能として
いる【14】。
・MEA,K+/PZでストリッパー形式(単純,多圧力,真空)をシミュレーションし、MEAは多圧力が、
K+/PZは真空が 適としている【15】。
・膜コンタクター：PP中空糸膜/MEAでCO2除去効率97%の報告【16】や、PP中空糸膜
/(PG,MEA,DEA)でCO2除去にPGが有効と報告されている【17】。PTFEは経時劣化が小さいと
の報告がある【18】。
・吸収液の劣化検討：MEA、DEA,MDEA,アミン系、などの化学吸収液の劣化防止はランニング
コスト面から重要である。熱劣化、酸化劣化の原因としての金属イオン、インヒビターの効果
などが検討されている【19】。100℃以下の熱源を用いてCO2を再生する技術を確立している
（RITE)【20】。

技術概要・特徴

分離回収技術の概要

化学吸収法（液体・固体）、物理吸収法などの技術からなる。分離対象のガスの圧力や組成によって適する技術が選
択される。燃焼排ガスのような常圧および低CO2濃度の場合（燃焼後回収）には化学吸収法が、IGCCの様な高CO2
濃度の圧力を有するガス分離（燃焼前回収）には物理吸収法および化学吸収法が用いられる。分離回収時に消費さ
れるエネルギー低減と設備のコンパクト化によるコストの低減が主な課題である。

分野

吸
収
法 化

学
吸
収
法

化学
吸収液
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表 2.5-6 新技術調査表（分離回収分野２） 

大分類 中分類 小分類

化
学
吸
収
法

固体
吸収材

・アルカリ金属化合物、アルカリ土類金属化合物が中心。アルカリ金属化合物の中ではリチウ
ムシリケート(Li4SiO4)が、またハイドロタルサイト(HTlc)の研究開発が活発に行われている。
・Li4SiO4の研究開発が日本において行われている。ガス吸収は500-700℃，放出は700-
800℃である。吸収/放出の繰り返しによる劣化を防止する添加剤の検討が実施されている
【21】。
・アルカリ土類金属ではCaベースの固体吸収材【22】、Mg-Alベースのハイドロタルサイト
【23】、Li4SiO4よりも高温・高サイクル特性を持つとされるBa2TiO4【24】の研究開発が活発で
ある。吸収性能劣化防止の検討がなされている。   水蒸気処理を施した多孔性のK-Fe-O系
複合酸化物が高いCO2吸収特性を示し、しかもCO2放出は温度swingにより安定に繰り返すこ
とができることが見つかった。エージング後の放出温度は300度℃と比較的低温で可能で、放
出速度向上、共存ガスの影響、繰り返し耐久性などの確認は課題であるが素材の基本性能
に加えて安価なことに魅力があり、回収コスト面も含め総合的な検討が期待される【25】。

概要
Selexol、Rectisolなどのプロセスが商用化されている。イオン液体を除いては新しい研究例は
見当たらない。

吸収液

・イオン液体の研究が中心である。[bmim]、[Rmim]などのイミダゾリウムベースのカチオンか
らなるイオン液体が研究開発され【26】、スクリーニング法が提案されている【27】。イオン液体
は蒸気圧を持たないので、吸収性能低下の懸念が少なく期待される技術であるが基礎研究
段階と思われる。

概要
ゼオライト、炭素、シリカに関する研究が中心である。ゼオライトを用いたTSA(熱スイング吸
着)の研究開発が多い。ハニカム型ゼオライトや13Xゼオライトを用いたPSAで燃焼排ガスから
のCO2分離が検討されている。また、アミン担持収着材での検討も行われている。

材料

・ゼオライト：X-，Y-，β-型【28】，ZSM-5【29】のゼオライトやそのイオン交換体、シリカライト
【30】などについて、吸着平衡、速度論的解析、吸着挙動シミュレーション等の研究開発が行
われている。ゼオライトにハイドロタルサイトを被覆することによりCO2吸着量の増加が報告さ
れている【31】。
・シリカ：メソ孔シリカ，MCM-41，SBA-15をベースに、アミングラフト･固定の改質によるCO2吸
着性能向上が検討されている【32】。アミンとしては、TRI：(3-［2-(2-アミノエチル-アミノ)エチル
アミノ］プロピルトリメトキシシラン)，TEA：(トリエタノールアミン)などで、(γ-アミノプロピルトリ
エトキシシラン)をグラフトしたSBA-15は、空気中で250℃まで安定と報告されている【33】。
・炭素：活性炭，黒鉛，活性化炭素繊維，メソ炭素マイクロビーズ、カーボンナノチューブなど
炭素系固体吸収材が研究開発されている。シリカと同様に、アミン固定【34】やアルカリ担持
【35】による改質(活性化)によるCO2吸着性能の向上が検討されている。
・K2CO3/活性炭でのベンチスケール固定床反応器の検討(湿排ガスからのCO2回収)から、
実用プラントの試算が行われている【35】。

物
理
吸
収
法

技術概要・特徴

吸
着
法

固
体
吸
着
材

分野

吸
収
法
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表 2.5-7 新技術調査表（分離回収分野３） 

大分類 中分類 小分類

概説

透過性と選択性は相反する関係にあるが、分離性能が一定の値を超えないというRobesonの
上限が知られている。この上限を超えるための研究開発が多数実施されており、ポリアセチレ
ン膜、ポリセルロース膜などで上限を超えるものが得られている。高分子は通常ガラス状であ
り、CO2による可塑化で空隙が減少し透過性が低下することが問題である。CO2圧が30-
40atmになると可塑化が大きな問題となる。CO2/H2の分離はまだ研究例が少ない。

材料

・膜材料ではポリイミドの研究が圧倒的に多い【36】。次いで、ポリカーボネート【37】、ポリジメ
チルシロキサン【38】、ポリフェニレンオキシド【39】など幅広い材料について研究開発が行わ
れている。イオン液体を高分子化した高分子膜がＣＯ2分離膜として検討されている。【40】
・膜の改質や新規ポリマ･共重合体の合成･膜調製を中心に開発が行われている。また、膜の
安定性･性能維持のための可塑化対策として架橋が検討されている。
・置換基としては機能性基や嵩高基、あるいは両者の導入などが検討されている。
・架橋(PEO，PPGDA)：ゴム状高分子であり、可塑化は起こりにくいと考えられ、膜安定性･初
期性能の維持が期待できる。また、膜性能の発揮に水分の介在を必要としないことも利点と
考えられる【41】。
・ポリアセチレン膜：いろいろな置換基をつけたものが開発されている【42】。
・CO2/H2の分離：ポリアニリン膜（H2/CO2選択率：8.6）【43】、ポリ(N,N-ジメチルアミノエチル
メタクリラート)/ポリスルホン複合膜（CO2/H2選択率：6）【44】
・IGCC用に１００～400度Cの高温・高圧下でのCO2回収に、耐イオウ成分のポリベンジルイミ
ダゾール膜が想定・検討されている【45】。石炭火力発電に（高温高圧下）にカルド型ポリイミド
膜が候補として検討されている【46】。
・CO2臨界条件での使用(例：1100psi,35℃)に、ポリアミド-イミドポリマーが候補とされている。
【47】

概説

ブレンドポリマやグラフトポリマ膜、ポリマ積層膜など、アミノ基やカルボキシル基などの機能
基を含んだポリマを、支持体(PSf，PU，PES，PC等の限外濾過膜)に積層して調製されてい
る。促進輸送効果により、選択性vs透過性の関係がRobesonの上限線を越えるデータが多く
報告されている。膜性能の発揮には水分の介在が必要である。また、機能基を含んだポリマ
は凝集して緻密になりやすく、選択性は向上するが透過性が低下する懸念がある。

材料

・機能基を含むポリマとしては、PDMAEMA＝ポリ(N,N-ジメチルアミノエチルメタクリラート)
【44】、PAMAM＝ポリアミドアミン【48】、PVSA＝ポリ(N-ビニル-γ-アミノ酪酸ナトリウム)
【49】、PVAm＝ポリビニルアミン【50】、P4VP＝ポリ(4-ビニルピリジン)など【51】や、これらのモ
ノマとアクリル酸の共重合体などが多く検討されている。
・分子ゲート膜(PAMAM/キトサン/支持)複合膜は支持膜の上にCO2と親和性の高いデンドリ
マーの機能層をつけるもので、CO2選択性が高く、また可塑化抵抗があり期待される膜である
【48】。
・ポリマブレンド膜では、PU/PEI【52】、PU/PAI【52】、PU/PMMA【53】、PU/PVAc【54】などが、
グラフトポリマ膜では、PIS【55】、P(DMS-U)【56】、PEGグラフトポリイオン【58】などが研究さ
れ、微細構造･モルホロジー、透過性等が解析されている。
・CO2/H2の分離：分子ゲート膜（CO2/H2選択率（素材）：700）【48】
・ポリマー膜の間に生物由来の酵素を液膜〔促進膜）としてはさんだCO2分離膜が開発
〔Carbozyme社DOE支援）され透過係数1桁高く反応熱も小さく注目に値する【58】。

膜
分
離
法

高分子膜、高分子複合膜、促進輸送膜、無機膜、有機/無機複合膜などが検討されている。システム内でガス分離を
行う場所の温度・圧力、残留硫黄分濃度などの条件により適用する膜が選択される。IGCCなどの自圧を有するガ
ス、天然ガス(CH4/CO2)、小･中規模燃焼排ガスからのCO2分離に適用の可能性がある。IGCCに適用する場合、水
素との分離が必要であるが、水素を選択透過する方式、逆にCO2を選択透過する方式いずれも高選択性膜につい
ての報告はまだ少ない。課題は、高分子系の膜では耐圧性の付与および膜寿命で、使用場所によっては耐熱性も
必要である。無機膜では大型化と膜製造コストである。

高
分
子
膜

高
分
子
複
合
膜

分野
技術概要・特徴
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表 2.5-8 新技術調査表（分離回収分野４） 

大分類 中分類 小分類

概説

炭素膜、シリカ膜、ゼオライト膜、セラミックス膜などの研究開発が行われており、選択性vs透
過性の関係がRobesonの上限線を越えるデータが、炭素膜（PI炭化，Cel炭化）、シリカ膜(ナノ
多孔質シリカ，陽極アルミナ支持二重層微多孔質シリカ，金属ドープシリカ)、ゼオライト膜
(DDR)で報告されている。スチームリフォームによる水性ガス化反応生成ガスからの高温高圧
下での水素分離（残留ガスとしてCO2分離）にPｄ/Ag膜、Pt膜が国際プロジェクト（オランダ、ノ
ルウェー、中国）で検討されている【59】。課題は膜製造コストである。高分子膜に比べ、無機
膜は1桁あるいは2桁ほど高コストとなる。無機膜のなかでは、高分子を前駆体とし、その炭化
により調製される炭素膜は価格にメリットがありそうである。水素製造目的で、水を光触媒に
より分解して得た水素を酸素から膜分離するため、リグノクレゾールおよびフェノール引き上
げ膜、ポリイミドの中空紡糸膜を、焼結して炭素膜としそれらの分離性能を検討している。ポり
イミド炭化膜、UV架橋膜などがH2/O2分離に分離性能、流量において有望そうである【60】。
酸素燃焼用の酸素分離膜としてOxygen ion transportセラミック膜が開発されているが分離効
率が当面の課題である【60】。

材料

・炭素膜【62】はPI、PPO、Celなどを炭化して調製されるが、膜の調製条件が性能に大きく影
響する。このため、膜の調製方法･条件の検討や透過性vs膜調製条件の解析などが行われ
ている。湿潤条件下における分離性能の低下対策にセシウム含有膜を開発【63】
・シリカ膜では、透過機構シミュレーション･理論解析･モデル化や、ナノ多孔質シリカ【64】、金
属ドープシリカ【65】などの研究開発が行われている。
・ゼオライト膜では、ZSM-5【66】、DDR【67】、シリカライト【68】などの研究開発や透過モデル･
シミュレーションなどが行われている。
・セラミック膜では、有機シラン【69】、トリクロロシラン【70】、フッ素化トリメトキシシラン【71】な
どでのアルミナ、チタニアの改質が検討されている。
・CO2/H2の分離：ゼオライト（H2/CO2：3.1）【72】
・国際共同開発のPd/Ag膜はH2/CO2分離係数１０００である。NGCC適用想定でCO2回収コ
ストを70-140ユーロと算定しており、コスト低減が課題である【59】。シミュレーションによりCO2
高選択的分離ゼオライト膜構造を推定・設計し、新規素材の開発に成功している（RITE)。シフ
ト反応条件下での水素分離/リアクタの応用を念頭に、メソ細孔多孔体のシリカの細孔内に
OH基を利用してPdナノ粒子を充填した複合膜が水素選択分離性のあることを見出した
（RITE)【20】。

概説

移動キャリアを含んだ膜を促進輸送膜に分類した。促進輸送膜は多孔質ポリマに液体を含浸
したもので選択性vs透過性の関係がRobesonの上限線を越えるデータがいくつか報告されて
いる。課題は液漏れがなく、かつ長期間の液体保持である。そのために、ポリマゲルなどの検
討も行われているが、一般には数ヶ月から半年で膜性能が低下すると言われている。また、
膜性能の発揮には水分が必要で、湿潤ガスが供給された場合でも、モジュール前部では膜
性能が発揮されるが、後部ではドライガスとなり充分な膜性能が発揮されないことが生じる懸
念がある。　移動キャリアとして生物由来の酵素を用いたCO2分離膜は斬新なコンセプトで、
N2,O2に対しての分離性能に課題があるが、膜透過性が高く進展が期待される【58】。

材料

・キャリアとしては、アルカノールアミン(MEA,AMP,DEA,MDEA)【73】、p-ニトロアニリン【74】、4-
アミノ-3-ニトロフェノール、2-ヒドロキシ-5-メチルアニリン、2,3-ジアミノプロピオン酸【75】、カ
テコール、NaHCO3、K2CO3/KHCO3【76】、potassium 2-aminoisobutyric acid、炭酸脱水酵素
【77】、ヒアルロンサン【78】、スチレニル-3-メチルイミダゾリウムと1-エチル-3-メチルイミダゾ
リウムビス(トリフルオロメタンスルホン)イミド混合体【79】、poly(allylamine)などが検討されてい
る。ベースとなる膜はPVAやPCなどである。
・CO2/H2の分離：架橋ポリビニルアルコールにアミンを含むCO2選択性高分子膜(CO2/H2選
択率：300）【76】

概説
ポリマに無機材料を分散した膜を有機/無機複合膜に分類した。有機/無機複合膜は、膜の
製造コストは有機(高分子膜レベル)で、性能(選択性vs透過性)は無機(無機膜レベル)を意図
したものと思われるが、現行ではまだ充分な性能が達成されていない。

材料
・ポリマとしては、PI、PPO、PES、PSf、PA、PC、PDMS、などが、無機材料としては、ゼオライ
ト、シリカ、炭素(CNT,フラーレン、活性炭)、MgOなどが検討されている。
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表 2.5-9 新技術調査表（輸送分野） 

大分類 中分類 小分類

・わが国での関連する法規制と今後の課題について整理【2】
・海外での法規制の調査【2】

・パイプライン輸送の概念設計【2】
・想定モデル地点でのパイプラン概念設計【1】
・海外事例の調査【2】

・陸上パイプライン輸送の経済性評価【1】

タンカー
輸送

・船舶輸送の経済性評価【1】経済性評価

技術概要・特徴
分野
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表 2.5-10 新技術調査表（貯留分野１） 

大分類 中分類 小分類

概要
貯留したCO2の安定性を担保するためには地中に貯留されたCO2の挙動の科学的な理解と
それに基づいた長期挙動のシミュレーションが重要である。また、シール層についてもその安
定性を評価する必要がある。

貯留量推定やCO2の長期挙動推定に密接に関係する。X線CTなどの 新の手法を利用した
現象理解のための研究がなされている。今後も更に現象理解を深め、シミュレーターに活かし
ていく必要がある。

・構造/層位トラップ：CO2貯留によって発生する浮力とシール層の毛管スレショールド圧との
関係が重要であり、シール性能の推定が重要である。
・残留ガストラップ：圧入CO2は圧力勾配や浮力や拡散等により移動するが、移動は極めて遅
く、一部のCO2が残留する現象によりトラップされる。残留ガス飽和率に関する基礎実験なら
びに実験データや経験式を用いた数値シミュレーションが研究されている【１】。また高分解能
X線CTによる多孔質砂岩を使ったCO2挙動・置換プロセスの映像化【2】がなされている。
Suekane et al.は、わが国の残留ガストラップおよび溶解トラップによるCO2貯留可能量は構
造/層位トラップの40～50%相当量にも達することを示している【3】。
・溶解トラップ：圧入されたCO2は長時間をかけて地層水に溶解し、密度が増加し安定した状
態となりトラップされる。溶解メカニズムに関する基礎実験や分散誘発対流による溶解メカニ
ズムなどが多く検討されている【4】。溶解時間は非常に長いため、CO2と水の同時圧入など、
いかにCO2効率的に地層水に溶解できるか様々な検討が行われている。CO2溶解量を多くす
ることで、明瞭なトラップ構造を持たない帯水層でも貯留が可能とする考えがある【5】。
・鉱物トラップ：地中内の帯水層でCO2が溶解し、かなり長い時間をかけて鉱物と地化学反応
して鉱物化していく現象である。地層水とCO2と鉱物の反応予測やCO2が促進する長期続成
作用に関する研究が行われている。また塩基性岩類（玄武岩、蛇紋岩など）との反応により炭
酸塩鉱物として固定する方法が研究され、玄武岩を対象とする実証プロジェクトがインド【6】
や米国【7】で実施されている。日本では蛇紋岩体を利用した原位置試験が北海道で行われた
【8】。これらの火成岩体は浸透率が低く、水圧破砕の実施が不可欠であり、浸透性の確保が

大の課題と考えられる。また、地熱地帯においてCO2を圧入し高温岩帯と反応させる試み
も検討されている【9】【10】。
・GHGT-9では毛管圧を浸透率の関数とすることにより、貯留岩の不均質性が貯留効率に与
える効果を見積もる試みが行なわれている。現時点では、貯留層、シール層に起こると予想さ
れる変化を簡単なモデルに置き換え、解析的な方法やシミュレーションを行っての評価結果
が発表されている【11】。シール層の完全性についても粘土鉱物とCO2の反応を室内実験で
再現し、浸透率変化の測定結果が示された【12】。

挙動シミュ
レーション

長期挙動のシミュレーションについてはトラッピングメカニズムや地化学反応についての理解
が必要であり、これらを考慮したシミュレーターが開発されているが、さらにデータを蓄積し、
実際の測定データとヒストリーマッチングさせることによる精度向上が必要である。
・挙動シミュレーションでは長期的な予測として残留ガストラップ、溶解トラップ、鉱物トラップに
対して適用されており、残留ガス飽和率の変化や経験則から仮定した反応速度を想定したシ
ミュレーションが行われている【13】。
・ヒストリーマッチングなどによる精度向上の例が報告されており、新潟県長岡での実証試験
を通じてヒストリーマッチングが行われ、シミュレーションによる挙動予測の精度向上が図られ
たという報告がある【14】。
・また、引き続き、コア試料を用いた室内実験から得られる測定値をシミュレーションに反映さ
せる試みも多くの研究者により行なわれている。例えば【15】【16】【17】など。

シール層

シールはトラップ特性によって異なり、背斜/層位トラップの場合には構造 上位のシール、断
層トラップについてはさらに断層シールの検討が必要となる。CO2地中貯留の場合にはトップ
シールや断層シールのほかに圧入対象層より上位のシール層の評価が必要となる。シール
層評価のためには以下の指標が重要である。
・「動的シール能力」としての浸透率【18】【19】。コアやカッティングスサンプルの水銀圧入試験
結果などをもとにシール層の孔径を求め、浸透率に換算。
・「静的シール能力」としての毛管スレッショールド圧【20】。CO2圧入停止後の挙動を流体移
動モデルから理解。
その他、石油分野のシール層評価技術が応用できる【21】。次のような項目が重要である。
・超臨界CO2-水の界面張力および濡れ度の測定および数値シミュレーション
・孔隙くびれ径（pore throat radius）の推定法
・断層シールの研究【22】
・圧入に伴うInduced Fractureによるシール層へ与える影響評価 （geomechanical aspect）
・ナチュラルアナログ：CO2ガス田におけるシール能力の検討
超臨界CO２の基本特性について基礎研究を継続しつつ、さらに超臨界CO２を用いたシール
実験などを実施することによって、CＯ2シール評価技術の理論的な体系化が望まれる【23】。
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表 2.5-11 新技術調査表（貯留分野２） 

大分類 中分類 小分類

概要
CO2貯留効率の向上や起震を用いないで、CO2の貯留状況を安価に把握していく研究がなさ
れている。

効率向上

CO2と共に水を圧入するなど、トラッピングを促進してより貯留システムの効率を向上させよう
とする研究がなされている【24】。
GHGT9では超臨界二酸化炭素中への地層水の溶解により、坑井近傍では長期の圧入に対し
てがSw=0 になると予想し、その状況下で圧入効率を 適化するパーフォレーションパタ－ン
の解析結果が示されていた【25】。同様に貯留層内の地層水が二酸化炭素中に溶解すること
により、Haliteが晶出し、貯留層性状が悪化することが示されていた【26】。

コスト低減

繰り返して3D調査を実施することは莫大なコストがかかるため、モニタリングコストの低減の
ために常設型のモニタリング法の関する研究がなされている【27】。
・In Salahでの地震探査のための半永久的な地震センサーの設置。微重力探査や電磁波探
査も計画【28】。
・Sleipnerでの微重力探査とモニタリングコストの低減についてのケーススタディ【29】。
・4D地震探査に対応し、低コストで高精度のCO2検知する検討。

貯留
メカニズム

貯留層内
でのCO2
の挙動

硫化水素などの不純物が含まれる場合の二酸化炭素の移動速度は、純粋な二酸化炭素に
比べて速くなるということがガス田への圧入により認められ、組成を変えた実験により確認さ
れた【28】。不純物を含んだCO2を圧入した場合を想定したシミュレーション等も行われている
【30】【31】。

概要
モニタリングは安全管理手法としても重要である。このために精度を向上させる開発や微小
漏洩の検知法などの検討が行われている。また漏洩シナリオの検討がなされている。坑井か
らの漏洩が主要なもののひとつと考えられその対策に関する報告がある。

CO2地中貯留におけるモニタリングは「圧入CO2のモニタリング」、「貯留層内のCO2のモニタ
リング」および「貯留層外のCO2のモニタリング」に大別される。

・貯留層内でのモニタリング
　＜空中・地表・海底からのモニタリング技術＞
反射法地震探査、電磁探査(比抵抗)、重力探査、海底地形変位観測（傾斜・変位・伸縮）
Sleipnerを代表として、Weyburn、岩野原などで4D調査【32】が実施されており、ベースとなるモ
ニタリング法となる。
　＜坑井を利用したモニタリング技術【33】＞
検層（比抵抗、音波、自然電位、密度、自然γ線、中性子、飽和率、核磁気共鳴）
温度・圧力測定、VSP（坑内地震探査）、トモグラフィ（弾性波、比抵抗）
VEMP(坑内電磁探査)、AE、坑内重力測定、3D-VSP【34】。地層水試料によるCO2の検知
【35】。
　＜その他＞
マイクロドリリング、地震波干渉法【36】

・貯留層外のCO2モニタリング
貯留層外のCO2のモニタリングのうちキャップロック近傍のモニタリングに関する調査手法とし
ては上記の方法が同様に使用できる。
微小漏洩の検知法として、遊離CO2ならびに溶解CO2の検知技術やCO2溶解水の弾性波測
定が検討されている。このため音波や電磁波を利用したツールの開発が行われている【37】。
そのほか、自然CO2地表漏洩地点における植生変化をリモートセンシングで検知することも
検討されている。
また移行については、重力変化を利用したCO2プリュームモニタリング（Sleipner)【38】や地球
潮汐を用いたモニタリングが検討【39】されている。
漏洩を想定した海底面や地表直上でのモニタリングなどが検討されている【40】【41】他、陸上
ではリモートセンシングによる地表変位の観測結果がシミュレーション結果と共に示された
【42】。
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表 2.5-12 新技術調査表（貯留分野３） 

大分類 中分類 小分類

貯留CO2
の管理

漏洩シナ
リオと対策

貯留CO2の管理としてはCO2の漏洩シナリオを解析し、漏洩が起こらないような貯留層を選定
すること、漏洩の可能性の高い箇所について十分な対策をとることが重要である。また、漏洩
が生じたときの対策も準備しておく必要がある。
・漏洩シナリオ：坑井からの漏洩という点では特に石油・天然ガス関係の既存の廃坑井から漏
洩のリスクが高いことが指摘されている【43】。また、CO2溶解水によるセメント劣化【44】に
よってケーシング/セメントならびにセメント/地層間の隙間形成によるCO2漏洩シナリオが検
討されている。また、亀裂によるCO2移行シミュレーションも検討されている【45】。
・対策：エタノールベントナイトによるCO2とセメントの隔離法やCO2耐性セメントの開発がなさ
れている【46】。また、坑井のセメントの状態やケーシングの状態を把握するための調査法の
一つとして物理検層がある【47】。
・修復（Remediation）：漏洩の兆候が認められた場合、その圧入サイトから別のサイトへ移動
し、そこで圧入を再開する。 近IEAは、貯留層からのCO2漏洩に関する修復について取りま
とめた報告書を公表し【48】、さまざまなタイプの漏洩に対して修復の具体的な方法を提案して
いる。GHGT9では漏洩経路として考えられる坑井について、セメントやケーシングなどの坑井
材料が二酸化炭素の影響によりどの程度劣化するかを室内実験により求め長期的なダメー
ジの程度がどの程度になるか検討されている【49】。また天然ガス井での漏洩を観測しシミュ
レーションにより実際のフィールドでの漏洩がどのように起こっているかを考察しその対策を
考察している【50】。また人工的に漏洩を起こし、二酸化炭素を検出する手法を改善する試み
【41】や大気中に漏洩した二酸化炭素の挙動のシミュレーションによる検討なども行なわれて
いる【51】。様々なシナリオ解析の手法が試みられ、紹介されている。

概要

リスクアナリシスではFEPなどの手法を用いた起こりうる事象の解析とその発生確率の算出が
重要である。重要なものを選出して対策を考える必要がある。また、挙動理解のためにナチュ
ラルアナログの研究がなされている。実際に地下浅所（地表直下）に二酸化炭層を注入し土
壌中の微生物、化学組成、植生への影響が観測されている【52】。

リスク分析 ・FEPおよび確率計算によるリスク分析手法の提案がなされている【53、54】。

ナチュラ
ル・アナロ

グ

・メタンガスの漏洩と地表断層との関係の定量的解析【55】や松代群発地震のナチュラルアナ
ログ研究【56】がなされている。

概要
事業として地中貯留を行うためには賦存量を正確に見積もる必要がある。賦存量の算出方法
のガイドライン化がCSLFなどを中心に進められている。また、わが国の貯留ポテンシャルにつ
いても見直しがなされた。

貯留量
推定

・CO2貯留量算定にあたっては、標準となる算定方法や貯留量の考え方についてそのガイド
ラインの必要性が高まっており、CSLF【57】ではCO2貯留量算定において標準となる算定方
法や貯留量の考え方について提言がなされている。
・CSLFが示した方法は非常に精度の高いパラメータのの使用を前提としている。CO2CRC
は、USDOE方式の簡便な方法を提唱している【58】。
・各国でCO2貯留量の算定がなされている【59】。
・GHGT9ではインド亜大陸の諸国【60】、日本の貯留量評価結果が発表された【61】ほか、オラ
ンダのCO2貯留サイトスクリーニングの考え方と結果が示された【62】。またSleipnerのCO2圧
入層であるUtsira層全体の貯留能力を数値シミュレーションによって算定した結果も示された
【63】。プロジェクト単位では、貯留能力推定に頻繁に使われている。
・限られたデータから貯留能力を推定するために、様々な事象に確率論的な手法が用いられ
ている【64】【65】。

我が国の
賦存量
調査

・わが国では「二酸化炭素地中貯留技術研究開発」全国賦存量調査として下記の４つの調査
が実施されている【66】。
　　概算調査（M1）（H17FY）、大規模排出源近傍・貯留可能量評価（M2-1）：4地域（H17FY）
　　全国既存地質情報量調査（M2-2）（H17FY）、
　　大・中規模排出源近傍・貯留可能量評価：13地域（H18-9FY。このM1とM2の結果は
GHGT9で発表された）

地
中
貯
留

影響評価・
安全評価
手法の開

発

利用貯留
層の賦存
量調査
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表 2.5-13 新技術調査表（貯留分野４） 

大分類 中分類 小分類

概要
現場適用のための技術としては、掘削技術、CO2圧入技術がある。また、現場適用時のデー
タが発表されている。

海外

・掘削技術：ERD（Extended Reach Drilling）における 大偏距はおおよそ10kmと言われている
が、その増大が今後の課題の一つである。また、わが国の貯留層がマルチﾚｲﾔｰであること
から、マルチラテラル坑井による圧入が選択肢の一つとなりうる。
・圧入技術：これまでのCO2地中貯留では、CO2のみを連続的に圧入する方法が採用されて
きたが、 近、あらかじめ地上でCO2と水を混ぜ合わせたものを地下へ圧入することが提案さ
れている【27】。CO2と水を混合すると水よりも比重が大きくなるため下方移動が期待される。
・多くの現場適用時のデータが発表されている。オランダK12-Bでの圧力変動のヒストリーマッ
チング【67】、イリノイ堆積盆地でのアセスメント【68】。
・GHGT9ではOtway ,Gorgon, Ohio River, Ketzin, Mongstad, Reconcavo Basin(ブラジル）など
各国の 新のプロジェクトの紹介が行なわれた【69】【70】【71】【72】【73】【74】【75】。

日本 長岡・岩野原での圧入実験。注入圧力と圧入率試験とモニタリングが報告されている【46】。

実用にはまだ遠いが、GHGT9では深海底の玄武岩と反応させての鉱物固定や、天然のメタン
ハイドレート層に圧入してハイドレート化する方法や水に溶解させてから、地下に圧入する方
法等が紹介されている【76】【77】【78】。関連技術として、貯留CO2の微生物によるCH4変換
【79】

・CO2-CH4ガス吸着の動力学CO2吸着挙動の解析や石炭膨潤の挙動に関する研究が行わ
れている。CO2にN2を混合すると膨潤が抑制されるという報告がある【80】。
・GHGT9では低浸透性の石炭層へのCO2圧入レートの上限値が示された他、He,CO2,CH4,N2
の圧入による試料の膨張等が室内実験により示された【81】。またCO2,CH4の封圧下での変
形実験結果が示された【82】。

・平成14年度から平成20年度まで「二酸化炭素炭層固定化技術開発」が推進され、基礎研
究、圧入予備実験、モニタリング技術検討、CO2分離回収技術、経済性評価などの課題を中
心に検討が行われた。平成16年11月には北海道夕張市におけるCO2圧入/CH4産出実験を
開始し、平成19年10月に実験を終了した【83】。
・世界各国での圧入実験の結果と計画が発表されている。
中国【84】、ポーランド【85】、オーストラリア（計画）【86】、アラバマ州Black Warrior堆積盆にお
けるCBMでのCO2固定のためのSFCARBフィールド実験【87】、San Juan堆積盆における
ECBM-パイロット炭層貯留【88】、CBM生産井における水圧破砕と坑井仕上げ（ワイオミング
Podwer River堆積盆）【89】

・CO2吸着に伴う石炭膨潤を考慮した貯留層シミュレーションモデルの検討がなされている
【90】。

ナチュラルアナログ(ビチューメン質石炭）【91】

・CO2漏洩アセスメントとリスクアセスメント（CBMならびにEBCM)【92】、中央アパラチア山脈の
いくつかのエリアにおける炭層固定に係る漏出リスク：地下、地震およびGeomechanical評価
【93】などがなされている。

カナダ東部Nova Scotia地域陸上石炭紀堆積盆に見られるWestphalian石炭層のCBMとCO2
固定ポテンシャル評価【94】やカナダ・アルバータ州における炭層のCO2貯留量に関する評価
手法【95】、貯留ポテンシャルおよびサイト認定が報告されている。

中国、ポーランドおよび日本でのフィールド実験での圧入結果と、豪州でのプロジェクト計画紹介の報告がなされてい
る。予備実験における課題として、CO2注入性の向上、炭層内でのCO2挙動モニタリング技術確立が必要である。実
用化に向けては、CO2圧入CH4生産効率を得るための貯留層特性の検討や経済性評価が課題である。
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圧入実験
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表 2.5-14 新技術調査表（貯留分野５） 

大分類 中分類 小分類

・陸上施設（分離・回収・貯留）、輸送船、放流船の設備規模や運航について外洋の隔離サイ
トや天候などを考慮したシミュレーションを行い、Moving Shipシステムの実現可能性を示し
た。特に、リスク回避のために、回収設備や隔離サイトを複数設ける方法を提案した【96】。

・ネスティング＆移動格子法を用いて、放流船の航路に依存する海洋中CO2濃度分布特性を
検討した。100km四方の海域において、対角線上に航路を設置した場合と、8の字の航路を設
置した場合との比較では、8の字型の航路のほうが 大濃度で約10倍薄くなる結果を示した
【97】。

・CO2による生物影響に関して、無影響濃度PNECを提案している。これらはカイアシ類を対象
にしたCO2影響の室内実験データを用いて導かれたもの【98】。

・ベンティックチャンバーを用いた生物へのCO2影響実験の結果を報告した。実験は日本とノ
ルウェーの海域(海底)で実施されており、高濃度CO2環境に曝された生物群の個体数変動の
特徴を明らかにした【99】。

CO2ハイドレート放出希釈法については、連続ジェットハイドレート反応器（Continuous-jet
Hydrate Reactor : CJHR）をスケールアップし、30g/secのハイドレート生成が可能になったこ
とが報告された。構造上の違いにより2種類の反応容器が開発されている。このハイドレート
生成は実海域でROV（remotely operated vehicle）を用いた実験により確認された【99】。

海底貯留法について、貯留した液体CO2の希釈溶解シミュレーション結果の報告であった。
GHGT-7では海底での液体CO2の溶解実験を報告しており、今回はその成果を反映させたモ
デル計算であった。計算領域は水深3000mにおける20km×10kmの範囲を対象にしており、３
D乱流モデル（GOTM：General Ocean Turbulence Model）を用いていた【100】。

CO2/H2O/CaCO3乳化リリース法は、水深数百mの浅い層にCO2とCaCO3をパイプで送り込
み、これらと海水を混合し、CO2をCa膜で包み込むことで乳化させて比重を重くし、中層や深
層に沈降させる方法である。今回は、モデルによる検討および室内での高圧チャンバー実験
の結果を報告しており、技術開発の段階としては提案または実現可能性の検討段階であると
思われる。この提案の特徴は、浅海域でCO2をリリースすることであり、沈降させるために乳
化させるというものである【101】。

海
洋
隔
離

海洋隔離については、液滴中層希釈、CO2ハイドレート放出希釈、液体CO2海底貯留、CO2乳化放出・海底貯留など
の方法がある。海洋へ隔離することの環境影響などのデータを蓄積し、国際的な理解を得ることが重要である。

液滴中層希釈

CO2ハイドレート
放出希釈

液体CO2海底貯留

CO2乳化放出
・海底貯留

分　　野
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表 2.5-15 新技術調査表（大規模植林とバイオマス利用１） 

大分類 中分類 小分類

[グローバル]
降水量、蒸発散ポテンシャルなど気候条件に土地利用条件および社会・経済条件などを加え
て、統合化したモデルによって 適な植林可能地を世界の中から抽出する。また、その地域
でのバイオマス期待値を推定する。
[広域]
・植林計画においては、立地条件だけでなく、自然環境や地域住民に悪影響を及ぼさないよう
ランドスケープ（景観生態）レベルで総合的土地に利用の判断ができるツールの構築が重要
である（※1）。ツールとしてリモートセンシングやGISの導入とシステム化がある。（※4）
・水分収支の点で、半乾燥地などで蒸発散量と降水量が微妙にバランスしているような地域
では、植林の植生拡大による水分消費が水資源問題を生じない範囲で行う。（※3）
・大面積の土地を確保し植林地として活用するには、その経済性をまず評価する必要があ
る。植林地から安定した収入が得られない場合、植栽後の適切な管理は期待できず、 悪で
他の土地利用に置き換わる可能性がある。（※1）
[小域]
・降水量、微地形、土壌、塩性など植物成長に関わる立地環境因子から樹木の成長を予測す
るモデルの構築が必要。

・植林目的、立地環境に応じた樹種または系統を選抜する。

・大規模造林用に改良種苗（優良系統）を大量に提供するには、効率的かつ経済的に大量生
産する方法が必要になる。種苗の特性に応じてクローン法や実生、組織培養法を選ぶが、増
殖の容易さと経済性は、実生苗、クローン苗、組織培養苗の順に難しくなる。生産コストの高
い組織培養苗やクローン苗しか利用できない場合には、付加価値をあげるなどの利用促進策
が必要である。（※6）

[挿し木増殖技術]
光独立栄養培養技術【2】：　短期間で大量に挿し木の苗を育てられるのが特長で、植物が生
長する条件を制御した環境下で挿し木により苗を増殖させる方法である。LED（発光ダイオー
ド）を使って光を効果的に制御しながら当て、CO2や水も対象の植物に も適した生育環境と
なるよう組み合わせて供給する。このように挿し木自身が光合成をする能力を 大限引き出
すことで発根を促していく。

[微生物の利用]
菌根菌【3】：　植物は自然界では根系で菌根菌（内生菌、VA菌、外生菌）と共生し、菌根菌は
リンの吸収などの植物の生育を助ける。痩せた土地で農作物を育成するために、VA菌を接
種する試みがされており、一部商品化されている。樹木の場合では外生菌根菌を利用 し樹木
の生長を促進する試みが、熱帯の痩せ地や世界各地で実施されている。（※2）

[乾燥地]
・植栽穴を大きくして土壌を膨軟にし根系伸長を促進する【4】。
・点滴灌水【5】、保水材の利用【6】：　点滴灌水は節水には有効だが、対象本数が限られ土壌
塩性化を引き起こす。保水材には高分子吸収剤など各種提案があるが実用化されたものは
なく、通気性を持たないことがその理由と考えられる。保水性と通気性を併せ持つ素材開発が
必要。

[半乾燥地]
・苗木の周辺にマルチ【7】、土壌処理【8】、木材チップや玉石敷設【9】の処理で蒸発抑制の効
果が認められる。

　※1～4,6のレビューについては、P.30を参照。

植栽
（※2,※3）
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国連食料農業機関（FAO）が植林基準(2006)を策定した【1】、目的は計画立案、経営および検証の枠組みを示し大規
模植林が社会的責任を担える事業指針とするもの。規準の適用範囲は在来種の播種、植栽、萌芽による半自然林
から、在来種および外来種による生産目的の植林および環境植林におよぶ。（※1）

植林地選定

分野

樹種選定
（※1）

育苗
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表 2.5-16 新技術調査表（大規模植林とバイオマス利用２） 

大分類 中分類 小分類

[半乾燥・乾燥地]（※2)
・階段造林【10】：　地表流水の発生阻止、土壌浸食の防止に効果あり。ただし土壌の質的低
下を引き起こすとの批判【11】もある。
・表面流の有効な集水方法：　降雨の5～10％が表面流出、45～50％が蒸発するので、蒸発
を抑制し表面流を利用する【12】。土地をビニールやゴムで被覆する【13】。地表面の処理とし
て、地表面の平滑化、表面固化剤の散布、アスファルト舗装を施すと効果が認められる【14】。
植栽面積に対する集水面積サイズの決定方法については大きな課題である。

[土壌養分管理]（※1）
・植林林分の養分動態や対策としての施肥と植林木の反応には研究蓄積が少ない。今後の
大きな研究課題である。
・Nambiar, E.K.S.等が国際ネットワークを形成【15】。ブラジル，コンゴ，南アフリカなど9カ国で、
熱帯地域の短伐期プランテーション林業において林木の収穫に伴う土壌肥沃度の低下を防
ぎつつ土地生産力を維持するための立地管理技術を開発する試験研究を行っている。

[病虫害管理]（※1）
・予防管理、農薬散布法、樹種の抵抗性など複数の要素を組み合わせた統合的病害虫管理
（IPM）の導入。

・土壌硬化【16】を回避し効率的集運材を図る機動機械の改良が必要。
・人力、機動力、燃料の省力化を図る林道網の策定が必要。

[水効率]（※3）
　炭素吸収量の評価だけでなく、植生が1gの炭素を固定するのに何ｇ水を消費するかの比で
ある「水利用効率」を用いた評価が重要である。水の節約は、蒸散の低下だけでなく、降雨時
に葉の外側に付着する水の蒸発も考慮する必要があるため、蒸散量だけでなく、葉についた
水の蒸発量である遮断蒸発量も含めて評価すべきである。

[LCA的分析]
　植林から木材利用までの一連の過程を、LCAの面からインベントリ分析し、投入と産出エネ
ルギーの効率から植林の改善点を評価する研究が進められている。また、CO2など環境負荷
を同様な手法で解析し、地球環境へのインパクトを評価し始めている。
[CO2吸収源の評価方法の現状と課題]（※4）
・森林生態系（樹木地上部・地下部、林床植生、土壌圏）の全体としてのCO2吸収（放出【17】）
量の評価が必要である【18】。
・異なる気候条件下の森林生態系でのCO2吸収（放出）量の地上観測成果をグローバルに活
用するネットワークが不可欠である。現状の測定法には、生態学的方法（相対成長モデル、個
葉光合成能の積分法）や微気象学的方法があるが各測定法の相互比較・検証が重要になる
【19】。
・リモートセンシングに基づく炭素収支情報と地上観測による炭素収支評価の比較･検証によ
る広域評価手法の高精度化が求められる【20】。
・森林生態系の炭素動態計算モデルの地上観測による検証とモデルによる広域（グローバ
ル）の炭素収支評価技術の確立が求められる【21】。
・炭素動態モデルによる炭素収支の将来予測の活用が必要である【22】。
・公開されているバイオマスデータを再評価し、高炭素密度森林の同定とその環境条件等を
考察。【23】
・不適切に開発された土壌についてCO2吸収減に戻す試験ならびに削減ポテンシャルの評価
【24】
・植林・森林の多面的機能の活用についても併せて検討されている。

[水分収支と炭素循環]（※3）
・熱帯季節林では、降雨と土壌水分の季節性が、炭素収支の動態に深く関わっている。植林
による炭素吸収や、そのための遺伝育種を検討するとき、水と炭素循環が連成した問題であ
るという認識が肝要である。

　※1～4のレビューについては、P.30を参照。
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表 2.5-17 新技術調査表（大規模植林とバイオマス利用３） 

大分類 中分類 小分類

光合成の
効率化

　光合成は、明反応（チラコイド反応）と暗反応（カルビン - ベンソン回路）の２段階のプロセス
からなり、それぞれの効率化が考えられる。
① 明反応（チラコイド反応）：　葉緑体中にあるチラコイド膜内で、クロロフィル（光合成色素）
が光エネルギーを使って水を分解し、プロトン＋酸素分子＋電子を作る。このときにできた電
子から、NADP+→（還元）→NADPH（脱水素に関する補酵素）ができる。さらに、チコライド膜
内外のプロトン濃度勾配を利用して、アデノシン三リン酸 (ATP) が作られる。電子伝達系の
適化手法が開発されている。
② 暗反応（カルビン - ベンソン回路）：　チラコイド膜の外側にある、ストロマ（葉緑体基質）
で、チラコイド反応で得られたNADPHとATPを使って、二酸化炭素を原料としてブドウ糖
（C6H12O6 炭水化物）が作られる。この一連の反応をカルビン - ベンソン回路（暗反応）とい
う。農作物に対する研究は多いが樹木に関する研究は少ない【26】。
　カルビン回路にはルビスコ（RuBisCO）、SBPase、FBPase、GAPデヒドロゲナーゼなどの酵
素反応が働いている。遺伝子組換えによりこれらの酵素反応を改良することが試みられてい
る。これらを葉緑体形質転換で発現させ高成長樹木を創製する検討がなされている【27】。

生成物
転流改善

　植物体内で、吸収された栄養素や光合成産物およびその代謝産物がある組織(器官)から他
の組織(器官)へ運搬されることを転流という。転流を改善することにより、生産物増が可能と
なる。対象はデンプン、しょ糖などの増加や代謝量における損失の減少である。

材質改良
(※7)

　ユーカリの木部、根などで発現する遺伝子のESTデータベースを基にしたDNAマイクロアレ
イ解析によって、リグニン生合成も含む材質制御に関わると思われる7種類の制御因子を特
定し、これらについてタバコを用いてその機能を解析し、成長性の改善効果、繊維長の伸張
効果などが確認されている【28】。

植物
ホルモン
（※5）

　植物ホルモンの生合成に関与する諸種の酵素を過剰発現または発現抑制することで、成長
の促進をはかる検討がなされている。
(1) ジベレリン【29】：　生長促進や花芽形成の生理作用を持つ植物ホルモン。組換えポプラが
作出されている。
(2) エチレン【30】：　植物の成長抑制の生理作用を示す植物ホルモン。組換えポプラが作出さ
れている。
(3) ペプチドホルモン【31】：　アミノ酸由来のタンパク質ホルモンで植物にも知られており、それ
らを利用した成長速度の制御も考えられている。
(4) 花成制御【32】：　生殖活動を完全に抑制すると、バイオマス生産が約20％程度上昇すると
試算されている。また、花粉や種子の飛散が起きず、導入遺伝子の拡散による生態系撹乱が
防止が期待できる。遺伝子組換えによる早期開花誘導技術に成功例はあるが、早期開花が
起きるとバイオマス生産は抑制される。

　※5,7のレビューについては、P.30を参照。

分野
技術概要・特徴

育
種

① ポプラゲノムの概要解読はアメリカを中心に進められ、ゲノムの約90％が解読されている。森林総合
研究所は理化学研究所と共同で、約2万種類の完全長cDNAを収集している（※5）【25】。
② ユーカリのゲノム解読も進められており、王子製紙は約7千種類の完全長cDNAを収集している。この
ように、樹木のゲノム解読や発現遺伝子の機能解析が進められ、遺伝子組換えに利用できる遺伝子の
数は大幅に増加しているが、未だ組換え樹木の商業栽培の事例は報告されていない。また、アメリカでは
組換え樹木の野外試験が100例を越えているが、日本では耐塩性ユーカリと高セルロース生産性ポプラ
（約10％アップ）の2例の隔離ほ場試験しかない（※5）【25】。

③ 木本植物についても、ESTデータベース
*1 

の整備を背景にDNAマイクロアレイ
*2

 技術により遺伝子発
現の網羅的解析が可能となった。これにより代謝ネットワークにもメスが入るようになり、より精密な形で
代謝改変にアプローチできるようになった。（※7）
（*1 EST ： Expressed Sequence Tag、cDNAの部分塩基配列のこと）
（*2 DNAマイクロアレイ：　細胞内の遺伝子発現量を測定するために、DNA断片を高密度に配置したプラスチックま
たはガラスからなる実験器具のこと。DNAチップとも言われる。）

生
長
促
進
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表 2.5-18 新技術調査表（大規模植林とバイオマス利用４） 

大分類 中分類 小分類

・光、乾燥、塩分、高温、病気など生物的、非生物的なストレスに起因する危険を回避するた
めに植物はいろいろな反応をするが、中でも乾燥が植物の生長や生産に も大きな影響を与
えるものである【33】。環境ストレスの影響は光合成速度の低下と生長の減少として現れる。し
たがって、光合成のメカニズムにおいて、植物は乾燥に適応するために光化学的、生化学的
側面にさまざまな適応的メカニズムを発達させている【34】。
・研究によって得られるストレス耐性の知見と、野外で植物が遭遇する複雑なストレス環境で
生き残り、生長するために必要な特性との間には大きなギャップが存在する【35】（Mittler
2006）。このギャップこそ実験室で作成した遺伝子改変作物が実際の野外ではかばかしい成
績を示さない原因である【36】。

乾燥

・高等植物の光合成速度は葉の含水率と水ポテンシャルが低下すると減少する【37】。乾燥に
よる光合成が低下原因が気孔閉鎖か、代謝障害かは議論のあるところであるが、気孔開閉
が乾燥に対する 初の反応である。耐乾性の高い植物ほど、ストレス下で気孔の開閉度をよ
り多く調整し、水利用効率が高いし、水欠差が解消した後の気孔の開放速度も速いため、一
般的には乾燥ストレスによる気孔閉鎖が光合成を低下させると考えられている【38】。また、厳
しいストレスの元では気孔以外の要因が光合成に影響することが報告されている【39】 。（※
2）
・乾燥ストレスと塩ストレスは、植物の生産性を大きく左右する代表的なストレス 。これらの浸
透圧ストレスにより細胞の脱水が誘導され、植物細胞が膨圧を失って原形質分離を引き起こ
す。このような損傷を避けるため、植物は浸透圧ストレス応答のシグナル伝達経路を活性化
し、浸透圧ストレスを回避するための適応応答を行っている。その代表的な応答がアブシジン
酸（ABA）の生合成誘導であり、ABAを介したシグナル伝達経路を活性化することにより、気
孔を閉鎖して葉面からの水分の蒸散を抑える。しかし気孔閉鎖は同時に、葉緑体への二酸化
炭素の供給も抑えてしまうため、二酸化炭素の同化に使用されなくなった余剰光エネルギー
が葉緑体で発生し、活性酸素種(AOS)が生成して二次的な光酸素ストレスが生じる。また、植
物の内在性PARGタンパク質の活性を減少させて、乾燥、強い光強度、高い温度、栄養制限
等を含む非生物的ストレス又は不利な成長条件で植物耐性を増加させる検討がなされている
【40】。
・葉緑体形質転換で植物の活性酸素防御機構を強化し、耐乾燥性の樹木を創製する検討が
なされている【27】。

塩類集積
（※5）

　塩ストレス下では塩化物イオンやナトリウムなどの毒性イオンが細胞外から細胞質ゾル内へ
多量に流入して蓄積することによって、代謝酵素の反応阻害や酵素タンパク質の変性が引き
起こされる（イオンストレス）。このように、塩・乾燥ストレス下の植物細胞は、浸透圧ストレス、
二次的な光酸素ストレス、イオンストレスによって複合的な損傷を受けることになる。
　耐塩性を強化する機能を有するタンパク質は、大別して次のものである。
　①適合溶質合成酵素
　②イオンホメオスタシスに関与する酵素
　③これらの遺伝子の発現を制御する転写調節因子
これらのタンパク質を発現した形質転換細胞で、耐塩性の向上が認められた例が近年多数
報告されている【41】。
　王子製紙は乾燥ストレスなどの環境ストレスに対してマスタースイッチとして働く転写因子
(DREB)の遺伝子を用い、乾燥耐性を強化した組換えユーカリの開発に成功している。森林総
合研究所はDREB遺伝子の解析を進めるとともに、組換えポプラを作製しており、現在環境ス
トレス耐性の評価を進めている【42】。また、日本製紙は、土壌細菌のコリン酸化酵素遺伝子
やマングローブのマングリン遺伝子を用い、耐塩性を強化したユーカリの作出に成功している
【43】。

酸性土壌
（※7）

　酸性土壌における害は複雑系であり、様々な要因が絡み合って根の伸長阻害、栄養吸収
阻害を引き起こし、地上部の生長が阻害される。その要因として、①アルミニウムイオン（Al）
過剰害、②Alによって間接的に引き起こされるリン欠乏、③マンガンイオン過剰害、④カルシ
ウム欠乏などが知られている。【44】
　中でも、Alストレスは深刻な環境ストレスとして捉えられており、研究が盛んに行われている
【45】。植物の根をAl処理すると、植物体への吸収だけでなく根端への集積が確認されてお
り、その領域での活性酸素種の蓄積や膜脂質の過酸化と根の伸長阻害との間に高い相関が
観察されている。よって、Alは根端域を標的としていると考えられる。Al耐性とは細胞内部ある
いは外部で無害化するか、Alが引き起こす脂質過酸化などの障害を軽減する機構である。

　※2,5,7のレビューについては、P.30を参照。
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表 2.5-19 新技術調査表（大規模植林とバイオマス利用５） 

大分類 中分類 小分類

・遺伝子組換えまたは非遺伝子組変えによって作出した優良系統は、野外でその効果が発揮
できるか、一定期間をかけて検証する必要がある。
1) 異なる気候、土壌条件の地域で、作出した系統の検定を行う。共通の実験計画法、複数年
の試験。
2) 優良系統の選抜期間は、伐期の半分を要する【46】。選抜の評価因子には、CO2固定林で
あれば成長、容積密度、増殖性である。収穫物を利用するならば、さらに幹の形態、材質が
加わる。
3) 選抜実証効果試験【47】で、優良系統と従来系統を現場に近い形で比較し、優良性の定量
化をはかる。
・樹木の育種には長い時間がかかる。Sitka spruceの精英樹選抜作業で1800個体の遺伝検
定をするのに27年を要した【48】（Lee 2001）。さらに、材積 多の伐期齢や樹形、材密度など
を調べるためにはそれぞれ6年、7年、15年が必要である。しかも、雑種の検定のためには大
きな個体群を準備する必要がある【49】。（※2）
・乾燥メカニズム解析結果をもと優良種を迅速に選抜するためのマーカ開発がなされている
【50】。

　木材からパルプを製造する場合には、リグニンの分解・除去(脱リグニン)が必要となり大きな
コストがかかるだけでなく、多くの汚染物質を生み出す。リグニン含有量の少ない樹木を人為
的に創生できればパルプ化の際の脱リグニンに要する薬品(水酸化ナトリウム、硫化ナトリウ
ム)やエネルギー量(蒸解温度)の低減を図ることが可能となる。この目的で有効に利用される
セルロースの含量を増やすことが期待されている【51】。
　また、被子植物細胞壁中のリグニンは、シリンギル (S)とグアイアシル (G) 骨格からなり、シ
リンギル核の方がよりメチル基の置換度が高いために、架橋度が低くなりより穏和な条件でリ
グニンの除去が可能となる。

原料高騰に伴い、リグニン廃液を燃料として利用するという視点から、高リグニン含有植物の
育成も検討され始めている。

・植物油脂のトリアシルグリセロール合成の 終段階に関わる、膜内在性のジアシルグリセ
ロールアシルトランスフェラーゼ（DGAT）の遺伝子の取得に関わる特許が出願されている。ま
た、モンサントのグループ は、植物、真菌及び哺乳動物におけるトリアシルグリセロ－ルの生
成に関連するポリペプチドについての特許を出願している【52】。
・オリーブ油等の商品化されている油脂は三官能性トリアシルグリセロールを大量に含有する
が、アセチル基がsn-3位の脂肪酸と置換すると、二官能性油に容易に変換される。このような
油は、三官能性体とは異なる産業用用途を有する。例えば、二官能性トリアシルグリセロール
は直鎖状(熱可塑性)ポリマーを産生すると思われるが、三官能性トリアシルグリセロールは架
橋(熱硬化性)ポリマーを産生する。しかし現在では、sn-3-アセチルグリセリドが豊富な市販の
油原料は存在しない。ミルキャンプスらミシガン州立大のグループ では、ニシキギ属に属する
コマユミ(Euonymus alata)の種子よりジアシルグリセロ－ルアセチルトランスフエラ－ゼ遺伝子
を取得した【53】。

有
用
物
質
生
産
能
の
向
上

セルロース

リグニン

油脂

選抜系統の評価
（※6）

技術概要・特徴
分野

 
※2,6 のレビュー先は P.28 を参照。 
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表 2.5-20 新技術調査表（大規模植林とバイオマス利用６） 

大分類 中分類 小分類

概説
（※8）

従来法（希
硫酸法）

トウモロコシ茎・葉や草本類は希硫酸によってセルロースを分解する。（実用化フェーズ）【54】

水熱法
（※9）

・液状熱水前処理：　トウモロコシ茎・葉のセルロースの90%がグルコースに分解される。【55】
・水蒸気爆砕処理：　ケナフコア【56】やバガスなど他の材料の論文も多数。バガスの水蒸気
および熱水処理の結果では、熱水処理が発酵阻害がなく優れていた【57】。
・加圧水浸漬分別：　砂糖黍は分別ができ、50%以上が溶解できた【58】。
・蒸煮前処理における触媒の影響：　ササの蒸煮処理の効率を上げる各種触媒の影響解析
【59】。蒸煮はバイオマスの種類によって効果が大きく異なる。
・熱水分解物の連続イオン交換樹脂による分離：　トウモロコシ繊維を用いる【60】。

アンモニア
爆砕

(AFEX)
（※9）

・アンモニア爆砕、水溶性アンモニアリサイクル、pH調整、希釈酸、流動測定と石灰アプロー
チをトウモロコシ茎・葉の処理に応用し、続いて糖への転換を行った。
・海岸バミューダ草をアンモニア繊維爆砕法でセルロース、ヘミセルロースの90%を単糖に変
換した【61】。
・トウモロコシ茎・葉のアンモニア爆砕における粒子径の影響を評価した【62】。
アンモニア爆砕処理の原料の粒子サイズが処理効率に影響を与える報告がある。AFEXの報
告は多い。

アンモニア
溶液処理

・2.9Mの水酸化アンモニウムを26℃で24時間トウモロコシ穂軸を浸漬する効果的な新しい前
処理法を開発した【63】。
・アンモニア循環浸出(ARP)法を開発した【64】
・アンモニア繊維蒸解プロセスの 大効率を得るためアンモニア負荷,バイオマス水分含量,温
度および滞留時間を調べた【65】。

無硫酸エ
タノール蒸

解処理
・稲わら、アメリカトガサワラを無硫酸エタノール蒸解し、酵素消化性を高めることを確認【66】

固体酸触
媒処理

非晶質のカーボンをベースとした触媒で、セルロースの見かけの活性化エネルギーを低下
【67】

石灰
(Lime)
処理
（※9）

・消石灰でバイオマスを55℃で4週間浸漬する前処理法【68】
石灰をバイオマスに振りかけて、長期間温度を保ち、前処理する方法。エアーを下部からブ
ローする。糖の回収率は、AFEXや希硫酸前処理よりやや悪いが、方法はシンプルで、処理温
度が低い。

従来法（濃
硫酸法）

・濃硫酸法
　各種バイオマスを高濃度硫酸を用いたArkenolプロセスにより処理する【69】。
・希硫酸法
　米国ＢＣＩ社から技術導入（希硫酸による2段分解法）した【70】。
　広葉樹材のリグノセルロース難分解性克服の処理法としてSPORL法【71】

高温水
処理
（※9）

・超臨界水及び亜臨界水処理によってスギを高速化学変換する。【72】
・エタノール発酵プロセスの前処理として、触媒を用いて水熱処理する。【73】
・超臨界水による木材成分の化学変換、木質材料の亜臨界水処理によりリグニンを分解す
る。【74】
・加圧熱水＋メカノケミカル処理によって木質成分を分離する。【75】
・加圧水＋ソルボリシス：　数種の樹木および草本での結果、40～60％が可溶化した。【76】
・マイクロ波水熱反応（窒素ガスによる加圧も併用）：　マイクロ波による加圧水熱反応前処理
で、窒素圧をかける方法もある。【77】
・超（亜）臨界水とそれに続くアルコール発酵の研究【78】※8

アルカリ
処理

ポプラ材、新聞紙の酵素処理を促進するため、水酸化カルシウムと酸素で前処理する【79】。

蒸煮・爆砕
（※9）

・水蒸気爆砕：　水蒸気爆砕は針葉樹に対しては効果が低い。このため、硫酸、SO2などの添
加が研究されている【80】。
・蒸煮：　蒸煮はバイオマスの種類によって処理効果が大きく異なる。広葉樹材では、処理効
果はリグニン含量が少ないほど、リグニンの芳香環に結合したメトキシル基の数（S/V比）が
多いほど処理効果が大きくなる。

　※8,9のレビューについては、P.30を参照。

分野
技術概要・特徴

・北欧では針葉樹を用いた糖化開発が活発で実用化に近い。また米国ではトウモロコシの残渣セルロー
スを用いた研究に集中している。セルロースの分解だけでなく、リグニンの分解など検討されている。脱リ
グニンの難易さは構成するリグニンの量と種類によって異なる。針葉樹が30%、広葉樹が25%、草本類が
15〜25%。主なリグニン構成単位はP-ヒドロキシフェニル核(P)、グアイアシル核(G)、シリンギル核(S)であ
り、P核が も分解性である。針葉樹とイネ科草本はG、Pを含み、広葉樹と双子葉草本はG、Sであるた
め、脱リグニンの点では広葉樹・双子葉草本は針葉樹・イネ科草本よりは容易である。
・バイオマスの糖化は化学的前処理、物理的前処理、生物的前処理およびこれらの組み合わせを含めて
エネルギーバランス、前処理のエネルギー、糖回収率、コストなどの面から評価する必要がある。
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表 2.5-21 新技術調査表（大規模植林とバイオマス利用７） 

大分類 中分類 小分類

ソルボリシ

ス
*
処理

（※9）

・マイクロ波ソルボリシス（白色腐朽菌と組み合わせ）【81】
　リグニンを高選択的に分解する。菌の大量培養とマイクロ波照射による前処理を開発中で、
マイクロ波照射装置も開発。（*ソルボリシスとは、アルコール類、有機酸、ジオキサンなどの
有機溶媒を使用して加熱処理する方法を言う。Solvolysis = solvent＋lysis分解）
・エタノリシス処理（白色腐朽菌処理との組み合わせ）【82】
　エタノリシス＝ソルボリシスの一種であるエタノール水を用いて加熱する方法。白色腐朽菌
処理によりエタノリシスの複合前処理の効果が上がることが示された。
・エタノリシス処理（硫酸触媒使用）【83】
　蒸煮・爆砕やソルボリシスでは、針葉樹材の前処理効果がでない点が問題。これを解決す
るため、硫酸触媒を使用。SO2を使用する場合も多い。
・エタノリシス処理（粉砕との組み合わせ）【84】
　エタノリシス後に粉砕を行う前処理を評価した。

リグニン
分解
（※9）

白色腐朽菌による木質バイオマスのリグニン分解メカニズムの研究。さらに担子菌の育種
に向けた形質転換系の基盤技術開発【85】。

リグノフェ
ノール化
（※8）

木粉をフェノール液と濃硫酸で常温常圧で撹拌し、フェノリシスと加水分解にする。リグニン
は芳香族系リグノフェノール液に、糖は酸水溶液に容易に分離する。常温常圧でエネルギー
投入が少なく、分離したリグノフェノールをリグニン系機能材料として製品化が可能なため、応
用範囲が広い。相分離系変換システムともいわれる【86】。

その他
（※9）

・Peroxymonosulfate処理【87】
　Peroxymonosulfateは、過酸化物であり、パルプ漂白への利用が検討されている。糖化前処
理にも応用できる。
・過酸化水素ー金属塩処理【88】
　この方法も、パルプ漂白への利用が検討されている。様々な組み合わせが可能、糖化前処
理に応用できる。
・オゾン酸化【89】
　オゾン酸化はリグニンを分解する。パルプ漂白に利用されている。糖化前処理に応用。針葉
樹の効果が得られにくい。
・粉砕法（ボールミル、ハンマーミル、ロールミル、ターボミル、プレスパンダー、凍結粉砕、石
臼式湿式粉砕、ディスクリファイナー、他多数）【90】
　粉砕法は、様々な方法が試験されてきた。草本や広葉樹材のみでなく、針葉樹材にも有効。
ボールミルは効果は高いが、エネルギーインプットが大きい。装置開発と添加物などによりエ
ネルギー収支を改善する研究が各地で進行中。一般には、湿式粉砕の方が乾式よりエネル
ギー収支が良い。

従来法（酸
分解＋酵
素分解）

硫酸分解の後、セルラーゼによって糖化する【91】。
【課題】セルラーゼ活性が小さく、セルラーゼの発酵生産性が低かったために、全体のコストを
押し上げて、デンプンからのエタノールに比べて生産コストが数倍であった。

酵素改良

・糖化酵素のコストを10分の１にするためのプロセス・酵素開発 （T.reesei、A.celluloriticus） を
行い、2004年に両社ともに20分の１から30分の１に低減できる技術を開発した【92】。
・Aspergillus niger やRhizopus 属菌など糸状菌由来の糖化型アミラーゼ。酵素コストの10 倍
削減（10分の1にすること）を大きく上回り、NREL による前処理技術の改良と合わせて 終的
に酵素にかかるコストを30分の1 に低減することに成功した【93】。

高活性セ
ルラーゼ

・Aspergillus aculeatus 由来高活性セルラーゼを構築する【94】。
・糸状菌Trichoderma reesei の高活性セルラーゼを構築する【95】。

セルロ
ソーム（セ
ルラーゼ
複合体）

・嫌気性細菌のセルラーゼ複合体（セルロソーム）によってリグノセルロースを分解する【96】。
・セルロソームの構造と各ユニットの機能と結晶構造を研究。セルロースの構造と加水分解メ
カニズムの関連性を調査した【97】。

添加剤に
よる糖化
率の向上

・BSA, Tween-20, PEG6000等を糖化反応液に添加すると糖化率が向上する【98】。

添加酵素
による相
乗効果

・キシラナーゼ及びエステラーゼの添加によりリグノセルロースの分解が促進される【99】。

　※8,9のレビューについては、P.30を参照。

　アルコール発酵の難易度は植物を構成するC6糖(ヘキソサン)とC5糖(ペントサン)によって異なり、C5糖は困難であ
り、発酵菌に遺伝子組換えを導入することでしか可能でない。植物グループによってC5糖、C6糖の構成比は異なる。
針葉樹はC6糖が多いので容易であるが、広葉樹・双子葉草本および単子葉草本（イネ目）はC5糖が多く課題が少な
くない。（※8）
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表 2.5-22 新技術調査表（大規模植林とバイオマス利用８） 

大分類 中分類 小分類

酵母
・Saccharomyces cerevisiae へのPichia stipitis 由来キシロース代謝酵素遺伝子やFungal、
大腸菌、またはBacillus由来アラビノース代謝酵素遺伝子の導入及び改良が行われている
【100】。

バクテリア
（※8）

・Zymomonas mobilis に大腸菌由来キシロース代謝酵素遺伝子、ペントースリン酸経路酵素
遺伝子を導入した【101】。他に【102】。
・Zymomonas mobilisに大腸菌由来アラビノース代謝酵素遺伝子、ペントースリン酸経路酵素
遺伝子を導入した【103】。他に【104】。

微生物
改良

バクテリア

・コリネバクテリウムを用いて増殖非依存型プロセスによる糖からのアルコール生産技術を開
発。従来の約20倍の生産性を達成した。また、通常の発酵阻害物質の影響も受けない画期
的プロセスである【105】。
・Zymomonas mobilis由来のアルコール生産酵素遺伝子を導入したアルコール高生産性大腸
菌KO11を開発した【106】。
・ブタノールについて、ABE生成機能を担う代謝システムを大腸菌へ遺伝子組み換えにより導
入【107】【108】

表面提示
酵母

麹ゲノム情報導入スーパー酵母によるバイオエタノール高生産技術を開発した。セルロース
そのものを直接発酵させるアーミング酵母【109】。

微生物
集団

稲わらなどから直接にアルコールを生産する微生物群を研究する【110】。

糖化酵素
＋酵母

・バイオマス中のセルロースを酵素によるグルコースへ変換し,グルコースからエタノールへの
発酵を同時に進行させる方法【111】
・セロビオース発酵能の高いBrettanomyces custersiiを使用。セルロースをエタノールへ発酵
【112】

超臨界水でのリグノセルロースの加水分解により種々の有機酸が得られる。これらをメタン生
成菌で嫌気性条件下メタンへと変換することでバイオメタンの生成が可能である【113】。

・ 超臨界水処理でリグニンエーテル結合の解裂によってリグニン由来成分を生成する【114】。
・リグニン系機能材料： 木粉をフェノール液と濃硫酸で常温常圧で撹拌し、リグニンを芳香族
系リグノフェノール液に分離する。フェノール核を隣接エーテル結合の解裂スイッチとして機能
させ、リグニン系高分子材料として成形可能で、応用範囲が広い【115】。

・Clostridium Ijungdahlii を利用し、嫌気性条件下で水溶性栄養培地で培養することで、合成ガ
スのCOとH2O、CO2とH2からエタノール、酢酸塩を製造する【116】。
・バイオマス発生炉ガスからエタノールへの発酵。発生炉はClostridiumの発酵を利用して4L
のリアクターでエタノールと他の化成品を製造する【117】。

COからButyribacuterium methylotrophicum がn-ブタノールを生産する代謝経路の存在を示
した【118】。

バイオリファイナリー分解物に関して、米国DOEではCarbohyｄｒate由来物が中心である。リグ
ニン由来成分の検討が不可欠である【119】。

コリネ型細菌で乳酸などの有機酸をRITEプロセスで生産し、遺伝操作によって生産量が増加
した【120】。

コリネ型細菌でコハク酸をRITEプロセスで生産し、遺伝操作により他経路をブロックして生産
量が増加した【121】。

コリネ型細菌でペントースが利用できるように遺伝子工学で改良した【122】。

連続培養により、プロパンジオールをClostridiumu属細菌により生産する。プロパンジオール
は生分解プラスチックの原料【123】。

コリネ型細菌でアミノ酸（リジン）を生産するときの、酵素の影響を調べた論文がある【124】。

　※8のレビューについては、P.30を参照。
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表 2.5-23 変換・有効利用技術の 2006 年以降の進展調査 

 

2006-7年
(2008年度調査）

2008-9年
(今回調査)

プラズマ分解法 3101 2 件 10 件 基礎研究
・ダイヤモンド薄膜合成。転化率は35%。リアクターのパラ
メータ検討が行われている。
・C1,C2の形成も行われている。

金属との反応 3102 0 件 7 件 基礎研究 ・金属リチウムとの反応でC60の合成が行われている。

メタンを利用 3103 0 件 0 件 ― ―

化石燃料からの
炭素分離埋め戻し

3104 0 件 0 件 ― ―

炭酸塩固定
Ｃａ塩、Mg塩、珪
酸、
アルミン酸塩

3211 5 件 7 件 基礎研究

・Ca塩が多く、Zn、Li、を用いた塩基性炭酸塩固定の基
礎研究や反応器の研究がなされている。
・鉄鋼スラグや軽量発砲コンクリートに含まれる元素であ
り、産廃有効利用とも絡めた研究が行われている。

超臨界CO2利用
による有用品製造

3212 1 件 1 件 基礎研究
・超臨界CO2を利用して、エタノールとCO2から炭酸ジエ
チルを合成

直接水素化による
メタノール、DME等
合成

3213 3 件 39 件 基礎研究
・CO2の水素化によるメタノール、DME、ギ酸、C1-C10炭
化水素等合成の研究がおこなわれているが転化率は高
くない。

共重合による
高分子合成

3214 4 件 19 件 基礎研究

・シクロヘキセンオキシドとCO2の共重合による高カルボ
ナート結合のポリマー
・CO2共重合によるポリウレタン系架橋ポリマー
・環状炭酸エステル反応など

メタンによる
CO2改質

3215 6 件 100 件
基礎研究

・メタンを液体燃料に変換するために、まずCO2を反応さ
せてCOと水素の合成ガスとする基礎研究がなされてい
る。
・触媒関係の研究が活発に行われている。
・プラズマやマイクロ波、太陽光（ソーラー改質）をエネル
ギー源にする研究がなされている。
・バイオマスガス化ガス等をCO2改質し、化学合成用ガス
とする研究もある。

電気化学還元 3216 20 件 13 件 基礎研究

・多くの基礎研究がおこなわれているが、一般的には電
流効率が低い。
・電解還元によるCO2の炭化水素変換が検討されてい
る。電解電位によっては電流効率60-80%という報告があ
る。
・ギ酸への還元の電流効率は90%程度、260kWh/kmolの
エネルギー必要。
・有機ハロゲン化物の電解カルボキシル化（Y=22-89%）
・触媒電極・生物電極の研究が行われている。

光化学還元 3217 5 件 18 件 基礎研究

・金属を坦持したTiO2などの光半導体を用いたCO2の光
還元。生成物はCOや炭化水素。
・メタンの生成速度が2μmol/触媒g/時間の報告がある
が、量子収率は0.02%程度。

光合成藻類、光合
成細菌類のバイオ
リアクターによる有
用物質生産

3221 13 件 3 件 基礎研究
・光照射法に工夫したバイオリアクターの基礎研究が進
められている。
・バイオマス生成速度が0.275g/L/hが報告されている。

非光合成細菌のバ
イオリアクターによ
る有用物質生産

3222 0 件 2 件 基礎研究
・嫌気性微生物によるコハク酸製造、混合微生物培養に
よるPHB産生の研究が行われている。

特記事項（2006年以降の調査情報を含む）

化
学
品
へ
の
変
換

生
物
的
変
換

化
学
的
変
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カーボンへの分解

技術分類 技術No.
検索論文数

研究レベル
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２．６ 技術ロードマップ 
２．６．１ CO2 の分離回収・貯留技術（CCS）の現状と課題 

 CCS を構成する要素技術とこれに関連する各種の要件を俯瞰的に図 2.6-1 に示した。 
 
(A) CO2 の分離回収の現状と課題 

〔対象ガスと適用技術〕 
 分離回収する常圧の対象ガスとしては、電力等のエネルギー生産時の排出ガスおよび

鉄鋼、セメントを初めとする産業プロセスからの排出 CO2 ガスがある。発電所からの

排ガス中の CO2 濃度は石炭火力で 12～15％、LNG では 3～8%である。また、鉄鋼プ

ラントの高炉ガスや焼結炉ガスは約 22～25%の CO2 を含有する。 
 発電所からの CO2 回収プロセスには、①通常の煙道ガスからの回収を行う燃焼後回収、

②IGCC などの様に燃料の部分酸化によってガス化された圧力を持った CO2 高濃度の

（40～60vol%）合成ガスから CO2 を回収する燃焼前回収に大別される。また、③燃

料を純酸素で燃焼させ、CO2 濃度の極めて高い排気ガスが生成する酸素燃焼法１０４）

が検討されている。 
 CO2 の回収技術としては化学吸収法、物理吸収法、膜分離法、吸着法、深冷分離法な

どに大別されるが、燃焼排ガスからの分離には主に化学吸収法が、自圧を有するガス

の分離には化学吸収、物理吸収、膜分離法などが適している。 
 
〔技術の現状〕 

 燃焼後回収技術のうち、化学吸収法はすでに商業実績をもつプロセスであり、システ

ムとして確立されているが、分離コストに課題があり、更なる開発が続けられている。

また、石炭燃焼ガスへの対応も進められている。 
 化学吸収法、物理吸収法、膜分離、吸着剤についての研究開発が世界的に行われてい

る。化学吸収法については分離回収エネルギーを低減させる検討がなされており、ヨ

ーロッパの Castor Project １０５）では石炭火力発電所に 1t-CO2/h の分離回収プラント

を設置し試験が行われている。また酸素燃焼法などの新しい発電プロセスの研究開発

も実施されている。 
 わが国では化学吸収法を用いた CO2 分離プラントの実績が豊富である。MEA を中心

として様々な吸収剤が開発されており、天然ガスからの CO2 分離等に適用されている。

我が国の技術レベルは高く、関西電力・三菱重工の KS 液など消費エネルギーの小さ

い吸収液が開発されており、尿素プラント等で実用化されている。また、2006 年から

石炭火力発電所において 10t-CO2/日で分離回収を行うパイロット運転が実施された１０

６）。 
 化学吸収法としては KS 液などのアミン法の他に、チルドアンモニア法が注目を集め

ており、米国で 30MWth のパイロットプラントが稼働している１０７）。 
 低コスト化および再生時のエネルギー消費を減らす為に、新規な吸収液の開発と製鉄

所をモデルにした廃熱を利用する研究プロジェクトが平成 16 年度から５ヶ年計画に

て METI の補助事業として RITE を中心に実施された１６）。さらに、NEDO プロジェ

クト環境調和型製鉄プロセス技術開発（COURSE50）が 2008 年から開始された９８）。 
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 IGCC １０８）などのガス化プラントから発生する圧力を持つガスから CO2 を回収する

ため、高分子膜やセラミック膜などの分離膜の検討がなされている。また、2004 年の

CSLF 第 2 回閣僚級会合で採択された 10 の共同プロジェクトのうち、日本は「圧力の

存在するガスからの CO2 分離回収」をアメリカと共に担当するなど、燃焼前ガスから

の CO2 分離技術に関しても積極的な対応が見られる。さらに吸収液や吸着剤について

も基礎研究が行われている。 
 CO2 分離回収・貯留の IPCC 特別報告書には、分離回収のアボイディッドコストは、

新設の NGCC で 37-74、石炭火力で 29-51、IGCC で 13-37US＄/t-CO2 と記載されて

いる。 
 わが国での検討では、分離回収コストは LNG 複合発電で 4,900 円/t-CO2（NEDO1992

１０９））と計算されているが、削減努力が続けられており、現時点では新設石炭火力で

4,200 円/t-CO2 程度であると考えられる。 
 
〔課題〕 

 分離回収は、これまでに行なわれた検討によれば、燃焼後排ガスからの CO2 回収コス

トが回収・貯留の全コストに占める割合は 7 割程度と見積もられており、その低減が

不可欠な課題と考えられる。 
 ここで分離回収技術の開発は地中貯留の進展に同期する必要がある。すなわち、地中

貯留の実現に結合させるため、「低コスト・低エネルギー回収技術」を地中貯留の実施

前に完成させる必要があるし、回収される CO2 の純度に関しても、貯留側の要求に応

じる必要がある。 
 また、分離・回収性能について評価条件を統一・標準化し、技術の優劣が明瞭に判断

できるようにしておくことで、技術進展のより一層の加速が期待できる。 
 
(B) CO2 の貯留の現状と課題 

〔技術の現状〕 
 地下深部塩水層（帯水層）貯留１５）：CO2 貯留のターゲットとされる地下深部塩水層

は、帯水層のうち深い位置にあるもので塩水（海水のように塩分が多く溶解している

水）を含み、世界的に広く分布している。なお、地下深部塩水層は、飲料用等に利用

している地表水とは連絡が絶たれている。以前は、帯水層という名称で名付けていた

が、より正確を期すために地下深部塩水層と表現する。平成 12 年度から METI の補

助事業として RITE が技術研究開発を実施してきた。内容は、①基礎研究等（基礎実

験、モニタリング手法の検討、シミュレーション技術開発、経済性検討、安全性検討、

社会的受容性調査）、②圧入実証試験、および③地質調査（地質工学的評価手法の提案、

データベース整備）からなる。このうち②として、新潟県長岡市において、平成 15
年 7 月から平成 17 年 1 月までの 1 年半に約 1 万 t の CO2 を圧入した。現在、貯留し

た CO2 の挙動のモニタリングを継続している。さらに我が国における地中貯留のコス

ト・賦存量の評価をはじめとする有効性評価、安全性評価、法体系等周辺関連調査な

ど実適用に向けた課題の抽出とロードマップの作成、モニタリング手法の開発や貯留

CO2 の長期挙動の予測手法などの研究開発を実施してきた。 
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 わが国での CCS コストとして、新設石炭火力発電所から CO2 を化学吸収法で分離回

収したのち 7MPa に昇圧し、パイプラインで 20km 離れた貯留層へ輸送し、10MPa
まで再昇圧して、深度 1,000ｍの地下深部塩水層に ERD で圧入する際のアボイデッド

コストが 7,300 円/t-CO2 と計算された。海外に比べパイプライン輸送コストが約 10
倍高く、また地層が緻密であるため井戸一本当たりの圧入レートが小さく坑井コスト

が高くなるという問題がある。 
 炭層固定１６）：平成 14 年度から 19 年度まで METI の補助事業として KANSO テクノ

スが技術開発を実施。内容は、①基礎研究（CO2/CH4 置換メカニズムの解明、 適固

定化条件の検討、シミュレーション開発、固定ポテンシャル検討）、②予備実験（圧入

予備実験、モニタリング技術の検討、CO2 分離回収技術の向上）、および③経済性に関

する検討からなる。このうち②として、北海道夕張市において地下 900m の石炭層を

用いた、CO2 圧入・CH4 回収予備実験が実施された。 
 海洋隔離‐溶解希釈法（移動式）１４）：平成 14 年度から METI の補助事業として RITE

が技術開発を実施してきた。内容は、①CO2 海洋隔離能力の技術評価（海洋への隔離

能力と隔離効果の技術 /経済評価、国際法上の位置付けの検討）、②環境影響評価技術

の開発（海洋環境調査、深海生態系の把握、生物影響調査、生物影響予測モデルの構

築）、および③CO2 希釈技術の開発（放出技術の要素開発、分布予測モデルの改良）で

ある。 
 
〔課題〕 

 地中貯留の課題は平成 19 年の「CCS 研究会中間とりまとめ」３２）に詳しい。 
 本研究会資料では、課題としてまず国内制度・国際ルール等の事業環境整備が挙げら

れている。この細目に下記が挙げられている。 
① 貯留ポテンシャル調査等の環境整備 

・ 貯留ポテンシャル調査の推進 
・ 貯留サイト調査のための民間支援 
・ 貯留サイト検証の仕組みの整備 
・ 貯留量の検証の仕組みの整備 

② 国内関連法令・国際ルールの整備 
・ 環境関連規制の整備 
・ その他関連法令との関係の整理 
・ IPCC2006 インベントリガイドラインの適用環境整備 

③ CCS に関する信頼醸成と社会的受容性（パブリック・アクセプタンス）の確保 
・ 信頼醸成手法の構築 
・ 社会的受容性（パブリック・アクセプタンス）の確保 

④ 事業の経済性に関する枠組構築 
・ 事業モデルの構築 
・ 投資環境の整備と資金調達の円滑化 
・ 金融・保険分野との連携による補償等の枠組構築 

 次に、技術開発については下記の項目が挙げられている。 
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① 本格的モデルプロジェクトの推進 
・ 本格的モデルプロジェクト（実用化レベル）の実施 
・ 産学官連携による技術開発の推進 

② システム全体のコスト低減 
・ 分離・回収コスト 
・ システム全体のエネルギー効率の向上 

③ モニタリング技術 
④ CO2 挙動予測手法の開発 
⑤ 革新的技術の開発の必要性が挙げられている。 

 さらに下記のような国際協力の推進の必要性が挙げられている。 
① 欧米先進諸国との国際協力：①先進的技術の共同開発、②CCS 事業推進のための

環境整備面での協力 
② 途上国（大量排出国等）との国際協力：①キャパシティビルディング、②国際協

力の推進 
③ 新たな国際的枠組構築との関係 

 後に産学官連携強化と国内企業の支援の必要性が挙げられている。 
 また、標準化に関しては CO2 輸送用パイプラインの国際規格の制定、貯留層の貯留可

能量の算出やモニタリング、環境影響・安全性性評価方法の標準化が必要であり、こ

れらの標準化活動を世界に率先して行うことは、地中貯留技術の国際的優位性確保の

一助となると考えられる。 
 
(C) CCS の技術戦略 

 「海洋隔離」については、CO2 の注入による生物影響の懸念などが払拭されておらず、

実施に関する国際的なコンセンサスの形成に時間がかかる為、温暖化対策のキーテク

ノロジーとして国際的に導入が進められている「地中貯留」の技術開発から進めるこ

とが重要と考えられる。 
 一方、EOR は石油回収に基づく利得があり、また石油等が長期間埋蔵されていたため

貯留のための地層構造が安定であるが、我が国では候補地がほとんどないことから、

「地下深部塩水層貯留」を念頭におくべきと考える。また、さらなる貯留量増大のた

めにはポテンシャルの膨大な「海洋隔離」の準備を進めておく必要がある。 
 地中貯留は、国際的な安全評価･基準に関する標準ルール策定等を進め、実施に関する

コンセンサスの形成が不可欠であることに鑑み、IPCC での CO2 分離回収・貯留技術

特別報告書が完成し、また CSLF における共同実証・基準作成等の努力が進められて

おり、2015 年頃の技術確立、環境整備を目指した動きとなっている。従って、我が国

での技術の完成時期もこれらと一致させ 2015 年頃におくことが妥当である。 
 これに合わせてロンドン条約などの世界的な法整備の動きと調和しながら、現行法を

基本とし、必要に応じて法整備の検討をしていく必要がある。特に貯留物の長期的な

責任のあり方については十分な検討が必要である。 
 また、地中貯留の理解促進活動についても十分早い時期から進めていく必要があるし、

実施の観点からは、実施主体の形成に向けた準備も必要である。 
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 一方、海洋隔離は、海洋による CO2 吸収能力を考慮すると極めて大きな削減ポテンシ

ャルを持つ技術であるが、これを実施した場合の海洋生態系への影響が必ずしも明ら

かでないことから、当面、生物影響・予測手法等に関する科学的知見の集積を進行さ

せ、2030 年を目指した長期的な適用目標を設定すべきである。 
 また、その他の貯留技術についても貯留量の更なる拡大を目的に技術検討を進めてお

くことが望まれる。 
 分離回収は地中貯留の実現に結合させるためには、「低コスト・低エネルギー回収技術」

を 2015 年までに完成させる必要がある。 
 まず中心となるのは燃焼後排ガスや製鉄プラントであり、これらの低圧力ガスからの

分離回収を解決すべきである。 
 さらに燃焼前 CO2 回収の前提となる石炭等のガス化技術が進められており、我が国

EAGLE １１０）、米国 Future Gen 計画など、これも 2015 年頃をターゲットとした取

組が進められている。これらに結合する形で膜分離などの圧力ガスからの低コスト分

離方法を完成させていく必要がある。 
 その他、酸素燃焼法１０４ )など低コスト・低エネルギーでの分離回収を達成するための

技術開発を並列的に進めていくべきであろう。 
 
２．６．２ CO2 の分離回収・貯留技術（CCS）のロードマップ 

 CCS の課題解決のための方策とロードマップを表 2.6-1、表 2.6-2、および表 2.6-4

に示した。 
(A) CO2 の分離回収 

まず、CCS 全体としては、回収技術の評価と発生源に適した回収技術の選定、CCS を

組み込んだ産業システムの 適化や CCS を組み込んだ地域産業形成の検討などが必要で

ある。また、CO2削減量の計測技術と CO2削減のシステム評価も検討していく必要がある。 
以下、CCS を構成する分離回収及び貯留技術について詳述する。 

 CO2 貯留技術と一体化させ、CO2 削減技術として有効となるためには大幅なコスト削

減が望まれる。分離回収技術のコストが下がるほど、排出源から隔離場所までの距離

を大きくすることが可能となり、隔離可能量が増大する。分離回収コストとしては、

排出権取引価格や海外との技術競争力を考慮すると 2015 年で 2,000 円/t-CO2 程度、

さらには 1,000 円/t-CO2 台となることが望ましい。 
 当面実績のある化学吸収法の適用を考慮し、低コスト・低エネルギー消費型の回収・

再生プロセスの開発を重視する必要がある。 
 2015 年以降、地中貯留と結合した実用化を考慮すると、その時点までには低コスト・

低エネルギー化技術が完成されている必要がある。実施項目としては以下が必要であ

る。 
① 発電所における発電ロスの低減あるいは未利用廃熱の利用によるコストダウン 
② さらなる低温再生吸収液の開発 
③ 設備のコンパクト化による設備コストの低減 
④ 吸収時の発熱量の再生時利用や気液接触効率向上などの高効率吸収 /再生プロセ

スの開発 
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さらに、 
⑤ 従来の化学吸収法の概念にとらわれない革新的な吸収液型の低エネルギー・低コ

スト分離回収技術の開発 
 我が国における IGCC の商業運転は 2018 年頃に計画されている事から、この頃まで

に発電所の燃焼前排ガスからの分離回収技術を確立させる必要がある。燃焼前排ガス

は圧力を有することから、膜分離法や物理吸収法が優位となる可能性があるため、

2015 年にはその確証が得られる様、 
① 高分子膜・無機膜の CO2 選択率の向上と透過性能の向上 
② 方式の選定（膜分離、物理吸着、その他） 
③ 大規模化、低コスト化とパイロット試験 
を実施し、 
④ ガス化実証プラントでの実証試験を実施しておくことが必要である。 

 また、酸素燃焼法などの燃焼技術の改良も同時に研究を行い、常にコストやエネルギ

ー効率を比較しながら、より低コスト・低エネルギー分離回収技術開発の完成に向け

て方向修正していくことが必要である。 
 
(B) 地中貯留技術 

 世界的に本格的な地中貯留が開始されると想定されている 2015 年に向けて、我が国

でも地中貯留が適用可能となるように、CO2 削減技術としての認知、技術確立を行う

必要がある。 
 地中貯留が有効な CO2 削減対策となるように、分離回収のみならず輸送、圧入、貯留

層の事前評価、安全性評価、モニタリング、圧入 CO2 の挙動予測等について積極的な

研究開発を行う。またこれらの技術をより確実とするため実証試験が不可欠である。 
 CO2 貯留コストの大幅低減のための技術課題としては、先に述べた分離回収コストの

大幅削減のほか、以下の技術開発が必要である。 
① パイプライン高圧化などの輸送コストの低減 
② 水平井やマルチラテラル工法など大量圧入が可能な坑井技術 
③ 大規模排出源近傍の帯水層の利用可能性検討などの利用可能な圧入層の拡大 

 また、圧入された CO2 の長期挙動の理解向上とその予測、正確でかつ安価・簡便なモ

ニタリング技術、安定的に貯留可能な貯留層の探索と貯留量推定は必要不可欠な技術

であり、さらなる精度向上が求められる。 
 さらに、貯留に関連した環境影響評価、安全性評価の手法を確立しておく必要がある。 
 炭層固定では上記の共通課題に加えて、メタンとの 適置換技術・高効率圧入技術の

確立などが必要である。 
 
(C) 海洋隔離技術 

 2020 年頃までに次の課題を解決し、海洋隔離技術の国際的・社会的合意を獲得するこ

とを当面の目標とする。 
① CO2 の海洋拡散や生物影響への科学的理解を深める。 
② 拡散シミュレーションと実験によるマッチングにより CO2 の長期挙動を明瞭化する。 
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③ 生物影響モデルと実験によるマッチングにより長期の生態系への影響を明瞭にする。 
④ 影響評価や安全性評価技術を確立する。 

 さらに、2030 年頃までにモデル海域での実証を行い、実適用に向けて CO2 削減技術

としての認知を獲得するものとする。 
 

 

表 2.6-1 課題解決のための方策（分離回収分野） 

目標 2010年まで 2015年まで 2020年まで

CCS総合

2,000円/t-CO2

1.8GJ/ｔ-CO2

・化学吸収法の実用化検討
　（大型化、ガス不純物影響、
　　回収プラント 適化、
　　発生源との熱統合）
・再生エネルギーの少ない低
　エネルギー消費型吸収液
　の開発→ラボでの1.8GJ/
　ｔ-CO2の達成とパイロット

　プラント設計
・膜ｺﾝﾀｸﾀｰ・ﾌﾗｯｼｬｰ等新プ
　ロセスの評価と
　組み合わせ 適化検討

・化学吸収法の実用化検討
　（実証技術の適用評価
　　と改良）
・低エネルギー消費型プロセ
　スを用いたパイロットで
　2,000円/ｔ-CO2（1.8GJ/

　ｔ-CO2)を実証し実適用プラ

　ントを設計・建設

・低エネルギー消費型プロセ
　スを用いた実機が稼働

1,500円/ｔ-CO2

1.5GJ/ｔ-CO2

・既存の吸収液より低コス
　トな高性能吸収液のラボ実
　証
・膜ﾌﾗｯｼｬｰ等新プロセスの
　新規組合わせたプロセス
　の 適化検討

・パイロットプラントで1,500円
　/ｔ-CO2（1.5GJ/ｔ-CO2)を

　実証し、実適用プラントを
　設計・建設

・1500円/t-CO2ﾌﾟﾛｾｽの実

　機運転

1,500円/t-CO2

・分子ゲート膜等の高分子膜
　の要素技術開発完了
　（ﾃﾞﾝﾄﾞﾘﾏｰ等の高CO2/H2

　選択性素材、耐圧性複合膜
　ﾓｼﾞｭｰﾙ）
・実ガスラボ試験にて1,500円
　/t-CO2の可能性の確認

・パイロット試験にて、1,500円
/t-CO2を確認

・実機で1,500円/t-CO2の確

認と本格運転開始

革新的分離
材料・プロセ
スの開発

・革新的分離材料の実用化
　研究
・革新的吸収材料を用いた
　新プロセスの開発のパイ
　ロット実証

高機能膜
・パイロット実証と実機運転
開始

吸着材 ・実機に組み込み性能評価

吸収・再生
プロセス

・実機に組み込み性能評価

・革新的な分離材料の基礎研究
　　（イオン液体等）
・革新的分離プロセスの基礎研究
・革新的分離材料の応用研究
・革新的分離材料を用いた新プロセスの開発と有効性検証

・基礎技術の蓄積とラボでの性能検証
　（高分子膜の高性能化、ゼオライト膜、炭素膜、促進輸送
膜）
・膜モジュール化・大表面積化
・膜モジュールの実ガスラボ試験での検証
・実用化検討

・新材料を用いた吸着剤の開発（自己組織化・鋳型合成な
ど）
・新プロセスのラボ実証
・耐久性試験・ベンチ試験。
・低価格吸着剤製造法など
・実用化検討

・さらなる低エネルギー化のための膜コンタクター・フラッシ
　ャーの開発
・廃熱、低ｺｽﾄ外部ｴﾈﾙｷﾞｰの活用による低コスト化
・ラボで実証とプロセスシミュレータによる評価・ﾍﾞﾝﾁ実ｶﾞｽ
　試験による1,000円/t-CO2の実証

・実機設計において装置ｺｽﾄ半額を達成

革新的な
CO2分離

技術の開
発

1,000円/t-CO2

分離回収

項目

CCSのシステム
検討と評価

・回収技術の評価と発生源に適した回収技術の選定
・CCSを組み込んだ産業システムの 適化
・CCSを組み込んだ地域産業形成の検討

燃焼排ガスからの化
学吸収法分離
（製鉄所高炉ガス、微
粉炭燃焼ボイラ排ガ
スからのCO2回収）

自圧を持つガスから
の吸収法分離（IGCC
など）

膜分離（IGCCなど自
圧を有するガスから
のCO2回収）
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表 2.6-2 課題解決のための方策（貯留分野） 

目標 2010年まで 2015年まで 2020年まで

CO2地中貯

留の挙動理
解と予測

・貯留CO2の超長期挙動

　の推定（鉱物化など）
・カテゴリーB地下深部塩
　水層の貯留メカニズム
　解明
　（シール層評価、トラッピ
　　ングメカニズム、貯留
　　モデリング）
・カテゴリーＢ地下深部塩
　水層のシミュレーション
　モデル構築

・貯留CO2の超長期挙動

　の推定（鉱物化など）
・実証試験に基づく貯留モ
　デルの精度向上
・貯留パラメーターの精度
　向上
・貯留パラメーターの地域
　的差異の把握
・シミュレータの高精度化
・サイト選定のための基準
　抽出とマニュアル作成

地中貯留シ
ステムの効
率向上とコス
ト低減

・低コスト圧入技術
　（圧入性向上、ERD低コ
　スト化）
・低コストモニタリング技術
　（微小地震探査など）
・トラッピングの促進
・システム全体の 適化

・低コスト圧入・仕上げ技術
・低コストモニタリング技術
　（４D震探の低コスト化な
ど）
・トラッピングの促進

・耐CO2坑井・施設など貯

留全般の低コスト化技術
・低コストモニタリング技術
・トラッピングの促進

貯留CO2の

管理技術

・継続的なCO2挙動モニタ

リング技術（常設設置な
ど）
・微小漏洩の検知
・漏洩シナリオの検討と対
策立案（漏洩メカニズム検
討、移行シミュレーション
など）

・坑井封鎖技術
（耐CO2セメント開発など）

・影響緩和技術

影響評価・安
全評価手法
の開発

利用貯留層
の拡大と賦
存量調査

・主要地下深部塩水層の
　一次評価
・有望地下深部塩水層の
　実調査計画策定と一部
　先行実施

・有望地下深部塩水層の実
　調査（地震探査、ボーリン
　グ等）と賦存量調査、DB
　化

・本格適用候補サイトにお
　ける貯留可能量の精度
　向上

現場適用 本格適用

CO2注入性・

CH4産出性

向上

・水圧破砕によるCO2注入

性向上検討
・超臨界CO2圧入による浸

透性改善
・ｽｷﾝﾌｧｸﾀの改善による
CH4産出性向上

・水平掘削技術等による注
入性向上策の確立
・孔井仕上方法による産出
性向上策の確立

本格適用

CO2炭層内

挙動モニタリ
ングと環境モ
ニタリング

既存技術の適用性検討お
よび新技術開発

CO2挙動監視技術確立と安

全性の確認
長期安定性および安全性
の検証

経済性評価
適技術によるCO2圧入

CH4産出コストの低減を含

めた全体コスト検討

具体的な社会受容性対応
策の検討

CCSの全体コスト低減

海洋
隔離

国際的社会
的合意の形
成

２０２１年
海洋隔離
実適用へ
向けての技
術確立

・ＣＯ２隔離に伴う生物影

響評価
・ＣＯ２挙動予測と隔離可

能性評価
・国際的ネットワーク等の
構築

小規模実海域実験 国際的本格実証試験

項目

CO2の

貯留

・CO2貯留の環境影響評価手法の開発（地上、海洋）

・リスクアセスメント手法の開発
・ナチュラルアナログの研究、FEPの活用

・カテゴリーB地下深部塩水層の基礎実証試験
　（圧入、モニタリング）
・本格システム実証（総合一貫システム）
・圧入状況管理技術
・貯留事業化のための準備

地中
貯留
（地下
深部

塩水層）

２０１５年
地中貯留本
格化に向け
ての技術確
立
トータルコス
ト：3,000円
/t-CO2

炭層
固定

２０１５年
炭層固定本
格化に向け
ての技術確
立
トータルコス
ト：3,000円
/t-CO2
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２．６．３ 大規模植林とバイオマス利用の現状と課題 
 大規模植林とバイオマス利用を構成する要素技術とこれに関連する各種の要件を俯瞰

的に図 2.6-2 に示した。 
 
〔技術の現状〕 

 これまで日本企業による海外での植林事業は、製紙業界が紙パルプの原料確保のため

に実施するケースが主であったが、地球温暖化防止の関心が高まる中で JI や CDM プ

ロジェクトを視野においた異種企業の参加や出資が増加している。 
 製紙業界では、国内外における植林事業の推進に努め、2012 年度までに所有または管

理する植林地を 70 万 ha（90 年度比 42.5 万 ha 増）に拡大する計画である。なお、植

林面積の推移は、2007 年度末で国内外合わせて 60.8 万 ha（計画の 87％）、海外植林

のみでは 45.8 万 ha（90 年度比 32.9 万 ha 増）となっている９９）。 
 乾燥地等への植生拡大、植物の生長速度増大については、遺伝子組換え及び非組換え

手法を中心に研究開発が活発に行われており、新しい植物の可能性が得られている。

平成 15 年度から、CO2 大規模固定プロジェクトを 5 ヶ年計画にて METI の補助事業

として RITE を中心に実施しており、ポプラでの葉緑体遺伝子組換え技術の開発や西

オーストラリアの半乾燥地に乾燥に強いユーカリ精英樹を植林し、その効果の検証が

なされている。１９）。 
 精英樹の選抜・クローン化による方法は実行可能であるが、遺伝子組換え手法は大き

な効果が期待される一方、現状では環境影響についての評価がまだ確立しておらず、

開放系での試験が制約されているため、実証試験に進めないのが現状である。このた

め、遺伝子組換え手法の安全性確認とその結果の広報を着実に実施していく必要があ

る。また、遺伝子研究の成果を現状で実行可能な精英樹選抜などに生かしていくこと

も重要である。 
 また、植林によって形成された森林による CO2 吸収量の推定法については、産業技術

総合研究所、森林総合研究所などで多くの研究がなされている１１１）。特に、土壌呼吸

量・枯死木の分解量と林齢との関係が重要であり、 近、土壌圏を含む各種森林生態

系での炭素収支の各構成要素の季節変化、年々変化と気象・環境条件との関係を解明

する調査が盛んに行われている。これらの成果を基に、大規模植林の炭素収支量のモ

ニタリング技術として活用していくことが重要である。 
 IPCC によると植林コストはいくつかの熱帯諸国では数～20＄/t-C、熱帯以外の国では

20～100＄/t-C までとしている１１２）。また、RITE においても、海外植林のコストに

ついても調査したが、ばらつきが相当大きい。開発途上国での平均的な植林コストを

モデルを用いて算出した結果、1,600～3,000 $/ha であり、固定化コストはおよそ 12
～ 24 $/ t-CO2（45～87$/t-C）となり、IPCC の報告書の範囲に収まった。 

 バイオマスからのエタノールや化学品の製造については、世界的に活発に開発が行わ

れている。とりわけ、米国が積極的であり、6 件の商業プラント建設プロジェクトが

あり、4 年間の予算は$385million に達する。また、$405million が３つのバイオエネ

ルギー研究センターに投資された１１３）。 
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 わが国でも 2007 年にはバイオガソリンの販売が開始され、国内でも事業化を目指し

た研究開発が活発化している。例えば、NEDO では「バイオマスエネルギー高効率転

換技術開発」平成 13～18 年度を METI の補助事業として実施しており２０）、木質系バ

イオマスの小規模分散型高効率ガス化発電システムや気体燃料・液体燃料への変換技

術、セルロース系バイオマスの新規なエタノール発酵技術などの開発を展開している。

また、RITE でも古紙からの有用物質転換技術を平成 12～16 年度に METI の補助事業

として実施し、コリネ菌を用いた微生物の増産に依存しないことを特長とするエタノ

ール、乳酸やコハク酸などの有用化学物質の高効率生産プロセスを開発した２１）。また、

2006 年からは NEDO の委託事業として、バイオマスを原料としてセルロース成分を

糖化し、有用化学品を生産するバイオリファイナリープロジェクトを展開中である２２）。

さらに、セルロースからのエタノール製造については民間企業での研究開発が盛んに

新聞発表されるようになってきた。 
 一方、穀物価格の高騰など食料とのバッティングによる影の部分が現れつつある。こ

のため、食料とバッティングしないセルロース系エタノールが注目されている。 
 セルロースエタノールのコストとしては米国 DOE が 0.33$/リットルを目標に掲げて

いる。一方、わが国もバイオ燃料技術革新協議会では、40 円/リットルをベンチマー

クとしたロードマップを発表した２８）。 
 セルロースエタノールを使用することによる CO2 削減効果としては、1L セルロース

エタノール使用で 1.7kg-CO2 削減になるという計算結果が発表された１１４）。 
 バイオマスの糖化方法は、大別すると、バイオマスをリグノセルロースのまま糖化を

行う方法１１５）と、事前にバイオマスからリグニンを除去し、純粋なセルロースに近い

状態としたものを糖化する方法１１６）が開示されており、リグノセルロースのまま糖化

を行う方法としては、バイオマスをＫＦ法やサルファイト法といった通常のパルプ製

造方法で処理を行いながら一気に糖化反応を行う方法や、微粉砕したバイオマスに含

まれるセルロースを高温高圧等の条件で、加水分解を行う方法等が、一方、事前にリ

グニンを除去する方法としては、イオン液体にセルロースを溶解させて不溶のリグニ

ンと分離する方法、アルカリ処理により、リグニンを水相に移行させ不溶のセルロー

スと分離する方法、加圧水蒸気や亜臨界水等の高温、高圧の水にリグニンを溶解させ

不溶のセルロースと分離する方法等が挙げられている。 
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〔課題〕 
 大規模植林の技術課題としては、まず、植林地の選定・樹種選定技術の確立があげら

れる。さらに、水収支など植林システム評価技術、植林の環境影響評価技術、および

CO2 吸収量の評価技術が必要である。 
 植物による CO2 の吸収固定量を増大させるためには、単位面積当たりの固定量の増大

や乾燥地等、従来作物の栽培不適地への植生拡大技術が必要である。 
 つぎに植林に関する環境整備としては、制度面の整備、CO2 削減モニタリング技術の

標準化、森林の多面的機能の評価、遺伝子組み換法の認知があげられる。遺伝子組換

えによる植物の改良は重要であるが、一方で実証試験になかなか進めないという欠点

がある。遺伝子組換えについての不安を解消させ、広く理解を得るためのさまざまな

検討が必要である。また、生物多様化についても十分な配慮が必要である。 
 国際協力の推進については、革新的技術の共同開発、林事業推進のための環境整備面

での協力、途上国でのキャパシティビルディング等があげられる。 
 バイオマス利用については、バイオマスからいかに効率的にエネルギー等の物質を得

るか、その変換技術の開発とともに使用可能なバイオマス種を拡大させる技術も重要

である。 
 現在石油をプラットフォームとしてさまざまな化学品が生産されているが、化石資源

の使用縮小とともにバイオマスからさまざまな有用物質を省エネルギー・低コストで

製造する革新的変換技術も必要である。 
 標準化については、植林適地・樹種選定法についての指針作成や伐採･輸送・変換過程

で発生 CO2 の評価方法を含めた植林・バイオマス利用で削減できる CO2 の評価方法の

統一・標準化が必要である。 
 
〔大規模植林・バイオマス利用の技術戦略〕 

 ここで中心的な役割を占めるのは、「大規模植林による地上隔離技術」であり、これは

「バイオマス利用」と併せて進められるべきものである。 
 大規模植林は、CO2 の大規模削減に寄与し得る技術として、回収･貯留技術に、唯一、

現時点で対抗し得る見通しのある技術であり、例えば、米国においては、技術開発に

よる環境植林の低コスト化の目標を 2008 年に設定している８）。 
 優良種選抜や栽培方法の改良などの現在でも実行可能な技術については、検証ののち、

速やかに実用化に移行すべきであり、一方、遺伝子組換えを伴うものについては、安

全性についての知見を蓄積させ、その有効性を主張するとともに、高度な目標を設定

し革新的技術に育てる必要がある。 
 また、樹木による CO2 の吸収期間は生長期に限定され、クレジットの期間も限定され

ることから、バイオマス利用技術と結合させることにより永続的なクレジットの確保

につなげていく必要がある。このためには、排出源と吸収源を組み合わせた新方法論

についても検討し、CDM 理事会に提案することも考えられる。 
 バイオマス利用について米国においては、環境ストレス耐性植物技術開発による 10～

20％の性能向上実証の目標を 2010 年に、同 50%向上実証を 2012 年に設定している。

さらに、2030 年には例えば、バイオマス起源の輸送用燃料のシェアを 20% にまで高

－67－



 

 

めるなどの野心的な計画６１）を有しており、それに必要な産業植林技術の広範な適用

を考えている。我が国においても米国に遅れることなく開発を進めて行くべきであろ

う。 
 環境植林の拡大から産業植林・バイオマス産業利用への流れは、世界のエネルギー物

質・有用化成品生産プロセスのパラダイムをも変更する潮流であり、我が国としても、

CO2 排出削減対策としてはもとより、このような観点からも、2010～2015 年をター

ゲットにした樹木の単位面積当たりの固定量増大技術、産業利用を容易にする有用物

質生産能の向上技術の確立、2020 年頃のバイオマス利用技術との結合、2030 年頃を

目指した樹木からの多角的なバイオマス利用システム構築と実証に取り組む必要があ

る。 
 また、海洋を利用した吸収源対策については、科学的理解をさらに蓄積させるととも

に、安全性評価や固定量の定量的な測定方法の開発にも注力し、有効な対策技術へ育

ていくことが必要である。 
 
２．６．４ 大規模植林とバイオマス利用のロードマップ 

 大規模植林とバイオマス利用の課題解決のための方策とロードマップを表 2.6-3 およ

び表 2.6-4 に示した。 
 CO2 削減のために大規模植林を利用していくためには、大規模植林に伴うバイオマス

利用技術を包含したシステム評価、グローバルな植林 適地選定技術、大・中規模植

林 適地選定、環境条件に適合した樹種選定、環境・樹種に適合した植林マネジメン

トの検討、CO2 削減の評価技術とそのコストダウンおよび CO2 削減を目的とした植林

システムの評価など、CO2 削減のための 適植林システム構築と評価技術が必要であ

る。 
 さらに、CO2 の吸収源として「森林」を利用するに際しては以下の課題がある。 

① 「大規模植林」によって常に森林面積を増大させていくとともに、「持続可能な森

林の管理技術」によって森林保全を行うこと。 
② 植林可能地は有限であり、また食料生産等と競合するため、光合成能力向上技術

等によって植物固定量を増大させ、単位面積当たりの生産性を増大させること。 
③ 同時に、乾燥地等への植生拡大技術等により、植林可能面積を拡大させていくこ

と。 
④ バイオマス利用システムを構築させ植林と結合させることによって永続的なクレ

ジットを獲得するとともに、土地の収益性を増大させ、植林インセンティブを向

上させること。 
 「単位面積当たりの CO2 固定量増大」については、品種改良や土壌改良技術などの遺

伝子組換えを用いない手法を先行させて早期の実適用を目指す。また、遺伝子組換え

手法では、実用樹木で固定量 2 倍の目標を達成すべく研究開発を行うとともに、その

安全性についても充分な検討行い、2015 年頃のフィールド実証、2030 年までの実適

用を可能とさせる。これによって、CO2 固定化コストの低減、削減ポテンシャルの向

上が期待される。 
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 「乾燥地等への植生拡大技術」については、集水・灌漑技術や遺伝子組換えを用いな

い品種改良技術等による植生拡大を先行させて早期の実適用を目指す。また、遺伝子

組換え手法では、降水量 500、300mm でも産業植林が可能な樹木の創製について研究

開発を行うとともに、その安全性についても充分な検討行い、2015 年頃のフィールド

実証、2030 年までの実適用を可能とさせる。これによって、植林ポテンシャルの向上

が期待される。 
 「バイオマスエネルギー利用等との複合化による植生拡大」としては「植物の改変技

術」と「バイオマスの革新的変換・利用技術」が考えられる。 
 「植物の改変技術」については、油脂、ワックス分などの植物が生産するエネルギー

物質などの有用物質の生産量を 2 倍にすべく開発を行う。2015 年頃からフィールド実

証、実適用検討を実施していく。 
 「バイオマスの革新的変換技術」については、現在、糖からのアルコール製造や他の

有品製造が実用レベルにあるが、穀物類は食料との競合があるため、今後はソースを

セルロース系に求めなければならないこと、一方で現在実施されているセルロースか

らの糖化は高コストであることから、「セルロースからの安価な糖化技術の開発」を行

う。また、木質系バイオマスに含まれるリグニンも有効利用が必要であり、効率的な

変換方法の開発が必要である。2010 年頃までに基本技術を開発し、順次実用化してい

く。 
 「バイオマスの革新的利用技術」については、糖からアルコール、水素などのエネル

ギー物質や現在石油から製造しているポリマーなどの製品群を高効率低コストで製造

していく技術を開発する。終了したものから順次実用化につなげていくが、2015 年頃

には「バイオマスの革新的変換技術」と結合させ、セルロース系バイオマスからの有

用物質の一貫製造法へと発展させる。 
 大規模植林とバイオマス利用の結合を 2020 年頃からとした。バイオマス利用技術に

ついては、小規模高効率ガス化システムや、そこからの液体燃料製造システム、アル

コール発酵システム、および先に述べた革新的利用システムなどが 2020 年には実現

されるものと予想されるため、大規模植林地から得られた樹木を原料に変換が開始さ

れるものとした。それまでに順次、収集・輸送を含めたバイオマスの利用システム構

築を進めていくことが必要である。 
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表 2.6-3 課題解決ための方策（大規模植林とバイオマス利用分野） 

目標 2010年まで 2015年まで 2020年まで

CO2削減のための

適植林システム
構築と評価

基礎

本格適用開始

野外実証

栽培 本格適用開始

基礎

本格適用開始

野外実証

栽培 本格適用開始

植物の改変
2020年以降：油脂等
の生産量２倍

バイオマス
の革新的変
換技術

・ｿﾌﾄﾊﾞｲｵﾏｽの高効率糖化技
　術の開発
　　-前処理法の確立
　　-高効率セルラーゼの開発
　　　（ｸﾛｽﾄﾘｼﾞｳﾑｾﾙﾛｿｰﾑ
      耐熱性セルラーゼ、耐アル
     カリ性セルラーゼ、耐有機
     溶媒セルラーゼ等）
・木質バイオマスの糖化基礎
　　-ﾘｸﾞﾆﾝ分解を含む前処理法
　　　検討（白色腐朽菌他　）
　　-木質分解に適したｾﾙﾗｰｾﾞ
　　　探索、複数微生物の協同
・リグニン、ヘミセルロース等の
　　利用技術の基礎

・ｿﾌﾄﾊﾞｲｵﾏｽの高効率糖化技
　術の本格適用
　-高効率ｾﾙﾗｰｾﾞの本格適用
　　（ｾﾙﾗｰｾﾞ大量発現、
　　　人工ｾﾙﾛｿｰﾑ等）
・木質バイオマスの高効率糖化
　　技術開発
　　-前処理法の確立
　　-木質分解に適したｾﾙﾗｰｾﾞ
　　　ﾞ開発
・リグニン、ヘミセルロース等の
　　利用技術の展開

・木質バイオマス高効率糖
 化技術の本格適用開始
・リグニン、ヘミセルロース
等
　の利用技術の本格適用
開始

アルコール
等の有用物
質への革新
的変換技術

・セルロース・ヘミセルロースか
　らのアルコール高効率転換法
　（エタノール、ブタノール等）
・バイオマスのガス化物からの
　アルコール等生産
・バイオマスからの水素製造技
　術の高効率化
・糖からのバイオリファイナリー
　構築の基礎

・生産規模の拡大と高効率化あ
るいは小規模製造開始
・糖からのバイオリファイナリー
工業プロセス確立

・生産規模の拡大と本格適
用開始
・バイオマスからのバイオリ
ファイナリー本格適用開始

・遺伝子組換えによる持続可能な成長促進のための樹木の改良
と有効性検証
　　遺伝子の探索と単離(光合成強化、生育速度の促進、単位体
積当たりの固定C量増大など）
　　上記の有効性検証

・大規模植林に伴うバイオマス利用技術を包含したシステム評価技術
・グローバルな植林 適地選定技術
・大・中規模植林 適地選定技術
・環境条件に適合した樹種選定技術
・環境・樹種に適合した植林マネージメントの検討
・CO2削減の評価技術とそのコストダウン

・CO2削減を目的とした植林システムの評価技術

単位面積あ
たりの二酸
化炭素の固
定量増大

乾燥地等へ
の植生拡大

技術

育種
2015年：適応降水量
～500mm
2020年以降：適応降
水量
～300mm

・環境ストレスに対する植物の防御メカニズムに関する理解

・精鋭樹選抜･固定・増殖
・短期間での選抜手法の開発
・野外実証

･遺伝子組換えによる環境ストレス耐性植物の創製と有効性検証
活性酸素抑制･除去、ストレス傷害に耐性な基礎代謝遺伝子、エ
ネルギー代謝遺伝子、イオントランスポーターなど

・持続可能は植生拡大のための安価なシステムの開発
　薬剤散布（化学調節技術の開発）、土壌改良（微生物利用、改良
材など）
　革新的な灌漑技術
・実証試験

・2015：
競争可能なコストでの
セルロースからアル
コール等の液体燃料
の生産
・2020：
競争可能なコストでの
有用物質生産実用化
（水素、ポリマー・化
成品）

バイオマス
エネルギー
利用等との
複合化によ
る植生拡大

・油脂、紙等の生産量増大技術
・セルロース/リグニン組成の改変
・バイオマス利用のための易分解性の付与

項目

大規模植林のシステム
構築技術

2015年：単位面積
あたりの固定量現
行の1.5倍
2020年以降：単位
面積あたりの固定
量現行の2倍

CO2削減を目的とした植物による持続可能な二酸化炭素固定化増

進についての理解
　・成長促進メカニズム（個体・群落）
　・樹木形態、シンクの組成、地下・地上部の役割分担
　・土中炭素固定量増大のための難分解性の付与の是非
　・メタン生成機構とその抑制手法

育種

・高CO2固定精鋭樹の選抜・固定・増殖

・野外実証

・持続可能な成長促進のための安価なシステムの開発
　薬剤散布、土壌改良（微生物利用、改良材など）
・実証試験
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表 2.6-4 技術戦略ロードマップ／「CO2 固定化・有効利用」 

 

大
規
模
植
林
に
よ
る
地
上
隔
離

地
中
貯
留
・海
洋
隔
離

分
離
・回
収

大
規
模
植
林
に
よ
る
地
上
隔
離

地
中
貯
留
・海
洋
隔
離

分
離
・回
収

石炭ガス複合発電（IGCC)
先進的超々臨界圧発電（A-USC)

CO2地中貯留本格適用

地中貯留実証試験 大規模実証試験 ・地下深部塩水層貯留、廃油・ガス田貯留、炭層固定
・輸送技術 ・溶解希釈、深海底貯留隔離など

石炭ガス化燃料電池複合発電(IGFC）

実適用先の拡大
コストダウン

海洋隔離技術の
実適用

統合プロセスの
実証

地下深部
塩水層貯留
廃油・ガス田
貯留
炭層固定

モデル海域での実証

CO2の海洋拡散・生物影響の科学的理解

拡散シミュレーション実験によるマッチング

生物影響モデルと実験によるマッチング

影響評価・安全性評価手法開発

▼技術
確立

地中貯留

海洋隔離

分離・貯留トータルコスト※2

7,300円/tCO2（新設石炭火力）

《分離・回収～地中貯留統合》

2010 2020 2030 2040 2050
CO2分離・回収本格適用

1,000円
台/tCO2

さらに分離膜の高圧ガ
ス適用で1,500円台に

・分離膜の大型化・連続製造

更なるコストダウン
更なる適用範囲の拡大

分離
ﾌﾟﾛｾｽ
の実現

高選択性
膜開発

コストダウン
・低再生ｴﾈﾙｷﾞｰ

吸収液開発
・未利用排熱利用
・システム開発

化学吸収

膜分離

物理吸収
吸着

深冷分離

更なるコストダウン
更なる適用範囲の拡大

更なるコストダウン
更なる適用範囲の拡大

▼

分離コスト※1 4,200円/tCO2 2,000円台/tCO2

技術
確立

持続可能な森林の管理技術

品種改良・土壌改良技術
の開発とフィールド実証

形質転換体の開発
モデル樹木→実用樹木

フィールド実証 実適用検証

実適用検証

集水・灌漑・品種改良・
土壌改良とフィールド実証

環境耐性向上植物の創製
700→500→300mm適応

フィールド実証 実適用検証

実適用検証

植物の有用物質生産能向上
油脂、ワックス、ゴム、食料

フィールド実証・実適用検討

植物の生育が
可能な土地にお
いての単位面積
あたりのCO2固

定量増大

乾燥地等不良
環境地への植
生拡大技術

産業利用の拡
大による植生

拡大

単位面積当たりの固定量
現行の1.5倍

単位面積当たりの固定量
現行の2倍

適応降水量
～500mm

適応降水量
～300mm

油脂等の
生産性2倍

森林管理

吸収量のモニタリングと標準化CO2固定量の適

切な評価方法

バイオマスの革
新的利用によ
る植生拡大

実適用検討とシステム構築
革新的有用物質生産
技術開発

実用化検討
セルロース、リグ
ニンの革新的変
換の開発

実適用の拡大とコストダウン

実適用の拡大とコストダウン

セルロース系のエタノール化 BTL（Biomass to Liquid)

競争可能なコストでの
有用物質実用化(水素、ポリマー、化成品）

100円/L（稲わら・林地残材等から）
40円/L（資源作物等から）

海外植林による固定化コスト※3

1,800円～3,600円/tCO2

持続可能な森林の管理技術

品種改良・土壌改良技術
の開発とフィールド実証

形質転換体の開発
モデル樹木→実用樹木

フィールド実証 実適用検証

実適用検証

集水・灌漑・品種改良・
土壌改良とフィールド実証

環境耐性向上植物の創製
700→500→300mm適応

フィールド実証 実適用検証

実適用検証

植物の有用物質生産能向上
油脂、ワックス、ゴム、食料

フィールド実証・実適用検討

植物の生育が
可能な土地にお
いての単位面積
あたりのCO2固

定量増大

乾燥地等不良
環境地への植
生拡大技術

産業利用の拡
大による植生

拡大

単位面積当たりの固定量
現行の1.5倍

単位面積当たりの固定量
現行の2倍

適応降水量
～500mm

適応降水量
～300mm

油脂等の
生産性2倍

森林管理

吸収量のモニタリングと標準化CO2固定量の適

切な評価方法

バイオマスの革
新的利用によ
る植生拡大

実適用検討とシステム構築
革新的有用物質生産
技術開発

実用化検討
セルロース、リグ
ニンの革新的変
換の開発

実適用の拡大とコストダウン

実適用の拡大とコストダウン

セルロース系のエタノール化 BTL（Biomass to Liquid)

競争可能なコストでの
有用物質実用化(水素、ポリマー、化成品）

100円/L（稲わら・林地残材等から）
40円/L（資源作物等から）

海外植林による固定化コスト※3

1,800円～3,600円/tCO2

※1 分離回収：新設石炭火力（830MW）、回収量：100万t-CO2/年、7MPaまでの昇圧含む、蒸気は発電所の蒸気システムから抽気 ［コストベース：2001年］
※2 地中貯留：上記分離回収コスト＋パイプライン輸送20km＋圧入（昇圧15MPa、10万t-CO2/年・井戸） ［コストベース：2001年］
※3 植林：植林周期7年伐採＋萌芽再植林、バイオマス生産量20m3/ha・年、植林管理費17-31％、用地リース費：50$/ha・年）

CO2地中挙動の理解と予測

地中貯留システムの効率化とコスト低減

貯留CO2の管理技術

影響評価・安全性評価
手法の開発

貯留層賦存量調査と利用拡大

新方式基礎研究/適用検討

コストダウン
大規模化

実証技術の
適用・評価
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44) CSLF“Carbon Sequestration Leadership Forum Technology Roadmap” 

http://www.cslforum.org/publications/documents/CSLF_Techology_Roadm
ap.pdf 
 

 
45) 世界銀行の投資枠組み 

G8 Cleaner Fossil Fuels Workshop（January 17, 2008）での講演 
http://www.iea.org/Textbase/work/2008/fossil_fuels/tavoulareas.pdf 

 
46) APP 

APP については：http://www.asiapacificpartnership.org/ 
Cleaner Fossil Energy Task Force については： 
http://www.asiapacificpartnership.org/english/tf_fossil_energy.aspx 

 
47) IPCC 第 4 次評価報告書の Forestry 

http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg3/ar4-wg3-chapter9.pdf 
 
48)マラケシュ合意 

http://www.gispri.or.jp/kankyo/unfccc/COP7020121.html 
 
49) 小規模 CDM 植林 

林野庁：http://www.rinya.maff.go.jp/seisaku/cdm/syokibo.htm 
 
50) IPCC 良好手法指針 

Good Practice Guidance for Land Use, Land-Use Change and Forestry 
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gpglulucf/gpglulucf_contents.html 

 
51) 木材製品および REDD の取り扱い 

http://www-cger.nies.go.jp/cger-j/c-news/series/cop/cop14.pdf 
 
52) UN-REDD プログラム 

http://unfccc.int/files/methods_and_science/lulucf/application/pdf/080627_fao01
_japan.pdf 
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53) COP１５コペンハーゲン合意（仮訳）外務省 
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/kiko/cop15_decision.html 

 
54) DOE 発表の気候変動技術に関わる戦略プラン 

U.S. Climate Change Technology Program Strategic Plan, 2005 
http://www.climatetechnology.gov/stratplan/draft/index.htm 

 
55) Weyburn-Midale CO2 Project 

http://www.ptrc.ca/weyburn_overview.php 
 
56) FutureGen 

FutureGen Initiative： 
http://www.fossil.energy.gov/programs/powersystems/futuregen/ 

  再始動： 
http://www.futuregenalliance.org/news/releases/pr_09_01_09.pdf 

 
57) EPA-UIC プログラム 

http://www.epa.gov/safewater/uic/wells_sequestration.html 
 
58) Regional Carbon Sequestration Program 

http://www.netl.doe.gov/technologies/carbon_seq/partnerships/partnerships.html 
 
59) AEP 社 Mountaineer プロジェクト 

http://www.aep.com/environmental/climatechange/carboncapture/ 
 
60) Energy Policy for Europe 

http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/doc/2007_03_02_energy_leaflet_en.pdf 
 
61) EU の気候・エネルギー政策パッケージ 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1998&format=H
TML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en 

 
62) 化石燃料利用における炭素削減技術（CAT）に関する戦略 

http://www.berr.gov.uk/files/file30172.pdf に詳しい 
 
63) Stern Review 

http://www.hm-treasury.gov.uk/stern_review_report.htm 
 
64) nZEC 

http://www.nzec.info/ 
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65) UK-India Collaborative Study on Low Carbon Technology Transfer to Developing 
Countries 

http://www.sussex.ac.uk/sussexenergygroup/1-2-9.html 
66) 英エネルギー法案（2008） 

http://www.berr.gov.uk/energy/act/page40931.html 
 
67) CCS Demonstration Competition 

http://www.berr.gov.uk/energy/sources/sustainable/ccs/ccs-demo/page40961.html 
 
68) CCS に関する英国エネルギー・気候変動省の発表（2009 年 4 月 23 日） 

http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/news/pn050/pn050.aspx 
 

69) Vattenfall 社 Schwarze Pumpe プロジェクト 
http://www.vattenfall.com/en/ccs/index.htm 

 
70) RWE 社 Goldenbergwerk プロジェクト 

http://www.rwe.com/web/cms/en/346362/rwe-power-ag/climate-protection/igcc-cc
s-power-plant/ 

 
71) ノルウェー 

「ノルウェーの CCS 商業プロジェクトについて」 
駐日ノルウェー王国大使館 Per Christer Lund （ノルウェー） 
RITE, CCS ワークショップ Tokyo2007 

http://www.rite.or.jp/Japanese/labo/choryu/ccsws/ccsws2007tokyo/p01_Per_Chri
ster_Lund.pdf 

 
72) CCS Conference in Bergen でのノルウェー首相演説（2009 年 5 月 27 日） 

http://www.norway-un.org/News/Latest_news/020609_StoltenbergCSS/ 
 
73) フランス政府 エネルギー基盤ロードマップ 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/article.php3?id_article=5071 
 
74) CCCDP プロジェクト 

http://www.co2captureandstorage.info/project_specific.php?project_id=106 
 
75) Regulatory Guiding Principles for Carbon Dioxide Capture and Geological Storage 

http://www.ret.gov.au/resources/Documents/ccs/CCS_Aust_Regulatory_Guiding_
Principles.pdf 
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76) Gorgonプロジェクト 
http://www.gorgon.com.au/ 

 
77) オーストラリア沖合石油法の改正 

http://www.ret.gov.au/resources/carbon_dioxide_capture_and_geological_storage
/Pages/ccs_legislation.aspx 

 
78) オーストラリア政府 CCS探索可能エリアの開放 

http://www.ret.gov.au/RESOURCES/CARBON_DIOXIDE_CAPTURE_AND_GE
OLOGICAL_STORAGE/CARBON_CAPTURE_AND_STORAGE_ACREAGE_REL
EASE/Pages/default.aspx 

 
79) オーストラリアのプロジェクト 

RITE：IZECワークショップ2009参照

http://www.rite.or.jp/Japanese/labo/choryu/workshop/izecws2009kekka/02.pdf 
 
80) GCCSI 

http://www.co2crc.com.au/dls/co2futures/CO2FUTURES_Issue_19.pdf 
 
81) In Sarah プロジェクト 

http://www.rite.jp/project/detail.php?pid=13 
 
82) 中国の燃焼後回収プラント 

http://www.sciencedaily.com/releases/2008/07/080731135924.htm 
 
83) EU・中国CCS協力に関するプレス文 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1022&format=H
TML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en 

 
84) MITのCCSプロジェクトデータベース 

http://sequestration.mit.edu/tools/projects/index.html 
http://sequestration.mit.edu/tools/projects/storage_only.html 

 
85) バイオマスロードマップ 

Roadmap for Biomass Technologies in the United States, the Biomass Research 
and Development Technical Advisory Committee, December 2002 

http://www.brdisolutions.com/pdfs/FinalBiomassRoadmap.pdf 
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86) Biomass Program 
米国、DOE 

http://www1.eere.energy.gov/biomass/ 
 
87) National Biofuel Action Plan 2008 

http://www1.eere.energy.gov/biomass/pdfs/nbap.pdf 
 
88) 米国 EPA”Renewable Fuel Standard Program (RFS2): Final Rule” 

http://www.epa.gov/oms/renewablefuels/index.htm 
 
89) Breaking the Biological Barriers to Cellulosic Ethanol 

U.S. Department of Energy, June 2006 
http://genomicsgtl.energy.gov/biofuels/b2bworkshop.shtml 

 
90) 米国 DOE バイオ燃料・バイオリファイナリープロジェクトへの資金拠出プレス文 

http://www.energy.gov/news2009/7375.htm 
 
91) An EU strategy for biofuels 

http://ec.europa.eu/agriculture/biomass/biofuel/com2006_34_en.pdf 
 
92) European agreement on a new energy policy 

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/93135.pdf 
 
93) ドイツ：バイオ燃料促進変更法案 

http://www.bmu.de/pressemitteilungen/aktuelle_pressemitteilungen/pm/42433.php 
 
94) 排煙脱炭技術とEORへの適用における経済性 

飯島正樹、三菱重工技報 
http://www.mhi.co.jp/technology/review/pdf/356/356410.pdf 

 
95) 関西電力 

http://www.kepco.co.jp/rd/news/pdf/rd435.pdf 
 
96) 三菱重工業 

http://www.mhi.co.jp/en/news/story/0905221294.html 
 
97) 日本CCS調査株式会社 

http://www.rite.or.jp/Japanese/labo/choryu/ccsws/ccsws2008tokyo/6.pdf 
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98) 環境調和型製鉄プロセス技術開発 (COURSE50） 
http://www.jisf.or.jp/news/topics/docs/0807302.pdf 

 
99) 実績については第 11 回（2008 年度）「環境に関する自主行動計画（温暖化）」フォロ

ーアップ調査結果、計画については日本製紙連合会「環境に関する自主行動計画」 
https://www.jpa.gr.jp/file/followup/20090318105636-1.pdf 
http://www.jpa.gr.jp/file/topics/20090318110739-1.pdf 

 
100) NEDO 

http://www.nedo.go.jp/activities/portal/gaiyou/project/p01042_2.html 
 
101) 本田技研‐RITE 

http://www.honda.co.jp/news/2006/c060914.html 
 
102) 廃木材 

例えば、日揮：http://www.jgc.co.jp/jp/04tech/07bio/bioms_etnl.html 
 
103) 既存の資料 

平成 13 年度 NEDO 調査報告書「CO2 削減・固定化・有効利用技術の実用化調査」 
平成 14 年度 NEDO 調査報告書「CO2 削減・固定化・有効利用技術の実用化調査」 
平成 11～13 年度 NEDO 調査報告書「プログラム方式二酸化炭素固定化・有効利用技

術開発に関する総合調査（Ⅰ～Ⅲ）」 
 
104) 酸素燃焼法 

http://www.brain-c-jcoal.info/cctinjapan-files/japan/2_5A4.pdf 
新エネルギー・産業技術総合開発機構、（財）石炭利用総合センター, 石川島播磨重工

業株式会社 「平成 16 年度クリーン･コール･テクノロジー推進事業、既設微粉炭火力

発電プラントへの酸素燃焼技術の適用に関する調査」平成 17 年 3 月 報告書コード

100004852 
 
105) CASTOR プロジェクト 

https://www.co2castor.com/QuickPlace/castor/Main.nsf/h_Toc/7ce008b8893af6e1
00256ec3004c093b/?OpenDocument 

 
106) KS 液のパイロット実証試験 

http://www.rite.or.jp/Japanese/kenki/gijyutu/report/syuryohoukoku/18syuryo/26
mhi.pdf 

 
 
 

－82－



 

 

107) チルドアンモニアのパイロットプラント運転 
GHGT9：

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MImg&_imagekey=B984K-4W0SFYG
-6K-1&_cdi=59073&_user=10&_orig=search&_coverDate=02%2F28%2F2009&_s
k=999989998&view=c&wchp=dGLbVzW-zSkzk&md5=04a1011c75d9d5fc6e88df
dace6f7039&ie=/sdarticle.pdf 

 
108) IGCC 

石炭ガス化複合発電（IGCC）実証プラント開発の動向

http://www.ccpower.co.jp/ref/fy2001/gijutu.pdf 
新エネルギー・産業技術総合開発機構、電源開発株式会社、三菱重工業株式会社、（財）

石炭利用総合センター、「平成 16 年度クリーン・コール・テクノロジー推進事業 石

炭ガス化を核とするコプロダクションシステムに関する調査」平成 16 年度成果報告

書第 04002145-0（NEDO1992） 
 
109) 新エネルギー・産業技術総合開発機構, 「火力発電プラントからの CO2 回収システ

ムに関する調査（Ⅱ）」, 平成 4 年度報告書, 1993, pp1-198. 
 
110) EAGLEプロジェクト 

NEDO、多目的石炭ガス製造技術開発 
http://www.nedo.go.jp/activities/portal/p98021.html 

 
 
111) 二酸化炭素排出に関する総合調査,（財）日本気象協会, 平成 11 年 

山本晋, 村山昌平, 近藤裕昭、資源と環境 Vol.5, No.5, 1996, p261 
森林総合研究所 http://ss.ffpri.affrc.go.jp/labs/flux/fnetj.htm 

 
112) IPCC 第 3 次評価報告書 

IPCC 地球温暖化第三次レポート-気候変化 2001-, 中央法規出版 ,2002 
 
113) バイオ燃料を取り巻く世界の状況と RITE の研究開発 

湯川英明、RITE地球温暖化対策技術 国際シンポジウム（2008年1月24日東京） 
 
114) セルロースエタノールによるCO2削減効果 

Science, Vol. 311, P. 506, 27 January 2006Science, Vol. 311, P. 506, 27 January 
2006 “Ethanol Can Contribute to Energy and Environmental Goals” 
Argonne National Laboratory Report, 7 November 2006“Fuel-Cycle Assessment of 
Selected Bioethanol Production Pathways in the United States” 
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表 2.5-1～4 技術リストでの略号 

 
【分離・回収】 
 
IPCC 特別報告書  文献１） 
 
IEA GHG1994 

Carbon Dioxide Capture from Power Stations, 1994 
新エネルギー・産業技術総合開発機構 ,富士総合研究所 ,温暖化対策における二酸化炭

素隔離技術の政策的位置付けに関する調査研究,平成 13 年度調査報告書 51401148-0, 
2002, p18, で引用 

 
平成 14 年 3 月 NEDO 報告書 51401158-0 

新エネルギー・産業技術総合開発機構 ,三菱総合研究所 ,地球温暖化対策技術開発に関

する調査／CO2 の分離・回収技術に関する調査研究 ,平成 13 年度調査報告書

51401148-0, 2002 , p74-75,p82,p121 
 
第一回地球温暖化セミナー予稿集 

新エネルギー・産業技術総合開発機構エネルギー対策推進部,第一回「地球温暖化対策

セミナー」予稿集, 2004 , p139-152 
 
平成 5 年 3 月 NEDO 報告書 P-9210 

新エネルギー・産業技術総合開発機構,火力発電プラントからの CO2 回収システムに

関する調査(Ⅱ), 平成４年度調査報告書 P-9210. 1993, p131-135, 
 
平成 15 年 3 月 NEDO 報告書 03001106-0 

新エネルギー・産業技術総合開発機構,地球環境産業技術研究機構,DOE 炭素隔離ロー

ドマップにおける二酸化炭素分離回収技術に関する調査研究 ,(酸素利用石炭ガス化発

電プロセスの比較まとめ),平成 15 年度調査報告書 03001106-0, ,2003,  p125 
 
【隔離】 
 
NEDO1992 

新エネルギー・産業技術総合開発機構, 火力発電プラントからの CO2 回収システム

に関する調査（Ⅱ）, 平成４年度報告書, 1993, pp1-198. 
 
NEDO1996 

新エネルギー・産業技術総合開発機構, （委託先：（財）エネルギー総合工学研究所）

「地球環境から見た総合的化石燃料サイクル分析評価手法の調査（Ⅲ）」1996、3 月 
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炭層固定 PJ（2004） 
森田信男 , 小出仁 , 山崎豊彦 , 麻生和夫 , 鎮守次郎 , 2004, 炭層における固定可能な

CO2 量について, （株）関西総合環境センター・（財）石炭エネルギーセンター編 二
酸化炭素炭層固定化技術開発成果報告会（資料集）. 

 
Bock et al. (2003) 

Bock, B., Rhudy, H., Herzog, M., Klett, M., Davidson, J., la Torre Ugarte, D. and 
Simbeck, D., 2003: Economic Evaluation of CO2 Storage and Sink Options. DOE 
Research Report DE-FC26-00NT40937. 

 
US DOE, 1997 

Carbon Dioxide Capture, Reuse and Storage Technologies for Mitigation Global 
Criminate Change: A White Paper, 1997 

 
【変換・有効利用】 
 
IEEE (1993) 

K. Yogan, A. Mizuno, T. Yamamoto, J. S. Chan, IEEE Trans. Ind. App., 29, 1993, p876 
 
玉浦ら(1992) 

K. Nishizawa, T. Kodama, M. Tanabe, T. Yoshida, M. Tsuji, Y. Tamaura,J. Chem. 
Soc. Fraday Trans. 88, 1992, p2772 
M. Tanabe, Y. Nishida, T. Kodama, K.Mimori, T.Yoshida, Y.Tamaura,J.MaterSci. 
28, 1993, p971 
K. Akanuma, K. Nishizawa, T. Kodama, M. Tabata, K. Mimori, T. Yoshida, M. 
Tsuji,Y.Tamaura, J. MaterSci., 28, 1993. p860, 

 
長曽ら(2003) 

長曽哲夫, 固体炭素を生成する CO2 固定化技術, ECO INDUSTRY,8(2), 2003, 35-40 
 
Lackner (1995) 

K. S. Lacker, C. H. Wendt, D. P. Butt, E. L. Joyce, D. H. Sharp, Carbon Dioxide 
Disposal In Carbonate Minerals, Energy, 20 (11), 1995, p1153-1170 

 
坂倉ら(2004,2002)  

坂倉俊康 ,安田博之 ,崔準哲 ,二酸化炭素の特性を活かした有機合成 ,有機合成化学協

誌,62(7),48-58 ,2004 
Jun-Chui Choi, Lian-Nian He, H. Yasuda, T. Sakakura, Selective and high yield 
synthesis of dimethyl carbonate directly from carbon dioxide and methanol, Green 
Chemistry, 4, 2002. p230-234 
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NEDO 報告書 ITE-9008 
新エネルギー・産業技術総合開発機構,化学工学会, CO2 固定化有効利用技術に関する

調査「接触水素化反応利用 CO2 固定化有効利用技術」 ,平成２年度調査報告書

NEDO-ITE-9008, 1991, p87-90 
 
メタノールの市販価格 

化学工業日報社,14705 の化学商品, 2005 , p608 
 
平成 14 年度 RITE 報告書（電気化学的固定） 

地球環境産業技術研究機構,プログラム方式二酸化炭素固定化・有効利用技術開発「二

酸化炭素の電気化学的固定化技術の開発」 ,平成 14 年度成果報告書第 3 章 , 
p79-87,2003  

 
電力の CO2 排出係数 

電気事業連合会,電気事業における環境行動計画,2003 年 9 月 
http://www.fepc.or.jp/future/warming/environment/pdf/2003.pdf 

 
【吸収・固定】 
 
J. H, Martine ら 

J. H. Martin, R. M. Gordon, S. Fitzwater, W. W. Broenkow: Deep-Sea Res., 36, 1989, 
p649 

 
Shoji, Jones (2001) 

K. Shoji, Ian S.F. Jones, The costing of carbon credits from ocean nourishment 
plants, The Science of the Total Environment, 277, 2001. p27-31 

 
第 4 回自然環境保全調査（1989～1991） 

環境庁（現環境省）, 第４回自然環境保全基礎調査, 1989-1991 
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新技術調査表の文献 

 
分離回収 
【1】 RITE, 「低品位廃熱を利用する二酸化炭素分離回収技術開発」成果報告書 
【2】 https://www.co2castor.com/QuickPlace/castor/Main.nsf/h_Toc/7CE008B8893 

AF6E100256EC3004C093B/?OpenDocument 
【3】 八木靖幸ら（関西電力・三菱重工）, 化学工学論文集, Vol.33, No.2, 116-121(2007) 

など 
ROCHELLE G, T., （ UNIV. TEXAS ） ら , Chem Eng Sci., Vol.61, No.12, 
3830-3837(2006), Ind Eng Chem Res., Vol.45, No.8, 2531-2545(2006) など 

【4】 Tobias Jockenhoevel、Siemens Sector Energy, Germany ”Development of an 
Economic Post-Combustion Carbon Capture Process”（Session6B） GHGT9 報

告書 暫定版 
【5】 Raphael Idem、University of Regina, Canada、Synthesis, ”Solubilities, and 

Cyclic Capacities of Amino Alcohols for CO2 Capture from Flue Gas Streams”
（Session6B） GHGT9 報告書 暫定版 

【6】 Ujjal Ghosh 、Cooperative Research Center for Greenhouse Gas Technology 
(CO2CRC), University of Melbourne, Australia、”Absorption of Carbon Dioxide 
into Aqueous Potassium Carbonate Promoted by Boric Acid” （Session6B）

GHGT9 報告書 暫定版 
【7】 Stephanie Freeman、University of Texas, Austin, USA、”CO2 Capture with 

Concentrated Aqueous Piperazine”GHGT9 報告書 暫定版（Session6B） 
【8】 Kin-ya Tomizaki,  Shinkichi Shimizu ,Masami Onoda,Yuichi Fujioka, ； 

Chemistry Letters Vol 37,No5,2008 
【9】 http://www.co2captureandstorage.info/docs/capture/M-Rhudy.pdf 
【10】 Victor Darde、 Alstom Power, USA  ” Chilled Ammonia Process for CO2 

Capture”GHGT9 報告書 暫定版（Session７B） 
【11】 米 AEP 社 Web 

http://www.aep.com/environmental/climatechange/carboncapture/ 
【12】 RITE, プログラム研究成果報告書 

日揮, http://www.jgc.co.jp/jp/04tech/01gas/hipact.html 
【13】 Emanuele Martellia, Thomas Kreutzb*, Stefano Consonnia 、a) Dipartimento 
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第３章 結 言 
地球温暖化防止について RITE およびプログラム研究で取り組むべき技術課題を整理し、

ロードマップ化する事を目的として平成 16 年度に技術戦略マップを作成した。CO2 固定

化・有効利用技術は国際的に大きく進展しており、今年度はその進展をふまえて技術戦略

マップを見直した。本資料は同時に経済産業省における技術戦略マップ作成に貢献するも

のとした。 
本技術戦略マップは RITE 科学技術諮問委員会技術評価分科会プログラム研究部会に

「CO2 固定化・有効利用技術検討委員会」（主査：小玉喜三郎 産業技術総合研究所特別

顧問）を設置し、各界有識者からなる 16 名の委員による議論の上、作成した。 
 

今年度のおもな実施内容を以下に示す。 
・ CO2 固定化・有効利用技術の国際情勢の変化等を調査した。 
・ CO2 の分離回収・貯留（CCS）およびバイオマス利用を含む大規模植林技術の新

技術調査を行った。 
・ CO2 有効利用技術の進展を調査した。 
・ 分離・回収、地中貯留、海洋隔離、大規模植林による地上隔離、バイオマス有効利

用の各分野について、定量的なベンチマーキングを行い、研究開発に関する日本の

ポジショニングの把握を行って競争力分析へ反映した。 
・ CCS に対する興味の高まりに対し、他の削減技術と比較したポジションを明示す

るためのポートフォリオ分析について検討した。 
 

以上の検討結果をうけて、昨年度の技術戦略マップの改訂を行った。 
 

本技術戦略マップをもとに、経済産業省において技術戦略マップを作成、産業構造審議

会産業技術分科会研究開発小委員会で審議される。 
 

RITE では本技術戦略マップを二酸化炭素固定化・有効利用技術に関するテーマの募

集・選定および実行に際して積極的に活用していくとともに、ホームページ上に公開し、

広く意見を伺いながら、定期的な見直しを行っていく予定である。 

－106－


	目 次
	要 約
	第１章 緒 言
	第２章 技術戦略マップ
	２．１ はじめに
	２．２ 気候変動問題・温室効果ガス削減シナリオの概観
	２．３ 技術戦略マップ作成の目的・範囲
	２．４ 導入シナリオ
	２．４．１ CO2 固定化・有効利用分野の目標と将来実現する社会像
	２．４．２ CO2 固定化・有効利用技術の概観
	２．４．３ 研究開発の取組み
	２．４．４ 関連施策の取組み
	２．４．５ 海外での取組み
	２．４．６ 民間での取組み
	２．４．７ 改訂のポイント


	２．５ 技術マップ
	２．５．１ 技術マップ
	２．５．２ 重要技術の絞込み
	２．５．３ 選定された重要技術の概要と新技術調査
	２．５．４ 改訂のポイント

	２．６ 技術ロードマップ
	２．６．１ CO2 の分離回収・貯留技術（CCS）の現状と課題
	２．６．２ CO2 の分離回収・貯留技術（CCS）のロードマップ
	２．６．３ 大規模植林とバイオマス利用の現状と課題
	２．６．４ 大規模植林とバイオマス利用のロードマップ

	参照文献

	第３章 結 言
	参考資料


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Uncoated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType true
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 0
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 350
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.71429
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice




