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苫小牧市の実証プラントでCO2圧入

世界中で二酸化炭素（CO2）の排出削減が

思うように進まない中で、火力発電所から

出る CO2 を地中や海底下に閉じ込める CCS
（CO2 回収・貯留）への期待が高まっている。

最近は回収した CO2 を有効利用しようとい

う CCU（CO2 回収・利用）も脚光を浴びる。

両者を合わせて CCUS（CO2 回収・利用・

貯留）という言葉もよく使われる。

政府のパリ協定長期成長戦略懇談会が

2019 年４月にまとめた提言でも「CO2 の分

離・回収や貯留・利用に係る技術は、将来、

有望な選択肢の一つであり、そのイノベー

ションが重要である」「CCS・CCU を 2030
年までに実用化し、日本から世界に輸出す

ることを検討すべきである」と強調した。

こうした背景には「気候変動に関する政

府間パネル」（IPCC）の存在があると言っ
てもいい。IPCC の第 5 次評価報告書は、産
業革命前から 21 世紀末までの気温上昇を
「2℃よりかなり低く抑える」という目標達
成に向けて、温室効果ガス削減のカギを握

るのは低炭素エネルギーだと指摘した。そ

れは再生可能エネルギーと原子力、CCS（同
施設付き火力発電所、の意味）の３つであり、

これら低炭素エネルギーの発電割合を従来

の 30％から 80％に引き上げる必要があると
いう考え方なのだ。

IPCC 第 3 作業部会の共同議長は 2014 年
4 月の報告書公表の記者会見で、CCS につ
いて「ないと 2℃以内は無理」とまで述べ、
CCS なしの火力発電は全廃される必要があ
ると指摘した。国際エネルギー機関（IEA）
の報告書も 2℃達成には 2060 年までの累積

CO2 削減量の 14％を CCS が担う必要があ
る、と述べている。

日本は CCS の実現を目指し、太平洋を
のぞむ北海道苫小牧市に代表的施設として

CCS 実証プラントを建設した。経済産業省
の実証事業であり、電力会社や石油会社な

どが出資して設立された「日本 CCS 調査株
式会社」が請け負った。完成した実証プラ

ントでは 2016 年度から年間 10 万㌧規模の
CO2 の圧入・貯留が始まり、地下の CO2 の

モニタリングを含め実証試験は 2020 年度ま
で続く予定だ。

年間130億円以上がCCS事業に

経産省の CCS 研究開発・実証関連事業の
予算額は、苫小牧の CCS 大規模実証試験事
業を柱に 2017・18 年度各 93 億円、19 年度
73 億 1000 万円だ。同省はそのほか CO2 貯

留適地の調査事業に 18、19 年度とも 5 億
5000万円付けた。環境省も「CCSによるカー
ボンマイナス社会推進事業」を進め、CO2

分離回収設備の建設をはじめとする環境配

慮型 CCS 実証事業などに 17 年度 60 億円、
18・19 年度各 52 億 5000 万円計上したほか、
海底下 CCS 実施の総合検討事業に 18・19
年度各 2 億 6000 万円付けた。今年度は両省
で計 130 億円以上が CCS 事業に使われる。
各事業はうまく進んでいるのだろうか。

肝心の苫小牧の実証プラントでは、2016
年度から 3 年間かけ、年間 10 万㌧以上の
CO2 を貯留する計画で、18 年 5 月までに約
18 万㌧圧入した。3 年間で累計 30 万㌧には
届かず、19 年度も残りの圧入を継続してい
るという。CCS の実用化に当たっては 1 カ
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所当たり 100 万㌧規模の圧入が想定される
が、まだその 10 分の 1 も達していない。

2014 年 4 月に閣議決定されたエネルギー
基本計画は「2020 年ごろの CCS 技術の実
用化」という目標を掲げた。ところが前述

したようにパリ協定長期成長戦略懇談会の

提言は CCS の実用化時期を 2030 年として
おり、早くも 10 年先送りされた形だ。
世界的に見ると、ノルウェーの石油・天

然ガス採掘業者が北海で大量の CO2 を海底

下の帯水層に封じ込め、カナダと米国では

CCS 施設で年間 100 万㌧規模の CO2 圧入試

験を実施している。経産省の調べでは 2018
年 3 月時点で大規模 CCS プロジェクトは世
界に 37 件ある。それでも本格的な実用化
に至らないのは、CO2 分離などに大量のエ

ネルギーを使い、関連施設の建設費や輸送

費もかさむからだ。コスト削減が大きな課

題で、経済性を持たせるには、CO21㌧の回
収・貯留に最近の試算で 7000 円かかるのを
2000 ～ 3000 円に下げる必要があるといわ
れている。

CCSがうまくいかないからCCU！

CCS には閉じ込めた CO2 が漏れ出たり、

海洋環境に悪影響を与えたりしないかとい

う懸念がある。IPCC も漏れがゼロとはみて
いない。日本では海洋汚染防止法によって

海底下 CCS の実施には環境影響評価（環境
アセスメント）を行うことが義務付けられ

ている。苫小牧市の実証プラントは、製油

所で分離した CO2 を斜めに掘った井戸で海

底下 1000㍍付近と 3000㍍付近の 2 カ所の
地層に入れるため、アセスメントの対象と

なった。実証試験中の現在は同法に基づき、

周辺の地震がもたらす影響や CO2 の漏出に

よる海水と海洋生物に対する影響などを調

べている。これまでのところ、問題は出て

いないが、規模が拡大した場合の環境影響

は未知数だ。

CCS には「高圧での注入が地震を誘発し
ないか」と心配する声もあり、2018 年 9 月
の北海道胆振東部地震（マグニチュード 6.7）
に苫小牧の実証プラントが関係したと一部

で指摘された。これに対し日本 CCS 調査は
「CO2 の地中貯留と約 30㌔離れた場所で発
生した地震との関係を示唆するデータは確

認されていない」と否定した。

CCS 技術はもともと油田に CO2 を注入し

て原油を増産する手法として米国で開発さ

れた。それが「CO2 削減に役立ちそうだ」

と関心を集め、世界的に研究開発が行われ

てきた。IPCC が出した特別報告書は、世界
で少なくとも CO2 を 2 兆㌧貯留できる可能
性があるとしており、単純計算では世界の

エネルギー起源 CO2 排出量の約 60 年分に
相当する。日本でも最大 1400 億㌧の貯留能
力があるとされ、実用化された場合のメリッ

トは大きい。

しかし、CCS の研究開発は思うように進
行していない。コスト問題がなかなか解決

しないことから、CCU に関心が移りつつあ
るというのがどうやら真相のようだ。CO2

を炭素資源として回収し、メタンやメタノー

ルなど多様な炭素化合物として再利用を図

ろうというもので、カーボンリサイクルの

言葉も登場した。だが、CCU の実用化もそ
う簡単ではない。

経済協力開発機構（OECD）は 2019 年
4 月に発表した対日経済審査報告書で、規
模の拡大に不確実性を伴う CCUS に過度に
依存することは気候変動対策の目標達成に

とってリスクになる、と指摘した。CCS や
CCU は期待ばかりが先行し、「こんな技術
に頼るより地道に CO2 を削減することが重

要だ」という声がますます高まりそうだ。


