
 
 

 

 

カーボンニュートラル実現ビジョン 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２０２２年 ６月 改訂 
石油鉱業連盟 

 

２０２１年 ３月 策定   
２０２１年 ９月 資料追加 



目次 
 
1. 基本的考え方 ...................................................................................................... 1 
2. 分野別取り組み .................................................................................................... 3 

(1) CCS ........................................................................................................... 3 
(2) 水素・アンモニア ............................................................................................... 3 
(3) 省エネルギー・直接排出抑制 ................................................................................ 3 
(4) 再生可能エネルギー .......................................................................................... 4 
(5) カーボンリサイクル .............................................................................................. 4 
(6) 森林保全 ..................................................................................................... 4 
(7) 天然ガスシフト ................................................................................................ 4 

3. 会員企業の実例 ................................................................................................... 5 
項目別目次 ........................................................................................................... 5 
会社別目次（50音順） ............................................................................................ 9 
(1) CCS ......................................................................................................... 12 
① 国内 CCS ................................................................................................ 12 
② 海外 CCS ................................................................................................ 18 
③ CO₂-EOR/EGR ........................................................................................ 27 

(2) 水素・アンモニア ............................................................................................. 31 
(3) 省エネルギー・直接排出抑制 .............................................................................. 41 
① 省エネルギー .............................................................................................. 41 
② 直接排出抑制 ........................................................................................... 44 

(4) 再生可能エネルギー ........................................................................................ 50 
① 地熱発電 ................................................................................................. 50 
② 風力発電 ................................................................................................. 55 
③ 太陽光発電 .............................................................................................. 58 
④ 水力・バイオマス .......................................................................................... 63 

(5) カーボンリサイクル ............................................................................................ 71 
① メタネーション.............................................................................................. 71 
② SAF（Sustainable Aviation Fuel︓持続可能な航空燃料） ................................... 73 
③ その他 ..................................................................................................... 75 

(6) 森林保全 ................................................................................................... 81 
(7) 天然ガスシフト .............................................................................................. 89 

4. 会員企業（企業グループ含む）のビジョン等 ................................................................... 90 
会社別目次（50音順） .......................................................................................... 90 

 
参考）1. CCS推進タスクフォース 中間とりまとめ（石油鉱業連盟 令和４年５月 11日） .............. 141 

2. CCS長期ロードマップ検討会 中間とりまとめ抜粋（経済産業省 令和４年５月 27日） ..... 143 



1 
 

1. 基本的考え方 

 2050年カーボンニュートラルを実現し、地球規模のカーボンニュートラル実現も目指します。 
 

 事業活動から排出される温室効果ガス（Scope1+2）を削減し、石油・天然ガスの利用等
により排出される温室効果ガス（Scope3）削減も目指します。 
 

 CCSの社会実装を牽引するとともに、水素・アンモニアの安定供給を推進し、社会全体の 
カーボンニュートラル実現に貢献します。 

 

石油・天然ガスは、カーボンニュートラルへのエネルギー移行期にあっても、引き続き重要なエネ

ルギー資源であり続けます。我々石油・天然ガス開発業界は、我が国の石油・天然ガスの安定

供給の強化を図るとともに、2050 年カーボンニュートラルを実現し、地球規模のカーボンニュート

ラル実現も目指します。 

2050 年カーボンニュートラル実現に向けて、まず我々の石油・天然ガス開発の事業活動から

排出される温室効果ガス（Scope1+2 排出量）を削減します。具体的には生産施設の省エ

ネルギー対策、直接排出抑制によって温室効果ガスの発生そのものを抑えます。それでも発生し

た温室効果ガスについては、CCS（Carbon dioxide Capture and Storage）により地下

貯留層に安定的に貯蔵し、石油・天然ガス開発事業のカーボンニュートラルを実現します。さらに、

我々が生産・販売した石油・天然ガスの利用等によって排出される温室効果ガス（Scope3 排

出量）についても、CCS や水素・アンモニア、再生可能エネルギーの供給等によって削減を目指

します。 

CCS はカーボンニュートラル社会を実現するうえで不可欠の手段です。我々は、地下資源開

発で培った技術と豊富な経験を結集し CCS の社会実装を牽引するとともに、CCS バリューチェ

ーン全体の温室効果ガス削減に取り組むことで、社会全体の温室効果ガス削減に貢献します。

さらに、天然ガス由来の水素・アンモニアの安定供給に取り組み、水素社会構築に貢献します。

また、天然ガスシフトによりアジアのエネルギートランジションに寄与することで、アジアをはじめとする

地球規模のカーボンニュートラル実現にも貢献します。 
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2. 分野別取り組み 

(1) CCS 
CCS は、発生した温室効果ガスを分離回収し、地下貯留層に安定的に貯蔵することにより、温室効

果ガスの排出量を削減するカーボンニュートラル社会実現に不可欠な手段です。我々は、石油・天然ガス
開発事業で培った探鉱技術や掘削技術、生産技術、国内の実証試験や海外の CCS プロジェクトを通じ
て蓄積した CCS運用の技術や経験を活かして CCSの社会実装を牽引していきます。 
我々は 2030年の CCS事業化を目指します。そのためには法制度整備、経済性確保のための制度設

計など、早急な事業環境の整備が必要です。加えて、社会受容性確保、バリューチェーン全体のコスト削
減も必要です。これらの課題に対して、政府や関係業界と連携して積極的に取り組んでいきます。そして、
政府が想定する 2050 年時点の貯留量目安の年間約 1.2～2.4 億トンを目指し、CCS の社会実装を
リードしていきます。 
また、我が国企業の海外での CCS 事業展開は、世界のカーボンニュートラルに貢献するのみならず、

CCS 技術を梃子にして石油・天然ガス権益取得の機会が高まるなど、我が国のエネルギー安定供給にも
寄与するものです。当該国の CO2 削減量のクレジットの形での我が国への移転や我が国で排出された
CO2 の海外貯留が可能になれば、直接我が国のカーボンニュートラルにも貢献します。我々は海外企業に
伍して CCS事業を推進していくために、政府と連携して海外の CCS事業にも積極的に取り組みます。 
さらに、CCS 技術の応用として、バイオマスと CCS 技術を組み合わせた BECCS(Bio-energy with 

Carbon Capture and Storage)や DACCS(Direct Air Capture with Carbon Storage)などの
新技術にも挑戦してまいります。 

 
(2) 水素・アンモニア 

カーボンニュートラル社会実現のためには水素・アンモニアが重要なエネルギー資源となります。我々石油・
天然ガス開発業界は天然ガス由来の水素・アンモニアの供給者となって水素社会構築に貢献します。 
水素・アンモニアのサプライチェーン構築は、現在、供給や輸送、貯蔵等の技術開発や実証試験の段階

にあります。我々は 2040 年代の水素社会の本格的構築にむけて、我が国の石油・天然ガス開発企業の
自主開発による天然ガス由来の水素・アンモニアの安定供給を拡大し、関係業界と連携し我が国における
水素サプライチェーンを確立していきます。 

 
(3) 省エネルギー・直接排出抑制 

我々は、石油・天然ガス生産施設における省エネルギー対策と生産施設からの温室効果ガスの直接排
出抑制に、従来から積極的に取り組んでいます。これらの取り組みは、温室効果ガス排出の直接的な削
減の取り組みとして、日々の生産操業活動において、今後も不断の努力を続けます。 
我々は、エネルギー効率の高いプラント設計や電力消費の少ない機器の導入等のハードウエア面と、生

産設備の稼働条件最適化や機器の運転モードの調整等のソフトウエア面の省エネルギー対策に取り組ん
でいます。また、生産施設に再生可能エネルギー由来の電力を供給し、電力使用により発生する温室効
果ガスを削減する取り組みも実施しています。 
温室効果ガスの直接排出抑制では、安全対策としての緊急的な放散を最小限に抑えるための設備導

入、メタン逸散を回避・最小化するための設備や装置の選定、メタン逸散の定期的な点検と即時修繕活
動等を実施しています。また、従来は放散していた余剰ガスを生産ラインに循環させる設備を導入し、通常
運転時のゼロフレア化の一層の推進を図っていきます。メタン対策は、世界的には大きな課題であり、メタン
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逸散を検知し素早く対処するためドローンや人工衛星からのリモートセンシング等を活用して検知頻度や精
度を向上させる手法など、新しい技術開発が進められており、我々も積極的に取り組んでいます。 

 
(4) 再生可能エネルギー 

地球環境との調和を目指してきた石油・天然ガス開発業界は、従来から再生可能エネルギー分野にも
取り組んでおり、今後もこの取り組みを継続します。我々は、石油・天然ガス開発で培った地下資源開発
の技術と経験を活かした地熱発電や、海上プラットフォームの操業で培った経験を活かした洋上風力発電
の取り組みを国内外で推進します。また太陽光発電など、その地域で最適な再生可能エネルギー開発に
取り組みます。 

 
(5) カーボンリサイクル 

我々は、大気中に放出される CO2 を削減するとともに CO2 を原料として安定的に活用するカーボンリ
サイクル技術の取り組みを通して、カーボンニュートラル社会実現へ貢献します。例えば、CO2 と水素を反
応させて都市ガスの主成分であるメタンを生成するメタネーションや、バイオジェット等の持続可能な航空燃
料（SAF: Sustainable aviation fuel）の製造等に取り組んでいます。 

 
(6) 森林保全 

森林保全事業は地球規模のカーボンニュートラル実現に重要な方策です。我々はこれまで取り組んでき
た国内外の石油・天然ガス開発プロジェクトに関連した森林保全事業を継続拡大し、地球規模のカーボン
ニュートラルに貢献するとともに、生物多様性の保護や地域社会の発展にも貢献します。また、森林保全に
よって創出されたクレジットもカーボンニュートラル実現に有力な手段であり、我々の事業活動から排出され
る温室効果ガスのオフセットや、カーボンニュートラルガス・LNG の供給に活用することで、社会全体の温室
効果ガス削減に貢献します。 

 
(7) 天然ガスシフト 

天然ガスは化石燃料の中で CO2 排出量が最も少ないため、天然ガスへの燃料転換は社会の低炭素
化に寄与します。我々石油・天然ガス開発業界は、アジア諸国のエネルギー移行期間において、天然ガス
シフトを推進し、アジアの低炭素化に貢献します。 
石油・天然ガス開発にとって、アジア・大洋州地域は重要な戦略地域です。我々はアジア・エネルギー・ト

ランジション・イニシアティブや、アジア・ゼロエミッション共同体構想等の政府の取り組みと連携しながら地球
規模のカーボンニュートラル実現に積極的に貢献します。 
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3. 会員企業の実例 

項目別目次 
(1) CCS 

① 国内 CCS 
 国内油田でのCO₂EORによるCO₂貯留・原油生産増加に関する実証・イクシスLNG

プロジェクトでの CCS (INPEX) 
 中条共創の森 オープンイノベーションラボの開設（JX石油開発） 
 エネルギー供給のカーボンニュートラルに向けた共同取り組み（JX石油開発） 
 苫小牧における産業間連携を活用したカーボンリサイクル事業の実現可能性調査

（石油資源開発） 
 新潟東港エリアにおけるハブ&クラスター型 CCUS 事業の実現可能性調査（石油資

源開発） 
 CO₂大量排出源からの CO₂分離・回収、集約利用に関する技術調査（日揮ホール

ディングス） 
② 海外 CCS 

 国内油田でのCO₂EORによるCO₂貯留・原油生産増加に関する実証・イクシスLNG
プロジェクトでの CCS (INPEX) 

 マレーシア国営石油会社ペトロナスとの CCS技術活用によるガス田開発に関する共同
スタディ (JX石油開発) 

 オーストラリアにおける洋上二酸化炭素地下貯留に向けた公開鉱区への共同応札
（JX石油開発） 

 米国 8 Rivers社との包括提携協定（JX石油開発） 
 インドネシア・スコワティ油田における二国間クレジットを活用した CCUS プロジェクトの事

業性評価共同検討（石油資源開発） 
 ペトロナスとマレーシアにおける CCS共同スタディ実施に合意（石油資源開発） 
 インドネシア・グンディ CCS実証プロジェクト事業化調査（日揮ホールディングス） 
 タイにおける CCS プロジェクト開発（日揮ホールディングス） 
 CO₂の回収・有効利用、再資源化（CCU）技術を有する英国 Carbon Clean 

Solutions Ltd.社（CCSL）への出資、CCSL 社との CCU 事業の共同開発(丸
紅) 

 インドネシア国有石油会社とのインドネシア共和国における CO₂回収・貯蔵事業や、排
出権の創出などの脱炭素事業の共同開発（丸紅） 

③ CO₂-EOR/EGR 
 Petra Nova CCUS Project (JX石油開発) 
 インドネシア国営石油会社プルタミナとの CO₂-EOR を含む上流事業全般の共同スタ

ディ・共同事業検討 (JX石油開発) 
 インドネシア タングーLNG プロジェクトにおける CCUS 事業（CO₂-EGR）（三菱商

事） 
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(2) 水素・アンモニア 
 水素・アンモニアサプライチェーン構築への取り組み（出光興産） 
 アブダビにおけるクリーン・アンモニア生産事業(INPEX) 
 中条共創の森 オープンイノベーションラボの開設（JX石油開発） 
 マレーシア国営石油会社ペトロナスとの CCS技術活用によるガス田開発に関する共同

スタディ (JX石油開発) 
 米国 8 Rivers社との包括提携協定（JX石油開発） 
 インドネシア国営石油会社プルタミナとの CO₂-EOR を含む上流事業全般の共同スタ

ディ・共同事業検討 (JX石油開発) 
 英国 Bacton Energy Hub プロジェクト / カーボンニュートラル(CN)化事業化調査

（サミットエネルギー開発（住友商事グループ）） 
 大規模アルカリ水電解水素製造システムの開発およびグリーンケミカルプラントの実証

（日揮ホールディングス） 
 LNG・水素・アンモニア事業における国際的な手法と調和した GHG 排出量算定の

MRV手法及び CI算定手法の技術検討・策定にかかる委託調査業務（日揮ホール
ディングス） 

 米国 KBR社とアンモニア製造プロセスに関するライセンス契約締結/日揮ホールディング
ス(株)と東洋エンジニアリング(株)による燃料アンモニアプラントの EPC 事業に関するア
ライアンス契約締結（日揮ホールディングス） 

 プルタミナ社との脱炭素分野での包括協力（日揮ホールディングス） 
 革新的な脱炭素技術の社会実装を加速させる Breakthrough Energy Catalyst

への参画（三菱商事） 
 
(3) 省エネルギー・直接排出抑制 

① 省エネルギー 
 エネルギー効率の高いプラント設計及び導入 (INPEX) 
 生産拠点のエネルギー効率向上 (石油資源開発) 
 カタールにおける省エネ促進サービス（丸紅） 

② 直接排出抑制 
 Hywind Tampen(ハイウインド タンペン)、ノルウェー領北海の海上油田への洋上風

力発電電力供給 (INPEX/出光興産) 
 メタン排出管理 (INPEX) 
 メタン放散量の抑制 (石油資源開発) 
 オルガノイド技術を適用した技術開発（日揮ホールディングス） 
 LNG トラック向け小型 LNG充填設備の開発 (三菱商事) 

 
(4) 再生可能エネルギー 

① 地熱発電 
 大分県九重町 滝上発電所への蒸気供給事業およびバイナリー発電事業 (出光興

産) 
 秋田県小安地域等での地熱発電調査事業 (出光興産) 
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 国内外の地熱発電への取組 (INPEX) 
 インドネシアにおける地熱発電プロジェクト（丸紅） 

② 風力発電 
 Hywind Tampen(ハイウインド タンペン)、ノルウェー領北海の海上油田への洋上風

力発電電力供給 (INPEX/出光興産) 
 長崎県五島市沖 洋上風力発電（INPEX） 
 オランダにおける洋上風力発電事業（INPEX） 
 秋田県洋上風力発電事業（丸紅） 

③ 太陽光発電 
 新潟県の INPEX メガソーラー上越稼働 (INPEX) 
 北海道苫小牧市でメガソーラー2箇所を運用管理 (石油資源開発) 
 アラブ首長国連邦スワイハン太陽光発電事業（丸紅） 
 オマーン国アミン太陽光発電事業（丸紅） 
 カタール国・アル・カルサ太陽光発電事業（丸紅） 

④ 水力・バイオマス 
 国内小水力発電事業（丸紅） 
 山口県下関市における長府バイオマス発電事業（石油資源開発） 
 網走バイオマス発電事業（石油資源開発） 
 大洲バイオマス発電事業（石油資源開発） 
 愛知県田原市におけるバイオマス発電事業（石油資源開発） 
 バイオマス発電事業（丸紅） 

 
(5) カーボンリサイクル 

① メタネーション 
 新潟県長岡鉱場の越路原プラントにおけるメタネーション実証試験(INPEX) 
 合成メタンのサプライチェーン構築に向けた北米、豪州等における事業可能性調査の

開始（三菱商事） 
② SAF（Sustainable Aviation Fuel︓持続可能な航空燃料） 

 持続可能な航空燃料（SAF）製造を中心とした CO₂資源化による地域の活性化へ
の取り組み(出光興産) 

 国産廃食用油を原料とするバイオジェット燃料製造サプライチェーンモデルの構築（日
揮ホールディングス） 

③ その他 
 ソーラー水素パネルの有効性検証(INPEX) 
 廃プラスチック油化によるケミカルリサイクル（日揮ホールディングス） 
 都市部における廃プラスチックガス化リサイクルによる地域低炭素水素モデル構築に向

けた調査事業（日揮ホールディングス） 
 使用済タイヤから合成ゴム素原料であるイソプレンを製造するケミカルリサイクル技術の

共同研究（日揮ホールディングス） 
 Blue Planet（三菱商事） 
 CCUS （含むカーボンリサイクル）等由来のカーボンクレジット開発・販売事業に係る 
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South Pole 社との協業（三菱商事） 
 CO₂の回収・有効利用、再資源化（CCU）技術を有する英国 Carbon Clean 

Solutions Ltd.社（CCSL）への出資、CCSL 社との CCU 事業の共同開発（丸
紅） 

 
(6) 森林保全 

 Rimba Raya REDD+プロジェクト（インドネシア）の支援及びカーボンクレジット取得
（INPEX） 

 カーボンニュートラルガス・LNG の販売 (INPEX) 
 豪州カーボンファーミングおよびバイオマス燃料事業協力（INPEX） 
 事業展開地域（北海道、新潟、秋田）における植林・森林整備活動 (石油資源

開発) 
 国内森林資源を活用したグリーンリファイナリー事業（日揮ホールディングス） 
 インドネシア等での植林事業（丸紅） 
 原生林再生プロジェクト／Australian Integrated Carbon 社への資本参画（三

菱商事） 
 

(7) 天然ガスシフト 
 マレーシア国営石油会社ペトロナスとの CCS技術活用によるガス田開発に関する共同

スタディ（JX石油開発） 
 インドネシア国営石油会社プルタミナとの CO₂-EOR を含む上流事業全般の共同スタ

ディ・共同事業検討 (JX石油開発) 
 LNG トラック向け小型 LNG充填設備の開発（三菱商事） 
 インドネシアでのバイオメタン活用に向けた共同調査（日揮ホールディングス） 
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会社別目次（50音順） 
出光興産株式会社 
 水素・アンモニアサプライチェーン構築への取り組み 
 Hywind Tampen(ハイウインド タンペン)、ノルウェー領北海の海上油田への洋上風力発電電力

供給 
 大分県九重町 滝上発電所への蒸気供給事業およびバイナリー発電事業 
 秋田県小安地域等での地熱発電調査事業 
 持続可能な航空燃料（SAF）製造を中心とした CO₂資源化による地域の活性化への取り組み 
 
株式会社 INPEX 
 国内油田での CO₂EORによる CO₂貯留・原油生産増加に関する実証・イクシス LNGプロジェクト

での CCS 
 アブダビにおけるクリーン・アンモニア生産事業 
 エネルギー効率の高いプラント設計及び導入  
 Hywind Tampen(ハイウインド タンペン)、ノルウェー領北海の海上油田への洋上風力発電電力

供給 
 メタン排出管理 
 国内外の地熱発電への取組 
 長崎県五島市沖 洋上風力発電 
 オランダにおける洋上風力発電事業 
 新潟県の INPEX メガソーラー上越稼働  
 新潟県長岡鉱場の越路原プラントにおけるメタネーション実証試験 
 ソーラー水素パネルの有効性検証 
 Rimba Raya REDD+プロジェクト（インドネシア）の支援及びカーボンクレジット取得 
 カーボンニュートラルガス・LNG の販売 
 豪州カーボンファーミングおよびバイオマス燃料事業協力 

 
サミットエネルギー開発株式会社（住友商事グループ） 
 英国 Bacton Energy Hub プロジェクト / カーボンニュートラル(CN)化事業化調査 
 
JX石油開発株式会社 
 中条共創の森 オープンイノベーションラボの開設 
 エネルギー供給のカーボンニュートラルに向けた共同取り組み 
 マレーシア国営石油会社ペトロナスとの CCS技術活用によるガス田開発に関する共同スタディ 
 オーストラリアにおける洋上二酸化炭素地下貯留に向けた公開鉱区への共同応札 
 米国 8 Rivers社との包括提携協定 
 Petra Nova CCUS Project 
 インドネシア国営石油会社プルタミナとの CO₂-EOR を含む上流事業全般の共同スタディ・共同事

業検討 
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石油資源開発株式会社 
 苫小牧における産業間連携を活用したカーボンリサイクル事業の実現可能性調査 
 新潟東港エリアにおけるハブ&クラスター型 CCUS事業の実現可能性調査 
 インドネシア・スコワティ油田における二国間クレジットを活用した CCUS プロジェクトの事業性評価

共同検討 
 ペトロナスとマレーシアにおける CCS共同スタディ実施に合意 
 生産拠点のエネルギー効率向上  
 メタン放散量の抑制  
 北海道苫小牧市でメガソーラー2箇所を運用管理 
 山口県下関市における長府バイオマス発電事業 
 網走バイオマス発電事業 
 大洲バイオマス発電事業 
 愛知県田原市におけるバイオマス発電事業 
 事業展開地域（北海道、新潟、秋田）における植林・森林整備活動  
 
日揮ホールディングス株式会社 
 CO₂大量排出源からの CO₂分離・回収、集約利用に関する技術調査 
 インドネシア・グンディ CCS実証プロジェクト事業化調査 
 タイにおける CCS プロジェクト開発 
 大規模アルカリ水電解水素製造システムの開発およびグリーンケミカルプラントの実証 
 LNG・水素・アンモニア事業における国際的な手法と調和した GHG 排出量算定の MRV 手法及

び CI算定手法の技術検討・策定にかかる委託調査業務 
 米国 KBR 社とアンモニア製造プロセスに関するライセンス契約締結/日揮ホールディングス(株)と東

洋エンジニアリング(株)による燃料アンモニアプラントの EPC事業に関するアライアンス契約締結 
 プルタミナ社との脱炭素分野での包括協力 
 オルガノイド技術を適用した技術開発 
 国産廃食用油を原料とするバイオジェット燃料製造サプライチェーンモデルの構築 
 廃プラスチック油化によるケミカルリサイクル 
 都市部における廃プラスチックガス化リサイクルによる地域低炭素水素モデル構築に向けた調査事

業 
 使用済タイヤから合成ゴム素原料であるイソプレンを製造するケミカルリサイクル技術の共同研究 
 国内森林資源を活用したグリーンリファイナリー事業 
 インドネシアでのバイオメタン活用に向けた共同調査 
 
丸紅株式会社 
 CO₂の回収・有効利用、再資源化（CCU）技術を有する英国 Carbon Clean Solutions 

Ltd.社（CCSL）への出資、CCSL 社との CCU 事業の共同開発 
 インドネシア国有石油会社とのインドネシア共和国におけるCO₂回収・貯蔵事業や、排出権の創出

などの脱炭素事業の共同開発 
 カタールにおける省エネ促進サービス 
 インドネシアにおける地熱発電プロジェクト 
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 秋田県洋上風力発電事業 
 アラブ首長国連邦スワイハン太陽光発電事業 
 オマーン国アミン太陽光発電事業 
 カタール国・アル・カルサ太陽光発電事業 
 国内小水力発電事業 
 バイオマス発電事業 
 インドネシア等での植林事業 
 
 
三菱商事株式会社 
 インドネシア タングーLNG プロジェクトにおける CCUS 事業（CO₂-EGR） 
 革新的な脱炭素技術の社会実装を加速させる Breakthrough Energy Catalystへの参画 
 LNG トラック向け小型 LNG充填設備の開発 
 合成メタンのサプライチェーン構築に向けた北米、豪州等における事業可能性調査の開始 
 Blue Planet 
 CCUS （含むカーボンリサイクル）等由来のカーボンクレジット開発・販売事業に係る South 

Pole 社との協業 
 原生林再生プロジェクト／Australian Integrated Carbon 社への資本参画 
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(1) CCS 
① 国内 CCS 
加盟会社 株式会社 INPEX 
施策 CCS（国内 CCS、海外 CCS） 
名称 国内油田での CO₂EOR による CO₂貯留・原油生産増加に関する実証 

イクシス LNG プロジェクトでの CCS 
期間 N/A  
カーボンニュートラルへの貢献 CO₂の安全・確実な貯留・活用 

 
内容紹介 
 
INPEX は、オペレーターを務める新潟県の頚城油田において国内初の CCUS 実証等を通じて蓄積した技術的強
みを発揮し、国内および豪州イクシス等の海外操業地域において、上流事業で発生する CO₂を地下に圧入するこ
とで、安全・確実な CO₂の貯留・活用を目指します。また、探鉱・開発・操業のあらゆる段階において、省エネルギー
やエネルギー利用の効率化を徹底します。 
 
【新潟県等における CO₂ EOR実証】 

• INPEX と JOGMEC は本年 4 月より INPEX 南阿賀鉱場（新潟県阿賀野市）における二酸化炭素
（CO₂）を用いた原油回収促進技術（EOR）のための実証試験に向けた共同研究を開始。 

• 本共同研究は、現在開発中の CO₂ EOR 効率改善技術（CO₂ フォーム技術）を用いて地下に残留
した原油の回収促進効果の実証を目的としている。 

• 今後、詳細試験計画策定などの準備作業を進め、2022 年には新規に坑井を 2 坑掘削し、実証試験
を実施する予定。 

 
【イクシス LNG プロジェクトでの CCS】 

• 2020年代後半に導入し、第一段階として年間 200万トン以上の CO₂の圧入を開始。 
• ダーウィンでの CCS ハブ事業の実現に向けて主導的な役割を果たす。 

 

 

  



13 
 

 
加盟会社 JX石油開発株式会社 
施策 CCS、水素・アンモニア、再生可能エネルギー、カーボンリサイクル、森林保全 
名称 中条共創の森 オープンイノベーションラボの開設 
期間 2022年 4月以降 
カーボンニュートラルへの貢献 未定 

 
内容紹介 
 

2022 年 4 月 1 日付で当社が原油・天然ガスの生産を行っている中条油業所内に「中条共創の森 オープン
イノベーションラボ(Nakajo Open-innovation Lab : NOiL)」を開設しました。 
 当社は、世界的な脱炭素の潮流の中、「二軸経営」を掲げ、基盤事業の石油・天然ガス開発事業に加えて、成
長事業として環境対応事業を推進するサステナブル事業推進部を 2021年 4月に設立し、新たな事業機会の獲
得に向けて活動を開始しております。 
 同ラボは、この取り組みをさらに加速させるべく、中条油業所が有するポテンシャル（人材・設備・技術情報・行政
地域社会との信頼関係）を最大限発揮しながら、幅広い協業先との共同実証等を実施することで、「革新的技
術・事業ノウハウの早期獲得」、「持続可能な事業基盤の確立」、さらには「地域社会のカーボンニュートラル化への
貢献」を図ることを目的として、中条油業所敷地内に開設したものです。 
 同ラボでは、当社が主体となった革新的技術の実証プロジェクトの実施に加えて、大学・環境先進企業・ベンチャ
ー企業・行政等への技術実証機会の提供・積極的な対外発信を通じて、地域社会との連携・共生を図ってまいり
ます。 
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内容紹介 
 

2022 年 5 月にＥＮＥＯＳホールディングス株式会社（以下「ＥＮＥＯＳ」）と電源開発株式会社（以下
「Ｊパワー」）は、エネルギー供給のカーボンニュートラル化を目指し、国内ＣＣＳの事業化調査に両社の技術や知
見等を活かして共同で取り組むこととしました。 
両社は、化石燃料の利用に伴う CO₂排出量削減を図るべく、国内での大規模なＣＣＳの事業化調査に共同

で取り組みます。加えて両社は、カーボンニュートラルに積極的に取り組むさまざまな事業者とも連携し、２０３０ 
年に向け国内で初めての本格的なＣＣＳを実装化することで、エネルギーの安定供給を果たしつつ、わが国の温室
効果ガス排出削減目標の達成への貢献を目指します。 
ＥＮＥＯＳは、グループ長期ビジョンにおいて、２０４０年のありたい姿として低炭素・循環型社会への貢献を

掲げており、２０２０年５月に公表した２０４０年までの自社排出分のカーボンニュートラル達成に向け、再生
可能エネルギーや CO₂フリー水素、ＣＣＳ／ＣＣＵＳの推進、ＥＶを中心としたモビリティ事業の推進等に取り組
んでいます。グループ内にＣＣＳの操業ノウハウを有するＥＮＥＯＳは、エネルギーの安定供給に不可欠な国内事
業基盤を維持するため、率先して国内でのＣＣＳ実装化を目指します。 
Ｊパワーは、２０２１年２月に J-POWER “BLUE MISSION 2050”を公表し、これまでの CO₂フリー電源

拡大を更に加速化することに加えて、これを補完する調整力・供給力として CO₂フリー水素発電を実現し、２０５
０年に向けて電力供給のカーボンニュートラル実現を目指しています。ＣＣＳの取り組みは CO₂フリー水素発電の
実現に不可欠であり、BLUE MISSION 2050 の更なる具体化を図るものです。 
本件をはじめ両社は、再生可能エネルギーや CO₂フリー水素分野においても、新たな取り組みを検討していきま

す。その一環として、Ｊパワーのバイオマスガス化・CO₂ 回収技術とＥＮＥＯＳの CO₂地下貯留技術・国内油ガ
ス田を組み合わせて、２０２０ 年代後半までにＣＣＵＳ実施と CO₂フリー水素製造の実証を目指します。 
 
  

加盟会社 JX石油開発株式会社（ENEOSホールディングス） 
施策 CCS、水素・アンモニア 
名称 エネルギー供給のカーボンニュートラルに向けた共同取り組み 
期間 2022年 5月以降、2030年に CO₂圧入・貯留開始を目標 
カーボンニュートラルへの貢献 未定 



15 
 

加盟会社 石油資源開発株式会社 
施策 国内 CCS 
名称 苫小牧における産業間連携を活用したカーボンリサイクル事業の実現可能性

調査 
期間 2021年３月～ 
カーボンニュートラルへの貢献 CCS事業化推進 

 
内容紹介 
 
デロイト トーマツ グループのデロイト トーマツ コンサルティング合同会社とともに、国立研究開発法人新エネルギ

ー・産業技術総合開発機構（以下「NEDO」）が公募した「コンビナート等における産業間連携を活用したカーボ
ンリサイクル事業の実現可能性調査」において「苫小牧を拠点とする産業間連携調査」（以下「当該事業」）を
2021年 3月に受託し、当該事業を開始している。 
 
カーボンリサイクル技術の普及には個々の技術や製造プロセスの効率化・コスト低減に加え、他産業との連携、特

にコンビナートなどにおけるカーボンリサイクル技術の活用に向けた環境整備が重要であり、NEDO が進める本調査
事業は、こうした観点のもと、既存のコンビナートなどを調査対象として、各工場の特性を踏まえたエネルギーバランス
や CO2 の回収と再利用の産業間連携に向けた現状調査を行い、CO2 排出量の大幅な削減につながるカーボン
リサイクル事業の実現可能性調査を行う。 
 
当該事業では、北海道苫小牧市と苫小牧港を拠点に、都市全体のゼロエミッション化に資するカーボンリサイクル

事業の産業間連携による組成を目指す。苫小牧は油ガス田、製油所、火力発電所、空港、製造業に加え、バイ
オマス産業や苫小牧 CCS実証試験センターなどが立地しており、CO2の排出・回収・利用に関わる主要なバリュー
チェーンが集約されている国内唯一の港湾であり、苫小牧周辺に立地する工場などにおける電力・熱などのエネルギ
ーバランスや CO2 などのマテリアルバランスを分析し、産業間連携を活用したカーボンリサイクル事業の組成を検討し
ていく。 
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加盟会社 石油資源開発株式会社 
施策 国内 CCS 
名称 新潟東港エリアにおけるハブ&クラスター型 CCUS事業の実現可能性調査 
期間 2022年 6月～2023年 2月 
カーボンニュートラルへの貢献 CCS事業化推進 

 
内容紹介 
 
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構（JOGMEC）の令和 4 年度（2022 年度）の公募事業

である「国内の CO2 排出源調査ならびに国内の特定地域を対象とした CO2 回収および輸送に関する調査」のう
ち、CO2 排出分布とその輸送に関する調査において、新潟県・新潟東港エリアにおける、複数の CO2 排出源と貯
留地を結ぶハブ&クラスター型の CCUS事業の実現可能性調査を実施する。 

 
本調査は、2020 年 10 月に日本政府が宣言した「2050 年カーボンニュートラル実現」に向け重要な役割を果

たす、CCS の実施に資する基礎情報を得ることを目的とした公募事業の一つで、実施期間は 2023 年 2 月末ま
での約 9 か月を予定している。当社が操業する東新潟ガス田など有望な CO2 貯留地が存在する新潟東港とその
周辺を対象に、CO2 排出源候補地点からの CO2 の分離回収・輸送可能量の把握、ならびに、排出源と貯留地
点をつなぐ輸送パイプラインの最適な敷設ルートなどを含む最適な分離回収・輸送方法の検討と、それらの結果を
踏まえた実現費用の試算を実施。なお、本調査は、CO2 の排出源や利活用などの地点の候補となる、当該エリア
の企業や事業拠点などの協力を得ながら進める。 

 
また、当社は、東新潟ガス田での CO2-EGR(*1)実施可能性検討を、同ガス田の共同鉱業権者である三菱ガ

ス化学株式会社（MGC）と、MGC 新潟工場で排出する CO2 を原料とする同工場でのメタノール製造の余剰
CO2の活用を含め、2021年 5月に開始している。本調査における CO2 の回収・輸送設備の仕様検討において
は、MGC、ならびに設備発注先候補となるプラントエンジニアリング会社などとも連携、協業していく。 

 
*1: Enhanced Gas Recovery（ガスの増進回収）の略。CO2を圧入して利用・貯留することから、広義のCCUS

の一つとされる。  
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加盟会社 日揮ホールディングス株式会社 
施策 CCS 
名称 CO₂大量排出源からの CO₂分離・回収、集約利用に関する技術調査 
期間 2021年 8月～2023年 2月 
カーボンニュートラルへの貢献 CCS実用化への貢献 

 
内容紹介 
 
日揮ホールディングス(株)のグループ企業、日揮グローバル(株)と日本エヌ・ユー・エス(株)がNEDOの「CCUS研

究開発・実証関連事業／CCUS 技術に関連する調査／CO₂大量排出源からの CO₂分離・回収、集約利用に
関する技術調査事業」に関して共同提案し、2021年 8月に採択された「コンビナートモデル及びカーボンネガティブ
モデルにおける CO₂分離・回収、集約利用に関する技術調査」について、下記の通り実施する。 

 
本調査では、削減不可避な CO₂大量排出源と考えられる製鉄所やセメント工場、製油所・石油化学工場、天

然ガス火力発電所などが一つの地域に集中していることから、大量の CO₂を効率良く回収・集約でき、またコンビナ
ート内の各プラント間をつなぐ設備やユーティリテイ設備、出荷設備等の融通も検討出来るコンビナートモデル、およ
び、近年、全国的に増加しているバイオマス発電所を含めたカーボンネガティブ（CO₂削減）モデルを対象として、
CO₂分離・回収装置の適用と回収した CO₂を利用可能とする技術について、2021年 8月～2023年 2月にか
けて分離・回収技術の選定、およびプロセス設計検討等を通じた課題および事業性の調査を実施し、実用化シナ
リオを作成していく。 
 
当社グループはアルジェリア、オーストラリアで CCS 設備の建設実績を有しており、日本国内では北海道苫小牧

市の国内初の大規模 CCS 実証試験事業において CCS 設備を建設し、さらに広島県の大崎クールジェンプロジェ
クトにおける CO₂の分離・回収設備の建設実績を有している。これらの経験を活かし、幅広いソリューションの提供を
通じて CCS・CCUS の普及に貢献していく。 
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② 海外 CCS 
加盟会社 JX石油開発株式会社 
施策 CCS 海外の CCS 

水素・アンモニア 
天然ガスシフト 

名称 マレーシア国営石油会社ペトロナスとの CCS 技術活用によるガス田開発に
関する共同スタディ 

期間 2020年 3月以降 
カーボンニュートラルへの貢献 未確定 

 
内容紹介 
 
当社は、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構（以下、「JOGMEC」といいます。）と共同で、マレー
シアの国営石油会社ペトロナスとの間で、CCS 技術を用いたガス田開発に関する共同スタディ契約を締結いたしま
した。 
 
本件スタディは、高濃度 CO₂を含有するために分離・処理コストがかさみ開発が困難とされてきたマレーシア国内の
ガス田について、将来的な事業化を見据え、当社および JOGMEC が有する知見・技術を活用して実施するもので
す。 
具体的には、ガス田開発に伴って産出される CO₂を回収し、老朽化した近隣ガス田に圧入することによって、既発
見未開発ガス田の低環境負荷での開発の実現を目指します。 
 
共同スタディの結果、実現可能性が高いと判断された場合には、関係当事者間での合意を前提に、CCS技術によ
り環境負荷を低く抑えた形での天然ガス生産事業を推進してまいります。 また、今回のスタディでは、CCS 技術の
活用に加えて、生産された天然ガスを用いて水素を生産するサプライチェーン構築も、将来的な検討対象としており
ます 

 
ベトナムのランドン油田での CO₂-EOR パイロットテスト、米国の Petra Nova CCUS Project など、CO₂-EOR
等、これまで当社が培ってきた技術、獲得した知見を基に、当社の強みを発揮できる東南アジア地域での水平展開
を進めるべく既にインドネシアの国営石油会社プルタミナとの共同スタディを開始しており、今般、マレーシアにおける
CCS に関する共同スタディの実施を含め低炭素・循環型社会の実現に貢献して参ります。 
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加盟会社 JX石油開発株式会社 
施策 CCS 
名称 オーストラリアにおける洋上二酸化炭素地下貯留に向けた公開鉱区への

共同応札 
期間 2022年 3月以降 
カーボンニュートラルへの貢献 未定 

 
内容紹介 
 

2022年 3月に deepC Store Limited との間で、オーストラリアにおける洋上二酸化炭素地下貯留のための
公開鉱区（豪州公開鉱区）への共同応札に合意し、覚書を締結しました。本鉱区は、オーストラリア沖合に位置
しており、オーストラリアおよび日本を始めとするアジア太平洋地域のさまざまな産業施設から発生する二酸化炭素
（CO₂）を回収・液化後、船舶で輸送し、洋上浮体式ハブ設備から地下に圧入・長期貯留する CCS 事業の貯
留候補地の一つと見込んでおります。 
また、当社は、オーストラリアにおける洋上浮体式 CCS ハブ・プロジェクト「CStore1」の共同スタディをディープシ

ー・ストアおよびパートナーと共に実施していますが、本鉱区は Cstore1 の開発コンセプトにも合致していることから、
今後、CStore1 の貯留候補地としての検証の実施も想定しています。 
当社は、CO₂の回収・貯留・利用はカーボンニュートラル実現のために重要な役割を担うと考えており、かねてより

ベトナムにおける CO₂-EOR パイロットテストや、米国テキサス州において火力発電所から排出される CO₂を有効利
用する Petra Nova CCUS プロジェクトなど、複数の CCUS プロジェクトで実績を重ねております。 
ＥＮＥＯＳグループは、2040 年長期ビジョンにおけるありたい姿の一つとして、自社排出分のカーボンニュートラ

ルの追求などを通じて低炭素・循環型社会の形成に貢献することを掲げています。その取り組みの一環として、当社
は、CCUS事業を推進してまいります。 
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加盟会社 JX石油開発株式会社 
施策 CCS、水素・アンモニア、カーボンリサイクル 
名称 米国 8 Rivers社との包括提携協定 
期間 2021年 11月以降 
カーボンニュートラルへの貢献 未定 

 
内容紹介 
 

2021年 11月に環境対応型事業の拡大推進を目的として、米国 8 Rivers Capital, LLC社との間で包括
提携協定を締結いたしました。 
 カーボンニュートラル社会の実現に際し、CO₂の回収・利用・貯留（CCUS）技術は重要な役割を担うと考えられ
ており、当社は、かねてよりベトナムにおける CO₂-EOR パイロットテストや、米国テキサス州において火力発電所から
排出される CO₂を有効利用する Petra Nova CCUS プロジェクトなど、複数の CCUS プロジェクトで実績を重ねて
まいりました。 
 一方、8 Rivers社は、持続可能な低炭素社会の実現に注力する先駆的な企業であり、パラダイム革新と考えら
れるゼロカーボン発電を実現するAllam-Fetvedtサイクル技術をはじめ、水素、アンモニア関連でも独自の技術・プ
ロセスを開発しており、これらの技術を使った革新的なプロジェクトを米国、英国、オセアニアなどで推進しております。
今般の提携により両社の持つ知見・技術を融合することで、当社はカーボンニュートラル社会の実現に引き続き積極
的な役割を果たしてまいります。ＥＮＥＯＳグループは、２０４０年長期ビジョンにおけるありたい姿の一つとして、
環境負荷の低い事業を強化・拡大すると共に、環境対応型事業の強化、自社排出分のカーボンニュートラルの追
求などを通じて、低炭素・循環型社会の形成に貢献することを掲げています。その取り組みの一環として、当社は、
環境対応型事業の推進を行ってまいります。 
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加盟会社 石油資源開発株式会社 
施策 海外 CCS 
名称 インドネシア・スコワティ油田における二国間クレジットを活用した CCUS

プロジェクトの事業性評価共同検討 
期間 2022年 6月～2023年 2月 
カーボンニュートラルへの貢献 CCS事業化推進 

 
内容紹介 
 
インドネシア国営エネルギー会社プルタミナグループならびに石油ガス技術研究開発センター（LEMIGAS）と共に、
インドネシア共和国東ジャワ州のスコワティ（Sukowati）油田における、二国間クレジット（Joint Crediting 
Mechanism: JCM）(*1)を活用した CCUS（二酸化炭素の回収・有効活用・貯留）プロジェクトの事業性評
価スタディ（以下「本スタディ」）を共同で行う。 
 
インドネシア国内における CO2 実質排出量削減と CO2 を活用した原油増産の同時実現を視野に入れるプルタミ
ナおよび LEMIGAS と、石油・天然ガス E&P（探鉱・開発・生産）の操業や CCS、CO2-EOR（CO2 を用いた
石油増進回収法）を含む CCUS の実証試験の経験を有する当社は、JCM を活用したインドネシア国内での
CCUS の可能性について広く調査を行ってきた。これらの調査を踏まえ、早期 CCUS の実施を目指し、より具体的
な検討を行う。 
 
本スタディでは、プルタミナの子会社が操業を行うスコワティ油田における、近隣のガス田から排出される CO2の超臨
界パイプライン(*2)による輸送と油層への圧入・貯留に関する実証試験の検討を実施する。同油田の CO2 貯留
量の把握や貯留健全性の評価に加え、JCM を活用した CCUS に関する制度などの調査を、3 者が連携し行って
いく。 
 
なお本スタディは、経済産業省「令和3年度二国間クレジット取得等のためのインフラ整備調査事業」に採択されて
いる。 
 
注） 
*1: 二国間クレジット（JCM）とは、日本として世界的な温室効果ガス排出削減・吸収に貢献するため、新興国
の状況に対応した技術移転や対策実施の仕組みを構築するための制度。 
*2: 超臨界パイプラインとは、超臨界状態の流体を輸送するパイプライン。通常のパイプラインに比べて輸送効率が
向上する。 
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加盟会社 石油資源開発株式会社 
施策 海外 CCS 
名称 ペトロナスとマレーシアにおける CCS共同スタディ 
期間 2022年１月～ 
カーボンニュートラルへの貢献 CCS事業化推進 

 
内容紹介 
 
マレーシア国営エネルギー会社である Petroliam Nasional Berhad（以下「ペトロナス」）と、マレーシアにおける
CCS（Carbon dioxide Capture and Storage︓二酸化炭素の回収・貯留）についての共同スタディ（以下
「本共同スタディ」）を実施している。 
 
本共同スタディでは、当社とペトロナスで、CO2 地中貯留の実施を視野にした適地調査や技術的な検討を、ビンツ
ルにあるペトロナスの LNG基地からの CO2の回収・輸送に加え、将来的なマレーシア国外からの CO2受け入れの
可能性を含め、20 ヵ月程度で実施する予定。候補地における CO2 貯留可能量と最適な貯留方法などの CO2
の地中貯留技術、排出量や回収可能量の試算を含む CO2 の最適な回収・輸送方法、地中貯留した CO2 のモ
ニタリング手法などの評価を行う。また、今後の実証試験や事業化を視野に、経済性の試算や事業スキームの検討、
CCS に関する法制度の調査なども行う予定。 
 
当社は、日本における CCS 実証試験などの知見を活用し、国内外で CO2 実質排出量の削減に貢献する事業
の機会を追求しており、このたび当社とペトロナスの方向性が一致したことから、本共同スタディの実施について合意
にいたった。 
 
当社がこれまでの CCS実証試験への参画などで得た知見を活かした CO2 の地中貯留適地調査や輸送方法、モ
ニタリング手法などの技術面での貢献に加え、日本をはじめとする各国のCCSに関する法制度の調査などにおいて、
本共同スタディへ貢献していく。 
 
また、日本政府は、アジアの持続的な経済成長およびカーボンニュートラルの同時達成に向けて、2021年 5月にア
ジア・エネルギー・トランジション・イニシアティブ（Asia Energy Transition Initiative︓AETI（エイティ））を発
表した。当社は、これまでに培ってきた競争力ある CCS 関連技術の適用可能性を今後も探求し、AETI の目標で
あるアジア地域の脱炭素社会の実現に向け努力していく。 
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加盟会社 日揮ホールディングス株式会社 
施策 CCS 
名称 インドネシア・グンディ CCS実証プロジェクト事業化調査 
期間 2021年 6月～2022年 2月末 
カーボンニュートラルへの貢献 温室効果ガスの削減による CN社会化への貢献 

 
内容紹介 
インドネシアの中部ジャワ州に位置するグンディ（Gundih）ガス田における天然ガスの生産過程で分離された

CO₂を近郊の圧入井までパイプライン輸送して、地下に圧入・貯留する CCS 実証プロジェクトの実現にむけた事業
化調査を実施するもの。 

 
日揮グローバル(株)、日本エヌ・ユー・エス(株)、電源開発(株)に日本側 3 社と、インドネシア国営石油プルタミ

ナ社、国立バンドン工科大学と共同で実施するもの。経済産業省「令和 3 年度二国間クレジット取得等のための
インフラ整備調査事業（JCM実現可能性調査（CCUS含む）、CEFIA国内事務局事業及び CCUS普及展
開支援等業務）において採択された「尼国 Gundih ガス田における CCS プロジェクトの JCM 実証に向けた継続
調査」である。 
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加盟会社 日揮ホールディングス株式会社 
施策 CCS 
名称 タイにおける CCS プロジェクト開発 
期間 2022年 4月～ 
カーボンニュートラルへの貢献 CCS実用化への貢献 

 
内容紹介 
 

(株)INPEX と日揮ホールディングス(株)は、タイ国内の石油ガス上下流産業や、二酸化炭素（CO₂）の排出
削減が難しいとされる重化学工業や発電所などでのCO₂回収・貯留ソリューションの開発可能性を探ることを目的と
した「タイ・カーボン・キャプチャー・アンド・ストレージ・イニシアティブ」に関する覚書を、タイの国営資源開発会社 PTT
エクスプロレーション・アンド・プロダクションと締結した。 

 
これにより、タイにおける CCS プロジェクト開発は、タイの CO₂排出削減に寄与し、同国内の産業をはじめ、同国

全体の脱炭素化を加速することが期待される。 
 
INPEX、日揮HDおよび PTTEPは、今後タイにおけるCO₂排出の大きな産業を対象とする経済性の高いCCS

ソリューションを構築すべく、CCS関連の技術および実施方法に加え、施設や政策の特定と評価を行っていく。 
 
本イニシアティブに係る共同検討は、エネルギー転換を通じたアジアにおける持続的な経済発展およびカーボンニュ

ートラル化を目標として日本政府が 2021年に発表した「アジア・エネルギー・トランジション・イニシアティブ（AETI）」
と連携するものである。また、本イニシアティブによる共同検討は、今後、低炭素ソリューションや水素・アンモニアなど
のクリーンエネルギーを含むエネルギー転換関連事業の創出につながる可能性があるものと期待されている。 
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加盟会社 丸紅株式会社 
施策 CCS、カーボンリサイクル 
名称 CO₂の回収・有効利用、再資源化（CCU）技術を有する英国 Carbon 

Clean Solutions Ltd.社（CCSL）への出資、CCSL 社との CCU 事業
の共同開発 

期間 2020年～継続中 
カーボンニュートラルへの貢献 CO₂の有効利用・再資源化ビジネスモデルを構築 

 
内容紹介 
 
丸紅は、火力発電所及び産業プラント等で発生する排ガスから CO₂を回収する技術を有する、英国の CCSL社
に出資しております。本出資を通じて、CO₂の回収・有効利用、再資源化 CCU事業の共同開発に取り組んでおり
ます。 
 
CCSL 社は、CO₂の分離・回収技術の一つである化学吸収法にて使用される新規回収溶剤を自社開発し、従
来の回収溶剤より高効率・低価格での CO₂ 回収を可能とする技術を有しており、現時点で商業化されている
CO₂回収技術の中で世界最高水準のコスト競争力を実現しています。また、更なるコスト削減を実現する次世代
技術の開発にも着手しています。  
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内容紹介 
 
丸紅は、2022年にインドネシア国有石油会社（PT Pertamina/以下、「プルタミナ社」）とインドネシア共和国
における脱炭素事業の共同開発に関する覚書を締結し、インドネシアにおける丸紅のパルプ製造事業で発生するバ
イオマス由来排出ガスからの CO₂回収・貯蔵（Bio-Energy with Carbon Capture and Storage 
(BECCS)）事業や、排出権の創出、バイオマス燃料の製造事業など、幅広い脱炭素事業の共同開発に取り組
んでおります。 
 
プルタミナ社は、2030年までに GHG排出量を 2010年比で 30%削減すると共に、2026年までに 10.2 ギガ
ワット相当の再生可能エネルギーを開発するなど、インドネシア政府が掲げる 2060年カーボンニュートラルの目標に
貢献していく方針を掲げております。 
  

加盟会社 丸紅株式会社 
施策 CCS（BECCS） 
名称 インドネシア国有石油会社とのインドネシア共和国における CO₂回収・貯蔵

事業や、排出権の創出などの脱炭素事業の共同開発 
期間 2022年～継続中 
カーボンニュートラルへの貢献 CO₂の有効利用・排出権の創出 
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③ CO₂-EOR/EGR 
加盟会社 JX石油開発株式会社 
施策 CCS EOR 
名称 Petra Nova CCUS Project 
期間 2016年末に稼働開始（回収装置の耐用年数は 30年） 
カーボンニュートラルへの貢献 CO₂回収量︓日量 5,000 トン、2020年末までの累計 360万トン以上 

 
内容紹介 
 
当社は、過去の事業経験を基に、2014年に米国大手電力会社NRG Energy Inc.（NRG）とともに、石炭

火力発電所排ガス CO₂を活用した原油増産プロジェクト（Petra Nova CCUS Project）の事業化に向けた投
資を決定しました。同プロジェクトは、老朽油田における原油の飛躍的な増産と、石炭火力発電所から大気中へ大
量に排出されるCO₂の削減を同時に実現させる先駆的で画期的、かつ世界最大規模で民間が商業ベースで推進
する CCUS プロジェクトです。 

Petra Nova CCUS Project では、アメリカ・テキサス州ヒューストン市の南西に位置する米国最大規模の石炭
火力発電所であるW.A. Parish発電所内に、世界最大規模の CO₂回収装置を建設し、同石炭火力発電所の
排ガスから日量約 5,000t の CO₂を回収し、回収した CO₂はパイプラインで 130km離れたWest Ranch油田
に送られ、油田に圧入されています。 

 
[ロケーションマップ] 

 
CO₂回収装置は 2016年末に稼働を開始し、2020年末までに 360万トン以上もの CO₂を回収しました。 

原油の増進回収／CO₂貯留が行なわれているWest Ranch油田は、1938年に発見されて以降 2000年代ま
でに約 700本の坑井が掘削され、累計で約 4億バレルの原油を生産した米国内でも有数の巨大陸上油田です。 

1970 年代のピーク時には日量 4 万バレル以上の原油を生産していましたが、このプロジェクト開始前には日量
300 バレルまで減退していました。 通常の原油生産方法では多くの原油は生産されずに油層中に残存しますが、
超臨界状態を維持する温度・圧力にて CO₂が油層に圧入されると、それらの残存原油に作用してミシブルと呼ばれ
る混合状態を作り、原油の流動性が高まることで残存原油が油層中を流れ、結果として原油の増進回収につなが
ります。本事業開始後、生産量は、ピーク時には日量約 7,000 バレルと約 20 倍超まで増加し、2016 年末のプ
ロジェクト稼働以来の累計生産量も 500万バレルを超えるなど、CCUS事業として大きな成果が得られています。 
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[CO₂-EOR の仕組み] 

 
West Ranch油田では、CO₂を安全かつ効率的に永久的な地下貯留を行うため、計画通り CO₂が貯留されて

いることを実証する各種のモニタリング（地表、土壌、地下水、油層上部層など）を実施しています。CO₂地下貯
留の商業的事例はほとんどなく、モニタリングに関する法整備や技術的基準は確立されていなかったため、環境地質
の世界的権威であるテキサス大学と共同でモニタリング計画を策定し、実際に３年間のデモンストレーションを成功さ
せました。 
この成功は、今後の CCUS プロジェクトや新たな CO₂-EOR プロジェクトの評価や実行で活用されることが期待さ

れています。 
なお、本油田は、JX石油開発と NRGが共同で 50%ずつ出資する Petra Nova Parish Holdings LLC と、

オペレーターである独立系大手石油会社 Hilcorp Energy Company（Hilcorp）がそれぞれ 50％の権益を保
有しています。Petra Nova CCUS Projectの必要資金は、スポンサー各社による拠出のほか、米国エネルギー省
からの、環境調和的な石炭利用技術開発を促進することを目的としたクリーンコール発電イニシアチブに基づく 1 億
9,500 万米ドルの補助金、株式会社国際協力銀行および株式会社みずほ銀行によるプロジェクト・ファイナンス方
式での融資により賄われています。なお、みずほ銀行の融資に対しては、株式会社日本貿易保険による保険が付
保されています。 
化石燃料の燃焼排ガスから CO₂を回収し地下に封印することは、地球温暖化対策の切り札とされ久しいですが、

そのための膨大なコストを誰がどのような形で負担するかが未解決の難問です。JX 石油開発の CO₂-EOR を重点
技術と位置付けた取り組みは、回収した CO₂を有効利用することによりそのコストを負担するという、難問への回答
案を具体的に示す挑戦でもあります。Petra Nova CCUS Projectは原油価格の下落影響を受け困難な状況に
ありますが、「温室効果ガス排出削減」と「原油増産による事業継続」の両立に向けて、EOR 効果の最大化、さら
なるコスト削減等の努力を日々続けています。 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
[CO₂回収装置を含む発電所風景]     [West Ranch油田（圧入）風景] 
 

 



29 
 

 
加盟会社 JX石油開発株式会社 
施策 CCS、水素・アンモニア 
名称 インドネシア国営石油会社プルタミナとの CO₂-EOR を含む上流事業全般

の共同スタディ・共同事業検討 
期間 2018年 10月以降 
カーボンニュートラルへの貢献 未定 

 
内容紹介 
 

2018年 10月に JOGMEC と共同で、インドネシア国営石油会社の PT Pertamina（プルタミナ）との間で
当社および JOGMECが有する知見・技術を活用し、プルタミナおよびその関係会社が保有するインドネシア国内の
油・ガス田を対象に、将来の事業化を見据えた共同スタディを実施し、共同事業の機会を追及することを目的とした
覚書を締結しました。 
従前の覚書は、CO₂-EOR 技術の活用を含む上流事業全般を対象とした共同スタディ・共同事業検討に関す

るものでしたが、この度新たに締結した覚書は、対象をCCS技術を活用した天然ガスからの水素・アンモニア製造等
も含めたエネルギー分野全般に拡充し、従前の覚書を発展させております。 
当社は、当社および JOGMEC が有する知見・技術を活用し、プルタミナと共にインドネシア国内のエネルギー分

野全般を対象に将来の事業化を見据えた共同スタディ、および共同事業検討を実施してまいります。その結果、事
業化の可能性が確認された場合には、三者間で合意の上、当該事業を推進し、エネルギーの増産および温室効
果ガス削減への貢献を目指してまいります。 
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加盟会社 三菱商事株式会社 
施策 CCS 
名称 インドネシア タングーLNG プロジェクトにおける CCUS 事業（CO₂-EGR） 
期間 基本設計︓2022年半ば以降 

CCUS事業︓2026年～（予定） 
カーボンニュートラルへの貢献  

 
内容紹介 
 
当社はオペレーターである bp 社と推進するインドネシア西パプア州のタングーLNG プロジェクトにおいて、同プロジ

ェクトに携わる企業連合の 1 社として CCUS 事業を含む開発計画を進めています。本開発計画には、新規ガス田
開発（ウバダリガス田）の他、生産中のヴォルワタガス田における CCUS 技術の適用による CO₂排出量の削減お
よび天然ガスの生産効率向上・増産事業が含まれており、2021 年にインドネシア石油ガス上流事業監督執行機
関である SKK Migasの承認を得ています。本 CCUS事業では、天然ガスの生産に伴い排出されるCO₂を累計で
約 2,500 万トン回収し、ヴォルワタガス田に再圧入・貯留することで、CO₂の排出削減と同時に天然ガスの生産効
率向上・増産を図ります（CO₂-EGR※）。この結果、同プロジェクト全体のCO₂排出量が約半分に削減されること
となります。2022 年半ば以降に基本設計（FEED）を開始し、最終投資決定を前提として、2026 年から天然
ガスの生産と CCUS事業を開始する予定です。 
 
※ CO₂を利用した天然ガスの増進回収（Enhanced Gas Recovery） 
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(2) 水素・アンモニア 
 

 
 
内容紹介 
 
日本政府が 2050 年カーボンニュートラルの実現を宣言するなか、その具体策の一つとして水素・アンモニアによる

水素キャリア・チェーン実現に向けた官民による取り組みが加速しています。当社は、2020 年度、国土交通省のカ
ーボンニュートラルポート検討会に徳山事業所やグループ製油所が参画するなど、水素・アンモニアサプライチェーン構
築に向けた検討を進めると共に、海外からのブルー・グリーンアンモニア調達に向けた他社との協業を検討してきました。
中でも徳山事業所は 2014 年に原油精製設備を停止し、石油化学原料の製造拠点として石油精製事業からの
転換をいち早く完遂しました。本年 2月には従来比約 30％の省エネルギー効果を発揮できる高効率ナフサ分解炉
の稼働を開始し、さらに 2022 年稼働予定のバイオマス発電所の建設等、脱炭素に向けた取り組みを加速させて
います。これらの取り組みは、石油精製事業で従来使用していたインフラを活用することで、効率的に実現していま
す。 
また、当社は、（株）IHI と、当社徳山事業所においてアンモニアサプライチェーン構築に向けた検討に共同で取

り組んでおります。徳山事業所の貯蔵施設・石油化学装置などの既存設備を活用し、同事業所のアンモニア輸入
基地化、既設ナフサ分解炉等でのアンモニア混焼実証を検討しています。また、今後、海外からのブルー・グリーンア
ンモニアの輸入、コンビナート他近隣事業所へのアンモニア供給を検討します。 
 
  

加盟会社 出光興産株式会社 
施策 水素・アンモニア 
名称 水素・アンモニアサプライチェーン構築への取り組み 
期間  
カーボンニュートラルへの貢献 ― 
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加盟会社 株式会社 INPEX 
施策 水素・アンモニア 
名称 アブダビにおけるクリーン・アンモニア生産事業 
期間 事業化可能性に関する共同調査中 
カーボンニュートラルへの貢献 CO₂ 排出量を大幅に抑制したクリーン・アンモニアの製造 

 
内容紹介 
 

INPEX、JERA、JOGMECは、アブダビ国営石油会社との間で、アラブ首長国連邦アブダビ首長国におけるクリ
ーン・アンモニア生産事業の事業化可能性に関する共同調査契約を締結しています。 
本共同調査では、アブダビにおいて、天然ガスを改質して製造した水素を基にアンモニアを合成し、同時に排出さ

れる二酸化炭素（CO₂）を INPEX が参画するアブダビ陸上油田にて、CO₂ を用いた原油回収促進（CO₂ 
EOR）（注）に利用することで、CO₂ 排出量を大幅に抑制したクリーン・アンモニアを日本に輸送する事業の事業
化可能性を調査しています。 
 
（注）CO₂ を地下に圧入することで、原油回収率を向上させ、生産量を増加させる技術。CO₂ 圧入・貯留によ
る CO₂ の削減効果と原油回収促進による経済効果の両立を狙うもの。 
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加盟会社 サミットエネルギー開発株式会社 （住友商事グループ） 
施策 CCS、水素アンモニア 

名称 英国 Bacton Energy Hub プロジェクト / カーボンニュートラル(CN)化
事業化調査 

期間 事業化の検討︓2022～2025年 
水素製造開始︓2030年頃～ 

カーボンニュートラルへの貢献 天然ガス等の活用による水素バリューチェーンによる CN実現 
 
内容紹介 

住友商事グループは、英国のエネルギー事業を管轄する行政機関(旧 OGA =The Oil and Gas Authority、
現 NSTA = North Sea Transition Authority)) の公募「英国南東部 Bactonガスターミナルでの水素バリ
ューチェーン構築による周辺地域のカーボンニュートラル事業化調査」の、水素供給におけるリーダー企業として選出
されました。 

このターミナルは英国の天然ガス需要量の約 3分の 1 を賄う大規模な集積地で、ロンドンに繋がるパイプラインも設
置されております。英国は国内各地でクリーンエネルギーへの転換を進めており、この事業は天然ガス由来のブルー
水素と洋上風力発電を基とするグリーン水素の製造が検討されており、2030年頃に水素製造を開始することを想
定しています。将来的には、このターミナルから国外に接続されるパイプラインにより欧州大陸への水素輸出の可能
性を探ります。 

本事業化調査は、5 つの分科会（注）によるバリューチェーンの総合的検証を目指しており、地域内の水素供給
シナリオの検討と水素需要モデルの作成、主要インフラの検証などを 2022年より開始し、2025年の事業化決定
を目指します。住友商事グループは、水素供給分科会においてはリーダー企業として、水素需要分科会においては
コアメンバーとして参加し、事業化調査に取組んでいます。 
 
（注）各分科会およびリーダー企業 
水素需要分科会            Progressive Energy Limited（英） 
水素供給分科会            住友商事グループ 
インフラ分科会               Xodus（英国） 
サプライチェーン＆技術分科会  Petrofac（英国） 
規制分科会                      Hydrogen East (英国)     
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＜本プロジェクトの全体構想図＞ 
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加盟会社 日揮ホールディングス株式会社 
施策 水素、アンモニア 
名称 大規模アルカリ水電解水素製造システムの開発およびグリーンケミカルプラント

の実証 
期間 2021～2030年度 
カーボンニュートラルへの貢献 カーボンニュートラル社会の実現に重要な役割を果たす水素の社会実装をよ

り早く、より確実なものにすることでの CN社会への貢献 
 
内容紹介 
 
これまでに長期にわたり培ってきた水素関連技術を基に、その社会実装をより早く、より確実なものとするため、本

プロジェクトにて、100MW 級を見通した大規模アルカリ水電解システムおよび、再生可能エネルギー由来の水素を
原料としたグリーンケミカルプラントの実証に挑戦するもの。 

 
旭化成(株)と日揮ホールディングス(株)は、NEDO が公募した「グリーンイノベーション基金事業／再エネ等由来

の電力を活用した水電解による水素製造」に対して、「大規模アルカリ水電解水素製造システムの開発およびグリー
ンケミカルプラントの実証」プロジェクトを共同提案して採択され実施するものである。 
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加盟会社 日揮ホールディングス株式会社 
施策 水素、アンモニア 
名称 LNG・水素・アンモニア事業における国際的な手法と調和したGHG排出量

算定の MRV手法及び CI算定手法の技術検討・策定にかかる委託調査
業務 

期間 2021年度内 
カーボンニュートラルへの貢献 GHG排出量算定への貢献 

 
内容紹介 
 

GHG 量の正確性や透明性を確保した算定が必要不可欠であり、特に化石燃料の GHG 排出量を算定するた
めの MRV 手法は、複数の国などで策定作業が進められているものの、統一された方法が確立されていない。また、
プラント操業等の実態と即した測定手法や事業経済性を考慮した検討・検証も必要となっている。 

 
このため、既存の国際的な GHG排出量算定の MRV手法を分析した上で、GHG排出量を算定する過程にお

いて、MRV手法の透明性や正確性等を担保する上での課題について検討を行うものである。加えて、LNG・水素・
アンモニア等の資源事業のカーボンニュートラルな事業としての組成に寄与するために、プラント設計の豊富な知見を
活かして、国際的な算定手法と調和した GHG排出量の MRV手法及び CI算定方法について検討・策定・検証
を行う。 

 
日揮ホールディングス(株)のグループ企業である日揮グローバル(株)が、JOGMEC の公募事業である「LNG・水

素・アンモニア事業における国際的な手法と調和した GHG排出量算定のMRV手法及び CI算定手法の技術検
討・策定にかかる委託調査業務」に採択され実施するものである。 
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加盟会社 日揮ホールディングス株式会社 
施策 水素・アンモニア 
名称 １． 米国 KBR社とアンモニア製造プロセスに関するライセンス契約締結 

２． 日揮ホールディングス(株)と東洋エンジニアリング(株)による燃料アンモニア
プラントの EPC事業に関するアライアンス契約締結 

期間 2022年 4月～ 
カーボンニュートラルへの貢献 カーボンニュートラル社会に向けた燃料アンモニア利用拡大に応えることによる脱

炭素社会実現への貢献 
 
内容紹介 
 
日揮ホールディングス㈱は、2022年４月 25日付で米国 KBR社とアンモニア製造プロセスに関するライセンス契

約を締結した。本契約の締結によって、今後日揮グループは、アンモニア製造プラントの構想段階から EPC（設計・
調達・建設）プロジェクトにおいては、同社のライセンスを使用していくことになる。 

 
米国 KBR 社のアンモニア製造プロセスは、生産量ベースで世界で約 50％のシェアを持ち、現在稼働中のアンモ

ニア製造プラントのなかで世界最大級（日量 3,000 トン）の生産プラントにも用いられた実績を持つことから大型
化に対応できる、かつ信頼性の高いプロセスである。 

 
また日揮グループと米国 KBR は、かつてガスアライアンス契約を締結し、LNG プラント分野では長年協力関係に

あり、今回のライセンス契約においても日揮グループは、米国 KBR社との人的交流によってアンモニア製造技術に関
する知見の獲得、さらにはアンモニア製造プラントの大型化に向けた設計技術や知見の獲得を進めていく方針である。 

 
2050 年にかけて国内を中心に需要が拡大していくと予想されている燃料アンモニア分野において、日揮グループ

は、米国 KBR 社との関係を強化しアンモニア製造技術をさらに向上させていくほか、世界でもトップクラスのアンモニ
ア製造プラントの建設実績を誇る東洋エンジニアリング株式会社との燃料アンモニア分野でのアライアンスを通して、
燃料アンモニア分野のプラント EPC（設計・調達・建設）で業界をリードしていく所存である。 

 
日揮グループと TOYO グループは、日本連合として日本政府・企業が今後中心的な役割を担うと考えられる燃

料アンモニア事業に対して、海外企業向けも含め世界各地の燃料アンモニア製造関連設備の企画・検討・設計・
建設に関し、営業活動および案件遂行を共同で推進し、燃料アンモニアの利用拡大を通じて、脱炭素社会の実
現に向けて貢献してまいります。 
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内容紹介 
 

2022年4月25日に開催された経済産業省主催の「アジアグリーン成長パートナーシップ閣僚会合 (AGGPM) 
官民フォーラム」において、日揮ホールディングス(株)グループである日揮グローバル(株)はインドネシア国営石油会
社プルタミナ社と、脱炭素分野での共同スタディ・共同事業検討に関する基本合意書を締結した。同社との包括協
力体制を強化することで、インドネシアにおけるエネルギートランジッションを一層推進していく。 

 
今回の MOU は、水素・アンモニア、CCUS、バイオガス等の分野において当社グループが有する知見・技術を活

かしつつ、プルタミナ社とともに、将来の事業化を見据えた共同スタディを実施し、幅広い脱炭素分野での共同事業
検討を行うものである。 

 
当社グループはインドネシアにおいて、プルタミナ社向けに 1980年代から複数の製油所等の設計・調達・建設業

務（EPC）を遂行してきた。また、2021 年６月には同社を含む５社と「グンディ CCS 実証プロジェクト」に係る共
同スタディ契約を締結するなど、同社と脱炭素分野での協業関係も構築してきた。 

 
 
 
  

加盟会社 日揮ホールディングス株式会社 
施策 水素・アンモニア、CCUS 
名称 プルタミナ社との脱炭素分野での包括協力 
期間 2022年 4月～ 
カーボンニュートラルへの貢献 インドネシアにおける脱炭素分野への貢献 
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加盟会社 三菱商事株式会社 
施策 水素・アンモニア、カーボンリサイクル（SAF）、他（ネガティブエミッション技術・

エネルギー貯蔵） 
名称 革新的な脱炭素技術の社会実装を加速させる Breakthrough Energy 

Catalystへの参画 
期間 2022年～ 
カーボンニュートラルへの貢献 革新的な脱炭素技術の社会実装の加速 

 
内容紹介 
 
三菱商事株式会社（以下、「当社」）は、革新的な脱炭素技術の社会実装を加速させる Breakthrough 

Energy Catalyst（ブレイクスルーエナジーカタリスト、以下「BEC」）への出資参画を決定しました。当社は 1 億
ドルの出資を通じて、アジア域内の企業として初めて BEC に参画します。 
BEC は世界的な篤志家であるビル・ゲイツ氏が 2015 年に設立した、脱炭素に関する投資および慈善活動などを
行う Breakthrough Energy が新たに開始した取り組みです。研究開発を終えた脱炭素に資する技術を用いた
個別プロジェクトへの投資などを行い、脱炭素事業の社会実装を加速させます 
当社は、2021 年 10 月に「カーボンニュートラル社会に向けたロードマップ」を策定し、温室効果ガス排出量の削

減目標や EX（エネルギー・トランスフォーメーション）関連投資に関する方針を公表致しました。資源・エネルギーを
始めとする様々な事業に携わってきた当事者として、地球規模の共通課題であるカーボンニュートラル社会実現に
取り組んでおります。 
当社では、再生エネルギー事業や水素・アンモニア・メタネーションなどを活用した次世代エネルギーの導入検討な

どに着手しておりますが、全世界的な課題であるカーボンニュートラル社会への移行・実現には、新技術とイノベーショ
ンの活用が必要不可欠と認識しております。 

BEC は、民間企業・慈善団体からの資金供給に加え、グリーン製品需要家による製品引取支援、更には政府
機関からの支援を有機的に結び付ける“Catalyst（触媒）”となり、カーボンニュートラル社会を実現する為に必要
な商業化直前の革新的な脱炭素技術を用いたスケールアップ・プロジェクトを支援する枠組みを構築しています。 
注力分野は、①クリーン水素製造（及び水素関連インフラ）、②長期エネルギー貯蔵、③持続可能航空燃料
（Sustainable Aviation Fuel）、及び④直接空気回収（Direct Air Capture）の 4分野であり、将来的
には脱炭素化に重要なその他技術にも対象領域を拡張していく事を想定しています。これらの対象領域は、当社が
進める EX 戦略、および「カーボンニュートラル社会に向けたロードマップ」を具体化させていく上で極めて重要な技術
です。 
当社は、BEC への参画を通じ、カーボンニュートラル社会への移行・実現を支える技術革新の普及を支援し、

人々の暮らしへの安心を損なうことなく、環境負荷の更なる軽減を実現したいと考えております。 
当社が有する日本・アジア地域での知見やネットワークを最大限活用し、鉄鋼・航空・金融・エネルギーなど幅広

い分野における他の参画企業と共に、BEC の価値向上、カーボンニュートラル社会への移行・実現に貢献してまいり
ます。 
  
【プログラム詳細】 
詳細はプログラムの案内をご参照ください。 
https://www.breakthroughenergy.org/scaling-innovation/catalyst 

https://www.breakthroughenergy.org/scaling-innovation/catalyst
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(3) 省エネルギー・直接排出抑制 
① 省エネルギー 
加盟会社 株式会社 INPEX 
施策 省エネルギー・直接排出抑制 省エネルギー 
名称 エネルギー効率の高いプラント設計及び導入 
期間 2018年に商業生産開始 
カーボンニュートラルへの貢献 LNG プラントのエネルギー消費削減による温室効果ガス排出量を削減 

 
内容紹介 
 

INPEX がオペレーターを務めるイクシス LNG プロジェクトでは、海上生産施設および陸上 LNG プラントから、コン
デンセート及び LNG を生産出荷しています。これらの施設はエネルギー効率の高い設計のもとに建設されており、温
室効果ガスの排出を削減することができます。例えば、LNG の製造に要する電力を供給するコンバインドサイクル発
電施設はガスタービン発電機 5基、蒸気タービン発電機 3基を合わせて稼働する事により従来のシンプルサイクル
発電施設と比較して発電効率を 50%増加させます。これにより LNG プラントにおける発電による温室効果ガス排
出量を大きく削減しています。 
 

 
コンバインドサイクル発電プラント（CCPP） 
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内容紹介  
 
エネルギー使用量が多い生産鉱場やプラントでは、エネルギー使用量を解析し、生産設備の稼働

条件最適化や、設備導入等により使用量の削減に努めている。2019 年度には北海道・勇払プラ
ントのボイラーへの排熱回収装置導入を実施。年間約 1,000 トンの CO₂排出削減に相当する省
エネルギーを実現。同年、福島県・相馬 LNG 基地の高圧ガス気化器として従来の SMV(サブマージ
ド式気化器 )に加え、IFV(中間媒体式気化器)を導入することで LNG 気化に要するエネルギー使用量
を削減することを実現。 

 
(左)改造を実施したボイラー (赤点線部が排熱回収装置)  (右) 新設した IFV(中間媒体式気化器) 
 
 
 
 
  

加盟会社 石油資源開発株式会社 
施策 省エネルギー・直接排出抑制 省エネルギー 
名称 生産拠点のエネルギー効率向上 
期間 以前から継続中 
カーボンニュートラルへの貢献 温室効果ガス排出の削減 
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内容紹介 
 
丸紅は、2021 年にカタール電力水公社との間で省エネ推進サービスの実証実験と商用化に関する覚書を締結

いたしました。当該サービスを通じて、カタール電力水公社の顧客である一般需要家に対し各世帯の電力消費量デ
ータを分析し、アプリケーションなどにより効果的に可視化することで、カタール国内一般需要家の消費電力削減を
促進することを目的としております。  

加盟会社 丸紅株式会社 
施策 省エネルギー・直接排出抑制 
名称 カタールにおける省エネ促進サービス 
期間 2021年～継続中 
カーボンニュートラルへの貢献 電力使用量可視化による消費電力削減の促進 
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② 直接排出抑制 

 
内容紹介 
 

INPEX と出光興産は、ノルウェー現地法人 INPEX Idemitsu Norge を通じ、権益を有するスノーレ油田にお
いて、浮体式洋上風力発電導入の開発計画をノルウェー政府に提出し、同政府から承認を得ました。今後、
2022年末の運転開始に向け、2020年 10月に浮体式洋上風力発電設備の建設を開始、海中部分にあたる
スパーの建設が完了しました。その後ノルウェー西部のグレン（Gulen）地区で組み立て、洋上設置作業を行う計
画です。当開発計画は、ノルウェー西部ベルゲン市の沖合約 200kmの位置に、定格 8千 kW の浮体式洋上風
力発電設備 11基（計 88千 kW）からなる洋上ウィンドファーム（名称︓Hywind Tampen floating wind 
farm）を建設し、石油ガス生産設備へ直接接続するというもので、世界初の試みです。 
 

 
 
 
 
 
  

③ 加盟会社 株式会社 INPEX、出光興産株式会社 
施策 省エネルギー・直接排出抑制 直接排出抑制、再生可能エネルギー 風力

発電 
名称 Hywind Tampen(ハイウインド タンペン)、ノルウェー領北海の海上油田

への洋上風力発電電力供給 
期間 2022年供給開始、油田生産終了（想定 2040年）まで 
カーボンニュートラルへの貢献 CO₂削減量年間 12,000 トン 

© Equinor ASA 
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内容紹介 
 

INPEX がオペレーターを務めるイクシス LNG プロジェクトでは、海上生産施設および陸上 LNG プラントから、コン
デンセート及び LNG を生産出荷しています。温室効果ガスであるメタンの排出管理については、以下の取り組みを
実施し、温室効果ガス排出削減貢献に努めています。 

 
 メタン逸散を回避、最小化し得る設備・装置の選定 
 設備・機器からの逸散の定期的な点検 
 設備から生じるベントガスの回収・再利用 
 通常操業時のゼロフレア 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

イクシスガス・コンデンセート田 
 
  

加盟会社 株式会社 INPEX 
施策 省エネルギー・直接排出抑制 直接排出抑制 
名称 メタン排出管理 
期間 2018年に商業生産開始、メタン排出管理を実施中 
カーボンニュートラルへの貢献 海上生産施設及び LNG プラントにおけるメタン排出管理による温室効果ガスの

削減貢献 
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内容紹介 
 
生産する天然ガスの主成分であるメタンの地球温暖化係数は CO₂の 25 倍と非常に大きく、生産拠点でのメタ

ンの大気放散抑制は重要な取り組みとなる。生産プロセスの過程で生じる、圧力が低く製品ガスとして供給すること
ができない低圧余剰ガスを、生産設備の燃料として活用することで大気放散量を低減。ガスの性状やガス燃焼装
置の点検等により燃料としての利用が困難な場合にはフレアスタック設置等の対策を実施し、CO₂として放散するこ
とで GHG排出量の低減に努めている。また、受電設備のメンテナンス等による稼働停止が生じる場合には、必要に
応じて仮設発電機を設置するなどしてメタンの大気放散量抑制に努めている。 
 
 
 
  

加盟会社 石油資源開発株式会社 
施策 省エネルギー・直接排出抑制 直接排出抑制 
名称 メタン放散量の抑制 
期間 以前から継続中 
カーボンニュートラルへの貢献 温室効果ガス排出の削減 
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加盟会社 日揮ホールディングス株式会社 
施策 直接排出抑制 
名称 オルガノイド技術を適用した技術開発 
期間  
カーボンニュートラルへの貢献 クリーンミートの普及を通じて、畜産生産体系における温室効果ガスの削減

と、人々の健康で豊かな生活の実現への貢献 
 
内容紹介 
 
日揮ホールディングス(株)と日揮(株)は、動物細胞を培養して食肉を生産するクリーンミート（培養肉）の商業

生産を目指し技術開発を行う新会社を設立。 
 
世界的な人口の増加を背景に、将来的に食肉消費量の増加が見込まれている。一方で、温室効果ガス総排

出量の約 14%が畜産由来であり、地球上の農地の約 75%が畜産用であることなどから、従来の畜産生産体系
における環境負荷の高さが課題となっており、代替肉の普及に対する期待が高まっている。 

 
代替肉の中でも、クリーンミートは動物の細胞を体外で培養して生産される食肉であり、植物由来代替肉と比較

して動物性の栄養素を補えるなどの利点を有し、新たな代替肉の生産方法として注目されている。現在、世界中で
クリーンミートの研究開発が進んでおり、2040年には食肉全体の 35%をクリーンミートが占めると予測されている。 

 
本技術開発では、横浜市立大学武部貴則特別教授（東京医科歯科大学教授、シンシナティ小児病院准教

授を兼任）および、順天堂大学赤澤智宏教授が開発した、食肉組織から特定の幹細胞を取り出し、効率よく培
養して食肉オルガノイドと呼ばれる組織体を作成する手法を世界で初めて適用します。開発にあたっては、横浜市
立大学の保有するオルガノイド作成技術を食料生産へ応用するための特許ライセンス契約を締結し、商業化に向
けた検討を行う。 

 
クリーンミートの大量生産を実現するためには、製造コストの低減や製造規模の拡大が不可欠であり、設立した

株式会社オルガノイドファームでは、今後外部の知見も活用しつつ、当社グループが医薬品分野を通じて培ってきた
細胞培養関連技術や大規模生産を可能とする工程の自動化・効率化などのエンジニアリング技術力を駆使し、栄
養改善などを実現する高機能・高付加価値なクリーンミート生産技術の確立を目指します。2030 年に商業プラン
トの運転開始を予定している。 
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内容紹介 
 
当社と、エア・ウォーター(株)（以下「エア・ウォーター」）は、LNGを燃料とする大型トラック（以下、大型 LNGト 

ラック）向けに、物流施設内の限られたスペースに設置可能な小型 LNG 充填設備※1（以下、本設備）を共同
開発しました。 
 
本設備は、日本で初めての可搬型の充填設備であり、かつ、停電時にもトラックへの LNG 充填が可能となる自

家発電設備を一部搭載した世界初のシステムです。加えて、排熱回収温水を循環利用することで、寒冷地や湿
度が高い地域における氷結トラブルを回避することが可能です。 
 
当社とエア・ウォーターは本設備の商用化に向けて、いすゞ自動車(株)の大型 LNG トラックを用いて、北海道苫

小牧市において 2022 年 4 月 11 日より LNG 充填ボックスが稼働開始し、それに併せ LNG トラック実証走行も
順次開始しております。LNG トラック実証走行には以下 12 社の企業に参加協力頂いており、石狩・苫小牧エリア
を中心として合計 14台の LNG トラックが走行することとなります。 
 
（アルファベット順）︓ 
アドバンスクリエイト株式会社 エア・ウォーター物流株式会社 北海道フーズ輸送株式会社 北海道センコー株式
会社 北海道東北名鉄運輸株式会社 北海道郵便逓送株式会社 株式会社三協輸送サービス 株式会社シズ
ナイロゴス キユーソーティス株式会社 日通札幌運輸株式会社 鈴与カーゴネット株式会社 ヤマト運輸株式会社 
 
同実証走行試験において、両社は、北海道電力(株)の協力を得て、本設備の有効性および大型 LNG トラック

実走行時における CO₂排出量と燃料費の削減効果を確認の上、事業化の検討を行ってまいります。 
 
日本においては、大型 LNG トラックは未だ黎明期であり、大型トラック（約 50 万台）の大半が軽油を燃料とし

ている 
中、CO₂排出量の削減が求められています。大型 LNG トラックは、電気自動車や燃料電池車では達成が難しい
1,000 ㎞以上の長距離走行と積載量の確保が可能となり、従来の大型軽油トラックに比べて、10%程度以上の
CO₂排出量削減※2 が期待できます。加えて、将来的に CO₂フリーの LNG を使用や、LNG トラック走行時の燃料
への液化バイオメタンの配合を行い、CO₂のさらなる削減策についても検討してまいります。 
 
本設備の商用化にあたり、当社の 1969 年以降幅広く展開している LNG 事業およびその他の事業ポートフォリ

オの知見と、エア・ウォーターの LNG タンクローリーやサテライト供給設備等の LNG関連の開発・製造技術や物流ネ
ットワークを有効的に活用します。 

 

加盟会社 三菱商事株式会社 
施策 省エネルギー・直接排出抑制、アジアのエネルギートランジション 
名称 LNG トラック向け小型 LNG充填設備を開発 北海道で実証試験を開始 
期間 令和 3年度～4年度（予定） 
カーボンニュートラルへの貢献 大型 LNG トラック導入による温室効果ガスの削減 
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本事業は環境負荷の低いクリーンなエネルギーへの転換の取り組みの一つであり、両社は低・脱炭素社会の実
現に向けて、2020年代半ばを目標に、本設備の設置と競争力のある大型 LNG トラックを含む自動車用 LNG供
給の全国展開を構想しています。 
 
※1 本設備は、大型トラック 1台分の駐車スペース（3.3m×12.0m）に収まり、費用は従来型 LNG充填所の
1/2以下、燃料充填時間は軽油と同等以下の 10分未満/回、最大で 60台以上/日の連続充填が可能となる
予定です（特許出願済み）。 
 
※2 2016 年度～2018 年度の環境省「CO₂排出削減対策強化誘導型技術開発・実証事業」にて、いすゞ自
動車が試作した大型 LNG トラックは、高速走行を中心とした都市間輸送にて、1回の燃料充填あたり 1,000km
以上の走行と、2015 年度重量車燃費基準値を達成したディーゼル車比 CO₂排出量 10%程度以上の削減を
達成しました。 
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(4) 再生可能エネルギー 
① 地熱発電 

 
内容紹介 
 
大分県九重町で、1996年 11月から九州電力株式会社滝上発電所(出力 25,000kW)へ、発電用蒸気

を供給しています。2010年 6月からは出力を 27,500kW にアップし、現在まで蒸気を安定的に供給しています。 
地熱発電は安定した高い設備利用率が特長ですが、滝上発電所では地下の持続可能な資源量に見合う適正な
発電出力の選定により、平均的な地熱発電所よりも高い水準の設備利用率を維持しています。 
 
未利用資源だった熱水を活用するため、2017年 3月に滝上バイナリー発電所の商業運転を開始しました。 

バイナリー発電とは、従来の地熱発電では利用できなかった低温の蒸気・熱水での発電を可能にする発電方式で
す。熱源となる水と低沸点媒体の２つの流体を利用するため「バイナリー」の言葉が名称に使われています。 
滝上バイナリー発電所は、一般財団法人新エネルギー財団が主催する平成 29 年度新エネ大賞の最高ランクと

なる「経済産業大臣賞」を受賞しました。 

  

滝上バイナリー発電設備 
 
 
 
 
  

加盟会社 出光興産株式会社 
施策 再生可能エネルギー 地熱発電 
名称 大分県九重町 滝上発電所への蒸気供給事業およびバイナリー発電事業 
期間 蒸気供給事業 1996年開始 

バイナリー発電事業 2017年開始 
カーボンニュートラルへの貢献 CO₂削減量年間 20,000 トン 
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内容紹介 
 
秋田県小安地域では、INPEX 株式会社、三井石油開発株式会社と共同出資で、2011 年より地熱資源の

調査・開発を行っています。2018年には小安地熱(株)を設立し、発電所の運転開始を目指しています。 
この他にも北海道阿女鱒岳地域や宮城県栗駒南麓地域を中心に、国内外で地熱資源の検討調査を継続し

ています。 

 

小安地域 噴気試験    小安地域 調査井の掘削リグ 
 
 
  

加盟会社 出光興産株式会社 
施策 再生可能エネルギー 地熱発電 
名称 秋田県小安地域等での地熱発電調査事業 
期間 調査事業開始 2011年 
カーボンニュートラルへの貢献  
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加盟会社 株式会社 INPEX 
施策 再生可能エネルギー 地熱発電 
名称 国内外の地熱発電への取組 
期間 国内︓2011年に北海道阿女鱒岳地域と秋田県小安地域にて地熱資源調

査を開始し、現在も調査、試掘、噴気試験を実施 
海外︓2015年にインドネシアの地熱発電事業に参画し、商業運転継続中 

カーボンニュートラルへの貢献 再生可能エネルギー利用による CO₂排出削減 
 
内容紹介 
 
【国内地熱発電への取組】 

INPEXは 2011年から出光興産と共同で北海道阿女鱒岳地域と秋田県小安地域で地熱資源調査を開始
しています。両地域では地表調査、重力探査、電磁探査の後に構造試錐井を掘削し、仮噴気試験により蒸気・
熱水の産出を確認した後、2018年度から小安地域では環境アセスメントを開始しました。現在も継続して調査、
試掘、噴気試験を実施しています。 
 
【海外地熱発電への取組】 
1）サルーラ地熱 IPP事業 

INPEX が 2015 年に参画した地熱発電事業「サルーラ地熱 IPP（Independent Power Producer （独
立系発電事業者））事業」は、インドネシア 北スマトラ州サルーラ地区において、世界最大規模の出力約
330MW の地熱発電所で発電した電力をインドネシア国営電力公社である PLN社へ 30年にわたり販売する事
業です。発電所の建設は 2014 年に着工し、2017年 3月に第 1号機（110MW）、2017年 10月に第 2
号機 110MW）、そして 2018年 5月に第 3号機（110MW）の商業運転を開始しました。 
 

 
インドネシアサルーラ地熱 IPP プロジェクト 
 
また本プロジェクトでは CSR 活動の一環として、地域における道路、橋、水道などのインフラ整備、地元の学校に

対する英語コースの導入、地元住民に対する生活支援など、地域社会のニーズに応えた地域貢献を行っています。
本プロジェクトが経済発展の著しいインドネシアの電力需要に貢献し、インドネシア経済の発展に寄与することが大い
に期待されています。 
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2）ムアララボ地熱発電事業 
INPEX は、2021年にインドネシア・ムアララボ地熱発電事業に参画しました。本事業は、同国西スマトラ州南ソ

ロク県に位置するムアララボ地熱鉱区において地熱発電所の操業を行っており、同国スマトラ島の約 42 万世帯の
年間使用電力量に相当する電力を賄っています。本事業は、2019 年 12 月の商業運転開始から 30 年間に
わたって、インドネシア国営電力会社（PT PLN（Persero））に地熱で発電した電力を販売する計画です。 
 

 
ムアララボ地熱発電所 位置図 
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内容紹介 
 
丸紅は、ENGIE S.A.、PT. Supreme Energyならびに東北電力株式会社と共同出資する PT. Supreme 

Energy Rantau Dedap (以下、「SERD社」)を通じて、2021年末にインドネシア共和国におけるランタウ・デタ
ップ地熱発電プロジェクトの商業運転を開始しております。 
 
当該プロジェクトは SERD社がインドネシア・南スマトラ州において発電容量 98.4MWの地熱発電所を建設

し、30年間に亘り保守・運転し、インドネシア国有電力会社 PT.PLN に対して売電するものとなります。 

 

インドネシアにおけるランタウ・デダップ地熱発電プロジェクト 
 
 
 
  

加盟会社 丸紅株式会社 
施策 再生可能エネルギー 地熱発電、アジアのエネルギートランジション 
名称 インドネシアにおける地熱発電プロジェクト 
期間 2021年～継続中 
カーボンニュートラルへの貢献 地熱発電による電力供給 
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② 風力発電 
加盟会社 株式会社 INPEX 
施策 再生可能エネルギー 洋上風力発電 
名称 長崎県五島市沖 洋上風力発電 
期間 公募占用計画の認定に向け合同会社を設立予定 
カーボンニュートラルへの貢献 再生可能エネルギー利用による CO₂排出削減 

 
内容紹介 
 

INPEXは、経済産業省及び国土交通省による 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用
の促進に関する法律 （以下、「再エネ海域利用法」）に基づく「長崎県五島市沖 海洋再生可能エネルギー発
電設備整備促進区域」における事業者の公募に、戸田建設株式会社を代表とするコンソーシアムとして応募し、
2021 年 6月 11 日に選定事業者に決定されました。 
本事業は、商用においては国内で初めての浮体式による洋上ウィンドファーム※を建設、運営するもので、再エネ

海域利用法に基づき建設する洋上風力発電所としても、国内初となります。 
※多くの風力発電機を設置して、全体を一つの発電所として運営する形態のこと。 
 
今後は、公募占用計画の認定に向け、合同会社を設立し、経済産業省及び国土交通省との調整を行っていき

ます。 

 
発電設備出力︓1.68万 kW （0.21万 kW×8基） 
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内容紹介 
 

INPEXは、オランダ沖合にて操業中の Luchterduinen（以下、ルフタダウネン）洋上風力発電所、及び 
Borssele（以下、ボルセレ）Ⅲ/Ⅳ洋上風力発電所の持分を取得しました。 
ルフタダウネン洋上風力発電所は、ノルドバイク市の沖合 23km に位置し、2015 年 9 月から 129MW
（3MW×43 基）の出力規模で商業運転を行っております。また、ボルセレⅢ/Ⅳ洋上風力発電所はウエストカペ
ッレ市沖 22km に位置し、731.5MW（9.5MW×77 基）の出力規模で 2021 年 1 月から商業運転を
行っております。 
 
当社は、石油・天然ガス開発で培った技術を活用できる地熱発電事業や海外現場で培った洋上浮体施設の建

設・操業の経験を活かした洋上風力発電事業に対する取組を加速することとしております。 
 
プロジェクト位置図︓ 

 

 
  

加盟会社 株式会社 INPEX 
施策 再生可能エネルギー 洋上風力発電 
名称 オランダにおける洋上風力発電事業 
期間 ルフタダウネン︓2015年商業運転開始 

ボルセレ︓2021年商業運転開始 
カーボンニュートラルへの貢献 再生可能エネルギー利用による CO₂排出削減 
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内容紹介 
 
丸紅は、2016年に設立した特別目的会社 秋田洋上風力発電株式会社（AOW）を通じ、共同事業実施

者と共に、秋田県秋田港及び能代港において、日本国内で初の商業ベースでの洋上風力発電所の建設・保守・
運転を行うプロジェクトを実施することを決定しております。 
  
丸紅は、秋田県が県内の再生可能エネルギーの導入拡大及び産業振興を目的として実施した「秋田港及び能

代港における洋上風力発電事業者の公募」に応募し、2015年に事業者として選定されました。その後、丸紅が
設立した AOW に共同事業実施者が出資参画し、開発可能性調査を実施した結果、事業化決定に至ったもの
です。  
 
本プロジェクトは、発電容量約 140MWの洋上風力発電所を建設・保守・運転し、完工後 20年間に亘り再

生可能エネルギーの固定価格買取制度に基づき東北電力株式会社に売電するもので、2022年の商業運転開
始を目指しています。操業中は、能代港を拠点として保守・運転を行う予定です。  

 
丸紅が間接出資する Seajacks社が据付を行う洋上風力発電設備及び据付船イメージ写真 
 
 
  

加盟会社 丸紅株式会社 
施策 再生可能エネルギー 
名称 秋田県洋上風力発電事業 
期間 2022年から 20年間 
カーボンニュートラルへの貢献 再生可能エネルギー利用による CO₂ 排出削減 
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③ 太陽光発電 
加盟会社 株式会社 INPEX 
施策 再生可能エネルギー 太陽光発電 
名称 新潟県の INPEX メガソーラー上越稼働 
期間 2013年から稼働中 
カーボンニュートラルへの貢献 再生可能エネルギー利用による CO₂排出削減 

 
内容紹介 
 

INPEX メガソーラー上越は、新潟県上越市の当社子会社インペックスロジスティクスの敷地を利用した最大出
力約 2,000kW（2MW）の太陽光発電所で、2013年 3月から発電を開始しました。また、2015年 7月には
隣接する敷地において 2件目となる 2MW の太陽光発電所が発電を開始しました。この 2 つの太陽光発電所全
体での予想年間発電量は一般家庭約 1,600世帯分の年間電力消費量に相当します。 
 

 
INPEX メガソーラー上越 
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内容紹介 
 
北海道苫小牧市で 2 つのメガソーラー稼働に携わっている。苫小牧市は地域的に、「日照時間が長い」、「積雪

が少ない」、「気温が低い」という太陽光発電に適した条件がそろっていることが特徴。 
 
 稼働開始 設備容量 敷地面積 
北海道事業所内 2014年 8月 1,800kW 38,700m2 
ソーラーパワー苫小牧（株）* 2014年 11月 13,000kW 300,000m2 

*住友商事グループの共同事業 
 

 
北海道事業所内メガソーラー 
 
 
 
  

加盟会社 石油資源開発株式会社 
施策 再生可能エネルギー 太陽光発電 
名称 北海道苫小牧市でメガソーラー2箇所を運用管理 
期間 2014年から 
カーボンニュートラルへの貢献 再生可能エネルギー供給による CO2排出削減 
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加盟会社 丸紅株式会社 
施策 再生可能エネルギー 
名称 アラブ首長国連邦スワイハン太陽光発電事業 
期間 2019年から 25年間 
カーボンニュートラルへの貢献 再生可能エネルギー利用による CO₂ 排出削減 

 
内容紹介 
 
丸紅は、2019年より JinkoSolar Holding Co., Ltd、Abu Dhabi National Energy Company と共同

出資する特別目的会社を通じて 1,177MWの太陽光発電プラントを建設し、保守・運転を行い、25年間に亘り
エミレーツ水電力公社に売電する本事業に参画しております。 
 

 
スワイハン太陽光発電所 
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内容紹介 
 
丸紅は 2020年よりオマーン国 Oman Oil Facilities Development Company、Bahwan Renewable 

Energy Company、Modern Channel Services と共同出資する特別目的会社を通じて、105MWの太陽
光発電プラントを建設し、保守・運転を行い、23年間に亘りオマーン石油開発会社に売電する本事業に参画して
おります。 
 
本プロジェクトはオマーン国における初の大型太陽光発電事業です。  
 

 
アミン太陽光発電所 
 
 
 
  

加盟会社 丸紅株式会社 
施策 再生可能エネルギー 
名称 オマーン国アミン太陽光発電事業 
期間 2020年から 23年間 
カーボンニュートラルへの貢献 再生可能エネルギー利用による CO₂ 排出削減 
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内容紹介 
 
丸紅は、Total Solar International、Siraj Energy と共同出資する特別目的会社を通じて、800MWの

太陽光発電プラントを建設し、保守・運転を行い、2022年よりカタール電力水公社へ 25年間に亘り売電する本
事業に参画しております。 
 
本プロジェクトはカタール国における初の大型太陽光発電事業です。 

 
  

加盟会社 丸紅株式会社 
施策 再生可能エネルギー 
名称 カタール国・アル・カルサ太陽光発電事業 
期間 2022年から 25年間 
カーボンニュートラルへの貢献 再生可能エネルギー利用による CO₂ 排出削減 
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④ 水力・バイオマス 
加盟会社 丸紅株式会社 
施策 再生可能エネルギー 
名称 国内小水力発電事業（三峰川電力） 
期間 2000年～継続中 
カーボンニュートラルへの貢献 再生可能エネルギー利用による CO₂ 排出削減 

 
内容紹介 
 
三峰川電力株式会社（長野県伊那市）は 1962年から水力発電事業の運営を行っておりますが、2000年

に丸紅が 100%出資し、国内での中・小水力発電所の開発を通じて全国で環境に優しい再生可能エネルギーの
創出に積極的に取り組んでいます。 
 

2019年には国内 21か所目の発電所となる新宮川発電所の建設を完工、商業運転を開始しております。長
野県駒ヶ根市の中沢地区を流れる一級河川である新宮川の水を活用して発電しています。本事業による年間発
電量は、一般家庭約 300世帯の年間電力消費量を見込んでおり、発電した電力は再生可能エネルギーの固定
価格買取制度を活用し売電しております。 
 
このほか、長野県（伊那市・4 か所、茅野市・4か所）、山梨県（北杜市・3か所）、福島県（下郷町・2か

所、猪苗代町・1か所）、広島県（広島市・2か所、北広島町・1か所）、宮城県（白石市・1か所）、静岡
県（富士宮市・2か所）と、国内 20 か所の水力発電所があります。 
 
クリーンな循環型自然エネルギーである小水力発電事業は、豊かな河川と山々に囲まれた日本の地形に適して

おり、同時に大規模なダム建設と比較して環境負荷が低いため周辺環境との調和も可能となることから近年大きな
注目を集めております。 

 
長野県駒ヶ根市 新宮川発電所（外観、水車発電機) 
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内容紹介 
 
株式会社東京エネシス、株式会社MOT総合研究所、株式会社長府製作所（以下「長府製作所」）、川崎近
海汽船株式会社の 4 社と、山口県下関市への長府バイオマス発電所（以下「本発電所」）の建設計画を推進
している、長府バイオパワー合同会社（以下「CBP」）に対する出資を決定し、事業主体である CBP は、山口県
下関市の長府扇町工業団地に位置する長府製作所社有地への本発電所の建設を決定した。本発電所の出力
規模は 74,950kW、着工は 2022年 6月、営業運転開始は 2025年 1月の予定。 
 
なお、出資各社は CBP から、本発電所の建設監理や営業運転開始後の運用・保守、燃料の調達・輸送などの
業務を受託するほか、出資各社は CBP に対し、行政や周辺地域との関係構築・維持などについての協力や支援
を実施する。また、当社は、100%出資子会社を通じ、CBPのアセットマネジメント業務を受託する。 
 

 
  

加盟会社 石油資源開発株式会社 
施策 再生可能エネルギー 
名称 バイオマス発電事業 
期間 2025年 1月～ 
カーボンニュートラルへの貢献 再生可能エネルギー供給による CO2排出削減 
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内容紹介 
 
北海道網走市の能取工業団地内で開発中の、網走バイオマス発電所 2 号機（以下「2 号機」）ならびに同 3
号機（以下「3号機」）からなるバイオマス発電プロジェクトへ参画した。 
 
本プロジェクトは、自然エネルギー発電システムの開発設計、販売、施工および保守管理を主業とする株式会社
WIND-SMILE（WS）により計画が立ち上げられたもので、現在は、WS 社が設立した特別目的会社（SPC）
である合同会社網走バイオマス第 2 発電所と合同会社網走バイオマス第 3 発電所を事業主体として、2 号機は
2022年 5月、3号機は 2022年 12月の営業運転開始を目指して、建設作業が進められている。出力規模は
それぞれ 9,900kW（2機合計 19,800kW）で、北海道産の国内材木質チップを燃料に使用する。 
 
 
 
 
 

 

加盟会社 石油資源開発株式会社 
施策 再生可能エネルギー 
名称 バイオマス発電事業 
期間 2022年５月～ 
カーボンニュートラルへの貢献 再生可能エネルギー供給による CO2排出削減 
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加盟会社 石油資源開発株式会社 
施策 再生可能エネルギー 
名称 バイオマス発電事業 
期間 2024年 8月～ 
カーボンニュートラルへの貢献 再生可能エネルギー供給による CO2排出削減 

 
内容紹介 
 
前田建設工業株式会社（前田建設）、四電ビジネス株式会社（四電ビジネス）、新光電装株式会社（新光
電装）の 3社と、愛媛県大洲市において木質バイオマス発電事業を共同で実施する。 
 
本事業は、愛媛県大洲市長浜地区の工業団地内約 2.57万平方メートルの敷地に出力約 5万 kW のバイオマ
ス発電所を建設し、海外から輸入する木質ペレットを燃料として発電するもので、大洲バイオマス発電株式会社が
事業主体となり、推進する。 
 
同発電所は、2022 年 6 月に着工し、2024 年 8 月に営業運転を開始する予定であり、再生可能エネルギー固
定価格買取制度（FIT 制度）を利用し、年間約 3.5 億 kWh の発電を見込んでおり、発電する電気の全量を
四国電力送配電株式会社へ売電する。 
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加盟会社 石油資源開発株式会社 
施策 再生可能エネルギー 
名称 バイオマス発電事業 
期間 2025年 4月～ 
カーボンニュートラルへの貢献 再生可能エネルギー供給による CO2排出削減 

 
内容紹介 
 
静岡ガス＆パワー株式会社、株式会社東京エネシス、川崎近海汽船株式会社、第一実業株式会社、岩谷産業
株式会社、ならびに Solariant Capital株式会社の 6社と、愛知県田原市の臨海工業地域である田原 4区に
おけるバイオマス発電事業を推進する特別目的会社である、田原バイオマス発電所合同会社へ出資するとともに、
本事業会社を通じ、本事業の中核となる田原バイオマス発電所の建設を決定した。 
 
本発電所は、木質ペレット 100%を燃料とする出力 5万キロワットのバイオマス専焼発電所で、2022年 10月の
着工、2025年 4月の営業運転開始を予定している。 
 
本事業会社に対し、行政や周辺地域との関係の構築・維持などを含む、本事業の推進に係る協力や支援を実施
する。また、本発電所で使用する燃料の調達・輸送・管理、本発電所の建設監理、営業運転開始後の本発電所
の運用・保守などは、各業務に強みを持つ会社が、本事業会社からの受託業務として実施する。 
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内容紹介 
 
丸紅は、100%出資の丸紅クリーンパワー株式会社が中部電力株式会社と共同出資する敦賀グリーンパワー

株式会社を事業主体として 2017年よりバイオマス発電所の商業運転を開始しております。 
 
本件は、木質チップを主な燃料とするバイオマス発電事業で、出力 37MW、年間発電量は一般家庭約 7万

世帯の電力消費量に相当し、丸紅が 100%出資する丸紅新電力株式会社を通じて行う電力小売り事業の新た
な電源として活用しております。 
 
この他、2023年に運転開始を計画する愛知県蒲郡市におけるバイオマス発電事業（出力 44MW）等を推

進しております。 
 

 
敦賀グリーンパワー発電所 
  

加盟会社 丸紅株式会社 
施策 再生可能エネルギー 
名称 バイオマス発電事業 
期間 2017年～継続中 
カーボンニュートラルへの貢献 再生可能エネルギー利用による CO₂ 排出削減 
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(5) カーボンリサイクル 
① メタネーション 
加盟会社 株式会社 INPEX 
施策 カーボンリサイクル メタネーション 
名称 新潟県長岡鉱場の越路原プラントにおけるメタネーション実証試験 
期間 2019年に 8Ｎm3/h の技術実証プラントを試運転開始、さらに大規模な実証実

験を 2024年度後半から 2025年度にかけて実施する 
カーボンニュートラルへの貢献 カーボンフリーメタンを使用することで CO₂排出量を削減 

 
内容紹介 
 

INPEX と大阪ガスは共同で、国立開発研究法人 新エネルギー産業技術総合開発機構（NEDO）から採択
された助成事業のもと、ガスのカーボンニュートラル化に向けた CO₂-メタネーションシステムの実用化を目指した技術
開発事業を開始します。 
メタネーションとは触媒を介して二酸化炭素と水素を反応させて都市ガスの主成分であるメタン（以下「合成メタ

ン」）を生成する方法です。二酸化炭素と再生可能エネルギーで生成したグリーン水素から合成メタンを製造するこ
とで、都市ガスのカーボンニュートラル化が実現できます。 
本事業では、INPEX 長岡鉱場内から回収した二酸化炭素を用いて合成メタンを製造する実証実験を 2024

年度後半から 2025 年度にかけて実施すると共に、製造した合成メタンを同社の都市ガスパイプラインへ注入する
予定です。なお、本事業で開発する CO₂-メタネーション設備の合成メタン製造能力は約 400 Nm3/h を予定して
おり、これは現時点で世界最大級の規模になります。 
 
メタネーション実証事業の概要︓ 

 
 

 
CO₂メタネーション試験設備 
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加盟会社 三菱商事株式会社 
施策 水素アンモニア、カーボンリサイクル（メタネーション）、アジアのエネルギー

トランジション 
名称 合成メタンのサプライチェーン構築に向けた北米、豪州等における事業可

能性調査の開始 
期間 2021年～ 
カーボンニュートラルへの貢献 天然ガスの代替となる合成メタンを、再生可能エネルギー由来の水素と

CO₂により製造し、サプライチェーン全体での排出量を抑制。 
 
内容紹介 
 
当社と東京ガス(株)は、再生可能エネルギー由来のグリーン水素と CO₂から合成メタンを製造（メタネーション）

し、既存の LNG 液化・輸送設備を活用して日本に供給するサプライチェーンの構築について、事業可能性を共同
で調査することに 2021 年 11 月に合意しました。本調査では、同社の水素・メタネーションに関する技術、LNG バ
リューチェーンの構築に取り組んできた知見と、当社の海外 LNG プロジェクトや再生可能エネルギー等のエネルギービ
ジネスでの知見をかけ合わせ、最適な設備構成、サプライチェーン構築を検討します。具体的には、北米、豪州等を
中心に、再生可能エネルギーや CO₂の調達、水素や合成メタンの製造、液化・輸送までのサプライチェーン全体の
課題を洗い出し、適地選定および低コスト化調査を行います。将来的には、選定した適地における実証試験、日
本への合成メタンの導入を視野に取り組んでいきます。 
 
今後検討を進める合成メタンのサプライチェーン 
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② SAF（Sustainable Aviation Fuel︓持続可能な航空燃料） 
加盟会社 出光興産株式会社 
施策 カーボンリサイクル 
名称 持続可能な航空燃料（SAF）製造を中心とした CO₂資源化による地

域の活性化への取り組み 
期間  
カーボンニュートラルへの貢献 ― 

 
内容紹介 
 
当社、東芝エネルギーシステムズ（株）、東洋エンジニアリング（株）、（株）東芝、日本 CCS調査（株）、

全日本空輸（株）の 6社は連携して、「持続可能な航空燃料（SAF）※1」を製造する、P2C※2 による炭素
循環ビジネスモデルを検討してきました。 
この取り組みが 2021年 8月、環境省の委託事業に採択され、今後 6社は地域のインフラや特徴を活かしてカ

ーボンリサイクルを地域内で実現させ、脱炭素化の促進と地域振興を両立させる検討を行います。具体的には、各
社が持つ知見・技術や関連するプラント設備等を活かし、CO₂の分離回収から SAF製造、消費までの全工程につ
いて検討し、得られたデータ・知見を、地域における炭素循環社会モデルに反映させ、事業成立性を評価します。6
社は本実証事業を通し、炭素循環に基づく SAF サプライチェーンの商業化や、地域の活性化の促進に貢献してい
きます。当社は、SAF の認証制度・規格調査、SAF混合設備および品質管理の基本計画作成の役割を担って
います。 
 
※1︓SAF︓Sustainable Aviation Fuel（原材料の生産・収集から燃焼までの過程で、CO₂の排出量が少な
い持続可能な供給源から製造されるジェット燃料） 
※2︓P2C︓CCU／カーボンリサイクル技術のひとつである Power to Chemicals（P2C）は、再エネや再エネ
水素等を用いて CO₂を環境価値の高い有価物に再利用する技術であり、CO₂の排出削減だけでなく、再エネの普
及拡大にも大きく貢献する。 
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加盟会社 日揮ホールディングス株式会社 
施策 カーボンリサイクル 
名称 国産廃食用油を原料とするバイオジェット燃料製造サプライチェーンモデル

の構築 
期間 2025年まで 
カーボンニュートラルへの貢献 廃食用油を原料としたバイオジェット燃料供給を通じた CN社会化への貢

献 
 
内容紹介 
 
日本国内において商業規模での SAF 生産・供給が実現していない中、廃食用油を原料としたバイオジェット燃

料製造サプライチェーンモデルを実証・構築することで、2025 年までに本格的なバイオジェット燃料供給開始を目指
すもの。 

 
日揮ホールディングス(株)、(株)レボインターナショナル、コスモ石油(株)、日揮(株)が共同で実施する。日揮ホー

ルディングス(株)の受託事業者として、小田急電鉄(株)が参画する。本事業は、NEDO の公募事業「バイオジェッ
ト燃料生産技術開発事業／実証を通じたサプライチェーンモデルの構築」で採択され実施するものである。 
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③ その他 
加盟会社 株式会社 INPEX 
施策 カーボンリサイクル 人工光合成 
名称 ソーラー水素パネルの有効性検証 
期間 2020年 12月～2021年 12月 
カーボンニュートラルへの貢献 再生可能エネルギー由来水素の供給 

 
内容紹介 
 

INPEX は、人工光合成*化学プロセス技術研究組合（以下、ARPChem）に 2012 年の発足当時より参
画しており、2020年 12月に ARPChem が豪州の北部準州ダーウィン市においてソーラー水素生成試験設備を
設置し、有効性検証を開始しました。ARPChem は国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
（以下、NEDO）の委託を受けて本プロジェクトを推進しています。 
また、本実証は、経団連が主導する「チャレンジ・ネット・ゼロカーボン イノベーション」のメンバーとしての取組として

も推進しています。 
 
 触媒反応を利用したソーラー水素製造の技術開発を担当。日照量が多い地域に設置された初めての人口光

合成パネル。 
 最終的な太陽光エネルギー変換効率 10％を目標として研究開発を推進、実用化を検討予定 
 
*人工光合成パネルの表面に設置された光触媒を用いて太陽光により水を酸素と水素に分解し、発生した水素を
燃料・原料などに利用する技術 
 

 
豪州ダーウィンに設置した人工光合成パネル 
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内容紹介 
 
旧札幌プラスチックリサイクル(株)によって商用運転が行われた実績のある廃プラスチックの油化プロセスに関する

技術を活用した、ケミカルリサイクルに関する自社ライセンスの開発を行う。 
 
同プロセス技術の技術的優位性、および実績をベースに、プロセス技術全体の更なる効率化や処理能力の向上

を目指した装置の大型化による経済性向上に向けた技術改良を図る。 
 
  

加盟会社 日揮ホールディングス株式会社 
施策 カーボンリサイクル 
名称 廃プラスチック油化によるケミカルリサイクル 
期間 2022年のライセンス開始を目指す 
カーボンニュートラルへの貢献 廃プラスチックのリサイクルは世界的な課題で、有効な資源循環システムの

確立に貢献 
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加盟会社 日揮ホールディングス株式会社 
施策 カーボンリサイクル 
名称 都市部における廃プラスチックガス化リサイクルによる地域低炭素水素モデル

構築に向けた調査事業 
期間 2021年度～2022年度 
カーボンニュートラルへの貢献 リサイクル率向上への貢献と、水素供給による幅広い分野の脱炭素化と資

源循環の促進に貢献 
 
内容紹介 
 
日本政府が目指す 2050 年のカーボンニュートラル実現に向けて、国内資源を活用した水素供給が重要である

と考え、廃プラスチックをガス化して水素を製造するサプライチェーンの構築について検討を行う。 
 
本調査で採用する、プラスチックを分子レベルに分解するガス化ケミカルリサイクルは、マテリアルリサイクルやモノマー

化ケミカルリサイクルの適用が難しいとされる、異種素材や不純物が混合したプラスチェックでも処理可能である特性
を有しており、リサイクル率向上への貢献が期待される。 

 
これにより、都市部で工場や家庭などから排出される廃プラスチックを活用することで、早期に水素を安定的かつ

安価に供給することが可能となる。CO₂排出量の削減が急務となっている発電所や各種モビリティ、港湾設備などに
おける水素利用の促進をはじめ、水素供給による幅広い分野の脱炭素化と、資源循環の促進に貢献することを目
指す。 

 
岩谷産業(株)、豊田通商(株)、日揮ホールディングス(株)の 3社が、NEDOの委託事業「水素社会構築技術

開発事業／地域水素利活用技術開発／水素製造・利活用ポテンシャル調査」に対して、共同で「都市部におけ
る廃プラスチックガス化リサイクルによる地域低炭素水素モデル構築に向けた調査」を提案し、採択されたものである。 
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加盟会社 日揮ホールディングス株式会社 
施策 カーボンリサイクル 
名称 使用済タイヤから合成ゴム素原料であるイソプレンを製造するケミカルリサイクル

技術の共同研究 
期間 2030年までに社会実装に向けた実証実験を行う 
カーボンニュートラルへの貢献 タイヤ・ゴム産業および石油化学産業のバリューチェーン全体における合成ゴム

の資源循環性の向上とカーボンニュートラル化、さらにその先の持続可能な社会
の実現への貢献 

 
内容紹介 
 
日揮ホールディングス(株)、(株)ブリヂストン、国立研究開発法人産業技術総合研究所、国立大学法人東北

大学、ENEOS(株)が共同で、使用済タイヤから合成ゴムの素原料であるイソプレンを高収率で製造するケミカルリ
サイクル技術の共同研究を行う。本研究開発は、NEDO の「グリーンイノベーション基金事業／CO₂等を用いたプラ
スチック原料製造技術開発」に採択された実証事業「使用済タイヤからの化学品製造技術の開発」における２つの
研究開発項目の一つ（使用済タイヤの低温分解・解重合による高収率リサイクル法開発、提案者︓ブリヂストン）
である。 

 
今後も自動車・交通需要の増加に伴い、タイヤ需要の増加が見込まれている。また、現在は、タイヤの主な材料

の一つとして石油由来の合成ゴムが使われており、使用済タイヤの多くは、サーマルリカバリー（熱回収）により燃料
として有効利用されている。将来、資源の枯渇や CO₂排出量の増加による気候変動などの問題に直面する可能
性が指摘されている中、今後もより持続可能な形でタイヤを提供し続けるために、日揮 HD、ブリヂストン、産総研、
東北大学、委託パートナーの ENEOS は、企業とアカデミアの持つ知見や技術力を結集して、使用済タイヤのケミカ
ルリサイクル技術の共同研究を開始した。これにより、タイヤ・ゴム産業および石油化学産業のバリューチェーンにおけ
る資源循環性の向上とカーボンニュートラル化への貢献を目指す。 

 
本研究開発は、使用済みタイヤを特殊な触媒を使って分解し、合成ゴムの素原料であるイソプレン等を高収率

で製造し、タイヤ原料として再利用するためのする技術の開発と社会実装に取り組むものである。日揮 HD はパイロ
ットプラントの設計を、産総研、東北大学、および ENEOS は使用済みタイヤのケミカルリサイクル技術とその評価技
術の開発を担う。ブリヂストンは、これまで培ってきたゴム材料の研究開発とタイヤ事業の知見・ノウハウを活かして、
社会実装の実証検討とプロジェクトリーダーとして本研究開発の推進役を担う。 
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加盟会社 三菱商事株式会社 
施策 カーボンリサイクル 
名称 Blue Planet 
期間 資本参画︓2020年 

技術実証︓2020年～2022年 
カーボンニュートラルへの貢献 未使用・廃棄コンクリートを原料として活用し、さらに発電所などの排気ガス

に含まれる CO₂と反応させる事でコンクリート用骨材を製造する技術。コンク
リート 1 トンあたりの CO₂排出量を大幅に削減可能。 

 
内容紹介 
 

Blue Planet は、未使用コンクリートまたは廃棄コンクリート等の産業廃棄物に CO₂を固着させ、コンクリート原
料である骨材の製造技術を有する米国のスタートアップ企業です。同社の CO₂活用骨材は、すでに米国サンフラン
シスコ国際空港の改装工事で使用された実績もあり、CO₂と未使用・廃棄コンクリートの業界課題を解決していま
す。当社は同社への資金提供を行うとともに、同社の CO₂有効活用技術の事業化に向けた協業契約を締結して
おり、国内外の事業化を担当しています。2021 年度にかけて米国カリフォルニア州シリコンバレー地区で CO₂有効
活用技術の実証事業を行い、その後本格的に商業展開する計画です。 
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内容紹介 
 
世界最大手のカーボンクレジット開発・販売会社であるスイスの South Pole 社と、CCUS等に由来するカーボ

ンクレジットの開発から販売までを手掛ける事業の検討を共同で進めています。  
パリ協定で定められた目標を達成し、地球温暖化を 1.5℃以内に抑えるためには、CCUS 等のネガティブエミッ

ション技術の導入が重要とされており、本技術普及への期待が高まっていますが、その大規模な社会実装に向けて
は、技術革新とコスト低減が課題となっています。本事業は、これらの課題を解決すべく、本技術を対象としたカーボ
ンクレジット開発・販売を行い、クレジット供給者となる本技術の事業者へクレジット販売による新たな収益源を提供
し、クレジット需要家へ当該クレジット購入機会を提供することを目指しています。 
 
本事業（Next Generation Carbon Removal Purchase Facility）の概要 
 

  

加盟会社 三菱商事株式会社 
施策 カーボンリサイクル、アジアのエネルギートランジション 
名称 CCUS （含むカーボンリサイクル）等由来のカーボンクレジット開発・販売事業

に係る South Pole 社との協業 
期間 2021年～ 
カーボンニュートラルへの貢献 クレジット供給者への新たな収益源を提供、及び、クレジット需要家へクレジット

購入機会の提供。 



81 
 

(6) 森林保全 
加盟会社 株式会社 INPEX 
施策 森林保全 
名称 Rimba Raya REDD+プロジェクト（インドネシア）の支援及びカーボンクレジッ

ト取得 
期間 2021年より今後 5年間で 500万トンのカーボンクレジットを取得 
カーボンニュートラルへの貢献 森林保全による CO₂吸収により、気候変動対応を推進するとともに、貴重な生

物多様性の保全や、地域社会の生活基盤向上に貢献。 
 
内容紹介 
 

INPEX株式会社（以下、当社）は、インドネシアの Rimba Raya Biodiversity Reserve REDD＋※1プ
ロジェクト（以下同プロジェクト）を支援することにより、今後 5年間で 500万トンのカーボンクレジット※2を取得す
ることを InfiniteEARTH社（同社）と合意しました。 
 
※1 森林減少・劣化の抑制による CO₂排出削減を意味する REDD（Reducing Emissions from 
Deforestation and forest Degradation）に、森林管理による森林劣化防止や植林などによる炭素ストック
の積極的増加を加えたカンクン合意(2010年)の定める概念 
※2 VCS認証及び CCB認証を取得。VCS（Verified Carbon Standard）認証は、国際的なカーボンオフセ
ット基準管理団体 VERRA（米ワシントン DC）がクレジットを認証する基準。CCB（Climate Community & 
Biodiversity Standard）認証は、「気候」「コミュニティ」「生物多様性」の 3側面すべてのプラスの効果を認証す
る基準 
 
同社は、2008年からインドネシア中央カリマンタン州で運営する同プロジェクトにおいて、オランウータン保護プログ

ラムを推進するとともに、地域住民の生活向上等を目的として森林保全活動を行っております。同プロジェクトは森
林保全活動による CO₂吸収によって継続的に国際的な認証を得たカーボンクレジットを創出しています。
（https://infinite-earth.com/inpex） 
 
同プロジェクトは、2020年 9月、森林保全に加え、雇用・医療・教育・浄水システムの提供等地域社会の基

盤整備や、オランウータンの保護等生物多様性保全に取り組んできたことが評価され、世界で初めて SDGsへの貢
献を証明する SD VISta※3認証を 17項目全てで取得しました。 
 
※3 Sustainable Development Verified Impact Standard︓プロジェクトの SDGs への貢献を認証する
基準 
 
当社は、今般発表した「今後の事業展開～2050 ネットゼロカーボン社会に向けて～」に基づき、森林保全によ

る CO₂吸収により、気候変動対応を推進するとともに、貴重な生物多様性の保全や、地域社会の生活基盤向上
に貢献する優良なプロジェクトを支援していきます。 
「今後の事業展開～2050 ネットゼロカーボン社会に向けて」 
https://www.inpex.co.jp/company/pdf/business_development_strategy.pdf 
  

https://infinite-earth.com/inpex
https://www.inpex.co.jp/company/pdf/business_development_strategy.pdf
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■InfiniteEARTH Ltd.の概要 
所在地︓ Unit 618, 6/F, New Mandarin Plaza, Tower B, 14 Science Museum Rd.,  

Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong 
代表者︓ CEO＆Founder Todd Lemon 
会社概要︓ カーボンクレジット創出プロジェクトの国際的な開発会社。2008年に RimbaRaya REDD＋
プロジェクトを開発するため設立された。同プロジェクトは、インドネシア・中央カリマンタンにおいて、64,977ヘクター
ルの泥炭湿地林を 30年間（2008～2038年）にわたり保護するプロジェクトである。 
 
会社 HP: https://infinite-earth.com/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
  

プロジェクト地域の森林 プロジェクト地域に生息するオランウータン 

プロジェクト地域の位置 

プロジェクト地域に対する教育支援 

プロジェクト地域に対する浄水システムの支援 

 

https://infinite-earth.com/
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内容紹介 
 
【カーボンニュートラルガスの販売】 

• 天然ガスの開発・生産から消費に至るまでに発生する温室効果ガスを、カーボンクレジットでオフセットするこ
とでカーボンニュートラルガスとして供給するもの。主に国内で天然ガスの卸供給先である都市ガス事業者と
連携しながら、よりクリーンなエネルギーであるカーボンニュートラルガスなどのソリューションを提供しています。
また、これらの提供により、お客様とともに地球規模での温室効果ガス削減に寄与する取り組みを推進して
います。 

• 2021年までに、計 10社とカーボンニュートラルガス売買契約を締結しております。 
 
【カーボンニュートラル LNGの販売】 

• LNG カーゴについて、天然ガスの採掘から液化、輸送、販売、再気化、国内顧客による燃焼に至るまで
の全ての工程で発生する温室効果ガスに対して、カーボンクレジットを用いたオフセットを行う。このカーボンニ
ュートラル LNGは、カーボンニュートラルガスとして国内顧客のニーズに応じて提供しています。 

• • 2021年までに、計 3 カーゴの販売を行っております。 
  

加盟会社 株式会社 INPEX 
施策 カーボンニュートラルガス・LNG の販売 
名称 カーボンニュートラルガス・LNG の販売 
期間 N/A 
カーボンニュートラルへの貢献 販売する天然ガス・LNG をカーボンニュートラル化 
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内容紹介 
 

INPEX は、当社の現地子会社、オーストラリア・ニュージーランド銀行およびカンタス航空の 3 社（以下、協力
各社）間で、オーストラリア西豪州のホイートベルト地方におけるカーボンファーミング※およびバイオマス燃料に関す
るプロジェクト（以下、本プロジェクト）の事業化を調査するための覚書を締結しました。 
協力各社は本プロジェクトの事業化初期調査を完了しておりますが、バイオマス植物と農業廃棄物を利用した低

炭素バイオ燃料製造プロジェクトの詳細な事業化調査を行う予定です。本覚書では、各方面の関係者との合意を
前提に、本プロジェクトの植林開始時期は 2023 年央を想定しています。 
本プロジェクトの特長は、スポンサーである協力各社と土地保有者及び地域コミュニティの協力関係を最優先事

項としているところです。更には、ホイートベルト地方における農産業への現地雇用促進と域内インフラ投資の活性
化と同時に、地域の農産業多様化に繋がることが期待されます。 

 
※カーボンファーミングについて 

大気中の CO₂ を土壌に取り込んで、農地の土壌の質を向上させ温室効果ガスの排出削減を目指す農法。  

加盟会社 株式会社 INPEX 
施策 森林保全 
名称 豪州カーボンファーミングおよびバイオマス燃料事業協力 
期間 2023年央の植林開始を想定 
カーボンニュートラルへの貢献 カーボンファーミングによる干ばつに強い地域特有の樹木の植林事業を通じて

地域を緑地化し、既存の農場システムと協調して森林による二酸化炭素吸
収を促す 
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内容紹介 
 
事業展開地域のうち、北海道、秋田県、および新潟県で、植林・森林整備活動を 2005年から実施。地球温

暖化に対する CO₂排出削減に貢献するとともに、従業員一人ひとりの意識啓発の一環として実施。 
 
せきゆかいはつ 
モラップの森 

場所 ︓北海道苫小牧市支笏湖周辺 約 7.6ha 
開始年 ︓2006年 
対象 ︓針葉樹（アカエゾマツ・トドマツ）約 11,000本 

せきゆかいはつ 
ゆりの森 

場所 ︓秋田県由利本荘市鳥海山北麓 約 4.5ha 
開始年︓2005年 
対象 ︓広葉樹（ブナ・コナラ・エゾヤマザクラ・ヤマモミジなど）および針葉樹（スギ）約
8,000本 

せきゆかいはつ 
縄文の森 
  

場所 ︓新潟県長岡市西部丘陵東地区 11.9ha (植樹対象地等 4.9ha、付帯森
林 7.0ha) 
開始年︓2007年 
対象 ︓広葉樹（ケヤキ・エノキ・ナナカマド・ヤマモミジなど）約 10,000本 

せきゆかいはつ 
千年松の森 

場所 ︓新潟県北蒲原郡聖籠町 約 6.4ha 
開始年︓2007年 
対象 ︓針葉樹（アカマツ）および広葉樹（エノキ・カスミザクラなど）約 14,800本 

 

 

 
 
  

加盟会社 石油資源開発株式会社 
施策 森林保全 
名称 事業展開地域（北海道、新潟、秋田）における植林・森林整備活動 
期間 2005年から 
カーボンニュートラルへの貢献 森林保全による CO２吸収、生物多様性保全への貢献 
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加盟会社 日揮ホールディングス株式会社 
施策 森林保全 
名称 国内森林資源を活用したグリーンリファイナリー事業 
期間 2022年度から将来的な商業化まで 
カーボンニュートラルへの貢献 未利用資源の活用による森林の再生や災害リスク低減、海外の資源に

頼らない地産地消型経済の確立など、循環型社会の構築に向けた貢献 
 
内容紹介 
 
主に四国内の未利用森林資源の収集から、木質バイオマスの分解油化によるバイオ原油の製造、バイオ原油を

原料としたバイオマスプラスチック原料やバイオ燃料などバイオ製品の製造に至るまでの一連のサプライチェーンの構築
に向けた検討を行う。 

 
森林資源の収集においては、最新の ICT 技術による森林資源量の把握、高性能林業機械や一貫作業システ

ムの導入による効率的な木材収集、計画的な森林施業やモニタリングによる災害リスクの低減等を実現する様々
な検討を行い、経済的かつ安定的に森林資源を収集する仕組みを構築していく。 

 
日揮ホールディングス(株)と太陽石油(株)が共同で検討するものである。 
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内容紹介 
 
丸紅グループは、インドネシア、オーストラリアの 2 カ国に植林事業を有しており、成長が早く 6年から 10年で成

木となるユーカリ種（広葉樹）を中心に、植林、育成、管理、伐採を計画的に実施することにより、製紙原料とな
る木質資源の継続的かつ安定的な供給を行っています。また、森林破壊ゼロの理念のもと、原生林の伐採を行わ
ず、地域住民との共同プログラムを積極的に実施するなど、自然資本と社会・関係資本に配慮した持続可能な森
林経営を実現しています。 
 

  
インドネシア植林事業    インドネシア植林事業の苗床 
 
  

加盟会社 丸紅株式会社 
施策 森林保全 
名称 インドネシア等での植林事業 
期間 1990年代～継続中 
カーボンニュートラルへの貢献 森林保全による CO₂ 吸収により気候変動対応を推進 
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内容紹介 
 
当社は、豪州にて原生林再生プロジェクトを通じた CO₂の吸収と獲得されたカーボンクレジットの販売を手掛ける

Australian Integrated Carbon 社（以下、エーアイカーボン社）の株式 40%を日本郵船（株）と共同で取
得いたしました。 エーアイカーボン社が手掛ける原生林再生プロジェクトは、過去の伐採や過放牧によって消失した
原生林の再生を促すものであり、農家の牧畜プロセスの見直し・改善を通じて原生林を再生し大気中の CO₂を吸
収・固着することで、豪州政府が公式に認証するカーボンクレジットを獲得・販売する事業です。エーアイカーボン社
はポートフォリオの拡大を通じ、年間では最大約 500 万トン、2050 年までに累計約 1 億トンの CO₂吸収に貢献
できる見込みです。 
 

 

  

加盟会社 三菱商事株式会社 
施策 森林保全、他（ネガティブエミッション技術） 
名称 原生林再生プロジェクト／Australian Integrated Carbon 社への資

本参画 
期間 2021年～ 
カーボンニュートラルへの貢献 クレジット供給者への新たな収益源を提供、及び、クレジット需要家へクレ

ジット購入機会の提供。 
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(7) 天然ガスシフト 
 
加盟会社 日揮ホールディングス株式会社 
施策 アジアのエネルギートランジション 
名称 インドネシアでのバイオメタン活用に向けた共同調査 
期間 2022年 4月～ 
カーボンニュートラルへの貢献 メタンガスを回収しバイオメタンとして利用することで、温室効果を持つメタン

ガスの大気放散を抑制し、カーボンニュートラル社会化に貢献 
 
内容紹介 
 
インドネシア国営石油会社プルタミナ、大阪ガス(株)、(株)INPEX と日揮ホールディングス(株)は、インドネシアに

おけるパームオイルの搾油工程で生じる廃液（POME）由来のバイオメタン活用に向けた共同調査に関する契約
を締結した。 

 
インドネシアは、世界最大のパームオイル生産国であると同時に世界最大の輸出国である。同国ではパームオイ

ル産業が約 300 万人の雇用を支え、GDP の 4.5％を占める重要な産業である一方、有機分を多く含む POME
からはCO₂の25倍の温室効果を持つとされるメタンガスが大量に発生し、その多くが大気放散されているという課題
がある。本事業は、メタンガスを回収しバイオメタンとして利用することで、温室効果を持つメタンガスの大気放散を抑
制し、カーボンニュートラル社会の実現を目指すものである。 

 
本事業では、インドネシアのスマトラ島およびカリマンタン島で製造した POME 由来のバイオメタンをジャワ島などの

インドネシア国内需要家に供給することを想定し、その実現可能性を調査する。天然ガス導管などの既存インフラを
利用したバイオメタンの供給および供給先での利用を通じて、インドネシアで増加する天然ガス需要に応えるとともに、
化石燃料からバイオメタンへの燃料転換による需要家のスコープの CO₂排出量を削減することを目標としている。ま
た、現状大気放散されているメタンガスを有効活用することによるカーボンクレジットやバイオメタン認証などの制度活
用も検討する。更には、バイオメタンを液化したバイオ LNG を船舶燃料として供給する事業、バイオ LNG を日本な
どに輸出する事業の検討を実施する。 

 
プルタミナは、2030 年前までに温暖化ガス排出量を 30％削減することを目標に掲げており、本事業もこの目標

に向けてこれまで進めてきた複数のグリーンエネルギープロジェクト開発の一部となります。本事業は、POME を環境
に優しいエネルギーとして利用することで、新エネルギー/再生可能エネルギーの開発と並んで環境問題の解決に資
するものと考えられます。 

 
本事業を通じて、プルタミナはインドネシアのカリマンタン島およびスマトラ島に位置する、原料の POME にアクセス

が良好な複数の施設や場所を提供します。また、本事業より製造されるバイオメタンは、インドネシアの工業需要や
一般消費者の需要に応えるだけでなく、プルタミナの天然ガスネットワークの一層の拡大につながることが期待されま
す。 
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4. 会員企業（企業グループ含む）のビジョン等 

会社別目次（50音順） 
 株式会社 INPEX 「長期戦略と中期経営計画（INPEX Vision @2022）」 
 コスモエネルギー開発株式会社（コスモエネルギーホールディングス株式会社） 「2050年カーボ

ンネットゼロの実現に向けたロードマップを策定しました」 
 サミットエネルギー開発株式会社（住友商事株式会社）「気候変動問題に対する方針」 
 JX 石油開発株式会社（ENEOS ホールディングス株式会社） 「ENEOS グループのカーボンニ

ュートラル計画について」 
 石油資源開発株式会社 「JAPEX2050～カーボンニュートラル社会の実現に向けて～」 
 日揮ホールディングス株式会社「2040 年ビジョン」および『中期経営計画「Building a 

Sustainable Planetary Infrastructure 2025」』より抜粋 
 丸紅株式会社 『気候変動長期ビジョン』 ～温室効果ガス排出のネットゼロに向けて～  
 三井石油開発株式会社（三井物産株式会社） 「ネットゼロに向けたロードマップ」（三井物

産 ESG Day資料） 
 三菱商事株式会社 「カーボンニュートラル社会へのロードマップ」 
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株式会社 INPEX 「長期戦略と中期経営計画（INPEX Vision@2022）」 (2022年 2月 9日発
表、https://www.inpex.co.jp/company/pdf/inpex_vision_2022.pdf) 

https://www.inpex.co.jp/company/pdf/inpex_vision_2022.pdf
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コスモエネルギー開発株式会社（コスモエネルギーホールディングス株式会社） 「2050年カーボンネットゼロの
実現に向けたロードマップを策定しました」（2022年 5月 12日発表、https://ceh.cosmo-
oil.co.jp/csr/netzero_roadmap.html） 

 

https://ceh.cosmo-oil.co.jp/csr/netzero_roadmap.html
https://ceh.cosmo-oil.co.jp/csr/netzero_roadmap.html
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111 
 

サミットエネルギー開発株式会社（住友商事株式会社）「気候変動問題に対する方針」 
（2022年 2月 28日発表、https://www.sumitomocorp.com/jp/-/media/Files/hq/news/rele
ase/2022/15490/1.pdf?la=ja） 
 
  

https://www.sumitomocorp.com/jp/-/media/Files/hq/news/release/2022/15490/1.pdf?la=ja
https://www.sumitomocorp.com/jp/-/media/Files/hq/news/release/2022/15490/1.pdf?la=ja
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JX石油開発株式会社（ENEOSホールディングス株式会社） 「ENEOSグループのカーボンニュートラル計
画について」（2022年 5月 13日発表、
https://www.hd.eneos.co.jp/newsrelease/upload_pdf/20220513_01_01_0906370.pdf） 

https://www.hd.eneos.co.jp/newsrelease/upload_pdf/20220513_01_01_0906370.pdf
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石油資源開発株式会社 「JAPEX2050～カーボンニュートラル社会の実現に向けて～」 (2021年 5月
13日発表、
https://www.japex.co.jp/uploads/pdf/JAPEX20210513_JAPEX2050_Appendix_j.pdf) 

 

 

https://www.japex.co.jp/uploads/pdf/JAPEX20210513_JAPEX2050_Appendix_j.pdf
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日揮ホールディングス株式会社 「2040 年ビジョン」および『中期経営計画「Building a Sustainable 
Planetary Infrastructure 2025」』（2021年 5月 12日発表）より抜粋 
 

日揮ホールディングス株式会社 「2040年ビジョン」 
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日揮ホールディングス株式会社 「2040年ビジョン」 
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日揮ホールディングス株式会社 「2040年ビジョン」 
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日揮ホールディングス株式会社 「2040年ビジョン」 

 
 
 

日揮ホールディングス株式会社 『中期経営計画「Building a Sustainable Planetary Infrastructure 2025」 
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日揮ホールディングス株式会社 『中期経営計画「Building a Sustainable Planetary Infrastructure 2025」 

 
 
 
 
  

本資料は日揮グループの「2040年ビジョン」および『中期経営計画「Building a Sustainable Planetary 
Infrastructure 2025」』のうち、カーボンニュートラル実現に関連するページを抜粋しております。 
完全版は以下の日揮ホールディングスのWebサイトをご参照ください。 
 
「2040年ビジョン」 
https://www.jgc.com/jp/ir/management/pdf/2040Vision_pm.pdf 
 
中期経営計画「Building a Sustainable Planetary Infrastructure 2025」 
https://www.jgc.com/jp/ir/management/pdf/SustainablePlanetaryInfrastructure_pm.pdf 
 

https://www.jgc.com/jp/ir/management/pdf/2040Vision_pm.pdf
https://www.jgc.com/jp/ir/management/pdf/SustainablePlanetaryInfrastructure_pm.pdf
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丸紅株式会社 『気候変動長期ビジョン』 ～温室効果ガス排出のネットゼロに向けて～ (2021年 3月 9日
発表、https://www.marubeni.com/jp/news/2021/release/data/20210309J.pdf) 

 

 

https://www.marubeni.com/jp/news/2021/release/data/20210309J.pdf
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三井石油開発株式会社（三井物産株式会社） 「ネットゼロに向けたロードマップ」（2021年 12月 3日 
三井物産 ESGDay資料、
https://www.mitsui.com/jp/ja/ir/meeting/esgday/2021/pdf/esgday2021_climatechange_j
a.pdf） 

 

 
 

https://www.mitsui.com/jp/ja/ir/meeting/esgday/2021/pdf/esgday2021_climatechange_ja.pdf
https://www.mitsui.com/jp/ja/ir/meeting/esgday/2021/pdf/esgday2021_climatechange_ja.pdf
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三菱商事株式会社 「カーボンニュートラル社会へのロードマップ」（2021年１0月 18日発表、
https://www.mitsubishicorp.com/jp/ja/carbon-neutral/pdf/20211018.pdf） 

 

https://www.mitsubishicorp.com/jp/ja/carbon-neutral/pdf/20211018.pdf
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参考）1.CCS推進タスクフォース 中間とりまとめ（石油鉱業連盟 令和 4年５月 11日） 

R3 2022 年 5 月 11 日 
石油鉱業連盟 

 
CCS 推進 TF 中間とりまとめ 

 
石油鉱業連盟は、我が国エネルギーの安定供給とカーボンニュートラル社会実現への

貢献を二つのミッションとしている。また、気候変動対応ビジョンにおいては、2050 年

カーボンニュートラル実現のために、CCS の社会実装を牽引することを表明した。 
政府は、CCS の 2030 年事業化を目指した CCS 長期ロードマップ検討会を 1 月に発足

させ、2050 年時点の CO2 貯留量の目安を年間 1.2 億トン～2.4 億トンと想定し、2030 年

までの CCS 事業開始を政府としてコミットした。 
連盟は、政府の動きに対応すべく、CCS 早期事業化の課題抽出と政府への要望事項を

検討するため、CCS 推進 TF を設置し、2 月以来 5 回開催して議論を重ねてきた。以下

は、その中間とりまとめであり、連盟は、引き続き、政府への要望活動と政府による具

体的制度構築へのインプットを継続し、CCS の社会実装をリードしていく。 
 
１ CCS 事業化の前提としての法律整備 
 

CCS 事業化のための法律整備は、CCS 社会実装の大前提となるものである。石油・

天然ガスと同様の CO2 貯留のための鉱区設定、CO2 圧入貯留権の創設、事業者が負

う法的責任の明確化（国への責任移管を含む）、既存法との調整等を主な内容とする

法律整備について、2023 年度中に実施されることが必要である。 
 
２ CCS 事業の経済性確保のための制度構築 
 

① 国負担による貯留適地確保 
CCS の貯留適地確保までの段階は、多額の投資が必要となる一方でリスクも非

常に高い。成功後に有価物の販売収入が得られる石油・天然ガス開発においても、

民間による探査に限界があって国や JOGMEC による支援を仰ぐところ、収入の見

通しがない現状の CCS は、民間では貯留適地調査の実施はできない。従って、調

査井の掘削を含む貯留適地選定のプロセスに関しては、CO2 貯留適地の評価デー

タの開示とともに、100％国の負担で実施されることが必要である。 
 

② CAPEX および OPEX に対する新たな補助金制度の創設 
貯留適地確保後も、CO2 の分離・回収装置の建設、輸送・貯蔵等に係るインフ

ラ整備、多数の圧入井の掘削等、大規模な設備投資が必要となるとともに、事業

開始後もCO2の圧入からその後のモニタリングまで多額の運転費用も必要となる

ことから、これらのための補助金制度の創設が必要である。特に、収入の見通し

の立たない初期の CCS 事業に対しては、100％の補助率が必要である。 
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③ 収益の仕組みの整備段階における政策支援 
CCS 事業は、現状、EOR や EGR による石油・天然ガス回収量の増分しか収益

源がないが、これを永続的なものとするためには、将来にわたり予見性、確実性

が高い収益の仕組みの整備が必要である。この仕組みが整備されるまでは、税制

優遇措置の創設や CO2 クレジット市場の整備といった政策支援が必要である。 
 

④ CCS 事業のバリューチェーン全体に対する支援 
CCS 事業化のためには、CCS 事業化に関わる企業、団体が連携してバリューチ

ェーン全体で取り組むことが重要である。例えば、CCS 事業化にはバリューチェ

ーン全体でコスト削減に取り組むことが必要であり、そのため、分離・回収、輸

送・貯蔵、掘削・貯留の各段階においてコスト削減が推進できるような技術開発

や実用化への支援が必要である。また、経済性確保のための支援制度構築におい

ても、排出事業者のインセンティブにも十分に考慮し、バリューチェーン全体を

見据えた支援制度の創設が必要である。 
 
３ CCS 事業に関する社会受容性の確保 

 
CCS 事業は、貯留地をはじめとするその事業に関係する地域の住民等の理解と協

力を得て進めなければならない。すなわち、国、地方自治体、企業、関係業界、学識

経験者が連携し、CCS 事業の安全性、公益性、社会的意義等を丁寧に説明して、社会

的な理解を得る必要がある。この理解促進のため、国も企業らと連携して取り組むこ

とが必要である。 
 
４ 海外における CCS 事業支援 

 
CCS は、世界的にもカーボンニュートラルを実現する上で不可欠の手段である。

世界各国でカーボンニュートラルへの取り組みが始まる中、我が国企業が海外で

CCS 事業を展開することは、世界のカーボンニュートラルに貢献するのみならず、

CCS 技術を梃子にして石油・天然ガス権益取得の機会が高まるなど、我が国のエネ

ルギー安定供給に寄与するものである。また、当該国の CO2 削減量のクレジットの

形での我が国への移転や、我が国で排出された CO2 の海外貯留が可能になれば、直

接、我が国のカーボンニュートラルにも貢献する。このような観点から、我が国企業

の海外における CCS 事業を支援するために、JOGMEC 法改正をもとにした JOGMEC
による調査、出資、債務保証事業の拡大や JCM 制度の改善を通じたクレジット価値

の向上の取り組みが必要である。 
 

以上 
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参考）2. CCS長期ロードマップ検討会 中間とりまとめ抜粋（経済産業省 令和４年５月 27日） 

 



  



 
 
 

石油鉱業連盟 
 

出 光 興 産 株 式 会 社 
伊 藤 忠 商 事 株 式 会 社 
株 式 会 社 Ｉ Ｎ Ｐ Ｅ Ｘ 
株式会社ＩＮＰＥＸアルファ石油 
株 式 会 社 Ｉ Ｎ Ｐ Ｅ Ｘ コ ン ソ ン 
株式会社ＩＮＰＥＸサウル石油 
コ ス モ エ ネ ル ギ ー 開 発 株 式 会 社 
サ ハ リ ン 石 油 ガ ス 開 発株式会社 
サ ミ ッ ト エ ネ ル ギ ー開発株式会社 
Ｊ Ｘ 石 油 開 発 株 式 会 社 
ジ ャ パ ン 石 油 開 発 株 式 会 社 
石 油 資 源 開 発 株 式 会 社 
日 揮 ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社 
日本海洋石油資源開発株式会社 
日 本 ベ ト ナ ム 石 油 株 式 会 社 
丸 紅 株 式 会 社 
三 井 石 油 開 発 株 式 会 社 
三 菱 商 事 株 式 会 社 

 
 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

石油鉱業連盟 
〒100-0004 東京都千代田区大手町 1-3-2 

(経団連会館 17階) 
電話 03 (3214) 1701 
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