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気候変動対応ビジョン  〜カーボンニュートラル実現に向けて〜 

⽯油鉱業連盟 
1. 基本的考え⽅ 

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、⾃主開発⽐率の向上を通じ、我が国のエネルギーセキュリティ強化に
貢献します。同時に、我々⽯油・天然ガス開発業界は、地球温暖化問題に対応するため、2050 年カーボンニュ
ートラルの実現を⽬指すとともに、グローバルベースの事業であることから、地球規模のカーボンニュートラル実現も⽬
指します。 

我々⽯油・天然ガス開発業界は、事業活動から排出される温室効果ガス排出削減を推進します。さらに、⽯
油・天然ガスの利⽤段階から排出される温室効果ガス削減にも貢献します。 

我々⽯油・天然ガス開発業界は、地下資源開発で培った技術と豊富な経験を結集し、CCUS(Carbon 
dioxide Capture, Utilization and Storage)の社会実装を牽引するとともに、中⻑期的には、天然ガス由来
の⽔素・アンモニアの安定供給の担い⼿となり、⽔素社会構築をリードします。 

 
 

2. 具体的施策 
2050 年カーボンニュートラル実現に向けて、まず第⼀に我々の⽯油・天然ガス開発の事業活動から排出される

温室効果ガスの削減に取り組みます。具体的には、⽣産施設の省エネルギー対策及び直接排出抑制対策によっ
て温室効果ガスの発⽣そのものを抑え、それでも発⽣した温室効果ガスを CCUS によって地下貯留層に安定的に
貯蔵し、またはカーボンリサイクルにより原材料として利⽤すること等により削減し、⽯油・天然ガス開発事業のカー
ボンニュートラルを⽬指します。 

我々は CCUS を通じて、⽯油・天然ガス開発事業から排出される温室効果ガスだけではなく、⽯油・天然ガス
の利⽤段階に排出される温室効果ガスの削減にも貢献していきます。また中⻑期的には改質と CCS(Carbon 
dioxide Capture and Storage)を組み合わせた天然ガス由来の⽔素・アンモニアを安定的に供給し、⽔素社
会構築をリードします。 

さらに我々⽯油・天然ガス開発業界は、再⽣可能エネルギーや森林保全、BECCS(Bio-energy with 
Carbon Capture and Storage)などの様々な地球温暖化対策に積極的に取り組み、上流事業のみならず、
社会全体のカーボンニュートラル実現に向けて貢献します。また LNG バリューチェーン構築により、アジア地域のエネ
ルギー移⾏期における天然ガスシフトに協⼒すること等により、地球規模のカーボンニュートラルに貢献していきます。 

以下は我々業界が取り組む具体的施策ですが、これらの施策の取り組みにあたっては、産学官との連携や地
域社会との協⼒のもとに推進します。 

 
① CCUS*1 

CCUS は、発⽣した温室効果ガスを分離回収し、原材料として利⽤する、あるいは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。
IEA Energy Technology Perspectives 2020 では、2070 年断⾯の温室効果ガス削減量の 19%を
CCUS が担うことが期待されています。 

CCUS のなかでも CCS は、安定的にかつ⼤量に温室効果ガスの排出量を削減することが可能であり、カー
ボンニュートラル実現のための切り札とされています。⽯油・天然ガス開発業界は、CCS を実施する上で必要
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不可⽋な探鉱技術や掘削技術、⽣産技術を保有しており、さらに国内の実証試験や海外の CCS プロジェ
クトを通じて CCS 運⽤の技術や経験を蓄積していることから、CCS 実⽤化を牽引していきます。 

国内で我々は 2030 年までに減退ガス⽥を利⽤した CCS や CO2EOR(CO2 Enhanced Oil 
Recovery)を実⽤化することを⽬指します。また、温室効果ガスを原料として利⽤するメタネーション等のカー
ボンリサイクルの実⽤化にも取り組みます。これらの CCUS により、我々の事業から排出される温室効果ガス
削減を⽬指します。さらに、CCUS を社会実装するため、法制度の整備、貯留適地調査、低コスト化や安定
性モニタリング等の事業環境の整備に、他業種や地域社会と連携しながら積極的に協⼒していきます。加え
て 2030 年代からの導⼊拡⼤フェーズとして、CCUS を社会実装することにより、⽯油・天然ガスの利⽤段階
に排出される温室効果ガスの削減に貢献します。 

海外では⽯油・天然ガス開発事業と⼀体の CCS または CO2EOR が産油・産ガス国のプロジェクトにおい
て既に進められており、我々会員企業も既に取り組んでいます。我々は今後、海外において上流開発事業と
⼀体の CCUS、単独事業の CCUS にかかわらず、国内で培った技術と経験を活かすことで海外での CCUS
に積極的に取り組み、地球規模でのカーボンニュートラルに貢献していきます。その際、海外で実施する
CCUS によって削減した温室効果ガスの削減量をクレジットとして⽇本国内に移転する仕組みを確⽴すること
が重要と考えています。 

 
*1 CCUS の本ビジョンでの⽤法 

本ビジョンでの CCUS という⾔葉は、CCS(温室効果ガス地下貯留), CO2EOR、カーボンリサイクル等を含んでいます。 

本ビジョンのなかで、特別に限定したものを⽰す際には、CCS、CO2EOR、カーボンリサイクルと特定した⽤語を使⽤しています。 

 
② 天然ガス由来の⽔素・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。⽔素社会構
築のためには、安価で安定的な⽔素供給が不可⽋であり、天然ガスは⽔素・アンモニアに改質するとともに、
発⽣した温室効果ガスを CCS で地下貯留することでカーボンフリーな⽔素・アンモニアとして供給します。天然
ガス由来の⽔素は、再⽣可能エネルギー電⼒を利⽤した電気分解で⽣産した⽔素よりも安価であり、かつ⽐
較的早い時期から⼗分な量を安定供給できます。IEA の将来展望では、2070 年でも天然ガス由来の⽔素
が全体の約 40%を占めるとされています。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
の供給者として⽔素社会構築をリードします。 

天然ガス由来の⽔素・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。様々な取り組みが複層的に実証フェーズと導⼊拡⼤フェーズとなる 2020 年から
2040 年において、我々は天然ガス由来の⽔素・アンモニアの安価で安定的な供給、改質の際に発⽣する温
室効果ガスを地下貯留するための CCS の実⽤化、事業環境の整備への協⼒を進めます。2040 年からは
⽔素社会の本格的構築のため、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、他産業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、不断の努⼒を続けます。 

省エネルギー対策は、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、排熱利⽤装



公表版 ver.20210315 
 

3 
 

置の導⼊等のハードウエア⾯からの省エネルギー対策と、⽣産設備の稼働条件最適化や機器の運転モード
の調整、綿密な設備保全活動により常に最適な施設運転状態を維持する等のソフトウエア⾯からの省エネ
ルギー対策に取り組んでいます。いずれもエネルギー消費量を抑え、エネルギー起源の温室効果ガス排出量を
削減することが⽬的です。プラントに設置した数多くのセンサーによる運転状況把握の⾼密度デジタル化、そこ
から得られたビッグデータ解析に AI を活⽤するなどのデジタル技術によるブレイクスルーによって、⼀層の効果的
なメンテナンス予測やプラント運転の最適化等の省エネルギー対策の推進に今後も取り組みます。 

温室効果ガスの直接排出抑制は、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、
設備メンテナンス時の仮設発電機導⼊による放散量の削減、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活⽤にも取
り組んでおり、今後もこの取り組みを継続します。地熱発電においては地下資源開発の技術と経験を活かし
た取り組みを国内外で推進します。また地熱発電に限らず、洋上⾵⼒発電や太陽光発電など、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。 

また再⽣可能エネルギー電源を⽣産操業施設に利⽤することは従来から進めてきており、洋上⾵⼒発電
の洋上⽣産施設への供給などの実例があります。 

 
⑤ 森林保全・BECCS・DACCS 

森林保全事業は安定した温室効果ガス削減対策として、国内の⽣産拠点がある地域での⼭林育成事
業、海外の⽯油・天然ガス開発プロジェクトに関連した⼤規模森林保全事業に取り組んできました。今後この
取り組みを継続拡⼤し、グローバルな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。さらに CCS と組み合わせた BECCS にも取り組むとともに、DACCS(Direct Air 
Capture with Carbon Storage)などの新技術にも挑戦してまいります。 
 

⑥ アジアの脱炭素・エネルギー移⾏期間の天然ガスシフト 
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、⽯炭から天然ガスへのガス

シフトに貢献します。 
さらに、国内や海外の CCUS で培った技術と経験をもとに、アジア諸国との CCUS ネットワークを構築するこ

とで、アジアの脱炭素化を進め、グローバルなカーボンニュートラルに貢献します。 
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。カーボンニュートラルに積極的

に貢献しつつ、アジア・⼤洋州地域の⽯油・天然ガス開発を進めることは、翻って、我が国のエネルギー安定供
給を強化する上でも重要であると認識しています。 

 
 

以上 
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I 実例紹介 
 
項⽬別⽬次 
1 CCUS 

1.1 国内の 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) 
1.2 海外の 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) 

1.3 EOR 
 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) 
1.4 カーボンリサイクル 

 新潟県⻑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) 
 ソーラー⽔素パネルの有効性検証 (INPEX) 

 
2 天然ガス由来の⽔素・アンモニア 

 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) 

 
3 省エネルギー・直接排出抑制 

3.1 省エネルギー 
 ⽣産拠点のエネルギー効率向上 (⽯油資源開発) 
 エネルギー効率の⾼いプラント設計及び導⼊ (INPEX) 

3.2 直接排出抑制 
 メタン放散量の抑制 (⽯油資源開発) 
 メタン排出管理 (INPEX)  
 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 (出光興産) 
 

4 再⽣可能エネルギー 
4.1 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 (出光興産) 

4.2 地熱発電 

 
 
 

7 
 
 

7 
 

8 
 

9 
 

11 
 

12 
13 

 
 
 

8 
 
 
 

14 
15 

 
16 
17 

 
18 

 
 
 
 

18 
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 秋⽥県⼩安地域等での地熱発電調査事業 (出光興産) 
 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) 
 国内外の地熱発電への取組 (INPEX) 

4.3 太陽光発電 
 ベトナムでの 49.5MW メガソーラー発電所を完⼯（出光興産） 
 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) 
 新潟県の INPEX メガソーラー上越稼働 (INPEX) 

4.4 バイオマス 
 

5 森林保全・BECCS・DACCS 
5.1 森林保全 

 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) 
 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） 
5.2 BECCS・DACCS 

 
6 アジアの脱炭素・エネルギー移⾏期間の天然ガスシフト 

 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) 

 
 

19 
20 
21 

 
22 
23 
24 

 
 
 
 

25 
26 

 
 
 
 
 

8 

 
(国際⽯油開発帝⽯は 2021 年 4 ⽉ 1 ⽇より INPEX と社名を変更するため、この⽬次でも INPEX とさせていただき
ました。) 
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会社別⽬次(会社名五⼗⾳順) 
出光興産 
 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 
 秋⽥県⼩安地域等での地熱発電調査事業  
 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  
 ベトナムでの 49.5MW メガソーラー発電所を完⼯ 
 
⽯油資源開発 
 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  
 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  
 
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  
 新潟県⻑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  
 エネルギー効率の⾼いプラント設計及び導⼊  
 メタン排出管理  
 国内外の地熱発電への取組  
 新潟県の INPEX メガソーラー上越稼働  
 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 
 
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  
 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  
 

 
 
18 
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20 
22 
 
 
14 
16 
23 
25 
 
 
 
7 
12 
13 
15 
17 
21 
24 
26 
 
 
8 
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11 
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加盟会社 INPEX 
対策 CCUS 国内の CCS・海外の 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 2022 年の CO2 圧⼊井掘削を計画 
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 

 
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、天然ガスシフト、カーボンニュートラル LNG の販売等を推進します。 
 
【新潟県等における CO2 EOR 実証】 

• 同社の上流技術及び既存⽣産施設を活⽤し、開発中の CO2EOR※効率改善技術（CO2 フォーム技術）
を⽤い、当社油⽥での CO2 の地中圧⼊利⽤（CO2EOR）による CO2 の貯留と原油⽣産増加に関する実
証を進める。 

• 当⾯は、2022 年に新規 2 坑掘削、採取コア実験及び圧⼊試験を計画。国内での CCUS 技術拡⼤及び当
社海外油⽥での CO2EOR 技術展開につなげる。 

 
【イクシス LNG プロジェクトでの CCS】 

• 同社がオペレーターとして操業するイクシス液化基地にて、 天然ガスから分離される CO2 の圧⼊・貯留の可能
性を検討。 

• 今後、適切な候補地の選定・評価作業を実施予定。 
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加盟会社 JX ⽯油開発 
対策 CCUS 海外の CCS 

天然ガス由来の⽔素・アンモニア 
アジアの脱炭素・エネルギー移⾏期間の天然ガスシフト  

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 
対策 CCUS 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⺠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⻄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、⾼温／⾼
圧で超臨界状態の 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
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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。 

 
[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、独⽴⾏政法⼈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] 
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加盟会社 JX ⽯油開発株式会社 
対策 CCUS EOR 
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。 
  当社は、資源の有効活⽤と環境負荷の低減を実現するため、かねてより CO2-EOR を重点技術と位置付けており、
2011 年に、JOGMEC およびベトナム国営⽯油会社とともに、当社がオペレーターをつとめるベトナムの油⽥において
CO2-EOR パイロットテストを実施し、また、2014 年からは、⽶国テキサス州の油⽥において⽕⼒発電所の排ガスを活
⽤した CO2-EOR 合弁プロジェクトを開始して原油の増産と CO2 排出量の削減を実現するなど、その実績を重ねてま
いりました。 

検討対象には CO2-EOR 技術の活⽤も含まれており、共同スタディの結果、事業化の可能性が確認された場合に
は、覚書当事者間で合意の上当該事業を推進し、原油の増産に加え、温室効果ガス削減への貢献を⽬指してまいり
ます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[調印式の模様] 
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加盟会社 INPEX 
対策 CCUS カーボンリサイクル 
名称 新潟県⻑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 年に試運転開始し、連続運転を実施中 
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 

 
INPEX は、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）の CO2 有効利⽤技術開発事業
に参加しています。 
CO2 有効利⽤技術開発事業は、CO2 を燃料や化学原料等の有価物に変えることで、CO2 排出削減を⽬指す事業
です。その中で当社は、CO2 と⽔素を反応させてメタンを⽣成する「メタネーション」の技術開発に取り組んでおり、新潟
県にある当社⻑岡鉱場の越路原プラント敷地内に試験設備を設置、2019 年 10 ⽉より試運転を開始し、連続運転
を実施しています。CO2 を資源化することで持続可能な循環型社会の実現につなげるべく、将来の商⽤化を⾒据えて
各種試験及び連続運転を通じて、メタネーションプロセスの最適化などの技術課題の評価・検討を実施し、メタネーショ 
ン技術の確⽴を⽬指しています。 
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。 
 

 
CO2 メタネーション試験設備 
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加盟会社 INPEX 
対策 CCUS カーボンリサイクル ⼈⼝光合成 
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 

 
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⼝光合成パネル 
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加盟会社 ⽯油資源開発 
対策 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量 

 
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 973 トンの CO2 排 出 削 減 に相 当 する省 エネルギーを実 現 。 
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加盟会社 INPEX 
対策 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 

 
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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加盟会社 ⽯油資源開発 
対策 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量 

 
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 。
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。 
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加盟会社 INPEX 
対策 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 
 

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 
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加盟会社 出光興産株式会社 
対策 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 

 
内容紹介 
ノルウェー⻄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
設備へ電⼒を供給するもので、世界初の試みです。 
 

 
 
 
  

© Equinor ASA 
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加盟会社 出光興産株式会社 
対策 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  

 
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 
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加盟会社 出光興産株式会社 
対策 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 

 
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⻑ですが、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 
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加盟会社 INPEX 
対策 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 
 
【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】 
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、地元住⺠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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加盟会社 出光興産株式会社 
対策 再⽣可能エネルギー 太陽光発電 
名称 ベトナムでの 49.5MW メガソーラー発電所を完⼯  
期間 2020 年供給開始し 20 年間 
カーボンニュートラルへの貢献 ― 

 
内容紹介 
ベトナム南部のカインホア省カムラン市にて最⼤出⼒ 49.5MW 太陽光発電所を完⼯いたしました。約 60ha の⼟地に
太陽電池パネルを設置し、発電した電気は国営電⼒会社であるベトナム電⼒公社に 20 年間売電し、同国の電⼒供
給へ貢献します。同発電所における、年間発電量は約 78,600MWh を予定しております。 
弊社はこれ以外にも⽶国カリフォルニア州での「Mustang Ⅱ」太陽光発電プロジェクト（21 万 kW）「Central 40」
太陽光発電プロジェクト（5 万 500kW）、⽶コロラド州での 10 万 kW 太陽光発電プロジェクト「Pioneer」にも参
画しております。 
 

 
ベトナムのメガソーラー発電施設全景 
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加盟会社 ⽯油資源開発 
対策 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 温室効果ガス排出の削減量 

 
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 が⻑ 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 
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加盟会社 INPEX 
対策 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 

 
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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加盟会社 ⽯油資源開発 
対策 森林保全・BECCS・DACCS 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 温室効果ガス排出の削減量 

 
 
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 ︓新潟県⻑岡市⻄部丘陵東地区 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 
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加盟会社 INPEX 
対策 森林保全・BECCS・DACCS 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する優良なプロジェクトを⽀援
していきます 

 
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、地域住⺠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 
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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 
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II 加盟各社の気候変動対応ビジョン発表資料 
 
1. INPEX 「2050 ネットゼロカーボン社会に向けて」 (2021 年 1 ⽉ 27 ⽇発表) 
2. 丸紅株式会社 『気候変動ビジョン』 〜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) 
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INPEX 「2050 ネットゼロカーボン社会に向けて」 (2021 年 1 ⽉ 27 ⽇発表) 
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丸紅株式会社 『気候変動ビジョン』 〜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) 
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