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産業集積地：ネットゼロへの挑戦
国連の報告によると、2021年には世界経済の約70%が温室効果ガスの実質ゼロ化、すなわち「ネットゼロ」を実現すると予想しています。電力
需要の中心地である都市と産業集積地は、このコミットメントの達成に向けて重要な役割を果たす必要があります
2050年または2060年までにネットゼロを目指す国々

目標を達成する上で重要な役割を果たす電力需要
の中心地

法制化済み

産業集積地

産業部門による二酸化炭素（CO2 ）排出量は世界の総排出
量の30％を占めており、産業集積地にはネットゼロの達成を加速
する重要な役割を果たすことが期待されます
産業部門のCO2排出量の削減はネットゼロの未来を目指す上で最も困
難な課題のひとつと考えられており、CO2排出削減のための特定のテクノロ
ジーまたは産業にフォーカスした活動や論文が数多く存在しています。これ
らの取り組みは極めて重要で喜ばしい傾向ですが、産業の垣根を越えた
統合包括的なアプローチという観点の検討は十分ではありませんでした
複数の産業が同じ地域に共存している「産業集積地」は、事業規模の拡
大、リスクとリソースの共有、需要の集約および最適化の機会を生み出し
ています

法案段階

都市

政策文書で表明

本レポートでは、CO2の排出削減に有効な4つのソリューションを特定し、
産業集積地のネットゼロの未来に向けた取り組みとして、すべてのステーク
ホルダーによる包括的なアプローチを提唱しています

• 産業システムの効率性と循環性

• プロセスの電化と熱の再利用
• 水素
• 炭素の回収・利用・貯留（CCUS）

注：一部を抜粋

これらのソリューションはクラスター内でさまざまな相乗効果を生み出します。
産業を横断してすべてのステークホルダーが関与する包括的なアプローチを
採用することで、さらに大きな効果が期待できます

世界の産業部門のエネルギー消費の実態
産業集積地は、主に重工業（鉄鋼など）と軽工業（食品、機械など）によって構成されます。産業部門の温室効果ガス（GHG）
排出のおよそ半分は、比較的エネルギー消費が少なく排出量を削減しやすい軽工業によって生じています
産業部門の最終エネルギー消費量（IEA、2018年データ、単位：
MTOE）

産業別のエネルギー消費の割合（IEA、2018年データ）
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数字で見る産業部門のGHG排出削減の活動と状況
産業部門ではネットゼロを実現する上のさまざまな課題に直面していますが、同時に低炭素技術への投資による大きな経済的機会
が生まれています

~37%
課題

2018年の世界の産業
部門の総最終エネル
ギー消費量に占める割
合です

400億ドル
産業部門の効率性向上に対
する投資額。2018年は中国
と北米が約47%を占めていま
す

機会
* 数値はBNEF、Refinitiv、Energy Aspectsなどのアナリストグループによる高次元の予測に基づきます。
注：明記のある場合を除き、金額は米ドルで表示

~11 ギガトンの CO2
2018年の世界の産業部門
の総最終エネルギー消費量
に占める割合です

~40%
市販の技術を用いた軽
工業の電化により2050
年までに産業部門が削
減できるGHG排出の割
合です

最大2-3倍
欧州では、ゼロカーボンに対する投資への支援
政策によって、2030年までに現在の炭素価格
（2020年で平均24ユーロ）から最大で89
ユーロ* まで上昇すると予測されています

1,750億

9億トン

2019年の世界の
水素市場の推定
価値を示します

二酸化炭素回収・
貯留（CCS）により
2030年までに回収
が見込まれる世界の
GHG排出量です

ドル

産業集積地がネットゼロを達成するためのソリューション
GHG排出削減の取り組みにはさまざまな方法がありますが、ソリューションを最適化してシステム価値を最大化するエネル
ギーの統合システムを構築するためには、産業集積地内での包括的なアプローチが必要になります

産業システムの効率性と循環性

プロセスの電化と熱の再利用

クラスター内で廃棄物を再利用して循環
性を高めます

中低温／中低圧プロセスを電化します

クラスター内でプロセス統合してエネルギーと
原料の流れを共有します
クラスター外にもコスト効率の高いシス
テムメリットを提供します

低コストで再生可能な電力と熱をオンサイトで生成します（例：
屋上太陽光発電、バイオマス発電、集光型太陽光発電）

さまざまな産業が共存するクラスター

高度な共有インフラを確立します（例：マイクログリッ
ドの整備、貯蔵技術の確立、柔軟性の実現）

デジタル化とステーク
Chemicals ホルダーの協働を促進

Cement

水素
近隣のゼロカーボンエネルギー源（風力、太陽光、
原子力、バイオマス）による電気と熱を活用します
最も経済的なエネルギー源を使用してゼロカーボン
または低炭素で水素（ブルー水素、グリーン水素）
を生産します
生産した水素を電化が困難な産業プロセス、暖
房、輸送の代替燃料として使用します

炭素の回収・利用・貯留
Manufacturing

Ports

エネルギーと水素の生産過程から排出
される炭素を回収します

Steel

回収した炭素を工業および製造プロセスで使用します
可能な場合は地下に炭素を貯留します

産業集積地の特性
産業集積地内の産業ごとの基本特性は大きく異なる場合があり、それらの特性がGHG排出を削減するための潜在的なソリューションの適用性
と効果、経済的な実現可能性に大きく影響します

産業集積地の基本特性
共存している産業の構成
クラスター内の産業固有の特性がソリュー
ションの潜在的な実現可能性と経済性に影
響を与えます
ある産業施設で生じた廃棄物を他の施設
で利用することは可能ですか？
産業プロセスは低温／高温および低圧／
高圧のどちらですか？

クラスターの立地

クラスター内の既存インフラ

エネルギーコストと政策

産業集積地周辺の環境を利用して、CCS
や水冷などの特定ソリューションを適用できる
場合があります

既存インフラや設備の有無、品質の状態に
よって、産業集積地向けソリューションを採
用できない場合があります

化石エネルギーや電力に関連するコストプロ
ファイルと政策が、産業集積地の意思決定
に大きく影響する場合があります
電化は本当に費用対効果の高いソリュー
ションですか？
コスト競争力を高めるために、政策や規制
による支援が必要ですか？

周辺にCO2の地質学的貯留が可能な場
所はありますか？
地域の熱供給ネットワークに接続可能な都
市中心部の近くですか？

蘇州工業園区（SIP、中国）に注目
•
•
•
•

ほとんどが低温プロセスによる軽工業（電子工業など）
大都市圏に近い内陸部に立地
最小限の既存インフラのみを再利用
産業部門のGHG排出削減の取り組みに対する全面的な支援政策

成果
ゼロカーボン電源による包括的な効率性、循環性、電化にフォーカスした取り組みによりGHG排出
を削減します

利用または再利用できる既存インフラには
何がありますか？
寿命が近い、あるいは交換が必要な設備を
どの程度ありますか？

ハンバーサイド（英国）に注目
•
•
•
•

ほとんどが高温プロセスを伴いGHG排出の削減が困難な重工業（鉄鋼、精製など）
CO2の貯留と洋上風力発電に適した大規模な塩水帯水層に近い立地
大規模な洋上風力発電所と天然ガスパイプラインの近くに立地
CO2の貯留と水素開発に対する補助金、商業支援、規制などによる支援政策

成果
水素（グリーン水素、ブルー水素）開発とCCSのインフラにフォーカスした取り組みによりGHG排
出を削減します

産業集積地によるシステム価値の最大化
産業集積地では、GHG排出削減の取り組みの枠を超えてシステム価値を最大化するソリューションを通じ、経済、環境、社会、エネルギーシステム
全体により良い効果をもたらすための協働が極めて重要になります

欧州の水素および
CCUSによるCO2排出
削減の取り組みにより、
2030年までに9億人以
上の新たな雇用を創出
する可能性があります

クラスター内の石炭や天然ガスの燃
焼を減らすことで、近隣地域の大気
質が改善されます

大気質と健康

GHG
排出量

公平な電力
利用
ウォーターフット
プリント

スマートな柔軟
性
信頼性とサービ
ス品質

レジリエンス（回
復力）と安全性

国内調達エネルギー（電力、水素製造）
量を増やすことで、外国の化石燃料源への
依存と供給リスクが軽減されます

注：上図は期待される成果を示したものであり、各要素の適用性と重要性は市場や分析の時期により異なる場合があります

水素の生成と貯蔵を通じて、より大規
模なエネルギーシステムの需要を最適
化できます

外国からの直接
投資
エネルギー生産
性と産業システ
ムの効率性

雇用と経済効果

欧州は包括的な効率性、
直接的な電化、再生可
能エネルギー熱、水素、
CCUSによるソリューション
を追求することで、2030
年までに産業部門の
GHG排出量を最大40%
削減できる可能性を有し
ています

ネットゼロを実現できるクラスターは、包括的なパート
ナーシップアプローチがもたらす恩恵を享受したいと考え
る外国企業や投資家を引き付けて、さらに多くの資金
調達が可能になります

廃熱利用と直接的な電化（産業用ヒー
トポンプなど）を促進することで、エネル
ギー生産性と産業システムの効率性が
向上します

システムのアップ
グレード
コスト競争力と投資
競争力

産業集積地によるＧＨＧ排出削減のた
めの包括的なアプローチは、全体のエネ
ルギー需要とコストを低減します

グリーン水素は、発電方法の多
様化、電力とガスのインフラを統
合および最適化し、風力と太陽
光による発電変動の影響を緩
和します

2030年までに実現できるGHG排出削減*
産業システムの効率性、プロセスの電化と熱の再利用、水素、CCUSなどのソリューションを組み合わせることで、
2030年までに産業部門のGHG排出量を、2019年の水準から最大40%削減できる可能性があります*

産業システムの効率性と循環性

プロセスの電化と熱の再利用

最大15%

最大15%

2030年までに達成可能と推定される産業部門の
GHG排出削減率を示します

熱電併給システム（コージェネレーション）、リサイクル率の増加、エ
ネルギー回収、プロセス統合などの主要な取り組みによりGHG排出
を削減できます

水素

最大10%
2030年までに達成可能と推定される産業部門の
GHG排出削減率を示します

2030年までに達成可能と推定される産業部門の
GHG排出削減率を示します

さまざまな産業が共存する
クラスター

化学

デジタル化とステークホル
ダーの協働を促進

一般的なテクノロジーを用いて中低温プロセスを電化
することでGHG排出を削減できます

セメント

炭素の回収・利用・貯留
製造

2030年には、欧州の産業用のグリーン水素の製造と輸
入が約740万トンに達すると予測されています

インフラが成熟するにつれて、2030年以降はさらに重要性が高くなります
注：ブルー水素の製造によって生じるCO2はCCSで回収されます.

* EUを対象とした分析

港湾

鉄鋼

最大3%
2030年までに達成可能と推定される産業部門の
GHG排出削減率を示します
IEA（International Energy Agency：国際エネルギー機関）は、欧州
では2030年までにCO2回収量（ブルー水素の製造と産業プロセスからの
直接回収を含む）が3,000万～3,500万トンまで増加すると予測しています

インフラが成熟するにつれて、2030年以降はさらに重要性が高くなります

フレームワークの適用
本レポートでは、2つの注目すべき産業集積地といくつかの小規模な産業集積地の事例を取り上げ、産業システムの効率性と循環性、プロ
セスの電化と熱の再利用、水素、CCUSなどのソリューションを適用し、産業部門がGHG排出削減とシステム価値の最大化を実現するため
の手法について考察しています
フレームワーク
ソリューション

事例

注目すべき産業集
積地

産業システムの効率性と循環性

プロセスの電化と
熱の再利用

水素

炭素の回収・利用・貯留
（CCUS）

異なる産業間での廃棄物の相互
再利用

加熱プロセスの電化

プエルトリャノ（スペイン）のグ
リーン水素

廃棄物のデジタル管理

アルミニウム製造のための再生可
能エネルギー電力活用

マヨルカ（スペイン）のグリーン水
素

循環性－（中国）

農業チェーンの電化

原子力による水素生産

産業部門の共生

マイクログリッド

バイオマスによる水素生産

原子力から生じる廃熱

Solar Thermal Solution

蘇州工業園区（SIP、中国）

ハンバーサイド（英国）

ロッテルダム港

産業集積地におけるネットゼロの成功要因とリスク
注目すべき産業集積地の事例から、政策、資金提供とインセンティブ、コスト競争力を備えたテクノロジーによる複合的な支援が成功要因のひとつで
あることが分かります。リスクを軽減し、ネットゼロの取り組みを加速するためには、これらの支援を強化する必要があります
成功要因
政策支援
•

CO2にかかるコスト－炭素価格の高価格設定、国境炭素税の調整、補助金や税金などその
他の規制による支援措置は、CO2排出削減の取り組みの経済性を高めるための効果的な手段
として認識されています

•

エネルギー市場の改革－需要の衰えの見えない化石燃料に代わるエネルギー源の開発、生産、
使用を評価して必要な支援を提供します

•

持続可能な商業モデルの実現－持続可能な商業モデルの推進につながる実行可能な商業ビ
ジネスのフレームワーク、達成可能なマイルストーン、低炭素技術を組み込んだ明確なロードマップ
を作成します

投資資金の調達
•

インフラ開発資金に関する政府の公約は、民間産業や投資家に対して積極的な意思と投資の
確実性を示すことにつながるため、期待感が高まります

•

サステナビリティ関連セクターに投資するとともに、顧客やLPからの圧力で推進される長期的な機
関投資家（年金／国家資産）からの資金調達のコミットメントと株主アクティビズムによって、
産業およびエネルギー企業のサステナビリティの取り組みを促進します

•

リスクを共有する契約モデルとクラスターレベルの市場を確立し、長期供給契約とプロセス統合
の実現を支援します

テクノロジー
•

一般的なテクノロジーを利用して軽工業の中低温プロセスを電化します

•

産業の垣根を越えてR&D施設への資金提供を行うことで、新しいテクノロジーやデジタル機能を
生み出します

•

再生可能エネルギー、電解槽、CCUC、産業プロセスの効率化と電化などの低炭素技術の費用
曲線を継続的に下降させ、全体コストを引き下げます

リスク
政策リスク
•

環境目標および関連する規制に対する政府の方針や政策の変更は、低炭素技術に投資す
る際に財務面での長期の実行可能性に対する不安感と不透明さを与えるため、投資におい
て極めて重視される「信用」を低下させる可能性があります

投資リスク
•

水素パイプラインなどのインフラへの大規模かつ多額の先行投資を必要とする低炭素技術の持
続可能なビジネスモデル（資産運用基盤の統制や差金決済取引など）では、透明性と適
合性の欠如が民間産業の参入機会と関心の低下をもたらし、ネットゼロの達成を妨げる要因
となる可能性があります

座礁資産（ストランデッドアセット）
•

CO2排出を削減できる見込みのない古い設備（座礁資産）を段階的に廃止していくアプ
ローチが推奨されます。主要な設備を一度に廃止するような急激な変革アプローチは、座礁資
産の増加を招き、民間産業と金融機関の健全性に幅広い経済的影響を及ぼす可能性があ
ります

コラボレーションが生み出す機会
産業集積地は、複数のステークホルダーの協働によってシステム価値を最大化できる機会を生み出すことで、GHG排出の削減に加え、雇用創出
による経済メリットと大気質改善による健康面のメリットをもたらします

必要とされる取り組み

価値創出の機会

産業部門の企業
• 将来的な炭素税および関連す
る財務的影響を回避するために
GHG排出を削減します
• 国内および国際市場の顧客に
とって魅力のある上質な低炭素
製品（ゼロカーボンのスチール
やセメントなど）を開発し、ビジ
ネスチャンスを創出します

政府

R&D イノベーション
とデジタルサービス

• ネットゼロの目標達成に向けて確固 • 電解槽やAMRなどの主要なテク
とした信念に基づいて行動し、世界
ノロジーの費用曲線を引き下げ、
規模でリーダーシップを発揮します
効率向上を実証した特許や学
術文献を公表します
• 低炭素技術を促進する政策の枠
組み、商業モデル、インフラに関する • 低炭素産業イニシアチブの採用
知識を輸出します
を可能にするための商業フレー
ムワークと適切なビジネスモデル
• 雇用創出、大気質改善に伴う健康
を開発します
面でのメリット、GHG排出削減な
どのシステム価値を引き出します

• 同じ産業、異なる産業、政府の関 • 補助金や税額控除制度の導入
係機関による広範なコラボレーショ
など、ネットゼロの目標達成を支
ンを実現します
援するための財政環境を整備し、
インフラへの投資を通じて民間
• 資金に関するコミットメント、積極
産業のリスクを軽減します
的なリソース共有、GHG排出削減
の野心的な目標に沿って構造化さ
れた計画を策定する。企業が価値
ある進化を遂げるためには「成果を
得るための投資」、すなわちリスク
のある資本を保有する必要があり
ます

• 産官学を含むセクターの垣根を
越えたプラットフォームを構築しま
す
• エネルギー変換領域のさらなる研
究とイノベーションを促進するため
に最適なリソース配分を行います
• 産業の垣根を越えてR&D施設
への資金提供を行うことで、新し
いテクノロジーやデジタル機能を生
み出します

エネルギー企業

投資家

• さまざまなエネルギー源に対する産
業需要を明確にし、エネルギー企
業の設備投資計画と戦略的な展
望を支援します
• 事業分野と製品の拡大の可能性
（CO2の輸送や貯留をはじめとす
る新規分野のユーティリティ事業な
ど）を検討します
• 再生可能エネルギーの大幅な拡
大、需要の最適化、エネルギー管
理サービスの統合を推進します

• CCSや水素などの新しいテクノ
ロジーを採用するための低炭素
インフラへの投資によってESG
資産の範囲を広げることで、気
候変動への取り組みと株主に
対する誓約を果たします

• 発電事業者やユーティリティ企業
がリーダーシップを発揮して電力
需要の中心地である産業集積
地と積極的に協力し、低炭素エ
ネルギー源をシステム全体に統
合します
• 新しい大規模な統合エネルギー
システムを開発するための資金と
リソースに対して明確にコミットメ
ントします

• 産業の垣根を越えた低炭素イ
ンフラプロジェクトを展開するた
めに意欲的に資本を投入しま
す
• 株主アクティビズムによって投
資先企業のGHG排出削減の
取り組みを加速します

産業集積地のネットゼロの取り組みを加速するための行動
産業部門のGHG排出を削減してネットゼロを達成するためのロードマップを、各クラスターで作成、実行するためには、政府と産業部門の
コラボレーションが不可欠です
政府が取れる選択肢

産業部門が取るべき行動

政策支援
•

産業集積地が目標期限までにネットゼロを達成させるために、拘束力を伴った
公約を掲げます

•

差金決済（CFD）取引など、低炭素インフラをサポートする複数の経済モデ
ルを開発します

•

異なる産業同士の協働

課税控除、バイデン米国大統領のARPA-C案、国立研究所とのパートナー
シップなどのように、GHG排出削減の取り組みに対するR&D投資を奨励する
ための支援策を講じます

財政支援
•

GHG排出削減の取り組みに対する投資を奨励するために、税額控除（例：
米国のPTC/ITC）や回避可能税（例：炭素税、国境炭素税の調整）など
のインセンティブを導入します

•

CCUSのように即時に経済効果に結びつかないテクノロジーの開発費用に対す
る融資や助成金による財政支援を行います

インフラ支援
•

既存インフラを利用して、水素や水素混合ガスに使用できる天然ガスの供給ライン
やストレージ、CO2の貯留に使用できる石油やガスの貯蔵タンクなどのGHG排出
削減ソリューションを実現します

•

注目すべき産業集積地：蘇州工業園区（SIP、中国）

官民の協働体制

•

産業パートナー、政府関係者、投資家を含むすべてのステークホルダーの
代表者で構成されたワーキンググループを形成し、産業集積地のパート
ナー間で信頼関係を構築します

•

地域の産業集中度を評価し、ワーキンググループ内の多様なニーズ（産業
プロセスの燃料要件など）を理解します

•

共通の目標（ネットゼロ技術の拡張、デジタルサービスの導入など）に合
わせてクラスター固有のロードマップを作成し、期限内のネットゼロの目標を
達成します

•

ロードマップの実行に有用な合弁事業の形成、官民パートナーシップ、長期
電力購入契約（PPA）、テイク・オア・ペイ契約などの商業モデルとリスク共
有イニシアチブを開発します

注目すべき産業集積地：蘇州工業園区
（SIP、中国）

中国の工業園区政策
目標
• 2030年までにCO2排出を減少に転じさせ、2060年までにカーボンニュートラルを達成することを目標としています
• 中国ではGHG排出抑制を管理する第13次5か年計画の一環として、ニアゼロカーボン地域の整備を重要政策のひとつに掲げて
おり、2050年までに50地域のニアゼロカーボン達成を目指しています
• 2013年以降、中国では段階的に低炭素産業集積地のパイロットプロジェクトを実施しています。プロジェクトは52の産業集積地
を対象とし、蘇州の産業集積地は第一次プロジェクトに含まれます

コミットメントと検討事項
• 蘇州工業園区管理委員会（SIPAC）は2014年以降、クラスター内の標準を下回る企業を閉鎖することで、古い生産設備の
廃止を目標とする3か年計画に取り組んでいます。現時点までで41社の非準拠企業が閉鎖されています
• SIPACは2014年以降、脱炭素目標責任評価制度と評価システムを確立しています。これを受けて産業集積地では石炭の総
消費量を一年ごとに削減するために、主要な石炭消費企業と目標志向の責任契約を締結しています
• 2016年、蘇州産業集積地環境保護局は清華大学と協力してエネルギーおよび炭素排出管理プラットフォームを開発し、データ
の統合、視覚化、監視を実施しています。200社以上の企業が参加するこのプラットフォームでは、13の公共建築プロジェクトの
エネルギー消費関連データを取得しています
• SIPACは2017年にエネルギー消費とGHG排出削減プロジェクトに対する融資を行うグリーンクレジットを設立し、1,000万元の
リスク補償資本プールを提供しています
• SIPACは2019年にグリーン開発のための特別基金の管理政策を発表し、0.3元/kWhで発電を行っている既存の分散型ガス
タービンおよびエネルギー貯蔵プロジェクトに対する補助金の支給を2020年までに開始することを保証しています

事例：蘇州工業園区（SIP、中国）

ネットゼロフレームワークの重点分野

蘇州の産業集積地である蘇州工業園区は、包括的な効率性とエネルギーおよびリソースインフラの共有を
通してカーボンニュートラルを達成するための取り組みを追求しています

包括的な効率性と循
環性

直接的な電化と再生
可能エネルギー熱

水素

二酸化炭素回収・有効
利用・貯留（CCUS）

概要
• 中国の蘇州工業園区（SIP）は、中国とシンガポールの協力事業地域として1994年4月に設立されました。
上海近郊に位置し、総面積は278キロ平方メートルにわたっています
• 蘇州市の面積の3%以上に相当するこの産業集積地は、同市のGDPの13%以上を占めています
• SIPの最大産業（100億ドル以上の規模）としては電子工業とハイエンド機器製造の2つの分野が、また戦
略的新興産業（10億～1,100億ドル規模）としては医療、ナノテクノロジー、クラウドコンピューティングの3つ
の分野が挙げられます
• SIPの総エネルギー消費量は増加傾向にあるものの、GDPあたりのエネルギー消費量は過去4年間で10.3%
減少しており、GDP比の排出原単位も減少しています

蘇州工業園区（SIP）のエネルギー消費と排出原単位の推移

GHG排出削減目標と取り組み
• SIPでは2020年までにCO2排出量がピーク（1,170万トン）に達し、2050年までにカーボン
ニュートラルの達成が予想されます
• SIPではエネルギー使用量の75%以上をクリーンエネルギーでまかなっており、中国のすべての国家
開発地域で最大の割合を占めています
• SIPはCO2排出削減を促進するために、主要な4つのプロジェクトに取り組んでいます
1. 産業副産物と産業廃棄物の循環利用
2. 分散型クリーンエネルギーマイクログリッド
3. ユビキタスIoTサービスプラットフォーム
4. 統合型グリーン交通システム

注：為替レートは1ドル = 6.54元。
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産業副産物と産業廃棄物の循環利用
蘇州工業園区（SIP）は、産業廃棄物と産業副産物を循環利用による包括的な効率性の追求をリードしている産業集積地です

蘇州工業園区（SIP）における産業副産物の循環利用

• SIPではインフラを計画的に建設して熱や汚泥などの副産物を最大
限に再利用できる環境を整備することで、バイオガスやバイオマス燃
料を生産するための循環型産業チェーンを形成しています

Electricity generation
廃熱蒸気を嫌気性発酵
に再利用

バイオガスを精
製し、ガス供
給網に統合

焼却灰を建材とし
て再利用

バイオマス燃料

生ごみ／植物性産業廃棄物処
理場

バイオガス生産
で使用したスラ
リー

ごみ焼却発電施設

再生水

燃料として使用
する乾燥汚泥

汚泥の乾燥に
使用する廃熱
蒸気

• SIPが保有する2つの下水処理場は1日あたり最大35万トンの処
理能力を備えています。また、汚泥乾燥場では1日約500トンの汚
泥を処理することができます
• インフラとサプライチェーンを連係してリソースとエネルギーの消費量を
全体で削減することで、環境、経済、社会に利益をもたらしています
• 生ごみ1トンあたり約0.75トンのCO2排出を削減できます
• バイオガス精製によって天然ガスを生産することで、毎年8,000ト
ンのCO2排出量を削減できます
• 嫌気性発酵によって生じる乾燥汚泥とバイオマスを代替燃料とす
ることで、標準石炭換算で1万トン以上に相当する削減効果が
得られます

水分を含む汚泥と再
生水

下水

下水処理場

循環モデルの重要なポイント

汚泥乾燥プラント

分散型クリーンエネルギーマイクログリッドプロジェクト
蘇州工業園区（SIP）では「シックスインワン（6 in 1）」の分散型クリーンエネルギー
マイクログリッドシステムによって、地域の包括的な効率性を高めています

•

冷熱電併給システム
（CCHP）

概要
• 現在SIP内では、クリーンエネルギー、マイクログリッドの利益、省エネ、エネルギーの生産と貯蔵を統
合した分散型マイクログリッドで、エネルギー消費量の最大10%にあたる電力を供給しています
• マイクログリッドシステムには、次のような再生可能エネルギー源と効率的なソリューションが組み込ま
れています
• 冷熱電併給システム（CCHP）
•
•
•
•

エネルギー貯蔵

風力発電
太陽光発電
低温熱
エネルギー貯蔵

• 2つのクリーンエネルギー施設、10のマイクログリッドシステム、100の分散型エネルギーシステム
（25 MWの太陽光発電、50 MWの風力発電、22 MWの蓄電容量、1,000台のEVを含む）
がこのプロジェクトに参加し、1 GWhを超えるクリーンエネルギーシステムを形成しています

風力発電

エンドユーザー

太陽光発電

地熱ポンプ
Power

Heating

Cooling

期待される効果

↓ 1,100 kW

3.75 GWh

電力のピーク負荷

クリーン電力による
発電量

↓ 40%
エネルギー消費量

> 50%
GHG排出削減率

↓ 30%
エネルギー投資の割合

ユビキタスIoTサービスプラットフォーム
蘇州工業園区（SIP）は、デリバリーパートナーのEnesourceとAIoTプラットフォームパートナーのEnvision Digitalの協力の下で、SIPの
テナント企業向けのオープンエネルギーのインターネット共有サービスハブを構築し、エネルギー需要のベンチマークと最適化、GHG排出の削減、
効率性の向上を実現しています
プロジェクト概要
SIPのプロジェクトパートナーによって、クラウドベースのAIoTプラット
フォーム上に、SIPの4Dデジタルエネルギーネットワークマップ（物理
エネルギーシステムのデジタルツイン）を構築しています
このプラットフォームを通じて、SIPはエネルギーシステムの運用、エネルギーの
需給バランス、設備のパフォーマンスなどを監視できます。また、より良いエネ
ルギーシステム計画の立案やより多くの情報に基づいたシステムの建設およ
び運用のための意思決定も可能になります

プロジェクトの主な成果
このプラットフォームでは、3,000社以上の企業、50社以上のサービスプロ
バイダー、1万台以上のデバイスのリアルタイムデータを統合し、毎日
4,800万のデータポイントを処理しています
SIPでは、2024年までにプラットフォーム上の流通総額（GMV）が3億
1,600万ドルに達すると予想しています
SIP全体で8 GW以上の設備を最適化し、パフォーマンスとエネルギー使
用率が向上したことで、平均エネルギーコストとCO2排出量を10%以上
削減しています

プラットフォームの主要機能
ステークホルダーのダッシュボード
SIP全体のエネルギーの生産と使用、GHG排出状況などをリアルタイムで
視覚化し、エネルギーの消費と効率を監視、最適化しています
スマートパーク診断
機器のパフォーマンス、設備の健全性、エネルギー負荷の最適化を管
理するための、エネルギーとインフラに関する警告／警報機能を提供す
るソリューションです
テナントのベンチマーキング
データマイニングでテナント企業のエネルギー使用状況をベンチマーキ
ングし、エネルギー効率の向上とコスト削減の提案を行っています
サービスのeマーケットプレイス
テナント企業向けのB2Bエネルギーソリューションハブ。事前に選定さ
れたSIP内のエネルギーおよびインフラソリューションプロバイダーが付
加価値サービスを販売するためのプラットフォームとして機能します
パブリックDaaS （Data as a Service）ポータル
エネルギーに関するIoTデータを有益な公共資産に変えるオープンデータ
プラットフォーム。水、電気、ガス、温熱システムの透明性を高め、研究と
イノベーションを加速します

ゼロカーボン工場を目指す蘇州 L’Oréal
蘇州ロレアルのゼロカーボン工場：太陽光発電、風力発電、バイオマスの包括的な利用
蘇州ロレアル工場のCO2排出ゼロ達成のためのロードマップ

太陽光発電と風力発電

複数のエネルギー源

CO2排出ゼロ

2014

2018

2019

• 国家的な実証プロジェクトとして、蘇州財政部からの
資金提供とSuzhou Guohua Technology
Companyからのソーラーパネルの提供を受け、1.5
MWの分散型太陽光発電システムを構築しています
• 同年、風力発電の利用を開始しました

• L‘OréalとSIP管理委員会がゼロカーボン工場のプ
ロジェクト契約を締結しました
• Towngasと協力し、原材料にバイオマスガスを使
用して蒸気と電力を生成する分散型の熱電併給
システム（コージェネレーション）を構築します

• 2019年6月にカーボンニュートラルの目標
を達成しました

• 2005年対比で工場におけるCO2排出量
100%削減と生産量3.5倍増を実現しています
• 現在は、6,000台以上のソーラーパネルが設置
されています

• 太陽光発電の年間発電量は1.2 GWhで工場内
の電力消費量の8%に相当し、年間で1,100トン
のCO2排出の削減効果があります
• 風力発電による電力利用が工場の電力消費量の
80%を占め、CO2排出量のおよそ3分の2を削減
しています

• マルチエネルギー供給システムの年間発電量は1.8
GWhで工場内の電力消費量の12%に相当します

統合型グリーン交通システム
蘇州工業園区（SIP）は、住民が都市と同じように快適に通勤できる低炭素で高効率の交通システムの確立に取り組んでいます

交通システムの概要
• クリーン交通にフォーカスし、住民にパーソナライズされ
た手頃な交通手段の選択肢を提供しているSIPの開
発モデルは高く評価されており、公共交通機関都市と
して表彰されています
• SIP内のすべてのバスはクリーンエネルギーを動力源
としています。燃料をガソリンからクリーンエネルギーへと
完全に移行したことで、年間約24万トンのCO2排出
を削減しています
• 9か所の充電ステーションには約200の充電パイル
が設置されており、住宅地域のおよそ半分の需要に
対応することができ、公共交通機関の利用と環境に
優しい通勤を促進しています

• SIPは、2023年までにインテリジェントな交通機関
を地域全体に普及させるという目標を掲げており、そ
の達成に向けて高度な交通インフラの建設と情報シ
ステムの構築を加速するとともに、新たなエネルギー自
動車への投資も行っています

バスの種類の内訳
カテゴリー

台数

ガソリンバス対比の
年間CO2排出削減量（t）

ガソリンバス対比の
エネルギーコスト削減率（%）

電気バス

437

20,000

40%

プラグインハイブリッド
電気バス

236

4,000

32%

グリーン交通を目指したその他の取り組み
自転車
• 住民の自転車通勤を積極的に奨励し、公共の自転車レンタルサービスの利用を促しています
• 461か所に設置された公共の自転車レンタルサイトでは1万5,141台のレンタル自転車を提供して
おり、1日に累計20万回以上の貸し出しおよび返却が行われています
電気自動車（EV）
• 住民はアプリで手続きすることで、1日最大23ドルという安価な時間あたり料金でEVのレンタルサービ
スを利用することができます
• ゼロカーボンを実現しているこのサービスは、公共の電気バスやレンタル自転車に並ぶ移動手段として、
住民の多様な通勤ニーズを補完しています

蘇州工業園区（SIP）のシステム価値の効果
SIPの包括的な効率性の向上と電化によるCO2排出削減の取り組みはさまざまな効果を生み出しています

1,174万トンのCO2
GHG
GHG
排出
Emissions

2万4,000トンのCO2

75%
大気質と健康

50 mg/m3

90%
海外からの
直接投資

130

SIPは2020年の約1,174万トンのCO2排出をピークとし、2050年までのカーボン
ニュートラルの達成を目標としています
SIPのクリーン交通システムは2万4,000トンのCO2の排出削減効果があります

クリーンエネルギー消費率がSIP内のエネルギー消費の75%を占め、汚染物質の排出を大幅に削減し
ています
2020年までに、PM2.5の年間平均濃度は50 mg/m3、PM10では70 mg/m3をそれぞれ
下回ることが予想されます

SIPへの投資の90%以上は外資系企業によるもので、産業生産高の3分の2以上が外国資本
によって生み出されています

130社を超えるFortune 500企業がSIPに投資しています

注目すべき産業集積地：
英国ハンバー産業集積地

英国の産業集積地政策
目標
•
•
•
•
•
•

2050年までに英国全体でネットゼロを達成します
2030年までに5 GWの低炭素水素の生産を実現します
2030年までに1,000万トンのCO2回収を実現します
2020年代半ばまでに2つ以上、2030年までにはさらに2つ（合計4つ以上）の産業集積地でCCSインフラを整備します
2040年までに1つ以上の産業集積地でネットゼロを達成します
COP26でCCSと水素の領域におけるリーダーシップとネットゼロ産業集積地の野心的な取り組みの表明と遂行します

コミットメントと検討事項
•
•
•
•
•
•
•
•

最大10億ポンドを投資して4つの産業集積地のCCUS運用を支援します
ネットゼロの目標に沿った新しい排出権取引制度を導入し、低炭素技術への投資に対する産業部門の信頼を高めます
2021年までに収益メカニズムと商業フレームワークの詳細を公開して民間部門の投資を呼び込むとともに、産業の垣根を越えた企業間の
協働を促進してシステムメリットを最大化するための最適な環境を整備します
政府は、産業CCUS設備の早期導入企業が負担することになるコストとリスクを軽減するための共同出資プランを用意するとともに、運用
開始後の一定の合意期間内は、CO2排出削減量1トンあたりの行使価格との差金決済取引を行います
短期的に高い炭素価格に依存する産業CCSのビジネスケースを考慮し、CO2のT&S（輸送および貯蔵）インフラの新しい公益事業分
野（CCSインフラの安定した資産基盤モデルなど）を開拓します
早期導入企業が負担するコストと技能習得に費やす時間を削減するために、T&Sインフラの規模拡大に対して資金援助を行います
産業地域における経済繁栄の追求を目的とする英国政府の「レベルアップ」アジェンダでは、低炭素技術に注力した産業の誘致、高度な
スキルを持つ人材の雇用の創出、上質な低炭素製品の輸出による経済の活性化を目指しています
北東部、ハンバー地域、北西部、スコットランド、ウェールズなどの地域に「スーパープレイス」を開設することで、地質学的および地理的な利
点を活用してCCSや水素などの低炭素技術を実装します

事例：ハンバー産業集積地

英国最大のハンバー産業集積地では、ネットゼロを達成するために主に水素とCCSを活用し、産業の垣根を越えた複数のプロジェクトが
進行しています

概要
• ヨークシャーのハンバーは、産業部門のGHG排出量が英国最大の産業
集積地で、英国のGHG総排出量の2%以上に相当する年間1,000万
トンのCO2を排出しています
• 主要産業には鉄鋼、化学、セメント、石油精製などが挙げられます
• ハンバー産業集積地のGHG総排出量の87%が、British Steelの石
炭プラント（スカンソープ工場）、VPIイミンガムおよびソルトエンドの熱電
併給発電所、Phillips 66の石油精製所、Total Lindsey Oil
RefineryおよびEP UK InvestmentsのサウスハンバーバンクCCGT
（コンバインドサイクルガスタービン）発電所の6つの大規模事業者の設
備から排出されています
• 重工業が集中しているハンバー地域の企業によるC&Iエネルギー消費の
割合は英国全体の6%を占めます
• ハンバー産業集積地は英国に年間180億ポンドの経済効果を生み出し
ており、その4分の1が製造関連によるものです
• ハンバー産業集積地では、製造およびエンジニアリング部門で5万5,000
人、加えてエネルギー部門で1万9,000人が従事しています
• ハンバー地域でCCSと水素技術を導入した結果、2027年までに4万
9,700人もの直接雇用、間接雇用、誘発された雇用が生まれると予測
されています

ハンバーおよびヨークシャーにおける2018年の産業
部門のエネルギー消費（GWh）

ネットゼロフレームワークの重点分野

1%

石炭・石炭コークス等
15%

電気

36%

包括的な効率性と循環性

プロセスの電化と熱の再利
用

石油製品
23%

25%

ガス
バイオエネルギー、産業廃棄
物
水素

二酸化炭素回収・有効利用・
貯留（CCUS）

GHG排出削減プロジェクト
ハンバー地域では、3つの主要なGHG排出削減の共同プロジェクトに取り組んでいます

1. Zero Carbon Humber（ZCH）プロジェクトでは、企業12社が協働してCCSと
水素のインフラの整備を進めています
2. Gigastackプロジェクトでは、再生可能エネルギー源として洋上風力を使用し、ハン
バー地域のグリーン水素生産の促進に努めています
3. Humber Zeroプロジェクトでは、Phillips 66、Uniper、VitolのVPI イミンガム熱
電併給発電所が協働してCCSと水素技術の統合を目指しています

Zero Carbon Humber(ZCH)プロジェクト
Zero Carbon Humber（ZCH）は、CCSと水素のインフラの確立を目指す企業12社が参加している共同プロジェクトです
Zero Carbon Humber (ZCH)プロジェクトの概要
• ZCHプロジェクトではCCSインフラの構築、ブルー水素とグリーン水素の生産を通
じて、2040年までに世界初のネットゼロ産業集積地となることを目指しています
• CO2と水素の輸送および貯蔵に共通インフラを利用するという先進的な取り組
みを行っているプロジェクトにHydrogen to Humber (H2H) Saltendがあり
ます。共通インフラが実現することで、地域内のさまざまなCO2排出削減プロジェ
クト（SSE Thermal、British Steel、DraxのBECCSの取り組みなど）が急
速に拡大し、最終的にはハンバー産業集積地および英国全体のネットゼロの目
標を達成することができます
• ZCHの姉妹プロジェクトとして洋上での取り組みを促進しているNorthern
Endurance Partnership（NEP）の計画が実現すると、産業集積地のテナ
ント企業は共有パイプラインを利用して回収したCO2を洋上貯留設備に輸送で
きるようになり、CO2排出量を削減することができます
• 水素の共有インフラが実現することで、産業プロセス原料としての水素の需要は
増加し、その需要は産業集積地外にも拡大します
• 直近でハンバー産業集積地の企業連合はフェーズ2の運用を進めるため、官民
セクターを対象とする資金提供制度を利用して7,500万ポンドの支援を受け、
2026年までに初のオンラインインフラ構築を計画しています
• ZCHプロジェクトでは次の3つの主要な領域に取り組んでいます
1. CCUS及びそのネットワークの開発
2. 低炭素水素の生産と水素の共有インフラの構築
3.長期的目標として、洋上風力発電によるグリー水素の生産

運用計画マップ
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Zero Carbon Humber(ZCH)の取り組み: CCS
ZCHプロジェクトにおけるCCS運用を実現することで、ハンバー産業集積地のすべての産業と発電所のCO2排出を削減することができます
ハンバー産業集積地の陸上CCSインフラの概要

陸上CCSインフラのイメージ図

• ZCHプロジェクトでは、産業施設からCO2を大規模回収して圧縮ステーションに輸送し、北海南部の海
底に恒久的に貯留するための輸送パイプラインを建設します
• National Grid VenturesはCO2と水素のパイプラインネットワークの設計と開発を担当しています。多く
のエネルギー集約型産業施設をこのネットワークに接続して産業集積地の水素インフラを統合します
• 各産業施設から回収したCO2はイージントンにあるCentrica Storageの圧縮プラントで圧縮処理します
• Drax Power StationのバイオエネルギーCCS（BECCS）システムではCO2の小規模回収の技術実
装を進めており、技術拡張を続けることで、2020年代に世界初のカーボンネガティブ発電所になると見ら
れています
• BECCSによるカーボンネガティブが実現すれば、GHGの排出削減が困難な部門からの排出分を相殺でき
るため、ハンバー地域は英国の他の産業集積地より一足早くGHG排出量を削減できます
• SSE ThermalのKeadby 3プロジェクトは、2020年代半ばまでに英国初のCCSを備えたガス火力発電
所の建設を予定しており、操業後は年間で150万トン以上のCO2のカーボンオフセットを達成できる可能
性があります

期待される年間CO2排出削減量（百万トン）

1 生産した電気は電力系統に投入されます

2 CO2を含んだ排ガスを発電プロセスから切り離し、冷却後に圧縮処理を施します
産業集積地とCCSを備えた発電設備

カーボンネガティブを実現するBECCS
16

13

8

10

4 ボイラーでCO2を含んだ溶媒を加熱し、CO2と溶媒を分離します

8

3

計画されている
CO2排出削減
量（2030年）

3 吸収塔で排ガスからCO2を取り除いたガスを大気中に放出します

5 分離後の溶媒はCO2回収システムで再利用します
追加のCO2排出
削減量（2030
～2040年）

追加のCO2を含
む総排出削減量
（2040年）

計画されている
CO2排出削減
量（2030年）

追加のCO2排
出削減量
（2030～
2040年）

追加のCO2を
含む総排出削
減量（2040
年）

6 パイプラインで純粋なCO2のみを北海南部の海底に建設された永久貯留設備に輸送します

Northern Endurance Partnership(NEP)
ZCHプロジェクトの一環として、英国の北海での洋上におけるCO2輸送および貯留設備を開発しています
Northern Endurance Partnership（NEP）概要
•

•
•
•

•

•

このパートナーシップは、北海で排出されたCO2（ZCHプロジェク
トと近隣のティーズサイド産業集積地のCO2排出を含む）を輸
送、貯留する洋上インフラの開発を目的として2020年12月に
結成されました
パートナーシップにはBP、Eni、Equinor、National Grid
Ventures、Shell、Totalが参加しています
主要事業者はBPで、EquinorとNational Gridがサポートを務
めます
NEPの取り組みが実現すると、英国全体の産業部門のGHG排
出を約50%削減できます
現在NEPは、英国政府による1億7,000万ポンドの資金提供プ
ログラム「Industrial Decarbonization Challenge」を通じて
資金調達を行っています
エンデュランス貯留層は、英国のCO2貯留に適した大陸棚沖合
にある最も成熟した大規模な塩水帯水層です。NEPはエンデュ
ランスでCO2を貯留するための認可を受けています

運用計画マップ

Zero Carbon Humber(ZCH)のソリューション：水素
ブルー水素とグリーン水素を大規模生産し、輸送や産業および住宅用の熱に使用される化石燃料を水素に置き換えます
ハンバー産業集積地の水素経済の概要

ブルー水素 インフラのイメージ図

• EquinorはZCHプロジェクトの一環として、既存の発電所や産業設備で使用する水素を生産するために、
Hydrogen to Humber (H2H) Saltendプロジェクトによるケミカルパークの建設に取り組んでいます
• 天然ガスからブルー水素を生産して天然ガスの代替として使用する近隣のプラントと、天然ガスとの混合使用
を行う発電所へ輸送し、GHG排出を削減します
• ブルー水素生成における副産物であるCO2を回収し、北海沖合の海底で貯留します。Saltendでは、2030
年までに825万トンのCO2の回収と貯留が行われると推定されています
• 長期的には、洋上風力発電と事業規模の太陽光発電を利用した電気分解によるSaltendでのグリーン水
素の生産を目標としています
• ZCH内での水素の大規模生産により、近隣地域の輸送や建物の暖房にも水素を使用できるようになります
• Hydrogen to Humber (H2H) Saltendプロジェクトは2024年にケミカルパークの建設を開始する予定で、
2027年までにはハンバー全域に効果が波及する可能性が高いと考えられています
期待されるATR法によるブルー水素累積生産量
（TWh）

期待されるグリーン水素累積生産量（TWh）

32
20

12

11
10

注：ZCHプロジェクト
のみを対象とした数値

2

計画されているブルー 追加のブルー水
水素生産量の累計
素生産量
（2030年）
（2030～2050
年）

ブルー水素生産
量の累計
（2050年）

計画されているブルー
水素生産量の累計
（2030年）

追加のブルー水
素生産量
（2030～2050
年）

ブルー水素生産
量の累計
（2050年）

1

天然ガスと酸素を空気分離装置（ASU）から改質反応器に投入します

2

部分酸化反応が発生して改質が促進されます

3

合成ガスを生成および分離し、純粋な水素とCO2を生成します

4

北海の海底にパイプラインでCO2を輸送して恒久的に貯留します

5

発電、産業、熱、輸送のエネルギー源として使用するために水素を輸送します

Zero Carbon Humber(ZCH)のシステム価値の効果
CCSと水素のインフラを活用してネットゼロを達成するZCHプロジェクトの取り組みは、幅広い効果を生み出します

4,400万トン
のCO2
GHG
排出

雇用と経済効果

大気と健康

コスト競争力と
投資競争力

ZCHプロジェクトの取り組みにより、2040年までに現在の英国の年間GHGフットプリントの約10%に相当する、年間で最大
4,400万トンのCO2を回収できる可能性があります

30%

ZCHプロジェクトの目標である2040年までのネットゼロが達成された場合、ハンバー産業集積地は、英国気候変動委員会が
2050年までの実装を推奨しているCCUSの運用効果により総CO2排出量の30%を削減できます

5万人の雇用

ZCHプロジェクトによってハンバー地域の5万5,000人の既存の雇用が守られるとともに、新たに約5万人の直接雇用と間接雇
用が生まれます

1億4,800万
ポンド

29億ポンド

Element Energyの分析では、ZCHプロジェクトの取り組みにより大気質が改善されて公衆衛生サービスの負担が減少するこ
とで、2040～2050年で合計1億4,800万ポンドの公衆衛生サービスコストを削減できると予測されています

ゼロカーボン産業集積地の成功と規模拡大の評判は、産業集積地に対する投資の魅力をより一層高めます。英国大蔵省の
予測によると、もしハンバー産業集積地の企業がGHG排出削減に失敗した場合には投資家の支援を失うとともに、2040年
までに年間最大29億ドルの炭素税が課される可能性があります。経済リスクを抱える上に、テナント企業のグローバル市場での
競争力が著しく低下する、という事態を回避するためにも、プロジェクトの成功には大きな期待が寄せられています

Gigastackプロジェクト：ハンバー産業集積地のグリーン水素
ZCHプロジェクトとは別で進行している Gigastackプロジェクトでは、ハンバー地域での採算性の高い再生可能エネルギー電力を使用した
グリーン水素の大規模生産に取り組んでいます
プロジェクト概要
• GigastackプロジェクトにはØrsted、ITM Power、Phillips 66などクロスセク
ターのパートナーが参加し、ハンバー産業集積地のGHG排出削減に有効なグ
リーン水素の生産を目指しています
• ITM Powerの新しい5 MW電解槽スタックにより、ギガワット規模のシステム展
開が可能になります。また石油精製所の既存の水素需要の最大30%を供給
することができる100 MW電解槽の実装も計画されており、さらに規模を拡大す
ることでコストを400ユーロ/kW未満に引き下げることができます
• Gigastackプロジェクトはクリーンな水素生産における規制、ビジネス、技術上の
課題解決にフォーカスしており、最終的には英国全体に拡張可能な電解槽技
術を展開する計画の作成も視野に入れています

Project フェーズ 1
期間：2019年9月に完了
主な目的： ポリマー電解質膜を用いたギガワット規模の電気分解による低コストの
グリーン水素のバルク供給の実現可能性を実証するため、BEISから資金提供を受
けてフィージビリティスタディを実施しました

Project フェーズ 2 (現在)
期間：2020年から2021年半ば
主な目的：産業規模のグリーン水素システムを適用する上での規制、ビジネスおよ
び技術上の課題を特定します。このフェーズには、100 MW電解槽のフロントエンド
のエンジニアリング設計の研究および製造装置の試験も含まれます

Project フェース 3
期間：2021年半ば以降

ITM Power

再生可能エネルギーによる電力
を動力源とする電解槽でグリー
ン水素を生産します

Phillips 66
再生可能水素を使用して石油
精製所のCO2排出を削減しま
す

Ørsted

発電容量1.4 GWの洋上
風力発電所の建設および
運用します

主な目的：大規模な電解槽をハンバー地域に配備するとともに、広範なGHG排
出削減を目指して英国全体への拡大計画を作成します

Humber Zeroプロジェクト
Humber Zeroプロジェクトでは、ハンバー川南部の海岸線までのCCSと水素のインフラの整備に取り組んでいます

プロジェクト概要
• Humber Zeroはハンバー川の南岸の海岸線から1キロの位置にあるエネルギー集約型の産業
集積地です
• 主要パートナーとして、ハンバー南部にある熱電併給発電所のPhillips 66、Uniper、Vitolの
VPIイミンガム発電所が参加しています
• 近くには港があり、主要インフラへの接続性にも優れているHumber Zero産業集積地は、ハン
バー地域のさらなるCO2排出削減に向けた天然のゲートウェイとして機能しており、2020年代半
ばまでに新しいインフラの運用開始を目指しています
• 2020年代半ばまでにハンバー地域全体の年間CO2排出量を最大800万トン削減し、最終的
には年間で最大4,000万トンの削減を目標としています

運用計画マップ

住宅地域
ハンバー橋

船体
（ハル）

エネルギーインフラ

C02 輸送パイプライン

住宅

水素パイプライン

産業

ランドマーク

イージントン
のガスターミナ
ル

ハンバー北部の
産業およびドック

排出削減技術
• 洋上風力発電：現在、Humber Zero産業集積地の近隣では、2.6 GWの発電容量を備え
る世界最大級の洋上風力発電所となるホーンシーワン（Hornsea One）の建設が進められて
います。発電所の余剰電力を水素生産に使用し、年間約5万世帯への電力供給を計画してい
ます
• 水素：Humber Zeroプロジェクトでは、ブルー水素とグリーン水素の両方を生産して地域産業
のGHG排出を削減するとともに、100万世帯以上に電力を供給するために十分な量の水素生
産を目指しています。またグリーン水素の生産には、ホーンシーワン発電所の余剰電力の使用を
想定しています
• CCS：VPIイミンガム発電所と隣接する石油精製所の産業プロセスにCCSを組み込みます。燃
焼後に回収したCO2はパイプラインで北海の貯留施設に輸送して貯蔵、またはイミンガム港に輸
送して国際市場に輸出します

塩水帯水層
NTSのガス
ネットワーク
その他の産業

住宅地域

ハンバー南
部の産業

VPIイミンガム
発電所

ATR法を用
いたブルー
水素生産

洋上風力発
電所

イミンガム港
Phillips 66
など
ガス貯蔵地
水素電解槽

産業システムの効率性と循環性
産業部門のGHG排出削減を加速するアプローチ

産業システムの効率性と循環性
産業システムの効率性と循環性が求められる
理由?
産業集積地におけるCO2排出削減の取り組みの中で、包括的
な効率性と循環性を高めるアプローチは注目されていませんが、
産業部門のCO2排出削減を目指す中国は、最も重要なソ
リューションのひとつに位置づけています。化学集積地などでは公
共設備や副産物の共有は一般的に行われており、個々のプラン
トのエネルギー効率は大幅に向上してきたが、参照集積地単位
で考えると、さらに多くの潜在的なソリューションの可能性がありま
す

主な障壁：商用契約の締結と運用モデルの確立
産業システムの効率性と循環性の向上に取
り組む注目すべき産業集積地：蘇州工業園
区（SIP、中国）
SIPでは熱や汚泥など、産業副産物と産業廃棄物を利用し
てバイオガスやバイオマス燃料を生成しています。インフラとサプ
ライチェーンを連係してリソースとエネルギーの消費量をSIP全
体で削減することで、環境、経済、社会に利益をもたらしてい
ます

テナント企業間で産業廃棄物を利用し
合うことで、産業集積地内の循環性を
高めます

産業集積地内のプロセスを統合し、エネル
ギーと材料の流れを共有します

産業システムの
効率性と循環性

産業集積地外にも費用対効果の高いシステ
ムのメリットを提供します

本セクションの調査領域
•

産業廃棄物の循環利用と価値化の機会

•

産業集積地全体のプロセス統合の機会

•

廃熱利用の機会

•

包括的な効率性と循環性の向上に取り組む産業集積地の事例

•

包括的な効率性と循環性の向上における課題と取り組み

産業集積地における産業システムの効率性と循環性
産業システムの効率性と循環性を高めることで、産業集積地とより広範なシステムの経済と環境の両面に利益をもたらすことができます

概要
• 個々の産業プラントのプロセスおよび効率を改善した上
で、パートナー間やプロセス間の相乗効果を高めるシステ
ム思考アプローチを取り入れることで、産業集積地はさら
に進化することができます

• テナント企業は自社の廃棄物の流れを可視化し、他社
との協働を通じて廃棄物を利用するための機会を特定
することで、廃棄物処理のコストを削減できるとともに、新
しい収益機会を得ることができます
• 共生関係を通じて電気、水、材料の使用におけるプロセ
スを統合することで企業の効率を大幅に向上し、産業
集積地とその周辺地域全体で価値を共有することがで
きます

産業集積地内の循環性

産業集積地内の循
環性

産業集積地のテナント企業は生成される廃棄物の流れを評価するこ
とで、他の企業にとって価値のある材料となり得る廃棄物を特定するこ
とができます

物理プロセスを統合せずに廃棄物のみを取引し、廃棄物の価値を見極め
ます。廃棄物を有用な材料に変えるまでの組み合わせや処理方法を評価
することで、価値の高い廃棄物を特定できる可能性があります

産業部門の共生
産業部門の共生

システム思考アプローチを採用することで、産業集積地のすべてのテナント企
業のプロセスの統合と需要の一元管理が可能になります
廃棄エネルギー、水、材料を回収して共有するためのインフラを確立すること
で、産業プロセスの電力消費、GHG排出、コストを削減できます

より広範なシステムがもたらす恩恵

より広範なシステムがもたらす恩恵
包括的な効率性を高めることで、産業廃熱を地域熱供給ネットワークに使用
したり、地域のごみ焼却熱を産業部門の電力エネルギーとして使用したりする
など、産業集積地の近隣地域にも恩恵をもたらします
統合エネルギーシステムは、電力系統の柔軟性と信頼性を向上させる新たな
産業集積地のビジネスモデルを実現します

事例：英国のガラス産業
英国のガラス産業は2050年までのネットゼロの達成を目指して、生産性の向上とともに、企業および産業全体の産業プロセスの変革とコラボレー
ションを促進するための取り組みを行っています
概要

産業間での廃棄物の再利用：EnviroAshプロジェクト

ガラス産業のステークホルダーによるコンソーシアム（製造業者、R&Dラボ、学会など）は、英国政府から
資金援助を受けていくつかのプロジェクトを推進しており、ガラス産業の効率化とCO2排出削減に向けた取
り組みに関する研究と実証実験を行っています

このプロジェクトでは、6つの基礎産業（ガラス、セラミック、鉄鋼、製紙、セメント、化学）、
エネルギー産業、学術界、廃棄物および原材料のサプライチェーンのパートナーを招集してい
ます

主要な研究活動には以下が挙げられます

プロジェクトの主な目的は廃棄物の価値化です。ガラス、セラミック、セメント産業製品の新た
な原材料として使用できる焼却灰、スラグ、無機性副産物などの廃棄物と、それらを産業全
体で利用するための機会を特定します

原材料の効率性：リサイクル率とリサイクル材料の含有量の増加、ガラス組成の変更や焼
却灰の使用を通じて、ガラス製造における未使用の原材料に対する需要の低減を目指し
ています
Glass Technology Servicesとシェフィールド・ハラム大学が主導するEnviroGlass2な
どの研究プロジェクトは、バッチの組成変更によるGHG排出削減のメリットを提示しています。
研究結果では、焼却灰を使用することでCO2排出を削減し、ガラス製造における天然原
料と人工原料の最大20％を置き換えられる可能性が示されました。現在、英国のバイオマ
ス発電所では年間100万トン以上の焼却灰が排出されており、循環性の向上効果も期
待されています
燃料の切り替え：ガラス産業は、GHG排出削減効果と潜在的なエネルギー効率を高める
ために代替燃料の研究を続けています。Glass Futuresをはじめとするパートナー各社は、
ガス燃焼炉をバイオ燃料、水素、完全電気、ハイブリッド燃料などの燃料炉に移行するため
の研究を行っています
プロセスの技術革新：その他にも、Innovate UKの資金援助を受けたイノベーション
プロジェクトも進めており、ガラス製造とセラミック製造の鉄鋼部門におけるセンサー技術
の活用、速度の向上と温度要件を緩和するハイブリッド焼結技術、流体のCO2と回収
した廃熱を使用した発電技術などの研究が行われています

さらに、廃棄物から抽出したリサイクル原材料が、製品の性能と費用対効果を最大化する
手法や機会を調査する目的もあります。コンソーシアムではラボおよびビジネスの規模に応じ
て実用の観点に沿った実証実験を行っており、既存の製品やプロセスへの新たな廃棄物由
来材料の組み込み評価を実施しています

補完関係にある産業－ガラス産業と鉄鋼産業
ガラス産業と鉄鋼産業は、互いの廃棄物を利用して価値のある製品や原材料を生産するこ
とができます
ガラス産業の廃棄物を鉄鋼産業で利用：British Steelは、低品質のガラス破片を加工し
て高炉スラグのすべり抵抗を改善し、道路の舗装材として使用するための技術を開発してい
ます
鉄鋼産業の廃棄物をガラス産業で利用：ガラスの品質を高めつつ、エネルギー消費とGHG
排出を削減できる原料であるカルマイトの生産に、高炉スラグを使用します

事例：SCG
廃棄物の管理と循環利用のためのデジタルプラットフォーム
概要：KoomKah

概要: PaperX

KoomKah（タイ語で「価値がある」の意）は、工業団地や周辺地域の「Waste Bank（ごみ銀
行）」の廃棄物の回収、販売などの管理プロセスをサポートするデジタルプラットフォームです。プラット
フォームを通じて廃棄物のサプライヤーとユーザーがつながることで、廃棄物の分別の質と規模の向上を
促進しています

•

How it works
•

仕組み
すべての廃棄物のトランザクション（購入、アイテム交換、ジャンクショップへの販売など）をデジタルプラッ
トフォームで実行、記録し、基礎となるデータを使用して廃棄物履歴のデータベースを作成します

主な成果
•
•
•
•

PaperXは、2017年から運用されている紙製品の循環型経済を支えるデジタルプラットフォームです

•

デジタルアプリケーション上でエコシステムパートナーにインセンティブを付与し、紙や箱の廃棄物を収集、
分別、返却するよう促します
このアプリケーションでは環境負荷軽減の証明書が与えられた後、基本的なプロセスを通じて紙製品
廃棄物を市場で再び販売するためのリサイクル製品（コピー用紙、紙製家具、木材・プラスチック再
生複合材など）に加工します

主な成果

すべてのトランザクション（販売、収集など）の完全デジタル化します
24時間365日のリアルタイムデータとスマートフォンによる高いアクセシビリティ
2020年に1,500トンの廃棄物を交換しました
2020年に724トンのCO2排出量を削減しました

• 商業施設76か所、小売および生産施設250か所、工業団地1か所、住宅団地63か所を接続しま
す
• 2017年以来、180トンを超える紙製品のリサイクルを実施しました

回収場所

収集

完成品
あなたのごみの真の価値

KoomKah
アプリケーショ
ン

リサイクル／
加工／再
処理工場
製品のアップサイクリング

再生
PaperXアプリ

事例：梅山ニアゼロカーボン実証実験区
梅山の包括的な効率性と循環性の取り組み

概要
• 梅山は中国の浙江省寧波市にある統合都市開発区です
• 物流とハイテク産業の中心で、港では20フィートコンテナ換算で220万個に相当する量の
貨物を取り扱っています
• 梅山は、2030年のGHG排出量を2017年の水準に維持しつつGDPを4倍、人口を3倍
に増やし、2050年頃にカーボンニュートラルを達成するという野心的な環境目標を設定して
います
• 梅山では目標の達成に向けて、エネルギー供給の転換と需要の最適化を通じたエネルギー
消費の変革を推進しています
• 梅山の実証プロジェクトでは港湾、産業、都市の3つの領域の活動が生み出す相乗効果を
強調する統合開発モデルを採用し、GHG排出の削減と地域経済の開発を連携して進め
ています

統合エネルギーサービスプロバイダー（IESP）モデル
IESPは、より効率的で経済的なエネルギーシステムを提供するリスクとリターンをす
べてのステークホルダーが共有するビジネスモデルです。梅山では、地方自治体と電
気事業者が協力し、統合エネルギー計画、再生可能エネルギーを利用した電力シ
ステムからのGHG排出の削減、エネルギー利用の増加、分散型エネルギー源、市
場取引、スマートグリッドによるエネルギー需給のリアルタイムマッチングなどの取り組
みを行っています

スマートポートシステム
コンテナトラックの段階的な電化による大規模輸送の効率化、ドック内に高電圧
充電ステーションを建設することによるクリーンエネルギー使用の促進などを通じて、
エネルギーと港湾物流の効率を改善します

多段的なリソース利用
産業および広範なシステム全体でリソースの使用率を最大化します。例えば液化
天然ガス（LNG）ターミナルから回収した冷熱を冷凍倉庫で利用し、その冷熱を
再び回収してスキー場などに再利用します
梅山ニアゼロカーボン実証実験区の空中写真

事例：産業共生
デンマークのカロンボーのKalundborg Symbiosisプロジェクトは、産業の枠を超えた協働が包括的な効率性を向上させる可能性を示しています
概要

カロンボーのリソース循環フロー図

• Kalundborg Symbiosisは世界初の機能的な産業共生プロ
ジェクトで、参加企業が25の異なる流れでリソースを提供、共有、
再利用することで共有価値を生み出すローカルパートナーシップで
す
• 産業パートナー間で材料、水、エネルギーの流れを閉ループ化して
交換することで、ループ内での漏出や廃棄を最小限に抑えて地域
の循環型経済を生み出し、パートナー企業のレジリエンス向上と財
務および環境コストの削減を実現します
• Kalundborg Symbiosisプロジェクトは1961年に開始された官
民のパートナーシップとコラボレーションをベースとしており、産業の枠
を超えて協働することで包括的な効率性と循環性を高めて共有
価値を創出しています。産業間のコラボレーションが地域の革新的
な文化を醸成しており、新興企業や実証プロジェクトの誘致につな
がっています
• 産業共生はビジネスモデルに変革をもたらします。カロンボーでは、
Ørstedが熱電併給発電所で生じた高温蒸気を多くのパートナー
企業に提供しており、発電の副産物である蒸気が主要な製品と
なったことで新たな収益源を得ています

年間の推定効果
•

2,400万ユーロのコスト削減による収益効果

•
•

Kalundborg Symbiosisプロジェクトの産業パートナー
•

36億リットルの水

1,400万ユーロの社会経済的なコスト削減効果

•

100 GWhのエネルギー

63万5,000トンのCO2排出削減

•

8万7,000トンの材料

Novozymes
Novo Nordisk
Unibio

Ørsted
Biopro
カロンボー自治体

Equinor
Gyproc
Argo

廃熱利用に注目
米国エネルギー省（DOE）の試算では、産業に供給されるエネルギーの約3分の1が廃熱として失われています。この廃熱のほとんどは産業用品
質ではありませんが、品質を高めて使用したり、産業以外の低温用途で再利用したりすることができます
廃熱利用の4つのルート
個々の施設内での再利用

他の産業での転用

• 廃熱を熱交換器で回収して施設内の他の場所
で再利用（例えば他プロセスの入力ストリーム
の予熱として使用するなど）することで、施設全
体の熱需要を削減できます
• この方法は、多くの産業が実装しています

• 産業プロセスごとに温度要件が異なるため、ある
産業から回収した熱を使用して、温度要件の低
い他の産業の需要を満たせる場合があります
• これは産業共生の一般的な特徴で、
Kalundborg Symbiosisプロジェクトでも実証
されています

地域の熱需要に対する供給

廃熱を利用した発電

• 産業用途では温度が低すぎる廃熱は、地域の住
宅や商業施設に供給することで再利用することが
できます

• 回収した廃熱は、高温の場合は蒸気ランキンサイ
クルシステム、低温の場合は有機ランキンサイクル
（ORC）とカリナサイクルを使用して発電に利用
することができます
• この方法は中国のセメント産業でも広く実装され
ており、700基以上の廃熱発電システムが導入さ
れています

• 欧州では多くの地域で一般的に採用されている
方法で、例えばダブリンのデータセンターでは、地
域熱供給ネットワークに廃熱供給ができるよう設
計されています

廃熱利用の事例－原子力発電
原子力発電所の廃熱の回収や熱電併給は、産業プロセスにおける低炭素の代替熱源として利用できます
概要
• 欧州では高温熱（400˚C以上）の需要は産業部門の熱需要全体の26%でを占め、
熱需要の大部分が化石燃料の燃焼によりまかなわれています
• 原子力発電所の廃熱を利用して産業プロセスの熱需要を満たすことでGHG排出を削減
できますが、現在のところ産業部門での用途は限定されます
• 原子力発電の廃熱の産業利用としては、加圧水型原子炉（PWR）の廃熱を使用し
たスイスのゲスゲンでのボール紙製造や、ドイツのシュターデンでの製塩などが挙げられます
• 英国の王立学会は、CCSを併用しない（unabated）天然ガスの熱エネルギーの推定
コストの3.5～8ドル/GJと比べ、原子炉の熱エネルギーの推定コスト（PWRベース）は
7.42～11.42ドル/GJになると算出しており、また別の試算では、水素（ブルー水素、
グリーン水素）の熱エネルギーの推定コストは7.59～13.34ドル/GJと算出されていま
す

導入における課題
立地：原子炉は遠隔地に設置されている場合が多く、周辺に産業施設を建設する際に生
じる危険性を評価する必要があります。廃熱を長距離輸送することは可能ですが莫大なコス
トが生じます。今後、小型モジュール炉（SMR）などの新しいタイプの原子炉が登場するこ
とで、立地の制約が緩和される可能性があります
温度：最も一般的なシステムの水型原子炉 は300˚C未満で蒸気を生成するため、エネ
ルギー集約型プロセスでは温度が低すぎて利用することができません。また、この温度レベル
は産業用熱需要の大部分に適合しますが、地理的条件などの理由により適合産業を集積
地化できる可能性は低いのが現状です
コラボレーション：産業、原子力発電事業者、投資家は、これら一連のプロセスを実現する
ためには信用を獲得することが必要で、そのためには、文化の違いや知識格差などの問題を
克服する必要があります

EDF Energy－サイズウェルC原子力発電所計画（英国）
• サイズウェルCは、EDF EnergyがCGNと協力して開発を計画している英国サフォーク州の新
しい原子力発電所で、同社は出力3,200 MWeの欧州加圧水型炉（ERP）2基の建設
計画提案書を提出しています
• 提案には主蒸気隔離弁を通過した後に蒸気を回収できるバルブの設計が含まれており、熱と
電気の生産バランスを柔軟に変更できる仕組みを取り入れています
• サイズウェルCは、柔軟な熱電併給システムを備えることで軽工業プロセスの低炭素熱源とな
る可能性があり、極低温貯蔵設備、データセンターの冷却、建物の暖房などに廃熱を利用で
きる産業の誘致にもつながります。また、近接するフェリクストウ港の港湾プロセスでもサイズウェ
ルCの熱を利用できる可能性があります

サイズウェルの設計案－EDF Energy

産業システムの効率性と循環性向上における課題と取り組み
複数の企業による協働はさまざまな課題が伴いますが、目標を達成するために実践できる取り組みがあります

課題
•

産業集積地内の効率性を高める包括的なアプローチには、強力なパートナー
シップと、信頼に基づき醸成される共有価値の文化が必要です

•

産業集積地全体のコンソーシアムを形成し、責任の所在を明確にするために意思決定
を行うグループを任命します

•

異なる関心や動機を持つ企業が共同で意思決定を行う場合には、進捗が大
幅に遅れる可能性があります

•

産業集積地でのコラボレーションは、高い評価、野心、投資意欲を持つ企業が先頭に立
ち推進することが重要です

•

個々の企業の利益を調整して、産業集積地全体の目標に対する合意を取りまとめます

協働

投資

取り組み

•

取り組みは高い初期費用と長い投資回収期間を要する場合があります

•

•

政策サイクルは投資サイクルより短いため、資産の減価償却が完了する前に投資の収益性
に影響を与える政策変更が行われる場合があります

官民のパートナーシップを通じて外部資金を調達し、産業集積地の資本支出を削減す
ることで、投資リスクを軽減できます

•

特定の政策への依存を減らし、商業的な実現可能性を高めるビジネスモデルの開発が
必要になります

•

企業ごとに財務状態が異なるため、資本コストの配分で課題が生じる場合があります

•

産業集積地のテナント企業は、多国籍企業の子会社などで投資に関する主要な意思決定
の権限を持っていない場合があります

•

企業間で廃棄物の流れを共有するためには、副産物を価値化するシステムが必
要になります

•

コラボレーション計画の立案段階で生産能力と廃棄物の需要を評価し、企業間で商
取引契約を締結しておく必要があります

•

地域熱供給ネットワークへの熱供給など、産業集積地が外部と共有できる廃棄
物の流れと価値について、明確な基準を提示する必要があります

•

より広範なシステムメリットを提供してその価値を享受するためには、PPAなどの商取
引契約の締結が必要になります

•

プロセスを統合することで、生産で使用する材料や再利用するための材料の生
産に対する義務が生じるため、企業が自社の生産量や生産プロセスを自由に
変更できる範囲が制限される可能性があります

•

統合プロセスでは柔軟性を維持できるビジネスモデルと制約の開発が必要になります

•

企業は特定産業集積地での長期運用戦略の一環として、プロセス統合への投資を行う
必要があります

価値化

•

統合

プロセス統合協定には「テイク・オア・ペイ」が含まれるため、脱退を希望する、ま
たは脱退の可能性がある企業にとっては障壁となります

プロセスの電化と熱の再利用
産業部門の温室効果ガス（GHG）排出削減のためのソリューション

プロセスの電化と熱の再利用
プロセスの電化と熱の再利用再生可能エネル
ギー熱 が重要な理由
プロセスの電化は天然ガスに比べてコストが高く、化石燃料設備
への投資回収にも影響するため、積極的には実施されてきません
でした。しかし、炭素価格と再生可能エネルギーコストの引き下げ、
共有インフラの推進、CCSを併用しない天然ガスの使用廃止など
のGHG排出の削減目標が掲げられたことで、電化による効果の
魅力が高まっています

中低温／中低圧プロセスを電化する

低コストで再生可能な電力と熱をオンサイ
トで生成する（例：屋上太陽光発電、
バイオマス発電、集光型太陽光発電
（CSP））

プロセスの電化と熱の
再利用

高度な共有インフラを確立する（例：
マイクログリッドの整備、貯蔵技術の確
立、柔軟性の実現）

主な障壁：CCSを併用しない天然ガス設備および減価償却が完了していない化石燃
料設備に対する電化コストの競争力

本セクションの調査領域

プロセスの電化と熱の再利用を活用している
注目すべき産業集積地：蘇州工業園区
（SIP、中国）
SIPではマイクログリッドを導入し、オンサイトと再生可能エネル
ギーの両方のPPAを通じて再生可能エネルギーによる電力供
給を増やし、産業集積地内の交通機関を電化しています

•
•
•
•
•

産業部門全体のプロセスの電化技術の実現可能性
産業集積地の電化の成功要因の特定（マイクログリッド、再生可能エネルギーと貯蔵設
備の共有、需要の最適化など）
プロセスの熱ソリューション
プロセスの電化と熱の再利用の活用事例
プロセスの電化と熱の再利用における課題と取り組み

概要
電化は、産業全体の大半のプロセスでGHGの排出を削減するための手段となり得ます
概要

簡単に電化できる産業プロセス

• 産業の電化に関する議論では、商業規模で高温プロセスを電化する技術的な難しさについてフォーカスされることが
多いですが、調査では、一般的なテクノロジーを使用して中低温プロセスを電化することで大きなメリットが得られるこ
とが分かっています
• ポツダム気候影響研究所（PIK）が実施したEUの調査では、CO2排出量の少ない産業（製紙、木材、繊維な
ど）は、成熟した一般的なテクノロジーを使用してほぼ完全に電化できることが分かりました。これらの産業は2015
年時点でEU全体での産業部門のGHG排出の40%を占めており、産業全体の電化に成功した場合には、推定で
2050年までにGHG排出の36%を削減できます
• 同様に米国立再生可能エネルギー研究所（NREL）は、重工業を変革しない場合でも一般的なテクノロジーを使
用することで、米国の産業部門の燃料エネルギー使用の43%が電化可能であることを明らかにしています
• 天然ガスは安価なエネルギー源ですが、CO2排出削減シナリオを検討する際には、CCUSや水素を併用した天然ガ
スなどの低炭素ソリューションとプロセスの電化の比較、炭素価格の検討などを実施し、より正確な意思決定を行う必
要があります。電化が可能な場合には、低コストかつ技術的に成熟した高効率の低炭素ソリューションが実現します
• 現在、主なエネルギー源として電気を使用している産業は、燃焼による加熱プロセスの電化に加えて、発電プロセス
を化石燃料からゼロカーボンのエネルギー源に移行することで、GHG排出量と長期的なコストを削減できます

•

技術的には重工業を含むほとんどの産業プロセスが電化できます

•

以下の表は、一般的なテクノロジーを利用して電化できる各産業の主要なプロセスをまと
めたものです

•

これらのプロセスに加え、機械の駆動や軽量輸送などの非熱的エネルギーによる作業プロ
セスも電化が可能です

産業

4%

非鉄金属

3%

食品・たばこ
製紙・パルプ・印刷

21%
17%

5%
2%

化学・石油化学

鉄鋼

5%

15%
9%

11%
1%

12%
28%
15%

66%

3%

熱

65%

3%

電気

18%
40%
31% <1%

20%
63%

•
•

硬化

•

紫外線硬化

•

石灰焼成

•

電気窯

セラミック、ガラス

•
•

セラミックの焼成
ガラスの溶解、焼鈍、焼
き戻し

•

抵抗加熱

すべての産業（食品、繊維
を含む）

木材

•

製紙、パルプ

低温熱プロセス（例：
冷却、乾燥、暖房、蒸
気生成）

•

バイオ燃料、廃棄物由来燃料、 天然ガス

機械

•

プロセス熱

•

誘導炉

26%

7%

天然ガス

輸送機器

•

プロセス熱

•

誘導炉

26%

8%

石炭

製造

•

プロセス熱

•

抵抗加熱

非鉄金属、鉄鋼二次製品

•
•
•

溶解
精錬
金属精錬

•
•
•

誘導炉
抵抗炉
電気アーク炉

24%
1%
12%

テクノロジー
圧縮ヒートポンプおよびチ
ラー（冷却水循環装
置）
電気ボイラー
機械的蒸気再圧縮

•

産業ごとのエネルギーミックスにおける電気の割合（IEA、2018年）
機械

電化が可能なプロセス

13%
21%3%

石油製品
石油

事例：産業部門の加熱プロセスの電化
燃焼で処理していた加熱プロセスを電化した産業部門の商業事例は今のところ多くはありませんが、テクノロジーの成熟と、より広範な
生産性を向上できる電化の可能性が、産業部門の取り組みを活発化しています
電気アーク炉（EAF）を用いた鉄鋼二次製品生産
•
•

BASF－化学工業の電化

電気炉を使用してスクラップをリサイクルした鉄鋼二次製品の生産プロセスはすでに確立されており、世界
の鉄鋼生産の28%を占めています
電気炉による生産プロセスは技術的な成熟度が高く、従来の高炉と塩基性製錬炉（転炉）を組み合
わせた高炉転炉（BF-BOF）法と比べ、必要なエネルギーを5分の1に抑えられます。エネルギー消費を
低減できるだけでなく、低炭素電力を使用することでGHG排出量を大幅に削減できます

• BASF SONATRACH PropanChem S.A.はBASFとSONATRACHの合弁会社で、スペインのタラ
ゴーナにあるプロパン脱水素（PDH）工場で年間約35万トンのプロピレンを生産しています
• 同社では2017年11月にPDH工場のプロピレン精製装置の蒸気タービンを電気モーターと周波数イン
バーターに交換し、エネルギー効率向上を目的として600万ユーロを投資しています
• 同社はスペイン政府の助成金による支援も受けて、計画どおりの成果を収めるとともに、より広範なプロセ
ス全体の生産性に予期せぬ向上効果をもたらしました

プロセス別の粗鋼生産量（2019年）
中国

中国以外のアジア諸国

欧州

北米

電化による成果

997
Mt

349
Mt

196
Mt

120
Mt

エネルギー消費量の削減：電力効率が向上したことで19 MWの蒸気タービンを10 MWの電気
モーターに置き換え、可変速モーターを使用した消費電力制御を組み合わせて使用することで、
年間の一次エネルギー需要を最大80 GWh削減しています

純酸素上吹転炉

電気アーク炉

規模拡大のための検討事項
•

原材料の供給力：一部の地域では鉄鋼のリサイクル率が高く（欧州では最大85%）、スクラップを使用した
生産拡大の可能性はほとんど残されていません

•

バリューチェーンのGHG排出：高炉の電化ではGHG排出の削減効果とともに、コークスを用いた鉄鉱石還元
ソリューションにも注目する必要があります。潜在的なソリューションのひとつとして、水素を使用した鉄の直接還
元技術の研究も進められています

•

座礁資産（ストランデッドアセット）：稼働中の高炉の多くはまだ寿命を迎えておらず、今すぐ廃止することが
できません。既存の高炉を利用しながらでも、他プロセスでGHG排出削減策を取り入れたり、新たに低炭素技
術にフォーカスした投資を行ったりすることができます

水の消費量の削減：蒸気タービンを置き換えたことで冷却水の需要が減り、工場内の他のプロセ
スでの冷却能力に余力が生まれ、年間の水の消費量を最大5億リットル削減しています
GHG排出量の削減：エネルギー消費量、水の消費量、CO2排出量の多いエネルギー源の使用
率を削減できたことで、年間で最大3万4,000トンのCO2排出を削減しています
工場のパフォーマンス：工場全体の温度が下がったことで、反応、分離塔、その他の装置を適切
に制御できるようになりました。以前は技術的な理由から年1回の運転停止が必要でしたが、現
在は3年以上の連続運転を可能にしています

アルミニウム製造における再生可能エネルギー電力の利用
発電に伴うコストとGHG排出量の割合が大きいアルミニウム産業などではエネルギー源の変更がネットゼロを目指す上で極めて重要に
なります
業界動向
•

アルミニウム産業は、年間でCO2換算1.1 Gt以上（世界の人為的なGHG排出量の最大2%に相当）のGHGを排出しており、排出量は
アルミニウム需要の増加に比例します

•

アルミニウムは世界で2番目に大量使用されている金属で、EV、ソーラーパネル、送電ケーブルの製造などにも使用されており、ネットゼロ社会
においても不可欠な資源です。そのため、アルミニウム産業全体でのGHG排出削減は重要課題のひとつとなります

•

すでに電化が進んでいるアルミニウム産業ではGHG排出の60%が発電によるものです。アルミニウム製錬で使用されるエネルギー源は、地理
的なアクセシビリティによって異なります

•

電力コストはアルミニウム製錬工場の運用コストの約3分の1を占めます。アルミニウム生産事業者は薄利で営業しているため、最も安価で安
定した電力源に移行する必要がありますが、移行に伴う設備投資への資金繰りは容易ではありません

•

しかし、再生可能エネルギーコストは下がりつつあるため、従来の発電設備を運用し続けるのではなく、新しい陸上風力や太陽光の発電設備
に投資することはコスト競争力につながります。炭素価格の上昇、貯蔵コストの低下、再生可能エネルギー電力の需給バランスを調整する
PPA利用の可能性などの外的要因もあり、アルミニウム産業は電力源の移行期を迎えています

•

政府の支援やインセンティブ、明確な炭素価格の提示、低炭素アルミニウムの需要の増加などによって、アルミニウム産業における電力源移行
のビジネスケースをさらに強化することができます

世界の事例（一部を抜粋）
石炭－水力発電への移行
•

中国

Hongqiao Groupは2020年9月に、中国雲南省にある
水力発電を使用したアルミニウム製錬工場の操業を開始し
ました。中国はGHG排出削減目標の達成に向けて石炭に
対する制裁措置を強化しており、同社は石炭火力発電へ
の依存を軽減するため、水力発電所の近隣への生産拠点
の移転を開始しています

風力発電の長期PPA
•

ノルウェー

Norsk Hydroは2018年7月に、Green Investment
Group（GIG）が運用するスウェーデンの235 MWの陸
上風力発電所と29年間のPPAを締結しました。Norsk
Hydroはこの電力を使用してアルミニウムを生産することで、
CO2排出削減を目指しています

地域別のアルミニウム製錬におけるエネルギー消費量（2019年）
China

Europe

GCC

低炭素アルミニウムへの融資

North America

•
115
TWh

484
TWh

石炭

水力

石油

天然ガス

84
TWh

原子力

その他の再生エネルギー

55
TWh

その他の非再生エネルギー

シンガポール

大手商品先物取引企業のTrafigura Groupは2020
年9月に、製造業者に対する下流需要の拡大に備えて、
最大5億ドルという他に類を見ない規模の低炭素アルミニ
ウムの融資プラットフォームを設立しました

産業集積地における電化の成功要因
産業集積地と各テナント企業は、個々のプロセスのプロセスの電化を行うだけでなく、オンサイトの電気インフラを整備し、PPAを通じて再生
可能エネルギー使用率を高めることで、電力系統の需給調整サービスを提供できる可能性があります

オンサイトの共有再生可能エネ
ルギー、貯蔵技術、マイクログ
リッド
産業集積地では、オンサイトの再生可能エネ
ルギー 、ディスパッチ可能なゼロカーボンのエ
ネルギー源の共有（バイオマスプラント、
SMR、水力発電設備など）、貯蔵技術、マ
イクログリッドなどを通じてエネルギーの自律性
を高めることで、変動しやすい風力や太陽光
による発電に伴うリスクの共有し、軽減するこ
とができます

再生可能エネルギー電力の仮
想PPA
オンサイトの再生可能エネルギーだけではエネ
ルギー需要を満たせない場合には、米国のコ
ミュニティ・チョイス・アグリゲーション（CCA）
のように法律や運用ルールを確立することで
PPAの再生可能エネルギーに需要を集約で
きます

需要の最適化
可能な場合には電力価格が最も高い時間
帯から低価格の時間帯に生産プロセスを移
動するなど生産部門の柔軟性を高めることで、
産業集積地における電力系統の電力消費
を調整できるようになります。コスト削減だけ
でなく、電力系統の安定性を高める機能をオ
プションサービスとして提供することも可能にな
り新しい収益源の創出につながります

レトロフィットとハイブリッドテクノ
ロジー
既存の機械のレトロフィットやハイブリッドシス
テムを実装したテクノロジーを使用して移行を
段階的に進めることで、より安価で低炭素な
エネルギー源を採用できるようになります

事例：Genagricola（イタリア）
農業チェーンの電化とGHG排出削減
概要
• Genagricola, a holding company of the Generali Group, is the largest Italian agricultural
Generali Groupの持株会社であるGenagricolaはイタリアで最大の農業関連事業を展開する企業です
• Genagricolaは、社内および自社施設内の循環性の向上、GHG排出削減、電化に重点を置いた新しいサス
テナブル戦略を設定したプロジェクトに取り組んでいます
• Enel Xは、企業およびエネルギー消費地ごとに事業の循環型経済成熟度を評価するための独自の手法（CE
エネルギースコア）を開発し、改善のための効果的なロードマップを特定しています
• 全22拠点の初期の平均CEエネルギースコアは15%で、デルタ平均の改善率は＋44%と推定されています
• 改善が可能な領域には、共有の再生可能エネルギーを使用した生産、建物のエネルギー効率、共有モビリティ
設備の導入などが含まれます

車両の電化
電力の完全供給を目指した再生可能エネルギーへの移行

車両の電化

監視と検証

Genagricolaでは、エネルギー消費を従来の化石燃料から再生可能エネル
ギーに移行するために、3つの主要なソリューションを採用しています

1. Genagricolaのすべての車両を対象に電化を前提とした詳細な分析
を実施し、移動に関するニーズ、移動の定量化、EVへの改造に適した
車両の特定、充電インフラの配置などの検討を行っています

効率を高めてリソースの消費を削減するために、AI（人工
知能）をベースとした統合監視システムを導入し、異常や
非効率のポイントを速やかに特定して農業プロセスや設備
を最適化します

1. 最大規模の物理容量を備えた屋上太陽光発電システム
2. Genagricolaの敷地内にEnel Xが借地契約を結んで建設した大規模
太陽光発電所との直接PPA
3. 直接PPAで不足する電力需要に対応するための再生可能エネルギー源
（発電源証明付き）による電力供給

2. 電気エンジンへの移行に適した既存のトラックを改造することで、化石
燃料を使用せずに農業活動を行うことができるかを評価するための
フィージビリティスタディを実施しています

事例：マイクログリッドソリューション
産業集積地内の電気への依存度が高くなった場合でも、マイクログリッドで産業集積地の電力供給のレジリエンスを強化することで、需要
増加による電力系統への負荷を軽減できます
プロジェクトの経緯

ソリューション概要

• カリフォルニアのロングビーチ港（POLB）は、米国で2番目に混雑しているコンテナ港で、年
間2,000億ドルの取引が行われており50万人近くの雇用を支えています
• POLBがネットゼロを達成した場合の電気負荷は4倍になると予想されています。港全体の
ベース負荷とピーク負荷の最大差異を考慮すると、増分の電気負荷を相殺するためには電
力系統への投資が必要になります。
• 電力障害が発生した場合には、作業時間が減少したり貨物が腐敗したりすることで1日あた
り数百万ドルもの損害が生じる可能性があります。電気への依存度が高まるほどその信頼性
は極めて重要になります
• 単一障害点（この場合は電力系統の障害）を回避するために、POLBでは、港湾運営の
レジリエンスを向上し、ディーゼル発電機による汚染の軽減と電力系統への断続的負荷の緩
和を可能にする、GHG排出ゼロのDERとグリッドサービスを統合したマイクログリッドシステムの
整備を目指しています

2021年に完了予定のPOLBマイクログリッドプロジェクトによって、ロングビーチ港（POLB）の重要な応答施
設である共同指揮統制センターの長期的なアイランディングが実現します。このプロジェクトの主要な取り組みは
以下のとおりです
300 kWのソーラーカーポート：太陽光発電でGHG排出ゼロのエネルギーを生産します
バッテリー（330 kWの定置型BESSと250 kWの移動型BESS）：電力系統の通常運転中に、
デマンドレスポンスやピークシェービングなどの電力系統サービスを使用できます。また広域停電や緊急
時には、雨水ポンプステーションや冷蔵コンテナヤードなどの必要な場所に移動型バッテリーを配置して
発電機として使用することでマイクログリッドを拡張できます
エネルギー制御センター：センターにはマイクログリッドの制御機能と定置型バッテリーを装備します
イノベーション：プロジェクトの重要なイノベーションのひとつとして、システムにDC・ACの両方のバスコン
トローラーを搭載します。太陽光発電システムからバッテリーに電気を直接DC伝送できるため蓄電効
率が大幅に向上します

効果

プロジェクトパートナー

•

低コスト：価格が最も高い時間帯の電力消費を回避できる電力負荷のスマート管理とオンサイトでの太
陽光発電により低コストの運用が可能になります

Schneider Electric

•

エネルギーの安全性：マイクログリッドは停電によるサービス停止を防ぎ、非常用電源としての化石燃料へ
の依存を軽減するために有用です

NREL

•

環境メリット：マイクログリッドによってオンサイトでの再生可能エネルギーによる発電が実現し、化石燃料へ
の依存を軽減できます

•

電力系統の信頼性：デマンドレスポンス機能と電力貯蔵により、電力系統のセキュリティ信号に素早く応
答してピーク需要時の電力系統の負荷を軽減しつつ電力供給を維持することができます

カリフォルニア州エネルギー委員会
Southern California Edison (SCE)
注：一部を抜粋

オンサイトでの熱の再利用の生産
熱の再利用は、産業部門におけるプロセス熱の電力消費を低炭素化またはゼロカーボン化します
産業集積地における熱の再利用による恩恵と課題

概要
•

プロセス熱は、産業部門における最大のエネルギー需要で、2019年の世界の熱需要の50%に相当します。しかし、再生可能
エネルギー源を使用して生成している産業プロセス熱はわずか10%にすぎません

バイオエネルギー

•

バイオエネルギーは、産業部門で使用されている熱の再利用のおよそ90%を占めており、主に製紙、パルプ、食品などバイオマ
ス廃棄物を生み出す産業で使用されています。中国と欧州のセメント産業では、一般廃棄物を使用したバイオエネルギーの消
費が増加しています

✓ 一部の産業ではすでに広く使用されています

✓ 幅広い温度の熱を供給できます

✓ 循環型経済と生産的な廃棄物利用を実現する機会をもたらします
✓ 熱電併給に使用できます

•

熱の再利用は、直接的および間接的なプロセス熱の供給（温水や蒸気生成など）に使用でき、2030年までに最大1億
2,000万トンのCO2を削減できる能性があります

•

再生可能エネルギーの使用に加え、産業プロセスで生じる熱量を持った廃ガスを燃焼させることで、産業集積地内でプロセス熱
を生成できます

× 化石燃料と比較すると、熱量が低く、変動しやすい傾向があります

•

産業集積地では、産業間で協力して技術的な専門知識、既存プロセスのインフラ、廃棄物の流れを活用することで低炭素熱
の生産が可能になります

太陽熱

✓ 燃料コストをゼロまたはマイナスにできる可能性があります
× 輸送コストが高く、原材料の入手可能性に課題があります
✓ 燃料コストとGHG排出ゼロを実現します

× 集光型太陽光発電（CSP）装置の設置とプロセス統合には高い資本コストがかかります

一般的な再生可能エネルギー

× CSP装置の設置場所の放射照度とスペースの可用性に依存します

バイオエネルギー

地熱

× 熱源が変動しやすく、高価な電力貯蔵ソリューションを必要とします

•

バイオマス：未使用の木片や汚染されていない廃材などによる固形燃料

✓ 燃料コストとGHG排出ゼロを実現します

•

バイオガス：嫌気性消化装置内の生体物質から生成されるメタンガス

✓ 地上でのカーボンフットプリントを低減します

•

合成ガス：バイオマスの熱分解、固形廃棄物、ガス化から生成されるガス

✓ 1回の開発で24時間熱を発生させることができます

•

廃棄物由来の燃料：一般固形廃棄物を処理することで生産できる廃棄物固形燃料（SRFまたはRDF）

× 装置の設置とプロセス統合には高い資本コストがかかります
× 低温のため産業規模での使用には適しません

太陽光：太陽放射の収集（および集中）により熱を生成します。平板型集熱器やヘリオスタットタワーシステムなど、さまざ
まなテクノロジーがあります

× 立地に大きく依存します

地熱：地中熱ヒートポンプや帯水層蓄熱システムなどを使用して、地殻内の熱を産業プロセスに利用します

× 再生可能エネルギー熱を利用してプロセスの予熱を行うことで、既存の高熱源からの移行が容
易になり、化石燃料の価格変動による影響を軽減できます

その他の熱源：本レポートでも言及している再生可能エネルギー電力や水素も熱源として使用できます。再生可能エネル
ギーを使用した地域熱供給など該当しますが、本レポートでは詳細には触れません

× 最も費用対効果の高い再生可能エネルギー熱ソリューションは、立地、既存インフラ、原材料
の入手のしやすさに依存します

再生可能エネルギー熱に関する一般的な検討事項

事例：新しい太陽熱ソリューション
Heliogenなどの企業が提供する新しい集光型太陽光発電（CSP）テクノロジーは、重工業
のCO2排出を削減するための費用対効果の高い統合ソリューションとなる可能性があります
概要
•

Heliogenはビル・ゲイツやパトリック・スン・シオンなどの支援者を擁する再生可能エネルギーテクノロジー企業で、太陽光エネルギーを費用対効果の高い方法
で集光し、史上初となる超高温（最大1500˚C）熱の生成に成功しました

•

Heliogenが開発した世界初のSunlight Refinery™ は、24時間稼働可能なグリーン水素発電システムで、太陽光を収集および集中、凝縮し、需要に
応じて費用対効果の高いエネルギーを生産することができます

•

Sunlight Refinery™ はAI（人工知能）、コンピュータービジョン、物体認識などのテクノロジーを利用して鏡（ヘリオスタット）の配列を正確に調節し、こ
れまでにない高い精度で太陽光を一点に集中させることができます

•

Sunlight Refinery™ に5 MWe/13 MWthのモジュールで構成されており、重工業で熱、電気、水素を生成するための迅速な大規模展開が可能です

HelioHeat™

化石燃料の燃焼の代わりに産業プロセ
ス熱として使用できるカーボンフリーの超
高温熱

•

集光と熱エネルギー貯蔵システムを使
用して生成した電気

•

目標コスト：既存の天然ガスを下回るエ
ネルギーコスト

•

目標コスト：5¢/kWh未満

•

セメント、鉄鋼、石油化学

•

•

焼成、改質、溶解、焙焼、焼結、熱分
解

•

燃料コストの削減、GHG排出量の削減、
利益率の高い「グリーン」製品

•
説明

対象産業

産業利用

効果

HelioPower™

HelioFuel™
•

集光と電気分解によって製造された100%
グリーン水素などの再生可能エネルギー燃
料

•

目標コスト：2ドル/kg未満

公共施設、採鉱場、データセンターな
ど

•

運輸、重機、化学、鉄鋼、その他の産業
用途

•

電力を24時間365日使用するさまざ
まな産業用途

•

鉄鉱石還元、化学原料

•

燃料コストの削減、GHG排出量の削
減、利益率の高い「グリーン」製品

•

燃料コストの削減、GHG排出量の削減、
利益率の高い「グリーン」製品

Heliogenの太陽光を利用した
エネルギー生産プロセス

太陽光

AIで制御された鏡（ヘリオスタット）フィールド

タワー、レシーバー、熱エネルギー貯蔵
（TES）装置

HelioHeat

HelioPower

HelioFuel

電化の課題と取り組み
産業部門のプロセスの電化を促進するには、天然ガスに対するコスト競争力を高める取り組みが必要になります
産業部門の電化におけるビジネスおよび技術上の課題

産業部門の電化におけるビジネスおよび技術上の課題

コスト競争力：電気のコストは天然ガスの3倍となるため、電化により運用コストが大幅に上昇しま
す。競争の激しい世界規模の取引の活発化と利益率の引き下げによりコストの上昇を大幅に抑え
ることができます。将来的には再生可能エネルギーの電力コストと炭素価格が低下することで、エネ
ルギー源のコスト格差が解消される可能性があります

炭素価格：明確な炭素価格を提示して、投資の不確実性が軽減できるとともに、電力の相対コ
ストを引き下げることができます

設備投資：電化に移行するためには、新しい設備を購入するための多額の投資が必要になります

炭素規制：車両や建物に使用する材料のカーボンフットプリント要件などの消費ベースの規制は
CO2の排出削減を促進します。CO2ベースの料金表の作成は簡単ではありませんが、地域間で
ネットゼロの取り組みの統制が取れていないことで生じる競争上の問題を解消するために有効です

限定的な生産性の向上：電化可能な個々のプロセスの多くは、テクノロジー導入の主な推進力と
なる生産性や収益性に対して限定的な効果をもたらします

電気税や課徴金の低減：ガスと比較した場合の電気のコストが削減できます。スウェーデンではこ
の政策によって電気とガスの価格差を欧州平均の半分に縮小しています

技術的な複雑さ：一部のプロセスの電化ではテクノロジーの複雑な変更が伴うため、新しいテクノ
ロジーに対応するための二次的なプロセスの変更とオペレーターのスキルの向上が必要になります

産業ごとの協定：GHG排出量を削減するために各産業が国際協定を締結することで、生産コス
トが上昇することで必要となる世界規模の取引での競争力に対する影響を緩和することができま
す

生産プロセスの中断：プロセスで使用している設備を電化用の設備に交換する際に、生産プロセ
スの大規模な中断が発生する場合があります

技術支援計画：あらかじめ支援計画を策定し、電化技術のコスト削減、電化の促進、技術的
な専門知識の向上を支援します

座礁資産（ストランデッドアセット）：電化により長寿命の化石燃料設備の早期廃止が必要と
なることで、投資利益率が低下する可能性があります

レトロフィットとハイブリッド技術：既存の機械のレトロフィットやハイブリッドシステムを実装したテク
ノロジーを使用して移行を段階的に進めることで、より安価で低炭素なエネルギー源を採用できる
ようになります

水素
産業部門の温室効果ガス（GHG）排出削減のためのソリューション

水素
最も経済的なエネルギー源を使用して低炭素または
ゼロカーボンの炭素水素（ブルー水素、グリーン水
素）を生産します

水素が重要な理由
水素は、産業部門のGHG排出を削減し、2050
年までにネットゼロを達成するための成功要因で
あるという認識が高まり、多額の投資と水素ハブ
の建設が行われています

近隣のゼロカーボンエネルギー源（風力、太陽光、
原子力、バイオマス）による電気と熱を利用します

水素
主な障壁：貯留場所と再利用の用途および輸送・貯留インフラの欠如

生産した水素を電化が困難な産業プロセス、暖房、
輸送の代替燃料として使用します

水素開発に取り組む注目すべき産業集
積地：ハンバー産業集積地
ハンバー産業集積地では、自己熱改質プラント
（ATP）とCCSインフラを利用してブルー水素と
グリーン水素（天然ガスを使用して生成される
水素を含む）によるエネルギーミックスを追求して
おり、また、同じインフラを使用する洋上風力発
電での電気分解によるグリーン水素の生産にも
取り組んでいます

本セクションの調査領域
•
•
•
•

水素バリューチェーン
水素ハブの誕生
水素の種類（さまざまなエネルギー源を使用したゼロカーボンまたは低炭素の水素）
天然ガスを使用するブルー水素、洋上風力発電を使用するグリーン水素など、ハンバー産
業集積地で取り組まれている水素生産技術に加え、太陽光、原子力、バイオマスなど、
他のテクノロジーを使用した水素生産事例

水素の概要
水素にはクリーンなゼロカーボン経済への移行を実現できる大きな可能性があり、電化技術が初期段階にある場合や産業プロセスのコンバージョ
ンでのGHG排出量が多い場合には、さらに高い効果が期待できます
水素の恩恵
水素は、GHG排出削減が難しい部門の排出削減を可能にする最も有望
なテクノロジーです。主に以下の用途に使用することができます:
• 産業：従来の化学産業や石油精製産業での使用に加え、電化が困難とされる高
温産業プロセスの代替原料としての使用が期待されています
• 電力：変動特性を持つ再生可能エネルギーの電力系統への統合をサポートする
大規模かつ長期的な電力貯蔵ソリューションとなり、天然ガスに代わる電源や熱源
として使用することができます。
• 輸送：航空や長距離の陸上および海上における輸送用燃料として使用できる可
能性があります

低炭素またはゼロカーボン水素の普及における課題と取り組み
• 低炭素またはゼロカーボンの水素経済を支える水素インフラは、輸送、貯
蔵、流通の各ステーションで構成されるため、現時点では電化などをはじめ
とする他の脱炭素ソリューションと比べて非常に高いコストがかかります
• 低炭素またはゼロカーボンの水素利用を拡大するためには、より低価格で
豊富な再生可能エネルギー源が不可欠です
• 現時点では大規模な水素利用の実証事例はありませんが、利用の拡大
に向けたさまざまな取り組みが進められています

産業集積地における水素の可能性

産業集積地で水素の内部市
場 を確立することで生産と消
費が同じ場所で行われるため、
長距離パイプラインなどのインフ
ラ投資を行うことなく水素市場
を発展させることができます

専用の設備投資が必要になりま
すが、風力および太陽光発電を
組み合わせた水素生産方式を
採用することで、風力や太陽光
の余剰発電が生じやすい時間
帯の需給バランスを調整し、電
力システムの貯蔵能力と柔軟性
を高めることができます

水素が、主に産業プロセスの
原料として使用できる場合や
化学反応またはプロセスに不
可欠な要素である場合には
最大の成果をもたらす可能性
があり、さらに輸送燃料や家
庭用暖房などの二次用途で
の活用も可能になります

貯蔵した水素は、エネルギーシ
ステムが停止した際にさまざま
な産業のエネルギー源として使
用することができます

水素ハブの誕生
水素ハブでは、産業、地域企業、地域内のステークホルダーが集まり、地域社会のエネルギーと輸送のニーズを満たすための水素プロジェクトが
開発、遂行されています
世界の事例（一部を抜粋）

水素ハブの概要（イメージ図）

Asian Renewable Energy Hub (AREH)

再生可能
エネルギー

電力系統

天然ガス網

オーストラリ
ア

•

Asian Renewable Energy Hub（AREH）は、オーストラリア西部を拠点とする大規
模なクリーンエネルギーハブです

•

20 GW以上の風力発電と太陽光発電を使用した国内消費向けと輸出向けのグリーン水
素生産が期待されています

大同水素ハブ
•

H2

中国

Green Hyslandプロジェクト

水素製造

燃料ステー
ション

輸送

スペイン
H2

水素貯蔵

•

マヨルカ島のGreen Hyslandプロジェクトでは、バレアレス諸島でのグリーン水素エコシステム
を構築します

•

太陽光を使用した再生可能エネルギー由来の年間300トン以上の水素の生産、供給、使
用を目指しています

ティーズバレー輸送ハブ
分散型電源

•

ティーズバレーでは水素を動力源とする幹線鉄道の整備を進めており、英国発の水素輸送
ハブの誕生が期待されています

•

プロジェクトでは、バス、鉄道、海上および航空のあらゆる輸送でグリーン水素による電力を
有効利用するための方法を追求しています。

燃料電池

イギリス
マテリアルハンドリ
ング

バックアップ電源

熱電併給

ソハール港
オマーン

熱

水素

電気

中国の石炭産業の中心地である大同市は、輸送用の水素燃料電池の普及と水素エネル
ギー工業団地の建設を支援し、水素ハブに生まれ変わろうとしています

天然ガス

•

ロッテルダム港と提携しているオマーンのソハール港は、3.5 GWの太陽光発電を利用した中
東初のグリーン水素ハブのひとつです

•

生成した水素は貯蔵し、必要に応じて産業と輸送で使用します

水素の種類
産業集積地ごとに最適な水素の種類を見極めるための重要な要素があります
種類

生産プロセス

エネルギー源

GHG排出
原料となる電気は再生可能エネルギー源（風
力、太陽光、水力など）で生産するためGHG
排出はゼロです

電気分解

H2

メリットとデメリット
+ 純水素をゼロカーボンで生産できます
+ 純水素を輸送用の燃料電池に使用できます

+ ガス網との統合機会の創出および長期的な電力貯蔵が可能になります
- 電解槽に電力を供給するための大規模な再生可能エネルギー発電が必要となるため、多額の設備投資を必要
とします

風力または太陽光

- リソース供給における地理的な制約があります
- 生産規模に制約があります（現時点の最大の電解槽は10 MW、20 MW電解槽の導入プロジェクトも進行
中）

H2

原料となる電気は原子力エネルギーで生産する
ためGHG排出はゼロです

電気分解

+ ディスパッチが可能なゼロカーボンの電力を使用して水素を生産できます
+ 高純度の水素を産業プロセスに使用できます
+ 電気分解による低炭素水素生産とガス、CCSを組み合わせることで小型モジュール炉（SMR）の熱源を供給
できます

原子力

- 小型モジュール炉（SMR）を使用しない場合は、設備投資コストが増大します

H2

ガス化とCCS
CO2

バイオマス

H2

+ CCSを組み合わせるため低炭素またはカーボンネガティブの水素を生産できます
- CCSインフラが必要になるため、多額の設備投資を必要とします
- バイオマス生産の環境持続可能性について潜在的な懸念があります
- リソース供給における地理的な制約があります

原料のガスから生じるCO2を回収・貯留するた
め炭素集約度は低くなります

CCSを用いた自己熱改質（ATR）や
水蒸気メタン改質（SMR）
CO2

ガス化プロセスで生じる副産物を回収、貯留す
ることでCO2排出量が削減するため炭素集約
度は低くなります

+ CCSを利用するため低炭素の水素を生産できます
+ 低価格のガスを使用した中間的なエネルギーソリューションとして採用できます
- CCSインフラが必要になるため、多額の設備投資を必要とします

天然ガス

- 天然ガスの価格変動の影響を受けます
- 需要規模（産業集積地外の家庭暖房需要など）に制約があります

H2

CO2を大気中に放出するため炭素集約度は高
くなります

自己熱改質（ATR）／水蒸気メタン
改質（SMR）

天然ガス

+ 新しいインフラを必要としません
+ 生産した水素を産業プロセスに使用できます
- 炭素集約度が高くなります
- 天然ガスの価格変動の影響を受けます

注：水素の種類については明確に定義されていないため、文献ごとに差異がある場合があります

事例：プエルトリャノのグリーン水素
IberdrolaはFertiberiaと協力し、スペインを欧州のグリーン水素経済の最前線とするための取り組みを行っています
進行中のプロジェクト
•

IberdrolaはFertiberiaと協力し、2021年までに欧州の産業用としては最大規模となるグリーン水素生産
施設の建設プロジェクトを進めています

•

Iberdrolaは、太陽光発電の電力を使用してNel製の電解槽でグリーン水素を生産してFertiberiaの肥料
製造工場に供給します

•

Fertiberiaは、グリーン水素を使用してグリーン肥料を製造するために工場を改造し、工場での天然ガス需
要とGHG排出量の大幅な削減を目指します
場所はスペインのプエ
ルトリャノ

100 MWの太陽光
発電設備の建設を
計画

2021年までに完成予定

20 MWの電解槽容量

1億5,000万ユーロ
の投資コスト

20 MWhの蓄電池

150人の新規雇用の
創出を期待

年間のCO2排出削減
量は3万9,000トン

主な参加企業

配電網

将来のパイプライン
• IberdrolaとFertiberiaは、グリーン水素プロジェクトをさらに拡大し、800 MWの電解能力を持つ
水素開発を計画しています
• スペインが水素戦略として掲げている2030年までに水電解装置を最低4 GW導入するという目
標の25%をカバーすることになるこのプロジェクトでは、新たに4,000人の雇用の創出と周辺地域
500社以上のサプライヤーの動員が見込まれています
• プロジェクトは2023～2027年の間で段階的に進められる予定で、推定される投資コストは18億
ユーロにのぼります

事例：マヨルカのグリーン水素
Power-2-Green Hydrogenは南欧初の旗艦プロジェクトで、バレアレス諸島でのグリーン水素エコシステムの構築を計画しています。このプロ
ジェクトでは、太陽光を使用した再生可能エネルギー由来の水素の生産、供給、使用を目指しています
プロジェクト発足の背景
•

Power-2-Green Hydrogenプロジェクトは、スペインのマヨルカ島の GHG排出削減と
産業再構築のためのソリューション開発を目的としています

•

Power-2-Green Hydrogenはバレアレス諸島のリュセタの町おこしプロジェクトとして計
画されました。リュセタは、地域の主要な雇用を生み出していたセメント生産が終了したこと
により大きな影響を受けています

主なパートナー

Power-2-Green Hydrogen プロジェクトの概要（イメージ図）

プロジェクト概要
•

このプロジェクトは、発電容量が合計13 MWを超える2つの太陽光発電所と2.5
MWのPEM電解槽で構成されています

•

電解槽で生成した水素はさまざまな最終用途で使用されます
•

島内の一部の公共交通車両の動力源として使用します

•

グリーン水素をガス網に統合して工業団地に供給します

•

建物（公共施設、港、ホテルなど）のバックアップエネルギーとして使用します

•

このプロジェクトでは、年間330トン以上の水素生産と、マヨルカ島での年間2万700ト
ン以上のCO2排出量の削減を目指しています

•

Power-2-Green Hydrogenプロジェクトの建設（2021年に操業開始予定）お
よびO&Mのプロセスでは新たな雇用の創出見込まれており、地域GDPへの大きな貢
献が期待されています

•

プロジェクトは、欧州燃料電池水素共同実施機構（FCH JU）から1,000万ユーロ
の補助金給付を受けており、FCH JUによるグリーン水素プロジェクトへの補助金として
は2番目に高額、地中海沿岸国への補助金としては最高額となります。また、省エネ
ルギー多様化研究所（IDAE）による公的資金援助も受けています

•

再生可能エネルギー由来の水素の原産地をACCIONAのGreenH2chain®で追
跡できるようにします。GreenH2chain®は、ブロックチェーン技術をベースとして開発
された、世界初のグリーン水素の原産地証明プラットフォームです

O2

~最大で年間2,588トン

産業

水素パイプラ
イン

H2

リュセタ太陽光発電所
6.9 MWn

電解槽

圧縮

ガス網に統合

H2 最大で年間
330トン

住宅

ホテル

バス

H2O
圧縮

貯蔵

輸送

貯蔵

水素充填ステーション
移動：レンタカー、公
共交通車両など

ペトラ太陽光発電所
6.5 MWn

輸送

貯蔵

建物、ホテル、港などの燃
料電池

原子力を使用した水素生産
ゼロカーボンの電気や熱を供給できる原子力エネルギーは、電気分解または水蒸気メタン改質による水素生産において重要な役割を果たすこと
ができます
原子力エネルギーを使用した水素生産における検討事項
• 原子力エネルギーは、風力や太陽光をはじめとする他の再生可能エネルギーと比べると容
量が大きく、変動特性がないため、ゼロカーボンの水素生産に適した効率的な電源として、
主要電源または変動特性を持つ電源を補うベースロード電源に使用できます
• 原子力エネルギーは原子炉から熱を供給し、グレー水素の生産に使用する天然ガスを補
うことができるため、 炭素集約度を低減できます
• 原子力の熱は高温水蒸気電解（HTSE）による水素生産に使用できます。ドイツでの
初期の兆候から、この生産方式では高温プロセスで必要な電力を削減できるため10%
のコスト削減が予想されます
• 先進モジュール炉（AMR）は、産出する廃棄物が少なく、高温の熱を生成するため、
より効率的に水素を生産できる可能性があります
• 小型モジュール炉（SMR）は、接続できる電力系統が限られる遠隔地での水素生産
の効果的かつ経済的なソリューションとなります
• 水素生産施設と原子炉の併置には消極的な感情が伴うため、原子力エネルギーを使用
した水素生産の価値実現には、技術的な進歩よりも熱輸送インフラの経済性と需要意
欲が大きく影響します。例えばロシアではパイプラインによる約80kmの熱輸送を実現して
います

主な要素
エネルギー源

電解槽

風力発電／太陽光発電による電気

エネルギー源

純度99%の水素

再生可能エネ
ルギー
H2

原子力をベースロード
電源または主要電源
として使用

水とアルカリ溶液（KOH）
または固形ポリマー電解質を
供給

原子力
原子力熱による蒸気

• 低温電解は、電流によって水分子を分解し、高純度の水素と酸素を生成します
• 高温水蒸気電解（HTSE）は、熱と電気の両方を使用するため総電力需要を約30%
削減できます
• HTSEは固体酸化物電解質を熱源と電力源の両方に接続する必要があるため、第4世
代原子炉を使用する原子力発電所などでの電気と熱の供給が可能です

バイオマスを使用した水素生産
バイオマスを使用して、産業プロセスで使用する水素を生成できます。世界中のいくつかの国やグループがこの水素生産方法を研究しています
バイオマスを使用した水素生産における検討事項

世界の事例
•

林産物および林業
残渣

下水

農業残渣

産業廃棄物

一般廃棄物、動物
の排泄物

オーストラリア

•

バイオマス
CO2

•

H2

•
インド
700℃以上の高温蒸気

•

圧力スイング吸着

空気分離装置

ガス化装置
酸素を豊富に
含む蒸気

COと水が反応し、
CO2が発生

水素を豊富に
含む蒸気

水性ガスシフト反
応装置

水素、CO、CO2を含む合成ガス

水

•

EU

•

Hazer Groupは、下水から発生したバイオメタンを再生可能エネルギー由来
の水素に変換する水素生産技術の実証に向け1,580万ドルを投資し、2021
年までに年間100トン規模の生産施設の建設を計画しています
同社はオーストラリア再生可能エネルギー庁（ARENA）から600万ユーロの
資金援助を受け、バイオマスを使用したグリーン水素生産技術の開発に取り組
んでいます

Indian Oil Corporation（IOC）はバイオマスのガス化をベースとする水素生
産技術を開発および実証するため、インド理科大学院と協定を締結しています
この協定は、インドに水素経済を導入するという同社の大きな目標の一環でもあ
り、燃料電池バスで使用する水素を低価格で生産することを目的としています
同社は15台の大量輸送用の水素燃料電池バスを調達するために関心表明書
（EOI）を提出しました

340万ユーロのコストが投入されているBIONICOプロジェクトでは、新しい概念
の反応装置を軸とした、バイオガスを水素に直接変換するパイロットプラントを建
設しています
このプラントは膜反応器技術に基づいてバイオガスから水素を生産する初の事
例となり、1日あたり100kgの水素生産が期待されています

炭素の回収・利用・貯留
産業部門のGHG排出削減を加速するアプローチ

炭素の回収・利用・貯留（CCUS）
CCUSが重要な理由

エネルギーと水素の生産で生じるCO2を回収し
ます

インフラが適切に整備された環境でのCCSは、重工業に
とって有望な機会であることが認知されつつあり、各地で
CCSハブが誕生し始めていますが、CCU（二酸化炭素
回収・有効利用）の経済性についての課題は依然として
残ります

主な障壁：貯留場所と再利用の用途および輸送・貯留インフラの欠如

回収したCO2を産業プロセスや製造プロセスで
再利用します

炭素の回収・利用・
貯留（CCUS）

可能な場合には、地中にCO2を貯留します

CCUSを活用している注目すべき産業集
積地：ハンバー産業集積地
ハンバー産業集積地では、CCSインフラ（輸送用のパイ
プラインと貯留施設）を産業集積地内の企業で共有す
る規制資産ベースモデルの導入を予定しています。このモ
デルは資金と提案を共有する革新的な手法です

本セクションの調査領域
• CCSハブの誕生
• CCSの実現可能性と課題
• CCU（二酸化炭素回収・有効利用）におけるCO2の有効な利用方法と解決すべき課
題

CCUSの概要
CCUS技術は大規模導入が不可欠ですが、CO2の恒久的な貯留とリサイクルによる再利用を可能にします
1

立地の選択
CO2の回収と浄化を行うプラントの立地は、
バリューチェーンのコストをさらに削減できる重
工業地帯周辺が理想的です
インフラの整備が必要になりますが、パイプラ
インを使用してCCUSプラントまでCO2を長
距離輸送することもできます

2

回収

3

一般には、CO2の脱水および圧縮処理を
行った後、CO2が濃密相の状態を維持でき
るだけの圧力を備えたパイプラインを使用し
て輸送します

1
立地の選択
3

2

輸送

輸送

回収

4

産業プロセスで生じたCO2を回収し、他の
副産物を分離して濃密相または液状の
CO2に変換します。最も一般的な分離手
法としてアミン吸着法があります。CO2は燃
焼前または燃焼後に回収します

貯蔵
圧縮したCO2を深部含塩層または枯渇し
た石油や天然ガスの貯留層に注入し、恒
久的に貯留します

4

貯蔵

CO2の有効利用
回収したCO2はエネルギープロセスに利用できます。主な用途として、石油増進回収法（EOR）、燃料の製造、さまざまな産業（飲料、セメントなど）の原材料としての使用などが挙げら
れます。回収したCO2の推定利用率はわずか1%ですが、市場および技術の開発と投資が拡大するにつれて利用率は上昇する可能性があります

CCSハブの誕生
CCSハブでは、周辺地域のインフラ、CO2排出量、貯留施設を地域の関係者で共有することで包括的なGHG排出を削減し、CO2の
貯留と有効利用に取り組みます
CCSハブの概要
水素生産

石炭のガス化

世界の事例
•
China

H2

発電

中国北西部のプロジェクト

天然ガスの処理

•
•

Longshipプロジェクト
回収ハブ

•

工場
ノルウェー

CCS 貯留

中国北西部のCCSハブでは、周辺地域の石油精製所の水素生産装置から排出されるCO2の
回収と貯留を目標としています
将来的にはセメント、化学、電力部門から排出されるCO2も対象となる可能性があります
現在、プロジェクトは実証段階ですが、2030年までに年間300万トンのCO2排出削減が期待さ
れています

貯留ハブ

•

CCS 貯留

ノルウェーのLongshipプロジェクトのCCSインフラは、次の3つの主要なプロセスを担っています
（1）ノルウェー南部に位置するハイデルベルグのセメント工場のCO2回収。（2）Fortum
Oslo Varmeの廃棄物焼却施設のCO2回収。（3）Northern Lightsプロジェクトによる
北海沖合の貯留施設へのCO2の輸送と貯留
このプロジェクトで試算されているプロジェクトコストは27億ドルで、40万トンのCO2回収を計画
しています

メキシコ湾
•
米国

•

CCS 貯留

•

米国ではメキシコ湾に面するテキサス州とルイジアナ州の両州が、CCSインフラを拡大するための
選択肢を模索しています
枯渇した炭化水素貯留層と含塩貯留層をベースとした分析では、メキシコ湾地域のCO2貯留
容量は300億トンを超える算出結果が示されています
米国では、連邦政府が優遇措置（45Q Tax Creditなど）を提供してCCSハブの開発を支
援しています

炭素の回収・貯留（CCS）の概要
気候変動の緩和要件を満たすためには、2040年までに推定で2,000の大規模なCCS施設が必要になります。グローバルCCSインスティテュートに
よると、世界では現在、26施設が稼働中、3施設が建設中、34施設が開発中です
CCSの実現可能性の向上
•

•

•

CCSの技術開発を加速するためには、需要を増やし、財務状況を改善するための政策が必要です。炭素隔離に対す
る国家的な税額控除制度（米国の45Q Tax Creditなど）や税制（EUの国境炭素税調整措置など）は、炭素
価格の改善に役立ちます
成功を収めつつある施設は、有利な商業条件と政府の政策支援や資金提供によって支えられています。例えば、英
国政府はハンバーとティーズサイドの両産業集積地に2億ポンドの資金を提供し、CCSの技術開発を支援しています。
またEUはアントワープ港のCCSプロジェクトに900万ポンドの補助金を給付しています
産業集積地は、規模を生かしてバリューチェーン全体のコストを低減できるため、CCSを実装するために理想的な場所
です。同じ地域の重工業部門は、排出したCO2を単一の回収・輸送・貯留システムを使用して輸送できるため、輸送
およびコストの障壁を取り除くことができ、規模の経済メリットが向上します。また産業集積地では、投資リスクを軽減す
る商業的な相乗効果が生まれます

CO2回収の市場セグメント別のコスト範囲
貯留と輸送のコストは
CO2換算1トンあたり
30～40ドル

CCSコストの大部分を
占めるCO2回収コスト
は産業によって異なる

産業別のCO2回収コスト（$/トン）

CCSの導入における障壁
•

•

•
•

コスト： 最もコストがかかるのが、CO2回収に必要な設備とエネルギーです。回収コストは部門によって大きく異なりま
す（右のグラフを参照）。セメント、石油精製、鉄鋼はコストが最も高くなり1トンあたり100ドルを超える場合もありま
す。輸送と貯留にかかるコストは回収よりは低く、通常はCO2換算1トンあたり30ドル程度です。二酸化炭素回収・貯
留協会（CCSA）では、技術が進歩することでCCSの総コストを1トンあたり40～57ドルに引き下げることができると
試算されています
投資家の倦怠感：一部の投資家は、歴史の浅いCCS技術を財務リスクと見なしています。プロジェクトが失敗した場
合にはプロジェクト自体が座礁資産となる可能性もあるため、投資家のCCSに対する投資は消極的で、投資の際には
高額のプレミアムが課せられます
輸送：濃縮したCO2を安全に輸送するためには、専用に設計された加圧可能なパイプラインが不可欠です。そのため
既存の石油やガスのパイプラインの大幅な改造が必要になります
地質学的要因：パイプラインを適切な貯留地まで敷設する必要があります。近くに地質学的に適した貯留層がない
場合にはCCSの実装がより困難になる上、高いコストがかかります

注：グラフ内の「化学」は、特にエチレンオキシド、バイオエタノール、アンモニアを指します

発電

80

40

セメント

120

60

鉄鋼

100

40

水素（SMR）
化学

342

134

直接空気回収（DAC）

50
25

天然ガスの処理 15

80

35
25

低濃度のCO2
高濃度のCO2

回収したCO2の有効な利用方法
回収したCO2はさまざまな方法で利用することができます。現時点では石油増進回収法（EOR）が最も先進的な方法です。
今後も技術の進歩と費用対効果の追求を続けることが、他の用途での利用を促進し規模の拡大に役立ちます
石油とガスの生産におけるCO2の循環利用

熱化学

• 石油増進回収法（EOR）：EORではCO2を既存の油田やガス田の貯留岩に注入します。
CO2を注入することで内部の石油が放出され、CO2は貯留岩の微細な隙間に恒久的に貯留さ
れます。 採掘ができない石炭鉱床や玄武岩にもCO2を注入することができます。研究により、既
存油田からの石油の回収方法をCO2の再利用によるEORに置き換えることで、 CO2排出量を
63%削減できることが分かっています
• CO2フラッキング： CO2フラッキングでは圧破砕法のプロセスで使用する水の代わりにCO2を注
入します。ガスが放出された後、CO2は地中の微細な隙間に閉じ込められるため、大気中への
CO2排出を削減し、環境への負荷を軽減できます

• CO2との高温反応を利用して、有用な炭化水素を生成します。 CO2は原料、共反応物、または弱
酸化剤として使用できます。この反応による主な生成物のひとつに一酸化炭素があります
• 水素は熱化学における主要な材料および触媒として使用されるため、再生可能エネルギー由来のク
リーンな水素を利用できることが重要になります

生物学的変換
• このプロセスでは、生物学的な経路でCO2などの生成物をバイオマス、化学物質、燃料に変換
します
• 光合成プロセスと非光合成プロセスの両方で、CO2を目的とする生成物に変換できます

規模拡大を妨げる障壁
CO2の有効利用の拡大を妨げる
主な要因は、現地で入手できる安
価なCO2がないため、プロジェクト
コストを上回る価格でしかCO2を
調達することができない点です

研究時点の概念と商業的に実行可
能な規模との間のギャップを埋めるた
めには、技術の成熟化が必要になり
ます

CO2を化学物質、燃料、材料に
変換するには、大量のエネルギーが
必要です。そのため、CCUの導入
を増やす にはコストと効率の改善
が不可欠になります

CO2の有効利用の方法によっては、
間接的な負の影響を及ぼす可能性
があるため、CO2有効利用戦略のラ
イフサイクル全体にわたって環境への
影響を考慮し、CO2排出を恒久的
に削減できることを確認することが極
めて重要です

炭酸化とセメント
• 無機反応によって気体のCO2を固体の炭酸塩に変換し、建築、産業廃水、ナノ粒子として使
用することができるため、セメント製造やグリーンビルディングでの利用に大きな可能性があります

電気化学と光化学
• 電子と陽子を使用してCO2を活性化し、生成物を生み出します。電気化学では再生可能エ
ネルギー由来の電気を使用して反応を起こし、光化学では太陽光を使用して CO2と水を太
陽光燃料に変換します

CCS事例：ロッテルダム港
Porthosはロッテルダム港のCO2輸送ハブおよび洋上貯留プロジェクトで、ロッテルダム港の産業部門が排出するCO2を北海の枯渇したガス田に
輸送し、貯留します。現在プロジェクトは準備と計画立案の段階です
CO2

CO2回収

輸送と貯留

GHG排出削減

ロッテルダム港周辺の石油精製所
や水素生産施設を経由する共有
パイプラインで、CO2を圧縮ステー
ションに輸送します

加圧したCO2を共有パイプラインで
圧縮ステーションから洋上プラット
フォームに輸送し、北海海底の地
中3kmを超える深さにある枯渇し
たガス田にポンプで注入します

このプロジェクトでは、ロッテルダムの
産業部門のCO2総排出量の
10%に相当する年間約250万ト
ンのCO2貯留を計画しています

Porthosプロジェクトの運用計画マップ

ガス田プラット
フォーム
CO2パイプライン

圧縮ステーション

コストと投資

プロジェクトパートナー

タイムライン

欧州委員会はPorthosプロジェク
トに対して、予想される総投資額4
億5,000万～5億5,000万ユーロ
のうち1億200万ユーロの資金援
助を提案しています

Air Liquide 、Air Products、
ExxonMobil、Shellの4社が
CO2の供給に合意しています。輸
送と貯留は、ロッテルダム港湾局、
Gasuine、Energie Beheer
Nederland （EBN）がサポート
します

Porthosプロジェクトは、SDE++
の補助金制度を利用して基本構
想（FEED）段階から開始しまし
た。最終的な投資決定は2022年
初頭に予定されており、2024年
末までに最初のCO2貯留を行う計
画です
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