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Ⅰ. はじめに 
 

脱炭素社会の実現に向けた様々な動きが加速する中で、二酸化炭素を回収・貯留する

技術である CCS（Carbon dioxide Capture and Storage）にも注目が集まっています。

火力発電所や素材産業、石油精製産業といった分野は二酸化炭素の排出を避けることが

できず、排出された二酸化炭素を「分離して封じ込める」ことにより、実質的に排出削

減効果を得られることになるためです。 

 

2021 年 10 月に閣議決定された第 6 次エネルギー基本計画 1においても、2050 年カー

ボンニュートラル目標・2030 年 46％削減目標の実現に向けて、CCS を最大限活用する

必要があるものと位置づけられ、再生可能エネルギー、原子力、水素・アンモニアとと

もに、日本の脱炭素化と産業政策やエネルギー政策を両立するための「鍵」となる重要

なオプションの一つとなっているものとされています。 

 

本稿では、CCS を巡る近時の議論と法改正の動きについてご紹介します。 

 

Ⅱ. CCS 長期ロードマップ検討会 

 

第 6 次エネルギー基本計画においては、CCS について、技術的確立とコストの低減、

適地の開発や事業化に向けた環境整備に関する長期のロードマップを策定することと

されました。また、同時に、CCS の事業化に向けた企業の取組も活発化してきたことも

受けて、経済産業省において、2022 年 1 月から「CCS 長期ロードマップ検討会」（「検

討会」）が 5 回にわたって開催され、2022 年 5 月 27 日「CCS 長期ロードマップ検討会

 
1 https://www.enecho.meti.go.jp/category/others/basic_plan/pdf/20211022_01.pdf 
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中間とりまとめ」（「中間とりまとめ」）が公表されました 2。その概要は、以下のとおり

です。

1. 基本理念・骨子

中間とりまとめでは、2050 年時点の年間の二酸化炭素貯留量の目安を年間 1.2 億

トン～2.4 億トンと想定し、バックキャスト（一定の目標となる未来を定め、そこか

らの逆算により計画を定める方法）により、2030 年までの操業開始のための実施策

を検討するものとしています。その上で、政府として「2030 年までの CCS 事業開始

に向けた事業環境整備」をコミットし、以下に記載する具体的アクションを随時実施

するものとしています。

2. 具体的アクション

具体的アクションとしては、以下の 5 つが挙げられています。

① 国内法の整備の検討

② コストの低減に向けた取組

③ 政府支援の在り方の検討

④ 国民理解の増進

⑤ 海外 CCS 事業の推進

① CCS 事業実施のための国内法整備に向けた検討

まず、中間とりまとめでは、検討会のもとに新規に立ち上げる「CCS 事業・国内

法検討 WG」において、2022 年内に CCS 事業に関する法整備に向けた論点を整理

するものとされました。

現行の法制度の下で CCS 事業を実施するにあたっては、CCS 事業を実施するに

際して地下を利用するための権利が整備されていないといった点を中心として、以

下のような種々の課題が指摘されているところです。そこで、今後、CCS 事業で地

下を利用する際の「CO2 圧入貯留権」の創設を含め、法改正が期待されるところで

す。

2 https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/ccs_choki_roadmap/pdf/20220527_1.pdf 

https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/ccs_choki_roadmap/pdf/20220527_1.pdf
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現行の法制度の主な課題 

地下利用の権利 

CCS 事業は地下を利用するところ、地下の利用権は土地

所有権や鉱業権とバッティングするため、新たな地下利用

のための権利（CO2 圧入貯留権）を創設する必要がある。 

事業者の法的責任 
CCS 事業を行う事業者の責任（民事責任や気候変動対応

責任等）が不明確であるため、明確化をする必要がある。 

貯留層の管理 
貯留層（CO2 を貯留することができる地層）を適正に管

理するための制度を導入する必要がある。 

ロンドン議定書の担保 

CO2 の貯留を目的とした海外への輸出を可能とするロン

ドン議定書の改正の発効に向けて、国内法による担保が必

要である。 

 

② CCS コストの低減に向けた取組 
 

次に、中間とりまとめでは、研究開発や実証等により、CCS バリューチェーン全

体でコストを低減するものとされ、個々のプロセス毎に、以下のような種々の課題

とそれに対する取組が整理されています。これも、検討会のもとに新規に立ち上げ

る「CCS 事業コスト・実施スキーム検討 WG」において、更なる検討を実施し、官

民で将来目指すべきコスト目標を議論、設定するものとされています。 

 

プロセス 課題 取組 

分離・回収 

技術的な CO2 の分離・回収に要する

コストが大きいため、CO2 の分離・

回収に係る設備・運転コスト及び所

要エネルギーの削減等が課題とな

る。 

新しい材料の開発や基材の製

造コストの低減を行う等、低コ

スト型分離回収技術の開発を

行う。 

輸送 

日本では、貯留可能性が大きい地域

は日本海側に分布している一方、排

出源は太平洋側に集中しているた

め、特に長距離（200km 以上）輸送

においてより安価かつ大容量な船舶

輸送の実現が課題となる。 

排出源と貯留適地までの長距

離輸送の実証事業を行う等、液

化 CO2 船舶輸送技術の研究開

発・実証を行う。 

貯留 

安全性を担保しつつ、低コストかつ

実用規模の安全管理技術が必要であ

り、CO2 の貯留に係るモニタリング

コスト削減、設備費・保守費抑制及

び安全性向上が課題となる。 

CO2 圧入技術の研究開発・実証

を行うほか、海外機関と連携し

て光ファイバー技術による監

視・計測システムの実証等の大

規模実証検証を行う予定。 
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③ CCS 事業への政府支援の在り方の検討 
 

更に、中間とりまとめでは、CCS 事業に対する政府の多様な支援の在り方も検討

されています。具体的には、以下のような支援策が検討されています。 

 

第一に、国として、積極的に CCS の適地調査を実施するとともに、既存のデータ

を含め、国が保有する評価データを開示するものとしています。この点に関しては、

後述のとおり JOGMEC 法の改正により、CCS に関するデータが民間においても利

用可能となっています。 

 

第二に、国による CCS 事業に対する補助も検討するものとされています。現状に

おいては、民間事業者としては CCS 事業に取り組むインセンティブはほぼ存在しな

い状況であり、建設コスト（CAPEX）や操業コスト（OPEX）は事業者にとっては

単純な追加コストとなっています。この状況下で CCS 事業を推進するためには、

CAPEX・OPEX を全額負担するような支援措置が必要とされ、現に、欧米において

は、CCS 事業に関して補助率がほぼ 100%の政府支援が措置されています。このよ

うな状況を踏まえると、日本においても、CAPEX・OPEX の 100%負担を含む政府

支援が検討されていくことになるものと思われます。 

 

④ CCS 事業に対する国民理解の増進 
 

中間とりまとめでは、2050 年カーボンニュートラルに向けた CCS の必要性の国

民への発信や、CCS 実施地域の住民等の理解増進を図るものとされました。 

 

⑤ 海外 CCS 事業の推進 
 

最後に、中間とりまとめでは、海外 CCS 事業の推進のために、以下のような施策

が掲げられています。 

 

 「アジア CCUS ネットワーク 3」を通じた知見の共有 

 中東、豪州やアジア等における海外 CCS 事業へのリスクマネー供給 4 

 JCM（二国間クレジット制度）における CCS クレジットのルール作り 
 

 
3 2021 年 6 月 22 日及び 23 日に開催された第 1 回アジア CCUS ネットワークフォーラムにて設立が発

表された、13 カ国の加盟国（ASEAN10 カ国、豪州、米国及び日本）と、100 社・機関を超える企業、

研究機関、国際機関等が参画し、アジア全域での二酸化炭素回収・利用・貯留（CCUS）活用に向けた知

見の共有や事業環境整備を目指す国際的な産学官プラットフォーム（https://www.asiaccusnetwork-
eria.org/）を指します。 
4 後述の JOGMEC 法の改正により、リスクマネー供給が円滑化することも期待されています。 

https://www.asiaccusnetwork-eria.org/
https://www.asiaccusnetwork-eria.org/
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Ⅲ. 法改正の動き 

 
CCS の推進を目指して、事業環境整備のための法改正も実際に進んでいます。2022

年 5 月 13 日、「安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の

合理化等に関する法律等の一部を改正する法律」（「改正法」）が成立し、同年 5 月 20 日

に公布されました。改正法は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律、独立行政法

人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法（「JOGMEC 法」）、エネルギー供給高度化法（「高

度化法」）、鉱業法、電気事業法等、複数の法律の改正を束ねたものですが、以下では、

これらのうち、CCS の推進に関連する部分をご紹介します。 

 

1. JOGMEC 法の改正 
 

改正 JOGMEC 法では、JOGMEC による出資・債務保証業務の対象事業として、新

たに CCS 事業（出資業務については、CCS 事業のための地層探査を含む。）が追加

されたほか 5、JOGMEC の新たな業務として、CCS のための適地調査業務 6や適地調

査に必要な船舶の貸付業務 7等が追加されました。これによって、今後、CCS 事業環

境の整備が JOGMEC によって更に推進されることが期待されます。JOGMEC はこ

れらの追加業務を、改正法の公布日から起算して 6 ヶ月を超えない範囲内において政

令で定める日に開始することとされています。 

 

更に、同法では、2023 年度から、JOGMEC が小売電気事業者等の高度化法上の特

定エネルギー供給業者からの依頼に応じて、CCS に関する情報提供を行うこととさ

れました 8。前述のとおり、CCS 長期ロードマップ検討会の中間とりまとめでは、国

による支援の一方策として国保有のデータの民間への貸出しが検討されているとこ

ろであり、JOGMEC 法の改正によって、実際に民間事業者による国保有データの利

用が促進されることが期待されます。 

 

2. 高度化法の改正 
 

改正高度化法では、2023 年度から、発電に伴い発生する二酸化炭素の回収・貯蔵

が「エネルギー源の環境適合利用」として位置付けられることとなりました 9。これ

に伴い、同法 7 条に基づき特定エネルギー供給業者に作成・提出が義務付けられてい

る利用目標達成計画において、CCS 付き火力発電所の利用を記載できるようになる

ため、特定エネルギー供給業者は非化石電源比率の向上のために CCS 付き火力発電

 
5 改正 JOGMEC 法 11 条 1 項 1 号及び 3 号 
6 同法 11 条 1 項 6 号 
7 同法 11 条 1 項 9 号イ 
8 同法 11 条 1 項 23 号、改正高度化法 9 条 
9 改正高度化法 2 条 4 項 
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所を利用できるようになります 10。これにより、CCS 付き火力発電所から電気を調

達しようとする特定エネルギー供給業者が増加することが見込まれますので、CCS事

業の実施がより推進されることが期待されます。 

 

Ⅳ. 小括 
 

CCS 事業の促進に向けた議論・法改正は始まったばかりであり、本年から翌年にか

けて更に議論が深化し法制度も整備されていくことが予想されます。脱炭素社会の実現

に向けて欠かせない要素として、CCS 事業を巡る制度設計の議論も引き続き注目に値

します。 

 

 

セミナー情報 

 セミナー  『第 4909 回金融ファクシミリ新聞社セミナー「プロジェクトファ

イナンスの実務～リスク分担の押さえておくべきポイント～」』 

開催日時  2022 年 6 月 30 日（木）13:30～16:30 

講師    末廣 裕亮 

主催     株式会社 FN コミュニケーションズ 

 

 セミナー  『第 4910 回金融ファクシミリ新聞社セミナー「経済安全保障と機

微技術管理―セキュリティ・クリアランス、サイバーセキュリティ

基準、経済安全保障推進法、外為法を踏まえて－」』 

開催日時  2022 年 7 月 1 日（金）13:30～15:30 

講師    大川 信太郎 

主催     株式会社 FN コミュニケーションズ 

 

 セミナー  『配電事業問題点制度のポイントとその法的〜改正電気事業法で導

入された電気事業の新ビジネスモデルを学ぶ〜』 

開催日時  2022 年 7 月 12 日（火）13:00～15:00 

講師    木山 二郎、長窪 芳史 

主催     株式会社新社会システム総合研究所 

 

 

 

 

 
10 https://www.meti.go.jp/press/2021/03/20220301002/20220301002-1.pdf 

https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2022/150.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2022/150.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2022/192.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2022/192.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2022/192.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2022/216.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2022/216.html
https://www.meti.go.jp/press/2021/03/20220301002/20220301002-1.pdf
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 セミナー  『第 4937 回金融ファクシミリセミナー「経済安全保障と投資規制

－外為法、重要土地等調査法を踏まえて－」』 

開催日時  2022 年 8 月 1 日（月）13:30～15:30 

講師    大川 信太郎 

主催    株式会社 FN コミュニケーションズ 

 

※ 新型コロナウイルス感染症の影響を含め、セミナーに関する情報については、主催

者のウェブサイト等をご確認ください。 

 

文献情報 
 論文     「International Comparative Legal Guide to: Project Finance 2022- 

Japan Chapter」 

掲載誌   International Comparative Legal Guide to: Project Finance 2022 

著者    村上 祐亮、白川 佳 
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