
第5話

クリーン水素が
サステナブル社会への鍵

　近年、新聞やニュースで「ブルー水素」や「グ
リーン水素」など、目に映らない無色透明なはず
の水素が色をつけて紹介されることがあります。
　実はこの色は、製造方法や排出する二酸化炭
素（CO₂）の処理の違いを表します。例えば、「グ
リーン水素」は再生可能エネルギーによる電力で
水を電気分解して製造するため、製造工程でCO₂
は発生しません。一方、化石燃料から製造する水

素（H₂）のうち、製造工程で出るCO₂を地中に圧
入するなど処理したものは「ブルー水素」、それ以
外のものは「グレー水素」と紹介されています。
これが呼称の違いです。
　しかし近年は、大気中に放出するCO₂の量を
増やさないことが重要であるとして、そのような
水素を「クリーン水素」と呼ぶ動きも増えていま
す。CO₂を排出しないクリーン水素が普及するこ
とで、サステナブルな世界の実現が期待されま
す。そんな未来の実現の鍵となるカーボンフリー
なクリーン水素に、今後注目してみてください。
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資源は遠い存在、なんて思っていませんか？　観光で
訪れた名建築や初めて買った自慢のマイカー……。
実は、暮らしの中にも資源はたくさん隠れています。
見落としがちな暮らしと資源の関わり、ご覧あれ。
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カーボンニュートラル社会のエネルギーとは？

再生可能エネルギーが
主力電源になります

クリーンな化石燃料を
賢く使います 水素、アンモニアが

期待されている
次世代エネルギーです
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■カーボンニュートラル社会における資源エネルギーのサプライチェーンのイメージ

ENERGY
SUPPLY

エネルギーの安定供給と
カーボンニュートラルの両立を
主導するのは資源エネルギー業界

　クリーンな社会といえば、二酸化炭素（CO₂）
を排出しない電気自動車（EV）や燃料電池自動
車（FCV）が走り、CO₂を一切排出しない水素や
再生可能エネルギーだけで発電する――。そん
な姿を想像する人も多いかもしれない。
　将来的にはそんな未来もありうるが、経済活
動や安定した暮らしを継続するには、当分、CO₂
の排出は避けられない。将来のカーボンニュート
ラル社会実現には、しばらくは安価に安定供給
できる化石燃料を利用しつつ、省エネとCO₂排
出削減、回収を段階的に進めることが重要だ。
　例えば右図のように、CO₂フリーの水素・アン
モニアや低炭素な天然ガスを火力発電に利用
し、自動車や船舶でも水素などの利用や電化を
図ることで、省エネとCO₂排出削減を進められる。
　一方、化石燃料から液化天然ガス（LNG）や水
素を生産し、排出されるCO₂を回収、除去しなが
ら、植林などのCO₂回収事業も行い、トータルで
のCO₂排出量をゼロにしたクリーンエネルギーを
供給する。金属資源は、電化や再エネ・省エネ機
器に不可欠だが、それ自体の生産工程や輸送で
再エネ由来の電力や水素の利用、省エネを進め、
CO₂排出量を削減。こうして生産されたクリーン
資源を利用し、持続可能な経済や安定した暮らし
とカーボンニュートラル社会を両立する。ポイン
トは、化石燃料も賢く使いながらライフサイクル
やバリューチェーン全体でCO₂排出量を抑えるこ
と。カーボンニュートラル社会実現に資源エネル
ギー業界が果たす役割は大きい。

そもそも、カーボンニュートラル社会とはどのようなものだろう？
まずはカーボンニュートラル社会におけるエネルギーの利用と供給の姿を考えるとともに、
将来のエネルギー資源や金属資源の役割を考えてみよう。

カーボンニュートラル社会で目指す
エネルギーのカタチ
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■カーボンニュートラルの概念
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出典：資源エネルギー庁HPより作成

　カーボン（炭素、C）は人間の体にも必要なとても重要な物質。しか
し、燃焼で酸素と結びつくことで、温室効果ガス（GHG）であるCO₂
が生じる。つまり問題は、「炭素を燃焼してCO₂を大気中に排出する
こと」で、炭素そのものの存在や利用が否定されているわけではな
い。そのCO₂の排出は、現時点ではすべての経済活動で排出ゼロに
することは不可能。そこで生まれた考え方が、カーボンニュートラルだ。
　カーボンニュートラルとは、電化や省エネなどでCO₂排出量の削減
を進めながら、どうしても排出が避けられないCO₂に対し、別の事業
でCO₂を回収・除去（再利用含む）し、相殺（オフセット）することで、
実質的にゼロにするという考え方。省エネとCO₂の排出抑制・回収を
セットで進める概念だ。

カーボンニュートラルとは
どんな考え方？

CO₂排出削減に取り組みつつ、再エネ、ク
リーンな化石燃料、水素、アンモニア等が
持つそれぞれの特徴を最大限生かしたエ
ネルギーのベストミックスにより、カーボ
ンニュートラル社会を実現する



ACTIVITIES
長年、資源エネルギーの安定供給に取り組んできた JOGMEC。
これまで培ってきた技術や知見を活かして進める、
カーボンニュートラル社会の実現に向けた取り組みを紹介しよう。

カーボンニュートラル社会の実現に向けた
JOGMECの取り組み
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資源エネルギーの安定供給を通じ
カーボンニュートラル社会を実現
　2050年カーボンニュートラル社会実
現に対し、JOGMECは資源エネルギー
の安定供給の立場から挑戦している。
2021年４月１日には組織全体で取り組
みを強力に推進するため「カーボン
ニュートラル推進本部」を創設。4月20
日には、3つの基本方針と具体的行動

計画（アクションプラン）を掲げた
「JOGMECカーボンニュートラル・イニ
シアティブ」を策定した。
●クリーンな資源エネルギーへの
　取り組み強化
　引き続き重要な役割を果たす化石燃
料について、資源開発時のCO₂排出削
減を支援しながら、その安定供給を確
保していく。またカーボンニュートラル

社会への着実なエネルギー移行を促進
すべく、資金的・技術的支援や情報提
供等を通じ、CO₂排出量の比較的少な
いLNGや発電時のCO₂排出量がほぼ
ゼロの地熱資源開発を推進。さらに、
再エネや将来の電化を支える金属資源
の安定供給に向けた取り組みを強化
し、鉱山や製錬所のCO₂排出削減も支
援することで、クリーンな金属資源の

供給に貢献する。
●脱炭素燃料・技術への取り組み強化
　水素やアンモニアなど、燃焼時にCO₂
を排出しないゼロエミッション燃料の
供給体制を構築するため、経済性や安
定供給の観点から当面利用の拡大が
考えられる化石燃料由来の水素・アン
モニア製造に対する支援を行う。具体
的には、CCSを通じたカーボンフリー化

や、バリューチェーン調査を通じた事業
性評価への支援を進める。CCSについ
ては、CO₂EORの知見を活かし、技術的
知見や審査能力の蓄積・強化を図り、研
究開発や資源開発と一体になったCCS
事業の事業性評価や共同研究、適地
調査支援など、包括的な支援を行う。
●脱炭素化に必要な制度整備への貢献
　クレジット制度などのカーボンプライ

シング、CO₂削減量の評価手法や認証
枠組みの構築等、さまざまな制度設計
に積極的に関与。資源エネルギーに関
するあらゆる知見や技術を総合的に有
するJOGMEC最大の特徴を発揮し、日
本企業の資源エネルギー開発と脱炭素
化を技術と資金の両面から支援し、経
済と環境の好循環を目指す。

安定した再生可能エネルギーを
もっと広める

低炭素エネルギー
である

天然ガスを安定供給
　CCS※1とは、天然ガス処理プラントや火力発電所等から排
出されるCO₂を分離回収し、地下深く長期に安定的に貯留す
ることで、CO₂の大気中への排出を抑制する技術。このCCS
技術により、水素・アンモニア製造時のCO₂排出量を削減する
ことで、クリーンな水素・アンモニアの供給が可能となる。
JOGMECはこれまで、地下の油層にCO₂を圧入し、石油の増
進回収を行う「CO₂EOR※2」の技術支援を進めてきた。
CO₂EORの研究で培った、地下の構造評価、流体の動きに関
するシミュレーション技術等をCCSにも応用し、資源開発に
伴うCCSのCO₂長期貯留安定評価などを進めている。

CO₂EORで培った知見を活かし
地質的な評価を技術的に支援

　カーボンニュートラル社会では、再エネ・
省エネ機器の普及や電気自動車をはじめ
とする世界的な電化の拡大に伴い、それら
に不可欠な金属資源の安定供給の重要性
も高まる。特に需要拡大が見込まれるの
が、モーターや蓄電池に用いられるレア
アースやコバルト、ニッケル、リチウムなど
のレアメタル。JOGMECでは、これら金属
資源の安定供給に向け、探鉱開発を行う日
本企業への各種支援を強化。レアメタル生
産技術への支援や備蓄なども進め、安定
供給に向けた取り組みを全方位的に推し
進めている。

カーボンニュートラル社会に向けた
需要増を見越した
安定供給確保への取り組み

　CO₂排出量がほぼゼロのクリーンなエネル
ギーであり、天候等の自然条件に左右されず安
定した発電が可能な地熱エネルギー。この再生
可能エネルギーの「優等生」的な存在である地
熱発電の加速度的な開発促進は、エネルギー
の安定供給とカーボンニュートラルを同時に実
現する。そこでJOGMECでは、全国の地熱資源
ポテンシャルに関する基礎データの取得・公開
や、民間企業の資金的リスク低減に向けた助成
金、出資、債務保証等の支援を展開している。
さらに、地下の水の存在が確認できなかった地
域においても地熱発電を可能とするため、CO₂
を媒体とした発電が可能な新たな技術の開発
にも着手。さらなる地熱開発の拡大を目指す。

民間企業のリスクを低減しながら、
新たな可能性の創出にも挑戦

　燃焼時のCO₂排出量が化石燃料の中で最も少ない天然ガス。他の化石燃料からの
転換や再生可能エネルギーの調整電源として引き続き重要なエネルギー資源であり、ま
た水素・アンモニアの安価で安定した供給源としても期待されている。そこでJOGMEC
は、LNGの上流リスクマネー供給に加え、中下流事業への支援や情報提供の機能強化
を通じて、市場拡大の促進などLNGの安定確保に努めている。

アジア全体のバリューチェーン構築で
緊急時の安定供給に備える

秋田県湯沢市にある山葵沢地熱発電所。一般家庭約9万世帯分の電気使用量に相当する約4万6,000キロ
ワットの設備容量を誇る

JOGMECが支援した
豪州のイクシスプロ
ジェクト。年間890万
トンの天然ガスを生産
するなど、資源の安定
供給の要だ

石炭や石油に比
べてCO₂の排出
量が少ない天然
ガス。世界的に
は今後、需要拡
大が予想される

電気自動車には、特定の国や地域への遍在性から供給不安や価格変動リスクを抱
える金属が使われており、安定供給の確保が課題だ

リチウム、
ニッケル、
コバルト
リチウムイオン
バッテリー

■CO₂排出量の比較

CCSのイメージ図。地上で排出されたCO₂を回収し、地下に圧入して固定する。
地下の流体の動きや構造評価には、CO₂EOR技術が応用できる

天然ガス
57

石油80

石炭100

CO₂
※石炭を100とした場合の発生量（燃焼時）

※1 Carbon dioxide Capture and Storage　※2 Enhanced Oil Recovery

出典：MH21-S HPより作成

写真提供：湯沢地熱株式会社

写真提供：株式会社 INPEXShutterstock / Herr Loeffler
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ISSUES
2050年カーボンニュートラル社会の実現に向けて走り出した日本。
しかし、その行く末には多くの課題が山積している。
ここでは、主に資源エネルギー業界が抱える3つの課題を紹介しよう。

カーボンニュートラル社会の実現に向けて
解決すべき課題

未来の
資源安定供給
に必要です

　燃焼時にCO₂を排出しない水素とアン
モニア。その製造過程でCO₂を一切排出
しない再エネによる水の電気分解への期
待が高まっている。しかし、気象条件や設
置面積などの制約によって再エネのコスト
が高い日本では、すぐに安価で大量の水
素・アンモニアを供給することは困難。当
面は、その多くを海外からの輸入に頼る必
要がある。一方、輸入に頼るとしても、経
済性を確保したクリーンな水素・アンモニ
アの製造、供給システムは確立されていな
いのが現状だ。
　例えば、天然ガスから製造される水素

は、今後製造過程で排出されるCO₂を分
離・回収し、地下深部への圧入や再利用す
る処理が必要になる。再エネによる水素
製造もコスト低減が課題だ。水素・アンモ
ニアの製造から日本への輸送に至るまで
のバリューチェーンを構築するためには、
技術的、資金的な支援が必要になる。加え
て、実際に水素やアンモニアがエネルギー
資源として利用されるようになれば、備蓄
についても検討する必要性が出てくるかも
しれない。

岩谷産業が設置を進める水
素ステーション。現在、国内
53カ所、米国で4カ所を運
営する。今後も需要拡大を
見越して拡充する計画だ

川崎重工業が手がけた世界初の液
化水素運搬船「すいそ　ふろん
てぃあ」。水素を-253度に冷やす
ことで液化させ、体積を気体の
1/800に下げて運搬する。水素の
国際サプライチェーン構築に向け
た大きな取り組みといえる

油ガス田の探鉱・開発で培われ
た、地下の状況を正確に評価する
技術は、CCS事業の長期貯留安
定性やCO₂削減量などにおける
評価手法や方法論、認証枠組みと
いったルール策定を確立していく
上でも不可欠だ

地下における原油等流体のシミュレー
ション画像。CO₂の貯留可能量の正確
な算定やそれに伴うCO₂削減量の認証
には、こうした地下構造を読み解く確か
な技術を持つ機関が必要となる

クリーンな
水素・アンモニアの
安定供給

　再エネや水素・アンモニアなどのゼロエ
ミッション燃料を最大限利用し、CO₂排出
削減に精一杯取り組んだとしても、経済活
動や安定した暮らしを継続する上でCO₂
の排出をゼロにすることは難しい。その中
で、カーボンニュートラル社会を実現する
には、排出するCO₂を相殺（オフセット）
する手段が必要になる。
　現在、その手段の中心は植林だ。例え
ば最近は「カーボンニュートラルLNG」と
呼ばれる商品が流通し始めている。LNG
利用時に排出されるCO₂に対し、あらかじ
め植林などで得た「クレジット」を使って

CO₂排出量をオフセットした商品で、すで
に日本にも輸入され始めている。
　CCSや再エネなども、このようなカーボ
ン・オフセットの手段となり得る。例えば、
CCSや海外地熱開発で得たクレジットで
化石燃料や金属鉱物資源の生産・消費時
のCO₂排出量をオフセットすることができ
れば、クリーンな資源エネルギーの供給が
実現できる。火力発電所や製造業で排出
するCO₂を削減する手段としても期待され
ており、今後は上流開発とは切り離した
CCS単独事業への支援も必要となるだろ
う。

1再エネである地熱発電事業を海
外展開することでCO₂クレジットを
獲得することができれば、カーボン・
オフセット実現に向けた大きな足が
かりとなる
2CCSに関する実証試験を行った
北海道苫小牧市の実験設備。2016
年から2019年の3年間で、約30万
トンのCO₂を地下に圧入することに
成功している

1

カーボン・オフセットとしての
CO₂の排出削減・
回収事業の推進

　欧米を中心に炭素税や排出権取引等の
カーボンプライシングの議論が活発化して
いる。先行するEUでは、1990年代から各
国が炭素税を導入し、2005年からはEU
域内での排出権取引制度「EU-ETS」が導
入されている。一方、日本を含め多くの国
では制度導入が検討されている状況で、
現時点で国際的な共通ルールは存在しな
い。それらカーボンプライシングの制度枠
組みだけでなく、CO₂排出量や排出削減
量についての算定方法や計算式、評価方
法も確立されていないのが実態だ。
　現在は地域や国による個別ルール、民

間主導のクレジット制度、国際機関のガイ
ドラインなどにのっとり取引されている。
企業にとって、この状況はリスクを客観的
に評価できないため、大きな参入障壁と
なっている。そのため、早急に国際的な
ルールや基準、枠組みなどの整備が求め
られているものの、これらは民間企業が解
決できる問題ではなく日本政府を中心に
強力に推し進める必要があるだろう。特に
国際的なルール整備においては、日本企
業が不利な条件を受け入れなければなら
ない状況に追い込まれることのないよう留
意が必要である。

各種制度・ルールの
整備

カーボンニュートラル社会と
資源エネルギーの安定供給を両立するには
ALL JAPANの取り組みが不可欠

　カーボンニュートラル社会と資源エネルギーの安定
供給を両立するには、技術、コストなど課題が山積み
だ。中でも大きな課題と考えられるものに「クリーンな
水素・アンモニアの安定供給」「CO₂の排出削減・回収
事業の推進」「各種制度・ルールの整備」などがある。

ゼロエミッション燃料として期待される水素は現在、化
石燃料からの製造が有力。水素製造にかかるコストを
含め経済性を確保し、安価に大量に供給する仕組みが
求められる。同時に、地熱発電の活用や水素製造で排
出されるCO₂を地下に貯留するCCSなど、CO₂排出削
減の取り組みも強固に推進しなければならない。一方、
カーボン・オフセットを実施するうえでグローバルな基
準や国際的なルールの整備も欠かせない。いずれも国
を挙げて強力に推進していく必要がある課題だ。

2

写真提供：岩谷産業株式会社

出典：HySTRA 写真提供：日本CCS調査株式会社

写真提供：Global CCS Institute

写真提供：Okabe H, Tsuchiya Y. Experimental Investigation
of residual CO₂ saturation distribution in carbonate rock.
Int Symp Soc Core Anal.2008:2-7.



ACTIVITIES OF CARBON NEUTRAL
各分野の
企業に
聞きました

カーボンニュートラル　社会の実現に向け、
民間企業はどのような取  り組みを行っているのか。

　　石油天然ガス、鉱物資源、水素、 　地熱で事業を行う４社に話を伺った。

カーボンニュー トラルに向けた
資源エネルギー業界の 取り組みと抱える課題

CCSに関する
情報提供や
資金援助等の

幅広い支援が不可欠

水素の供給拡大と
需要拡大の両面で
各種支援が必要

　当社は水素を1941年から販売しており、国内シェアの
70％を占めています。またパームヤシの殻を用いたバイオ
マス燃料「PKS」や植物由来のバイオPET樹脂、石炭・石
油に比べてCO₂排出量の少ないLPG（液化石油ガス）な
ど低環境負荷製品の開発・販売も行っています。
　カーボンニュートラル社会に向けて、政府は2030年ま
でに300万トン、2050年までに2,000万トンという年間水
素導入目標を掲げました。当社は現在化学工場での副生
水素や天然ガスから製造する水素を供給していますが、
今後はグリーン水素やブルー水素にも取り組みます。具
体的には、福島県浪江町で太陽光発電により水を電気分
解して水素を作るプロジェクトのほか、豪州で褐炭から水
素を製造し、日本へ輸出するプロジェクトに参加しています。
　水素社会の実現に向けて需要拡大と供給は両輪です。
バスやトラックなどの輸送部門や発電部門での需要拡大
が期待される一方、輸入する水素には輸送やCCSなどに
コストがかかるため、安価な水素の供給が課題です。エ
ネルギー資源として争奪戦となることも予想され、資源外
交や資金支援のほか、税制、排出権取
引、FIT導入といったインセンティブを
つけるなど、制度面でのサポートも必要
でしょう。国やJOGMECが積極的に推
し進めてくれるものと期待しています。

株式会社 INPEX
執行役員

水素・CCUS 事業開発室 GM

加賀野井 彰一氏

　当社では、従来からCO₂EORの導入や石油・ガス上流
資源開発と親和性の高い地熱・洋上風力といった再生可
能エネルギー開発など、環境に配慮したエネルギー開発
を進めてきました。政府の2050年カーボンニュートラル
宣言を受け、2021年1月、2050年ネットゼロカーボン社
会の実現に向け、「上流事業のCO₂低減（CCUS 推進）」
「再生可能エネルギーの強化と重点化」「水素事業の展開」
「森林保全の推進」「カーボンリサイクルの推進と新分野
事業の開拓」という5つの事業の柱を強力に推進する方
針を示すとともに、同年3月、水素・CCUS 事業開発室を
新設しました。特にCCSについては、国内のルール整備
や社会受容性の問題、欧州のようなCCSハブ構想など、
国には幅広い視点の政策を期待する一方、JOGMECに
は、CCS・CCUS実施に向け①候補地の探査・調査・評価、
②実証試験への参加や補助、③EPCおよび操業を含んだ
事業化にかかる費用に関し規模等を踏まえた出資・補助
金等、の支援を期待します。さらに、現状の石油・天然ガ
ス分野からCCUSや水素・アンモニア事業等、カーボン

ニュートラル事業まで民間企業の取
り組みへの多面的な支援拡大によ
り、ネットゼロカーボン社会の実現
に向けたエネルギートランジション
を牽引することを期待しています。

リードタイムの長い
地熱発電では

資金支援や相手国との
関係構築に期待

JX金属株式会社
執行役員

ESG推進部長

諏訪邉 武史氏

岩谷産業株式会社
専務執行役員

総合エネルギー事業本部
産業ガス本部　管掌

福島 洋氏

株式会社大林組
執行役員

グリーンエネルギー本部
副本部長

安藤 賢一氏

　当社は約10年前に、将来を見据えた中長期環境ビジョ
ン「Obayashi Green Vision 2050」を策定しました。建
設事業からCO₂排出量を削減するだけでなく、電力事業
者として太陽光発電や風力発電、地熱発電など再生可能
エネルギーにも取り組んでいます。特に地熱発電に関して
は、大深度掘削や波方国家石油ガス備蓄基地での貯蔵の
知見が活かせると考えて勉強を開始し、JOGMECに支援
いただきながら地熱発電所の建設に向けた調査を進めて
きました。2020年7月には大分県で地熱発電実証プラン
トの建設に着手しましたが、これはその地熱発電電力を
活用した水素製造実証プラントを併設する国内初の試み
です。これまで送電網に接続できない地熱発電は地産地
消するしかありませんでしたが、その電力で水素を製造す
ることで、エネルギーの移動が可能になります。同様に、
海外でも地熱先進国であるニュージーランドで地熱発電
による水素のサプライチェーン構築に取り組んでいます。
地熱発電は構想から着工、着工から操業、さらには操業
後も事業期間が長く、再生可能エネルギーの中でも最も
リスクの高い事業です。海外では地
元の協力の取り付けや法整備に必
要となる相手国政府との関係構築、
国内でも補助金など資金面の支援
を国やJOGMECに期待しています。

標準化の推進や
国際的なルール整備
に向けた支援を期待

　当社は2021年5月、2050年度CO₂ネットゼロ達成に
向け、CO₂自社排出量を2030年度に2018年度比で50％
削減という中間目標を定めました。従来の目標年度であ
る2040年度を大幅に前倒しし、国内外の鉱山や工場で
電力のCO₂フリー化を進めています。さらに、資源循環に
よるCO₂削減の観点から、銅製錬におけるリサイクルの
増処理、電気自動車のリチウムイオン電池からの有用金
属回収実用化にも取り組むほか、省エネルギー化に寄与
する半導体向け等の先端材料の開発・製造により社会の
カーボンニュートラル化に貢献しています。
　カーボンニュートラルの実現には、ライフサイクル全体
のCO₂排出量を考える必要があります。例えば自溶炉で
の銅の溶解はカーボンフリーであり、その反応熱をリサイ
クルに活用することで循環社会に貢献していますが、一方
で、リサイクル原料の輸送や前処理ではCO₂が排出され
てしまいます。したがってそれらを定量的に示すLCA※1

の確立とその標準化が要であり、その開発には JOGMEC
で蓄積されたデータも基盤情報になるでしょう。国や

JOGMECには、日本企業の競争力が
削がれないよう、国際動向の把握・共
有や日本主導の標準化の推進、国際
的なルール整備に向けた働きかけ等
に期待しています。

※1 ライフサイクルアセスメント



ISSUES
2021年 5月10日～14日、SDGsに関する

取り組みが紹介される日経SDGsFESTIVALが開催された。

そのうち5月11日に行われた水素シンポジウムに

JOGMEC理事長細野哲弘が登壇し、

「JOGMECの水素・アンモニアへの取り組み

―炭化水素から新たな資源の創出へ―」と題し講演を行った。

「日経SDGsFESTIVAL」に参加
カーボンニュートラルに向けた JOGMECの取り組みを発信

　「日経SDGsFESTIVAL」の2日目に開催された水素シン
ポジウムは、経済産業省資源エネルギー庁の茂木正氏の来
賓挨拶で幕を開けた。次いで、企業や地方自治体が、現在
取り組んでいる水素エネルギー関連事業を紹介したのち、
細野が登壇した。細野は冒頭で、「JOGMECは石油・天然ガ
ス・石炭などのエネルギー資源、金属資源の安定供給に向
け、これを担う企業の支援に取り組んできた、いわば“地下
資源のエキスパート”です。そんなJOGMECがなぜ、水素シ
ンポジウムに登壇しているのか、不思議に思う方も多いかも
しれません。しかし、実は地下資源と水素との間には深い

関係があるのです」と述べ、JOGMECの水素・アンモニアへ
の取り組みと今後の展望を紹介した。
　細野は、「よく『脱炭素』と言われますが、炭素自体は非常
に重要な物質です。問題は、燃焼して酸素と結びつき、温室
効果ガスであるCO₂になることです。したがって、本来は、
『脱CO₂』が正しい呼び名だと思っています」と述べたうえ
で、燃焼してもCO₂を排出しない水素・アンモニアに注目が
集まっている理由を説明した。一方で、製造時にCO₂を排出
しない水素の製造方法としては、現在のところ、再生可能エ
ネルギーを使った電気分解や製品の製造工程での副生が

有力だが、コストや供給量の面から容易ではない。それに
対し細野は、決して短くはない当面の間は、化石燃料を原料
に水素・アンモニアを製造し、その際発生するCO₂をCCS
により地下に貯留し大気中へのCO₂排出量をゼロにするこ
とが、現時点における現実的かつ賢明な解決策であると強
調した。最後に、「今後カーボンニュートラルの実現に向け
エネルギー資源を取り巻く環境も徐々に変化していくでしょ
う。今後も時代のニーズに柔軟に対応しながら、組織を挙
げてエネルギー資源の安定供給に取り組んでまいります」と
述べ、講演を終えた。

日本経済新聞社、日経BP主
催の「日経SDGsFESTIVAL」
が2021年5月10日～14日の
5日間にわたり開催され、連日
SDGsに向けた取り組みが議
論された

「JOGMECの水素・アンモニアへの取り組み
―炭化水素から新たな資源の創出へ―」と
題した講演を行った細野哲弘理事長

　JOGMECは2020年7月、資源を取り巻く環境の変
化に対応するため、「低炭素社会に向けた技術事業戦
略」を策定。技術開発の新たな取り組みとして、現在、
「CCS推進事業」「クリーン水素・アンモニア推進事業」
「デジタル推進事業」を推進している。そこで2021年4月、
それらの事業内容を紹介する専用ウェブサイト『資源ミ
ライ開発』をオープンし、各種取り組みを紹介している。

気候変動等に対応した技術開発事業を発信する
ウェブサイト『資源ミライ開発』を公開

専用ウェブサイト『資源ミライ開発』
では、各事業の技術的な内容を理
解しやすいイラストとともに深掘り
して紹介している。今後もタイム
リーな情報発信と情報の充実を
図っていく

『資源ミライ開発』は
こちらからご覧ください。

URL: https://mirai.jogmec.go.jp/

『JOGMECカーボンニュートラル・イニシアティブ』
の詳細はこちらからご覧ください。

URL：http://www.jogmec.go.jp/
about/about_jogmec_01_000032.html

　JOGMECは資源エネルギーの安定かつ廉価な供給
を最優先としながら、資源開発に伴う環境問題へも積
極的に取り組んでいる。2021年4月にはカーボンニュー
トラル社会の実現に向け組織全体に横串を通して推進
するため、「カーボンニュートラル推進本部」を新設。さ
らに、推進すべき取り組みをまとめた『JOGMECカーボ
ンニュートラル・イニシアティブ』を策定した。

カーボンニュートラルの実現に向けた基本方針
『JOGMECカーボンニュートラル・
イニシアティブ』を策定



　私は現在、幕張にある技術センター（TRC）で、産油ガ
ス国等の方々への技術研修を担当しています。本来は
TRCに数週間から2カ月程度滞在していただくのですが、
現在はコロナ禍のため、2020年度からオンライン研修を
行っています。
　このような中、2020年4月末から7月の約3カ月間、育
児休業制度を利用し休暇を取得しました。育児休業制度
を利用するのはこれが2回目です。1回目は第一子が誕生
した2017年に7月から8月の2カ月間取得しました。
　1回目に育児休業を取得しようと思った理由は、当時は
人事部所属で新卒採用を担当しており、学生に対して「育
児休業制度は男性も取得できる」と説明していたからで
す。一方で、実際に取得している男性は少なく、自分が率
先して取得すれば説得力が高まると思い、対外的なアピー
ルも含めて取得することにしました。
　また、妻からの要望もありました。第一子を出産した2
月から1カ月間は義母が来てくれていましたが、その後は
妻が日中一人での子育ては不安だし孤独だということで
悩んでいました。妻も私も実家から離れて暮らしており、
頻繁なサポートをお願いできません。そこで、仕事が落ち
着くタイミングを見計らって、7月から取得したというわけ
です。それにより、言葉の通じない0歳児を相手にするこ
とで妻が感じるとまどいや不安を多少なりとも理解できた
と思います。

　その経験もあり、第二子が誕生した2020年にも育児休
業を取得することにしました。当時は上の子が3歳であ
り、妻とともに2人の子どもの面倒をみたのですが、下の
子より上の子の面倒をみる方が何倍も大変でした。しか
し、家族4人が常に顔を合わせられる、貴重な時間を過ご
せたと感じています。
　男性が育児休業を取得と聞くと、「えっ」と驚かれる方
もいるかもしれません。また「取得したいけど周りの目が
気になる」という方もいらっしゃるでしょう。私の考えで
は、職場は定期的に人事異動がありますし、自分の代わり
はいます。一方、子どもにとって、親は妻と私だけで代わ
りがききません。長い人生におけるたった数カ月、子ども
の成長を見守りながら、ともに過ごすことは、とても大切
だと感じました。こうした考えが職場に広まれば、もっと
男性も育児休業制度を利用しやすくなると思います。「制
度がある」ことが大切なのではなく「制度が使われる」こ
とが大切です。そのような考え方が広まることで、育児休
業制度の男女平等が実現すると考えています。

制度は使われることが大事。

それを示すためにも

自ら育児休業を取得しました

現在、管理・研修部で研修業務を担当している柿平俊太郎さん。

2017年に第一子が誕生した際に育児休業を取得し、

2020年に第二子が誕生したことから、2回目の育児休業を取得しました。

そんな柿平さんに、男性が育児休業を取得するメリットや

育児休業の取得を考えている人へのアドバイスを聞きました。

JOGMECの持続可能な開発目標（SDGs）への取組方針はこちら
URL: http://www.jogmec.go.jp/about/about_jogmec_01_000018.html

長男の保育園送迎に
使用していたベビー
カー。現在は次男の
散歩用に使っている
が、未だに長男も乗
りたがるそう

一緒に子育てをする時間を持つことで
妻への理解が深まりました

2006年入構。石油備蓄、石油開発に係
るファイナンス、新卒採用業務などを
経験した後、2018年より現職。官庁お
よび民間企業へ出向した経験も活か
し、産油ガス国等との関係強化に向け
た研修を企画する

柿平俊太郎

　JOGMECは厚生労働大臣より、2021年2月に「くるみん」
認定、3月に「えるぼし」認定をダブル取得しました。これは、
独立行政法人（中期目標管理法人）において初めてのことで
す。くるみん認定とは、次世代育成支援対策推進法に基づき
一定の条件を満たすことで、子育てサポート事業者として認
定されるもの。また、えるぼし認定とは、女性の職業生活にお
ける活躍の推進に関する法律に基づき、女性の活躍が進んで
いる事業者として認定されるものです。特にえるぼし認定に
おいてJOGMECは、最高位である3つ星認定を受けました。

関連法人に先駆けて
くるみん・えるぼしをW取得！

管理・研修部

サステナブルな世界を創る
JOGMECのお仕事。

第 1回


