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【令和 3 年度までの具体的行動計画の進捗状況】 

（１） 気候変動に配慮した化石燃料開発の推進及び脱炭素化 

具体的取組 計画 令和 3 年度に実施・開始した新たな取組 

脱炭素化の取組を行う石油・

天然ガス上流開発案件に対す

る資金的支援 

2020 年 4 月より、気候変動問題に配慮した石油・天然ガ

ス上流開発案件を積極的に支援するため、出資・債務保証の

案件採択時に気候変動対応の取組の重要性を踏まえた総合的

な判断を行っています。また、こうした案件に対する債務保

証料率の引き下げ（0.2%）も行っており、これらの取組を一

層活用し、我が国企業による石油・天然ガスの開発における

脱炭素化の取組を促進します。 

また、気候変動問題に配慮した案件への支援を更に強化し

てまいります。具体的には、石油・天然ガス開発案件におけ

る脱炭素化対策（上流開発と一体で行われるカーボンリサイ

クルや CO2EOR、CCS、植林事業、洋上風力事業等の脱炭

素化対策を実施する案件）にかかる費用を出資対象として明

確化し、更なる支援を検討します。 

・ 石油・天然ガス開発案件における脱炭素化対策にかか

る費用を出資対象として支援制度の明確化を図ること

により気候変動問題への配慮を強化し、次年度からの

運用に向けた取り組みを実施。  

・ 石油・天然ガス分野における GHG 排出量評価方法を

検討するなど、業界団体等から意見を聴取して更なる

支援強化に向けて検討を開始。 

 

炭鉱開発・操業における脱炭

素化取組に対する現場技術支

援 

炭鉱において、CCS と組み合わせて随伴メタンガスを水素

等の新エネルギー製造原料として利用するなど、我が国企業

の行う随伴ガス回収・有効利用調査を支援します。また、炭

鉱における脱炭素化を促進するため、我が国企業や産炭国と

共に炭鉱におけるカーボンリサイクルや再生可能エネルギー

の導入、機材の電化に向けた調査の実施を支援します。 

・ 現場技術支援として「北海道での CCS を含む褐炭水

素製造事業の初期調査」及び、「CO2 固定スラリー剤

の研究・開発」を委託研究事業として実施。また、炭

層 CCS の可能性検討に向けた協定を結ぶための準備

を開始。 
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バイオマスの製造、改質、燃

料化技術に関する調査等の実

施 

以下のような調査の実施を通じて、バイオマス等燃料の製

造・石炭火力での混焼等の課題に取り組んでまいります。 

・廃炭鉱植林からのバイオマス製造調査 

・バイオマスの改質・燃料技術調査 

・産炭国における石炭ガス化による合成燃料等製造調査 

・ 石炭火力でのバイオマス混焼に関しては、石炭鉱山遊

休地等での植栽によるバイオマス製造技術スタディを

実施。具体的には、バイオマスの栽培から、燃料製

造、移送、消費までの GHG 削減効果について検討。

また、草本系バイオマスであるソルガムを利用した混

焼用ペレット燃料の開発、同バイオマスの利用課題で

あるアルカリ成分の除去プロセスを検討。その結果、

混焼燃料として使用可能なレベルにまで脱アルカリが

可能であることが判明した。 

・ 製鉄におけるバイオマス混焼に関しては、石炭鉱山の

遊休地等でバイオマス栽培等行い、製鉄所で利用する

炭材製造の技術スタディを実施。具体的には、木本系

3 種、草本系 3 種について、発熱量、灰分、硫黄分等

の分析を実施。また効率的に炭材を製造するための炭

化条件の検討、また炭材として加工するための粉砕、

成型等条件の評価を実施。またバイオマス炭材から転

炉に装入可能な強度を有するブリケット加工技術を検

討。炭材、ブリケット製造に係る十分な評価結果が得

られた。 

 

（２） LNG の安定供給確保及び市場拡大促進 

具体的取組 計画 令和 3 年度に実施・開始した新たな取組 

アジアにおける LNG 市場拡大

のための中下流事業支援（貯

我が国のエネルギーセキュリティの維持・向上を図るため

にはアジア全体の LNG 市場の拡大・成長が必要不可欠であ

・ 制度活用に向け 7 社に対する制度説明及び潜在案件の

聞き取りを実施。  
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蔵・受入基地建設にかかる出

資・債務保証を通じた資金的

支援） 

るとの認識に立ち、2020 年 6 月に我が国企業が海外で行う

LNG 積み替え・受入等の貯蔵事業に係る出資・債務保証業

務を追加し、LNG サプライチェーン全体への支援を強化し

ました。本業務を一層活用し、我が国企業のみならず、LNG

需要国との間でも連携を強化し、JOGMEC 資金支援を通じ

た貯蔵・受入基地建設に向けた働きかけ、バリューチェーン

調査提案等のプロモーション活動を積極的に実施します。 

・ LNG 市場拡大に向けた人材育成の取り組みとして、従

来の LNG バリューチェーン研修に加え、バングラデ

シュに対して初となる LNG テーラーメイド研修を実

施、LNG 需要国との連携を着実に強化。 

 

LNG 市場に関する情報提供機

能の強化 

LNG 市場の情報透明性、流動性向上に資するため、

JOGMEC ホームページ等を通じた LNG 市場に関する情報

提供をより一層強化します。具体的には、これまでの価格・

在庫・プロジェクト等動向に加え、新たにスポット LNG 価

格調査を実施し公開情報に追加します。さらに、仕向地柔軟

性等にかかるフォローアップ調査、LNG 取扱量調査等を行

い、効果的な政策支援に繋げます。 

・ LNG 市場に関する情報提供機能の強化に向けた新た

な取り組みとして、2021 年 4 月から日本着のスポット

LNG 月次価格の調査を開始。 

・ また、全ての国内 LNG 買主企業を対象に、LNG 売買

契約における仕向地制限や価格指標等の契約条件に係

る初となる包括的調査を実施し、2021 年 10 月にその

結果を公表。契約数量に占める仕向地制限等の割合に

ついて定量的に示したのは今回が初めてとなる。 

・ さらに、「新国際資源戦略」（2020 年 3 月 METI 策定）

において定められた国の LNG 政策に関し、日本企業

のLNG取扱量の実績値についてLNGを取り扱う全て

の国内企業を対象に調査を行い、2022 年 4 月にその結

果を公表。本調査により、日本企業の外・外取引が拡大

していることを確認。 

・ 引き続き、こうした取組を通して、LNG 市場の市場

透明性、流動性向上を推進し、また効果的な政策支援

に繋げていく。   
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（３） 地熱開発のさらなる推進 

具体的取組 計画 令和 3 年度に実施・開始した新たな取組 

国内地熱ポテンシャル調査に

よる新規プロジェクト開拓 

国内の有望地域において地下の地質状況や温度構造等の地

熱の有望性の検討に資するデータを取得・解析する国内地熱

ポテンシャル調査の対象地域の拡大を図り、新規プロジェク

トの開拓を一層促進します。 

・ 大雪山、十和田八幡平、阿蘇くじゅう国立公園等での

地表調査計 15 件を実施（この他、非公園 3 件） 

資金的リスク低減に向けた支

援の推進 

有望な地熱資源を確認するための地質調査、物理探査、坑

井掘削調査など、リスクの高い初期調査への助成金による支

援を行います。また、探査事業に必要な資金に対する出資及

び、発電所建設に必要な資金を金融機関から借り入れる際、

当該資金に対する債務保証を行うことにより、我が国企業の

資金的リスクを軽減し、地熱資源開発の取組を促進します。 

・ 助成金交付事業は 20 件を採択（うち、新規案件 3

件）。短期噴気試験の結果、今後の開発が期待される

自噴、蒸気量等を 3 件確認 

・ 債務保証事業は北海道・南茅部地熱発電所（出力

6,500kW 予定/バイナリー方式では国内最大級）に対

し継続支援中、秋田県・かたつむり山発電所（小安地

域）に対し早期の採択に向けた検討・調整を加速化 

地熱に係る技術開発の強化 我が国企業等が取り組む地熱開発における開発期間の短縮

やコスト低減に寄与するため、地熱貯留層探査技術、地熱貯

留層掘削技術、地熱貯留層評価・管理技術などの開発を強化

します。 

また、革新的技術である地熱増産システム（EGS：

Enhanced Geothermal Systems）技術開発の検証等に着手し

ます。人為的な貯留層への注水や貯留層の透水性向上、新た

な貯留層の造成等によって発電量を増加させる技術として注

目されている EGS 技術の検証を行います。 

・ 熱源（高温岩体等）は存在するが水（媒体）がない未

利用地熱資源を有効活用するために、  

①カーボンリサイクル CO2 地熱発電（オープン）：水の

代わりに超臨界 CO2 を媒体として利用する新たな発電技

術の基礎研究を開始 

②クローズドループ発電技術調査：地熱資源開発の実現

性評価に係る調査を開始 
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海外における地熱資源調査へ

の着手 

国内地熱資源開発に有益な知見獲得を目的とした、海外にお

ける地熱資源調査へ着手します。 

・ 企業ニーズおよび地熱資源ポテンシャルが高いインド

ネシアにおいて、最新の地熱開発動向調査と法規制調

査等を実施 

 

（４） 金属鉱物資源開発の推進及び脱炭素化 

具体的取組 計画 令和 3 年度に実施・開始した新たな取組 

カーボンニュートラル実現に

向けたリスクマネー支援の強

化 

CN 対象鉱種であって、供給リスクが高くかつ需要が急増

する鉱種を対象とした案件について、探鉱、開発、鉱山権益

取得及び脱炭素化に資する取組等について、リスクマネーに

よる支援強化を検討します。 

具体的には、探鉱出資や海外金属採掘等資金出資における

機構の出資割合の引き上げにより、我が国企業の資源投資リ

スク軽減に向けた支援の拡充を進め、CN 対象鉱種の探鉱・

開発を積極的に支援します。また、海外開発資金債務保証に

おける保証料率の見直しを検討します。 

・ 探鉱出資や海外金属採掘等出資において、レアアー

ス、コバルト、リチウム、ニッケル、白金族金属を

対象とした案件では機構の過半の出資（75％上限）

が可能になるよう運用を見直した。 

・ 海外開発資金債務保証における保証料率の見直しを

検討中。 

 

CN 対象鉱種に関する生産技術

開発の推進 

CN 対象鉱種の供給源多様化を目的として、尾鉱からのレ

アメタル回収といった未利用資源の活用や、これまでよりも

効率性の高い生産技術の開発などに取り組みます。 

・ 尾鉱からのレアメタル回収に関する取り組みとして

は、令和 3 年 10 月に豪州クイーンズランド大学等と

契約を締結して共同研究を開始。鉱物組成の分析によ

り尾鉱中のコバルト分布状況を確認するとともに、予

察として焙焼・抽出試験を行い、90%を超える高いコ

バルト溶出率を得た。 

・ 効率性の高い生産技術の開発に関する取り組みとし

ては、エマルションフロー技術を利用したレアアース

分離に係る試験研究に着手。レアアース分離にエマル
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ションフロー技術を適用する場合の課題等を把握し

た。 

・ 上記研究は、R4 年度も継続。 

マテリアルフローやサプライ

チェーンの分析を踏まえた鉱

種別の取組の検討 

CN 対象鉱種に関し、各鉱種が抱えるサプライチェーン上

の課題について、鉱種ごとに分析を行い、資源・原料の安定

供給確保、及び我が国産業の国際競争力強化に向けて解決す

べき課題を抽出します。これらの分析や課題の抽出において

は、鉱山からの鉱石（一次資源）だけでなく、リサイクル原

料（二次資源）のマテリアルフローも把握し、循環型社会の

構築に向けた検討に資する情報やデータの提供を行います。 

・ CN により需要の拡大が見込まれ、また経済安全保障

において重要とされる鉱種の鉱石から製造までのマ

テリアルフロー図を整理。各社へのヒアリングを通じ

て、国内外の需給の現状やサプライチェーンに関する

課題等について現状を把握。 

・ 銅・レアアースを対象に、リサイクル量・ストック量

を把握し、これらの定量値を含めたストック及びマテ

リアルフロー推計図を整理。CN 社会実現に貢献する

ため、鉱山、製錬所等における GHG 排出量評価に係

る実態調査を実施。 

EEZ 内の海洋鉱物資源開発の

推進 

海底熱水鉱床やコバルトリッチクラスト等は、銅、コバル

ト、ニッケル等の CN 対象鉱種を含み、他国の政策等の影響

を受けにくい、重要な国産の鉱物資源として期待されていま

す。既に 2017 年以降、日本の EEZ 内において世界で初めて

となる海洋鉱物資源の連続揚鉱試験や掘削試験に成功してお

ります。それらの結果を基に、鉱床のタイプに合わせた採

鉱・揚鉱の技術開発や最適な選鉱・製錬プロセスの開発等、

生産技術の開発・確立に向けた取組を強化するとともに、

EEZ 内に賦存する海洋鉱物資源の資源量の把握を進めていき

ます。 

・ 海底熱水鉱床とコバルトリッチクラストについて資

源量評価や生産技術の開発を実施中。 
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海外における鉱物資源探査の

推進 

 

CN 対象鉱種については、これまでもコバルト、レアアー

ス、銅等の探査により、新規鉱床の発見や潜在的な資源量の

確保を実現してきました。これら探鉱成果を我が国企業に引

継ぎ、開発につなげていくとともに、引き続き新たな鉱床の

発見に向けて積極的に探査を推進していきます。 

・ 探査案件の民間への引継ぎ 

-豪州・マウントアイザ東地域（銅・金案件（コバルト・

レアアースを随伴）  

-ウズベキスタン・メシティンスカヤ地域（ウラン）：

制度設立以来初  

・ 新規案件形成  

-エクアドル・オルキデアス（銅）案件形成：エクアド

ル共和国とは初の JV 契約  

-オーストラリア・サウスガウラーレンジ(銅・亜鉛)案

件形成：亜鉛 23.9 万トンを把握済み。  

レアメタル備蓄制度の更なる

運用改善 

新たな脱炭素技術の開発・普及に伴い、今後、鉱種ごとの

需要が大きく変化する可能性が大きいことから、供給動向等

も踏まえ、備蓄鉱種を柔軟に入れ替えるなど、機動的な対応

が可能となるような制度に改善していきます。 

・ 備蓄物資の売買を積極的に行い、産業ニーズを踏まえた

入れ替えを実施中。 

 

鉱山・製錬所における脱炭素

化取組に対する支援 

鉱山・製錬所等における再生可能エネルギー導入、電化・

燃料電池化等の脱炭素化の取組に対して積極的にファイナン

ス支援をしてまいります。 

我が国企業の脱炭素化に係る技術的な取組に対しても、共

同スタディを通じて支援を行います。 

・ 新規開発案件における再生可能エネルギー導入、電

化・燃料電池化等の脱炭素化取組への支援につい

て、制度活用プロモーション、民間企業への働きか

けを実施。 

・ 未利用資源（低品位ニッケル鉱石）の有効利用とい

うエネルギー消費の効率化につながる取組を支援。 

金属リサイクル技術開発支援 我が国企業による効率的・経済的なリサイクル技術の開発

を支援し、脱炭素化に寄与する国内でのリサイクル事業の促

進を図ります。 

・ 廃リチウムイオン電池からの高純度リチウム回収技術

に関する研究を実施中。 

・ 製鋼ダストからの亜鉛回収プロセスにおける、臭素を含

む廃プラを用いた製鋼ダストからの鉛等不純物除去技

術について、実証のための基礎データを取得。 
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休廃止鉱山の鉱害防止事業に

おける CO2 削減の取組支援 

休廃止鉱山の坑廃水処理における、電力や薬剤の削減から

CO2 排出量の大幅削減が可能なパッシブトリートメント技

術（重力や微生物の働き等の自然環境で得られる力を最大限

活用した坑廃水処理技術）について、実鉱山への技術導入を

図るためのガイドラインの作成や、鉱山跡地の緑化促進など

に関する共同研究等を行い、鉱害防止事業における脱炭素化

の取組を促進します。 

・ パッシブトリートメントの導入に係るガイダンスを

日本で初めて作成し機構 HP にて公表。 

・ 植物の重金属耐性を増強する根圏微生物を利用した

旧松尾鉱山堆積場・露天掘跡での緑化促進技術につい

て、共同研究を実施。令和 2 年度から現地での移植試

験を開始し、令和 3 年度は苗及び挿木苗の生育状況の

確認及び微生物内包カプセルの接種を実施。挿木苗が

比較的順調に生育していることを確認。 

・ 鉱害防止事業における脱炭素化の取組として、パッシ

ブトリートメント技術の実規模実証試験や複数の共

同研究（※）を実施中。 

※・休廃止鉱山のズリ石を利用した CO2 固定や坑廃

水発生抑制 

・坑廃水処理に低炭素型中和剤の開発 

・植物内生菌を活用した鉱山跡地緑化 

 

（５） 水素・アンモニア製造に対する支援 

具体的取組 計画 令和 3 年度に実施・開始した新たな取組 

CCS を通じた化石燃料由来の

水素・アンモニアのカーボン

フリー化支援 

CCS 事業への資金的・技術的支援を通じて、化石燃料から

のブルー水素・ブルーアンモニアの製造や、アジア太平洋地

域をはじめとする各地における我が国企業が企図するブルー

の水素・アンモニアの事業化に貢献します。 

・ ガス田開発を伴う CCS 及びブルー水素製造に関する

FS を含め 6 件実施中。そのうち、ブルーアンモニア(燃

料アンモニア)に関しては、フェーズアップした継続案

件 1 件 の他に新規３件(アブダビ、豪州 2 件)を開始。 
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水素・アンモニアに関するバ

リューチェーン調査等を通じ

た事業性評価支援 

天然ガスを利用して生産する水素をアンモニアに変換し、

日本等へ輸送するバリューチェーンの事業化調査を行い、事

業性評価を支援します。それにより、我が国企業による水

素・アンモニア事業の立ち上げを支援します。 

・ ガス田開発を伴う CCS 及びブルー水素製造に関する

FS を含め 6 件実施中。そのうち、５件が天然ガス・随

伴ガスからのブルーアンモニア(燃料アンモニア)製

造、1 件が天然ガスからのブルー水素製造案件。 

褐炭をはじめとした石炭の水

素化の事業性評価支援 

低コストの水素利用の実現に向けて安価なエネルギー資源

である褐炭をはじめとした石炭に着目し、石炭由来の水素事

業の脱炭素化を支援するとともに、我が国企業のニーズに基

づき、炭鉱近傍での水素・アンモニア製造やこれに伴うカー

ボンリサイクル事業の可能性調査の実施を検討します。 

・ 2022 年 1 月に豪州ビクトリア州政府と、同州で計画

されている CCS 事業への当方参画に関する契約を締

結。これまで日豪共同で進めている褐炭を活用した

水素製造事業の一環として CCS 事業に参画するもの

で、VIC 州政府が実施する CCS 事業の FEED に貢献

し、VIC 州政府とともに事業の商業化を推進。 

 

（６） 包括的な CCS への支援 

具体的取組 計画 令和 3 年度に実施・開始した新たな取組 

CCS 事業の事業性評価、共同

研究、技術スタディの実施 

CO2 の挙動シミュレーション技術の改良、CO2 分離回収

技術の開発など、CCS の事業化に寄与する地下評価及び施設

関連の要素技術の高度化を進めます。さらに、東南アジアに

おける CCS を用いた高濃度 CO2 含有ガス田開発など、具体

のフィールドを対象とした CCS の事業化を進めます。 

・ 開発中の CO2 EOR 効率改善技術及び CO2 削減効果

(原油回収後、CO2 の一部は地下に残留するため)検証

のための実証試験を国内油田(新潟県)にて開始(2021

年 6 月)。2022 年度には実証試験用の坑井を 2 本掘削

予定。 

 

地質構造調査や三次元物理探

査船のデータを活用した CCS

適地調査支援 

石油・天然ガスの探鉱・開発に伴い産油ガス国から脱炭素

化対策の実施が求められつつある状況に鑑み、海外における

石油・天然ガスの探鉱・開発に伴い必要となる CCS に関連

する地質構造調査や、CCS 候補地のスクリーニングに資する

事前スタディの実施を進めてまいります。また、必要に応じ

・ CCS の事業化に向けて、適地調査にて JCCS が解析し

たデータを早急に民間へ貸し出す仕組みを整備する

必要があることから、 2022 年４月にデータを

JOGMEC へ移管し、貸し出しを可能とする環境を整

備。 
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て三次元物理探査船による探査活動で得られたデータを活用

し、CCS ポテンシャルの調査分析を進めます。 

・ CCS 候補地のスクリーニングに資する事前スタディ

を実施し、スタディ結果について関心をもつ日本企業

へ共有し、更に事業化に向けての意見交換を進めた。 

産油ガス国との連携強化 現在の産油ガス国は CCS 適地も有すると目されており、

それらの国々を対象に、CO2EOR など脱炭素化技術に関す

る研修を実施することで関係を強化し、我が国企業の CCS

適地確保の支援に繋げる等、CCS に関連した資源外交・研修

事業を拡充・強化します。また、化石燃料由来の水素・アン

モニアを対象とした研修事業を検討します。 

・ 「GHG・CI ガイドライン(下記参照)」に関し、いくつ

かの海外企業・機関から問い合わせがあり、意見交換

を実施。そのうちの一つは、資源外交枠での意見交換・

WS 等の実施につながる見込み(2022 年度)。 

・ また、インドネシア向けにエネルギートランジション

研修を実施し、その研修カリキュラムには水素・アン

モニアや CCS の最新動向も組み入れ、先方から高い

評価を得た。 

CO2 削減の評価手法や方法

論・認証枠組みの構築に対す

る積極的関与と貢献 

CCS の事業化のためには貯留した CO2 の長期安定性を検

証し、信頼性を高めていくことが必要です。また、CCS によ

る CO2 削減量や、LNG・水素・アンモニア等の CO2 排出

原単位を評価することで、環境改善効果を定量的に示してい

くことも重要です。地下技術・施設技術の専門性を活用し、

CCS 事業の長期貯留安定性や CO2 削減量、CO2 排出原単位

等の評価手法や方法論・認証枠組みを検討します。また、

CO2 同様に温室効果ガスであるメタンについても検討対象

とし、評価手法をクレジット制度等のカーボンプライシング

の仕組みへ活用することなどを通じ、脱炭素化に向けた制度

構築へ積極的に関与・貢献します。 

・ CCS 及びブルー水素・ブルーアンモニア等事業者の作

業指針となる「CCS ガイドライン」及び「GHG・CI

ガイドライン」の２つのドラフト版を作成し、公表

(2022 年 1 月)。広く意見を募り、初版公表(2022 年度：

2022 年 5 月予定)に向けた作業を行っている。 

・ また、CCS による CO2 削減量算定方法の確立を目的

とする「CCS プラス・イニシアティブ」に参画し(2021

年 11 月)、国際的に調和のとれた CCS 事業に係る方

法論の開発の議論・作業に貢献している。 

 

（７） その他 
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具体的取組 計画 令和 3 年度に実施・開始した新たな取組 

国内事務所や備蓄基地等の保

有設備における CO2排出量削

減 

 

国内事務所や、国家石油備蓄基地及び国家石油ガス備蓄基

地等において、保有設備からの CO2 排出量の一層の削減を

図るために、省エネ化や電化、再生可能エネルギーや新エネ

ルギーの導入等の対策の検討を進めます。 

・ 全国 15 箇所の国家石油備蓄基地及び国家石油ガス備

蓄基地（以下、「基地」という。）の立地条件、周辺

の気象状況及び基地の電力・燃料消費量等を踏ま

え、CO2 排出量の一層の削減を図るため、基地に導

入可能性の高い再生可能エネルギー及び環境負荷の

少ない燃料等を利用した電源の技術開発動向を調

査。その調査結果を踏まえ、基地への再生可能エネ

ルギーおよび環境負荷の少ない燃料等を利用した電

源を導入することで、基地の CO2 排出量を 2050 年

度までにゼロにするとともに、操業コストを削減す

ることも可能であるという検討結果となった。 

 


