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Carbon Neutral LNG and 
Hydrogen Energy:
A Market Perspective on 
Fuel Transformation and 
Alternatives.
カーボンニュートラルLNGと
水素エネルギー：
燃料転換・代替の市場の観点から

Over the last decade, notable research and expertise in the field have produced a heightened response to climate 
urgency and reinforced the importance to sustainability – that is to meet the needs of today without compromising 
profitability of the future. Today, this paradigm shift has fundamentally impacted the decisions and lifestyles for 
many strategic and investment decisions. With fast-accelerating changes occurring on ends, one can expect no 
industry would be unaffected by the movement, more than other parts of the economy - the Oil and Gas industry 
needs to decide how to respond.
Together with presenting 49% of global emissions within the energy sector, the industry has raised far-reaching 
stakeholder concerns over environmental degradation  caused by the extraction process in the past decades, and 
attracted unwanted political and regulatory tension, making it increasingly costly for firms to produce. Despite the 
undergoing turbulence between 2019 and 2021 due to COVID-19, the role of this multi-trillion-dollar industry 
plays will uphold  its relevance to the smooth functioning of the global energy system, although without a doubt, 
demand for cleaner forms of energy would push for major contractions  in the economics of Oil and Gas production.
With the decline in consumption of traditional forms of energy, new potentials in the sector will compete on low 
emission at low cost. Sufficient transformation in the Oil and Gas industry be justified with equitable, transparent, 
and cost-effective decisions making. Now, the question lies in how the Oil and Gas industry will generate its value 
in the post-pandemic era and strategize with the clean transition into the net-zero economy for the long run.

　この10年間、気候変動に関する研究と専門知識がすすみ、気候変動の対策が急がれるようになり、持続可能性と
いうものの重要性も強く認識されるようになった - つまり、将来の利益を損なうことなく今日のニーズを満たすとい
うことが求められる。今日、このパラダイムシフトは、多くの戦略や投資に関する意思決定やライフスタイルに根本
的な影響を及ぼしている。石油・ガス業界は、どのように対応するかを決定する必要がある。
　エネルギー部門における総排出量の49％を占める石油・ガス産業は、過去数十年にわたって生産プロセスでの環
境悪化に対するステークホルダーの懸念が広がり、政治的・規制的緊張が強まって、企業にとって生産コストがます
ます高くなっている。2019年から2021年にかけてCOVID-19による「乱気流」が発生するものの、この数兆ドル規模
の産業が果たす役割は、世界のエネルギーシステムが円滑に機能するためにはその重要性が維持されることであろう。

Preface：はじめに
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　従来のエネルギー消費量の減少に伴い、この分野の新たな可能性は、低コストで低排出量であることを競うことと
なる。石油・ガス産業における変革は、公平で、透明性があり、費用対効果の高い意思決定によって正当化されるこ
とで達成されよう。問題となっているのは、石油・ガス産業がポスト・パンデミック時代にどのように価値を生み出
し、長期的にネット・ゼロ経済へのクリーンな移行を戦略的にどう進めるかということである。

Glossary
Term：期間 Definition：定義

Additionality：
追加性

A criteria often used to access the quality of tradable greenhouse gas (GHG) emissions reductions, a project meeting the 
additionality requirement means the reductions in emissions achieved by the project is proved to be “above business-as-
usual case”. Meaning that the reduction would not have occurred if the project was not implemented.
取引可能な温室効果ガス（GHG）排出削減量の質を評価するためによく用いられる基準で、追加性の要件を満たすプロジェク
トは、プロジェクトによって達成された排出削減量が「通常どおりのケースを上回る」ことが証明されることを意味する。つ
まり、そのプロジェクトが実施されなければ、削減量は発生しなかったということを意味する。

Blue Carbon 
Project：ブルーカー
ボン・プロジェクト

Blue carbon projects are projects that works to protect and restore coastal ecosystems such as mangroves, tidal marshes, 
and seagrass meadows for their role in reducing impacts of global climate change.
ブルーカーボン・プロジェクトとは、マングローブ、潮間帯、海草藻場などの沿岸生態系を保護・回復し、地球規模の気候変
動による影響を軽減するためのプロジェクトである。

Carbon Credits：
カーボンクレジット

A carbon credit is a tradable permit or certificate that provides the holder of the credit the right to emit one ton of carbon 
dioxide or an equivalent of another greenhouse gas.
カーボンクレジットとは、取引可能な許可証または証明書で、クレジットの保有者に1トンの二酸化炭素または他の温室効果
ガスと同等のものを排出する権利を与えるものである。

Carbon Footprint：
カーボンフットプリ
ント

Carbon footprint is a measure of the impact an activity has in terms of CO2 equivalent. It is measured in CO2e, as weight of 
carbon dioxide emissions produced in tonnes.
カーボンフットプリントは、ある活動がもたらす影響をCO2換算で表したものである。排出される二酸化炭素の重量をトン単
位で表したもので、CO2eで測定される。

Carbon Offset：カー
ボンオフセット

Reduction or removal of emissions of carbon dioxide or other greenhouse gases made to compensate for emissions 
released from elsewhere. One ton of carbon offset is representative of the reduction or removal of one ton of CO2 or its 
equivalent greenhouse gases.
他の場所から排出された二酸化炭素やその他の温室効果ガスの排出を補償するために行われる、排出の削減または除去のこと。
1トンのカーボンオフセットは、1トンの二酸化炭素または同等の温室効果ガスの削減または除去を意味する。

Carbon Offset 
Registry：カーボン
オフセットレジストリ

Carbon offset registries approves offset projects and issue offset credits for each unit of emission reduction or removal that 
is verified and certified.
カーボンオフセットレジストリは、オフセットプロジェクトを承認し、検証・認証された排出削減・除去単位ごとにオフセッ
トクレジットを発行する。

Carbon Neutral：
カーボンニュートラル

Making or resulting in no net release of carbon dioxide into the atmosphere, to achieve carbon neutrality, carbon offsetting 
would be required to compensate for unavoidable emission.
カーボンニュートラルを達成するためには、不可避な排出を補うためにカーボンオフセットが必要である。

Emission Factor 
(EF)：排出係数（EF）

It is an approximate value estimated to quantify pollutant released to the atmosphere associated with an activity.
ある活動に伴って大気中に放出される汚染物質を定量的に把握するために推定される概算値である。

Greenhouse Gas 
Protocol  (GHG 
Protocol)：温室効果
ガスプロトコル

（GHG プロトコル）

The Greenhouse Gas Protocol provides accounting and reporting standards, sector guidance, calculation tools and trainings 
for businesses and local and national governments.
温室効果ガスプロトコルは、企業や地方自治体、国家政府に対して、会計・報告基準、セクターガイダンス、計算ツール、トレー
ニングなどを提供している。

Net Zero：ネットゼロ Net zero refers to a state in which the greenhouse gases going into the atmosphere are balanced by removal out of the 
atmosphere.
ネットゼロとは、大気中に排出される温室効果ガスと、大気中から除去される温室効果ガスが均衡している状態を指す。

Renewable Fuel 
Standard (RFS)：
再生可能燃料基準

（RFS）

Renewable fuel standard introduces policies to reduce greenhouse gas emissions, expand renewable fuels sector and 
reducing reliance on imported oil in the United States.
再生可能燃料基準とは、温室効果ガスの排出を削減し、再生可能燃料分野を拡大し、米国における石油の輸入依存度を低減す
るための政策を導入するものである。

RenovaBio program：
レノババイオ・プロ
グラム

A Brazilian program which certifies biofuel production by its efficiency in emissions reduction and enables for the sales and 
trading of decarbonization credits (CBios)
バイオ燃料の排出削減効率を認証し、脱炭素クレジット（CBios）の販売・取引を可能にするブラジルの制度。

Sustainable Aviation 
Fuel (SAF)：サステ
イナブルな航空燃料

（SAF）

A term used by the aviation industry to describe a non-conventional (fossil derived) aviation fuel. Rather than being refined 
from petroleum, SAF is produced from sustainable resources such as waste oils from a biological origin or agri residues.
航空業界では、従来型（化石由来）ではない航空燃料を表す言葉として使われている。石油から精製されるのではなく、生物
由来の廃油や農業残渣など、持続可能な資源から製造される。

Sustainable 
Development Goals 
(SDG or UN SDG)：
持続可能な開発目標

The Sustainable Development Goals are a collection of 17 interlinked global goals introduced by the United Nations to be 
a blueprint to achieve a better and more sustainable future for all.
持続可能な開発目標とは、すべての人にとってより良い、より持続可能な未来を実現するための青写真として、国連が導入し
た相互にリンクした 17 の世界目標の集合体である。
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A number of considerations go into a green energy 
sector, reduction of carbon intensity certainly tops the 
list. Oil and Gas are used heavily for electricity, 
buildings, industries, and transportation – changes in 
consumption patterns in each of these case affects the 
industry in fundamental ways. Switching to electric 
vehicles means reduced demand for fuel, supply chain 
pressures are likely to hike up demand for low carbon 
fuels - ultimately, the world is expecting sooner 
transition into cleaner forms of energy.
The g o od n ews c omes f r om t h e s p e c t r um o f 
technologies that could help us get there faster, some 
existing and some to come into existence. The Oil and 
Gas industry can and will benefit from a combination of 
strategies ranging from technological upgrades, low-
carbon spending as well as integrating sustainability 
into core practices. Understanding the theory and 
application behind these strategies will help conclude 
the best solution on a case-by-case basis. This journal 
presents a holistic view of available decarbonization 
pathways in the Oil and Gas industry as well as its 
challenges ahead. 

“A successful delivery of ambitious emission reduction 
target requires structural changes to the sector. Going 
further, the Oil and Gas industry would be well 
expected to leverage its supply chain expectations to 
generate synergistic result.” 
The scope of this report follows four chapters in the 
following sequence:
Chapter 1 introduces readers to the sector’s recent 
trends in the adoption of greening strategies. This 
chapter sets out a projection on the Oil and Gas output 
potent ia l based on current s tated po l ic ies and 
comments on the sector’s overall emission reduction 
potential.
Chapter 2 discusses the field applications of carbon-
neutral Liquified Natural Gas (LNG), a commonly 
adopted strategy to directly reduce the impact from 
the Oil and Gas sector. This chapter explores the 
details of emission accounting practices, as well as 
carbon capture, uti l ization, and storage (CCUS) 
potential in absorbing CO2 emission from the Oil and 

Executive Summary：概要

　グリーンエネルギー部門にはさまざまな考慮すべき事
項があるが、炭素強度の削減がその筆頭に挙げられる。
石油とガスは電力、建物、産業、輸送に大量に使用され
ており、それぞれの消費パターンが変わると、この業界
に根本的な影響を与える。電気自動車への切り替えは燃
料需要の減少を意味し、サプライチェーンからの圧力は
低炭素燃料の需要を高めるだろう。究極的には世界はよ
りクリーンな形でのエネルギーへのより早いトランジ
ションが期待されてくる。

　既存の技術やこれから生まれようとしている技術な
ど、より早くクリーンエネルギーに到達するためのさま
ざまな技術からは、良いニュースがもたらされるだろう。
石油・ガス業界は、技術的なアップグレード、低炭素支
出、持続可能性の高い業務をコア業務に統合させるなど、
さまざまな戦略の組み合わせが有利に働くだろう。これ
らの戦略の背後にある理論と応用を理解することは、
ケースバイケースで最適な解決策を導き出すのに役立
つ。本レポートは、石油・ガス産業における脱炭素化の
道筋と今後の課題について、全体的な展望を示すもので
ある。

「野心的な排出削減目標を成功裏に達成するためには、
この分野の構造改革が必要である。さらに、石油・ガス
業界は、サプライチェーンをうまく活用することにより
相乗効果を生み出すことが期待されている」

　このレポートは、次の順序で4つの章に分かれている。

　第1章では、グリーン化戦略の採用に関する最近の動
向を紹介する。この章では、現在定められている政策に
基づく石油・ガス生産のポテンシャルを予測し、このセ
クター全体の排出削減ポテンシャルについてコメントす
る。

　第2章では、石油・ガス部門からの影響を直接的に軽
減するために、一般的に採用されている「カーボンニュー
トラルLNG」がどのように実現しているか述べる。また
この章では、石油・ガスセクターから排出されるCO2の
実際の算定方法や、炭素回収・利用・貯留（CCUS）につ
いて紹介する。
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Gas sector.
Chapter 3 investigates applications of fuel alternatives 
with regards to the low-emissions fuel switching 
potential of biofuel and hydrogen in the sector, common 
strategy, and its lasting impacts on the Oil and Gas 
industry.
C h a p t e r 4 :  p r o d u c e s a s u m m a r y o f  k e y 
recommendations and implications for the Oil and Gas 
industries to achieve lower emissions and its relevance 
as part of the global economy. 

　第3章では、バイオ燃料や水素といった低排出ガス燃
料転換の可能性、共通戦略、そしてその石油・ガス産業
への持続的影響という観点から、燃料代替の適用を考察
する。

　第4章では、石油・ガス産業が排出量低減を達成する
ための主要な提言とその意味、および世界経済の一部と
しての関連性をまとめている。

Chapter 1.  Introduction to Sustainability in the Oil and Gas 
Industry：石油・ガス産業におけるサステナビリティの紹介

　COVID-19のパンデミックは、よりクリーンなエネル
ギーへの取り組みを加速させた。2021年5月現在、国
際エネルギー機関が発表した「2050年までにネットゼロ
に向けた世界のエネルギーセクターのロードマップ」は、
この業界でどれだけの変革が求められているかを示して
いる。COP26の議論から生じたステークホルダーの圧
力、各地域での政策、その他の経済的要因により、石油・
ガス産業は、脱炭素化への挑戦を強いられることになる。
経営者は、短期的には大きな価値を生まないかもしれな
いが、30年、50年のスパンで、長期的な繁栄を約束す
るようなことを始める必要がある。最終的には、サプラ
イチェーン内での緊密な関係構築と、長期的な投資の舵
取りが必要となる。

　すべての挑戦には機会が伴う。業界には、1つの成長
路線が示されており、それは持続可能なビジネスモデル
と逆風下での回復力をサポートするものでもある。
2020年、IEAはエネルギーに関する石油・ガス業界の
分析を発表し、低炭素エネルギーシステムへの適応不足
を指摘した。例えば、企業の投資に関する提案として、
エネルギー転換を加速させるために資本配分全体の大幅
な変更を進めることが挙げられた。報告書によると、平
均的な企業は年間資金のわずか1％しか低炭素化の取り
組みに費やしていないのに対し、最も先進的な石油・ガ
スメジャーでは5％であり、どちらも更なる対策が必要
であると結論付けている。ここで、低炭素化投資として
は、再生可能エネルギー発電、より環境に優しいガス生
産、スマートエネルギーシステム、グリーンインフラへ

The COVID-19 pandemic accelerated the push for 
cleaner energy. As of May 2021, the International 
Energy Agency’s publication on the Roadmap for 
Global Energy Sector towards net-zero by 2050 goes 
to show how much transformation is required in the 
industry. Stakeholder pressure, regional policies, and 
other economic factors arising out of the COP26 
discussion will continue to challenge decarbonization in 
the Oil and Gas industry. Visionaries  at the executive 
level need to initiate promises spanning over 30 to 50 
years, that may not yield significant value in the short 
term but promise longer-term prosperity. Ultimately, 
this comes down to close collaboration within the 
supply chain and steering long-term investments. 
With every challenge comes an opportunity, one 
growth avenue is present for the industry, one to 
support a sustainable business model and resiliency 
during times of turbulence. In 2020, the IEA released 
an analysis on the Oil and Gas industry on energy and 
identified a lack of adaptation to low-carbon energy 
systems. A suggestion with regards to investment was 
to deploy significant changes in overall capital allocation 
to accelerate energy transitions. The report found that 
the average company spends just 1% of its annual 
funding on low-carbon initiatives, compared to 5% in 
the most progressive Oil and Gas majors, concluding 
that both required more action. Of those initiatives, are 
investments in renewable energy generation, greener 
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gas production, smart energy systems, and green 
infrastructure. Further, it encouraged Oil and Gas firms 
to invest in minimizing emissions in the near term.
Over the span of the past decade - liquified natural gas, 
or LNG - has become a popular option for countries 
and companies to reduce their global greenhouse gas 
emissions. Study shows the combustion of natural gas 
emits 30 ～ 40% less CO2 emission alone, as compared 
to heavy fuel sources and even lower emission from 
NOx and SO2 . Whilst i t represents an excel lent 
alternative to combat global warming, with the radical 
shifts in stakeholders’ environmental expectations, 
LNG production may not suffice an Oil and Gas major’s 
responsibility on environmental protection from a 
market perspective. 

Current Greening Strategies and Challenge

– Low Emission Cargo 

Climate change is affecting every industry on a global 
scale and Oil and Gas sector is not an exception to this 
change. There has been intense pressure on the Oil 
and Gas giants to universally pledge for a low-carbon 
or "lower-carbon" future. In fact, many traditional Oil 
and Gas companies now consider themselves energy 
companies as they diversify their business models. 
That said, Oil and Gas companies have started to show 
their commitment by slowly implementing sustainable 
strategies like using Carbon Neutral Cargoes on their 
export of Oil and Gas. As of July 2021, fourteen 
Carbon neutral LNG cargoes and one carbon-neutral 
crude oil has been shipped around the world. Though 
using carbon-neutral cargoes sounds like a great 
solution for the Oil and Gas industries, it is not a 
solution without its challenges. The first challenge is 
the establishment of a clear emissions baseline across 
vast value chains to account for the change, and the 
second challenge is maintaining a level of accuracy 
with emissions accounting across assets in the portfolio, 
which can vary greatly due to technical and operational 
characteristics. (For further details, see Chapter 2)
Apart from carbon-neutral cargoes, the industry also 
implements other strategies to cut down emissions 
from its value chain. These options include the use of 
Renewable energy for the process of liquefaction, boil-
off gas recovery technique, and adopting Carbon 

の投資が挙げられている。さらに、石油・ガス会社には、
近い将来、排出量を最小限に抑えるための投資を行うよ
う促している。
　過去10年の間に、液化天然ガス（LNG）は、国や企業
が地球温暖化ガスの排出を削減するための一般的な選択
肢となった。天然ガスの燃焼によるCO2排出量は、重油
に比べて30 ～ 40 ％少なく、NOxやSO2 の排出量も少
ないことが分かっている。LNGは地球温暖化対策とし
て優れた選択肢である一方、ステークホルダーの環境に
対する期待が急激に変化するなか、市場の観点からは石
油・ガスメジャーが環境保護に対して現在果たしている
責任だけでは、必ずしも十分であるとはいえない。

グリーン化戦略の現状と課題

-低排出ガス貨物

　気候変動は地球規模であらゆる産業に影響を及ぼして
おり、石油・ガス分野もその例外ではない。石油・ガス
大手企業に対しては、低炭素化または「低炭素化」の未来
に向けて広範なコミットメントを求める強い圧力がか
かっている。実際、伝統的な「石油・ガス企業」の多くは、
ビジネスモデルの多様化に伴い、自らを「エネルギー企
業」であると考えるようになっている。
　石油・ガス会社は、石油・ガスの輸出にカーボンニュー
トラル原油やカーボンニュートラルLNGを使用するな
ど、持続可能な戦略を徐々に実施することで、その取り
組みを示し始めている。2021年7月現在、14のカーボ
ンニュートラルLNGカーゴと1つのカーボンニュート
ラル原油が世界中で輸送されている。カーボンニュート
ラル貨物の利用は、石油・ガス業界にとって素晴らしい
ソリューションのように聞こえるが、課題がないわけで
はない。第一の課題は、広大なバリューチェーンにおい
て、変化を考慮した明確な排出量算定方法のベースライ
ンを確立することであり、第二の課題は、それぞれのカー
ゴが技術や運用の特性により大きく変化するなかで、各
カーゴの排出量計算の精度を維持することである（詳細
は第2章参照）。

　カーボンニュートラル原油やカーボンニュートラル
LNGとは別に、業界はバリューチェーンからの排出を
削減するための戦略を実施している。例えば、液化工程
での再生可能エネルギーの利用、ボイルオフガス回収技
術、炭素回収・貯留技術（CCS）の採用などである。この
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うち、CCSは適用できる規模が大きいため、他のトレ
ンド/戦略よりも重要視されている。また地域を重視し
た型のパートナーシップは、展開に効果的な後押しとな
る実行可能なビジネスモデルの一つである。排出量の削
減によって石油・ガスのサプライチェーンに沿ったすべ
てのステークホルダーが利益を享受できるため、大規模
なCCS展開のためのコストは、生産者と最終消費者の
間で共有されるのが妥当 である。

今日の大規模なCCUS技術の4分の3近くは石油・
ガス事業によるもので、CCUSプロジェクトに対す
る支出全体の3分の1以上を占めている。＊１

カーボンオフセットの導入が進む

　石油・ガス会社は、エネルギー部門における総排出量
の49%を占める産業として、世界的な排出量削減の取
り組みにおいて重要な役割を担っている。技術の進歩は、
この産業が大規模な排出量を削減するのに役立つが、一
方でどうしても避けられない排出も存在するため、それ
はカーボンオフセットや排出除去技術でカバーしなけれ
ばならない。LNG業界とは異なり、石油会社は石油製
品のライフサイクルにおける排出量についてカーボンク
レジットを採用し始めている。2021年1月、オクシデ
ンタル石油はインドのリライアンス社に初めてカーボン
ニュートラル原油を供給した。米国環境保護庁によると、
この取引では約200万バレルのカーボンニュートラル原
油がインドのジャムナガルに輸送されたが、これにより
約86万トンのCO2排出に相当している。

石油・ガスから見たネット・ゼロ・シナリオ

　IEAによると、ネット・ゼロ・シナリオで想定される
エネルギー転換は、石油・ガス生産の大幅な縮小を伴う。
2050年にネットゼロを達成するためには、2050年まで
に今までどおりのビジネスシナリオと比較して、少なく
とも3.4ギガトン（CO2換算）の排出量、すなわち現在の
排出量から90％削減する必要がある。石油需要は2020
年の日量約9,000万バレルから2050年には日量2,400万
バレルに、天然ガス需要は3,900億立方メートルから約
1,700億立方メートルに減少するシナリオである。その
先、化石エネルギーへの投資も激減する。

Capture and Storage technology. Here CCS is given 
more importance than other trends/strategies because 
of the scale with which it could be applied. The 
localized partnership is one viable business model to 
provide an effective boost to deployment. The cost for 
l a r ge - s c a l e CCS dep l oymen t b ene f i t s a l l t h e 
stakeholders along the Oil and Gas supply chain by 
reducing the emissions, it is reasonable that the cost 
should be shared between producers and end-users.

“Near three -quar ters o f l a rge - sca l e CCUS  
technology today is from Oil and Gas operation, 
accounting for more than one-third of overall 
spending on CCUS projects.”＊1

Increased adoption of Carbon Offsetting

Oil and Gas firms have an important role to play in the 
global drive to reduce emissions, as an industry that 
represents 49% of total emissions in the energy sector.  
Though technology advancements will help this 
industry to cut out emissions at a large scale, there 
always exists an unavoidable emission that could be 
compensa ted w i th ca rbon o f f s e t s o r r emova l 
techniques, with proof of carbon credits. Unlike the 
LNG industry, Oil company has started to adopt carbon 
credits for their product lifecycle emissions. In January 
2021, Occidental petroleum supplied the first caron 
neutral  crude oil to Reliance industries in India, around 
2 million barrels of crude oil were transported to 
Jamnagar, India, equivalent to about 860,000 mt of 
CO2 emissions according to the US Environmental 
Protection Agency. 

Net Zero Scenario from the lens of Oil and 

Gas

According to IEA, the energy transition envisioned in a 
net-zero scenario involves a major contraction of Oil 
and Gas production. The industry needs to reduce its 
emission by at least 3.4 gigatons of CO2 equivalent by 
2050 compared to Business-as-usual scenarios, a 90% 
decrease from the current emission levels to reach net-
zero by 2050. Oil demand is to fall from around 90 
million barrels per day (mb/d) in 2020 to 24 mb/d in 
2050, while natural has  demand falls from 3900 billion 
cubic meters (bcm) to around 1700 bcm. Beyond that, 
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investments in fossil-based energy will also drastically 
reduce.

The global trend towards cleaner alternatives to coal-
fired power plants has elevated LNG for discussion to 
transition towards a zero-carbon energy future. This 
led the LNG suppliers to compete not only on price but 
also on providing “low carbon” branded LNG.
This “low carbon” branding for Oil and Gas companies 
is mainly comprised of two solutions, one is to increase 
emission reporting transparency, and the other is 
carbon offset, both of which offered customers proof of 
emission reduction, by LNG producers and portfolio 
suppliers in the past. The former is to introduce ways 
to track detailed emissions per cargo, encouraging low 
emission intensity techniques to directly adhere to low 
carbon requirements with emissions abatement. The 
latter option encompasses the purchase of carbon 
credits covering the entire LNG value chain, which 
makes an LNG “carbon-neutral”. Both options have 
been an appeal to LNG buyers. 

Greening Trends in the LNG Sector

Below we have l isted three outstanding trends 
significant in the emission reduction space in the LNG 
sector, first two of which involves cutting down 
emission directly from the supply chain, whereas the 
third trend points at firms offsetting emission down the 
entire value chain:

Chapter 2.  Emission Reduction Potential of LNG  
：LNGの排出量削減ポテンシャル

　石炭火力に代わるよりクリーンな発電所を目指す世界
的なトレンドにより、LNGはゼロカーボンエネルギー
の未来へ移行するための候補として語られるようになっ
た。このため、LNG供給会社は価格だけでなく、「低炭素」
ブランドのLNGを提供することでも競争するように
なった。
　石油・ガス会社にとって、この「低炭素」というブラン
ド付けの方法としては2つある。一つは排出量報告の透
明性を高めること、もう一つはカーボンオフセットで、
いずれも過去にLNGメーカーやポートフォリオサプラ
イヤーが排出量削減の証明を顧客に提供した実績があ
る。前者は、貨物ごとの詳細な排出量を追跡する方法を
導入し、低排出原単位を実現する技術を導入することで
排出削減を伴う低炭素要件に直接的な効果をもたらす。
後者は、LNGのバリューチェーン全体をカバーするカー
ボンクレジットの購入を包含し、LNGを「カーボン
ニュートラル」にするものである。どちらのオプション
も、LNGの買い手にとっては魅力的なものである。

LNGセクターのグリーン化動向

　以下に、LNGセクターで排出削減において3つの代表
的なトレンドを示したい。
　最初の2つはサプライチェーンから直接排出を削減す
るものであり、3つ目は企業がバリューチェーン全体で
排出をオフセットするものである。

Emissions ranges along the LNG value chain
：LNGバリューチェーンにおける排出量の範囲Fig.1

source：https://www.bloomberg.com/professional/blog/carbon-neutral-lng-suppliers-focus-on-optionality-transparency-and-ccs/

ガス探鉱・開発 液　化 輸　送 再ガス化 最終用途/燃焼
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Trend 1： Renewable Energy Power Supply for 
Liquefaction

Over one third of world’s LNG is produced from the 
Asia-Pacific region (APAC), and the liquefication 
process a lone generates 50 mi l l ion tons of CO2 
equivalent emissions＊2. Companies have sought use of 
renewables during the liquefication process to cut 
down emissions arising out of LNG production. As of 
now, feed gas is a popular input used to run the plant 
and fuel the liquefaction process in the APAC region 
where most LNG facilities are situated in the remote 
areas that are far away from the power grid. More 
recently, onsite renewable power, solar photovoltaics 
(Solar PV) in particular, are discovering new emission 
reduction potentials for the industry, while solar 
battery storage plant are oftentimes installed at LNG 
fac i l i t i e s t o t ack le the in termi t ten t na ture o f 
renewables.  

Qatar Energy is exploring ways to powering its 
liquefaction process with the renewable power 
(800MW of solar plant before 2025) instead of gas 
turbines.＊3 QP also plans to increase the scale of 
renewable capacity of two to four gigawatts by 
2030. ＊4

Trend 2：Boil-off gas recovery
As opposed to releasing gases emitted from re-
l iquefaction process of LNG production as done 
traditionally, the boil-off gas recovery process is now 
ab le to capture the gas emi t ted for use in the 
production, storage and in the process of loading of 
LNG. This significantly minimizes the amount of gas 
being flared at the plant.

Trend 3：Neutralizing Emissions for LNG Cargos
In the past decade, due to stakeholder expectations, 
investor pressure and, the desire to contribute to wide 
societal benefits, many business-to-consumer (B2C) 
companies have engaged their supply chain for 
ambitious carbon reduction targets, prioritizing to cut 
on emissions from sources of input. Neutralizing 
emissions on LNG cargos has become one of the 
solutions suppliers look to implement. It is important to 
note that ‘Carbon neutral’ denomination does not 

トレンド1：液化のための再生可能エネルギー電力供給

　 世 界 の LNGの 3 分 の 1 以 上 は ア ジ ア 太 平 洋 地 域
（APAC）で生産されており、液化工程だけで5,000万ト
ンものCO2換算排出量がある。＊2  LNGの生産に伴う排出
を削減するために、液化工程での自然エネルギーの利用
が求められている。現在、APAC地域のLNG施設は、
電力網から遠く離れた遠隔地にあるため、プラント運転
と液化プロセスの燃料としてフィードガスがよく使用さ
れている。最近では、液化基地の現場での再生可能エネ
ルギー、特に太陽光発電（Solar PV）を導入することが、
LNG産業における新たな排出削減の可能性を見出して
いる。また、再生可能エネルギーの（自然条件による）間
欠性という問題に対処するため、LNG施設に太陽電池
と電力貯蔵プラントが設置されることもよくある。

カタールエナジーは、ガスタービンの代わりに再生
可能エネルギー（2025年までに800MWの太陽光
発電所）で液化工程の電力を賄う方法を検討してい
る。＊3また、2030年までに再生可能エネルギーの設
備容量を2 ～ 4ギガワットまで拡大する計画である
＊4

トレンド2：ボイルオフガス回収
　従来のようにLNG製造の再液化工程で排出されるガ
スを放出するのではなく、ボイルオフガス回収工程で排
出されるガスを回収し、LNGの製造・貯蔵・積み込み
工程で利用することができるようになった。これにより、
工場でフレアリングされるガスの量を大幅に削減するこ
とができる。

トレンド3：LNGカーゴからの排出量をオフセットする
　過去10年間、ステークホルダーの期待や投資家の圧力、
そして広く社会的利益に貢献したいという考えから、多
くのB to C（顧客向けビジネス）企業がサプライチェー
ンに対して、エネルギー投入からの排出を削減すること
を優先した野心的な炭素削減目標を掲げてきた。LNG
カーゴからの排出をオフセットすることは、サプライ
ヤーが実現しようとするソリューションの一つとなって
いる。カーボンニュートラルとは、LNGカーゴからの
排出量がゼロであることを意味するのではなく、温室効
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mean the LNG cargo releases zero emissions, instead, 
the greenhouse gas emissions are measured and offset 
through the purchase of carbon credits from projects 
linked to afforestation, reforestation, or renewable 
projects that have carbon removal and/or absorption 
potential. 

A carbon credit is a kind of permit that represents 
1 ton of carbon dioxide equivalent removed/
reduced/avoided from the atmosphere. Corporates 
look ing to o f fset the ir own greenhouse gas 
emissions can buy those credits through a broker 
or directly obtain the credits by doing carbon 
reduction projects.

Lifecycle Emission of LNG Production
The official accounting for emission of LNG production 
follows World Resources Institute’s Greenhouse Gas 
Protocol. In practice, most LNG producing entities 
choose to account and offset for emissions released 
throughout their entire value chain, however, there are 
observed cases for some to limit their offsetting work 
to certain areas of their operation. While a company 
plans for emission reduction, many factors are brought 
into consideration, such as its goals and targets, its 
agreement between its buyer, and the feasibility and 
cost of offsetting. Based on an evaluation of internal 
and external requirements , companies go on to 
determine the boundary of emission of which it wishes 
to offset, as well as the type of offset it chooses to 
adopt. The section below draws in a discussion about 
the different scopes of emission accounting, and how 
each of the buyers and sellers reports the emission 
reduction as well as the cost and duty of offset.

Setting GHG Emission Boundary
Setting an emission boundary is the first step for any 
company in all industries to account for its GHG 
emissions, before identifying areas of improvement. 
The emission factor varies based on resource input and 
different country standards, but generally, these are 
mostly calculated based on the guidance published 
Greenhouse Gas Protocol . Emissions can also be 
segmented operationally along the LNG value chain: 
upstream supply, liquefaction and production, shipping, 

果ガスの排出量を測定し、炭素除去や吸収の可能性を植
林や再生可能なプロジェクトからのカーボンクレジット
を購入することでオフセットすることを意味するという
ことに注意が必要である。

カーボンクレジットとは、大気中から除去・削減・
回避された二酸化炭素換算1トンを表す許可証のよ
うなものである。温室効果ガスの排出をオフセット
したい企業は、ブローカーを通じてクレジットを購
入するか、炭素削減プロジェクトによってクレジッ
トを直接取得することができる。

LNG製造のライフサイクル排出量
　LNGの 生 産 に 伴 う 排 出 量 は、World Resources 
Instituteの「温室効果ガスプロトコル」に従って公式に計
算されている。実際には、ほとんどのLNG生産事業者は、
バリューチェーン全体を通じて排出される排出量を計上
し、オフセットすることを選択しているが、オフセット
対象をバリューチェーンの中の特定の作業に限定してい
るケースも見受けられる。企業が排出削減を計画する際
には、その目標やゴール、買い手との合意、オフセット
の実行可能性やコストなど、多くの要因が考慮される。
企業は、内部および外部の要求の評価に基づいて、スコー
プ1から3、どこまでの排出をオフセットするか、そし
て採用するオフセットの種類を決定していく。次のセク
ションでは、排出権算定方法のスコープの違いや、およ
び買い手と売り手のそれぞれが排出削減量、オフセット
のコストと義務をどのように報告するかについて説明す
る。

GHG排出量のバウンダリー設定
　排出バウンダリーの設定は、あらゆる業種の企業に
とって、GHG排出量を計算し、改善すべき点を特定す
るための最初のステップである。排出係数は、資源の投
入量や各国の基準によって異なるが、一般的には、温室
効果ガスプロトコルというガイダンスに基づいて計算さ
れることが多い。また、排出量はLNGのバリューチェー
ンに沿って、ガス探鉱開発、液化、輸送、再ガス化、ガ
ス消費という区分ができる。天然ガスの最終利用と燃焼
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regasification, and downstream use. The end-use and 
combustion of natural gas occupy the biggest share 
and account for at least two-thirds of total lifecycle 
emissions. The most widely used GHG accounting 
standards denote that the lifecycle of GHG emissions 
can be divided and measured according to three scopes 
(Scope 1,2 and 3).
To offset the emissions related to an LNG cargo, it is 
necessary to consider the ful l product l i fecycle 
emissions from all three Scopes (1, 2, 3). Typically, a 

“carbon-neutral” cargo is a cargo from which the 
entire product lifecycle GHG emissions, i.e. , from 
extraction to use by the final consumer or in other 
words from, Well to Wheel, are offset. In the case of 
the cargoes supplied by Shell to Tokyo Gas all three 
scopes from Well to Wheel were included into the 
calculation. 

Accounting for emission in LNG Cargo
Accounting for emission for LNG cargo is a nascent 
practice in the industry, the first-ever carbon neutral 
LNG cargo was del ivered in 2019. This process 
involves first, quantifying the GHG emissions associated 

が最も排出量の大きな割合を占め、ライフサイクル全体
の排出量の少なくとも3分の2を占めている。最も広く
使われているGHG会計基準では、GHG排出のライフサ
イクルは3つの範囲（スコープ1、2、3）に分けて測定す
ることができるとされている。

　LNG貨物の排出量をオフセットするためには、3つの
スコープ（1、2、3）から、製品ライフサイクルの全排出
量を考慮する必要がある。一般的に、「カーボンニュー
トラル」なカーゴとは、製品ライフサイクルの GHG 排
出量全体、すなわち、採掘から最終消費者による使用ま
で、言い換えれば、Well から Wheel までがオフセット
されたカーゴのことをいう。Shellが東京ガスに供給す
るカーゴの場合、Well to Wheelの3つのスコープすべ
てを計算に含んでいる。

LNG貨物における排出量の算定
　LNG貨物の排出量算定は業界ではまだ始まったばか
りで、2019年には史上初のカーボンニュートラルLNG
が引き渡された。このプロセスでは、まず、LNGカー
ゴに関連するGHG排出量を定量化し、その排出量を相

GHG Protocol scopes and emissions across the value
：GHGプロトコルのスコープとバリューチェーンにおける排出量Fig.2

source：https://www.ghgprotocol.org

排出量は会社が所有・管理する資源から
の直接排出量である。 排出量は、電力会社からの購入エネル

ギーによる発電の間接排出量である。
排出量には、報告企業のバリューチェーン
で発生するすべての間接排出（スコープ 2
を除く）を含み、上流と下流の両方の排出

を含む。

https://www.ghgprotocol.org
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with the LNG cargo, and buying carbon credits to 
offset its emissions. Accounting for corporate emissions 
has been in practice for decades, this has proven to be 
a major cha l lenge for the LNG industry due to 
fragmented use in a different part of the supply chain. 
Currently, there is no universal methodology or 
accepted framework for Monitoring, Reporting, and 
Verifying (MRV) emissions and, it takes significant lead 
time to develop a standard reporting framework for 
the entire LNG value chain. 

Monitoring, Reporting and Verification (MRV) is a 
t e rm used to descr ibe a l l measures wh ich 
countries/industries/companies take to collect data 
on emissions, mitigation actions and support. 
Mon i tor ing means d i rec t measurement or 
estimated calculations of emission and emission 
reductions that follows some strict guidance or 
protocols. Reporting means documentation intended 
to inform all interested parties and this includes 
information on methodologies, assumptions and 
data using standard templates or procedures. 
Verification means specific procedures or expert 
reviews used to verify the quality of the emission 
data and estimates. Usually a third party is hired 
to conduct all the verification process.

Therefore, quantification of emission for LNG cargo has 
its challenge as it is difficult to identify exact emissions 
associated with the cargoes. In most cases today, when 
the consumer of LNG cargo reports for their emission, 
a generalized emission factor published by the UK 
government is used in place of accurately reported 
emissions throughout the supply chain. However, this 
is likely to change in the coming years, with the 
maturity of emissions accounting in the sector, various 
industry giants are in the process to develop a 
standard to account for their LNG-related emissions.

LNG importing company like Pavilion Energy is 
tackling this issue by jointly developing a MRV 
methodology with its suppliers to have a view of 
em i s s i ons a s soc i a t ed w i th i t s na tura l ga s 
procurement. (From well to discharge port) The 
aim of Pavilion was to create an internationally 

殺するためのカーボンクレジットを購入する。企業の排
出量の会計処理は数十年前から行われているが、これは
サプライチェーンのそれぞれの部分で断片的に使用され
ているため、LNG業界にとって大きな課題であること
が証明されている。現在、排出量のモニタリング、報告、
検証（MRV）のための普遍的な方法論や一般に認められ
たフレームワークはなく、LNGバリューチェーン全体
のための標準的な報告フレームワークを開発するには、
かなりのリードタイムが必要である。

モニタリング、報告、検証（MRV）とは、国、産業、
企業が排出量、緩和行動、支援に関するデータを収
集するために行うすべての手段を指す言葉である。
モニタリングとは、厳格なガイダンスやプロトコル
に従って、排出量や排出削減量を直接測定したり、
推定計算したりすることである。報告とは、すべて
の利害関係者に情報を提供することを目的とした文
書で、標準的なテンプレートや手順を用いた方法論、
仮定、データに関する情報が含まれる。検証とは、
排出量データと推定値の品質を検証するために用い
る特定の手順や専門家によるレビューである。通常、
検証作業は第三者に依頼される。

　そのため、LNGカーゴからの排出量を正確に把握す
ることは困難であり、排出量の定量化が課題となってい
る。今日、LNGカーゴの消費者が排出量を報告する際、
サプライチェーン全体で正確に報告された排出量の代わ
りに、英国政府が発表した一般的な排出係数が使用され
ている場合がほとんどである。しかし、これは今後数年
で変わる可能性が高い。このセクターにおける排出量算
定方法の成熟に伴い、さまざまな大手企業がLNG関連
の排出量を計算するための標準を開発する過程にある。

LNG輸入会社であるPavilion Energyは、天然ガス
調達に伴う生産井から荷揚げ港までの排出量を把握
するために、サプライヤーと共同でMRV手法を開
発し、この問題に取り組んでいる。Pavilion社の目
的は、LNG業界で通用する国際的に認められた方法
論を構築することである。
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recognized methodology that will be accepted 
within the LNG industry.

The lifecycle emission of LNG enough to fill an average 
tanker ship (175,000 cubic meters) is estimated to have 
released around 250,000 tons of CO2 equivalent.＊ 5 

Although, this amount can vary depending on the 
number of factors such as source of LNG, vessel used 
for t ransporta t ion , or the type o f l ique fact ion 
technology used. 

World’s first carbon neutral LNG cargo was 
supplied by Shell to Tokyo Gas on July, 2019, and 
this deal covered the emissions from the entire 
value chain of the LNG. 

Cost to offset CO2 footprint of an LNG cargo
After quantification, unavoidable emissions are reduced 
with offsets. Companies generally do this by purchasing 
carbon credits. Offsetting carbon from an LNG cargo is 
not cheap. Let’s assume we are purchasing carbon 
credits from reforestation projects to offset an LNG 
cargo, the cost per ton of CO2 equivalent can easily 
raise above USD $10. If we assume the total GHG 
emissions of an LNG tanker ship is 250,000 tCO2e, the 
offset will come to a cost of approximately USD $2.5 
million. 
Despite that, carbon from an LNG cargo should not be 
viewed solely from the cost perspective as carbon 
neutral LNG is often offered as a premium product to 
the downstream customers . LNG suppl iers can 

　平均的なタンカー 1隻分（17万5,000立方メートル）の
LNGのライフサイクル排出量は、約25万トン（CO2換算）
と試算されている。＊5 ただし、この量はLNGの調達先、
輸送船舶、液化技術の種類など、さまざまな要因によっ
て変化する。

2019 年 7 月、世界初のカーボンニュートラルな
LNG貨物をシェルが東京ガスに供給し、この取引は
LNGのバリューチェーン全体から排出されるものを
カバーするものであった。

LNG貨物のCO2排出量をオフセットするためのコスト
　定量化した後、やむを得ず排出する分はオフセットで
削減する。企業は一般的にカーボンクレジットを購入す
ることでこれを行う。LNG貨物のカーボンオフセット
は決して安くはない。例えば、森林再生プロジェクトの
カーボンクレジットを購入してLNG貨物をオフセット
すると仮定すると、CO2換算1トンあたりのコストは10
ドルを簡単に超えてしまう。仮にLNG船1隻の温室効
果ガス排出量を25万tCO2eとすると、オフセットのコ
ストは約250万ドルとなる。

　しかし、カーボンニュートラルなLNGは、下流の顧
客にプレミアム商品として提供されることが多いため、
LNG貨物のカーボンニュートラルはコスト面だけで見
るべきではない。LNG供給会社は、競争が激しくカー

ボンニュートラルなLNGへの需要
が高い市場において、差別化を図る
ことができる。下流顧客は、CSR報
告書でカーボンニュートラルへの取
り組みを後押しできると同時に、株
主の期待に応えることができる。

Emissions from an LNG cargo
：LNGカーゴからの排出量Fig.3

source： https://www.cmegroup.com/education/articles-and-reports/
going-green-with-carbon-neutral-lng.html

下流排出
液化
加工
袖出物
輸送・保管
出荷
再ガス化

https://www.cmegroup.com/education/articles-and-reports/going-green-with-carbon-neutral-lng.html
https://www.cmegroup.com/education/articles-and-reports/going-green-with-carbon-neutral-lng.html
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differentiate themselves in the market where there is 
high competition and demand for carbon-neutral LNG. 
Downstream customers, in turn, can boost their carbon 
neutrality efforts in their CSR reports, and at the same 
t ime , t h ey c an a l s o mee t t he i r sha reho l de r ' s 
expectations. 

Trend 4：Carbon Capture and Storage
As the world gets serious about the 2050 climate 
neutrality target, technology deployment is speeding 
up. Amongst the emissions-reducing measures available 
today carbon capture, and storage (CCS) play critical 
roles in the Oil and Gas industry.
Carbon capture and storage (CCS) is going to become a 
mainstream in the LNG industry to make “carbon 
neutral LNG” claims. CCS facilities are usually located 
near the upstream production field or LNG plant site 
and, these units may not function at full capacity 
during the project’s lifecycle. 

Qatar Petroleum changed its name to Qatar 
Energy to showcase its new strategy that focuses 
on energy efficiency and environmentally friendly 
technology such as CCS. Qatar is the world's 
largest supplier of liquefied natural gas and aims to 
expand production to 127 million tonnes annually 
by 2027＊6. 

Summary of low carbon LNG strategies

Case study – Shell’s Carbon Neutral LNG

According to Shell’s website, based on the contract 
signed a year ago on 22 June 2020, its first carbon-
neutral LNG was delivered to the Chinese mainland. 
The deal was to deliver two cargos to CNOOC Gas & 

トレンド4：炭素の回収と貯留
　2050年の気候変動抑制目標に向けて世界が真剣に取
り組むなか、技術の適用が加速している。石油・ガス産
業では、排出削減策の中でも炭素回収・貯留（CCS）が重
要な役割を担っている。
　LNG業界では、「カーボンニュートラルLNG」を謳う
ために、炭素回収・貯留（CCS）が主流となるだろう。
CCS施設は通常、上流の生産現場やLNGプラントの近
くに設置されるが、プロジェクトのライフサイクルの間、
これらの施設がフルに機能するとは限らない。

カタール・ペトロリアムは、社名をカタール・エナ
ジーに変更し、エネルギー効率とCCSなどの環境に
やさしい技術に重点を置いた新戦略をアピールして
いる。カタールは世界最大の液化天然ガス供給国で
あり、2027年までに年間生産量を1億2,700万トン
に拡大することを目標としている。＊6

低炭素型LNG戦略の概要

ケーススタディー - シェルのカーボン・ニュートラル

LNG

　シェルのウェブサイトによると、1年前の2020年6月
22日に締結された契約に基づき、同社初のカーボン
ニュートラルLNGが中国企業に引き渡された。この契

Table.1 Comparison of low carbon LNG solutions(List of solutions are not exclusive)
：低炭素 LNG ソリューションの比較（リストは排他的ではない）

Source：https://www.bloomberg.com/professional/blog/carbon-neutral-lng-suppliers-focus-on-optionality-transparency-and-ccs/
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Power Group Co. Ltd. 
(CNOOC), a wholly-owned subsidiary of China National 
Offshore Oil Corporation. Economic growth has led 
China to become the world’s second-largest LNG 
importer. According to Shell’s outlook 2021, LNG 
imports of China reached 67 million tons in 2020 and 
it is expected to double by the year 2040.
Similarly, through Shell Eastern Trading Pte (Shell) has 
signed a 5-year contract with PetroChina International 
Co. Ltd. (PCI) to supply carbon-neutral LNG cargoes 
using high-quality carbon credits from nature-based 
projects (NbS) to offset emissions across the LNG value 
chain. The two companies will cooperate to balance the 
life-cycle carbon dioxide equivalent (CO2e) emissions 
that are produced across the LNG value chain per each 
shipment, according to the five-year contract’s terms. 
PetroChina which is the largest Oil and Gas producer 
and distributor in China that will soon start to supply 
carbon -neutra l gas to Chinese househo lds and 
businesses in line with China’s aim to achieve carbon 
neutrality by 2060. In 2020, PetroChina’s chairman 
Da i Hou l i a ng h a s a l s o c ommi t t e d t o a g r e en 
development energy delivery strategy that realizes the 
long-term objective of net-zero emission for the energy 
industry.

"This first term deal is an important step in scaling 
up the market for carbon-neutral LNG and we are 
very grateful to our valued partner for their 
collaboration in enabling this industry milestone," 
Steve Hill, Executive Vice President Shell Energy 
said in a press release.

Shell announced that the carbon credits would come 
from its portfolio of nature-based emission projects, 
that protect and enhance forests in China and other 
parts of the world. It also added that these projects can 
protect, transform the land, and enable nature to 
absorb more CO2 emissions from the atmosphere. Each 
of these carbon credits will be verified by a separate 
Verification and Validation Body and represents the 
avoidance or removal of 1 ton of CO2 equivalent from 
the atmosphere.

約により、中国海洋石油総公司の100 ％子会社である
CNOOC Gas & Power Group Co. Ltd.に2つのカーゴが
納入された。経済成長により、中国は世界第2位のLNG
輸入国となっている。シェルのoutlook 2021によると、
中国の LNG輸入量は 2020 年に 6,700 万トンに達し、
2040年には倍増すると予想されている。

　同様に、ShellはShell Eastern Trading Pte.Ltd.を通
じて、中国石油天然気集団公司（ペトロチャイナ）と
LNGのバリューチェーン全体における排出量を相殺す
るために、自然共生プロジェクト（NbS）による高品質の
カーボンクレジットを用いてカーボンニュートラルな
LNGカーゴを供給する5年契約を締結している。両社は、
5 年間の契約条件に基づき、各船積みごとに LNGバ
リューチェーン全体で発生するライフサイクルの二酸化
炭素換算排出量（CO2e）を相殺するために協力する。中
国最大の石油・ガス生産・販売会社であるペトロチャイ
ナは、2060年までにカーボンニュートラルを達成する
という中国の目標に沿って、まもなく中国の家庭や企業
にカーボンニュートラルなガスの供給を開始する予定で
ある。2020年には、ペトロチャイナの戴宏梁会長が、
エネルギー産業のネット・ゼロ・エミッションという長
期目標を実現するグリーン開発エネルギー供給戦略に取
り組むとしている。

「今回の第一期契約は、カーボンニュートラルな
LNG市場の拡大に向けた重要なステップであり、こ
の業界のマイルストーンを実現するために協力して
くれた大切なパートナーに大変感謝している」と、
Shell Energyのエグゼクティブ・バイスプレジデン
トであるSteve Hillはプレスリリースで述べている。

　Shellは、中国をはじめとする世界各地の森林を保護・
強化する自然由来の排出権プロジェクトのポートフォリ
オから排出されるカーボンクレジットを使用すると発表
した。また、これらのプロジェクトは、土地を保護し、
変化させ、自然が大気中からより多くのCO2を吸収する
ことを可能にすることができると付け加えている。これ
らのカーボンクレジットは、それぞれ別の検証機関に
よって検証され、大気中から1トン相当のCO2が回避ま
たは除去されることを意味する。
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Concerns about CCS 

Even though CCS has ga ined suppl ier interest 
particularly among other low carbon initiatives, the 
result from the Gorgon project in Australia with its 
failure to meet the targeted reduction has led to 
questions on the adoption of this technology. Chevron 
admitted that its world largest CCS project for Gorgon 
in Western Australia has failed to meet its five-year 
target for burying carbon dioxide. Initially, the deal 
was to sequester 80% of the CO2 emission released 
from the Gorgon plant over a period of the five-year 
period. In 2019 Chevron reports shows that the CCS 
facility only managed to capture 30% of the CO2 it 
promised.  This incident has sent shockwaves across 
the g lobe and has put a h igh stake on the LNG 
industry.

Estimated emission from LNG cargo

On June 12, 2021, PCI received its first carbon-neutral 
LNG cargo at the Dalian port of China. The entire life 
cycle of Greenhouse gas emissions (well to wheel) was 
calculated using the data from United Kingdom’s 
Department for Environment, Food, and Rural Affairs 
(DEFRA). According to 2020 DEFRA’s conversion 
rate, 1 ton of LNG emits approximately 3.42 tons of 
CO2 equivalent across the entire value chain, including 
end-use. Here end-use denotes combustion that 

CCSに対する懸念 

　CCSは、特に他の低炭素イニシアチブの中で供給者
の関心を集めているが、オーストラリアのゴーゴン・プ
ロジェクトが目標削減量を達成できなかったことから、
この技術の採用について疑問の声が上がっている。
Chevronは、西オーストラリアのゴーゴンで進めている
世界最大のCCSプロジェクトが、二酸化炭素を埋設す
る5年間の目標を達成できなかったことを認めた。当初、
ゴーゴンプロジェクトから排出されるCO2 の80 ％を5
年 間 で 封 じ 込 め る と い う 契 約 だ っ た。2019 年 の
Chevronの報告によると、CCS施設は計画したCO2 の
30％しか捕捉できなかったという。 この事件は世界中
に衝撃を与え、LNG業界に大きな危機感を抱かせるこ
とになった。

LNG貨物による排出量の試算

　2021年6月12日、PCIは中国・大連港で初のカーボ
ンニュートラルなLNG貨物を受け入れた。英国環境・
食料・農村地域省（DEFRA）のデータを用いて、ライフ
サイクル全体の温室効果ガス排出量（井戸から車輪まで）
を算出した。2020年のDEFRAの換算率によると、1t 
の LNG は最終消費を含むバリューチェーン全体で約 
3.42tのCO2 等価物を排出することになる。ここで最終
消費とは、排出量の70%以上を占める燃焼を指す。つ
まり、総排出量3.42トンのうち、2.54トンがWell-to-

Table.2  Carbon Neutral LNG trade as of July 2021
：2021 年 7 月時点のカーボンニュートラルな LNG 取引額

(Refer to Appendix 1 and 2 for the Types of Carbon Credit Project and Market Price.)
：カーボンクレジットプロジェクトの種類と市場価格については、付録 1 および 2 を参照
Source： https://www.energypolicy.columbia.edu/research/commentary/carbon-neutral-lng-market-creating-framework-real-

emissions-reductions

数量 サプライヤー バイヤー 目的地
対象
排出量日時

https://www.energypolicy.columbia.edu/research/commentary/carbon-neutral-lng-market-creating-framework-real-emissions-reductions
https://www.energypolicy.columbia.edu/research/commentary/carbon-neutral-lng-market-creating-framework-real-emissions-reductions
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comprises more than 70% of the emissions. i.e 2.54 tons 
of the total 3.42 tons of well-to-wheel emissions. The 
remaining 0.88 tons are across the value chain from 
exploration and production to transportation and 
regasification.

Role of Carbon Credits in LNG Trade

Carbon credit projects fall into three major categories:
　1)　 Emission Reduction: These projects include those 

focused on methane collection, energy efficiency, 
and destruction of potent industrial gases (like 
HFCs/PFCs).

　2)　 Emission Avoidance: These projects include 
renewable energy as wel l as farming/soi l 
management.

　3)　 Emission Removal : These projects include 
Nature-based solutions like land use and forestry 
projects (afforestation and reforestation) and 

“Blue carbon” projects.
Offsets from the first two categories tend to have 
somewhat lower costs though energy efficiency 
projects are a notable exception (Refer Appendix 2 for 
the cost breakdown) . There were also concerns 
regarding the renewable projects in a number of 
regions that will qualify on the basis of additionality. 

GHG reductions are additional if they would not 
have occurred in the absence of a market for offset 
credits. If the reductions would have happened 
anyway then they are not additional i.e., without 
any prospect for project owners to sell carbon 
offset credits.  

So, this has led the voluntary standards like the Gold 
Standard to accept renewable energy projects only 
from Least Developed Countries (LDC) or where the 
penetration of the proposed technology is less than 5% 
of the grid.

Nature-based Solutions (NbS)

Nature-based Solutions (NbS) are the projects that 
protects, sustainably manage, and restore natural or 
modified ecosystem. It also involves tackling of socio-
environmental challenges and provides human well-
being and biodiversity benefits. Typical projects include 

Wheelでの排出である。残りの0.88トンは、探鉱・生産
から輸送・再ガス化までのバリューチェーン全体におけ
るものである。

LNGトレードにおけるカーボンクレジットの役割

　カーボンクレジットプロジェクトは、大きく3つのカ
テゴリーに分類される。
　1）　 排出削減。メタンガス回収、エネルギー効率化、

HFCs（フッ素化ガス）/PFCs（有機フッ素化合物）
などの産業ガスの削減などが含まれる。

　2）　 排出回避。再生可能エネルギーや農業・土壌管理
などのプロジェクト。

　3）　 排出削減。これらのプロジェクトには、土地利用
や林業プロジェクト（植林や再植林）、「ブルーカー
ボン」プロジェクトなど、自然に基づく解決策

（NbS）が含まれる。
　最初の2つのカテゴリーによるオフセットのコストは
やや低い傾向にあるが、エネルギー効率化プロジェクト
は例外である（コストの内訳は付録2を参照）。また、追
加性に基づいて認定される多くの地域の再生可能エネル
ギープロジェクトに関しても懸念があった。

温室効果ガス削減は、オフセット・クレジットの市
場がなければ発生しなかったものである場合、追加
的なものである。つまり、プロジェクト所有者がカー
ボン・オフセット・クレジットを販売する見込みが
なければ、追加的な削減にはならない。

　このため、ゴールド・スタンダードのような自主的な
基準では、後発開発途上国（LDC）からか、提案された
技術の普及率が送電網の5％未満である場合のみ再生可
能エネルギープロジェクトを受け入れることにしている
のである。

ネイチャー・ベースド・ソリューションズ（NbS）

　ネイチャー・ベースド・ソリューション（NbS）とは、
自然または改変された生態系を保護し、持続的に管理し、
回復させるプロジェクトである。また、社会環境的な課
題に取り組み、人間の福利と生物多様性への利益をもた
らすものである。代表的なプロジェクトとして、林業や
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forestry and land use, blue carbon, and agricultural 
projects etc.  Paving a way to the carbon credit 
markets in offsetting carbon emissions. 
Nature-based Solutions like Forestry and Land use 
projects are the popular ones that have been used by 
the Oil and Gas industries to offset their value chain. 
Lundin energy, an oil drilling company from Sweden 
has planned to spend $35 million to plant 8 million 
trees in Northern Spain and Ghana. The company 
wants to use these credits to offsets its emissions and 
sell its crude oil with the low-carbon label. There is 
also a new option like “Blue carbon” projects from 
which the industry can purchase to offset its emission. 

“Blue carbon” refers to carbon dioxide stored in coastal 
wetlands, including mangroves, seagrasses, and salt 
marshes. They only cover 2% of the total ocean are 
abut account for half of the carbon stored in oceans 
due to their nature to trap carbon and store it for a 
longer time.
Nature-based credits in particular forestry credits have 
become increasingly popular in the last few years. 
World Bank estimated that the forestry-based credits 
made up of 42% of the credits issued between 2015-
2019. The reason for this increase lies in the ability of 
a single project that has the potential to generate 
credit over a prolonged period of time (typically 
between 10-50 years) and the co-benefits driven by 
them. Co-benefits are terms attached to carbon credits 
prov id ing ev idence o f meet ing some o f the 17 
Sustainable Development Goals defined by the United 
Nations General Assembly in 2015, which include 
gender equality, clean water, and biodiversity.
Most of the Carbon Neutral LNG trades that have 
happened so far were facilitated by the utilization of 
the credits from the nature-based solutions due to the 
benefits stated above. Particularly it is the Shell that 
has its own portfolio of nature-based offsetting projects 
from Verra registry and other standards among the 
other industry giants.

Shell’s Carbon credit project portfolio

Shell had in its voluntary carbon credit portfolio in 
August 2020, and to date, they are continuing to 
expand its high-quality portfolio. Shell basically works 
with projects that help reduce greenhouse gas 

土地利用、ブルーカーボン、農業プロジェクトなどがあ
る。 炭素排出を相殺するためのカーボンクレジット市
場への道を開くものである。
　林業や土地利用プロジェクトなどの自然ベースのソ
リューションは、石油・ガス産業がそのバリューチェー
ンをオフセットするためによく利用されているものであ
る。スウェーデンの石油掘削会社であるルンディン・エ
ナジー社は、3,500万ドルを投じて、北スペインとガー
ナに800万本の木を植えることを計画している。同社は、
このクレジットを使って排出量をオフセットし、原油に
低炭素ラベルを付けて売りたいと考えている。また、「ブ
ルーカーボン」プロジェクトのように、排出量をオフセッ
トするために購入する新しいオプションもある。「ブルー
カーボン」とは、マングローブ、海草、塩湿地などの沿
岸湿地に蓄積された二酸化炭素のことである。海洋全体
の2％しかない湿地帯だが、炭素を閉じ込めて長期間保
存する性質があるため、海洋に蓄積される炭素の半分を
占めている。

　自然系クレジット、特に林業系クレジットはここ数年、
人気が高まっている。世界銀行の推計によると、2015
年から2019年にかけて発行されたクレジットのうち、
林業系クレジットは42％を占めた。この増加の理由は、
一つのプロジェクトが長期（通常10 ～ 50年）にわたって
クレジットを生み出す可能性があることと、それによっ
てもたらされる相乗的な便益にある。相乗的な便益とは、
2015年の国連総会で定義された「持続可能な開発目標」
17項目のうち、男女平等、きれいな水、生物多様性な
どの一部を満たす根拠となるカーボンクレジットに付け
られる用語である。

　これまで行われてきたカーボンニュートラルLNGの
取引は、上記のような利点から、自然を利用したソリュー
ションによるクレジットの利用によって促進されてき
た。特に、Shellは、他の業界大手の中でも、Verraレジ
ストリや他の基準による自然ベースのオフセット・プロ
ジェクトの独自のポートフォリオを持っている。

シェルのカーボンクレジット・プロジェクト・ポートフォ

リオ

　Shellは2020年8月に自主的なカーボンクレジットの
ポートフォリオを持っていたが、現在もその高品質な
ポートフォリオを拡大し続けている。Shellは基本的に、
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emissions while improving the livelihood of local 
communities and preserving biodiversity. The credits 
they offered to their customers mainly come from 
conservation projects, reforestation projects, cookstove 
projects, and renewable energy projects.  (Refer to 
Appendix 1)

Carbon Offsetting under Oil & Gas Industry

Oil and Gas firms have an important transition role to 
play in the global drive to reduce emissions. The 
industry will need to see at least a 90% decrease from 
the current emission levels to reach net-zero by 2050. ＊7 
That means, collectively the Oil and Gas sector need to 
reduce emission by at least 3 .4 gigatons of CO2 

equivalent by 2050 compared to Business-as-usual 
scenarios. Technology advancements will help this 
industry cut out emissions on a large-scale, while the 
remaining unavoidable emissions could be compensated 
with the help of carbon credits. Similar to the LNG 
industry, Oil company like Occidental petroleum in 
January 2021 are showcasing their ability to supply 
carbon neutral crude oil to Reliance industries in India. 
This is the first instance in the industry, for which 
about 2 mi l l i on barre l s o f crude o i l have been 
transported to Jamnagar in India. According to the US 
Environmental Protection Agency, 2 million barrels of 

地域社会の生活向上や生物多様性の保全を図りながら、
温室効果ガスの排出を削減するプロジェクトに取り組ん
でいる。同社が顧客に提供したクレジットは、主に自然
保護プロジェクト、森林再生プロジェクト、調理用コン
ロプロジェクト、再生可能エネルギープロジェクトによ
るものである。 （添付資料1参照）

石油・ガス産業におけるカーボンオフセット

　石油・ガス会社は、世界的な排出量削減の動きのなか
で、重要な移行の役割を担っている。2050年までに排
出量をゼロにするためには、石油・ガス業界は現在の排
出量を少なくとも90％以上削減する必要がある。＊7

　つまり、石油・ガス業界全体で、2050年までにCO2

換算で3.4ギガトン以上の排出量を削減する必要がある
ということだ。 技術の進歩により、石油・ガス産業は
大規模な排出削減を行うことができるが、それでもでき
ない残りの排出は、カーボンクレジットによって補うこ
とができる。LNG産業と同様に、Occidentalは2021年
1月、インドのReliance社にカーボンニュートラルな原
油を供給することを発表した。これは業界初の試みで、
約200万バレルの原油がインドのジャムナガルに輸送さ
れた。米国環境保護庁によると、200万バレルの原油は、
約86万トンのCO2排出量に相当する。＊8 

Overview of Potential Co-benefits for Nature-based solution projects
：自然共生型プロジェクトにおける相乗的な便益の概要Fig.4

source：https://www.carbon-mechanisms.de/en/publications/details/nature-based-solutions-in-carbon-markets

https://www.carbon-mechanisms.de/en/publications/details/nature-based-solutions-in-carbon-markets
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T h e O i l a n d G a s i n d u s t r y f a c e d s o c i a l a n d 
environmental pressures to decarbonize its operations, 
creating a demand for energy transitions pathways. 
One of the pathways includes biofuel and hydrogen, 
which has become two popular opt ions for fuel 
substitutes and play critical roles in the industry 
achieving the international climate targets, considering 
that they are carbon neutral. Although there is ongoing 
debate as to whether Biofuel is a good alternative to 
fossil fuels, its benefit in regard to emissions saving is 
clear.

Section A: Switching to Biofuel

Biofuels are liquid fuels converted from biomass in 
various methods from different types of feedstocks, 
biodiesel and bioethanol are two widely adopted 
commercial fuels. Bioethanol in the United States is 
generally produced from corn, while rapeseed is a 

Chapter 3.  The Fuel Alternatives – Potential for Biofuel and 
Clean Hydrogen  
：代替燃料-バイオ燃料とクリーン水素の可能性

　石油・ガス産業は、社会的・環境的に脱炭素化の必要
性に迫られており、エネルギー転換の道筋が求められて
いる。その一つがバイオ燃料と水素である。バイオ燃料
はカーボンニュートラルであることから、代替燃料とし
て人気が高く、国際的な気候目標の達成に重要な役割を
果たしている。バイオ燃料が化石燃料の良い代替品であ
るかどうかについては議論が続いているが、排出量の削
減という点ではそのメリットは明らかである。

セクションA：バイオ燃料への切り替え

　バイオ燃料とは、さまざまな種類のバイオマスを原料
として、さまざまな方法で変換された液体燃料のことで、
バイオディーゼルとバイオエタノールの2つは、広く採
用されている商用燃料である。米国のバイオエタノール
は一般的にトウモロコシを原料とし、バイオディーゼル

crude is equiva lent to about 860 ,000 mt of CO2 
emissions.＊8

In the case of Occidental, the credits were mainly from 
solar, wind, and other clean energy projects generated 
between the years 2016 and 2019 from emerging 
economies like India, Thailand, and Turkey.＊9 Though 
the price of these credits was not openly disclosed, 
sources claim that the drillers paid about $1.3 million 
for the carbon credits from these projects that were 
verified by Verra.＊10

Verified Carbon Standard – Verra is a standard for 
certifying voluntary carbon emission reductions. 
As of now, VCS has been leading voluntary GHG 
program with more than 1750 projects registered 
and 804,120,426 Verified Carbon Units (VCU) 
issued and 406,064,135 VCU been retired from 
their registry.

　Occidentalの場合、そのクレジットは主にインド、タ
イ、トルコなどの新興国で2016年から2019年の間に
発電された太陽光、風力などのクリーンエネルギープロ
ジェクトからのものだった。＊9 これらのクレジットの価
格は公開されていないが、情報筋によれば、Verra社が
検証したこれらのプロジェクトからのカーボンクレジッ
トに対して、Occidentalは約130万ドルを支払ったとの
ことである。＊10

Verified Carbon Standard - Verraは、自主的な炭
素排出削減を認証する規格である。現在、VCSには、
1,750以上のプロジェクトが登録され、8億412万
426個のVerified Carbon Units （VCU）が発行され、
4億606万4,135個のVCUがレジストリから削除さ
れており、自主的なGHGプログラムをリードして
いる。
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common source for biodiesel production. On the 
contrary, Latin American countries mainly derive 
bioethanol from sugar cane and soybeans for biodiesel. 
Biofuels are good alternatives to fossil fuels with an 
estimation of an 80% reduction in overall CO2 life cycle 
emission.＊11 

Biofuel Market and Drivers
In recent years, there has been a rapid growth of 
demands for biofuels reaching 96 megatonnes of oil 
equivalent (Mtoe) global production in 2019, mainly 
driven by the surge concerns of energy security and 
climate change mitigation. To reduce dependency on 
fossil fuel and energy import, U.S. and E.U. are two 
major markets that adopted legislative measures to 
encourage consumption through voluntary schemes. 
For instance, the E.U. launched Renewable Energy 
Directive (E.U.) 2018/2001, adopted in December 
2018, mandating all member states to convert 10% of 
fuels used for transportation to renewables.
Other countries have since followed suit to introduce 
financial incentives or regulatory practices to advance 
the use of biofuel feedstocks. Table 3 summarises a 

は菜種を原料とすることが多い。一方、中南米諸国では、
バイオエタノールは主にサトウキビから、バイオディー
ゼルは大豆から生産されている。バイオ燃料は、化石燃
料に代わる優れた燃料であり、ライフサイクル全体の
CO2排出量を80％削減できると推定されている。＊11

バイオ燃料の市場と促進要因
　近年、バイオ燃料の需要は急速に拡大しており、エネ
ルギー安全保障と気候変動抑制への関心の高まりから、
2019年の世界のバイオ燃料生産量は石油換算で96メガ
トン（Mtoe）に達する見込みだ。化石燃料とエネルギー
輸入への依存を減らすために、米国とEUでは、自主的
なスキームを通じてバイオ燃料の消費を奨励することが
法令化されている。例えば、EUは2018年12月に採択
された再生可能エネルギー指令（E.U.）2018/2001により、
すべての加盟国に対して輸送に使用する燃料の10％を
再生可能エネルギーに転換することを義務付けた。

　その後、他の国もこれに追随して、バイオ燃料原料の
利用を進めるための財政的インセンティブや規制を導入
している。Table.3は、世界各地で現在実施されている
バイオ燃料政策の一覧である。

（Unit：petajoules）

原材料
・第 1 世代 : 
・ 第 2 世代 : フード、 

有機廃棄物、砂糖、 
でんぷんほか

・ 繊維、植物性セル
ロース

・油糧作物
・有機廃棄物
・木くず
・動物性残渣

製品
・バイオエタノール 
・バイオディーゼル 
・バイオガス 
・バイオブタノール

アプリケーション 
・輸送用燃料 
・電気 
・熱

Worldwide Biofuel Production in 2020
：2020年の世界のバイオ燃料生産量Fig.5

source：https://www.statista.com/statistics/274168/biofuel-production-in-leading-countries-in-oil-equivalent/

https://www.statista.com/statistics/274168/biofuel-production-in-leading-countries-in-oil-equivalent/
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list of current biofuel policies observed around the 
world. 
These policies and measures play a significant role in 
commercia l iz ing biofuels as countr ies begin to 
implement biofuels regulations. With implementation 
roll-out from COP26, we expect to see more stringent 
policies, and global biofuel production is forecasted to 
reach 298 Mtoe in 2030. ＊12

Recent Production Statistics and Price Trends
The Covid-19 pandemic has impacted various sectors, 
t he h igh cos t i n the t ranspor t o f b i o fue l s has 
discouraged demand, ending 2020 with an 11.6% 
decl ine in demand compared to 2019 . Although 

　各国がバイオ燃料規制を導入し始めるなか、これらの
政策・措置は、バイオ燃料の商業化において重要な役割
を担っている。COP26で定められた方針が実行に移さ
れるようになれば、より厳しい政策が見られるようにな
り、世界のバイオ燃料生産量は 2030 年に 298 Mtoe 
に達すると予測される。＊12

最近の生産統計と価格動向
　COVID-19の大流行がさまざまな分野に影響を与え、
バイオ燃料の輸送における高コストが需要を阻害したこ
とで、2020年は2019年比で11.6%、バイオ燃料の需要
は減少した。今後、バイオ燃料の需要は、2021年から

Table.3 Summary Table of Current Biofuel Policies
：現行のバイオ燃料政策の概要表

Source：The sources are mentioned at the end of each country’s policy.

＊13

＊14

＊15

＊16

＊17

＊18

国 方針

EU 2020年までに総エネルギー使用量の20％を再生可能エネルギー源とすることを義務付け。 また、燃料供給会社は、
EUの燃料ミックスの温室効果ガス強度を6％減少させることが求められている。EUは航空用バイオ燃料も拡大。＊13

米国 米国連邦政府は、バイオ燃料の原料増には財務上のインセンティブや税制優遇が措置されており純粋なバイオディー
ゼルや混合バイオディーゼルには、1 ガロンあたり最大 1 ドルの税制優遇措置がある。 また、インフラ整備のため
に 25% から 50% の補助金を受け取ることができる。＊ 14 　再生可能燃料の輸送用燃料への混合量は、2022 年まで
に 360 億ガロンまで増加すると予想され、国の再生可能燃料基準（RFS）- 輸送用燃料に再生可能燃料を最低量混合
することを義務付けている - を支えている。＊ 15

ブラジル ブラジルは、レノババイオプログラムを開始し、国の総エネルギーミックスに占めるバイオ燃料の割合を 18% にす
ることを表明した。＊ 16

中国 中国は、すべての省にバイオエタノールの 10％混合を義務付け、2026 年までにエタノール生産量を年間 5,800 万
バレルに引き上げ、2020 年までに 12 億ドルの補助金予算を見込んでいる。＊ 17

インド インドは、バイオ燃料の普及とバイオディーゼル供給業者への課税軽減により、石油輸入を減らす計画である。

インドネシア インドネシアは、2022 年までにバイオディーゼル混合率を 30% にすることを要求しており、これは現時点では最
も高いバイオ含有率である。インドネシア政府は、パーム油バイオディーゼル生産者に対して 1 億 9,500 万ドルの
補助金予算を計上している。＊ 18

The sources are mentioned at the end of each country’s policy.
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demand for biofuels is expected to grow at the 
compound annual growth rate (CAGR) of 8.3% from 
2021 to 2030, the escalating price of oils and emerging 
environmental policies will continue to influence this 
trend. The need for governmental support will continue 
to impact the transition to biofuels as the price of 
production remains higher than fossil fuels.

Replacement of traditional fuels with Biofuel in 
Transportation Sector
Rep l a c i ng t r ad i t i o n a l f u e l s u s ed f o r r egu l a r 
transportation with biofuels is a way for companies to 
stay on track with its emission reduction targets. 
Below are few common environmental standards in the 
transportation industry:

Environmental Standards for Biofuel
Aviation and maritime transport are fuel-intensive 
industries, accounting for the global CO2 emissions 
f r om f o s s i l f u e l c ombus t i on f o r 2 . 8% and 3% , 
respectively. International Civil Aviation Organization 
(ICAO) and International Maritime Organization (IMO) 
are refining the standards to reduce their life cycle 
emissions by requiring their operators to offset CO2 
emissions and achieve carbon neutrality. These 
industries demonstrate the inclination of biofuels in 
their operations as reducing CO2 emissions is hard to 
tackle.

Biofuels for Aviation (CORSIA) – Run the industry 
on green fuels   

ICAO adopted a market-based approach to reduce the 
aviation industry emissions under a global offset 
scheme — Carbon Offsetting and Reduction Scheme for 
International Aviation (CORSIA). This scheme can 
assist the aviation industry in achieving the committed 
carbon reduction of 50% by 2050 from the 2005 
baseline. CORSIA promotes emissions reduction 
measures such as sustainable aviation fuels (SAF). SAF 
shall reduce net greenhouse gas emissions by at least 

2030年まで年平均成長率（CAGR）8.3％で成長すると
予想されているが、原油価格高騰や環境政策の台頭が引
き続き影響すると思われる。生産価格が化石燃料よりも
高い状態が続くため、政府による支援の必要性が、バイ
オ燃料への移行に影響を与え続けるであろう。

運輸部門における従来型燃料からバイオ燃料への代替に
ついて
　通常の輸送に使用されている従来の燃料をバイオ燃料
に置き換えることは、企業にとって排出量削減目標を達
成するための方法である。以下、運輸業界における一般
的な環境基準についていくつか紹介する。

バイオ燃料の環境基準
　航空・海上輸送は燃料集約型の産業であり、化石燃料
の燃焼による世界のCO2 排出量は、それぞれ2.8%、3%
を占めている。国際民間航空機関（ICAO）や国際海事機
関（IMO）は、事業者にCO2 排出量の相殺やカーボン
ニュートラル達成を義務付けるなど、ライフサイクル排
出量削減のための基準を精緻化しつつある。これらの業
界は、CO2排出量の削減が困難なため、バイオ燃料に依
存せざるを得ない状況も見せ始めている。

航空用バイオ燃料（CORSIA） - グリーン燃料で業界を動
かそう

　ICAOは、航空業界の排出量を削減するために、国際
的なオフセット制度であるCORSIA（Carbon Offsetting 
and Reduction Scheme for International Aviation）とい
う市場ベースのアプローチで採用している。この制度は、
2050年までに2005年を基準として50％の炭素削減を
目標とする航空業界をサポートできる可能性がある。
CORSIAは、持続可能な航空燃料（SAF）などの排出削
減策を推進する。SAFは、温室効果ガスの純排出量を
少なくとも10％削減するか、低炭素材料から得られた
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10%, or the biomass obtained from low carbon stock, 
contributing to more than 80% reduction in the life 
cycle.＊ 19 As of date, there is an urgency to advance 
biofuels' commercialization to be considered as SAF, as 
the production cost is ultimately high compared to 
fossil jet kerosene. The utilization of aviation biofuels 
w i l l be a cha l l enge in the indus t ry i f the SAF 
production price will remains high. Currently, the 
volumes of SAF only account for less than 1% of total 
jet demand.＊20 However, if the SAF meets its maturity, 
this can create an economic growth in the aviation and 
biofuels industry.

Biofuels for IMO – 2050 goal to run on green fuels 
50% compared to 2008 levels

IMO aims to cut total annual GHG emissions by 50% in 
2050 from 2008 levels, reducing CO2 emissions by at 
least 40% in 2040. Alternative fuels are one of the 
great ways to decarbonize the life cycle chain for 
shipping, showing potential for biofuels. Currently, 
biofuels in the maritime industry are much lower than 
in the road transport industry because of l i tt le 
advances in regulations. However, the development of 
alternative fuels such as biofuels and hydrogen fuels is 
on the move.

Section B: Pivoting to Hydrogen

Hydrogen is found at a high altitude of 500 km above 
the earth’s surface, not in its pure form, therefore, 
must be processed from other compounds such as 
natural gas or hydrolysis of water. That makes it an 
energy carrier or storage medium rather than a source 
of energy, nonetheless, it holds great green potential. 
Approximately 60% of annual global hydrogen in the 
year 2020 is produced from natural gas. The most 
production process involves Steam Methane reforming 
(SMR) , a broadly ut i l ized technique to produce 
hydrogen from natura l gas , which can then be 
combined with CCS to diminish CO2  emissions.

Impact of Hydrogen on the Oil and Gas Market
For the Oil and Gas industry, the production and 

バイオマスを使用し、ライフサイクルにおいて80％以
上の削減に寄与するものでなければならない。＊19  現在、
バイオ燃料は化石燃料由来のジェット燃料に比べて製造
コストが高いため、SAFとして実用化を進めることが
急務となっている。SAFの製造価格が高止まりするよ
うであれば、航空用バイオ燃料の利用は足かせとなる。 
現在、SAFの使用量はジェット機需要全体の1%未満に
過ぎない。＊20 しかし、SAFが成熟期を迎えれば、航空
業界とバイオ燃料産業に経済成長をもたらすことができ
る。

IMOのためのバイオ燃料-2050年の目標はグリーン燃
料で走行すること 2008年比50%排出減
 

　IMOは、2050年に年間の温室効果ガス総排出量を
2008 年比で 50 ％削減し、2040 年には CO2 排出量を
40 ％以上削減することを目指している。代替燃料は、
海運のライフサイクルチェーンを脱炭素化するための大
きな方法の一つであり、バイオ燃料の可能性を示してい
る。現在、規制がほとんど進んでいないため、海運業界
におけるバイオ燃料は、陸上輸送業界に比べてはるかに
低い水準にとどまっている。しかし、バイオ燃料や水素
燃料のような代替燃料の開発は進んでいる。

セクション B：水素への軸足

　水素は地表から500kmの高空に存在し、H2 という純
粋な形では存在していないため、天然ガスや水の加水分
解など、他の化合物から分離する必要がある。そのため、
水素はエネルギー源というよりも、エネルギーキャリア
や貯蔵媒体として利用されている。2020年には、世界
の年間水素消費量の約60％が天然ガスから製造された。
水素の最も一般的な製造方法は、水蒸気、天然ガスから
水素を製造する技術として広く利用されているメタン改
質（SMR）で、CCSと組み合わせることでCO2排出量を
削減することができる。

水素が石油・天然ガス市場に与える影響
　石油・ガス業界にとって、水素の製造・消費は目新し
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consumption of hydrogen is nothing new. Process like 
hydrodesulfurization is a critical part of oil refining, in 
which sulfur compounds from petroleum fractions are 
removed by high-pressure hydrogen treatment. The 
ability to leverage hydrogen in day-to-day practices in 
the industry incubates a significant advantage in the 
future market of energy. Oil and Gas companies began 
to invest in hydrogen advancements to f i l l the 
connection between alternative fuel and power 
generation, according to DNV GL’s survey from 1,000 
oil and gas executives, the proportion of oil and gas 
companies that have shown interest in the hydrogen 
market doubled from 20% to 42% in 2020 due to the 
increase in the share of hydrogen in the forecasted 
energy mix by 2030.＊ 21 This speaks to hydrogen 
playing the vital role on the decarbonization pathway 
and energy transition in the world of energy. 
The global hydrogen generation market s ize is 
projected to reach USD 201 billion by 2025 from an 
estimated USD 130 billion in the year 2020.＊ 22 Key 
drivers of this are transition targets set by different 
industry sectors such as transport and power 
generation. An example of this in the Oil and Gas 
industry is BP’s announcement of its transition to an 
integrated energy company from the international oil 
company. It is important to note that knowledge of 
pipelines, ships, storage facilities, expertise, in the Oil 
and Gas industry provides Oil and Gas companies 
unique strengths to take advantage of the expanded 
potential for applications of hydrogen fuels. The cost 
requirement of human capital and infrastructure sets 
up a natural barrier for foreign entrants to compete in 
the hydrogen market.

Global demand for Hydrogen 
Global hydrogen demand was around 90 million tons 
(Mt) in the second half of 2020. Almost all this demand 
comes from refining and industrial uses. Demand for 
hydrogen has decreased particularly in the oil refining 
sector as net-zero emission pledges are increasing but 
synfuels have opened a new room for opportunities.
In 2020, the oil refining process was the single largest 
consumer of hydrogen, it consumed close to 40 million 
tonnes (Mt) of H2. Hydrogen is used to upgrade heavy 
oil fractions into lighter products and to remove 

いことではない。石油精製では、高圧水素処理によって
石油中の硫黄化合物を除去する水素化脱硫などのプロセ
スが重要な役割を担っている。水素を日々の業務に活用
することは、将来のエネルギー市場において大きなアド
バンテージとなる。石油・ガス企業は代替燃料と発電の
接点を埋めるために水素への先進的な投資を開始した。
DNV GLが石油・ガス企業の幹部1,000人を対象に行っ
た調査によると、2030年までに予測されるエネルギー
ミックスにおける水素の割合が増加するため、水素市場
に関心を示した石油・ガス企業の割合は、2020年には
20%から42%に倍増している。＊21 これは、エネルギー
の世界における脱炭素化の道筋とエネルギー転換におい
て、水素が重要な役割を担っていることを物語っている。

　水素製造の世界市場規模は、2020年の1,300億ドル
から2025年には2,010億ドルに達すると予測されている。
＊22  それは、運輸や発電など、さまざまな産業部門が設
定した中間段階での目標があるために拡大すると考えら
れる。石油・ガス業界では、bpが国際石油会社から総
合エネルギー企業への移行を発表したことがその一例で
ある。石油・ガス産業におけるパイプライン、船舶、貯
蔵施設、専門知識などの知識は、水素燃料の応用の可能
性を広げるために、石油・ガス会社に独自の強みをもた
らすことに留意することが重要である。石油・ガス業界
の人的資本とインフラのコスト要件は、水素市場で競争
する異業種の企業にとっては競争上、不利に働く。

世界の水素需要 
　世界の水素需要は、2020年後半に約9,000万トンで
ある。この需要のほぼすべてが石油精製と工業用である。
排出量ネットゼロのコミットメントが増えているため、
石油精製分野での水素需要は減少しているが、これから
は合成燃料が新たなチャンスの余地を開こうとしてい
る。
　2020年、石油精製プロセスは水素の単一最大消費者
であり、4,000万トン近くのH2を消費した。水素は、重
質油をより軽い製品にアップグレードしたり、硫黄など
の不純物を除去したりするために使用される。現在、中
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impurities such as sulfur. Currently, China, the US, and 
the Middle East account for more than half of the 
global demand for Hydrogen. China uses close to 9 Mt 
o f H2 per year , and i s the largest consumer o f 
hydrogen for refining, followed by the United States 
consuming more than 7 Mt of H2 per year, and then 
the Middle East close to 4 Mt of H2 annually. 
The prospec t o f hydrogen has a w ide l eve l o f 
applications, one example is the hydrogen combustion 
turbine for power generation. This is for hydrogen to 
be use in thermal power station, in place of fossil fuels 
such as LNG, the main advantage here is that it would 
be CO2 - f r e e .  W i t h advancemen t s i n cu r r en t 
technologies, hydrogen fuel can be used in existing 
power generation facilities with careful examination on 
its implications for the current combustion system, fuel 
accessories, and plant systems. For newer facilities, 
these capabilities can be designed and incorporated 
into the initial plant configuration and phase in over 
time as hydrogen become readily available.
Countries like Japan, South Korea, Australia and more, 
are taking the lead in advancing a hydrogen economy 
by announcing strategies, implementing government 
policy, making major infrastructure investments, and 
conducting supply chain research.

JERA's aim to achieve “zero-emission thermal 
power” has allowed it to deploy hydrogen at their 
existing thermal power plant. Its recent project 
a ims to subst i tute a port ion o f LNG fue l to 
hydrogen at their thermal power plant in Japan, 
and also to evaluate the results over a period of 5 
years from October 2021 to March 2026.

Shades of Hydrogen 
A big part of the hydrogen economy today is built 

国、米国、中東が世界の水素需要の半分以上を占めてい
る。中国は年間900万トン近くの水素を使用し、精製用
水素の最大の消費国であり、次いで米国が年間700万ト
ン以上、そして中東が年間400万トン近くの水素を消費
している。

　水素の応用範囲は広く、例えば発電用の水素燃焼ター
ビンがある。これは、LNGなどの化石燃料の代わりに
水素を火力発電所で使用するもので、CO2を排出しない
ことが大きな特徴である。技術の進歩により、水素燃料
は、現在の燃焼システム、燃料アクセサリー、プラント
システムに対する影響を慎重に検討すれば、既存の発電
設備でも使用することができる。新しい設備では、この
ような機能を設計して初期のプラント構成に組み込み、
水素が容易に利用できるようになるにつれて段階的に導
入することができる。

　日本、韓国、オーストラリアなどの国々は、戦略の発
表、政府政策の実施、大規模なインフラ投資、サプライ
チェーンの研究などを通じて、水素経済の推進を率先し
て行っている。

JERAは「火力発電のゼロエミッション化」を目指し
ており、既存の火力発電所に水素を導入することに
した。今回のプロジェクトでは、LNG燃料の一部を
水素に置き換えるとともに、2021 年 10 月から
2026年3月までの5年間、その効果を検証すること
を目的としている。

水素の色合い 
　現在の水素経済は、化石燃料に代わる低炭素エネル

Hydrogen demand by sector,
2000-2020
：分野別の水素需要 2000-2020

Fig.6

source：IEA report
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upon the vision of using it as a low-carbon energy 
carrier and  substitute for the current fossil fuels. 
While hydrogen is a colorless gas; the public perceives 
it in three shades: Grey, Blue, and Green to reflect the 
level of CO2 emissions associated with its production.

　・ Grey hydrogen – More than 95% of the hydrogen 
produced to date, is through steam-methane 
reformation (SMR) of natural gas as it is the least 
expensive method of producing hydrogen. Grey 
hydrogen produced with cheap fracked natural gas 
costs US$2 per kg in the US, while in Europe, 
Australia, and Asia it costs US$5-6 per kg due to 
higher natural gas prices＊23 As its name suggests, 
grey hydrogen does release emissions during the 
production process, and it is estimated that for one 
ton of grey hydrogen produced, approximately 10 - 
11 tons of CO2 are emitted.

　・ Blue Hydrogen – Blue hydrogen is also produced 
from fossil fuel, just like grey hydrogen, but it 
includes the installation of carbon capture devices 
t o keep the CO2 under s t o rage dur ing the 
production process. Blue hydrogen — produced 

ギーキャリアとして水素を利用する構想が大きな部分を
占めている。水素は無色の気体であるが、その製造に伴
うCO2 排出量を反映し、グレー、ブルー、グリーンの3
つの色合いで呼ばれている。

　・ グレー水素 - 現在までに生産された水素の95％以
上は、天然ガスの水蒸気メタン改質（SMR）による
もので、これは水素の生産方法として最もコストが
低いために採用されてきた。安価なシェールガスか
ら製造されたグレー水素は、米国では1kgあたり2
ドルだが、ヨーロッパ、オーストラリア、アジアで
は天然ガス価格が高いため、1kgあたり5 ～ 6ドル
である。＊23  グレー水素はその名のとおり、1トン
の水素を製造するために、約10 ～ 11トンのCO2が
排出されるといわれている。

　・ ブルー水素 - ブルー水素もグレー水素と同様に化
石燃料から製造されるが、製造過程でCO2を吸収し、
貯留しておくための設備の設置が含まれる。天然ガ
スから製造されるブルー水素は、二酸化炭素の回収
と貯留を伴うため、米国では1kgあたり5 ～ 7ドル、
欧州とオーストラリアでは7 ～ 11ドルのコストが
かかる。また、水素の製造に伴うCO2排出を、炭素
回収ではなく、カーボンプロジェクトによってオフ
セットするケースもあり、この場合も「ブルー」水素
と呼ばれる。

Grey Hydrogen
：灰色の水素Fig.7

source：http://www.chem4us.be/blue-green-gray-the-colors-of-hydrogen/

Blue Hydrogen
：ブルー水素Fig.8

source：http://www.chem4us.be/blue-green-gray-the-colors-of-hydrogen/

http://www.chem4us.be/blue-green-gray-the-colors-of-hydrogen/
source：http://www.chem4us.be/blue-green-gray-the-colors-of-hydrogen/
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from natural gas paired with carbon capture and 
storage — costs between US$5 to 7 per kg in the 
US , and $7 t o 11 i n Europe and Aus t ra l i a .
Alternatively, there are also cases where emission 
from hydrogen production is offset via carbon 
projects rather than being captured being denoted 
as “Blue” hydrogen.

　・ Green Hydrogen – Green hydrogen is produced via 
electrolysis powered by renewable energy. Green 
hydrogen production costs around US$10-13 per 
kg, depending on availability. But it is expected 
tha t by 2030 , t he co s t o f p roduc ing green 
hydrogen can drop below $2 per kilogram in most 
geographies as a result of increased supply and 
advancements in the technolog.＊24

Blue Hydrogen + CCS
Global demand for hydrogen between now and 2050 is 
expected to grow to anywhere between 79 million 
tonnes per annum (Mtpa) and 546 Mtpa depending on 
how big a contribution it makes to the world’s future 
energy needs.＊25

Blue hydrogen is a good headway for E&P (Exploration 
& Production) companies, as it offers a large-scale, 
hybrid solution that involves CCS and carbon-neutral 
solutions. Currently, there are 47 projects globally 
under development for producing hydrogen with 
CCUS.  (Refer Appendix 3 for the projects under 
development) Of these, 41 rely on natural gas with 
CCUS, four are linked to coal and one to oil. Currently, 
Europe has a greater number of projects i.e. 23 mostly 
located in the Netherland. While China and the US 
have two projects each.

　・ グリーン水素－グリーン水素は、再生可能エネルギー
による水の電気分解で製造される。グリーン水素の
製造コストは、入手可能性にもよるが、1kgあたり
10 ～ 13米ドル程度である。しかし、2030年まで
には、供給量の増加と技術の進歩により、グリーン
水素の製造コストはほとんどの地域で1kgあたり2
ドルを下回ると予想されている。＊24

ブルー水素＋CCS
　現在から2050年までの世界の水素需要は増加するが、
ただ、将来のエネルギー需要にどれだけ貢献するかに
よって、その量は年間7,900万トンから5億4,600万ト
ンまで大きな幅が出てくると見込まれている。＊25 

　ブルー水素は、CCSとカーボンニュートラルを含む
大規模でハイブリッドなソリューションを提供するた
め、E&P（Exploration & Production）企業にとって良い
先行事例となる。現在、世界では47のCCUSを伴う水
素製造プロジェクトが開発中である。このうち、41件
がCCUSを伴う天然ガス、4件が石炭、1件が石油に関
連している。現在、欧州のプロジェクト数が多く、23
件がオランダに集中している。中国と米国はそれぞれ2
件である。

Green Hydrogen
：グリーン水素Fig.9

source：http://www.chem4us.be/blue-green-gray-the-colors-of-hydrogen/

http://www.chem4us.be/blue-green-gray-the-colors-of-hydrogen/
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Porter’s 5 forces Model - Attractiveness of Blue 
Hydrogen relating to O&G industry＊25

Porter’s five forces model, developed after the Harvard 
Business School Professor Michael E. Porter, is 
commonly used to analyze the competitive landscape in 
any given industry. Porter's five forces are: competition 
in the industry, potential of new entrants into the 
industry, Power of suppliers, Power of customers, and 
Threat of substitute products. In this section, we use 
the five forces to demonstrate the potential of blue 
hydrogen to the industry. 

 1.　 Competitive Rivalry：Competition determines the 
market power a f irm can capital ize on as it 
develops its competitive strategy. Currently, 
competition in the Blue Hydrogen market is 
moderate, this presents a  new area for exploration 
to Oil and Gas companies. O&G companies have 
the appropriate knowledge to manage large-scale 
projects for producing Blue hydrogen and also for 
transporting them. Moreover, they can also use 
their depleted Oil and Gas fields for carbon storage 
if needed.

 
 2.　 Barriers to Entry：Barriers to entry describe the 

obstac les l ike h igh s tart -up costs or other 
hinderance that prevents new competitors from 
easily entering a business or an industry. The 
entry barrier is less for E&P companies when 
compared to other companies. The main reason 
for the large entry barrier for other companies is 
the requirement of large capital and lead time that 
involved in executing hydrogen and CCS projects.

 3.　 Bargaining power of suppliers：The bargaining 
power of suppliers is one of the forces that shape 
the competitive landscape of an industry and help 
determine the attractiveness of an industry. If the 
supplier bargaining power is less, it creates a more 
attractive industry and increases profit potential 
as buyers are not constrained by the suppliers' 
Hydrogen industry is quite like the O&G sector. 
Since there are many buyers in the industry, the 
bargaining powers of the buyers will be low.

ポーターの5つの力モデル - 石油・ガス業界におけるブ
ルー水素の魅力＊25

　ポーターの5つの力モデルは、ハーバード・ビジネス・
スクールのマイケル・E・ポーター教授が考案したもの
で、あらゆる産業の競争状況を分析するためによく使わ
れる。ポーターの5つの力とは、業界内の競争、業界へ
の新規参入の可能性、供給者の力、顧客の力、代替製品
の脅威のことである。ここでは、5つの力を用いて、石油・
ガス産業が持つブルー水素への潜在力を示す。

1 .　 市場内の企業間競争：競争により、企業が競争に
生き残る戦略を開発する際に活用できる市場での
力量が明らかにする。現在、ブルー水素市場の競
争は緩やかであり、石油・ガス会社にとって新た
な開拓の場となっている。石油・ガス会社は、ブルー
水素の製造と輸送のための大規模プロジェクトを
管理するための適切な知識を持っている。さらに、
必要に応じて、枯渇した油田やガス田を炭素貯蔵
に利用することもできる。

 2.　 参入障壁：参入障壁とは、高い創業コストやその
他の障害によって、新しい競合他社がビジネスや
業界に容易に参入することができない状態を指す。
E&P企業は、他の企業と比較して、参入障壁が低い。
他の企業にとっての参入障壁が大きい主な理由は、
水素やCCSプロジェクトを実施するために大きな
資本とリードタイムが必要なためである。

 3.　 原材料・資機材等、供給業者側の交渉力：供給業
者側の交渉力は、ある産業の競争環境に影響を与
える力の一つの要素であり、その産業の魅力を決
定する力でもある。供給業者の交渉力が低ければ、
ブルー水素産業は、より魅力的な産業となり、買
い手が供給業者の交渉力に制約されないため、利
益を得る可能性が高まる。 水素産業は、石油・ガ
ス産業とよく似ている。供給を受ける購買企業が
水素産業に多くあるため、購買業者側の交渉力は
低くなるだろう。
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 4.　 Bargaining powers of buyers：The bargaining 
power of buyers refers to the pressure that 
buyers/customers put on businesses to get them 
to prov ide h igher qua l i ty products , bet ter 
customer service, and/or lower prices. We can 
understand that there is a huge customer base for 
the applications of Blue Hydrogen, ranging from 
transport (using hydrogen-based fuels for shipping) 
to heavy industrial applications, etc. Since there 
are many buyers in the industry , they can 
pressure the business to lower the prices.

 5.　 Threat of substitution：The threat of substitution 
in an industry affects the competitive environment 
for the firms in that industry and influences those 
firms’ ability to achieve profitability. The threat of 
substitutes is high when rivals or even companies 
outside the industry offer more attractive and/or 
lower-cost products. Considering the amount of 
green hydrogen production and its costs, the 
threat of substitution is less to the Blue Hydrogen 
industry. Blue hydrogen requires 1/10th of the 
electricity needed by the electrolysis used in the 
production of green hydrogen and it is also 
commercially scalable just by adding CCS to the 
existing SMR plant.

Based on the above assessment, we can conclude that 
Blue Hydrogen could be one of the potential candidates 
for the cost-effective and low carbon substitute for grey 
hydrogen. From this analysis, blue hydrogen is the best 
option the industry should invest in and needs a 
massive scale-up. It is also a near to mid-term solution 
for the world’s hydrogen needs until green hydrogen 
reaches the economies of scale where it becomes cost-
competitive and accessible.

Inherent Challenges 

Efficiency
Hydrogen has the scope to power many industrial 
applications, however, producing it with renewable 
electricity is less efficient than using that electricity as 
a direct source. Globally less than 1% of hydrogen is 
produced from fossil fuel plants with carbon capture or 
from renewable energy while the rest 99% comes from 

 4.　 買い手の交渉力： 買い手の交渉力とは、買い手や
顧客が企業に対して、より高品質の製品やより良
い顧客サービス、低価格を提供するよう圧力をか
けることである。ブルー水素には、輸送（水素燃料
を利用しての輸送）用途、重工業用途など、非常に
多くの顧客基盤があることが分かる。この業界に
は多くの買い手がいるため、ブルー水素の価格を
下げるよう圧力をかけることができる。

 5.　 代替品の脅威：ある産業における代替品の脅威は、
その産業に属する企業の競争環境に影響を与え、
それらの企業が収益性を達成する能力に影響を与
える。競合他社や業界外の企業がより魅力的な製
品や低コストの製品を提供する場合、代替品の脅
威は高くなる。グリーン水素の生産量とそのコス
トを考慮すると、ブルー水素業界は今のところ代
替品（グリーン水素）の脅威が少ない。ブルー水素
は、グリーン水素の製造に使われる電気分解の10
分の1の電力で済み、既存のSMRプラントにCCS
を追加するだけで商業的に拡張可能である。

　以上の評価から、ブルー水素はグレー水素に代わる、
費用対効果が高く、低炭素の潜在的な候補のひとつであ
ると結論づけることができる。この分析から、ブルー水
素は産業界が投資すべき最良の選択肢であり、大規模な
スケールアップが必要であることが分かる。また、グリー
ン水素がコスト競争力を持ち、利用しやすくなる規模の
経済性に到達するまでの間、世界の水素需要に対する短
中期的な解決策となるものである。

本質的な課題 

効率性
　水素は多くの産業用電力を供給することができるが、
再生可能な電力で水素を製造すると、その電力を直接使
用するよりも効率が悪くなる。世界的に見ると、CCSを
併設する化石燃料プラントや再生可能エネルギーから生
産している水素は1％未満であるが残りの99％はSMR
により生産されている。このような状況を考えると、再
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the burning of fossil fuels alone. Considering the above 
situation, producing more green hydrogen with higher 
supplies of renewable energy is not the most efficient 
solution. This is because there is a significant loss of 
energy while producing green hydrogen. The efficiency 
of producing hydrogen by electrolysers is around 60-
80% and the remaining energy is lost in the process. 
100 kWh of renewable energy produces somewhere 
between 60-80 kWh of hydrogen energy.

Breakthrough Technology / Investment
As of now, innovation in Hydrogen technology is 
lagging and much of the hydrogen value chain is yet to 
be fully developed at a commercial scale. Patents for 
hydrogen production, storage, and distribution are also 
being outnumbered by fuel cell technologies by a ratio 
of 1:3. Among all the countries Japan has the clear 
technology leader in terms of fuel cells holding 39% of 
all patents.＊26 As of now the public funding has been 
equa l l y s h a r ed b e tween f u e l c e l l s a nd o t h e r 
applications, but it has been estimated that to achieve 
net-zero by 2050, nearly USD 45 billion has to be 
dedicated to hydrogen-related technologies.

Cost 
The key reason why the hydrogen economy is not 
viable is because of the cost of producing green 
hydrogen. However, due to the increasing shares of 
renewable energy capacity, we can expect there will 
be a fall in production costs. There are also some 
positive signs that show that the price of electrolyser 
fell by 40% between 2014-2019, according to the 
Bloomberg NEF report on the Hydrogen economy. 
They also predicted that if the cost continues to fall, 
green hydrogen can be produced for $0.7 to $1.60 per 
kilogram in most parts of the world by 2050.＊27 This 
scenario can only happen if there are technology 
advancements and increased production of electrolysers 
that can further reduce the costs. Subsidies from the 
government will also be an important factor that will 
boost the production of green hydrogen in the fore 
coming years. Similarly, blue hydrogen would also 
require a significant number of investments to be made 
in carbon capture and storage technologies.

生可能エネルギーの供給量を増やしてグリーン水素をよ
り多く製造することは、最も効率的な解決策とはいえな
い。なぜなら、グリーン水素を製造する際に、大きなエ
ネルギーの損失が生じるからだ。電解槽による水素製造
の効率は60 ～ 80％程度で、残りのエネルギーはその過
程で失われる。100kWhの再生可能エネルギーから、
60 ～ 80kWhの水素エネルギーが生成される。

画期的な技術/投資
　現在のところ、水素技術の革新は遅れており、水素バ
リューチェーンの多くはまだ商業規模で十分に開発され
ていない。また、水素の製造、貯蔵、流通に関する特許
は、燃料電池技術に1：3の割合で劣っている。日本は、
燃料電池の特許で39％のシェアを持ち、世界の中でも
明らかに技術的にリードしている。＊26   現在のところ、
公的資金は燃料電池とその他のエネルギー利用に均等に
配分されているが、2050年までにネットゼロを達成す
るためには、450億ドル近くを水素関連技術に充てなけ
ればならないと試算されている。

コスト 
　水素経済が成立しない主な理由は、グリーン水素の製
造コストである。しかし、再生可能エネルギー容量のシェ
アが高まっているため、グリーン水素の製造コストの低
下が期待できる。また、ブルームバーグNEFの水素経
済に関するレポートによると、2014年から2019年の
間に電解槽の価格が40％下落したという明るい兆しも
ある。また、このままコストが下がり続ければ、2050
年には世界のほとんどの地域でグリーン水素が1キログ
ラムあたり0.7ドルから1.60ドルで生産できるようにな
ると予測している。＊27  このシナリオは、更なるコスト
削減を可能にする技術の進歩と電解槽の増産があればこ
そ実現できるものだ。政府からの補助金も、今後数年間、
グリーン水素の生産を後押しする重要な要素になるだろ
う。同様に、ブルー水素も、二酸化炭素の回収と貯留の
技術に多大な投資を行う必要がある。
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Transportation
Hydrogen is less dense, and this takes up a significant 
amount of space , so it creates problems during 
transportation and storage. For shipping purposes, 
hydrogen needs to be either liquified or converted into 
ammonia for smooth transportation, but these options 
are quite expensive in nature. As of now, there are 
three means of transportation for hydrogen they are 
ships, trucks, and pipelines. Large-scale exports of 
hydrogen are clearly dependent on maritime freight 
that are expensive due to the involvement of processes 
like liquefaction. Similarly, transportation through 
trucks is also cost-prohibitive and can only deliver 
sma l l quant i t i es . Compared to o ther means o f 
transportation, pipelines are the most cost-efficient and 
quickest means of transportation.

Case Study: Oil Companies adding hydrogen 

fueling stations

By the end of June 2021, an estimated 40,000 Fuel 
Cell Electric Vehicles (FCEVs) were on the road 
globally＊28, with 584 hydrogen stations in 2020, where 
Japan has close to 150 hydrogen stations deployed.＊29 

More o i l c ompan i e s have pub l i c l y announced 
accelerating the construction of hydrogen stations as 
transport mobility has a significant share of demand for 
hydrogen. For example, Shell launched hydrogen 
fueling stations for buses located in the Netherlands in 
2021 , where in re fue l ing a fu l l t ank o f 25 kg o f 
hydrogen that can travel over 400 km takes 10 
minutes. The exhaust of the bus only exerts water 
vapor as its emissions.＊30  This project aims to achieve 
the net -zero emiss ions target of Shel l — a 55% 
decrease in the production of traditional fuels.＊ 31   
Meanwhile, Chevron Corp. started its hydrogen filling 
stations operations under the U.S Department of 
Energy's hydrogen demonstration project from 2005 to 
2010.＊32

However, as of 2020, only 42 stations have been built 
on California's highway where the development is 
located — leading the oil companies to collaborate with 
car manufacturers such as Toyota and Hyundai.

輸送
　水素は密度が低く、その分スペースを取るため、輸送
や保管の際に問題が生じる。輸送のためには、水素を液
化するか、アンモニアに変換して輸送する必要があるが、
これらは非常に高コストである。現在、水素の輸送手段
には、船舶、トラック、パイプラインの3つがある。水
素を大量に輸出する場合、海上輸送に頼ることになるが、
液化などの工程があるためコストが高くなる。同様に、
トラックによる輸送もコストが高く、少量しか運べない。
他の輸送手段と比較すると、パイプラインは最もコスト
効率がよく、迅速な輸送手段である。

ケーススタディー 石油会社による水素ステーションの

増設

　2021年6月末までに、世界で約4万台の燃料電池電気
自動車（FCEV, Fuel Cell Electric Vehicles）が走行し＊28、
2020年には584基の水素ステーションが設置され、日
本では150基近くの水素ステーションが展開されている
と見積もられている。＊29  輸送用モビリティは水素需要
の大きな割合を占めるため、水素ステーションの建設を
加速することを表明する石油会社が増えている。例えば、
Shellは2021年にオランダにあるバス用の水素ステー
ションを立ち上げ、そこでは400km以上走行可能な
25kgの水素を10分で満タンにすることができる。燃料
電池バスからは水蒸気しか排出しない。＊30  このプロ
ジェクトは、シェルが掲げるネット・ゼロ・エミッショ
ン（従来の燃料の生産量を55％削減すること）の達成を
目指している。＊31 
　
　 一方、Chevronは、2005年から2010年にかけて、
米国エネルギー省の水素実証プロジェクトのもと、水素
ステーションの運営を開始した。＊32 

　しかし、2020年現在、カリフォルニア州の高速道路
に設置されたステーションは42カ所にとどまっており、
石油会社はトヨタや現代といった自動車メーカーと協力
することになった。
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The world rapidly is moving towards cleaner or low 
carbon fuels alternatives, and Oil and Gas companies 
have to follow the trend to remain competitive in the 
race. Today, even LNG - often regarded as the cleanest 
fossil fuel - has to decarbonize its value chain by using 
the technology to improve its efficiency and reduce its 
emi s s i on . Unavo idab l e emis s i ons can then be 
compensated by purchasing carbon credits from the 
different offsetting projects. At present, Carbon-neutral 
LNG constitutes a tiny share of the LNG market, but 
the situation is about to change in the coming decade 
as the LNG remains an important commodity that 
facilitates a path of transition towards net-zero. Many 
of the largest importers like Japan, South Korea, 
France, the UK, etc have pledged to reach net-zero 
emissions by 2050, and in the case of China and India 
i s by the years 2060 and 2070 , w i th a no tab l e 
exception from 2050 target. As governments over the 
globe have started to strictly regulate GHG-intensive 
goods, sellers may find that carbon-neutral LNG will 
not only become a premium product but a lso a 
required offering for participating in the markets. A 
clearer picture of the emission profile of LNG will 
emerge over the next few years as more data from 
independent sources become available along the value 
chain. To develop a verifiable and trusted carbon-
neutral market, there have to be industry-standard set 
for emissions and their accounting methodologies.

Recommendations for a robust carbon-

neutral LNG trade

This section briefs on how the LNG industry (especially 
sellers and buyers) working in tandem improves 
robustness in the trade of LNG and reduces the 
complications that prevail in this industry.
1)　 Carbon-neutral LNG buyers and sellers must 

disclose the cost or green premium associated with 
these trades to the market transparently. Keeping 
these data confidential may be beneficial to the 
parties involved, but it prevents the market from 
evaluating necessary data points, which could help 
foster future deals. This includes the cost of 

Chapter 4. Summary and Recommendations：まとめと提言

　世界は急速に代替燃料のクリーン化、低炭素化を進め
ており、石油・ガス会社もこの流れに乗り、競争力を維
持する必要がある。今日、最もクリーンな化石燃料とさ
れるLNGでさえ、その効率を向上させ、排出量を削減
する技術を駆使してバリューチェーンを脱炭素化しなけ
ればならない。そして、避けられない排出は、さまざま
なオフセット・プロジェクトからカーボンクレジットを
購入することで補うことができる。現在、カーボンニュー
トラルLNGがLNG市場に占める割合はごくわずかであ
るが、LNGはネットゼロへの移行を促進する重要な商
品であるため、今後10年で状況は変わろうとしている。
日本、韓国、フランス、イギリスなどの主要輸入国は、
2050年までに排出量をゼロにすることを約束しており、
中国とインドの場合は、例外的に2060年と2070年に
達成することを約束している。世界中の政府が温室効果
ガスを大量に排出する商品を厳しく規制し始めたため、
カーボンニュートラルなLNGはプレミアム商品となる
だけでなく、むしろ市場に参加するためには不可欠な商
品となるかもしれない。LNGの排出プロファイルの明
確な全体像は、今後数年の間に、バリューチェーンに沿っ
て、独立した情報源からのより多くのデータが利用可能
になるにつれて明らかになるであろう。検証可能で信頼
できるカーボンニュートラル市場を発展させるために
は、排出量とその計算方法について業界標準の設定が必
要である。

カーボンニュートラルLNG貿易のための提言

　LNG業界（特に売り手と買い手）が連携することで、
LNG取引はさらに耐性を高め、カーボンニュートラル
LNGにまつわる複雑さが軽減されることをこのセク
ションで概説する。
1)　 カーボンニュートラルLNGの買い手と売り手は、

これらの取引に関連するコストまたはグリーンプレ
ミアムを市場に透明性をもって開示する必要があ
る。これらのデータを秘密にすることは、関係者に
とって有益かもしれないが、将来のカーボンニュー
トラルLNG取引を促進させる可能性があるデータ
を評価することができなくなってしまう。これには、
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o f f se t t i ng emiss i ons f rom LNG cargoes or 
information on who bears what portion of the 
associated costs.

2)　 Independent organizations like The International 
Group of Liquified Natural Gas Importers (GIIGNL) 
should create the necessary global standards for 
accounting and reporting LNG emissions and 
offsets. An update from GIIGNL shows that it has 
already started working on such a standard and 
will be releasing soon.＊33 

3)　 There is also a need for the third parties in this 
industry to conduct verification and ensure that 
offsets meet the standard of additionality and the 
emissions reductions are appropriately estimated 
and not double-counted. Audits by this third party 
should occur on a yearly basis to keep consistency.

Integrate ESG practices into business model
Various players in the industry have implemented 
radical practices to integrate ESG principles directly 
into their business model. Historically, Oil and Gas 
companies faced significant shareholder risk when they 
moved away from core competencies toward ESG-
related businesses by building renewable capacity. 
However, shareholder sentiment is shifting, and 
investors see that an ESG focus can help shield 
investments from negative share price performance. 

Fuel Alternatives

Biofuel
The next -generat ion biofuels are economical ly 
attract ive to produce and are considered as an 
a l t e r n a t e t o t h e e x i s t i n g f o s s i l f u e l b y b o t h 
governments and customers. There is also a rapid 
development of low carbon biofuels markets rapidly 
across many geographies where Oil and Gas companies 
operate. Biofuel producers are also overcoming the 
barriers faced by earlier generations of biofuels with 
the help of advanced technology to reduce emissions 
during the processing and refining. Markets such as 
California’s Low Carbon Fuel Standard (LCFS) and the 
EU’s Fuel Quality Directive are delivering quality 
fuels to the customers as they have preexisting 
production infrastructures. It is to be noted that the 
low carbon fuel producers are not experienced players 

LNGカーゴからの排出を相殺するコストや、関連コ
ストの一部を誰が負担しているかという情報が含ま
れる。

2)　 The International Group of Liquified Natural Gas 
Importers (GIIGNL) のような独立した組織が、LNG
の排出量とオフセットの算定・報告に必要な世界標
準を作成すること。GIIGNLからの最新情報による
と、すでにそのような基準の作成に着手しており、
間もなく発表される予定である。＊33 

3)　 また、この業界の第三者が検証を行い、オフセット
が「追加性」（従来からのものの転用ではなく新たに
手当てされる必要があること）の基準を満たし、排
出削減量が適切に見積もられ、二重にカウントされ
ていないことを確認する必要がある。この第三者に
よる監査は、整合性を保つために年単位で行われる
必要がある。

ESGの実践をビジネスモデルに組み込む
　業界のさまざまなプレイヤーが、ESGの原則をかな
り急速に自らのビジネスモデルに直接統合しようと急進
的に努めている。歴史的に見て、石油・ガス会社は、再
生可能エネルギー設備の建設を通じて、コアコンピタン
スからESG関連ビジネスに移行する際、大きな株主リ
スクに直面してきた。しかし、株主の心理は変化してお
り、投資家はESGに焦点を当てることで、株価の下落
から投資を保護することができると考えている。

代替燃料

バイオ燃料
　次世代バイオ燃料は経済的に魅力的な燃料であり、政
府や顧客から既存の化石燃料の代替燃料として考えられ
ている。また、石油・ガス会社が事業を行っている多く
の地域で、低炭素バイオ燃料の市場が急速に発展してい
る。バイオ燃料生産者は、加工・精製時の排出を削減す
る先進技術の助けを借りて、旧世代のバイオ燃料が直面
していた障壁を克服している。カリフォルニア州の低炭
素燃料基準（LCFS）やEUの燃料品質指令のような市場
は、既存の生産インフラがあるため、高品質の燃料を顧
客に供給している。しかし、低炭素燃料生産者は、石油・
ガス会社と比較して、石油や石油化学セクターでの経験
が浅いため、生産マージンや運用パフォーマンスを改善
する機会を逸してしまう可能性があることに注意しなけ
ればならない。この点を考慮すると、石油・ガス会社に
は、新しい設備を立ち上げたり、資本的制約のある低炭
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in the petroleum or petrochemical sector as compared 
to the Oil and Gas companies, so they have the chance 
of missing out to improve production margins and 
operational performance. With that in mind, there is an 
opportunity for the Oil and Gas companies to start a 
new facility or help in the transition of the low carbon 
fuel manufacturers to operate more efficiently and 
effectively that have capital constraints. 

Hydrogen 
Investments in hydrogen technology have increased as 
t h e w o r l d g o e s o n t o m e e t m o r e s t r i n g e n t 
environmental goals. A report from the Hydrogen 
council states that the adoption of a hydrogen economy 
could be providing for 18 percent of the world’s total 
energy needs by 2050. As hydrogen attracts increasing 
interest, the Oil and Gas industry can support and 
drive the development of the hydrogen economy. Oil 
and Gas companies have decades of experience with 
petrochemical and know how to build production 
facilities at a large scale, this experience will open the 
d o o r s f o r i n v e s t m e n t s a n d c r e a t e r o o m f o r 
advancements in innovative hydrogen technologies. 
Though Green Hydrogen fuel comprises a carbon-
neutral decarbonization solution, switching to it 
completely can be costly. As the current technology is 
still in its early stage, electrolyzer remains expensive 
to make Green Hydrogen cost-competitive. Considering 
the dif f icult ies in the transit ion towards Green 
hydrogen, the next best option is to opt for Blue 
hydrogen with CCS techniques with a gradua l 
transition into greener options. Oil and Gas companies 
should leverage existing transmission and distribution 
networks to transport hydrogen, with that, the industry 
will play a critical role in accelerating the adoption of 
decarbonized forms of energy across many verticals.

素燃料メーカーもより効率的かつ効果的に低炭素燃料を
生産する機会があると考えられる。

水素
　世界がより厳しい環境目標を達成するために、水素技
術への投資が増加している。Hydrogen Councilのレポー
トによると、2050年までに世界の総エネルギー需要の
18％を水素経済で賄うことができるという。水素への
関心が高まるなか、石油・ガス産業は水素経済の発展を
支え、推進することができる。石油・ガス会社には、何
十年にもわたる石油化学の経験があり、大規模な生産施
設の建設方法を知っている。この経験は、投資の扉を開
き、革新的な水素技術の進歩のための余地を生み出すだ
ろう。グリーン水素燃料は、カーボンニュートラルな脱
炭素ソリューションであるが、完全に切り替えるにはコ
ストがかかる。現在の技術はまだ初期段階にあり、グリー
ン水素をコスト競争力のあるものにするには、電解槽が
高価であることに変わりはない。グリーン水素への移行
が困難であることを考慮すると、次善の策として、CCS
技術を用いたブルー水素を選択し、よりグリーンな選択
肢に徐々に移行していくことが考えられる。石油・ガス
会社は、既存の伝達・配送ネットワークを活用して水素
を輸送する必要がある。
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森林保全プロジェクト（REDD+）の実施

　森林保全プロジェクトは、森林の減少や劣化を防ぐこ
とで排出量を削減する自然共生型ソリューション（NbS）
の一種である。これにより、生物多様性を保護しながら、
自然がより多くのCO2を吸収できるようになる。REDD
＋（Reducing Emissions from Deforestation and forest 
Degradation）とは、気候変動枠組条約の締約国が開発し
た、森林の減少や劣化を防ぐための行動を奨励するメカ
ニズムである。REDD+は、単に森林の減少や劣化を抑
えるだけでなく、森林の保全や持続可能な管理、森林の
炭素蓄積量の増加といった役割も含んでいる。Shellの
ポートフォリオにある保全プロジェクトは、すべて
REDD+プロジェクトに属している。代表的なシェルの
プ ロ ジ ェ ク ト と し て は、 カ ン ボ ジ ア の Southern 
Cardamom REDD+プロジェクトがある。このプロジェ
クトでは、49万7,000ヘクタールの熱帯林と52種の絶
滅危惧動物を保護し、プロジェクト地域の周辺にある
20の村を直接支援し、更に8つの村、3,600世帯に奨学
金を支給している。このプロジェクトでは、年間平均
320万のカーボンクレジットを生み出している。

森林再生プロジェクト

　森林再生プロジェクトは、これまで木がなかった場所
に木を植える（植林）、または森林破壊が起こった場所に
木を植える（再植林）ものである。木が成長する過程で炭
素を吸収し、大気中の炭素濃度を下げることができる。
シェルは、中国の新建マキト植林プロジェクトで、この
ようなプロジェクトを実施している。このプロジェクト
は、6,698ヘクタールの土地で、絶滅の危機に瀕してい
る5つの種を保護するものである。このプロジェクトは、
中国北京グリーンエクスチェンジ（CBGEX）が開発し、
ベリファイドカーボン基準（VCS）および気候、コミュニ
ティ、生物多様性基準（CCB）に基づき独立的に検証さ
れたものである。このプロジェクトは、年間平均9万の
カーボンクレジットを生成している。

クックストーブプロジェクト

　調理用ストーブプロジェクトとは、家庭用機器プロ

Conservation Projects (REDD+)

Conservation projects are nature-based solutions that 
reduce emissions by preventing deforestation and 
forest degradation. This helps nature to absorb more 
CO2 and while protecting biodiversity. Reducing 
emissions from deforestation and forest degradation 
(REDD) is a mechanism developed by Parties to the 
United Nations Framework Convention on Climate 
Change to incentivize actions that prevent forest loss 
and degradation. REDD+ goes beyond simply reducing 
deforestation and forest degradation and includes the 
role of conservation, sustainable management of forests, 
and enhancement of forest carbon stocks. All of the 
conservation projects in Shell’s portfolio belong to 
REDD+ projects. Typical Shell’s project includes the 
Southern Cardamom REDD+ project in Cambodia. The 
project protects 497,000 hectares of tropical forest and 
52 threatened species of animals and directly supports 
20 villages around the perimeter of the project area, 
and provides scholarships to eight additional villages, 
3,600 families. Annually this project generates an 
average of 3,200,000 carbon credits.

Reforestation Projects

Reforestation projects plant trees, either in an area 
where there have never been trees (afforestation) or on 
a site of the previous deforestation has happened 
(reforestation). Carbon is captured by the trees as they 
grow and reduce the overall levels of carbon in the 
atmosphere. One such project in Shell’s portfolio 
includes the Xinjian Makit Afforestation project in 
China. The project covers 6,698 hectares and protects 
five critically endangered species. The project was 
developed by China Beijing Green Exchange (CBGEX) 
is independently verified under the Verified Carbon 
S t a n d a r d (VCS ) a n d C l ima t e , C ommun i t y & 
Biodiversity (CCB) standards. Annually this project 
generates an average of 90,000 carbon credits.

Cookstove Projects

Cookstove projects are a type of household device 

Appendix 1: Description of Types of Carbon Project  
          付録 1:カーボンプロジェクトの種類の説明
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project that reduces carbon emissions by providing 
more fuel-efficient cookstoves. Around 1 billion tonnes 
of CO2 are produced by open fires every year and 
contribute 25% of global black carbon emissions. With 
more efficient cookstoves, families can also save the 
time spent collecting wood or the money spent on fuel.

Renewable Projects

Carbon credits can be generated by renewable power 
projects that, without the income from the sale of those 
credits , would not have been f inancial ly viable . 
Renewable energy projects could include:
　・Biogas
　・Biomass/biochar
　・Geothermal
　・Run off river hydro
　・Solar
　・Wind
　・Other renewable energy

ジェクトの一種で、より燃料効率の良い調理用ストーブ
を提供することで二酸化炭素排出量を削減するプロジェ
クトである。火炎によるCO2排出量は年間約10億トンで、
世界の黒色炭素排出量の25％を占めている。また、よ
り効率的な調理器具を使うことで、薪を集める時間や燃
料にかかる費用を節約することができる。

再生可能プロジェクト

　カーボンクレジットは、その売却益がなければ経済的
に成り立たないような再生可能エネルギー発電プロジェ
クトによって生成される。再生可能エネルギープロジェ
クトには、次のようなものがある。
　・バイオガス
　・バイオマス/バイオ炭
　・地熱
　・河川流出水力
　・太陽電池
　・風力
　・その他の再生可能エネルギー

　カーボンクレジットの価格は、クレジット対象プロ
ジェクト、クレジット、クレジットメカニズム（ボラン
タリーメカニズムかコンプライアンスメカニズムか）に
より、非常に幅広いレンジで設定されている。

Appendix 2： Type and Current Price of Carbon Credit Projects
    付録2：カーボンクレジット・プロジェクトの種類と現在の価格

Carbon credits are priced in an extremely broad range, 
depending on crediting project, credit, and crediting 
mechanism (whether they are under voluntary or 
compliance mechanism).

Table.4 Average price of Voluntary Carbon Market Projects as of 2021
：2021 年時点のボランタリーカーボン市場プロジェクトの平均価格

Note：  Price of these projects fluctuate depending on the location, type and nature of the projects：これらのプロジェクトの価格は、プロジェクトの場
所、種類、性質によって変動する。

Source： https://www.forest-trends.org/publications/state-of-the-voluntary-carbon-markets-2021/https://www.forest-trends.org/publications/state-of-
the-voluntary-carbon-markets-2021/

プロジェクト種別

林業と土地利用（NbS）

農業分野 (NbS)

再生可能エネルギー
家庭用機器

（クックストーブ）

https://www.forest-trends.org/publications/state-of-the-voluntary-carbon-markets-2021/https://www.forest-trends.org/publications/state-of-the-voluntary-carbon-markets-2021/
https://www.forest-trends.org/publications/state-of-the-voluntary-carbon-markets-2021/https://www.forest-trends.org/publications/state-of-the-voluntary-carbon-markets-2021/
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Appendix 3： Blue Hydrogen Facilities：付録3：ブルー水素の設備

Table.5 Blue Hydrogen Production Facilities in Development as of June 2021
：2021 年 6 月時点の開発中のブルー水素製造設備

Source：https://www.globalccsinstitute.com/wp-content/uploads/2021/10/The-Global-Status-of-CCS-2021-Global-CCS-Institute.pdf

施設紹介 国別 運用開始のお知らせ

ウォバッシュバレーリソース社 水素プラント 米国 2022

エア・リキード ロッテルダム リファイナリー オランダ 2024

プロジェクト Pouakai 水素製造 ニュージーランド 2024

Shell ロッテルダム製油所 オランダ 2024

ExxonMobil ベネルクス製油所 オランダ 2024

エアープロダクツ ロッテルダムリファイナリー オランダ 2024

Acorn Hydrogen イギリス 2025

クリーン・エナジー・システムズ社 カーボン・ネガティ
ブ・エネルギー・プラント（セントラルバレー）

米国 2025

プリーム製油所 スウェーデン 2025

Barents Blue CCS 付きクリーンアンモニア ノルウェー 2025

ノーザンガスネットワーク H21 イギリス 2026

ラヴェンナ・ハブ - ENI Hydrogen イタリア 2026

ハンバー・ソルトエンドへの水素供給 イギリス 2026–2027

ハイネット・ノースウェスト イギリス Mid 2020s

Polaris CCS プロジェクト カナダ Mid 2020s

Net Zero Teesside - BP H2Teesside イギリス 2027

ハンバーゼロ - フィリップス 66 ハンバー製油所 イギリス 2028

PAU Central Sulawesi CCS 付きクリーンアンモニア インドネシア Late 2020s

https://www.globalccsinstitute.com/wp-content/uploads/2021/10/The-Global-Status-of-CCS-2021-Global-CCS-Institute.pdf
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