
1

Japan CCS Forum 2019

CO2 Transport Demonstration
June 12th 2019
HARUO OKOCHI

JGC CORPORATION

Agenda
1. CO2 transport________________________________________2
2. Significance of CO2 Ship Transport___________________________3
3. Features of Ship Transport ______________________________4
4. CCS Integrated System for Offshore Storage Sites_____________5
5. Summary_____________________________________________8
6. Target and Prospects____________________________________9

Current update on CO2 capture and transport study implemented in 
Sustainable CCS Project by the Ministry of Environment Japan

Presenter
Presentation Notes
日揮株式会社の大河内でございます。宜しくお願い致します。本日は、環境省委託事業「環境配慮型CCS実証事業」、英語では「Sustainable CCS Project」と呼ばれていますが、その中で実施していますCO2の輸送についてご紹介したいと思います。先ほど、東芝エネルギーシステムズ様から、三川発電所のCO2分離・回収設備のご説明がございましたが、私の説明では、そこから回収したCO2を、日本の沖合の貯留サイトまで海上輸送して、沖合で海底の貯留層へ圧入するための輸送と圧入の方法につきまして、概要をご紹介したいと思います。



2Japan CCS Forum 2019

1. CO2 Transport

Standard Condition（GAS）2.0 kg/m3
（0℃, 1 bar）

Liquefaction（Liquid） 1,030 kg/m3
（-20℃, 20 bar）

The volume of CO2 is reduced 
to about 1/550 by liquefaction

Image of CCS
※①～③: Ship transport case
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SOURCE: English translation of Ministry of Environment Japan’s material

CCS Flow Need to transport the CO2 captured from 
CO2 emission sources

 Select transport methods considering the 
locational relationship between CO2 
emission sources and storage sites, 
existing infrastructures and transport 
capacity, etc.

Onshore transport ;
Pipe line, Tank Lorry (truck) and Railway

Offshore transport ;
Ship transport, Subsea Pipe line

 CO2 physical property at transport;
Gas, Liquid, Solid

 In offshore ship transport, higher 
transport efficiency by the volume 
reduction with compression and 
liquefaction

CO2 reservoir

Subsea

Presenter
Presentation Notes
CO2の輸送についてご説明します。CO2を安定的に貯留するためには、十分な容量をもった貯留サイトを確保することは、もちろんですが、CO2を安全で、効率的に輸送する手段を確保する必要があると思います。様々な輸送方法が考えられますが、重要な点は、CO2の排出源と貯留サイトの位置関係やその間のインフラ整備状況、輸送量の規模など、そういった個別の条件を考慮して、最適な方法を選択する必要があると思います。例えば、ここにCO2の回収設備があって、ここが排出源になりますが、陸域に貯留層がある場合には、パイプラインやタンクローリーなどで貯留サイトまで運び、圧入することが考えられます。また、海域に貯留サイトがある場合には、近いところに貯留サイトがある場合は、陸域から傾斜掘りでパイプラインで圧入することができますが、貯留サイトが沖合の遠く離れた場所にある場合は、船舶で輸送して、海上から圧入した方が有利な場合があります。もうひとつ重要な点は、船舶で輸送する場合には、CO2を圧縮・液化して、体積を小さくして輸送した方が、効率的に輸送できる点です。例えば、-20℃で20bar程度まで圧縮すると体積は約550分の１まで小さくすることができます。
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2. Significance of CO2 Ship Transport
 When CCS acts as a tool for GHG reduction, it is necessary to identify

reservoirs with sufficient to stably storage CO2 together with efforts
to reduce the generation of CO2 itself and effectively utilize generated CO2.

 However in Japan, the storage potential for CO2 is small on land, while it
is large in the surrounding sea area. In addition, most major CO2
emission sources are located in coastal areas. Therefore, from
transportability point of view, CO2 storage in sea areas are
considered as a reasonable option.

 When the storage site is offshore far from CO2 emission sources, a series of 
system of CO2 liquefaction, CO2 ship transport and CO2 on-board injection 
is required.

 A series of CCS systems from transport to injection (CCS integrated 
system) has not been proven in Japan. Therefore, Demonstration 
Testing at practical scale needs to be conducted from the viewpoint of 
establishing technical feasibility, safety and economy before reaching the 
commercial stage in the future.

 Under the Basic Energy Plan, etc., research and development aimed at 
commercializing CCUS technology in around 2020 are being promoted, and 
for that purpose, it is necessary to urgently establish CO2 maritime 
transportation technology.

Location distribution of
thermal power plants in Japan

Presenter
Presentation Notes
CCSを温室効果ガス削減の手段として使う場合、必要な規模でCCSを推進するためには、安定的に貯留できる十分な容量を備えたサイトを活用する必要があると考えられます。しかし、日本では、CO2を貯留できる貯留ポテンシャルは、陸域には少なく、一方、周辺の海域に沢山存在するという特徴があります。また、CO2の主要な排出源となる火力発電所等が沿岸部に多数存在するという個別の事情がありまして、輸送を考慮すると、海域への貯留が合理的な選択肢ではないかと考えられるわけです。貯留サイトが排出源から遠距離の海域にある場合、排出されたCO2を効率的に輸送するためには、一旦、液化減容した上で、海上輸送して、海底下の貯留層へCO2を圧入する必要があります。海域の貯留サイトの活用を目的としたCO2の分離・回収から海上圧入までの一連のシステム、CCS一貫システムと呼んでいますが、国内でまだ経験がございませんので、将来の商用段階の前に、技術、安全性及び経済性の点から、実際の貯留サイトを対象とした試験による実証が必要であると考えられます。エネルギー基本計画等では、2020年頃のCCUS技術の実用化を目指した研究開発を進めるとされておりまして、そのためには、CO2海上輸送技術を早急に確立する必要があると考えられます。
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3. Features of Ship Transport
 Less subject to transport distance and water depth changes

 High flexibility in changing transport routes, phase to phase expansion and scale changes of 
the project

 High degree of freedom in connecting emission sources and storage sites

 Solution against the difficulty of constructing medium- or long-distance pipelines 
onshore/offshore.

 As a result of preliminary economic analysis for the combination of various sources and 
storage sites in this project, ship transport was superior to pipeline transport in 2/3 of the 
cases, and the effectiveness of CO2 ship transport  in Japan was confirmed.
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Presentation Notes
次に、船舶輸送の特徴についてご説明したいと思います。右の図は、横軸に輸送距離、縦軸にCO2の輸送単価をお示ししたものです。これは、一般的な傾向をお示しするものですが、輸送距離が短いとパイプライン輸送の方が有利ですが、船舶輸送の方は、遠距離になっても、コストの増加がパイプラインに比べて小さいという傾向があります。また、左の図のように、 CO2の排出源が左側の沿岸部に複数存在して、右側の海域に複数の貯留サイトがある場合を想定しますと、船舶輸送では、輸送ルートの変更がし易いとか、排出源と貯留サイトの組み合わせが自由に選択できるという利点があります。本事業の中で、いろいろな国内の排出源と貯留サイト候補の組み合わせを考えて、輸送コストの検討を実施いたしました。その結果では、2/3のケースでパイプラインで輸送するよりも、船舶輸送の方が優位な結果となることがわかりました。こういうことからも、日本でCO2輸送を行う場合に、船舶輸送を利用することの有用性があることが分かりました。
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4. CCS Integrated System for Offshore Storage Sites
(1) CO2 Ship Transport and Injection System

Example of Technical Option for
CO2 Ship Transport and Injection System

Presenter
Presentation Notes
この図は、CO2の船舶輸送と圧入システムの技術オプションの一例をお示ししたものです。左上に火力発電所がありまして、その右側にCO2の回収設備、液化設備、貯蔵設備があります。港まで、パイプラインで液化したCO2を輸送してから、ローディングアームでCO2輸送船に積み出ます。その後、輸送船は、貯留サイトまで移動しまして、貯留サイトに到着したら、輸送船から圧入船へ液化CO2を移送します。それから、圧入船に受け入れた液化CO2をフレキシブル・ライザー・パイプ、FRPと書いていますが、このホースを通じて、海底下の貯留層へポンプで圧入する仕組みになっています。
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4. CCS Integrated System for Offshore Storage Sites
(2) Overview of Main Facilities and Equipment

CO2 Injection Ship

CO2 Transport ShipCO2 Loading at PortCompression, Liquefaction and Storage

CO2 Injection Ship

FRP
Mooring Rope

Turn Table

Presenter
Presentation Notes
この図は、もう少し、設備や機器を詳しくお示ししたものです。左側は、圧縮・液化・貯蔵設備のイメージ図になります。左から、圧縮設備、液化設備、貯蔵設備の順番で並んでいます。次の図は、港で、液化CO2を、輸送船にローディングする際のイメージ図です。それから、右の図が輸送船で、左下の図が圧入船になります。右下の図は、CO2を貯留層に圧入するためのフレキシブルライザーパイプや圧入船を係留するための係留ロープを書いた図になります。これらの設備は、圧入船の船首で接続されています。圧入船の船首には、これらの設備と接続するための特別な装置を装備する必要があります。また、海底には、圧入船が、海上の風の方向に応じて、船首の向きを回転して安定した位置に維持するためのターンテーブルが設置されています。
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4. CCS Integrated System for Offshore Storage Sites
(3) Steps for establishing CCS Integrated System

Fiscal 2016 2017 2018 2019 2020

Study for technical issues related to
CO2 transport and countermeasures

Study for the combination of sources & sinks and 
selection of the candidate transport models

Confirming prospect of 
technical feasibility of  
each component 
technology

Economic analysis of optimal transport method 
considering the combination of various emission 
sources & storage sites

Screening of 
Scenarios

Basic Concept for 
Demonstration of CCS 

integrated system

Transport model 
concept for future 
commercial phase

Transport model rationalization and 
countermeasure proposal

Comparative study of 
multiple transport

scenarios

Concretizing the demonstration test plan

◆Various Options
・Onshore capacity
・Transport capacity
・Transport distance
・Sea depth at storage site
・Port conditions
・Injection/mooring 

methods

・Optimization of whole 
system

・Screening of technical 
options

・Cost reduction

Study and demonstration on component 
and elemental technology applicable to 
commercial phase

Study for the future commercial phase

Presenter
Presentation Notes
こちらは、本プロジェクトの2016年度から2020年度までのスケジュールをお示ししたものです。2016年から開始していますが、上段は、実証試験計画のための検討で、下段は、将来の商用化に向けた検討となっています。実証試験計画のためのステップですが、2017年度までは、CCSの一貫システムを構成する個々の技術要素の検討を行って、技術的成立性の見通しを確認しました。2018年度からは、もう少し具体的な設備構成等の検討段階に入っています。しかし、対象となる貯留サイトまでの距離や水深条件など、また、海底への圧入方法など、まだ、色々な条件が確定していないものもありますので、複数の輸送シナリオを設定して、幅広く検討することにしています。本年度は、昨年度検討した複数の輸送シナリオについて、性能やコストの観点から、比較検討して、シナリオの絞り込みを行って、2020年度には、実証試験のための基本概念を作り上げる予定になっています。商用段階に向けた検討といたしましては、はじめに、国内の色々なCO2排出源と貯留サイトの組み合わせを考えて、経済性の検討を行いまして、その結果を受けて、現在、商用段階に向けて輸送モデルの検討を行っています。2020年度には、将来の商用段階に向けた輸送モデル概念を作成する予定になっています。
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 The CCS integrated system is composed of various sub-systems, such as onshore facilities 
(capture, liquefaction, storage) , port facilities, CO2 transport/injection ship, injection 
systems (Flexible Riser Pipe, mooring) , monitoring system.

Onshore facilities can be designed with combination of existing engineering technologies 
and need to be constructed at rational cost by optimizing its capacity in accordance with 
transport capacity.

Port location for CO2 loading needs to be secured near the capture facility.
CO2 transport and injection ships can be constructed based on conventional LPG vessels 

but need adequate interface with seabed facilities.
With regard to offshore injection facilities, it is prospected that turrets and mooring 

technology used in existing offshore oil field production bases are applicable to this project. 
Since many are made up of foreign-made equipment, it is necessary to examine the 
compatibility with domestic standards and the safety of maritime operations related to 
liquefied CO2 handling.

 Regarding storage in the subsea reservoir, it is necessary to proceed to the detailed design 
and construction phase through optimization of the whole system, considering several 
fundamental conditions such as transport distance, sea depth, marine/weather conditions, 
seabed ground conditions, etc.

5. Summary

Presenter
Presentation Notes
まとめになりますが、CCS一貫システムは、陸上設備、港湾設備、輸送船、圧入船、圧入・係留設備、モニタリングシステム等の複数の設備で構成されることになります。陸上設備については、CO2の輸送量を考慮して、設備容量などを最適化して、合理的なコストで建設できるようにする必要があると考えています。また、CO2の回収設備の近くにCO2を積み出すための港の場所を確保する必要があります。海上の設備については、タレットや係留技術については、既存の石油生産基地などで使用されているオフローディングの技術を応用できると思いますが、大半が海外の技術のため、国内基準への適合性や液化CO2の洋上での取り扱いなどの運転操作に係る安全性の検討が必要だと考えています。本格的な設計や建設の段階に進むには、まだ確定していない基本条件を明確化して、全体の最適化を行う必要があると考えています。
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6. Target and Prospects
Target of this project up to fiscal 2020

◆Implement detailed study of ship transportation technology to efficiently transport and 
inject CO2 recovered from the large-scale CO2 capture plant

◆Establish basic concepts to fully start optimization, detailed design, and construction for 
demonstration tests

Future Prospects
Aim to rapidly establish CO2 maritime transportation technology, which is one of the 
important components of this technology toward the practical application of CCS technology 
around 2020 
Although some conditions for system design, such as pre-conditions related to storage site, are 
not determined at present, the concept of the transport system for the demonstration 
test is expected to be established by broadly evaluating multiple transport scenarios in term of 
technical and economic aspects.
Continually study and demonstrate the integrated systems and elemental technologies applied 
to the commercial phase, in order to deploy CCS as one of the global warming 
countermeasures

Presenter
Presentation Notes
目標と今後の見通しについてですが、2020年度までの目標といたしましては、CO2の回収設備から回収したCO2を効率的に輸送して、圧入するための船舶輸送技術について、より詳細な検討を実施して、実証試験に向けた本格的な設計・建設の段階に進むための基本概念を作成したいと考えています。今後の見通しですが、2020年頃のCCS技術の実用化に向けて、CO2の船舶輸送技術を早急に確立する必要があると考えています。現在、設計に必要な条件で確定していないものもありますが、複数の輸送シナリオを幅広く検討することによって、実証試験のための輸送システムの基本概念をつくりたいと考えています。同様に、商用段階に向けた検討も継続して実施してまいりたいと思います。以上で、ご説明を終わります。
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