
 

 

令和元年度海外炭開発支援事業 

海外炭開発高度化等調査 

「海外カーボンリサイクル技術実現可能性調査」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 2年 2月 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

は じ め に 

 

石炭は安価で地域的な偏在がなく豊富に賦存するエネルギー資源であるが、燃焼時の CO2排

出量が多いといったマイナス面がある。しかしながら、この安価で豊富な石炭を今後も使用するた

めには、燃焼時に発生するCO2の大幅な削減が不可欠で、そのためには、あらゆる技術的な選択

肢を追求していく必要がある。その中でも、CO2 を資源として捉え、これを分離・回収し、多様な炭

素化合物として再利用するカーボンリサイクルに係る技術は、将来有望な選択肢の一つであり、資

源エネルギー庁では、2019 年 2 月、カーボンリサイクル室を設置し、そのイノベーションの加速化

に取り組んでいる。具体的な取組の一つとして、同年 6 月、カーボンリサイクル技術ロードマップが

策定された。  

特に、石炭からの CO2 排出削減効果を上げつつ炭素化合物として再利用するためには、国内

の企業や研究機関等が所有する技術のみならず海外の企業や研究機関等が所有する技術（以下

「海外技術」という。）の国内での事業性を確かめること等により、一つでも多くの技術を確立し、国

内で普及していくことが重要である。 

本調査では、カーボンリサイクル技術ロードマップにおいて短期的のみならず中長期的にも技

術普及のターゲットと位置づけられ、CO2 削減ポテンシャルが大きいとされる鉱物分野（炭酸塩、コ

ンクリート製品・コンクリート構造物などの製造技術）に焦点を当て、海外技術の国内での実用化の

可能性について調査を行うことにより、石炭火力発電所等で発生するCO2の我が国での中長期的

な排出削減技術の実現可能性を調査した。 

 

本調査結果が、我が国の石炭需要家やカーボンリサイクル技術等に関わる各位の参考になれ

ば幸甚である。 
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要     約 

 

本調査は、カーボンリサイクル政策のうち CO2削減ポテンシャルが大きいとされる鉱物

分野（炭酸塩、コンクリート製品・コンクリート構造物などの製造技術）に焦点を当て、海

外技術の国内での実用化の可能性を検討することにより、石炭火力発電所等で発生するCO2

の我が国での中長期的な削減技術の可能性を調査することを目的とし、世界の CO2 を利用

した炭酸塩製造技術の最新情報を収集し、その中から有望と思われる技術について実際に

現地調査を実施し、さらにそれらの技術の我が国への導入可能性について検討した。 

まず始めに、世界の CO2を利用した炭酸塩製造技術の最新情報について、Web サイト、

発表論文をはじめ、米国 DOE、カナダ CANMET、豪州 CSIRO 等の政府機関への問い合

わせによる情報収集を実施し、世界で実際に開発が進められている技術について調査を行

い、その中から 8 件の技術を抽出した。 

次に、抽出した 8 件の技術について、さらなる情報を収集し、①発電所等の排ガスがそ

のまま利用できるかどうか、②開発ステージ、③商用規模プラント設計の実現可能性、④

CO2削減量、⑤経済性、⑥市場性の各項目について評価を実施した。その結果、GreenOre

技術と O.C.O. Technology が他に比べて特に高い評価となったので、それらの技術につい

て、実際に技術を保有している機関への現地調査を実施した。 

GreenOre 技術を開発しているコロンビア大学及び O.C.O. Technology を商業化してい

る O.C.O. Technology 社への訪問調査を実施した結果、O.C.O. Technology は、商業化して

いるものの、液化炭酸ガス（高濃度の CO2）を購入し、原料の一部と CO2を反応させて炭

酸塩を製造しており、CO2の削減量はあまり期待できなかった。また、製造されている骨材

は軽量骨材として販売されているが、破壊強度はチャートの約 40％であった。 

一方、コロンビア大学が開発している技術は、大学の研究室レベルでの実験を終了し、

小型ベンチ規模装置による試験が実施され、その結果を踏まえて、中国企業とパイロット規

模のプラント（高炉スラグから年産 750～1,000t の炭酸塩製造）を建設しているところで

ある。本技術は、高炉スラグ、マグネシウム（Mg）やカルシウム（Ca）含有鉱物、石炭灰

等の原料からキレート抽出剤を使ってカルシウム、マグネシウムを抽出し、100℃以下、45

気圧程度で CO2 と反応させ、炭酸塩を主とした製品を製造する技術である。石炭火力発電

所等から排出される CO2 を含む排ガスをそのまま反応に使うことができるので、あらかじ

め CO2 を分離回収する必要がない等の特徴を持っており、我が国へ導入が可能な有望な技

術の一つと考えられた。 

そこで、GreenOre 技術の日本の石炭火力発電所への導入可能性について検討した。検

討対象とした発電所は、勿来発電所 USC（超々臨界圧発電：Ultra Super Critical）、勿来

発電所 IGCC（石炭ガス化複合発電：Integrated coal Gasification Combined Cycle）、大崎
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クールジェン、新設される勿来 IGCC パワー発電所、及び広野 IGCC パワー発電所の 5 発

電所で、それぞれの発電所で排出される石炭灰・スラグを、それぞれの発電所から排出され

る CO2と反応させて固定化利用するという前提で行ったものである。 

CO2固定化量は、4 基の IGCC 発電所（合計出力 149.6 万 kW）を合わせても、年間 1.9

万 t であった。CO2固定化割合は、USC（微粉炭火力）では 0.019%（CO2固定化量は約 0.13

万 t）と非常に小さいが、IGCC では 0.26%となり USC に比べると約 14 倍の値となった。

仮に、2020年度断面での石炭火力発電所（総出力 4,418万 kW と仮定）を全て IGCCに置き換

えた場合でも、CO2固定化量は年 57 万 t であった。 

これは、石炭火力発電に伴う CO2排出量に対して発電所サイトで発生する石炭灰あるい

はスラグの排出量が限定的で、含まれるカルシウム量も限られているためで、CO2固定化割

合も小さなものとなり、CO2 固定化量にも限度があるためである。有効な CO2 固定化シス

テムを石炭火力発電所で構築するためには、炭酸塩生成物を用いた製品をその形態や用途

に応じて適正化を図り、他のカルシウム源など（鉄鋼スラグや廃コンクリート等の副生品や

蛇紋岩・橄欖（かんらん）岩などの天然材料）を原料等に併用することで、CO2固定化割合

を高める手法を確立する必要がある。 

炭酸塩生産プラントの建設費は、勿来発電所 10 号機（IGCC）から排出されるスラグを

全量原料とするケースを想定した場合、7,100t/年の生産規模で約 71 億円と試算された。同

様に、大崎クールジェン、勿来 IGCC パワー、広野 IGCC パワーを含む他の 3 基の IGCC

発電所についても試算した。4 つのサイトに、各々個別に炭酸塩生産プラントを設置した場

合、製品（炭酸塩）生産量は合計で 43,600t となり、建設費合計は約 362 億円と見込まれる

が、これはあくまで炭酸塩生産能力 1,000t/年規模での米国での建設費を基にラング係数

（Lang Factor）法によるスケール換算則を適用した概算値である。 

本技術の経済性に関しては、勿来発電所 10 号機での炭酸塩製造プラント建設費 71 億円、

合成炭酸塩として生産する 7,100t/年を軽質炭酸カルシウムとして販売するものとして、事

業期間を 20 年として経済性を評価してみると、初期投資等が過大なため黒字化は見込めな

いことが判明した。建設費や操業費等の大幅な削減と製品の高品質化による販売価格の向

上などが必要である。このためには、Dry Fork 発電所（米国ワイオミング州）で検討され

ている実証試験によるデータや中国で建設中のパイロットプラントの運転データに基づく

エンジニアリング面での検証等を含めた技術開発並びに設備建設コスト等の詳細なスタデ

ィが必要となる。 

今後、GreenOre 技術の実用化を進め、日本での適用が可能となれば、合成石灰の生産量

と同規模の製品を炭酸塩から製造できる可能性もあり、将来の有望な技術として更なる技

術開発を進めることが望まれる。 
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Summary 

 

Purpose of the study is to research possibility of implementing technologies to 

reduce CO2 emission at coal-fired power plants in Japan over mid-and-long term 

perspective by considering practical utilization of technologies developed overseas, 

focusing on mineral production technologies  (carbonate and concreate material 

production technologies) which believed to possess higher potential of CO2 reduction 

in the carbon recycle policies, Japan. The latest information around the world on 

carbonate production technologies utilizing CO2 was collected for selecting prospective 

technologies followed by field surveys. The selected technologies were then reviewed 

for feasibility study on implementing in Japan. 

Firstly, the latest information on carbonate production technologies utilizing CO2 

was collected at the website and by the published papers and reports, as well as for 

inquiries to the government authorities as Department of Energy USA, 

CanmetENERGY research centres Canada, Commonwealth Scientific and Industrial 

Research Organisation (CSIRO) Australia and etc. Then further researches were 

conducted on the technologies which were currently under development among the 

information collected, and eight technologies were selected for the next validation. 

Secondary, assessment and evaluation of the following six items on the eight 

technologies were performed along with the additional information collected; 1. Ability 

of direct utilization of CO2 in flue gas at power plants, 2. Developed stage, 3. Feasibility 

of commercial scale plant design, 4. Expected amount of CO2 reduction, 5. Economics, 

6. Marketability. Among evaluated eight technologies, GreenOre Technology and 

O.C.O. Technology received higher evaluations, and field surveys were conducted at 

where these proprietary technologies were developed. 

Columbia University has developed GreenOre Technology while O.C.O. 

Technology LTD has commercialized O.C.O. Technology and the results of surveys at 

these organizations were as follows. 

O.C.O. Technology was commercialized technology, however, it required purchase 

of liquefied carbon dioxide (High concentration of CO2) outside to be reacted with part 

of raw material to produce carbonate. In other words, sufficient effect of CO2 reduction 

using O.C.O. Technology could not be expected. In addition, aggregate materials 

produced with O.C.O. Technology have been sold as lightweight aggregate, but its 

fracture strength was about 40% of that of chert. 

GreenOre Technology by Columbia University, on the other hand, finished the 
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academic laboratory research and conducted small-scale bench test, and the test result 

brought it to even next step of collaborating with Chinese company to construct a pilot 

plant (annual carbonate production of 750t to 1,000t using blast furnace slug as raw 

materials). GreenOre Technology was capable of producing carbonate by the reaction 

of CO2 and calcium (Ca) or magnesium (Mg) in raw materials at the temperature of 

under 100 degrees Celsius and at 45 atmospheric pressure (atm). To extract Ca and Mg 

from raw materials of blast furnace slug, Mg-containing minerals, Ca-containing 

minerals and coal ash and etc., the chelate extractant was used. 

Based on the results of assessment and field survey, feasibility study on GreenOre 

Technology to introduce at coal-fired power plants in Japan was considered as the next 

step. The study was conducted on the following five power plants as the survey 

examination targets: Nakoso USC (Ultra Super Critical) Power Plant, Nakoso IGCC 

(Integrated coal Gasification Combined Cycle) Power Plant, Osaki CoolGen (IGCC) 

Power Plant, New Nakoso IGCC Power Plant and New Hirono IGCC Power Plant. 

Scope of the study targeted CO2 utilization, or CO2 reduction, by reacting coal ash or 

slag generated after combustion or gasification at the respective power plants with CO2 

emitted at each plant. The study showed that the total volume of annual CO2 reduction 

from the aftermentioned 4 IGCC power plants (total output of 1,496MW) would reach 

19 thousand tons. CO2 reduction rate at the IGCC power plants was about 0.26%, which 

was 14 times as high as the rate of 0.019% (annual CO2 reduction of 1.3 thousand tons) 

at the USC power plant (pulverized coal-fired). The study also showed that annual CO2 

reduction amount would reach 570 thousand tons given that all types of coal-fired power 

plants operated in 2020 (supposing total output of 44,180MW) to replace with IGCC 

power plants. 

Seen from different point of view, limited amount of coal ash or slag generated at 

coal-fired power stations compared to total amount of CO2 emission from coal-fired 

power generation would influence on CO2 reduction rate which remained not high. In 

order to build an effective CO2 utilization system at coal-fired power plants, establishing 

a method of increasing CO2 reduction rate could be an essential contribution by 

manufacturing carbonate-derived productions with flexibility in configuration and 

application as well as combined utilization of outside Ca material source (by-products 

as steal slag and waste concreate, and natural resources of serpentine and peridotite) as 

carbonate raw materials. 

Construction cost of carbonate plant assuming utilizing all slag generated at No.10 

Nakoso IGCC Power Plant alone for carbonate production was estimated at 7.1 billion 

Japanese Yen (JPY) with annual production of 7,100 tons. Next study on same 
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estimation on all aforementioned 4 IGCC Power Plants including Osaki CoolGen 

(IGCC) Power Plant, New Nakoso IGCC Power Plant and New Hirono IGCC Power 

Plant showed total construction cost of 36.2 billion JPY with 43.6 thousand tons of 

carbonate production if each carbonate plant was constructed at respective plant site. 

The cost estimation was conducted using scale conversion rules by Lang factor method 

based on plant construction cost in U.S. with annual carbonate productive capacity of 

1,000 tons. 

Given condition of 7.1 billion JPY carbonate plant construction cost calculated 

through No.10 Nakoso IGCC Power Plant study, light-carbonate calcium sales from 

annual synthetic carbonate production of 7,100 tons and 20-year project period, 

economic of GreenOre Technology might suggest no prospects for profitability because 

of high initial investment cost. For achieving positive figure by GreenOre Technology, 

drastic cut in construction and operation costs along with higher sales price by pursing 

higher production value were needed in consideration. Technical development and 

further study on such as construction costs would be necessary including analysis in 

engineering aspects on data accumulated through a demonstration test considered to be 

conducted at Dry Fork Power Station in Wyoming State in U.S. and operational practice 

at a pilot plant being constructed in China. 

Realizing commercialization and application of GreenOre Technology in Japan has 

potentiality of practicing carbonate production as same quantity as that of synthetic lime. 

Promoting technological development of GreenOre Technology is expected as one of 

the prospective technologies applied in Japan. 
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 調査の概要 

 

 調査の目的 

安価で地域的な偏在がなく豊富に賦存するが、CO2排出量の多い石炭を今後も使用する

ためには、燃焼時に発生するCO2排出の削減が不可欠で、今後の大幅な排出量削減のため

には、あらゆる技術的な選択肢を追求していく必要がある。その中でも、CO2を資源とし

て捉え、これを分離・回収し、多様な炭素化合物として再利用するカーボンリサイクルに

係る技術は、将来有望な選択肢の一つであり、資源エネルギー庁では、2019年2月、カー

ボンリサイクル室を設置し、そのイノベーションの加速化に取り組んでいる。具体的な取

組の一つとして、同年6月、カーボンリサイクル技術ロードマップが策定された。 

本ロードマップでは、CO2を利用可能なエネルギー・製品毎にコスト低減に向けた課題

と目標を明確にしており、今後、国内外の政府・民間企業・投資家・研究者などに広く共

有することにより、イノベーションを加速化することを目的としている。  

本調査では、カーボンリサイクル技術ロードマップにおいて短期的（2030 年）のみなら

ず中長期的（2050 年以降）にも技術普及のターゲットと位置づけられ、CO2削減ポテンシ

ャルが大きいとされる鉱物分野（炭酸塩、コンクリート製品・コンクリート構造物などの製

造技術）に焦点を当て、CO2排出量の多い石炭からの排出削減効果を上げるためには、国内

の企業や研究機関等が所有する技術のみならず海外の企業や研究機関等が所有する技術

（以下「海外技術」という。）の国内での事業性を確かめること等により、一つでも多くの

技術を確立し、国内で普及していくことを目的に調査した。 

現在、世界各国でカーボンリサイクルに係る技術開発が国の補助及び民間レベルにおい

ても実施されており、その中で技術的にも経済的にも実現可能な技術を抽出し、実用化を図

ることにより、早期にカーボンリサイクル社会を実現していくことが望まれている。このた

め、本調査では海外における有望な技術を選定し「当該技術の実現性（技術そのものの商用

規模プラント設計の実現可能性と経済性）」や日本での利用可能性についても評価検討する

こととした。 

 

 調査の項目 

 CO2を利用した炭酸塩製造技術の選定 

CO2排出削減のためにCO2を利用した炭酸塩製造技術を開発している国及び機関等につ

いて、それらの技術及び開発者、資金の出所、開発ステージについての文献、Web による

調査を実施し、比較的有力と思われる 8 件の技術を選定し、その技術内容について評価検

討した。本調査では、その中から最も有力と思われる技術を 2 件選定し、さらに現地調査な

どを通して、最終的には有望な 1 件に絞り、技術の実現可能性や日本での利用可能性につ

いて評価検討した。 

比較的有力と思われる技術には、以下のようなものがある。 
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(1) GreenOre（コロンビア大学及び GreenOre CleanTech社、米国） 

(2) O.C.O. Technology（O.C.O. Technology社、英国） 

(3) Blue Planet（南カルフォルニア大学、米国） 

(4) Solidia（Solideia社、米国） 

(5) CarbonCure（CarbonCure Technologies社、カナダ） 

(6) Carbon Capture Machine（Carbon Capture Machine社、英国） 

(7) Carbon Upcycling UCLA（Carbon Upcycling UCLA社、米国） 

(8) Mineral Carbonation（Mineral Carbonation International社、豪州） 

 

また、(1)から(8)までの技術の概要は、以下の表 1.2.1 に示すとおりである。 

 

 

表 1.2.1 主な炭酸塩製造技術 

 

技術名 国名 開発者 概要 

(1) GreenOre 米国 
Columbia 大学
GreenOre 
CleanTech 

高炉スラグ、マグネシウムやカルシウム含
有鉱物、石炭灰等の原料からキレート抽
出剤1を使ってカルシウム、マグネシウムを
抽出しCO2と反応させ（100℃以下、45気
圧程度)、炭酸塩を主とした製品を製造す
る技術である。石炭火力発電所等から排
出される CO2 を含む排ガスをそのまま反
応に使うことができる。 

(2) O.C.O. 
Technology 

英国 
UCL (University 
College London) 
Greenwich 大学 

都市ゴミ焼却灰、ボトムアッシュ、フライアッ
シュ、鉄鋼スラグなど様々な廃棄物に含有
するカルシウムとCO2 を反応させ、炭酸カ
ルシウムを含む骨材を製造する技術で、
英国ですでに実用化されている。 

(3) Blue Planet 米国 
Stanford大学 
Blue Planet Ltd. 

本プロセスは、未処理の排ガスからアンモ
ニア水による CO2 回収法により CO2 を固
定し、その後炭酸アンモニウム溶液と一般
的な岩石廃棄物やカルシウム、マグネシウ
ム、鉄などの金属イオンを含む産業廃棄
物と接触させることにより、廃棄物粒子の
周りに炭酸塩が形成された骨材を製造す
る技術である。このプロセスは、CO2 の回
収とそのCO2を使った鉱物化技術である。 

(4) Solidia 米国 
Solidia 
Technologies 

CO2 低排出セメント（Solidia cement: 
原料組成から焼成時の脱炭酸量を削減）
と、コンクリートを固化させるのに水で
はなく、CO2を使うことにより 24 時間
未満で硬化するコンクリート製造技術
で、コンクリート製造において CO2 が
削減される。 

 
1 複数の配位子を持つ有機系のアルミノカルボン酸塩で、金属イオンを取り込み、錯体を形成する 
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(5) CarbonCure カナダ 
CarbonCure 
Technologies 

液化 CO2 を購入し、それをセメントミ
キサーやミキサートラック内に設置さ
れたノズルから適量吹き込むことによ
り、セメント硬化中に CO2 とセメント
の水和反応が進行するとともに、炭酸カ
ルシウムが形成さることにより、CO2が
固定化されたコンクリートが製造され
る。 

(6) Carbon Capture 
Machine 英国 

Carbon Capture 
Machine 

煙突から発生した CO2 とアルカリ溶液
を反応させ CO2 を捕集し、その後炭酸
イオンを含んだ溶液と海水からのマグ
ネシウムやカルシウムを含んだ溶液と
混合することで、炭酸イオンとマグネシ
ウムやカルシウムが反応し、炭酸塩が沈
殿し、製品となる。 

(7) Carbon Upcycling 
UCLA 米国 

Carbon Upcycling 
UCLA 

フライアッシュ、高炉スラグなどからカ
ルシウムを Ca(OH)2 として抽出し、そ
の Ca(OH)2 を含むセメントスラリーで
コンクリート製品を成形し、それを火力
発電所の煙突から供給される CO2 に曝
露することにより、CO2を吸収したコン
クリート製品を製造する技術である。 

(8) Mineral 
Carbonation 

豪州 
Mineral 
Carbonation 
International 

蛇紋岩を加熱し、脱水反応により形成さ
れた活性蛇紋岩（苦土かんらん石
（Mg2SiO4））と CO2を反応させること
で、MgCO3 を生成させることにより、
CO2を削減する技術であるが、活性蛇紋
岩を製造するのに、高温が必要である。 

 

 炭酸塩製造の海外技術の状況調査 

1.2.1 で示した 8 件の CO2 を利用した炭酸塩製造技術に関して、CO2 削減効果の大きい

発電所等から排出される CO2 を活用できること、小規模なレベルでの技術が確立されてい

ることの観点を始め、技術の実現性（技術そのものの商用規模プラント設計の実現可能性と

経済性）、現在の開発ステージ及び商業化の可能性を軸として評価検討した。 

さらに、その中で最も高く評価した 2 技術については、以下に示す項目をさらに詳しく

調査した。 

(1) 技術の実現性（技術そのものの商用規模プラント設計の実現可能性と経済性） 

(2) 当該技術を利用して製造される物質の用途 

(3) 上記の市場規模 

(4) 製造プロセスに係る設備や製造に要するコスト 

(5) 選定した炭酸塩製造技術のライフサイクル全体を通しての CO2削減量（LCA）  

  

 日本での利用可能性 

(1) モデル発電所の仕様調査 

わが国のエネルギー分野における CO2の排出量のうち火力発電が 50%程度を占め、その
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中で石炭火力は 30%弱を排出しており最も多い。このような状況を踏まえ、石炭火力から

排出する CO2と石炭燃焼・ガス化後の灰やスラグ中に含まれるカルシウム（Ca）及びマグ

ネシウム（Mg）原料を反応させて炭酸塩を製造することにより、石炭火力から排出されて

いる CO2の削減可能性について検討した。 

CO2 と反応させて炭酸塩を製造する場合、カルシウムあるいはマグネシウム原料が必要

になるが、IGCC（石炭ガス化複合発電：Integrated coal Gasification Combined Cycle）で

は石炭灰の融点の低い石炭を使用する必要があるため一般的に灰中のカルシウム分が多い

ことから、モデル発電所として IGCC を選定した。また、比較検討用として勿来発電所の

微粉炭火力発電所（超々臨界圧発電：USC（Ultra Super Critical））を我が国の代表的微粉

炭火力発電所として検討に加えた。 

 

(2) 炭酸塩の用途調査 

炭酸塩製造技術は製造された炭酸塩がどのように利用できるか、その時の販売価格がど

うなるか、などによって事業性が大きく左右されるため、炭酸塩の用途評価は重要な調査項

目となる。 

既存市場として炭酸カルシウムによる天然の石灰石の代替が考えられる。石灰石鉱業協

会による調査2では、平成 27 年度実績として、国内で約 140 百万 t の石灰石が使用されて

いると報告されている。主な用途はセメント原料、コンクリート骨材、道路用砕石、製鉄用

原料などである。 

また、合成品である軽質炭酸カルシウムや炭酸マグネシウム等、その他の炭酸塩の市場

についても調査した。 

これらの既存市場のうちセメント原料としての炭酸塩の使用は、セメント製造中に CO2

を再放出するのでカーボンリサイクルを目的とする製品利用の対象とするにはふさわしく

ない等、選定された炭酸塩製造技術で製造された炭酸塩がどの用途に向いているか、その場

合の販売・輸送等は既存のインフラが利用できるかなどを調査、評価した。 

 

 CO2排出量とカーボンリサイクル政策 

 

 世界および日本の石炭火力発電起源の CO2排出量 

IEA のデータ3によると、2018 年時点におけるエネルギー起源の世界の CO2排出量は約

332.4 億 t/年となっており、そのうち 3.24%（約 10.8 億 t）は日本からの排出である。図

1.3.1 に世界と日本の 2018 年時 CO2排出量と火力発電所からの CO2排出量を示す。  

 
2 石灰石鉱業協会ホームページ：https://www.limestone.gr.jp/analysis/index.htm  
3 IEA, World Energy Outlook 2019 

https://www.limestone.gr.jp/analysis/index.htm
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出典：IEA, World Energy Outlook 2019 

 

図 1.3.1 世界と日本の 2018 年における火力発電所からの CO2排出量 

 

火力発電所から排出される CO2が排出量全体に占める割合は、世界では 41.6%、日本で

は 47.4%となっており、約 4 割が火力発電所からの CO2となっている。さらに、石炭火力

発電所が占める割合は世界、日本共に約 3 割となっており、火力発電所からの CO2の半分

以上は石炭火力発電所から排出されている。 

 

 カーボンリサイクル政策 

上述したとおり、石炭火力発電所からの CO2 排出量は火力発電所からの CO2 排出量の

半分以上を占める。この要因の一つとして、発電量当たりの CO2 排出量が多い石炭を用い

ていることが挙げられるが、見方を変えれば石炭火力発電所から排出される CO2 をカーボ

ンリサイクル技術と組み合わせた鉱物化技術の適用へと発展させることができれば、CO2削

減と同時に新たな素材や資源の獲得に繋げることもできる。 

カーボンリサイクル技術とは、CO2 を炭素資源（カーボン）と捉え、これを回収し、多

様な炭素化合物として再利用（リサイクル）する技術である4。 

図 1.3.2 にカーボンリサイクルの関連技術を示す。経済産業省では、2050 年に向けて化

石燃料の利用に伴う CO2 の排出を大幅に削減していくためには、あらゆる技術的な選択肢

を追求していく必要があり、このカーボンリサイクル技術を将来、有望な選択肢の一つと考

えている5。そのためには、イノベーションが必要であり、それを効果的に推進するために、

2019 年 2 月 1 日に資源エネルギー庁長官官房にカーボンリサイクル室が設置された。 

 

 
4 経済産業省ホームページ：https://www.enecho.meti.go.jp/category/others/carbon_recycling/ 
5 https://www.meti.go.jp/press/2019/06/20190607002/20190607002-1.pdf 

火力発電-石炭

30.3%

火力発電-石油

2.1%

火力発電-天然ガス

9.2%

その他-石炭

13.8%

その他-石油

32.3%

その他-天然ガス

12.3%

火力発電-石炭

28.7%

火力発電-石油

3.8%

火力発電-天然ガス

14.9%

その他-石炭

12.3%

その他-石油

33.3%

その他-天然ガス

7.1%

332.43億トン-CO2
10.78億トン-CO2

https://www.enecho.meti.go.jp/category/others/carbon_recycling/
https://www.meti.go.jp/press/2019/06/20190607002/20190607002-1.pdf
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：調査対象を示す 

出典：経済産業省“カーボンリサイクル技術ロードマップ” 2019 年 6 月 7 日 

 

図 1.3.2 カーボンリサイクルの関連技術 

 

カーボンリサイクル室では、①CO2の回収コスト低減、②CO2 を素材・資源に転換する

技術の開発（化学品、燃料、鉱物等）、③炭素由来の化学品・資源等の用途開発などに取り

組むことで、新しいエコシステムの構築を目指している。そして、これを実現するためにカ

ーボンリサイクル技術のロードマップ6をまとめ、公表している。図 1.3.36 にカーボンリサ

イクル技術ロードマップを示す。化学品、液体燃料、コンクリート製品を製造することをベ

ースとして、2030 年頃からの普及が期待されており、水素が不要な技術や高付加価値製品

を製造する技術が重点的に取り込まれることとなっている。2030 年から 2050 年にかけて

の「フェーズ 2」では、低コスト化と 2050 年以降に普及を見込める技術のうち、特に需要

の多い汎用品を製造する技術が重点的に取り組まれる。さらに、2050 年以降の「フェーズ

3」では、汎用品の消費拡大と低コスト化に重点が置かれることとなっている。 

 

 
6 https://www.enecho.meti.go.jp/category/others/carbon_recycling/pdf/concept_ja.pdf 

https://www.enecho.meti.go.jp/category/others/carbon_recycling/pdf/concept_ja.pdf
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：コンクリート製品への利用を示す 

出典：経済産業省資料：“カーボンリサイクルについて”, 2019 年 7 月 1 日 

 

図 1.3.3 カーボンリサイクル技術ロードマップ 

 

図 1.3.4 に示す CO2利用7では、本調査の対象である炭酸塩にして利用することが、エネ

ルギー順位の最も低いこと（図 1.3.58参照）から、変換・反応等のプロセスのエネルギー消

費を最小に抑えることができる。これらの特徴をまとめると以下のとおりとなり、製品用途

が広範に亘り、市場規模が大きいことも挙げられる。 

 

炭酸塩化：カルシウム、マグネシウムを含む塩基性化合物との反応による CO2 の固定化 

𝐶𝑎𝑂 + 𝐶𝑂2 → 𝐶𝑎𝐶𝑂3（固体） 

𝑀𝑔𝑂 + 𝐶𝑂2 → 𝑀𝑔𝐶𝑂3（固体） 

 

⚫ 水素や追加エネルギーが不要 

⚫ 無害、安定 ⇒容易な貯留 

⚫ カルシウム、マグネシウムは地殻や海水中に豊富に賦存 

⚫ 石灰石（CaCO3）は建設・土木材料として大きなマーケットを持つ  

 
7 米国 DOE NETL（エネルギー技術研究所）の資料による 
8 数値（kJ/mol）は化学反応に関係するエネルギー・ポテンシャルを示す。炭酸カルシウム（CaCO3）の

生成においては、エネルギー・ポテンシャルがマイナス（-1,130kJ/mol）であるため、容易に反応が進

行する。 
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：炭酸塩化による利用を示す 

出典：コロンビア大学 Ah-Hyung (Alissa) Park 教授プレゼンテーション資料 

 

図 1.3.4 CO2の炭酸塩化による利用 

 

 

 

出典：本調査受託者による 

 

図 1.3.5 CO2の炭酸塩化の特長（エネルギー・ポテンシャル） 
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 調査結果 

 

 CO2を利用した炭酸塩製造技術の選定 

1.2.1 でリストアップした(1)から(8)までの技術について、特徴、技術のステージ、技術

の実現性、市場性等について情報収集し、CO2 削減効果の大きい発電所等から排出される

CO2を活用できること、小規模なレベルでの技術が確立されていること等に着目して、技術

の実現性（技術そのものの商用規模プラント設計の実現可能性と経済性）、現在の開発ステ

ージ及び商業化の可能性の観点を軸として、最も優れた技術を選定することとした。 

 

 

 GreenOre 

(1) 概要 

コロンビア大学及び GreenOre CleanTech 社が開発している技術で、高炉スラグ、マグ

ネシウムやカルシウム含有鉱物、石炭灰等の原料からキレート抽出剤9を使ってカルシウム、

マグネシウムを抽出し CO2と反応させ（100℃以下、45 気圧程度)、炭酸塩を主とした製品

を製造する技術である。石炭火力発電所等から排出される CO2 を含む排ガスをそのまま反

応に使うことができるので、あらかじめ CO2 を分離回収する必要がないのが大きな特徴で

ある。本装置での反応は、キレート抽出剤を使った低温での化学反応であるので、他の炭酸

塩製造技術に比べてエネルギー消費が少なく経済性が高い。 

主要生成物は炭酸塩鉱物で、道路用、土木用、地盤改良用、コンクリート用などの分野

で、骨材や混和材などの用途に使うことができる。炭酸塩鉱物以外に、水ガラス、酸化鉄、

レアアース等も製造可能である。現在、コロンビア大学でベンチスケール規模の試験装置で

各種試験を実施するとともに、中国に高炉スラグを原料としたパイロット規模のプラント

（製造量 750～1,000t/y 規模）を建設中である。 

 

(2) 技術  

ア．原理  

図 2.1.1 に、GreenOre 技術のプロセスを示した。原料の高炉スラグや石炭灰は、粉砕、

磁力選別等の前処理を経てプレ反応槽に送られ、キレート抽出剤により、カルシウムやマグ

ネシウムが抽出される。次に生成槽に送られ、抽出したカルシウムやマグネシウムが CO2

と反応して炭酸塩が生成される。 

コロンビア大学及び GreenOre CleanTech 社が開発している本プロセスは、以下のよう

な特徴を有する。 

⚫ 石炭火力発電等から排出されている排ガスをそのまま反応に使うことができるので、

CO2を分離回収する必要がない。 

 
9 複数の配位子を持つ有機系のアルミノカルボン酸塩で金属イオンを取込み、錯体を形成する 
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⚫ 高炉スラグや石炭灰等の廃棄物が原料となるので、低コストで製品化できる。 

⚫ 高炉スラグ、石炭灰、あるいはマグネシウムやカルシウム含有鉱物からのカルシウム

やマグネシウムを抽出するのにキレート抽出剤を使うことで、温度 100℃以下、圧力

45 気圧以下の条件で反応が進行するので、エネルギー消費が少なく経済性が高い。 

⚫ 高炉スラグや石炭灰中のケイ酸を抽出することにより副産物として水ガラスを製造

することが可能である。また、原料中に酸化鉄、レアアース等が多く含まれている場

合は、それらの金属イオンを化合物として抽出することも可能である。 

⚫ 生成された炭酸塩鉱物は、道路用、土木用、地盤改良用、コンクリート用などの分野

で、骨材や混和材などの用途に使うことができるため、市場性が高い。 

 

 

 

 

 

 

出典：コロンビア大学 Ah-Hyung (Alissa) Park 教授のプレゼンテーション資料を基に作成 

 

図 2.1.1 GreenOre 技術のプロセス図 

 

図 2.1.2 に高炉スラグを原料として、各種のキレート抽出剤を使った場合のカルシウム

とシリカ抽出量の変化を示したが、キレート抽出剤を使うことによりカルシウムやシリカ

の抽出量が非常に多くなることがわかる。特に、カルシウムの抽出反応は 5 分程度の短時

原料：高炉スラグ 

      フライアッシュ 

      鉱物 

 ＋CO
2
 

添加剤：キレート 

主製品：CaCO
3
 

副製品：水ガラス（NaSiOx) 

    酸化鉄 

        アルミナ 

        レアアース         

前処理工程 抽出工程 生成工程 

シリケート抽出

工程 炭酸塩 

酸化鉄 

レアアース 
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間でも急激に進むことが確認されており、適切なキレート抽出剤と pH 条件を組み合わせる

ことで、30～80％程度の抽出率が得られることがわかる。 

 

 

 

出典：コロンビア大学 Ah-Hyung (Alissa) Park 教授プレゼンテーション資料 

 

図 2.1.2 各種キレート抽出剤を用いた高炉スラグからのカルシウム及びシリカの抽出試験 
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イ．排ガスの直接利用 

石炭火力発電等から排出されている排ガスをそのまま反応に使うことができるので、

CO2を分離回収する必要がない。 

 

ウ．開発ステージ 

コロンビア大学では、図 2.1.3 に示すベンチ規模の試験装置で実験が行われており、類似

の炭酸塩製造技術の開発を行っている米国のほかの大学や研究所に比べて、規模の大きい

装置を使った研究を進めている。 

図 2.1.4 に、コロンビア大学 GreenOre 技術を実用化する場合のスキーム示した。各種

産業から排出される CO2 と、蛇紋岩からキレート抽出剤を使って急速に抽出したマグネシ

ウムを反応させ MgCO3 を生成する例が示されている。この場合に使われる CO2 は濃縮す

ることなく排ガスを直接反応器内に注入できることが大きな特徴である。また、図 2.1.4 の

右下の写真に示すように、MgCO3 は 40℃～90℃で生成されており、より低温のほうが

MgCO3の結晶が大きく成長していることがわかる。蛇紋岩からマグネシウムと同時にシリ

カも抽出され、シリカは水ガラス等の原料として利用できる。 

 

出典：コロンビア大学 Ah-Hyung (Alissa) Park 教授プレゼンテーション資料 

 

図 2.1.3 コロンビア大学のベンチ規模試験装置の模式図 
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出典：コロンビア大学 Ah-Hyung (Alissa) Park 教授プレゼンテーション資料 

 

図 2.1.4 コロンビア大学 GreenOre 技術の実用化スキーム 
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図 2.1.5 にはコロンビア大学のベンチ規模試験装置のイメージ図を示した。50ℓの反応容

器 3 基と固体分離装置からなる。この装置はモジュール化されており、輸送が可能な仕様

となっている。 

 

 

 

出典：コロンビア大学 Ah-Hyung (Alissa) Park 教授プレゼンテーション資料 

 

図 2.1.5 コロンビア大学のベンチ規模試験装置のイメージ図 

 

エ．商用規模プラント設計の実現可能性 

大学発の技術であるが、これまでに前項で示したようなベンチ規模（幅 4.4m×高さ 2.4m）

での試験を実施しており、スケールアップに向けたデータが取得されている。また、現在中

国の包頭製鉄（Baotou Steel）との共同プロジェクトでパイロットプラント（年産 750～

1,000t）の建設が進められており、2020 年に完成する予定である。 

 

オ．CO2削減量 

高炉スラグ、石炭灰等からキレート抽出剤を使って金属イオンを抽出するためカルシウ

ムやマグネシウムの利用効率が高い10ものと想定され、CO2との反応が低温で行えるので炭

酸塩製造に要するエネルギー消費も少なく、排ガス程度の低濃度 CO2 ガスをそのまま反応

に使うため CO2 を分離回収する必要がなく、プロセス全体でのエネルギー効率が比較的高

 
10 CO2削減量は原料の化学組成（カルシウムやマグネシウムの含有率）に依存するものの、キレート抽

出剤を用いてカルシウムイオンやマグネシウムイオンを抽出するため利用効率（炭酸塩化する割合）が

高くなると想定した 

反応容器 
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いものと期待できる。 

 

(3) 経済性と市場性  

ア．経済性 

キレート抽出剤を使って、蛇紋岩、高炉スラグ、石炭灰等からカルシウム、マグネシウ

ムを抽出する反応は、キレート抽出剤を使うことによって温度 100℃以下で進行させること

ができるので、反応条件がマイルドであり、エネルギー消費が少なく経済性が高いと考えら

れる。 

 

イ．市場性 

反応装置から生成される炭酸塩鉱物はミクロンオーダーであるが、造粒等の加工、ある

いは他の材料と混合することで、建設用資材として広く有効利用できる。すなわち、道路用、

土木用、地盤改良用、コンクリート用などの分野で、骨材や混和材などの用途に使うことが

できるため、極めて大きな市場の可能性がある。炭酸塩鉱物以外にも、水ガラス、酸化鉄、

レアアース等も製造可能である。 

図 2.1.6 にコロンビア大学 Alissa Park 教授が 2016 年 ICEF の会議11で発表した各種分

野における CO2利用による炭酸塩を製造した場合の CO2排出削減量予測を示した。この図

によれば、建築・土木分野が最も CO2 削減量が期待される分野であり、2030 年に最大 36

億 t/年と予測している。コンクリート分野と合わせると最大 50 億 t/年程度 CO2削減が期待

される。 

 

  

 
11 ICEF Road Map 1.0 2016: https://www.icef-forum.org/pdf2018/roadmap/CO2U_Roadmap_ICEF2016.pdf 
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出典：Prof. Alissa Park: ICEF Road Map 1.0 2016 

 

図 2.1.6 炭酸塩鉱物製造による CO2削減の可能性 

 

 

 O.C.O. Technology 

(1) 概要 

英国企業である O.C.O. Technology 社は、グリニッジ大学 Colin Hills 教授を含む 4 名

によって、2010 年に設立された会社。当初 Carbon8 という社名でスタートし 2019 年 8 月

に現在の名前に変更された。 

O.C.O. Technology 社が開発・保有する”Accelerated Carbonation Technology: ACT” 技

術は、都市ゴミ焼却灰、ボトムアッシュ、フライアッシュ、鉄鋼スラグ、セメントダスト、

汚泥焼却灰、鉱山副生物など様々な廃棄物に含有するカルシウムと二酸化炭素 (CO2) を反
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応させ、炭酸カルシウムを含む骨材を製造する技術である。本技術はすでに実用化され、順

次事業規模を拡大し、現在では英国 Brandon、Bristol、Leeds の 3 か所に工場を保有し、

骨材の製造・販売を行っている。ACT 技術を用いたリサイクル概念12を、図 2.1.7 に示す。 

 

出典：Carbon8（旧名称）ホームページ 

 

図 2.1.7 ACT 技術を用いたリサイクル概念図 

 

(2) 技術 

ア．原理 

a. CO2固定化 

Greenwich 大学 (英)、 Picardie Jules Verne 大学 (仏)および Carbon8 System（O.C.O. 

Technology の前身）は共同で、英仏の様々な廃棄物処理施設 100 箇所の成分を分析し、13

種の廃棄物について炭酸塩化による CO2 固定ポテンシャルを研究した。対象とした廃棄物

を、表 2.1.113に示す。なお本表中 No.7～No.10 が、O.C.O. Technology 社で主に使用され

 
12 http://c8s.co.uk/technology/  
13 Shtepenko Olga, Hills Colin et.al, Environmental Science and Technology, 39 (1). 345-354. (2015) 

http://c8s.co.uk/technology/
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ている廃棄物焼却灰である。 

 

表 2.1.1 調査した各種廃棄物 

 

No 廃棄物名(略称) 定義 
試験 

サンプル数 

1 バイオマス灰ボトムアッシュ（BBA:  

Biomass Ash – Bottom Ash） 

ボイラー下部に残ったもの 7 

2 バイオマス灰フライアッシュ（BFA: 

Biomass Ash – Fly Ash） 

ボイラーから排ガスに乗って排出され

たもの 

6 

3 セメントキルンダスト14（CKD: Cement 

Kiln Dust） 

セメントキルンなどの排ガスから回収

されたもの 

5 

4 石炭灰ボトムアッシュ（FBA: Coal 

Combustion - Furnace Bottom Ash） 

石炭ボイラーの下部に残ったもの 4 

5 石炭灰フライアッシュ（PFA: Coal 

Combustion – Pulverised Fuel Ash） 

石炭ボイラーの排ガスに乗って排出 7 

6 金属精製ダスト（MTL: Metallurgical） 金属材料製造中に発生したもの 5 

7 都市ゴミ焼却灰排気ダスト（MSWI-APCr: 

Municipal Solid Waste Incineration – Air 

Pollution Control residue） 

排ガス処理設備で回収されたもの 21 

8 都市ゴミ焼却灰ボトムアッシュ（MSWI-

BA: Municipal Solid Waste Incineration – 

Bottom Ash） 

燃焼後火炉内に残った塊 12 

9 都市ゴミ焼却灰フライアッシュ（MSWI-

FA: Municipal Solid Waste Incineration – Fly 

Ash） 

排ガスのフィルターで回収されたもの 10 

10 都市ゴミ焼却灰その他（MSWI - BLA: 

Municipal Solid Waste Incineration – Boiler 

Ash） 

ゴミ焼却炉で発生するその他残渣 3 

11 製紙スラッジ灰（PSIA: Paper Sludge 

Incineration Ash） 

製紙汚泥燃焼灰 3 

12 汚泥処理灰（SSA: Sewage Sludge Ash） 水処理スラッジの燃焼灰 5 

13 鉄鋼スラグ（SS: Steel Slags） 製鉄時に発生する残渣 13 

 

 

表 2.1.1 に示した廃棄物を使って、CO2を実際に固定した実験結果（Experimental）と

Steinour の予測計算式15の推算結果（Theoretical）を、図 2.1.813に示した。本図中の廃

棄物番号は表 2.1.1 の番号に相当する。また、ひげ線の両端は実験結果および推算結果の

それぞれ最大値、最小値を示し、棒グラフはその平均値を示す。 

 

 

 
14 セメント製造プロセスで石灰石を焼成するキルン（窯）内から排出されるダスト（CKD: Cement Kiln 

Dust）。セメントクリンカーダストともいう 
15 Steinour, H.H. Some effects of carbon dioxide on mortars and concrete – discussion. Journal of the 

AmericanConcrete Institute, 55, 905-907. (1959) 
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Steinour の予測計算式：CO2 (%) = 0.785(CaO-0.7SO3) + 1.09Na2O + 0.93K2O 

 

O.C.O. Technology 社で使用されている都市ゴミ焼却灰は（No.7～No.10）は、実験結

果の平均値では燃焼灰重量の 15～28%の CO2を固定化できる能力がある。 

 

 

 

出典：Shtepenko Olga et.al: “Environmental Science and Technology” 

 

図 2.1.8 13 種の廃棄物の CO2固定ポテンシャル 

 

 

b. 有害金属の無害化 

一方、廃棄物では有害物質を多く含むため、これを無害化しないと製造物を有価物とし

て利用できない。ACT 技術では CO2の反応条件を適切に設定することで、廃棄物や焼却灰

中に含まれる有害金属等を、図 2.1.9 16 に示されるようなメカニズム（凝固

（SOLIDIFICATION）、変換（CONVERSION）、固溶化（SOLID SOLUTION）、吸着

（SORPTION））で、化学的、物理的効果により無害化され、廃棄コストを下げることがで

きる。また、将来的に不足するといわれている最終処分場の対策になる。 

 

 
16 https://oco.co.uk/ 図中”X”が重金属元素 



20 

 

 

出典：O.C.O. Technology 社ホームページ 

 

図 2.1.9 有害物質の無害化メカニズムのイメージ 

 

図 2.1.1017には、実際に炭酸塩に取り込まれた（凝固）金属の状態を示した。 

 

 

 

出典：M. Fernández Bertos et.al: “Green Chemistry” 

 

図 2.1.10 炭酸塩に取り込まれた金属の微細構造 

 

 

廃棄物中には色々な重金属が含まれていることが多い（Pb(II), Cd-(II), Zn(II), Ni(II), 

Cr(III), Sr(II), M o(VI), Cs(I), Co(II), Cu-(II)等）。カルシウム／アルミナシリケートの炭

酸塩（例えば、セメントキルンダストを原料）では、これら炭酸塩の表面に重金属が吸

着し、イオン交換により固定化（Pb(OH)2、PbCO3、CdCO3、ZnCO3:H2O、ZnSiO3、Ni2SiO、

Cr2O3、SrCO3、Co2SiO4、Cu2(OH)2CO3）することで、金属類を安定化していると考え

られている。また、pH を上昇させることで、固定化後の溶解性も低下させることができ

 
17 M. Fernández Bertos, C. D. Hillsb et.al, Green Chemistry, Issue 8, 2004 

カルシウム含有

リング状層 

炭酸塩 

重金属の核 
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る。このような形で、重金属は化学的および物理的に固定化が行われていると考えられ

ている18。 

 

c. 実用化プロセス 

上記の ACT 技術を利用した、骨材製造プロセスの概要を、図 2.1.1119に示す。 

 

 

 

 

（出典：O.C.O. Technology 社ホームページ） 

 

図 2.1.11  Accelerated Carbon Technology (ACT) 技術のプロセス概要 

 

 

ゴミ焼却灰、水（Water）、フィラー（Reagents：石灰粉や砂、セメント）をミキサーに

て混合（Mixing）する際に CO2 ガスを吹込み、CO2 とカルシウム（Ca）を反応させる。

Mixing は 2 段階あり、第 1 段階は焼却灰、CO2及び水の混合、第 2 段階はさらにフィラー

を混合する。 

混合物はロータリードラムに移送され、混合物を粒状のペレットにする（Pelletising）。

本技術の特徴は廃棄物中のカルシウムと CO2 を利用して重金属等の有害元素・化合物を閉

じ込めると同時に、粒度 1～15mm（最大粒径 15mm 以下）程度の骨材（ペレット）を製造

する。 

この骨材は商品名 M-LS（Manufactured Limestone）と呼ばれ、軽量（1.1t/m3）という

特徴があり、天然の骨材の密度の約 70%である。このため軽量コンクリート用として活用

できる。図 2.1.1220に、M-LS を示す。 

 

 
18 Gunning Peter, Hills Colin et.al, extended abstracts of WASCON 2015: Resource Efficiency in 

Construction. WASCON, Santander, Spain, pp. 133-139. (2015) 
19 https://oco.co.uk/  
20 http://c8s.co.uk/technology/  

第 1 段階 

第 2 段階 

https://oco.co.uk/
http://c8s.co.uk/technology/
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出典：Carbon8（旧名称）ホームページ 

 

図 2.1.12  M-LS（人工石灰石） 

 

 

イ．排ガスの直接利用 

特段制約はないが、現在の製造工場では液化炭酸ガスを購入し、使用している。 

 

ウ．開発ステージ 

O.C.O. Technology 社は、現在英国内に 3 工場（Brandon、Bristol、Leeds）を保有し、

13 万 t の M-LS を製造中（2019 年）である。 

石積み用に用いられている骨材は、英国の工業規格 BS EN 13055-1(Lightweight 

Aggregate for Concrete)に適合し、土木、歩道用などに用いられている骨材は、BS EN 13242 

(Unbound Aggregates)に適合している。 

 

エ．商用規模プラント設計の実現可能性 

O.C.O. Technology 社は、順次 3 工場を設立しており、ACT 技術はエンジニアリング的

には完成しているものと思われる。フロー図を見る限り、特段特殊なプロセスは無く、従来

型の要素技術を組み合わせているに過ぎない。今後効率を上げる、廃棄物処理でなく CO2

固定化に主眼を置く、等のためには一部改良が必要になると考えられる。 

また日本の法規制（有害物の溶出性や機械的強度等）に合致して利用可能な骨材を製造

するためには、更なる改良が求められる可能性がある。 

 

オ．CO2削減量 

CO2削減量については、Aggregate Research 社（英国）作成の Web 情報21によると、都

市ゴミ焼却灰 30,000t/年に対し、CO2 が 3,000t/年程度固定できるとされている。 

また、図 2.1.8 に示したように都市ゴミ焼却灰は燃焼灰重量の 15～28%の CO2を固定化

できる能力がある 

 

 
21 「2019 年度業務の評価資料（自己評価報告書）」 https://www.aggregateresearch.com/news/ml-s-a-

lighter-aggregate-footprint/  

https://www.aggregateresearch.com/news/ml-s-a-lighter-aggregate-footprint/
https://www.aggregateresearch.com/news/ml-s-a-lighter-aggregate-footprint/
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(3) 経済性と市場性 

ア．経済性 

O.C.O. Technology 社の売り上げは、15 百万ポンド（21 億円22）（2019 年）、従業員は約

60 名であり、2010 年設立以来 3 工場を設立して、経営を行っている。 

 

イ．市場性 

O.C.O. Technology 社は、現在英国の都市ゴミ焼却プラントの焼却灰の 24%を処理して

いる（25 万 t/年の受入れ）。他の競合会社は無いため、O.C.O. Technology 社では英国内で

は今後 3-5 年以内に 70 万 t/年都市ゴミ焼却灰の受入れを目指している。英国には現在 50

箇所の都市ゴミ焼却プラントがあるが、埋め立て地の容量が減っていく中、今後都市ゴミ焼

却プラントは 65～70 箇所に増えると見込まれている。 

O.C.O. Technology 社は、さらに海外への進出を検討しており、日本、豪州での具体的な

計画がある。日本では各自治体が運営するため、プラントの規模は小さいが、全国に 1,200

箇所の都市ゴミ焼却プラントがあり、これらへの設置が期待される。豪州では、西海岸のパ

ースで具体的な都市ゴミ焼却プラントの建設計画を検討している。 

表 2.1.223に、表 2.1.1 中の“都市ゴミ焼却灰-MSWI-APCr”（No.7 ）、“製紙スラッジ灰

-PSIA”（No.11 ）、“バイオマス灰-BBA/BFE”（No.1 と No.2 の混合）の 3 種の廃棄物灰

を原料として CO2 で処理した人工物である炭酸塩骨材の性状を示す。比較として同表には

市販の軽量骨材“ECSA”と天然の“チャート”骨材の性状も示されている。表 2.1.2 上部

に炭酸塩骨材の性状、下部にはそれらの炭酸塩骨材を用いて製造したコンクリートの性状

を示した。 

  

 
22 為替レートは、1 ポンド＝140 円として計算した 
23 Shtepenko Olga, Hills Colin et.al, Environmental Science and Technology, 39 (1). pp. 345-354. 

(2015) 
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表 2.1.2 廃棄物焼却灰を用いた骨材の性能 

 

 
試験項目 

（試験方法） 

人工 天然 

MSWI-

APCr 
PSIA BBA/BFE ECSA チャート 

骨
材 

見かけ比重 

(EN1097) 
2.6 2.5 2.5 2.0 2.7 

真比重 kg/m3 

(EN1097) 
1,113 855 1,050 700 1,489 

水分吸収率 % 

(EN1097) 
16.1 24.1 17.8 19.9 <0.5 

破壊強度 N/mm2 

(EN13055) 
8.3 5.2 6.4 6.6 20.3 

熱伝導度 W/(m.K) 

(ASTM C177-13) 
0.2 0.15 － 0.24 0.15 

コ
ン
ク
リ
ー
ト 

真比重 kg/m3 

(EN12390) 
1,956 1,702 1,898 1,558 2,121 

曲げ強度 N/mm2 

(EN12390) 
2.7 2.9 2.8 3.7 2.9 

圧縮強度 N/mm2 

(EN12390) 
12.5 14.3 12.2 11.1 28.4 

熱伝導度 W/(m.K) 

(ASTM C177-13) 
0.7 0.6 － 0.6 0.9 

比熱  J/(kg.K) 

(ASTM C177-13) 
755 828 － 739 815 

伝熱係数 J/(m2.s1/2.K) 

(ASTM C177-13) 
1,031 943 － 792 1,285 

出典：Shtepenko Olga et.al: “Environmental Science and Technology” 

 

骨材での破壊強度は、人工の MSWI-APCr、PSIA、BBA/BFE、ECSA は、ほぼ同様な

値を示すが、天然のチャートはこれらよりかなり大きな値を示す。コンクリートでの圧縮強

度も同様な傾向を示す。O.C.O. Technology 社で主に使用されている MSWI-APCr を原料

とし CO2 処理をして作られた炭酸塩を含む骨材は、軽量骨材として市販されている ECSA

と比べ、強度的には遜色はない。市販の軽量骨材と同様な強度を有すこと、今後省エネや構

造物大型化などの観点で、建材・土木材料の軽量化が進むと考えられることから、O.C.O. 

Technology 社で製造している骨材の普及によって軽量骨材市場そのものが拡大していく可

能性も考えられる。 

 

 

 Blue Planet 

 

(1) 概要 

米国 Blue Planet 社の鉱物化技術は、CO2回収・隔離を実現する新しい技術である。本

技術を発明した Blue Planet 社の CEO, Brent Constantz 氏が、サンゴが骨格を形成する
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ための基本プロセスを発見し、そこにヒントを得て気候変動に取り組む中、2012 年に経済

的、技術的に持続可能な方法であるバイオ鉱物化を見出し、実用化へと取り組んできたもの

である。 

 

(2) 技術  

ア．原理  

Blue Planet 社における CO2の鉱物化全体プロセスを、図 2.1.1324に示す。 

 

 

 

 

出典：Blue Planet 社ホームページ 

 

図 2.1.13 Blue Planet 技術の炭酸塩固定全体プロセス 

 

 

本プロセスは、未処理の排ガスをアンモニア水によるCO2回収法（チルドアンモニア法）

により炭酸アンモニウムとして CO2 を固定し、その後この炭酸アンモニウム溶液と一般的

な岩石廃棄物やアルカリ性を含む産業廃棄物、カルシウム、マグネシウム、鉄などの金属イ

オンを含む産業廃棄物が接触することにより、廃棄物粒子の周りに炭酸塩が形成された骨

材が製造される。したがってこのプロセスは、CO2 の回収とその CO2 を使った鉱物化手法

であると言える。CO2を捕捉した炭酸溶液が、基質と混じることにより、その周囲に炭酸塩

 
24 http://www.blueplanet-ltd.com/#technology  

CO2吸収 

未処理排ガス 

炭酸塩生成 

岩石廃棄物等 

炭酸塩で 

コーティングされた骨材 

http://www.blueplanet-ltd.com/#technology
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鉱物を形成（コーティング）し、CO2が固定化される。合成された炭酸塩鉱物は石灰石とな

り、コンクリートの主成分である天然石灰石の代替品となる。これにより、ほぼ永久的に

CO2を隔離することができる。この合成された石灰石は、骨材などとなり、大きさは砂利サ

イズなど、様々なサイズで生産可能である。また本技術は、CO2の鉱物化に当たり、精製ス

テップを必要としないため、比較的効率が良く低コスト化が可能と言われている。 

一方、CO2をリリースした水性捕捉液は、ジオマスと反応することで、改質されさらに、

ジオマス内の金属イオン（カルシウムなど）が放出され、炭酸塩溶液と反応することで、炭

酸塩鉱物コーティングを形成するものである。 

本プロセスにおいて、岩石粒子を合成石灰石（CaCO3）でコーティングするが、CO2は

その合成石灰石の重量のうちの 44%を形成していることになる。 

 

 

出典：Blue Planet 社ホームページ 

 

図 2.1.14 合成石灰石の生成とコーティングの様子 

 

 

本技術では、CO2 を鉱物化利用して微細な凝集体を生成することができる。この Blue 

Planet 社による製品（凝集集合体）は、カーボンニュートラル（もしくはカーボンネガテ

ィブ）コンクリートを製造するための効率的な利用方法である。その強度、性能およびコス

トにおいて、本製品を使ったコンクリートは、インフラ向けに大量に使用されている標準コ

ンクリートと同等であることが確認されている。 

 

イ．排ガスの直接利用 

本プロセスは、アンモニア水による CO2回収プロセス（チルドアンモニア法）が組み込

まれており、発電所の排ガスを直接利用できる技術となっている。 

 

ウ．開発ステージ 

事前にコンクリート試験を行い、工事に必要な仕様を満たすことが確認され、2016 年に

サンフランシスコ国際空港の中間搭乗エリアの工事に試験的に採用された例25があるが、そ

 
25 http://www.blueplanet-ltd.com/#services  

http://www.blueplanet-ltd.com/#services
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の後の事例は報告されていない。 

 

 

出典：Blue Planet 社ホームページ 

 

図 2.1.15 サンフランシスコ国際空港での施工状況 

 

 

エ．商用規模プラント設計の実現可能性  

Web 情報及び文献では、炭酸塩か岩石粒子をコーティングする部分の情報が一切ないの

で、どのような装置で、どの位の時間をかけて、どのくらいの量が製造できるかが明らかで

ない。また、炭酸塩の生成プロセス及びその条件等も公開された情報がない。サンフランシ

スコ国際空港の工事で試験的に採用されたことから商用規模プラント設計のベースはでき

ているものと思われるが、技術情報が公開されていないため、その実現可能性については明

らかでない。 

 

オ．CO2削減量  

コーティング部分は CO2 と反応してできた石灰石で構成されているため一定量の CO2

を固定できるものと考えられるが、コーティング層の厚みは骨材の粒径に比べ比較的薄い

ため骨材製品全体の重量に占める割合は低く、このため合成石灰石（CaCO3）でコーティン

グされた骨材重量当たりの CO2削減量はあまり大きくならないものと推定できる。 
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出典：Blue Planet 社ホームページ 

 

図 2.1.16 炭酸カルシウムでコーティングされた骨材製品 

 

(3) 経済性と市場性  

ア．経済性 

本技術は、発電所の排ガス中からアンモニア液を触媒として CO2を分離回収するプロセ

スが含まれているので、コストがその分高くなると考えられる。 

一方、コンクリートは、重量ベースで最もリサイクルされている材料で、通常廃コンク

リートは、埋立材や道路用資材などに再利用される。本技術においては、カルシウムなどの

アルカリ性を得る手段として、このリサイクルコンクリートが CO2 を捕捉したアンモニア

水の改質に使用されるため、廃コンクリートを再利用し、コンクリートと同等の凝集集合体

を製造できるので、その場合は、経済性がある程度高まるものと考えられる。 

 

イ．市場性 

コンクリート骨材や路盤材の代替として使用できる可能性はあるが、排ガスから分離回

収するプロセスが含まれているので、その分がコスト高となること、岩石骨材のコーティン

グ部分のみが合成石灰石に置き換えられるのみであることから、骨材の用途に応じた強度

が得られるかが不明なこと、CO2削減量が大きくないことや、骨材表面を炭酸塩化（中性化）

しているため、鉄筋を用いるコンクリート構造物に対して利用する場合は、配合割合を抑制

する必要が生じる可能性があることなどから、市場性はあまり期待できない。 

 

 

 Solidia 

 

(1) 概要 

米国セメント製造Solidia Technologies社が開発したSolidia技術の概念図を、図2.1.1726

に示す。本技術の特長は、以下に示すとおりである。 

 
26 https://www.solidiatech.com/  

https://www.solidiatech.com/
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同社は米ニュージャージー州にあるラトガース大学で生まれた技術をもとに 2009 年に

創業し、商業化に向けた研究を進めてきた。2018 年に特許権を取得し、現在は商業生産を

行っている。 

 

⚫ Solidia セメント： 

•CO2排出量を削減 

•必要なエネルギーが少ない 

•少ない原料でより多くのセメントを製造 

•より白いセメントを製造 

⚫ CO2硬化コンクリート製品： 

•高品質のコンクリートを製造 

•生産コストの削減 

•24 時間未満で硬化（通常コンクリートの養生が 28 日間とは対照的） 

 

従来のコンクリートにおけるセメントの水和結合による強度発現に対して、CO2 による

硬化コンクリートである Solidia コンクリートは、シリカと炭酸カルシウムを基に結合する

ため、物理的な強度が高くなるとともに、凍結融解による劣化への抵抗性、硫酸塩劣化への

抵抗性なども高くなる。  

現在、大規模・小規模用途向けに商業化が進められており、敷石やブロックなど、プレ

キャスト無筋コンクリート製品をはじめ、気泡コンクリート、コンクリート製枕木、構造パ

ネルなどの鉄筋コンクリート製品が使用される分野での代替品製造技術開発も進められて

いるとの報告もある。 
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出典：Solidia 社のホームページ 

 

図 2.1.17 Solidia コンクリートの技術概念図 

 

 

(2) 技術  

ア．原理  

Solidia 技術は、CO2排出量の削減が可能な Solidia セメントと CO2による硬化コンクリ

ートである Solidia コンクリートとの 2 つのコアテクノロジーから構成され、この 2 ステッ

プを併用した Solidia コンクリートを製造することで、従来品に比べ最大 70%の CO2 を削

減することが可能である。Solidia コンクリートの炭酸塩化概念図を、図 2.1.18 に示す。 

1）従来のセメントキルンより少ないエネルギーで生産可能なセメント製造技術により、

セメント製造時の CO2 排出量を従来のセメント製造の 30～40％（セメント 1t 当たり

240～330kg）程度に削減できる 

2）水ではなく CO2でコンクリートを養生し、コンクリート 1t 当たり 240 kg の CO2を炭

酸カルシウムとして固定し、節水も同時に可能である 
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出典：Solidia 社のホームページ 

 

図 2.1.18 Solidia コンクリートの炭酸塩化概念図 

 

 

Solidia コンクリートの養生固化概念図を、図 2.1.19 に示す。Solidia コンクリートの養

生固化は、図中に示すように 3 つのステップにより構成される。 

また、製品写真の例を、図 2.1.20 に示す。 

 

 

砂利 
固化 Solidiaセメント 

Solidia セメント Solidia セメント 
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① Solidia セメント粉末と砂利を混合して、粗充填構造体を形成さ

せる 

② 間隙に水と炭酸ガスを充填する 

③ Solidia セメントが炭酸ガスと反応して、炭酸カルシウムとシリ

カからなる固化構造体の Solidia コンクリートとなる 

出典：Solidia 社のホームページ 

 

図 2.1.19 Solidia コンクリートの養生固化概念図 
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出典：Solidia 社のホームページ 

 

図 2.1.20 Solidia コンクリート製品の例 

 

イ．排ガスの直接利用 

高濃度の CO2で養生する技術のため、CO2濃度が低い発電所等からの排ガスを直接利用

することは難しい。 

 

ウ．開発ステージ 

Solidia セメントは既に製造実績を有し、Solidia コンクリートは世界 10 か国の 50 を超

えるコンクリート製造施設で試験が実施されているとの報告があるが、その後の進捗は不

明である。 

 

エ．商用規模プラント設計の実現可能性  

基本的には、既存の生コン設備に CO2吹き込み装置を設置するなどで対応できることや

既に商業生産を行っていることから商用規模プラント設計は問題ないと思われるが、反応

性など CO2がどの程度効率よく固定化されるかについては、データが公表されていない。 

 

オ．CO2削減量  

従来のセメントが水による水和反応で固化するのに対して、Solidia 技術は水の替わりに

CO2 を使って硬化させるもので、従来のコンクリートに対して CO2 の削減が可能となる。

製品コンクリート単位重量当たり CO2 固定量は公表されているが、プロセス全体での削減

量については不明である。 
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(3) 経済性と市場性  

ア．経済性 

セメント使用量の削減や、コンクリート製品製造段階での養生期間短縮（通常の 28 日を

24 時間未満に短縮可能）など、一定程度の経済効果は見込める。一方で、Solidia セメント

（CaCO3, CaSiO3, Si から成る同社独自開発の特殊セメント）の製造価格と、無筋コンクリ

ート製品に用いることを前提とした場合の市場価値（中性化しても長期強度が維持できる

コンクリート構造物を製造する際など、副次的な資材価格などを織込む場合）とを対比した

場合、現段階で経済的な優位性は見出しにくい。 

 

イ．市場性 

気泡コンクリート、コンクリート製枕木、構造パネルなど、鉄筋コンクリート用途向け

プロセスの開発も進められていると報告されているが、主体は、敷石やブロックなど、プレ

キャスト無筋コンクリート製品に限定される。 

 

 

 CarbonCure 

 

(1) 概要 

CarbonCure 技術は、カナダの CO2利用技術企業である CarbonCure Technologies 社に

よって、北米約 100 ヶ所のセメント・コンクリートプラント（生コン工場）に設置された技

術である。それらのコンクリートは、カリフォルニア高速鉄道や高層ビルから私道など数多

くの利用実績がある27。近年ではシンガポールのコンクリート企業である Pan-United 社と

組んでアジアへの展開も行っており、Pan-United 社のコンクリート工場で年間 4,000 トン

以上の CO2の削減があることを見積もっている28。 

CarbonCure 技術は、2007 年に CEO である Rob Niven によって開発されたもので、コ

ンクリートによる CO2排出削減技術である。2018 年、CarbonCure チームは、20 名のフル

メンバーとなった。 

CarbonCure 技術のプロセスでは、最初に液体 CO2を化学工場や石油プラントから購入

し、それをセメントミキサーやミキサートラック内に設置されたノズルから適量吹き込む。

CO2吹き込み時、CO2が減圧されるため、ミキサー内にはドライアイスと CO2 ガスの混合

物として導入され、それがセメントと混合される。CO2とセメントの反応は瞬時に行われる

ため、従来の生コンクリートと同様の使い方やサプライチェーンの活用が可能となってい

る。また、スラグや石炭灰を混和材として用いた配合についても対応できている。 

 

 
27 Xprize Finalists 2019 Reimagen CO2, https://assets-us-01.kc-usercontent.com/5cb25086-82d2-4c89-94f0-

8450813a0fd3/d248a9c8-055f-4bdf-9692-

b682847ba54d/Carbon_Finalist%20Team%20Deck%20for%20Investors_V15.pdf 
28 https://www.carboncure.com/news-press/2018/11/19/carboncure-enters-asian-market 

https://assets-us-01.kc-usercontent.com/5cb25086-82d2-4c89-94f0-8450813a0fd3/d248a9c8-055f-4bdf-9692-b682847ba54d/Carbon_Finalist%20Team%20Deck%20for%20Investors_V15.pdf
https://assets-us-01.kc-usercontent.com/5cb25086-82d2-4c89-94f0-8450813a0fd3/d248a9c8-055f-4bdf-9692-b682847ba54d/Carbon_Finalist%20Team%20Deck%20for%20Investors_V15.pdf
https://assets-us-01.kc-usercontent.com/5cb25086-82d2-4c89-94f0-8450813a0fd3/d248a9c8-055f-4bdf-9692-b682847ba54d/Carbon_Finalist%20Team%20Deck%20for%20Investors_V15.pdf
https://www.carboncure.com/news-press/2018/11/19/carboncure-enters-asian-market
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(2) 技術  

ア．原理 

コンクリートには風化と早期炭酸塩化の 2 つの CO2による中性化がある。風化による中

性化は、コンクリート固化後に大気中の二酸化炭素に曝されると長期間に渡って反応する

ものである。鉄筋補強材を使用したコンクリートでは、補強材の表面の保護不動態層の安定

性を確保するために、高い pH が必要となる。風化により中性化が進むと、pH の低下によ

り、不動態層が劣化し、それにより補強材が有害な腐食を受けやすくなる。 

CarbonCure 技術が採用している中性化は、もうひとつの早期炭酸塩化による中性化で

ある。セメントの早期水和反応時に並行して CO2 を導入することで早期の炭酸塩化が生じ

る。早期炭酸塩化は急速に発生し、コンクリートをより緻密でより強くできる可能性がある。

反応の詳細29は以下のとおりである。 

コンクリートは結合材である C-S-H（珪酸カルシウム水和物）を形成することでコンク

リートとしての特性を発揮する。C-S-H の生成過程は種々あるが、CarbonCure 技術では、

Young ら30によって示された以下の式のように、ポルトランドセメントに含まれるケイ酸塩

であるエーライト（C3S）やビーライト（C2S）と CO2を反応させることで、C-S-H の生成

を狙っている。 

 

𝐶3𝑆 + 3𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂 → 𝐶- 𝑆- 𝐻 + 3𝐶𝑎𝐶𝑂3 + 347 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙  

𝐶2𝑆 + 2𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂 → 𝐶- 𝑆- 𝐻 + 2𝐶𝑎𝐶𝑂3 + 184 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙  

 

これらの反応は自発的な発熱反応で、コンクリートの初期の炭酸化反応は、図 2.1.2131

に示す 9 つのステップで C-S-H の生成が進行する。 

 

 
29 化学式の略号：セメント化学の領域で使う独特の略記号。”C”は CaO を、”S”は SiO2を、”A”は Al2O3

を、”F”は Fe2O3を表す。例えば、C3S（エーライト）は、化学式では”3CaO・SiO2”を意味する。 
30 Young et al., “Accelerated Curing of Compacted Calcium Silicate Mortars on Exposure to CO2.”, Journal of the 

American Ceramic Society, 1974, 57(9). 
31 Monkman, “Technical Note - Types of Concrete Carbonation.”, https://www.emcoblock.com/pdf/divisions/bay-

ready-mix/CarbonCure-Technical-Note-Types-of-Concrete-Carbonation.pdf 

https://www.emcoblock.com/pdf/divisions/bay-ready-mix/CarbonCure-Technical-Note-Types-of-Concrete-Carbonation.pdf
https://www.emcoblock.com/pdf/divisions/bay-ready-mix/CarbonCure-Technical-Note-Types-of-Concrete-Carbonation.pdf
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出典：Monkman: “Technical Note - Types of Concrete Carbonation.” 

 

図 2.1.21 コンクリートの初期段階における C-S-H の生成過程 

 

この各 9 ステップの詳細は次のとおりである。 

① CO2が空気中を拡散してコンクリートに到達 

② コンクリート中に CO2が拡散 

③ CO2がコンクリート中の水分に溶解 

④ 溶解した CO2が炭酸（H2CO3）を生成 

⑤ 炭酸のイオン化（H+、HCO3-、CO32-の生成） 

⑥ ケイ酸塩である C3S および C2S の溶解（急速かつ周期的に、発熱を伴いながら

反応が進行する。セメント粒子は、溶解して Ca2+および SiO44-イオンを放出する

C-S-H の緩いゲル層に覆われる。 

⑦ 熱力学的に安定した CaCO3の核形成と通常の C-S-H ゲルの形成 

⑧ CaCO3が固相として沈殿 

⑨ CO2とセメントペーストの持続的な反応により、C-S-H ゲルと CaCO3を形成 

 

早期炭酸塩化は風化と同様に CO2との反応があるため、しばしば pH の低下を懸念され

てきたが、CarbonCure Technologies 社で独自に試験を行ったところ、図 2.1.2231に示すと

おり pH の低下は確認されなかったことを報告している。 
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出典：Monkman: “Technical Note - Types of Concrete Carbonation.” 

 

図 2.1.22 早期炭酸塩化における CO2添加量と細孔中 pH の関係 

 

 

CarbonCure 技術では、CO2 による早期炭酸塩化により、強度の補強が行われるため、

セメント等のバインダー使用量を減らしても強度を保持することができる。図 2.1.2332に空

気連行（バインダー使用量 8%減）および非空気連行コンクリート（バインダー使用量 7%

減）の強度比較を示す。 

 

  

 
32hhttp://info.carboncure.com/hubfs/Downloads/CarbonCure%20Ready%20Mixed%20Technology%20C

ase%20Study.pdf?hsCtaTracking=3acd2ed8-631d-4960-a516-eb14990ee747%7Cf4c138bf-0589-4751-

a2c8-576a17dd4453 

http://info.carboncure.com/hubfs/Downloads/CarbonCure%20Ready%20Mixed%20Technology%20Case%20Study.pdf?hsCtaTracking=3acd2ed8-631d-4960-a516-eb14990ee747%7Cf4c138bf-0589-4751-a2c8-576a17dd4453
http://info.carboncure.com/hubfs/Downloads/CarbonCure%20Ready%20Mixed%20Technology%20Case%20Study.pdf?hsCtaTracking=3acd2ed8-631d-4960-a516-eb14990ee747%7Cf4c138bf-0589-4751-a2c8-576a17dd4453
http://info.carboncure.com/hubfs/Downloads/CarbonCure%20Ready%20Mixed%20Technology%20Case%20Study.pdf?hsCtaTracking=3acd2ed8-631d-4960-a516-eb14990ee747%7Cf4c138bf-0589-4751-a2c8-576a17dd4453


38 

 

 

 
（空気連行および非空気連行コンクリートのバインダー削減量はそれぞれ 8%および 7%） 

出典：Monkman et al.: “CO2 Utilization in Concrete Mix Design Optimization” 

 

図 2.1.23 コンクリート圧縮強度の比較 

 

 

イ．排ガスの直接利用 

液化 CO2を生コンクリートに吹き込んで硬化させる技術であり、CO2を濃縮液化する必

要がある。 

 

ウ．開発ステージ 

既に商業化されている。CarbonCure Technologies 社は各コンクリート企業とライセン

ス契約を行い、ライセンス料を得た上でコンクリート製造設備のへの CO2 吹き込み装置の

設置とメンテナンス、CO2の供給、CO2吹き込み量の調整を行っている。 

 

エ．商用規模プラント設計の実現可能性 

基本的には、通常の生コンプラントに既存の設備に CO2 吹き込み装置を設置すれば、

CarbonCure 技術を導入することは可能であるため、スケールアップは問題ないと思われ

る。 

 

オ．CO2削減量  
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Monkman ら33は、CarbonCure 技術を用いてセメント使用量を 5%削減した場合の CO2

削減量を試算している。CarbonCure 技術によるコンクリートを 1m3製造した場合、289.1 

g-CO2 の CO2 が吸収され、CarbonCure 技術による CO2 削減量（17,997.4 g-CO2）、液体

CO2製造と輸送に掛かる CO2発生量（64.7 g-CO2）などを考慮すると、実体として 17,932.7 

g-CO2/m3-concrete の CO2が削減されると報告している。表 2.1.3 に、CarbonCure 技術を

用いてコンクリートを製造した際のコンクリート 1m3 当たりの CO2 削減量の内訳を示す。 

 

 

表 2.1.3 CarbonCure 技術でコンクリートを製造した場合の CO2削減量 

 

 

出典：Monkman et al.: “On carbon dioxide utilization as a means 

to improve the sustainability of ready-mixed concrete” 

 

(3) 経済性と市場性  

ア．経済性 

Monkman ら 33 によると、通常のコンクリートを 1m3 製造する場合、セメントを 338 

kg/m3-concreteを使用するが、CarbonCure技術によって 321 kg/m3-concreteに削減でき、

これにより約 2 US$/m3-concrete のコスト削減（セメント使用量 17 kg/m3-concrete 相当

分）が可能になるとしている。ただし、この技術では液化 CO2 を購入する必要があり、そ

のための追加コストが発生する。立地環境などによっては、追加コストよりもセメント削減

によるコスト削減の方が大きくなり、経済的には有利となるケースもありうる。 

 

イ．市場性 

生コンクリートあるいはコンクリートミキサー等、コンクリートを混錬する現場におい

て、液化 CO2を注入してコンクリート中に炭酸カルシウムを形成させて CO2を固定化する

 
33 Monkman et al., “On carbon dioxide utilization as a means to improve the sustainability of ready-

mixed concrete”, Journal of Cleaner Production, 2017, 167. 

49.4 

6.1 

0.1 

0.0 

9.2 

‐123.6 

‐289.1 

‐17,585.8 

‐17,997.4 

64.7 

‐17,932.7 



40 

 

技術で、技術そのものは簡易と言える。しかしながら表 2.1.3 に示したとおり、CarbonCure

技術によってコンクリートを 1m3製造する際の CO2削減量は 17,932.7 g-CO2/m3-concrete

である。この大半はセメント使用量の削減に由来するもので、吸収される CO2量は 289.1g- 

CO2/m3-concrete34に過ぎない。このため、CO2 削減による市場性は期待できないが、

CarbonCure 技術では中性化が起きないため、従来のコンクリートと同様に鉄筋コンクリー

ト用途での利用が可能である。 

 

 

 Cabon Capture Machine 

 

(1) 概要 

Carbon Capture Machine（CCM）は、Mohammed Salah-Eldin Imbabi 講師やセメン

ト化学の Fred Glasser 名誉教授などスコットランドのアバディーン大学の関係者が中心と

なって開発した技術であり、現在は Carbon Capture Machine (UK) Inc 社を設立して技術

の普及を図っている35。 

CCM は、CO2 とマグネシウムやカルシウムを含んだ塩水(Brine)とを反応させて炭酸カ

ルシウム、炭酸マグネシウム及びその他の付加価値のある炭酸塩を生成するプロセスであ

る。そのため、販売先としては、コンクリート企業、製紙会社、プラスチック会社、製薬会

社、化粧品会社など幅広い市場が想定され、世界の市場規模36は 2020 年代中ごろには約 70

億 US$に達するとも言われている。 

原料となるCO2は純CO2である必要がなく、排ガス中のCO2も利用することができる。

例えばセメント会社へ適用する場合、セメントキルンから発生した排ガスを活用し、炭酸カ

ルシウム（沈降性炭酸カルシウム混合物 Precipitated Calcium Carbonate Admixture：PCC）

を製造することが可能であり、それをセメントとして出荷するプロセスも想定しており、図

2.1.2437にセメント会社における CCM の活用イメージを示す。 

しかし、本技術はもう一方の原料となるカルシウムやマグネシウムに供給上の制約があ

る。カルシウムやマグネシウムは、海水淡水化の過程で排出される排水等からの抽出が想定

されているが、その量は処理量に対して極めてわずかであり、事業として成立させることが

難しいと思われる。 

  

 
34 普通コンクリート（一般構造用コンクリート）の単位体積重量を約 2.3t/m3（例えば，セメント協会編

「セメントの常識」,2020 などによる）とすると、本製品 1t 当たりの CO2 削減量は、17.9327÷2.3

≒7.8 kg/t-concrete となる。 
35 Gaurav Sant et al., “EFFICIENT INTEGRATION OF MANUFACTURING OF UPCYCLED CONCRETE 

PRODUCT INTO POWER PLANTS”, US 2019 / 0177220 A1, June 13, 2019. 
36 “Calcium Carbonate Market (Product: Ground Calcium Carbonate (Uncoated Ground Calcium 

Carbonate, Coated Ground Calcium Carbonate)”, Transparency Market Research 
37 McDonald et al., “A New, Carbon-Negative Precipitated Calcium Carbonate Admixture (PCC-A) for 

Low Carbon Portland Cements”, Materials (Basel). 2019 Feb; 12(4): 554. 
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（注） PCC は、Precipitated Calcium Carbonate であり、沈殿した炭酸カルシウムを示す 

PMC は、Precipitated Magnesium Carbonate で、炭酸マグネシウム を示す 

PXC は、Precipitated X Carbonate で、炭酸塩を示す 

出典：McDonaldet et. al.: Materials, 2019, 12 

 

図 2.1.24 セメント会社における CCM の活用イメージ 

 

(2) 技術  

ア．原理 

Mohammed らは米国で CO2 の貯留方法として CCM 技術に関する特許を取得しており

38、この中でプロセスと原理について述べている。まずは、煙突から発生した CO2とアルカ

リ溶液を充填カラムやプレートカラムを用いて反応させ、CO2を捕集する。その際、溶液中

では、次式に示す反応が起き、炭酸イオンが発生する。 

 

𝐶𝑂2(𝑔) + 2𝑂𝐻−(𝑎𝑞) → 𝐶𝑂3
2−(𝑎𝑞) + 𝐻2𝑂(𝑙) 

𝐶𝑂2(𝑔) + 𝐶𝑂3
2−(𝑎𝑞) + 𝐻2𝑂(𝑙) → 2𝐻𝐶𝑂3

−(𝑎𝑞)  

 

この炭酸イオンを含んだ溶液の pH を高く保つことで、炭酸イオンは保持され、この溶

液とマグネシウムやカルシウムを含んだ溶液と混合することで、炭酸イオンがマグネシウ

ムやカルシウムと反応し、炭酸塩の固形物が沈殿し、製品となる。 

一連の反応に必要なアルカリ溶液は水酸化ナトリウムとしており、その発生源としてセ

メントキルンダスト（CKD）14 を想定している。これらは通常廃棄物として取り扱われる

 
38 Mohammed et al., “METHOD OF SEQUESTERING CARBON DIOXIDE”, US 2018 / 0140998 A1, May 24, 

2018. 
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ため、未利用資源の活用に繋がる。マグネシウムやカルシウムを含んだ溶液（Brine）は濃

度が濃い方が反応に富むため、地下の遺留水や海水淡水化の過程で発生する塩分が濃縮さ

れた排水などを想定している。 

 

イ．排ガスの直接利用 

煙突から発生した CO2 とアルカリ溶液反応させ CO2 を捕集するプロセスがあり、排ガ

スを直接利用できる。 

 

ウ．開発ステージ 

開発ステージは、ラボレベルの段階である。 

 

エ．商用規模プラント設計の実現可能性 

CCM 技術では、アルカリ溶液と CO2 を気液反応させるための充填カラムやプレートカ

ラム、生成した炭酸塩沈殿物と溶液を分離する手段の大きく 2 つが必要であるが、これら

の技術は既にその他化学工業プロセスの中で確立された技術であり、商用規模プラントと

して設計・建設することは可能だろうが、海水の淡水化で生じるカルシウムやマグネシウム

源は極めて少なく、事業化に結び付けることは難しいと考えられる。 

 

オ．CO2削減量  

セメントプラントなどへの適用が考えられているが、海水等の処理によるカルシウム源

の確保には大量処理を前提としており、大規模なプラントを建設するための設備投資が必

要となるため事業の実現性にも課題があることから、CO2削減量のポテンシャルは低い。 

 

(3) 経済性と市場性  

ア．経済性 

Carbon Capture Machine Inc. (UK)自体は、ライセンス料及び製造マシーンを販売する

ことでの商業化を考えている。既に世界大手の炭酸カルシウム製造会社である Omya AG

（スイス）と技術提携をしており、2030 年までに 83 億 US$の売り上げを目指している39。 

(1)で述べたように、炭酸カルシウムの市場だけでも 70 億 US$と大きく、原料が排ガス、

セメントキルンダストなどの廃棄物、海水の淡水化による排水と全て廃棄物であるため、そ

の点では有利であるが、カルシウムやマグネシウム源を量的に確保するためには、その処理

に膨大なコストが必要となることが予想されることから、経済性は低いと考えられる。 

 

イ．市場性 

前項(1)でも述べたとおり CCM は、CO2とマグネシウムやカルシウムを含んだ塩水とを

 
39 https://www.ldeo.columbia.edu/gpg/projects/carbon-sequestration 

https://www.ldeo.columbia.edu/gpg/projects/carbon-sequestration


43 

 

反応させて炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム及びその他の付加価値のある炭酸塩を生成

するプロセスである。そのため、販売先としては、コンクリート企業、製紙会社、プラスチ

ック会社、製薬会社、化粧品会社などが想定され、その市場規模は 70 億 US$と想定されて

いるが、本製品の製造には前述のとおりカルシウムやマグネシウム源の確保にかなりのコ

ストがかかると考えられるので、その市場性は低いと考えられる。 

 

 

 Cabon Upcycling UCLA 

(1) 概要 

Carbon Upcycling UCLA とは、カリフォルニア大学ロサンゼルス校の Gaurav Sant 准

教授が開発した CO2 を吸収することで固化する新しいコンクリート CO2CONCRETETM40

を用いて、火力発電所からの CO2排出を削減する技術のことである41。図 2.1.2542に、火力

発電所における CO2CONCRETETMの利用方法のイメージ図を示す。現在は、Gaurav Sant

准教授が CEO として立ち上げた CO2CONCRETE, LLC 社の中にチームが形成されてお

り、技術開発が進められ、ライセンス契約によるビジネスも計画されている43,44。 

 

 

出典：CO2CONCRETE, LLC 社ホームページ 

 

図 2.1.25 火力発電所における CO2CONCRETETMの活用イメージ 

 

CO2CONCRETETM は、（1）カルシウムリッチなフライアッシュ、高炉スラグ、既成灰

などからカルシウムをポートランダイト Ca(OH)2 として抽出、（2）ポートランダイトを含

むセメントスラリーの形成、（3）セメントスラリーを構造部品に成形、（4）構造部品を火力

発電所の煙突から供給される CO2に曝してコンクリート製品を形成、という 4 工程を経る

ことで得られる新しいコンクリート製品である45。通常のコンクリートはセメント製造の過

 
40 Carbon Upcycling UCLA の商標登録 
41 https://www.ldeo.columbia.edu/gpg/projects/carbon-sequestration 
42 https://www.co2concrete.com/carbon-capture-process/ 
43 https://www.co2concrete.com/group/ 
44 Xprize Finalists 2019 Reimagen CO2, https://assets-us-01.kc-usercontent.com/5cb25086-82d2-4c89-94f0-

8450813a0fd3/d248a9c8-055f-4bdf-9692-

b682847ba54d/Carbon_Finalist%20Team%20Deck%20for%20Investors_V15.pdf 
45 Gaurav Sant et al., “EFFICIENT INTEGRATION OF MANUFACTURING OF UPCYCLED CONCRETE 

https://www.ldeo.columbia.edu/gpg/projects/carbon-sequestration
https://www.co2concrete.com/carbon-capture-process/
https://www.co2concrete.com/group/
https://assets-us-01.kc-usercontent.com/5cb25086-82d2-4c89-94f0-8450813a0fd3/d248a9c8-055f-4bdf-9692-b682847ba54d/Carbon_Finalist%20Team%20Deck%20for%20Investors_V15.pdf
https://assets-us-01.kc-usercontent.com/5cb25086-82d2-4c89-94f0-8450813a0fd3/d248a9c8-055f-4bdf-9692-b682847ba54d/Carbon_Finalist%20Team%20Deck%20for%20Investors_V15.pdf
https://assets-us-01.kc-usercontent.com/5cb25086-82d2-4c89-94f0-8450813a0fd3/d248a9c8-055f-4bdf-9692-b682847ba54d/Carbon_Finalist%20Team%20Deck%20for%20Investors_V15.pdf
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程で多量の CO2が発生するが、本技術は、セメントを用いず、固化過程で CO2を吸収する

ため、コンクリートによる CO2 排出を従来品に比べて半分以下にできる建設材料を提供す

るものである。その他、大きな特徴として、コンクリートセメントスラリーを 3D プリンタ

ーの様に自由に成型した状態で固化できる点も挙げられる46。 

 

(2) 技術  

ア．原理 

CO2CONCRETETMの製造技術の詳細は、Sant らの特許 45にまとめられている。本技術

に必要な材料は、カルシウムまたはマグネシウムの供給源（カルシウムリッチなフライアッ

シュ、高炉スラグなど）、その供給源からカルシウムイオンやマグネシウムイオンを取り出

す脱イオン溶液（純水や脱イオン剤を含む溶液など）、スラリーを形成するための不溶固形

物（フライアッシュなど）、CO2を含む排ガス、熱である。 

製造工程は、次の 4 つのプロセスがある。 

 

① カルシウムまたはマグネシウムの供給源から脱イオン溶液を用いてカルシウムイ

オンやマグネシウムイオンをポートランダイト Ca(OH)2や Mg(OH)2として抽出 

② 抽出液と不溶固形物を混合してスラリーを製造 

③ スラリーを任意の形状に成型 

④ 成型物に 45～75℃の熱を加えつつ、CO2を含む雰囲気に保持し、スラリーと CO2

を反応させながら固化 

 

①と②のプロセスは分ける必要がなく、例えばカルシウムリッチなフライアッシュを用

いれば、純水と混ぜるだけでスラリーの製造が可能である。特許では、カルシウムが 26wt%

を超えるカルシウムリッチなフライアッシュを用いた場合、フライアッシュの重量に対し

て 0.2％の純水を混合することで、固化時に十分な強度のコンクリート組織を形成できるこ

とが報告されている 45。 

図 2.1.2645 と図 2.1.2745 に、カルシウムリッチなフライアッシュを CO2 ガス雰囲気に保

持した場合のコンクリート組織及び圧縮強度の変化をそれぞれ示す。図 2.1.26 は、フライ

アッシュの反応が進むにつれて、細孔内の溶液は減少し、C-S-H が形成されると共に、シリ

カやカルサイト（Calcite）が形成されることを示している。また、図 2.1.27 には、雰囲気

ガスの CO2 濃度と養生温度の違いによる圧縮強度の違いを、養生日数に対してプロットし

た結果を示した。この結果から、養生温度を 75℃まで上げれば、7 日間程度の養生日数で

圧縮強度を 30～35MPa まで上げることができ、その際の雰囲気ガス CO2 濃度は、排ガス

濃度レベルの 12%でも、99.5%濃度のガス雰囲気と差異のないことが示されている。 

 
PRODUCT INTO POWER PLANTS”, US 2019 / 0177220 A1, June 13, 2019 

46 https://communities.acs.org/community/science/sustainability/green-chemistry-nexus-

blog/blog/2017/02/16/green-cosub2subncretetm-for-sustainable-construction 

https://communities.acs.org/community/science/sustainability/green-chemistry-nexus-blog/blog/2017/02/16/green-cosub2subncretetm-for-sustainable-construction
https://communities.acs.org/community/science/sustainability/green-chemistry-nexus-blog/blog/2017/02/16/green-cosub2subncretetm-for-sustainable-construction
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（注）雰囲気ガスの CO2濃度＝12%、水・細骨材比（w/s）47=0.20 の場合 

出典：Gaurav Sant et al.: “EFFICIENT INTEGRATION OF MANUFACTURING 

OF UPCYCLED CONCRETE PRODUCT INTO POWER PLANTS” 

 

図 2.1.26 カルシウムリッチなフライアッシュを用いた場合のコンクリート組織 

 

 
出典：Gaurav Sant et al.: “EFFICIENT INTEGRATION OF MANUFACTURING 

OF UPCYCLED CONCRETE PRODUCT INTO POWER PLANTS” 

 

図 2.1.27 雰囲気ガスの CO2濃度と養生温度の違いによる圧縮強度の発現挙動 

 

 
47 コンクリート（モルタル）の配合比は，水（w），細骨材（s）およびセメント（c）のうちのいずれか

2 つを対象にした重量比で評価される。 
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イ．排ガスの直接利用 

排ガス中の CO2を直接用いることを想定した技術であり、発電所等からの排ガスを直接

利用できる。 

 

ウ．開発ステージ 

開発ステージはラボレベルの段階である。 

 

エ．商用規模プラント設計の実現可能性 

複雑な機器を用いるわけでもないので設計上は特に問題はないと思われるが、商用規模

プラントを設計するためには、小規模設備等の試験データを集める必要がある。CO2を吸収

しコンクリートを固化させる時の温度は 45～75℃程度であるため、発電所排ガスの熱をそ

のまま活用することが可能で CO2 濃度も排ガスレベルの低濃度であるため、排ガスの直接

利用が可能である。ただし、コンクリート製品の養生と CO2を吸収させるために 1 週間程

度の時間を要するものと推定され、この滞留時間に相当する規模の建屋48が必要となる。 

 

オ．CO2削減量  

原料（フライアッシュや高炉スラグなど）中のカルシウムをポートランダイト Ca(OH)2

として抽出して固化に用いることで、CO2CONCRETETM ではセメントを用いずにコンク

リートが製造できる。このため CO2の削減量は、前述のとおり「コンクリートによる CO2

排出を従来品に比べて半分以下にできる」程度まで削減可能とされポテンシャルは比較的

高いと考えられるが、商用プラントでの実操業で CO2 の吸収反応をどの程度まで進められ

るかなど不確定要素もある。 

 

(3) 経済性と市場性  

ア．経済性 

CO2CONCRETETM は、プレキャストコンクリートとコンクリートブロックなどのコン

クリート二次製品による 210 億 US$の市場をターゲットとしており、既存のサプライチェ

ーンをそのまま活用できるメリットがある。ただし、コンクリート製品を養生する過程で発

電所排ガスをそのまま活用（温度と CO2濃度条件）し、長時間を掛けて徐々に CO2を吸収・

固化（強度発現）させるプロセス（CO2ガス雰囲気に暴露する工程）が必要なため、大規模

な養生・固化設備を設置することになり経済性は低いと考えられる。 

 

イ．市場性 

 
48 発電所に隣接するエリア内に建屋を設置して、プレキャストコンクリートなどのコンクリート二次製

品の養生と CO2の吸収による固化を行う必要がある。コンクリート二次製品は工場で製造されることか

ら、施工現場に生コンクリート（レディーミクストコンクリート）を運搬し、打設・養生を行う場合の

コンクリートとは区別される。 
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主原料が、石炭灰（フライアッシュ）や高炉スラグ等の廃棄物と水であるため経済性が

あると考えられるが、養生に 1 週間程度の時間を要するものと想定され、例えば発電所構

内にそのための建屋が必要となるなど、日本において商業化できる場所は極めて限られる。

また、敷石やブロックなど、プレキャスト無筋コンクリート製品に限定されるため、市場は

限定的と言える。 

 

 Mineral Carbonation 

(1) 概要 

Mineral Carbonation 技術は、豪州の化学会社である Orica Limited 社と共にニューカ

ッスル大学が出資している研究開発団体 GreenMag グループが 2007 年から独自に研究を

行ってきた技術である49。2013 年から Mineral Carbonation International Pty Ltd（MCi）

社を立ち上げ、その際豪州連邦政府とニューサウスウェールズ州政府から 3.04 百万 AU$の

補助金を得ている。2017 年からは豪州連邦政府とニューサウスウェールズ州政府より更に

8.3 百万 AUS$の資金を得て、パイロット試験を開始し、2019 年からは商業化に移行中で

ある。 

Mineral Carbonation 技術は、鉱山で得られた蛇紋岩を熱処理することで活性蛇紋岩に

し、そこに CO2 を吸収させることでマグネシウム炭酸塩と副生成物としてその他金属酸化

物やシリカを得る技術である。MCi では、これらからセメントやプラスターボード、その

他建設材料を製造することで商業化を行っている。図 2.1.2850に MCi の商業化シナリオを

示す。 

 

  

 
49 https://www.mineralcarbonation.com/ 
50 https://www.mineralcarbonation.com/ 

https://www.mineralcarbonation.com/
https://www.mineralcarbonation.com/
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出典：Mineral Carbonation International Pty Ltd 社ホームページ 

 

図 2.1.28 MCi の商業化シナリオ 

 

(2) 技術  

ア．原理 

Mineral Carbonation 技術で必要となる材料は蛇紋岩と熱、CO2である。まず、蛇紋岩

を加熱することで脱水反応が起き、活性蛇紋岩が生成される。活性蛇紋岩は CO2 と反応す

ることで、MgCO3を生成する。例えば、蛇紋岩を加熱することで生成する物質の一つとし

て苦土かんらん石（Mg2SiO4）があるが、これが CO2と反応すると MgCO3と SiO2が生成

することが知られている51。蛇紋岩が CO2 を吸収するまでの一連の流れを図 2.1.2952に示

す。 

 

 
51 https://www.ldeo.columbia.edu/gpg/projects/carbon-sequestration 
52 https://www.mineralcarbonation.com/ 

https://www.ldeo.columbia.edu/gpg/projects/carbon-sequestration
https://www.mineralcarbonation.com/
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出典：Mineral Carbonation International Pty Ltd 社ホームページ 

 

図 2.1.29 蛇紋岩が CO2を吸収するまでの一連の流れ 

 

 

イ．排ガスの直接利用 

蛇紋岩を脱水し活性化したものに CO2 を反応させるので、濃縮した CO2 でないと効率

はかなり低くなることが予想される。 

 

ウ．開発ステージ 

2019 年より商業化を行っているとされているが、使用実績などは報告されていない。 

 

エ．商用規模プラント設計の実現可能性 

蛇紋岩を脱水し活性化するためには、図 2.1.3053の蛇紋岩の熱重量測定（TG）・示差熱分

析（DTA）の測定データが示すように、約 600℃～700℃付近まで加熱することが必要であ

る。この熱をどこから供給するかがエンジニアリング的に大きな課題である。 

 

 
53 安藤ら, “蛇紋岩の分解熱および溶成苦土リン肥の融解熱の測定”, 工業化学雑誌, 1957, 60(2). 

：SiO4 ：Mg ：O ：H

蛇紋岩の加熱

加熱脱水

活性蛇紋岩

CO2暴露 CO2暴露

MgCO3の生成
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（右：TG、左：DTA） 

出典：安藤ら：“工業化学雑誌” 

 

図 2.1.30 蛇紋岩の TG/DTA データ 

 

 

オ．CO2削減量  

蛇紋岩を活性化させ、CO2 を反応させることにより、CO2を固化できるが、元々の蛇紋

岩の一部が MgCO3として固定されるのみで、削減量はあまり期待できない。また、蛇紋岩

を高温加熱するところで CO2を発生させることになる。 

 

(3) 経済性と市場性  

ア．経済性 

化学会社が実施していることもあり、豪州では既に商業化されているとのことであるが、

実績は示されていない。蛇紋岩を活性化させるために 600～700℃の熱が必要であるので、

排熱回収などによって熱源を確保することは想定できず、その部分でのエネルギー消費が

大きく、エネルギーコストに見合うだけの製品市場価値は見込めないことから、経済性は低

いと考えられる。 

 

イ．市場性 

MCi49は、豪州で石炭火力発電所から排出する CO2を活用することを考えているが、蛇

紋岩を石炭火力発電所の近郊で調達できるとは限らないことから、本プロセスが成立する
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立地環境を備えたエリアでのコンクリート製品の需要規模は限定的と考えられるため、大

きな市場は得にくいと考えられる。 

 

 

出典：Mineral Carbonation International Pty Ltd 社ホームページ 

 

図 2.1.31 火力発電所と Mineral Carbonation 技術の組合せ 

 

 

 有望な炭酸塩製造技術候補の選定 

世界で開発が進められている CO2を利用した炭酸塩製造技術について、Web サイト、発

表論文、その他各国の政府機関や政府情報機関等の情報を収集し、その中から技術の実現性

が比較的高いと思われるものを選定し、2.1.1から 2.1.8にそれぞれの技術の内容を記載し

た。 

本項では、本調査の調査条件となっている発電所等から排出される CO2を活用できるこ

とに主眼を置きながら、小規模なレベルでの技術が確立されていることの観点、さらに技術

の実現性（技術そのものの商用規模プラント設計の実現可能性と経済性）の可能性からも評

価を加えて、最終的な炭酸塩製造技術候補の選定を行った。 

表 2.1.4 に、2.1.1から 2.1.8に記載した技術について、特徴（優位性）、開発ステージ、

技術の実現性、市場性について示した一覧を示す。 

さらに表中には、各技術の情報を元に、以下の 6 つの評価項目を設定し、その評価結果

を、「優れている」（◎：3 点）、「良い」（○：1 点）、「普通～劣る」（△：0 点）の記号で示

した結果と、「評点」も併記した。 

 

炭鉱

火力発電所

CO2捕集

Mineral Carbonation工場

蛇紋岩

建材工場
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１． 発電所の排ガスがそのまま活用できる 

２． 開発ステージ（技術の確立度） 

３． 商用規模プラント設計の実現可能性（商用規模にできるかどうか） 

４． CO2の削減量  

５． 経済性 

６． 市情性 

  

各項目の評価基準は、以下のとおりである。 

⚫ 発電所の排ガスがそのまま活用できる：そのまま使える、または対象技術に組み込

まれている場合は◎、そうでない場合は△、両者の中間的レベルに相当する場合は

〇。 

⚫ 開発ステージ(技術の確立度)：商業化に向けた技術が確立されている場合は◎、大

学のビーカー研究レベルの場合は△、両者の中間的レベルに相当する場合は〇。 

⚫ 商用規模プラント設計の実現可能性（商用規模にできるかどうか）：その技術でプ

ラント建設可能な場合は◎、理論的な概念だけの場合は△、両者の中間的レベルに

相当する場合は〇。 

⚫ CO2 の削減量：CO2 の大幅な削減が期待できる場合は◎、あまり期待できない場

合は△、両者の中間的レベルに相当する場合は〇。 

⚫ 経済性：比較的安価に実現が可能と考えられる場合は◎、かなりコストがかかりそ

うな場合は△、両者の中間的レベルに相当する場合は〇。 

⚫ 市場性：世界中で多くの市場が期待できそうな場合は◎、期待できそうでない場合

は△、両者の中間的レベルに相当する場合は〇。 

 

以上の評価を行った結果、GreenOre と O.C.O. Technology の 2 つの技術が他の 6 つの

技術に比べて評価点が高かった。このため、GreenOre と O.C.O. Technology について、さ

らに詳細な調査を行うため、現地調査を実施することとした。 
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表 2.1.4 有望と思われる世界の炭酸塩製造技術と評価結果 

 

技術名 国名 開発者 
特徴 

（優位性） 

開発 

ステージ 

技術の 

実現性 
市場性 

炭酸塩製造技術の情報収集に基づいた評価 

1. 発電所
の排ガス

がそのま
ま活用
できる 

2. 開発ス
テージ

（技術の
確立度） 

3. 商用規

模プラン
ト設計の
実現可

能性（商
用規模
にできる

かどう
か） 

4. CO2の

削減量 
5. 経済性 6. 市場性 評点 

(1) GreenOre 米国 
Columbia 大学
GreenOre CleanTech 

高炉スラグ、石炭灰等からキレート抽出剤を使っ
て金属イオンを抽出するためカルシウムやマグネ

シウムの利用効率が高く、CO2と反応させ炭酸塩
を製造。排ガス程度の低濃度 CO2ガスをそのま
ま反応に使うので、CO2を分離回収する必要が

ない。 

大学でのプロセス開発とベンチ
スケールでの試験を実施して、

製紙用填料（てんりょう）などの
サンプルを製造した実績があ
る。 

キレート抽出剤を使って低温で
反応させるのでエネルギー消

費が少なく、また排ガスをその
まま使うことができるので経済
性が高い。 

製造された炭酸塩は、超微粒
子粉体としての特殊用途（填料

（てんりょう）など）のほか、道路
用、土木用、セメント・コンクリ
ート用、地盤改良用としても利

用できる。 

◎ 〇 ◎ 〇 ○ ◎ 12 

(2) O.C.O. 

Technology 
英国 

UCL (University 
College London) 
Greenwich 大学 

焼却灰、石炭灰、スラグ等の中のカルシウムと

CO2を反応させ、炭酸カルシウムを含む骨材を
製造する技術で、既に 3つのプラントを稼働させ
ており、事業化実績がある。 

英国内に 3工場（Brandon, 

Bristol, Leeds）を保有。20万
t以上の骨材を製造中である。 

順次 3工場を設立しており、エ
ンジニアリング的には完成して

いる。なお、稼働中の商業プラ
ントでは、液化 CO2を使用して
いるためコスト増の要因となっ

ている。 

英国のゴミ焼却灰の 24%を処
理している（25万 t/y受入）。
日本を含む海外への進出も検

討中。 

製品であるM-LSは軽量骨材
で、この市場は拡大していく可

能性がある。 

○ ◎ ◎ ○ 〇 ◎ 12 

(3) Blue Planet 米国 
Stanford大学 
Blue Planet Ltd. 

アンモニア水による CO2回収溶液と岩石廃棄物
や産業廃棄物を接触させ、廃棄物表面に炭酸塩

を形成させる技術で、CO2分離回収とその固定
化が一体となっている。 

コンクリート骨材として空港工

事に試験使用された実績があ
る。 

岩石骨材等を炭酸塩でコーテ
ィングした骨材を製造するのに

要するコストと時間が明確でな
い。 

コンクリート骨材の表層だけを
炭酸塩化（中性化）しているた
め固定量が限定的で、骨材の

強度も不明なため、適用可能
な用途先は限定的と考えられ
る。 

◎ ◎ 〇 △ △ △ 7 

(4) Solidia 米国 Solidia Technologies 

セメント原料中の石灰石を一部他鉱物に置換し

た CO2排出量の少ないセメントを用い、水の代
わりに CO2を吸収させることで、１日で固化させ
るコンクリート技術。 

コンクリート二次製品（ブロック
等のプレキャスト製品）を製造
した例がある。 

強度・耐久性や、大型構造物
（鉄筋コンクリート製品）などへ
の適用性が不明。 

コンクリート二次製品の市場が
期待できる。 

〇 ◎ ◎ 〇 △ 〇 9 

(5) CarbonCure カナダ 
CarbonCure 
Technologies 

セメント硬化中に CO2を注入し、セメントの
水和反応の進行とともに、炭酸カルシウムが
形成されることにより、CO2が固定化された

コンクリートが製造される。 

既に生コンクリートプラント等で
使用された実績がある。 

液化 CO2を供給する必要があ
るので、効率的削減にどの程
度寄与できるかが鍵である。 

pHの低下が起こらないため、
すべてのセメント・コンクリート
分野で使うことができる。 

〇 ◎ ◎ △ ○ 〇 9 

(6) Carbon 

Capture 

Machine 

英国 
Carbon Capture 
Machine 

煙突からの CO2とアルカリ溶液を反応させ

CO2を捕集後、炭酸イオンを含んだ溶液と海
水からのカルシウムやマグネシウムを含んだ
溶液と反応させ、炭酸塩を生成する技術で、

CO2回収を含む。 

ライセンス料及び製造マシーン
の販売によって利益を得ること
ができると考えている。 

技術の実現は可能であるが、

海水処理によるカルシウムやマ
グネシウムの回収量が少なく、
CO2削減量はあまり期待でき

ない。 

炭酸カルシウム及び炭酸マグ

ネシウムは各種混合物として使
われるが、本技術は軽量の断
熱石こうボードに焦点を当てて

いる。 

◎ △ ○ △ △ △ 4 

(7) Carbon 

Upcycling 

UCLA 

米国 
Carbon Upcycling 
UCLA 

フライアッシュ、高炉スラグなどからカルシ

ウムを Ca(OH)2として抽出し、それを含むセ
メントスラリーでコンクリート製品を成形
し、それに CO2を曝露することにより、CO2

を吸収したコンクリート二次製品を製造する
技術。 

この技術の適用先は、コンクリ
ート二次製品に限定される。 

CO2がどのくらい固定される
か、また、製造コストと高強度化

のバランスが商業化の鍵であ
る。CO2を固定化させるのに長
時間（1週間程度）を要する場

合もあるため、発電所などでの
設備立地に制約を受ける。 

中性化を前提にしたコンクリー
ト二次製品用途に限定された
市場が得られるか鍵である。 

◎ △ ○ ○ △ 〇 6 

(8) Mineral 

Carbonation 
豪州 

Mineral Carbonation 
International 

回収した CO2を高温加熱後の蛇紋岩と反応させ
て炭酸塩を製造することにより、CO2を固定化す

る技術。 

大学の研究室レベルからベン
チ規模装置での試験と商業化

に移行中。 

炭酸塩製造反応にかなり高温
が必要なため、製造コストが高
くなる。蛇紋岩の供給元を確保

することが必要。 

製造した炭酸塩は、コンクリート
や石膏ボードに混合して利用

する。 

〇 ◎ ○ △ △ ○ 6 
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 海外炭酸塩製造技術の状況調査 

2.1 で示した 8 件の CO2を利用した炭酸塩製造技術に関して、CO2削減効果の大きい発

電所等から排出される CO2 を活用できること、小規模なレベルでの技術が確立されている

ことの観点を始め、技術の実現性（技術そのものの商用規模プラント設計の実現可能性と経

済性）、現在の開発ステージ及び商業化の可能性を軸として評価を実施した。 

その結果、他に比べて高い評価を得た GreenOre と O.C.O. Technology の 2 つの技術に

ついて、以下に示す項目をさらに詳しく調査した。 

 

(1) 技術の実現性（技術そのものの商用規模プラント設計の実現可能性と経済性） 

当該技術の理論的背景をベースとして、当該技術のプロセスが実際のプラントとし

て実現可能かどうかについて、現開発段階のデータを基に評価検討する。 

(2) 当該技術を利用して製造される物質の用途 

製造される炭酸塩鉱物の物理的性状を基に、各種用途について検討する。 

(3) 上記の市場規模 

前項の各種用途に関して、それぞれの市場規模を検討する。 

(4) 製造プロセスに係る設備や製造に要するコスト 

調査内容を基にして、製造される炭酸塩鉱物の市場規模の検討結果から想定される

プラントの規模を想定し、製造プロセスに係る設備コストを推算するとともに、運転コ

ストも推算して、炭酸塩鉱物の製造コストを概算する。 

(5) 炭酸塩製造技術のライフサイクル全体を通しての CO2削減量（LCA）  

CO2 を利用した本プロセスにおける CO2 削減量を、製造に係るエネルギー等による

CO2排出を差し引いた形で算出する。 
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 GreenOre 

 

(1) 現地調査 

調査日時： 2019 年 11 月 18 日（月）10：00～15：00 

調査場所： コロンビア大学 Department of Earth and Environmental Engineering 

面会者：  （コロンビア大学）Ah-Hyung (Alissa) Park 教授、Aaron J Moment 教授、 

 （GreenOre CleanTech 社） Xiaozhou Sean Zhou, CEO 

 

A) コロンビア大学の概要 

コロンビア大学（Columbia University）は、米国ニューヨーク州ニューヨークに本部を

置く私立総合大学で、その概要54は以下のとおりである。 

 

所在地：116th Street and Broadway, New York, NY, 10027 U.S.A 

設立：1754 年に、北米で 5 番目の大学「キングズ・カレッジ」として創立。 

組織：学部レベルの 3 つのカレッジと大学院レベルの 13 のスクールから構成され、全

学で 114 の学科がある。 学部レベルの 3 つは、人文社会学・理学系学部が所属す

る「コロンビア・カレッジ」、工学系カレッジの「コロンビア・エンジニアリング」、

社会人教育に力を入れるカレッジ「スクール・オブ・ジェネラル・スタディーズ」

から成る。 

規模：教員数 4,414 人、学生総数 32,429 人（いずれも 2017 年）。幅広い分野で第一級

の研究が行われており、ノーベル賞受賞者は 1901 年以降の累計で 103 名に達す

る。大学の公式発表によると、2000～2018 年までの期間に限っても受賞者数は 17

人である。 

 

B) GreenOre 技術の概要 

CO2 の鉱物化ポテンシャルは、マグネシウムシリケートを含む玄武岩や蛇紋岩が世界中

に大量に存在するため、それらの岩石中のマグネシウムシリケートを、キレート抽出剤を用

いて容易に溶解してマグネシウムイオンとして取出すことができれば、極めて大きなもの

にすることができる。そこで、蛇紋岩等からのマグネシウムシリケートを溶解し、CO2と反

応させて MgCO3 を生成させることで CO2 を大量に固定できるのと同様に、石炭灰や高炉

スラグ中のカルシウムやマグネシウムを、キレート抽出剤を用いて溶解し、CO2と反応させ

てCaCO3や MgCO3を製造することで鉱物化し、CO2を固定化しようとするのが GreenOre

技術のコンセプトである。 

 

 
54 コロンビア大学ホームページ：https://www.columbia.edu/  

https://www.columbia.edu/
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(ア) GreenOre技術の開発経緯と現状 

本プロセスは、前節 2.1.1 の図 2.1.1 に示したとおり、前処理槽・反応槽・製品形成槽の

3 工程から成る撹拌槽で構成され、キレート抽出剤を用いた化学反応を利用するため、石炭

灰等の原料に含まれるカルシウム等のほぼ全量を抽出できること、エネルギー消費が少な

く（反応温度 45～90℃・圧力 45 気圧）、さらに燃焼排ガス程度の低濃度 CO2ガスをそのま

ま活用できるなどの特徴を有する。 

本技術の開発経緯と現状は、以下のとおりである。 

・GreenOre 技術は、コロンビア大学で Zhou 博士が Park 教授の下で研究していたプロ

セスが元になっており、特許を出願すると共に、その特許権を保有する GreenOre 

CleanTech 社を 2016 年に設立し、技術の実用化展開を進めている。 

・2008 年から 2014 年まではラボベースの研究を実施し、2015 年からベンチ規模の半

連続式装置（炭酸カルシウム製造量 10t/年、図 2.2.1）を設置し、開発を進めている。 

・プロセス概念図は、図 2.1.1 に示したとおりであり、同社は現在、中国（包頭鋼鉄グル

ープと共同で、上海市近郊に設置）において高炉スラグを原料に炭酸カルシウム製造

量が 750～1,000t/年のパイロットプラントを建設中である（図 2.2.2）。中国での建設

費は、約 5 百万 US$とのことであった。 

 

（2019 年 11 月 18 日撮影） 

 

図 2.2.1 コロンビア大学の試験装置 
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（パイロットプラントは建屋内部に格納される） 

出典：コロンビア大学 Ah-Hyung (Alissa) Park 教授プレゼンテーション資料 

 

図 2.2.2 中国で建設中のパイロットプラント 

 

(イ) GreenOre技術のプロセスの特徴 

GreenOre 技術の全体プロセスフローは、図 2.2.3 に示すとおりである。 

・製鉄所から排出される高炉スラグや石炭火力発電所の石炭灰等を原料とし、微粉砕55

や異物除去などの前処理を行った後、キレート抽出剤を用いてアルカリ土類金属イオ

ンを迅速に抽出し、その後、抽出したアルカリ土類金属イオンの溶液に CO2ガス（燃

焼排ガス程度の低濃度 CO2ガスを想定）を導入して炭酸塩を生成する。 

・炭酸塩生成後にキレート抽出剤は、回収・再生され、抽出段階に戻されて、再利用さ

れる。抽出段階の残渣として得られるシリケートは、様々なシリコン工業原料として

利用できる。 

・キレート抽出剤としては、sodium acetate、oxalate、citrate、picolinate、gluconate、

glutamate などが使われる。 

・マグネシウムイオンの抽出には、特に、しゅう酸とカテコールを用いて、高効率高選

択性の抽出を行っている。 

・30 分程度の反応時間で、原料中のカルシウムのうち、60～70％が炭酸塩に変換される。 

・反応温度は、コロンビア大学の試験装置では 45～90℃であるが、中国で建設中のパイ

ロットプラントは 40℃、40 気圧で設計している。 

 
55 粉砕粒度は、図 2.2.3 中の「粉砕機」枠中に示されているとおり、200µm 以下（平均粒径：20～

25µm）程度 
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・高炉スラグを原料とした場合、高炉スラグ中の MgO と CaO の含有率が合わせて 40

～50%程度であり、その全量が抽出できた場合、原料 1 トンに対し約 0.4 トンの CO2

を固定できる（後出の表 2.2.2 を参照）。また、トータルの鉄分の 50％が回収される。

残渣分は、30％程度である。 

・1 トンの原料に対して、最大 0.5 トンの CO2ガスが注入され、30 分位で反応する。 

・プロセス内で pH は 2～13 までの範囲で変化する pH スイング反応56を使っている。 

・沈殿した炭酸カルシウムの純度は、96.7～98.4％で、粒径は 2～5μm である。実験装

置で生成した炭酸カルシウム粉末サンプルの写真を、図 2.2.4 に示す。 

・原料によっては、炭酸塩以外に、酸化鉄や酸化アルミニウム、レアアース金属を回収

する。炭酸塩は、建設材料やフィラー、シリカは、シリカフューム57代替品等に利用

できる。レアアースに関しては、400ppm 以上であれば資源として利用できる。 

・現在コロンビア大学では、図 2.2.4 の写真に示した炭酸カルシウム粉末をペーパーコ

ーティング（「紙」の填料（てんりょう）用途）に利用した製品を実験的に製造してい

る。 

 

（「粉砕機」の粉砕粒度は、脚注 55を参照） 

出典：コロンビア大学 Ah-Hyung (Alissa) Park 教授らの特許出願資料を基に作成 

 

図 2.2.3 GreenOre 技術のプロセスフロー 

 
56 pH スイング反応：弱塩基と強酸を共存させることにより、炭酸化反応の原料であるアルカリ土類金属

を抽出する反応およびアルカリ土類金属と CO2 との炭酸化反応において、溶液の pH がそれぞれの

反応に適した値に自発的に変化し、溶液の再生が可能となる反応のことをいう 
57 シリカフューム：フェロシリコンなどを製造する際の副産物で、シリカ質の超微粒子（サブミクロ

ン）であることなどの特性から、建材用や高強度コンクリートなどの分野でニーズは高い。世界全体

では年間 230 万トン程度（2015 年）生産されている 
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（2019 年 11 月 18 日撮影：写真左端のサンプル瓶が、炭酸カルシウム粉末） 

 

図 2.2.4 生成された炭酸カルシウム粉末 

 

 

(ウ) 石炭火力発電所での適用と実用化への取組み 

本プロセスの実用化については、ワイオミング州政府も技術の実効性に着目しており、

コロンビア大学と共同で、同大学の実験装置をワイオミング州 Dry Fork 石炭火力発電所の

ITC（Integrated Test Center）に移設し、石炭灰を用いての実証試験を検討している。ワ

イオミング州政府、コロンビア大学及び GreenOre CleanTech 社の関係者は、日本との 3

者共同研究に対しても積極的であったため、Dry Fork 石炭火力発電所で日本側も加わった

共同実証試験を行うことも可能と思われる。コロンビア大学では、これまで石炭灰を原料と

した実験を行っていないが、表 2.2.1 に示す分析結果例のとおり、ワイオミング州の PRB

炭の灰分組成分析結果から、カルシウムの含有率が高い（CaO として 22.19%）ため、高炉

スラグ（同 36.10～39.20%）同様、本プロセスの原料として適していると思われる。 

CO2 を使った炭酸塩鉱物製造技術は様々な大学や研究所等で開発されているが、本

GreenOre 技術は、実用化に向けて先進的であると思われる。なお、コロンビア大学で起業

しているベンチャー企業は、中国で計画中のパイロット試験の成果を基に、商業規模の設備

を建設する計画である。このプラントの運転状況は注視すべきであり、我が国での実用化に

向けての参考とすることも出来ると考えられる。 
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表 2.2.1 高炉スラグ及び PRB 炭の灰分組成分析値 

（単位：%） 

 SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO CaO Na2O K2O TiO2 P2O5 MnO SO3 

高炉スラグ 

（分析例） 

33.20 13.10 0.36 8.82 36.10 0.46 0.68 1.27 <0.01 0.23 ~2.0 

13.00 1.36 30.00 9.33 39.20 0.11 0.03 1.46 2.15 4.33 
0.1-

0.3 

PRB 炭 

（ワイオミング州） 
30.46 14.78 5.20 5.17 22.19 1.94 0.35 1.30 1.07 0.01 8.83 

出典：コロンビア大学 Ah-Hyung (Alissa) Park 教授のプレゼンテーション資料を基に作成 

 

(2) 技術の実現性（技術そのものの商用規模プラント設計の実現可能性と経済性） 

コロンビア大学では、これまでにベンチ規模（幅 4.4m×高さ 2.4m）での試験を実施して

おり、スケールアップに向けたデータ収集も進められている。また、現在中国の包頭製鉄

（Baotou Steel）との共同プロジェクトでパイロットプラント（炭酸カルシウム年産 750～

1,000t）の建設が進められており、2020 年 6 月に完成する予定である。このプラントの運

転結果が出てくれば、実用化に向けた見通しを得ることができるものと考えられる。 

本技術は、各種産業から排出される CO2を濃縮することなく排ガスを直接反応器内に注

入できることが大きな特徴であり、石炭火力発電所から排出される CO2 排ガスを直接利用

できる利点を有する。また、キレート抽出剤を使うことによって、蛇紋岩、高炉スラグ、石

炭灰等からカルシウム、マグネシウムを抽出する反応は、100℃以下の低い温度で進行させ

ることができるので、反応条件がマイルドであり、石炭火力発電所の未利用排熱も利用でき

るなどエネルギー消費が少なく経済性が高いと考えられる。 

 

(3) 当該技術を利用して製造される物質の用途 

現在大学では、ベンチ規模の実験装置を用い生成される炭酸塩鉱物の粒径を、サブミク

ロンオーダーの超微粒子に制御58することで「紙」の填料（てんりょう）用途に CaCO3 微

粉末（表面の平滑性向上などの用途に特殊高級紙に米国で多用される）を製造する研究を進

めている。 

コロンビア大学の反応装置から生成される炭酸塩鉱物はサブミクロン～ミクロンオーダ

ーの微粒子であるため上述の填料（てんりょう）など微粉末であることを活かした用途での

 
58 サブミクロン粒子：粒子径が 0.1～1μm の範囲である超微粒子で、研磨剤・溶射剤・充填剤（フィラ

ー）などの用途で用いられる。一般に、粉砕などの機械的操作では加工することが困難な領域とされ

る。 
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利用に適している。また、製品用途に合わせて炭酸カルシウム粉末の粒度調整や、二次加工

などの各種単位操作を組み合わせることによって、道路用・土木用・地盤改良用・コンクリ

ート用などの分野で骨材や混和材など建設用資材としても広く有効利用できるなど、種々

の用途開発が可能と考えられる。 

 

(4) 市場規模 

炭酸カルシウムは、良質な白色石灰石を乾式もしくは湿式にて微粉砕する重質炭酸カル

シウムと化学的に合成する沈降炭酸カルシウムに大別される。その用途は多岐にわたり、ゴ

ム、塗料、プラスチック、製紙などの分野で充填材として広く使用されている。 

世界の炭酸カルシウム（粉砕および沈殿）市場は、成長率が近年鈍化しているにもかか

わらず、拡大を続けており、2015 年の市場規模は 27 百万 t59と言われている。一方、日本

の炭酸カルシウム市場（ソーダガラス用・その他を含む） は、1,000 万 t（2018 年）60であ

り、これを基に推定すると炭酸カルシウム（ソーダガラス用・その他を除く）の市場規模は、

約 300 万 t と推定できる。 

なお、沈降炭酸カルシウムの世界の消費量61は、2004 年で 775 万 t であり、その内訳は、

製紙用 70%、樹脂用 9%、塗料用 7%、ゴム用 3%、その他用途 11%となっており、製紙用

での消費量が最も多い。このうち日本における沈降炭酸カルシウムの需要量は、2005 年で

100 万 t を超えており、製紙用での増加が著しく 2005 年で全体の 87%が製紙用である。と

くに製紙会社工場内の苛性化工程より排出する二酸化炭素含有ガスを利用し沈降炭酸カル

シウムを生産する自製が増加している。製紙用が増加した理由として、紙の中性化が挙げら

れる。1980 年頃より文書類の保存性や紙の寿命への関心が高まり、汎用紙である印刷用紙

を中心に酸性紙から中性紙への転換が進んできたこと、森林資源の枯渇防止により古紙の

回収率、利用率も上昇し(2005 年度で回収率 71.1%、利用率 60.3%)、製紙プロセスが中性

化傾向になってきたこと等により、中性化が進み、填料（てんりょう）として炭酸カルシウ

ムが多く使用されるようになってきた。 

 

(5) 製造プロセスに係る設備や製造に要するコスト 

GreenOre CleanTech 社によると、現在、中国で建設中のパイロットプラント（生産能

 
59 例えば、Roskill Information Services “Ground & Precipitated Calcium Carbonate: Global Industry 

Markets & Outlook, 2nd Edition” (2016)などによる。 
60 石灰石工業協会調査部（2019/5/27）の公表データによる。「タンカル」単独の出荷量実績は 5.8 百万 t

（2000 年）で、それ以降は「タンカル」単独の数値に代わって「ソーダガラス用・その他」と合わせ

た数値が公表されている。なお、2000 年の「タンカル」単独での実績値は、「ソーダガラス用・その

他」と合わせた数値の 28.6%に相当する。2018 年の出荷実績（1,000 万 t）にこの割合を合わせる

と、「タンカル」単独の出荷量は約 300 万 t と推定できる。 
61 山下：日本無機マテリアル学会誌, 14, 249 (2007) 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/mukimate2000/14/329/14_329_249/_pdf  

沈降炭酸カルシウムの市場動向等に関する公表データは僅かであり、最新の市場動向などを把握する

ためには、別途詳細な市場調査などによりデータを収集する必要がある。 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/mukimate2000/14/329/14_329_249/_pdf
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力 750～1,000t/年）の建設費は、5 百万 US$（5 億 5 千万円）とのことであった62（ただし、

米国内に建設した場合は 20 百万 US$（22 億円））。運転時の消費電力量は炭酸塩製造 1t 当

たり、250kWh で設計されている。ただし、これには炭酸塩以外の副生物の加工や排水処理

工程などの消費電力は含まれていない。 

 

(6) 選定した炭酸塩製造技術のライフサイクル全体を通じての CO2削減量 

表 2.2.2 に示すとおり、製造にあたっての CO2吸収量は、高炉スラグを原料とした場合、

原料 1t 当たり約 400kg とされている。これは、原料に含まれるカルシウムとマグネシウム

の割合に依存するため、石炭灰や石炭ガス化スラグを原料とした場合、炭種により変化する。

また、原料や製品の輸送や消費電力による CO2 排出はカウントされていないため、これら

を含めると CO2削減量は、これを下回ることになる。 

なおコロンビア大学でのヒアリング情報によれば、現在 GreenOre CleanTech 社が中国

に建設中のパイロットプラントでの原料 1t 当たりの CO2吸収量は、使用する原料の種類・

組成や，反応条件などが異なるため約 210kg とされている。 

 

表 2.2.2 高炉スラグ及び PRB 炭への CO2固定可能量 

 

 

組成 (%) 高炉スラグ又は PRB 炭 1t 当たりの諸量（kg） 

MgO CaO 
MgCO3 

生成量 

CaCO3 

生成量 

Mg 由来の

CO2固定量 

Ca 由来の

CO2固定量 

CO2固定量 

合計 

高炉スラグ 

（分析例） 

8.82 36.10 185.2 644.6 97.0 283.6 380.6 

9.33 39.20 644.6 700.0 102.6 308.0 410.6 

PRB 炭 

（ワイオミング州） 
5.17 22.19 108.6 396.2 56.9 174.3 231.2 

出典：コロンビア大学 Ah-Hyung (Alissa) Park 教授のプレゼンテーション資料を用いて算出 

 

 

 O.C.O. Technology 

 

(1) 現地調査 

調査日時： 2019 年 11 月 20 日 10:00～14:00 

 
62 ベンチ規模（10t/年生産）の場合：設備建設費 50 万 US$（5,500 万円）、運転費 40 万 US$/年（4,400

万円/年）。為替レートは、1US$＝110 円として計算した（以下、同様レートを適用）。 
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調査場所： O.C.O. Technology 社 Leeds 工場 

面会者： James Ng (APCr Contracts Manager)、Peter Gunning (Technical and 

Quality Manager) 

 

A) O.C.O. Technology 社の概要 

所在地： Brandon 工場(2012 年竣工)、Bristol 工場（2016 年竣工）、Leeds 工場（2018

年竣工）の 3 箇所（図 2.2.5）。 

今回訪問したのは Leeds 工場。本社は存在しない。 

 

 

出典：Google Map を基に作成 

 

図 2.2.5 O.C.O. Technology 社の所在地 

 

 

設立：  2010 年 

・グリニッジ大学 Hill 教授が基本技術を開発し、他 4 名と設立。現在は設立者の一人で

ある Steel Gray 氏のみが在籍し、株式の 10%を保有する。残りの株式は、Grundon 

Waste Management Ltd (Grundon)社が保有する。 

従業員： 60 数名（3 工場） 

事業内容： 

・都市ゴミ焼却灰の受入・無害化（10 社から有償で焼却灰を引き受け、骨材を製造して

Leeds工場 

Bristol 工場 

Brandon 工場 
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いる）。英国内の最終処分場は既に 42%が使用済で、都市ゴミ焼却灰の処分場（埋立地）

が不足するのは時間の問題と言われている。 

・Accelerated Carbonation Technology（ACT）による骨材（製品名称は MLS：

Manufactured Limestone、人工石灰石）を製造し、30 社に販売。なお、ACT は、O.C.O. 

Technology 社が開発・保有する炭酸塩化技術である。 

製品（骨材）生産量： 130,000t/年（ポテンシャルとしては 250,000t/年） 

売上高（2019 年見込み）：15 百万ポンド（21 億円 22） 

 

B) 製造工程 

製造工程の概要を、図 2.2.6 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

出典：現地調査情報を基に作成 

 

図 2.2.6 ACT による骨材製造工程概要 

 

 

・回収された粉末状の都市ゴミ焼却灰は、貯蔵サイロに保存される。Leeds 工場の貯蔵

サイロは全部で 10 本あり、8 本は都市ゴミ焼却灰、2 本は固化材（セメント）用。各

サイロの容量は 130m3であり、回収先ごとにサイロを区別している。 

・1 日当たりの灰ローリー（ジェットパック車）受入は 20 台。ローリーの積載量は、1

台当たり 15t～29t である。 

・受入全ロットのカルシウム濃度を測定（分析時間約 15 分）。全水分は平均 1％、管理

値は 2%程度以下。水分が多いとローリーからサイロへの圧送など空気輸送ができなく

なる。都市ゴミ焼却場から 1 日以内に直送するので、乾燥状態で受け入れることがで

Mixing 

Stage 1 

Waste 貯蔵サイロ 

CO2タンク（液体） 

廃棄物 

(Waste) 

CO2 水 

（水道水） 

Mixing 

Stage 2 

フィラー 

（石灰粉、砂） 

Pelletising 

Stage 3 

Curing/ 

Storage 
製品 

（骨材） 

Reagent 

(セメント) 
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きる。 

・サイロから排出する際、都市ゴミ焼却灰のカルシウム濃度等を一定にするためブレン

ダーでブレンドした後、工場内にベルトコンベアで移送する。ブレンドの均一性は問わ

ない。 

・製造ラインは 2 系列なので、サイロからのコンベアも 2 本ある。 

・工場内の試験室で、都市ゴミ焼却灰の粒度、水分、密度は毎日分析、重金属の製品か

らの溶出量が基準以下であることを確認するため溶出試験を毎週実施している。製品

（骨材）の機械的強度試験は 2 回/年の頻度で実施している。 

・都市ゴミ焼却灰、CO2、水をミキサーで混合する（図 2.2.6 の Stag1：流動層造粒に相

当）。この反応は発熱反応のため、蒸気が上がっていた。屋外に設置させている CO2タ

ンク（液化炭酸ガス）の容量は 15t である。 

・混合物を別のミキサーに移し、フィラー（石灰粉＋砂：20%程度）を混合する（図 2.2.6

の Stage2）。 

・最後にロータリードラム（転動式造粒機）にて混合物を粒状のペレットにする（図 2.2.6

の Stage3）。ロータリードラムのサイズは長さ 10m、直径 2m 程度で、回転数とドラ

ムの傾斜角度で製品粒度を調整している。 

・ペレットの結合剤として少量のセメントを添加している。 

・粒状化されたペレットは、コンベアでの移送工程で気流乾燥により養生されながらス

トックパイル（初期養生建屋）に運ばれ 24 時間程度屋内貯蔵され、その後、屋外ヤー

ドで保管される（骨材:aggregate、15mm 以下）。 

・工場の外観を図 2.2.7(1)～(4)に、製品（骨材）及び都市ゴミ焼却灰（飛灰）を図 2.2.8

に示す。 
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（2019 年 11 月 20 日撮影） 

 

図 2.2.7 ACT による骨材製造設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2019 年 11 月 20 日撮影） 

 

図 2.2.8 製品（骨材）及び廃棄物 

 

(1) 廃棄物・セメント貯蔵サイロ  (2) 初期養生建屋 

(3) 屋外ストックパイル  (4) ストックパイルの製品 

製品（骨材） 

（15mm 以下 ） 

ゴミ焼却灰 

（50μm 以下） 

粉末状の炭酸塩 

（炭酸カルシウム） 

(Stage1 出口中間製品相当) 
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C) 生産能力・体制 

Leeds 工場の都市ゴミ焼却灰の引取り・処理量は、80,000t／年であり、英国内にある 10

社から有償で引き取っている。10 社は、廃棄物を燃焼処理する会社・団体である。 

この焼却灰を用いて、Leeds 工場では 23,000t/年の骨材の生産を行っている。Leeds 工

場の 1 日の生産能力は 400t～500t 程度（稼働率 20％程度か63）。Leeds、Brandon、Bristol

の 3 工場全体で、130,000t/年の製品（骨材）を生産している。 

液化炭酸ガスは、肥料工場などから出る副産物から製造したものを購入し原料として使

用している。 

Leeds 工場の生産体制は、平日 24 時間稼動の週 5 日体制（3 シフト×5 名/シフト）であ

り、繁忙期には週 7 日間稼動させている。 

 

(2) 技術の実現性（技術そのものの商用規模プラント設計の実現可能性と経済性） 

上記に述べたように、ACT 技術による炭酸塩化技術はすでに実用化され製品販売が行わ

れている。 

炭酸塩（骨材）製造設備の主要装置は、サイロ、ミキサー、ロータリードラム、コンベ

ア、ストックパイルからなり、各装置は汎用的な機器で構成されており非常にシンプルなプ

ロセスである。 

 

(3) 当該技術を利用して製造される物質の用途 

ACT 技術により製造された骨材は、主にブロック製造工場に販売され、建築用レンガ、

土木用ブロックの骨材として利用されている。ブロックのサンプルの写真を図2.2.9に示す。

その他に、路盤材用途としても使用されている。 

製品は、CO2 固定による炭酸塩化に伴い中性化するため、鉄筋は錆びやすくなってしま

う。このため、用途としては無筋のコンクリート二次製品など中性化した骨材であることを

前提としたものとして利用する必要がある。 

なお、製造された骨材の強度は、表 2.1.2 に示す”MSWI-APCr”に相当し、破壊強度が

8.3N/mm2程度のものと考えられる。同表チャートの破壊強度は 20.3N/mm2であることか

らチャートの約 40％の破壊強度となる。現地の観察では、表面にザラツキがあり細かな孔

が見られ、触った感じでも、天然の岩石にくらべるとあまり強くない印象であった。 

 

 

 
63 週休 2 日とし週 5 日稼働、1 年間を 52 週とすると、年間稼働日は 260 日。計算上の年間生産量は

500t×260 日＝130,000t となり、稼働率は 23,000t÷130,000t×100≒20％となる。 
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（2019 年 11 月 21 日撮影、左側：ブロックサンプル、右側：骨材） 

 

図 2.2.9 骨材を使ったブロックサンプル 

 

(4) 市場規模 

O.C.O. Technology 社のブロック製造への骨材供給シェアは、22％（2019 年見込み）で

あり、会社全体の供給量が 130,000t/年であることから、合成を含めた軽量骨材全体の市場

規模は、600,000t/年程度と推定される。 

本技術についてはドイツ、北欧、日本などからの引き合いもあり、グローバルに展開し

ていく予定とのことであった。 

 

(5) 製造プロセスに係る設備や製造に要するコスト 

本調査の段階では、非開示とされた。 

 

(6) 選定した炭酸塩製造技術のライフサイクル全体を通じての CO2削減量 

製造にあたっての CO2吸収量は、現地での聞き取り調査によれば製品 1t 当たり 44kg と

されている。製品 1t を製造すれば CO2を 0.044t 削減できることになる。 

O.C.O. Technology 社全体で、年間 5,720t の CO2削減に寄与していることになるが、原

料の輸送やプラントの消費電力による CO2 排出はカウントされていないため、これらを加

味すると CO2削減量は上記より少なくなる。 

Leeds 工場の液化炭酸ガス購入量（使用量）は年間 4,000t であり、骨材の生産量は年間

23,000t であることから、骨材 1t 当たり、174kg の CO2が使われている（CO2 4,000t ÷ 骨

材 23,000t = 0.174t = 174kg）。このため、CO2の利用効率（使用した CO2に対する CO2の

固定化率）としては、25%（44kg ÷ 174kg × 100）程度となる。 

 

(7) O.C.O. Technology 社 ACT 技術の考察 
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O.C.O. Technology 社の ACT 技術は、すでに実用化されたもので、製品の製造が行わ

れており、技術的な原理や設備も難しいものではなく、導入場所の確保と設備が整えば、

本技術を使って日本での炭酸塩の製造は可能と考えられる。 

液化炭酸ガスを使用して炭酸塩を製造している ACT 技術の CO2の吸収量は、製品 1t

当たり 0.044 t-CO2/t で、CO2の利用効率は 25％程度となっている。 

ACT 技術の導入検討にあたっては、次のような課題が考えられる。 

 

⚫ 原理や設備は単純であるが、詳細な状況や必要な機器、性能が不明。技術に関わる

詳細な調査が必要である。 

⚫ 炭酸塩製造における液化炭酸ガスと原料である廃棄物の反応割合や液化炭酸ガス

の純度や原料となる廃棄物中のカルシウムやその他の元素の濃度が不明。炭酸塩

製造の効率など明確にする必要がある。 

（計算では、吸収された CO2量から炭酸塩生成に反応した CaO 量は、CO2 44 ㎏

に対し、56kg と推定される64。 

⚫ 液化炭酸ガスに代わって、石炭火力発電所等で排出される排ガスが使えるかどう

かの検討が必要である。 

⚫ 製品である骨材の強度が天然岩石に比べ低く、日本で使用できるかの検討や使用

用途の開発、化学組成を含め工業的な分析・検討が必要である。  

 
64 原子量を Ca 40、O 16、C 12 とし、炭酸塩化反応と分子量（括弧内）は CaO(56) + CO2(44) →

CaCO3(100) となるため、CO2を 44kg とすると CaO 量は 56kg。同様に Mg 24 とし、MgO(40) + 

CO2(44) → MgCO3(84)となるから、CO2を 44kg とすると MaO 量は 40kg となる。 
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 まとめ 

2.2.1 及び 2.2.2 で述べた GreenOre 技術及び O.C.O. Technology 社 ACT 技術をまとめ

ると、表 2.2.3 のようになる。 

 

 

表 2.2.3 GreenOre 技術と O.C.O. Technology 社 ACT 技術まとめ 

 

項目 GreenOre技術 O.C.O. Technology 社 ACT技術 

技術の概要 

・高炉スラグと CO2、キレート抽出剤を使って反

応させ炭酸カルシウムを主とした製品を製造

する。 

・燃焼排ガスに含まれる CO2を使用。 

・特別な装置は必要なく、燃焼排ガスをそのま

ま使える。 

・都市ゴミ焼却灰等に含まれるカルシウムを

CO2 と反応させ造粒することにより、炭酸塩を

含む骨材を製造する。 

・液化炭酸ガス（高濃度の CO2）を使用。 

技術の実現性 

・ベンチ規模の試験を実施中だが、中国で実

用化に向けてのパイロットプラントを建設中。 

・ベンチ規模で 10t/年、パイロットプラントで

750～1,000t/年の生産規模。 

・すでに実用化され製品（骨材）の製造販売が

行われている。 

・Leeds工場で 23,000t/年、O.C.O. 

Technology社全体で 130,000t/年の生産規

模。 

製造される物質の

用途 

・紙の填料（てんりょう）材をはじめとし、製品加

工することにより砕石・骨材等に展開。 

・建築用レンガや土木用ブロックの骨材や路盤

材。 

市場規模 

・世界の炭酸カルシウム（粉砕及び沈降）市場

規模は 27百万 t（2015年）。 

・日本の炭酸カルシウム市場（ソーダガラス用・

その他を含む）60は、10百万 t（2018年）。 

・英国での合成骨材の市場規模は 60 万 t 程

度。 

コスト 

・ベンチ規模（10t/年生産）で、設備建設費 50

万 US$（5,500万円）。 

・パイロットプラント（750～1,000t/年生産）で、

中国での設備建設費 5百万US$（5億 5千万

円）。米国内で建設した場合は 20 百万

US$（22億円）。 

・非開示。 

CO2削減量 

・ベンチ規模（10t/年生産）で、約 0.40t-CO2/t

原料（高炉スラグ）。 

・パイロットプラント（750～1,000t/年生産）で、

0.21t-CO2/t-原料（高炉スラグほか）。 

（ただし、原料のカルシウムやマグネシウムの含

有量に依存する） 

・0.044t-CO2/t製品（骨材）。 

課題 

・原理、設備、性能などの詳細調査が必要。 

・CO2 吸収量は、原料に含まれるカルシウムと

マグネシウムの割合に依存する。 

・原理、設備、性能などの詳細調査が必要。 

・石炭火力発電所等で排出される排ガスが使

えるか検討が必要。 

  

 

O.C.O. Technology 社の ACT 技術は、廃棄物の骨材化という事業スキームを確立してい

るものの、プラントでは液化炭酸ガスを購入して使用するなど石炭火力発電所等で排出さ
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れる排ガス程度の低濃度 CO2 ガスをそのままの濃度では使用できないなどの制約があり、

GreenOre 技術に比べると CO2の削減量も少ない。一方 GreenOre 技術は、低濃度 CO2ガ

スがそのまま利用できることに加え、キレート抽出剤により原料中のカルシウムやマグネ

シウム成分を高い割合で炭酸塩化することができ CO2の削減量も多いと言える。このため、

次節の「2.3 日本での利用可能性」では、GreenOre 技術に対象を絞って日本での利用可能

性についてさらに詳細に検討することとした。 

 

 

 日本での利用可能性 

前節「2.2 海外炭酸塩製造技術の状況調査」の結果を踏まえ、今後の高効率発電技術とし

て期待され、灰中のカルシウム分が微粉炭火力発電に比べて多い石炭65を燃料として使用す

る IGCC（石炭ガス化複合発電：Integrated coal Gasification Combined Cycle）を、モデ

ル発電所として選定することとした。併せて、現在の石炭火力発電で主流となっている USC

（超々臨界圧発電：Ultra Super Critical）を比較検討用として加えて GreenOre 技術によ

る炭酸塩製造技術を適用した場合について、以下の項目を検討、評価した。なお、図 2.3.166

に示すように、日本の石炭火力発電は、今後比較的効率の低い Sub-C（亜臨界圧発電：Sub-

Critical）や SC（超臨界圧発電：Super Critical）から、順次高効率の USCや IGCCに代替され

ることが見込まれている。 

 

(1) 選定技術の日本での建設コスト、追加エネルギー量の概算計算 

(2) それぞれの発電方式を採用した場合のマテリアルフロー、エネルギー収支 

(3) それぞれのモデル発電方式での CO2 削減量、炭酸塩製造に伴い新たに発生する

CO2量、両者の収支（LCA） 

(4) 炭酸塩製造の経済性 

 

これらの結果を総合的に評価し、発電方式の違いによる特徴や日本への炭酸塩製造技術

の適用可能性を検討すると共に、実用化に向けた技術的課題を抽出する。 

 

 
65 IGCC で使用される石炭は、灰の融点温度の低い炭種であることが必要なため、灰中にカルシウム分を

多く含む亜瀝青炭を燃料として使用することが多い 
66 2017 年度第 1 回 総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 省エネルギー小委

員会 火力発電に係る判断基準ワーキンググループ火力発電（2017 年 10 月 7 日開催）開催資料 4 を

基に作成 
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出典：2017 年度第 1 回 総合資源エネルギー調査会資料を基に作成 

 

図 2.3.1 石炭火力発電方式別の発電量 

 

 

 モデル発電所の仕様調査 

モデル発電所の仕様調査については、本調査の受託者である JCOAL 及び出光興産（株）

の既往の調査報告やモデルとした各発電所の公開資料、電力会社や研究機関の公開資料を

収集、整理した。また、可能な範囲でモデルとした発電所や電力会社等のヒアリングを実施

した。 

 

(1) USC 

USC のモデル発電所としては、福島県常磐共同火力勿来発電所（8・9 号機）とした。勿

来発電所 10 号機は、IGCC 発電であり、同じ発電所内で USC と IGCC が存在することか

ら、USC と IGCC のモデル発電所として選定した。 

 

A) 発電所の概要 

常磐共同火力勿来発電所の概要67を、以下に示す。 

 
67 常磐共同火力 Web サイト：http://www.joban-power.co.jp/  
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会社名：  常磐共同火力株式会社 

所在地：  福島県いわき市佐糠町大島 20 番地 

設立：  1955 年 12 月 23 日 

資本金：  560 億円 

株主： 東北電力株式会社、株式会社ＪＥＲＡ、他 5 社 

従業員：  266 人（2019 年 4 月 1 日現在） 

設備概要： 設備概要を、表 2.3.1 に示す。 

 

表 2.3.1 常磐共同発電所設備概要 

 

許可出力 1,700,000kW 

ユニット 
7 号機 

（SC） 

8 号機 

（USC） 

9 号機 

（USC） 

10 号機 

（IGCC） 

出力 250,000kW 600,000kW 600,000kW 250,000kW 

運転開始 1970 年 10 月 26 日 1983 年 9 月 9 日 1983 年 12 月 15 日 2013 年 4 月 1 日 

ボイラー形式 強制循環型 変圧貫流型 変圧貫流型 噴流床方型 

使用燃料 
石炭（瀝青炭）・炭化
燃料・木質ペレット 

石炭（瀝青炭）・炭化
燃料・木質ペレット 

石炭（瀝青炭）・重
油・炭化燃料・木質

ペレット 

石炭（亜瀝青炭） 

出典：常磐共同火力のホームページ 

 

 

B) 設備仕様 

USC の設備仕様概要を、表 2.3.268に示す。また、USC の設備状況概要を、図 2.3.269に

示す。なお、石炭使用量については、推定値（2019 年）とした。 

  

 
68 http://www.joban-power.co.jp/ 
69 http://www.joban-power.co.jp/ 

http://www.joban-power.co.jp/
http://www.joban-power.co.jp/
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表 2.3.2 USC の設備仕様概要 

 

項目 8 号機 9 号機 

ボイラー 

缶数 1 1 

運開時期 1983 年 9 月 9 日 1983 年 12 月 15 日 

能力(t/h) 1,940 1,940 

形式 微粉炭 微粉炭 

メーカー 三菱重工 IHI 

発電機 
容量(kW) 600,000 600,000 

メーカー 日立製作所 東芝 

使用石炭銘柄 － 瀝青炭 瀝青炭 

石炭使用量70 千 t/年 1,400 1,400 

出典：常磐共同火力のホームページ 

 

 

 

出典：常磐共同火力のホームページ 

 

図 2.3.2 勿来発電所 USC の設備状況概要（8 号機・9 号機） 

 

 

(2) IGCC 

IGCC のモデル発電所としては、上記常磐共同火力勿来発電所（10 号機）及び広島県の

大崎クールジェンとした。 

なお、勿来発電所 10 号機、大崎クールジェン以外にも、勿来 IGCC パワー合同会社と

 
70 推定値（2019 年） 
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広野 IGCC パワー合同会社にて、新規の IGCC が建設中で、この 2 つについても検討した。

出力はそれぞれ 54 万 kW である。 

 

A) 発電所の概要 

大崎クールジェン及び勿来発電所 10 号機は、石炭火力発電から排出される CO2 を大幅

に削減させるべく、高効率発電技術である IGCC を用いた発電所である。 

大崎クールジェンは、IGCC に加え、燃料電池を取り付けた究極の高効率発電技術であ

る IGFC（石炭ガス化燃料電池複合発電：Integrated coal Gasification Fuel Cell combined 

cycle）と、CO2 分離・回収を組み合わせた革新的低炭素石炭火力発電の実現を目指すプロ

ジェクトである。 

大崎クールジェンの概要を以下に示す。勿来発電所については上記参照。 

 

会社名： 大崎クールジェン株式会社 

所在地： 広島県豊田郡大崎上島町中野 6208-1 

設立：  2009 年 7 月 29 日 

資本金： 4 億 9,000 万円 

株主：  中国電力株式会社、電源開発株式会社 

設備概要： プロジェクトは 3 段階から構成され、第 1 段階では「酸素吹石炭ガス化複合

発電：IGCC」の大型設備実証設備建設と試験、第 2 段階では IGCC に CO2分離

回収設備を付設した「CO2分離・回収型酸素吹 IGCC」実証設備建設と試験、第

3 段階では燃料電池を付設した「CO2分離・回収型石炭ガス化燃料電池複合発電：

IGFC」の実証設備建設と試験から成る。第 1 段階は 2019 年 2 月に終了し、現在

第 2 段階の実証試験を実施中。第 3 段階は現在準備段階で 2022 年度に実証試験

が開始される予定である。 

 

IGCC 及び USC の一般的な設備概要を、図 2.3.371に示す。 

 

 
71 http://www.joban-power.co.jp/ 

http://www.joban-power.co.jp/
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出典：常磐共同火力のホームページ 

 

図 2.3.3 IGCC と USC の設備概要 

 

 

B) 設備仕様 

勿来発電所 10 号機、大崎クールジェン、並びに建設中の勿来 IGCC パワーと広野

IGCC パワーの設備仕様概要を、表 2.3.372に示す。また、勿来発電所 10 号機と大崎クー

ルジェンの設備状況概要を、図 2.3.473及び図 2.3.574に示す。 

  

 
72 常磐共同火力，大崎クールジェン及び三菱日立パワーシステムズ Web サイト等：http://www.joban-

power.co.jp/，https://www.osaki-coolgen.jp/及び https://www.mhps.com/jp/products/igcc/index.html  
73 常磐共同火力 Web サイト：http://www.joban-power.co.jp /  
74 大崎クールジェン Web サイト：https://www.osaki-coolgen.jp/  

http://www.joban-power.co.jp/
http://www.joban-power.co.jp/
https://www.osaki-coolgen.jp/
https://www.mhps.com/jp/products/igcc/index.html
http://www.joban-power.co.jp/
https://www.osaki-coolgen.jp/
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表 2.3.3 IGCC 発電所の設備仕様概要 

 

項目 
勿来発電所 10

号機 

大崎 

クールジェン 

勿来 

IGCC パワー 

広野 

IGCC パワー 

IGCC 

出力 250,000kW 166,000kW 540,000kW 540,000kW 

ガス化炉 
空気吹 

噴流床方式 

酸素吹 

噴流床方式 

空気吹 

噴流床方式 

空気吹 

噴流床方式 

ガス精製 

硫黄除去： 

湿式ガス精製 

（MDEA75） 

硫黄回収： 

石膏回収 

硫黄除去： 

湿式化学吸収法 

硫黄回収： 

石膏回収 

硫黄除去： 

湿式ガス精製 

（MDEA） 

硫黄回収： 

石膏回収 

硫黄除去： 

湿式ガス精製 

（MDEA） 

硫黄回収： 

石膏回収 

ガスタービン 1,200℃級 1,300℃級 1,200℃級 1,200℃級 

発電効率76 

（送電端） 

HHV77基準 40.5% 40.5% － － 

LHV77基準 42% 42.5% 48% 48% 

メーカー 
三菱重工 

（現 MHPS） 
MHPS MHPS MHPS 

使用石炭銘柄 亜瀝青炭 亜瀝青炭 亜瀝青炭 亜瀝青炭 

石炭使用量 
1,700t/日 

（60 万 t/年78） 

1,180t/日 

（40 万 t/年79） 

3,600t/日80 

（130 万 t/年81） 

3,600t/日 80 

（130 万 t/年 81） 

石炭灰（スラグ） 石炭中の灰分は溶融して、ガス化炉下部よりスラグとして排出される。 

CO2

分離
回収 

処理ガス量 － 
石炭ガス化ガス
の 17%程度 

－ － 

CO2吸収再生方式 － 物理吸収方式 － － 

燃料 

電池 

種類 － 

固体酸化物形燃
料電池

（SOFC82） 

－ － 

発電出力 － 1.2MW 級 － － 

適用燃料 － 水素リッチガス － － 

出典：常磐共同火力及び大崎クールジェンのホームページを基に作成 

 
75 メチルジエタノールアミン (Methyldiethanolamine)法 
76 発電出力・効率等の性能数値については、サイト条件や石炭性状等により異なる。 
77 燃焼ガス中の水分が水の状態として算出した発熱量を高位発熱量（Higher Heating Value; HHV）、水

分が蒸発して水蒸気の状態として算出した発熱量を低位発熱量（Lower Heating Value; LHV）とい

う。LHV では水分の蒸発に熱量が消費されているため、HHV のほうが発熱量は大きくなり、熱効率を

計算すると LHV よりも低くなる。 
78 1,700t/日×365 日 ≒ 60 万 t/年 
79 1,180t/日×365 日 ≒ 40 万 t/年 
80 130 万 t÷365 日≒3,600t/日 
81 勿来 10 号機の出力と石炭使用量から推定：60万 t×54万 kW÷25万 kW＝130万 t 
82 Solid oxide fuel cell 
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出典：常磐共同火力のホームページ 

 

図 2.3.4 勿来発電所 10 号機の設備概要 

 

 

出典：大崎クールジェンのホームページ 

 

図 2.3.5 大崎クールジェンの設備概要 
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勿来発電所 10号機と大崎クールジェンで使用される微粉炭及び排出されるスラグの灰

組成を、表 2.3.483に示す。また、本表には、GreenOre 技術での高炉スラグ及び PRB 炭

石炭灰の分析例と豪州一般炭（瀝青炭）の灰組成分析値も合わせて示した。 

 

 

表 2.3.4 スラグ等の灰組成（例） 

 

（単位：%） 

採取場所 
日本国内既設 IGCC 

（勿来発電所 10 号機84） 

日本国内既設 IGCC 

（大崎クールジェン 84） 
GreenOre 豪州 

種類／ 

サンプル名 

スラグ 

微
粉
炭 

スラグ 

微
粉
炭 

高炉スラグ 
PRB

炭 

瀝青

炭 

1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 1 － 

SiO2 47.5 49.4 47.1 49.9 25.3 29.6 35.4 28.1 33.2 13.0 30.5 68.5 

Al2O3 17.4 17.3 17.3 17.8 11.6 11.0 14.2 11.4 13.1 1.4 14.8 20.5 

CaO 15.6 13.5 13.8 14.2 18.1 18.4 21.8 19.0 36.1 39.2 22.2 0.6 

Fe2O3 6.5 8.5 7.4 7.8 19.2 18.3 13.3 17.6 0.36 30.0 5.2 3.5 

Na2O - - - - - - - - 0.46 0.11 1.9 0.4 

K2O 1.9 1.8 1.8 1.7 1.3 1.1 1.1 1.2 0.68 0.03 0.35 1.1 

TiO2 0.75 0.79 0.75 0.77 0.57 0.55 0.97 0.58 1.3 1.5 1.3 0.9 

MgO 1.2 1.2 1.5 1.4 9.9 12.2 9.3 11.4 8.8 9.3 5.2 0.4 

SO3 0.17 0.28 0.23 0.97 0.21 0.40 1.20 1.00 <2.0 0.2 8.8 0.3 

SrO 0.14 0.29 0.22 0.36 0.05 0.05 0.18 0.11 - - - - 

MnO 0.15 0.16 0.14 0.18 0.19 0.18 0.16 0.27 0.23 4.3 0.01 0.03 

ZnO <0.01 <0.01 0.02 0.08 <0.01 <0.01 0.01 0.01 - - - - 

P2O5 - - - - - - - - <0.01 2.2 1.1 0.3 

Cr2O3 - - - - - - - - <0.01 0.32 NA - 

V2O5 - - - - - - - - <0.01 0.9 NA 0.03 

CaO+MgO 16.8 14.7 15.3 15.6 28.0 30.6 31.1 30.4 44.9 48.5 27.4 1.0 

出典：NEDO「石炭ガス化溶融スラグ有効利用推進事業」成果報告書などを基に作成 

 

 

 
83 平成 28～30 年度 NEDO「クリーンコール技術開発 石炭利用環境対策事業 石炭利用環境対策推進

事業 石炭ガス化溶融スラグ有効利用推進事業」成果報告書 
84 本調査受託者の推定による。 
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 炭酸塩の用途調査 

A) 炭酸塩の用途 

炭酸塩の用途について、主に石灰石や炭酸塩生産業者、それらの協会、経済産業省や財

務省などの Web サイトから、炭酸塩の用途について調査した。調査では、炭酸塩化の反応

原料となる塩基性化合物に多く含まれるカルシウム及びマグネシウムの炭酸塩である、炭

酸カルシウムと炭酸マグネシウムを対象とした。 

 

ア．炭酸カルシウム 

炭酸カルシウムの主な用途を、表 2.3.585に示す。 

 

 

表 2.3.5 炭酸カルシウムの主な用途 

 

用途 使用目的 備考 

天
然
石
灰
石
由
来 

セメント セメント原料（石灰石） 

主に天然石灰石を基に製

造される。 

多量に使用されている。 

コンクリート骨材 コンクリート等の骨材 

道路用 路盤材等 

鉄鋼 融点降下・不純物除去（スラグ） 

消石灰・生石灰 工業原料、地盤改良材 

合
成
石
灰
由
来 

ガラス 添加剤 

主に合成石灰（軽質炭酸カ

ルシウム）を基に製造され

る。 

合成石灰は天然石灰石由

来のものより量は少ない。 

プラスチック 添加剤 

ゴム製品 増量、増強 

製紙 紙質向上（増白、増強、不透明

性） 

医薬品 胃腸薬等 

インキ・塗料 フィラー（バインダー） 

シーリング材・接着剤 添加剤 

畜産 敷料（牛床材料） 

脱硫剤 排煙 SOxの除去 

出典：石灰石鉱業協会及び株式会社ニューライム社のホームページを基に作成 

 

 
85 石灰石鉱業協会 Web サイト：https://www.limestone.gr.jp/、株式会社ニューライム Web サイト：

http://www.newlime.jp/ など 

https://www.limestone.gr.jp/
http://www.newlime.jp/
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炭酸カルシウムの用途は、土木・建築、鉄鋼から、ガラス、ゴム製品、製紙、医薬品な

ど、多岐にわたっている。 

なお、炭酸カルシウムは天然石灰石由来のものと合成石灰（いわゆる軽質炭酸カルシウ

ム）由来のものがあり、セメント、コンクリート骨材、路盤材、鉄鋼、消石灰・生石灰には

天然石灰石が使用される。一方、ガラス、プラスチック、ゴム製品などには合成石灰（軽質

炭酸カルシウム）が主に使用されることが多い。合成石灰の使用量（市場規模）は、天然石

灰石由来よりは少ない（後述）。 

 

イ．炭酸マグネシウム 

炭酸マグネシウムの主な用途を、表 2.3.686に示す。 

 

表 2.3.6 炭酸マグネシウムの主な用途 

 

用途 使用目的 備考 

天然・合成ゴム 増量、増強 － 

耐火レンガ 添加剤 － 

インキ・塗料 フィラー（バインダー） － 

ガラス 添加剤 － 

製紙 紙質向上（増白、増強、不透明性） － 

肥料 敷料 － 

化粧品 増量 － 

消臭剤 消臭 － 

薬 添加剤 胃腸薬など 

運動用品 滑り止め 野球、体操、線引き 

出典：Wikipedia“炭酸マグネシウム”などを基に作成 

 

 

炭酸マグネシウムの用途は、ゴム製品、製紙、医薬品など、炭酸カルシウムと重複する

ものが多いが、比較的高価であるため、土木・建築、鉄鋼などの多消費分野には使用されて

いない。 

 

 
86 ウィキペディア（Wikipedia）“炭酸マグネシウム”https://ja.wikipedia.org/wiki/炭酸マグネシウ

ム 、TOKYO POWDER INDUSTRIES 社の Web サイト https://www.tokyopowder.com/ja/index.html 

などを参照 

https://ja.wikipedia.org/wiki/炭酸マグネシウム
https://ja.wikipedia.org/wiki/炭酸マグネシウム
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B) 炭酸塩由来製品の市場規模 

天然石灰石由来の製品を基にした日本の炭酸カルシウム製品の生産量を、表 2.3.787に示

す。 

 

表 2.3.7 日本の石灰石の生産量（2018 年度） 

 

供給分野 

（用途） 
セメント 

コンクリ

ート骨材 
道路用 鉄鋼 

消石灰・

生石灰 
その他 輸出 合計 

供給量 

（千 t） 
62,526 31,896 3,437 19,147 10,661 10,069 5,171 142,907 

出典：石灰石鉱業協会のホームページを基に作成 

 

石灰石の供給先としては、セメント用途が最も多く、次いでコンクリート骨材となり、

道路用を含めた土木・建築用途に最も多く使用されている。日本国内の石灰石の販売量と販

売額は、それぞれ 114,280,268t と 103,589,183 千円（2018 年）88である。これから石灰石

の平均販売単価を求めると、約 900 円/t89となる。 

合成石灰（軽質炭酸カルシウム）の日本国内での販売量と販売額は、それぞれ、244,185t

及び 11,914,946 千円（2018 年）90である。これより合成石灰の平均販売単価を求めると、

約 49,000 円/t91となる。 

天然石灰石と合成石灰（軽質炭酸カルシウム）とを合わせた市場規模は、販売量が約 1

億 1,500 万 t、販売額は約 1,160 億円となる。 

炭酸マグネシウムの市場規模については、Web サイト等で調査した結果、TOKYO 

POWDER INDUSTRIES 社 Web サイト92に、約 36,000t（2016 年）生産しているとの記

載があるものの、他の Web サイト等では情報を得ることができなかった。一方、財務省貿

易統計93によれば、天然の炭酸マグネシウム（マグネサイト）の輸入量は、315,738t（2019

年）となっている。日本での炭酸マグネシウムは、軽質炭酸カルシウムのようなレベルでの

生産は行われておらず、ほとんどの炭酸マグネシウムは、輸入されたものが日本で使用され

ていると考えられる。 

市場規模は炭酸マグネシウムに比べ、炭酸カルシウムが圧倒的に大きい。よって以後の

炭酸塩の検討については、炭酸カルシウムについて行う。 

 
87 日本石灰石鉱業協会 Web サイト：https://www.limestone.gr.jp/ 
88 経済産業省生産動態統計 年報 資源・窯業・建材統計編 平成 30 年（2018 年） 
89 103,589,183 千円÷114,280,268t＝906 円/t≒900 円/t 
90 経済産業省生産動態統計 年報 化学工業統計編 平成 30 年（2018 年） 
91 11,914,946 千円÷244,185t＝48,795 円/t≒49,000 円/t 
92 https://www.tokyopowder.com/environment_past.html  
93 財務省貿易統計 

https://www.limestone.gr.jp/
https://www.tokyopowder.com/environment_past.html
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 選定した炭酸塩製造技術のモデル発電所への適用評価 

A) 日本の石炭火力発電所の CO2排出量・固定化ポテンシャル 

各発電所からの CO2 排出量の算出に当たり、石炭性状等を表 2.3.8 のとおりとする。表

中の石炭性状①～⑤は、日本で一般的に使用している豪州の瀝青炭とインドネシアの亜瀝

青炭などの一般炭の分析値を踏まえ各発電所で使用している値を想定したものである。 

なお、各元素・分子の原子量・分子量、化学反応は以下のとおりである。 

 

炭素（C）： 12 

酸素（O）： 16 

カルシウム（Ca）： 40 

二酸化炭素（CO2）： 44 

酸化カルシウム（CaO）： 56 

炭酸カルシウム（CaCO3）： 100 

化学反応（括弧内分子量）： CaO（56）+CO2（44）→CaCO3（100） 

 

また、灰中の酸化カルシウム含有量は、表 2.3.4 を参考とした。なお、石炭の年間消費量

は到着ベースで表示されるため、適宜以下の計算式によりベース換算した。 

 

気乾ベース→到着ベース： 気乾ベース値×（100－全水分）÷（100－気乾水分） 

無水無灰ベース→到着ベース： 無水無灰ベース値×（100－全水分－到着灰分）÷100 

 

なお、石炭灰またはスラグ中に含まれる CaO は全量抽出でき反応すると仮定した。 
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表 2.3.8 各発電所の石炭性状（想定値） 

 

No. ①  ②  ③  ④  ⑤  

発電タイプ USC IGCC 

発電所 
勿来発電所 

8・9 号機 

勿来発電所 

10 号機 

大崎 

クールジェン 

勿来 IGCC

パワー発電所 

広野 IGCC

パワー発電所 

出力（万 kW） 120 25 16.6 54 54 

石炭使用量（万 t/年） 280 60 40 130 130 

想定炭種 豪州瀝青炭 
インドネシア 

亜瀝青炭 

インドネシア 

亜瀝青炭 

インドネシア 

亜瀝青炭 

インドネシア 

亜瀝青炭 

全水分（到着ベース） 

（wt%） 
10.0 20.0 20.0 20.0 20.0 

気乾水分（気乾ベース） 

（wt%） 
3.0 13.0 13.0 13.0 13.0 

灰分（気乾ベース） 

（wt%） 
10.0 5.0 5.0 5.0 5.0 

灰分（到着ベース） 

（wt%） 
9.3 4.6 4.6 4.6 4.6 

炭素含有量 

（無水無灰ベース）（wt%） 
83.0 75.0 75.0 75.0 75.0 

炭素含有量 

（到着ベース）（wt%） 
67.0 56.6 56.6 56.6 56.6 

灰中の CaO 含有量（wt%） 0.6 14.2 19.0 14.2 14.2 

出典：各発電所のホームページなどを基に作成（本調査受託者の推定による） 

 

 

年間の CO2排出量など諸量は、以下の計算式で算出した。 

 

炭素（C）の量： 石炭使用量 × 炭素含有量（到着ベース） 

CO2排出量： 炭素量 × CO2分子量（44）÷ C 原子量（12） 

石炭灰またはスラグ排出量： 石炭使用量 × 灰分（到着ベース） 

利用できる CaO 量： 石炭灰またはスラグ排出量 × CaO 含有量 

固定化できる CO2量： CaO 量 × CO2分子量（44）÷ CaO（56） 

炭酸カルシウム生成量： CaO 量 ＋ 固定化できる CO2量 
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上記の諸量及び計算式を踏まえ CO2 排出量、固定化できる CO2量、生成される CaCO3

（炭酸カルシウム）量等を以下のように算出した。 

 

 

① 勿来発電所 8号機・9号機（USC） 

石炭使用量 280万 t/年 

炭素（C）の量 

280万 t（石炭使用量）×67.0%（炭素含有量：到着ベース）＝ 188万 t/年 

CO2排出量 

188万 t（炭素量）×44（CO2分子量）÷12（C原子量）＝ 689万 t/年 

石炭灰排出量 

280万 t（石炭使用量）×9.3%（灰分：到着ベース）＝ 26万 t/年 

利用できる CaO量 

26万 t（石炭灰排出量）×0.6%（CaO含有量）＝ 0.16万 t/年 

固定化できる CO2量 

0.16万 t（CaO量）×44（CO2分子量）÷56（CaO分子量）＝ 0.13万 t/年 

炭酸カルシウム生成量 

0.16万 t（CaO量）＋0.13万 t（固定化できる CO2量）＝ 0.29万 t/年 

 

② 勿来発電所 10号機（IGCC） 

石炭使用量 60万 t/年 

炭素（C）の量 

60万 t（石炭使用量）×56.6%（炭素含有量：到着ベース）＝ 34万 t/年 

CO2排出量 

34万 t（炭素量）×44（CO2分子量）÷12（C原子量）＝ 125万 t/年 

スラグ排出量 

60万 t（石炭使用量）×4.6%（灰分：到着ベース）＝ 2.8万 t/年 

利用できる CaO量 

2.8万 t（スラグ排出量）×14.2%（CaO含有量）＝ 0.40万 t/年 

固定化できる CO2量 

0.40万 t（CaO量）×44（CO2分子量）÷56（CaO分子量）＝ 0.31万 t/年 

炭酸カルシウム生成量 

0.40万 t（CaO量）＋0.31万 t（固定化できる CO2量）＝ 0.71万 t/年 

 

③ 大崎クールジェン（IGCC） 

石炭使用量 40万 t/年 
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炭素（C）の量 

40万 t（石炭使用量）×56.6%（炭素含有量：到着ベース）＝ 23万 t/年 

CO2排出量 

23万 t（炭素量）×44（CO2分子量）÷12（C原子量）＝ 84万 t/年 

スラグ排出量 

40万 t（石炭使用量）×4.6%（灰分：到着ベース）＝ 1.8万 t/年 

利用できる CaO量 

1.8万 t（スラグ排出量）×19.0%（CaO含有量）＝ 0.34万 t/年 

固定化できる CO2量 

0.34万 t（CaO量）×44（CO2分子量）÷56（CaO分子量）＝ 0.27万 t/年 

炭酸カルシウム生成量 

0.34万 t（CaO量）＋0.27万 t（固定化できる CO2量）＝ 0.61万 t/年 

 

④ 勿来 IGCCパワー発電所（IGCC） 

石炭使用量 130万 t/年 

炭素（C）の量 

130万 t（石炭使用量）×56.6%（炭素含有量：到着ベース）＝ 74万 t/年 

CO2排出量 

74万 t（炭素量）×44（CO2分子量）÷12（C原子量）＝ 271万 t/年 

スラグ排出量 

130万 t（石炭使用量）×4.6%（灰分：到着ベース）＝ 6.0万 t/年 

利用できる CaO量 

6.0万 t（スラグ排出量）×14.2%（CaO含有量）＝ 0.85万 t/年 

固定化できる CO2量 

0.85万 t（CaO量）×44（CO2分子量）÷56（CaO分子量）＝ 0.67万 t/年 

炭酸カルシウム生成量 

0.85万 t（CaO量）＋0.67万 t（固定化できる CO2量）＝ 1.52万 t/年 

 

⑤ 広野 IGCCパワー発電所（IGCC） 

石炭使用量 130万 t/年 

炭素（C）の量 

130万 t（石炭使用量）×56.6%（炭素含有量：到着ベース）＝ 74万 t/年 

CO2排出量 

74万 t（炭素量）×44（CO2分子量）÷12（C原子量）＝ 271万 t/年 

スラグ排出量 

130万 t（石炭使用量）×4.6%（灰分：到着ベース）＝ 6.0万 t/年 

利用できる CaO量 
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6.0万 t（スラグ排出量）×14.2%（CaO含有量）＝ 0.85万 t/年 

固定化できる CO2量 

0.85万 t（CaO量）×44（CO2分子量）÷56（CaO分子量）＝ 0.67万 t/年 

炭酸カルシウム生成量 

0.85万 t（CaO量）＋0.67万 t（固定化できる CO2量）＝ 1.52万 t/年 

 

 

上記で算出された CO2排出量、固定化できる CO2量、生成される CaCO3（炭酸カルシ

ウム）量等をまとめると表 2.3.9 のようになる。 
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表 2.3.9 各発電所の CO2排出量・固定化量・炭酸カルシウム生成量 

 

No. ①  ②  ③  ④  ⑤  IGCC合計 

発電タイプ USC IGCC 

発電所 
勿来発電所 

8・9 号機 

勿来発電所 

10 号機 

大崎 

クールジェン 

勿来 IGCC パ

ワー発電所 

広野 IGCC パ

ワー発電所 
②～⑤ 

出力（万 kW） 120 25 16.6 54 54 149.6 

石炭使用量（万 t/年） 280 60 40 130 130 360 

CO2排出量（万 t/年） 689 125 84 271 271 751 

石炭灰またはスラグ 

発生量（万 t/年） 
26 2.8 1.8 6.0 6.0 16.6 

利用できる CaO量 

（万 t/年） 
0.16 0.40 0.34 0.85 0.85 2.44 

CO2固定化量 

（万 t/年） 
0.13 0.31 0.27 0.67 0.67 1.92 

炭酸カルシウム生成量 

（万 t/年） 
0.29 0.71 0.61 1.52 1.52 4.36 

排出量に対する CO2

固定化割合（%） 
0.019 0.25 0.32 0.25 0.25 0.26 

 

 

上記の計算は、それぞれの発電所で排出される石炭灰・スラグを、それぞれの発電所か

ら排出される CO2と反応させて固定化利用するという前提で行ったものである。 

CO2固定化量は、USC（微粉炭火力）の場合には石炭灰中の CaO の割合が小さいために

約 0.13 万 t と僅かであった。また、CaO 分の多い亜瀝青炭を使う 4 基の IGCC 発電所（合

計出力 149.6 万 kW）での CO2固定化量も合わせて、年間約 1.9 万 t と少量であった。CO2

固定化割合は、USC では 0.019%と非常に小さいが、IGCC では 0.26%となり USC に比べ

ると約 14 倍の値となる。仮に、図 2.3.1 に示した 2020 年度断面での石炭火力発電所（総出

力 4,418万 kW）を全て IGCCに置き換えた場合を想定すると、CO2固定化量は年間約 57 万 t94

に達することになる。 

一方で、上述のバランス計算からも分かるように、石炭火力発電に伴う CO2排出量に対

して発電所サイトで発生する石炭灰あるいはスラグの排出量が限定的で、含まれるカルシ

ウム量も限られているため CO2固定化割合も小さなものとなった。有効な CO2固定化シス

テムを石炭火力発電所で構築するためには、炭酸塩生成物を用いた製品をその形態や用途

に応じて適正化を図り、他のカルシウム源など（鉄鋼スラグや廃コンクリート等の副生品や

蛇紋岩・橄欖（かんらん）岩などの天然材料）を原料等に併用することで、CO2固定化割合

 
94 1.92 万 t（IGCC4 基の固定化 CO2量の合計）×4,418 万 kW（2020 年度の石炭火力総出力）÷149.6

万 kW（IGCC4 基の出力合計）≒57 万 t（IGCC に置き換えた場合の量） 
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を高める手法を確立する必要がある。 

 

B) GreenOre 技術の米国での適用 

2.2.1 項で述べたように、本技術の実用化のためコロンビア大学の GreenOre 技術の実験

装置を米国ワイオミング州 Dry Fork 発電所の ITC（Integrated Test Center）に移設して

実証試験を行うことが検討されている。 

Dry Fork 発電所の概要95を、表 2.3.10 に示す。発電所外観を図 2.3.696に、また図 2.3.797

に発電所設備概要を、図 2.3.898には脱硫設備と集塵設備の概要を示す。 

 

表 2.3.10 Dry Frok 発電所の概要 

 

項目 内容 備考 

ユニット 1 － 

出力 400,000kW － 

運転開始 1970 年 10 月 26 日 － 

ボイラー形式 微粉炭ボイラー － 

使用燃料 石炭 － 

使用石炭 Dry Fork 炭 
Powder River Basin の炭鉱 

亜瀝青炭 

石炭使用量 
6,000t/日 

2 百万 t/年 

Dry Fork 炭鉱よりベルトコンベア
にて供給 

脱硝設備 SCR アンモニアとハニカム触媒 

脱硫設備 ドライスクラバー方式 

Reflux Circulating Fluid Bed 

Scruber システム 

石灰石微粉末（Ca(OH)2）を添加し
ている 

集塵設備 バグフィルター 
石炭灰（フライアッシュ）回収量：
100,000t/年 

出典：Dry Fork 発電所の資料を基に作成 

 

 

 
95 Dry Fork 発電所視察時の配布資料 
96 https://www.babcock.com/resources/case-profiles/dry-fork-station  
97 https://www.babcock.com/resources/case-profiles/dry-fork-station  
98 https://www.babcock.com/resources/case-profiles/dry-fork-station  

https://www.babcock.com/resources/case-profiles/dry-fork-station
https://www.babcock.com/resources/case-profiles/dry-fork-station
https://www.babcock.com/resources/case-profiles/dry-fork-station
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出典：Babcock & Wilcox Enterprises, Inc 社のホームページを基に作成 

 

図 2.3.6 Dry Fork 発電所の外観 

 

ITC 実証試験用地 
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出典：Babcock & Wilcox Enterprises, Inc 社ホームページ 

 

図 2.3.7 Dry Fork 発電所の設備概要 
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出典：Babcock & Wilcox Enterprises, Inc 社ホームページ 

 

図 2.3.8 脱硫設備と集塵設備の概要 

 

 

Dry Fork 発電所で使用している石炭（微粉炭）と石炭灰（フライアッシュ及びボトムア

ッシュ）の主要な化学組成を、表 2.3.11 に示す。本表には、GreenOre 技術のベンチスケー

ルでの実験に際して分析された高炉スラグ及びPRB炭の灰組成のデータをもあわせて示し

た。 
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表 2.3.11 Dry Frok 発電所微粉炭・石炭灰及び GreenOre 供試サンプルの主要成分組成 

 

（単位：%） 

 Dry Fork 発電所 GreenOre 

種類／ 

サンプル名 

微粉炭 

灰組成 

石炭灰 
高炉スラグ 

灰組成 

石炭 

灰組成 

フライアッシュ ボトムアッシュ 1 2 1 

SiO2 28.2 23.8 46.9 33.2 13.0 30.5 

Al2O3 14.9 11.0 15.9 13.1 1.4 14.8 

CaO 26.3 34.4 21.1 36.1 39.2 22.2 

MgO 6.2 4.4 0.02 8.8 9.3 5.2 

CaO+MgO 32.5 38.6 21.1 44.9 48.5 27.4 

出典：Dry Fork 発電所の資料及びコロンビア大学 Ah-Hyung (Alissa) 

Park 教授のプレゼンテーション資料を基に作成 

 

 

Dry Fork 発電所で使用している石炭は、灰中の CaO 含有率が約 26%と、日本の微粉炭

火力発電所で使用されている石炭（表 2.3.8 を参照）に比べて高いことが特徴といえる。Dry 

Fork 発電所では、脱硫に石灰石微粉末（Ca(OH)2）を使用しているため、フライアッシュ

中の CaO 含有率は、約 34％と微粉炭の灰組成に比べさらに高くなっている。CaO 含有率

に MgO 含有率を合わせると合計 40％程度となり、CO2 固定（炭酸塩化）原料としては好

適であるといえる。 

ITC では、Dry Fork 発電所に隣接して、同発電所から供給される排ガスを利用した、

CO2分離・回収や固定化技術の実証試験用地を提供することになっている。実証試験用地と

燃焼排ガス供給用の配管設備を、それぞれ図 2.3.9 と図 2.3.10 に示す。 
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（2019 年 11 月 15 日撮影） 

 

図 2.3.9 ITC 実証試験用地 

 

 

（2019 年 11 月 15 日撮影） 

 

図 2.3.10 燃焼排ガス供給用の配管設備 

 

 

ITC の実証試験用地にコロンビア大学の試験プラントと同規模（炭酸塩製造能力：10t/

年）の装置を導入した場合、その建設費は 50 万 US$（5,500 万円）程度と見込まれている。

その他に、製品性状の評価やスケールアップなどのためのデータ収集に必要な運転コスト

が、約 40 万 US$（4,400 万円）発生するとされる。 

一方で、GreenOre CleanTech 社は、中国にパイロットプラントを建設中である。この

プラントは、高炉スラグなどを原料とし炭酸塩の製造を行うもので、プラントの生産能力は
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年産 750～1,000t、建設費は中国で建設した場合には 5 百万 US$（5 億 5 千万円）、米国で

建設した場合には 20 百万 US$（22 億円）と見積もられている。このプラントの外観は、

図 2.2.2 に示したとおりである。 

 

C) GreenOre 技術の日本での適用 

GreenOre 技術を日本で適用する場合、2.3.1 項で述べたように Dry Fork 発電所と同様

に原料となる石炭灰またはスラグを供給でき、燃焼排ガスを利用できる、勿来発電所 8 号・

9 号機（USC）、勿来発電所 10 号機、大崎クールジェン、建設中の勿来 IGCC パワーや広

野 IGCC パワーの各発電所（IGCC）などでの適用が考えられる。原料となる CO2ガスは発

電所の燃焼排ガスに含まれる CO2 とし、カルシウム源には石炭灰（フライアッシュ及びボ

トムアッシュ）またはガス化炉底部から排出されるスラグ（石炭ガス化スラグ）を使用する。

導入する設備の規模や必要な敷地は、Dry Fork 発電所や中国実証プラントの設置・稼働状

況を確認し参考にできると考えられる。 

表 2.3.9 にまとめたように、勿来発電所 10 号機での炭酸塩生産能力を年 7,100t とした

場合、図 2.2.2 に示した炭酸塩生産能力 1,000t/年のプラント建設費（米国ケース，22 億円）

を基に、ラング係数（Lang Factor）法99を適用してスケール換算すると、以下のとおりプ

ラントのみの建設費は、約 71 億円と試算された。同様に、大崎クールジェン、勿来 IGCC

パワー、広野 IGCC パワーを含む 4 基の IGCC 発電所についても試算した結果を、表 2.3.12

に示す。4 つのサイトに、各々個別に炭酸塩生産プラントを設置した場合、製品（炭酸塩）

生産量は合計で 43,600t となり、建設費合計は約 362 億円と見込まれる。 

 

 

7,100t/年プラント建設費 

＝22 億円×（7,100t/年÷1,000t/年）0.6×1（経年ファクタ） 

≒71 億円 

 （注）“プラント能力ファクタ n”は通常用いられる 0.6 とし、経年を考慮せず“経年ファクタ”は 1 とした 

 

  

 
99 「設備費推算手法「指数法則」の活用と留意点」、（大原宏光、日本化学工学会第 38 回秋季発表資料、

2006 年）、（計画プラント建設費） = （実績建設費）×（計画プラント能力÷実績プラント能力）n×

（経年ファクタ）。ただし、n はプラント能力指数（プラント能力ファクタ） 
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表 2.3.12 各発電所の炭酸塩生産量とプラント建設費 

 

発電所 
勿来発電所 

10 号機 

大崎 

クールジェン 

勿来 IGCC パ

ワー発電所 

広野 IGCC パ

ワー発電所 

IGCC発電所 

4基合計 

出力（万 kW） 25 16.6 54 54 149.6 

CO2固定化量 

（万 t/年） 
0.31 0.27 0.67 0.67 1.92 

炭酸塩生産量 

（万 t/年） 
0.71 0.61 1.52 1.52 4.36 

炭酸塩生産プラント 

建設費（億円） 
71 65 113 113 362 

 

 

日本の石炭火力発電所から排出される石炭灰の平均的な CaO 含有率を推定することは、

十分なデータが公開されていないため、以下の値を用いることとした。2018 年度の一般炭

輸入量合計 11,378 万 t100、うち瀝青炭が 10,571 万 t、亜瀝青炭が 807 万 t であることを基

に、表 2.3.8 にある瀝青炭は豪州炭、亜瀝青炭は勿来発電所でのインドネシア炭を代表値と

して、その各数値と 2.3.3  A) 項の計算式を用いて、発生する石炭灰の平均 CaO 含有率を

仮定し、実際に発生した石炭灰発生量から生成される炭酸塩量を算出した。なお、日本の石

炭火力発電所からの実際の石炭灰発生量は、1,265 万 t101を用いた。 

 

瀝青炭使用量 10,571 万 t/年 

石炭灰発生量 

10,571 万 t（瀝青炭使用量）× 9.3%（瀝青炭灰分：到着ベース）＝ 983 万 t/年 

利用できる CaO 量 

983 万 t（石炭灰排出量）× 0.6%（瀝青炭 CaO 含有量）＝ 5.9 万 t/年 

 

亜瀝青炭使用量 807 万 t/年 

石炭灰発生量 

807 万 t（亜瀝青炭使用量）× 4.6%（亜瀝青炭灰分：到着ベース）＝ 37 万 t/年 

利用できる CaO 量 

37 万 t（石炭灰排出量）× 14.2%（亜瀝青炭 CaO 含有量） ＝ 5.3 万 t/年 

 

瀝青炭と亜瀝青炭合計の石炭灰中の平均 CaO 含有率 

11.2 万 t（CaO 量合計 = 5.90 + 5.3）÷ 1,020 万 t（石炭灰量合計 = 983+ 37）×100 

＝ 1.1% 

 
100 財務省貿易統計 
101 石炭灰全国実態調査報告書（平成 30 年度）：http://www.jcoal.or.jp/ 
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利用できる CaO 量 

1,265 万 t（石炭灰総量）×1.1%（CaO 平均含有率）＝ 13.9 万 t/年 

固定化できる CO2量 

13.9 万 t（CaO 量）× 44（CO2分子量）÷56（CaO 分子量）＝ 10.9 万 t/年 

生産できる炭酸塩量 

13.9 万 t（CaO 量）+ 10.9 万 t（CO2量）＝ 24.8 万 t/年 

 

日本の全ての石炭火力発電所から排出される実際の石炭灰及び含有する CaO をすべて

原料として使用した場合、生産できる炭酸塩量は約 25 万 t/年となり、これは日本の合成石

灰の生産量と概ね同じ量になる。また、その際に固定化できる CO2量は約 11 万 t となる。 

なお、石炭灰の代わりに日本の高炉スラグを使用したとすると、その 2018 年度の生産

量は 2,274 万 t、CaO の含有率102は 41.7%であることから、上記と同様に、使用できる CaO

量、固定化できる CO2量、生産できる炭酸塩量を算出すると、以下の数値が得られた。 

 

利用できる CaO 量 

2,274 万 t（高炉スラグ量）× 41.7%（CaO 含有率）＝ 948 万 t/年 

固定化できる CO2量 

948 万 t（CaO 量）× 44（CO2分子量）÷ 56（CaO 分子量）＝ 745 万 t/年 

生産できる炭酸塩量 

948 万 t（CaO 量）+ 745 万 t（CO2量）＝ 1,693 万 t/年 

 

日本で生産される高炉スラグ及び含有する CaO をすべて原料として使用できるとした

場合、生産できる炭酸塩量は 1,693 万 t/年と、実際に日本で排出される石炭灰を全て使用し

た場合より、多量の炭酸塩が生産できる。一方で、前述のとおり 2020年度断面での石炭火力

発電所（総出力 4,418万 kW）を、全て IGCCに置き換えた場合を想定すると固定化できる CO2

量は年間 57 万 t に達することが見込まれる。この量を石炭火力発電所自体の潜在的な CO2

固定化可能ポテンシャルと想定すれば生産できる炭酸塩量は、以下のとおり約 130 万 t/年

となり、高炉スラグの 7.7%103に相当する。 

 

生産できる炭酸塩量 

57 万 t（CO2量）÷ 44（CO2分子量）× 100（CaCO3分子量）＝ 130 万 t/年 

 

 

D) 製品製造までの CO2排出評価（LCA） 

 
102 鉄鋼スラグ協会 Web サイト：http://www.slg.jp 
103 130 万 t÷1,693.32 万 t×100＝7.7％ 
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炭酸塩の製品製造までの CO2排出評価（LCA）を行った。なお、GreenOre 技術でのラ

イフサイクル全体を通しての CO2 削減量の評価に関しては、現段階では炭酸塩製造設備の

詳細が不明なため、製造にかかるエネルギー等による CO2 排出量を考慮していない。製品

はコンクリート骨材とし、天然石灰石採掘・砕石による骨材製造、GreenOre 技術での炭酸

塩による骨材製造の 2 通りの方法で、以下のように試算を行った。GreenOre 技術の製造プ

ラントは、中国で建設中の実証プラントと同様なものを建設すると仮定する。 

 

＜二酸化炭素（CO2）排出原単位（排出係数）、単位エネルギーの前提＞ 

総合評価する上で、二酸化炭素排出原単位（排出係数）を表 2.3.13 のように設定した。 

 

 

表 2.3.13 排出原単位等の設定 

 

項目 単位 値 備考 

電気 t-CO2/kWh 0.000496 

環境省 Web サイト“算定方法・排出係数一

覧”沖縄電力以外の9電力の値（平成29年

度値）104 

石灰石採掘 t-CO2/t（採掘） 0.00231 
「石灰石鉱山における採掘プロセス CO2 排

出量に関するインベントリ分析」105 

砕石 t-CO2/t（骨材） 0.00421 

「実態調査に基づくコンクリート関連産業の

CO2 排出原単位に及ぼす地域特性・工場

規模の影響」106 

 “砕石工場-首都圏”の値 

炭酸塩固定化 t-CO2/t（炭酸塩） 0.44 

2.2.1 項「②勿来発電所 10 号機（IGCC）」

を参照すると、 

固定化できる CO2量＝0.31万 t/年 

炭酸カルシウム生成量＝0.71万 t/年 

より、原単位は 0.31/0.71≒0.44 となる。 

 

 

前記のようにコンクリート骨材を製品とし、①天然石灰石採掘・砕石による骨材製造と、

②GreenOre 技術によるコンクリート骨材製造の 2 方法について評価する。 

前提条件は以下とする。 

 

天然石灰石鉱山： 首都圏に近い石灰石鉱山（日立セメント鉱山）を想定 

 
104 環境省：“算定方法・排出係数一覧”（沖縄電力以外の 9 電力の値）の値を引用 https://ghg-

santeikohyo.env.go.jp/calc  
105 安達ほか、資源と素材 vol.117,2001 
106 岩田ほか、日本建築学会技術報告集 Vol. 16, No.32, 2010 

https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/calc
https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/calc
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GreenOre 技術による炭酸塩製造場所：  勿来発電所 10 号機 

GreenOre 技術による炭酸塩 1t 製造に係る電力量： 250kWh 

中国の実証プラントの値を使用（2.2.1 項参照） 

石灰石採掘量： 7,100t 

勿来発電所 10 号機で生産できる炭酸塩の量とした 

石灰石は純粋に炭酸塩（CaCO3）から成る107とする 

炭酸塩製造量： 7,100t/年 

同上 

骨材生産量 7,100t/年 

天然の石灰石を砕石化して骨材等を生産するものとする。

GreenOre で生成した炭酸塩はそのまま骨材になるものと

する。鉱山から砕石工場までの輸送は考慮しない 

固定化できる CO2量 3,100t 

GreenOre 技術で製造した炭酸塩（骨材）製造量 

7,100t × 44（CO2分子量）÷ 100（炭酸カルシウム分子

量） 

 

なお、ここでは原料スラグ中の CaO のみが CO2 と反応し炭酸塩を生成するとして計算

した。 

各方法による CO2排出量は、表 2.3.14 のようになる。 

 

  

 
107 社団法人セメント協会、石灰石微粉末専門委員会報告書, 2001 などによると、日本国内で産出する石

灰石の分析値（CaO 含有率の平均値 53.43%, 範囲 51.38～55.53%）から、CaCO3含有率に換算する

と平均値 95.36%（91.70～99.10%）となる。 
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表 2.3.14 各方法による二酸化炭素（CO2）排出量 

 

項目 投入量 原単位 CO2排出量 備考 

① 天然石灰石採掘・砕石による骨材製造   

 

 

石灰石採掘 7,100t 
0.00231 

（t-CO2/t） 
16t 石灰石の採掘のみ 

砕石化 

（骨材製造） 
7,100t 

0.00421 

（t-CO2/t） 
30t 

砕石による骨材製造。鉱山か

らの輸送は考慮せず 

 合計 46t  

② GreenOre 技術による炭酸塩（骨材）製造   

 

炭酸塩（骨材） 

製造 
1,775,000kWh 

0.000496 

（t-CO2/kWh） 

880t 

⇒ 900t 

炭 酸 塩 1t 製 造 当 た り

250kWh（コロンビア大学の

情報による） 

 

25 万 t の炭酸塩製造に必要

な電力量は、

250kWh×7,100t＝ 

1,775,000kWh 

炭酸塩による 

CO2固定化 

7,100t 

（炭酸塩=骨材） 
－ △3,100t 

2.3.3 A)項の「②勿来発電所

10 号機（IGCC）」を参照 

 合計 △2,200t  

 

 

天然石灰石採掘・破砕等の粒度調整による砕石化（骨材製造）では、CO2 排出量はトー

タルで 46t となる一方、GreenOre 技術では CO2を固定化することにより CO2排出量はト

ータルで約△2,200t（固定量とみなせる）となった。天然石灰石の採掘・破砕による骨材製

造の代替となることを考慮すればさらに多くの CO2の排出が削減される。 

さらに、原料中のカルシウムとマグネシウムの含有量や必要電力量によっても CO2固定

化率（原単位）は変化するため、一例として、勿来発電所 10 号機と大崎クールジェンの場

合について、カルシウムに加えマグネシウムの炭酸塩化による CO2 固定量を加算した結果

を示した。この時のスラグ組成は、表 2.3.4 に示した 2 基の IGCC 発電所で各々使用した石

炭性状を用いた。 

これらの変動要因を加味すると表 2.3.9 に示した値は、勿来発電所 10 号機では固定化で

きる CO2 量が 3,100t/年から 3,500t/年になり、炭酸塩生成量は 7,100t/年から 7,900t/年に
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増大することが分かった。同様に大崎クールジェンの場合、固定化できる CO2量が 2,700t/

年から 5,000t/年になり、炭酸塩生成量は 6,100t/年から 10,500t/年に増大することになる。 

 

 

① 勿来発電所 10号機（IGCC） 

スラグ排出量 

60万 t（石炭使用量）×4.6%（灰分：到着ベース）＝ 2.8万 t/年 

利用できる CaO/MgO量 

2.8万 t（スラグ排出量）×14.2%（CaO含有量）＝ 0.40万 t/年 

2.8万 t（スラグ排出量）× 1.4%（MgO含有量）＝ 0.04万 t/年 

固定化できる CO2量 

0.40万 t（CaO量）×44（CO2分子量）÷56（CaO分子量）＝ 0.31万 t/年 

0.04万 t（MgO量）×44（CO2分子量）÷40（MgO分子量）＝ 0.04万 t/年 

炭酸塩生成量 

(0.40+0.04)万 t（CaO+MgO量）＋(0.31+0.04)万 t（固定化できる CO2量）＝ 0.79万 t/年 

 

② 大崎クールジェン（IGCC） 

スラグ排出量 

40万 t（石炭使用量）×4.6%（灰分：到着ベース）＝ 1.8万 t/年 

利用できる CaO/MgO量 

1.8万 t（スラグ排出量）×19.0%（CaO含有量）＝ 0.34万 t/年 

1.8万 t（スラグ排出量）×11.4%（MgO含有量）＝ 0.21万 t/年 

固定化できる CO2量 

0.34万 t（CaO量）×44（CO2分子量）÷56（CaO分子量）＝ 0.27万 t/年 

0.21万 t（MgO量）×44（CO2分子量）÷40（MgO分子量）＝ 0.23万 t/年 

炭酸塩生成量 

(0.34+0.21)万 t（CaO+MgO量）＋(0.27+0.23)万 t（固定化できる CO2量）＝ 1.05万 t/年 

 

 

ただし、砕石などの代替材として使用できる炭酸塩を GreenOre 技術で製造するために

は規模の大きな装置での実証運転を含む製品化プロセスの技術開発などを進めることが必

要なことなど、十分な技術実証等が今後の課題となっている。 

 

 

E) GreenOre 技術による日本での炭酸塩製造の経済性 

勿来発電所 10 号機での炭酸塩製造プラントを想定し、合成炭酸塩は軽質炭酸カルシウ

ムとして販売した場合の経済性を検討した。 
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経済性計算を行う上で、販売単価や操業費用などを、表 2.3.15 のように設定した。 

 

 

表 2.3.15 経済性計算諸量の設定 

 

項目 単位 単価・数量 備考 

売上 

販売単価 

 

年間販売額 

 

円/t 

 

円/年 

 

49,000 

 

347,900,000 

 

2.3.2 B) 項で求めた合成石灰（軽質炭酸カルシ

ウム）販売単価 

49,000 円/t×7,100ｔ/年（年間製造量） 

費用 

人件費 

日間人件費 

年間人件費 

電気代 

炭酸塩1t製造に

掛かる電力量 

年間電力使用量 

年間電力料 

諸経費率 

年間諸経費 

 

円/人・日 

円/日 

円/年 

円/kWh 

 

kWh/t 

kWh 

円/年 

% 

円/年 

 

30,000 

450,000 

117,000,000 

15.8 

 

250 

1,775,000 

28,045,000 

50 

72,522,500 

 

想定値 

日・年の人件費の前提条件は下記した 

同上 

東京電力エナジーパートナーの低圧電力料108 

 

コロンビア大学の情報 

250kWh×7,100ｔ 

15.8 円/kWh×1,775,000kWh 

想定値 

（年間人件費＋年間電気代）×50% 

設備投資 

プラント建設費 

土地代他 

  

7,100,000,000 

100,000,000 

 

2.3.3 B) 項参照 

想定値 

 

 

経済性計算の前提条件は以下とする。 

 

炭酸塩製造量： 7,100t/年 

勿来発電所 10 号機の炭酸塩生産能力 

稼働日 5 日/週、52 週/年 

年間稼働日 260 日/年（5 日/週×52 週/年） 

固定化できる CO2量 3,100t 

シフト人員 5 人/シフト（運転員 4 人、管理・監督者 1 人） 

シフト数 3 シフト/日 

１日当たりの人員 15 人/日 

経費 （人件費＋電気代）の経費率とする 

土地代 土地取得及び周辺設備代等 

計算期間 設備の建設を完了（0 年目）した後、製造・販売を 20 年

間行うものとする 

税金 考慮せず 

 
108 https://www.tepco.co.jp/ep/private/plan/old02.html 
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上記を踏まえ、以下のように経済性の検討を行った。 

 

(ア)  オリジナルケース 

表 2.3.15 に示した経済性計算諸量や前提条件を適用して算出した。計算結果を、表 2.3.16

に示す。 

 

表 2.3.16 オリジナルケース 

 

 

 

 

 

単位（百万円）

年度（年目） 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

売上

軽質炭酸カルシウム 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348

小計 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348

費用

人件費 -117 -117 -117 -117 -117 -117 -117 -117 -117 -117

電力料 -28 -28 -28 -28 -28 -28 -28 -28 -28 -28

経費 -73 -73 -73 -73 -73 -73 -73 -73 -73 -73

小計 -218 -218 -218 -218 -218 -218 -218 -218 -218 -218

設備投資

プラント建設費 -7,100

土地代 -100

小計 -7,200

収支（キャッシュフロー） -7,200 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130

収支（キャッシュフロー）累計 -7,200 -7,070 -6,939 -6,809 -6,679 -6,548 -6,418 -6,288 -6,157 -6,027 -5,897

IRR（内部利益率）

NPV

単位（百万円）

年度（年目） 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 合計

売上

軽質炭酸カルシウム 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 6,958

小計 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 6,958

費用

人件費 -117 -117 -117 -117 -117 -117 -117 -117 -117 -117 -2,340

電力料 -28 -28 -28 -28 -28 -28 -28 -28 -28 -28 -561

経費 -73 -73 -73 -73 -73 -73 -73 -73 -73 -73 -1,450

小計 -218 -218 -218 -218 -218 -218 -218 -218 -218 -218 -4,351

設備投資

プラント建設費

土地代

小計 -7,200

収支（キャッシュフロー） 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 -4,593

収支（キャッシュフロー）累計 -5,766 -5,636 -5,506 -5,375 -5,245 -5,115 -4,984 -4,854 -4,724 -4,593

IRR（内部利益率） －
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表 2.3.16 に示すように、20 年間の収支合計はマイナス約 46 億円の赤字となる。 

以下に、20 年間の収支で赤字が解消される場合（内部利益率 IRR が 0%）を、販売単価

の変更（ケース②）と設備投資額の変更（ケース③）を対象に検討した。 

 

(イ) 販売単価変更ケース 

軽質炭酸カルシウムの販売価格を変更したケースについて計算した。軽質炭酸カルシウ

ムの販売単価を 81,350 円/t として計算を行った結果を、表 2.3.17 に示す。 

 

表 2.3.17 販売単価変更ケース 

 

 

 

 

 

単位（百万円）

年度（年目） 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

売上

軽質炭酸カルシウム 578 578 578 578 578 578 578 578 578 578

小計 578 578 578 578 578 578 578 578 578 578

費用

人件費 -117 -117 -117 -117 -117 -117 -117 -117 -117 -117

電力料 -28 -28 -28 -28 -28 -28 -28 -28 -28 -28

経費 -73 -73 -73 -73 -73 -73 -73 -73 -73 -73

小計 -218 -218 -218 -218 -218 -218 -218 -218 -218 -218

設備投資

プラント建設費 -7,100

土地代 -100

小計 -7,200

収支（キャッシュフロー） -7,200 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360

収支（キャッシュフロー）累計 -7,200 -6,840 -6,480 -6,120 -5,760 -5,400 -5,040 -4,680 -4,320 -3,960 -3,600

IRR（内部利益率）

NPV

単位（百万円）

年度（年目） 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 合計

売上

軽質炭酸カルシウム 578 578 578 578 578 578 578 578 578 578 11,552

小計 578 578 578 578 578 578 578 578 578 578 11,552

費用

人件費 -117 -117 -117 -117 -117 -117 -117 -117 -117 -117 -2,340

電力料 -28 -28 -28 -28 -28 -28 -28 -28 -28 -28 -561

経費 -73 -73 -73 -73 -73 -73 -73 -73 -73 -73 -1,450

小計 -218 -218 -218 -218 -218 -218 -218 -218 -218 -218 -4,351

設備投資

プラント建設費

土地代

小計 -7,200

収支（キャッシュフロー） 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 0

収支（キャッシュフロー）累計 -3,240 -2,880 -2,520 -2,160 -1,800 -1,440 -1,080 -720 -360 0

IRR（内部利益率） 0.0%
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表 2.3.17 に示すように、軽質炭酸カルシウムの販売単価を約 81,350 円/t とした場合、

年間販売額は 578 百万円/年、20 年間の総額は 11,552 百万円となり、20 年間の収支合計

（損益）はゼロとなる。 

 

(ウ) 設備投資額変更ケース 

次に、設備投資額を変更したケースについて評価した。販売価格は 49,000 円/t とし、プ

ラント建設費を 2,508 百万円、設備投資額合計を 2,608 百万円として計算を行った結果を、

表 2.3.18 に示す。 

 

表 2.3.18 設備投資額変更ケース 

 

 

 

単位（百万円）

年度（年目） 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

売上

軽質炭酸カルシウム 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348

小計 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348

費用

人件費 -117 -117 -117 -117 -117 -117 -117 -117 -117 -117

電力料 -28 -28 -28 -28 -28 -28 -28 -28 -28 -28

経費 -73 -73 -73 -73 -73 -73 -73 -73 -73 -73

小計 -218 -218 -218 -218 -218 -218 -218 -218 -218 -218

設備投資

プラント建設費 -2,508

土地代 -100

小計 -2,608

収支（キャッシュフロー） -2,608 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130

収支（キャッシュフロー）累計 -2,608 -2,478 -2,347 -2,217 -2,087 -1,956 -1,826 -1,696 -1,565 -1,435 -1,305

IRR（内部利益率）

NPV

単位（百万円）

年度（年目） 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 合計

売上

軽質炭酸カルシウム 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 6,958

小計 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 6,958

費用

人件費 -117 -117 -117 -117 -117 -117 -117 -117 -117 -117 -2,340

電力料 -28 -28 -28 -28 -28 -28 -28 -28 -28 -28 -561

経費 -73 -73 -73 -73 -73 -73 -73 -73 -73 -73 -1,450

小計 -218 -218 -218 -218 -218 -218 -218 -218 -218 -218 -4,351

設備投資

プラント建設費

土地代

小計 -2,608

収支（キャッシュフロー） 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 -1

収支（キャッシュフロー）累計 -1,174 -1,044 -914 -783 -653 -523 -392 -262 -132 -1

IRR（内部利益率） －
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表 2.3.18 に示すように、設備投資額合計を約 26 億円にした場合、20 年間の収支合計

（損益）はゼロとなる。 

 

以上の結果からわかるように、炭酸塩 7,100 トンの生産に対し、販売単価が軽質炭酸カ

ルシウムの平均販売価格 49,000 円/t で、設備投資額が 71 億円のままであると、20 年間の

収支は大きな赤字となる。 

製品の付加価値を高めるなど高品質化することで、平均販売価格の 2 倍程度の価格で販

売することができれば、赤字が解消されることとなる。また、製品価格は 49,000 円/t のま

まであれば、設備投資額を 71 億円のおよそ 3 分の 1 程度に抑えることができれば、同じく

赤字は解消される。 

操業費用や、プラント建設費用等の計算精度を上げることはいうまでもなく、製品の高

品質化や設備の効率化を図ることなど、収益向上策を検討していくことが必要となる。本試

算では、税金などの諸費用なども考慮しておらず、収益については二酸化炭素排出取引によ

る増収や GreenOre 技術使用に伴うロイヤリティなどによる減収など、諸収益・費用、利回

りなどを含め更に詳細な検討をしていく必要がある。 
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 日本の市場、インフラを考慮した総合評価 

上記で述べたように、GreenOre 技術を使ってコンクリート骨材をはじめとする砕石な

どの代替材を製造した場合、炭酸塩化による CO2 の固定により、骨材製品当たりのトータ

ルの CO2 排出量は、従来の石灰石採掘・破砕等の粒度調整により砕石化（骨材製造）する

場合より少なくなることも確認できた。 

骨材を含め炭酸塩の用途は多岐にわたり、市場規模も大きく、GreenOre 技術により製

造された多くの炭酸塩を、各種用途に使用できるものと期待できる。 

一方、現在稼働あるいは建設中の 4 基の IGCC 発電所（合計出力 149.6 万 kW）を合わ

せても CO2固定化量は、年間約 1.9 万 t であった。CO2固定化割合は、USC（微粉炭火力）

では 0.019%（CO2 固定化量は約 0.13 万 t）と非常に小さいが、IGCC では 0.26%となり

USC に比べると約 14 倍の値となった。仮に、図 2.3.1 に示した 2020 年度断面での石炭火

力発電所（総出力 4,418 万 kW）を全て IGCC に置き換えた場合でも、CO2 固定化量は年間 57

万 t であった。 

これは、石炭火力発電に伴う CO2排出量に対して発電所サイトで発生する石炭灰あるい

はスラグの排出量が限定的で、含まれる Ca 量も限られているためで、CO2固定化割合も小

さなものとなり、CO2 固定化量にも限度があるためである。有効な CO2 固定化システムを

石炭火力発電所で構築するためには、炭酸塩生成物を用いた製品をその形態や用途に応じ

て適正化を図り、他のカルシウム源など（鉄鋼スラグや廃コンクリート等の副生品や蛇紋

岩・橄欖（かんらん）岩などの天然材料）を原料等に併用することで、CO2固定化割合を高

める手法を確立する必要がある。 

炭酸塩生産プラントの建設費は、勿来発電所 10 号機から排出されるスラグを全量原料

とするケースを想定した場合、7,100t/年の生産規模で約 71 億円と試算された。同様に、大

崎クールジェン、勿来 IGCC パワー、広野 IGCC パワーを含む他の 3 基の IGCC 発電所に

ついても試算した結果を、表 2.3.12 に示す。4 つのサイトに、各々個別に炭酸塩生産プラン

トを設置した場合、製品（炭酸塩）生産量は合計で 43,600t となり、建設費合計は約 362 億

円と見込まれるが、これはあくまで炭酸塩生産能力 1,000t/年規模での米国での建設費を基

にラング係数（Lang Factor）法によるスケール換算則を適用した概算値である。 

本技術の経済性に関しては、勿来発電所 10 号機での炭酸塩製造プラント建設費 71 億円、

合成炭酸塩として生産する 7,100t/年は軽質炭酸カルシウムとして販売するものとして、事

業期間を 20 年として経済性を評価してみると、初期投資等が過大なため黒字化は見込めな

いことが判明した。建設費や操業費等の大幅な削減と製品の高品質化による販売価格の向

上などが必要であることが分かった。このためには、Dry Fork 発電所で検討されている実

証試験によるデータや中国で建設中のパイロットプラントの運転データに基づくエンジニ

アリング面での検証等を含めた技術開発並びに設備建設コスト等の詳細なスタディが必要

となる。 
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 今後の技術課題の抽出 

今後の課題と対応について、表 2.3.19 にまとめた。 

 

 

表 2.3.19 今後の課題と対応 

 

課  題 対  応 

(1) 技術 

技術の成熟度、問題 

・選定された技術の精査、改善 

・他技術の情報収集と応用 

・異業種との交流・情報交換 

カルシウム原料の性質、挙動（石炭灰

を含め原料としての適合性）、抽出方法 

・選定された技術に用いられる原料の精査 

・カルシウム抽出促進法の検討 

CO2ガスの濃度、分離・回収方法 ・CO2ガスの濃度や分離・回収技術の精査 

生産された炭酸塩の性質、強度、性能 ・情報収集、技術開発 

(2) 調達・建設・

運転 

原料調達（カルシウムの原料となる石炭

灰など）不足 

・石炭灰の流通・調達方法の精査 

・日本で調達できる石炭灰以外の原料と調

達先の調査・検討 

プラント建設場所 
・適地となるプラント建設先の調査・検討 

・敷地の確保 

プラントの建設・運転 
・概略設計⇒詳細設計 

・建設費の削減 

(3) 市場・販売 生産された炭酸塩の販売先 

・市場調査 

・技術開発 

・異業種との連携 

(4) 法律・規制 
生産された炭酸塩の適用や市場投入

の可否 

・関係官庁・機関への助言・働きかけ 

・各種規格への適用検討 

(5) その他 世論、ESG対応 ・マスコミ、国際会議などでの情報提供 
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 まとめ 

 

本調査は、カーボンリサイクル政策のうち CO2削減ポテンシャルが大きいとされる鉱物

分野（炭酸塩、コンクリート製品・コンクリート構造物などの製造技術）に焦点を当て、海

外技術の国内での実用化の可能性を検討することにより、石炭火力発電所等で発生する

CO2 の我が国での中長期的な削減技術の可能性を調査することを目的とし、世界の CO2 を

利用した炭酸塩製造技術の最新情報を収集し、その中から有望と思われる技術について我

が国への導入可能性について検討した。 

世界のCO2を利用した炭酸塩製造技術に関する最新情報を基に抽出した 8件の技術につ

いて、①発電所等の排ガスがそのまま利用できるかどうか、②開発ステージ、③商用規模プ

ラント設計の実現可能性、④CO2削減量、⑤経済性、⑥市場性の各項目について評価を実施

した。その結果、GreenOre 技術と O.C.O. Technology が他に比べて特に高い評価となった

ので、それらの技術について、さらに詳細な調査を実施した。 

 

GreenOre 技術を開発しているコロンビア大学及び O.C.O. Technology を商業化してい

る O.C.O. Technology 社への訪問調査を実施した。O.C.O. Technology 社は、都市ゴミ焼却

灰を原料として引き取り、それを液化炭酸ガス（高濃度の CO2）と反応させて炭酸塩（骨

材）を製造・販売する事業を展開しており、商業ベースでも軌道に乗せていたが、発電所等

の排ガスをそのまま利用できない上、CO2の削減量もあまり期待できなかった。 

一方、コロンビア大学が開発している GreenOre 技術は、石炭火力発電所の排ガスをそ

のまま反応装置に導入し、比較的低温で炭酸塩を製造することができ、原料として高炉スラ

グや石炭灰等が利用できるので、我が国へ導入可能な技術の一つと考えられた。これまでに

大学の研究室レベルでの実験を終了し、2015 年からの小型ベンチ規模の半連続式装置（炭

酸カルシウム製造量 10t/年）による開発が進められている。その結果を踏まえて現在、中国

（上海市近郊）において中国企業とパイロット規模のプラントを建設しているところであ

る。このプラントの運転状況は注視すべきであり、我が国での実用化に向けての参考とする

ことも出来ると考えられる。また、本プロセスの実用化については、ワイオミング州政府も

技術の実効性に着目しており、ワイオミング州政府、コロンビア大学及び本技術の特許権を

有する GreenOre CleanTech 社の関係者は、日本との 3 者共同研究に対しても積極的であ

ったため、Dry Fork 石炭火力発電所で日本側も加わった共同実証試験を行うことも可能と

思われる。 

 

さらに本調査では、GreenOre 技術の日本の石炭火力発電所への導入可能性について検

討した。検討対象とした発電所は、今後の高効率発電技術として期待され、しかも石炭灰中

のカルシウム分が微粉炭火力発電に比べて多い亜瀝青炭を燃料として使用する勿来発電所

10 号機、大崎クールジェン、新設される勿来 IGCC パワー及び広野 IGCC パワーの 4 つの

IGCC 発電所を選定するとともに、併せて現在の石炭火力発電所で主流となっている USC
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（微粉炭火力）発電所として勿来発電所 8・9 号機を比較検討用として加えた 5 つの発電所

である。それぞれの発電所で排出されるスラグ・石炭灰を、それぞれの発電所から排出され

る CO2と反応させて固定化利用するという前提で行った。 

CO2 固定化量は、4 基の IGCC 発電所（合計出力 149.6 万 kW）を合わせても、年間約

1.9 万 t であった。CO2固定化割合は、USC（微粉炭火力）では 0.019%（CO2固定化量は

約 0.13 万 t）と非常に小さいが、IGCC では 0.26%となり USC に比べると約 14 倍の値と

なった。仮に、2020年度断面での石炭火力発電所（総出力 4,418万 kW と仮定）を全て IGCC

に置き換えた場合でも、固定化 CO2量は年間 57 万 t であった。 

これは、石炭火力発電に伴う CO2排出量に対して発電所サイトで発生する石炭灰あるい

はスラグの排出量が限定的で、含まれるカルシウム量も限られるためで、CO2固定化割合も

小さなものとなり、CO2 固定化量にも限度があるためである。有効な CO2 固定化システム

を石炭火力発電所で構築するためには、炭酸塩生成物を用いた製品をその形態や用途に応

じて適正化を図り、他のカルシウム源など（鉄鋼スラグや廃コンクリート等の副生品や蛇紋

岩・橄欖（かんらん）岩などの天然材料）を原料等に併用することで、CO2固定化割合を高

める手法を確立する必要がある。 

 

石炭火力発電所から排出される CO2と燃焼後のスラグ・石炭灰を反応させて炭酸カルシ

ウムを生成することになり、天然石灰石の代替が考えられる。天然石灰石は、セメント原料、

コンクリート骨材、道路用や鉄鋼用などとして非常に多く使用されている。生産量は約 1 億

4,300 万 t（2018 年）にのぼるものの、市場価格が平均 900 円/t 程度と安価であることや、

セメント原料用としての利用ではセメント製造中に CO2 を再放出するのでカーボンリサイ

クルを目的とする製品利用の対象とするにはふさわしくないことなどの課題がある。 

このため、炭酸カルシウムの代替先として、ガラス、プラスチック、ゴム製品、製紙、

化粧品及び医薬品等の原料である合成石灰（軽質炭酸カルシウム）を想定した。合成石灰は

天然石灰石に比べ、市場規模ははるかに小さく約 25 万 t（2018 年）であるもの、販売価格

が 49,000 円程度と高価であるため、高付加価値用途での活用によって市場性を創出できる

可能性を有するなど、合成炭酸塩の有望な市場と考えられるため、発電所の排ガスで炭酸カ

ルシウムを生成する場合を想定して、その経済性を検討した。 

 

GreenOre 技術でのライフサイクル全体を通しての CO2削減量を算出した結果、勿来発

電所 10 号機（IGCC）で年間 7,100t の炭酸カルシウムを生成した場合で約 2,200t となっ

た。石炭ガス化スラグ中のマグネシウムもカルシウムと併せて使用することで CO2 削減量

をさらに増やすことができる。実際には、原料となるスラグに含まれるカルシウムとマグネ

シウムの割合に依存するため、発電所で使用する石炭の炭種によっても変化する。なお、現

段階では炭酸塩製造設備の詳細が不明なため、製造にかかるエネルギー等による CO2 排出

量を考慮していない。 
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炭酸塩製造プラントについて、合成炭酸塩を軽質炭酸カルシウムとして販売する事業を

想定して経済性を評価（事業期間は 20 年とした）した。炭酸カルシウム生産プラントの建

設費は、勿来発電所 10 号機から排出されるスラグを全量原料として使用するケースを想定

した 7,100t/年の生産規模で、約 71 億円（建設費は炭酸塩の生産規模や設備設置場所の状

況によっても変動する）として試算した結果、この事業では、初期投資等が過大なことなど

の要因から黒字化は見込めないことが判明した。事業性を改善するためには、建設費や操業

費等の大幅な削減と製品の高品質化により販売価格を高めることなどの対策が必要である。

これには、Dry Fork 発電所での実施が検討されている実証試験や中国で建設中のパイロッ

トプラントのデータに基づくエンジニアリング面での検証等を含めた技術開発並びに設備

建設コスト等の詳細なスタディが必要となる。また、日本での導入に当たっては、国内での

プラント設置場所の選定や関係各所との協議に加え、製品の市場調査等の多方面にわたる

検討も必要になる。 

 

今後、GreenOre 技術の実用化を進め、日本での適用が可能となれば、合成石灰の生産量

と同規模の製品を炭酸塩から製造できる可能性もあり、将来の有望な技術として更なる技

術開発を進めることが期待される。 
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