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１．調査の概要
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⚫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

⚫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

⚫カーボンリサイクル技術ロードマップ（2019年6月、経済産業省）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）に焦点を当てた

⚫海外技術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

１．調査の概要
（１）調査の目的
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1. CO2を利用した炭酸塩製造技術の選定
8件の技術を選定し、技術内容について評価検討（最終的には有望な1件に絞込み）

2. 炭酸塩製造の海外技術の状況調査
(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）

3. 日本での利用可能性
(1)モデル発電所の仕様調査

(2)炭酸塩の用途調査

（２）調査の項目

１．調査の概要
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２．CO2を利用した炭酸塩製造技術の選定
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（１）GreenOre （米国）

２．CO2を利用した炭酸塩製造技術の選定

特徴（優位性） 開発ステージ 技術の実現性 市場性

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。

原料：高炉スラグ
フライアッシュ
鉱物
＋CO2

添加剤：キレート

主製品：CaCO3

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

（出典：コロンビア大学の資料を基に作成）
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第1段階

第2段階

（２）O.C.O. Technology （英国）

特徴（優位性） 開発ステージ 技術の実現性 市場性

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。年間10

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。

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。

M-LS（人工石灰石）
（出典：Carbon8（旧名称）ホームページ）

（出典：O.C.O. Technology社ホームページ）

２．CO2を利用した炭酸塩製造技術の選定
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（３）Blue Planet （米国）

特徴（優位性） 開発ステージ 技術の実現性 市場性

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。

（出典：Blue Planet社ホームページ）

２．CO2を利用した炭酸塩製造技術の選定
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（４）Solidia （米国）

特徴（優位性） 開発ステージ 技術の実現性 市場性

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。

（出典：Solidia社のホームページ）

砂利
固化Solidiaセメント

Solidiaセメント Solidiaセメント

Solidiaコンクリート製品の例

２．CO2を利用した炭酸塩製造技術の選定
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（５）CarbonCure （カナダ）

特徴（優位性） 開発ステージ 技術の実現性 市場性

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。

（出典：Monkman: “Technical Note - Types of Concrete Carbonation.”）

２．CO2を利用した炭酸塩製造技術の選定
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（６）Carbon Capture Machine (CCM) （英国）

特徴（優位性） 開発ステージ 技術の実現性 市場性

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。

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

２．CO2を利用した炭酸塩製造技術の選定

PCC : Precipitated Calcium Carbonate

PMC : Precipitated Magnesium Carbonate

PXC : Precipitated X Carbonated
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（７）Carbon Upcycling UCLA （米国）

特徴（優位性） 開発ステージ 技術の実現性 市場性

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
れるかが鍵である。

（出典：CO2CONCRETE, LLC社ホームページ）

２．CO2を利用した炭酸塩製造技術の選定
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（８）Mineral Carbonation （豪州）

特徴（優位性） 開発ステージ 技術の実現性 市場性

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。

炭鉱

火力発電所

CO2捕集

Mineral Carbonation工場

蛇紋岩

建材工場

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

２．CO2を利用した炭酸塩製造技術の選定
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（９）有望な炭酸塩製造技術候補の選定

評価項目

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

4. CO2の削
減量

5. 経済性 6. 市場性 評点

1. GreenOre ◎ 〇 ◎ 〇 ○ ◎ 12

2. O.C.O. 
Technology

○ ◎ ◎ ○ 〇 ◎ 12

3. Blue Planet ◎ ◎ 〇 △ △ △ 7

4. Solidia 〇 ◎ ◎ 〇 △ 〇 9

5. CarbonCure 〇 ◎ ◎ △ ○ 〇 9

6. Carbon Capture 

Machine
◎ △ ○ △ △ △ 4

7. Carbon Upcycling 

UCLA
◎ △ ○ ○ △ 〇 6

8. Mineral 

Carbonation
〇 ◎ ○ △ △ ○ 6

“1. GreenOre”と ”2. O.C.O. Technology”：詳細調査を実施

２．CO2を利用した炭酸塩製造技術の選定

＜配点：◎（優れている）＝３点、〇（良い）＝1点、△（普通～劣る）＝0点＞
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３．海外炭酸塩製造技術の状況調査
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（１）コロンビア大学／GreenOre

◆ アルカリ産業廃棄物や鉱物とCO2の反応を添加剤により促進させ，
炭酸カルシウム・炭酸マグネシウムを主とした製品を製造（反応温度45～90℃・圧力45気圧）

◆ 開発経緯
2008-2014： ラボベース研究
2015-2019： ベンチ規模（10トン/年、製造量ベース)

2016: GreenOre CleanTechを設立
2018-： 中国にパイロットプラント建設中

（750～1,000トン/年)

中国で建設中のパイロットプラント

（プラントは建屋内部に格納される）

ベンチ規模試験装置の模式図

（2019年11月18日撮影）

コロンビア大学の試験装置

（炭酸カルシウム粉末；左端）

サブミクロンオーダーの超微粒子にして
「紙」の填料（てんりょう）用途などで活用

３．海外炭酸塩製造技術の状況調査

（出典：コロンビア大学の資料による）

（出典：コロンビア大学の資料による）

（右側の4試料は，各種廃棄物原料）

ベンチ規模試験装置
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◆ キレート抽出剤を用いアル
カリ土類金属イオンを迅速
に抽出し，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

◆ 炭酸塩生成後，キレート抽
出剤は回収・再利用

◆ キレート抽出剤には，酢酸
ナトリウム・シュウ酸塩・ク
エン酸ナトリウム・ピコリン
酸塩・グルコビン酸・グルタ
ミン酸などを使用

◆ 30分程度の反応時間で，
原料中のカルシウムのうち
60-70％を炭酸塩に変換

◆ 高炉スラグ原料１トンに対
して，最大0.5トンのCO2ガ
スが注入され，約0.4トンの
CO2を固定

（１）コロンビア大学／GreenOre

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

（「CO2固定量」は，コロンビア大の資料等に基づいて算出した最大可能量を示す）

３．海外炭酸塩製造技術の状況調査

（出典：コロンビア大学の特
許出願資料を基に作成）
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（２）O.C.O. Technology

３．海外炭酸塩製造技術の状況調査

Leeds工場
（現地調査）

Brandon工場

Bristol工場

事業内容：
◆ゴミ焼却灰の受入・無害化
◆ごみ焼却灰を材料とし、ACT(Accelerated Carbonation Technology) による骨材（製
品名はMLS: Manufactured Limestone)の製造販売

◆設立： 2010年
・グリニッジ大Hill教授が基本技術を開発
◆ 従業員： 60数名（3工場）
◆ 製品（骨材）生産量： 130,000t/年
◆ 売上高（2019年見込み）：15百万ポンド
（21億円）

O.C.O. Technology 社の工場所在地

◆製品（骨材）用途：
・主にブロック製造会社に販売
（建築用レンガ・土木用ブロックの骨材）
◆CO2削減量：
・骨材製品あたり： △44㎏/t
・O.C.O. Technology社の生産規模換算：

△5,720t/年
（出典：Google Mapを基に作成）
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◆都市ごみ焼却灰、フライアッシュ、スラグ等
中のCaとCO2を反応固化させ、その後ペ
レット化し、骨材を生産

◆化学的、物理的作用により含有する重金
属を安定化、固定化

◆ペレット化により塊状製品骨材を得る

（２）O.C.O. Technology

３．海外炭酸塩製造技術の状況調査

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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 

Reagent 

(セメント) 

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)

（出典：現地調査情報を基に作成）
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（３）まとめ

３．海外炭酸塩製造技術の状況調査

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。
・ワイオミング州の石炭火力発電所で実証試験を検討中。

・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）は、10百
万t（2018年）。

・英国での合成骨材の市場規模は60万t/年程度。

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。

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 ➔日本での利用可能性検討対象に選定
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４．日本での利用可能性



22

（USC：比較検討用）

（１）モデル発電所の仕様調査

項目
勿来（なこそ）発電所8号機

（福島県）
勿来発電所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

（推定値：2019年）
千t/年 1,400 1,400

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
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）を比較検討用とした

（出典：常磐共同火力（株）ホームページ）

４．日本での利用可能性
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（IGCC：モデル発電所仕様）

（１）モデル発電所の仕様調査

項目 勿来発電所10号機
大崎クールジェン
（広島県）

勿来IGCCパワー
広野IGCCパワー

（福島県）
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
（MDEA）
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
（送電端）

HHV基準 40.5% 40.5% － －
LHV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）

1,180t/日
（40万t/年）

3,600t/日
（130万t/年）

3,600t/日
（130万t/年）

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。

（出典：常磐共同火力（株）及び大崎クールジェン（株）のホームページを基に作成）

４．日本での利用可能性
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用途 使用目的 市場規模

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

販売量：114,280千t

販売額：103,589百万円
平均単価：900円/t

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

鉄鉱 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

販売量：244千t

販売額：11,915百万円
平均単価：49,000円/t

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

（２）炭酸塩の用途調査

◆ 炭酸カルシウムの主な用途と市場規模

（出典：石灰石鉱業協会及び（株）ニューライムのホームページを基に作成）

４．日本での利用可能性
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（３）選定した炭酸塩製造技術のモデル発電所への適用評価

４．日本での利用可能性

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

◆ 各発電所のCO2排出量・固定化量・炭酸カルシウム生成量

（出典：各発電所のホームページなどを基に作成（推定含む））
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◆ GreenOre技術の米国／日本での適用

ITC実証試験用地

燃焼排ガス供給用の配管設備

米国ワイオミング州Dry Fork 発電所のITC（Integrated Test Center）での
実証試験が検討されている

ITC実証試験用地

勿来発電所10号機（IGCC）に導入した場合：
◆ 炭酸塩生産能力：7,100t/年
◆ 建設費：71億円

（３）選定した炭酸塩製造技術のモデル発電所への適用評価

（出典：Babcock & Wilcox Enterprises, Inc社ホームページを基に作成）

４．日本での利用可能性
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◆ 骨材製造時の二酸化炭素（CO2）排出量比較

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
（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勿来発電所10号機（IGCC）」
の炭酸塩生産能力

合 計 △2,200t

（３）選定した炭酸塩製造技術のモデル発電所への適用評価

４．日本での利用可能性
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４．日本での利用可能性

◆ 炭酸塩（軽質炭酸カルシウム）製造の経済性試算結果

（３）選定した炭酸塩製造技術のモデル発電所への適用評価

試算条件（オリジナルケース）
◆製造場所： 勿来発電所10号機（IGCC）
◆炭酸塩製造量： 7,１00t/年
◆販売単価： 49,000円/t
◆年間販売額： 348百万円/年
◆年間操業費： 218百万円/年（人件費＋電力料＋諸経費）
◆設備投資額： 72億円（プラント建設費＋土地代）
◆評価期間： 20年間

ケース オリジナルケース
販売単価変更
ケース

設備投資額
変更ケース

販売単価（円/t） 49,000 81,350 49,000

設備投資額（億円） 72 72 26

収支（キャッシュフロー）
（百万円）

△4,593 0 0

IRR (%) － 0 0
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（４）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

４．日本での利用可能性



30

５．まとめ
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５．まとめ

⚫ 海外の炭酸塩製造技術から抽出した8件について、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市場性の各項目を評価。有望な2件（GreenOre技術とO.C.O. Technology技術）を候補
に詳細調査を実施した

⚫ 2候補のうちGreenOre技術は、キレート抽出剤を使ってカルシウムを抽出し、100℃以下・45気
圧程度でCO2と反応させ、炭酸塩を製造する技術で、石炭火力発電所排ガスをそのまま利用
できる等の特徴を持つため、我が国へ導入可能な有望技術に選定

⚫ GreenOre技術は、米国ワイオミング州政府も技術の実効性に着目。州政府とコロンビア大学
は、ワイオミング州内の石炭火力発電所で日本との3者共同研究にも積極的

⚫ 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。IGCC発電所をモデ
ルケースとした場合、CO2固定化量は、国内4基のIGCC発電所（建設中を含む合計出力149.6
万kW）に対し年間約1.9万tに留まると試算。他のカルシウム源など（鉄鋼スラグや廃コンクリー
ト等）を併用してCO2固定化割合を高める手法の確立が必要

⚫ ガス化スラグを原料に炭酸塩を製造するビジネスモデル（日本国内の既設IGCC発電所で炭
酸塩生産量を年間7,100トン・設備建設費を71億円と試算）について事業性を評価。
⇒初期投資額が過大で黒字化見込めず。黒字化のためには、建設費・操業費の削減や製品
の高品質化等による収益改善策の検討が必要

⚫ エンジニアリング面での検証を含む技術開発や設備建設費等の詳細なスタディなど、将来有
望な技術として更なる技術開発が必要


