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はじめに　
　カーボンリサイクルとは、二酸化炭素（以下で
は CO2 とする）を資源として捉え、これを分離・
回収し、鉱物化や人工光合成、メタネーションに
よる素材や燃料への再利用することで、大気中へ
の CO2 排出を抑制していくものである。
　カーボンリサイクルの技術そのものは昔から研
究開発されてきていて目新しいものではないが、
2019 年になって脚光を浴びたのは 1 月のダボス会
議での安倍首相の演説の中で温室効果ガス排出削
減の手段としてカーボンリサイクル技術 /Carbon 
dioxide Capture and Utilization（CCU）について

触れたことが大きい。
　政府内でもカーボンリサイクルに向けて動き出
しており、まず 2019 年 2 月、経済産業省資源エ
ネルギー庁内に CO2 の分離・回収やその利用に関
する技術のイノベーションを促進するため、カー
ボンリサイクル室が設置された。6 月にはパリ協
定に基づく長期低排出発展戦略を閣議決定してい
る。今世紀後半のできるだけ早期に実質排出ゼロ
を目指すために、長期戦略の 3 本柱としてグリー
ンファイナンスや環境技術の国際展開とともに、
イノベーションの推進を掲げており、イノベーショ
ンの具体例の一つとしてカーボンリサイクルが挙

Point
❶  政府の中でカーボンリサイクルの実現に向けて動きが出ている。カーボンリサイクルは二酸化炭素
（CO2）排出を削減するだけでなく、資源として利用することで資源問題解消にもつながる。カー
ボンリサイクルは、用途によって、化学品、燃料、鉱物等への転換に分けられる。

❷  カーボンリサイクルが実現すれば（技術的障壁や経済性等は度外視する）、世界においてCO2排出
が全体の67％、日本において同54％が資源として利用されることになる。

❸  ただし、カーボンリサイクルの技術的障壁は高い。CO2は化学的に非常に安定していてかなりの
エネルギーを投入しないと他の製品に変換できない。また水素など他の原料も安価かつCO2フリー
での入手が必要だ。ロードマップを見てもその実現は早くて2030年以降である。

❹  一方、コンクリート製品のように経済性等を克服すれば普及していくものもある。中長期的な
CO2排出削減をCCSだけに頼ることはできず、今からカーボンリサイクルに関する要素技術開発
を進めておく必要がある。
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1    CCS について本号のキーワード（33 ページ）で取り上げて解説している。

げられている。また、目標、技術課題、開発段階
別の目指すべき方向性を設定し、広く国内外の政
府・ 民間企業・投資家・研究者など関係者に共有
することでカーボンリサイクル技術のイノベー
ションを加速化する目的で同ロードマップが策定
された。
　CO2 を温暖化の元凶として退けるのではなく、
有用な資源としてリサイクルできれば、気候変動
問題だけでなく資源不足問題も一挙に解決するこ
とができる。カーボンリサイクルは人類が抱える
重要な問題解決に向けて切り札となるだろう。そ
こで本稿では、カーボンリサイクル技術の現状と
課題について見ていくこととしたい。

1．  CCUSにおけるカーボンリサイクル技術
について

CCUSでの位置づけ
　カーボンリサイクル技術は Carbon dioxide 
Capture, Utilization and Storage（CCUS）の一つ
として位置づけられる（図表 1）。分離・回収した
CO2 を、貯留する CCS1 と利用する CCU に分け
られる。さらに CCU について、石油増進回収

（Enhanced Oil Recovery :EOR）、直接利用、そし
てカーボンリサイクルに分けられる。
　EOR とは、地下の油層に CO2 を圧入して石油
の性状を変化させて回収する方法を指す。油田を
掘削して石油をそのまま回収したり、水を注入し
て回収したりする方法では地下にある石油を 3 ～
4 割程度しか回収できない。石油はミクロン単位
の油田の岩石の孔にとどまっているため、回収率
を高めるためには物理的に圧力を加えて孔から石
油を追い出す必要がある。CO2 の圧入は石油回収
の物理的手段として効果的であるだけでなく、大
気中への排出抑制を通じて温暖化防止に寄与する
ことから注目されている。実際、米国では年間
6,000 万トンの CO2 が EOR 利用のためにパイプ
ライン輸送されている。
　CO2 の直接利用とは、溶接用途（シールドガス）、
食品用途（米麦燻製、冷凍食品製造、ドライアイス）、
飲料用途（ワイン醸造、炭酸飲料）、農業（施設園
芸や植物工場における CO2 施肥）、溶剤用途（抽
出溶媒としての超臨界 CO2）、赤泥処理用途（ボー
キサイト残渣の中和）などがあるが、利用規模は
限定される。

図表 1　CCUS技術の全体像

出所：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
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　カーボンリサイクルには、用途によって、①オ
レフィン、BTX（ベンゼン、トルエン、キシレン）、
そして酸素原子が含まれる含酸素化合物（ポリカー
ボネート等）などの化学品への変換、②軽油や天
然ガスなどの燃料への変換、そして、③コンクリー
トなど鉱物への変換、と分類される。また①の化
学品への変換の中には、メタノールや合成ガス（水
素と一酸化炭素の混合した気体）などさまざまな
化学品や燃料の基幹となる化学物質に変換するこ
とも考えられる。これらの基幹物質は多種多様な
化学品や燃料を合成できる。

カーボンリサイクルによる資源代替の規模
　カーボンリサイクルが進めば、どの程度まで
CO2 によって資源代替が可能となるのだろうか。
　結論から申し上げると、メタノールなど基幹物
質、化学品、燃料、そして鉱物などの製品の原料
を石油などの化石資源から CO2 に切り替えた場
合、その切り替え可能な規模は世界で 220 億トン、
日本で 6.5 億トンと試算できる。この規模は世界

の CO2 排出規模の 67％、日本の排出規模の 54％
に達することになり、カーボンリサイクルがかな
りの規模で実現することとなる（図表 2）2。なお、
試算にあたって経済性や技術課題を度外視してい
る。
　具体的にそれぞれの製品の原料として必要な
CO2 の規模について解説したい。まず基幹物質と
して CO2 を利用してメタノールを生産した場合、
世界の生産量は 7,500 万トンであることから、必
要な CO2 の規模はそれぞれ 9,900 万トンと試算さ
れる。エタノールについては世界と日本の生産量
が 9,800 万トン、31 万トンであることから、必要
な CO2 の規模はそれぞれ 1.7 億トン、56 万トンと
なる。これらの基幹物質の生産に必要な CO2 の規
模は世界全体で 2.7 億トン、日本では 330 万トン
と算出される。化学品について CO2 を利用してエ
チレン、プロピレンを生産した場合、世界全体で
それぞれ 1.4 億トン（日本国内では 630 万トン）、
9,500 万トン（日本国内では 520 万トン）となる
ことから、必要な CO2 の規模はそれぞれ 4.5 億ト

図表 2　用途別に見た必要なCO2 規模（左：世界、右：日本）
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（注）必要なCO2規模は内閣府ボトルネック研究会資料および東レ経営研究所の推定による。
出所：  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

内閣府ボトルネック課題研究会「CO2利用に当たってのボトルネック課題及び研究開発の方向性」2018年3月

2    CO2 の排出量時点は世界は 2014 年、日本は 2015 年である。また化学品や燃料の生産時点は 2015 ～ 17 年である。そのため、
カーボンリサイクルの割合がいつのものか厳密に決めることができない点に注意する必要がある。
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ン（同 2,000 万トン）、3 億トン（同 1,600 万トン）
となる。BTX（ベンゼン、トルエン、キシレン、
世界・国内生産量は 1.1 億トン、1,109 万トン）の
生産に必要な CO2 規模は 3.7 億トン（日本国内で
は 3,700 万トン）になる。ブタジエンについては
世界生産 1,200 万トン（日本国内で 87 万トン）か
ら、必要な CO2 の規模は 4,000 万トン（同 300 万
トン）となる。DMC（ジメチルカーボネート）は
世界生産 9,000 万トン（日本国内で 2 万トン）と
なることから、必要な CO2 の規模は 4,400 万トン

（同 9,800 トン）となる。ポリカーボネートは世界
生産 379 万トン（日本国内で 87 万トン）に達す
ることから、必要な CO2 規模は 66 万トン（同 5
万トン）となる。化学品全体で必要な CO2 の必要
な規模は世界で 12.1 億トン、日本で 1,600 万トン
と算出される。
　次に燃料について CO2 を利用してメタン（天然
ガス）を生産した場合、天然ガスの世界と日本の
生産量はそれぞれ 30 億トン、9,200 万トンである
ことから、必要な CO2 規模はそれぞれ 80 億トン、
2.5 億トンと試算できる。軽油については世界と
日本の日本生産量がそれぞれ 17 億トン、4,500 万
トンから、必要な CO2 規模はそれぞれ 54 億トン、
1.4 億トンになる。ガソリンについても必要な
CO2 規模は世界・国内生産量（9.8 億トン、3,800
万トン）から試算すると、それぞれ 31 億トン、
1.2 億トンとなる。DME（ジメチルエーテル、世界・
国内生産量は 374 万トン、1 万トンの生産に必要
な CO2 規模は、720 万トン（日本国内では 1.9 万
トン）になる。燃料全体の生産で必要な CO2 の規
模は世界で 165 億トン、日本で 5.1 億トンに達す
る。
　他にも、尿素の生産（世界全体で 1.7 億トン）

やコンクリート材料に使用できる炭酸塩の生産（世
界・国内生産量は 88 億トン、1.4 億トン）におい
ても CO2 が原料として利用可能であり、必要な
CO2 の規模はそれぞれ 1.2 億トン、39 億トン（日
本国内では 6,300 万トン）となる 3。

2．カーボンリサイクルが抱える課題
最大の障壁はCO2の化学的安定性
　カーボンリサイクルの実現にはさまざまな技術
的・経済的な障壁がある。中でも最大の障壁は大
量のエネルギーを投入しないと CO2 を他の製品に
転換することができない点である。CO2 は安定的
な物質であり、化学的に利用するためには大量の
エネルギーを調達・投入する必要がある。また大
量のエネルギーを投じて CO2 を燃料や化学品に変
換できたとしてもそのために原料の CO2 を上回る
規模の CO2 を排出していては無意味だろう。
　また燃料や化学品への変換においてもう一つの
原料である安価な水素の調達も課題である。この
ことは、メタノールや合成ガスなどの基幹物質へ
の変換においても、それ以外の化学品への変換に
おいても、そして軽油や天然ガスなど燃料への変
換においても当てはまる。これらの水素の生成・
調達には CO2 を排出しない、つまり CO2 フリー
水素の調達が前提となる。例えば再生可能エネル
ギー電力を使った水電解による水素生成が求めら
れるものの、再エネ由来の電力料金は低下したと
はいえ依然として高い 4。物質変換で投入する
CO2 フリー水素を安価にしてカーボンリサイクル
を回すためには再生可能エネルギーによる発電コ
ストのさらなる引き下げが不可欠である。再生可
能エネルギーによる発電コストの大幅低下が実現
するまでは天然ガスなど安価な化石燃料の使用も

3    なお、炭酸塩の生産規模は内閣府の資料では 2001 年時点しか明らかとなっていない（37.5 億トン）。その後 2015 年にかけて中
国などでセメント等の需要が伸びたことを考慮すると、この数値をそのまま採用するわけにはいかず、この間の世界セメントの
伸び（17.4 → 41 億トン）を 2001 年の炭酸塩生産量に乗ずることで算出している。

4    海外では再生可能エネルギーの発電コストが 5 円 /kWh まで低下しているが、それでも 1Nm3 の水素を製造するのに 40 数円必
要である。今後、同発電コストが 3 円 /kWh まで低下して水素の製造コストを 1Nm3 あたり 30 円となったとしても、CO2 調達
コストフリーかつ CO2 からのメタノール合成が 100％収率を前提としてメタノール 1kg あたり 42 円となる。このメタノール製
造コストは 2019 年前半のメタノールの輸入価格が 30 円台であることを考慮すると、依然として採算に乗らない状況といえる。
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やむを得ない。
　カーボンリサイクルの高い技術的ハードルを解
決して生成コストを引き下げ、既存の製品と比較
しても受け入れやすい価格設定が必要である。さ
らに生成工程それぞれにおいて省エネルギーだけ
でなく、吸熱反応と発熱反応の熱マネジメントを
行い、工程全体で効率的にエネルギーを投入する
必要がある。また技術認証やインフラ整備など技
術以外のハードルも解決しなければならない。と
りわけカーボンリサイクル実現に当たり、CO2 や
水素の供給などに関するインフラ整備が資金調達
や社会受容性の観点で高いハードルとして待ち構
えている 5。

ロードマップでもカーボンリサイクルの本格化は
2030年以降
　2019 年 6 月に経済産業省と文部科学省が策定し
たカーボンリサイクル技術ロードマップを見ても、
現状の技術水準を踏まえて作成されたものとなっ
ている（図表 3）。現時点から 2030 年にかけての
フェーズ 1 では、カーボンリサイクルに資するあ
らゆる技術について開発を進めるが、中でも 2030
年以降に普及が期待できる技術、水素が不要な技
術や高付加価値製品を製造する技術について重点
的に取り組むとしている。具体的には、水素が不
要な技術として道路ブロックなどコンクリート製
品、高付加価値製品としてポリカーボネートなど
の化学品やバイオジェット燃料などの液体燃料を

5    なお、CO2 排出量は、Life Cycle Assessment（LCA）ベースで計算することが重要である。また、シェール革命により安価な天
然ガス由来の化学品生成が注目されている一方、バイオマス由来の化学品や燃料も上市されてきており、こういった化学品や燃
料と CO2 由来のものについて LCA ベースで CO2 排出量を比較する必要がある。しかし、現時点では CO2 排出量を LCA ベース
で計算するための統一されたルール等は存在していないため、これらの燃料や化学品について LCA ベースで見た CO2 排出量を
比較することが難しく、社会全体ではどの程度まで温室効果ガス削減につながっているか分からない。そこで早急に関係国の間
において LCA ベースで燃料や化学品の CO2 排出量が計算できる統一したルールを整備する必要がある。

図表 3　2050 年までのカーボンリサイクル技術の見通し

出所：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

産業経済



2019.12　経営センサー
1919

挙げている。
　2030 年から 2050 年までのフェーズ 2 ではこれ
からの普及が見込める製品技術については低コス
ト化等を図るとしている。化学品であれば、CO2

排出量のさらなる削減、液体燃料でいえば現状の
価格から 1/8 ～ 1/16 程度（100 ～ 200 円 /ℓ）の
低コスト化、コンクリート製品であれば同 1/3 ～
1/5 程度の低コスト化を目標としている。同時に、
安価な水素の調達（20 円 /Nm3）が可能となる
2050 年以降に普及を見込めるカーボンリサイクル
技術の中で、特に需要の多い汎用化学品、汎用燃料、
汎用コンクリート製品を製造する技術について重
点的に取り組むとしている。
　そして 2050 年以降のフェーズ 3 ではこれらの
製品技術についてさらなる低コスト化に取り組む
としている。

カーボンリサイクルの市場見通し
　安倍首相の提唱で発足した Innovation for Cool 
Earth Forum（ICEF）が 2016 年 11 月に発表した

「Carbon Dioxide Utilization（CO2U） ICEF 
Roadmap 1.0」では、カーボンリサイクルを進めた
場合の CO2 排出削減規模見通しを掲載している

（図表 4）。それによると、2025 年にコンクリート
製品で▲ 2 億トン、建設資材で▲ 1 億トン、燃料
で▲ 3,000 万トン、メタノールで▲ 80 万トン、ポ
リマーで▲ 4 万トンの削減、2030 年にはコンク
リート製品で▲ 6 億トン、建設資材で▲ 3 億トン、
燃料で▲ 7,000 万トン、メタノールで▲ 500 万ト
ン、ポリマーで▲ 10 万トンを削減することがで
きるとしている。さらに補助金など政府等による
CO2 利用促進に向けて戦略的な政策を実施した場
合には、2025 年には、コンクリート製品と建設資
材でそれぞれ▲ 7 億トン、燃料で▲ 5 億トン、メ

図表 4　潜在的なCO2 排出削減規模

（注）  薄いグレーの円グラフの大きさは、政策支援など戦略的なアクションがない場合のCO2削減の大きさ、濃い
グレーの円グラフの大きさは戦略的アクションが伴った場合のCO2削減の大きさを示す。

出所：ICEF, “Carbon Dioxide Utilization（CO2U） ICEF Roadmap 1.0” November 2016
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タノールで▲ 2,000 万トン、ポリマーで▲ 20 万ト
ンの削減、2030 年には建設資材で▲ 36 億トン、
コンクリート製品で▲ 14 億トン、燃料で▲ 21 億
トン、メタノールで▲ 5,000 万トン、ポリマーで
▲ 200 万トンの削減に成功するとしている。
　ICEF では、2030 年ごろには建設資材やコンク
リート製品の CO2 利用は普及していき、さらに政
府のコミットメントがあれば促進されるとみてい
る。建設資材やコンクリート製品に CO2 を原料と
した炭酸塩が用いられる。炭酸塩化は CO2 利用に
おいてエネルギーを必要としないため、技術的に
はハードルが低く、普及が進むとみている。燃料
については政府のコミットメント次第でコンク
リート製品並みに CO2 利用が進むと考えている。
一方、メタノールやポリマーは 2030 年時点でも
CO2 利用は限定されている。

　また CO2 排出削減関連市場見通しについても掲
載しており（図表 5）、2025 年には関連するコン
クリート製品市場が 500 億ドル、同建設資材市場
が 60 億ドル、同燃料市場が 45 億ドル、同ポリマー
市場が 4 億ドル、同メタノール市場が 2 億ドルに、
2030 年には関連するコンクリート製品市場が
1,500 億ドル、同建設資材市場が 150 億ドル、同
燃料市場が 100 億ドル、同ポリマー市場が 20 億
ドル、同メタノール市場が 10 億ドルに達する。
さらに政府の CO2 利用促進に向けた戦略的な政策
が実施されれば、2025 年の関連するコンクリート
製品市場が 2,000 億ドル、同燃料市場が 600 億ド
ル、同建設資材市場が 300 億ドル、同ポリマー市
場が 25 億ドル、同メタノール市場が 50 億ドルと
なり、2030 年には関連するコンクリート製品市場
が 4,000 億ドル、同燃料市場が 2,500 億ドル、同

図表 5　CO2 排出削減関連市場の見通し

（注）  薄いグレーの円グラフの大きさは、政策支援など戦略的なアクションがない場合のCO2削減関連市場の大き
さ、濃いグレーの円グラフの大きさは戦略的アクションが伴った場合のCO2削減関連市場の大きさを示す。

出所：ICEF, “Carbon Dioxide Utilization（CO2U） ICEF Roadmap 1.0” November 2016
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建設資材市場が 1,500 億ドル、同ポリマー市場が
250 億ドル、同メタノール市場が 120 億ドルに到
達するとしている。

おわりに　CCSで十分か
　カーボンリサイクルについてコンクリート製品
等を除けば現時点でまだまだ技術的障壁が高い。
CO2 だけでなく、CO2 フリー水素の安価入手など
が必要であり、その実現には 10 年以上も遠い将
来になると予想されている。日本企業が関心を持っ
て取り組むには早いように思えるが、本当にそう
なのだろうか。
　筆者は、企業においても少なくとも関連研究開
発に着手すべきと考える。カーボンリサイクルは
今後の温室効果ガス削減の状況によっては同削減
の切り札、もしくは頼みの綱となる可能性がある
からだ。
　確かに温室効果ガス排出削減には、カーボンリ
サイクルまで踏み込まなくても CO2 をただ地中に
貯留すればいいのではないか、つまり CCS で十
分ではないかという見方もある。実際に、IEA は
経済性を考慮しながら 2 度目標を達成するために
温室効果ガス排出削減手法として CCS に期待し
ており、2060 年時点における CO2 削減量の 16%

（49 億トン／年）、同年までの累積 CO2 削減量で
はその 14% 相当について CCS が 担うと見込んで
いる。先進国等でも 2050 年に向けた長期的取り
組みにおいて温暖化対策の一つとして CCS を挙
げている。
　ただ CCS には貯留に適した地層を見つけるこ
とが難しいといった技術的課題の他、CO2 を地中
に埋めるだけであり、何ら経済的価値を生み出さ
ないとの指摘がある。また原油増進回収法（EOR）
の手段として用いた場合でも、生産された原油が
利用されることで CO2 が排出されてしまうため、
ネットで見た温室効果ガス排出削減の効果は相殺
されてしまう。

企業側もカーボンリサイクル技術開発に
着手すべき
　さらに地中に貯留した CO2 が地表に漏出した場
合にどうするかとの問題を抱えている。地表に漏
出すると最悪の場合、二酸化炭素中毒で人間を含
めた生物を死に至らしめる恐れがある。現時点で
は CCS による CO2 漏出で死傷者が出た事例は確
認されていないものの、CO2 漏出事故による死傷
者は発生しており、その最悪のものは 1986 年の
カメルーン・ニオス湖の湖底火山爆発である。
　カメルーンの北西部にあるニオス湖の湖底には
火山があってその活動で CO2 が水中に大量に溶け
込んでいたが、1986 年の大爆発で湖中の CO2160
万トンが空中に放出され、ニオス湖 20 キロ圏内
の住民 1,700 名が二酸化炭素中毒で死亡した。こ
うした CO2 漏出リスクは社会で受け入れられるも
のではなく、世界での CCS プロジェクトにおい
ても CO2 モニタリング体制などを組んで対応して
いるが、それでも現在の科学水準をもってしても
完全に漏出を防ぐことはできないとみられる。仮
に大規模な CO2 漏出事故が起きれば、CCS そのも
のを稼働させることが困難となり、CCS による
CO2 排出削減は頓挫してしまうだろう。CCS はい
わば現在の原子力発電所のようなリスクを抱えて
いるといえる。
　CCS による CO2 排出削減は将来において実現
困難となるリスクを抱えており、おそらくそのリ
スクは小さくすることはできても決してゼロにす
ることはできない。そこで CO2 排出削減を中長期
的に進めていくためには、現時点から貯留以外の
CO2 の処分方法を考えておく必要がある。筆者は
その有力候補の一つがカーボンリサイクルだと考
える。確かに日本企業がカーボンリサイクルを事
業として本格的に取り組むには時期尚早だろう。
しかし、将来の低炭素社会・資源循環型社会の実
現においてカーボンリサイクルは不可欠な技術で
あり、今から関心を持って要素技術など研究開発
を行う必要はあるだろう。
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