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再生可能エネルギーの安価・大量調達が 

CO2利用のカギ 

―カーボンリサイクル技術の現状と課題― 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■ 日本政府はカーボンリサイクルの実現に向けて動きだした。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。 
■ 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して）、世界におい

て CO2排出全体の 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。 
■ 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からだ。また水素など他の

原料も安価かつ CO2 フリーでの入手が不可欠である。技術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。近年、内外でカーボンリサイクル実現に向けての取

り組みが出てきている。 
■ 用途によっては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 排出削減を二酸化炭素回収・貯留（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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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、メタネーション（CO2 と水素からメタンを合成する技術）、人工光合成、

鉱物化等によって素材や燃料など多様な炭素化合物として再利用することで、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 月に閣議決定されたパリ協定に基づく長

期低排出発展戦略では、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げら

れた。同じく 6 月には「カーボンリサイクル技術ロードマップ」が策定され、目標、技術

課題、開発段階別の目指すべき方向性を設定して広く国内外の政府・ 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させ

る。また 9 月には世界にカーボンリサイクルを普及させることを目的として「第 1 回カー

ボンリサイクル産学官国際会議」が開催され、相互交流の促進、実証研究拠点の整備、国際

共同研究の推進を盛り込んだ「カーボンリサイクル 3C イニシアティブ」が発表された。 
 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のだろうか。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）。石油精製や発電等で排出された CO2を分離・回収

して、それを貯留する（二酸化炭素回収・貯留（CCS））技術と、それを化学品や燃料など

に利用する（二酸化炭素回収・利用（CCU））技術に分けられる。 
CCS はすでに世界各国で取り組まれており、2018 年時点で 43 件の大規模 CCS 事業が操

業しており、5 件が建設中、20 件が開発中となっている。最近では CCS と CO2を減らす

新たな技術を組み合わせて利用することが検討されており、例えばバイオマス発電で発生し

た CO2や大気から直接回収した CO2を地中に貯留する BECCS（Bioenergy with Carbon 
dioxide Capture and Storage）や DACS（Direct Air Capture and Storage）が CO2を大

幅削減できる方策として注目されている。 
CCU について、石油増進回収法（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。 
石油増進回収法（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 
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る方法では地下に埋蔵されている石油の 3～4 割程度しか回収できない。石油は油田の岩石

のミクロン単位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。 

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（ポリカーボネートなど）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、に分類される。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。 
結論からいうと、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になる（図表 2） 

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

図表1　CCUS技術の全体像
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1。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 56 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。基幹物質を含めた化学品全体で必要な CO2

の必要な規模は世界で 14.8 億トン、日本で 7,662 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

                                                   
1 CO2の排出規模について世界は 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どの時点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。 

注：必要なCO2規模は内閣府ボトルネック研究会資料及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

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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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 2。 
  
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るため、大量のエネルギーを調達・投入しないと化学的に利用す

ることができない。いうまでもないが、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すべて当ては

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を行うとしても、

肝心の再エネ由来の電力料金は最近低下したとはいえ依然として高い 3。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

よる発電コストをさらに引き下げることが不可欠である。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やむを得ないので

はないか。投入エネルギーについては生成工程単位で省エネルギーを行うだけでなく、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利用する必要が

ある。こうしてカーボンリサイクルの高い技術的ハードルを解決することで生成コストを引

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できるようになるだろう。 
さらに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 4。 

                                                   
2 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。 
3 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１N ㎥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１N
㎥あたり 30 円となったとしても、CO2調達コストフリー、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。 
4 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
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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挙げている。 
2030 年から 2050 年までのフェーズ 2 ではこれ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。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/N ㎥）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、とりわけ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の実用化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では汎用品等の生産技術等についてさらなる低コスト化

に取り組むとしている。 
 
日本国内でもカーボンリサイクルの研究開発は進行 
 海外では CCU プロジェクトとしていくつか取り組まれている（図表 4）。メタノールへ

                                                                                                                                                     
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わからない。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。 

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

図表3 2050年までのカーボンリサイクル技術の見通し
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の変換ではアイスランドでは Carbon Recycling International(CRI)がレイキャビク南方で

世界初の CO2 変換メタノール生産プラントを 2012 年から商業稼働している。アルカリ形

電解槽に地熱発電由来の電力を使って生産した水素と、地熱発電の蒸気随伴の CO2 を使っ 
て年間 4,000 トンのメタノール「Vulcanol」を直接合成している 5。化学品への変換につい

ても実証・商業プラントが欧米を中心に動いている 6。メタンガスへの変換（メタネーショ

ン）についてアウディが2013年からドイツでCO2からのメタン生成の商用プラント（e-gas）
を稼働させている。CO2 は隣接するバイオメタン由来の CO2、水素生成の電力は北海の洋

上風力発電から調達しており、これまで年間 1,000 トンが生成され、天然ガスパイプライ

ンを経由して CNG ステーションに供給されている 7。炭酸塩などへの変換では、CO2を原

料として骨材など建設資材を生産するプロジェクトとコンクリートを生産するプロジェク

トが欧米においてすでに事業化している 8。 
日本国内でのカーボンリサイクルに関して要素技術を中心に研究開発が進められてきて

いる。例えば前述の CRI のメタノール生産プラントの技術については 2009 年に三井化学

株式会社が公益財団法人地球環境産業技術研究機構（RITE）の触媒技術をベースとして実

証プロジェクトとして取り組んだ。またデンカ株式会社、鹿島建設株式会社、中国電力株式

                                                   
5 他にも、ドイツやスウェーデンで CO2を原料とするメタノール変換の実証プロジェクトが進行している。 
6 米国の Empower Materials は CO2とエポキシドを合成した脂肪族ポリカーボネートを電子セラミック

スや工業用ガラスの結合剤として事業化している。Covestro はドイツで CO2とプロピレンオキシドを反応

させてポリマー原料であるポリオールを年間 5,000 トン生産している。同様に Novemer もポリオールを米

国で年間数千トンの規模で生産していたが、2016 年にサウジアラムコに買収されている。 
7 メタネーションの実証プロジェクトはドイツ、フランス、イタリア、スイス、デンマーク、米国で予定

されている。また液体燃料への変換（PTL（Power to Liquid）燃料、もしくは E-fuels と呼ばれる）につ

いてノルウェーでの Nordic Blue Crude の建設計画がある。Sunfire や Climeworks と組んで大気中から

DAC（Direct Air Capture）の技術を使って直接回収した CO2 と水力発電の電力による水電解からの水素

で合成ガスを生成し、FT 反応とアップグレーティングでワックス、ガソリン、軽油、灯油などの燃料（Blue 
Crude と呼んでいる）を年間 8,000 トン生産する。同プラントは 2020 年から稼働予定となっている。他

にも、ドイツ、フィンランド、米国、オーストラリアで液体燃料化の実証事業が存在する。 
8 英国内にプラントを持つ Carbon8 は年間 1 万トンの CO2を使って汚泥や木灰など産業副産物、溶媒、

安定化剤、結合剤などを混合させて、CO2雰囲気下での成型により、年間 6.5 万トンの骨材を生産してい

る。ベルギーの Orbix もスラグと水を混合・成形したものを CO2雰囲気下でオートクレーブ養生させて骨

材を生産している。米国の Solidia Technologies はセメント大手の Lafarge と共同で製造における CO2排

出の少ないセメントおよびコンクリートの生産を 2015 年から行っている。 

実証 商用

基幹物質 メタノール 2 1

化学品 汎用品 3 2

ポリマー 2 4

燃料 気体 8 1

液体 11 1

藻類 2 1

鉱物 骨材 2 2

コンクリート 3 2

図表4 海外のCCUプロジェクト件数

出所：坂本将吾、亘理龍、下田昭郎「CO2有効活用の実証・商用化事例に関する文献調
査‐欧米のCO2変換プラントを中心に‐」第38回エネルギー・資源学会研究発表会講演論
文、2019年8月



東レ経営研究所「ＴＢＲ産業経済の論点」                                            ２０２０．３．１７  

 - 7 - 

 

 
会社、ランデス株式会社の 4 社は、CO2を吸収させた環境配慮型コンクリート「CO2-Storage 
Under Infrastructure by Concrete Materials（CO2－SUICOM）」を開発・上市している。

現時点で日本国内のカーボンリサイクル技術の開発や実証に関するプロジェクトについて

進行中のものは実証 5 件、研究・技術開発 18 件となっており（図表 5）、欧米などで進行し

ている実証プロジェクト件数と比較しても健闘しているといえるだろう。 
 

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 6）。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。セメントや骨材に 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が必要としないた

め、技術的にはハードルが低く、これらの普及が進むとしており、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 利用製品市場見通しについても掲載しており（図表 7）、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 

基礎研究 研究・技術開発 実証

基幹物質 メタノール 0 2 2

合成ガス 1 1 1

化学品 汎用品 3 2 0

ポリマー 0 2 1

燃料 気体 0 5 0

液体 0 0 1

藻類 1 5 1

鉱物 石炭灰 0 1 0
出所：カーボンリサイクル技術事例集（2019年）から筆者作成

図表5 日本国内のカーボンリサイクルプロジェクト件数
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注：薄青色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、濃青色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

図表6 潜在的なCO2排出削減規模

▲3憶トン

～▲36憶トン

▲0.7憶トン

～▲21憶トン

▲6憶トン

～▲14憶トン

▲0.05憶トン

～▲0.5憶トン

▲10万トン

～▲200万トン

注：薄緑色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

　　市場規模、濃緑色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同市場規模を示す。

出所：ICEF, “Carbon Dioxide Utilization(CO2U) ICEF Roadmap 1.0” November 2016

図表7 CO2排出削減関連市場の見通し

1,500憶ドル

～4,000憶ドル

100億ドル

～2,500憶ドル

150憶ドル

～1,500憶ドル

20憶ドル

～250憶ドル

10憶ドル

～120憶ドル
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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 二酸化炭素回収・貯留（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要素技術の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、つまり二酸化炭素回収・貯留（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（図表 8）。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 には分離・回収のためのコスト引き下げや貯留に適した地層の発見など技術的

課題があるだけでなく、そもそも CCS は CO2をただ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ため、政策的な働きかけがなければ持続的に CCS を実施する誘因に乏

しいとされる。また石油増進回収法（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 が湖水中に

大量に溶け込んでいたが、1986 年の大爆発で湖水の 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 
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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のではないか。 
 
 

 

図表8 2060年にかけてのCO2削減量見通し

出所：経済産業省、文部科学省「エネルギー・環境技術のポテンシャル・実用化評価検討会」2019年6月
（原出所：IEA,” Energy Technology Perspective 2017”）


	Ｔ Ｂ Ｒ  産 業 経 済 の 論 点
	Ｔ Ｂ Ｒ  産 業 経 済 の 論 点

