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粉 体 技 術

パリ協定の下、世界各国で CO2削減に向けた政策・技術開発が行われている。日本や中国で2050～60
年には実質 CO2排出ゼロ（カーボンニュートラル）を目指すとの表明があった。さらに、アメリカでも
バイデン大統領が前政権からの政策を変更し、2050年に温室効果ガス排出を実質ゼロにすることを宣言
した。以上のような背景から、今後 CO2削減に資する技術開発がより推進されることが想定される。CO2

削減に向けた材料およびシステム開発には粉体技術が活用されている事例が多くある。
そこで本特集では、それらを整理・俯瞰し今後の開発動向やニーズを解説し、粉体機器メーカーなど

にカーボンニュートラルに関する最新の情報を提供し、これからの関連技術の方向性を示すご寄稿をい
ただいた。

中部大学工学部客員教授、東洋大学学術アドバイザー、AZCA, Inc.の石井正純氏には、「カーボン
ニュートラルの現状と展望」と題し、我々が直面している気候変動問題とそれに対する国際的な取り組
みを解説いただき、カーボンニュートラルを実現するために実際に行われているクリーンエネルギー生
産、温室効果ガスの吸収、除去などの各種方策について紹介いただいた。

日本製鉄㈱の礒原豊司雄氏には、「鉄鋼における CO2削減の取り組み」と題し、大量に生産、使用され
ている鉄鋼製品の生産時に排出される CO2を削減する取り組みとして、鉄鋼スクラップを利用すること
による方法と水素などコークス以外の還元剤による生産方法について解説いただいた。

東京工業大学名誉教授の坂井悦郎氏、㈱竹中工務店の小島正朗氏、鹿島建設㈱の橋本 学氏には、「低炭
素型セメント ･ コンクリート」と題し、従来のセメントに高炉スラグを混ぜた EMC セメント製造によ
る CO2排出削減効果とそのための課題について解説をいただいた。

名古屋大学未来社会創造機構の則永行庸氏には、「低濃度二酸化炭素や大気中二酸化炭素の回収技術」
と題し、国内の電力由来の CO2排出量の将来予測から大気中に存在するような低濃度 CO2回収技術開発
の必要性について解説いただき、名古屋大学で開発中の冷熱を利用する CO2化学吸収技術を紹介いただ
いた。

（国研）産業技術総合研究所の壹岐典彦氏には、「カーボンニュートラルにむけた再生可能エネルギーの研
究開発」と題し、福島再生可能エネルギー研究所で取り組んでいる各種再生可能エネルギー研究の紹介
と注目技術としてアンモニア燃焼に関して試験設備も含めた詳細な解説をいただいた。

物質・材料研究機構の高田和典氏には、「カーボンニュートラルを見据えた蓄電池開発動向」と題し、
最近話題になっている電気自動車や変動の大きな再生可能エネルギー導入には不可欠な蓄電池に関して
の材料の視点からの最新の技術開発状況について紹介していただいた。

地球温暖化に対する取り組みが世界的に加速されているという状況下で、本特集号が粉体関連分野の
研究者や技術者に求められることを思索し、実際の取り組みへの一助となれば幸いである。我々が、少
しでも地球温暖化防止に貢献できるようになることを期待したい。

特集「カーボンニュートラル」を企画して
特集担当編集委員　大矢 仁史、黒川 卓、金井 和章、下坂 厚子、不動寺 浩、加納 純也
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特集：カーボンニュートラル

カーボンニュートラルの現状と展望

中部大学工学部 客員教授、東洋大学 学術アドバイザー、AZCA, Inc.　石井 正純
Masazumi ISHII

Key Words:カーボンニュートラル、気候変動、温室効果ガス、脱炭素社会、クリーンエネルギー

1．はじめに

2006年に封切りとなったアメリカのドキュメン
タリー映画『不都合な真実』（原題：An Inconvenient 
Truth）を覚えている読者も多いのではないかと
思う。この映画で地球温暖化に警告を発した功績
に対し2007年にアル・ゴア元アメリカ合衆国副大
統領と温暖化に関する科学の知見として世界で最
も信頼と権威のある IPCC（Intergovernmental 
Panel on Climate Change：気候変動に関する政府
間パネル）にノーベル平和賞が贈られた。

炭酸ガス、汚水、廃棄物など、さまざまな汚染
物質が地球を覆い、その処理によってさらに汚染
が広がったり、また森林の消滅による炭酸ガスの
増加によって地球が温暖化し、北極や南極の氷の
溶解による海水面の上昇によって、太平洋の島々
のなかにはすでに水没の危険にさらされているも
のもある。15年前に映画『不都合な真実』で予想
されたさまざまなことが急速に現実の問題となっ
ている中、地球環境問題に対して実効性のある対
策が一日も早く実施されることが望まれる。

本稿では、こうした気候変動の実態、地球温暖
化問題への国際的な取り組み、カーボンニュート
ラル実現へ向けての考えられるシナリオ、および
カーボンニュートラルの実現に向けた注目技術に
ついてそれらの概要をまとめる。カーボンニュー
トラル分野に関与されている諸氏の今後の活動の
参考にしていただければ幸いである。

2．気候変動

2021年までの世界の平均気温（陸上のみ：陸域
における地表付近の気温のみ）の基準値は、さま

ざまな変動を繰り返しながら上昇しており、長期
的には100年あたり0．86 ℃の割合で上昇している
とされている。2021年の世界の平均気温の基準値

（1991～2020年の30年平均値）からの偏差は+0．34 ℃
で、1880年の統計開始以降、6番目に高い値となっ
た（図‒1）。

このような地球温暖化には温室効果ガスが大き
く関連している。大気中に含まれる二酸化炭素な
どの温室効果ガスには海や陸などの地球の表面か
ら地球の外に向かう熱を大気に蓄積し再び地球の
表面に戻す性質がある。

18世紀半ばの産業革命の開始以降、人間活動に
よる化石燃料の使用や森林の減少などにより大気
中の温室効果ガス濃度は急激に増加した。この急
激に増加した温室効果ガスにより大気の温室効果
が強まったことが地球温暖化を引き起こしている
要因と考えられている。
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図‒1　世界の年平均気温偏差
注：基準値は1991年～2020年の30年平均
出典： 国土交通省気象庁："世界の4月平均気温偏差（陸上のみ）

の経年変化（1880～2021年）"、気象庁、https://ds.data.
jma.go.jp/cpdinfo/temp/land/land_apr_wld.html（2022年
4月2日）
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1998年に成立した日本の「地球温暖化対策の推
進に関する法律」で定められている温室効果ガス
は、二酸化炭素（CO2）、メタン（CH4）、一酸化二
窒素（あるいは亜酸化窒素）（N2O）、ハイドロフ
ルオロカーボン（HFCs）のうち政令で定めるも
の、パーフルオロカーボン（PFCs）のうち政令で
定めるもの、六ふっ化硫黄（SF6）、三ふっ化窒素

（NF3）の7種類になる1）。
2010年までの過去20年における大気中の二酸化

炭素濃度の増加の内4分の3以上は、石炭・石油な
ど化石燃料の燃焼によるものである（図‒2）。従っ
て、工業化の進んだアメリカ、中国、ロシア、日
本などの主要国の排出量は大きな割合を占め、と

りわけ重い責任を担っているといえる。メタンも
二酸化炭素に次いで地球温暖化への影響の大きい
ガスであり、その排出の半分以上が、化石燃料の
使用、牛などの反芻動物、水田、埋立などの人間
活動によるものとされている。また、大気中の一
酸化二窒素も増加し続けており、その排出の約3分
の1は、農耕地の土壌、家畜、化学工業などの人間
活動によるものとされている。

海洋深層による熱の吸収、太陽活動の低下や火
山活動などにより2000～2012年には気温上昇の停
滞が見られたが、2014年以降は上昇を続け、2016
年は、観測史上最も暑い年となった、雪氷が減少
を続けている、海面水位の上昇が続いている、な
どいくつか顕著な現象が見られた。

今後のシナリオについては IPCC がシミュレー
ションを行っている（図‒3）。これによると CO2な
どの排出を抑えずに温室効果ガスを出し続けた場
合は21世紀末に排出量が2倍以上に増加し2．6～
4．8 ℃の気温上昇が予測されている（RCP 8．5シナ
リオ）。一方、CO2などの排出を抑え、21世紀末に
温室効果ガスの排出をほぼゼロにした場合は0．3～
1．7 ℃の気温上昇と予測されている（RCP 2．6シナ
リオ）2）。そのため、温室効果ガスによる地球温暖
化を防ぎ、地球の生態系がこわれないようにする
ためには、何らかの温室効果ガスの抑制対策を講
じなければならない。

二酸化炭素

76.0％

メタン
16.0％
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6.2％

フロン類　2.0％

100％＝12億5,800万ｔ
Sales

世界、2010年

図‒2　 人為起源温室効果ガス総排出量の内訳（CO2換算
ベース）

出典： IPCC 第5次報告書 Fig. SPM 1各種ガスの排出量2010年の割合

1986～2005年平均に対する世界平均地上気温の変化

過去のモデル結果

RCP 8.5
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※ RCP とは Representative Concentration Pathway（代表濃度経路シナリオ）のこと。

図‒3　今後のシナリオ
出典：IPCC AR5 WG1 SPM Fig. SPM.8（a）
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3．気候変動問題への国際的な取り組み

カ ー ボ ン ニ ュ ー ト ラ ル（英 語 で は Carbon 
Neutrality）とは一言でいえば温室効果ガスの排
出量と吸収量を均衡させることを意味する。具体
的には、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガス
の（人為的な）「排出量」から、植林、森林管理な
どによる「吸収量」および他の気体から分離して
集めた温室効果ガスの地中深くへの貯留・圧入な
どによる「除去量」を差し引いて、合計を実質的
にゼロにすることを意味している。

3‒1　取り組みの歩み
気候変動に対応するための最初の世界的な取り

組みは、1992年にリオデジャネイロで開催された
国連会議「地球サミット」（Earth Summit）で採
択された UNFCCC（UN Framework Convention 
on Climate Change）で、その後定期的に気候変
動の課題を討議するために COP（Conference of 
Parties）を開催することが合意された（表‒1）。

そして1997年の COP3は京都で開催され、先進国
の温室効果ガス排出量（二酸化炭素、メタン、一
酸化二窒素、HFC、PFC、SF6）について、次の
ことが採択された。

· 初めての国際的な数値目標の設定
· 先進国に温室効果ガスの削減を義務付け（法

的拘束力あり）
· 先進国全体で、2008～2012年に少なくとも5％

削減（1990年比）

表‒1　Conference of Parties（COP）の流れ
出典：外務省

1992年 国連気候変動枠組条約（UNFCCC）採択
（1994年発効）

1995年 COP1がベルリンで開催

1997年 COP3が京都で開催
「京都議定書採択」（2005年発効）

2001年 米国が京都議定書から離脱

2015年 COP21がパリで開催
「パリ協定」採択（2016年発効）

2020年 米国がパリ協定から離脱

2021年

米国がパリ協定に復帰

IPCC が第6次報告書（WG1）を発表

COP26がグラスゴーで開催（10～11月）

これがいわゆる「京都議定書」である3）。温室
効果ガス排出量の削減について国際的な数値目標
を初めて定めた、画期的なものであったが、京都
議定書は2020年までの枠組みであり、2020年以降
の新しい枠組みでは、途上国もふくめ世界全体で
取り組む体制をつくることが不可欠であった。

その後2015年にフランスのパリで開催された
COP21で温室効果ガス削減に関する国際的取り決
めが合意された。これが「パリ協定」で、京都議
定書の後継となるものである。そこでは、世界全
体の長期目標として「世界の平均気温上昇を産業
革命以前に比べて2 ℃より十分低く保つ（2 ℃目標）
とともに、1．5 ℃に抑える努力を追求する（1．5 ℃
目標）」ことが示された4）。

· 先進国だけでなく、すべての国と地域が対象
· 2 ℃目標、1．5 ℃目標を設定
· 削減目標は「国が決定する貢献（NDC）」と

して各国自ら設定する
· 各国は5年ごとに自国の削減目標の更新を

行う

こういったことから、1997年の COP3で採択さ
れた「京都議定書」と、2015年の COP21で採択さ
れた「パリ協定」は気候変動問題への国際的な取
り組みの大きなマイルストーンといえる。

そ の 後、2021年8月、COP26の 開 催 を 目 前 に
IPCC が発表した第6次報告書は大きな反響を呼ん
だ。その報告書では人間活動による地球温暖化は

「疑う余地がない」としてその関連を初めて断定し、
人々の活動が地球温暖化を引き起こしていること
は確実だとされたわけである5）。

この IPCC の報告は、各国にこれまで以上の取
り組みを求めるものとなっている。また、パリ協
定で定められたものの、その後の COP24、COP25
で合意に至らなかった「市場メカニズム」につい
ては、2021年10月から11月にかけて英国のグラス
ゴーで開催された COP26で協議が行われた。
COP26では次のことが採択された6）。

· 気候変動対策の基準を事実上1．5 ℃に設定
· 2022年末までに2030年の削減目標見直しを各

国に要請
· 排出削減措置を講じていない石炭火力発電所

の段階的削減
· 途上国への気候変動対策資金の追加援助

17（17）（503）



粉 体 技 術 Vol．14，No．7（2022）

·「市場メカニズム」の実施ルール

「市場メカニズム」とは、温室効果ガスの排出権
取引のことで、他国で行った排出削減の取り組み
を自国の削減分として計上できる仕組みである。
今後の10年間は地球温暖化や気候変動の対策の正
念場ともいえ、そのスタートとなるのが COP26で
ある。

3‒2　カーボンニュートラルに対する主要国の取
り組み

SDGs は2015年9月の国連サミットにおいて、国
連加盟193か国が2016年から2030年の15年間で達
成する目標として採択された（図‒4）。カーボン
ニュートラルは、SDGs の17の目標項目のうち、7
番目（エネルギーをみんなにそしてクリーンに：
すべての人々に手ごろで信頼でき、持続可能な近
代的エネルギーへのアクセスを確保する）と13番
目（気候変動に具体的な対策を：気候変動とその
影響に立ち向かうため、緊急対策をとる）につな
がる取り組みといえる。また、新型コロナウイル
ス感染が続く中、多くの国・地域が持続可能なグ
リーン社会への移行の好機と捉え、気候変動対策
を経済回復にむけた成長戦略として位置付けてい
る。2021年4月時点では、125か国・1地域が、2050
年までにカーボンニュートラルを実現することを
表明している。
3‒2‒1　日本

日本政府は、成長戦略会議やグリーンイノベー
ション戦略推進会議などで議論を重ね、地球温暖
化対策計画やエネルギー基本計画の見直しなどを
行い、カーボンニュートラルに取り組む方針を示
している。菅前内閣総理大臣は2020年10月26日の

所信表明演説において、日本が2050年までにカー
ボンニュートラルを目指すことを宣言した。加え
て、2021年4月には、菅前内閣総理大臣は、地球温
暖化対策推進本部および米国主催の気候サミット
において、「2050年目標と整合的で、野心的な目標
として、2030年度に、温室効果ガスを2013年度か
ら46％削減することを目指す。さらに、50％の高
みに向けて、挑戦を続けていく」ことを表明した7）。
日本では、カーボンニュートラルを宣言する自治
体や企業の数が増加しており、2020年12月時点で
の自治体の数は191、企業数は72社となっている。
3‒2‒2　米国

米国は、気候変動を生存基盤に関わる脅威であ
るとし、気候変動対策をコロナ対策、経済回復、人
種平等と並ぶ最重要課題の一つとして重視してい
る。また、気候への配慮を外交政策と国家安全保
障の不可欠な要素に位置付けている。「気候変動
への対応、クリーンエネルギーの活用、雇用増」
を同時達成する「ウィン・ウィン・ウィン」の実
現を目指し、喫緊の課題である雇用政策の観点か
らも重視している。

バイデン大統領は就任初日（2021年1月20日）に
パリ協定に復帰を決定し、同年4月22日には気候サ
ミットを開催するなど、就任直後からさまざまな
政策などを打ち出している。バイデン政権は2050
年までに温室効果ガス排出を実質ゼロに、2035年
までに発電部門の温室効果ガス排出をゼロに移行
すること、2030年までに洋上風力による再エネ生
産量を倍増し、2030年までに国土と海洋の少なく
とも30％を保全することなどを目標に掲げている8）。
3‒2‒3　EU

2021年7月14日に EU は2050年カーボンニュート
ラルを達成するための一連の計画を発表している。

カーボン
ニュートラル

に関連

図‒4　SDGs
出典：UN Photo／Cia Pak をもとに筆者作成
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この計画には航空燃料への課税や、20年以内にガ
ソリンおよびディーゼル車の販売を禁止するなど、
十数件にわたる施策案が盛り込まれている。ただ
しこの計画は、EU 議会で加盟27か国の承認が必
要となり、その交渉にも数年はかかるとの見通し
もある。
「Fit for 55」と名付けられた一連の施策は、2030

年までに温室効果ガスの排出レベルを1990年の水
準から55％下げることを目的としており、EU の
気候変動対策として最も野心的な計画とされる9）。
EU は2019年までにすでに24％の削減を達成して
いる。
3‒2‒4　英国

2020年12月14日に英国ビジネス・エネルギー・
産業戦略省（BEIS）が公表した報告書（Energy 
White Paper）では、ネットゼロ（温室効果ガス
100％削減）を達成する上での電力分野の戦略的な
位置づけを示しつつ、2050年の電力分野の将来像
を例示している。

ネットゼロを実現する上での電力需要のシナリ
オでは、電気自動車の普及や熱需要の電化などの
影響で、電力需要は現在の3，000億 kWh から2050
年には5，700億～6，700億 kWh と倍増し、最終エ
ネルギー消費に占める電力の割合は、2019年の
17％から2050年には50％以上に増加する可能性が
あることが示されている。また、増加した電力需
要に対応するためには脱炭素電源での発電量を4倍
に増やす必要があるとしている10）。

電力以外の需要を含む温室効果ガス排出量全体
のネットゼロシナリオとしては、2050年において
も農業と航空分野における排出量が残存し、
BECCS などのネガティブエミッションで相殺す
る必要があるとしている11）。BECCS とは Bioenergy 
with CCS（Carbon dioxide Capture and Storage）
の略で、バイオマスのエネルギー使用と二酸化炭
素回収・貯留（CCS）を組み合わせた技術のこと。
他の部門でも、電力需要のシナリオで想定した以
上の更なる電化を行う必要があると示している。

但し、これらのシナリオは蓋然性のある予測や
あるべき将来像として示したシナリオではなく、英
国の政策目標や政策ではないという位置付けとさ
れている。
3‒2‒5　中国

中国では、2030年までに GDP あたりの二酸化
炭素排出量を2005年比65％以上削減することや、
2060年のカーボンニュートラル実現を掲げている。

同目標の実現に向け、生態環境省を中心に関連計画
や中国 NDC（Nationally Determined Contributions）
改定などの検討作業が進められている。2020年9月
22日、習近平国家主席は、国際連合（国連）総会
で「中国は2030年までに二酸化炭素（CO2）排出
量をピークアウトさせ、2060年までにカーボン
ニュートラルを実現することを目指す」と宣言し
た12）。世界最大の CO2排出国である中国が、脱炭
素化への固い決意を示すことで、地球温暖化対策
における国際協調が一歩前進したといえる。カー
ボンニュートラルの実現に向けて、中国は、新し
い技術を生かしながら、石炭をはじめとする化石
燃料が中心となっているエネルギー構造と重工業
に偏った産業構造からの脱却を急ごうとしている。
これにより、さまざまな分野において、イノベー
ションと投資が促されることが期待されている。

4．カーボンニュートラル実現へ向けての方策

カーボンニュートラル実現へ向けてどういった
具体的な方策が考えられるのだろうか？　カーボ
ンニュートラル実現へのシナリオは基本的に、①
温室効果ガスの排出量が少ない再生可能エネル
ギーを生産、使用すること、②植物の光合成など
によって排出された温室効果ガスを吸収し、また、
排出された温室効果ガスを分離して集め地中深く
に貯留・圧入するなどして除去することから成り
立つ。そして、③温室効果ガスの排出を減らすよ
うなインセンティブを法律で定めることもカーボ
ンニュートラル実現へのシナリオを推し進めるこ
とに寄与する。

4‒1　クリーンエネルギーの生産および利用
クリーンエネルギーは、エネルギーを生成する

際に温室効果ガスの排出がゼロ、あるいは排出量
が少なく、低炭素のエネルギー源のことをいう。再
生可能エネルギーといった場合には、資源に限り
のある化石燃料とは異なり、一度利用しても比較
的短期間に再生が可能であり、資源が枯渇せず繰
り返し利用できるエネルギーのことを指す。「ク
リーンエネルギー」と「再生可能エネルギー」は
同義語として使われる場合も多い。クリーンで再
生可能なエネルギーには、太陽光、風力、海洋、水
力、地熱、バイオマスなどがある。現在、日本の
エネルギー源の大部分は化石燃料を使用する火力
発電であり、温室効果ガスの排出を抑えられるク
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リーンエネルギーの開発および利用が重要である。
発電の際に二酸化炭素を出さないという観点か

ら、原子力発電もカーボンニュートラルを目指す
ための技術の一つとして考えられる。しかしなが
ら、放射性廃棄物など環境汚染物質が出るという
意味でクリーンエネルギーとは呼べない、という
考え方もある。原子力発電は廃棄物の処理を含め
安全性をどう確保できるのかが大きな課題として
残るであろう。

4‒2　温室効果ガスの吸収・除去
温室効果ガスの排出を完全にゼロに抑えること

は現実的に難しいため、排出せざるを得なかった
分と同じ量を「吸収」または「除去」することで、
差し引きゼロ（正味ゼロ、ネットゼロ）を目指す
ということがカーボンニュートラル実現へ向けて
必須の方策となる。「吸収」は植林を進めて光合成
に使われる大気中の CO2の吸収量を増やすことな
どを指し、「除去」は CO2を他の気体から分離して
集め、地中深くに貯留・圧入することを指す。

4‒3　炭素税・カーボンプライシング
炭素税や排出量取引制度カーボンプライシング

によって、企業に CO2排出はコストがかかると認
識させ、カーボンニュートラル実現に向けた投資
や技術の普及を促すことがでる。日本では、「地球
温暖化のための税」と呼ばれる炭素税が2012年か
ら導入されており、その税率は、CO2排出量1トン
当たり289円になっている13）。

EU では、日本よりも厳しい炭素税や排出量取
引が導入されている。スウェーデンの2021年の炭
素 税 は CO2排 出 量1ト ン 当 た り114ユ ー ロ（約
15，000円）であった14）。また、EU 全体では一定
規模以上の産業施設などを対象に排出量取引制度
を導入している。

5．カーボンニュートラルの実現に向けた注
目技術

2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、さ
まざまな技術が開発されているが、水素、CCS／
CCUS、DAC、メタネーションなど、いくつか注
目に値する技術がある。以降個別に解説する。

5‒1　水素
カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現のた

め、大きな貢献が期待されているのが「水素」で
ある。水素はさまざまなエネルギー源から製造可
能な二次エネルギー媒体であり、利用方法も発電・
熱利用など多様である。水素の最大の利点は燃焼
してエネルギーとして使用する際、二酸化炭素が
発生しないことである。しかもロケットの燃料と
しても利用されるように、水素のエネルギー効率
は非常に高い。課題はコストが高いことであるが、
技術の進歩に伴って経済的に見合うようになるこ
とが期待される。

水素の中でも特に注目に値するのがグリーン水
素である。グリーン水素とは、水を電気分解し、水
素と酸素に還元することで生産される水素のこと

（図‒5）。グリーン水素を作るためのプロセスでは、
風力や太陽光などの再生可能エネルギーを利用す
ることで副産物としての二酸化炭素を排出させる
ことなく、水素を製造することができる。

これに対して、ブルー水素とは、天然ガスや石
炭などの化石燃料を、蒸気メタン改質（Steam 
Methane Reforming）や自動熱分解（Autothermal 
Reforming）などで水素と二酸化炭素に分解し、二
酸化炭素は大気排出する前に回収する方法。二酸
化炭素を回収することで、グリーン水素と同様に、
温室効果をゼロにすることができる。この回収方
法は、カーボン・キャプチャー・ユーズド・アン
ド・ストレージ（CCUS：Carbon Capture Utilization 
and Storage）と呼ばれるプロセスを経て行われる。

グリーン水素とブルー水素のコストを比較した
研究では、グリーン水素はブルー水素と比較して
かなり高価であることがわかっている。その主な
原因は、再生可能エネルギーを利用して水から水
素を製造するプロセスである電気分解のコストで
ある。具体的には、電気分解によって生成された
水素（グリーン水素）は、その生成に使用される
電気よりも常に高価であるのに対し、天然ガスは
電気に変換するよりも大幅に低いコストで水素に
変換できることによる。世界の電気分解能力は限
られているうえ、水素の生産量が増えると明らか
にグリーン水素のコストがブルー水素より高くな
る。一方で、グリーン水素製造コストは、2015年
から2020年までに40％低下しており、2025年まで
にさらに40％低下すると予想されている。そのう
え、業界の専門家の多くは、電気分解能力を大幅
に増やせば、今後10年間で約70％のコスト削減に
なるとも予想している15）。そのため、すでに EU
では、ブルー水素を行わず、グリーン水素を普及
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させることを政策として掲げている。
これらのほかにもグレー水素（プロセスはブルー

水素と基本的に同じだが二酸化炭素は大気に排出
してしまう）、イエロー水素（電気分解に原子力発
電由来の電気を使用）がある。

5‒2　CCSおよびCCUS
今後クリーンエネルギーが増えたとしても化石

資源使用量を全くゼロにすることは現実的には難
しい。このため、CCS や CCUS の技術開発が進め
られている。CCS は二酸化炭素の回収と地中への
貯蔵、CCUS は回収した二酸化炭素の活用（資源
化）を試みる方法である（図‒6）。

CCS、CCUS に共通する課題として、排出ガス
中から二酸化炭素を分離し、回収するための優れ

た技術の開発が挙げられる。二酸化炭素が排出さ
れる火力発電所やプラントでは、二酸化炭素以外
の排ガスも含まれており、二酸化炭素を選択的に
回収する必要がある。また、回収する場所により、
排出されるガスの圧力や温度なども異なるため、回
収する方法も選ぶ必要がある。具体的には、酸性
の二酸化炭素をアルカリ溶液に吸着させる化学吸
着法、ゼオライトなどの固体物質に吸着させる固
体吸着法、二酸化炭素選択性のある膜により分離
回収する膜分離法などが挙げられる。

また、コストの問題も挙げられる。二酸化炭素
の分離回収コストが大きく経済的に見合わない点
であり、実際に CCS では、CO2分離回収コストは
全体のコストの約6割程度を占めると試算されてい
る16）。CCS や CCUS を広く普及させるためには、

太陽光発電 風力発電 蓄電

水

電気分解水

酸素水

水素貯蔵
パイプライン

コンプレッショ ン

パイプライン
コンプレッショ ン

リ フォーマー

CCUS

グリーン水素

ブルー水素

図‒5　グリーン水素とブルー水素
出典：Petrofac から筆者作成

CO2

• カーボンニュートラル燃料
• 化学合成
• 炭素鉱物化
• 藻類の栽培

Etc.
活用

（CCS)
隔離

（CCU)

非変換

（CCUS）
資源化

CO2貯蔵 原油増進回収 （EOR）

分離回収

図‒6　CCS および CCUS
出典：Wikipedia から筆者作成
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低コストな CO2分離回収技術の開発だけでなく、
二酸化炭素排出規制や炭素税の導入など政府の補
助も必要と考えられる。

5‒3　DAC
DAC（Direct Air Capture）は大気中の CO2を

直接回収する脱炭素技術で、カーボンニュートラ
ル実現への有力な手段して注目されつつある

（図‒7）。これまで、カーボンオフセットには CO2

を吸収してくれる植林などの手法が用いられてき
たが、DAC を用いることにより効率的に CO2の回
収が実現できると期待される。DAC 運用にあたっ
て必要な敷地は、植林や他の CO2削減技術と比較
して圧倒的に小さな面積ですむ。そのため、CO2

の貯留や利用など用途に合わせた回収場所が選択
でき、より効率的に CO2の回収が実現できるとさ
れている。

DAC では、固体や液体を用いて CO2を回収する。
吸収液や吸着材に空気中の CO2を吸収・吸着させ、
その後加熱や減圧などの操作で吸収液や吸着材か
ら CO2を分離・回収する方法「化学吸収・吸着法」
が代表的である。他にイオン交換膜などを用いて
空気中から CO2を分離する「膜分離法」や、CO2

が含まれたガスを冷やしてドライアイスとして回
収する「深冷法」もある。

回収した CO2は、地下に貯留したり（CCS）、化
学品、燃料、セメントなどの製造に使用したり

（CCUS）する。DAC により吸収された CO2が地
下に貯留される場合、CCS と組み合わされること
から、「DACCS」と呼ばれる。

DAC の最大の課題は、回収に大量のエネルギー
がかかるという点である。このため、再生可能エ
ネルギーを使わない限り、カーボンマイナスには

ならない。また、経済合理性も大きな課題である。
大気中の CO2濃度は非常に薄いため、DAC の場合、
火力発電排ガスの5～12％に比べて、回収コストは、
排ガスの場合と比べて少なくとも約3倍は高いとさ
れている17）。

こうした背景から、DAC が広く使われるように
なるためにはさらに優れた吸収技術の開発が不可
欠であり、気温や湿度、天候などの影響も考慮し
て、低コストで CO2を回収できるプロセス・装置
技術を開発する必要がある。

5‒4　メタネーション
「2050年カーボンニュートラル」の実現に向けて、

ガスについても脱炭素化の動きが加速している。
水素と二酸化炭素を反応させ、天然ガスの主な成
分であるメタン（CH4）を合成する「メタネーショ
ン」である（図‒8）。メタンは燃焼時に CO2を排出
するが、メタネーションをおこなう際の原料とし
て、発電所や工場などから回収した CO2を利用す
れば、燃焼時に排出された CO2は回収した CO2と
相殺されるため、大気中の CO2量は増加せず、CO2

排出は実質ゼロになる。1995年に日本は世界で初
めて、メタネーションによる合成メタンの生成に
成功している18）。その後も研究開発がすすんでお
り、現在の都市ガスの原料である天然ガスを、こ
の合成メタンに置き換えることで、ガスの脱炭素
化を目指すことができる。

6．電気自動車のライフサイクルアセスメント

環境エネルギー政策研究所の発表によれば、日
本は2020年の総発電量のうち、74．9％が火力発電
によるものであった。EV が普及すればするほど、
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図‒7　化学吸収吸着法による DAC プロセス
出典：Wikipedia から筆者作成

22 （22）（508）



粉 体 技 術 Vol．14，No．7（2022）

必要な発電量は増加することが予測されるが、そ
の電力の大部分が火力発電によって供給されるの
であれば、結局のところ温室効果ガスの排出量は
変わらないのではないかと考えられる。

実際、車の製造から使用、廃棄という一連の流
れを LCA（ライフサイクルアセスメント）で見る
と、EV が環境に与える影響は決してガソリンエ
ンジン車に比べて小さいわけではないという結果
が出ている。例えばドイツ車ボルボでは、CO2の
総排出量がガソリン車より少なくなるのは、風力
発電をベースにした場合は49，000 km 走行してだ
が世界の平均の発電ミックスをベースにした場合
は110，000 km 走行して初めて、という試算が出て
いる19）（図‒9）。従って、EV が本当にクリーンに
なるためには、EV に使われる電気の発電を風力
などのクリーンエネルギーに変え LCA の視点で
の温室効果ガス排出を下げる必要がある。

ただし、「エネルギー安全保障」という視点は考

慮する必要があるだろう。電力の安定供給は日常
生活や経済活動に不可欠である。もし、今回のロ
シアのウクライナ侵攻のように世界情勢の変化な
どで、中東からの日本への石油の輸出がストップ
した場合、日本経済は大打撃を受けることになる。
火力発電以外の発電方法で生まれたエネルギーを
利用できるモビリティを普及させることにより、エ
ネルギーの海外依存体制から脱却できることにな
る。このためにも、太陽光発電や風力発電などの
自給自足の発電方法による再生可能エネルギーを
採用して EV に活かすという道を推進させる必要
があると考えられる。

7．おわりに

本稿では地球の気候変化の状況について概観し、
地球温暖化には温室効果ガスが大きく関連してい
ることを説明し、気候変動問題への国際的な取り
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図‒9　EV は本当にエコ？　Volvo のケース
出典：volvo-c40-recharge-lca-report.pdf p. 27から筆者作成

図‒8　メタネーション
出典：https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/methanation.html
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組みについて説明し、2050年カーボンニュートラ
ル実現に向けての方策、また注目すべき技術につ
いて概要を述べ説明した。カーボンニュートラル
に向けた材料やシステムの開発には多くの場面で
粉体技術が活用されることが予想される。粉体技
術に関わる諸氏が今後の活動を進めるなかで本稿
を参考にいただければ幸いである。
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▲

 保険契約者：製薬機器メーカー（24−2）▲

 保険の種類：生産物賠償責任保険▲

 事故形態  契約者は某製薬メーカーにろ過乾燥機1台を納入した。納入から5年後、炭酸ソーダを生産中、
ろ過乾燥機の攪拌翼ベローズのフランジ表面に黒色異物が発見され、同日生産した炭酸ソー
ダに異物混入が確認された。ベローズ部開放点検の結果、フランジの O リング周囲にバリが
発生していたので、O リングの材質をパーフロロゴムから FEP／シリコン製に変更した。

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………▲

 事故原因  当該機の納入時にはメカニカルシールに FEP／シリコン製の O リングを採用したが、運転経
過と共にシール性能が低下したので、パーフロロゴム製に変更した。FEP／シリコン製の O
リングは耐蝕性に優れるが、弾力性ではゴム製リングが勝るので、漏洩防止の目的で変更した。

  攪拌翼ベローズの O リング溝（φ3.1 mm）に対してφ3.53 mm の O リングをセットしたた
め、ゴムリングがはみ出した。同 O リングの耐蝕性に問題はないが、リング溝に不適切な O
リングを採用したため、スチーム殺菌時の熱膨張とゴムの膨潤によりはみ出したと思われる。
その結果、リング溝からはみ出したゴムが千切れて製品に混入したと考えられる。

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………▲

 製品損害  被害者は海外から輸入した抗生物質の粗製原料を一旦溶解して再精製する。完全溶解後に契
約者が納入したろ過乾燥機でろ過し、乾燥後に粉末製品として二重ポリ袋とアルミ袋に容れ、
段ボールに収納して冷蔵庫で保管される。保管中の製品1,381 kg を再検品した結果、1,282 kg
が不合格となった。

  不合格となった製品は製造ラインに投入して再精製するが、その間に目減りロスが発生する。
  従って、当該事故による損害は、不良ロットの再精製費と目減りロスとなる。
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………▲

 損害賠償責任  契約者が納入したろ過乾燥機は納入当初から不具合箇所が頻発し、炉板を全面ジャケットに
交換するオーバーホール改修工事が実施された。その際、攪拌翼ベローズ部およびメカニカ
ルシールのフランジ部の O リングを、当初の FEP／シリコンからパーフロロゴム製に変更した。

  O リングの変更に際して、リング溝がシリコンリング用のままで、サイズの大きいパーフロ
ロゴムリングを装着したため、リング溝からはみ出したゴムが千切れて製品に混入したもの
である。

  当該事故の原因はメカニカルシールの「交換作業の欠陥」によるものであり、被害者の製品
の異物混入損害に対する法律上の損害賠償責任がある。

この記事に関するお問合せはワールドインシュアランスエージェンシー㈱へご連絡ください（P.81広告参照）
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