
コンクリートスラッジをCO2固定材料へ
現在，コンクリート二次製品工場や生コン工場

では，コンクリート製品の製造時に大量に発生する

コンクリートスラッジ（写真－１）が産業廃棄物と

して処分されており，その有効な利活用を求める声

があがっている。一方で，地球温暖化現象の原因と

なるCO2の排出量削減は，2015年９月に国連で採

択された「持続可能な開発目標（SDGs）」達成のた

めにも世界的に取り組むべき喫緊の課題となってお

り，CO2を固定した材料を利活用するCCU（Carbon 

Capture and Utilization）技術が注目を集めている。

日本においても，経済産業省にてカーボンリサイク

ル室が2019年２月に設置され，同技術の普及・促進

が期待されている。

当社のCO2固定に関する技術開発のきっかけは，

柳沢幸雄 東京大学名誉教授が，1997年に刊行した著

書『CO2ダブル』である。その著書の中で「CO2を削

減させる新しい技術開発の重要性」が説かれている。

1997年と言えば，日本では京都議定書に関する国際

会議が開催され，CO2を含む６種類の温室効果ガスと

その削減目標が各国で設定された年である。エコや

環境への取り組みが一歩前進した年であったように

感じる。

当社は『CO2ダブル』をきっかけに，コンクリー

トスラッジをCO2固定材料として注目し，当時の東

京大学の柳沢教授の研究室を訪問した。国立研究開

発法人 産業技術総合研究所の山崎章弘 主任研究員

（現，成蹊大学教授），研究室に在籍されていた飯塚

淳 研究員（現，東北大学准教授）らとともに，産学

連携体制でコンクリートスラッジの利活用に関する

共同研究を始めた。

2008年に新エネルギー・産業技術総合開発機構

（NEDO）の助成事業※1に採択され，2009年にNC東

日本コンクリート工業㈱の川島第２工場でベンチス

ケールプラント（写真－２）による実証を行った。

その成果として，１.スラリー状なコンクリートスラ
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ッジの液体部分はボイラー排ガス中のCO2を炭酸カ

ルシウムとして固定可能である事，２.コンクリー

トスラッジの固形部分は溶液中のリン成分を急速に

吸着するという２つの知見を得ることができ，技術

の実用化への大きな一歩を踏み出した。当社は，当

該固形部分を「コンクリートスラッジ由来の脱リン

材」の英訳からPAdeCS®（Phosphorus Adsorbent 

derived from Concrete Sludge）と呼称した。

その後７年間に亘って国土交

通省の技術開発助成事業※２ に

て，主にPAdeCS用途の技術開

発を経て，その再資源化技術を

確立した。特に2013 ～ 15年度の

国土交通省の助成事業* ２では，

北海道にある廃鉱山から湧水す

る酸性坑廃水の中和剤として

PAdeCSが利用可能であるか仮

設した実験装置（写真－３）を

用いて実証した。続いて2016 ～

17年度の当該助成事業※２では，

PAdeCSを用いて，東北地方に

て発生する建設残土からの浸出

水の水処理（写真－４）を実施

した。水処理は浸出水に含まれ

る有害成分であるヒ素の除去

であり，その実証実験を実施

した。

確立した再資源化（CO2固

定）技術は海外においても高

く評価されており，経済産業

省 の2016年 度 の 二 国 間JCM

プロジェクト※３に採択され，

タイ国における当該技術の普

及・展開に関する実現可能性

（FS）調査を実施した。この

ような実証を経て，現在では

前述した川島工場にてパイロ

ットスケールのプラントを設

置し，実際にコンクリートス

ラッジの再資源化を実施して

いる。同時にエコタンカル（詳細は後述），PAdeCS

の製造と販売を実施している。

当社のこれまでの活動が評価され，この度第19回

「グリーン・サステイナブル・ケミストリー（GSC）

賞」奨励賞を受賞するに至った。GSC賞は公益財団

法人 新化学技術推進協会（JACI）が人と環境にやさ

しく，持続可能な社会の発展を支える化学の推進に

貢献する上で優れた業績を挙げた個人，団体を表彰

写真－1　コンクリート二次製品工場で発生するコンクリートスラッジ

写真－ 2　NEDO助成時のベンチスケールプラント
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するものである。奨励賞として，将来の伸びしろに

期待が込められている。

再資源化技術の概要
コンクリートスラッジの再資源化技術のフロー

（図－１）について説明する。コンクリートスラッジ

は一度貯留槽で受けた後に，溶出槽にて水希釈され

る。その後，水希釈されたスラッジを固液分離処理

する。固液分離処理後の液体分に，工場におけるボ

イラーの排気ガス中のCO2を分離・回収することな

く，“生”排ガスをそのまま吹き込み，CO2を軽質炭

酸カルシウムとして生成させている。当社は本技術

で得られる軽質炭酸カルシウムをエコタンカルと呼

称している。固液分離処理後の固形分は破砕等の加

工処理を経て，PAdeCSとして製造している。つまり

本技術では，コンクリートスラッジから２つの副生

成物（エコタンカル，PAdeCS）を作り出すことがで

きる。

エコタンカルの生成は，温室効果ガスの排出量の

抑制が可能であり，正にCO2リサイクリングを実現

し，事業化に結び付いている。後発開発途上国にお

いても，容易に取り組むことができる画期的な技術

として評価でき，普及・展開は十分に期待できる。

PAdeCSには多用途機能が存在し，その利活用が

資源循環効果として評価されている。主な多用途機

能としてリン吸着・除去が挙げられる。この機能に

より，リン資源回収リサイクルが実現し，リン循環

産業の起業につながる。

本技術の大きな特徴は，常温・常圧下で，薬品類

写真－ 4　平成 28～ 29年度の国交省助成時の実証実験装置

図－ 1　MCC&U概略フロー

写真－ 3　平成 25～ 27年度の国交省助成時の実証実験装置
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の使用なしに，コンクリートスラッジによるCO2削

減・固定が可能な点である。更に前述した２つの副

生成物（エコタンカル，PAdeCS）の利活用と周辺技

術を含め，これらの一連の技術をMCC&U（Mineral 

Carbon Capture and Utilization：鉱物炭酸塩化及び

利活用）技術と総称している。

また本技術は地産地消が容易に可能となる技術で

ある事も大きな特徴である。本技術に必要な主な原

料は，コンクリートスラッジとCO2のみである。コ

ンクリートスラッジはコンクリートを扱う現場であ

れば必ず発生し，一部再生骨材等への利活用はある

が，セメントスラッジ部分は，産業廃棄物としてし

か扱われなかったものである。また比較的高濃度な

CO2は，化石燃料を使用する現場では大量に発生す

る。これらの原料を１カ所に集約し，本技術プラン

トを設置することで，容易にCO2固定が可能となる。

動脈・静脈系両ラインを総合利活用
各種公的助成を受け，川島工場でベンチスケール

級のプラントを設置し，実証実験を行ってきた。そ

の際，実証プラントの設置箇所の選定に苦労した。

工場にて散逸している静脈系ラインから，コンクリ

ートスラッジ及びボイラー排ガスを集め，実証プラ

ントを稼働させるために，余分な送廃水ラインの設

置，煙道ラインが必要となる。その様なラインは，

どこの工場でも当てはまる事だと思うが，工場の動

脈系ラインの設計，設置，稼働とは合い入れないも

のである。そのため静脈系発生物質の有効利活用

が，容易に実現しない要因にもなっていると思われ

る。工場の動脈・静脈系の両ラインの総合利活用を

目的とした計画・設計を行うことにより，物質循環

が容易となり，ひいてはコストリダクションに繋が

ると考える。

更にエコタンカルおよびPAdeCSの販路開拓には

非常に骨が折れた思いがある。PAdeCSの原料は未利

用資源であること，かつ採用実績がなかったため，

興味を示す顧客が多くはなかった。当社から問い合

わせをして，顧客のお困りごと等をヒアリングし，

顧客毎に合ったエコタンカル，PAdeCSの使用方法を

繰り返し多くの団体・企業に提案してきた。そして

ようやく数社に実際に使用して頂き，顧客の満足が

得られ，初めて採用に至った。その際の喜びは何も

のにも代え難かった。

また全国の現場にて実証実験をする機会が多かっ

た。廃鉱山の坑廃水現場などは，地方の山間部にあ

ることが多く，天候が非常に変わりやすい。そのた

め悪天候の中で，実証実験を実施する事も多く，実

験方法やデータの再現性等に悪戦苦闘した経験もあ

った。

顕著な効能を発揮するPAdeCSは，中和剤として

の利用，有害毒物への吸着・除去等，現地実証実験

写真－５　PAdeCS® 写真－６　エコタンカル
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を経て十分に評価できる物質であるとの報告をして

も，「所詮，産廃物からのものであろう」との排除姿

勢を何回か受けたのは残念なことであった。製品と

しての安心・安全につながる品質向上に今後更に努

めていきたい。

副生成物の利活用先と 
軽減される産廃処理費用について

本項目では，副生成物の完全利活用について述べ

る。現在，PAdeCSは食品工場の廃水処理（リン除

去）の薬剤，生活雑排水の水質浄化に活用されてい

るほか，畜産資材（敷材・消毒剤・脱臭剤）として

各所で採用されており，その出荷量は年々増加傾向

にある。

PAdeCSはセメント由来のカルシウムを豊富に含

んだアルカリ性の材料であり，その特長を活かした

廃水の水質浄化が可能である。PAdeCSの多用途機能

として，有害な重金属類の除去も可能である。例え

ば，PAdeCSは酸性下で重金属類を含む廃水の水質浄

化を得意とする。

更にPAdeCSは建設残土に含まれる天然由来のヒ

素の不溶化が可能で，残土処分における特定有害産

業廃棄物処理を回避することにより，建設コストの

低減が期待される。現状のPAdeCSの製造量は最大

で年間約4,000t規模である。現在はリンやヒ素以外

の重金属除去，ホウ素・フッ素除去，カドミウム除

去，中和といった，さらに多彩な用途における実用

化を目指し，開発を進めている。

エコタンカルは重量1 tにつき，約440kgのCO2を

固定化し，97 ～ 99％という高純度な炭酸カルシウム

である。その主な販路として，プラスチックやゴム

製品，製紙，ペイント材，医薬品，脱硫剤などが見

込める。現在の製造量は年間約20tであり，アルミ精

錬工場向けに販売開始している。製造開始から約６

年間で，川島工場で発生していた約37tのCO2を削減

した実績がある。排出されていたCO2を固定した炭

酸塩が，実際に利活用されている日本でも最先端の

事例になる。

当該技術ではコンクリートスラッジを用いたCO2

固定もさることながら，スラッジの減容化による産

業廃棄物処理コストの削減，これら副生成物の販売

による装置のイニシャルコストの早期回収，高アル

カリ廃水の酸性中和剤の使用量の削減なども可能に

する。例えばコンクリートを製造し，コンクリート

スラッジを排出しているメーカーに同技術を導入し

た場合，スラッジ処理のコスト削減，CO2固定による

企業のESG投資としての価値向上及び社会貢献，副

生成物の販売による利益といった３つのメリットが

得られる。

技術展開を目指して
当社は，これまで産業廃棄物としてしか取り扱

ってこなかったものを高い付加価値をつけ，環境負

荷を低減する製品として利活用できるようになるこ

とは大きな革新であり，社会貢献ができていると実

感している。また，副生成物の利活用は地産地消を

基本とするコンクリート業界のモットーとも合致す

る。現在は当社工場への技術導入に留まっている

が，今後は他のコンクリート二次製品工場や生コン

工場へも導入を図っていくとともに，タイ国や南ア

フリカ共和国をはじめとする後発開発途上国での技

術普及・展開も目指していきたい。

※�当技術開発は，下記の外部資金による助成並びに委託を受けています。各関係機関の皆様には，本研究開発におけるご支援に心より感謝申し
上げます。
*1��独立行政法人�新エネルギー・産業技術総合開発機構NEDO「平成20年度大学発事業創出実用化研究開発事業」
*2��国土交通省　「平成22～ 23,25年度住宅・建築関連先導技術開発助成事業」，「平成26～ 29年度住宅・建築物技術高度化事業」
*3��経済産業省　平成28年度二国間クレジット取得などインフラ整備調査事業
「タイのセメント産業におけるCO2回収・固定による大規模温室効果ガス削減事業及び普及促進に関するJCMプロジェクト実現可能性調査」
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