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	 1．はじめに	

　コンクリートを使用する現場では，必ずコンクリートス

ラッジと呼ばれる産業廃棄物が発生する。本稿では，コン

クリートスラッジを利用した二酸化炭素の鉱物化技術と同

時に製造される環境浄化材について紹介する。

	 2．コンクリートとは	

　コンクリートは建築物やトンネル等の構造物築造の際に

使用される普遍的な材料である。コンクリートの組成のう

ち粗骨材（砂利），細骨材（砂）がその重量の約8割を占めてい

る。セメントと水はおおよそ1割ずつ含まれている。その

他混和剤などの薬剤も少量含まれる。これらの材料が水を

加えて混練された状態を，レディーミクストコンクリート

もしくはフレッシュコンクリートと呼び，通称は生コンク

リートもしくは略称して“生コン”と呼ばれている。コンク

リートスラッジを用いた二酸化炭素の鉱物化技術におい

て，コンクリート中のセメント成分が，重要な役割を果たす。

　セメントは，コンクリートの中では，粗骨材・細骨材を

つなぎとめる“バインダー”の役割を果たしている。セメン

トは水に触れると，水和反応が発生し，“バインダー”の役

割を果たすケイ酸カルシウム水和物等のセメント水和物と

ともに水酸化カルシウムが生成される 1）。そのため，セメ

ントを水に溶いたスラリー（セメントミルクと呼ばれる）は，

pH13程度の強アルカリ性を示す。筆者らはこの強アルカ
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リ性の性質に着目した。

3．コンクリートスラッジの発生と二酸化
炭素の鉱物化技術

3.1　コンクリート二次製品の製造とCO2発生について

　建設工事現場で打ち込む生コンクリートに対して，予め

工場にて製造されたコンクリート製品を，コンクリート二

次製品と呼ぶ。弊社ではコンクリートポール及びコンク

リートパイルをコンクリート二次製品として主に製造して

いる。コンクリートポールは，いわゆる“電柱”の用途が最

も多く，その他アンテナ柱や照明柱といった用途で普及し

ている。またコンクリートパイルは，構造物の基礎構造部

材として支持地盤まで設置され，構造物の沈下等を防ぐ役

割を果たしている。

　弊社の主なCO2発生源として，ボイラーの燃焼排ガスに

含まれるCO2が挙げられる。弊社では，コンクリート二次

製品の強度を早期に発現させるために，ボイラーにて都市

ガスを燃焼し，その蒸気雰囲気下にて当該製品を養生して

いる。CO2排出量は，約1,900 t/年（燃料ベース）であり，排

ガス中のCO2濃度は7～9％である。

3.2　コンクリートスラッジとは

　一般的にコンクリートスラッジは，コンクリート二次製

品工場や生コン工場にて，使用されずに余った生コン，コ

ンクリートミキサー車の洗い水の総称である。弊社では，

コンクリート二次製品を遠心成形工法により製造する際に

は，余剰分のフレッシュコンクリートが必ず発生する。こ

れに，さらにコンクリートの型枠等の洗い水が加わり，コ

ンクリートスラッジ状として発生し，廃棄物として取り扱

われている。その様子を図1に示す。廃棄されるコンクリー

トスラッジは国内外問わず発生している。その生コンプラ

ントでの発生量は製造量 2）の約2～3％（約300万 t/年）である

と見積もられている。

　コンクリートスラッジの従来の処理方法は，①コンク

リートスラッジから骨材を取り除き，②フィルタープレス

等を用いて固液分離する。③固形分は，産業廃棄物として

鉱物化による二酸化炭素の有効利用・固定化技術
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処分され，④液体分は硫酸等による中和処理が施されて，

水域へ放流される。業界内ではその有効な利活用方法の開

発が求められている。コンクリートスラッジの特徴とし

て，強アルカリ性と自硬性が挙げられる。コンクリートス

ラッジでは，セメントの水和反応が進行中であるため，常

に撹拌させていないと，コンクリートスラッジ自身が時間

経過と共に硬化する。固形分割合は，約20～30 wt％であ

る。容積重量は，約2.3 t/m3である。

3.3　鉱物化技術のフローと特徴について

　筆者らは，コンクリートスラッジをCO2の固定材料とし

て利活用できるのではないかと着目し，大学との共同研究

や公的資金 3-5）を経て，コンクリートスラッジを用いた二

酸化炭素の鉱物化技術を確立した。

　コンクリートスラッジを用いた二酸化炭素の鉱物化技術

のフロー図を図2に示す。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。固液分

離処理後の固形分は破砕等の加工処理を経て，環境浄化材

として利活用している。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（軽質炭酸カルシウム，環境浄化材）

を作り出すことができる（図3，4）。

　本技術の大きな特徴は，常温・常圧下で，薬品類の使用

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。さらに前述した2つの副生成物（軽質炭酸カ

ルシウム，環境浄化材）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。また本技術は全

国に設置，稼働している生コンプラントから発生するコン

クリートスラッジが原素材であるため，地産地消が容易に

可能となる技術であることや，コンクリートスラッジを用

いた二酸化炭素の鉱物化技術のフローも大きな特徴であ

る。本技術に必要な主な素材は，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前述の通りコン

クリートを扱う現場であれば必ず発生する。またCO2は，

化石燃料を使用する現場であれば大量に発生する。これら

の素材を1か所に集約し，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。

4．副生成物である軽質炭酸カルシウムに
ついて	

　炭酸カルシウムは，その製造過程で重質と軽質の2種類

に分けられる。重質炭酸カルシウムは，鉱山から採掘され

た石灰石を，破砕や粉砕をすることによって製造される。

その一方で，軽質炭酸カルシウムは，飽和水酸化カルシウ

ム水溶液に，CO2を吹き込み，化学反応によって製造され

る。その際の化学式は以下である。

図1　発生するコンクリートスラッジ
（月刊「コンクリートテクノ」11月号（2020年
11月1日発刊）p.55より転載）

図3　環境浄化材

図2　�コンクリートスラッジを用いた二酸化炭素
の鉱物化技術のフロー

図4　軽質炭酸カルシウム
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Ca（OH）2＋CO2 → CaCO3＋H2O

　軽質炭酸カルシウムの特徴として，化学反応を経て生成

されるため，不純物が少ない点，粒子径が重質と比べて比

較的小さい点が挙げられる。本技術で生成される軽質炭酸

カルシウムも例外ではなく，比較的純度の高いものが製造

されており，平均粒子径は15～30μmである。表1に軽

質炭酸カルシウムの物性表を示す。その特徴として白色度

が約96％であることが挙げられる。軽質炭酸カルシウム

は重量1 tにつき，約440 kgのCO2を固定化している。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20 t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

37 tのCO2を削減した実績がある。これは，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。軽質炭酸カルシウムの生成によ

り，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・展開が十分に期待できる。

	 5．副生成物である環境浄化材について	

5.1　環境浄化材を製造する必要性

　弊社の製造実績ベースとして，コンクリートスラッジ1 

tから製造可能な環境浄化材の量は，軽質炭酸カルシウム

の製造量に比べて数倍の差が生じている 6）。本技術プラン

トのコスト（イニシャル・ランニング）回収の可能性は，軽質

炭酸カルシウムの販売益だけでは不足しており，環境浄化

材の販路拡大と利益確保が重要な要素である。

5.2　環境浄化材の多用途機能

　環境浄化材の原材料はセメントであるため，その主成分

としてカルシウム，ケイ素，アルミニウム，鉄等が主な組

成割合を占める（表2）。粒子径は，破砕機や粉砕機により

粒度調節が可能である。例えば粉砕機（ローラミル）を用いて

粉砕することで，平均粒子径を12.9μmまで小さくするこ

とができる（表3）。なお粒子径の測定は，体積基準とした

平均粒子とする。

　環境浄化材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多用途機能

を所持している。その利活用が資源循環効果として評価さ

れている。現状の環境浄化材の製造量は最大で年間約

4000 t規模である。現在，環境浄化材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。採用事

例の詳細は次項で述べる。本項では以下，具体的な多用途

機能を説明したい。

　環境浄化材の主な多用途機能としてリン除去が挙げられ

る。環境浄化材によるリン除去メカニズムは，いわゆる

HAP法である 7, 8）。アルカリ性下で，リン酸イオンとカル

シウムイオンが反応し，ヒドロキシアパタイトを生成す

る。化学反応式は以下である。

10Ca2＋＋6（PO4
3－）＋2OH－ → Ca10（PO4）6（OH）2 ↓

　環境浄化材がこの機能を保持していることにより，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

がると筆者らは考えている。さらに多用途機能の1つとし

て，有害な重金属類の除去が挙げられる。例えば，環境浄

化材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。さらに環境浄化材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。現在はリンやヒ素以外の重金属除去，ホウ素・フッ

表2　環境浄化材の組成

Element
Weight ratio
［wt％］

Element
Weight ratio
［wt％］

Ca 28.9 Mn 0.056

Si 8.9 Zn 0.028

Al 2.4 As 0.0018

Fe 1.6 Cd 0.0005

Mg 0.61 Hg ＜0.0003

S 2.3 Ni 0.002

Na 0.20 Cr 0.005

K 0.23 Pb 0.006

Ti 0.12 Others 54.6

P 0.094 Total 100

表1　軽質炭酸カルシウムの物性表

項目 数値 測定方法
容積重量 約0.5 kg/L

白色度 96.2％ ハンター白色度（JIS，1961）
BET比表面積 5.12 m2/g 窒素吸着法による
ブレーン値 3000 cm2/g JIS R 5201-1997（JIS，1997）
45μmふるい残分 0.9％ JCAS K-02-2004（JCAS，2004）
74μmふるい残分 0.3％ JIS A 5008-1995（JIS，1995）

表3　環境浄化材の物性表

項目 数値 測定方法
粒度（平均体積粒子
径MV）

12.9μm
レーザ回折・散乱法粒子径
分布測定

容積重量 約0.7 kg/L

BET比表面積 44 m2/g 窒素吸着法による
ブレーン値 約7000 cm2/g JIS R 5201-1997（JIS，1997）
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素除去，カドミウム除去，中和，脱臭といった，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。

5.3　環境浄化材の採用実績（食品工場廃水）

　環境浄化材は，現在食品工場における工場廃水中のリン

除去材として採用されており，その実例を紹介したい。食

品工場中の廃水は，具体的には主に米のとぎ汁（リン濃度約

70 mg/L）を指す。そのリンの存在形態は，リン酸イオン状

態が約半分を占めており，もう半分は特定できなかった

が，米ぬかに含まれる有機質状であったと思われる。廃水

中のリン濃度を下水道基準（16 mg/L未満）にして，放流する

必要がある。環境浄化材は米のとぎ汁中のリン除去性能

が，他の凝集剤よりも優れており，廉価であるため採用に

至った。リンの除去には，液体の無機系凝集剤（ポリ鉄，

PAC，硫酸バンド等）が一般的には使用されるが，フロック状

の沈殿物が生成される特徴がある。当該沈殿物は，産業廃

棄物として処理されるが，一般的には水切れが悪く，脱水

しにくい性状を併せ持っている。

　一方，環境浄化材を採用することで，リン除去性能が優

れていることにより，沈殿物の性状が改善された。比較結

果を図5に示す。廃水に対して，環境浄化材と無機系凝集

剤を，同じ添加率0.2 wt％で加えた。環境浄化材を加えた

場合，リン濃度は4.5 mg/Lまで低減することができた。そ

の一方で，無機系凝集剤を加えた場合は，21.7 mg/Lまで

しか低減しなかった。さらに注目すべきは，澱物の発生割

合である。これはビーカーの高さに対する澱物の層の高さ

をスケールで測り，算出した。環境浄化材を使用した場合

は，澱物の発生割合が8.9％だったのに対して，凝集剤を

用いた場合では，23.1％であった。環境浄化材を使用する

ことで，フロック状な澱物の発生を抑制することができる。

また澱物は米ぬか由来の不純物が多いため特定できていな

いが，ヒドロキシアパタイトが生成していると思われる。

	 6．今後の展望	

　本稿では従来は産業廃棄物として処理されていたコンク

リートスラッジの鉱物化技術により生成される軽質炭酸カ

ルシウムと環境浄化材の用途等について紹介した。弊社

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

ものに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することは大きな革新であり，CO2

リサイクリングが実現し，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。現在は弊社工

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り，CO2削減・

固定利活用を大きく伸ばしていきたい。また後発開発途上

国での技術普及・展開も目指し，海外展開にも注力してい

きたい。本技術開発においては，政府機関等の御指導・助

成などを承ることができました。末筆ではございますが，

感謝申し上げます。
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図5　食品工場の廃水における環境浄化材と凝集剤の性能比較


