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資源循環社会への道
カーボンリサイクル ・ 窒素循環 ・ アンモニア発電

プラスチックリサイクル



世界共通の喫緊の課題である気候変動問題。CO₂排出削
減に向けた実効的な取り組みを進めていくためには、各国が
置かれた多様な実態を踏まえた上で、幅広い技術やエネル
ギー源を活用したトランジション（移行）を加速していくこ
とが不可欠です。さらに、革新的なイノベーションの創出と
社会実装により、経済と環境の好循環を生み出す新たな成長
機会につなげていくことも共通の課題となっています。

日本は、世界全体のカーボンニュートラル実現と過去のス
トックベースでのCO₂削減（ビヨンド・ゼロ）に向けた取り
組みを推進しており、その一環として、環境関連の国際会議を

集中的に行う「東京ビヨンド・ゼロ・ウィーク2021」を開催
しました。経済産業省とNEDOは、「第3回カーボンリサイ
クル産学官国際会議2021」「第4回水素閣僚会議」「第8回 
ICEF2021」をオンラインで実施。ビヨンド・ゼロ実現に向
けた幅広い議論を行い、現実的かつ具体的な道筋や絵姿を世
界に対して発信しました。アジアのグリーン成長等の分野横
断的な議論とあわせ、日本が世界に先駆けて取り組んでいる
技術的知見を各国と共有していくことで、国際的な議論や連
携をリードするプラットフォームとして世界全体のカーボン
ニュートラル達成に貢献していきます。

今号84号では、「資源循環社会への道」の特集を
組み、CO2の増加を抑えるリサイクルについての研
究内容や実証実験の現場を分かりやすくお伝えして
います。さまざまな資源のリサイクルは、生活の中
でもすでに行われていますが、CO2の増加を抑える
ことはできず、地球の温度上昇は想定より早く進ん
でいるのが現状です。リサイクルが日常生活に浸
透し、誰もが資源循環社会の一員として暮らしてい
る、そんな未来が取材を通して見えてきました。
カーボンニュートラルを目指すグリーンイノベー
ション基金の専用サイトに関する情報も裏表紙に
掲載していますので、ぜひご覧ください。

今回、経済産業省とアメリカ・オーストラリアとのカーボン
リサイクル協力覚書に基づき、日米豪3カ国からカーボンリ
サイクル技術の第一人者が初めて集まり、先進的な技術開発
の取り組みを紹介するとともに、国際的なオープンイノベー
ションを進めることに合意しました。

また国内外から、CO₂を資源として活用するカーボンリサ
イクル分野（コンクリート・セメント、燃料・化学品、研究開
発・投資）における産学官の第一人者が集まり、講演やパネ
ルディスカッションを実施。32の国・地域から約2800名

が参加する中、カーボンリサイクルの社会実装に向けた今後
の方向性を確認しました。

日本は、直近1年間の取り組みとして「グリーン成長戦略
カーボンリサイクル実行計画」の策定や「カーボンリサイク
ル技術ロードマップ」の改訂等の進捗を取りまとめた「プロ
グレスレポート」を発信。今後は国際連携を強化しつつ、社
会実装に向けた技術開発・実証に取り組んでいきます。

世界のカーボンニュートラル実現のキーテクノロジーで

あるカーボンリサイクルについて、日本の取り組みの進捗

等を発信するとともに、世界各国の革新的な取り組みや最

新の知見を共有し、社会実装に向けて議論を行う会議です。

世界規模の産学官のネットワークと国際連携の強化、社会

実装に向けた技術開発の加速化を目指します。

主催：経済産業省、NEDO出典：経済産業省ウェブサイト（https://www.meti.go.jp/press/2021/10/20211013002/20211013002.html）を加工して作成
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2021年10月4日（月）～ 8日（金）に開催しました

特集

エネルギー・環境・産業技術の
今と明日を伝える【フォーカス・ネド】
新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の広報
誌「FocusNEDO」は、NEDOが推進するエネルギー・環
境・産業技術に関するさまざまな事業や技術開発、
NEDOの活動について、ご紹介します。

読者アンケート
本誌をお読みいただいた感想をお
聞かせください。頂いた感想は、今
後の広報誌等制作の参考とさせて
いただきます。

皆さまの声を、
お聞かせください！

※新型コロナウイルス感染症対策をし、撮影時以外はマスク
　を着用しています。
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オンライン10月4日 月
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2021.go.jp/

特設サイトはこちら

東京ビヨンド・ゼロ・ウィーク2021

5日にわたり、脱炭素社会に向けた8つの国際会議で
さまざまな議論や情報交換が行われました。その成果をご紹介します。
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G20のクリーンエネルギー分野の
研究機関のリーダーが参加。国際共
同研究の推進、人材の能力開発、知
的財産の重要性等を盛り込んだリー
ダーズ・ステートメントが採択され
ました。

環境と成長の好循環の加速に向け
て、TCFD（気候関連財務情報開示タ
スクフォース）提言を定着させるた
め、産 業 界・金 融 界 の リ ー ダ ー が
TCFDの課題や今後の方向性を議論
しました。

アジアを中心とする新興国の経済
成長と脱炭素化を同時実現するため、
現実的で多様なエネルギートランジ
ションの加速化とそれを支えるファ
イナンスの必要性について意見が交
わされました。

燃料アンモニア関係国・企業・関
係機関がオンライン上で一堂に会
し、国際連携を図ると同時に、地球
温暖化対策に有効な燃料アンモニア
の需給拡大に向けた取り組みについ
て議論しました。

世界のエネルギー安定供給と持続
的成長を支えてきたLNG。さらに重
要性を増すLNGの役割やクリーンな
利用について議論を深め、産消国双
方のさらなる連携の必要性を確認し
ました。

化石燃料の代替エネルギーとして大きく期待されている水
素。今回の水素閣僚会議では、18人の閣僚を含む29の国・
地域・国際機関等の代表者、各企業の代表者が参加し、世界
で加速する水素関連の取り組みや課題、今後の方向性につい
て共有しました。

閣僚セッションと民間セッションの2部で構成された会議
には、約3200人がオンラインで参加。閣僚セッションでは、
IEA（国際エネルギー機関）のファティ・ビロル事務局長によ
る基調講演の他、参加国・地域・国際機関の代表者が、水素生
産ポテンシャル調査や各水素プロジェクトの進捗状況、水素

の取引を円滑にするための制度や規制等について発表を行い
ました。

民間セッションでは、水素の供給や利活用に取り組む企業
や地域のリーダーによる講演を実施。水素サプライチェーン、
先進的な地域水素社会モデル、燃料電池モジュール、水電解に
向けた取り組みの事例が紹介され、世界の最新動向や水素の利
用拡大に向けた展望について活発に意見が交わされました。

水素閣僚会議は、水素の利活用をグローバルな規模で推

進し、関係各国が歩調を合わせ一層の連携を図る場として、

2018年に世界で初めて日本で開催されました。オンライン

で行われた今回の会議では、水素社会実現に向けた世界の

気運を引き続き維持拡大するため、各国の水素社会構築に

向けた取り組みを共有し、国際連携のより一層の強化を図

りました。

経済産業省とNEDOが開催した第8回ICEF年次総会は、
87の国・地域から2000人以上が参加登録し、「2050年
カーボンニュートラルへのそれぞれの道筋：グローバルな脱
炭素化の加速」をテーマに、気候変動問題解決に向けたイノ
ベーションの重要性について議論を行いました。2021年は
2050年時に社会の中心を担う35歳以下の若手世代も各
セッションに登壇。2050年カーボンニュートラルを達成す
るための具体的かつ現実的な手段に焦点を絞り、ステークホ
ルダー・政府・企業・個人それぞれの視点からさまざまな意
見が交わされました。

サイドイベントでは、NEDOの新領域・ムーンショット部
によるDAC（Direct Air Capture：CO₂を直接回収して有効
利用する技術）とCO₂利用の将来展望についての議論が行わ
れました。各国・地域の実情に合わせた多様な道筋の重要性、
5つの技術分野における開発・導入の見通し等が議論され、そ
の成果を盛り込んだICEFステートメントが採択されました。

世界のリーダーが一堂に会して、技術イノベーションに

よる気候変動対策を協議する場として毎年東京で開催して

います。会議では専門知識を持つ民間セクター・学界・政府

の関係者による討論や、有識者による講演等を実施。参加

者だけでなく、より広範囲の人々に向けて革新的なエネル

ギー・環境技術を発信することを目的としています。

主催：経済産業省、NEDO 主催：経済産業省、NEDO

出典：経済産業省ウェブサイト（https://www.meti.go.jp/press/2021/10/20211013002/20211013002.html）を加工して作成 出典：経済産業省ウェブサイト（https://www.meti.go.jp/press/2021/10/20211013002/20211013002.html）を加工して作成

第10回LNG産消会議 第1回燃料アンモニア国際会議

https://hem-2021.nedo.
go.jp/archive/

アーカイブ動画視聴は
こちら
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https://www.youtube.
com/channel/UC7ouN
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アーカイブ動画視聴は
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G20のクリーンエネルギー分野の
研究機関のリーダーが参加。国際共
同研究の推進、人材の能力開発、知
的財産の重要性等を盛り込んだリー
ダーズ・ステートメントが採択され
ました。

環境と成長の好循環の加速に向け
て、TCFD（気候関連財務情報開示タ
スクフォース）提言を定着させるた
め、産 業 界・金 融 界 の リ ー ダ ー が
TCFDの課題や今後の方向性を議論
しました。

アジアを中心とする新興国の経済
成長と脱炭素化を同時実現するため、
現実的で多様なエネルギートランジ
ションの加速化とそれを支えるファ
イナンスの必要性について意見が交
わされました。

燃料アンモニア関係国・企業・関
係機関がオンライン上で一堂に会
し、国際連携を図ると同時に、地球
温暖化対策に有効な燃料アンモニア
の需給拡大に向けた取り組みについ
て議論しました。

世界のエネルギー安定供給と持続
的成長を支えてきたLNG。さらに重
要性を増すLNGの役割やクリーンな
利用について議論を深め、産消国双
方のさらなる連携の必要性を確認し
ました。

化石燃料の代替エネルギーとして大きく期待されている水
素。今回の水素閣僚会議では、18人の閣僚を含む29の国・
地域・国際機関等の代表者、各企業の代表者が参加し、世界
で加速する水素関連の取り組みや課題、今後の方向性につい
て共有しました。

閣僚セッションと民間セッションの2部で構成された会議
には、約3200人がオンラインで参加。閣僚セッションでは、
IEA（国際エネルギー機関）のファティ・ビロル事務局長によ
る基調講演の他、参加国・地域・国際機関の代表者が、水素生
産ポテンシャル調査や各水素プロジェクトの進捗状況、水素

の取引を円滑にするための制度や規制等について発表を行い
ました。

民間セッションでは、水素の供給や利活用に取り組む企業
や地域のリーダーによる講演を実施。水素サプライチェーン、
先進的な地域水素社会モデル、燃料電池モジュール、水電解に
向けた取り組みの事例が紹介され、世界の最新動向や水素の利
用拡大に向けた展望について活発に意見が交わされました。

水素閣僚会議は、水素の利活用をグローバルな規模で推

進し、関係各国が歩調を合わせ一層の連携を図る場として、

2018年に世界で初めて日本で開催されました。オンライン

で行われた今回の会議では、水素社会実現に向けた世界の

気運を引き続き維持拡大するため、各国の水素社会構築に

向けた取り組みを共有し、国際連携のより一層の強化を図

りました。

経済産業省とNEDOが開催した第8回ICEF年次総会は、
87の国・地域から2000人以上が参加登録し、「2050年
カーボンニュートラルへのそれぞれの道筋：グローバルな脱
炭素化の加速」をテーマに、気候変動問題解決に向けたイノ
ベーションの重要性について議論を行いました。2021年は
2050年時に社会の中心を担う35歳以下の若手世代も各
セッションに登壇。2050年カーボンニュートラルを達成す
るための具体的かつ現実的な手段に焦点を絞り、ステークホ
ルダー・政府・企業・個人それぞれの視点からさまざまな意
見が交わされました。

サイドイベントでは、NEDOの新領域・ムーンショット部
によるDAC（Direct Air Capture：CO₂を直接回収して有効
利用する技術）とCO₂利用の将来展望についての議論が行わ
れました。各国・地域の実情に合わせた多様な道筋の重要性、
5つの技術分野における開発・導入の見通し等が議論され、そ
の成果を盛り込んだICEFステートメントが採択されました。

世界のリーダーが一堂に会して、技術イノベーションに

よる気候変動対策を協議する場として毎年東京で開催して

います。会議では専門知識を持つ民間セクター・学界・政府

の関係者による討論や、有識者による講演等を実施。参加

者だけでなく、より広範囲の人々に向けて革新的なエネル

ギー・環境技術を発信することを目的としています。

主催：経済産業省、NEDO 主催：経済産業省、NEDO

出典：経済産業省ウェブサイト（https://www.meti.go.jp/press/2021/10/20211013002/20211013002.html）を加工して作成 出典：経済産業省ウェブサイト（https://www.meti.go.jp/press/2021/10/20211013002/20211013002.html）を加工して作成
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CO₂排出量の削減とともに、
資源としての再利用を推進

広く循環型社会の実現に向け、
幅広い技術の可能性を探る

カーボンリサイクル技術は、火力発電所や工場等で排出さ
れる二酸化炭素（CO₂）を資源として捉え、これを分離・回収
し有効利用することで、大気中へのCO₂排出を抑制する技術
です。2021年6月に策定された「2050年カーボンニュー
トラルに伴うグリーン成長戦略」においても、カーボン
ニュートラル社会を実現するためのキーテクノロジーに位置
付けられ、期待が集まっています。

NEDO環境部 次世代火力・CCUSグループの荒川 純主査は
「カーボンニュートラル実現には、化石資源の燃焼に伴うCO₂
の排出を削減することが第一です。しかし、再生可能エネル
ギーや水素だけですべての化石資源の役割を代替することは
まだ難しく、CO₂を回収して大気への排出を抑えながら資源

として有効利用するリサイクル技術の開発が必要不可欠です」
と話します。

NEDOは、カーボンリサイクル技術に関するさまざまな開
発を進めています。汎用物質や機能性物質を含む化学品、バ
イオ燃料や合成燃料等の液体燃料や気体燃料、コンクリート
やセメントおよび炭酸塩等の鉱物といった各分野の技術確立
に向け、基礎研究、技術開発、実証試験、これらに関連する実
証研究拠点の整備に取り組んでいます。
「化学品は、水素を必要としますが、CO₂を固定しながら

高付加価値品の製造につなげることができます。燃料は、燃
焼時のCO₂の発生という課題もあるものの、市場規模が大き
く、既存のインフラをそのまま利用できることが大きなメ
リットでポテンシャルは高いと言えます。鉱物は、CO₂の固
定化のための有効成分を集め効率的に分離することが課題で
すが、長期間の固定化につなげることができ、さらに水素が

不要のため、早期の社会実装が見込まれています。いずれに
しても市場のニーズと技術の成熟度、CO₂削減効果の可能性
等を見極めながら、開発を加速したいと考えています」

取り組みをさらに推進するため、2021年度も、カーボン
リサイクルの各分野に関する研究開発や技術開発のテーマに
追加的に取り組んでいます。
「どんな技術からブレークスルーが生まれるか分かりません。

そのため現段階では、選択肢を増やしながら、可能性を追求し
ていくことを重視しています。とはいえ、2030年頃から普
及させるためには悠長にしてはいられません。有望な技術は
早期に実用化し、事業化につなげていくことも重要です」

事業化に向けた大きな課題はコストですが、生産効率、安

定性、品質の向上を図りながら、プロセス全体で、できる限
りエネルギーを使わず、CO₂を排出しないように開発を進め
ています。また、これらの技術によって生まれた製品を、関
連する産業でどう活用できるか、その利用可能性を考えるこ
とも課題の一つです。
「それにはビジネスモデル構築のための調査・検討も必要

です。どういう事業スキームで、どの技術を、誰に、どう活
用してもらうか。技術、事業性、市場の受容度、産業間の連携
の可能性なども含め、幅広い観点で取り組んでいます」

カーボンニュートラルの実現は、並大抵の努力では達成で
きません。CO₂の資源化のためには、製品へ変換する技術だ
けでなく、排ガスや大気等からCO₂を分離・回収する技術や
その輸送技術、共通する基盤技術の研究等も重要です。
NEDOは、化石資源の採掘に頼らない持続可能な社会の構築
に向けてあらゆる可能性を探っています。

カーボンリサイクル・窒素循環・アンモニア発電・プラスチックリサイクル 資源循環社会への道

脱炭素社会の実現に向け、

カーボンリサイクル技術 を開発

CO₂を、多岐にわたる素材や燃料に再利用することで、
大気中への排出量削減を目指しています。

脱炭素社会の実現に向け、

を開発

NEDO環境部
次世代火力・CCUSグループ 主査
プロジェクトマネージャー

荒川 純
ARAKAWA Jun

カーボンリサイクル ・ 窒素循環 ・ アンモニア発電 ・ プラスチックリサイクル

資源循環社会への道

特集

生産

資源

消費

再利用
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サ
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NEDOは、環境に負荷をかけない真の循環型社会を目指して
CO₂を資源として活用するカーボンリサイクルをはじめ、
廃プラスチックや環境中の反応性窒素の再利用など、
広く「資源循環」の実現に向けた技術開発を進めています。

さらに、戦略的な展開によって
環境保護とビジネスの好循環を生み出し、
持続可能な社会づくりに貢献しようとしています。

カーボンリサイクル技術の拡大へ

フェーズ1 フェーズ2 フェーズ3
▶ カーボンリサイクルに資する、
 　研究・技術開発・実証に着手へ。

▶ 2030年頃に普及する技術を低コスト化。 ▶ さらなる低コスト化。

▶ 特に2030年頃から普及が期待できる、
 　水素が不要な技術や高付加価値製品を
　 製造する技術に重点。

現状 2030年 2040年以降

CO2排出量のさらなる削減

化学品　ポリカーポネート等

ポリカーポネート等 バイオジェット燃料等 道路ブロック等

※水素が不要な技術や高付加価値な製品から導入 ※需要が多い汎用品に拡大

水素
CO2分離回収技術 低コスト化 現状の1/4以下

20円/Nm3（プラント引き渡しコスト）

現状価格から1/8～1/16程度に低コスト化

燃料　バイオジェット燃料等

現状価格から1/3～1/5程度に低コスト化

鉱物　コンクリート製品（道路ブロック等）

化学品　ポリカーポネート等

燃料　バイオジェット燃料等

鉱物　コンクリート製品（道路ブロック等）

化学品　汎用品（オレフィン、ベンゼン、トルエン、キシレン等）

燃料　ガス・液体（メタン、合成燃料）

鉱物　コンクリート製品（汎用品）

化学品 燃料 鉱物・コンクリート製品

▶ 安価な水素供給を前提とした2040年以降に普及する
　 技術のうち、需要の多い汎用品の製造技術に重点。

2030年頃から普及

2030年頃から消費が拡大

2040年頃から普及

出典：経済産業省「カーボンリサイクル技術ロードマップ」を加工して作成
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CO₂を、多岐にわたる素材や燃料に再利用することで、
大気中への排出量削減を目指しています。

NEDO環境部
次世代火力・CCUSグループ 主査
プロジェクトマネージャー

荒川 純
ARAKAWA Jun

カーボンリサイクル ・ 窒素循環 ・ アンモニア発電 ・ プラスチックリサイクル

資源循環社会への道

特集

生産

資源

消費

再利用

カ
ーボ

ン
リ
サ
イ
ク
ル

NEDOは、環境に負荷をかけない真の循環型社会を目指して
CO₂を資源として活用するカーボンリサイクルをはじめ、
廃プラスチックや環境中の反応性窒素の再利用など、
広く「資源循環」の実現に向けた技術開発を進めています。

さらに、戦略的な展開によって
環境保護とビジネスの好循環を生み出し、
持続可能な社会づくりに貢献しようとしています。

カーボンリサイクル技術の拡大へ

フェーズ1 フェーズ2 フェーズ3
▶ カーボンリサイクルに資する、
 　研究・技術開発・実証に着手へ。

▶ 2030年頃に普及する技術を低コスト化。 ▶ さらなる低コスト化。

▶ 特に2030年頃から普及が期待できる、
 　水素が不要な技術や高付加価値製品を
　 製造する技術に重点。

現状 2030年 2040年以降

CO2排出量のさらなる削減

化学品　ポリカーポネート等

ポリカーポネート等 バイオジェット燃料等 道路ブロック等

※水素が不要な技術や高付加価値な製品から導入 ※需要が多い汎用品に拡大

水素
CO2分離回収技術 低コスト化 現状の1/4以下

20円/Nm3（プラント引き渡しコスト）

現状価格から1/8～1/16程度に低コスト化

燃料　バイオジェット燃料等

現状価格から1/3～1/5程度に低コスト化

鉱物　コンクリート製品（道路ブロック等）

化学品　ポリカーポネート等

燃料　バイオジェット燃料等

鉱物　コンクリート製品（道路ブロック等）

化学品　汎用品（オレフィン、ベンゼン、トルエン、キシレン等）

燃料　ガス・液体（メタン、合成燃料）

鉱物　コンクリート製品（汎用品）

化学品 燃料 鉱物・コンクリート製品

▶ 安価な水素供給を前提とした2040年以降に普及する
　 技術のうち、需要の多い汎用品の製造技術に重点。

2030年頃から普及

2030年頃から消費が拡大

2040年頃から普及

出典：経済産業省「カーボンリサイクル技術ロードマップ」を加工して作成
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既存インフラを利用できることが
メタネーションの強み

大幅なコストダウンを目指し
大規模な実証事業を開始

CO₂と水素からメタンを合成するメタネーションは、
CO₂を「炭素資源」として再利用するカーボンリサイクル
の技術の一つです。

NEDOは、これまで2016~2017年に「CO₂有効利用可
能性調査事業」でメタネーションの技術・事業性等の調査・
実験・検討を行い、2017 ～ 2021年には、「CO₂有効利用技
術開発事業」として、その実証を検討してきました。

事業を担当した株式会社INPEXの再生可能エネルギー・
新分野事業本部プロジェクトジェネラルマネージャー 若山
樹氏は、これまでの成果について「2021年までのプロジェク
トでは、当社の越路原プラントにおいて天然ガスの随伴CO₂
と、水の電気分解によって作った水素を合成してメタンを生
成しました。当初の目標である、合成メタン製造能力8 
Nm³/h、合成メタン濃度96%以上、熱回収率85%以上等の
目標値をすべて達成して、事業を終了しました」と話します。

2021年度からはその結果を基に、INPEX長岡鉱場内か
ら回収したCO₂を用いて合成メタンを製造する技術開発を、

2025年度をめどに実施する予定です。
若山氏は「メタネーションはCO₂が1に対してメタンが1

生産できるため、導入量に応じてCO₂を減らすことができ、
CO₂削減に大きく貢献する技術です」と説明し、また、
NEDO環境部 次世代火力・CCUSグループの荒川 純主査は

「この技術によって生成したガスは、成分が天然ガスとほぼ
同じです。つまり既存の都市ガスの導管や機器といったイン
フラが、現状のまま使えることが大きな強みです」と普及に
向けたメリットについて話します。

政府は、2050年までに温室効果ガスの排出を全体として
ゼロにするとしており、火力発電から発生するCO₂や天然ガ
スの随伴CO₂を、再生可能エネルギーの電力でメタンに変換
して利用するメタネーションは、重要な役割を担っています。

NEDOは今後、合成メタン製造コストの低減、設備の大規
模化といった実用化に向けた技術開発に焦点を当て、引き続
きINPEXと都市ガスのカーボンニュートラル化に向けた
CO₂‐メタネーションシステムの事業に取り組んでいきます。

メタネーションの商用化に向けたロードマップでは、
2030年すぎに6万Nm³/hの生産量を目指していますが、
これは現在の8 Nm³/hの7500倍にあたります。そこで、
2021年からのプロジェクトでは、次のステップとして約
400 Nm³/hの合成メタン製造能力を目標にしました。これ
は現時点で世界最大級の規模です。

若山氏はNEDO事業の意義について「カーボンリサイク
ルは一企業としても喫緊の課題ですが、助成をいただきなが
ら持続可能な社会の構築に参加できるという意味でやりが
いを感じています」と話すとともに、今後の課題がコスト
の低減にあることを指摘します。
「CO₂からメタンを製造するためには炭素分子1つに水素

分子が4つ必要です。そのため、例えば1kW/hあたり5円
の再生可能エネルギー電力で作った1 Nm³あたり25円の水
素を使うと、合成メタンの価格は4倍の100円に跳ね上がっ
てしまいます。ビジネスとして成立させるためには、他のプ

ロジェクトともうまく連携して、低コストの再エネ電力と水
素を確保することが不可欠だと考えています」

若山氏は、今回のプロジェクトで、商用化した際のコスト
が試算できるレベルまでFeasibility Study（実施可能性調
査）等の精度を高めることも目標の一つと語り、荒川主査は

「今回のプロジェクトでは、合成メタンの品質を確認しなが
ら、都市ガスに混合し、需要家へ供給することも検討してい
ます」と、早期の社会実装に向けた抱負を述べました。CO2の回収・利用の有力な手段、

メタネーション技術 の実証に臨む

INPEX長岡鉱場越路原プラント全景

メタネーションの試験実施場所

メタネーション（８Nm³-CO₂/h）の試験設備（2019年8月末撮影）

NEDO環境部
次世代火力・CCUSグループ
プロジェクトマネージャー

荒川 純 主査（左）
株式会社INPEX 
再生可能エネルギー・新分野事業本部
プロジェクトジェネラルマネージャー

若山 樹 氏（右）

CO₂を都市ガスに再利用するメタネーション技術の
早期の社会実装を目指し、システムの大型化に向け開発を実施します。
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既存の都市ガスインフラを利用できることがメタネーションのメリット。

CO₂‐メタネーションシステムの社会実装イメージ

カーボンリサイクル・窒素循環・アンモニア発電・プラスチックリサイクル 資源循環社会への道

CO₂‐メタネーション
システム
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既存インフラを利用できることが
メタネーションの強み

大幅なコストダウンを目指し
大規模な実証事業を開始

CO₂と水素からメタンを合成するメタネーションは、
CO₂を「炭素資源」として再利用するカーボンリサイクル
の技術の一つです。

NEDOは、これまで2016~2017年に「CO₂有効利用可
能性調査事業」でメタネーションの技術・事業性等の調査・
実験・検討を行い、2017 ～ 2021年には、「CO₂有効利用技
術開発事業」として、その実証を検討してきました。

事業を担当した株式会社INPEXの再生可能エネルギー・
新分野事業本部プロジェクトジェネラルマネージャー 若山
樹氏は、これまでの成果について「2021年までのプロジェク
トでは、当社の越路原プラントにおいて天然ガスの随伴CO₂
と、水の電気分解によって作った水素を合成してメタンを生
成しました。当初の目標である、合成メタン製造能力8 
Nm³/h、合成メタン濃度96%以上、熱回収率85%以上等の
目標値をすべて達成して、事業を終了しました」と話します。

2021年度からはその結果を基に、INPEX長岡鉱場内か
ら回収したCO₂を用いて合成メタンを製造する技術開発を、

2025年度をめどに実施する予定です。
若山氏は「メタネーションはCO₂が1に対してメタンが1

生産できるため、導入量に応じてCO₂を減らすことができ、
CO₂削減に大きく貢献する技術です」と説明し、また、
NEDO環境部 次世代火力・CCUSグループの荒川 純主査は

「この技術によって生成したガスは、成分が天然ガスとほぼ
同じです。つまり既存の都市ガスの導管や機器といったイン
フラが、現状のまま使えることが大きな強みです」と普及に
向けたメリットについて話します。

政府は、2050年までに温室効果ガスの排出を全体として
ゼロにするとしており、火力発電から発生するCO₂や天然ガ
スの随伴CO₂を、再生可能エネルギーの電力でメタンに変換
して利用するメタネーションは、重要な役割を担っています。

NEDOは今後、合成メタン製造コストの低減、設備の大規
模化といった実用化に向けた技術開発に焦点を当て、引き続
きINPEXと都市ガスのカーボンニュートラル化に向けた
CO₂‐メタネーションシステムの事業に取り組んでいきます。

メタネーションの商用化に向けたロードマップでは、
2030年すぎに6万Nm³/hの生産量を目指していますが、
これは現在の8 Nm³/hの7500倍にあたります。そこで、
2021年からのプロジェクトでは、次のステップとして約
400 Nm³/hの合成メタン製造能力を目標にしました。これ
は現時点で世界最大級の規模です。

若山氏はNEDO事業の意義について「カーボンリサイク
ルは一企業としても喫緊の課題ですが、助成をいただきなが
ら持続可能な社会の構築に参加できるという意味でやりが
いを感じています」と話すとともに、今後の課題がコスト
の低減にあることを指摘します。
「CO₂からメタンを製造するためには炭素分子1つに水素

分子が4つ必要です。そのため、例えば1kW/hあたり5円
の再生可能エネルギー電力で作った1 Nm³あたり25円の水
素を使うと、合成メタンの価格は4倍の100円に跳ね上がっ
てしまいます。ビジネスとして成立させるためには、他のプ

ロジェクトともうまく連携して、低コストの再エネ電力と水
素を確保することが不可欠だと考えています」

若山氏は、今回のプロジェクトで、商用化した際のコスト
が試算できるレベルまでFeasibility Study（実施可能性調
査）等の精度を高めることも目標の一つと語り、荒川主査は

「今回のプロジェクトでは、合成メタンの品質を確認しなが
ら、都市ガスに混合し、需要家へ供給することも検討してい
ます」と、早期の社会実装に向けた抱負を述べました。CO2の回収・利用の有力な手段、

メタネーション技術 の実証に臨む

INPEX長岡鉱場越路原プラント全景

メタネーションの試験実施場所

メタネーション（８Nm³-CO₂/h）の試験設備（2019年8月末撮影）

NEDO環境部
次世代火力・CCUSグループ
プロジェクトマネージャー

荒川 純 主査（左）
株式会社INPEX 
再生可能エネルギー・新分野事業本部
プロジェクトジェネラルマネージャー

若山 樹 氏（右）

CO₂を都市ガスに再利用するメタネーション技術の
早期の社会実装を目指し、システムの大型化に向け開発を実施します。
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既存の都市ガスインフラを利用できることがメタネーションのメリット。

CO₂‐メタネーションシステムの社会実装イメージ

カーボンリサイクル・窒素循環・アンモニア発電・プラスチックリサイクル 資源循環社会への道

CO₂‐メタネーション
システム
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製造時のCO₂排出量削減と
CO₂の吸収を両立

現場打設への適用拡大に向け
コストダウンと屋外での養生技術が鍵

一般のコンクリートは、砂や砂利に水と反応して固まるセ
メントを混ぜて作られますが、主原料であるセメントは製造
時に大量のCO₂を排出するという問題があります。鹿島建
設株式会社 技術研究所では、2008年からCO₂を吸収し固め
るコンクリート「CO₂-SUICOM」の開発をスタート。セメン
トの一部を、CO₂と反応して硬化する性質を持つ特殊な混和
材（γC₂S：ダイカルシウムシリケートγ相）に置き換える
ことで、セメント製造時に排出されるCO₂の大幅削減を可能
にしました。さらに、この混和材を用いたコンクリートを、
高濃度のCO₂環境下で養生（炭酸化養生）することで、大量
のCO₂を吸収・固定させる技術を実現しました。
「CO₂-SUICOMの開発は2018年にいったん区切りがつ

いていましたが、昨今、カーボンリサイクルに対する機運の
高まりとともに、問い合わせが急増しました」と話すのは、
CO₂-SUICOMの開発に取り組んできた同社の取違 剛氏です。

CO₂-SUICOMは実用化されていたものの、CO₂の吸収に
時間がかかるため、コストが高くなるのが課題です。加えて、

炭酸化することで鉄筋を腐食させる可能性があること、屋内
でCO₂を吸収させる必要があることなどの理由から、駐車場
や道路のブロック、建築物の埋設型枠等、鉄筋を使用しない
プレキャスト製品に限られていました。そこで、より汎用性

の高いコンクリートを実現するため、NEDOの「CO₂有効利
用拠点における技術開発」事業に応募し、採択されました。

コンクリートによる大量のカーボンリサイクルを実現する
ためには、ビル等の大きな製品や、ダムや橋といった大型建
造物等、大量・広範囲に適用できるコンクリートの開発が不可
欠です。本プロジェクトでは、CO₂有効利用コンクリートを
使った鉄筋プレキャストコンクリート製品の開発や、現場打
設コンクリートへ適用するための技術の研究開発を実施。
2022年度に広島県大崎上島のカーボンリサイクル実証研究
拠点において屋外大型試験を行いながら、よりコストの低い
混和材や、鉄筋の代替品、腐食を防ぐ保護膜等の技術開発を
進めていきます。

取違氏は「現状の課題はCO₂をコンクリートにいかに速く
吸収させるかです。吸収の速度が上がれば、コストダウンに
つながります。また、実際に施工に関わる設備や、ガスの供
給を担う企業等、コンクリート以外のさまざまな企業・業者
とのつながりも不可欠です」と話します。

本事業のプロジェクトマネージャーを務めるNEDOの
戸島 正剛主査は、「CO₂を直接吸収でき、吸収量も多いこの
技術は、カーボンリサイクルの中でも有望な分野です。早期

の社会実装に向け、NEDOとしてさらにバックアップしてい
きたい」と期待を寄せます。取違氏は、「環境面はもちろん、
経済との両立という点においても時代的に追い風が吹いてい
ると感じています。どこにでも使われていて市場規模の大き
いコンクリートにCO₂を吸収させるのが当たり前、という世
の中にしていきたい。そのためには、コストを下げることも
必要ですが、機能だけでなく環境に良いという付加価値のあ
る製品だということをアピールしていくことも大切ではない
かと考えています」と思いを語りました。

NEDO環境部
次世代火力・CCUSグループ 主査
プロジェクトマネージャー

戸島 正剛
TOSHIMA Masatake

CO2を吸収・固定する

新たなコンクリート の適用拡大に挑戦

セメント削減とCO₂の吸収・固定により世界で初めてCO₂排出量ゼロ以下を実現。

材料、CO₂濃度、湿度、温度等を変えながらCO₂の吸収スピードを評
価する炭酸化養生槽。

駐車場の舗装ブロック、道路の境界ブロック、消波ブロック等、さまざまな用途に作られたCO₂-SUICOMの
サンプル。

鹿島建設株式会社 技術研究所 
土木材料グループ 上席研究員

取違 剛 氏（左）

CO₂を吸収して固まる画期的なコンクリート。
鉄筋造建物や大規模建造物等へのさらなる利用拡大を目指しています。
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CO₂-SUICOMのしくみ

の適用拡大に挑戦

カーボンリサイクル・窒素循環・アンモニア発電・プラスチックリサイクル 資源循環社会への道
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製造時のCO₂排出量削減と
CO₂の吸収を両立

現場打設への適用拡大に向け
コストダウンと屋外での養生技術が鍵

一般のコンクリートは、砂や砂利に水と反応して固まるセ
メントを混ぜて作られますが、主原料であるセメントは製造
時に大量のCO₂を排出するという問題があります。鹿島建
設株式会社 技術研究所では、2008年からCO₂を吸収し固め
るコンクリート「CO₂-SUICOM」の開発をスタート。セメン
トの一部を、CO₂と反応して硬化する性質を持つ特殊な混和
材（γC₂S：ダイカルシウムシリケートγ相）に置き換える
ことで、セメント製造時に排出されるCO₂の大幅削減を可能
にしました。さらに、この混和材を用いたコンクリートを、
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無害化のために投じていた
エネルギーとコストを見直す

水や炭素と同様に、
窒素も循環できる未来へ

農作物の肥料として使われている窒素化合物の多くは土壌
や河川、海などの環境中に残り、自動車や火力発電所の排ガ
スに含まれる窒素酸化物（NOx）は大気に放出され、汚染物
質へと変化します。例えば、水質を悪化させる硝酸イオン

（NO₃-）、大気汚染の原因となるNOx、CO₂以上に地球温暖
化に影響する一酸化二窒素（N₂O）等が、環境中へ排出され
ることによる、湖沼や海域の富栄養化、酸性雨や気候変動等
への影響が懸念されています。

プラネタリーバウンダリー※の研究においても、人間活動
に由来する反応性窒素の量は、現在すでに自然が処理できる
限界を超えていると報告されており、今後は自然が吸収・無
害化できる量を上回らないことが重要です。そのため
NEDOは、回収が難しかった排ガスや廃水中に含まれる低濃
度の反応性窒素を回収し、資源として活用する技術の先導研
究に取り組んできました。

NEDO環境部 佐野 亨主任研究員は「現状は、排ガスや廃
水の反応性窒素を、エネルギーをかけて回収し、無害化して

放出しています。脱硝のためのアンモニア（NH₃）製造には
大量のエネルギーを必要とし、無害化のためにエネルギーを
投じてきたことになります。これをゲームチェンジし、極力
エネルギーをかけずに無害化し、資源にすることを目指して
います」と説明します。

2021年7月まで取り組んできた窒素循環に関連するテー
マは2つあり、一つが産業廃水からの反応性窒素の高濃縮・
資源化技術、もう一つが燃焼器から排出されるNOxからの
アンモニア創出プロセス開発です。

産業廃水の反応性窒素については、廃水中窒素化合物のほ
ぼすべてを省エネルギーでアンモニア態窒素に変換、N₂Oの
発生を抑え、資源化するための研究開発に取り組み、効率よ
く処理する微生物の候補を絞り込みました。また、汚泥資源
化のための破砕・混合技術を検討し、汚泥を56％減容化する
ことに成功しています。

排ガス中の NOxについては、触媒を使って、省エネル
ギーで有用資源の NH₃に変換する研究を行ってきました。

1段階で直接NH₃に変換するNTA（NOx-to-Ammonia）法
と、2段階でNH₃にする方法の2つがあり、いずれも良い結
果を得ています。

これまでの先導研究について、佐野主任研究員は「NEDOが
関わることで、さまざまな研究者が連携し、それぞれの得意分
野を生かすことができました。情報交流を図り、有識者にも
意見をいただいて、着実に成果を上げることができています。
一方、コロナ禍で、研究室に入ることもできない時期があり、
オンラインの活用や実施場所の確保等の工夫が必要でしたが、
目標をクリアでき、苦労したかいがありました」とNEDO事業
のメリットと、マネジメントの苦労を振り返ります。

以降、この成果はムーンショット型研究開発に引き継が
れ、ベンチスケールでの実証を行う計画です。

今後の課題については、「微生物で有力な候補が9種ほど
見つかったので、より良い制御の条件を探ることが必要で
す。また、排ガスを変換する触媒も、常圧・低温で実現できる
目標としていた性能は達成し、1段階方式、2段階方式のどち
らが優位か、これから検討する必要があります」と話します。

NEDOは、水や炭素と同じように窒素も循環できる未来を
目指しています。そのために必要な要素技術について、引き
続き先導研究に取り組み、全体として良い循環を生むシステ
ムに育てたいと考えています。
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素
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反応性窒素 の無害化から資源化へ

ゲームチェンジを目指す

※プラネタリーバウンダリー：
　人間社会の発展と繁栄を継続するために、地球環境の9つの領域において定められた限界値。これを超えると人間が依存する自然資源に対して回復不可能な変化が引き起こされる。

排ガス、廃水に含まれる、有害な窒素化合物を
エネルギーをかけず、資源として活用する研究が進んでいます。

の無害化から資源化へ
NEDO環境部 主任研究員

佐野 亨
SANO Toru

窒素資源循環コンセプト：実現したい将来像

国内における反応性窒素の主な発生/排出源（単位: 千トン-N/年）

省エネルギーで窒素資源を循環利用
窒素系有害物（NOx他）の「無害化」から「資源化」へ
温室効果ガス低減にも貢献する窒素資源の循環利用を目指す
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NO₃-

NOxN₂

排水処理 農耕・畜産

燃料
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N₂O NH₃
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（火力発電所､ボイラー）
（内燃機関）

NO₃- NH₃

肥料

窒素資源循環

出典：NOx、NH₃、NO₃-排出量はNEDO2019年委託調査「反応性窒素排出に関する現状および窒素資源循環による市場創出に関する将来展望調査研究報告書」データから、
　　 N₂O排出量は「2017年度温室効果ガス排出量」（環境省ホームページ）のデータを窒素量に換算して算出。
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100万kWの石炭火力発電設備で
アンモニア20%混焼を目指す サプライチェーンの構築と

コスト低減が今後の課題
水素を低コストで効率よく輸送・貯蔵できるアンモニア

は、エネルギーキャリアとしての役割に加え、燃焼時にCO₂を
排出しない火力発電の燃料としても期待されています。

NEDOは、2021年7月から、大型の商用石炭火力発電所
において石炭とアンモニアの混焼による発電を行い、アンモ
ニア混焼技術を確立するための実証事業を開始しました。

NEDOの園山 希主査はこのプロジェクトの意義について
次のように説明します。
「燃焼の際にCO₂を排出しないアンモニアは、脱炭素社会の

実現に欠かせない重要な物質の一つです。今回のプロジェク
トでは、石炭火力発電所の燃料にアンモニアを利用する技術
の確立を目指し、要素技術の開発と実証研究に取り組みます」

アンモニアは、世界では肥料原料、日本では化学工業の基
礎原料として広く活用されており、製造・輸送・貯蔵技術や安
全対策も実用レベルにあります。火力発電のボイラでアンモ
ニアを混焼する場合にも、バーナなどの変更で対応できるた
め、初期投資を最小限に抑えながらCO₂削減を実現できます。

プロジェクトを受け持つ株式会社JERAの技術部 脱炭素
エンジニアリングユニット長の一柳真規氏は、「具体的には
当社の発電出力100万kWの石炭火力発電設備で、2024年
度にアンモニアを20%混焼することが目標です。また、アン
モニアの20％混焼を確実に行うため、現在は碧南火力発電
所の5号機で、材質の異なるバーナを用いたアンモニアの小
規模混焼試験を行い、実証用バーナの条件を検討していま
す」と計画の進捗について話します。

今回のような、大型の商用石炭火力発電所で大量のアンモ
ニアを混焼する実証事業は世界初の試みです。

一柳氏はNEDO事業のメリットとして、「実際の商用機を
使った実証研究は、一事業者だけではなかなかハードルの高
いチャレンジですが、NEDO事業に参画することでパート
ナーと共に取り組むことができます。合意形成がしやすく、
社会実装への歩みも加速するでしょう」と期待を込めます。

仮に国内の大手電力会社が保有するすべての石炭火力発電
所でアンモニアを20%混焼すれば、年間約4000万トンの
CO₂を削減することができます。

火力発電のCO₂排出量は、日本国内のCO₂総排出量の約
4割を占めているため、脱炭素社会を実現する取り組みの一
つが、アンモニアの混焼、そしてその先の専焼です。

一柳氏は「まず20%から始めて、火力発電所への影響や
排ガス等の環境負荷特性を評価し、アンモニアの混焼率を段
階的に向上させることを目指しています。また、将来的には
アンモニアだけを燃料にする専焼も視野に入れて研究を進め
ます」と抱負を語ります。

課題はアンモニアの燃焼時に発生するNOxを、いかに抑
制するかですが、先導研究で制御可能であることが示されて
います。

むしろ、アンモニアを燃料として活用する際の大きな課題
は、アンモニアの安定的な供給にあります。

園山主査は「最大の課題は供給面」にあるとし、一柳氏も
「20%混焼でも、1年で約50万トン必要になります。しか
し、現在国内で消費されているアンモニアは100万トンで
すから、実証試験レベルでも年間換算すると今の消費量の半
分を使うことになります。今後ビジネスとして成立させるた
めには、燃料用のアンモニアの調達が重要です」と話します。

一柳氏は、20%実証試験をやり切って、データを収集、評
価し、次につなげることが目標とし、「火力発電を主とする当
社にとってCO₂の削減は大きな課題です。これまでは発電
所の熱効率を向上させることで化石燃料の使用量を減らして
きましたが、アンモニアの専焼という新たな目標に向かって
力を注ぎたいと思います」と意気込みを熱く語りました。

NEDO環境部
次世代火力・CCUSグループ 主査
プロジェクトマネージャー

園山 希
SONOYAMA Nozomu

実証実験を行う碧南火力発電所（愛知県碧南市）

発電用ボイラ

先導研究においてマルチバーナで
アンモニアを20％混焼しても石炭
だけを燃焼したときと同様の特性を
確認。

CO2フリー燃料として注目が集まる

アンモニア を火力発電に活用

ア
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ア
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アンモニアを燃料として利用することで、
石炭火力発電所が排出するCO₂の大幅な削減を目指します。

株式会社JERA 技術部 
脱炭素エンジニアリングユニット長

一柳 真規 氏（右）

煙突へ

燃焼ガス

バーナ
（全48本を改造）

蒸気タービンへ

蒸気配管

アンモニア混焼バーナ概略図
（既存バーナを一部改造することで対応）

アンモニア

微粉炭 + 1次空気

ボイラおよび改造バーナの概略

カーボンリサイクル・窒素循環・アンモニア発電・プラスチックリサイクル 資源循環社会への道
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仮に国内の大手電力会社が保有するすべての石炭火力発電
所でアンモニアを20%混焼すれば、年間約4000万トンの
CO₂を削減することができます。

火力発電のCO₂排出量は、日本国内のCO₂総排出量の約
4割を占めているため、脱炭素社会を実現する取り組みの一
つが、アンモニアの混焼、そしてその先の専焼です。
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排ガス等の環境負荷特性を評価し、アンモニアの混焼率を段
階的に向上させることを目指しています。また、将来的には
アンモニアだけを燃料にする専焼も視野に入れて研究を進め
ます」と抱負を語ります。

課題はアンモニアの燃焼時に発生するNOxを、いかに抑
制するかですが、先導研究で制御可能であることが示されて
います。

むしろ、アンモニアを燃料として活用する際の大きな課題
は、アンモニアの安定的な供給にあります。

園山主査は「最大の課題は供給面」にあるとし、一柳氏も
「20%混焼でも、1年で約50万トン必要になります。しか
し、現在国内で消費されているアンモニアは100万トンで
すから、実証試験レベルでも年間換算すると今の消費量の半
分を使うことになります。今後ビジネスとして成立させるた
めには、燃料用のアンモニアの調達が重要です」と話します。

一柳氏は、20%実証試験をやり切って、データを収集、評
価し、次につなげることが目標とし、「火力発電を主とする当
社にとってCO₂の削減は大きな課題です。これまでは発電
所の熱効率を向上させることで化石燃料の使用量を減らして
きましたが、アンモニアの専焼という新たな目標に向かって
力を注ぎたいと思います」と意気込みを熱く語りました。
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4つの資源循環システムを確立し
単純焼却・埋立・輸出ゼロへ

素材に適応したリサイクル技術と
効率的な振り分けが不可欠

NEDOは、資源循環型の社会を目指し、都市鉱山※由来の
廃金属、廃プラスチック、廃アルミニウムの高効率な資源循
環システムを構築する３R事業を推進しています。
その中で、近年、日本を含む先進諸国の廃プラスチックを
輸入していた中国の輸入規制強化に端を発し、タイやベトナ
ム等のアジア諸国でも、廃プラスチックを適切に処理できな
いとして輸入規制を強化しています。また、海洋プラスチッ
クごみが世界中で大きな問題になっており、G7やG20でも
重要な課題として取り上げられています。
国内でも、2019年に「海洋プラスチックごみ対策アク
ションプラン」や「プラスチック資源循環戦略」が策定され、
2035年までにリユース・リサイクルなどにより、すべての
使用済みプラスチックを有効利用することが目標として盛り
込まれました。こうした背景から、これまで輸出していた廃
プラスチックを含むプラスチック資源の適正な処理や有効活
用のための技術開発が急務となっています。
NEDOは、2020年度より「革新的プラスチック資源循

環プロセス技術開発事業」に着手。AIなどを用いて廃プラ
スチックを最適な処理方法ごとに分別・選別する｢SR：
ソーティングリサイクル｣、プラスチック材料として再生
する｢MR：マテリアルリサイクル｣、分解して石油化学原料
に転換する｢CR：ケミカルリサイクル｣、焼却しエネルギーと
して回収・利用する｢ER：エネルギーリカバリー｣の4つの項
目における技術開発を連携して進めています。従来の取り組
みと、これらの技術により、2030年までにMRとCRで廃プ
ラスチックの60％利用と輸出ゼロ、2035年までに単純焼
却・埋立ゼロを目指しています。

日本では、資源有効利用促進法や容器包装リサイクル法と
いった法整備により、廃プラスチックを選別して資源化する
ためのしくみはある程度整っていますが、MRやCRとして
利用する上で課題は少なくありません。MRは製品に戻しや
すく、コストメリットが大きい半面、再加工の段階で強度が
落ちるという問題があります。CRはMRの受け皿として期
待されていますが、塩素成分や紙等が混ざっていると分解・

回収が難しくなります。
そして、廃プラスチックを選別する上で、どちらの技術に

も利用できる境界線上の素材の振り分けも大きな課題です。
同事業のプロジェクトマネージャー（以下、PM）を務める
NEDO環境部の今西大介主任研究員は、「素材をどう効率的
に振り分けるかを話し合いながら、それぞれの技術で扱える
素材の間口を広げることが重要です。また、最終的な受け皿
であるERでは冷熱利用を目的とした技術開発が進められて
いますが、将来的にはMRとCRを最大活用しながらERを減
らしていくことが理想です」と話します。

現在の実験段階から、2030年の社会実装と2050年カー
ボンニュートラル達成を実現するためには、アグレッシブな
目標設定が必要と今西PMは強調します。「地球環境を担っ
ているのは私たち個人個人でもあります。技術だけに依存す
るのではなく、一人ひとりがプラスチックは資源であるとい
う意識を持てば、社会にかかる負荷も少なくなると思いま
す。そのために、事業者の方には成果を積極的にアピール
してほしいとお話ししています。こうした技術や成果をた
くさんの人に見ていただく機会をNEDOとして提供してい
きたいですね」。

NEDO環境部 主任研究員 
プロジェクトマネージャー

今西 大介
IMANISHI Daisuke

集められた一般廃棄物系プラスチックの例。廃棄物は選別され、
最適な処理方法で再利用。

※都市鉱山：廃製品中の有用金属資源を鉱山に見立てた言葉。

近年、世界的に大きな問題となっているプラスチックごみを
資源として再利用するためのNEDOの取り組みをご紹介します。
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廃プラスチック の資源価値を高め

循環型社会を目指す

革新的プラスチック資源循環プロセス技術開発構成図

高純度

低純度

逆有償
（実質）

有償
（実質）

石油削減・CO₂削減・処分場延命

プラ：品位80％

脱PVC：品位95％

PP、PE：品位98％

高値

単純焼却・埋立ゼロ

市場

工程廃材
単体廃プラスチック

廃容器包装
廃プラスチック

廃家電等
雑廃プラスチック

従来選別
残渣廃プラスチック

従来選別

情報連携
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❶
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システム開発

新SR

廃プラスチックの発生 廃棄物処理 資源有効利用

エネルギー利用

❹高効率エネルギー回収・利用システム開発
エネルギーリカバリー新ER

❸石油化学原料化プロセス開発
ケミカルリサイクル新CR

❷材料再生プロセス開発
マテリアルリサイクル新MR
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シナリオ

❶
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システム開発
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樹脂原料

電力冷熱

中間製品化学品原料

エネルギー原料
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単純焼却・埋立・輸出ゼロへ

素材に適応したリサイクル技術と
効率的な振り分けが不可欠

NEDOは、資源循環型の社会を目指し、都市鉱山※由来の
廃金属、廃プラスチック、廃アルミニウムの高効率な資源循
環システムを構築する３R事業を推進しています。
その中で、近年、日本を含む先進諸国の廃プラスチックを

輸入していた中国の輸入規制強化に端を発し、タイやベトナ
ム等のアジア諸国でも、廃プラスチックを適切に処理できな
いとして輸入規制を強化しています。また、海洋プラスチッ
クごみが世界中で大きな問題になっており、G7やG20でも
重要な課題として取り上げられています。
国内でも、2019年に「海洋プラスチックごみ対策アク

ションプラン」や「プラスチック資源循環戦略」が策定され、
2035年までにリユース・リサイクルなどにより、すべての
使用済みプラスチックを有効利用することが目標として盛り
込まれました。こうした背景から、これまで輸出していた廃
プラスチックを含むプラスチック資源の適正な処理や有効活
用のための技術開発が急務となっています。
NEDOは、2020年度より「革新的プラスチック資源循

環プロセス技術開発事業」に着手。AIなどを用いて廃プラ
スチックを最適な処理方法ごとに分別・選別する｢SR：
ソーティングリサイクル｣、プラスチック材料として再生
する｢MR：マテリアルリサイクル｣、分解して石油化学原料
に転換する｢CR：ケミカルリサイクル｣、焼却しエネルギーと
して回収・利用する｢ER：エネルギーリカバリー｣の4つの項
目における技術開発を連携して進めています。従来の取り組
みと、これらの技術により、2030年までにMRとCRで廃プ
ラスチックの60％利用と輸出ゼロ、2035年までに単純焼
却・埋立ゼロを目指しています。

日本では、資源有効利用促進法や容器包装リサイクル法と
いった法整備により、廃プラスチックを選別して資源化する
ためのしくみはある程度整っていますが、MRやCRとして
利用する上で課題は少なくありません。MRは製品に戻しや
すく、コストメリットが大きい半面、再加工の段階で強度が
落ちるという問題があります。CRはMRの受け皿として期
待されていますが、塩素成分や紙等が混ざっていると分解・

回収が難しくなります。
そして、廃プラスチックを選別する上で、どちらの技術に
も利用できる境界線上の素材の振り分けも大きな課題です。
同事業のプロジェクトマネージャー（以下、PM）を務める
NEDO環境部の今西大介主任研究員は、「素材をどう効率的
に振り分けるかを話し合いながら、それぞれの技術で扱える
素材の間口を広げることが重要です。また、最終的な受け皿
であるERでは冷熱利用を目的とした技術開発が進められて
いますが、将来的にはMRとCRを最大活用しながらERを減
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現在の実験段階から、2030年の社会実装と2050年カー
ボンニュートラル達成を実現するためには、アグレッシブな
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IMANISHI Daisuke

集められた一般廃棄物系プラスチックの例。廃棄物は選別され、
最適な処理方法で再利用。

※都市鉱山：廃製品中の有用金属資源を鉱山に見立てた言葉。

近年、世界的に大きな問題となっているプラスチックごみを
資源として再利用するためのNEDOの取り組みをご紹介します。
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革新的プラスチック資源循環プロセス技術開発構成図
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カーボンリサイクル・窒素循環・アンモニア発電・プラスチックリサイクル 資源循環社会への道
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廃プラスチックを化学原料に戻し
資源循環を目指す

サプライチェーンの構築と
コスト低減が今後の課題

プラスチックごみは、そのままプラスチック材料として再
利用するMR（マテリアルリサイクル）で処理するのが効率
的ですが、MRが困難な廃プラスチックを石油化学原料に戻
すCR（ケミカルリサイクル）への期待が高まっています。
CRの分野では、これまでもガス化や油化などの技術が開発
されてきましたが、経済性の観点から実用化が進んでいない
のが現状です。

NEDOは「革新的プラスチック資源循環プロセス技術開発
事業」の中で、廃プラスチックを分解し、既存の石油精製プ
ラントや石油化学設備等も活用して、オレフィン※1 や
BTX※2等の石油化学原料に転換する「石油化学原料化プロ
セス技術」の研究開発を進めています。具体的には、廃プラ
スチックの分解反応を促進し、石油化学原料への転換（収
率）を向上させる触媒技術や、既存の石油精製プラントの原
料として利用するための技術等を開発するとともに、実プ
ラントへ導入するために必要な検討を行って、社会実装を目
指したプロセス技術の開発に取り組んでいます。

同事業のプロジェクトリーダーで、CRのテーマリーダーを
務める早稲田大学先進理工学研究科の松方正彦教授は、CRを
取りまく社会状況について「海洋ごみの問題が世界的に大き
く取り上げられるようになり、3年半ほど前から廃プラス
チックを化学品としてリサイクルする動きが一気に高まりま
した。最近では化学原料を作っている石油関連業者にも一定
の責任が求められ、環境への取り組みで企業価値が測られる

という風潮になっています。気候変動やカーボンニュートラ
ル宣言も追い風となり、世の中の風向きが急激に変わってい
ます」と話します。

廃プラスチックと一口にいっても、容器や包装等にはさま
ざまな素材が混ざっていたり、紙や汚れといった付着物が
あったりします。そこで、こうした多種多様なプラスチック
を最大限活用するために、純粋な基礎化学品原料として回
収できない低分解のプラスチック混合物を既存の石油精製
プラントに戻し、処理することで、新たな石油化学原料を作
り出します。
「基礎化学品を作る石油化学工場は太平洋ベルトに集中し

ており、プラスチックごみを輸送するにはそのための燃料も
かかり、効率的とは言えません。その点、石油精製プラント
は全国各地にあるので、新たなインフラを作らずに、地域で
出たプラスチックごみを地域ごとに回収・処理できるのがメ
リットです」と松方教授は強調します。

さらに、パッケージやラベル等を同一素材で作る包装容器
の開発も同時に進めており、これらの技術を連携すること
で、全廃プラスチックの約30％のCR活用と、収率70％で
の石油化学原料化を目標としています。

「分解した廃プラスチックを分析・評価するために必要な
データは世界のどこにもないので、手探りで進めていかなけ
ればなりません」と松方教授。JPECの秋本 淳氏も「今後は
データを積み上げ、プロセスの設計を経て、スケールアップ
実験、石油精製プラントでの実証実験に取り組んでいきた
い」と意気込みを見せます。NEDO環境部の今西主任研究員
は、「誰もやったことのない研究でハードルも高いですが、大
学とJPECでキャッチボールしていただきながら、NEDO
としては技術を積極的にアピールし、社会実装につなげてい
きたいですね」と語りました。

※1　エチレン、プロピレン、スチレン等
※2　ベンゼン、トルエン、キシレン

早稲田大学
理工学術院 大学院
先進理工学研究科 
応用化学専攻
プロジェクトリーダー

松方 正彦 教授
一般財団法人石油エネルギー
技術センター（JPEC）　
技術企画部 部長

秋本 淳 氏
NEDO環境部
プロジェクトマネージャー

今西 大介 主任研究員

分解したプラスチックから、既存の石油精製プラントで
新たな化学原料を作り出す「新CR」の技術開発を推進しています。

廃プラの新たな触媒分解プロセスの開発を進める早稲田大学の実験設備。
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既存の石油産業の強みを生かし、

廃プラスチック を石油化学原料に転換

CR適合型プラスチック包装容器開発（大日本印刷）

●複合素材プラスチック容器包装の単一素材化　●CR忌避物質の極限までの低減

大規模高効率プラスチック分解プロセス開発（JPEC・早稲田大）

材料再生プロセス開発

廃プラスチックの物性に基づく
最適ケミカルサイクル技術

●多種多様な素材が混合されたプラスチック廃棄物を高効率分解する
　一貫連続プロセス

最適なCR
▶ 総合的な開発目標
　 石化原料等への転換率を70%とする

・原料プラスチック：PE、PP、PS、忌避物質等なし
・生成物：C2、C2=、C3、C3=、C4、C4=、ナフサ、BTX、C9A

プロセス プラ種 汚れ= f（ × × ）

高機能プラスチック分解触媒開発（早稲田大・鳥取大）

●細孔の階層構造による触媒高機能化
●触媒表面と細孔内の多段反応構造による高付加価値品収率の最大化

生成物高効率回収技術開発（コスモ石油）

4技術開発の
強力な連携

（テトラ・コネクション）

●低分解生成物の石油精製プラント
　での最適回収
●高付加価値生成物収率の最大化

パック類 発泡
スチロール類 袋・フィルム類 レジ袋類

ボトル類 トレイ類 カップ類 医薬品類

AFX

RHO

CHA

GIS

AEI
MFI

CAN
*BEA LTL

FAU

H₂

H₂O
CO₂

O₂

N₂

Ar
C1～C3

Benzene TrimethyIbenzene

0.2

炭素修飾CHA 炭素修飾MFI

0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 nm

AEI LTA

選択済み
廃プラスチック

逆洗浄システム

不溶解分の
系外排出

軽質留分は
石油化学へ
直送

プラスチック
溶解分離槽

槽内撹拌機

溶媒加熱炉

生
成
物
蒸
留
分
離
塔

A器 B器
逆洗浄式

固定床反応器
C器

重質留分/溶媒
熱交換器

再沸器

重質留分は
石油精製施設へ
（FCC/RFCC）

石油系溶媒

カーボンリサイクル・窒素循環・アンモニア発電・プラスチックリサイクル 資源循環社会への道

Focus NEDO 2022 No.84 1918 Focus NEDO 2022 No.84



廃プラスチックを化学原料に戻し
資源循環を目指す

サプライチェーンの構築と
コスト低減が今後の課題

プラスチックごみは、そのままプラスチック材料として再
利用するMR（マテリアルリサイクル）で処理するのが効率
的ですが、MRが困難な廃プラスチックを石油化学原料に戻
すCR（ケミカルリサイクル）への期待が高まっています。
CRの分野では、これまでもガス化や油化などの技術が開発
されてきましたが、経済性の観点から実用化が進んでいない
のが現状です。

NEDOは「革新的プラスチック資源循環プロセス技術開発
事業」の中で、廃プラスチックを分解し、既存の石油精製プ
ラントや石油化学設備等も活用して、オレフィン※1 や
BTX※2等の石油化学原料に転換する「石油化学原料化プロ
セス技術」の研究開発を進めています。具体的には、廃プラ
スチックの分解反応を促進し、石油化学原料への転換（収
率）を向上させる触媒技術や、既存の石油精製プラントの原
料として利用するための技術等を開発するとともに、実プ
ラントへ導入するために必要な検討を行って、社会実装を目
指したプロセス技術の開発に取り組んでいます。

同事業のプロジェクトリーダーで、CRのテーマリーダーを
務める早稲田大学先進理工学研究科の松方正彦教授は、CRを
取りまく社会状況について「海洋ごみの問題が世界的に大き
く取り上げられるようになり、3年半ほど前から廃プラス
チックを化学品としてリサイクルする動きが一気に高まりま
した。最近では化学原料を作っている石油関連業者にも一定
の責任が求められ、環境への取り組みで企業価値が測られる

という風潮になっています。気候変動やカーボンニュートラ
ル宣言も追い風となり、世の中の風向きが急激に変わってい
ます」と話します。

廃プラスチックと一口にいっても、容器や包装等にはさま
ざまな素材が混ざっていたり、紙や汚れといった付着物が
あったりします。そこで、こうした多種多様なプラスチック
を最大限活用するために、純粋な基礎化学品原料として回
収できない低分解のプラスチック混合物を既存の石油精製
プラントに戻し、処理することで、新たな石油化学原料を作
り出します。
「基礎化学品を作る石油化学工場は太平洋ベルトに集中し

ており、プラスチックごみを輸送するにはそのための燃料も
かかり、効率的とは言えません。その点、石油精製プラント
は全国各地にあるので、新たなインフラを作らずに、地域で
出たプラスチックごみを地域ごとに回収・処理できるのがメ
リットです」と松方教授は強調します。

さらに、パッケージやラベル等を同一素材で作る包装容器
の開発も同時に進めており、これらの技術を連携すること
で、全廃プラスチックの約30％のCR活用と、収率70％で
の石油化学原料化を目標としています。

「分解した廃プラスチックを分析・評価するために必要な
データは世界のどこにもないので、手探りで進めていかなけ
ればなりません」と松方教授。JPECの秋本 淳氏も「今後は
データを積み上げ、プロセスの設計を経て、スケールアップ
実験、石油精製プラントでの実証実験に取り組んでいきた
い」と意気込みを見せます。NEDO環境部の今西主任研究員
は、「誰もやったことのない研究でハードルも高いですが、大
学とJPECでキャッチボールしていただきながら、NEDO
としては技術を積極的にアピールし、社会実装につなげてい
きたいですね」と語りました。

※1　エチレン、プロピレン、スチレン等
※2　ベンゼン、トルエン、キシレン

早稲田大学
理工学術院 大学院
先進理工学研究科 
応用化学専攻
プロジェクトリーダー

松方 正彦 教授
一般財団法人石油エネルギー
技術センター（JPEC）　
技術企画部 部長

秋本 淳 氏
NEDO環境部
プロジェクトマネージャー

今西 大介 主任研究員

分解したプラスチックから、既存の石油精製プラントで
新たな化学原料を作り出す「新CR」の技術開発を推進しています。

廃プラの新たな触媒分解プロセスの開発を進める早稲田大学の実験設備。

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
リ
サ
イ
ク
ル

既存の石油産業の強みを生かし、

廃プラスチック を石油化学原料に転換

CR適合型プラスチック包装容器開発（大日本印刷）

●複合素材プラスチック容器包装の単一素材化　●CR忌避物質の極限までの低減
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NEDOのイベントカレンダー

2022年3月
２０２２国際ロボット展 

【リアル会場】
2022年3月9日（水）～ 12日（土）
東京ビッグサイト

【オンライン会場】
2022年3月1日（火）～ 18日（金）

3月

注目の情報HOT TOPICS 

NEDOが取り組む技術開発を分か
りやすく紹介する動画や、ピッチイ
ベント、セミナー、デモンストレー
ション等の映像を掲載しています。
チャンネル登録、よろしくお願いし
ます！

NEDOからお知らせするニュースリ
リースや公募、イベント情報等、さ
まざまな最新情報を発信していま
す。ぜひ、フォローをよろしくお願
いします！
#NEDOでも検索してください。

NEDOの事業内容や成果、最新の
ニュース、イベント情報など幅広く
お届けしています。ぜひ、フォロー・
いいね！・シェアをお願いします！

YouTube
https://www.youtube.com/channel/
UCd4OTUB8A9PIdNs-vxF5t8g

Twitter
https://twitter.com/nedo_info

Facebook
https://www.facebook.com/
nedo.fb

SNS ご登録・フォローをお願いします！

この基金を使って実施されるいろいろなプロ
ジェクトの紹介、カーボンニュートラル実現に
向けての特集記事、関連分野の市場や技術の動
向をさまざまなグラフで表示できる「ダッシュ
ボード」等、グリーンイノベーション基金に関
する有意義な情報を発信していきます。
ご期待ください！

グリーンイノベーション基金の
専用サイトができました！

リリース

https://green-innovation.nedo.go.jp

検索NEDO グリーンイノベーション基金

Information NEDOからのお役立ち情報
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エネルギー・環境・産業技術の
今と明日を伝える【フォーカス・ネド】

新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の広報誌「Focus NEDO」は、NEDOが推進するエネルギー・環境・産業技術に関するさまざまな事業や技術開発、NEDOの活動について、ご紹介します。
●本誌の定期送付・送付中止・送付先変更や、その他のお問い合わせはこちらまで。　E-mail：kouhou@ml.nedo.go.jp　FAX：044-520-5154　「Focus NEDO」編集担当宛て

本誌の感想をお聞かせください。頂いた感想は、
今後の広報誌等制作の参考とさせていただきます。

　
ご感想募集中

https://green-innovation.nedo.go.jp/
https://green-innovation.nedo.go.jp/
mailto:kouhou@ml.nedo.go.jp
https://www.youtube.com/channel/UCd4OTUB8A9PIdNs-vxF5t8g
https://www.youtube.com/channel/UCd4OTUB8A9PIdNs-vxF5t8g
https://twitter.com/nedo_info
https://twitter.com/nedo_info
https://www.facebook.com/nedo.fb/
https://www.facebook.com/nedo.fb/
https://app23.infoc.nedo.go.jp/qa/enquetes/jhiy49t45avv
mailto:kouhou@ml.nedo.go.jp

