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プレキャストコンクリート製品業界における
「カーボンニュートラル」の実現に向けた課題と取組

表1
年

我が国におけるカーボンニュートラルに関する動向（抜粋）

月

関

連

事

項

持続可能な開発目標「SDGs」採択＜持続可能な開発サミット＞
2015年9月

国連サミットで加盟国の全会一致で「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載された、2030年までに持続
可能でよりよい世界を目指す国際目標として採択されました。

パリ協定を合意＜国連気候変動枠組条約締約国会議(COP）
＞

中部コンクリート製品協会

2015年12月

よって世界共通の長期目標を掲げています。

渡部 健

2050年カーボンニュートラルを宣言＜地球温暖化対策推進本部及び米国主催の気候サミット＞

（丸栄コンクリート工業株式会社 第２技術開発部 部長）
2020年10月

１．世界規模の課題「カーボンニュートラル」

日本の新たな2030年温室効果ガス排出削減目標の発信＜地球温暖化対策推進本部及び米国主催の気候サミット＞

近年、あらゆる業界で「カーボンニュートラル」
という言葉を聞く機会が多くなってきました。
「カーボンニュートラルと

2021年4月

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します。さらに、50％の高みに向けて、挑戦
を続けることが発表されました。

は何？」
と思われる方も多いと思います。
メタン、一酸化二窒素、
フロンなどの温室効果ガスの「排出量」か
「カーボンニュートラル」とは、二酸化炭素（CO2）、

地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案の閣議決定
＜地球温暖化対策の推進に関する制度検討会＞

ら、森林等による「吸収量」

2021年5月

を差し引いて、実質的に合

・パリ協定・2050年カーボンニュートラル宣言等を踏まえた基本理念の新設
・地域の再エネを活用した脱炭素化を促進する事業を推進するための計画・認定制度の創設

計をゼロにすることを意味

・脱炭素経営の促進に向けた企業の排出量情報のデジタル化・オープンデータ化の推進等

しています。

地域脱炭素ロードマップを決定＜国・地方脱炭素実現会議（第３回）
＞

世界では、120以上の国

2021年6月

と地域、
グローバル企業な

「地方からはじまる、次の時代への移行戦略」
地域のすべての方が主役で、今から脱炭素へ「移行」
していくための対策・施策を取りまとめています。

どが、2050年までにカー

「地球温暖化対策計画」及び「パリ協定に基づく成長戦略」の閣議決定

ボンニュートラルの実現に

2050 年カーボンニュートラル実現に向けた中長期の戦略的取組が示されています。

向けた世界共通の長期目
ています。

菅内閣総理大臣の所信表明において、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、
カーボンニュート
ラルを目指すことを宣言しました。

１）
「カーボンニュートラル」とは

標に向かって取組が加速し

1997年に定められた「京都議定書」の後継となる協定で、2020年以降の気候変動問題に関する国際的な枠組みに

2021年10月

図1

「第6次エネルギー基本計画」の閣議決定
２０５０年を見据えた２０３０年の削減目標に向けたエネルギー政策の基本的な方向性を示すためにエネルギー政策基

2050年に向けたカーボンニュートラル実現イメージ

本法に基づき政府が策定しました。

出典：環境省ホームページより

世界共通の長期目標

世界的な平均気温上昇を産業革命以前に比べて２℃より十分低く保つとともに、1.5℃に抑える努力を追求する
こと
（２℃目標）

３）サプライチェーン全体での取組が重要
社会全体が「2050年までに二酸化炭素排出実質ゼロ」に向けて進行している中で、個々の企業での取組はもちろん
のこと、
サプライチェーン全体で取り組みを進めることが重要です。

今世紀後半に温室効果ガスの人為的な発生源による排出量と吸収源による除去量との間の均衡を達成すること

原材料調達・製造・物流・販売・廃棄など、事業活動に関係する一連の流れ全体から発生する温室効果ガス排出量のこと
をサプライチェーン排出量といい、環境省では、Scope1～Scope3（カテゴリ1～15）
に分類されています。
サプライチェーン排出量を算定することによって、サプライチェーン上の他事業者と環境活動に対する連携が強化で

２）我が国の動向
我が国では、2020年10月に政府が「2050年を目処に温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする」
という脱炭素
社会への所信表明を行ってから1.5年が経過しました。
2021年4月には、2030年度において、温室効果ガス46%削減（2013年度比）
を目指すこと、
さらに50%の高み
に向けて挑戦を続けることを表明しました。

き、環境負荷低減施策の選択肢が増えるため、CO2削減に対する意識が高まります。
セメント・コンクリート業界で
は、Scope1（セメント製造の焼
成工程や製品製造時の蒸気養生
で使用されるA重油）、Scope2

現在では、それらの目標を達成するために、関連する法律の整備が進められ、東京都、京都市を始めとする696の自

（電気）、Scope3（セメント・骨材

治体（2022年4月）
も「2050年までに二酸化炭素排出実質ゼロ」を掲げ、
カーボンニュートラルの実現に向けて進み

などの原材料）
などからのCO2排

始めています。

出量が、
サプライチェーン排出量

図2 サプライチェーン排出量Scope分類の流れ

として分類されます。
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第1問

愛知県豊田市にある新東名高速道路、
豊田東 JCT－ 豊田東 IC 間の橋梁、
豊田アローズブリッジは何という川にかかってい
るでしょうか

①木曽川

②庄内川

出典：環境省ホームページより

③矢作川

④豊川

※解答は愛地建コンのHP
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特 集
４）
「カーボン・オフセット」の考え方

表2

「カーボン・オフセット」
とは、CO2排出分を植林や森林保護などによるCO2吸収量で相殺する考え方のことで、国内で
は、経済産業省、環境省、農林水産省が、温室効果ガスの排出削減量や吸収量をクレジットとして国が認証する「J-クレ
ジット制度」を導入しています。
この制度は、温室効果ガスの排出削減または吸収量の増加に繋がる事業を行う企業や森林所有者、地方自治体等（創
出者）
が、
カーボンニュートラルの目標達成やＣＳＲ活動

を推進する企業（購入者）
に対して、J-クレジットを売却・資金

※1

循環することで、投資費用の回収やさらなる省エネ投資、経団連カーボンニュートラル行動計画の目標達成やカーボン・

関

連

事

項

①総排出量

（単位：百万トンCO2換算）

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1,409

1,360

1,322

1,305

1,292

1,248

1,212

1,150

-54.3

-53.6

-52.0

-50.1

-51.4

-51.1

-46.6

-44.5

1,355

1,307

1,270

1,255

1,240

1,197

1,166

1,106

②森林等の吸収源対策に
よる吸収量
①＋②

我が国の温室効果ガス排出・吸収量（2020年度確報値）

オフセットなど、様々な用途に活用できます。このような制度に参加することで、省エネの取組みが具体的な数値として

※国立環境研究所のデータをもとに作成

見える化でき、
カーボンニュートラルへの取組み意欲の向上や意識改革にもつながると期待されています。
※1・
・
・CSR活動とは、環境活動やボランティア、寄付活動など企業としての責任を持って社会貢献へ取り組む活動のこと。

３．セメント・コンクリート分野での課題と取組

２．カーボンニュートラルの必要性

３－１ セメント分野

１）なぜ、
カーボンニュートラルの取組が必要なのか？

１）課題

近年、過去最高の降雨量、最大級の大型台風・線状降

セメントは、製造する過程で多くのCO 2を排出しています。

水帯による集中豪雨等、いわゆる「地球温暖化」による

2020年度のCO 2排出量は約4,000万トンで、国内の温

気象変動の影響により、
自然災害の増加はもちろんのこ

室効果ガスの総排出量の約3.5％となり、国内の産業部門

と、農作物や生態系、さらには産業、経済活動等への影

（工場等）の中では、電力、鉄鋼、に次ぐCO 2排出量が多い産

響が危惧されています。こうした「地球温暖化」による気

業です。又、土木工事における二酸化炭素排出量において

候危機を回避するためには「カーボンニュートラル」の

も、全体の31％を占めているため、排出削減対策が急務と

実現が不可欠です。

２）地球温暖化とは

図3

世界平均地上気温変化

なっています。

※出典：気象庁ホームページ「世界平均地上気温の予測」より

図5

地球温暖化とは、
日常生活や経済活動で発生した「温室効果ガス」が大気中に大量に放出されると、太陽光に温められ
た海や陸などから発生する熱が、地球上に蓄積されるため温度上昇に繋がる現象のことです。

土木工事における二酸化炭素排出量

※出展：コンクリートメディカルセンターＨＰをもとに作成

２）製造時のCO2排出起源

PCC第5次評価報告書（2014)では、
このまま対策をしなければ、2100年における温室効果ガス排出量の最大排

セメントの製造は、主原料である石灰石をはじめ、粘土、
けい石、鉄さいなどを調合し、巨大な回転窯（ロータリーキル

出量（RCP8.5）
に相当するシナリオでの平均気温は、最大4.8℃上昇するとされています。そうなれば、海面上昇や極

ン）
に投入して1,450度以上で焼成します。その後、急冷するとセメントクリンカと呼ばれる1cm程度の火山岩のような

端な異常気象により、人間社会や自然環境に大きな影響を与えることになります。

黒い塊が生成され、それを粉砕したものに、石こう、混和材等を添加するとセメントが出来上がります。主原料である石
と炭酸マグネシウム
（MgCO3）
が含まれています。これらの成分を含んだ石灰石が
灰石には、炭酸カルシウム
（CaCO3）

３）我が国の現状

焼成によって、酸化カルシウム
（CaO）、酸化マグネシウム
（MgO）
を成分とするセメントクリンカが生成されます。このよ

2020年度における人為起源の温室効果ガスの総排出量に

うに焼成工程で脱炭酸化反応により、全体の約60％にあたるCO2が発生しています。

占める種類別割合は、84％がエネルギー起源とするCO2が占
めています。国内における温室効果ガスの総排出量が、11億
5 , 0 0 0 万トンとなっており、C O 2 の 排 出 量としては、9 億
6700万トンとなります。温室効果ガスの総排出量で見ると、
2019年度との比較では5.1％減少、2013年度との比較で
は、18.4％と減少しています。
しかし、森林等の吸収源対策による吸収量では、2013年度
と比較すると-18％（-980万トン）
となり、伸び悩んでいるのが
現状です。このような状況を勘案すると、CO2排出量を抑制す
るための対策が急務であると思われます。
図4

人為起源の温室効果ガスの総排出量に
占める種類別割合（2020年度）

図6 セメントの製造工程

※国立環境研究所のデータをもとに作成
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第2問

愛知県内にはサイクリングを楽しめる自転車専用の道路が整備されていますが、
県道として認定されていない道路は
次のうちどれでしょうか

①名古屋港サイクリングロード
③渥美サイクリングロード

②豊田安城サイクリングロード
④知多半島サイクリングロード

※解答は愛地建コンのHP
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特 集
３）
「カーボンリサイクル」実用化に向けて

２）製品製造フロー

国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構
（NEDO）
では、
「革新的環境イノベーション戦略」
を加速する

ＰＣａ製品はどのようにして製造されているのでしょうか？
ＲＰＣＡ認証制度※3等の様々な基準に従って、品質管理を行いながら製造が行
工場で製造されるＰＣａ製品は、
Ｊ
ＩＳ※2、

観点から、
民間企業と連携して「炭素循
環型セメント製造プロセス技術開発」

われています。

により、
セメント製造時に発生するCO2

❶ 型枠組立

❷ コンクリート打設

鋼製型枠の組立を行います。

鋼製型枠内にコンクリートを打設します。

❸ 蒸気養生（促進養生）

❹ 製品脱型

シート内で蒸気養生を行います。

鋼製型枠内から製品を脱型します。

❺ 製品集積

❻ 積込・出荷

製品の養生・集積を行います。
（材齢14日）

トラックに積み込み、現地に運搬します。

の「カーボンリサイクル」技術の確立に
向けて技術開発が進められています。
この 技 術は、セメント工 場に最 適 な
CO 2 分離・回収システムを開発し、分
離・回収されたCO 2を原料とした低炭
素型炭酸化コンクリート製品や生コン
クリートへのCO2固定化などを行う技
術です。このような製造プロセスの技
術を確立し、社会実装の初期段階とし
て、2030年度までに国内のセメント
工場への導入を目指して、実用化に向
けた実証試験が進められています。

図7

炭素循環型セメント製造プロセスの概念図

出典：国立研究開発法人

新エネルギー・産業技術総合開発機構ホームページより

３－２ プレキャストコンクリート製品分野
１）プレキャストコンクリート製品とは
コンクリートは、
主原料となるセメントに加え、
水、
骨材
（砂利・砂）
、
混和材料から構成され、
道路、
河川、
ダムなど、
建築土木
工事の材料として無くてはならないものです。
このコンクリートを使用して、
実際の工事現場ではなく、
管理された工場内で
製造したものが、
プレキャストコンクリート製品
（以下、
ＰＣａ製品という）
です。
ＰＣａ製品は、
工場から工事現場に運搬し、
据付、
組立を行うことで、
道路や水路などを短期間に構築できるといったメリッ
トがあります。
また、
国土交通省が推進している
「i-Construction」の3本柱の一つである
「コンクリート工における生産性向上」の中で
も、
未活用範囲への適用や活用範囲の拡大、
コスト面以外を評価するバリュー・フォー・マネー
（ＶｆＭ）
の考え方の導入によ
り、
今まで以上に、
ＰＣａ製品の施工効率や品質の向上が期待されて行くと考えられています。

写真2 プレキャストコンクリート製品製造工程
分割型ボックスカルバート

大型Ｌ型擁壁

写真1 プレキャストコンクリート製品使用状況
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第3問

土木遺産としても知られる松重閘門は情景の美しさから東洋の〇〇として比喩されている。
〇〇に当たるものは次のうちどれでしょうか

※2…JIS
（日本産業規格）
とは、
製品の種類・寸法や品質・性能、
安全性などを定めた国家規格で、
ＰＣａ製品では、
JIS A 5371、
JIS A 5372が
挙げられる。
※3…ＲＰＣＡ認証制度とは、(一社)道路プレキャストコンクリート製品技術協会（ＲＰＣＡ）
が、発注者（国等）の考え方や技術基準をもとに定め
た審査基準に合格した製品には品質（性能を含む）証明書、工場には製造能力証明書となる審査基準適合証明書を発行する制度。

①ベネチア

②ナイアガラ

③パナマ運河

④地中海

※解答は愛地建コンのHP
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特 集
３）ＰＣａ製品における「カーボンニュートラル」の実現に向けて
（1）製品製造時のCO2排出起源

（４）新たなコンクリート技術の開発
【CO2を吸い込み固まるコンクリート「CO2-SUICOM」】

ＰＣａ製品製造時のCO2排出起源としては、
「蒸気養生」の工程が挙げられます。現場打ちコンクリートの場合は、
現地

「CO2-SUICOM（スイコム）」は、中部電力（株）、鹿島建設（株）、
デンカ
（株）
によ
CO2を吸い込み固まるコンクリート

での自然養生や散水養生で対応するのが一般的ですが、
ＰＣａ製品を製造する工場では
「蒸気養生」
という促進養生が多

り開発されたセメントの半分以上を特殊な混和材や産業副産物などに置き換えることで、
セメント製造時に排出され

く採用されています。
ＰＣａ製品を効率的に生産するためには、
鋼製型枠の製造サイクル
（回転率）
を向上させることが重

この混和材はCO2と反応することでCO2を吸収し，
固まる性質を持ってお
るCO2を大幅に削減できる材料です。また、

要です。
「蒸気養生」は、
セメントの水和反応に必要な適切な温度と水分を、
ボイラーからの蒸気を供給することで、
コン

を行うことで、大量のCO2を
り、
この特殊な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）

クリートの硬化及び強度発現を促進させることが可能な養生方法です。蒸気供給用ボイラーの燃料
（A重油）
から排出さ

セメント使用量を
吸収させることを可能にしました。コンクリートの混和材にCO2を吸収する材料をつかうとともに、

2
が大きな要因となっています。
れるCO（Scope1）

減らして製造時のCO2排出量も削減するのが「CO2吸収型コンクリート」で、既に無筋コンクリート製品等で実用化さ

適切な通気時間や温度管理、
更には材料開発による蒸気養生を行わない製造
現在、
CO2排出量低減を目指すために、
方法などの研究・開発が進められています。

れています。
【環境配慮型コンクリート「 T-e Concrete」】
大成建設(株)が開発したT-e Concreteは、普通セメントの代わりに産業副産物の高炉スラグやフライアッシュな

（２）セメントを減らす「低炭素型コンクリート」
コンクリートは、
セメントと水の水和反応によって強度を発現しています。そのため、
セメントはコンクリートの製造に必
セメント製造時に起因しています。そのた
要な主原料です。一般的なコンクリートの製造に伴うCO2排出量の約80％は、
め、
セメントの一部あるいは大部分を混和材に置き換えて、
セメント使用量を削減することでCO2排出量を減らす低炭素
型コンクリートの利用が注目されています。
混和材＝低炭素型セメント結合材として使用される代表的な材料として、
高炉スラグ微粉末が挙げられます。高炉スラ
グ微粉末は、
製鉄所での銑鉄製造過程で排出されたスラグを微粉砕した副産物で、
高炉スラグ微粉末自体では硬化せ
2）
などのアルカリ性物質や硫酸塩によって、
反応・硬化すること
ず、
セメントの水和物である水酸化カルシウム
（Ca
（OH）

からコンクリート用混和材と

どを混合したコンクリートで、その製造過程で発生するCO2排出量を、従来の普通セメントを使用する一般的なコンク
リートと比較して最大で80％削減することが可能です。また、高炉スラグなどを大量に使用することから、資源の有効
利用にも貢献できます。この環境配慮コンクリートを使用してコンクリート二次製品などを製作し、建材商品として積
極的に展開するため、
「T-e Concrete研究会」を設立し、土木構造物用部材や建築物内外装建材などの多様な商品
開発を加速させ、CO2排出量削減に貢献することを目的としています。
【低炭素型コンクリート「クリーンクリート」】
(株)大林組が開発した低炭素型コンクリート「クリーンクリート」は、製鉄工場で発生する副産物である高炉スラグ
微粉末などを多量に再利用することで、使用材料に起因するCO2排出量を大幅に削減（最大80%減）できるコンク
リートとして開発されました。

して使用されています。この

「クリーンクリート」を適用したオフィスビルでは、国（経済産業省、環境省、農林水産省）
が運用する
「J-クレジット制

材料をセメントの代わりに大

（排出権）の認証を受けました。
度」を活用し、
コンクリートによるCO2排出削減量として国内で初めてクレジット

量 に 添 加 することにより、
CO2排出量の低減を図ること
が可能となります。今後、
材料
の供給量や入手先に関する

混和材

地域性などの課題を踏まえ

国家的な政策目標である
「2050年カーボンニュートラル」を実現するためには、各分野でさらなる革新的な技術開
発と実用化に向けた取組が必要です。これらは緒に就いたばかりで、
まだまだ多くの研究・技術開発とそのための時間と

て、実用化に向けた取り組み
が必要となります。

４．まとめ

図8 コンクリート用混和材を使用した場合の配合イメージ

（３）コンクリートのCO2固定化技術
セメント水和物である水酸化カルシウム
（Ca
（OH）
2）
が大気中のCO2と反応して炭酸カルシウム
（CaCO3）
に変化する
現象を炭酸化といい、
“セメントカーボネーション”
と称しています。コンクリートはセメントカーボネーションにより、
大気
（吸収）
する性質をもった材料であるといえます。
中のCO2を固定化
鉄筋コンクリートの場合、
強アルカリ性
（pH12～13）
環境化では、
鉄筋表面に不動態被膜が形成されることで防錆を
確保しています。
しかし、炭酸化により中性化が進行すると、不動態被膜が破壊されることで鉄筋腐食が進行し、
コンク
リート表面の剥離、
剥落、
さらには構造物としての機能低下、
いわゆる劣化するため、
鉄筋コンクリートの最大の敵とされ

費用が必要になってきます。
この地球規模の課題に対応するためには、国、
自治体、学会、産業界が一丸となって、
これまで以上の取り組みを進め
る必要があります。我々、PCa製品メーカーはその一端を担っており、材料・製造・施工におけるCO2排出量の削減と、新
材料・新工法の開発によるCO2吸着量の増加によってカーボンニュートラルへ貢献していきます。
温室効果ガスの約60%が、国民一人ひとりの衣食住や移動といった生活形態から発生するという分析結果も公表さ
れています。人類共通のこととして誰もが無関係ではなく、主体的に取り組みを進める必要があります。将来の世代が安
心して暮らせる、持続可能な経済社会を維持するために、
この取り組みを社会全体で支えながら、
より一層進めなければ
ならないと考えます。

ています。構造・コスト面での課題はありますが、
今後、
炭酸化によるコンクリート内部への二酸化炭素固定化技術を進め
ることで、
「カーボンリサイクル」
を実現することができると期待されています。
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第4問 設楽ダムが建設されていますが、
愛知県内の次のダムの中で最も新しいもの
（竣工時）
は次のうちどれでしょうか

①黒田ダム

②大島ダム

③新豊根ダム

④木瀬ダム

※解答は愛地建コンのHP
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