
 バリューチェーン全体を通じた削減貢献シナリオ
セメント使用・再利用  CO2削減に貢献するコンクリート技術開発／セメント製品によるCO2吸収量評価
セメント生産用発電 		バイオマス発電、廃熱発電

輸送 	原燃料・製品輸送部門における省エネルギー装備・技術導入の推奨継続
その他 	生物多様性の保全・藻類増殖技術等のCO2吸収施策・商材の展開

 応用シナリオ　〔既存技術の最大活用〕

エネルギー由来  省エネルギー設備導入、化石エネルギー代替の推進
原料由来 		現行規格内での低CO2セメント（クリンカ改良、混合材利用等）の設計

長期ビジョンに向けたCO₂削減ロードマップ
長期ビジョン策定
2020

TAIHEIYO CEMENT REPORT 202024

太平洋セメントの地球温暖化対策
セメント産業は、温室効果ガスの総排出量の約 6％

のCO2 を排出していると言われています。セメント製

造過程で排出されるCO2は、原料の焼成や粉砕等の生

産プロセスに必要なエネルギーに由来するものが約

45％を、焼成過程において原料である石灰石の脱炭酸

によるものが約 55％を占めています。そのため、セメ

ント製造に伴うCO2排出を削減するには、これらの2

つの側面から取り組む必要があります。

当社では1990 年代から積極的に省エネルギー設備

の導入に取り組み、リサイクル資源の原料・エネル

ギー活用などを通じて、CO2排出の削減につなげてき

ました。国際社会の要請にも積極的に対応し、パリ協

定が採択された2015 年には中期経営計画に「CSR 目

標 2025」を組み込み、その一つとして温室効果ガス

排出削減を目標に掲げると、2019 年 6 月には「気候関

連財務情報開示タスクフォース（TCFD）」の提言に賛

同し、気候変動対策に戦略的に取り組む姿勢を打ち出

しています。さらに同年 7 月「2050 年を展望した温室

効果ガス排出削減に係る長期ビジョン」の骨子を策定

し、これを当社グループが目指すべきゴールとして位

置付けました。

地球温暖化に挑む太平洋セメントグループ
地球温暖化の緩和に向けたCO2をはじめとする温室効果ガスの大幅な削減は、2015年のCOP21パリ協定を背景に、世界
共通の課題として議論が進められています。製造過程で相当量のCO2を排出するセメント産業にもその排出削減が強く求め
られています。太平洋セメントグループは地球温暖化防止への貢献と持続的な成長のために、中長期的な視点に立ったCO2

排出削減対策を推進します。

セメント製造工程からのCO₂排出

エネルギー由来原料由来
化石エネルギー・電力消費脱炭酸（CaCO3→CaO+CO2）

45%55%
CO₂

排出

GRI102-11, 103-2, 201-2, 203-1

特集1



 発展シナリオ　〔現在開発中の新規技術の導入〕

エネルギー由来   低CO2エネルギー（天然ガス等）活用、	
新規技術でのさらなる化石エネルギー代替の推進

原料由来 	規格改正を見据えた低CO2セメントの設計・開発

 革新シナリオ　〔今後開発が見込まれる革新技術の導入〕

エネルギー由来  回収CO2から製造したエネルギー活用
原料由来 	新規材料を活用した低CO2セメントの設計・開発
革新技術 		セメントキルンに適したCO2回収、カーボンリサイクル・貯留

削減貢献

応用

発展

革新

CO₂
排出削減

80%

CO₂
排出削減

30%
以上

CO₂
排出削減

15%
以上

CO₂
削減貢献量

20%

目標年CSR目標2025
2025 2050

CO₂
排出削減

10%
以上

25TAIHEIYO CEMENT REPORT 2020

2050年を展望した長期ビジョンを策定
2020 年 3 月、当社グループは「2050 年を展望した

温室効果ガス排出削減に係る長期ビジョン」の具体的

な施策を公表しました。ゴールの一つに掲げた「2050

年におけるCO2排出 80％削減」の実現に向けては、既

存技術の応用や発展に加えて、革新的な技術の導入

が求められます。そこで当社グループでは、セメント

生産において3つの削減シナリオを策定しました。具

体的には、既存および現在開発中のエネルギー由来や

原料由来のCO2排出削減技術を応用・発展させるとと

もに、今後開発が見込まれる革新技術を随時導入して

いくことで、高いハードルを乗り越えようというもの

※1　対象範囲：当社およびグループ（海外を含む）
※2　�ネットCO2排出原単位：化石エネルギー代替由来の排出CO2を除くCO2排出原単位（kg-CO2/t-セメント）
※3　�2000年における当社グループのセメント生産に係るネットCO2排出原単位を100％とする
※4　�対象はセメントおよびセメント関連製品。当社は2019年3月に、セメント関連製品によるCO2削減貢献量を算定するためのプロトコルを策定

です。また、もう一つのゴールであるセメントおよ

びセメント関連製品のバリューチェーン全体を通じた

「2050 年における20％相当のCO2削減貢献」について

は、2019 年に策定したセメント関連製品によるCO2
削減貢献量算定プロトコルに則り、「セメント使用・

再利用」「セメント生産用発電」「輸送」などの各カテゴ

リーにおいて取り組みを進めていきます。

長期ビジョンの実現に向けては、当社の事業に対す

る社会受容性、経済的負担のあり方などの課題の解

決も必要となります。当社は持続的成長および社会シ

ステムの変革を見据え、本長期ビジョンを目指すべき

ゴールとして位置づけて取り組んでいきます。

バリューチェーン全体を通じた
様々なCO₂削減への貢献※4

セメント生産における
ネットCO₂排出原単位※2の削減

2050年を展望した温室効果ガス排出削減に係る⻑期ビジョン※1

2050年に
おける20%

※3

相当の
削減貢献削減

2050年に
おける80%

※3
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手県大船渡市に位置する大船渡工場は、1937

年にセメント製造を開始した当社主力工場の

一つです。以来、高品質なセメント製品の安定供給を

担うとともに、1986 年には廃熱発電設備を導入する

など、省エネルギー対策にも積極的に取り組んできま

した。

しかし2011 年 3 月、大船渡工場は東日本大震災によ

る津波で甚大な被害を受けました。その後、セメント

製造設備は急ピッチの作業で復旧させたものの、廃熱

以外の自家発電設備は特に被害が大きかったため、復

旧を断念し、足りない電力は購入に頼った操業が続き

ました。こうした状況を打開するべく、2016 年に立ち

上げられたのが大船渡発電プロジェクトチームです。

2020 年1 月、約 3 年をかけて大船渡工場敷地内に建

設した「大船渡バイオマス発電所」が営業運転を開始

しました。工場で必要な電力を100％供給でき、さら

に地元への電力供給が可能なスペックを持つこの発電

所は、主な燃料としてパームヤシ殻（PKS）と少量の石

炭を使用します。バイオマス発電所としては国内最大

規模の発電出力75MWを誇ります。年間発電量約 52 万

MWhは一般家庭約11万9,000世帯分の電力消費量に相

当し、年間 30 万 8,000トンのCO2 削減に貢献します。

大船渡バイオマス発電所の特徴は、“環境に優しい発

電所”であることです。2017年に大船渡市と交わした

環境保全に関する協定書に基づき、排出されるNOxや

SOxなどを基準値以下に抑えるのはもちろん、通常の2

倍を超える高さの煙突から排出することで周辺環境へ

の影響を最小限に抑えています。また、冷却水は工業

用水を循環利用するなど、環境負荷を徹底的に考慮し

た設計となっています。燃料についても石炭の使用量

削減を図り、将来的にはバイオマス100％を達成する予

定です。

太平洋セメントグループでは、本バイオマス発電事

業への参入を通して、環境に優しい再生可能エネル

ギー普及を促進するとともに、地元雇用の創出や地域

経済の活性化にも貢献していきます。

太平洋セメント大船渡工場で、パーム
ヤシ殻を燃料としたバイオマス発電所を

建設するとうかがった際は、環境に有意義な事業実施
の決断に、深く感銘を受けました。日頃から、地球温暖

化に起因する様々な問題を、「他人事ではない」と感じ
ていたためです。大船渡市は、国から環境未来都市に
選定され、太陽光を中心とした再生可能エネルギーの
導入など、将来にわたって持続可能な社会の構築に努
めてきました。今やCO2排出削減は、人類にとって喫緊
な課題であり、官民協力して取り組む必要があります。
太平洋セメントのバイオマス発電事業が、豊かな未来を
構築する礎となることを期待します。

大船渡工場 地域の未来を明るく照らすバイオマス発電事業に参入

岩

万 t／年30 8,000
万
MWh／年52 一般家庭

約11万9,000世帯分
の電力消費量に相当

発電量

会社名 大船渡発電（株）

総事業費 235億円

出資構成 太平洋セメント65%　イーレックス35%

発電出力 75MW

CO₂削減貢献

ともに持続可能な社会を目指して
大船渡市⻑　戸田 公明

特集1　地球温暖化に挑む太平洋セメントグループ
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平洋セメントは、1982 年に熊谷工場（埼玉県

熊谷市）に廃熱発電設備を導入以来、順次国内

各工場への設置を進めてきました。廃熱発電はセメン

ト焼成工程において発生する高温の排ガスから熱エネ

ルギーをボイラで回収し、生成した蒸気を用いて発電

するもので、CO2 排出削減に大きく寄与できます。

2019 年 10 月、当社は埼玉工場（埼玉県日高市）に、

最新鋭の廃熱回収ボイラを用いた廃熱発電設備の設置

を決定しました。2022 年 9 月の稼働を予定しており、

埼玉工場への設置をもって当社直轄 6 工場すべてに廃

熱発電設備の設置が完了することとなります。稼働後

は年間約 27,000トンのCO2 排出が削減され、当社直轄

6 工場における総消費電力量に対する廃熱発電量の割

セメント工場は自然災害等で発生したがれき等の廃棄

物を受け入れることでも、災害復興の一助となっていま
す。当社は2004 年の新潟県中越地震から災害廃棄物の

受け入れ処理を開始し、以来、工場所在地の地方自治体

との包括協定を複数締結し、万一の事態に備えています。

2019 年 6 月には、当社工場が立地していない宮城県と

の包括連携協定を締結しました。これは、港湾施設の最

大活用や新たな輸送ルート構築などにより、処理工場を

限定することなく受け入れられるという考えによるもの

です。それから約3カ月後の2019年10月に上陸した台風

19 号が東北地方に甚大な被害を及ぼしましたが、当社は

宮城県との協定に基づき、稲刈り直後で大量に発生し

た水害稲わらを大船渡工場で受け入れ、2020 年 3 月末

までに約 2 万 3,000トンを処理しました。これ以外にも

埼玉工場や熊谷工場で水に浸かった畳や鶉（うずら）の

糞を処理しました。当社では、今後も全国に立地する

工場と陸・海上輸送網を活用し、災害廃棄物の広域処

理体制の構築を目指します。

災害廃棄物広域処理の推進

（t-CO2／年）
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■ CFB発電量　■ 廃熱発電量　■ CO2排出量

199,398 199,547

52,762

76,035
103,288

導入前 導入後

27,253
t-CO2
削減

埼玉工場廃熱発電導入によるCO2削減効果

合は18.4％となる見込み

です。

ま た 海 外 に お い て も、

2012 年には中国合弁 3 社

の3 工場（当時）すべてで

導入が完了しました。今

後は、北米や東南アジア

など他の海外拠点への廃

熱発電設備の導入に向け、

2019 年12 月にベトナム・

ギソンセメント社におい

て実施可能性調査の実施

を決定しました。廃熱発

電設備の導入推進は、「バ

リューチェーン全体を通

じた削減貢献シナリオ」の一つであり、確実な削減量と

して評価できるものです。今後さらなるCO2 削減と省

エネルギーの推進に取り組んでいくためにも廃熱発電

設備の設置を完遂し、将来のセメント事業のあるべき

姿へと着実に歩みを進めていきます。

埼玉工場

太

CO₂排出削減に寄与する廃熱発電導入プロジェクト

稲わら（宮城県内10自治体）

廃熱発電設備
（上磯工場H-8プレヒーターキルン設置の廃熱ボイラ）

廃畳（埼玉県東松山市）


