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1.1

内燃機関ハイブリッド車

内燃機関ハイブリッド車
■ 乗用車、小型トラック等の域内走行主体の自動車はハイブリッドシステム化が進み、2050年頃までに非ハイブリッド車はなくなる。
■ 大型トラック等の遠距離走行車には、内燃機関ベースのハイブリッドシステムはメリットが小さいためハイブリッド化はほとんど進まない（従来車から直接、燃料電池車に移行）。
■ 従来車、ハイブリッド車ともに、軽量化等による燃費向上がある。
■ ２１世紀末までに内燃機関自動車全体がなくなる。
■ HCCI（予混合圧縮着火）エンジンが実用化された場合、３種類共存でなく２種類（または１種類）に統合される可能がある。

※燃費は現状内燃機関との比
（軽量化等による効果も含む）

乗用車

２０００

内燃機関従来車

２０３０

２０５０

車体軽量化、エンジン効率向上

燃費 1.0倍

内燃機関ハイブリッド車

1.3倍

車体軽量化、エンジン効率向上、モータ・電力変換効率向上、システム制御高度化

大型トラック

（燃料電池ハイブリッド車に移行）

車体軽量化

内燃機関従来車

1.1倍

燃費 1.0倍

ガソリンエンジン
ディーゼルエンジン

（燃料電池ハイブリッド車に移行）

2倍

燃費 1.5倍

エンジン

２１００

効率向上
排気対策 乗用車への適用拡大

HCCIエンジン

ハイブリッド用電池

ニッケル水素

入出力パワー密度 1 kW/kg

Liイオン、キャパシタ

2 kW/kg

（燃料電池ハイブリッド車へも適用）

5 kW/kg

ロードマップの考え方
内燃機関はその特性から、運転条件により大きく効率が変化する。内燃機関を動力とす
る自動車は低速から高速まで幅広い運転がなされるため、効率の低い運転領域も使わざる
を得ず、乗用車などの場合、都市部などの運転時の効率は 15％前後でしかない。また制動
時にはエネルギーは熱として無駄に捨てられている。このような自動車の運転特性に対応
しつつ、内燃機関の特性を最大限引き出す技術として一時的にエネルギーをバッテリーや
キャパシターに貯蔵し、必要に応じ電気モータを介して動力とする技術がハイブリッド技
術である。エンジン（内燃機関）の効率向上技術はすでに高いレベルにあり、今後とも改
良が加えられるにしても、大幅な向上は見込めない。今回のロードマップで示された大変
高い目標を達成するためには、比較的近距離の条件で頻繁に変化する条件下での運転が多
い乗用車などの場合、将来必須の技術となると思われ、自動車の主要な技術として位置付
けた。
図１は運転条件により変化する内燃
機関の効率をハイブリッド技術により
有効活用するための原理図である。多
くの丸点で示されているものは実際の
走行において使われる内燃機関（この
場合はガソリンエンジン）のエンジン
出力と効率の関連を示している。特に
低速域では、大変効率の低い使われ方
がされていることが分かる。その加重
平均が図中に大きな丸で示した位置で
あるが、全体の使用頻度が大きく上方

図１ 内燃機関の効率とハイブリッドの効果
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に凸の関係になっているため、やや下の位置に使用頻度の重心がある。それに対し、ハイ
ブリッド技術を使うことにより、効率が低いエンジン作動域は使わなくて済むため、全体
としての効率の向上が図れる（Ａ）
。さらに、ハイブリッド技術を採用することで、エンジ
ンは限定された範囲で使用することが可能となるので、ハイブリッドに最適なエンジンの
設計変更が可能となり、さらなる熱効率の向上も可能となる（Ｂ）。
以上のように、ハイブリッド技術は内燃機関の高効率運転が可能となるとともに、制動
時のエネルギー回収も可能となるなど、多くの大幅な効率向上が可能となる技術である。
この技術は燃料電池などの内燃機関とは異なる効率分布を持つパワートレインにも応用可
能であり、将来あらゆる動力源の効率向上に寄与できる技術である。また、この技術はバ
ッテリ－によるエネルギー貯蔵が必須であるとともに、今後のさらなる効率改善の上での
キーテクノロジーとなる。このバッテリー技術の進展によって、外部電源との連携を図れ、
将来は電気自動車に近い形のいわゆるプラグインハイブリッドの実現、さらにその先は電
気のみで走行する電気自動車の普及に結びつくと思われる。
技術の特徴
ハイブリッド技術には種々の形式があるが、現在市販あるいは提案されているものの特
徴としては動力源として内燃機関などと電気モーターが組み合わされたもので、エネルギ
ー貯蔵も液体燃料（ガソリン、ディーゼル燃料）とともに電池等を搭載する。現在これ以
外にも、国内外で種々のレベルのハイブリド技術が提案、実用化されており、今後エネル
ギー、石油などの削減や、自動車からの CO2 削減などの効果的な新技術が展開されていく
ものと思われる。特に、燃料電池による大幅なＷＴＷ効率向上につながる技術として、電
池への充電を外部電源からも供給可能とするプラグインハイブリッド車は、石油への依存
度が下げられることから今後注目すべき技術と思われる。
環境制約・資源制約克服のための貢献度・特徴
ハイブリッド技術は主に自動車のエネルギー利用効率を高めるために用いられるため、
エネルギー資源の節約に大きく寄与するとともに、結果として CO2 低減にも有効である。
また、内燃機関とハイブリッド技術を組み合わせることにより、排出ガスの低減、自動車
の運転性の向上にも大きく寄与する。
エネルギー効率、CO2 排出量低減は、一次エネルギー資源を採掘し、最終的に自動車で燃
料を使い切るまでの評価が行われる。この評価は Well（石油の井戸）to Wheel（車の車輪）
という評価尺度が用いられることが多い。この評価にはライフサイクル評価には含まれる
燃料や車の生産に必要な設備、材料を製造する際のエネルギー、CO2 などは含まれていない
が、これらは、一般的には全体のエネルギー使用に占める比率があまり大きくないことと、
多くの不確定な前提を置く必要があり、大量生産を前提とした各燃料、動力源の横並び比
較としては WTW が多く用いられる。
多くの WTW の研究結果が報告されているが、ここでは、日本の例として、みずほ情報総
研（株）で実施された WTW の検討結果を紹介する（図２）
。これによれば、内燃機関を使う
上で、ハイブリッド技術が効果的であることが分かる。
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ガソリン ［ ICE ］
ガソリン ［ ICEハイブリッド ］
LPG ［ ICE ］
LNG → CNG ［ ICE ］
軽油 ［ ICE ］
軽油 ［ ICEハイブリッド ］
天然ガス → FT軽油 ［ ICE ］
天然ガス → DME ［ ICE ］
石炭 → FT軽油 ［ ICE ］
石炭 → DME ［ ICE ］
バイオマス → FT軽油 ［ ICE ］
菜種BDF ［ ICE ］
廃食用油BDF ［ ICE ］
廃木材 → エタノール ［ ICE ］
ガソリン → （on）CGH2 ［ 燃料電池 ］
灯油 → （on）CGH2 ［ 燃料電池 ］
ナフサ → （on）CGH2 ［ 燃料電池 ］
LPG → （on）CGH2 ［ 燃料電池 ］
天然ガス → （on）CGH2 ［ 燃料電池 ］
天然ガス → （off）CGH2 ［ 燃料電池 ］
天然ガス → MeOH → （on）CGH2 ［ 燃料電池 ］
COG → （off）LH2 ［ 燃料電池 ］
アルカリ水電解 → （on）CGH2 ［ 燃料電池 ］
-1.0

-0.5

GHG排出量 ［ ガソリン車を1.0とした場合の相対値 ］

0.0

0.5
Well-to-Tank

1.0

1.5

Tank-to-Wheel

※ LPG、CNG、エタノール車の車両効率はガソリン車と同等、FT軽油、DME、BDFの車両効率はディーゼル（軽油）車と同等として計算。

図２

温室効果ガス排出量の Well-to-Wheel 試算例（みずほ情報総研（株）
）

将来見通し
現在主流のガソリンエンジンとモータを組み合わせたハイブリッド技術は基本的には既
存の技術の組み合わせだが、ハイブリッドに適した内燃機関やモータ、インバータ等の技
術開発、高度な制御技術の実現などにより今後も効率向上の余地は大きい。特に主要な要
素である電池についても今後、エネルギー密度、パワー密度の向上、コスト低減が大きく
進展する期待が寄せられている。
【トヨタ自動車（株） 星 博彦】
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1.2

内燃機関自動車用燃料

内燃機関自動車用燃料
■ 内燃機関用の燃料は、2050年までに石油主体から合成燃料主体に移行する。移行の過程では、石油系燃料と合成燃料との混合利用を想定。
■ エタノール（またはETBE）や植物油は比較的早期に導入される可能性があるが、供給量の点で制約があり、燃料の主成分とはならない。
■ FT合成油は、まず軽油混合の形で導入される可能性がある。FT合成油をガソリンエンジンに用いるには、高オクタン価基材の製造技術開発が必要で導入時期はディーゼルエ
ンジン用より遅い。天然ガス、石炭等を原料とした合成ガスからのメタノール経由の合成ガソリンも利用される可能性がある。
■ HCCIエンジン用燃料の仕様は現時点では不明。 エンジンの統合と関連して、燃料も２種類（または１種類）に統合される可能性がある。
■ その他、DME、CNG、LPG等の利用も石油代替およびCO2排出削減に寄与する。

２０００

２０３０

２０５０

ガソリンエンジン用

２１００

（ガソリンと混合利用）

エタノール
またはETBE
高オクタン価基材製造技術

合成ガソリン
（FT合成経由）

再生可能エネルギーとのハイブリッド製造技術
天然ガス（ＧＴＬ）

合成ガソリン
（メタノール経由）

石炭（CＴＬ） バイオマス（BＴＬ）

高効率製造技術

ディーゼルエンジン用

（軽油と混合利用）

植物油（BDF)
合成軽油
（FT合成）

高効率製造技術

再生可能エネルギーとのハイブリッド製造技術

天然ガス（ＧＴＬ）

石炭（CＴＬ）

バイオマス（BＴＬ）

HCCIエンジン用
HCCIエンジン用新燃料

ロードマップの考え方
自動車用内燃機関の燃料はガソリン、軽油など石油系燃料がほぼ 100％を占めるが、エネ
ルギーの多様化と環境への対応のため、天然ガス、石炭、バイオマスなどを原料とする合
成燃料に代えていくことが考えられる。
石油系に代わる燃料の導入は、石油危機や自動車排気ガスによる大気汚染の対応として、
天然ガス自動車など試みられているが、取り扱い性、航続距離、コストなどの点から市場
での普及は当初の期待ほどに拡大していない。これは自動車用途としての燃料に対する性
能要求が厳しく、発電など定置用に比べ代替燃料の導入が困難なためである。しかし今後
は石油の安価で安定的な供給への懸念と温室効果ガス削減の要求が高まるにつれ、自動車
用としても石油系に代わる代替燃料の導入が期待される。
代替燃料導入のロードマップとしては、短期的にはすでに海外で導入されているバイオ
燃料や天然ガス、石炭を原料とする FT 合成燃料の石油系燃料への混合利用、中期的には合
成燃料専用車の市場導入拡大、長期的には石油主体から合成燃料主体に移行することが期
待される。また水素、電気が究極のエネルギー源との見方もあるが、液体の代替燃料もそ
の取り扱い性と高いエネルギー密度から将来的にも重要な役割を果たす可能性がある。
バイオ燃料は、エタノール（または ETBE：エチル・ターシャリー・ブチル・エーテル）
や植物油の日本市場での導入、拡大の可能性がある。国内生産は資源量確保やコストなど
解決困難な課題が多いが、海外で大規模生産し燃料を輸入することによりバイオ燃料の価
格競争力を高めることができる。
FT 合成燃料としては、まずディーゼルエンジン用として天然ガスから合成する GTL の導
入から始まると考えられる。ガソリンエンジンに用いるには、高オクタン価基材が必要で
導入時期はディーゼルエンジン用より遅れると見られる。また天然ガス、石炭等を原料と
した合成ガスからのメタノール経由の合成ガソリンも利用される可能性がある。
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HCCI（予混合圧縮時着火）エンジン用燃料は、エンジンの統合と関連して、燃料も２種
類（または 1 種類）に統合される可能性がある。
その他、DME（ジメチルエーテル）
、CNG（圧縮天然ガス）、LPG（液化石油ガス）等の利用
も石油代替および CO2 排出削減に寄与する可能性がある。
環境制約・資源制約克服のための貢献度・特徴
地球温暖化など環境制約を克服するための貢献度は、合成燃料の原料により大きく異な
る。
天然ガスからの合成燃料 GTL は、現状では製造プロセスの効率が低く、WTW-CO2 排出量
(Well to Wheel、燃料製造から車両走行までのトータル CO2 排出量)はガソリンに対し低減
効果は期待できない。石炭からの合成燃料 CTL は製造プロセスでの CO2 排出量がさらに多
い。天然ガス、石炭から合成燃料を製造する過程で発生する CO2 を回収、貯留することが
可能であれば、CO2 排出量を低減できる可能性がある。
エタノール、BDF(Bio-Diesel Fuel)などバイオ燃料は、バイオマス成長時に大気中の CO2
吸収し WTW-CO2 排出量の低減が期待される。米国のとうもろこし原料エタノールは製造プ
ロセスで石油を消費するため CO2 を排出するが、ブラジルのサトウキビ原料エタノールな
どは WTW-CO2 排出量をガソリンより大幅に低減できる。またバイオ燃料のガソリン、軽油
への混合利用は自動車側の変更が比較的少ないことから温室効果ガス低減の即効性が特徴
である。
エネルギーセキュリティの観点からは、天然ガス、石炭、バイオ燃料とも有効な対応策
となる可能性を持っている。
エタノールまたは ETBE
エタノールはガソリン用代替燃料として適しているが、オクタン価が高く専用エンジン
ではガソリンより高出力、高トルク、高効率のポテンシャルをもつ。反面、容積当り発熱
量がガソリンの約 70％で航続距離がガソリンより短い。燃料系材料への影響、低温起動性、
ガソリン混合時の層分離など技術的課題もある。材料影響や層分離の課題を解決する手段
としてエタノールを ETBE に変換し
燃料として使用する可能性もある。
エタノールは、自動車用燃料として
すでに米国、ブラジルなどで使用さ
れている。世界のエタノール生産量
は 2000 年以降急増しており 2003 年
ガソリン生産量の 2.7％（発熱量換
算）に相当し、今後も技術進歩によ
り大幅に増加していくものと予想
されている。
燃料製造での技術課題は、原料バ
イオマスの多様化とコスト低減であ
る。現状は、とうもろこし、サトウ

バイオマス多様化の一例：
バガスからのエタノール製造（BC International）
http://www.bcintlcorp.com/
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キビの実の部分から発酵によりエタノールを製造しているが、草や藁など実以外の原料か
ら製造する技術の開発が進められている。例えば、カナダの BC International 社は遺伝子
組み換え菌を用いバガス(サトウキビ粉砕時に副生される搾り滓)からエタノールを製造す
る試みを始めた。
自動車用技術としては、①エタノール混合ガソリン車②高濃度エタノール車および
FFV(Flexible Fuel Vehicle、ガソリンからエタノールまで任意の混合割合で走行可能な車)
により技術的難易度が異なる。
① エタノール混合ガソリン車
エタノール混合割合が 3%以下では現状ガソリンエンジン車のままで走行可能であるが、
それ以上の濃度では、燃料系部品の金属腐食対策、ゴム材料の膨潤対策が必要となる。
エタノール/ガソリン共沸現象により燃料系のベーパロックやエバポエミッション増
大の恐れがある。燃料性状をコントロールするか自動車側の技術対応が必要となる。
② 高濃度エタノール車および FFV
高濃度エタノールでは燃料噴射量がガソリンより大きく燃料噴射弁、ポンプなど燃料
系部品が異なる。また燃焼特性がガソリンと異なるためエンジン圧縮比、エンジン制
御系が異なる。低温始動性も特にエタノール 100％では従来とは異なる始動装置が必要
となる。ガソリンからエタノールまで任意の混合割合で走行可能な FFV では、それぞ
れの燃料割合に合わせた燃料混合比、点火時期の制御および排気エミッション制御が
必要となる。
植物油
欧州では FAME(Fatty Acid Methyl Ester、脂肪酸エステル)がディーゼル燃料へ混合され
自動車用燃料としてすでに使用されている。菜種油、ひまわり油にメタノールを反応させ
メチルエステル化したもので軽油とほぼ同等の特性を持つ。その他、大豆油、パーム油、
ココナツ油、食用廃油から製造することも可能である。
燃料の性状によっては、燃料系部品に影響を与え、デポジット生成による燃料噴射弁の
つまり、金属材料の腐食などの問題を起こす可能性がある。
現状では燃料コストは高く政府の補助金により導入されている。農業政策も導入の大き
な狙いのひとつで欧州では今後も拡大を目指しており、またタイ、中国などアジア諸国で
も導入の動きがある。
FT 合成油
FT 合成油は、天然ガス、石炭、バイオマスなどをガス化し FT 合成したもので、一般的に
天然ガスを原料とするものを GTL(Gas to Liquid)、石炭は CTL(Coal to Liquid)、バイオ
マスは BTL(Biomass to Liquid)と呼ばれる。
製造技術は、原料に水蒸気、酸素を反応させ水素/CO にガス化し、この合成ガスからフィ
ッシャートロプシュ触媒反応によりワックスを製造、さらに H2 添加でアップグレーディン
グをおこない炭素数の少ない液体 HC（炭化水素）に変換する。ノルマルパラフィンでセタ
ン価が高く、ディーゼルエンジンの燃料として適している。ガソリンエンジン用とするた
めには、アルキレート反応などによりオクタン価を上げ使用する必要がある。

2-7

BTL はバイオマスを原料としているため温室効果ガスの排出は少ない。FT 合成プロセス
以降は GTL、CTL と同じであるが、ガス化プロセスの効率が低くこの改善が重要となる。ド
イツの CHOREN プロジェ
クトでは、プロセスの効
率改善により BTL 燃料の
コスト低減を進めている。
BTL は現状では高価だ
が、将来はコスト低減が
可能で石油系燃料に競争
できるレベルになると予
想されている。
なお自動車技術として
は、FT 燃料の合成プロセ

バイオマスからの FT 合成燃料(CHOREN)

スの改良により燃料性状

http://www.choren.com/de/

を現状のガソリン、軽油
に近いものとすることが可能なため、自動車サイドの技術として困難なものは少ない。
HCCI エンジン用燃料
将来のエンジンとして HCCI エンジンが注目されており、これは燃料と空気の予混合気を
自発火させるもので、ガソリンエンジンより熱効率が高くディーゼルエンジンより NOx と
微粒子の排出量が少ないエンジンとして期待されている。しかし現状では燃焼コントロー
ルが難しく、高負荷条件ではノッキングが発生しやすく、また低負荷条件では不安定燃焼
が発生するため、広範囲の運転条件での安定燃焼が困難である。これを実現するため、可
変動弁機構、可変圧縮比、可変過給圧、高度の空燃比/残留ガス制御など多くの取り組みが
進められている。
HCCI 燃料として、ガソリンと軽油の中間的な自発火特性と揮発性の高い燃料が適してい
る。将来ガソリンエンジンとディーゼルエンジンが統合される可能性もあり、これと関連
して燃料も２種類（または１種類）に統合される可能性がある。
その他 DME、CNG、LPG
その他、自動車用代替燃料として、DME、CNG、LPG が考えられる。
DME はメタノールから合成されるセタン価の高い燃料で、粒子状排出物を低減できること
からディーゼルエンジン用として検討が進められている。しかし経済性と取り扱い性の点
から大量に普及するか不明確である。
CNG は自動車用に導入されて 20 年近くになるが、
その市場拡大は当初の期待に満たない。
ガス燃料のためデリバリーコストや取り扱い性の問題が大きい。
LPG は、日本ではタクシー用として 24 万台規模、海外では韓国、ポーランド、イタリアな
どで各 100 万台以上の LPG 車が普及している。LPG は石油の随伴ガスで資源量から制限があ
り石油系燃料の代替とはならない。

【日産自動車（株） 広田 寿男】
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1.3

燃料電池ハイブリッド車

燃料電池ハイブリッド車
■ 燃費は、 ガソリン（軽油）換算した単位水素消費量当たりの走行距離の比。水素タンク重量は、航続距離500kmを確保するのに必要な重量。
■ 車載水素貯蔵技術の性能向上が最も重要な課題。燃料電池の効率向上や車体軽量化等による燃費向上も水素タンク重量減に貢献。大型トラックに適用するには、相当に高性
能な水素貯蔵技術が求められる。
■ 水素供給は、副生水素や炭化水素のオンサイト改質から始まり、化石燃料の価格上昇とともにオンサイト水電解が主流になる。水素消費量が増えて十分な需要密度が得られ
る地域では、集中製造＋パイプライン輸送も行われると想定。

※燃費は現状内燃機関との比
（軽量化等による効果も含む）

２０００

２０３０

２０５０

ＦＣ効率向上、蓄水素部・車体の軽量化、モータ・電力変換効率向上

乗用車

燃費（現状ｶﾞｿﾘﾝ車比） 3倍
水素タンク重量 170 kg
体積 300 L

大型トラック

共通技術

3.5倍
50 kg
50 L

燃費（現状ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ車比） 1.2倍
水素タンク重量 4.2 t
体積 5,000 L

燃料電池

モータ

高効率電力変換

２１００

太陽電池による補助給電

4倍
30 kg
40 L

5倍
20 kg
30 L

1.5倍
500 kg
700 L

2倍
350 kg
500 L

耐久性向上、抵抗低減、白金代替触媒、使用温度範囲拡大

効率 50％
出力密度 1 kW/L
（誘導機）

55％
数kW/L
永久磁石式同期機

定格点効率 90％

インホイールモータ

超電導モータ（大型車）

95％

45nmプロセス

定格点効率 95％
出力密度 1 W/cm3

60％

SiC

GaN、AlN等 CNTトランジスタ

99％
10 W/cm3

100 W/cm3

150 W/cm3

超高張力鋼、高張力アルミニウム、マグネシウム、チタン、複合材

軽量化
空調省エネ

車両重量 30%減

50%減

空調エネルギー 30%減

50%減

ヒートポンプ効率向上、断熱、遮光

太陽電池ルーフ

セル効率30%

ロードマップの考え方
本技術群は運輸部門のエネルギー消費の大半を占める自動車に関して、そのエネルギー
消費の最小化を図るためのものである。現時点で、自動車が消費するエネルギーは運輸部
門全体の約 80％に達する。また、同じ陸上輸送法である鉄道に比較して単位輸送量当たり
の二酸化炭素排出量は約 10 倍であるとされている。そのため、自動車の省エネルギー対策
は最も重要な技術課題の一つと位置付けされる。
現在使用されている内燃機関（ガソリンエンジン）のいわゆる Tank-to-Wheel エネルギ
ー効率は 16％と低く、その画期的な向上がエネルギー消費削減には最も必要とされる。燃
料電池は現状で約 40％、将来的には 60％の Tank-to-Wheel エネルギー効率が期待できる技
術である（図１）
。特に、燃料電池の中でも固体電解質燃料電池は体積当たりのエネルギー
発生量およびエネルギー発生速度が内燃機関とひけをとらず自動車の原動機として搭載す
ることが可能である。
図１に示したように、燃料電池自動車の Well-to-Wheel 効率目標は現状ガソリン車の約
３倍であり、内燃機関を利用したハイブリッド車と比較しても 10％程、高い効率が期待さ
れる。燃料電池は水素と酸素から水が発生する際のエネルギーを電気エネルギーとして取
り出す化学的な発電装置であり、そのためエネルギー効率が高い。図２には固体電解質形
燃料電池の模式図を示した。図にもあるように自動車用の燃料電池では、燃料として水素
を用い、それと空気中の酸素との反応を利用することが想定されている。
水素は電力と同様に二次エネルギーであり、様々な一次エネルギーから生産される。水
素の製造に関しては、各種の産業における副生水素（例えば、食塩電気分解、コークス炉、
2-9

*1

図１

燃料電池自動車の総合効率（資料提供：トヨタ自動車）

石油精製）が数百万台程度の燃料電池自動
車に供給可能な程度生産されていること
から、当面はその活用が最優先のオプショ
ンとされる。さらに燃料電池車が普及する
事になれば、再生可能エネルギー、バイオ
マスなどからの水素製造も必要となると
予想される。水素は様々な一次エネルギー
から製造する事が可能な燃料であること
が特徴であり、化石燃料以外のエネルギー
資源から製造することができる燃料であ

図２ 固体電解質形燃料電池の模式図

る点が資源的制約の観点から見ても望ま
しい性質である。図３には様々な一次エネルギーから水素を製造する場合に想定される自

図３

Well-to-Wheel 二酸化炭素排出量（資料提供：トヨタ自動車）
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動車からの二酸化炭素排出量を示
した。再生可能エネルギーから水
素を製造した場合の二酸化炭素排
出量はガソリン自動車の 10 分の 1
あるいはそれ以下にまで低減され
ることが分かる。
燃料電池の原理から燃料電池自
動車から排出される排気ガスは基
本的には水蒸気のみである。現在、

図４ 燃料電池ハイブリッド自動車の一例

交通量の多い地域で問題となっている内燃機関からの排気ガスによる大気環境悪化につい
てもあわせて解決することが可能である。
燃料電池の乗用車への応用に関しては、既にＪＨＦＣプロジェクトなどで路上走行試験
が開始されている（図４）
。燃料電池自動車の実現にとって、後述する燃料電池の高性能化
あるいは低コスト化は重要な技術開発課題であるが、その一方で燃料である水素を自動車
にコンパクトにかつ軽量なかたちで搭載する技術の開発も重要な課題である。水素は常温
ではガス状の物質で体積当たりのエネルギー密度はガソリンの 3000 分の 1 しかない。その
ため、水素を自動車へ搭載する技術の開発が急である。図４の自動車は 35 MPa まで充填可
能な高圧水素タンクを搭載しているが、その一回充填当たりの走行距離はガソリン車に比
較して短いものとなっている。ガソリン車と同程度の大きさと重さを併せ持ち、燃料の貯
蔵に必要なエネルギーを水素の持つ燃焼エネルギーの 10％程度に止めることができる技術
の開発が期待されている。現時点では、それを実現する技術の目処は立っているとは言い
難い。
大型トラックに関しては、ディーゼルエンジンの効率がガソリンエンジンより高いこと、
乗用車よりコストに関する要請が厳しいことから導入は乗用車よりは遅れるものと予想さ
れる。
技術課題
燃料電池
燃料電池に関しては、定置式を中心に価格の低減と耐久性の向上が最も重要な研究開発
課題とされている。自動車への応用に関しては、さらにそれらの性能向上に加えて効率の
向上が今まで述べてきたような理由で今後必要である。
モータ
モータに関してはガソリンエンジンを原動機とする現行のハイブリッド車で車載用技術
として例えばコイルの巻き線技術などが格段に進歩している。今後もハイブリッド車の需
要が増すにつれて、さらに車載に特化したモータ技術は進化するものと予想される。実際、
これまでモーターを内製してきた自動車メーカーが電機メーカーへハイブリッド車用モー
タを外注する動きも出てきており、モータ単体のみならず制御系を含めたシステムとして
のモーター系の高性能化が期待される。
高効率電力変換
燃料電池は発電機器であるため自動車を駆動するのは電気モーターである。そのため、

2 - 11

内燃機関よりもハイブリッドシステムを導入しやすいし、また、効率向上のためにはその
導入が必然となる。ハイブリッドシステムを制御するための制御系については、さらに技
術的開発が必要となる。特に、電子デバイスにより、電力の変換および制御を行うパワー
エレクトロニクス技術への期待が大きい。制御を電子デバイス化することで、装置の軽量
化と高効率化を同時に図ることができると期待されている。現在は SiC および GaN のよう
なワイドギャップ半導体と呼ばれる材料がデバイス材料として注目されている。いずれも、
材料研究段階とも言え、今後のデバイス化、さらには大容量化が期待されている。
軽量化
自動車は現在、衝突安全対策のため、必ずしも軽量化が促進されていない。衝突安全対
策については、今後の情報技術の進展により自動車が互いの位置を認識しあって衝突を回
避することができれば、格段の軽量化を図ることが可能になる。上記のロードマップの軽
量化の中には、自動車を構成している部材そのものの軽量化（例えば、超高張力鋼や軽金
属の利用）ばかりではなく、情報技術による安全管理対策による衝突安全対策技術の変化
をも含んだものである。
空調省エネ
自動車のエネルギー消費の中で、走行用のエネルギーの次に大きいものが空調エネルギ
ーである。したがって、自動車の燃費の向上には空調の効率化が不可欠である。内燃機関
ではエンジンによってコンプレッサを駆動するが、燃料電池自動車では電力によって空調
機器を稼働させると想定できる。電動空調機では、原動機の運転状況にかかわらず空調機
器としての最適運転がより容易であるため、燃費の向上が期待される。空調機器の効率向
上に加えて、自動車としての対策、例えば断熱性や遮光性の向上を図ることでより空調に
必要なエネルギーを削減することが今後必要となる。
太陽電池ルーフ
これまでは、いかにエネルギー消費を少なくするかとの観点からの技術開発を述べてき
たが、エネルギーを何らかの形で利得する、すなわち創エネルギーの観点も今後は必要に
なると思われる。例えば、自動車の屋根に太陽電池パネルを設置し、発電したエネルギー
を自動車に搭載した二次電池に蓄えるような方策を開発することも必要となろう。
【（独）産業技術総合研究所 秋葉 悦男】
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1.4

水素貯蔵・供給技術

２０００

２０３０

貯蔵密度 3 wt％, 17g/ L
充填時間 5 分

9 wt％, 80g/L
2分

２０５０

２１００

水素貯蔵技術
※貯蔵密度は
システム貯蔵密度

無機系
（Ｍｇ、Ｌｉ、Ｎ）

貯蔵材料

圧縮／合金系
低温／炭素
有機系

液化水素

液化技術

12 wt％, 95 g/L

15 wt％, 110 g/L

12 wt％

15 wt％

動作温度低温化、触媒開発、脱水素反応器最適化

～8 wt%
2 wt%
9 wt％

40 g/L、6 wt%
7 wt％
ガス冷凍－磁気冷凍ハイブリッド

％カルノー 30％
冷凍能力 1 t/日

磁気冷凍

50％
1～10 t/日
高圧容器化

断熱タンク（車載）

BOG
5～7％/日
放出ゼロ 0.5～1日間

0.5％/日
14日間

60％
10 t/日

70％

革新的断熱材・タンク材料の開発

＜0.1％/日
30日間

水素供給技術
水素ステーション

水素の供給が可能なスタンドの割合 5％

60％

100％

水素製造・供給技術
オフサイト水素製造･供給

パイプライン輸送

副生水素バッチ輸送

オンサイト水素製造･供給

炭化水素燃料改質

水電気分解

ロードマップの考え方・技術課題
水素貯蔵技術
水素が自動車用燃料として利用されるためには、現在と同等量のエネルギーの燃料を、
そのエネルギー形態を機械的エネルギーに変換する機器（燃料電池等）とともに自動車に
積載していくことが必要となる。すなわち、1 回の充填あたり 500 km 程度の走行を可能と
する燃料水素を、現在のガソリンタンク入りのガソリンと同等程度の体積・重量で、貯蔵
（車載貯蔵）する手段が必要となる。
水素貯蔵技術は、燃料電池自動車、水素スタンドの本格的な普及が開始される 2030 年に
車載燃料タンク貯蔵、ステーション貯蔵、輸送・供給用貯蔵という形で実用化展開が図ら
れてゆくものと想定した。現時点で実用化に近い水素貯蔵技術としては、圧縮水素、液体
水素を挙げることができるが、従来の石油系燃料の車載燃料タンクに比較すると、重量貯
蔵密度、体積貯蔵密度等で劣るため、特に車載水素貯蔵については、新規の水素貯蔵シス
テムの開発が進められている。

図１

車載高圧水素容器（ｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄﾀﾝｸ）
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図２ 車載液体水素容器

純水素を用いた燃料電池は、ガソリン内燃機関より、2.5 倍ほどエネルギー変換効率
(Tank-to-Wheel 効率)が優れており、この優位性の割合が将来も変わらないとするなら、燃
焼熱量として現在のガソリンの 2/5 程度の水素の貯蔵が必要となる。すなわち（ガソリン
同等の軽量容器が使えるとして）、90 g-H2／kg-system(9 wt％)、81 g-H2/L-system 程度の
密度で水素を貯蔵できる方法が必要となる。これ以外に、貯蔵のため外部から注入する仕
事量が水素の有するエネルギー（燃焼熱 286 kJ/mol-H2）に比較して小さく（10％程度）
、
水素発生のために燃料タンクに注入するエネルギーの質（温度）が燃料電池排熱と同等
（100℃以下）であること、燃料充填の際に実現可能な除熱手段によって数分（２～３分）
程度で満タンにできること（吸蔵に伴うエンタルピー変化が-40 kJ/mol より小さな発熱量）、
水素を安定に（ロスなく）貯蔵できること、駐車中および衝突事故においても現在と同等
以上の安全性が確保できることも要求される。
表１

水素貯蔵方法の比較

※貯蔵密度は車載条件における容器込みの目安。ガソリンは約 30 wt%、240 g/L に相当
貯蔵方法
圧縮水素ガス

内容

• 常温・高圧でタンク
に貯蔵（小容量の場
合 20～70 MPa）

液体水素

• 極低温（-253℃）に
て液体で貯蔵

無機系貯蔵材料

• ｱﾗﾈｰﾄ化合物など水
•

合金系貯蔵材料

• ﾐｯｼｭﾒﾀﾙなどの合金
•

炭素系貯蔵材料

•
•

有機系貯蔵材料

素化物の反応を利用
（可逆型）
ﾎﾞﾛﾊｲﾄﾞﾗｲﾄﾞ化合物
などの加水分解反応
を利用した水素吸蔵
もある

•

への水素吸脱着反応
を利用
高圧に圧縮すること
により吸蔵量を増大
させることも可能
ｶｰﾎﾞﾝﾅﾉﾁｭｰﾌﾞやｶｰﾎﾞ
ﾝﾅﾉﾎｰﾝなど炭素材料
への吸脱着
低温にして吸蔵量を
増大することも可能
ｼｸﾛﾍｷｻﾝ／ﾍﾞﾝｾﾞﾝ系
など水素化・脱水素
化反応を利用

長所
• 高質量水素密度（～10 wt%）
• 低ｴﾈﾙｷﾞｰ消費
• 常温貯蔵
• 普及技術
• 高質量水素密度（20 wt%）
• 高体積水素密度（50 g/L）
• 高体積水素密度（約 50 g/L）
• 運搬・充填等の取り扱いが容易

• 高体積水素密度（約 50 g/L）
• 安全性が高い
• 常温貯蔵

• 水素吸脱着のｴﾈﾙｷﾞｰが小さい
（5 kJ/mol-H2）

• 液体のため取り扱いが容易
• 高質量水素密度（約 6 wt%）
• 高体積水素密度（約 50 g/L）

短所
• 低体積水素密度（10-20 g/L）
• 高圧のため取り扱い・安全性に
課題
• 液化に大きなｴﾈﾙｷﾞｰを必要と
する（高コスト）
• 自然蒸発および充填時の蒸発
• 可逆型は遅い水素吸蔵放出速
度
• サイクル特性
• 水素化に伴う温度上昇
• 加水分解型は水素化物再生に
大きなｴﾈﾙｷﾞｰが必要
• 禁水性物質（可逆型）、強アル
カリ性（加水分解型）
• 低質量水素密度（2 wt％）
• 充填時に冷却が必要
• 被毒・劣化
• 希土類の場合は材料コスト高

• 水素貯蔵特性が不明
• 水素吸蔵量評価手法の確立が
必要
• 低温にする場合はｼｽﾃﾑが複雑
になる
• 水素放出のｴﾈﾙｷﾞｰが大きい（65
ｋJ/mol-H2）
• 可逆性、吸放出速度など
• 膜分離型反応器や廃液分離が
必要
• 有害性を持つものもある

（財）日本自動車研究所、平成 16 年度「燃料電池自動車に関する調査報告書」
（http://www.jari.or.jp/ja/hohkokusho/fcev/fcev.html）などを参考に作成

種々の水素貯蔵方法の特徴・比較を表１に示すが、車載水素貯蔵へのすべての要求を満
たす水素貯蔵方式は見出されていない。現段階で最も成熟した技術である圧縮貯蔵におい
ては、容器容積あたりの貯蔵密度が十分でなく、また圧縮にコンプレッサー等高品質の電
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気エネルギーでの仕事に水素の燃焼熱の 10％程度を必要とし（350 気圧圧縮の場合）
、また
安全性の懸念が付きまとう。次いで経験の多い液体水素としての貯蔵においては、水素の
液化に水素の燃焼熱の 20～30％に相当する電気での仕事を必要とし、また車載貯蔵時の蒸
発によるロスが一日当たり数％となって、実用的でない。
ステーション貯蔵や輸送・供給用の水素貯蔵としては、単一成分でシンプルな圧縮貯蔵
や液化貯蔵、あるいは、常圧・常温の輸送が可能な有機系貯蔵材料が想定される。また高
圧での貯蔵が望ましくない小型の水素貯蔵向けでは、合金系貯蔵材料が考えられる。しか
しながら、体積貯蔵密度と重量貯蔵密度の両方が要求される車載水素貯蔵としては十分要
求を満たすものではない。そこで、合金系貯蔵材料と圧縮貯蔵との併用や、炭素系貯蔵材
料と冷却（液化まで低温ではない）貯蔵との併用とともに、可能性の面から無機系貯蔵材
料が期待されている。
無機系貯蔵材料として、軽金属ハイドライド（LiH、MgH2）、軽金属アミド（LiNH2、Mg(NH2)2）
、
アラネート（LiAlH4、Mg(AlH4)2）、ボロハイドライド(LiBH4、Mg(BH4)2、NaBH4)、および
アンモニアボラン（NH3BH3）を含むこれらの組み合わせで、材料の理論的な水素重量貯蔵
密度として 7～18 wt％、材料の理論的な体積貯蔵密度として 100～200 g-H2/L と上記要求
を満たす可能性を有している。ただし、これらの材料において、100℃以下で可逆的な水素
の放出・吸蔵が可能とはなっておらず、また吸蔵に伴うエンタルピー変化が-40 kJ/mol 以
下との要求を満たすものも少ない。また、貯蔵システムとしての貯蔵密度は、材料の理論
的貯蔵密度より大幅に低くなる。このような吸放出に伴うエンタルピー変化は、反応物と
生成物の固体材料の安定性に依存し、定まった結晶構造でない、不定比・ひずんだ結晶あ
るいは非晶質化合物を、安価な手段で形成して不安定化を達成する可能性がある。現状で
は、そのような安定性のチューニングの有力手段としてメカニカルアロイングが採用され
ている。材料としての水素貯蔵密度と、システムとしての水素貯蔵密度が、現状では大き
く解離していることに対しては、効率的な混合法の採用等を含むエンジニアリング的な開
発によって、接近させられると思われる。
また、水素の吸蔵の活性化エネルギーは 100 kJ/mol-H2 程度で、数～数十時間かかるも
のが多く、数分の吸蔵時間を達成するには、水素吸蔵反応においてこの値を少なくとも 20
～30 kJ/mol-H2 程度は低減せねばならない。このためには水素吸蔵反応の遷移状態での構
造を望ましいものとせねばならぬが、現状では有力な手段が見出されていない。
液化水素は、例えば、安価で再生可能エネルギー起源の電力により液化し、専用の船舶
で大量の水素を輸送する場合のように、大量遠距離輸送に適しているが、水素液化に多大
のエネルギーが必要なのを軽減するのが望まれる。現在のジュール・トムソン効果を利用
したガス冷凍方式について、液化サイクルの改善、高効率な液化圧縮機の開発、高効率な
水素用極低温膨張タービンの開発がなされているが、％カルノーで 50％以上の効率が期待
される、磁気熱量効果（磁性体に強い磁場をかけたり切ったりすると、磁性体が発熱した
り吸熱したりする特性）を用いた磁気冷凍方式が望まれる。このため、高効率な磁気冷凍
材料の探索が行われている。当面は、既存の技術であるガス圧縮式冷凍方式と磁気冷凍方
式の組み合わせで利用され、高温側でも磁気熱量効果の高い材料が開発されれば、常温か
ら液化に至るまで磁気冷凍方式を用いた液化水素の製造が行われるようになるものと思わ
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れる。
液化水素貯蔵の課題は、ボイルオフガス（BOG）の低減で、特に、車載用の小型容器での
BOG 量は 5～7％程度であるため、積層真空断熱材料や革新的断熱材・タンク材料の開発が
必要である。
水素供給技術
①水素ステーション
燃料電池車に水素を供給するには、大きく分けて２つの方法がある。化石燃料などを車
上で改質して水素にする方法と水素ステーションを整備してそこで水素を充填する方法で
ある。前者が実現すれば、現在のガソリンスタンドを利用することができる。しかし、実
現性が非常に難しく、DOE は 2004 年 8 月に R&D 中止を決定した。したがって、現段階では
後者を考えるのが現実である。ただし、インフラ整備には、コストと時間がかかる。
水素の可能なスタンド（水素ステーション）の割合は以下のとおりと予想している。
2030 年は電化・水素化率が 1％以上である。燃料電池車台数が急激に伸びる時期であ
り、利便性も考慮して、水素ステーションの全ステーションに占める割合は 5％以上とし
た。現在のガソリンスタンド数をベースとすると 2,500 箇所以上必要となる。
2050 年は電化・水素化率が 40％となるが、利便性と今後の伸びを見越して計画するた
めに、それに相当する水素ステーションが必要であると想定している。
2100 年に電化・水素化率が 100％になるため、水素ステーションの割合も 100％とした。
現在、ガソリンスタンドは全国に約５万軒あるが、数万軒の水素ステーションが経営さ
れていると想定している。
②水素製造－輸送・供給技術
オフサイト水素製造－輸送・供給
2100 年は、大量の水素が必要となるため、パイプライン輸送が主力になる。立ち上が
り時期は、石油精製用水素やコークス炉ガス副生水素を車両で運ぶ方法（バッチ輸送）
がとられる。
オンサイト水素製造－輸送・供給
2050 年以降は、化石燃料が逼迫してくるため、再生エネルギー資源起源の電気を使っ
た水電解等により水素が製造されるであろうが、立ち上がり時期には、化石燃料を使っ
た水蒸気改質が主流となる。
【IAE 事務局】
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1.5

電気自動車

電気自動車
■ 燃費は、ガソリン（軽油）換算した単位充電電力量当たりの走行距離の比。蓄電装置重量は、航続距離200kmを確保するのに必要な重量。
■ 蓄電装置の電力貯蔵密度向上と耐用年数の伸長が最重要課題。車体軽量化等による燃費向上も蓄電装置の重量減に貢献。小さくて軽い車の方が成立しやすい。
■ モータ・電力変換技術は、一定性能の実用技術が確立済み。車両開発や充電設備・補助電源の新技術開発は、蓄電技術の見通しが立ってから始める。
■ 200km以上の連続走行ニーズには、小型電源（数kW）を必要時だけ追加車載して対応することも可能。
■ プラグイン・ハイブリッド車（燃料補給も充電も行い充電電力を優先使用、補足資料３参照）が純電気自動車に先立って実用化される可能性あり。

※燃費は現状内燃機関との比
（軽量化等による効果も含む）

２０００

２０３０

２０５０

電池・車体の軽量化、モータ・電力変換効率向上

乗用車（近距離用）

5倍
100 kg

燃費（現状ｶﾞｿﾘﾝ車比） 4倍
蓄電装置重量 200 kg

電池・車体の軽量化、モータ・電力変換効率向上

小型トラック

モータ

永久磁石式同期機

（誘導機）

定格点効率 90％

高効率電力変換

6倍
70 kg
太陽電池による補助給電

4倍
300 kg

燃費（現状ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ車比） 3.5倍
蓄電装置重量 600 kg

共通技術

２１００

太陽電池による補助給電

4.5倍
220 kg

インホイールモータ

95％

45nmプロセス

定格点効率 95％
出力密度 1 W/cm3

SiC

GaN、AlN等 CNTトランジスタ

99％
10 W/cm3

100 W/cm3

150 W/cm3

超高張力鋼、高張力アルミニウム、マグネシウム、チタン、複合材

軽量化

車両重量 30%減

空調省エネ

空調エネルギー 30%減

貯蔵密度 150 Wh/kg
寿命 5年

電気供給

50%減
リチウム電池または
他の新型蓄電装置

リチウム電池

蓄電技術

50%減

ヒートポンプ効率向上、断熱、遮光

250 Wh/kg

200 Wh/kg
10年
（手動ケーブル接続式）

300 Wh/kg

ケーブルレス自動非接触式

車庫（自家用）
ケーブルレス自動非接触式

駐車場（共同用）

水素燃料電池

長距離走行用追加電源
太陽電池ルーフ

セル効率30%

ロードマップの考え方
電気自動車はエネルギーセキュリティと温室効果ガス低減の観点から将来性の高い技術
である。エネルギー源の多様化と地域的分散化が可能で、火力発電の CO2 の回収・貯留、
カーボンニュートラルな原子力、自然エネルギー発電により温室効果ガスを低減できる。
しかし、技術的には航続距離、耐久性、コストなど課題が多く、普及のためには大幅な技
術進歩が必要である。
要素技術として、バッテリなど蓄電装置の電力貯蔵密度の向上と耐用年数の伸長、およ
びコスト低減が最重要課題となる。モータ・電力変換技術は、一定性能の実用技術は確立
されており、さらに高出力、高効率、高電圧化、コスト低減が期待される。
また車体軽量化等による燃費向上も蓄電装置の軽量化に貢献する。空調やパワーステア
リング、パワーアシストブレーキなど補機駆動源の効率向上も内燃エンジン車に対し相対
的に影響が大きい。車両開発や充電設備・補助電源の新技術開発は、蓄電技術の技術開発
に比べると優先位は高くない。
200 km 以上の連続走行ニーズには、燃料電池など小型電源（数 kW）を追加車載して対応
することも可能である。ガソリンエンジンなどの発電機を常時搭載するプラグイン・ハイ
ブリッド車（運輸分野ロードマップ補足資料３参照）が純電気自動車に先立って実用化さ
れる可能性がある。
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技術の特徴・課題
電気自動車は発電時/走行時トータルの温室効果ガスが少なく大気汚染も少ない。大都市
におけるヒートアイランド現象の緩和にも貢献する。温室効果ガスの低減効果は、電力 CO2
原単位と電気自動車の走行エネルギー効率によるが、現状での日本の電力 CO2 原単位(0.41
kgCO2/kWh)では、電気自動車の走行エネルギー効率はガソリンエンジン車の約４倍である
ため、走行距離あたりの CO2 排出量は、ガソリン車の約 1/3 となる。
将来、カーボンニュートラル発電の増加により電力 CO2 原単位が低減され、また電気自
動車の走行エネルギー効率が向上するとさらに温室効果ガスの低減効果が大きくなる。ち
なみにフランスでは原子力発電の割合が大きく現状の電力 CO2 原単位は 0.0 5kgCO2/kWh、
電気自動車の CO2 排出量はガソリン車の 1/20 以下となる。
蓄電技術
バッテリなど蓄電装置の電力貯蔵密
度の向上と耐用年数の伸長およびコス
ト低減が最重要課題となる。
電力貯蔵密度は、現状はリチウム電池
で 100～150 Wh/kg 程度であり、200 km
走行(国内 10-15 モード)に必要なバッ
テリ容量は乗用車で 20～30 kWh、重量
で 200 kg となる。
実走行では走行条件、
空調など補機駆動、さらに蓄電装置の劣
化を考慮すると航続距離は上記の 50％
程度となる。電気自動車を市場に普及さ
せるためには、大幅な電力貯蔵密度の改
善が必要となる。
耐用年数は、バッテリの使用条件によ

新型電池エネルギー密度(NEDO)
http://www.nedo.go.jp/itd/fellow/project/4

り大きく異なるが自動車の耐用年数に比
べかなり短い。使用過程でのバッテリの交換は高価であり、ユーザーに大きな負担をかけ
ることになり、電気自動車の購入をためらう大きな理由のひとつになっている。
性能改善にはリチウム電池の改良が現実的と考えられ、電解液、正極電極材料の改良が
進められているが、電力貯蔵密度、耐用年数、コストのすべてを満足させるためには多く
の技術的ブレークスルーが必要と考えられる。空気亜鉛バッテリは電力貯蔵密度、コスト
の点で優れたポテンシャルを持つが、電気自動車用として重要となる出力密度が小さいこ
と、充電が困難であることなどの欠点を持つ。ウルトラキャパシターは素性として出力密
度が極めて高いこと、劣化が少ないことからハイブリッド車用の電力貯蔵装置として使わ
れており、エネルギー用途への展開が期待されているが、電解質容量、耐電圧などの点か
ら技術的ハードルが非常に高いと見られている。
モータ
電気自動車用モータとして永久磁石式同期モータ、誘導モータが使用されている。これ
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までの改良により定格点効率は 90 から 95％以上に達
しており、自動車走行で使用頻度の高い低速低トルク
の運転条件でも 90％前後の効率である。
今後の効率改善の方向は、実走行での使用頻度の高
い低速低負荷での効率向上であるが、限界に近づきつ
つあり大幅な向上は期待できない。
将来的にはモータの超小型化への期待が大きく、イ
ンホイールモータはホイール内モータ搭載による車
両レイアウトのフレキシビリティの拡大、各駆動輪の
緻密な制御による運転性改善のメリットが大きいが、
エネルギー効率面でもデファレンシャルギアなどド
ライブトレーン系の動力損失の低減が期待される。反
面、バネ下荷重増大の影響、コスト高など課題も多い。

インホイールモータ（ホンダ）
http://www.honda.co.jp/tec

電力変換
電力変換装置はバッテリなど電力貯蔵装置とモータの間にあり、自動車の走行条件にあ
わせてモータに供給する電力を制御する。現状では半導体としてシリコン IGBT 素子が使わ
れており、定格点効率は 95％以上、装置の出力密度は 10 W/cm3 程度である。効率向上はエ
ネルギー効率のメリットもあるが半導体損失の低減による出力密度増大のメリットが大き
い。
将来技術として、SiC、GaN などの半導体の研究開発が進められている。SiC はシリコン
に比較してバンドギャップが広く絶縁破壊電解強度が大きいため、素子を薄くできオン状
態での抵抗値が低く耐電圧が高い。耐熱性が高く冷却しやすいことも自動車用として優れ
た点である。電力変換システムの効率向上と冷却性能改善による出力密度の大幅改善が期
待される。
また半導体の耐電圧性、耐熱性の向上に伴い、コンデンサなどその他の電子部品の耐電
圧性、耐熱性を高めることも重要な技術課題である。電力変換装置の高電圧化はモータ、
強電ハーネスなどシステムのエネル
ギー損失低減に有効である。
軽量化
「自動車の軽量化」参照
空調省エネ
電気自動車では空調のエネルギー
効率の改善が重要となる。走行エネ
ルギー効率がガソリン車より大幅に
高いこと、エンジンによるヒートポ
ンプ直接駆動ができず、エンジン排

SiC 半導体のメリット（産総研）

熱を暖房に使えないことから、走行

http://www.aist.go.jp/
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エネルギーに対する空調エネルギーの割合がガソリン車より極めて大きい。乗用車の場合、
日本国内での走行の平均出力 3～5 kW に対し、空調エネルギーは 1～3kW になり、電力貯蔵
装置のみでエネルギーをまかなう場合この負担は非常に大きい。
空調エネルギー低減の方策として、ヒートポンプ効率向上、断熱、遮光、寒冷時の熱源
／ヒートポンプの最適化などがある。しかし、ヒートポンプの成績係数の改善はコンデン
サ容積と、車室内の断熱は居住スペース確保とのトレードオフなど、解決すべき課題が多
い。
電気供給
充電時の電力供給は、充電設備からケーブルによりコネクタを介し充電するコンダクテ
ィブタイプ、パドルによる非接触のインダクティブタイプが使われているが、一般ユーザ
ー用としては取り扱い性の点からインダクティブタイプが便利である。将来の市場導入拡
大には、さらに利便性と安全性の高いケーブルレス自動非接触式の電力供給が必要となる
可能性がある。
長距離走行用追加電源
電気自動車でガソリン車並の長距離走行を可能とするためには、電力貯蔵密度をさらに
大幅に向上させる必要がありその技術的バリアは極めて高いと予想される。
現実的な手段として、通常の近距離走行では電力貯蔵装置のみで走行し遠出するときの
み発電機を追加車載し対応するレンジエクステンダのコンセプトがある。
また発電機を常時搭載するプラグイン・ハイブリッドが純電気自動車に先立って実用化
される可能性もある。純電気自動車より小型の電力貯蔵装置と発電機のハイブリッドで、
走行時は電力貯蔵装置を優先して使用し、エネルギー残量が減ると発電機を作動させる。
この場合、小型コンパクト、安価で高効率の発電機の開発が重要となる。高効率の内燃エ
ンジン発電機、高効率燃料電池が候補となる。
太陽電池ルーフ
太陽電池を搭載し電力貯蔵装置をアシストし電気自動車の航続距離を伸ばすことができ
る。現状では、太陽電池効率 15％程度であり、車載面積 1 m2 として 100～150 W 程度、一
日中屋外に駐車している場合でも充電量は 0.3～0.4 kWh 程度、一日平均走行の数％に過ぎ
ない。また日射時は温度上昇による効率低下を考慮する必要がある。
将来、セル効率が 30％まで改善されると車載面積の増大と合わせて航続距離改善の効果
を期待できる。セル効率の向上に加えてコスト低減も大きな技術課題となる。
【日産自動車（株） 広田 寿男】
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1.6

車両軽量化

自動車の軽量化
■ 材料の軽量化（高強度化）および乗用車の小型車シフトにより車両を軽量化

２０００

２０３０

２０５０

２１００

車両重量 ▲20％

▲30％

▲50％

300 kgf/m2

500 kgf/m2

700 kgf/m2

50～60 kgf/m2

150 kgf/m2

200 kgf/m2

250 kgf/m2

50 kgf/m2

150 kgf/m2

200 kgf/m2

250 kgf/m2

300 kgf/m2

400 kgf/m2

500 kgf/m2

車両の軽量化
軽量化材料
■ 現状もそうであるように、複数の材料が適材適所に使用されていく。
超高張力鋼

強度 100 kgf/m2

高張力アルミニウム
マグネシウム
チタン

複合材（CFRP等）

120 kgf/m2
高速成形技術

パネル部材への適用→構造部材への適用拡大

150 kgf/m2

各材料共通

250 kgf/m2

270 kgf/m2

300 kgf/m2

低コスト化、異種材料間の接合技術、リサイクル技術、安全設計技術、変形破壊挙動解明・シミュレーション技術

乗用車の小型車シフト

ロードマップの考え方
自動車の軽量化技術は、自動車の消費するエネルギーを改善するために今後ますます必
要となる技術である。軽量化実現のためには、画期的な材料開発や、構造設計に関する新
しい技術開発が必要であるが、さらには、車両全体としての安全性を確保した上での、計
量化、ダウンサイジングを可能とする技術開発が望まれるところである。
下図は、現状の車両燃費と車両重量を示したものである。

車両重量と燃費
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2000

2500
8

軽量化は、燃費改善に有効であることは確かではあるが、図中に示すように、ハイブリ
ッド化やガソリンエンジンの直噴化に比べると、軽量化の効果が小さいのは事実である。
しかし、今後の自動車保有台数の増加による自動車使用エネルギーの絶対的な増加を考え
ると、今後、一般的な普及型自動車の軽量化は、飛躍的に進展することが必須であり、ま
たそのための新規で画期的な軽量化のための技術が開発され実用化されることがおおいに
期待されるところである。
技術課題
そための大きな技術開発の中心は、材料開発の技術である。材料特性のうちでも基本特
性となる剛性は、今後、材料組成、熱処理、ナノ繊維などによる補強剤などにより、大幅
な特性改良が期待されるところである。課題となるコスト上昇の問題も、同時に解決され
るとともに、リサイクル技術も画期的な進展をみせ、低コスト化の実現に寄与するものと
思われる。
具体的には、高張力鋼では、熱処理条件および製造プロセスの改良等による結晶粒の微
細化、さらには、合金組成の適正化および不純物元素の極限までの除去による特性向上が
考えられる。高張力アルミニウム、マグネシウム、チタンでは、剛性・靱性向上が大きな
課題となる。第一段階としては、熱処理条件の適正化および合金組成の適正化による結晶
粒の微細化、第二段階は、不純物（特に酸素）の混入を防止できる新規な溶解プロセスの
開発、さらには、成形プロセスの開発が考えられる。第三段階は、ナノ繊維・ナノ粒子等
との複合化による大幅な特性向上が考えられる。複合材（CFRP 等）では、強化繊維の方
向性を制御できる成形方法の開発が最重要課題である。さらに、強化繊維および樹脂の改
良による特性向上、濡れ性改良などが特性向上のキー技術となると考えられる。
次いで重要な点は、車両そのもののコンセプトの革新である。そもそも現状では、車両
重量が重すぎる傾向にあり、特にタウンユース自動車を中心に、今後画期的な超軽量化が
進展することが期待される。事実、2005 年秋のモーターショーでも、そういった新しいコ
ンセプトの車両が主要メーカから数多く提示されている。これはタウンユースの自動車に
限らず、今後、自動車全般の軽量化の実現は、極めて重要な課題となろう。
【（独）産業総合技術研究所 大坪 勝治】
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2.1

航空機

航空機
■ 省エネルギーのための主要技術は、機体の高度化とエンジン効率向上。両方併せて50％減が見込まれる。
■ ジェット燃料は、現在の石油系から将来は合成液体燃料に替わる。燃料インフラの追加整備を最小限に抑えるため、合成液体燃料は石油系燃料と任意の比率で混合使用でき
ることが望ましい。
■ 将来、自動車・船舶等での水素利用が一般化した場合には、航空機における水素利用の可能性も検討。

２０００

２０３０
エネルギー消費 ▲20％

２０５０

２１００

▲35％

▲50％

▲10％

▲15％

機体構造の軽量化・空力効率向上
機体の高性能化

ジェットエンジンの
効率向上

（エネルギー消費への寄与分） ▲5％
各要素の性能改善、制御技術
の向上、革新材料適用等

エンジン形態の改良（超高バイパス比、
インテリジェントエンジン等）

（エネルギー消費への寄与分） ▲15％

▲25％

▲35％

合成液体燃料
（天然ガス、石炭、バイオマス等から製造、石油系燃料と混合利用）

エンジン用代替燃料

ロードマップの考え方
どの輸送機械においてもその安全性は基本であり、それゆえに機械としての信頼性確保
は航空機に限らず第一条件である。しかしながら航空機においては他の輸送機械に比べて
極めて高い軽量化要求という面があり、例えば機能や構造強度を必要最小限に抑える必要
がある。そのため設計的な余裕が極めて少ないことになり、実績のない新たな技術に対し
ては非常に保守的な姿勢とならざるを得ない特徴がある。したがって、航空機における新
しい革新技術の実用化・普及は、その前段階で十分すぎるほどの技術実証を行い事前に高
信頼性を確保することが必要であるため、非常に多くの労力と長時間を要する。一般に現
在の航空機の経済寿命は 20 年前後であると言われているが、逆に言えば次の新たな技術を
適用した航空機の出現には、この程度の長時間を要しているということでもある。航空機
のこのような特徴から、本ロードマップにおいては革新技術においてやや保守的な見通し
を前提とした。
2000 年～2030 年については、現在開発が進められている最新鋭機の B787 機に適用され
る技術レベルの展開・波及による燃料消費の削減を主とし、その後 2050 年までは現在基礎
的な技術研究が進められているものが実用化され普及した効果による燃料消費の削減を主
とした。さらに、その後 2100 年までの間については、他の輸送機械で研究が進んでいる代
替燃料や燃料電池等の革新的技術の応用は、まずは自動車などの分野での実用化拡大→イ
ンフラ整備の動向によって大きく左右されるので予測は難しいこともあり、今回は比較的
航空機への展開が容易と思われる代替燃料の利用のみをロードマップには記載した。
機体の高性能化
航空機において燃料消費削減を最も左右するのはエンジンであるが、機体自身において
もその軽量化と空気抵抗削減という２つの面で技術革新が続けられている。現在米国のボ
ーイング社を中心に 2008 年からの就航を目標に開発が進められている B787 機は現時点で
その最先端を担うもので、炭素系複合材の利用を大幅に拡大し軽量化を図る(図１参照)と
ともに、主翼等の空気力学的な改善による抵抗削減も含めて、機体自身の改善として既存
機に比べて約 10％程度の燃料消費削減の実現を目指している。この技術は他の航空機にも
普及すると考えられるが、その効果は大型機では B787 並の削減を期待できるものの、それ
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以下の中・小型機では削減率は縮小されるため、全体としては 2030 年で約 5％と予想した。
一方で、上記の B787 的な技術に加えて、機体コンセプトを大幅に見直して更なる燃料消
費を抑える技術が研究されており、その候補として揚力/抗力比を大幅に改善する
BWB(Blended Wing Body)機（図２参照）が期待されている。このような新たなコンセプト
の機体の実用化により 2030 以降でも 2050 年までに 10％、2100 年までに 15％の燃料消費削
減を期待するものである。

B787 では、胴体や主翼などの主要構造
部材の大部分に複合材が使用される。
B777 では、重量割合で、アルミ 50％／
Carbon laminate
複合材 12％であったのに対して、B787
Carbon sandwich
ではアルミ 20％／複合材 50％と複合材
Fiberglass
の適用割合が飛躍的に増加している。ア
Aluminum
ルミの代わりに複合材を使用すること
Aluminum/Steel/Titanium pylons
で機体重量が約 10,000 ポンド（乗客 53
名に相当）の軽量化が期待される。
図1 B787での複合材の適用

出典:Boeing社HPより

Blended Wing Body 機では揚力/抗
力比が大幅に改善され、軽量化も図
れるため大きな燃料消費削減につ
ながる。またエンジンを主翼上部に
置くことで、地上に対する騒音の遮
断効果も期待できる。

図２

BWB 機

出典：NASA HP より

ジェットエンジンの効率向上
ジェットエンジンの単位推力・時間あたりの燃料消費率(SFC)は、エンジンとしての熱効
率と推進システムとしての推進効率との２つの効率を高めることで、その低減化が図られ
てきた。熱効率はサイクル的に全体圧力比を高めることと、タービン入口温度を上げるこ
とで改善できるため、高性能の圧縮機開発やタービン用耐熱合金の開発などが行われてき
た。また推進効率はエンジンの排出ジェット速度を(機速に対して適切なレベルへ)下げる
ことで良くなるので、バイパス比を高くする(高速で排出されるタービン出口からの流量を
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下げて、代わりに低速で排出されるファン出口からの流量を上げる)ことで改善されてきた。
1950 年代の初期のジェット機から現在に至るこれらの改善の実績を図３に示す。
12
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図３ ジェットエンジンの燃料消費率改善の実績

上図で各特性値の最右値はいずれも B787 用エンジンとして開発中の目標値であり、この
技術レベルが他機種へも展開され航空機全体として燃料消費削減が進む(～2030 年)。しか
しながら、上記の延長線での改善において全体圧力比やタービン入口温度上昇は一方で有
害な窒素酸化物の排出増加につながること、またタービン入口温度上昇に伴う冷却空気量
増加(機関としてロス増)ということから、ある程度限界が見えてきている。そのため、最
近では更なる高バイパス比で可変機構を有し、それを進化したコンピューター制御にて
色々な運用条件に対して最適化を図るといういわゆるインテリジェントエンジン化が研究
されている。2030 年以降はこれらの技術革新が中心に燃料消費の削減が進むものと期待さ
れる。
エンジン用代替燃料
現在、航空燃料は灯油と同様成分のケロシンが利用されているが、石油系燃料の枯渇に
向けて、代替燃料として天然ガス、石炭、バイオマスなどを原料とする合成燃料の利用が
考えられる。ただしこの動向は特に自動車用等での実用化が先であり、その波及として将
来的に航空機への利用との順であろう。
【
（財）日本航空機エンジン協会 平塚 真二、石川島播磨重工業(株) 西出 重人】
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2.2

船舶

船舶
■ 各種省エネルギー技術を総合し、2100年までに40%の省エネルギーを目指す。
■ 内航船は、車載用燃料電池、水素など国内インフラを活用できるため、水素駆動・電動となる（大型水素ディーゼルの総合効率が優れているため、小型船は電動、中大型船は
水素内燃機関船がそれぞれ主流）。これらは陸運の機器開発、インフラ開発に追随する形でシフトが進む。船の耐用年数が長いため移行期間も長い（20年以上）。
■ 外航船は帰路の問題もあり化石燃料もしくは合成油による推進が基調。幹線は数十万トン級の超大型船によるハブ間輸送が主柱を占め、ローカルネットワークに引き継がれる。
大型船への混載集中を合理化できる海運システムの発達が必須。
■ なお、現在相当の割合を占める化石燃料の輸入が将来減少するのであれば、海運需要が半減するため、このセクターでのエネルギー消費、CO2排出も低下。しかしながら、バ
イオマスの大量輸入の有無による。

２０００

２０３０
エネルギー消費 ▲10％
電化・水素化率
0％

主として内航船

２０５０

２１００

▲20％
0％

▲40％
30％

小型船舶の軽量化
船体形状の最適化
電動化

超電導モータ

プロペラ配置の分散最適化・
ユニット標準化
複数動力最適制御
水素燃料電池船

水素利用

主として外航船
貨物船大型化
航行速度最適化
電動化

超電導モータ

多様化石燃料利用
原子力船
（原子力最大利用ケース）

海運システム
ハブ港ネットワーク
陸運との連携
大量・定常・低速運行管理

燃料

合成液体燃料
（天然ガス、石炭、バイオマス等から製造、石油系燃料と混合利用）

エンジン用代替燃料
水素
原子燃料
（原子力最大利用ケース）

ロードマップの考え方
様々な技術と運用システムを組み合わせることで 2100 年までに 40％の省エネルギーを目
指す。自動車を中心に発達する燃料電池や水素の国内インフラを活用して、内航船は化石
燃料利用からの脱却を実現する。一方で、海外の燃料インフラの影響を強く受ける外航船
では合成油による代替を進めるものの、当面化石燃料利用に頼らざるを得ない。この分野
では大型化・低速運行による飛躍的なエネルギー効率の向上を図る。
内航船
わが国の内海および沿海域を航行するもので、旅客、貨物ともに国内インフラを活用で
きる。自動車をターゲットとして発達した燃料電池、モーターあるいは水素インフラを活
用することで化石燃料に頼らない動力を実現する。
船体形状設計、あるいは表面構造による抵抗の低減、軽量化による燃費改善に加え、船
腹内部の空間利用効率の向上にもブレークスルーを期待する。例えば、旧来の船舶機関で
は、プロペラを駆動する主機関が船尾の相当部分を専有・占有せざるを得ず、船体構造や
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船腹容積の利用効率には大きな制約がある。しかし、電気推進化するとその電源配置には
大きな自由度が生まれ、同じ大きさの船体でも有効荷室容積を大きくすることができ、貨
物量あたりのエネルギー消費を削減することが可能となる。さらには船の用途や荷役の合
理性に注目して船体形状を全く改める際にも、電気駆動であれば電源のみならず動力自体
の分散化も可能である。
船舶の艤装設備も合理化することで、軽量化は可能である。例えば離島航路にしばしば
見られるが、クレーン等の重機が港に設備されていないため、個々の甲板上にクレーンを
装備している船舶も少なくない。荷役システムを合理化する、あるいは簡単には港湾側に
クレーンを設置するなどでも船体の軽量化を図ることができる。
外航船
仮に国内でクリーンな電力や水素が容易に入手できるようになったとしても、国際航路
では海外での燃料事情・インフラ事情に大きく差配され、合成油による代替を進めるにせ
よ、当面の間化石燃料による動力調達に頼らざるを得ない。
大型船舶の動力として一般的なディーゼル機関は現在でも他の移動体に比べ格段に効率
が良い。下の表は、大型船舶の代表的なディーゼル機関の諸元を記したものであるが、巨
大なシリンダー内をピストンがゆっくり往復することが理解できる。このような高効率デ
ィーゼル機関に対して革新的な省エネルギーを実現することは容易ではないが、1960 年以
降船舶の大型化と運行速度の最適化により、大きなエネルギー効率の向上がもたらされて
いる。
表１

現在の典型的な舶用ディーゼル機関の諸元（12 気筒、大型舶用）
ボア径

900 mm

ストローク

3,000 mm

回転数

74 rpm

軸出力

37,000 kW

圧縮比

13

正味平均有効圧

13.2 bar

平均ピストン速度

7.2 m/s

重 量

1,835 ton

出力あたり重量

50 kg/kW

図１はカルマン－ガブリエリ線図と呼ばれるもので横軸に速度、縦軸に比出力（馬力/全
備重量/速度）をとったものである。移動体の種類によらず「大きなものをゆっくり」動か
すことで所用出力を軽減すること、すなわちエネルギー消費を軽減することに繋がること
が理解できる。かつては、大型船といえども、各移動体の限界線と見なされる図の破線域
を下回ることはできなかったが、船体構造をはじめとした技術開発により、バラ積み船、
大型タンカーがその壁を打ち破り、原油や工業製品輸送コストの低減に大きく寄与してい
る。今後も、造波抵抗軽減、表面摩擦低減などの改善は進めていくが、最もドラスティッ
クにエネルギー効率化を進めるには大型化および運行の低速化によることが基本となる。
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海運システム
あくまで最短時間での到着が望まれる遠距離の旅客輸送は自ずと航空機の活躍する舞台
である。したがって、外航航路の対象は貨物輸送と限定してよい。これを 10 万トンクラス
の低速運行大型船が担当する。現在の
ような数日での太平洋横断を目指すよ
うな運行ではなく、たとえ航行速度は
遅くとも、定常状態での物資の輸送に
より物資輸送の連続性を実現するので
ある。
大量の貨物を運ぶ大型船が連続定常
的に航行すると、世界中の港湾を大型
船でネットワーク化し、かつ連続定常
性を担保するような物資の集積を想定
することはできず、このような大型船
輸送の対象は拠点間輸送に限定せざる
を得ない。拠点港、すなわちハブ間の
輸送を低速大型船が担い、その後のロ
ーカルな輸送は電気駆動の内航船ある
いは鉄道等の陸路に委ねるといった、
相互補完的な輸送形態によりこれを実
現する。総合的な運行管理システムに
よる合理的運行オペレーションの実現、
そして個々の貨物をスイッチする荷役
の合理化技術がこれをサポートする。

図１ 移動体の最高速度と比出力の関係
出典：東京大学「人間社会と交通システム」テキスト

燃料
前述したように、内航船は電力あるいは水素を動力源とすることで CO2 排出から脱却を
実現できる。一方、復路をまかなう水素や電力を積み込んでの航行を行えない遠距離外航
船は、目的地のインフラ事情を反映して旧来のディーゼル系動力が長く残る。例えば日米
間を往復するのであれば水素や電気駆動で往復することは可能であろう。しかし、多くの
場合旧型化した船舶は途上国等に転売されるのが普通である。したがって、将来の売却販
路を制限されるような船舶の普及にも上限がある。それでも、具体的な燃料は現在の重油
依存から次第に GTL、CTL あるいはバイオマス合成油にシフトすることで CO2 排出抑制が着
実に進行する。
なお、現在の大型船輸送の多くを占めるタンカーによる原油輸送であるが、そもそも、
脱化石燃料化が将来実現すれば、タンカー輸送の需要自体が消滅し海運需要（およびその
エネルギー消費）そのものが半減する。逆に、脱化石燃料分をバイオマス合成燃料に依存
し、これを遠距離輸送するような構図になれば、現在のタンカー輸送需要はほぼそのまま
のボリュームで残ることとなる。
【みずほ情報総研（株） 瀬戸口 泰史】
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2.3

鉄道

鉄道
■ エネルギー消費の約9割を占める電化区間では、電車のハイブリッドシステム化（蓄電装置搭載）により、回生電力の再利用率が向上。軽量化、モータ・電力変換器の改善と併
せた省エネ率は2100年までに30%を期待。
■ 非電化区間では、ディーゼル車両のハイブリッド化とFCハイブリッド車両の導入でエネルギー消費を削減。FCハイブリッド車両の導入は、水素FC自動車の実用化の後になる。
単体の効率向上は大きいが、日本では非電化区間が少ないため量的効果は小さい。
■ FCハイブリッド車両の導入により電化・水素化率は100%となる。

２０００

２０３０
エネルギー消費 ▲10％
電化・水素化率
90％

共 通

２０５０

２１００

▲20％
95％

▲30％
100％

車体軽量化

電化区間
モータ・電力変換器
の損失低減
架線・電池ハイブリッド化
（回生蓄電付加）

永久磁石モータ、直接駆動

高効率電力変換素子、超電導変圧器、超電導モータ

エネルギー消費率 ▲10％
エネルギー消費率 ▲10％

非電化区間
ディーゼル・電池
ハイブリッド車

エネルギー消費率 ▲30～40％

水素ＦＣ・電池
ハイブリッド車
エンジン用代替燃料

エネルギー消費率 ▲40～50％
合成液体燃料（天然ガス、石炭、バイオマス等から製造、石油系燃料と混合利用）

水素

ロードマップの考え方
鉄道のエネルギー消費は 2000 年において運輸部門の 2％を占めている。電化率（鉄道の
全エネルギー需要に対する電力需要の比）は 87%である。
2100 年の技術スペックは、エネルギー消費削減率 30％、電化・水素化率 100％とした。
この技術スペックを達成するための技術として、以下のように考えた。
１．車体軽量化
車体の軽量化は、電化区間と非電化区間の両方に効果のある技術である。
最も台数の多い通勤形電車の場合、現在の最新車両の重量は旧国鉄時代と比較して約４
割減となっている。しかし、車体が軽量になるほど、乗客の有無・片寄り、加減速・カー
ブ、など種々の走行条件による車両の重量バランスの変化が大きくなって、走行安定性の
確保が難しくなる。
こうした要因から今後の大幅な軽量化は困難と推測されるが、現在の最軽量車両に使わ
れている技術の普及とその後の若干の改良を含めて、全体としての軽量化の可能性を 20%
程度と見積もり、それによる省エネルギー効果は 10～15%程度と推定した。
なお、新幹線等の高速鉄道の走行抵抗は、車両重量とは無関係の空気抵抗が支配的なの
で、軽量化による省エネルギー効果は、割合としては小さい。高速鉄道では、車両形状の
最適化による空気抵抗の低減も開発課題のひとつではあるが、技術の向上が運行速度の高
速化によって相殺される可能性もあることから、本ロードマップにおいては技術スペック
達成の要素からは除いた。
２．モータ・電力変換器の損失低減
電車の駆動用モータは、直流機・抵抗制御、直流機・チョッパ制御、交流誘導機・GTO イ
ンバータと変わってきて、現在の最新車両は交流誘導機・IGBT インバータになっている。
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モータ効率は 92％、インバータ効率は 97％程度である。さらに新しい技術として、交流同
期機（永久磁石式）を用いた車輪直結駆動方式の開発が進められており、近い将来の実用
化が期待される。それによりモータ効率が 95％に向上することに加え、減速ギヤによる損
失がなくなるため、トータルで 10%程度の省エネルギーが見込まれる。
更なる省エネルギーのためには、
インバータへの SiC 等の高効率電力変換素子の適用や、
超電導変圧器・超電導モータといった超電導技術の利用も期待される。
３．回生電力の再利用
列車は自動車より転がり摩擦によるエネルギー消費が少ないため、回生ブレーキによる
運動エネルギーの回収・再利用のポテンシャルは大きい。しかし、現在主流の直流送電方
式では、ある列車で回生ブレーキにより発生する電力は、同一線区内を同一時刻に走行し
ている他の列車でしか利用できない。そこで、回生電力の利用率向上を目的として、車両
に蓄電装置を搭載したハイブリッド電車（架線と電池のハイブリッド）が研究されている。
架線・電池ハイブリッド電車の省エネルギー率は、適用する線区の列車走行密度によっ
て異なるが 5～15％と見込まれる。
非電化線区を走行するディーゼル車をハイブリッド化する研究も行われている。この場
合、回生電力利用とともに、エンジン運転域の最適化やアイドリング停止の効果もあり、
30～40％の省エネルギー効果が期待できる。さらにディーセルエンジンを燃料電池にする
ことで、50％の省エネルギーが可能と見込まれる。ただし日本の場合、ディーゼル車のエ
ネルギー消費量は鉄道全体の 13％（2000 年）であり、省エネルギーの絶対量は多くない。
４．燃料転換
非電化区間のディーゼル車用の燃料については、現在の軽油に混合する形で、天然ガス
等を原料とする合成燃料が導入され、石油ピークの 2050 年までに石油以外の燃料へ転換す
ることが可能になる。さらに、ディーゼル車が水素燃料電池ハイブリッド車に置き換わる
ことにより、電化・水素化率は 100％となる。水素燃料電池の導入は、燃料電池自動車の普
及によって整備が進む水素供給インフラを活用することを想定し、燃料電池自動車より 10
年程度遅いタイミングとした。
５．新型鉄道のエネルギー消費
リニアモーターカーや各種新交通システム等の新型鉄道のエネルギー消費は、従来の鉄
道と比較して劇的に変わる要因はなく、一方で新型鉄道自体の普及量の想定が困難という
要因もあり、今回の技術スペック達成の条件としては考慮していない。
６．列車車両の使用年数
一般車両は 20 年～30 年、長いものは 40 年以上使っている例もある。したがって、新技
術が初めて実用化されてから全体に普及するまでには、少なくとも 30 年以上の期間が必要
となる。各新技術の実用化開始時期は、この点も考慮に入れた。
【運輸 WG 事務局】
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3.1

交通システム体系

交通システム体系
■ 自動車、鉄道、船舶、航空機といった個別の輸送機器の高度化に留まらず、現在とは異なる交通体系の実現によりエネルギー効率の優れた
社会を実現する。
■ カテゴリー１については技術スペックのエネルギー消費削減の内数、カテゴリー２については技術スペックとするエネルギー消費削減の外数
（追加的な手段）として位置づけ。
カテゴリー１： 陸海空それぞれの輸送体系における社会システム的な対応
【例】
自動車等の無人運転により安全設備の簡易化も含めドラスティックな軽量化を実現
ITSをさらに徹底し、域内道路交通流の最適制御の実現によりエネルギー効率、時間効率を改善
低速ではあっても定常化によるルーチン的輸送の効率化
低騒音技術等に基づく深夜輸送などにより交通流密度低減、インフラ設備の軽便化
等々
カテゴリー２：異なる運輸体系の長所・短所を補完する形で的確に組み合わせることで実現する総体としてのエネルギー効率向上
【例】
遠距離輸送を担う船舶、鉄道、大型トラックと域内輸送の合理的な組み合わせ（モーダルシフト、ハイブリッド輸送）
港湾、鉄道ターミナル等の結節点におけるコンテナ・パッケージの24時間自動仕分けシステム

本ロードマップでは、交通システム体系など社会システムの変更に頼るのではなく、技
術のみによって将来の環境制約・資源制約を克服する技術を揃えた。しかしながら、将来
モーダルシフトなどが進む可能性も高く、さらなるエネルギー効率の向上が期待できる。
特徴
（１）カテゴリー１
自動車を例に挙げれば、燃費を向上させるポイントのひとつは、軽量化である。軽量化
の努力は継続的に行われているが、人間の判断ミスなどによる人命に関わる事故に対応す
るために、安全設備は強化されており、結果として車の軽量化に限界が生じている。安全
設備を簡易化できれば自動車をかなり軽量化できるが、安全設備を簡易化するためには、
事故発生を限りなくゼロにする必要がある。ウィル・スミス主演の映画「アイ･ロボット」
は 2035 年の世界を描いているが、この中で無人運転の自動車が登場する。今日の事故原因
は、人間の判断ミスがその大半を占めると考えられるが、人間の判断を必要とせず、自動
的に事故を回避する無人運転システムにより事故発生をゼロにすることができる。
また、自動車単体の設計上の燃費が向上しても、交差点での信号待ちや道路の渋滞など
により、発進・停止を繰り返すことで、結果として燃費が低下する。そこで ITS（Intelligent
Transport Systems）技術等を利用し、交通流を最適制御し、信号待ちや交通渋滞をなくす
ことで、エネルギー効率を高めることができる。
（２）カテゴリー２
国内の遠距離貨物輸送は、鉄道・船舶よりも大型トラックによる遠距離輸送がその便利
さ故に多用されている。結果的に全体としてエネルギー効率の悪いシステムとなっている。
鉄道や船舶の利便性を高め、大型トラックへの偏りをなくし、遠距離輸送と域内輸送の合
理的な組み合わせを行うことにより、輸送システム全体のエネルギー効率を高めることが
重要である。
また、上記を実現するためには、港湾、鉄道ターミナル等において貨物を効率的に仕分
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けし、域内貨物輸送を担当するトラックに積載する２４時間稼動システム等が必要不可欠
である。
環境制約・資源制約克服のための貢献度・特徴
カテゴリー１は、軽量化や交通流の最適制御により、カテゴリー２は、個々の輸送手段
の特性をうまく組み合わせて輸送システム全体のエネルギー効率を高めることで、エネル
ギー消費量を抑えることを狙っている。ここでその効果を定量的に述べることは困難だが、
明らかに資源制約克服に貢献することが十分可能となる。
また、エネルギー効率を高めることで、二酸化炭素を中心に、環境制約を克服する手段
としても有効となる。
将来見通し
（１）カテゴリー１
例えば自動車では、車間距離がある設定値以下になると衝突防止システムを稼動させる
という考え方がある。また、交差点での出会い頭の事故を防止するために、自動車が相互
に位置を認識しあうことで事故を未然に防止しようという考え方がある。このように IT を
利用した対策の実用化に向けた取り組みが進められているが、今後 100 年を見通した場合、
これらの考え方をより進化させ、上記で述べた交通システムを構築することは十分可能と
考えられる。
（２）カテゴリー２
実現するためには、鉄道や船舶の輸送速度の改善に加えて、港湾、鉄道ターミナル等に
おいて貨物を効率的に仕分けし、域内貨物輸送を担当するトラックに積載する 24 時間稼動
システム等が必要不可欠である。これらは、既存の技術で対応可能な部分も多く、比較的
早期に実現が可能と考えられる。
【
（株）三菱総合研究所 重富 徳夫】
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