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本報告書は、資源エネルギー庁からの委託事業（
「平成 18 年度電力・ガス総合技術開発戦略調査（総
合技術開発戦略調査）
」
）として、平成 16 年度、17 年度に実施された「電力・ガス総合技術開発戦略
調査」の検討を受けて、電力・ガス分野の技術開発戦略策定へ向けて行った検討を取りまとめたもの
である。本報告書においては、世界的なエネルギー需要増大やエネルギー価格の高騰等のエネルギー
を取り巻く諸情勢の変化、地球温暖化問題をはじめとする環境を巡る国内外の動向、エネルギー分野
における制度改革がもたらす新たな変革等に適切に対応していくため、電力・ガス両分野にわたる総
合的な検討を行い、具体的な技術開発課題、技術開発シナリオを整理している。
従来の技術開発戦略は、産業技術政策的な観点から、技術のトレンドを追い、個別産業毎の技術戦
略を策定するものであった。しかし、個別の産業及びその産業政策を所管する立場からは、当該産業
の将来展望や社会経済的要請に基づくことが求められるため、技術シーズ側からのアプローチではな
く、政策的・社会的ニーズに立脚した技術開発戦略の策定が求められている。
また、エネルギー情勢を巡る将来の不透明性、不確実性が増す中で、リスクの態様も多様化、多層
化していることを踏まえ、将来がどのように展開していっても柔軟に対応できるよう、多様な選択肢
を確保する技術開発戦略の策定が求められている。そこで、
「限られた資源を、リスクを低減しつつ効
果的に配分して、最適な事業の組合せを決める」という企業の経営戦略策定等に用いられているポー
トフォリオ的思考を技術開発戦略に適用することで、エネルギー情勢を巡る不透明性、不確実性に対
応するものである。
本報告書では、3 ヵ年にわたって実施された電力・ガス総合技術検討会の最終年度として、前年度
までの中長期的なエネルギー需給の課題（社会ニーズ）の解決に資する技術の抽出・整理結果を受け、
エネルギー分野におけるポートフォリオ的思考による 2030 年に向けた技術開発戦略及びロードマッ
プを策定した。
最後に、本報告書の取りまとめに当たり、委員会の委員長をお願いした東京理科大学正田英介教授
をはじめ、短期間に精力的な検討を重ねていただいた委員各位に心より謝意を表する次第である。

平成 19 年 3 月
財団法人 エネルギー総合工学研究所

－ 目 次 －
はじめに
Ⅰ章 電力・ガス総合技術開発戦略の策定について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
１．電力・ガス総合技術開発戦略策定の背景について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
1.1．将来の不透明性、不確実性に対応した厚みのあるポートフォリオ的技術開発戦略・・・1
２．電力・ガス総合技術開発戦略策定の手順について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
2.1．エネルギー需給の課題（社会ニーズ）の整理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
2.2．エネルギー需給の課題（社会ニーズ）を解決するための技術の整理・・・・・・・・・2
2.3．ポートフォリオ思考を適用した技術開発戦略（導入シナリオ・技術ロードマップ）の策定
・・・・・・・・・・3
Ⅱ章 エネルギー需給の課題（社会ニーズ）の解決に資する電力・ガス分野技術の導入シナリオ
・・・・・・・・・32
１．安定供給の確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34
1.1．多様なエネルギー資源の活用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34
1.2．第三者接続者と電力・ガスネットワークの調和・・・・・・・・・・・・・・・・・・42
1.3．不可避的要因による大規模影響の緩和・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・58
1.4．需給構造の多様化によるリスクの緩和・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・62
1.5．既存設備の有効活用、設備更新時の高度化機能の付加・・・・・・・・・・・・・・・63
２．環境への適合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・64
2.1．エネルギーの高度有効活用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・64
2.2．CO2 の排出量が相対的に少ない化石エネルギーの活用・・・・・・・・・・・・・・・87
2.3．CO2 の分離・回収・貯留・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・88
Ⅲ章 エネルギー需給の課題（社会ニーズ）の解決に資する電力・ガス分野技術のロードマップ
・・・・・・・・・91
おわりに
委員名簿
 技術用語・略語集

Ⅰ章 電力・ガス総合技術開発戦略の策定について
１．電力・ガス総合技術開発戦略策定の背景について
エネルギー分野の基本的政策課題である、3E（安定供給の確保、環境への適合及び持続的経
済成長への寄与）の同時達成を実現していく中で、電力・ガス分野においては、制度改革の進
展等事業を取り巻く環境が大きく変化している。そうした中で、不確実性・不透明性の高い将
来の経済社会のマクロ環境変化が、電力・ガス事業に今後どのような影響をもたらしうるかに
思いを巡らし、エネルギー政策の基本理念である安定供給等を実現していくために必要な中長
期的な視点からの技術面での対応策を戦略的に構築していくことが必要である。
そのため、2030 年程度の中長期的な視点に立ち、社会経済の変化等を的確かつ柔軟に反映さ
せつつ、3E の同時達成に向けた課題を克服することに主眼をおいて、電力・ガス事業の進んで
いく方向と整合したポートフォリオ的思考による技術開発戦略を策定することとなった。
本調査は、従来の国の技術戦略ではあまり馴染みのない「ポートフォリオ」という考え方を取
り入れており、これが本調査の特徴の一つとなっている。以下、本調査における「ポートフォリ
オ」という考え方について解説する。
1.1. 将来の不透明性、不確実性に対応した厚みのあるポートフォリオ的技術開発戦略
社会ニーズや将来の経済社会の動向に基づいて戦略を構築しようとする場合、
将来起こり得
る内容をいくつかのシナリオの形で想定し、
そのシナリオに沿って所要の対策を検討するシナ
リオ分析が一つの有効な手法として浮かんでくる。これは、リスク対応を検討する手法として
注目されている方法であるが、技術戦略のように個々の内容が相互に連関している場合、当初
想定したシナリオとは異なる展開となったときに取るべき対応の判断には、
必ずしも適したも
のではない。
将来の不透明性、不確実性が一層増してくることを勘案すれば、精緻なシナリオを作成する
ことに傾注するよりも、将来の不透明性、不確実性を所与の前提として、どのような事態にも
相応に対応できる柔軟性を確保し、
それに応じて最大限に政策目的を達成できるような対応を
図ることが、より実務的、現実的な戦略のあり方と考えられる。すなわち、見通せる範囲内の
将来において当該産業においてどのような事態が起こり得るのかを幅広く想定し、そうした
様々な事態に対して、あるいは想定と異なる方向に発展した事態に対して、どのような技術的
対応がありえるのかを網羅的に整理すること、いわば不透明、不確実な将来に向けて、各技術
相互の「タテヨコの関係」を整理、把握することが重要と考えられる。
そして、多様な将来展望の中のどれが基本ケースか、といった問題に固執することなく、そ
れら様々な事態が起こる可能性、起きた場合に当該産業に与えるインパクト等を考慮して、限
られた研究資金をどのように配分すれば当該産業の政策目的
（エネルギー政策に関していえば
安定供給等のいわゆる３つのＥあるいはそれを展開した諸目標）を的確に達成できるか、とい
う観点から技術戦略を構築する。
本来、ポートフォリオとは様々な証券の入った書類鞄の意味で、資産運用において様々な資
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産ないし銘柄を組み合わせて、投資を分散させることでリスクを低減する手法を意味する。こ
れは企業の経営戦略にも応用され、限られた経営資源を、リスクを低減しつつ最も効率的に配
分していく事業の組合せを決定するための分析・管理手法となっている。
「将来の不透明性、
不確実性に対応した厚みのあるポートフォリオ的技術開発戦略」とは、これを技術戦略の策定
に応用したもので、将来の不透明性、不確実性に留意しつつ、着実に政策目標を達成していく
ための技術開発への資金配分の考え方を示すことで、
多様な将来の展開あるいは想定外の事態
の展開に柔軟に対応し、
それに起因するリスクを低減することに力点を置いた技術戦略である。

２．電力・ガス総合技術開発戦略策定の手順について
各年度の検討フローを図Ⅰ－１に示す。
2.1. エネルギー需給の課題（社会ニーズ）の整理
我が国の少子高齢化の進展、アジア地域における急速な経済発展といった、今後 2030 年程
度の中長期を展望したときに、現状から継続的におこりうる、もしくは今後おこると予想され
る社会・経済面のマクロ環境を考察し、安定供給確保、環境への適合、持続的な経済成長への
寄与というエネルギー政策の理念と照らし合わせて、
これらのマクロ環境がどのような影響を
与えるかを検討し、
どのような対応が必要になるかという観点から、
エネルギー需給の課題
（社
会ニーズ）を整理した。
（表Ⅰ-1 「エネルギー需給の課題（社会ニーズ）の整理結果」参照）
2.2. エネルギー需給の課題（社会ニーズ）を解決するための技術の整理
上記で整理したエネルギー需給の課題（社会ニーズ）を解決していくために、今後エネル
ギー分野で必要と考えられる技術を俯瞰的に整理するため、以下の整理を行った。
①エネルギー技術の抽出
エネルギー資源の採取から国内への輸送、２次エネルギーへの転換・供給、需要家での最終
消費までのエネルギー・サプライチェーンを軸として、エネルギー関連技術を物理的機能にの
み着目して網羅的に抽出した。(原子力に関する事項については、他で精力的に検討されている
ため、原則として検討対象外とした。)
②技術パッケージの構築
上記で抽出した技術が、いずれのエネルギー需給の課題（社会ニーズ）の解決に資するかを
対応づけするため、各エネルギー需給の課題（社会ニーズ）の解決の方向性を検証し、その方
向性毎に技術パッケージという解決群として、物理的機能に加え、エネルギー需給の課題（社
会ニーズ）に対する効用に着目して個別技術を整理した。この結果を、電力･ガス分野に関連す
る技術＊のマップとして図Ⅰ-2 に示す。
＊ H17 年度に網羅的に抽出したエネルギー分野の技術から、H18 年度は、本調査外で検討
されている運輸関連技術と再生可能エネルギー関連技術を検討対象外とした。図Ⅰ-2
において、電力・ガス分野に関連する個別技術は、

で表した。

電力･ガス分野の個別技術が、どのエネルギー需給の課題（社会ニーズ）に対応しているか
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を、表Ⅰ－2「電力･ガス分野の個別技術とエネルギー需給の課題との対応表」に示す。
2.3. ポートフォリオ思考を適用した技術開発戦略（導入シナリオ・技術ロードマップ）の策定
本年度は、表Ⅰ－2 で整理された電力・ガス分野の技術をもとに、ポートフォリオ思考を
適用した技術開発戦略の策定を行った。本調査では、電力・ガス分野の技術群に対して、効用、
開発コスト、開発の難易度といった観点から相対的な評価を実施し、電力・ガス事業に係る技
術の、エネルギー需給の課題（社会ニーズ）を解決していく上での、位置付け、重要性等を明
確化した。以下にその手順の概略を示す。
１．技術の評価項目の設定
① 「開発コスト」
；現状の技術レベルに対して、開発目標を達成するためのコスト
② 「開発の難易度」
；現状の技術レベルと開発目標とのギャップ
③ 「効果」
；開発目標が達成できた場合のエネルギー需給の課題に対しての効果
２．技術動向調査：開発コスト・開発の難易度・効果という３つの評価項目に即し、個別技術ごとに、
評価項目に即したデータベースを作成する。
３．技術の位置関係の分析：H17 年度に整理した技術パッケージ内の個別技術同士で技術の位置関係
（代替技術、関連技術）を分析する。
技術の位置関
係の分析例

「海外亜瀝青炭の発電活用」技術パッケージ
高効率ガスタービン

石炭ガス化

IGCC

IGFC

代替技術

IGHAT

A-PFBC
A-USC

関連技術

４．技術の評価
① 技術の位置関係の分析から、エネルギー需給の課題に資する代替関係にある技術の相対評価対象
を抽出。
② 技術動向調査（技術調査表）のデータを基に、相対評価を実施。

評価の結果より、それら技術が、今後実用化に向かう道筋や導入・普及に必要となる関連
施策等を検討し、さらに、各個別技術の求められる機能の向上等を時間軸上に示す導入シナリ
オを策定した。導入シナリオは、Ⅱ章において、エネルギー需給の課題（社会ニーズ）毎に導
入シナリオを図として表したものとその解説として記載した。導入シナリオに記載した個別技
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術の導入時期、技術課題等は、後述の技術ロードマップを基にした。
また、表Ⅰ－2 で整理された電力・ガス分野の技術について、個別技術単位での 2030 年に
向けた技術ロードマップを策定した。技術ロードマップは、Ⅲ章において、個別技術をエネル
ギー利用の上流から下流という流れに従って記載した。
なお、本報告書に記載されている技術（略語含む）の解説は、末尾にまとめて掲載した。
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平成 16 年度

マクロ環境の影響を踏まえたエネルギー需給の課題（社会ニーズ）の整理（表Ⅰ-1）

平成 17 年度
エネルギー需給の課題（社会ニーズ）の解決に資する技術の検討・整理
エネルギー需給の課題（社会ニーズ）の解決に資する個別技術の抽出・整理と
技術クラスターの構築
エネルギー需給の課題（社会ニーズ）に対する効用に着目した
技術パッケージへの再構築

平成 18 年度
ポートフォリオ思考を適用した技術開発戦略の策定
（2030 年に向けた電力・ガス分野技術の導入シナリオ及びロードマップの策定）
１．技術の評価項目の設定
２．技術の動向調査
３．技術の位置関係の分析
４．技術の相対評価
５．導入シナリオ・ロードマップの策定

図Ⅰ-1 電力・ガス総合技術開発戦略策定のフロー
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表Ⅰ-1 エネルギー需給の課題（社会ニーズ）の整理結果
エネルギー需給の課題
基本的な課題
安定 ①供給面か ・従来の石油依存度の低下、
供給 ら の 制 約 中東依存度低下といった
へ の 対 応 供給面からの制約への対
の確 に 加 え 需 応のみでなく、中国、イン
保
要 面 か ら ドをはじめとするアジア
の 制 約 へ 地域等のエネルギー需要
の対応へ
増大という需要面からの

詳細な課題
多様なエネルギー資源の活用において
・一次エネルギー供給の絶対量の拡大
・他国の諸情勢に左右されない我が国独自の
エネルギー資源を確保

・
「多様なエネルギー資源の活用」
供給途絶リスクの少ないエネルギー
資源の活用に加えて
・
「
（海外の）未活用資源の活用」
・
「自給率の向上（国産エネルギー源
等の活用）
」

・価格変動に応じたエネルギー選考へ対応
制約への対応
②水際( 国 ・テロによる設備破壊、社会 一層強靱なエネルギー需給構造への要請の ・「不可避的要因による大規模影響、二
際面)リス 受容性に起因する設備立
高まり等の観点から、
次災害等の抑制」
ク 対 応 に 地対応の長期化等の国内 ・国内外の不可避的要因※による大規模影響
加 え 国 内 における安定供給に関わ を緩和し二次災害等を抑制
不可避的要因による
リ ス ク 対 るリスク等への対応、IT
影響の可能な限りの抑制。影響発
応へ
技術の浸透等に伴う都市 （※不可避的要因：
生後の早期復旧。外部からのエネ
機能の高度化等から、現状
国際情勢に起因する資源供給途絶リスク、
ルギー供給が途絶えても影響を受
③安全・安 の自然災害や事故を想定
災害・有事、供給設備の一斉停止、国内の
けない最低限の拠点の確保を可能
心 へ の 要 した安全対策の範囲だけ
エネルギー供給設備の新増設に関わるリ
とする。
求 の 高 ま でなく、一層強靱なエネル
スク、従来の想定を超えた記録的な異常気
り
ギー需給構造への要請の
象等による国内の需要急増リスク等）
高まり。
・制度改革や地球環境面の対応等から、エネ ・
「第三者接続者と電力・ガスネットワ
ルギー供給形態が変貌し、電力・ガスネッ
ークの調和」
・世界の需要は増大する一方
トワーク運用者以外の第三者が大量に接
で、少子高齢化が進む我が
続された場合、電力・ガスネットワークの
・
「電力・ガス供給（変換）の多様化
④将来の不 国では
供給品質や信頼度に影響が出る場合もあ
の可能性の検討」
透明性、不
・エネルギー需要が
る。よって、第三者接続者と電力・ガスネ
・
「系統電力と分散型電源・電力貯蔵
確実性を
成熟化
ットワークの調和を図り、更に、エネルギ
設備が調和した電力ネットワーク
視野に
するとともに、
ーの安定供給の観点から、現状の供給品
の供給品質・信頼度維持、及び向
地球環境面の対応や制度
質・信頼度の維持・向上の可能性を検討
上の可能性の検討」
改革、エネルギー価格の高
・
「ガスネットワークと分散型ガス発
騰とも相まって、
生源が調和した供給品質・信頼度
・エネルギー需要構造の
維持、及び向上の可能性の検討」
変化
・需要家の選択を通じた需要構造の多様化の ・
「需給構造の多様化（需要家の選択）
・エネルギー供給形態の
結果、国内外のエネルギー安定供給に関わ
の結果リスク等による影響が緩和
変貌
るリスク等による影響が緩和される可能性
される可能性の検討」
する可能性
を検討
・エネルギー需要成熟化に伴う設備投資サイ ・
「既存設備の有効活用（メンテナンス、
クルの長期化等の中でも安定供給や資源・
診断技術）
」
、
「設備更新時の高度化機
環境制約への対応を図る手段を確保
能の付加等の手段・選択肢の確保」
、
「技術の継承問題」
「エネルギーの高度有効活用」
・省資源の観点・国内の安定供給の観点から ・
需要量やエネルギー供給量を減らす
・
「井戸元（資源採取）から需要家（エ
環境 ①地球環境 ・中国、インドをはじめとす ・経済活動と CO2 排出量の連鎖を効果的に断
ネルギー消費）までのトータルな
を
始
め
と
るアジア地域等の世界的
ち切る
への
エネルギー利用効率の向上」
す る 地 球 なCO2 排出量の増大に対応
適合 大 で の 対 した、さらなる CO の削減
・
「循環型社会(３Ｒ)への対応」
2
と経済発展を両立する地
・
「非化石エネルギーの活用」
応
球大での取組
・
「CO2 の排出量が相対的に少ない化石エ
ネルギーの活用」
・
「CO2 の分離･回収・隔離」
・
「需要家の需要形態に応じたベストソ
・CO2 削減の活動の円滑化
リューションの提供」
国際的視点による技術開発

6

：電力・ガス分野に関連する技術

「海外中小ガス田ガス及び非在来型天然ガスのLNG化活用」技術パッケージ

小規模液化プラント

フローティング型天然ガス洋上液化プラント

「海外中小ガス田ガス及び非在来型天然ガスの合成燃料化活用」技術パッケージ

GTL合成

ＧＴＬエンジン発電
フローティング型天然ガス洋
上合成燃料化プラント

メタノール合成

メタノールエンジン発電
フローティング型天然ガス洋
上合成燃料化プラント

DME合成

ＤＭＥエンジン発電
フローティング型天然ガス洋
上合成燃料化プラント

「海外中小ガス田ガス及び非在来型天然ガスのガスハイドレート化活用」技術パッケージ

ガスハイドレート化

ガスハイドレートペレット化

ガスハイドレートタンカー輸送

ガスハイドレートタンク貯蔵

フローティング型洋上
ガスハイドレート化

ガスハイドレート再ガス化

ガスハイドレート陸上輸送

図Ⅰ-2

電力・ガス分野技術のマップ（海外の未活用資源の活用 1/4）
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「海外亜瀝青炭の発電活用」技術パッケージ

「海外改質褐炭の発電活用」技術パッケージ

「ガス化複合発電技術」

「ガス化複合発電技術」

石炭ガス化
＊共通技術

IGCC
IGCC
＊共通技術

高効率ガスタービン
＊共通技術

石炭ガス化
石炭ガス化
＊共通技術

褐炭改質

IGCC
IGCC
＊共通技術

高効率ガスタービン
高効率ガスタービン
＊共通技術

IGHAT
IGHAT
＊共通技術

IGHAT
IGHAT
＊共通技術

IGFC
IGFC
＊共通技術

IGFC
IGFC
＊共通技術

「微粉炭火力発電技術」

「微粉炭火力発電技術」

A-PFBC
A-USC
＊共通技術
A-PFBC
＊共通技術
A-USC

A-PFBC
A-USC
＊共通技術
A-PFBC
＊共通技術
A-USC

「海外褐炭スラリー製造・発電活用」技術パッケージ

「海外低品位炭の合成燃料化活用」技術パッケージ
「合成燃料製造技術」

「ガス化複合発電技術」
褐炭スラリー製造

石炭ガス化
石炭ガス化
＊共通技術

IGCC
IGCC
＊共通技術

高効率ガスタービン
高効率ガスタービン
＊共通技術

石炭ガス化
石炭ガス化
＊共通技術

IGHAT
IGHAT
＊共通技術
IGFC
IGFC
＊共通技術
「微粉炭火力発電技術」
A-PFBC
A-USC
＊共通技術

CTL合成技術
CTL合成

ＣＴＬエンジン発電

メタノール合成技術
メタノール合成
＊共通技術

メタノールエンジン発電

ＤＭＥ合成技術
ＤＭＥ合成
＊共通技術

ＤＭＥエンジン発電

A-PFBC
＊共通技術
A-USC

「海外低品位炭の水素製造・活用」技術パッケージ
水素燃焼タービン
「水素輸送技術」

「水素貯蔵技術」

水素パイプライン（高圧化等）
水素パイプライン（高圧化
＊共通技術
等）

水素製造（石炭ガス化）
水素製造（石炭ガス化）

水素気体貯蔵（高圧化、軽量化等）
水素気体貯蔵（高圧化、
＊共通技術
軽量化等）
PAFC
水素吸蔵
水素吸蔵 ＊共通技術

磁気冷凍液化

液体水素タンカー及びローリー輸送
液体水素タンカー及びロー
（断熱、充填等）
リー輸送（断熱、充填等）
＊共通技術

MCFC

PEFC
水素液化貯蔵（高圧化、断熱技術等）
水素液化貯蔵（高圧化、
＊共通技術
断熱技術等）
SOFC

図Ⅰ-2

電力・ガス分野技術のマップ（海外の未活用資源の活用 2/4）
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「海外非在来型石油のエマルジョン化、発電活用」技術パッケージ

オリマルジョンガス化

「海外非在来型石油の合成原油製造・石油精製」技術パッケージ

IGCC

高効率ガスタービン

IGHAT
非在来型石油改質

IGFC

A-USC
オリマルジョン燃焼ボイラ

「海外非在来型石油の水素製造・活用」技術パッケージ
水素燃焼タービン
「水素輸送技術」
水素パイプライン（高圧化等）
水素気体貯蔵（高圧化、 ＊共通技術
軽量化等）

水素製造（非在来
水素パイプライン
水素製造（非在来型石油
型石油ガス化） ガス化）
（高圧化等）

PAFC

水素吸蔵

磁気冷凍液化

MCFC

液体水素タンカー及びローリー輸送
（断熱、充填等）

液体水素タンカー及びローリー輸送
水素液化貯蔵（高圧
（断熱、充填等）
化、断熱技術等）
＊共通技術

磁気冷凍液化
＊共通技術

図Ⅰ-2

PEFC

SOFC

電力・ガス分野技術のマップ（海外の未活用資源の活用 3/4）
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「海外バイオマス資源・固体燃料化活用」技術パッケージ

「海外バイオマス資源・合成燃料化活用」技術パッケージ

エタノール製造

アセトン・ブタノール製造
蒸気高温化
BTLエンジン発電

BTL合成

木質バイオマスペレット製造
メタン発酵
（湿式、乾
式）

メタノール合成

メタノールエンジン発電

DME合成

DMEエンジン発電

石炭との混焼

木質ガス変換

BDF製造

「海外再生可能電力利用・水素製造・発電・活用」技術パッケージ
水素燃焼タービン
固体高分子電解

「水素液化技術」
磁気冷凍液化

液体水素ローリー輸送

アルカリ電解

液体水素タンカー輸送

水蒸気電解

水素パイプライン

水素液化貯蔵
PAFC
水素吸蔵
PEFC
水素気体貯蔵

MCFC

SOFC

図Ⅰ-2

電力・ガス分野技術のマップ（海外の未活用資源の活用 4/4）
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「国内非在来型天然ガス（メタンハイドレート）活用」技術パッケージ
メタンハイドレート気化

「国内非在来型天然ガス（コールベットメタン）活用」技術パッケージ
炭層メタン増進回収法
（ECBMR）

フローティング型メタンハイドレート気化プラント

「国内廃棄物資源・発電・熱活用」技術パッケージ

蒸気高温化

石炭との混燃

RDF製造

RDF貯蔵
廃棄物ガス対応（マイクロ）ガスタービン
スターリングエンジン
ガス化溶融炉
低カロリーガス対応エンジン
都市ガスとの混焼

廃棄物ガス変換

廃棄物ガス改質燃料電池
廃プラスチックの鉄鋼、セメント分野での混焼

「国内バイオマス資源(ドライ系）・発電・熱活用」技術パッケージ
木質バイオ
マスペレット
製造

蒸気高温化

石炭との混燃

バイオマスガス対応（マイクロ）ガスタービン

スターリングエンジン

低カロリーガス対応エンジン
都市ガスとの混焼

木質ガス変換

バイオマスガス改質燃料電池

「国内バイオマス資源(ウェット系）・発電・熱・ガス活用」技術パッケージ
下水汚泥の
炭化
「ウェット系バイオマスガス化発電技術」

メタン発酵（湿式、乾
式）
・共通技術
下水汚泥メタン
発酵システム
ウェット系バイオマス

バイオマスガス対応（マイクロ）ガスタービン
中カロリーガス対応エンジン
中カロリーガス対応エンジン
・共通技術

都市ガスとの混焼
・共通技術

バイオマスガス改質燃料電池
バイオマスガス改質燃料電池

食品廃棄物メタ
ン発酵システム

図Ⅰ-2

電力・ガス分野技術のマップ（自給率の向上 1/4）
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「国内バイオマス資源・合成燃料製造活用」技術パッケージ

エタノール製造

アセトン・ブタノール製造

メタン発酵
（湿式、乾
式）

BTL合成

BTLエンジン発電

メタノール合成

メタノールエンジン発電

DME合成

DMEエンジン発電

BDF製造

「国内廃棄物・バイオマス資源 水素製造」技術パッケージ

水素燃焼タービン
廃棄物ガス変換
「水素液化技術」
磁気冷凍液化
木質ガス変換

水素液化貯蔵

液体水素ローリー輸送

PAFC

水素改質
水素吸蔵

水素パイプライン
メタン発酵

PEFC

水素気体貯蔵
MCFC

SOFC

図Ⅰ-2

電力・ガス分野技術のマップ（自給率の向上 2/4）
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「国内再生可能エネルギー・水力発電活用」技術パッケージ

マイクロ水力発電

ダム浚渫（ハイドロ工法）

「国内再生可能エネルギー・太陽発電・熱活用」技術パッケージ

「変換器の高効
率化、小型化
技術」

二次電池
「太陽電池低コ
スト化技術」

超電導電力貯蔵装置

リバーシブルFC

水素液化貯蔵
固体高分子電解

電気二重層キャパシタ

「水素液化技術」
磁気冷凍液化

液体水素ローリー輸送
水素吸蔵

アルカリ電解
太陽光と蓄電池の
ハイブリッドシステム

水素パイプライン

水蒸気電解

水素気体貯蔵

「太陽光による直接水素製造」
「太陽熱利用空調」

「国内再生可能エネルギー・風力発電活用」技術パッケージ

大型風車製造

「変換器の高効
率化、小型化
技術」

二次電池

大型風車高効率化

水素液化貯蔵

超電導電力貯蔵装置
洋上風力発電

固体高分子電解

直流送電

「水素液化技術」
磁気冷凍液化

液体水素ローリー輸送
水素吸蔵

リバーシブルFC
アルカリ電解

小型風車高効率化
電気二重層キャパシタ

水蒸気電解

低騒音風車
太陽光と蓄電池のハイブ
リッドシステム

「風力発電の発電電力からの熱供給・蓄熱」

図Ⅰ-2

電力・ガス分野技術のマップ（自給率の向上 3/4）
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水素パイプライン

水素気体貯蔵

「国内再生可能エネルギー・海洋エネルギー発電活用」技術パッケージ

波力発電
潮流発電
海流発電

「変換器の高
効率化、小型
化技術」
直流送電

海洋温度差発電

「国内再生可能エネルギー・地熱発電活用」技術パッケージ
高温岩体発電
バイナリーサイクル発電

「国内再生可能エネルギー・未利用熱発電活用」技術パッケージ
マイクロ蒸気タービン
排熱等による熱電素子発電

「国内再生可能エネルギー・未利用熱活用」技術パッケージ
「未利用熱源ヒートポンプ技術」
都市排熱利用ヒートポンプ
都市排熱利用ヒートポンプ
・共通技術

雪氷搬送
雪氷搬送

冷房排熱回収給湯器
冷房排熱回収給湯器

地中熱源ヒートポンプ
地中熱源ヒートポンプ
河川水等利用ヒートポンプ
河川水等利用ヒートポンプ

蓄熱（水、氷、躯体、化学）
・共通技術
蓄熱（水、氷、躯体、化学）
BEMS、HEMS
BEMS、HEMS
・共通技術

メタノール分解合成を活用した熱輸送媒体
メタノール分解合成を活用した熱輸送媒体
太陽熱利用空調
・共通技術
太陽熱利用空調

季節間熱貯蔵
季節間熱貯蔵

水素吸蔵合金
・共通技術
水素吸蔵合金

図Ⅰ-2

電力・ガス分野技術のマップ（自給率の向上 4/4）
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「分散型電源普及時の電圧基準内への調整」技術パッケージ

発電制御
分散型電源のAVR、
AQR機能活用

電力供給制御
（系統保護・保安）

ブレードピッチ制御
可変速制御

系統監視・制御・
保護システムの高
度化・高信頼化

太陽光発電出力制御

転換[供給]

単独運転検出装
置の高精度化, 干
渉防止

貯蔵（電気）

風力発電と電力貯蔵
装置のハイブリッドシ
ステム
太陽発電と電力貯蔵
装置のハイブリッドシ
ステム

二次電池

計測・監視
超電導電力貯蔵装置

計測・監視・制御
ｼｽﾃﾑの高度化
(センサー活用等)

電気二重層ｷｬﾊﾟｼﾀ
リバーシブルＦＣ

電圧制御に活用でき
る燃料電池
（外部改質型SOFC）

系統制御

転換[変換]（電気）

転換[転換]
（電気）
インバータ
技術

パワエレ機器の高
効率制御技術

SVC等無効電力補償
装置

分散型電源・電
力貯蔵・利用機
器等の統合制御

監視・計測・制御
手順とプロトコル
の標準化

電力系統制御
システム

制御通信
情報通信手順と
ﾌﾟﾛﾄｺﾙの標準化

逆潮流対応型ＳＶＲ等
の電圧調整器

ﾈｯﾄﾜｰｸｾｷｭﾘﾃｨｰ

輸送（電気）

汎用情報ﾈｯﾄﾜｰｸ
を活用した低ｺｽﾄ
なｼｽﾃﾑの構築

ＳＣ、ＳｈＲ

転換[利用]（熱）
蓄熱機器の負荷制御

図Ⅰ-2

電力・ガス分野技術のマップ（第三接続者と電力・ガスネットワークの調和 1/7）
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「分散型電源普及時の周波数基準内への調整」技術パッケージ
発電制御
電力供給制御
（系統保護・保安）

分散型電源の周波数
調整機能活用

系統監視・制御・
保護システムの高
度化・高信頼化

ブレードピッチ制御
可変速制御
太陽光発電出力制御

単独運転検出装
置の高精度化, 干
渉防止

自立運転ｼｽﾃﾑ等に
おける最適需給制御

計測・監視

発電機のAFC機能向上

転換[供給]

系統制御

貯蔵（電気）
風力発電と電力貯蔵
装置のハイブリッドシ
ステム

太陽発電と電力貯蔵
装置のハイブリッドシ
ステム

需給制御に活用でき
る燃料電池
（外部改質型ＳＯＦＣ）

計測・監視・制御
ｼｽﾃﾑの高度化
(センサー活用等)

二次電池
超電導電力貯蔵装置
電気二重層ｷｬﾊﾟｼﾀ

転換[転換]
（電気）
インバータ
技術

パワエレ機器の高
効率制御技術

リバーシブルＦＣ

分散型電源・電
力貯蔵・利用機
器等の統合制御

電力系統制御
システム

可変速揚水発電
海水、地下揚水発電

需給カーブのプロ
ファイリング

気象予報に基づく
発電予測

監視・計測・制御
手順とプロトコル
の標準化

制御通信

コプロダクション

情報通信手順と
ﾌﾟﾛﾄｺﾙの標準化

転換[利用]（熱）

ﾈｯﾄﾜｰｸｾｷｭﾘﾃｨｰ

廃棄物ガス化発電
蓄熱機器の負荷制御

汎用情報ﾈｯﾄﾜｰｸ
を活用した低ｺｽﾄ
なｼｽﾃﾑの構築

ﾊﾞｲｵﾏｽｶﾞｽ化発電
バイオ液体燃料発電

図Ⅰ-2

電力・ガス分野技術のマップ（第三接続者と電力・ガスネットワークの調和 2/7）
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「分散型電源普及時の短絡容量抑制」技術パッケージ
転換[変換](電気）
輸送(電気）
BTB等の交流直流変
換器を含む系統機器

超電導限流器

LC共振限流器

輸送(電気）
高速大容量遮断器
直流送電

「分散型電源普及時の高調波抑制」技術パッケージ
転換[変換](電気）
系統制御
自励式変換器
パワエレ機器の
高効率制御技術
次世代パワエレデバイス
(SiC等)を用いた変換器

転換[変換]（電気）
アクティブフィルタ等
のパワエレ機器

貯蔵（電気）

二次電池

超電導電力貯蔵装置
電気二重層ｷｬﾊﾟｼﾀ

図Ⅰ-2

電力・ガス分野技術のマップ（第三接続者と電力・ガスネットワークの調和 3/7）
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「分散型電源普及時の安定度の確保」技術パッケージ

発電制御

電力供給制御
(系統保護・保安)

PSS等の発電機制御
系統監視・制御・保
護システムの高度化

貯蔵（電気）
二次電池

系統制御
超電導電力貯蔵装置

電気式二重層ｷｬﾊﾟｼﾀ

転換[変換](電気)

状態推定機能を付加
した系統安定化シス
テム（ＳＳＣ）

転換[転換]
（電気）
インバータ
技術

単独運転検出装置
の高精度化,干渉予
防

パワエレ機器の高
効率制御技術

分散型電源・電
力貯蔵・利用機
器等の統合制御

電力系統制御
システム

ＳＶＣ等の
系統安定化機器

Ryの高速動作化

計測・監視
計測・監視・制御
システムの高度化
(センサー活用等)

系統連系インバータの
制御機能向上
（同期化力付加）

監視・計測・制御
手順とプロトコルの
標準化

輸送（電気）
制御通信

高速大容量遮断器
UHV送電

情報通信手順とプロ
トコルの標準化

直流送電

ﾈｯﾄﾜｰｸｾｷｭﾘﾃｨｰ
汎用ﾈｯﾄﾜｰｸを活用
した低コストなシステ
ムの構築

図Ⅰ-2

電力・ガス分野技術のマップ（第三接続者と電力・ガスネットワークの調和 4/7）
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「その他電力品質・信頼度」技術パッケージ

電力供給制御
(系統保護・保安)

転換[変換]（電気）
系統制御

系統監視・制御・保護
システムの高度化

パワエレ機器による
潮流制御

転換[転換]
（電気）
インバータ
技術

パワエレ機器の高
効率制御技術

貯蔵（電気）

分散型電源・電
力貯蔵・利用機
器等の統合制御

電力系統制御
システム

単独運転検出装置の
高精度化、干渉予防
状態推定機能を付加し
た系統安定化システム
（ＳＳＣ）

二次電池

計測・監視
超電導電力貯蔵装置
計測・監視・制御
システムの高度化
(センサー活用等)

電気二重層ｷｬﾊﾟｼﾀ

監視・計測・制御
手順とプロトコルの
標準化

制御通信
情報通信手順とプ
ロトコルの標準化

ﾈｯﾄﾜｰｸｾｷｭﾘﾃｨｰ
汎用ﾈｯﾄﾜｰｸを活用
した低コストなしス
テムの構築

図Ⅰ-2

電力・ガス分野技術のマップ（第三接続者と電力・ガスネットワークの調和 5/7）
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「分散型ガス発生源普及時のガス供給品質確保」技術パッケージ
バイオマスガス・廃棄物ガス等の高カロリーガス転換

下水汚泥メタン発酵システム

食品廃棄物メタン発酵システム

図Ⅰ-2

電力・ガス分野技術のマップ（第三接続者と電力・ガスネットワークの調和 6/7）
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「分散型電源普及時の供給（変換）エネルギー多様化による安定供給確保の可能性」技術パッケージ

水素燃焼タービン

固体高分子電解
ガス化技術を利用した燃料併産
システム

「水素液化技術」
磁気冷凍液化

液体水素ローリー輸送

水素液化貯蔵
PAFC

アルカリ電解
水素パイプライン

水蒸気電解

水素吸蔵
PEFC
水素気体貯蔵
MCFC

SOFC
廃棄物ガス対応（マイクロ）ガスタービン
スターリングエンジン

低カロリーガス対応エンジン

都市ガスとの混焼

廃棄物ガス改質燃料電池

廃棄物ガス変換

バイオマスガス対応（マイクロ）ガスタービン
スターリングエンジン

低カロリーガス対応エンジン

都市ガスとの混焼
木質ガス変換

バイオマスガス改質燃料電池

バイオマスガス対応（マイクロ）ガスタービン
都市ガスとの混焼

中カロリーガス対応エンジン

メタン発酵（湿式、乾
式）

図Ⅰ-2

バイオマスガス改質燃料電池

電力・ガス分野技術のマップ（第三接続者と電力・ガスネットワークの調和 7/7）
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「不可避的要因の可能な限りの抑制(減災)」技術パッケージ
(Ⅰ)不可避的要因が資源の供給に影響を与えた場合

(Ⅱ)不可避的要因がネットワークに影響を与えた場合

発電制御

発電制御

分散型電源のAVR、
AQR機能活用

分散型電源のAVR、
AQR機能活用

ブレードピッチ制御
可変速制御

太陽光発電出力制御

PSS等の発電機制御

系統制御

転換[供給]
貯蔵(電気)
風力発電と電力貯蔵
装置のハイブリッド
システム

貯蔵(電気)
転換[変換]
(電気)

二次電池

超電導電力貯蔵装置
太陽発電と電力貯蔵
装置のハイブリッド
システム

単独運転検出装置の
高精度化、干渉防止

自立運転ｼｽﾃﾑ等に
おける最適需給制御

自立運転ｼｽﾃﾑ等に
おける最適需給制御

風力発電と電力貯蔵
装置のハイブリッド
システム

系統監視・制御・保護
システムの高度化

太陽光発電出力制御

ブレードピッチ制御
可変速制御

転換[供給]

電力供給制御
(系統保護・保安)

インバータ
技術

パワエレ機器の
高効率制御技術

太陽発電と電力貯蔵
装置のハイブリッド
システム

転換[変換]
(電気)

二次電池

超電導電力貯蔵装置

インバータ
技術

パワエレ機
器の高効率
制御技術

分散型電源・
電力貯蔵・利
用機器等の統
合制御

電力系統制御
システム

電気二重層ｷｬﾊﾟｼﾀ
電圧制御に活用でき
る燃料電池
(外部改質型SOFC)

電気二重層ｷｬﾊﾟｼﾀ

SVC等無効電力
補償装置

監視・計測・制御手順
とプロトコルの標準化

ﾈｯﾄﾜｰｸｾｷｭﾘﾃｨｰ

輸送(電気)

気体液体制御

逆潮流対応型SVR等
の電圧調整器
超電導限流器

ガス漏れセンサーの
高度化

LC共振限流器

高速大容量遮断器

ガスパイプライン
モニタリングシステム

電力・ガス分野技術のマップ（国内外の不可避的要因による大規模影響の緩和 1/2）
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計測・監視・制御シス
テムの高度化
(センサー活用等)

情報通信手順とプロ
トコルの標準化

転換[変換](電気)

図Ⅰ-2

計測・監視

制御通信
転換[変換](電気)

SVC等無効電力
補償装置

状態推定機能を付加
した系統安定化シス
テム(SSC)

汎用情報ﾈｯﾄﾜｰｸを
活用した低コストなｼ
ｽﾃﾑの構築

「最低限の拠点の確保」技術パッケージ

「影響発生後の早期復旧」技術パッケージ

発電制御
転換[供給]

気体液体制御
輸送(気体)
ガス漏れセンサーの
高度化

簡易型仮復旧配管
システム

分散型電源の
AVR、AFR技術

マルチフューエル対応
エンジン・ガスタービン

ガスパイプライン
モニタリングシステム

発電機の自立運転

転換[利用]

貯蔵(電気)

マルチフューエル対応
熱利用機器(ボイラ)

二次電池

計測・監視

事故点評定装置の高
精度化(センサー、画
像処理装置等の活
用)

電力供給制御
(系統保護・保安)
電力ネットワーク
自動復旧システム

電気二重層ｷｬﾊﾟｼﾀ

貯蔵(熱)

計測監視制御システ
ムの高機能化・高信
頼化

水蓄熱、氷蓄熱、躯
体蓄熱、化学蓄熱

制御通信

情報通信のオープン
ネットワークシステム

貯蔵(気体)
CNG貯蔵(ボンベ)
の高圧大容量化

図Ⅰ-2

電力・ガス分野技術のマップ（国内外の不可避的要因による大規模影響の緩和 2/2）
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電力貯蔵装置
の自立運転

「需要構造の多様化よるリスクの緩和の可能性」技術パッケージ

ガスタービンコージェネレーションシステム

ガスエンジンコージェネレーションシステム

熱電可変型ガスタービン

マイクロガスエンジン

再生サイクルガスタービン

ミラーサイクルエンジン

セラミックタービン

セラミックエンジン

三重効用吸収式冷温水機

圧縮式(ガス）ヒートポンプ

排熱投入型吸収冷温水器

排ガス投入型吸収冷温水器

三重効用吸収ヒートポンプ

高効率ガス給湯器
インバータターボ冷凍機
ハイブリッド冷凍機

マイクロガスタービン

自然冷媒冷凍機
ＰＡＦＣ

デシカント空調

電力貯蔵装置の高効率化

BEMS、HEMS

蓄熱（水、氷、躯体、化学）

PEFC

MCFC

SOFC

図Ⅰ-2

電力・ガス分野技術のマップ（需要構造の多様化によるリスクの緩和 1/1）
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「天然ガスを燃料とする発電・電力利用の効率向上」技術パッケージ
高温型ガスタービン
冷熱発電

超電導モーター
変換器の高効
率化、小型化

水素燃焼タービン

パワーエレクトロニクス
活用可変速モータ

BEMS、HEMS

高効率照明

湿分利用再生サイクルガスタービン
UHV送電

高効率電気式給湯器

化学再生サイクルガスタービン
超電導送電
燃料電池とガスタービンのハイブリッ
ドシステム（＋蒸気タービン）

直流送電

インバータターボ
冷凍機

電力貯蔵装置
の効率向上

PAFC

電気駆動ヒートポンプ

PEFC

超電導変圧器

蓄熱（水、氷、躯
体、化学）

MCFC
超電導発電機
SOFC

「天然ガスの都市ガス利用の効率向上」技術パッケージ
三重効用吸収式冷温水機

ガスタービンコージェネレーションシステム

圧縮式(ガス）ヒートポンプ

熱電可変型ガスタービン
再生サイクルガスタービン

三重効用吸収ヒートポンプ

セラミックタービン

高効率ガス給湯器

マイクロガスタービン

排熱投入型吸収冷温水器

ガスエンジンコージェネレーションシステム

排ガス投入型吸収冷温水器
PAFC

マイクロガスエンジン

デシカント空調
ミラーサイクルエンジン

PEFC

セラミックエンジン
MCFC
スターリングエンジン
SOFC
LNG冷熱利用

図Ⅰ-2

電力・ガス分野技術のマップ（エネルギーの高度有効活用 1/2）
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BEMS、HEMS

分散電源台数制御

「天然ガスの地域熱供給利用の効率向上」技術パッケージ

都市排熱利用ヒートポンプ

蒸気供給型ヒートポンプ
搬送動力低減
インバータターボ冷凍機

蓄熱（水、氷、躯
体、化学）

断熱

ハイブリッド冷凍機
自然冷媒冷凍機

「石炭を燃料とする発電・電力利用の効率向上」技術パッケージ

石炭ガス化

高効率ガスタービン

IGCC
輸送以降の技術クラスターは、天
然ガスの発電と同じ

IGHAT

IGFC

A-PFBC

A-USC

MCFC

SOFC

図Ⅰ-2

燃料電池とガスタービンのハイブ
リッドシステム（＋蒸気タービン）

電力・ガス分野技術のマップ（エネルギーの高度有効活用 2/2）
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「排ガス中のCO2分離・回収・隔離」技術パッケージ
膜分離法（無機多孔質膜によるCO2
膜分離法
分離、
非多孔質膜によるCO2分離）
＊共通技術
物理分離法

CO2分離・回収型燃料電池
（MCFC利用）

CO2回収型ガスタービン（ク
ローズドサイクル）

CO2溶解・希釈型分離法
＊共通技術
CO2溶解・希釈型分離法
深海底貯留隔離法
深海底貯留隔離法
＊共通技術

物理分離法（PSA、PISA法（ゼオライ
ト吸着法、活性炭吸着法）、Purisol
化学分離法
法、Rectisol法、Selexol法、FLUOR
Solvent法）
＊共通技術
CO2分離・回収型燃料電池（MCFC利
用）

地下帯水層への貯留
地下帯水層への貯留
＊共通技術

化学分離法（アミン法、リチウムシリ
ケート吸収法、熱炭酸カリ吸収法）
直接回収法（酸素燃焼法）
＊共通技術

ガス増進回収法（EGR）
＊共通技術

原油増進回収法（EOR）
原油増進回収法（EOR）
＊共通技術

炭層メタン増進回収法（ECBMR）

「ガス化プロセスでの燃焼前CO2分離・回収・隔離」技術パッケージ
※液体燃料・水素供給の場合

液体燃料製造プロセスから
のCO2分離・回収・隔離
水素製造プロセスからの
液体燃料製造プロセスから
CO2分離・回収・隔離
のCO2分離・回収・隔離
＊共通技術
水素製造プロセスからのCO2
分離・回収・隔離

膜分離法
膜分離法（無機多孔質膜によるCO2
分離、 非多孔質膜によるCO2分離）
＊共通技術
物理分離法
化学分離法
物理分離法（PSA、PISA法（ゼオライ
ト吸着法、活性炭吸着法）、Purisol
法、Rectisol法、Selexol法、FLUOR
Solvent法）
＊共通技術

CO2回収型ガスタービン（燃料
改質水素分離型）
CO2回収型ガスタービン（燃料
CO2回収型IGCC
改質水素分離型）
CO2回収型IGHAT
CO2回収型IGCC

CO2溶解・希釈型分離法
CO2溶解・希釈型分離法
＊共通技術
深海底貯留隔離法
深海底貯留隔離法
＊共通技術
地下帯水層への貯留
地下帯水層への貯留
＊共通技術
原油増進回収法（EOR）
原油増進回収法（EOR）
＊共通技術

CO2回収型IGFC
CO2回収型IGHAT
CO2分離・回収型燃料電池

ガス増進回収法（EGR）
ガス増進回収法（EGR）
＊共通技術
炭層メタン増進回収法（ECBMR）

「井戸元でのCO2分離・回収・隔離」技術パッケージ
液体燃料製造プロセスから
液体燃料製造プロセスから
のCO2分離・回収・隔離
のCO2分離・回収・隔離
＊共通技術

膜分離法（無機多孔質膜によるCO2
膜分離法
分離、
非多孔質膜によるCO2分離）
＊共通技術

CO2溶解・希釈型分離法
CO2溶解・希釈型分離法
＊共通技術

物理分離法
固体転換プロセスからのCO2
固体転換プロセスからの
分離・回収・隔離
CO2分離・回収・隔離

深海底貯留隔離法
深海底貯留隔離法
＊共通技術
地下帯水層への貯留
地下帯水層への貯留
＊共通技術
原油増進回収法（EOR）

物理分離法（PSA、PISA法（ゼオライ
ト吸着法、活性炭吸着法）、Purisol
化学分離法
法、Rectisol法、Selexol法、FLUOR
Solvent法）
＊共通技術

原油増進回収法（EOR）
＊共通技術
ガス増進回収法（EGR）
ガス増進回収法（EGR）
炭層メタン増進回収法（ECBMR）
＊共通技術

図Ⅰ-2

電力・ガス分野技術のマップ（CO2の分離・回収・隔離 1/1）
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表Ⅰ-2 電力・ガス分野の個別技術とエネルギー需給の課題（社会ニーズ）との対応表（1/4）
エネルギー需給の課題（社会ニーズ）の区分
資源・環境

個 別 技 術 名

資
源
燃
料
活
用
技
術

国内安定供給

需要構造の
多様化（需
CO2排出量
電力貯蔵設
電力・ガス 要家の選
ガスネット
備等を活用
供給（変換） 択）の結果
海外の未活
エネルギー 循環型社会 非化石エネ が相対的に CO2の分
ワークと分
自給率の向
の多様化の リスク等に
用資源の活
の高度有効 （3R）への ルギーの活 少ない化石 離・回収・貯 し系統電力
散型ガス源
上
と分散型電
可能性の検 よる影響が
用
活用
対応
用
エネルギー 留
の調和
緩和される
源の調和
討
の活用
可能性の検
討

褐炭改質

○

褐炭スラリー製造

○

石炭ガス化

○

CTL合成

○

非在来型石油改質（オイルサンド、オイルシェール）

○

小規模液化プラント（LNG化）

○

フローティング型洋上プラント（LNG、ガスハイドレート、合成燃料）

○

ガスハイドレート化

○

GTL合成

○

コールベットメタン（炭層メタン増進回収法）

○

不可避的要
因による大
規模影響の
緩和

備考

○

○

○

メタノール、ＤＭＥ合成含む

○

○

ペレット化、タンカー輸送、タンク貯蔵
陸上輸送、再ガス化含む

○

○

メタノール、ＤＭＥ合成含む

○

○

○

メタンハイドレート

○

○

○

タイトサンドガス、シェールガス

○

A-USC

○

○

○

IGCC

○

○

○

○

CO2回収型含む

IGHAT

○

○

○

○

CO2回収型含む

IGFC

○

○

○

○

CO2回収型含む

○

○

○

○

○

○

○

CO2回収型含む

○

○

○

○

○

○

A-PFBC
集
中 高温型ガスタービン
型
発 湿分利用再生サイクルガスタービン（AHAT）
電
技 化学再生サイクルガスタービン
術
燃料電池とガスタービンのハイブリッドシステム（＋蒸気タービン）
水素燃焼タービン

○

○
○

○

冷熱発電

○
○

○

コプロダクション

○

超電導発電機

分
散
型
発
電
技
術

既存設備の
有効活用、
設備更新時
の高度化機
能の付加等
の手段・選
択肢の確保

○

○

○

熱電可変型ガスタービン

○

○

○

再生サイクルガスタービン

○

○

○

セラミックタービン

○

○

○

マイクロガスタービン

○

○

マイクロガスエンジン（ＨＣＣＩ方式採用）

○

○

○

ミラーサイクルエンジン

○

○

○

セラミックエンジン

○

○

○

スターリングエンジン

○

○

○

○

○

PAFC

○

○

○

○

○

○

○

PEFC

○

○

○

○

○

○

○

MCFC

○

○

○

○

○

○

○

SOFC

○

○

○

○

○

○

○
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表Ⅰ-2 電力・ガス分野の個別技術とエネルギー需給の課題（社会ニーズ）との対応表（2/4）
エネルギー需給の課題（社会ニーズ）の区分
資源・環境

個 別 技 術 名

直流送電

需要構造の
多様化（需
CO2排出量
電力貯蔵設
電力・ガス 要家の選
ガスネット
備等を活用
供給（変換） 択）の結果
海外の未活
エネルギー 循環型社会 非化石エネ が相対的に CO2の分
ワークと分
自給率の向
の多様化の リスク等に
用資源の活
の高度有効 （3R）への ルギーの活 少ない化石 離・回収・貯 し系統電力
散型ガス源
上
と分散型電
可能性の検 よる影響が
用
活用
対応
用
エネルギー 留
の調和
緩和される
源の調和
討
の活用
可能性の検
討
○

UHV送電
電
力 超電導送電
輸
送 超電導変圧器
技 高速度大容量遮断器
術
超電導限流器

電
力
変
換
技
術

国内安定供給
既存設備の
有効活用、
設備更新時
の高度化機
能の付加等
の手段・選
択肢の確保

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

不可避的要
因による大
規模影響の
緩和

○

○

○

○

○

○

○

LC共振限流器

○

○

○

大容量変換器応用（SVC、STATCOM，BTB）

○

○

中小容量自励式変換器応用（UPS，アクティブフィルタ）

○

○

○

○

○

○

FACTS機器による潮流制御

○

○

高性能デバイスを活用した変換器

○

NaS電池

○

○

○

○

○

○

レドックスフロー電池

○

○

○

○

○

○

ニッケル水素電池

○

○

○

○

○

○

リチウムイオン電池

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

超電導磁気エネルギー貯蔵(SMES)
電
力 超電導フライホイール
貯
蔵 電気二重層キャパシタ
技 電力貯蔵装置の高効率化
術
リバーシブル燃料電池

○

○

○
○

外部改質型SOFC

○

海水揚水発電

○

地下揚水発電
太陽光発電・風力発電と電力貯蔵装置の出力安定化（発電制御・蓄電池
併設システム）
電
力 統合制御システム

○
○

○

○

○
○

供
給 電力ネットワーク系統制御システム
技
術 品質別電力供給システム

○
○

○

○

○

○

○

系統
制御
技術

気象予測に基づく発電制御

○

単独運転防止検出装置の高信頼化

○

通信
計測
監視
技術

計測・監視制御システムの高度化

○

○

○

計測・監視制御用通信技術

○

○

○
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○

備考

表Ⅰ-2 電力・ガス分野の個別技術とエネルギー需給の課題（社会ニーズ）との対応表（3/4）
エネルギー需給の課題（社会ニーズ）の区分
資源・環境

個 別 技 術 名

電
力
利
用
技
術

都
市
ガ
ス
利
用
技
術

都市
ガス
計測
監視
技術
等

国内安定供給

需要構造の
多様化（需
CO2排出量
電力貯蔵設
電力・ガス 要家の選
ガスネット
備等を活用
供給（変換） 択）の結果
海外の未活
エネルギー 循環型社会 非化石エネ が相対的に CO2の分
ワークと分
自給率の向
の多様化の リスク等に
用資源の活
の高度有効 （3R）への ルギーの活 少ない化石 離・回収・貯 し系統電力
散型ガス源
上
と分散型電
可能性の検 よる影響が
用
活用
対応
用
エネルギー 留
の調和
緩和される
源の調和
討
の活用
可能性の検
討

超電導モータ

○

パワーエレクトロニクス活用可変速モータ

○

高効率照明

○

EM
技術

不可避的要
因による大
規模影響の
緩和

○

都市排熱利用ヒートポンプ

○

○

○

地中熱源ヒートポンプ

○

○

○

河川水等利用ヒートポンプ

○

○

○

インバータターボ冷凍機

○

○

○

電気駆動ヒートポンプ

○

○

蒸気供給型ヒートポンプ

○

○

○

ハイブリッド冷凍機

○

○

○

自然冷媒冷凍機

○

○

○

高効率電気式給湯器

○

○

○

圧縮式（ガス）ヒートポンプ

○

○

三重効用吸収ヒートポンプ（二重効用機含む）

○

○

○

三重効用吸収式冷温水器機

○

○

○

排熱（ガス）投入型吸収冷温水器

○

○

○

デシカント空調

○

○

○

高効率ガス給湯器（潜熱回収型）

○

○

○

LNG冷熱利用

○

○

ガス漏れセンサの高度化

○

○

ガスパイプラインモニタリングシステム

○

○

地震センサ・遠隔監視装置の高性能化及びコストダウン

○

○

簡易型仮復旧配管システム
熱
輸
送
貯
蔵
技
術

既存設備の
有効活用、
設備更新時
の高度化機
能の付加等
の手段・選
択肢の確保

季節間熱貯蔵（雪氷搬送含む）

○
○

搬送動力低減
蓄熱

○
○

○

○

○

断熱

○

HEMS・BEMS

○

○

○

○

○
○

30

○

備考

表Ⅰ-2 電力・ガス分野の個別技術とエネルギー需給の課題（社会ニーズ）との対応表（4/4）
エネルギー需給の課題（社会ニーズ）の区分
資源・環境

個 別 技 術 名

C
O
2
分
離
回
収
隔
離
技
術

国内安定供給

需要構造の
多様化（需
CO2排出量
電力貯蔵設
電力・ガス 要家の選
ガスネット
備等を活用
供給（変換） 択）の結果
海外の未活
エネルギー 循環型社会 非化石エネ が相対的に CO2の分
ワークと分
自給率の向
の多様化の リスク等に
用資源の活
の高度有効 （3R）への ルギーの活 少ない化石 離・回収・貯 し系統電力
散型ガス源
上
と分散型電
可能性の検 よる影響が
用
活用
対応
用
エネルギー 留
の調和
緩和される
源の調和
討
の活用
可能性の検
討

膜分離法

○

物理分離法

○

化学分離法

○

直接回収法

○

CO２溶解・希釈型隔離法

○

深海底貯蔵隔離法

○

地下帯水層への貯留

○

原油増進回収法(EOR)

○

ガス増進回収法(EGR)

○

炭層メタン増進回収法(ECBMR)

○

○
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既存設備の
有効活用、
設備更新時
の高度化機
能の付加等
の手段・選
択肢の確保

不可避的要
因による大
規模影響の
緩和

備考

Ⅱ章 エネルギー需給の課題（社会ニーズ）の解決に資する電力・ガス分
野技術の導入シナリオ
電力・ガス分野の技術について、効用、開発コスト、開発の難易度といった観点から相対
的な評価を実施し、エネルギー需給の課題（社会ニーズ）を解決していく上で、電力・ガス
事業に係る技術について、今後実用化に向かう道筋や導入・普及に必要となる関連施策等を
検討し、さらに、各個別技術の求められる機能の向上等を時間軸上に示す、2030 年に向けて
の導入シナリオを策定した。
なお、
「海外の未活用資源の活用」では、今後、電力・ガス事業分野の一次エネルギーに活用される低品位炭、
非在来型石油、中小規模ガス田ガス、非在来型天然ガスを検討対象とし、
「自給率の向上」については、本検討会
以外で検討されている再生可能エネルギーは対象外とし、国産のメタンハイドレート、コールベットメタンについ
ては、海外の未活用資源における非在来型天然ガスとともに検討した。
また、
「エネルギーの高度有効活用」関しては、化石資源の消費を抑制するため、廃棄物を貴重な資源として捉
えた３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）に対応した「循環型社会への対応」も課題となる。この場合、廃
棄物の活用が検討対象となるが、再生可能エネルギーと同様に本検討会以外で検討されているので、検討の対象外
とした。同様に化石資源の消費を抑制するには、
「非化石エネルギーの活用」も考えられるが、バイオマス等の再
生可能エネルギーが対象となるため、検討の対象外とした。

Ⅱ章では、電力・ガス分野の技術導入シナリオをエネルギー需給の課題（社会ニーズ）ご
とに、導入シナリオを図として表したものとその解説という内容で、以下に記載する。
なお、導入シナリオの図の見方は、次ページの図Ⅱ－0「導入シナリオの凡例」を参照のこ
と。
導入シナリオの図では、上段より「エネルギー需給の課題」とその背景、次に関連する政策を記載し、エネ
ルギー需給の課題を解決する技術開発のシナリオを記載し、下段に導入促進・関連施策を記載した。
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導入シナリオの凡例

図Ⅱ－0

社会ニーズ
社会ニーズの背景（H17年度報告書より）
2006

2010

2015

エネルギー基本計画（2003）

2020

2025

2030

（3年ごとの見直し）

今後10年間の基本方針

新・国家エネルギー戦略

（ローリング）

エネルギー需給見通し

（見直し）

RPS法
電力自由化

実用化前

新材料開発

次世代型
◎◎技術
将来技術

要素技術の確立

社

下に位置するほど技術の成熟度が高い

△△技術

会
ー

実証段階、基礎/
要素段階の技術
（位置は原則実用化時期）

ニ

技 術 開

電力貯蔵装置

実用化後

ズ

低コスト化・エネルギー密度向上

○○技術

実用化されている
が、高効率化や低
コスト化等が必要
な技術

開発課題もしくは
特記事項

本導入シナリオにおける発電効率の数値は送電端効率である。

導入促進・
関連施策

導入普及促進策

○○○○○○

規制緩和

△△△△△△△△△

標準化

□□□□□□
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１．安定供給の確保
1.1. 多様なエネルギー資源の活用
石油依存度の低下、中東依存度低下といった供給面からの制約への対応に加え、中国、イ
ンドをはじめアジア地域等のエネルギー需要増大といった需要面からの制約への対応が求
められる。
そのためには、
「海外の未活用資源の活用」や国産エネルギーの活用による｢自給率の向上｣
といった、多様なエネルギー資源の活用による、エネルギー供給の絶対量の拡大が考えられ
る。
（１）海外の未活用資源の活用
海外の未活用資源の活用について、
「低品位炭の活用」
「非在来型石油の活用」
「非在来型
天然ガスの活用」の導入シナリオを、以下に記す。
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図Ⅱ－１－１

安定供給の確保－多様なエネルギー資源の活用（低品位炭）

従来の石油依存度の低下、中東依存度低下といった供給面からの制約への対応のみでなく、中国、インドをはじめとする
アジア地域等のエネルギー需要増大という需要面からの制約への対応
・海外の未活用資源の活用
・自給率の向上（国産エネルギーの活用）

2006

2010

2015

関連政策

エネルギー基本計画（2003）

2020

2030

（3年ごとの見直し）

今後10年間の基本方針

新・国家エネルギー戦略

（ローリング）
（見直し）

エネルギー需給見通し

低品位炭へのガス化技術適用

低品位炭
の活用
（褐炭、
亜瀝青炭）

2025

（水素、メタノール、ＤＭＥ、ＣＴＬを製造）

ガス化

油分回収技術、改質炭成
型技術

褐炭改質

褐炭含有水分利用技術

褐炭スラリー製造

現地（山元）
での作業

Ａ－ＩＧＦＣ

高灰融点炭向け
Ａ－ＩＧＣＣ

技 術 開 発

石炭発電
技術
（日本において
の石炭ガス化
を含む）

難燃性石炭向け
ＩＧＦＣ

低灰融点炭向け
ＩＧＨＡＴ

高灰融点炭向け
低灰融点炭向け

A-USC

ＩＧＣＣ

水素燃焼技術、水蒸気用凝縮器、水蒸気用翼冷却技
術、超耐熱材料、高効率酸素製造技術
（国内での石炭水素化）

その他
発電技術
最適なエンジン要素部品の開発、
燃料噴射技術の確立

都市ガスへの
活用技術

A-ＰＦＢＣ

水素燃焼タービン

CTL発電（メタノール、DME含む）

石炭水添ガス化プロセス技術、
部分燃焼ガス化プロセス技術

石炭SNG化

導入促進・
関連施策

資源国との総合的な関係強化(研究開発協力、人的交流の拡大、経済関係強化など）
導入普及促進策

アジア諸国に対するエネルギー・環境分野における協力の積極的推進
補助金・税制優遇などによる初期需要創出
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多 様 な エ ネ ル ギ ー 資 源 の 活 用

発電・都市ガスへの活用

図Ⅱ－１－２

安定供給の確保－多様なエネルギー資源の活用（非在来型石油）

従来の石油依存度の低下、中東依存度低下といった供給面からの制約への対応のみでなく、中国、インドをはじめとする
アジア地域等のエネルギー需要増大という需要面からの制約への対応
・海外の未活用資源の活用
・自給率の向上（国産エネルギーの活用）

2006

2010

2015

エネルギー基本計画（2003）

2020

2025

2030

（3年ごとの見直し）

今後10年間の基本方針

新・国家エネルギー戦略

（ローリング）

（見直し）

エネルギー需給見通し

処理方式の確立

オイルサンド

合成原油化

（水素添加方式、用材抽
出方式、熱分解方式）

低コスト化
希釈ビチュメン化

現地（井戸元）
での作業

乾留効率向上

低コスト化

乾留

技 術 開

処理方式の確立

オリノコ
タール

現地（井戸元）
での作業

合成原油化

（水素添加方式、用材抽
出方式、熱分解方式）

低コスト化
希釈ビチュメン化

発電・都市ガスへの活用

関連する
発電技術

都市ガスへの
活用技術

既存の石油による汽力発電に活用
既存の液体燃料による内燃力発電に活用

既存の石油改質技術で対応

導入促進・
関連施策

資源国との総合的な関係強化(研究開発協力、人的交流の拡大、経済関係強化など）
導入普及促進策

アジア諸国に対するエネルギー・環境分野における協力の積極的推進
補助金・税制優遇などによる初期需要創出
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オイル
シェール

現地（井戸元）
での作業

図Ⅱ－１－３

安定供給の確保－多様なエネルギー資源の活用（非在来型天然ガス）

従来の石油依存度の低下、中東依存度低下といった供給面からの制約への対応のみでなく、中国、インドをはじめとする
アジア地域等のエネルギー需要増大という需要面からの制約への対応
・海外の未活用資源の活用
・自給率の向上（国産エネルギーの活用）

2006

2010

2015

2020

エネルギー基本計画（2003）

新・国家エネルギー戦略

（ローリング）

エネルギー需給見通し

プラント構成機器の波や

フローティング型プラント

風による動揺への対応

（LNG,ハイドレート、合成燃料）

ガスハイドレート化

スケールアップ技術、低コスト化、

既存技術の活用、スケールダウン技術、低コスト化

技 術 開

海底のメタンハイドレート
気化技術の確立(熱刺激
法、減圧法、インヒビター
注入法等）

資源量評価
カナダにおける実証試験

メタンハイドレート気化・回収

輸送方法の確立

CO2圧入性の確立、

コールベット
メタン

メタン回収率の向上

タイトサンド
ガス

坑井刺激法等の生産性の向上

タイトサンドガス回収

シェール
ガス

坑井刺激法等の生産性の向上

シェールガス回収

CO2注入・メタン回収

輸送方法の確立

発電･都市ガスへの活用
水素燃焼技術、水蒸気用凝縮器、水蒸気用翼冷却技
術、超耐熱材料、高効率酸素製造技術

合成燃料→水素製造を前提

関連する
発電技術

DME発電
既存の天然ガスによる汽力・GT発電に活用

都市ガスへの
活用技術

熱量調整等既存技術の延長で対応

導入促進・
関連施策

資源国との総合的な関係強化(研究開発協力、人的交流の拡大、経済関係強化など）

導入普及促進策

アジア諸国に対するエネルギー・環境分野における協力の積極的推進
補助金・税制優遇などによる初期需要創出
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水素燃焼タービン

多 様 な エ ネ ル ギ ー 資 源 の 活 用

LNG化

メタン
ハイドレート

（見直し）

製造技術の確立（スプレー方式、
攪拌バブリング方式等）、NGH輸
送船、ペレット化による自己保存性
向上、陸上輸送方法の確立
合成燃料化
(DME,GTL含む）

2030

（3年ごとの見直し）

今後10年間の基本方針

中小規模
ガス田ガス

2025

１）低品位炭の活用（図Ⅱ－１－１参照）
石炭の種類には無煙炭、瀝青炭、亜瀝青炭、褐炭等があるが、ここでは亜瀝青炭、褐
炭を低品位炭と呼ぶこととする。
低品位炭は、瀝青炭と比べ資源自体のコストが低く、低硫黄・低灰分といった特徴を
持つものも多いが、比較的カロリーが低く、特に、褐炭は自然発火性を有し長距離輸送
に不向きであるため、これまで国内では未活用であった。しかし、世界の石炭資源を見
ると、可採埋蔵量の約半分が低品位炭であること、また、世界のエネルギー需要は成長
著しいアジア地域を中心に今後も増加傾向が続き、瀝青炭の需給も逼迫していくことが
予想されることから、今後、国内での低品位炭の活用が課題となってくる。
褐炭を国内で活用するには、産炭地近辺において、日本へ安全に輸送可能な形態、利
用しやすい形態に転換する技術が必要であり、そのための開発が進められている。褐炭
改質技術の一つである油中改質（褐炭を微粉砕後、油と混合して脱水し、再度成型する
もの）は、エネルギー効率が高く、汚水排水がでないことに加え、高品位炭と比べて燃
焼性、環境性に優れるといった特徴がある。現在、褐炭の埋蔵量が多いインドネシアに
おいて、2010 年頃の商業化を目指して実証プラントが建設されている。また、褐炭が含
有する水分を利用したスラリー製造技術、褐炭をガス化し水素、メタノール、DME（ Di
Methyl Ether）
、CTL（ Coal To Liquid）を製造する技術の開発も行なわれており、2010
年以降実用化される見込みとなっている。褐炭は改質、スラリー化、ガス化、液化され
ることにより自然発火性が低減されるため、日本への輸送が可能となる。
日本へ輸送された低品位炭を石炭火力発電プラントで活用する場合は、低品位炭の性
状に応じた発電技術を適用する必要がある。
低品位炭には灰融点が低いものが多いという特徴があるが、既存の微粉炭火力発電プ
ラントは伝熱面への灰付着防止の観点から高灰融点炭が適しており、灰融点の低い低品
位炭の活用は難しい。そのため、低灰融点炭の活用先として、現在開発が進められてい
る石炭ガス化複合発電（IGCC：Integrated coal Gasification Combined Cycle）の実
用化が期待されている。石炭ガス化複合発電は、石炭ガス化炉において灰を溶融スラグ
として取り除くため、低灰融点炭が適しており、低灰融点の改質褐炭、亜瀝青炭を活用
することが可能である。なお、高灰融点の低品位炭については既存の微粉炭火力発電プ
ラントで活用可能であり、改質褐炭は瀝青炭と同様の運用、同程度の発電コストが見込
まれており、亜瀝青炭はバーナー操作条件の変更、あるいは混炭運用による燃焼実験が
すでに行われている。今後、開発が見込まれる次世代超々臨界圧発電（A-USC：Advanced
Ultra Super Critical ）、石炭ガス化燃料電池複合発電（IGFC ：Integrated coal
Gasification Fuel Cell）等の発電技術に対しても、性状に応じて低品位炭が活用され
ていくことが期待される。
産炭地近辺でガス化、液化され日本へ輸送された低品位炭、あるいは日本でガス化、
液化された亜瀝青炭向けの発電技術としては CTL 発電や水素燃焼タービンの開発が期待
されており、低品位炭の活用範囲を広げることが可能となる。
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低品位炭を都市ガスに活用する場合は、石炭粉体と水素を反応させて直接メタンを主
成分としたガスを製造する水添ガス化プロセスや、部分燃焼ガス化とメタン化を組み合
わせたプロセスにより、メタンリッチのガスに改質する。従来、これらの技術により瀝
青炭を代替天然ガスに改質することもあったが、今後、石炭の活用拡大が求められてい
るため、低品位炭へ適用を拡大する技術も重要となる。
２）非在来型石油の活用（図Ⅱ－１－２参照）
非在来型石油であるオイルサンド、オイルシェール、オリノコタールは、重質で流動
性がなく、一般に硫黄分が高く、活用にあたってはハンドリング性、環境性に課題があ
る。通常、原油に比べて性状的に劣るものの、相当量の埋蔵量を有しており、今後、そ
の利用技術の確立が望まれる。
カナダに多く賦存するオイルサンドは、採掘したそのままでは輸送に適さないので流
動性を増す必要があり、井戸元において、先ず、抽出したビチュメンをコンデンセート
や軽油等で希釈した希釈ビチュメンまたはアップグレーディングによって改質された
合成原油の形態にて輸送される見通しである。
オーストラリアに多く賦存するオイルシェールは、井戸元において乾留により抽出さ
れた合成原油の形態にて輸送される。これらの技術は井戸元において開発中であり、オ
イルサンドについては 2010 年以降に中国向けとして商用化される見通しである。
ベネズエラに多く賦存するオリノコタールは、エマルジョン化（オリマルジョンと呼
ばれる）により、1990 年代初に発電燃料として導入された（現在は、生産国ベネズエラ
の政策により、輸入が困難な状況となっているである）が、硫黄分が多いため強い腐食
性がある等、取り扱いに問題があった。今後の活用にあたっては、オイルサンドと同様
に、井戸元において合成原油化し、より活用しやすい形状とすることが期待される。
（非在来型石油は、ガソリン代替や石油化学製品の原料への活用が主として考えられ
るが）日本において発電に活用する場合には、合成原油（硫黄分が多い等、性状によっ
ては精製が必要となる）を、石油代替燃料として既存の石油火力や小規模なエンジンに
よる発電に用いることとなる。都市ガスに活用する場合は、既存の石油の代替天然ガス
改質技術を用い、天然ガスと同等の性状とする。
３）中小規模ガス田ガス及び非在来型天然ガスの活用（図Ⅱ－１－３参照）
非在来型天然ガスには、タイトサンドガス、コールベットメタン、シェールガス、深
層メタンガス、メタンハイドレートがある。このうち、深層メタンガスは、地球創生時
に地球深部に閉じ込められたと仮定される非生物起源のメタンガスや海洋堆積物中の有
機物に由来するガスがプレートの沈み込みに伴い地殻またはマントルまでに持ち込まれ
たガスを指すが、その存在について現在調査段階であることから今年度の検討対象外と
した。
中小規模ガス田ガスは、不純物を除去した精製後は在来型天然ガスとほぼ同一な物性
となると考えられるため、技術的には、日本までの輸送形態が課題となる。天然ガスの
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輸送形態としては、従来の活用形態と同様な LNG（ Liquefied Natural Gas）化に加え、
ガスハイドレート化、合成燃料化（GTL: Gas To Liquid, DME 等）があげられる。LNG
化の場合は、既存の LNG 化プラント技術を活用し、低コストでスケールダウンすること
が課題となるが、後述のガスハイドレート化に対して、長距離輸送にも適用可能である
という長所がある。ガスハイドレート化は、新規技術であるため、開発の難易度・開発
コストは、既存技術が活用できる LNG 化に比べ、高いと考えられているが、LNG 化のよ
うな極低温を必要とせず、製造コストを安価にできること、固体であるため輸送コスト
が削減できると見込まれている。従って、規模や輸送距離（6000km 以下）によっては LNG
化に比べて経済的優位性を有するので、2015 年頃の商用化を視野に入れた計画が進めら
れており、実現への期待が高まっている。今後は、開発するガス田によって、メリット
が活かされる最適な技術を選択することになる。一方、合成燃料の DME は、主に運輸関
係に活用される技術であるが、発電に用いる場合は、ガスタービン発電、汽力発電、デ
ィーゼルエンジン発電に適用可能である。DME での発電効率は、既存の天然ガスや液体
燃料とほぼ変わらないと言われており、価格については、将来的に LNG,LPG の価格と競
合できると試算されており、集中型発電や分散型発電の燃料として期待されている。
（CO2
の排出量は、天然ガス＜DME＜石油＜石炭となっている） 中小規模ガス田が海洋にある
場合には、ガスハイドレート化・LNG 化・合成燃料化するためのフローティング型のプ
ラントが必要となり、これらの資源の活用拡大に伴って 2025 年以降、実用化が期待され
る。
コールベットメタンは、炭層に賦存するメタンガスであり、炭層に N2 や CO2 を注入す
ることでメタンを回収できる。CO2 の注入は、石炭はメタンより CO2 の方が結合しやすい
性質を利用して CO2 を隔離する技術の一つであり、炭層メタン増進回収法（ECBMR;
Enhanced Coal Bed Methane Recovery）と呼ばれている。メタンハイドレートは海底に
賦存するため、特殊な採掘技術を必要とされており、その採掘方法には、坑井からメタ
ンハイドレート層に水蒸気や温水を注入する熱刺激法や坑井内の圧力を下げることで
メタンハイドレートを分解させる減圧法等が提案されている。これらの資源の採取・採
掘技術は、現在、基礎/要素段階であるため、実用化は、コールベットメタンでは 2020
年頃、メタンハイドレートでは 2030 年以降と考えられ、その開発コストや難易度も高
い。
タイトサンドガスは、米国西部のロッキー山脈地域等のタイト（硬質）な砂岩層に賦
存するガスであり、シェールガスは、米国東部のアパラチア地域等の有機物に富む頁岩
層に賦存するガスであり、どちらもすでに米国にて生産実績がある。しかしながら、坑
井における生産性に課題があるため、坑井刺激法の高度化により今後の生産量の増加が
期待される。
なお、メタンハイドレート・コールベット・メタン・タイトサンドガス・シェールガ
スの輸送には、前述の中小規模ガス田ガスの輸送技術（ガスハイドレート化等）が活用
できるものと考えられる。
これらの非在来型天然ガスは、井戸元において不純物を除去した後は在来型天然ガス
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とほぼ同一な物性となるため、非在来型石油に比べ、発電への活用は容易であり、代替
天然ガスとして期待される。
非在来型天然ガスを発電に活用する場合、将来的には、水素に改質して、水素燃焼タ
ービンへの活用も可能である。
非在来型天然ガスを都市ガスに活用する場合も、同様に、井戸元において不純物が除
去されて日本に輸送されてくるものと考えられるので、在来型天然ガスの技術の延長で
対応可能と考えられる。
４）多様なエネルギー資源の活用に資する、導入促進・関連施策
非在来型資源である「海外の未活用資源」の活用にあたっては、新たな設備投資コス
トやエネルギー投入量の増加等により、現状で活用しているエネルギー資源に比べてコ
ストが高くなるため、経済性の向上に資する技術開発が必要である。ただし、原油価格
の高騰等、その動向次第では、比較的早期に価格競争力を持ちうること、さらに、それ
が他のエネルギー資源の価格牽制にも寄与することにも配慮する必要がある。従って、
非在来型資源の導入や活用拡大には、税制優遇等のインセンティブの賦与による初期導
入需要の創出策を検討する必要がある。また、非在来型資源の導入のために設備対応を
必要とする場合には、補助金の検討が求められる。さらには、資源国との人的交流の拡
大、研究開発協力等による資源外交の強化により良好な関係の維持を図り、資源の長期
安定供給に資することも重要である。一方、エネルギー資源の消費増大が著しいアジア
諸国に対しては、エネルギー・環境分野における協力をより一層推進することで、世界
大の資源の利用効率向上に努めていく必要がある。
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1.2. 第三者接続者と電力・ガスネットワークの調和
地球温暖化問題、我が国のエネ需給構造の脆弱性を鑑みれば、将来のエネルギーセキュリ
ティーを確保していくためには、自然エネルギー等の再生可能エネルギーを活用し、エネル
ギー自給率を高めていくことが、一つの課題となっている。これに加え、電力・ガス事業の
制度改革の進展等により、エネルギー供給形態が変貌する可能性があり、その場合、電力・
ガスネットワークの供給品質や信頼度に影響が出ることが懸念される。これらの事態に対処
するべく、第三者接続者と電力・ガスネットワークの調和を図るとともに、現状の供給品質・
信頼度の維持・向上について検討する。
（１） 系統電力と分散型電源・電力貯蔵設備が調和した電力ネットワークの供給品質・信頼度
維持、および向上の可能性の検討
今後、エネルギー自給率の向上という社会ニーズの高まりから、自然エネルギーである太
陽光発電と風力発電の導入拡大が予想されており、NEDO のロードマップによれば、
（太陽光
発電と風力発電を合わせて）導入目標は 2010 年で約 8,000MW、2030 年には約 100,000MW と
なっている。
しかしながら、自然エネルギー発電は気象状況による出力変動が大きいため、導入目標に
したがって自然エネルギー発電が系統連系される場合には、電力ネットワークの電圧や周波
数等の電力品質を維持するため、現状の対策のみでは対処できなくなる状況も考えられ、新
たな対策も必要になると考えられる。また、自然エネルギー発電に限らず分散型電源が多数
普及した場合、系統の電圧や周波数調整能力が低下し、電力品質が低下する可能性があるた
め、電力品質調整能力の確保のための対策も必要である。
対策の方向性としては、系統に対する分散型電源の導入割合等により、経済性、運用性等
の面から、分散型電源システムと系統電力システムのそれぞれの技術開発が求められる。
将来的には、分散型電源側と電力ネットワーク側及び需要家側が協調して品質を維持して
いくことが考えられる。

平成 17 年度からの検討経緯を踏まえ、導入シナリオ図は、
「分散型電源普及時の電圧基準
内への調整」
、
「分散型電源普及時の周波数基準内への調整」
、
「分散型電源普及時の安定度の
確保」
、
「分散型電源普及時の短絡容量・高調波抑制」という、個々の電力品質単位で作成し
た。しかしながら、複数の電力品質に共通して寄与できる技術も多いため、導入シナリオ説
明文では、電圧、周波数、安定度をひとまとめにして記述することとした。

42

図Ⅱ－２－１

安定供給の確保－第三者接続者と電力ガスネットワークの調和（電圧）

制度改革や地球環境面の対応等から、エネルギー供給形態が変貌し、電力・ガスネットワーク運用者以外の第三者が大
量に接続された場合、電力・ガスネットワークの供給品質や信頼度に影響がでる場合がある。よって、第三者接続者と電
力・ガスネットワークの調和を図り、更に、エネルギーの安定供給の観点から、現状の供給品質・信頼度の維持・向上を目
指す。

2006

2010

2015

エネルギー基本計画（2003）

2020

2025

2030

（3年ごとの見直し）

今後10年間の基本方針

新・国家エネルギー戦略

（ローリング）

エネルギー需給見通し

（見直し）

RPS法
電力自由化

電力貯蔵装置

可逆セルの大容量化・高効率化・水素貯蔵技術

リバーシブル燃料電池

超電導軸受技術・低損失化

超電導フライホイール

大容量変換機・高磁場酸化物
系コイル・高信頼性冷凍機・
高耐圧電流リード

負荷変動補償・周波数調整用
小規模SMES

リチウムイオン電池

大容量化・長寿命化・
低コスト化・安全性

ニッケル水素電池

さらなる大出力化・大
容量化・低コスト化

瞬低補償機能付NaS・RF電池

低コスト化・補機ロス低減・アプリケーション開発

瞬低用電気二重層ｷｬﾊﾟｼﾀ

エネルギー密度向上・ハイブリッドキャパシタ

自然ｴﾈﾙｷﾞｰ
発電出力
安定化

系統の状況に応じた
実系統への適用

低コスト化
高効率化

風力発電・太陽光発電と電力
貯蔵装置のﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞｼｽﾃﾑ

融 合

技 術 開

逆潮流対応SVR

電力貯蔵装置の低コスト化

風力可変速運転・ﾌﾞﾚｰﾄﾞﾋﾟｯﾁ制御

発電制御

新しい発電技術を活用した電圧制御

外部改質SOFC

分散型電源のAVR、AQR活用

電力ネットワーク系統制御システム

新電力
ネット
ワーク

経済性が確保されれば、
ニーズに応じた実系統への適用が進む

品質別電力供給システム
統合制御システム

蓄熱機器の負荷制御

その他
(制御
・
通信)

計測監視制御ｼｽﾃﾑの高度化(ｾﾝｻｰ含む)

ネットワークセキュリティー技術
計測監視制御・通信の手順とプロトコルの標準化
汎用通信ネットワークを活用した低コストな専用システムの構築

技
術
の
統
合

新電力ネットワークへの適用
情報通信技術高度化に対応した技術革新
互換性の確保・低コスト化

導入促進・
関連施策

導入普及促進策

補助金・税制優遇などによる初期需要創出

規制緩和

高圧ガス保安法の規制簡素化(無人運転許可・点検周期延伸)

標準化

汎用性を考慮した規格化・標準化

運用面

電力品質調整に係わる取り決め(運用ルール、インセンティブ、情報セキュリティー)
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二次電池

次世代パワ
エレデバイス
の適用

大規模集中連系への対応

太陽光発電の出力制御

次世代型

次世代型
キャパシタ

UPFC、 LBC
SVC、STATCOM

次世代二次電池の開発
(構造・電極材料・電解質)
安全性を前提とし、大幅な低コスト化
・長寿命化・性能向上

SiCデバイスの大容量化(100A級)・信頼性向上
SiCインバータ設計・高速制御・高温実装技術(250℃)

SiCウェハ品質向上

パワエレ
応用機器
他

大容量化・次世代高温超電導材料

分散型電源普及時の電圧基準内への調整

(自然ｴﾈﾙｷﾞｰ
併設、
系統側設置、
需要家内設置)

瞬低用マイク
ロSMES

MWh級の軸受け技術・並列運転による大容量化・
次世代高温超電導材料

図Ⅱ－２－２

安定供給の確保－第三者接続者と電力ガスネットワークの調和（周波数）

制度改革や地球環境面の対応等から、エネルギー供給形態が変貌し、電力・ガスネットワーク運用者以外の第三者が大
量に接続された場合、電力・ガスネットワークの供給品質や信頼度に影響がでる場合がある。よって、第三者接続者と電
力・ガスネットワークの調和を図り、更に、エネルギーの安定供給の観点から、現状の供給品質・信頼度の維持・向上を目
指す。

2006

2010

2015

エネルギー基本計画（2003）

2020

2025

2030

関連政策

（3年ごとの見直し）

今後10年間の基本方針

新・国家エネルギー戦略

（ローリング）

エネルギー需給見通し

（見直し）

RPS法
電力自由化
可逆セルの大容量化・高効率化・水素貯蔵技術

リバーシブル燃料電池

超電導軸受・低損失化

超電導フライホイール

エネルギー密度向上・低コスト化・ハイブリッドキャパシタ

電力貯蔵装置

大容量変換機・高磁場酸化物系コイ
ル・高信頼性冷凍機・高耐圧電流リード

リチウムイオン電池

大容量化・長寿命化・
低コスト化・安全性
NaS・RF電池
海水揚水発電

低コスト化・補機ロス低減・アプリケーション開発

負荷平準化・
中規模SMES

次世代二次電池の開発
(構造・電極材料・電解質)
安全性を前提とし、大幅な低コスト化
・長寿命化・性能向上

ニーズに応じた適用拡大・適地開拓・低コスト化・次世代変換器の適用

風力発電・太陽光発電と電力
貯蔵装置のﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞｼｽﾃﾑ

融 合

自然ｴﾈﾙｷﾞｰ
発電出力
安定化

次世代型ｷｬﾊﾟｼﾀ

大容量化・次世代高温超電導材料

さらなる大出力化・大
容量化・低コスト化

ニッケル水素電池

エネルギー密度向上

太陽光発電の出力制御

地下揚水発電

大規模集中連系への対応

風力可変速運転・ﾌﾞﾚｰﾄﾞﾋﾟｯﾁ制御

技 術 開 発

外部改質SOFC

新しい発電技術を活用した周波数制御

コプロダクション
分散型電源への周波数調整機能活用

分散型電源多数連系時の安定動作・検出方式の標準化

単独運転防止検出装置の高信頼度化

新電力
ネット
ワーク

Ryの高速動作化

電力ネットワーク系統制御システム

経済性が確保されれば、
ニーズに応じた実系統への適用が進む

品質別電力供給システム
統合制御システム

気象予測に基づく発電予測
蓄熱機器の負荷制御

その他
(制御
・
通信)

二次電池

電力貯蔵装置の低コスト化

発電制御

電力供給制御

次世代型

計測監視制御ｼｽﾃﾑの高度化(ｾﾝｻｰ含む)
需給ｶｰﾌﾞのﾌﾟﾛﾌｧｲﾘﾝｸﾞ

ネットワークセキュリティー技術
計測監視制御・通信の手順とプロトコルの標準化
汎用通信ネットワークを活用した低コストな専用システムの構築

技
術
の
統
合

新電力ネットワークへの適用
情報通信技術高度化に対応した技術革新
互換性の確保・低コスト化

導入促進・
関連施策

導入普及促進策

補助金・税制優遇などによる初期需要創出

規制緩和

高圧ガス保安法の規制簡素化(無人運転許可・点検周期延伸)

標準化

汎用性を考慮した規格化・標準化

運用面

電力品質調整に係わる取り決め(運用ルール、インセンティブ、情報セキュリティー)
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分散型電源普及時の周波数基準内への調整

(自然ｴﾈﾙｷﾞｰ
併設、
系統側設置、
需要家内設置)

電気二重層ｷｬﾊﾟｼﾀ

負荷変動補償・周波数調整用
小規模SMES

MWh級の軸受け技術・並列運転による大容量化・
次世代高温超電導材料

図Ⅱ－２－３

安定供給の確保－第三者接続者と電力ガスネットワークの調和（安定度）

制度改革や地球環境面の対応等から、エネルギー供給形態が変貌し、電力・ガスネットワーク運用者以外の第三者が大
量に接続された場合、電力・ガスネットワークの供給品質や信頼度に影響がでる場合がある。よって、第三者接続者と電
力・ガスネットワークの調和を図り、更に、エネルギーの安定供給の観点から、現状の供給品質・信頼度の維持・向上を目
指す。

2006

2010

2015

エネルギー基本計画（2003）

2020

2025

2030

関連政策

（3年ごとの見直し）

今後10年間の基本方針

新・国家エネルギー戦略

（ローリング）

エネルギー需給見通し

（見直し）

RPS法
電力自由化
発電制御

ＰＳＳ

制御定数最適化・多入力PSS・適応制御

可逆セルの大容量化・高効率化

リバーシブル燃料電池

超電導軸受技術、低損失化

超電導フライホイール

大容量化・低コスト化・ハイブリッドキャパシタ

電力貯蔵装置
(系統側設置)

大容量変換機・高磁場酸化物
系コイル・高信頼性冷凍機・
高耐圧電流リード

技 術 開 発

SiCデバイスの大容量化(100A級)・信頼性向上
SiCインバータ設計・高速制御・高温実装技術(250℃)

系統連系用変換器の制御機能高度化

系統の状況に応じ
た実系統への適用

UPFC、 LBC
SVC、STATCOM

低コスト化・高効率化

解析技術の高度化・低操作圧力化
直流送電
UHV送電

SSC

高速大容量遮断器 (基幹系統)

次世代パワ
エレデバイス

計画的な電力系統の設備計画

自励式直流送電による潮流制御・安定化制御の向上、 次世代変換器の適用
1000kV運用待ち ・ 海外向け製品開発に伴う技術力維持
広域系統状態と安定度のリアルタイム監視制御

単独運転防止検出装置の高信頼度化

分散型電源多数連系時の安定動作・検出方式の標準化・転送遮断技術

Ryの高速動作化

新電力
ネット
ワーク

電力ネットワーク系統制御システム

経済性が確保されれば、
ニーズに応じた実系統への適用が進む

統合制御システム
品質別電力供給システム

その他
(制御
・
通信)

次世代型二
次電池

計測監視制御ｼｽﾃﾑの高度化(ｾﾝｻｰ含む)

ネットワークセキュリティー技術
計測監視制御・通信の手順とプロトコルの標準化
汎用通信ネットワークを活用した低コストな専用システムの構築

技
術
の
統
合

新電力ネットワークへの適用
情報通信技術高度化に対応した技術革新
互換性の確保・低コスト化

導入促進・
関連施策

導入普及促進策

補助金・税制優遇などによる初期需要創出

規制緩和

高圧ガス保安法の規制簡素化(無人運転許可・点検周期延伸)

標準化

汎用性を考慮した規格化・標準化

運用面

電力品質調整に係わる取り決め(運用ルール、インセンティブ、情報セキュリティー)
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分散型電源普及時の安定度の確保

次世代二次電池の開発
(構造・電極材料・電解質)
安全性を前提とし、大幅な低コスト化
・長寿命化・性能向上

低コスト化・補機ロス低減

パワエレ
応用機器

電力供給制御

次世代型
キャパシタ

大容量化・次世代高温超電導材料

さらなる大出力化・大
容量化・低コスト化

ニッケル水素電池

電気輸送

系統安定化用SMES

リチウムイオン電池

大容量化・長寿命化・
低コスト化・安全性

NaS・RF電池

エネルギー密度向上

電気二重層ｷｬﾊﾟｼﾀ

瞬低用SMES

MWh級の軸受け技術・並列運転による大容量化・
次世代高温超電導材料

図Ⅱ－２－４

安定供給の確保－第三者接続者と電力ガスネットワークの調和（短絡容量・高調波）

制度改革や地球環境面の対応等から、エネルギー供給形態が変貌し、電力・ガスネットワーク運用者以外の第三者が大
量に接続された場合、電力・ガスネットワークの供給品質や信頼度に影響がでる場合がある。よって、第三者接続者と電
力・ガスネットワークの調和を図り、更に、エネルギーの安定供給の観点から、現状の供給品質・信頼度の維持・向上を目
指す。
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分散型電源普及時の短絡容量・
高調波抑制

SiCウェハ品質向上

１）分散型電源普及時の電圧・周波数基準内への調整および安定度の確保
（図Ⅱ－２－１～３参照）
電力品質調整に資する技術は、電圧、周波数、安定度に共通して寄与できる技術が多
いため、以下に述べる導入シナリオ文は、これらの電力品質をひとまとめにし、また、
対策を実施する場所を意識し、分散型電源システムと系統電力システムに分類して記述
することとした。
①分散型電源システム
(a)自然エネルギー発電の出力安定化
第一に、変動原因となる分散型電源側の対策が考えられる。風力発電においては、こ
れまでブレードピッチ制御や可変速制御運転、太陽光発電では連系用電力変換器による
出力制御が行われているが、制御可能な範囲は限られており電力品質調整への寄与も限
定的である。このため、よりきめ細かく出力変動を抑制するためには、風力発電や太陽
光発電に電力貯蔵装置を併設したハイブリッドシステムの開発が必要となる。ハイブリ
ッドシステムの技術開発要素は電力貯蔵装置本体と制御技術であり、既に、負荷平準化
用途で実用化されている NaS 電池やレドックスフロー電池を活用した実証試験が行われ
ており、2010 年頃に初期導入が始まる見込みである。今後のハイブリッドシステムの普
及拡大を考えた場合、二次電池の低コスト化が重要な課題となる。二次電池の低コスト
化には量産規模が大きく寄与するため、
負荷平準化用途で量産が見込まれる NaS 電池や、
さらに、自動車用や産業用で実用化もしくは技術開発が行われているニッケル水素電池
やリチウムイオン電池への期待が大きい。現時点では、ニッケル水素電池やリチウムイ
オン電池は長寿命化、大容量化、低コスト化の開発課題があり、実用化は 2010 年以降
と考えられ、数十～数百 kW 級の小・中容量の自然エネルギー発電併設用途から実用化
が進む見通しである。リチウムイオン電池は、電極と電解質のバリエーションが多いた
め、今後、新材料開発によるさらなる高性能化の可能性がある。また、将来的には、既
存電池の延長ではない、新しい材料・構造を採用した次世代二次電池の開発により、大
幅なコスト低減、長寿命化、性能向上を図ることが重要である。
また、低コスト化の観点から、システムの運用方法の明確化による電池設計の最適化
や、風車制御や発電機制御と二次電池の組み合わせにより、必要な二次電池の容量を最
小にすることも重要である。
一方で、二次電池以外の電力貯蔵装置の活用も考えられる。電気二重層キャパシタ、
超電導磁気エネルギー貯蔵(SMES：Superconducting Magnetic Energy Storage)、超電導
フライホイールは、二次電池と比べ短時間に大電力を出し入れ可能で、また、繰り返し
充放電特性にも優れているため、自然エネルギー発電の短周期変動への適性が高い。し
かしながら、大容量化への技術課題や開発コストが大きく、長周期変動補償への適用は
二次電池の方が優位と考えられる。電気二重層キャパシタは、リチウムイオン電池等の
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二次電池と組み合わせたハイブリッドキャパシタの開発が期待されている。実用化のた
めには、高エネルギー密度と高出力密度の両立、及び、コスト低減が求められる。
また、電力貯蔵用途にリバーシブル燃料電池(可逆燃料電池)を活用することが考えら
れる。燃料電池と水電解装置は個々に高効率化が進んでいるが、同一のセルで両方のプ
ロセスを行うためには電極触媒の開発やセル構造の設計が重要であり、現在研究開発が
行われているが難易度は高い。電力品質調整用としては大出力・大容量化、高効率化が
課題である。初期導入は 2020 年頃と考えられるが、電力貯蔵装置としては二次電池等の
競合相手が多い。
また、ウィンドファームのように多数の発電機を設置することにより、数分以下の短
周期出力変動が平滑化されることが期待できるが、その平滑化の効果や最大の出力変動
幅については今後の検証が必要である。
(b)分散型電源の制御機能向上
次に、ガスタービン等の回転機型分散型電源を電力系統の電力品質の調整に積極的に
活用することが考えられる。ガスタービン等の回転機型分散型電源は、ガバナー制御に
よる有効電力調整、自動電圧制御(AVR: Automatic Voltage Regulator)、自動無効電力
制御(AQR: Automatic reactive power Regulator)による無効電力調整を行うことが可能
であり、ガバナフリー機能を持たせることにより、自律分散的に周波数維持に貢献させ
ることも可能となる。分散型電源を活用した電力品質調整は、最近になって効果、イン
センティブ等の議論が開始され始めたところであるが、将来的には実現が期待される。
また、コプロダクションや外部改質型の固体酸化物形燃料電池(SOFC: Solid Oxide
Fuel Cell)等の新しい発電技術によって熱と電力のバランスを取りながら発電制御を
行い、電力品質調整に貢献しようとする検討がなされている。これらの技術は、効果は
大きいが難易度は高く、実用化時期はコプロダクションで 2020 年以降、外部改質 SOFC
で 2025 年以降と考えられる。
(c)分散型電源・電力貯蔵・利用機器等を統合的に制御するシステム(統合制御システム)
ローカルなネットワークに発電出力が不安定な風力発電や太陽光発電を含んだ分散
型電源や電力貯蔵装置、電気利用機器を接続し、これらの機器に対して IT 関連技術を
活用して一括管理し、統合的に制御することで需給バランスを取りながら電力供給を行
うものである。このネットワークの実現には、計測監視制御のハードウェア技術からこ
れらのシステム化技術、情報通信技術、システム全体の制御・ソフトウェア技術まで幅
広い技術の開発と融合が必要となる。
現在、ハード面では、分散型電源の運転状態や系統の情報を把握するための計測セン
サや分散型電源通信インターフェースの開発が行われており、ソフト面では、パターン
制御における制御パターンの作成や随時通信制御における制御手順の検討が行われて
いる。今後の技術開発課題としては、センサの高信頼化・長寿命化・低コスト化、リア
ルタイム計測・制御化、光デジタル通信の活用、制御での IP プロトコルの利用等が必

48

要である。また、複数の分散型機器をネットワークで連系して制御するためには、計測
監視制御や通信の手順やプロトコルの標準化、ネットワークセキュリティーの技術が重
要である。需給予測技術では、発電機の発電計画や蓄電池の運用計画を立てるための、
気象予測に基づく需給想定の高精度化が求められる。運用面では、経済性や環境貢献性、
リスク等の検証が必要である。
将来的には、分散型電源や IT 技術の高度化に対応した技術革新が行われ、最新技術の陳
腐化や製品の入れ替わりサイクルが速くなると考えられる。しなしながら、電力ネットワー
クを長期にわたって維持管理していくためには、既設の機器と新しい機器との互換性等を含
めたメンテナンスの確保が必要である。

このシステム概念に含まれるマイクログリッドは、現在、実証試験において技術、効
果、経済性等の検証が行われている。今後、経済性が確保されれば、ニーズに従って新
規に設備形成される小規模系統から実用化されると考えられる。経済性の向上のために
は、各種機器の低コスト化による初期導入コスト低減が第一であり、さらに、各種機器
の高効率化、及び、運用方法の全体最適化によるエネルギー効率の向上が重要となる。
(d）電力品質別供給システム
分散型電源と系統電力、及び、電力貯蔵装置、パワエレ応用機器等を組み合せること
により、特定地域の需要家に対してニーズに応じた品質の電力を供給するシステムであ
る。技術としては、c)分散型電源・電力貯蔵・利用機器等を統合的に制御するシステム
で述べた、計測・監視・制御技術が重要となる。今後、複数の電力品質の実証、及び、
効果の検証、自立運転時の品質維持調整技術等が課題である。また、実用化に向けては、
競合する既存の電力品質対策と比較して同等以下のコスト、省スペース、蓄電池設備の
減少、低電力損失を実現する必要がある。今後、需要家のニーズに応じ、特定地域にお
いて実用化が予想される。
②系統電力システム
次に、電力系統側での対策技術では、発電所や変電所等に設置した電力貯蔵装置や静
止型無効電力補償装置(SVC: Static Var Compensator)等のパワエレ応用機器を活用して
集中的に電力品質を調整することが考えられる。
(a)電力貯蔵装置の導入
電力貯蔵装置は有効電力と無効電力の両方を調整することで柔軟な電力品質調整が
可能であり、また、既に述べた自然エネルギー発電併設や電力ネットワークや需要家構
内への設置等の多数の適用先が考えられるため、
「第三者接続者と電力ネットワークの
調和」という社会ニーズに対しては重要度が高い技術である。電力品質調整用の電力貯
蔵装置には、安全性は大前提として、大出力・大容量化、長寿命化、低コスト化が求め
られる。
これまで、電力貯蔵装置は大規模集中型の揚水発電が負荷平準化用途で活用されてお
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り、近年では可変速運転技術の開発により夜間の周波数調整に重要な役割を果たしてい
る。しかしながら、今後は適地の減少、環境への配慮から新規立地は減少すると考えら
れる。
一方で、二次電池は、当初は揚水発電機代替の分散型電力貯蔵装置として開発され、
負荷平準化用 NaS 電池やレドックスフロー電池が実用化された。現在、これらの二次電
池に瞬低対策機能を付加した製品の導入が進んできており、今後、負荷平準化をベース
として、多機能化による高付加価値化を目指した、電圧・周波数調整、安定度確保等の
電力品質調整へのアプリケーション開発が進むと考えられる。
また、自然エネルギー発電の出力安定化で述べたように、ニッケル水素電池とリチウ
ムイオン電池は大容量化、長寿命化、低コスト化の実現により、2010 年以降に電力品質
調整用途で導入が進むと考えられるが、拠点における電力品質調整を考えると、さらな
る大出力・大容量化(MW、MWh 級)の開発が必要となる。
将来的には、大幅なコスト低減、長寿命化、性能向上を可能とする次世代二次電池の
開発が重要である。
SMES は短時間で大電力の出力が可能という特徴を活かし、2010 年頃、まず需要家側の
瞬低対策用途での実用化が進み、その後、大出力・大容量化の技術開発に従って 2015
年頃から系統安定化や周波数調整用途で電力系統側に適用が拡大されていくと考えら
れる。また、負荷平準化用途では、さらなる大容量化が必要となり、電磁力の支持やク
エンチ時の大エネルギーの処理方法など技術的課題が大きく、実用化に向けては系統安
定化や周波数調整用途で実績を重ねる必要がある。また、超電導フライホイールは、現
在、鉄道用の技術開発が行われているが、電力用途においては、実用化は 2020 年以降
と考えられる。負荷平準化用途では、大型化、高速回転化、強度向上、MWh 級軸受け技
術の開発が求められ、難易度は高い。
電気二重層キャパシタは、6.6kV 瞬低補償装置が実用化され、需要家側で普及が進ん
でいるが、電力系統側での集中的な電力品質調整用途への適用を考えた場合はエネルギ
ー密度向上による大容量化が課題となり、二次電池と比べて開発難易度は高く、優位性
は小さいと考えられる。
(b)パワエレ応用機器の高度化
配電系統に分散型電源が多数連系された場合に、潮流変動に起因する電圧変動が問題
となる。電圧変動の抑制は、基本的に無効電力を制御することで対処可能であり、まず
第一に既存技術である調相設備や、SVC や自励式静止型無効電力補償装置(STATCOM:
Static synchronous Compensator)のパワエレ応用機器の導入が検討される。STATCOM は
SVC に比べコンパクト、フィルタレス、系統電圧低下時に電圧維持能力の低下が小さい
面で優れているが、コストが高いという課題があり、適用箇所の要求仕様によって今後
も使い分けがされると考えられる。今後の技術開発としては、装置の低コスト化、高効
率化が必要である。
また、有効電力の変動に起因する電圧変動に対しては、有効電力による補償をするこ
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とで、より大きな電圧変動抑制効果が期待でき、特に、瞬時電圧低下やフリッカなどの
短周期変動対策のための速い制御が要求される場合は、有効電力制御を併用することで
電圧変動抑制効果が増大する。特に、配電系統においては、有効電力による電圧調整効
果が大きいと言われている。直並列型のパワエレ応用機器である統合潮流制御装置
(UPFC：Unified Power Flow Controller)や BTB(Back To Back)型のループバランスコン
トローラ(LBC: Loop Balance Controller)は、無効電力と有効電力の両方を制御できる
ため、SVC や STATCOM に比べて電圧調整の効果が大きい。UPFC は海外では既に実用化さ
れており、実用化のための技術開発課題は小さいが、国内では、現時点では系統側のニ
ーズが大きくないため、まだ実用化されていない。今後、系統構成の複雑化や分散型電
源の多数連系による潮流の複雑化した場合には多方面での活用が期待される。また、LBC
は、現在、実証試験が行われており、今後の実用化に向けて配電柱上への積載を考慮し
た、小型・軽量化が課題である。
これらのパワエレ応用機器は、現在の Si デバイス技術の延長線上での高効率化、低
コスト化の技術開発と、SiC(Silicon Carbide)等の次世代のデバイス技術による、高効
率化、小型化、高温動作化、高速動作化の技術開発の２つのアプローチが考えられる。
SiC デバイスは、その小型化と高温動作が活かせる自動車用途や高速動作化を活かし
た高周波通信用途などの民生分野から適用が開始され、電力分野では 2020 年頃から実証
試験が始まり、2025 年以降実用化されると考えられる。なお、Si デバイス技術は完全に
SiC デバイス技術に置き換わるのではなく、適用箇所のニーズやコストとの兼ね合いで
棲み分けがされると考えられるため、両者の技術開発が必要である。
(c)系統発電機の周波数調整能力向上
周波数調整を行っている水力発電、火力発電の出力調整能力と速度は、水車、ボイ
ラ等の機械的強度や寿命、経済性、運用面で総合的に制約を受けるため、発電機の周波
数調整機能向上のための技術開発は難易度が高い。また、既設の揚水発電機のリプレー
スの際に、可変速機へ更新することで周波数調整能力向上の可能性は考えられる。どち
らのケースも導入に際しては大きなコストを要する。
(d)各種系統構成機器の協調制御システム(電力系統制御システム)
分散型電源が大量に連系された場合でも、系統側の機器を適切に制御することで電力
の安定供給を維持しようとするものであり、既存の調相設備やパワエレ応用機器等の遠
隔制御化、ループバランスコントローラ(LBC)の開発、及びこれらの協調制御技術、制
御通信技術の開発・実証試験が行われている。LBC には、電圧や位相の異なる線路間で
もループ化を可能とし、潮流や線路電圧を積極的に制御でき柔軟な設備形成の実現に寄
与すること、また、ループ化に伴った短絡容量の増大や停電区間の拡大等の事故波及区
間増大を防ぐことが要求され、BTB 方式の LBC が開発されている。LBC の実用化に向け
ては、配電柱上に積載を考慮した小型・軽量化、低コスト化、及び低損失化が課題であ
る。計測監視制御・通信に関する開発課題は、前述の分散型電源・電力貯蔵・利用機器
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等の統合制御システムと同様である。
今後、小規模実系統での実証試験や大規模実系統での実証試験を経て、ニーズに応じ
た実用化が進むと考えられる。
③需要家内での対応
需要家側の電力品質調整は、自分自身を守るという観点から瞬低と停電対策がメイン
であり、対策機器は、電力品質低下時の想定被害額と対策機器の効果、コストを総合的
に評価して選定され、非常用電源や無停電電源装置(UPS: Uninterruptible Power
System)が実用化されている。最近では負荷平準化と瞬低対策を一体化した二次電池や電
気二重層キャパシタを活用した瞬低対策装置の普及が始まっており、また、瞬低対策用
SMES は 2010 年以降実用化される見通しである。
負荷変動の大きい需要家では、電圧変動対策として SVC による無効電力補償が広く適
用されているが、有効電力を活用することでさらに効果の向上が見込まれる。よって、
負荷変動補償用途に SMES、超電導フライホイール、キャパシタが実用化されれば、効果
は大きい。負荷変動補償用 SMES は瞬低対策用 SMES に比べて大出力、大容量化が求めら
れ、実用化は 2015 年頃と考えられる。また、超電導フライホイールは 50kWh 級が 2020
年以降に実用化されると考えられる。
今後、分散型電源が大量に普及してきた場合、原子力比率が高まる夜間の周波数調整
能力が低下する可能性がある。このため、昼間の電力需要を夜間にシフトし、火力発電
機運転台数を増加させることで周波数調整能力を確保する取り組みも必要と考えられる。
これまでは、電気温水器、蓄熱式空調、電力貯蔵装置が活用されてきており、最近では、
安価な夜間電力を活用した、野菜工場のような新しい産業が注目されており、今後、こ
れらの新しい産業が、負荷平準化による長周期の周波数調整にも貢献できる可能性があ
る。
さらに、今後、需要家側でも電力系統の電力品質維持に積極的に貢献してもらうこと
が考えられ、負荷平準化や非常用電源用途で需要家に分散配置された電力貯蔵装置や、
電気利用機器の制御により周波数制御を行う検討が行われている。これらが実現するた
めには、多数の電力貯蔵装置や電気利用機器を協調して計測・監視・制御する必要があ
り、1)①（c)分散型電源・電力貯蔵・利用機器等を統合的に制御するシステムで述べた
技術が適用できる。
２） 分散型電源普及時の短絡容量抑制（図Ⅱ－２－４参照）
電力系統に電源が連系されると短絡容量が増大し、何も対策を施さなければ遮断器の
遮断能力の超過による遮断不能、機器の損傷が懸念される。対策としては、電力系統側
で短絡電流耐量を強化することも考えられるが、系統を構成するほとんど全ての機器を
増強する必要があるため、多額のコストが必要となる。このため、現在、分散型電源導
入による短絡容量の増加については、
「系統連系ガイドライン」で、発電設備等設置者に
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おいて、短絡電流を制限する装置を施設することとされている。現在実用化されている
限流リアクトル、高インピーダンス変圧器は、常時損失や電圧変動の増大等の問題があ
り、また、限流遮断器は高速な機械動作を伴うために信頼度の問題がある。そこで、新
しい高性能で経済的な短絡電流を制限する装置の技術開発が必要である。
限流器は、通電電流が閾値を越えると高インピーダンス化することで電流を抑制する
機器であり、系統事故時の故障電流の抑制や遮断器のコスト低減、過渡安定度の向上の
効果があり、新しい限流装置として、LC 共振限流器と超電導限流器の実用化が期待され
ている。LC 共振限流器および超電導限流器は限流時の機械動作が存在しないため、限流
速度が速く、信頼性が高いという特徴がある。LC 共振限流器は現在基礎・要素研究段階
であり、低損失リアクトルや、短絡装置、高耐圧固体絶縁材料等の技術開発課題がある。
超電導限流器も基礎・要素研究段階であり、超電導膜の大型化、高信頼化、素子の直並
列技術、高信頼冷凍機の開発などの技術課題がある。実用化は LC 共振限流器、6.6kV 級
限流器は 2015 年頃、66kV 級限流器は 2020 年頃と考えられる。
また、BTB や直流送電は電力変換器により潮流制御が可能であるため、短絡電流の影
響を抑制することが可能である。しかしながら、これらの設備は大規模で対策費用も高
価となるため、分散型電源連系のための短絡容量対策としては、限流器等の個別の対策
が望ましい。技術は既に実用化されているが、今後は低コスト化、自励式変換器の適用
や、次世代デバイスの適用等の技術開発が課題である。
３） 分散型電源普及時の高調波抑制（図Ⅱ－２－４参照）
これまで、高調波の抑制としては LC フィルタが主に用いられてきたが、最近は幅広い
次数の高調波に対応出来る、アクティブフィルタの適用が拡大してきている。技術的に
は既に成熟レベルにあり、今後の技術開発課題は小さいが、設置スペースの縮小や広範
囲の高調波に対応したモデル、電圧変動対策や電圧フリッカなどへの適用拡大など、高
性能化、付加価値化の技術開発が行われると考えられる。また、2020 年頃には、SiC 等
の次世代デバイスの適用による機器の高効率化、小型化が期待される。
一方、高調波対策に電力貯蔵装置を活用することが考えられる。高調波対策は無効電
力の補償がメインであるため、高調波対策用途単独ではアクティブフィルタに対する優
位性はないが、負荷平準化等の他の目的で高調波発生源付近に設置される電力貯蔵装置
に高調波対策機能を付加することは原理的に可能である。しかしながら、高調波を抑制
するためには変換器の高速制御が必要となり、ロスが大きくなるため、経済性の面から
電力貯蔵装置に高調波抑制機能を付加するのは困難である。このため、導入シナリオで
電力貯蔵装置は取り扱わないこととする。
さらに、変換器からの高調波の発生自体を抑制する技術も重要で、同時に技術開発が
行われなければならない。要素技術は、自励式変換器の回路技術、スイッチング周波数
の高度化があげられ、開発が進められている。将来的には、Si デバイスよりスイッチン
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グ周波数を大きくできる、SiC 等の次世代デバイスを適用した変換器の実用化が望まれ
る。
４） 分散型電源普及時のその他供給品質・信頼度確保
分散型電源が配電系統に連系されることで潮流の流れが複雑化し、電力ネットワーク
の熱容量を超える可能性があるため、熱容量以下に潮流を抑える技術が必要となる。要
素技術としては、電力貯蔵装置や LBC やこれらを協調して監視制御するシステム技術が
あげられ、開発課題および導入シナリオは前述のとおりである。
また、分散型電源が大量に連系された場合、複数の単独運転検出装置の相互干渉によ
り、単独運転検出感度の低下が発生し、保安上等の問題から防止する必要のある単独運
転が起こる可能性がある。このため、現在、異なる単独運転検出方式の分散型電源が同
一回線に連系する場合には、事前に組合せ試験を実施している。このため、今後、分散
型電源が大量導入された場合にも安定に動作が保証される単独運転検出方式の開発や、
国際的に単独運転検出方式を標準化していく必要がある。一方で、単独運転を確実に防
止するために、事故時の変電所の遮断器開閉情報を停電区間内にある全ての分散型電源
に転送する、転送遮断装置の開発も行われている。
５） 第三者接続者と電力ネットワークの調和に資する、導入促進・関連施策
電力の安定供給という高い公益性を考えると、補助金や税制優遇等による電力品質調
整に資する機器の導入促進が考えられる。その際、環境への適合性や経済性、エネルギ
ー効率といった観点にも十分配慮する必要がある。
また、幅広く民生用にも使用される機器においては、国内外の開発状況も踏まえつつ、
汎用性を考慮した規格化・標準化を検討し、普及促進やコスト低減を図ることが考えら
れる。
運用面では、電力品質調整へのインセンティブの検討が考えられる。また、関係者間
での運用の取り決めも求められる。
分散型電源の統合制御のような新しい電力ネットワークにおいては、系統に連系され
る多数の分散型電源や需要家の蓄電池、電気利用機器等の情報を収集する必要があるた
め、これら情報の収集と取り扱いの基準を明確にし、さらに、情報セキュリティーを確
保することが求められる。
規制の観点では、超電導電力機器は冷却設備に高圧ガスを使用することから、高圧ガ
ス保安法による規制をうける。一般に、電気事業法で定める電気工作物内の高圧ガスは、
高圧ガス保安法の適用から除外されるが、超電導電力機器は研究開発段階であるため、
電気事業法で定める技術基準における超電導電力機器の設備区分が明確にされておら
ず、個別対応等による煩雑な手続きが必要になっている。今後、超電導機器の実用化の
ためには、法解釈の整理や規制緩和などによる法令手続きの簡素化が期待される。
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今後の電気事業制度改革においては、安定供給の確保、環境への適合、を十分に考慮
した上で、市場原理の活用、及び、第三者接続者と電力ネットワークの調和を進めてい
く必要がある。
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（２）ガスネットワークと分散型ガス発生源が調和した供給品質・信頼度維持及び向上の可能性
の検討
分散型ガス発生源の活用については、以下の方法がある。
① 既存の都市ガスネットワークに直接供給する方法
② 都市ガス原料として、供給する方法
③ バッチ輸送して、そのまま活用する方法
都市ガス事業者は、分散型ガス源のガスが都市ガスの基準に適合しない場合は、そのま
ま活用することができない。そこで、既存のガスネットワークには影響を及ぼさないよう
に分散型ガス発生源を有効に活用するため、都市ガス原料としてガス製造所で受入、都市
ガス製造を行うという、②の都市ガス原料として供給するの方法が実際的である。①の既
存の都市ガスネットワークに直接供給する方法については、供給するガスを供給地点にお
いて圧力、流量、ガス性状（組成、熱量、燃焼速度等）が、都市ガスの基準に適合するよ
うに制御する設備が求められる。また、③のバッチ輸送して、そのまま活用する方法につ
いてはガスネットワークと分散型ガス発生源との調和という観点から、ここでは除外する。
また、ガスネットワークにおける分散型ガス発生源として考えられるものは、以下のと
おりである。
（ここでは、ガスネットワークは既存の都市ガスネットワークを対象とする）
④ 熱化学的変換や生物化学的変換によるガス
⑤ 廃棄物発電やバイオマス発電の余剰ガス
⑥ LNG、LPG 他のオフガス
分散型ガス発生源のうち、⑥のオフガスは、ガス製造所の近隣にコンビナート等がある
場合には、従来より、近隣のコンビナート等から購入し、ガス源として活用している。④
⑤等バイオマス・廃棄物由来のガスを活用する場合は、どちらも生成されたガスは、都市
ガスに比べ低カロリーであるため、ＬＰＧ等高カロリーガスを混入し熱量調整（増熱）す
ることとなる。バイオマス・廃棄物由来のガスの活用は、技術面から言えば、ガスの高カ
ロリー化、ネットワークに供給するための圧力、流量、ガス性状（組成、熱量、燃焼速度
等）の制御は、既存技術で対応可能であるが、ガス製造所における増熱のコストに加え、
バイオマス資源等の収集・輸送コスト（ガス化した後、ガス体の輸送コストの場合もある）
、
ガス化コストを考慮する必要があり、天然ガスを都市ガスとして活用する場合のコストと
競合できることが求められる。
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（３） 電力・ガス供給（変換）の多様化の可能性の検討
制度改革の進展により、エネルギー会社が、需要に応じて電力とガスに変換し、それぞ
れのネットワークに供給することで、電力・ガス供給の品質確保に寄与できると期待され
る。電力とガスを供給可能なプラントとしては、例えば、バイオマス発電やコプロダクシ
ョンが考えられる。バイオマス発電の例としては、電力需要の多い昼間は、バイオマス起
源の電力を系統に連系し、夜間はバイオマス起源のガスを都市ガス原料として供給するこ
とが考えられる。コプロダクションの例としては、水素を製造し需要に応じて電力、熱に
変換することで需要に応じて供給量を調整することができる。バイオマス発電では、バイ
オマスのガス化技術、低カロリー対応のガスエンジン技術が関連し、コプロダクションで
は、石炭(石油)ガス化技術、水素関連の発電技術(高温型燃料電池含む)、水素貯蔵・輸送
技術等広範囲な技術が関連する。
バイオマス発電は小規模発電に適用されることが多いため、将来水素社会となった場合
には、コプロダクションの実現が期待される。
現在、制度改革により電力・ガス事業の自由化が進展しており、今後も「安定供給の確
保」
、
「環境への適合」を十分に考慮して「市場原理の活用」を勧めるという基本方針に沿
って、制度設計・運用の検討が課題となっている。電力・ガス供給の多様性に関する技術
課題については、今後の制度設計・運用によることが多大であるため、具体的な検討は今
後に委ねるものとする。
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1.3.

不可避的要因による大規模影響の緩和
不可避的要因1がエネルギー面で国民生活へ与える影響は、供給支障や供給品質の低下が
考えられ、これらの影響を完全に無くすことは経済面等で困難である。このため、対策と
しては影響を出来る限り緩和することが求められる。影響を緩和するための対策を考える
と以下のとおりである。
・不可避的要因発生時の影響を可能な限り抑制すること(減災)。
・影響を可能な限り抑制しても、エネルギー供給が停止した箇所は、優先度の高い順
に出来るだけ早期に復旧をすること。
・防災拠点2において必要最低限の電力・熱等のエネルギーを確保すること。

（１）不可避的要因の影響の可能な限りの抑制（減災）
不可避的要因が資源の供給に影響を与えた場合と、エネルギーネットワークに影響を与
えた場合のエネルギー供給支障や供給品質低下を最小限に抑制することで、社会への大規
模影響を緩和するものである。それぞれのケースについて、電力供給、ガス供給の観点か
ら検討を行った。なお、供給を受ける側で、可能な限り影響を抑制する技術は（３）最低
限の拠点の確保にて取り扱う。
①不可避的要因が資源の供給に影響を与えた場合
不可避的要因により、外部からの資源供給が途絶えた場合でも、電力ネットワークへ
の電力供給に可能な限り支障をきたさないため、従来から燃料源の多様化、調達地点の
分散化、燃料備蓄といった対策が行われている。しかしながら、近年、資源産出国にお
ける資源の国家管理や外資規制が強まってきていること、アジア諸国を中心としたエネ
ルギー需要の急増、産油国における供給余力の低下によるエネルギーの国際価格が急激
に上昇していることを考えると、今後、さらなる対策が求められる。その対策の一つと
して、不可避的要因発生時に可能な限り国産エネルギー源である自然エネルギーを有効
に活用することが考えられる。このためには、出力変動の抑制や出力変動による影響を
緩和する技術が必要であり、1.2(1)「電力貯蔵装置等を活用し系統電力と分散型電源が
調和した電力ネットワークの供給品質・信頼度維持及び向上の可能性」で述べた技術が
活用できる。しかしながら、資源の途絶により大型火力発電機の運転停止等により系統
の調整能力が低下した場合には、風力発電や太陽光発電の出力変動による影響が増大す
るため、平常時の電力品質調整用のパワエレ応用機器や電力貯蔵装置だけでは調整能力
が不足する可能性があることには注意が必要である。
1

2

不可避的要因は、平成 17 年度電力ガス総合技術検討会報告書において次のように想定している。
・政情不安等による資源供給途絶リスク
・災害・有事（テロ等）
・想定外の原因によるまたは範囲に及ぶ、供給設備の一斉停止
・従来の想定を超えた記録的な異常気象等による需要急増リスク
・国内のエネルギー供給設備の新増設に係わるリスク
ここでは、病院、大規模収容施設（ドーム球場等）
、学校等を想定
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同様にガスネットワークにおいても、燃料源の多様化や同じ燃料源でも調達地点の分
散化や燃料備蓄が図られているが、さらなる影響の緩和には、非化石エネルギーによる
分散型ガス発生源の活用が考えられる。ここで、求められる技術は、1.2(2)ガスネット
ワークと分散型ガス発生源が調和した供給品質・信頼度維持及び向上の可能性で検討し
た技術の適用が可能であるが、ガス原料としてガス製造所で受入、熱量調整等を行いガ
スネットワークに供給することになり、ガス製造所等において、そのための設備対応が
必要となる。
②不可避的要因がネットワークに影響を与えた場合
不可避的要因により、電力ネットワーク設備に事故が発生した場合、事故の早期除去、
除去範囲の局限化により影響を可能な限り抑制することが重要である。このため、保護
リレーの高速動作化や高速大容量遮断器、計測・監視・制御技術の高度化が重要である。
また、電力系統の安定度を維持させることにより、影響範囲の拡大を防止することも重
要であり、1.2(1)1)で前述の発電制御技術、電力貯蔵装置の活用技術、パワエレ応用機
器の技術や、リアルタイム系統情報に基づく系統安定化制御技術等が重要となる。
また、設備形成の観点では、近年、電力需要の伸びの鈍化や電力自由化の進展に伴い、
電力ネットワークの設備投資が減少している。現時点で電力の供給信頼度に影響は出て
いないが、供給支障発生時の社会的影響が大きいため、供給信頼度維持のための対策が
必要である。例えば、高経年設備の保全技術の高度化による劣化診断・余寿命診断技術
の確立や、長期的視点に立った設備の運用・更新が重要と考えられる。設備更新の推進
のためには、機器のコストダウンやリプレース技術の高度化はもとより、税制優遇等の
施策面での支援も望まれる。
一方、ガスネットワークにおいては、供給エリアを複数のブロックに分割することで、
ガスの供給停止を極小化しており、地震発生時には、地震センサの計測値がしきい値以
上になったブロックは、速やかにガス供給を停止するシステムが構築されている。今後
は、①ガス漏れセンサや地震センサの高性能化やコストダウン、②遠隔監視機能（ガス
パイプラインのモニタリング含む）の精度向上、等により、防災技術の信頼性を向上さ
せることが課題となる。
（２）影響発生後の早期復旧による不可避的要因の大規模影響緩和
電力、都市ガスともに、影響を受けていない設備を用いて、早期に供給を再開すること、
影響を受けた設備を早期に復旧すること、復旧の過程で再事故を起こさないことが求めら
れる。
電力ネットワークの場合、第一に、影響発生後の供給支障範囲と故障点の特定技術が重
要であり、センサや画像処理等の新しいＩＴ技術を活用した事故点評定の高精度化が求め
られる。
次に、復旧時間の短縮と復旧途中の誤動作を防止する観点では、自動的に送電の復旧を
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行うシステムの開発が求められる。しかしながら、現時点で使用されている復旧システム
は、ほとんどが個別操作を自動化したものである。大規模事故時の電力供給の復旧に関し
ては、幾通りものパターンから最適な方法を早期に判断する必要があり、さらに、送電復
旧時の安全は人が判断する必要があるため、全て自動化することは困難であるが、潮流計
算の自動化等により、運転員の復旧操作を支援するシステムの開発が期待される。また、
今後、分散型電源の連系増加により、運転状態を系統管理者が把握できない電源が増加す
ることが考えられ、その結果、事故時の復旧に支障が出る可能性がある。このため、分散
型電源の運転状態を把握出来るシステムが必要であり、通信インターフェースや情報通信
ネットワークの構築、計測センサや監視システムの高度化等の技術開発が必要となる。
さらに、ネットワーク運用管理者は、今後も復旧体制やマニュアルの整備を確実にする
こと、シミュレータ等を活用した事故復旧訓練を定期的に実施し、技能の維持向上に努め
ることが重要である。
一方、影響を受けた設備の復旧についても、同様に従来から訓練が行われており、引き
続き技術力及び技能の維持向上を図っていく必要がある。また、高経年設備の保全技術力
維持・継承や復旧用の資機材のストックも重要な課題であり、今後、電力会社、機器メー
カー、施工会社間の協調した検討が求められる。
都市ガスネットワークの場合、
（１）と同様に、ガス供給上の不具合部分を早期発見でき
るセンサ機能や感震機能に対して、信頼性が高い技術が求められる。また、実際の被災地
に対しては、これまでの教訓を活かして、早期の復旧を目指すため、簡易型仮復旧配管シ
ステムが検討されている。
（３）最低限の拠点の確保による不可避的要因の大規模影響緩和
不可避的要因により外部からエネルギー供給が途絶えることを想定して、エネルギーを
利用する側においては、ある期間エネルギーを自律的に供給できる拠点を確保しておくこ
とが求められる。
外部からの電力・ガス供給が途絶えた場合は、まず、拠点に設置されている非常用自家
発を起動する。この場合の自家発燃料としては、一般的には、備蓄している液体燃料（灯
油・A 重油等）であり、長期的な電力・ガスの供給途絶に対応するには、燃料の備蓄容器
の大容量・コンパクト化等の開発も求められる。気体予備燃料（CNG 等）や液体予備燃料
（灯油・A 重油等）を持つことで、常用自家発を電力･ガス供給途絶時に防災兼用機として
の活用も可能となる。常時は、都市ガスにて運転し、外部から電力･ガス供給が途絶えた場
合にも、
運転を継続することが必要となる自家発では、
液体燃料に切り替えることになる。
この場合は、マルチフューエル対応のエンジン・ガスタービンが必要となる（ボイラ等の
熱利用機器も同様）
。
マルチフューエル対応のエンジン・ガスタービンでは、
燃料切換え時、
運転を停止することのない確実な切換えが課題である。常用防災兼用機では、常時は自家
発として電力系統と連系運転しているため、外部からの電力供給が途絶えた場合は、確実
に自立運転に移行し、運転を継続する自立運転制御技術が求められる。また、電力貯蔵装
置を非常用電源として活用する場合には、大容量化、長寿命化、低コスト化が課題となる。
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拠点内における、外部との通信機器や医療用機器の使用、これらの制御用コンピュータ
機器等、重要用途機器の使用を考慮すると、最低限の電力品質の維持が望まれる。また、
暖房や厨房等の生活に関係する利用機器については、2 次エネルギーの選択肢の多様化が
考えられる。さらに、拠点内に蓄熱槽が設置されている場合は、拠点内の熱需要に対して
蓄熱槽内の熱を効率的に活用することも考えられる。
万が一、外部からのエネルギー供給が途絶えた場合、その拠点内でエネルギーを自律的
に供給する操作は、定常時の操作とは異なり、非定常のオペレーションが求められる。こ
のような緊急時のオペレーションを確実に実行するには、日頃から緊急時を想定した訓練
が必要であり、操作手順書の整備や管理員の技能の維持・向上が必要である。
拠点内で、エネルギーを自律的に供給するために必要となる技術は、本年度の検討対象
である「第三者接続者と電力ガスネットワークとの調和」
「エネルギーの高度有効活用」
で検討した電力・熱の貯蔵技術、電力・熱の制御技術が深く関わっているため、これらの
技術の進展に伴い、高度化していくものと思われる。
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1.4.

需給構造の多様化によるリスクの緩和
エネルギーの供給構造の多様化が進み、需要家においては、利用するエネルギーの選択が

可能となり、需要構造も多様化してきている。
需要構造の多様化に関連する技術としては、需要端における電気・都市ガス等の利用技術
や貯蔵技術があげられる。
（例：ヒートポンプ技術、蓄熱技術）また、BEMS(Building Energy
Management System)、HEMS(Home Energy Management System)といったエネルギーマネージ
メント関連の技術は、利用技術や貯蔵技術の効率的な運用に有効である。需要構造の多様化
の結果として需要が多種類のエネルギーに分散するため、個々のエネルギーの負荷が平準化
され、省エネに繋がるとともに、特定エネルギーの需要の急変により供給が不安定化するリ
スクが緩和されるという効果が考えられる。また、一部のエネルギー供給に支障が生じた場
合に、その社会的影響が緩和される効果も考えられる。
需要構造の多様化に関連する個々の技術の導入シナリオについては、
「２．環境への適合
2.1.エネルギーの高度有効活用」の項で、検討した。これらの技術の高度化によるエネルギ
ー利用機器の効率向上や今後も進展するであろうエネルギーの選択肢の拡大とエネルギー
マネージメント技術の向上の相乗効果により、需要構造の多様化がさらに進展し、負荷の平
準化や供給の不安定化リスクが緩和される需給構造が形成されていくものと考えられる。
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1.5.

既存設備の有効活用、設備更新時の高度化機能の付加
エネルギー需要の成熟化や将来の不透明性、不確実性が増す中で、これまでのように需要

の伸びを前提とした設備の更新、増強は困難になると考えられる。しかしながら、このよう
な状況下においても、エネルギーの安定供給を維持すること、あるいは資源制約・環境制約
への対応が重要であることに変わりはない。そのため、今後、高度成長時代に大量導入され
た設備の経年劣化の問題を克服しながら、設備を効率的に維持、管理、運用していく技術が
重要になると考えられる。また、合理的な設備のリプレースについても検討がなされる必要
がある。
既設設備の有効活用の観点では、メンテナンス技術や劣化診断技術の高度化による既設設
備の延命化が考えられる。既設設備の延命化のためには、機器個別の状態を計測・監視・評
価することが重要であり、センサの開発や、保全情報データベースの構築および保全情報デ
ータベースを活用した設備の劣化・寿命評価の取り組みが行われている。今後は、劣化・寿
命評価に最適な保全情報の特定、計測センサの信頼性向上、長寿命化、低コスト化、保全情
報の自動収集化、寿命診断アルゴリズムの高精度化等が課題であると考えられる。
一方で、設備の高経年化と共に、旧型機器の設計・メンテナンス技術者の高年齢化も進ん
でおり、今後の技術力の維持、継承が重要な課題である。今後、業界が一体となった情報の
共有化等の取り組みが求められる。
また、今後予想される設備更新の際には、単なる取替ではなく、リユース、リサイクル、
高効率機器の採用等による環境負荷の低減や、更新設備の高機能化、長寿命化、省メンテナ
ンス化による、さらなる供給信頼度の向上が求められる。リユースのためには、経済的に有
利であることを前提として、流用可否を判断する余寿命診断技術、信頼性を確保した大型機
器移設技術・現地施工技術・性能試験技術の確立により、設備の信頼性が確保されることが
必要となる。
設備更新の促進による安定供給の維持・向上に資する施策としては、低環境負荷機器を採
用した場合の税制優遇等が考えられる。
本報告書で検討した個別技術の中で、既設設備の有効活用及び設備更新時の高度化機能の
付加に資する例としては、次のような技術が挙げられる。
・既設ダム長寿命化の例では、ダム浚渫技術が考えられる。
・老朽発電所設備更新時の例では、既存設備を一部流用しながら、発電効率向上を図るこ
とのできる A-USC 技術が考えられる。
・送電ケーブル更新時の例では、既設管路を有効活用し、送電容量の増大を可能とする、
高温超電導ケーブル技術が考えられる。
・送電容量増強時の例では、比較的短期間で送電能力の拡大を可能とする技術である FACTS
機器の技術が考えられる。
・電力貯蔵装置の例では、種類によって長期間の充放電により劣化するものがあるため、
長寿命化（延命）技術や、メンテナンスフリー化技術が求められる。
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２．環境への適合
2.1.エネルギーの高度有効活用
世界的な CO2 排出量の増大に伴い地球温暖化問題が顕在化しつつあり、より一層の CO2 削減
に寄与するには、井戸元（資源採取）から需要家（エネルギー消費）までのエネルギー・サ
プライチェーンにおけるトータルなエネルギー利用効率の向上を図ることで、エネルギーを
高度有効活用することが求められている。ここでは、エネルギー・サプライチェーン上に位
置する電力・ガス分野技術のエネルギー利用効率の向上に関する導入シナリオを検討する。
（１）井戸元から需要家までのトータルなエネルギー利用効率の向上3
井戸元から需要家までのエネルギー・サプライチェーンという観点から、電力・都市ガス
（天然ガスを対象）熱、それぞれのサプライチェーンにおけるエネルギー関連技術について
の導入シナリオについて検討する。
エネルギー・サプライチェーン上の技術に着目して、
「集中型発電技術」
「電力輸送・貯蔵・
変換・利用技術」
「電力利用技術」
「分散型発電技術」
「都市ガス利用技術」
「熱輸送・貯蔵技
術」
「エネルギーマネージメント技術」
「CO2 分離・回収・貯留」の導入シナリオを以下に、
記す。

3

発電効率について；本調査での発電効率は、発電端効率より所内動力を差し引いた送電端効率と定義する。また、発
電効率は、高位発熱量基準(HHV)と低位発熱量基準(LHV)で表記する場合がある。本調査では、従来からの慣例に習い、
集中型発電には送電端効率と%HHV と表記し、分散型発電には発電効率と%LHV と表記する。
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図Ⅱ－３－１

環境への適合－エネルギーの高度有効活用（集中型発電技術）

・省資源の観点・国内の安定供給の観点から需要量やエネルギー供給量を減らす
・経済活動とCO２排出量の連鎖を効果的に断ち切る
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（3年ごとの見直し）

今後10年間の基本方針

新・国家エネルギー戦略

（ローリング）

京都議定書（第一約束期間）

（ポスト京都議定書)

700℃超級
600℃級

2025

ボイラ・タービン高温耐熱材料、
高温弁技術、高温溶接技術

さらなる蒸気条件の高温化
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送電端効率
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A-USC
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送電端効率42％ＨＨＶ
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乾式ガス精製適用
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技 術 開

空気吹き石炭ガス化炉、乾式ガス精製技術、
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（集中型電源）

送電端効率
49％ＨＨＶ

ＩＧＨＡＴ

さらなる燃料電池大容量化
酸素吹き石炭ガス化炉、高度ガス精製技術（不純物1ppm以下）、
ＭＷ級大容量燃料電池、高効率酸素製造技術（石炭ガス化発
電と燃料電池技術のインテグレーション）

ＩＧＦＣ

送電端効率55％ＨＨＶ

MW級SOFC実用化

加圧流動床炉（ガス化炉、脱硫炉、酸化炉）

A-ＰＦＢＣ

送電端効率
46％ＨＨＶ

ＰＦＢＣ

送電端効率42％ＨＨＶ
低温高効率流動層ガス化炉、高度ガス精製技術（不純物1ppm以下）、
ＭＷ級大容量燃料電池（石炭ガス化発電と燃料電池技術のインテグレーション）

Ａ－ＩＧＦＣ

送電端効率65％ＨＨＶ
低温高効率流動層ガス化炉、乾式ガス精製技術

Ａ－ＩＧＣＣ

送電端効率57％ＨＨＶ

導入促進・
関連施策

アジア諸国に対するエネルギー・環境分野における協力の積極的推進
導入普及促進策
補助金・税制優遇などによる初期需要創出
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エネルギーの高度有効活用

空気吹き石炭ガス化炉、
湿式ガス精製技術
ＩＧＣＣ
（実証試験段階）
送電端効率46％ＨＨＶ

図Ⅱ－３－２

環境への適合－エネルギーの高度有効活用（集中型発電技術）

・省資源の観点・国内の安定供給の観点から需要量やエネルギー供給量を減らす
・経済活動とCO２排出量の連鎖を効果的に断ち切る

2006

2010

2015

2020

エネルギー基本計画（2003）

2025

2030

（3年ごとの見直し）

今後10年間の基本方針

新・国家エネルギー戦略

（ローリング）

京都議定書（第一約束期間）

（ポスト京都議定書)

さらなる高効率化

先進冷却技術、低熱伝導率遮断コーティ
ング、超耐熱材料、高負荷・高性能ター
ビン、高圧力比高性能圧縮機、低NOX燃
焼システム

コンバインドサイクル
(1700℃級ガスタービン）

コンバインドサイクル
（1500℃級ガスタービン）

送電端効率
56％ＨＨＶ

送電端効率53％HHV

技 術 開

天然ガス
ガスタービン
発電
（集中型電源）

1700℃級ＧＴ適用

燃料改質技術、水素リッチガス燃焼技術
高湿分機器開発（圧縮機、再生器、燃焼器）、
高湿分翼冷却技術

送電端効率
55％ＨＨＶ

化学再生サイクル

湿分利用再生サイクル
（ＡＨＡＴ）

送電端効率
52％ＨＨＶ
さらなる燃料電池
大容量化
ＭＷ級大容量燃料電池、高効率酸素製造技術
（ＧＴ技術と燃料電池技術のインテグレーション）

燃料電池-GT-STハイブ
リッドサイクル

送電端効率
60～70％ＨＨＶ
MW級SOFC実用化

水素燃焼技術、水蒸気用凝縮器、水蒸気用翼冷却技
術、超耐熱材料、高効率酸素製造技術

水素ガス
ガスタービン
発電
（集中型電源）

水素燃焼タービン

送電端効率
56％ＨＨＶ

導入促進・
関連施策

アジア諸国に対するエネルギー・環境分野における協力の積極的推進
導入普及促進策
補助金・税制優遇などによる初期需要創出
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エネルギーの高度有効活用

1700℃級ガスタービン技術の適用

図Ⅱ－３－３

環境への適合－エネルギーの高度有効活用（電力輸送・貯蔵・変換・利用技術）

・省資源の観点・国内の安定供給の観点から需要量やエネルギー供給量を減らす
・経済活動とCO２排出量の連鎖を効果的に断ち切る

2006

2010

2015

エネルギー基本計画（2003）

2020

新・国家エネルギー戦略

（ローリング）

京都議定書（第一約束期間）

（ポスト京都議定書)

超電導発電機

高密度化・大容量化
超電導ケーブルの大容量化・長尺化・低損失化

超電導変圧器(66kV級)

他励式変換効率 99%(片端)
自励式変換効率 97%(片端)

自励式変換効率
98%(片端)

SiC変換器実証

変換効率
99%以上
(片端)

次世代パワエ
レデバイス
・

Si変換器の低損失化

回路技術(スナバレス・ソフトスイッチング・マトリクスコンバータ)
低インピーダンス実装・Siデバイスの低損失化

次世代変換器

超電導 フライホイール

次世代高温超電導材料

技 術 開

次世代型
キャパシタ

電気二重層キャパシタ

リード部からの熱侵入低減
高効率冷凍機

SMES

次世代高温超電導材料

リチウムイオン電池

高効率二次電池

次世代二次電池の開発
(構造・電極材料・電解質)
安全性を前提とし、大幅な低コスト化
・長寿命化・性能向上

ニッケル水素電池
RF電池

ポンプロス低減

NaS電池

断熱強化(真空断熱)

数十kW級船舶用
超電導モータ開発

次世代変換
器の適用

自励式変換器
効率98%以上

変換器効率向上

小型軽量化
大出力化
効率向上

パワエレ活用
可変速モータ

数MW級産業用超電導モータ

次世代型
二次電池

自励式変換器
効率99%以上

次世代高温超電導材料

船舶用数MW級超電導モータ

ハイブリッド変換器(Siｽｲｯﾁﾝｸﾞ素子・SiCﾀﾞｲｵｰﾄﾞ)

次世代変換
器の適用

次世代高効率照明(クラスター発光等）
有機EL照明

高効率LED素子・低コスト化
熱損失低減・高
効率蛍光材料

高効率LED照明

30lm/W

100lm/W

高効率蛍光灯

100lm/W以上
150lm/W以上
150lm/W以上

導入促進・
関連施策

アジア諸国に対するエネルギー・環境分野における協力の積極的推進
補助金・税制優遇などによる初期需要創出
トップランナー方式の効果的運用
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エ ネ ル ギ ー の 高 度 有 効 活 用

SiCデバイスの大容量化(100A級)・信頼性向上
SiCインバータ設計・高速制御・高温実装技術(250℃)

SiCウェハ品質向上

軸受け損失低減・高効率冷凍機

導入普及促進策

次世代変換器
を適用した自励
式直流送電

1000kV運用待ち ・ 海外向け製品開発に伴う技術力維持

内部抵抗の低減

モーター・
照明
の
高効率化

高電圧・大電流化
次世代高温超電導材料

UHV送電

電力貯蔵装置
の高性能化

低コスト化

超電導送電(66kV級)

高電圧化・大容量化・不燃化・コンパクト化
直流送電

パワエレ
応用機器
の高効率
化

2030

（3年ごとの見直し）

今後10年間の基本方針

電力輸送
の高効率化

2025

図Ⅱ－３－４

環境への適合－エネルギーの高度有効活用（電力利用技術）

・省資源の観点・国内の安定供給の観点から需要量やエネルギー供給量を減らす
・経済活動とCO２排出量の連鎖を効果的に断ち切る

2006

2010

2015

エネルギー基本計画（2003）

2020

2030

（3年ごとの見直し）

今後10年間の基本方針

新・国家エネルギー戦略

（ローリング）

京都議定書（第一約束期間）

（ポスト京都議定書)

用途を限定した試作機、要素技術（圧縮機等）性能向上

蒸気供給型ヒートポンプ

より高温の蒸気供給、大容量化

ハイブリッドの適用拡大

コンパクト化

蓄熱システムとのベストミックス
ノンフロン技術の適用拡大、低コスト化

自然冷媒冷凍機

超高性能ヒートポンプ

空調・給湯
（電気）

更なるCOP向上、可変速運転時の圧縮効率向上、回転数制御技術

インバータターボ冷凍機

定格COP水冷８空冷６
更なるCOP向上

電気駆動ヒートポンプ

技 術 開

低外気温での運転性向上

CO2冷媒ヒートポンプ式
給湯器

更なるCOP向上
低外気温での運転性向上

未利用熱利用技術、地中採掘技術
都市排熱回収ヒートポンプ

地中熱源ヒートポンプ

システム最適化、下水熱等利用の汚れ除去システム、信頼性向上

新材料の開発
蓄放熱反応の安定性、
実用化技術開発
PCM

蓄熱

化学蓄熱

自己制御蓄熱
多温度型蓄熱

普及
更なる効率向上、低コスト化

新材料の開発

氷蓄熱

高性能・コンパクト化（真空断熱材利用）、熱源機器の高効率化

水蓄熱

高性能・コンパクト化（真空断熱材利用）

躯体蓄熱

高性能、蓄熱量の向上

導入促進・
関連施策

アジア諸国に対するエネルギー・環境分野における協力の積極的推進
導入普及促進策

補助金・税制優遇などによる初期需要創出
トップランナー方式の効果的運用
ESCO,ESPOなどの省エネビジネスの発展
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ハイブリッド冷凍機

システム最適化

2025

図Ⅱ－３－５

環境への適合－エネルギーの高度有効活用（分散型発電技術）

・省資源の観点・国内の安定供給の観点から需要量やエネルギー供給量を減らす
・経済活動とCO２排出量の連鎖を効果的に断ち切る

2006

2010

2015

2020

エネルギー基本計画（2003）

新・国家エネルギー戦略

（ローリング）

京都議定書（第一約束期間）

（ポスト京都議定書)

SOFC（数十～数百kW）

発電効率45%LHV

PEFC (～数kW)
PAFC（数十～数百kW）

さらなる発電効率の向上
セルスタックの長寿命化

MCFC（数十～数百kW）

発電効率35%LHV

発電効率40%LHV

発電効率38～44%LHV

燃料電池-GTハイブリッドサイクル

発電効率60%LHV以上

(数百kW以上）

大型セラミック部品製作技術、セラミック部品の低コスト化

技 術 開

高湿分機器技術（圧縮機、再生器、燃焼器）

ガスタービン
(分散型電源）

湿分利用再生サイクル
（ＡＨＡＴ）

化学再生サイクルガスタービン

性能・運用性・耐久性検証

大容量化・高温化

再生サイクルガスタービン

再生熱交換器の低コスト化・小型化・長寿命化

熱電可変型ガスタービン

蒸気噴射量UP,タービン翼の耐久性向上

マイクロガスタービン

セラミックガスタービン

発電効率45%LHV以上

発電効率45%LHV以上

発電効率45%LHV
発電効率30%LHV以上

タービン翼製作技術の向上

セラミック部品の低コスト化、耐久性向上、燃焼安定領域の拡大

セラミックエンジン

発電効率46%LHV以上
マイクロガスエンジン（HCCI採用）
HCCI方式多気筒エンジン、制御性向上
ブレードピッチ制御
可変速運転

発電効率46%LHV

ガスエンジン
(分散型電源）

スターリングエンジン
ミラーサイクルエンジン

SVC

低コスト化・大容量化、適用範囲拡大
STATCOM

低コスト化

NaS電池
直並列機器
UPFC、LBC

数百kW級：40超%LHV
数千kW級：42～45%LHV

導入促進・
関連施策

アジア諸国に対するエネルギー・環境分野における協力の積極的推進
導入普及促進策

補助金・税制優遇などによる初期需要創出
トップランナー方式の効果的運用
ESCO,ESPOなどの省エネビジネスの発展

規制緩和

ボイラータービン主任技術者の規制緩和
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SiC実用化

数百kW級：42%LHV以上
数千kW級：45%LHV以上

エ ネ ル ギ ー の 高 度 有 効 活 用

発電効率47%LHV

発電効率50%LHV以上 大容量化

SOFC(～数kW)

発電効率45%LHV

2030

（3年ごとの見直し）

今後10年間の基本方針

燃料電池
(分散型電源）

2025

図Ⅱ－３－６

環境への適合－エネルギーの高度有効活用（都市ガス利用技術）

・省資源の観点・国内の安定供給の観点から需要量やエネルギー供給量を減らす
・経済活動とCO２排出量の連鎖を効果的に断ち切る

2006

2010

2015

エネルギー基本計画（2003）

2020

（ローリング）

新・国家エネルギー戦略

（ポスト京都議定書)

京都議定書（第一約束期間）

ヒートポンプサイクル検討

二重効用

低コスト化・コンパクト化、

三重効用

適用システム検討

吸収ヒートポンプ

耐久性向上、腐食抑制技術

吸収ヒートポンプ

低コスト化・コンパクト化

圧縮式(ガス）ヒートポンプ

COPの更なる向上
低コスト化・コンパクト化

排熱（ガス）投入型吸収式冷温水器

技 術 開

デシカント空調

LNG冷熱
利用

排熱熱源温度の低温化（FC用への拡大）、三重効用機への適用拡大

低コスト化・コンパクト化

LNG冷熱利用（冷熱発電含む）

活用範囲の拡大

導入促進・
関連施策

アジア諸国に対するエネルギー・環境分野における協力の積極的推進

導入普及促進策

補助金・税制優遇などによる初期需要創出
トップランナー方式の効果的運用
ESCO,ESPOなどの省エネビジネスの発展
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三重効用吸収式冷温水器

潜熱回収型ガス給湯器

2030

（3年ごとの見直し）

今後10年間の基本方針

空調・給湯
（ガス）

2025

図Ⅱ－３－７

環境への適合－エネルギーの高度有効活用（熱輸送・貯蔵技術、エネルギーマネージメント技術）

・省資源の観点・国内の安定供給の観点から需要量やエネルギー供給量を減らす
・経済活動とCO２排出量の連鎖を効果的に断ち切る

2006

2010

2015

エネルギー基本計画（2003）

2025

2030

（3年ごとの見直し）

今後10年間の基本方針

新・国家エネルギー戦略

（ローリング）

京都議定書（第一約束期間）

潜熱蓄熱材・土壌蓄熱技術

2020

（ポスト京都議定書)

中温熱バッチ輸送
（潜熱輸送）

季節間熱貯蔵

高温熱バッチ輸送
（潜熱輸送）

・雪氷貯蔵技術の開発

熱 輸送他

断熱

真空断熱材の実用化

ワイヤレス技術、ユビキタス技術応用

需要予測技術適用範囲拡大

技 術 開

エネルギー
マネージメント

地域EMS

熱、分散型電源等の統合制御技術
低コスト化・
コンパクト化
BEMS

HEMS

需要予測技術、最適制御技術、
センサーの低コスト化

導入促進・
関連施策

アジア諸国に対するエネルギー・環境分野における協力の積極的推進

導入普及促進策

補助金・税制優遇などによる初期需要創出
トップランナー方式の効果的運用
ESCO,ESPOなどの省エネビジネスの発展
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次世代EMS

エ ネ ル ギ ー の 高 度 有 効 活 用

低粘性潜熱材利用搬送システムの開発

搬送動力低減

図Ⅱ－３－８

環境への適合－CO2の分離・回収・貯留

中国、インドをはじめとするアジア地域等の世界的なＣＯ２排出量の増大に対応した、さらなるＣＯ２の削減と経済発展を
両立する地球大での取組
・排ガス中のＣＯ２分離・回収・貯留

2006

2010

2015

エネルギー基本計画（2003）

2020

2025

2030

（3年ごとの見直し）

今後10年間の基本方針

新・国家エネルギー戦略

（ローリング）

京都議定書（第一約束期間）

（ポスト京都議定書)

さらなる省エネルギー、
低コスト化

分離・回収

ＣＯ２吸収剤・吸着剤開発、
排ガス前処理技術

技 術 開

ＣＯ２吸収液開発、低エ
ネルギー吸収プロセス
開発、設備費低減技術

膜分離法

酸素燃焼技術、
高効率酸素製造技術

直接回収
(酸素燃焼)

物理的分離法
化学吸収法

拡散シミュレーション実験によるマッチング、生物影響モデル
と実験によるマッチング、CO2の海洋拡散・生物影響の科学
的理解、影響評価・安全性評価手法

ＣＯ２
貯留

CO2地中挙動の理解と予測、地中貯留システ
ムコストの低減、影響評価・安全性評価手法、
貯留層賦存量調査と利用拡大

地中貯留

導入促進・
関連施策

適用性総合評価
導入普及促進策

実適用の検討
CCSの安全実証と社会受容形成

標準化

影響評価・
安全評価体系確立

関係法体系等
の確立
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適用先の拡大、
低コスト化
海洋隔離

ＣＯ２の分離・回収・貯留

ＣＯ２

ＣＯ２高選択性膜開発、
排ガス前処理技術

(1-1) 電力サプライチェーンにおけるエネルギー利用効率の向上
電力サプライチェーンにおいては、上流から下流まで、発電・輸送・変換・貯蔵・利
用技術がエネルギー利用効率の向上に関わるため、これらの技術を取り上げることとし
た。
１）電気事業用発電技術（集中型電源）におけるエネルギー利用効率の向上
１次エネルギーを電力に転換する場合において、化石資源のエネルギー利用効率を向
上させるためには、集中型電源の発電効率向上が重要な課題となる。そのため、さらな
る発電効率向上を目指して、石炭、天然ガスを燃料とした新たな発電技術の開発が進め
られている。
①石炭を燃料とする発電技術（図Ⅱ－３－１参照）
石炭は可採埋蔵量が多く、世界各国に幅広く分布する等、他の化石燃料に比べ供給安
定性が高く、経済性に優れているため、エネルギー安定供給の観点から、今後とも不可
欠なエネルギーと位置づけられる。しかし、他の化石燃料に比べ CO2 排出量が多い等、
環境面での制約が大きいため、環境への適合を図る観点からクリーンコールテクノロジ
ーの開発・普及を推進していく必要がある。
まず、既存発電技術の発展型として、微粉炭火力発電の蒸気条件の高温・高圧化によ
る発電効率向上を図る A-USC（Advanced Ultra Super Critical）
、加圧流動床複合発電
のガスタービン入口温度の高温化による発電効率向上を図る A-PFBC （Advanced
Pressurized Fluidized Bed Combustion）が検討されている。A-USC は、既存の微粉炭
火力発電プラントと同様のシステム構成、運用性となるため、今後予想される老朽微粉
炭火力発電プラントのリプレース需要に対しても有効な技術である。欧米では、日本に
先行して A-USC の開発が進められているため、我が国としても国際競争力の維持・強化、
技術協力の観点から早急な開発が望まれている。2015 年頃に蒸気条件 700℃超級で送電
端効率 46%HHV、その後、さらなる高温化により 2025 年頃に蒸気条件 800℃級で送電端効
率 49%HHV の実用化が見込まれている。A-PFBC は、揮発分の少ない難燃性の石炭が活用
できるという特徴があり、小規模のプロセス開発試験装置により研究開発が行われてき
た。現状の課題として、排ガスの環境性に問題があるが、2025 年頃に送電端効率 46%HHV
の実用化が見込まれている。
高効率を目指し CO2 排出量も削減可能な新たな発電技術としては、石炭ガス化複合発
電 IGCC（Integrated coal Gasification Combined Cycle）
、石炭ガス化と湿分利用再生
サイクル（AHAT）を組み合わせた IGHAT（Integrated coal Gasification Advanced Humid
Air Turbine）
、石炭ガス化と高温作動型の燃料電池である SOFC や MCFC とガスタービン・
蒸気タービンを組み合わせてトリプル発電を行う IGFC（Integrated coal Gasification
Fuel Cell）が検討されている。これらの石炭ガス化発電は、微粉炭火力発電プラントで
の利用が難しかった低灰融点炭に適した技術であり、利用可能炭種の拡大に寄与する。
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石炭ガス化発電の中では、すでに実証試験段階に入っている IGCC の早期実用化が期待さ
れており、2010 年頃に湿式ガス精製方式で送電端効率 46%HHV の実用化が見込まれてい
る。その後も、2015 年頃に乾式ガス精製方式の採用により送電端効率 48%HHV、2025 年
頃に 1700℃級ガスタービンの採用により送電端効率 50%HHV と発電効率の向上が見込ま
れている。さらなる高効率化を目指す技術としては IGFC が期待されており、送電端効率
55%HHV が見込まれている。IGFC の実現に必要となる燃料電池用石炭ガス製造技術は、実
証プラントが建設され、高度ガス精製技術等の研究開発が進められてきた。課題は、大
容量燃料電池の開発であり、開発難易度、開発コストは高いが、2020 年頃の実用化を目
指して研究開発が続けられている。IGHAT は中容量向けの発電技術であり、中容量発電
プラントでも高い発電効率が期待できるという特徴がある。IGHAT の開発には湿分利用
再生サイクルガスタービン技術が必要であり、その実用化後に石炭ガス化技術と組み合
わせて開発が行われる。2020 年頃に 1500℃級ガスタービンで実用化され、2030 年頃に
1700℃級ガスタービンを採用することで、送電端効率 49% HHV が達成できる見込みであ
る。
将来的な発電技術としては、ガスタービン、あるいは燃料電池の排熱を石炭ガス化炉
へ再利用することにより発電効率向上を図る A-IGCC（Advanced IGCC）
、A-IGFC（Advanced
IGFC）がある。それぞれ 57%HHV、65%HHV と高い送電端効率が期待されているが、排熱を
再利用する低温ガス化炉開発等の課題があり、開発難易度、開発コストとも高く、実用
化の時期は 2030 年以降となる見込みである。
これらのクリーンコールテクノロジーは、それぞれに特徴を有することから、いずれ
かの方式に偏ることなく、効率的な研究開発の推進を行い、実用化していくことで、プ
ラント新設や更新時において、経済的、効果的な選択が可能となるとともに、国際競争
力の維持・強化、技術協力にも資するものと考えられる。また、石炭の灰融点等の性状
により、適合する発電技術が異なることから、多様な炭種に対応した石炭火力発電技術
を導入することにより、エネルギーセキュリティー確保の上で有効となる。
②天然ガスを燃料とする発電技術（図Ⅱ－３－２参照）
天然ガスは石炭と同様、世界各国に幅広く分布しており、中東依存度は約２割と低い。
また、他の化石燃料に比べ、環境負荷が少ないクリーンなエネルギーである。そのため、
天然ガスの利用拡大を図るべく、さらなる高効率化が見込まれる、天然ガスを燃料とす
るガスタービン技術の開発を推進していくことが望まれる。
まず、既存発電技術の発展型として、コンバインドサイクルガスタービンのタービン
入口温度の高温化による発電効率向上が検討されている。1500℃級ガスタービンまで実
用化されており、現在は 1700℃級ガスタービンの開発が行われている。1700℃級ガスタ
ービン技術は湿分利用再生サイクル、石炭ガス化複合発電等、他の発電技術に適用する
ことにより、これらの発電効率向上を図れるため、早期実用化が期待されており、2015
年頃に送電端効率 56％HHV の実用化が見込まれている。1700℃級ガスタービンでは、ガ
スタービン排ガスも高温化するため、排ガスの熱を利用するコンバインドサイクル蒸気
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タービンの蒸気条件高温化により、発電効率をさらに向上させることも考えられる。
高効率を目指し CO2 排出量も削減可能な新たな発電技術としては、高湿分空気を利用
した湿分利用再生サイクルガスタービン（AHAT）
、ガスタービン排ガスの熱エネルギーに
より燃料を水素リッチガスに転換する化学再生サイクルガスタービン、高温作動型の燃
料電池である SOFC や MCFC とガスタービン・蒸気タービンを組み合わせてトリプル発電
を行うハイブリッドサイクル、水素と酸素を燃焼させる水素燃焼タービンが検討されて
いる。湿分利用再生サイクル、化学再生サイクルは、蒸気タービンを利用しないガスタ
ービン単体サイクルであり、中小容量のガスタービンに適した技術であることから、中
小容量発電プラントの高効率化が期待できる。2015 年頃に湿分利用再生サイクル、それ
に続いて化学再生サイクルが実用化され、2025 年頃に 1700℃級ガスタービンの採用によ
り送電端効率 55％HHV が実用化される見込みである。湿分利用再生サイクルは、先述し
た IGHAT に技術が適用される見込みとなっており、石炭発電技術の多様化にも貢献する。
さらなる高効率化を目指す技術としては燃料電池-ＧＴ-ＳＴハイブリッドサイクルが期
待されており、60～70％HHV と非常に高い送電端効率が見込まれている。課題は、先述
した IGFC と同様に大容量燃料電池の開発であり、開発難易度、開発コストとも高いが、
2020 年頃の実用化が見込まれている。水素エネルギー社会の実現のため、水素の利用拡
大も検討されており、その１つとしての水素燃焼タービンは、水素と酸素を燃焼させる
ことから燃焼後に CO2、NOX 等が発生しない特徴があり、環境に望ましい発電技術である。
水素燃焼タービンは、タービンの駆動媒体が高温水蒸気となることから、材料開発、冷
却技術等に課題があり、実用化は 2030 年以降となる見込みである。
これらの高効率ガスタービン発電技術は、石炭火力発電技術と同様、それぞれに特徴
を有することから、いずれかの方式に偏ることなく、効率的な研究開発の推進が望まれ
る。また、環境負荷を低減させるためにも、早期実用化、導入・普及し、天然ガスの利
用が拡大されることが期待される。
２）電力輸送技術におけるエネルギー利用効率の向上（図Ⅱ－３－３参照）
電力輸送時のロス低減に寄与する技術として、UHV(Ultra High Voltage)送電、直流
送電、超電導変圧器、超電導送電があげられる。これらの技術はロス低減だけでなく、
他の複数のメリットがあり、また、適用先も異なるため、それぞれの技術開発が求めら
れる。
一般に 1,000kV 級の電圧による送電を UHV 送電と称し、500kV 送電に比べ送電電力の
大容量化が可能であるため、送電線のルートや回線数を少なくすることができる。また、
同じ電力を送電する場合には電圧が高いほど送電損失を低減することができ、省エネル
ギーの面からも利点がある。このため、UHV 送電は長距離大容量送電において重要な技
術であり、これまで絶縁構造の合理化によるコンパクト化や避雷器の高性能化等の技術
開発が行われ、海外では既に実用化されている。国内においても 1,000kV 設計の機器は
導入済みであるが、現時点では 500kV にて運用されており、今後の 1,000kV 運用の開始
を待っている状態である。近い将来においては、国内よりも海外においてニーズが高い
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と考えられるため、海外向け製品の開発を通して技術力を維持していくことが重要であ
る。
直流送電は、無効電力損失、表皮効果、誘電損失がないため交流送電に比べて送電効
率の向上が可能となる。しかしながら、電力変換装置が必要であり、高価であること、
多端子構成の保護方式の面で系統構成の自由度が低い等の課題があるため、送電ロス低
減の目的だけで適用されるのではなく、以下に述べるような他の利点が発揮できる分野
に適用されている。直流送電は送電線路の建設費が安価であること、安定度の問題がな
いことから、長距離大電力送電に適しており、特に、ケーブルの長距離送電においては、
ケーブルの対地静電容量に起因する充電電流による損失がなく、また、ケーブルが安価
であることから直流送電が適用されている。また、非同期連系、潮流制御が可能である
ため、他社連系や異周波数連系に活用されている。
直流送電のさらなる効率向上の手段としては、直流ケーブルの超電導化や変換器の変
換効率向上が考えられる。変換器効率向上の観点では、現在、直流送電で使用されてい
る他励式変換器は、変換効率が 99%(片端)に達しており、今後の高効率化余地は小さい。
一方で、自励式変換器は、連系する交流系統に依存することなく高速に有効・無効電力
を独立に制御することが可能であるため、パワエレ応用機器や分散型電源の連系用途で
実用化されており、今後、直流送電への適用が期待されるが、コスト低減と低損失化が
大きな課題となっている。変換効率は他励式変換器より低く、現状で 97%程度(片端)で
ある。今後は、従来の Si デバイス技術の向上により 2015 年頃までには変換効率 98%程
度(片端)、2030 年頃には、次世代デバイスの適用により 99%以上(片端)まで高効率化で
きると考えられている。
超電導送電は送電ロスの低減だけでなく、コンパクトに大容量の送電が可能であるこ
とから、既設管路を有効活用した送電容量アップが可能であり、今後、都市部の電力需
要増大の対策として地中ケーブルへの適用が期待されている。実用化に向けて、電流容
量確保のための素線の集合化・並列導体化、各素線間の電流分布の均一化が課題であり、
2015 年以降 66kV 級の Bi（ビスマス）
系超電導ケーブルの実用化が始まると考えられる。
さらなる高効率化のためには、交流損失の低減・ケーブルジョイント部での外部からの
侵入熱の抑制・冷凍機の高効率化が必要となる。また、材料面では、Y（イットリウム）
系材料の適用による、さらなる送電容量の向上、低コスト化が期待されているが、製造
技術面で課題がある。将来的には、新たな次世代の高温超電導材料の開発による冷却の
高効率化が考えられるが、開発の難易度は高い。
超電導変圧器は巻線損失低減による高効率化が可能であるだけでなく、小型・軽量化、
不燃化等の効果が期待できるため、設置環境に制約がある都市部の変電所や超電導ケー
ブル・限流器と組み合わせた超電導変電所システム、鉄道車両への適用を目指した技術
開発が行われている。変圧器巻線には、電流容量確保のための素線の集合化・並列導体
化、各素線間の電流分布の均一化、事故時の短絡電流による電磁機械力に対する強度が
求められる。実用化時期は超電導送電と同様に、2015 年頃、66kV 級 Bi（ビスマス）系
超電導変圧器の導入が予想され、その後、Y 系巻線の適用による大容量、低コスト化が
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見込まれる。高効率化の観点では、交流損失の低減・ブッシングからの熱侵入の抑制・
冷凍機の高効率化が必要となる。将来的には、新たな次世代の高温超電導材料の開発に
よる冷却の高効率化が考えられるが、開発の難易度は高い。
超電導発電機は、界磁巻線を超電導化することで全発電機損失の 1/3 程度を占める界
磁電流損を低減することが可能であり、冷却システムの損失を考慮しても発電効率の向
上が見込まれる。また、磁束密度を高めることができるため、小型・軽量化が可能であ
ることから風力発電の発電機や、大容量化・系統安定度向上が可能であることから、系
統発電機への適用を目的とした技術開発が進められており、実用化は 2020 年以降と考
えられる。
３）電力変換・貯蔵技術におけるエネルギー利用効率の向上（図Ⅱ－３－３参照）
電力貯蔵装置の効率を議論する際には揚水発電の貯蔵効率（70%）が、一つの目安と
なり、この値に対して鉛電池、レドックスフロー電池、SMES が 70～75%、NaS 電池が 75%
程度、リチウムイオン電池や電気二重層キャパシタや超電導フライホイールが 75～80%
程度で、いずれも揚水発電を上回るレベルにある。
（効率値はいずれも電力変換装置の
効率を含む AC 端）
ロスは、貯蔵装置本体の充放電ロスと電力変換ロスの二つで構成されるが、電池本体
は長寿命化や低コスト化が優先課題であり、ロス低減は電力変換装置の高効率化がポイ
ントとなる。このため、電力変換器の高電圧化、素子や回路方式、制御方法の改良等の
技術開発が行われている。
（目標効率 96%以上）将来的には変換器に SiC デバイス等の次
世代パワエレデバイスを活用することにより、2025 年頃には変換器効率を 99％以上ま
で向上できると考えられている。
一方、電池の補機ロス低減による高効率化も行われており、NaS 電池の例では、ヒー
タ電力低減のための断熱強化（真空断熱化）の技術開発が行われている。また、本来の
効率（75%強）を得るには運用に制限・工夫が必要とされる。
電気二重層キャパシタは、内部抵抗低減によるロス低減の開発が行われているが、エ
ネルギー密度とのトレードオフになるため主に高パワー用途が対象である。
SMES や超電導フライホイールは、現状では、電力貯蔵用としては、高効率化よりもま
だ性能／コストが開発の主要テーマであるが、将来的には、次世代の高温超電導材料の
適用による冷却エネルギーの低減、次世代変換器適用による変換器効率の向上が必要と
なる。
４）電力利用技術におけるエネルギー利用効率の向上
二次エネルギーとしての電力は、産業・民生・地域冷暖房・家庭用等、多方面に利用
されており、それぞれの分野において効率向上が求められている。
電力利用技術のうち、今後も効率向上が期待できる技術としては、動力への変換技術
として、超電導モーターやパワーエレクトロニクス活用可変速モーター、照明技術とし
ては、メタルハライドランプ等の高効率照明技術が挙げられる。電気空調・給湯技術と
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しては、産業・民生用において、インバータターボ冷凍機・自然冷媒冷凍機や電気駆動
ヒートポンプの更なる COP 向上が挙げられ、家庭用にも適用可能である CO2 冷媒ヒート
ポンプによる高効率電気式給湯器も効率向上技術として期待されている。電力を主要エ
ネルギー源とした地域冷暖房においては、大型の電気式空調技術として、蒸気供給型ヒ
ートポンプやハイブリッド型冷凍機等が挙げられ、地域冷暖房システムとして、都市排
熱等の未利用熱を活用したヒートポンプを組み合わせることによって、更なる効率向上
を目指している。産業・民生における空調システムや地域冷暖房システムには、夜間電
力を活用した蓄熱技術にも重要であり、水や氷蓄熱の他、躯体蓄熱や化学蓄熱といった
各種の蓄熱技術が開発されている。
① 電力利用技術（電動力・照明）におけるエネルギー利用効率の向上
（図Ⅱ－３－３参照）
産業・民生・家庭用に電力は、さまざまな形態で利用されているが、どの分野でも共
通的に需要が多いものとして、電動力応用と照明があげられる。
電動機(モータ)では、効率向上技術としてパワエレの活用による可変速技術が実用化
されている。将来、SiC のような次世代パワエレデバイスの開発進展に伴い可変速技術
にも適用され、より高効率、コンパクト化が期待される。次世代パワエレデバイスは、
ダイオードがスイッチングデバイスより先に実用化されると考えられるため、まず、Si
スイッチングデバイスと SiC ダイオードを組み合わせたハイブリッド変換器が実用化さ
れると考えられる。また、産業用等の大型電動機には、超電導技術を応用した超電導モ
ーターが開発中であり、数十 kW 級から 2020 年頃には MW 級の実用化を目指している。
高効率照明は、メタルハライドランプ等が実用化されているが、LED(Light Emitting
Diode)や高輝度 EL(Electro Luminescence)の活用が検討されており、将来技術としてク
ラスター発光の活用も提案されている。
② 電力利用技術（空調・給湯他）におけるエネルギー利用効率の向上
（図Ⅱ－３－４参照）
産業・民生分野に用いられる電気空調は、遠心式圧縮機を用いるターボ冷凍機が多く
採用されており、近年では、COP（ Coefficient of Performance)が 6 以上にまで達して
いるものもある。一般的に冷凍機は外気温度の低下に伴い、冷却水温低下、凝縮温度・
圧力低下、圧縮機の圧縮比の低下となる。そこで、ターボ冷凍機を負荷変動に合わせて
最適回転数制御すれば、通年での大幅な省エネルギーが期待できる。広範囲の回転数制
御範囲にわたり高効率の運転を行うため、冷凍機駆動用モーターの電源にインバータを
採用し周波数可変方式による回転数の最適制御を行うものがインバータターボ冷凍機で
あり、今後の技術開発により COP 値 10 以上が期待されている。
また、複数の方式を組み合せることで、エネルギー利用効率の向上を実現する様々な
ハイブリッド冷凍機も提案されている。例えば、以下の例がある。
(a)吸収式冷凍機とターボ式冷凍機の併用方式
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出口温度が高いほど COP が高いターボ式冷凍機と低温域で COP が温度にあまり依
存しない低温吸収式冷凍機とを組み合わせて、ブライン出口温度－5℃の冷却シス
テムを構築することでエネルギー利用効率を向上させる。
(b)吸着式冷凍機の吸湿剤乾燥に排熱と電動機駆動の吸引ポンプの併用方式
シリカゲル等の吸湿剤を利用し気化熱を利用して 10℃程度の冷水を作る吸着式冷
凍機の吸湿剤の乾燥に 60℃程度の排温水と電動機駆動の吸引ポンプを併用するこ
とでエネルギー利用効率を向上させる。
ターボ式だけでなく、モーター駆動式すなわち電気駆動式には、レシプロ、スクリュ
ー、ロータリー等があり、ヒートポンプとして、家庭用から産業・民生用まで幅広い分
野で採用されており、水冷式スクリューチラーでは、定格冷凍時の COP 値は 5.0 以上に
達しているものもある。今後は、更なる COP 値の向上を図るとともに、低外気温での運
転性の向上や未利用熱の活用が課題となっている。
冷凍機・ヒートポンプ等に用いる冷媒は、ノンフロン化が必須となっており、温暖化
効果が極めて低い炭化水素、水、アンモニア、CO2、空気等の自然冷媒の開発・実用化が
進められている。このうち、炭化水素冷媒は家庭用冷蔵庫で実用化、アンモニア冷媒は
冷凍倉庫で実用化、CO2 冷媒は後述の CO2 冷媒ヒートポンプ式電気給湯器で実用化されて
いる。今後は、自然冷媒の適用範囲拡大やフロン冷媒と同等の性能・経済性が開発課題
となっている。
CO2 冷媒ヒートポンプ式給湯器は、CO2 を 100 気圧に圧縮すると気体と液体の中間の超
臨界状態となり、大きな温度差での加熱が容易となるため、給湯に必要な 90℃以上の加
熱が可能となっている。現在は、COP 値は 4.9 に達しているが、今後は COP 値 6 以上を
目指すとともに、低コスト化や大型機と同様に低外気温での運転性の向上が課題となっ
ている。
電力を主要エネルギー源とした地域冷暖房においては、都市排熱等の未利用熱を活用
したヒートポンプを組み合わせることによって、更なる効率向上を目指している。低温
排熱である都市排熱には、清掃工場排熱、変電所排熱、地下鉄熱、下水熱等があり、河
川熱も利用可能である。これらを熱源としたヒートポンプを地域冷暖房システムに組み
込むことで、総合 COP 値が 6.0 程度まで向上するため、CO2 排出削減に資することができ
る。また、既存のヒートポンプ技術においては、蒸気のような高温熱を製造できないた
め、今後は、蒸気を供給可能なヒートポンプ技術が重要となると考えられ、2020 年頃ま
でに大容量化し地域冷暖房システムの組み込まれることが期待される。
熱供給には蓄熱技術も重要となっており、夜間電力を活用して冷温水を製造・貯蔵す
ることで、電力負荷の平準化にも寄与している。蓄熱には、大きく分けて顕熱蓄熱と潜
熱蓄熱があり、水蓄熱や躯体蓄熱は顕熱蓄熱である。蓄熱槽はスペースを必要とするの
で、氷蓄熱等の潜熱蓄熱とすることで、容積当たりの蓄熱量が増加するため、蓄熱方式
の開発だけでなく、冷暖房用潜熱蓄材料（PCM；Phase Change Material、脂肪酸、エス
テル等）の開発も必要である。開発中の蓄熱技術として、熱エネルギーを熱化学反応に
より化学エネルギーに変換して蓄える化学蓄熱があり、蓄熱には吸熱反応を用い放熱に
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は発熱反応を用いる。将来技術として、多温度蓄熱や自己制御蓄熱が提案されている。
今後は、家庭用においても CO2 冷媒ヒートポンプ式給湯器等の高効率な自然冷媒の導
入を促進し、産業・民生用分野では、エネルギー利用効率の高い機器の開発とともに、
ハイブリッド化や蓄熱システムとのベストミックスにより、更なるエネルギー利用効率
の向上が望まれる。
(1-2) 都市ガスサプライチェーンにおけるエネルギー利用効率の向上
都市ガス（天然ガスを対象）サプライ・チェーンにおいては、LNG の気化から輸送ま
では既存技術とその延長で対応可能であるため、利用(分散型電源、空調関係)技術につ
いて取り上げることとした。なお、LNG の冷熱利用に関しては、サプライ・チェーンで
のエネルギー利用効率向上に資する技術として重要であると考え、ここで取り上げるこ
ととした。
１）都市ガス利用技術（分散型電源）におけるエネルギー利用効率の向上
（図Ⅱ－３－５参照）
都市ガスの利用技術のひとつとして、ガスエンジン、ガスタービン、燃料電池等のコ
ージェネレーションによる分散型電源への活用が挙げられる。
（外燃機関であるスターリ
ングエンジンも含むものとする）
ガスエンジンコージェネレーションの排熱は、排ガスやジャケット冷却水から温水（温
水＋蒸気として回収できるものもある）として排熱を回収して冷暖房・給湯等に利用す
るシステムである。ガスタービンコージェネレーションの排熱は、蒸気として回収し、
排熱で冷暖房・給湯・加熱等に利用するシステムである。
ガスエンジンは、同出力のガスタービンに比べて発電効率が高く、熱電比は 1.5～2.0
程度である。一方ガスタービンでは、電気出力に対し熱出力の割合が高く、熱電比は 2.0
～3.0 程度である。従って、ガスエンジンコージェネレーションは、利用側で電気の利
用比率が熱利用に対して比較的に高く、冷暖房・給湯に温水が活用できる事務所ビル・
病院・ホテル等の民生用分野への導入に適している。ガスタービンコージェネレーショ
ンは、大量の蒸気を必要とする設備、すなわち、地域冷暖房・産業用・大規模複合ビル
等への導入に適している。
燃料電池コージェネレーションの排熱は、スタック及び燃料改質装置から温水や蒸気
として熱を回収し、冷暖房・給湯に活用するシステムである。燃料電池は、比較的発電
効率が高いため、事務所ビル・病院・ホテル等の民生用分野への導入に適しているが、
蒸気を取り出せるタイプでは産業用分野にも適用可能である。また、燃料電池の発電効
率は、規模によらないことが特徴であるため、1～数 kW 程度の家庭用の燃料電池も開発
されている。
コージェネレーションシステムには熱電比率等に応じて、電力需要が多い需要家向け、
熱需要が多い需要家向け、低振動が必要な需要家向け等、最適な適用箇所がある。従っ
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て、どの方式を優先して開発していくということではなく、需要家の電力需要、熱需要
に適したコージェネレーションシステムを開発し、更なるエネルギー利用効率の向上を
目指すことが肝要である。
一般的にガスエンジンの発電効率は、35%LHV 程度であるが、ミラーサイクルエンジン
やマイクロパイロット着火方式の採用により、数百 kW クラスでは発電効率が 41.5%LHV
程度、数千 kW の大容量クラスでは、42～45%LHV まで向上した。更なる効率向上技術と
して、従来開発に着手していたセラミックエンジンと予混合圧縮自己着火燃焼（HCCI；
Homogeneous Charge Compression Ignition）のガスエンジンへの適用が挙げられる。
HCCI エンジンは、予混合気を用いる点で火花点火エンジン（ガソリンエンジン）
、自
発点火により燃焼が開始される点で圧縮点火エンジン（ディーゼルエンジン）に近く、
両者の中間に位置する燃焼方式であり、この方式を開発・採用することで、46%LHV 以上
の発電効率が期待でき、2020 年頃の適用を目指す。マイクロガスエンジンは、発電効率
が 30%LHV を超えることが困難と考えられているため、HCCI 方式の適用が可能となれば、
家庭用コージェネレーションの普及が促進される一因となり、開発の効果は大きい。
セラミックエンジンは、高温の燃焼ガスに触れる部分にセラミック材料を使用するこ
とで、高圧縮比ディーゼル燃焼を実現しようとするエンジンであり、こちらも 46%LHV
以上の発電効率が期待できる。セラミック部品の低コスト化・耐久性向上が課題である
ため、HCCI 方式同様に開発の難易度は高いと考えられているが、ガスエンジンの高効率
化の将来技術として重要である。
スターリングエンジンの歴史は古いが、機器コストが高い、大容量のものがない等、
の理由から充分な普及には至っていない。スターリングエンジンの熱源には、都市ガス
のような高カロリーガスだけでなく、低カロリーガスも適用可能であるので、バイオマ
ス発電等広範囲な適用箇所が考えられるため、ガスエンジン等の内燃力機関と共にエネ
ルギーの高度有効活用技術のひとつとして、今後も、適用範囲拡大、大容量化等の開発
に取り組んでいく。
ガスタービンコージェネレーションの更なるエネルギー利用効率の向上等のための
技術開発としては、化学再生サイクルガスタービン、セラミックガスタービンの実用化
開発、現在実用化されている再生サイクルガスタービン、熱電可変型ガスタービンの更
なる発電効率向上・低コスト化が挙げられる。
化学再生サイクルガスタービンでは、ガスタービンの排熱を利用して天然ガスを水素
リッチガスに変換しガスタービン燃焼器に投入することにより、40%LHV 以上まで上げる
ことができる。開発課題は、水素ガス生成水蒸気改質技術の有効活用や耐久性・信頼性
向上であるが、現在、小容量機で検証試験を実施中であり、2010 年頃から MW クラスの
開発に着手する予定である。
セラミックガスタービンは、セラミックス材料を、ガスタービンの高温部品に用いる
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ことで、タービン入口温度の高温化や高温部品の冷却空気量の削減が可能で、発電効率
45%LHV 以上が期待されている。特に中小型ガスタービンやマイクロガスタービン（300kW
以下）においては、セラミック化する事により、著しい高効率化が期待できる。ただし、
セラミックガスエンジンと同様に開発の難易度と開発コストは高いと考えられている。
再生サイクルガスタービンでは、ガスタービンの高温排ガス（約 600℃）から熱を回
収して燃焼用空気の予熱に利用することで燃料消費量を削減し、通常のシンプルサイク
ルのものに比べて約 5～10 ポイントの発電効率の向上が期待できる。特に中小型ガスタ
ービンにおいては、タービン翼サイズが小さく高度な翼の空気冷却技術が困難であるた
め、中小型ガスタービンに適した高効率化技術である。再生サイクルガスタービンは、
現在、実用化段階にあり、今後は、小型で高効率な再生熱交換器の開発等により、更な
る高効率化、低コスト化を図っていく。
熱電可変型ガスタービンは、排熱により発生した蒸気をタービンに噴出することで、
更なる発電電力が向上できるコージェネレーションシステムである。熱電可変型ガスタ
ービンは、現在、実用化段階にあり、今後は、蒸気噴射量の増加、高温高圧蒸気中で使
用されるタービン翼の耐久性向上の開発等により、更なる高効率化、低コスト化を図っ
ていく。
以上で述べた分散型電源に適用可能なガスタービン技術は、化学再生サイクルガスタ
ービンは CO2 分離型発電へ発展可能な技術、セラミックガスタービンはタービン入口温
度高温化技術、再生サイクルガスタービンはタービン翼の冷却が困難な中小型ガスター
ビンに適した技術、熱電可変型ガスタービンは夏季に電力需要が増加する需要家向け技
術として、それぞれの開発目的が位置づけられており、厳密な意味での競合技術ではな
い。
また、さらなる高効率化技術として、タービン単体だけでなくシステムとして高効率
を目指すものとして高温形燃料電池との燃料電池とのハイブリッドシステムが検討さ
れている。これは、固体酸化物形燃料電池(SOFC; Solid Oxide Fuel Cell)や溶融炭酸
塩形燃料電池 (MCFC; Molten Carbonate Fuel Cell)などの高温作動型燃料電池とター
ビンの組み合わせにより、SOFC や MCFC の高温の排ガスを利用して複合発電を行うこと
で、高効率発電を実現することができる。開発スケジュールとしては、先ず、常圧型 MCFC
とのハイブリッドシステムを開発し、次に SOFC とのハイブリッドシステムの開発に着
手すると考えられており、
数百 kW 以上の発電容量のシステムで、
2030 年頃までに 60%LHV
以上の発電効率を目指している。また、その発展型として、集中型電源用に MW 級（60
～70％HHV を目標）の開発も平行して実施し、この技術が IGFC にも活用される予定であ
る。
（
「電気事業用発電技術（集中型電源）におけるエネルギー利用効率の向上」を参照
のこと）
主に発電・コージェネレーション用途に用いられる実用化段階及び現在開発中にある
燃料電池には、りん酸形燃料電池（PAFC; Phosphoric Acid Fuel Cell）
、固体高分子形
燃料電池（PEFC; Polymer Electrolyte Fuel Cell）
）
、溶融炭酸塩形燃料電池（MCFC）
、
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固体酸化物形燃料電池（SOFC）があり、共通な開発課題は、スタックの長寿命化、低コ
スト化となっている。
SOFC は、電解質にセラミックスを用いた燃料電池であり、セルの作動温度が 750～
1000℃のため排熱は高温蒸気で回収可能であり、現状の発電効率は 45%LHV 程度、スタ
ックの耐久性は約 1 万時間である。SOFC は、大容量（電気事業用）から小容量（家庭用）
まで適用が可能である。ここでは、コージェネレーションシステムとして活用する中容
量（数十～数百 kW）と小容量（～数 kW）について取り上げる。小容量システムは、現
在実証段階にあり、スタックの耐久性を 4 万時間、発電効率を 45LHV%として 2010 年以
降市場初期導入を目指し、9 万時間として 2015 年以降市場普及を目指している。中容量
システムは、現在検証段階にあり、スタックの耐久性を 4 万時間として 2015 年以降市
場初期導入を目指し、9 万時間、50%LHV 以上として 2020 年頃本格普及を目指している。
MCFC は、電解質にアルカリ金属炭酸塩を用いた燃料電池であり、セルの作動温度が
650℃程度のため排熱は高温蒸気で回収可能である。現在初期導入段階にあり、現状の
発電効率は 47%LHV（250kW 級、1MW 級）程度、スタックの耐久性は約 2.4 万時間である。
数年後（2010～2015 年頃）にはスタックの耐久性を 4 万時間に伸長することを目指して
いる。
（米国では、実用化段階にある）
PEFC は、電解質に高分子膜を用いた燃料電池であり、セルの作動温度が 70～90℃の
ため排熱は温水回収となり、現状の発電効率は 35%LHV、スタックの耐久性は約 1 万時間
である。PEFC は、現在初期導入段階にあり、スタックの耐久性を 4～9 万時間、発電効
率を 37%LHV として 2010 年頃市場普及を目指し、2020 年頃、9 万時間、発電効率 40%LHV
を目指している。
PAFC は、電解質にりん酸水溶液を用いた、現在実用化段階にある燃料電池であり、セ
ルの作動温度が 200℃のため排熱は主に温水回収となり、現状の発電効率は 38～44%LHV
程度、スタックの耐久性は 6 万時間に達している。現状 PAFC の開発は、足踏み状態に
あるが、ほぼ信頼性が確認された燃料電池であるので、市場の導入ニーズはあり、今後
も、更なる高効率化、低コスト化を図っていく。
なお、現在開発中の家庭用コージェネレーションシステムには、マイクロガスエンジ
ンによるもの、PEFC によるもの、SOFC によるものがある。マイクロガスエンジンによ
るものは、排熱回収効率が高く総合効率も高いため、給湯・暖房需要が大きな家庭への
導入に適している。SOFC によるものは、発電効率が最も高いため、給湯・暖房需要より
も電力需要の大きな家庭への導入に適している。PEFC によるものは、両者の中間に位置
している。
今後のコージェネレーションの更なる普及には、(特にガスタービンの導入に関して)
電気事業法におけるボイラータービン主任技術者の規制緩和が要望される。
コージェネレーションシステムのエネルギー利用率向上について、これまで発電効率
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の向上について述べてきたが、次項で述べる排熱利用機器のエネルギー利用効率の向上
も必要であることは言うまでもない。
２）都市ガス利用技術（空調・給湯他）におけるエネルギー利用効率の向上
（図Ⅱ－３－６参照）
都市ガスをエネルギーとした空調機器の更なるエネルギー利用効率の向上等のための
技術開発としては、ヒートポンプサイクルを活用してより高い COP が期待できる三重効
用（二重効用も含む）吸収式ヒートポンプの開発、現在実用化段階にある三重効用吸収
式冷温水器、ガスエンジン圧縮式ヒートポンプの更なる COP の向上開発等が挙げられる。
（排熱（ガス）投入型吸収式冷温水器も含むものとする）給湯機器では、潜熱回収型ガ
ス給湯器の低コスト化、コンパクト化が挙げられる。
三重効用（二重効用）吸収式ヒートポンプの原理は、基本的には、後述する三重効用
（二重効用）吸収冷温水機と同じである。三重効用（二重効用）吸収冷温水機は、暖房
時ボイラ運転（効率は 0.85 程度）になることに対して、三重効用（二重効用）吸収式
ヒートポンプは、暖房時ヒートポンプサイクルにより COP2.5 程度が期待でき、2010 年
頃の実用化を目指す。
三重効用吸収式冷温水器は、臭化リチウム二重効用型の冷温水機に高温高圧の再生器
を新たに一つ付加した構造のものであり、再生器は全部で 3 つ（高温､中温、低温）と
なり、高温再生器を都市ガスや分散型電源等の排熱で加熱し、高温の熱を吸収式サイク
ルの中でカスケード利用することで、二重効用型よりも高い冷房 COP を得ることができ
る。三重効用吸収式冷温水器は、現在実用化段階にあり、今後は低コスト化、コンパク
ト化を図っていく。
ガスエンジン圧縮式ヒートポンプは、室外機のガスエンジンでコンプレッサーを駆動
し、ヒートポンプ運転によって冷暖房を行う。ガスエンジン圧縮式ヒートポンプも現在
実用化段階にあり、今後は冷媒サイクルの改良やハイブリッド化等により、更なる COP
向上を図っていく。
排熱（ガス）投入型吸収式冷温水器は、コージェネレーションシステムの排熱（ガス）
を熱源とする吸収式冷温水器である。排熱（ガス）投入型吸収式冷温水器も実用化段階
にあり、今後は排熱熱源温度を低温化することで燃料電池コージェネレーションへ適用
拡大や三重効用機への適用拡大や更なる COP 向上を図っていく。
デシカント空調は、冷凍機や冷水などを用いる従来のシステムと違い、乾燥剤（吸湿
剤）を用いて空気中の湿度を除去することで空調を行う。デシカント空調は、民生部門
ではスーパーマーケットや病院へ、産業部門では、食料品製造業、機械、化学・製薬・
ゴムなどの業種への導入されており、今後も低コスト化を図っていく。
潜熱回収型ガス給湯器は、従来は利用されていなかった燃焼排気ガスに含まれる排熱
（顕熱と潜熱）を回収し、有効エネルギーとして利用可能にしたもので、ガス燃焼熱を
２段階にわたって回収することで、エネルギーの利用効率を一層高めた給湯器である。
潜熱回収型ガス給湯器も実用化段階にあり、効率は 95%に達している。今後が、低コス
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ト化、コンパクト化を図っていく。
都市ガスの利用技術としての空調・給湯分野への活用は、特にガス冷房は、ガス事業
者のオフピーク期に当たる夏季の需要の谷を埋め、ガスの製造設備、供給設備の利用率
の向上に繋がるとともに、電力の負荷平準化にも資するため、COP 値の向上により CO2
排出を削減し、低コスト化を図ることで、さらなる普及に努めていく必要がある。
また、LNG 備蓄基地内または周辺においては、LNG の冷熱を冷熱活用による汽力発電や
液体酸素・液化窒素等の製造や超低温貯蔵庫へ活用がなされており、今後も冷熱利用の
適用拡大について検討し、事業化として有効活用を図っていくことが重要である。
(1-3)熱のサプライチェーンにおけるエネルギー利用効率の向上（図Ⅱ－３－７参照）
熱のサプライチェーンにおいては、電力、都市ガス、石油等から熱（蒸気、温水、冷
水）が作られる。熱に変換する機器については、電力・都市ガスのサプライチェーンで
取り上げたので省略し、ここでは熱の輸送・貯蔵について取り上げる。
地域冷暖房地区においては、機器の COP が向上しても、熱供給のための搬送動力を低
減しないと、システム全体としての効率向上が達成できないため、常に搬送動力低減に
努める必要がある。同様に熱ロスの低減には、断熱技術が重要となる。
前項では、蓄熱技術を取り上げたが、かなりマクロ的な蓄熱として季節間熱貯蔵が考
えられているが、熱の保存率や電力費低減の省コスト性など、実用化には多くの課題を
抱えている。熱輸送に関しては、将来技術として、中・高温熱バッチ輸送が提案されて
いる。
(1-4)エネルギーマネージメント（図Ⅱ－３－７参照）
需要家（需要地）においては、エネルギー消費機器の機器単位でのエネルギー利用効
率の向上だけでなく、エネルギーマネージメント技術を駆使した電力、熱の総合的なエ
ネルギー利用効率の向上も求められている。
今後、さらなる進展・導入が期待される IT 技術の活用により、エネルギーの消費パタ
ーンの計測（年変化、週変化、日変化）や需要予測技術から最適なエネルギー源の組み
合せ等により、環境性向上や省エネ・省コストとなる運転を行うことが可能となる。現
在、BEMS( Building Energy Management System)が実用化段階にあり、導入事例も増え
てきており、HEMS（ Home Energy Management System）も実用化に近づいている。今後
は、地域として、そのエリアに設置されている各種熱源や分散型電源を統合的に制御し
面的に利用する地域エネルギーマネージメントシステムに発展していくものと考えら
れる。将来的には、ワイヤレス技術、ユビキタス技術の発展に伴い、これらの技術が取
り入れられていくものと考えられる。
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(1-5)井戸元から需要家までのトータルなエネルギー利用効率の向上に資する
導入促進・関連施策
エネルギーを供給する側と利用する側にわけて導入促進・関連施策を検討する。
エネルギーを供給する側（ここでは、主に集中型発電技術をいう）では、環境負荷低
減のために、さらなる高効率発電技術への早期の切り替えが望ましい。よって、高効率
発電技術の導入促進を図るため、初期投資低減を目的とした補助金、あるいは優遇税制
といった初期需要の創出策が望まれる。
エネルギーを利用する側では、補助金・優遇税制と共に、一層の省エネ推進のため、
従来からのトップランナー方式の効果的運用、ESCO 等今後の省エネビジネスの発展施策
の検討が望まれる。
また、急速な経済成長によりアジア諸国のエネルギー需要が増大しているが、アジア
地域のエネルギー消費国の一員として、エネルギー利用効率の低いアジアの国々に対し
て、高効率発電技術や省エネ技術の導入に対して積極的な技術協力を推進していく必要
がある。
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2.2. CO2 の排出量が相対的に少ない化石エネルギーの活用
地球環境保全に配慮しつつ、石油、石炭、原子力等のバランスのとれたエネルギー供給の
推進と安定供給の確保を図るためには、非化石エネルギーの活用の他、CO2 排出量が相対的
に少ない化石エネルギーを活用する必要がある。そのため、CO2 排出量が相対的に少ない天
然ガスのさらなる活用、CO2 排出量を低減させるクリーンコールテクノロジーの開発が望ま
れる。
「2.環境への適合 2.1.エネルギーの高度有効活用」で検討したように、天然ガスを利用
する技術としては、集中型発電技術として高効率ガスタービン、分散型発電技術として燃料
電池、高効率ガスタービン、高効率ガスエンジン、都市ガスへの利用技術として高効率空調、
高効率給湯が整理された。以前から、これらの技術は導入・普及を促進してきたが、今後、
さらに導入・普及させていくためには、さらなるイニシャルコストの低減が重要となってく
る。エネルギー基本計画においても、天然ガスは環境負荷が少ない等の理由により、重要な
１次エネルギーとして位置づけられており、引き続き導入及び利用拡大を推進することとな
っている。また「1.安定供給の確保 3）中小規模ガス田ガス及び非在来型天然ガスの活用」
で検討した活用技術が実用化されれば、これまでは在来型天然ガスに限定されていた活用範
囲が中小規模ガス田ガス及び非在来型天然ガスまで拡大されることとなり、CO2 排出量が相
対的に少ない化石エネルギーの活用に十分資するものとなる。
また、クリーンコールテクノロジーについては、
「2.環境への適合 2.1.エネルギーの高
度有効活用」において、A-USC、IGCC、IGFC 等の高効率石炭火力発電技術が整理された。こ
れらの技術は、主に、老朽化した微粉炭火力発電プラントの更新にあわせて導入されていく
ものと考えられており、発電効率向上による CO2 排出量の削減が可能となる。エネルギー基
本計画においても、さらなる環境適合的な石炭利用の拡大を図るべくクリーンコールテクノ
ロジーの開発・普及を従来にも増して推進することとしており、早期実用化が求められてい
る。また「1.安定供給の確保 1）低品位炭の活用」で検討したように、今後は低品位炭の
活用が課題となってくると思われるが、低品位炭の活用においてもクリーンコールテクノロ
ジーを適用することにより、CO2 排出量を低減させることが可能となる。
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2.3. CO2 の分離・回収・貯留（図Ⅱ－３－８参照）
石油・天然ガス・石炭等の化石燃料は、今後もエネルギーの主要部分を占めると考えられ
るが、地球温暖化問題がクローズアップされる中、これらの化石燃料を使用する火力発電所
や化学プラント等で発生する CO2 を分離・回収し、海洋や地中に隔離・貯留する技術の研究
開発が進められている。
これらの技術は、大量の CO2 を確実に削減できる可能性があり、世界的に注目されている
一方で、プラント効率の低下や発電原価の上昇を伴う等の課題を抱えている。
そのため、CO2 の分離・回収・貯留に当たっては、追加的に必要なエネルギー消費量の低減
や設備コストの低減等が求められる。
（１）CO2 の分離・回収
大規模発生源からの CO2 分離・回収には、燃焼排ガス（燃焼後）での CO2 回収と、ガス化プ
ロセス（燃焼前）での CO2 回収の２方式に大別される。
燃焼排ガス（燃焼後）から CO2 を分離・回収する方法としては、CO2 を選択的に溶解できる
アルカリ性溶液との化学反応によるガス吸収を利用した化学吸収法、CO2 を選択的に透過さ
せる膜を利用した膜分離法、排ガスを吸収液あるいは吸着剤に接触させて CO2 を回収する物
理的分離法、燃料の燃焼を空気ではなく酸素で行い排ガス中の CO2 濃度を 15％程度から 90％
程度に高め排ガスを直接回収する直接回収法（酸素燃焼）がある。
これらの中で最も実用化の期待の高い化学吸収法は、技術的には実用化レベルにあり、CO2
を高純度（99.9％）で回収することが可能である。化学プラントの天然ガス燃焼排ガスでは
実用化された実績があるが、CO2 回収に伴うエネルギー消費が多く、また、不純物の多い石
炭燃焼排ガスではまだ実証試験段階であるため、2010 年頃の実用化見込みとなっている。膜
分離法は、鉄鋼プラント等、CO2 濃度が高い排ガスではコスト面において化学吸収法より有
利になる可能性がある。また、圧力の高い IGCC プロセスガス等では、分離膜の前後に圧力
差を設ける動力が不要であるため、石炭ガス化発電と組み合わせることによりコスト削減が
期待できる。しかし、現在開発されている分離膜は、CO2 以外の N2、H2 等の気体もある程度透
過させてしまうため、高濃度の CO2 回収が困難であるという課題がある。新たな分離膜の研
究開発が行われており、2015 年頃の実用化見込みとなっている。物理的分離法には吸収法、
吸着法があり、技術的には実用化レベルにあるが、吸収液、吸着剤の性能向上や大型・高効
率真空ポンプ等周辺機器の技術課題を解決する必要があり、今後も研究開発が続けられてい
くものと思われる。直接回収法（酸素燃焼）は、排ガス中からの CO2 分離工程が不要となる
が、燃焼用酸素製造動力、CO2 圧縮動力が必要となるため、今後、高効率酸素製造技術の開
発等、さらなる高効率化、低コスト化が課題となる。現在、日本とオーストラリアの共同プ
ロジェクトで、オーストラリアの既設石炭火力発電プラントを使用した実証試験が行われて
おり、実用化は 2015 年頃と見込まれている。その他、CO2 分離・濃縮機能がある MCFC を石
炭火力発電プラントと組み合わせて CO2 を分離・回収する技術、天然ガスの酸素燃焼により
水蒸気と CO2 を作動流体として循環利用させ CO2 を分離・回収するクローズドサイクルガスタ
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ービン技術も研究開発が行われている。
ガス化プロセス（燃焼前）での CO2 分離・回収方法としては、水蒸気改質により天然ガス
から水素を分離して燃焼させる CO2 回収型ガスタービンや、CO2 と H2 を含んだ石炭ガスから
CO2 を分離して回収する CO2 回収型 IGCC・IGHAT・IGFC が考えられている。石炭ガス化発電で
は、加圧状態での CO2 回収となるため、燃焼排ガスからの CO2 回収に比べて送電端効率の低下
が小さく、回収コストも低く抑えることができると考えられている。アメリカでは、国際的
な産官協力により、IGCC と CO2 分離・回収・貯留を組み合わせた大型実証施設を建設する大
規模プロジェクトが計画されている。
CO2 の分離・回収を実用化するためには、回収コストをいかに下げるかということが課題
である。CO2 大規模発生源としては、火力発電所、鉄鋼プラント、セメントプラント、化学
プラントが考えられるが、分離・回収技術の低コスト化を図るとともに、それぞれの排ガス
性状等に応じた最適な CO2 分離・回収方法を選択することが重要となる。
（２）CO2 の貯留
分離・回収した CO2 を貯留する方法として、地中貯留、海洋隔離がある。
地中貯留には、地下帯水層への貯留、石油増進回収法（EOR：Enhanced Oil Recovery）
、
ガス増進回収法（EGR：Enhanced Gas Recovery）
、炭層メタン増進回収法（ECBMR：Enhanced
Coal Bed Methane Recovery）がある。CO2 を地下へ圧入する技術は既に石油採掘の分野で実
用化されており、今後は、CO2 を長期間安定的に地下へ貯留させる技術の開発が必要となっ
てくる。
帯水層貯留は、現在、日本国内において実証試験が行われている。帯水層へ圧入された CO2
は長時間かけて固定化されるため、実証試験においてモニタリング手法の確認等が行われて
いる。また、海外においても実証試験が行われており、北海においては商用規模の地中帯水
層への貯留が実証されている。日本国内での早期実用化が期待されており、2015 年頃から本
格的な貯留が行われる見込みとなっている。
石油増進回収法、ガス増進回収法、炭層メタン増進回収法は、油田、ガス田、炭層へ CO2
を圧入し、それぞれ原油、天然ガス、コールベットメタンを回収する方法であり、アメリカ
では主に天然の CO2 を用いた石油増進回収法がすでに行われている。日本国内では炭層メタ
ン増進回収法の予備実験が行われており、2020 年頃の実用化が見込まれている。分離・回収
した CO2 を海外の油田等へ輸送して地下貯留する方法も考えられるが、法的な問題、輸送費
の問題等、課題は多い。資源の有効活用という観点で、期待される技術である。
海洋隔離には、気体または液体の CO2 をパイプラインにより海洋の表層または中層へ注入
溶解させる、あるいは液体の CO2 をタンカーにより輸送し海洋の中深層へ注入希釈させる CO2
溶解・希釈型分離法、液体の CO2 をタンカーにより輸送し 3,000m 以深の海底に貯留する深海
底貯留隔離法がある。どちらの方法も海洋生物への影響評価、拡散シミュレーション等、課
題が多く、実用化は 2025 年以降と考えられている。しかし、日本国内での地中貯留には量
的限界があるため、将来的には海洋隔離の実用化も必要になると思われる。
CO2 の貯留については、環境影響・安全評価体系の確立、関連法体系等の確立とともに、
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安全実証と社会的受容の形成を図っていく必要がある。また、コスト削減を進めていくこと
も重要であり、CO2 排出源の近隣へ貯留場所を設置し輸送コストを削減する等、検討を進め
ていく必要がある。
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Ⅲ章 エネルギー需給の課題（社会ニーズ）の解決に資する電力・ガス分野
技術のロードマップ
エネルギー需給の課題（社会ニーズ）ごとに 2030 年に向けた電力・ガス分野技術のロードマ
ップを表Ⅲ－１「2030 年に向けた電力・ガス分野技術のロードマップ」に示す。
表Ⅰ－２で整理された電力・ガス分野の技術について、個別技術単位での 2030 年に向けた技
術ロードマップを策定した。技術ロードマップでは、開発目標の効率、価格等の数値目標と開
発目標を達成するための要素技術、技術課題を個別技術毎に調査した。
（導入シナリオは、エ
ネルギー需給の課題（社会ニーズ）を軸として整理したが、技術ロードマップは、電力・ガス
分野の個別技術であることを意識して、次ページ以降に、個別技術をエネルギー利用の上流か
ら下流という流れに従って記載した。
）
以下に、ロードマップの凡例を示す。線図は、実用化時期でグラデーションが濃くなり、原
則として、線図の上段に効率、価格等の数値目標、下段に要素技術、技術課題等を記載する。
2010

2015

2020
実用化時期

効率、価格等数値目標

個別技術名
要素技術、技術課題等
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2025

2030

表Ⅲ-1 2030年に向けた電力・ガス分野技術のロードマップ （1/19）
2010

電力・ガス関連技術

2015

2020

2025

2030

実証プラント

（インドネシア）
600t/d

5000t/d

褐炭改質
油分回収技術
改質炭成型技術
大型化

褐炭スラリー製造
界面活性剤を使用したスラリー化技術
褐炭が含有する水分を利用したスラリー化技術
大型化
スラリー利用先の拡大

パイロットプラント
150t/d（酸素吹）
200t/d（空気吹） 1700t/d

実証機
1000t/d級（酸素吹）

石炭ガス化
酸素吹き技術
空気吹き技術
噴流床技術

空気吹き石炭ガス化炉

高効率酸素製造技術
酸素吹き石炭ガス化炉
流動床ガス化炉

3000 t/d（国内）
3000 t/d（海外）
1t/d試験装置(PSU)（インドネシア）

石炭CTL合成
(メタノール、DME合成含む）

アップグレーディング技術
ガス化技術
FT合成技術

6000 t/d（国内）

褐炭液化技術の適用検証
技術者・運転員研修

非在来型石油改質
（オイルサンド、オイルシェール）

小規模液化プラント
(LNG化）

ビチュメンのオンサイト改質技術
オイルサンド層からのビチュメン増進回収技術
オイルシェール;乾留技術

ビチュメンの油層内改質技術
先進・複合型ｵｲﾙｼｪｰﾙ開発技術

液化規模；100～500万ﾄﾝ/Y
効率；13-15kW/tpd
建設期間；38～48ヶ月

液化規模；0.1～100万ﾄﾝ/Y
効率；8-10kW/tpd
建設期間；18～24ヶ月

概念設計
F.S.

スケールダウン技術

概念設計

フローティング型洋上プラント
（LNG、ガスハイドレート
、合成燃料）

実証プラント
オペレーション手法
安全システムの確立

500トン/dの製造システム確立

ガスハイドレート化
冷熱利用NGH製造技術
NGHコンテナ輸送技術
NGH再ガス化・利用技術

NGH製造技術
NGH船輸送技術
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実用化

表Ⅲ-1 2030年に向けた電力・ガス分野技術のロードマップ （2/19）
2010

電力・ガス関連技術

PP実証
7 bbl/d

GTL合成
(メタノール、DME合成含む）

2015

2020

2025

2030

500 bbl/d実証

液体燃料（GTL）製造
合成ガス製造技術 （累積6600時間の安定的運転）
FT合成技術 （コバルト系触媒の高生産、安定的生産）
水素化分解技術
スケールアップ手法、運転技術

コールベットメタン
(炭層メタン増進回収法)

CO2圧入・メタン回収技術
CO2挙動モニタリング技術

海洋産出試験
陸上産出試験

メタンハイドレート
資源量評価
生産手法開発
環境影響評価手法開発

タイトサンドガス
シェールガス

探査・解析技術
資源量評価技術
高度MH生産技術
環境影響評価

タイトサンドガス・シェールガス生産性向上
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表Ⅲ-1 2030年に向けた電力・ガス分野技術のロードマップ （3/19）
2010

電力・ガス関連技術

2015

600/610℃
25MPa
送電端効率42％HHV

2020

700/720/720℃
35MPa
送電端効率46％HHV

2025

700/750/750℃
35MPa

2030

送電端効率47.5％HHV

800/800/800℃
38.5MPa
送電端効率49％HHV

蒸気条件高温化

蒸気条件高温化

A-USC
ボイラ・タービン高温耐熱材料
高温弁技術
高温溶接技術
蒸気条件高温化

（実証試験）
送電端効率40.5％HHV

送電端効率46％HHV

送電端効率48％HHV

送電端効率50％HHV

IGCC
1200℃級ＧＴ適用
湿式ガス精製技術

乾式ガス精製技術
乾式ガス精製適用

1700℃級ＧＴ適用

空気吹き石炭ガス化炉
1500℃級ＧＴ適用
湿式ガス精製適用

送電端効率47％HHV

送電端効率49％HHV

IGHAT
空気吹き石炭ガス化炉

1700℃級ＧＴ適用
乾式ガス精製技術
湿分利用再生サイクル（ＡＨＡＴ）技術
1500℃級ＧＴ適用

送電端効率55％HHV

IGFC
燃料電池用石炭ガス化炉パイロット試験

高効率酸素製造技術
高度ガス精製技術
酸素吹き石炭ガス化炉
ＭＷ級大容量燃料電池

送電端効率42％HHV（PFBC）

燃料電池大容量化

送電端効率46％HHV

A-PFBC
プロセス開発試験装置（15ｔ/d級）によるパイロット試験

送電端効率53％HHV（1500℃級CC）

加圧流動床炉（ガス化炉、脱硫炉、酸化炉）
脱硫効率向上

送電端効率56％HHV（1700℃級ＣＣ）

高温型ガスタービン
先進冷却技術、低熱伝導率遮断コーティング
超耐熱材料
高負荷・高性能タービン
高圧力比高性能圧縮機
低NOX燃焼システム

送電端効率52％HHV

湿分利用再生サイクル
ガスタービン（AHAT）

高湿分圧縮機
高湿分再生熱交換器
高湿分燃焼器
高湿分翼冷却技術
1500℃級ＧＴ適用
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セラミックタービン技術

送電端効率55％HHV
1700℃級ＧＴ適用

表Ⅲ-1 2030年に向けた電力・ガス分野技術のロードマップ （4/19）
電力・ガス関連技術

2010

2015

2020

2025

送電端効率52％HHV

化学再生サイクル
ガスタービン

燃料改質技術
水素リッチガス燃焼技術
1500℃級ＧＴ適用

2030

送電端効率55％HHV
1700℃級ＧＴ適用

送電端効率60～70％HHV

燃料電池とガスタービン
のハイブリッドシステム
（＋蒸気タービン）

SOFC高効率複合発電（200ｋW級）実証試験
高効率酸素製造技術
ＭＷ級大容量燃料電池

燃料電池大容量化

送電端効率56％HHV

水素燃焼タービン
WE-NETプロジェクトにより検討実施
超耐熱材料

高効率酸素製造技術

水素燃焼技術
水蒸気用凝縮器
水蒸気用翼冷却技術
1700℃級ＧＴ適用

冷熱発電
イニシャルコスト低減
冷媒検討
熱交換技術

発電効率55%
総合効率85%以上

コプロダクション
電力変換システム
熱マネージメントシステム

熱供給型SOFCスタックの開発
高温排熱利用技術(物質製造)
熱交換機等、周辺要素機器の性能向上
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負荷変動対応
燃料多様化

表Ⅲ-1 2030年に向けた電力・ガス分野技術のロードマップ （5/19）
2010

電力・ガス関連技術

2015

2020

蒸気噴射時最大出力6000kW
発電効率39.3%
蒸気噴射時最大出力2500kW
発電効率28.5%LHV

2025

蒸気噴射による発電電力の
増加率50%以上
最大発電効率42～45%LHV

2030
蒸気噴射による発電電力の
増加率50%以上
最大発電効率45%LHV

熱電可変型ガスタービン
蒸気噴射用ＧＴ開発と燃焼技術開発
タービン入口温度の高温化技術開発
高温高圧蒸気共存下での高耐久技術開発

4000kW級発電効率40%LHV
650kW級発電効率23.5%LHV
再生サイクルガスタービン
熱交換器の小型化・高効率化への技術開発
熱交換器の低コスト化・長寿命化への技術開発
多様な機種及び出力サイズへの商品選択肢の拡大

300kW級オールセラミックス製熱効率42.1%LHV

発電効率45%LHV以上

セラミックガスタービン
高耐久・信頼性セラミックス材料・部品の開発、高温高圧蒸気共存下での耐久性向上開発
セラミックス部品と金属部品との連結技術開発
セラミックス製部品の低コスト化（材料開発、製造技術）、セラミックス製大型部品の製作技術開発

発電容量28～95kW
発電効率30%LHV未満

発電容量10～100kW
発電効率30%LHV以上

マイクロガスタービン
タービン翼製作技術
（高温耐熱性）

発電効率35%LHV

マイクロガスエンジン
(HCCI方式採用）

発電効率46%LHV

HCCI多気筒ｴﾝｼﾞﾝ実証試験
HCCIｴﾝｼﾞﾝ高効率化・制御性向上開発
超希薄燃料による高効率化
HCCIｴﾝｼﾞﾝ実用開発
高圧縮比化による高出力化・コンパクト化
EGR等による低NOx化
数百kW級：40超%LHV
数千kW級：42～45%LHV

数百kW級：42%LHV以上
数千kW級：45%LHV以上-5

ミラーサイクルエンジン
成層燃焼技術開発

成層燃焼実用化開発

化学再生サイクル開発

発電容量200～1000kW
発電効率46%LHV

セラミックエンジン
セラミックス部品の低コスト化

長期信頼性、耐久性
燃焼安定性領域の拡大

熱効率32-37%

スターリングエンジン
低コスト化
大容量化
適用範囲拡大
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表Ⅲ-1 2030年に向けた電力・ガス分野技術のロードマップ （6/19）
2010

電力・ガス関連技術

2015

2020

発電効率38～44%LHV
スタック寿命6万時間

2025

2030

スタック寿命8万時間

PAFC
低コスト化、量産技術 電極触媒技術
長寿命化
セル・スタック技術
適用用途拡大
高電流密度化
システム制御技術

実証・初期導入段階
発電効率約35%LHV
スタック寿命6万時間

市場普及
発電効率約37%LHV
スタック寿命4～9万時間

本格普及
発電効率約40%LHV
スタック寿命9万時間

PEFC
低コスト化、量産技術
長寿命化

NEDO 2006 燃料電池・水素技術開発RMより

発電効率47%LHV
スタック寿命2.4万時間

スタック寿命4万時間

MCFC
低コスト化、量産技術 電極触媒技術
長寿命化
セル・スタック技術
出力密度向上
高電流密度化
システム制御技術
〔小容量機〕
発電効率45%LHV
スタック寿命1万時間

市場初期導入
発電効率45%LHV
スタック寿命4万時間

本格普及
発電効率＞45%LHV
スタック寿命9万時間

SOFC
〔中容量機〕
発電効率45%LHV
スタック寿命1万時間

市場初期導入
発電効率45%LHV
スタック寿命4万時間

本格普及
発電効率＞50%LHV
スタック寿命9万時間

NEDO 2006 燃料電池・水素技術開発RMより
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表Ⅲ-1 2030年に向けた電力・ガス分野技術のロードマップ （7/19）
2010

電力・ガス関連技術

2015

2020

2025

2030

自励式変換器効率97%(片端)
他励式変換器効率99%(片端)

自励式変換器効率98%(片端)

大容量自励式直流送電
変換効率99%以上(片端)

変換器多重化、マルチレベル変換器
コンパクト実装技術
低インピーダンス実装
スナバレス回路

Siデバイスの高効率化
HVDC Light

次世代パワエレデバイス
スナバレス化
の適用
空冷化
コンパクト化
低ロス化

直流送電

1000kV
実用化済・運用開始待ち

UHV送電
中国等、海外の電力系統へのＵＨＶ技術の適用
海外向け製品の開発
絶縁構造の合理化
高性能避雷器
1000kV遮断器
数百m～1km
66kV級ケーブル

数km
66kV級ケーブル

数km
154～275kV

超電導送電
高電圧・大容量化
長尺冷凍技術・低損失化
短絡電流対策

大容量・長尺化
Y系線材製造技術
大型・高効率・低コスト冷凍機
中間接続部の接続技術
信頼性・経済性評価

高電圧・大容量化
次世代高温超電導材料

66kV級
10MVA

154～275kV

超電導変圧器
高電圧・大容量化
交流損失低減・絶縁性向上
冷却技術
電流分布の均一化
事故時の電磁機械力に対する強度

高電圧・大容量化・低コスト化
不燃化・コンパクト化
Y系線材コイル化技術

20万～30万kW級パイロット機

風力用発電機実証

次世代高温超電導材料
変圧器型限流器
復帰特性の高速化・安定化

電力用発電機実証

超電導発電機
高密度化基盤技術
（巻線導体等）

定格電圧550kV、定格遮断電流63kA(実用化済)
定格電圧1000kV,定格遮断電流63kA(運用待ち)

大容量化（60万ｋW)

次世代高温超電導
材料

電力系統の状況により、80kA級

高速度大容量遮断器
解析技術
パッファ方式
GIS化

劣化診断技術

熱パッファと機械的ガス圧縮のハイブリッド
低操作圧力化
新しい消弧媒体
解析技術の高度化
限流器との組合せ
メンテナンスフリー

半導体遮断器
全固体変電所

6.6kV
1kA

154～274kV
5～8kA

66kV
1～4kA

超電導限流器
交流損失低減
高絶縁化
冷却技術

大面積超電導膜
高電圧・大電流化
素子の直並列技術
信頼性・経済性
高電圧・大電流化
素子直列並化技術
高速復帰特性
安価で均質なY系薄膜の製造技術
限流・復帰動作の信頼性向上

6.6kV

LC共振限流器
リアクトルの低損失化・コンパクト化
コンデンサ短絡装置の復帰特性の安定化
高耐圧・高熱伝導固体絶縁材料
コイルの超電導化
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次世代高温超電導材料

表Ⅲ-1 2030年に向けた電力・ガス分野技術のロードマップ （8/19）
2010

電力・ガス関連技術

2015

他励式BTB 変換効率98%(両端)
STATCOM 変換効率97～98.8%(1直列)
STATCOM 変換効率96%(多直列)
SVC99%以上

大容量変換器応用
（SVC、STATCOM、BTB)

低コスト化
効率向上

2020

自励式BTB 変換効率96%(両端・多直列)

2025

2030
自励式BTB変換効率98%

STATCOM 変換効率98%(多直列)

STATCOM 変換効率99%

Siデバイスの高効率化

次世代パワエレデバイス(SiC)の適用
スナバレス化
空冷化
コンパクト化
低ロス化

直並列型アクティブフィルタ
並列型アクティブフィルタ

中小容量自励式変換器応用
低コスト化
(UPS、アクティブフィルタ)

多機能化

Siデバイスの高効率化 小容量変換器への次世代デバイス(SiC)の実用化

効率向上

138kV・160MVA(米国)
154kV・80MVA(韓国)
海外で実用化済

FACTS機器による潮流制御
シミュレータによる検証
（UPFC）

系統状況により、国内系統への適用
線路保護システムへの影響の検証
機器故障時の系統への影響の検証

16A級SiC-SBD市販
100kVA SiC変換器(基礎要素)
4.5kV,100ASiCダイオードモジュール(基礎要素)
民生用・自動車用への適用

高性能デバイスを活用した
変換器

Siデバイスの低損失化
回路技術(ソフトスイッチング・マトリクスコンバータ)
SiCウェハの品質向上
SiCデバイスプロセス技術
シミュレーション技術

SiCウェハ大口径化・品質向上
SiCデバイスの高電圧・大容量化・高信頼化
SiスイッチングデバイスとSiCダイオードの組合せ
高温実装技術
高速制御技術
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次世代パワエレデバイスの適用
スナバレス化
空冷化
コンパクト化
低ロス化
自励式変換器効率99%以上
１万円/kVA
6.6kV配電系への適用
SiC-IGBT/pnダイオード
SiCデバイスの高電圧・大容量化・高信頼化
大容量・高温実装技術

表Ⅲ-1 2030年に向けた電力・ガス分野技術のロードマップ （9/19）
2010

電力・ガス関連技術

2015

2020

2025

2030

MWh級
2.5万円/kWh
18万円/kW
負荷平準化・瞬低対策 新エネ用途

1.5万円/kWh

NaS電池
アプリケーション開発
多機能化
断熱性向上
真空断熱化

普及拡大による低コスト化

MWh級
65～110万円/kW
14～60万円/kW
負荷平準化・瞬低対策 新エネ用途

レドックスフロー電池
低コスト化
コンパクト化
効率向上

数百kWh級
10万円/kWh
10万円/kW
HEV用途実用化済

1MW、４万円/kWh以下(量産時)
寿命10年
新エネ・負荷平準化

20～30MW、寿命20年
1.5万円/kWh(量産時)

低コスト化
大容量化

次世代二次電池

ニッケル水素電池
高出力密度化
自己放電特性
長寿命化

モバイル用

1MW、４万円/kWh以下(量産時)
寿命10年
HEV実用化
新エネ・負荷平準化用

20～30MW、寿命20年
1.5万円/kWh(量産時)

2.5万円/kWh

リチウムイオン電池
高エネルギー密度化
安全性向上
低コスト化

長寿命化
大容量化
安全性の向上

次世代二次電池

10MW、1秒
10万円/kW

マイクロSMES
小容量SMES
10MW級変換器、効率98%
2万円/kW
負荷変動周波数調整(100MW、50kWh、14万円/kW)
瞬低対策用
系統安定化用(100MW、15kWh、5万円/kW)

中規模SMES
10～100MWh級
系統環境に応じ
負荷平準化

10MW級電力変換器
高磁場酸化物系SMESコイル(5T以上、長尺大容量)
高信頼性冷凍機
電流リードの交耐圧化・熱侵入量の低減

電磁力支持方法
クエンチ時のエネルギー
処理方法
次世代高温超電導材料

軸受損失0.5W/kg
4000円/Whへの見通し
総合効率72%
1MW、50kWh級実証

系統環境に応じ
負荷平準化

超電導磁気エネルギー貯蔵
(SMES)

5kWh

1MW、50kWh級実用化

超電導フライホイール
超電導軸受技術
低損失化

民生用（実用化）
瞬低対策用

大容量化
低コスト化
高信頼化

EV・HEV用

並列運転による大容量化
MWh級軸受技術
大型化・高速回転化
機械的強度向上
次世代高温超電導材料

新エネルギー用

電気二重層キャパシタ
エネルギー密度向上
・大容量化(Cの増加)
電極材料の開発
・高電圧動作化
電解液・セル構造

エネルギー密度向上・低コスト化・高信頼性
ハイブリッドキャパシタ
レドックスキャパシタ

電力変換装置効率
92～94%
実用化

電力変換機効率96%以上

次世代キャパシタ
ナノカーボン電極

電力変換効率 99%以上

電力貯蔵装置の高効率化
Si変換器の高効率化
次世代パワエレデバイスの適用
高電圧化、ｽｲｯﾁﾝｸﾞﾃﾞﾊﾞｲｽ、回路方式、制御方法
高効率二次電池の採用
次世代電力貯蔵装置
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表Ⅲ-1 2030年に向けた電力・ガス分野技術のロードマップ （10/19）
2010

電力・ガス関連技術

2015

2020

2025

2030

リバーシブル燃料電池
可逆セルの大容量化
低コスト化
効率向上
水素貯蔵技術

発電効率55%HHV

外部改質型SOFC

システム成立性のFS

各要素研究

排熱を利用する改質器の検証
排熱を供給するSOFCスタックの検証
熱交換機等、周辺要素機器の性能向上

20数万円/kW
出力30MW
落差136m

ニーズに応じた普及・適地の開拓

海水揚水発電
大容量化
高落差
高耐食材料

小規模離島電力、経済性
一般揚水と同等の
一般揚水に近い建設単価
建設単価
次世代パワエレ変換器

ニーズに応じた要素研究、適地選定、実証試験、実用化

地下揚水発電
FS

合理的設計・施工技術
経済性の向上
環境影響評価手法
地下巨大施設建設技術
地盤構造把握技術

太陽光発電・風力発電と
電力貯蔵装置の出力安定化
風力ﾌﾞﾚｰﾄﾞﾋﾟｯﾁ制御

蓄電池併設ｼｽﾃﾑ

蓄電池の低コスト化・システムの経済性向上

可変速運転
平滑化制御技術
蓄電池の大容量化
・発電制御技術
連系インバータによる出力制御
新型電池、ｷｬﾊﾟｼﾀの適用
・電力貯蔵装置との
気象予測精度向上
ハイブリッドシステム
大規模集中連系への対応
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次世代二次電池
次世代ｷｬﾊﾟｼﾀ

表Ⅲ-1 2030年に向けた電力・ガス分野技術のロードマップ （11/19）
2010

電力・ガス関連技術

マイクログリッド実証

2015

2020

2025

2030

経済性が確保されれば、ニーズに応じて実系統への適用が進む
分散型電源技術、IT技術の高度化に応じた技術革新

統合制御システム
計測ｾﾝｻ
パターン制御
通信ｲﾝﾀﾌｪｰｽ

実証段階

電力ネットワーク系統制御
システム

リアルタイム計測制御 計測センサの長寿命化・高信頼化・低コスト化
電力貯蔵装置・パワエレ機器の高機能化、協調制御技術
分散型電源の発電制性御向上(AVR,AQR,AFR)
蓄熱機器の負荷制御

経済性が確保されれば、ニーズに応じて実系統への適用が進む
分散型電源技術、IT技術の高度化に応じた技術革新

計測センサ
パターン制御

リアルタイム計測制御 計測センサの長寿命化・高信頼化・低コスト化
電力貯蔵装置・パワエレ機器の高機能化、協調制御技術
需給カーブのプロファイリング
現状の配電線運用との協調
ループバランスコントローラ(LBC)
LBCの小型・軽量・低損失・低コスト化

実証段階

計測センサ
電力貯蔵装置・パワエレ機器の高機能化、協調制御技術
需要家のニーズ
分散型電源の発電制性御向上(AVR,AQR,AFR)
計測監視制御の高度化品質の実証
自立運転時の品質維持技術
従来のUPSに対する優位性確立(コスト、スペース、電力損失)

単独運転防止検出装置
の高信頼化

計測・監視制御システム
の高度化

次世代パワエレデバイス
統合制御システム
との融合

経済性が確保されれば、ニーズに応じて実系統への適用が進む
分散型電源技術、IT技術の高度化に応じた技術革新

品質別電力供給システム

気象予測に基づく
発電出力予測

次世代電力貯蔵装置
電力ネットワーク制御
システムとの融合

発電出力予測技術
分散型電源の広域予測技術
気象予測精度向上
ウィンドファーム運転実績データの活用

検出精度向上
検出方式の標準化
転送遮断技術

計測センサー
リアルタイム計測制御
最小限のセンサーで系統状態を推定
系統事故時の事故点評定技術
保護Ryの高性能化

センサの低コスト化
センサの信頼性向上
センサの長寿命化
プロトコル標準化

ＩＴ技術の高度化に応じた技術革新
多数導入時の安定動作

ＩＴ技術の高度化に応じた技術革新
広域計測システム(WAMS)
高精度事故点評定技術

計測・監視制御用通信技術
既存の汎用ネットワークを活用した低コストな専用システム
ネットワークセキュリティ技術の高度化
ＩＴ技術の高度化に応じた技術革新
プロトコルの標準化
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表Ⅲ-1 2030年に向けた電力・ガス分野技術のロードマップ （12/19）
2010

電力・ガス関連技術

数１０ｋＷ級

2015

2020

2025

2030

数ＭＷ実用化

産業用モータ

小型・軽量化
高信頼性
メンテナンスフリー
超電導部分の固定化

システム汎用化・低コスト・信頼性向上
次世代高温超電導材料

ハイブリッド変換器
Siスイッチング素子と
SiCダイオードの組合せ

SiCの適用

超電導モータ

パワーエレクトロニクス
活用可変速モータ

制御性向上
コンパクト化
低コスト化

次世代変換器
（SiC)
高効率化
低コスト化

高効率照明
高効率LED素子
高効率蛍光材料
高輝度EL
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マイクロキャビティ
クラスター照明

次世代照明
（蓄光技術
燐光材料等）

表Ⅲ-1 2030年に向けた電力・ガス分野技術のロードマップ （13/19）
2010

電力・ガス関連技術
COP
3.2
低外気温限界-15℃

5.0

2015

2020

2025

2030

COP＞6
低外気温限界-20℃

高効率電気式給湯器

エネルギー技術戦略より
水冷：8、空冷：6
期間COP：10以上

部分負荷時COP17.8
（冷水温度12℃/7℃ベース）

インバータターボ冷凍機
更なるCOP向上、
可変速運転時の圧縮機効率向上
熱交換器性能向上、
回転数制御技術

省エネルギー技術戦略より
水冷：8、空冷：6
期間COP：10以上

COP＞7

ハイブリッド冷凍機
組合せる技術の最適化

省エネルギー技術戦略より

自然冷媒冷凍機
アンモニア冷媒技術
炭化水素冷媒技術
空気冷媒技術

自然冷媒の適用範囲拡大
フロン冷媒と同等の性能・経済性確保

期間COP;4～6
例：水冷スクリュー
チラーCOP5.0

年間COPの40%UP
低外気温限界-20℃

年間COPの150%UP
低外気温限界-25℃

電気駆動ヒートポンプ

一次エネルギー換算COP＞1.5
用途を限定した試作

蒸気供給型ヒートポンプ
圧縮機高効率化
要素技術性能向上

より高温の蒸気の供給、
変換効率向上

省エネルギー技術戦略より
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表Ⅲ-1 2030年に向けた電力・ガス分野技術のロードマップ （14/19）
2010

電力・ガス関連技術

2015

2020

温熱COP1.8
冷熱COP1.5

都市排熱利用ヒートポンプ
システム最適化
信頼性向上
下水熱利用等における汚れ除去システムの開発

COP3.3以上

地中熱源ヒートポンプ
未利用エネルギーの熱交換技術、低コスト化
地中採掘技術の低コスト化

地中熱源ヒートポンプ
地中熱交換器の低コスト・高効率化
低コスト掘削技術

水冷ターボチラーCOP4.0～6.4

河川水等利用ヒートポンプ
トータルシステムとして既存熱源と競合できる経済性
汚れ除去システムによる信頼性向上
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2025

2030

表Ⅲ-1 2030年に向けた電力・ガス分野技術のロードマップ （15/19）
2010

電力・ガス関連技術

2015

2020

COP1.3～1.6

2025

2030

COP（冷暖平均）2.0以上

圧縮式（ガス）ヒートポンプ
エンジン熱効率向上
冷媒系サイクル改良
ハイブリッド化

三重効用吸収ヒートポンプ
（二重効用機含む）

ヒートポンプサイクル検討
適用システム検討

暖房COP2.1以上

暖房COP2.4以上

（二重効用HPサイクル）

（三重効用HPサイクル）

小型化、低コスト化
耐久性確認

COP1.6
排熱利用時の燃料ガス削減率20%

三重効用吸収式冷温水器

現行二重効用機
燃料ガス削減率25%

排熱（ガス）投入型
吸収冷温水器

燃料ガス削減率25%以上

小容量機用機器開発及び商品化

排熱熱源温度の低温化
三重効用機への適用拡大

デシカント空調
吸着量が多く吸脱着速度の大きい吸着剤開発
低温脱着可能な吸着剤開発
低コスト吸着剤の開発

デシカントハイブリッドHP

熱効率95%

高効率ガス給湯器
（潜熱回収型）

潜熱回収型給湯器
大型化
潜熱回収材
潜熱回収用熱交換器
低コスト化

LNG冷熱利用
新規用途拡大

蓄冷技術
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カスケード利用

冷熱コンビナート

表Ⅲ-1 2030年に向けた電力・ガス分野技術のロードマップ （16/19）
2010

電力・ガス関連技術

2015

2020

ガス漏れセンサの高度化
省電力化技術

ガスパイプライン
モニタリングシステム

管内走行技術
管厚センシング技術
データ解析技術

地震センサ・遠隔監視装置
の高性能化及びコストダウン 低コスト化

薄膜マイクロセンサー技術
多機能化

GPS活用技術

地上モニタリング技術

GPS活用技術

ネットワーク化技術

従来の仮復旧工事コストの1/3

簡易型仮復旧配管システム
クイックパイプライン工法

インテリジェント導管材料
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2025

2030

表Ⅲ-1 2030年に向けた電力・ガス分野技術のロードマップ （17/19）
2010

電力・ガス関連技術

季節間熱貯蔵
（雪氷搬送含む）

2015

2020

雪氷熱の季間利用と輸送技術の最適化
水・氷蓄熱の高度化
高効率熱交換方法
搬送動力低減技術
貯雪氷庫の低熱損失化

2025

雪氷熱季間利用実用化試験

2030

季間利用効率向上

搬送動力低減
真空断熱パイプライン
超長距離建物間冷媒搬送
地域熱ネットワーク
効率向上

蓄熱
氷蓄熱
水蓄熱
躯体蓄熱

PCM

化学蓄熱

多温度型蓄熱

自己制御蓄熱

蓄放熱反応の安定化

低コスト化
ロス低減

新蓄熱材料(潜熱蓄熱）の開発

省エネルギー技術戦略より

断熱
外断熱、低熱伝導率
断熱材、断熱工法
低熱貫流率窓ガラス

低コスト化

真空断熱材

真空断熱熱輸送

省エネルギー技術戦略より

省エネルギー技術戦略より
HEMS・BEMS
BEMS
HEMS
需要予測技術
最適制御技術
センサーの低コスト化
エネルギー貯蔵技術

地域(Town)EMS
CEMS（Cluster)
需要予測技術適用拡大
熱、分散型電源等の統合制御技術
新エネルギーネットワーク化
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次世代EMS
ワイアレス技術
ユビキタス技術

表Ⅲ-1 2030年に向けた電力・ガス分野技術のロードマップ （18/19）
2010

電力・ガス関連技術

2015

2020

2025

2030

膜分離法
ＣＯ２高選択性膜開発
排ガス前処理技術

省エネルギー化
低コスト化
大型化

技術戦略マップより

物理分離法
ＣＯ２吸収剤・吸着剤開発
排ガス前処理技術

新方式基礎研究・適用検討
ＣＯ２吸収剤・吸着剤開発
大型化

省エネルギー化
低コスト化

技術戦略マップより

分離・回収コスト
4200円/t-CO2

分離・回収コスト
2000円/t-CO2

分離・回収コスト
1000円/t-CO2

化学分離法
ＣＯ２吸収液開発
低エネルギー吸収プロセス開発
設備費低減技術

省エネルギー化
低コスト化

技術戦略マップより

直接回収法
豪州との共同プロジェクト（～2013）

省エネルギー化
低コスト化

酸素燃焼技術
高効率酸素製造技術

CO２溶解・希釈型隔離法
拡散シミュレーション実験によるマッチング
生物影響モデルと実験によるマッチング
CO2の海洋拡散・生物影響の科学的理解
影響評価・安全性評価手法開発
モデル海域での実証

技術戦略マップより

深海底貯蔵隔離法
拡散シミュレーション実験によるマッチング
生物影響モデルと実験によるマッチング
CO2の海洋拡散・生物影響の科学的理解
影響評価・安全性評価手法
モデル海域での実証

累計貯留量10400ｔ

分離・回収・貯留コスト
3000円/t-CO2

分離・回収・貯留コスト
2000円/t-CO2

技術戦略マップより
貯留量
1億t-CO2/年
国内ポテンシャル
～1500億t-CO2

地下帯水層への貯留
基礎技術の確立
岩野原基地での圧入実証試験

CO2地中挙動の理解と予測
地中貯留システムコストの低減
影響評価・安全性評価手法
貯留層賦存量調査と利用拡大

技術戦略マップより

原油増進回収法(EOR)
CO2地中挙動の理解と予測

地中貯留システムコストの低減
影響評価・安全性評価手法
貯留層賦存量調査と利用拡大
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技術戦略マップより

表Ⅲ-1 2030年に向けた電力・ガス分野技術のロードマップ （19/19）
電力・ガス関連技術

2010

2015

2020

2025

2030

ガス増進回収法(EGR)
CO2地中挙動の理解と予測
地中貯留システムコストの低減
影響評価・安全性評価手法
貯留層賦存量調査と利用拡大

技術戦略マップより

国内ポテンシャル
～100億t-CO2

炭層メタン増進回収法
(ECBMR)

北海道夕張市での予備実験
・CO2圧入予備実験
・モニタリング技術の検討
・CO2分離回収技術の効率向上検討

CO2圧入・メタン回収技術
CO2挙動モニタリング技術

技術戦略マップより
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おわりに
本事業は、2030 年程度の中長期的な視点に立ち、社会経済の変化等を的確かつ柔軟に反映させ
つつ、3E（安定供給の確保、環境への適合及び持続的経済成長への寄与）の同時達成に向けた課
題を克服することに主眼をおき、電力・ガス事業の進んでいく方向と整合した技術開発戦略を策
定することを目的として行われた。
平成 18 年度は、3 ヵ年で実施された電力ガス総合技術検討会の最終年度として、平成 17 年度
の中長期的なエネルギー需給の課題（社会ニーズ）の解決に資する技術の抽出と各技術相互の「タ
テヨコの関係」の整理結果を受け、電力・ガス分野に関連する個別技術について、効用、開発コ
スト、開発の難易度といった観点から相対的な評価を実施した。次に、これらの技術が、今後実
用化に向かう道筋や導入・普及に必要となる関連施策等を検討し、さらに、各個別技術の求めら
れる機能の向上等を時間軸上に示す、2030 年に向けた導入シナリオ及びロードマップを策定した。
作業の過程において、各技術の「タテヨコの関係」の整理結果より、技術の相対評価を行ったこ
とにより、電力・ガス事業に係る技術のエネルギー需給の課題（社会ニーズ）を解決していく上
での、各技術の相対的位置関係や重要性を明確にすることができたため、将来の不透明性、不確
実性に対して相応に対応できる柔軟性を確保した技術開発戦略の策定という当初の目的は達成で
きたものと考える。
今後、2030 年に向けて具体的な技術開発が行われていく中で、本調査における検討内容が活用
され、また、エネルギー基本計画や新国家エネルギー戦略等の見直しに合わせて、本調査内容の
ブラッシュアップが図られることを期待するものである。

平成 18 年度「電力・ガス総合技術検討会」委員名簿

委員長：正田 英介

東京理科大学 理工学部 電気･電子・情報工学科 教授

委 員：秋田 調

（財）電力中央研究所 参事 企画グループマネージャー

阿部 正之

関西電力（株）研究開発部長

内山 洋司

筑波大学大学院 システム情報工学研究科 リスク工学専攻 教授

大和田野 芳郎 （独）産業技術総合研究所 エネルギー技術研究部門長
嘉数 隆敬

大阪ガス（株）技術戦略部長

近藤 良太郎

（社）日本電機工業会 技術部長

田村 逸朗

（社）日本ガス協会 技術開発部長

堤

東京大学大学院 工学系研究科 化学システム工学専攻 助教授

敦司

中上 英俊

（株）住環境計画研究所 代表取締役

福島 透

中央電力協議会 事務局 部長

藤田 和男

芝浦工業大学 MOT 専門職大学院 工学マネジメント研究科 教授

武藤 昭一

東京電力（株）技術開発本部 開発計画部長

山崎 文雄

千葉大学 工学部 都市環境システム学科 教授

横山 明彦

東京大学大学院 工学系研究科 電気工学専攻 教授

渡辺 尚生

東京ガス（株） 技術開発本部 技術戦略部長
（敬称略 50 音順）

オブザーバー：
経済産業省 資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 政策課
経済産業省 資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 ガス市場整備課
経済産業省 資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 電力基盤整備課
経済産業省 資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 電力基盤整備課 電力需給政策企画室

事務局：財団法人エネルギー総合工学研究所

名簿-1

平成 18 年度「電力・ガス総合資源・環境技術分科会」委員名簿

主 査：堤

敦司

委 員：赤井 誠

東京大学大学院 工学系研究科 化学システム工学専攻 助教授
（独）産業技術総合研究所 エネルギー技術研究部門 主幹研究員

石田 文章

関西電力（株）研究開発室 研究企画グループマネジャー

犬丸 淳

（財）電力中央研究所 企画グループ スタッフ 上席

上原 俊治

中央電力協議会 事務局 副部長

太田 一広

三菱重工業（株）原動機事業本部 火力プロジェクト部
プラント技術一課 主席技師

小柳 章

（社）日本ガス協会 技術開発部 新技術開発グループマネジャー 副部長

中田 俊彦

東北大学大学院 工学研究科 技術社会システム専攻 教授

幡宮 重雄

（株）日立製作所 電力・電機開発研究所
流体科学プロジェクト 主任研究員

藤本 正之

東京ガス（株） 技術戦略部 技術戦略グループマネージャー

古谷 博秀

（独）産業技術総合研究所 エネルギー技術研究部門
ターボマシングループ 主任研究員
（敬称略 50 音順）

オブザーバー：
経済産業省 資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 電力基盤整備課 電力需給政策企画室

事務局：財団法人エネルギー総合工学研究所

名簿-2

平成 18 年度「電力・ガス総合国内安定供給技術分科会」委員名簿

主 査：横山 明彦

東京大学大学院 工学系研究科 電気工学専攻 教授

委 員：伊庭 健二

明星大学 日野校 理工学部 電気電子システム工学科 教授

色川 彰一

（株）東芝 電力流通事業部 電力変電技術部
パワーエレクトロニクス技術担当 主幹

岩田 章裕

中央電力協議会 事務局 副部長

刑部 真弘

東京海洋大学 海洋工学部 教授

小柳 章

（社）日本ガス協会 技術開発部 新技術開発グループマネジャー 副部長

斎藤 浩海

東北大学大学院 工学研究科 技術社会システム専攻 教授

高崎 昌洋

（財）電力中央研究所 システム技術研究所 需要家システム領域
上席研究員

中西 要祐

富士電機システムズ（株） 技術開発統括室
系統解析・シミュレーショングループ ゼネラルマネージャー

福山 直人

東京電力（株）開発計画部 研究企画グループマネージャー

山口 誠

大阪ガス（株）エンジニアリング部 電力ソリューションチーム マネジャー
（敬称略 50 音順）

オブザーバー：
経済産業省 資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 電力基盤整備課 電力需給政策企画室

事務局：財団法人エネルギー総合工学研究所

名簿-3

平成 18 年度「電力・ガス総合技術作業会」委員名簿

委 員：
色川 彰一

（株）東芝 電力流通事業部 電力変電技術部 【国内安定供給技術】
パワーエレクトロニクス技術担当 主幹

太田 一広

三菱重工業(株) 原動機事業本部 火力プロジェクト部 【資源・環境技術】
プラント技術一課 主席技師

斉藤 正文

大成建設（株）技術開発センター 建築技術研究所
環境研究室 設備チーム チームリーダー

高崎 昌洋

（財）電力中央研究所 システム技術研究所 需要家システム領域

【資源・環境技術】

上席研究員 【国内安定供給技術】
中西 要祐

富士電機システムズ（株） 技術開発統括室 【国内安定供給技術】
系統解析･シミュレーショングループ ゼネラルマネージャー

中村 知治

（株）日立製作所 電機システム事業部 電機ソリューション本部 主管技師
【国内安定供給技術】

幡宮 重雄
福井 伸太

（株）日立製作所 電力・電機開発研究所 【資源・環境技術】
流体科学プロジェクト 主任研究員
三菱電機（株） 系統変電技術センター 副センター長 【国内安定供給技術】

福田 雅文

（株）東芝 電力・社会システム社 火力・水力事業部 【資源・環境技術】
火力タービンプラント計画技術部 新エネルギー技術主幹

古谷 博秀

（独）産業技術総合研究所 エネルギー技術研究部門 【資源・環境技術】
ターボマシングループ 主任研究員

（敬称略 50 音順）

事務局：財団法人エネルギー総合工学研究所

名簿-4

技術用語・略語集

 あ行
・ アクティブフィルタ：高調波電流を、自励式インバータを用いて逆極性の高調波電流を発生し
て相殺するのがアクティブフィルタである。電子回路でもアクティブフィルタがあるが、電力
回路に用いるときは、電力用アクティブフィルタと断る場合もある。なお、L,C は受動素子で
あり、同調形 LC フィルタはパッシブフィルタと呼ばれる。
・ インバータ：インバータとは、直流電力から交流電力を電気的に生成する（逆変換する）電源
回路、またはその回路を持つ電力変換装置のことである。転流の方法によって、転流電圧がイ
ンバータの構成要素から与えられる自励式とインバータの外部から与えられる他励式とがある。
また、広範囲に出力の周波数を変えることのできるものを、可変周波数インバータと称し交流
電動機の可変速駆動に革新をもたらした。逆変換回路、逆変換装置などとも呼ばれる。逆の機
能を持つ回路（装置）は整流器（順変換器）
。
・ エタノール合成技術：エタノールを合成する技術は、①バイオマスから微生物を用いた発酵に
よりエタノールを生成する技術、②CO2 から触媒を用いて 2CO2＋6H2→C2H5OH＋3H2O によりエタノ
ールを合成する技術に大別される。
・ LC 共振限流器： わが国の電力系統は、広域連系されているため、短絡容量の増大はさけられ
ず、短絡容量抑制のために開発されてきた限流機器の一つで LC 並列共振現象を利用してインピ
ーダンスを高くしたものである。
・ オイルサンド：油を含有する砂あるいは砂岩。地表に露出、あるいは地表近くの地下に存在し
ている。世界全体の原始埋蔵量は約 2 兆バーレルと推定されており、そのほとんどがカナダと
ベネズエラに存在する。
・ オイルシェール：微細構造をもつ泥板岩に有機物を含んだもので、熱分解すると油を生ずる。
世界全体の原始埋蔵量は 3 兆バーレル以上と推定されており、アメリカ、ブラジル、ソ連等、
世界の各地に存在する。
・ オリマルジョン：ベネズエラのオリノコ川流域でのみ産出される天然オリノコ・タール（半固
体状の超重質油）に、水と界面活性剤を添加して乳化（エマルジョン化）することにより流動
性を付与した燃料で、BITOR 社（ベネズエラ国営石油会社の子会社）の商標登録商品。①液体
燃料として輸送・貯蔵・燃焼が可能、②埋蔵量が膨大で長期安定供給が可能、③石炭と競合し
うる経済性、等のメリットを有し、我が国では北海道電力・知内発電所２号機（出力 35 万 kW、
1998 年運開）等の発電用燃料として使用されている。

添付資料-1

 か行
・ 化学再生サイクルガスタービン：ガスタービン排ガスの熱エネルギーを利用して燃料を水素リ
ッチガスに水蒸気改質し、投入燃料当たりの発熱量を増加させることにより、熱効率を向上さ
せるシステム。
・ 化学分離法（アミン法、熱炭酸カリ吸収法、リチウムシリケート吸収法）
：CO2 の化学吸収法に
は、炭酸ガスを選択的に大量に溶解できる液体と処理ガスを接触させ、反応吸収の原理により
液体中に炭酸ガスを取り込む反応吸収法と、排ガスを圧縮・冷却後、上流操作により CO2 を除去
する深冷分離法がある。さらに、反応吸収法には炭酸カリ水溶液に CO2 を吸収させる熱炭酸カリ
吸収法と、アルカリ性の吸収液に CO2 を吸収させるアミン法（アルカリ性水溶液含侵吸収法）が
ある。熱炭酸カリ吸収法は下記の炭酸カリ水溶液反応吸収操作により炭酸ガスを回収する。
K2CO3+ CO2+H2O→（低温） 2KHCO3
←（高温）

（吸収塔）
（再生塔）

また、固体との化学反応による吸収法であるリチウムシリケート吸収法がある。
・ ガス増進回収法（EGR）技術：枯渇したガス田に火力発電所等から回収した CO2 を圧入すること
により、汲み上げ井戸からメタンを主体とする天然ガスを回収する方法。CO2 は、天然ガスに比
べ粘度や比重が高く、長期貯蔵でき、また、ガス貯留層近くに存在する塩水への溶け込みによ
る CO2 の貯留も期待される。
・ 可燃性冷媒利用技術（二次媒体）
：代替フロンの代わりに、温暖化係数がほぼ「0」のイソブタ
ンやプロパンなどの可燃性のガスが冷媒として注目され、ドイツで 1993 年に一部のメーカーか
ら炭化水素（イソブタン）を使った冷蔵庫が発売されて以来、代替フロンから可燃性冷媒への
転換が図られている。
・ ガバナ：調速機。発電機の回転速度を調整するもの。
・ 乾留：空気を遮断して木材、石炭、油頁岩等の固体有機物を加熱して分解し、木炭、コークス
などの炭素質残分、黒褐色の油状物質（タール）
、少量の水溶性物質の溶け込んだ水、可燃性ガ
スなどを得る操作。
・ 掘削浚渫工法：ダム堆砂の掘削、浚渫によるダム貯水・発電能力の再生維持方法。ダム湖底・
水路底の堆積土を掘削、ポンプ・水路にて浚渫するもの。
・ クローズドサイクルガスタービン：水素又は天然ガス燃料を酸素燃焼させ、燃焼ガス中の水蒸
気又は炭酸ガスを回収することにより、燃焼ガスを大気に放出することなく循環させる方式。
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・ 原油増進回収法（EOR）技術： EOR 技術は、油層内にある貯留岩の中の小さな孔に残っている
油に対して、熱によって油の粘性を下げて油を流れやすくする「熱攻法」
、炭酸ガスなどを溶媒
として油を抽出する「ガス攻法」
、界面活性剤を圧入して油と水の界面張力を下げて石油を岩石
からはがす「ケミカル攻法」など物理的、化学的に性状を変化させて原油を回収する技術。
・ コプロダクション：エネルギーと物質を併産するシステム
・ コールベットメタン：石炭が生成される過程で生じた主にメタンから成るガスが、炭層中に吸
着されるか又は石炭の微細な隙間や割れ目に取り込まれる形で貯蓄されているもの。資源量は、
全世界で 84～260 兆 m3 とされているが、その内比較的信頼できる調査がされた米国、カナダ、
豪州、中国の４カ国について合計すると、24 兆 m3 と在来型天然ガスの可採確認埋蔵量（143 兆
m3）の約 17％にも上る埋蔵量が見込まれている。
 さ行
・ 再生サイクルガスタービン：排ガスボイラに入る前の排気ガスと燃焼器に入る前の空気を熱交
換（再生サイクルモード）させ、排気ガスエネルギーを利用して燃料消費量を抑えるガスター
ビン。
・ 3R（Reduce Reuse Recycle）
：発生抑制、再使用、再資源化
・ 3E：安定供給の確保、環境への適合、持続的経済成長への寄与
・ 三重効用吸収式ヒートポンプ：吸収式ヒートポンプとは、吸収力の高い液体に冷媒を吸収させ
ることにより低圧で気化させて低温を得る装置である。基本サイクルとしては、冷媒を低温低
圧の蒸発器で蒸発させ冷水をつくり、蒸発冷媒は吸収器で吸収液に吸収させ、冷媒を吸収した
吸収液は再生器で熱を加え冷媒を蒸発分離し再び吸収器に戻す。蒸発分離した冷媒は、凝縮器
で冷却して液化し、再び蒸発器で使用する。三重効用吸収式ヒートポンプは、高温・中温再生
器で分離した冷媒蒸気の凝縮熱で中温・低温再生器を動作させ三段階の熱交換を行い、効率の
向上を図った冷凍機の熱サイクルである。
・ 三重効用吸収式冷温水機：吸収式冷温水機の効率を上げるために、再生器で臭化リチウム水溶
液を濃縮する過程で発生する蒸気の持つ潜熱を，サイクル内部で３重に活用する方式を開発中
で,このうち一社が COP1.6（高位発熱量基準）の三重効用ガス吸収冷温水機を商品化した。
・ 酸素燃焼ボイラ：従来の燃焼方式は空気燃焼であるが、酸素燃焼は燃料を酸素で燃焼する方式
のボイラで、排ガス熱損失の大幅な低減、高い燃焼温度による炉の高性能化、窒素化合物を含
まない燃料では NOX の大幅な低減、等の特徴があり、排ガスをそのまま CO2 処理できる。
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・ シェールガス：有機物に富む頁岩層中の自然フラクチャー（割れ目）の中に含まれる天然ガス。
・ 自然冷媒冷凍機：地球環境保護の観点から、従来使われてきたフルオロカーボン系の冷媒が規
制対象物質に指定されたため、これに代わる自然冷媒（アンモニア、炭化水素、二酸化炭素、
水、空気等の代替冷媒）を使った冷凍機が開発されている。
・ 需要カーブのプロファイリング：プロファイリングとは、コンピュータ・ソフトウェア開発に
おいて、実行速度のボトルネックを調べる等の目的のために、プログラムの実行速度をモジュ
ール単位で詳細に分析することであり、犯罪捜査において、犯罪の性質や特長から、行動科学
的に分析し、犯人の特長を推定すること等に使われている。したがって、需要カーブのプロフ
ァイリングとは、需要カーブの性質や特長を動的に分析して、需要の全体像を推定するために
活用される手法である。
・ 水素燃焼タービン：水素燃料及び空気の代わりに酸素を用いて、水素・酸素燃焼によりガスタ
ービンを駆動させ発電する方式。
・ 水素分離膜：混合ガスの中から水素のみを取り出すことができる膜。燃料電池にも欠かせない。
キーテクノロジーは、水素しか通らないナノレベル以下の微細孔の制御技術、及び 500～800℃
の高温でも安定した性能を出せる技術。例えば、細い 1m 長のセラミックチューブ上に水素分離
膜を形成し、それを複数束ねたモジュールが開発されている。
・ スターリングエンジン： スターリングエンジン(Stirling engine) は、シリンダー内のガス（も
しくは空気等）を外部から加熱・冷却して仕事を得る外燃機関。スコットランドの牧師ロバー
ト・スターリング（Robert Stirling） が 1816 年に発明した。

 た行
・ タイトサンドガス：浸透率の低い砂岩層等の中に存在するガスで、ガス飽和率が低い。一般に
深度が大きいところに存在する。
・ 炭層メタン増進回収法：石炭はメタンより CO2 の方が結合し易いという性質を利用して、CO2 を
採掘困難な炭層深部に吹き込むことで、炭鉱メタンを遊離させ回収し、CO2 を隔離する技術。
・ 単独運転検出装置： 分散型電源が連系された配電系統で事故が発生し、系統を停止した際に、
分散型電源が解列されずに運転が継続されれば、事故発生個所に電気が供給され続け、事故が
継続してしまう恐れがある。これを単独運転と呼ぶ。単独運転が起こると、事故時の停電復旧
作業に支障を与え、また、公衆の安全確保が困難になる恐れがある。このため、配電系統に連
系された分散電源は、単独運転検出装置で単独運転になったことを検出したときは、配電系統
の保護装置と協調を図った上で、分散電源を速やかに解列する必要がある。

添付資料-4

・ 超電導限流器： わが国の電力系統は、広域連系されているため、短絡容量の増大はさけられず、
短絡容量抑制のために開発されてきた限流機器の一つで、超電導から常電導に移るときに高イ
ンピーダンスになる現象を利用したものである。
・ 超電導フライホイール：超電導軸受がもつ強い浮上力と低い回転損失を利用して、フライホイ
ールを高速回転させることにより、電気エネルギーを回転エネルギーに変換して電力貯蔵を行
うシステム。電力貯蔵容量を大きくするためには、フライホイールの大型化及び高速回転が必
要で、このためフライホイール本体の大型化技術、高速回転に伴う回転損失の少ない軸振動制
御技術の開発が課題となっている。
・ 直接回収法（酸素燃焼法）
：酸素燃焼法は、燃焼用空気から酸素を分離し、その酸素で燃焼させ
で、CO2 濃度を 95%以上の高濃度として排ガスを回収する方法である。
・ デシカント空調：デシカントの語源は、乾燥剤／吸湿剤を用いた空調であり、乾燥剤としては、
臭化リチウム（リチウムブロマイド）や塩化リチウム（リチウムクロライド）などが用いられ
る。乾燥剤は湿気を吸収する能力が低下するので、適宜、加熱して水分を放出させて再生する。
乾燥材の再生には廃熱も利用できる。
・ デﾞｭアルサイクル（吸収式ヒートポンプ）
： デﾞｭアルサイクル（二重効用）吸収ヒートポンプ
は、単効用吸収熱サイクルに高温再生器を追加し、高温再生器で分離した冷媒蒸気の凝縮熱で
低温再生器を動作させ、効率の向上を図った熱サイクルである。再生器の必要熱量・凝縮器の
冷却熱量の減少により、燃料の節約・冷却塔の容量低減が可能である。
・ 電気二重層キャパシタ（EDLC）
：電気二重層と呼ぶ固体と液体との界面に正負の電荷が蓄えられ
ることを利用したエネルギー蓄積デバイス。充放電が原理的に無制限、秒単位の急速充放電が
可能（パワー密度が高い）
、低温環境に強い、環境負荷が少ないという特長を有する一方、エネ
ルギー密度が低く電力貯蔵容量が少ないという課題がある。

 な行
・ NaS 電池：負極に Na、正極に硫黄、電解質として Na イオン伝導性を有する固体電解質のベータ
アルミナセラミックスを使用し、充放電が 300℃付近で可能となる高温作動型電池。①鉛電池
の約 3 倍の高エネルギー密度で、屋内の狭いスペースに設置可能、②高充放電効率で自己放電
がないため効率的な電力貯蔵が可能、③2500 回以上の充放電が可能で長期耐久性あり、④排ガ
スや騒音がない、⑤駆動部がないためメンテナンス性やハンドリング性が良好、等の特長を有
する。
・ ニッケル水素電池：正極に水素吸蔵合金、負極にニッケルを使用した二次電池。NiCd 電池の改
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良版として登場した。同体積で NiCd 電池の 2 倍程度の高容量化を実現。単位セルの発生電圧は
1.2V で、NiCd 電池と同等。乾電池サイズの二次電池として広く使用されているほか、ハイブリ
ッドカーのバッテリー等にも幅広く採用されている。
・ 熱電可変型ガスタービン：蒸気デマンドの変動による余剰蒸気をフレキシブルに電力エネルギ
ーに変換するため、 余剰蒸気をスーパーヒーターなどで過熱することなく、飽和蒸気の状態で
ガスタービンに噴射する発電システム。

 は行
・ 排熱（ガス）投入型吸収冷温水器：ガスコージェネレーションシステム（CGS）などの分散電源
と組み合わせ、分散電源の排熱（ガス）を吸収式冷凍機に投入し、燃料ガスを削減する冷凍機
システム。
・ パワーエレクトロニクス：サイリスタ、パワートランジスタなどの電力用半導体デバイスを用
いた電力の変換と制御に関する技術であり、一般にパワーエレクトロニクスという場合には、
電力の変換と制御を中心とした幅広い応用システムに関する技術も含む。
・ ビチュメン：オイルサンド層の砂粒に付着している半固体で重質の炭化水素で、加温すること
によって流動性を得て砂と分離される。
・ 物理的分離法（PSA,PISA 法（ゼオライト吸収法、活性炭吸着法）
、Purisol 法、Rectisol 法、
Selexol 法、Fluor Solvenni 法）
：物理的分離法には乾式吸着法と湿式吸着法がある。乾式吸着
法は燃焼排ガスを高圧下の吸着塔に通し、微小多孔の吸着剤と接触させることで CO2 のみを吸着
させる方法である。CO2 吸着は圧力や温度によって増減することから、当該技術には圧力を変動
させて吸着させる PSA 法（圧力スイング吸着法）や、温度を変動させる TSA 法（温度スイング
吸着法）
、圧力と温度の両方を変動させる PTSA 法（圧力温度スイング吸着法）等がある。湿式
吸着法は、炭酸ガスを大量に溶解できる液体と処理ガスを接触させ、物理吸収原理によって液
体中に炭酸ガスを取り込む分離法であり、特に分子間力を利用して、溶液に CO2 を吸収させる方
法である。吸収液ごとに技術が存在し、吸収液にＮ-メチル・ヒロリドンを利用する Purisol 法、
メタノールを利用する Rectisol 法、ポリエチレングリコールのジメチルエーテル溶液を利用す
る Selexol 法、ポリプロピレン・カーボナイトを利用する Flour Solvenni 法等がある
・ プロトコル：プロトコル（通信制御手順）は、データ通信でコンピュータ同士やコンピュータ
と端末装置等の間でデータをやりとりする際の取り決め。データの形式や使用するコード等を
前もって厳密に決めておかないと、両者はつながらない。そのため、国際的にプロトコルを標
準化しようとする動きが強まっており、インターネットのプロトコル標準化を行う IETF では、
2005 年４月現在、すでに 3000 以上のプロトコルが標準化されている。インターネットで情報
通信を行うときに必ず使用するプロトコルは、第３層(経路制御)に相当する IP(ネットワーク

添付資料-6

層)のみである。したがって、インターネットを最も狭義にとらえるならば、IP を使用するコ
ンピュータネットワークということができる。

 ま行
・ マイクログリッド：複数の分散型電源、電力貯蔵装置等をネットワーク化し、特定の地域内に
電力供給を行う小規模な電力網のこと。電力供給地域内の需要状況に合わせて分散型電源の発
電量を制御し、電力の需要供給バランスを維持する。
・ 膜分離法：CO2 を選択・分離できる分離膜により、ガス中から CO2 を分離する方法。分離膜の前
後に圧力差を設け、圧力差を駆動力として CO2 を透過させる。CO2 濃度が高いガス、圧力を有す
るガスに適した分離法である。
・ ミラーサイクル：ミラーサイクルでは、高い圧縮膨張比で作られたエンジンにおいて、吸気工
程においてバルブの閉じるタイミングをオットーサイクル機関の場合よりも進ませるまたは遅
らせるように設定することで吸気の充填効率を低くすることによって混合気の圧縮比を低く抑
え、高い効率と安定した燃焼を同時に得ている。
・ メタノール合成技術：化石燃料、バイオマス、廃棄物等の原料からメタノールを合成する技術。
一般的には、原料を改質反応により一旦合成ガス（CO、H2）に転換し、触媒を用いて CO+2H2→
CH3OH によりメタノールを合成する。近年、大量生産・製造コスト低減を実現する技術として、
CO：H2 のモル比に応じて、懸濁液相法、気相流動層法、低温液相法、直接部分酸化法等が提案
されている。
・ メタンハイドレート： メタン（CH4）が自然界または人工によりハイドレート（Hydrate：水和
物）化したもので、
「燃える氷」とも呼ばれる。ハイドレートとは、水分子のつくるクラスター
（かご）構造の中に気体分子（ゲスト）が取り込まれた包接水和物。MH は、大気圧下ではマイ
ナス 20℃で約 170 倍のガスを包蔵する。MH は低温又は高圧の状態で生成され、天然物は永久凍
土層の下層部、水深 500m 以上の海底地層等に広く賦存し、日本近海の海底にも多く賦存する。
天然ガスから人工的に製造することも可能で、天然ガスやバイオガスの輸送・貯蔵媒体として
も期待されている。

 や行
・ 油中改質法：低品位炭脱水プロセスの一つ。油中スラリー化した石炭を加熱して水分を蒸発さ
せる方法。
・ ユビキタス技術：インターネット等をはじめとする情報ネットワークに「いつでもどこからで
も」アクセスできる技術。
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 ら行
・ リバーシブル燃料電池：燃料電池は水素と酸素を化学反応させることにより発電するが、リバ
ーシブル燃料電池は、発電に加えて、電力を水素と酸素に電気分解して貯蔵することを可能に
したもの。
・ レドックスフロー電池：電気を正負極の電解液に貯蔵する電池。電解液には正負極ともにバナ
ジウム硫酸水溶液が使用され、ポンプによって電解液が電池セル内を循環する際に、活物質で
あるバナジウムイオンの価数（2＋から 5＋までの荷電状態）が変化することで充電／放電が行
われる。①寿命が極めて長い、②レイアウトの自由度が大きい、③高速応答性と高出力対応 、
④保守管理が容易、⑤電解液は半永久的にリサイクルが可能で CO2 等の排ガスの発生も無い等の
特長を有する。

 略語と解説（アルファベット順）
・ AFC（Automatic Frequency Controller）
：自動周波数制御 自動的に周波数を制御すること。
たとえば電力系統の AFC 運転とは、時々刻々の負荷変動を周波数偏差として検出し、周波数を
標準周波数に復するように計算された AFC 信号を、中央指令所の自動制御装置から各発電所に
送信し、発電所の自動出力制御装置を介して自動で発電機出力を制御する運転方式。
・ AFR（Automatic Frequency Regulator）
：自動周波数調整装置 周波数を自動で調整する装置あ
るいはシステムを表わす一般用語。
・ A-HAT（Advanced Humid Air Turbine）
：アドバンスド高湿分ガスタービン 燃焼用空気中の湿
分を重量比で 15～20%まで増加させ、この高湿分空気でガスタービン排ガスの熱を回収する HAT
サイクルの発展型であり、圧縮機を分割せずに中間冷却と同様な効果を達成させる吸気噴霧冷
却システムと、高湿分燃焼ガス中の湿分を再利用し凝縮潜熱も一部回収する湿分回収システム
を採用することにより、効率向上を図ったもの。
・ A-IGCC（Advanced Integrated coal Gasification Combined Cycle）
：次世代高効率石炭ガス
化複合発電 ガスタービンの排熱を石炭ガス化炉で再利用することにより発電効率向上を図る
次世代型 IGCC
・ A-IGFC（Advanced Integrated coal Gasification Fuel Cell）
：次世代高効率石炭ガス化燃料
電池複合発電 燃料電池の排熱を石炭ガス化炉で再利用することにより発電効率向上を図る次
世代型 IGFC
・ A-PFBC（Advanced Pressurized Fluidized Bed Combustion）
：高度加圧流動床発電 PFBC 技術
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をさらに発展させたもので、PFBC に流動床ガス化技術を組み合わせ、ガスタービン入口温度を
高温化することにより発電効率向上を図るもの。
・ AQR（Automatic reactive power Regulator）
：自動無効電力調整装置 発電機の昇圧用変圧器
が LTC (Load Tap-Changer)付変圧器である場合に、送電線送り出し母線電圧および発電機の発
生無効電力を規準値に自動制御する装置。
・ A-USC（Advanced Ultra Super Critical）
：次世代型超々臨界圧発電 USC の蒸気条件をさらに
高温化（700℃超）して発電効率の向上を図るもの。
・ AVR（Automatic Voltage Regulator）
：自動電圧調整装置 発電端子電圧を規準値に保つため自
動的に界磁電流を調整する装置。
・ BEMS（Building Energy Management System）
：ビル用エネルギー管理システム 業務用ビル等
において、室内環境・エネルギー使用状況を把握し、かつ、室内環境に応じた機器又は設備等
の運転管理によってエネルギー消費量の削減を図るためのシステム。BEMS は計測・計量装置・
制御装置・データ保存・分析・診断装置などで構成される。
・ BTB（Back To Back）
：短絡電流抑制型交流－直流－交流変換装置 BTB 設備は、中部電力と北
陸電力の系統間連系強化のため、南福光直流連系設備として設置されている。その目的は、関
西電力を含め３社の電力系統を交流連系した場合、潮流制御が困難になり、短絡容量が増加す
る等の問題があり、これを解決するために交流－直流－交流変換して背中合わせに連系したも
のである。システム上の特長として、交流 500kV で連系した場合、500kV 機器のコスト増大等
の問題があるが、BTB は直流送電線を持たないため、線路損失が小さく定格直流電流を大きく
とれることである。そのため、中部・北陸側ともいったん連系用変圧器で電圧を降圧して直流
連系する中間電圧方式を採用し、大幅なコストダウンが図られている。
・ CC（Combined Cycle）
：コンバインドサイクル 高温の燃焼ガスでガスタービンを回転させ、さ
らにガスタービンからの高温排気ガスで高温高圧の蒸気を生みだし、蒸気タービンを回転させ、
ガスタービンと蒸気タービンの駆動力をあわせて、発電機を回転させることにより高い熱効率
を得る発電方式。
・ CNG（Compressed Natural Gas）
：圧縮天然ガス CNG を気体のまま高圧で燃料容器に貯蔵する
圧縮天然ガス自動車用燃料として使用される。ガソリンや軽油などと比較し、地球温暖化の原
因となる CO2 や大気汚染の原因となる NOX（窒素酸化物）等の排出量が少ないクリーンな燃料で
ある。
・ COP（Coefficient of Performance）
：成績係数 入力されたエネルギーに対して、出力される
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エネルギーの割合。例えば、エアコンにおいて、消費電力 1kW で冷暖房能力 5kW の場合は、COP
は 5 となる。
・ CTL（Coal To Liquid）
：石炭液化油 石炭をガス化して合成ガスを製造し、合成ガスから FT 合
成（別項参照）により軽油に類似した性状・特性の合成液体燃料を作成する技術、またはその
合成液体燃料。
・ CWM（Coal Water Mixture）
：石炭水混合物 石炭は固体のため運搬・利用しにくい欠点がある
ため、スラリー状（細かい固体の粒子が液体の中に混ざっている固体と液体の混合物）にして、
液体のように取り扱えるよう、石炭を細く砕き水に混ぜたもの。混合比は通常、石炭：水＝７：
３程度。
・ DME（Di Methyl Ether）
：ジメチルエーテル エーテルの一種で最も単純なもの。正式名称はメ
トキシメタン。低温状態でメタノールを硫酸で脱水すると得られるほか、天然ガスやバイオマ
ス、廃棄物等から製造できる。組成式は C2H6O、示性式は CH3OCH3。セタン価が高くディーゼルエ
ンジン燃料等に適しており、酸素含有率が高く黒煙が出ないため、環境負荷の少ない燃料とし
て期待されている。
・ ECBMR（Enhanced Coal Bed Methane Recovery）
：炭層メタン増進回収法
・ EGR（Enhanced Gas Recovery）
：ガス増進回収法
・ EGR（Exhaust Gas Recirculation）
：排ガス再循環 内燃機関において、燃焼排ガスの一部を吸
気に混合して再循環させ、燃焼温度を下げることにより、NOX 排出量を低減させるもの。
・ EHP（Electric Heat Pump）
：電気式ヒートポンプ ヒートポンプとは、冷媒を凝縮、気化させ
ることで、熱を圧縮機(コンプレッサ)を利用して効率よくくみあげ、移動させることにより冷
却や加熱を行うシステムである。電気式ヒートポンプでは、電気は熱エネルギーとしてではな
く、熱を移動させる動力源として利用する。
・ EL（Electro Luminescence）
：エレクトロルミネッセンス 物質に電圧をかけたときに発光する
現象。硫化亜鉛等の無機物を使う無機 EL と、ジアミン類等の有機物を使う有機 EL の 2 種類が
ある。
・ EOR（Enhanced Oil Recovery）
：原油増進回収法
・ FACTS（Flexible AC Transmission Systems）
：高柔軟交流送電システム FACTS は、交流送電
系統にパワーエレクトロニクス制御を活用した高電圧機器を多用して、送電安定度や系統事故
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処理を改善し、系統電圧や電力潮流を自由に制御することによって、本来の送電系統の能力(熱
容量)まで高めようとするものである。アメリカで提唱されたシステムで、パワーエレクトロニ
クスの今後の発展分野として期待されており、わが国でも開発が進められている。対応設備と
して、サイリスタ制御直列コンデンサ、サイリスタ制御位相調整器、SVC, SVG, SMES, BTB 等
がある。
・ FC（Fuel Cell）
：燃料電池
・ FTD（Fischer-Tropsch Diesel）
：フィッシャー・トロップシュ軽油 FT 合成（合成ガス（一酸
化炭素と水素）から液体炭化水素を作る代表的な触媒反応）により製造される軽油類似の液体
燃料で、炭素数１から 100 程度までに幅広く分布する直鎖炭化水素。FT 合成は激しい発熱反応
であり、1923 年にドイツの Fischer、Tropsch らによって発明された。触媒として鉄、コバル
トおよびルテニウム等を使用。反応温度は 200～350℃、反応圧力は常圧～40 気圧程度。
・ FW（Fly Wheel）
：フライホイール 慣性を利用して、物体の回転によりエネルギーを貯蔵する
もの。
・ GE（Gas Engine）
：ガスエンジン
・ GF(Governor Free):ガバナフリー
・ GT（Gas Turbine）
：ガスタービン
・ GTL（Gas To Liquid）
：ガス液体燃料化 天然ガス等を原料として化学反応により灯油・軽油に
類似した性状の液体燃料を製造する技術。メタンをガス化して合成ガス（一酸化炭素と水素）
を製造し、FT 合成（別項参照）により、液体燃料を生成する。
・ HCCI（Homogeneous Charge Compression Ignition）
：予混合圧縮自己着火 空気と燃料の予混
合気を燃焼室内で圧縮し，予混合気の自己着火により燃焼させる方法
・ HEMS（Home Energy Management System）
：家庭用エネルギー管理システム IT（情報技術）を
使って、家庭で使われるエネルギー消費機器を効率的に運転させることで省エネルギーを進め
るためのシステム。機器の運転状況・使用量・料金などをモニターで表示したり、センサーで
在不在を検知して自動的にスイッチを切ったり、携帯電話・PHS による遠隔操作ができる。デ
ータセンターで数値を管理し、アドバイスも行う。
・ HEV（Hybrid Electric Vehicle）
：ハイブリッド電気自動車 電気モーターにエンジン等、異な
る動力源を組み合わせた電気自動車のこと。
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・ HHV（Higher Heating Value）
：高位発熱量 燃焼ガス中の水蒸気が凝縮したときの凝縮潜熱を
含めた燃料の発熱量
・ IGCC（Integrated coal Gasification Combined Cycle）
：石炭ガス化複合発電 石炭をガス化
して利用する高効率発電技術であり、石炭ガスを燃料としてガスタービン、蒸気タービンによ
り発電を行うもの。
・ IGFC（Integrated coal Gasification Fuel Cell）
：石炭ガス化燃料電池複合発電 石炭をガス
化することにより燃料電池、ガスタービン、蒸気タービンの３種の発電形態を組み合わせてト
リプル複合発電を行うもの。
・ IGHAT（Integrated coal Gasification Advanced Humid Air Turbine）
：石炭ガス化と A-HAT
を組み合わせたものであり、石炭ガスを燃料として A-HAT により発電を行うもの。
・ LBC（Loop Balance Controller）
：ループバランスコントローラ 配電系統をループ運用する場
合に、ループ点に接続し、電圧と潮流を能動的にコントロールする装置。電圧や位相が異なる
線路間でもループ化を可能とし、潮流や線路電圧を積極的に制御でき柔軟な設備形成の実現に
寄与すること、また、ループ化に伴った事故時の短絡容量の増大や、停電区間の拡大など事故
波及区間拡大を防ぐことが求められる。現在、BTB 方式のループコントローラ(LPC)の開発が行
われている。
・ LED（Light Emitting Diode）
：発光ダイオード
・ LHV（Lower Heating Value）
：低位発熱量 燃焼ガス中の水蒸気が凝縮したときの凝縮潜熱を含
めない燃料の発熱量
・ LNG（Liquefied Natural Gas）
：液化天然ガス
・ LPG（Liquefied Petroleum Gas）
：液化石油ガス
・ MCFC（Molten Carbonate Fuel Cell）
：溶融炭酸塩形燃料電池 高温型燃料電池の一つ。溶融し
た炭酸塩（炭酸リチウム、炭酸カリウム等）を電解質として用いる。動作温度は 600℃～700℃
程度。PAFC（別項参照）の対抗馬として、250kW～MW 級パッケージが市場に投入されつつある。
発電効率は 45％程度。一酸化炭素による被毒の心配がなく、排熱の利用にも有利。燃料は、天
然ガス、石炭ガスだけでなく、バイオガスにも適している。
・ NGH（Natural Gas Hydrate）
：天然ガスハイドレート 天然ガスが水分子の中に包蔵されたシャ
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ーベット状の水和物であり、大気圧下，約-20℃の環境で，その体積の約 170 倍（標準状態換算）
の天然ガスを包蔵することが可能。
・ PAFC（Phosphoric Acid Fuel Cell）
：りん酸形燃料電池 電解質としてリン酸（H3PO4）を用い
る燃料電池。動作温度は 200℃程度で、発電効率は、約 40%。既に商用機として 4 万時間以上の
運転寿命（スタック・改質器無交換）を達成している。工場、ビル等に設置するオンサイト型
コジェネレーションシステム（100/200kW 級パッケージ）として市場投入されているが、コス
トが最大の課題となっている。
・ PCM（Phase Change Material）
：相変化物質 温度変化に対応して固体・液体と相変化を行う物
質
・ PEFC（Polymer Electrolyte Fuel Cell）
：固体高分子形燃料電池 イオン伝導性を有する高分
子膜を電解質とし、電極と貼り合わせた電極-膜接合体を基本構成とする低温（100℃以下）型
燃料電池。PEMFC とも呼ばれる。自動車用、小規模定置用として本格的な実用化が期待されて
いる。燃料としては、水素のほか、都市ガス、メタノール、ガソリン、DME（別項参照）等を使
用可能。
・ PFBC（Pressurized Fluidized Bed Combustion）
：加圧流動床発電 圧力容器内の流動床ボイラ
で石炭を燃焼させ、ガスタービンと蒸気タービンにより発電するもの。加圧流動床発電は、加
圧状態で燃焼するため従来の発電システムに比べて燃焼温度が低く、石灰石微粉末を混合して
燃焼させることにより炉内脱硫が可能であるという特徴がある。
・ PSS（Power System Stabilizer）
：系統安定化装置 発電機の励磁頂上電圧を大きくとると、電
力系統の過渡安定度は極めて向上する。しかし、過渡時の相差角過渡動揺第一波は抑制される
が、第二波以降の減衰については速応度が極めて大きいため、振動が長時間継続するか場合に
よっては第二波以降で脱調してしまうことがある。すなわち、安定度向上のためには、系統故
障後の動的定態安定度を考慮する必要があり、第二波以降の領域の動揺の減衰を速めるために
は、発電機の電力偏差、周波数偏差、回転速度偏差等の動揺信号を検出し、これに適正な利得
及び位相補償を加えたものを、励磁制御の補助信号として AVR の演算回路に与え、励磁制御シ
ステム特性を改善すればよい。この機能を有する装置が PSS (Power System Stabilizer)であ
る。
・ RF（Redox Flow）
：レドックスフロー電池
・ Ry（Relay）
：リレー 保護継電器
・ SiC (Silicon Carbide)：シリコンカーバイド SiC は、広禁制帯幅、高絶縁破壊電界、高飽和
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電子速度、高熱伝導度などの優れた物性を持ち、p 型、n 型の価電子制御が容易な半導体である。
これらの特長のため、高電力デバイス、高周波高出力デバイスなど、既存の半導体(Si、GaAs
など)では物性の限界のため実現できない次世代デバイス用半導体として注目されている。
・ SMES（Super conducting Magnetic Energy Storage）
：超電導電力貯蔵 超電導の電気抵抗がゼ
ロという特性を活かして、電気を直接超電導コイルに磁気エネルギーとして貯蔵する装置。高
い電力貯蔵効率で大電力を素早く供給することが可能。工場等における瞬時電圧低下補償用と
して、日本（シャープ亀山工場）
、米国で実用化されているほか、電力系統の安定化用、製鉄所
等の負荷変動補償用として、研究開発が内外で進められている。
・ SNG（Substitute Natural Gas）
：代替天然ガス 天然ガスの代替ガスとして用いられる、石油
や石炭などから製造されたガス。
・ SOFC（Solid Oxide Fuel Cell）
：固体酸化物形燃料電池 高温型燃料電池の一つ。天然ガスや
石炭ガス等を燃料として用い、動作温度は 700～1,000℃程度で MCFC よりも高く、排熱の利用
はさらに有利であるが、高耐熱の材料が必要とされる。電解質として安定化ジルコニア等のイ
オン伝導性セラミックスを用いる。大型・中型だけでなく、家庭・業務用 1～10kW 級としても
開発されており、その発電効率は 40%を達成している。
・ SSC（System Stabilizing Controller）
：系統安定化装置 電力系統の大電源等の脱落事故にお
いて、それを事前に想定し、必要な制御対策をあらかじめ設定しておき、事故発生とともにリ
レーにより高速度に制御するものである。これにより、大幅な周波数低下を防止し、大規模停
電に進展するのを防止するものである。その第１ステップは、情報収集で電源線潮流、負荷潮
流等の諸情報を数秒周期でデータ伝送装置で取り込む。第２ステップは、最適制御対象の選定
で、取り込んだ情報から想定事故に対応した最適な制御量を１分～数分毎に計算機で演算選定
の後、リレーシステムに設定しておく。第３ステップは、事故検出と想定事故ケースの決定で、
事故発生により、どの事故ケースに該当するかをリレーシステムにより決定する。第４ステッ
プは、負荷制御の実施で、周波数変化率要素による確認をして、選定済みのフィーダの負荷制
御を実施する。
・ STATCOM（Static Synchronous Compensator）
：自励式 SVC 自励式変換器をリアクタンス(変圧
器漏れインピーダンスまたはリアクトルのインピーダンス)を介して交流母線に接続したもの。
自励式変換器が発生する交流電圧を、位相は母線電圧と同位相に保ちながら、振幅の大きさを
制御することにより、交流系統に供給する無効電力を遅相から進相まで連続的に変えることが
できる。SVC と比較して、系統電圧低下時も無効電力供給能力の低下が小さく、電圧維持能力
が高い。関西電力犬山開閉所、神崎変電所、東京電力新信濃変電所等で実用化されている。
・ SVC（Static Var Compensator）
：静止型無効電力補償装置 SVC は、交流変換器により無効電
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力供給機器として使用されるリアクトルの無効電力を制御するもので、AVR による系統電圧の
維持に加えて、系統ダンピング制御が付加されている。また、自己消弧型素子の発展に伴い、
自励式変換器を用いた自励式 SVC（STATCOM、SVG とも呼ぶ）が開発され、実用化が進められて
いる。
・ SVR（Step Voltage Regulator）
：ステップ式自動電圧調整器 配電線の電圧変動を変圧器のタ
ップを自動的に切換えることにより調整する。近年、逆潮流に対する適正な動作が可能となる
タイプの研究が進められている。
・ UHV（Ultra High Voltage）
：超々高圧 一般に、1,000kV～1,500kV 級の電圧による送電を UHV
送電と称する。また、これに匹敵する電圧±500kV～±750kV 級の直流送電も UHV 送電に含める
場合が多い。
・ UPS（Uninterruptible Power System）
：無停電電源装置 無停電電源装置とは、負荷に供給す
る電力品質（電圧、周波数など）を系統の停電、電圧低下などの異常時にも一定に保つ電源装
置であり、交流電力を直流に変換する整流器や直流電力を交流に変換するインバータ、蓄電池
または他の電力貯蔵装置などで構成されている。また、わが国では無停電電源装置は、一般に
CVCF と呼ばれているが、Constant Voltage Constant Frequency 電源装置を略した和製語であ
る。
・ UPFC（Unified Power Flow Controller）
：統合潮流制御装置 変圧器を介して系統に並列接続
した電圧形変換器(STATCOM 部)と、変圧器を介して系統に直列に挿入した電圧形変換器(SSSC
部)を BTB 接続した機器であり、無効電力と有効電力を独立に潮流制御が可能という特徴がある。
電圧安定性向上、送電容量の改善、フリッカ制御、高調波補償、電圧不平衡補償等の用途で用
いられる。海外では既に実用化されている。
・ USC（Ultra Super Critical）
：超々臨界圧発電 従来の超臨界圧の条件を上回る蒸気条件（圧
力 24.1MPa 以上、温度 593℃以上）を採用し、熱効率の向上を図った蒸気タービン発電システ
ム。
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