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1. はじめに
平成 19 年 5 月 24 日、地球温暖化に関する総理のイニシアティブ「美しい星５０（クー
ルアース５０）」が発表され、この中で、世界全体の温室効果ガス排出量を現状に比し
て 2050 年までに半減するという長期目標が提案された。この目標の実現は、従来の
技術の延長では困難であり、革新的技術の開発が不可欠であるとされている。
平成 19 年 6 月に開催されたハイリゲンダムサミットでは、気候変動が主要テーマの
一つとなり、「2050 年までに世界全体の温室効果ガスの排出量を少なくとも半減するこ
となどを真剣に検討する」こと、技術開発については、「エネルギー安全保障を強化す
るとともに、気候変動を抑える鍵である」との位置づけで G8 首脳の合意が得られた。
エネルギー分野において、世界トップ水準の技術を有する我が国は、世界をリード
できる技術分野に研究開発資源を重点化し、技術開発を加速・推進することにより、我
が国の競争力を強化・維持しつつ、技術は我が国の貴重な資源であるとの認識に立っ
た上で、国際的な連携を強力に推進し、世界全体での 2050 年までの大幅削減に積極
的に貢献していくことが必要である。
このため、2050 年を見通した上で、エネルギー分野における革新的な技術開発の
具体的な取組のあり方について検討を進めてきた。検討にあたっては、まず、2050 年
の大幅削減に向け我が国として重点的に取り組むべき技術を特定した上で、長期に
わたる技術開発を着実に進めるためのマイルストーンとして、各技術の開発に向けた
ロードマップを作成した。次に、大幅削減は、国際的な協調なくしては達成しえないと
考えられることから、技術開発に関する国際的な連携のあり方を検討した。特に、長期
的な視点に立って技術開発を着実に進めるには、各国が技術開発の方向性を共有す
ることが必要であり、ロードマップを軸とした国際連携のあり方について検討を行った。
本報告書は、こうした検討内容を、「Cool Earth-エネルギー革新技術計画」として、と
りまとめたものである。
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2. 重点的に取り組むべきエネルギー革新技術について
(1) 重点的に取り組むべきエネルギー革新技術の絞り込みの考え方
2050 年の大幅削減に向けて、効果的、効率的にエネルギー技術開発を推進するた
め、我が国が重点的に取り組むべきエネルギー革新技術開発を、以下の要件で絞り
込んだ。
大幅削減を実現するには、既に実用化されている技術の改良と普及が重要である
ことは言うまでもないが、今回の検討では、既存技術の延長線上にない、革新的な技
術を検討の対象とした。
① 2050 年の世界における大幅な二酸化炭素削減に寄与する技術
(a) 技術の普及に要する時間を考慮し、2030 年までには実用化が期待される技

術
(b) 普及に要する時間が短い技術については、2030 年以降に実用化が期待さ
れるものも対象
② 以下のいずれかの方法を通じて、飛躍的な性能の向上、低コスト化、普及の拡
大等が期待できる革新的な技術
(a) 新たな原理の活用、既存材料の新活用を含めた材料の革新（例：新構造・
新材料太陽電池、燃料電池の白金代替触媒等）
(b) 製造プロセスの革新（例：水素を還元材として用いる革新的製鉄プロセス
等）
(c) 要素技術が確立した技術をシステムとして実証（例：二酸化炭素回収・貯留
技術）
③ 日本が世界をリードできる技術（要素技術について強みを要する技術を含む）
(2) 重点的に取り組むべきエネルギー革新技術「２１」
上記の考え方に基づいて以下の「２１」の技術を選定した。図１は、低炭素エネルギ
ーの利用拡大とエネルギー効率の向上、供給側技術と需要側技術の双方の観点から、
これら２１技術を大別したものである。
（発電・送電部門）
◯ 高効率天然ガス火力発電
◯ 高効率石炭火力発電
◯ 二酸化炭素回収・貯留（CCS）
◯ 革新的太陽光発電
◯ 先進的原子力発電
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◯ 超電導高効率送電
（運輸部門）
◯ 高度道路交通システム（ＩＴＳ）
◯ 燃料電池自動車
◯ プラグインハイブリッド自動車・電気自動車
◯ バイオマスからの輸送用代替燃料製造
（産業部門）
◯ 革新的材料・製造・加工技術
◯ 革新的製鉄プロセス
（民生部門）
◯ 省エネ住宅・ビル
◯ 次世代高効率照明
◯ 定置用燃料電池
◯ 超高効率ヒートポンプ
◯ 省エネ型情報機器・システム
◯ HEMS／BEMS／地域レベルの EMS1
（部門横断的な技術）
◯ 高性能電力貯蔵
◯ パワーエレクトロニクス2
◯ 水素製造・輸送・貯蔵
なお、２１技術は、現時点の知見に基づいて選定を行ったものである。今後の研究
開発やブレークスルーにより、現在萌芽的な段階にある技術が大幅な二酸化炭素削
減に貢献できる技術となることも考えられる。例えば、陸上に比べ風況がよく稼働率の
向上が期待できるため、主に欧州において技術開発が進められている洋上風力発電
等、今回選定していない技術についても、基礎研究の進捗状況、海外における開発状
況等に応じて追加を行うなど柔軟に対応していくことが必要である。
1

2

HEMS/BEMS/地域レベル EMS: EMS は、Energy Management System の略で、HEMS（House Energy
Management System）は家庭、BEMS（Building Energy Management System）はビル・建物におけるエネル
ギーを管理し、エネルギー利用の最適化を図る技術。地域レベル EMS はより広域的なエネルギー管理シ
ステムを指す。
パワーエレクトロニクス：発電、送配電、蓄電、電気機器で使われる半導体等を活用したインバータ等の技
術を指す
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（図１）重点的に取り組むべきエネルギー革新技術
効率向上
エネルギー供給側

低炭素化
③二酸化炭素回収・ ④革新的 ⑤先進的原子力発電
貯留（ＣＣＳ）
太陽光発電

①高効率天然ガス ②高効率石炭火力発電
発電・送電
発電・送電
火力発電

断熱管

⑥超電導
高効率送電
⑦高度道路交通

運輸
運輸 システム

エネルギー需要側

産業
産業

⑧燃料電池自動車 ⑨プラグインハイブリッド自動車・電気自動車 ⑩バイオマスか
らの輸送用代替
燃料製造
⑫革新的製鉄プロセス

⑪革新的材料・製造・加工技術

民生
民生 ⑬省エネ住宅・ビル
⑯超高効率
ヒートポンプ

部門横断
部門横断

超電導シールド層
絶縁層
超電導導体

⑭次世代高効率照明

⑰省エネ型
情報機器・システム

⑲高性能電力貯蔵

⑮定置用燃料電池

⑱HEMS/BEMS/地域レベルEMS

⑳パワーエレクトロニクス

4

21 水素製造・輸送・貯蔵

③ＣＣＳ
（再掲）

(3) 2050 年に向けたエネルギー技術開発ロードマップ
実用化まで長期のリードタイムと多大な研究開発投資を必要とする技術開発を推進
するには、官民がその方向性を共有することが不可欠である。このため、選定された２
１技術分野について、より詳細な技術を対象に、専門家の知見を踏まえ、実用化にい
たるまでの展開を時間軸に沿って示した技術開発ロードマップを策定した（別添）。具
体的には、実用化の時期や技術の進展の道筋、普及に向けた課題等を示した。
この技術開発ロードマップは、国内外の技術動向の変化等に対応して、定期的に見
直しを行い、関係者で技術開発の方向性を共有していくことが重要である。
（発電・送電部門）
○ 高効率天然ガス火力発電
・ 技術概要
他の化石燃料に比べて環境負荷が少ない天
然ガスを燃料とし、ガスタービンと蒸気タービンの
双方を利用する複合発電技術や高湿分空気利
用ガスタービン技術。
ガスタービン技術の性能向上により、発電効率
が現行の 52％（送電端3、HHV4。以下、同じ）から
56％まで向上すれば、二酸化炭素排出量は約
7％、60％まで向上すれば約１割の削減が可能で
ある。技術的には、二酸化炭素回収・貯留技術
（Carbon Dioxide Capture and Storage）との組み
合わせにより、二酸化炭素排出をほぼゼロにす
ることが可能である。

出典：東京電力（株）「川崎火力発電所全景」

出典：三菱重工資料より

・ 技術開発ロードマップ
発電用ガスタービンは、1980 年代初頭以降、年間約 20℃のペースで燃焼温
度の高温化が進み、熱効率が改善してきた。我が国は、世界に先駆けて
3

4

送電端：発電端は発電機から発生した電力をベースに計算したものであり、送電端は発電端電力か
ら発電所内の機器などに使われる電力を差し引いた電力をベースに計算したもの。
HHV（Higher Heating Value）：燃料のもつ発熱量を表示する際の条件を示すもので、高位発熱量基
準（HHV）では燃料中の水分および燃焼によって生成された水蒸気の凝縮熱（蒸発潜熱）を発熱量
として含む。低位発熱量（LHV）基準では蒸発潜熱を加算しない。従って低位発熱量基準の発電効
率は高位発熱量基準よりも石炭火力発電で発電効率（％,HHV）×1.05 程度、天然ガス火力発電で
発電効率（％,HHV）×1.1 程度高い値になる。
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1500℃級のガスタービンを実用化し、発電効率 52％を達成しており、本分野を
リードしている。しかし、世界市場でのシェアで我が国は 10％程度であり、ＧＥ、
シーメンスといった欧米のメーカーが大きくシェアを有するとともに積極的な技
術開発を進めている中で、我が国の優位性は予断を許さない状況にある。
このため、1700℃級ガスタービンの開発に取り組むことにより、2015 年頃に、
発電効率 56％の実用化を目指し、高温耐熱・耐食材料や冷却技術、セラミック
遮熱コーティング等の開発を推進する。さらに、2025 年頃には、燃料電池とガ
スタービン、蒸気タービンの組み合わせにより、発電効率が 60％まで向上する
ことを目指して技術開発を推進する。この際には、大容量燃料電池の開発が
大きな課題となる。
1700℃級ガスタービンの開発は、石炭ガス化複合発電等、他の発電技術に
も適用可能な重要技術であり、米国においてもエネルギー省（DOE）の High
Efficiency Engines and Turbines Programs により国家的な支援の下で技術開
発が進められている。我が国においても、産学官の連携の下、着実な技術開
発により早期の実用化、実証運転による信頼性の確立等を図ることが期待さ
れる。
・ 効果的な技術開発とその成果の普及に向けた課題
ガスタービンを構成する圧縮機・燃焼器・タービンの各要素技術の高度化に
加えて、低公害燃焼を行うための排気再循環による燃焼技術の開発が必要で
ある。本技術は、排ガス中の二酸化炭素濃度を高め、二酸化炭素分離回収の
効率を向上させることにも貢献することが期待される。
また、ガスタービン技術は、空力、熱力、燃焼、材料等の広範囲で高度な設
計技術・製造技術を必要とすることから、産学官の連携の下、技術開発を通じ
た若手技術者の育成、知識の融合を図りつつ、技術開発を進めることが必要
である。
こうした技術開発に加えて、知的財産権に配慮しつつ、先進国さらには電力
需要の増加が見込まれる新興国の需要に向けて、海外電力供給事業者へ日
本の技術・ノウハウ等を提供し、海外における高効率天然ガス火力発電を普
及促進することが必要である。

○ 高効率石炭火力発電
・ 技術概要
石炭は可採埋蔵量が多く、石油・天然ガスなどと比較して経済性に優れてお
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り、エネルギー安定供給上重要な資源であ
る。我が国の石炭火力発電技術は、亜臨
界圧発電（Ｃ）に始まり、超臨界圧発電（Ｓ
Ｃ）、超々臨界圧発電（USC）を実用化し、
発電効率を向上させてきた。しかし、他の
化石燃料に比べて燃焼時の二酸化炭素排
出量が多いという環境制約を克服するため、 出典：電源開発㈱ 「ＥＡＧＬＥ」
さらに発電効率を向上させた先進的超々
臨界圧発電（A-USC）や、石炭ガス化複合発電（IGCC）、石炭ガス化燃料電池
複合発電（IGFC）といった技術開発が進められている。
＜先進的超々臨界圧発電（A-USC）＞
現行の微粉炭火力発電等の蒸気条件を高温化・高圧化することにより発電
効率を向上する技術。
＜石炭ガス化複合発電（IGCC）・石炭ガス化燃料電池複合発電（IGFC）＞
IGCC は、石炭をガス化し、ガスタービンおよび蒸気タービンにより複合発電
する技術。
IGFC は、さらに燃料電池と組み合わせることにより、発電効率を向上させる
技術。燃料電池から排出される熱を回収してガス化に活用することで発電効率
を高める次世代の IGFC（A-IGFC）により、さらなる削減を期待できる。
発電効率が現行（USC）の 42％（送電端、HHV。以下、同じ）から 57％まで向
上すれば、二酸化炭素排出量は約 3 割、65％まで向上すれば約 4 割の削減が
可能である。さらに、CCS と組み合わせることにより二酸化炭素の排出をほぼ
ゼロにすることも期待できる。
・ 技術開発ロードマップ
蒸気タービンやボイラー技術は、ア
ルストム、シーメンスなどの欧州メーカ
ーとともに、三菱重工、東芝、日立など
が世界的にビジネス展開しており、技
術的に世界を牽引している。また、近
年の中国、インドにおける急激な電力
需要増大を背景に、上海、東方、ハル
ピンという中国の三大企業及びインド
の国営重電会社の BHEL が、日米欧
の主要メーカーとの技術協力を通じて、
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（図２）世界蒸気タービンシェア（出力）
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出典：三菱重工調べ

出典：三菱重工調べ

圧倒的な世界シェア5（図２参照）を有するに至っており、民間ベースの技術移
転が段階的に進展していることが伺える。
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
を有することから、新規の電源開発に加え、今後見込まれる石炭火力のリプレ
ース需要に対しても有効な技術である。
我が国は世界に先駆けて 600℃級の USC を実用化した実績を有し、技術的
な優位性を有する。新規の高温耐熱材料や耐熱鋼の革新的溶接技術の開発
を進め、2015 年頃に 700℃級で発電効率 46％、2020 年頃に 48％の実用化を
めざし、技術開発を推進する。
IGCC は、微粉炭火力発電で利用が困難な低灰融点炭にも適した技術であ
り、利用可能炭種の拡大を通じて、エネルギーの安定供給にも貢献することが
できる。海外では、現在、ブフナム（蘭）、プエルトリヤーノ（スペイン）、ワバッシ
ュ・リバー（米）及びタンパ（米）の４基の IGCC プラントが商用運転中である。こ
れらのプラントはいずれも、発電端出力が約 300MW で、酸素吹きガス炉を採
用しており、1990 年代後半に運転を開始しているが、いずれも発電効率は
40％程度である。
我が国では、より高い発電効率の実現を目指した技術開発が既に実証段階
にある。今後、実証プラント(250MW、発電効率 41％)の運転を通じた信頼性、
安全性、経済性、保守性の確立を図る。
さらに、2010 年頃には、湿式ガス精製方式により、発電効率 46％、2015 年
頃には、乾式ガス精製方式により、発電効率 48％、2025 年頃には、1,700℃級
ガスタービンの採用により、発電効率 50％まで向上することを目指す。
長期的には、2030 年以降、ガスタービンの排熱をガス化炉に回収し、水蒸気
改質を行うことでガス化効率をさらに向上させ、発電効率を 57％にまで向上さ
せる次世代 IGCC の実用化も期待できる。
IGFC は、現在、パイロットプラントによる基盤技術開発が行われている段階
にある。既に石炭から精製されたガスで燃料電池が作動することが確認されて
いるが、大容量燃料電池を開発しこれを組み合わせたシステムを確立し、信頼
性の向上とコスト低減を図ることにより、2025 年頃には発電効率 55％の実現を
目指す。
さらに長期には、燃料電池における排熱を回収し、水蒸気改質によるガス化
に活用することで発電効率を高める次世代の IGFC(A-IGFC)の実用化が期待
され、発電効率 65％の実現が期待される。

5

2006 年の出力シェアベース（原子力タービンを含む）
。三菱重工調べ。
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・ 効果的な技術開発とその成果の普及に向けた課題
A-USC 、IGCC／IGFC は、その特徴に応じて、今後東アジアを中心に見込
まれる石炭火力発電の増加に対して、エネルギー安定供給および二酸化炭素
削減対策の観点から特に需要が高い技術である。特に IGCC／IGFC は CCS と
組み合わせた実証プロジェクトが各国で計画されており、こうした取組を視野に
入れつつ、着実な技術開発による効率向上と設備導入を図っていく必要があ
る。
今後、効果的な石炭関連技術開発を進め、我が国が技術の優位性を維持
していくためには、大学等における材料や触媒技術等の基礎研究と、民間主
体の大型実証プロジェクトの連携を強化し、幅広い人材を育成しつつ技術開
発を推進することが必要である。

○ 二酸化炭素回収・貯留（CCS）
・ 技術概要
CCS（Carbon Dioxide Capture and Storage）は、火
力発電等の大規模排出源の排ガスから二酸化炭素
を分離・回収し、それを地中または海洋に長期間にわ
たり貯留または隔離することにより、大気中への二酸
化炭素放出を抑制する技術。石炭火力発電と組み合
わせることによりゼロエミッション化も可能となる（ゼロ
エミッション石炭火力発電）。
CCS は、二酸化炭素の分離・回収、輸送、圧入及
び貯留という４つの機能から構成され、技術開発の中
出典：三菱重工資料より「CO2
核となるのは、分離・回収技術と貯留技術である。分
回収長期実証試験プラ」
ント全景
離・回収には、化学吸収法、物理吸収法、膜分離法、
物理吸着法及び深冷分離法がある。貯留には地中貯留と海洋隔離があり、地
中貯留には、帯水層貯留、石油･ガス増進回収（EOR）、枯渇油・ガス層貯留及
び炭層固定がある。また、海洋隔離の方式には、溶解希釈（固定式、移動式)
及び深海底貯留隔離がある。
・ 技術開発ロードマップ
CCS 技術は、近年、大気中の二酸化炭素を短期間で大幅に削減する有力
なオプションとして国内外で注目を集めている。欧米では積極的に技術開発が
進められるとともに、石油増進回収の技術としては実用化が進展している。我
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が国においては、1980 年代末から基礎研究が進められ、これまでに圧入量が
１万トンレベルの小規模な実証試験が実施され、貯留安定性等の検証が進め
られている。
CCS コストの約 6 割以上は、分離・回収コストとされ、これを低減することが
実用化を進める上での課題となっている。このため二酸化炭素分離膜や高効
率な吸収液等の要素技術の確立が求められている。
分離・回収コストは、現在、4200 円/t-CO2 程度であり、これを 2015 年頃に
2000 円台、2020 年代には、1000 円台（IGCC 等における二酸化炭素膜分離
法）に低減させることを目指し、技術開発が進められている。
引き続き、国内の地中貯留ポテンシャル調査等を進めるとともに、早期に火
力発電等の大排出源を対象とした大規模実証に着手し、2020 年までに実用化
の目途をつけることを目指して技術開発を推進する。また、国内の貯留ポテン
シャル（貯留量、貯留コスト）が現時点で限定的であるため、二酸化炭素の海
外輸送も検討の対象とすべきである。このため、早期に二酸化炭素輸送船の
設計等に着手するとともに、EOR 等互恵的な共同事業実施の可能性を有する
中東産油国等への海外輸送の実現可能性についても検討を加速化する。
一方、CCS の実施には、分離・回収や圧縮圧入等の追加的なエネルギーが
必要であり、IPCC の報告によれば、CCS のない同規模の発電所と比較して、
10〜40％の追加エネルギーが必要ともされている。このため、一連の要素技
術をトータルシステムとして、より大きな規模で実証する等の検討を積み重ね
つつ、システム全体の効率向上に向けた技術の開発を進めることが必要とな
る。
また、長期の貯留安定性を確保するための高精度な挙動解析・モニタリング
技術の開発や、貯留システムの安全を担保するための二酸化炭素挙動予測
技術の開発が必要である。長期的には、貯留ポテンシャルの拡大が課題であ
り、地中貯留においては非構造性帯水層の活用等の技術についても検討が必
要である。
海洋隔離技術は、海に囲まれた我が国の貯留ポテンシャルを大きく拡大す
る。国際的・社会的合意の形成を図りつつ、より長期的な課題として、実現に
向けた検討を進めることが必要である。また、海底下地中貯留のモニタリング・
安全評価を通じて関連技術を開発し、海洋隔離技術の認知度を高めることも
不可欠である。
・ 効果的な技術開発とその成果の普及に向けた課題
CCS 技術については、米国やカナダ、欧州、豪州、中国等においても開発が
進められており、大規模な実証プロジェクト及び商業プロジェクトも複数計画・
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実施されている。
我が国における貯留ポテンシャルは現時点で限定的と考えられることから、
炭素隔離リーダーシップ・フォーラム（CSLF, Carbon Sequestration Leadership
Forum）やアジア太平洋パートナーシップ（APP, Asia-Pacific Partnership on
Clean Development and Climate）等の国際連携を通じて情報交換を行うこと、
海外の大型プロジェクトへの参加を通じて技術やノウハウの蓄積を高めつつ実
証に向けた取り組みを推進していくことが必要である。
また、CCS 技術は、EOR のように商業的に CCS が行われている場合を除き、
経済的インセンティブを伴わないことから、今後実施に向けた官民の協力につ
いて検討が必要である。さらに、環境影響評価、国内関連法令や国際ルール
の整備、CCS に関する信頼醸成と社会的受容性の確保が課題であり、IEA 等
を通じ国際的に連携しつつ検討を進めるなど、普及に向けた環境整備を着実
に進めることが必要である。
また、CCS は、産油国における EOR にも活用できることから、我が国の資源
安定供給確保の観点からも技術開発を推進していくことが必要である。
現時点では海洋隔離の科学的・社会的な認知が十分ではないが、国際的・
社会的合意の形成の過程にあっては、海洋隔離の基本となる技術として開発
中の海水中二酸化炭素濃度の海洋生物への影響評価技術の成果を、海底下
地中貯留のモニタリング・安全評価に活用すること等を通じて、海洋隔離技術
開発の実績と安全性に対する認知度を高めていくことも不可欠である。

○ 革新的太陽光発電
・ 技術概要
量子ナノ型等の新材料・構造による飛躍的
な効率の向上、有機系太陽電池技術や超薄
膜化等により低コスト化を図る太陽光発電技
出典：大阪市水道局「柴島浄水場太陽光発電システム」
術。太陽電池は、運用時の二酸化炭素排出
http://www.city.osaka.jp/suido/b̲guide/kankyo/ta
iyoukou.html
が無く、技術の進展度合いに応じて、第一世
代、第二世代、第三世代に分類される。
＜第一世代＞
結晶シリコンを活用した太陽電池であり、現在
実用化されている太陽電池の主流である。
＜第二世代＞
薄膜シリコン、薄型結晶シリコン太陽電池、化
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出典：ＮＥＤＯ

合物系薄膜太陽電池、有機材料・色素を活用した有機系太陽電池等。薄膜化
することによりコスト要因となっているシリコンの使用量を低減したり、シリコン
の代替材料を活用したりすることによって低コスト化を図る太陽電池。
＜第三世代＞
量子ナノ構造等、新材料・新構造を活用することにより、飛躍的な効率の向
上とコストの低減を図る太陽電池。
既に実用化された第一・第二世代の技術の普及を拡大しつつ、研究段階に
ある第二・第三世代の技術開発を、中長期的な視野の下、推進することが必
要である。
・ 技術開発ロードマップ
我が国の本格的な太陽電
（図３）太陽電池の累積導入量の推移
（図○）太陽電池の累積導入量の推移
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近年、ドイツが累積導入量
で日本を上回る一方、日本
の生産量の伸びが鈍化していることから太陽電池産業における日本の地位は
相対的に低下している（図３
（表１）企業別の太陽電池生産量
参照）。中国の Suntech は近
２００６年生産量 対前年比
企業名
年生産量が急増し、2006 年に
（ＭＷ）
（％）
（％）
1
シャープ（日本）
434.0
17.4
101.5
日本の太陽電池モジュール専
2
Q-Cells（ドイツ）
253.1
10.1
152.5
業メーカーである MSK を買収
3
京セラ（日本）
180.0
7.2
126.8
4
Suntech（中国）
157.5
6.3
192.1
するなど、大きく力をつけてお
5
三洋電機（日本）
155.0
6.2
124.0
り、企業別生産量でも日本の
6
三菱電機（日本）
111.0
4.4
111.0
7
MOTECH（台湾）
110.0
4.4
183.3
シャープ・京セラやドイツの
8
Schott Solor（ドイツ）
83.0
3.3
101.2
Q-Cells に次ぐところまで来て
9
SunPower（フィリピン）
62.7
2.5
272.6
10
Isofoton（スペイン）
61.0
2.4
115.1
いると言われている（表１参
照）。米国でもベンチャー企 出典 ㈱資源総合システム資料より経済産業省作成
業による積極的な技術開発
が進められており、我が国の優位性は予断を許さない状況にある。
ﾄﾞｲﾂ
日本
ｱﾒﾘｶ

注１ 出典：Ｔｒｅｎｄｓ ｉｎ Ｐｈｏｔｏｖｏｌｔａｉｃ Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ／ＩＥＡ／ＰＶＰＳ（２００５年現在）
注２ ＩＥＡ ＰＶＰＳ参加国：オーストラリア、オーストリア、カナダ、スイス、デンマーク、ドイツ、スペイン、フランス、英国、イスラエル、イタリア、日本、
韓国、メキシコ、オランダ、ノルウェー、スウェーデン、米国、ポルトガル
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我が国では大学、民間企業ともに世界トップレベルの研究が行われており、
この地位を維持するためには、中長期的視野の下、産学官が連携して技術開
発とその成果の普及に努めることが不可欠である。
第一世代の太陽電池技術である結晶系シリコン太陽電池については、2005
年度に住宅用太陽光発電に関する導入補助金が終了し、マーケットが成熟し
た段階に入っており、今後は、比較的普及が遅れている公共施設や産業施設
等における普及拡大に向けた導入を促進することが必要である。
近年、太陽電池の急激な生産量増加によって世界的なシリコン供給不足が
生じ、製造コストを高める一因となっている。このため、シリコン使用量を低減さ
せた薄膜シリコン太陽電池や積層型薄膜シリコン太陽電池も実用化されつつ
あるが、さらに使用量を大幅に低減させつつ効率向上を目指した超薄型結晶
シリコン太陽電池や超高効率薄膜太陽電池に加え、有機薄膜、色素増感材料
型等のシリコン以外の原料を用いた有機系太陽電池の開発が進められている。
これらの第二世代の太陽電池技術については、2020 年における発電コストを
14 円/kWh、変換効率を 10〜19％、2030 年に発電コストを火力発電並みの 7
円/kWh、変換効率を 15〜22％6に向上することを目指し着実な技術開発を実
施する必要がある。また、太陽光を集光しつつ、異なる吸収波長を持つ材料を
多接合化して広帯域の波長感度を持たせることで効率向上を行う集光型の多
接合型太陽電池の開発により、2030 年までに変換効率 40％を目指した技術
開発を推進する。
長期的には、2050 年に向けて、現在の結晶シリコンを活用した太陽電池技
術の発電効率 10〜15％程度を大幅に超える発電効率を有し、コストを大幅に
低減できる画期的な太陽電池技術が求められる。具体的には、量子ナノ構造
を活用して利用できる太陽光の波長領域を拡大しつつ高効率化を図る技術、
あるいはこれまでにない新規概念の原理を活用した太陽電池技術等の開発を
推進することが必要である。
これらのいわゆる第三世代の太陽電池については、その多くが基礎研究レ
ベルにあることから、大学や研究機関における基礎研究を強化しつつ、長期的
な視野で取り組み、2030 年以降に変換効率を 40％以上に向上させる技術の
確立を目指して取り組むことが必要である。
・ 効果的な技術開発とその成果の普及に向けた課題
第三世代の革新的太陽電池については、前述のとおり、未だ基礎研究レベ
ルで原理現象がようやく確認された段階にあるため、我が国に COE を整備し、
6

効率は、太陽電池モジュールの効率を指す。化合物、有機色素等、材料によって、変換効率は異
なることに注意。詳しくは別添の技術開発ロードマップ参照。
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国内外のトップクラスの研究者を招聘した集中的な研究開発が必要である。
また、大規模太陽光発電を系統に連系する場合や小規模であっても集中的
に連系する場合には、系統全体の電圧や周波数等に影響を及ぼす。例えば、
太陽光発電は天候等に応じて出力が変動するため、系統容量に対して、一定
程度以上の割合を連系させた場合、通常の需要変動あるいは事故時の電源
の脱落と同様に、系統全体の周波数を変動させる事が考えられる。この対策
のためには、電力貯蔵技術を用いた需給管理技術による出力の安定化や系
統連系技術等が必要である。
太陽電池の技術開発に加え、こうした技術開発の進捗にあわせて、フィール
ドテスト、公共部門における率先導入、RPS 制度、グリーン電力証書制度等の
導入促進策を適切に組み合わせ、官民一体となった活動を推進することにより、
優れた技術開発の成果を円滑に市場に導入していくことが必要である。
○ 先進的原子力発電
・ 技術概要
供給安定性に優れた原子力は、我が国で唯
一のクリーンな基幹電源である。また、原子力
は、経済成長に必要な電力を比較的低コストで
安定的に供給できるため、二酸化炭素の排出
削減と経済発展の両立に資するエネルギー源
である。
2050 年に向け、現在国内外で主流となって
いる軽水炉実用技術の改良と高速炉等の革新
的新型炉等の先進的原子力発電技術の開発
が必要である。具体的には、安全性、経済性、
信頼性等を大幅に向上させる次世代軽水炉の
技術開発、ウラン資源の利用率を飛躍的に高
める高速炉サイクル技術、途上国や島嶼国等
の電力需要に対応可能なコンパクトな中小型
炉の技術開発がある。

出典： （独）日本原子力研究開発機構
高速増殖炉「もんじゅ」

中小型炉
（例：350MWe-IMR）
６ｍ
内装型制御棒
駆動機構
２次系主配管
18ｍ
蒸気発生器

原子炉容器
＝１次系
炉心

・ 技術開発ロードマップ
出典：経済産業省補助事業資料
我が国は現在 55 基の軽水炉を有し、原子力
発電比率は約 30％、計画外停止頻度も各国に比べ格段に小さい等、技術開
発から設計・製作、建設、運転のいずれの分野においても、世界最高水準の
（出典：経済産業省補助事業資料）
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技術レベルと人材、産業の厚みを有している。他方、我が国の原子炉メーカー
は海外市場への対応が遅れており、我が国独自開発の原子炉の国際的な認
知度は低い。また、これまで国内電気事業者の個別の要請に応じ、サイト毎に
カスタマイズされた原子力発電所を設計・建設してきたことから、炉型の標準化
が進んでいない。
海外市場の急速な拡大が見込まれる中、米国、フランス、ロシアの原子炉メ
ーカーは、各国政府のバックアップの下、世界の新規建設市場への参画を目
指して積極的なビジネスを展開している。韓国の原子炉メーカーは一部のコン
ポーネントでは競争力を持っている。また、中国では、海外から導入した技術を
もとに、国産炉の開発を進めている。このような中、我が国においても、投資リ
スクが高い技術分野や波及効果の高い技術分野について、国が予算措置を
講じながら技術レベルの維持・向上を図る必要がある。
今後、2030 年前後に見込まれる国内の代替炉建設需要に対応するため、
我が国のこれまでの軽水炉の開発・運転実績を活用しつつ、安全性、経済性、
信頼性等の飛躍的な向上を目指した次世代軽水炉の技術開発を推進する。
具体的には、使用済燃料の発生量を低減する技術や、免震技術等の開発を
行う。他方、世界的な原子力回帰や国際協調が進む中、我が国が技術開発を
実施するに当たっては、国内のみならず海外市場も視野に入れ、世界標準を
獲得し得る革新技術の開発と国際標準化に向けた官民一体の取組が必要で
ある。
また、ウラン利用効率の飛躍的な向上と放射性廃棄物の大幅な減少を可能
とする高速炉サイクル技術について、2025 年までに実証炉及び関連サイクル
施設を実現するとともに、2050 年より前の商業化を目指し、技術開発を推進し
ていく。技術開発にあたっては、国際原子力エネルギー・パートナーシップ
（GNEP, Global Nuclear Energy Partnership）、第四世代原子力システム国際フ
ォーラム（GIF, Generation IV International Forum）等の多国間及び二国間の国
際協力を通じ、世界標準炉の位置づけの獲得を目指して取り組むことが重要
である。
さらに、次世代軽水炉等の大型炉とは異なる市場を対象として、我が国が有
する技術を海外市場に展開するため、途上国や島嶼国等におけるニーズに対
応した中小型炉に係る技術開発を推進する。具体的には、GNEP 等の国際的
枠組みの下で、我が国原子力産業の国際展開と我が国の経験と技術を活か
した国際協力を推進しつつ革新的要素技術の開発を進め、大幅なコンパクト
化、メンテナンスコストの低減を通じた経済性の向上を実現することを目指す。
・ 効果的な技術開発とその成果の普及に向けた課題
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次世代軽水炉の技術開発については、国内のみならず海外市場も視野に
入れ、世界標準を獲得し得る革新技術の開発と国際標準化に向けた官民一
体の取組が重要である。
また、高速炉サイクル技術の開発については、国内における技術開発を着
実に推進するとともに、主要な開発国である日・米・仏での開発協力を戦略的
に展開することが必要となる。これらの取組に加えて、核不拡散、原子力安全
及び核セキュリティ等を確保した原子力の利用拡大を目指し、原子力発電を新
規建設しようとする国に対する制度整備のノウハウ支援、人材育成協力、金融
面の支援に取り組むことが必要である。

○ 超電導高効率送電
・ 技術概要
断熱管
超電導は、特定の物質が低温に冷やされ
超電導シールド層
絶縁層
た時に電気抵抗がゼロになる現象であり、
超電導導体
電流が流れる際のエネルギー損失の低減
を可能とする技術である。このうち超電導に
なる臨界温度が液体窒素の沸点（７７Ｋ）よ
り高いものを一般に高温超電導物質と呼び、
出典：NEDO
この高温超電導線材を送電ケーブルに活
用することにより、現行 5％程度の送電ロスを、この技術を適用する区間で 1/3
程度に削減することも可能である。今後の都市部における電力需要の増大や
途上国における一部電力系統の構築において、送電ロスを抑え、電力エネル
ギーの効率的な利用に資する技術である。
・ 技術開発ロードマップ
これまで、ビスマス系高温超電導物質の発見等、高温超電導分野で我が国
が果たした役割は極めて大きい。特に、ビスマス系高温超電導線材及びその
ケーブルについては、現在、世界でも一部国内メーカーのみが供給できる等、
我が国が世界の開発をリードしている。また次世代のイットリウム系線材の技
術開発では住友電工、昭和電線ホールディングス、フジクラ、古河電工、中部
電力などの企業が国家プロジェクトに参画し、米国のスーパーパワー社等と、
競い合いをしながら世界の技術開発を牽引している。
まずは、ビスマス系超電導ケーブルの実証により、実用化を推進するととも
に、長期的には、2020 年以降の実用化が見込まれるイットリウム系線材による
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超電導送電の技術開発が進められている。これらは、我が国、国家プロジェク
トとして計画しているほか、我が国企業は世界の超電導送電プロジェクトに重
要な役割を担っている。具体的にはイットリウム系線材の技術開発として、さら
なる送電容量の向上、低コスト化を目指しており、線材の長尺化、低コスト化の
ための技術開発や、冷却の高効率化、大型化を進めているところである。

・ 効果的な技術開発とその成果の普及に向けた課題
超電導送電は送電ロスの低減のみならず、大容量の送電が可能になること
から、都市部の電力需要対策として地中ケーブルへの活用が期待される。導
入にあたっては、線材及び冷凍機技術の開発に加え、低損失のケーブル接続、
変圧器や送電を安定的に行うための技術もあわせて必要となる。加えて、線
材の長尺化や大容量化の技術開発により、将来的には、長距離大容量送電
や再生可能エネルギー導入にも資するその他の電力機器としての導入も期待
できる。
超電導技術は、我が国が優位性を有する分野であり、技術の円滑な市場へ
の導入を図ることで国際的な環境問題への解決に貢献するため、我が国が率
先して ISO・IEC の活動を通じた国際標準化にも取り組んでいる。
また、海外で先導的な研究の知見を有する研究機関と長期的な視点で協力
を行うことが効果的である。

（運輸部門）
相互情報交換

○ 高度道路交通システム（ITS）

制御機

・ 技術概要
ITS（Intelligent Transport Systems）
は、最先端の情報通信技術を用いて
人と道路と車両とをネットワークで結ぶ
ことにより、交通事故、渋滞などといっ
た道路交通問題を解決するとともに、
高度情報化社会に適応した新しいクル
マ社会を目指した交通システムであ
る。
エネルギー・環境対策面の効果とし
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制御機

相互情報交換

制御機
相互情報交換

制御機

出典：エネルギーＩＴＳ研究会資料より

ては、ITS を活用した自動車の走行方法の改善や交通流の改善・円滑化によ
る走行燃費の向上が期待されている。ITS による二酸化炭素削減を効率的に
実施していくためには、国際的に通用する効果評価手法を確立する事が重要
である。エネルギーITS 研究会が行った試算では、ITS の利用によって１台の
自動車が１km 走る際に排出する二酸化炭素を 2050 年には 25％以上削減7す
ることが可能とされている。
・ 技術開発ロードマップ
省エネルギーに資する ITS を構成する技術は、比較的短期に実用化が期待
されるものから、長期的な実現に向けて基礎的な研究を組み合わせる必要が
あるものまで多岐に渡っており、難易度、削減効果を考慮しつつ効率的に進め
ていく必要がある。また、エネルギーITS を構成する技術群は、自動車電子の
将来技術として有望なものばかりであることから、技術開発の推進に当たって
は、戦略的な取り組みが求められる。
2040〜50 年に実用化が見込まれ、効果が高く、技術的難易度の高い運転
制御・隊列走行の協調走行（自動運転）の実現に向けては、現状の技術を活
用しつつ、道路環境、信号情報といった外部情報の取り込みを順次実現しな
がら、段階的に高度化していくというシナリオが考えられる。そのため、信号制
御の高度化、運転制御・隊列走行の技術的課題解決に向けた段階的な取り組
みが重要となる。
まずは、短期的に効果が期待されるプローブ情報を利用した信号制御機能
の 2012 年の実用化を目指しつつ、さらに信号連携エコドライブなどの信号制御
の高度化および運転制御・隊列走行の研究開発に早期に着手し 2020 年代に
順次実用化することを目指す。
・ 効果的な技術開発とその成果の普及に向けた課題
現状、ITS 技術は安全対策として積極的に活用されているものの、地球温暖
化対策としての取り組みは始まったばかりである。こうした技術・サービスの効
果評価が、実用化・展開に係る政策判断、投資判断に際して非常に重要とな
る。そのため、国際的に信頼される効果評価方法の確立についても早急に検
討着手することが望まれる。
また、実証事業・モデル事業を通じて技術の有用性を国内外にアピールする
ことが必要である。このため、技術開発に併せて、欧米と共同研究やシンポジ
ウム等を通じての技術交流等、早期に大きな成果が期待される手法の導入を
推進する。さらに、国際的に通用する二酸化炭素削減効果評価手法を開発し、
7

エネルギーＩＴＳ研究会資料より
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その国際標準化を推進する。

○ 燃料電池自動車
・ 技術概要
水素を燃料とし、燃料電池で発電した電気により、
走行する自動車。白金代替触媒等の活用による
大幅な低コスト化、水素貯蔵材料の高性能化によ
出典：トヨタ自動車「FCHV」
るガソリン車並みの航続距離の実現を目指す。二
酸化炭素排出量はガソリン車の 1/3 程度に低減可
能8である（図４参照）。さらに、燃料である水素を再
生可能エネルギー等から製造する場合、または化
石燃料資源から製造する場合においても、CCS と
出典：ホンダ「FCX CONCEPT」
組み合わせることで、二酸化炭素排出の大幅削減が可能である。
（図４） Well to WheelCO2 総排出量計算結果まとめ

出典：ＪＨＦＣ総合効率検討結果報告書

・ 技術開発ロードマップ
我が国は、燃料電池システム技術・電池技術開発にこれまで積極的に取り
組んできており、自動車メーカーが独自開発の燃料電池自動車を実用化する

8

Well to Wheel CO2 総排出量で評価した数値：Well to Wheel総排出量とは、発電用燃料の採掘，
発電、水素の精製，輸送，貯蔵，充填等のエネルギー・プロセス全体の効率と、自動車単体の効
率（燃費）を総合評価して算定した排出量。電気については、我が国の現在の電源構成で発電が
行われるものと仮定している。
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等、産学において世界最先端の技術を有している状況にある。他方、本格的
な普及に向けては、依然としてガソリン車と比較して克服すべき技術課題は多
い。
第一の課題はコストの低減である。１台１億円程度とも言われている現状か
ら 100 分の 1 程度のコストダウンが必要である。燃料電池システムは、量産効
果を見込むと、実用目標コスト 4000 円/kW の 3〜5 倍までに到達していると考
えられるが、今後、コスト要因である白金触媒の使用量低減や代替のための
触媒技術の開発が必要である。耐久性については、10 年以上の耐久性向上
に向けた電解質膜の開発が必要となる。さらに、ガソリン車と同等の航続距離
500km を可能とするため、燃料である水素をコンパクトかつ低コストに貯蔵する
ための技術開発として、高圧水素容器に代わる貯蔵技術が求められる。
こうした技術開発により、コスト面では、車両価格を 2010 年に ICV（内燃機関
自動車）比で 3〜5 倍、2020 年に 1.2 倍まで低減することを目指す。耐久性につ
いては、2010 年に 3000 時間、2020 年に 5000 時間まで向上させることを目指し、
航続距離は 2010 年で 400km、2020 年で 800km まで向上させることを目指す。
・ 効果的な技術開発とその成果の普及に向けた課題
技術開発の強化に加えて、実証試験、標準化の推進等を一体的に進めてい
くことが必要である。具体的には、公共的車両への積極的導入を推進しつつ、
水素ステーションを活用した実証試験で得られる成果を適切に基礎研究にフィ
ードバックして、コストの抜本的な低下や耐久性の向上等を目指すことが必要
である。
また、技術開発の進捗に応じて、水素インフラの検討を進めていくことも必要
である。このため、燃料の品質や水素ステーションに係る基準・標準化に関す
る国際的な議論にも積極的に参加する。
さらに、基礎的な技術開発を加速するためには、水素経済のための国際パ
ートナーシップ（IPHE, International Partnership for the Hydrogen Economy）と
いった国際的枠組みを活用し、各国が有する最先端の技術動向等を踏まえつ
つ効果的に技術開発を推進していくことが必要である。

○ プラグインハイブリッド自動車・電気自動車
・ 技術概要
プラグインハイブリッド自動車は、電池を家庭等の外部電力で充電し、内燃
機関と併用するハイブリッド自動車。近距離は充電電力によるモーター駆動で
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走行することによって、走行条件等にもよるが、二
酸化炭素排出量は、ガソリン車の約 1/2〜1/3 程
度に低減することが可能である。
電気自動車は、従来の内燃機関のかわりに、
バッテリーに充電した電力を動力源としてモーター
で走行する自動車で、二酸化炭素排出量はガソリ
ン車の約 1/4 程度に低減することが可能である。
（図４参照）
また、プラグインハイブリッド自動車・電気自動
車に原子力発電や再生可能エネルギー等の割合
の高い電力を使用すれば、二酸化炭素排出の大
幅削減が可能となる。その他、夜間電力により充
電することで、電力負荷平準化といった効果も期
待できる。

出典：「プラグインハイブリッド自動車」
http://www.autobloggreen.com/200
7/09/05/picture-edf-toyota-priusplug-in-charging-station/

出典：三菱自動車「電気自動車 i MiEV」

・ 技術開発ロードマップ
電動自動車用のバッテリーに （表２）リチウムイオン電池の世界シェアランキング
リチウムイオン電池の世界シェアランキング
は、我が国がこれまで強みを有
２０００年
２００５年
メーカー名
シェア
メーカー名
シェア
する携帯電話等の小型バッテリ
三洋電機
三洋電機
1
日
33% 1
日
28%
三洋ＧＳソフトエナジー
三洋ＧＳソフトエナジー
ーとは大きく異なる耐久性・容量
2 ソニー
日
21% 2 ソニー
日
13%
拡大が求められる。
3 松下電池工業
日
19% 3 サムソンＳＤＩ
韓
11%
我が国の電池産業は世界シ
4 東芝
日
11% 4 松下電池工業
日
10%
ェアも高く優位性があると考えら
5 ＮＥＣトーキン
日
6.4% 5 ＢＹＤ
中
7.5%
れるものの、米国、欧州、韓国、
6 日立マクセル
日
3.4% 6 ＬＧ化学
韓
6.5%
中国では政府を中心に、近年、
7 ＢＹＤ
中
2.9% 7 天津力神
中
4.5%
自動車用バッテリーの開発が活
8 ＬＧ化学
韓
1.3% 8 ＮＥＣトーキン
日
3.6%
発化し、海外の電池メーカーも
9 サムソンＳＤＩ
韓
0.4% 9 日立マクセル
日
3.3%
自動車用電池の開発を積極的
出典：インフォメーションテクノロジー総合研究所より経済産業省作成
に進めており、我が国の優位性
が脅かされる懸念が高まっている。特に、中国・韓国の我が国技術の吸収速
度はめざましい。リチウムイオン電池について、2000 年の世界シェアでは BYD
（中国）2.9％、LG 化学（韓国）1.3％、サムソン SDI（韓国）0.4％程度であったが、
2005 年には BYD が 7.5％、LG 化学が 6.5％、サムソン SDI については 11％ま
でシェアを伸ばし世界シェア３位まで躍進している（表２参照）。相対的に我が
国の世界シェアは 50％以下になるなど、東アジアにおけるモバイル電池の生
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産が急増している。
こうした中、引き続き我が国が優位性を維持していく上では、一層の技術開
発を推進することが必要となる。プラグインハイブリッド自動車、電気自動車そ
れぞれに求められるバッテリー性能も異なるため用途に応じたバッテリーの開
発が必要である。
プラグインハイブリット自動車は、現状では、電気走行可能な距離が 13km 程
度にすぎない。電気走行での航続距離を延長するには、電池のエネルギー密
度向上や小型化等の技術的な課題を残しているが、自動車メーカーで実用化
に向けた取組が進められており、公道走行の国土交通大臣認定を取得するメ
ーカーもあるなど、実用化は近い状況にあると考えられる。普及段階に至るま
でには、現行のハイブリッド自動車への活用を目指して開発されているリチウ
ムイオン電池では、安全性、耐久性、ロバストネス、エネルギー密度が不十分
であり、これら性能の向上と低コスト化が必要となる。こうした課題への対応に
向けた技術開発を推進し、2015 年頃にはリチウムイオン電池のバッテリー性
能を 1.5 倍、コストを 1/7 に低減することを目指す。
本格的な電気自動車の実現に向けては、一層の航続距離の拡大と大容量
かつ低コストなバッテリーの開発が必要であり、リチウムイオン電池では限界
があるとも言われているため、これとは異なる新たなバッテリーの開発が必要
となる。
現状、エネルギー密度 100Wh/kg、価格 800 万円9と試算されている容量とコ
ストを、2020 年には容量を現状比 3 倍、コストを 1/10、2030 年には容量を現状
比 7 倍、コストを 1/40 として、ガソリン自動車並みのコストで航続距離を 500km
まで拡大させることを目指して技術開発に取り組む。
また、キャパシタについても、今後、急速充放電が可能という長所を活かして、
ハイブリッド自動車や電気自動車等の補助電源などでの普及が期待され、キ
ャパシタと酸化還元反応を用いる二次電池の反応を組み合わせたハイブリッド
キャパシタの開発が進められている。長期的には、高速充放電性能を維持し
たハイブリッドキャパシタの開発に向けた基礎研究も必要である。
・ 効果的な技術開発とその成果の普及に向けた課題
電気自動車は、技術開発の進展に伴って本格的に普及することが期待され
る。まずは用途限定のコミュータ用としての技術開発を民間企業主導で進める。
その後のより技術的課題の大きい一般国民向けのコミュータ用やガソリン自動
車並みのコストや航続距離を達成する電気自動車については基礎研究の飛
9

「次世代自動車用電池の将来に向けた提言」
（2006 年 8 月）より、40kWh の電池を搭載した場合
の試算。
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躍的な進展が鍵となることから、産学官が一体となって技術開発を進めること
が必要である。
また、技術開発のみならず、円滑な導入普及に向けて、安全性の確保のた
めの標準化・規格化の検討、充電スタンドの整備やカーナビによるスタンドへ
の誘導等の電池切れに対する不安の解消、初期需要の創出に向けた充電イ
ンフラ設置費用の低減といった課題についても検討を進めていくことが必要で
ある。
さらに、今後、ハイブリッド自動車、プラグインハイブリッド自動車、電気自動
車の普及にともなって、長期的観点から、モーターに使用される希土類元素
（レアアース）の、代替材料の開発を進めることが必要である。

○ バイオマスからの輸送用代替燃料製造
・ 技術概要
セルロース系バイオマスか
ら微生物や酵素の利用、ガス
化等により、液体燃料を製造
する技術である。バイオエタノ
出典：ＮＥＤＯ等
（出典：ＮＥＤＯ等）
エタノール製造
ールの活用やクリーンディー
ゼル車の普及に伴う軽油代替燃料の利用により二酸化炭素排出を削減するこ
とが期待される。ライフサイクルでの二酸化炭素削減効果の検証が必要なも
のの、これらのバイオ燃料は京都議定書上、カーボンニュートラルとされており、
相当量の供給が可能となれば削減効果が期待できる。
・ 技術開発ロードマップ
我が国は、伝統的に発酵技術に強みがあり、発酵系企業を中心として技術
的な優位性を有するものの、利用可能なバイオマスが比較的少なく、林地伐採
などのバイオマス収集も高コストであるといった課題がある。
バイオエタノールについては、食料と競合せず大きな資源量の確保が可能
なセルロース系バイオマスからのエタノール製造コストの低減が課題となって
いる。こうした課題に対応するため、バイオマスからセルロースを分離する前処
理技術や、低コストでエタノールを製造するためのセルロースの高効率な糖
化・エタノールへの変換を可能とする微生物・酵素の探索・開発等が必要であ
る。
欧米でも国を挙げた積極的な技術開発が進められており、とくに米国ではベ
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ンチャー企業を中心として、セルロースの利用に向けた技術開発が活発化して
いる。我が国においても、現存する農林業から発生するものを主体とした原料
（稲わらや林地残材等）からの製造コストを 2015 年にベンチマーク（指標）とし
て 100 円/L、さらに、ガソリンとの価格競争力や米国等の開発計画を勘案し、
大量に生産が可能な資源作物等を利用し抜本的な技術革新を目指して 2015
年に製造コスト 40 円／Ｌをベンチマーク（指標）として達成するよう技術開発に
取り組む。このためには、遺伝子組み換え技術を活用した微生物や酵素の利
活用技術、高効率な光合成能を有するエネルギー作物等の開発が必要とな
る。
また、バイオマスのガス化及び化学合成反応により軽油代替燃料を製造す
る BTL（Biomass-to-liquid）では、未活用の排熱が利用できるような低温でのガ
ス化技術の開発が必要となる。
・ 効果的な技術開発とその成果の普及に向けた課題
技術開発と並行して、実証事業を通じて普及を促進しつつ、経済性や安定
供給性といった課題の克服について、検討を進めることが必要である。また、
導入に際しては、エタノール等の混和による排ガス性状の悪化や安全性への
影響を考慮し、国民の安全安心を確保し消費者保護を徹底する観点から、品
質確保のための法制度の整備も併せて進めることが不可欠である。
BTL については、将来の導入を見据え、政府によるクリーンディーゼル車の
率先導入等を通じたディーゼル車の普及促進により、軽油代替燃料の導入の
ための素地をつくっていくことが必要である。

（産業部門）
○ 革新的材料・製造・加工技術
・ 技術概要
世界最高水準の省エネレベルを実現する我が国製
造業において一層の省エネを実現するための製造プロ
セスや、これによる省エネ材料技術。具体的には、
¾ プラズマ等を利用しガラス溶融を行うことによ 出典：ＮＥＤＯ
「革新的ガラス溶融プロセス」
り、従来の 1/3 程度に省エネを可能とする省エ
ネガラス製造技術
¾ 非鉄金属材料製造プロセスの抜本的な効率改善技術
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¾ 微生物機能を活用したバイオマスからの化学品製造等の技術
¾ 河川水等に係る水処理に伴うエネルギー消費を大幅に低減させる分離
膜技術
¾ 航空機等の輸送機器の省エネ化に向けた
材料技術や革新的設計技術
¾ 蒸気生成ヒートポンプ等による加熱プロセス
出典：ＭＲＪ（Mitsubishi Regional Jet）
技術
が挙げられる。
・ 技術開発ロードマップ
産業部門においては、これまでも積極的に省エネが進められてきたが、更な
る効率改善を図るには、従来の発想を超えた抜本的なプロセス改善等が必要
である。
＜ガラス製造プロセス＞
エネルギー多消費産業の一つであるガラス製造プロセスについては、140 年
以上にわたり、基本的な製造方法の革新は行われていないが、抜本的なプロ
セス改善・省エネに向け、プラズマ等技術を活用し瞬時にガラスの微粒造粒原
料を溶解させる技術の開発を推進する。これにより、ガラス溶融工程が半日以
下のプロセスを確立し、2015 年頃に小型炉の実用化、2030 年までに大型炉の
実用化を目指す。
＜非鉄金属材料製造プロセス＞
非鉄分野においては、例えば工業的規模での金属チタン製錬技術について
は、現行法の発明以来、基本的な製造プロセスの革新は行われていない。現
行の製錬法はバッチ方式のため、工業規模の装置においても反応から冷却ま
で 2〜3 週間を要し、抜本的なプロセス効率の改善が望まれている。
このため、一連のプロセスを連続化することにより、大幅な省エネを実現す
る新製錬法の確立に向けて技術開発を推進し、2010 年代には工業的実用化
を目指す。
＜化学品製造プロセス＞
現在の石油化学製造プロセスについて、抜本的な低炭素化を図るため、原
料としてバイオマス由来材料を活用したバイオリファイナリー技術等の開発を
推進する。現行の技術では生産効率の向上、製造コストの低下が必要であり、
これらの課題を克服するため、化成品製造の中間体である基幹物質や生産量
の多い汎用化成品等の製造プロセス開発を行う。
＜その他産業プロセス＞
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河川水等における水処理は、世界的に大幅なエネルギー使用の増加が懸
念されており、効率的に微量の有害物質及び微生物を除去し水質を浄化する
ための分離膜技術の開発を推進する。
＜航空機等の輸送機器の省エネ化に向けた材料技術や革新的設計技術＞
炭素繊維複合材の飛躍的な普及を目指し、次世代の小型ジェット旅客機を
対象として複合材の抜本的な低コスト化等の技術開発を推進し、燃費の 20％
以上の改善を図る等、航空機や自動車等の輸送機器の省エネルギー化に向
けて、材料技術や革新的設計技術の開発を行う。
＜産業横断的な省エネ技術＞
産業横断的なプロセス技術の一つであるコプロダクションは燃焼プロセスに
おいて、発生するエクセルギー損失を電力あるいは水素等の物質として回収
する技術である。石油化学プロセス等、様々な製造プロセスへの適用可能性
が考えられる技術であり、IGCC や IGFC への活用も考えられる。
蒸気も産業横断的に、様々な加熱、乾燥プロセスに幅広く活用されているも
のの、その製造プロセスは長い間革新的なものは導入されていない。このため、
空気の熱と電力により効率よくエネルギーを活用するヒートポンプを活用し蒸
気を生成するプロセスの開発を推進する。圧縮機の高温耐久性技術、熱交換
器の効率化等の課題があるが、こうした課題を解決し、2020 年頃に COP4.0 の
達成を目指す。
・ 効果的な技術開発とその成果の普及に向けた課題
産業部門における省エネルギー技術の導入を円滑に進めるためには、産学
官の連携による基盤技術開発から、段階的に、大規模の技術開発を推進し、
円滑な導入を進めていくことが必要である。このためには、技術開発に加え、
必要に応じて、税制、金融面での支援措置の検討等を行うことが必要である。

○ 革新的製鉄プロセス
・ 技術概要
一貫製鉄プロセスで７割程度のエネルギーを使
用する製銑工程での抜本的な二酸化炭素排出量
削減を目指す技術。具体的には、高炉ガスからの
二酸化炭素分離回収技術及びコークスの一部代
替に水素を還元材として用いた製鉄技術。
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出典：新日本製鐵㈱ 君津第四高炉

ガス処理

コークス炉ガス
・ 技術開発ロードマップ
高炉ガス
コークス炉
副生ガス
我が国の製鉄プロセスは、これま
ex.CH +H O →3H ＋CO
廃熱（顕熱）
水素増幅技術
で、省エネルギー設備の導入によ
高炉
る排熱回収や廃棄物のリサイクル
H ：65%
H
CO ：35% H
を通じて世界最高水準のエネルギ
CO2分離回収技術
酸
素
触媒＋CO → 触媒／CO （分離） 水素鉄鉱石
ー原単位を達成してきたが、一段
還元技術
加熱＝ 廃熱
の二酸化炭素削減を図るためには、 銑鉄
CO
CO
省エネ設備の導入といった従来型
高炉ガス循環技術
の対応には限界があり、長期的な
CO 貯留技術
転炉
視点で技術開発に取り組むことが
必要となる。
海外では国際鉄鋼協会（IISI）において各国の鉄鋼技術者による議論が進め
られている他、欧州では EUROFER（欧州鉄鋼連盟）を中心とした ULCOS プロ
ジェクトにより技術開発が進められている。我が国においても、具体的には、
2030〜50 年の実用化を目指し、二酸化炭素濃度が高い高炉ガスから効率良く
二酸化炭素を分離するために新たな吸収液を開発するとともに、吸収液の再
生に製鐵所内の未利用低温排熱を利用する技術の開発に取り組む。また、コ
ークス製造時に発生する副生ガスを触媒により改質し、増幅した水素を活用し
て鉄鉱石を還元する技術の開発などを推進する。これらの技術の組み合わせ
により製鉄プロセスからの二酸化炭素の３割程度削減を目標とする。
（コークス消費量減少=CO2減少）
コークス

4

2

2

2

2

2

化学吸着法

2

２

2

社会への水素供給

2

・ 効果的な技術開発とその成果の普及に向けた課題
コークス炉ガスにおける触媒を用いた低エネルギーでの水素の増幅は、ベ
ンチプラントレベルでその挙動が確認されている段階である。水素による還元
技術を含めて、産学官の連携の下、着実に技術開発を進めていくことが必要
である。
高炉での副生ガス等、大規模な可燃性ガスからの二酸化炭素回収技術に
ついては、工業的に可能な経済性レベル、連続操業時の安定化技術の確立
が必要である。このためには、吸収液の開発や工場排熱適用範囲の拡大など
技術的な開発が課題となる。
一方、両技術ともに、実行時には製鉄所内の大幅なエネルギーバランスの
変化を伴うため、大幅な二酸化炭素削減のためには、外部から製鉄所内へ低
炭素電力の供給が不可欠である。
我が国は革新的開発プログラム（COURSE50）において、こうした技術開発を
推進するとともに、国際鉄鋼協会（IISI）やＥＵの共同プログラムへ積極的に参
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画し、欧州諸国の最新技術動向を把握するとともに、基礎的基盤的な分野に
おける共同研究の可能性を検討する。

（民生部門）
○ 省エネ住宅・ビル
・ 技術概要
新規断熱材料等による高断熱・遮熱、室内空気質改善技術などによる住宅・
ビルの省エネ技術。マルチセラミックス膜を用いた断熱材の開発により、建物
の壁、更には窓の断熱が可能。高断熱・遮熱化などにより空調エネルギーを
1/2 に削減可能であり、二酸化炭素削減に貢献することが期待できる。
・ 技術開発ロードマップ
我が国の断熱材の技術は向上しており、グラスウール（0.05 W/m･K 程度）か
ら、発泡樹脂系断熱材（0.02 W/m･K 程度）などが実用化されている。住宅等の
熱損失の３割はサッシ、扉等の開口部からの損失である。ガラスの複層化など
の断熱技術が進展し、普及も拡大しつつあるが、窓ガラスを空気層を挟んで複
層化しているため、ある程度の断熱性能が得られるものの、壁内の断熱に比し
て、高い断熱性能を求めることは難しい。
このため、今後、これら断熱材を上回る性能を有する技術として、真空断熱
材の開発を推進する。マルチセラミックス膜を用いた新断熱材料は熱を伝える
三要素（格子振動、対流、輻射）のいずれも抑えることが可能であり、高強度
（圧縮）断熱セラミックス粒子技術、セラミックス・ポリマー複合化技術、高効率
輻射防止コーティング技術、透視性高性能断熱材技術などを駆使することに
より、伝導率 0.002 W/m･K、熱貫流率 0.3 W/m2･K の超断熱壁材料、熱伝導
率 0.003 W/m･K、熱貫流率 0.4 W/m2･K の超断熱窓材料の開発し、2015 年頃
の実用化を目指す。
・ 効果的な技術開発とその成果の普及に向けた課題
住宅・ビル等の断熱材・真空ガラスの普及拡大にあたっては、省エネ法 10や
品確法11により市場拡大を誘導するとともに、一定の技術水準を有する製品の
導入支援を通じて、優れた技術を有する製品の円滑な導入を促進していくこと
10
11

エネルギーの使用の合理化に関する法律
住宅の品質確保の促進等に関する法律
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が必要である。必要に応じ、融資や税による支援の検討も必要である。

○ 次世代高効率照明
・ 技術概要
現在の蛍光灯を大幅に上回る発光効率を有し、
高演色性を有した照明技術。高効率 LED 照明、
有機 EL 照明、マイクロキャビティー等次世代照
明の技術で、白熱灯の発光効率（15-25 lm/W）
や 蛍 光 灯 （ 80-100 lm/W ） を 超 え る 効 率 （ 150
lm/W）の達成により二酸化炭素の削減が可能。
白熱灯（一般消費用全ランプの消費電力量の
出典：有機エレクトロニクス研究所
約 9.6％）、および蛍光ランプ（同、約 73.1％）を全 http://www.organic-electronics.jp/future/
て 150 lm/W の次世代高効率照明に置き換える 「松下電工 有機 EL ペンダント照明 試作」
と、照明の消費電力は約 1/2 にまで削減可能と見込まれる。光センサーや人
感センサーとの組み合わせや、HEMS や BEMS に組み込むことにより、更なる
消費電力削減も可能であり、二酸化炭素削減に貢献することが期待できる技
術である。
・ 技術開発ロードマップ
LED 照明については、更なる高効率化のため高効率 LED 素子の開発、白色
LED 用高効率蛍光材料の開発等を推進し、2010 年頃に 100lm/W、2020 年頃
に 200lm/W の実現を目指す。有機 EL 照明については、発光効率は現状で白
熱電球程度であるが、理論限界は蛍光灯の２倍以上と高く、発光効率の改善
や、長寿命化に向けた技術開発を推進し、2020 年頃に 100lm/W、2030 年頃に
200lm/W の実現を目指す。さらに高効率な次世代照明としては、マイクロキャ
ビティーやクラスター発光といった技術があるが、基礎的な研究段階にあり、長
期的な視点で必要な技術開発を進める。
・ 効果的な技術開発とその成果の普及に向けた課題
我が国が有する材料技術の優位性を活用しつつ、産学官の連携の下で技
術開発を推進することが必要であり、技術開発の進展に応じて、省エネトップラ
ンナー制度の活用等による普及を促進する。
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○ 定置用燃料電池
・ 技術概要
水素などの燃料と酸素などの酸化剤の電気化学
反応により熱を経由せずに直接電力を取り出す技
術。化学エネルギーから直接電気エネルギーへ変
換するため、理論的な発電効率が高く、システム規
模の大小にあまり影響されないことから、コジェネシ
ステムとして高い総合効率（>80％HHV）が可能とな
るものもあり、二酸化炭素削減に貢献することが期
待できる技術。ノートパソコン、携帯電話などの携帯
機器から、自動車、民生用・産業用コジェネ、発電所
まで多様な用途・規模をカバーするエネルギー源と
して期待されている。

出典：京セラ
http://www.kyocera.co.jp/news/2007/01
03.html
「家庭用固体酸化物形燃料電池（SOFC）
コージェネレーションシステム」

・ 技術開発ロードマップ
燃料電池には、電解質の種類によって、固体高分子形燃料電池（PEFC）、
固体酸化物形燃料電池（SOFC）、溶融炭酸塩形燃料電池（MCFC）があり、そ
れぞれの技術に応じた用途、開発が必要となる。また、既に実用化段階にある
技術としては、リン酸形燃料電池（PAFC）やアルカリ電解質形燃料電池（AFC）
などがある。
我が国では、着実な技術開発及び導入支援により、既に約 2200 台 12 の
PEFC が市場に導入されている。海外企業の多くは実証、開発段階にあるが、
米国 Plug Power 社の PEFC や同じく米国の Fuel Cell Energy 社の MCFC など
は市場導入が始まっている。
PEFC は、薄膜の固体高分子膜を電解質として用いる燃料電池で、作動温
度が常温から 90℃と低温であるため、起動停止や取り扱いが容易であり、出
力密度が高いために小型化が比較的容易である。家庭用コジェネの他に、モ
バイル機器や自動車用としても開発されている。システム価格の低減、耐久性
の向上、発電効率の向上が課題であり、Pt 代替触媒開発や、電解質膜の改良、
新規な電解質膜の開発等が必要となる。2020〜30 年頃に、現在 kW あたり 400
〜500 万円程度のシステム価格を 40 万円、耐久性を現在の 4 万時間から 9
万時間、発電効率を現在の 32％から 36％まで向上させることを目指し、技術
開発を推進する。
SOFC は、酸化物イオンの透過性が高いイオン伝導性セラミックスを電解質
12

2008 年 3 月現在
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として用いる。家庭用コジェネ、分散電源、大規模発電への活用が期待される。
作動温度は 700〜1000℃と高温で排熱の利用が有利である。石炭を含む多様
な燃料が使用可能であり、ガスタービンと組み合わせることにより 60％以上
（HHV）の高い発電効率が得られる。また、高価な白金触媒が不要との特徴も
有する。作動温度が高温のため、材料劣化等の課題があり、今後、低コスト化、
耐久性の向上、発電効率の向上が課題であり、2020 年頃に発電効率 40％、
耐久性 4 万時間、kW 当たりシステム価格 100 万円を実現することを目指し、技
術開発を推進する。
MCFC は、炭酸リチウムや炭酸カリウムのような溶融炭酸塩を電解質として
用いる燃料電池であり、水素に限らず天然ガスや石炭ガス、さらにバイオガス
を燃料とすることが可能である。また空気極側に燃焼排ガスを投入して運転を
行うと、燃料極側に排ガス中の二酸化炭素を濃縮回収できる特長があるため、
CCS を行なう場合の二酸化炭素回収手段としての活用が試みられている。
2030 年頃にはガスタービンとの複合発電への適用も見込まれる。
・ 効果的な技術開発とその成果の普及に向けた課題
PEFC は、早期本格商用化に向け、研究開発と同時併行的に大規模実証が
進められ、商品性の追及、見極めが行われている状況。技術開発とあわせ、
実証事業の一層の大規模化を通じて、初期需要の形成に向けた取り組みを推
進することが必要である。
SOFC は、700Ｗ家庭用コジェネなど小型機の開発が急速に進展しているが、
実証事業を通じた取り組みにより、課題である商用機としての耐久性・信頼性
の確立を図ることが必要である。大規模電源用には、なお時間を要するが、米
国においても大型 SOFC の技術開発が進められており、我が国においても着
実に技術開発を推進していくことが必要である。
技術開発とのその普及に向けた実証事業に加えて、海外市場展開を視野に、
IEC を通じ国際標準化に向けた取り組みを進めることが必要である。

○ 超高効率ヒートポンプ
・ 技術概要
ヒートポンプは、熱を移動させることにより、空調および給湯に必要な熱を得
る技術。化石燃料の燃焼による暖房・給湯と異なり、空気熱や地中熱を介して
太陽熱をアクティブに利用することにより 100％を遥かに超える効率を達成す
ることが可能である。
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民生部門の二酸化炭素排出の約 5 割を
占める空調・給湯等に適用可能であり、従
来から飛躍的に高い効率のヒートポンプ技
術により一層の削減が期待される。産業部
門においても空調・プロセス冷却・加熱に適
用可能である。

出典：（株）コロナ 「デザインエコキュート」

・ 技術開発ロードマップ
我が国は二酸化炭素冷媒による高温給湯技術を世界に先駆けて実用化す
るなど、世界トップレベルの高効率ヒートポンプ技術を有しており、輸出・海外
生産などグローバルに事業を展開している。特に二酸化炭素冷媒による高温
給湯技術は、わずか 6 年間で 100 万台普及を達成した実績がある。一方、中
国企業も二酸化炭素冷媒による高温給湯器の開発に着手するなど、世界的な
競争が始まりつつある。
現時点でも我が国の家庭用ヒートポンプエアコンは COP が 6 以上であり、欧
米のヒートポンプエアコンの 2.2〜3.8 に比べ高効率であることが、ＩＰＣＣ第４次
レポートでも評価されている。
一方で大型のターボ冷凍機では近年日本企業の技術進展により、高効率機
器が導入されているが、従来、アメリカンスタンダードトレイン社など米国企業
が市場を席巻している分野であり、高い技術力を有している。
ヒートポンプ技術は低コスト化と効率向上が課題である。冷媒や熱交換器の
効率向上等、要素技術の開発を通じて、2030 年にコストを現状の 3/4、効率を
1.5 倍、2050 年にはコストを 1/2、効率を 2 倍まで向上させることが期待される。
この他の技術課題としては、設置性向上および材料使用量低減のための小型
化、設置可能地域拡大のためのさらなる寒冷地対応（暖房・給湯・融雪用途）
などの課題があり、こうした課題の克服に向けた取り組みが必要となる。
・ 効果的な技術開発とその成果の普及に向けた課題
燃焼式暖房・給湯器、低効率ヒートポンプ冷房機と比較して、高効率ヒートポ
ンプはイニシャルコストが高いことが課題であり、政策支援などにより市場化・
普及までの期間短縮を図ることが必要。具体的には、省エネトップランナー制
度や導入普及事業を通じて、現行技術の一層の導入普及を進めつつ、技術開
発を推進していくことが必要である。また、欧米ではヒートポンプによる熱利用
を再生可能エネルギーとして評価する動きもあり、海外の動静を踏まえ、必要
に応じて国内での扱いを検討する余地もある。
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○ 省エネ型情報機器・システム
・ 技術概要
ネットワークを流れるデータ量の大幅な増加に
伴う IT 機器による消費電力量の増大に対処する
ため、環境調和型 IT 社会を構築する個別のデバ
イスや機器に加え、ネットワーク全体での革新的
な省エネルギーを実現する技術。これにより、IT
機器消費効率を２倍に向上することが期待でき
る。
・ 技術開発ロードマップ
電子・情報技術は、機器の省エネ化はもとより、
高度な制御・管理による生産・流通・業務の効率
出典：シャープ（株）
化を通じて、あらゆる経済・社会活動の生産性向
（上）「次世代液晶テレビ」
（下）「エアコン室外機（インバータ）回路」
上、エネルギー効率の向上を可能とし、環境負
荷の低減に大きく貢献している。
一方、本格的な IT 化に伴い、動画像の送配信や各種 IT サービスが普及し、
社会で扱う情報量は 2025 年には約 200 倍になると見込まれている。情報爆発
に伴って IT 機器の台数が大幅に増加するとともに、機器毎の情報処理量が急
増し、その結果、IT 機器による消費電力量は、2025 年には 5 倍になると見込ま
れるなど、深刻な課題になりつつある。米国ではデータセンターの消費電力量
が過去 6 年間で倍増し、世界的にも大きな問題として認識されつつある。
環境調和型 IT 社会の構築を図るため、個別のデバイスや機器のエネルギ
ー効率向上に加え、ネットワークシステム全体の抜本的な省エネ技術開発、い
わゆる「グリーン IT」の技術開発を推進する。
具体的には、今後情報流通の核となるデータセンター及びそれを構成する
サーバに対する省エネ技術として、データセンター向けの省エネ型空調、情報
負荷に応じたエネルギーマネジメント技術、サーバ・電源装置の高効率化に向
けた技術開発を、2015 年頃の実用化を目途に推進する。
また、省エネ型ネットワークの構築に必要な省電力ルータ等のネットワーク
機器について、例えば、2015 年にデータ流量に応じて、ダイナミックに消費電
力を最適化する革新的ルータにより、ルータ単体の消費電力量 30％削減を目
指す等の技術開発を推進する。
ディスプレイについては、液晶バックライトの更なる高効率化技術開発により
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2012 年頃には、消費電力量を現状から半減し、52V 型液晶テレビで 2.7kWh/
年・インチを目指す。発光効率が高く、大画面化が容易で演色性の高い有機
EL ディスプレイについては、2010 年頃に発光効率 70lm/W を目指すとともに、
2020 年頃に耐久時間 5 万時間を目指して技術開発を推進する。
次世代低消費電力デバイスは、2022 年に線幅 11nm の実現を目指して微細
化や新構造トランジスタ等の技術開発を推進する。これにより、現状の線幅
65nm に対して、消費電力を 1/10 程度に低減が可能である。また、更なる消費
電力の低減に向けて、ヘテロジニアスマルチコア技術等の開発を推進する。
・ 効果的な技術開発とその成果の普及に向けた課題
IT・エレクトロニクスの活用による一層のエネルギー効率の向上を図るため、
産学官の連携により技術開発とその普及を一体的に進めていくことが必要。具
体的には、産学官のパートナーシップで設立した「グリーン IT 推進協議会」によ
るシンポジウムの開催等により、省エネ推進のための啓発活動や国際連携を
図っていく。また、トップランナー制度の活用により、省エネ製品・システムの導
入普及の促進を図る。長期的視点から、家庭、オフィスビル等の直流化など抜
本的な省エネ技術についても検討を行う必要がある。

○ HEMS/BEMS/地域レベル EMS
・ 技術概要
住宅やビル、さらには地域内でネットワークを介してエネルギー計測・管理を
行う省エネ技術。
HEMS/BEMS は、IT 等の活用により、家庭・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ながら、エアコン、照明などの機器をネットワ
ーク化して運転管理することによってエネルギー消費量の削減を図るシステ
ム。
HEMS/BEMS 更に地域レベル EMS により、二酸化炭素排出量は 10〜15％
削減可能。
地域レベルの EMS は、IT 技術、ネットワーク等を活用し、HEMS／BEMS と系
統、分散電源を連携制御することにより省エネを図るシステムであり、更なる二
酸化炭素削減に貢献することが期待できる技術。
・ 技術開発ロードマップ
HEMS/BEMS 技術としては、通信ハードウェア技術、家庭内／建物内センサ
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ーネットワーク（全機器間通信）、マイクロセンシング技術、予測技術といった技
術の開発が必要である。地域レベルの EMS 技術としては、HEMS/BEMS 技術
に加え、地域コジェネシステムや太陽光発電等の再生可能エネルギーとの連
携技術、電気・熱などのエネルギー利用最適化・評価技術、蓄熱・電力貯蔵の
ための技術の開発が必要である。
・ 効果的な技術開発とその成果の普及に向けた課題
上記の技術開発を推進しつつ、技術開発の進捗に応じた段階的な導入を推
進していく。具体的には、HEMS/BEMS については、効率的なトータル・エネル
ギー管理システムとして実証することが重要である。直流給電化等の省エネ技
術等に加え、包括的な省エネルギーサービスを提供する ESCO 事業を推進す
るなかで、ビジネスモデルを構築することが必要である。
さらに、より広域的なエネルギーマネジメントを図るための地域レベルの
EMS 技術についても、再生可能エネルギーや分散型電源と系統との調和を図
りつつ、実証によりその効果を検証していくことが必要である。

（分野横断的な技術開発）
○ 高性能電力貯蔵
・ 技術概要
太陽光、風力等の再生可能エネルギーの大規模な系統連携や電気自動車
等の普及に必須となる蓄電池、高出力密度を有するキャパシタを活用した電
力貯蔵技術等がある。ハイブリッド自動車・電気自動車の普及、太陽光・風力
などの再生可能エネルギーの導入拡大などにより二酸化炭素排出量を削減に
つながる。電力負荷平準化の効果も期待できる。
・ 技術開発ロードマップ
（自動車用の電力貯蔵技術については、プラグインハイブリッド自動車・電気
自動車の記述（P22,23）を参照）
前述のとおり、我が国の電池技術は、モバイル機器用を中心に、我が国の
電池メーカーが世界をリードしてきたが、市場シェア及び技術開発の面でも、米
国、欧州、中国、韓国といった国々で国を挙げた取り組みが進展しており、我
が国の優位性については予断を許さない状況となっている。
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定置型の電力貯蔵システムとしては電力負荷平準化用に揚水発電が実用
化されているが、立地制約が少なく需要端に設置して送変電ロスを低減でき電
力品質向上などの機能も付加できる蓄電池システムの開発が進められ、NAS
電池13 の実用化が実現している。風力・太陽光発電併設用には、電力負荷平
準化用以上に長寿命、低コストで補機消費電力の少ない電池の開発が求めら
れている。ニッケル水素電池については、新エネルギーの負荷平準化用として
有望ではあるが、より大電流の充放電が可能でメンテナンスの容易な電池の
開発が求められている。
さらに、リチウムイオン電池は充放電効率が高いという特長も含めて有力な
候補であるが、大容量化、長寿命化、低コスト化に課題がある。リチウムイオ
ン電池については、モバイル用の延長上ではなく、定置用途で要求される性能
に対応した開発が必要である。安全性が高く高容量の正極材料、合金系など
の負極材料、高導電性・高安全・安価な電解質、高信頼性・安価なセパレータ
などの開発による高性能・長寿命・高安全性・安価な改良型リチウムイオン電
池の開発が必要である。2030 年に、太陽電池や風力発電と同等の寿命（20
年）、コスト 1.5 万円/kWh の実現を目指し、技術開発を推進する。
キャパシタは、電気二重層キャパシタが電力貯蔵（無停電電源装置）や、太
陽光発電や風力発電等の出力平準化や瞬時負荷変動によるフリッカ補償に
利用されつつあるが、より一層の高性能化と低コスト化が必要である。
・ 効果的な技術開発とその成果の普及に向けた課題
今後、バックアップ電源用途、風力・太陽光発電の安定化用途をはじめとす
る自動車用途以外への大型リチウムイオン電池の普及と、これによる量産効
果の顕在化が期待される。このため、バッテリー本体の技術開発に加えて、電
池の寿命の保持と安全性確保のために電池の電圧、温度、圧力などをモニタ
するための安価なセンサ技術や系統安定化に必要な大容量バッテリーの構築
に向けて多くの電池セルを組み合わせて使用するために必要な電池モジュー
ル化技術と電池モニタ・制御技術、電池モジュール運転技術、電池システムに
マッチした高効率インバータ直流コンバータの開発を合わせて推進することが
必要である。また、技術開発のみならず、リチウム等の電池用希少金属のリサ
イクルクチェーンの確立や、海外においても技術開発が加速する中で、成果の
円滑な市場展開に向けた標準化・規格化に向けた検討が必要である。
○ パワーエレクトロニクス
13

液体ナトリウムと液体硫黄、特殊セラミックスを利用した蓄電池。鉛蓄電池と比較してエネルギ
ー密度が大きい。
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・ 技術概要
パワーエレクトロニクス技術は、
発電、送配電、蓄電、電気機器で
使われる次世代半導体等を活用し
たインバータ等の省エネルギー技
術。
インバータは、モーターなどの産
業・輸送機器や各種電源装置、情
報機器、家電、電力分野における
直流送電や可変速揚水装置、電力
出典：（左）(独)産総研 Φ100mm 4H-SiC 単結晶
品質改善機器など民生、運輸、産
（右）安川電機 インバータ
業、転換と幅広い分野に多く用いら
れている。
パワーエレクトロニクス用半導体は、このインバータの省エネ化を通じて、多
くの機器のエネルギー効率を向上させる。例えば、SiC デバイスの適用により
ハイブリッド自動車や電気自動車などの輸送部門においては 2〜10％程度（負
荷状態により変化）、コンピュータ用電源については 4〜5％程度、ポンプ・ファ
ンの電動機駆動用に用いられる汎用インバータなどの産業分野においても、
約 2％程度の効率向上がそれぞれ SiC デバイスの適用により期待できる。さら
に電力分野においても、損失の低減に寄与するとの報告がある。
・ 技術開発ロードマップ
シリコン半導体を中心とした省エネ技術に加え、今後の革新的な技術進展を
もたらすブレークスルーとして、SiC や GaN14の新たなデバイスの実用化が期待
されている。
SiC のデバイス製造に関しては、基板（ウェーハ）上にエピタキシャル膜が安
定して成長する技術を開発し、大口径で高品質の基板が低コストで供給される
ことが重要である。次に、製造効率の高いプロセス、デバイス技術の確立が必
要である。さらに、従来よりも高い動作温度にも耐えうる実装技術、ソフトスイッ
チングや高周波対策などの周辺技術の確立も必要である。
GaN については、SiC 以上の高周波数パワーデバイスの実現も期待が高く、

14

SiC(炭化ケイ素)、GaN(窒化ガリウム)は、次世代の主役となる化合物半導体であり、Si(シリコン)
に比べロスの低減が可能である。現状では、結晶成長の容易さ、コスト、熱伝導率などの違いに
より、GaNは中耐圧(数百ボルト)分野、SiCは高耐圧大電力用デバイスとしての期待が高い。
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通信、電力変換、航空・宇宙分野への応用に向けて研究開発が進められてい
る。大電力用途には縦型デバイスの出現が待たれている。
ダイヤモンドデバイスは究極のデバイスとも言われている。米国はその実現
の困難さから開発を断念しているが、我が国では、SiC や GaN と競合できるデ
バイスの実現に向けて研究開発が進められている。
こうした中、SiC、GaN 系パワーデバイスについて 2015 年頃の実用化を目指
す。量産性及びデバイス特性の指標であるウェーハ口径及びウェーハ転位密
度15について、SiC パワーデバイスについては、2008 年頃にウェーハ口径 4 イ
ンチ、ウェーハ転位密度 103cm-2、2015 年頃に 6 インチ、ウェーハ転位密度
102cm-2 を目指して技術開発を推進する。
GaN 系パワーデバイスについては、2010 年頃にウェーハ口径 3 インチ、ウェ
ーハ転位密度 104cm-2、2020 年頃に 4 インチ、2030 年頃にウェーハ転位密度
103cm-2 を目指して技術開発を推進する。
ダイヤモンドデバイスについては、2020 年頃の実用化を目指し、2010 年頃
にウェーハ口径 2 インチ、ウェーハ転位密度 103cm-2、2020 年頃に 3 インチ、
ウェーハ転位密度 102cm-2 を目指して技術開発を推進する。
・ 効果的な技術開発とその成果の普及に向けた課題
日米欧で熾烈な技術開発競争が行われているが、基板供給については特
定の企業の寡占状態にある。半導体分野については、我が国のプロセス、デ
バイス、実装技術は世界的にもトップレベルにある。パワーエレクトロニクスで
国際競争力を獲得するには、こうした優位性を活かしコンソーシアム方式で効
率的にリソース（資金、設備、人）を投入し、関係者をネットワーク化しながら技
術開発を推進することが必要である。また、技術開発と合わせて、技術の国際
標準化に向けた取り組みを推進することが必要である。

○ 水素製造・輸送・貯蔵
・ 技術概要
燃料電池自動車や定置用燃料電池に利用
する水素を高効率かつクリーンに製造・輸送・
出典：経済産業省ＪＨＦＣプロジェクト
貯蔵するための技術。再生可能エネルギー
「水素ステーション」
の利用、CCS との組み合わせにより製造した
水素を、燃料電池自動車の燃料などとして利用することにより、二酸化炭素削
15

ウェーハ転位密度とは、線状の格子欠陥の密度、ウェーハの欠陥指標として用いる。
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減に貢献することが期待できる。
・ 技術開発ロードマップ
水素の製造技術については、化石燃料からの製造、水電解、再生可能エネ
ルギーの活用といった技術がある。化石燃料からの水素製造技術は成熟して
いるが、今後、改質効率の向上やオンサイト用ステーション向け製造装置の小
型化が課題である。水電解については、固体高分子やアルカリ水電解といった
技術があり、効率や耐久性、経済性の向上といった課題がある。再生可能エ
ネルギーからの製造技術としては、バイオマスからの水素製造等があるが、木
質系原料等のガス化技術は既に熱利用で実績のある技術であり、水素への
改質効率向上等プロセスの最適化が課題である。また、メタン発酵や水素発
酵は、効率のよい発酵菌の探索等、研究段階にある。
水素の輸送方法は、トレーラーによる圧縮水素輸送、液体水素輸送、有機
ハイドライドによる輸送に加えて、パイプライン輸送が考えられる。鋼製容器を
用いた圧縮水素輸送は既に実績があり、一層の高圧化や複合材料容器を用
いた輸送量の増大が課題である。液体水素輸送では、液化プロセスの効率化
や液体水素ローリー、液体水素コンテナの断熱性能の向上が課題となる。
2020 年頃に、高圧輸送で 7 円/Nm3、液体輸送で 3 円/Nm3 にまで低下させるこ
とを目指し、技術開発を推進する。
水素貯蔵では、ガスによる貯蔵、液体水素による貯蔵、水素吸蔵合金による
貯蔵技術がある。高圧ガスによる貯蔵では、35 MPa から 70 MPa への高圧化
や容器の低コスト化が課題である。液体水素貯蔵では、輸送技術と同様、液
化プロセスの効率化や液体水素ローリー、液体水素コンテナの断熱性能の向
上が課題である。水素吸蔵合金を用いた貯蔵では、材料探索や耐久性の向上、
ハイブリッドタンクの開発が課題であり、こうした課題の解決に向けた技術開発
を推進する。
こうした技術開発により、2020 頃に水素価格を、40 円/Nm3 まで低下させるこ
とを目指す。
・ 効果的な技術開発とその成果の普及に向けた課題
化石燃料由来の水素製造を行なう場合には、より一層の二酸化炭素削減を
図るため二酸化炭素回収・貯留技術との組み合わせについても検討が必要と
なる。また、ニア・ゼロエミッションの水素を製造するためには、再生可能エネ
ルギー等の利用技術の高度化が重要である。
さらに、普及を支える技術として、水素供給インフラの整備や水素安全検知
等の安全対策、制度見直しや法整備が必要である。水素エネルギーの国際的
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な普及に向けて、ISO、IEC、SAE 等の標準策定の場で日本がリーダーシップを
とることが重要である。
水素エネルギーは、黎明期では、小型もしくはガソリンスタンドへの併設タイ
プのオンサイト改質から導入が始まり、水素需要が立ち上がった後は、オンサ
イト/オフサイトのベストミックスになっていくと見込まれる。水素源では、導入当
初は低コストの化石燃料改質が主流であるが、技術開発の進展に伴い、二酸
化炭素フリーの再生可能エネルギー等の水素に移行することが期待される。
供給インフラについては、黎明期は、化石燃料改質器一体型の定置用燃料
電池やガソリンスタンドにおける水素スタンドの併設からの利用が進展し、技
術・需要の進展に合わせ、水素ステーションや水素低圧パイプラインを用いた
ローカル水素供給システムの活用が進むと見込まれる。将来は、ローカル水
素供給システムとコンテナ等による大規模生産拠点からの輸送との最適な組
み合わせによって、全国規模の水素供給インフラが構築されることが期待され
る。
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3. エネルギー革新技術開発における国際的な連携の推進について
(1) 世界におけるエネルギー技術開発の現状・技術開発ロードマップ策定の状況
（停滞する世界のエネルギー研究開発投資）
昨年来、国連、Ｇ８サミットをはじめ多くの国際的な議論の場で、気候変動問題への
対応としてのエネルギー技術開発の重要性が指摘されている。しかし、エネルギー分
野における研究開発投資は近年停滞傾向にあるなど、以下に示す状況にある。
（図５、６、７参照）
¾ 世界のエネルギー技術開発投資は、二度にわたる石油危機を受けて増加した
ものの、その後の原油価格の安定に伴い、1980 年をピークに停滞している。
¾ 実用化までに長い時間と大規模な投資を伴うことから、民間企業が持続的に投
資を行うことは必ずしも容易でなく、政府研究開発投資の果たす役割が大きい。
¾ エネルギー分野の政府研究開発投資では原子力分野の占める割合が大きい。
¾ 国別の政府研究開発投資では、日米欧が世界を牽引している。
¾ 日本の政府研究開発投資は総額で世界最高水準にあり、エネルギー安全保障
の確保と気候変動問題への対応という課題に積極的な投資を行っている。
（図５）エネルギー技術開発に関する重要性の認識の高まり
「美しい星５０」（平成１９年５月）
• 我が国は本年５月２４日に「美しい星５０（Cool Earth 50）」というパッケージを提案。
【世界全体の排出量削減のための長期戦略の提唱】
○「世界全体の排出量を現状から2050年までに半減」という長期目標を世界共通目標として提案。
○その達成のため「革新的技術の開発」と「低炭素社会づくり」という長期ビジョンを提示。
G8ハイリゲンダムサミット成果文書（平成１９年６月）
G8ハイリゲンダムサミット成果文書（平成１９年６月）
「技術は、エネルギー安全保障を強化するとともに、気候変動を抑える鍵である。我々は、すべての
エネルギー生産及び使用分野において、持続可能な、炭素集約度のより低いクリーンなエネルギーの
気候に優しい技術の利用を、緊急に開発、展開、促進しなければならない。」
気候変動に関する日米両政府間のハイレベル協議（平成１９年８月）
技術革新における日米協力の重要性、及び、エネルギー効率の重要性について意見が一致。
ＡＰＥＣ首脳会議「気候変動に関する独立首脳宣言」 （平成１９年９月）
低排出・ゼロ排出技術の共同研究、開発、普及及び移転は、気候変動に取り組むための我々の共通の努
力において極めて重要になるであろう。
エネルギー安全保障と気候変動に関する主要経済国会合（平成１９年９月）
我が国が主張する革新的技術の必要性についても各国の賛同が得られた。
日米首脳会談（平成１９年１１月）
○経済成長を維持しつつ、地球温暖化防止とエネルギー安全保障を両立させるために、革新的技術開発
の推進及び原子力の平和的利用を可能とするために協力していくことで一致。
○クリーンエネルギーと気候に関する技術の研究開発において引き続き主導的役割を果たすと共に、日
本及び米国が実施しているようなこれら技術の研究開発への公的資金の増額を他の主要経済国に慫慂
する。 （日米協力ファクトシート）
気候変動枠組み条約締約国会合（平成１９年１２月）
バリ行動計画の要素の一つとして、革新的技術の研究開発協力を位置付け。
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（図６）米国の官民研究開発投資及び先進国のエネルギー分野における政府研究開発投資の推移
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（出典：JGCRI 「Global Energy Technology Strategy」）
（注）原油価格：85年まではアラビアン・ライト原油、
86年以降はドバイ原油

（図７）各国のエネルギー分野における政府研究開発投資（2005 年）
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※原子力を除いた政府研究開発投資は米(2,573＄million)、日(1,397＄million)、独(343＄million)
伊(221＄million)、英(90＄million) （出典：IEA）。

（日・米・欧における技術開発ロードマップ策定の動き）
技術開発を効果的、効率的に進めるため、克服すべき課題や求められる機能向上
を時間軸上に明示した「技術開発ロードマップ」を策定する努力が、国内外において進
められている。例えば、技術革新のスピード・競争の激しい半導体分野では、産官学
が 連 携 し て 国 際 半 導 体 技 術 ロ ー ド マ ッ プ （ International Technology Roadmap for
Semiconductors）を策定し、技術革新を牽引している。
エネルギー分野の技術開発においても、我が国は、新・国家エネルギー戦略に基づ
き、長期的な技術開発ロードマップを示した「エネルギー技術戦略（平成１９年４月）」を
策定している。米国においても、気候変動の対応に必要な研究開発を支援するため、
100 年先を見越して、短期・中期・長期的に取り組むべき技術開発ロードマップ等を示
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し た 「 気 候 変 動 技 術 プ ロ グ ラ ム ・ 戦 略 計 画 （ Climate Change Technology
Program/Strategic Plan）」を平成 19 年に策定している。欧州では、2020、30、50 年を
見据え、気候変動問題への対応に向けた欧州域内の技術戦略が策定されている。こ
のように、日米欧において、長期を見通した気候変動・エネルギー技術開発の重要性
を踏まえた技術戦略や技術開発ロードマップ策定の動きが進展している。

(2) 国際連携のあり方
気候変動問題の解決に向けエネルギー分野の技術開発を強化、加速するには、世
界が連携して研究開発投資を確保し着実に技術開発に取り組むことが必要である。
長期的にわたる継続的な取組が必要なエネルギー分野の技術開発について、国際連
携を効果的に進め、技術開発を国際的に加速していくための方策としては、以下の内
容が考えられる。
（技術開発ロードマップの国際共有）
現在、世界の技術開発の進捗を継続的に確認し、促進する仕組みは存在しない。
国際的な連携も、アドホックに特定の技術について進展しているのが現状であり、体
系的に協力を促進する仕組みはない。このため、まずは、各国の技術開発や国際連
携の現状を分析しつつ、各国や地域において策定されつつある技術開発ロードマップ
等、長期的な技術開発の方向性を共有し、世界におけるエネルギー技術開発をより体
系的に推進していくことが必要である。この結果、いつ頃までにどのような技術を実用
化し、利用可能とするのかについての共通認識が醸成され、各国・地域は、技術開発
の現状や進捗を確認し合いながら、目標達成に向けて研究開発投資を確保し、着実
に技術開発を進めることが期待できる。また、各国で実施されている様々な技術開発
の全体を俯瞰することも容易になり、新たに国際連携を深め、取組を加速すべき分野
を特定することも可能になる。このため、IEA とも連携し、各国・地域が技術開発ロード
マップを共有しつつ、着実に技術開発に取り組むための協力の枠組みの構築の検討
が必要である。
（国際連携による研究開発の加速）
技術革新のスピードが競争力を左右する中で、世界の動向に目を懲らしつつ、海外
の研究機関とも連携し、必要な研究開発リソースを補完しながら効率的に研究開発を
進める企業が増えている。エネルギー技術開発の分野でも、国際的な連携によって研
究開発を行うことが有効である。
国際連携による研究開発には、我が国単独では対応できない長期かつ大規模な投
資を必要とするリスクの高い研究や実証プロジェクトにおけるリスク分散、我が国にな
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い技術シーズ、研究人材の活用による研究開発の加速、情報交換を通じた海外にお
ける先端的な技術動向、知見の迅速な把握による研究開発の効率化、国際標準化の
推進等による成果の市場導入の円滑化、といったメリットが期待できる。
（国際連携を進める上での留意点）
技術開発・普及の最終的な担い手である民間企業の研究開発意欲を妨げることなく
国際連携を進めるには、知的財産の保護や意図せざる技術流出の防止に配慮し、競
争と協調の適切なバランスをとることが不可欠である。
例えば、日中間のビジネスベースでの省エネ技術協力を進めている省エネルギー
環境ビジネス協議会においては、両国政府が参加した委員会を設置し、モデルプロジ
ェクトを指定した上で、知財への配慮を含め、問題の未然防止、事後解決を図るといっ
た工夫をしつつ、技術移転が進められている。開発された技術の円滑な移転のために
は、こうした取組により政府ベースで知財への配慮について予め議論し対応しておくこ
とも必要である。
(3) エネルギー分野における国際連携の現状と今後の方向性
既に、原子力、ゼロエミッション石炭火力発電、燃料電池等の多様な研究段階にあ
る技術について、国際協力が進展している（図８参照）。これらには、情報交換のみを
主体とするものから、各国で資金負担し、テーマを分担して協力して取り組むものまで、
様々な連携がある（図９参照）。
一箇所もしくは複数の拠点に研究者が集まり研究開発を行うケースは、資金額が大
きいＩＴＥＲのように限定的であり、資金・リソースの分担を行う場合には、各国内で実
施した研究開発成果を持ち寄るケースが多い。他方、情報交換については、IEA にお
ける実施協定の活動等、多くの技術、研究開発の広範なステージを対象に実施されて
いる。
こうした状況を踏まえると、まずは情報交換をベースとした連携を図り、既に進展し
ている国際パートナーシップにおける取組を拡充しながら、技術の状況や各国のニー
ズ等を踏まえて、新たな連携による研究開発の実施を検討することが適当である。
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（図８）エネルギー分野における技術協力の現状
名称

発足年月

目的

加盟国／ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ国

国際エネルギー機関（IEA）
実施協定

1974年
１1月

IEA加盟国におけるエネルギー研究開発を支援するため１９
７５年に設立された協力の枠組み。省エネ、再生可能エネル
ギー、化石燃料といった技術分野や、気候変動対応といった
横断的な分野において、現在、４１の協定が締結されており
、研究開発、実証、普及に関する情報交換等を行っている。

日欧米各国を含めた、ＩＥＡ加盟国及び非加盟国が各国の関
心に応じて参加。

第４世代原子力システム国
際フォーラム
（GIF）

2000年
1月

国際協力の下に第４世代原子力システムの研究開発を進める
ことを目的に設置。ナトリウム冷却炉、超高温ガス炉、ガス
冷却高速炉、超臨界圧水冷却炉、鉛冷却高速炉、溶融塩炉の
６つのシステムを2030年頃を目途に国際協力で開発。

１２ヶ国１機関（日本、米国、カナダ、英国、フランス、ス
イス、ロシア、アルゼンチン、ブラジル、南アフリカ、中国
、韓国、ユーラトム）

フューチャージェン
プロジェクト
(FutureGen Project)

2003年
2月

ゼロエミッション型石炭火力発電所の実現を目指し、石炭を
ガス化し高効率で発電するシステムとCO2を地中貯留するシ
ステムを併せてフルスケールで実証する多国間協力事業。
現在、プロジェクトを見直し中であり、今後、ＣＣＳに焦点
をあてたものとする。

現在、検討中。

炭素隔離リーダーシップ・
フォーラム
（CSLF）

2003年
6月

二酸化炭素分離・輸送・貯留等に関する費用対効果に優れた
技術開発を促進し、炭素隔離技術の国際的な受容性を高め実
用化を推進。

２１ヶ国１地域（日本、米国、カナダ、英国、ドイツ、フラ
ンス、イタリア、オランダ、ノルウェー、デンマーク、ギリ
シャ、ロシア、EC、ブラジル、メキシコ、コロンビア、オ
ーストラリア、南アフリカ、中国、インド、韓国、サウジア
ラビア）

水素経済のための国際パー
トナーシップ
（IPHE）

2003年
11月

水素及び燃料電池技術の研究開発、実証、商業化を促進。ま
た、政策や基準等の標準化を促進するための場を提供。

１６ヶ国１地域（日本、米国、カナダ、英国、ドイツ、フラ
ンス、イタリア、ロシア、ノルウェー、アイスランド、EＣ
、オーストラリア、ニュージーランド、ブラジル、インド、
中国、韓国）

クリーン開発と気候に関す
るアジア太平洋パートナー
シップ
（APP）

2005年
7月

アジア太平洋地域において、増大するエネルギー需要、エネ
ルギー安全保障、気候変動問題へ対処することを目的に、
CO2回収型酸素燃焼石炭火力発電の日豪共同実証プロジェク
トであるCallide Aプロジェクトの推進等、クリーンで効率的
な技術の開発・普及・移転のための地域協力を推進。

７ヶ国（日本、米国、カナダ、豪州、韓国、中国、インド）

国際原子力エネルギー・パ
ートナーシップ
（GNEP）

2006年
2月

原子力発電の拡大と核不拡散及び安全の確保の両立を目指す
。高速炉及びサイクル施設の建設並びに高速炉技術、サイク
ル技術及び中小型炉技術等の研究開発を推進。

２０ヶ国（日本、米国、フランス、イタリア，中国、ロシア
、オーストラリア、ブルガリア、ガーナ、ハンガリー、ヨル
ダン、カザフスタン、リトアニア、ポーランド、ルーマニア
、スロベニア、ウクライナ、カナダ、韓国、セネガル）

※2008年３月現在

（図９）国際連携の形態に基づく現行の国際協力のマッピング
情報交換のみ

研究成果等
の持ち寄りに
よる連携

【情報交換】基礎研究から実用化、実証、商業化まで幅広く情報交換を実施
（例：ＩＰＨＥ、多くのIEA実施協定）
【情報交換＋共同研究】
研究段階にある技術につ
いて、各国がリソースを提
供するなど共同研究。
（例：AIST-ロスアラモス共
同研究、ＩＩＳＩﾌﾞﾚｰｸｽﾙｰﾌﾟ
ﾛｸﾞﾗﾑ、ＧＩＦ)

【情報交換＋共同研究】
開発段階にある技術に
ついて、共同研究又は
情報交換を実施。
（例：ＣＳＬＦ)

【標準化】
技術の普及促進の
ための標準化
（例：ＩＳＯ）

【情報交換＋共同研究開発】
研究開発段階にある技術について、共同研究開発又
は情報交換を実施。（例：ＧＮＥＰ)

拠点におい
て集中研究

資金等リソース
面でも協力

【共同実証】
各国が資金等リソース
を提供し、技術の大規
模実証を実施
（例：Callide A）

【共同研究】
基礎的な段階にあり、か
つ大規模なリソースを要
する技術開発について各
国がリソースを提供し、共
同研究するケース
（例：ITER)

研究

実証

開発
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商業化・市場投入

（既存の枠組みを活用した国際連携の推進）
上記のとおり、現状でも数多くの国際パートナーシップが立ち上げられており、これ
らの活動をベースとして、更に連携を強化していくことが必要である。具体的には、以
下の技術について、連携を推進していくことが考えられる。
◯ 二酸化炭素回収・貯留（CCS）
APP や CSLF 等を通じ、CCS 技術のうち先進的な技術（分離膜やモニタリング
技術）の開発に係る連携を強化する。また、我が国における貯留ポテンシャルが
現時点で限定的であることから、Callide A といった海外実証プロジェクトにおい
て、官民一体の枠組みにより、我が国技術の優位性を実証していくとともに、海
外の研究機関や実証プロジェクトとの連携を強化する。また、IEA 等を通じ、環境
影響評価や社会的受容性の確保といった技術の普及面での環境整備について
連携を強化する。
◯ 燃料電池
IPHE における情報交換を強化しつつ、円滑な海外展開を念頭に、水素燃料
等の規格基準に関する国際標準化を推進する。二国間においても、水素貯蔵材
料に関するロスアラモス研究所との技術情報交換、共同研究を通じて、連携を
強化していく。
◯ 先進的な原子力発電
高速炉技術については、GNEP 及び GIF の枠組みの中で、日米を中心に炉の
設計概念、設計要求、燃料の基本仕様等について検討を実施し、各国の知見を
共有しつつ研究開発を加速化する。
中小型炉技術については、日米協力の枠組みの中で、IAEA 等が行った途上
国のニーズ調査等を基に設計要件をとりまとめ、既に検討されている設計概念
を調査する。また、中小型炉に関する互恵的な技術分野で共同研究開発の検討
を進める。
○ 高度道路交通システム
省エネルギーに資する ITS を推進するため、毎年開催される ITS 世界会議の
場において、日米欧三極の連携を強化する。具体的には、環境・エネルギーに
資する ITS の技術動向等を定期的に情報交換し、自動運転・協調走行の開発に
係る情報交換を行うワークショップの共同開催、二酸化炭素削減効果評価手法
の共同開発等連携を強める。
ITS を海外にも普及させるためには ISO/TC204（ITS）で行なわれている国際
標準化を推進する必要がある。我が国は TC 副議長、WG14（走行制御）議長を
確保するなど国際標準化の議論をリードする立場にあるところ、省エネルギーに
資する ITS について諸外国と連携しつつ推進する。
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（新たな国際連携の推進）
さらに加速が必要な分野や、国際的に協力が不足していると考えられる分野につい
ては、新たな国際連携を検討していくことも必要である。また、既に国際協力が行われ
ている分野についても、プロジェクトやパートナーシップ間の連携を強化していくことが
必要である。具体的には、以下の技術について、連携を推進していくことが考えられ
る。
◯ 二酸化炭素回収・貯留（CCS）
CCS 技術については、これまでの知見を活用し、中国、豪州等での海外実証
プロジェクトの推進に貢献するとともに、我が国の実証面でのノウハウの蓄積を
図る。さらに、IEA 等と協力の下、内外の複数のプロジェクト間の連携を促進する
ための仕組みの構築を検討する。また、二酸化炭素回収・貯留技術に焦点をあ
てた新しい枠組みでの FutureGen に対し、我が国としても積極的な参画を行う。
◯ 革新的太陽光発電
アカデミアレベルで基礎研究がスタートしたばかりの第三世代の太陽光発電
技術について、研究拠点を我が国に整備するとともに、海外からの優秀な人材
の招聘やシンポジウム開催を通じて、海外研究機関とのネットワークを構築する
とともに、IEA の活動とも連携しつつ、各国における研究開発動向の情報交換を
行う。
○ 高性能電力貯蔵
前述のとおり、我が国は電池技術では今なお優位性を有するが、新規正極材
料は殆どが欧米の研究者により開発されてきているように、新規材料の開発で
は基礎研究者の層が厚く、研究資金の豊富な欧米の研究に依存している。この
ため、海外の研究機関と基礎研究部分で連携を検討することが必要である。さ
らに、円滑な海外市場展開に向けて、電池技術の国際標準化・規格化を推進す
る。
◯ 超電導高効率送電
超電導送電については、海外で進められている超電導ケーブルの実証プロジ
ェクトに我が国企業が積極的に参加し、実証研究の促進に貢献することにより、
技術の早期普及に向けた連携を強化する。
また、高温超電導材料の研究開発について、海外で先導的な研究の知見を
有する研究機関と長期的な視点での協力を行うことが有効と考えられるため、
各国における研究開発動向の情報交換等を行う。
◯ 革新的製鉄プロセス
製鉄プロセスについては、国際鉄鋼協会（IISI）や EU の共同プログラムへの参
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画により、欧州諸国の最新技術動向を把握するとともに、基礎的基盤的な分野
における共同研究の可能性を検討する。
◯ 省エネ型情報機器・システム
国際シンポジウムの開催により、IT による環境貢献を国内外に発信し、グリー
ン IT の有効性について、共通認識を醸成するとともに、各国の研究開発動向に
ついて情報共有を行い、革新的な省エネ技術開発を加速する。また、他の国際
的な取り組みとの連携により、取り組みの強化を図る。
今後、こうした技術についての国際連携を推進していくとともに、技術革新の加速が
求められる中で、上記以外にも、国際連携により効率的に技術開発を進めることが有
効と考えられる分野が存在する可能性もあることから、我が国の技術開発の進展や海
外の動向等に応じて、二国間や多国間の枠組みを通じた連携を柔軟に検討していくこ
とが必要である。

4．エネルギー技術面から見た 2050 年の社会システムの姿
（2050 年エネルギー起源二酸化炭素排出量半減のイメージ）
2005 年に約 270 億トン16と推計されている世界のエネルギー起源二酸化炭素排出
量を 2050 年に半減しようとする場合、世界経済が順調に成長を続けると仮定すれば、
二酸化炭素換算で約 400 億トンを越えるエネルギー起源二酸化炭素排出量の削減を
行う必要があるとされている17。
ここでは、今回選定されたエネルギー革新技術が大規模な削減へどのように寄与
するかについて、技術の開発がロードマップに沿って進展し、技術開発が加速的に進
むと想定した試算 18を基に検討を行った。また、こうした技術が導入された社会システ
ムの姿についても描いてみた。

16
17
18

IEA ”World Energy Outlook 2007”
IEA “Energy Technology Perspective”等
（財）エネルギー総合工学研究所試算
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（図１０） ２０５０年世界のＣＯ２半減に至る削減への
エネルギー革新技術別の寄与度（試算）
高効率火力発電・CCS, 12%

先進的原子力発電, 12%

革新的太陽光発電, 7%

産業部門（水素還元製鉄・
革新的材料等）, 8%

その他（既存技術の普及
等）, 40%

民生部門の省エネ機器（ﾋｰ
ﾄﾎﾟﾝﾌﾟ、燃料電池、IT機器
等）, 11%

次世代自動車（燃料電池、
電気自動車、バイオマス
等）, 11%

試算に織り込まれている「２１」の革新技術全体で、半減に要する削減量の約 6 割を
占めており、2050 年の二酸化炭素排出量半減のためには、革新技術の開発とその普
及が不可欠であることが示唆される（図１０）。本試算においては、技術としては、CCS、
原子力、太陽光といった発電分野の技術と運輸分野の技術の寄与度が比較的高いが、
半減を達成するためには、どれか一つの技術で十分ということなく、産業・民生部門を
含め、あらゆる部門で技術開発に総力を挙げて取り組むことが必要であり、我が国が
リーダーシップを発揮していくことが必要である。
【試算からイメージされる 2050 年の社会システムの姿（例）】
2050 年に二酸化炭素を半減させた社会システムのイメージを展望してみる。
革新的技術の恩恵を受け、世界は、持続的な成長を達成しつつも、効率化・低
炭素化が徹底的に進展した社会が実現されている。需要側では、IT 機器による
エネルギー消費の最適化等により大幅な省エネが実現されるとともに、次世代
自動車の大幅な普及による地球にやさしいクルマ社会が実現している。供給側
では、革新的な太陽光発電や原子力、CCS 技術等によるゼロエミッション化が
進展したエネルギー供給システムの下で、大幅な削減が実現される。こうした
高度なエネルギー需給システムの確立により、豊かな生活と二酸化炭素の大幅
削減が両立した持続可能な社会が望まれる。
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＜発電・送電等転換部門＞
火力発電について、CCS による二酸化炭素の削減が行われ、発電の高効率化
とともに、ゼロエミッション化が進展している。
また、安全確保を大前提として、先進的原子力発電の利用拡大が進展する。
再生可能エネルギーの導入も大幅に進展しており、特に、太陽光発電は、火
力発電並みにコストが低下するため、導入が加速する。住宅では建物壁面での
活用等、用途が飛躍的に拡大するとともに、メガワット級の太陽光発電も可能
となる。こうした大規模なソーラー発電所等に蓄電池が併設され、系統安定化
が円滑に行われる。
また、特に都市部における電力需要に対応し、超電導を用いた高効率送電シ
ステムが導入されるとともに、地域の特性を活かしつつ、系統と調和した形で、
再生可能エネルギー、燃料電池といった分散型電源の導入が進展している。
＜産業部門＞
エネルギー多消費産業の一つである製鉄プロセスは、高炉からの効率的な二
酸化炭素分離吸収技術の開発、水素還元の一部導入により二酸化炭素排出が大
幅に削減される。
化学品製造プロセスにおいても、バイオマスによる化学品生産が進展する。
多くの産業で用いられる蒸気など熱需要に対してもヒートポンプ技術が導入
されるなど、低炭素化された製造プロセスが進展している。
＜運輸部門＞
運輸部門においては、従来型の内燃機関を用いた自動車に代わり、電気自動
車、燃料電池自動車、バイオマス系燃料の導入が進展している。ITS による交
通流の適切な制御が行われるとともに、電気自動車や燃料電池自動車の普及と
相まってエネルギー効率の大幅改善が実現している。こうした電気自動車・燃
料電池自動車の大幅導入を支えるための電気スタンド・水素燃料スタンドも整
備されている。
＜民生部門＞
定置用燃料電池や冷暖房・給湯分野への高効率なヒートポンプの導入、高度
に断熱された省エネ住宅・ビルが導入され、省エネが大きく進展している。省
エネ家電や機器、パワーエレクトロニクスの導入や家電、情報機器の省エネ化
が進み、家庭用の太陽光発電と併せて、IT の活用によりエネルギーが無駄なく
計測・管理されるなど社会の省エネ化が進んでいる。また、夜間の余剰電力を
電気自動車の充電に活用するなど、有効活用が行われている。
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５．おわりに−計画の着実な実施に向けて−
（技術開発の進捗に応じた適切な官民の役割分担）
策定した技術開発ロードマップに沿って政府が研究開発投資を行う際には、市
場化に近い段階にある技術については応分の民間負担を得る等、技術開発の進捗
状況を踏まえた適切な官民の役割分担が必要である。また、技術開発の進捗状況
に応じ、基礎的な研究開発を進めるべきもの、実用化・実証研究に重点的に取り
組むべきものの双方に、適切な資源配分を行うことが必要である。
また、産学官の緊密な連携とともに、業種間の垣根を越えた連携によって、技
術の開発とその成果の普及を推進していくことが必要である。
（研究開発成果の円滑な普及・市場導入）
公的機関への率先導入といった導入支援、国際標準化のための議論への積極的
な参加、必要な制度・インフラの整備の検討等を併せて進めることにより、本計
画に基づく技術開発の成果の導入・普及を促進していくことが必要である。
（技術開発ロードマップの定期的な見直し等）
技術開発競争が激化し、技術革新のスピードが増加している中で、ロードマップに
示されたマイルストーンを柔軟に見直していくことが必要である。本計画は10年間を第
１フェーズとして推進し、今回策定した技術開発ロードマップについては、産学官の関
係者の議論を踏まえて定期的に見直しを行うこととする。
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（別添）

Cool Earth−エネルギー革新技術
技術開発ロードマップ

○技術開発ロードマップ
「２１」の技術について技術開発を推進する上で必要な要素技術、開発の方向性等を時間軸上にマイルストーン
として展開した。また、同時に普及を支える技術・関連技術を記載。
主な技術開発の性能
目標と、その達成が見
込まれる時期を示す。

2000
発電コスト

2010
46円/kWh

2020

23円/kWh

14円/kWh

○化合物結晶系太陽電池

研究開発から普及に至る流れ
研究開発・実証段階
導入・普及段階

2040

7円/kWh

●高効率化合物集光型太陽電池

モジュール製造コスト〔モジュール効率〕

普及を支える技術・関連技術
・システム技術（系統連系技術、蓄電技術等）

2030

75円/W〔35%集光時〕
・多接合化技術

飛躍的な効率向上

50円/W〔40%集光時〕

◆HEMS /BEMS/地域レベルのEMS
◆電力貯蔵

●：革新技術
◆：他分野で記述されている革新技術
○：既存技術
・ ：要素技術など

イタリック：開発の方向性

○導入・普及シナリオ
「２１」の技術について主な技術開発及び目標を達成するための筋道とそのための関連施策等について整理。
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① 高効率天然ガス火力発電
技術開発ロードマップ

2000

2010

2030

●高効率天然ガス火力発電

○天然ガス火力複合発電
送電端効率（HHV）

2020

52％（1500℃級）
・コンバインドサイクル発電
・高温ガスタービン技術
・高耐熱材料技術

2040

2050

飛躍的な効率向上

56％（1700℃級）

60％（FC／GTハイブリッド発電）
・大容量高温形燃料電池（MCFC等）技術
・高負荷圧縮機、タービン技術
・先進冷却、燃焼、遮熱技術
・高湿分空気利用ガスタービン発電

普及を支える技術・関連技術

◆石炭ガス化燃料電池複合発電（IGFC）
◆石炭ガス化複合発電（IGCC）
◆CO2回収・貯留

導入・普及シナリオ
高効率天然ガ
ス火力発電

知的財産権を保護した上で、先進国さらには電力需要の増加が見込まれる新興国の需要に向けて、海外電力供給事業者へ日本
の技術・ノウハウ等を提供し、海外における高効率ガス火力発電を普及促進

FC/GTハイブリッ
ド発電

ハイブリッド用SOFC （数百kW〜）
システム検証

実証

初期導入

普及

② 高効率石炭火力発電
技術開発ロードマップ

2000

2010

2020

2030

2040

●石炭ガス化燃料電池複合発電（IGFC）
送電端効率（HHV）

実証機（1000 t/d級）

55％（600 MW級商用機）

●石炭ガス化複合発電（IGCC）
41％（250 MW実証機） 48％（1500℃級・乾式ガス精製） 50％（1700℃級・乾式ガス精製）
46％（1500℃級・湿式ガス精製）

○超々臨界圧発電（USC）
42％（600℃級）

普及を支える技術・関連技術

●先進的超々臨界圧発電（A-USC）
46％（700℃級） 48％（750℃級）

◆CO2回収・貯留

導入・普及シナリオ
IGCC
IGFC

A-USC

IGCC実験機・実証プラントによる検証

石炭火力発電の新設及びリプレイスでの導入（IGCC、IGFC）

IGFC用FCシステム検証、実証
既存石炭火力発電の設備更新時の導入（A-USC）

2050
飛躍的な効率向上
65％（A-IGFC）
・次世代IGFC

飛躍的な効率向上
57％（A-IGCC）
・次世代IGCC

飛躍的な効率向上

③ 二酸化炭素回収・貯留（ＣＣＳ）

技術開発ロードマップ

2000

2010

2020

2030

●CO2分離・回収
分離コスト

4,200円/t-CO2

2040

2050

分離コストの飛躍的低減

2,000円台/t-CO２ 1,000円台/t-CO2（高圧ガスへの分離膜適用）
さらに分離膜の実用 ・化学吸収法、物理吸収/吸着法、膜分離法、
化で1,500円台に
未利用低品位廃熱利用による吸収液再生等
・分離膜の大型化、連続製造

●CO2地中貯留
地中貯留実証試験

大規模実証試験

●CO2海洋隔離

・帯水層、廃油ガス田、炭層貯留
・輸送技術

貯留ポテンシャルの飛躍的拡大
・溶解希釈、深海底貯留隔離 など

普及を支える技術・関連技術
・石油増進回収（EOR）
・挙動予測
・モニタリング技術
地中貯留実証試験

◆石炭ガス化燃料電池複合発電（IGFC）
◆石炭ガス化複合発電（IGCC）
排出源近傍大規模実証試験
地中貯留の国内本格実施
◆高効率天然ガス火力発電

導入・普及シナリオ
分離回収

CO2分離回収の低コスト化
大規模システム実証

システム

環境整備等の状況を見極めつつ順次適用

環境影響評価・社会受容性の確保（CO2貯留後のモニタリングも含む）
環境整備

国内法・国際ルール等の整備
貯留ポテンシャル評価
国際連携強化

④ 革新的太陽光発電

技術開発ロードマップ

2000

2010

発電コスト

46円/kWh

2020

23円/kWh

2030

14円/kWh

2040

2050

7円/kWh
●新構造・新材料太陽電池
モジュール効率 40%以上

・量子ナノ型など超高効率太陽電池

理論効率50%以上

○化合物結晶系太陽電池

●高効率化合物集光型太陽電池

モジュール製造コスト〔モジュール効率〕

75円/W〔35%集光時〕
・多接合化技術

飛躍的な効率向上

50円/W〔40%集光時〕

●有機系太陽電池（色素増感型、有機薄膜）
ー 円/W〔6%〕

○単層薄膜Si
太陽電池

75円/W〔10%〕
・多接合化技術

○積層型薄膜Si
太陽電池
100円/W〔12%〕

飛躍的な低コスト化・適用拡大

50円/W〔15%〕

●超高効率薄膜太陽電池
45円/W〔18%〕

75円/W〔14%〕

75円/W〔18%〕
・多接合化技術

○CIS系薄膜
太陽電池

●超薄型結晶Ｓｉ太陽電池飛躍的な低コスト化

普及を支える技術・関連技術
・システム技術（系統連系技術、蓄電技術等）

50円/W〔22%〕

75円/W〔19%〕

◆HEMS /BEMS/地域レベルのEMS
◆電力貯蔵

導入・普及シナリオ
従来型系統連系システム

中規模PVシステム

住宅用

産業用
海外

飛躍的な低コスト化・適用拡大

50円/W〔22%〕

○結晶Si太陽電池
100円/W〔16%〕

公共部門等における導入支援
RPS制度等による市場拡大支援

広域PVシステム

構内高電圧連系自家消費システム
SHS (Solar Home System)*→ミニグリッド
*途上国の無電化地域向け小規模住宅用システム

飛躍的な効率向上

大規模太陽光発電（VLS-PV）

⑤ 先進的原子力発電
技術開発ロードマップ

2000

2010

2020

2030

原型炉「もんじゅ」
（福井県敦賀市）
94年臨界、現在、改造中

実験炉「常陽」(茨城県大洗町）
77年臨界、現在まで運転中。

2040

2050

ウラン資源利用率の飛躍的な向上
放射性廃棄物の大幅な減少
商用炉 ●高速炉

実証炉

●次世代軽水炉

経済性、信頼性、安全性の飛躍的向上
・国内リプレース対応
・世界標準炉として海外市場へ展開

○安全確保を大前提とした既設炉の適切な活用
・より実効性の高い検査への移行
・充実させた高経年化対策の着実な運用

●中小型炉 海外市場への展開（次世代軽水炉等大型炉とは異なる市場を対象として世界展開を実現）
・経済性に資する要素技術

普及を支える技術・関連技術
・放射性廃棄物処理・処分技術
（再処理による資源有効利用を含む）
・廃止措置技術
導入・普及シナリオ
次世代軽水炉

ﾌｨｰｼﾞﾋﾞﾘﾃｨ
ｽﾀﾃﾞｨ

既設軽水炉
開発・運転実績

基本設計・要素技術開発

実用化研究開発(FaCT)

高速炉戦略調査研究

詳細設計／安全審査／建設等

高速炉実証ステップ

原型炉「もんじゅ」運転→

1977年〜実験炉「常陽」運転→

実証炉設計・建設

次世代軽水炉の運転

実証炉運転

高速炉実用化
商業炉設計／安全審査

商用炉建設（2050年より前）

海外市場への展開

中小型炉

⑥ 超電導高効率送電

技術開発ロードマップ

2000

2010
100〜500 m

長尺化

（Bi系）

高電圧化

AC66kV
（三相一括）

大電流化

1 kA

2020

数百m
数km
〜1 km
AC66〜kV級、
DC125kV級
3〜5 kA
5〜10 kA
（三相一括）

1 W/m/相
＠1 kA

2040

154〜275kV

（単心、三相一括）

0.3 W/m/相
＠3 kA
6.6 kV
10 MVA
配電用変圧器

低交流損失化

2030

●Y系超電導送電
数GＪ
安定化技術
●系統用Y系超電導変圧器
●Y系超電導ケーブル
ブッシング

工業的臨界電流密度（Je） > 300 A/㎜2
> 300〜500 A/㎜2
8〜12円/A･m＠77K 4〜6円/A･m＠77K
線材コスト
変圧器

ケーブル

冷却装置

2〜3円/A･m＠77K
・線材長尺化、低コスト化技術（高速薄膜製膜技術等）
・冷却の高効率化、大型化、低コスト化

鉄心

500 MVA（限流機能付）

超電導巻線
サブクール液体窒素

○Bi系線材
○Nb系線材

〜 150 A/㎜2
〜 200 A/㎜2
〜 250 A/㎜2
20円/A･m＠77K 12円/A･m＠77K 6円/A･m＠77K

1円/A･m＠4.2K
瞬低補償用SMES

普及を支える技術・関連技術
・冷凍機技術
・超電導発電機（風力用発電機、電力用発電機）
・系統運用技術
・電気絶縁技術
導入・普及シナリオ
電力ケーブル

産業応用ケーブル

電力用変圧器

車載変圧器

送電安定化技術
その他

マイクロSMES

都市部における地中送電
負荷対応変圧器

系統連携変圧器

負荷変動補償
規制緩和、標準化、人材育成

長距離送電・大容量送電
基幹系変圧器
系統安定用SMES

2050

⑦ 高度道路交通システム（ＩＴＳ）

技術ロードマップ

2000

2010

2020

（走行方法の改善）

2030

2040

●自動運転・隊列走行（高速道路）

・リアルタイム燃費計
・アダプティブクルーズコントロール（ＡＣＣ）

●プローブ情報利用
信号制御

●信号連携エコドライブ

・サグ渋滞等対策システム

（道路の有効活用）

●自動運転・協調走行

・エコドライブルート情報システム
・カーナビ活用エコドライブ制御システム

（ボトルネックの解消）
・自動料金収受（ETC）

2050

●信号連携グリーンウエーブ走行

・合流支援システム

○交通流改善技術

・道路交通情報通信システム（VICS） ・最適経路誘導システム
・カーナビゲーション
・駐車場対策システム ・最適出発時間予測システム（プローブ情報利用）
・異常事態検知システム（プローブ情報利用）

普及を支える技術・関連技術
• CO2削減効果評価技術・モニタリング技術
（CO2排出量推計ハイブリッド交通流シミュレーション技術、プローブ利用交通状態モニタリング技術、走行状態別CO2排出量推計技術）
導入・普及シナリオ
車両単独制御

制御対象
外部情報の取込み

道路環境

前方・白線・自車両
(プローブ利用信号制御)

通信の進化

交通流（車群）制御
（パーソナルビークル）

(アイドリングストップ)

（サグ対策）

車群情報・合流情報・周辺車両

信号情報
(信号連動エコドライブ)

(合流支援)

(高速道路における隊列走行)

車車間通信

路車間通信

普及施策

(一般道における協調走行)

効果評価とモニタリング、標準化、国際展開、制度的対応、社会受容性確保

⑧ 燃料電池自動車（ＦＣＶ）
技術ロードマップ

2000

2010

2020

航続距離

300 km

400 km

耐久性

2,000時間

3,000時間

800 km
5,000時間

車両価格（ICV比）

20倍

3〜5倍

1.2倍

2030

2040

●燃料電池自動車（FCV） 飛躍的な航続距離の拡大 飛躍的な低コスト化
・水素貯蔵能力の大幅な向上
・貴金属量低減・貴金属代替触媒の開発

普及を支える技術・関連技術
ハイブリッド自動車
車体軽量化

◆燃料電池（PEFC）
◆水素製造・輸送・供給
◆高度道路交通システム

導入・普及シナリオ
公共的車両への積極的導入
大規模社会実証試験
燃料電池自動車の本格普及
基準化・標準化
水素供給インフラの整備・安全対策、制度見直し・法整備

2050

⑨ プラグインハイブリッド自動車（ＰＨＥＶ)・電気自動車（ＥＶ）
技術ロードマップ

2000

2010

バッテリー性能（現状比）
バッテリーコスト

2020

1倍
1倍

1/2倍

一充電あたりの走行距離

2030

2040

1.5倍

3倍

7倍

1/7倍

1/10倍

1/40倍

200 km

500 km

130 km

2050

●電気自動車（EV）
・ポストLiイオン電池の開発など

・バッテリー性能の向上

●プラグインハイブリッド自動車（PHEV）

飛躍的な航続距離の拡大
飛躍的な低コスト化

・Liイオン電池の性能向上

普及を支える技術・関連技術
•ハイブリッド自動車
•車体軽量化
•レアアース代替材料

◆パワーエレクトロニクス
◆高性能電力貯蔵（Liイオン電池、高性能キャパシタ、ポストLiイオン電池）
◆高度道路交通システム

導入・普及シナリオ
公共向、
用途限定EV

一般
コミューターEV

本格的普及

プラグインハイブリッド自動車
充電インフラ整備

⑩ バイオマスからの輸送用代替燃料製造
技術ロードマップ

2000

2010

（軽油代替）

2020

2030

○GTL（Gas to Liquid）
○CTL（Coal to Liquid）
・FT合成技術、DME合成技術 ・水素化バイオ軽油
・ガス化技術
・国産資源作物・国際協力

2040

●BTL（Biomass to Liquid） 飛躍的な低コスト化・高効率化
・ブタノール発酵技術

・小型高効率液化技術

○バイオディーゼル燃料（BDF）
（ガソリン代替）
○糖・デンプン系のアルコール発酵

●セルロース系のエタノール化 飛躍的な低コスト化・ポテンシャル拡大

・ETBE製造
・前処理、
糖化・エタノール変換効率化

100円/L (稲わら、林地残材等から)

・微生物や酵素の利活用技術

40円/L (資源作物等から)

・高効率な光合成機能を持ったエネルギー作物の開発

普及を支える技術・関連技術
◆燃料電池自動車
・クリーンディーゼル車 ガソリン車と同等の排ガス性能・価格
・フレックス燃料車（FFV）及びハイブリッド自動車との組合せ
導入・普及シナリオ
セルロース系からのエタノール製造

エタノール／ETBE製造
BDF製造
GTL製造

DME直接合成
実証事業を通じた普及促進
品質確保のための法制度の整備
ディーゼルの普及促進

2050

CTL製造

BTL製造

⑪ 革新的材料・製造・加工技術

技術ロードマップ

2000

2010

2020

（ガラス製造プロセス）

2030

2040

●革新的ガラス溶融プロセス 飛躍的な効率向上
小型炉

・ガラス炉完全制御技術
・高効率酸素製造技術
・シミュレーション技術

大型炉

・プラズマ等利用インフライトメルティング（気中溶解）技術
・高効率カレット加熱技術等
・スケールアップ技術

（非鉄金属材料製造プロセス）

●高機能チタン合金創製プロセス 新製錬プロセス工業化
・高機能チタン合金設計技術
・成形プロセス技術

（化学品製造プロセス）

・新製錬スケールアップ技術

●バイオリファイナリー技術 多種多様な物質の大量生産・低コスト化・石油からの原料転換

（その他産業）

●革新的分離膜装置による水処理

飛躍的な省エネルギー化・適用拡大

・省エネ型分離膜新素材の開発
・省エネ型分離膜の水処理技術の確立

（航空機等の輸送機器の省エネ化に向けた材料技術や革新的設計技術）
●輸送機器の省エネ材料・設計技術 航空機やその他の輸送機器等の飛躍的な省エネルギー化
・炭素繊維複合材技術
・次世代構造部材創製・加工技術
・環境適応型小型航空機用エンジン
・熱可塑性炭素繊維複合材料の開発
・最適傾斜機能鍛造軽量部材製造技術

（産業横断的な省エネ技術）

●コプロダクション
・自己熱再生型工業プロセス

●蒸気生成ヒートポンプ

飛躍的な効率向上
次世代石炭ガス化発電
（A-IGCC／A-IGFC）

・次世代ガス化（エクセルギー再生型）技術

飛躍的な適用拡大

COP 3.0、120℃蒸気
COP 4.0
・低温蒸気ヒートポンプのCOP向上
・生成蒸気の高温化

・空気熱源利用による蒸気発生

導入・普及シナリオ

革新的ガラス
溶融プロセス
チタン新製錬技術

小規模での実用化 中規模での実用化
新たな熱回収利用ｼｽﾃﾑ

ガラス溶解・成型工程に
関する省エネ技術開発
チタン製錬・成形工程
に関する技術開発

小規模での実用化
新たな省エネ・省資源加工技術の開発

炭素繊維
複合材技術

膜細孔の配向制御技術の開発
水透過速度向上機能の付加技術
耐久性(耐圧・耐薬品)向上技術の開発
炭素繊維複合材の成形工程・
耐雷性確保に関する技術開発

省エネ型膜分離水処理装置の実用化・普及

小型ジェット旅客機
での実用化

他の輸送機器等への適用

工業プロセスの
エクセルギー損失低減

コプロダクション

蒸気生成
ヒートポンプ

大規模での実用化

バイオプロセスを利用した基幹物質、汎用化成品等の増加
バイオマス原料製品数の増加
バイオマス由来化成品の流通

バイオリファイナリー
革新的分離膜装置
による水処理

大規模での実用化

排熱を利用した蒸気
（約120℃）生成HPの実用化

電力と物質（水素等）の
コプロダクション

圧縮機の性能向上

蒸気を高温化した蒸気生成HPの実用化・普及

熱交換部品の向上
作動流体の開発

高性能化による適用範囲の拡大

2050

⑫ 革新的製鉄プロセス
技術ロードマップ

2000

2010
COURSE50

PhaseⅠ(step 1)

2020
(step 2)

2030

2040

2050

実用化・普及

PhaseⅡ

●革新的製鉄プロセス
・高炉ガス循環技術
・水素増幅技術
・鉄鉱石水素還元技術

●CO2分離・回収技術
○各種省エネ技術
・次世代コークス炉（SCOPE21）
・排熱回収（高炉炉頂発電増強（TRT）、
コークス乾式消火設備新設（CDQ）など）
・設備高効率化（高効率酸素設備、発電タービン改良など）
・操業効率化（還元材比低減、鋼材温度管理など）
・廃プラ等有効活用（原料炭代替、ガス化ガス利用）

・中低温廃熱回収

導入・普及シナリオ
プロセス革新

PCI、CNC等

プロセス効率化

連続化、AI、CNC等

副生ガス回収・利用
排熱回収

継続的効率化推進

ガスホルダー運用、ACC
TRT、CDQ等

廃棄物利用

革新製鉄プロセス

SCOPE-21

CO2分離回収

H2供給

リジェネバーナー等

中低温排熱回収・利用

廃プラ・廃タイヤ

バイオマス

⑬ 省エネ住宅・ビル
技術ロードマップ

2000

2010

2020

2.7 Ｗ/m2･K

熱損失係数

2030

・真空断熱壁
・真空断熱窓

・低真空断熱技術

・マルチセラミックス膜断熱材料技術
熱伝導率 0.002 W/m･K、熱貫流率 0.3 W/m2･K（超断熱壁）
熱伝導率 0.003 W/m･K、熱貫流率 0.4 W/m2･K（超断熱窓）

・調光ガラス
・日射遮蔽

・外部可動日射制御システムの開発・低価格化

○高気密住宅・ビル
・熱交換換気システム

・室内空気改善技術（VOC吸着建材、調湿建材）

○パッシブ住宅・ビル
・自然通風
・自然光利用
・蓄熱

普及を支える技術・関連技術

◆HEMS /BEMS/地域レベルのEMS

導入・普及シナリオ
断熱壁・窓の簡易施工システム
断熱壁・窓の使いこなし技術（構造・設計・施工）
融資・税制等による省エネ住宅の普及
住宅性能表示等の整備・拡充・普及

2050

1.6 Ｗ/m2･K
●高断熱遮熱住宅・ビル

・低熱伝導率断熱材料
・低熱貫流率窓ガラス

2040

飛躍的な断熱性能向上

⑭ 次世代高効率照明
技術ロードマップ

2000

2010

2020

2030

100 lm／W

15 lm／W
1千時間

2050

●次世代照明

●有機EL照明
発光効率
寿命

2040

・マイクロキャビティー発光、クラスター発光、
蓄光技術、光伝送技術 など

200 lm／W
6万時間

●高効率LED照明
65 lm／W
4万時間

200 lm／W
6万時間
・光センサー/人感センサーを用いたエリア照明システム

100 lm／W

○白熱灯
○高効率蛍光灯
15 lm／W、1〜2千時間
50〜100 lm／W、1万時間

普及を支える技術・関連技術
◆HEMS /BEMS/地域レベルのEMS
導入・普及シナリオ
住宅用

補助金・税制改革などによる初期需要創出

産業用

トップランナー方式の効果的運用

海外

発展途上国に対する協力の積極的推進

⑮ 定置用燃料電池

技術開発ロードマップ

2000

2010

2020

（PEFC）
システム価格（定置用、kWあたり） 400〜500万円 約70万円
32%,4万時間
発電効率（HHV）、耐久性
（SOFC）
発電効率（HHV）、耐久性、システム価格
小規模コジェネ
中規模コジェネ
GT/FC複合発電

2030

50万円

2050

<40万円
36%,9万時間
40％、4万時間
>40％、9万時間
※家庭用は貯湯槽
100万円/kW
<25万円/kW（※家庭用：30〜40万円）
を含む想定価格
42％、4万時間、100万円/kW
>45％、9万時間、<20万円/kW
60％、4万時間、数十万円/kW >60％、9万時間、<10万円/kW

●固体高分子形燃料電池（PEFC）

飛躍的な低コスト化

・高温・低加湿対応技術、ロバスト化技術
・白金量低減 など

家庭用コジェネ

2040

・無加湿MEA、白金代替・低酸素過電圧触媒等

自動車用（補助電源用、駆動用）
●新規直接形固体高分子形燃料電池（PEFC）

・安定アニオン膜、中温電解質
・非貴金属空気極、非貴金属燃料極

・バイオ燃料（直接）
・アンモニア直接

●固体酸化物形燃料電池（SOFC）
小規模コジェネ

飛躍的な低コスト化

飛躍的な耐久性向上・低コスト化

中規模〜大規模発電
・CO2分離・回収

●溶融炭酸塩形燃料電池（MCFC）
小規模コジェネ

飛躍的な長寿命化・低コスト化

中規模〜大規模発電
・CO2分離・回収

○リン酸形燃料電池（PAFC）
業務用コジェネ、産業用コジェネ

導入・普及シナリオ
固体高分子形（PEFC）

燃料電池自動車（FCV）の導入・普及
燃料電池コジェネレーションの普及（民生・産業）

溶融炭酸塩形（MCFC）
固体酸化物形（SOFC）

バイオガス高効率発電

大出力化（数MW）
GT/FC複合発電

国際標準化の推進

⑯ 超高効率ヒートポンプ
技術開発ロードマップ

2000

2010

2020

2030

1倍

コスト（現状比）
機器効率（現状比）
（期間平均効率）

1倍
※参考値 ：冷暖房 APF6.6（2.8kW）
給湯 定格ＣＯＰ5.1

2040

2050

3/4倍

1/2倍

1.5倍

2倍

（冷房）
・高効率圧縮機技術

・膨脹動力回収技術

●超高効率空調用ヒートポンプ 飛躍的な効率向上

・次世代冷媒技術

・高効率熱回収技術（冷温熱同時供給）

（暖房）

・ケミカルHPなどの新空調方式
・低外気温対応技術（極寒冷地も含む）

・次世代地中熱利用技術

●超高効率暖房給湯兼用ヒートポンプ
飛躍的な効率向上

（給湯）
・融雪用ヒートポンプ技術

・超高効率熱交換技術
・次世代潜熱／顕熱蓄熱技術
・換気排熱・生活排水熱などの排熱利用技術

●超高効率空調給湯兼用熱回収ヒートポンプ
利便性の向上・低コスト化

普及を支える技術・関連技術

◆HEMS /BEMS/地域レベルのEMS
高効率モータ、インバータ技術、予測制御技術、高熱流束除熱技術、材料・加工技術 など

導入・普及シナリオ
補助金・税制優遇
トップランナー制度等による普及促進
産学官連携した研究開発の推進
国民への情報提供
IEA等を通じた国際連携の推進

⑰ 省エネ型情報機器・システム

技術開発ロードマップ

2000

2010

2020

（テレビ）

●高効率BL技術(液晶)

年間消費電力量
（液晶ＴＶ 52V型）

2.7kWh/年・インチ
●有機ELディスプレイ

5.3kWh/年・インチ

・発光効率改善 ・大画面化
70 lm/W

2030

2040

飛躍的な低消費電力化
1.6kWh/年・インチ

個別の情報機器の省エネルギー化
・長寿命化
5万時間

●省エネ型情報通信機器

（情報通信機器）

・超高記録密度HDD
・大容量光通信ネットワーク技術、省電力ルータ・スイッチ技術
消費電力30％削減

●省エネ型情報通信システム（サーバ・データセンター等）
・冷却技術、情報負荷に応じたエネルギーマネージメント技術
・仮想化技術、省エネ型ネットワークアーキテクチャ

●極低消費電力型半導体

（次世代半導体デバイス）
線幅(nm) 90

65

32
22
16
14 11
・ヘテロジニアスマルチコア技術
・極低電力回路・システム技術
・微細化技術 ・回路設計技術、新構造トランジスタ
45

普及を支える技術・関連技術

◆HEMS /BEMS/地域レベルのEMS
・高効率モータ及びモータ制御技術、高効率DC/DCコンバータ技術、DC給電/配電技術 など
•SiC、GaN採用高効率インバータ
導入・普及シナリオ
技術開発

産学官連携した省エネ技術開発の推進
グリーンIT推進協議会

制度

環境・IT経営の啓蒙・普及
ITによる社会全体への環境貢献度の可視化

トップランナー制度等による普及促進
国際シンポジウムの開催
IT社会による社会負荷低減、環境・IT経営の在り方、
省エネ革新技術開発を国内外に発信

ネットワークシステム全体の省エネルギー化

2050

⑱ ＨＥＭＳ／ＢＥＭＳ／地域レベルのＥＭＳ

技術開発ロードマップ

2000

2010

2020

2030

2040

2050

●地域レベルのEMS（Energy Management System）
・HEMS/BEMS技術の活用
・HEMS/BEMSおよび地域熱電供給などとの有機的連携技術
・自律分散型の地域エネルギー需給・系統との協調
・Local areaのEMS
・街区レベルのEMS
・Cluster型（地域・都市レベル）のEMS

●HEMS（Home Energy Management System）
・通信ハードウェア技術 ・家庭内センサネットワーク ・マイクロセンシング技術
・再生可能エネルギー連携 ・エネルギー（電気・熱）貯蔵装置連携
・ミドルウェア技術
・エネルギー需給分析／予測技術
・DC給電等の省エネ技術
・生活行動予測技術による省エネ協調制御

●BEMS（Building Energy Management System）
・HEMS技術の活用
・高効率化・省電力化BEMS ・次世代超省エネBEMS
・統合化・フレキシブルBEMS

普及を支える技術・関連技術

●革新的太陽光発電
●次世代高効率照明
●高性能電力貯蔵
●省エネ型情報機器・
●省エネ住宅・ビル
システム
●パワーエレクトロニクス

導入・普及シナリオ
HEMS
分散電源、太陽光発電などを組み込んだ地域レベルのEMS

通信ハードウェア、技術ミドルウェア、
センサ技術の個別開発

BEMS
ESCO事業の普及、EPS等の省エネルギービジネスの発展、民生用・家庭用機器の更なる高効率化・IT化

⑲ 高性能電力貯蔵

技術開発ロードマップ

2000

2010

2020

2030

2040

2050

（自動車用）

エネルギー密度
コスト

70〜100Wh/kg
20万円/kWh

（定置用）

150Wh/kg

200Wh/kg

500Wh/kg

3万円/kWh

2万円/kWh

0.5万円/kWh

10年
4万円/kWh

寿命
コスト

20年
1.5万円/kWh
●新しい概念・原理の電池 飛躍的な高性能化、低コスト化
・金属空気電池など

●先進型Liイオン電池

○Liイオン電池
モバイル機器用

ハイブリッド車用

プラグインハイブリッド車、電気自動車用
風力・太陽光発電の安定化

負荷平準化、電力品質向上、負荷変動補償
○Ni水素電池

○先進型Ni水素電池

風力・太陽光発電の安定化

●新概念に基づくキャパシタ 飛躍的な高性能化、低コスト化

○キャパシタ
メモリー保持用等

・Li金属電池、LiS電池など

・新電極材料、新電解液

○NAS電池、レドックスフロー電池

ハイブリッド車
モバイル機器

飛躍的な高性能化、低コスト化

自動車補機補助
自動車駆動補助
電力品質向上
風力・太陽光発電の安定化
・電気二重層キャパシタ、ハイブリッドキャパシタ など
・蓄電池とのハイブリッド

普及を支える技術・関連技術
導入・普及シナリオ
自動車用

◆HEMS /BEMS/地域レベルのEMS

公共向、
用途限定EV

一般
コミューターEV

本格的普及

プラグインハイブリッド自動車

定置用

負荷平準化
電力品質向上

負荷変動補償

風力・太陽光発電の安定化

地域レベルのEMS

⑳ パワーエレクトロニクス

技術開発ロードマップ

2000

2010

2020

2030

2040

2050

●ダイヤモンドパワーデバイス
・ウェーハの
大口径化

ウェーハ口径
ウェーハ転位密度

4〜10 mm
105 cm-2

2インチ
103 cm-2

3インチ
102 cm-2

4インチ
10 cm-2

●GaN系パワーデバイス

・ウェーハの
低欠陥化
（転位密度）

2インチ
105 cm-2

・オン抵抗低
減／耐圧
向上

3インチ
104 cm-2

4インチ

Φ100mm
4H-SiC単結晶

3インチ
104 cm-2

5インチ
103 cm-2

●SiCパワーデバイス
4インチ
103 cm-2

6インチ
102 cm-2

50 cm-2

10 cm-2

●高効率インバータ
・超低損失ＳｉＣスイッチング素子
（ノーマリーオフ型MOSFET）
・インバータ設計技術の高度化

普及を支える技術・関連技術

◆HEMS /BEMS/地域レベルのEMS

導入・普及シナリオ
情報機器、家電、分散電源、産業機器、大電力機器

Si

情報機器 家電、分散電源、産業機器、自動車、電鉄
配電系機器
（整流素子）
（スイッチング素子）
情報機器
家電、分散電源、無線基地局
車載レーザー等
（整流素子）
（スイッチング素子）

SiC
GaN系

情報機器〜配電系計器

ダイヤモンド
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技術開発ロードマップ

2000

水素製造・輸送・貯蔵

2010

水素価格

150円/Nm3

2020

80円/Nm3

2030

・化石燃料由来水素製造

・水素発酵、光触媒 など

飛躍的な輸送効率向上、安全性向上

高圧輸送7円/Nm3、液体輸送3円/Nm3

・パイプライン輸送
・有機ハイドライド輸送

●水素貯蔵技術
・超高圧容器
・液体水素容器

飛躍的な低コスト化

・再生可能エネルギー等利用水素製造

●水素輸送技術
・圧縮水素輸送
・液体水素輸送

飛躍的高密度化、飛躍的な低コスト化、耐久性・安全性向上

・水素貯蔵材料（合金／無機系／炭素系 など）

・クラスレート、有機金属構造体、有機ハイドライド など

普及を支える技術・関連技術
・水素供給技術（小型ステーション、ガソリンスタンド併設、
ローカル、全国規模の水素供給システム）

2050

40円/Nm3
●水素製造技術

・水電解

2040

◆燃料電池自動車（FCV）
◆定置用燃料電池

導入・普及シナリオ
化石燃料由来水素、副生水素、水電解
再生可能エネルギー水素
太陽光・風力発電由来電力利用、バイオマス利用 他

革新的水素製造
水素発酵、光触媒 他

実証事業、水素供給インフラの整備・安全対策、制度見直し・法整備、標準化の推進等

