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は じ め に

昨今、原油価格の高騰、京都議定書の発効等、わが国は資源および環境の両面で課題
に直面しております。「有限の地球」に住む我々としては、今世紀中にも顕在化が懸念
される資源制約、および環境制約に如何に対処していくかは、大きな課題であります。
エネルギー・セキュリティの観点では、中国などに見るエネルギー需要の増加や、構
造的な需給逼迫から高値が続く石油の情勢などが気がかりですが、こうした点を深く認
識しながら、わが国ではエネルギー基本計画の見直しの作業を進めているところであり、
またあわせて、近く「新・国家エネルギー戦略」が纏まると伝えられています。
昨年、カナダのモントリオールで開かれた COP11（気候変動枠組み条約締結国会議第
11 会議）での議論、そして IPCC（気候変動に関する国際政府間パネル）の作業など、
地球温暖化問題について国際的な検討が進められているのはご存じの通りです。CO2 を
大量に排出しながらも抑制数値目標の外にいる米国、中国、インドなどの動きが大変気
がかりですが、わが国としては温暖化物質の排出削減に向けて、ただ今、一段と努力を
強めている最中で、民生・産業・運輸などの各セクターに関して、2030 年頃までの詳
しいエネルギー需要の予測・分析を行い、エネルギーが適切に確保できるよう政策を練
っており、さらに視野を 2050 年へと拡げつつあります。また、産業界では業界別に温
暖化物質の排出抑制に向けた自主行動計画を立て、きめ細かな対策を進めているところ
です。
これらの問題解決に「技術」が果たす役割が大きいことは論をまたないところであり、
当研究所としても、「エネルギーの未来を拓くのは技術である」との認識の下、調査研
究活動に取り組んでいるところですが、この４月からスタートする第３期科学技術基本
計画の側からも、科学技術の最前線を開拓するエネルギー・環境技術に熱い期待が寄せ
られているところです。
そこで、エネルギーの確保と気候変動の抑制に関連する科学技術について、それらの
内容と期待される役割を詳しく分析し、公開していこうとする動きが出てきました。折
しも、経済産業省では「新産業創造戦略」における「技術戦略マップ」を策定する運び
となり、その一環としてエネルギー分野の技術戦略マップの検討が 2004 年の夏頃から
始まりました。
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このような背景から、本年度、「エネルギー環境総合戦略調査」における「超長期エ
ネルギー技術戦略等に関する調査」を資源エネルギー庁・総合政策課から、私ども（財）
エネルギー総合工学研究が委託を受け、超長期エネルギー技術戦略検討会のもと、全体
ワーキンググループ、および民生、運輸、産業、転換の各サブワーキンググループの体
制で鋭意作業を進め、「超長期エネルギー技術ビジョン」のとりまとめを行いました。
本書は、その調査結果をまとめたものです。
本調査結果が、今後のポスト京都の国際枠組みの議論の参考として、また、国内のエ
ネルギー関連の技術開発マネジメントの「インフラ」として活用されることを願います。
最後に、本調査に、文字通り骨身を惜しまず献身していただいた各委員の方々に深い
感謝と敬意の意を表します。
（財）エネルギー総合工学研究所
理事長
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技術戦略マップ（エネルギー分野） ～超長期エネルギー技術ビジョン～ （ポイント）

http://www.meti.go.jp/committee/materials/g51013aj.html

◇世界的なエネルギー需要が増大する中、真に持続可能なエネルギー需給構造に裏打ちされた社会を実現するための鍵となるエネルギー技術について、2100年までの長期的視野
から、地球的規模で将来顕在化することが懸念される資源制約、環境制約を乗り越えるために求められる技術の姿を、逆算（バックキャスト）することによって描き出した。
◇本ビジョンが、長期を見据えた研究開発の重点化や、ポスト京都議定書の国際枠組み等の長期的地球的視野からの議論に寄与することを期待。同時に、今後ローリングを進める
ことによって、短・中期的な視野からの追加的な検討を行うことによって、研究開発マネジメントのインフラとして効力を発揮していくことを期待。

分野毎に求められる主な技術スペックと対策の考え方

【①将来時点における制約条件を仮定】
〔世界の資源制約〕 石油生産量のピーク（２０５０年と仮定）
天然ガス生産量のピーク（２１００年と仮定）
〔世界の環境制約〕 GDP当たりのCO２排出原単位（CO2排出量／GDP）を、
１／３（２０５０年）、１／１０以下（２１００年）に改善
〔我が国の検討条件〕
●生産量ピークの想定時期までに、他のエネルギーと互換可能な状態とする。
●同等の改善率でＣＯ２排出原単位を改善。（将来に亘って世界をリード）

民生

２０００

全必要エネルギー量

【③分野毎に求められる技術スペックの洗い出し】
例） 効用が増大する中、民生、運輸、産業の各分野では、
●転換分野からの供給が必要なエネルギー（単位当たり）を、７０～８０％削減。
（※必要エネルギー量がＧＤＰに比例して増大した場合を基準） 等

２０５０

２１００

１．５倍

２．１倍

４５％／３５％削減

６０％／５５％削減

８０％／８０％削減

1.9 t-CO2/世帯（1/2倍）
77 kg-CO2/m2（2/3倍）

1.1 t-CO2/世帯（1/3倍）
40 kg-CO2/m2（1/3倍）

0 t-CO2/世帯
0 kg-CO2/m2

１倍

転換分野からの供給が必要な
エネルギー量※ （家庭／業務）

ＣＯ２原単位 （家庭）
（業務）

3.5 t-CO2/世帯（1倍）
118 kg-CO2/m2（1倍）

※ＧＤＰに比例して全必要エネルギー量が増加した場合を基準として、転換分野からの供給が必要なエネルギー（単位当たり）の削減量

【②極端なエネルギー構成によるケーススタディ】
〔ケースＡ〕石炭等の化石資源と二酸化炭素回収・隔離の最大利用ケース
〔ケースＢ〕原子力の最大利用ケース
〔ケースＣ〕再生可能エネルギーの最大利用と究極の省エネルギー実施ケース

２０３０

（省エネ）

機器・建築物 等

（創エネ）

太陽光発電 等

（エネルギーマネジメント）

効用（人･km、トン･km）

自動車 必要エネルギー量※
電化・水素化率
ＣＯ２原単位

エネルギー融通による調整 等

１倍

１．５倍

２．１倍

５０％削減

７０％削減

３０％削減
１％以上
100 g-CO2/km（2/3倍）

６０％削減
４０％
50 g-CO2/km（1/3倍）

８０％削減
１００％
0 g-CO2/km

１０～２０％削減

２０～３５％削減

３０～５０％削減

２０％削減

０％
160 g-CO2/km （1倍）

航空機・船舶・鉄道
必要エネルギー量※

※ＧＤＰに比例して効用が増加した場合を基準にして、転換分野からの供給が必要なエネルギー（単位当たり）の削減量

自動車

【④技術スペックの実現に必要となる主な技術メニューを
分野別ロードマップに時間軸展開】

（燃費改善）

ハイブリッド化
軽量化

→

燃料電池車、電気自動車

（燃料転換）バイオマス燃料（混合）、合成燃料（混合）

低燃費、ゼロ
エミッションを
目指す

（水素貯蔵、電力貯蔵）
（水素供給、電力供給）
→

水素／電力

効用の増大

①

“効用”と“エネルギー需要”
の鎖を切る

製造量×製品の価値
転換分野からの供給が必要な
必要エネルギー量※

１）製造エネルギー原単位改善
２）物質エネルギー再生率
３）高機能化（強度等）
（機能／物質量）

需要の増大

需要の増大

③

資源制約

化石エネルギー
需要の増大

環境制約

ＣＯ２排出量の増大

『非化石エネルギー化』

④

２５％削減

４０％削減

７０％削減

－

２０％削減
５０％

３０％削減
６０％

５０％削減
８０％

１倍

２倍

“化石エネルギー需要”と
“ＣＯ２排出量”の鎖を切る

（物質エネルギーの再生）
（高機能化）

製品に取り込まれた物質エネルギーを再生活用
分野を超えたクロスバウンダリーの取組 等

将来に亘り高性能
製品を供給

素材・部材の高機能化、製品の省素材化 等

転換
需要端での全エネルギー需要
（最大ケース）

電化・水素化率
ＣＯ２原単位

１倍

１．５倍

１倍
370 g-CO2/kWh
（1倍）

270 g-CO2/ｋＷｈ
（2/3倍）

経済制約

（化石資源の有効利用）
省エネ技術、エネルギー貯蔵技術、パワーエレクトロニ
クス技術、ガス化技術、エネルギーマネジメント技術 等

４倍

を最大限に活用

『ＣＯ２回収・隔離』

分野横断的な技術の例：
コストの増大

３倍

コプロダクション（物質とエネルギーの併産） 等エネルギーと物質

『転換効率向上』

“一次エネルギー需要”と
“化石エネルギー需要”の鎖を切る

２．１倍

－

『省マテリアル』

“最終エネルギー需要”と
“一次エネルギー需要”の鎖を切る
一次エネルギー

１．５倍

（製造プロセスの高度化）省エネ

化』

②

１倍

※ＧＤＰに比例して効用（製造量×製品の価値）が増加した場合を基準として、転換分野からの供給が必要なエネルギー（単位当たり）の削減量

『省エネ・高効率利用・創エネ、自立
最終エネルギー

「省エネルギー」と「燃料転換」
が主要な柱
・機器単体の省エネ ：
(1)駆動・推進ｼﾃﾑの高効率化
(2)移動体(車体,船体,機体)の
軽量化
・燃料転換：
(1)合成燃料の導入
(2)バイオマス由来燃料の導入
究極的には
(3)水素または電気への転換
〔自動車〕
内燃機関従来車
→内燃機関ハイブリッド車
→燃料電池ハイブリッド車、
電気自動車
①物質中に保存

産業

○対策の基本コンセプト：従来の増大の連鎖から脱却した
真に持続可能なエネルギー需給構造を実現する技術が鍵。

また、融通、分散貯蔵等により
最大限活用。

機器レベル～街区
レベルでの自立化
を目指す

運輸
転換分野からの供給が必要な
必要エネルギー量※（運輸全体）

(1)新たな機器を含めた省エネ
(2)太陽光等の身の回りのエネ
ルギーを使って創エネ
を実施。（究極的には、転換分
野からのエネルギーに頼らな
い自立化）

２．１倍

２倍

４倍

120 g-CO2/ｋＷｈ
（1/3倍）

0 kg-CO2/ｋＷｈ
CCS併用化石燃料使用時 110 g-CO2/kWh（1/3 倍）

化石燃料の高効率利用、二酸化炭素回収・隔離 等

（原子力の活用）
（再生可能エネルギー利用）

核燃料サイクル 等
（大規模なエネルギー貯蔵）
太陽、地熱、風力、バイオマス 等

クリーンな
エネルギー供給
の確保

投
入
し
た
エ
ネ
ル
ギ

②エクセルギー
損失
化学プロセス
③廃熱

・製造ﾌﾟﾛｾｽの高度化（②③）
・製品使用後の再生（①）
・製品の高機能化
を組み合わせ。
（※）コプロダクション：
例えば、ガス化プロセスを利用して、
エクセルギー損失を電力／水素と
して回収。あたかも物質に加えてエ
ネルギーを併産。
（※）物質エネルギーの再生：
例えば、使用済み化学品のガス化
により、原材料利用やエネルギー
生産等が可能。

・化石資源の効率的利用技術
・原子力利用技術
・再生可能エネルギー利用技術
また、再生可能エネルギーの増
加に伴い、大規模な蓄エネル
ギー技術やネットワークシステ
ム技術が必要となる。

要約
１．今般のエネルギー分野の技術戦略マップは、2100 年までの長期的視野から、
地球的規模で将来顕在化することが懸念される資源制約、環境制約を乗り越
えるために求められる技術の姿を逆算（バックキャスト）することによって
描き出した。これは、長期を見据えた研究開発の重点化や、ポスト京都議定
書の国際枠組み等の長期的地球的視野からの議論への貢献を目的としたもの
である。（副題「超長期エネルギー技術ビジョン」
）
２．本検討では、将来の制約条件を仮定し、エネルギー構成のケーススタディ
を通じて、民生、運輸、産業、転換の各分野が満たすべき最も厳しい技術ス
ペックを洗い出した。
【制約条件の仮定】
〔世界の資源制約〕 石油が生産量のピークを迎える（2050 年と仮定）
天然ガスが生産量のピークを迎える（2100 年と仮定）
〔世界の環境制約〕 GDP 当たりの CO２排出原単位（CO2 排出量／GDP）を、
2050 年に１／３、
2100 年に１／１０以下
〔我が国の検討条件〕各資源の生産量のピーク想定時期までに、他のエネルギ
ーと互換可能な状態とするとともに、将来に亘って世界を
リードし続けるとの考えから、同等の原単位改善率を条件
として検討を行った。
【極端なエネルギー構成によるケーススタディ】
〔ケースＡ〕石炭等の化石資源と二酸化炭素回収・隔離の最大利用ケース
〔ケースＢ〕原子力の最大利用ケース
〔ケースＣ〕再生可能エネルギーの最大利用と究極の省エネルギー実施ケース
【分野毎に求められる技術スペック（2100 年の概観）
】
（民生分野） ○「効用」がＧＤＰ比例で増大する中、転換分野からの必要エネ
ルギー量を８０％削減（世帯、床面積当たり）
○電化・水素化率を１００％
（運輸分野）

○「効用（≒人・ｋｍ、トン・ｋｍ）」がＧＤＰ比例で増大する
中、必要エネルギー量の７０％削減相当（※自動車では８０％削
減相当）の燃費改善
○電化・水素化率を１００％（飛行機等を除く）
○資源制約解消に必要なタイミングでの燃料転換
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（産業分野）

○「効用（≒製造量×製品の価値）」がＧＤＰ比例で増大する中、
必要エネルギー量を７０％削減（効用当たり）
○資源制約解消に必要なタイミングでの原燃料転換

（転換分野）

○需要分野の必要エネルギー量を各ケースにて不足なく供給

３．将来に求められる技術スペックを実現するために必要となる主な技術メニ
ューを時間軸に沿って分野別ロードマップとして整理した。
〔主なポイント〕
【民生分野】
民生分野における技術スペック実現のためには、(1)今後新たに出現する機器
を含めてできる限り省エネ、(2)太陽光等の身の回りのエネルギーを使って創エ
ネを実施する。(1)と(2)を究極まで進めることで、転換分野からのエネルギーに
頼らない自立化が可能となる。また、再生可能エネルギーによる創エネルギー
をその時々の状況に応じてネットワークを通じて融通、さらには分散貯蔵して
最大限に活用する。
【運輸分野】
運輸分野の技術スペック実現のためのパスは「省エネルギー」と「燃料転換」
が主要な柱となる。
機器単体の省エネルギーでは、(1)駆動・推進システムの高効率化と (2)移動
体（車体、船体、機体）の軽量化が重要。
燃料転換では、(1)石油消費削減のため天然ガスや石炭を原料とする合成燃料
の導入、(2)カーボンニュートラルなバイオマス由来燃料の導入、そして究極的
には (3)使用時にＣＯ２を排出しない水素または電気への転換が重要。
〔自動車〕
自動車の主流は、内燃機関従来車→内燃機関ハイブリッド車→燃料電池ハイ
ブリッド車と移り替わり、電気自動車は短距離走行が主体の小型車を中心に使
用される。内燃機関用の燃料は、2050 年までに石油から合成液体燃料主体に移
行する。移行の過程では、石油系燃料と合成燃料が混合利用される。
【産業分野】
素材系の物質生産（物質転換）部門において投入されたエネルギーは、
①物質中に化学エネルギーとして保存されるもの
②燃焼過程等でエクセルギー損失となるもの、
③プロセスでの廃熱、の３つ。
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①物質中に保存
投
入
し
た
エ
ネ
ル
ギ

②エクセルギー
損失

物質エネルギーとして再利用
（物質エネルギー再生）

電力・水素として回収
（コプロダクション）

化学プロセス
プロセス廃熱を少なくする
（省エネ）

③廃熱

〔製造プロセスにおけるエネルギー利用の高度化〕 『うまくつくる』
②と③の製造プロセスに必要なエネルギーの削減を目指す。
（※）コプロダクション：
例えば、化石燃料を用いる場合であってもガス化プロセスによって熱／電気／水素等
を高効率に取り出すことができる。従来の生産プロセスでは失われていたエクセルギー
を電力または水素として回収することができることから、同じ原材料を投入した場合に
は、あたかも物質に加えてエネルギーを併産しているように見ることができる。

〔物質エネルギーの再生〕 『上手につかう』
①のように製品（物質）は自らの中に化学エネルギーを保存しており、製品
が社会での使命を終えたあと、この①のエネルギーを物質あるいはエネルギー
として再生させる。
（※）物質エネルギーの再生：
例えば、化学品では、製造時必要とするエネルギーの６０％以上を物質として保有し
ており、使用済み製品のガス化による原材料としての利用やエネルギーの生産等が可能。

〔少ない資源での製品製造によるエネルギー削減〕 『良いものをつくる』
「高機能化」は、わが国の国際競争力の維持拡大のために欠かせないだけで
なく、各分野における技術革新のシーズを提供する重要な課題。
〔産業分野共通技術〕
炭素を物質として利用する業種を中心として、バイオマスや廃棄物は貴重な
原料・燃料となるため、物質のマネジメント技術も必要となる。
【転換分野】
効率化かつＣＯ２排出原単位改善を図りつつエネルギー需要を満たすため、
以下の３つの技術群の備えが必要。
（化石資源利用の効率的利用）
石油ピークに備えて天然ガスへの燃料転換、さらには資源量が比較的豊富な
石炭への燃料転換を行う。石炭等の資源も有限であるため、発電（転換）効率
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向上など化石資源利用の高効率化が重要であり、ガス化発電（燃料製造）技術、
燃料電池と複合した高効率発電技術が必要となる。同時に、ＣＯ２排出を伴う
ため、ＣＯ２回収・隔離（ＣＣＳ）技術が必須となる。
（原子力利用技術）
核燃料資源の有効利用が必要であり、現状の軽水炉の効率向上ともに、核燃
料サイクルの確立が必須となる。
（再生可能エネルギー利用技術）
太陽、地熱、風力、バイオマスなどの再生可能エネルギーによる発電（転換）
効率向上が重要。太陽や風力などの設備利用率は低く、大きな設備容量を必要
とするため、設置を容易にする技術も必要。また、自然エネルギーは気象条件
等に左右され、需要と供給の双方が変動するため、大規模な蓄エネルギー技術
や系統制御（エネルギーマネジメント）などのネットワークシステム技術の確
立が必須となる。
【分野横断的な事項】
分野横断的な技術は、技術が実現すると、その効果を発揮できる可能性が高
く、その応用分野も広く重要な技術と成り得る可能性があると考えられる。
（例）省エネ技術、エネルギー貯蔵技術、パワーエレクトロニクス技術、ガス
化技術、エネルギーマネジメント技術 等
●３つのケースの技術が融合した社会イメージ（起こり得る可能性が高い社会像）
我が国では、現状では国内でのＣＯ２の地中隔離には量的限界があり、環境
影響評価と社会的合意獲得の面で課題を乗り越える必要のある海洋隔離を想定
しなければ量的には不十分であり、また化石資源の有限性を考えるとケースＡ
は長期的な解決とはなり難い。よって、短中期的には必要に応じてＣＯ２回収・
隔離により大気中ＣＯ２濃度増大を回避し、長期的に見れば再生可能エネルギ
ーを最大限活用しつつ、省エネを究極的に行い（ケースＣ）、原子力を安定的に
運転していく（ケースＢ）ことが持続的な社会としては望ましい組合せと考え
られる。
ただし、このような各ケースの評価、組合せは今後の情勢等によって変わり
得るものであり、技術的な備えとしては、将来の各時点における社会経済情勢、
技術の進展状況等を見つつそれぞれの研究を進めていくことが重要である。
４．今後の課題
●短・中期的な視点からの検討の実施
●重要技術等の検討の深化
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化石ｴﾈﾙｷﾞｰ
需要の増大

CO2排出量
の増大

コストの
増大

一次ｴﾈﾙｷﾞｰ
需要の増大

最終ｴﾈﾙｷﾞｰ
需要の増大

効用の増大

資源制約

環境制約

経済制約

④

③

②

①

『ＣＯ２回収・隔離』

“化石エネルギー需要”と
“ＣＯ２排出量”の鎖を切る

『非化石エネルギー化』

“一次エネルギー需要”と
“化石エネルギー需要”
の鎖を切る

『転換効率向上』

“最終エネルギー需要”と
“一次エネルギー需要”
の鎖を切る

『省エネ・高効率利用・
創エネ、自立化』、
『省マテリアル』

“効用”と“最終エネルギー
需要”の鎖を切る

④

③

②

①

物質・ｴﾈﾙ
ｷﾞｰ併産
【コプロ】

燃料の
非化石化
【FCV、EV】

ｴﾈﾙｷﾞｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
【HEMS,BEMS,TEMS】

再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ利用
【バイオマス、太陽、風力、地熱】
CO2地中・海洋隔離

原子力利用
【ＦＢＲ】

物質･ｴﾈﾙｷﾞｰ再生
【廃棄物ガス化】

燃費向上

運輸分野

創エネ
【太陽、微少ｴﾈﾙｷﾞｰ】

空調・給湯等
の高効率化

民生分野

ｴﾈﾙｷﾞｰ貯蔵効率向上 【電池、水素貯蔵】

製造ﾌﾟﾛｾｽ
の高効率化

高性能・
高機能化

素材・製品の

高効率
デバイス

産業分野

ｴｸｾﾙｷﾞｰ損失の最小化
【ガス化発電、燃料電池】

発電・
水素製造
効率向上

転換分野

制約克服のための連鎖脱却と技術の全体像

分野毎に求められる（主な技術スペック）と（主な対策の考え方）
民生

２０００

全必要エネルギー量

２０３０

3.5 t-CO2/世帯（1倍）
118 kg-CO2/m2（1倍）

２１００

１．５倍

２．１倍

４５％／３５％削減

６０％／５５％削減

８０％／８０％削減

1.9 t-CO2/世帯（1/2倍）
77 kg-CO2/m2（2/3倍）

1.1 t-CO2/世帯（1/3倍）
40 kg-CO2/m2（1/3倍）

0 t-CO2/世帯
0 kg-CO2/m2

転換分野からの供給が必要な
エネルギー量※ （家庭／業務）

ＣＯ２原単位 （家庭）
（業務）

２０５０

１倍

※ＧＤＰに比例して全必要エネルギー量が増加した場合を基準として、転換分野からの供給が必要なエネルギー（単位当たり）の削減量

（省エネ）

機器・建築物 等

（創エネ）

太陽光発電 等

（エネルギーマネジメント）

機器レベル～街区
レベルでの自立化
を目指す

エネルギー融通による調整 等

運輸
効用（人･km、トン･km）

１倍

転換分野からの供給が必要な
必要エネルギー量※（運輸全体）

自動車 必要エネルギー量※
電化・水素化率
ＣＯ２原単位

２０％削減
０％
160 g-CO2/km （1倍）

航空機・船舶・鉄道
必要エネルギー量※

１．５倍

２．１倍

５０％削減

７０％削減

３０％削減
１％以上
100 g-CO2/km（2/3倍）

６０％削減
４０％
50 g-CO2/km（1/3倍）

８０％削減
１００％
0 g-CO2/km

１０～２０％削減

２０～３５％削減

３０～５０％削減

※ＧＤＰに比例して効用が増加した場合を基準にして、転換分野からの供給が必要なエネルギー（単位当たり）の削減量

自動車

（燃費改善）

ハイブリッド化
軽量化

→

燃料電池車、電気自動車

（燃料転換）バイオマス燃料（混合）、合成燃料（混合）

低燃費、ゼロ
エミッションを
目指す

（水素貯蔵、電力貯蔵）
（水素供給、電力供給）
→

水素／電力

産業
製造量×製品の価値
転換分野からの供給が必要な
必要エネルギー量※

１）製造エネルギー原単位改善
２）物質エネルギー再生率
３）高機能化（強度等）
（機能／物質量）

１倍

１．５倍

２．１倍

－

２５％削減

４０％削減

７０％削減

－

２０％削減
５０％

３０％削減
６０％

５０％削減
８０％

１倍

２倍

３倍

４倍

※ＧＤＰに比例して効用（製造量×製品の価値）が増加した場合を基準として、転換分野からの供給が必要なエネルギー（単位当たり）の削減量

（製造プロセスの高度化）省エネ

コプロダクション（物質とエネルギーの併産） 等エネルギーと物質

を最大限に活用
（物質エネルギーの再生）
（高機能化）

製品に取り込まれた物質エネルギーを再生活用
分野を超えたクロスバウンダリーの取組 等

将来に亘り高性能
製品を供給

素材・部材の高機能化、製品の省素材化 等

転換
需要端での全エネルギー需要
（最大ケース）

電化・水素化率
ＣＯ２原単位

１倍

１．５倍

１倍
370 g-CO2/kWh
（1倍）

270 g-CO2/ｋＷｈ
（2/3倍）

（化石資源の有効利用）

２．１倍

２倍

４倍

120 g-CO2/ｋＷｈ
（1/3倍）

0 kg-CO2/ｋＷｈ
CCS併用化石燃料使用時 110 g-CO2/kWh（1/3 倍）

化石燃料の高効率利用、二酸化炭素回収・隔離 等

（原子力の活用）
（再生可能エネルギー利用）
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核燃料サイクル 等
（大規模なエネルギー貯蔵）
太陽、地熱、風力、バイオマス 等

クリーンな
エネルギー供給
の確保

技術戦略マップ(エネルギー分野)～超長期エネルギー技術ビジョン～
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１．はじめに
経済産業省は、平成１７年３月に産学官の協力の下、研究開発投資の戦略的
企画・実施のナビゲーターとも言うべき、「技術戦略マップ」を策定した。「技
術戦略マップ」は、製品・サービスの需要創造のための方策を示した「導入シ
ナリオ」、ニーズの実現に必要な技術を示した「技術マップ」、技術目標を時間
軸に沿って示した「ロードマップ」から構成されており、情報通信、ライフサ
イエンス、環境、製造産業における２０分野で策定した。
今般、技術マップとロードマップから構成されるエネルギー分野の技術戦略
マップのとりまとめを行った。
今般のエネルギー分野の技術戦略マップは、２１００年までの長期的視野か
ら、地球的規模で将来顕在化することが懸念される資源制約、環境制約を乗り
越えるために求められる技術の姿を逆算（バックキャスト）することによって
描き出した。これは、長期を見据えた研究開発の重点化や、ポスト京都議定書
の国際枠組み等の長期的地球的視野からの議論への貢献を目的としたものであ
る。（副題「超長期エネルギー技術ビジョン」）
本マップの策定にあたっては、エネルギー総合工学研究所に設置された超長期
エネルギー技術研究会において原案が作成された。本研究会には、産学官の知
見を結集し、大学、民間企業（製品、部品、材料、装置メーカー等）、経済産業
省（資源エネルギー庁、原局原課及び産技局）、ＮＥＤＯ、(独)産業技術総合研
究所等が参画した。また、産業構造審議会産業技術分科会研究開発小委員会（委
員長：西尾茂文東大副学長）にて審議願った。
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２．技術戦略マップ策定に係る基本的考え方と検討の枠組み
(1)基本的考え方
①エネルギー分野における基本的認識
1) エネルギーは、全ての人類の活動の基礎となるもの。エネルギーに対する制
約は、人類の効用（経済活動量、生活の質）のレベルに直結。
2) 将来のエネルギー需給構造を考える際には、資源制約、環境制約の両方を視
野に入れることが必要。
3) 長期的視野から真に持続可能なエネルギー需給構造を実現する鍵は、技術。
（技術がない状況で実現することは不可能。
）
4) ただし、技術の確立には、研究開発、導入普及、関連インフラの整備などに
係る長期の期間を要し、また、実際の社会では様々な選択肢が取られるなど、
高い不確実性が存在。
②検討の特徴
本検討では、資源制約、環境制約の下で、効用を落とすのでなく人類が豊か
になる（効用が向上する）との考えで、基本的には、これを技術の開発・利用
によって実現していくとした場合に、技術に求められる将来の姿を描き出した。
この際、上記期間を考慮しつつ制約条件から逆算（バックキャスト）するこ
とにより、必要となる技術スペック、時期等を整理したi。
以下の検討の前提から、挑戦的な技術の姿iiを描き出している。
(a) 効用を落とさずに技術によって全てを解決するとの前提で将来像を描いた
ため、モーダルシフトやライフスタイルの変更などによる効果は見込んでい
ない。
(b) 将来の資源制約、環境制約の仮定には高い不確実性iiiを伴うものの、これら
制約によるリスクをできる限り円滑に解消していくとの観点から、
「備え」と
して厳しい制約条件を仮定した。
(c) 技術の将来像を描くに際し、エネルギー構成について極端な条件設定を行う
ことにより、最も厳しい技術スペックivの洗い出しを行った。結果として、全
てを達成すれば制約を超過達成するものとなっている。
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●エネルギー分野における基本的認識
１）一般に、経済活動の拡大に伴ってエネルギー消費も増大し、逆にエネルギーの利用
に対する制約が経済成長を引き下げる要因となるなど、経済活動にとってエネルギー
は重要な役割を果たしている。
２）近年、中国をはじめとする発展途上国等の急速な経済発展に伴って世界のエネルギ
ー需要が大きく増加する中、既に世界のエネルギー市場が、構造的な需給逼迫という
新たな局面に入っているとの見方もあり、エネルギーに対する制約のリスクが高まっ
ているといえる。他方で、世界的に見ても運輸分野をはじめとして化石燃料に大きく
依存しているなど、現状の延長線上のエネルギー需給構造を前提とすれば、長期的に
資源制約が顕在化することは避けられないと考えられる。
また、人類が排出する温室効果ガスの多くはエネルギー起源 CO2 であり、エネル
ギー需給構造と地球温暖化問題は密接に関連する。将来的なエネルギーの需給構造は、
環境制約がどの程度顕在化するかにも大きく左右されるといえる。
このように、将来のエネルギー需給構造を考える際には、資源制約、環境制約の両
方を視野に入れた検討が必要である。
３）これら地球的規模の問題である資
源制約、環境制約を解消し、世界の

効用の増大

持続可能な発展を実現していくた

①

めには、全ての国においてエネルギ

『省エネ・高効率利用・創エネ、自立

ー効率を向上し、経済成長とエネル

化』

最終エネルギー

ギー消費、二酸化炭素排出量の「鎖」

需要の増大

②

ギーを増大させるなど、長期的視野

一次エネルギー

から真に持続可能なエネルギー需

需要の増大
資源制約

らない。
この実現のためには、例えば運輸
石燃料以外でも利用可能な自動車
造を抜本的に変革することができ
るような技術を確立し、将来の来る

経済制約

を開発するなど、エネルギー需給構

③

『転換効率向上』

“一次エネルギー需要”と
“化石エネルギー需要”の鎖を切る
化石エネルギー
需要の増大

環境制約

分野では、燃費の飛躍的向上や、化

『省マテリアル』

“最終エネルギー需要”と
“一次エネルギー需要”の鎖を切る

を断ち切るとともに、非化石エネル

給構造を実現していかなければな

“効用”と“エネルギー需要”
の鎖を切る

ＣＯ２排出量の増大

『非化石エネルギー化』

④

“化石エネルギー需要”と
“ＣＯ２排出量”の鎖を切る
『ＣＯ２回収・隔離』

コストの増大

べき制約に間に合うように備えて
いくことが必要である。

効用の増大の実現と
リスク増大連鎖からの脱却
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４）将来に対する備えを考えるに際しては、技術の確立には、研究開発、導入普及、関
連インフラの整備などに掛かる長期の期間（リードタイム）が必要であることを十分
に考慮しなければならない。
また、技術が確立できるかどうかの不確実性に加え、実際にはその時々の社会情勢、
地域特性等に応じて様々な選択が行われるなど、特定の技術の存在のみで問題解決と
ならないといった不確実性も存在することに留意しなければならない。

●逆算（バックキャスト）による技術戦略の検討
将来の制約に備えるためには、対策を虫食い的に積上げるのみでなく、エネルギー需
給の全体像を視野に入れ、長期的な視野に立った戦略的な取組を進めることが不可欠で
ある。
本検討では、経済が発展することを大前提とした上で、資源制約、環境制約を解消で
きるように、２１００年における制約条件の仮定を出発点として、逆算（バックキャス
ト）する形で、技術が満たすべき要件（技術スペック）を洗い出し、リードタイムを考
慮した技術確立の時期等、技術に求められる将来の姿を描き出した。
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(2) バックキャストによる検討の枠組み
① 将来展望に基づく制約条件の仮定
将来の資源制約、環境制約の仮定には高い不確実性を伴うものの、これら制
約によるリスクをできる限り円滑に解消していくとの観点から、以下のとおり
「備え」として厳しい制約条件を仮定した。
なお、この制約条件は、我が国技術の将来像を描く際の条件として考慮した。
1) 資源制約
〔資源制約の仮定（世界）
〕
世界が経済成長する中、
○石油が生産量のピークを迎える（２０５０年と仮定）
○天然ガスが生産量のピークを迎える（２１００年と仮定）
〔我が国技術の将来像の条件〕
○資源の大半を輸入に頼る我が国としては、ピーク想定時期までに、エネ
ルギー源の多様化、使用可能な資源量の拡大、エネルギー使用の高効率化
を行うなど、他のエネルギーと互換可能な状態とすることを条件とする。
2) 環境制約
〔環境制約の仮定（世界）
〕
世界が経済成長※する中、CO2 排出量を現状と同程度に抑えるとした場合、
GDP 当たりの CO2 排出原単位（CO2 排出量／GDP）を、現状に対して以下の
とおり改善。
○２０５０年に１／３、
○２１００年に１／１０以下（２１００年以降のさらなる改善も視野）
〔我が国技術の将来像の条件〕
○我が国はこれまで最高水準の効率を達成vしてきたが、将来に亘って世界
をリードし続けるとの考えから、環境制約の仮定（世界）から求められる
ものと同等の原単位改善率を我が国としての条件とする。

※経済成長については、
世界の GDP は、２０５０年で３倍程度、２１００年で１０倍程度との想定に対し、
我が国の GDP は、２０５０年で１．５倍程度、２１００年で２倍程度と想定。
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● 将来展望の概観
1) 世界の人口・経済の将来展望
世界の人口は増加し、経済（ＧＤＰ）も成長し続けるものと見通される。
億人
180

160
140
120

兆米国ドル/年

A
A1
B
B2

IPCC
- SRES

A IPCC
A1
B - SRES
B2
AA
IIASA
BB - WEC
CC
折れ線 8

500
400

IIASA-WEC
IIASA-WEC

300

100
80

200

60

SD-Vision

40

100

20
0

年 2000

2020
2040
2060
世界の人口の見通し

2080

2100

0
年

2000

2020
2040
2060
世界のGDPの見通し

2080

2100

※ ＩＰＣＣ（Intergovernmental Panel on Climate Change）のＳＲＥＳシナリオや、ＩＩＡＳＡ（International Institute for
Applied Systems Analysis）のＷＥＣの試算では、シナリオによる幅があるものの、中位的な見通しとして、経済成長
は2050年に３倍程度、2100年に１０倍程度と想定できる。
【IPCC-SRES】 Ａ：高度経済成長が続き、新技術や高効率技術は早期導入が進む。地域格差が縮小するケース
【IIASA-WEC】 Ａ：高成長ケース、 Ｂ：中庸ケース、 Ｃ：エコロジー投資ケース

Ｂ：中庸なケース

2) 世界のエネルギー消費の将来展望
人口の増加、経済成長の中で、エネルギー消費も増加していくと見通される。
億トン（石油換算）/年

600

A1
A

IPCC
B2
B - SRES

500

A1
A

400

B
B
300

IIASA
- WEC

C1
C

200
100
0

年

2000

2020

2040

2060

2080

2100

エネルギー消費の見通し
※ ＩＰＣＣのＳＲＥＳシナリオや、ＩＩＡＳＡのＷＥＣの試算では、シナリオによる幅があるものの、いずれもエネルギー消費
が増加することが見通されている。
【IPCC-SRES】 Ａ：高度経済成長が続き、新技術や高効率技術は早期導入が進む。地域格差が縮小するケース
【IIASA-WEC】 Ａ：高成長ケース、 Ｂ：中庸ケース、 Ｃ：エコロジー投資ケース
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Ｂ：中庸なケース

3) 世界の化石燃料生産の将来展望
一方で、石油をはじめとする化石資源の資源量には限界があり、今世紀の中
頃までに、世界全体の石油の生産はピークを迎えるとの見通しもある。
ＩＥＡ見通し
標準的なシナリオ
1996年1月1日時点の在来型石油の
残存究極可採埋蔵量
（billion barrels）

悲観的なケース

楽観的なケース

2626

1700

3200

2028－2032

2013－2017

2033－2037

在来型石油のピーク時の
世界的需要（mb/d）

121

96

142

非在来型石油の
2030年の生産量（mb/d）

10

37

8

在来型石油生産量の
ピーク

化石資源論には、悲
観的なものから楽観的
なものまで様々な説が
あり、これらの試算が
様々な諸要因の変化
を全て反映している訳
で は な く、 幅を 持っ て
考える必要がある。

＊標準的なシナリオは米国地質研究所（ＵＳＧＳ）の試算（究極可採埋蔵量３．４兆バレル）をベースとしている。

P. R. Odellの試算
（オランダ・エラスムス大学教授）
10

12

6

10

2060年に生産量のピーク
石油換算 10億トン／年

石油換算 10 億トン／年

8

2030年に在来石油の
生産量のピーク

4

非在来石油
2

8

2050年に在来天然ガス
の生産量のピーク

6

非在来天然ガス

4
2

在来石油
0
1940

他方、将来のリスク
に備えるとの視点に立
てば、早ければ今世紀
半ばにも石油、今世紀
末には天然ガスが
ピークを迎えることが
あり得るとの見通しを
念頭において検討を
進めることが適当と考
える。

2090年に生産量のピーク

1960

1980

2000

2020

在来天然ガス
2040
年

2060

2080

2100

2120

2140

0
1940

1960

1980

2000

2020

2040
年

2060

2080

2100

2120

2140

石油と天然ガスの生産量の試算例

4) ＣＯ２排出量のシナリオ
地球環境問題への対応のため、大気中二酸化炭素濃度を将来的に安定化させ
るのであれば、二酸化炭素排出量の抑制が必要と言われている。
経済が成長し、エネルギー消費が増大していく中、二酸化炭素濃度を将来的
に安定化させるためには、二酸化炭素排出原単位（ＣＯ２／ＧＤＰ）を改善さ
せなければならない。
12
10

Gt-C/年

8
6
4
2
0
2000

WGI450
WRE450
2050

2100

WGI550
WRE550
2150

年

世界全体の二酸化炭素排出量のシナリオ

※ 550ppm、450ppmで安定化させるケースについても様々な試算がされており、
ＩＰＣＣにおいて検討されたＷＧⅠシナリオ（Working Group Iにおける試算） 、
ＷＲＥシナリオ（ Wigley,Richels,Edmondsの３氏による試算）の試算を示す。
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環境面の制約として、地球温暖化防
止の観点から、大気中ＣＯ２濃度を一
定値以下に抑える努力が必要であると
の議論に基づいて、国際的にも様々な
シナリオの検討が行われており、多くの
試算において今世紀中にはＣＯ２排出
量を減少基調とする必要があると指摘
されている 。
例えば、ＷＧＩのＣＯ２排出量のシナリ
オでは、現状（2000年）のＣＯ２排出量
が7～8Ｇｔ-Ｃと推計されることから、仮
に550ppmで安定化させるとした場合に
年
は、地球全体でＣＯ２排出量を2050年、
2100年ともに現状並みに抑える必要が
あるとされている。

●我が国における効率の現状とこれまでの推移
現状の二酸化炭素排出原単位をみると、技術の開発・利用等の成果により、
世界最高水準のエネルギー利用効率を実現してきた（我が国は、世界平均の
１／３、途上国の１／８）。
これまでの我が国の優れた技術を世界に普及するとともに、技術を強みとし
て更に伸ばすことによって将来に亘り我が国の国際競争力を保持しつつ、資源
制約、環境制約の解決に対して国際貢献していくことが重要。
二酸化炭素排出原単位の推移（ＣＯ２／ＧＤＰ）

○我が国におけるこれまでの効率改善例
〔例１〕 発電効率

0.80

42
41

0.60

39

0.44

0.40

38

世界

37

0.19

0.20

発電端

40

途上国

(t-C/$1000)

(%)

先進国
日本

0.12

36

0.06

35
1965

0.00
1971

1976

1981

1986

1991

1996

70

75

80

85

90

95

2000

2001

〔例４〕冷凍冷蔵庫

〔例２〕粗鋼１ｔ当たりのエネルギー消費原単位

(L)
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

2.76

kWh/(年・Ｌ)
3

442

413

2.5

2.28

2
236

1.5
1
0.75
0.5
0

1981

1991

2001

〔例５〕エアコン
1200
（出典）日本鉄鋼連盟環境2004年度自主行動計画フォローアップ資料より
（解説）７０年代の石油危機以降、鉄鋼プロセスの効率化や大型排熱回収設備の
開発導入を積極的に推進。
2000年以降は、廃プラスチック等のプロセス利用を加速。

(kWh/期間)

〔例３〕セメント生産量当たりのエネルギー消費原単位
180.0

905

876

818

798

800

769 740

742

209

210

暖房時電力消費量
600
400

363

295

265

254

235

229

218

冷房時電力消費量

0

160.0
(kg/t) (kWh/t)

974

200

169.5
燃料原単位（kg/t)

147.5

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003年

140.0

〔例６〕自動車

131.7
120.0

123.4
116.5

100.0

1136

1000

112.9

燃費（km/L)

105.4 107.3

116.7

102.1
電力原単位（kWh/t)

104.5104.0

1975

1980

1985

14.6

14.5

95.4
1990

95.1

99.0

99.1

1995

2000

2003 年

13.2

13.5

12.5

13.5

12.9

13.0

（解説）セメント産業では、１９７０年代以降、熱効率に優れ量産効果の高い回転窯
（ＳＰキルン、ＮＳＰキルン）が順次導入され、省エネルギーが著しく進展した。

14.7

14.0

14.0

80.0
1970

ガソリン乗用車（新車）の平均燃費推移

15.0

12.3

12.4
12.1

12.0
11.5
11.0

※効率改善例について、出典のないものは、「改訂版図解ｴﾈﾙｷﾞｰ・経済データの読み方入門
（（財）日本ｴﾈﾙｷﾞｰ経済研究所計量分析ﾕﾆｯﾄ編、（財）省エネルギーセンター）」より。
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(H7)

(H8)

(H9)

(H10)

(H11)

(H12)

(H13)

(H14)

(H15)

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

（出典）自動車燃費一覧より

年度

② 将来のエネルギー構成に係る想定
エネルギー構成について極端な条件設定viを行うことによりケーススタディ
を行った。
ケースＡ：石炭等の化石資源と二酸化炭素回収・隔離の最大利用ケース
資源埋蔵量が比較的多い石炭、非在来型化石資源等の化石資源によってエネルギー
供給を賄いつつ、化石資源の利用に伴って発生するＣＯ２を回収・隔離するケース。
ＣＯ２の回収・隔離に大きく依存する場合には、相当量のＣＯ２を隔離しなくては
ならず、現時点では我が国の地中隔離の量的ポテンシャルには限界があると考えられ
ることから、海洋隔離が実現されていることが前提となる。
ケースＢ:原子力の最大利用ケース
ＣＯ２が排出されない原子力によって全分野のエネルギー供給を行うケース。エネ
ルギーのキャリアとしては、運輸分野、産業分野も含め、電気及び水素を想定。
原子力に大きく依存する場合には、ウラン鉱石の資源量から考えると、海洋ウラン
等の非在来型核燃料資源の獲得、あるいは核燃料サイクルが実現されていることが前
提となる。
ケースＣ：再生可能エネルギーの最大利用と究極の省エネルギー実施ケース
再生可能エネルギーを最大限に利用するとともに、省エネ・高効率利用・自立化、
転換効率向上によってエネルギー需要の低減を究極的に押し進めることによって、生
活の質の維持・向上を図りつつ、必要なエネルギー供給量を抑えるケース。
再生可能エネルギー、省エネルギーのいずれも、技術の確立・普及が図られること
が前提。

●技術シナリオとしての３つのケースの設定
今回仮定した化石資源制約リスク、環境制約リスク下における日本のエネルギー技術
ビジョンを検討するにあたり、エネルギー供給構造を考える。
一次エネルギー構成で示すと、図１のような一次エネルギー構成のトライアングルで
示すことができる。
化石燃料 100％
※この一次エネルギー構成トライアングルは、
各時点での３つのエネルギー供給源の供給安定
性やコストによって同一の位置にある場合であ
っても、その評価が変わるものである。従って、
トライアングル上のどこに位置するかによって
評価が決まるものではない。

３３％

原子力

再生可能エネ

100％

100％
一次エネルギー構成トライアングル

- 18 -

本検討では、危機的な状況においても制約を乗り超えることができるように備えを行
うとの考え方から、技術シナリオとして３つの極端なケースを設定してケーススタディ
を行った。
ケースＡ：石炭等の化石資源と二酸化炭素回収・隔離の最大利用ケース
ケースＢ:原子力の最大利用ケース
ケースＣ：再生可能エネルギーの最大利用と究極の省エネルギー実施ケース
これらの３つのケースは、一次エネルギー構成トライアングルの各頂点に近い極端な
社会を想定するものである。

100％

化石資源

（炭素回収・隔離(CCS)とセット） ケースＡ

＜長所＞
・ＣＯ２排出量削減のポテンシャルが高い

＜長所＞

・技術的移行が容易

・技術が確立すれば、ＣＯ２排出量

現状

削減が確実

・コストが抑えられる
＜短所＞

＜短所＞

・特定技術のみによる量的確保の困難性

・技術の飛躍的な発展が必要

・技術的な要因以外での不確実性

再生可能エネ
（究極の省エネとセット）

原子力
ケースＢ

ケースＣ

100％

（核燃料サイクルとセット）

100％
一次エネルギー構成の３つのケースイメージ

○３ケース共通の対策：
『省エネ・高効率利用・自立化』等の位置付け
『省エネ・高効率利用・自立化』、『転換効率向上』といった対策は、「効用」を実現
しながらエネルギー需要を減少させることができる。
これは、ケースＣにおいて究極的に進めなければならない一方で、ケースＡ、Ｂにお
いても、エネルギー需要の低減につながり、いずれの場合にも有効な共通的対策である。
しかし、このような基本的認識を持ちつつも、日本のエネルギー技術戦略の検討にあ
たっては、極端な３ケースを設定し、技術的備えを行う観点から、ケースＡ、Ｂでは省
エネ等に大きく依存できない場合を想定して検討を行った。

●ケースごとの特徴とエネルギー構成のイメージ
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【ケースＡ（石炭等の化石資源と二酸化炭素回収・隔離の最大利用ケース）】
〔意義〕
ＣＯ２回収・隔離が大規模に利用できた場合、非在来型化石資源などの利用に伴うＣＯ
２排出を大幅に低減しつつ使用できることで、環境制約は緩和されることとなる一方、限
りある資源を使用し続ける点において過渡的な解決策にしかならない。ただし、即効性が
あり、緊急避難的な意義はあり得る。
〔量的可能性〕
ＣＯ２隔離の量的可能性は、世界的に見れば高いと考えられる。他方、現状において国
内では地中隔離には量的限界があると考えられる。
しかし、海洋隔離が実現した場合には国内においても量的可能性は高くなる。
〔技術的実現性〕
技術的には、地中隔離は一部で既に実用化しており実現が見込める。海洋隔離は生態系
への影響等の検証が課題となっている。
〔適用対象等〕
発電施設、水素製造施設、産業施設等の大規模集中ＣＯ２排出源では効率的にＣＯ２回
収することができる。他方、自動車、家庭等の分散排出源からのＣＯ２回収は困難。
〔その他〕
ＣＯ２回収・隔離には、追加的にエネルギーとコストが必要となる。

ケースＡのエネルギー構成イメージ（試算例）
3 5 ,0 0 0

（注）将来想定は、多くの仮
定や前提条件をもとに試算
した一例である。

電 力 水 素 他 （再 生 可 能 、 運 輸 用 メ タノール 等 含 む ）
石 油 ・ガ ス

3 0 ,0 0 0

石 炭 （直 接 利 用 、 産 業 ・民 生 用 メ タノー ル 含 む ）

(PJ)

2 5 ,0 0 0
2 0 ,0 0 0
1 5 ,0 0 0
1 0 ,0 0 0
5 ,0 0 0
0
2000

2050

2100

試算例における需要構成比（分野別の内訳）

運輸

運輸

運輸

2000年

産業

民生

2050年
産業

民生

2100年
産業

民生

試算例における発電・水素製造の構成比（電力水素他（黄色部分）の内訳）

石炭
石油・ガス
原子力
再生可能等

2000年

2050年
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2100年

【ケースＢ（原子力の最大利用ケース）】
〔意義〕
原子力が大規模に利用できた場合、化石資源制約、環境制約は大幅に緩和できる。
〔量的可能性〕
立地、処分の問題を除けば、量的可能性は高い。ただし、現状の軽水炉を前提とすると、
ウラン鉱石の資源量の制約が生じ得る。また、世界的に見ると、核不拡散の観点から、導
入には慎重な検討が必要となり得る。
〔技術的実現性〕
技術的には、核燃料サイクルなど引き続き開発は必要であるものの、現在計画等されて
いる技術の延長線上にあり、実現が見込める。
〔適用対象等〕
原子力による発電の他、水の電気分解や熱利用による水素製造も考えられる。
〔その他〕
設備の建設には長いリードタイムを必要とし、設備の使用年数も長く、長期的な計画が
必要となる。

ケースＢのエネルギー構成イメージ（試算例）
3 5 ,0 0 0
3 0 ,0 0 0

電 力 水 素 他 （再 生 可 能 、 運 輸 用 メ タノー ル 等 含 む ）

（注）将来想定は、多くの仮
定や前提条件をもとに試算
した一例である。

石 油 ・ガ ス
石 炭 （直 接 利 用 、 産 業 ・民 生 用 メ タノール 含 む ）

(P J)

2 5 ,0 0 0
2 0 ,0 0 0
1 5 ,0 0 0
1 0 ,0 0 0
5 ,0 0 0
0
2000

2050

2100

試算例における需要構成比（分野別の内訳）
運輸

運輸
運輸

2000年

産業

民生

2050年

民生

2100年
産業

産業

民生

試算例における発電・水素製造の構成比（電力水素他（黄色部分）の内訳）

石炭
石油・ガス
原子力
再生可能等

2050年

2000年
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2100年

【ケースＣ（再生可能エネルギー最大利用と究極の省エネルギー実施ケース）】
〔意義〕
再生可能エネルギー、省エネルギーのいずれの取組みも、技術が確立した場合には、世
界においても共通的、基盤的な技術的公共財を提供し得るもの。普及の障害は低く、世界
規模でも化石資源制約、環境制約の緩和に効果的である。
〔量的可能性〕
再生可能エネルギーは、理論的にはすべての再生可能エネルギー源を想定すれば量的制
約はほぼないと考えられるものの、エネルギー密度が低く、不安定なエネルギー源である
ことが多く、立地・稼動条件の制約から、量的には限定的に留まることもあり得る。この
ため、省エネルギーの飛躍的な進展が必須と考えられる。
〔技術的実現性〕
再生可能エネルギー、省エネルギーともに、量的確保のための変換効率の大幅な向上や
新たな利用方法の開発など、飛躍的な技術革新が必要となる。
〔適用対象等〕
産業分野では抜本的な生産プロセスの革新や、比較的まとまった再生可能エネルギー源
の開発・導入が必要。民生分野、運輸分野では、広範な用途への適用が必要。特に、究極
的な省エネルギーと周辺の低密度エネルギーを利用した再生可能エネルギーを組み合わ
せた自立化が重要。
〔その他〕
民生用個別機器等の更新期間は比較的短い（～10 年程度）と考えられる一方、生産プロ
セス等については 20～30 年程度と比較的長い。

ケースＣのエネルギー構成イメージ（試算例）
3 5 ,0 0 0
3 0 ,0 0 0

（注）将来想定は、多くの仮
定や前提条件をもとに試算
した一例である。

電 力 水 素 他 （再 生 可 能 、 運 輸 用 メ タノール 等 含 む ）
石油・ガ ス
石 炭 （ 直 接 利 用 、 産 業 ・ 民 生 用 メ タノール 含 む ）

(P J)

2 5 ,0 0 0
2 0 ,0 0 0
1 5 ,0 0 0
創 エネ

1 0 ,0 0 0
5 ,0 0 0
0
2000

2050

2100

試算例における需要構成比（分野別の内訳）
運輸

運輸

運輸

2000年

産業

2050年

2100年
産業

民生
民生

民生

試算例における発電・水素製造の構成比（電力水素他（黄色部分）の内訳）
石炭
石油・ガス
原子力
再生可能等

2050年

2000年
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2100年

産業

③需要側から見た分野による検討
制約条件を技術スペックとして具体化するため、需要側から見た分野を設定し
て検討を行った。
特に、把握容易性、実効的対策の観点から、ＣＯ２排出原単位の改善目標の
実現に向け、産業、民生（業務、家庭）
、運輸の需要分野ごとに固有のＣＯ２排
出原単位を考えることとした。これらのＣＯ２排出原単位の改善には、単体・
機器の効率の向上といった需要側の対策と、転換分野の効率向上との掛け合わ
せで考えることができる。
○需要側から見た分野と分野ごとの代表的なＣＯ２排出原単位例
・産業分野

：

t-C/生産量

＝ t-C/ＭＪ × ＭＪ/生産量

・民生（業務）分野：

t-C/床面積

＝ t-C/ＭＪ × ＭＪ/床面積

・民生（家庭）分野：

t-C/世帯

＝ t-C/ＭＪ × ＭＪ/世帯

・運輸分野

t-C/距離

＝ t-C/ＭＪ × ＭＪ/距離

（・転換分野：

：

t-C/ＭＪ ）

転換効率

単体･機器効率

● 分野毎の特徴
【民生（業務・家庭）分野の特徴】
○小規模需要が中心。
○灯油、都市ガス等を直接利用する場合でも、技術的な代替性がある。
○小規模排出源であり、ＣＯ２の回収は困難。仮に必要が生じれば供給側で
ＣＯ２回収・隔離。
○設備・機器の更新期間は 10 年程度。建築物の更新期間は、戸建て住宅 20
～30 年程度、ビル 30～50 年程度。

【運輸（自動車）分野の特徴】
○移動体と燃料の供給インフラを合わせて考える必要がある。
○移動体では、エネルギー密度が高い燃料が必要。
○自動車単体軽量化、回生技術等は、燃料によらず横断的対策。
○小規模排出源であり、ＣＯ２の回収は困難。仮に運輸部門においてＣＯ２
排出量ゼロとする場合には、電気・水素によりエネルギー供給を行い、発
電･水素製造を原子力・再生可能エネルギーにより行うか、化石エネルギ
ーによりＣＯ２回収・隔離を合わせて行うこととなる。
○新たな燃料への移行には既存燃料との併存期間が必要であり、インフラ整
備のリードタイムは長い。自動車単体の更新期間は 10～20 年程度。
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○航空機は、燃料貯蔵を考える上で、気圧変化、温度変化、世界的なインフ
ラ整備に関しての検討が必要。
○その他、鉄道・船舶輸送への転換による効果の可能性有り。

【産業分野の特徴】
○大規模集約的設備が中心。エネルギー多消費（ハンドリング）であり、対
策当たりの効果が大きく比較的合理化インセンティブが働き易い一方、装
置の導入コストが大きく生産プロセス全体を見直すような抜本的変更は
容易でない。
○鉄鋼や化学など、化石資源を直接原材料、還元剤等として利用する場合、
代替が困難であることが多い。化石資源を使用する場合、仮に必要が生じ
ればＣＯ２隔離・回収を行うことが可能なプロセス・規模である。
○設備の更新期間は 10～30 年程度。

【転換（発電・水素製造）分野の特徴】
○大規模集約的設備が中心。供給ネットワークが必要。
○エネルギー転換効率向上のためには、発電等効率の向上、送配送損失の低
減等が必要。
○需要側の負荷変動を吸収できる方法が必要（予備率、貯蔵等）。
○ＣＯ２排出原単位向上の観点からは、非化石エネルギー（原子力、再生可
能エネルギー等）のシェアの向上が必要。
○化石資源を使用する場合、仮に必要が生じればＣＯ２隔離・回収を行うこ
とが可能なプロセス・規模である。
○設備の更新期間は、30～40 年（原子力の場合は 50 年超）
。また、立地の
ためにも長いリードタイムが必要。
○水素等の新たなエネルギー供給を行うためには、新たなインフラ整備のた
めに長いリードタイムが必要となることがあり得る。
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３．分野別ロードマップ
将来時点において得られる「効用（経済活動、生活の質など）」は、ＧＤＰに
比例して増大viiすることを前提として、エネルギー構成に係るケーススタディの
中で、制約条件を満たすために分野毎に求められる技術スペックviiiの洗い出し
を行った。
また、その技術スペックの実現に必要となる技術メニューと、その時間軸展
開を行うことにより、分野別ロードマップのとりまとめを行った。
(1) 制約条件から分野毎に求められる技術スペックの概観（２１００年）
ケーススタディから最も厳しい技術スペックを洗い出した結果ixを概観する。
〔２１００年において求められる主要な技術スペック〕
（民生分野）

○「効用」がＧＤＰ比例で増大する中、転換分野からの必要エネ
ルギー量を８０％削減（世帯、床面積当たり）
○電化・水素化率を１００％

（運輸分野）

○「効用（≒人・ｋｍ、トン・ｋｍ）」がＧＤＰ比例で増大する
中、必要エネルギー量の７０％削減相当（※自動車では８０％削
減相当）の燃費改善
※輸送手段間での改善余地を考慮
○電化・水素化率を１００％（飛行機等を除く）
○資源制約解消に必要なタイミングでの燃料転換

（産業分野）

○「効用（≒製造量×製品の価値）」がＧＤＰ比例で増大する中、
必要エネルギー量を７０％削減（効用当たり）
○資源制約解消に必要なタイミングでの原燃料転換

（転換分野）

○需要分野の必要エネルギー量を各ケースにて不足なく供給

（ケースＡ：石炭等の化石資源と二酸化炭素回収・隔離の最大利用ケース）
・エネルギー需要２倍程度×電化・水素化率４倍≒約８兆ｋＷｈ
・化石資源の有効利用、二酸化炭素の回収・隔離
（ケースＢ:原子力の最大利用ケース）
・エネルギー需要２倍程度×電化・水素化率４倍≒約８兆ｋＷｈ
・ウラン資源制約解消のための核燃料サイクル
（ケースＣ：再生可能エネルギーの最大利用と究極の省エネルギー実施ケース）
・エネルギー需要２倍程度×需要分野での省エネ約 0.3 倍
×電化・水素化率３倍≒約２兆ｋＷｈ

● 極端なケースによって各分野に求められる技術スペックの概観
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ケースＡ：石炭等の化石資源と二酸化炭素回収・隔離の最大利用ケース
石炭等の化石資源を用いることで「化石エネルギー需要」を満たしながら、ＣＯ２回収・
隔離を行うことで「ＣＯ２排出量」を抑制することを想定するケース。省エネルギー等に
は大きく依存できないものとして検討。
（民生分野） （運輸分野）
・ 小規模需要が中心で需要地でのＣＯ２回収は困難と考えられることから、転換分野から
。
供給されるエネルギーで需要を賄うことが求められる（電化・水素化率１００％）
・ また、資源制約解消に必要なタイミングでの燃料の質的な転換が求められる。
（産業分野）
・ 大規模集約的設備では原燃料として化石資源使用時には併せてＣＯ２回収・隔離を行う
ことが求められる一方、需要地での CO2 回収が困難なその他の設備では電化・水素化
を進めることが求められる。
・ また、資源制約解消に必要なタイミングでの原燃料の質的な転換が求められる。
（転換分野）
・ 産業分野の大規模設備用原燃料を除けばほとんどのエネルギーが転換分野から電気／
水素によって供給されるとの想定になる。この時、現状の総発電量の約８倍（＝最終エ
ネルギー需要約２倍×電化・水素化率約４倍）の電気・水素量を化石資源によって供給
することが求められる。併せてＣＯ２回収・隔離が求められる。
（この場合において、
40 億トン－ＣＯ２／年（2100 年）貯留場所の確保が必要となる。
）
GDP が約２倍であるのに対して電気・水素の供給量が現状の総発電量の約８倍となっている。
これは、現状においては需要地で化石燃料が直接利用（ガソリン、灯油等）されている一方、
ケース A の将来像では転換分野からの電気・水素に大きく依存するとの想定による。なお、
電化・水素化に伴う民生分野での効率向上による効果等は見込んでいない。

（ケースＡの 2100 年時点の技術スペックのイメージ）
・ケースＡでは、省エネ等に大きく依存できない場合を想定。
・電化・水素化率の上昇を加味。
【転換分野】
○発電・水素量
*
現状総発電量の約８倍

電気
or
水素

CO2

化石燃料

*数値は 2000 年比

【産業分野】
○化石資源消費時には、
CO2
８割以上を CO2 回収・隔離
○ CO2 回収・隔離が困難な
設備では電化・水素化を進めるCO2 回収・隔離

CO2 回収・隔離

〔ＣＯ２回収・隔離付きの石炭火力等で供給〕

【運輸分野】

【民生分野】

○電気と水素で 100％を供給する
§転換・産業分野で CO2 の隔離
総量は約 40 億 t-CO2/年**になる。
**

CO2 回収・隔離のために追加的に
必要となるエネルギーは含まない。

運輸

民生(家庭)

民生(業務)

※ 発電・水素製造設備の設備稼働率は、80％と想定。
※ エネルギー需要が２.１倍に増加するとともに、電化・水素化率の上昇によって、発電・水
素量は、現状の約８倍と算出
※ 転換分野から 95％、産業分野から 80％のＣＯ２を回収・隔離する前提で算出
※ 運輸分野において、飛行機等を除く。
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ケースＢ:原子力の最大利用ケース
原子力を最大活用することで「一次エネルギー需要」を満たし、
「化石エネルギー需要」
、
「ＣＯ２排出量」の増大を抑制することを想定するケース。省エネルギー等には大きく依
存できないものとして検討。
（民生分野） （運輸分野） （産業分野）
・産業分野の原材料を除き、転換分野から供給される電気／水素によってエネルギー需要
を賄うことが求められる。
・また、資源制約解消に必要なタイミングでの原燃料の質的な転換が求められる。
（転換分野）
・産業分野の原材料を除けばほとんどのエネルギーが転換分野から電気／水素によって供
給されるとの想定になる。この時、現状の総発電量の約８倍（＝最終エネルギー需要約２
倍×電化・水素化率約４倍）の電気・水素量を原子力によって供給することが求められる。
・なお、ウラン資源制約の観点から、特に核燃料サイクルの早期確立が求められる。

（ケースＢ：2100 年時点の技術スペックのイメージ）
・ケースＢでは、省エネ等に大きく依存できない場合を想定。
・電気・水素化率の上昇を加味。
【転換分野】
(1) 発電・水素量
現状総発電量の約 8 倍*

電気
or
水素

*数値は 2000 年比

【産業分野】

(1) 原材料以外は、全て電気と水素で賄う。

原子力

〔原子力で供給〕

【民生分野】
【運輸分野】
(1) 電気と水素で 100％を供給する

運輸

民生(家庭)

民生(業務)

※ 原子力設備（発電・水素製造）の利用率は、90％を想定。
※ エネルギー需要が２.１倍に増加するとともに、電化・水素化率の上昇によって、発電・水素
量は、現状の約８倍と算出。
※ 運輸分野において、飛行機等を除く。
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ケースＣ：再生可能エネルギーの最大利用と究極の省エネルギー実施ケース
省エネルギー等によって「最終エネルギー需要」の増大を最大限に抑制しつつ、再生可
能エネルギーによって「一次エネルギー需要」を賄う（結果として、
「化石エネルギー需要」、
「ＣＯ２排出量」を抑制する）ことを想定するケース。原子力、ＣＯ２回収・隔離に依存
できないものとして検討。
（転換分野）
・ 需要分野で必要となる電気／水素を再生可能エネルギーによって全て供給するとの想
定になる。ただし、量的には限定的に留まることもあり得ることから、同時に省エネル
ギーの飛躍的な進展が求められる。
この時、現状の総発電量の約２倍（＝エネルギー需要２倍程度×需要分野での省エネ約
0.3 倍×電化・水素化率３倍）の電気・水素量を再生可能エネルギーによって供給すること
が求められる。
（民生分野）
・ 「効用」が増大する中、転換分野からの必要エネルギー量の８０％削減（世帯、床面積
当たり）が求められる。
（運輸分野）
・ 「効用（≒人・ｋｍ、トン・ｋｍ）
」が増大する中、必要エネルギー量の７０％削減（燃
費改善）が求められる。
・ また、資源制約解消に必要なタイミングでの燃料の質的な転換が求められる。
（産業分野）
・ 「効用（≒製造量×製品の価値）」が増大する中、必要エネルギー量の７０％削減（単
位効用当たり）が求められる。
・ 合わせて、資源制約解消に必要なタイミングでの原燃料の質的な転換が求められる。

（ケースＣ：2100 年時点の技術スペックのイメージ）
【転換分野】
○発電・水素量
現状総発電量の約２倍*

再生可能エネルギー

*数値は 2000 年比
**効用あたり

【産業分野】
○エネルギー需要**を 70％低減
電気 or
水素 or
バイオマス

①製造エネルギー原単位を 50％低減
②物質エネルギー再生を 80％に
③高機能化（強度等）を４倍に

〔再生可能エネルギーで供給〕

【運輸分野】
○省エネ、燃料転換により
エネルギー需要**を 70％低減

【民生分野】
○省エネ、創エネにより
エネルギー需要**を 80％低減

（自動車では
80％低減）
運輸

民生（家庭）

民生（業務）

※ 「効用」が２.１倍に増大する中で、各需要分野での省エネ等を最大限に引き出してもなお
転換分野において供給することが必要となる量を再生可能エネルギーで賄うものとして算
出。
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●２０５０年、２０３０年に求められる技術スペックの考え方
〔２０５０年〕
２１００年に求められる技術スペックを基に、２０５０年の資源制約の仮
定（石油の生産量ピーク）、環境制約の仮定（ＣＯ２排出量／ＧＤＰ＝１／３）
とＧＤＰが 1.5 倍に増大することを考慮しつつ、逆算（バックキャスト）す
ることによって、求められる技術スペックを整理した。
〔２０３０年〕
２１００年、２０５０年の技術スペックから、逆算（バックキャスト）を
行いつつ、現状の技術レベルを考慮することで、求められる技術スペックを
整理した。
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(2) 分野別ロードマップ
２１００年、２０５０年、２０３０年に求められる技術スペックを実現する
ため、必要となる主な技術メニュー（可能な場合には、個別の技術スペック）
を時間軸に沿って分野別ロードマップとして整理した。
（注）制約条件の仮定に基づいて時間軸展開を行っているため、諸情勢、技術動向等に
よって制約条件自体が前倒し（後ろ倒し）になった場合には、ここで描かれた技術の
姿も、前倒し（後ろ倒し）で見ることとなる点に留意が必要。

（資料１）分野別ロードマップ概要 （民生、運輸、産業、転換）
（資料２）分野別ロードマップ （民生、運輸、産業、転換）

(3) 分野別ロードマップにおける主要なポイント
【民生分野】
民生分野における技術スペック実現のためには、(1)今後新たに出現する機器を含め
てできる限り省エネ、(2)太陽光等の身の回りのエネルギーを使って創エネを実施する。
(1)と(2)を究極まで進めることで、転換分野からのエネルギーに頼らない自立化が可能
となる。また、再生可能エネルギーによる創エネ導入量の拡大に伴い、余剰となったエ
ネルギーをその時々の状況に応じてネットワークを通じて融通、さらには分散貯蔵して
最大限に活用することが可能となる。

（省エネ）
トップランナー機器の導入により家庭が先行し業務がこれに続く。これに加えて空調
関係では機器のみならず建物の断熱・遮熱性能の向上が、給湯についてはヒートポンプ
導入がそれぞれ効果的である。中期的にはエネルギーマネジメントが一定の役割を果た
す。生活の質の向上やライフスタイルの変化に合わせ新規に導入される機器も順次省エ
ネが行われる。

（創エネ）
太陽光発電を始めとして各地域の特色を活かして様々な種類のものが導入される。設
置機会（スペースなど）やエネルギー価格の条件により、当初は戸建ての家庭から始ま
り、順次、集合住宅、業務ビルに普及が広がる。

（エネルギーマネジメント）
省エネ先行の後、創エネが進み、需給バランスがとれた戸建て等からエネルギーの自
立化が始まり、地域大での創エネルギー普及に伴い、業務あるいは地域大の自立化が普
及する。再生可能エネルギーの活用による自立化では、エネルギー貯蔵が重要な役割を
果たす。
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【運輸分野】
運輸分野の技術スペック実現のためのパスは「省エネルギー」と「燃料転換」が主要
な柱となる。省エネルギーには機器単体（車両、船舶、航空機）の省エネルギーと、交
通システム全体の連携による省エネルギーとがある。

（機器単体の省エネルギー）
i)駆動・推進システムの高効率化と ii)移動体（車体、船体、機体）の軽量化が重要。

（燃料転換）
i)石油消費削減のため天然ガスや石炭を原料とする合成燃料の導入、ii)カーボンニュ
ートラルなバイオマス由来燃料の導入、そして究極的には iii)使用時に CO2 を排出し
ない水素または電気への転換である。
水素・電気への転換は、駆動・推進システムの変更も伴うため、駆動・推進システム
の高効率化と表裏一体の関係にある。
水素と電気の比較では、エネルギー貯蔵密度と補給速度の点で水素の方が有利であり、
近距離用自動車と鉄道以外は水素の利用を想定。水素化・電化が難しい用途は、2100
年時点でも炭化水素系燃料の使用を想定。

〔自動車〕
2100 年のエネルギー需要を 80%低減するために、全ての自動車を効率の高い燃料電
池ハイブリッド車（燃料は水素）や電気自動車に代替。その結果、電化・水素化率 100%
となり、車両からの CO2 排出原単位はゼロになる。
2050 年にエネルギー需要を 60%低減するため、燃料電池ハイブリッド車と電気自動
車が合計で４割程度のシェア（ストックベース）を確保するとともに、残りの大部分は
内燃機関ハイブリッド車となっていることが必要。
自動車の主流は、内燃機関従来車→内燃機関ハイブリッド車→燃料電池ハイブリッド
車と移り替わり、電気自動車は短距離走行が主体の小型車を中心に使用される。内燃機
関用の燃料は、2050 年までに石油から合成液体燃料主体に移行する。移行の過程では、
石油系燃料と合成燃料が混合利用される。

〔船舶、航空機、鉄道〕
2100 年までに船舶 40%、航空機 50%、鉄道 30%のエネルギー消費削減を目指す。
船舶のうち内航船は軽量化、動力効率改善などで省エネを進め、2050 年以降、水素
化による脱化石化に向かう。外航船は海外のエネルギーインフラ等の問題もあり 2100
年時点でも炭化水素系燃料に依存するが、省エネ化やバイオマス利用等を推進し化石燃
料依存は極力抑制。
航空機は、水素・電気への転換が相対的に難しいため 2100 年時点でも炭化水素系燃
料を使用。
元来効率の良い輸送であり既に電化率の高い鉄道は、電化・素化率 100%を前提に効
率改善を徹底。

〔交通システム〕
交通流制御、無人運転（効率化・軽量化）といった既往システムの向上によりエネル
ギー効率の向上を進めることが第一。これに加え、自動車主体に陥りがちな交通に関し、
鉄道・航路へのシフト・組み合わせによる効率化を推進する（根本的なモーダルシフト）。
これには設備機器の開発に加え社会システムの大きな改編が必要であるが、ここでの試
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算には純粋に技術的な解決課題を対象とし、社会システムの改編によるエネルギー消費
改善は含まない。

【産業分野】
産業分野は、資源に乏しい我が国の経済基盤を支えるとともに、各分野における技術
シーズを提供する役割を担っている。ここでは我が国の産業が資源制約や環境制約を克
服しつつ国際競争力維持向上に寄与する革新的な技術をエネルギー分野から洗い出し
た。
産業分野は多様なプロセスで生産活動を行っており、またエネルギー利用形態も様々
であるため、エネルギー多消費型の素材系４業種（製鉄、化学、セメント、紙パ）とそ
の他との５つに分けて検討した。その他には、農林水産業、鉱業、建設業などの非製造
業、機械、食料品などの工業までも含まれる。
素材系 4 業種では、（天然）資源から製品を生産するともにその生産プロセスにおい
て多用なエネルギー転換が同時に行われるという特徴を有しつつ、物質生産（物質転換）
部門とも認識することが出来る。
素材系の物質生産（物質転換）部門におけるエネルギー消費構造を下図に示す。
投入されたエネルギーは、
①物質中に化学エネルギーとして保存されるもの
②燃焼過程等でエクセルギー損失となるもの、
③プロセスでの廃熱、の３つになる。
①物質中に保存
投
入
し
た
エ
ネ
ル
ギ

②エクセルギー
損失

物質エネルギーとして再利用
（物質エネルギー再生）

電力・水素として回収
（コプロダクション）

化学プロセス
プロセス廃熱を少なくする
（省エネ）

③廃熱

（製造プロセスにおけるエネルギー利用の高度化

『うまくつくる』）

②と③がプロセスで消費したエネルギーであり、この２つを削減するのが省エネであ
り、②から電気や水素として回収するのが、コプロダクション（※）である。この２つ
で、②と③の製造プロセスに必要なエネルギーの削減を目指すx。
（※）コプロダクション：
例えば、化石燃料を用いる場合であってもガス化プロセスによって熱／電気／水
素等を高効率に取り出すことができる。従来の生産プロセスでは失われていたエク
セルギーを電力または水素として回収することができることから、同じ原材料を投
入した場合には、あたかも物質に加えてエネルギーを併産しているように見ること
ができる。
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（物質エネルギーの再生

『上手につかう』）

①のように製品（物質）は自らの中に化学エネルギーを保存しており、製品が社会で
の使命を終えたあと、この①のエネルギーを物質あるいはエネルギーとして再生させる。
製造時必要とするエネルギーの６０％以上を物質として保有している化学品および紙
の製造プロセスでは、物質エネルギー再生による改善効果が大きい。
さらに、産業間連携にとどまらず、セクターを横断して廃棄物を製造プラントに利用
したり、併産した電力や水素などをバウンダリーを越えて利用するなど、クロスバウン
ダリーの取り組みが重要となる。

（少ない資源での製品製造によるエネルギー削減

『良いものをつくる』）

「少ない資源での製品製造によるエネルギー削減」は、「高機能化」を達成するため
の技術群を列挙しており、わが国の国際競争力の維持拡大のために欠かせないアイテム
であるだけでなく、各分野における技術革新のシーズを提供する重要な課題である。

〔製鉄〕
現在の高炉による生産プロセスは副生ガスや排熱などが高度に回収利用されるなど、
極めてエネルギー効率が高い。今世紀前半は既存プロセスの改善更新や次世代プロセス
の導入と、廃棄物（廃プラ・廃タイヤ・バイオマス）の活用による一次投入エネルギー
の削減が進められると考えられる。また、再生可能エネルギーを利用した水素供給が可
能となるまでの間、副生水素が水素供給源の一翼を担う。今世紀後半には、技術革新に
加えて資源・環境制約の観点から、還元剤の非炭素化や高炉－転炉法に代わる革新製鉄
プロセスの登場も想像できる。また還元剤としての石炭の利用と環境制約を両立させる
手段として、製鉄プロセスで発生するＣＯ2 を未活用中低温廃熱を利用して分離回収す
る技術も有効である。

〔化学〕
化学では、石油（ナフサ）を原料および主燃料として利用しているので、2050 年ま
でには、石油を使わない新規の製造プロセスを完成させなければならない。現在は、ナ
フサを熱分解してエチレン、プロピレンあるいはＢＴＸなどの基礎原料オレフィンを製
造する工程と基礎原料を合成して数万種類といわれている化学品にする合成工程とで
成り立っている。
新規プロセスとしては、バイオマス、廃棄物および石炭をガス化して、ＣＯとＨ2 の
合成ガスとし基礎原料オレフィンを製造し、合成プロセス以降は、既存の製造インフラ
を利用するのが合理的と思われる。化学では、投入エネルギーのうち６０％が物質とし
て保存されているので、製造プロセスで消費される４０％のエネルギーを省エネおよび
コプロダクションで削減するとともに物質中に保存されている 60％のエネルギーを物
質エネルギー再生するためガス化炉に投入することによって、必要エネルギー量の削減
を目指すxi。

〔セメント〕
石灰石を原料として主燃料として石炭等を利用してセメントを製造しているが、廃棄
物・副産物（高炉スラグ、石炭灰、副産石膏、廃タイヤ等）を受け入れ、原料、燃料と
して利用し、廃棄物の固定化にも寄与している。将来的には、各分野や他業種で採用さ
れると思われるガス化炉からの残渣や紙パ業界からの再生できない紙の廃棄物など、多
様な最終廃棄物を原料および燃料として利用し、石灰石および燃料を一切使わない「ゼ
ロエミッション型セメント」プロセスが期待される。
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〔紙パ〕
紙パ産業では、現在でも製品の６０％を再生し、概ね３回程度循環利用するとともに、
パルプ工場の黒液は、重油や石炭などの燃料と一緒に製紙工場で電力や熱のエネルギー
として再生利用されている。将来的には、バイオマスガス化複合発電設備の採用により、
化石燃料をまったく使わず、生産活動を行うだけでなく、外部への電力供給も行えるよ
うな製造プロセスが期待できる。
また、バイオテクノロジーを利用した高成長樹木を生育させる技術は、業界を越えた
効能が期待できる。

〔産業分野共通技術〕
炭素（Ｃ）を物質として利用する業種を中心として、バイオマスや廃棄物は貴重な原
料・燃料となってくるので、これらを含めた物質のマネジメント技術も、今後必要とな
ってくる。
（別途、産業分野ロードマップ補足資料あり）

【転換分野】
エネルギー需要を効率的かつＣＯ２排出原単位改善を図りつつ満たすため、以下の３
つの技術群の備えが必要。

（化石資源の効率的利用）
石油ピークに備えて天然ガスへの燃料転換、さらには資源量が比較的豊富な石炭への
燃料転換を行う。しかしながら、石炭等の資源も有限であるため、発電（転換）効率向
上など化石資源利用の高効率化が重要である。このためには、ガス化発電（燃料製造）
技術、燃料電池と複合した高効率発電技術が必要である。また、ＣＯ２排出を伴うため、
ＣＯ２回収・隔離（CCS）技術が必須となる。

（原子力利用技術）
核燃料資源の有効利用が必要である。そのためには、現状の軽水炉の効率向上ともに、
核燃料サイクルの確立が必須となる。

（再生可能エネルギー利用技術）
太陽、地熱、風力、バイオマスなどの再生可能エネルギーによる発電（転換）効率向
上が重要である。太陽や風力などの設備利用率は低く、大きな設備容量を必要とするた
め、設置を容易にする技術も必要である。また、自然エネルギーは気象条件等に左右さ
れるため、需要とのマッチングを図るために、大規模な蓄エネルギー技術や系統制御（エ
ネルギーマネジメント）などのネットワークシステム技術の確立が必須である。
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【分野横断的な事項】
分野横断的な技術は、技術が実現すると、その効果を発揮できる可能性が高
く、その応用分野も広く重要な技術と成り得る可能性があると考えられる。
（省エネ技術）
「効用」を増大させながら「最終エネルギー需要」の増大を抑制することによっ
て、
「一次エネルギー需要」
「化石エネルギー需要」
「ＣＯ２排出量」の増大を抑制す
ることにつながることから、どのケース、分野にとっても横断的に有効。

（エネルギー貯蔵技術）
大規模集中発電・水素製造施設からの供給効率向上（時間的（日間、季節間）
、
地域的な調整機能）
、再生可能エネルギー等の不安定な発電・水素製造施設からの
供給安定化、民生分野での電気・水素の有効利用、電気・水素自動車等の燃料貯蔵
等に横断的に有効。

（パワーエレクトロニクス技術）
ケース横断的に、電力輸送（送配電）技術の効率化技術、電力の高効率利用、高
効率貯蔵等に有効。

（ガス化技術）
転換分野の発電・燃料（液体燃料・水素）製造効率の向上やバイオマス、廃棄物
等の有効利用、産業分野の生産プロセスの省エネルギー、創エネルギーに有効。

（エネルギーマネジメント技術）
エネルギー貯蔵所間の制御、供給・需要の変動による影響制御、異なるエネルギ
ー間の最適利用制御等に有効。

●その他
核融合等、今回想定した制約条件の解消のために必ずしも必須とはならなか
ったためにロードマップ上に記載していない一方、こうした技術が将来実現し
た場合には、将来のエネルギー供給源の選択肢となる可能性を有しているもの
がある。これらの技術が、今回のロードマップ期間中に導入される場合には、
更なる資源制約、環境制約の回避につながる。
これまでに示した検討結果は、将来において新たな「効用」を伴う製品（ロ
ボット等）の普及や移動距離の増大などの「効用」自体の増大等のエネルギー
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需要増要因によるリスクに備えるとの観点から、効用がＧＤＰに比例すると仮
定して設定した技術スペックに対応するものである。これらの技術スペックが
達成される一方で、各々の需要分野において想定されるエネルギー需要減要因
が実現した場合には、需要の増加が抑制され、更なる資源制約、環境制約の回
避につながる。
エネルギー需要減少の主な要因例
○人口減少
【民生分野】○省エネ意識の向上等に伴うライフスタイルの変化
○ＧＤＰの伸びに比して、厨房でのエネルギー需要の飽和等
○集合住宅化による空調エネルギー需要の減少
【運輸分野】○モーダルシフトの進展
○交通システムの発展
○ＳＯＨＯの普及や都市構造の変化に伴う移動ニーズ減少
【産業分野】○産業構造の第三次産業化
○ＧＤＰの伸びに比して、製品ニーズの飽和等
○ペーパーレス化等に伴う製品需要減少
○製品の長寿命化に伴う製品需要減少

●３つのケースの技術が融合した社会イメージ（起こり得る可能性が高い社会像）
我が国では、現状では国内でのＣＯ２の地中隔離には量的限界があり、環境
影響評価と社会的合意獲得の面で課題を乗り越える必要のある海洋隔離を想定
しなければ量的には不十分であり、また化石資源の有限性を考えるとケースＡ
は長期的な解決とはなり難い。よって、短中期的には必要に応じてＣＯ２回収・
隔離により急激な気候変動を回避し、長期的に見れば再生可能エネルギーを最
大限活用しつつ、省エネを究極的に行い（ケースＣ）、原子力を安定的に運転し
ていく（ケースＢ）ことが持続的な社会としては望ましい組合せと考えられる。
ただし、このような各ケースの評価、組合せは今後の情勢等によって変わり
得るものであり、技術的な備えとしては、将来の各時点における社会経済情勢、
技術の進展状況等を見つつそれぞれの研究を進めていくことが重要である。そ
れにより、エネルギー安全保障としての代替性・互換性を備え、その時点時点
の国内におけるエネルギーの安定供給を柔軟に確保し得る最適かつロバストな
エネルギーシステム構成が実現されることになる。
また、３つの極端なケースの実現に向けた取組みを推進することにより、各
ケースの効果がそれぞれ発揮され、その相乗効果として化石資源の消費量、Ｃ
Ｏ２排出量を大幅に低減し、化石資源のより長期的利用も可能になり得ると考
えられる。この道筋の究極的な姿として、ゼロエミッションや、自給可能率xiiを
１００％とすることも可能となる。
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〔補足〕技術スペック達成による実現イメージ

全ての技術スペック達成時における日本のエネルギー需給構造は幅広い選択肢を
有し、諸情勢に応じて最適な選択がなされていくと考えられる。以下は、いくつかの仮
定をおいてコスト最小化モデルによって試算した結果の一例を示したものである。

最終エネルギー需要の試算例（日本）
3 5 ,0 0 0
3 0 ,0 0 0

電 力 水 素 他 （再 生 可 能 、 運 輸 用 メ タノー ル 等 含 む ）
石 油 ・ガ ス
石 炭 （直 接 利 用 、 産 業 ・民 生 用 メ タノール 含 む ）

GDP 成長に比例して「効用」
は増大。

(P J)

2 5 ,0 0 0

省エネ、創エネ等によって需
要を抑制。

2 0 ,0 0 0
1 5 ,0 0 0

（注）将来想定は、多くの仮
定や前提条件をもとに試算
した一例である。

創エネ

1 0 ,0 0 0
5 ,0 0 0
0
2000

2050

2100

試算例における需要構成比（分野別の内訳）
運輸
運輸

運輸

2000 年

産業

2100 年

2050 年

産業

産業

民生

民生

民生

発電・水素製造の構成も、

試算例における発電・水素製造の構成比（電力水素他（黄色部分）の内訳） 非化石エネルギーにシフト
石炭
石油・ガス
原子力
再生可能等

2050年

2000年

2100年

（注）２０５０年では、石油・ガスは、直接利用で一定割合を占める一方、電気水素供給源としては非化石エネ
ルギーへのシフトがみられる。これは、今回の試算において、石油・ガス資源は在来型資源相当量に限定し
て利用可能としている一方、資源量に比較的余裕のある石炭、経済性が徐々に改善すると仮定している再
生可能エネルギーがコスト最小化モデル上で選択されたものと考えられる。
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４．今後の課題
(1) 短・中期的な視点からの検討の実施
今回、技術戦略マップ（エネルギー分野）は、将来の制約条件を仮定して、
逆算（バックキャスト）する形で、長期的な視点から技術に求められる姿「超
長期エネルギー技術ビジョン」を描き出した。
今後、現状から延長（フォアキャスト）することによる短・中期的な視野か
らの検討を併せ行うことにより、研究開発マネジメントのインフラとしての効
力を発揮させることが期待される。
(2) 重要技術等の検討の深化
分野別のロードマップを作成するにあたり、可能な限り具体的な技術が明示
されるよう記載を試みたが、現時点では必ずしも具体的な技術が見出されてい
ない場合や、いくつか候補になる技術は存在するものの、将来の技術スペック
を満たすレベルでどの技術が実現するか判断できない場合もあった。
今回は、エネルギー分野全体を大局的に俯瞰するとともに、特定技術に囚わ
れないように需要分野で求められる技術スペックから必要な技術メニューを解
きほぐしたが、今後追加的検討を行うに際しては、将来求められる技術スペッ
クを満たすために必要な技術メニューについての検討を掘り下げることが必要。
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５．おわりに
本技術戦略マップは、官民における研究開発の戦略、内容等を検討するため
の参考として、経済産業省のホームページに掲載する等して幅広く情報提供を
行う。
また、今回の長期的な視点からの逆算（バックキャスト）による手法でとり
まとめを行った超長期エネルギー技術ビジョンについて、今後の長期的、地球
的規模の問題に対する国際枠組みの議論等に活用していく。さらに、今後、現
状からの延長（フォアキャスト）による検討を行うなど、完成度を高めていく
ことによって、我が国の研究開発マネジメントのインフラとして存分に活用し
ていくこととしたい。
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（脚注説明）
i

制約条件、技術等が不確実性を持つ中、現状の知見を元に技術に求められる将来像を描き出し
たものであり、今後、将来見通し、技術動向等の新たな知見に応じて、随時見直しが行われる
ことが適当。

ii

挑戦的な技術の将来像を目指すことにより、(i)我が国の制約条件解消に加え、(ii)世界が、選
択肢を持って、優れた技術を広く利用可能となることで、世界の資源制約、環境制約の解決に
貢献、(iii)我が国として、強みである技術を伸ばし、将来に亘り国際競争力を維持・発展させ
ていくことに繋がる。

iii

(資源制約)化石資源の生産、需要が如何に推移し、生産量ピークを迎えるのは何時頃か。
(環境制約)CO2 排出量と気候変動の定量的相関関係に不確実性が高い中、将来時点でどの程度ま
で排出抑制が必要になるか。

iv

エネルギー構成が極端に偏ることは現実的でなく、実際には適切な組み合わせが選択される
と考えられるが、技術の不確実性等を考慮し、最大限の「備え」を講じ得る最も厳しい技術ス
ペックとした。

v

現状の二酸化炭素排出原単位をみると、技術の開発・利用等の成果により、世界最高水準の
エネルギー利用効率を実現してきた（我が国は、世界平均の１／３、途上国の１／８）。
（参考資料１）
「わが国における効率の現状とこれまでの推移」
vi

エネルギー構成が極端に偏ることは現実的でなく、実際の社会においては、国際情勢、エネ
ルギー価格動向を含む社会経済情勢、技術の進展状況等に応じ、さらに需要分野ごとの親和性、
地域ごとの特性等と相まって、各々特徴を有する３つのケースの方向性の中から、最も適切な
組合せが選択されていくものと考えられる。ここでは、技術の不確実性等を考慮し、最大限の
「備え」を論じるために極端な条件によるケーススタディを行った。

vii

仮に２１００年において現状の連鎖の構造と全く変化がない場合には、
「効用が GDP に比例
して増大（＝世界全体で 10 倍、我が国で 2 倍程度）」することによって「最終エネルギー需要」、
「一次エネルギー需要」、
「化石エネルギー需要」
、
「ＣＯ２排出量」が各々増大することとなる。

viii「技術スペック」は、仮定した制約条件を解消するために技術が満たすべき要件を表す用語

として用いた。
ix

エネルギー構成が極端に偏ることは現実的でなく、実際には適切な組み合わせが選択される
と考えられるが、技術の不確実性等を考慮し、最大限の「備え」を論じるために最も厳しい技
術スペックまで検討した。他方、これらの技術的スペック実現のための技術的メニューとして
は、ここまで極端な偏りとならない場合においても、将来の選択肢を確保する上ではタイミン
グが異なることがある以外では大きな相違はないものと考えられる。

x

エネルギー総量のうち有効に取り出しうる仕事量をエクセルギーといい、その割合をエクセ
ルギー率という。エクセルギーの観点からエネルギーを有効に使うためには、できる限り熱は
発電あるいは物質生産（発熱反応）とともに発生させるなど、エネルギー変換・利用の過程で
の工夫を行うことで、
「廃熱の有効利用を図る」ことに止まらず、
「廃熱そのものを出さないよ
うにする」といった考え方が重要となる。

xi

このシステムを「サステイナブル・カーボンサイクル化学体系（ＳＣ３）
」と呼ぶこととする。
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xii

燃料価格等によるものの、技術的、インフラ的には、エネルギーを自給（原子力、新エネに
より賄う）できる割合
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