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1.1

照明技術

照明技術
■ 主照明用として、現在の蛍光灯の熱損失を低減した高効率蛍光灯および高効率化白色LED等の技術開発を推進し、省エネ技術スペックとして、 2030年で30％、2050年で35％
以上の削減率を達成する。
■ 環境性にも配慮した無水銀蛍光灯の効率改善を進め、2050年以降に高効率蛍光灯としての置き換えを図る。
■ 演色性の高い高効率白色光源を開発し、熱損失の大きな白熱電球に置き換えるとともに積極的に自然光利用を促進する。
■ 蓄光を含む新しい照明技術を開発し、2050年頃、補助照明としての一部実用化を図る。

２０００

２０３０

２０５０

２１００

熱損失低減技術

高効率蛍光灯

発光効率 80-100 lm/W

>150 lm/W

高効率蛍光材料
高効率無水銀蛍光灯
(低環境負荷光源）
高効率LED照明

200 lm/W

80-100 lm/W

150 lm/W

50 lm/W 100 lm/W

>150 lm/W

200 lm/W

LED光源の高輝度・低熱損失化（含近紫外高効率発光半導体）

GaN、AlN製造技術

高効率LED（光源）
白色LED用蛍光材料

蛍光材料の改良

高効率近紫外励起蛍光材料
高輝度白色EL

有機EL照明

主照明

補助・特殊照明（高演色性）

30 lm/W

100 lm/W

200 lm/W

自然光利用技術
自然光利用設計技術
高効率光伝送技術

高反射・長寿命光ダクト、低価格光ファイバー

高効率集光技術
次世代照明技術
高効率高演色白色光源

自動追尾型受光部

汚れ防止技術

タングステンに代わる高融点長寿命材料、微細加工技術

低損失家庭用高演色白色光源

(マイクロキャビティー、クラスター発光等）
蓄光技術（含生化学的、電気化学的）

蓄光・その他新技術

高輝度発光可能な燐光材料
生化学発光（冷光等）材料

補助照明
補助照明

ロードマップの考え方
2000-2003 年度の一般用照明に関する経済産業統計を見ると、年間出荷台数が白熱灯器
具：約 2,000 万台、蛍光灯器具：約 4,500 万台で、この 4 年間は白熱灯のシェアが年１％
弱増加している。この数字が示すように、照明技術として、エネルギー利用効率の点では
完成度の高い光源として蛍光灯（発効効率 80-100 lm/W）が普及しているが、高い演色性を
必要とする用途では発光効率が 15-25 lm/W 程度の白熱電球に対する需要が依然として高く、
照明装置全体としてのエネルギー利用効率は改善の余地が大きい。長期的に見た場合、個々
の照明器具の消費電力が増加する要因は考えられないが、照明に使用される電力が全電力
使用量の 14-15％を占め、高効率照明技術の開発は民生用から産業用まで、エネルギー使用
量削減における重点課題の一つである。
演色性を改善した蛍光灯や高効率白色光源は、液晶ディスプレイ装置のバックライト用
光源としても使用される。また、今後実用化のために一層の高効率化が期待される LED
（Light Emitting Diode、発光ダイオード）や EL（Electroluminescence）
、マイクロキャ
ビティー光源などの次世代技術は、固体自発光 FPD（Flat Panel Display）としても使用さ
れる可能性を持っており、新規な加工技術、製造装置の開発は、他の技術・産業分野への
波及効果も期待できる。自然光利用は、日中の照明を最小限に抑え有効なエネルギー消費
削減方法であるが、光量の変動が大きく利用しにくいことから、わが国ではこれまで積極
的な利用が進んでいない。自然光をより有効に利用する技術開発、建築アーキテクチャー
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開発や導入促進も課題である。
技術的課題・開発の方向性
消費エネルギーを 2000 年に対し 50～100 年のタイムフレームで 40-50％削減するために
は、現在の蛍光灯を上回る高効率光源の開発、自然光利用による電力消費削減、および次
世代技術としての高効率高演色光源や化学発光・蓄光技術の開発が課題である。上記目標
が達成された場合の CO2 排出削減効果は極めて大きい。蛍光灯の発光効率が 35％程度改善
され、さらに現蛍光灯並みの発光効率を有した白熱光源に代わる高演色性白色光源が開発
されて、すべての白熱灯器具が高効率高演色性白色照明器具に置き換わった場合、前記一
般用照明用途だけでも年間の CO2 排出削減量は 1,000 万 t-CO2 を超える。
高効率蛍光灯は現在の蛍光灯照明器具・蛍光灯の発光効率（80-100 lm/W）を、プロセス
開発、新たな発光・蛍光材料の開発、周辺回路の省エネルギー化を進め、理論限界にでき
る限り近づける技術開発を目指す。水銀を使用しない無水銀蛍光灯技術を並行的に開発し、
その発光効率を高め、環境負荷軽減を可能にする高効率蛍光灯としての位置づけを与え、
2050 年以降、高効率蛍光灯の主流になることを期待する。
LED 照明技術の研究は、一部 GaN 等の材料・デバイス研究を加速したが、現在の発光効率
は蛍光灯の半分程度で熱損失が大きく、GaN、AlN 等近紫外高効率発光半導体および製造方
法、白色 LED 用高効率近紫外励起蛍光材料、デバイス構造等の更なる研究開発が必要であ
る。
有機 EL 照明技術は研究室レベルで燐光を利用して発光効率を 40 lm/W に高めた報告があ
るが、高効率白色照明装置としての実用化開発が必要である。発光材料やデバイスとして
の技術の完成度を高め、補助照明装置や特殊照明装置として実用化され、発光効率がさら
に向上することにより将来主照明機器として定着することが期待される。
自然光利用技術は、古くて新しい技術である。高効率かつ安定な採光や光伝送、最適な
明るさを実現する建築アーキテクチャー・自然光利用設計技術、高反射率・長寿命光伝送
ダクト、低価格高伝送効率光ファイバー、高効率集光技術などの開発が必要になる。高効
率照明器具と自然光利用のハイブリッド照明も考えられる。民生部門、産業部門にわたり、
自然光が利用できる日中の照明器具の点灯時間を最小限にとどめ、エネルギー消費を削減
する有効な方法といえる。
次世代照明技術である高効率高演色白色光源は、照明分野のエネルギー消費を大きく削
減する、いわゆる“long felt want”を満たすものであり、長期的に取り組むべき技術課
題である。熱損失の大きいタングステンに代わる高融点長寿命高演色白色光源材料と微細
加工技術、マイクロキャビティー、クラスター発光等の高効率高演色白色光源技術は次世
代照明技術としての取組が必要である。さらに 2050 年以降の実用化を目指して、自然光や
余剰な光または熱エネルギーを蓄積し必要なときに使用する蓄光技術や発光技術、冷光な
どの生化学的発光技術の実用化が期待される。畜光には、燐光応用や、生化学的あるいは
電気化学的な変換を伴う技術が考えられる。補助照明用として実用化されれば、さらにエ
ネルギー使用量を削減することができる。
照明は光源や照明器具の発光効率だけで省エネ化が実現されるものではない。照明の目
的やライフスタイルによって必要な明るさや照明の質も異なり、照明器具の配置状態によ
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っても明るさは異なるもので、快適な生活と照明に関する研究や、場所に応じた最適照明
を実現するための設計技術はこれらの照明装置を選択する重要な要素であり、エネルギー
使用量削減に大きく貢献する。
【松下電器産業（株） 石川 敏郎】
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1.2

住宅・ビル用高性能建材

住宅・ビル用高性能建材
■ 高気密・高断熱化により室外との熱の出入りを少なくして空調エネルギーを削減するとともに、計画換気により健全で快適な空気環境を保つ
■ 簡便かつ高精度な住宅性能設計技術、住宅性能評価技術による高性能住宅の普及
■ 断熱材料、調湿材料、蓄熱材料等の材料技術開発および建材への適用

２０００
高断熱化技術

２０３０

熱伝導率 ▲50％

室内空気質改善技術

２１００

▲75％

・VOC低減（吸着・分解）建材開発による冬季・夏季の換気量削減【材料】
・調湿（湿度調整）建材【材料】
外ブラインドなどの外部可動日射制御システムの開発・低価格化

能動調整技術

住宅性能評価技術

２０５０

・低熱伝導率断熱材【材料】、断熱工法
・低熱貫流率窓ガラス・高気密窓サッシ【材料】
・屋上緑化、壁面緑化工法

・住宅性能設計技術
・住宅性能評価技術
・非破壊型断熱性評価技術
・光触媒による自浄性高光反射建材【材料】
・親水性蒸散冷却促進建材【材料】
・パッシブソーラー効果を高める潜熱蓄熱建材【材料】

その他

ロードマップの考え方
民生部門の CO2 排出量は日本の総排出量の 1/4 を占めており、家庭部門と業務部門とで二
分されている。さらに、家庭部門と業務部門の 1/3 は空調（暖冷房・換気・空気清浄）によ
るものであり、住宅・建築物（ビル）の高断熱・高気密化対策、日射遮蔽対策等への期待は
大きい。このような背景から、住宅・ビル用高性能建材自体の開発は急速に進みつつあるも
のの、その性能を引き出すための設計技術、施工技術、性能評価技術などの開発もあわせて
推進することが重要である。また、省エネルギー法の改正によって建築主の判断基準値は
徐々に強化されてきたものの、強制基準ではないこと、住宅・ビルの耐用年数は 30～60 年
と長く、毎年、住宅・ビルのストックの数％ずつにしか導入されないことなどから、技術開
発の成果が国全体に行き渡るまでに数十年を要する。このため、高性能建材を社会に定着さ
せるためには、補助金、低利融資、税制優遇などの経済的な優遇措置、住宅の品質確保法に
基づく住宅性能表示制度による優良住宅市場の形成、建築生産現場で働く職人の技能向上教
育などに課題を残す社会的技術と位置づけられている。以上のような理由から住宅・ビル用
高性能建材のロードマップは、他の技術群に比べて緩やかなものとなっている。
以下に、主要な開発技術毎に、技術的・社会的課題と開発の方向性を述べる。
高断熱化技術 住宅の断熱基準は、省エネルギー法の制定された当時の 1979 年基準（旧基
準）から、改正後の 1992 年基準（新基準）、現行の 1999 年基準（次世代基準）と徐々に強
化されてきた。しかし、これらの基準は強制基準ではないため、現行の 1999 年基準をクリ
アする新築住宅は 2002 年時点でも数％に過ぎず、既存住宅の断熱改修工事も普及していな
いため、日本の総住宅ストックの過半は、1979 年基準を満たさない断熱性能が貧弱な住宅
である。逆に言えば、今後の高断熱化技術の普及による日本全体の省エネルギー効果が期待
できる技術であるといえる。断熱材自体の技術開発も進んでおり、グラスウールの熱伝導率
λが 0.05 W/m･K 程度に対して、地球温暖化係数の大きい発泡剤（CFC、HCFC、HFC 等）を用
いない樹脂系発泡断熱材（λ＝0.02 W/m･K 程度）が建材用としてすでに開発されている。
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また、冷蔵庫用などに開発された真空断熱材（λ＝0.006 W/m･K 程度→熱伝導率λ＝70％減）
の建材用への応用開発が進んでいるが、外壁、屋根、床内部の骨組みは複雑であり、新築工
事および改修工事での適切な高断熱・高気密施工方法とともに、雨漏り、内部結露、地震等
による変形・劣化など数十年にわたる断熱性能維持なども大きな課題となっている。
窓ガラス、サッシ（窓枠）、屋上緑化、壁面緑化などの断熱技術についても更なる高性能
化と適切な新築工事および改修工事での適切な施工方法とともに、数十年にわたる断熱性能
維持など同様の課題がある。
一方、ビルに対しても省エネルギー法に基づいて、設備システムの高効率化とともに、断
熱、日射遮蔽性能（建築外皮の年間熱負荷係数 PAL 値（Perimeter Annual Load: MJ/年･m2）
の建築主の判断基準値）等の強化が図られてきた。しかし、省エネルギー計画書の提出が義
務付けられた新築ビルであっても基準値をクリアしていないものがある上に、住宅以外のビ
ルストックの過半を占める延床面積 2,000 m2 未満の小規模ビルには省エネルギー計画書の
提出が求められていないため、高性能建材の技術開発に加えて、設計技術、施工技術、評価
技術の開発と普及に対する期待は大きい。
室内空気質改善技術 シックハウス問題に端を発して、
建築基準法をはじめとする各種法令
の改正が行われ、ホルムアルデヒド、揮発性有機化合物（VOC）などの放散量が低い建材の
開発が進んでいる。また、それらを吸着・分解する建材の開発も進んでいるが、室内化学物
質濃度を希釈するための換気量を低減して暖冷房エネルギー消費量が削減できる建材の開
発などもさらに推進する必要がある。また、カビやダニなどの繁殖を抑える調湿性能を有す
る建材の開発・普及などにも課題がある。
能動調整技術 住宅・ビルの高断熱・高気密化は冬季の暖房用エネルギー消費量の削減に寄
与する一方で、
夏季や春秋季などには熱が逃げ難いために冷房用エネルギー消費量が増大す
るなどのマイナス面を有する。通風・換気制御システムとの組み合わせ、断熱性能可変建材
の開発による課題解決などが考えられる。また、夏季用に最適化された固定的な日射遮蔽技
術は、
冬季などに日射を建物内に積極的に取り入れて太陽エネルギーで室温上昇を図るパッ
シブ・ソーラー効果を損なう原因にもなるため、可変制御式の日射遮蔽技術の開発と低価格
化などにも課題がある。
住宅性能評価技術

室内環境などの性能の良さを環境負荷の大きさで除した環境効率で住

宅・ビルを評価・表示するシステムとして、CASBEE（Comprehensive Assessment System for
Building Environmental Efficiency）が開発されてきたが、開発・普及には課題が残され
ている。また、既存の住宅・ビルの高断熱・高気密化改修工事の推進が求められる中で、外
壁などを壊さずに非破壊で断熱性能を検査できる技術開発なども重要である。
その他の技術 以上のほか、光触媒等による自浄性高反射建材、親水性蒸発冷却促進建材、
パッシブ・ソーラー効果を高める潜熱蓄熱建材をはじめとして、技術開発・普及にはまだ多
くの課題が残されている。
【慶應義塾大学 伊香賀 俊治】
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1.3

高効率空調システム

高効率空調システム
■ ヒートポンプ暖房の普及、トップランナー・省エネラベリング底上げにより2030年までに省エネ率40％達成
■ 機器の省エネに加え、未利用エネルギー・熱源の利用技術開発・商品化・普及により2050年までに省エネ率50％達成
■ 健康・快適（ウエルネス）と省エネを両立した技術でライフスタイルに応じた空間の質を向上

２０００

２０３０

２０５０

２１００

高効率空調システム
50％

省エネ率 40％
省エネ換気・空調、自然通風併用ハイブリッド空調システム

高効率換気・空調

高効率ヒートポンプ

定格COP・部分負荷効率向上による年間消費電力低減
・寒冷地対応ヒートポンプ（低温暖化係数冷媒・代替技術）
・除湿モードの改善
・潜熱・顕熱分離空調
・ファン・ポンプ用高効率インバータ【業務】
・冷凍・空調併用ヒートポンプ【業務】

ＣＯＰ 4～6

COP 5～8
・蓄熱空調（日・季節）
・太陽熱・排熱利用空調
・地中熱利用ヒートポンプ

未利用エネルギー
・熱源の利用

ウエルネス空調

COP 5～7

・被服・繊維による温熱制御
・放射冷房システム
・タスクアンビエント空調システム【業務】
・快眠、調湿エアコン、全館空調システム【家庭】

空調エネルギー診断

ロードマップの考え方
空調・給湯技術においては、家庭部門および業務部門の消費エネルギーの約 30％を占め
る空調エネルギーを建物高断熱化、
空調機器効率化で削減することがロードマップの柱であ
り、以下ではそれぞれの機器の部分について解説する。
高効率空調システム
(1) 高効率換気・空調：省エネ換気による空調負荷の削減（①、②）および自然通風を利用
した空調負荷（冷房）の削減（③）の二つが省エネ課題としてある。
1) 省エネ換気・空調
① 空気質をモニターして過剰な換気による熱負荷を削減
② 熱交換換気システムを導入して換気による熱負荷を削減
2) 自然通風利用ハイブリッド空調システム
③ 換気・自然通風を積極的に取り入れて空調負荷（冷房）を削減
①、②、③とも既存の技術で対応できるが、建物の設計時に省エネ換気計画を取り入れ
るようインセンティブを強化して普及を促進する。そのための評価技術も重要である。
(2) 高効率ヒートポンプ：ヒートポンプ暖房の普及、トップランナー・省エネラベリング底
上げにより省エネ率 40％を達成する。住宅用空調機器についてはトップランナー・省
エネラベリングの施策もあり、COP（Coefficient of Performance:成績係数）の向上や、
インバータによる部分負荷運転効率の改善により、年間を通じての効率は 15 年前の機
械と比べると 2 倍以上に達する。高効率機器への更新で機器の省エネは進むが、ライフ
スタイルの変化により冷暖房の負荷・運転時間も増大しており、空調機器の省エネルギ
ー化は今後も重要である。当面は空調機器全体の高効率化（定格 COP）と部分負荷効率
向上による年間消費電力低減が進む。さらに、重要な省エネルギー課題として高効率ヒ
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ートポンプによる暖房のヒートポンプ化が挙げられる。燃焼暖房の理想 COP は上限が
1.0 なので、COP が 3.0 程度以上あれば、一次エネルギー換算値（火力）でも十分省エ
ネと言え、極寒時の対応、除霜運転時の対応等、寒冷地対応ヒートポンプの課題を解決
したヒートポンプ暖房の普及が期待される。
地球温暖化に対してはヒートポンプの冷媒
も重要な課題である。現行フロン系冷媒は回収を前提として普及しているが、さらに一
歩踏み込んで自然冷媒などの低温暖化係数冷媒あるいは冷媒、冷凍サイクルの代替技術
の開発も重要である。また、空調機による除湿モードとして用いられる再熱除湿時の入
力低減も課題としてあり、運転方法、サイクルの改善等、除湿モードの改善も年間消費
電力の削減に寄与する。さらに除湿モードの改善を進めて除湿と温調を分離する潜熱・
顕熱分離空調により、快適性を損なうことなく更なる省エネの実現が期待される。業務
用では、セントラル空調に用いられるファン・ポンプの搬送動力低減のためにファン・
ポンプ用高効率インバータが開発され、ファン・ポンプ消費電力の削減が実現されてい
る。またコンビニなどのように冷凍と冷房を同時に使用する店舗に対し冷凍・空調併用
ヒートポンプが開発され、省エネ・省コストに寄与している。このような技術の普及に
より、ビル・店舗の省エネが進む。
(3) 未利用エネルギー・熱源の利用：技術開発・商品化・普及により省エネ率 50％達成。
機器の高効率化に加えて未利用エネルギー・熱源を利用することにより更なる省エネが
可能になる。未利用熱源としては太陽熱・排熱（エンジン、燃料電池）のようにボイラ
ーとして利用できるものはそのまま給湯エネルギーとして利用できるし、
建物に取り込
んで暖房エネルギー、あるいはデシカント等の空調に利用できる。ヒートポンプの熱源
として地中熱を利用すると、外気温度による COP の低下がなく、特に寒冷地での暖房、
給湯の COP 向上が図れる。
地中熱利用ヒートポンプは冷房時の排熱を外気に出さないた
め、都市のヒートアイランド対策にも有効とされる。日単位、季節単位のエネルギー負
荷平準化は発電施設の有効利用、稼働率の安定化により省エネに寄与するが、そのため
の蓄エネルギー技術が重要である。
給湯ヒートポンプや太陽熱給湯器では蓄熱タンクが
利用されているが、空調にも応用できる。コスト課題に加え、蓄熱タンクのコンパクト
化が普及の課題であり、蓄熱剤、蓄熱システムの研究成果が待たれる。また、地中熱ヒ
ートポンプと同様に躯体や地下水も蓄熱源として利用できる。未利用エネルギー・熱源
の利用技術は一部すでに実用化しているが、本格的普及は次世代で可とした。
(4) ウエルネス空調：健康・快適（ウエルネス）と省エネを両立した技術でライフスタイル
に応じた空間の質を向上する。住宅の断熱化が進むと省エネと両立して、温度ムラ、熱
ショックのない快適な空間が全館空調で実現できる。また、睡眠のリズムに対応した空
調を実現する快眠エアコンや睡眠に適切な温度分布を実現する空調空間が実用化され
ている。睡眠以外でも調湿エアコン等、快適空調空間を実現する機器の今後の発展が期
待される。
オフィスなどで個別空調を実現するタスクアンビエント空調システムは業務
用として快適性あるいは生産性と省エネを両立する技術として期待される。
人体近傍で
の空調ともいえる被服・繊維による温熱制御は、快適性訴求で被服の付加価値を高める。
技術が進展すると将来の空調システムのあり方を変えるかもしれない。
(5) 空調エネルギー診断：省エネ提案には、エネルギー診断が必要であり、エネルギー診断
技術の普及・発展が望まれる。

【
（株）ダイキン環境・空調技術研究所 康 倫明】
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1.4

化石燃料利用分散電源技術

化石燃料利用分散電源技術
■ 熱の有効利用のため、2050年までは化石燃料利用コジェネの効率化、2050年以降はエネルギー貯蔵としての水素の利用のためコジェネを普及
■ 家庭用：ガスエンジンコジェネ→低温形燃料電池、高温型燃料電池→水素利用高効率燃料電池
■ 業務用：ガスエンジン等コジェネ→高温形燃料電池コジェネ→(GT等とのハイブリッドシステム）→水素利用超高効率燃料電池

２０００

２０３０

２０５０

２１００

発電効率の向上、高COP機器との組合わせによる更なる省エネ、機能高度化

化石燃料利用分散電源技術

省エネ率 40％

家庭用コジェネ・高効率発電

発電効率 20％
総合効率 80％

40％
80％

45-50％
80％

60-70％

ガスエンジン
低温形燃料電池、高温形燃料電池
コジェネ

小型高効率コジェネ技術

低コスト化、長寿命化、高効率化、軽量小型化
※化石燃料→水素

（水素-電力相互変換技術）

業務用コジェネ・高効率発電

（水素利用超高効率燃料電池）

発電効率 35-45％
総合効率 80％

業務用高効率発電技術

ガスエンジン等コジェネ

50％
80％

65％

70％

高温形燃料電池コジェネ

GT等とのハイブリッドシステム
低コスト化、長寿命化、高効率化、軽量小型化
高温排熱利用の高度化

※化石燃料→水素

（水素-電力相互変換技術）
（水素利用超高効率燃料電池）

ロードマップの考え方
本技術群は、化石燃料を利用した家庭用および業務用の分散型電源技術（コジェネ・高効
率発電）である。
石油の生産がピークとなる 2050 年程度までは、熱の有効利用のため、現在導入されてい
るガスエンジン式やマイクロガスタービン式のコジェネの高効率化技術の開発が行われる。
また、発電効率の高さや排ガスのクリーン性等環境にやさしい高効率高温形燃料電池（家庭
用は低温形燃料電池も含む）コジェネ技術の開発も推進される。業務用については、高温型
燃料電池とマイクロガスタービン等とのハイブリッドシステムの技術開発で更なる高効率
化が実現する。
2050 年以降は、電化・水素化率 100%時代のエネルギー貯蔵として水素での貯蔵が有効で
あり、それまでの高効率発電技術の延長として、水素利用のための超高効率燃料電池コジェ
ネ技術が開発される。
まず、
「家庭用コジェネ・高効率発電」技術については、現在 1 kW ガスエンジン式コジェ
ネが導入され、低温形燃料電池である固体高分子形燃料電池（PEFC）コジェネも市場導入が
開始されている。また、高温形燃料電池である固体酸化物形燃料電池（SOFC）コジェネが研
究開発されており、2008 年には市場導入される予定である。その後、低コスト化、超寿命
化、高効率化、軽量小型化の開発が進められ、発電効率 45～50％、総合効率 80％の高効率
コジェネシステムが普及する。2050 年以降は、水素直接利用の超高効率燃料電池の開発が
行われ、大規模発電所の効率を上回る発電効率 60～70％を得ることができる。
次に、
「業務用コジェネ・高効率発電」技術については、現在導入されているガスエンジ
ンやマイクロガスタービンコジェネの高効率化技術の開発が行われる。また、高温型燃料電
池である固体酸化物形燃料電池（SOFC）および溶融炭酸塩形燃料電池（MCFC）コジェネが開
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系統連系 電気
排熱利用
給湯暖房
システム

暖房
暖房
乾燥
乾燥

貯
貯
GE
湯
湯
GE
PEFC
槽
槽
PEFC
都市ガス SOFC
本体
本体
追い焚き
追い焚き

図１

シャワ

風呂
風呂

照明
照明

エアコン
エアコン

ＴＶ
ＴＶ

給湯
給湯

床暖房
床暖房

家庭用コジェネシステムの例
（大阪ガス資料より）

発される。また、それらの低コスト化、超寿命化、高効率化、軽量小型化の開発が進められ、
発電効率 50%、総合効率 80%の高効率コジェネシステムが普及する。さらに、高温形燃料電
池とガスタービンや蒸気タービンと
のハイブリッドで更なる発電効率の
向上が可能となる。
右図は、SOFC とマイクロガスター
ビンのハイブリッドシステム例であ
るが、従来の燃焼プロセスに替わり、
燃料から電力への直接変換により、
エクセルギー損失を低減し、燃料電
池排気からの動力を回収することで
排気損失を低減し、両者の欠点を相
互に補完することで、発電効率が高
くなり、60～65％を達成できる。
2050 年以降は、家庭用と同様に、

図２ ﾏｲｸﾛ GT-SOFC ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞｼｽﾃﾑの例
（東京大学

水素直接利用の超高効率燃料電池の

笠木教授他の資料より）

開発が進み、発電効率は 70％まで向上させることができる。
【大阪ガス（株） 当麻 潔】
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1.5

給湯技術

給湯技術
■ 高効率ヒートポンプ式給湯器等の高効率給湯器の開発
■ 太陽熱利用技術および家庭内排熱などの未利用熱による予熱技術の開発および普及

２０００

２０３０

２０５０

２１００

給湯エネルギー削減率 ＞30％

45％

50％

給湯技術
潜熱回収型ガス給湯器

熱効率 80％

95％

高効率ヒートポンプ給湯器
瞬間式（42℃出湯）

COP 5.3

COP 6.3

COP 6.8

COP 5

COP 6

COP 6.5

貯湯タンク式（65℃出湯）
COP 3.2

高効率圧縮機
高効率熱交換器
膨張動力回収技術
高性能冷媒
真空断熱貯湯・送湯
未利用エネルギーの利用

CO2冷媒
真空断熱材

自然冷媒性能向上
断熱パイプ

太陽熱利用、未利用熱による予熱

ロードマップの考え方
家庭部門の約 30％、業務部門の約 20％を占める給湯用エネルギーをヒートポンプ化で削
減することがロードマップの柱である。
給湯技術
ガス給湯器では、
省エネ技術として潜熱回収型ガス給湯器（潜熱回収によるの熱効率向上）、
および発電機付きボイラーが実用化している。
ヒートポンプ給湯器ではガス焚き（燃焼式）の理想 COP 1.0 に対し、出湯温度 65℃で実
COP 4.0～4.6 の CO2 冷媒ヒートポンプ給湯器（エコキュート）が実現されており、（一次エ
ネルギー換算でも）省エネ、CO2 削減に大きく寄与する。現在は、深夜電力利用の貯湯タン
ク式が主流であるが、タンクレスの瞬間式も実用化されている。ロードマップ中、瞬間式で
は 42℃出湯における COP 値を記した（出湯温度を下げると理論 COP が向上する）
。先発のタ
ンク式エコキュートは温暖化係数の低い自然冷媒 CO2 の採用と COP 向上による省エネに加え、
深夜電力利用と蓄熱により、ユーザには電力料金低減、供給側には電力平準化のメリットが
あるため、普及が拡大している。エコキュートは 2010 年に累積 520 万台の普及を目指して
いる。
ヒートポンプ給湯器の COP 向上のためには、高効率圧縮機、高効率熱交換器、膨張機やイ
ジェクターによる膨張動力回収技術などの要素技術の開発が重要である。貯湯・送湯時の熱
損失低減のためには、真空断熱貯湯・送湯の技術がある。また、太陽熱等未利用エネルギー
の予熱などへの利用も重要な省エネ技術であり、利用拡大が期待される。
【（株）ダイキン環境・空調技術研究所 康 倫明】
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1.6

厨房

厨房
■ 調理機器の高効率化、新調理加工技術、省エネ型加熱調理容器（調理時間の短縮化）等の組合せにより、調理エネルギー使用量を2030年までに30％、2050年までに40％削減
■ 2050年以降は、完全調理済み食品の長期常温保存技術等によっても調理エネルギーを削減し、機器の省エネと合わせて、厨房分野の省エネ技術スペックである家庭40％、業
務50％を達成
■ 2050年には凍結乾燥食品を、2100年には常温保存食品の開発により、冷蔵・冷凍食品保存のためのエネルギーも削減

２０００
高効率調理機器
高効率ＩＨ調理器

２０３０

２０５０

調理エネルギー削減率 30%

熱効率 85%

２１００

40%

90%

95%

高効率ガスバーナー調理器

高効率ガス・水素調理器

水素燃焼調理器（水素コンロ、グリル）

新調理加工技術・機器

複合加熱調理器
（熱風・スチーム等の複合）

省エネ型加熱調理容器
（鍋・炊飯器等）

新調理加工技術
（加圧調理技術等）

調理時間 ▲20％

食品の長期保存技術

凍結乾燥食品製造技術

▲40％

調理エネルギー削減率 15％

30％

完全調理済み凍結乾燥技術

凍結乾燥技術

完全殺菌技術 長期品質保持技術

長期常温保存食品製造技術

完全調理済み長期常温保存技術
生鮮食品の常温保存技術

ロードマップの考え方
本技術群は、厨房分野、特に家庭やホテル・レストラン等での調理エネルギーを削減する
ための技術である。調理エネルギー削減技術として、
「調理機器の高効率化技術」および「厨
房での調理エネルギーが不要な完全調理済み食品のための長期保存技術」が重要であり、そ
れらの技術について解説する。
まず、
「調理機器の高効率化技術」であるが、既存の調理機器の高効率化技術と新規の調
理加工技術をリストアップしている。
「高効率 IH 調理器」は、近年導入が進んでいる
「うずまき状のコイルから発生する磁力線の働き
で、鍋自体にうず電流を生じさせヒーターのよう
に発熱させる電磁誘導加熱（IH:Induction
Heating）調理器」である。コイルの細線化技術、
低損失化技術、大容量化技術等の開発によりその
効率がさらに向上し、使用可能な調理鍋の種類の
拡大も進み、将来の電化・水素化率 100%時代の主
流の調理機器となる。
高効率ガス・水素調理器については、石油の生

IH 加熱の仕組み
http://www.ihcook.gr.jp/kane.htm

産がピークとなる 2050 年程度までは、現在の調理
機器の主流であるガスコンロ・グリルの高効率化が進められるが、将来の水素時代に対応す
るため、直火調理の優位性を生かした水素コンロ・グリルの技術開発に移行する。
新調理加工技術・機器については、品質の向上（美味しさ、ヘルシーさ等）を目的とした
新たな調理技術（シャープ（株）ウォーターオーブン「セルシオ」等）が開発されているが、
今後は、品質の向上に加え、調理時間の短縮のため、複数の加熱手段（熱風、過熱スチーム、
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高効率内炎式ガスバーナー

シャープ（株）ウォーターオーブン「セルシオ」

http://www.eccj.or.jp/vanguard/commen
de14/commende14_21.html

http://www.sharp.co.jp/healsio/engine.html

マイクロ波等）を複合させた複合加熱調理器の開発・普及が進む。さらに、高い熱伝導率、
熱損失率を有し調理エネルギーが削減できる鍋や炊飯器用の材料開発が行われ、
省エネ型加
熱調理容器が普及する。また、さらなる調理時間の短縮のため、加圧調理技術等と加熱調理
技術等を組み合わせた新調理加工技術の開発が進む。
次に、
「厨房での調理エネルギーが不要な完全調理済み食品のための長期保存技術」につ
いては、まず、凍結乾燥食品製造技術の開発により、完全調理済み凍結乾燥食品が普及し、
加水復元により調理食品を食することができ、調理エネルギーが不要となる（暖かく食する
食品については、加熱のみですむ）。
「凍結乾燥技術」とは、食品等を凍結し、高真空下で、
凍った水分を直接気体に変化させる（昇華）ことにより、栄養や色、つや、味、香り等はそ
のまま変化なく乾燥する技術である。現在の凍結乾燥技術では、食品素材やスープ等の限ら
れた食品しか適用できず、完全調理済み食品へ適用可能な新凍結乾燥技術が必要である。

３重点以下の気圧では、水分は、固体と気体（水
蒸気）のどちらかしか存在せず、この状態で、固
体から気体に変わることを昇華と呼び、凍結乾燥
はこの原理を応用している。

昇華により、食品から水分のみを除去し、栄養、
味、色、香り等食品の品質を変えずに乾燥できる。
水分を除いた固体（食品）の組織は、多孔質とな
り、水分を後から補給したとき、速やかにもとの
形

凍結乾燥の原理
http://www.kyowa-fd.co.jp/what2.html
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ところが、凍結乾燥食品の製造には、大きなエネルギーが必要であり、2050 年過ぎには、
食品の完全殺菌技術の開発、長期品質保存技術等の長期常温保存食品製造技術の開発により、
完全調理済み長期常温保存技術および生鮮食品の常温保存技術が確立し、
凍結乾燥食品のよ
うに加水復元が不要で、そのまま食する食品（温かく食する食品については、加熱のみで済
む）が普及すると想定する。
これらの技術により、
流通段階や厨房でも食品の冷蔵や冷凍保存のためのエネルギーの削
減も可能となる。
【大阪ガス（株） 当麻 潔】

1 - 14

1.7

動力・その他

動力・その他
■ 将来出現する新たな機器も含めて様々な電気機器が省エネの対象として考えられるが、大画面ディスプレイで代表する
■ PDP、LCD等の大画面化にあわせたFPDの省エネ化技術開発推進により、2050年度エネルギー削減率＞40％を達成
■ 2100年、発光効率 20 lm/W （画面サイズ100インチ級）を技術スペックとする自発光・固体次世代ディスプレイ技術の開発を推進する

２０００

２０３０

※発光効率［lm/W］は自然画像表示時の効率

省エネPDP

２０５０

２１００

高精細、大型、低消費電力化

1.5 lm/W （40”；全白表示時)

10 lm/W（60”)

15 lm/W(80”)

20 lm/W(100”)

15 lm/W(80”)

20 lm/W(100”)

省エネ型パネル製造技術

高効率PDPパネル
高効率蛍光材料

映像用高効率放電方式

高精細、大型、低消費電力化

省エネLCD

2 lm/W（全白表示時)

10 lm/W（60”)

高効率白色光源
高透過率パネル
LED・ELディスプレイ

デバイスの高効率化（素子、発光材料、薄膜技術）

パネル化技術

高精細、大型、低消費電力化

20 lm/W(100”)

その他のディスプレイ技術
超薄型ディスプレイ
（フレキシブル）
３Dディスプレイ

有機TFT技術

小型画面実用化

20 lm/W(100”)
自然画像３Dディスプレイ技術

ロードマップの考え方
動力・その他の分野は、今後の高齢化社会の進展、人々のより一層の豊かさ追求に伴い、
エネルギー消費が拡大する可能性の高い分野である。特に家庭、SOHO において、ネットワ
ーク化、薄型テレビの高精度・大画面化が更に進み、家庭用ロボット、エレベータなどが
普及すると予想される。将来、出現すると思われる新たな電気機器全般に省エネが必要で
あるが、ここでは大画面ディスプレイで代表して考える。
家庭の消費電力の 10％近くを占めるテレビは、平板型ディスプレイ（FPD: Flat Panel
Display）への世代交代と大型化が進み、今後もテレビ放送受信を含めた家庭情報センター
として益々大画面かつ高精細度化しエネルギー消費が拡大する傾向があるため、省エネル
ギー技術開発が特に求められる。一方、近年の FPD の市場拡大は、映像情報産業だけでな
く、素材、製造・測定装置など関連産業分野への波及効果が大きい。国際産業競争力比較
においても、FPD はアジア諸国の追い上げはあるものの、関連産業を含めるとわが国が競争
優位にあり、産業競争力維持においても重要な分野である。
2000 年に普及していた大画面 CRT テレビは 28 インチ、その消費電力は 180 W 程度であっ
た。2002-2003 年普及が始まった PDP（Plasma Display Panel、プラズマディスプレイ）は、
42 インチ型で面積において CRT テレビの約 2 倍、消費電力も約 2 倍の 350-400 W であった。
その後も LCD（Liquid Crystal Display、液晶ディスプレイ）を含め、FPD の 60-100 イン
チ級商品の導入発表が続いており、画面の大きさに比例して消費電力が増大している。人
類の豊かさの象徴として、家庭の情報センター用ディスプレイの高精細度・大画面化が更
に進むと考え、2050、2100 年における表示画面サイズをそれぞれ 80、100 インチとすると、
消費エネルギーの大規模削減は極めて重要な技術課題である。
ここでは、エネルギー消費量の増加を 2000 年比でそれぞれ 1.5、2.1 倍とし、2050 年に
40％以上、2100 年に 50％以上のエネルギー使用削減を達成することを FPD 技術開発目標値
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設定の必要条件とする。改めて FPD パネルの発光効率の目標値を、自然画像表示において
2030 年に 10 lm/W、2050 年に 15 lm/W、2100 年に 20 lm/W と設定し、同程度の周辺回路の
省エネルギー化を期待する。結果として、2030 年、2050 年および 2100 年における家庭用
FPD の最大表示画面サイズを、それぞれ 60 インチ、80 インチ、100 インチとすると、それ
ぞれの消費電力を、120 W 以下、140 W 以下、160 W 以下にすることができる。2000 年比で、
表示面積が 4.6 倍、8.2 倍、12.7 倍となるにもかかわらず、CO2 排出量をそれぞれ 350 万
t-CO2、230 万 t-CO2、100 万 t-CO2 程度削減する効果がある。

消費電力( W)
100”
800

600

80”

60”

400

GDP比例した伸び
40”
削減量>40%

200
28”（CRT）
2000

2015

10 lm/W
2030
図

15 lm/W

2050

削減量>50%

20 lm/W
2100

年

FPDの省エネ技術開発目標

注：FPDの消費電力削減曲線は、開発目標を説明するためのもので予測値ではない。

技術的課題・開発の方向性
以下、上記目標を達成する FPD 技術について述べる。
PDP は自発光で電圧制御型ディスプレイである。2002-03 年、発光効率が 1.2-1.5 lm/W
（全白表示時）程度で、42 インチサイズの消費電力は 350-400 W 程度であった。現在、省
エネルギー性能の高い次世代平面ディスプレイ技術の開発により、発光効率を 3 lm/W 以上
に高めるパネルが開発され、5 lm/W を達成する技術の可能性が示されている。今後さらに
自発光の特徴を活かし、技術革新により上記目標を達成する必要がある。課題は、エネル
ギー消費の小さな新規放電方式、高効率蛍光材料を含む高効率パネルと製造技術の研究・
実用化、壁掛け等設置を容易にする薄型軽量化である。強度と搬送容易の観点からはフレ
キシブル化を実現する技術が望まれる。
テレビ用に使用される LCD は、液晶パネルでバックライト装置からの光を変調する透過
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型ディスプレイで、低電圧駆動可能なため PC 用に普及している。近年視野角の増大や画質
の向上が図られ、テレビ用にも用いられ大画面化してきた。現在の発光効率は 2 lm/W（全
白表示時）程度であり、上記目標の達成のためには、バックライト用白色光源の発光効率
向上と液晶パネルの透過率向上が大きな課題となる。バックライト用白色光源としては現
在冷陰極放電管（蛍光灯）が使用されているが、白色 LED（発光ダイオード: Light Emitting
Diode）や白色 EL（Electroluminescence）を使用する試みもある。白色 LED や白色 EL を使
用するバックライトは、発光材料から基本的なデバイス構造に至る技術開発とともに、発
光強度を LCD 表示画像の輝度に応じて画素毎あるいは領域毎に制御する技術等、発光効率
向上が目標達成の最大の鍵となる。薄型軽量化、フレキシブル化は上記 PDP と同様に必要
となる。
LED や EL は固体自発光素子で、LCD のバックライト装置用から、それ自体、上記目標を達
成する高効率 FPD となる可能性を持つ。LED はデバイス高効率化とともに FPD を構成するた
めの高密度実装、パネル化技術開発が課題である。有機 EL は携帯情報機器の表示装置とし
て実用化されているが、
家庭情報センターとして用いる大型ディスプレイを実現するために
は、長寿命化と大画面全体にわたる画素毎の発光強度制御が当面の大きな課題になる。LCD
バックライト用白色光源として高効率化技術開発を進める一方、
小～中画面サイズ FPD とし
て実用化を進め、デバイスの高効率化と長寿命・高画質化の課題を解決し、2050 年頃に
80-100 インチ級の大画面ディスプレイとしての仲間入りが期待される。
その他のディスプレイ装置として、80-100 インチおよびそれ以上のサイズの FPD に望ま
れる超薄型フレキシブルディスプレイがある。ディスプレイ駆動回路を実現する有機 TFT
などフレキシブルなアクティブ回路の開発が実用化の鍵を握ると考えられる。小～中画面サ
イズの表示用として実用化を図り、
信号処理回路を含むフレキシブル回路もしくはフレキシ
ブル実装を実現し、トータルとして消費電力削減目標を達成することにより、2050 年頃の
普及が考えられる。３Ｄディスプレイは、球面スクリーンを用いる産業用ディスプレイや、
特殊眼鏡、その他種々の制約の中で立体画像表示を可能とする技術が研究されている。一部
実用化されているが、利用上制約を意識させない自然画像表示のための立体ディスプレイは
研究段階である。普及のためには、コンテンツ製作技術、蓄積・伝送技術との一体開発が必
要で、トータルとしてエネルギー使用を大きく増大させない技術の完成が求められる。
【松下電器産業（株） 石川 敏郎】
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1.8

共通技術

共通技術
■ 照明、空調、給湯、動力その他全分野の共通技術としてパワーデバイスの高効率化が重要
■ パワーデバイスは、空調・給湯、動力等の機器全般の高効率化およびHEMS・BEMS等のマネージメントにも必要

２０００

２０３０

２０５０

２１００

10 W/cm3

100 W/cm3

150 W/cm3

高効率デバイス（電力変換等）
出力密度 1 W/cm3

電源

パッケージ型

ボード型

次世代CPU電源

1MW変換器

SiCデバイス
GaN、AlN

窒化物デバイス

CNT-LSI

CNTトランジスタ／
ダイヤモンド半導体
単電子トランジスタ
(90 nm) 45 nm

半導体回路線幅微細化

22 nmプロセス

超極微細

ロードマップの考え方・技術課題
高効率デバイス(電力変換)
IT 社会の急速な進展、電気自動車の導入、分散電源（オンサイト電源）
、の導入促進によ
り、日本の一次エネルギーに占める電力の割合（電力化率）の増大は確実である。このよう
な国内のエネルギー事情で大幅な省エネを実現するためには、制御がしやすく安全で効率の
良い電気エネルギーに変換し、その使用割合を増やすことが必要である。すなわち、電気エ
ネルギーを使う目的に合わせた変換・制御の効率化（パワーエレクトロニクス）の技術開発
が重要となる。
例えば太陽光発電や燃料電池などの発電、直流送電や系統安定化装置のような送電、家電
製品や情報機器のような消費は、すべてパワーエレクトロニクスを用いて電気エネルギーを
変換・制御する変換器を通って使用されている。この電力変換器を高効率化するためには、
より低い電力損失を実現するパワーデバイス（炭化珪素デバイスや窒化物デバイス）の開発
が必要である。低電力損失のパワーデバイスを実現できれば、小型かつ高速制御可能な電力
変換器（電源）を実現することが可能になる。さらに、このパワーデバイスの高機能化と低
コスト化を実現するためには、製造・実装・応用技術の発展も効率化を実現するためには、
欠かすことができない技術課題である。
電力変換器
電力変換装置の出力パワー密度は過去 30 年で二桁以上も向上している。汎用ユニット・
インバータ、燃料電池自動車、次々世代 CPU などの市場が見込まれる 2010 年から 2030 年以
降には、現在よりも更に一桁以上も大きい 10 W/cm3 から 20 W/cm3 以上のパワー密度を持つ
電力変換器の実用化が必要になる。この市場ニーズを実現するには、シリコンカーバイト
（SiC）や窒化ガリウム（GaN）などのシリコン（Si）に代わる新材料による高速・超低損失
スーパーデバイスの実用化に加えて、スーパーデバイスの優れた特徴を生かすために、受動
部品、回路技術、高温、高速動作を可能にする実装技術、計測・評価技術などのコア技術開
発と、これらの技術を電力変換器に統合化する設計技術の開発が不可欠になる。
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パワーデバイス
現在のパワーデバイスはシリコンデバイスであるが、その性能はシリコン半導体の物性値
からくる限界に近づきつつある。SiC、GaN やダイヤモンドなどのワイドバンドギャップ半
導体は、シリコンの物性値限界を超えたデバイス性能が期待されている。超低損失電力素子
技術開発のプロジェクトも実施され、本格的に国内に普及されるのは、2030 年以降になる
と思われる。こうした SiC や GaN の持つデバイス特性を生かした低電力損失、高温動作、高
速制御可能な電力変換器を実現するためには、デバイス開発だけでは不十分で、回路・部品・
材料・実装などの機器構成技術が必要となる。Si のような半導体デバイスは、数ミクロン
（1 ミクロンは 1/1000mm）以下の薄膜とその積層構造が基本になる。ワイドバンドギャップ
半導体を用いたデバイス開発においても、SiC や GaN の高品質な薄膜、およびその積層構造
を作製することが重要なポイントになる。これらの高品質なワイドギャップ半導体薄膜を用
いれば、省エネや IT においてキーデバイスとなる高耐圧スイッチング素子、大電流スイッ
チング素子、高出力高周波素子、高温動作素子を実現することができる。
CNT(カーボンナノチューブ)トランジスタ、ダイヤモンド半導体
CNT は、結合方法により金属や半導体の性質を示すことで注目を集めている。CNT を用い
たトランジスタは、
導電性の指標となる相互コンダクタンス値がシリコン製トランジスタを
２倍以上上回る数値を達成している。CNT は、シリコンデバイスにおける小型化の物理的限
界の到達時に、
シリコンに代わる次世代トランジスタとして最有力候補となると期待されて
いる。従来の CNT トランジスタ製造法では、シリコン基板に CNT を塗布する方式だったが、
品質が劣化する欠点があった。NEC では、シリコン基板上に形成した触媒から任意の位置に
CNT を成長させることができる「触媒化学気相成長法」を開発するなどして、安定的な製造
を可能にした。
（参考：http://www.nec.co.jp/press/ja/0309/1902.html）
ダイヤモンドは、理想的な素材が生成できた場合、シリコンに比べて桁違いの優れた半導
体特性が得られることが期待されている。例えば、シリコン素子に比べて高温動作で５倍、
高電圧性能で 30 倍、高速化では３倍の特性が期待されている。しかし、実際には結晶を製
造する際に、性能低下を招く多くの結晶欠陥と不純物の混入が避けられず、優れた特性を持
つ実用的な半導体素子の製造は困難と見られていた。しかし現在では、高純度で最適なダイ
ヤモンド結晶を生成させる技術が開発されており、
シリコンデバイスと比較して約８倍の高
周波数(80 GHz)で安定動作が確認されている。今後さらに結晶成長プロセスを改善し、周波
数 200 GHz、出力 30 W/mm を目指している。
単電子トランジスタ
現在のデバイスの今後の課題として、
回路サイズの微細化による量子論的効果や電力消費
の問題が挙げられる。これらの問題を解決する１つのアプローチとして単電子トランジスタ
というものがある。
現在のメモリーは、キャパシタに約 10 万個の電子を充放電することで、
１ビットを記憶する。単電子メモリーは、電子１個、もしくは数個で１ビットを記憶するの
で、理論上約 10 万分の 1 の消費電力となる。またサイズが小さいことから、超大規模集積
回路構築に適した超省電力デバイスと考えられている。
しかし単電子トランジスタを常温に
近い環境で動作した報告も出されているが、
実用化に至るまでには動作温度の高温化を実現

1 - 19

するためのデバイスプロセス技術の大幅な進化を必要とする。実用化は、2050 年以降と思
われる。
半導体回路線幅微細化
現在の半導体製造では、回路線幅 130 nm が量産されており、90 nm が最先端となってい
る。一般的には、回路線幅を微細化することにより、半導体処理能力の向上、各種機器の小
型化と省電力化に寄与すると言われており、線幅 32 nm が実現すれば、DRAM の場合、現在
量産されている線幅 130 nm、2 ギガビットのメモリに対して、16 倍となる 32 ギガビットの
メ モ リ が 製 造 可 能 に な る 。 半 導 体 理 工 学 セ ン タ ー (http://www.starc.jp/univ/joint/
roadmap-j.html)によれば、2010 年頃には、線幅 45 nm の実用化が始まり、2020 年頃には
22 nm まで線幅の微細化が進むとされている。
【日本電気（株） 田村 徹也】
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2.1

未利用エネルギーの電力等への変換技術

未利用エネルギーの電力等への変換技術
■ 技術的ハードル高い
■ 個々のポテンシャルは小さいが、省エネとあわせ今後増加する電気機器の自立化に貢献

２０００
熱電変換

２０３０
熱→電力

２０５０

２１００

未活用排熱、地熱、太陽熱等マイクロ発電

圧電変換
磁歪変換
バイオ光電変換

歪み←→電力

アクチュエーター、小型センサー、マイクロ発電

歪み←→磁界

アクチュエーター、マイクロロボット

光→電子

バイオセンサー、バイオコンピュータ

ロードマップの考え方・技術課題
本技術群は、身の回りにある様々なエネルギー（Ubiquitous Energy）を電力等の利用し
やすいエネルギーに変換する技術である。これらは、民生分野における種々の機器を自立化
し、最終的には家庭、業務用ビルが系統に依存することなくエネルギー的に自立化すること
に貢献する。光を含めた電磁波、熱、物体の運動など、エネルギーはあらゆるところに存在
する。しかしながら、そのエネルギー密度は低いため、変換効率向上やコストダウンなどが
課題となる。また、
それ以上に、
利用機器が微小なエネルギーで稼働することが必須であり、
機器の大幅な省エネが必要である。
１．熱電変換
熱電変換とは、熱エネルギーを直接電気エネ
ルギーに変換する技術であり、①ゼーベック効
果を利用した熱電発電、②熱電子発電、③アル
カリ金属を用いた温度差発電（AMTEC）がある。
このうち、２種類の金属や半導体に温度差を与
えたときに熱起電力が発生するというゼーベ
ック効果を応用した熱電発電は、変換効率が
数％～20％とされており、理論上は他の方式よ
り若干劣るが、実用化への観点から様々な材料
探索と性能向上の研究が最も多く行われてい
る。未活用排熱、地熱（地中熱）、太陽熱など

熱電発電のメカニズム
http://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/
pr2005/pr20050531/pr20050531.html

を利用したマイクロ発電等への応用が考えられる。将来、わずかな温度差でも発電できるよ
うになれば、体温との温度差によって発電し、モバイル機器を稼働するなども考えられる。
実際に、セイコーより体温と外気との温度差により駆動する腕時計が 1998 年に発売された
ことがあった（http://www.sii.co.jp/info/ thermic_main.html 現在は生産終了）。国家
プロジェクトとしては、
「高効率熱電変換システムの開発事業」が 2002 年から５カ年計画と
して実施されており、最終的に 15％（温度差 550 度換算）の熱電変換モジュールの目処を
確立することが目標とされている。なお、ゼーベック効果の逆の現象であるペルチェ効果を
利用した「熱電冷却」は、CPU クーラーやワインラックなどで実用化されている。しかしな
がら、可動部が無く、騒音を発生しないなどの利点で導入されており、未利用エネルギーの
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利用ではないため本ロードマップには挙げていない。
２．圧電変換
圧電変換とは、圧力などによる歪みを電圧に変換する変換技術であり、身近なものでは電
子ライターやガスコンロの着火装置などに用いられている。圧電素子としては、水晶の他、
セラミックス、有機化合物などがある。今日では、アクチュエータ、センサとしての利用の
他、アナログ電子回路における発振回路やフィルタ回路にも用いられている。電流をうまく
取り出す技術が開発されれば、
歩行時に靴底で発電するなど応用できる場面は多いと思われ
る。
３．磁歪変換
ある種の磁性体に磁場を加えることにより、長さや体積が変化する。今日では、振動子と
して魚群探知機や超音波発生器などに用いられている。また、電気信号を電磁石などを通じ
て磁場に変換させることで、磁歪を外部から非接触制御することも可能であり、将来の普及
が考えられるロボットの駆動部などへの応用が期待されている。
磁歪の逆の効果、
すなわち、
磁性体に歪みを与えることで磁性体の磁場に対する応答が変化する現象はビラリ効果と呼
ばれ、応力センサ（電動アシスト自転車の踏力センサ）などに応用されている。将来的には、
ますます身の回りに増えると思われる様々なロボットなどに、圧電変換とあわせてセンサー
やアクチュエータに応用されていくものと思われる。
４．バイオ光電変換
今日の電子デバイスは半導体技術を用いたものが主流であるが、将来的に生体分子を利用
できるようになれば、半導体技術では実現できなかった超高密度で省エネルギー型の新しい
タイプのデバイスの実現が可能になると考えられている。酵素やイオンチャネルなどにより、
基質特異的な物質の変化移動に伴う化学ポテンシャル、
熱あるいは光学的な変化を信号変換
器で電気信号に変換する技術である。例えば、赤色光に対して、ほぼ 100％の光電変換の量
子収率を有する生体組織を利用することにより、
発熱が極めて少ない光電変換が可能となっ
た （ http://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2004/pr20040317_2/pr20040317_2.
html）
。
技術群の考え方
本技術群は、
民生分野での自立化に貢献するために個々の機器の自立化を図るためのもの
である。身近な例としては、電卓と腕時計がある。1960 年代に登場した電卓は AC 電源であ
ったが、半導体がトランジスタ＋ダイオード→MOS IC→MOS LSI→CMOS-LSI へ、表示部分が
ニシキ管→蛍光表示管や LED→液晶へと変革することにより、大幅な小型・軽量化、低価格
化が進み、消費電力も初期の電卓の 10 万分の１となり、蛍光灯下でも太陽電池により利用
できるようになった。例えば 1964 年発売のシャープ「CS-10A」は、530 個のトランジスタ
と 2300 個のダイオードを使用し、表示管はニキシ管、消費電力 90W、価格は当時の乗用車
並であった。今日市場に出回っている電卓は、厚さ 1 mm 以下、重量 約 10 g、消費電力 数
百 μW 以下となり、実用上の限界の域に達していると考えられる。
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腕時計は 19 世紀後半に誕生し、初期は人の手でぜんまいを巻くものであった。これも創
エネの一種であろうか。その後、腕の振りによってぜんまいを巻き上げる「自動巻時計」が
出現した。これも運動を利用してエネルギーを蓄えて針を動かしている。その後、1969 年
のクォーツ腕時計（水晶発振式腕時計）の販売や液晶の導入などにより消費電力が少なくな
り、電池式のものが主流となり、エネルギーを外部に依存するようになった。しかしながら
最近では、自動巻発電（運動→電気）
、熱発電（熱→電気）
、光発電（光→電気）と、ユビキ
タスなエネルギーで駆動する腕時計が市場に出回っている。
標準時刻電波を受信することに
より時刻を自動的に補正する電波式腕時計の出現とともに、
機器自体が外部から情報を自動
的に取り込み、
自らが生み出したエネルギーで駆動するという自立化は腕時計の世界では既
に始まっている。
参考

http://www.seiko-watch.co.jp/corporate/history/history1990_f.html
http://www.citizen.co.jp/gallery/history/history_html/20_50.html
【民生 WG 事務局】
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2.2

太陽光発電

太陽光発電
■ 結晶シリコン、薄膜シリコン、色素増感型など複数の方式の開発当面続き、発電効率、生産性、耐久性等の観点から選択されていく
■ 多様な用途・設置場所・利用形態に対応するために、モジュールの多様化（軽量、フレキシブル、両面受光、インバータ内蔵など）、多機能化（遮音性、断熱性、防眩性等の機能
付加）、建材・部材との一体化等の付加価値増加に向けた技術開発も必要
■ 効率、設備費、工事費、耐久性、適用性の改善、系統連係の規格化、連係機器の高性能化・低価格化によるトータルな経済性の向上

２０００
太陽光発電

結晶型

２０３０
薄膜型

２０５０

色素増感型、有機薄膜型等

低コスト化、高効率化 ﾓｼﾞｭｰﾙ効率 22％

30％
40年

耐久 30年

設置容易化

２１００

超高効率新型

40％
40年

フレキシブル太陽電池、シースルー太陽電池

太陽電池ペンキ

（曲面、窓）

（あらゆるところ）

ロードマップの考え方
太陽光発電は太陽光エネルギーから直接電力を取り出せる無公害かつ無尽蔵なエネルギ
ー技術である。
この太陽光発電は民生分野における種々の機器などにエネルギーを供給する
ことが可能で、
最終的には家庭や業務用ビルなどが系統に依存することなくエネルギー的に
自立化することに貢献する。しかしながら、太陽光発電は発電コストが高く発電量の変動も
大きいため、太陽電池のコストダウンや系統連携などによる発電量平準化などが課題となる。
また、
民生分野では特に変換効率の向上や設置の容易さなど使いやすいエネルギー源への転
換も重要で、新しいタイプの太陽電池も期待される。
太陽光発電のポテンシャルと課題
太陽光発電は太陽光エネルギーから電
力を直接取り出すこができる 1952 年に米

太陽電池

制御装置

国で発明された新しい技術で、発電装置の
蓄電装置

基本構成は太陽電池、インバータ、および
蓄電装置あるいは他電源との連系装置か

インバータ

負荷(利用）

ジーゼル発電
系統電源など

図 1 太陽光発電システムの構成

らなる（図 1）
。
太陽光発電は太陽電池製造に必要なエネルギーやその時に発生する地球温暖化ガス CO2
は約２年間の発電で回収・相殺でき、3 年目以降は設備寿命（現状で約 20 年）までクリー
ンな電力が生み出される。
太陽光発電は量的に莫大なエネルギー資源で、
わが国でおける建物の屋根や遊休地などを
利用した場合の物理的設置可能量は現状効率（変換効率 10～15％）で約 80 億 kW（図２）、
発電量換算すると約 8 兆 kWh/年、であり十分国内エネルギー需要を賄える量がある。
上記の中で戸建住宅、
集合住宅や商店などの民生業務施設の屋根や壁などを利用した民生
用途での設置可能量は約 2.5 億 kW（発電量 2500 億 kWh）と見積もられる。これらの用途で
は比較的小面積での設置が必要で、発電効率が高いことや、建築物の壁をはじめ、あらゆる
ところに設置が容易な太陽光発電設備が望まれる。
発電が天候・日射に依存するため太陽光発電は設備稼働率が低く（日本では約 12％程度）
発電量変動も大きい。このため安価で耐久性の高い蓄電池、他のエネルギーとの連系あるい
は広域連系などの発電量平準化技術の開発により使いやすいエネルギー源への転換が必要
である。
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*その他(水素製造等
)
民生業務
道路･鉄道
大型産業施設
公共施設
集合住宅
戸建住宅

8,000
２０３０年推定導入量 Ｇ(Ｗ )

7,950

8,000GW
その他

民生業務

32GW
道路・
鉄道

55GW

291GW
250

ロードマップ
(PV2030)により
目指す導入量

大型産業施設
202GW

150

公共施設
集合住
宅

200

106GW

102GW

戸建住
宅

100
54GW

50

101GW

0
ケース1

図２

ケース2

ケース3

わが国の太陽光発電設置可能量

潜在量

（NEDO：ﾛｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ（PV2030）検討報告書）

（ｹｰｽ：技術開発の進捗度を示し､ｹｰｽ 2 が標準、ｹｰｽ 3 は早期達成ｹｰｽ）
技術開発と今後の展開
太陽光発電は国による約 30 年間の技術開発を経て、住宅用システムが普及しつつあり、
現在、約 22 万戸の戸建住宅に総計約 100 万 kW の設備が導入された段階にある。2030 年に
向けた「技術開発ロードマップ（PV2030）」
（図３）が NEDO 技術開発機構により策定され太
陽光発電の更なる経済性・適用性を確保するための技術開発が進められている。

2002
～50円/kWh

2007
2007

2010

2020
2020

発電コスト

＜システム技術＞
系統に負担をかけないシステム
単独型から統合型システムへ

自律度向上型
システム展開

30円/kWh
バルク結晶シリコンに
加え薄膜シリコン化合
物太陽電池も登場へ

2030

蓄電池付システム

システム大型化
BOS長寿命化

23円/kWh

アクティブ
ネットワーク制御

シリコンでも
化合物でもない
新材料も登場

14円/kWh
＜電池技術＞
技術の世代交代による
低コスト化の実現

超薄型/多接合化
による高性能化

7 円/kWh

新材料(色素等) ･新構造太陽電池

太陽光発電の展開イメージ
住宅用
従来型系統連系システム
従来型系統連系システム
地域コミュニティPVシステム

産業用
海 外

広域連系PVシステム
場内高電圧連系自家消費システム
SHA（ソーラーホームシステム）
VLSPV

図３

新エネルギーネットワーク
水素製造

2030 年に向けた太陽光発電「ﾛｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ(PV2030)」での開発シナリオ
（NEDO：ﾛｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ（PV2030）検討報告書）
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太陽電池には表１のように多くの種類がある。結晶シリコン、アモルファスシリコン、
化合物半導体、有機半導体、色素増感型など複数の方式の開発が当面続き、発電効率、生産
性、設置容易さ等の用途適用性、耐久性等の観点から選択されていく。
表１

太陽電池の分類例および特徴
変換効率：
分類

特徴

段階

結晶シリコン太陽
電池

単結晶型と多結晶型がある。インゴットから切り出した基板
にセルを形成する。効率が高く信頼性も高い。量産プロセス
が確立しており現在市販の太陽電池の９０％以上を占める。
シリコン原料がコスト低減と生産量増加のキーとなっている

化合物結晶系（ⅢⅤ族化合物系）太
陽電池

高価であるが効率３０％以上の超高効率が可能。宇宙用に
使用されているが、最近集光型太陽光発電システムへの利
用が実用化に入りつつある。

薄膜シリコン太陽
電池

大面積が可能で、製造プロセスは量産向き。気温の高い地
域に向いているが、初期劣化があり性能向上に限界がある。
量産プロセスが確立され実用化段階に入った。
薄膜の特徴を生かした軽量化なども商品化されている。

結晶
系

薄膜
系
薄膜CIS系CuInSe2
系）太陽電池

薄膜太陽電池で結晶シリコンに対抗できる性能が期待でき
る。技術開発にほぼ目処がつき実用化がはじまった。

実用段
階

特殊用
途で実用

14～19%

～35％

実用段
階

8～１0％

実用化
中

10～13％

色素増感太陽電池

発電機構が異なり、色素と光触媒を組み合わせた色素の光
励起作用を利用した太陽電池。製造工程が簡単で低コスト
化に可能性。

研究開
発段階

有機薄膜太陽電池

有機半導体を使用した薄膜太陽電池。簡便な製法と用途の
多様化が期待でき基礎研究中。まだ効率は低い

基礎研
究段階

その
他

実用レベ
ル

研究レベ
ル

～21％

2030年目標
（実用効率）

22％

～40％

40%

～15％

18%

～19％

22%

～10％

15%

～3％

-------

効率向上に関しては、2030 年頃までに現在の研究室水準(22%)の効率が実用化され、比較
的設置面積の小さな集合住宅や民生業務分野にも利用が拡大される。集合住宅やビル/民生
施設などでは屋根以外にも壁やベランダなど多様な設置場所、利用形態へ対応するために、
設置の容易さが重要になる。屋根・壁などの建材一体化やモジュールの多様化（両面受光、
軽量・フレキシブルなど）を更に進めるとともに、断熱性、部分透光性、遮音性、デザイン
性など更なる機能の付加も重要である。
太陽電池材料は高性能だが平板型の結晶シリコン太
陽電池に加えて、軽量、フレキシブル、光透過などの多様形態のモジュールが容易に得られ
る薄膜系太陽電池、
塗布施工など新しい設置法の可能性がある有機太陽電池などが開発され
多様化、多機能化、設置容易化への対応が進められる（図４）
。
これらの技術開発と新しい利用分野の開拓で、2030 年までには太陽光発電で家庭用電灯電
力消費量の半分程度（発電量 1000 億 kWh 程度）の供給を目指す。
【元 NEDO 荒谷 復夫】
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現在の技術
セル化完了

表面電極

電極焼成

電極形成

接合形成

表面処理

シリコン基板

板状にスライス

・高効率
・高信頼性
・低コスト
・量産体制の確立

インゴット切断

インゴット作製

結晶シリコン太陽電池

反射防止膜
n層
Ｐ型基板
Ｐ+層

裏面反射電極層

次世代の技術
薄膜太陽電池

レーザー

・大量生産に適した
ﾌﾟﾛｾｽ
・省資源

透明電極付き基板

全生産量の90%以上（大部分が住宅用）
ｐ層

ｉ層

ｎ層

電極パターニング

・軽量・大面積
・光透過／ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ
透明導電膜
窓層半導体
CIS光吸収層

将来の技術

フレキシブル基板

セル化完了

電解液封入

色素吸着

チタニアの製膜

・新しい発電原理
・簡素かつ安価なﾌﾟﾛｾｽ
・多様な形態

導電膜付基板

色素増感／有機太陽電池

特徴を生かした用途の拡大

裏面電極膜

あらゆる場所を太陽電池に

図４

太陽電池の多様化、多機能化を目指した太陽電池技術開発のイメージ
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3.1

エネルギーマネージメント

HEMS・BEMS
■ HEMSは2030年頃までに全世帯に導入。需要予測、エネルギーマネージメントによる省エネ効果10％
■ 創エネ機器等とのネットワーク化による連携制御による省エネ効果15％
■ BEMSは2030年頃までに事務所ビルの半数以上（大規模事務所ビル中心）に導入

２０００

２０３０
モニタリング

ＨＥＭＳ

ﾈｯﾄﾜｰｸ化による連携制御

モニタリング

ﾈｯﾄﾜｰｸ化による連携制御

需要予測

（ﾗｲﾌｽﾀｲﾙや快適性を取り入れた制御）

80％

電力貯蔵との連携

学習機能による予測
（時間・暦・気温）

通信プロトコルの高度化

（ﾗｲﾌｽﾀｲﾙや快適性を取り入れた制御）

70％

創エネとの連携
モニタリングの高度化
（使用履歴）

２１００

15％

導入延床面積 60％

最適制御技術

通信技術

需要予測

HEMSによる省エネ効果 10％
全世帯に導入

ＢＥＭＳ

需要予測技術

２０５０

人の動きに対応
（人感センサー等）

光LAN・ワイヤレス

（個人の好み(嗜好)に対応）
通信プロトコルの統合

TEMS
■ 太陽光発電などの分散電源の導入促進などを目的に、ローカル・エネルギー・ネットワーク（LEN）が形成される。
■ BEMS・HEMSの普及にあわせ、地域のエネルギーマネージメント（TEMS）が始まる。
■ 再生可能エネルギー導入に伴い、エネルギー貯蔵を含めたエネルギーマネージメントが行われる。
■ TEMSが普及し、系統の電圧・周波数制御を分担する。

２０００

２０３０
エネルギー融通

TEMS
熱の相互融通技術

２０５０

２１００

ﾈｯﾄﾜｰｸ化による連携制御

地域熱（温水）相互利用システム
熱相互利用システム（戸建住宅、集合住宅）
HEMS・BEMSとの連携

電気・水素の相互融通技術

エネルギー貯蔵との連携制御

系統との連携制御

需要アグリゲート技術

需要予測技術
ゲートウェイ
通信技術

データ収集・分析、事故時開閉
通信プロトコルの高度化

光LAN・ワイヤレス

常時開閉

系統の制御機能分担

通信プロトコルの統合

ロードマップの考え方・技術課題
ＨＥＭＳ
HEMS(Home Energy Management System)とは、IT の活用により、家庭における室内環境・
エネルギー使用状況を把握し、かつ、室内環境に応じた家電機器(冷蔵庫、エアコン)などの
運転管理、
将来は分散電源や蓄電池などの協調制御によってエネルギー消費量の削減を図る
ためのシステムをいう。HEMS は、計測・計量装置、制御装置、監視装置、データ保存・分
析・診断装置などで構成される。長期的に課題となる主な技術は、機器の最適制御技術、よ
り高度な最適制御を実現するための家庭内のエネルギー需要予測技術、確実に制御を実現す
るための通信技術とした。経済産業省で導入普及が考えられている HEMS(http://www.meti.
go.jp/report/downloadfiles/g10316fj.pdf)は、2010 年に 30～50％の家庭に普及が促進し、
原油換算で 60 万～110 万 kL 削減できると試算されている。その場合、各機器の消費電力を
的確にモニタリングし、その情報を収集するための技術、および簡単な最適化制御(時間や
暦、温度データを利用した機器の ON/OFF 制御等)が必須となる。次世代(2010～2030 年)の
HEMS では、普及促進を図る上でより大きな効果を得るため、家庭内の導入普及が促進され
ると予想されている、高効率コージェネシステム、太陽光発電、大容量電力貯蔵システム等
と HEMS を連携したエネルギー需給管理が必要になる。そのためには、使用履歴・温度・人
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感センサなどを用いた複合的な機器の最適制御技術とともに、高度モニタリング技術を活用
した電力需要予測技術の開発が不可欠となる。2030 年までは、既存住宅が残存していると
思われるため、
具体的には電力線や配管など従来のインフラを利用した通信技術の開発が重
要となる。環境省の試算では、2030 年には全世帯に HEMS が導入されていると予測されてい
る(http://www.env.go.jp/earth/gijyutsu_k/16_03/mat01_2.pdf)。2030 年以降については、
HEMS 用の通信インフラ(例：光 LAN、ワイヤレス通信)がほとんどの家庭に導入されているた
め、BEMS との連携も可能にし、より多くの情報が高速に機器間で通信できるような通信プ
ロトコルの開発が重要になる。

http://www.meti.go.jp/report/downloadfiles/g40225b30j.pdf

ＢＥＭＳ
BEMS(Building Energy Management System)とは、IT の活用により、業務用ビル等におい
て、室内環境・エネルギー使用状況を把握し、かつ、室内環境に応じた機器または設備など
の運転管理によってエネルギー消費量の削減を図るためのマネジメントシステムをいう。
長
期的に課題となる主な技術は、HEMS と同様に機器の最適制御技術、より高度な最適制御を
実現するためのエネルギー需要予測技術、確実に制御を実現するための通信技術とした。
BEMS については現状で新築の大規模ビルでの普及率が上昇しており、削減の確実性は HEMS
と比較すると高いが、普及を加速させる必要があり、エネルギー使用状況等を的確に把握で
きる計量・モニタリング技術開発が重要となる。次世代(2010～2030 年)の BEMS では、業務
用事業所における省エネ意識の向上に伴いオンサイト分散電源を含む総合的な制御技術の
向上が必要である。
エネルギー需要の変動に応じ電力および熱の最適供給バランスを維持す
るためのシステム設計技術や運用管理ソフトの向上、さらには蓄電あるいは蓄熱技術や、熱
の効率的な搬送技術、排熱の冷熱変換技術の開発も必要となる。2030 年以降については、
BEMS 用の通信インフラ(例：光 LAN、ワイヤレス通信)がほとんどの業務用事業所に導入され
ているため、HEMS との連携も可能にし、より多くの情報が高速に機器間で通信できるよう
な通信プロトコルの開発が重要になる。
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http://www.meti.go.jp/report/downloadfiles/g40225b30j.pdf

ＴＥＭＳ
街区レベルでのエネルギーマネージメントシステム（Town Energy Management System、
本研究会の造語）。IT 技術、ネットワークを活用し、HEMS・BEMS、系統を連携して、街区レ
ベルのエネルギー需給を管理し、電力の場合の周波数、潮流など供給側の系統の管理を支援
するシステムである。比較的省エネルギー対策が先行している産業分野の技術から、民生業
務部門の BEMS、家庭部門の HEMS まで技術波及が進むことが考えられる。特に HEMS と BEMS
の技術の間に共通性が多く、燃料電池を含むコージェネレーションとその排熱利用技術、蓄
電・蓄熱技術、エアコン（ヒートポンプ）技術などが挙げられる。TEMS にあたっては、需
要部門横断的なこれらの技術をシステム化するための連携領域技術の開発が主体となる。
具
体的には、街区のライフラインの相互利用を可能にする技術（熱の相互融通技術、電気・水
素の相互融通技術）、
広域エネルギー需給予測技術、
系統電力との連携技術（ゲートウェイ）、
これらを制御する通信技術の開発が重要となる。2030 年頃にはほとんどの住宅やビルで
HEMS、BEMS が導入され、エネルギー使用段階での省エネルギーが確保されるものと考えら
れる。
個々の家庭やビルに導入された燃料電池等コージェネシステムの電力と熱を街区の中
で総合融通する分散型システムの管理運営を実施することで、無駄の少ない消費行動促すと
ともにより大きな省エネを実現することができる。
さらに街区内のエネルギー需給状態に合
わせて、系統電力からのエネルギー調達/売却を可能にするためのシステム制御技術、通信
技術の開発が TEMS 普及に貢献すると思われる。
【日本電気（株） 田村 徹也】
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3.2

エネルギー貯蔵・ネットワーク

エネルギー貯蔵・ネットワーク
■ 蓄電などのエネルギー貯蔵、セキュリティ向上、潮流変動抑制などの要件を持つ場所から導入が始まり、再生可能エネルギーの普及に伴い昼夜間の出力変動の対応などのた
めに導入が広まる (家庭の場合昼夜間での蓄電必要量は20kWh/世帯程度)
■ 再生可能エネルギーの普及の進展により蓄電による貯蔵可能量を超えた分について、水素などによる貯蔵が開始され、水素利用技術も同時に実用化される
■ 創エネの導入に伴い、貯蔵も含めたネットワークが形成される

２０００
ｴﾈﾙｷﾞｰ貯蔵･ﾈｯﾄﾜｰｸ リチウム電池

２０３０

２０５０

２１００

水素利用燃料電池
分散エネルギー貯蔵
ローカル・エネルギー・ネットワーク（LEN）

新型二次電池、蓄熱

（電気・熱・水素）

ロードマップの考え方・技術課題
エネルギーの効率的な利用においては、
需要と供給のバランスを確保する技術が重要であ
る。需給バランスの調整能力を効率的に確保する手段として、エネルギーの流通を広域運用
化することで解決してきたのが、既存の電力系統に代表される大規模インフラ技術である。
電力系統の場合を例に説明すると、広域運用することにより、個別機器で発生する電力需
要の変動を確率論的な均し効果（需要機器数が倍になったとしても、機器動作が同期してい
なければ、需要変動は倍にはならないという効果）によって低減することができる。この効
果により、需給バランス維持に必要な設備の容量を低減している。しかし、太陽光発電や風
力発電など、発電出力が制御できない発電設備の容量が大きくなってくると、既存の需給バ
ランス維持の容量では不足を生じるようになるので、何らかの追加対策が必要となってくる。
また、エネルギー転換設備である発電設備の効率的運用の観点からは、発電設備の運転点を
高効率領域に維持しておきたいという要求がある。この観点からは、系統側が供給するエネ
ルギーの平準化・平滑化につながる対策が重要となるので、太陽光発電や風力発電などの出
力や負荷の変動を抑制する技術の確立が必要となる。
こうしたエネルギーの需給バランス維持や平準化・平滑化に関わる重要技術として、エネ
ルギー貯蔵技術が挙げられる。現在実用化されているエネルギー貯蔵技術には、UPS 等の非
常用電池設備、電力負荷平準化用の大容量電池および蓄熱（温熱あるいは冷熱貯蔵）などの
例がある。また、風力発電や太陽光発電など、出力が制御できない発電設備の出力を平滑化
するための電力貯蔵設備の実証開発が進んでいる（個々の電力貯蔵技術については、転換分
野ロードマップ解説「電力・燃料貯蔵技術」参照）
。
これらのうち、風力発電や太陽光発電の出力変動補償に関係するエネルギー貯蔵技術は、
将来の「創エネ」技術の根幹をなすものであり、再生可能系のエネルギー導入がどこまで進
むかも、エネルギー貯蔵の技術に左右されると考えられる。
このような背景から将来のエネルギー貯蔵の動向を考えると、2030 年頃までは、以下の
ような展開が想定される。
・ 非常時バックアップや電力負荷平準化対応としての電池や蓄熱設備の導入が進む。
・ 電池材料の資源制約が顕在化することを背景に、資源制約を回避できる新型の電池が
実用化され、導入が始まる。
・ 蓄熱技術に関しても現状の温水・冷水（氷）に代わる高エネルギー密度の技術が実用
化される。
こうしたエネルギー貯蔵設備は、拠点整備的に導入されると考えられるが、ある程度の普
及が進むと、随所に導入されているエネルギー貯蔵設備を面的に利用するよう、質的な変化
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をしてゆくと予想される。すなわち、エネルギー貯蔵装置の合理的配置や効率的運用も考慮
するため、ローカル・エネルギー・ネットワーク（LEN）といった新しいエネルギーシステ
ムが形成されるようになると考えられる（2050 年頃）
。こうしたネットワーク化により、機
器単独の運用では達成できない水準の高エネルギー利用効率が達成できるようになる。その
後、2100 年に向けては、前述のローカル・エネルギー・ネットワーク（LEN）が高度化し、
より長期間、より広域の運用に対応できるエネルギーシステムへと進化すると考えられる。
以下では、将来において重要な技術となるローカル・エネルギー・ネットワーク（LEN）
の基本的考え方について説明する。
2100 年の世界において流通すると思われるエネルギーの種類としては、電気・熱・水素
の３種類が想定されている。この３種類のエネルギーを、貯蔵性・輸送性・最終消費の利便
性の観点から整理すると、表 1 のようになり、それぞれの特徴が読み取れる。したがって、
エネルギーの高効率利用の観点からは、
それぞれのエネルギーが持つ特徴を最大限に利用す
る形態を目指すべきであることがわかる。
表１

電気
熱

水素

３種類のエネルギーの特徴

貯蔵性

輸送性

×低貯蔵性 (高コスト)

◎輸送性が最も高い

△電池材料の資源制約

◎広域運用可能

◎貯蔵性が最も良い
○貯蔵性が比較的高い
（現在開発中）

最終消費の利便性
◎最も利便性が高い

×輸送性が最も低い

△他種のエネルギーへの

△広域運用には不向き

転換が困難

○輸送性は高い
△広域運用可能だが、

○利便性が高い

インフラ構築が必要

各エネルギーが持つ利点を最大限に発揮させるためには、エネルギーの融通を利用する技
術を確立する必要がある。ただし、ここで言う「エネルギーの融通」とは、同種のエネルギ
ーどうしの融通（例えば、電力貯蔵による電力需要の調整）だけではなく、異種エネルギー
間の融通（例えば、水素貯蔵による電力需要の調整）も含んでいることが重要である。そし
て、
「省エネ」と「創エネ」を両立させる 2100 年の段階では、異種エネルギー間の融通が主
流になっている可能性が高い。
異種のエネルギー間の融通に関する技術としては、
電気－水素間の相互変換技術が特に重
要になると考えられる。これは、将来のエネルギー需給構造の中で、電化・水素化率の大幅
な向上が想定されていることや、電池材料の資源制約を回避する必要があることによる。よ
って、水素利用燃料電池や水素貯蔵技術、新型二次電池の技術的進展が鍵である。一方、熱
エネルギーは、入手性や貯蔵性が良い反面、他のエネルギーへの転換がしにくいという難点
がある。よって、熱エネルギーを他のエネルギーに転換する技術の進展が蓄熱技術の進展の
鍵となる。
こうした異種エネルギー間の融通を積極的に活用することが、高水準の「省エネ」と「創
エネ」の両立を可能とするローカル・エネルギー・ネットワーク（LEN）形成における重要
技術項目である。

【（独）産業技術総合研究所 山口 浩】
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4.1

2100 年までのライフスタイルを考えるキーワード

本ロードマップでは、ライフスタイルの変化に頼るのではなく、技術のみによって将来の
環境制約・資源制約を克服する技術を揃えた。しかしながら、都市構造の変化やライフスタ
イルの変化によってエネルギー需給構造は大きく変化することも考えられるため、2100 年
までのライフスタイルを考えるキーワードについて述べる。
21 世紀の日本は人口減少と少子・高齢化が進む社会となる1。高齢化社会のイメージは人
口減少が進む中、65 歳以上人口の割合が 2003 年時点で 5 人に 1 人であるものが、2010 年に
4 人に 1 人、2030 年には 3 人に 1 人まで増えるというもので、生産年齢（15～64 歳）人口
の割合が 2000 年の 68％から 2050 年には 54％まで減少する見通しが出されている（図１）。
既に対応策として少ない生産人口で増える老齢人口を支えるための女性の社会進出の促進
や、
少子化の流れを変えるために両親が働きながら子育て可能な社会の実現に向けた対策等
の議論、実施が始まっている。

図１

日本の将来推計人口と年齢構成

少子・高齢化とともに核家族化や一人暮らしの増加が進む他、過疎地域における高齢化・過
疎化に続いて、
地方から都会に移動して高度成長を支えた団塊世代の高齢化とともに都市部
の高齢化が加速することで、全国での過疎化が現在の過疎地域と同じ水準に近づくことが予
想される（図２）
。都市化進展の速度は緩やかになるものの、産業を持たない地方経済が地
盤沈下する一方で職住接近の利便性を求める都心回帰が進むなどの二極分化も予想される。
1

既に日本の人口減少が 2005 年に始まったことが国勢調査の速報で確認された。
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図２

高齢者比率の推移と見通し（全国、過疎地域）

このような人口構造変化の見通しを手がかりに、21 世紀のライフスタイルについていく
つかのキーワードを利用して整理すると以下の通りとなる。

・環境意識の向上（意識して省エネ）
・自動制御による管理システムの普及（意識しないで省エネ）
・自給自足を基本とするゆとりある成熟社会
・一人一人が生活者（地域コミュニティー住民）
・自立、助け合い、責任感
・栄養・健康管理
・個人のゆとり、楽しみの追求
・快適性、幸福の追求

１．環境意識の向上（意識して省エネ）
1990 年代の長い景気低迷、終身雇用・年功賃金制の崩壊を経て価値観の座標軸に変化が
見られるようになる。物質的な豊かさ（所得向上）よりも余暇時間の増加がもたらす多様な
価値観に基づく新しい豊かさが認められるとともに、環境意識の向上を価値として認めるラ
イフスタイルが広まる。この結果、意識して、選択して省エネ行動をとる消費者に必要な能
動的な手動制御を可能とする家電・空調・照明機器が商品・システムとして求められるよう
になる。省エネナビのように情報を提供する仕組みとともに選択肢が提供されることで、省
エネ行動を選択することが可能となる。
高齢者世代をターゲットとしたシンプル機能の高齢
者仕様家電製品のニーズも生じ、若年層をターゲットとした高機能、多機能製品とは異なる
市場を形成するであろう。さらに、地域環境の向上を目指す循環型社会の考え方が定着し、

1 - 34

コミュニティーの住民として責任ある行動が志向されることになる。
２．自動制御による管理システムの普及（意識しないで省エネ）
物質的な豊かさが満たされ、高齢者や子供を中心とする快適な住空間への関心が高まる。
外気や日射などの外部環境と調和させるセンサーを利用した高効率空調（冷暖房、換気）シ
ステムや、業務用照明・空調の自動制御・運用・管理システムを家庭用に組み替え、HEMS
が進化したシステムが志向されることで、意識しないで省エネできる住居が普及する。自然
光を利用したパッシブ空調・照明は家族が安らぐ場としての住居に欠かせないシステムとな
る。若い世代が共働きとなることで、幼児と老人だけの留守宅を快適・安全に管理・モニタ
リングするシステムも防犯・防災面から重要となる。無人の部屋の消灯や機器の消し忘れの
管理など、省エネ・安全の両面で有効である。
３．自給自足を基本とするゆとりある成熟社会
在宅高齢者や余暇時間の増加と経済の成熟を背景としてゆとりある成熟した地域社会へ
の志向が強まる。地場産業の育成や就業機会の創出は地域経済の基盤として最も重要な課題
となる。雇用だけでなく、食糧やエネルギーの地域における自給自足が地域経済を支えるス
タイルとして選択する傾向が現れる。生活と社交の場であるコミュニティーへの愛着から地
域環境を重視する姿勢が循環型社会志向として現れる。
園芸やガーデニングを発端とした農
業の再興や、再生可能エネルギー（太陽光、風力、バイオマス）を軸とし、分散型電源（燃
料電池、コジェネ）による排熱利用も含むエネルギーの面的利用が進み、食糧やエネルギー
の自給自足が志向される。
４．一人一人が生活者（地域コミュニティー住民）
少子社会では男女ともに勤労者であり、生活者である。生活の基本としての家族の絆が大
切となる。生活者としての個人の権利が尊重されるようになり、テレワークやワークシェア
リングなどの新しい働き方が選択可能となる。就労時間が守られ、帰宅後の時間（余暇）を
ゆっくり過ごすライフスタイルが確立する。
より長く時間を過ごすことで地元への関心が高
まり、住民としての地域社会での役割も重要となる。居住地域は生活・社交・余暇の場であ
り、住民ネットワークを大切にする。定年退職後はボランティア活動などで地域社会に貢献
する機会が増える。
５．自立、助け合い、責任感
家庭での役割も男女平等となり、家族がそれぞれ責任感を持って自立するとともにお互
いに助け合って生活することが基本となる。
地域環境を大切にする姿勢が循環型社会を生活
の基本と捉える行動で表れ、ごみの有料化、リサイクルの促進が達成される。
家庭、職場、地域のいずれにおいてもバリアフリーやユニバーサルデザインが浸透し、
高齢者を含む社会的弱者の自立行動やモービリティーが確保される。
コミュニティーサービ
スによる公共交通機関が整備されるとともに繁華街は歩行者専用の広場としての機能も果
たす場となって、一部の西欧都市で実現しているような自家用車を持たなくても基本的な生
活行動ができる社会となる。高齢者医療は在宅医療と訪問看護を基本とした医療サービスの
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充実と、
家庭での基本的な医療機器の整備や IT 技術を利用した情報サービスが促進される。
子供は重要な社会の資産として地域で育てるための子育て支援や情報提供、サービスが
充実する。子供、若者、子育て世代、働き盛り、高齢者が安心して一緒にゆとりのある生活
を楽しむコミュニティーが志向される。
６．栄養・健康管理
医療・保険制度の制約が多くなり、治療よりも予防を重視するために普段からの栄養・健
康管理が重要になる。家族一人一人の栄養・健康管理への関心が高まり、だれにでもできる
ように家族で知識を共有する。
毎日続ける運動や栄養のバランスのとれた食生活による生活
習慣病の予防が基本となり、リハビリや訪問看護との組み合わせた在宅療養が基本となる。
家庭でできる基本的な食事療法の管理システムが充実し、個人の症状に合わせた調理方法食
材情報の提供・管理が可能となる。
７．個人のゆとり、楽しみの追求
労働時間の短縮から趣味時間が充実し、家族一緒に家庭で過ごす時間が増加する。世代
によって異なる多様な志向を満足させる多種多様な家電製品が充実し、家庭に普及する。充
分な余暇時間を楽しむための趣味と実益を兼ねた DIY や趣味、レジャー関連消費が増加する。
余暇時間の増加と退職後の健康でゆとりある生活からボランティア活動が盛んになる。
８．快適性、幸福の追求
生活者一人一人の幸福や快適性の追求が重要となり、技術に振り回されるのではなく、利
用者の利便性を優先する技術が重要となる。
核家族化の更なる進展で少人数家族のための小
型機器が増える。快適な住居のための自動制御、運転管理、学習機能技術が追及される。ユ
ニバーサルデザイン住宅、機器に加え、高齢者にも使いやすいマニュアル不要の機器が普及
する。自然との調和を考慮した製品・機器・住居が重視される。子供や高齢者にも安全に利
用でき、操作が簡単、機能的で高効率の製品が増加する。
21 世紀の家庭は高齢化、少子化、核家族化に象徴されるが、より少ない人口で経済活動
を支えるために女性も高齢者も社会参加をする一方で、男性の家事、育児参加が必要となる
であろう。女性や高齢者の社会進出は、男性を長時間労働から解放することにつながり、ゆ
とりある共働き生活が志向されるようになる。
豊かな時代に生まれた世代の価値観の座標軸は変化しており、
「物」よりも「心」、
「効率」
よりも「安定」
、
「競争」よりも「共生」が大切だと考え、物質的な豊かさよりも、余暇時間
の増加がもたらす多様な価値観に基づく新しい豊かさを尊重することで、
安全で便利で快適
な生活空間が重視されるようになるであろう。
【（財）日本エネルギー経済研究所 山下 ゆかり】
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