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1.1

省エネルギープロセス（製鉄）

省エネルギープロセス
製鉄：新たな鉄鋼プロセスは長期の開発期間を要する。少なくとも今世紀半ば頃までは現行プロセスの効率改善、改良型プロセスの開発導入などを促進することが重要となる。
すなわち、2050年ごろまでは高炉-転炉＋電気炉を基本とした現行プロセスの効率化が中心となる。この間、現行プロセス改良型（SCOPE-21等）の開発導入も設備更新タイミ
ング等に合わせて行われる。今世紀後半に至ると、資源・環境等のさまざまな制約や、製品ニーズの変化等に応じた革新プロセスの具体化が求められると考えられる。超長
期的には資源・環境制約の状況に応じて非炭素系還元材利用プロセスの可能性も視野に入れる必要がある。

２０００

２０３０

２０５０

２１００

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』

製鉄

現行プロセスの省エネ、次世代圧延技術等新プロセスの開発
SCOPE-21、新焼結等革新的プロセス技術の導入
未利用排熱回収（中低温、スラグ顕熱）
革新的鉄鋼製造プロセス

図１に鉄鋼プロセスの概要を示す。鉄鋼プロセスのエネルギー利用上の特徴は、①鉄鉱
石を還元する製銑工程で約 80％のエネルギーが消費されること、②コークス炉－高炉－転
炉工程で副生ガスが発生し、燃料、電力、その他の用役にカスケード利用されること、③
排熱回収が徹底されていること、④電力・工業ガス等の系外供給が行われていること、⑤
廃プラスチックなど廃棄物のプロセス利用が行われていることなどがあげられる。
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図１ 鉄鋼プロセスの概要
わが国の鉄鋼業は、70 年代の石油危機以降、連続鋳造設備に代表されるような生産プロ
セスの効率化や排熱回収設備の開発導入を積極的に行い、90 年代にはほぼ一巡する状況と
なった。以降のプロセス効率改善は、鉄鋼プロセスの更新に伴う効率改善と廃棄物の有効
利用が中心となってきたが、今世紀前半もその延長線上にあるものと想定される。
鉄鋼プロセスは一般に設備規模が大きくまた寿命が長いという特徴を有する。例えば高
炉の場合、現在国内で 28 基が稼動中であるが、それぞれ 15～25 年に一度、数百億円をか
けて改修が行なわれる。改修にあたっては高炉の基本プロセスは変わらないものの、制御
システムや周辺機器などにその時々の最新技術が導入され、エネルギー効率も確実に改善
されている。またコークス炉の場合、現在国内で 44 基が稼動中であるが、向こう四半世紀
の間に順次設備寿命を迎える。コークス炉の更新にあたっては、石炭事前処理工程と高効
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率乾留工程並びにコークス改質工程を特徴とする次世代コークス炉（SCOPE-21）の導入が
期待されている。以上のように、今世紀半ばまでは既存プロセスの改修改善に加え、設備
更新タイミングにあわせた次世代プロセスの導入による飛躍的改善も一部の工程で期待さ
れる。図２に初号機導入が計画されている次世代コークス炉（SCOPE-21）の概要を示す。

・鉄鋼製造にとってコークスは必要不可欠
・将来の設備更新に向けて革新技術を開発

①省エネルギー
製造エネ▽20％削減
②環境改善
③劣質原料対応力
④生産性改善

京都議定書目標達成計画
2010年までに1基導入
▽40万t-CO2 ▽10万kL
＊国内コークス炉基数：44基

石炭事前処理工程

高効率乾留工程

図２

コークス改質工程

次世代コークス炉（SCOPE-21）の概要

この他に、従来の焼結鉱に対して、還元工程での反応が加速され従来よりも低還元材比
での鉄鋼生産が可能となる新焼結鉱の使用などの革新的なプロセス技術の開発を目指して
いる。
また、原料炭や廃プラスチックからコークスを製造する際コークス炉ガスが発生する。
コークス炉ガス中には大量の水素が含まれており、PSA 法等によって簡便に分離回収するこ
とができる。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、この副生水
素が民生・運輸部門における水素供給源の一翼を担うものと期待される。加えて、現在未
回収となっている廃熱による水素を増幅は、省エネルギー（排熱回収）の観点からも重要
な課題である。図３
に副生水素供給の概

原料炭

要を示す。
今世紀後半には、
現時点では技術的に
も経済的にも成立困
難な還元剤の非炭素
化・非化石化や、高
炉－転炉法に変わる
革新製鉄プロセス実
現の可能性はある。
しかしこのようなプ
ロセス革新は、現在
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図３ 副生水素の供給の概要
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確立している原料炭を出発原料としたエネルギーのカスケード利用システムや、セクター
を越えた廃棄物の利用システムなどに大きな影響を与えると考えられ､これらの課題を克
服する対策技術の検討もあわせて必要となる。また一貫製鉄所においては、原料炭から持
ち込まれる炭素の約 90％は副生ガスとなる。加えて未だに未活用となっている低レベル廃
熱が存在する。そこで製鉄プロセスで発生する CO2 を中低温未利用廃熱を利用して回収す
る技術も、還元材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は有効と考えら
れる。図４に一貫製鉄所での CO2 回収の概要を示す。

・高濃度CO2含有副生ガス（BFG）が存在
・製鉄所内に大量の中低温未利用廃熱が存在
発電所等BFG利用設備

BFG

二酸化炭素吸収媒体

高
炉

二酸化炭素吸収設備

鉄鋼プロセス
吸収液再生設備

中低温未利用廃熱

分離された二酸化炭素

図４

・BFG配管系統に化学吸式
CO2分離回収設備を設置
・中低温排熱の利用により
CO2分離のためのエネル
ギー消費を最小化
・CO2分離後のBFGは発電
所等で高効率利用

地中貯留・海洋隔離

中低温未利用廃熱を利用した副生ガスからの CO2 分離回収の概要
【産業 WG 事務局】

3-4

1.2

省エネルギープロセス（化学）

省エネルギープロセス
化学：２１世紀前半では、化石原料を使用するプロセスの省エネ生産技術、新規融合反応場等を導入する。後半は、ガス化を伴うサステイナブル・カーボンサイクル化学体系（ＳＣ
３）により省エネルギー化を図る。すなわち、化学原料は、石油・天然ガスから石炭、重質油、バイオマスおよび廃棄物に移行していく。このため熱分解オレフィン製造からガス
化–ＳＣ３に置き換わり、2030年で10％、2050年で60％導入される。2030年までは、ナフサ熱分解プロセスが接触分解プロセスに代替される。

２０００

２０３０

２０５０

２１００

石油化学原料省エネ生産技術（ナフサ接触分解プロセス等）

化学

重質油・石炭ガス化−化学原料化
サステイナブル・カーボンサイクル化学体系（SC３）
新規触媒開発による合成プロセスの省エネ
新規融合反応場（超臨界流体・マイクロリアクター、反応・分離精製を融合した反応場）
マイクロ波、超音波、プラズマ、レーザーなどを利用した非平衡反応プロセス
省エネ型分離技術（ＨＩＤｉＣ・膜分離等）

超長期の次世代化学反応プロセスには省資源・省エネルギーが求められると同時に、環
境への対応（環境負荷の低減）と原料多様化（石油資源に変わる代替資源の確保）への対
応が求められる。これらを実現するためには革新的な化学反応プロセスの開発が必要とな
る。特に、石油化学の基幹原料であるエチレン、プロピレン等のオレフィンはナフサの熱
分解により製造されているが、このプロセスは極めて大量のエネルギーを消費し、石油化
学全体のエネルギー消費量の相当部分（約 1/3）を占めていることから、化学産業での大幅
な省エネルギーを実現するためには、基幹原料であるオレフィン製造段階への革新的プロ
セスの導入が必須である。
次世代化学反応プロセスを原料

2000

多様化面から整理すると、ほぼ図 1
のように想定することができる。

ナフザ

2100

接触分解プロセス

（エチレン、プロピレン以降の石
油化学製品については、現状の生

2050
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）
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図１ 石油化学の基幹原料の推移

Catalytic Cracking：流動接触分

解）からさらにエチレン収率を高めたプロセス）へと移行し、原油がピークアウトするま
で存続する。一方で、化石資源のうち比較的埋蔵量の多い天然ガスからの直接転換技術が
開発され、メタンカップリング法等によるオレフィン製造プロセスも導入される。

1

現状のナフサ熱分解（スチームクラッキング）は反応温度が 800～850℃、エチレン・プ
ロピレン収率が約 47％であるが、これを接触分解法の開発により低温化し、エチレン・
プロピレン収率も向上させた上で、抜本的な省エネルギープロセスへ転換することが可
能である。
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さらに、長期的には各種炭素源からのガス化による合成ガス（CO、H2）を経て、SC3 化学
（Sustainable Carbon Cycle Chemistry：C1 化学体系を含んだ持続的なカーボンサイクル
化学）によるオレフィン製造に移行する。また、この過程においては重質油の分解や石炭
のガス化を含みつつ、最終的にはバイオマス、廃棄物などの再生可能資源からのガス化に
よる合成ガス製造へと集約化される。
化学反応プロセスの革新においては、特に反応工程における原理の変化が重要性を担っ
ている。それは、反応工程で物質変換が起こり、その結果がプロセス全体を規制するから
である。また、反応工程とともにプロセスを構成している分離工程を見直すことは新しい
反応原理を生み出すために有効である。さらに、化学反応プロセスは種々のリサイクル系
を含めて各工程が有機的に関連していることから、総合的観点からのアプローチが必要で
図２は化学反応プロセスにおける
プロセス性能に関係する要素を示し
たものであり、要素技術における革
新性が化学反応プロセス全体の革新
性につながることが理解できる。プ
ロセスの中心は物質変換が行われる

プロセスの要素

ある。

反応工程であり、触媒が重要な位置

原料・副原料

反応ルート・工程数
反応媒体・反応相

反応≒触媒
反応条件・反応方式
分離精製法

反応成績・副生物

を占めている。また、原料や副原料
プロセス性能

はプロセス性能に直接関係する基本
的要素の一つであり、生成物その他
を分離精製する方法も重要な基本的
要素である。
反応工程はさらにいくつかの要素
から成り、反応ルート・工程数はプ
ロセスの骨格を決定する。反応媒体

資源消費量
エネルギー消費量
環境負荷
製造コスト

図２ 反応プロセス性能に関係する要素
(出所)次世代化学プロセス技術開発に関する調査研究（NEDO）

と反応相は反応式に明示的に表れないが物質の流れと分離精製に大きな影響を及ぼす。反
応条件や反応方式は反応成績やエネルギー収支に大きな影響を及ぼす。反応成績は直接製
品の収量に関係するほか、分離精製法や用役所要量に影響を及ぼす大きな因子である。
化学反応プロセスにおける革新的省エネルギーを実現するためには、上記の反応工程の
改善につながるものとして、例えば次のような分野の技術開発が必要である。
・新規触媒開発による省エネ
・新規融合反応場（超臨界流体2、マイクロリアクター3、反応と分離の融合）
2

3

液体に匹敵する大きな溶解力と気体並みの高い拡散性と分子エネルギーを有し、液体と気
体の両方の特性を有する。
マイクロリアクターはマイクロチャネルリアクターとも呼ばれ、数～数百µm のマイクロ
流路を有する微小反応器の総称である。①加熱、冷却速度が速い、②流れが層流である、
③単位体積当たりの表面積が大きい、④物質の拡散長が短いので反応が迅速に進行する
等の特徴を有し、これらの特徴を利用した高速かつ高選択性の反応系の構築が可能であ
ることから、将来の化学産業を支える重要な基盤技術の一つと位置づけられている。
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・非平衡反応プロセス（マイクロ波、超音波、プラズマ、レーザー）
・省エネ型分離技術（HIDiC、膜分離）
以下、主要なものについて概要を述べる。
新規融合反応場
化学プロセスならびにプラントのコンパクト化を目的として様々な新規反応場が利用さ
れている。反応場としては、超臨界流体、ギガヘルツ以上の高周波（マイクロ波）空間、
ナノスケールの薄膜間に掛けられた巨大電場、官能性分子を配列または組織化させた多孔
体などが考えられる。例えば、超臨界水（374℃、21.8Mpa）中での FT 反応では、触媒上へ
のコークの堆積を超臨界水の溶解性により抑制し、反応成績の向上と触媒の長寿命化を図
ることが可能である。
一般の化学反応では反応分子が空間内を運動しながら衝突あるいは触媒に吸着すること
が端緒となる。そのため、複合反応系では、反応分子の自由な運動により各種中間体が生
成され多種類の副生成物が生じてしまうが、マイクロリアクターやナノ空孔などの精密反
応場を利用することにより反応分子の自由な運動を活性種レベルで制御することが可能と
なる。これにより、化学反応の高度制御が可能となり、中間体合成や精製工程の簡略化、
収率・純度の向上を図ることができ、プロセス革新を実現できる。
図３は反応と分離を融合した事例として、メンブレンリアクターを示したものである。
セラミックスフィルター上
に Pd 系薄膜を担持した二重
管型反応器と水蒸気改質用
Ni 触媒を用いてメタンのス
チームリフォーミングを行
い、燃料電池用水素を製造す
る。生成した水素は無機薄膜
を通して選択的に分離され
ると同時に、反応系における
平衡を生成系側にシフトす
ることができ、反応成績の向
上と省エネ化を同時に達成
することが可能になる。

図３ 水蒸気改質用メンブレンリアクター
(出所)次世代化学プロセス技術開発に関する調査研究(NEDO)

非平衡反応プロセス
マイクロ波加熱とはマイクロ波によって発生する分子内での双極子の回転、振動による
内部発熱のことで、熱伝導による加熱とはその原理が大きく異なり、1)内部・非接触・局
所・高速加熱、2)局所反応場の形成、3)非熱的反応促進効果等の特徴を備えている。この
マイクロ波を用いた反応は、微視的には強い非平衡系にあることからきわめて高速で反応
が進行し、高収率かつ高選択的に生成物を合成することができる新しい反応場として期待
されている。
そのため、このマイクロ波を化学反応プロセスに適用することにより反応時間の大幅な
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短縮とともに、反応条件の緩和や環境負荷の低減が可能となり、プラントの小型化、工程
の簡略化、大きな省エネ効果などが得られる可能性がある。
省エネ型分離技術
蒸留プロセスは比較的単純な装置構
造であるにもかかわらず高精度な分離
と大型化が可能であるという特徴によ
り多くのプロセスで採用され、その基
本構造をほとんど変えることなく現在
まで使われ続けているが、種々の分離
プロセスの中でも特にエネルギーを多
量に消費する。
このエネルギー利用効率の低い原因
は、通常の蒸留塔に見られるように、
塔頂・塔底の各一ケ所で冷却・過熱を
集中的に行っていることにある。もし
濃縮部での高さ方向に沿って連続的な
冷却と、回収部での連続的な加熱を行
い、さらに、もし濃縮部の冷却で取り

図４ 内部熱交換型蒸留等の概念図

除かれた熱を回収部への加熱に用いることができれば、外部の熱源なしに可逆的蒸留が可
能になる。
このようなアイデアの下、ヒートポンプの機能を採り入れることにより、図４に示すよ
うな内部熱交換型蒸留塔（HIDiC：Heat Integrated Distillation Column）が開発4されて
いる。従来の蒸留塔では上部ほど低沸点成分の濃度が高くなるので温度が下がる。したが
って、冷却温度は加熱温度より必ず低くなり、塔頂から取りだした熱をそのまま加熱に用
いることはできないが、ヒートポンプの機能を使うことにより可能になるわけである。す
なわち、蒸留塔を 2 つの部分（濃縮部と回収部）に分割し、濃縮部の操作圧を回収部より
高くして結合させると、濃縮部で取り去る熱量を直接回収部に供給することが可能になる。
操作圧を適切に設定することにより、濃縮部の対応する部分から回収部の対応する部分へ
の熱移動を可能にしている。
内部熱交換型蒸留塔は蒸留プロセスの大幅な省エネルギー化と、製品流（塔頂製品）の
熱改質という 2 つの特徴を有しており、これらの機能を最適化することにより物質生産と
エネルギー供給を同時に行うプロセスとして利用することができる。 【産業 WG 事務局】
4

1993 年にニューサンシャイン計画のテーマとして取上げられる、NEDO プロジェクトとし
て 8 ヵ年計画で、「内部熱交換型蒸留塔」の研究開発が進められた。（財）省エネルギー
センターが受託し、更に共同体（木村化工機、丸善石油化学、関西化学機械製作、旧物
質工学工業技術研究所）が再受託をして技術開発を実施した。1993 年から 2000 年までに
7 億円を投じ蒸留エネルギーの約 30％を削減する効果のあることが確認できたことから、
経済産業省は 2002 年度より新たに 4 ヵ年計画で、研究開発費 24 億円を投入して実用化
を行っている。
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1.3

省エネルギープロセス（セメント）

省エネルギープロセス
セメント：既存プロセスのセメント省エネ推進、エコセメントプロセスの省エネルギー化、最終的には石灰石・エネルギーがゼロ、即ち、廃棄物のみでセメントを作るプロセス（ゼロエ
ミッション型セメントプロセス）が導入される。
紙・パ：高効率乾燥技術、抄紙電力削減など、新しい省エネルギープロセスが開発される。超長期的には製紙産業自身は、購入電力、あるいは石炭等の燃料が不要となる。

２０００
セメント

２０３０

２０５０

２１００

既存セメントプロセスの省エネ（排熱回収、ミルの高効率化など）
エコセメントプロセスの省エネ
ゼロエミッション型セメントプロセス

日本のセメント産業は 1970 年代にプラントメーカーとの共同研究により開発実用化した
NSP 方式キルンシステムにより生産性、省エネルギー、環境保全の全般に亙って大きく前進
し、世界的に見てもセメントの品質、エネルギー、工場の設備管理、労働生産性、環境保
全等のレベルでトップクラスにある。さらに、近年の環境保全のニーズに対してもリサイ
クル資源の活用に積極的に取り組んでいる。

図１

セメント製法別生産能力および燃料原単位推移（セメント協会）

NSP 方式はカルサイナー（Calciner：
仮燃炉）と呼ばれる装置で、原料の焼成
を 90％以上行い、残りの焼成をキルンで
行う。仮燃炉には、1)バーナーを装備し
直接焼成する方法、2)流動層を熱して間
接的に原料を焼成する 2 つの方法がある。
NSP 技術を採用することにより、既存
の SP キルンの生産能力を 1.5～2.0 倍に
アップさせることが可能で、また、セメ
ント生産全体における焼成エネルギーの
削減が可能になる。
図２ NSP 方式キルンシステム
（国内の省エネルギーに関する調査：NEDO、平成 13 年)
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セメント産業における生産技術

ＧＤＰ

導入のロードマップは次のように
想定している。すなわち、当面は
これまでの省エネルギー技術をさ
らに一層推進するととみに、中期

GTL・メタノール

ガス化－C1化学

的には産業の廃棄物処理センター
としての特徴を生かしてエコセメ

熱分解
プロセス

接触分解プロセス

物質再生

ント（原料の約 50％を廃棄物から）
生産を拡大しつつ、最終的にはゼ
ロエミッション型セメントの生産
に移行する。
既存のポルトランドセメントは

省エネ化

2000

コプロダクション

2050

2100

図３ セメント生産のロードマップ

石灰石を主原料に粘土、珪石、鉄
原料等を焼成して生産されている。
一方、廃棄物からの焼却灰中には
セメント製造に必要な成分が含ま
れているため、これを利用するこ
とが可能であり、現在でも制限は
あるものの実用化されている。こ
のように、セメント産業は原料や
燃料に大量の廃棄物・副産物（高
炉スラグ、石炭灰、副生石膏、廃
タイヤ等）を利用できる静脈型産
業であり、将来にわたって、各産
業および民生部門から排出された
廃棄物を有効利用することができ
る。
エコセメントは、都市ごみ焼却
灰や下水汚泥などを主原料にして
新しい品質のセメントを製造する
システムであり、焼却灰 1 トン（含
水率 30％の場合）からエコセメン
ト約 1 トンを製造することができ

図４ エコセメント製造フロー
（http://www.taiheiyo-cement.co.jp/rd/rd/4kankyo/404.html）

る。焼却残渣から鉄および非鉄金属のみを回収し、残りは全てセメントに再資源化する。
また、飛灰も焼却灰と一緒に処理することができる。原料となる廃棄物の影響でセメント
には約 1％の塩素が含まれているので、用途は鉄筋を使わないコンクリート分野が主流であ
るが、最近では脱塩素技術が進歩し、より通常のセメントに近いものも開発されつつある。
ゼロエミッション型セメントは廃棄物利用を一層進め、原料のほぼ 100％を廃棄物とした
ものである。つまりセメント製造時はもちろんのこと、他産業部門での廃棄物削減に多大
な貢献が期待できる。

【産業 WG 事務局】
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1.4

省エネルギープロセス（産業全体・共通）

省エネルギープロセス
産業全体・共通：省エネ診断・ESCO等の活用、未利用エネルギーの地域での有効活用、産業間連携、工業炉やボイラーの高効率化、蓄エネルギー技術、バイオ・ナノ触媒の利用
等による革新的製造プロセスなどにより省エネルギー化を図る。単純なボイラー燃焼からガスタービンコージュネ等に移行する。

２０００
産業全体・共通

２０３０

高効率燃焼技術

再生燃焼

酸素燃焼

２０５０

２１００

ハイブリッド加熱

工業炉・ボイラーの高効率化
水素燃焼タービンー蒸気発生器
革新的製造プロセス（バイオ・ナノ触媒の利用等）
高効率伝熱・断熱技術
産業用コジェネの高効率化
熱のカスケード利用
高温排熱有効利用
低温排熱有効利用
蓄熱・増熱技術
電動機・ポンプの高効率化
動力回生システム
リチウム電池

新型二次電池、高性能キャパシタ、ＳMEＳ、フライホイール

バイオマス生産・利用促進技術（バイオテクノロジー等の活用）
省エネ診断・ESCOの活用
産業間連携による電気・熱等のユーティリティーの共同利用
未利用エネルギーの地域での有効活用

ここでは鉄鋼、化学、紙パルプ、セメント以外の産業全体に共通する省エネルギープロ
セス技術のロードマップについて解説する。鉄鋼、化学、紙パルプ、セメントに関する省
エネルギープロセス技術については、別の項目で解説する。
すでにある程度実用化もしくはすでに導入されている技術が、少しずつより高効率のプ
ロセスに置き換わっていく場合を赤の実線で示す。開発途上にあるものは青の点線で示し、
赤の実線に変わる時点で実用化段階に至り、導入が始まることを示す。
産業全体に共通する省エネルギープロセス技術には熱を効率的に生み出す燃焼技術、熱
と電力を同時に発生させる事で高効率化を狙うコジェネレーション、熱を何度もカスケー
ド利用することで効率化を図る技術、熱や電力を高効率で貯蔵する事で負荷の平準化を図
る事での高効率化技術等に分類できる。これらの技術は一言で言えばエクセルギーの損失
をできるだけ少なくしてエネルギーを効率的に使う技術である。
燃焼技術
燃焼技術で見ると、現在導入が進みつつある化石燃料をできるだけ高効率で燃焼させよ
うとする高効率燃焼技術から、15 年から 20 年後には再生燃焼へと移行し始める。再生燃焼
とは太陽熱や低レベルのプロセス排熱を利用する水蒸気改質により水素を製造し、これに
より低レベルの熱エネルギーを水素エネルギーに変換する熱化学ヒートポンプであり、エ
ネルギー有効利用効率の飛躍的向上が図れる技術である。その後、より効率の高い酸素燃
焼、ハイブリッド加熱へと移行して行くと考えられる。一方、工業炉・ボイラーの高効率
化は更なる高効率化と導入の進展が進むが、再生燃焼、ハイブリッド加熱への移行に伴い、
化石燃料を単に燃焼させるだけの技術は使われなくなっていく。
コージェネレーション
熱と電力を同時に発生させることで高効率化を狙うコージェネレーション技術は現在で

3 - 11

もすでに実用化されているが、その技術の更なる高効率化の加え、2030 年ごろには水素燃
焼タービンによる高効率発電とその排熱回収による高効率コージェネレーションへの移行
が始まると想定した。
熱のカスケード利用
発生した熱を効率的に使うための熱のカスケード利用は高温の排熱であれば比較的容易
に採用できるが、技術開発による低コスト化によって、低温の排熱もカスケード利用が可
能になる。高効率伝熱・断熱技術による熱ロス削減も高効率化に有効な手段となる。
バイオ・ナノ触媒、電動機・ポンプの高効率化、蓄熱・増熱
熱の使用量削減が可能となるバイオ・ナノ触媒を利用した革新的製造プロセスの開発、
低温の熱であっても有効に利用できるバイオテクノロジーを活用したバイオマス生産・利
用促進技術や動力の使用量削減が可能となる電動機・ポンプの高効率化は比較的早い時期
に実用化レベルに到達するものと考えられている。これらに引き続いて蓄熱・増熱技術、
動力回生システムが実用化されて、エネルギー効率の改善がより進むものと想定した。
電力貯蔵
負荷平準化による稼働率向上を達成することで高効率化を図る技術に蓄熱技術や二次電
池による電力貯蔵技術がある。電力貯蔵技術の高効率化は、すでに実用化されているリチ
ウム電池の大型化、長寿命化、低コスト化によって達成され、その後信頼性向上と大型化
によって電力貯蔵用にも使われるようになる。より高性能の二次電池の開発と導入、より
高性能のキャパシタ、SMES（超電導電力貯蔵システム）やフライホールといった現在開発
中の電力貯蔵技術も 2030 年から 2050 年にかけて実用化レベルに至るものと考えられる。
省エネ診断・ESCO
省エネ診断や ESCO 事業はより広範に行われ、産業界全体の省エネルギーが進むと共に、
前述の熱のカスケードによる高効率化が、単一企業内のカスケード利用のみならず、多く
の産業間に渡る広域カスケード熱利用が始まると想定した。
産業間連携
産業間連携は熱にカスケード利用にとどまらず、熱・電力等のユーティリティーの共同
利用、未利用エネルギーの地域での有効活用等によって大型化、稼働率向上が達成され、
それによる高効率化も比較的早期に実用化レベルに到達するものと考えられている。
【産業 WG 事務局】
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1.5

コプロダクション

コプロダクション（物質・エネルギー併産）
従来、失われていたエクセルギー（有効に取り出しうる仕事量）を、電力あるいは水素として回収し、プロセスの省エネルギーを図る。
共通技術：ガス化技術、それに伴うガス生成技術として重要である膜分離技術等を導入する。さらに、ガスタービンインテグレーション、および、ガスタービン、燃料電池の排熱によ
る加熱方式の開発・導入を行う。最終的には、燃料をまず一旦燃料電池で発電して、その排熱を加熱炉に用いる燃料電池型加熱炉を導入する。
製鉄：2030年ごろまでは、運輸分野へのCOG副生水素供給と、COG顕熱を利用した改質による水素増産の技術を確立する。また、製鉄プロセスによるバイオマスを含む廃棄物の
熱分解ガス化技術などの高効率転換技術を確立する。2030年以降は、ガス化プラントと製鉄関連プロセスとの融合により、バイオマス・廃棄物利用を拡大する。
化学：電力・水素・化学品のコプロダクション等を導入する。
紙・パ：バイオマスおよび廃棄物を導入することにより、黒液ボイラー等をバイオマスガス化、ＩＧＣＣあるいはＩＧＦＣに置き換えることによって高効率に物質・エネルギー併産を行う。

２０００
共通

２０３０

２０５０

２１００

ガス化技術・灰処理技術
CO、水素、その他のガスの低エネルギー負荷分離技術／分離膜（SOx, NOxおよび微量成分分離）
GTインテグレーション
GT、燃料電池排熱による加熱
燃料電池型加熱炉

製鉄

COGからの水素併産
COG改質水素併産
コプロダクション型ガス化発電
石炭・バイオマス・廃棄物の熱分解ガス化化学原料併産

化学

水蒸気改質ガス化

電力・水素・化学品コプロダクション（物質とエネルギーの併産）
燃料電池型反応器
革新的蓄熱増熱技術（産業用ヒートトランスフォーマー、化学蓄熱など）
廃棄物ガス化による電力・水素コプロダクション

セメント

バイオマス利用および古紙からのエネルギー回収技術

紙・パ
（黒液回収ボイラーの性能向上）

水蒸気圧力 7 MPa

12 MPa
バイオマス・黒液ガス化燃焼
バイオマスIGCC

バイオマスIGFC

発電効率 40%

55%

エネルギーは放逸がなければ熱カ学第一法則により保存されるのに対して、エクセルギ
ーは、不可逆な状態変化やエネルギー変換過程で失われ減少する。わが国の一次エネルギ
ーのうち６割以上が無駄になっている。このうち大部分はエクセルギー損失であり、主に
化学エネルギーをエクセルギー率の低い熱エネルギーに変換（燃焼）したためである。
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、
1） エネルギー変換・利用の過程でエクセルギー損失が少なくなるように工夫する
2） 廃熱の有効利用を図るのではなく、廃熱そのものを出さないようにする
3） 低レベルの熱を燃料の燃焼で得るのではなく、ヒートポンプやコジェネを利用するなど
が重要となる。
エクセルギー損失が少なくなるように、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か、燃料としてはエクセルギー率の低い水素に排熱を利用して変
換してこれを燃焼させて得る。以上のような、物質とエネルギーの併産（コプロダグショ
ン）を図ることによって、エネルギーと物質の消費を極力抑える事が可能となる。
物質とエネルギーの併産（コプロダクション）とは失われたエクセルギーを電力あるい
は水素として再生することを意味する。
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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
③廃熱

図1

プロセス廃熱を少なくする
（省エネ）

物質生産（物質転換）部門におけるエネルギー消費

共通
物質とエネルギー（電力）のコプロダクションによるロードマップを線表で示した中に、
各産業に共通する技術として、燃料をガス化することでガスタービン燃料に変換する技術
がある。燃料を燃焼して蒸気を発生させ電力に変換する場合エクセルギー損失は極めて大
きく、変換効率は低くなってしまう。そこで、燃料をガス化することで水素を含むガスを
発生させ、その一部をガスタービン燃料として電力を発生させ、同時に水素を分離回収す
るコプロダクションを行うことで変換効率低下を防ぐ技術である。
ガス化反応時に生成する灰はタービンブレードを磨耗させてしまうため、灰処理技術の
開発が必要となる。これが解決すれば、ガスタービンと排熱回収をインテグレートした発
電と熱および水素等の物資の併産が可能となる。低エネルギーで水素や CO、あるいは SOx、
NOx および微量成分等を分離できれば、システム全体の効率向上につながる。
鉄鋼
鉄鋼分野では COG（コークス炉ガス）を燃料として燃焼するだけでなく、ＣＯＧから水素
を分離することでエクセルギー損失を少なくできる。水素分離だけで無く、改質反応によ
る水素の増産技術へと移行し、長期的には石炭、バイオマスから熱分解ガス化によって水
素を製造する技術へと移行する事で、エクセルギー損失を最少とする。併産する水素から
化学品へ変換すれば化学分野との境界が融合する事になる。
化学
化学分野では、化学品とエネルギーのコプロダクション化を目指して、熱化学ヒートト
ランスフォーマー技術およびエネルギーインテグレーションを駆使したプロセス設計創生
手法を開発し、エクセルギー損失の最小化を図る。ガスタービン排熱利用は共通技術と同
様、電力と熱のコプロダクション化によるエクセルギー損失の最小化であり、すでに一部
では導入され始めている。産業用ヒートトランスフォーマー、化学蓄熱などの革新的蓄熱
増熱技術や燃料電池と電気化学反応を組み合わせた選択酸化反応装置の導入は産業間連携
による複数企業間での排熱のカスケード利用より遅れて導入されていく。
セメント
セメント分野では、廃棄物の燃料としての単なる燃焼から、廃棄物ガス化による電力・
水素コプロダクションによるエクセルギー損失の最小化へ移行する。
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紙・パルプ
紙・パルプ分野では黒液ボイラーの性能向上により発生蒸気圧力の高圧化することでの
効率向上から黒液のガス化による電力・水素コプロダクションによるエクセルギー損失の
最小化へ移行する。それに先立って、産業間連携による複数企業間での排熱のカスケード
利用による効率化、古紙からのエネルギー回収技術が導入される。さらに、黒液の IGCC か
らバイオマスの IGCC や IGFC の導入により更なるエクセルギー損失の最小化へと向かう。
【産業 WG 事務局】
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2.1

物質エネルギー再生（共通）

物質エネルギーの再生『上手につかう』

製品中に保存された物質エネルギーを物質として再生、あるいはエネルギーとして 物質ｴﾈﾙｷﾞｰ再生率＝ （物質再生された物質の有するｴﾈﾙｷﾞｰ 量）＋（ｴﾈﾙｷﾞｰ 再生された量）
（製品中に保存された物質ｴﾈﾙｷﾞｰ量）
再生する。例えば、化学品をガス化して合成する技術体系や廃棄物を原料化する技
術が求められる。
共通技術：産業間連携、あるいはマテリアル・カスケード・マネージメント、エコマテリアル化技術等を導入する。

２０００

２０３０

２０５０

２１００

産業間連携

共通
マテリアル・カスケード・マネージメント
エコマテリアル化

ロードマップの考え方
素材産業では製品を製造する過程で原料にエネルギーを投入することによりエネルギー
レベルの高い製品へと転換している。つまり、製品には物質とエネルギーが保存されてい
るが、利用する過程で劣質化する。劣質化した製品を廃棄するのではなく、劣質化した製
品（廃棄物）を物質再生させるには、不純物の分離・精製にエネルギーを必要とする。こ
の場合のエネルギーは生産エネルギーより少ない場合が多い（図１参照）
。原料資源と生産
エネルギーの消費を抑制するために、物質再生とそれに必要なエネルギーの低減を図り、
物質再生を拡大することが重要となる。また、物質再生を行わない廃棄物は物質の持つエ
ネルギーを回収（エネルギー再生）することが重要となる。
エネルギー

物質再生

物質転換

原料資源

エネルギー再生

製品

廃棄物

エネルギー

図1

廃棄

エネルギー

物質エネルギー再生の概念

製鉄、化学、紙パルプ、セメントといったエネルギー他消費型産業においては、物質・
エネルギー再生が広く行われて効果をあげている。それ以外の産業では製品のエコマテリ
アル化により環境負荷を軽減しつつリサイクル性の高い製品を製造する技術が挙げられ、
導入が始まりつつある。素材産業以外ではエネルギーとしての量が比較的小さくなるため
に、エネルギー再生より物質再生つまりエネルギー節約型のリサイクルが中心となる。
引き続いて、現状では廃棄物となっている副生品を産業間連携により他の産業の原料と
して有効活用することが導入されていく。多産業の情報がなかなか公開されない現状を乗
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り越えれば、双方にメリットのある産業間連携効果を構築できる。
製品をカスケード的にリサイクルする仕組みを構築することでマテリアル・カスケー
ド・マネジメントが可能となるが、その導入には多少時間がかかる。
技術の特徴
産業間連携による物質・エネルギー再生は産業間、企業間の情報の共有が難しく、利害
の調整が困難なためこれまでほとんど導入されていないが、導入されればその効果は大き
い。特に、廃棄物として処分されている副生品を他の産業で物質再生することのメリット
は極めて大きい。
近年、カスケード利用による省エネがさかんに行われるようになってきた。熱と同様に
物質をカスケード的に繰り返し利用する仕組みであるマテリアル・カスケード・マネジメ
ントはこれからの技術であり、素材産業以外の産業において物質・エネルギー再生を行う
上で重要な技術である。
エコマテリアル化とは（独）物質・材料研究機構の定義（http://www.nims.go.jp/
ecomaterial/J/Welcome.htm）によれば「材料をより少ない環境負荷で製造・使用し、リサ
イクル性を付与しつつ、使用時の効用を大きくしていく」ことであり、製品の効用を維持
しつつ、少ないエネルギーで物質再生が可能な製品を少ないエネルギーで製作することと
同じである。
【産業 WG 事務局】
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2.2

物質エネルギー再生（製鉄）

物質エネルギーの再生『上手につかう』
製鉄：従来からのスクラップの利用に加え､廃棄物の鉄鋼プロセスによるエネルギー利用、物質再生の拡大、スラグ等副産物の利用拡大を図る。

２０００
製鉄

２０３０

スクラップの利用（物質再生）

２０５０

新製鋼プロセスフォーラムの適用

廃棄物のプロセス利用（エネルギー・物質再生）
副産物の利用再生（スラグ、ダスト）

２１００
微量成分分離・再資源化技術

廃プラ・廃タイヤ・バイオマスの製鉄プロセス利用、非在来型化石燃料・劣質原料利用

スラグ利用技術の拡大

ダストの鉄源回生

鉄鋼プロセスは、鉄鉱石を主原料とする高炉－転炉法と、鉄スクラップを主原料とする
電気炉法に大別される。現在の国内粗鋼生産に占める転炉鋼と電炉鋼の比率は 7 対 3 程度
で推移している。生産される鉄鋼製品は、厚板、鋼管、薄板、表面処理鋼板、線材､形鋼な
ど多岐にわたっており、約 35％強が鋼材として、約 23％が自動車などの製品として輸出さ
れている。鉄鉱石に対してスクラップ利用の比率が上がると、銅、亜鉛、すずなどの微量
成分の蓄積が進み、品質低下をもたらす。環境調和型金属系素材回生利用のための基盤技
術の研究を目的とした｢新製鋼プロセス・フォーラム｣の中で鉄スクラップの利用比率を高
める新しい製鋼技術の研究も進められており、今世紀半ばには生産過程への導入が図られ
よう。さらに、今世紀後半には微量成分分離技術と分離した成分の資源化技術が必要とな
ろう。
高炉やコークス炉は、高温・還元雰囲気など反応炉や分解炉としての優れた条件をそろ
えており、廃プラスチック等の廃棄物のリサイクルに適している。加えて廃プラ等の熱分
解によって発生したガスや炭化水素油、コークスもすべて既存のプロセスで高効率に利用
することができるため、極めて高い物質・エネルギー利用効率を得ることができる。今後
は廃プラスチックに加えて、廃タイヤ、バイオマスなど、様々な廃棄物の活用による一次
投入エネルギーの削減がさらに進められると考えられる。図１にコークス炉における廃プ
ラスチック再資源化の概要を示す。今世紀後半以降には、非在来型化石燃料や劣質原料が
積極的に利用されることになろう。
プラスチック成型体

コークス炉での乾留工程

プラスチック分解生成物

最終利用形態

4 0％
コークス炉ガス

既存発電所で高効率発電
水素供給

4 0％
炭化水素油

プラスチック原料・塗料原料等
として再利用

20％
コークス

高炉還元材として原料炭代替

コークス炉：炭化室と加熱室が交互に並ぶ
炭化室内の原料炭とプラスチックは空気を遮断
された状態で加熱室側から間接加熱されること
により、揮発成分（ガス・油等）を完全に分離さ
れ強固なコークスとなる

図１

コークス炉での廃プラスチック有効利用の概要
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鉄鋼をはじめわが国の産業の多くはすでに省エネルギーを徹底しており、単独での更な
る効率改善は極めて困難状況にある。近年取り組みが本格化してきた産業間連携は、異な
る事業者同士が連携してエネルギーや副産物を利用しあい、コンビナート大での総合効率
を改善しようとするものである。また鉄鋼業が取り組んでいる廃プラスチックの有効利用
や、将来期待される副生水素の供給は、民生・運輸部門とセクターを越えて物質やエネル
ギーを供給しあい、総合効率を高めようとする取り組みである。副産物であるスラグやダ
ストも、処理設備を経てスラグは骨材、断熱材やセメント原料に、また、ダストは還元鉄
を回収するだけではなく、亜鉛回収も同時に行われ他産業分野で利用される。このように
セクターを越えたクロスバウンダリーの取り組みはトータルのエネルギー効率、物質利用
効率の改善につながるものであり、今後さらに重要性を増すものと考えられる。図２に鉄
鋼業におけるクロスバウンダリーの取り組みの概要を示す。製鉄所の境界をはさんで、鉄
鋼生産のための原材料や鉄鋼製品以外の様々な物質やエネルギーが出入りしていることが
わかる。
【産業 WG 事務局】
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鉄鋼業におけるクロスバウンダリーの取り組み
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2.3

物質エネルギー再生（化学）

物質エネルギーの再生『上手につかう』
化学：非在来型化石燃料、劣質原料、廃棄物、バイオマス等をガス化炉に導入し再資源化を図る。物質エネルギー再生率として2030年で50％、2050年で60％、2100年で80％を想
定している。それに繋げるまで化学品の３Ｒ技術で物質エネルギー再生の基礎とする。他の重要な技術としては、バイオマスの有効活用がある。

２０００

２０３０

２０５０

２１００

60％

80％

化学
物質エネルギー再生率
50％
(サステイナブル・カーボンサイクル化学体系（SC３）)
（化学品の３Ｒ）
化学品の物質再生・ガス化・再資源化技術
非在来型化石燃料・劣質原料・廃棄物・バイオマスガス化
微量成分除去、分離・回収、再資源化技術
バイオマスからの抽出・分離（バイオマスリファイナリー）
バイオマスコンビナート

化学産業の原料は石油を中心とした安価な化石資源が使われてきたが、化石資源が枯渇
する（石炭以外）2100 年においても、これまでと同様に、安価な原料が選択されるであろ
う。最終的にはバイオマスを中心とした再生可能資源をガス化して、その合成ガス（CO、
H2）から基幹原料オレフィンを製造するサスティナブル・カーボンサイクル化学体系（SC3
化学）を中心に、既存の合成ルートを活用するのが望ましいと思われる。そこに至る過程
では、３Ｒ（Reduce：減量化、Reuse：再利用、Recycle：リサイクル）を推進しつつ、劣
質原料、廃棄物等を資源として利用する必要がある。
循環型社会を構築するために現在、３Ｒが
各業界において積極的に取り組まれている。
確かに、リサイクルは循環型社会構築の鍵で
あるが、化学製品のリサイクルは金属材料の

表１ リサイクル手法の分類
定義１
マテリアル
リサイクル
（狭義）

ようには簡単ではない。プラスチックを例に
あげると、高機能化のために添加剤が添加さ
れており、元の製品に戻すことは非常に困難
である。また、資源の回収、分離、再加工な
どの工程で新たなエネルギーが必要である
こと、品質の劣化が起こることなど種々の問

ケミカル
リサイクル

サーマル
リサイクル
（狭義）

リサイクル手法
プラスチック原材料化
（プラスチック製品から
プラスチック製品へ）
モノマー化
高炉還元
コークス炉化学原料化
ガス化・
油化

定義２

マテリアル
リサイクル
（広義）

石油化学原料
燃料

セメントキルン
ごみ発電など
RDF（固形燃料化）

サーマル
リサイクル
（広義）

題を孕んでいる。さらに、廃棄物処理時に有害物質を発生するなどの危険性もある。
化学産業の観点からこのリサイクルを眺めると、表１のようにさらに、マテリアルリサ
イクル、ケミカルリサイクルおよびサーマルリサイクルに分類することができる。この分
類にしたがって、現状のプラスチックの流れを示すと、図１のようになる。いわゆる廃棄
物はそのまま再利用されるか、もしくはモノマーに分解されて再重合されるかプラスチッ
クのまま再成型される。また、リサイクルが不経済の場合には、焼却によりエネルギーに
変換される。
現在、廃プラスチックの総排出量は一般廃棄物、産業廃棄物を合わせて 2002 年度で 990
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ケミカルリサイクル
マテリアルリサイクル
リユース

原油

熱分解

プラス
チック

モノマー

製品

廃棄物

エネルギー

サーマルリサイクル

従来技術

図１ 従来技術によるリサイクル
物質エネルギー再生
石炭
バイオマス
重質油

ガス化

エネルギー

ガスタービン
燃料電池

合成ガス
(CO,H2)

モノマー

プラス
チック

製品

廃棄物

排熱

新技術： 物質・エネルギー再生

図２

物質エネルギー再生

万ｔであり、この中、広義のサーマルリサイクルとして 542 万 t5（55％）が有効利用され
ているに過ぎない。逆に言えば、まだ約 50％の廃プラスチックが未利用であり、マテリア
ルリサイクルおよびケミカルリサイクルとして利用することが可能である。2100 年には原
油や天然ガスが枯渇する中で、生産とリサイクル処理に伴う CO2 排出量を大幅に削減する
ことが求められるが、上述した従来技術では、廃棄物の量は減るものの、原料面の制約を
根本的に解決することができない。
化学産業では、原料の 60％のエネルギーが物質中に保存され、30％がエクセルギー損失
となり、廃熱は約 10％である。このため、大幅にエネルギー消費を低減するには、60％を
占める物質中に保存された物質エネルギーを再生し利用する仕組みが欠かせない。したが
って、資源制約と CO2 排出量削減に対応するためには、まず廃棄物をほとんどゼロにする
システムが求められる。次いで、廃棄物をガス化し、製造された合成ガス（CO と H2）から
プラスチック等の原料を合成し製品を製造する、物質エネルギー再生（図２）が重要とな
る。
この概念を定量的に説明したものが図３である。(1)に示すように現行石油化学プロセス
では、投入エネルギー100 の中約 60 が物質中に保存され、30 がエクセルギー損失、10 が廃
熱となる。しかし、プロセス改善による省エネでエクセルギー損失と廃熱量を減らすこと
が可能である。例えば、(1)におけるエクセルギー損失と廃熱量を 2/3 に減らすことができ
ると、製品を 60 のままとすると、(2)に示すように原料を 100 から 87 に減らすことができ
る。さらに、コプロダクションの導入により、エクセルギー損失を減らし電力・水素に再
生することが可能である。(3)はコプロダクションによって、エクセルギー損失のうち 1/3

5

この中、152 万ｔ（15％）が広義のマテリアルリサイクルである。
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を回生して、電力・水素が 7 だけ生産されたとして図示している。化学産業では、このよ
うに省エネおよびコプロダクションを推進しても、
製品 60 のために原料が 87 必要となる。
そこで省エネルギーを極限まで進めるために物質・エネルギー再生の概念を導入し、物質
中に保存されたエネルギー60 のうちの 80%、すなわち 48 を、原料にリサイクルすることが
できると仮定すると、(4)に示すように、原料を 39 まで低減することが可能となる。
(1) 現行石油化学プロセス

(3) コプロダクション 33%
7 電力・水素で回生

100

熱分解

合成
プロセス

60 物質中に保存
30 エクセルギー損失

87

SC3

60 物質中に保存

合成
プロセス

13 エクセルギー損失

7 廃熱
ｴｸｾﾙｷﾞｰ損失（20%） x 1/3 = 7%を電力・水素で回生

10 廃熱

(2) プロセスの省エネ 33%減

(4) 物質エネルギー再生 80%
48 物質ｴﾈﾙｷﾞｰ
7 電力・水素で回生
として再生

87

SC3

合成
プロセス

60 物質中に保存
20 エクセルギー損失

廃棄物・バイオマス
39 (32)

化学品
60

図３

合成
プロセス

60 物質中に保存
13 エクセルギー損失

7 廃熱
物質中に保存（60%） x 0.8 = 48%を物質ｴﾈﾙｷﾞｰ再生

7 廃熱
40%（ｴｸｾﾙｷﾞｰ損失＋排熱） x 2/3 = 27%

ナフサ
100

SC3

39

化学品
60
電力・水素
7 (0)

化学産業の物質再生モデル

上記の物質再生モデルに沿ったものとして、以下に、先端的な開発事例を紹介する。
①帝人ファイバー（株）では使用済み PET ボトルを化学的にポリエステル原料に戻し、再
び PET ボトル用樹脂として再生している（図４）
。

図４

廃 PET ボトルからの原料へのリサイクル

http://www.teijinfiber.com/sozai/annaiaisatu.html

②荏原製作所と宇部興産は共同で、塩ビを含む廃プラスチックを熱分解することにより
水素を生成し、アンモニアの原料として利用する加圧 2 段式ガス化方式（EUP システム）
を開発している。加圧 2 段ガス化方式とは、図５に示すように、処理する廃棄物の量
に応じて炉内に一定の圧力をかけて温度を調節しながら、低温ガス化炉と高温ガス化
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図５

廃プラスチックのガス化による原料化

http://www.pvc.or.jp/pvc/data/32-05.html

炉を使って効率的にごみを熱分解する技術である。
最後に、化学産業の究極の理想系と考えられているバイオマスリファイナリー（バイオ
マスコンビナート）について若干言及する。
化学産業は化成品のみでなくほとんどすべての産業分野に素材、製品を提供し、生活用
品製造から情報・通信・交通関連の応用技術まで、基盤技術として現代物質文明を支えて
いる。しかし、近年石油等の化石資源の枯渇、化学物質による環境汚染や人体影響、廃棄
物等の問題が深刻になりつつある。このような問題の解決とその後の環境創造に向けて化
学の果たすべき役割は大きい。そのためには、グリーンケミストリー型産業の育成と、化
学物質の完全管理と削減のためのケミカルマネジメントの取り組みが最重点課題になると
認識されている。
このような背景の下に、バイオマスリファイナリー構想は、1)再生可能資源の活用（CO2
排出削減）、2)原料ソースの多角化（中東への依存体質からの脱却、枯渇性資源からの転換）
を目的に、①海外の豊富なバイオマス資源（蔗糖、澱粉）を原料に、②化学産業の基幹原
料であるエチレン・プロピレンを、③大規模（100 万トン）に生産することを目指している。
図６にバイオマスリファイナリーの概念を、図７にバイオマスリファイナリー構想を示す。
このバイオマスリファイナリー構想は、冒頭で述べた見解（2100 年の化学産業はバイオマ
スを中心とした再生可能資源をガス化して、その合成ガスから基幹原料オレフィンを製造
するサスティナブル・カーボンサイクル化学体系を中心に、既存の合成ルートを活用する
のが望ましい）に符号するものである。
【産業 WG 事務局】
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図６

石油リファイナリーからバイオリファイナリーへ

NEDO 報告書「バイオリファイナリーの研究・技術動向調査」（2005 年 7 月）

図７

バイオマスリファイナリー構想

（財）化学技術戦略推進機構、JCII NEWS、第 76 号（2004 年 7 月）
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2.4

物質エネルギー再生（セメント）

物質エネルギーの再生『上手につかう』
セメント：重金属の回収あるいは再資源化技術、廃棄物の燃料化技術が重要となる。最終的には化石エネルギーを全く使わずにセメントを廃棄物エネルギーだけで製造する。

２０００
セメント

２０３０

２０５０

２１００

高効率脱塩技術
重金属回収・再資源化技術
廃棄物の100%原材料化

廃棄物の原材料化
廃棄物・バイオマスの燃料化

ゼロ化石エネルギー

新規加熱方式、伝熱技術の導入（誘導加熱、水素燃焼炉、水素燃焼タービン等） →水素併産

セメント産業で
は、他産業で発生
した廃タイヤや石
炭灰等の廃棄物・
副産物を原料・エ
ネルギー・製品の
一部として積極的
に活用6しており、
2003 年 度 に は 約
2,800 万トンに及
ぶ大量の廃棄物等
を安全にセメント
生産に有効利用し、

図１ セメント生産量と廃棄物処理量
（産業構造審議会・総合資源エネルギー調査会資料）

最終処分場への負担軽減におおいに貢献している。
最終廃棄物処分場余命が深刻化する中、セメント産業における更なる廃棄物等受入量の
拡大、種類の多様化は社会的要請となっているが、廃棄物等に含まれる塩素濃度等の制約
からその受入量は限界に近づいてきているのも事実である。しかし、2100 年に至るセメン
ト生産のロードマップでも触れたように、セメント産業は地球温暖化対策上および資源制
約をクリアすべく、廃棄物を利用したエコセメント（原料の 50％以上を廃棄物利用）の生
産拡大を図りつつ、最終的には原料の 100％を廃棄物等の再生資源とするビジョンを描いて
いる。したがって、製造工程の安定化7とセメントの品質確保のため、廃棄物等の原料化に
際しては、例えば、塩素や重金属の分離や無害化処理が必要となる。

6

7

セメント産業が産業廃棄物の有効利用を図れる理由は、第一にセメントを構成する化学成
分が CaO、SiO2、Al2O3、Fe2O3 の 4 成分で、廃棄物をはじめ多くの物質の無機成分とし
て含まれていることによる。第二にはセメントには鉄鋼などのようにごく微量で品質に
著しく悪影響を与える成分が少ないことによる。また、セメントは年間 6000 万トンと大
量生産されているので、廃棄物を大量に利用できることも有利な点である。
塩素は揮発性が高く、キルンとプレヒータ最下段サイクロンにて循環濃縮され、その濃縮
率は非常に高い上、各所で低融点化合物のコーチングを形成し、サイクロン閉塞等の重
大トラブルの原因となる。
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このため、2010 年においてセメント 1 トン当たりの廃棄物等利用量 400 kg（図 1 の 2003
年では 375 kg）を実現することを目標に、現在セメント産業において多種・多量な廃棄物
等の受入にあたり品質管理上問題となっている塩素、重金属等の回収・利用に係るシステ
ムの開発が行われている。具体的には、塩ビ混入廃プラや都市ゴミ焼却灰等の高塩素含有
廃棄物を受け入れ、セメント JIS 規格上8の含有塩素上限量をクリアするため、セメント製
造工程における塩素の抽出技術および抽出した塩素や重金属の分離回収・精製・無害化処
理技術が開発されている。
塩素除去技術のひとつとして図２に示すような塩素バイパスシステムが実用化されてい
る。排ガス中の塩素濃縮率が高いロータリーキルン尻立ち上がりにプローブを設置し、こ
のプローブより抽出したガスを瞬時に冷風で冷却することにより塩素は微粒子の塩化カリ
ウムとして凝固する。塩素含有率の低い粗い原料ダストはサイクロンにて集塵し系内に循
環し、塩素濃度の高い微粒ダストのみ系外に排出する。

図２

塩素バイパスシステム
【産業 WG 事務局】

8

セメント産業が循環型社会構築の一翼を担い、廃棄物利用を促進するため、2003 年 11 月
に JIS 規格が改正され、普通ポルトランドセメントの塩化物イオンの規格値が従来の
0.02％以下から 0.035％以下へ緩和された。
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2.5

物質エネルギー再生（紙・パ）

物質エネルギーの再生『上手につかう』
紙・パ：現在の紙のリサイクル率60％は運用等の課題を解決しながら75％程度まで向上させ、木材チップの消費を現状の水準で維持しつつ紙の需要を賄う。単位面積あたりの木
材収量を増やすため、優良遺伝子の探索や遺伝子工学等のバイオテクノロジーの活用が期待される。

２０００

２０３０

２０５０

２１００

65％
20％

70％
20％

75％
20％

紙・パ
紙のリサイクル率 57％
エネルギー再生率 10％

クラフトパルプの高収率化技術

収率 50％

55％

60％

高成長・高繊維素含有樹木遺伝子の探索開発
バイオテクノロジーによるバイオマス生産の高効率化 （耐塩・耐干害・耐病虫害性樹木の開発等)
低質古紙回収製紙原料化ＲＰＦ利用・バイオマス資源の確保
古紙再生填料の開発普及

ロードマップの考え方
紙パルプ業界ではすでに物質・エネルギー再生が広く行われている。製品の 60％を再資
源化し、３回程度循環利用され、循環型社会の実現に近づいている。投入チップの約 50％
は黒液に、残りの 50％はパルプとなって製紙原料となる。黒液は燃料として生産工程に必
要な蒸気あるいは電力に転換させて利用しているが、黒液由来のエネルギーだけでは不足
するので、化石燃料（重油・石炭）を追加投入している（図 1）
。

重油、石炭
その他
12 MJ/t

ボイラー・ST
コジェネ
直接加熱・その他

18 MJ/t

黒液
6 MJ/t

国産チップ 20
輸入チップ 53

パルプ工場

16 MJ/t
0.8 MJ/t
1.4 MJ/t

電力
熱

40

製紙工場
用紙
板紙

廃熱
5 MJ/t

3 MJ/t
10 MJ/t

100

60
40

廃棄

30
輸出

10

購入電力
0.7 MJ/t

図１

古紙 60

紙・パ産業における現状の物質・エネルギーバランス

この循環型社会システムをより押し進め、物質・エネルギー再生率を向上させていくロ
ードマップを構築した。2100 年には紙のリサイクル率 75％、エネルギー再生率 20％とする
ことを目標とし、その過程でもマイルストーンと、達成していくための具体的方策をロー
ドマップに示してある。
2100 年でのエネルギーバランスは図２に示すようになる。
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電力
熱

廃棄物系バイオマス
木質バイオマス

2.4 MJ/t
0 MJ/t

エネルギー再生

バイオマスIGCC/IGF
8.1 MJ/t
電力 55％
4.5 MJ/t
熱
30％
2.4 MJ/t

6.0 MJ/t

12.5
2.1 MJ/t

12.5
2.1 MJ/t

黒液

25

電力
熱

4.0 MJ/t

2.1 MJ/t
2.4 MJ/t

パルプ

25

チップ

50

パルプ工場

廃棄

100

12.5

製紙工場

7.9 MJ/t

セメント用燃料

物質再生 75

図２

エネルギー産業と連携・融合した紙・パ産業

これは物質・エネルギー再生のみで達成するのではなく、省エネやコプロダクションと
あわせて達成していく目標で、そのうち物質再生に関するロードマップが示されている。
紙パ産業では、エネルギー再生をコプロダクションとの組み合わせで行うので、紙パ産業
におけるエネルギー再生についてはコプロダクションの項を参照されたい。
チップからパルプへの収率、すなわちクラフトパルプの収率向上を達成するために、高
成長・高繊維素含有樹木遺伝子の探査開発と導入が望まれる。資源制約から逃れるために、
バイオテクノロジーによるバイオマス生産の高効率化 （耐塩・耐干害・耐病虫害性樹木の
開発等)の開発と導入も必要である。これらはすでに着手されているが導入にはかなりの時
間がかかるものと考えられている。
物質再生技術としては低質古紙回収製紙原料化、ＲＰＦ利用があり、古紙再生填料の開
発普及も重要である。資源確保の意味でバイオマス資源の確保もすぐに着手すべき課題と
なっている。
技術の課題
植林面積には限りがあるためチップの生産量には限りがあり、原料の取り合いになるの
は明白である。また、100 年という時間は木を植えて収穫するという時間から見て短い。こ
のため、10 年で収穫できる技術、すなわちクローン技術に期待するところ大である。この
ため、遺伝子操作へのアレルギーを克服することも課題のひとつとなっている。
安い牧草地を買って海外で植林を実施しているが水の確保が課題となっており、耐干害
樹木開発のニーズは大きい。さらに、植林面積の拡大のための耐塩・耐干害樹木の開発に
よる植林面積、耐病虫害性樹木の開発等によるバイオマス生産の高効率化も資源確保のた
めには有効である。
古紙再生填料の開発とは、ペーパースラッジを燃料として使用した灰分を無機分（サイ
ジング材）としてのリサイクルした場合、紙が完全に白くならないという開発課題に対応
するために実施され始めたところである。
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3.1

素材・部材の高性能・高機能化、製品の省素材化

素材・部材の高性能・高機能化
産業分野は各分野における技術革新のシーズを提供しており、このため、製品の高機能化は重要な課題である。国際競争力維持向上の観点からも重点的かつ継続的に取り組む
必要がある。
製鉄：高張力鋼、高機能性電磁鋼板等の性能向上を図る。超長期的には現在の性能を大きく革新する新機能材料を開発する。
化学：高機能・高強度プラスチック等を導入する。一般的にコモディティ分野といわれる基礎化学品・基礎素材から、スペシャルティ分野である高機能物質、機能材料、部材・デバ
イスへ移行し、高度部材産業が化学の中心になる。
セメント：軽量セメントや超高強度セメント等を導入する。
紙・パ：紙はかなり軽量化が進んでいるため、高機能化が中心となる。

２０３０

２０００
製鉄

２０５０

２１００

高張力鋼（鋼材削減・自動車軽量化)、革新的構造材料、溶接材料等
現行プロセスによる製品性能向上
電磁鋼板（モーター・発電機・トランス効率改善）
次世代型機能性材料
次世代プロセスによる新機能製品・代替材料・複合材料

化学

高機能・高性能プラスチック
超高強度化・軽量化・高機能化

セメント
紙・パ

紙の不透明化、質感増加、高機能化

製品の省素材化
製品の集積（モジュール）化、小型化により省素材化を推進する。

２０３０

２０００

２０５０

２１００

製品の集積（モジュール）化、小型化

製造業にとって製品の性能は競争力の源泉である。天然資源に乏しいわが国が将来にわ
たって国力を維持するためには、産業の国際競争力の向上は必須である。また、将来に向
けてエネルギー資源の有効利用、環境制約への対応を各セクターが実現するためにも、産
業部門は性能の優れた製品を供給する責任を負っている。そこで、素材の高性能・高機能
化が製品の省エネに果たす役割を、主として鉄鋼製品を例に考える。
図１は LCA 的観点から、鋼材の高機能化要素と製品の省エネ化の関係を整理したものであ
る。鉄鋼製品の高機能化としては高張力鋼による強度化、耐食性の向上、耐熱性の向上、
電磁特性の向上、加工度の向上などがあり、この高機能化鋼材を使用することにより製品
は軽量化、超寿命化、エネルギー効率の向上を図ることが可能になり、結果として、省エ
ネルギーを実現することができる。
鉄鋼製品の高機能化

鋼材利用製品の機能向上

エネルギー消費量変化

Ａ．高張力鋼による強度化

Ａ．軽量化

①使用時の消費エネルギー節減

Ｂ．耐食性向上

Ｂ．長寿命化
（耐食・耐候性）

②輸送時の消費エネルギー節減

Ｃ．耐熱性向上

Ｄ．電磁特性

③製造する鋼材節減による消費
エネルギー削減
Ｃ．エネルギー効率向上

Ｅ．加工度向上

図１

④需要家の加工時の消費
エネルギー節減

高機能化鋼材を用いた製品の省エネルギーへの影響の考え方
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次に、自動車産業におけ
る高機能化鋼材の効用を考

表１

燃費改善のための手法（省エネルギー技術戦略検討会）

対 象

えてみる。表１は自動車の
燃費改善に寄与する要素を

手 法
新方式エンジン

エンジン制御の最適化

□空燃比・点火時期制御の高精度化
□減速時の燃料カット
□吸気系，弁リフト・タイミングの可変化
○アイドリングストップ

ポンプ損失の低減

□４パルプ化
○可変気筒数機構（燃焼改善）

低フリクション化

□摺動部の潤滑特性の改善
□運動部の軽量化

自動変速機の改善

◎無段変速機（ＣＶＴ）
□電子制御化，ロックアップ機構，多段化

軽量化

◎高張力鋼，軽合金，プラスティクスの利用

転がり抵抗の低減

○低転がり抵抗タイヤの利用

空気抵抗の低減

◎車体形状の改善，表面の平滑化

まとめたものであり、エン
ジン改良や走行抵抗を軽減

エンジン

するトライボロジー技術 9
による大きな省エネ効果が
得られるのはもちろんであ
るが、車体そのものを軽量
化することで大きな省エネ
ルギーを実現することが可
能である。

駆動・伝達系

車体

要 素 技 術
○希薄燃焼ガソリンエンジン
◎筒内噴射ガソリンエンジン
◎ハイブリッド化
◎ミラーサイクルエンジン

燃費改善効果（概略値） ◎：10%以上 ○：5～10% □：5%以下

実際に即して考えると、
車両重量と燃費の関係は図
２の通りで、平均的な車両
重量（1,300 kg 付近）の場
合、10％軽量化することで
1.3 km/L の燃費が改善され
る。すなわち、車両重量を
100kg 減 少 さ せ れ ば 約 1
km/L 燃費が改善する。
車体の軽量化技術に関し
ては、高張力鋼、アルミニ
ウム系、カーボン系および
プラスチックの複合材料を
用いた軽量化技術が重要で
ある。

図２ 車両重量と燃費の関係

①高張力鋼
高張力鋼板（ハイテン、High Tensile Strength Steel Sheets）は既存の鋼板に比べて、
より薄い板厚で車両強度を維持できることから、車両の軽量化と耐衝撃性の向上に大きな
効果をもたらす。ハイテンは一般の鉄に加えられる炭素の他にニッケルやシリコン、マン
ガンなどを加え、さらに冷却工程で急速に冷却するなどして強度を高めた特殊鋼である。
従来の鉄鋼は 1 平方ミリメートルあたり 30 キロ未満の力しか耐えられないが、ハイテンは
50 キロ以上、中には 100 キロ以上の力に耐えられるものも開発されている。
ハイテンが使われる自動車部品は、センターピラーやドアインパクトビームといった対
衝突性を高める部材からサスペンション関連、シート、バンパーのリンクホースなど多岐

9

トライボロジーは摩擦、磨耗、潤滑に関わる工学を指し、これらの改善によりメカニズム
の損失低減を図る。
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に及んでいる。自動車用
8

50

鋼板の中、ハイテンは
1999 年では 20％だった
が、2002 年には 57％、
さらに 2005 年には米国
で安全基準が引き上げ
られるため、70％がハイ
テンに置き換わるだろ

軽
量
化
6 ・
燃
費
改
善
4 比
率

軽量化比率
ハ
イ 40
テ
ン
比
ハイテン比率
率
30
%

うと見られている。

%

②電磁鋼板

燃費改善比率
20

電磁鋼板は発電機、変
圧器および電気機器の
鉄心として用いられる

1990

1995

2000

2005
2010
推定値

2

図３ 高張力鋼板による自動車軽量効果

もので現代社会に欠く

ことができない材料である。特に運輸部門では、省エネ対策としてハイブリッド車への期
待が高いが、ハイブリッドカーのモーターへの要件としては主に２つ挙げられる。
第１に、限られた電池で長い距離を走行するために電力損失を抑えるとともに、減速時
に発生するエネルギー（回生エネルギー）を効率的に電気変換すること。電磁鋼板の中を
磁気が通るとき、板の結晶方向にバラツキがあるとそれが抵抗となって発熱（鉄損）する。
鉄損は利用できないエネルギーであり電力損失につながるため、板の結晶の方向を適切に
して磁気を無理なく通す、鉄損の小さい電磁鋼板が求められる。第２に、高い出力（トル
ク）を発揮できること。
電磁鋼板は磁気を通し
やすいので、狭い通路

電気モーターの心臓部
として、省エネ・高出
力を可能にする電磁鋼
板の果たす役割は非常
に大きい。

-0 .5

省エ ネ効果（ 軽量化効果）
省エ ネ効果（ 鉄損向上）

-200

-1

鉄損値
変圧器の寿命： 3 0 年と仮定した計算値

-300

-1 .5

図４ 電磁鋼板性能改善による損失低減効果
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2000

リッド車では減速時に

100
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このように、ハイブ

1

磁区制御材
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ができる。

200
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化や小型化を図ること
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度）、モーターの高出力
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高配向性

1960

ことができ（高磁束密

300
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でも多くの磁気を通す

③高機能・高性能プラスチック10
今後の自動車の軽量化は、構
成材料の中で最も比重が大きく、
かつ自動車の大部分を構成する
鋼板の高張力化による減量の寄
与による部分も大きいが、リサイ
クル性等まで考慮すればアルミ
ニウム化と樹脂化によってもた
らされる可能性が高い。一般にア
ルミニウムと樹脂でボディを造
ることで、鋼板製ボディよりも約
40％程度軽量化できると言われ
ている。図５は自動車への合成
樹脂使用量推移を示したもので
あるが、
合成樹脂は着々と増加傾
向にあるのが見て取れる。
樹脂材料はアルミニウムを含
め金属よりも比重が小さいため

図５ 自動車への合成樹脂使用量

に軽量化の効果は大きい。樹脂化
による軽量化のスピードはアルミニウムよりも早く、従来から樹脂化可能な部品は次々に
樹脂化されていた。最近では燃料タンクの樹脂化が進み、樹脂化することで鉄製品と比較
し、10～25％の軽量化が可能であるとされている。また、生産工程が簡略化されることや
複雑な形状に成形可能であることから自動車設計の自由度が増し、原価低減の達成と製品
の差別化、高付加価値化というメリットを同時にもたらす。また、鉄製タンクは表面処理
が施してあることからリサイクルに不向きであったが、樹脂製のものはリサイクル11可能で
あり環境面にも優しいことから樹脂タンクの採用は加速度的に進むと見られている。
【産業 WG 事務局】

10

CFRP（Carbon Fiber Reinforced Plastic）は高張力鋼に比べても軽量かつ強度に優れる
（同強度のスチールに対して重さ約半分、軽金属のアルミと比較しても 3 分の 1、しかも
5 倍の引張り強度を有している）ため、安全性と軽量性の両立を求められている次世代自
動車材料の本命として注目され、2003 年度から日産自動車と東レが共同で NEDO(新エネ
ルギー・産業技術総合開発機構)からの受託で「自動車軽量化炭素繊維強化複合材料の研

11

究開発」を実施している。
コスト削減とリサイクル性の改善から材質統合が進められ、汎用樹脂であるナイロンや
ポリプロピレンの採用が高まると見込まれている。
3 - 32

4.1

CO2 分離・回収

その他（産業全体共通）
CO2分離・回収技術：特に製鉄において重要。製鉄の場合、まずCO2を高濃度に含む副生ガス（高炉ガス）からのCO2分離が最も効率的と考えられ、まず取り組まれるべきである。
また、将来製造プロセスの改善等により副生ガス中のCO2が減少した場合には、副生ガス燃焼排ガスからのCO2回収も合わせて考慮することが重要となる。

２０００
CO2分離・回収

２０３０

２０５０

副生ガスからの回収（30百万ｔ-CO2/年）

２１００

副生ガスおよび燃焼排ガスからの回収（33百万ｔ-CO2/年）

製鉄

CO2 分離・回収技術(Carbon Capture and Sequestration、CCS)については、転換分野に
詳細に記載されているので、参照されたい。ここでは、産業分野における CO2 の発生とそ
の処理の考え方を中心に記載する。
製造業からの CO2 排出量は図１に示すように、製鉄業が 1/3 以上を占めており、化学工
業を加えると半量を占める。
製造業におけるCO2排出量（2003年度） 炭素換算千トン
EDMC/エネルギー ・経済統計要覧（2005年版）

その他, 21,573

繊維, 2,342

鉄鋼, 46,017

食料品, 5,413
非鉄金属,
3,516

合計
132百万ｔ-C

金属機械,
12,107

紙・パ, 8,974
セメント,
11,577

化学, 20,036

図１ 製造業における CO2 排出量
製鉄については、
「省エネルギープロセス」に記載したように、一貫製鉄所においては、
原料炭から持ち込まれる炭素の約 90％は副生ガスとなる。特に、20～23％の CO2 を含有す
る高炉ガスが CO2 を回収する対象となる。そのために未活用となっている低レベル廃熱を
利用した回収技術などが考えられる。
化学については、
「物質エネルギー再生」に記載したように、サステイナブル・カーボン
サイクル化学体系（SC3）を目指すことで、各種炭素源は、化学品として固定化される、も
しくは循環され、CO2 排出量を極限まで低減することが可能である。
CO2 を化学品製造において転換し、化学品として固定化する技術開発が行われている。例
えば、天然ガスから尿素を製造する場合に、天然ガスを原料とすると CO2 が不足すること
があり、その時には排ガス中の CO2 を回収して利用することが可能である。マレーシア・
ペトロナスファーティライザー社では商業装置が稼動している。また、天然ガスからメタ
ノールを製造する場合にも、天然ガスを水蒸気改質すると水素と CO の比率が 3:1 となるの
で、メタノール合成の比率である 2:1 とするために、CO2 の利用が可能である。今後、この
ようなプロセスの普及が望まれる。

【産業 WG 事務局】
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4.2

水素・電力高効率利用

その他（産業全体共通）
水素・電力高効率利用技術：転換部門からの電気、水素の高効率利用。水素燃焼タービン技術等水素を高効率に燃焼させる技術が重要となる。

２０００
水素・電力高効率
利用技術

２０３０

２０５０

２１００

水素燃焼炉
中容量水素燃焼タービン

大規模水素燃焼タービン

効率（HHV） 60％
水素エンジン

クローズド水素エンジン

効率（HHV） 36％

45％

高効率燃料電池

クローズド水素ディーゼルコンバインドﾞ

55％
水素利用高効率燃料電池

産業用ヒートポンプ

COP = 5

COP = 6

COP = 7

COP = 10

電気を利用した不純物除去技術

燃焼炉、タービン、エンジンにおいては現在、純粋な水素での利用はまれであるが、そ
れぞれについては多くの燃焼に対する技術開発が多く行われており、従来の機器での水素、
または含水素燃料の利用については、燃料の供給とその利用の需要があれば、開発は短期
または中期的な課題であると考えられ、それぞれ天然ガス等を利用した既存システムの性
能を実現することは比較的容易と考えられる。長期的な展開を取り扱うここでは、特に水
素燃料であるがゆえに高効率の実現が可能なシステムに注目した。
水素燃焼炉については、燃焼生成物が水のみでクリーンであること、炭化水素系燃料で
は実現が難しい非常に希薄な燃焼が可能であることや、狭い場所でも燃焼することができ
る性質を有効に利用することによってこれまで電気ヒータによってのみ実現していた分野
などへの応用が考えられる。また、二酸化炭素の排出量がないことから、大規模に炭化水
素燃料から水素を精製し、二酸化炭素の処理を行い最末端での燃焼炉では水素（または水
素を含む燃料）を利用することによって、末端では利用機器等の変更を最小現に抑えつつ
二酸化炭素排出を抑制する手段にもなり得る。純粋な水素をこれらの機器に利用する場合
は、安全性能問題から基礎的な燃焼特性を再度検討する必要はあるが、技術的な見通しと
しては、ニーズがあれば実現性は高いと考えられる。
水素燃焼タービンについては、既存のガスタービンと同じ形で水素、または含水素燃料
（ガス化ガス等）を利用することは、現状でもいくつかの例が見られ、天然ガス利用のシ
ステムからはいくつかの開発レベルの課題を解決することによって比較的容易に可能と考
えられることとから、水素であるがゆえに効率の向上する可能性の高いクローズド型水素
燃料タービン（図１）をここでは取り上げた。本システムは基本的にコンバインドシステ
ムであるため大規模向きであること、また、大容量の水素供給をまかなうためには、海外
からの水素の大量輸入が必須と考えられることから、分散型（中規模）での利用について
は水素用パイプラインの設置後となる。ここでは、従来型のガスタービンでの水素（含水
素燃料を含む）利用は、中規模→大規模の導入時期であるのに対して、本水素燃焼タービ
ンの導入時期は大規模→中規模となると考えられる（コンバインドサイクルでない場合は、
水素エンジンの効率のほうが高いと考えられることも、この理由となる。効率の数字は酸
素製造動力を考慮しない値を示した）。
水素エンジンについては、現在、天然ガス用ガスエンジンの性能の向上が著しく、LHV ベ
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ースで 50％弱の効率となっている。同システムで水素を利用した場合、ノッキングなどの
いくつかの技術課題はあるが、比較的容易に同程度の性能は望めると考えられる。ここで
は、水素であることの特徴を生かし通常燃料では利用が難しいが、熱力学的見地から飛躍
的に性能向上の可能性のある、クローズド型システム（図２）を取り上げる。導入には酸
素供給が必要であるが、将来高効率の酸素製造装置が実現されるか、酸素プラントを持つ
場への中規模システムとして導入の可能性があると考えられる。さらに、将来液体水素ま
たは高圧水素の供給が可能となれば、筒内への直接噴射化（ディーゼル化）によりノッキ
ングの問題が回避され、効率が大きく向上できる。さらにコンバインド化によって数ポイ
ントの効率向上が期待できる。
（効率の数字は酸素製造動力を考慮しない値）
産業用ヒートポンプについては、民生で挙がっているヒートポンプと同程度の性能と仮
定し、COP の数値を記載した。

図１

【
（独）産業技術総合研究所 宗像 鉄雄】

クローズド水素燃焼タービンのシステム図

（水素利用国際クリーンエネルギーシステム技術（WE-NET）サブタスク８
平成 10 年度成果報告書（NEDO-WE-NET-9984）より）

図２

クローズドディーゼルエンジンのシステム図

（水素利用国際クリーンエネルギーシステム技術（WE-NET）第Ⅱ期研究開発
平成 11 年度成果報告書（NEDO-WE-NET-994）より）
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4.3

物質マネージメントシステム

その他（産業全体共通）
物質マネージメントシステム：技術のみではなく、社会システム設計が重要となる。

２０００
物質マネージメント
システム

２０３０

２０５０

２１００

エコマテリアル、エコデザイン
（易分別解体設計技術、易再生設計技術）
マテリアル・カスケード・マネージメント
最適物質マネージメントシステム設計（実践可能な社会システムの構築）
地域社会への導入(フィージビリティスタディ)
物質再生技術の最適配置
（社会システム設計）

物質輸送最適化
システム設計
（国民・企業への啓発）

技術の特徴
原料から製品を生産し、流通によって消費者に製品が渡り、そして便益を享受して後に
廃棄され、一部はリサイクルされるものの、埋め立てや焼却によって処理・処分される流
れは、現状の経済活動および社会ではごく一般的な流れである。しかし、今後の超省エネ
ルギー社会、また物質使用量の削減する社会においては、製品の大量生産、大量消費、大
量廃棄は認められず、これら廃棄される製品を消費者から上手く回収し、再度製品の素材
などに利用してゆくことが求められる。
本技術（物質マネージメントシステム）は、上述の大量生産・大量消費することなく、
消費者には製品による便益を与えつつ、一方では原料や素材またエネルギーを無用に投入
しないための、技術の確保と社会的システムの構築、およびと導入に関するものである。
ロードマップの考え方
現在においては、種々の製品は、生産、輸送、販売を通して消費者に届き使用後に廃棄
される。そして廃棄された製品の一部が、部品の再利用、部材の再生を通してリサイクル
されているが、本質的にはカスケード利用の域を出ていない。
廃棄された製品の部品あるいは部材をカスケード利用してゆくことは、ある程度の原材
料の節約にはなるが、製品全体が占める素材量を抜本的に減らすことは不可能である。そ
こで、廃棄された製品が保有するエクセルギー量をほとんど減らすことなく、同様の製品、
極論すれば同一の製品に戻すことができれば画期的に製品に使用される素材の量を減らす
ことが可能となる。
このような社会および生産システムを確立するためには、大まかに言って以下に示す５
つの行程が必要と考えられる。
① 少ない原料で従来の機能を持つ素材の開発
② 廃棄された製品の分解を容易にする製品の設計、組み立て技術
③ 容易に元の原料状態に戻る素材の開発
④ 廃棄された製品を、効率よく回収また分別する技術
⑤ 社会に受容される社会システムの構築
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①は、現在の原料から作られる素材あるいは部品が持つ様々な機能を、より少ない原料
で同質の機能を持つ素材あるいは部品を製造する技術であり、これによって社会に出回る
物質量そのものを少なくする。
②は、廃棄され回収された製品を、手間をかけずに部品あるいは素材にまで、容易に分解
可能なように設計し組み立てた製品を製造する技術である。これによって廃棄された製品を
容易に分解し、そのまま利用が適当なものは、適切な処理の後、新たな製品の部品等として
再使用され、また利用が不可能なものは、後述するような技術によって原料あるいは素材に
戻され、再度部品等の原料あるいは素材として再利用される。
③は、②で示したように、そのままの利用が不可能な素材あるいは部品等を、多くのエネ
ルギーをかけずに、元の原料等に戻すことが可能な素材を作る技術である。これによって市
中に出回り、廃棄された製品で、現状では埋め立てや焼却されていた廃棄物等から効率よく
原料を回収することが可能となり、新たな原料の投入を最小限にすることが可能となる。
④は、廃棄された製品群を、いかに効率よく分別・輸送するか、また分解・再製品化させ
る種々のプロセスを、どこに設置するのが最も望ましいのかを設計する技術である。これに
よって廃棄された製品を回収し、分解・再製品化させる一連のプロセスを、生産等の技術工
程と最適な社会システムによって一体化することができる。
⑤は、上述してきたシステムを国民に受容させるために、当該システムを理解させ受け入
れられる環境を整えるための社会的な技術である。これにより、最も効率的でエネルギーと
環境の両面に資するシステムがはじめて社会に受容され、また具体的な効果を発揮する。
そして上述の①から③までは、エコマテリアル・エコデザインに資するもので、製品の製
造や製品を構築する部品、素材、原料をどのように作るべきかという観点から、「マテリア
ルカスケードマネージメント」という言葉で定義した。
また上述の④と⑤は、社会システムの設計という国民の生活そのものに関わる箇所で、シ
ステムの社会受容性を徐々に高め、実践可能な社会システムを構築するという観点から、
「最
適物質マネージメントシステム設計」という言葉で定義した。
物質マネージメントシステムは、使用済みの製品を上手に回収し、また回収された廃棄
物あるいはリサイクル品としての製品を、少ないエネルギーの投入によって、新しい製品
の部品、素材、あるいは原料として、なるべく損失を出さずに製品あるいは製品の一部と
して利用してゆくための、社会システム構築に資する技術開発である。
言い換えれば、製品を構成する物質が保持しているエクセルギーを、なるべく無駄を出
さずに回収して、それらを再度新しい製品の素材や部品等として利用するか、またその物
質循環的なシステムをどのように構築すればよいかということが眼目である。
技術の将来見通し
しかしながら地域社会はそれぞれの面的広がり、人口、輸送に関する社会基盤に関わる
要因の他、文化、生活上の規範など技術では覆えない要因があるので、本技術による社会
システムを導入するに際しては、原料、素材、部品等のマテリアルカスケード技術を確立
するとともに、幾つかの代表的な狭域地域において、当該地域における住民への理解を得
て、社会的受容性と物質輸送に関するフィージビリティスタディを実施することが重要で
ある。さらに全国に展開するに当たっては、上述の小規模な例を結合するだけでは様々な
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障害や問題の発生が想起されるので、５～10 年程度の導入予備期間を設ける必要がある。
なお、このような試みは、文部科学省、経済産業省、国土交通省、環境省は資源循環技
術の観点から、資源性と汚染性の観点から、設計・製造、流通・消費、回収・リサイクル、
廃棄・処分の階層において、回収・リサイクルから設計・製造へフィードバックさせる、
システム分析・評価・設計技術、また人文・社会科学との連携を考慮した、連携政策の構
築に動き出している。
【
（独）産業総合技術研究所 近藤 康彦】
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