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1.1

石炭等化石資源量の確保、発電・燃料製造効率の向上

石炭等化石資源量の確保
■ 2100年で約8兆kWh（29,000PJ）のエネルギー供給を賄うためには石炭等化石資源量の確保が必要となる。
■ 現在の石炭火力による発電量は約2千億kWh(600PJ)であり、設備容量は約35百万kWである。2000年の年間の発電用石炭輸入量は、約0.6億トン(0.4億toe、1,700PJ)である。供
給するエネルギー量を全て化石燃料で補うとすると、発電（転換）効率向上を考慮しても、 2050年には7億トン（4.5億toe、19,000PJ）、2100年では約20億トン(13億toe、54,000PJ)
の石炭調達が必要となり、資源探査・開発技術、選炭・脱灰等の前処理技術、大量輸送技術の開発が必要である。
■ 蒸気タービン等に利用する水の確保も重要となってくる。

発電・燃料製造効率の向上
■ 化石資源の有効利用として、発電・燃料製造のさらなる高効率化が重要。
■ 石炭ガス化複合発電（IGCC）に始まり、最終的には燃料電池と複合したIGFC、およびエクセルギーも有効利用する化学再生形IGFCにより高効率化を図る。
■ 脱灰・改質などの前処理技術、排ガス処理・石炭灰の有効利用など、クリーン・コール・テクノロジーの周辺技術の開発も必要。

２０００

２０３０

電気・水素化率 20％
必要総発電量 約1兆kWh (3,800PJ)

石炭等化石資源量の確保

40％
約3兆 kWh (11,000PJ)

２１００

80％
約8兆 kWh (29,000PJ)

資源探査・開発技術、前処理（選炭・脱灰・改質・高品位化等）技術、輸送技術

全発電量を化石燃料で
2.5億toe(10,000PJ)
賄うのに必要な化石燃料の量 現状石炭火力 0.4億toe(1,700PJ)
化石全体 1.3億toe(5,500PJ)

3億toe(13,000PJ)

・IGCC 1700℃級GT
・IGCC 1500℃級GT
・石炭ガス化複合発電（IGCC）

発電・燃料製造効率の向上

発電(転換)効率 41％ 46％

50％ 55％

電力・燃料併産技術
（コプロダクション）

既存発電方式

超々臨界圧火力発電

２０５０

5億toe(19,000PJ)

13億toe(54,000PJ)

※化石資源最大利用の場合
・化学再生形IGＦC

石炭ガス化水素製造技術

65％

・石炭ガス化燃料電池複合発電（IGFC）
化石燃料廃棄物処理・有効利用技術

高耐熱・耐食性材料技術
600/610℃
700/720℃
800/800℃（主蒸気/再熱蒸気温度）

発電効率 42％

46％

49％

LNG等ガス燃料、クリーン油用
1700℃級

G/Tコンバインド 1500℃級
発電効率 51％
サイクル発電

石炭直接利用

55％

ケースＡの「石炭等の化石資源と CO2 回収・隔離の最大利用ケース」では、需要側での
省エネおよび機器効率の向上がないという厳しい条件想定の下、2100 年のエネルギー需要
は GDP の伸びに比例して約２倍となり、かつ石油および天然ガスの生産ピークに備えるた
めに電化・水素化率が約４倍になるため、2000 年総発電量の約８倍の供給が必要となる。
また、資源制約を克服するためには、石油から天然ガス、さらには比較的資源量の多い
石炭への燃料シフトが必要である。この燃料シフトでは現在使われていないオイルサンド
やオイルシェール等非在来型燃料の利用拡大も必要である。しかしながら、石炭資源や非
在来型燃料も有限であるため長期的な持続可能なケースとはなり得ない。
前提条件となる 2100 年で約 8 兆 kWh（29,000 PJ）のエネルギー供給を賄うためには、す
べてを石炭で補うとすると、発電（転換）効率の向上を考慮しても、2050 年には 7 億トン
（4.5 億 toe、19,000 PJ）
、2100 年には約 20 億トン（13 億 toe、54,000 PJ）の石炭調達が
必要となる。2000 年時点の石炭火力による発電量は約 2 千億 kWh（600 PJ）
、その設備容量
は約 35 百万 kW、年間の発電用石炭輸入量は、約 0.6 億トン（0.4 億 toe、1,700 PJ）であ
ることから、2100 年では約 30 倍の石炭が必要ということになる。必要なエネルギー供給量
を確保するためには、発電効率の向上とともに、資源探査・開発技術、選炭・脱灰等の前
処理技術、大量輸送技術の開発もあわせて必要であり、発電に必要な蒸気タービン等に利
用する水の確保も重要となってくるであろう。
限りある石炭（化石資源）をより高い利用効率で利用するため、各国で石炭をより効率
の高いガスタービンコンバインドで使う石炭ガス化技術開発が進められている（表１およ
び図１）
。この石炭ガス化技術を活用して得られるエネルギーは、石炭ガス化複合発電（IGCC
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／IGFC）に加え、生成した合成ガス（H2、CO）をベースとした液体燃料製造や水素利用、
化成品など多方面での利用形態が考えられている。また、石炭は単位カロリー当りの CO2
発生量が石油や天然ガスと比較して多いため、石炭の消費を増やすには CO2 の低減技術を
同時に考えなければならない。将来のゼロエミッションに向けて CO2 分離回収・隔離技術
を融合させたシステムの研究開発が進んでいる。
表１

IGCC の実績および計画

出典：NEDO調査報告書「平成16 年度クリーン・コール・テクノロジー推進事業
石炭ガス化を核とするコプロダクションシステムに関する調査」

石炭ガス化技術による送電端効率の向上は、現在の最新鋭石炭焚きボイラの送電端効率
が約 41％に対し、IGCC 商用機で 46～48％と約 15％の効率向上、燃料電池を複合した IGFC
商用機では 55％と約 35％の効率向上がなされる。この効率向上は、同じ発電量を得るため
に資源の使用量を 35％減らせることであり、CO2 発生量もあわせて減らすこととなる。
また、現行の石炭焚き火力発電も蒸気条件の更なる向上や総合効率向上（エネルギー有
効利用）として大規模熱供給・有効利用技術の導入が進み始めている。さらに、原料の一
部にカーボンニュートラルなバイオマス燃料を石炭と共利用することで、化石由来の CO2
排出削減を図る技術や、固体酸化物型燃料電池や溶融炭酸塩燃料電池から排出される高温
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の熱をガス化炉に導入し、吸熱反応である燃料の水蒸気改質ガス化に利用し効率を飛躍的
に高める化学再生型 IGFC が考えられる。

図１ クリーンコールテクノロジー（ＣＣＴ）開発のロードマップ
出典：「2030 年を見据えた新しい石炭政策のあり方」
クリーン・コール・サイクル（Ｃ３）研究会（2004 年）

また、周辺技術として 2100 年の年間 20 億トンの石炭を輸入する場合、石炭中に含まれ
る灰（灰分 15％とすれば年間 3 億トン）や燃焼に伴う排ガスに対し、脱灰・改質などの前
処理技術、排ガス処理・石炭灰の有効利用など、クリーン・コール・テクノロジーの周辺
技術の開発もより必要となってくる。
他の化石資源に比べて埋蔵量が多い石炭の重要性は認識されており、これら技術面での
準備は進んでいくと思われるが、①経済の伸展、人口減少、電力需要の今後の増大が不透
明であり、さらに②電力自由化の拡大、③地球温暖化に伴う CO2 環境制約の今後の負担が
不透明な状況にあることから、効率が高い大型火力、新たな発電システムの導入、CO2 排出
量の多い石炭火力導入は進みにくい状況にある。社会インフラの導入にかかる時間は長い
ことを考慮すると将来を見据えた技術開発とともにその実施に向けた社会インフラの計画
的な導入が必要となる。
【三菱重工業（株） 藤村 皓太郎】
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1.2

CO2 回収・隔離

CO2回収・隔離
■ 化石資源の利用にはCO2排出を伴うため、CO2の回収・隔離技術が必須である。化石資源を最大限利用するケースでは、40億トン-CO2／年の貯留場所の確保が必要となる。

２０００

２０３０
低コスト化
隔離影響評価・安全性評価技術

CO2回収・隔離技術

２０５０

２１００

高圧ガスからの分離・回収技術

隔離量
15億ｔ-CO2/年
（転換分野でのCO2回収量
>95％）

40億ｔ-CO2/年
（ >95％）

本技術は、CO2 を発電所、製鉄所などの大規模な集中発生源で回収・圧縮、輸送し、地中、
海洋などへ隔離することにより CO2 の削減を行う(Carbon Capture and Sequestration、CCS)。
二酸化炭素の回収隔離技術に関しては、現在までその方法、CO2 削減効果などいろいろな報
告があったが、2001 年の気候変動枠組み条約第７回締約国会議（COP-7）で出された合意（マ
ラケシュ合意）で、有効な地球温暖化対策のひとつとして CCS 技術についてとりあげられ、
IPCC に対して CO2 の回収・隔離に関する「特別報告書」の作成が要請された。その後、2005
年の IPCC の第３作業部会の総会において、「二酸化炭素の回収隔離に関する特別報告書
（SRCCS）
」の中で重要な「政策決定者のための要約」(SPM)の内容が各国政府代表により承
認され、発行に至った。図１は、発行された SPM に記された CCS の概念図である。
この「特別報告書」は、IPCC でも初めての特定の「技術」を対象とした評価報告書であ
り、その内容は、2007 年完
成予定の IPCC 第四次評価
報告書などにも影響を及ぼ
すものとみなされている。
CO2 回収は、発電所などで
化石燃料を燃焼した後の排
出ガスの N2 と CO2 を分離し、
CO2 を回収する方法や、あら
かじめ空気を N2 と O2 に分
離し、純酸素で燃焼させ、
排出するガスが 95％以上
CO2 としてそのまま回収す
る方法などがある。回収し

図１ CO2 回収隔離システムの概念（IPCC-SRCCS:SPM より）

た CO2 はその量が大量であ
ることから、隔離する場所としては地中または海洋に限定されている。地中の場合、塩水
の中の砂状帯積層（帯水層）の砂の空洞中に CO2 を圧入する隔離方法がノルウェーのスライ
プナーガス田で実施され、現在実証段階にある。また、通常の方法では枯渇したガス田や
油田に CO2 を注入することにより原油の生産を上げる石油増進回収（EOR)があり、カナダの
ワインバーンでは成熟市場の段階にある。地中隔離は、地中に圧入された CO2 は、周囲の水
よりも軽いため、極めてゆっくりではあるが上方に向かって移動する。地中隔離は、理論
的には CO2 が永遠に地下に封入されていることであるが、そのためには地下に CO2 が閉じ込
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められているための帯水層の上部に背斜構造または枯渇したガス田や油田が数百万年以上
安定に存在していたことが必要となる。エンジニアリング振興協会の調査結果（表 1）によ
ると、日本の場合、CO2 の地中への隔離可能量は、安定的隔離としてのカテゴリー１、２で
35 億ｔ、漏洩する可能性を含んだカテゴリー３、４まで加えると約 915 億ｔである。
2030 年から CO2 回収・隔離を開始し、2050 年、2100 年は、それぞれの CO2 原単位目標値
（それぞれ、1/3 および 1/10）を達成するのに必要な量の CO2 を回収・隔離し、各々のその
間は、年率一定で回収・隔離量が増加していくとした場合の年間隔離量およびその累積量
を図２に示す。
2030 年は 5 億ｔ-CO2/年、2050 年は 15 億ｔ-CO2/年、2100 年は 40 億ｔ-CO2/年とすると、
累積隔離量は、2085 年頃にカテゴリー１～４までを含めても 915 億ｔ-CO2 を超える。また、
地上に漏洩しないことを前提に、カテゴリー１と２だけに限定すると、6－7 年でその容量
を超えてしまう。このように、日本の場合は、地中隔離を実施する場合には、十分な議論
を行って実施する必要がある。

表１

CO2地中貯留可能量（カテゴリー別）
（株）ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ振興協会調査

定
義
貯留可能量
大規模な既発見の油・ガス田にある油・ガス層及び帯水層
約 ２０億ﾄﾝ
過去に国による基礎試錐が行われ、背斜構造が確認されている帯水層約 １５億ﾄﾝ
確認されているトラップ構造内への貯留可能量
約 ３５億ﾄﾝ
陸域で確認されている堆積盆地内の背斜構造を伴わない帯水層
約１６０億ﾄﾝ
海域の堆積盆地内の背斜構造を伴わない帯水層
約７２０億ﾄﾝ
通常の帯水層への貯留可能量
約８８０億ﾄﾝ
日本及び近海におけるＣＯ2地中貯留可能量
約９１５億ﾄﾝ

50

2500

40

2000
年間CO2隔離量（左軸）

30

1500
累積CO2隔離量
（右軸）

20

1000
日本及び 近海におけるCO2地中隔離可能量

10

500

0
0
2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100
西暦(年)
図２

CO2 地中隔離量と累積 CO2 隔離量の関係
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累積CO2隔離量（億トン）

年間CO2隔離量 （億トン／年）

分類
カテゴリー1
カテゴリー2
小 計
カテゴリー3
カテゴリー4
小 計
合 計

海洋隔離は、大気システムに対して

大気中CO2

回収CO2

開いた海洋システムに CO２を置くもの
であるため、将来（1,000 年以上先）
にわたって隔離した CO2 の全量を大気
から切り離すものではないが、海洋の
膨大な容積と時定数の大きさを利用し
て、地球温暖化の進行緩和に寄与させ

表層

ることができる。産業革命以降、人為
的に CO2 が大量に大気中へ排出される

中深層

ようになると、海は CO2 を正味として
吸収するようになった。しかし、その
時々で大気と海洋全体が平衡状態に達
した場合に期待される濃度に比べると、
大気中および海洋表層水中の CO２濃度

図３
図３二酸化炭素海洋隔離の考え方
二酸化炭素海洋隔離の考え方

はかなり高いレベルで推移し、その一方で、深海層の海水中の CO2 濃度上昇は追随していな
い。これは、海洋では海水の鉛直方向の混合が極めて遅く、深海層への CO２の移行が徐々に
しか進まないためであると考えられている。図３に示されるように、海洋隔離は、CO２を大
気および海の表層をバイパスさせ、中深層の収容量の大きな海水中に直接届けることによ
って、その分、大気中および表層水中の CO２濃度の上昇を緩和させる効果を得るのが海洋隔
離である。海洋隔離のための技術構想は国内外で複数提案されている。RITE の CO2 海洋隔離
プロジェクトでは、図４に示されるように、深海層の大量の海水中に CO2 をできるだけ薄く
溶け込ませるように放流することによって、海洋生態系への影響を極力軽微なものにする
Moving ship 型海洋隔離技術の開発を行ってきている。陸上プラントで回収した CO2 を液化
して海上輸送し、所定の海域で船からパイプを吊り下げ低速で曳航しながら深度 2,000～
2,500 m の海洋中に CO2 を連続放流する構想である。放流点を移動させることにより広い海
CO2回収プラント
液化CO2運搬

100km

m
×100k

海域

CO2放流船
1500～
2500m

放出時想定
水層厚1000m

CO2放出パイプ

Moving
Ship方式によるＣＯ
図４ 図４
Moving
Ship
方式による CO2 海洋隔離システムの概念図
２海洋隔離システムの概念図
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域の海水中に CO2 を分散させることができる。また、放流時に CO2 の液滴を直径 10～20 mm
の範囲で制御して生成させる技術を確立したことによって、液滴が溶解しつつ数百から千
メートル浮上する過程を初期の鉛直方向の希釈に利用できる。これらにより、１隻の放流
船で、毎秒 100～150 kg（一日約１万トン）の CO2 を十万倍以上の容量の海水に溶け込ませ
ながら放流することの技術的見通しが得られている。各種のシミュレーション計算による
と、人類が今後排出するであろう CO2 を全量大気へ排出しても、その一部を海洋隔離しても、
千年以上先には、大気中の CO2 濃度は同じレベル（大気と海洋全体の平衡状態）に収斂する
と考えられている。しかしながら、海洋隔離の有無によって履歴は異なる。すなわち、人
類全体が本格的に CO2 排出を大幅削減できるようになるまでの、大気中 CO2 濃度の最高値や

大気中CO2濃度など

変化速度が低減する（ピークシェービングと呼ばれる概念；図５）
。

海洋隔離なし

一部を海洋隔離した場合

人類が CO2 をほとんど排出しなくなっ
た後の大気と海洋全体の平衡状態

現在

今世紀中

数百年後

図５ ピークシェービングの概念
例えば、大気中 CO２濃度が上昇し、それに伴って海洋表層水中の CO２濃度が上昇しつづけ
ると、表層付近の海洋生態系に影響が生じることが懸念される。生態系は順応能力や復元
能力を有するであろうが、CO2 濃度が閾値を越えたりその変化速度が大きすぎたりした場合
には、非可逆的で重大な影響を蒙る恐れがある。海洋隔離は、将来 CO２の一部が大気中に還
元されるにしても、十分に長い時間のかかる緩やかな過程なので、CO２濃度の一時的な最高
値や変化速度を緩和するのに有効である。
地中隔離にしても海洋隔離も、CO2 問題は、CO2 の排出される量が膨大であることから、こ
れに現実的に対処できる温暖化対策技術である。しかしながら、その実施に向けての社会
受容性を獲得することが前段階として必要となる。
【東京工業大学 平井 秀一郎】
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2.1

原子炉の効率向上

効率向上
■ ウラン資源の制約により、新型炉の開発などによる発電効率の向上が必要。

２０００

２０３０

電気・水素化率 20％
必要総発電量 約1兆kWh (3,800PJ)

２０５０

２１００

60％
約4兆 kWh (14,000PJ)

80％
約8兆 kWh (29,000PJ)

（現状原子力発電量 0.32兆kWh）

原子炉の効率向上
発電効率 34％

45%

43%

36％

出力増強＞20％、長寿命化＞60年、超高燃焼度＞100 GWd/t(6PJ/t)、運転サイクル＞24ヶ月

日本型次世代軽水炉
第４世代軽水炉
（超臨界圧炉）
高温ガス炉（第４世代炉）

原子力水素
（熱化学法、軽水炉－水電解、高温水蒸気電気分解など）

小型炉実証
電力･水素貯蔵技術と連携した負荷追従、コジェネ、コプロ

（トリウムTh利用も視野に）

ロードマップの考え方
基本的には、今世紀中葉までは核燃料サイクルを確立して燃料資源制約からの脱却と、
放射性廃棄物をリサイクルにより低減する環境制約緩和が、主要課題である。その内容は
後述する。ここでは発電プラントの効率向上を中心に技術開発を考える。
現状では、2030 年前後に到来すると予想される既存軽水炉のプラント寿命に到達する時
期には、改良型の次世代軽水炉でリプレースされ、当面は、軽水炉によって対応できる時
代が続くとも想定されている（資源制約、環境制約の考慮はない）。当面は、日本型次世代
軽水炉として、出力増強、長寿命化、超高燃焼度、稼働率向上（運転サイクル）などを図
ることとしている。さらなる発電効率向上策として、第４世代原子力システムがあり、水
炉としての超臨界圧炉が検討されている。
さらに、軽水炉と共存する形態で、第４世代原子力システムの異なった概念として高温
ガス炉や高速増殖炉が 21 世紀後半で実用化する。もし、需要側から大量の水素が求められ
る場合には、CO2 を発生しない水素源として原子力水素が求められることもある。
なお、トリウム（Th）を利用する原子炉については、技術的には開発可能であるが、21
世紀中には必ずしも必須ではないと言う認識が世界においても日本においてもあり、その
中でインドなど研究を継続しているところもある。
技術の特徴・課題
日本型次世代軽水炉：建設費や発電コスト、放射性廃棄物の量を低減し、世界最高の経済
性を目指す原子炉。平成 18、19 年度に FS を実施して、その後に本格的な開発に移行する
ことを想定している。
：米国エネルギー局（DOE）は、2030 年頃の実用化を目指して次
第４世代原子炉（Gen IV）
世代の原子炉概念を提唱した。燃料の効率的利用、核廃棄物の最小化、核拡散抵抗性の確
保等エネルギー源としての持続可能性、炉心損傷頻度の飛躍的低減や敷地外の緊急時対応
の必要性排除など安全性／信頼性の向上、及び他のエネルギー源とも競合できる高い経済
性の目標を満足すべきもの。（図１、２参照）現在、日本を含む世界の 10 カ国で共同開発
を行うことで合意している。
超臨界圧炉：第四世代軽水炉という次世代の原子炉概念のひとつで、わが国が研究を主導
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している炉型である。水の臨界圧の高圧（25MPa）かつ高温（500℃）で運転するため、高
い熱効率（約 45％）が達成できるとともに、貫流サイクルが採用できるので、気水分離系、
再循環系が不要となり、機器の簡素化による経済性向上が図れる。本概念には稠密炉心を
採用する高速炉と、水減速棒を使用する熱中性子炉がある。
（図３参照）
原子力を有効に利用するためには、水素、熱、淡水化･･･などの利用領域拡大と発展途上
国でも容易に利用できる中小型炉開発のような利用地域拡大に向けた対策が必要である。
総合効率向上（エネルギー有効利用）として、大規模熱供給・有効利用技術／社会システ
ムづくりもあわせて検討することが重要である。
原子力エネルギーの利用を大幅に伸ばすためには、設備量増大、発電効率向上も重要で
あるが、以下のような概念を確立し、社会的に理解され受容されることが必須の要件であ
る。
・資源利用率向上
・循環型社会（プルトニウムの増殖）
・廃棄物低減（使用済み燃料、マイナーアクチニドの燃焼）
2050 年さらに 2100 年における電力供給力の確保のためには、立地問題が制約となる可能
性が高く、社会受容性を高める施策が必要である。
【転換 WG 事務局】

第1世代
第２世代
初期原型炉

第３世代

短期的展開

商用炉

第４世代

改良軽水炉
第３＋世代
経済性向上を
目指した発展的
設計

- Shippingport
- Dresden, Fermi I
- Magnox

Gen I
1950

1960

- ABWR
- System 80+
- AP600
- EPR

- LWR-PWR, BWR
- CANDU
- VVER/RBMK
Gen II
1970

1980

Gen III
1990

2000

Gen III+
2010

2020

図１ 原子炉の開発経緯と-第４世代原子炉（Gen IV）
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- 経済的に優れる
- 高い安全性
- 廃棄物極少
- 核拡散抵抗性大

Gen IV
2030

図２ 第 4 世代 － 6 概念の特徴

制御棒

システム簡素化
機器小型化／合理化
再循環系／気水分離系なし
発電性能向上
高い熱効率
タービン

発電機

燃料
原子炉圧力容器

柔軟炉心設計

水

復水器

主な性能
冷却系統
熱効率

44.0％

圧力

25MPa

冷却水入口温度

280℃

冷却水出口温度

508℃

成熟技術利用
軽水炉技術
循環水ポンプ
給水ポンプ

成熟技術利用
超臨界圧タービン技術
図３ 超臨界圧軽水炉の特徴
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貫流サイクル

2.2

核燃料サイクルの確立

核燃料サイクルの確立
■ ワンスルー型の核燃料利用ではウラン資源の制約があるため、核燃料サイクル技術の確立が必須である。また、原子力を最大利用する場合の2100年における発電量8兆kWh
（29,000PJ）を実現するためには、高速増殖炉（FBR）の早期立ち上げ（2030年頃）とプルトニウム倍増時間の短縮（現状の35年→20年）が必要となる。

２０００
ウラン利用効率
<1％
必要総発電量 約1兆kWh (3,800PJ)

２０３０
5％

２０５０

２１００

30％
約4兆 kWh (14,000PJ)

80％ (29,000PJ)
約8兆 kWh

（現状原子力発電量 0.32兆kWh）

核燃料サイクル技術
高速増殖炉 FBR
（核燃料ｻｲｸﾙ）

マイナアクチニド核変換

発電効率 42%

長半減期FP核変換

※原子力最大利用の場合
（核燃料資源制約による）

高度化 （ガス冷却FBR）

44%

48%

マイナアクチニド・
長半減期FP核変換

ロードマップの考え方
基本的には、今世紀中葉までは核燃料サイクルを確立して燃料資源制約からの脱却と、
放射性廃棄物をリサイクルにより低減する環境制約緩和が、主要課題である。
原子力を最大限に利用するケースＢでは、発電需要予測を、2050 年では約３兆 kWh、2100
年では約８兆 kWh としており、いずれにおいても原子力のみでまかなうことはかなり厳し
い状況であろう。現実の進展は、何らかのミックスケースになるであろう。
現段階で考えると、資源制約、環境制約を乗り越えるためには、ケースＣの究極的な省
エネを行って再生可能エネルギーを極力入れたとしても、やはり原子力には３～４割程度
以上依存する姿が現実的となる（この時、原子力は現状の２倍程度以上）。
しかし、ウラン資源制約、循環型社会の要請を考えた場合、原子力政策大綱でも言及さ
れているように、やはり高速増殖炉（FBR、Fast Breeder Reactor）が必要になる。時期と
しては、矢印が斜めになっている意味として、極端ケースのように原子力に大きく依存す
る場合には、プルトニウム（Pu）の倍増時間も考慮すれば、2030 年にも実用化が必要とい
うことになる一方、ミックスケースでは、原子力大綱(2005 年)によれば 2050 年程度での実
用化が必要という検討結果を表している。将来的には発電効率のよい高いガス冷却 FBR（GFR、
Gas-Cooled Fast Reactor）など新たな革新的システムを実現すると考えられる。
なお、軽水炉、高速増殖炉のいずれについても、資源の有効利用と循環型社会の要請に
より再処理等のサイクル関連技術は必要である。FP（核分裂生成物、Fission Products）
の核変換は、FP 量減少のために重要な技術であり、FBR はそのためにも有効な手段である。
また、高速増殖炉（FBR）のように、実証･実用化あるいは核不拡散上の国際的な認知に多
大な時間と資金を必要とする、新たな技術開発には、第４世代原子炉（Gen.IV）のような
国際協力が不可欠である。
技術の概要
高速増殖炉（FBR）
核分裂反応で放出された高速中性子を、減速せずにそのまま次の原子核にぶつけて核分
裂反応を続けさせるよう設計された原子炉。核分裂の際、燃料内で発生した熱は、軽水炉
では水で取り出すのに対し、高速増殖炉では中性子の減速の少ない冷却材、例えば液体ナ
トリウムで取り出しまた、高速増殖炉では燃料の周りに燃料ウラン（ウラン 238)を置き、
燃料から出る中性子を吸収させてプルトニウムに変換し、燃料中で消費したプルトニウム
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よりも多いプルトニウムが生産される。このように、高速中性子を用いてプルトニウムが
増殖することから高速増殖炉と呼ばれている。
マイナアクチニド核変換
使用済み燃料の再処理に伴って発生する高レベル放射性廃棄物には、放射性毒性が強く
寿命の長いマイナーアクチノイド（MA：ネプツニウム、アメリシウム、キュリウム等）が
含まれている。これら長寿命で有害な放射性核種を非放射性核種あるいは短寿命核種に変
換することを核変換処理という。高レベル廃棄物の量を減らすことができ、隔離期間を著
しく短縮することが可能となる。核変換処理に原子炉を用いる方法と加速器を用いる方法
が研究対象となっている。
長半減期 FP 核変換
核反応を利用して FP（ウランやプルトニウム等の核分裂に伴って生じた核種およびその
一連の放射性崩壊で生じる核種）を非放射性の核種に変換する技術。核分裂によってでき
た核種、またはそのような核種から放射性の崩壊によってできた核種のうちで半減期の長
いものに、放射性毒性が強いあるいは放射性毒性が長期にわたる放射性核種に中性子等を
照射し核変換を行い、非放射性核種あるいは短寿命核種に変える。
（参考）
ウラン鉱石の埋蔵量は有限であり、炉の形式の違いによる発電効率の違いや核燃料サイ
クル有無により原子力の利用可能年数が変化する。ウラン資源制約克服のためには核燃料
サイクル技術の確立が重要である。
利用可能年数
（2002年の発電量、発電効率において）
資源量
LWR（軽水炉）
ワンススルー

FBR（高速増殖炉）
核燃料サイクル

既知在来資源

4,589千t-U

85年

2,550年

未発見を含む
推定在来資源

14,383千t-U

270年

8,500年

Uranium 2003：Resources, Production and Demand, OECD/NEA, 2004.

（補足１）
GRAPE による 2100 年までのシミュレーションによれば、日本の 2050 年の原子力発電量は
0.6 兆 kWh、2100 年で 1 兆 kWh である。軽水炉主流で推移する場合、2050 年以降は、世界
でウラン資源の枯渇に直面する。高速増殖炉でプルトニウムを増殖する場合、増殖に時間
を要するため（約 30 年）
、またウランは 2080 年頃には枯渇すると予想されるため、高速増
殖炉が大幅な発電シェアを占めるためには、2030 年頃から高速増殖炉が導入され始めるこ
とが必要とされる。また 2050 年では、FBR で不足する電力供給を補完するために、軽水炉
の発電量増強も重要な課題である。現在の試算では、2050 年頃には、既存の軽水炉の後継
として、出力アップした次世代型軽水炉と FBR が共存する状態を想定している。
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原子力発電量（PWｈ）

30
CO２制約、
4￠/kWh

25
発 電 コ スト
の効果

20
15
10

CO２制約、
6￠/kWh

CO２制約
の効果

5
0
2000

BAU、
6￠/kWh
2020

2040

2060

2080

2100

年代
• CO2 制約と原子力のコスト削減努力により原子力発電量は増加
1)

まず、BAU 条件で、原子力発電コストが FBR と軽水炉の両方を同一として現状
の FBR 並みに高い場合は、原子力発電は導入されず、ほぼ原子力フェーズアウ
トのシナリオに近い。

2)

CO2 制約ケースでは、2050 年時点ころから原子力発電が大幅に導入される。CO2
制約が原子力の必要性を高めている、逆に言えば、CO2 制約がなければ、原子力
は必要とされないことが分かる。

3)

次に、原子力産業分野の努力により、原子力発電コストが現状の軽水炉並みに
安い場合は、2020 年時点ころから原子力発電が大幅に導入される。コスト削減
の効果も大きいことが分かる。

• 発電量の伸びが横ばいの期間は、Pu の増殖に要する時間を意味する
• 世界：2050 年で 18 兆 kWh、 2100 年で 30 兆 kWh（30 PWh）
• 日本：2050 年で 0.6 兆 kWh、 2100 年で 1 兆 kWh
• 日本：2050 年で 3 兆 kWh、 2100 年で 8 兆 kWh は厳しい目標
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3.5

旧ソ連・東欧
ラテンアメリカ

3.0

サブサハラアフリカ
ウラン消費量（GTOE）

2.5

中東・北アフリカ
2.0

インド・東南アジア
中国

1.5

オセアニア
1.0

日本
西欧

0.5

米国
0.0

1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100
年
各地域のウラン消費量（ＣＯ２制約）

CO2 濃度：550ppm 制約、原子力発電コスト：40mills/kWh、FBR：2030 年から導入、15 億 t-U
•

ウランは、当初先進国による消費大、2020 年頃以降、途上国の消費が増大

•

21 世紀中(2080 年頃)に資源が枯渇

•

ウラン資源制約は、FBR 導入規模にも影響

(補足 2)
高速増殖炉を中核とした、核燃料サイクルのほかに、ウラン資源の有効活用を図る方策
も研究されている。例えば、キャンドル燃焼と呼ばれる方式では、炉心に装荷される天然
ウランの約４割を数十年かかって利用する。実現できれば、再処理などのリサイクルの負
担を大幅に軽減できる。
ウランより潤沢な核燃料資源がトリウムであるが、ただしトリウム自身では核分裂せず
中性子を吸収しウラン 233 となり初めて核分裂する、ウラン 238 のような親物質と呼ばれ
る。
このような将来に向けての芽やフロンティアはまだまだ存在している。
【転換 WG 事務局】
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2.3

放射性廃棄物管理技術
２０００

２０３０

２０５０

２１００

放射性廃棄物管理
（地中埋設）技術

注）ここでは高レベル放射性廃棄物（HLW）を対象としている。

ロードマップの考え方
原子力発電所で燃料として使用された核燃料（使用済燃料）の中には、核分裂をしなか
ったウラン235や発電の過程で新たに生成した核分裂性物質であるプルトニウム239が含ま
れている。わが国では、これら核燃料物質となりうる核種を抽出して利用するための使用
済燃料の再処理が国の政策として定められている。使用済燃料を再処理する過程では、放
射能レベルが高く、かつ寿命の長い放射性核種（長寿命核種）を含む、いわゆる高レベル
放射性廃棄物（High Level radioactive Waste：以下、HLW）や放射能レベルはHLWほど高
くないものの長寿命核種を含む超ウラン（元素）（TRU）廃棄物などが発生する。HLWにつ
いては、ガラス固化して深い地中に隔離して処分する方法（以下、地層処分）とするとの
方針が立てられ、当時の動力炉・核燃料開発事業団（動燃事業団、1998年10月、核燃料サ
イクル開発機構に改組）を中核として研究開発が進められてきた。原子力委員会は、動燃
事業団による研究開発の成果を踏まえて、1998年5月に「高レベル放射性廃棄物の処分に向
けての基本的考え方」を取りまとめ、さらに、核燃料サイクル開発機構は、1999年11月に
それまでの研究成果を基に「地層処分研究開発第２次取りまとめ」を行った（原子力委員

会 2005）。第２次取りまとめは、わが国における地層処分の技術的信頼性を示すとともに、
2000年に設立された実施主体が処分事業を進める上での処分予定地の選定、安全基準の策
定の技術的拠り所を与えたものである（JNC 1999）。
処分の実施のための制度整備が国によって進められ、2000年6月には「特定放射性廃棄物
の最終処分に関する法律」（以下、特廃法）が制定され、同年10月には同法に基づいて処
分実施主体である原子力発電環境整備機構（NUMO）が設立された。2002年12月にはNUMOが
全国市町村を対象に「高レベル放射性廃棄物の最終処分施設の設置可能性を調査する区域」
の公募を開始している（原子力委員会 2005）。
わが国の方針としてHLWの地層処分は、特廃法に基づき、2030年代頃の処分場操業開始を
目標として、①概要調査地区の選定、②精密調査地区の選定、および③最終処分施設建設
地の選定という３段階の選定過程を経て最終処分施設が建設される計画となっている（原

子力委員会 2005）。
HLWの地層処分に係わる技術開発・研究開発については、関係機関の役割に応じて、効果
的、効率的に実施されていくこととされている。実施主体としてNUMOは、「HLWの最終処分
事業の安全な実施、経済性および効率性の向上等を目的とする技術開発を実施していく」
こととされている。また、日本原子力研究開発機構を中心とした研究開発機関は、「深地
層の研究施設等を活用して、深地層の科学的研究、地層処分技術の信頼性向上や安全評価
手法の高度化等に向けた基盤的な研究開発、安全規制のための研究開発を行う」こととさ
れている」（原子力委員会 2005）。

4 - 16

技術の特徴・課題
１．安全な処分技術の見通し
HLWを深い地中に隔離して処分する方法は、1950年代にいくつかの論文で提案された。公
式な形で提唱されたのは、1957年に公表された全米科学アカデミーの『陸地における放射
性廃棄物の処分（The Disposal of Radioactive Waste on Land）』と題する報告書におい
てである（NAS 1957）。1960年代からはいくつかの国において、地層処分のための研究開
発が始めらており、研究開発自体は、世界的にみるとすでに50年程度の歴史、成果の積み
上げを経験してきている。このような研究開発成果の蓄積を得て、経済協力開発機構/原子
力機関（OECD/NEA）が1991年に取りまとめた長期安全評価に関するレポート（OECD/NEA 1991）
では、「注意深く設計された放射性廃棄物処分システムが人間および環境に与える潜在的
な長期の放射線学的影響を適切に評価する安全評価の方法は今日得られていることを確証
し」かつ、「提案された処分サイトから得られる十分な情報と合わせ安全評価方法を適切
に用いることは、特定の処分システムが現在と将来の両方の世代に対する満足すべき安全
のレベルを社会に提供するかいなかを決定する技術的な基礎を用意しうるものと考察す
る｣と述べて、安全な処分の技術的実現性については見通しを得た、との専門家の結論をま
とめている。
２．安全な処分の実施に向けた研究、技術開発
HLWの地層処分は、HLWに含まれる放射性核種の潜在的毒性が継続する長い期間にわたり、
人間の生活環境から隔離し、人間の健康影響等に影響が及ばないようにする技術である。
したがって、地層処分は安全性を追求する諸技術の集合体ともいうことができる。地層処
分に係わる技術を体系的に分けると、おおよそ次のとおりである。
・ 処分施設建設地の選定に係わるもの
・ 処分場の設計に係わるもの
・ 地層処分の長期安全性に係わるもの
・ 処分事業に係わるもの
(1) 処分施設建設地の選定に係わるもの
先に示したように処分施設の建設地は３つに分けて段階的に進められ、各段階において
行われる調査内容および方法は異なったものとなる。概要調査地区を選定するにあたり考
慮する事項として特廃法で定められた地震、噴火等の事項に関する調査、および実施主体
がみずから定めた地層の物性・性状、地下水の特性等の考慮すべき事項についての調査が
主に文献により行われることとされている（NUMO 2004）。
次の段階の概要調査では、ボーリングの実施、物理探査等が行われ、地震等の自然現象
による地層の変動、地層を構成する岩石の種類および性状に関する調査、地層内に断層が
ある場合にはその詳細についての調査などが行われる。
三段階目の最終処分施設建設地の選定段階では、地層の物理的・化学的性質などに関す
る情報を収集するために必要な測定および試験を行うための装置を設置する坑道を地下に
設け、岩石強度の物理的性質、地下水の流れがあるときにはその詳細など、処分施設設計
のため、および処分の安全性を評価するために必要とされる調査・試験が計画される。
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近年、処分場の安全性にとって重要な要素を特定し、それらを重点的に調査・研究する
ことにより、合理的かつ効率的な処分施設建設地の選定を行うことが注目されてきており、
リスク情報を用いた重要課題の特定とそれらの総合的な評価に基づく意思決定の方法が開
発されつつある。
(2) 処分場の設計に係わるもの
処分場は、閉鎖後長期間にわたってガラス固化体を人間の生活環境から安全に隔離でき
るよう、人工バリアを含む一群の最終処分施設（以下、処分施設）と天然の岩盤（天然バ
リア）で構成され、高レベル放射性廃棄物やサイト環境条件の特徴を考慮して設計される
ことが基本とされている。
人工バリアを構成するものは容器に密封、封入されたガラス固化体、ガラス固化体を収
納するオーバーパック、その周囲を取り囲む緩衝材で構成されることが一般的である。ス
テンレス容器に充填されたガラス固化体は、その高い化学的耐久性により放射性核種が周
囲の地下水へ溶出するのを抑制する機能を有する。オーバーパックは、ガラス固化体から
の発熱があり、放射能の高い期間地下水とガラス固化体が接触するのを阻止する機能を有
する。一方で、地下水と反応することによりガラス固化体を取り巻く近傍の化学的環境を
還元性に維持する役割も有する。緩衝材は、その透水性が小さいことにより内側のオーバ
ーパックと地下水の接触を抑制する機能、万一放射性核種がガラス固化体より溶出した場
合でも、その核種が移動するのを遅延させる機能などを有する。人工バリアについては、
このようなそれぞれが期待される機能を必要な期間十分に発揮することのできる材料の開
発や施行方法の開発等が進められている（NUMO 2004）。
地下施設に関しては、処分場が将来長期にわたり安全性の面から所期の目標を確保でき
るように、信頼性の高い人工バリア、地上施設および地下施設を、設置されるサイトの環
境条件を考慮しつつ、合理性をもって実現することが基本とされている。また、作業安全
や周辺環境への影響を最小限にできることも設計にあたり考慮されるべき重要事項である。
(3) 地層処分の長期安全性に係わるもの
地層処分は、地下深部の処分場に廃棄体が埋設された後は、それらを取り出す意図を持
たず放射性廃棄物を人間の生活環境に影響の及ぶおそれのないようにすることである（例

えば、OECD/NEA 1995）。HLWの場合、潜在的毒性が長期間にわたり継続することから、処
分の安全性を厳密な意味で実証することは難しい。したがって、処分場建設等事業の前に
長期にわたる処分の安全性を示すことが重要になる。その中心となるのが安全評価であり、
場合によっては、安全評価を中心とした長期的な安全性能を保証するための論拠（安全論
拠またはセーフティケースと呼ばれる）の作成が行われる。
安全評価は一般的にいって、次のような要素が相互に関係しながら進められる（OECD/NEA

1991）。
・ 選定した処分システムの将来考えられる変化の特定、設定（シナリオ開発）
・ 適切な数学モデルの開発
・ 総合評価の実施による潜在的な放射線の影響評価
・ 不確実性解析と感度解析

4 - 18

・ 評価の各部分（コンポーネント）の確証と検討
・ 基準と評価結果との比較検討
このような手順で実施される安全評価あるいはセーフティケースの作成は、処分施設建
設地の選定の段階から各段階でそれまでに得られるサイト情報等に基づき段階的に繰り返
し行われる。
なお、時間をかけて段階的に意思決定をしていく上で、わが国として国際的に議論され
てきているセーフティケースをどのように活用していくかは、規制面も含め今後の課題で
ある。
(4) 処分事業に係わるもの
長期安全性とモニタリング
地層処分の長期的安全性は、モニタリングを含む閉鎖後の制度的管理に依存しない
で達成されることが原則である。一方、地層処分におけるモニタリングに関しては、
制度的管理のひとつの方法として処分場閉鎖後一定期間の実施の有意性、廃棄体の回
収可能性との関連、時間をかけて段階的に意思決定していく上での意義、社会的受容
性といった観点からも議論が行われている。これらの中には技術的意味意外からの要
請もあるが、長期間にわたる安全性の確保を求められる事業の意思決定では特に倫理
的観点からの検討も重要である。モニタリングは、このような倫理観などに由来する
ものの考え方に属する要請のひとつの問題であるが、それに対しどのような技術的解
答を用意できるかは今後の課題のひとつである。
外国の例ではあるが、長期間監視付地層処分という概念が提唱されている。それは、
処分場の操業中および地下坑道の埋め戻しなど主要施設閉鎖後のある期間、処分場領
域と同じ環境に設置された試験施設において処分の安全性能に関するパラメータのモ
ニタリングを継続するものである（EKRA 2000）。試験施設の役割は、人工バリアおよ
び処分場近傍周囲の天然バリアの長期挙動のモニタリング、安全評価に用いた予測モ
デルの検証、主要施設閉鎖後の長期間モニタリング等の能動的管理が可能な実証施設
としての機能等である。このような施設設置の技術的および社会的な意義については
今後の検討課題である。
なお、処分場閉鎖前のモニタリングについては、閉鎖前の安全確認を行うためのデ
ータ取得方法のひとつとしての位置づけを与えられている（NUMO 2004）。
回収可能性
回収可能性とは、処分場に埋設した（処分した）廃棄体を何らかの理由で、再びそ
こから取り出す可能性をいう。地層処分の発想は、本来廃棄体を回収する意図なく地
下深部の安定した環境に埋設することであるため、基本的に回収可能性を考慮するこ
とはない。
処分場閉鎖前の段階に対する考え方は、原子力安全委員会の報告書において次のよ
うに示されている。
「処分場の閉鎖に際しては、建設段階および操業段階に得られたデータを追加し、
安全評価の結果が妥当であることの確認を行う。また、その妥当性を確認するまで
の期間は、高レベル放射性廃棄物の回収の可能性を維持することが重要である」
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（原子力安全委員会、2000）
処分事業は段階的に意思決定がなされていき、少なくとも最終決定である処分場の
閉鎖までの間は事業の後戻りが可能であること（可逆性を有する）を保証することが、
地層処分に対する信頼性を得る上で重要であるならば（NUMO 2004）、可逆性の実際の
行為である廃棄体の回収可能性は保持されるべきであり、そのための技術開発を行っ
ておく必要がある。
【転換WG事務局】

図１ 地層処分のイメージ

図２ 人工バリアのイメージ
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3.1

太陽

太陽
■ 大きな設置面積を必要とするため、転換効率向上が重要である。
■ 結晶シリコン、薄膜シリコン、化合物半導体、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、耐久性等の観点から選択されていく。ただし、発電効率が
30％を超えるためには、超高効率な新構造・新材料太陽電池が必要である。
■ 民生分野での導入もあわせ、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技術開発も必要である。

２０００

２０３０

電気・水素化率 20％
需要分野の省エネ・創エネ化率 0％
必要総発電量 約1兆kWh (3,800PJ)

２０５０

２１００

40％
50％
約1.5兆 kWh (5,400PJ)

60％
70％
約2兆 kWh (7,200PJ)

（現状再生可能エネルギー発電量 900億kWh(320PJ)）

発電

結晶型

太陽光発電

発電効率 13%

色素増感型等

薄膜型

超高効率新型

22%

30%

小規模独立分散発電→広域連携
ＭＷ級大規模発電

40%
設置面積：８０km四方で２兆kWh
日本国土の約２％になる。

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取り出す、1952 年に米国で発明された新しい
技術で、発電装置の基本構成は太陽電池、インバータ、蓄電装置からなる（図１）
。
太陽電池

インバータ

制御装置

負荷(利用）

ジーゼル発電
系統電源など

蓄電装置

図１ 太陽光発電システムの構成

• 太陽光発電は量的に莫大なエネルギー資源で、現在の太陽電池技術（変換効率 10～15％）
でもゴビ砂漠と同等の面積で全世界のエネルギー需要と同等の量が得られる（図２）
。わ
が国での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約 80 億 kW
（図３）
で、発電量に換算すると約 8 兆 kWh/年になり、量的に十分国内エネルギー需要を賄える
発電技術である。
Gobi (1.3×106km2)
Sahara (8.6×106km2)

セル変換効率 η=14%
占積率 50%
システム効率：１0%

107×1012kWht/y
=3.84×1020J/y
PV electricity

全陸地面積
(150×106km2)

１kW/㎡

Total earth surface
(510×106km2)

3.6×1020J/y
World PES
in 1998

図２ 太陽光発電の資源量（世界）（IEA 資料より）
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8,000
２０３０年推定導入量 Ｇ(Ｗ )

7,950

*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

8,000GW
その他

民生業務
道路・
鉄道

250
200

大型産業施設
202GW

公共施設

ケース3

潜在量

150
102GW

戸建住
宅

100
50

集合住
宅

ロードマップ
(PV2030)により
目指す導入量

54GW

0
ケース1

ケース2

図３ わが国の太陽光発電設置可能量（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）
• 太陽光発電は、発電設備製造のためのエネルギーや CO2 発生量は約 2 年間の発電で回収・
相殺できるクリーンなエネルギーであるが、普及拡大に向けた最大の課題は発電コストの
低減で、より高性能な太陽電池と安価な製造プロセスの開発が必要である。
• 地表では太陽エネルギーが希薄（1 kW/㎡）なため、太陽光発電には大面積が必要である。
ケースＣの必要発電量 2 兆 kWh は、日本の国土の 2％に匹敵する 80 km 四方の面積に効率
40％の太陽光発電を設置した場合の発電量に相当する。発電効率が高く、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の開発が望まれる。
• 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。
技術の現状と展開
• 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。発電コス
トは電力料金の 2 倍程度で経済性の改善も必要である。
• 2030 年に向けた「技術開発ロードマップ（PV2030）
」
（図４）が NEDO 技術開発機構により
策定された。技術開発により汎用エネルギーとしての経済性・適用性を確保することで
2030 年頃までに長期エネルギー需給見通しで期待する 1 次エネルギーの 5％程度を供給で
きる技術水準に達する見通し。
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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
超薄型/多接合化
による高性能化

＜電池技術＞
技術の世代交代による
低コスト化の実現

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

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）

海 外

新エネルギーネットワーク
水素製造

VLSPV

図４

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）
• 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、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

～35％

8～１0％

実用化
中

10～13％

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
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14～19%

実用段
階

色素増感太陽電池
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 2030 年頃までには現在の研究室水準（22％）の性能が実用化されよう。
また、最近、超高効率太陽電池構造が検討され 50％を越える構造も発表されているが、
実用発電効率が 30％を超えるためには、多接合や量子効果を使った新構造・新材料太陽
電池が必要である。
• 上記の効率向上と高生産性製造プロセスの開発などに加え、原料シリコンやガラスなど原
材料の安価供給技術確立も必要である。また、プロセスの簡単な色素太陽電池などへの材
料転換も重要である。
• 太陽光発電の量的な拡大に伴い安価な蓄電設備の開発や他の新エネルギー等との広域連
携による発電量平準化機能の開発やシステム構築が必要となる。また遊休地などを使った
大規模発電設備では発電した電力の水素エネルギーなど貯蔵・調整可能なエネルギー形態
への転換も必要となる。
• 工場/産業施設やビル/民生施設などの多様な設置場所、利用形態へ対応するためにモジュ
ールの多様化（両面受光、軽量・フレキシブルなど）や屋根・壁などの建材一体化などを
さらに進めるとともに断熱性、部分透光性、遮音性、デザイン性などさらなる機能の付加
も重要である。
今後の太陽光発電の展開の方向
• オール電化住宅への適用などで太陽光発電の住宅用市場は自立化しつつある。今後は
2010 年の政府導入目標 482 万 kW の達成に向け産業分野などでの利用促進が図られる。
• 「ロードマップ（PV2030）
」に沿った技術開発の推進により高効率化、多様化による太
陽光発電の適用領域拡大と広域連携などの新しいシステム概念構築を図り、2030 年ご
ろまでには図３に示す分野を中心に、国内で 1 億 kW 程度（発電量 1000 億 kWh 程度）
の設備導入を目指す。これにより太陽光発電のエネルギー資源としての地位を確立す
る。
• 2030 年以降には、新材料、新構造の太陽電池などで実用効率 40％以上を実現し、効率
的な大規模発電を実現する。また、発電した電力の水素エネルギーなどの貯蔵・調整
可能なエネルギー形態への転換を図ることで、エネルギーとしての利便性を確保、あ
らゆる分野へのエネルギー供給を可能とする。
• 上記の展開と並行して太陽電池の輸出を促進する。高性能太陽電池の輸出はわが国の
産業振興に寄与するばかりでなく、輸入国のエネルギー資源/環境問題の根本的な解決
に貢献できる。これはエネルギー資源/環境問題に対するわが国の国際的な責務を果た
すためにも有効な手段となる。
【（元 NEDO） 荒谷 復夫】
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3.2

太陽エネルギー利用水素製造

太陽
■ 大規模水素製造には、太陽光による電力からの水電解、光触媒、あるいは太陽熱を利用した熱化学法等が考えられ、製造効率、コスト等などにより技術が選択される。

２０００
水素製造

２０３０

２０５０

２１００

太陽光（電気分解）
製造効率 10％

製造効率 20％

製造効率 28％
太陽光利用 38％

太陽光（光触媒）
製造効率 0.01％

太陽熱（熱化学）

0.1％

太陽熱利用 ＞50％

太陽炉の高効率化、小型化

製造熱効率 30％

水素製造技術
水素は、種々のエネルギー源から製造可能な２次エネルギーである（図 1）が、長期的に
は、太陽エネルギー等の再生可能エネルギーを用いた水素製造技術が重要な役割を占める
と考えられる。

化石燃料
廃棄物

<化石燃料高効率利用
環境対応>
高圧水素ガス
水蒸気改質
H2
H2 液体水素
部分酸化
金属水素化物
ガス化
化学反応媒体
電気

熱、動力
太 陽
水 力
風 力
地 熱
海 洋
バイオマス
原子力
エネルギー源

発電

H2

水電解

光分解
微生物
ガス化

H2

水素製造

高圧水素ガス
液体水素
金属水素化物
化学反応媒体

H2

輸送と貯蔵

電力、熱
動力
（燃料電池）
（エンジン）
（タービン）
（燃
焼）

利

用

<再生エネルギー利用 環境対応>

図１ 水素エネルギーシステムの概念
運輸部門等での水素エネルギーの使用開始時期を 2030 年頃を想定しており、2050 年頃に
は水素需要がある程度大きくなるものと思われる。この需要を満足するためには、制約条
件によっては、太陽エネルギーなど再生可能エネルギーを用いた水素製造プロセスの実用
化が必要である。
太陽光発電－電気分解水素製造技術
太陽電池により発電された電力により、水の電気分解を行い水素を製造するプロセス。
現状での太陽電池の発電効率は 15％程度、水の電気分解効率が 75％程度であるため、製造
効率は 10％程度であり、太陽光発電の効率ならびに電解効率の向上に伴って順次効率が向
上していてゆくものと期待される。
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太陽光－光触媒水素製造技術
本多-藤島効果に基づく、半導体を用いた光触媒作用により太陽光エネルギーを用い直接
的に、水を酸素と水素に分解するプロセス。

伝導帯

e-

H2O
H2

hν
禁制帯

O2
価電子帯

h+

H2O

光触媒
図２ 光触媒による水分解の原理
現状の水素製造効率は 0.01％程度であり、新規材料の開発による動作波長域の長波長化
と製造技術の高度化による格子欠陥の生成抑制などにより、効率の向上を図る。
太陽光－熱化学法水素製造技術
複数の化学反応をサイクル的に組み合わせ水を酸素と水素に分解するプロセスが熱化学
法であり、吸熱反応である。この熱化学反応の反応に必要な温度場と、吸熱エネルギーを
集光した太陽熱により供給するプロセスが、集光太陽熱化学プロセスである。

図３ 太陽光集光システム（ビームダウン型タワー集光ヘリオスタット）
これら水素製造技術の効率、水素需要に応じて技術が選択され実用化されてゆくもの考
えられる。
【転換 WG 事務局】
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3.3

地熱

地熱
■ 資源量確保のため、地中の高温水蒸気や熱水を利用する浅部地熱系から深部地熱系へ、さらには地中の高温状態にある岩の熱伝導を利用する高温岩体発電へと進む。
■ 地下深部（高温岩体では5,000ｍ級）の資源量の把握、地熱貯留層の正確な評価など地熱探査技術が必要である。

２０００
地熱発電

２０３０
浅部地熱系（<2,000m）
（蒸気発電、バイナリー発電）

２０５０

２１００

深部地熱系（>2,000m)
高温岩体発電

・地下深部の資源量、地熱貯留層高精度評価技術
・事業性、坑井採掘技術
・熱水共存物質による抗井のスケール、腐食対策技術

賦存量(資源量の評価リスク有り)
熱水対流型資源量 2,459万KWe (=1,700億kWh、610PJ)
高温岩体資源量 110,000万kWe (=7,720億kWh、2,800PJ)

地熱発電は、地下にある熱エネルギーを取り出し、タービンで運動エネルギーに変え、
発電機で電気エネルギーに変換する発電システムである。地熱発電の大きな特徴はタービ
ンを回すエネルギーとして地下に存在する地熱貯留層（高温の蒸気・熱水が溜まっている
地層）から地熱流体（蒸気・熱水）を取り出し動力として用いていることであり、これら
の地熱流体は、地下に浸み込んだ雨水がマグマ溜りの熱によって加熱された流体で、地層
や断層、あるいは固い岩石中の細かい亀裂等の中に溜まっているものである。地熱貯留層
に対して蒸気生産のための井戸（生産井という）を掘削し、自噴してくる蒸気および熱水
を気水分離し、
（一般的なタイプでは）蒸気をタービンに導いて発電する。気水分離した熱
水は還元井を通して地下に戻す。

図１ 地熱発電のしくみ（NEDO パンフレット「期待される地熱開発」
地熱発電は、二酸化炭素の排出量が極めて少ないクリーンな再生可能エネルギーである
こと、優勢な火山国であるわが国に豊富に賦存すること、最初に必要な蒸気流量を確保す
るために生産井を掘っておけば、後は基本的に燃料購入費はいらないこと、及び発電所の
稼働率と設備利用率が高くベース電源として安定供給に寄与すること等優れた特徴がある。
他方、自然エネルギーが対象であることから大容量の発電所ができ難くスケールの点から
経済性が劣ること、地下の地熱資源把握に伴うリスクがあり、井戸の本数が増大して事業
性が成立しなくなる場合や、発電所運転開始以降蒸気流量が予想外に減衰してしまう場合
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があること、地熱資源は風光明媚な火山地域等に偏在して賦存しており、自然公園地域内
であったり周辺の既存温泉事業との共存共栄の問題があること等解決すべき課題がある。
表１
わが国で当面開発可能な地熱発電開発可能量
我が国で当面開発可能な地熱発電開発可能量
（単位；万kW）
資源密度・確度等からみて開発可能
527
2
247
開発範囲4km 以下
自然公園規制地域外
133
2km以内に幹線道路が存在
95
温泉地域から3km以上離隔
39
温泉地域から5km以上離隔
17
（出所）資源エネルギー庁「21世紀に向けた発電技術懇談会中間報告」、1996年

ロードマップの考え方は、基本的に地熱エネルギー利用量を最大化し、地熱発電開発可
能量を拡大させる方向性を示しており、発電方式の拡大、浅部地熱系から深部地熱系への
展開、及び自然熱水対流系利用から高温岩体発電への流れを表している。
地熱発電システムとして、地下からの地熱蒸気で直接タービンを回すフラッシュ方式（蒸
気発電）の他にバイナリー発電方式がある。一般的にバイナリー発電とは、熱源となる１
次媒体から熱交換器により熱を二次媒体に移し、二次媒体のサイクルにより発電するシス
テムを総称している。「バイナリー」というのは「二つの」という意味で、２つの熱媒体を
使用した発電システムである。地熱バイナリー発電は、地下から生産した地熱流体を一次
媒体とし、熱を低沸点媒体に移してタービンを回す方式である。地熱貯留層の温度が低い
場合フラッシュ方式では少量の蒸気しか得られないので、フラッシュ方式では貯留層温度
として約 200℃以上が必要であるが、バイナリー発電方式では水より沸点が低い熱媒体を加
熱して高圧の蒸気を発生させてタービンを回せるため、百数十℃～200℃の中高温の地熱資
源も開発対象となる。このためバイナリー発電は、地熱エネルギー利用可能量の拡大に寄
与する。また、一般にバイナリー発電方式では、地下から生産する地熱流体(蒸気・熱水)
は地下に全量還元するため、地表と地下貯留層の間で地熱流体(1 次媒体)は大気圏に対して
完全に閉鎖サイクルとなっているので、より環境負荷が小さいという特徴がある。

図２ 地熱バイナリー発電方式
（赤は地熱流体のフロー、緑は低沸点媒体のフロー）
〔出典:日本地熱学会 HP〕
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現在は、地下深度 2,000 m 程度以浅にある「浅部地熱系」が主な開発対象である。一般
に地下が深くなればなるほど、
（マグマ溜まり等の本源的な熱源に近づくため）地温は上昇
する。すなわち、地下深度 2,000 m 以深の「深部地熱系」は「浅部地熱系」に比較して高
温・高圧であり、エネルギー密度が高い地熱資源である。旧工業技術院地質調査所（現産
業技術総合研究所）の調査結果を基に、全国 204 地域について、それまで得られている地
上調査データを総合して地熱資源量の評価を行った NEDO(1989)の「地熱資源の評価に関す
る調査」によると、地下 3 km までに賦存する 150℃以上のわが国の地熱資源量全体の内、
深度 2,000 m 以深の深部地熱系のポテンシャルとして 4,723 万 kW と推定されている。また、
NEDO の「地熱探査技術等検証調査 深部地熱資源調査 プロジェクト評価（事後）報告書」
(2002)では、既開発地点の深部に既存発電容量の 1.5 倍が包蔵されていると示された。
深部地熱系の開発のためには、地下深部の資源量を正確に把握する技術や地熱貯留層高
精度評価技術が必要となる。特に、地熱発電所の安定的な高利用率の運転のためには、貯
留層の特性を調査開発時に把握して開発後の貯留層内の温度・圧力変化を事前に予測する
地熱貯留層高精度評価技術の開発が重要となる。地熱貯留層の特性を精度よく把握・評価
できれば、最適な生産・還元形態を設計でき、貯留層の適正な維持管理が可能となる。例
えば地下の不均質な貯留層の中で生産性の高い場所に井戸を掘削して生産井１本当りの蒸
気流量を大きくすることができれば、その分井戸の必要本数が少なくなり、プロジェクト
の事業性が高まることとなる。また、高温の地層を深部まで掘りぬくための坑井掘削技術
の進展も必要不可欠である。近年、地熱開発のためのボーリング掘削は、ほとんどすべて
地表の坑口位置は集約させ先端の目的位置に向かって井戸を曲げながら掘っていく傾斜掘
削が主流であるが、高温の地層の傾斜掘削技術については技術課題がある。また掘削技術
については、通常では困難な地層を掘削するための技術開発の必要性とともに、地熱発電
事業の経済性に大きく影響する掘削コスト低減のための技術開発も重要である。これは深
部地熱系の開発のみならず浅部地熱系の開発、既設設備の維持管理（補充井の掘削等）の
経済性向上にも大きく寄与するものである。
深部地熱系の開発のみならず浅部地熱系の開発・利用率の更なる向上に関連して重要な
技術としては、以上述べたような探査や資源評価、掘削、発電所建設などの開発のための
技術（開発技術）のみならず、発電所運開後、出力を保つために資源のポテンシャルを維
持しうまく地熱流体を取り出し続ける技術（貯留層管理技術）、及び発電を良好に維持する
ための技術（発電管理技術）も重要である。地熱発電のために地熱流体の生産と還元を継
続すると、地下で生産井へ向かう流れが発生する。生産井へ流れる流体の源が周辺のより
低温の帯水層あるいは還元流体であると、高温の貯留層の中により低温の領域が徐々に浸
入してゆく。また、生産井近傍の貯留層圧力低下による減圧沸騰とそれに伴う蒸気ゾーン
の拡大もしばしば発生する。すなわち貯留層内の状態は時間的に変化してゆくものであり、
この貯留層変動が発電所の蒸気量減衰等となって現れ、発電所の運転障害となるケースも
多々みられる。したがって地下深部で発生している貯留層変動の把握（モニタリング）と
数値シミュレーションによる貯留層評価技術（貯留層管理技術）は地熱エネルギーの有効
活用に寄与する重要な技術である。また、井戸内や地上配管類に付着するスケール対策技
術や腐食対応技術も貯留層および発電所の効率的管理技術として重要となってくる。なお、
深部地熱系は浅部地熱系と比較して高温であるため、地下の地熱流体への溶存化学成分量
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も相対的に多く、スケール問題や腐食問題はよ
り厳しくなる。
高温岩体発電の概念は以下のとおりである。
地下 1,000～5,000 m にある温度 200～300℃の
乾燥した高温の岩盤（いわゆる高温岩体、Hot
Dry Rock の訳）に坑井（注入井と呼ぶ）を掘削
し、この坑井を利用して岩盤内に水圧をかけて
亀裂を多数進展させる。これらの亀裂がボイラ
ーに相当する人工の熱水の溜まり場（貯留層）
となる。この貯留層を貫くように別の坑井（生
産井と呼ぶ）を掘削すると、地表から注入井を
通して人工貯留層に圧入された水は、貯留層内
を流れる間に岩盤の熱で加熱され、熱水や蒸気

高温岩体発電の概念
図３
高温岩体発電の概念

となり生産井から地表に回収される。地表で発電などに利用され温度が下がった熱水や蒸
気（つまり水）は、注入井から再び貯留層に圧入される。これにより地表と人工貯留層と
の間で水を循環させ、地下の熱エネルギーのみを取り出すことができる。
高温岩体発電のメリットは以下のとおりである。
①地熱貯留層を人工的に造るため、その位置や大きさ（容量）の推定が容易で、地質
構造に応じて開発規模を人為的に設計できる。
②地表水を用いて貯留層と地表の間を循環させるので、熱水中の溶存成分も少なく、
坑井や配管などの腐食やスケールなどの問題も少ない。
③地下は深部になるほど温度が高く、天然の流れも少なくなり、高温岩体資源として
有望となる。
④地下深部の高温岩体資源量は膨大である。
高温岩体発電で必要とされる技術は、
①高温岩体の位置、深さ、大きさを推定評価する探査技術
②高温岩体への坑井の掘削技術（特に深度が深い場合の掘削コスト低減が課題）
③人工的に貯留層を造成する技術（設計どおりに地下で亀裂の集合領域を造成する技
術）
④造成された貯留層の位置や大きさを評価する貯留層評価技術
⑤水の循環による熱抽出の予測技術
などである。
以上述べた、各種地熱技術と地熱資源の型の対応を表した地熱エネルギー利用体系の概
念を図４示す。
【電源開発（株） 中西 繁隆】
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図４ 地熱エネルギー利用体系概念図
［出典］資源エネルギー庁（監修）：1999/2000 資源エネルギー年鑑、
通産資料調査会（1999 年 1 月）
、p.668
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3.4

風力

風力
■ 現状（2003年度）の風力発電の導入量は約70万kWで、大型化、低コスト化により陸上での導入が進む。
■ 陸上のみでは十分な電力供給ができないため、洋上風力発電が必要となる。

２０００
風力発電

（陸上）

２０３０

２０５０

２１００

大型化、低コスト化

（洋上）

沿岸近海着定式

洋上近海

洋上遠海浮体式
賦存量 (NEDO報告書より)
陸上： 3,524万kW (341億kWh/年、120PJ/年)
NEDO ｼﾅﾘｵ2 3D×10D設置
洋上：25,290万kW (4,027億kWh/年、1,500PJ/年)
海岸線から3km以内 3D×10D設置

わが国の風力エネルギーのポテンシャルとしては、陸上 3,500 万 kW（NEDO、大型風力発

電システム開発、1994）、洋上 2 億 5,000 万 kW（NEDO、日本における洋上風力発電の導入可
能性調査、1998）という試算がある。これに対し 2005 年 3 月時点での風力発電の設備容量
は 93 万 kW である。2004 年時点の導入量を世界の中で比較すると、世界全体の導入量の 2％
に相当し、国別では第 9 位である。
政府は 2010 年までに 300 万 kW という目標を掲げており、2020 年に 1,000 kW、2030 年に
は 2,000 万 kW という目標値も NEDO から公表されている。
本ロードマップでは、
2100 年時点の風力発

表１ 我が国における風力発電設備の潜在的普及規模
物理的限界潜在量

電設備容量に関して特
定の数値は掲げていな
いが、少なくとも
1,000 万 kW 以上の設備

3,500万kW
風速
5m
可能面積
3,600km2
設置台数
7万基

導入を念頭に置いて、
必要となる技術を展望
している。

実際的潜在量
（A)
（A）の50%
500万kW
250万kW
風速
5m
可能面積
939km2
設置台数
8,300基
220万kW
110万kW
風速
6m
可能面積
394km2
設置台数
3,700基

2010年目標値
300万kW

（出所） 経済産業省 総合資源エネルギー調査会新エネルギー部会資料（2000年1月）

陸上風力発電
風力発電の本格的な実用化は 1980 年代の米国に始まり、1990 年代にその中心が欧州諸国
に移った。わが国では 2000 年頃から設備容量の増加が顕著になってきている。
この間、風車の大型化により機器コスト（kW 単価）の低減が図られてきた。1980 年代の
風車は 100 kW 以下であったが、1990 年代前半に数百 kW クラス、1990 年代後半には 1 MW
クラスが登場され、現在は 5 MW クラスが実用化されている。風車の大型化は、依然として
低コスト化の有力な手段ではあるが、陸上設置の場合は、建設地点までの道路輸送の問題
から風車の大型化はほぼ限界に近づきつつある。
大型化以外のコスト低減のためには、翼の材料開発や材料に応じた設計技術や制御技術
が重要となる。また、超電導発電機の利用等による発電機の小型軽量化と、それに伴うポ
ールの簡素化も、コスト低減に有効と考えられる。
また、これまでにわが国に設置された風力発電設備は、台風や雷等によるトラブルが発
生し長期停止を余儀なくされている例が散見される。そのため、わが国の自然環境に適し
た風車の開発・導入も必要である。
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洋上風力発電
欧州では、陸地におけ
る適地の減少や騒音・景
観などの問題回避などの
要因から、洋上風力発電
の導入が始まっている。
わが国も、現在はほぼす
べてが陸上設置であるが、
陸上のみでは立地点の限
界から 700 万 kW 程度で頭
打ちとなると予想されて
いる（図１）
。さらに導入
を拡大するためには、洋
上設置が必要になる。
ただし、欧州は深さ数
十 m 以内の浅海域が広大

図１ わが国の風力発電導入目標
（出所）イーアンドイーソリューションズ（株）
「風力発電ロードマップ検討結果報告書」
、NEDO 委託調査、2005 年 3 月

に存在し、その海域への
着床式洋上風力の建設が見込まれているが、わが国の近海は浅海域が狭く急に深くなると
ころが多い。したがって、浅海域向けの着床式に加えて、フローティング式の開発・実用
化が必要となる。さらに、海底深度が大きい海域向けに、海底への係留がないセイリング
式の開発も必要となる可能性がある。
付帯的課題
大量の風力発電の導入には、電力品質や電力系統の安定化に関する問題への対策が必要
になる。これは、風力発電の出力変動が大きく、その調整が困難という特性に起因する。
風力発電の導入初期においては、連系地点近傍の電圧変動が問題となったが、現在は経済
性を損なわない範囲での対策が可能となっている。最近は、系統周波数への影響（の懸念）
と一部地域での送電容量不足に問題が移ってきている。特にわが国では、系統周波数の問
題が風力発電の導入拡大のネックになりつつあり、風力発電の大量導入にはその問題の解
決が不可欠である。周波数問題に対する対策は、電圧変動対策に比べて現状では 1 桁以上
高いコストがかかるため、蓄電池等の対策技術の低コスト化が求められる。また、周波数
の変動は電力需給調整の問題でもあるので、精度の高い風力発電量予測技術の開発も問題
の軽減に寄与する。
将来、運輸部門等における水素利用が実用化された時には、風力発電と水電解による水
素製造とを組み合わせることで、風力エネルギーの利用拡大ともに出力変動の吸収という
効果が期待できる。
洋上風力発電は沿岸から離れるにしたがって送電コストが高くなり、電力を水素に転換
して輸送した方がコスト的に有利になる可能性がある。特にセイリング式では、電力の形
で陸上の電力系統に送ることは困難であり、この点からも、水素等への転換が必要になる。
【転換 WG 事務局】
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3.5

バイオマス

バイオマス
■ 木質系バイオマス等で現在実用化されている直接燃焼による電力・熱の製造から、ガス化、さらにはガス化改質による電力、気体・液体燃料の製造に移行する。
■ 高含水系バイオマス利用では、メタン発酵が技術的には実用化され、コジェネ等に利用されている。
■ 産業分野でも利用するため、資源量確保のためのバイオマス利用の高効率化および収集・運搬技術が課題となる。
■ 将来的には直接水素製造が考えられるが、製造効率の向上が必要である。

２０００

２０３０

２０５０

直接燃料利用 ガス化・ガス化改質

集中バイオマス利用

メタン発酵、エタノール発酵
【木質系】
・直接燃料利用
（火力混焼等）
・ガス化＋燃焼（エンジン）
・ペレット等固体燃料

大規模ﾊﾞｲｵﾏｽ発酵水素製造
・電力・熱
・気体燃料
・液体燃料
・固形燃料

ガス化改質

【高含水系】
・可溶化+メタン発酵＋ボイラ/GE
・エタノール発酵
・消化汚泥処理・堆肥化・燃料化
・水熱処理による炭化、燃料化

バイオマスガス化燃料合成
（水素・合成燃料等）

２１００

燃料作物生産

2100年供給可能量 （「バイオエネルギー」
山地著より
国内木材バイオマス 640PJ/年
国内食料残さバイオマス 177PJ/年
世界木材バイオマス 58.8ＥJ/年

・電力・熱
・気体燃料
・液体燃料
・固形燃料

高効率化

ﾊﾞｲｵﾏｽｶﾞｽ化燃料・水素製造

冷ガス効率（木質） 65～75％

バイオマス醗酵
（水素製造）実験室レベルの基礎研究段階

75～80％

新規醗酵菌の探索

水素収率 現状の100倍
発生速度 現状の100倍

（発生速度 0.2×10-3Nm3/L･h）

1000倍
1000倍

１．バイオマス利活用の取り組み
バイオマスとは、生物資源量を表す概念で、「再生可能な生物由来の有機性資源で化石資
源を除いたもの」であり、生物が水（H2O）と二酸化炭素（CO2）から光合成によって生成
した有機物である。したがって、生命と太陽エネルギーがある限り再生可能な資源であり、
地球全体の生物のライフサイクルの中で、CO2 を平衡に保つことができる、いわゆる「カー
ボンニュートラル」と呼ばれる特性を有している。
したがって、化石資源由来の製品やエネルギーを自前のバイオマスで代替することを促
進することによって、CO2 削減に大きく貢献するとともに、化石資源の延命と、エネルギー
セキュリティーの向上に寄与するもので
ある。
わが国では、
平成 14 年 12 月に、「バイ
オマス・ニッポン総合戦略」が閣議決定
され、現在、関連省庁はそれぞれの視点
から、様々な施策・政策が打ち出され目
標達成に取り組まれているところである。
バイオマスの利活用の促進は、
上述の「地
球温暖化の防止策」のほか、長期的観点
から、その総合的利活用による「循環型
社会への形成・移行」を加速させ、新た
な「戦略的産業の創成と育成」とバイオ
マスの豊富な地域すなわち、「農林漁
業・農山漁村の活性化」と日本全体の活
性化につながるものと期待されている。
図１ バイオマス・ニッポン総合戦略策定
（平成 14 年 7 月農林水産省資料）
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２．バイオマスの特徴と利活用の現状と展開方向
わが国は、アジアモンスーン地帯に属し、温暖・多雨な気象条件のお陰で、自然の恵み
であるバイオマスは豊富に農山漁村に存在するものの、その特性として広く・薄いのが特
徴である。また、水分が多くかさばる等、エネルギー密度としては化石資源に比べ低いこ
となど、収集・運搬に手間が必要になること、また高効率で低コストな、エネルギー変換
技術の開発が不十分なことなどにより、事業の採算性の問題から十分な利活用がなされて
いないのが現状である。バイオマスであっても経済性原理にしたがって導入・普及がなさ
れることになるが、利便性・快適性を追求したこれまでの生活様式の考え方を転換する、
パラダイムチェンジの時代を迎えたと言えよう。
バイオマスの利活用の展開方向は、おおよそ以下のようになると予想されている。
①廃棄物系バイオマスの利用
廃棄物には、食品廃棄物、古紙、家畜糞尿、建築廃材、製材廃材、黒液、下水汚泥
など多くのバイオマス種が含まれており、これまで主として衛生的観点から無害化、
減容化して埋め立て処分されていたものが多い。これらは、廃棄物処理費として自治
体や事業者の負担で処理されてきており、これらの利用は、いわゆる逆有償として利
用できること、また、エネルギー回収による燃料費の削減が可能になるなど、事業化
のインセンティブが働き易く、まずは当面、廃棄物系バイオマスの利用が進むと予想
される。しかしながら、古紙、建築廃材、製材廃材、黒液などドライ系の直接燃焼に
よるエネルギー回収・利用がし易い原料は既に多く使われつつあり、2010 年頃にはこ
れらバイオマスは不足気味になると予測されている。
②未利用バイオマスの活用（2010 年代）
現時点では、収集・運搬コストの関係で、現地に放置されている林地残材や、農作
廃棄物など未利用バイオマスは、収集・運搬システムの発達や合理化により、低コス
トで入手可能となり、利活用が進むと考えられる。一方、わが国の森林木材の利用は、
安い輸入材に依存度が高く、山林の荒廃を招いて、その環境影響までもが心配されて
いる現状にある。もとより急峻な地形の山林の多いため、収集・採取しにくい状況に
あり、国産材の利用促進には、その効率的な収集技術の開発や、列状間伐法などの導
入が不可欠となると考えられる。
③資源作物の利用（2020 年代）
エネルギーや製品への転換効率が向上し、バイオマスに対してある程度の原料代を
支払っても化石資源に由来するエネルギー価格や製品価格に対抗できるようになると
考えられる。この場合、未利用地に資源作物が栽培されるようになると予想される。
④エネルギー新作物の利用（2050 年頃から）
2050 年頃には、海洋植物の利用や、遺伝子組換え植物といった新作物による効率的
なバイオマスの生産の可能性を含め、飛躍的に生産量が増大することが期待される。
これらバイオマスの年間の賦存量は、廃棄物系バイオマス：約 930 PJ、未利用バイオマ
ス：約 210 PJ、資源作物：約 210 PJ、合計約 1,300 PJ（除く新作物）で、原油換算約 3,500
万 kL に相当すると考えられている。これは、需要分野で究極の省エネを進めつつ再生可能
エネルギーを最大限利用するケースＣにおける 2050 年の必要エネルギー供給量（5,400 PJ）
の約 25％であり、バイオマスについても国際的視点を重視して進める必要がある。

4 - 35

３．国際的視点の重要性
資源収支問題や環境問題は地球規模で考える必要があり、わが国産業の国際的競争力を
維持する観点から、バイオマス産業の戦略的産業としての発展を重視する必要がある。現
在、食糧、飼料、木材など多くのバイオマスは輸入超過となっており、海外の土壌や水資
源に多くの負担を掛けていることを認識すべきである。こうした国際的取り組みは、特に
気象条件の近い、近隣のアジアに対する技術協力や支援を通して国際貢献する必要がある
と考えられ、国際的視点に立ったバイオマス利活用スキームの構築を急ぐ必要がある。

図２ バイオマス・ニッポン総合戦略推進ＡＧ第７回資料より
４．ロードマップの考え方・流れ
バイオマスエネルギー利用は、バイオマス種が多様であり、またエネルギー変換技術の
多岐にわたっているが、バイオマス種を大別すると、DRY 系（自燃可能）と水分の多い WET
系に分かれ、変換技術は熱化学的変換（直接燃焼、熱分解ガス化、水熱分解等）
、生物化学
的変換（メタン発酵、メタノール発酵、水素発酵等）と形態的変換（ペレット化、バイオ
ソリッド化等）に分けられる。
現在、バイオマスエネルギー利用が進んでいる技術は、廃棄物系バイオマスの内、DRY 系
の直接燃焼による電力・熱利用、および WET 系（汚泥、畜糞、食廃等）のメタン発酵によ
るガスエンジンコジェネ等が主体である。これらは、先に述べたとおり、廃棄物減容化に
適した技術でもあり、従来技術の延長でできる技術である。これらの技術は 2010 年代前半
まで導入の主流と考えられる。しかしながら、バイオマスは分散型で利用することが多く、
小中規模ではエネルギー効率的に低い利用法である。
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一方、熱分解ガス化技術は、バイオマスを可燃成分としては、一酸化炭素（CO）と水素
（H2）に熱分解・改質して得られ、効率的にも約 70％が期待でき、小規模ではガスエンジ
ン等、蒸気タービン発電より効率の良い発電が期待される技術が適用できる。また、これ
らの生成ガスは、将来、GTL にも利用され、液体燃料化（メタノール、DME、その他石油代
替燃料）や化学原料としての利用も考えられるので、早急な効率的技術の確立と、導入普
及が期待される。
他方、液体燃料は貯蔵・運搬が容易であり、各種輸送車用の燃料等として有用であり、
注目されている。液体燃料製造技術として、発酵系技術では、エタノール発酵が現在実証
段階にある。Ｅ3、
Ｅ10 などガソリンに混合して用いられる他
（それぞれ、エタノールを 3％、
10％混合）
、わが国では ETBE 等にして利用することが考えられている。原料としては、糖
蜜系、澱粉系、セルローズ系など様々なバイオマス種の対応が考えられている。
2030 年代には水素社会の本格的導入時期を迎えると考えられ、先に述べたバイオマスガ
ス化燃料を改質して水素（H2）に転換し利用する技術が進展すると考えられる。さらに、
発酵系による水素製造技術が進展し、2050 年代後半から実用レベルに到達すると考えた。
2050 年代からは効率的なエネルギー作物が生産され、その時代に適合した様々な形で利
用されると考えられる。
【転換 WG 事務局】

技術開発の
規模別
ターゲット

100 t/d
10 t/d

・ｶﾞｽ化＋燃焼
・直接燃料ﾎﾞｲﾗ
（熱利用）

ｶﾞｽ化改質＋高効率な電力変換
ｶﾞｽ化改質＋高効率な電力変換

・石炭火力
混焼

（ﾊﾞｲｵｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ開発により発電
効率25-30%→ 35-40 %）

・ｶﾞｽ化＋
GE

水熱による炭化・液化燃料化
（連続生成・安定運転の確保）

・ﾍﾟﾚｯﾄ他固体燃料
・直接燃焼ﾎﾞｲﾗ
（熱利用）

ｶﾞｽ化改質小規模化＋電力・気体燃料
（発電効率5%up、小規模高効率化、ﾊﾞｲｵGE,FC適用）

ｶﾞｽ化改質＋新規触媒による液体燃料化
（高性能触媒開発、ｴﾈﾙｷﾞｰ変換効率50-60%）
ｴﾀﾉｰﾙ醗酵（連続・安定醗酵の確立）

２．下水汚泥バイオマス
技術開発の
規模別
ターゲット

100 t/d
10 t/d
1 t/d

可溶化＋
メタン醗酵＋
ボイラ、ＧＥ

高含水バイオマス対応ｶﾞｽ化改質＋
電力・気体燃料、新規触媒による液体燃料
メタン醗酵による電力・気体燃料＋ 化（ 潜熱回収を利用したガス化技術（冷ガス効
率：既存の15%up）、高性能触媒開発）
消化汚泥燃料化

・ｶﾞｽ化改質
＋GE

（ﾊﾞｲｵGE適用、廃油混合でのﾊﾞｲｵｿﾘｯﾄﾞ
化等の燃料変換により、総合効率5%up）

水熱ｶﾞｽ化＋ﾊﾞｲｵGE,FC
水熱ｶﾞｽ化＋ﾊﾞｲｵGE,FC
（高性能触媒の開発）

技術開発の
規模別
ターゲット

３．食品・農畜産バイオマス

100 t/d
10 t/d
1 t/d

食・農産バイオマス対応ｶﾞｽ化改質＋
電力・気体燃料 、新規触媒による液体燃
多様な食廃ﾊﾞｲｵに対応する高度可溶化＋
料化（ 油中改質、水熱改質等による食廃脱水
高効率ﾒﾀﾝ醗酵による電力・気体燃料
技術（冷ガス効率：10%up）、高性能触媒開発）

・ｶﾞｽ化改質
＋GE
可溶化＋メタン醗酵
＋ボイラ、ＧＥ

水素メタン２段
醗酵＋ﾎﾞｲﾗ、GE

（分解率約60%）

水素メタン２段醗酵＋電力・水素変換
（発電効率10%up、高性能膜開発、ﾊﾞｲｵGE他）

水熱ｶﾞｽ化＋ﾊﾞｲｵGE,FC
水熱ｶﾞｽ化＋ﾊﾞｲｵGE,FC
（高性能触媒の開発）

４．要素技術
前処理・後処理技術

収集・運搬効率化

破砕・分別･脱水

廃液脱臭・再利用

転換要素技術

潜熱回収

運転制御

ガス精製・触媒

現状

エネルギーの高品質化
小型化・低コスト化
安全性・環境への配慮
転換効率の向上

バイオマス燃料・熱利用の地域における導入促進

1 t/d

将来期待される技術群

１．木質バイオマス

２０２０年以降

２０１０年断面

バイオマスエネルギー利用技術 ロードマップ概念図

図３

2030 年頃までのバイオマスエネルギーロードマップ

バイオマスエネルギーテクノロジーロードマップ策定に関する NEDO 報告書（エネ総工研、2005 年 6 月）
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4.1

電力・燃料貯蔵技術

電力・燃料貯蔵技術
■ 電力あるいは水素等の燃料を大規模に、かつ高効率に貯蔵する技術が必要。
■ 新型二次電池、キャパシタ、SMES、フライホイールなどの電力貯蔵技術が、当面、負荷平準化等に用いられ、昼夜間の平準化などに適用が広がる。エネルギー貯蔵の期間、
量が増大するにつれて水素などの化学エネルギーによる貯蔵技術が重要となってくる。

２０００
電力貯蔵技術

水素貯蔵技術

リチウム電池

２０３０

２０５０

２１００

新型二次電池、高性能キャパシタ、ＳMEＳ、フライホイール

瞬時負荷平準化

日間負荷平準化（１日～数日間）

季節間調整

配電変電所レベルの最適運用

超高圧系を含む最適運用

0.1 GWh/ｻｲﾄ
(0.36TJ/ｻｲﾄ)

0.1 ～１GWh/ｻｲﾄ
(0.36～3.6TJ/ｻｲﾄ)
大容量エネルギー貯蔵

圧縮水素、液化水素、炭素系/有機系/合金系/無機系貯蔵

備蓄

電力貯蔵技術
現代の我々の生活において不可欠とな
っている電力・ガス・水道といった社会イ
ンフラは、その運用において“生産”、
“輸
送”
、
“利用”という過程を経ているが、電
力の場合は、特に、“生産・輸送”と“利
用”の整合性が他のインフラに比較して極
めて制約の大きいものになっている。すな
わち、ガスや水の場合は、例えばタンクに
溜める、といった形で大変容易に貯蔵でき
るため、“生産”、“輸送”、“利用”の各フ

図１ 電力日負荷曲線（ベストミックス）

ェーズは相互に大きな時間差が許されて

http://www.tepco.co.jp/custom/LapLearn/
ency/cmb01-j.html

いるのに対して、電力システムにおいては
コスト的にリーズナブルな貯蔵手段が限

定されているため、
『発生(生産・輸送)と消費(利用)の時間的、空間的マッチングを常にと
る必要がある』という運用上の制約（同時同量制約とも呼ぶ）をかかえている。
わが国の電力需要は、例えば図１に示した日負荷変動から明らかなように、ボトム負荷
とピーク負荷が大きく異なっているため、上記の同時同量制約を満たすためには、原子力
や一部の石炭火力を除いた他の電源（特に火力発電）がダイナミックな負荷追従運転を行
う必要がある。このような運用は、設備の稼働率を下げるだけでなく、定格負荷を下回っ
た発電効率の低い部分負荷域
で発電所を運用することにな
るため、特に化石資源利用の究

放電
安価な夜間電力
を貯蔵（充電）

電力日負荷
曲線

ピークカット

極ケースで火力発電の割合が
昼間の
電力使用量

増大する場合には、化石燃料の
高効率利用の大きな障害とな
ることが予想される。また、原
子力利用の究極ケースにおい

0

ボトム
アップ

必要な
発電
設備
夜間の
発電容量

夜間の
電力使用量

12
（現状）

ても図１の負荷曲線から明ら
かなとおり、原子力の割合増加

必要な
発電
設備

24 ［時］

0

昼間の
発電容量

12
（電力貯蔵あり）

図２ 電力貯蔵による負荷平準化
『図説

電力システム工学』 p.177 の図をベースに作成
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24 ［時］

によってこれまでのベース定格運転が困難になり、結果として非効率な運転を余儀なくさ
れる。日負荷パターンに基づくこのような制約を打開する最も基本的かつ有効な方法は、
図２に示すように、夜間の限定的な需要（＝安価な電力供給を受けることができる時間帯
の需要）に対する余剰電力（図中、斜線を引いた部分）を日中の負荷が高い部分（図中横
線を引いた部分）へシフトすることである。これにより日負荷に関してはフラット化（負
荷平準化）が図られ、高効率運用の前提となるベース運転領域が拡大することになるほか、
必要な発電設備容量も低減することが可能となる。実際には図１に示されるように、既に
揚水式水力発電所がこの“電力シフト”を行っている。揚水式水力発電所は、夜間の余剰
電力で水をくみあげることで水の位置エネルギーへの変換・蓄積を図るもので、国内では
既に 2,400 万 kW を超える容量が建設されており、現状で実質唯一の大規模電力貯蔵システ
ムとして機能している。しかしながら、この揚水式水力発電所も国内では立地的な制約か
ら今後大きな容量拡大を図ることは難しくなっており、代替電力貯蔵技術の開発が負荷平
準化の実現上、必須となっている。
電力貯蔵には、電気をどのような代替エネルギーで蓄積するかによって、以下のような
複数の方式がある。
i)

位置エネルギーへの変換・蓄積（揚水式水力発電）

ii) 化学エネルギーへの変換・蓄積（二次電池、新型二次電池）
iii) 運動エネルギーへの変換・蓄積（フライホイール）
iv) 磁気エネルギーへの変換・蓄積（超電導磁気エネルギー貯蔵システム(SMES)）
v)

電気そのものの蓄積（キャパシタ）

これらの電力貯蔵技術はその確立時期も様々であるが、負荷平準化という観点では 2030 年
頃までに日内変動に対する大規模な負荷平準化技術が確立し、2050 年に至る過程での SMES
やフライホイール等の超低損失化による長期貯蔵可能化に伴い、数日間にわたる負荷平準
化が実現していくと考えられる。以下、揚水式水力以外の電力貯蔵技術について、概要を
述べる。
化学エネルギー貯蔵（電池）
化学エネルギーへの変換・蓄積による電力貯蔵手段であるリチウムイオン電池は、1990
年代初頭に日本で開発され、その高いエネルギー密度とメモリー効果（繰り返し充電によ
り次第に蓄電能力が落ちる現象。ニッカド電池で大きく、ニッケル水素電池でもみられる）
の小ささ、放電持続時間の長さなどから、90 年代後半から爆発的に需要が急増した。現在、
パソコンや携帯電話のバッテリーはほとんどがリチウムイオン電池に置き換わっている。
リチウムイオン電池は正極にリチウム金属酸化物、負極に炭素化合物を用いており、リチ
ウムイオンがこの正負極間を移動することで充放電が行われる。リチウムイオン電池のエ
ネルギー密度は、ニッケル水素電池の２倍強の 115 Wh/kg(240 Wh/ℓ )、電圧はニッカド電
池やニッケル水素電池の 3 倍にあたる 3.6 ボルトと軽量・小型化に優れた特質を持ってい
る。将来的には、180 Wh/kg(360 Wh/ℓ )に達するエネルギー密度の実現が見込まれており、
この単電池をモジュール化し、大規模に直並列化した電力貯蔵システムの近い将来での実
現が期待される。
比較的大規模な電池電力貯蔵としては従来鉛電池が使われているが、1980 年～1992 年の
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ムーンライト計画のひとつである『新型電池電
力貯蔵システム』PJ において、NaS 電池、レド
ックスフロー電池などの新型二次電池の開発が
行われた。特に、NaS 電池については、鉛電池の
3 倍近いエネルギー密度である 100 Wh/kg(200
Wh/ℓ )を持ち、資源制約の少ない材料から構成
できることや 15 年以上の耐久性能を有する点が
評価され、東京電力を中心に変電所設置システ
ムなどの製品化へ向けた開発が進められた。図
３に NaS 電池の構造を示す。NaS 電池は円筒型の
単電池を複数つないでモジュール構造にしたシ
ステムで、単電池の中心部負極側にナトリウム、
外周部の正極側に硫黄を配置、電解膜のベータ
アルミナ管でこれを隔てる構造になっている。
このベータアルミナはセラミックの一種であり、
これを厚さ数 mm、高さ約 40 cm の円筒状に均一

図３ NaS(ナトリウム－硫黄)電池の構造
http://www.tepco.co.jp/provide/rdplan/
hozen/nas/nast01-j.html

に成形、焼き上げる技術がひとつの課題である。
東京電力の場合もセラミックメーカーの日本ガイシの協力を得る形で製品化を達成した。
設置コストは現状、当初目標の 30 万円/kW を下回り、20 万円/kW を切るところまで来てい
るが、瞬停対策や非常電源として半導体工場や大型スーパーなどに広く普及するためには、
さらなるコストダウンが次の課題となる。
運動エネルギー貯蔵（フライホール）
電力を回転エネルギーに変換して蓄えるフライホイールは、電池のような劣化や腐食が
なく、温度変化による影響も小さいという特徴をもち、数十秒から数分程度の放電を可能
とする。しかしながら、円盤が高速回転すると空気抵抗の影響で回転数が落ち効率が下が
ってしまうため、円盤をカバーで覆って減圧したり、空気より抵抗の小さいヘリウムガス
を充填したケース内で回すなどの工夫がなされてきた。さらには、フライホイールの回転
軸とこれを支える軸受けとの摩擦が同様
にロスとなるため、近年では、超電導体
の磁力で円盤を浮かせ長期貯蔵を可能と
する超電導軸受け形のフライホイール
（図４）の研究開発が進められている。
大型化に向けては、円盤を支えられる浮
上力の大きさ（載荷力）や振動抑制がポ
イントであるが、実機スケールのフライ
ホイール発電機の磁気軸受けとして求め
られる載荷力 2 kg/cm2 に対しては現状、
0.2 kg/cm2 程度の値が実現されている。
フライホイールは、現在、UPS（無停電電

図４ 超電導磁気軸受けフライホイールの構造
http://www.nedo.go.jp/shinene/choudendou/fw.html
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源装置）向け応用製品の小型のものから、電鉄向けに電車発進時の短時間大電力の供給と
停止時の回生ブレーキの電力回収を目的とした中型(1800 kW クラス)、さらには、日本原子
力研究所（現(独)日本原子力研究開発機構）の大型核融合実験装置 JT-60 運転時の急峻な
パルス電力負荷の影響を吸収するために、21.5～50 万 kW クラスの大型のものなどが実用化
されている。JT-60 向け大型機(21.5 万 kVA)の場合、フライホイール本体は直径 6.6 m－厚
さ 2.4 m（高さ方向に厚さ 40 cm の円盤を 6 枚重ねたもの）という巨大なものでその理想的
エネルギー密度は約 50 J/cm2 に達する。これは、落差約 5,000ｍの揚水発電に相当するエネ
ルギー密度であり、フライホイールがこの観点では非常に優れた電力貯蔵装置であること
が分かる。
磁気エネルギー貯蔵（SMES）
同じ超電導技術の応用ではあるが、電気抵
抗がゼロとなった超電導コイル内で損失な
く電流が流れ続ける状態を実現し、ジュール
発熱のない電磁石となったコイルの強力な
磁場空間（数万～十万ガウス）内に磁気エネ
ルギーを蓄える超電導エネルギー貯蔵シス
テ ム （ SMES ： Superconducting Magnetic
Energy Storage）の研究開発が進められてい
る（図５にその構成例を示す）
。図において、
超電導コイルは断熱容器内で液体ヘリウム
に浸漬しており、室温にある外部からの進入

図５ 超電導磁気エネルギー貯蔵装置
（SMES）の構成例(10 MVA 機)
http://www.toshiba.co.jp/tech/
review/2004/02/59_02pdf/rd03.pdf

熱に対しては、装置上部の小型冷凍機によって補償されている。外部との電気的接続は、
交流を直流に変換して貯蔵し、直流を交流に戻して利用するという形だけなので応答速度
に優れ、かつ、冷凍機負荷と変換器損失以外に損失はないので、理想的な電力貯蔵装置と
して期待が高い。最近では、さらに低温超電導線（液体ヘリウム温度の-269℃で利用）の
後継として液体窒素温度の-196℃で利用可能な高温超電導線の開発が進められおり、これ
が実現すると装置サイズは 1/2 以下になりコスト改善が進むと考えられている。ただし、
現状では、揚水発電所代替のとしての電力供給単価が高く（500 万 kWh 級の仮想設計値で約
29 円/kWh）、さらなるコスト改善が必要な状況にある。近年はむしろその即応性に注目し、
半導体工場など瞬低によって莫大な損害をこうむる可能性のある需要家向けの瞬低補償装
置として製品化が進んでおり、既にシャープの亀山半導体工場へ 5 MW 機が導入されるなど、
電力品質価値に敏感な顧客を中心に市場規模は少しずつ拡大していくことが予想される。
電気そのものの蓄積(キャパシタ)
最後に(iv)の方式をとるキャパシタであるが、これは基本的にコンデンサと同じで、
“誘
電体を電極ではさんだ構造体に電圧をかけると電気が蓄えられる”という原理を利用して
いる。一般に容量の大きいものが特にキャパシタと呼ばれているが、近年、大手メーカー
が戦略商品としてこのキャパシタ関連製品を採用する傾向にあり注目を集めている。キャ
パシタはその原理上、寿命も長く、急速放電・急速充電が可能であるため、例えば、瞬停

4 - 41

対策や風力・太陽光などの発電量変動の平滑
化などに威力を発揮すると考えられる。しか
しながら、従来は蓄えられる電力量が小さく
小型電子機器類への応用程度が限界であっ
た。これに対して、1992 年に岡村研究所(当
時)により図６に示す電気二重層キャパシタ
が考案され、エネルギー密度が飛躍的に向上
することとなった。活性炭電極を電解液につ
けて電圧をかけると、電極の表面には電解液
の分子が並んだ非常に薄い電気二重層が膜
のように形成され、そこに電気を蓄えること
ができる。多孔質の活性炭を使うことで、1 g
の電極に数千平方メートルの表面積をもた

図６ 電気二重層キャパシタの原理図
http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/
pamphlets/kouhou/mirai/27_28.pdf

せることができるため、そのエネルギー密度は鉛電池と同等かそれ以上にまで改善される。
課題は非常に高いコストであるが、応用ポテンシャルが非常に高いことから、近い将来他
の電力貯蔵装置に対してもコスト競争力のある製品が開発されていくものと期待される。
【
（株）東芝 篠原 和太郎】
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水素貯蔵技術
再生可能エネルギーが導入されるにつれて、特に、太陽や風力などの自然エネルギーの
利用が増大するにつれて、需要サイドとの地理的および時間的なマッチングが問題となっ
てくる。電力貯蔵技術が、当面、日間負荷平準化（１日～数日）に用いられると考えられ
るが、季節間の調整のような大容量エネルギー貯蔵には技術的課題が大きい。必要とされ
るエネルギー貯蔵の期間および量が増大するにつれて、水素などの化学エネルギーによる
貯蔵が重要となってくる。
水素貯蔵方法の比較を表１に示す。これらの水素貯蔵技術はそれぞれ開発が行われてい
くものと考えられるが、実用化に進む段階において、各技術の性能、特徴に応じ、目的に
応じた方法が選択されるものと考えられる。
表１ 水素貯蔵方法の比較
貯蔵方法
圧縮水素ガス

内容

• 常温・高圧でタンク
に貯蔵

液体水素

• 極低温（-253℃）に
て液体で貯蔵

無機系貯蔵材料

• ｱﾗﾈｰﾄ化合物など水
•

合金系貯蔵材料

• ﾐｯｼｭﾒﾀﾙなどの合金
•

炭素系貯蔵材料

•
•

有機系貯蔵材料

素化物の反応を利用
（可逆型）
ﾎﾞﾛﾊｲﾄﾞﾗｲﾄﾞ化合物
などの加水分解反応
を利用した水素吸蔵
もある

•

への水素吸脱着反応
を利用
高圧に圧縮すること
により吸蔵量を増大
させることも可能
ｶｰﾎﾞﾝﾅﾉﾁｭｰﾌﾞやｶｰﾎﾞ
ﾝﾅﾉﾎｰﾝなど炭素材料
への吸脱着
低温にして吸蔵量を
増大することも可能
ｼｸﾛﾍｷｻﾝ／ﾍﾞﾝｾﾞﾝ系
など水素化・脱水素
化反応を利用

長所
• 高質量水素密度
• 低ｴﾈﾙｷﾞｰ消費
• 常温貯蔵
• 普及技術
• 高質量水素密度
• 高体積水素密度
• 高体積水素密度
• 運搬・充填等の取り扱いが容易

• 高体積水素密度
• 安全性が高い
• 常温貯蔵

• 水素吸脱着のｴﾈﾙｷﾞｰが小さい
（5 kJ/mol-H2）

• 液体のため取り扱いが容易
• 高質量水素密度
• 高体積水素密度

短所
• 低体積水素密度
• 高圧のため取り扱い・安全性に
課題
• 液化に大きなｴﾈﾙｷﾞｰを必要と
する（高コスト）
• 自然蒸発および充填時の蒸発
• 可逆型は遅い水素吸蔵放出速
度
• サイクル特性
• 水素化に伴う温度上昇
• 加水分解型は水素化物再生に
大きなｴﾈﾙｷﾞｰが必要
• 禁水性物質（可逆型）、強アル
カリ性（加水分解型）
• 低質量水素密度
• 充填時に冷却が必要
• 被毒・劣化
• 希土類の場合は材料コスト高

• 水素貯蔵特性が不明
• 水素吸蔵量評価手法の確立が
必要
• 低温にする場合はｼｽﾃﾑが複雑
になる
• 水素放出のｴﾈﾙｷﾞｰが大きい（65
ｋJ/mol-H2）
• 可逆性、吸放出速度など
• 膜分離型反応器や廃液分離が
必要
• 有害性を持つものもある

（財）日本自動車研究所、平成 16 年度「燃料電池自動車に関する調査報告書」
（http://www.jari.or.jp/ja/hohkokusho/fcev/fcev.html）などを参考に作成

【IAE 事務局】
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4.2

電力・燃料輸送技術

電力・燃料輸送技術
■ 化石資源利用あるいは原子力利用ケースにおいては大容量のエネルギーを輸送するために必要な技術。
■ 再生可能エネルギー利用ケースでは、供給と需要の地域的あるいは時間的なバランスをとるために必要な技術。

２０００
電力輸送技術

２０３０

送配電ロス 5.6％

大容量電源送電技術

UHVAC

5％
高温超電導送電技術

２０５０

２１００

4％

3％

新方式大容量送電技術
（多相送電、直流超高圧送電等）

常温超電導送電技術

(交流送電／直流送電)
分散電源連携技術

電力輸送ネットワーク技術

電力貯蔵を含めた短期最適運用技術

超電導限流器・変圧器

水素輸送技術

（バッチ輸送）

地域ネットワークの出現

大規模パイプラインによる水素の輸送

ローカルパイプラインによる水素の輸送

電力輸送技術
ケースＡ～Ｃのいずれのシナリオにおいても、大量の電力を高効率かつ安定に輸送する
技術や貯蔵設備を含めた最適運用法の実用化が必須である。
ケースＡ（石炭等の化石資源および CCS 最大利用ケース）およびケースＢ（原子力最大
利用ケース）においては、大規模基幹電源を中心に発電された大量の電力を需要端にまで
高効率で輸送することが要求される。さらに、大規模電源側のエネルギー転換効率を改善
する必要性から、大規模電源設備の運転点を高効率域に極力維持しなければならないので、
需要側の平滑化・平準化につながる技術も重要となる。こうしたことから、高効率送電技
術だけではなく、貯蔵を含めた送電ネットワークの最適運用技術を確立する必要がある。
一方、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）にお
いては、供給安定性や制御性が低くなりがちな再生可能系電源を大量に利用することから、
系統連系やエネルギー貯蔵の活用によって供給安定性の向上を図る必要がある。この場合、
大量の分散電源の系統連系を可能にするための技術と貯蔵技術が重要であることは言うま
でもない。さらに、風力発電や太陽光発電などの大量導入が行われると、電力需給バラン
スの地域的・時間的な調整を行うことが必須となる。特に、
「創エネ」を進展させる必要が
ある民生分野においては、その進展度合いを左右する重要技術である。なお、ここで注意
が必要なのは、適切なエネルギー変換技術があれば、貯蔵は電力貯蔵に限る必要はないと
いう点である。
（すなわち、電力の需給調整のために水素貯蔵を使うなどの可能性がある。）
このように、電力輸送技術および貯蔵技術の高度化は、重要基盤技術である。
以上に述べたように、これらＡ～Ｃの各シナリオの要求にこたえるためには、高効率送
電を達成するために、大量のエネルギーを効率よく輸送するための大容量送電技術や、貯
蔵等を含めて電力潮流制御を行うための電力輸送ネットワーク技術を的確に組み合わせて
ゆくことが必要である。
大容量送電技術の中では、UHVAC 送電（超高圧交流送電）など、送電電圧の昇圧が最も近
場の対策と考えられ、これに超電導送電や超電導変圧器等の技術が続くと考えられる。そ
して、多相交流送電や直流超高圧送電などの新方式の大容量送電技術が活用されると予想
される。
一方、電力輸送ネットワーク技術については、系統安定性を損なうことなく分散電源の
大量連系を可能にする技術の確立が第一である。これには、系統連系用電力変換器の有効・
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無効電力制御や貯蔵装置との組み合わせ運用などの技術だけでなく、限流器などの保護設
備関連の技術や故障検出等の技術も含まれる。特に、「創エネ」の導入が進むと、連系機器
数が非常に多くなると考えられる点や、潮流の変動が大きくなる点などが予想されるので、
現状の保護方式とは異なる保護技術が要求されると考えられる。したがって、多数の分散
型エネルギー機器導入に対応する保護設備や故障検出などの技術開発が重要となる。
分散電源や貯蔵装置の系統連系量が増えるに従い、設置される設備は点的な分布から面
的な分布へと変化してゆくと予想される。機器の分布が面的広がりを迎えるとともに、機
器の総容量も系統容量に対して無視できなくなってくる。この段階に達すると、送電ネッ
トワークの運用も貯蔵設備運用を考慮して最適化する必要が生じる。すなわち、初期段階
では分散電源や負荷の側で、平滑化・平準化対応をする運用のための技術が主として利用
されるが、徐々に系統側のアンシラリー・サービス（電力系統の電圧や周波数などの電気
の品質を一定範囲に維持するサービス）への貢献を可能とする機器運用技術が必要になっ
てくると考えられる。
以上、技術的側面からの展望を述べたが、技術面だけでは解決できない課題も存在する。
技術的側面以外の主要課題としては、
1)新規送電ルートの確保
2)系統連系ルールの明確化
3)アンシラリー・サービスのコスト評価および負担方法の明確化
の３点が挙げられる。
このうち、1)の新規送電ルートの確保に係わる問題とは、新規の送電線を建設・運用す
る際の周辺自然環境保護および調和に起因する制約や建設用地取得の困難性である。特に、
ケースＡ、Ｂのように、大量の電力を大規模電源から需要地に供給しなければならない場
合、新規の送電ルート確保が避けられないと考えられるので、こうした課題の解決に向け
た社会的な合意形成を図る必要がある。
また、2)の系統連系ルールの明確化とは、分散電源や貯蔵設備の系統連系の際の技術要
件や保護責任（保護範囲や保護条件）を明確化するためのルール整備・拡充を指している。
具体的には、技術ガイドライン等の整備・拡充が必要である。これは、分散電源等の導入
量が系統規模に対して無視できない大きさとなることや、分散電源設備の種類や設置者（管
理者）数が膨大になることに起因する。特に、ケースＣの場合は、大量の分散電源設備を
系統連系する必要があることから、系統連系ルールの整備・拡充は必須の条件であり、技
術開発と並行して作業すべき重要な事項である。
3)のアンシラリー・サービスのコスト評価および負担方法の明確化とは、電力系統の品
質水準の適切な維持に要するコストや、そのコスト負担を求める先を明確化し、適切な課
金を実施するための社会的な合意形成とルール作りを指している。こうした動きが進めば、
分散電源や貯蔵設備が系統の安定度維持や安定度向上に貢献するような運用を行う場合な
どにおいて、コスト面のメリットを与えることにつながる。この結果、分散電源や貯蔵設
備の高度利用や導入が進みやすくなると考えられる。この課題は、大量の分散電源設備を
系統連系する必要があるケースＣの場合、特に重要であり、貯蔵装置を含めた送電ネット
ワークの最適運用の展開にも大きく影響する。
【
（独）産業技術総合研究所 山口 浩】
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水素輸送技術
ロードマップの考え方・流れ
①バッチ輸送：需要量が少ない初期段階においては、圧縮水素ならびに液体水素の形態
でバッチ的な陸路輸送で行われる。

写真 高圧カードルトレーラー

写真 液体水素ローリー

②開発中バッチ輸送技術：ケミカルコンテナー車を用いるケミカルハイドライド輸送
③ローカルパイプラインによる水素輸送（イメージ例）
：バッチ輸送は相対的に輸送距離
の長い（片道 50 km 以上）広域輸送を受け持つ一方、300 世帯程度からなる戸建て/集
合住宅コミュニティーの家庭用定置型 FC（燃料電池）への低圧パイプライン水素供給
と、FCV（燃料電池自動車）への燃料供給を兼ねた水素ステーションを核とするローカ
ルパイプライン型水素コミュニティーが 2015 年頃出現（パイプ径：80-100 ㎜、ガス
圧：0.2 MPa、パイプ長：3 km/コミュニティー）。
オンサイト水素供給
業務用
業務用 等
等

LNG基地
LNG基地

水素発生装置
水素発生装置

工場
工場 等
等

FC
FC

水素ステーションを核とした
水素コミュニティ

LNG貯槽
LNG貯槽

NG
FC

業務用
業務用 等
等
FC
FC

NG

FC
FC

FC

LNG船
LNG船

水素ｽﾃｰｼｮﾝ
水素ｽﾃｰｼｮﾝ

家庭用燃料電池等
家庭用燃料電池等

業務用ビル
業務用ビル 等
等

FCEV
FCEV

FC
FC

水素発生装置
水素発生装置

CO２

FC
FC
集合住宅等
集合住宅等

FC

FC
FC

家庭用燃料電池等
家庭用燃料電池等

FC
FC

NG

工場
工場 等
等

FC
FC
水素発生装置
水素発生装置

CO２

H2

水素製造工場
（副生水素含む）

FC
FC

CO２分離･回収

水素ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ

H2
ローリー或はカードル
ローリー或はカードル

（出典：日本ガス協会）

④上記住宅コミュニティーに加えて、業務用ビル、工場等を含めた地域水素ネットワー
クシステムが、2030 年頃出現する。このネットワークには、副生水素を含む中規模オ
フサイト水素製造工場からの中圧水素パイプラインによる水素ステーションまでの水
素供給システムが導入される。地域ネットワーク域は、半径およそ 20－30 km 程度（中
圧用パイプ径：100－200 mm、ガス圧：0.3－1 MPa 未満、パイプ延長：中・低圧 20－
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30 km）
。
⑤2050 年以降、地域ネットワークシステム間の連結等を介して、水素パイプラインシス
テムの広域/全国規模での展開が進む。この場合、大規模水素製造工場を起点とする高
圧水素パイプラインによる複数ステーション（オンサイト水素製造工場と水素貯蔵基
地の機能を兼ねる）までの水素輸送幹線網が導入される（高圧用パイプ径：100－200 mm、
ガス圧：7 MPa、パイプ延長：中・低圧 50 km 以上）
。
⑥2050 年ごろには、海外再生可能エネルギーを水素に転換し、液体水素タンカー等を用
いてわが国に長距離海上輸送（輸入）するグローバルシステムが実現する可能性もあ
る。水力発電や風力発電電力を、海洋を介して 5,000－10,000 km 離れたわが国に輸送
する場合、水素は最適輸送媒体の有力候補である。ちなみにアルゼンチンの「パタゴ
ニア風力発電／水素プロジェクト」
（2006 年現在同国内で予備的ＦＳが進行中）では、
水素輸出先として日本を有力候補と想定している。
技術の特徴
水素のパイプライン輸送は、工業原料水素の輸送用として、米国では総延長約 800 km､
ヨーロッパで総延長約 1,500 km の実績がある。わが国では、京浜コンビナートで総延長 20
km のパイプライン（中圧、管径 80 mm）が稼働している。材質はいずれも炭素鋼。これら
の実績から、水素パイプラインは技術的信頼性の高い技術とされている。また、水素輸送
コストは単位水素量当たり最も安価とされている（ただし、土地代は含めず）。
わが国で、コンビナート等の特定地域を越えて新たに水素パイプラインを建設するにあ
たっては、次の技術課題についてさらに詳細な検討を加える必要がある：
① 水素漏洩検知等安全対策
② パイプライン材料の水素脆化特性の把握と最適材料抽出
液体水素のタンカー輸送では、液体水素タンカー自体が世の中にないため新たに開発す
る必要がある。ただし既に WE-NET プロジェクト第Ｉ期計画（1993－1998、NEDO）において、
液体水素タンカーの概念設計が行われており、技術課題も明らかにされている。主な課題
は、断熱構造（LNG は-162℃、液体水素は-253℃なので、より高度の断熱が必要）と船体構
造（双胴船か単胴船か）である。
【IAE 事務局】
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