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序 

 

 近年、技術の発展と社会との共存に対する課題がクローズアップされ、機械

工業においても環境問題、安全問題が注目を浴びるようになってきておりま

す。環境問題では、京都議定書の第一約束期間が開始し、排出権取引やＣＤＭ

などの柔軟性措置に関連した新ビジネスの動きも本格化し、政府や産業界は温

室効果ガスの削減目標の達成に向けた取り組みを強化しているところです。ま

た、欧州化学物質規制をはじめとする環境規制も一部が発効し、その対応策が

新たな課題であるとともに、新たなビジネスチャンスとも考えられます。  

 一方、安全問題も、機械類の安全性に関する国際規格の制定も踏まえて、平

成１９年には厚生労働省の「機械の包括的な安全基準に関する指針」の改正に

伴い、リスクアセスメント及びその結果に基づく措置の実施が事業者の努力義

務として規定されるなど、機械工業にとってきわめて重要な課題となっており

ます。 

 海外では欧米諸国を中心に環境・安全に配慮した機械を求める気運の高まり

から、それに伴う基準、法整備も進みつつあり、グローバルな事業展開を進め

ている我が国機械工業にとって、この動きに遅れることは死活問題であり早急

な対処が求められております。 

 こうした背景に鑑み、幣会では機械工業の環境・安全対策のテーマの一つと

して株式会社日鉄技術情報センターに「今後の環境動向に対応する機械技術分

野の開発課題」を調査委託いたしました。本報告書は、この研究成果であり、

関係各位のご参考に寄与すれば幸甚です。 

 

平成２１年３月 

 

社団法人 日本機械工業連合会 

会 長  金 井  務  

 

   



 

はしがき 
 

近年の技術の高度化は，人間生活に物質的な豊かさをもたらしましたが、その一方で、

資源やエネルギーの大量消費を誘発し、自然破壊や地球温暖化など地球規模の環境問題

を引き起こしています。エネルギーの消費と環境負荷とは表裏一体の関係にあります。

豊かさを追求することがあまるに性急で、その結果地球の許容を超えたところで、地球

温暖化など深刻な環境破壊が顕在化し始めたといえます。 

風力や太陽電池など自然エネルギーに切替え、低炭素社会に向けて社会システムを変

革していくことが重要であります。しかし、我われの生活の基盤が 20 世紀になって開

発され、確立されてきた技術、特に石油などの化石燃料を利用する技術のうえに成立し

ているという現実を直視するならば、現下の機械技術や材料技術を見直し、それを環境

に優しい技術に洗練していくことも大切であります。我が国には 1973 年の石油危機以

降培ってきた省エネルギー技術と環境技術があります。この技術を一層高度化していく

ことも、環境負荷を軽減していく方策であると考えています。 

エネルギー消費と地球温暖化・CO2排出は必ずしも製造業だけの問題だけではありま

せん。我われの家庭の生活自体も大きく関与しています。本調査においては、エネルギ

ーと環境という言葉をキーワードに、製造業におけるエネルギー消費、住宅・家庭での

エネルギー利用、自動車の燃費などの実態を調べました。それぞれの分野のエネルギー

需要動向、CO2排出の状況などを整理し、それぞれ現場で進行する省エネルギーや環境

改善のための技術開発の動向を調査しました。その上で、環境負荷軽減という視点から

今後新たに要請される技術を概観し、さらに機械産業活性化のための環境ビジネスのあ

り方などについて提言いたします。本報告が関係各位において参考になれば幸甚

です。  

 

平成 21 年 3 月 

 

株式会社 日鉄技術情報センター 

 社 長  阿 部 一 正 
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１．環境とエネルギー 
 
1-1 化石燃料の針 
「化石燃料の針」という言葉がある 1)。現代を起点として過去と未来の人類の化石燃料へ

の依存度を表現した言葉である。化石燃料は 1500 年ごろより使用され始め、現代近傍でピ

ークとなり、200 年～400 年後には枯渇によってそれへの依存を終了せざる得なくなると予

測されている。地球の歴史、人類の歴史から見ると、化石燃料に依存する時代は「針」の

ような一瞬である。このような針が出現する原因として、化石燃料の総量には限りがある

ことのほかに、人口の増加と人間の欲望による一人当たりエネルギー消費の増大をあげる

ことができる。可採埋蔵年数は石油 50 年、天然ガス 70 年、石炭 150 年といわれている。

現代に生きる我々に課せられた責務は、生活のスタイルを簡素にし、省エネルギーを進め、

新しいエネルギーに移行していくための時間をつくることである。45 億年といわれる地球

の歴史の中では、すべてが「針」のような出来事であるかもしれないが、我々は、1000 年

後の人類が文明と社会を維持し発展させていくに足るエネルギー源を創出するための手が

かりや技術を次世代に継承してゆかねばならぬ。 
人間が燃料を使い始め、環境問題と向き合うようになった歴史は古い。土器の焼成や金

属精錬のために誘発された森林破壊が 初の環境問題であろう。化石燃料の利用が深刻な

環境問題を惹き起すようになるのは石炭の大量使用が始まった産業革命からのことである。

特に、第二次大戦以降は、鉄、電力、自動車などの大量生産とエネルギーの大量消費によ

って豊かな生活を得た代償に、深刻な大気汚染、水質汚染、海洋汚染など広範囲に広がる

環境破壊に直面することになった。日本など先進工業国では大気汚染防止法など環境関連

の法律が整備施行され、工場には集塵、脱硫、脱硝の装置が設置され、運転法案が改善さ

れた。先進工業国では、20 世紀末には煤塵、SOx、NOx、ダイオキシンなどの問題はほぼ

解決されたといって過言でないだろう。 

エネルギー
枯渇

環境
CO2

人口
爆発

化石燃料の針

 

図 1-1 化石燃料の針 
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残る課題は、CO2 など室温効果ガスによる地球温暖化という環境問題である。ここ 100
年で世界の平均気温が 0.74℃上昇した。この温度上昇が北極の氷を溶かし、海面の上昇を

もたらし、頻発する異常気象を惹き起こしているという説が真実味を帯びてきた。わが国

でも京都議定書目標達成、Cool Earth50 エネルギー革新技術計画の推進など産官学一体と

なった取組みが行われている。今、世界は「持続可能な地球」を賭けて、エネルギーセキ

ュリティーという課題と地球温暖化防止・CO2排出抑制という問題に取組んでいる。 
 
本調査報告では、日本におけるエネルギー消費と CO2 排出状況を明らかにし、産業、民

生、運輸などの各排出源で実施されようとしている CO2 排出削減のための技術動向を報告

する。各分野での技術動向を踏まえ、わが国の機械工業のあり方や環境ビジネス振興につ

いて論じたい。 
 
1-2 環境とエネルギーの歴史 2) 
(1) 森林破壊から石炭へ 
人間の生産活動に起因する 初の環境問題は森林破壊である。古代の主な燃料は木材、

木炭であった。森林破壊は土器焼成や金属精錬加工の盛んな人口密集地域で進行した。当

時の工業炉の極めて低い熱効率もその一因であるが、同時に進行した農地開拓、住宅建設、

家具や生活財の生産も森林破壊を助長したものと考えられる。 
具体例として、中国での万里の長城構築のための土器れんがの製造がある。長城近傍の

山林の荒廃は相当なものであった。また、巨大なモアイ石像群遺跡で有名な南太平洋のイ

ースター島文明は、森林破壊が原因で部族間紛争を起こして自滅したといわれる。金属精

錬・鋳造に便利な燃料として、木炭が各国で利用されたが、その製造のための木材伐採が

森林破壊を一層深刻なものとした。例えば、中世ヨーロッパでは 14-15 世紀に出現した木

炭高炉が、鉄の生産を飛躍的に増大させたが、同時に、その製鉄量に見合う膨大な炭用木

材が森林から消えた。各地の木炭高炉は、森林と川（送風用水車動力）の好立地を求めて、

頻繁に移動したといわれている。16 世紀の英国では、森林保護のため、製鉄所の建設を禁

止する地域も現れた。森林への影響では、中国の木炭高炉も日本のたたら製鉄炉も、更に

は、安政 4 年（1857 年）、大島高任が成功した日本初の洋式高炉も同様であった。 
 
森林破壊を救ったのは 18 世紀後半から本格化した石炭の利用である。ニューコメン

（1712 年大気圧往復蒸気機関）、やジェームス・ワット（1765 年冷却凝縮器付蒸気機関）

により石炭を熱源とする蒸気機関が発明され、この蒸気機関は炭鉱用水用、高炉送風用に

とどまらず圧延機や紡績機など多方面の動力源として応用されるようになる。更には、蒸

気機関は蒸気船（1807 年 R・フルトン）や蒸気船（1825 年 G・スティブンソン）へと発展

して行き、蒸気タービン（1884 年）やピストン・ガス機関（N.A・オットー1866 年）、デ

ィーゼル機関（R・ディーゼル 1897 年）へと繋がっていった。 
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近代製鉄法の原型は木炭高炉に代わるコークス高炉（1709年A.ダービー）より始まった。

高炉の原料であり熱源となるコークスは、当初、野焼き法と呼ばれる方法で造られていた

が、ビーハイブ窯（1810 年）やコッペー炉（1860 年 初めての副生物回収型コークス炉）

が発明され、高品位なコークスを潤沢に使用できるようになった。また、この時期、熱風

炉（1828 年 J.R・ネルソン，1857 年 E.A・カウパー）も発明され、高炉の効率化や大型化

に貢献する。更に、産業革命の幕開けから一世紀経った 19 世紀後半には、シーメンス・マ

ルチン炉（1858 年）やベッセマー転炉が開発され、近代製鉄法を構成するプロセスがほぼ

出揃うことになる。 
18 世紀後半に英国から始まった産業革命は文字どおり蒸気機関によって牽引されたとい

って過言ではないが、石炭を掘り、鉄を造り、蒸気機関を作り、産業を興すという循環の

なかで加速的に進行していった。産業革命の中で石炭の果たした役割は大きい。 
・森林破壊の進行を石炭使用で食止めた 
・コークス製造に伴い出現した環境問題への対策が有機化学工業の誕生に繋がった 
・蒸気機関により工業立地制約を大きく緩和し、近代工業社会の形成を促進した 
・石炭による「煙突産業(smokestack industry)」の時代を拓き、今日の環境問題を誘発し、

更には地球温暖化問題の端緒となる 
18 世紀から 19 世紀にかけて、英国を先頭に欧米で進行した産業革命の中核をなすものは、

熱源（石炭）、動力（蒸気機関）、材料（鉄鋼）の三位一体的技術革新であったが、石炭の

使用は環境問題という負の側面を顕在化させた。大都市での暖房、食品加工、鍛冶炉から

排出される煤や臭気による煙害と金属精錬、特に、銅精錬に伴う SOx や煤煙による煙害で

ある。産業革命の先進地域であった英国の布告された環境規制が煙害との苦闘を物語って

いる。現在でも、工場からの排煙、冬場の暖房用排煙に苦しむ地域が多く残っている。 
 
(2) 石油と 20 世紀 
石油が工業規模で採掘され始めたのは 19 世紀後半の米国であるが、高価な燃料であるた

め、用途は海軍艦船用蒸気機関燃料など特殊目的に限られていた。したがって本格的な石

油時代は、安価で大量生産が可能な中東産石油が主役となった 20 世紀後半からである。 
第二次大戦後の高度経済成長を急速かつ多彩な技術革新とともに推進したエネルギーは

石油であった。わが国では、復興期の基幹エネルギー・石炭が、急速に石油に代替され、

1950 年代後半以降の高度成長期での製造業の設備改造や新規設備計画での基幹エネルギー

は石油になった。大部分の工業炉、ボイラー、民生用暖房設備にまで石油系燃料が使用さ

れるようになり、急増する電力需要の対策として増設が相次いだ火力発電所の燃料も石油

になった。第一次オイルショック（1973 年）当時の石油依存度は 77%にも達していた。日

本が短期間に経済大国に成長した背景として石油に恵まれたことをあげることができる。

欧米諸国でも類似の石油化現象が進行していた。 
石油の大量消費に支えられて、20 世紀後半に急速な発展を遂げた大量生産・大量消費型
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経済は各国で深刻な大気汚染問題を惹き起こした。わが国では、大気汚染は、1960 年代の

ばい煙、SOx に始まり、NOx、ダイオキシンの順で問題が顕在化し、1990 年代からは CO2

を主因とする温暖化問題が浮上した。1955 年ごろから始まった日本の高度成長期、各地に

建設された石油系コンビナートや大規模製鉄所から出る排ガスは「四日市ぜんそく」や「光

化学スモッグ」を誘発し深刻な社会問題となった。それら一連の大気汚染への対策として、

一方で環境規制、監視体制の整備・強化、他方で活発な研究開発活動が産官学で続けられ

た。各汚染物質に応じた基礎研究から設備エンジニアリング、運転技術に至るまで層の厚

い取組みが行われた。CO2など温暖化ガスを除けば、上記一連の大気汚染問題は 20 世紀末

までに一応解決された。電力、鉄鋼、セメント、化学、都市ごみ焼却など各分野で満足す

べき対策成果が確認され、国際的比較でも、火力発電所の実績データ例のように、突出し

て良好な成績を収めている。高度の経済活動を持続しつつ、大気汚染対策に成功した実績

は高く評価されるべきである。 
 
(3) オイルショックの影響 

1973 年に起こったオイルショックは、一次エネルギーの約 80%を石油依存した形で好調

な経済成長を続けていた 1970 年代の日本には重大事態であった。1973 年、1978 年と 2 回

に及ぶオイルショックは社会・経済的な混乱を招いたが、日本人のエネルギーや資源に対

する考え方に大きなインパクトを与えた。インパクトを与えたばかりでなく、 
・資源エネルギー安全保障について国民的合意の形成 
・成長の限界の実感の社会各層への浸透 
・省エネ方法論の進歩・定着 
・エネルギー源分散多様化の方向決断と研究開発始動 
・政策、企業経営での適時断行 
・広域融合型のエネルギー工学体系の誕生 
など、わが国の政策決定や国民の意識に変革を求めるドライビングフォースとなった。 
戦後の復興期に定着した用語「熱管理」はオイルショックによって省エネルギーに替わ

り、オイルショックが一段落する 1980 年後半のわが国の各産業は、いずれも強靭な「省エ

ネ力」を保有するようになっていた。 近の異常な原油価格高騰にもかかわらず、パニッ

ク混乱もなく、比較的冷静に対処できる日本の経済体質は、オイルショックの克服という

歴史的体験に負うところが大きい。 
 
表 1-1 はエネルギーと環境と技術に注目して関係する歴史的事項を年表風にまとめたも

のである。1709 年のアブラハム・ダービのコークス高炉から始まった 18,19 世紀は発明・

発見の時代であり、産業革命の世紀であった。1901 年の米国 US スチール創立は大量生産、

大量消費時代の幕開けであった。特に、第 2 次世界大戦後は、化石燃料をエネルギー源と

する技術が発展し、米国、欧州、日本などの先進工業国の国民は豊かな生活を享受するこ
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とができるようになった。反面、大量生産、大量消費が環境の劣化をもたらし、人間は広

域の環境汚染に苦しみ、地球規模の温暖化、気候変動による災害に直面するようになった。

日本は環境問題を克服したというものの、20 世紀を総括するならば、20 世紀は環境問題に

苦悶した世紀であり、地球温暖化という地球規模の環境問題の端緒となった世紀といえる

のかもしれない。 
 

表 1-1 エネルギーと環境と技術の歴史 
年　代 世　界 日　本

BC3世紀頃 始皇帝の万里の長城
土器れんが製造による森林破壊

14～15世紀 木炭高炉の出現と森林破壊
1580年 英国エレザベス女王布告

ロンドン市内暖房用石炭の使用禁止

1661年 イブリン煙害報告書/英国チャールス2世に献策
1709年 A・ダービによるコークス高炉
1712年
1765年

T.ニューコメンの蒸気機関
ジェイムス・ワットによる蒸気機関（効率4%)の発明

1807年
1825年

R・フルトンの蒸気船の発明
G・スティブンソンの蒸気機関車の発明

1853年 Ｊ・Ｐ・ジュール仕事当量などエネルギーの概念
1856年 ベッセマー転炉の発明 1857年 大島高任の釜石・大橋高炉火入れ
1858年 シーメンス兄弟の平炉の発明
1859年 E・L・ドレーク油井掘削に成功（ペンシルバニア）
1860年 M・ファｒデー「ろうそくの化学的歴史」
1866年 N・A・オットーガスエンジン（効率14%)の発明
1870年 ロックフェラーがスタンダード石油を設立
1875年 英国　公衆衛生法（商業用炉からの黒煙発生禁止）
1881年 エジソンがニューヨークに世界初の火力発電所
1882年 ダイムラーによる自動車の発明 1885年 足尾銅山　鉱毒公害
1884年 C・A・パーキンスの蒸気タービン（効率27%)の発明 1887年 日本橋茅場町に日本初の火力発電所
1892年 フォードによる自動車製造システム
1895年頃 コークス/コッパース炉の発明
1897年 R・ディーゼルのディゼル機関（効率32%)の発明
1901年 Ｊ・Ｐ・モルガンとA・カーネギーUSスチールを設立 1901年 八幡製鉄所開業
1908年 154m煙突/米国モンタナ州
1914～1918年 第1次世界大戦 1917年 167m煙突　佐賀関銅精錬所
1939～1945年 第2次世界大戦
1954年 旧ソ連に世界初の原子力発電
1955年 米国　大気浄化法を制定

1961年 四日市ぜんそく発生
1967年
1968年

公害対策基本法施行
大気汚染防止法施行

1970年 マスキー法制定〔排気ガス） 1970年 光化学スモッグ頻発（杉並区）
1972年 「成長の限界」ローマクラブの警告
1973年 第1次石油危機
1978年 第2次石油危機
1979年 スリーマイル島原子力発電所事故（ペンシルバニア）
1985年 地球温暖化警告　オーストリア・フィラハ会議
1986年 チェルノブイリ原子力発電所事故（ウクライナ）
1990年 カリフォニア州　LEV１規制 1992年 自動車Nox法制定
１995年 COP１ベルリン条約国会議
1997年 COP3京都条約国会議（京都議定書） 1997年 ダイオキシン類 大気汚染防止法改定
2008～2012年 京都議定書約束期間  

（出典：杉田清「炉の歴史物語」成山堂書店 2) をもとに JATIS で作成） 
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1-3 地球温暖化問題 
(1) 温暖化問題経緯 
オイルショックの影響から抜け、 後の排ガス問題と考えられていたダイオキシン問題

解決にも目処が得られ始めた 1990 年代から、重大課題として、CO2を主因とする温暖化問

題が急速に浮上してきた。 
大気中 CO2による温暖化問題が各国で広く関心を集め始めたのは 20 世紀松であるが、そ

の歴史は 19 世紀末に遡る。有名な物理化学者・アレニウスが、大気中の CO2濃度が増加す

ると気温が上昇することを、実験により確かめている。その後の経緯の概略を年表的に整

理すると、以下のようになる。 
 

19 世紀末 アレニウス：温暖化効果の実験 
1930 年度 大気中 CO2濃度増加の測定報告 
1985 年  国連（環境計画）：温暖化警告 
1987 年  国連「持続可能な発展」報告書 
1988 年  国連・IPCC（気候変動政府間パネル） 
1992 年  地球サミット：リオ宣言 
1994 年  気候変動枠組条約発効 
1997 年  地球温暖化防止会議 京都議定書 
2002 年  「持続可能な発展」世界首脳会議 
2005 年  京都議定書発行 
2007 年  IPCC とアル･ゴア氏にノーベル賞 

 
温暖化問題が注目され始めた 1990 年代には、それは地球自然現象の変動範囲内にすぎな

いとする懐疑説も少なくなかった。しかし、各種の科学的な調査と推論から、 近では「温

暖化は人間活動が招いた公害」とほぼ断定され、「人間活動による解決」が全人類に要請さ

れている。問題の大気中の CO2 濃度の推移も明らかになってきたし、過去の地球の平均温

度の上昇や今後の予測も可能になった。このような温度変化が地球環境や人類の生活にど

のような影響を与えるのか推定することが可能になってきた。 
IPCC（気候変動に関する政府間パネル）の 4 次評価報告書によると、現状の地球環境を

維持するためには気温上昇を 2℃以下に抑える必要条件であり、大気中の GHG（CO2など

室温効果ガス）濃度を 475ppm（現在は 380ppm）以下にする必要があるとされている。そ

のためには 2050 年での GHG 排出量を世界全体で 1990 年の 50%以下に削減する必要があ

るとの見通しも出されており、地球は「待ったなし」の状況に追い込まれているといって

も過言ではなくなって来た。 
温暖化問題は、異常気象などから、全人類に「成長の限界」と「地球の将来」を改めて

真剣に考え直す機会を与えた。 
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しかし、温暖化問題は 
・温暖化問題は資源・エネルギー問題と環境問題が一体になった問題である。 
・温暖化対策活動はエネルギー、原料、食料、水など諸資源の、今後顕在化するであろう

枯渇対策の前哨戦として位置付けられる。 
・これまでの大気汚染対策と異なり、資源・エネルギー・環境の諸問題と科学技術、政治経

済、国際連携など各活動領域の統合的対応が求められる。 
など複雑に入組んだ側面を持っており、問題解決のためには、政治、経済、産業、科学技

術の連携のもとに全地球的な活動推進が必要である。 
 
(2) 調査の指針 
技術の高度化は，人間生活に物質的な豊かさをもたらしたけれど、エネルギーの大量消

費を誘発し、地球温暖化など地球規模の深刻な環境問題を引き起こしている。エネルギー

の消費と環境負荷とは表裏一体の関係にある。豊かさを追求する我々の社会が限界を超え

たところで、深刻な環境破壊が顕在化し始めた。エネルギー消費と地球温暖化/CO2排出は、

産業分野ばかりでなく、我々の家庭でのライフスタイルも大きく関与している。本調査に

おいては、環境とエネルギーという言葉をキーワードに、製造プロセスの省エネと CO2 排

出、家庭・家屋の省エネ、自動車の燃費向上技術などの実態を調査し、機械技術との関り

合いを分析し、環境負荷軽減という視点から新たに要請される技術を展望する。 
 
 
【引用文献】 
1) 新岡 嵩 ：「燃焼現象の基礎 第 1 章 燃焼現象」 ㈱オーム社 平成 20 年 8 月 
2) 杉田 清 ：「炉の歴史物語」成山堂書店 平成 19 年 3 月 
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２．製造プロセスにおけるエネルギー需要と環境技術 
 
2-1 産業部門のエネルギー需要動向 
(1) エネルギー需要の統括 
わが国は原油、LNG、石炭などの化石燃料をエネルギー源として輸入し、これらを電力、

ガス、コークス、石油製品などに転換した後、これら転換エネルギーが産業、民生、運輸

などの需要部門に供給される。転換前に供給されるエネルギーは「1 次エネルギー」、 終

需要部門に供給されるエネルギーは「 終エネルギー」と呼ばれる。図 2-1 は一次エネルギ

ー総供給、 終エネルギーと GNP 並びに産業、民生、運輸の各部門でのエネルギー消費の

推移を示したものである。 
エネルギーは国民生活、経済活動にとって重要な基礎物資であり、経済成長とエネルギ

ー需要は密接に結びついている。1970 年代まで一次エネルギーは GDP よりも高い伸びで

増え続けたが、2 度にわたる石油危機でその勢いは衰え、その後は経済の動きに沿うような

推移を示している。また、 終エネルギーは、石油危機以降の省エネルギー活動の進展を

反映して、1980 年代以降 GDB の伸びを下回る緩やかな推移を続けている。過去 40 年間の

終エネルギーの GDP 弾性値は 0.79 である。また、近年、1 次エネルギーと 終エネルギ

ーの差が拡大しているが、これは生活の高度化に伴い電力需要が増加し、転換部門におけ

る発電ロスが増えてきていることを反映している。 
 

経済とエネルギーの推移
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図 2-1 経済とエネルギーの推移 

（出典：EDMC／エネルギー・経済統計要覧 ’08 をもとに JATIS で作成 1） ） 
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図 2-2 はわが国の一次エネルギー総供給の推移をエネルギー源別に示したものである。エ

ネルギー源を諸外国に依存しているわが国ではエネルギー政策の大きな課題としてエネル

ギー安全保障の確保がある。供給不安のある石油から石炭、天然ガス、原子力等への利用

拡大することにより、石油依存度の低下（中東依存度）を目指すことが、国産エネルギー

の開発やエネルギー輸入提供国の多様化と併せて、政府の長年の課題となっている。図 2-2
の推移を見ると、石油依存度は 1973 年の 77.3%をピークに 2006 年には 47.8%に減少し、

石炭、天然ガス、原子力の比率が伸びた。また、 近では、地球温暖化問題の顕在化とと

もに、天然ガスの利用が増加している。しかし、依然としてエネルギーの太宗を石油に依

存していることに変わりなく、地球温暖化やエネルギー安全保障を見据えたエネルギー源

構成への移行が強く求められている。 
 

一次エネルギー総供給の推移
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図 2-2 わが国のエネルギー源別一次エネルギー総供給の推移 

（出典：EDMC／エネルギー・経済統計要覧 ’08 をもとに JATIS で作成） 

 
 
図 2-3 は世界の一次エネルギー消費の推移を示したものである。石油危機前の 1971 年に

は 4,887Mtoe（石油換算百万トン）であった一次エネルー消費は 2005 年には約 2.1 倍の

10,311Mton にまで増加した。これらは中国など新興国でのエネルギー消費が大きく影響し

ており、2005 年には中国 14.5%、日本 5.1%、中国および日本を除くアジア諸国 11.5%とア

ジアが世界の 31.1%を占めるまでに至った。また、世界の石油、石炭、天然ガスなどの化

石燃料依存率は 88.1%（2005 年)であり、わが国の 2006 年の化石燃料依存率 83.7%に比べ

ると、世界の化石燃料依存率は環境負荷の大きなエネルギー源構成になっている。 
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世界の一次エネルギー消費
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図 2-3 世界の一次エネルギー消費 

（出典：EDMC／エネルギー・経済統計要覧 ’08 をもとに JATIS で作成） 

 
 
(2) 産業部門のエネルギー需要 
図 2-4 は需要部門別の 終エネルギー消費の推移を示したものである。わが国の 2006 年

の 終エネルギー消費は 367 Mtoe（石油換算百万トン）で、産業部門が 46.6%、民生部門

が 27.4%、運輸部門が 24.4%を占める。 
中でも産業部門は 大のエネルギー需要部門で、かつ石油危機以降に省エネルギー・脱

石油がもっとも進展した部門である。産業部門のエネルギー消費は、1973 年の第 1 次石油

危機によるエネルギー価格の高騰を契機に省エネルギーが進展したことから大きく減少し、

ここ数年増加に転じたものの、石油危機前の水準に戻った程度である。1974～2006 年度に

おける実質 GDP 成長率は 2.8%程度であるのに対し、産業部門のエネルギー消費の伸びは

0.3%であり、民生部門（伸び 2.7%）や運輸部門（伸び 2.6%）に比べほとんど増加してい

ない。 
図 2-5は製造部門の業種別 IIP 原単位の推移を示したものである。1973年の原単位を 100

とすると、各業種とも石油危機を契機にエネルギー源単位が大きく低下している。鉄鋼業

では 1985 年に 70%を切る原単位（69.5）を達成し、化学工業では 1980 年ごろより原単位

が急速に低下し 1990 年には 46%という原単位を実現している。製造業全体で見ても約 40%
の改善を達成し、現在でも約 60%のレベルを維持している。これら原単位の低減には製品

の高付加価値化による影響も含まれるが、1973～1983 年の 10 年間に猛烈な省エネルギー

が進展したことが理解できる。 
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図 2-4 部門別 終エネルギー消費 

（出典：EDMC／エネルギー・経済統計要覧 ’08 をもとに JATIS で作成） 

 

製造業エネルギー消費原単位（IIP当たり）の推移
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図 2-5 製造業エネルギー消費原単位の推移 

（出典：EDMC／エネルギー・経済統計要覧 ’08 をもとに JATIS で作成） 

 
産業部門の中でも、エネルギー多消費型の産業は鉄鋼業、化学工業、紙パルプ産業、窯

業・土石などの素材産業である。鉄鋼業では鉄鉱石を高炉で還元するための原料としてコ

ークスが使われるため、石炭に依存する燃料消費構造となっている。鉄鉱石から銑鉄を作

り鋼材を圧延する一貫製鉄所では、高炉や転炉からでる排エネルギーを製鉄所の熱源とし
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て利用するエネルギーサイクルが構築されてきており、この構築が省エネルギーを進める

ための推進力となってきた。 
化学工業には石油化学工業のほか、アンモニアおよびアンモニア誘導品製造業、ソーダ

工業、無機薬品、顔料製造業などが含まれる。化学工業では石油が重要なエネルギー源と

なっており、化学反応のための熱源として利用される。石油危機直後は廃熱回収の強化や

副生蒸気回収などの高額な投資を伴う対策がとられてきたが、1985 年以降の石油価格の低

位安定化では、高額な省エネ投資が困難になり、高性能触媒の開発やプロセスの合理化な

どの対策が主流となっている。 
図 2-6 は化学、鉄鋼、窯業・土石などの 2006 年度のエネルギー消費をエネルギー源別に

示したものである。化学と鉄鋼だけで産業部門の 55%を占めており、石炭、石油などの化

石燃料の比率が非常に高いことがわかる。電力変換は産業部門には分類されないが、エネ

ルギー多消費産業という視点から、電力転換部門でのエネルギー消費も併記した。 
 

部門別・エネルギー源別 消費量(2006年度）
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図 2-6 部門別・エネルギー源別エネルギー消費 

（出典：EDMC／エネルギー・経済統計要覧 ’08 をもとに JATIS で作成） 

 
(3) CO2排出 

CO2 など産業活動の結果放出された室温硬化ガスの地球環境に及ぼす影響が明らかにな

ってきた。世界は各国の CO2 の排出に神経質な目を向けると同時に、自国の産業活動の自

由度を担保するに足る CO2 排出枠の確保に鎬を削り始めるようになった。図 2-7 は 1971
年以降の世界の CO2排出量の推移を示したものである。1973 年の石油危機直後の世界全体

のエネルギー消費により排出された CO2の総量は 42.8 億トン（炭素換算）で、先進工業国

（北米、欧州 OECD、日本/OECD 加盟国）が 64.2%、旧ソ連が 16.5%、新興国その他が
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19.3%という構成であった。これが 2005 年には排出量は 72.8 億トンに増大し、先進工業国

が 44.2%、旧ソ連 8.8%、中国など新興国が 47.0%を占めるという形に変化した。過去から

の CO2 排出の累積寄与度は先進工業国のウェイトが高いわけであるが、 近では新興国か

らの排出量が急増している。将来的には、新興国のほうが先進工業国と比べて経済成長率

もエネルギー需要も大きくなると考えられており、CO2排出低減のためには、これらの国々

も世界の削減目標の枠内に参加することが望まれている。 
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図 2-7 世界の CO2排出量推移 
（出典：EDMC／エネルギー・経済統計要覧 ’08 をもとに JATIS で作成） 

 
わが国の CO2排出は、現在、全世界の総排出量の 4.6%である。図 2-8 はわが国の発生源

別 CO2 排出量の推移を示したものである。CO2 発生量は石油危機以降 1980 年代半ばまで

おおむね横ばいで推移していたが、その後は増加基調に転じ、2006 年には 3.2 億トン（炭

素換算）となった。現在、日本での一人当たりの CO2排出量は 2.5 トンである。（ちなみに

米国 5.4 トン、中国 1.1 トン）部門別には、産業部門がエネルギー利用の効率化や産業構造

の変化により 1973 年の 42.3%から 2006 年の 26.0%に構成比を下げたのに対し、発電部門

と運輸部門はそれぞれ33.2%から41.9%に、13.1%から21.1%へと構成比を拡大させている。

これは、我々の生活が利便性を求めて電力にシフトしつつあること、一人当たり自動車保

有台数が 0.35 台に達しモータリゼーションが進展したことなど、わが国の生活スタイルの

変化を色濃く反映した結果である。 
図 2-9 は 2006 年度の CO2主要発生源とその排出量を示したものである。電力プラントで

の CO2排出量が 41.7%を占め、産業部門では鉄鋼プラントからの排出量が大きく 10.8%と
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なっている。民生部門での排出は家庭やオフィスでの暖房や給湯によるもので、運輸では

乗用車や貨物自動車からの排出がそのほとんどを占める。 
 

部門別二酸化炭素排出量の推移
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図 2-8 発生源別 CO2排出量の推移 

（出典：EDMC／エネルギー・経済統計要覧 ’08 をもとに JATIS で作成） 
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図 2-9 2006 年度発生源別 CO2排出量 

（出典：EDMC／エネルギー・経済統計要覧 ’08 をもとに JATIS で作成） 
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2-2 発電プラント 
(1) 火力発電の概要 
わが国の火力発電所は、戦後、国内炭焚き石炭火力から 出発したが、1950 年代後半か

らから石油火力が登場し、その主役の座を石油火力に譲ることになった。しかも石炭火力

では媒じん、硫黄酸化物および窒素酸化物等の環境汚染物質の排出が多いことから、電源

立地が困難になった。しかしながら、1993 年、19979 年の石油危機による原油価格の高騰、

さらには 1979 年の国際エネルギー機関（IEA）による先進国における石油火力新設禁止決

議によりが原則的になくなったこともあり、燃料多様化の方針が打ち出され、液化天然ガ

ス（LNG）火力、原子力の導入が進められるとともに、オーストラリア炭など海外炭を対

象とした大規模石炭火力の建設がすすめられた。図 2-10 に発電電力量の推移（一般電気事

業用）を示したものである。原子力発電の伸びが顕著で、現在（2006 年）、31%の割合を占

めるに至ったが、化石燃料系発電（石油、石炭、LNG）は全発電量 9,729 億 kWh（2006
年）の 60%を占める。 
石油火力の特徴は図 2-11 に示すとおりであるが、使用する燃料によって重油、原油、軽

質油焚きの火力発電に分類できる。経済性と設備の簡便性から 1968 年ごろから多くの石油

系火力発電所が建設され、1973 年には全発電量の 80%を占めたが、石油危機以降のエネル

ギー転換政策にしたがって、現在では全発電量の 9%となっている。 
エネルギー転換および環境問題への対応から積極的に導入されたのが LNG 火力である。

1970 年に東京電力㈱南横浜発電所に初めて導入されて以降、1985 年には発電量が石油火力

を追越し、現在では全発電量の 26%を占める。CO2発生量は石油の 72%、石炭の 54%で化

石燃料の中では環境特性に優れた発電である。LNG 火力には LNG 汽力発電とガスタービ

ンを主機とする LNG 複合発電がある。高効率運転という視点から LNG 複合発電が注目を

浴びている。 
石炭は確認可採埋蔵量が 150 年と豊富で、供給安定性に優れ、石油・LNG などより相対

的に安価なことから、石油危機以来、石炭火力の積極的導入が図られてきており、現在で

は全発電量の 25%を占める。環境特性では LNG 火力に劣るもの、高効率性、Sox，NOx
削減、CO2 低減を目指した開発が積極的に行われており、微粉炭火力発電、加圧流動床燃

焼複合発電、石炭ガス化複合発電などが注目されている。 
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図 2-10 発電電力量の推移 

（出典：EDMC／エネルギー・経済統計要覧 ’08 をもとに JATIS で作成） 

 
(2) 火力発電高効率化の動向 
①微粉炭火力発電 
石炭火力発電は、燃焼ボイラにおいて石炭の燃焼熱で水を高圧蒸気に変換しこの蒸気で

タービンを回して発電する方式である。ボイラ、蒸気タービンのほかに脱硝装置、電気集

塵機、脱硫装置なども付帯する。石炭火力の燃焼ボイラには流動床燃焼発電や微粉炭燃焼

発電がある。図 2-11 に示したように、これらは燃焼ボイラでの燃焼ガス流速によって分類

されるもので、流動床燃焼の気泡流動床のガス流速 1～2m/s、循環流動床のガス流速は 4
～8m/s で、粗粉炭が利用され、微粉炭燃焼でのガス流速は 10～15m/s 程度で、燃料は文字

どおり微粉炭である 2) 3)。図 2-12 に微粉炭火力のボイラと主要機器構成を示す。 
微粉炭火力のボイラでは 1300～1500℃の燃焼温度を得ることが可能で、超臨界蒸気条件

を実現することも容易である。火力発電の熱効率向上は蒸気やガスの高温化と高圧化の歴

史でもある。1980 年代に入るとわが国初の海外炭焚き超臨界圧条件を採用したプラントが

導入され、東京電力／鹿島 5 号などで温度 566℃、圧力 24Mp、熱効率 40.8%（発電端 HHV）

の運転操業が達成されている。また 1993 年には中部電力/碧南 3 号機（700MW，21Mp，
538℃／593℃）において再熱蒸気温度が 593℃に達し、わが国における超々臨界圧発電

（USC:Ultara Super Critical）の幕開けとなった。さらに、現在では主蒸気温度 600℃、

再蒸気温度 610℃のプラントが運転されており、熱効率 43.1%（発電端 HHV）が達成され

ている。海外では 700℃以上の蒸気温度を目指した次世代型 USC（A-USC）の技術開発が

開始されており、微粉炭火力の送電端効率 46%（HHV）以上を達成することが期待されて

いる。 
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図 2-11 発電プラントの構成と特徴 
構 成 特徴 

１．石油火力発電 

蒸気
タービン

復水器
復水ポンプ

ボイラ

石油

～

 

①ボイラの炉壁バーナより石油系燃料を噴霧し、空気で燃焼。

原油、軽油、重油が使用される。燃料の予備加熱が必要。 

②排煙脱硫装置の設置が必須である。脱硫方式には湿式脱硫

と乾式脱硫があるが、排ガスに液状の吸収剤を散布し SOx を

除去する湿式脱硫が多い。 

③NOx 対策として火炎温度の低下、低 NOx バーナの採用な

どが行われるが、さらに NOx を低減する場合は、排煙脱硝

装置が設置され、一般にアンモニア接触還元法が採用される。

２．LNG 汽力発電 

 

蒸気
タービン

復水器
復水ポンプ

ボイラ

LNG

～

 

①－162℃まで冷却して液化した LNG を燃料として利用す

るためには、払出し時に LNG を気化させる。LNG の気化は

オープンラップ式気化器にて海水と熱交換させる。 

②LNG の燃焼性は石油、石炭より良好である。そのため燃焼

装置は比較的簡単で、バーナからガスを高速噴射するだけで

燃焼させることができる。 

③LNG は燃焼生成ガス中に Sox、ばいじんを含まないため、

脱硫装置や集じん装置を設置する必要はない。 

④NOx 対策として、低空気比燃焼、排ガス循環、低 NOx 

バーナなどの技術が採用されているが、一般的には脱硝装置

を設置する。 

３．LNG 複合発電 

 

ガス
タービン

圧縮機

廃熱回収
ボイラ

復水器
復水ポンプ

燃焼器LNG

蒸気
タービン

～

～

空気

 

①気体とした LNG を燃焼させてガスタービンを駆動する。

プラントの主体となるガスタービンは、現在運転中のもので、

大出力は 25 万 kW 程度で、ガスタービンを複数組合わせ

て大容量プラントとする。 

②ガスタービンで仕事をした後の排ガスを排ガス回収ボイラ

に導き、その排熱で蒸気を発生し、蒸気タービンを駆動する。

③NOx を低減するには火炎温度を下げることが基本である

が、プラント効率向上のためには、ガスタービン入口ガス温

度の高温化が必要であり、いかに両立させるかが燃焼機器開

発のポイントである。排熱回収ボイラ内に脱硝装置を設置し

て NOx を低減するのが一般的である。 

④高効率化のためにはガスタービン入口温度の高温化が有効

である。1500℃級ガスタービンも開発されている。高温部を

蒸気で内部から冷却することで燃焼ガス温度の低下を防ぎ、

高効率熱サイクルが可能になった。 
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構 成 特徴 

４．石炭火力／流動床燃焼（FBC） 

 

ガス流速     ガス流速 

1～2m/s         4～8m/s 

①ボイラ内ガス流速により気泡流動床および循環流動床に分

類できる。 

②投入石炭粒子は粗粉砕でよいため、破砕設備が軽減できる。

③高灰分、高硫黄分の低品位炭を含め炭種の制約が少ない。

④脱硫剤（石灰石、ドロマイト）により、炉内脱硫が可能で、

別置きの排煙脱硫装置が不要。ただし灰の排出量が多い。 

⑤低温燃焼（860℃程度）のためサーマル NOx およびフュエ

ル NOx（燃料由来）の発生が抑制される。 

⑥低温燃焼のため灰の溶融によりトラブルが少ない。 

⑦流動床内の流動媒体と伝熱面の伝熱係数が大きいため、伝

熱面積を小さくでき、ボイラのコンパクト化が可能である。

５．石炭火力／微粉炭燃焼（PCFS）

 
ガス流速 

10～15ｍ/ｓ 

①微粉炭機が必要である。通常 200 メッシュ以下程度の微粉

炭を使用する。 

②微粉炭バーナを使用し、油の噴霧燃焼に近い形でバーナ燃

焼させることができる。着火時間、燃焼時間を極端に短縮可

③微粉炭の吹込み速度が重要である。火炎の消失逆火があり

制御が難しい。 

④高温燃焼（1300～1500℃）であるため、NOx が発生し易

く、低 NOx バーナや脱硝装置が必要である。脱硝装置、脱

硫装置、EP（電気集じん）が一般装備となっている。 

⑤溶融した灰の炉壁への付着が起り易い。 

６．石炭ガス複合火力（IGCC） 

ガス
タービン圧縮機

廃熱回収
ボイラ

復水器
復水ポンプ

燃焼器
石炭

ガス化

蒸気
タービン

～

～

空気

①石炭を酸素／水蒸気または空気を用いて分解し、H2や CO

を主な可燃成分とするガスを製造する。発電用として利用で

きる炭種が拡大できる。 

②海外では酸素吹きのガス化炉が多いが、我が国では高効率

指向の空気吹きガス化炉の開発が進められている。 

③ガスタービンで燃焼する前に、脱硫、集じん装置でガス精

製を（ガス精製装置）行う必要がある。 

④空気吹きガス化の場合には発熱量が小さいため、ガスター

ビンの燃焼安定性の確保が重要。また酸素吹きガス化の場合

には、ガスタービンの火炎温度が高くなり、NOx 低減のため

の燃焼制御が必要である。 

⑤ガスタービンの燃焼ガスを利用して、蒸気タービンを駆動

させる複合発電の構成が必要である。 
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図 2-12 微粉炭火力のボイラと主要機器構成 

（出典：瀬間 徹 監修 「火力発電 総論 P59」 電気学会／オーム社） 

 
 
②加圧流動層燃焼複合発電 

表 2-1 に示した流動床燃焼火力（気泡流動床）の一つに加圧流動層燃焼複合発電（PFBC: 
pressurized fluidized bed combustion）という方式がある。圧力容器に格納されたボイラ

の炉内圧力を 6～20atm に高圧保持し、加圧下で石炭を燃焼させ、高温高圧の排ガスを利

用してガスタービンを駆動する。ガスタービンと蒸気タービンとの複合発電である。加圧

流動層燃焼複合発電のシステム構成を図 2-13 に示す。この方式では複合発電による熱効率

の向上以外に、燃焼温度が 850℃程度と低いため排煙脱硝装置が簡単になり、炉容がコンパ

クトにできるというメリットもある。微粉炭機、大型通風機、排煙脱硝装置の補機動力が

軽減されることから、送電端効率（HHV 基準）では 40～42%になる。また、加圧流動層燃

焼複合発電をベースにしてガスタービン入口温度の高温化（850℃→1350℃）により、さら

なる効率化向上を目指した高度加圧流動層燃焼複合発電（A-PFBC）の開発が進められてい

る。 
現在、加圧流動層燃焼複合発電は九州電力/苅田発電所（36 万 kW，2001 年営業運転）お

よび中国電力／大崎発電所（25 万 kw）で商用機として運転中である。 
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図 2-13 加圧流動層燃焼複合発電のシステム構成 

（出典：機械工学便覧「エネルギー供給システム P68」 日本機械学会／丸善） 
 
③LNG 複合発電 

LNG を燃料とする火力発電では LNG 汽力発電（図 2-14）が一般的であるが、LNG で

ガスタービンを駆動し、その排ガスを廃熱回収ボイラに導き、その廃熱を回収して蒸気を

発生し蒸気タービンを駆動する図 2-15 に示すような LNG 複合発電のシステム構成を示し

た。 
図 2-16 の鳥瞰図に示すように、発電用のガスタービンは圧縮機、燃焼器、タービン、車

軸から構成され、圧縮機で数気圧～十数気圧まで加圧された空気により、燃焼器に噴射さ

れた燃料を連続的に燃焼させ、これをタービンで膨張させてロータを回転させ、ロータに

直結した発電機を駆動して発電する。 
LNG 複合発電の効率はタービン入口温度で支配され、入口温度が高ければ高いほど効率

がよい。産業用ガスタービンではタービン入口は、現在、1500℃に到達しており、1500℃
級ガスタービンとして LNG 複合発電に採用され稼動している。高温燃焼ガスが流れるター

ビン部は も熱的に過酷な状態に置かれる部位である。特にタービン第 1 段静翼には燃焼

器をでた高温ガスが直接流れ、1500℃級ガスタービンでは温度 1600℃程度、圧力 20 気圧

の高温高圧ガスが翼面を流れる。タービン翼の冷却が重要である。1500℃級ではタービン

翼内部に冷却用空気を通し、翼面にあけられた小孔から冷却空気を翼面に沿って流すフィ

ルム冷却方式が取られている。ガスタービン翼の冷却は 新の伝熱工学の成果が駆使され

ており、技術の粋を集めた製品となっている。 
1983 年、1150℃級ガスタービンを主機とする世界初の LNG 複合発電システムが東北電

力/東新潟発電所で運転を開始し、従来火力より 10%程度高い熱効率 44%（HHV）（図 2-6
参照、ただし LHV 基準表示）を達成した。その後もタービン入口温度は 1300℃、1500℃
（53%HHV）と上昇し、熱効率は 60%に近付きつつある。現在、1700℃級ガスタービンの
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開発が始まっており、冷却技術、超耐熱材料技術、遮断コーティング技術など 先端技術

の研究開発が行われている。 
 
 

 
図 2-14 LNG 汽力発電 

（出典：機械工学便覧「エネルギー供給システム P60」 日本機械学会／丸善） 
 
 

 

図 2-15 LNG 複合発電のシステム構成 
（出典：機械工学便覧「エネルギー供給システム P61」 日本機械学会／丸善） 
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図 2-16 ガスタービンの鳥瞰図 

（出典：瀬間 徹 監修 「火力発電 総論 P159」 電気学会／オーム社） 

 
 
④石炭ガス化複合発電 
石炭ガス化複合発電（IGCC: integrated gasification combined cycle power plant）は石

炭をガス化して得られるガス化燃料（主成分は CO と H2）をガスタービンで燃焼させ、そ

の燃料ガスでタービンを駆動させて発電すると同時に石炭ガス化炉で得られる蒸気と、ガ

スタービンの廃熱を回収して得られる蒸気により、蒸気タービンでも発電する複合発電で

ある。石炭ガス化複合発電の基本構成を図 2-17 に掲載する。エネルギーセキュリティーと

CO2発生抑制という視点から注目を浴びている発電方式である。 
石炭ガス化複合発電は石炭ガス化炉、ガス精製設備および複合発電設備から構成される。

石炭ガス化炉には石炭の粒径やガス化炉内での石炭の流動状態などから各種方式が存在す

るが、国内外で開発が行われている石炭ガス化複合発電の多くは、大容量化が容易で負荷

追随性に優れた加圧型噴流床石炭ガス化炉が採用されている。また、石炭のガス化剤とし

て、空気、酸素/水蒸気、酸素富化空気などが用いられる。 
石炭ガス化複合発電の開発プロジェクトが内外で進行しており、欧米ではデムコレック

（オランダ，284MW，1998 年から商用運転）やタンパ（アメリカ，322MW，1996 年試

験運転）のように試験運転や商用運転を開始しているところも多い。わが国では CCP（clean 
coal power）社が 250MW の発電設備を建設し、2007 年より実証実験運転にはいった。こ

の実証設備は、石炭処理量 1700t/d の空気吹き加圧二段噴流床方式のガス化炉を持ち、

1200℃級ガスタービンを装備した複合発電設備で、熱効率 48%（発電端 LHV）の達成が期

待されている。 
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図 2-17 石炭ガス化複合発電の基本構成 

（出典：瀬間 徹 監修 「火力発電 総論 P274」 電気学会／オーム社） 

 
(3) 火力発電の熱効率と熱精算 
発電プラントの歴史はエネルギー源の転換と熱効率改善の開発史そのものである。 
火力発電の熱効率は向上しており、現在も、そのための技術開発が進められている。図

2-18 に示すように、電力 9 社の平均発電熱効率（汽力発電，複合発電を含む）は 41%に達

しており、石油危機当時に比べると 4 ポイント向上している。 
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図 2-18 発電効率の推移 

（出典：EDMC／エネルギー・経済統計要覧 ’08 をもとに JATIS で作成） 
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汽力発電の熱効率は蒸気条件に影響され、高圧、高温蒸気の使用が熱効率を向上させる。

1990 年ごろより蒸気条件 25Mpa，600／610℃の超々臨界発電が（USC・発電端熱効率 44
～45%）が導入され始め、発電効率の向上に大きく貢献した。また海外では、蒸気条件 31Mpa，
700／720℃の次世代型 USC（A-USC）発電の開発も進められており、熱効率の一層の向上

が期待されている。また、エネルギーセキュリティーの点から石炭火力の比率（2005 年

18.2%）も増えており、微粉炭吹込み USC 発電の導入も進んでいる。 
また、ガスタービンにおいても燃焼ガス高温化に対応する多岐にわたる技術開発が推進

されてきた。現在では、1700℃級ガスタービンの開発が始まっており、冷却技術、超耐熱

材料技術、遮断コーティング技術など 先端技術の研究開発が行われている。 
図 2-18 は電力 9 社の全汽力発電所平均の熱効率の推移を示したものであるが、すさまじ

い技術開発努力を注入した割には、「電力におけるエネルギー効率は低い」という見方もで

きる。5%程度の送電ロスがあるから、エンドユーザでの総合効率は 34%程度である。 
図 2-19 は汽力発電および GT コンバインドサイクルの熱精算を示したものである。ボイ

ラでは 14%程度の排ガス損失を生じる。ボイラの効率は高いけれど、燃焼に無関係の窒素

を加熱して放出するためにこの程度のロスが発生する。蒸気タービンでは復水器損失が大

きい。復水器は蒸気タービンを作動させて仕事を終えた排気蒸気を冷却・凝集させて水に

戻す装置である。蒸気は復水し、蒸気が持っていた熱は冷却水（海水）のなかに排出され

る。 
GT コンバインドサイクルの効率は 50%に達しているが、ガスタービン単体の効率は高く

ない。ガスタービン単体で評価すると、1500℃級で 38%、1300℃級で 35%程度である。

GT コンバインドサイクルでも排ガス損失、復水器損失が大きい。発電プラントでは排ガス、

復水器での低中温域での廃熱の回収が今後の大きな課題である。 
 

 
 
 
(a)超臨界汽力発電の熱精算 (b)1350℃GT コンバインドサイクルの熱精算 

図 2-19 発電プラントの熱精算 
（出典：瀬間 徹 監修 「火力発電 総論 P223」 電気学会／オーム社） 
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(4) CO2回収発電システム 
①CO2分離回収・貯留技術 

発電プラントや製鉄プラントでは大量の CO2 が発生する。CO2 放出防止の 後の手段と

して、CO2分離回収・輸送・貯留技術（CCS/ CO2capture and storage）が注目を集めてい

る。CCS 技術とは燃焼排ガス CO2を分離回収し、高濃度 CO2として、地中耐水層や枯渇し

た油・ガス層に圧入・貯留する技術である。圧入・貯留する技術は世界各国で実証実験が

開始されており､日本では長岡、夕張が実証実験地となっている。 
 

 
図 2-20 CCS 技術の概要 

（出典：経済産業省 HP「CCS2020」） 

 
CO2 分離回収であるが、分離回収対象ガスは発電プラントからの排ガス（石炭火力／

CO2：12～15%，LNG／CO2：3～8%）あるいは製鉄プラントの高炉ガスや焼結炉ガス（CO2：

22～25%）などであり、回収技術には化学吸収法、物理吸着法、膜分離法などがあり、そ

れぞれのプロセスに 適な方法が検討されている。CCS 技術を普及させるためのかぎとな

るのはコスト増加である。現状の分離回収～貯留コストは 5 千円～1 万数千円／t-CO2とさ

れており、特に分離回収コストが全体の 70%近くをしめると考えられている。分離回収コ

ストの低減が CCS 技術の今後の 大の課題である。分離回収技術とその特徴を図 2-21 に

まとめた。 
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図 2-21 CO2分離回収技術の概要 
システム概要 特徴 開発状況 

１．化学吸収法 

 

①基礎技術が確立している 

アルカロールアミン法,高性アミ

ン法,熱炭酸カリ法などあり 

②大型化が容易 

③CO2 の分離に多量の熱エネル

ギーが必要である。 

④SOx やばいじんによる吸収液

の劣化を抑制する必要あり 

・省エネ型吸収液の開発や膜

分離とのハイブリッド技術の

進行中 

・製鉄（RITE＋新日鐵）、電

力プラントで CO2 分離回収

を狙うプロジェクト（H16-21

年）が進行中 

２．物理吸着法 

 

①構造がシンプルで、基礎技術は

確立済み。ゼオライトや活性短に

吸着。 

②温度や圧力をスイングして

CO2を脱着する。PAS(Pressure)

法，TSA(Temperature)法，PTSA

法 

③大型化によるスケールメリッ

トが小さい 

④CO2 脱着のため真空ポンプに

大きな動力が必要 

・吸着剤性能の向上、プロセ

ス複合化による低コスト化な

どが鍵。 

・製鉄(新日鐵，JFE)、電力

プラント(東北電力)で実証試

験中。スケールアップが今後

の課題。 

３．膜分離法 

 

①高分子膜、セラミックなどを使

って圧力差を利用して分離。構造

がシンプルである 

②CO2回収率が低く、膜が高価 

③高圧ガスからの分離に適す 

・RITE が開発中 

・基礎技術の開発段階 

 

４．純酸素分離法 

 

①O2／CO2 混合ガスを燃焼させ

排ガス中の CO2濃度を 95%以上

に高める。 

①分離回収コストを大幅低減 

②燃焼効率も向上 

③酸素製造に多大なエネルギー

が必要。 

・実証試験段階 

・大量かつ安価な酸素製造技

術の開発が鍵 
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(5) CO2回収高効率発電の技術動向 
近の地球温暖化防止に対し世界世論の注目が集まっている。「基準年比 6%低減」とい

う京都議定書の目標達成時期が 2010 年に近づいた昨今において、電力、鉄鋼、自動車など

CO2 大口発生源には厳しい目が注がれている。CO2 放出低減に対する切り札として「原子

力発電比率の大幅拡大」、「水素社会の到来」を期待する意見も強くなっている。原子力に

ついては安全性を 優先する負荷追随運転の禁止（ベース運転のみ許可）という制約があ

り、原子力の発電比は 大 40%程度と考えられている。また、水素については、大量の水

素製造を想定すると、近い将来において水素を発電燃料に利用できる見通しは暗い。その

ような意味において CCS 技術は CO2大幅低減のための 後の手段であるといってよい。現

在、CO2 の分離回収技術は様々な分野で研究されており、発電への適用についても、世界

各国で評価ならびに実証実験が行われている。 
図 2-22 は電力中央研究報告書 M07003 より、電力プラントへの CCS 適用とその評価あ

るいはシミュレーション結果 4)をまとめたものである。 
微粉炭/燃焼後回収システム（CASE1）は、微粉炭焚き火力発電に CO2回収装置を敷設す

るシステムで、脱硝、集じん、脱硫処理の後 CO2 を分離回収し液化貯蔵する方式である。

図 2-23 に構成図を示した。CO2 分離回収方法には も実用化の進んだ化学吸着法／KS-2
（アミン水溶液）を採用している。89%近くの CO2 回収が期待できるものの、CO2 を吸収

した液を脱離塔で蒸気を利用して加熱し CO2 を放出させるために大量のエネルギーを消費

し、熱効率が大幅に低下する。化学吸収法の 大の問題点は、吸収液から CO2 を放出させ

る際の加熱により大量の熱エネルギーを消費するため、所要エネルギーが大きくなるとい

うことである。回収時の所要エネルギーの少ない吸収液の回収が急務になっている。また、

NOx，SOx による吸収液の劣化も懸念され、実証実験などを通じて確認していく必要があ

るとされている。 
微粉炭/酸素燃焼システム（CASE2）では、酸化剤として空気の替わりに CO2で濃度調整

した酸素を用いて微粉炭を燃焼する。CO2 は排ガスをリサイクルして使う。このシステム

では排ガスはほぼ CO2であるので、排ガスを直接圧縮して CO2を液化回収するとしている。

このシステムでは▲9%程度の熱効率ダウンが生じるが、これは酸素製造や CO2の圧縮液化

などに消費されるエネルギーに相当する。このシステムに関しては、既にオーストラリア

のカライド発電所で実証段階に入っており、日本の IHI や JCOAL なども共同参加して、

2010 年より 30MW 規模での実証実験が計画されている。また、ドイツのバッテルフォル

社、カナダの SaskPower 社では 300～400MW 規模での実証実験も検討されている。スケ

ールアップ技術、大型ボイラで収熱特性の検証、酸素製造エネルギーの低減などが今後の

開発課題としてあげられている。 
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図 2-22 電力プラントへの CCS 適用とその評価 4) 
システム構成 仕 様（新設ベース） 

１．微粉炭/燃焼後回収システム 

石炭

空気 CO2

ボ
イ
ラ

排
煙
処
理
装
置

CO2
回
収
装
置

CO2
液化
貯蔵

煙突へ

火力形式：微粉炭焚き火力 
回収形式：燃焼後 CO2分離回収 
CO2回収方法：化学吸着／KS-2 
CO2回収率：89% 
【効率(送電端 LHV)】 
CO2回収なし：43% 
CO2回収あり：34% 
【発電コスト】 
+71(US$/MWh(+54%)） 
【CO2回収コスト】 
+38(US$/t CO2） 
 

2．微粉炭/酸素燃焼システム 

石炭

酸素

CO2ボ
イ
ラ

排
煙
処
理
装
置

CO2
液化
貯蔵

酸
素
製
造

 

火力形式：微粉炭焚き火力/酸素燃焼 
回収形式：回収装置なし CO2排ガス循環 
CO2回収方法：Oxy-fuel 
CO2回収率：91% 
【効率(送電端 LHV)】*1300℃級タービン 
CO2回収なし：44% 
CO2回収あり：35% 
【発電コスト】 
+61(US$/MWh) 
【CO2回収コスト】 
+27(US$/t CO2） 
 

３．石炭ガス化複合/燃焼前回収システム 

シフト反応
CO+H2O→H2+CO2

石炭

空気

ガ
ス
化
炉

ガス
精
製
装
置

CO2
回
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装
置

CO2
液化貯蔵

煙突へ

シ
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器

蒸気

ガ
ス
タ
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廃
熱
回
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ボ
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ラ

蒸気タービン

蒸気

火力形式：石炭ガス化複合発電（IGCC) 
回収形式：シフト反応器、回収装置あり 
CO2回収方法：物理吸収 Selexol 法 
CO2回収率：88% 
【効率(送電端 LHV)】 
CO2回収なし：45% 
CO2回収あり：38% 
【発電コスト】 
+61(US$/MWh) 
【CO2回収コスト】 
+26(US$/t CO2） 
 

４．石炭ガス化複合/酸素燃焼システム 

CO2

石炭

酸素

ガ
ス
化
炉

ガス
精
製
装
置

CO2
液化貯蔵

蒸気

ガ
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タ
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廃
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ボ
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ラ

蒸気タービン

酸素製造設備

CO2

火力形式：石炭ガス化複合発電（IGCC) 
回収形式：回収装置なし CO2排ガス循環 
CO2回収方法：Oxy-fuel 
CO2回収率：97.5% 
【効率(送電端 LHV)】 
      1300℃級  1500℃級タービン 
CO2回収なし：47.3%  50.5% 
CO2回収あり：44.1%  47.2%  
【発電コスト】 
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図 2-23 微粉炭／燃焼後回収システムでの CO2回収 
（出典：電力中央研究所報告 M07003） 

 
石炭ガス化複合/燃焼前回収システム（CASE3）は IGCC を想定したもので、石炭ガス炉

で発生させた石炭ガスを改質器で CO2と水素（シフト反応 CO+H2O→H2+ CO2）に改質し、

CO2 を分離回収後、水素主体のガスはガスタービンに送られ発電に利用される。CO2 の回

収には物理吸着 Selexol 法などが利用される。このシステムでも CO2 の分離回収やシフト

反応でのエネルギー消費が発生し▲7%程度の発電効率ダウンが生じるのは避けられない。

この方式についても、世界各国で実証計画が進められており、Powerfuel（英国，900MW）、

2010FutureGen（米国，275MW）、ZeroGen（豪，100MW）、RWE（ドイツ，450MW）、

GreenGen（中国，400MW）など 2010 年から 2020 年において実証プラントが建設される

予定である。我が国の石炭ガス化プロジェクト EAGLE も期間を延長して、CO2 分離回収

の検証を行う予定である。 
 
石炭ガス化複合/酸素燃焼システム（CASE4）は、酸素-CO2吹き石炭ガス化炉、酸素-CO2

ガスで燃焼させるクローズドガスタービンを採用する、CO2 分離回収装置を必要としない

CO2回収型高効率 IGCC発電システムである。図 2-24にシステム構成を掲載した。酸素-CO2

吹き石炭ガス化炉で生成した燃料ガスは、脱じん、脱硫処理を経てガスタービン燃焼器で

燃焼される。CO2 を主体とするガスタービン排ガスは、排熱回収ボイラで蒸気系に熱回収

された後、ガスタービン燃焼器および石炭ガス化炉へリサイクルされる。残りの CO2 は圧

縮され液体として貯蔵される。このシステムでは酸素燃焼、排ガス循環による省エネルギ

ー効果が大きく、酸素製造設備でのエネルギーロスを補い、発電効率の低下は▲3%程度と

小さくなっている。 
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図 2-24 石炭ガス化複合／酸素燃焼システムでの CO2回収 

（出典：文献 5）をもとに JATIS で作成） 

 
石炭ガス化複合/酸素燃焼システムで効率の低下が少ないというのは、酸素製造装置およ

び CO2 液化装置に消費されるエネルギーロスが、酸素燃焼法を適用することで得られた効

率向上代で相殺されるためである。エネルギー安全保障の視点から石炭火力、特に、IGCC
が注目されており、今後の火力発電プラント新設のときには、ここに紹介した石炭ガス化

複合/酸素燃焼システムが有力候補となってくるであろう。 
しかし、現在、多数の LNG 火力や石炭火力が稼動しており、超々臨界発電（USC）への

改造などプラントの高効率化のための設備改造更新時期が近付いているとされている。既

存プラントの改造更新に併せて、CO2削減のための CCS の導入が重要な課題となってくる

ことはいうまでもない。既存発電プラントに会った CO2 分離回収システムを導入すること

が重要である。例えば、復水器の中低温排熱が利用できるようになるならば、確実な化学

吸収法が実現性の高い方法として浮上する。また、酸素が安価に製造できるようになれば、

微粉炭発電プラントに酸素燃焼法を適用することも具体性の高い方法として評価されるよ

うになってくる。 
発電プラントの効率性はもちろんのこと、既存設備との整合性を評価して、CO2 分離回

収システムの導入が進められていくものと考えられる。 
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2-3 製鉄プラント 
(1) マテリアルフローとエネルギー利用 
①マテリアルフロー 
製鉄プラントはコークス炉、高炉（溶鉱炉）を始点として転炉、圧延、熱処理、製品と

続く一連のプロセス工程の集合体である。製鉄プラントにおけるマテリアルフローを図

2-25 に示した 6)。 
まず も川上に位置するのがコークス炉、焼結機、高炉などから構成される製銑工程で

ある。焼結機で適切な大きさの塊状に成形された鉄鉱石とコークスが高炉に装入される。

高炉は高さ 50m 以上にも及ぶシャフト炉で、世界 大規模の高炉では高さ 110m にもなり、

製鉄プラントのシンボル的存在になっている。シャフト炉下部から吹き込まれる加熱空気

によってコークスを燃焼させる。炉内部ではコークス中の炭素で鉄鉱石（Fe3O4，Fe2O3，

FeO）の酸素が取除かれる還元反応が進行し、熱と CO、CO2 生じ、炉頂から排出される。

高温となった炉底からは沈下した鉄鉱石が溶けて、反応分離した「銑鉄」と「スラグ」が

取り出される。銑鉄はトーピードカーで次工程である転炉に運ばれる。スラグは高炉での

廃棄物として、冷却後、埋立てや路盤材として利用される。 
転炉は溶銑に含まれる炭素を取除き「鋼」を製造する工程である。転炉はセイヨウナシ

型の耐火煉瓦で内張りされた容器で、ここに酸素を吹き込むことで、溶銑に含まれた炭素

を脱炭し、鋼を造る。転炉は、脱炭と同時に、溶銑に含まれる Si、P、P などの不純物をス

ラグ中に除去し、純度の高い鋼（通常炭素量 2.1%を鋼という）を作りこむ精錬機能を持つ。

転炉が一回の工程で精錬する鋼は約 200-300 トンで、この量が製鉄プラントで処理する製

造ロットの基本となっている。転炉工程が終了した鋼（溶鋼）には合金添加などの成分を

微調整する二次精錬が行われ、鋼片として固めるための連続鋳造工程へ運ばれる。 
連続鋳造工程では、鋼中の介在物を取除きながら、溶鋼を凝固させ、スラブ、ブルーム、

ビレットなどの鋼片を製造する。これらは厚板、薄鋼鈑、形鋼などの 終製品のもととな

るもので半製品と呼ばれる。 
鋼片は連続加熱炉に挿入され、内部品質の均一化、温度の均一化のための加熱が行われ

た後、1000℃以上の温度で抽出され、熱間連続圧延機で熱延鋼板に仕上げられる。断面が

250mm×2000mm 程度のスラブが、10 台以上の圧延機が一直線に配置されたホット・スト

リップミル（熱間連続圧延機）で厚さ 2～3mm×幅約 1200mm（4 フィート幅）×長さ約 1km
の帯状の鋼板に伸ばされ、終点でコイル状に巻き取られる。帯状の鋼板が時速 100km もの

高速でラインを駆抜けることになる。 
熱延鋼板を加熱せずにさらに薄くする工程が冷間圧延である。熱延鋼板を連続冷間圧延

機で板厚 0.15mm～3mm 程度にまで均一に圧延して再びコイル状に巻き取られる。熱延鋼

板を冷間圧延し焼鈍したのが冷延鋼板である。連続焼鈍炉での熱処理により、強度、成形

性など様々な特性を付加された鋼板が自動車用鋼板などとして出荷されている。 
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図 2-25 製鉄プラントのマテリアルフローと省エネルギー 
（出典：日本鉄鋼協会 第 110 回熱経済技術部会 文献 11） 

 
②エネルギー利用 

製鉄プラントはエネルギー自己完結度の高いプロセスである。製鉄での主たるエネルギ

ー源は石炭であるが、石炭からコークスに変換し、これを鉄鉱石の還元材として利用する

プロセスの中で、COG、BFG、LDG などの副生ガスを生じる。 
COG は石炭乾溜中に発生する石炭ガスで、水素 H2（55%）、メタン NH4（30%）を主成

分とする。現在は火力発電用燃料など自家消費エネルギーとして利用されているが、石炭

ガスおよびタールを水蒸気改質することによって、H2と CO を主成分とするクリーンエネ

ルギーに転換する技術開発も行われている。 
BFG は高炉から発生する副生ガスである。一酸化炭素 CO と二酸化炭素 CO2をほぼ 1 対

1 の比で含む。高炉に高温空気を送風するために熱風炉では空気の予熱を行われるが、BFG
はその燃料として利用され、 終的には CO2として排出される。 

LDG は転炉で脱炭を行うときに発生する CO を主成分とするガスである。火力発電、加

熱炉などの自家消費エネルギーとして利用されている。 
鉄鋼業では、エネルギー源単位が石油危機以前 60%程度にまで低減するが、上記の副生

ガスの有効利用に関する技術開発が大きく貢献した。 
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(2) 高炉の炉内反応 
近代高炉の原型は、14 世紀から 15 世紀にかけてドイツのライン地方で誕生した木炭高炉

である。この技術は 16 世紀のイギリスにわたり、アブラハム・ダービによって木炭の代替

原料としてコークスを使うシャフト炉が開発され、1709 年、このコークス高炉での銑鉄生

産が始まった。装置のスケールアップが行われ、内容積 5000mm3を超える高炉が出現して

いるが、高炉の基本原理は変わっていない。現在、日本で 30 基、世界では 800 基以上の高

炉が存在するといわれている。 
図 2-26 に高炉での炉内反応解説図を掲載する 7) 8)。 

 

熱風炉へ

熱風炉から

間接還元

直接還元

高炉ガスの組成と発生量

種類 CO(%) CO2（%）H2（%） N2(%)
発熱量

(kcal/Nm3)
発生原単位
(Nm3/t)

平均値 22.0 21.1 2.8 54.1 737 1550

C+O2＝CO2

FeO+C＝Fe+CO

CO2+C＝２CO

Fe2O3+CO＝2FeO+CO2

FeO+CO＝Fe+CO2

CO2+C＝２CO

コークス比 500kg/t

 
図 2-26 高炉内の仕組みと主な反応 

 
焼結機で適切な大きさの塊状に成形された鉄鉱石とコークスが高炉炉頂から装入され、

シャフト炉下部から吹き込まれる加熱空気によってコークスを燃焼させる。内部ではコー

クス中の炭素で鉄鉱石（Fe3O4，Fe2O3，FeO）の酸素が取除かれる還元反応が進行し、熱

と CO、CO2を生じる。コークスが直接鉄鉱石を還元し、CO2を CO に変換する反応は直接

還元と呼ばれ、炉底部で起こる。炉腹部では間接還元と呼ばれる反応が進行し、鉄鉱石は

一酸化炭素 CO によって還元される。炉頂から挿入された鉄鉱石とコークスは反応の進行

とともに沈下し、2200℃程度の高温となった炉底部に到達するころには、鉄に 4.5%程度の

炭素を含む高温液体状の「銑鉄」とシリカやアルミナなど鉄以外の不純物から成る高温液
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体状の「スラグ」とに変化する。 
コークスは熱源と還元材として利用される。還元材比（コークス比）の低減は高炉操業

にとって積年の課題である。微粉炭吹込み、廃プラスチック吹込みなど様々な新技術が導

入されてきており、数十年のスケールでは還元材比は大きく減少している。しかし近年で

は、還元材比は 500kg/t-p に貼りつき、ほぼ技術的飽和点に達していると考えられている。

高炉で利用されるコークスは 終的には CO2 に変換されて排出される。エネルギー効率の

視点だけでは、CO2 排出削減の視点からも、コークス使用量の削減あるいは他の代替材料

への移行が喫緊の課題となってきている。 
 
(3) CO2削減高炉プロセスの技術動向 
高炉から発生するCO2を大幅低減する技術 9)が日本と欧州 10) 11)を中心に検討されている。 
日本では政府が進める Cool Earth プロジェクトの一環として日本鉄鋼連盟と製鉄メーカ

を中心として「Course50（CO2 Ultimate Reduction in Steelmaking process by innovative 
technologies for Cool Earth 50）」プロジェクトが推進されている。これはコークス炉ガス

中のメタンの改質を行うことで水素を増量させ、その水素を高炉での還元反応に利用する

技術と、高炉炉頂ガスから CO2 を分離し、高炉に再循環させる分離回収再循環技術から構

成されている。本プロセスでは、コークス炉ガスの中低温廃熱を利用して水蒸気改質の熱

と CO2分離回収のための化学吸収液再生ための熱を補填する。Course50 では第 1 フェーズ

を 2008～2012 年の 5 年間、第 2 フェーズを 2013～2017 年の 5 年間実施し、2030 年まで

には工業規模での技術確立を目指している。脱炭素と低炭素によって 30%程度の CO2削減

が可能と試算されている。Course50 プロジェクトの概要を図 2-27 に示す。 
欧州では「ULCOS（Ultra Low CO2 Steelmaking）」プロジェクトが進められている。 

ULCOS は ArcelorMittal や ThyssenKrupp など欧州 15 ヶ国から参加した 48 の企業、研

究機関の参加からなり、RFCS（Research Fund Coal and Steel ）の基金で運営される省

エネルギー開発組合である。いくつかのサブプロジェクトから構成されるが、大きな柱は

高炉炉頂ガス循環を特徴とする NBF（New Blast Furnace）である。 
現在の高炉は熱風送風であり、熱風中の窒素は熱移送の役目はするが還元には寄与しな

い。以前より、羽口から酸素を送る酸素高炉が検討されており、高炉の還元機能の強化、

生産性の向上、高濃度 CO2ガスの排出などが期待されていた。NBF は酸素高炉の系譜にあ

るもので、炉頂から排出される高濃度 CO2ガスを循環して使用し、過剰となる高濃度 CO2

ガスのみを CO2分離回収技術（CCS）で除去するプロセスである。 
ULCOS プロジェクトは第 1 ステップ 2004～2009 年、第 2 ステップ 2009～2014 年、第

3 ステップ 2015～2020 年が計画されており、CO2排出量の 50%を削減できる「酸素吹込み

-CO2循環高炉」の開発を目指している。NBF のコンセプトを図 2-28 に示した。 
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図 2-27 日本 Course50 プロジェクトの概要 
（出典：日本鉄鋼連盟 Course50 委員会 資料） 

 

 

図 2-28 欧州 ULCOS プロジェクト NBF の概要 
（出典：JRCM NEWS No.251） 



 36

 
【引用文献】 
1) 日本エネルギー経済研究所 計量分析ユニット：「EDMC 08 エネルギー・経済統計要

覧’08」 2008 年 2 月 
2) 日本機械学会：機械工学便覧「応用システム編 γ５ エネルギー供給システム」2005 年

5 月 
3) 瀬間徹 監修：「火力発電総論」電気学会 2008 年 4 月 
4) 白井 裕三 他：「電力中央研究所報告 CO2回収型高効率石炭ガス化複合発電システム

の提案とその課題」研究報告 M07003 平成 19 年 10 月 
5) 石炭火力発電の将来像を考える研究会「IGCC 実証機プロジェクトについて／(株)クリー

ンコールパワー研究所」平成 19 年 1 月 
http://www.enecho.meti.go.jp/info/committee/commit29/3.pdf 

6) 日本鉄鋼協会 第 110 回熱経済技術部会：「鉄鋼プロセスにおける次世代 CO2削減技術

調査・検討」2007 年 11 月 
7) 奥野嘉雄：「鉄鉱石から鉄を生み出す(上)」NIPPONSTEEL MONTHLY 2004.1・2 
8) 有山達郎：「CO2発生抑制を目指した将来製鉄プロセス」日本鉄鋼協会 第 2 回 CO2削

減シンポジウム 2009 年 1 月 
9) 日本鉄鋼連盟 Course50 委員会 「環境調和型製鉄プロセス技術開発」2008 年 7 月 

http://www.jisf.or.jp/news/topics/docs/0807302.pdf 
10) 内藤誠章：「 革新的製鉄プロセスの先導的研究開発に係わる欧州調査報告」JRCM 

NEWS No.251（2007 年 6 月） 
11) 川端文丸：「NEDO 革新的製鉄プロセス技術の先導的研究/第 2 次欧州調査報告」

JRCM NEWS No.262（2008 年 8 月） 
 
 



 37

３．家庭・家屋の省エネルギー 
 
3-1 民生部門のエネルギー需要動向 
(1) 民生部門のエネルギー消費の推移 

2006 年度の家庭と業務を合わせた民生部門の 終エネルギー消費量は 100.7 百万トン

（石油換算）で、日本の全エネルギー消費の 27.4%を占める。家庭部門の消費は 14.6%、

業務部門の消費は 12.8%である。両部門とも世帯数の増加、業務床面積の増大および家電

機器の種類と保有台数の増加に伴いエネルギー使用量は増加し続けている。 
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図 3-1 民生部門のエネルギー消費 

（出典：EDMC／エネルギー・経済統計要覧 ’08 をもとに JATIS で作成） 

 
(2) 家庭部門のエネルギー消費 
図 3-2 は家庭部門のエネルギー消費を 1973 年比で示したもので、2006 年度のエネルギ

ー消費は 1973 年比で約 2.3 倍の増加となっている。近年の伸び率は鈍化しているものの、

個人消費や世帯数の増加によるエネルギー消費量の増加は続いている。個人消費は家電製品

の普及などで 2.27 倍に増加し、世帯数は核家族化を反映して 1.6 倍（2006 年 51713 世帯）

に増えた。個人消費と世帯数の相乗効果として家庭のエネルギー消費は 2.3 倍の増加となっ

ている。 
図 3-3 は家庭用のエネルギー消費原単位（世帯あたりのネルギー消費量）推移を掲載した

もので、用途別に整理して示している。2006 年度は 1965 年度に比べ約 2.5 倍、1973 年度

に比べ約 1.5 倍に増加している。 近 10 年間の世帯当たりのエネルギー消費量は、11,100
×103kcal／世帯前後で横ばいの状況であるが、用途に着目してみると、家電機器の保有台
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数の増加に伴う動力・照明他のエネルギー消費量の増加が続いており 2006 年度には 35.1%
を占めている。また、以前より給湯用のエネルギー消費が多く、2006 年度も 31.2%と動力・

照明他に次ぐ消費量となっている。またエアコンの普及に伴い冷房用の消費量が増加の傾向

にあり、相対的に暖房用、厨房用が減少している。 
 

 

図 3-2 個人消費・世帯数・家庭部門エネルギー消費 
（出典：EDMC／エネルギー・経済統計要覧 ’08） 
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図 3-3 家庭用用途別エネルギー消費原単位の推移 
（出典：EDMC／エネルギー・経済統計要覧 ’08 をもとに JATIS で作成） 
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図 3-4 はエネルギー源別に見るものである。灯油、LNG、都市ガスなどの化石燃料系の

エネルギー消費はほぼ一定量で推移しているが、エアコンや動力・照明他のエネルギー源で

ある電力の消費量が も多く、増加を続けている。2006 年度の世帯当たりの構成比では

44.7%に達している。 
 

家庭用エネルギー源別消費原単位の推移（世帯あたり）
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図 3-4 家庭用エネルギー源別エネルギー消費原単位の推移 

（出典：EDMC／エネルギー・経済統計要覧 ’08 をもとに JATIS で作成） 

 
(3) 業務部門のエネルギー消費 
業務部門のエネルギー消費量は、過去より延床面積の増大に伴い増加を続け、2006 年度

は 1973 年度比で約 1.9 倍の増加となっている。図 3-5 は業務部門のエネルギー消費と延床

面積や GDP との関連を 1973 年比で見たものであるが、延床面積や GDP の伸びに比較す

るとエネルギー消費の伸びは抑制されているといえる。 
図 3-6 は床面積当りのエネルギー消費量（原単位）を示したものであるが、1973 年の石

油危機以降、オフィスでの省エネルギーが進展しエネルギー原単位は大きく低減している。

エネルギー源単位の低減がエネルギー消費の伸びを抑制してきた理由であるが、具体的には

冷暖房機器や給湯機器の省エネ化の効果である。一方、オフィスオートメーションの進展に

伴い、照明・動力他の消費量の増加が続いており、2006 年の構成比は 45.8%を占めている。 
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図 3-5 GDP・延床面積・業務部門エネルギー消費の推移 
（出典：EDMC／エネルギー・経済統計要覧 ’08） 
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図 3-6 業務用延床面積当たり原単位の推移 

（出典：EDMC／エネルギー・経済統計要覧 ’08 をもとに JATIS で作成） 
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(4) 用途別、エネルギー源別エネルギー消費量 
① 家庭用エネルギー消費の内訳 
図 3-7 は 2006 年度の世帯当たりエネルギー消費の内訳を示したものである。暖房用

23.7%、冷房用 2.2%、給湯用 31.2%、厨房用 7.9%、動力・照明他 35.1%の割合である。エ

ネルギー源別では、石炭 0.1%、灯油 23.0%、LPG 12.9%、都市ガス 18.2%、電力 44.7%、

太陽熱 1.0%となっており、冷房用や照明・動力用エネルギーは 100%を電力より供給され

ている。 
家庭の世帯当たりエネルギー消費量は、10.5 百万 kcal（2006 年度）である。これは灯油

1,196L（18L 容器 67 缶）に相当する。このうち暖房、給湯、厨房使用を目的とする化石燃

料系エネルギーの消費量は 53%を占めており、世帯あたり 0.43 トン（炭素換算 ton）／年

の CO2 を排出していることになる。家電機器の省電力化やエネルギー効率技術の開発は重

要であるが、CO2 直接発生源としての家庭やオフィスという視点からは、暖房機器や給湯

器の高効率化が重要である。 
 

家庭用用途別エネルギー源別消費原単位(2006年度）
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図 3-7 家庭用用途別エネルギー源別消費原単位（2006 年度） 
（出典：EDMC／エネルギー・経済統計要覧 ’08 をもとに JATIS で作成） 

 
家庭の家電機器は生活水準の向上に伴い急速に普及した。エアコンや電気カーペットなど

冷暖房用途の機器の保有台数が急速に伸び、テレビや冷蔵庫などは保有率が 100%以上、つ

まり 1 世帯に 2 台以上保有している状況になっている。このような家電機器の保有台数増

加の状況は今後も電力消費量の増加の要因となる。将来の省エネルギーのためには個々の家

電機器の省電力化やエネルギー効率技術の開発、また家電機器の待機電力消費削減が一層必

要とされる。 
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② 業務部門のエネルギー消費の内訳 
業務部門の 2006 年の構成比は、暖房用 17.5%、冷房用 11.2%、給湯用 17.1%、厨房用

8.5%、動力・照明他 45.8%となっている。家庭に比べて動力・照明の比率が高く、そのエ

ネルギー消費の伸び率も増加が続いている。 
またエネルギー源別に見ると、2006 年の構成比は石炭 2.2%、石油 21.6%、ガス 21.6%、

電力 53.3%、熱 1.4%となっている。近年は石炭と石油の消費は横ばいであるが、ガスと電

力の消費量が増加している。 
 

業務用用途別エネルギー源別消費原単位(2006年度）
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図 3-8 業務用用途別エネルギー源別内訳（2006 年度） 

（出典：EDMC／エネルギー・経済統計要覧 ’08 をもとに JATIS で作成） 

 
(5) 国際比較 
日本の家庭用エネルギー消費量を平均値である世帯当たりの消費量で他の先進国と比較

すると低い状況にあるが、その差は暖房用の消費量にあり、寒冷地の北海道の消費量ではヨ

ーロッパ諸国と同じ水準にある。図 3-9 に家庭用エネルギー消費原単位の国際比較を示した。 
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図 3-9 家庭用エネルギー消費原単位の国際比較 
（出典：EDMC／エネルギー・経済データの読み方入門） 
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3-2 家屋の構造 
(1) 家屋の構造と熱の流出入 
① エネルギーの流出入の分析 
熱は通常、温度の高いところから低いところに流れる。建物の場合では建物の外部と内部

に温度差があれば熱が移動し、内外での流出入が生じる。夏は一般的に室内の気温は外気温

より低く、冷房時にはより温度差が生じるため外部から室内に熱が入ってくる状態になる。

逆に冬は暖房のため屋内の温度が外気温より高くなるため、室内の熱が外部に逃げることに

なる。 
家屋に流出入する熱の経路は、外壁、屋根、1 階の床が大きな部分を占める。他に窓や扉

の開口部、内外に繋がる建物の隙間からも熱の流出入がある。熱の伝わり方には伝導と対流

と放射の 3 種があり、家屋の熱の伝わり方はこの 3 種が複合する。冬の場合、内壁や天井

と室内空気の間の対流により室内の熱が伝わり、壁材や屋根材の内部は伝導により熱が移動

する、そして外壁や屋根から外部には対流と放射により熱が放散される。窓ガラスなど太陽

光が入る場所では日射の熱が放射により室内に入る、またガラスには壁や屋根と同様に室内

空気の対流により熱が伝わり、ガラス内では熱伝導、外部では対流と放射で熱が逃げていく。

建物の小さな隙間やサッシや扉の隙間でも、隙間風と通じて対流により熱が伝わる。一般的

な住宅の場合、夏の昼間で外から入ってくる熱は、壁や床や天井を通じて 40～50%、窓や

開口部からの日射熱が 30～40%、開口部や隙間から 20%と言われている。建物における熱

の流出入のイメージを図 3-10 にまとめた。 
 
 

 
図 3-10 建物における熱の流出入 

（出典：「図説テキスト 建築環境工学」をもとに JATIS で作成） 
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② 家屋の省エネルギーと断熱および気密 
家屋の構造における省エネルギーの目標は、家庭のエネルギー消費の 30%弱を占める暖

房と冷房用のエネルギーを削減する建物を造ること、つまり外気温が低い冬に室内から外に

熱が逃げていかないように、暑い夏には外からの熱が流入しないようにし、生活に適した室

内温度を維持して冷暖房機器の稼動時間を減らすことにある。このためには外壁と屋根と床、

窓や扉などにおいて熱を伝達しにくくする、また建物の隙間をなくすことが必要になる。こ

れが家屋の断熱と気密の材料・工法の技術である。 
外壁と屋根と外部に接する床に熱伝導率の低い材料を断熱材として張り込む、隙間を無く

して家屋の気密性を高める、窓サッシの断熱性能と気密性能を高める、窓ガラスを二重にし

て断熱能力をもたせる、日射を反射するガラスや塗料など、様々な材料と工法が開発され実

用化されている。 
 

 

図 3-11 冬期の断熱イメージ 
 
また高断熱、高気密の住宅を造るだけでなく、家屋内外の熱の流れを利用して省エネルギ

ー化を図る住宅工法も実用化されている。冬に太陽の日射熱を効果的に取り入れたり、室内

で発生した熱を循環や蓄熱により有効に利用して暖房エネルギー消費を低減する工法が、夏

には室内空気の対流を利用して室内の熱を外部に排出することで冷房時間を減らす住宅の

造りなど、エネルギーを消費する冷暖房機器に頼らないパッシブシステムと呼ばれている住

宅工法も実用化されている 
 
③ 家屋の断熱基準および国際比較 

日本の伝統的な家屋は木造軸組間を土や板で埋めて壁を造り、屋根は茅葺きや板葺きまた

は瓦葺きで、窓や扉は木製で隙間の多い造りである。夏に高温多湿の地域が多いため、日本

の多くの住宅は夏に過ごし易いように日射を遮り、風通しをよくする造りになっていた。寒

冷地での断熱は土壁の厚さや屋根材の厚さに頼る程度であった。現在の断熱材が住宅に使用

されるようになったのは、近年の都市化や新しい住宅建材や工法の普及が進んでから、まだ
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30 年程度しか経っていない。 
住宅建設における断熱の目標値が作られたのも近年のことで、省令による断熱基準が定め

られたのは 1980 年である。その後、世界的なエネルギー消費抑制の目標を受け、住宅の断

熱性能をより高める必要から、断熱基準値を上げて 1999 年に「住宅に係るエネルギーの使

用の合理化に関する基準」、通称「次世代省エネ基準」が告示され、この断熱基準値が現在

の家屋断熱の目標値になっている。 
海外の家屋の構造は、それぞれ気候や風土、歴史により木造、石造、レンガ組積造、土造

など様々であり、材料の厚さで断熱性能を保持していた。現在の断熱材の使用は第 2 次世

界大戦後、先進国で寒冷なヨーロッパと北米の国々で使用が始まった。 
各国の断熱基準を比較すると、現在の「次世代省エネ基準」は他国並みの断熱基準値にな

っており、北海道などの寒冷地では先進国寒冷地と同等の水準にある。世界各国の断熱基準

を図 3-12 に示す。 
 

 

図 3-12 世界各国の断熱基準比較 
（出典：（財）住宅・建築 省エネルギー機構「括弧住宅の次世代省エネルギーと指針」） 
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(2) 断熱材 
① 断熱材 

断熱材は、素材の種類により鉱物系、発泡系、木質繊維系の 3 つに分類される。断熱材

の性能は材料の熱の伝えやすさを示す熱伝導率で示され、熱伝導率が低い材料ほど断熱の性

能が高い。または材料の熱抵抗／mm でも示され、断熱材の厚さと熱抵抗／mm を掛けた

ものがその断熱材の熱抵抗値になり、熱抵抗値が大きいほど断熱性は高くなる。 
鉱物系、発泡系、木質繊維系の断熱材はそれぞれ素材の性質により、防火性や耐水性、耐

久性などの異なる特性を持ち、また吹付け、吹込み用マット状やボードなどいろいろな形状

の材料が製品化されている。断熱材の採用では、要求する断熱性能と素材の特性や形状を活

かして建物の工法に適した断熱材を選択することになる。 
 

表 3-1 断熱性能の比較 

 種類 主な原料 形状

熱伝導

率 
W/mk 

熱抵抗

/mm 
km/W×1

0-3 

その他の特徴 

吹込用グラスウール 0.052 0.019 

グラスウール 0.036～
0.050 0.020 

グラスウール保温板 0.042～
0.049 

0.020～
0.024 

吹込用グラスウール 
乾式・接着剤併用 0.040 0.025 

高性能グラスウール 

珪砂 
石灰石 
苦灰石 
ｿｰﾀﾞ灰 

など 

ﾏｯﾄ 
ﾎﾞｰﾄﾞ

ﾊﾞﾗ綿

0.033～
0.036 

0.026～
0.030 

主原料の確保が容易で生産

量が大きい 
吸音性、防火性がある 

透湿係数が高いので防湿層

が必要である 
主に内断熱工法に使われる 

吹込用ロックウール 0.051 0.020 
ロックウールフェル

ト 0.049 0.020 
吹付ロックウール 0.047 0.021 
ロックウール 0.044 0.023 

鉱

物

系 

ロックウール保温板 

玄武岩 
又は 

鉄鋼ｽﾗｸﾞ 

ﾌｪﾙﾄ

ﾏｯﾄ 
ﾎﾞｰﾄﾞ

粒 
ﾊﾞﾗ綿 0.043～

0.044 0.023 

防火、耐火性、吸音性、耐久

性がある 
透湿係数が高いので防湿層

が必要である 
主に内断熱工法に使われる

が、北欧では外 RC 造や基礎

の地中部分の外断熱にも使

用される 

ビーズ法EPS保温板 

ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ

樹脂、発

泡剤（ﾌﾞﾀ

ﾝ、ﾍﾟﾝﾀﾝ） 

ﾎﾞｰﾄﾞ
0.036～
0.043 

0.023～
0.028 

耐水性があり、緩衝性が高い

難燃剤の添加によって自己

消火性をもつ 
透湿係数は低い 

主に内断熱工法に使われる 
硬質ウレタンフォー

ム保温板 ﾎﾞｰﾄﾞ
0.024～
0.025 

0.040～
0.042 

透湿係数が低い 
外貼り工法に使用が多い 

発

泡

系 

吹付硬質ウレタンフ

ォーム 

ﾎﾟﾘｲｿｼｱﾈ

ｰﾄ、ﾎﾟﾘｵｰ

ﾙ、発泡剤

（ﾌﾙｵﾛｶｰ

ﾎﾞﾝ） 

現場

発泡
0.022 0.045 透湿係数が低い 

主に内断熱工法に使われる 
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押出法 XPS 保温板 

ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ

樹脂、発

泡剤（炭

化水素、

ﾌﾙｵﾛｶｰﾎﾞ

ﾝ）、難燃

剤 

ﾎﾞｰﾄﾞ
0.028～
0.040 

0.025～
0.036 

硬質で耐圧力があり、吸水、

吸湿性が小さい 
透湿係数は低い 

外貼り工法に使用が多い 

フェノールフォーム 

ﾌｪﾉｰﾙ樹

脂、発泡

剤、硬化

剤 

ﾎｰﾄﾞ、

金 属

板 や

石 膏

ﾎﾞｰﾄﾞ

な ど

の 複

合ﾊﾟﾈ

ﾙ 

0.021～
0.032 

0.031～
0.048 

防火性がある 
透湿係数が低い 

主に外断熱工法に使われる 
住宅用の外壁の金属サイデ

ィングとの複合板に使用さ

れる 

アイシネンフォーム 
ｲｿｼｱﾈｰﾄ、

ﾚｼﾞﾝ、硬

化剤 

現場

発泡
0.035 0.029 

遮音・吸音性がある 
自己消火性がある 

主に内断熱工法に使われる 

 

フォームグラス 
ｶﾞﾗｽ（ｹｲ

酸塩）、炭

素 
ﾎﾞｰﾄﾞ 0.052 0.019 

不燃性、耐水性、耐薬品性、

白蟻などの耐食害性がある 
透湿係数は低い 

主に外断熱工法に使われる 

セルロースファイバ

ー 

ﾊﾟﾙﾌﾟ、新

聞古紙、

接着剤、

ﾎｳ酸 

綿状

（吹

込み、

吹付

け）

0.034～
0.040 0.025 吸音性、調湿性能がある 

主に内断熱工法に使われる 

炭化コルク ｺﾙｸ ﾎﾞｰﾄﾞ

粒 
0.038～
0.041 

0.240～
0.260 

水に強く、腐りにくく、遮音

性能、防振効果がある 
調湿性能がある 

ボード状のものは外断熱工

法に適している 

木

質

系 

木繊セメント板 

木質繊

維、ｾﾒﾝﾄ、

石灰又は

ｾﾞｵﾗｲﾄ 

ﾎﾞｰﾄﾞ
0.050～
0.064 0.200 

防火性、吸音性能、調湿性能、

防腐、防鼠、防蟻がある 
内外断熱の両方に使われ、RC
造の型枠としても使われる 

（出典：日本外断熱総合研究所、「断熱［超実用］テクニック読本」(株)エクスナレッジ） 

 
グラスウール、ロックウールの鉱物系断熱材は無機繊維系断熱材とも呼ばれ、細いガラス

や石の繊維でできた綿状の断熱材である。繊維の隙間に大量の空気の層をつくることで断熱

性を発揮する。断熱性能は厚さにほぼ比例し、密度が高いほど断熱性能が良い。グラスウー

ルの中では、密度は 16kg/m³であるが繊維が細かく 24kg/m³程度の性能をもつ高性能グラス

ウールも製品化されている。鉱物であるガラスや石の繊維は吸湿することがないので吸放湿

により周辺の空気の水蒸気量を調節する能力を持たない。このため気密層、気密・防湿層、

防風層などと呼ばれるシートと断熱材を組み合わせたマット状のものを使用する。木造家屋

の断熱では外壁や天井の木軸組間に断熱マットを吹込む工法が一般的である。 
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ポリスチレンフォーム、硬質ウレタンフォーム、フェノールフォームなどの発泡系断熱材

は、石油原料の樹脂を発泡させて中に気泡を多く発生させて気体を閉じ込めて熱伝導率を小

さくした樹脂素材で、吹付けまたはボード状の断熱材である。断熱性能は使われる樹脂の種

類、密度、気泡の大きさ、気泡中の気体の種類などによって異なる。鉱物系断熱材に比べて

水蒸気を通しにくい性質があるが、可燃性のものが多く耐火性では劣る。かつては発泡にフ

ロガスを使用していたが、現在は炭化水素ガスなどのノンフロンガスに替えられている。吹

付けの断熱材は主に鉄筋コンクリート造の外壁断熱に使用され、ボード状断熱材は 近の木

造家屋では外壁と屋根の木軸組外側に張り込む、外張り工法の採用が増えてきている。 
木質系断熱材は木材チップや古紙などの自然繊維素材から作る断熱材である。セルロース

ファイバーは古紙から取り出した繊維を壁や天井に吹き込むことにより断熱材に使用する。

自然繊維の中の空気胞と繊維が絡み合いながらつくる多量の空気の層が断熱性を保持し、ま

た木質繊維特有の吸放湿性に優れる断熱材である。木質繊維ボードと木繊セメント板は間伐

材などをチップ化して木質繊維に加工してボード状の断熱材にしたもの。炭化発泡コルクは

天然のコルク材を焼成、炭化発泡させボード状に加工したもの、調湿性に優れ素材自体に自

己消化性を有している。どちらも木造家屋の外張り工法に使用されている。 
 
② 遮熱塗料 
太陽熱高反射塗料とも言われ、太陽光のエネルギーを有効に反射して屋根や外壁の温度上

昇を抑制する。室内の温度上昇を緩和するため、夏場の冷房にかかるエネルギー節約、ヒー

トアイランド対策など環境改善を目的とした機能性塗料としても使用されている。 
遮熱塗料は一般屋根用塗料と比較して、赤外線領域である 780～2100nm で非常に高い反

射率があることを示している。この赤外線反射率の差が赤外線吸収量の差、即ち太陽光エネ

ルギーの吸収差となる。 
 

 
図 3-13 日射反射率の比較 
（出典：日本ペイント(株) HP） 
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上記の例では、一般屋根用塗料が日射反射率 30%程度であるのに対し、遮熱塗料の日射

反射率は約 70%になる。この日射反射率の向上により、屋根の表面温度上昇の抑制が可能

となる。 
 
(3) 断熱工法とパッシブ工法 
① 断熱工法 
・断熱材充填工法（内断熱） 
充填断熱は木軸組材の空洞中に断熱材を吹込み、充填して断熱する方法で、一般には繊維

系断熱材が使われる。工場生産パネル内部に樹脂系断熱材を充填したもの、現場発泡で樹脂

系断熱材を充填するものも充填断熱に区分される。 
 
・断熱材外張り工法（外断熱） 
外張り断熱は木軸組材の外側に発泡樹脂系の断熱ボードを張る工法で、繊維系断熱材を充

填する充填断熱に比べて安定した断熱性能を示すため、 近の木造家屋では急速に普及して

いる。図 3-14 と図 3-15 に内断熱、外断熱と断熱工法の違いを示した。 
 

 
図 3-14 家屋の断熱工法 

 

 

外断熱 

 

図 3-15 壁面の内断熱と外断熱 
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② パッシブ工法 
・パッシブ換気工法（自然換気） 

暖まった空気が上昇するという自然の原理を用いて、屋内の空気を家の 上部に設けた排

気口から出し、出た分の新鮮な空気を吸気口から取り入れるしくみがパッシブ換気（自然換

気）であり、これを有効に取り入れる家屋の工法をパッシブ換気工法と呼ぶ。図 3-16 にパ

ッシブ換気システムのイメージを示した。換気扇やファンなどの人工的な動力は使わず自然

の力で換気し屋内空気を循環させることで、夏は温まった室内空気を有効に排出し室温上昇

を抑え、冬は空気循環により屋内の温度を一定に保つことでエネルギーを使用せず快適な屋

内環境を作ることができる。ただし熱交換を行わない分、冷暖房使用時の省エネ効果は少な

い。 
 

 
図 3-16 パッシブ換気システムの空気の流れ 

（出典：ジェイベック(株) HP） 

 
・二重通気工法 

高気密高断熱住宅で外断熱材の外側と内側に通気層を設け、家屋の壁内を空気が循環する

仕組みを作る工法である。図 3-17 に二重通気のイメージを示した。 
太陽光線により温められた外壁内の空気は通気層内を上昇する性質があり、その自然の空

気上昇を利用する。夏は温まった壁内空気を小屋裏の換気口から排出し、同時に床下から外

気を取り入れて床下の涼しい空気が壁内を上昇することで屋内温度の上昇を抑える。冬は小

屋裏と床下の換気口を閉じて、太陽光を受ける壁面の温められた空気の上昇と太陽光を受け

ない壁面の冷えている空気の下降の循環により、温められた空気を壁内全体に行きわたらせ、

室温を均一に保つことができる省エネルギーを目的の工法である。 
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図 3-17 二重通気工法 
 
・パッシブソーラー 
パッシブソーラーとは、熱の損失を防ぐ｢断熱・保温｣、熱の取得を促進する｢集熱｣、熱の

流れの速度を調節する｢蓄熱｣を基本要素とし、暖房や給湯のための熱源を太陽熱に求める方

式を用いた工法である。屋根に設置したガラス付き集熱面などにより高温に達した空気を小

屋根裏部に設置した送風機ユニットで床下に送風し、床下の蓄熱材（コンクリート）に蓄熱

させた後で室内に入れ直接暖房する。蓄熱槽の中に蓄えた水を、送風機ユニット内などの熱

交換器により温めてお湯にする。冬の昼は暖房を主体にし、集熱量に余剰がある場合は給湯

に使う。夏の昼は高温の屋根空気を屋外に排出し、夏の夜は屋外から涼気を取り入れて利用

する１)。 

 
図 3-18 屋根集熱方式の具体例 

（出典：OM ソーラー協会資料 http://omsolar.jp/index.html ） 

空気の流れ
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(4) 窓ガラスおよびサッシの断熱 
① 窓ガラス 
各国の断熱化の動きは早く、ドイツでは 1976 年に「エネルギー保全法」が制定され、こ

れに基づいて 1977 年に「熱保護規制」が施行されている。これは新築の窓については全て

複層ガラスが義務づけられている。 
アメリカにおいても、各州で多少の差はあるが、厳しい省エネルギー基準を定めている。

なお、東京都とほぼ同じ緯度にあるカリフォルニア州は も厳しい基準である。また、韓国

についても、第 1 次石油危機直後の 1975 年に、熱損失防止を柱に建築法を改正し、断熱基

準を強化している。このように各国とも法律の制定によって断熱基準の強化ならびに開口部

の複層ガラスの義務づけを実施している。日本では、1980 年に「旧省エネルギー基準」、

1992 年に「新省エネルギー基準」が告示されたが、これらの断熱基準は全く欧米各国の基

準とはかけ離れていたため、省エネルギー基準の強化の必要性が指摘され、1999 年の「次

世代省エネ基準」では、複層ガラスを要求する断熱基準になった。 
 
・複層ガラス 

2 枚以上の板ガラスを一定の間隔にして組み合わせ、その周囲を金属フレームや接着剤な

どで密封し、内部に乾燥空気を封入したガラス。断熱性や遮音性が高くなり、結露しにくい

メリットがある。空気の断熱性を利用したもので普通ガラスの約 2 倍の断熱性能を発揮す

るといわれている。複層ガラスの断熱性能は、ガラスの厚さにはほとんど影響されず、中間

の空気層の厚さで変わってくる。空気層が厚くなるにしたがって断熱性能は向上するが、

12mm 以上は性能向上がみられなくなるといわれている。さらに断熱性を高めたタイプは、

ガラスの間にアルゴンガスを注入したり、真空にしたものもあるまた、ガラスを 3 重にし

たものもある。サッシが重くなる、価格が高くなるなどの欠点がある。 
 

        

図 3-19 複層ガラス構造   図 3-20 住宅ストックの複層ガラス普及率（平成 12 年） 
（出典：日本板ガラス HP）    （出典：環境省「欧州の複層硝子普及状況及び法制化状況調査報告書」） 
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・LOW-E 複層ガラス 
室外側ガラス内面に特殊金属膜をコーテイングがされている。紫外線を大幅にカットし、

家具などの日焼けを防ぐ。夏の太陽エネルギーを反射し冷房効果を高める。また、冬は室内

の暖房熱を逃がさないので、冬暖かく夏涼しい快適な室内環境を実現する。単板（1 枚ガラ

ス）と比べて約 2 倍の断熱性能を誇る。また結露の発生を抑え、住宅の耐久性を向上させ

る。 
 

 

    

図 3-21 LOW-E 複層ガラス       図 3-22 ガラスの種類と熱貫流率 
（出典：チリウヒーターHP）         （出典：三芝硝材(株) HP） 

 
② サッシ 
断熱性能が高いサッシとしては、樹脂サッシと木製サッシが製品化されている。樹脂サッ

シは金属に比べ熱を伝えにくいプラスチックの性質を利用することで、高い断熱効果を生み

出す。アルミに比べ熱伝導率は約 1000 分の 1 と断熱性が高い。樹脂サッシの窓枠は溶着加

工による一体成型となっている、さらに窓枠と窓框の接する部分には気密材が取り付けてあ

るため高い気密性も実現している。木製サッシの熱伝導率はアルミの約 1500 分の 1、熱損

失はアルミに対して 20～30%少なくアルミサッシに比べて断熱性はさらに優れている。我

が国ではほとんどがアルミサッシであるが、寒冷地の多い米国や欧州では樹脂サッシの使用

比率が高く、また木製サッシの使用も多い。世界の使用状況を図 3-23 に示した。 
また、断熱性の高い樹脂サッシと木製サッシの窓ガラスに複層ガラスを使用することで、

一層断熱性能を高め、窓部の熱の流入を減少させるとこが可能である。表 3-2 は断熱サッシ

と複層ガラスを使用する場合の断熱性能の比較である、アルミサッシと単板ガラスに比べて

熱の流入は約 3 分の 1 に低減される。 
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図 3-23 樹脂サッシの普及状況（2000 年） 
（出典：樹脂サッシ普及促進委員会 HP） 

 
 
 

表 3-2 サッシとガラスを組合せた場合の断熱性能比較 
熱が逃げる度合い 構造 特徴 

高い 35.7 プラスチックサッシ 
＋ 高断熱複層ガラス 

窓全体がプラスチック製で断熱、 
気密性に優れている 

↑ 35.7 木製サッシ ＋ 高断熱複層ガラス 窓枠全体が木とアルミの複合タイプ

35.7 
[二重サッシ構造] 

室内側アルミサッシと単板ガラス 
＋ 高断熱複層ガラス 

引き違いのサッシを2枚使用するタ

イプ 
遮音性に優れている 

53.5 アルミ熱遮断構造サッシ＋複層ガラス
内部に樹脂素材を挟み込んで 
断熱性能を高めたサッシ 

 
 
断 
熱 
性 
能 53.5 アルミ樹脂複合サッシ ＋ 複層ガラス

アルミ+樹脂で断熱性能を高めると

ともに室内側、外観を高めることを

ねらったサッシ 

↓ 71.4 アルミサッシ ＋ 複層ガラス ガラスが複層ガラス 
サッシはアルミ製のもの 

低い 100 アルミサッシ ＋ 単板ガラス 一般的なタイプ 
ガラスは1枚でサッシはアルミ製 

※［アルミサッシ＋単板ガラス］を 100 とした場合の比較 
（出典：(社)日本建材産業協会） 
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3-3 冷暖房と給湯 
(1) 現状の冷暖房機器と給湯機器 
① 冷暖房機器 
・石油ストーブ 
石油ストーブはファンヒーターと呼ばれている送風ファンを用いて空気を循環させる強

制対流式、温度差による空気の質量の違いを利用して空気を循環させる自然対流式、旧来か

らある燃焼筒により輻射暖房及び付随的に対流式暖房を行う放射式、強制対流式と放射式の

両方を搭載した型に分類できる。 
自然対流式や放射式では送風ファンが不要である為に消費電力は少ないが、石油のエネル

ギー消費効率は一般的に低い傾向にある。例えば放射式石油ストーブで木造 18 帖までの暖

房能力がある 大出力 7kW の現在平均的な性能の機種では、エネルギー消費効率は 69%、

つまり実際には 大出力時に 10.14kW の石油を消費する。それ以外に 0.015kW の電力を

消費する。 
強制対流式は送風ファンの為の電力を必要とするが、石油のエネルギー消費効率は一般的

に高い。例えば上記の放射式石油ストーブと同じく 大出力 7kW の機種では、エネルギー

消費効率は 86%、つまり 大出力時に 8.14kW 程度の石油を消費する。それ以外に 0.04kW
の電力を消費する。つまり、石油ストーブにおいて一般的には自然対流式・放射式に比べ強

制対流式は省エネ効果が高いことが分かる 2)。 
石油ストーブの省エネ技術として、バーナーの燃焼効率の改善や、遠赤外線効果を高め体

感温度を上げる為の放熱板の改良、温度センサーや人感センサーと連動した自動制御、石油

の効率的ガス化が挙げられる。 
これらの改良により、トップランナー基準における 2006 年度では 2000 年度比で約 3.8%

の効率改善が見られた 3)。 
 
・ガスストーブ 
ガスストーブも石油ストーブと同様に、強制対流式、自然対流式、放射式、および強制対

流式と放射式の両方を搭載した型に分類できる。中でも強制対流式ガスストーブは一般的で

あり、強制対流式石油ストーブと同様に高いエネルギー消費効率になる。上記石油ストーブ

と同程度の 大出力である 7.167kW（木造 18 帖までの暖房能力）の現在平均的な性能のガ

スストーブでは、エネルギー消費効率は 82.1%、つまり 大出力時に 8.72kW 程度のガス

と、それ以外に 0.085kW の電力を消費する 2)。 
ガスストーブの省エネ技術として、温度センサーや人感センサーとの組合せにより運転を

必要 小限に抑える自動制御が挙げられ、トップランナー基準における 2006年度では 2000
年度比で約 1.4%の効率改善が見られた 3)。 
 
 



 57

・電気ストーブ 
電気ストーブとは、発熱体に電流を流すことで赤外線領域の電磁波を出すことにより輻射

暖房を行う器具のことである。従来は熱源としてニクロム線を石英ガラス管に入れたニクロ

ム線発熱体や、タングステンをハロゲンガスが注入された石英ガラス管に入れたハロゲンヒ

ーターが用いられてきた。ハロゲンヒーターでは比較的出力の大きな製品でも 1.2kW のエ

ネルギー消費量しかないが、赤外線変換効率は 85%程度で石油やガスストーブのエネルギ

ー消費効率と同程度と言える。ただし電気は各家庭への配電段階で送電ロスが大きい為、一

次エネルギーに対するエネルギー利用率は石油やガスより大きく劣る。 
近年、炭素繊維を封入した石英ガラス管を用いたカーボンヒーターが主流に変わりつつあ

る。これまでのニクロム線発熱体やハロゲンヒーターに比してカーボンヒーターでは、多く

のエネルギーが赤外線領域、特に人間の体を温めるのに効率的な水の吸収スペクトルである

3,000nm を中心に放出されるので体感温度が高く、運転出力を低く抑えられる為、30%程

度の省エネルギー効果があるといわれる。 
他に制御関係の技術として、一定温度で温めつづけるのではなく、わざと暖かさに強弱を

つける方式もある。平均した温度にするよりも体感温度が高く感じるので、運転出力を低く

抑え、結果的に消費電力が少なくなると言われる。 
 
② 換気設備 
換気設備は図 3-24 のような、単純に室内空気を屋外へ排気するだけの機能を持った排気

型換気扇と、室内の暖められた或いは冷やされた空気の熱を外部から取りいれた空気に移す

熱交換器を持った熱交換換気扇に分類できる。 
 
・熱交換換気扇 
空調された室内空気を屋外に逃さない為、空調負荷が少なく、冷暖房設備の消費エネルギ

ーを削減することができる。熱交換換気扇には顕熱交換型と全熱交換型の二種類があり、前

者は空気の温度だけを回収、後者は空気中の水蒸気も同時に交換することで水蒸気中に含ま

れる潜熱も回収することができる。図 3-24 に二種類の熱交換換気扇を示す。 
顕熱交換型は湿度の高い夏季の冷房時には熱回収効率が極めて悪くなるが、全熱交換型は

冬季の暖房時も夏季の冷房時も熱回収効率が良い。一般的な製品でも暖房時 58%、冷房時

54%の熱回収効率があり、中には暖房時 90%、冷房時 85%の高効率な住宅用大型熱交換器

も製品化されている。 
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図 3-24 熱交換換気扇 
 
・モーターおよび制御系の改良 
排気型換気扇と熱交換換気扇の両方に共通する技術として、モーターや制御系の省電力化

が挙げられる。換気扇の消費電力の大半はモーターが占めているが、従来の AC（直流）モ

ーターから DC（交流）モーターが一般的になり消費電力が少なくなった。メーカーによる

試算では、DC モーターを用いた製品は AC モーターを用いた製品に比べ、30～50%の消費

電力が少ない 4)。また、人感センサー、湿度センサー、煙センサーによって無駄な換気を減

らす自動制御技術の発達により、省エネルギー化が進められている。 
 
③ 給湯機器 
・ガス給湯器 
従来からあるガス給湯器では、水道から取入れた水にガスバーナーで直接加熱する形式を

取っており、近年は熱交換器や燃焼バーナーの改良によって、エネルギー効率を従来の 80%
程度から 83%程度まで改善、省エネルギー化している。トップランナー基準における 2008
年度では 2000 年度比で約 4.1%の効率改善が見られた 3)。 

しかし従来型の給湯器では約 230℃近い排気を出すことになり、その分のエネルギーが無

駄になっていた。近年普及しつつある「エコジョーズ」と呼ばれる潜熱回収型給湯器では、

図 3-25 のように水道から取入れた水を予めこの排気熱で温めてから、ガスバーナーで再加

熱する形式を取っている為、95%程度の高効率化を実現できるようになった。 
 



 59

 

図 3-25 潜熱回収型給湯器「エコジョーズ」の仕組み 
（出典：東京ガス HP） 

 
 
・灯油給湯器 

従来型給湯器は直圧式給湯器、セミ貯湯式給湯器の二種類に分けられるが、いずれも省エ

ネルギー性能が向上しており、エネルギー効率を 87.5%まで改良した例もある。その具体

的な技術として熱交換器の改良と、ガス化比例式バーナーが挙げられる。ガス化比例式バー

ナーとは灯油をガス化してから燃焼させるバーナーで、燃焼効率の向上に効果がある。従来

はガス化に電気ヒーターが使われていたが、バーナー自体の燃焼熱を利用してガス化する、

ヒーターレスで省電力のものも登場している。これらの改良により、トップランナー基準に

おける 2006 年度では 2000 年度比で約 3.5%の効率改善が見られた 3)。 
しかし前項のガス給湯器と同様、直圧式灯油給湯器も約 200℃の高温の排気を出すことに

なり、そのエネルギーが無駄になっていた。近年普及しつつある「エコフィール」と呼ばれ

る潜熱回収型給湯器では図 3-26 のように、水道から取入れた水を予めこの排気熱で温めて

から、灯油バーナーで再加熱する形式を取っている為、95%程度の高効率化を実現できるよ

うになった。 
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図 3-26 潜熱回収型給湯器「エコフィール」の仕組み 
（出典：ノーリツ「家庭用エコフィール 2008.I」カタログ） 

 
 
・電気給湯器 

電気給湯器は貯湯槽に水を貯め、その水を電気熱源により加熱することでお湯を取り出す。

従来型の電気給湯器では熱源に電熱ヒーターを用いていたが、電気エネルギーを直接熱エネ

ルギーに変換するので、投入エネルギー以上の熱エネルギーを取り出すことが出来ない。そ

の為、後記するヒートポンプ式と比べ、エネルギー効率は極めて悪い。 
 
(2) 省エネ志向の冷暖房・給湯システムの動向／ヒートポンプ 
ヒートポンプとは電気を熱エネルギーとしてではなく、熱を移動させる動力源として利用

するシステムを言う。ヒートポンプを用いることで消費電力の 3～6倍近くの熱を利用でき、

高い省エネルギー効果がある。 
ヒートポンプで冷却を行う技術は 19 世紀後半から冷蔵庫等に用いられてきたが、空調機

としての実用化は 1930 年代で、家庭用としては 1950 年代から製品化された。現在では家

庭用冷蔵庫のほぼ全てに採用され、空調機としても高い普及率にある。また、省エネルギー

を目的とし熱回収により加熱を行う技術は 1970 年代後半に実用化され、2000 年代から家

庭用給湯器として製品化された。ヒートポンプ給湯器は経済産業省による補助金制度もあり、

近年急速に普及しつつある。 
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① ヒートポンプの仕組み 
ヒートポンプは蒸発器・圧縮機・膨張弁・凝縮器の 4 つから構成される。物質が液体か

ら気体に気化する時、気体に変化する物質は周囲から熱を奪う。逆に、物質が気体から液体

へ凝固する時、液体へ変化する物質は周囲へ放熱する。この原理を利用して、大気中の熱を

冷却および過熱に用いる仕組みをヒートポンプと言う。冷房時のエアコンを例に挙げると、

ヒートポンプでは図 3-27 に示す、次の[A]～[D]のサイクルによって冷却を行う。 
 

 

図 3-27 ヒートポンプの仕組み 
 

[A] 蒸発器（室内熱交換器）で低温になった液体状の冷媒と室内の空気とを熱交換させ

て、冷媒を気化させる。気化により、室内空気が冷却される。 
[B] 気化した冷媒を圧縮機により圧縮すると、冷媒は気体状のまま高温に変わる。 
[C] 凝縮器（室外熱交換器）で高温になった気体状の冷媒と室外の空気とを熱交換させ

て、冷媒を凝固させる。凝固により、外気が加熱される。 
[D] 液化した冷媒を膨張弁により急激に圧力を下げると、冷媒は液体状のまま低温に変

わる。 
そして[D]で低温になった冷媒は[A]の蒸発器に戻り、同じ動作が繰り返される。暖房時で

はこれと逆のサイクルにより、室内側で凝固を行い室内空気を温め、室外側で気化を行い室

外空気を冷やす。 
 
② ヒートポンプ構成要素の技術改良 

また、ヒートポンプを構成する各部分でも継続的に改良が続けられており、省エネルギー

性能は年々向上している。以下に各部分での技術改良を示す。 
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・蒸発器および凝縮器の熱交換効率の向上 
蒸発器および凝縮器に内蔵される熱交換器は、フィンや銅パイプ形状の改良、熱交換部分

の表面積の大型化による熱交換効率の向上等により、大幅に高効率化をされた。熱交換器の

制御も、蒸発器と凝縮器に内蔵されたセンサー、および室内と室外の温度センサーと連動さ

せることで、従来よりも効率的に稼動させることが可能となった。 
 
・圧縮機のエネルギー効率の向上 
ヒートポンプの消費電力のうち圧縮機が占める割合が も多い。その為、圧縮機のシリン

ダーの大容量化や冷媒圧縮過程高効率化による省エネルギー化が進められている。例えば通

常のヒートポンプは極端に外気温が低い状態だと吸熱効率が極端に悪くなったが、二段圧縮

方式と呼ばれる方式では、圧縮機 2 台を直列に接続して段階的に冷媒圧縮を行うことで、

高効率な暖房運転を行えるようになった。 
 
・電子膨張弁による過冷却制御 
膨張弁は冷媒流量および圧力をコントロールする部分で、冷媒の差圧によって開度調整を

行う機械的温度膨張弁と、センサーによって冷媒温度を検出し適切な流量に調整する電子膨

張弁の二種類に分けられる。機械的温度膨張弁では急激な負荷変動に追随できず、適切な流

量にコントロールするのが難しく、非効率な運転しかできなかった。電子膨張弁は常に も

効率的な冷媒流量にコントロールできるので、25%程度の省エネルギー効果があると言われ

る。以前は家庭用のヒートポンプ機器には機械的温度膨張弁が用いられていたが、近年は電

子部品がコストダウンし、省エネルギー化の要求が高まったことにより、電子膨張弁が一般

的になりつつある。 
 
・ファンモーターのエネルギー効率の向上 

蒸発器、凝縮器にはファンモーターが搭載される為、モーターを高効率化することでヒー

トポンプ全体での省エネ性能を大きく向上することができる。モーターは基本的には、磁石

の磁場と電流の相互作用による力を利用して回転運動を出力する装置だから、強力な永久磁

石と電磁石を用いることで高効率なモーターができる。永久磁石の改良として、近年採用さ

れるようになったネオジウム磁石は従来のフェライト磁石の 10倍とも言われる強力な磁力

を持ち、モーターのエネルギー効率を著しく向上させた。また電磁石も電気抵抗の少ない銅

線の開発等、高効率化の為の改良が続けられている。 
 
・冷媒の開発とエネルギー効率の変化 
ヒートポンプのエネルギー効率は使われる冷媒の種類に左右される。それは、冷媒の蒸気

圧力が高すぎると冷媒が液化する時の熱量が少なくなり、逆に低すぎると必要な体積流量が

大きく、非効率になる為である。それぞれの冷媒の COP（エネルギー消費効率）比率を表
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3-3 に示すが、冷媒の COP を高める為には、適当な圧力が必要なことが分かる。 
冷媒の種類として、以前は特定フロンである CFC（クロロフルオロカーボン）が一般的

に使われていたが、その後オゾン層への影響が比較的少ない HCFC（ハイドロクロロフル

オロカーボン）が用いられるようになり、現在ではオゾン層への影響が無い HFC（ハイド

ロフルオロカーボン）、特に R410A が主流になりつつある。しかし HFC はオゾン層への影

響はないものの温室効果ガスに該当する為、今後は CO2 等のオゾン層への影響も温室効果

もない自然冷媒が主流になると予想されている。 
ただし表 3-3 に示す通り、HFC は HCFC よりも COP が若干劣り、CO2は COP が大幅

に劣る。つまり冷媒自体のエネルギー効率は、以前よりも悪くなる傾向にある。その為今後

HFC に代る、より COP の高い新冷媒の研究が進められており、その開発次第で将来のヒ

ートポンプの省エネ性能が大きく変わると考えられる。 
 
 

表 3-3 冷媒の種類と特性 

 
（出典：ダイキン HP） 

 
③ ヒートポンプの実用化 
・エアコン 

エアコンとは主に電気を動力として、ヒートポンプの原理を利用して冷房・暖房を行う機

械を指す。ヒートポンプを用いている為、11～17 帖用である冷房能力 4.0kW を例にとると、

2008 年統計の平均値で消費電力は冷房 1.078kW、暖房 1.142kW、COP（エネルギー消費

効率）は冷房 3.75、暖房 4.38 と非常に省エネルギー効果が高い 5)。 
また省エネルギーの為の技術改良として上記ヒートポンプの以外に、インバーター制御の

採用が挙げられる。以前のエアコンでは単純な電源の入／切の制御しかできずにエネルギー

効率が非常に悪かったが、圧縮器の制御にインバーターを用いられるようになってからは出

力を細かく調整できるようになり、大幅な省電力化が可能となった（インバーターの具体的

な原理は 3-4 (2) ①「インバーター制御」を参照）。初期のインバーターエアコンには PWM
制御方式のインバーターが用いられ、1980 年代前半から製品化された。その後 1990 年代
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後半によりエネルギー効率の良い PAM 制御方式のインバーターエアコンが製品化され、現

在ではそれが主流となっている。 
また、吹出しフィンの形状改良やマイコン制御、人感センサーや赤外線カメラを利用した

省エネ運転等、ヒートポンプやインバーター以外の部分でも省エネ化が進められている。 
これらの改良により、トップランナー基準における 1997 年度では 2004 年度比で消費電

力に約 67.8%の改善が見られた 3)。 
エアコンには上記の電気式ヒートポンプの他に、動力源にガスエンジンやガスタービンを

用いたガス式ヒートポンプ、大気と地中の温度差を利用して熱交換を行う地中熱交換型ヒー

トポンプがあるが、基本的なヒートポンプの原理はどれも共通している。 
 
・CO2冷媒ヒートポンプ給湯器「エコキュート」 

ヒートポンプ給湯器は給湯の熱源にヒートポンプの原理を用いた給湯器で、電熱ヒーター

式給湯器と同様に貯湯槽に貯めた水を加熱、給湯する仕組みになっている。代表的なヒート

ポンプ給湯器の一つである「エコキュート」の構成を図 3-28 に示す。投入エネルギー以上

の熱エネルギーを取り出すことができない電熱ヒーター式と比べ、ヒートポンプ式では外気

の熱を汲み上げて温水を作り出す為、原理的には消費電力の 3 倍近くの熱を利用でき、高

い省エネルギー効果があると考えられている。 
「エコキュート」とは自然冷媒（CO2）を用いたヒートポンプ式給湯システムのことで、

電熱ヒーター式はもちろん、ガス・灯油給湯器と比べても極めてエネルギー効率が高く、一

次エネルギー消費量を 30%削減する効果がある。 
またヒートポンプを熱源とすること以外にも、消費電力を抑える技術が各所に用いられて

いる。例えば過去の使用量から 適な湯量を計算し、貯湯の無駄を少なくするパターン学習

機能の搭載や、水熱交換機の高効率化、貯湯槽の断熱材の改良が挙げられる。他にも一部の

製品では、ヒートポンプの圧縮器に二段圧縮方式を取入れて低外気温時の COP を向上させ

た例や、寒冷地の場合に湯を常に循環させて凍結防止ヒーターを不要する等、省エネルギー

の為の様々な工夫が見られる。 
「エコキュート」で作り出した湯は給湯だけでなく、温水床暖房や浴室暖房乾燥機、ミス

トサウナ等の多目的に利用できる。その為「エコキュート」を導入すれば、単に給湯器にと

どまらず、暖房や乾燥機等の別の機器のエネルギー効率もヒートポンプにより向上させるこ

とができる。ただし現段階において、「エコキュート」の CO2冷媒ではエアコン用のヒート

ポンプを兼ねることができず、冷媒のメンテナンスが極めて困難という欠点がある。 
また基本的には安価な深夜電力を用いて貯湯するシステムであり、湯を炊き上げる時間帯

と使う時間までの放熱ロスが大きいと言われる。 
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図 3-28 「エコキュート」の仕組み 
（出典：東京電力「次世代給湯システム エコキュート 2007 年 7 月」カタログ） 

 
 
・HCF 冷媒ヒートポンプ給湯器「ほっとパワーエコ」 
「ほっとパワーエコ」も上記の「エコキュート」と同様にヒートポンプの原理を用いた給

湯システムで、消費電力の 3 倍近い熱エネルギーを取り出すことができるので、極めて省

エネルギー効果が高い。「エコキュート」との違いは冷媒に CO2ではなく、一般的なエアコ

ンと同じ HCF 冷媒（R410A）を用いていることで、室外機をエアコンと共用できて、冷媒

のメンテナンスが容易というメリットがある。「ほっとパワーエコ」の構成図を図 3-29 に

示す。 
「エコキュート」と同様、一次エネルギー消費量はガス・灯油給湯器と比べ 30%少なく、

またパターン学習機能や水熱交換機の高効率化、貯湯槽の断熱材等、消費電力を抑える技術

も同じである。給湯だけでなく、温水床暖房や浴室暖房乾燥機、ミストサウナ等の多目的に

利用できる特徴も同じだが、「ほっとパワーエコ」ではエアコンの熱源も供給できるので、

ヒートポンプによる省エネルギー効果をより多用途に用いることができる。 
ただし「ほっとパワーエコ」では給湯とエアコンを同時使用してヒートポンプの能力が不

足した場合、一時的に電熱ヒーターを併用して給湯する仕組みになっているので、使い方に

よっては省エネルギー効率が落ちることになる。また「エコキュート」と同様、深夜に貯湯

するので、湯を使用する時間帯までの放熱ロスが大きい。 
なお、「ほっとパワーエコ」の冷媒に使われる R410A は温暖効果ガスで今後排出規制を

受ける可能性がある為、「エコキュート」に比べ賛同メーカーが少なく普及していない。 
 



 66

 
図 3-29 「ほっとパワーエコ」の仕組み 

（出典：東芝「ヒートポンプ）給湯器 ハイブリッド電気給湯器 総合 2008-6」カタログ） 
 
 
・上記以外の用途への応用 
家電の分野では冷凍冷蔵庫に古くからヒートポンプが用いられ、近年は洗濯乾燥機の温風

の熱源も従来の電熱ヒーターからヒートポンプに置き換わりつつある（次章 3-4「家電製品

と照明」参照）。将来的には食器洗浄機や除湿器、浴室乾燥機、冷水機等の多目的な利用が

予想されている。また寒冷地用として、ヒートポンプを利用した屋根の融雪装置やロードヒ

ーティングも製品化されており、従来の電気式やガス・灯油ボイラーのものに比べ高い省エ

ネ効果が期待できる。 
ヒートポンプの利用としては他に、熱交換時の熱回収ロスをヒートポンプによって補うヒ

ートポンプ内蔵熱交換換気扇や、シンク下や浴槽の傍に置いて給湯配管を短くすることで熱

ロスを 小限に抑える小型ヒートポンプ給湯器等が考えられている。 
 
④ ヒートポンプの省エネ効果 
給湯と暖房は家庭で使うエネルギー総量の過半数を占めているが（図 3-7，図 3-8 参照）、

これらはヒートポンプにより大幅な省エネ化が可能な用途である。ヒートポンプが日本全体

の家庭に普及した時の消費エネルギー減少量を試算した結果を図 3-30 に示す。 
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図 3-30 ヒートポンプによるエネルギー 消費量削減のポテンシャル 

（出典：財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター「ヒートポンプ・蓄熱白書」のデータをもとに JATIS 作成） 

 
現状では給湯にガス・灯油・電気等の合計で 17,323 万 MWh のエネルギーを消費してい

る。このうちガス・灯油給湯器を全て COP4.0 の電気ヒートポンプ給湯器に置き換えると

全体で 4,093 万 MWh まで減少する。また同様に現状では暖房にガス・灯油・電気等の合

計で 18,064 万 MWh のエネルギーを消費しているが、この内、ガス・灯油・電気ストーブ

を全て COP6.0 の電気ヒートポンプエアコンに置き換えると全体で 3,581 万 MWh まで減

少する。つまり給湯・暖房におけるエネルギー総量では 35,387 万 MWh から 7,674 万 MWh
に、約 1/5 にまで削減可能だと考えられる。 
 
(3) 省エネ志向の冷暖房・給湯システムの動向／コージェネレーション 
従来の発電システムでは、発電所が遠隔地にある為、一次エネルギーに対して各家庭まで

送電できる電気エネルギーは 37%でしかなく、残り 63%のエネルギーは発電の際の排熱と

して海に投棄されるか送電ロスで失っていた。コージェネレーションとは図 3-31 に示すよ

うに、各家庭で発電を行うことで従来は排熱として投棄されていた熱エネルギーも利用して、

一次エネルギー利用効率を高める為のシステムである。 
コージェネレーションは工場等の産業用途としては古くから使われてきたが、近年は家庭

用の小型のものが普及しつつある。家庭用のコージェネレーションシステムの発電方式には

ガスエンジンと燃料電池の二種に分類できるが、その燃料電池も従来の固体高分子形と現在

開発段階にある固体酸化物形の二種に分類できる。 
 
① 家庭用ガスコージェネレーションシステム「エコウィル」 
「エコウィル」とは各家庭で都市ガスや LP ガスを用いてガスエンジンで発電し、発電の

際に出る排熱を給湯に利用する、住宅向けの小型コージェネレーションシステムである。図
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3-32 に構成を示す。このシステムでは図 3-31 に示す通り、一次エネルギーに対して電気

20%と熱 57%の合計 77%のエネルギーが有効利用でき、従来の電力使用より非常に高効率

な利用が可能になっている。 
 

 
図 3-31 従来の電力使用と「エコウィル」の一次エネルギー利用効率比較 

（出典：東京ガス「マイホーム発電 エコウィル 08.04」カタログ） 

 
 

 
図 3-32 「エコウィル」の仕組み 

（出典：東京ガス「マイホーム発電 エコウィル 08.04」カタログ） 
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しかし 1kW の発電をするのと同時に、2.8kW 相当の利用可能な排熱が発生する為、発電

量が多すぎると給湯された湯が使い切れないことになる。その為、実際には給湯の使用量に

応じた発電量に限定され、家庭内の全ての電力を賄うことはできない。東京ガスの試算では、

床暖房を入れた住宅でも、購入電力量の削減量は 40%程度と考えられている。 
発電量や貯湯量はマイコンによって制御され、毎日の使用量から無駄のない量が算出され

る学習機能が備わっている。しかし不規則な使用量の場合は、エネルギー効率の劣るガス瞬

間式の補助熱源機による給湯が多くなってしまう。 
「エコキュート」等のヒートポンプを利用した貯湯式給湯器では深夜電力で湯を炊き上げ

る為に放熱ロスが大きいが、「エコウィル」は熱需要の多い時間帯に湯を炊き上げるので、

同じ貯湯式でも放熱ロスが少なく省エネルギー効果が高いと言える。 
また、「エコウィル」で作り出した湯は給湯だけでなく、温水床暖房や輻射暖房、浴室暖

房乾燥機、ミストサウナにも利用できる為、それらのエネルギー効率も同時に向上させるこ

とができる。 
 
② 家庭用固体高分子形燃料電池コージェネレーションシステム「エネファーム」 

「エネファーム」は各家庭で都市ガス、LP ガスおよび灯油から水素を、空気から酸素を

抽出して、燃料電池の仕組みによって発電するシステムで、「エコウィル」と同様、送電ロ

スがなく発電の際に生じる排熱も有効利用できる。「エネファーム」では一次エネルギーに

対して電気エネルギー33%と熱エネルギー45%の合計 78%が有効利用でき、従来の発電シ

ステムより非常に高効率になっている。また、「エネファーム」では電気エネルギーと熱エ

ネルギー両方を利用することで、31%の一次エネルギー消費量を削減できる。発電の際には

電気エネルギー1kW に対して熱エネルギー1.4kW が生成されるが、これは「エコウィル」

と比べて電気エネルギーの比率が 2 倍多く、「給湯量に応じて発電量が限定されてしまう」

という問題が少ない。 
「エネファーム」の仕組みは図 3-33 に示すように、まず都市ガス、LP ガス又は灯油か

ら燃料処理装置において一酸化炭素を除去し、同時に水素を取り出す。そしてその水素と空

気中の酸素をセルスタックにおいて化学反応を起こし、電気と熱と水を取り出す。電気はイ

ンバーターで交流に変換され、家庭内に供給される。熱は熱回収装置で集められて貯湯槽の

加熱に使われる。ただし実際に供給される湯は 60 度程度と比較的低温である為、補助的に

バックアップ熱源機を設けている。 
セルスタックは燃料電池を束ねたもので、「エネファーム」には電解質に高分子膜を用い

た固体高分子形燃料電池（PEFC）が用いられている。この燃料電池は水素を水素イオンと

電子に分離して、その放電された電子を電力として利用し、発電の際に生じた熱で給湯する

仕組みになっている。また水素イオンは酸素および電子と再び化合することで水として排出

される。 
発電量や貯湯量は「エコウィル」と同様、マイコンによる学習機能により制御されるが、
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不規則な湯の使用量の場合には、貯湯量が不足してバックアップ熱源機による給湯が多くな

り、省エネルギー効果が低くなる。「エネファーム」も「エコウィル」と同様、熱需要の多

い時間帯に湯を炊き上げるので、放熱ロスが少なく省エネルギー効果が高い。 
また湯は給湯だけでなく、温水床暖房や輻射暖房、浴室暖房乾燥機、ミストサウナにも利

用できる為、それらのエネルギー効率も同時に向上させることができる。 
 

 

図 3-33 「エネファーム」の仕組み 
（出典：東京ガス HP） 

 
③ 家庭用固体酸化物形燃料電池コージェネレーションシステム 
前記「エネファーム」と同様、都市ガスや LP ガス又は灯油中の水素と空気中の酸素を用

いた燃料電池発電システムで、送電ロスがなく発電の際に生じる排熱も有効利用できるので

極めてエネルギー効率が高い。ただし「エネファーム」とは違い、電解質をセラミックとし

た固体酸化物形燃料電池（SOFC）を用いており、一次エネルギーに対して電気エネルギー

45%、熱エネルギー40%の合計 85%を取り出せ、他のコージェネレーションシステムより

更に高効率になっている。また電気エネルギー1kW を発電する際に生じる熱エネルギーが

0.9kW と少ない為、他のコージェネレーションシステムよりも「給湯量に応じて発電量が

限定されてしまう」という問題が少ない。 
家庭用固体酸化物形燃料電池コージェネレーションシステムの仕組みは、「エネファー

ム」とほぼ同様であるが（図 3-33 参照）都市ガス等から水素を取り出す行程で、一酸化炭

素を除去する機能を持った燃料処理装置ではなく、より簡易な改質器と呼ばれるものを用い

ている。またセルスタックに用いる燃料電池には固体酸化物形を用いている。この燃料電池

は酸素を電子に結合させて酸素イオンを取り出して、そしてその酸素イオンを水素と化合さ

せ、その時に放電される電子を電力として、生じる熱を給湯に利用する仕組みになっている。
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酸素イオンと化合した水素は、水として排出される。 
固体酸化物形燃料電池は作動温度が 700～1000℃程度と高温で高耐熱部品の開発が難し

い為、家庭用コージェネレーションシステムへの応用が遅れていた。しかし固体高分子形燃

料電池より高効率で、また触媒に希少金属を使わない為にローコスト化が可能で、将来的に

は家庭用として主流となることが期待されている。既に試験的に導入された住宅においては

高い成果を上げており、2009 年半ばには給湯・床暖房等多用途向けの家庭用コージェネレ

ーションシステムとして製品化される予定である。 
 
(4) 省エネ志向の冷暖房・給湯システムの動向／太陽熱利用 
① 太陽熱温水器 
代表的なものは自然循環型と呼ばれる、集熱器と貯湯槽が一体となったものである。図

3-34 は自然循環型の一般的な構造で、集熱器の上部には貯湯槽が接続されるが、貯湯槽に

給水された水は下部の集熱器へ流れ込み、太陽熱で暖められ比重が軽くなり、貯湯槽へ戻り

湯が蓄えられる、という循環を、動力を用いずに行う。加圧ポンプを内蔵せず、水栓より高

い位置の屋根上に設置することで湯の給水圧力を得ている。集熱効率は集熱板の塗膜・塗装

に左右される為、各メーカー各々独自の技術で集熱効率の向上を図っている。 
 
 

 
図 3-34 太陽熱温水器（自然循環型）の仕組み 

（出典：社団法人ソーラーシステム振興協会 HP） 
 
 
自然循環型の他には、集熱部と貯湯部が一体で、真空断熱により集熱部の保温性を高めた

真空貯蓄湯型と呼ばれるものがある。この方式も加圧ポンプを内蔵していないが、水道直結

式にして湯の給水圧力を水道圧でまかなっている為、地上設置も可能である。また、それ以
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外に不凍液を集熱器に循環させ、間接的に水道水を加熱する強制循環型と呼ばれるものがあ

る。自然循環型と同じく集熱器と貯湯部が接続された形状だが、原理としては次項のソーラ

ーシステムに近い。 
なお、太陽熱温水器で貯めた温水は風呂等に給湯する他、温水床暖房の熱源としても利用

できる。集熱効率は地域や気候により異なるが、現在 も標準的な自然循環型の集熱面積

3.0m2 の機種で、年間約 1,800kWh の熱量を得ることができると言われている。実際には

熱ロスがあり全ての熱量を使うことはできないが、数値上は標準世帯当たりの年間給湯用エ

ネルギー消費量のほぼ半分に値する。 
 
② 太陽熱集熱システム（ソーラーシステム） 
太陽の熱エネルギーを給湯や暖房などに利用するシステムのことを言い、集熱器と貯湯部

が各々機器として完全に分離している為、分離型とも呼ばれる。図 3-35 に太陽熱集熱シス

テムの一般的な構造を示すが、太陽集熱器により高温に達した不凍液をポンプで循環させ、

蓄熱槽で水と熱交換を行い給湯する方式である。天候等により集熱量が不十分な場合は、補

助熱源器で加温して給湯する。 暖房用配管、循環ポンプ等を設ければ、温風暖房や床暖房

に使用する事も可能である。 
集熱効率は地域や気候により異なるが、家庭用として標準的な集熱面積 6.0m2の機種で、

年間約 3,600kWh の熱量を得ることができると言われている。実際には熱ロスがあり全て

の熱量を使うことはできないが、数値上は標準世帯当たりの年間給湯用エネルギー消費量と

ほぼ同じである。 
 

 
図 3-35 太陽熱集熱システムの仕組み 

（出典：社団法人ソーラーシステム振興協会 HP） 
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3-4 家電製品と照明 
(1) 家庭における電力消費 
① 家庭内の消費電力量の比較 
図 3-36 に示すように石油ショックの後、省電力型の家電製品やガス器具などの開発が進

み、次第に家庭へ普及したが、その後は生活の利便性・快適性を追求する国民のライフスタ

イルの変化、世帯数の増加、高齢者比率上昇等の社会構造変化の影響、家電等の大型化など

により、電力消費は増大している。ただし 2003 年度は若干の減少傾向が見られる。 
特にエアコンの普及による電力消費量の増加が著しく、それ以外に温水洗浄便座や食器洗

浄乾燥機等の新たな要素も見られる。 
 

 
図 3-36 品目別家庭用電力消費の推移 

（出典：資源エネルギー庁 HP のデータをもとに JATIS[で作成） 
 
② 経済産業省トップランナー基準 
・トップランナー基準制定までの経緯 

1973 年の石油危機を契機に、1979 年に省エネ法、エネルギー使用の合理化に関する法律

が制定され、我が国の省エネルギー実現に大きく寄与してきた。その後、1997 年に採択さ

れた気候変動枠組条約第 3 回締約国会議（COP3）京都議定書において温室効果ガス削減目

標を実現する為に、1998 年に省エネ法が大幅に改正された。この中で、特に民生・運輸部

門のエネルギー消費の増加を抑える為、エネルギーを多く使用する機器ごとに省エネルギー

性能の効率を促す為の目標基準であるトップランナー基準が設けられた。 
 
・トップランナー基準 
自動車、電気機器、ガス・石油機器等のエネルギー多消費機器のうち省エネ法で指定する

「特定機器」の省エネルギー基準を、それぞれの機器において、基準設定時に商品化されて
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いる製品のうちもっとも省エネ性能が優れている機器の性能以上に設定するという基準。特

定機器として図 3-37 に記す 21 機器が制定されており、主に家電製品や自動車等が対象に

なっている。 
トップランナー基準は同一のエネルギー消費効率を目指すことが可能でかつ適切な基本

指標の分類である「区分」ごとに、商品化されている製品のうちもっとも優れている製品の

エネルギー効率に今後想定される効率改善値を上乗せした「目標基準値」を定め、それを機

器毎 3～10 年の範囲で決められている目標年度に達成しているかを判断する。また、省エ

ネ性能が消費者にもわかりやすくする為、カタログや本体等にエネルギー消費効率等を表示

することを義務付けている。 
 

 
図 3-37 トップランナー基準の特定機器 

（出典：(財) 省エネルギーセンター「トップランナー制度 早わかり」） 

 
・トップランナー基準達成の実績 
トップランナー基準が導入されてから、目標年度を迎えた特定機器と、それらのエネルギ

ー効率改善を表 3-4 に示す。家庭・家屋の分野では全ての特定機器において、当初見込みを

超えるエネルギー消費効率改善が見られた。 
 

表 3-4 エネルギー消費効率改善 

 

（出典： (財) 省エネルギーセンター「トップランナー制度 早わかり」） 
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(2) インバーターと家電製品の省電力化 
① インバーター制御 
インバーターとは、直流電力から交流電力を電気的に生成する電源回路、またはその回路

を持つ電力変換装置のことである。逆変換回路、逆変換装置などとも呼ばれる。制御装置と

組み合わせることなどにより、省電力効果をもたらすことも出来、近年、利用分野が拡大し

ている。前章で示したエアコンの他に、蛍光灯、冷蔵庫、電子レンジを始め、あらゆる分野

に使用されている。 
インバーターの方式は多岐にわたり、用途によりモーター制御、電源装置、蛍光灯安定器

等に分類できるが、ここではモーター制御系のものを説明する。モーター制御系の初期のイ

ンバーターは PWM 制御方式だったが、その後よりエネルギー効率の良い PAM 制御方式が

開発され、現在 PAM 制御方式が主流となりつつある。 
 
・インバーターの原理と方式 

PWM 制御とは図 3-38（左）に示す、交流電力の周波数を変化させ、圧縮器のモーター

の回転数を制御する仕組みである。PWM 制御ではインバーターが 240V という一定の電圧

で稼動する為、インバーターからの出力電圧が低い場合、つまりモーターの回転数が遅い場

合には電圧のロスが大きく非効率的になる。また逆に 240V よりも高い出力ができないとい

う問題がある。その為、力率つまり入力電力に対する出力電力の割合は 90%程度になる。 
PAM 制御とは、図 3-38（右）に示すように、直流電力の電圧を変化してモーターの回転

数を制御する仕組みである。PAM 制御では図 3-39（右）のようにインバーターが供給する

電圧そのものを変化させる為、インバーターからの出力電圧が低い場合でも電圧のロスが小

さく、逆に出力電圧が高い場合でもそれに準じた電圧で出力できるという特徴がある。その

為、力率は 99%程度で、それまでの PWM 制御インバーターに比べ高効率になる。 

 
図 3-38 PWM 制御（左）および PAM 制御（右）の回路構成 

（出典：社団法人 日本冷凍空調学会 HP） 
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図 3-39 PWM 制御（左）および PAM 制御（右）のモーターの制御方法 

（出典：社団法人 日本冷凍空調学会 HP） 
 
 
② インバーターを利用した家電製品 
・冷凍冷蔵庫 
インバーターが搭載されることで、従来は一定だったコンプレッサーやモーターなどの回

転数を可変にし、ドアの開閉や庫内・周辺温度に適した状態でモーターの回転数を制御して

無駄の少ない運転が可能となった。特にここ数年でインバーターの種類が旧来の PWM 方

式から高効率の PMA 方式に変化したことで、ヒートポンプによる冷却部分だけを比較する

と、消費電力量は 10 年前の約 1/5 にまで削減されている。 
インバーター以外にも省電力化を目的とした技術改良は各所に見られる。例えば家庭用冷

蔵庫は気化圧縮式というヒートポンプの原理で冷蔵・冷凍するが、ヒートポンプの性能向上

（「3-3(2) 省エネルギー志向の冷暖房・給湯システムの動向」参照）や、図 3-40 に示した

冷却機を冷蔵室用と冷凍室用の二つ設ける 2 段圧縮同時冷却によって冷却効率が格段に向

上した。また近年使われるようになった真空断熱材（VIP）は適度な強度を持つ多孔質のコ

ア材を金属フィルムで真空パックしたもので、他の断熱材の約 2.5～5 倍の断熱性能を有し、

筐体の断熱性能が大きく向上させた。またそれ以外にも、冷風だけではなく冷蔵室内に輻射

冷却パネルを設けることで 15%の冷却効果を上げる輻射冷却方式や、冷やしすぎや温度ム

ラを防ぐ温度センサー技術が挙げられる。 
これらの改良により、トップランナー基準における 2004 年度では 1998 年度比で消費電

力に約 55.2%の改善が見られ 3)、1990 年代前半と比べると近年の製品は格段に省電力化し

ている。冷蔵庫の省電力化推移を図 3-41 に示した。また、 も機種数の多い定格内容積

351~400ℓでは、2008 年統計の平均値では、年間消費電力量は 461kWh／年になっている。

2) 
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図 3-40 2 段圧縮同時冷却 

（出典：財団法人 省エネルギーセンターHP） 
 
 

図 3-41 冷凍冷蔵庫の省エネルギーの進展状況 
（出典：EDMC／エネルギー・経済統計要覧’08 P106） 

 
・電子レンジ 

インバーターを搭載して出力を可変にすることで、無駄に高出力にしないことで省電力化

が可能になった。それ以外の技術改良として、より効率的にマイクロ波を放射できる回転ア

ンテナや導波管の採用や、筐体の断熱構造の改良が挙げられる。 
これらの改良により、トップランナー基準における 2008 年度では 2004 年度比で約 8.5%

の効率改善が見られた。単機能レンジを例にとると、2008 年統計の平均値では、年間消費

電力量は 60.3kWh／年である 2)。 
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・洗濯機 
DMM インバーター方式のモーターを用いることで、1990 年には 22.8Wh/kg、1997 年

には 15.4Wh/kg だった消費電力量を 1998 年に 8.3Wh/kg まで約 1/3 に減らしている。 
また洗濯乾燥機の乾燥機部分は、消費電力の大きい従来のヒーター乾燥方式から、図 3-42

に示すヒートポンプ乾燥方式に変わりつつある。ヒーター乾燥方式では 6kg を乾燥させる

のに約 4000W/h が必要だったが、ヒートポンプ乾燥方式では約 1300W/h とほぼ 1/3 の省

エネ化が実現している。 

 

図 3-42 ヒートポンプ乾燥方式 
（出典：東京電力 HP） 

 
(3) 映像機器の省電力化 
① 映像システムの変革 ブラウン管から液晶へ 
テレビ受像機は年々大型化の傾向にあるが、それでも 1 台あたりの消費電力量は減少傾

向にある。従来はブラウン管式のテレビ受像機が主流であったが、図 3-43 に示すように近

年ブラウン管テレビがなくなりつつあり、液晶テレビやプラズマテレビといった新たな原理

が主流となりつつある。液晶テレビやプラズマテレビの増加とともに、テレビの消費電力も

急速に減少しつつある。図 3-44 に示すように、年間消費電力量をワイド 28 型テレビで比

較すると、1999 年統計の平均値では 201kWh であるのに対し、2006 年統計では 144kWh
で、7 年間で約 3/4 にまで省電力化されている。また、トップランナー基準における 1997
年度比では、ブラウン管テレビ 2003 年度に約 25.7%、液晶およびプラズマテレビの 2004
年度に約 16.4%の効率改善が見られており、テレビの省エネ性能は年々急速に向上してい

ると言える。 
また、近い将来には、液晶テレビやプラズマテレビも有機 EL や SED という更に新しい
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方式に置き換わり、一層の省エネが進むものと期待されている。 
 

 
図 3-43 タイプ別テレビの出荷台数 

（出典：EDMC／エネルギー・経済統計要覧 ’08 P107） 

 

図 3-44 テレビの省エネルギーの進展状況 
（出典：EDMC／エネルギー・経済統計要覧 ’08 P106） 

 
② 新映像システムの利用 

a. 液晶テレビ 
液晶に背後から光を当てて、カラーフィルターを透過させることで映像を写す方式であ

る。光の明暗は液晶分子の光の透過率を変えることで調整するので、バックライトは常時

に点灯している状態になっている。方式の概要を図 3-45（液晶テレビ）に示した。 
それでも年間消費電力量は 2008 年統計の平均値で、ワイド 32V 型テレビが約 141kWh で

あった。2003 年統計のブラウン管テレビの年間消費電力量に比べて約 30%の省電力化を果
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たしている 2)。 
液晶テレビの省電力化は現在も進んでおり、2008 年統計で も省エネ性能に優れた製品

では、バックライトの高効率化および光学フィルムの光透過率を高めて、年間消費電力量を

86kWh にまで高めている。 
 

b. プラズマテレビ 
プラズマパネルと呼ばれる RGB それぞれの色の素子をプラズマ放電により発光させ、

映像を写す方式で、時間当たりの点滅回数を調整することで光の明暗をつける。液晶テレ

ビやブラウン管テレビに比べ、大画面への対応が容易である。（図 3-45 プラズマテレビ） 
年間消費電力量は 2008年統計の平均値で、ワイド 37V型テレビが約 214kWhと多く、

液晶テレビの同サイズが約 178kWh であるのに比べ、あまり省エネに適した方式とはい

えない。ただし省エネ目的で、明るさセンサーを使った輝度の自動調整機能が採用される

場合が多い。 
 

c. 有機 EL テレビ 
電気的な刺激を受けると発光する特殊な有機物質を用い、RGB それぞれの色の素子を

用いることで映像を写す方式である。（図 3-45 有機 EL テレビ）液晶ディスプレイのよう

に常時点灯のバックライトをカラーフィルタに通して色を出すのではなく、色の付いた光

を直接出せるためエネルギーの変換効率を高くできる可能性がある。 
紙のように丸められる位きわめて薄く作ることもできるが、現段階では高価で、また大

型化も難しい為、主に携帯電話やデジタルカメラ用のディスプレイとして製品化され、家

庭用テレビとしては普及していない。ただし 2007 年には有機 EL を用いた小型テレビが

製品化され、また独立行政法人の新エネルギー・産業技術総合開発機構と主要な国内メー

カーの大型パネル共同開発を行うことが決まり、家庭用テレビへの普及が予想されている。 
 

d. SED テレビ 
「SED」とは、新しい薄型大画面ディスプレーの呼称である。 
技術的には、FED（電界放出ディスプレー）の一種で、ブラウン管テレビと同様、映

像を構成する発光体に電子を衝突させるという発光原理を用い、ブラウン管では一箇所に

あった電子源をマイクロ化し、一つ一つの蛍光体に設けている。（図 3-45 SED テレビ）

ブラウン管やプラズマテレビはもちろん、液晶テレビと比べても大幅に上回る低消費電力

を実現している。 
2005 年にはパネルの量産が始まり、2007 年には本格量産が開始される。2010 年には

36 インチ以上の市場でトップシェアになるという目標も立てられており、画質が液晶や

プラズマに比べて遥かによい為コストダウンができれば、次世代の主流になることが期待

されている。 
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e. リアプロジェクションテレビ 
表示素子の映像をレンズで拡大し、鏡に反射させてスクリーンの裏側から投影する形式。

表示素子には以前はブラウン管が用いられていたが、近年は LCOS 方式と呼ばれる液晶

パネルが主流となり、画面の明るくなり小型化された。 
同じ画面サイズでも、他の全ての方式に比べ消費電力量が数分の 1 で、極めて省エネ

性能に優れた方式と言えるが、構造上筐体が大型になってしまう。現在は 50V 型を超え

る大型のものしか製品化されておらず、日本国内ではあまり普及していない。 
 

 

図 3-45 新映像システムの仕組み 
 
 
(4) 家電の待機電力削減 
多くの家電製品ではマイコン制御が一般的になり、タイマーやメモリー、内蔵時計などの

機能を維持する為に待機電力が使われる。図 3-46 に示すように家庭一世帯あたりの待機時

消費電力量は平均で 308kWh／年であり、家庭一世帯あたりの全消費電力量 4209kWh／年

の 7.3%に相当する。 
その為、各機器において待機電力の省電力化が図られ、現在では多く商品化されている。

家庭で使われる機器の全てを待機電力が少ないタイプに変えると、待機時消費電力量は

42%削減されると試算されている 2)。 
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図 3-46 待機時消費電力の占める割合 
（出典：(財) 省エネルギーセンター「省エネ性能カタログ」） 

 
待機電力削減の為の具体的な方法として、待機時の液晶モニター表示を消す、明るさを落

とすという方法の他に、低電圧に落として消費電力を削減する方法が挙げられる。その為に

使われるのが待機電源制御用 IC で、出力電圧が一定レベルに下がった時に電圧を供給し、

設定された電圧に達すると電圧供給を停止して電圧が下げる機能をもった待機電源を制御

できる。 
これを使うと、出力電圧値が常に一定である従来の電源に比べ、不要な待機電力を削減で

きる。発振周波数の変更等で待機用電源の 大消費電力を任意に設定することができるため、

待機時の消費電力が異なるテレビや VTR、エアコンなどのさまざまな機器に幅広く利用す

ることができる。従来の交流トランス式ACアダプタに比べると、待機時消費電力を約 1/100
に削減できる。 
 
(5) 蛍光灯と次世代照明機器 
現在は照明機器として、蛍光灯と白熱電球が主流となっている。白熱電球はガラス球内の

フィラメントに電流を流した時に生じるジュール熱による輻射を利用した電球である。電力

の多くが赤外線や熱として放出されるため発光効率が低く、ガス入り白熱電球では可視放射

が 10%しかない。その為現在、白熱電球を生産・販売終了し、消費電力が少ない電球形蛍

光灯への切替えようとする動きが世界的に広がっている。 
 
① 蛍光灯 
蛍光灯は、放電で発生する紫外線を蛍光体に当て可視光線に変換する光源である。エネル

ギー消費効率の比較では白熱灯の一般電球の 15～17lm/W に対し、通常の蛍光灯でも 63～
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67lm/W と 4 倍近い高効率、つまり 1/4 の消費電力になっている。 
また蛍光灯自体も省電力化されており、トップランナー基準における 2005年度では 1997

年度比で約 16.6%の効率改善が見られた 3)。 
 
・インバーター式器具 
蛍光灯は安定器が無ければ点灯しない。安定器には銅鉄型と呼ばれるコイルを鉄芯に巻い

た磁気安定器とインバーター式の電子安定器があるが、前者は寿命といわれる 10 年を超え

ると、だんだん消費電力が大きくなる。これは変圧器やチョークコイルによって消費される

電気エネルギーが大きいためである。 
インバーター式は旧式に比べるとランプの点灯を効率よく行うためエネルギー消費効率

が高く、同じ明るさならば磁気式器具に比べて約 20%の省電力できると言われる。家庭用

蛍光灯はほとんどの機種でインバーター式に変わりつつある。インバーター式には従来型の

スタータ式・ラピッド式蛍光灯ランプが使用できるものの他、Hf 式専用の機種がある。 
Hf 式器具は高周波点灯専用形のランプを使用する器具で、極めて優れた省エネ性能を持

つ。2008 年統計の平均値ではエネルギー消費効率は 99.3lm/W である 2)。 
 
・調光機能 
磁気安定器を用いた蛍光灯では調光をすることが難しかったが、近年安定器がインバータ

ー式に変わり、調光が容易になった。従来は単純な電源の ON/OFF しかできなかった為に

不必要に明るい光量で使用せざるを場合があったが、調光機能が採用された機種では適切な

明るさまで光量を落とすことができ、結果的に省電力化につながる。 
また蛍光灯ランプは交換したばかりの頃は過剰に明るく、寿命に近づくにつれ 70%近く

まで暗くなる特性がある。初期照度補正機能が搭載された器具では、その差を自動的に制御

して、余分な明るさをなくして約 35%の省エネ効果がある。他に明るさセンサーによって

昼間と夜間で照度を変化させ、消費電力を抑える仕組みも取り入れられている。 
 
・電球型蛍光灯の普及 
電球型蛍光灯は使い捨ての小型インバーターをランプ内に内蔵する。その為、従来はラン

プ自体が大きくなり使用できる照明器具が限定される、あるいはランプが高価になるという

理由が普及の妨げになっていた。近年そのインバーターが小型化、コストダウンされ、ほと

んどの照明器具で使用可能なサイズの、安価な電球型蛍光灯が製品化されている。エネルギ

ー効率の悪い白熱電球からの移行が進み、また電球型蛍光灯のエネルギー効率も更に向上し

続けている。 
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② 次世代照明機器 
・LED 

LED とは発光ダイオードのことで、順方向に電圧を加えた際に発光する半導体素子のこ

とである。発光原理はエレクトロルミネセンス効果を利用している。LED は図 3-47 に示す

ように形状によって砲弾型 LED と表面実装型 LED に分類されるが、発光原理は基本的に

同じで共に可視光線以外の放射がほとんどない為、100～110lm/W と非常に高効率になって

いる。LED 照明は小型で極めて輝度が高い為、現在白熱電球の代替として点光源への利用

が期待されている。 
 
・有機 EL 照明 
発光原理はエレクトロルミネセンス効果を利用した照明器具で、広義には LED の一種で

あるが、照明器具で有機 EL という場合は一般的に極めて薄い陽極、発光材料層、陰極を積

層させた構造のものを指す。図 3-48 に構造概要を示す。上記の LED 照明と同様に極めて

高効率である。2008 年 6 月に 102lm/W という高発光効率のものが発表されたが、それ以

降も大きな進展を見せており 終的には 200lm/W の高効率が期待されている。2009 年の

内には 初の製品が登場する予定で、今後、LED を越えて普及する可能性があると考えら

れている。ただし有機 EL は LED と比べて遥かに輝度が低く、その代わり広い面状に製作

することが可能である。その為、有機 EL は従来の蛍光灯の代替として面光源への利用が期

待されている。 
なお近年、蛍光灯、LED、白熱灯の全てにおいて、明るさセンサーや人感センサーと連

動した自動電源 OFF 機能が普及し、省エネ化が進んでいる。 
 
 

   

図 3-47 LED 照明の基本的構造     図 3-48 有機 EL 照明の基本的構造 
（出典：東芝 HP）            （出典：NEC HP） 
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４．自動車の省エネルギー 
 
4-1 環境とエネルギー需要動向 
(1) エネルギー消費概観 
運輸部門のエネルギー消費は、現在、わが国 終エネルギーの約 24.4%であり、旅客、

貨物部門はそれぞれ 15.8%、8.6%を占める。図 4-1 はエネルギー消費の推移を示したもの

である。旅客部門は、乗用車の普及によってエネルギー消費量が一貫して増加しており、

石油危機以降の 35 年間で、部門別では 大の増加率を示している。貨物部門は景気変動な

どの影響を受けやすく GDP にほぼ連動して推移してきており、1999 年以降はわが国経済

の停滞も影響して減少基調で推移する。エネルギー消費は自動車保有台数、走行距離、自

動車燃費、運輸サービスの形態などによって規定される。以下に、自動車保有台数、走行

距離、自動車燃費を支配する技術などのエネルギー支配要因をみてみることにする。 
 

運輸部門のエネルギー消費
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図 4-1 運輸部門のエネルギー消費 
（出典：EDMC エネルギー・経済統計要覧 ’08 をもとに JATIS 作成） 

 

(2) 保有自動車数と燃料消費 
日本では戦後の混乱期から徐々に社会整備が進み、自動車の所有台数も増加していった。

日本経済が飛躍的に成長を遂げたのは昭和 30 年代～40 年代の 18 年間であるといわれてお

り、これを裏付けるように、この間の燃料消費量と自動車保有台数には激増の痕跡が見ら

れる。図 4-2 に日本における年間のガソリン消費量の変化を示した。後述するが、この期間、

自動車の保有台数は堅調に増加しており、ガソリンの消費量も増加することに矛盾はない
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が、1980 年頃には消費量の増加に頭打ちの傾向が見られ、燃費改善への技術革新の成果を

見ることができる。 
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図 4-2 1957 年を起点とした年間ガソリンの消費量の時代的変遷 
（出典：文献 1）および 2）による数値データをもとに JATIS にて作成） 

 

なお、1957 年から 1988 年までは文献 1）に記載されたガソリンの消費量を、1990 年以

後のデータは、ガソリンの販売量としてカウントされた文献 2）に記載されたデータを用い

た。1988 以前と 1990 年以後でデータのカウント単位が異なるので僅かな数値の不連続性

が見られるが、販売量≒消費量と考えて以下の分析を進めた。 
図 4-1 では、実績値と実績値を正規関数で 小 2 乗近似した計算式〔1〕を同時に示した。

近似の結果は、平均誤差 0.9%程度で実績値と一致している。 

( )[ ]
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∫

∫

∞−
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−

−×−×+

−×−×=

222

232

6.1993106.1exp1073.1

8.1968108.7exp10.85.1
･････〔１〕 

上式で、ｔは年代をｙは年間ガソリン消費量を示している。〔1〕を用いて、年間ガソリン

消費量の変化率（速度）を算出すると、t＝1968.8、即ち 1969 年近辺の時期と 1993.6、即

ち1994年に消費量の増加する割合が極大値になっており、その後、増加する割合は減少し、

頭打ちの傾向を表すことになる。1966 年における極大値は技術革新の結果がもたらしたも

のであり、1994 年の極大値はバブル崩壊後の経済収縮が際立ってきた結果と考えられる。 
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次に、ガソリンの年間消費量を自動車の保有台数で除した数値、即ち一台当たりの自動

車が年間に消費するガソリン量は自動車の燃費を表す因子と考えることができるので、こ

の数値が時代とともにどのように変化するかを求めてみた。上述の文献 1），2）および 3）
に記載されている数値を基に一台当たりの自動車が年間に消費するガソリン量が時代とと

もにどのように変化したかを図 4-3 に示す。 
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図 4-3 自動車一台当たりの年間ガソリン消費量 
（出典：文献 1），2）および 3）による数値データをもとに JATIS にて作成） 

 

図 4-3 に示した計算値は〔2〕に示す計算式によるものである。 
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図 4-3 に見るように、少なくとも 1957（昭和 32 年）以後自動車一台当たりのガソリン

消費量は急激に減少しているが、1975 年（昭和 50 年）以後消費量に顕著な変化は見られ

ず、ほぼ一定化して今日に至っている。燃費改善に関しては 1960 年代に粗方解決されたと

考えられる。 
〔2〕を用いて算出してみると、1962 年（昭和 37 年）近辺で燃費改善の速度が 大にな

り、エポックとなる新技術の出現が効果を見せ始めた時期と見做すことができる。 
図 4-3 に示した 1960 年台から 1980 年代に亘って、日本における 1 台当たりのガソリン

消費量の劇的な変化は、自動車技術の飛躍的な発展にあることは確かであるが、その背景
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には自動車に関する貿易の自由化という国家的な課題があったようである。1961 年当時、

日本の自動車輸出は東南アジア地域および米軍調達のトラックが 60%を超え、先進国向け

は 10%に満たなかった 4)。海外における販売拠点の未整備や輸送コストなどの問題があっ

たことは確かであるが、何より当時のアメリカや西ドイツなどの先進国に対して技術的に

遅れを取っていたことが主要因である。1950 年代の日本では、自動車用エンジンは図 4-4
に示すサイドバルブ（SV）動弁方式によるものが主流であった。この方式は構造が簡単で

特段に高い製造技術を必要とせず、製造コストも抑制でき、当時の日本の技術にとって大

きな利点であった。反面、ガソリンと空気の混合気を十分に圧縮できず、消費する燃料の

割りに低出力で、燃費性能の面では決定的な弱点でもあった。当時、アメリカでは次に示

す OHV エンジンが普及し、技術格差は大きかった。 
その後、エンジンの動弁方式は OHV（Over Head Valve）方式に進化し、出力や燃費特

性は飛躍的に向上した。図 4-3 に示した劇的な燃費の改善はエンジンの技術革新にあったと

考えられ、1962 年前後は、新技術移行の 盛期と見ることができる。OHV エンジンは、

1960 年代～1980 年代に製造された乗用車に採用された。迫り来る貿易の自由化の波は新

技術の獲得を促し、1960 後半では、さらに高出力化を図るため SOHC（Single Over Head 
Camshaft）や DOHC（Double Over Head Camshaft）のよりレスポンスの速い動弁機構

を持ったエンジンも実用化され、燃費はさらに向上していくことになる。 
 

 

SV エンジン OHV エンジン 

燃費の飛躍的

向上 

 
図 4-4 SV エンジンと OHV エンジンの違い 

（出典 出射忠明：「自動車メカニズム図鑑」，P48，株）グランプリ出版，2003 年 10 月 9 日） 

 

高度経済成長時代の爆発的な保有自動車数の増加はガソリンの消費量の増加を引き起こ

したが、上述の高効率で高性能エンジンを搭載した自動車がユーザに行渡るに応じて消費

量の増加割合は減少し、図 4-2 に示すように 1970 年頃を境に消費量の増加割合は減少して

きたものと考えられる。 
1960 年代の日本製自動車の飛躍的な性能向上は輸出額にも現れており、1959 年の輸出額
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の 4 千万ドルに対して 1967 年は 4 億 3 千 4 百万ドルに増加し、年率 40%の成長を遂げ 4)、

国際的な競争力を確立した。 
 

(3) 自動車社会の発展 
1958 年に発売されたスバル 360（富士重工）や 1961 年に発売されたパブリカ（トヨタ）

によって、日本のモータリゼーションは開花したと言われている。しかし、当時 40 から 50
円／l のガソリン価格は決して安くはなく、道路やインフラの未整備もあり、一般庶民にと

って乗用車は未だ“高嶺の花”であった。図 4-5 には 1957 年以後の乗用車（軽自動車を除

く）の保有台数の変遷を示した。 
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図 4-5 1957 年から今日までの乗用車（軽自動車を除く）保有台数の変化 
（出典：文献 1）および 3）による数値データをもとに JATIS にて作成） 

 

図 4-5 に示した実績値を〔3〕に示す方程式で 小 2 乗近似し、実績地と計算値の平均誤差

を 0.4%程度と非常に良い近似を与えた。 
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ただし、y は乗用車保有台数を、t は年代を表すものとする。 

･････〔３〕
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図 4-5 と図 4-2 の実績値は酷似している。そこで、夫々の近似線の方程式〔1〕と〔3〕
を比較すると、第１項の積分部分は〔1〕と〔3〕で異なっているが、第 2 項の積分で算出

される部分は係数や定数項を除いてほぼ同じ形になっていることが分かる。即ち、第 2 項

は、〔1〕と〔3〕で単純に呼応しており、ガソリン消費量の増加は単に保有台数の増加によ

るものであることと判断できる。しかし、第 1 項については、ガソリンの消費量増加の割

合減が技術革新によって保有台数増加の割合減より先行したため、時間差が現れたと考え

られる。 
乗用車の保有台数は 1967 年頃から急激に増加し、増加の割合には多少の変化は見られる

もの 100 万台／年程度の割合で増加している。（財）自動車検査登録情報協会の調査 5) によ

ると、自家用車の１世帯当たり保有台数は 1976 年に 0.5 を越え、2 世帯に 1 世帯は乗用車

を持てるまでになった。乗用車は“高嶺の花”から“耐久消費財”として生活必需品の域

に入ったと見られている。 
乗用車の普及が始まって 40 から 50 年が経過し、乗用車を利用する形態も変化してきた

ものと考えてよい。利用形態は都会と地方、世帯の構成にもよって異なるので、一概に数

値化して比較することはできないが、どの位の頻度で利用するかについては、乗用車の年

間走行距離によって或る程度数値化できそうである。例えば、通勤に自家用車を使う場合

と休日にのみ使う場合とで著しい差が出てくる。国土交通省「自動車輸送統計年報」5) では

各年度における自家用乗用車、自家用営業車、バス、貨物用車両などの総年間走行距離が

報告されている。また、（財）自動車検査登録情報協会「自動車保有台数推移表」6) には各

年度の保有車両数の調査結果が報告されているので両統計データから一台あたりの年間走

行距離の平均値を算出することができる。乗用車（軽自動車を含む）とバス、貨物、営業

車等について算出した結果を図 4-6 に示した。乗用車についてみると 1970 から 1974 年に

かけて、年間走行距離は激減し、1990 年頃まで横ばい状態が続くが、その後現在に至るま

で減少し続けている。1970 から 1974 の激減の要因として、は急激な保有台数の増加にあ

ると考えられる。即ち、保有台数の増加によって、一台の車両にかかる使用負荷が減少し、

使用頻度が低減した結果と考えられる。例えば、それまで 3 人で 1 台を使用していた段階

から 1 人 1 台になったとすると、1 人が使用する時間はそれほど変わらないであろうから 1
台の自動車の使用頻度は、単純に見ても 1/3程度になると考えられ、走行距離は 1/3になる。

一方、1990 年以後の減少はなだらかなもので、特段考慮する要因も見当たらないことから、

少子高齢化やバブル経済崩壊後の若者のクルマ離れなどが関係していると考えられる。 
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図 4-6 自動車一台当たりの平均年間走行距離の時代的変遷 

（出典：文献 5）および 6）による数値データをもとに JATIS にて作成） 

 

 

バス、貨物、営業車等についても 1970 から 1974 年にかけて激減しており、激減の要因

は乗用車同様、台数の急激な増加によるものと考えられる。しかし、1974 に第一次オイル

ショックが勃発し、燃料供給が逼迫した結果、営業車では運用効率を引き上げる必要に迫

られることになり、この時期一台当たりの走行距離が増加したものと見られる。1990 年以

後、自家用車の使用頻度が減少するのとは対照的にバス、貨物、営業車等の使用頻度は増

加している。少子高齢化や若者のクルマ離れは、移動に際しては自家用車の使用を控え公

共交通機関や専門業者を利用するなど、生活様式の変化が影響していると考えられる。 
つぎに、自動車が年間に消費するエネルギーの年代的変遷を、乗用車とバス、貨物、営業

車等に類別すると図 4-7 になる。乗用車をみると、1970 年代は自動車の保有台数が増加し

ているにもかかわらず、エンジンの改良、エンジンの電子制御の導入、排出ガス浄化など

幾つかの新機軸が導入され、１台当たりの消費エネルギーは減少している。1985 年あたり

から 1991 年にかけて消費量が増加しているが、これはバブル景気に刺激された結果と考え

られる。しかし、1991 年にバブル景気の崩壊を境に、消費量はかなりの勢いで減少してお

り、図 4-6 に示した結果と矛盾のない対応関係を示している。一方、バス、貨物、営業車は

1970 年代中頃まで大きな変化は見せていないが、1990 年代の初頭にかけて大きく減少して

いる。この要因としては、乗用車で先行した技術革新が、1974 年の第一次オイルショック

を契機にこれらバス、貨物、営業車等商用車にも波及した結果と見られる。しかし、バブ

ル崩壊後乗用車の使用頻度が減少するのに呼応してバス、貨物、営業車のエネルギー消費

は増加している。 
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図 4-7 １台の自動車が年間に消費するエネルギー量の時代的変遷 
（出典：文献 3）および 7）による数値データをもとに JATIS にて作成） 
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図 4-8 １台当たりの年間エネルギー消費量と燃料価格の相関 
（出典：文献 3），7）および 8）による数値データをもとに JATIS にて作成） 
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自動車のエネルギー消費はその殆どを燃料の消費で賄っており、自動車用燃料はガソリン、

軽油、LPG、CNG、電気、等があるが、ガソリンと軽油が主たるものである。ここでは、

計算を簡便化するため乗用車はガソリン、バス、貨物、営業車等は軽油を主たる燃料とす

ると仮定し、燃料の卸売り価格 8) と１台当たりの年間エネルギー消費量の相関関係を求め

た。 
算出の方法は図 4-7 の結果と文献 8) のデータから年代をパラメータとし、消去すること

によって得た。相関関係を図 4-8 に示す。 
図 4-8 に示すように、乗用車では燃料価格が上昇すれば１台当たりのエネルギー消費は減

少する傾向にある。燃料価格の上昇は乗用車の使用頻度が低下させることを意味しており、

これは当然の結果といえる。しかし、バス、貨物、営業車等の商用車では相関関係はやや

複雑になっている。1984 年以前では乗用車と同様、燃料価格が上昇すれば消費エネルギー

が減少する傾向を見せているが、1985 年以後では全く逆の傾向を示している。1985 年はバ

ブル景気の始まった年といわれており、好景気に煽られて多少の燃料価格の高騰があって

も旅客や貨物などの営業実績を拡幅することで利益を出すことができたものと考えられる。

しかし、1991 年のバブル崩壊後もこの傾向は変化しておらず、むしろ傾向を明確にしてい

る。上述したように、少子高齢化や若者のクルマ離れによって、移動（通勤、旅行、物品

輸送）における自家用車の利用機会がバス等の公共交通機関や専業貨物輸送に移行してき

おり、燃料価格の上昇があっても営業実績を拡幅することで利益を確保できる社会的構造

に変化しつつあることを示唆している。 
 
(4) 自動車関連産業の成長と環境負荷の増大 
➀ 一大産業への成長 

19 世紀ヨーロッパで生まれた自動車は、その製造技術は熟練工の手になる一品作りであ

ったため馬車にかわる王侯貴族の乗り物の域をでることはなく、庶民の手には届かなかっ

た。一方、アメリカでは広い国土の移動に自動車は魅力的であったが、ヨーロッパと事情

を異にし、熟練工が不足していた。誰にでも作れ、大量に作れることがアメリカ自動車産

業発祥の下地にあった。ヘンリー・フォードの確立した流れ作業による大量生産方式は部

品規格の標準化、製造コスト低減を可能にし、庶民が買える自動車を提供した。 
日本では、第二次大戦前にトヨタ、日産、いすずが創業していたが、鋳造技術やプレス技

術でアメリカに大きく水を空けられ、性能や商品競争力はとてもアメリカの足元に及ぶも

のではなかった。戦時色が濃くなる中で、日本の自動車産業は、民需や軍需でニーズの高

くなったトラックの生産に集中することになり、戦前の日本では自動車に対する関心は低

く、移動手段としては鉄道や船舶などが重要視されことも背景にあり、乗用車の生産は殆

ど手付かずになってしまった。 
戦後、アメリカ文化が怒涛のように流れ込み、その象徴的存在であった乗用車への関心は

急速に高まって行った。戦後創業のマツダ、ホンダ、プリンス、スバル等をも交えた自動
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車産業界が形成され、当初は先進国アメリカとの技術格差は大きく、太刀打ちできるもの

ではなかったが国の保護政策の下、序々に実力を蓄積し、1970 年代の排気ガス規制実施の

頃から日本車の独自性と技術の優位性が日の目をみるようになった。1980 年から 1990 年

代にかけて新技術、性能、品質、デザイン、価格の各点で先進国アメリカや西欧諸国を凌

ぎ世界トップの自動車生産国に成長し、貿易摩擦という副作用を露呈したことは記憶に新

しい。以下、現在の日本における自動車および関連産業の特徴について概観する。 
自動車関連産業は“裾野の広い”産業といわれており、（財）日本自動車工業会の調べ 9)

では、その種別と就業人口は 5 部門 25 業種、就業人口 501 万人が実勢規模であり、わが国

の総就業人口 6,382 万人の 7.9%を占めるに至っている。主要業種の製品出荷額について、

（財）日本自動車工業会資料 10) より抜粋し図 4-9 に示す。 
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図 4-9 日本の主たる産業における製造品出荷額の時代的変遷 

（出典：文献 10）による数値データをもとに JATIS にて作成） 

 
1970～1980 年にかけて、化学、鉄鋼、電気機械器具、自動車はほぼ横並びで製造品の出

荷額を増加させてきている。1980～1990 年代は所謂バブル経済時代を含み、耐久消費財で

ある電気機械器具と自動車は出荷額を飛躍的に伸ばしている。1990～2000 年はバブル経済

破綻後の“失われた 10 年”にあたり、いずれの産業も停滞した時期であるが、2000 年以

後は増加に転じている。図 4-5 に示したように、2000 年以後国内の保有台数は頭打ちの傾

向を示しているにも関わらず出荷額は加速度的に増加しており、中国を始め発展途上国へ

の完成車や部品の輸出伸張によるものと考えられる。自動車産業の 2006 年における出荷額

は 54 兆 1091 億円で、機械工業全体の 35.6%、全製造業の 17.2%を占めるに至り電気機械

器具と並んで日本の産業を牽引する一大産業として成長してきた。 
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➁ 地域環境への負荷増大 
自動車産業は、その成長の過程で多くの社会矛盾を招いてきた。1970 年代初頭、自動車

の保有台数が増加するに従って、排出ガス中に含まれる窒素酸化物（NOx）や未燃炭化水

素（HC）が太陽光線に含まれる紫外線によって光化学反応を起こし、光化学オキシダント

（オゾンやアルデハイド）を生成してスモッグ状になり、人体に呼吸障害などを引き起こ

す問題が顕在化してきた。自動車先進国のアメリカでも自動車の排出ガスなどによる大気

汚染の問題は深刻化しており、所謂マスキー法による規制強化が提唱された。特に、自動

車に関しては 1976 年以降製造する自動車について、一酸化炭素（CO）、未燃炭化水素、窒

素酸化物の排出量を 1970-1971 年型の 1/10 以下にすることが義務付けられ、達成できない

自動車は販売できないことになっていた。自動車業界にとって、この規制は死活問題とい

われたが、日本のホンダが“魔法のタコツボ”と称された CVCC 方式による希薄燃焼技術を

用いて規制をクリヤーした。アメリカのビッグスリーやヨーロッパの老舗ブランドを押し

のけて、日本の新参者であったホンダが達成できたことに世界的な注目が注がれた。しか

し、一つの規制をクリヤーしても自動車の保有台数が増えれば大気汚染は再発することに

なり、保有台数の増加と規制されるレベルは常にイタチゴッコの関係にある。日本ではガ

ソリン車について、昭和 50 年、51 年、53 年と平成 12 年の規制が主に実施された。当初は

窒素酸化物の低減を主に規制が強められてきたが、平成 12 年規制では窒素酸化物はもとよ

り未燃炭化水素および一酸化炭素の含有量を、昭和 53 年規制レベルの 75%以下とするかな

り厳しいものになっている。しかし、この規制をクリヤーできたのは、エンジンそのもの

の改良だけではなく、当時自動車技術にとって畑違いの電子技術が主役に躍り出たことは

意外に知られていない。酸素濃淡電池による酸素センサー、マイクロコンピュータによる

電子制御燃料噴射システム（EGI）および三元触媒の実用化（1975 年に実施された、4 エ

チル鉛を添加剤とする有鉛ハイオクガソリンの廃止が大きく貢献）によって、常に理論空

燃比の状態でエンジンを稼動させることができるようになったからに他ならない。現在で

は、気筒内での燃焼改善、触媒の改良、排気還流（EGR）さらには直接噴射技術（DGI）
なども加わり、さらに高レベルの排気浄化が可能になっている。図 4-10 に日本におけるガ

ソリン車に関する主だった規制と規制のレベルを図示した。 
 
ディーゼル車では、ガソリン車に適用されている触媒による浄化方式では排気ガス中に含

まれる粒状性物質（PM）が触媒表面に吸着し、浄化作用を阻止することから困難とされ、

黒煙排出等整備に関わること以外、主だった規制はされてこなかった。しかし近年、粒状

性物質には未燃炭化水素、潤滑油、不完全燃焼生成物、熱分解生成物などが含まれ、人体

には発がん性、気管支ぜんそくや花粉症の増悪等の健康影響が懸念されるようになり、東

京都が主導し、首都圏および近隣地域へのディーゼル車の乗り入れが規制されるようにな

り現在に至っている 11）。日本では、首都圏のディーゼル規制は主に旅客や貨物など営業車

に影響を与えたが、ヨーロッパでは低燃費性や軽油の税率の関係からディーゼル乗用車へ
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の潜在的需要は高く、日本と状況を異にしていが、ディーゼル車による環境負荷の大きさ

は認識されており普及は足踏み状態であったが、排出ガス浄化の技術も進歩しディーゼル

乗用車の普及は進んでいる。日本では、軽油に対する税率などヨーロッパと環境は酷似し

ているが、ディーゼルエンジン特有の騒音や振動が嫌われ、ディーゼル乗用車は普及して

こなかった。ディーゼルエンジンは主に、自動車全体から見れば少数派であるバスやトラ

ックなどの車両に限られ、これらは公共性の強い旅客や貨物輸送が主対象となるため対策

が遅れ、規制が後手に回った感は否めない。しかし、東京都をはじめとする首都圏でのデ

ィーゼル車乗り入れ規制は、排出ガス浄化の技術開発を加速したことは確かで、尿素系の

触媒、コモンレール式電子制御高圧燃料噴射システムなどアクティヴに規制対象成分を制

御できる技術が実用化され、排出ガスを規制できるレベルに達してきた。図 4-11 に大型デ

ィーゼル車に関する規制と規制レベルを示した。上述の新技術が確立されてきた 2000 年以

後、規制は急激に強化競れるようになってきた。特に長期規制値は今後の技術開発に期待

する部分もあるが、ガソリン車に匹敵するレベルの排出ガス浄化が明記されており、ガソ

リン車に比較して高効率のディーゼルエンジンが脚光を浴びるかもしれない。 
 
 

 

 
図 4-10 ガソリン車に対する主だった排出ガス規制と規制値レベル 

（出典：JAMA レポート No.92（日本自動車工業会） 

（http://www.jama.or.jp/lib/jamareport/092/01.html） 
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図 4-11 大型ディーゼル車に対する主だった排出ガス規制と規制値レベル 
（出典：JAMA レポート No.92（日本自動車工業会） 

（http://www.jama.or.jp/lib/jamareport/092/01.html） 

 
1970 年代から顕在化し始めた自動車の排出ガスによる大気環境汚染は地域環境の問題と

見做されてきた。例えば、アメリカではカリフォルニア州の大気汚染は深刻で、規制は全

米に先立ち、カリフォルニア州から先行的に実施されてきた。しかし、北京に見られるよ

うに、世界に類例を見ない巨大人口からなる都市では稼動している自動車の台数も多く、

大気汚染の程度も我々の想像を絶するものがある（2008 年北京オリンピックではマラソン

競技などで大気汚染を理由に出場辞退者が出た）。このように大規模な大気汚染は季節風に

乗って移動し、日本や韓国など近隣諸国に到達することによって汚染地域が海を越えて拡

大することになる。言わば大気汚染の“輸出”は単に地域的ではなく地球規模の問題とし

て考える必要が出てきたといえる。個々の国や地域の個別対策ではなく、連携した戦略的

な取り組みが求められるようになってきた。 
 

➂ 地球温暖化への対応 
地球温暖化は国家、産業界を問わず、対策が急務の地球規模の環境問題である。温暖化

の原因となる温室効果ガスとして二酸化炭素（CO2）、メタン（CH4）、一酸化二窒素（N2O）、

フロンなどが知られている。これらのうち、二酸化炭素は我々が手にしているエネルギー

の大半と引き換えに発生させおり、 も重要な役割を演じている。ガソリンや軽油などの

燃料を燃焼させている現状の内燃機関では二酸化炭素と水が排出されるが、これらは排気

ガスの主成分で発生量は、大気汚染の元凶である窒素酸化物、未燃炭化水素や一酸化炭素

などとは比較にならない量になる。この意味から、二酸化炭素の問題は地球全体に均一に

関わるものであり、発生源において触媒やその他の化学的手段によって取り除けるもので

はなく、エネルギー体系に立ち戻らなければならない問題である。自動車を含む運輸部門

の 1990 年度の二酸化炭素排出量は 2.17 億 t であったが、2005 年度には 2.57 億 t に増加し
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ており 2010 年度目標の目安 2.50 億 t の削減が必要である 12)。他の部門、例えば産業部門

の削減量 31 億 t、オフィスビル等の削減量 69 億 t、家庭の削減量 37 億 t に比較すれば少

ないが、運輸部門の 83～90%を占める自動車では、決定的な代替技術がない現状では、以

下に示す、今できることから始めて可能な限りの削減を行う以外に道はない。 
 

⋆ 二酸化炭素の発生が物質の自然循環の過程に含まれているバイオマスのような燃料の

普及 
⋆ 発生炭酸ガスの少ない天然ガス（CNG）をクリーンカーとしてバスなどの公共交通機関

や貨物用車両へ導入を推進 
⋆ ハイブリッド車の普及と購買、維持での政策的な優遇策 
⋆ 電気自動車の普及と購買、維持での政策的な優遇策 
⋆ モーダルシフトによる輸送の効率化 
 
エタノールは自然循環型の燃料でブラジルやアメリカではガソリンに混入して実用化さ

れているが、原料がトウモロコシのため食糧供給との間にトレードオフの問題が顕在化し

始めており、温暖化防止の施策が地球規模の食料格差問題を生みかねない状況である。日

本では、間伐材などの利用が考えられ、エネルギー開発と森林再生の両得が見込めるとの

見解もある。しかし、二酸化炭素を排出しないエネルギー体系に切り替えていかない限り

地球温暖化の問題と決別することはできない。ハイブリッド車や電気自動車はこのような

問題意識をベースに考え出されたものであるが、技術的には完成途上にあることや希少資

源に依存することが分かっており、新たな資源問題の火種を宿している。具体的に言うな

らば、これらの自動車では電源に急速に充電でき蓄電容量の大きいものが望まれる。Ni-H
電池，Li イオン電池はこの要請に応え得るものであるが、LI や Na といった希少金属をキ

ーマテリアルとしていることである。さらに、パソコンや携帯電話用電源などで事故例が

多く見られるように、Li イオン電池は高い性能と背中合わせに発火し易い欠点がある。蓄

電容量の大きな自動車用では事故の規模も大きくなることが懸念され、実用化に向けては

安全確保の設計技術急がれる。 
燃料電池車は、充電の必要がない点においてはハイブリッド車と同じでるが、水素を燃

料とする限り二酸化炭素の排出がない分ハイブリッド車より温暖化対策には効果的である。

しかし、燃料電池はエンジンや電動機のように多くの領域で長年に亘って活用された経験

がなく、使用材料や生産技術の上で耐久消費財としての高信頼性と低価格を実現できる域

に達していない。燃料電池自動車には燃料電池本体のみならず、使用燃料の選択、燃料の

改質、燃料補給のインフラ整備、等々実用化に向けては解決すべき技術課題が山積してお

り、もう少し時間を要するように思える。2006 年度における自動車業界の研究開発費の総

額は 22,503 億円で全製造業の 19.2%に達しており、主要産業の内でトップの座にある 13)。

研究開発が全て次世代の動力源に関するものではないが、この分野の技術は業界の生き残
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りへ鍵となるもので、各社相当額の投資を図っているものとみて間違いはなさそうである。

次世代の電気自動車や燃料電池自動車が実用化できるまで間を繋ぐ役目として出現したハ

イブリッド車は構成技術の技術革新が著しく、当初の予想に反してロングリリーフ的な存

在となる様相を呈している。 
 
(5) 燃料の消費動向と今後の課題 

2001年 9月 11日に発生したアメリカ同時多発テロ事件は世界の 1/4を占めるアメリカの

石油需要に約１年間陰りを与えたが、これも一時的な現象に留まり、2003 年以後は旺盛な

石油需要を回復させた。同時期、中国の石油需要は驚異的に延伸し、世界需要の 3.8%に達

した。一方、アメリカ以外の先進諸国では、日本・豪州、西欧ともほぼ横這いの状態に終

始しており、世界の石油需要の構図は 21 世紀に入って大きく変わりつつある。 
図 4-12 に示すように、石油需要を牽引してきた先進諸国のうち、アメリカを除く欧州、

日・豪の先進国では、社会の成熟化による安定的経済成長のほか京都議定書（COP3）批准

による抑制効果等のため需要は今後横這い状態になるものと見られている。一方、発展途

上国の伸びは、高い経済成長率を背景に、1990～2000 年の年率 1.4%の伸びから 2000～
2007 年には年率 3.6%へと大幅に上昇して世界全体の需要増を牽引してきた。この結果、発

展途上国が世界の需要動向を支配するのは時間の問題といわれている。いずれにしても、

世界の石油需要が増大することに違いはなく、このままでは地球温暖化に対して憂慮すべ

き事態を招くことになり、各国とも排出ガス規制を強めている。 
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図 4-12 代表的な地域の石油需要の実績と今後の見通し 
（出典：文献 14 による数値データをもとに JATIS にて作成） 
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➀ アメリカにおける動向 
アメリカでは 1990 年に大気浄化法が大幅に改正され、自動車からの排出ガスと自動車用

燃料の規制が強化された。アメリカ環境保護庁は大気汚染の深刻な地域に対して改質ガソ

リンの販売を義務付けた。改質ガソリンは含酸素成分の添加率が規定され、同時に従来含

酸素成分やオクタン価向上剤として用いてきたメチルターシャリーブチルエーテルの添加

を禁じた。これは、貯蔵タンクやパイプラインからの漏洩が地下水汚染を引き起こしたこ

とによりもので、2004 年からカルフォルニア州で、2014 年からは全米で、添加が禁止され

る。もう一つの動きとしては、2005 年に成立したエネルギー政策法では再生可能な燃料が

義務付けられており、当面エタノール燃料を中心に導入される。しかし、エタノールはト

ウモロコシから抽出されるものが主で、食料や飼料としてのトウモロコシが燃料に振り向

けられる可能性が強くなり、食糧とトレードオフの問題が浮上している。2009 年 1 月 20
日、前政権の経済発展優先政策が閉塞感を強める中、オバマ政権が発足し、エネルギー政

策を大きく転換し温暖化防止を含むに7000億ドルのグリーンニューディール政策を公約し

た。折しも、世界金融危機が勃発しアメリカの象徴である自動車産業は未曾有の経営危機

に陥っている。新政権のエコロジーに関する産業強化と雇用創出の政策はアメリカの自動

車産業の戦略を 180 度方向転換する可能性が濃くなり、エコロジーカーの開発はグローバ

ルな潮流になる可能性が大きくなった。オバマ政権のグリーンニューディール政策が実施

され、軌道に乗ってくればアメリカの石油需要量は変化する可能性があり、他の諸国にも

大きな政策転換を促す可能性が出てきた。 
 
➁ EU における動向 

EU 地域では 2004 年頃から燃費効率の良いディーゼル車が増加している。ディーゼルエ

ンジンはガソリンよりも効率がよく、低燃費であるため古くからディーゼル乗用車への需

要はあったが、自動車の普及台数が増加するに従って排出ガス浄化の難しさから敬遠され

るようになっていた。しかし、近年ディーゼルエンジンの電子制御や触媒技術の革新によ

り排出ガスが飛躍的に清浄化できるようになった結果、ディーゼル乗用車への需要が復活

してきた。排出ガスは触媒によって浄化しているが、触媒の作用を持続させるためには燃

料中の硫黄分を極力除去しなければならず、サルファーフリー軽油が普及しつつある。こ

の事情はガソリンにおいても同様で、脱硫燃料はガソリンにも波及し、自動車のみならず

鉄道車両や船舶までも燃料のサルファーフリー化が進行している。 
しかし、化石燃料を消費していることには変わりなく、循環型エネルギーへの転換を目的

に独自性のある施策がなされている。スウエーデンでは集合住宅からの生活排水を貯蔵し

てメタンガスを発生させて公共交通機関のバスやタクシーなどに利用するとともに、ガソ

リン等化石燃料の税率を高めて循環型燃料の普及の促進を図っている。火山国アイスラン

ドでは無尽蔵にある地熱を用いて発電し、この電力で水素生成を行い、循環型エネルギー

社会を目指そうとする計画がある。この他、デンマークでの風力発電等ユニークな施策が
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見られるが、人口が比較的少ない地域であるため、経済成長に対するエネルギー負荷は小

さく、循環エネルギー社会に向けた企てと取り組みには独自性の強いものが見受けられる。

欧州の石油需要も横這いの状況がみられ、今後とも大きな変化はないと見られている。 
 
➂ アジア地域 
アジア諸国においては、図 4-12 に見るように中国とインドの石油需要が大きく増大する

ことが予想されている。しかし、中国、インドの CDP 単位当たりのエネルギー消費原単位

は日本の約 9 倍、タイは約 6 倍、インドネシアは約 10 倍等とエネルギー効率が低いのが現

状である。省エネルギー技術の発展は石油需要量を押し下げるだけでなく、これらアジア

諸国は輸入石油への依存度が高い国が多く、脆弱なエネルギー需給構造の改善のためにも

急務となっている。 
一方、アジア諸国では、省エネルギーに向けた一定の取組が行われているところではある

が、省エネルギー規制等の制度整備、関連人材育成等の諸点において未だ実効性に乏しく、

自律的に省エネルギーが促進される状況には至っていないのが実情である。中国、インド

等のアジアのエネルギー多消費国においては、産業部門のエネルギー消費が大きく、日本

は従来より産業分野を中心とした省エネルギー協力を進めてきているところであるが、生

活水準の急激な向上、モータリゼーションの進展を背景に、民生部門、運輸部門における

省エネルギー推進の必要性が近年高まってきており、この方面での協力が急がれる。 
アジア諸国、特に中国とインドでは急速な経済発展とモータリゼーションの拡大によって

輸送用燃料の需要は膨らみ、同時に排出ガスによる都市部の大気汚染も深刻化している。

中国では、比較的早期にフォルクスワーゲンなど欧州のメーカーが進出したため、排出ガ

ス規制や燃料規格は欧州に準じている。中国の主要都市では大気環境を保全するため も

厳しく、 新の規格（EURO-4）を満たすガソリンおよび軽油の導入が予定されている。イ

ンドでも、ガソリンと軽油の規格は自動車排出ガス規制に沿って低硫黄化が図られてきた。

規格はヨーロッパに準じたもので、ニューデリーやムンバイなどの 11 都市と他の都市に別

けて実施されており、11 都市の現状の規格は 新の EURO-4 である。このように都市にお

ける大気環境保全への取り組みは実施されているが、北京などで見られるように現実的に

はその効果は得られていない。近年、日本や欧州の自動車の技術革新は目覚しく、特に低

燃費化、排出ガスの浄化に目覚しい成果を達成してきており、これらを戦略的アイテム（例

えば、鉱物資源等との引き換えに）として中国、インドを筆頭に技術移転することが望ま

れている。 
 

➃ 日本の動向 
先行きのエネルギー・石油の需給見通しは世界各国の経済成長、産油国の資源政策、エネ

ルギー価格によって決まるもので、さらに地球温暖化問題の取り組みなどが関係するため

正確な予測は困難とされている。（財）日本エネルギー研究所では以下のような前提の下、
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2030 年までの需給動向を推定している 15)。 
Ⓐ 前提 
⋆ 2004 年～2030 年平均年率 1.5%の安定的な成長 
⋆ 成熟化する社会経済の中で産業構造はサービス化、情報化、高付加価値化が進展 
⋆ 原油価格は足元の高水準が 2010 年にかけて是正され、その後は緩やかに上昇、2030

年に実質 45$/バレル（名目 75$）と想定 
⋆ 原子力は基幹電源として着実な導入が進む（2030 年まで 10 基新設） 
⋆ 省エネルギーは現状の省エネ施策が効果を発揮し、趨勢的な変化を見込む 
⋆ 新エネルギーは趨勢的な導入状況と技術進歩を加味した経済合理性から導入量を想定 
Ⓑ 終エネルギー消費 
⋆ 終エネルギー消費は、経済の安定成長の下で減少に向かい、2030 年には 2004 年に

比べ 4%の減少となる（年率 0.1%減） 
⋆ エネルギー消費のピークは 2000 年 
⋆ 電力需要は、快適性、利便性志向の高まり、産業における高加工度型へのシフトにより、

今後も増加傾向で推移するが、伸び率は低減 
⋆ 石油製品は人口減や産業構造変化により輸送需要は低い伸び、自動車燃費の改善により

輸送用燃料も減少に転じ、需要は減少 
Ⓒ CO2排出量 
⋆ エネルギー需要減、非化石燃料増大。現在をピークに減少し 2030 年は 2004 年比 14%

減 
⋆ 現行の技術体系と既に実施済みの施策のみを前提とした場合、2010 年の削減目標値

（1990 年比 0.6%増）を上回り 1990 年比 8.5%の増加 
⋆ 政府の各種の追加対策の着実な実行が不可欠 

 
上記に示した 2030 年におけるエネルギー需給が推測通りになるか、否かに関わらず自動

車の低燃費化、排出ガスの浄化、化石燃料からの脱却、等、いわば地球環境に基づいた人

間社会に適合していくべく進化しなければ、自動車や自動車産業さらにいえば日本の産業

の生き残りはかなわないことになる。幸い、我が国は省エネをはじめエコロジーに関して

は他の国にアドバンテージを持っており、これらの先進技術が宝の持ち腐れにならないよ

う戦略的に活用し、国益に帰することが今後のあるべき姿と考える。 
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4-2 燃費向上と環境のための技術開発 
(1) 燃費改善技術の俯瞰 
運輸部門のエネルギー消費は自動車保有台数、走行距離、自動車燃費、運輸サービスの

形態などによって規定されるが、エネルギー効率と技術という視点から注目しておくべき

は燃費である。図 4-13 は自動車燃費の推移を示したものである。石油危機から 1984 年に

いたる期間の燃費向上はエンジンの技術開発に負うところが大きい。1970 年代後半から燃

焼制御に電子制御燃料噴射方式が採用されるようになり、電子制御をベイシックテクノロ

ジーとするエンジンの開発が行われ、このエンジン開発が燃費向上と NOx 低減に大きく貢

献した。その後、新車の平均燃費は、エアコン等の多機能化や自動車の大型指向が進んだ

ため、1984 年度をピークに悪化したが、1992 年度から軽自動車・コンパクトカーの人気と

ともに、再び改善に転じている。特にガソリン車については 2010 年度から新燃費基準が設

定されることになり、これを目指した燃費改善が進んでいる。CO2 削減が喫緊の課題とな

ってきた昨今では、燃費が自動車の環境指標と認識され、その低減が今まで以上に強く要

請されるようになってきている。 

ガソリン乗用車平均燃費 （10.15モード）
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図 4-13 ガソリン乗用車の平均燃費推移 
（出典：EDMC エネルギー・経済統計要覧 ’08 をもとに JATIS 作成） 

 

また、自動車燃費は自動車の技術レベルを示す指標でもある。以下、燃費を介して自動

車の技術革新を観ることにする。 
自動車の燃費改善に関わる課題は多義にわたるが、凡そ図 4-14 のように要約される。以

下では燃費とエンジンの効率向上、駆動系の改良、車両の軽量化について技術の動向を述

べる。 
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主
な
燃
費
向
上
技
術 

エンジンの効率向上

駆動系の改良 

車両の軽量化 

空気抵抗の低減 

ころがり抵抗の低減

その他 

・摩擦損失の低減 

・エンジンの軽量化 

・燃焼効率の向上

・ロックアップ域の拡大 

・変速段数の増加 

・無断変速

・軽量材料の導入 

・ボディー構造の改良 

・ボディー形状の改良 

・低ころがりタイヤ 

・電動パワーステアリング 

・アイドリングストップ 

 

 

図 4-14 主な燃費改善への技術課題 
（出典：自動車工業会 HP  http://www.jama.or.jp/lib/jamareport/105/03.html ） 

 
以下ではエンジンの効率向上、駆動系の改良、車両の軽量化、新動力源への革新などに

ついて技術の動向を述べる。 
◎ (2)「エンジンの効率向上」 
① ピストンとピストンリングの摩擦低減 
② エンジンの軽量化 
③ 4 弁化 
④ 燃焼制御（理論空燃比燃焼、希薄燃焼） 
⑤ 直噴ガソリンエンジン 
⑥ 可変バルブタイミング 
⑦ コモンレール式電子制御燃料噴射ディーゼルエンジン 

◎ (3)「駆動系の改良」 
① 変速機 

◎ (4)「新動力源への革新」 
① ハイブリッド自動車 
② 電気自動車 
③ 燃料電池自動車 
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◎ （5）「車体の軽量化」 
① アルミ部材の導入 
② プラスティック部材の導入 

◎ （6）空調装置 
◎ （7）時系列的に見た燃費改善の足跡 
 
(2) エンジンの効率向上 
➀ ピストンとピストンリングの摩擦低減 
レシプロエンジンはピストンの往復運動をコンロッドとクランクシャフトによって回転

運動に変えている。ロータリーエンジンではエキセントリックに回転するローターをエキ

セントリックシャフトによって回転運動に変えている。いずれにしても、内燃機関では燃

焼室で混合気に着火し、爆発による膨張を回転運動に変えるため、燃焼ガスが 後に排気

バルブから排出される以外、エンジンから漏れてしまっては効率上、排出ガス処理上好ま

しくない。レシプロエンジンを例に採ると、シリンダー内壁とピストン表面は巨視的には

面接触することになる。面接触ではピストンの上下動のさいの摺動抵抗が大きく、摩擦を

低下させようとするとシリンダーとピストンの間に間隙を設けなくてはならない。しかし、

間隙が大きすぎるとガス漏れや騒音の元になり、間隙が小さいと摺動抵抗が増加し好まし

くない。この問題を解決するべく考案されたのがピストンリングである。ピストンリング

は薄い金属製のリングで、ピストンに装着することで線接触に近い構造として、摺動抵抗

の低減と燃焼ガスの漏れを防止する役目を負うものである。図 4-15 にピストンリングの構

造と機能を模式的に示した。通常ピストンリングは 3 本使われており、上部からトップリ

ング、セカンドリング、オイルリングとよばれている。それぞれのリングには合い口が開

きピストンの表面に刻まれた溝に装着でき、外に広がるようにバネ弾性が付与されている。

ピストンリングのバネ弾性によってシリンダー壁面に圧接して機密性と摺動性の両立を実

現している。ピストンリングには図 4-16 に示す 3 つの役目がある。 
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図 4-15 ピストンリングの種類とその配置 

（出典：出射忠明：「自動車メカニズム図鑑」，P38，（株）グランプリ出版，2003 年 10 月 9 日） 

 
 

 

 
図 4-16 ピストンリングの役目 

（出典：出射忠明：「自動車メカニズム図鑑」，P41，（株）グランプリ出版，2003 年 10 月 9 日） 
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Ⓐ 気密保持機能 
ファーストとセカンドリングが受け持つ役目で、混合気の吸入と圧縮、燃焼ガスの膨張

と排気工程での気密性を確保する。これが不十分であると出力不足、燃費の劣化、排出ガ

スの漏れによる汚染が生ずる。尚、二本のリングが受け持つ理由は気密性を向上させるた

めである。 
Ⓑ オイルコントロール機能 
ピストンリングとシリンダー壁面の間に適量のオイルを供給し、 適な油膜を形成する

よう余分な油を掻き落とす。掻き落とす油糧が過少であると燃焼室に進入し燃焼して白煙

の原因となる。本機能はオイルリングの役目であるが、ファースト、セカンドリングも補

助的に余分ないオイルの掻き落としの役目を負っているおり、リングの摺動面の形状が違

うのは掻き落とすオイルの量が異なるためである。 
Ⓒ 熱伝導機能 
混合ガスの爆発でピストンに溜まった熱を水冷または空冷されているシリンダー壁に逃

がす。この機能により、ピストンやピストンリングは高温に曝されながらも長寿命化を可

能にしている。 
 
ピストンリングの性能は燃費に直接影響を与える。ピストンリングのシリンダー壁への

圧接が過度であれば抵抗に、緩慢であればガス漏れに、リングの変形や欠損は異常燃焼の

元となり、即燃費の劣化に繋がる。ピストンリングの欠損や性能劣化を防止するため、エ

ンジンオイルの早めの交換や暖機運転などに留意する必要があるが、メンテナンスフリー

であることもランニングコストの低減の上から求められるものでもある。 近の技術動向

としては、より一層の肉薄化・軽量化・低張力化、低フリクション化に対して、 も熱負

荷の大きいファーストリング溝部の耐熱性、耐摩耗性改善に焦点が当てられており、ニレ

ジスト鋳鉄やセラミック繊維を複合した MMC 複合材あるいは鉄多孔質焼結体とアルミニ

ウム合金との MMC 複合材などの利用が研究されている。ピストンリングは単に摩擦低減

だけではなく、燃焼と熱効率に深く関与しており、今後とも技術革新が進むと考えられ、

日本の技術は世界のトップを走っている。 
 
➁ エンジンの軽量化 
エンジンは混合気の燃焼によって動力を発生させる装置であるので、その内部には燃焼

によって高温度に曝される部分、高速で運動する部分、冷却水や潤滑油の流路が組み込ま

れた複雑な構造を持つものである。耐熱性、耐摩耗性などを確保しなければならず、従来

鋳鉄をはじめとして鉄を取材に構成されてきた。図 4-17 に一般的な 4 気筒 DOHC エンジ

ンの構成部品を示した。 
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図 4-17 標準的な自動車用エンジンを構成する部品 

（出典：福野礼一郎:エンジン工場 /別冊 CG 超クルマはかくして作られる P157,㈱二玄社,平成 15 年 9 月） 

 
Ⓐ エンジンブロックの軽量化 
エンジンを構成する部品のうちでシリンダーブロックは も大きく、重い。シリンダー

部分はピストンが高速度で運動するために耐摩耗性を確保するため鋳鉄性のシリンダーラ

イナーが圧入されている。エンジン軽量化は 1980 年代に、この も重いシリンダーブロッ

クを鋳鉄からアルミダイキャストに置き換えることから始まった。アルミニウム製シリン

ダーブロックではピストンが摺動するボア部の耐摩耗性に課題があり、鋳鉄ブロックと同

様に鋳鉄製のシリンダーライナーが使用されるのが一般的であるが、さらに軽量化を進め

るために、耐摩耗性に優れた高 Si アルミニウム合金を採用する方式、アルミブロックのボ

ア部分をアルミナ繊維やカーボン繊維を使用した金属基複合材料で硬質化する方法、ニッ

ケルやニッケルベースの複合材をメッキする方式、鉄とアルミの粉末をプラズマ溶射によ

ってアルミ製シリンダーのボア内面に吹きつける手法などが開発されている。総アルミエ

ンジンブロックの採用による軽量化は顕著な効果を表しており、20～30%の軽量化も報告

されており 16)、今後広く普及するものと考えられる。 
一方、ディーゼルエンジン用シリンダーブロックでは、現在なお鋳鉄製が主流であるが、

これは、ディーゼルエンジンの燃焼が高圧縮率下での自着火によるため筒内圧がガソリン

エンジンに比べて非常に高く設定され、ブロックに高剛性、高強度が要求されるためであ

る。しかし近年、内部欠陥の少ない低速充填アルミダイカスト法が開発され、ディーゼル

エンジン用アルミダイカスト製シリンダーブロックも量産されるに至っており、約 30%の

重量削減が可能と報告されている。欧州でのディーゼルエンジンの普及から考え、ディー
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ゼルエンジンへのアルミダイカスト技術の応用は今後益々重要になってくるものと考えら

れる。 
 
Ⓑ シリンダーヘッド、オイルパン、カムカバー等 
これらについてはすでにアルミ化されており、或る程度の軽量化は進んでいる。特にカ

ムカバーとオイルパンは軽量化とコスト低減を図ってプラスティック化も進んでいる。 
 
Ⓒ ピストン、コンロッド等 
ピストンは殆ど高 Si アルミニウム合金化されており軽量化はある程度進んでいる。現在

焦点が当てられているのは、 も熱負荷の大きいファーストリング溝部（図 4-15 参照）の

耐熱性、耐摩耗性改善に、ニレジスト鋳鉄やセラミック繊維を複合した MMC 複合材ある

いは鉄多孔質焼結体とアルミニウム合金とのMMC複合材などの利用する研究されている。

コンロッドはフェライト-パーライト組織の非調質鋼に V の添加や炭素量を低減させた微細

フェライト主体の非調質鋼が開発され、高強度化と鍛造時割れ感受性低減を図ることで軽

量化と低コスト化が実現されている。抜本的な軽量化対策としてチタン製コンロッドが実

験的に採用されているし、二輪車用ではアルミニウム焼結合金コンロッドの実用化が進ん

できている。 
 
Ⓓ バルブ 
バルブ材料としては吸気バルブにはマルテンサイト系耐熱鋼、排気バルブには高温強度

の高いオーステナイト系耐熱鋼が一般に使われており、耐摩耗性の向上のため、バルブシ

ートやバルブガイドと摺動する部分には盛金や窒化処理されることが多い。エンジンの高

出力化、軽量化、静粛性向上に対応するため、従来からチタン合金をエンジンバルブに適

用することが検討されてきたが、排気バルブの耐熱性に問題があり、TiB 粒子分散合金を用

いたバルブ製造プロセスも開発されて量販車に搭載されている。やや特殊な例としては、

軽量化、冷却性向上を目的に Na 封入型バルブも用いられている。 
 
Ⓔ カムシャフト、クランクシャフト 
クランクシャフトについても V の添加や炭素量を低減させた疲労強度に優れた非調質鋼

を採用することで、軽量化と低コスト化を図ってきている。自動車部品の中では機械加工

工程の多い部品の一つであり、生産性向上から材料の機械加工性（切削性）が求められる

ため、従来はＰb を添加した鉛添加快削鋼が使用されていたが、環境負荷物質の一つである

Pb 低減の視点から、非金属介在物（MnS など）を微細分散させた鉛フリー快削鋼が開発さ

れている。またクランクシャフトやカムシャフトの構造を中空軸化することにより一層の

軽量化を図っている例もある（MA10エンジン：1982年日産マーチ，LS460/LS460L：Lexus）。 
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Ⓕ その他 
エンジンの吸気側および排気側のパイプも従来の鋳鉄から各種新素材の適用によって軽

量化が図られている。吸気側のインテークマニホールドはガラス繊維強化の 6 ナイロンま

たは 66 ナイロンの熱可塑性樹脂かマグネシウムが採用されることが多くなってきた。エグ

ソストマニホールドでは主にステンレス鋼が適用されており、鋳鉄鋳物からステンレスパ

イプ製マニホールドに切り替えることで約 20%の軽量化が可能になったと報告されている。 
 
➂ 4 弁化 
自動車に用いられるエンジンには 2 ストロークエンジンと 4 ストロークエンジンがある。

2 ストロークエンジンは弁および動弁機構を用いず、気筒内への燃料ガスの吸気と燃焼ガス

の排気を同時に行うことによって、クランクシャフトの一回転につき一回の点火爆発が行

えるため、小型で高出力が得られる。しかし、弁機構がないため吸気と排気ガスが一部混

ざってしまい未燃ガスを排出してしまうこと、潤滑油と燃料を混合して吸気するため排出

ガスに潤滑油が混入し、白煙を排出すこと、低域の回転が安定しないなど欠点がある。1970
年代までは軽自動車などに 2 ストロークエンジン搭載したものがあったが、車の大型化に

伴う高出力化や排出ガス規制の段階的な強化政策によって徐々に姿を消した。世界的に見

ても、東ドイツ崩壊とともに姿を消したトラバントを 後に、2 ストロークエンジンを搭載

した量販車はない。原動機付自転車を含む 2 輪車には 2000 年頃まで搭載されていたがが、

現在では排出ガス規制をクリヤーするため全て 4 ストロークエンジンに置き換えられてい

る。 
4ストロークエンジンは吸気→圧縮→点火爆発→膨張の4つの工程からなるオットーサイ

クルを基本にしている。このエンジンは、シリンダー頂部に吸気バルブと排気バルブを持

ち、吸気ガスと排気ガスが混入することを避けている。このため、クランクシャフトの 2
回転に一回の点火爆発になるので高出力化、高回転化を図る上で、バルブは重要な役割を

演じている。レシプロエンジンの高出力化では、如何に多くの混合気を吸入し、燃焼ガス

を素早く完全に排出するかが重要なポイントとなる。このため、バルブの開口面積が大き

いことが望ましいが、バルブの形状が大きくなると慣性質量が増加してしまい応答性が悪

く、素早く吸気し、素早く排出する性能が損なわれる。 
そこで、小型のバルブを多数設けてリフト量を小さくしつつ開口面積を増やし、バルブ

の慣性質量を小さくする方法が用いられる。歴史的に見ると、2 バルブ、3 バルブ、4 バル

ブ、5 バルブなどが用いられてきたが、バルブの数を多くしすぎると燃焼室の形状に制約を

生じ、併せ部品点数の増加につながり好ましくなくなる。このような理由から、現在では

吸気バルブ×2、排気バルブ×1 の 3 バルブ方式と吸気バルブ×2、排気バルブ×2 の 4 バル

ブ方式が実車に搭載されている。 
ガソリンエンジンの可変バルブタイミング制御は後に詳述するが、エンジンの運転状況

（高回転、中回転、低回転）に応じてバルブの開閉のタイミングを細かく制御し、方式に
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よっては併せバルブリフト量をも制御して燃焼の 適化を図ることによって燃費性能の向

上と排出ガスの浄化を進めようとするものである。コストの面から全車に適用されるには

至っていないが、本方式は実用化されており、エアバッグ同様、燃費改善の効果次第で全

車搭載の可能性は大きい。可変バルブタイミング制御では 適化されるバルブの数が多い

ほど効果的であるので、4 バルブ化は間違いのない技術トレンドと考えられる。 
4 つのバルブを駆動するには１本のカムシャフトによる場合と二本の場合がある。図 4-18

に示すように、前者を SOHC（Single Overhead Cam Shaft）バルブ駆動方式、後者を DOHC
（Double Overhead Cam Shaft）バルブ駆動方式とよばれている。SOHC はカムシャフト

が１本で済みコスト的には有利であるが、吸・排気バルブを個別に制御するには困難が生

ずる。また、シリンダーの直上をカムシャフトが通るためスパークプラグを燃焼室の頂点

に配置できないなど制約が多い。これに対して DOHC 方式ではカムシャフトが 2 本を要し、

コスト的には不利であるが、吸・排気バルブを個別に制御したり、スパークプラグの配置

や燃焼室の形状などに自由度が多くなり、性能的には SOHC 方式を凌ぐものになっている。

現在、DOHC 方式は商用車から高級車まで広く普及しており、コストの問題は小さくなる

ものと考えられる。 
ディーゼルエンジンはガソリンに比較して回転数は低く、バルブ駆動は大型車ではOHV、

小型車では SOHC が標準である。近年、ディーゼルエンジンの排出ガスの浄化技術が開発

され、欧州ではディーゼル乗用車へのニーズが高まっている。ディーゼル乗用車となれば

ガソリン車に匹敵する出力特性が望まれるようになることは間違いなく、ディーゼルエン

ジンの高速化への要望は強くなると考えられる。いすゞでは次世代クリーンディーゼルエ

ンジンとして 4 バルブ DOHC 方式の Dd ディーゼルエンジンを発表している。コモンレー

ル式電子制御インジェクター、排気還流、酸化触媒などにより排出ガスの浄化を図りつつ

乗用車に相応しいゆとりのあるパワーを実現したと発表している。このように、ディーゼ

ルについても 4 弁化は進むと考えられ、ガソリンエンジンとブロックなどを共通化するな

ど、コストコントロールが課題となる。 
 

 

SOHC バルブ駆動 DOHC バルブ駆動 

コスト 高廉

部品点数 多少

性  能 高並

設計自由度 大並

 

(a)SOHC バルブ駆動と DOHC バルブ駆動 
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(b)DOHC 4 バルブ駆動 

図 4-18 バルブ駆動方式の特徴と DOHC による４弁駆動 
（出典：出射忠明：「自動車メカニズム図鑑」，P48，50,株）グランプリ出版，2003 年 10 月 9 日） 

 

➃ 燃焼制御（理論空燃比燃焼、ポート噴射式希薄燃焼、直噴式希薄燃焼） 
Ⓐ 理論空燃比燃焼 
自動車用の燃料であるガソリンや軽油は炭化水素で、n，m を自然数として CnHmなる分

子式で一般的に表される。ガソリンや軽油は空気と混ざり合って気筒内で燃焼し、そのさ

い発生する熱エネルギーを機械的エネルギーに変化させる機関がエンジンである。燃焼は

〔4〕で示す一種の酸化反応である。 
 

( ) OmHnCOOmnHC mn 222 2444 +⇒++ ・・・・・・・・・〔4〕 

 
〔4〕から、4 モルの CnHmと 4n+m モルの O2が反応した場合、4n モルの CO2と 2m モル

の H2O が生成される。もし、O2が 4n+m モル以下であれば CnHmの全ては反応に与らず、

CO2と H2O のほか CO（一酸化炭素）が発生し、未燃炭化水素が残留する。一方、O2が 4n+m
モル以上あれば CnHmは全て CO2と H2O になるが、生成物に反応に与らなかった O2が残

留することになる。 
エンジンの吸気過程でシリンダー中に導かれた空気に含まれる酸素量と燃料の炭化水素

の量がモル比で 4n+m:4 になれば炭化水素は完全燃焼し排気ガスは原則 CO2と H2O になる。

このように完全燃焼するさいの空気と燃料の重量比を理論空燃比（ストイキオメトリー）

と定義し、重量比で 14.7 になることが分かっている。シリンダー内の空燃比が 14.7 より低

い場合、完全燃焼するに必要な O2が不足し、未燃の炭化水素のほか一酸化炭素(CO)が排気

ガス中に混入することになる。逆に、空燃比が 14.7 以上になると燃焼は完全に行われるが、
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反応熱によって未反応の O2と空気の 4/5（モル比）を閉める窒素（N2）が反応して窒素酸

化物を形成してしまう。即ち、エンジンを理論空燃比のもとで運転すれば、大気環境を汚

染する元凶の未燃炭化水素、一酸化炭素、窒素酸化物の発生を極力排除できるとともに燃

費も改善できることになる。現在、四輪車、二輪車（原動機付自転車を含む）を問わず、

ガソリン車は図 4-19 に示す電子制御式燃料噴射装置によって常に理論空燃比での燃焼継続

できるようになっている。 
エンジンの吸気工程では気筒内が負圧になるので空気が吸入され、流入空気に燃料が噴

射された混合気が気筒内に送り込まれる。混合気の組成が理論空燃比になるように制御す

ることが電子制御燃料噴射装置である。吸入される空気量をエアフローメーターで計測算

出する。この空気量に対して理論空燃比となるように基本燃料噴射量が決定される。この

さいの燃焼ガスを酸素センサーで分析し、理論空燃比に対して燃料が過多か不足かを判断

して 終燃料噴射量を決定し、インジェクターを駆動する。尚、燃料噴射システムではフ

ィードバック制御を行っており、運転状況が線形的に変化する場合には効果的であるが、

エンジン始動時やアクセルの急峻な作動時には過渡現象となって制御が追随できず、理論

空燃比は確保できない。 
 
Ⓑ ポート噴射式希薄燃焼 
希薄燃焼とは空年比を 14.7 より大きく設定した燃焼方式で、原理上燃料の量を少なくす

ることから燃費の改善に効果がある。未燃炭化水素や一酸化炭素の発生が抑えられるが、

酸素過多の状況での燃焼であるから窒素酸化物の排出が増加する。また、希薄燃焼は混合

気の着火性が低下するため、回転が不安定になるなど実用上好ましくない点も多々ある。

自動車の走行環境には多様性があり、高速道路なのか一般道なのか、市街地かどうか、渋

滞しているか否か、等種々雑多である。例えば、加速時や高速走行時には大きい出力が必

要になるから希薄燃焼では十分な走行性能が発揮されない。一方、渋滞のない一般道での

定速運転ではエンジンにはさほどの負荷はかからない。極端に言えば、空気抵抗などによ

って失う運動エネルギーを補充するだけでよいことになる。このような場合には希薄燃焼

の利点が発揮できる。全てを希薄燃焼でカバーしようとすれば不都合が生ずるが、走行状

態に応じて空燃比を変化させれば、理論空燃比で運転している場合よりも燃費は改善でき

ることになる。希薄燃焼エンジンはこのように運転状態に応じて 適の空燃比で運転でき

るように制御されている。制御の方法は、原則的には図 4-19 に示した理論空燃比での燃料

噴射システムと変わらないが、空燃費を連続して検出できるリニアーO2 センサーもしくは

A/F（Air/Fuel）センサーといわれているものが用いられる。 
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吸 入 空 気
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燃料
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エンジン ECU

燃料噴射システム

 

図 4-19 燃料噴射装置ブロックダイアグラム 
 
希薄燃焼での問題点は、理論空燃比での燃焼で用いた触媒が有効に使えないことがある。

図 4-19 に示した排出ガス浄化用触媒は三元触媒といわれ、〔5〕の反応を同時進行させてい

る。即ち、窒素酸化物（NOx）を窒素ガスに還元するさい発生した酸素は、一酸化炭素と

未燃の炭化水素の酸化（燃焼）に用いられる。理論空燃比での燃焼では、空燃比は 14.7 を

挟んだ非常に狭い範囲で酸素リッチと燃料リッチを繰り返しているため、〔5〕を進行させ

るための反応物質（NOx，CO，CnHm）は連続的に補充される。 
 

( )
( )

( ) ( )oxidationOmHnCOOmnHC
oxidationCOOCO

reductionxONNO

mn

x

22

2

2

24424

22

+⇒++
⇒+

+⇒

 
 
しかし、希薄燃焼の場合一酸化炭素と未燃炭化水素は発生しないので、〔5〕に示した反

応は継続しなくなり、窒素酸化物の還元は行えなくなる。 
希薄燃焼用に NOx吸蔵還元触媒が実用化されている。従来の三元触媒に NOx吸蔵材

としてアルカリ性の物質を加えたもの、詳しく示せばモノリス担体にアルミナ

をコートして、白金（Pt）、ロジウム（Rh）、及び種々のアルカリ類、アルカリ

土類、希土類酸化物を担持したもので、この触媒に吸蔵された NOx は、ごく短

・・・・・・〔5〕 
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時間空燃比をリッチにすることにより生成した多量の一酸化炭素と未燃炭化水

素と反応して還元される。この浄化原理は以下のように考えられている。排ガス中の

NOxは酸化雰囲気では貴金属上で酸化され、それに隣接する NOx吸蔵物質と結合して硝酸

塩を形成して触媒中に吸蔵される。空燃費が 14.7 以下か近辺においては硝酸塩が分解し、

貴金属上で還元性ガスと反応して窒素に還元される。この過程で吸蔵物質は NOx 吸蔵と還

元を繰り返すことによって NOxを浄化している 17)。なお、現在実現していないが未燃炭化

水素によって窒素酸化物を還元できる触媒があり、これを活用すれば吸蔵型ではなく簡便

なシステムが構築できると期待されている 18) 
希薄燃焼は、自動車の走行環境がかぎられており、また触媒技術も開発途上にあって、

燃費改善の特効的なものとはなっていないが、今後普及が期待され、燃費改善に効果の或

るハイブリッド方式への適用が考えられる。 
 

Ⓒ 直噴式希薄燃焼 
従来の希薄燃焼ガソリンエンジンでは図 4-20 に示すように、気筒外で吸入空気流にガソ

リンを噴射して混合気が形成され、これが吸気工程にある気筒の負圧によって筒内に吸入

されるようになっていた。ガソリン直噴エンジン（GDI:Gasoline Direct injection）とは、

「筒内噴射」方式と呼ばれ、圧縮行程のシリンダー内に、燃料であるガソリンを、高圧（50
～120 気圧）で直接噴射するエンジンのことである。点火が自着火か否か原理は異なるが、

噴射にかかわる基本技術はディーゼルエンジンの噴射システムを基としている。圧縮工程

中のシリンダー内に発生するタンブル旋回流やスワール旋回流にインジェクターからのガ

ソリンの噴霧流を載せ、点火プラグ付近で燃料密度が高く、燃焼可能な混合比の層（成層

燃焼）を形成する。気筒全体では空燃費が 20：1 から 50：1 と超希薄状態ではあるが、燃

焼は理論空燃比に近いものである。 
 

 

 
図 4-20 直噴ガソリンエンジンの気筒内構成 

（出典：自動車燃費一覧（平成 20 年 3 月）国土交通省） 
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直噴ガソリンエンジンの気筒内の立体図（左）と断面図（右）を図 4-20 に示す。直噴エ

ンジンではインジェクターから噴射された燃料の微粒子はピストン上面に形成された浅皿

状のくぼみ部分で反射され、タンブル旋回流やスワール旋回流に乗って点火プラグ周辺に

収束させ、点火する。 
以上のように直噴ガソリンエンジンでは点火プラグ近傍での燃焼になるので、大量の排

気還流（DGR）を行っても燃焼に大きな影響がなく、燃焼温度が下げられるので希薄燃焼

のさいに多く排出される窒素酸化物の低減に好都合である。一方、高負荷時には空燃比を

12：1 に下げて吸入時にガソリンを噴射すると、ガソリンの気化熱によって冷却され、より

多くの空気が吸入されることになって気筒内の酸素濃度が高まり、点火時期を進角化がで

き高出力が得られる。 
1990 年から 2000 年にかけて日本では三菱自動車を筆頭に各社直噴エンジンを導入して

きたが、メンテナンスの難しさなどの理由から各社ともポート噴射に戻りつつある。また、

直噴方式では空燃比に関わりなく高圧縮比が実現し易く、かつ高精度の空燃比が実現でき

ることから希薄燃焼（リーンバーン燃焼）を行わずに理論空燃比下での燃焼（ストイキオ

燃焼）のみを行い、燃費や出力の向上だけでなく排出ガスの浄化を図ったガソリン直噴エ

ンジンも増えている。 
本方式の特長の一つにターボチャージャーなどの過給器との相性が良く、従来、二律背

反と考えられてきた高出力化と低燃費、低公害化の両立に従来のポート噴射より有利であ

る。マツダは本方式を実用化し、DISI エンジンとして現行商品に適用している。以上のよ

うに、直噴ガソリンエンジンは良いこと尽くめのようになるが、今のところ致命的とまで

は行かないが、かなり本質的な欠点も持っており、以下の諸点について技術の熟成が求め

られる。 
⋆ 耐高温、耐高圧用インジェクター、高圧噴射ポンプ、皿型ピストンなど特殊な部品が必

要でエンジンのコスト高になる。 
⋆ ガソリンの燃え残りが発生しやすく、煤がインジェクター、バルブ、スパークプラグに

付着し故障の原因となる。 
⋆ 上記の煤はエンジンオイルに混入し、オイルの寿命が短くなることがある。オイル交換

のサイクルを短くするなどの必要があり、燃費改善によるメリットが頻繁なオイル交

換で帳消しにならないとも限らない。 
⋆ 一部の例外を除いて、直噴ガソリンエンジンでは高圧縮比の関係からハイオクガソリン

仕様になっており、高いランニングコストの感は否めない。 
 

➄ 可変バルブタイミング 
エンジンの吸気工程ではできるだけ多くの空気を取り込み、排気工程ではできるだけ多く

の燃焼ガスを排出できることが効率向上、強いては燃費の向上につながる。吸気工程では

ピストンが上死点に到達したときから吸気バルブは開き始め、下死点に到達する時刻に閉
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じる。排気バルブも同様で、ピストンが下死点から上死点に動く間開くことになる。これ

は、あくまで原理上のことであり、現実には混合気や燃焼ガスには質量があり、慣性があ

るので幾つかの工夫が必要になる。今、吸気工程を考えてみると、ピストンが上死点に到

達してからバルブを開くよりその前から開き始め、ピストンが下がる時にはバルブが大き

く開いている方が、また、ピストンが下死点に達しても流れ込む混合気の慣性があるため

少し開いていた方が、より多くの混合気が入ってくる。排気工程も同様で、下死点に下が

りきる前にバルブを開け燃焼ガスの圧力が残っているうちに排出し始める。また、上死点

を過ぎても慣性があるため少しの間バルブは開けておき、排気を完全に行うようにする方

が効率がよい。即ち、吸気バルブは上死点に到達する前から開き始め、排気バルブは上死

点を過ぎても開いていることになる。この両方のバルブが同時に開いている時間帯をバル

ブオーバーラップと呼んでいる。この時間帯では排気バルブから勢いよく燃焼ガスが排出

されるが同時に混合気も吸い込まれることになって吸入効率はよくなり、エンジンの回転

数が高い（ピストンの速度が速い）程、吸入効率は良くなりスムースで高出力を発揮でき

る。しかし、低回転域ではその効果はなく、バルブオーバーラップを無くするほうが好ま

しい。エンジンには、上述のように 適なバルブ開閉のタイミングがあり、回転数によっ

て 適なバルブタイミングがさまざまであるのに、今まではある一定の回転数に合わせた

バルブタイミングを設定し、それ以外の回転域での効率を犠牲とせざるを得なかった。図

4-21 にバルブタイミングを変化させるメカニズムを図示した。 
可変バルブタイミング機構には大別して二通りの方法がある。一つはカムシャフト先端に

搭載された位相変換部によって、給・排気用のカムシャフトをクランク軸に対して進角も

しくは遅角させる図 4-20 (a)に示すカム作用角固定方式タイプで、油圧、 近では電動で位

相変化を行っている。この方式の特長はバルブタイミングを連続的に変化させることがで

きる。他は図 4-20 (b)カム作用角可変方式で、開角度の違う 2 種類のカムを使い分ける方式

で、2 種類のカムに対応して 2 種類のロッカーアームが装着されており、ロッカーアームを

油圧で切り替え、バルブタイミングを制御する方式である。本方式は作用角固定方式のよ

うに連続的にバルブタイミングを変化させることはできないが、バルブタイミングとバル

ブのリフト量の両方を可変とすることができることから高出力側での効果が大きい。反面、

切り替えポイント付近に出力の谷間ができてしまうことが欠点となる。また近年では、(a)
と(b)の両機構を搭載し、それぞれの欠点を相殺した構成のものも実用化されているが、構

造が複雑化し部品点数の増加、エンジンの重量増加を来し、燃費改善の視点からは問題点

が提起されている。 
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⒜カム作用角固定方式 ⒝カム作用角可変方式 
 

図 4-21 バルブタイミングの可変方式 
 

➅ コモンレール式燃料噴射装置 
本方式はディーゼルエンジンの排気ガス浄化を目指し、ガソリンエンジンの気筒内噴射の

技術と双対をなすものである。ディーゼルエンジンでは、圧縮工程で断熱圧縮によって高

温になった空気に軽油や重油などのディーゼル燃料を噴射し、自己着火燃焼による膨張で

ピストンを押し出す。温度の上がった空気の中に燃料のみを噴射する拡散燃焼では、着火

から燃焼が均一ならないため、黄色い火炎の燃焼となり、粒子状物質や黒煙を発生しやす

いことが欠点である。また、内燃機関の燃焼時には、筒内の温度と圧力の急激な上昇によ

る窒素酸化物の発生が避けられないが、ディーゼルエンジンでは大量の空気を取り込む関

係から燃焼室内の窒素量が多く、窒素酸化物の生成量も多い。部分負荷域時の空燃比は 30：
1 から 60：1 と希薄となるため、排出ガスは酸素過多の状態となる。先に述べた希薄燃焼ガ

ソリンエンジンと同様排出ガス浄化のための三元触媒が有効に働かない。 
日本では首都圏でのディーゼル車規制が始まり、これに対応して排気ガス浄化技術が活発

化してきた。コモンレール式燃料噴射方式は完全燃焼で発生する窒素酸化物（NOx）と、

不完全燃焼で発生する微粒子物質（PM）双方の発生を同時に低減することができ、ディー

ゼル乗用車の普及など新時代を築く技術とみなされている。コモンレール式燃料噴射装置

の構成を図 4-22 に示した。サプライポンプで高圧化（例えば 1800 気圧以上）された燃料

はコモンレール（オイルレール）と呼ばれるタンクに蓄えられる。本方式に用いられるサ

プライポンプは、エンジン回転数に関係無く噴射圧力を自由に制御できるため、走行状況

にかかわらず、つねに噴射圧力が一定になるように構成されており、噴射圧力がエンジン

回転数に比例する従来のものと異なっている。このようにすることによって、各インジェ

クターには均一に燃料が補給され、噴射も均一になる。より高圧での燃料噴射を実現する

ことで燃料を微粒化し、粒子状物質や黒煙を低減し、噴射タイミングも図 4-23 に示すよう

に噴射圧力、噴射時期、噴射期間(噴射量)を電子制御によって細かく、自由に制御すること

で窒素酸化物を低減できる。 
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この仕組みによって、粒子状物質の排出量は約 87%減少することに成功した。新たな触

媒やフィルターの開発も進行しており、2009 年にはディーゼル車の排出ガスはガソリン車

と同程度まで浄化される見通しといわれている。 
 

 

 
図 4-22 コモンレール電子式燃料噴射装置の構成図 
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図 4-23 コモンレール噴射方式による噴射タイミングとその機能 
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(3) 駆動系の改良 
① 変速機 

4 輪や 2 輪の自動車に搭載されているエンジンは、図 4-24 に示すような出力とトルク特

性がある。エンジンの回転数が低い場合、出力とトルクとも小さく、回転数が増えるにし

たがって増加するが、ある回転数を堺に減少に転じる、所謂上に凸の特性を持っている。

自動車を静止状態から発進させるようとすると大きな起動トルクを必要とするが、エンジ

ンは直接このトルク要求に応えることができない。そこで大きな減速比を有する歯車等を

介在させ、エンジンの回転数を高くして発進する必要がある。しかし、車速が増すと減速

比を小さくしエンジンの回転数を下げることが必要になる。この問題を解決するのが変速

機の役割で、歴史的には手動変速機⇒機械式自動変速機⇒電子制御自動変速機⇒電子制御

無段変速機と進化してきた。何れの変速機も、エンジンのトルクを増幅して駆動輪に伝え

る装置であるため、燃費に直接関係してくる部位である。 
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図 4-24 ガソリンもしくはディーゼルエンジンの出力特性 
 
Ⓐ 手動変速機（MT：Manual Transmission） 
狭義では単体の機械をさすが、広義にはクラッチ機構および手の動きを変速機へ伝える

シフトレバー機構を含むものを指す。構造は、歯車比を異にする対向した歯車の組み合わ

せを複数有し、組み合わせの数をもって変速段数が決まる。前進 3 速後退 1 速では 4 組、

前進 4 速後退 1 速では 5 組、前進 5 速後退 1 速では 6 組のギヤーの組を持つことになる。

どのギヤー比を選択するかは運転者の意思によって決まり、速度や走行条件に対してどの

ような運転技術を発揮するかによって異なるが、手動変速機の持つ特徴は凡そ以下のよう

なものである。 
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⋆ 介在する機械的な要素が少ないため、パワーロスが少なく、レスポンスも良く車両やエ

ンジンの挙動を把握し易い。 
⋆ 発進はクラッチペダルとアクセルペダルの同時操作になるので、近年散見される、ブレ

ーキとアクセルの踏み違えによる事故は先ず起こらない。 
⋆ 速度調節ブレーキを用いず、ギヤーの変更（シフトアップ、シフトダウン）だけによっ

ても行えるので冠雪路や凍結路での安全運転に自由度が得やすい。 
⋆ 運転者の技量にもよるが、一般的に自動変速機よりも低燃費である。 
乗用車の手動変速機装着率は、日本やアメリカでは 15%を割ってしまっているが、トラ

ックやバスでは独壇場の存在である。この理由として手動変速機の良好な燃費にあるとい

われ、空圧や油圧による新技術のパワーシフトが導入され、簡便化する操作も手伝って営

業車では根強い支持を受けている。 
 

Ⓑ 機械式自動変速機（AT：Automatic Transmission） 
当該自動変速機の原点は1940年にGMがオールズモービルに搭載して発売したハイドラ

マチックといわれており、主にアメリカにおいて開発され普及してきた。日本では、1959
年にトヨタが日本初のトルクコンバータ付き自動変速機、トヨグライドを実用化

しているが、本格的な日本メーカーによる開発は 1970 年代頃から始まり、当時の様々な

社会情勢の中で急速な成長を遂げた。 
機械式自動変速機は、1970 年代の自動車用自動変速方式として も多く使用されていた。

遊星歯車（プラネタリ・ギヤー）とトルクコンバータを組み合わせ、これを油圧等で制御

し自動的に変速段の切り替えを行う仕組みである。油圧制御のためトランスミッションの

内部には多数の圧力調整バルブがあり、ガバナ機構を利用し機械的にバルブを切り替え、

変速制御を行っていた。当時の自動変速機は先進 3 速後進 1 速で、ギヤーの切り替え（シ

フトタイミング）はエンジンの回転数とトルクを制御因子とする比較的簡便な方法であっ

たため、時として、運転者の意思とは異なったタイミングでギアチェンジが起こり、違和

感を与えた。このような機構的未熟性は液体接続としてのトルクコンバータの滑りを抑制

できず、燃費の上では手動変速機には敵わず装着率は 10%程度に留まっていた。 
 

Ⓒ 電子制御自動変速機（ECAT：Electronically Controlled Automatic Transmission） 
1973 年のオイルショックを契機に、省資源、省エネルギーが叫ばれ、低燃費化の技術革

新が始まった。先ず、変速点が電子制御化され、ロックアップ機構が追加された。さらに、

第二次オイルショックにより、燃費向上に対する要求はさらに高まり、自動変速機の多段

化（3 速→4 速）や、自動車のサイズダウンに伴う自動変速機のコンパクト化、そして前輪

駆動化が進んだ。このような改良で自動変速機の性能が向上するにつれ、国内では装着率

が急速に増加し、80 年代には 50%を超える急成長を遂げた。装着率増加によって、ユーザ

ーの自動変速機に対する要求も変化していった。ちょうど、DOHC やターボなど高性能エ
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ンジンの普及もあり、単なるイージードライブ的なものにとどまらず、卓越した走りと低

燃費を両立したものが求められるようになり、ロックアップクラッチのスリップ制御やク

ラッチ圧のきめ細かな電子制御が行われ、それは、やがてトルクダウン制御や学習制御等

の高度なエンジンと自動変速機の総合制御に進化していく。機械式にあった不連続な加速

度感を伴うシフトは殆ど姿を消し、高度な制御方式は変速段数の増加も促し、ごく自然な

加速感を実現できるようになってきた。現在では軽自動車でも前進４速は当たり前の時代

になり、輸入車や比較的高級な車種では 5 段、6 段、さらには 7 段（メルセデス・ベンツの

7G-TRONIC など）、8 段（レクサス LS）などがあり、スムースな加速が可能であると同時

に燃費の改善も図られている。変速段数を増加させることはスムースな加速が実現でき、

快適性と原理上の燃費改善に寄与するが、反面変速機およびその補機類の重量の増加を招

くことも事実で燃費の改善にはマイナス要因として働く。如何に軽く、変速段数のきめ細

かな変速機を実現するかが時代的要請である。 
 

Ⓓ 無段変速機（CVT：Continuously Variable Transmission） 
⒜ 金属ベルト方式 CVT 
ギヤーを用いず摩擦力だけで動力伝達する装置で、 大の特徴は、変速比を連続的に変

化させることができる。しかし、金属製のベルトとプーリーとの間での滑りによる損失が

考えられ伝達できるトルクに限界があるとされている。工作機械や発電機に適用されてき

たが、自動車ではここ 10 年位の間に開発が進み、現在では実用化されている。無断変速の

特徴は、エンジンの発生するトルクをスムースにタイヤに伝達できることから滑らかな加

速性にあり、近年、省燃費と快適性の上から急速に普及してきている。図 4-25 に無段変速

機を装着した場合の動力システムおよび、無段変速機の機構を示す。㋐ に示すように、エ

ンジンの出力はトルクコンバータを介して無段変速機の入力軸と液体接続されており、勿

論、トルクコンバータにはロックアップ機構が付帯しているのが一般的である。無段変速

機の出力軸がギヤーを介して駆動輪に繋がっている。 
無段変速機の変速原理を図 4-25 ㋑に図示した。変速機は、油圧で溝幅が変化させること

のできる一対のプーリーとプーリーを駆動する金属ベルトから構成されている。先ず、発

進時や低速走行時のようなローギヤーの場合、図に示すように、有効プーリー径は入力側

が小さく、出力側が大きくなるように溝幅が設定される。速度が増加してゆくにしたがっ

て油圧によって一対のプーリーの溝幅が連動して変化し、 終的に入力側の有効径が大き

く、出力側が小さくなるように制御される。無段変速機の特長は、一対のプーリーの幅を

連続して変化させることができ、その結果連続して減速比を実現できることにある。先に

も述べたように、金属ベルトとプーリー間の滑りは致命傷となるため、スベリの抑制には

金属表面を必要以上に硬くしないことが望まれるが、同時に軟らかすぎると磨耗の原因に

もなる。この二律背反を克服するため、金属表面間にはオイルを介在させているが、この

オイルは摩擦と潤滑という相反する性能を満足せねばならない。即ち、通常は潤滑剤、圧
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力がかかると摩擦剤となるオイルが必要になり、開発に相当の時間を要したが、このよう

な油の出現があって無段変速機が実用化された。 

出力側 入力側 

ローギヤ 

ハイギヤ 

㋐ 無段変速機による動力システム ㋑ 変速メカニズム 
 

図 4-25 ベルト方式による無段変速機システムと変速原理 

（出典：（社）日本自動車工業会 HP JAMA レポートから転載 

http://www.jama.or.jp/lib/jamareport/105/03.html ） 

 

上述のベルト方式の無段変速機では構造の簡便さと軽量化の上での利点があるものの、

反面ベルトとプーリーの耐久性に課題があるとの観点から、排気量 1500cc 程度のエンジン

までを適用範囲と考えられてきた。しかし、現在では耐久性に大きな進歩が見られ、3500cc
クラスの大排気量、高出力エンジンにも適用できるまでになっている。 
 

Ⓑ トロイダル方式 CVT 
本方式は、金属ローラとディスク間の摩擦力を利用したもので、大排気量、大出力エン

ジンへの適用を前提に開発された。トロイダル方式は、入力軸と出力軸にパワーディスク

が装着されており、一対のパワーディスクには 2 個のパワーローラーが圧接されている。

エンジンからの動力をトルクコンバータによって入力側のパワーディスクに伝達するとパ

ワーローラーが回転し、出力パワーディスクが回転することになる。パワーローラーが両

ディスクと接する部分の線速度は同じであるから、出力パワーディスクとの接点が回転軸

から遠ざかればパワーローラーの回転数は低くなる。従って、ローギヤーおよびハイギヤ

ーの場合のパワーローラーの位置は図 4-26 に示す通りである。 
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図 4-26 トロイダル方式の変速機の構造と変速原理 
（出典：自動車燃費一覧（平成 20 年 3 月）国土交通省） 

 

トロイダル方式 CVT はベルト方式に比較して高出力のエンジンに対応できる半面、構造

が複雑であること、製造に高い精度とクリーンな環境が必要であること、大型化、コスト

高などの欠点もあり、ベルト方式ほどの普及は進んではいない。 
無段変速機はいくつかの利点を持っているが、熟成の進んだ在来型の歯車式有段自動変

速機に対して現状での優位性は顕著とは言えず、日本においては徐々に採用例は広まりつ

つあるが、解決困難な短所も少なくなく、在来型自動変速機を駆逐するには至っていない。 
 

(4) 新動力源への革新 
➀  イブリッド自動車 (Hybrid Electric Vehicle) 
ハイブリッド車（Hybrid Vehicle）とは、作動原理が異なる二つ以上の動力源をもち、状

況に応じて単独、あるいは複数と、動力源を変えて走行する自動車のことを指す。一つの

動力源として内燃機関、他を電動機とする方式が一般的であるが、バスなどでは内燃機関

と制動時に油圧もしくは圧気として蓄勢したエネルギーを発進時に利用する方式がある。

自動車のエネルギー効率は、"Well to Wheel"（油井から車輪）までの総合効率で考える必

要があるが、ハイブリッドカーの総合効率が電気自動車や燃料電池自動車と同程度であり、

環境負荷の低い実用車として注目されている。以下では、実用化され主流となっている内

燃機関と電動機からなるハイブリッドについて特質を述べる。 
⋆ ガソリンもしくはディーゼルエンジンは低負荷時に効率が高くなく、起動トルクが小さ

いが電動機は逆に低負荷時の効率が高く、起動トルクが大きいので動力特性の弱点を

相殺できる。 
⋆ 電動機は発電機として作用させることができ、制動時、電力回生することによって運動

エネルギーをバッテリーもしくはジャイアントキャパシティーに回収できる。 
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⋆ 同期電動機もしくは誘導電動機はインバータによってきめ細かく正確な制御が可能で、

出力特性の全く異なるエンジンと強調させることができる。 
⋆ 自動車特有の多様なパワー要求を満足させるためには、蓄電容量が大きいことはもとよ

り急速な充放電特性を持つバッテリーが必要になる。 
⋆ 従来の自動車に比較して電気系の駆動源を併せ持つため重量増加は否めず、軽量化は避

けて通れない。 
ハイブリッドシステムではエンジンから発生される機械エネルギーと電動機から発生す

る電気エネルギーの伝達経路の違いから Ⓐ シーリース方式、Ⓑ パラレル方式、Ⓒ スプ

リット方式、に大別できる。 
 

 

 

図 4-27 シーリースハイブリッド方式のシステム構成とエネルギーの流れ 
（出典：自動車や地球温暖化・大気汚染に関する何でも資料館、大気環境の情報館 

（独法）環境再生保全機構 http://www.erca.go.jp/taiki/siryou/pdf/W_F_006.pdf ） 

 
本方式では、変速機が不要である等、システム全体を簡略化できるが、内燃車と電気車

のシステムが共存するうえ、バッテリーの追加で、システムの占有容積と重量が大きくな

り、高負荷時、例えば高速走行では効率が高くないことがデメリットとなる。この点を補

うため、マイクロガスタービンと小型超高回転発電機を組み合わせたもの（VOLVO）や軽

量化に加え、エミッション低減のため水素ロータリーエンジンの技術を生かした試み（マ

ツダ）が提案されている。ハイブリッドとしては原始的な方式で、走行条件や環境を限定

した商用車や事業用車に適用された例がある。 
 

Ⓑ パラレル方式 
パラレル方式のハイブリッド自動車はエンジンの燃費向上や排出ガスの発生を抑制する

目的から考案され、図 4-28 に示すシステム構成になっている。 
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図 4-28 パラレルハイブリッド方式のシステム構成とエネルギーの流れ 
（出典：自動車や地球温暖化・大気汚染に関する何でも資料館、大気環境の情報館 

（独法）環境再生保全機構 http://www.erca.go.jp/taiki/siryou/pdf/W_F_006.pdf） 

 
エンジンは主として走行を受け持つが、一部電動機を発電機として機能させ電池の充電

を行う。エンジンに大きな負荷がかかる発進時や加速時には電動機に動力の一部を負担さ

せ、制動時には電動機を発電機として機能させて発電し、電池（バッテリー）に充電させ

る。このように作動させることによって内燃機関と電気動力の利点だけを取り出すことに

よって燃費向上や排出ガスの発生抑制を可能としている。自動車動力としては、自動車特

有の幅広いパワーバンドをカバーできる点でシーリース方式より優れるが、エンジンと電

動機の強調など制御面での難しさは否めない。しかし、近年インバータ、パワー半導体、

同期モータなどの進歩は著しく、電子制御により精密にエンジンと電動機の協調制御でき

るようになった。インサイト、シビックハイブリッド、アコードハイブリッド等で実用化

されている。変わった例としては、前輪はエンジンと変速機で駆動し、後輪それぞれに電

動機を一基ずつ備え、必要なときだけ使用する。日産・マーチ、マツダ・デミオ等がある。 
 

Ⓒ スプリット方式 
スプリット方式（分割方式）は、パラレル方式にさらにバッテリー充電専用の発電機を

加えたシステムで、図 4-29 に示すようにシーリース方式とパラレル方式を折衷した構成を

持っている。動力として、エンジンと電動機の双方の出力を駆動に利用できる点ではパラ

レル方式と同様であるが、エンジンからの動力を、プラネタリーギアを用いた動力分割機

構により分割（スプリット）し、一方は発電機の駆動、他方は直接車輪の駆動と、それぞ

れに利用できる点でエネルギー効率に優れる。プラネタリーギアの特長を生かし、発電量

と駆動力の分配割合を自在に制御できる点がパラレル方式との大きな違いとなる。 
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図 4-29 スプリットハイブリッド方式のシステム構成とエネルギーの流れ 
（出典：自動車や地球温暖化・大気汚染に関する何でも資料館、大気環境の情報館 

独法）環境再生保全機構 http://www.erca.go.jp/taiki/siryou/pdf/W_F_006.pdf） 

 
エンジンを停止させたシーリース方式のような制御パターンが加わるため、電動機の使

用率はパラレル方式に比べ高い。パラレル方式の場合は、ベルト式 CVT などの自動変速機

を介さないと必要なトルクが得られないが、スプリット式の場合は動力分割機構（プラネ

タリーギヤ－）を用いて、発電機と電動機の回転制御を行うことができるので変速機の役

割を持たせることができ、事実上変速機は必要ない。制御範囲は広いが、エンジン、電動

機、発電機の回転数の間に相関関係があるため、エンジントルクの直接利用は限られ、通

常の速度域では発電機を介した電気駆動が駆動力の大部分を占める。電気駆動の際には必

然的にエネルギー変換ロスが生ずるが、エンジンの高効率域を利用する制御になっている

ため、全体的な効率は高くなる。他の方式に比べると部品点数が少なくシンプルであるが、

制御が非常に複雑である。1997 年、プリウス用にトヨタハイブリッドシステム（THS）と

して登場し、スプリット方式は販売台数の点からも現在主流となっている。 
 
以上 3 方式についてハイブリッド車の構成と特徴を示したが、いずれにしてもエンジン

の役割が低減し、電動機がこの分を受け持ったことになる。このことが燃費の向上、排出

ガスの低減に帰結している。また、本来必要な出力を発揮できないエンジンでも電動機で

アシストすることによって実用に具するようになると考えられ、エンジンのあり方、設計

思想など従来の延長上にない技術が期待できる。その反面、ハイブリッド方式を推し進め

ることは発電機、電動機、バッテリーに高度な性能が求められてくる。これらのデバイス

にはネオジウム（Nd）,コバルト（Co）、リチウム（Li）などの希土類金属や希少金属など

が多用されており、これら戦略的資源を他の技術分野と上手くシェアしリサイクルしてい

くことが息の長い技術として人間社会に貢献することになる。 
当初、ハイブリッド車は現行の内燃機関動力車から電気自動車や燃料電池車への移行期

間のつなぎ、即ちワンポイントリリーフ的に考えられてきた。したがって、ハイブリッド

車に対する技術や商品性の評価は各社マチマチであったことは否めない。現在、日本国内
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では 6 社（トヨタ、ホンダ、スズキ、ダイハツ、三菱ふそうバス・トラック、日野）から

量産車（限定車、コンセプトカー等は除く）として 22 車種が販売され、2006 年現在約 36
万台が普及しているが、全体の普及台数は僅か 0.6%程度に留まっているが、ハイブリッド

車はクリーンディーゼル車と並んでその普及が望まれている 19)。 
 

➁ 電気自動車 (EV:Electric Vehicle) 
電気自動車とは、広義には上述のハイブリッド自動車、後述する燃料電池車、トロリー

バス、等々電動機によって走行する自動車のことを、狭義には電動機を動力源とし、バッ

テリー等の蓄電源から電力補給を受けて走行できる自動車を指す。ここでは、ハイブリッ

ド車および燃料電池車について述べるので、電気自動車は狭義のものについて論ずること

にする。 
1891年英国で世界初の電気自動車が出現し、1899年には100km/h以上の速度を達成し、

そのポテンシャルの高さは当時のガソリン車を凌いでいた。1900 年のパリ万博にはフェル

ディナント・ポルシェによって開発された 4 輪にホイルモーターを搭載した４輪駆動車が

出品されており、電気自動車の機能性は今日と際立った違いは見られない。しかし、アメ

リカでも発明王トーマス・エジソンが電気自動車の改良と普及に努めていたが、広大な国

土を持つアメリカでは航続距離の短さが克服し難いネックとなり、やがて彼の元で内燃機

関を研究していたヘンリー・フォードにより自動車市場は完全に内燃機関自動車に支配さ

れ、電気自動車は姿を消した。 
戦後の日本における電気自動車の研究開発の流れを背景とキー技術を軸に図 4-30 に纏め

た。1970 年代に電気自動車の必要性が叫ばれたのは、内燃機関を動力源とする自動車の普

及による排出ガスによる大気汚染が背景にあった。当時としては、現在のような高度に電

子制御化されたエンジンや触媒などは未だなく、大気汚染に対して決定的な技術がないま

ま電気自動車の開発プロジェクトが発足した。電気自動車用の電池としては充電のできる

二次電池が先ず対象になるが、当時としては鉛電池か Ni-Cd 電池しか有望なものは見当た

らなかった。Ni-Cd 電池は完全に放電させてから充電しないと充電量が残存量に依存して

しまうメモリー効果や、有毒物質である Cd が含まれ扱いにくさもあり鉛電池が用いられた。

電動機も今日のような高性能な同期電動機は未だなく、直流直巻電動機と抵抗やチョッパ

制御といった古典的な方法しか採りえず、一充電航続距離や充電時間など今日の水準から

すると雲泥の差があった。それでも、電気自動車への開発が官民共同で発足したことは大

気汚染が如何に大きな問題として捉えられていたかを物語っている。しかし、大気汚染の

問題は三元触媒やエンジンの電子制御の実用化と技術の普及によって一応の終結を見るこ

とができ、電気自動車開発プロジェクトは頓挫することになる。 
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図 4-30 電気自動車開発の背景とキー技術の変遷 

 

1990 年代に入ると二酸化炭素による地球温暖化が世界的な問題となり始め、自動車大国

として日本のメーカーは ZEV（Zero Emission Vehicle）の開発に着手する機運になってき

た。地球温暖化は内燃機関の燃焼主成分の二酸化炭素が問題の本質であるだけに排出を根

本的に抑え込む技術として ZEV は決定的な解の一つと目されている。これを実現するため

の関連技術にも大きな進歩があり 1970 年代とは大きく異なっている。充電時間の飛躍的な

短縮ができる Ni-H 電池、三相交流によって駆動される誘導電動機のパワーウエイトレシオ

（単位重量当たりの出力）の飛躍的向上、電力用半導体の性能向上などがあり、電気自動

車の実用化は現実味を強くしてきた。その後、Ni-H 電池よりも蓄電量が大きく、急速充電

が可能な Li イオン電池が電子機器で実用化されるようになり、さらに希土類磁石を用いた

高精度-高出力の同期電動機が実用化され、より精度の高い電動機制御が可能になってきた。

これら電池、電動機、電力用半導体、インバータによる VVVF（Variable Voltage Variable 
Frequency）制御などはハイブリッド車にいち早く適用され、商品性（技術とコスト）とい

うレベルで熟成されつつある。 
電気自動車とガソリン車の効率を”Well to Wheel"の概念から比較した例がある 20)。これ

によると、石油に含まれるエネルギーを 100 として以下の結果を試算している。 
 
"石油;100%⇒発電効率;53%⇒送電効率;96%⇒充電効率;85%⇒モーター;80% 

⇒総合効率;35% 
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ガソリン車の場合 
石油;100%⇒精製効率;92%⇒輸送;96%⇒エンジン＋変速機;16% 
     ⇒総合効率;14.1% 

 

"Well to Wheel"の概念から比較すると電気自動車はガソリン車の 2.5 倍以上の効率が試算

され電気自動車の優位性が見れるが、ガソリンと電池のエネルギー密度から比較すると違

った結果が導かれる。 
ガソリンと標準的容量の Li イオン電池のエネルギー密度（単位質量当たりから取り出せ

るエネルギー）には 100 倍程度の差があるといわれている。しかし、内燃機関を動力とす

る自動車の熱効率は 15%にも満たない場合が多いが、電気自動車では 80%以上であるため、

ガソリンと同等の質量のバッテリを搭載した場合、ガソリン車の 1/20～1/15 の距離の走行

が可能となる。しかし、この程度の航続距離では実用的ではない。ガソリンの搭載量を 50kg
として、ガソリン車と同等の航続距離を実現しようとすれば 700kg 以上の電池が必要にな

り、仮に電池に大きな技術的発展があったとしても、ガソリン車と同等の航続距離を実現

することは困難と考えられている。電気自動車がどのように利用されるか、例えば自転車

や原動機付自転車のような街中のコミュータとして、一日の走行距離がほぼ一定している

業務用車や営業車として、等々利用形態を限定すれば現在の技術でも実用化は可能である

かも知れない。CO2 削減など環境問題の解決が強く要請されるようになってきた現在、自

動車の利用を含め、我われのライフスタイルを変える時期が到来しつつあるのかもしれな

い。この課題に対して各用途を想定した導入試験が行われている。表 4-1 に電気自動車の導

入事例を紹介した。 
 

表 4-1 電気自動車の導入事例 

ﾒｰｶｰ 導入拠点 用途 車両形態 

1970 大阪万博 会場内人員輸送 不明 

ハイゼットＥＶ 商用車（市販車） 軽自動車（バン） 

 

ダイハツ 

自治体特殊法人向  SUV 

トヨタ e-com 

日産 

ツインリンク茂木 場内レンタルコミュータ

ハイパーミニ 

NEC ラミオンエナジー   100km/5min 充電 

東京電力/三菱自動車 ローソン 店舗巡回車 軽自動車（i MiEV） 

 アメリカ軍基地 基地内用車両  

 香川県庁 公用車（置き換え用） 軽自動車 

 
ダイハツが 1970 年大阪万博に納入した時代は、現在のようなパワーエレクトロニクスが

発展する以前で、直流電動機に抵抗制御という古典的なシステムであった。ダイハツはそ
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の後も電気自動車を作り続けており、日本 古の電気自動車メーカーでもある。 
ローソンは、今夏に電気自動車を本格的に導入すると発表した。本格導入を前に、2009

年１月 12 日から、東京都内で電気自動車の業務使用に試用する。試用では、三菱自動車製

の電気自動車『i MiEV』1 台をスーパーバイザー（店舗経営指導員）の店舗巡回車として

使用し、走行性能、充電時間やランニングコストが業務に応ええるかどうかなどを検証す

る。 
特殊なところでは、アメリカ軍や自衛隊では基地内での車両に電気自動車を当てる計画

があり、これによってアメリカ軍では年間 3%のエネルギー削減を計画している。 
 

➂ 燃料電池自動車（FCEV:Fuel Cell Electric Vehicle） 
燃料電池自動車は、ハイブリッド自動車におけるエンジンによる発電部分、電気自動車

におけるバッテリー部分を、燃料電池という電気化学的作用による発電機に置き換えたも

のとみなすことができる。即ち、燃料電池自動車は、燃料電池で発電しながら走行する電

気自動車で、ガソリン自動車などの内燃機関自動車と同様に燃料を補給し走行できるため、

内燃機関を動力源とする現状の自動車などと同じ使い方ができ、②で述べた電気自動車と

は違って充電する必要がない。 
燃料電池には使用する電解質の種類により、固体酸化物形（SOFC）、溶融炭酸塩形

（MCFC）、リン酸形（PAFC）、アルカリ電解質形（AFC）、固体高分子形（PEFC）など

があるが、燃料電池の動作温度は一般に高く、車載用となると起動時に時間を要するなど

不都合な面が多々ある。固体高分子形（PEFC）は動作温度が室温程度と低く、自動車特有

の負荷変動に対しても対応できる特性を持っており、自動車用として有望視されている。

図 4-31 には固体高分子形燃料電池の動作原理を示した。 
 

 

 
図 4-31 固体高分子方燃料電池の動作原理 
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固体電解質膜である固体高分子膜は正極（Cathode）と負極（Anode）で挟まれた構造を

有している。負極は水蒸気と水素ガスが流れる流路に、正極は空気と水蒸気の混合気の流

路に接している。負極では電極中に配置された触媒（Pt 等の貴金属類）によって〔6〕の反

応が生ずる。 
−+ +⇒ eHH 222 ・・・・・・・・〔6〕 

正極では〔7〕の反応によって水が形成され、一部は拡散によって負極方向に拡散する。 
OHeOH 22 222 ⇒++ −+
・・・・〔7〕 

 
負極の還元反応〔6〕によって生じた電子は外部回路を経由して正極に移り、酸化反応〔7〕
がおこる。即ち、外部回路を電流が流れることになり、発電機能が成立する。図 4-31 に示

した一つのセルの起電力を電気化学的に算出すると 1.23V となるが、現実には 0.8V 程度に

なる。したがって、自動車の動力源として利用するには、多くのセルを積層して必要な電

力を取り出す必要があり、今までの自動車とは違ったエンジニアリングが必要になる。 
実際に燃料電池を自動車の動力源として用いる場合のシステムの例を図 4-32 に示す。 

 

 

 
図 4-32 燃料電池自動車の動力システムと実車への搭載例 

（出典：自動車や地球温暖化・大気汚染に関する何でも資料館、大気環境の情報館 

（独法）環境再生保全機構（http://www.erca.go.jp/taiki/siryou/pdf/W_F_005.pdf） 
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燃料電池の発電は水素ガスによるものなので、燃料として水素を用いるのが も直接的

であるが、補給の容易さからメタノールなどを用い、改質して水素を取り出す方法も考え

られている。燃料電池で発電された主たる電力は制御装置で三相交流に変換され、電圧と

周波数を制御して駆動用電動機に供給され、残りの電力や制動時回生された電力は電池に

蓄電されバッファー電源として利用される。燃料電池自動車では発電のさい排出されるの

は水のみで、燃料改質を行う場合には僅かの二酸化炭素が排出されるが、窒素酸化物、一

酸化炭素、等の大気汚染物質は原理上排出されないことが 大の特長である。以下に燃料

電池自動車の特長を要約する。 
 
Ⓐ長所 
⋆ 高いエネルギー効率 

基本的には水素と酸素を反応させ、反応のさい放出されるエネルギーを電気に変換す

る。この反応は電気化学反応による酸化還元反応（Redox 反応）で、水素と酸素の燃

焼反応と異なり熱エネルギーの散逸がなく、このため効率が良い。燃料としては基本

的に水素であるが、例えばエタノールを改質して得られた水素ガスを用いることもで

きる。 
⋆ クリーンな排出ガス 

水素燃料を使用した燃料電池車では水蒸気が排出ガスになり、エタノールの改質の場

合には二酸化炭素が排出されるが、内燃機関の燃焼による排出量と比較すると微々た

る量である。 
⋆ 非化石燃料化 

燃料を何に選ぶかによっても異なるが、水素やエタノールにすれば、これらは石油系

の燃料ではないので、非化石燃料化が実現できる。 
⋆ 充電不要 

燃料電池による連続発電によって電動機を駆動するため充電は不要となり、現状の自

動車と同様に長距離運転が可能になる。 
 
Ⓑ 短所 
⋆ 排出ガスや脱化石燃料の観点から利点のある水素やメタノールを燃料とすると、これら

燃料を補給できるインフラは未整備となり、普及の上での制約となる。 
⋆ 燃料電池には貴金属等レアメタルを用いており、現状のままでは高コストは免れないが、

普及を図るには代替材料などの開発が急がれる。 
 
燃料電池システムの出力特性は、従来の内燃機関を動力減と比較すると比較的低負荷の

状況下で 大効率（50～60%）が得られ 21)、自動車としてみた場合、発進と停止を繰り返

す市街地や比較的低速で走行する一般道などでは低燃費が期待できる。一方、高負荷側で
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は効率の低下が著しくディーゼルエンジンとガソリンエンジンの中間程度になり 21)、高速

走行や重量物の運搬には適していないことになる。即ち、高負荷側でもガソリンエンジン

には勝るもののディーゼルエンジンには劣る。この点での改良が将来課題といえる。 
以上課題のほか燃料電池本体に関しては触媒量の減量や廉価な代替触媒の開発、固体電

解質膜の耐久性向上、トータルコストの低減、燃料の選択と貯蔵および補給等インフラ整

備の課題が残されているが、大気環境保全、二酸化炭素削減意よる温暖化防止、脱石油エ

ネルギーの実現の観点から、燃料電池自動車は も有力視され、多くのメーカーが研究開

発に参画している。ホンダは 2008 年北海道洞爺湖サミットの環境ショウケースに燃料電池

自動車「FCX クラリティ」の日本仕様車を公開した。このクルマは準量販車で、当面日本

では官公庁および一部の民間企業へリース販売を計画しているが、一般ユーザーへの普及

にはもう暫くの時間を要すると考えられている。 
以上、動力源の革新としてハイブリッド電気自動車、電磁自動車、燃料電池自動車の現

状を概観した。これらの新勢力はコスト高や信頼性の未成熟さから現状の自動車に代わっ

て将来を約束されるまでには至っていないが、電動機、電池、制御デバイス、制御技術、

軽量化の技術等の進歩によって現状より進歩することに間違はいない。恐らく、保有形態

や利用形態が多様化し、それぞれに適合した自動車が普及するのではないだろうか。 
 

(5) 車体の軽量化 
自動車の軽量化は古くから取り組まれてきた技術開発である。初期の自動車ではしっか

りとしたフレームの枠組みがアンダーボディーの骨格部分を形作っており、この上にボデ

ィーが載っている構造であった。一方、自動車の運転速度が高くなってくるに従い、車体

剛性の向上や衝突安全の構造が検討されるようになり、車体を頑丈に構成するのではなく、

組み合わさっているパーツ全体で強度を保持し、軽量化したモノコックボディーが生み出

された。ところが世界的に自動車の台数が増加するにしたがって、地球環境への負荷低減

が強く求められるようになり、特に温暖化の元凶として CO2 の削減が産業界全体の課題と

なっている。自動車に関してみれば炭酸ガス削減に直接結びつく要件として車両の軽量化

は極めて重要であり、ここ 10 年、自動車の軽量化がグローバルに進められている。 
すでに述べたようにエンジンの軽量化は 1970 年代から進められ、現在では殆どの自動車

用エンジンがアルミ化されている。車体の軽量化は 1990 年代にはいってから活発化してき

た。ボンネットパネルなどのアルミ化に始まり、1990 年のホンダ NSX、1992 年の AUDI A8
では車体の総アルミが実現された。一方、車体構造も従来のモノコック構造から、見た目

CAD のワイヤーフレームを実体化したような構造を持つスペースフレーム構造によって更

なる軽量化が進められている。インサイト（ホンダ）、A2（AUDI）ではスペースフレーム

による構造に加え全てアルミで構成した車体も出現している。ただし、アルミやスペース

フレームは鋼板とは異なり溶接をはじめ従来の製造ラインが適用しにくいため、コスト高

は否めない。当面、高張力鋼板を中心に、アルミやマグネシウムの軽金属、プラスティッ
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クなどを交えたハイブリッドな材料選択、モノコックやスペースフレームなどの構造を織

り交ぜて軽量化が進んでいくと考えられる。 
 

リサイクル対応
解体技術

リサイクル対応
設計技術

再地金

鋳造技術 プレス成形技術

新地金

コスト品質追求

・外観品質不良
（しわ、きず）
・寸法形状不良

アルミパネル成形
◎超塑性成形
◎ハイドロフォーム
◎温間成形

アルミパネル高強度
◎ベーグハード

接合技術

・金型設計製作
・歪速度
・潤滑

母材熱処理技術（溶体化・急冷・時効）

1,026千トン
（全国1,836千トン）

267千トン
（全国2,165千トン）

自動車軽量化　構成要素技術俯　瞰　図

検討対象範囲

◎　新重要技術

シート
（３．７％）

押出し技術
コスト品質追求

・微細化技術
・ガス混入防止
・溶湯製造
・湯流れ

アルミからマグネ転換
◎チクソモールド法　

熱処理操業技術（均一化・溶体化・時効）

アルミ部材の高品質化

◎高真空鋳造
◎半溶融鋳造

・ダイカスト鋳造
・操業改善技術 高強度部材押出し

◎半溶融押出し

高エネルギー吸収
部材押出し
◎ポーラスアルミ

高断面性能
部材押出し
◎ハイドロフォｰム

　熱処理
・均一化熱処理
・溶体化処理
・人工時効処理

・ダイス設計・製作
・押出し温度・歪
・メタルフロー制御

コスト品質追求

材料設計
・成分系、熱処理

γ値・T.Eｌ向上
成形限界
大幅改善

圧延技術

超微細化圧延技術（母材プレート・ビレット）
　◎異周速圧延（高歪蓄積技術）◎大圧下圧延（微細化）
　◎溶湯圧延（結晶粒微細化）　 ◎ナノ析出物制御

材　料

駆動系部品
（６．９％）

サスペンション
（７．２％）

燃料タンク等
（３．５％）

エンジン

2002年実績

ドア＆フード（６．７％）

タイア
（２．６％）

エンジン（１１．６％）

メインボディ
（２１．５％）

構成部品重量比

窓ガラス
（２．７％）

その他

ホイール＆ハブ
（３．７％）

◎複雑高断面形材精密曲げ技術

曲げ成形技術

◎ﾆｱﾈｯﾄｼェｲﾌﾟ
鍛　造

鍛造技術

 

 
図 4-33 自動車の軽量化に関する要素技術の俯瞰図 

（出典：特許庁 平成 16 年度 特許出願技術動向調査報告書 「自動車軽量化技術」） 

 
図 4-33 に軽量化のための要素技術を俯瞰して示したものである。エンジンの軽量化につ

いてはすでに論じたので、ここでは車体の軽量化、特にアルミを適用していく場合の技術

動向、問題点を論ずる。 
 
① 軽量化部材アルミニウムの導入 
Ⓐ 駆動系部品および足廻り部品のアルミ化 
本来はバネした重量の低減から始まったアルミホイルであるが、 近ではファッション

性の要求も強く、アルミ鋳造品が多用されている。 近では、軽量化に対する社会的要求

もあり、従来は強度と靭性が求められる足回り部材にもアルミ化が進んでいる。しかし、

これら足回り部材は多くがアルミ鋳造品で構成されており、従来からアルミの鋳物に関し

ては品質の向上が難しく、足回りのように耐久性や信頼性を要する場合には不向きと見ら

れてきた。この技術的障壁を打ち破れたのは、自動車業界特有の裾野の広い産業構造によ

ると考えられる。即ち、自動車メーカー並びにその周辺企業は、ダイカスト鋳造を中心に、

合金開発、溶湯制御、金型構造解析、離形材などについて多方面に亘る膨大な技術開発を
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行ない、操業技術を蓄積してきた。このようにアルミニウム合金鋳物採用による軽量化が

促進できたのは現場現物での技術開発によるところが大きいといわれている。 
今後もアルミによる軽量化は進むと考えられるが、強度・靭性や疲労強度が要求され、

サスペンションのリンク・アーム類やサブフレームなど大型部品の鋳造で実績のある高真

空ダイカスト法や半溶融・半凝固鋳造法などの製造法に注目が集まっている。また、半溶

融・半凝固鋳造法は凝固収縮が少なく、耐久性や機械的特性に優れた鋳造品が得られると

されており、ピラー、クロスメンバー、スペースフレーム用部材への適用が検討されてい

る。このように新しい鋳造法を取り込むことで、従来アルミニウム化が困難な部位にアル

ミニウム合金鋳物が採用され、軽量化に大きく寄与することが期待されている。 
 
Ⓑ スペースフレーム構造 
鋼板を材料とする従来の乗用車ではモノコック構造の車体が採用されてきた。モノコッ

ク構造は航空機からはじまった応力外皮構造の考え方を採用したもので、重量も軽く、高

い曲げ・捻り剛性を得ることが可能な優れた構造である。薄鋼鈑のプレス加工が中心で、

スポット溶接などの溶接が多用でき、生産性に優れている。しかし、アルミをこの構造に

適用しようとすると成形性と溶接性の点で、問題が多く、このような状況の中で登場した

のがスペースフレーム構造である。スペースフレーム構造は、複雑な断面形状を持つフレ

ームによって車体の基本骨格を構成する「外骨格構造」で、アルミニウム車体に適した構

造であるが、このようなスペースフレーム構造を持つ自動車の量産には、アルミニウム部

材の合金設計と押出し技術及び曲げ加工の技術によって実現されたもので、これらの技術

開発が必要である。 
スペースフレーム構造では高強度が要求されるバンパビーム、素材に大きな変形性能が

要求されるドアビーム、エネルギー吸収性能に優れたフロントサイトメンバーなど要求性

能毎に 適な合金と 適な断面形状を持つ形材が必要となり、高速押出し（高生産性）、精

密押出し、大型押出しの技術が確立し、複雑な断面形状の高精度な形材が量産ベースで作

成可能になることが鍵である。 
アルミニウム製スペースフレーム構造の車体は軽量化の切り札と考えられ、各自動車メ

ーカーともコンセプトカーでの試作は完了したようである。しかし、量販車となると初代

インサイト（ホンダ）、A8（AUDI）があるが、前者は燃費 36km/l を実現するためのチャ

レンジ的性格が強く、後者は文字通り高級車、ともにコスト度外視の技術力を示す意味が

強く、普及のためにはコスト面での課題はある。軽量化とコストダウンの二律背反をどの

ように解決するか、アルミニウム材料採用によるコストアップと部品点数や溶接点数の低

減によるコストダウンをコントロールしてアルミニウム製スペースフレーム構造を中心と

した軽量化が進展していくものと考えられるが、部品点数や溶接点数の低減に有効な押出

し形材と鋳造部品を有機的に採用する設計手法は課題解決の一つの糸口となりえる。 
 



 138

Ⓒ ボディーパネルのアルミ化 
1980 年代後半に出現した、一部パネルのアルミ化はその後も進められ、フード、トラン

クリッド、バックドアなどの部位にアルミニウムパネルが使われるようになってきている。

2002 年ではアルミニウムパネル採用車は約 18 万台/年（国内登録）、アルミニウム板材使用

量は約 11 千トン／年と推計されている。 
一部の車種で使われるようになってきたというものの、実績はまだ少ない。パネルのア

ルミ化を阻んでいるのは、薄鋼鈑に比べた時の、成形性とコストの問題である。アウター

パネル材ではデザインを満足する成形性（浅絞り）が得られないという問題があり、イン

ナーパネル材には充分な絞り性（深絞り）が確保できないという材料特性に起因する問題

が残っているためである。 
これらの課題を解決するために、アルミニウム板材のプレス加工技術の開発と、母材の

材質改質に関する研究が行なわれている。プレス加工技術の開発として温間成形法が研究

されている。この方法は 200℃～300℃の温度域で大きな伸びを示すアルミニウムの特性を

利用するもので、この温度域でプレス成形することで伸び不足によるアルミニウム板材の

成形問題を解決できると期待されている。温間域でのプレス成形性、生産工程などに関す

る研究、技術開発が進められている。母材の材質改質についても研究が続けられており、

結晶粒の超微細化は有望な方法である。超微細化組織のアルミニウム材料を提供できるの

かということが、パネルのアルミ化拡大の成否を握るものと考えられている。 
その他、アルミ化に対しては課題が幾つかあるが、その一つが鍛造品のコストダウンで

ある。ピストンやサスペンションのアーム・リンク類など強度と耐疲労性が求められる部

材には鍛造品が適用されているが、鋳造部品に比べると加熱工程が入る熱間鍛造はその分

コストアップに繋がる。プロセスコストの低減を狙って、1 回の工程で溶解・鋳造と鍛造を

行う新しい鍛造方法等も検討されている。 
 
②それでも車体は重くなる 
車両重量は燃費に直接影響する。車両重量が 100kg 軽くなると、燃費が約 1.2km/l 改善

（図 4-34 参照）されるとされている。燃費改善、車体軽量化のため、車体構造の見直し、

高張力鋼板の採用やアルミニウムなど軽量部材への材料転換など様々な試みがなされてき

ている。 
図 4-34 は石油危機以降約 30 年間の車両重量の変遷を示したものである。同一車種、同

一排気量の自動車に着目してその車両重量の変遷を整理した。30 年間で様々な軽量化技術

が織り込まれているはずであるが、逆に重量は 1.5 倍になっている。車体の基本部分は確か

に軽くなったが、ユーザに一層の快適性を提供するために、パワーウィンドウ、パワース

テアリングなど様々なオプションが組み込まれた結果だと考えてよい。1984 年ごろからガ

ソリン自動車の燃費が悪化したことは、図 4-13 において述べたとおりであるが、これは車

体の大型化や重量増加によるもので、大型、利便、豪華を志向する当時のユーザの嗜好を
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反映したものであるといえる。 
 

車両重量の変遷（HONDA Acord Saloon）
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図 4-34 車両重量の変遷 

（出典：特許庁 平成 16 年度特許出願技術動向調査 自動車軽量化） 

 
(6) 空調装置 

1970 年代から装着率が増加してきた乗用車用空調装置は、当初、新車購入時にはオプシ

ョン設定であったが、現在では標準仕様になるほど普及している。乗用車用空調装置は家

庭用と大きく異なる点は、基本的に冷房専用である点にある。暖房時は、空気を熱交換器

によって一旦冷却した後、エンジン冷却水を分流させたヒーターコアに通して加熱して車

室内に流している。即ち、家庭用のヒートポンプと違って冷房と暖房を冷媒の流れる方向

を切り替えている訳ではない。乗用車用空調装置では冷媒用コンプレッサーをエンジンで

駆動しており、運転者もしくは搭乗者の走行要求と空調要求が必ずしも一致するものでは

ないので、渋滞時の冷房や多湿時の除湿に燃費の劣化を招くことがある。空調による燃料

消費のロスを少しでも抑えるため、装置によってはエコモードなる機能があるが、人間の

冷房要求を機械に合わせるよう働くもので、人によってはこのモードを設定しない場合も

ある。 
現在のところ、冷房によるエネルギー消費をできるだけ少なくする以外に決定的な代替

技術はない。この事情は、熱源を持たない電気自動車や燃料電池自動車になるともっと切

実な問題となる。これらの自動車では、夏の冷房時は兎も角、冬の暖房時にもヒートポン

プを使用しなければならず、十分とはいえない、限りある蓄電電力に対する電力消費量は

増大する。 
現在多くの乗用車の空調では、ダッシュパネルの中央部から調整された空気が吹き出る

構造になっているが、この空気流は運転者や前席搭乗者には十分に供給されるが、後部座

席搭乗者には前席搭乗者が障壁となって十分に供給されない。この不都合を解決するため、
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高級車においては後部座席専用の調整空気流の吹き出口を備えたものはあるが、空調の基

本条件である“頭寒足熱”が損なわれ足元が冷えるといった評価をされる場合がある。搭

乗者が自分の要求した空調条件にないと、自動制御は搭乗者の求める条件により速く近づ

けようと機能しエネルギーを、結果的に燃料を多く使用する。 
特開 2001-039149 では、冷房時調整された空気流は車室の上部から吹き出し、床部分に

設けられた吸入口で回収され、暖房時は床部分から暖気が吹き出し、上部の吸入口から回

収される方式が提案されている。この方式の第一の特徴は冷房時、暖房時のいずれの場合

にも“頭寒足熱”が損なわれないようにしていること、第二には冷気は重く下方に流れ、暖気

は軽く上方に流れる性質を生かし、気流の自発的流れを活用することで強制的な流れを極

力抑制し省エネルギーを図ろうとすることにある。 
先に述べたように、空調に関しては現状のエネルギー消費を抜本的に改善できる技術は

見つかっていない。しかし、夏季の冷房、冬季の暖房を省略した自動車は考えられず、可

能な限り、即ちほんの少しでもエネルギー消費の少ない方式を考案し、積み上げていくし

か方策はなさそうである。 
 
(7) 時系列的に見た燃費改善の足跡 
以上、自動車における燃費改善を個々の技術内容を相互の関連性について述べてきた。

しかし、現実の技術の流れは時系列的に排出ガス規制と関わりあっており、この点を表 4-2、
表 4-3、表 4-4 を参照しつつ技術革新の足跡を眺めてみる。 
 
⒜ 1960 年代は性能向上などの技術開発は行われていたものの、燃焼技術など大気環境保全

の視点からの技術革新は見られない。 
⒝ 1960 年代の技術革新の遅れは、1970 年に入って早々に光化学スモッグなど健康障害を

来す事態が発生し、対策が求められた。 
⒞ 輩出ガス浄化に対して有効な解決策が見当たらない段階で規制を強化することは、次世

代技術の胎動となるものの、効果を発揮できない。マスキー法はこの典型である。 
⒟ 1970 年代に入って技術確立されてきた電子制御による燃焼制御法は、理論燃焼を実現す

る画期的な技術に発展し、昭和 50,51,53 年規制強化を有効に推し進めることができた。 
⒠ 燃費向上を目指した CVCC（ホンダ）や EA-71（トヨタ）などの先駆的なエンジンは、

1980 年代に入り、電子制御の更なる展開によって希薄燃焼技術へと発展してきた。 
⒡ 三元触媒の出現は理論空燃比燃焼では大きく貢献したが、希薄燃焼では窒素酸化物の低

減に有効性を欠き、NOx 吸蔵触媒が 1990 年代初頭に出現するまで規制をクリヤーでき

なかった。 

⒢ 1980 年代では、電子制御技術はバルブタイミング制御をも可能にし、自動車技術の一つ

の目標である高出力化と社会的責任である低燃費に一つの筋道を見つけたことになる。 
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⒣ これらガソリン機関に関する新機軸は順次量産車に適用され、2000 年代に入ってから新

車の標準燃費は飛躍的に向上している。 
⒤ 1990 年代に入って、ディーゼルエンジンで培われた気筒内への直接燃料噴射技術はガソ

リンエンジンに応用され、成層燃焼という新たな希薄燃焼技術を確立して実車展開され

ている。 
⒥ ディーゼルエンジンは1970年代から1980年代にかけて副室式から直噴式に変わってき

たが、排出ガスの浄化に触媒が有効に働かず、大きな技術革新がないままの状態であっ

た。 
⒦ 1990 年代に入って電子制御コモンレール燃料噴射方式が開発され、燃料噴射を精密に制

御することで粒状物質や窒素酸化物の発生を低減させる技術が出現した。2000 年代に入

って触媒技術や粒状物質捕集フィルターや焼却技術が本格化し、実車展開されている。 
⒧ ディーゼルエンジンの技術革新はバスやトラックなどの大型車では小排気量化するこ

とで燃費向上が可能になってきている。今後は 4 弁化や DOHC 化による高速対応によ

って乗用車への展開が期待されている。 
⒨ 1980 年代に問題提起された地球温暖化の問題は、1990 年代には二酸化炭素排出の削減

量が具体的に規定され、自動車技術は大きな岐路に差し掛かった。 
⒩ 温暖化防止の切り札として電気自動車と燃料電池自動車が有望視され、各社開発を進め

ており、両者ともにコスト削減と信頼性の確立が大きな課題、前者では 1 充電走行距離、

後者では燃料に関わるインフラ整備に固有の課題がある。 
⒪ 現用の自動車と ⒩ の将来の自動車の間をつなぐものとしてハイブリッド自動車が実用

化され、2000 年代に入って驚異的な低燃費を実現している。 
⒫ 量販ハイブリッド車（二代目プリウスおよびインサイト）では電池、電動機、電力制御、

軽量化などの技術開発が大きく進展しており、成果は ⒩ の将来の自動車に反映すること

は間違いない。 
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1970 年代 1980 年代 1990 年代 2000 年代 

光化学ｽﾓｯｸﾞ頻発

自動車排ｶﾞｽ法制化

50，51，53 年規制

NOx 総量規制 自動車 NOx 法制定

今後の自動車排ガス低減対策のあり方

中央公害対策審議会答申 

COP3 国際会議

地球温暖化対策推進法制定

省ｴﾈﾙｷﾞｰ法改定 

自動車NOx,PM法改定

日  本 

アメリカ 
ﾏｽｷｰ法制定 ﾏｽｷｰ法廃案

燃費規制CAFÉ制定

ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ州 LEV 法制定

大気浄化法改定 

ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ州 LEVⅠ規制

ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ州 LEVⅡ規制

欧  州 

EU 指令 EURO1

EU 指令 EURO2

EU 指令 EURO3

EU 委員会 CO2自主規制 186g/km

EU 指令 EURO4

有害大気汚染物質の環境ﾘｽｸ対策 ｸﾞﾘｰﾝ購入法制定

表 4-2 排出ガス規制の変遷 

140g/km
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1960 年代 1970 年代 1980 年代 1990 年代 2000 年代 

表 4-3 エンジンに関する燃費改善の変遷 

ﾊﾞﾙﾌﾞ方式の近代化 SV OHV SOHC DOHC 

燃料気化器 キャブレター 電子制御燃料噴射方式 

燃焼制御 

ストイキオ燃焼（理論空燃比燃焼）

O2センサー 三元触媒 VVT ｽｰﾊﾟｰｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄ触媒

CVCC,EA-71,TGP

A/F センサー 

NOx 吸蔵触媒 
直噴ガソリンエンジ

先駆的エンジン

ﾘｰﾝﾊﾞｰﾝ燃焼（希薄燃焼） 

ディーゼル 副室式 直噴式

ターボ過給 1ｌディーゼル ｺﾓﾝﾚｰﾙ式噴射 小排気量化

V8(20l)⇒L6（10l）



 144

 

1960 年代 1970 年代 1980 年代 1990 年代 2000 年代 

表 4-4 自動車用動力の変遷 

ｶﾞｿﾘﾝ車平均燃費 15.3km/l12.4km/l14.1km/l 11.8km/l

電気自動車 

ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ自動車

通産大ﾌﾟﾛ 

技術未成熟 
頓挫 

CARB 対応 

Ni-H 電池 
IGBT ｲﾝﾊﾞｰﾀ制御

Li ｲｵﾝ電池 
NdFeB ﾓｰﾀ 

希土類ﾓｰﾀ

PEFC.Capacitor

排気浄化技術 高性能電池 燃料電池

バス用ユニット

（トヨタ） 

GM へ移管

ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ，ｼｰﾘｰｽ

(トヨタ) 

‘75 ﾓｰﾀｰｼｮｳ

ﾖｰﾛｯﾊﾟﾒｰｶの試作

（ﾓｰﾀｰｼｮｳ展示

ﾌﾟﾘｳｽⅠ(28km/l)
ｲﾝｻｲﾄⅠ(36lm/l:MT)

市販車

ﾌﾟﾘｳｽⅡ(35km/l)
ｲﾝｻｲﾄⅡ(30lm/l) 

ﾊﾟﾗﾚﾙ方式 ｽﾌﾟﾘｯﾄ方式

VVT CVT 

排気浄化：ガソリン、軽油、等化石燃料の脱硫 
CO2 削減：化石燃料の使用量削減（燃費大幅改善） 
         ；循環型エネルギーへの代替 

命 
 

題 
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(8) 燃費改善の効果 
エンジンに関する技術革新が燃費改善および二酸化炭素の削減にどのように寄与してい

るか、国土交通省による発表のデータから見ることができる。図 4-35 にガソリンエンジン

とディーゼルエンジンの現状を示した。先ず、従来エンジンに比べてポート噴射リーンバ

ーン方式、ポート噴射リーンバーン方式、とも従来エンジンより低燃費特性を露にしてい

る。ポート噴射リーンバーン方式は車両重量 1250kg 以下で、直噴リーンバーン方式はこれ

より重い車両でも顕著な燃費改善を示しており、直噴リーンバーン方式はポート噴射リー

ンバーン方式よりも高負荷側でも燃費改善に効果的である。ハイブリッドの燃費改善は従

来のエンジンに比較して圧倒的である。ディーゼル車では車両重量 2000kg で直噴式は副室

式の燃費を上回っている。これより軽量の車両についてはデータがないので分からないが、

ディーゼルエンジンは高負荷時の効率が高いので重量車両には適しており、直噴式はさら

に効果的といえる 
二酸化炭素排出状況に目を移すと、ガソリンエンジンハイブリッドは優れた低燃費特性

に対応して二酸化炭素の排出量も大幅に低減されている。ポート噴射式および直噴式リー

ンバーンエンジン、直噴式ディーゼルエンジンとも二酸化炭素の排出量は従来のエンジン

に比較して低減されているが、一般的な車両重量である 1250k 以上の車両ではハイブリッ

ド車を除いて、150g/km 以上排出されており、EU の 新自主規制地 140g/km をクリヤー

できるまでには至っていない。 
次に、変速機の技術革新について、燃費特性と二酸化炭素排出量に及ぼす効果を図 4-36

に示した。この場合にも、変速機の種類に依らず、ハイブリッド車の燃費特性は非常に良

好で、車両重量が 1250kg 以下の車両では特に著しい。ハイブリッド車に次いで CVT（無

段変速機）装着の車両の燃費特性が良好な結果を示している。CVT の特性が、どの従来型

AT の場合よりも優れた燃費特性を示していることは、AT の変速段数が相当数（例えば 7，
8 段）増加したとしても無段階に変速する場合を凌駕できないことを示している。ハイブリ

ッド車と CVT 搭載車は二酸化炭素排出量も少なく、車両重量が 1250kg 以下の車両では、

EU の 新自主規制値 140g/km をクリヤーできている。 
以上示したように、エンジンと変速機に関する技術革新は低燃費化と二酸化炭素排出量

の低減に効果があることが示された。しかし、二酸化炭素の排出量はできる限り少ないほ

うが好ましい訳であるから、低燃費化で優れた特性を持つハイブリッド車であっても十分

とは言えず、さらに排出量の低減化が求められる。ハイブリッド車の後を引き継ぐものと

して電気自動車と燃料電池自動車が目されているが、これらがどのような経緯を辿って引

き継がれていくか、が今後の技術開発戦略に重要な部分をしめると考えられる。 
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図 4-35 各エンジン別車両重量と 10・15 モード燃費と炭酸ガス排出量の相関 

（出典 自動車燃費一覧（平成 16 年 3 月）国土交通省（http://www.mlit.go.jp/jidosha/nenpi/nenpilist/nenpilist0403.pdf）） 
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図 4-36 各種変速機の車両重量と 10・15 モード燃費及び排出二酸化炭素量の相関 
（出典 自動車燃費一覧（平成 20 年 3 月）国土交通省 

（http://www.mlit.go.jp/jidosha/nenpi/nenpilist/nenpilist0803-1,2,3,4,5.pdf） 
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4-3 近未来の自動車 
1997 年、ハイブリッド車が発売され、従来の自動車をはるかに越える燃費や環境性能を

実現して、世間の注目を集めた。発売から 10 年が経った今、いよいよ本格的普及の時期

を迎えようとしている。また、電気自動車や夢の環境車と呼ばれる燃料電池自動車も市場

にだされようとしており、自動車は多様化の時代を迎えようとしている。 
従来のガソリン自動車の well to wheel の総合効率は低かった。燃費や環境性能の向上

を目指してエンジン開発が行われてきたが、レシプロエンジンの限界を超えることができ

なかった。図 4-37 に示すように、近未来自動車では総合効率が 40%を超えるハイブリッ

ド燃料電池車なども開発されようとしている。 
 

車両効率
Tank to Wheel

燃料効率
Well to Tank 総合効率（％）

35

42

29

22

32

14
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＊１）燃料電池車（現状）は天然ガスから改質で水素製造

＊２）電気自動車の場合は Well to Cell , Cell to Wheel  
図 4-37 近未来自動車の総合効率 

（出典：文献 22）などをもとに JATIS にて作成） 

 

地球温暖化問題は、経済活動の視点からの自動車のエネルギー効率を論ずる時点を既に

通り過ぎており、エネルギー多消費産業や装置あるいは CO2発生源での総量削減あるいは

強制削除が論議される状況となってきている。電気自動車には一充電走行距離の問題が残

り、燃料電池自動車では水素車載方法や燃料供給インフラなどの問題が解決されていない

が、交通網の再編成を念頭においたエネルギー消費総量削減を考える時に来ている。大量

の「汎用」自動車が高速で長距離を走行することの是非を再考すべきなのであろう。従来

とは異なる視点で、ライフスタイルを見直し、生活と移動手段を考え直してみることが必

要なのだろう。 
過去、燃費向上、環境性能向上を目指して、1km/L，1g-CO2/km を論ずる精緻な開発が

行われてきたが、近未来の自動車においては、異なる視点で、異なる次元、レベルで、エ

ネルギー効率や環境性能が議論されるようになってくるだろう。このイメージを図 4-38
に示した。 
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図 4-38 次世代自動車開発のロードマップイメージ 

（出典：日本自動車工業会 HP および文献 23）をもとに JATIS で作成） 

（http://www.jama.or.jp/lib/jamagazine/199906/06.html） 
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５．機械産業振興・環境ビジネス拡大のための提言 
 
5-1 わが国の環境と技術のレベル 
(1) 環境レベル 
東京の環境レベルは高い。北京オリンピックの前、北京から送られてくる街頭を写しだ

した映像がくすんでいるのが気になった。未だ、世界には、粉塵やスモッグに苦しんでい

る大都市も多い。東京の環境は一日にして実現できたわけではない。1960 年代に入り大気

汚染が重大な社会問題となって以来、わが国は、工場操業を環境指向の運転に改善し、高

性能の電気集塵機や脱硝装置を開発し、大気汚染防止法や自動車 NOx・PM 法など法制度

の整備に取組んできた。世界トップクラスのわが国の環境レベルは、国をあげて環境問題

に取組み、技術を開発し、環境指向型社会実現のために社会資本や制度を蓄積してきた成

果である。図 5-1 にわが国の環境レベルの一例として火力発電所排ガス中の NOx，SOx 排

出原単位を示す。 
一方、世界には、日本では既に解決されたはずの地域的大気汚染に苦しんでいる国も多

く残っている。特に工業化が目覚しい中国では、大気汚染が危機的状況にあり、中国の都

市の 70%が WHO の大気汚染基準を超過しており、毎年 30 万人が大気汚染に関連する疾病

で死亡していると報道されている 3)。図 5-2 にアジア主要都市の大気汚染状況を示す。 
中国のみならず、急速な工業化を進める新興国では、大気汚染、廃棄物、水質、土壌の

悪化などの様々な環境問題が顕在化している。重化学工業を中心とする急速な工業化、不

十分な環境開発投資、急速な都市化とインフラ投資の不足によって、新興国の環境問題は

年々深刻化する傾向にある。世界銀行の試算では、中国の大気汚染に伴う負担は、2003 年

時点で GDP の 1.16%としている 4)。地域的な環境汚染というものの、中国を発生源とする

酸性雨の被害は、朝鮮半島から日本まで影響が及んでいる。さらに、中国内陸部で進行す

る砂漠化に起因する黄砂も中国大陸から朝鮮半島、日本に飛来するようになっている。 

 
図 5-1 NOx，SOx 排出原単位の国際比較 

（出典：TEPCO ECO 環境行動レポート 2008） 
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アジア主要都市の大気汚染
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図 5-2 アジア主要都市の大気汚染 

（出典：平成 20 年度版通商白書 第 1 章 P56） 

 
世界は、地域的な環境汚染に苦闘する一方で、CO2 排出・地球温暖化という地球規模の

環境問題に直面している。確かに、「省エネ社会を構築し、世界の CO2 排出量の 4.7%しか

出していない日本には削減ポテンシャルはない」という意見や不満もあるが、「待ったなし」

の状況に追い込まれつつある現在、CO2 排出削減技術を開発し、世界に普及するのは日本

など環境先進国の責務であろう。今や環境問題は、一国だけの問題ではなく、広くアジア

全域に及ぶ課題となっている。地球はひとつ、空気に国境はない。 
 
(2) 技術レベル Cool Earth 50 と革新的技術開発 
地球温暖化・CO2排出低減に対するわが国の姿勢は「Cool Earth 50」に盛り込まれてい

る。Cool Earth 50 では「世界全体の排出量を現状に比して 2050 年までに半減する」とい

う長期目標のもとに、これを実現するための「低炭素社会構築」と「革新的技術開発」を

提案している。表 5-1 に「Cool Earth 50」が提案する低炭素社会の近未来イメージ 1) を示

す。低炭素社会構築については「自然との共生」、「交通システム」、「まちづくり」、「ライ

フスタイルの転換」などソフト面からアプローチが提起されている。「革新的技術開発」に

つい ては「生産システム」、「エネルギー転換」、「省エネ機器」などハード面からの革新が

提案されている。 
大気に放出された CO2 は、本来ならば、14%程度が森林など陸上植物に吸収され、30%

が海洋に吸収していると考えられている。人間活動の結果放出される CO2も、本来ならば、

自然循環のなかで処理されていくのが望ましい。人間の長い歴史を考えるならば、森林の
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整備、海洋の保全、自然との共生社会の実現など、自然循環に調和して地球温暖化の問題

が解決されていくのが理想である。 
IPCC 第 4 次報告書が警告するように、地球温暖化など地球環境はのっぴきならぬ状況に

陥りつつある。予測によると、21 世紀末には地球の平均気温は約 1.8℃上昇し、気候変動

リスクが極めて高くなるとされている。Cool Earth 50 は、このような状況を解決するため

には CCS のような外科手術も含めた「革新的技術開発」が必須であるとしており、低炭素

エネルギーへの転換、低炭素生産システム、省エネ機器など強力な技術開発の推進を提案

している。具体的には 2) 以下の開発課題などが挙げられている。 
〇革新的ゼロ・エミッション石炭火力発電 
・IGCS（石炭ガス化複合発電）の推進と CO2分離回収技術（CCS） 

〇先進的な原子力発電 
・信頼性、安全性を向上させた次世代軽水炉と原子力高温ガス炉による水素製造 

〇高効率で低コストな革新的太陽光利用技術 
・薄膜シリコン活用等による設置場所フリー太陽電池技術 
・蓄電池の大容量化、低コスト化 

〇水素をエネルギー源として利用するための革新技術 
・燃料電池技術と水素貯蔵技術 

〇超高効率な省エネルギー技術 
・水素を還元材とする製鉄技術 
・次世代型省エネデバ 

 
表 5-1 低炭素社会の近未来イメージ 

　　低炭素な国土・自然・交通 　　低炭素な産業・業務 　　低炭素な住宅・家庭

自然と共生
できる暮らし

〇森林との共生
〇森林吸収源機能向上
〇木材生産とバイオエネ供
給
〇自然保全・教育

低炭素
オフィス

〇ビルエネルギーマネジメ
ントシステム
〇省エネ建築物
〇リサイクルの進展

ライフスタイル
の転換

〇エコライフに実践
〇環境負荷表示システ
ム（家電、自動車標準装
備）

低炭素な
交通システム

〇高度道路交通システム
〇高効率鉄道・飛行機・船
舶
〇バイオ燃料や水素等の
利用促進
〇燃料電池自動車、電機
自動車の普及

低炭素
生産システム

〇高効率ボイラ
〇工場発生余剰熱のカス
ケード利用
〇炭素隔離貯留の有効利
用

太陽光の活用
〇太陽光発電
〇太陽熱温水器
〇屋上緑化

低炭素な
街づくり

〇コンパクシティ、
　移動距離の短縮
〇地産・地消、
〇地域ブランドによる一次
産業の活性化

低炭素エネルギー
への転換、利用

〇残渣系バイオ燃料利用
〇太陽系温水器
〇天然ガス燃料転換
〇原子力発電の推進
〇炭素利用のクリーン化

省エネ機器と
高断熱住宅の
普及

〇高効率照明
（蛍光ランプ、HIDランプ）
〇高断熱住宅
〇聴講効率エアコン
〇待機電力削減
〇ヒートポンプ給油
〇燃料電池コジェネ

低炭素ビジネス
の展開

〇エコビジネス教育
〇低炭素技術開発による
国際競争力の強化
〇途上国への戦略的な環
境技術移転  

（出典：内閣府 HP http://www8.cao.go.jp/taiwa/ronten20080405_2.pdf をもとに JATIS 作成） 
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5-2 機械産業振興のための提言 
環境に関連したビジネスが活発になっている。米国の環境分野のシンクタンク（E.B.I.

社：Environmental Business International）の推計によると 5)、世界の環境ビジネス市場

は、2006 年に約 6,920 億ドルの規模となっており、1996 年から 10 年間で 1.4 倍に成長し

たとされている。推計によると、市場全体の年成長率は 4.7%で、このうち米国 2,712 億ド

ル、欧州 1,946 億ドル、日本 1,026 億ドルと、日米欧で 82%を占めている。 
米国、欧州、日本などの先進国における環境ビジネスには長い歴史がある。これらの地

域においては、環境規制の導入がインセンティブとなり、1970 年代、1980 年代に大気汚染、

水処理、廃棄物などの分野におけるビジネスが成長している。 近では、この分野は比較

的穏やかな成長となっているが、替わりに、地球温暖化対策などに伴う省エネルギーや再

生可能エネルギーの分野が環境ビジネスを牽引するようになってきている。更に、中国な

どアジアの新興国では、経済発展に伴って増大する環境負荷を軽減するために、環境ビジ

ネスが立ち上がってきており、今後、年率 10%程度の成長が期待されている。 
我が国の環境ビジネスも市場規模 約 45 兆円（E.B.I 社の括りと異なる）、雇用規模 約

1,100 千人の一大産業に成長したが、地球温暖化問題やアジア新興国の台頭を目の前にして、 
ビジネスを再構築する時期に差し掛かっている。 
我が国には 1970年、1980年代の環境問題や石油危機を解決してきた経験と技術がある。

先端技術に取組む体力も残している。それにアジアは近い。など、我が国の環境ビジネス

再構築のためには順風が吹いていると考えてよい。しかし、環境ビジネス再構築にあたっ

ては、グローバル化と技術先進性が強く要請されており、今後、乗越えなければならない

プロセスも残る。乗越えるべき 3 つの課題を以下にあげる。 
〇現地、現物、発生源主義 
環境汚染に苦しむ地域が多く残っている。日本に住む限りはその実情を把握するのは

難しい。発生源地域への進出あるいはその地域の企業との連携が不可欠である。 
〇トータルソリューションビジネスの展開 
発展目覚しい新興国での環境汚染発生源は、工場あるいは都市全体である。総合的な

支援や協力が要請される。このような要請に対応するためには、発生源や被害地域の

環境診断、エンジニアリング会社の設備設計技術、生産メーカによる運転技術などを

糾合したトータルインテグレーションが必要であり、トータルソリューションビジネ

スの展開が重要になっている。 
〇革新的技術開発の継続と世界への普及 

も重要なことは、技術開発を継続していく力とその普及に取組む意思であろう。新

興国も急速に力を付けてきており技術は陳腐化する。我が国が革新的技術開発のトッ

プランナーであり続けることと、「地球はひとつ、空気に国境はない」という視点から、

その成果の迅速な普及に取組む姿勢が重要である。 
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低炭素社会実現に向けた技術開発を加速することが、わが国経済を活性化し、産業競争

力を強化する第一歩である。環境技術で世界をリードし、これを価値として世界に発信し

ていくことが、わが国「環境産業」の育成に繋がり、国際ビジネスとして稼ぐ仕組みへと

発展していくことが可能になる。技術開発成果をもとに、新興国の工場あるいは地域・国

全体に関わる技術支援を実施し、トータルソリューションビジネスへと発展させていくこ

とが重要である。 
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