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［要 約］ 

世界の経済の状況は、資源とエネルギーおよび環境という制約を克服しながら、経済発

展を続けていかなければならないというトリレンマの状況にある。本調査研究は、わが国

においてこれらの制約を克服しながら、如何に「ものづくり」を続けていくかについて調

査研究を行ったものである。本報告書では、「資源制約克服型ものづくり」、「エネルギー

制約克服型ものづくり」、および「環境制約克服型ものづくり」という 3 つの大きなテー

マについて制約の状況を分析し、これらの課題を克服する技術について調査した後、わが

国の「サステナブルなものづくり」についての方策を論じた。 

 

１．サステナブルとは 

わが国の製造業の置かれた状況は、GDP の製造業の占める割合の推移などからするとビ

ジネス環境に大きな変化が見られ、従来の貿易立国モデルだけではその発展に限界が認め

られるようになってきている。これに加え、地球温暖化対策など資源・エネルギーの確保

しかつ環境を保全するという制約下において、経済発展を続けていかなければならないと

いう三つの目標が互いに対立しせめぎあうトリレンマの状態にある。さらに、昨年発生し

た世界的な金融危機を克服しなければならない。特に、トリレンマ問題を克服するために

は、新しい生活や社会、産業、技術、価値観に基づいた新しい製造業の形を探索していか

なければならず、三つの目標がバランスを保った持続可能な地球文明を未来の世代に引き

継ぐこと（＝「サステナブル」）が我々の課題である。本報告は、資源・エネルギーおよび

環境の制約を克服し、いかに新しい「サステナブルなものづくり」に繋げるかについて調

査研究を行ったものである。 

 

２．資源制約克服型ものづくり 

2-1 資源の枯渇 

本報告書ではレアメタルを例にとりわが国の資源問題について考察した。レアメタルは

「産業のビタミン」と呼ばれているように極少量補助的に使用するだけで材料やデバイス

の機能を向上させる働きがあり産業に必須の資源である。しかし、レアメタルは、産出地

域が偏在している／生産量が少ない／効率的製造法が未開発／需給がアンバランス／資源

メジャーによる市場の寡占などと言う理由で産業を制約しており度々大きな問題を引き起

こす。特にこれらの資源を輸入に頼っているわが国は上記理由で確保できなくなる状況に

なり易くレアメタルの枯渇の危険性を常に持っている。 
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2-2 レアメタルの価格変動 

レアメタルは中国、豪州、南アなど極めて限られた国で生産されており、ほとんどのレ

アメタルは産出国上位 3 ヶ国で産出量の 50%を超える占有率を持っている。また、1 国が

ほぼ独占というものもある。したがって、政治紛争・自然災害などの供給障害が発生する

と価格の変動を招く。特に、ニッケルやコバルトなどで供給障害が多く見られる。また､

中国政府はレアメタルを戦略的物資として輸出規制が実施している。 

また、レアメタルは資源メジャーと称される 20社ほどの企業群から供給されているが、

中でも、BHP Billiton，Anglo American，Rio Tinto，Xstrata，Vale が 5 大資源メジャー

と呼ばれている。資源メジャーは M&A により規模を拡大してきており、スケールメリッ

トによるビジネスの優位性により資源の支配力を強めており価格への影響力が大きい。 

レアメタルの制約が価格に与える状況をインジウムについて見ると、図 1 のように 2005

年ごろより急激に需要が増加し、図 2 に示すように高騰し液晶パネルの製造にも支障をき

たし 終製品の価格にも影響を及ぼしたことは記憶に新しい。 
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図 1 インジウムの国内用途別需給推移 図 2 インジウムの国別輸入量と輸入価格推移

2-3 鉄鋼業における資源戦略 

資源の枯渇や価格変動などの制約を回避するためにわが国は備蓄／資源権益の獲得とい

う政策を進めている。レアメタルの備蓄については、石油危機の反省に基づき、1983 年に

レメタル備蓄制度がスタートし、「国家備蓄制度」が検討された。また、資源権益の獲得に

ついては、JOGMEC を中心とした海外炭鉱開発が積極的に進められている。 

また、わが国は、備蓄／資源権益の獲得に加え、技術的な方策として省資源・未利用な

資源開拓に関する技術の開発に注力している。経済産業省主導による希少金属代替開発プ

ロジェクトが 2008 年に、また文部科学省主導の元素戦略プロジェクトもスタートした。 

鉄鋼業においても省資源・未利用な資源開拓に関する技術開発を進めてきており、自動

車用鋼板のレアメタルフリー製造プロセスがそのよい例である。 
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鉄鋼業はレアメタル多消費型の産業であり、

鋼材の強さと靭性はレアメタルを添加する

ことにより制御している。しかし、添加元

素の効果に依存するだけではなく、圧延と

温度制御の製造プロセスよって高い性能を

実現する開発も精力的に推進されている。

図 3 に色々な鋼種の自動車用鋼板の強度と

伸びを示すが、特に Trip 鋼などは圧延プロ

セスと熱プロセスを巧みに組合せ鋼が持つ

本来的な特性を存分に発揮させ加工性と強度を実現するレアメタルフリー指向の代表的な

鋼板である。 

また、資源問題に対してはリ

サイクルが欠かせない。図 4 に

示した 2006 年度の鉄の循環図

によると、銑鉄 84,919 千㌧、

鉄スクラップ 51,782 千㌧を鉄

源として、転炉鋼 86,924 千㌧、

電炉鋼 30,920 千㌧、が生産さ

れ各種製造業に供給される。こ

れらの鋼材は、20～30 年後、構

造物や機械の老朽化に伴って解

体され、老廃スクラップとなる。 

また、日本国内で使用され何らかの形で国内に残っている鋼材の総量を鋼材蓄積量と呼

び、現在の累計鋼材蓄積量は 1,303,924 千㌧に達している。鉄鋼のような基礎素材のリサ

イクルが拡大することは資源や環境の面から望ましいことであり、これを定着拡大してい

くにはスクラップの品位や価格の変動などの課題を解決していくことが重要である。 

 

2-4 石垣島宣言 

2004 年のレアメタルの価格高騰は、直接資源の枯渇に結びつくものではなかったが、「資

源リスク」という考え方を広めた。この概念は「環境の持続可能性」と「経済の持続可能

性」という 2 つの側面を持っている。「環境の持続可能性」は、資源そのものより、資源

の採掘に伴う周囲の環境変化の問題である。「経済の持続可能性」は資源の枯渇に関する問

 
図 3 自動車用鋼板の強度と伸び 

図 4 わが国の鉄鋼循環図 

（鉄のマテリアルフロー2006 年度） 
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題であり、50～100 年という時間軸で資源の枯渇により経済活動の維持が困難になる時代

がやってくるという問題である。 

このような危機的状況を回避するための唯一の方法は「4R」のコンセプトである。2007

年 10 月、日本、ドイツ、中国など 9 カ国から約 130 人の材料や環境分野の研究者が石垣

島に集まり、持続可能な社会を構築するためのエネルギー、資源利用について議論した。

その結果が資源利用の 3 つの原則（①資源を枯渇させない、②環境リスクを増やさない、

③地域的世代的公正に配慮する）と、資源利用の 4 つの実践（①使わずにすむものは使わ

ない（Reduse）、②丁寧に使う（Reuse）、③何度も使う（Recycle）、④ありふれたものを

使う（Replace））を盛り込んだ「石垣島宣言」として採択されている。 

 

３．エネルギー制約克服型ものづくり 

3-1 エネルギー危機の現状 

世界の一次エネルギー供給量は、1965 年の 39 億 TOE（石油換算トン）から、年平均

2.6%で増加し続け、2005 年には 105 億 TOE に達した。一次エネルギーの内、石油・石

炭・天然ガスなど化石燃料は 87.7%を占める。また、国際エネルギー機関（IEA）による

と、表 1 に示すように、世界の一次エネルギー需要は 2002 年から 2030 年までに年率平

均 1.7%で増加し、約 1.6 倍に達すると予想している。なお、化石燃料は、2030 年までの

一次エネルギー需要予測の増加分の約 85%を占め、今後も主たるエネルギー源であり続け

ると予想される。 

表 1 世界の一次エネルギー需要の見通し 

単位：MTOE 
（石油換算百万トン） 1971 2002 2020 2030 

2002 
～2030 
増加分 

2002 
～2030
年平均 
伸び率 

石炭 1,407 2,389 3,193 3,601 1,212 1.50%
石油 2,413 3,676 5,074 5,766 2,090 1.60%
天然ガス 892 2,190 3,451 4,130 1,940 2.30%
原子力 29 692 776 764 72 0.40%
水力 104 224 321 365 141 1.80%
バイオマス及び廃棄物 687 1,119 1,428 1,605 486 1.30%
その他再生可能エネルギー 4 55 162 256 201 5.70%

合計 5,536 10,345 14,404 16,487 6,142 1.70%
 

石油の可採年数は、2005 年末の段階で 40.6 年と見積もられている。石油以外では石炭

が 155 年、天然ガスが 65 年、ウランが 85 年と当面は確保されているように見える。しか
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し、これらの資源は全て天然資源であるから埋蔵量は有限である。しかも、予測されるエ

ネルギー需要を満足させるためには、エネルギー供給設備に対する更なる設備投資が必要

であり、その額は 2030 年までの累計で約 16 兆ドルとされている。わが国にはエネルギー

資源が無く輸入に頼らざるをえない。このため、国際エネルギー市場の構造変化や、原油

価格の変動が日本経済に影響を及ぼす。このような意味で日本は常にエネルギー確保にリ

スクを負わねばならず、これをエネルギー危機と呼ぶ。 

 

3-2 エネルギー転換部門における省エネルギー 

わが国の経済成長はエネルギー需給量の増加に支えられてきた。わが国の主要エネルギ

ーは戦後間もないころの石炭から石油に変化していった。これは、液体である石油は石炭

よりも輸送や貯蔵に便利であることによる。また、工場の機械化や家庭での電化製品の普

及によって電力需要が増加し、発電所での石油消費も加速した。こうした変化の結果、1973

年度の石油依存度は 77%とピークに達したが、その後 2度にわたる石油ショックを経験し、

石油への過度な依存を改め天然ガスや原子力などへの転換を進めてきたが、現在でも石油

は 49%と大きなシェアを維持している。 

わが国のエネルギーバランスお

よびフローを図 5 に示す。各種一

次エネルギーは、電気や石油製品

などに形をかえる発電などの転換

部門を経て、 終的に消費される

という流れになっている。国内に

供給されたエネルギーが 終消費

者に供給されるまでには、発電ロ

ス、輸送中のロス並びに自家消費

が発生し、 終消費者に供給され

るエネルギー量は、その分だけ減

少する。量的には、日本の国内一

次エネルギー供給を 100とすれば、

終エネルギー消費は 69 程度である。わが国のエネルギー転換部門についてエネルギー

バランスは、原油に着目すると、国内に供給される量は 217.7×1013 kcal であり、その内

210.4×1013 kcal が石油精製へ、0.4×1013 kcal が石油化学へ送られ 204.0×1013 kcal の

石油製品が製造される。また、5.8×1013 kcal が事業用発電に供されている。 
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図 5 わが国のエネルギーバランスおよびフロー 
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エネルギー転換部門の課

題は、転換効率の向上や

CO2 排出量削減技術の開

発・実用化にある。図 6 は

火力発電設備の効率と送配

電ロスの推移を示したもの

であるが、発電機の熱効率

は依然として 40%に手が

届いた状況である。発電は

マスも大きいため僅かな効

率向上でも大きなメリット

がある。近年の発電技術のトピックスは、微粉炭燃焼発電、超々臨界圧発電、コンバイン

ドサイクル発電、ガス化コンバインドサイクル発電である。微粉炭燃焼発電は“質は悪い”

が“安い”燃料をうまく使いコストを下げるものであり、超々臨界圧発電はボイラーの熱

効率を向上させるオーソドックスではあるが野心的な技術であり、コンバインドサイクル

発電はこれまで捨てていたエネルギーを拾うことによる熱効率向上、さらにガス化コンバ

インドサイクル発電はコンバインドサイクル発電と石炭火力を結びつける技術として着目

されている。 

また、分散型発電が新たな電力供給システムとして注目されている。このシステムは、

発電ポイントと利用ポイントが近いため送電ロスが少なく、通常の発電所では廃棄してい

る排熱を有効利用できるというメリットがある。これらは、コージェネレーションシステ

ムと呼ばれ、赤坂サカス地下に建設された赤坂熱供給株式会社 第 1・第 2 プラントのよう

に都心においても内燃機関・外燃機関等の排熱を利用して動力・温熱・冷熱を取り出し、

総合エネルギー効率を高める新しいエネルギー供給システムが実現されている。 

また、分散型燃料電池発電システムは、天然ガスなどから取り出した水素と空気中の酸

素から電気をつくりだす発電設備であり、同時に発生する熱を蒸気や温水として回収する

ことによりエネルギーを有効利用しようとするものである。発電効率35〜65パーセント、

総合効率で 80 パーセントが可能で、排ガスもなく、騒音や振動も少なく、広い分野での

応用が検討されている。大電力供給システムに実用化には時間がかかると思われるが、発

電出力 750W～1,000W 程度の家庭用燃料電池コージェネレーションシステム（例えばエ

ネファーム）が市販され使用される段階に入っている。 

太陽光発電は、発電時に CO2の排出が無くクリーンな発電システムということで注目を

 
図 6 火力発電設備の効率と送配電ロスの推移 
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浴びている。太陽電池を製造するに一定量のエネルギーが必要であり、それに伴い CO2

も排出される。この投入エネルギーの回収と、製造時排出分の CO2 削減に必要な時間は、

それぞれ「エネルギーペイバックタイム（EPT）」と呼ばれているが、EPT がシステムの

寿命に比べて充分短いという条件を満たしてはじめて次世代の代替エネルギーとなりうる。

太陽光発電所は、米オバマ大統領の「グリーン・ニューディール政策」の目玉ともなって

おり、また、シンガポールは国策として太陽光発電に取り組んでいる。わが国でも稚内に

メガソーラー建設の計画がある。 

 

４．環境制約克服型ものづくり 

4-1 環境危機の現状 

環境問題の中でも 大の課題は地球温暖化問題である。IPCC は 4 次評価報告書のなか

で、温暖化の事実として「20 世紀後半の北半球の平均気温は、過去 1300 年間の内で も

高温で、 近 12 年（1995～2006 年）のうち、1996 年を除く 11 年の世界の地上気温は、

1850 年以降で も温暖な 12 年の中に入る。」「過去 100 年に、世界平均気温が長期的に

0.74℃（1906～2005 年）上昇。 近 50 年間の長期傾向は、過去 100 年のほぼ 2 倍。」「1980

年から 1999 年までに比べ、21 世紀末（2090 年から 2099 年）の平均気温上昇は、環境の

保全と経済の発展が地球規模で両立する社会においては、約 1.8℃（1.1℃～2.9℃）である

一方、化石エネルギー源を重視しつつ高い経済成長を実現する社会では約 4.0℃（2.4℃～

6.4℃）と予測。」という事実をもとに「気候システムに温暖化が起こっていると断定する

とともに、人為起源の温室効果ガスの増加が温暖化の原因とほぼ断定。」した。 

このような状況を背景に CO2 排出量削減の取組が地球規模で実施されている。1960 年

代に『沈黙の春』を契機に問題となった化学物質汚染や、1972 年の『成長の限界』と、環

境問題を対象とする議論が広まっていった。そして、フィラッハで地球温暖化に関する初

めての世界会議が開催されたのは 1985 年のことである。地球温暖化に関する国際的な取

り組みがなされたが、特に重要なのは議定書交渉であり、その中でも 1997 年 12 月に議決

した京都議定書は種々の課題が山積されているとはいえ、今後の国際間の地球温暖化対策

に指針を示すものであり、2005 年には京都議定書が発効し、削減義務が法的に発生した。 

4-2 CO2排出削減のポートフォリオ 

一方、この CO2削減と経済成長を両立するためには、技術によるブレークスルーの推進

やエネルギー効率の一層の向上が必要不可欠である。日本政府は、1990 年に温室効果ガス

排出削減のための新しい技術開発及び技術移転による問題の解決を目指した「地球再生計
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画」なるポートフォリオを提唱した。これらは、省エネルギーの推進、クリーンエネルギ

ーの導入、革新的な環境技術の開発、CO2吸収源の拡大、次世代を担う革新的エネルギー

関連技術の開発という５つの柱から成り立っている。 

図 7 は、RITE が試算した大気中 CO2濃度が 550ppm で安定化するケースにおける世界

全体の対策技術別の CO2排出削減効果である。さまざまな技術を適切に利用することによ

って、効率的な CO2削減が

期待できるが、その中でも、

CO2の回収・貯留技術の寄

与が大きいと予想される。

特に、21 世紀後半において

は、廃ガス田注入、帯水層

注入、海洋隔離などの CO2

貯留・隔離技術がリファレ

ンスケースにおける CO2

排出量の約半分に相当する

量を削減できると予想され

その役割が大きく期待されている。 

4-3 CO2分離・回収技術 

分離・回収技術として着目されている技術を表 2 に示す。本報告書では、各技術につい

ての解説と開発の進捗について調査した。本技術群はコスト的に難しいという問題を持つ

が、長期的な取り組が重要である。 

表 2 分離・回収技術として着目されている技術 

技術名 技術の概要 

化学吸収 
CO2を選択的に溶解できるアルカリ性溶液との化学反応によって CO2を分離。

吸収された CO2を取り出す際には多量の蒸気が必要。アルカリ性溶液として、

アミン、炭酸カリ水溶液などが使われる。 

物理吸収 高圧下で CO2を大量に溶解できる液体に接触させ、物理的に吸収。その後、減

圧（加熱）して CO2を回収。 

膜分離 多孔質の気体分離膜にガスを通し、孔径によるふるい効果や拡散速度の違いを

利用して CO2を分離。 

物理吸着 ガスを活性炭やゼオライトなどの吸着剤と接触させて、その微細孔に CO2を物

理化学的に吸着させ、圧力差や温度差を利用して脱着。 

深冷分離 ガスを圧縮冷却後、蒸留操作により相分離で CO2を分離。 

 
図 7 対策技術別の CO2排出削減効果 
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4-4 CO2貯留技術 

分離・回収した CO2を貯留する CCS 技術の分類を図 7 に示す。 

CCS 技術は分離・回収した CO2 を長

期間大気から隔離するために地中や海洋

へ送り込むというものであるが、隔離場

所として地中および海洋のいずれを選択

するかは、立地条件とそれに伴うコスト

などによって選択される。例えば、地中

貯留技術の範疇に属する方式の一つに炭

層固定技術がある。これは、石炭による

CO2の吸着メカニズムを利用するもので

あり、炭層中に含まれるメタンを CO2

と置換回収し有効利用するというアイデアも出されている。日本においては、経済産業省

において海洋隔離および地中貯留技術に関するプロジェクトが実施され、また炭層固定に

ついてもプロジェクト化の検討が進められている。 

4-5 CO2変換技術 

CO2 は炭素の燃え殻であるため極めて安定であるため CO2 を分解するには多くのエネ

ルギーが必要である。しかし、回収した CO2を変換して固定したり有効利用したりする技

術は、海洋あるいは陸上の生物を利用する方法や、水素と反応させて有機化合物を生産す

るなどの化学的方法が検討されている。大気中の CO2に対しては、植物や藻類、植物プラ

ンクトンなどの光合成によって植物体に固定する方法が考えられている。 

 

５．まとめ 

5-1 サステナブル社会実現シナリオの検討事例 

資源・エネルギーおよび環境問題を解決し、将来世代に健全で恵み豊かな環境を継承し

なければならにという「サステナビリティ」をキーワードとした議論は、「スターンレビュ

ー」、「サステナビリティの科学的基礎に関する調査報告書（RSBS）」、「ALPS プロジェ

クト（(財)地球環境産業技術研究機構（RITE））」、「低炭素社会の実現に向けた脱温暖化

2050 プロジェクト」多方面で実施され色々な施策が提案されている。しかし、これらの検

討事例の結論には統一性がなく科学的根拠が希薄なところが多い。この理由は、現在の人

類の科学技術は万能ではなく、さらに、これらの問題を解決していくためには、科学的合

 

図 7 CCS 技術の分類 
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理性だけではなく「社会的合理性」も合わせて確立していく手続きが必要だからである。

また、中には環境負荷を極力低めることを優先すべきというかなり消極的な意見をもつ報

告者も存在するが、我々の社会には資源・エネルギーおよび環境の制約が課せられている

とは言え、人類の社会活動を停止する訳にはいかず、省資源・省エネルギーを実現し環境

を回復する技術開発も含め生産活動を継続する必要があると考えられる。 

5-2 わが国のサステナブルものづくり技術の先端性 

本報告書では、資源・エネルギーおよび環境問題を解決していく技術の方向性は、資源

制約の克服として「消費する資源を少なくする技術」および「未利用な資源を活かす技術」、

エネルギー制約の克服として「消費するエネルギーを少なくする技術」および「エネルギ

ーを生み出す技術」、環境制約の克服として「環境負荷を少なくする技術」および「環境

をより良くする技術」にあると結論付けた。一方、わが国の製造業のポテンシャルを今後

の課題と展望という切り口で見ると、わが国にはこれまでのものづくりで培ってきた技術

と度重なるエネルギー危機を乗り越えてきた実績に基づいた環境・エネルギー技術分野の

技術蓄積と将来に向けたポテンシャルが存在する。例えば、高効率火力発電技術、鉄鋼業

における環境・省エネルギー技術、ガソリン・ディーゼルエンジン自動車技術、電気自動

技術、電池の技術、太陽電池などがそれである。 

5-3 わが国のサステナブルものづくりについて 

わが国の発展を維持していくためにはわが国は変わらなければならない。グローバルな

視点からすると、金融危機を打開するための米オバマ大統領のグリーン・ニューディール

政策、ドイツの環境・省エネルギー立国なる政策、シンガポールの環境ビジネスに向けた

大規模投資など世界は動いている。これは世界が環境・エネルギーという分野に新たなマ

ーケットを創造しはじめたということである。わが国の産業構造は今こそキャッチアップ

型からフロントランナー型に変わるべきであり、わが国の技術蓄積を持ってすればそれは

可能であると考えられる。国策としては小さな政府が民間活力に頼るというセルフコンシ

ステントな運営ではなく確固たる指導力が要求される。また、人材という資源を育てるの

も重要な国策である。我々の潜在的力をベースに、資源・エネルギー、環境問題という制

約を克服する技術を製造業の新しい種にしていけば、トリレンマをチャンスに結びつける

ことができる。これが、「サステナブルなものづくり」を実現するひとつの方向である。 

 

この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。 

http://ringring-keirin.jp/ 
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