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1． はじめに 

1.1 目的 

気候変動問題の解決には、中長期的な視点での技術の開発やその社会実装を促進すること

が重要であり、そのためには世界の産官学の英知を結集して取り組むことが不可欠である。

本事業では中長期的な観点から気候変動問題の解決に向けた対策を適切に実施するため、知

見を深める必要がある分野の調査・分析を行うとともに、技術開発、社会システム及び国際

連携の今後のあり方について調査・分析を行う。 
その際、経済産業省及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）

主催により、毎年 10 月に開催する国際会議「Inovation for Cool Earth Forum (ICEF)」に

おいて、選定テーマに関する分科会の企画及び運営を行い、本事業の途中成果を活用すると

ともに、国内外の有識者等による意見交換を行うことで、今後の対応や課題等を分析・整理

する。 

1.2 内容 

中長期的な観点から重要となる環境技術等に関する調査・分析  (1) 

国内外における環境技術の開発や普及における現状と課題、国際連携等について最新動向

を踏まえた調査・分析を行った。さらに、調査結果及び ICEF での議論の結果を踏まえ、

次年度の ICEF において取り扱うべきテーマや内容を提案した。  
調査・分析の対象技術は、経済産業省産業技術環境局総務課国際室からの指示に基づき、

原子力技術と脱炭素化に向けた産業界の貢献の 2 テーマに決定し、以下の内容について調

査した。 
 対象技術等の国内外における現状のレベルと課題 
 対象技術等の二酸化炭素削減に向けた寄与可能性 
 対象技術等の展開・普及に向けた政策や事業環境の在り方 等 

分科会の企画・運営  (2) 

上記の 2 テーマについて、ICEF で分科会を実施するための企画や分科会の運営を実施し

た。具体的な業務内容としては以下を行った。  
 プログラム・登壇者案の作成及び登壇者との連絡調整  
 登壇者の招聘業務 
 当日の運営 

国内連絡会（幹事会）等への出席と対応  (3) 

経済産業省が事務局を務める ICEF 関係者の集まる会議（都内で月１回程度）に、経済

産業省の指示により、適宜出席した。また、会議開催に係る資料作成等を行った。  
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2． 中長期的な観点から重要となる環境技術等に関する調査・分析（１）原子力

技術 

2.1 国内外における現状の技術レベルと課題 

2.1.1 原子力発電の導入に関わる各国の状況 

日本原子力産業協会が出版した「世界の原子力発電開発の動向 2018 年度版」に基づき、

2018 年 1 月の時点における建設中、計画中の原子力発電所の基数を図 2.1-1 に示す。建設

中、計画中ともにアジア地域が最も多い。建設中の炉は 63 基あるが、このうち中国が 21
基とほぼ 1/3 を占める。次いで、ロシアが 8 基、インドが 7 基、UAE が 4 基、韓国が 4 基

の順となっている。同文献によると 8 割以上が軽水炉であり、それ以外は、重水炉 6 基、

高速炉 2 基、ガス炉 1 基となっている。軽水炉の大部分が加圧水型軽水炉（PWR）である。

計画中の炉については、中国、ロシアでほぼ半数を占め、その他の大部分はいわゆる新興国

となっている。このように原子力の新設の中心は、欧米諸国から中国、ロシア及び新興国に

移ってきている。 
米国においては新規に 4 基の AP10001が建設されていたが、製造メーカーであるウェス

ティングハウス社が 2017 年 3 月に米連邦破産法 11 条の適用を申請したのを受け、先行き

が不透明な状態となっている。西欧においては、フィンランドのオルキルオト及びフランス

のフラマンビルでフランスのアレバ社の EPR（European Pressure Reactor または

Evolutionary Power Reactor）の建設が行われているが、両者とも部品の納品の遅れや追

加の安全対策の実施などのため工期が大幅に遅延している。 
EPR、AP1000 については、中国でも建設が行われていた。EPR については中国の主要

な電気事業者である中国広核集団有限公司（CGN）が、フランス電力（EDF）との協力に

より、広東省の台山原子力発電所で建設していたが、2018 年 6 月 29 日、欧米諸国よりも

先に電力系統に対する電力供給を開始した。AP1000 が建設されいてた、浙江省の三門原子

力発電所１号機については、6 月 30 日に電力供給を開始した 2。 
英国においては、2011 年に発行された「Govenment’s Carbon Plan」の中で、原子力発

電所を 16GW～75GW の規模で建設する計画を示している。その計画をうけて、英国の原

子力発電事業開発会社であるHorizon Nuclear Power Limited(2012年に株式会社日立製作

所が E.ON 及び RWE（共にドイツ所在企業）より買収)が、アングルシー島のウィルヴァ・

ニューウィッドに2020年代前半の運転開始を目指して原子力発電所を建設する計画を進め

ている。2017 年 12 月には、包括的設計審査も受領し 3、計画は着実に進行していたが、2019
年 1 月 17 日に経済合理性の観点によりプロジェクトの凍結が発表された。4。 

 
                                                   

 
1 米国のウェスティングハウス社が開発した PWR 型の軽水炉。受動安全システムが特徴。 
2 日本原子力産業協会 海外ニュース（2018 年 7 月 2 日）https://www.jaif.or.jp/180702-a 
3 日立製作所ニュースリリース 2017 年 12 月 14 日 
4 日立製作所ニュースリリース 2019 年 1 月 17 日 
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図 2.1-1 世界における建設中、計画中の原子力発電所の基数 5 

2.1.2 研究開発の現状と課題 

これまでの原子力発電所の開発は、経済性を高めるために大型化していく傾向にあった。

しかしながら、初期投資の額が大きくなりすぎたこと、中小規模のグリッドへの給電の需要

が少なくないことなどから、中小型炉の価値が見直されてきている。中小型炉は、大型軽水

炉のようなスケールメリットは得られないものの、内包するエネルギーが小さいことに加え、

受動安全系を活用することなどにより安全系を簡素化することができ、また、モジュール化

して現地工事を低減することができるなどの利点があり、開発研究が進められている。炉型

としては、現在世界で広く使われている軽水炉（水により核分裂性中性子の減速と、熱の取

り出しの双方を行う炉）を小型化したものから、高速炉、溶融塩炉、ガス炉などのいわゆる

第四世代の概念 6を用いたものまで幅広い炉型が検討されている。ここでは、小型モジュー

ル炉（以下「SMR」という。）を中心に開発の現状と課題を整理する。 

軽水炉型 SMR (1) 

軽水炉は、濃縮ウランを燃料とし、冷却材、減速材ともに水を用いる炉であり、世界で最

も普及している。軽水炉型 SMR は、既存の発電用軽水炉の技術を活用しつつ小型化を進め

たものであり、実用化に最も近い SMR である。 

                                                   
 
5日本原子力産業協会「世界の原子力発電開発の動向 2018」に基づき IAE にて作成 
6第 4 世代原子力システムに関する国際フォーラム（GIF）において、黎明期の原子炉（第 1 世代）、当時（2000
年頃）の軽水炉等（第 2 世代）、その後導入された改良型軽水炉等（第 3 世代）に続く原子力システムの概

念が第 4 世代とされている。 
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軽水炉型 SMR 開発は米国が最も進んでおり、2010 年前後には、mPower、NuScale Power
社の SMR、WH-SMR、SMR-160 などが相次いで設計認証取得準備を開始した。その後、

mPower や WH-SMR は政府の支援や顧客を十分に集められず、開発プロジェクトを縮小し

ているが、NuScale 社の SMR は 2026 年運転開始を目指して許認可の取得に向けた対応を

進めている。 
軽水炉型 SMR は中国、韓国、ロシアなどでも多様な研究開発が行われている。ロシアは、

既に運転実績を持つ軽水炉である VVER-640 をベースに小型化を進めた中小型炉

VVER-300 や沸騰水型（BWR 型）の SMR である VK-300 を設計している。韓国の中小型

炉である SMART は 2012 年に設計認証取得済みであり、中国の SMR である ACP-100 は

詳細設計中である。 
このように、軽水炉型 SMR は世界各国で開発が進められている。開発の基本的な方向性

は、以下のとおりである。 
 小型化することにより内包するエネルギーや放射性物質を少なくし、受動的安全設備

等を活用することでより高い安全性を実現 
 非常用炉心冷却系を簡素化 
 周辺住民の避難計画範囲縮小 
 応用範囲の拡大（熱供給、海水淡水化など） 

高速炉 (2) 

前節で述べた軽水炉が、核分裂反応で発生した高速中性子を十分に減速させてから燃料に

衝突させるのに対し、高速炉では、中性子を高速の状態で燃料に衝突させる。その結果、燃

料の大部分を占める核分裂性ではないウラン（ウラン 238）から、燃料として利用可能なプ

ルトニウムへの変換が起こりやすくなる。この現象を利用することで単位質量のウラン資源

から得られるエネルギーを飛躍的に高めることが可能となる。冷却材として金属ナトリウム

を用いる高速炉の研究開発が、1990 年代には原型炉・実証炉 7の段階にまで進んでいたも

のの、事故などの影響もあり、現在では、日米欧諸国においては開発が滞っている。一方ロ

シアにおいては、現在ナトリウム冷却高速炉の実証炉である BN-800 の運転を実施しして

おり、より大型の商用炉である BN-1200 についても詳細設計検討を進めている。中国にお

いては、中国核能電力股分有限公司（CNNP）が 2017 年 12 月、高速実証炉の実証炉（CFR600）
に着工した。商用炉である CFR1000 についても 2030 年の実用化を目指して開発が進めら

れている。このように中国とロシアにおいては、近年でも研究開発が積極的に進められてい

る。 
高速炉型の SMR である、GE-Hitachi 社の PRISM や Advanced Reactor Consepts 社の

ARC-100 は、小型のナトリウム冷却高速炉の有する、事故時に運転員の介入がなくても炉

心の冷却が維持できるという機能性（固有の安全性）を活用して、シンプルな設計を行うこ

とで、高い経済性を発揮することができる。その内容については、次節にて述べる。 
                                                   

 
7 原子炉の開発は通常、研究炉、原型炉、実証炉、商用炉と段階的に開発が行われる。炉型にもよるが、

目安として、原型炉は数 10 万 kW 程度、実証炉は 50 万 kW 前後、商用炉は 100 万 kW 程度 
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なお、冷却材として鉛やヘリウムガスを用いる高速炉についても検討が行われており、い

くつかの概念設計が提案されている。 

高温ガス炉 (3) 

軽水炉に比べ、高温ガス炉は冷却材としてヘリウムガス等を用いることで、750℃～950℃
程度の高い温度での運転が可能という特長を有する。高温で運転することで、タービンの発

電効率を高めるとともに、反応温度が高い水素製造プロセスへの応用も期待できる。さらに、

排熱も 200℃程度と高温であることから、排熱を化学プロセスなどに適用することで、総合

効率をさらに高めることも期待される。 
高温ガス炉は前述の、ナトリウム冷却高速炉、鉛冷却高速炉、ガス冷却高速炉とともに、

前述した第 4 世代原子力システムに関する国際フォーラム（GIF）6の 6 炉型の一つとされ

ている。国内の高温ガス炉としては、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（JAEA）

の HTTR10（High Temperature engineering Test Reactor）が 1998 年に運転を開始し、

その後高温連続運転や安全性の実証に関わる実験データなどを蓄積してきている。第 5 次

エネルギー基本計画では、「水素製造を含めた多様な産業利用が見込まれ、固有の安全性を

有する高温ガス炉など、安全性の高度化に貢献する技術開発を、海外市場の動向を見据えつ

つ国際協力の下で推進する」と記述されている。 
前述の小型のナトリウム冷却高速炉と同様、高温ガス炉も固有の安全性を有し、運転温度

が高温である特長を利用して、遠隔地に設置される熱電併給源として活用されるような超小

型炉、産業用の熱源を主目的とした中型炉、大型軽水炉の代替となるような大型炉といった

幅広い利用が想定されている。この炉型の SMR としては、Xe-100（米国）、HTR-PM（中

国）、U-Battery（英国）、Starcore（カナダ）などがある。 

2.1.3 主要な炉型 

Nuscale 社の SMR (1) 

NuScale 社は、SMR の開発と商用化を目的として、2007 年に設立された。NuScale 社

のSMRは、もともと、2000年に開始された米国エネルギー省（DOE：Department of Energy）
のMulti-Application Small Light Water Reactor (MASLWR)プログラムの一環として開発

されたものである。その後詳細な設計が進められ、2016 年には設計認証の申請が行われた。

前述のとおり、2026 年ユタ州のアイダホ国立研究所に建設を予定している。事業者はユタ

州公営共同電力事業体（UAMPS: Utah Associated Municipal Power Systems）である。 
NuScale 社の SMR は蒸気発生器などの一次系機器を原子炉容器内に内装している一体

型 PWR である。1 つのモジュールの電気出力は 60MW であるが、最大で 12 モジュールを

接続することで、720MW の電気出力（所内電力を差し引いたネット出力では 684MW）を

実現できる設計としている。 
図 2.1-2 に、事故時に原子炉が停止した後の残留熱除去（原子炉は、連鎖的な核分裂反

応が停止した後も、燃料中の放射性元素の核変換により崩壊熱が発生するため、その熱を除

去する必要がある）のイメージを示す。事故直後は、原子炉出力の数％に相当する大きな崩

壊熱が発生しているが、原子炉容器は運転中から水没しており、対流により冷却可能である。
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崩壊熱は時間とともに減少していき、3 日目以降、蒸発により水位は低下し原子炉容器の一

部が露出するが、蒸発による冷却とのバランスにより原子炉容器は安全な温度に保持される。

30 日後に水位はほぼゼロになるが、崩壊熱はさらに小さくなっており、空冷のみで温度が

維持可能となる。このように運転員の介入がなくても長期に安全を維持できる設計を取り入

れることなどにより、高い安全性能を実現することで、周辺住民の避難計画範囲を縮小する

よう米国規制委員会（NRC）と調整を行っているところである。避難計画範囲の縮小が実

現すれば、需要地に近接して立地することが可能となり、一般には移送しにくい熱利用が容

易になることから、海水淡水化、石油精製、地域熱供給といったプロセスに対しての適用が

容易となる。 

 
図 2.1-2 NuScale 社の SMR の残留熱除去イメージ 8 

 
 NuScale 社の SMR は再生可能エネルギーとの共存も視野に入れている。一般に太陽光

発電の導入量が増加すると、夕刻太陽光発電量が急減することに伴い、それ以外の発電量を

急速に立ち上げる必要が生じる。例えば、カリフォルニアにおいては、太陽光以外の発電量

について図 2.1-3 に示すような変化が想定されている。NuScale 社の SMR はゼロ出力から

100％出力までを 96 分で実現できる設計としており、この設計であれば、ベースロード電

源としてのみならず、図 2.1-3 に示すように、夕刻において急激に発電量を変化させるこ

とが可能な電源としても活用することができる。 
 

                                                   
 
8 ホセ・レイエス「ニュースケール社 SMR の開発の現状」、Innovation for Cool Earth Forum 2018 分科会「原

子力（SMR）」 講演資料 
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図 2.1-3 再生可能エネルギー導入時の発電量不足の予測とNuScale社のSMRの出力の立

ち上がりとの関係 8 

ARC-100 (2) 

Advanced Reactor Concepts 社の ARC-100 は、金属燃料ナトリウム冷却の一体型高速炉

（IFR）である。「一体型」の意味は、発電炉と再処理施設を同一のサイトに建設している

ということである。IFR は、既存の軽水炉がウランやプルトニウムの酸化物を利用するの

とは異なり、ウランやプルトニウムの合金を用いている。IFR においては電気化学的に再

処理した燃料を再使用することが原理的には可能であり、IFR を中心とした効率的な核燃

料サイクルの実現が期待されている。その開発の変遷のイメージを図 2.1-4 に示す。EBR-I
は 1951 年、世界で初めて原子力発電に成功した炉である。EBR-II は、全電源喪失かつス

クラム失敗という厳しい環境においても、炉心が安全に保持されることを実証したことで有

名であり、30 年近い運転実績を持つ。 
ARC-100 では、これらの実績を踏まえ、既存の大型軽水炉や軽水炉型の SMR を上回る

経済性を発揮すべく開発が進められている。ARC-100 は燃料交換期間を 20 年とすること

で、燃料交換の負担を減らしているところが特長であり、インフラが整備されていない国や

地域での使用や鉱山での熱源など発電以外の用途も想定されている。 
Advanced Reactor Concepts 社の設立は 2006 年であり、2016 年には後述する PRISM

の開発で GE-Hitachi 社と提携した。カナダにおける、遠隔地での熱電供給を想定し、2017
年にカナダ原子力安全委員会（CNSC）が実施している許認可の事前審査に応募している。

また、英国においては、革新的なモジュール炉の概念を募集する Advanced Modular 
Reactor (AMR) Feasibility and Development Project に応募し、採用されている。 
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図 2.1-4 一体型高速炉開発の変遷 9 

PRISM (3) 

PRISM は前述の ARC-100 と同様の一体型高速炉（IFR）である。これらの関係のイメ

ージを図 2.1-5 に示す。ARC-100 は燃料交換期間が 20 年であり遠隔地での使用が想定さ

れている一方、PRISM はやや大型で燃料交換期間が 12~24 か月である。PRISM の開発は

GE-Hitachi 社が、国立研究所を含む原子力関係の機関と協力しながら実施している。 

 
図 2.1-5 EBR II、PRISM、ARC-100 の関係の概念図 10 

                                                   
 
9 ロバート・C・ブラウン「ARC-100 の紹介」Innovation for Cool Earth Forum 2018 分科会「原子力（SMR）」
講演資料 
10 エリック・P・ローウェン「PRISM の現状と新規炉開発の挑戦」、Innovation for Cool Earth Forum (2017) 講
演資料 
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2.2 二酸化炭素排出削減に向けた寄与可能性 

2.2.1 発電部門からの CO2排出 

原子力は、2018 年 7 月に閣議決定された第 5 次エネルギー基本計画において、「燃料投

入量に対するエネルギー出力が圧倒的に大きく、数年にわたって国内保有燃料だけで生産が

維持できる低炭素の準国産エネルギー源として、優れた安定供給性と効率性を有しており、

運転コストが低廉で変動も少なく、運転時には温室効果ガスの排出もないことから、安全性

の確保を大前提に、長期的なエネルギー需給構造の安定性に寄与する重要なベースロード電

源である」と位置付けられている。 
2015 年に総合資源エネルギー調査会基本政策分科会長期エネルギー需給見通し小委員会

において取りまとめられた長期需給見通しにおいては、2030 年の電力における原子力のシ

ェアは 20～22％とされている。長期需給見通しにおいては、発電のシェアを 1%代替する

ことによって生じる燃料消費の増減と CO2 排出量の増減が一覧表にまとめられている。そ

こでは原子力発電のシェアを 1%減少させて天然ガス火力を 1%増やすと、CO2排出が 440
万トン増えるとされている。仮に、電力における原子力のシェアが長期需給見通しの 2030
年 20~22%からゼロになり、そのすべてが天然ガス火力に置き換わったとすると、CO2排出

が約 9 千万トン増加することになる。この量は 2016 年の国内 CO2排出量 12 億 600 万トン

の約 7%に相当する。このように原子力の有無が国内 CO2排出量に対して与えるインパクト

は少なくない。 
世界的にも原子力は重要な低炭素技術と認識されており、International Enery Agency 

(IEA)の Energy Technology Peespectives(ETP)においては、図 2.2-1 に示すように、原子

力の着実な増加が想定されている。これは、図 2.2-2 に示すとおり、成り行きシナリオで

ある RTS シナリオからの CO2削減量全体の 6％程度の寄与に相当する。 
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図 2.2-1 電力部門の推移 11 

 
 
 

 
図 2.2-2 低炭素化に向けた低炭素技術の寄与内訳 11 

                                                   
 
11 International Enery Agency (IEA), Energy Technology Peespectives(2017) 
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2.2.2 産業・運輸 

産業・運輸については、低炭素化が相対的に困難な部門であり、ETP においては、2050
年前後の主要な排出部門と認識されている（図 2.2-3 参照）。産業部門においては、高温ガ

ス炉などによる高温かつ大規模な熱供給などにより、産業用熱源として原子力が活用できる

可能性がある。また、運輸部門においては、船舶の動力として原子力を活用できる可能性が

ある。国内では原子力船「むつ」が 1969 年に進水し、出力変動や揺動・振動への対応につ

いてなどの試験を行った実績がある 12。 
 

 
図 2.2-3  IEA の ETP における部門別 CO2排出量 11 

2.3 展開・普及に向けた政策や事業環境のあり方 

2.3.1 各国の革新炉開発支援策 

米国 (1) 

政府は「エネルギー政策法(Energy Policy Act of 2005)」の中で、大気汚染や温暖化対策

に資するエネルギー技術開発に対して債務保証するとしており、「革新的な原子力施設」は

対象となるエネルギー技術開発の一つとされている。2010 年 4 月に「原子力エネルギー研

究開発ロードマップ（NUCLEAR ENERGY RESEARCH AND DEVELOPMENT 
ROADMAP）」が策定された。本ロードマップでは、以下の 4 つを目標としており、これら

の目標を実現するためのプログラムが設立された。 
 既設炉の信頼性改善、安全性維持、及び寿命延長のための技術開発 
 エネルギー安全保障と気候変動への貢献が期待される革新炉の経済性の改善 
                                                   

 
12 JAEA青森研究開発センターホームページhttps://www.jaea.go.jp/04/aomori/nuclear-power-ship/technical.html 
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 持続的な燃料サイクルの開発 
 核不拡散の維持とテロリズムへの対策と防止 
革新炉の開発に関しては、2012 年には軽水炉型 SMR の許認可に対する財政支援を行う

「SMR 許認可技術支援プログラム」（SMR-LTS Program）が開始された。2016 年にはエ

ネルギー省（DOE）が「原子力技術革新加速ゲートウェイ」（GAIN：Gateway for Accelerated 
Innovation in Nuclear）を開始し、バウチャープログラムによる DOE の研究施設や研究能

力へのアクセスの提供などの技術的支援の他、規制上及び財政的支援が行われている。一方、

米国規制委員会（NRC）は、GAIN 実行に関して DOE と覚書を締結するとともに、複数

の非軽水炉型 SMR に対して申請前審査を実施中である。 

英国 (2) 

2013 年 3 月に「原子力産業戦略（ Nuclear Industrial Strategy -The UK’s Nuclear 
Future）」が策定された。この戦略は、「政府と産業界は、経済的かつ戦略的な国家的強み

のある英国の原子力産業の発展を確実なものとするための明確かつ野心的なビジョンを持

ち、安全で信頼性が高く、手頃な価格の低炭素電源を供給する。」ことを目標としており、

以下の 4 項目について、2050 年までのマイルストーンを提示している。 
 The Home Market 

2030 年に向けて 16GW の軽水炉新設計画を実行、2030 年以降は革新炉導入により

原子力発電容量を拡大。また、新規原子炉の導入に合わせて英国原子力産業のシェア

拡大を目指す。 
 Building a Future : Innovation and R&D 

英国サプライチェーン強化や革新炉導入に向けた研究開発について、2020 年までは

基盤研究を実施、2020 年以降は更なる研究開発を進め英国技術の適用範囲を拡大。 
 Forging a Stronger International Presence 

2020 年、2030 年、2050 年の目標として、それぞれ英国企業の海外新設計画への参

加、新設計画の関与と支援範囲の拡大、第 4 世代炉･SMR をターゲットとした関与

の拡大。 
 Investing in the Right Skills 

軽水炉新設計画の目標達成のための人材確保。2030 年以降は更なる新設計画に向け

てのスキルや専門知識の構築。 
この戦略の基づき、新たな研究開発の議論や SMR の実現可能性の議論が開始された。こ

の議論を踏まえ、2016 年末以降、原子力イノベーションや先進モジュール炉（AMR：

Advanced Modular Reactor）の研究開発に対して、政府による財政支援が開始されている。

一方、英国原子力規制局（ONR）は、成熟した SMR 技術を対象に、規制エンゲージメン

トを開始している。このエンゲージメントは、ONR とベンダーとの協議の場を設けること

で、規制の理解と発展を促進することを目的としている。 

カナダ (3) 

2015 年 9 月に「原子力科学技術ワークプラン」（FNST Work Plan）が策定され、これに

対応し、カナダ原子力研究所（CNL）は FNST Work Plan を含んだ 10 年プラン（2016～
2026）を策定した。10 年プランの戦略の 1 つとして「SMR イニシアチブ」が挙げられて
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おり、CNL はチョークリバー研究所内に建設地を提供し 2026 年までに実証炉を建設する

予定である。また、政府は連邦議会の委員会からの提言を受けて、SMR ロードマップの策

定のための作業を開始している。一方、カナダ原子力安全委員会（CNSC）は、事前審査プ

ロセス（Pre-licensing Review of a Vendor’s Reactor Design）の仕組みを整備しており、

複数の SMR ベンダーに対して事前審査プロセスを実施中である。 

2.3.2 事業性確保のポイント 

原子力については、初期投資の額が大きいことから、投資を集め事業を推進していく上で

は、事業の予見性を高めることが重要なポイントとなる。事業開始に先立つ建設や運転の許

認可の段階においては、規制機関とのやり取りの長期化が大きな事業リスクとなる。そこで、

各国において、正式な許認可申請の前に事前審査を進める取組が行われている。建設段階に

おいては、工期の遅延が大きなリスクとなるため、モジュール化を進めて現地工事の負担を

減らす工夫などが必要となる。また、プラントを継続して建設することで経験を蓄積するこ

とも重要である。運転開始後は、高稼働率で運転を継続することが重要である。保守の最適

化により事故を予防するとともに、定期点検による停止期間を短くしていくことも重要であ

る。電力価格が不安定であることは大きなリスクであり、需要の変動に対応する調整力を備

えることも重要となってくる。 
原子力を推進する上では、社会の理解を得ることが重要である。安全性の向上について、

継続的な努力を進めるとともに、国民に分かりやすく説明していく必要がある。また、CO2

排出削減、エネルギーセキュリティ向上といった、原子力を利用するメリットについても、

継続して説明し続けることも重である。 
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3． 中長期的な観点から重要となる環境技術等に関する調査・分析（２）脱炭素

化に向けた産業界の貢献 

3.1 国内外における現状の技術レベルと課題  

3.1.1 国内外の産業部門の現状 

産業部門は製造部門と非製造部門（農林水産業、鉱業、建設業）に大別され、さらに製造

部門は素材系産業と非素材系産業に分けられる。素材系産業は鉄鋼、化学、窯業土石（セメ

ントなど）及び紙パルプの素材物質などを生産する産業を指しており、これらがエネルギー

多消費型産業と呼ばれる。非素材系産業はそれ以外の食品、繊維、金属、機械、プラスチッ

クなどを製造する産業を指している。 
国内の製造部門におけるエネルギー消費のうち、素材系産業である鉄鋼業及び化学工業な

どのエネルギー消費は年々減少している。第一次石油ショックが発生した 1973年度と 2016
年度を比較すると、経済規模は 2.5 倍に、製造業全体の生産量も 1.6 倍に増加しているが、

製造業のエネルギー消費指数は低下している（2016 年度）（図 3.1-1）。この要因として、

生産コストの低減や企業の環境保護意識の高まりから、エネルギー効率の向上（原単位の改

善）が進んだことが考えられる。ただし、製造業のエネルギー消費量そのものは依然として

高く、最終エネルギー消費量の約 4 割を占めている。 
 

 
 

図 3.1-1 製造業業種別エネルギー消費の推移 13 
 
世界の最終エネルギー消費は、1971 年から 2015 年までの 44 年間で約 2.2 倍に増加して

おり、特にモータリゼーションが進展したことにより運輸部門のエネルギー消費が急増して

いる。産業部門（鉄鋼・機械・化学等）のエネルギー消費は約 1.9 倍の増加となっている（図 
3.1-2）。 

                                                   
 
13 エネルギー白書 2018（資源エネルギー庁） 
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図 3.1-2 世界のエネルギー需要の推移 13 

3.1.2 分野別の現状と課題 

化学産業 (1) 

日本のプラスチック製品とゴム製品を含めた「広義の化学工業」は、国内出荷額約 42 兆

円、従業員数約 89 万人を擁する一大産業であり、製造された製品によって人の豊かな暮ら

しを支え、多くの雇用を創出するなど、我が国の経済発展に貢献している 14。化学産業に

おけるエネルギー消費量は約 2,288PJ（2016 年度）にのぼる（図 3.1-1 より算出）。図 3.1-3
に、化学産業のエネルギー効率の国際比較を示す。縦軸はエネルギー効率指標の逆数につい

て日本を 100 とした相対値をプロットしたものであり、数字が大きいほど効率が低いこと

を意味する。この図より、日本の化学産業のエネルギー効率は世界最高水準であるというこ

とがわかる。更なるエネルギー効率向上に向けた技術課題としては、燃料転換、熱回収の強

化、冷熱利用、高効率・省エネルギー設備・機器の導入、システムの運転最適化（制御や管

理も含む）などがある。また、化学産業では、化石燃料を燃料としてだけでなく原料として

も使用しており、脱炭素化の実現に向けては、原料と燃料の両面での革新的技術開発が必要

となる。そのため同業界では、(1)革新的プロセスの開発、(2)化石資源を用いない化学品製

造プロセスの開発、(3)ライフサイクルを通じた温室効果ガス（GHG）排出削減に貢献する

次世代型高機能材の開発、の 3 つの視点で中長期的技術開発を推進している。技術開発例

としては、エクセルギー損失の大きい燃料燃焼による熱損失を最小限にするために、熱分解

工程を触媒プロセスに転換する技術や、熱利用の多い蒸留工程への多孔体無機膜プロセスを

導入する技術、さらにはバイオマス資源や高濃度 CO2を合成燃料にする技術等がある。  

                                                   
 
14 グラフで見る日本の化学工業 2018（日本化学工業協会） 
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図 3.1-3 化学産業におけるエネルギー効率の国際比較 14 

縦軸はエネルギー効率指標の逆数について日本を 100 として示したものである。 
 
欧州 Horizon202015では、ヨーロッパのバイオエコノミーの実現と進展を目的としたプロ

グラムや、C1～C4 化合物又は CO2 を利用した触媒分離膜反応を利用した合成燃料製造プ

ロジェクトが実施されている。また米国においては、エネルギー省（DOE）のバイオエネ

ルギー技術局（BETO）などが、燃料と化学品の併産により燃料コスト低減、CO2排出量削

減を行うことを目標として、変換技術の開発や実証事業などに支援を行っている。 

鉄鋼 (2) 

国内で化学製造業に次いでエネルギー消費量の多い鉄鋼製造業のエネルギー消費量は約

1,674PJ（2016 年度）にのぼる（図 3.1-1 より算出）。図 3.1-4 に一次エネルギー原単位（単

位生産当たりのエネルギー消費量。数値が大きい方が低効率）を国際的に比較したものを示

す。日本の鉄鋼業のエネルギー効率は世界最高水準を誇り、日本で開発された省エネルギー

技術は中国、韓国、インド、ロシア、ブラジルなどに導入が進められている 16。しかしな

がら、高炉による製鉄プロセスは、コークスが燃料と還元剤を兼ねていることもあり、脱炭

素化は容易ではない。日本鉄鋼連盟の低炭素社会実行計画では、「エネルギー効率の更なる

向上を図るとともに、日本を製造・開発拠点としつつ、製造業との間の密接な産業連携を強

                                                   
 
15 Horizon2020 は全欧州規模で実施される研究および革新的開発を促進するための欧州研究・イノベーショ

ン枠組計画（Framework Programe (FP)）のこと。2014 年～2020 年にわたり、約 800 億ユーロ（約 10 兆円）

にのぼる EU からの公的資金が投入されている。（日欧産業協力センターのホームページより）（日欧産業

協力センターは Horizon2020 への日本からの参加を支援している。） 
16 鉄鋼業の地球温暖化対策への取組～低炭素社会実行計画実績報告（日本鉄鋼連盟）（2018.2.7） 
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化しながら、エコプロセス、エコプロダクト、エコソリューションと革新技術開発の四本柱

により、日本経済の成長や雇用創出に貢献し、省エネルギーはもちろん地球温暖化対策に積

極的に取り組む」としている。また、2018 年 11 月日本鉄鋼連盟は、「長期温暖化対策ビジ

ョン『ゼロカーボン・スチールへの挑戦』」を策定した。これはパリ協定を含め、昨今の国

内外での地球温暖化対策に対応するため、2014 年 11 月に策定されている「低炭素社会実

行計画（フェーズ II）」（2030 年目標）の達成とともに、2030 年以降を見据えた長期戦略

に位置付けられており、将来の鉄鋼需給想定、鉄鋼業の長期温暖化対策シナリオ、日本鉄鋼

連盟の取組の内容からゼロカーボン・スチールの実現への道筋を描いている。具体的には長

期の鉄鋼需給を想定しながら CO2 排出ゼロをも睨んだ水素還元製鉄などの技術開発に取り

組むとしている。このビジョンでは、プロセスの省エネ化、高機能鋼材の供給、先端技術の

海外展開の 3 つのエコな取組、さらにはゼロエミッション電源や水素供給などの社会イン

フラの必要性や業界内外での協調などの必要性も指摘している。 
 

 
 

図 3.1-4 転炉鋼と高炉鋼の一次エネルギー原単位(日本の 2015 年値を 100 とした場合)17  
 
具体的な革新技術開発例としては、国内では 2 つの技術開発が進行中である。ひとつは

コークス製造時に発生する高温のコークス炉ガス（COG）に含まれる水素濃度を高め、コ

ークスの一部代替にこの水素を用いて鉄鋼石を還元する技術の開発（水素還元等プロセス技

術（COURSE50））、もうひとつは、一般炭と低品位鉄鉱石の混合成型・乾留により生成さ

れた金属鉄の触媒作用を利用して低温還元を行い、還元率を飛躍的に高めた革新的塊成物

（フェロコークス）を利用し、投入するコークス量を削減する省エネルギー技術の開発（フ

ェロコークス活用製銑プロセス技術）である。COURSE50 は、2018 年度からの 5 年間を
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フェーズⅡ-STEP1 として、実証規模の試験段階に入った。また、フェロコークス活用製銑

プロセス技術は 2017 年～2022 年の期間で 300 トン/日の中規模設備での製造技術を実証す

ることを目指して開発が進められている。 
欧州では製鉄プロセスのCO2削減プロジェクトULCOS（Ultra Low CO2 Steel making）

にて溶融還元プロセス HIsarna の開発等が実施されている（図 3.1-7）。 
 

 
 

図 3.1-5 革新的製鉄プロセス技術開発（COURSE50）の概略図 17 
 
 

 
 

図 3.1-6 フェロコークス活用製銑プロセス技術の開発事業概略図 18 

                                                   
 
17 鉄鋼連盟 COURSE50 紹介ホームページより（http://www.jisf.or.jp/course50/tecnology01/） 
18 NEDO News Release 「フェロコークスを活用した製銑プロセスの技術開発に着手」（2017.5.19）
（https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_100769.html） 
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図 3.1-7 HIsarna プロセスの概要図 19 

セメント (3) 

セメント製造は、大きく分けて(1)原料の乾燥・粉砕・調合、(2)原料からの中間製品・ク

リンカの焼成、(3)クリンカに石膏を加えて粉砕の 3 工程からなる。エネルギー消費の 8～9
割をクリンカ焼成工程が占めており、その焼成温度の低温度化や焼成時間の短縮を主とする

基盤技術開発が実施されている。複雑な熱化学反応をシミュレートする技術や温度状態等を

計測する技術、焼成温度の低下等の効果がある物質（鉱化剤）の開発等が課題とされている。

一方でキルンの排ガスを原料予熱に再利用し、更にこの原料予熱装置（SP）とキルンの間

に補助燃料炉（か焼炉）を設けて原料の焼成度を高めた NSP キルンの国内普及度は 90%以

上と高い（図 3.1-8）。 

                                                   
 
19 TATA Steel HIsarna Faactsheet （2017.12）（https://www.tatasteeleurope.com/en/innovation/hisarna/about-hisarna） 
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図 3.1-8 セメント製造における省エネ技術と国内導入実績の推移 20 
 
2015 年にセメント業界で初の RE10021に参加したインドのダルミア・セメント社は、

2030 年までに再生可能エネルギー導入率を 38％に増やすことを目標に、セメント製造時の

CO2 排出量の削減を目指している 22。目標実現のため、太陽光発電設備やバイオガスプラ

ントの設置をはじめ、10MW 級の排熱回収プロジェクトを実施している。さらに同社は持

続可能な発展のための世界経済人会議（World Business Council for Sustainable 
Development；WBCSD）によって設立された Cement Sustainability Initiative（CSI）
にも参加している。CSI では、今後、世界のセメント工場から排出される CO2 は、途上国

が中心になると考えており、とりわけインドや中国といった BRICS 諸国への関心が高く、

次の 7 項目のアクションを要求している 22。(1)CO2排出の分析・理解と管理（環境保護）、

(2)責任ある熱源および資材の使用、(3)従業員の検討と安全、(4)CO2排出量の削減、(5)現地

住民と土地への影響および生物多様性の維持、(6)報告とコミュニケーション（情報共有）、

(7)ガバナンス。これら 7 つのアクションに対しては、4 年毎に監査が入る。その結果、2014、
2015 年度におけるダルミア・セメント社のセメント製造による GHG 排出量は、セメント

業界の世界平均よりも約 20%低い 531kg/t-cement を記録している 22。 

ガラス (4) 

ガラスは主にフロート法もしくはロールアウト法で製造される。前者は溶解窯の中にガラ

スの原料（珪砂、ソーダ灰、石灰石などを決められた割合で混合したもの）を投入し、約

1,600℃で溶かしてフロートバス（溶解錫）の上に流し込んだ後、徐冷窯に送り、切断して

                                                   
 
20 セメント産業の省エネルギー対策について（セメント協会）（総合資源エネルギー調査会／省エネルギ

ー・新エネルギー分科会／第 7 回省エネルギー小委員会資料 1-5） 
21 事業活動によって生じる環境負荷を低減させるために設立された環境イニシアチブのひとつで、事業運

営に必要なエネルギーを 100%再生可能エネルギーで賄うことを目標としている。 
22 平成 29 年度低炭素社会の実現に向けた中長期的再生可能エネルギー導入拡大方策検討調査委託業務報

告書／参考資料 3：RE100 加盟企業に対する文献結果（2018.3 環境省） 
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製造する（図 3.1-9）。後者は模様が入ったガラスや網の入ったガラスを製造するときに採

用される方法で、溶解窯と徐冷窯との間に 2 本のローラーがあり、下側のロールに彫刻し

た模様でガラス面に模様を刻み込みながらガラスを製造する方法である（図 3.1-10）。いず

れの方法でもガラス製造工程では高温加熱プロセスが不可欠である。省エネルギーを進める

ためには、瞬時に高温溶解できる革新的な製造プロセスや、革新的な原材料の開発による操

作温度の低温化を図ることが必要とされる。NEDO の「革新的ガラス溶融プロセス技術開

発」事業では瞬時に原料からガラス融液の製造を実現する気中溶解技術の開発が進められ、

実用化に向けた検討が進められてきた（図 3.1-11）。またプラズマ等を活用する技術の開発

も検討されている。 
 

 
図 3.1-9 フロート製法 23 

 
 

 
 

図 3.1-10 ロールアウト製法 23 
 

  

                                                   
 
23 AGC 板ガラス建材総合カタログ技術資料編（2018.7）
（https://www.asahiglassplaza.net/catalogue/sougou_gijutsu/r.htm） 
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図 3.1-11 NEDO 革新的ガラス溶融プロセスのイメージ図 24 

半導体 (5) 

半導体の製造には大量のエネルギーを消費しながら数十万個以上の半導体素子を一度に

製造する大量生産プロセスが一般的である。少量生産が必要な場合も大量生産する場合と同

じ手法が採用され、エネルギー損失が大きい。また集中型の製造体制が敷かれていることか

らリスク分散ができていないとされる。 
NEDO の革新的半導体製造プロセスの開発では、装置の小型化やクリーンルームが不要

となる製造プロセスの検討が実施されている。具体的には、シリコンウェハを 0.5 インチ

（12.5mm）、製造装置サイズを幅 30cm×奥行き 4cm×高さ 144cm に規格化された半導体

の少量生産に最適なミニマルファブを開発し、生産システムとして一体的に利用できる体制

を構築している（開発装置数：105 台）。また、ミニマルファブを用いたシリコントランジ

スタ、GaAs レーザーなどの試作にも成功している。今後はイオン注入装置や化学蒸着法

（Chemical Vapor Deposition; CVD）装置など小型化が難しい装置群の開発が必要とされ

                                                   
 
24 NEDO「革新的ガラス溶融プロセス技術開発」事業・プロジェクト概要（NEDO ホームページ、

https://www.nedo.go.jp/activities/FK_00105.html） 
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ている。実際に、ミニマルファブによるデバイス試作は開始されているが、本格的な量産対

応には、統合的な生産システム構築、設備管理などの開発が必要とされる。 

セラミックス (6) 

自動車部品や液晶・半導体などの製品を製造する際に使用される生産用部材は、製品の機

能と生産性の向上の観点から、部材の大型化と機能の向上が要求されている。耐熱性、耐食

性に優れたセラミックスの開発は、エンジン鋳造ラインの大型配管や槽、容器などでの熱損

失を小さくできる。また製品への不純物の混入防止にも寄与できる。更にセラミックス部材

も大型化以外に軽量、高剛性などの高い機能性が求められている。このような機能性あるセ

ラミックス 25の製造は、従来の一体型のセラミックス成形技術では対応困難であり、大型・

複雑・精密性を兼ね備えた部材を製造できる革新的なプロセス技術の開発が必要とされてい

る。 
国内では NEDO 事業により軽量耐熱複合材 CMC（セラミックス基複合材料）の基盤技

術として、CMC 損傷許容評価技術、CVI（化学的気相含浸法）プロセス最適化、コーティ

ング技術、高速加工の技術開発が実施された。現在、更なる高性能化に向けた材料開発が継

続中である。 
国内外では現在、セラミックスコーティング、3D 造形技術のほか、コストダウンと特性

向上のための技術の体系化に注目が集まっている。米国では航空宇宙産業用の CMC 需要が

高まっているほか、DOE により SOFC（固体酸化物形燃料電池）用の先進セラミックスへ

の投資も進んでいる。 

複合材料 (7) 

複合材料とは、2 種以上の材料の組み合わせにより、単一素材よりも優れた機能を発現す

るものであり、具体的には、繊維とプラスチックを組み合わせた繊維強化プラスチック等が

ある。炭素繊維は、熱的・化学的に安定で軽量かつ力学的特性に優れる素材で、種類として

はポリアクリロニトリル（PAN）を原材料とした PAN 系炭素繊維と石炭タールや石油ピッ

チを原材料としたピッチ系炭素繊維がある。セルロースナノファイバー（CNF）は、木材

繊維（パルプ）を高度に微細化した素材で、弾性率が高強度繊維・アラミド繊維並に高く、

温度変化に伴う伸縮はガラス並みに良好など優れた特性を持つ。また、植物繊維由来である

ことから、軽量で生産・廃棄に関する環境負荷が小さいのが特長である。こうした炭素繊維

複合材料やそれを構成する機能性材料である炭素繊維は軽くて強いという特性から、これら

を利用する技術の環境負荷低減や省エネルギーに寄与する期待されている。適用例としては、

航空機や自動車などがある。 
炭素繊維については、日本が世界市場シェアの約 60％を占めている。日本以外では、主

に北欧及び北米にて産学官連携で研究開発が進められている。  

                                                   
 
25 セラミックスとは無機物を加熱処理し、焼き固めた焼結体のことを指すが、組成、性状、製造工程を精

密に制御して新しい機能を持たせたもの、例えば超伝導セラミックスなどを機能性セラミックスという。 



 

24 
 

3.2 二酸化炭素削減に向けた寄与可能性 

3.2.1 産業部門からの CO2排出量 

図 3.2-1 に国内の部門ごとの CO2排出量の内訳を示す。国内の CO2排出量（約 12 億 600
万トン）のうち、約 25%を産業部門（約 3 億トン）が占めている。さらにその約 5 割（約

1.4 億トン）を鉄鋼、約 2 割（6,000 万トン）を化学工業（石油・石炭製品を含む）が占め

ている 26。これらのプロセスは高温かつ大規模であるだけでなく、化石燃料（資源）が製

造プロセスに密接に関連していることから、化石燃料の代替は容易ではない（図 3.2-2）。
図 2.2-3 で既に示したが、IEA が公開している Energy Technology Perspectives（ETP）
でも、世界的に 2050 年前後までは「Industry」が主要な CO2 排出源と認識されており、

低炭素化が相対的に難しい部門でもある。 
 
 
 

 
 

図 3.2-1 日本の部門別 CO2排出量の内訳 27 
  

                                                   
 
26 温室効果ガスインベントリオフィス（国立環境研究所 2018.5） 
27 全国地球温暖化防止活動推進センター、すぐ使える図面集、4-4 日本の部門別二酸化炭素排出量（2016
年度）（http://www.jccca.org/chart/chart04_04.html） 
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図 3.2-2 産業部門の分野別・燃料別エネルギー消費量の違い 11 

3.2.2 CO2排出削減ポテンシャル 

産業部門での CO2排出削減ポテンシャルは、（１）製品を製造するプロセスでの高効率化

や原料や燃料の脱炭素化を促進すること、（２）工場から排出される CO2を分離回収して地

中等に貯留すること（CCS：CO2回収・貯留）、（３）分離回収した CO2を他の有用品（原

料や燃料等）に利用すること（CCU：CO2 有効利用）、（４）原料や燃料の確保から製造プ

ロセス、製品の流通、廃棄物の処理、リサイクル等、一連のサプライチェーンの中で物質移

動やエネルギー消費量等を評価し、最適に利用することを促すライフサイクルアセスメント

（LCA）の考え方を取り入れること、の 4 つにあると考え、以下、その概要をまとめた。 

製造プロセスでの CO2削減 (1) 

産業部門では、鉄鋼、化学、セメントなどの製造において、高温かつ大規模な熱需要があ

るため、化石燃料依存度の低減が困難であることは前節でも述べたとおりである。 
将来の脱炭素化に対しては、当面は製造プロセスの高効率化を進めるとともに、化石燃料

利用を低減する革新的な製造プロセスを開発していく必要がある。しかし、産業部門での最

終エネルギー消費の大半は熱である一方、加熱等を伴う製造プロセスから排出される膨大な

熱は外部環境に放出されていることから、熱の有効技術や循環利用は、将来の産業部門にお

ける脱炭素化の有効な手段のひとつとも言える。また、個別工程や個別技術の最適化の視点

に加え、将来の再生可能エネルギーの本格導入を見据えた電化技術の導入促進や IoT や AI
を活用した省エネルギー製造プロセスの導入などを通じ、工場内の生産ラインの稼働状況や

エネルギー消費状況をモニタリングしながら最適化制御するようなプロセスやシステムの

技術確立が重要となる。 

CCS（CO2回収・貯留） (2) 

産業部門から排出される CO2を分離回収し、地中貯留することができれば、大幅な CO2

排出削減が可能となる。NEDO は 2008 年~2012 年「革新的ゼロエミッション石炭ガス化

発電プロジェクト／発電から CO2 貯留までのトータルシステムのフィジビリティー・スタ
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ディー／全体システム評価（発電から CO2 貯留に至るトータルシステムの評価）」（ゼロエ

ミ FS 事業）の中で、火力発電から排出される CO2を分離・回収し、CCS 貯留地点まで貯

蔵・輸送するまでの経済性評価を実施した（図 3.2-3）。また、実証事業として、北海道の

苫小牧で年間 30 万トンの CO2 を帯水層貯留するプロジェクトが進められているほか（図 
3.2-4）、2014 年度からは経済産業省と環境省の共同事業として年間 1 億トン以上の貯留ポ

テンシャルのある貯留地点を今後 3 地点ほど選定する事業「二酸化炭素貯留地適地調査事

業」も実施されている。 
 
 
 

 

 
図 3.2-3 CO2分離回収、輸送、貯留までのコスト構成分析 28 

  

                                                   
 
28 NEDO 成果報告書「革新的ゼロエミッション石炭ガス化発電プロジェクト（発電から CO2 貯留に至るト

ータルシステムの評価」（2008 年度～2012 年度） 
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図 3.2-4 苫小牧 CCS 実証試験の外観写真とスケジュール 29 

 
ノルウェーでは 2013 年に費用対効果の高い CCS 技術を開発・導入するために、CO2の

分離回収、輸送、貯留等に関わる設備・運転に関わる投資（補助）に加え、CCS 導入のイ

ンセンティブになるような融資保証や税制、CCS 認証等、制度面に対する投資も行ない、

2020 年までにフルスケールの炭素回収実証プラントを少なくとも 1 基建設することを目指

すという政府方針（政策プラットフォーム 2013）を発表している 30,31。2014 年～2015 年

に Pre-feasibility Study（実施者は Gassnova）、2015 年～2016 年に Feasibility Study（実

施者は Gassnova および Gassco）を実施し、現在は外部評価を経て概念研究・FEED（Front 
End Engineering Design：概念設計）フェーズに移行している。2016 年までの Feasibility 
Study では、セメント工場（Norcem）、アンモニア工場（Yara）、廃棄物焼却場（The 
Klemetsrud Waste-to-Energy Plant in OSLO）からの CO2を分離回収して海域で地中貯留

することが検討されていた（図 3.2-5）。2018 年 6 月時点では、セメント工場（Norcem）

への計画移行が決定しており、投資決定は 2020 年～2021 年に実施される予定となってい

る 32。 
                                                   

 
29 日本 CCS 調査（株）のホームページ、苫小牧 CCS 実証試験、http://www.japanccs.com/ 
30 ノルウェーの CCS プロジェクトについて（CCS の実証および調査事業のあり方に向けた有識者検討会第

2 回（経済産業省）、地球環境産業技術研究機構資料 4）（2018.6.29） 
31 欧州における CCS の推進（GCCSI）（2013.5） 
32 CCS プロジェクトの適用如何は外部評価の結果で判断され、アンモニア工場への適用は中止、廃棄物焼

却場への適用は判断保留となっている。経済産業省の「CCS の実証および調査事業のあり方に向けた有識

者検討会（第 2 回）」の議事録 30 によれば、アンモニア工場については、既に燃料を LPG から LNG に切り

替える計画が進行しており、CO2の CCS 事業への供給量が減少することが懸念されたことや、事業主体で

ある Yara が既に CO2を分離回収しており、販売実績があることなどから、様々な企業判断の結果、中止に

なったとされる。また廃棄物焼却場については、当初の提案でコストがかかり過ぎると指摘され、再度、

外部評価で審議されている。 
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図 3.2-5 ノルウェーの CCS プロジェクト（Feasibility Study）30 

CCU（CO2有効利用） (3) 

2017 年度から NEDO では CCU 技術開発のプロジェクトが始まっている（図 3.2-6）。
石炭火力発電所等から排出される CO2 と、再生可能エネルギーの電力を利用して製造され

る水素を用いてメタンを生成し有効利用する技術、CCU 技術を用いた有価物の製造プロセ

スやシステム全体の調査、検証試験等を通じて技術の適用性の総合評価が行われている。こ

れまで、CO2 排出源、CO2 分離回収技術、変換技術、有価物の市場等を検証試験も交えな

がら一気通貫で経済性や環境性を含めた総合評価された事例はないことから、2030 年以降

を見据えた将来有望な CCU 技術やそれらの技術を利用したシステムの確立に向けた取組

として、このプロジェクトには大きな期待が寄せられている。 

 
図 3.2-6 NEDO の CCU 技術開発プロジェクト（一部）のイメージ図 33 

                                                   
 
33 NEDO News Release、「石炭火力発電所から排出される CO2 の有効利用技術開発 2 テーマに着手」

（2017.11.14）（https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_100871.html） 
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再生可能エネルギーを利用して CO2 を原料の一部とする合成燃料を製造するプロセス開

発については、欧州等で Power to Gas として精力的に進められている。アウディ社の

e-gasoline やカナダ・カーボンエナジー社の Blue fuel、ドイツ・サンフレア社の blue crude
などが代表的な CO2 を原料の一部とする合成燃料である（図 3.2-7、図 3.2-8）。欧州の場

合はディーゼル油やガソリンが高いため、製造コスト次第では市場参入できる可能性がある。 
 

 
図 3.2-7 Audi の e-gasoline 製造テストプラント 34 

 
 

 
図 3.2-8 ドイツ・サンフレア社の blue crude プロセスの概念図 35 

 
                                                   

 
34 Audi Japan Press Center 「e-fuel テクノロジーで更なる進化：新しい合成燃料 e-benzin (e-gasoline)のテス

トを実施中」（2018.3）（https://www.audi-press.jp/press-releases/2018/b7rqqm000000lqor.html） 
35 Green Car Congress より（https://www.greencarcongress.com/2014/11/20141114-audibluecrude.html） 

https://www.greencarcongress.com/2014/11/20141114-audibluecrude.html
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アイスランドの Carbon Recycle International（CRI ）社は欧州の Horizon2020 の資金

支援の下、地熱発電所由来の電力を使い、排ガスの CO2 を原料の一部としてメタノールを

合成している（MefCO2 プロジェクト）。合成されたメタノールはオランダに輸出され、ガ

ソリンと混合して輸送用燃料として利用されている（商品名は Vulcanol）。さらに同社はス

ウェーデンの鉄鋼工場の高炉排ガスを利用した合成燃料の製造にも取り組んでいる

（FReSMe36プロジェクト）。同社の合成燃料製造プロセスイメージを図 3.2-9 に示す。 

 
図 3.2-9 CRI 社の合成燃料製造プロセスイメージ 37  

                                                   
 
36 From Residual Steel Gases to Methanol 
37 CRI ホームページ（http://www.carbonrecycling.is/） 

http://www.carbonrecycling.is/
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LCA 検討 (4) 

LCA は、ある製品やサービスの資源の採取から原料の生産、製品生産、流通、消費、廃

棄、リサイクルまでのライフサイクル全体における環境負荷を定量的に評価する手法であ

る。例えば、図 3.2-10 に示すように生産工程のように、製品 A の方が CO2排出量が多い

が、資源採掘から廃棄物の処理・処分まで考えると製品 B の方が CO2排出量が多くなると

いうことが起こりうる。産業部門から生み出される製品は様々な分野に利用されるため、

生産プロセスの効率向上（エネルギー消費の削減による脱炭素化）だけではなく、原料の

調達や、製造・加工、製品の流通、消費、廃棄物処理・リサイクルなど、ライフサイクル

全体で脱炭素化を進める必要がある。 
 

 
 

図 3.2-10 生産工程での CO2 排出量（左）とライフサイクル全体での CO2 排出量（右）

の比較 38 
 
 
LCA による評価が CO2 排出削減や脱炭素化にとって重要であるという視点について、

例えば、日本化学工業協会は 2014 年 3 月の「国内および世界における化学製品のライフサ

イクル評価」（cLCA）において、化学製品を製造するプロセスの高効率による CO2排出削

減だけでなく、化学製品を市場に流通させることによる CO2排出削減を考慮すべき、とい

う点を指摘し、その評価方法も提唱している（図 3.2-11）。 
また、2017 年 12 月末には経済産業省（METI）がグローバルチェーン貢献研究会を発足

させた。製品やサービス等の原料材料の調達から製造、販売、使用、廃棄に至るまでの企

業活動に関連する価値の連鎖をバリューチェーンと定義し、一連のバリューチェーンにお

ける GHG 排出削減効果がどの程度あるのかを定量化しつつ、優れた環境性能を持つ製品

やサービス等が、国内外の経済活動においてどのような新しい価値を見い出すか、低炭素

社会の構築にどのように貢献するかが議論されている。現在は、GHG 排出削減効果や低炭

素社会構築への貢献度を定量化するためのガイドラインを策定中である。  

                                                   
 
38 国立環境研究所、循環型社会・廃棄物研究センター、「ライフサイクルアセスメント（LCA）」、

http://www-cycle.nies.go.jp/magazine/mame/20070702.htm 
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図 3.2-11 cLCA 評価方法 39 
 
 LCA 評価の標準化や定量化は、国内だけではなく、国際的にも注目されている。WBCSD
では、バリューチェーンの形成による温室効果ガス排出削減への貢献度を算定するためのグ

ローバルガイドラインを発行しており、国内の動きに先行する形でバリューチェーンの重要

性やその評価を実施している（図 3.2-12）。 
 一般に環境性能の高い製品・サービス等はコストが高くなる傾向にあるため、消費者に選

択してもらうためには、製品・サービスの脱炭素化への貢献度をバリューチェーン構築や

cLCA 等のツールを利用して見える化し、適切に情報発信していく必要がある。また、一部

の投資家は、企業への投資を検討する際に、気候変動問題がビジネスに与えるリスクの分析

をどのように行い、事業戦略に反映しているのかという点を評価基準に加えるため、気候関

連財務情報を適切に開示することも重要である。 
  

                                                   
 
39国内および世界における化学製品のライフサイクル評価、第 3版サマリー編（日本化学工業協会）（2014.3） 
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図 3.2-12 バリューチェーン形成による GHG 削減効果のイメージ図 40,41 
 

3.3 展開・普及に向けた政策や事業環境のあり方 

3.3.1 開発・普及に向けた支援・強化策 

国内の産業は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律（省エネ法）の下、エネルギー

消費効率を年 1%改善することを努力目標に掲げ、省エネルギーの取組を政府と一体となっ

て強化している。また、この省エネ目標に加えて、政府はこれまでの工場や事業所単位の規

制から産業トップランナー方式の採用に変更し、事業者毎の規制を実施してきた。さらに政

府は省エネ補助金などにより、省エネ効果の高い設備投資を支援している。その結果、産業

部門では LED 照明等の導入や FEMS42の活用等によるエネルギー管理等も実施され、省エ

ネ目標（原油換算で 1,042 万 kL 削減）に対して、約 191 万 kL（進捗率 18.3%）のエネル

ギー消費量の削減が達成された（2018 年 7 月現在）。ただし、近年約 10 年間の産業部門の

エネルギー消費原単位（製造業の鉱工業指数 1 単位当たりの最終エネルギー消費量）を見

てみると横ばいで推移しており、省エネ法の特定事業者の約 3 割は対前年度比で悪化して

いる。事業者単位の省エネルギー化は進展しているものの、今後は事業者単位の取組だけで

なく、複数の事業者が連携する新たな省エネの取組を普及させる必要がある。改正省エネ法

は、事業者間の連携に関わる省エネルギー計画の認定制度の創設により、省エネルギー量を

事業者間で分配して定期報告ができることなどを盛り込んでおり、2018 年 12 月に施行さ

れた。 
                                                   

 
40 Addressing the Avoided Emissions Challenge （WBCSD）（2013.10）
（https://www.wbcsd.org/Projects/Chemicals/Resources/Addressing-the-Avoided-Emissions-Challenge） 
41 Guidance for Accounting & Reporting Corporate GHG Emissions in the Chemical Sector Value Chain, （WBCSD）

（2013.1）
（https://www.wbcsd.org/Projects/Chemicals/Resources/Guidance-for-Accounting-and-Reporting-Corporate-GHG-E
missions-in-the-Chemical-Sector-Value-Chain） 
42 FEM：工場エネルギー管理システム（Factory Energy Management System） 
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2016 年 5 月に閣議決定された「地球温暖化対策計画」では、化学産業分野に対する具体

的な数値目標が掲げられている。例えば、2030 年度までに、ゼオライト膜のような分離膜

による蒸留プロセスの省エネルギー化技術の導入率を 4％、CO2原料化技術の導入設備数を

1 基、バイオマスプラスチックの国内出荷量 197 万トン等である。同様に鉄鋼分野に対し、

2030年度までに環境調和型プロセスの導入設備数を 1基、革新的プロセス(フェロコークス)
の導入設備数 5 基といった目標が掲げられている。 

複合材料について、政府は施策や提言、開発事業などで開発の方向性や開発目標を精査し

ながら、脱炭素技術の開発・普及に向けた支援策、強化策を進めており、内閣府の SIP（戦

略的イノベーション創造プログラム）事業の「革新的設計生産技術」や「革新的構造材料」

の中で（ともに 2018 年）、開発目標等が掲げられている。例えばセラミックスについては、

国際的に未到達の 1400℃級の使用環境下で酸素遮蔽性や水蒸気遮蔽性を最大にすることが

できる新規セラミックス材料を、コーティング材料として使用するための技術開発が行われ

ている。また、材料開発だけでなく、工業用材料としての実機適用に速やかにつながるよう

な開発を目指すとされており、複合材料の市場拡大に向けて、材料技術を基盤として、中・

小型航空機を中心とする材料～部材～設計・製造のバリューチェーンを掌握しながら航空機

産業を育成し、2030 年までに、関連部材出荷額を 2 兆円規模に拡大することが目標として

掲げられている。 
先述の「地球温暖化対策計画」では、「自動車部材の軽量化による燃費改善が期待できる

CNF 等の社会実装に向けた技術開発を進める」と記載されている。2018 年 6 月に閣議決定

された「未来投資戦略 2018」でも「セルロースナノファイバー、リグニン等の国際標準化

や製品化等に向けた研究開発を進める」と記載され、材料開発の促進だけでなく、その原料

調達から製品の流通まで鑑みたシステム構築の重要性が謳われている。 

3.3.2 脱炭素化に向けたポイント 

国内の産業部門から生み出される製品は、様々な分野に利用されている。例えば複合材

料やセラミックスなどは、軽量・高強度や耐熱性・耐食性等の特徴を活かし、自動車、航

空機といった運輸部門の材料・部品、各種製造機器用の生産部材として幅広く利用されて

いる。こうした高機能の材料や生産部材の需要拡大は、たとえ製造プロセスで大きなエネ

ルギーを消費したとしても、製品のライフサイクル全体として非常に大きな省エネルギー

効果を生み出す可能性を持つ。よって、製造プロセスの省エネルギー化は勿論の事、製品

としての省エネ性を公平かつ定量的に評価し、有効な技術の普及を進めていくことは、低

炭素化に有効である。 
省エネ性の高い製品の普及は国内だけに留まらず、海外へ拡大させることも重要となる

が、近年は新興国企業を含む多くのプレーヤーが市場参入を果たしており、一部では市場

競争が激化している。中国や韓国でも基礎研究に多額の資金を投じて注力しているほか、

欧米企業を中心として、「自前主義」に捉われない研究開発が進められている。こうした動

きから、大胆な選択と集中による戦略的な事業展開やイノベーションの推進、人材育成や

国際競争力の強化などが必要になると思われる。 
前節の 3.2.2(4) LCA 検討でも記載したように、産業部門から生み出される製品は様々な

分野に利用されるため、製造プロセスの効率向上（エネルギー消費の削減による脱炭素化）

だけでなく、原料の調達、製造・加工、製品の流通、消費、廃棄物処理・リサイクルなど、
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製品流通に関わる全てのチェーンにおいて脱炭素化を進める必要がある（図 3.2-10）。 
 企業の優れた低炭素化技術や、環境性能の高い製品・サービス等は、一般的にコストが高

くなる傾向にあるため、消費者に選択されるためには、製品やサービスを導入することによ

る CO2排出削減への貢献度を、LCA 評価等のツールを利用して見える化し、適切に情報発

信することを通じて消費者の理解を得ることが重要である。また、一部の投資家は、企業へ

の投資を検討する際に、気候変動問題がビジネスに与えるリスクの分析をどのように行い、

事業戦略に反映しているかという点を評価基準に加えるため、気候関連財務情報を開示して

いくことも重要である。 
 2015 年 2 月、金融安定理事会（Financial Stability Board：FSB）にて気候関連財務情

報開示タスクフォース（Task Force on Climate-related Financial Disclosures：TCFD）

が設立された。パリ協定を受けて投資家が金融セクターとして気候関連の課題に対してどの

ように考慮していくべきかを、官民の関係者が議論している。 
以上のような動きを鑑みると、今後の産業部門における脱炭素化に向けた取組について、

以下の 3 点が重要と考えられる。 
 ①脱炭素化に向けた産業界のグローバルな取組の拡大 
 ②サプライチェーンやバリューチェーン全体での脱炭素化の取組 
 ③企業のシナリオ分析や事業戦略の策定と投資家など金融サイドへの情報開示（企業と

投資家との情報共有） 
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4． 分科会の企画・運営 

原子力・脱炭素化に向けた産業界の貢献の 2 テーマについて、分科会の企画・運営を実

施した。以下にその概要を記載する。 

4.1 原子力 

4.1.1 分科会の全体像 

原子力は、二酸化炭素排出の大幅削減や化石燃料消費低減のための活用が見込まれる技術

である。現状では、その大部分は大型軽水炉であり、世界で 400 基以上運転されている。

また、福島第一原子力発電所事故以降においても、主に、中国、ロシア、UAE などにおい

て、多くの建設中・計画中の炉が存在している。このように、大型軽水炉の安全かつ効率的

な利用は依然として重要な課題である。 
一方、先進国においては、主に初期投資額の高騰などの理由により、大型軽水炉の建設は

あまり進んでいない。そのような中で、米国、英国、カナダなどを中心として、小型モジュ

ール炉に対する関心が高まってきている。本分科会では、原子力の新しい活用法の候補であ

る小型モジュール炉（SMR）について現状を整理し、普及に向けた道筋を検討することを

目的として、講演及びパネルディスカッションを実施した。 
まず座長から分科会の背景目的が簡単に紹介され、その後国内外の講演者から、SMR に

ついて政策的な課題や技術開発の現状と課題について紹介された。パネルディスカッション

においては、コスト削減の重要性、放射性廃棄物の減容など発電以外の付加価値、開発支援

策、規制との関係などについて議論された。 

4.1.2 スピーカー一覧 

 氏名 所属・役職 

座長 遠藤 典子 慶應義塾大学 政策・メディア研究科特任教授 

① フリオ・フリードマン 
エナジー・フューチャー・イニシアチブ 名誉アソ

シエイツ 

② ホセ・レイエス 
ニュースケール社 チーフテクニカルオフィサー・

共同創立者 

③ ロバート・C・ブラウン ARC 原子力有限責任会社 上席副社長兼最高執行

責任者 

④ 佐賀山 豊 
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

（JAEA） 特任参与兼理事長シニアアシスタント 

4.1.3 講演・パネルディスカッション内容 

分科会の紹介 (1) 

冒頭、座長である遠藤典子教授より、原子力が、安定、低炭素であって大規模導入も技術
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的に見通せる電源である旨が言及された。また、現在の主流である大型軽水炉の新設が先進

国において必ずしも進んでいかない中で、小型モジュール炉が注目を集めているという点が

指摘された。 

講演及びパネルディスカッションの概要 (2) 

1）フリオ・フリードマン（エナジー・フューチャー・イニシアチブ 名誉アソシエイツ）

「エネルギーのイノベーションの推進と多様性」 

フリオ・フリードマン氏は、原子力が各国の電力市場において困難な状況に立たされてい

ることに言及し、その困難を打破するために、米国 DOE が次世代の原子力発電を開発する

ための長期的かつ野心的な開発プログラムを推進しているということを紹介した。このプロ

グラムには、代替電源の投入、SMR 開発の支援、放射性廃棄物の処分、および設計、許認

可、建設を容易にするためのシミュレーションツールが含まれること、また、研究開発プロ

グラムの目的には、製造や運転の効率向上によるコスト削減、および原子力発電への応用範

囲の拡大（プロセス熱や水素製造など）が含まれることも紹介された。 

2）ホセ・レイエス（ニュースケール社 チーフテクニカルオフィサー・共同創立者） 

 「ニュースケール社 SMRの開発の現状」 

ホセ・レイエス氏は、NuScale 社及び NuScale 社の SMR の概要について説明した。

NuScale 社は 2007 年の設立であり、地域暖房、海水淡水化、および産業用の熱などに向け

て電力と熱エネルギーを供給するための新しい SMR の開発を目的としていること、この

SMR は、小型の自然循環加圧水型原子炉であり、1 モジュールは 60 MWe であること、こ

れを最大 12 モジュール接続することで、720 MWe まで拡張可能としていること、DOE か

らは 2013 年に 2.26 億ドル、2018 年には 4700 万ドルの補助を受け、2026 年の初号機運転

開始を目指して開発が進められていることが紹介された。 
また、NuScale 社の SMR はすでに詳細設計を終了し、2016 年、SMR としては史上初と

なる設計認証申請書を米国原子力規制委員会（NRC）に提出していること、その後 18 か月

以上かけて、NRC レビューの重要な段階は完了し、2020 年の承認および 2026 年の最初の

プラント運転に向けて概ね順調に進んでいることも紹介された。 

3）ロバート・C・ブラウン（ARC原子力有限責任会社 上席副社長兼最高執行責任者 

 「ARC-100 の紹介」 

ロバート・C・ブラウン氏は、Advanced Rector Conepts 社及び同社が開発している SMR
である ARC-100 についての概要を説明した。Advanced Rector Conepts 社は 2006 年の設

立であり、ナトリウム冷却の小型炉の開発を進めていること、この炉は 30 年以上の運転経

験をもつナトリウム冷却高速炉である EBR-II の技術をベースとし、特に遠隔地での利用を

想定して、運転サイクルの長期化（20 年）、負荷追従性の向上などを行ったものであること、

2016 年からは GE-Hitachi 社とも提携して技術開発を進めていることが紹介された。 
また、ARC-100 は、電源喪失や制御棒挿入に失敗しても炉心溶融に至らないため、安全

系の簡素化が図れ、プラントの経済性があがるとともに、避難計画区域を縮小することも可



 

38 
 

能と考えていること、さらに、工場でモジュールを作成し、それを現場にて組み立てること

で、現地工事に関わるリスク要因を低減し、結果として、競争力のある電力価格を実現でき

ると考えていることを紹介した。 

4）佐賀山 豊（国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（JAEA） 特任参与兼理事長シニ

アアシスタント）「日本における革新的な炉の開発の紹介」 

佐賀山氏は、日本における革新炉開発及び SMR 開発の現状と課題を紹介した。日本にお

ける革新的な原子炉の開発はナトリウム冷却高速炉（SFR）と高温ガス（HTGR）に焦点

を合わせてきたこと、 SFR の開発は、ウラン資源の有効利用と放射性廃棄物への負担の軽

減を目的としており、HTGR 開発は水素の利用を考慮に入れていることを紹介した。 
小型モジュール炉（SMR）については、国内において、開発の実績はないが、いくつか

の設計作業は行われていること、 その普及に当たっては、安全性だけでなく経済性も重要

であることを紹介した。、また、SMR は負荷変動対応にも優れており、将来の CO2排出削

減のために、変動性再生可能エネルギーと原子力の組み合わせのあり方を検討していく必要

があり、SMR は将来の革新的な原子炉の開発における選択肢となる可能性があると述べた。 

5）パネルディスカッション 

パネルディスカッションにおいては、主に、政府の支援策と、SMR 開発の現状と課題に

ついて議論され、以下のような指摘がなされた。 
 

 軽水炉型である NuScale 社の SMR のコストについて、コスト低減のポイントとし

て、商用化済みのタービン技術の利用、建屋や格納容器の工場での製造、大型鍛造品

がないことで多数の供給者が参加可能であること、1 モジュールごとに習熟効果が期

待できること。 
 

 普及を進めるためには、経済性を高めることが最も重要であり、政策支援の役割に関

し、経済性のない炉を政策支援で普及させることは困難であること。政策支援の役割

はコスト低減を推進するところにあると考えられること。 
 

 大型軽水炉については、近年初期投資額が高騰する傾向が続いており、日立 GE が英

国のプロジェクトを凍結するなど先進国では新規建設が困難になってきていること。

そのような中原子力の普及を進めるには、SMR を含む革新技術の導入を考慮してい

くことが重要であること。米国の連邦政府は現時点で革新技術の絞り込みを行うこと

は不可能であるとの立場をとっており、軽水炉、SMR、革新炉など多様な技術に対

して幅の広い支援を行っていること。 
 

 既存の原子力発電所の寿命は 40 年～60 年程度とされており、現在世界で運転されて

いる原子力発電所は、今後着実に寿命を迎えていくことが想定されること。電力市場

の競争が激しくなっている状況を考慮すると、これらの代替は、大型軽水炉や SMR
を含む革新的な原子炉だけではなく、ガス火力、再生可能エネルギーなど原子力以外

の電源を含めて検討する必要があること。 
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 革新炉の導入を進めるためには、許認可対応が大きなポイントになること。NuScale

社の SMR の規制対応の事例として、12 のモジュールを 1 つの制御室で制御するこ

と、避難計画範囲（EPZ）を小さくすること、グリッドから切り離して運転すること。

制御室については、人的要因を含めて設計対応を行うことで、NRC との調整は順調

に進んでいること。EPZ については、まだ調整中であること。 
 

 ARC-100 がカナダへの適用を検討している理由について、カナダの特徴として、気

候変動対応に取り組んでいること、リスクベースの規制を行っていること、原子力に

好意的な州があること。これらは、競合炉にとっても魅力的であり、他社が興味を示

していること。 
 

 高速炉型 SMR については、プルトニウムの燃焼、廃棄物低減、核拡散抵抗性といっ

た付加価値があるが、Advanced Reactor Concepts 社は開発に当たって経済性を最

も重視しているとのこと。安全系の設計をシンプルにするため、熱出力は抑えている

こと。 
 
 一体型高速炉（IFR）の普及については、再処理工場が一体となっていることから、

核不拡散上のリスクについても十分に考慮する必要があること。 
 

 SMR の市場規模について、米国エネルギー情報局（EIA）は 1000 億ドル、英国の

研究機関は 5000 憶ドルという数字を出しており、それなりの市場規模が想定されて

いること。 
 

また、日本において SMR はこれまであまり注目されていなかったが、現在の日本の原子

力の厳しい状況を変えるために、より安全性の高い SMR の開発に期待したいという

意見が会場より出された。さらに、会場より、原子力の再生可能との共存性について

質問があり、NuScale 社の SMR はカリフォルニアで想定される晴れた日の夕刻の急

速な電力需要増加に対して十分なな変化速度が確保できるように設計している旨の

回答がなされた。 

4.1.4 分科会のまとめ 

これまでの原子炉の開発は大型化によりスケールメリットを確保するということが基本

的な方向であったが、近年 SMR の注目が高まっている。SMR は、小型で内包する放射性

物質の量が少ないことに加え受動的安全システムなどの新技術を活用することで構造を極

端に簡素化すること、工場での製造・組立を行うこと、反復生産による学習効果を得ること、

大型鍛造品など特殊な機器がないことでより多くのサプライヤーの競争参入を促すことな

どにより、単位出力当たりの製造コストを大型軽水炉と同等以下にすることを目指して研究

開発が進めらえている。 
議論全体を通して、エネルギー市場は競争が激しいこと、それゆえ、SMR を普及するた



 

40 
 

めにはコスト削減が非常に重要であるという点が強調された。経済性以外の付加価値として

は、放射性廃棄物の負担軽減能力や、再生可能エネルギーとの親和性が指摘された。とくに、

高速炉型の SMR はプルトニウムの燃焼や、放射性廃棄物減容という観点で、軽水炉型に対

する優位性を持つ。これらの付加価値を含めて他電源に対する競争力が確保していくことが

必要となる。 
米国、英国、カナダおよびその他の国々において、SMR の開発を支援するための政策的

枠組みが構築されている。また、SMR の能力を十分に発揮するためには規制当局との協議

が必要であるが、これらの国においては、ベンダー・規制当局間の議論も進められている。 

4.1.5 次回の ICEF の提案 

原子力は CO2排出削減を実現するための強力なツールであるが社会受容性に課題がある

ということ、その状況を改善する上で、既存の軽水炉の安全性向上を進めるとともに、革新

的な原子炉の開発を進めるべきであるということは、こでまでの ICEF の会合において繰

り返し指摘されてきている。そのような中、今回の ICEF では将来を担う炉型の候補の一

つである小型モジュール炉（SMR）に着目し、開発の現状と課題を共有するとともに、今

後の普及の方策についても議論してきた。 
次回については、今回の ICEF でサプライヤーの競争参入が指摘されたことを踏まえ、

SMR のサプライヤーの競争を促す方策について議論することを提案する。具体的には、 
 SMR 開発の現状と課題 
 主要技術と関連するサプライヤー 
 EPC、投資家の観点からの競争促進策 
といったトピックについて講演及びディスカッションを行うことで、必要な技術開発やそ

の供給者についての現状を共有するとともに、投資家の関心を高めるための方策についても

議論すべきと考えられる。 
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4.2 脱炭素化に向けた産業界の貢献 

4.2.1 分科会の全体像 

産業部門における各企業は、低炭素化に資する製造プロセス技術の積極的な導入や、環境

性能の高い製品・サービス等の提供拡大（普及促進）を促すことで将来の脱炭素化に貢献し

ている。今後はこうした貢献を第三者に対して見える化し、特にステークホルダーに対して

適切な情報を発信していくことが求められる。また企業においては、気候変動が事業に与え

るリスクや機会を詳細に分析し、企業の事業戦略と結びつけてそれらを適切に開示しながら、

投資家の積極的な評価を促す動きも出始めている。 
一方の投資家サイドでは、各社が公表する今後のシナリオ分析に基づいて、各社の強みや

製品・サービス展開に関する将来ビジョンをどの様に語り、アピールしているかを投資判断

に活用するような動きもある。 
こうした流れを受けて、本分科会は、産業部門の脱炭素化に向けた取組や、投資家が求め

る情報開示、今後の事業戦略を進めていく上での技術的課題・政策的課題について理解を深

めることを目的としている。 

4.2.2 スピーカー一覧 

 氏名 所属・役職 

①座長 ジョン・ムーア ブルームバーグ・ニュー・エナジー・ファイナンス CEO 

② 荒木 由季子 
株式会社日立製作所 理事・サステナビリティ推進本部 
本部長 

③ 北島 敬之 
ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス株式会社 代表取締
役兼ジェネラルカウンセル 

④ マティアス・フィンクバイナー ベルリン工科大学環境工学研究所・所長 

⑤ 長村 政明 東京海上ホールディングス株式会社 事業戦略部 参与 

 

4.2.3 講演内容 

セッションの全体概況 (1) 

本セッションでは、脱炭素化に向けた産業界における取組を進めていく上での様々な課題

について議論が行われた。座長にブルームバーグ・ニュー・エナジー・ファイナンスのジョ

ン・ムーア氏を迎え、製造業界から（株）日立製作所の荒木氏とユニリーバ・ジャパン・ホ

ールディングス（株）の北島氏を、LCA（ライフサイクルアセスメント：Life Cycle 
Assessment）の視点から学界を代表してベルリン工科大学のマティアス・フィンクバイナ
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ー氏、そして投資家サイドから東京海上ホールディングス（株）の長村氏を迎えて議論を進

めた。 
CO2排出削減に対して、投資家の関心を高めていくことに関して、TCFD（気候関連財務

情報開示タスクフォース：Task Force on Climate-related Financial Disclosures）では企

業が数十年先を見据えたシナリオや戦略を提示し、投資家の選択に必要な情報として提供す

るという仕組みを示している。しかしながら、投資家がそれぞれの持っている背景（投資条

件）は多様であり、気候変動リスクへの関心を高めるには時間がかかると考えられるため、

産業界からの情報発信は特に重要とされる。産業部門における脱炭素化には、製造工程だけ

でなく、バリューチェーン全体での CO2 削減が必要となる。そのためには、サプライヤー

と製造者の意識を共有していくことが重要となる。また、AI や IoT の活用は、プロセスの

高効率化や製品サービスの創造に大いに期待されている。 
一方、消費者は価格を優先する傾向にあるが、持続性の高いブランドであることをアピー

ルすることで、市場を確保できた事例もある。また、昨今では環境にやさしい商品が市場に

提供されつつあり、消費者もサステナビリティを付加価値として認めることができるような

土壌が育てばそうした製品の購入は進むと予想される。 

講演・パネルディスカッションの内容の概要 (2) 

1）ジョンムーア（座長、ブルームバーグ・ニュー・エナジー・ファイナンス） 

「Introduction」 

本セッションの背景、産業界の脱炭素化の重要性がブルームバーグ・ニュー・エナジー・

ファイナンスのジョン・ムーア氏より紹介された。社会の中でエネルギーの転換は実感でき

るようになってきており、特に再生可能エネルギーや蓄電池、水素製造等が脚光を浴びてい

ること、再生可能エネルギーの分野については、昨年だけで 333 億ドルの投資が行われ、

2050 年には 1.5 兆ドルのインフラ投資が必要になると予想されていること、運輸部門につ

いては、電気自動車や燃料電池自動車、カーシェリング等、技術革新が着実に進行している

こと、一方、産業部門の脱炭素化については、現状も今後の見通しも不透明であることが紹

介された。 
こうした背景を踏まえ、本分科会では、産業部門に携わる方々と議論を実施すると述べ、

IPCC の Thelma Krug 氏によれば、1.5℃目標というのはとても厳しい目標であり、目標達

成には 2030 年までに 45%もの CO2を削減しなくてはいけないこと、産業部門に対しては

2050 年までに 90%の削減が求められることになり、課題は多いことを指摘した。 

2）荒木 由希子（株式会社日立製作所） 「低炭素社会の実現に向けた日立製作所の取

組」 

荒木氏からは、まず日立製作所の沿革が紹介され、その後同社の工場や事務所における低

炭素化に関連する取組が紹介された。ビジネスとしては、発電所や鉄道システム、ビル管理

等における取組について紹介された。日立製作所は 2016 年に「日立環境イノベーション

2050」を発表しており、ビジネスの脱炭素化とデジタル化を推進することで、2050 年まで

に CO2排出量を 80％削減する目標を打ち立てていることも紹介された。 
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3）北島 敬之（ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス株式会社） 「ユニリーバにお

ける持続可能な生活プラン」 

北島氏からは、ユニリーバが実施している持続可能な企業活動の紹介があった。気候変動

が社会的に大きな問題となる中で、同社の事業形態も大きな変化を遂げており、個別の取組

のみならず、バリューチェーン全体を視野に入れながら、温室効果ガス（GHG）の排出削

減、廃棄物の削減、水使用量の削減（節水）、再生可能エネルギーの積極的な導入に取り組

んでいる。また、事業はもちろん製品に対する持続可能性を追求すべく、パーム油や紅茶、

アイスクリームの分野で持続可能性のある原材料の使用に成功していること、同時に消費者

意識の改革も将来の低炭素社会実現に向けては重要な要素であるとしていることが紹介さ

れた。 

4）マティアス・フィンクバイナ―（ベルリン工科大学環境工学研究所） 「産業部門にお

ける脱炭素～ライフサイクルの必要性とバリューチェーンの展望」 

ベルリン工科大学のマティアス・フィンクバイナー氏は、産業界の脱炭素化について、政

府機関と自動車産業を例に挙げながら、事業戦略の方針について提言を行った。 
産業の脱炭素化と世界的な GHG 排出量削減の目標達成のためには、それらに関わる全て

の企業の戦略と政治的な戦略の両方が必要になること、個々の産業部門や限られた国々に焦

点を当てた現在の戦略では、部門や国の間で排出量が変動することから、技術課題に対して

最適な解決策を提示し、実行することができない恐れがあること、脱炭素化は分野横断的で

あるべきであり、ライフサイクルやバリューチェーンといった広い視野・観点を持って実施

すべきであること、良例として、日本の経済産業省（METI）や WBCSD（世界持続可能な

開発のための世界経済人会議：World Business Council for Sustainable Development）に

よる、グローバルチェーンを通じた商品またはサービスの GHG 排出削減量を定量化するた

めのガイドライン化の取組が挙げられることが紹介された。 

5）長村 政明（東京海上ホールディングス株式会社） 「効果的な気候変動対策の情報開示

と低炭素化への動機付け」 

東京海上ホールディングスの長村氏からは、昨年に最終報告書が発表された気候関連財務

情報開示タスクフォース（TCFD）に対し、金融セクターの視点から見た現状と課題につい

て報告された。 
TCFD の最終報告書が発表されて以来、その意味を確認するために世界中で多くのフォ

ーラムが開催されている。TCFD 報告書は、主に情報に基づいた投資決定を支援し、気候

変関連のリスクと機会に対する理解を深めるために作成されたこと、過去 1 年間で大手機

関の投資家達は、投資戦略と推奨事業を照合するための作業を実施してきていること、その

ため、投資先は自らの気候変動関連のリスク要因だけでなく事業機会を開示する際に、戦略

的思考を取り入れることが推奨されていること、これには、バリューチェーンでの脱炭素化

や製品のライフサイクルを通じた CO2 排出量の最小化などが求められることが紹介された。 
長村氏は、現状について、投資業界とは対照的に、石油やガスを除いて、非金融セクター
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では TCFD に関する議論は余り行われておらず、それゆえに非金融セクターは情報開示が

欠如し、過小評価されるか、もしくは投資家に気付いても貰えていない可能があることに言

及した。また、世界的に自社のリスク分析や機会を認識してもらうための基準として、①製

品のライフサイクルを通じて GHG 排出をできるだけ回避すること、②資源リサイクルを促

進すること（プラスチックも含む）、③気候回復力（例えば、製品がどのようにして深刻な

天災に耐えうるか）の付加価値、等を確立するための詳細検討を進めていくべきであると述

べた。 
 経済産業省（METI）は、2018 年 7 月に企業の積極的な情報開示を通じて、グリーンフ

ァイナンスを促すための TCFD 実施に関する研究会を設立したこと、そこでは、企業と投

資家との対話を促進するための方法論がまとめられる予定であることを紹介した。 

6）パネルディスカッション 

 CO2 排出量の削減と企業の取組の関係について、例えば高効率なガス機器を販売す

ることで、単機のガス消費量は減るが、逆にガスの販売量が増えることで CO2 排出

量が増加するということも起こる。こうした事例では、CO2 排出量の削減に向けた

取組を定量的に説明するのは困難となる。Science Based Target（SBT）等の世界的

なイニシアチブでも明確な結論は得られておらず、国際的に認められた枠組みを確立

するためには更なる議論が必要である。 
 

 CO2 排出量削減に伴う問題を解決していく上では、ライフサイクルからのアプロー

チと革新的な技術の着実な導入をバランスよく進めることが重要である。また、セク

ター毎の CO2 排出源だけに議論を集中させるべきではなく、製品を製造する側と製

品を利用する側の両者の効果的な脱炭素化について、じっくり考えていくことが重要

である。 
 

 企業は事業を成長させていく必要があるが、エネルギー効率の向上やプロセスの改善

は当然のこととして、今後はバリューチェーンも視野に入れていく必要がある。単に

経済的な問題ではなく、顧客の CO2 削減も視野に入れた事業についても検討してい

くことになるため、企業単独ではなく、他社との連携も考えていくことも重要である。 
 

 CO2 排出削減目標は地球規模での目標であって、企業側と顧客側とで連携しながら

目標達成を目指すべきものである。今後はどのような連携が必要なのか、それを評価

する方法論から考えていくことが重要である。技術開発指向をもつ企業では、環境性

能の高い革新的な製品やサービスを提供したとしても、必ずコストの問題が生じてし

まう。顧客がそこに追加的なお金を支払うかどうかは自明ではなく、それゆえ、投資

家にその魅力を伝え、政府からの財政的な援助を受ける方策を常に考える必要がある。 
 

 一方で AI 技術が進展することにより、プロセスを大幅に改善し、環境の変化への対

応が容易になる可能性がある。気候変動問題を解決するには非常に多くの事を解決す

る必要があるため、特定の技術に限定するのではなく、全てのもの（技術）駆使して

解決に当たるべきであるが、AI はそのような広い範囲の分析を可能とする可能性を
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秘めている。 
 

 TCFD は革新的なアプローチや技術を取り入れる方法を明確に示している訳ではな

く、気候変動のリスク分析に焦点を当てている。企業が今後 30 年の間で何を見てい

るかが重要で、そこにはシナリオがある。そして企業が目標としているのが脱炭素化

である。多くの革新的なアプローチは現状を大きく変革するものであり、日常の活動

から進化するのもではない。国際的に掲げられた 2℃目標や 1.5℃努力目標を達成す

るためには、現状を打破するような革新的なアプローチが必要である。たとえば石炭

会社を考えた場合、CCS があるシナリオと無いシナリオがあるならば、化石燃料か

らの CO2排出量を削減するためには CCS が不可欠であることから、CCS 技術にど

のように投資しているかを説明する事にこそ意味がある。これができれば投資家の注

意を惹き付けることが出来る。石炭利用についての逆風はとても強いが、根拠ある戦

略があればビジネスを正当化することができる。ただし、IEA や IPCC 報告書のよ

うな一般的に受け入れられる根拠・情報源が必要である。 
 
 投資については資産運用会社が主導権を握っているとはいえ、AODP（Asset Owners 

Disclosure Project）43の会合での得た情報によれば、一つの方向性（共通の認識）

を持っているとは言い難い状況にある。投資家は様々なバックグラウンド（年金基金、

生命保険等）持っており、更には気候変動には関心を持たず、例えば人権問題等に関

心のある投資家もいる。よって投資家がどのように気候変動のリスクを評価するのか

等、合理的な合意を促すには時間がかかるため、産業界からの情報発信と投資家の判

断是非を評価することは特に重要である。 
 

 CO2の排出削減とバリューチェーンの構築を両立することはとても複雑で難しいが、

現場に LCA の考え方を根付かせないと意味が無い。例えば政府が調達戦略を通して

そこにインセンティブを与えれば、上流と下流の接点で企業の最適化が図られるし、

企業活動の枠を超えた視野を持つことで投資機会の可能性は大いに広がる。製造業者

は持続可能性を追求した事業目標や、それに基づいたより良い製品を提供する手段を

色々持っているが、その価値観をサプライヤーと共有することで、社内外で責任ある

調達を目指すようになる。このことは逆にサプライヤーにとっても有益なコミュニケ

ーションのひとつである。 
 

 企業はグリーン調達や CSR、人権問題等に対して、ある方針を持って事業を進めて

いるが、これをサプライヤーに強要するのではなく、お互いに考え方をシェアして

Win-Win の関係を築き上げることが大切である。一方、消費者はまずコストから物

を判断するため、サプライヤーと比較して意識共有はより困難である。しかし長期的

な視点で考えれば、持続可能性を備えた製品から利益を得られるような社会が来るこ

                                                   
 
43国際 NGO。年金基金、保険会社、政府系ファンドおよび寄付金を原資とする機関投資家を対象に、気候

変動関連の財務情報調査や情報開示状況のランキングを実施するプロジェクト。 
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とが期待される。ただし、ビジネスとしては、コスト競争力が重要であるという点は

常に認識しておく必要がある。 
 

 時代の経過とともに考え方も変わってきている。需要さえあれば環境に優しい（持続

可能性のある）製品を様々な分野で提供できる俎上が出来上がっているし、それに付

加価値としての認識が伴えば、消費者はその製品を選ぶはずである。 
 

 TCFD の特別委員会が策定した方法論のような物は存在しないが、リサイクルの改

善は投資家の関心を集める一つの側面であり、昨今、問題になっているプラスチック

廃棄物などについては、投資家にとっては企業の責任ある廃棄物削減や廃棄物処理、

リサイクル方法などを見る機会になる。リサイクルはライフサイクルを検討する時に

見逃しがちなプロセスだが、非常に重要である。プレゼンテーションにあった鉄道車

両のアルミ化は、軽量化と低エネルギー化の観点からも良例であろう。 

4.2.4 分科会のまとめ 

本セッションは、化学製品部素材メーカーと LCA の専門家および投資家からの発表があ

り、単なる製造プロセス（または技術）の脱炭素化プロセスを追求する狭義な視点ではなく、

原料の調達や製品の流通、そして廃棄物処理（リサイクル処理）に至るまでの広義な視点で

の脱炭素プロセスと投資家との情報共有の重要性について議論を交わすことが出来たとい

う点は大いに有意義であった。 
こうした議論は国内外でも進んできており、経済産業省（METI）や WBCSD による、

グローバルチェーンを通じた商品またはサービスの GHG 排出削減量を定量化するための

ガイドライン化の取組や、金融セクターを巻き込んだ温暖化対策を議論する TCFD に関し

ても紹介があった。 
一方、石油業界やガス業界などを除いた非金融セクターでは、TCFD が提唱するバリュ

ーチェーンでの脱炭素化や製品のライフサイクルを通じた CO2 排出量の最小化に関する議

論があまり行われておらず、過小評価されがちであるほか、投資家との情報共有（投資家へ

の情報開示）、企業間連携、消費者意識の向上、廃棄物処理やリサイクルへの配慮等、検討

が途上なものが未だ多いことも指摘された。 
日本国内ではエネルギー基本計画が策定され、今後の脱炭素へ向けたエネルギーミックス

のあり方が注目を浴びているほか、欧米ではガス転換や再生可能エネルギーへの転換が進ん

でいる。座長のジョン・ムーア氏が語るように、このようなエネルギー転換を肌身で感じら

れるようになっている一方で、産業分野での脱炭素化が、現在どのように進んでいて、今後

どのように進められていくのかについての不透明さは否めない。本セッションでは革新的な

技術の具体的な内容に関する議論は無かったが、本セッションによって、不透明性を拭う情

報共有（開示）とそれを取り巻くバリューチェーン全体の環境を整備する重要性が共有でき

た。 

4.2.5 次回の ICEF の提案 

今回は、脱炭素化に向けて様々な活動を実施している企業 2 社から、どのような事業を
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実施し、その活動内容をどのように投資家に開示しているかについて紹介して頂いた。また

その活動を支える LCA の考え方の重要性や、金融セクターを巻き込んだ温暖化対策を議論

する TCFD に関する紹介も頂いた。産業分野での脱炭素化の取組をアピールする意味でも、

今後、更にバリューチェーン全体を通じた脱炭素化を目指す上でも、今回のようなセッショ

ンは意義あるものであったと考える。 
今回は概念的な活動紹介に留まったが、実際に現場でどのように LCA 評価し、バリュー

チェーンを通じてどの程度の脱炭素化が図られたのか、投資家はどの点をどのように評価し

て投資対象を選択しているのか等、定量的な議論に発展することができれば、これらの活動

内容を広く世間に認知させることができると考えられる。それには METI や WBCSD によ

るガイドラインの事例紹介や、TCFD 提言に対する取組事例など具体的な活動紹介等が候

補と言える。 
もう一つは、今回は革新的な技術の内容についての議論は無かったが、将来的に産業部門

の脱炭素化を進めていく上での必要な革新技術の有無、同技術のバリューチェーンの脱炭素

化に対する影響力、同技術の普及のための国の関与の必要性等も議論できれば良いと考えて

いる。例えば将来、再生可能エネルギーの大量導入に伴う電化技術の普及や、IoT／AI の普

及によるデータ情報通信（処理）の増加等による新技術（システム）の普及などが挙げられ

る。 
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5． おわりに 

中長期的に大きな CO2 削減効果をもたらす可能性のある原子力と産業部門の脱炭素化に

ついて、国内外における環境技術の開発や普及における現状と課題、国際連携等に関する調

査・分析を行った。さらに両テーマについて ICEF 年次総会の分科会の運営を行った。 
原子力については、主に SMR の現状と課題について議論を実施し、エネルギー市場は競

争が激しいこと、それゆえ、SMR を普及するためにはコスト削減が非常に重要であると指

摘された。また、経済性以外の付加価値としては、放射性廃棄物の負担軽減能力や、再生可

能エネルギーとの親和性といった観点があり、これらを高めていくことの重要性も指摘され

た。特に、高速炉型の SMR は Pu の燃焼や、放射性廃棄物減容という観点で、軽水炉型に

対する優位性を持つ。 
産業部門における脱炭素化については、CO2 排出が大きい鉄鋼、化学、セメント、製紙

などにおいて脱炭素化を進めるとともに、原料の調達や製品の流通、そして廃棄物処理（リ

サイクル処理）に至るまでの広義な視点での脱炭素プロセスと投資家との情報共有の重要性

についても議論した。 
両技術とも、世界の CO2 削減の重要な部分を占めることが期待されている技術であり、

今後も国際フォーラムといった場において、技術開発の現状や将来に向けた技術開発の現状

と課題を共有し、その開発の着実な進展を示していくことが重要であろう。 
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