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はじめに

技 戦略 プ 等 協

はじめに

• ＮＥＤＯでは、技術戦略マップ２０１０（ＮＥＤＯ等の協力
の下、経済産業省が毎年作成。経済産業省HPにて、

表済 掲載され 領 う公表済み。）に掲載されている８領域３１分野のうち、
ＮＥＤＯが作成に協力している分野の中から特に関係

領域 分 我が 状 技術の深い６領域２０分野について、我が国の現状や技術
開発の方向性等をわかりやすく紹介する概要を作成し
ましたので 公表させて頂きますましたので、公表させて頂きます。
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半導体分野

我が国の現状 我が国の技術開発の方向性

2009年6月のWSTS（World Semiconductor Trade Statistics：世界
半導体統計）の発表によると、2009年の半導体出荷は前年比21.6 %
減の1948億ドルに達する見込みである。これは、2008年の金融危機
に端を発した世界同時不況の影響により、パソコンやデジタル家電、
自動車向けの出荷が低迷したためである。一方、2010年以降の傾向
においては 各国の景気刺激策などの効果により 2010年は前年比

技術開発の推進については、開発目標を戦略的に設定するとと
もに、効率的な研究開発体制の構築と部材産業、製造装置産業等
との垂直連携の強化等が重要である。特に、半導体分野において
は、国際ロードマップを意識し、その中で設計、プロセス、検査、
実装等の各製造工程に係る研究開発と連携をとりつつ一体的に取
り組むとともに 次世代及び次々世代の技術の開発を国と民間とにおいては、各国の景気刺激策などの効果により、2010年は前年比

7.31%、2011年は同8.86%の増加と予測されている。
我が国の半導体企業のマーケットシェアは、1980年代中頃から

1990年代前半にかけて、DRAMを中心とする事業により世界市場の過
半を制する勢いであったが、1995年を境に大きく下降に転じた。近
年、我が国半導体企業は、分社、統合、専業化といった業界再編等

り組むとともに、次世代及び次々世代の技術の開発を国と民間と
の適切な役割分担の下に行うことが必要である。
我が国では、「次世代半導体材料・プロセス基盤技術の開発

（MIRAI）プロジェクト」（2001～2010 年度）で半導体の要素技
術を開発し、その成果をロードマップに従って順次、民間コン
ソーシアムである株式会社 半導体先端テクノロジーズ（Selete）

により、競争力の復活を図っている。また、かつてのDRAMメーカは、
分社・統合して設立された１社を除き、DRAM事業から撤退し、シス
テムLSIを中核に据える事業に転換した。しかし、我が国半導体企業
のマーケットシェアは20数％で、漸減傾向に変化はない。
国内LSIメーカ各社の売上高営業利益率を見ると平均6.7％の低水

準で 米国インテル 韓国サムスン 台湾TSMCの20〜30％の営業利

や民間企業に直接移転し、大きな成果を上げている。プロジェク
トの成果の移転については、その技術が使われるタイミングを
計って移転することが非常に重要である。
その他、製造時のプロセスのばらつきを考慮した設計手法の開

発を行う「次世代プロセスフレンドリー設計技術開発」（2006～
2010 年度） 立体構造による多様な用途に応じた新機能デバイス準で、米国インテル、韓国サムスン、台湾TSMCの20〜30％の営業利

益率に比べて大きな差があった。このため我が国半導体産業の発展
を左右する重大な問題と考えられてきたが、2006年にはDRAM、NAND
型フラッシュを中核に事業を進めるメーカで十数％の利益率をあげ
るようになる一方で、インテルの利益率が10％台まで急低下、20％
台をまだ維持しているサムスンの利益率も漸減傾向にある。

2010 年度）、立体構造による多様な用途に応じた新機能デバイス
を実現する「ドリームチップ開発プロジェクト」（2008～2012 年
度）、高速かつ不揮発性能を有するメモリを開発する「高速不揮
発メモリ機能技術開発」（2010～2012 年度）、新規のナノ機能材
料や、新規のナノデバイス構造を適用し超低電圧（0.4Ｖ以下）で
動作するデバイスを開発する「低炭素社会を実現する超低電圧デ
バ プ ジ 年度 等を実施

まとめ

バイスプロジェクト」（2010～2014 年度）等を実施している。

半導体技術は、情報家電、自動車等の製品に組み込まれて初めて
その機能を発揮するものであり、技術力のみで国際市場のシェアを
確保できる分野ではないが、その技術は、「技術戦略マップに示さ
れた技術により実現できる将来社会イメージ」の中でも、ユーザビ
リティ技術、ネットワーク技術等と合わせて、将来のユビキタス時
代を作り上げるコア技術であり、半導体技術を高度化していくこと

世界半導体統計（WSTS 2009年11月）
国籍別半導体売上シェア
ガートナー(2009年4月)

海外の取組
代を作り上げるコア技術であり、半導体技術を高度化していくこと
が、全ての基礎となる。具体的には、従来からの方法である微細化
による半導体の高性能化、省エネ化を強力に進めるとともに、微細
化以外の方法で高機能な新しい半導体を実現させていくことが必要
である。

海外ではIBM（米アルバニー）、IMEC（ベルギー）等のコンソー
シアムに、世界から半導体メーカの研究者が参画し、 先端の半
導体研究を行っている。 5



半導体分野
半導体技術マップ （１／２）

記号の説明

社会的ニーズ

アプリケーション

重要課題

性能上： 製造上：
高速、多機能、低消費電力 低コスト、QTAT、多品種変量生産対応

システムLSI（SoC）

情報家電 車載 ロボットカード、タグモバイル

Ｓｉを超える超高速、大パワー密度、
低消費電力、新機能等

Non-CMOS

安全・信頼性 省エネ
産業競争力向上に係わる技術（対象業種別）

IDM
ファンドリ
メーカ

ファブレス
メーカ

装置・材
料メーカ

ソフトベン
ダ

半導体の
安全・信
頼性に係
わる技術

省エネに
係わる技
術

◆ ◆ ◆ ◆ ■ ■◆

※ 該当しないものを「白抜き」で示す。
※ ロ ドマップに記載する技術を「青字」で示す

non-CMOS技術
基盤技術

プロセス技術

SoC開発／製造工程の
エンジニアリング

評価･解析技術

製造技術

CMOS技術

前工程 後工程

実装技術

※ ロードマップに記載する技術を「青字」で示す。
※ 「半導体の安全・信頼性に係わる技術」は、半導体製造における

安全技術、半導体の信頼性を高める技術、歩留りを高める技術。
※ 「省エネに係わる技術」は、半導体の微細化技術、高集積化技術、

半導体製造の高効率化技術。LSTP
デバイス

技術
テスト技術 ナノエレクトロニクス・

デ

電子部品

ディスクリートデバイス

（大項目） 実装技術（大項目） LSTPデバイス技術

配線技術リソグラフィ技術

（中項目）デバイス微細化
└◆◆◇◇◇□■ゲート長およびゲート絶縁膜の低減 （中項目）実装プロセス

（大項目） ディスクリートデバイス

（中項目）パワーデバイス
├◆◇◇◇◇□■シリコンパワーデバイス
└◆◇◇◆◇□■ワイドバンドギャップ半導体

パワ ーデバイス
（中項目）光デバイス、センサ
└◆◇◇◆◇□■ ＬＥＤ

（中項目）混載技術

設計
（SoC設計）

デバイス

プリンテッド・エレクトロニクス

（大項目）
ナノエレクトロニクス・デバイス

◆◆◇◇◇□■ゲート長およびゲート絶縁膜の低減
（中項目）ナノCMOSへ向けた新技術
├（小項目）トランジスタ構造
│ ├◆◆◇◇◇□■バルクCMOS
│ ├◆◆◇◇◇□■ UTB FDSOI
│ ├◆◆◇◇◇□■ マルチゲート(Fin FET)
│ └◆◆◇◇◇□■Steep Switching FET
├（小項目）移動度向上技術

│ ├◆◆◇◇◇□■Stress Liner
│ ├◆◆◇◇◇□■Embedded SiGe on S/D
│ ├◆◆◇◇◇□■SiGe on Siチ ャネル
│ ├◆◆◇◇◇□■SGOI GOI

（中項目）実装プロセス
├（小項目）単一チップ実装：多ピン化
│ ├◆◆◇◆◇□■ウエハレベルパッケージ
│ └◆◆◇◆◇■□Low-k/Cu対応技術
├（小項目）SiP実装（複数デバイスを同一パッケージに組み込む）
│ ├◆◆◇◆◇□■同種チップの三次元チップ積層
│ ├◆◆◇◆◇□■異なる機能を持つ半導体チップの実装
│ ├◆◆◇◆◇■■TSV方式インターコネクト技術
│ ├◆◆◇◆◇■□非接触方式インターコネクト技術
│ ├◆◆◇◆◇■□光インターコネクト技術
│ ├◆◆◇◆◇■□ウエハレベル積層技術
│ ├◆◆◇◆◇■■部品内蔵インターポーザ

（中項目）混載技術
├（小項目）メモリ混載技術
│ ├◆◆◇◇◇□■SRAM延命技術
│ ├◆◆◇◇◇□■キャパシタレスSOI DRAM
│ └◆◆◇◇◇□■高速アクセス不揮発性メモリ
├（小項目）アプリケーショ ン用混載技術
│ ├◆◆◇◇◇□■ICタグ
│ ├◆◆◇◇◇□■センサチップ
│ ├ ◆◆◇◇◇□■大規模ネットワーク用チップ
│ └◆◆◇◇◇□■ポイントオブケアチップ
└ （小項目）受動部品混載技術

├◆◆◇◇◇□■オンチップMIMキャパシタ

（中項目）受動部品
└◆◇◇◇◇□■コンデンサ、インダクタ、抵抗等

（大項目） 電子部品

│ ├◆◆◇◇◇□■SGOI、GOI
│ └◆◆◇◇◇□■基板面方位（100） or （110）
├（小項目）メタルゲートとHigh-k技術
│ ├◆◆◇◇◇□■メタルゲート／Hf系High-k
│ └◆◆◇◇◇□■メタルゲート／La系High-k
├（小項目）新構造トランジスタと準バリスティック動作
│ ├◆◆◇◇◇□■Geチャネル
│ ├◆◆◇◇◇□■Ⅲ-Ⅴ族チャネル
│ ├◆◆◇◇◇□■ナノワイヤトランジスタ
│ └◆◆◇◇◇■■準バリスティック動作
└（小項目）パラメータ・ばらつき制御技術(Vthコントロール)

├◆◆◇◇◇■■基板バイアス

│ ├
│ ├◆◆◇◆◇■□異種デバイス・光・機構部品等の取り込み
│ └◆◆◇◆◇■□ウエハテスト（KGD）技術
└（小項目）実装基板技術

├◆◆◇◆◇□□ビルドアップ基板
├◆◆◇◆◇□□フレキシブル基板
└◆◆◇◆◇□□セラミック基板

（中項目）実装設計
└（小項目）統合設計プラットフォーム技術

├◆◇◆◇◆■■チップ／パッケージ／ボード連携設計ツール
└◆◇◆◆◆■■電気／熱／構造連成解析技術

（中項目）ナノCMOSの延長
│ （自己組織化プロセスによるトランジスタ）
├◆◆◇◆◇□■ナノシートトランジスタ
├◆◆◇◆◇□■ナノワイヤトランジスタ
└◆◆◇◆◇□■ナノチューブトランジスタ

（中項目）Beyond CMOS
├◆◇◇◇◇□■共鳴トンネルデバイス
├◆◇◇◇◇□■分子・有機デバイス
├◆◇◇◇◇□■単一電子デバイス
├◆◇◇◇◇□■超電導デバイス
├◆◇◇◇◇□■スピントランジスタ

├
└◆◆◇◇◇□■オンチップインダクタ

（中項目）シミュレーショ ン技術
└（小項目）デバイスシミュレーション技術

├◆◆◇◇◆■□バリスティック伝導
├◆◆◇◇◆■□原子レベルプロセスモデル
├◆◆◇◇◆■□信頼性モデル
├◆◆◇◇◆■□統計的信頼性モデル
├◆◆◇◇◆■□ナノレベル材料設計モデル
├◆◆◇◇◆■□ノンクラシカルCMOSコンパクトモデル
└◆◆◇◇◆■□量子効果を入れた回路モデル

（大項目） テスト技術（大項目） 設計（SoC設計）

├◆◆◇◇◇■■基板バイアス
└◆◆◆◇◇■■独立マルチゲートコントロール

├◆◇◇◇◇□■スピントランジスタ
├◆◇◇◇◇□■強磁性ロジックデバイス
├◆◇◇◇◇□■強相関電子デバイス
├◆◇◇◇◇□■バックエンドデバイス
├◆◇◇◇◇□■Beyond CMOSとSi CMOS
│ との融合技術
└◆◇◇◇◇□■量子計算デバイス

（中項目）DFT
├ ◆◇◆◇◆■■高位DFT
├ ◆◆◆◇◆■■テストデータ圧縮
├ ◆◆◆◇◆■■ BIRA、BISR
├ ◆◇◆◇◆■■アナデジ混載

（中項目）設計コンテンツ
├◆◇◆◇◆□■モジュール間通信技術
├◆◇◆◇◆■■マルチプロセッサ技術
└◆◇◆◇◆■■リコンフィギュラブルロジック

（中項目）システムレベル設計・検証
├（小項目）高位モデリング技術

（中項目）シリコンインプリメンテーション技術
├◆◆◆◇◆■■システム複合化技術
├◆◆◆◇◆□■低消費電力設計
├◆◆◆◇◆■■ばらつき評価技術
├◆◆◆◆◆■■製造性考慮設計（DFM DFR MASK）

（大項目） プリンテッドエレクトロクス
├ ◆◇◆◇◆■■アナデジ混載
└ ◆◇◆◇◆■■３Ｄ－ＩＣ対応

（中項目）テスト・故障解析
├ ◆◆◇◇◆■□故障診断
├ ◆◆◆◇◆■□欠陥対応テスト
├ ◆◆◆◇◆■■ 電力・ノイズ考慮テスト
└ ◆◆◆◇◆■■ アダプティブテスト

（中項目）テスト環境
└ ◆◆◆◆◆■■標準準拠のテスト環境

├
│ ├◆◇◆◇◆□■システム仕様モデリング
│ └◆◇◆◇◆□■トランザクショ ンレベルモデリング
├◆◇◆◇◆□■ソフトウエアとの協調開発技術
├◆◇◆◇◆□■合成･ 適化技術
├◆◇◆◇◆■□検証技術
├◆◇◆◇◆□■性能・コスト見積り技術
├◆◇◆◇◆■□ロバストシステム技術
└◆◇◆◇◆□■コンポーネント・リユース技術

├◆◆◆◆◆■■製造性考慮設計（DFM、DFR、MASK）
├◆◆◆◇◆□■アナデジ混載技術
├◆◆◆◇◆□■IPベース設計
├◆◆◆◇◆■■ライブラリ設計
└（小項目）回路設計

├◆◆◆◇◆■■回路シミュレーション技術
└◆◆◆◇◆■■デバイスモデリング技術

（中項目）材料技術
└◆ ◆ ◇◆◇□■活性層、導電層、絶縁層

（中項目）印刷実装技術
└◆ ◆ ◇◆◇□■ワイドバンドギャップ半導体

（中項目）デバイス技術
└◆ ◆ ◆ ◆ ◆ □■電子ペーパー

（中項目）評価シミュレーショ ン技術
└◆ ◆ ◆ ◆ ◆ □■評価シミュレーション技術
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半導体分野
半導体技術マップ （２／２）

記号の説明

社会的ニーズ
アプリケーション

重要課題

性能上： 製造上：
高速、多機能、低消費電力 低コスト、QTAT、多品種変量生産対応

システムLSI（SoC）

情報家電 車載 ロボットカード、タグモバイル

Ｓｉを超える超高速、大パワー密度、
低消費電力、新機能等

Non-CMOS

省エネ安全・信頼性
産業競争力向上に係わる技術（対象業種別）

IDM
ファンドリ
メーカ

ファブレス
メーカ

装置・材
料メーカ

ソフトベン
ダ

半導体の
安全・信
頼性に係
わる技術

省エネに
係わる技
術

◆ ◆ ◆ ◆ ■ ■◆

※ 該当しないものを「白抜き」で示す。
※ ロ ドマップに記載する技術を「青字」で示す

ナノエレクトロニクス・
デバイ

non-CMOS技術

LSTP
デバイス

技術

CMOS技術

前工程

実装技術

テスト技術

後工程 ディスクリートデバイス

製造技術
SoC開発／製造工程の

エンジニアリング

プロセス技術

基盤技術
※ ロードマップに記載する技術を「青字」で示す。
※ 「半導体の安全・信頼性に係わる技術」は、半導体製造における

安全技術、半導体の信頼性を高める技術、歩留りを高める技術。
※ 「省エネに係わる技術」は、半導体の微細化技術、高集積化技術、

半導体製造の高効率化技術。
電子部品

評価･解析技術

（大項目）
SoC開発／製造工程のエンジニアリング

（大項目） 製造技術

デバイス
設計

（SoC設計）
リソグラフィ技術

（大項目） 評価・解析技術

（中項目）装置基盤技術
├◆◆◇◆◇■■プロセス低温化技術
├◆◆◇◆◇□■選択エピ技術 （中項目）開発プラットフォーム

（中項目）計測技術
├（小項目）微細形状計測・物性評価技術
│ ├◆◆◇◆◆■□パターン形状計測技術（マスク）
│ ├◆◆◇◆◆■□パターン形状計測技術（ウエハ）
│ ├◆◆◇◆◇■□重ね合わせ(overlay)誤差計測技術
│ ├◆◆◇◆◇■□ゲート電極形状計測（2D、3D）技術
│ ├◆◆◇◆◇■□膜厚計測技術(絶縁膜、メタル多層膜)
│ ├◆◆◇◆◇■□界面･表面評価技術
│ ├◆◆◇◆◇■□歪・ドーパント分布計測技術

（中項目）微細化技術
├（小項目）多層配線技術
│ └◆◆◇◆◇■□銅成膜技術（めっき、PVD、CVD）
├（小項目）層間絶縁膜技術

配線技術

（大項目） 配線技術

プリンテッド・エレクトロニクス

├◆◆◇◆◇□■選択エピ技術
├◆◆◇◆◇□■ALD技術
├◆◆◇◆◇□■微細加工技術
├◆◆◇◆◇□■大口径化技術
├◆◆◇◆◇■■プロセス・加工ばらつき低減技術
├◆◆◇◆◇■■プロセスモニタリング技術
├◆◆◇◆◇■■TEG応用品質予測技術
├◆◆◇◆◇■□高精度シミュレーショ ン技術
│ （装置内複合現象モデル）
├◆◆◇◆◇■□高精度シミュレーショ ン技術
│ （プ ロセスダメージ複合現象予測モデル）
├◆◆◇◇◇■□低濃度金属分析技術

（中項目）開発プラットフォ ム
├◆◆◆◇◆■□設計メソドロジの構造化と標準化
└◆◆◆◆◆■□プロセス開発の構造化と標準化

（中項目）製造統合制御プラットフォーム
├◆◆◆◆◆■□コスト･納期･品質のモデリング
├◆◆◇◇◆■□総合的判断機能
├◆◆◇◆◆■□制御機能・情報の階層化
├（小項目）工程制御技術
│ │ （枚葉化を実現した階層的搬送制御技術）
│ ├◆◆◇◇◇□■高速･高効率搬送技術
│ ├◆◆◇◇◆□■階層的搬送技術
│ ├◆◆◇◆◆□■ウエハ単位搬送制御技術
│ └

│ ├◆◆◇◆◇■□歪 ド パント分布計測技術
│ ├◆◆◇◆◇■□仕事関数評価技術
│ ├◆◆◇◆◇■□トレンチ・ビア形状計測技術（2D、3D）
│ ├◆◆◇◆◇■□膜厚計測技術
│ │ （絶縁膜、バリアシード膜、メタル膜）
│ ├◆◆◇◆◇■□平坦度計測技術
│ └◆◆◇◆◇■□ポアサイズ計測、機械的特性計測技術
├ （小項目）計測標準
│ ├◆◆◇◆◇■□新構造デバイス評価解析技術
│ └◆◆◇◆◇■□ポアサイズ計測、機械的特性計測技術
└（小項目）新材料評価技術

├◆◆◇◆◇■□物理的特性評価技術

├（小項目）層間絶縁膜技術
│ ├◆◆◇◆◇■■低誘電率化技術（CVD、SOD)
│ ├◆◆◇◆◇■■キュア技術
│ ├◆◆◇◆◇■■高機械強度化技術
│ ├◆◆◇◆◇■■空孔（ポア）導入技術
│ ├◆◆◇◆◇■■エアーギャップ技術
│ ├◆◆◇◆◇■■ポアシール技術
│ ├◆◆◇◆◇■■疎水化技術
│ ├◆◆◇◆◇■■自己組織化単分子膜（SAM）バリア技術
├（小項目）配線材料技術
│ └◆◆◇◆◇■■バリアメタル技術（PVD、ALD、CVD）
├（小項目）信頼性技術├◆◆◇◇◇■□低濃度金属分析技術

├◆◆◇◇◇■□有機物分析技術
├◆◆◇◆◇■□パーティクル分析技術
├◆◆◇◆◇■□装置内現象計測技術
└◆◆◇◆◇■■ファシリティ制御技術

（中項目）ファクトリインテグレーション技術
├◆◆◇◆◆■■APC技術
├◇◇◇◆◆■■AEC技術
├◆◆◇◆◆■■FDC技術
├◆◆◇◆◇■■ Virtual Metrology利用技術
├◆◆◇◆◇■□EEQM／EEQA
├◆◆◇◆◆■□ウェーハ指向装置制御技術
└

│ └◆◆◇◇◆■■枚葉・チップ単位のトレーサビリティ技術
├（小項目）装置制御技術
│ ├◆◆◇◇◆□■装置OEEモデリング/モニタリング技術
│ └◆◆◇◆◆■□装置・プロセスモデリング技術
├（小項目）プロセス制御技術
│ ├◆◆◇◇◆■□出来映えモデリング技術
│ └◆◆◇◆◆■□モデリングによる
│ 階層的装置・プロセス制御技術
└（小項目）品質制御技術

├◆◆◇◇◆■■歩留りモデリング技術
├◆◆◇◇◆■□歩留りモニタ技術
├◆◆◇◇◆■□検査 適化技術

├
├◆◆◇◆◇■□化学的特性評価技術
└◆◆◇◆◇■□機械的特性評価技術

（中項目）歩留り向上技術

├（小項目）欠陥検出・解析技術
│ ├◆◆◇◆◆■■欠陥サンプリング／欠陥管理技術

│ ├◆◆◇◆◇■■欠陥検出技術（電子ビーム方式、光学式）
│ ├◆◆◇◆◇■■欠陥レビュー技術

│ └◆◆◇◆◇■■欠陥解析技術

│ （空間分布、元素分析、断面解析）
└（小項目）物理解析技術

├◆◆◇◆◇ 検査デ タリ ケ ジ 解析ポイ ト

├
│ ├◆◆◇◆◇■□エレクトロマイグレーション（EM）改善技術
│ ├◆◆◇◆◇■□ストレスマイグレーショ ン（SM）改善技術
│ ├◆◆◇◆◇■■配線信頼性（TDDB）改善技術
│ ├◆◆◇◆◇■□配線信頼性評価技術
│ ├◆◆◇◆◇■□層間絶縁膜信頼性評価技術
│ ├◆◆◇◆◇■□密着性評価･制御技術
│ └◆◆◇◆◇■■配線ばらつき（LER、抵抗）低減技術
└（小項目）配線モデリング技術

└◆◇◆◇◆■□配線モデリング技術
（中項目）新規配線技術

├（小項目）TSV（ファインピッチ）

（大項目） プロセス技術

└（小項目）ファシリティ技術
├◆◆◇◇◆■■ファシリティ統合管理技術
└◆◆◇◆◆□■グリーンファブ可視化技術

├◆◆◇◇◆■□検査 適化技術
└◆◆◇◇◆■■DFMとAPCの融合技術

├◆◆◇◆◇■■検査データリンケージ、解析ポイント
│ 加工技術

├◆◆◇◆◇■■断面観察、構造･元素解析技術

├◆◆◇◆◇■□構造・界面解析技術
├◆◆◇◆◇■□化学結合・元素分析技術

└◆◆◇◆◇■□局所プロービング技術

├
│ └◆◆◇◆◇■■Thinned wafer to wafer bonding
├（小項目）新規配線材料技術

│ └◆◆◇◆◇■■CNTビア
│ └◆◆◇◆◇■■カーボン配線技術

├（小項目）光やRF（電磁波）による信号伝達技術
│ ├◆◆◇◇◇■■オンチップ光配線技術

│ ├◆◆◇◇◇■■差動同軸線路型配線技術

│ └◆◆◇◇◇□■オンチップ光・RF信号伝送技術
└（小項目）インプリント配線技術

└◆◆◇◆◇□■インプリント配線技術

（中項目）トランジスタ形成プロセス
├◆◆◇◆◇■■ゲートスタック形成技術
├◆◆◇◆◇■■ソースドレインアニール技術
├◆◆◇◆◇■■ソースドレイン浅接合形成技術

（中項目）エッチング技術
├◆◆◇◆◇■■ウェットエッチング技術

└◆◆◇◆◇■■ドライエッチング技術
（中項目）薄膜堆積技術

（大項目） リソグラフィ技術

├
├◆◆◇◆◇■■ソースドレインコンタクト形成技術
└◆◆◇◆◇■■素子分離技術

（中項目）洗浄技術
├◆◆◇◆◇■■新規洗浄技術
└◆◆◇◆◇■■ウェット洗浄技術

（中項目）イオン注入技術
└◆◆◇◆◇■■イオン注入技術

（中項目）薄膜堆積技術
├◆◆◇◆◇■■CVD技術
├◆◆◇◆◇■■スパッタ技術
└◆◆◇◆◇■■MBE技術

（中項目）酸化･拡散･熱処理技術

└◆◆◇◆◇■■酸化･拡散･熱処理技術
（中項目）シリコン基板

└◆◆◇◆◇□■大口径ウエハ対応製造技術

（中項目）プロセスシミュレーション技術
└◆◆◆◆◇■■新規プロセス対応シミュレーション

（中項目）露光装置技術
├（小項目）主流量産技術
│ ├◆◆◇◆◇■■ArF液浸露光装置技術
│ ├◆◆◇◆◇■■ArF液浸露光／スペーサー技術
│ └◆◆◇◆◇■■EUV露光装置技術
└（小項目）新規技術

├◆◆◇◆◇□■ML2（マスクレスリソグラフィ）
├◆◆◇◆◇□■NIL（インプリントリソグラフィ）
└◆◆◇◆◇□■DSA（ダイレクトセルフアセンブリ）

（中項目）マスク技術
├◆◆◇◆◇■■描画装置技術
├◆◆◇◆◇■■欠陥検査装置技術
├◆◆◇◆◇■■欠陥修正技術
├◆◆◆◇◆■■データ処理技術
│ （O PC、RET、MDP、MRC等）
├◆◆◇◆◇■■材料技術（基板、ブランクス、ペリクル）
└◆◆◇◇◇□■高効率作製技術

（中項目）レジスト・プロセス技術
├◆◆◇◆◇■■材料技術（レジスト、反射防止膜、
│ シュ リンク、トップコート）
├◆◆◇◆◇■■液浸露光技術
└◆◆◇◆◇■■ダブルパターニング

（Pi tch Splitting/Spacer）技術
（中項目）リソグラフィインテグレーション技術
├◆◆◆◇◆■□リソシミュレーション技術
└◆◆◇◇◇■■総合的 適化技術
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技術ロードマップ(抜粋）

半導体分野
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ストレージ・メモリ分野

我が国の現状 海外の取組

ピ海外ではDARPA（米国国防高等研究計画局）を中心にスピントロ
ニクスを活用する回路技術を開発する大型プロジェクト発足の動き
がある。
米国グランディス社は、磁気ヘッド用の面内磁気方式の磁気トン

ネル素子をそのまま用いて、1 ギガビット程度の容量を持つスピン
RAMの開発を目指している。

現時点における不揮発性メモリの代表格であるNANDフラッシュメ
モリはHDDとその適用領域を競うようになっており、既にストレージ
と不揮発性メモリの境界線はなくなっている。これはフラッシュメ
モリの記憶容量の急速な増大による。一方、不揮発性メモリの動作
速度の高速化により、RAMの領域でも大きな変化が起きつつある。

が

我が国の技術開発の方向性

RAMの開発を目指している。

ストレージ分野は、磁気系ストレージメモリ、光系ストレージメ
モリに大別できる。両者とも、記録密度を高めることが研究開発の
ターゲットであり、これまで、「超先端電子技術開発促進プロジェ

年度 垂直磁気 録方 究 を

速度の高速化により、 の領域でも大きな変化が起き ある。
MRAMとFeRAMに見られるように、不揮発性メモリ＝ストレージ的機能
という一般的なイメージが崩れ、CPUにより直接アクセスされるメイ
ンメモリ（一次記憶装置）的な領域へと、不揮発性メモリが展開し
つつある。これは、今後、論理回路の不揮発化へと発展していく重
要な動きである。

フラッシュメモリは、NOR型では米国系、NAND型ではアジア系が大
きなシェア握るが、NAND型では高い技術力、積極的投資により、我
が国メーカのシェアも、回復している。

クト」（1996～2001 年度）で、垂直磁気記録方式の研究開発を行
い、HDD の高密度化に寄与した。また、「ナノメータ制御光ディス
クの開発」（1998～2002 年度）の一部の成果が現在のBlu-ray 
Disc システムの開発に活用されている。
メモリ分野は、過去、MRAM 等の研究開発を行ってきたが、現在

は、「スピントロニクス不揮発性機能技術プロジェクト」（2006～は、 スピントロ クス不揮発性機能技術プロジェクト」（2006
2010 年度）の中で、電子の自転を利用した全く新しい原理のメモ
リである、スピンメモリの研究開発を進めている。
また、将来のメモリ技術の可能性を探るために、2007 年度から

開始したナノエレクトロニクスの研究開発プロジェクトの中で、ナ
ノギャップを使ったメモリの研究を、2008 年度から「グリーンIT 
プロジ クト」において低消費電力ハ ドディスク技術等の研究を

まとめ

インターネットの高速化がますます進展すると、大容量のビデオ映

プロジェクト」において低消費電力ハードディスク技術等の研究を、
2010 年度から「高速不揮発メモリ機能技術開発」において高速か
つ不揮発性能を有するメモリの開発を行っている。

HDDは、小型製品のシェアは高いが、大型製品では米国系が強い。
HDDの基幹部品である磁気ヘッドのシェアは、日系メーカが高い。

高速 す す 展す 、大容 映
像のオンデマンド配信が広がり、そのコンテンツ供給や保存に対応し
たストレージが必要となる。また、デジタルカメラやオーディオが付
属した携帯電話等のモバイル機器は、多機能化、小型化等が見込まれ、
これらのモバイル機器に使用されるストレージ、メモリは大容量化・
低消費電力化が求められている。例えば、現在の数十倍の記憶容量を
持つサーバーやモバイル機器 また 瞬時に起動し かつ現在の数倍持つサーバーやモバイル機器、また、瞬時に起動し、かつ現在の数倍
の動作時間を持つ情報機器等の実現が期待されている。
将来のユビキタス時代を作り上げるためには、情報処理技術の高度

化が必要不可欠であり、ストレージ・メモリ技術は、そのコア技術の
一つである。 9



ストレージ・メモリ分野

ストレ ジ技術の位置づけ メモリ技術の位置づけ
速度 注1

10Gbps
：現状範囲

：3 ～5年後

：技術の方向

ストレージ技術の位置づけ メモリ技術の位置づけ

SRAM

：現状範囲

：3 ～5年後

速度 注1

1ns
：揮発性RAM

（参考)

1Gbps

100Mbps
注2：
PRAM ：チップあたり
FLASH ：チップあたり
光系 ジ デ クあたり

注1：
転送速度

PRAM

FLASH （NAND

磁性系ストレージ
(HDD)

注2：

注1：
読出/書込を律速する速度

DRAM

：技術の方向

10ns

10Mbps

1Mbps 容量 注２

1MB t 1TB t

光系ストレージ ：ディスクあたり
磁性系ストレージ：プラッタあたり

1GB t

光系ストレー
ジ

FLASH （NAND
型）

注2：
チップあたり

FeRAM

FLASH(NOR型)

PRAM

容量 注２

１Mbit １Gbit

100ns

1μs

MRAM

1MByte 1TByte1GByte

速度 注1

現状範囲

ストレージ技術の主な適用用途

１Mbit １Gbit

速度 注1
メモリ技術の主な適用用途

1Gbps

10Gbps

注1：
転送速度

：現状範囲

：3 ～5年後

PRAM

磁性系ストレージ
(HDD)

サーバ

据置型情報家電
（ﾋﾞﾃﾞｵﾚｺｰﾀﾞ等）

ﾓﾊﾞｲﾙ／ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ
PC

SRAM
1ns

10ns

：現状範囲

：3 ～5年後

MRAM

：揮発性RAM
（参考)

10Mbps

100Mbps
注2：
PRAM ：チップあたり
FLASH ：チップあたり
光系ストレージ ：ディスクあたり
磁性系ストレージ：プラッタあたり
（用途には複数のチップ、ディスク、
プラッタを用いるものも含む）

転送速度

FLASH （NAND型）

CD

情報家電（携帯電話・ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ・
ｵｰﾃﾞｨｵﾌﾟﾚｰﾔなど）／ﾓﾊﾞｲﾙPC

DVD

アーカイブ
コンテンツ配布

BD

ﾓﾊﾞｲﾙ情報家電
（ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾑｰﾋﾞｰ等）

PRAMFeRAM

単体メモリ
ICカード（スマートカード）
ＲＦＩＤタグ
マイクロコントローラ

10ns

100ns

注2：
チップあたり
（用途には複数チップを用いるものも含む）

注1：
読出/書込を律速する速度

ﾓﾊﾞｲﾙPC／産業機器
／制御ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ格納／
ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾚｺｰﾀﾞ／
ﾈｯﾄﾜｰｸ機器／携帯電
話

情報家電
（車載/携帯電話
等）

DRAM

1Mbps 容量
1MByte 1TByte

注２

光系ストレージ

1GByte
容量 注２

１Mbit １Gbit
1μs

FLASH (NOR型)
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技術ロードマップ(抜粋）

ストレージ・メモリ分野
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コンピュータ分野

我が国の現状

2010年までに、コンピュータの電力使用量を50％削減する目的で、
コンピュータ技術は、スーパーコンピュータやパーソナルコン

ピュータ（PC）のような一般的な「計算機」の形をしたものから、
現在日本の産業利益を支えている携帯電話・デジタルテレビ・ゲー
ム・カーナビ・Blu-rayレコーダ等の情報家電、ロボット、2012年頃
から本格化すると予測されている統合制御系を含む車載エレクトロ
ニクス等、コンピュータ技術は外見上計算機には見えない多くの製

2010年までに、コンピュ タの電力使用量を50％削減する目的で、
2007 年6 月に、インテル、グーグル、デル、EDS、HP、レノボ、
マイクロソフト、PG&E、WWF などを中心に「Climate
Savers Computing Initiative」が発足。また2007年2月、データ
センターの省電力化のために、電力効率の評価手法、技術ロード
マップの策定などを実施する「Green Grid」が設立。

ニクス等、コンピュ タ技術は外見上計算機には見えない多くの製
品に付加価値の源泉として組み込まれ、その応用分野は年々拡張・
多様化している。
我が国の情報産業の利益を支えているゲーム、携帯電話、デジタ

ルテレビ、DVDレコーダ、カーナビ等情報家電機器に搭載されるマイ
クロプロセッサも１チップ上に複数のプロセッサを集積するマルチ
コア技術が主流になり さらに1チ プ上に数十コア以上を集積する

我が国の技術開発の方向性

技術開発の推進については、開発目標を戦略的に設定するとと
もに、効率的な研究開発体制の構築が重要である。
コンピュータ分野では、これまでコンピュータ間の相互接続技

術開発等の研究開発を行ってきたが 各企業が使う情報システムコア技術が主流になり、さらに1チップ上に数十コア以上を集積する
メニーコアプロセッサの時代に移ろうとしている。

術開発等の研究開発を行ってきたが、各企業が使う情報システム
の高度化によって、異なるシステムを仮想化して統合することが
求められている。これらの社会要請に基づき、2009 年度まで
に、「セキュア・プラットフォームプロジェクト」（2007～2009 
年度）や情報家電の省エネ化・高度化のために、「半導体アプリ
ケーションチッププロジェクト」の中で、マルチコア技術・ヘテ
ロジニアスマルチコア技術を用いた低消費電力型、高処理能力デ
バイスの研究開発（2005～2009 年度）を行い、成果の普及に努め
ている。
更に、2008 年度から「グリーンIT プロジェクト」（サーバな

どの先進冷却・熱回収再利用技術等）を開始するほか、データセ
ンターの省エネに資する「グリーン・クラウドコンピューティン

海外の取組
まとめ

情報通信社会の進展とともにコンピュータは、これまでのサーバ
やPC のような一般的な電子計算機から携帯電話、情報家電や車載アメリカ政府は、アメリカ競争力イニシアティブ（ACI）のもと、

ンタ の省エネに資する「グリ ン クラウドコンピュ ティン
グ」を推進している。

う 般 電 計算機 携帯電話、情報家電 車載
機器等外見上は電子計算機には見えない多くの情報機器に組み込ま
れ、また、それぞれがネットワークで接続されることにより、
年々その応用分野は拡張し、多様化している。
今後、我が国が各種情報機器分野でトップクラスに留まるには、

多くの産業・科学技術を牽引する役割を担う高速コンピュータ技術
の重要性は大きいが 消費電力増大への対策や冷却問題などの課題

先端ネットワーキング及びハイエンド・コンピューティングプロ
グラムを策定。
研究開発では、1991 年に始まったHPCC （ High Performance 

Computing and Communications）プロジェクトの後継として、
2001 年度からNITRD（Networking and Information Technology 
R&D）プログラムがあり その中で HECI&A(High End Computing の重要性は大きいが、消費電力増大への対策や冷却問題などの課題

も解決していくことが必要である。
現在のPC と同等の機能を持つ携帯電話、複数の情報機器をつな

げることでスーパーコンピュータ並みの情報処理能力を実現する
サーバなどの実現が期待されている。

R&D）プログラムがあり、その中で、HECI&A(High End Computing
Infrastructure and Applications) 、HECR&A(High End 
Computing Research and Development)が進められている。その他、
NSF（国立科学財団）では、2001 年から始まったグリッド・コン
ピューティング・プロジェクトが引き続き進められている。

12



コンピュータ分野

技術 プ ンピ タ分野 （研究開発領域）

ネットワーク化の進展

技術マップ コンピュータ分野 （研究開発領域）

プロセッサ システム
プ ダクト アプリケ シ

スーパー

プロセッサ
(含むシステム・ソフトウェア)

システム
(ネットワーキング)

プロダクト、アプリケーション

スーパーコンピュータ技術
・筐体間接続
・メモリ制御技術

ユ
ビ
キ
タ

コンピュータ
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際
標
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力
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却
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化
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御
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波

・PCクラスタ

・情報検索 ・データマイニング
・サービス連携 ・データベース
・コンテンツ・科学技術計算
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グ
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展
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構
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技術関連図

コンピュータ分野

ソフトコンポーネント
テクノロジ

システムテクノロジ コンピュータ
プロダクト／システム

アプリケーション
ハードコンポーネント

テクノロジ

技術関連図

ハイエンドマルチプロセッサ

テクニカル
コンピューティング

情報検索
データマイニング

MP-OS（性能指向）
テクニカル

コンピューティング

グリッド・クラウド

コンピューティング

チップ内インターコネクト

筐体間インターコネクト

ィ グ
（スパコン、PCクラスタ）

サーバ データベース

サービス

筐体間インターコネクト

ィ グ
（スパコン、PCクラスタ）

サーバ データベース

サービス連携

チップ内インタ コネクト

メニー・ヘテロマルチコア コンテンツ

科学技術計算
MP OS（低電力指向)

ストレージシステム
コンパイラ

低電力技術

コンテンツ

科学技術計算ディペンダブル
ピ テ グ

ストレージシステム
コンパイラ

ミドルウェア
組み込みシステム

(含むマルチコアSoC)

ディジタルAV

MP-OS（低電力指向)低電力技術

アクセラレータプロセッサ
ミドルウェア

組み込みシステム
(含むマルチコアSoC)

ディジタルAV

モバイル・携帯

コンピューティング

組み込みOS

(含むマルチコアSoC)

自動車・産業・通信
ソフトウェア

エンジニアリング

組み込みOS

(含むマルチコアSoC)

自動車・産業・通信
ソフトウェア

エンジニアリング

低電力プロセッサＳｏＣ
自動車・産業・通信ロボット

ハードウェアに関する技術 ソフトウェアに関する技術
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技術ロードマップ(抜粋）

コンピュータ分野
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ネットワーク分野

我が国の現状 海外の取組

ネットワークのキラーアプリとして映像配信が上げられて久しい
が、当初はサーバからユーザ方向へのダウンロードのみといった画
一的なサービスから、今日では、誰もが気軽に映像をアップする
サービスも普及するなど、アプリケーションの多様化とともにネッ
トワーク上の通信トラヒックも着実に増加している。
また 提供されるネ トワ クも 従来からの固定電話用のネ

アメリカでの研究開発は、2001年度からNITRD（Networking and 
Information Technology R&D）プログラムがあり、その中で、LSN 
(大規模ネットワーク)の技術開発が進められており、傘下に、JET
（Joint Engineering Team）、MAGIC（Middleware And Grid 
Infrastructure Coordination）、NRT(Network Research Team) 
があるまた、提供されるネットワークも、従来からの固定電話用のネッ

トワークである公衆交換電話網やインターネット網、携帯電話網な
ど、通信技術やサービス毎に個別に構築されてきた従来のネット
ワークが、IP技術を用いて統合化され、さらに通信品質までも確保
可能なNGN（Next Generation Network）がスタートし、サービスの
多様化が益々加速するとともに、通信トラヒックの増大が見込まれ

我が国の技術開発の方向性

がある。

技術開発の推進については、開発目標を戦略的に設定するととも

る。
さらに、アプリケーションの分野でも大きな変化が起き始めてい

る。ネットワークの向こう側にサーバやアプリを置き、ユーザが
ネットワークのこちら側から使用するクラウドコンピューティング
が普及し始めている。クラウドはGoogleやAmazonが自らの商用シス
テムとして開発した超並列実行環境がそのベースとなっている 米

に、効率的な研究開発体制の構築が重要である。
本格的なIT 化に伴い、動画像の送配信や各種IT サービスが普及

し、社会で扱う情報量は2050 年には約200 倍になるとの予測もあ
り、これに伴い、ネットワークで消費する電力は、2050 年には、
現在の5 倍と予想されている。これらに対処するため、10Tbps
超級のエッジルータ実現のための光デバイスの開発等を行う次世代テムとして開発した超並列実行環境がそのベースとなっている。米

国ではYouTubeや一般の企業がクラウドを活用したサービスを実現し
ている。
経済産業省の試算によると、IT機器の国内総電力消費量は2006年

時点で約470億kWh/年であるが、何の取り組みもしなかった場合、
2025年には約2,400億kWh/年、2050年には約5,500億kWh/年にも達す

通 があ うな爆 的な消費 急増 処す まとめ

超級のエッジル タ実現のための光デバイスの開発等を行う次世代
高効率ネットワーク先端技術開発（2007～2011 年度）を進めてお
り、更に、2008 年度から「グリーンITプロジェクト」（データ
適配分型革新ルータ技術等）を開始している。

るとの見通しがある。このような爆発的な消費電力の急増に対処す
るため、部品レベル、装置レベル、ネットワークレベルでの低消費
電力化を進める必要がある。

まとめ

音声、画像、動画等のマルチメディア情報を、いつでもどこでも
インターネットに接続できる環境を構築するため、無線・有線通信
のインフラの共有や統合が進むとともに、例えば、携帯型IP 電話
や携帯端末からの家庭内の情報家電の遠隔操作など、情報家電やセ
ンサ 車載機器がIP 技術を用いてオ プンに接続されることが考ンサ、車載機器がIP 技術を用いてオープンに接続されることが考
えられる。また、著作権等が遵守された上でのデジタル情報の流通
とそれを加工することに伴う新たなアプリケーションの発展等も予
測され、高精細な動画のインターネット配信など様々な新しいサー
ビスの実現が期待されている。
その技術は、「技術戦略マップに示された技術により実現できる

将来社会イメージ」の中でも、半導体技術、ユーザビリティ技術等
と合わせて、将来のユビキタス時代を作り上げるコア技術である。
このイメージの社会を築き上げていくためには、情報量の増大に対
応する高速大容量サーバやサーバの省電力化技術が求められている。

＜情報爆発と消費電力量の増大＞ 16



ネットワーク分野

コア・メトロ アクセス 構内 ホーム
パーソナル
／ボティサービス・利用形態

★=重要技術

コア メトロ アクセス 構内 ホ ム ／ボティ

有線 無線 有線 無線 有線 無線 有線 無線 有線 無線

広帯域化

その他技術

★フォトニックネットワーク

ホットスポットxDSL HFC

専用線

サ ビス 利用形態

伝送･ﾈｯﾄﾜｰｷﾝｸﾞ技術

★高速無線
アクセス(1)

全光化

無線LAN
UWB

光通信ネットワーク

FTTH/PON

TD
M

高
速

化

専用線

SONET/SDH

★ファ
イバ損
失分散
補償技
術(2)

★ファイ
バ再生
中継技
術(3)

コグニティブ無線

アク ( )
全光化

無線PAN

Ｗ
Ｄ

Ｍ

UWB

Ｓ
Ａ

Ｎ

★イーサネット高速化(100G←40G←10G ←1G←100M）

省電力化

大規模化

術(2) 術(3)

★光ノード技術(4)

★省電力化マネージメント技術(7)

★ノード・基地局・端末技術(5)
★無線変復調技術(6)

高機能化
新機能

マルチホップ技術

IPv6

ユビキタスネットワーク／アドホックネットワーク／センサーネットワーク

★情報家電ネットワーク(8)

★ポストIP／オーバーレイネットワーキング(9)

FMC

照明光通信ソフトウェア無線

★異種無線LANシステム
シームレス接続

広域ｲｰｻﾈｯﾄ

★NGN(10)

コグニティブネットワーク

無線BAN
PLC

高信頼化

セキュリティ

GFP

RPR

★暗号化(14)

衛星通信

FMC

★量子ネ トワ ク

ディペンダブルネットワーク

★トラヒック監視・対攻撃防御技術(12)
★トラヒック計測・予測技術(11)

GMPLS

共通技術

★暗号化(14)
★認証サービス(15)

★量子ネットワーク
(13)

★共通基盤技術(16)
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ネットワーク分野
（１）高速無線アクセス （３）ファイバー再生中継技術（２）ファイバー損失分散補償技術 （９）ポストIP／オーバーレイネットワーキング （１０）ＮＧＮ （１１）トラヒック計測・予測技術

マルチホップ技術

線形高効率アンプ

広帯域アンプ（2/5 GHz）

高出力アンプ（25-60 GHz）

広帯域・大容量化技術

超高速無線アクセス技術

エルビウム添加
光ファイバ増幅

分散シフトファイバ

ノンゼロ分散シフトファイバ

分散フラットファイバ

ホーリーファイバ

分散補償ファイバ

カットオフシフトファイバ

FBG分散補償

エタロン分散補償

PMD分散補償

電気分散補償

分散補償器

VIPA分散補償

畳み込み符号

前方誤り訂正(FEC)

オンザフライ訂正技術

符号処理

ブロック符号

フ
ァ

イ
バ

ブ
ラ

ッ
グ

グ
レ

ー
テ

ィ
ン

グ

リ
ン

グ
共

振

半導体増幅

量子ドット光増幅器

光ファイバ増幅

ファイバラマン増幅

光アンプ 波形制御
Operating System Middle ware Application

識別子管理

Measurement & Management

経路制御

ディレクトリサービス

プロセスマイグレーション

Plug & Play

固定移動統合
サービス制御技術

SIP相互接続技術

ミドルウェア技術

課金技術

SaaS基盤技術Al
l IP

ト
ラ

ン
ス

ポ
ー

ト
技

術

高速計測

多フロー対応

有意履歴抽出

高速カプセリング

計測・蓄積技術

高速ミラーリング

ロギング

長期トラヒック変動予測

短期トラヒック変動予測

予測技術

（４）光ノード技術（ROADM，OXC）

位相偏移変調(PSK)

周波数偏移変調(FSK)

単一搬送波変調方式

変復調技術

高速直接変調レーザ

面発光低閾値レ ザ

発光素子

バーストレシーバ

受光素子

モジュール化技術

TOスイッチ

マトリクススイッチ

スイッチ

XC
-S

W

気
ス

イ
ッ

チ

M
PL

S

イ
ッ

チ
制

御
技

術

スイッチ制御技術インタフェース技術

ー
コ

ネ
ク

シ
ョ

ン
技

術

光
バ

ッ
ク

プ
レ

ー
ン

Q
oS

技
術

O
TN

光スイッチ

認証機能・機構

DTN(Delay Tolerant Network)

（１２）トラヒック監視・対攻撃防御技術

監視技術 ィ リアルタイム検出 アプリケ シ ンレベル 攻撃排除周波数偏移変調(FSK)

直交振幅変調(QAM)

振幅偏移変調(ASK)

直交周波数分割多重
(OFDM)

符号分割多重
(CDMA)

多搬送波変調方式

面発光低閾値レーザ

波長可変半導体レーザ

温度無依存半導体レーザ

多波長光源

小型集積光源

MSAモジュール

300pin

XFP

SFP+

アレーモジュール

イッチ

PLZTスイッチ

SOAスイッチ

光MEMSスイッチ

液晶スイッチ

空間スイッチ

O
X

W
SS

光
-電

気

光
カ

ッ
ト

ス
ル

ー

G
M

光
ノ

ー
ド

制
御

回
路

ス
イ

チ
ッ

プ
間

／
内

光
イ

ン
タ

ー
コ

ネ
ク

ト

光
イ

ン
タ

ー 光

オ
ン

ザ
フ

ラ
イ

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

O
TN

-L
S

I

異常マイニング技術

多フロー対応監視技術

高速カプセリング

監視技術

高速ミラーリング

ロギング

ト
レ

ー
サ

ビ
リ

テ
ィ

技
術

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

ト
レ

ー
サ

ビ
リ

テ
ィ

未
知

プ
ロ

ト
コ

ル
検

出
技

術

不
正

コ
ン

テ
ン

ツ
検

出
技

術

マ
ル

ウ
ェ

ア
検

出
・
対

策
技

術

トラヒック異常
高速検出技術

リアルタイム検出

高速データパタン
検出技術

マルチレイヤ
連携技術

アプリケーションレベル
フィルタリング

アプリケーショントラヒック
モニタリング技術

高速・多フロー対応
フィルタリング

攻撃排除

高速・多フロー対応
帯域制限

（１３）量子ネットワーク （１４）暗号技術 （１５）認証技術

量子情報通信 高速通信暗号技術 分散レポジトリ

大規模化

認証基盤

政府認証基盤

アイデンティフィケーション

本人認証技術

（５）ノード・基地局・端末技術

グ

高速化 収容条件 高信頼

（６）無線変復調技術

単一搬送波変調方式 多搬送波変調方式 符号処理

量子暗号

低雑音光源

量子暗号/通信光源

量子通信PD

量子通信Y00

大規模化
アクセス権管理

認証システム
の相互連携

政府認証基盤
の高機能化

暗号クレデンシャル
管理

本人認証技術高速ルーティング
テーブル検索

高速フローテーブル検索

大容量電気スイッチ

多フロー対応 冗長系・パス高速切替

高速障害検出

位相偏移変調(PSK)

周波数偏移変調(FSK)

直交振幅変調(QAM)

振幅偏移変調(ASK)

直交周波数分割多重
(OFDM)

符号分割多重
(CDMA)

周波数分割多重
(FDMA)

時分割多重
(TDMA)

畳み込み符号

前方誤り訂正(FEC)

ブロック符号

（１６）共通基盤技術

LD/PD

小型実装技術

直接変調レーザ

戦略技術

OTDM光源/受信器

光３R

波長変換

光-光スイッチ

先端技術

RF-CMOS技術

RF-MEMS技術

InPデバイス

GaNデバイス

高周波デバイス

（７）省電力化マネージメント技術

省電力ネットワーク
アーキテクチャ

システム

省電力プロトコル
（ノード連携省エネ）

トラヒック抑制技術

省電力ノード

アーキテクチャ

ノード

データ 適配分型
革新ルータ技術

省電力ノード設計

（８）情報家電ネットワーク

ユーザインターフェース
技術

端末・ゲートウェイ技術

高機能アプライアンス
技術

宅内網統合管理技術

リモート管理・
故障対応技術

QoS管理技術

セキュリティ管理技術

広域網連携技術

宅
内

網
高

速
化

技
術

緊
急

情
報

提
供

技
術

TV
プ

ラ
ッ

ト
フ

ォ
ー

ム
技

術

光 光スイッチ

光バッファ/光メモリ

光集積技術

超高速CMOS技術

GaNデバイス

ダイアモンドデバイス

超伝導デバイス

電力可視化 広域網連携技術

無線干渉技術

IP
T
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技術ロードマップ(抜粋）

ネットワーク分野

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク
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ユーザビリティ分野

我が国の現状 海外の取組

今後ますます進展していくユビキタスなコミュニケーション環境
においては、情報の流通範囲や形態が拡大し、いつでも、自分や相
手の状況に合わせた情報交換が可能になるなど、人々のコミュニ
ケーションが一層深められていくものと期待される。即ち、音声、
テキスト、映像などの異種コンテンツの相互変換や、複数情報の連
携が可能になると共に モバイル ンピ テ ングなどによ て

我が国の技術開発の方向性

海外では台湾において二兆双星プロジェクト（二兆産業＝半導
体産業、ディスプレイ産業）やLCD 製造設備産業への支援などの
施策が行われている。

技術開発の推進については 開発目標を戦略的に設定するととも携が可能になると共に、モバイルコンピューティングなどによって
オフィスの内外で変わらない作業環境が創り出され、ワークスタイ
ルの変革にも貢献するものと考えられる。このようなコミュニケー
ション環境の進展は、人々の生活を便利・快適・安心なものに変え、
社会生活を大きく変える可能性を秘めている。
ユーザビリティ技術を取り巻く 近の動向として、インターネッ

技術開発の推進については、開発目標を戦略的に設定するととも
に、今後必要な技術開発要素を絞り込み効率的な研究開発体制の構
築が重要である。特に、装置・部材メーカと一体となった技術開発
プロジェクトの企画実施が有効である。
液晶パネルは、大型化・応答速度の向上、プラズマディスプレイ、

有機EL については発光効率の向上等が求められており、更に世界

トをはじめとするネットワーク環境の浸透や種々のネットワークの
融合、音楽配信に見られるようなネットワークサービスの普及、各
種携帯情報端末や車載機器、薄型テレビなど情報家電市場の拡大、
ブログなど個人による情報発信とその波及効果の増大、センサネッ
トワークを活用したユーザの行動や意図、感情などの分析・推定に
基づいた機器制御やサービスの提供等々が挙げられる また 立体

的な合従連衡の動きを注視しつつ、研究開発体制を決めていくこと
が求められる。こうした状況を受け、「次世代大型低消費電力ディ
スプレイ基盤技術開発」（2007～2011 年度）、を実施するととも
に、「低損失オプティカル新機能部材技術開発」（2006～2010 年
度）、更に2008 年度から「グリーンIT プロジェクト」（有機EL 
ディスプレイ基盤技術開発）を開始している基づいた機器制御やサービスの提供等々が挙げられる。また、立体

映像の撮影や加工など立体視可能な映像の技術と、医療やエンター
テイメント分野など、その応用が進展しつつある。さらに、「感
性」や「感情」、「感動」、あるいは「楽しさ」や「喜び」なども、
ユーザビリティ技術のキーワードになってきている。

まとめ

ディスプレイ基盤技術開発）を開始している。
また、音声認識技術については、「情報家電センサー・ヒューマ

ンインターフェイスデバイス活用技術開発」（2006～2008 年度）
プロジェクトが終了し、開発した技術の成果普及を実施している。

ユーザビリティ分野の技術は、人間と情報システムとの接点とな
り将来のユビキタス時代を作り上げるコア技術である。イメージ図
の様に、情報家電や携帯端末のネットワーク化が進展する中で、情
報家電と携帯電話や車載機器等と相互に接続されることによって、
ユーザがいつでもどこでも情報家電にアクセスでき、サービスやコ
ンテンツを享受できる環境の実現が期待されているンテンツを享受できる環境の実現が期待されている。
そのために、人間と機械のコミュニケーションの円滑化を図り、

より迅速に必要な情報を得るための、会話や表情等を入出力情報と
して取り扱うことを可能とする新しいヒューマンインタフェースや、
可搬性や高臨場感を実現するディスプレイ技術等を開発し、遠隔操
作や相互連携が可能な情報家電、複数話者や非定常雑音等に対応し
た音声認識製品、新聞や広告（ポスター）に利用可能な視認性に優
れたフレキシブルシートディスプレイ、より高精細で大型なディス
プレイや3D 表示ディスプレイ等の実現が求められている。
加えて今後、情報通信機器の数が増大し、性能向上も求められる

中、それに伴う消費電力量の抑制も極めて重要である。＜産業社会が活躍する将来のイメージ図：03暮らしとIT・ユビキタス技術＞ 20



ユーザビリティ分野

ヒューマンインタフェースユーザビリティ分野 ヒュ マンインタフェ ス

・知覚インタフェース
－音声認識

ハンズフリー認識
－音響認識
－画像認識

人物物体認識

・表現インタフェース
－マルチモーダル表示
－立体視の利用

ユ ザビリティ分野
における技術要素

・インタラクション技術
GUI/実世界インタフェ ス

ホ ムサ バ

人物物体認識
－状況理解

ユーザ意図推定
周囲状況の理解

－GUI/実世界インタフェース
ウェアラブル
３Ｄレンダリング

－翻訳・通訳

・エクスペリエンスデザインのプロセス
－ユーザ・活動・文脈の記録と表現
－ユーザ・活動・文脈のデータに基づくデザインの創造・具現化

デ
バ
イ

セ

・プライバシー
－個人情報秘匿化

・権利保護

・ホームサーバ
－フォークソノミー連携

・センサ／スマートタグ
－小型環境情報取得
－低消費電力無線通信

＜人中心型コンピューティングの実現＞

ユ ザ・活動・文脈のデ タに基づくデザインの創造・具現化

・照明
イ
ス
・機
器
類

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

・権利保護
－ＤＲＭ互換性

・認証
－身体的・行動的バイオ
メトリックス、アクセス制御

－フレキシブル匿名認証

・ディスプレイ
－ホーム/オフィス/

パブリックユース
高発光率、低消費電力、
光利用効率向上、
プロセス技術

人中

・ ユーザの仕事と生活を支援

・ 機器・情報を使いやすく

・ 安心して安全に利用できる

照明
－ＬＥＤ照明/有機ＥＬ照明

類プロセス技術、
大画面、高精細

－パーソナル/モバイルユース
低消費電力、高性能

－電子ペーパー
－立体ディスプレイ
－プロジェクション

・コンテキストプラットフォーム
－ユーザ環境・プロファイル、
－情報間関係推論、データマイニング

・暗号
－安全性の高度化

－ディジタル家電インタフェース標準化

・ネットワーク相互接続
－ネットワーク機器分散制御
－ 適ネットワーク自動再構成

・組込みOS

基盤ソフトウェア

－マルチＣＰ対応、セキュアＶＭ、
バイオメトリクスデバイス制御
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ユーザビリティ分野

応用事例から見たユーザビリティ分野の技術要素

ビジネス

想定される

コンテンツアクセスエンタテイメント 健康・福祉

ユ ザの仕事と

想定される

応用事例

技術の利活用の視点

・コンテキストプラット

フォーム
-ユーザ環境(状況検知、
TPO情報) ﾌﾟﾛﾌ ｲﾙ

・コンテキストプラット

フォーム
-ユーザ環境(状況検知、

TPO情報) ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ

・コンテキストプラット

フォーム
-ユーザ環境(状況検知、

TPO情報) ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ

・コンテキストプラット

フォーム
-ユーザ環境(状況検知、
TPO情報) ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ

○ ○ － － ○ ○ － ○○ ○ ○ － ○ ○ － －
ユーザの仕事と

生活を支援

（ユーザに必要な情報、
適応した情報を提供）

TPO情報)、ﾌﾛﾌｧｲﾙ

(属性、履歴、嗜好)

・コンテキストプラット

フォーム
-情報検索、データマイ

ニング

TPO情報)、ﾌﾛﾌｧｲﾙ

(属性、履歴、嗜好)

・ホームサーバ

-フォークソノミー連携

・インタラクション技術

翻訳 通訳

TPO情報)、ﾌﾛﾌｧｲﾙ

(属性、履歴、嗜好)

・知覚インタフェース
-状況理解 ユーザ意
図推定

・コンテキストプラット
フォーム
-データマイニング、情

報検索(内容理解に基

づくマルチメディア検索)

TPO情報)、ﾌﾛﾌｧｲﾙ

(属性、履歴、嗜好)

・知覚インタフェース
-画像認識 人物動作
解析

○ ○ － －

○ ○ － ○
－ ○ ○ －

－ － － ○

○ － － －

○ ○ － －

○ ○ － －

・知覚インタフェース

-状況理解 ユーザ意 ○ ○ － －

・知覚インタフェース

-状況理解 周囲状況
の理解

・コンテキストプラット

フォーム
-情報検索、データマイ

ニング

○ － － ○

・コンテキストプラット
フォーム
-データマイニング

－ － － ○

機器・情報を

使いやすく

・知覚インタフェース

-音声認識 ハンズフ
リー認識

・組込みOS

-マルチCPU対応 仮想
化

・ネットワーク相互接続

- 適ネットワーク自動
再構成

-翻訳・通訳

・ネットワーク相互接続
-移動体ｰ宅内相互運
用統合ミドルウェア

・コンテキストプラット

フォーム
-ディジタル家電インタ
フェース標準化

・組込みＯＳ

・知覚インタフェース
-音声認識 ハンズフ
リー認識

・表現インタフェース

-マルチモーダル表示

・インタラクション
-３Ｄレンダリング

・ネットワーク相互接続

・知覚インタフェース

-音声認識 ハンズフ
リー認識

・表現インタフェース

-マルチモーダル表示

・インタラクション

-ウェアラブル

／ トタグ

○ － － －

－ － ○ －

－ ○ － －

○

－ ○ － ○

－ － ○ －

－ ○ ○ ○

－ ○ ○ －

－ ○ ○ ○

－ － ○ ○

○ － － －

○ ○ － ○

○ － － －

状況理解 ユ ザ意
図推定

○ ○

（表示の見やすさ・わかりや
すさ、操作のしやすさ）

再構成

・ディスプレイ

-低消費電力、低コスト
プロセス技術

・センサ／スマートタグ

-低消費電力無線通信

・ディスプレイ

-３Ｄディスプレイ

-分散ｼｽﾃﾑ 協調支援

・ディスプレイ
-大画面、高精細

・センサ／スマートタグ

-低消費電力無線通信

・ディスプレイ

-モバイル型ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ

ネットワ ク相互接続
-ネットワーク機器分散
協調

・センサ／スマートタグ

-小型環境情報取得セ
ンサ

・センサ／スマートタグ

-小型環境情報取得セ
ンサ－ － － ○

○ ○ － －

○ － － －

○ ○ ○

－ ○ － ○

○ － － －

○ － ○ ○
○ ○ － －

－ ○ － ○

－ ○ ○ ○

・ネットワーク相互接続

-移動体-宅内相互運
用統合ミドルウェア

－ － ○ －
・ディスプレイ

-３Ｄディスプレイ － － ○ ○

・ディスプレイ
-電子ペーパー ○ － － － ・ディスプレイ

-電子ペーパー ○ － － －

・ディスプレイ
-３Ｄディスプレイ － － － ○

安心して安全に
利用できる

・組込みOS

-セキュアＶＭ、バイオメ
トリクスデバイス制御

・認証

身体的 行動的ﾊﾞｲｵﾒ

・知覚インタフェース
-人物センサ・環境セン
サ連携

・認証

-身体的・行動的ﾊﾞｲｵﾒ

・プライバシ
-個人情報秘匿化

・認証
-フレキシブル匿名認証、
アクセス制御

・プライバシ
-個人情報秘匿化 ・知覚インタフェース

-人物センサ・環境セン
サ連携

・プライバシ

－ ○ ○ －

○

○ － － －

○ ○ ○ ○

○ － － ○

○ ○ － ○

○ ○ ○ －

○ ○ ○ －

－ ○ － ○

・組込みOS
-セキュアＶＭ
-バイオメトリクスデバイ

ス制御

・組込みOS
-セキュアＶＭ、バイオメ

トリクスデバイス制御

・組込みOS
-セキュアＶＭ

-バイオメトリクスデバイ

ス制御

○ ○ ○ － ○ ○ － －

電子

-身体的・行動的ﾊﾞｲｵﾒ
ﾄﾘｸｽ認証、ｱｸｾｽ制御

身体的 行動的ﾊ ｲｵﾒ
ﾄﾘｸｽ認証、ｱｸｾｽ制御

・権利保護

-ＤＲＭ互換性

アクセス制御

・暗号

-安全性の高度化

・認証

-身体的・行動的バイオ
メトリクス、ｱｸｾｽ制御

・プライバシ

-個人情報秘匿化
－ ○ － －

－ ○ － － ○ ○ － ○

○ ○ ○

○ － － －

○ ○ ○ －

○ ○ ○ ○

○ ○ － ○
・暗号

-安全性の高度化

・暗号
-安全性の高度化
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ユーザビリティ分野
技術ロードマップ(抜粋）
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２ ナノテクノロジ 部材２．ナノテクノロジー・部材
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ナノテクノロジー分野

我が国の現状
めの国境を超えた大型拠点形成への投資 長期的な視野に基づく研究支

ナノテクノロジーは、物質の原子・分子レベルでの微細かつ緻密な制御
により表面積効果や量子効果など、新たな現象や効果が期待できる究極
のもの作り技術であり、情報通信、環境、エネルギー、ライフサイエンス等
の様々な分野でのイノベーション実現に貢献することが期待されている。
一方で、①ナノテクノロジーだけでは事業化されにくい、②実用化までの期

めの国境を超えた大型拠点形成への投資、長期的な視野に基づく研究支
援等が行われている。韓国・中国をはじめとするアジア諸国においても、
ナノテクノロジーが成長分野であることが認識され、公的支援の重点化対
象となっている。その結果、アジア諸国の急激なキャッチアップが進んでき
ている。

方で、①ナノテクノ ジ だけでは事業化されにくい、②実用化までの期
間が長い、③出口（応用分野）が多岐にわたるため特定の出口との関連が
弱い、等の特徴があり、これら特徴に鑑みた支援施策の推進が重要であ
る。

我が国では、第２期及び第３期科学技術基本計画でナノテクノロジー分
野が重点分野として設定され、ＮＥＤＯは特に出口を見据えたナノテクノロ
ジ 研究開発を推進してきた その結果 多くの優れた研究成果が創出さ

我が国の技術開発の方向性

我が国のナノテクノロジー分野への公的研究開発投資は、近年、ほぼ横
ばいの状態である。この分野において欧米と肩を並べ世界をリードしてき
た我が国が 今後も国際競争力を維持 強化していくためには 国家戦略ジー研究開発を推進してきた。その結果、多くの優れた研究成果が創出さ

れ、基礎・基盤研究が社会に貢献する道筋が出来つつあるところである。
た我が国が、今後も国際競争力を維持、強化していくためには、国家戦略
等による長期的な取り組みや、研究拠点・ナノテク産業振興などの戦略的
投資が必要である。また、一部のナノテクノロジーが確実に産業応用へ進
んでおり収穫期にさしかかっている現時点においては、より一層ナノテクノ
ロジーの産業化や成果の応用に関する支援が重要である。

上記を実現するための具体的な取り組みとして①社会のニーズを明確14,000

16,000

18,000

米国

中国

に捉え、その上で製品・サービスを実現する社会課題解決型の研究開発
の推進、②国家プロジェクトやＮＢＣＩ（ナノテクノロジービジネス推進協議
会）等のプラットフォーム形成によるオープン・イノベーションの促進、③研
究拠点の活用による産業化支援、④協調と競争を意識した海外との連携
推進、⑤府省の枠を超えた連携強化、⑥国際的視野に立った標準化・知
財戦略の高度化が必要である。さらに、ナノテクノロジーのように既存市場

6,000

8,000

10,000

12,000

日本

ドイツ

韓国

フランス

まと

財戦略の高度化が必要である。さらに、ナノテクノロジ のように既存市場
がない新技術の実用化にあたっては、基準・規制の構築といった環境整
備や安全性評価・リスク管理の推進、社会における理解醸成にも併せて
取り組んでいくことが重要である。

＜図１ 主要国の公的ナノテク投資額の推移＞ ＜図２ 主要国のナノテク論文発表数の推移＞
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2,000

4,000

1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009

海外の取組

まとめ

ナノテクノロジーは、国際的に見ても日本が強みを発揮できる分野であり、
環境・エネルギーをはじめとする社会課題の解決のための基盤技術として
極めて重要である。今後は、産学官が一体となって、社会的ニーズを満た
すための明確な課題をナノテクノロジーで解決する研究開発を行い、ナノテ

２０００年に米国でＮＮＩ（国家ナノテクノロジー計画）がスタートしたのを契
機に、世界各国でナノテクノロジー分野に対する積極的な公的研究開発投
資が行われてきた 先進諸国およびアジア諸国は 近年 より戦略性を強く す 明確 課題をナ ク 解決す 研究開発を行 、ナ

クノロジーをより早期に実用化することにより、省エネルギーや高齢化社会
への対応といった社会的要請に応えていくことが求められている。

資が行われてきた。先進諸国およびアジア諸国は、近年、より戦略性を強く
意識した公的支援策を打ち出してきている。例えば、欧米においては、多数
の民間企業を結集した公的なナノテクノロジープログラムや産業振興のた

一部は｢2020年頃のナノテクノロジー・材料産業のあり方等に関する研究会報告｣から作成。 25



ナノテクノロジー分野

技術マップ 技術マップ２０１０では、①グラフェン、②ナノクラスター、③機能性ゲル、④超微細インクジェット、⑤光触媒、⑥メタマテリアルの６つの重要技術の追技術マップ 技術マップ２０１０では、①グラフェン、②ナノクラスタ 、③機能性ゲル、④超微細インクジェット、⑤光触媒、⑥メタマテリアルの６つの重要技術の追
加を行った。２０１０版で追加した項目は傍線、赤字は重要技術として技術ロードマップを作成している項目を示している。

26



技術ロードマップ（抜粋） 本編の技術ロードマップでは、技術マップで重要技術として位置づけた２３の技術について、研究開発シナリオ、実用化シナリオを示した。２３の重要
技術 うち 新規 追加 た｢カ ボ ブ（ ） を例と す

ナノテクノロジー分野

技術解説

カーボンナノチューブ(CNT)は、1991年飯島澄男氏（当時NEC研究所）によって発見された、炭素原子の6員環ネットワークにより形成される直径1～
100nm程度の構造が形成された物質で、高い軽量性（アルミニウムの約半分の重量）、高機械強度（鉄鋼の約20倍の強度）、高弾性力、高電流密度耐
性（銅の100倍以上）、高熱伝導性（銅の5倍以上）などの特性を持ち、構造材や配線材料、センサーやアクチュエータ部品などへの用途が期待されて
いる

研究開発シナリオ

カーボンナノチューブ（CNT）（ナノマテリアル）

技術ロ ドマップ（抜粋）

カーボンナノチューブ（CNT）（ナノマテリアル）

技術のうち、新規に追加した｢カーボンナノチューブ（ナノマテリアル）｣を例として示す。

いる。
また、CNTはその直径と螺旋度（カイラリティ）によって導電性が異なる。単層CNTはその巻き方によって大きく、アームチェア型、ジグザグ型、カ

イラル（螺旋）型に分類される。アームチェア型は導体、ジグザグ型とカイラル型はその構造によって導体にも半導体にもなるため、トランジスタの
チャネルなどへの用途も考えられている。
CNTの代表的な作り方（合成法）には、アーク放電法、レーザー蒸発法、化学的気相成長法の3つがある。

・アーク放電法：
2本の炭素電極に高電圧をかけアーク放電し、陰極側に堆積物中に多層CNTを生成する。効率はまだ良くないが、多層CNTの製造に適している。

・レーザー蒸発法：
触媒を混ぜた炭素に強いレーザー光をあてると、気化した炭素と触媒が反応し単層CNTが得られる。効率はまだ良くないが純度の高い単層CNTが得ら

れる。
・化学的気相成長法：
炭素を含むガスと金属触媒を高温状態で化学反応させ CNTを生成する 大量生産や向きを揃えることに向いている CNTを単体で生成する気相流動

実用化の例

研究開発課題

炭素を含むガスと金属触媒を高温状態で化学反応させ、CNTを生成する。大量生産や向きを揃えることに向いている。CNTを単体で生成する気相流動
法の場合はCNTの質はあまり高くない。

・走査型原子間力顕微鏡の片持ち梁の突起先端部：長寿命化、高解像度化
・Liイオン2次電池電極の添加剤：電池の長寿命化
・テニスラケットのフレーム・シャフト素材：反発力の向上

研究開発課題

(1) 量産化・低価格化
収率、成長効率の向上による量産化、低価格化が課題である。高効率な生成法としては、(独)産業技術総合研究所で開発されたスーパーグロース法

などがある。また、大手企業、ベンチャー企業が独自の技術をベースにした量産体制を整えている。
(2) 用途に耐える品質制御
高純度化、高結晶性化などにより用途に耐えうるCNT材料の開発が課題である。スーパーグロース法による高純度のCNTの生成、化学的気相成長法時

にホウ素を添加することにより高い電気伝導度のCNT生成方法（(独)物質・材料研究機構）が開発されている。
(3) 構造制御
分散化、位置、カイラリティ、伝導性などの特性制御技術の課題が考えられている。界面活性剤によるナノチューブの孤立化（複雑化低減）、DNA

ラッピング等の分散化技術の開発、バンド間発光測定によるCNT構造同定、単一カイラリティの分離合成などの研究開発が行われている。
(4) 加工技術の開発

各種デバイス部品に応じた加工技術の開発が課題である 現在 ナノ粒子触媒を使用したCNT配線化技術 インクジ ト技術を用いたCNT塗布加工各種デバイス部品に応じた加工技術の開発が課題である。現在、ナノ粒子触媒を使用したCNT配線化技術、インクジェット技術を用いたCNT塗布加工、
CNTウエハーのリソグラフィー技術を用いた微細加工などの研究開発が行われている。
(5)安全性評価
CNTの評価手法の確立、関連技術の標準化等が課題として考えられている。

当面は量産化、低コスト化が課題となる。将来的には、収量・品質、構造を同時に制御できることが目標とされている。

我が国の競争力

CNTは日本で発見されたが、近年まで国外で研究開発がすすんでいた。 近では、分離・精製や製造技術の開発など、材料開発の分野を中心に日本
が世界に先行している。

CNT SheetCNT Sheet

【参考：平成18年度特許出願動向調査報告書（特許庁）】

CNTの分類（出典：NEDOホームページ） CNTの性質と応用イメージ
（出典：NEDOホームページ）

Siピラー上のCNTビーム（針）の加工
（出典：(独)産業技術総合研究所） 実用化シナリオ 27



部材分野（素形材プロセス分野）

我が国の現状

が
素形材加工は、あらゆる工業製品に使われる機械部品の製造方法として
も広く活用されており、日本の製造業を支える重要なサポーティング・イン

ダストリー（ものづくり基盤産業）と呼ばれている。また、素形材産業は、中小
規模の企業が多いことが特徴であるが、多くの業種において、日本が世界
トップレベルの競争力を保有しており、我が国の出口産業を下支えする存在
とな ている

一方米国では、近年、米国国際貿易委員会（ＩＴＣ）が米国の金型産業につい
てのレポート（2002年）と、鋳物産業についてのレポート（2005年）を相次いで
報告している。両レポートでは、これらの産業が海外企業の挑戦を受けながら、
競争力を向上していくためには、個別企業、業界に加えて、政府の果たすべき
役割を指摘している。

さらにアジア諸国では、「輸出向け組立産業が伸びる一方で、その組立産業
となっている。

しかし、新興国での部材メーカーの勃興、日本のセットメーカーの海外移転
等により、日本の素形材メーカーの生産量シェア・利益率は低下傾向にある。
例えば利益率の面において、アルミ関係部材では、部材としての継手はある
程度のシェアを持っているが、利益率の高い 終製品である圧縮・液化ガス
用アルミニウム容器についてはほぼ輸入に頼っている。今後は、単なる部材

さらにアジア諸国では、 輸出向け組立産業が伸びる 方で、その組立産業
に供給される部品・素材や使用される機械は日本から輸入している」という「三
角貿易」の状況を改善すべく、高品質な部品・部材を供給できるサポーティン
グ・インダストリーを国内に育成しようとする動きがある。

の高度化技術開発に留まらず、産業構造の変化、ビジネスモデルの変化に
対応するため、①新興国とのコスト競争、②生産プロセスの革新、③急成長
中の市場への展開、を念頭に置いた開発体制が必要とされる。さらに新規
市場を創出できる開発体制を構築していくことが望まれる。

我が国の技術開発の方向性

このような状況の中で素形材メーカーは、川上の素材産業や川下のユー
ザー産業の企業と連携しつつ、研究開発を行っていく必要がある。川上の素材
産業との関係では、素形材製品の更なる軽量化・高強度化のための素材レベ
ルでの技術革新などが求められている。また、川下産業との関係では、従来

輸
技術革新 求 。 、 産業 関係 、従来

のように、ユーザーの品質・コスト・納期の要求に素形材メーカーが受け身で
対応するだけでは不十分である。

このため、素形材メーカーは、ユーザー産業と開発段階から連携し、密に摺
り合わせを重ねることによってユーザーニーズを実現するとともに、自社の生
産性向上を実現するベストな素形材づくりを提案していくことが望まれる。実際
に 鉄鋼メーカー 素形材メーカー及び自動車・自動車部品メーカーの三者が

アルミニウム製管用継手輸出入額
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アルミ関係製品の輸出入統計

に、鉄鋼メーカー、素形材メーカー及び自動車・自動車部品メーカーの三者が
共同開発することによって、それまで実現できなかった高強度、高精度、短納
期等を達成している事例は多い。

この他、プロセスの省エネルギー化等の観点からの改善や、設計・製造プロ
セスの 適化のための技術開発なども進めていく必要がある。
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海外の取組

まとめ

素形材分野は、今後も川上の素材産業や川下のユーザー産業（自動車産業、
航空機産業等）と連携し、素形材産業単独では実現が困難な開発体制を構築
することが求められる。また、風力発電、蓄電池、鉄道車輌、航空機、ロボット、
医療福祉など成長が期待される新産業分野に対して 高い技術に裏打ちされ

海外の情勢をみると、世界 先端の鋳造技術力を持つドイツの鋳物産業
医療福祉など成長が期待される新産業分野に対して、高い技術に裏打ちされ
た中間部材を供給することで、我が国の産業競争力強化を図り、資源やエネ
ルギーの制約を 小限とし、安全・安心社会の実現に貢献することが望まれ
る。

は、高付加価値の鋳物生産に注力することで生産量を伸ばしている。ドイツ
鋳物業界は「トリプル・ファイブ」（５％の成長、５％の投資、５％の改善）を掲
げ、さらなる高付加価値の鋳物を生産することに挑戦する」という戦略に取り
組んでいる。
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技術マップ（抜粋）

部材分野（素形材プロセス分野）

大項目 律速要因中項目
小項目 重要

技術の概要

重点化の評価

本編の技術マップは、①鋳造技術、②鍛造技術、③金属プレス技術、④粉末冶金技術、⑤型技術、⑥熱処理技術の6つの区分毎に策定している。６つの区
分のうち、｢鋳造技術｣の一部を例として示す。

技術マップ（抜粋）

Ⅰ ①
鋳鉄の傾斜組織化(シリンダ
ブロック等への活用)

◎

鋳物内の黒鉛形状を片状から球状へと自由に制御できる鋳鉄鋳造技術を開発す
ることで、シリンダブロックのように材料強度、減衰能、熱伝導性などの各特
性を鋳物部品各部の要求に応じて作り込むことができ、軽量・高性能な製品を
市場に出すことができる。

製品の軽量化技術 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 自動車部品

自動車部品

大項目
8 代表的製品

律速要因
1 2 3

中項目
（テーマ名） 4 5 6 7度

技術の概要

自動車部品

鉄道部品

Ⅰ
将来の資源獲得競争激化が懸念され、またリサイクルの障害ともなるような希
土類金属を使わない高性能材料開発が必要である。併せてマグネシウム合金全
体のリサイクルシステムと、そこで必要な技術開発が求められる。

マグネシウムリサ
イクル技術

希少金属を含まない耐熱マ
グネシウム鋳造合金の開発

② ○ ○ ○ ○

自動車部品

鉄道部品

◎

省エネルギ、欠陥レスの鋳造プロセスとして有望である。鍛造部品に匹敵する
品質と信頼性を実現する高度プロセスと高性能材料開発が求められる。Ｆｅ等
の不純物元素の無害化プロセスとしてリサイクル性の向上においても有効であ
る。

半溶融、半凝固鋳造技術に
よるアルミニウム合金鋳物
の開発

Ⅰ ③ ○ ○
大型部品の鋳造技
術

○ ○ ○

鋳
造

Ⅰ-1
新機能を実
現するため
の新材料技

自動車部品

医療デバイス

化学プラント部品

④
高機能を発現するが難鋳造材であるチタン合金やステンレスの鋳造技術を確立
して、化学および高温工学分野への市場開拓を図る。

材料高機能化技術（錆びな
い(チタン、ステンレス
等)、低熱膨張、振動減衰材
料など）

Ⅰ
難鋳造材の高生産
性鋳造技術

○ ○ ○

技
術

の新材料技
術

自動車部品

鉄道部品

Ⅰ
⑤
(1)

◎
高性能、高機能材料の使用量増加にともない有害元素（Mn、B、Pb、Al、Ti な
ど）が増加し、部品性能確保や鋳造が難しくなる。それらの元素の工程内無害
化や除去・リサイクル技術開発は必須である。

無害化・不純物除去技術(1)
鋳鉄

高生産性除去・無
害化技術

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

自動車部品

鉄道部品

◎
高性能が求められるアルミニウム合金鋳物・ダイカストには、Fe 等の不純物
元素が問題となる。これらの元素を除去あるいは無害化する技術を開発するこ
とで、スクラップの利用が可能となる。

無害化・不純物除去技術(2)
アルミニウム合金

Ⅰ
⑤
(2)

高生産性無害化・
不純物除去技術

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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技術ロードマップ（抜粋）

部材分野（素形材プロセス分野）

律速要因大項目
開発・実用化・普及　線表

中項目
小項目 重要

技術の概要

技術ロ ドマップ（抜粋）

技術ロードマップは、技術マップから重点技術開発事項、 重要重点技術開発事項として選定されたものについて、年次展開と共に目標とすべきマイルストーン
を整理したものである。本編の技術ロードマップは、技術マップと同様に6つの区分毎に策定している。６つの区分のうち、｢鋳造技術｣の一部を例として示す。

2010 2015 2020 2025 2030

鋳鉄の傾斜組織化(シリンダ
ブロック等への活用)

◎

鋳物内の黒鉛形状を片状から球状へと自由に制御できる鋳鉄鋳造技術を開発す
ることで、シリンダブロックのように材料強度、減衰能、熱伝導性などの各特
性を鋳物部品各部の要求に応じて作り込むことができ、軽量・高性能な製品を
市場に出すことができる。

製品の軽量化技術

Ⅰ-1
新機能を実
現するため
の材料技術

律速要因大項目 中項目
（テーマ名） 度

技術の概要

開発

普及

実用化

半溶融、半凝固鋳造技術に
よるアルミニウム合金鋳物
の開発

◎

省エネルギ、欠陥レスの鋳造プロセスとして有望である。鍛造部品に匹敵する
品質と信頼性を実現する高度プロセスと高性能材料開発が求められる。Ｆｅ等
の不純物元素の無害化プロセスとしてリサイクル性の向上においても有効であ
る。

大型部品の鋳造技
術

開発

開発

実用化

普及

無害化・不純物除去技術(1)
鋳鉄

◎
高性能、高機能材料の使用量増加にともない有害元素（Mn、B、Pb、Al、Ti な
ど）が増加し、部品性能確保や鋳造が難しくなる。それらの元素の工程内無害
化や除去・リサイクル技術開発は必須である。

高生産性除去・無
害化技術

無害化・不純物除去技術(2)
高性能が求められるアルミニウム合金鋳物・ダイカストには、Fe 等の不純物

高生産性無害化・

鋳
造

開発

実用化

普及

開発

無害化・不純物除去技術(2)
アルミニウム合金

◎ 元素が問題となる。これらの元素を除去あるいは無害化する技術を開発するこ
とで、スクラップの利用が可能となる。

高生産性無害化・
不純物除去技術

無害化・不純物除去技術(3)
非鉄金属

◎
近年の材料革新により、リサイクル材に混入する元素の多様化が進み、有害元
素(Si､Al､Be､Ti､Cr､Bi､Pb)の混入が増えている。これら除去・無害化技術を開
発して リサイクルシステムを維持する

新混入元素に対応
する無害化技術

技
術

実用化

普及

開発

実用化発して、リサイクルシステムを維持する

高機能人工砂 ◎

高性能なムライト系人工砂が開発され、熱膨張率の低いことにより寸法精度の
よい鋳物製造に貢献している。
さらに金属と同等の熱伝導のよい砂が開発されれば砂型でも凝固組織微細化に
よる高強度化とサイクル短縮による生産性向上が期待できる。

高熱伝導率新規人
工砂向け材料技術

実用化

普及

開発

実用化

普及

非熱処理アルミ合金 ◎
鋳造のまま(熱処理なし)で、熱処理品と同等の機械的性質を有するアルミニウ
ム合金鋳物用材料あるいは工法の開発。

新材料、工法技術

開発

実用化

普及 30



部材分野（ニューガラス分野）

我が国の現状 海外の取組

ガラスは現在においても住宅・建築や情報通信の製品の多くに関わる重
要な材料である。また、リサイクル性にも優れており、環境調和性の高い材
料でもある。

ガラスは大きく分けて板ガラスと機能性ガラスに大別される。板ガラス産業
は典型的な装置産業であり、限られた企業により事業が展開されている。国
内では３社（旭硝子 日本板硝子及びセントラル硝子） 国際的にも我が国

米国ではNSF (National Science Foundation)の援助により２００４年に設
立されたIMI-NFG(International Materials Institute for New Functionality
in Glass)が、ガラス分野の技術開発から人材育成まで、ガラス産業界の将
来を見据えた幅広い活動を行っている。IMI-NFGでは、世界３２ヶ国にわたる
ガラスのグローバルネットワークも構築しており国際交流も盛んである。

内では３社（旭硝子、日本板硝子及びセントラル硝子）、国際的にも我が国
企業を含め主要５社で世界市場（中国を除く）の６～７割を占める供給体制と
なっている。近年、太陽電池関連部材や住宅ビル等の冷暖房負荷を低減さ
せるガラス等の開発や供給が進展しつつある。

機能性ガラス産業も、我が国企業が高い技術力に支えられた優位性を背
景に高いシェアを有する製品を保持している。機能性ガラスには、液晶ディ

ラ グ ルネッ ワ クも構築し おり国際交流も盛 ある。

一方欧州では、各国の主要なガラス関連企業と研究機関により運営されて
いるEFONGA(European Forum on New Glass Applications)が、 ICG
（International Commission on Glass）のEUグループと連携して次世代ガラ
ス産業に必要な技術開発（ナノ構造材料や標準化）に取り組んでいる。

製 機
スプレイ（Liquid Crystal Display、LCD）やプラズマディスプレイ（Plasma
Display Panel、PDP）用の基板ガラス、パソコンなどのハードディスクドライ

ブ用ガラス基板、光学機器用のレンズなどがあり、それぞれの分野に関する
企業がその技術力をいかして、顧客から求められる素材の開発・生産を行っ
ている。

本分野では高い機能を持つガラス材料とその加工技術を開発することで

我が国の技術開発の方向性

板ガラス産業は、品質向上や高機能化のため、次々と新商品を生み出し
市場を発展させてきた。今後の市場を展望すると、国内需要は建築需要の
減少により低調に推移していくものの、BRICsやアジア地域など新興国では

本分野では高い機能を持つガラス材料とその加工技術を開発することで、
我が国の産業競争力強化を図る。また、これらの部材を用いた高機能な太
陽電池等各種製品によって、資源やエネルギーの制約に対応するとともに、
安心・安全な社会の実現を目指す。

需要の拡大が見込まれている。また、地球環境問題やエネルギー問題に対
する市場意識の高まりから、太陽電池用ガラスや複層ガラスの需要の伸び
が見込まれる。さらに、安心・安全に対する市場意識の高まりから、防犯ガラ
ス、防災ガラスの需要の伸びが見込まれている。

機能性ガラスのうち特にディスプレイ関連については、今後も需要の増加
が見込まれる その他の機能性ガラスについても 需要の変動はあるものが見込まれる。その他の機能性ガラスについても、需要の変動はあるもの
の、すう勢としては着実に需要が拡大していくものと予想される。

これらの需要に応えるための研究開発の方向性としては、①ガラス生産プ
ロセスの改良（特に省エネルギー化と生産性の向上）、②導電性ガラスや太
陽電池用高機能ガラスの開発、③ナノ加工技術、リサイクル性の向上などを
挙げることができる。

0%

プラズマ
ディスプレイ用

50%

50%

TN/STN
液晶用•旭硝子

•日本電気硝子
•アヴァンストレート

•コーニング
•中国系企業

10%

TFT
液晶用

まとめ

今後、我が国ガラス産業が競争力を維持するためには、市場ニーズを先
取りした高機能・高付加価値製品の提供を進めるとともに、これを可能とする

100%
50%

•日本板硝子
•セントラル硝子

技術的ポイント 無アルカリガラス、超高平坦、無欠陥、耐熱性能、軽量性

90%

ディスプレイ用ガラス基板 (2007)

一段と高度な技術開発力・生産技術力を確保することが重要である。国内の
みならず国際的な競争と共闘も視野に入れ、研究開発の取組を一層強化し、
ガラスの組成設計技術、表面処理技術、複合化技術、精密加工技術などで
優位性を確保していくことが期待される。

技術的ポイント 無アルカリガラス 超高平坦 無欠陥 耐熱性能 軽量性

生産シェアが
高い理由

国内の先駆的平面ディスプレイメーカーの存在、技術の先行性

31



部材分野（ニューガラス分野）

ガ は我が国 産業 国民生活 現在及び未来を支える基盤

ガラス産業の現状と課題

ガラスは我が国の産業・国民生活の現在及び未来を支える基盤

建築 自動車 生活用品 情報通信・精密機器 エネルギー 医療

FPD用ガラス 光学レンズ/DVD関連素子 太陽電池 医療用ガラス光ファイバー照明
窓ガラス

我が国のガラス産業は、川下からの厳しい要求に応えつつ高精度・高品質なガラス
の低廉・安定供給を実現できる技術（溶融・清澄、成形、表面処理等）が強み

窓ガラス

高い国際競争力を誇る我が国のガラス産業

● 地球温暖化への対応

・ガラス製造プロセスで我が国産業
部門の１％のエネルギーを消費

● 競争力の更なる強化

・革新的な機能を有する次世代製品
の実現に向けたイノベ ション

課
題

部門の１％のエネルギ を消費 の実現に向けたイノベーション
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技術マップ（抜粋）
本編の技術マップは、①次世代プロセス技術・生産性向上、②新材料・新機能・新商品、③環境の３つの区分毎に策定している。３つの区分のうち、
｢次世代プ 技術 生産性向上 部を例と す

部材分野（ニューガラス分野）

技術マップ（抜粋）

大項目 中項目 小項目 重要 技術概要 課題群 技術開発課題 代表的製品 キーワード

次世代プロセ
ス技術・生産
性向上

革新的ガラス
溶融プロセス

小規模・高効率溶融成形
技術

◎ レンズのような小さいガラスを多品種少量生産する
のに適した溶融成形技術

B プレス成形の適用領域拡大（低融点化、溶融ガラスの内部品
質向上、金型等の 適化）
小規模溶融・高精度組成制御

光学部品 ﾌﾟﾚｽ成形, ﾏｲｸﾛﾚﾝｽﾞ

完全自動制御によるガラ
ス溶融炉槽窯

◎ プロセスデータの変化から 適な制御出力調整を
実施し プロセスの 適化・安定化を図ったｶガラス

B ガラス窯の操業状況の把握と自動制御
各種センサの開発と長寿命 高耐久化

ｶﾞﾗｽ全般 ｶﾞﾗｽ溶融,ｾﾝｻｰ

｢次世代プロセス技術・生産性向上｣の一部を例として示す。

ス溶融炉槽窯 実施し、プロセスの 適化 安定化を図ったｶガラス
槽窯

各種センサの開発と長寿命、高耐久化
プロセスデータの解析技術
制御系・操業系等のトータルなオペレーション技術

革新的溶融技術 ◎ エネルギー源を重油から天然ガス、電気、酸素バー
ナーに変えることによりＣＯ２の発生量を少なくする
溶融技術

B 酸素燃焼ﾌﾟﾗｽﾞﾏﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ溶融研究開発
（電気加熱技術の弱点の克服）

ガラス容器 ﾌﾟﾗｽﾞﾏ,気中溶解,清澄,省ｴﾈ

C LCD

C 板ｶﾞﾗｽ

B 板ガラス窯天然ガス（ＬＮＧ）酸素燃焼方式の検討
（電気加熱技術の弱点の克服）

板ｶﾞﾗｽ 酸素燃焼
（電気加熱技術の弱点の克服）

A 板ガラス用酸素燃焼バーナの開発 板ｶﾞﾗｽ 酸素燃焼
A 電気溶融（直接通電加熱）ガラスの品質向上技術

（電気加熱技術の弱点の克服）
ｶﾞﾗｽ全般 電気溶融

C 板ｶﾞﾗｽ

C バイオマスによるガラス溶融技術 ｶﾞﾗｽ全般 CO2削減, ﾊﾞｲｵﾏｽ,省ｴﾈ, ｴ
ｺｶﾞﾗｽ

革新的清澄技術 ◎ Ａｓ，Ｓｂ，ＳＯ２などの清澄剤を用いずに均一化した
泡のないガラスを得る技術

B Ａｓ，Ｓｂ，ＳＯ２など従来の清澄剤を用いず、効率的な清澄技
術

ｶﾞﾗｽ全般 CO2削減, ﾊﾞｲｵﾏｽ,省ｴﾈ,泡,
欠陥

技術ロードマップ（抜粋）

泡のないガラスを得る技術 術 欠陥

大項目 中項目 小項目 重要 技術開発課題
達成時の狙い

(2009年末レベルとの比)
技術開発課題解決に必要な基礎研究

例
現在の活動状況 ～2015年 ～2020年 ～2025年 ～2030年

技術ロードマップは、技術マップで示した各技術項目についての年次展開を、目標とすべきマイルストーンと共に整理しているものである。技術マップ
と同様に、３つの区分のうち、｢次世代プロセス技術・生産性向上｣の一部を例として示す

小規模・高効率溶融成形技
術

◎ プレス成形の適用領域拡大（低融点化、溶融ガラスの内
部品質向上、金型等の 適化）
小規模溶融・高精度組成制御

光学レンズ１０ｋｇ～レン
ズ１枚からの生産

溶融・成形シミュレーション
ガラス組成・物性データの蓄積

大学,企業

完全自動制御によるガラス
溶融炉槽窯

◎ ガラス窯の操業状況の把握と自動制御
各種センサの開発と長寿命、高耐久化
プロセスデータの解析技術
制御系・操業系等のトータルなオペレーション技術

エネルギー消費：５０％
削減

プロセスデータの変化から 適な制御
出力調整を実施し、プロセスの 適
化・安定化を図る

産官学連携

NEDOガラス溶融の全プロセスにわたるシミュ
レーション
溶融粒子、融液挙動電気溶融制御技
術 観察技術 内包ガ 分析技術 開

次世代プロセ
ス技術・生産
性向上

革新的ガラス溶
融プロセス

革新的溶融技術 ◎ 酸素燃焼ﾌﾟﾗｽﾞﾏﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ溶融研究開発
（電気加熱技術の弱点の克服）

エネルギー消費：５０％
削減

試験炉（ＮＥＤＯ）

実炉への展

板ガラス窯天然ガス（ＬＮＧ）酸素燃焼方式の検討
（電気加熱技術の弱点の克服）

ガラス溶融の全プロセスにわたるシミュ
レーション

瓶,ＬＣＤ,ＰＤＰ用
は実施済

板ガラス用酸素燃焼バーナの開発 ガス－酸素燃焼の挙動解析、火炎高
輝度化技術の開発

LCD実施済み

バイオマスによるガラス溶融技術 ＣＯ２排出：８０％削減 ガラス溶融の全プロセスにわたるシミュ
レーション
燃料低コスト化・燃焼プロセス制御技

産官学連携

術、観察技術、内包ガス分析技術の開
発

電気溶融（直接通電加熱）ガラスの品質向上技術
（電気加熱技術の弱点の克服）

ガラス溶融の全プロセスにわたるシミュ
レーション

企業

課題群 Ａ：2015年までに実現する必要があり、企業が早急に取り上げるべき課題群
Ｂ：2020年までに実現する必要があり、産学官の総力を挙げて早急に取り上げるべき課題群
Ｃ：長期的見地から必要であり、直ちに基礎的な研究から取り上げるべき課題群

燃料低コスト化 燃焼プロセス制御技
術開発

革新的清澄技術 ◎ Ａｓ，Ｓｂ，ＳＯ２など従来の清澄剤を用いず、効率的な清澄
技術

エネルギー消費：５０％
削減

ガラス溶融の全プロセスにわたるシミュ
レーション
革新的高効率清澄技術
ガラスの泡の発生の少ない溶融法

NEDO
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グリーン・サステイナブルケミストリー分野

我が国の現状

我が国の素材 部材製造産業は 国際的にも高い技術力と競争力を有

我が国の技術開発の方向性

研究開発の推進にあたっては 開発目標を戦略的に設定するととも我が国の素材、部材製造産業は、国際的にも高い技術力と競争力を有
し、我が国の経済社会の発展を支えている（下図化学品の日系企業世界
シェア参照） 。また、高機能・高付加価値製品も大きく発展してきた。 そ

の一方で、我が国はエネルギー・資源を持たず、更に国際的に地球温暖
化・資源枯渇問題が表面化しているため、化学製品の生産プロセスは、こ
れまでの大量消費・廃棄型から脱却し、持続可能型に早急に移行してい
く必要がある また我が国は少子高齢化に向か おり 国内寿命が低

研究開発の推進にあたっては、開発目標を戦略的に設定するととも
に、効率的な研究開発体制の構築が重要である。特に、今後予想され
る様々な社会変化に対応するために、持続的発展が可能となるプロセ
ス
及び製品のイノベーションに資する革新的な化学技術の開発を行う必
要があるところから、経済産業省・ＮＥＤＯはＧＳＣの名称を冠した我が

く必要がある。 また我が国は少子高齢化に向かっており、国内寿命が低
迷する中、市場を海外に求めていかなければならない。 そこで必要とさ
れているのが、①環境と調和したものづくり、②エネルギー負荷とCO2排
出の少ないプロセスの採用、③資源有効活用のための長寿命製品の開
発、といったグリーン・サステイナブルケミストリー（ＧＳＣ）である。今後こ
のような技術によって、我が国化学産業の持続可能性、技術力のさらな

国初の国家プロジェクト「グリーン・サステイナブルケミカルプロセス基
盤技術」を2008年度より実施している。プロジェクトの目標として、①有
害な化学物質を削減できる、または使わない革新的プロセス及び化学
品の開発、②廃棄物、副生成物を削減できる革新的プロセス及び化学
品の開発、③資源生産性を向上できる革新的プロセス及び化学品の開
発を掲げている（下記グリーン・サステイナブルケミストリー概念図参のような技術 よ て、我が国化学産業の持続可能性、技術力のさらな

る向上、国際競争力の強化（下図化学企業世界ランク参照、日本は第4
位）が求められている。

発を掲げている（下記グリ ン サステイナブルケミストリ 概念図参
照）。

1 4

2.3

2.4

3.4

6.6

フランス

日本

ドイツ

中国

アメリカ
化学製品・部材 日系企業 ％

シェア（％） 20 40 60 80 100
位相差フィルム 100
TCAフィルム（偏光膜保護） 100
プラスチック光ファイバー 100
カラーフィルター 100
熱可塑性ポリイミド 100

グリーン・サステイナブル
ケミストリーの実現

0.6
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0.9

1

1
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ロシア

スペイン

インド

ブラジル

イタリア

イギリス

韓国

フランス
熱可塑性ポリイミド 100
リチュウムイオン電池負極材 ＞95
プラスチック基盤 92
半導体封止材 90
水晶振動子 ＞85
セラミック基盤 ＞85
ボンディングワイヤー ＞80
MBS樹脂 80
炭素繊維 75
水素吸蔵合金 73
シリコンウエハー 70
フォトレジスト 70
フッ素樹脂 57

エネルギー
●省エネルギー

●エネルギ の効率的利用

環 境
●環境負荷物質の低減

マテリアルイノベーションプロセスイノベーション
社会環境の変化

（安全・安心で高機能製品）（省エネ、廃棄物 小、資源有効利用製造技術）

海外の取組

1992年のリオ宣言を契機として、持続可能な発展のための取組みが各

0 1 2 3 4 5 6 7フッ素樹脂 57
青色LED ＜50
高吸水性樹脂 40

＜化学産業出荷金額ベースの
世界ランキング(2007)＞

＜主要化学製品の世界シェア（2008）＞ 資 源
●化石資源の高度利用
●原料の多様化（天然ガス、石炭、バイオ等）
●未利用、低品位資源の有効活用

●エネルギーの効率的利用
●新エネルギー・未利用エネルギー利用

●環境負荷物質の低減
●廃棄物・副生物の低減
●危険物質等を使わない、作らない

生活
●衣食住の向上
●健康増進
●アメニティ増進

＜グリ ン・サステイナブルケミストリ 概念図＞

まとめ

我が国はエネルギー・資源を持たない制約のもと、技術力で国際競争
を戦ってきた。この過程で省エネルギーや軽薄短小な製品設計など、世
界で冠たる技術を獲得した。今後は発展途上国を含めた厳しい競争下で

99 年のリオ宣言を契機として、持続可能な発展のための取組みが各

国で開始される中、日米欧が中心となって活発な取組みがなされてい
る。米国では、EPAが中心にGreen Chemistry(GC)が提案され、GＣ
12か条が打ち出され、GCの大統領賞が創設された。2004年には、欧

州化学工業連盟や欧州バイオ産業協会等により、技術開発のプラット
ホームとしてSusChemが設立され、2007年以降のEUにおける科学技
術５ヵ年計画（FP7）の重点技術分野を策定した SusChemでは 製品

＜グリーン・サステイナブルケミストリー概念図＞

界で冠たる技術を獲得した。今後は発展途上国を含めた厳しい競争下で、
あらゆる産業と国民生活の基盤となる化学品材料・部材を提供し続けな
ければならない。それには将来を見据えた戦略的な取組みが必要とされ、
産官学の英知を集めた取組みが必須で、需要家産業とのすり合わせ、
垂直連携、国際標準化、規制の先取り等あらゆる手段を講じて、持続可
能型社会構築にむけて進まなければならない。

術５ヵ年計画（FP7）の重点技術分野を策定した。SusChemでは、製品

のライフサイクルは短くなっており、スペシャリティも急速にコモディティ
化するとの意識や、このままでは日米アジアに押されてしまうことへの
危機感の下、①マテリアルテクノロジー、②反応、プロセス設計、③バイ
オ工業テクノロジー、④革新のフレームワークと経済効果、の4分野に
ついて、目指すべきビジョンが示されている。
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グリーン・サステイナブルケミストリー分野

技術マップ（抜粋） 技術ロードマップ(抜粋）技術マップ（抜粋） 技術ロードマップ(抜粋）
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３ システム 新製造３．システム・新製造
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ロボット分野

我が国の現状

我が国では1980年代以降 産業用ロボ トの本格的な導入が進んだ

我が国の技術開発の方向性

これまで我が国の製造業を支えてきたロボット技術を基盤とし 知能化技術な我が国では1980年代以降、産業用ロボットの本格的な導入が進んだ。
近年では、少子高齢化への対応、安全・安心な社会の実現、便利でゆと
りある生活の実現のために、ロボットが生活、公共の場でより身近な存在
として役立つことが期待されている。このような背景から、製造業では、さ
らに高度化した産業用ロボットが投入されつつあるのとともに、清掃ロボッ
ト、食事支援ロボット、災害復旧作業を行う遠隔操作型ロボット等の導入

これまで我が国の製造業を支えてきたロボット技術を基盤とし、知能化技術な
ど先端的技術との融合を促進することにより、家庭、医療、福祉、災害対応など
幅広い分野で活躍する次世代ロボットの開発・実用化を促進することが望まれ
ている。さらに、ロボット単体での開発、実用化だけではなく、社会システムの中
でどのように個々のロボットやロボットの要素技術、さらには統合システムの機
能が位置づけられるかを、アプリケーションあるいはニーズの中で具体的に踏ま

が進むなど、我が国のロボット産業・技術は、次の成長段階に踏み出して
いるところである。社会構造の変化、ロボットの潜在的な導入ニーズを踏
まえると、ロボット産業の将来市場は、2035年には、 大9.7兆円へ拡大
することが期待されている。

えて開発するという視点も市場を創出していく上で重要である。
今後、我が国が直面するとみられる少子高齢化、労働力不足等の課題に、ロ

ボットテクノロジーが活躍し、より良い社会に貢献していくことが求められる。

ロボットの応用分野例
※ロボットの技術解説については ＮＥＤＯホーロボット産業の市場推移の予測

海外の取組

まとめ欧州では、特定の技術テーマに関する研究開発を促進させるための組織で
ある欧州テクノロジ プラットフォ ム（ETP E T h l Pl tf ）

※ロボットの技術解説については、ＮＥＤＯホ
ムページ「よく分かる！技術解説」に掲載中。
http://app2.infoc.nedo.go.jp/kaisetsu/mch/mc
h03/index.html#elmtop

ロボット産業の市場推移の予測

社会におけるロボットテクノロジー（ＲＴ）活用モデルの考え方の一例
（福祉介護分野）脳卒中患者の機能回復リハビリロボット

我が国は、激化する国際競争の中、トップレベルのロボット技術を 大限に
活用・高度化するとともに、世界を視野に入れた次世代ロボット市場を創出、
拡大していくことが重要である。

従って、我が国のロボット開発が今後目指すべき方向性としては、各種ロ
ボットの普及を始めとしたロボット産業の裾野拡大に向けた取組、すなわち、
産学官・農工商連携などを通じた総合的な取組を積極的に推進することによ

ある欧州テクノロジー・プラットフォーム（ETP：European Technology Platform）
のもと、欧州ロボット工学プラットフォーム（EUROP：European Robotics 
Platform）による産官学共同の研究開発体制のベース作り、標準化への取組
を加速させている。

また、米国では、大手ソフトウェア会社がロボットソフトウェアの開発プラット
フォームの開発・販売を進めている。システムインテグレーション技術や人材育

産学官・農工商連携などを通じた総合的な取組を積極的に推進することによ
り、国際競争力を維持・強化していくことが重要である。

また、今後のロボットの導入に際しては、研究開発のみならず、安全課題へ
の取り組み、ビジネス振興のための制度整備、標準化の推進、事業化支援な
ども重要である。

成、知的基盤整備としてのロボット用オープンソースソフトウェア、ミドルウェア
の集積も重要視されている。

欧州の例、米国の例のいずれも、今後、ロボットが市場に投入されることを見
越して、標準化、共通化のイニシアティブをとろうとする動きがあることを示唆し
ている。 37



技術ロードマップ (抜粋）

ロボット分野

【重要技術について】

ロボット分野の将来発展に大きな影響を果たすとされる、重要技術は①「日本の技術競争力優位」、②「共通基盤性」③、「ブレークス
ルー」、④「市場のインパクト」、⑤「基盤技術の開発」、⑥「安全・安心の確保」、⑦「標準化の検討」、以上、7つの観点で評価を行って
いる。特に、「安全・安心の確保」については、福祉や医療分野など、ユーザや受益者の安全・安心を確保するために必要である。

安全・安心に関するロボット分野の技術ロードマップ共通コンセプト

2005 2006 2007 2008 2009 現在 2011 2012 2013 2014 2015 ・・・・・・・・ 2025

制度・改正

　・安全性能評価方法と試験基準の策定
・実証試験施設

製品安全・法改正 資格制度、公的補助（介護保険など）、特区、建築基準法改正

（個別制度）

・実証試験施設
　・事故トラブル調査分析センタの創設

・安全要素技術市場形成
・ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞｾｸｼｮﾝ
・ｻｰﾌﾃｨｱﾃｯｻの養成拡大
・ﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄ評価標準化
・福祉ﾛﾎﾞｯﾄの適合技術

・安全講習義務付け制度
・情報通信の認証制度
・医療用ﾛﾎﾞｯﾄ認可制度
・福祉ﾛﾎﾞｯﾄの公的給付（貸
与）制度

・安全・ｾｷｭﾘﾃｨ関連商品の
市場拡大
・安全教育産業の拡大
・ﾛﾎﾞｯﾄとの人身事故増大
・ｾｰﾌﾃｨｱﾃｯｻの量産

　法整備

　安全・安心
・操作方法の訓練（ｲﾝｽﾄﾗｸﾀ制度）
・安全認証制度の社会的認知促進

　普及パターン 一般家庭・オフィスへの普及
専門業務支援（病院・施設等） （一般対象サービス）

メディアとしてのロボット
コストダウン 都市空間への展開

福祉分野及び医療分野の技術ロードマップ
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ＭＥＭＳ分野

我が国の現状 我が国の技術開発の方向性

MEMS(Micro Electro Mechanical Systems:微小電気機械システム)とは､
電気回路(制御部)と微細な機械構造(駆動部)を一つの基板上に集積させ
たセンサやアクチュエータなどのデバイス・システムのことであり､我が国
の強みである半導体製造技術やレーザー加工技術等の微細加工技術に
代表されるナノテクノロジーや各種材料技術等を駆使して製造される｡

我が国製造業の国際競争力を確保するためには 製造業の基盤を支え

既に実用化されている単機能MEMS については､自動車用センサやインク
ジェットプリンタヘッド等の分野で日本企業も健闘しているが､通信やプロジェ
クタ等に使われる光MEMS や､今後の実用化が期待されるバイオMEMS の
分野では欧米諸国が一部先行している｡我が国製造業の国際競争力を確保
するためには､製造業の基盤を支えるキーテクノロジーの1つとなるMEMS の
製造技 を 高度 す があ我が国製造業の国際競争力を確保するためには､製造業の基盤を支え

るキーテクノロジーの1つとなるMEMSの製造技術を一層高度化すること
が不可欠であり、例えば、産学官連携のもと、従来異分野とされてきたバ
イオテクノロジー等との融合を図りながら研究開発を促進することが必要
である｡

このため､MEMSの一層の高度化に資する技術開発(高集積･複合化・ナ

製造技術を一層高度化する必要がある｡

一方､MEMS 産業の
裾野を拡大し､多様な分
野において多様な主体
がMEMS 製品の開発･
実用化に取り組むこと､ 層 高度 資す 技術開発(高集積 複合 ナ

ノ機能付加技術、革新的デバイス基盤技術、等）を実施している。

ＭＥＭＳの応用分野例
※ＭＥＭＳの技術解説については Ｎ

実用化に取り組むこと
が同分野の基盤強化の
ために重要である｡

以上の点から､
①IT 技術､各種異分野
技術等の先端的要素技
術との融合を促進する※ＭＥＭＳの技術解説については、Ｎ

ＥＤＯホームページ「よく分かる！技術
解説」に掲載中。
http://app2.infoc.nedo.go.jp/kaisetsu
/mch/mch01/index.html

術との融合を促進する
ことによりMEMS の製
造技術の一層の高度化
をはかること､

②MEMS デバイスの開発･実用化を促進するための環境整備を通して
MEMS 産業の裾野拡大をはかり､人間生活の質の向上を実現するとともに､

海外の取組

まとめ
欧州の大規模プロジェクトである｢FP7(EU 第7 次研究枠組み計画)｣は

年に タ トし 年ま 年間に 兆 億円を投じ 広

産業の裾野拡大をはかり､人間 活の質の向 を実現するととも ､
我が国経済社会の基盤である製造業の競争力の維持･強化を図る｡

これにより､環境･エネルギー分野､医療･福祉分野､安全･安心分野を実現
する革新的なMEMS 製品群を生み出すプロセス技術を開発する｡

まとめ

MEMS技術･製品を世界市場に広く普及するためには、技術戦略マップに基
づくMEMS標準化戦略の策定､国際規格案の開発､提案､推進等の標準化活
動に継続的に取り組むことが重要である｡MEMSの一層の実用化促進を図る
ため､他産業の企業や製造設備を有していない企業でも容易にMEMSビジネ
スに参入できるように開発した､MEMS用設計･解析支援システムを活用しつ

2007 年にスタートし､2013 年までの7 年間に8 兆5,000 億円を投じて広
範囲の研究開発を進める｡この中でマイクロ・ナノデバイス関連テーマで
ある「ナノサイエンス・ナノテク・材料･新生産手法｣には3,960 億円が投
じられる。テーマのキーワードは「コンバージェンス（融合)｣であり､さまざ
まな機能を1 つのデバイスに集約することを目的としている｡

米国においては、DARPA(国防総省高等研究計画局)が｢Nano-MEMS 参 う 開発 ､ 設 解析支援
つ、実習を中心とした人材育成及び試作環境の充実、製造拠点（ファンド
リー）強化などMEMS産業全体の競争力の維持･強化を図ることが重要である｡

これらの取り組みは､MEMSの新たな製造技術開発の進捗に合わせていち
早く実行することが重要である｡

米国にお ては、 (国防総省高等研究計画局)が
Program｣プロジェクトを推進｡2006～2009 年に128 億円を投じる｡ハイリ
スク・ハイリターンである74 テーマを推進している。バイオを含む多様な
機能とLSI などとの融合を進める研究テーマが多数ある｡
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技術ロードマップ (抜粋）

ＭＥＭＳ分野

【重要技術について】
MEMS の広範な活用のために、次の2 つが重要と考えられる。

① MEMS の高機能化､または低コスト化に大きく貢献する技術、② MEMS 全般に広く貢献する基盤技術
また､2025 年までを考えると､その技術が中期的な視点で重要なものか､長期的な視点で重要なものかを評価しておくことが必要であ

る そこでこれらの視点から技術を評価し 「中期的な視点での重要技術（黄色）」と「長期的な視点での重要技術（赤色）」に色分けしる｡そこでこれらの視点から技術を評価し､「中期的な視点での重要技術（黄色）」と「長期的な視点での重要技術（赤色）」に色分けし
て示した｡

このようにＭＥＭＳは、トップダウンプロセスである微細加工と、ボトムアッププロセスであるナノ・バイオプロセスとを融合したマイク
ロ・ナノ統合製造技術の確立により、その応用範囲を急速に広げ国家・社会的課題である「環境・エネルギー」、「医療・福祉」などの
分野で新しいライフスタイルを創出するキーデバイスとして広く浸透すると予測される。

分類-1 分類-2

多細胞 細胞エネルギ 環

生体機能
材料形成
技術

エネルギー、環
境、医療・福祉

細胞配置 カプセル カプセル化細胞数

脂質分子

指標 2012年 2013年 2014年 2025年2015年2010年2007年 2011年 製品 (MEMS技術の適用品）
MEMS要素技術

重要技術課題

形成技術
（機能化・
表面改
質）

生体分子配向技術

分野 2009年2008年

配向分子 複数分子の同時配
向制御

可溶性タンパク質 膜タンパク
質

多細胞 一細胞

一細胞 複数細胞

創薬（動物実験の代替）
再生医療

分解能異種融合 細胞機能の解析装置、創薬関

エネルギー、環
境、医療・福祉

機能組織細胞の組織化技術

細胞配置・カプセル
化技術

３次元組織化制御

カプセル化細胞数

配置細胞種類

動物代替
組織

組織レベル

２次元配置

正常培養

３次元配置
と機能発現
制御

ナノ・バイ 環境、医療・福祉

医療･福祉

質）

細胞親和性の制御

組織化

界面制御技術

配置・制御

個体レベル臓器レベル

正常組織

50μm 1μm 50nm

1 10 50

細胞 細菌 酵母

1時間 半日 1週間 半年

1種類 複数細胞 臓器レベル

人工臓器

種類

選択比

分解能異種融合
技術

細胞機能の解析装置、創薬関
連機器、診断機器

高等微生物まで機能発現制御可
能な生体

活性寿命

ナ イ
オ融合技
術

活性細胞融合技術 環境、医療・福祉

環境、医療 福祉 細胞親和性の制御

生体親和性の制御

界面制御技術

多細胞 単細胞

1時間 半日 1週間 半年

多分子 1分子
直径の制御 デモ  径

制御なし
直径50 nm
以下

直径50 nm

均一性 均一性
制御なし

均一性
制御なし

均一性20%以内

直径 制御 直径 直径 直径

細胞個数

創薬分野の研究用装置

ナノ・有機
材料融合
技術

エネルギーハーベスティング環
境物質センシング

ネ ギ ベ グ環イズ 制御性

エネルギー、環
境、医療・福祉

ネ ギ 環

環境、医療・福祉活性生体分子融合
技術

有機ナノピラー形成
技術

有機 ポ

サイズの制御性

個数・種類・配向

寿命

直径の制御 直径1000
nm

直径100
nm以下

直径100 nm

均一性 均一性
制御なし

均一性
制御なし

均一性20%以内

直径20 nm以下

エネルギーハーベスティング環
境物質センシング

エネルギーハーベスティング環
境物質センシング

サイズの制御性

間隙サイズ 直径200
nm以下

エネルギー、環
境、医療・福祉

エネルギー、環
境、医療・福祉

間隙径

有機ナノポーラス形
成技術

ナノ間隙への有機充
填技術
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４ バイオテクノロジ４．バイオテクノロジー
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創薬・診断分野

我が国の現状
② 合併症リスクの発見

国民が健康で安心して暮らせる社会を実現するために、創薬・診断分野
が果たす役割は大きい。我が国は、「安全性が高く優れた日本発の革新的
な医薬品を創出しつつ、健康寿命の延伸、 適な医療の実現、医療産業力
の強化を図る」という考えをベースに、20年後のあるべき姿を見据え、「より

予防的な治療」の実現へと向かうことが期待されている。

② 合併症リスクの発見
・ 合併症リスク診断に有効なバイオマーカーが2020 年までに同定され、合併症
リ スクメカニズムに基づく治療薬の開発が2025 年までに開始される。
・ 動脈硬化進展度を測定する頚動脈エコーの自動測定法が2020 年までに開
発され、合併症のリアルタイム測定技術が2030 年までに開発される。

③ 合併症 予防と治療

海外の取組

まとめ

欧米諸国においては、基礎研究の厚みもさることながら、研究成果を迅速
に臨床現場に展開する仕組みを構築することを狙いとした研究開発に予算
が投じられている 我が国は 強みをもつ分野において統合的なアプロ チ

③ 合併症の予防と治療
・ 疾患メカニズム解析に基づく治療薬の分子標的が2020 年までに同定され、イ
ンテリジェント創薬等による、糖尿病及び合併症治療薬が2025 年までに開発さ
れる。再生医療による糖尿病・合併症の治療が、2030 年までに一部実現する。

まとめ

「20年後の予防、診断、治療のあるべき姿」を目指し、臨床現場との

コミュニケーションを意識し、ライフサイエンスに関する基礎研究の知見
と、精密機械、情報処理、分析、ナノなど多様な産業技術の融合により、
人体機能や生命現象の大量・高速・高度解析を可能とする創薬・診断・
治療産業基盤技術の構築に取り組む必要がある

が投じられている。我が国は、強みをもつ分野において統合的なアプローチ
によって生命現象や疾患メカニズムに関する研究を進展させていくとともに、
日本の弱みである基礎研究の成果に基づく波及効果の高い革新的な診断・
治療技術をいち早く産業応用へと繋げていく取組の強化によってライフ・イノ
ベーションを実現し、国際競争力の強化をもって日本の成長を牽引する産業
セクターとすべく、研究開発を行っていくことが重要である。

我が国の技術開発の方向性

治療産業基盤技術の構築に取り組む必要がある。

特に、ゲノム・エピゲノム解析、バイオマーカー解析、画像診断等を通じ
た、各個人の疾患発症リスクを的確に判断した 適な予防手段の選択とと
もに 各人において日々の健康管理を可能とすること また より早期に適もに、各人において日々の健康管理を可能とすること、また、より早期に適
切な診断によって病気の徴候を捕まえ、画期的な医薬品や再生医療の実
現も含めた、各個人に 適な薬や治療法の選択を実現することが課題とな
る。今後、これらの技術的課題の解決を通じ、創薬・診断分野での技術進
展を予測した。

①健康管理と予備軍 発症予防①健康管理と予備軍の発症予防
・ 2020 年過ぎまでに糖尿病と生活習慣に関するコホート研究、ゲノムワ

イド解析等から得られる糖尿病発症の環境的要因と遺伝的要因のパラ
メータ等を統合し、疾患動物モデルで開発したデータマイニングの方法
をヒト臨床データに応用する。2025 年までに発症予防のための自己管
理システムが開発される。理システムが開発される。

・ 各自の体質に応じた予防薬が2015 年から2025 年までの間に開発され
る。

・ 2020 年までに実用的サロゲートマーカーの測定機器が開発され、2025 
年までに個別診断に適した簡便な検査機器が開発される。
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技術マップ（抜粋） 技術ロードマップ(抜粋）

創薬・診断分野
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医療機器分野

我が国の現状 これにより 情報共有基盤が実現し 大量・長期間データの分析・利活用が実現我が 現状

少子高齢化が他国に先駆けて進行する我が国にとって、健康寿命の延
伸や、国民が健康で安心して暮らせる社会の実現のために、先端技術を
応用した医療機器の開発は極めて重要である。そのためには、研究開発
のみならず、医療機器等の開発の迅速化につながる制度整備、標準化
等の関連施策を一体的に推進する必要がある。

これにより、情報共有基盤が実現し、大量 長期間デ タの分析 利活用が実現
すれば、個別化医療の基盤となり、国民QOL の向上に貢献する。医療を 適化

し、医療政策や技術開発戦略を決定する情報基盤にもなり得る。我が国が世界
で初めて経験する超高齢社会に向けて、保健・医療・福祉のIT ネットワークを含

めた情報化戦略を早急に検討・実行していかなければならない。

まとめ

「20年後の予防、診断、治療のあるべき姿」を目指し、臨床現場とのコミュニ

ケーションを意識し、ライフサイエンスに関する基礎研究の知見と、精密機械、
情報処理、分析、ナノなど多様な産業技術の融合により、人体機能や生命現

米国では、新規医療機器の研究開発にあたり、治験医療機器の適用免

除制度を利用した臨床研究が活発に行われており、革新的な医療機器が
創出される環境が資金・制度の両面で支えられている 我が国では臨床

海外の取組

象の大量・高速・高度解析を可能とする創薬・診断・治療産業基盤技術の構築
に取り組む必要がある。

創出される環境が資金・制度の両面で支えられている。我が国では臨床
研究の実施が困難な状況にあることから、国内における臨床研究環境の
整備が求められている。

また、我が国における医療機器の研究開発の推進については、現時点

では未承認医療機器の臨床評価は医師主導による臨床研究のみが認め
られ る状況 ある 年 月より ｢高度 療評価制度 より 定られている状況である(2008 年4 月より､｢高度医療評価制度｣により､一定

の要件を満たしている旨審査を受けた未承認医療機器に対する保険適用
が可能になったところ｡)。今後、開発目標を戦略的に設定するとともに、医

療機器産業の国際競争力強化も視野に入れた効率的な研究開発体制の
構築が急務である。「革新的医薬品・医療機器創出のための５か年戦略」
を着実に実施し、研究資金の集中投入、ベンチャー企業の育成、臨床研を着実に実施し、研究資金の集中投入、 ンチャ 企業の育成、臨床研
究・治験環境の整備、アジアとの連携、薬事法における審査の迅速化・質
の向上、イノベーションの適切な評価等の施策を推進することが重要であ
る。

我が国の技術開発の方向性

国民に深刻な影響を与えているがん、循環器疾患、代謝疾患、神経疾
患などの疾病に対して、超早期かつ高い精度で診断できる機器や超低侵
襲治療機器等の研究開発を戦略的に進めていく必要がある。

また、将来は患者の様々なデータを治療効果の指標として解析し、医療
機関のみならず製薬、医療機器産業にフィードバックする診療情報の知的

我が国の技術開発の方向性

機関のみならず製薬、医療機器産業にフィ ド ックする診療情報の知的
解析システム、それを下支えするクラウド型サーバとネットワーク、そこか
らもたらされる情報を活用する健康サービスの発展も想定される。

44



医療機器分野

技術マップ（抜粋）

技術ロードマップ(抜粋）

技術 ッ
がん分野

2030年の姿

１．早期発見と診断の精密化

２．早期・低侵襲治療技術
　（１）外科的療法

　（２）放射線治療

肺がん

2025年 　　　　　　　　　　2030年2015年 2020年

●分子イメージングによる早期がんの診断法の普及。

●早期肺がんの放射線治療の治癒率と安全性の確立と普及。

●CADによる画像診断支援と検診の効率化。
★早期肺がんでは2010年の段階で、
既に90％以上の治癒率が外科治療、
放射線治療共に達成されており、早期
肺がんに関しては今後20年間は特に
機能的画像の診断・治療への寄与が
期待され、治療においては低侵襲化と
リアルタイム化が進むであろう。“肺が
んは早期であれば治る病気、楽に治る
病気”となるであろう。

★課題は進行がんであり、粒子線治療
や線量率を可変できるX線放射線治療
が中心となり、薬物治療ではDDS併用
による治療効果比の向上、粒子線治
療やX線治療の向上と相まって“進行

 研究開発シナリオ

●硬性内視鏡（胸腔鏡）を主とする微細操作手術マニピュレータシステムの実用化。

●新たなトレーサーの開発によるPETの早期診断精度向上。

●ナビゲーション手術とマニピュレータと診断治療装置が融合。

●複合モダリティの開発による早期診断精度の向上。

●低侵襲手術、短時間手術を可能にするデバイスの開発。 ●再生医療との融合による
　 切除困難部位の外科治療。

●微小がんのミニマムリスク
放射線治療が普及。

●進行がんへのDDS併用放射線治療
　　による進行がんの根治率向上。

●リアルタイム放射線治療と高スループット化。

●半導体PETによる診断率向上。

●PETと放射線治療機器の融合による精度向上。

３．経過観察・維持、フォローアップ

１．早期発見と診断の精密化

２．早期・低侵襲治療技術
 Ａ．局所治療

　（１）外科的療法

（２）放射線治療

乳がん

療やX線治療の向上と相まって 進行
がんでも半分の人は治る（5年生存率
50％以上）”が達成されると期待され
る。

★乳がんの罹患率は今後も上昇する
ことが予想されるが、早期発見の技術
や治療法の改善により、乳がんの死亡
率は減少へと向かう。乳がんに関して
は2010年の段階で既に縮小手術が確
立されており、今後20年間ではさらに
エビデンスが積み重ねられ、非手術へ
加速し、化学療法、内分泌治療等の薬
物治療が中心となることが予想され
る。

★その機軸に沿った診断治療機器開

●PET等を用いた複合モダリティによる診断精度が向上。 ●治療後の生体モニタリング。

●マイクロビーム放射線治療と高スループット化。

●マンモPETによる診断率の向上。

●再生医療による術後
の乳房再建。

●テレパソロジーの普及
による迅速病理診断と迅
速治療。

●新たなトレーサーの開発によるPETの早期診断精度向上。

●分子イメージングによる早期
がんの診断法の普及。

●マンモグラフィー検診の普及。 ●マンモグラフィーに対するCAD。

●Adaptive 放射線治療。

●採取された少量の組織を用い腫瘍の発
現する蛋白や遺伝子を解析。患者個々の情
報に応じたテーラーメードの治療の実現。

●超音波診断機器およびMR等の診断
精度が向上し、テーラーメード治療に
画像診断が有用となる。

●薬物治療に感受性のある腫瘍では、より小
範囲の切除や経皮的ラジオ波治療により根治
が得られ、より整容性に優れた治療を実現。

●手術前の薬物治療や放射線治療で完
全な効果が得られた場合には、手術を行
わずにがんを治すことが可能となる。

（２）放射線治療

 Ｂ．全身療法

３．経過観察・維持、
フォローアップ

１．早期発見と診断の精密化

２．早期・低侵襲治療技術
　（１）外科的療法

★その機軸に沿った診断治療機器開
発と、罹患数が多くなる疾患だけにセ
ンター化よりはむしろ普及型、小型化
に重点が期待される。

★“コスメシス（乳房）を保って十分に
治るがん”と認識されるであろう。再発
治療でも高いQOLが維持され、治癒症
例も見られるようになる。

●硬性内視鏡（胸腔鏡）をベースとする微細操作手術マニピュレータシステムの実用化。

像誘導 手術 ため ピ タと 像診断装 が融合

●プロテオミクスを取り入れた血清・尿生化学診断法。

●手術と放射線治療
による乳房温存療法。 ●組織内照射を用いた短期治療。

●X線外部照射による局所治療。 ●マイクロビーム放射線治療。

●MRIを用いた無被
曝再発・転移診断の
向上。

●腫瘍マーカ（PSA）による血清診断。

●腹腔鏡手術。

★前立腺がんは男性の7割以上が壮
年期以降に発症する重要な疾患と位
置づけされ、低侵襲な放射線治療が
中心となる可能性が高い。治療装置の
小型化やコストダウンが重要な観点で
ある。

●抗癌剤の分子構造を変えるなどの技術により、副
作用の少ない薬剤が開発され、治療効果が高まる。

●分子標的治療や免疫治療がテーラーメード治療のもとに
行われ、副作用なく高い治療効果が得られる。

●血中の腫瘍細胞を調べることにより再発有無の診断が
可能となり、かつ適切な治療法が選択できる。

●PETの感度・空間分解能が向上、半導体検出
器も実用化され、転移モニタリングの診断精度が
向上し、再発治療の効果判定も標準化される。

　（２）放射線治療

３．経過観察・維持、フォローアップ

前立腺がん
●画像誘導下手術のためのマニピュレータと画像診断装置が融合。

●強度変調（IMRT）放射線
（X線）治療。

●粒子線治療。

●小線源治療。

●小型化粒子線治療。

●短期期間IMRT。

●強度変調粒子線治療。 ●レーザー駆動マイクロ粒子線治療。

●新たな線源を用いた小線源治療。

●遺伝子治療併用放射線治療。

●ロボテック小線源治療。

●プロテオミクスを取り入れた血清・尿生化学診断法。 ●治療後の生体モニタリング。

技術 ッ
2030年の姿

１．早期発見と診断の精密化

2025年 　　　　　　　　　　2030年2015年 2020年 研究開発シナリオ

★消化管がんに関しては将来的にも
内視鏡が診断治療をリードしよりその
適 範 が広が

●拡大内視鏡診断。 ●ミクロ・病理的内視鏡診断。

２．早期・低侵襲治療技術
　（１）内視鏡治療

消化管がん

適応範囲が広がっていく。

★本邦がリードしていた内視鏡分野も
海外との競争が激化しており、新技術
開発は極めて迅速に推移していく。

★熟練を要しない普及型で高精度な
内視鏡診断治療が次々と登場し、ミク
ロ診断や超低侵襲治療が達成される。

●分子プローブを用いた高精度内視鏡診断。
　病変、リンパ節転移の範囲・進達度の診断精度向上。●カプセル内視鏡小腸診断。

●画像ナビゲーション内視鏡（軟性、硬性）手術。

●マニピュレータ内視鏡治療の開発。

●内視鏡的レーザー治療。

●MR下内視鏡に臓器の4D撮影機能を搭載。

●複合技術によるナビゲーション内視鏡。●特殊光を用いた
内視鏡。

●内視鏡的粘膜切除。

●内視鏡的全層切除。

●経内視鏡的管腔外治療NOTES。

●Single port 腹腔鏡治療。

●自走式カプセル内視鏡診断。

●リンパ節転移の診断率の向上による治療選別。

●CTコロノスコピーの開発。

　（２）放射線治療

３．経過観察・維持、フォローアップ

　創薬・DDS、バイオ・再生医療

精密機械工学 材料・ナノテクノロジー

2015年 2020年 2025年 　　　　　　　　　　2030年 関連技術分野シナリオ

●マ ピュレ タ内視鏡治療の開発。●内視鏡的全層切除。

●薬物治療併用粒子線治療による臓器温存治療。

●自走式カプセル内視鏡によるがん治療や止血。

●X線を用いた腫瘍・リンパ節転
移を含めた癌領域治療。

●マイクロビームX線を用いた超低侵襲治療。

●これまで切除困難であった部位の再生
臓器による適応拡大。

●ナノ金属粒子を用いた放射線治療の増感。

●DDSやナノテクノロジーによる難治がんの放射線増感治療。

●再生医療による術後の乳房再建。

精密機械工学、材料 ナノテクノロジ

　IT・ネットワーク技術

ナ 属粒子を用 放射線治療 増感。

●テレパソロジーの普及による
迅速病理診断と迅速治療。

●治療後の生体モニタリング。

●大量情報処理に対応可能なIT技術、診断画像・遺伝子・疾患関係データベースの
高度化・体系化、発症リスクに関与する生体機能評価技術。

●地域医療情報圏のEHR
の普及、広域な医療連携
による遠隔診断の拡大。

●地域EHRの連携による国民的EHRへの発展。

●グループ医療の高度化（医療情報の広域共有、健康、福祉、介護との情報交換・共有）。

●知識データベースの予防医療への活用。
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再生医療分野

我が国の現状 再生医療の適用可能な総患者数

再生医療は、先天的または事故や疾患によって後天的に失われた組織
や器官を再生する医療として、近年注目を集めている。具体的には、臓器
移植や人工臓器の不都合（ドナー不足）を解消すること、従来からの治療
方法の不都合（合併症、薬剤による副作用、長期治療による高コスト等）
を解消すること、また場合によっては疾病が完治することなどが期待され

海外の取組

ている。

再生医療への取り組みは、培養皮膚の臨床応用やES細胞の作製な
ど、これまで欧米が先行してきた。米国では、2009年3月に、米国のオ
バマ大統領が、ES細胞研究に対する連邦政府助成金を解禁し、2009
年11月には、米国のAdvanced Cell Technology社が、ES細胞由来の
網膜色素上皮細胞移植に関する臨床試験の許可をFDAに申請した。
一方、中国でも2009年4月には、アジア 大の幹細胞・再生医療研究

拠点を目指す「幹細胞・再生医学産業化プロジェクト」が起工した こう

我が国の技術開発の方向性

拠点を目指す「幹細胞 再生医学産業化プロジェクト」が起工した。こう
したことから、我が国は、激化する国際競争の中、トップレベルの基礎
研究の成果を迅速に実用化するための、橋渡し研究をはじめとする実
用化促進研究に、さらに注力することが重要である。

ハイブリッド グ

細胞・組織の評価技術・装置
安全性・品質管理技術
・感染・汚染評価
・均質性

腫瘍化

骨・軟骨 角膜 血液 肝臓骨・軟骨 角膜 血液 肝臓

細胞 皮膚 心臓 血管 神経細胞 皮膚 心臓 血管 神経

歯 骨格筋・腱

再生医療の俯瞰図

我が国の技術開発の方向性

iPS細胞等の基礎研究の充実と、基礎研究の成果である大学等が

保有する多くのシーズを実用化に向けた臨床研究の促進、安全性確保
に関わる評価技術の確立などを、産学官連携やベンチャー支援等の活
動を通じて、拡大・強化していくことが重要である。また、我が国が強み
を持つ技術を、さらに国際競争力を高めるための標準化戦略の策定も

モニタリ
ング装置

幹細胞増殖／分化誘
導システム・装置

生体内高次組織
構築技術

術後評価

臨床試験

細胞の高機能化足場
・形状・作製技術

生体外組織化技術
・多層化
・細胞配置技術
・力学的特性の再現
・大型化

基礎研究

ハイブリッド
人工臓器

モニタリング装置・腫瘍化
・機能評価

歯 骨格筋 腱

腎臓・他

バイオマテリアル
・生体親和性の向上
・生体吸収性
・力学的強度
・新規材料

モニタリング装置

まとめ

将来像を実現に向けて、研究開発のみならず、安全性に関する課題、
生 療 開発 迅速化 ながる制度整備 国際標準化 取組

重要となる。

精製方法・
装置

誘導因子

検査デバイス・
キット培地・培養

容器

バンキング

細胞・組織の
評価装置・技術

細胞培養システム

移植システム

基盤技術 製造技術 術前診断

移植・治療

術後評価

単離システム・
装置

・高機能足場
・脱細胞組織

再生組織の
大型化

細胞入手

生体内高次組織構築技術
・血管新生／導入
・神経新生／導入
・リガンド・薬剤のDDS

再生医療の開発の迅速化につながる制度整備、国際標準化への取組
み等の関連施策を一体的に推進し、再生医療の開発、実用化を促進す
ることが望まれている。

輸送シス
テム

保存シス
テム

バンキング
システム ・GMP準拠細胞操作

・除染技術
・プロセス一体化
・メカトロ応用技術
・大量化

細胞採取
システム

単離システム・
装置

細胞調製

輸送・保存

除染技術

精製方法・
装置

培地・培養
容器

細胞・組織の評価技術・装置
安全性・品質管理技術
・感染・汚染評価
・均質性
・腫瘍化
・機能評価

移植用組織
作製技術
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再生医療分野
技術マップ（抜粋） 技術ロードマップ(抜粋）

再生医療研究および実用化に関するロードマップ

2010年 2015年 2020年 2025年
実用化

細胞細胞

細胞の実用化細胞の実用化

試験管内で調製可能な組織試験管内で調製可能な組織

関連研究関連研究

ES/iPS細胞の利用ES/iPS細胞の利用 自己細胞の初期化

▲無蛋白化(リガンドによる培養）

▲培養のパッケージ化

骨

▲細胞導入大型t骨の生体内での生着
荷重骨の実用化▲

▲骨微小エレメントによる再生骨構築
血管を備えた

▲MSC等によるGVHD回避 ▲ヒト化マウスの活用

2010年 2015年 2020年 2025年

▲無血清化

▲人工骨の
三次元造型

（ 先端の基礎研究の知見を活用して、フィードバックしながら実際の評価手法を構築する仕組みの構築）

▲ES iPS由来の骨の臨床研究

皮膚 リンパ球 DC
骨・軟骨 末梢神経

角膜内皮 血液 心筋
中枢神経 筋肉 肝臓

膵臓 腎臓

骨・
軟骨

骨・
軟骨 軟骨軟骨

骨・軟骨複合組織骨・軟骨複合組織

骨骨

▲患者由来培養骨作製
▲成長因子導入

▲合成足場素材の確立

荷重骨の実用化▲

▲椎間板への応用

▲インプラント型軟骨
（顔面）の実用化

▲荷重部軟骨の実用化
▲成長・老化対応型再生軟骨の開発

▲骨・軟骨複合化
（骨をインターフェイスに持つ軟骨）

▲脊椎可動セグメントへの応用

▲ゲル状軟骨

再生人工関節
の実用化

管を備えた
大型の骨

周囲の組織と融合する、円板や複雑な形状を
再現した軟骨（耳介の再生など）

▲再生椎間板の実用化

表皮表皮 弾性線維産生三次元皮膚実用化▲
完全な付属器導入

▲多数の毛根の同時再生

次元造型

▲刺激因子
の確立

▲（セラミック）ナノ～マクロ構造制御、 適化

▲高分子の修飾、構造制御、 適化

▲ 適形状3次元組織構築法の確立

▲ ES・iPS由来の軟骨の分化誘導確立

▲ ES・iPS由来の骨の分化誘導確立

▲ES・iPS由来の軟骨の臨床研究

▲ES・iPS由来の骨の臨床研究

皮膚皮膚
表皮

真皮真皮
▲新規足場材料の開発

▲皮膚幹細胞の応用 ▲皮膚付属器導入
完全な付属器導入

三次元皮膚

角膜角膜 ▲角膜内皮移植の実用化
▲角膜内皮の大量生産体制確立

▲人工角膜の開発▲人工実質の開発

▲角膜上皮シート製品化

冠動脈冠動脈 ▲非ウイルスベクターによる遺伝子デリバリーの応用

▲幹細胞ソースからの ▲三次元化技術の付加

網膜網膜 ▲ES・iPS由来網膜色素上皮細胞による加齢黄斑変性症の臨床研究
▲ES・iPSから網膜色素上皮細胞への分化誘導確立眼眼

ES・iPS由来の視細胞の分化誘導確立▲ ▲ES・iPS由来の視細胞の臨床研究

ES・iPS由来の
角膜の分化誘導確立▲ ▲ES・iPS由来の角膜の臨床研究

幹細胞ソース幹細胞ソース ▲ ES・iPS

▲赤血球の大量産生
技術の確立 ▲培養血小板による輸血体制の確立増幅臍帯血移植の確立▲

▲培養顆粒球輸血体制の確立

心臓心臓

心筋心筋

心臓弁心臓弁

刺激伝導系刺激伝導系

▲幹細胞ソ スからの
分化誘導技術の確立

▲三次元化技術の付加

▲刺激伝導系細胞の細胞ソース確保
▲三次元化技術の開発

▲再生伝導系埋め込み研究

▲フリーズドライ心臓弁開発

▲抗血栓性
心臓弁開発 ▲脱細胞心臓弁実用化

▲凍結保存心臓弁産業化

▲感染抵抗性心臓弁開発

血管を備えた
グラフト

▲内皮細胞でコートされ抗血栓性・
抗感染性を持った心臓弁実用化

▲シート製品化（auto) ▲シート製品化（allo)

▲臍帯血・骨髄・末梢血

▲臍帯血由来造血幹細胞増幅技術の確立

▲ES・iPSからの心筋細胞の分化誘導技術の確立
▲ES・iPSからの心筋細胞の移植による重症心不全の臨床研究

血液血液
再生細胞再生細胞

技術の確立
▲培養赤血球による輸血体制の確立▲ES・iPS由来造血幹細胞の体外誘導技術の開発▲血小板の大量産生

技術の確立

▲培養血小板による輸血体制の確立増幅臍帯血移植の確立▲

血管血管

血管床再生血管床再生

高機能化血管
（人工/再生/ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ血管）

高機能化血管
（人工/再生/ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ血管）

▲血管壁構造再構築技術の開発
▲人工血管

自己組織化
技術の開発

▲小口径長寿命
血管作製技術の開発

血管床誘導足場材料の開発▲

▲局所酸素濃度に応じて分泌される
血管新生因子デリバリー技術の付加

高機能・長寿命再生臓器の
実用化

▲小口径高機能血管の製品化

▲血管床再生を基盤とした
組織再建技術の開発・実用化

▲抗血栓性・感染抵抗性の付与（制御）▲弾力性・強度の高い
血管構築技術の開発 ▲動脈用血管の製品化

▲再生臓器への栄養血管誘導技術の開発

▲iPS由来造血幹細胞の臨床研究
ES・iPS細胞からの
赤血球の分化誘導確立▲

▲ES・iPS細胞由来赤血球の臨床研究iPS由来血小板の臨床研究▲

肝臓肝臓

▲ES・iPS細胞からの
増殖・分化誘導

▲幹細胞を利用した肝細胞移植の臨床研究

高機能化幹細胞の体外循環デバイスでの臨床研究▲

▲高機能化細胞移植の臨床研究

▲幹細胞の体外循環デバイス
での臨床研究

▲高機能化幹細胞作製のための機能特化
▲細胞移植先、移植方法の研究

肝細胞の
大量生産

旧細胞
との交換

細胞移植療法
の普及

細胞移植 ▲

療法の普及

▲肝細胞の増殖法研究 ▲組織幹細胞からの効率的分化誘導

▲１遺伝子疾患での実用化
(製品化;allo)

神経神経

▲人工物の実用化 ▲再生末梢神経の実用化(外傷・多発性硬化症等への適用）末梢神経末梢神経

中枢神経中枢神経
脳梗塞・脊

損傷・ALS等
への適用

ES・iPS細胞由来ドーパミン▲
産生細胞によるパーキンソン病の治療

▲各種神経細胞の培養

▲移植用マトリクスの構築
（マトリクス内への神経細胞、血管、
グリア細胞等の導入等）

▲神経マトリクス間の
ネットワーク構築

▲ES・iPS細胞由来神経細胞による脊髄損傷の治験開始
▲神経幹細胞による脳梗塞 治験開始

腎臓腎臓

腎臓体性幹細胞のFACS分離▲

腎臓体性幹細胞の薬物による活性化▲

腎臓体性幹細胞の分化誘導条件確立▲

腎臓体性幹細胞の前腎再構成▲
（Epo等腎臓ホルモンの細胞治療） ▲ Epoを備えた補助腎による

自己移植に向けた基礎研究

▲再生前腎による自己移植に向けた前臨床研究

▲Epoを備えた補助腎による透析患者への応用
▲携帯可能な透析装置の実現

骨格筋・
腱

骨格筋・
腱

骨格筋細胞の再生・大量培養▲ 繊維の向き等のアレンジ▲
骨格筋骨格筋

腱腱

血管を備え、骨との結合
可能な大型の骨格筋

▲生体由来の腱の構築より生体接着性の高い人工腱の構築▲

腱との接続、骨との接続▲

▲神経幹細胞による脳梗塞の治験開始

▲ES・iPSからの分化誘導の確立 ▲ES・iPS由来骨格筋の臨床研究
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生物機能活用技術分野

我が国の現状 我が国の技術開発の方向性我が国の現状

現在、エネルギー制約、資源制約、環境制約を乗り越え、持続的な経
済・社会を実現するため、環境調和型社会の実現が求められている。植
物や微生物等の生物の持つ機能を 大限に利用する生物機能活用技術
は、そのような社会的な要請に貢献することができる技術である。我が国
は微生物資源が豊富にあり 伝統的に発酵技術が発達していることから

我が国の技術開発の方向性

今後は、基幹化成品原料及びエネルギー源として適したバイオマス資
源を生産・供給の技術開発、生物を利用した高機能物質の開発、エネ
ルギーを効率的に利用するバイオプロセスの開発、廃棄物などの微生
物を利用した有用物質・エネルギー生産のシステムの開発などを進め
ることなどが課題となるは微生物資源が豊富にあり、伝統的に発酵技術が発達していることから、

本分野では潜在的に競争力があると考えられる。

まとめ

発酵学 植物学 触媒化学 合成化学 合成生物学 材料学 統計学

ることなどが課題となる。

海外の取組

発酵学、植物学、触媒化学、合成化学、合成生物学、材料学、統計学、
情報処理など様々な分野の知見や技術を結集して、微生物を利用した
化学品の生産、廃棄物・廃水処理、エネルギー生産を推進することによ
り、新たな循環型産業システムの構築に取り組む必要がある。

米国では、基礎化学品を化石資源由来から再生可能資源由来に転
換する方針が打ち出されており大規模な投資が行われている。農作物
の有効利用という観点からの生物活用分野の研究が盛んに行われて
いる。欧州では、大手企業が中心となりバイオ化学品生産の活発な研
究開発が行われている。

365
383

467 470

419

400

500

バイオベースポリマー関連技術に係わる論文発表動向

97
86

123 130

176 179

137
147

97
109

85
101

81

151

83
86

108
133

176

275

248

274
290

100

200

300論
文
件
数

21 27

47

86

1 3

54

10 12 18 2123 17
29 37 43 39 36 42

53
62

85 81

28
5852

22

12

30 29
36 43

62

43
3439 31

38

25

42 52

79
63

555557
72

83

91 8

16 20 26

36
52

106
134

15
11

13
22 5 11

0

100

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

発行年

日本 米国 欧州 中国 韓国 その他 合計

研究者所属機関国籍

出典：平成20年度特許出願技術動向調査報告書バイオベースポリマー関連技術（特許庁）

48



生物機能活用技術分野
技術マップ（抜粋）

生物機能を活 た高度も 作り社会 循環型産業シ ム 創造

技術ロードマップ(抜粋）

生物機能を活用した高度もの作り社会・循環型産業システムの創造

生
物
機
能
をを
活
用
し
た
環
境
調調
和
型
も
の
づ
く
りり
・循
環
型
産
業
シシ
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５ 環境５．環境
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脱フロン対策分野

我が国の現状 海外の取組

海外の特定フロン及び代替フロン等3ガスに係る規制としては、モント
フロンは、冷媒、産業洗浄剤、発砲剤、半導体・液晶製造、電力

機器絶縁、消火剤など幅広い産業分野で利用されており、現代社会
の豊かな生活を支えている。一方で、特定フロン類（ＣＦＣ、ＨＣ
ＦＣ等）はオゾン層を破壊する効果を有するという問題があったた
め、我が国では、1987年のモントリオール議定書の採択以来、オゾ
ン層を破壊する特定フロン類の削減を進め、代替フロン等３ガス

海外の特定フロン及び代替フロン等3ガスに係る規制としては、モント
リオール議定書、欧州Fガス規制、REACH規制等がある。

欧州では、欧州Fガス規制により、発泡剤、エアゾール、消火剤など用

途毎に排出抑制や使用禁止措置等が決まっている。また、カーエアコン
については、2011年からの新型車用冷媒は、GWP150以下とするよ
う 定められており、新冷媒への期待や関心は非常に高い。

ン層を破壊する特定フロン類の削減を進め、代替フロン等３ガス
（ＨＦＣ、ＰＦＣ、ＳＦ６）への移行を進めた。しかし代替フロン
はＣＯ２の数千倍～数万倍の温室効果を有しているという問題があ
り、また1997年の京都議定書の採択により、我が国は一約束期間
（2008年～2012年）までに、1990年比で温室効果ガスを６％削減す
ることを約束したため、代替フロン等３ガスの排出抑制に向けて、
現在 大限の努力が求められている そのため現在我が国では

我が国の技術開発の方向性

我が国の技術開発の方向性としては、既に排出してしまったフ
ロンを回収・破壊する技術開発といった下流対策は既に目処が
立っており、フロンの代替物質の開発や、さらにフロン類を全く
使用しない技術開発といった上流対策へと移行しつつある。それ

現在、 大限の努力が求められている。そのため現在我が国では、
温室効果の小さい代替物質の開発、およびノンフロン化技術の開発
が実施された。
その成果は、フロン類の生産・使用現場での漏洩防止技術や、使

用済フロン類の回収・破壊技術等の従来の取り組みに加えて、現在
導入が進められている。

ぞれＮＥＤＯプロジェクトとして、体系的に実施されてきている。
「HFC-23破壊技術の開発」（1998～2001年）では、冷媒やフッ素
樹脂原料として使用されるHCFC-22の製造時に副生するFHC-23を破
壊し、無害化してフッ化カルシウムとして回収する技術開発を
行った。代替物質の開発に
ついては 「新規冷媒等研ついては、「新規冷媒等研
究開発」（1994～2001年）
等、冷媒、洗浄剤、発泡剤
と、半導体のCVDクリーニン
グガスを対象として、環境
負荷の小さい新規フロン代
替物質 開発を行 た替物質の開発を行った。
また、ノンフロン化技術で
は、「ノンフロン型省エネ冷凍空調システム開発」（2005～2009
年）により、温暖化効果も小さい非フロン物質を冷媒に適用した、
安全性・快適性にも優れた冷凍空調機器・システムの改良、開発
を行った。 なお、いわゆる自然物質の安全性や、省エネ性能の

まとめ

を行った。 なお、いわゆる自然物質の安全性や、省 ネ性能の
限界が判明してきている一方で、オゾン層を破壊せず、GWPの低い
フッ素化合物の開発が進められており、ノンフロンというよりは
低GWPの観点からの対象物質の拡大が、各分野における早期の実用
化のためには必要になっている。

ポスト京都に向けた地球温暖化対策について、2009年の気候変動枠
組条約第15回締約国会議（COP15）で国際的な議論が開始されたところ

である。今後、対象となる温室効果ガスの追加や更なる削減要求が想定
されることから、なお一層のフロン排出削減対策に関する技術開発が必
要である。 51



技術マップ（抜粋） 技術ロ ドマップ(抜粋）

脱フロン対策分野
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7分　野 用　途 技術分類 詳細技術

二次冷却回路を用いたコンビニ向け冷凍・冷蔵・空調シス
テム開発

技術開発課題

技術マップ（抜粋） 技術ロードマップ(抜粋）

住宅用マルチ空調機に係る技術開発

二次冷却回路を用いたビル用マルチ空調機開発

冷暖房同時運転ビル用マルチ空調機の開発
業務用冷凍空調機器

技術開発課題

産業分野、機器別の技術課題

製品・サービス、事業の提供開始

期間設定が難しい技術開発課題

混合冷媒を用いた食品工場やスーパーマーケット向け冷
凍・冷蔵・空調システム開発

チリングユニットの開発

二次冷却回路を用いたプレハブ冷凍庫用冷凍システム開
発

冷凍空
調機器
に係る

冷凍冷
蔵・空調
機器

業務用冷凍空調機器
及び家庭用空調機器
に自然系冷媒を使用
した製品の開発

二次冷却回路を用いた業務用空調・給湯システム開発

冷凍ショーケース向けシステム開発

エンジン廃熱を活用するノンフロン型カーエアコンシステ
ム開発

事項
機器

運輸機器に自然系冷
媒や低GWP冷媒等の 開発

低GWP冷媒を使用したカーエアコンの研究

低GWP冷媒を使用した省エネ空調機の研究

低GWP冷媒を使用したルームエアコンの研究

媒や低GWP冷媒等の
技術を使用した製品
の開発

業務用冷凍空調機器
及び家庭用空調機器
に低GWP冷媒を使用
した製品の開発

次世代断熱発泡剤の開発

非フロン系発泡剤を使用した断熱材の熱伝導率経時低
下の抑制に係る研究

硬質ウレタンフォーム

発泡・断
熱材に
係る事

断熱材

硬質ウレタンフォーム
工場発泡品によるフ
ロン系発泡剤と同等
の断熱性能を確保し
た製品の開発

製

硬質ウレタンフォ ム
現場発泡品によるフ
ロン系発泡剤と同等
の断熱性能を確保し
た製品の開発

非フロン系発泡剤使用に係る断熱性能向上技術開発

項
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３Ｒ分野

我が国の現状 我が国の技術開発の方向性

我が国は、従来の大量生産・大量消費・大量廃棄型の経済社会を改め、
環境と経済が統合された循環型経済システムの構築を目指している。目
標としては、2015年度までに資源生産性（＝ＧＤＰ／天然資源等投入量）
を約42万円／トン（2000年度 約28万円／トン）に増加させること、循環利
用率（＝循環利用量／（循環利用量＋天然資源等投入量））を約14～
15％（2000年度 約10％）に向上させること、及び 終処分量を約23百万

産業競争力、法規制や社会システムとの適合性、標準化等の社会的
要因を念頭に置きつつ、将来的な展望をも考慮に入れると、３Ｒ技術は
リサイクル中心の技術（下流対策）から、設計・製造段階から３Ｒを意識
したものづくり技術（上流対策）へ移行していくと考えられ、今後次のよう
な技術が重要となる。
○「 終処分量削減」

＜循環利用率 （＝循環利用量／（循環利用量＋天然資源投入量）＞

1515％（2000年度 約10％）に向上させること、及び 終処分量を約23百万
トン（2000年度 約56百万トン）に減少させるということであり、現在着実に
実施している。しかし循環型経済社会システムの構築には、更なる 終
処分量の削減と資源の有効利用が必要であり、それらの実現には未だ
多数の社会的、技術的課題が残されている。

社会的課題としては、３Ｒに関する法規の整備を更に充実させていくこと、
及び３Ｒ技術や３Ｒ製品が普及しやすい環境を整えるための標準化等の

○「 終処分量削減」
近年 終処分場が

逼迫しているため、
短期的にはリサイク
ル技術が、中長期
的には廃棄物発生量
の少ない上流プロセス

（2005年度）
12.2%

（2015年度）
目標14～15%

循
環

利
用

率
（
%

）

5

10

及び３Ｒ技術や３Ｒ製品が普及しやすい環境を整えるための標準化等の
施策を更に展開していくこと、が挙げられる。また技術的課題としては、現
在、使用済み
製品等の再生
利用（リサイク
ル）中心の技

の少ない上流プロセス
技術が必要となる。
○「金属資源３Ｒ」

我が国の産業基盤を支える金属資源の安定供給確保に資する３Ｒ技
術開発は重要な課題である。この課題を解決すべく、短期的には金属
資源の分離・回収技術が、中長期的には不純物除去技術、希少金属

`80 `85 `90 `95 `00 `05 `10 `15
0

術が主となっ
ていることが
挙げられる。

回収技術代替技術等が必要となる。
○「建築ストック（建築廃棄物）」

建築・土木構造物は、潜在的な廃棄物発生量が多く、かつ今後大量
の廃棄物の発生が見込まれる。そのため、短期的には建築・土木構造
物の長寿命化、中長期的には建築・土木物の高強度高性能技術が必
要となる

海外 取組

要となる。
○「３Rエコデザイン・再生生産技術」

循環型経済社会の形成に向けて、ライフサイクル全体を考慮した、上
流対策に資する技術開発は重要である。短期的にはライフサイクル評
価技術等が必要となり、中長期的にはライフサイクル設計技術、再生生
産技術等が必要となる。

循環型社会

海外の取組

まとめ

我が国は、従来の大量生産・大量消費・大量廃棄型の経済社会を改め、
環境と経済が統合された循環型経済システムの構築を目指している。具
体的な３R技術としては、 「 終処分量削減」、 「金属資源３Ｒ」、 「建築

築 デザ が げ

世界で も３Ｒに力点を置いているＥＵでは、WEEE、RoHS、EuP等の
法規制が発せられた。製品の有害物質規制、３Ｒ促進に係るもので、グ
ローバルに国際循環している製品にとっては、より踏み込んだものと言
える。ＥＵ以外のOECD諸国でも、３Ｒ関連の法規が整備されつつあり、

ストック（建築廃棄物）」、 「３Rエコデザイン・再生生産技術」等が挙げら
れる。また、技術以外にも、３Ｒ技術や３Ｒ製品が普及しやすい環境を整
えるための標準化等の施策を展開することも重要である。以上の取り組
みによって、３Ｒ技術は今後、リサイクル中心の技術から、設計・製造段
階から３Ｒを意識した物作り技術へ移行して行くものと考えられる。

る。 以外 諸国 も、 関連 法規 整備され あり、
中国においては2007年から中国版RoHS法が施行され、2011年から中
国版WEEE法が施行される予定であり、また韓国でも韓国版RoHSが
2008年に施行され、着々とアジアの3R法も整備されているところであ
る。
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技術マップ（抜粋） 技術ロードマップ(抜粋）

３Ｒ分野
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化学物質総合評価管理分野

我が国の現状

「持続可能な開発に関する世界首脳会議」（WSSD 2002年開催）にお
一方で、化学物質のリスクを管理するための方法として不可欠なのが、

「持続可能な開発に関する世界首脳会議」（WSSD、2002年開催）にお
いて、「予防的取組み方法に留意しつつ透明性のある科学的根拠に基づ
くリスク評価手順とリスク管理手順を用いて、化学物質が、人の健康と
環境にもたらす著しい悪影響を 小化する方法で使用、生産されること
を2020年までに達成する」との首脳レベルでの長期的な化学物質管理に
関する国際合意（WSSD目標）がなされた。また、これを具体化するため

行動指針とし 「国際的な化学物質管理 ため 戦略的 プ

化学物質のリスクを削減する技術であり、工場から排出される段階での
回収・分解、有害性の高い物質を用いないプロセスへの転換、又はより
リスクの低い物質への代替転換といったものがある。また、過去に環境
中に排出された化学物質の回収・無害化といった技術もリスク削減技術
として位置付けられている。短期的には、排気施設や排水施設等の 終
段階で有害性の高い物質を回収、分解する技術や土壌等の環境中に存在

の行動指針として、「国際的な化学物質管理のための戦略的アプロー
チ」（SAICM、2006年）が取りまとめられた。

我が国としても、まずは、WSSD目標の達成のため、SAICMを参照しつつ、
リスク評価・管理及びリスク削減に用いられる技術の研究開発に取り組
むことが期待されている。

段階で有害性の高い物質を回収、分解する技術や土壌等の環境中に存在
する有害化学物質を効率的かつ安価に処理する技術の開発が求められ、
より長期的には、製造・使用段階においてリスクの少ない化学物質への
代替化技術等が中心となっていくべきである。さらに、リスク評価・管
理に係る手法の確立とともに、リスク削減技術の先駆的な開発によって
産業の競争力向上が図られ、また、リスク削減に関する情報を広く公
開 発信することにより 化学物質のリスクに対する国民の理解が得ら海外の取組

経済協力開発機構（OECD）では、「実験動物の保護を念頭に置きつつ、
化学物質の試験評価のための質の高い手段の提供」や「化学物質の管理
における効率性と有効性の向上」等を目的とした｢環境健康安全プログラ
ム｣を推進しており、有害性評価のテストガイドライン策定や高生産量化
学物質の有害性の初期評価を行うためのデ タ収集などを行 ている

開・発信することにより、化学物質のリスクに対する国民の理解が得ら
れることが求められている。

我が国の技術開発の方向性

リスク評価については、有害性や暴露量の情報がある物質はリスク評
価が可能であるが、これらの情報が不足している異なる物質間のリスク

学物質の有害性の初期評価を行うためのデータ収集などを行っている。

比較は困難な状況にあり、不足するデータを類推し、リスクを比較する
手法の開発が必要とされている。また、リスク評価を実施する上で必要
となる有害性評価についても、膨大な数の化学物質について信頼できる
データを充足するために、すべての物質に時間と費用をかけ動物実験に
よる有害性評価を行うことは現実的ではない。そのため、動物試験によ
らない 遺伝子組換え技術や遺伝子発現解析技術を活用した有害性評価

まとめ

これらの化学物質総合評価管理の技術開発によって、産業界にとって

らない、遺伝子組換え技術や遺伝子発現解析技術を活用した有害性評価
手法、化学物質の構造情報等から計算機を用いて有害性を予測評価する
手法等の開発が求められている。さらに、科学的に未解明なため有害性
の不安が生じている工業用ナノ粒子について、リスク評価技術を開発し、
リスク管理を行う体制を整備する必要がある。これらは、比較的緊急性
の高い課題である。より長期的な視点に立てば、種差や個人差、複合暴
露（複数 物質 同時暴露） 影響を定量的に評価 きる高精度な有害 は、リスク管理の必要な物質、用途やライフステージが明確となり、的

確なリスク削減技術の開発が行え、国際競争力を強化していくことがで
きる。国民にとっても、化学物質の便益を享受しつつリスクが抑えられ、
また、リスクの情報が分かることから、安全・安心な生活が実現される。

露（複数の物質の同時暴露）の影響を定量的に評価できる高精度な有害
性評価技術、実環境中でのモニタリングとそれをフィードバックして高
精度化した暴露推定モデルや、毒性パスウェイ（経路）やメカニズムに
基づき有害性を予測するリクス評価体系が必要とされている。
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化学物質総合評価管理（リスク評価管理分野）

技術マップ（抜粋） 技術ロードマップ(抜粋）技術マップ（抜粋） 技術ロ ドマップ(抜粋）

リスク管理・評価 暴露評価 有害性評価 56



化学物質総合評価管理（リスク削減分野）

技術マップ（抜粋） 技術ロードマップ(抜粋）技術マップ（抜粋） 技術ロードマップ(抜粋）
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６ エネルギ６．エネルギー
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わが国の現状 我が国の技術開発の方向性

エネルギー分野 Ⅰ．総合エネルギー効率の向上

わが国の現状

わが国では、1973年のオイルショックを契機として、官民をあげ
て省エネ対策に取り組み、産業構造の転換や新たな省エネ技術の導
入、民生機器の効率改善等により、GDP当たりの1次エネルギーを削
減してきた（左図）。現在では、GDP当たりの1次エネルギー供給量
は EUや米国の半分 韓国などの1/3 中国やインドの1/9と世界で

我が国の技術開発の方向性

産業部門では、製造プロセスの高効率化をより一層進めるた
め、産業間の連携によるエネルギー有効利用や物質とエネルギー
の併産（コプロダクション）、蒸気利用の高効率化、高性能工業
炉の開発、製造プロセスで生成する未利用エネルギーを活用する

は、EUや米国の半分、韓国などの1/3、中国やインドの1/9と世界で
も低い水準にある。

「新・国家エネルギー戦略」では、今後とも総合エネルギー効率の
改善に取り組み、2030年までにGDPあたりの1次エネルギー供給を、
2003年度比、約30％向上させるとの目標を設定した（右図）。
この目標を実現するためには、産業部門はもとより、運輸や民生

製
技術開発など、引き続き様々な取り組みを推進する必要がある。
運輸部門では、自動車単体の燃費改善に加え、人・物資の効率

的な輸送インフラの開発・整備が重要となる。

例えば、自動車分野では、
プローブカーを利用した動

なども含めた全部門において、総合エネルギー効率の向上に資する
技術開発とその成果の導入を促進することが必要である。
既に、省エネルギー技術戦略の下、様々な分野での省エネ技術の

研究開発、分野毎に省エネ性能や取組状況を評価する基準の設定、
初期需要の創出に向けた試みなどが行われている。

実質ＧＤＰ当たりの1次エネルギ 供給 ＜ネット・ゼロ・エネルギー・ビルディングの概念＞

的経路誘導システムなど、
ITS（高速道路交通システ

ム）の高度化研究が必要で
ある。また、鉄道などへの
モーダルシフトを推進する
ためのLRV（ライトレー実質ＧＤＰ当たりの1次エネルギー供給
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ルビーグル）やハイブリッド車両の開発、軽量・低空力抵抗車両の開
発なども重要である。

民生部門では、グリーンITやヒートポンプの普及などがエネルギー
利用効率向上の鍵となる。LED照明、ヒートポンプ空調などの各種省

エネ製品群の開発と普及 これら製品群を含めた家屋・ビルのエネ
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エネ製品群の開発と普及、これら製品群を含めた家屋・ビルのエネ
ルギーマネージメントを可能とするITインフラ（HEMS,BEMS）の整備、
正味のエネルギー消費をゼロに近づけるZEB（ネット・ゼロ・エネル
ギー・ビル）などの実現も期待されている（上図）。
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まとめ

わが国は、エネルギー資源のほとんどを海外からの輸入に頼っ
ている。オイルショックを契機に、わが国の省エネ技術は世界
先端の水準に至った。今後も、産業、民生、運輸のあらゆるセク
ターで更なる省エネ技術開発と普及を進め、国内の省エネルギー
化に資するとともに、わが国が強みを持つ技術を世界に広げるこ

米国は、2009年2月、2050年までにGHG排出量を1990年比で80％削
減するという長期目標を定めた。この政策の一環として、省エネ製
品への各種優遇措置、規制など、多くの個別政策を設けている。
欧州議会は2008年12月にエネルギー・気候変動政策パッケージを

採択した。このパッケージの中で、2020年までに、1990年比でエネ
ルギ 効率を20％向上という具体的な目標が提示された 化に資するとともに、わが国が強みを持つ技術を世界に広げるこ

とで、世界的なエネルギー問題・環境問題への解決に寄与するこ
とが期待されている。

ルギー効率を20％向上という具体的な目標が提示された。
中国では、2006 年の全人代で2011 年までに中国のGDP 当たりの

エネルギー消費原単位を20%改善するという目標を設定し、老朽化し
た中小プラントの強制的な淘汰並びに産業の大規模化、集約化を進
めている。 59



エネルギー分野 Ⅰ．総合エネルギー効率の向上

技術マップ（抜粋） 技術ロードマップ(抜粋）技術マップ（抜粋） 技術ロードマップ(抜粋）

総合エネルギー効率の向上技術マップ（抜粋）
実用化シナリオ

研究開発シナリオ

2010 2015 2020 2025 2030

HEMS、BEMS等建物単位でのマネジメント技術開発
蓄熱材の開発

「総合エネルギー効率の向上」に寄与する技術の技術ロードマップ－時空を超えたエネルギー利用技術

熱輸送システムの開発
地域マネジメントシステムの開発

政策目標 中分類 エネルギー技術 個別技術(政策目標への寄与が大と思われるもの抜粋）

省エネ型産業プロセス 次世代コークス製造技術、製鉄プロセス、石油精製プロセス、
石油化学プロセス、セメントプロセス、非鉄金属プロセス、化学
素材プロセス、ガラス製造プロセス、蒸気生成ヒートポンプ

総合エネ
ルギー効
率の向上

超燃焼シス
テム技術

HEMS
(Home 
Energy
Management
System)

BEMS
(Building

ネットワーク連携制御 最適制御・設計技術 デジタル情報機器相互運用基盤開発
家電制御標準化

需要/供給計測予測技術
高度情報化対応技術

（デジタル制御電源技術）

エネルギー貯蔵技術

デジタル情報機器相互運用基盤開発
省電力電源モジュール 家庭内センサネットワーク

マクロセンシング
再生可能エネルギー連携 エネルギー（電気・熱）貯蔵装置連携

エネルギー需給分析/予測技術 DC給電等の省エネ技術

省ｴﾈ協調制御（生活行動予測技術）

統合化･フレキシブルBEMS
高効率化・省電力化BEMS

超省エネ型次世代BEMS

高効率工業炉・ボイラー
コプロダクション コプロダクション

産業間連携 産業間エネルギー連携

コンビナート高密度統合
化技術

コンビナート高度統合化技術

高効率発電機
バイオ利活用技術
水素利用 (Building 

Energy
Management
System)

地域エネ
ルギー
マネジメン
ト

ネットワーク連携制御 コミッショニング支援システム（BEMS)

需要/供給計測予測技術
最適制御・設計技術 コンシューマーズビヘイビア

エネルギー貯蔵技術 DC給電等の省エネ技術

（環境性認識行動）

需要システム技術

TEMS（Town Enegy Management System）

環境調和型コンパクトシティ
LEN（Local Energy Network）

CEMS（Cluster Energy Management System）

HEMS・BEMS協調制御技術

エネルギー貯蔵技術 分散型／再生可能エネルギーの面的利用

HEMS/BEMS及び地域熱電供給などとの有機的連携技術

水素利用
高効率天然ガス発電 高温ガスタービン、燃料電池／ガスタービン複合発電

LPガス利用技術
石炭火力発電 先進超々臨界火力発電（A-USC)、石炭ガス化複合発電

（IGCC)、石炭ガス化燃料電池複合発電（IGFC)

高効率コジェネ ガス・石油エンジンコジェネ、ガスタービンコジェネ、燃料電池
コジェネ

エネルギーマネージメン
ト

HEMS（Home Energy Management System)、BEMS（Building
Energy Management System)、地域エネルギーマネージメン

時空を越え
たエネル

ギー利用技
術

実用化シナリオ
より一層の省エネ技術開発、普及 ZEB化の実現

「総合エネルギー効率の向上」に寄与する技術の技術ロードマップ－省エネ型情報生活空間創生技術

実用化シナリオ
より一層の省エネ技術開発、普及 ZEB化の実現

「総合エネルギー効率の向上」に寄与する技術の技術ロードマップ－省エネ型情報生活空間創生技術

ト
自立分散型の地域ｴﾈﾙｷﾞｰ需給・系統との協調

HEMS/BEMS協調制御技術

DC給電等の省エネ技術

ト

高効率送電 超電導高効率送電、大容量送電

未利用エネルギー
燃料電池 溶融炭酸塩形燃料電池(MCFC)、固体酸化物形燃料電池

(SOFC)、固体高分子形燃料電池(PEFC)

新電力供給システム
電力貯蔵 リチウムイオン電池、キャパシタ
熱輸送

研究開発シナリオ

2010 2015 2020 2025 2030

高断熱・遮熱
住宅・ビル

熱損失係数1.6 W/m2・K (欧米並）

調光ガラス マルチセラミック膜断熱材料技術
断熱壁・窓の簡易施工、使いこなし技術（構造・設計・施工）

低真空断熱技術
外部可動日射制御システムの開発

相当隙間面積（C値）2-5 cm2/m2

研究開発シナリオ

2010 2015 2020 2025 2030

高断熱・遮熱
住宅・ビル

熱損失係数1.6 W/m2・K (欧米並）

調光ガラス マルチセラミック膜断熱材料技術
断熱壁・窓の簡易施工、使いこなし技術（構造・設計・施工）

低真空断熱技術
外部可動日射制御システムの開発

相当隙間面積（C値）2-5 cm2/m2

熱輸送
蓄熱
省エネ住宅・ビル 高断熱・遮熱住宅・ビル、高気密住宅・ビル

高効率空調 高効率ヒートポンプ、超高性能ヒートポンプ

高効率給湯器 高効率ヒートポンプ給湯器
高効率暖房機器
高効率厨房機器
高効率照明 高効率照明、次世代照明

省エネ型家電・業務機器 高効率ディスプレイ、有機ELディスプレイ、省エネ型情報機

省エネ型情
報生活空間
創生技術

高効率
ヒートポンプ

室内空気質改善技術、揮発性有機化合物（VOC）吸着建材・センサ

潜熱・顕熱分離空調（HPデシカント）

自然エネルギーとのハイブリッド利用、電源レスGHP

高効率空調制御技術利用

高気密
住宅・ビル

地中熱源ヒートポンプ

エンジン排熱の冷凍サイクル利用、自動協調空調制御（人感センサー等）

高効率
ヒートポンプ

室内空気質改善技術、揮発性有機化合物（VOC）吸着建材・センサ

潜熱・顕熱分離空調（HPデシカント）

自然エネルギーとのハイブリッド利用、電源レスGHP

高効率空調制御技術利用

高気密
住宅・ビル

地中熱源ヒートポンプ

エンジン排熱の冷凍サイクル利用、自動協調空調制御（人感センサー等）

器・システム、大容量高速ネットワーク通信・光ネットワーク通
先進交通システム 高度道路交通システム（ITS)、モーダルシフト

高効率内燃機関自動車 ディーゼル自動車、ハイブリッド自動車

クリーンエネルギー自動 プラグインハイブリッド自動車、電気自動車、燃料電池自動車
高性能鉄道
高性能船舶
高性能航空機
石油精製技術
高性能デバイス SiCデバイス 窒化物デバイス（G N AlN) ダイヤモンドデバイ

先進交通社
会確立技術

次世代省エ

注）本編の技術マップはツリー形式である。総合エネルギー効率向上に資する個別技術のう
ち、住宅・ビルなど、社会に身近な技術（太字、下線）に関連する個別技術の技術ロードマッ
プ（解説書掲載版）の一部を例として示す。

超高性能
ヒートポンプ

膨張動力回収システム、水冷媒冷凍機、井戸循環型HP汎用ダブルバンドルHP

ケミカルHP ハイドレート冷凍機

トライバンドルHP

水冷媒HP

自己昇温型ケミカルHP

自動協調空調制御（人感センサー等）、河川熱利用 都市排熱利用

高効率空調制御技術利用
機器効率（現状比）1.5倍

コスト（現状比）3/4倍

高性能圧縮式HP超高性能
ヒートポンプ

膨張動力回収システム、水冷媒冷凍機、井戸循環型HP汎用ダブルバンドルHP

ケミカルHP ハイドレート冷凍機

トライバンドルHP

水冷媒HP

自己昇温型ケミカルHP

自動協調空調制御（人感センサー等）、河川熱利用 都市排熱利用

高効率空調制御技術利用
機器効率（現状比）1.5倍

コスト（現状比）3/4倍

高性能圧縮式HP

高性能デバイス SiCデバイス、窒化物デバイス（GaN,AlN)、ダイヤモンドデバイ
ス

高性能パワエレ 高効率インバータ

次世代省エ
ネデバイス

技術
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エネルギー分野 Ⅱ．運輸部門の燃料多様化

わが国の現状 我が国の技術開発の方向性わが国の現状

元来、自動車、鉄道、航空機、船舶など、運輸部門のエネルギー
は、高エネルギー密度でありかつ操作が容易なエネルギー源である、
化石燃料に依存する割合が極めて高い。
実際、わが国の運輸部門における各種1次エネルギー依存度の推移

から見ても明らかなように 特に近年の運輸部門向け1次エネルギ

我が国の技術開発の方向性

バイオマスからの液体燃料製造については、セルロース系エタ
ノールなどの技術開発、廃食用油等を原料としたバイオディーゼ
ル製造など、食料と競合しないバイオ燃料の開発と普及が重要で
ある。また、天然ガス・石炭などからの液体燃料製造：石油以外

から見ても明らかなように、特に近年の運輸部門向け1次エネルギー
は、ガソリンと軽油・重油等の化石燃料を合わせて前エネルギー供
給の98%を占めるに至っている（左図）。
「新・国家エネルギー戦略」では、この化石燃料起源のエネルギー
のみに依存する構造を打破すべく、2030年に向け、運輸部門の石油
依存度が80％程度となることを目指すという目標を設定した（右

製
の天然資源から液体燃料を合成する研究開発も重要である。
プラグインハイブリッド自動車（PHV)、電気自動車（EV：下図）
は、少なくとも部分的に電気をエネルギー源とすることから、運

輸部門の化石燃料依存を
脱却するための重要技術で
ある図）。この目標は、過去30年の1次エネルギー依存度の推移から見る

と極めて野心的であるが、着実な燃費改善技術、バイオマス起源の
燃料の実用化に加え、ハイブリッド自動車や電気自動車、燃料電池
自動車などが実用化段階～近未来の実用化を控えていることから、
達成不可能な目標ではない。わが国は、各種税制優遇措置などもあ
り、クリーン自動車の開発・普及ともに世界 先端を走っている。

ある。

現時点で、実用レベルの
PHVやＥＶが上市されつつ

あるが、本格的に普及させ
るためには、より高性能な2
次電池の開発が不可欠で ＜実用レベルの電気自動車の例＞り、クリ ン自動車の開発 普及ともに世界 先端を走っている。

運輸部門のエネルギー依存度推移
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運輸部門の石油依存度

次電池の開発が不可欠で

ある。また、二次電池を充電するためのインフラ整備も必須である。

燃料電池自動車用の燃料電池としては固体高分子形燃料電池
（PEFC)が有望視されているが、現時点での一番の技術課題は、コスト

低減である。また、燃料である水素を車両に充填するためには専用の
が必 な 水素 整備技術をど

＜実用レベルの電気自動車の例＞

海外の取組 まとめ

0

10

20

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000

年度

石炭 ガソリン 経由・重油・ジェット燃料等 LPガス 電力

0

10

20

30石

1973年度 2003年度 2030年度目標

年度

＜運輸部門における各種1次エネルギー依存度＞

ステーションが必要となることから、水素ステーションの整備技術をどの
ように整備するかも重要である。

＜運輸部門における石油依存度目標＞

我が国の合成燃料製造技術は、世界的に見ても高いレベルを維持
している。また、ハイブリッド自動車や電気自動車、燃料電池自動
車の開発では世界トップクラスの技術を維持している。これらの技
術とともに、エネルギー供給インフラでも早期に世界標準を確立す
ることで、世界の運輸部門の燃料多様化に資することが期待され

ブラジルで、古くからバイオマスエタノール自動車が実用化され、
普及している。米国では2007 年の大統領施政方針演説において、今後
10 年でガソリン消費を20%削減するという目標が設定された。この流
れに沿って、燃費基準の設定や、トウモロコシ起源のバイオマスエタ
ノールに関する取組が進んだ。バイオマスエタノールについては食料
との競合が問題となり 現在では 非食料起源のバイオマスエタノー ることで、世界の運輸部門の燃料多様化に資することが期待され

る。
との競合が問題となり、現在では、非食料起源のバイオマスエタノー
ルの開発が進められている。
欧州では、乗用車（新車）のCO2排出量に関する規則が2009年に施行

され、自動車会社は、EU内の新車乗用車の平均CO2排出量を2012年まで
に120g／km以下としなければならなくなった（罰則規定あり）。 61



エネルギー分野 Ⅱ．運輸部門の燃料多様化

技術マップ（抜粋） 「運輸部門の燃料多様化」に寄与する技術の技術ロードマップ－燃料電池自動車／水素関連技術技術マップ（抜粋）
運輸部門の燃料多様化技術マップ（抜粋） 実用化シナリオ

研究開発シナリオ

2015 2020 2030

運輸部門の燃料多様化」に寄与する技術の技術ロ ドマップ 燃料電池自動車／水素関連技術

現在
（2009年度末）

2015年頃
初期導入

2020年頃
普及初期

耐久性

車両効率

● 5000時間

● 60％（51％)以上

●2000時間

●55～60％（45～51％）

● 5000時間

● 60％（51％)以上 ＊車両効率はLHVであり、
( ）内に参考として
HHVの値を記載

現在

● 5000時間以上

● 60％（51％)以上

2030年頃
本格普及期

作動温度 ● -30～ 90-100℃●-30～80℃ ● -30～100℃ ● -30～ 100-120℃

（注）各技術の目標値については調整中につき暫定値

政策目標 中分類 エネルギー技術 個別技術(政策目標への寄与が大と思われるもの抜粋）

バイオマス由
来燃料

バイオマス燃料製造 セルロース系のエタノール化(資源作物・木質・草木等）、
ディーゼル用バイオ燃料

天然ガス利用技術 天然ガス液体燃料化技術（GTL等）

運輸部門
の燃料多

様化
GTL等の合
成液体燃料

燃料電池
自動車

スタックの軽量化・コンパクト化・高

出力化等の高性能化が進展

低温始動性の向上（-30℃始動の技術確

立）

航続距離の向上（830km/70MPa、

620km/35MPaタンク、10・15ﾓｰﾄﾞ）

反応・劣化機構解明、各種基礎解析

・評価手法の進展

出力密度向上によるセル枚数
部材使用量の低減

貴金属コスト低減（使用量低減、プロセスコスト低減）
・使用量1g/kW ・使用量＜1g/kW ・白金代替触媒実用化

ＭＥＡ・スタックの高性能・高耐久化
・作動温度-30～100℃、30%RH ・ 作動温度-30～100℃、30%RH ・作動温度-40～120℃、加湿器レス
・作動圧力1.2atm、水素ストイキ1,1 ・作動圧力＜1.2atm、水素ストイキ＜1.1 ・大気圧作動、水素循環無し

システムコスト低減
・周辺機器、システムの 適化 ・周辺機器の簡素化 ・システム大幅簡素化

（空気供給系、冷却系の簡素化、等） （加湿器、水素循環レス、等）

量産技術確立によるコスト低減

石炭利用
クリーンエネルギー自動
車

燃料電池自動車

燃料電池 固体高分子形燃料電池(PEFC)

水素製造 固体高分子水電解、アルカリ水電解

水素輸送・供給 圧縮水素輸送・供給、液体水素輸送・供給、水素ガス供給ス
タンド安全対策技術

水素貯蔵 無機系・合金系水素貯蔵材料、水素貯蔵容器

成液体燃料

燃料電池自
動車・水素関

連技術

水素貯蔵
● 7.5Wt%/120L●5ｗｔ％/156L ● 9ｗｔ％/115L?

水素貯蔵容器

・部材使用量の低減 ・スタック量産技術確立 ・スタック部材大量生産技術確立

● 10ｗｔ％以上/110L?

圧縮水素容器

液体水素容器

水素貯蔵材料容器

●最適設計/炭素繊維の低コスト化・ﾘｻｲｸﾙ技術
安全性確保/水素脆化対策材料/容器付属品

●9wt％ BOG 1-2％ 開始時間100h
（ボイルオフ対応技術、大型車両用容器の開発）

●3Wt%
（低コスト、高耐久性、熱交換機の軽量・高性能化、

合金飛散防止・振動対策・安全技術）

●最適設計によるライナー、CFRPの薄肉化
量産による低コスト化

●17wt％ BOG 0.5-1％ 開始時間200h
（ボイルオフ対応技術の高度化）

●4Wt%
（安全性、信頼性向上/容器、熱交換器の軽量化

・コンパクト化、例示表示基準検討）

水素貯蔵 無機系 合金系水素貯蔵材料、水素貯蔵容器

高度石油利用技術
クリーンエネルギー自動
車

プラグインハイブリッド自動車、電気自動車

電力貯蔵 ニッケル水素電池、リチウムイオン電池

先進交通システム
高効率内燃機関自動車 ディーゼル自動車

高性能鉄道 高性能鉄道

高性能船舶

電気自動車･
電力貯蔵

その他・共通
技術

注）本編の技術マップはツリー形式である。運輸部門の燃料多様化技術の代表である、バイ
オマス、燃料電池、電気自動車・電力貯蔵より、それぞれ個別技術の一部を抽出し（太字、
下線）、技術ロードマップ（解説書掲載版）を例として示す。なお、技術ロードマップに記載さ
れた項目は、これら個別技術を構成する要素についての記載となっている場合がある。

実用化シナリオ 第１段階

バッテリー技術の進展

インフラの整備

第２段階

車種の拡大・多様化

バッテリー技術の進展

インフラの整備

「運輸部門の燃料多様化」に寄与する技術の技術ロードマップ－電気自動車・電力貯蔵技術

高性能船舶
高性能航空機
重質原油利用技術
高度石油利用技術 自動車用新燃料利用技術

技術ロードマップ(抜粋）

「運輸部門の燃料多様化」に寄与する技術の技術ロードマップ－バイオ燃料製造技術

実用化シナリオ

研究開発シナリオ

2010 2015 2020 2025 2030

第1段階

従来技術を活用した低コストバイオ燃料製造

第2段階

先進技術・先進ケミカルプロセスを駆使した燃料製造

研究開発シナリオ

2010 2015 2020 2025 20302010 2015 2020 2025 2030

インフラの整備

エネルギー密度 100Wh/kg
出力密度 1000W/kg
コスト 約10万円/kWh

エネルギー密度 150Wh/kg
出力密度 1200W/kg
コスト 約3万円/kWh

エネルギー密度 250Wh/kg
出力密度 1500W/kg
コスト 約2万円/kWh

エネルギー密度 500Wh/kg
出力密度 1000W/kg
コスト 約1万円/kWh

エネルギー密度 70Wh/kg
出力密度 2000W/kg

エネルギー密度 100Wh/kg
出力密度 2000W/kg

エネルギー密度 200Wh/kg
出力密度 2500W/kg

バッテリー
エネルギー密度
重視型
（本格EV用）

（次世代HEV)

セルロース系
のエタノール化

糖化プロセス効率化
C5糖のエタノール変換効率向上
リグニン等バイプロの有効利用
収集運搬効率化・低コスト化

ｴﾈﾙｷﾞｰ回収効率向上
蒸留・脱水工程の省エネ
廃液処理技術
未利用木質資源の利用

バイオマス熱分解液化燃料製造技術
大規模エタノール製造技術
製造コスト低減

糖分解酵素の開発

ETBE導入 100円/L（木質・林地残材等から）
40円/L（資源作物等から）

バイオ燃料（エタノール）精製処理技術

酵母機能改変等によるバイオプロセス効率化

モーター

モーター効率向上

インホイールモーター

SRモーター

出力密度 2000W/kg
コスト 約10万円/kWh

出力密度 2000W/kg
コスト 約 3万円/kWh

出力密度 2500W/kg
コスト 約 2万円/kWh

（次世代HEV)

（電池種類） リチウムイオン二次電池（LIB) 先進LIB 革新LIB 革新的蓄電池（金属空気電池等）

インバータ設計技術の高度化 スイッチング用

バイオディー
ゼル用バイ
オ燃料

連続エステル化製造
高品質化・製造コスト削減
グリセリン等バイプロ有効利用
水素化バイオ軽油
自動車用バイオマス燃料利用技術
石油とバイオマス燃料の共利用技術
地産地消型BDF利用

低コストエネルギー資源作物 地産地消型BDF利用

藻類バイオディーゼル・ジェット燃料

バイオマス熱分解液化燃料製造技術

インバータ

インバータ設計技術の高度化
超低損失SiCスイッチング素子

低寄生インピーダンス
低熱抵抗 高電流密度
高温実装 高パワー密度化

スイッチング用
HFET低消費電力高周波デバイス
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エネルギー分野 Ⅲ．新エネルギーの開発・導入促進

わが国の現状 我が国の技術開発の方向性わが国の現状

1973年のオイルショック以後、わが国では、石油への過度の1次エ
ネルギー依存を無くすための様々な努力がなされ、1973年度時点で8
割弱であった石油への1次エネルギー依存度は、5割弱にまで低下し
た（左図）。しかしながら、諸外国と比較すると、わが国の石油依
存度は未だ高い水準にある

我が国の技術開発の方向性

太陽光発電についてはNEDOが開発目標（2025年までに変換効率
25%、2030年まで発電コスト7円/kWh）及び技術課題を示したロー
ドマップ（PV2030+）を策定しており、これに沿って、NEDOを中心
として、各種太陽電池の低コスト化、高効率化等を目指した技術

存度は未だ高い水準にある。
新国家エネルギー戦略では、2030年時点で1次エネルギー供給にお

ける石油依存度を、欧米並みの40%まで低減するという目標を設定し
た。
この目標実現のためには、バイオマス発電や太陽光発電、風力発

電など、新エネルギーの開発と普及が不可欠であるとの認識の下、

開発が進められている。
風力発電については、わが国は気象環境が欧州などに比べ厳し

いため、大型風車の実用化では少々出遅れたが、将来の中核とな

ることが期待される洋上風
力発電に関する技術開発で

経済産業省、NEDOでは、精力的な技術開発と各種補助制度による新
エネルギー普及を進めた。この結果、2003年度時点で1次エネルギー
供給比で1.8%程度であった新エネルギー導入量が2010年度時点で3%
程度にまで増加したが、ドイツなど新エネルギー先進国の水準には
到達していない。

は、欧米との乖離は大きく
ない。

欧州ではすでに洋上用とし
て 5,000kWクラスの風車も

登場しているが更なる大型
化 向けた具体的な研究1次エネルギー供給における石油依存度推移(%)
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1次エネルギー供給における石油依存度 ＜日本の大規模太陽光発電所の例＞
化へ向けた具体的な研究

開発課題として、高強度・軽量ブレードの開発、より高度な制御による
荷重低減化や発電出力予測、系統連系対策などに関する研究開発な
どがある。また、支持構造の開発や施工方法の 適化などの研究も
重要である。

海外の取組
まとめ
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1953 1957 1961 1965 1969 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005

年度

1
次
エ
ネ

0

10

20

30

1971-1975年度平均 2001-2005年度平均 2030年度目標

年度

＜わが国の1次エネルギーの石油依存度＞ ＜石油依存度低減目標＞

大気中へのCO2排出抑制に効果があるバイオマス発電についても、直
接燃焼や醗酵、微生物による水素製造など、様々な研究開発を進め
る必要がある。

我が国のエネルギー資源自給率は、食料などよりも遥かに低
い。太陽光発電や風力発電、バイオマス発電などの新エネル
ギーの開発と導入を積極的に進めることにより、わが国のエネ
ルギー自給率の向上に資することができる。また、これら自然
エネルギーの導入促進により 大気へのCO2排出の削減が大きく

2003年～2004年頃において、米国の石油依存度は41%、英国、ド
イツが36%、フランスが33%など、諸外国の石油依存度は元々わが
国に比べて低い。
米国では、エネルギー体外依存度の低減を目的に、代替燃料の

利用拡大や新エネルギーの開発を積極的に推進している。 エネルギーの導入促進により、大気へのCO2排出の削減が大きく
進展するとも期待されている。自然エネルギーの多くには、発
電電力の不安定性が付随する。系統連携技術に加え日本が得意
とする各種充電技術と合わせた技術開発を進めることが望まれ
る。

利用拡大や新エネルギ の開発を積極的に推進している。
欧州でも太陽光発電や風力発電に対する各種導入支援策によ

り、新エネルギーの導入が大きく進展した。特にドイツは、現在
では太陽光発電、風力発電ともに世界 大の導入国となってい
る。
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エネルギー分野 Ⅲ．新エネルギーの開発・導入促進

技術マップ（抜粋） 技術ロードマップ(抜粋）技術マップ（抜粋） 技術ロードマップ(抜粋）

新エネルギーの開発・導入促進技術マップ（抜粋） 「新エネルギーの開発・導入促進」に寄与する技術の技術ロードマップ－太陽光発電技術

実用化シナリオ

研究開発シナリオ

●発電コスト 14円／kWh
（太陽光発電共通目標） ●モジュール製造コスト：75円/W（2017年）

●モジュール製造コスト：50円/W

●モジュール変換効率：20%（2017年） ●モジュール変換効率：25%
（2025年）

第1段階グリッド・パリティ（住宅用系統連系
システムでの利用）

第2段階グリッド・パリティ（産業・運輸・
業務分野／蓄電機能付システムの住宅
利用）

第3段階グリッド・パリ
ティ（運輸･大規模発電
所･水素製造･蓄電機
能付での産業利用）

●発電コスト:7円／kWh
（2030年）

政策目標 中分類 エネルギー技術 個別技術(政策目標への寄与が大と思われるもの抜粋）

太陽光発電 結晶Si太陽電池、薄膜Si太陽電池、化合物結晶系太陽電池
（Ⅲ～Ⅴ族化合物系）、薄膜CIS化合物系太陽電池、有機系
材料太陽電池、太陽光発電システム技術

太陽・風力エ
ネルギー

新エネル
ギーの開
発・導入

促進
2010 2015 2020 2025 2030

●発電コスト:14円／kWh
（2020年）

モジュール変換効率

～16% 20% 25%

超薄型結晶Si太陽電池

結晶Si太陽電池

極薄スライス技術

100μm極薄基板

50μm極薄基板

高品質インゴット製造技術 長寿命モジュール
極薄基板型高効率セル製造技術

新材料開発

新構造技術

モジュール変換効率

～11% 14% 18%

ワイドギャップ新材料 多接合化技術

●モジ ル製造コスト 50円/W
（2025年）

（2030年）

太陽熱利用

風力発電 陸上風力発電、洋上風力発電

バイオマス燃料製造 バイオマス資源供給、セルロース系のエタノール化(資源作
物・木質・草木等）、ディーゼル用バイオ燃料、ガス化BTL製造

バイオマス・廃棄物エネ
ルギー利用

バイオマス･廃棄物ガス化発電

促進

バイオマス・
地熱・海洋エ
ネルギー等

薄膜Si太陽電池
セル製造プロセスの低コスト化
（大面積高速製膜技術）

界面制御技術

低コスト化対応セル構造技術

モジュール変換効率

～11% 18% 25%
CIS系太陽電池

ワイドギャップCIS系新材料
界面制御技術 低コスト・大面積セル製造プロセス技術

CISセル製造技術 大面積・高生産性セルプロセス 大面積・高効率セル構造（多接合）

ルギ 利用
バイオ利活用技術

地熱発電

海洋エネルギー利用

水力

未利用エネルギー

クリーンエネルギー自動
車

燃料電池自動車

燃料電池 体酸 物 燃料電池 体高分 燃料電池

燃料電池・水
素関連

「新エネルギーの開発・導入促進」に寄与する技術の技術ロードマップ－風力発電技術

実用化シナリオ

低風速対応 低騒音風力発電システムの導入陸上風車

「新エネルギーの開発・導入促進」に寄与する技術の技術ロードマップ－風力発電技術

実用化シナリオ

低風速対応 低騒音風力発電システムの導入陸上風車

モジュール変換効率

～8%（色素増感） 10% 15%
色素増感太陽電池・
有機薄膜太陽電池

大面積化
高効率化

高効率固体型色素増感太陽電池

新色素・高効率セル構造
多接合化技術 量子ナノ等新構造太陽電池

モジュール製造技術

燃料電池 固体酸化物形燃料電池(SOFC)、固体高分子形燃料電池
(PEFC)

水素製造 ガス化水素製造

水素輸送・供給供給 水素パイプライン

水素貯蔵

高効率天然ガス発電

水素利用
石炭利用

素関連

研究開発シナリオ

陸上風力発電

2010 2015 2020 2025 2030

低風速対応・低騒音風力発電システムの導入陸上風車

洋上風車

着床式洋上風力発電の導入

フローティング型洋上風力発電の導入

低風速対応・低騒音風力発電システム

大規模系統安定化技術

研究開発シナリオ

陸上風力発電

2010 2015 2020 2025 20302010 2015 2020 2025 2030

低風速対応・低騒音風力発電システムの導入陸上風車

洋上風車

着床式洋上風力発電の導入

フローティング型洋上風力発電の導入

低風速対応・低騒音風力発電システム

大規模系統安定化技術

石炭利用

高効率コジェネ

クリーンエネルギー自動
車

プラグインハイブリッド自動車

エネルギーマネージメン
ト

HEMS（Home Energy Management System)、BEMS（Building
Energy Management System)、地域エネルギーマネージメント

高効率送電

熱輸送

その他革新
利用

共通技術

寿命予測・評価方法の高精度化

輸送・建設技術の高度化

監視システム技術の高度化

制御システム技術の高度化

複合材料開発
量産化システム技術

着床型

複雑地形風モデルの開発

フローティング型

高精度発電量予測技術

蓄電池システムの高度化

基幹系統の分散型電源連系技術

大規模集中制御システム

セイリング型

落雷保護対策

寿命予測・評価方法の高精度化

輸送・建設技術の高度化

監視システム技術の高度化

制御システム技術の高度化

複合材料開発
量産化システム技術

着床型

複雑地形風モデルの開発

フローティング型

高精度発電量予測技術

蓄電池システムの高度化

基幹系統の分散型電源連系技術

大規模集中制御システム

セイリング型

落雷保護対策

熱輸送

蓄熱

高効率内燃機関自動車 ハイブリッド自動車

新電力供給システム 需要システム技術、配電系統の分散型電源連携技術、基幹
系統の分散型電源連携技術

電力貯蔵 リチウムイオン電池

新電力供給
システム・電

力貯蔵

注）本編の技術マップはツリー形式である。各種新エネルギー技術のうち、今後大規模な普
及が見込まれる太陽光発電並びに風力発電に関連する個別技術（太字、下線）に関する技
術ロードマップ（解説書掲載版）の一部を例として示す。

洋上風力発電

大型化・高信頼性化・低コスト化

洋上変電所

高信頼性・大型洋上風力発電システム

着床型

革新型風車技術（２枚翼高速回転風車）

基幹系統の分散型電源連系技術

大規模集中制御システム

フローティング型

寿命予測・評価方法の高精度化

監視システム技術の高度化

制御システム技術の高度化

セイリング型

大規模系統安定化技術
洋上風力発電

大型化・高信頼性化・低コスト化

洋上変電所

高信頼性・大型洋上風力発電システム

着床型

革新型風車技術（２枚翼高速回転風車）

基幹系統の分散型電源連系技術

大規模集中制御システム

フローティング型

寿命予測・評価方法の高精度化

監視システム技術の高度化

制御システム技術の高度化

セイリング型

大規模系統安定化技術
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わが国の現状 我が国の技術開発の方向性わが国の現状

わが国はエネルギー資源のほとんどを輸入に頼っている。原子力
発電を国内のエネルギーに含めた場合でもエネルギー自給率は18%程
度であり、仮に原子力を国産資源に含めない場合、エネルギー自給
率は僅か4%程度に過ぎず、残りのほとんどのエネルギーは化石燃料
資源として輸入されている

我が国の技術開発の方向性

資源探査に関して、我が国でも積極的な技術開発が行われてい
るものの、実績に優る欧米メジャーに優位性がある。しかしなが
ら、資源採掘時の環境維持技術、廃棄物抑制技術などに関して
は、日本にも充分な技術的な優位性がある。環境技術とセットに

資源として輸入されている。
このような状況にあるわが国にとって、石油資源の安定供給の確保
は国家安全保障に直結する課題であり、1973年のオイルショック以
後、自主開発原油の引取量を増やしてきた（左図）。
新国家エネルギー戦略では、2030年時点での原油の自主開発比率を
40%に拡大するという目標を設定した（右図）。

は、日本にも充分な技術的な優位性がある。環境技術とセットに
しての技術供与は、我が国の資源獲得能力の強化に資すると期待
される。
このような状況を踏まえ、石油製品等を効率的に製造するため

IGFCはIGCCに燃料電池(FC)
を組み合わせたトリプル複合
発電方式 IGCCに比べ更に

IGCCはガスタービン(GT)とST
の複合発電、微粉炭火力に比
べ高効率発電が可能 ガス

微粉炭火力は蒸気タービン（ST）のみで発電

する方式。現在の石炭火力の主流。蒸気の温
度・圧力条件を上げることで効率が向上 現在

石炭ガス化燃料電池

複合発電（IGFC）
石炭ガス化複合発電

（IGCC）
微粉炭火力

（PCF）

IGFCはIGCCに燃料電池(FC)
を組み合わせたトリプル複合
発電方式 IGCCに比べ更に

IGCCはガスタービン(GT)とST
の複合発電、微粉炭火力に比
べ高効率発電が可能 ガス

微粉炭火力は蒸気タービン（ST）のみで発電

する方式。現在の石炭火力の主流。蒸気の温
度・圧力条件を上げることで効率が向上 現在

石炭ガス化燃料電池

複合発電（IGFC）
石炭ガス化複合発電

（IGCC）
微粉炭火力

（PCF）

のコンビナート高度統合技術
や、石油・天然ガスの探鉱開
発 生産技術 供給安定性に

この目標を実現するためには、わが国企業による資源国における資
源開発等に対する支援等の施策を進める必要があり、資源獲得能力
の強化に資する先端的な技術開発を推進すること、化石燃料のク
リーンな利用のための技術開発を行うことが重要となる。
このため、資源国の需要が高くなると想定される石炭ガス化複合発
電や二酸化炭素貯蔵技術の開発が進められている

IGFC実用化の課題は、燃料
電池の大型化とIGFCシステム
としての検証。

石炭ガス化方式には酸素吹と
空気吹の２方式がある。空気
吹方式は日本で開発されてい
るもの。

耐高温高圧材料
（ニッケル合金）の開
発が大きな課題。

既存の 新技術。国
内に69基ある石炭火
力のうち、USCは21
基。（SC17基、SUB-
C29基 PFBC2基）

700℃級A-USC新火力（USC）

発電方式。 IGCCに比べ更に
高効率発電が実現できる。

べ高効率発電が可能。ガス
タービン入口ガス温度を上げ
ることで効率は向上する。

度・圧力条件を上げることで効率が向上。現在、
700℃級のA-USCの開発を実施中。

IGFC実用化の課題は、燃料
電池の大型化とIGFCシステム
としての検証。

石炭ガス化方式には酸素吹と
空気吹の２方式がある。空気
吹方式は日本で開発されてい
るもの。

耐高温高圧材料
（ニッケル合金）の開
発が大きな課題。

既存の 新技術。国
内に69基ある石炭火
力のうち、USCは21
基。（SC17基、SUB-
C29基 PFBC2基）

700℃級A-USC新火力（USC）

発電方式。 IGCCに比べ更に
高効率発電が実現できる。

べ高効率発電が可能。ガス
タービン入口ガス温度を上げ
ることで効率は向上する。

度・圧力条件を上げることで効率が向上。現在、
700℃級のA-USCの開発を実施中。

ボイラ 蒸気タービンボイラ 蒸気タービンボイラ 蒸気タービンボイラ 蒸気タービン ボイラ 蒸気タービンボイラ 蒸気タービンボイラ 蒸気タービンボイラ 蒸気タービン ガス化炉

ガスタービン

蒸気タービン 蒸気タービンガス化炉

ガスタービン

燃料電池

発・生産技術、供給安定性に
優れた石炭の高効率なガス化
技術、新たな用途開拓につな
がる改質技術等の開発に重
点的に取り組むことが望まれ
る。特に、微粉炭火力発電（A-

電や二酸化炭素貯蔵技術の開発が進められている。 C29基、PFBC2基）C29基、PFBC2基）

自主開発原油引取量の推移（石油連盟データに基づく）
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USC）、石炭ガス化複合発電

（IGCC）、石炭ガス化燃料電池複合発電（IGFCは）、今後東アジアを中

心に見込まれる石炭火力の増加に対して、エネルギー安定供給及び二
酸化炭素排出削減の観点から特に需要が高い技術である（上図）。また、
石炭火力発電においてCCS Ready（CCS設備設置のためのスペース等

＜各種次世代石炭火力発電技術の概要＞

海外の取組
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1971～1975年度平均 2001～2005年度平均 2030年度目標

年度

y
を確保すること）への流れが強まっており、我が国の有する世界トップク
ラスの高効率石炭火力発電技術と一体で、CCSの技術開発を進めてい
く必要がある。

＜わが国の自主開発原油引取量の推移＞ ＜自主開発原油引取量の増加目標＞

化石燃料の輸入なくして、我が国は立ち行かない。しかしながら、
新興国などの経済発展に伴い、我が国の購買量は相対的に低下しつ
つある。このような中で、化石燃料の安定確保を維持するためには、
資源獲得競争に資する各種技術の開発と提供など、資源国との関係
強化に向けた取組みが不可欠である。このための技術開発として、

世界各国で、石油依存度を下げるための研究開発（省エネや代
替燃料など）が勧められているものの、中国などの新興国の石油
ニーズの高まりを吸収できるような状況になく、OPEC(アラブ石油
輸出国機構）の余剰生産能力は過去 低の水準にある。

このため、資源獲得競争が顕在化が顕在化しており、特に中国の海 強化に向けた取組みが不可欠である。このための技術開発として、
微粉炭発電や石炭ガス化複合発電など、今後、資源国のニーズが高
まると予想される技術開発を進めることが望まれる。

このため、資源獲得競争が顕在化が顕在化しており、特に中国の海
外資源権益確保の拡大、ロシアのエネルギー産業の国家管理の強化
などの動きが顕著である。
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技術マップ（抜粋） 技術ロードマップ(抜粋）

化石燃料の安定確保と有効かつクリーンな利用 技術マップ（抜粋）
「化石燃料の安定供給と有効かつクリーンな利用」に寄与する技術の技術ロードマップ－石炭の高度生産・クリーン利用技術

研究開発シナリオ

実用化シナリオ

IGCC, 1500℃級
GT, 48%HHV

IGCC, 1700℃級
GT, 50%HHV

A-IGCC, 
57%HHV

2010                                 2015                       2020                                 2025             2030             

「化石燃料の安定供給と有効かつクリーンな利用」に寄与する技術の技術ロードマップ－石炭の高度生産・クリーン利用技術

研究開発シナリオ

実用化シナリオ

IGCC, 1500℃級
GT, 48%HHV

IGCC, 1700℃級
GT, 50%HHV

A-IGCC, 
57%HHV

2010                                 2015                       2020                                 2025             2030             

政策目標 中分類 エネルギー技術 個別技術(政策目標への寄与が大と思われるもの抜粋）

化石資源開発 油ガス層把握技術、原油・天然ガス削減・開発技術、原油・天
然ガス増進回収技術(EOR,EGR)、環境調和型油ガス田開発
技術

石炭開発技術 石炭高度生産・選炭技術

化石燃料
の安定供
給確保と
有効かつ

石油・天然ガ
ス・石炭の探
鉱・開発・生

産技術

先進超々臨界
圧火力発電
(A-USC)

石炭ガス化複
合発電

送電端効率
42%HHV（600℃級） 46%HHV（700℃級） 48%HHV（750℃級）

ボイラー・タービン新合金開発

高温弁開発
高温耐熱鋼溶接技術

送電端効率 41%HHV（250 MW実証機）
46%HHV（1500℃級GT・湿式ガス精製） 57%HHV（A-IGCC）

48%HHV（1500℃級GT・乾式ガス精製） 50%HHV（1700℃級GT・乾式ガス精製）

先進超々臨界
圧火力発電
(A-USC)

石炭ガス化複
合発電

送電端効率
42%HHV（600℃級） 46%HHV（700℃級） 48%HHV（750℃級）

ボイラー・タービン新合金開発

高温弁開発
高温耐熱鋼溶接技術

送電端効率 41%HHV（250 MW実証機）
46%HHV（1500℃級GT・湿式ガス精製） 57%HHV（A-IGCC）

48%HHV（1500℃級GT・乾式ガス精製） 50%HHV（1700℃級GT・乾式ガス精製）

石炭開発技術 石炭高度生産 選炭技術

非在来型化石資源開発 オイルサンド等重質油生産・改質技術、非在来型ガス開発・
生産回収技術、メタンハイドレート資源開発技術

超重質油高度分解利用
技術

オイルサンド油等の高度分解・処理技術、オイルサンド・ビ
チュメン等の高度利用・活用技術

省エネ型産業プロセス 石油精製プロセス
産業間連携
コンビナート高度統合化

クリーン
な利用 非在来型石

油資源の活
用技術

石油高度有
効活用技術

合発電
(IGCC)

石炭ガス化燃
料電池
(IGFC)

空気吹き石炭ガス化技術 低温高効率石炭ガス化技術 IGHAT
多炭種対応技術 高温ガスタービン技術(1700℃級）
高効率酸素製造技術

乾式ガスクリーニング技術

65%HHV（A-IGFC)
プラント規模/送電端効率 実証機(1000 t/d級） 商用機(600 MW級/送電端効率55%HHV）

多炭種対応技術 酸素吹き石炭ガス化技術 大容量高温形燃料電池
乾式ガスクリーニング技術

合発電
(IGCC)

石炭ガス化燃
料電池
(IGFC)

空気吹き石炭ガス化技術 低温高効率石炭ガス化技術 IGHAT
多炭種対応技術 高温ガスタービン技術(1700℃級）
高効率酸素製造技術

乾式ガスクリーニング技術

65%HHV（A-IGFC)
プラント規模/送電端効率 実証機(1000 t/d級） 商用機(600 MW級/送電端効率55%HHV）

多炭種対応技術 酸素吹き石炭ガス化技術 大容量高温形燃料電池
乾式ガスクリーニング技術

コンビナート高度統合化
技術
高効率コジェネ
高効率内燃機関自動車 ディーゼル自動車、ハイブリッド自動車
重質原油利用技術 重質油等高度対応処理・合成経由製造技術

高効率内燃機関自動車

ガス供給技術
高効率天然ガス発電 高温ガスタービン、燃料電池／ガスタービン複合発電

天然ガス・LP
ガスの利用・

流通技術

(IGFC) 乾式ガスクリ ニング技術
精密ガスクリーニング技術

高温ガスタービン技術
高効率酸素製造技術

(IGFC) 乾式ガスクリ ニング技術
精密ガスクリーニング技術

高温ガスタービン技術
高効率酸素製造技術

「化石燃料の安定供給と有効かつクリーンな利用」に寄与する技術の技術ロードマップ－ＣＣＳ技術

実用化シナリオ

第1段階：CCSの研究開発フェーズ 第2段階：CCSの導入・実用化フェーズ

「化石燃料の安定供給と有効かつクリーンな利用」に寄与する技術の技術ロードマップ－ＣＣＳ技術

実用化シナリオ

第1段階：CCSの研究開発フェーズ 第2段階：CCSの導入・実用化フェーズ

天然ガス利用技術 天然ガス液体燃料化技術（GTL等）

LPガス利用技術
石油精製技術
高度石油利用技術
省エネ型産業プロセス 次世代コークス製造法、製鉄プロセス

バイオマス燃料製造
バイオマス・廃棄物・エ
ネルギー利用
水素製造

石油クリーン
利用技術

石炭のクリー
ン利用技術

研究開発シナリオ

2010                                 2015                       2020                                 2025             2030         

CO2
分離回収
技術

IGCCでの実証試験
分離回収コスト
4,200円/t-CO 2 2,000円/t-CO 2 1,000円/t-CO 2

(さらに分離膜の実用化で1,500円台に)

ガス化ガス・改質ガスからのCO2分離
【CO2回収技術】

膜分離技術

研究開発シナリオ

2010                                 2015                       2020                                 2025             2030         

CO2
分離回収
技術

IGCCでの実証試験
分離回収コスト
4,200円/t-CO 2 2,000円/t-CO 2 1,000円/t-CO 2

(さらに分離膜の実用化で1,500円台に)

ガス化ガス・改質ガスからのCO2分離
【CO2回収技術】

膜分離技術

水素製造
石炭火力発電 先進超々臨界火力発電（A-USC)、石炭ガス化複合発電

（IGCC)、石炭ガス化燃料電池複合発電（IGFC)

石炭利用技術 石炭液化技術(CTL)、石炭ガス化多目的利用技術、石炭無灰
化技術、低品位炭改質・利用技術

省エネ型産業プロセス
高効率工業炉・ボイラー
コプロダクション

その他共通
技術

CO2
地中貯留
技術

技術
化学吸収法
酸素燃焼法
物理吸収・吸着法
深冷分離

実証試験 大規模実証試験

石油・ガス増進回収（EOR・EGR）
CO2地中挙動予測シミュレーション技術・モニタリング技術帯水層貯留
貯留層賦存量調査と利用拡大 炭層固定

地中貯留ｼｽﾃﾑｺｽﾄの低減 枯渇油・ガス層貯留

環境影響評価、安全性評価技術

CO2
地中貯留
技術

技術
化学吸収法
酸素燃焼法
物理吸収・吸着法
深冷分離

実証試験 大規模実証試験

石油・ガス増進回収（EOR・EGR）
CO2地中挙動予測シミュレーション技術・モニタリング技術帯水層貯留
貯留層賦存量調査と利用拡大 炭層固定

地中貯留ｼｽﾃﾑｺｽﾄの低減 枯渇油・ガス層貯留

環境影響評価、安全性評価技術

高効率コジェネ
高効率送電
先進交通システム
クリーンエネルギー自動
高性能鉄道
高性能船舶
高性能航空機
バイオマス燃料製造
バイオ利活用技術 バイオリファイナリー

注）本編の技術マップはツリー形式である。化石燃料の安定確保と有効かつクリーンな利用
に関する技術のうち、NEDOが中心となって開発を進めている個別技術(太字、下線）に関す
る技術ロードマップ（解説書掲載版）を例として示す。

CO2
海洋隔離
技術

大規模実証試験 実適用

CO2の海洋拡散・生物影響の科学的理解

拡散シミュレーションと実験によるマッチング 溶解希釈（固定式）

生物影響モデルと実験によるマッチング 溶解希釈（移動式）

環境影響評価・安全性評価 深海底貯留隔離

CO2
海洋隔離
技術

大規模実証試験 実適用

CO2の海洋拡散・生物影響の科学的理解

拡散シミュレーションと実験によるマッチング 溶解希釈（固定式）

生物影響モデルと実験によるマッチング 溶解希釈（移動式）

環境影響評価・安全性評価 深海底貯留隔離

大規模実証試験 実適用

CO2の海洋拡散・生物影響の科学的理解

拡散シミュレーションと実験によるマッチング 溶解希釈（固定式）

生物影響モデルと実験によるマッチング 溶解希釈（移動式）

環境影響評価・安全性評価 深海底貯留隔離

バイオ利活用技術 バイオリファイナリ
燃料電池 溶融炭酸塩形燃料電池(MCFC)、固体酸化物形燃料電池
CO2回収貯留 CO2分離回収技術、CO2地中貯留、CO2海洋隔離
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超電導技術分野

我が国の現状

低炭素社会実現に向けた取り組みの重要性が増す中、それに貢献する
技術開発が期待されている。超電導技術は、電気抵抗がゼロとなる特徴
を生かした電力輸送ロスの大幅削減が期待されることから、2020年以降
における二酸化炭素排出削減のためのキーテクノロジーとして注目され
ており、現在、国のプロジェクトとして、超電導ケーブル開発とその実証、
変圧器の効率化 電力系統安定化に資するSMESの開発が行われてい 100

120
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200 2000-2005

2006-2009

変圧器の効率化、電力系統安定化に資するSMESの開発が行われてい
る。また、産業分野においても、船舶用の超電導モータ、風力発電用の発
電機などが、低炭素社会の実現に貢献する技術として期待されている。

高温超電導体材料が発見されてから20年以上が経過し、ビスマス系材
料については、安定して製造できる技術レベルに達したことにより、ケー
ブルを含めた実用レベルの応用機器が試作できる段階になった。また、

0
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100

日本 米国 欧州 中国 韓国
機

イットリウム（Y）系材料については、特性面でのメリットがあるものの、長
尺化が課題であったが、急激に線材技術が進展したことで、機器の開発
に着手出来るレベルに到達した。これらの成果により、変電所や送電線
などの実系統に超電導ケーブルを適用した実証試験が盛んに進められ
ている。

図１ 世界のイットリウム系超電導線材開発状況 図２ 特許出願件数の推移

日本 米国 欧州 中国 韓国

海外の取組

Y系材料は、日米欧での熾烈な技術開発競争が行われてきたが、
近年、韓国および中国も積極的に技術開発に取り組んでおり、両
国の動向も無視できない状況にある 図１には 世界のY系超電導

我が国の技術開発の方向性

我が国においては、官民のリソースの選択と集中を行いつつ、研
究開発を進めてきており、現在、ＮＥＤＯにおいては、超電導
ケーブルを電力系統に接続した際の信頼性確認のための実証や、従
来のビスマス系超電導線に代わるY系超電導線を用いた数十m級の電国の動向も無視できない状況にある。図１には、世界のY系超電導

線材の開発状況を示すが、日米に加えて、韓国から長尺の線材が
発表されている。国際特許出願件数においても、図２に示すよう
に、日中韓の割合が2000年代前半から後半にかけて大きく増加し
ている。この様に、国際競争が激化する中、我が国としては、現
在トップレベルの超電導技術を 大限に活用し、世界を視野に入

来のビスマス系超電導線に代わるY系超電導線を用いた数十m級の電

力ケーブルの開発等が進められている。
今後も、電力分野や産業分野における実用化を目指し技術開発を
進めるとともに、さらなる地球温暖化対策と我が国経済成長の同
時達成に向けて、市場の早期創出と自律的発展に向けた導入普及
促進策や、規制緩和、標準化等の関連施策との一体的推進ついて

まとめ

低炭素社会の実現と我が国経済成長の実現に向けて、超電導技術
①

れた超電導市場を創出、拡大していくことが重要である。
新たな需要として、IT機器を集積したデータセンターへの大容

量直流送電、太陽光発電を設置した省エネ住宅などの検討が進め
られており、大電流の直流送電技術に超電導ケーブルを用いるこ
とによるさらなる省エネ効果が期待されている。また、船舶や鉄
道、自動車といった移動体用の機器に超電導機器を用いることで、

も検討することが重要である。

はキーテクノロジーの1つとして期待されており、今後、①戦略的
な研究開発、②国際的な競争力を有する研究成果の実用化・事業化、
③導入普及促進に向けた関連産業連携・規制緩和・標準化等の施策
等の総合的な推進を検討すること重要である。

道、自動車といった移動体用の機器に超電導機器を用いることで、
低損失による機器の効率に加えて、軽量化や小型化の効果による
燃費向上が期待されることから、超電導モータの検討が活発化し
てきている。
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技術ロードマップ(抜粋）
技術マップ（抜粋）

超電導技術分野

技術ロードマップ(抜粋）
技術マップ（エネルギー・電力および産業・輸送分野）

目標
技術大分

類
技術中分類 技術小分類

環
境
・エ
ネ

エネルギー
貯蔵

ＳＭＥＳ
・低ｺｽﾄｼｽﾃﾑ化 ・大容量化 ・コイルの高性能化
・高信頼性化 ・耐高電圧化

フライホイール ・大容量化 ・低損失化 ・総コスト低減

限流器(ＳＮ転移型)
・高電圧化 ・大電流化 ・常電導転移時高抵抗化

ネ
ル
ギ
ー
調
和
型
社
会
の
構

送変配電

限流器(ＳＮ転移型)
・高速超電導復帰機構

電力ケーブル
・長尺化 ・高電圧化
・大電流化 ・低損失化（AC） ・短絡対策（AC）
・低コスト化

電力用変圧器
・不燃化、ｺﾝﾊﾟｸﾄ化 ・Sub-cool LN2技術
・高電圧化 ・大容量化 ・低コスト化

同期調相機 発電機と共通
発電機 ・大容量化 ・低コスト、ｺﾝﾊﾟｸﾄ化構

築発電
発電機 容 、

核融合用マグネット
・磁場中高特性化 ・大電流高強度化技術
・低損失化 ・耐放射線化

磁場応
用

磁場中材料
加工処理

半導体引上装置 ・ ウエハ大口径化
鉄鋼圧延装置 ・ 配列構造均一化

磁性材料調質装置 ・ 配列構造均一化
排水・資源循環磁気分離装置 ・高磁場化（磁気シーディング無）

粒子加速器 ・高磁場化 ・磁場均一化
マグネトロンスパッタ装置 ・高磁場化 ・大面積化

世
界
を
リ

産
業
用

マグネトロンスパッタ装置 高磁場化 大面積化
磁気シールド ・高臨界温度化 ・低コスト化

半導体・通信テスタ （サンプラ）
・広帯域化 ・多チャンネル化 ・低コスト化（モジュールコスト）
・冷却技術

電圧標準
交流

・出力周波数向上 ・高温動作化
・高精度化

直流
・高温動作化 ・高電圧化
・低コスト化 ・低周波数利用技術
・エネルギー分解能向上 ・計数率向上リ

ー
ド
す
る
高
度
産
業
基
盤

機
器

計測機
器

Ｘ線検出器 （EDX）
・エネルギー分解能向上 ・計数率向上
・小型化、低コスト化

宇宙線検出器 ・高感度化 ・小型化
ミキサ ・低ノイズ化 ・高周波化

ボロメータ ・エネルギー分解能向上 ・低コスト化

ＳＱＵＩＤ
応用装置

構造物検査
・小型化、自動化 ・高機能化
・測定高速化

食品・工業製品検査 ・磁気シールド簡易化 ・異物検出限界向上 ・低コスト化
半導体検査 空間分解能向上 測定高速化 低コスト化盤

構
築

応用装置
半導体検査 ・空間分解能向上 ・測定高速化 ・低コスト化
鉱物探査 ・探査深度 ・ 環境ノイズ除去技術 ・小型化

回転機
スピンコーター＊ ・高速回転化 ・高載荷力化

産業用モータ＊
・高速回転、大容量化 ・小型軽量化 ・効率向上
・低速回転、大容量化

輸
送

回転機
舶用モータ＊

・低速回転、大容量化 ・小型軽量化 ・効率向上
・高速回転、大容量化

車載用モータ＊ ・小型軽量化 ・可変速駆動に対して高効率 ・高トルク密度化
送
用
機
器

磁場応
用

磁気浮上式鉄道用マグネット ・信頼性向上、低コスト化

変圧器 鉄道用変圧器＊ ・大容量化 ・低損失化 ・小型軽量化
直流き

電
鉄道用直流き電 ・システム化 ・省エネ

注）本編の技術マップはツリー形式である。技術小分類のうち重要技術(黄色）に関する技術ロー
ドマップ（解説書掲載版）を例として示す。
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わが国の現状

や携帯電話など バイ 機器 電気自動車や電動 シ 自転

我が国の技術開発の方向性

様々な用途の二次電池において 「安全性確保」と「低コスト化」は共通して取

二次電池分野分野

ノートＰＣや携帯電話などのモバイル機器、電気自動車や電動アシスト自転
車、フォークリフトなどの移動体機器、その他AEDや道路鋲など、既に二次

電池は様々な用途で使用されている。そして、低炭素社会構築やエネルギー
セキュリティ確保の面から、今後もその用途は更に拡大の一途を辿ると予想
される。

二次電池には様々な種類がある。その主なものは鉛電池、ニッケルカドミウ

様々な用途の二次電池において、「安全性確保」と「低コスト化」は共通して取
り組むべき重要課題である。実用化する上で安全性が担保されていることは大
前提であるとともに、二次電池の使用で得られる効果に見合ったコストとなけれ
ば普及は難しい。この他の要求性能は、例えば以下のように用途ごとに求めら
れる様々な性能を満たす必要がある。
「エネルギー密度指向型」次電池には様々な種類がある。その主なものは鉛電池、 ッケルカドミウ

ム電池、ニッケル水素電池、ナトリウム硫黄電池、リチウムイオン電池などで
あり、特にリチウムイオン電池は、コンパクトで軽く、大きな出力が得られると
いう利点から、民生品を中心に近年急速に普及している。今後も、電気自動
車(EV)やプラグインハイブリッド自動車（ＰＨＶ）、再生可能エネルギーの出力

安定化などの用途に加え、建設機械やフォークリフト、電動工具、医療・福祉
機器 ロボットなどへ適用が拡大すると予想されている

主にエネルギー密度を重視した電池開発が必要となる用途である。EVや電

動二輪車等に用いる電池では、エネルギー密度、出力密度及びカレンダー寿
命向上の技術が必要になる。また、フォークリフトの場合は、毎日深い充放電
を繰り返すことからサイクル寿命も求められる。

「出力密度指向型」
主に出力を重視した電池開発が必要となる用途である HEV PHEV ディー

海外の取組

機器、ロボットなどへ適用が拡大すると予想されている。

二次電池の国際特許出願状況をみると、市場シェアの推移傾向と同様に、
我が国は特許においても中国、韓国に追い上げられつつあることがわかる。

主に出力を重視した電池開発が必要となる用途である。HEV、PHEV、ディ
ゼルHEV等の電池には、出力密度、エネルギー密度及びカレンダー寿命の
向上が必要である。また、UPS（無停電電源装置）等に用いるリチウムイオン
電池では、カレンダー寿命の向上も求められる。

「寿命指向型」

主に寿命向上を重視した電池開発が必要となる用途である。通信ビルなどの
バ クア プ電源に使用する電池は UPSと同様にカレンダ 寿命が必要で

我が国は特許においても中国、韓国に追い上げられつつあることがわかる。
特に電極活物質に関してその傾向が顕著であり、材料技術に強みを有する
我が国としては、この分野において従来以上に積極的に海外における知財
確保に努め、市場シェアをアップさせることが望まれる。

バックアップ電源に使用する電池は、UPSと同様にカレンダー寿命が必要で

ある。風力発電等の出力変動緩和や、余剰電力を吸収し系統安定化を図る
蓄電システムに適した電池は、深い充放電を繰り返すためサイクル寿命の向
上が求められる。設置スペースが制約される場合にはエネルギー密度の向
上も求められる。
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ＮＥＤＯは、2010年度に自動車用、定置用、その他アプリケーション用、材料

評価等、蓄電池に関する６つの事業を推進する。これにより様々な用途におい
て我が国二次電池産業の競争力強化と、それに関連する裾野産業の底上げ
を図る。

出願年（優先権主張年）

日本国籍 米国籍 欧州国籍 中国籍 韓国籍 その他 合計

出願人国籍

図．出願人国籍別出願数推移及び比率
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技術マップ（抜粋）

二次電池分野分野

エネルギー
密度向上

出力密度
向上

寿命向上

＜実用段階技術＞
○酸化物系材料
　・層状Ni-Co系：熱安定性、低コスト化　などが課題
　　（質量エネルギー密度： ＞ 600 Wh/kg）
　・スピネルマンガン系、オリビン鉄系：エネルギー密度の向上が課題
　　（質量エネルギー密度： ＞ 400～500 Wh/kg）
　・更なる容量・出力・寿命の向上を検討中

○

＜次世代技術＞

リチウムイオン二次電池の要素別技術課題

分類 要素 技術の現状
寄与する技術開発分野

エネルギー
密度向上

出力密度
向上

寿命向上

○Li-S等
　・ S系材料：全固体電池での出力特性改善、サイクル特性向上が課題
　　（質量エネルギー密度： ＞ 600 Wh/kg）
　・ 硫化物固体電解質、酸化物固体電解質：
　　氷点下での電気伝導率確保、電池系の 適化、水との反応によるH2S生成が課題

　　（電気伝導率： 10-3～4 S/cm）
　・ リチウム金属：デンドライト抑制・長寿命・信頼性向上を目指した基礎研究が進展中

高の理論エネルギー密度：15000 Wh/kg、8000 Wh/L

○

無機全固体リチウム電池、金属-空気電池、多価カチオン電池、他

分類 技術の現状と課題
寄与する技術開発分野

無機全固体
リチウム電池

＜次世代技術＞
○酸化物系材料
　・ 層状Ni-Mn-Co系、層状Mn系、V系等の新材料開発が進展：サイクル特性が課題
　　（質量エネルギー密度：＞ 600 Wh/kg）
　・ ポリアニオン系等の新材料開発が進展：２電子反応領域の利用、サイクル特性が課題
　　（質量エネルギー密度：＞ 450 Wh/kg）
○フッ化物系材料
　・ ぺロブスカイト型等の新材料開発が進展：出力特性が課題
　　（質量エネルギー密度：＞ 600 Wh/kg）

○

＜長期的技術＞
○S系材料
　・ 高い理論エネルギー密度： 約3900 Wh/kg　（質量エネルギー密度： ＞ 600 Wh/kg）

・ 電子伝導性の確保、有機電解液へのSの溶出抑制が課題

○電極
材料

正極
材料

　　 高の理論エネルギ 密度：15000 Wh/kg、8000 Wh/L
○Li-空気、Zn-空気等
　・ 高い理論エネルギー密度：1350 Wh/kg (Zn-空気)、12000 Wh/kg (Li-空気)
　・ サイクル特性、低温特性等が課題、 デンドライトの析出が課題、充電時の現象把握が課題
　・ 空気極構造の 適化・触媒の探索が進行中

○

○Mg、Ca電池等
　・ ホスト化合物、電解質の探索、電池システム構築のための課題抽出が必要
　・ サイクル特性等が課題
　・ イスラエルで研究開発が進行中

○

○新形態リチウムイオン二次電池
　・ 構造制御によるエネルギー密度向上：
　　三次元電極を用いた電池試験や鋳型法等での電極材料の検討例有
　・ 表面擬似容量を活用した新規材料開発：ナノ材料での検討例有

○ ○

革新的
二次電

池
金属-空気電池

多価カチオン電池

その他

技術ロードマップ(抜粋）

二次電池の分類 2030年以降2030年頃2020年頃2015年頃現状
主な用途

 電子伝導性の確保、有機電解液へのSの溶出抑制が課題

＜実用段階技術＞
○炭素系材料
　・ハードカーボン等：容量向上、低温入出力、低コスト化　などが課題
　　（質量エネルギー密度：＞ 800 Wh/kg）
　・黒鉛等：入力特性の改善とLi析出、寿命の改良が課題
　　（質量エネルギー密度：＞ 1200 Wh/kg）
○酸化物系材料
　・チタン酸リチウム等：低温で高出力を実現、ただし、現行正極との組み合わせでは
　　2.5V電池であり低エネルギー密度
　　（質量エネルギー密度：＞ 350 Wh/kg）

○

＜次世代技術＞
○酸化物系材料（質量エネルギー密度：＞ 2000 Wh/kg）

リチウム
イオン二
次電池

材料

負極
材料

タイプ③
・現状で要求性能は
ほぼ満たされており

PC
携帯電話

タイプ②
・エネルギー密度向上
・サイクル寿命向上

・コスト削減

フォークリフト

タイプ①
・エネルギー密度向上

・出力密度向上
・寿命向上
・コスト削減

EV
電動二輪

エネルギー
密度

指向型

100Wh/kg
1,000W/kg
5～8年
100～200円/Wh

エネルギー密度
出力密度
カレンダー寿命
コスト

250Wh/kg
1,500W/kg
10～15年
20円/Wh

700Wh/kg
1,000W/kg
10～15年
5円/Wh

革新的二次電池

100Wh/kg

100～200円/Wh

エネルギー密度
サイクル寿命
コスト

250Wh/kg
現状の４倍
20～80円/Wh

200Wh/kg
400W/kg
5年

エネルギー密度

出力密度
カレンダ 寿命

・現状で要求性能はほぼ満たされてお
り、特定の開発要素はない

　・ SiO系、SnO系等の新材料開発が進展
　・ 初期不可逆容量、信頼性向上、電解液との反応性が課題
○合金系材料（質量エネルギー密度：＞ 2500 Wh/kg）
　・ Si系、Sn系、S系等の新材料開発が進展
　・ カーボンとの複合化による寿命の改善
　・ 長寿命化、信頼性向上、体積変化の吸収が課題

○

＜実用段階技術＞
○有機電解液系材料
　・ EC/DMC/EMC(＋VC)等：耐酸化性向上　低温での抵抗増大が課題

　　（電気伝導率： 10-2 S/cm）
○ゲルポリマー系材料
　・ ポリフッ化ビニリデン(PVDF)、アクリル系ポリマー等：耐酸化性向上が課題

気伝導率 2

○

次電池

ほぼ満たされており、
特定の開発要素は

ない

携帯電話
デジタルビデオカメラ

タイプ④
・エネルギー密度向上

・出力密度向上

・カレンダー寿命向上

・コスト削減

HEV/PHEV
油圧式ＨＥＶショベル
ディーゼルＨＥＶ鉄道車両

出力密度
指向型

5年
50円/Wh

カレンダー寿命
コスト

・より高密度、長寿命などが実現すれ
ば尚良い

70Wh/kg
2,000W/kg
5～8年
100～200円/Wh

エネルギー密度
出力密度
カレンダー寿命
コスト

200Wh/kg
2,500W/kg
10～15年
20円/Wh

・ディーゼルHEV鉄道車両では、
3,500W/kg程度までが望まれる

2,000W/kg
5～8年
100～200円/Wh

出力密度
カレンダー寿命
コスト

15年
20～60円/Wh

タイプ⑤
・カレンダー寿命向上

・コスト削減

UPS

　（電気伝導率： 10-2 S/cm）

＜次世代技術＞
○イオン液体系
　EMI-FSI、EMI-TFSI等（電気伝導率： 10-2 S/cm）
　・ 低温下での電気伝導率確保、リチウムイオン輸率向上、耐酸化還元性の向上が課題

○

＜長期的技術＞
○ドライポリマー系
　・ PEO系ポリマー電解質：特に低温下での電気伝導率確保、リチウムイオン輸率向上が課題

　　（電気伝導率： 10
-4

 S/cm）
○有機電解液系材料
　・ 新規な支持塩を含む次世代有機電解質の開発が進展中：超耐電圧での安定性が課題

○

＜実用段階技術＞

電解質材料

1,000W/kg
5～8年
100～200円/Wh

出力密度
カレンダー寿命
コスト

15年
20～40円/Wh

5～8年
100～200円/Wh

サイクル寿命

カレンダー寿命
コスト

現状の４倍

15年
20円/Wh

現状の６倍
20年
15円/Wh

タイプ⑦
・サイクル寿命向上
・カレンダー寿命向上

・コスト削減

タイプ⑥
・カレンダー寿命向上

・コスト削減

寿命
指向型

出力安定化（風力発電など）

系統安定化
施設工場向け（負荷平準化）

住宅向け蓄電システム

無線基地局用ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ電源
通信ビル用ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ電源

電池系の市場割合の移り変わり

革新的二次電池

リチウムイオン電池

全固体電池
金属－空気電池
多価カチオン電池など

○ポリオレフィン系材料
　・ 民生用電池での唯一のセパレーター：低抵抗化、低コスト化が課題
○その他材料
　・ セラミックスを利用したセパレーターの開発が進展中：低抵抗化、低コスト化が課題
　・ 不織布をベースにしたセパレーターの開発が進展中：低抵抗化、低コスト化が課題

○セパレーター

エネルギー
密度向上

出力密度
向上

寿命向上

＜基盤的テーマ＞
・ 寿命予測のための加速試験方法の検討 試験データの解析技術が進展中 － － －

共通データの蓄積、基準・標準、電池の状態検知技術、解析技術、他

分類 要素 技術の現状と課題
寄与する技術開発分野

電池の状態
検知技術

既存二次電池
（鉛電池、ニッケル水素電池など）

電池系の市場割合の移り変わり

（イメージ図）

リチウムイオン電池 寿命予測のための加速試験方法の検討、試験デ タの解析技術が進展中
　・ FCV用電池への寿命予測の適用例有

＜基盤的テーマ＞
○リチウム電池の劣化メカニズム解明
　・ 放射光による電極界面の表面分析技術、中性子回折によるリチウム原子の位置解析、
　　分光学的手法によるその場電気化学測定技術の開発、高性能TEMによるリチウム原子
　　の可視化技術、計算化学的手法を取り入れた材料設計が進展中

－ － －

基盤的
テーマ

検知技術

解析技術
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