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「省エネルギー技術戦略」に定める「重要技術」の改定（2019年7月）
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第５次エネルギー基本計画（2018年7月閣議決定）等を踏まえ、「省エネルギー技術戦略
2016」の重要技術を改定。

「重要技術」改定 の背景

○廃熱利用や熱システムの脱炭素化を促進するため、廃熱を高効率に電力変換する技術や高効率
な電気加熱技術等を「重要技術」に追加。

排熱の高効率電力変換、熱エネルギーの循環利用、
高効率電気加熱（誘電加熱、レーザー加熱、ヒートポンプ加熱） 等

○デジタル技術を活用する新たなビジネスモデルの登場や、近年の情報量の急増を踏まえ、第４次
産業革命技術を「重要技術」に追加。

省エネ型データセンター（次世代プロセッサ：ニューロモーフィック、量子コンピューティング）、
交通流制御システム（カーシェア・ライドシェア）、スマート物流システム（ブロックチェーン） 等

○再生可能エネルギーの主力電源化の方針を踏まえ、電力需給の調整力・予備力に関する技術を
「重要技術」に追加。

柔軟性を確保した系統側／業務用・産業用高効率発電、電力の需給調整(エネルギー貯蔵：高性能蓄電池) 等

「重要技術」改定 のポイント



「省エネルギー技術戦略2016」に定める重要技術
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産業 運輸

エネルギー転換・供給

【製造プロセス省エネ化】
•革新的化学品製造プロセス
•革新的製鉄プロセス
•熱利用製造プロセス
•加工技術
• IoT・AI活用省エネ製造プロセス
•革新的半導体製造プロセス
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次
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費
ま
で 部門横断

•革新的なエネルギーマネジメント技術
•高効率ヒートポンプ

【ZEB/ZEH・LCCM住宅】
•高性能ファサード
•高効率空調技術
•高効率給湯技術
•高効率照明技術
•快適性・生産性・省エネを同時に
実現するシステム・評価技術

• ZEB/ZEH・LCCM住宅の設計・
評価・運用技術、革新的エネルギーマネ
ジメント技術 (xEMS)

家庭・業務

•パワーエレクトロニクス技術
•複合材料・セラミックス製造技術

【省エネ型情報機器・システム】
•省エネ型データセンター
•省エネ型広域網・端末

【次世代自動車】
•内燃機関自動車／ハイブリッド車
性能向上技術

•プラグリンハイブリッド車(PHEV)／
電気自動車(BEV)性能向上技術

•燃料電池自動車(FCEV)技術
•内燃機関自動車／ハイブリッド車
（重量車）性能向上技術

•PHEV／BEV／FCEV（重量車）の
性能向上技術

•車両軽量化技術
•次世代自動車用インフラ

【ITS・スマート物流】
•自動走行システム
•交通流制御システム
•スマート物流システム

【高効率電力供給】
•柔軟性を確保した系統側高効率発電
•柔軟性を確保した業務用・産業用高効率発電
•高効率送電
•高効率電力変換
•次世代配電

【再生可能エネルギーの有効利用】
•電力の需給調整

【高効率熱供給】
•地域熱供給
•高効率加熱

【熱エネルギーの有効利用】
•熱エネルギーの循環利用
•排熱の高効率電力変換
•熱エネルギーシステムを支える基盤技術



「省エネルギー技術戦略2016」 運輸部門の重要技術①
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次世代自動車次世代自動車

内燃機関自動車/ハイブリッド車性能向上技術

プラグインハイブリッド車(PHEV)/
電気自動車(BEV)性能向上技術

燃料電池車(FCEV)性能向上技術

従来の自動車（乗用車）の燃費向上に資する
技術。

内燃機関自動車/ハイブリッド車（重量車）
性能向上技術

内燃機関自動車／ハイブリッド車（重量車）
の燃費向上に資する技術。
長距離走行が多くかつ車両重量が重く使用
期間が長いことに対する技術が対象。

PHEV/BEV/FCEV（重量車）性能向上技術
重量車のPHEV／BEV／FCEV化及びその燃費
向上に資する技術。

車両軽量化技術
車両の燃費に大きく影響する車両重量を低減する
技術。全ての車両に適用可能。

次世代自動車インフラ
次世代自動車の普及に資する、インフラ関連技術。
PHEV/BEV向け充電ステーションや走行中給電
技術、FCEV向け水素ステーションに係る技術等。

PHEV BEV FCEV

FCEVバス BEVトラック
給電

ステーション
水素

ステーション
走行中給電



「省エネルギー技術戦略2016」 運輸部門の重要技術②
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自動走行システム
車載センサーにより周辺環境を認識しながらシステムが車両を制御し
効率的な走行を実現したり、先頭車両との協調による短車間での隊列
走行により後続車両の空気抵抗を低減し、省エネルギーを図るシステ
ム。

交通流制御システム
ITS(Intelligent Transport Systems)のうち、V2XやVICSを用いた
交通流制御により渋滞を緩和し、省エネルギーを図るシステム。

スマート物流システム
荷物情報と輸送機関・物流結節点等における荷役設備・倉庫などの
保管設備等の情報を通信技術により総合的に連携・制御するシステム

、
構成機器等に係る技術。

交通流制御システムイメージ図

スマート物流イメージ図

ＩＴＳ・スマート物流ＩＴＳ・スマート物流

隊列走行実証の例



運輸省エネルギー技術開発の方向性の検討
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運輸省エネルギー技術開発の方向性の検討： 目的
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「省エネルギー技術戦略2016」の重要技術の改定を行ったが、この技
術戦略を実現し、実効を上げるには、国として進めるべき技術開発
を具体化する必要。
そこで2020年度において、近年特に変化の激しい運輸関係を対象と
した検討事業を実施。運輸部門において大幅な省エネルギーを実現
するために実施すべき技術開発を明確にするとともに、現状国家主導
或いは民間で進められている技術開発を整理し、ＮＥＤＯとして推
進すべき技術開発項目を見極める。
今回の改定における運輸部門の重要技術は、次世代自動車及びＩ
ＴＳ・スマート物流からなり、ほぼ自動車を対象としていることから、今
回の事業においても自動車を中心に検討を進める。
この検討結果から、ＮＥＤＯとして推進すべき技術開発項目及び想
定される実施者を整理し、今後のNEDO事業に活用する。



運輸省エネルギー技術開発の方向性の検討： 検討項目
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2030 年、2050 年の社会像を想定し、それを実現するために必要
となる技術開発項目、目標、実施スケジュールを立案、マップ化する。

項目１：運輸部門 省エネルギー技術ニーズマップ作成

現状国家主導或いは民間で進められている技術開発項目、対象
範囲、結果、目標、レベル、結果創出時期を整理する。

項目２：現状の技術開発項目の整理

項目１、項目２の結果を踏まえ、ＮＥＤＯとして推進すべき技術
開発項目及び想定実施者をまとめ、提案する。

項目３：ＮＥＤＯ実施技術開発項目のとりまとめ



運輸省エネルギー技術委員会について①：委員名簿
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飯田 訓正 慶應義塾大学 名誉教授
岩井 信夫 公益社団法人自動車技術会 関東支部 理事／フェロー代議員
大口 敬 東京大学 生産技術研究所 人間・社会系部門

次世代モビリティー研究センター センター長
小川 博 日野自動車株式会社 技監
谷川 浩 一般財団法人日本自動車研究所 ITS研究部 部長
北條 英 公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会

ロジスティクス環境推進センター センター長
堀 洋一 東京大学大学院 新領域創成科学研究科

先端エネルギー工学専攻 教授
前田 義男 株式会社本田技術研究所 デジタルソリューションセンター

シニアエキスパート
矢野 裕児 流通経済大学 流通情報学部 教授

委員名簿

主催 ： 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 省エネルギー部

※オブザーバーとして、経済産業省、国土交通省もご参加



運輸省エネルギー技術委員会について②：スケジュール
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・「省エネルギー技術戦略」重要技術改定のご説明
・運輸省エネルギー技術開発の方向性検討

省エネルギー技術ニーズマップ作成→ 社会像の整理と議論
現状の技術開発項目の整理 → 技術開発項目の整理と妥当性の検討
技術開発の方向性の整理 → 技術開発の方向性についての議論

・事業者ヒアリング（招聘しご発表）

第１回 2019年11月13日（水）時間：10:30-13:00 場所：TKP東京駅日本橋

・社会像と技術開発項目について
2030、2050年の社会像の整理 → 第1回結果を踏まえた整理と議論
技術開発目標と課題の整理 → 目標値、ご術開発目標、課題について議論

・省エネ技術開発の方向性検討 → 技術開発項目について議論
・事業者、研究者ヒアリング（招聘しご発表）

第２回 2019年12月25日（水）時間：16:00-18:00 場所：TKP東京駅日本橋

・運輸省エネルギー技術開発の方向性検討
省エネルギー技術ニーズマップ作成→ マップ最終案のご提示
技術開発の方向性の整理 → NEDOとして注力すべき技術開発項目の整理報告

第３回 2020年2月5日（水）時間：15:00-18:00 場所：TKP大手町（予定）



２０３０、２０５０年の社会像：人口（国内）
国立社会保障・人口問題研究所の2017年調査によれば、国内の人口の将来推計（死亡中位推計）として2030年
時点で1億1,760万人、2050年時点で9,817万人と予測している。
総務省では「国勢調査」（総務省統計局）及び「国土の長期展望」中間取りまとめ（国土交通省）を基に三大都市
圏とそれ以外の地域に分けた際の人口比率を推計している。この場合、両者の差は拡大傾向にあり、2050年時点で三
大都市圏では56.7%、それ以外の地域では43.3%となるとしている。

（出典）国立社会保障・人口問題研究所(2017)「日本の将来推計人口 （平成 29 年推計）」、総務省(2016)「広域連携が困難な市町
村における補完のあり方に関する研究会（第１回）資料」より作成

日本全国における人口の将来推計
（出生中位・高位・低位（死亡中位）） 三大都市圏とそれ以外の地域における人口比率の将来推計
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２０３０、２０５０年の社会像：人口（世界）
国連によれば、世界全体の人口は増加傾向にあり、2050年ごろには100億人程度まで増加するとしている。
地域別に見た場合、サブサハラ地域（北アフリカ以外のアフリカ全域）の増加が長期的に見ても著しく、アジア地域の増
加傾向は2040年前後で減少傾向へ転じるとしている。

（出典）国際連合(2019)「世界人口推計2019年版 データブックレット」

世界全体の人口の将来推計

地域別に見た人口の将来推計

サブサハラ地域

中央アジア及び南アジア
東アジア及び東南アジア

欧州及び北アメリカ
北アフリカ及び西アジア

ラテンアメリカ及びカリブ諸国

豪州及びニュージーランド
オセアニア
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２０３０、２０５０年の社会像：ＧＤＰ（民間予測）

OECDの予測では、わが国GDPは2015年現在で約4.7兆ドル（約520兆円、世界4位）に対し2050年は約7兆ドル
（約780兆円、世界５位）に。ただし、世界のGDPに占める割合は5.5％から3%に落ち、世界経済におけるわが国のプレ
センスは弱まる予想。
世界のGDPは2050年の約2.5倍まで成長し続け、その中心はアジアに移行。インド・中国の世界のGDPに占める割合は
2015年の29%から2050年には44％となり、大幅に増加する予想。
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主要国・地域のGDP予測（2015～2050年）

（出典）OECD Real GDP long-term forecast のHPにて作成

日本

米国

インド

中国

OECD加盟国合計



２０３０、２０５０年の社会像：エネルギー
政府の「エネルギー基本計画」に基づき資源エネルギー庁が決定した「長期エネルギー需給見通し（エネルギーミックス）」
（2016年）では、政策の方向性に基づく2030年度のエネルギー需給構造の見通しを明示。
これによると、徹底的な省エネにより5,030万kLのエネルギー需要減を実現するとともに、一次エネルギー供給は再エネ・原
子力により自給率24.3％が実現するとしている。
2050年については、政府からはエネルギー需給見通しは示されていない。

14（出典）(2016)資源エネルギー庁「長期エネルギー需給見通し」

２０５０年度

？



２０３０、２０５０年の社会像：温室効果ガス

15

現在のわが国の温室効果ガス排出量は12億4,400万トン（2018年）。
政府は「地球温暖化対策計画」（2016年閣議決定）において、パリ協定等を踏まえ、温室効果ガス排出削減の目標を「2030
年度2013年度比26％削減」、さらに長期的目標として「2050年までに80％の温室効果ガスの排出削減を目指す」と明示。

わが国の温室効果ガス排出量と中長期目標

（出典）環境省（2015）「平成29年版 環境・循環型社会・生物多様性白書」データより作成
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２０３０、２０５０年の社会像：社会資本の老朽化
高度成長期以降に整備された道路橋、トンネル、河川、下水道、港湾等は、2030年までに建設後50年以上経過する
割合が加速度的に増加。これら老朽化したインフラは維持管理面、安心・安全面で懸念。
一方で、老朽化したインフラの更新のタイミングで、時代の要請にあった更新を行うことで、新たな社会像への適合を進める
ことが重要。
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注１） 道路橋約７３万橋のうち、建設年度不明橋梁の約２３万橋については、割合の算出にあたり除いている。（2017年度集計）
注２） トンネル約１万１千本のうち、建設年度不明トンネルの約４００本については、割合の算出にあたり除いている。（2017年度集計）
注３） 国管理の施設のみ。建設年度が不明な約１，０００施設を含む。（ ５０年以内に整備された施設については概ね記録が存在していることから、建

設年度が不明な施設は約５０年以上経過した施設として整理している。） （2017年度集計）
注４） 建設年度が不明な約２万ｋｍを含む。（３０年以内に布設された管きょについては概ね記録が存在していることから、建設年度が不明な施設は約

３０年以上経過した施設として整理し、記録が確認できる経過年数毎の整備延長割合により不明な施設の整備延長を按分し、計上している。）
（ 2017年度集計）

注５） 建設年度不明岸壁の約１００施設については、割合の算出にあたり除いている。（2017年度集計）

2018年3月 2023年3月 2033年3月

道路橋
［約７３万橋注1）（橋長
２ｍ以上の橋）］

約２５％ 約３９％ 約６３％

トンネル
［約１万１千本注2）］ 約２０％ 約２７％ 約４２％

河川管理施設（水門等）
［約１万施設注3）］ 約３２％ 約４２％ 約６２％

下水道管きょ
［総延長：約４７万ｋｍ注
4）］

約４％ 約８％ 約２１％

港湾岸壁
［約５千施設注5）（水深
－４．５ｍ以深）］

約１７％ 約３２％ 約５８％

（出典）国土交通省資料



２０３０、２０５０年の社会像：次世代自動車普及見通し/政府目標

産官学の有識者で構成される『次世代自動車戦略研究会』の検討結果を基に、経産省が2010年に策定した「次世代
自動車戦略2010」では、2020年・2030年の次世代自動車普及目標が示されている。
政府による積極的なインセンティブ施策で、2030年における次世代自動車の割合を50～70%とする政府目標を掲げてい
る。

17（出典）経済産業省（2010）「次世代自動車戦略2010」



２０３０、２０５０年の社会像：自動車技術会
政府が「目指すべき未来社会」として提唱する「Society5.0」（内閣府）では、新たな価値の事例として交通分野が示さ
れており、自動走行による渋滞緩和や事故減少、カーシェアや公共交通機関の組み合わせによるスムーズな移動が描か
れている。

18（出典）内閣府資料
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２０３０、２０５０年の社会像：ITSによる将来像
「ＩＴＳによる未来創造の提言」（ ITS Japan 、2013年）では、2030 年に想定される社会と、ITSの将来の
方向性と今後、実現・展開すべきITSサービスが提示されている。
エネルギー面においては、車体のエネルギー消費効率向上とともに、EVによるエネルギー転換・需給最適化、道路交
通流・交通モード連携による最適化が提示されている。

（出所）「ITSによる未来創造への提言」ITS Japan、2014年

2030年の交通社会の姿の例
①誰もが安全安心な移動環境の確保

③モビリティとエネルギーの最適化

②ネットワーク社会を支える移動の確保

④道路交通流・交通モード連携の最適化

• 高度運転支援や生活道路での交通弱者対策により、高齢者、子供等に快適なモビリティーが担保される。
• 様々な官民情報が有機的に統合され、交通事故・渋滞がなく、効率的で快適なシームレスな移動が実現する。

• 多様なライフスタイルを支える購買形態が実現する。
• 環境負荷を軽減しつつ、正確で高効率な物流システムにより産業競争力が向上する。
• 災害対応でグローバルサプライチェーンが拡大する。

• 道路交通を総合的にマネジメントし、多様な移動手段の組み合わせて、移動ニーズに即応した
情報を提供する。

• 個々が選んだ移動と道路空間有効活用が両立し、道路の実質交通容量が拡大する。

• 電動車の蓄電電力を家や社会と接続し、エネルギー源の転換と需給構造変化の一翼を担う。
• 災害時にも、移動電源・通信基地局として、自助、共助を支援する。



２０３０、２０５０年の社会像：自動車技術会の技術ロードマップ
自動車技術会（自動車関連の学術団体）は、将来技術、社会、市場の動向を盛り込み、将来モビリティを取り巻く社
会的課題の解決に向けた活動指針「２０５０年チャレンジ」（2017年）をとりまとめ。
ここでは、中期（2030年）長期（2050年）のフェーズにおいて技術課題を挙げた「技術ロードマップ」が示されており、項
目別に2050年までの技術指針が示されている。2050年実現を目指す主な項目としては、非接触給電、次世代電池・燃
料電池、他社会システムとの同時最適設計、次世代センシング、空飛ぶクルマなど。

20（出典）自動車技術会資料

技術ロードマップ



２０３０、２０５０年の社会像： EUのシナリオ
欧州委員会は2018年、2050年までの気候中立（Climate Neutral）を目指す方針「A Clean Planet for all」を発表。

2050年までに８つの異なるシナリオを分析。現行政策を元にしたベースシナリオでは、約60%の削減にしか至らず，追加対策が必要と指摘。
その上で，2050年ネットゼロを実現するためには，循環経済や市民の行動変容，森林吸収源の最大化が必要とした。

移行には、技術イノベーションのさらなるスケールアップを、デジタル化、情報通信、ＡＩ、バイオ技術のブレークスルーにより加速できると指摘、
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① 省エネによりエネルギー消費量を半減（05年比）
② エネルギーの完全脱炭素化（電力の８割が再エネ）
③ クリーンで安全かつ連結された交通 （電化・代替燃料促進， ス

マート化）
④ 競争力ある産業界のためのイノベーション （熱源の脱化石燃料化，

CCSの活用，循環経済型ビジネスモ デルの採用）
⑤ インフラ整備（デジタル化促進と低炭素燃料の供給）
⑥ バイオ経済と森林吸収源（持続可能な低排出型農業，植林）
⑦ 炭素回収貯留技術（ＣＣＳ）による余剰排出対策

全８シナリオに共通する７つの要素 運輸部門への言及
共同行動として戦略優先すべき領域に「クリーンで安全かつ接続された
モビリティ」が挙げられており、以下の記述がある。
• EUの輸送部門は、よりクリーンで安全、かつ接続された技術とシス

テムに移行する必要
• 脱炭素化には、高い電化率が必要だが、他の技術オプションも必

要
• 具体的には、(自動化を含む)スマートシステムテクノロジー、鉄道・

航空の水素・バイオ燃料などの低排出燃料への移行など。
• 都市と地域インフラの開発は、汚染や騒音の低減といった、付加的

な利点を得る保持する移行の鍵である。

電化 水素 P2X 省ｴﾈ 循環 組合せ
1.5℃
技術

1.5℃
持続

シナリオ別の長期戦略オプション シナリオ7,8の2050年までの経路

（出典）「 A Clean Planet for All 」EU（2018年）、「EU気候変動政策の概要」 欧州連合日本支部（2019年）、「Fact Sheet: EU 2050 strategic vision “A Clean Planet for All」
ドイツ環境省（2018年）



２０３０、２０５０年の社会像： デジタル化とエネルギー、運輸
IEA「Digitalization and Energy」 （2017年）では、デジタル化が多岐に渡るエネルギー部門において重要性を増して
いるとして、その部門別のインパクトや相互接続されたシステムの姿等を描いており、運輸部門も含む従来と将来の電力
部門の構造が示されている。
運輸部門は、スマートな接続による安全性・効率の増加、シェアリング、自動化・電化とデジタル化の組合せへの影響が示
されている。
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運輸部門への言及
• 輸送はよりスマートになり、より接続され、安全性と効率が向上する。
• 接続性は新しいモビリティシェアリングサービスを可能にする。
• 車両の自動化と電化の進歩と組み合わせることで、デジタル化はエネル

ギーとCO2排出へ実質的かつ不確実な影響をもたらす可能性がある。
• 長期的には、道路輸送のエネルギー使用量は約半分またはその2倍以

上減少する可能性がある

（出典） 「Digitalization & Energy」 IEA（2017年）

現在

将来

米国における乗用車自動化のエネルギーへのインパクト分析
楽観シナリオ 悲観シナリオ

楽観シナリオは、スムーズな交通流、事故減少、車両の小型化／軽量化、エコ
ドライブ、隊列走行など自動化の潜在的利点がほとんどすべて実現、悲観シナリ
オは自動化による需要の大幅増加のみを考慮。エネルギー需要は楽観シナリオ
では半減するが、悲観シナリオでは倍増する



２０３０、２０５０年の社会像： 大手石油会社によるシナリオ（Shell）
石油大手Royal Dutch Shell plcの「Shell scenarios Sky」（2018）では、2070年までの温室効果ガス実質ゼロ排出
に向けた道筋を「Sky Scenario」として示しており、発電部門・運輸部門に関して言及。
最も重要なエネルギーシステムのトレンドとして電化を挙げている。運輸部門は電化・バイオ燃料・水素に関して記述されて
いる。
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運輸部門における電化・バイオ燃料・水素に関する記述
早くも2030年には世界の自動車販売の半分以上が電

気自動車であり、2050年までには全ての乗用車に拡大
2025年までに乗用車の電気自動車はガソリン車と同等

のコストに到達

2040年以降、水素がエネルギーキャリアとして出現
道路貨物は2050年代まではディーゼルに依存するが、エ

ネルギー密度の観点からバイオディーゼルや水素、電化の
方向で変化が生じる。

運輸部門を含むエネルギーシステムの転換の将来像（左：現時点、右：2070年）

（出典）「Shell scenarios Sky」Royal Dutch Shell plc（2018年）

石油
ガス
石炭
原子力
バイオマス
太陽光
風力
電力
CCS
水素
火力発電所
重工業
工業製品

電力
電力

バイオマス

石炭

石油

ガス

水素石油

石炭



24
※調査結果から事務局が再整理。
※調査対象の資料で示されている社会像の実現時期と、必ずしも整合していない点に留意。

将来像

大都市 地方都市 中山間地域 地域間移動

旅客

輸送

旅客・
輸送
共通

・人口集中の加速
・ｼｪｱﾘﾝｸﾞｴｺﾉﾐｰの実現
・エネルギーシステムとの協調

・人口減少・循環型社会の実現
・公共交通の大幅見直し

・人口減少・超高齢化が顕著
・ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｻｰﾋﾞｽの実現が困難に

ﾓﾋﾞﾘﾃｨ

ｼｽﾃﾑ

ﾓﾋﾞﾘﾃｨ

ｼｽﾃﾑ

・マイカーは減少
・MaaS専用車両
・鉄道、路線バスの利便性向上
・ﾗｲﾄﾞｼｪｱ、ｶｰｼｪｱ

・MaaS向け自動運転
・ｼｪｱﾘﾝｸﾞ＋自動運転

・EV向けインフラ
・V2G、V2H

・ﾗｽﾄﾜﾝﾏｲﾙのﾄﾞﾛｰﾝ活用
・自動宅配ロボット
・小型トラックのEV化

・物流拠点の分散化/効率化

・マイカーは減少
・MaaS専用車両
・路線バスの利便性向上
・ﾗｲﾄﾞｼｪｱ、ｶｰｼｪｱ

・MaaS向け自動運転
・ｼｪｱﾘﾝｸﾞ＋自動運転

・PHEV向けインフラ
・EV向けインフラ
・V2G、V2H

・自動配送ロボット
・小型トラックのEV化

・マイカーは超小型含むEV化へ
・ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞﾊﾞｽ

・小型EV向け自動運転
・ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞﾊﾞｽ向け自動運転

・PHEV向けインフラ
・EV向けインフラ
・マルチモーダル化

・自動配送ロボット
・小型トラックのEV化

共通の
方向性

温室効果ガス大幅削減と、スマートでサステナブルな運輸システムの両立

エリア毎のモビリティーの将来像と対応案（検討中）

・ﾏﾙﾁﾓｰﾀﾞﾙ、ﾓｰﾀﾞﾙｼﾌﾄが加速

・PHEV向けインフラ
・走行中給電向けインフラ
・FCV向けインフラ
・マルチモーダル化

委員各位との意見交換から、まずはエリア毎の社会像とこれを実現する旅客／輸送におけるモビリティのすがたを整理。

これらを実現するモビリティ／システムのうち、協調領域且つ民間にはリスクの高い領域をＮＥＤＯ事業で担っていく。

ﾓﾋﾞﾘﾃｨ、
ｲﾝﾌﾗ側
の対応

超小型：EV
小型：HV⇒

EV、PHV
大型：HV⇒

FCV、EV・長距離バス向け自動運転

・鉄道、航空機
・高速バスの次世代化
（PHEV,走行中給電+EV,FCV）

・鉄道、船舶
・トラックの次世代化
（PHEV,走行中給電+EV,FCV）

小型：HV⇒
EV、PHV

大型：HV⇒
FCV、EV

高速充電
システム
走行中給電
システム
水素ステーション

・物流拠点の効率化 ・隊列走行＋自動運転
・物流拠点の最適配置/効率化

・SAの物流拠点化



ＮＥＤＯが行うべき運輸部門技術開発の検討（検討中）
委員会においては、これらの背景をもとに、2030年、2050年の社会の姿とこれに向けた運輸の
課題、課題解決のために今後ＮＥＤＯが行うべき技術開発を議論し、取りまとめる予定。
重要性の高い技術開発項目案については、次年度以降の検討やFS調査なども視野。
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※第1回、第2回の委員会での議論から検討中のものであり、最終的な技術開発項目案としてとりまとめたものではない
ことに留意。

次世代自動車
の普及

省エネ・再エネ
活用の最大化

安全・安心・快適な
運輸の実現

移動ニーズに
マッチした交通
システムの実現

効率的で無駄の
ないサプライチェーン

の実現

MaaS等新たな
移動システムの構築

最適な交通流を
実現する

制御システムの構築

スマートでムダのない
物流システムの構築

技術開発の項目（案）

（共通）V2V,V2P通信等を視野に
入れたダイナミックマップの検討

（全体）運輸グランドデザインの検討

（物流）サプライチェーンの現状
分析・課題・解決方策の検討

（旅客）MaaS専用車,ﾊﾟｰｿﾅﾙﾓﾋﾞﾘ
ﾃｨ,自動運転車等の省エネ化の検討

（旅客）公共交通向けデータ活用,
標準化,ＰＦ化の検討

省ｴﾈ,再ｴﾈ,V2H/V2G・・

事故ｾﾞﾛ,渋滞ｾﾞﾛ,ｽﾄﾚｽｾﾞﾛ・・・

ﾏﾙﾁﾓｰﾀﾞﾙ,ｼｪｱﾘﾝｸﾞ・・・

待機ｾﾞﾛ,積載効率最大化・・・

課題の整理（案） 課題解決策（案）

次
年
度
以
降
の
検
討
へ

温
室
効
果
ガ
ス

大
幅
削
減

ス
マ
ー
ト
で
サ
ス
テ
ナ
ブ
ル
な

運
輸
シ
ス
テ
ム
の
実
現



ご清聴ありがとうございました

26


