
技　術　展　望 21世紀における持続的社会の実現
に向けた3E展開

21世紀の国際社会では，世界経済の多極化により，

BRICs（ブラジル・ロシア・インド・中国）や，アジ

アの発展途上国でエネルギー消費量が急増し，従来か

ら指摘されてきた地球温暖化防止等の環境の制約だけ

でなく，石油や水等のエネルギー資源の制約も合わせ

た状況下での持続的発展が最大の課題となる．

この課題の解決には，エネルギー安全保障（Energy

security）と環境保全（Environmental protection）

と経済効率・持続的経済発展（Economic efficiency

& Sustainable Economic growth）の3Eを同時に実

現する社会システムの構築とエネルギー環境技術の普

及による3E展開が必要である．

本論文では，今後の経済発展の中心となるアジアで，

特に中国と日本を軸としたパートナーシップと，国内

の循環型社会構築による地域活性化のための3E展開

の概念を示し，その実現にむけて弊社が貢献可能な技

術・製品群の全体像を紹介する．

2．1 地球温暖化対策の現状

ロシアの批准決定により，2005年２月に京都議定書

が発効となり，2008年からの第一約束期間での温暖化

ガス排出量削減への国際的取組みが本格化している．

しかし世界最大のエネルギー消費国である米国や，

今後エネルギー消費量が急増する中国やインド等は，

温暖化ガス排出量削減の義務がなく，2013年からの

第二約束期間での国際的な合意形成には，相当な困難

が予想されている．

また日本は，既に世界最高水準の省エネ社会を実現

しており，ここから更に1990年比６％減のレベルま

で温暖化ガス排出量を削減する必要があり，国内対策

だけでは実現が厳しい状態となっている．

そこで市場原理を活用して，排出権を取引する京都

メカニズムの導入が進められているが，その中で最も

期待されるCDM（Clean Development Mechanism）

では，省エネ効果があり経済性がある案件は，排出権

が認証されないという制度上の難しさがある．

また現在の日本の削減必要量1.1億 t-C／年の29倍

ものCO2排出量の増加が，インド・中国で予測（2010

年時点）されており，日本の削減努力だけでは，実効

性に疑問がある．

2．2 エネルギー需給逼迫による石油価格の高騰

21世紀に入り，石油価格が急騰している．中国等

の人口大国での生活水準向上に伴うモータリゼーショ

ンによる液体燃料の需要の増加が，今回の価格急騰の

主因の一つであり，エネルギー安全保障が，国際社会

における優先課題として再浮上してきている．

エネルギー安全保障は，ノーブルな石油の高効率利

用と環境性が高い天然ガスシフトに依存するだけでな

く，最も埋蔵量が多い石炭の有効利用や，非在来型石
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1．は　じ　め　に

3E Vision for Realization of Sustainable
Global Society in 21st Century

地球環境問題は，温暖化ガス削減という単一の取り組みでは本質的解決が難しく，国内地域間又は多国
間での持続的経済発展を基軸に，環境と表裏一体にあるエネルギーの安定供給を組み合わせた3E展開が
解決の鍵となる．エネルギー消費が急増するアジアでは，日本の省エネ・環境技術が求められており，国
内では自然エネルギーを活用した循環型社会構築による地域活性化が進んでいる．弊社は，持続的な国際
社会実現に向けて3E展開に貢献可能な環境調和型エネルギー変換・利用，環境保全・修復・創造の技術
開発に取り組んでいる．

2．21世紀の最重要課題である3E同時実現



油資源の開発，原子力の利用の推進，さらには再生可能

エネルギーの高度利用を図り，エネルギーの多様化を

進めることが重要である．今後石油価格の上昇ととも

に，燃料間の競合が激化し，特に炭化水素系燃料では，石

油から他燃料へのシフトが起こると予想される（図１）．

2．3 3E展開の必要性

21世紀は，グローバル市場経済の進展で，先進国

と発展途上国といった構図だけでなく，一国内の地域

間においても経済格差が拡大し，市場メカニズムの効

用と限界の議論が更に重要になると予想される．

このような環境・エネルギー・経済の課題は，単一

視点からの取組みでは解決が困難であり，環境とエネ

ルギーの表裏一体の関係を十分に理解し（図２），多

様なエネルギー資源を高い効率と低い環境負荷で活用

し，エネルギー安全保障，環境保全，経済効率・持続

的経済発展をバランスよく同時実現する3E展開が必

要である（図３）．

2．4 二つの3E展開モデル

3E展開は，高度経済成長社会に入り，今後エネル

ギー消費量と環境負荷が増大する発展途上国と先進国

の間で展開するケースと，少子高齢成熟社会に入り，

エネルギー消費量は横ばいであるが，エネルギーの安

定供給と環境保全・雇用安定・経済効率向上を必要と

する日本の地域間で展開するケースに大別される．

日本にとって，前者はアジアの発展途上国，とりわ

け中国が対象となり，後者は国内での都市部と地方部

が対象となる．以下にその概念を示す．

3．1 日本における3Eの現状と課題

石油ショック以降，日本の一次エネルギー全体の石

油依存度は77％から55％まで低下したが，中東依存

度はむしろ1980年の71％から88％（2003年）まで

高まっている．これに中国の石油輸入量の急増で，日

中韓の中東依存度は，2003年の58％から2020年に

は71％まで急速に高まると予想されている．

また日本は少子高齢化社会となり，経済成長の鈍化

が懸念され，エネルギー環境関連投資が低調になる中

で，温暖化ガス排出量削減のために，世界最高水準の

省エネ社会を更に深化させなくてはならず，費用対効

果の悪化が課題となっている．

3．2 中国における3Eの現状と課題

中国は，1980年から年平均成長率9.7％の高度経済

成長を持続しており，今後も７％の成長率を維持可能

との見方が強いが，その実現には高度経済成長社会に

共通な3E問題の解決が必要である．

エネルギーに関しては，生活水準向上による電力不

足，自動車普及による液体燃料不足があり，さらに，

石炭中心のエネルギー構造，世界的に低水準のエネル

ギー効率等の中国独自の事情が絡み，液体燃料の確保

と石炭の高効率利用が課題解決の鍵となっている．

環境や経済に関しては，環境対策の遅れや都市化に

よる大気汚染・水質汚濁・土壌汚染・廃棄物問題等の

域内環境問題の顕在化や，温暖化ガス排出量の急増，
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3．アジアパートナーシップによる3E展開
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図１　多様な炭化水素系燃料の需給バランス
Roll Over Point（各燃料が図中の線とぶつかる点）で，需給
アンバランスが生じて，その燃料の価格が急騰し，他の経済性
のある燃料に逐次置換わる．
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図３　21世紀の国際社会の重要課題である3Eの同時実現
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図２　社会経済活動を支え，表裏一体関係にある環境
とエネルギー



酸性雨，森林減少，砂漠化，水資源不足，海洋汚染等

の広域環境問題の深刻化があり，また都市部（沿岸部）

と農村部（内陸部）の経済格差の拡大が社会問題とな

りつつある．

3．3 日本・中国二国間の3Eサイクル

これらの日中両国が抱える3E問題は，二国間で，

エネルギーの多様化と環境保全を促進する技術導入と

共同事業を促進し，両国の持続的経済発展を図る3E

サイクルを導入することで，効果的に解決できる可能

性がある（図４）．

本サイクルは，以下の３点で構成される．

①中国において，石炭からの液体燃料及び化成品製

造を日中共同事業で行い，その製品を中国で利用

するとともに日本にも輸入する．

②中国において，日本のエネルギー高度利用・環境

保全技術の普及やその技術を活用した日中共同事

業を行う．

③これらの共同事業に関わる輸出入を二国間のパー

トナーシップで行う．

本サイクルを回すことで，下記のメリットが生まれる．

①エネルギー安全保障のメリット

中国で石炭から製造する液体燃料を使用すること

で，世界の石油需給が緩和される．中国は自国資

源である石炭の有効利用が可能となり，かつ日中

両国の石油の中東依存度の低下と，両国の経済的

相互依存により，北東アジア域でのエネルギー安

全保障が強化される．

日本のクリーンコールテクノロジーや原子力技

術を導入・普及することにより，電力需給が緩和さ

れ，エネルギーの多様化，クリーンな高効率利用が

可能となる．また世界最高レベルの日本の省エネ技

術を中国に普及することで，エネルギー消費量の抑

制が可能となる．

②環境保全のメリット

日本の数倍のペースでCO2排出量が急増する中

国で，日本の原子力，クリーンコールテクノロジー，

再生可能エネルギー等の環境調和型エネルギー技

術，大気汚染・水質汚濁防止等の公害防止技術，都

市ごみ・産廃・有害物質等の廃棄物処理技術を導入・

普及することで，実効性ある環境対策が可能となる．

また石炭から液体燃料製造を推進することに

よって，硫黄酸化物や煤塵の排出量が少ない液体燃

料が普及し，大気汚染を抑制することも可能である．

③経済効率・持続的経済発展のメリット

中国は，エネルギーの安定供給により，経済成長

の持続が可能となる．産炭地は中国で経済発展が遅

れている内陸部が多く，石炭の高度利用促進で国内

での経済格差を縮小できる可能性がある．

日本では，中東への原油輸入支払いのための外貨

の一部が，中国からの液体燃料輸入を経て，日本の

エネルギー・環境技術の高度化，エネルギー・環境

産業の活性化に使われることとなり，国内の産業競

争力・技術力の維持発展が可能となるであろう．

3．4 日中3Eサイクルの効果試算

弊社は，（財）日本エネルギー経済研究所とともに，

マクロ経済動的計量モデルを使った2020年の中国の

3E動向予測を行い，日中3Eサイクルの効果を試算した．

この試算では単純化したシナリオを仮定した．まず

現在から2020年までの中国のGDP年平均成長率を

7.2％とし，現在中国の電力の78％を占める石炭火力

の新設増加容量を省別に試算し，さらにその新設石炭

火力の効率は，現在の中国の最高レベルである39％

まで向上することをベースシナリオとした．

このうち2010年からの新設分は，日本の支援によ

り，原子力や石炭ガス化複合発電等に置き換えると仮

定し，その設備追加投資額と等額の石炭からの液体燃

料製造量を算出し，日本への輸入相当分とした．

これによって，中国の石炭消費量，CO 2排出量，

SO2排出量，日本の石油中東依存度の各低減量を効果

として評価した（図５）．これらを見るとおり，日中

3Eサイクルを導入した場合の2020年時点の中国の石

炭消費量，CO2排出量，SO2排出量は，ベースシナリ

オと比べて，各々8 700万トン（石油換算），9 400万

トン（炭素換算），744万トンの削減になる．この数

値は，2000年時点の日本の各実績値に対し，石炭消費

量で2.1倍，CO2排出量で0.3倍，SO2排出量では8.7

倍に相当する．また日本の石油の中東依存度も，2003

年の88％から2020年には71.1％に低減できる．

先進国であるオーストラリア，ドイツなど欧州連合
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図４　日中3Eサイクルの概念図

4．循環型社会構築による地域活性化の3E展開



これらの3Eの同時実現には，環境調和型エネルギー

の変換・利用技術，環境保全技術，環境修復・創造技

術が必要である．

利便性の増大や安全安心の社会の要求から，エネル

ギー資源の必要量の増大，エネルギー使用量の増大，

環境負荷・廃棄物の増大，化石エネルギーの使用量の

増大，CO2排出量の増大，という連鎖の相関が生じ，

この各々の相関を抑制する技術が求められている．

弊社は，これらの相関の抑制に寄与する環境・エネル

ギー分野の幅広い製品群を供給し，かつ相関の抑制効

果を更に向上すべく技術開発に取り組んでいる（図７）．

アジアでの高度経済成長社会と，日本での少子高齢

化成熟社会の高度なニーズに対応して，弊社は，持続

的な国際社会の実現に向けて，3E展開を可能とする

製品・サービスの提供と，さらなる技術と事業のイノベ

ーションを推進する．

三菱重工技報　Vol.42 No.4（2005-11）

151

5．3E同時実現に貢献可能な弊社の環境・エネ
ルギー技術

の幾つかの国では，エネルギー自給率向上によるエネ

ルギー安全保障，温暖化ガス排出量削減を目的として，

様々な優遇策を通して，再生可能エネルギーの導入を

促進している．

特にバイオマス資源は，エネルギー源の供給を兼ね

ることで，農林業・畜産業の経営を支援するとともに，

雇用も創出し，森林保護・育成，地域振興につながっ

ている．また米国・ブラジルでも，農業作物由来のエ

タノールは，自動車用燃料としての利用促進が進めら

れているが，自国の農業・地域振興の狙いがある．

このような国内の森林の保護・育成や一次産業から

のバイオマス資源の循環利用は，現在の市場原理だけ

では成立し得ない．そこで環境保全やエネルギー自給

率向上等の多くの公益的機能を有する森林の保護・育

成と，バイオマス資源や再生可能エネルギーの利用を

組み合わせた循環型社会構築のコストを，多くのエネ

ルギーを消費し，温暖化ガスや廃棄物を排出する都市

部が負担する3E展開の導入検討が本格化している（図

６）．

弊社も，2004年４月から，雫石町と小岩井農牧（株），

東北発電工業（株），東京産業（株）とともに出資し，（株）

バイオマスパワーしずくいしを設立し，新たな3E展

開に挑戦している． 古屋孝明 大木良典
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