「2050 年脱炭素化社会の実相に迫る」(その 3) 産業電化とは
2021 年 7 月 3 日

株式会社 eTEC Marketing 堀田善治

前報 1で考察したように、地球温暖化を 2℃未満、理想的には 1.5℃に制限するというパ
リ協定の気候変動緩和目標達成するためには、電源構成の脱炭素化と同時に最終エネルギ
ー消費に対する電力使用量の割合、すなわち電化率を 70％程度にまで高める必要性が見て
取れた。現在の電化率は、我が国全体では約 26％（表-1 参照）、全世界では 27％程度（図1 参照）となっている。ただ、この電化率は部門別に大きな偏りがあり、業務・家庭部門
（Buildings section と類似）では 50％程度に近いが、製造業を中心とした産業部門では
20％程度、自動車用が中心の輸送部門では 2％程度と相当に低い値となっている。
表-1 我が国の部門別最終エネルギー消費と最終電力消費(2019 年度) 2
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図-1 世界の最終エネルギー消費に対する部門別電化率（2017 年） 3

TFC = total final consumption.
Useful energy とは、エンドユーザーがニーズを満たすために
利用できるエネルギーを指す。使用時点での変換損失の結果として、Useful energy 量は、最終的な
エネルギー需要(final energy demand)よりも少なくなる。

全体としての電化率を高めるためには、民生部門の電化をさらに高めることは勿論とし
て、産業部門や輸送部門における電化率の改善を積極的に進める必要がある。輸送部門はこ
こにきて急速に EV 化の進展がみられ、2050 年までには相当の改善が予見されている。残
るは産業部門の電化、いわゆる産業電化である。
しかしながら、脱炭素化に向けての産業部門の電化技術はいまだ明確には立証されてお
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らず、2050 年までの社会実装は困難視されている。2050 年を見据えた場合、電化がどのよ
うな姿でイメージされているか、この産業電化の技術的可能性とその開発動向について各
種の報告などから概観した。
１．エネルギー集約型産業の生産工程の脱炭素化経路オプションのレビュー（2018） 4
(A review of technology and policy deep decarbonization pathway options for making
energy-intensive industry production consistent with the Paris Agreement.)
鉄鋼、セメント、ガラス、アルミニウム、化学薬品、プラスチック、非鉄金属、パルプ及
び紙、その他の GHG を多く排出する製品の生産は世界の年間 GHG 排出量の約 1/3 を占め
ている。パリ協定の気候目標に従えば世界の GHG 排出量は 2050 年にはゼロに達し、おそ
らく 2055 年から 2080 年の間にはマイナスにならなければならない。電力生産、輸送、民
生・建物の脱炭素化にはかなりの注意が払われているが、エネルギー集約型産業を脱炭素化
する方法に関する知識は他の分野にくらべ遅れている。すべての新しいプロセスは 2035～
2060 以前までに非常に低いかゼロ排出でなければならない。本報告ではエネルギー集約型
の産業 GHG 排出量をパリ協定に適合させるためのアプローチに関するコンセプトと具現
化のための将来技術のレビューがなされている。
産業の脱炭素化へのアプローチは Figure-2 のようなデシジョンツリーにまとめることが
できる。
選択オプションとしての最初のステップは脱炭素化された新たな原材料に依るか使用量
の削減、リサイクルする方が安価であるかどうかである。これはサプライチェーンとライフ
サイクル分析を取り入れた経済的な質問となる。
新たな脱炭素材料に解を求める場合、次の選択は化石燃料の燃焼熱とサービスに既存の
プロセスを継続維持するか、今後の研究開発で生み出される代替プロセスによるリスクの
高い商業化を行うかである。
既存のプロセスを維持する場合は CCS を前提とした石炭やメタンの燃焼、固体酸化物燃
料電池そして化学ループ、バイオマスを使用するか、または開発結果による GHG フリーの
熱源を使用するか、いずれかの選択となる。
後者については、3 つの温度クラスに分けて考える必要がある。一般的な蒸気及び食品加
工のニーズに対する 0～250℃、一般目的（化学処理など）の場合の 250～1,000℃、石灰
（1,200℃）、セメント（1,400℃、鋼（1,600℃）などの >1,000℃の 3 クラス。これらの各
温度クラス内での GHG 削減の代替案はそれぞれ次のようである。


250℃までは、ヒートポンプまたは平板太陽熱集熱器による熱の使用。これらの手段で
産業プロセスの熱ニーズの最大 30％（つまり 150℃以下）までが満たされる。



1,000℃までは、CSP（太陽熱）、燃料電池廃熱、または小型原子炉の使用。



1,000℃を超える場合、バイオマス、水素、合成メタン燃焼、または高度な電熱技術（プ
ラズマ発生器など）の使用。

新しい基本プロセスが選択されると、単体または組み合わせで使用できる一連のオプシ
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ョンが連動しくる。化石液体及び気体燃料並びに原料のバイオマスへの置き換え、脱炭素化
電力の適用（電化）、電気化学と水素のハイブリッド、合成炭化水素による代替、ある産業
（鉄鋼など）からの廃棄物（例：H2、CO、CO2）が別の産業（例：化学薬品）の原料とし
て直接渡される産業共生などである。
Figure 2. Generalized energy-intensive industry decarbonization options.

上記のオプションにある主な技術の特徴については以下のように説明されている。
CCUS はほとんどの大規模燃焼産業施設で技術的に実行可能なオプションであるが、産
業用プラントでは発電プラントよりも燃焼排ガスの量が比較的少ないため、多くの場合、プ
ラントサイトで発生する CO2 を処理サイトに輸送しまとめて処理する必要がある。CCUS
の最も高価な部分は排気ガス流から CO2 を回収するコストであり、その削減のための高度
な膜分離技術または気泡式吸収塔などの技術開発が進められている。CCUS のコストを削
減するもう 1 つの方法は、高純度酸素を燃焼助剤とした直接燃焼で、CO2 の比較的純粋な
ストリームを生成するプロセスである。回収を容易にし、あるいは CO2 ストリーム内での
化学ループによるコスト圧縮の可能性がある。
固体酸化物型燃料電池は豊富に存在する化石メタンを燃料源にして、温度（600～900℃）
の工業プロセス用熱源と電気を、純粋な CO2 ストリームのもとに生成できる。結果として
生じる CO2 は圧縮、地下での貯蔵、または他のプロセス（例えば、再生可能なメタノール、
エタノールまたは他の化合物の製造）に使用できる。しかし、大量利用には制限があり、最
終的には貯蔵が必要になり、いずれにしても大規模な CCS は安全な地層貯蔵の経済的な輸
送距離にあるエリアに限定される。
太陽熱、バイオマス、合成メタン、脱炭素水素またはそれらからの脱炭素電力はすべて
GHG フリーの代替プロセス向け熱源として使用できる。いずれも開発のさまざまな段階に
あり、中でもバイオマスは商業的有用性に最も近いところにある。
文献では小型のモジュール式原子炉も考慮されているが、最終的なコストや技術の実証
未完に加え、セキュリティ、廃棄物処理、拡散に大きな懸念がある。
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また、業界別にみた場合の脱炭素化の選択肢についても言及されている。エネルギー多用
産業についての概要は以下のようである。
パルプ・製紙産業でのバイオマスの活用は重要である。紙の前駆体は現在、機械的または
化学的パルプ化の 2 つの方法で製造されている。生パルプの需要はリサイクル繊維の使用
で削減できる。機械的パルプ化には、モータに供給する脱炭素化された電気が必要である。
一方化学的パルプ化では、セルロースを形成するリグニンが溶解・分離される。リグニンは
バイオ燃料として回収ボイラーで使用されプラントの加熱及び発電ができる。純余剰電力
のグリッドへの送電も一般的で、これは化学的パルプ工場の標準的仕様となっている。
製鉄・製鋼分野については、鋼は通常、高炉-転炉（BF-BOF）経路で製造されている。こ
れは、酸化鉄 (Fe2O3) を炭素(コークス)と反応させ脱炭酸する反応であり、基本的に GHG
排出量削減の改善余地は限られている。脱炭素化の考えられる手段の 1 つは、BF-BOF プ
ロセスから排出される CO2 を回収し CCS または CCUS と組み合わせることである。BFBOF 排出ガス（H2、CO、及び CO2）を化学製造の原料として使用することで、CCS を回
避するルートも考えられる。2 つめは、直接還元鉄とそれに続く電気アーク炉 (DRI-EAF)
ルートである。再生可能な水素を固体鉄鉱石の還元剤として使用し EAF で精錬・製鋼する。
もう 1 つのルートは電力ベースのオプション、電解採取法である。鉄鉱石を酸またはアル
カリに溶解し、脱炭素電気で電気分解し、ついで EAF 溶解する方法である。
ガラスの生産には多量のプロセス熱が必要で、したがって今日では GHG 排出の著しいプ
ロセスとなっている。一般的に論じられている脱炭素化への経路は CCUS を活用したもの
または直接電気融解となっている。
セメント生産は GHG 排出の大きな割合を占めているが、今のところ、明確な脱炭素化の
ルートは示されていない。排出量を削減する手段としては、セメントを主に圧縮強度の維持
に当て、せん断強度維持は他の材料例えば木材、炭素繊維などと組み合わせるなどの設計上
の工夫で、セメントの使用量を 20~60％削減することとされている。
脱炭素化社会への移行には技術以外にまだ多くの研究課題が残されている。マクロ経済
の観点から見ると GHG 排出強度の高い基礎材料の生産は今日のほとんどの最終製品の付
加価値のわずかな割合（1～5％）にすぎない。理論的には脱炭素基礎製品のフル生産コスト
が既存技術の 2 倍に増加しても、自動車、建物、機械などの最終使用コストは 1～5％の上
昇であり、これによる実質的な代替、最終用途の需要、または世界的なマクロ経済的影響が
生じる可能性は低いことになる。
しかし、これらはグローバルな市場で非常に競争の激しいもとで取引されており、ユニッ
ト生産コストが 2 倍になることは、生産を最も安い場所、例えば必要なバイオマス、ゼロ炭
素電力及び熱、さらには CCS の地質的貯留場所があり、貿易ルートのシフトが有利な場所
へ移動する強いインセンティブを示唆する。これは地域の資源や政治状況との関連性が強
いことから産業の脱炭素化が最適な地域とセクターの組み合わせを非常に重視せざるを得
ないことを示唆している。
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エネルギー集約型産業を完全に脱炭素化するために開発中の多くの新興技術があるもの
の、それらの多くは、今だ、既存プロセスフレームへのアクセスシナリオや政策議論にほと
んど反映されていない。パリ協定の目標を達成するためにこれらの技術を商業的な有用性
に移行するためにはエネルギー集約型産業の脱炭素化に特化した生産から最終用途までの
幅広い厳格なイノベーションと市場の取り込みポリシー、支援機関とビジネスモデルに関
する研究が必要である。
２．オランダのプロセス産業における電化 (Commissioned by Netherlands Enterprise
Agency & Top Consortia for Knowledge and Innovation Energy and Industry, 2017) 5
オランダのプロセス産業はオランダの総エネルギー使用量の約 3 分の 1 を占める。持続
可能な電力による電化はオランダの CO2 削減に大きな影響を与える。その認識を背景に、
この論文では、プロセス産業における電化のための有望な技術と革新の機会並びにそこへ
の移行の障壁を広く探っている。
一般に、産業のエネルギー需要は大部分が熱からなるためエネルギー利用効率の改善、い
わゆる省エネギ―による削減はある程度まで予想できるが、残りの熱需要については地熱
エネルギー、バイオエネルギー、炭素回収利用と貯蔵（CCUS）、電化の 4 つの移行ルート
の検討となる。それぞれの位置づけを見ると Figure-3 のようである。オランダや欧州にお
ける再生可能エネルギー供給の大部分は太陽光と風力に依存することを併せ考えると、
2050 年における CO2 削減率 80～95％に向けての電化の重要性は今後ますます高まること
になる。
Figure 3. Possible electrification strategies and their application categories

電化にともなう産業構造の革新にあたっては、継続的なベースロード電源を前提とする
場合とパートタイム電化を目的とした非継続電源を前提とする場合とでは CO2 削減に与え
る効果は大きく異なる。所定の CO2 削減を目指す目的では再エネ電力全負荷（ベースロー
ド電化）によるコアプロセスの技術革新及びエネルギー消費効率の高いユーティリティ技
術の採用が主ルートとなる。
これまでにオランダや世界の研究例からベースロード電化で期待される革新技術として
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は電力の変換態様に応じて以下の 6 つのカテゴリーが特定される。
• Power to Heat
• Power to Hydrogen
• Power to Gas
• Power to Chemicals
• Power for Mechanical drive
• Power for Separation
Power to Heat は幅広い技術とアプリケーションに高い可能性を示している。食品、鉄鋼、
化学のいくつかの分野ではすでに見られ石油化学分野でも採用される可能性がある。
高温（HT）ヒートポンプは電化の非常に有望な技術と見なされているが、メガワットク
ラスの産業用途はまだ開発段階にある。
機械式蒸気再圧縮（MVR）及び蒸気再圧縮の技術は、CAPEX 削減が前提ではあるが、既
に利用可能となっている。
電気ボイラーは市販されているものの、現状は、比較的高い電力価格が原因で経済的な実
現性は乏しい。
Power to Hydrogen は高い可能性を秘めているものの電気分解による水素の平準化コス
トは約 5 ユーロ/ kg と見積もられ、天然ガスの蒸気改質プロセスからの水素コスト、1~1.5
ユーロ/ kg に比べ約 4 倍となる。高い CAPEX のため、現在、大規模な用途には経済的に実
現不可能なものとみなさざるを得ない。
ただし、Power to Hydrogen オプションは、コアプロセス（アンモニアの生成など）とユ
ーティリティプロセスの両方に関連し、化学、石油化学、肥料の各セクターが持続可能な水
素生産に高い関心を寄せている。しかしながら、この技術が競争力を発揮する時期を予測す
ることは困難であるが、少なくとも今から 10 年以上後になろう。
power to Gas オプションは CAPEX が高く、power to hydrogen よりも潜在的な可能性
は限られる。Power to Gas の特長は製品が普遍的な原材料（メタンなど）であり、既存イ
ンフラ（天然ガスグリッド）に供給できることにある。これは、power to hydrogen にも同
じく言える。Power to Gas の経済的実現可能性のタイムスケジュールは 10 年以上、または
それ以上になろう。
Power to Chemicals は高い可能性を示している。さまざまな取り組みがみられるが、そ
れらのほとんどは開発初期段階にある。
グローバルな化学産業は現在ほとんどすべてが化石燃料と化石原料に基づいているが、
脱炭素化に向けて、現行プロセスの代替見直しに関する研究を行っている。また、多くの大
学や研究機関にも炭化水素、自動車用の革新的な無炭素燃料、基礎化学品、鉄鋼などの新し
い生産プロセスの研究がみられる。
電気分解による塩素製造などは既存のプロセスであり、需要サイド管理如何では化学産
業、肥料産業などでの採択の可能性は高い。タイムスケジュールは 5 年以上になると予想
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される。
Power for Mechanical drive は将来の電力価格如何では潜在能力を発揮する期待がある。
この技術の適用は数百 MWe の規模になろう。また、これはほとんどが既往の技術であり今
日すぐにも適用可能である。関心のある分野は化学及び石油化学産業などの大規模プラン
トである。
以上のような電化のカテゴリー別並びに単位操作別に予見される具体的な電化技術を整
理したものが Table-2 である。また、カテゴリー別に電化技術のポテンシャルとブレークス
ルーのタイムスケジュールを整理してものが Table-3 である。
Table 2. Overview of electrification technologies by unit operations.

Table 3. Overview of electrification categories and promising technologies.
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３．電化及び脱炭素化：広範な電化と電力部門の脱炭素化シナリオでの米国のエネルギー使
用と GHG 排出の調査

(Technical Report NREL, July 2017) 6

この調査報告書では、米国における建物、輸送、及び産業部門の最終サービスが急速に電
化される一連のシナリオを構築し、増加する需要（平均年間成長率 2.6％）を満たすために
電力部門がどのように進化すべきか、その可能性の達成が経済全体のエネルギー消費、GHG
排出量及び米国電力システムの将来にどのような影響を与えるかを分析している。
建物、輸送、及び産業部門での広範な電化は、BAU シナリオに比べて 2050 年までに電
力消費量を 2 倍にする可能性がある。増大する電力需要を満たすためにかなりの量の発電
設備の新設が必要になる。この追加の需要を主に新しい再生可能エネルギー（主に風力及び
太陽光発電）と NGCC で満たし、さらに総発電量の約 50％を CCUS (carbon capture,
utilization, and sequestration) でカバーすることで GHG 排出量を 2050 年に 2005 年比
最大 68％、化石燃料燃焼排出量基準では最大 74％削減できると見積もった。
電化と脱炭素化のみで GHG 排出を 2005 年基準で 83％下回る削減の達成は難しい。し
たがって、GHG 排出量を大幅に削減するためには化石燃料をバイオマス、水素、またはそ
の他の低炭素またはゼロ炭素燃料に置き換えること、産業用 CCUS を実施すること、省エ
ネルギー対策を積極的に実施することなど、削減のための追加戦略が必然的に必要となる。
産業部門の電化に関しては、一般に、建物及び輸送部門よりも脱炭素化が難しいと認識さ
れている。これは既存の機器交換に必要な大規模な資本投資、電気の高い相対コスト及び高
温プロセスの電化に関連する技術的ハードルの高さに起因する。
産業部門の直接的な GHG 排出量は化石燃料によるプロセス熱の供給によるものである。
この分析ではプロセス熱の供給源を従来のボイラーを使用した熱の供給（熱電供給ボイラ
ーを除く）と直接プロセス熱の生産に限定しており、このうち従来のボイラーはすべて 2050
年までに電気技術に置換されると想定している。同様に、Table-4 に示す 7 つの産業での 6
つの技術によるプロセス熱の生産は、鉄鋼生産の直接アーク溶解を除き、2050 年までに
100％電化すると想定している。
Table 4. Industrial End Uses and Electric Technologies Selected for Analysis
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大量のエネルギーを使用し GHG 排出が著しいセメント産業は、既存の研究では電化のオ
プションが見当たらず分析から除外されている。
鉄鋼産業は、2020 年まで直接アーク溶解による電化が進む（21％がアーク炉に転換）と
想定されているが、2020 年以降は、アーク炉の生産に必要なスクラップ量に制限があるた
め、それ以上の電化は想定されていない。
４．米国における建物と産業の電化 (Lawrence Berkeley National Laboratory, 2018) 7
この報告書では、米国の市場セクターにおける電化強化の技術的及び経済的可能性、有益
な電化へのより迅速な移行のための政策的アプローチを検討し、建物及び産業における電
化のいくつかの使用事例と研究事例をまとめている。
Figure-4 は産業部門のエネルギー利用構成に関する現状と 2050 年予見の対比である。
2050 年の業種別の電気及び非電気燃料の使用量には Annual Energy Outlook 2017 8におけ
る Reference case の予測需要が用いられている。2017 年の電力需要は全エネルギー消費
の約 14％にすぎず、また高エネルギー消費セクター（石油及びガス精製、化学薬品、鉄鋼）
でもエネルギー源は非電気燃料によって占められている。エネルギー構成に占める電力割
合の将来予想としても現時点では大幅な増加は見込まれない。
Figure 4. Electricity and non-electricity fuel use by industry sector in 2015
and projection to 2050 (EIA 2017)

産業電化に関する技術的可能性については、全体的な可能性は高いものの、特にセメント
生産などの高温プロセスにおける直接電化はコストと技術開発に大きな課題がある。水素
の電解製造による間接的な産業電化の可能性も高いが、投資とインフラストラクチャの要
件に大きな障壁があり、生産と貯蔵コストの削減にさらなる技術開発が必要である。産業の
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電化に関する多くの国際的な研究はあるもののいずれも詳細な技術と経済性の検討に不足
がある。長期の産業電化に関する推定値は大部分が定性的またはせいぜい半定量的であり、
100％の技術的可能性の定量的評価は不十分である。
Table-5 は最近の 3 つの調査 6,69,10で分析された産業部門の技術的な電化の可能性をまと
めたものである。それぞれの報告では、代表的な産業セクターごとに主要プロセスの加熱エ
ネルギー源を 2050 年に向けて電化技術に置き換える可能性について定性的に論じている。
表に示されている多くのセクターで全体として電化の可能性は高いものと予想されてお
り、特に高温加熱が必要なセクター（セメント、ガラス、鉄、鋼）においてもその可能性は
高いとしている。ましてやここに示されていない低温加熱セクターの技術的可能性は本質
的に 100％である。なお鉄鋼についてはスクラップ供給の制限から 21％と予想されている
が、これは電解採取などの他の電化技術で 100％に拡大も可能とされている（電解採取は、
電気エネルギーのみを使用して鉱石を金属と酸素に還元分離する方法で、完成度は低い）。
Table 5. Electrification potential summary of three recent industry electrification studies.

報告内容を要約すると、
Purr らは 10、
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セメントの生産は化石燃料ベースの加熱から直接電化（具体的には電気分解による水
素と再生可能天然ガスの組み合わせ）へ移行できる、すなわちセメントの高温炉プロ
セスを完全に電化させることが可能。



アンモニアの合成に必要な水素は化石由来水素から再エネ電解水素に転換。



石油化学セクターで直接的な電化はゼロとなっているが、化石原料は電解水素または
それを用いた合成ガス/フィッシャートロプシュナフサに置換されることから、間接
的には 100％の電化が可能。

Steinberg ら 6 の 2050 年までに最終用途の高電化が米国の電力網に与える影響をモデル化
した「高電化シナリオ」によると、


2050 年までに従来のすべてのボイラーは電気ボイラーに変換



非鉄金属（アルミニウムを除く）の電解還元、金属製造用の誘導加熱、ガラス用の抵
抗加熱による溶融、食品、パルプ、紙部門への工業用ヒートポンプの適用及び化学部
門のすべてのプロセス加熱は 100％電化



鉄鋼は 2050 年までに 21％電化とされているが、この上限値は、「アーク炉の生産に
必要となるスクラップの入手制限」によるもの。

産業電化の見通しを論ずる上で経済面からみた重要な課題の 1 つは、いくつかのセクタ
ー、特に石油精製及び石油化学セクターで顕著であるが、熱電併給 (CHP) の統合的なシス
テムが複雑に組み入れられていることにある。具体的には、石油精製業界では石油精製プロ
セスの副産物が上流または下流のプロセスで燃料として使用される、広範囲な自立自消型
のエネルギー構造となっている。これらのプロセスを電化しようとすると、設計が複雑にな
り、この種の広範なプロセスでは自立型エネルギー消費を持たないシステム以上にエネル
ギーコストが増加してしまう。このような一部のセクターは、おそらく大規模な電化の実用
化に関して、法外な障壁に直面することになろう。
産業部門ではエネルギーを使用するプロセスの多様性が非常に大きいため、最終的には、
電化の制約は展開可能な技術の不足ではなく、コストとその他の実際的な障壁となる。結論
として産業部門での電化は必ずしも容易ではないが、プロセス化の可能性は次のような条
件が満たされる場合により高まるものと考えられる。
 電力入手コストが比較的低い場合。
 プロセスの複雑さやプロセス統合の程度が比較的緩やかで、電化との整合が比較的良
好で、大規模なプロセスの再設計が必要ない場合。
 熱と電力を組み合わせての使用がない場合。
 誘導加熱技術が実行可能な場合。
 プロセス加熱温度が低い場合。
５．ドイツ 2050 GHG ニュートラルカントリー (Umwelt Bundesamt (2013) 10
地球温度の上昇を産業革命前の温度と比較して 2 ℃未満に抑えるためには 1990 年と比
較して GHG 排出量を 80〜95％削減する必要がある。この論文ではドイツが GHG の排出
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量を 2050 年までに、省エネルギーの向上と再生可能エネルギーへの完全切り替えで、1990
年と比較して、95％削減できることを検証している。
完全な再生可能エネルギーへの移行には再生可能エネルギーからの電気分解による水素
の生成が重要な位置づけとなっている。このような脱炭素化のシナリオにおけるエネルギ
ーの流れは定性的ではあるが Figure-5 のように示される。
（分析の前提等は前報 1 に記載）
Figure 5. Qualitative representation of the energy flow in the THGND 2050 Scenario.

THGND: German abbreviation for greenhouse gas-neutral Germany

このシナリオでは、電力として直接使用される割合は 20％のみで、再生可能燃・原料の
割合は 80％を超える。2050 年までにすべての自動車の 57％が電気を使用し、電力使用に
制限のある重量物車両と航空機は従来の燃焼エンジンで脱炭素合成燃料を使用することを
想定している。また、産業部門では再生可能エネルギー、水素、メタンを使用することによ
り、エネルギー源からの GHG 排出を完全に回避する。
産業部門の業種ごとの再生可能エネルギーへの切り替えイメージを Table-6 のようにま
とめている。水素やメタンなどの再生可能エネルギーキャリアを使用するためには、生産プ
ロセスに根本的な変更を加えテクノロジーに適合した設備に切り替える必要がある。例え
ば一次製鉄では基本的な酸素製鋼が行われなくなり、スクラップと直接還元鉄（DRI）を使
用したアーク炉製鋼が大幅に拡大されると想定している。直接還元に使用されるエネルギ
ーキャリアはメタンであり完全に再生可能エネルギーから生成される。電気アーク炉とロ
ーラーミル炉には再エネ電力が供給される。また、製紙業界などにみられるように、生産プ
ロセスからの副生成物（リグニンなど）のエネルギー源としての活用もある。さらに、将来、
再生可能メタンが化学産業による合成プロセスの炭素源として使用される。これによりア
ンモニア生産など多くの分野でプロセス関連の GHG 排出が完全に抑制できると想定して
いる。
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Table 6. Energy data for the manufacturing industry in the THGND 2050 Scenario.

このシナリオでは 2050 年の産業部門の構造は基本的に同じままであると想定

このシナリオが現実になるには革新的な技術が今後 40 年間で社会実装されるまでに進化
しなければならない。Power to Gas、そして何よりも Power to Liquid 技術はまだ非常に初
期の段階にある。現在、ドイツではいくつかのパイロットプロジェクトが実施されている。
６．電化によるエネルギー集約型基礎材料産業の脱炭素化 (Energy, 2016)9
産業部門における低炭素化の必要性は強く認識されていながら、しかし、エネルギー集約
型の基礎材料産業で GHG 排出ゼロへの移行の根本的な経路はいまだ未開拓といってよい。
ほとんどの研究はエネルギーの効率改善と材料製造の燃料切り替えなど限られた排出量削
減につながる緩和オプションに焦点が当てられている。または既存のプロセスと従来原料
の継続使用を可能にするための CCS の適用に依存している。
これに対して本論文では EU28 向けに、エネルギーと燃料を大量に使用する基礎材料、
つまり鉄鋼、セメント、ガラス、石灰、オレフィン、塩素、アンモニアの生産における電化
による脱 CO2 の技術シナリオとその場合の将来電力需要の定量的分析がなされている。
金属鉱石や鉱物を基礎材料に加工するには高温加熱が必要であり、今日、その熱源には化
石エネルギー、特に天然ガスや石炭/コークスが当てられている。石油化学及び燃料産業で
は化石燃料（すべての化石燃料油のほぼ 12％）が基礎石油化学製品の原料としても使用さ
れている。再エネ電力を利用することで基礎材料の生産における脱 CO2 化が本論文の主旨
である。
電力は非常に用途の広いエネルギーの形態でありさまざまなプロセスの加熱に直接また
は電解水素を介して間接的に使用されうる。電解水素は CO または CO2 と反応しプラスチ
ック製造用の炭素ベース原料の製造にも使用できる。産業電化への完全な移行シナリオの
Key Process は次のようである。
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 加熱のための電・熱プロセス (Electro-thermal processes)
工業プロセスでは、低温（100℃未満）、中温（100〜400℃）、高温（400〜> 2000℃）
での加熱が必要。電気炉はすべての温度範囲で通常の対流加熱で熱を供給できる。ヒ
ートポンプは電気と低温排熱を使用して低温から中温を供給できる。高度な電熱技術
には電磁放射、マイクロ波による加熱、赤外線放射、電波、紫外線、誘導、電子ビー
ム、プラズマ技術が含まれ、あらゆる温度で潜在的に熱を供給することができる。電・
熱技術のほとんどはニッチアプリケーションとして実証済み。ただし、低コスト大量
生産のためには特定のプロセスニーズに合わせた開発は必要。
 水素を生成するための水の電気分解
電気分解技術はアルミニウムの製造、塩素と NaOH の製造並びに水素の製造に現在
使用されている。将来、電気分解は鉄鉱石からの製鋼にも使用できる。
 水素、CO2、合成ガスから炭化水素の生産
現在オレフィンの生産に使用されている化石原料を代替するには再生可能エネルギ
ーと再生可能（または再循環）炭素が必要。炭素は回収された CO2 から、または合成
ガス（CO + H2）から誘導される。これらからメタン及び/または F-T 法によるナフサ
が製造され、さらにメタンはいくつかのプロセスでオレフィンに変換できる。あるい
はオレフィンは現在のプラントで石油ナフサを F-T ナフサに置き換えることで製造
できる。反応に必要なエネルギー（熱）は再エネ電力、水素またはバイオマスから供
給される。
2050 年にはエネルギー集約型基礎材料の生産は完全に電気、水素、合成ガスに基づいて
いると想定される。製品ごとの技術と技術データについての詳細は以下のとおりである。
鉄鋼
鉄鉱石から鉄への還元が CO2 排出量の約 80％を占めてる。したがって、CO2 排出のない
新しい還元剤を見つけることが鉄鋼産業の脱炭素化に向けた最も重要なステップとなる。
そこには 3 つの選択肢がある。水素の使用（水素還元）、電気分解による鉄鉱石の還元（電
解採取）、そしてバイオ炭によるコークス代替である。電解採取または水素還元を使用する
と鉄鉱石は固体状態で還元されスポンジ鉄が生成される。
鉄鉱石ベースの鉄鋼生産を本質的に炭素フリーとする完全な脱炭素化のために、この論
文では電解採取（鉄鉱石の電解）の導入を想定している。これは、まず、鉄鉱石を酸または
アルカリ溶液に溶解、または溶融塩中に溶解し、110°C または 1600°C 以上の高温で電解す
る。つづく製錬にはプラズマまたは誘導オーブンの使用を提案している。このシステムであ
れば排出量が少ないことに加えて電気アーク炉を使用する場合よりも熱効率が高く廃棄物
が少ない。
電化への別のルートは現在天然ガスが使用されている直接製鉄(DRI)プロセスでの水素
への置換、これに続く既往のアーク炉による電気炉製鋼との組み合わせである。いずれも実
証済みの技術であり、実プラントへの適用も容易である。
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セメント
プラズマまたは別の高温電熱プロセスを使用した電気加熱を想定。
ガラスの溶解
再生可能起源のメタンの使用。またはスクラップガラスの使用と組み合わせた電気炉に
置き換えることもできる。
石灰
硫黄を含む化石燃料の使用がなくなり、鉄鋼、セメント、環境分野の需要が減少、それに
伴い石灰の需要は大幅に減少する。石灰岩の燃焼は高温電熱プロセスに変更。
基礎化学品、塩素、アンモニア、オレフィン
塩素の生産は再エネ電力によって完全に供給されると想定。アンモニアは窒素と電気分
解から生成される水素で合成する。さらに尿素までの誘導に必要な CO2 は燃焼排ガスから
捕捉する。オレフィンの生産は F-T 合成で得られる再生可能炭化水素の熱分解を想定。必
要熱は再エネ電力または水素の燃焼熱を当てる。
以上の分析から基礎材料の生産は、ほとんどが CCS に依存することなく原則としてほぼ
CO2 ゼロ排出量に達することができることを示し（石灰石関連の排出を除く）、少なくとも
技術の観点から再生可能な電気を動力とする循環型経済が実際に可能であることを示唆し
ている。主要な材料ごとのエネルギー転換シナリオの分析結果は Table-7 のようである。
Table 7. Fuel, electricity and hydrocarbon feedstock demand of seven basic
Industrial products in 2010 and projection for 2050

*) Includes process related emissions, CO2 from feedstocks. **) 331g/kWh.
***) by 2050 all fuels are zero carbon electricity or derived from zero carbon electricity.
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６．化学産業における電化 (Joule, 2017) 11
産業部門で CO2 排出量の多い業種は鉄鋼産業、石油精製・化学産業、セメント・窯業で
ありそれらの業種の脱炭素化が喫緊の課題と認識されている。これらの業種のなかでも出
発原料の大半を反応熱源として自燃自消する化学産業の脱炭素化は容易でない。化学物質
製造時の CO2 排出量を削減するための可能なステップを考えるためには、個々の化学製品
ごとに合成プロセスにおける脱炭素化の明確な目標を特定する必要がある。
化学物質の中で最大の生産量とエネルギー消費の双方を備えた上位 5 つの基礎製品はア
ンモニア、エチレン、プロピレン、メタノール、及びベンゼン/トルエン/キシレン（BTX）
である。他の汎用化学品、特殊化学品、または最終製品の多くはこれらの大量の基礎化学製
品から誘導または変換される。たとえばアクリロニトリル、ヒドラジン、フェノール、硝酸、
及び尿素はアンモニアからの誘導品である。これらも最終的には肥料、洗浄剤、プラスチッ
クなどに組み込まれていく。
アンモニア、エチレン、プロピレン、メタノール及び BTX の生産はすべて温度を上げた
り、圧力をかけたり、製品を分離したりするためのエネルギーを必要とする。このエネルギ
ー源は一般に化石燃料の燃焼から発生する熱エネルギーであり多量の GHG 排出につなが
っている。図-6 に 5 大基礎化学品とその他の化学品の生産量と生産に要する総エネルギー
消費量並びに GHG 総排出量の関係を示した。
図-6 2010 年のエネルギー消費量（A）と GHG 排出量（B）の比較

「その他」は、5 大基礎品に次ぐ 13 品目の合計。

、なお、その年の全排出
化学及び石油化学プロセスからの世界の GHG 排出量は 1 GtCO2-eq 強（2010 年）
量は約 40 GtCO2-eq であった。

これらの基礎化学製品の製造における GHG 排出削減の要は、CO2、窒素、水などの自由
エネルギーの低い化学物質をアンモニアやメタノールなどの自由エネルギーの高い化学物
質に変換することであり、これに要するエネルギーを太陽光や風力などの再生可能エネル
ギー源から入力させることとなる。さらに、理想的には、将来の根本的な化学産業の GHG
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排出削減には電気化学的手法による電化も一つの有力な手法となる。化学結合の転換・結成
に直接電気エネルギーを用いる電気化学的手法には、従来の熱化学的手法よりもいくつも
の利点があると考えられている。もちろん触媒の開発も含めたコスト合理的な技術の確立
にはまだまだ多くの研究が必要ではあるが。
化学反応に電気エネルギーを結びつけ CO2 排出量を大幅に削減する研究例を次に見てみ
る。
７．トプソー社のメタンリフォーマーの電化 (Science, 2019) 12
化学産業の中でも大量のエネルギー消費、大量の GHG 排出製品の一つはアンモニアで
ある。アンモニアは水素と窒素から合成されるが、水素は、現在、その多くが天然ガス（メ
タン）の水蒸気改質法で製造されている。これは世界の水素供給の約 50％を占める。反応
式は次のようであり反応は非常に大きな吸熱反応である。そこに必要なエネルギーは原料
（天然ガス）の自燃で賄われるため水蒸気改質プロセスは大量の CO2 排出プロセスとなる。
水素はアンモニア以外にも原料として多用されており、現在、すべての水素生産が世界の
CO2 排出量の 3％を占めると推定されている。
CH4 + H2O⇌CO + 3H2
CO + H2O⇌CO2 + H2
この論文は直接抵抗（オーミック）加熱に基づく電気駆動の改質装置についての研究であ
る。Figure-7 に従来の天然ガス水蒸気改質法と直接抵抗（オーミック）加熱法を比較して
いる。
新しい技術のもう 1 つの大きな利点は合成ガス反応器のサイズを 30 メートルの 6 階建て
の建物から 100 分の 1 に縮小できること。 優れたエネルギー効率と低 CO2 排出とともに
この技術が完成すれば非常に商業的に魅力的なものと考えられている 13。
Figure 7. Heating principles. (A) Conventional fired reactor. (B) Electric resistance
heated reactor.
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８．BASF の産業電化に関する取り組みについて 14, 15, 16, 17
BASF 社のカーボンマネジメント戦略（Carbon management program）は、2030 年ま
で成長を維持しながらも CO2 排出は現状を維持するとするいわゆる中立成長達成の炭素管
理プログラムである。このなかには、既存のプロセスの最適化、化石燃料を再生可能エネル
ギー源に徐々に置き換える新しい低排出量生産プロセスの開発などの活動目標が含まれて
いる。なかでも CO2 削減を目指す将来の生産プロセスに関する次の 4 つの研究プロジェク
トが代表的なものとなっている。
1）スチームクラッカーのグリーン化
スチームクラッカーはナフサをオレフィンと芳香族に分解するプロセスであり、分解の
ために 850℃の温度（熱エネルギー）が必要である。このエネルギーを現在一般的に使用さ
れる天然ガスの燃焼から再エネ電力に切り替えた場合、CO2 排出量は最大 90％削減できる。
BASF は、今後 5 年以内に、世界初の電気加熱スチームクラッキングプロセスの開発を
目指している。アイデアは、スチームクラッカーのガス燃焼炉を、再エネ電力を動力とする
高アンペア/低電圧の電気炉に置き換えることにある。コンセプトはまだ評価段階にあり、
解決しなければならない課題として、適切な金属材料と最適な炉構造の検証、高電流での作
業、効率的な運転技術の構築などが挙げられている。

2）クリーン水素製造
水素は、将来の多くの持続可能なエネルギーキャリアおよびエネルギー貯蔵アプリケー
ションにも不可欠な基礎製品である。主な生産方法は、天然ガスの水蒸気改質で大量の CO2
を排出する。BASF は天然ガスから水素を生成するための低 CO2 排出生産技術としての炭
素移動床メタン熱分解法の開発に取り組んでいる。
この技術は、メタンを水素と炭素にダイレクトに分解するもので、得られる固体炭素は、
例えば、鉄鋼やアルミニウムの生産に還元材料として使用することができる。
このメタンの熱分解プロセスに必要なエネルギーが再生可能エネルギー源から来る場合、
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水素は CO2 排出なしに工業規模で生産できることになる。このプロジェクトは、実験室規
模の概念実証とサンプル試作の段階にある。

3）クリーンオレフィン用の新しい触媒
現在、オレフィンはスチームクラッキング法で生産されている。スチームクラッカーでの
現在の生産方法からメタンの「乾式改質」に切り替えることができれば CO2 排出も大幅に
削減できる。この方法では、天然ガス（CH4 + CO2）の乾式改質により合成ガス（CO + H2）
が生成され、中間体としてのジメチルエーテル（DME）を介してオレフィンに変換される。
ニッケルとコバルトのバイモーダルなスピン型工業用触媒が開発され、2020 年の商業化
が予定されている。原料と再生可能電力の入手が容易であれば、この革新的なプロセスは、
上記のスチームクラッカーを補完あるいは代替する可能性がある。

4）化学原料としての CO2
水と二酸化炭素は非常に安定した分子で、原料としての使用は選択された用途に限られ
る。アクリル酸ナトリウムの製造はそのような選択された用途の例である。アクリル酸ナト
19

リウムは、おむつやその他の衛生製品に広く使用されている超吸収性ポリマーの重要な原
料となっており、プロピレンの選択的酸化により生成されている。
開発中のプロセスはエチレンと CO2 を原料にパラジウムを触媒として塩基中で直接アク
リル酸ナトリウムを合成しようとするもので、現行に比べ CO2 排出が約 30%削減できる。

以上概観してきたように、GHG 排出の大きな割合を占める産業部門の主要業種において
電化による脱炭素化のオプショや技術コンセプトはいくつも提言されているが、2050 年ま
での社会実装はかなり厳しいようである。産業部門で消費されるエネルギー量は非常に大
きく、そのすべてを電力で賄うことは理論的には可能であっても、現実性は乏しい。ほとん
どのシナリオで、電化率（直接使用される電力量換算）は現状の約 10％から、2050 年でも
せいぜい 50％程度である。残りはグリーン水素やバイオマス、ゼロ炭素燃料に置き換える
とされている。
このような背景から、産業部門の脱炭素化に至る経路を満たすうえで次の二つが解決す
べき主要な課題として浮き上がる。
(1) 非継続電源の大量導入に向けて、電力品質と負荷平準化をいかに確保するか。
(2) 非電化化石燃料からグリーン水素への切り替えシステムをいかに構築するか。
次報以降、この二つの課題に対する開発動向を順次取り上げることとし、次回はまず、必
要性が増している負荷平準化のためのエネルギーストレージ（電力貯蔵）の研究開発や実証
試験の動向を概観することとする。
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