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はじめに
2011年の東日本大震災による原子力発電所の事

故以来、わが国の電力供給の体系が大きく変わっ
た。現在、原子力発電は、新規定基準の施行によ
る安全審査の透明性、厳粛性が確保されつつあり、
再稼働審査に合格した設備も出てきているが、い
まだ再稼働は困難な状況が続いている 1。また再
生可能エネルギーについてもベースエネルギーと
なる見通しはまだ遠く、火力発電が主役である時
代はまだ続くと考えられる。火力発電の最大の問
題点は温室効果ガス（主に二酸化炭素（CO2））
排出の問題であるが、この問題が解決されれば、
火力発電を主要な発電とする時代が続くことも可
能だと考えている。現在のエネルギーの政策およ
び、火力発電の高効率化とともにCO2の分離・回
収・利用について考える。

わが国のエネルギー政策
わが国は、エネルギー源となる化石燃料に乏し

く、大部分を輸入に頼っているためエネルギーを
巡る国内外の状況の変化に大きな影響を受けやす
い。エネルギーの安定的な確保は、国の安全保障
にとって不可欠なものである。このようなわが国
の状況に対応するために、エネルギー政策の着実
な遂行を確保することを目的として、2002年 6月
に「エネルギー政策基本法（以下 基本法）」が制
定された。
基本法ではエネルギーの需給に関する施策の長

期的、総合的かつ計画的な推進を図るために「エ
ネルギー基本計画」を策定することを定めており、
少なくとも3年に一度の頻度で検討を行い、必要
に応じて変更を行うことを定めている。基本法に
基づき、2003年 10月に第 1次計画が、2007年 3
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月に第2次計画、2010年 6月に第 3次計画が策定
された。第3次計画は、2030年における電源構成
に占めるゼロ ･エミッション電源 2（原子力およ
び再生可能エネルギー由来）の比率を約70％とす
ることなどを示していた。
しかし、第3次計画後、エネルギーを巡る環境

は、東日本大震災および東京電力福島第一原子力
発電所事故をはじめとして、国内外で大きく変化
した。環境の変化に対応した第4次計画が 2014
年 6月に発表された。この計画における2030年
の各燃料に関する電力供給についての政策等を図
表1に示した。再生可能エネルギーや火力発電の

2    原子力や太陽光・風力など、再生可能エネルギーを由来とする、発電時にCO2を排出しない電源のこと。

図表 1　第 4次エネルギー計画における各エネルギーについての特徴と政策
エネルギー源 特徴および政策

再生可能エネルギー
安定供給面、コスト面でさまざまな課題が存在するが、温室効果ガスを排出せず、国内で生産できることから、エネル
ギー安全保障にも寄与できる有望かつ多様で、重要な低炭素のエネルギー源である。新たなエネルギー関連の産業・雇用
創出も視野に、経済性等とのバランスのとれた開発を進めていくことが必要。

原子力

燃料投入量に対するエネルギー出力が圧倒的に大きく、数年にわたって国内保有燃料だけで生産が維持できる低炭素の準
国産エネルギー源として、優れた安定供給性と効率性を有しており、運転コストが低廉で変動も少なく、運転時には温室
効果ガスの排出もないことから、安全性の確保を大前提に、エネルギー需給構造の安定性に寄与する重要なベースロード
電源であるが、東京電力福島第一原子力発電所事故を踏まえ、安全性を第一として、原発依存度については、省エネル
ギー・再生可能エネルギーの導入や火力発電所の効率化などにより、可能な限り低減させる。その方針の下で、我が国の
今後のエネルギー制約を踏まえ、安定供給、コスト低減、温暖化対策、安全確保のために必要な技術・人材の維持の観点
から、確保していく規模を見極める。

石炭

温室効果ガスの排出量が大きいという問題があるが、地政学的リスクが化石燃料の中で最も低く、熱量当たりの単価も化
石燃料の中で最も安いことから、安定供給性や経済性に優れた重要なベースロード電源の燃料として再評価されており、
高効率石炭火力発電の有効利用等により環境負荷を低減しつつ活用していくエネルギー源。老朽火力発電所のリプレース
や新増設による利用可能な最新技術の導入を促進することに加え、発電効率を大きく向上させることで発電量当たりの温
室効果ガス排出量を抜本的に下げるための技術等の開発をさらに進める。

天然ガス
石油と比べて地政学的リスクも相対的に低く、化石燃料の中で温室効果ガスの排出も最も少なく、発電においてはミドル
電源の中心的な役割を果たしている。国際的には高い価格でLNGを調達しており、電源としての過度な依存を避けつつ、
供給源多角化などによりコストの低減を進めることが重要。

石油

調達に係る地政学的リスクは最も大きいものの、可搬性が高く、全国供給網も整い、備蓄も豊富なことから、ピーク電源
および調整電源などの役割を果たすことができ、今後とも活用していく重要なエネルギー源。災害時には、エネルギー供
給の「最後の砦」になるため、供給網の一層の強靱化を推進することに加え、内需減少とアジア全域での供給増強が同時
に進む中、平時を含めた全国供給網を維持するため、石油産業の経営基盤の強化に向けた取組みなどが必要。

出所：エネルギー計画1）

図表 2　電源構成の推移
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利用により、原子力発電の依存度は安全性が確保
されないかぎり低減していく、CO2削減に向けて
火力発電の高効率化は必須といった内容になって
いる。
第4次エネルギー計画を踏まえて、2015年 7月

に経済産業省（以下METI）から「長期エネルギー
需要見通し」が発表された。長期エネルギー需要
見通しの基本方針は、「3E+S」3を同時に達成し
つつ、バランスのとれた電源構成を実現すること
である。2030年の電源構成は、火力発電56％程
度、原子力20～ 22％程度、再生可能エネルギー
22～ 24％程度を目指し、2013年度のCO2排出量
に比べ、2030年には 26％削減としている。26％
削減を目指すためには、現在（2015年時点）より、
再生可能エネルギーの比率を高めるような技術革
新を進めることはもちろんであるが、火力発電の
比率は2030年の電源構成目標でも半分強であり、
高効率化により単位発電量当たりの排出CO2を減
らすとともに、発生は免れないCO2の回収、貯留･
再利用を考えることが課題である。
2015年 11月 30日から 12月 13日、フランス ･

パリにおいて気候変動条約第21回締結国会議
（COP21）が開かれ、2週間の交渉の末、京都議
定書に代わる温室効果ガス排出削減などのための
新たな国際枠組みとして、「パリ協定」が合意され
た。パリ協定では、日本の温室効果ガス削減目標
は2030年度に 2013年比 － 26.0％という約束が
取り交わされた。このパリ協定を受けて、2016年
4月に「エネルギー革新戦略」4）が決定され、エ
ネルギーミックスの実現のための取組みとして、
次世代火力発電の加速化が盛り込まれた。2016年
6月には「次世代火力発電に係る技術ロードマッ
プ」5）が取りまとめられた。

次世代火力発電に係るロードマップ
技術ロードマップのポイントは以下の通りであ

る 5）。
（1）  2030 年度に向けた取組みとして、発電効率を

飛躍的に向上させる IGFC（石炭ガス化燃料
電池複合発電）やGTFC（ガスタービン燃料
電池複合発電）等の次世代の高効率火力発電
技術を、2025年度頃までに段階的に技術確立
させる。

（2）  2030 年度以降を見据えた取組みとして、火力
発電からのCO2排出量をゼロに近づける切り
札となり得るCO2回収・貯留および有効利用
技術（CCS/CCU/CCUS）4、水素発電技術
について、現時点から戦略的に技術開発を進
めていく。

（3）  また、次世代火力発電技術の早期確立・実用
化を図るため、政府、国立研究開発法人新エ
ネルギー・産業技術総合開発機構（以下
NEDO）と連携して技術開発の推進体制の強
化に取り組むとともに、早期の導入、普及に
向けてメーカー、ユーザー、政府が一層連携
して取り組んでいく。
次世代火力発電技術の効率化、低炭素化の見通

しを図表3に示す。以下の開発が順調に進めば、
発電効率も高く、CO2の排出も削減できる。
METI、環境省、NEDO、国立研究開発法人科学

技術振興機構等、国の助成金が中心となり、図表
3のような流れを推進するように研究開発が行わ
れている。例えば、福島県いわき市 ･常磐共同火
力（株）勿来発電所、広島県豊田郡大崎上島町 ･
大崎クールジェン（株）5などがある。勿来発電
所は、1,200℃級ガスタービンの空気吹き IGCCは
実証機で、40.5％の発電効率（勿来10号機）を挙
げて、商用運転を行っている（福島復興 IGCCプ
ロジェクト（1,400℃級空気吹き IGCC）2020年

3    Energy Security（安定供給）、Economic Effi  ciency（経済効率性）、Environment （環境適合）、Safety（安全性）の略で「3E+S」。
4    CCS（CO2回収 ･貯留：Carbon dioxide Capture and Storage）、CCU（CO2回収 ･利用：Carbon dioxide Capture and Utilization ）、
CCUS（CO2を回収 ･利用 ･貯留する：Carbon dioxide Capture, Utilization & Storage）。

5    大崎クールジェン（株）　http://www.osaki-coolgen.jp/
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運転開始予定プロジェクトが進行中）8。大崎クー
ルジェン（株）のシステムは、2017年 3月に酸素
吹き IGCCで実証実験が開始された。現在は
1,300℃級ガスタービン、発電効率は40％程度、
2020年には 1,500℃級ガスタービンで46～ 50％、
最終的には、CO2の分離 ･回収型 IGFCのシステ
ム（開発目標の発電効率55％超）を目指している 9。

CO2の分離・回収
火力発電は、原子力発電や再生可能エネルギー

のようにCO2の排出がゼロである発電に比べる
と、CO2の発生をゼロにすることは困難であるが、
分離回収の技術が進めばゼロ ･エミッション火力

発電も不可能ではないと考えている。分離 ･回収
の技術の特徴を図表4にまとめた。
主な分離方法の動向を以下に示す。

（1）吸収法
化学吸収法は確立した技術であるが、コストの

問題がある。NEDOの委託研究「環境調和型製鉄
プロセス技術開発（COURSE50）」の一環で開発
したCO2回収設備は、ESCAP®と称し 2014年か
ら商業設備として稼働している 10。
物理吸収法は、IGCCにおける燃焼前CO2回収

技術として、NEDOのEAGLEプロジェクト 11 の
中で検討された。検討の結果、IGCCのガス圧が

6    発電端：発電機から電力を出す時点の発電量、送電端：発電所から送配電ネットワークに電力を出す時点の発電量。
7    高位発熱量基準HHV（Higher Heating Value）：化石燃料を燃焼させると水が生成されて、気体から液体に変わる時の凝縮熱が生
まれる。この凝縮熱を発熱量に含める基準。含めない基準を低位発熱量基準（LHV）と呼ぶ。発電効率は［発電設備による発電量］÷
［燃料による発熱量］なので、送電端でHHV基準の熱効率が計算上一番小さくなる。
8    勿来発電所 10号機（IGCC）の運転状況（日本機械学会2015年度年次大会講演論文集）
　 http://www.joban-power.co.jp/wp/wp-content/uploads/2017/03/Ronbun_201509_IGCC_Unten.pdf
9    酸素吹 IGCCの実証試験を開始「大崎クールジェンプロジェクト」の第1段階がスタート (2017/3/30）
　 http://www.osaki-coolgen.jp/release/pdf/20170330.pdf
10    省エネ型二酸化炭素回収設備「ESCAP®」の商業一号機の受注について 　https://www.eng.nssmc.com/news/detail/198
11    多目的石炭ガス製造技術開発（EAGLE）　http://www.nedo.go.jp/activities/ZZ_00298.html

図表 3　次世代火力発電技術の効率化、低炭素化の見通し
発電技術 技術概要 技術確立 発電効率 CO2排出

石
炭
火
力

超々臨界圧
（USC） 汽力方式の微粉炭火力。 現在 40％程度 820g/kWh

程度

先進超々臨界圧
（A-USC）

高温高圧蒸気タービンによる微粉炭石炭
火力。

2016年度頃
目処 46％程度 710g/kWh

程度

石炭ガス化複合発電
（1,700℃級IGCC）

石炭をガス化し、ガスタービンと蒸気
タービンによるコンバインドサイクル方
式を利用した石炭火力。

2020年度頃
目処

46～50％
程度

650g/kWh
程度

石炭ガス化燃料電池複合発電
（IGFC）

IGCCに燃料電池を組み込んでトリプル
コンバインドサイクル方式の石炭火力。

2025年度頃
目処 55％程度 590g/kWh

程度

Ｌ
Ｎ
Ｇ
火
力

ガスタービン複合発電
（GTCC）

ガスタービンと蒸気タービンによるコン
バイント方式発電。 現在 52％程度 340g/kWh

程度

高湿分空気利用ガスタービン
（AHAT）

中小型基向けのシングルサイクルの
LNG技術。高湿分の空気の利用で、大
型GTCC並みの発電効率を達成。

2017年度頃
目処 51％程度 350g/kWh

程度

超高温ガスタービン複合発電
（1,700度級GTCC）

超高温ガスタービンを利用したLNG用
のコンバイント方式発電。

2020年度頃
目処 57％程度 310g/kWh

程度

ガスタービン燃料電池複合発電
（GTFC）

GTCCに燃料電池を組み合わせたトリプ
ルコンバイントサイクル方式の発電。

2025年度頃
目処 63％程度 280g/kWh

程度

（注）発電効率は、送電端6･HHV7　以下発電効率の基準は同様
出所：次世代火力発電に係る技術ロードマップ 5）6）を基に作成
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高いという性質を生かすことができ、化学吸収法
よりCO2回収に必要なエネルギーを10％程度削
減できることを示すことができた。EAGLEプロ
ジェクトの後継プロジェクトである大崎クール
ジェンにおけるプロジェクトにおいても物理吸収
法で実証が進められている。

（2）吸着法
多孔性物質（活性炭やゼオライトのような物質）

の細孔に吸着させる物理吸着法とアミン類を担体
に担持させて化学反応で吸着させる化学吸収法（固
体吸収法）がある。CO2の濃度が比較的低い場合
にも分離できるという利点はあるが、吸着 ･脱着
の工程が必要である。METIの二酸化炭素回収技
術高度化事業 12 および、二酸化炭素回収技術実用
化研究事業 13 において、実用化に向けた研究開発
が進められている。

（3）膜分離法
膜分離法は図表4に示すように分子の径を利用

する分子篩や溶解性と拡散性を利用する溶解拡散
などの機構を利用し、分離する方法である。吸収
法、吸着法で必要な再生工程が不要になることか

ら省エネルギーで行うことができるが、現状は、
CO2を選択的に、迅速に分離する技術の難易度が
高く、開発途上である。IGCC向けCO2回収プロ
セスの適用に向けて国の助成金を利用して地球環
境産業技術研究機構などで研究が進められてい
る。本技術が実用化された場合、コストの削減は
大きいと考えられるため、実用化に向けての研究
開発が望まれる。

CO2の輸送
CO2 の分離・回収については、国の助成事業等

で研究が進められているが分離 ･回収したCO2を
どのように処理するかという技術が最終的に重要
になる。回収したCO2をその場で処理できる場合
はよいが、できない場合にはCO2の輸送が必要に
なる。現在、国内では流通している量が少ないた
め、タンクローリー等を利用しての輸送が多い。
海外でのCO2回収・貯留システム（CCS）にお
いては、パイプラインを利用しての輸送を行って
いる。一方、CO2の船舶による移動も検討されて
いる。わが国の場合、沿岸域の工場 ･発電所等の
CO2排出源が多い地域では、船舶での移動は有効
であると考えられる。回収CO2の利用（CCU/

12    二酸化炭素回収技術高度化事業（二酸化炭素固体吸収材等研究開発事業）終了時評価 事業成果
　  http://www.meti.go.jp/committee/sankoushin/sangyougijutsu/kenkyu_hyoka/hyoka_wg/pdf/030_04_03_01.pdf
13    二酸化炭素回収技術実用化研究事業　http://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2016/pr/e/e_kankyo_taka_09.pdf

図表 4　CO2 分離・回収技術

分離・回収技術 技術概要
目標コスト
（/t-CO2）

技術確立
（年度）

吸
収
法

化学吸収法 CO2と液体との化学反応を利用して分離回収する方法。駆動力は温度差。 4,200円 技術確立済

物理吸収法 CO2を液体中に吸収させて分離回収する方法。
吸収能は液体に対するCO2の溶解度に依存する。駆動力は、分圧（濃度）差、温度差。

2,000円台 2020

固体吸収法・
吸着法 固体吸収材、吸着材によるCO2分離回収技術方法。駆動力は、分圧（濃度）差、温度差。 2,000円台 2020

膜分離法 分子径による識別と、膜への溶解･拡散による選択透過等がある。駆動力は分圧（濃度）
差。吸収法と比較して省エネルギー、低コストが期待できる。 1,000円台 2030

酸素燃焼技術 燃焼用空気から酸素を分離し、その酸素で燃料を燃焼させる技術。酸素で燃焼させるため、
排ガス中のCO2濃度が95％程度まで高められるため、CO2の回収に有利なシステム。

3,000円台 技術確立済

クローズドIGCC 排ガス中のCO2を酸化剤としてガス化炉やガスタービンに循環させるIGCCシステムの応用
技術。 ー 2030年以降

出所：次世代火力発電に係る技術ロードマップ5）6）を基に作成
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CCUS）において、現在、最も実用化に近いのは
増進回収法 14（Enhanced Oil Recovery: EOR）で
の利用であるが、日本には油田が少ないため、船
舶での輸送が確立されれば、海外への輸出が可能
となり、メリットがあるのではないかと考える。

CO2の利用：回収 ･貯留（CCS）
わが国においては、先に述べたEORのような

利用はほとんど見込むことができないため、CCS
技術はCO2削減において鍵となる技術だと考える
が、現状は解決すべき課題も多い。
CCSは、工場や発電所などから発生するCO2

を大気放散する前に回収し、地中貯留に適した地
層まで運び、長期間にわたり安定的に貯留する技
術であり、CO2の早期大規模削減が期待できる技
術として、世界各国でも大規模なプロジェクトが

進められている。わが国でもMETIの委託事業と
して苫小牧地域で実証試験 15 が行われている。
CCS実施においては（1）CCSにかかるコスト、

（2）CO2を貯留する場所の確保（適地の選定も含
む）、（3）CCSに関する社会の理解、（4）CCS
に関する法整備や規制、のような課題がある。苫
小牧の実証試験で、トータルシステムの技術検証
を行い、2014年から新規に始まった二酸化炭素貯
留ポテンシャル調査事業（METIと環境省との共
同事業）16 において、適地調査を行っている。こ
の二つの事業により、わが国でCCSを行ってい
くための技術的、物理的な問題点はある程度見え
てくると考えられる。METIでは 2008年から
CCSに関する研究会および長期的な安全確保と安
全基準に関するワーキンググループを立ち上げ、
検討を行っている。2009年に「CCS実証事業の

14    自噴をしなくなった、もしくは油層の含水率が上がった油田の残存原油を回収するための工法。EORは探鉱リスクがないため、
油価の高騰により広く適用され始めている技術。

15    苫小牧CCS実証試験（日本CCS調査（株））　http://www.japanccs.com/business/demonstration/
16    二酸化炭素貯留ポテンシャル調査事業　http://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2016/pr/e/e_kankyo_taka_10.pdf

図表 5　分離 ･回収したCO2 利用方法

出所：各種資料を元に作成
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安全な実施にあたって」17 というガイドラインを
取りまとめた。このガイドラインは苫小牧の事業
における安全確保の参考としたものであるが、苫
小牧の実証試験が行われている今、この実証試験
の結果や、その他事業の結果を基に再度見直しを
行い、制度の設計を行うことで、安全性も確保で
き、国民の理解も得られ、CCSの実用化に近づく
と考える。

CO2の利用： 

その他の有効利用技術（CCU/CCUS）
CCSはCO2削減に向けて、貢献できる技術で

あるが、その他排出されたCO2を積極的に活用し
ていく技術についても考えられている。CO2の利
用の一例を図表5に示した。
CO2の利用に関しては、CO2を特に変換せずに

そのまま利用する（非変換プロセス）方法と別の
物質や触媒などを添加して有用な製品等を製造す
るプロセス（変換プロセス）に分類できる。変換
プロセスに関しては、CO2は豊富な炭素源である
ため、いろいろなアイディア、研究が進められて
いる。しかし、CO2は熱力学的に安定しており、
化学的反応性が低いという特徴があるため、技術
は発展途上という状況である。CO2の削減や、豊
富に存在する炭素源という点からもCO2を原料と
する分野の研究開発が進むことが期待される。
以下に主な利用技術について述べる。

（1）非変換プロセス
EORについては既述したが、同様にガス増進回

収にも利用されている。コールドベットメタンは、
石炭層に採取可能なガスで、その主たる成分はメ

タンである。EOR同様、CO2を圧入することで高
効率な採取が可能になる。高温岩体発電は、従来
は地上より水や塩水を高温の岩体に注水して蒸気
として取り出していたが、超臨界状態のCO2を利
用するという方法が研究されている。CO2の長期
保持等、まだ技術課題はあり、実証も必要ではあ
るが、実用化されれば、年間500万～ 3,000万ｔの
CO2の需要が見込まれると推測されている。
カフェイン除去、香味料、芳香剤などで利用さ

れている超臨界CO2抽出技術は、約30年前から
利用されている技術であるが、近年、安全・安心
な抽出溶媒としてより一層、期待されている。

（2）変換プロセス
CO2 を原料として生産可能なポリマーとして

は、ポリカーボネートが挙げられる。既にエポキ
シドやアルコールと反応させるプロセスが開発さ
れている 18。ポリカーボネートはCDやDVDな
どのプラスチック基板や、自動車部品に多用され
ているエンジニアリングプラスチックであり、利
用用途は広い。CO2を原料とする技術が実用化さ
れれば、CO2の需要量は年間500万～ 3,000 万ｔ
と推定されている。CO2の固定期間（大気に戻ら
ない期間）も廃棄までとなる。実用化までには10
年程度を要するとされているが、原油の代替とし
ての期待も大きい。
尿素は主に化学肥料として利用されるが、尿素

は主に安価な天然ガスを原料にアンモニアを合成
し、CO2とアンモニアから合成されている 19。ア
ンモニアとCO2のバランスからCO2が不足する
場合があるため、ここに回収したCO2を利用する
と尿素の生産増進に貢献できる。

17    CCS実証事業の安全な実施にあたって（METI 2009年 8月）　http://www.meti.go.jp/report/downloadfi les/g90807a01j.pdf
18    世界初二酸化炭素とジオールからの直接ポリカーボネート合成法の開発に成功（2016/4/15）
　  https://www.tohoku.ac.jp/japanese/2016/04/press20160415-01.html
　  副生 CO2を原料とする新規な 非ホスゲン法ポリカーボネート 製造プロセス（JACIテキスト2016年 8月号）
　  http://www.jaci.or.jp/gscn/img/page_19/gsc_guide_no2.pdf
　  二酸化炭素から作るプラスチックの飛躍的改質に成功（2008/11/18）
　  http://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2008/pr20081118/pr20081118.html
19    石炭エネルギーセンター　CO2転換技術　http://www.jcoal.or.jp/coaldb/shiryo/other/2_5A3.pdf
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20    東芝、下水施設のCO2回収し藻培養　佐賀で実証事業（日経新聞2015/5/13）
　  http://www.nikkei.com/article/DGXLASDZ13HQR_T10C15A5TJ1000/
21   石油エネルギー技術センター　2015年度 31回レポート「藻類によるバイオ燃料製造の最新状況」
　  http://www.pecj.or.jp/japanese/minireport/pdf/H27_2015/2015-031.pdf

これらの利用以外にも藻類培養や植物の育成の
際に、光合成の促進のためにCO2を供給し、生産
量向上を図る用途がある 20。また藻類バイオマス
からはバイオ燃料 21 等を生産し利用するなど多く
の研究課題がある。

最後に
2030年をひとつの目途として考えた場合、火力

発電が主役と考えなくてはならない状況は継続す
るのではないかと想定する。次世代火力発電の稼
働に伴い、CO2の排出量は軽減されることが期待
できるが、排出されたCO2の有効利用が今後の研
究開発の課題になると考える。地球温暖化の観点
で考えると、再生可能エネルギーの研究開発を進
めることも重要であるが、現在の技術として確立
されている火力発電を利用しながら、環境面の問
題をクリアしていくことが現時点では現実的なア
プローチだと考える。そのために、カーボンサイ
クルに注目し、排出されたCO2の分離回収技術を
確立し、回収したCO2を利用して、C（炭素）を
有効に活用していく技術開発を進めることで、火
力発電を使いながらのCO2排出ゼロ社会（火力発
電での（ゼロ ･エミッション））を確立できるので
はないかと期待している。
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