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次世代自動車燃料イニシアティブについて次世代自動車燃料イニシアティブについて ～エネルギー安保・環境保全・競争力強化の同時達成～～エネルギー安保・環境保全・競争力強化の同時達成～

○	 経済成長戦略大綱・新国家エネルギー戦略
運輸部門の石油依存度：現状：100%→2030年80%目標 エネルギー効効率：現状から2030年までに更に30%向上

○ ４つの具体的方策：バイオ燃料、②クリーンディーゼル、③電力化・次世代バッテリー、④燃料電池・水素
○ 「エネルギー安保・環境保全・競争力強化」を同時達成するべく、我が国の現状に最も適し、最も強みを活かせるような組み合わせ・展開を図る。

１．１．４つの具体的方策を推進するた４つの具体的方策を推進するための協力体制を構築めの協力体制を構築
経産大臣、自動車・石油業界トップによる協力開始。

２．２．バイオ燃料利用拡大実現のたバイオ燃料利用拡大実現のための「土台作り」めの「土台作り」

ⅰⅰ）利用拡大にあたっての「４つの原則」）利用拡大にあたっての「４つの原則」

①「消費者優先」：ビジネスベースでの調達、流通、販売により低廉・安定供給。
②「安心・安全・公正」：品質保証、安全確保（車、ＳＳ）、徴税公平性確保（脱税対策）。
③「エネルギー安保向上」：価格競争力を前提に国産・輸入の最適バランス確保。
④「イノベーション重視」：技術突破と利用拡大の好循環を作り、競争力強化に。（食料と競合しないセルロース利用を可能に）

ⅱⅱ）新燃料利用拡大インフラ検討会議の設置（年度内結論））新燃料利用拡大インフラ検討会議の設置（年度内結論）
品質・徴税公平性確保のための新たな制度インフラ等を検討開始。必要な法制整備にも取り組む。

ⅲⅲ））20102010年目標（年目標（5050万万KLKL）達成にむけたさ）達成にむけた らなる協力要請さらなる協力要請

石油業界は21万KLの導入をコミット。価格競争力を前提に国産・輸入の最適バランスを確保しつつ、“2010年の導入目標

(21万KL)の拡大・延長”を要請。


３．３．クリーンディーゼルの要となる利用促進環境整備に着手クリーンディーゼルの要となる利用促進環境整備に着手 （「世界で最もクリーンな軽油」の利点を生かす）

・ｸﾘｰﾝﾃﾞｨｰｾﾞﾙ乗用車は燃費が良く、GTLなど多様な燃料の受け皿としても重要｡

・ｸﾘｰﾝﾃﾞｨｰｾﾞﾙ乗用車の省燃費性に着目した新燃費基準を現在検討中。

４．４．自動車の電力化と大幅な省エネのた自動車の電力化と大幅な省エネのためのバッテリー次世代化を推進めのバッテリー次世代化を推進
・家庭で充電可能なﾌﾟﾗｸﾞｲﾝ・ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ自動車や小型電気自動車、大幅な省エネを実現するﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ自動車などの基盤となる次世代

バッテリーの開発を推進。


・来年度より次世代自動車用電池開発プロジェクトを創設。

５．５．燃料電池開発・水素社会実現に向けた燃料電池開発・水素社会実現に向けたププロジェクトの強化ロジェクトの強化
・「炭素のサイクル」から「水のサイクル」への移行する「水素社会」の鍵となる燃料電池をｵｰﾌﾟﾝｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝの下で開発するプロジェクトを

強力に推進。
 １ 
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１．バイオ燃料１．バイオ燃料 ２．クリーンディーゼル２．クリーンディーゼル ４．燃料電池・水素社会４．燃料電池・水素社会３．バッテリー次世代化３．バッテリー次世代化

次世代自動車燃料イニシアティブについて
～エネルギー安保・環境保全・競争力強化の同時達成～

１．バイオ燃料１．バイオ燃料

ﾊﾞｲｵ燃料 ｶﾞｿﾘﾝと混合するﾊﾞｲｵｴﾀﾉｰﾙ、軽油と混合するﾊﾞｲｵﾃﾞｨｰｾﾞﾙの２種類

＜バイオエタノール＞

サトウキビ、トウモロコシなどの糖分を発酵させて作られるエタノール燃料

食料と競合することから、コスト、安定供給に課題

中長期的には廃木材や稲わらなどを原料とするセルロース系バイオの技術開発が重要


＜バイオディーゼル＞

菜種油、パーム油などの植物油を合成して作られる燃料

酸化（腐敗）することから、将来的には水素化技術の実用化が重要


セルロース系バイオ
食料と競合しないセルロース系バイオ技術の開発を促進

燃料用
エタノール

・酵素等による糖化
廃木材等 ・酵母菌等による醗酵

２．２ クリーンディーゼル．クリーンディーゼル

・クリーンディーゼル乗用車はガソリン車と比べ燃費が約２割良く、世界で最もクリーンな我が
国の軽油の利点が活きる

・GTLなど多様な燃料の受け皿としても重要
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欧州は約５割、日本はほぼ０ 燃料噴射を電子制御することにより
排出ガスのクリーン化を実現

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ乗用車販売比率 コモンレールシステム

※ＧＴＬ：天然ガスからの合成で製造される燃料

３．バッテリー次世代化３．バッテリー次世代化

バッテリーの次世代化により自動車の可能性は広がる

改良型電池
（２０１０年）

営業用小型
電気自動車

先進型電池
（２０１５年）

家庭用小型
電気自動車

プラグイン
ハイブリッド自動車

革新的電池
（２０３０年）

本格的電気自動車

次世代自動車用電池開発プロジェクト
Ｈ１９年度要求 ５０億円

家庭用電源
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～～ プラグイン・ハイブリッド自動車とはプラグイン・ハイブリッド自動車とは ～～

通勤・通学は電気中心で走行
・普段は主に電気を利用することにより石油消費を大幅に削減。
週末は遠出も可能
・ガソリンでも走行が可能であるため、遠出も可能。

電池の性能目標


電池のコスト目標


１ １．５倍 ７倍

１／２倍 １／７倍 １／４０倍

バッテリーの次世代化（電池の性能向上）

４．４ 燃料電池・水素社会．燃料電池・水素社会

・「炭素のサイクル」から「水のサイクル」へ移行する「水素社会」の鍵となる燃料電池開発を強力に推進

水素供給

水素ステーション 燃料電池自動車

水素自動車は燃料電池・水素社会へのつなぎ手として重要。

○ガソリンなどの化石燃料の代わりに水素を燃焼させて動力と
するもの。

○ほぼ水しか排出しないため、排出ガスは非常にクリーン。

水素自動車

２ 



「ＩＴフロンティア･イニシアティブ」（仮称）の展開 ～ Ｉ Ｔによる生産性の向上に向けて ～

ＩＴと
ものづくり・サービス

（現状と課題）

ものづくり サービス

ＩＴ化

ＩＴ 
「現場」の知識・ノウハウのデジタル化

組込ソフトなどのウェイトの飛躍的な高まり

相互依存

ＩＴ化
コスト低減と付加価値向上

顧客へのきめ細かい対応が可能

＜課題＞

◆ 中小・中堅企業におけるＩＴ投資､企業･業種を越えたＩＴ活用･連携､ＩＴ導入に伴う組織改革

◆ Ｉ Ｔ化による更なる生産性の向上、付加価値の向上、収益力の強化

◆ グローバル環境変化に対応した､世界市場をリードする製品・システム・ＩＴ活用モデルの創出

「ＩＴ新改革戦略」 （06年１月） 「新経済成長戦略」 （06年６月）
これまでの
取組み

・ ｢ 情報大航海｣ﾌﾟﾛｼﾞｪ ｸﾄなど次
世代ＩＴ技術開発による新事業展
開 など

次世代ＩＴ技術開発

今後の施策

・ 新事業の円滑な展開と消費者
保護､個人情報保護との調和の
あり方 など

制度環境整備

・ 情報系学科以外での情報工学

充実､情報処理技術者試験改革

・ 情報ｾｷｭﾘﾃｨ対策の総合的
展開による企業ガバナンス強
化 など

情報セキュリティ強化情報教育･人材育成強化

「ＩＴフロンティア･イニシアティブ」の展開

・ コスト削減､新事業展開､価値創造､サー
ビス向上､トレサビリティ管理､環境･省エネ
対策など

新電子ﾀｸﾞ・電子商取引
ｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞ 

・ 中小・中堅企業支援（「ＩＴ経営応援隊事
業」）､経営意識革新の展開（「ＩＴ経営国
勢調査」）

ＩＴ経営ｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞ

・ Ｉ Ｔ化による「モジュール･水平分業」化の進展
を踏まえた我が国産業の競争力強化方策の
検討

ＩＴｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ競争力ｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞ
～ ものづくり･サービスを支えるソフトウェアの競争力強化～

３ 



電子タグなどの活用 ： 養豚事業者のケース

養豚事業 Ｔ 社 （資本金：１，０００万円（有限会社） 本社：秋田県 従業員：２５名）
２００ ５年度 売上高：１２億円 在庫豚数：１万頭 主要販売先：大手チェーン･スーパー、生協

【ＩＴ導入の効果】
・ 消費者の信頼､食品の安全の向上 （生産情報の公表、消費者による把握可能）
・ 管理の高度化 （従来：３００頭 →導入後：１５００頭） （１養豚場当たり）

・ 資金調達の改善 （従来： 補助金頼み → 導入後：飼育豚担保２億円融資枠設定） 

ＩＴ導入

◆ 直径３センチ、厚さ５ミリの円形の電子タグを生まれてすぐの子豚の耳にとりつける。

◆	 ２０センチ以内の距離で「書込み・読取り」の機器をかざしながら、出生日、与えた飼料、病気の治療、抗生物
質の投与の有無などの記録を書き込み、読み取ることで、１頭ごとに「生産履歴」を管理。

◆ 精肉業者などと連携し、電子タグに記録した個体番号と精肉業者が付す番号とを「紐づけ」。

� 精肉業者からの肉の「格付」情報のフィードバックやデータベース化を通じて、血統や餌の「最適化」を図り、さ
らなる品質の向上や商品のブランド化（「ももぶた」）による販売単価の向上を実現。

�	 金融機関は電子タグにより個体管理がなされていることに着目し、肥育豚約１万頭を担保とする動産担保融
資を実施。 「脱サラ」経営で担保に制約があった事業者にとって、資金調達に大きく寄与。

４ 



Ｗｅｂシステムなどの導入 ： 業務用送風機製造・卸売事業者のケース

業務用送風機製造・卸売業 Ｓ 社 （資本金：８，８５０万円 本社：大阪府 従業員：１６０名）
２００ ５年度 売上高：６４億円（対前年度１１％増） 経常利益：１４億円 経常利益率：２１％

【ＩＴ導入の効果】
・ 標準品の納期の短縮 （従来：７日→導入後：３日） 
・ 受注生産による在庫の大幅な削減 （従来：３０日以上 →導入後：１日以下） 
・ 販売店を経由しない新規顧客の増大（従来： ０件 → 導入後：１２０件以上/年） 
・ 図面や仕様書など技術情報照会への対応 （従来：１日/件 → 導入後：１０分/件）


ＩＴ導入

◆ 過去に顧客とやり取りした質問・問合せ情報や技術情報をデータベース化。
営業受注情報から設計､購買､生産､出荷､経理の各情報を一元管理。
営業が直接図面や仕様書を参照できるようになり、顧客からの技術情報の照会に迅速に対応。
（社内に、素早い情報提供による顧客対応を工夫するチーム（「やさしい こいさん」チーム）を導入。）

� ＩＴの活用により製造設備の未使用時間を削減。
� 製造期間の短縮化によって、製品在庫を大幅削減。
� ＷＥＢでの技術情報の公開の結果、販売店を経由しない新規顧客を開拓。

顧

客

専門情報
を開示

「 IS 工房」データベース （社内用、流通業者用、お客様用）

設計
グループ

営業推進
グループ

データベース

伊賀工場

営
業
部 質問・お問合せ情報

技術情報等
対応

要求 各
種
情
報

登
録

検
索
・利
用

お客様用ホームページ
「風力の IS 工房」

社内用
流通業者用

５ 



ソフトウェアなどの普及拡大 ： 携帯 自動車 金融・証券システムのケース

製造現場、製品、社会システムでのＩＴ化の進展

【ＩＴ導入の効果】
・ 高機能・高品質・利便性の向上
・ 製品の独自性・多様な消費者ニーズへの対応

ＩＴ導入

課 題

携 帯 自動車 金融･証券システム

～ 1000万行

01年 100万行 2000年 100万行

現在 500万行 現在 500万行 現在 1億行～2億行
（第三次オンラインシステム）

（都市銀行基幹システム）

80年代半ば 500万行

◆ 急激に増加するソフトウェアの規模のために開発コストが増大し、競争力の低下につながるおそれ。
（例えば、携帯では、１機種あたり100億円近い研究開発の投資） 

� こうしたソフトウェアには、より多数のユーザーの情報やノウハウが蓄積し、「プラットフォーム」へと発展。
「プラットフォーム」はグローバル市場でも発展。 その供給企業が産業・経済の競争力を握ることに。

６ 



工学的手法によるサービスの経営革新①（ＩＴ技術の活用）：タクシー会社のケース

GPSを活用して優秀乗務員の行動データを分析し、ノウハウを共有

●	 タクシーもコンビニ同様に、曜日、時間、天候等によって顧客のいる場所が 変動。
こうした知識を蓄積することが売り上げや稼働率の向上に欠かせない。

例） 「午後早い時間帯はこの区間を巡回していると乗客に会える」

●	 タクシーに搭載したGPSシステムを活用し、月に１００万円以上売り上げる優秀乗務

員の走行パターンを調べ、その軌跡を分析。研修会等の乗務員教育において活用。

●	 業界平均を上回る高い実車（稼働）率と売上高を実現。

７ 



工学的手法によるサービスの経営革新②（自動化技術の活用）：高級旅館のケース

人手頼りであった厨房からの料理の運搬を、自動搬送システムで効率化・高速化

●	 きめ細やかなおもてなしで有名なある高級旅館は、その高品質サービスを約１５００
名にもおよぶお客様へ提供する必要。

●	 大規模な旅館の場合、料理を提供する際の問題点として、お膳の上げ下げに人手を
取られ満足な給仕ができない、料理が冷める、お客様を待たせる、といったサービス
品質の低下の懸念。

●	 S５０年代に世界初の料理自動搬送システムを導入。調理場から各階の配膳室まで、
自動制御で料理を運ぶ、画期的な省力化を実現。

●	 サービス係の配膳にかかる負担を軽減し、お客様のおもてなしにかける時間を増や
すことで、顧客満足度を向上。

８ 
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