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夢と希望ある未来社会実現のための、化学工学技術にもとづいた
実効性ある骨太のエネルギー技術ロードマップ集です。2005 年初
版発刊後の時間経過に伴い改訂を行いました。エネルギー技術
の社会貢献性を、各技術分野ごとに全 34 Map(技術テーマ)にて
展望を述べ、Map 提案群をもとにまとめた骨太提言および理想エ
ネルギー社会である骨太夢タウンを提示しました。他に例を見ない
技術ロードマップです。エネルギー技術に関わる全ての皆様へ。 
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