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【個別特集】 エネルギー 研究開発政策 
 
安定で持続可能なエネルギー未来のための新しい科学（米国）  

DOE基礎エネルギー科学諮問委員会(BESAC)からの報告書 
（その 2 エネルギー未来技術） 

 
前号に引き続き、米国エネルギー省基礎エネルギー科学諮問委員会(BESAC：Basic 

Energy Sciences Advisory Committee)の報告書 1の内容を紹介する。 
 

内  容 

はじめに 

米国は 3重のエネルギー問題に直面している 

エネルギー問題の大きさ           （以上前号掲載） 

 

安定で持続可能なエネルギー未来を描く 

１．エネルギー未来技術    （今号掲載） 

先例がない性能を持った材料 

化学変化をより選択的にする 

地球に炭素を返す 

安全でより効率的な原子力発電 

 

２．省エネルギー未来技術   （以下次号へ) 

そこにデジタル照明を 

建物のためのソーラー経済 

ハイブリッド電力グリッド 

先進的な輸送 

電力による輸送 

ソーラー燃料 

 

まとめ 

これらの夢物語の実現 

成功への道 

提言 

 
 
安定で持続可能なエネルギー未来を描く 

 

1. エネルギー未来技術 
米国は、高コストの輸入石油への高まる依存性、温室効果ガス排出量削減におけるリー

ダーシップを維持する緊急性、そして歴史的に負担が増加している経済的問題に直面して

                                                 
1 “New Science for a Secure and Sustainable Energy Future”, A Report from the Basic Energy 

Sciences Advisory Committee, http://www.sc.doe.gov/bes/reports/files/NSSSEF_rpt.pdf 
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いる。エネルギー技術の世界的な大変革をもたらす大がかりな試みのための時間はほとん

どないのであろうか。 
 
フランクリン D.ルーズヴェルト大統領が、その時には立証されていないアプローチに対

し国家的な投資を立ち上げた時の、第二次世界大戦直前の同様の危機の時を思い出してみ

よう。レーダをもたらした研究者、エンジニアおよび実業家の大規模な動員に結びつけた

こと、原子力や他の技術の利用、そしてそれらの技術の基礎になった科学的基盤は、米国

に戦争中だけではなく、続く世界的な平和経済において決定的な出発点をもたらしている。 
 
似たような科学技術の動きが、まさに今日の問題に取り組むために必要なものかもしれ

ない。それは、経済を活性化させて、拡大する持続可能なエネルギー産業に何百万もの新

しい仕事を作り出すのを支援することができるであろう。国家安全保障の脅威から、そし

て、我々の輸入石油経済の巨大な消費から、米国を解放することができるであろう。 
 
地球の気候変動の脅威に取り組み、急成長する先端技術エネルギー解決策が世界市場を

捕まえるクリーンエネルギー技術の革命的な波により、我々の国家の名誉および我々の世

界的な技術的リーダーシップを取り戻せるであろう。 
 
ちょうどマンハッタン計画やあるいは後の月面着陸したアポロ計画のように、成果は確

かではないが、しかし、複合材料や化学プロセスを制御し、企業家の意欲を高め、そして

達成されるであろうものへの注意深い科学的評価と、注目すべき新しい可能性に根ざした

見通しは、ルーズヴェルト大統領やケネディ大統領に突きつけたものと、ほとんど同じく

らい驚異的なものであろう。 
 
その見込みとはどのようなものであろうか。21世紀のエネルギー産業はどのようなもの

か。また、それは我々の生活および我々の子孫の生活にどのような意味合いを持つであろ

うか。以下に続くシナリオでは、もし我々が、新しいエネルギー未来の創成に、米国の最

高の研究能力、最も革新的なエンジニアそして最も洞察力のある企業家達の細心の注意を

集中したならば、何が可能となるかを探求する。 
 
先例がない性能を持った材料 

最初に、我々の原子炉容器や石炭燃料ボイラーを作る鋼や他の材料が、従来の大量生産

によってではなく、ナノスケールでの効率的な殆ど原子単位で特性を制御した、新しいプ

ロセスを通して作成された場合を想像してみよう。その結果は、応力に対して自己回復作

用を促進する材料や、あるいは化学的腐蝕に耐性を持つ特異な表面特性を持った材料を可

能にするであろう。 
 
結果として、材料の強度および耐損傷性は急激に増加するだろう。また、破壊までの時
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間が従来の材料よりもほとんど 10 倍以上長くなるかもしれないし、そしてこれまで知ら
れているものよりも非常に信頼性が増すであろう。このことは、原子炉が 330℃の効率 34%
ではなく、1,000℃で 50%の効率で作動できる可能性を意味する。 

 
同様の変革は、石炭火力発電所を効率 60%で運転することを可能にし、あるいは、超軽
量の材料で自動車を作ることができ、推進するために少ないエネルギーしか必要としない

ので、ガソリン消費を 3分の 1も削減できるであろう。 
 
これはサイエンス・フィクションでは決してない。鋼の 100倍の強度を持ち重量が 6分

の 1であるカーボンナノチューブのような斬新な材料が、研究所では既に見つかっている。
問題は、これらの素晴らしい特性の原子・分子の起源を理解し、実用的な材料へ設計する

ことである。 
 
地球への影響を評価するために、次のことを想像してみよう、時間とともに従来の化石

燃料エネルギー源は、温室効果ガス排出をほとんど半分に効率的に削減するであろう、恐

らくさらに燃料消費の増加も相殺するかもしれない。その後には、その成果を、単に米国

だけではなく、インドや中国が今後数 10 年にわたり建設する何千もの石炭火力発電所に
応用することである。 

 
化学変化をより選択的にする 

我々が燃料を燃やす場合、あるいは原料を燃料に変換する場合、化学的な反応が発生す

る。問題は、そこには数多くの可能な反応が存在し、そして、そのほとんどは望まれない

副産物を発生して総合効率を低下させていることである。 
 
生物システムは、太陽光、水および二酸化炭素から成長のために必要となるエネルギー

や構造材を、光合成により生産するための化学反応を制御するために強力で選択的な触媒

を発展させてきている。人工触媒もまた重要である、人工触媒なしで、我々は人工肥料、

プラスチック、ガソリンおよびその他の多くの製品を作ることはできない。しかし、今日

の人工触媒は、自然の触媒と比べて比較的単純であり、発見はされているが、設計はされ

ていない。 
 
ナノスケール科学により、原子規模でどのように化学反応を制御することができるかを

理解することにより、我々は今日の触媒をはるかに越える可能性がある。それは、触媒の

反応は表面近くの構造によって制御することができるからであり、多くの潜在的な製品を

作り出すための反応速度やその過程の両方の制御に、新たな可能性をもたらすであろう。 
 
ナノスケールで、材料がどれくらい異なって振る舞うかの 1つの例を挙げるために、化

学反応に影響されないことで有名な、貴金属と呼ばれている金を考えてみよう。金のナノ
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スケールクラスターは、世間一般の常識を無視して、反応性が強く、水素から一酸化炭素

を取除くための非常に強力な触媒になりえることを研究が発見している。 
 
したがって、自然が作り出した反応を模倣して、あるいは、そのうまい働きを学んで、

我々が触媒を設計することができることを想像してみよう。植物が行っているように、燃

料を作るのに太陽からのエネルギーを使用してはどうか。汚染物質を排出しない我々の発

電所での燃焼はどのようなものであろうか? 
 
太陽エネルギー 

 
太陽エネルギーは高い成長モードにあり、光起電力太陽電池システムの新しい製造

企業や据付企業がいたるところで立ち上がっている。現在の技術で、高い成長の継続

を仮定しても、太陽電池は、我々が 2050 年までに必要とする巨大な量のカーボンフ
リー・エネルギーの僅か 5%程度しか供給しないと予測されている。米国の挑戦は、
石炭に基づいた電力以下のコストで太陽エネルギーを生産することで、現在の可能な

コストの 10分の 1以下に下げることである。 
 
現在のほとんどの太陽エネルギー生産は、結晶シリコン電池の第 1世代技術に基づ

いている。現在商業化され始めている第 2世代は、薄膜太陽電池ならびに光増感色素
で覆われた廉価な酸化物半導体材料や光活性有機高分子材料から作られた太陽電池

に基づいている。これらのアプローチは、非常に低いコストを産みだすかもしれない

が、現在のところ変換効率はとても低い。 
 
第 3世代太陽電池で必要とされる世の中を変えるブレークスルーは、低価格でかつ

非常に高い変換効率の両方である。光子を捕獲し変換するための新しいパラダイムが、

この目標を達成するために必要である。 
 
現在、非常に高効率の太陽電池は、太陽光エネルギーをできるだけ多く捕えるため

に、タンデムセル構造で種々の半導体材料を組合せることにより生産することができ

る。しかしながら、これらの太陽電池の単位面積当りのコストは、第一世代電池より

200 倍も高価である。新しい素材、斬新な構造およびユニークな太陽集光器の使用の
研究により、そのコストを低下させる一方で、タンデム太陽電池の高効率を維持する

ために、基礎的研究が必要である。 
 
第 3 世代太陽電池への別のアプローチは、 いわゆる量子ドット太陽電池に基いて

おり、劇的な方法でシリコンのような半導体の光吸収特性や電子放出特性を改良向上

させる、構造中に配置されたユニークな半導体ナノ結晶から作られる。第 3世代太陽
電池は、まだ科学的な研究の初期段階にある。また、石炭からの電力コストを打ち破

るのに、十分に有望な高い効率と低価格を示す太陽電池を作る方法を、我々はまだ知

っていない。 
 
しかしながら、その可能性は大きく、第 3世代太陽電池は、原理的に第 1世代や第

2 世代太陽電池構造の変換効率の理論的限度を大きく越えることが可能である。新し
い素材やハイブリッド設計を使用して、太陽光電力のコストを劇的に低下させること

ができるであろう。 
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地球に炭素を返す 

何千もの新しい石炭火力発電所からの排出は、それらが高温で、またより高い効率で運

転しても、潜在的な気候災害をもたらすであろう。また、石炭はこの地球上で最も豊富な

化石燃料であるので、我々は大気中に二酸化炭素を排出しないで石炭を燃焼させる方法を

見つけなければならない。 
 
一つの可能性は、燃焼から炭酸ガスを捕まえ、圧縮し、地層が捕捉でき大気から安全に

蓄積できる場所へ地上から炭酸ガスを注入することである。最後の部分は特に扱い難く、

基礎科学が克服する必要のある障壁を示している。 
 
例えば、二酸化炭素ガスが飲料水の地下資源に影響を与える方法で地下の塩水を移動し

ないことをどのように確実にするのか、また、二酸化炭素が少なくとも数世紀以上十分長

く動かずにいることを、我々がどのように保証するかである。答えの一部は、制御された

大規模試験である。しかし、そのような大規模試験は、高度な計算と組み合わせた、二酸

化炭素と塩水混合物化学の研究や、また、多孔質岩石が深さやナノスケール現象でどのよ

うに反応するかの研究をしないでは当てずっぽうなことになる。 
 
ちょうど、我々が現在シミュレーションツールで深部ガス田からの石油の採取を発見し

管理するように、化石燃料の燃焼から発生した温室効果ガスを地下深くに隔離するために、

我々は逆のプロセスをまたシミュレーションして学ぶことができる。 
 
隔離のために二酸化炭素を捕えて分離することさえも、大変なことである。巨大な規模

での、非常に選択的でエネルギー効率的なプロセスは、分子レベルでの二酸化炭素の捕捉

および分離の化学へ向けた新しい材料を必要とするであろう。 
 
したがって、化石燃料発電所からの予測排出量の 3分の 1か半分は、やがて地下に安全

に蓄積できることが想像できるであろう。それが実際の進展であろう、しかしそれだけで

は決して十分ではない。さらに、我々は、電力をより効率的に使用し、かつ化石燃料なし

で電力を発電する方法を見つけなければならない。 
 
地質学的炭素隔離 

 
発電するために燃やした石炭や他の化石燃料からの二酸化炭素排出の気候への影

響を回避する片道切符は、発生した二酸化炭素を捕捉して、地球にそれを注入するこ

とである。二酸化炭素はそこで数 100年間にわたりあるいはさらに長く格納されるで
あろう。 

 
しかしながら、ガスを効率的に捕捉する際の困難さ、隔離しなければならない流体

の膨大な容積、そして二酸化炭素が地下に送り込まれた後で何が起るかという懸念な
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どのために、「言うは易く行うは難し」である。 
 
二酸化炭素隔離が大規模な産業になる前に、重要な質問に答えなければならない。

効率的に地下深部の岩のせまい間隙に二酸化炭素を注入することができるであろう

か。そのうちのどれだけが大気へ戻るであろうか。大気へ戻るのは、ゆっくり起きる

か破局的に生じるのか。二酸化炭素を、他に使用していない岩石層に閉じ込められる

のか、あるいは、それが地下淡水層へ漏れて、永久に汚染するかもしれない。 
 
これらおよび他の重要な質問に答えるために必要なものは、我々が望むように注入

され、地下環境への最小の悪影響でそこに永久に留まり続けるように、岩石層への二

酸化炭素流体の注入を制御することを可能にする大きな科学的進歩である。 
 
例えば、二酸化炭素は、より安定な高密度流体を形成するために水と結合させるか、

あるいは二酸化炭素を永久に保持する新しい無機化合物を作るために金属イオンと

結合させるかであろう。地下深部で起こるそのようなプロセスは、地上から遠隔でモ

ニタされるであろう。 
 
これらの可能性を研究することは、岩石層の二酸化炭素流体に影響する化学および

物理についての新しいレベルの理解を必要とする。そのような進んだ理解は、分子レ

ベルの無機化合物や流体を研究することができる高度な実験ツールによって、そして、

我々が観察する大規模特性やプロセスを生むのに、どのようにしてナノスケールプロ

セスが関与するかを理解するために、使用できる理論および計算の能力により達成可

能である。 
 
ボーナスとして、これらの新しい能力は、地質学的貯留槽での放射性廃棄物貯蔵の

管理や、向上した地熱エネルギー生産を作り出す必要性とオーバラップする。これら

の両者は、環境に優しい米国のエネルギー生産を拡大することができるであろう。 
 
安全でより効率的な原子力発電 

化石燃料なしで電力を作る一つの方法は、既に電力グリッド上に存在している原子力発

電である。そして、原子力発電は、潜在的にはるかにより効率的でより安全になりえると

いうおまけがある。 
 
その鍵は、新しい原子炉概念と、より強力な放射線損傷、化学腐蝕および高温への耐性

能力を持つ、制御された予測可能な特性の新しい複合材料との両方にある。しかし、原発

ルネッサンスの一環になるのは、単に新しい原子炉だけではない。 
 
より高い安全性は、本質的に安全である設計と、正確に原子炉プロセスの複雑さをモデ

ル化できる計算ツールによる高度な原子炉設計からやって来る。原子炉プロセスは、原子

炉内での核分裂が 1ナノ秒の 100万分の 1で行われ、また核廃棄物貯蔵設備で放射能がゆ
っくり崩壊するときは、数千年にわたって徐々に行われる。 

 
また、我々は、高速中性子炉内で核廃棄物を燃焼することができ、その体積は 10 分の
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１以下にも減少する。再処理燃料の原爆級の副産物が不正な人間の手に渡るのを防ぐため

の方法を、我々が科学によって見つけることができるならば、核燃料サイクルは実行可能

であろう。それは、旧式の運営管理コントロールと技術規格を通じてではなく、科学に基

づいた予測プロセスによって、完全な燃料サイクルを管理することである。 
 
先進原子力発電システム 

 
原子力エネルギーは、極めて近い将来のカーボン中性エネルギー源として大きな見

込みを持っている。この潜在性の実現は、原子力エネルギーの安全性および効率にお

ける継続的な改善に加えて、核廃棄物の処分、核拡散および現在の核燃料サイクルの

持続可能性のような諸問題と直面することが必要である。 
 
これらの領域のすべての基礎となるのは、極限条件の下で機能できる材料および化

学プロセスを発見し設計する基礎的な科学挑戦である。例えば、最良のステンレス鋼

を急速に低下させる強度を持った高エネルギー中性子による連続的衝撃に、どのよう

な材料が耐えることができるであろうか? あるいは、我々は、原子炉内で 1 ナノ秒
の 100万分の 1で起きる反応や核廃棄物貯蔵設備で千年以上にわたり連続的に生じる
反応をどのように監視し制御するのであろうか?  

 
材料科学と化学のフロンティアを進歩させることは、これらの問題に影響を与え、

原子力エネルギーならびに他の多くの分野に役立つであろう。放射線、超高温および

種々様々の腐食性物質に対して、材料がどのように反応するか理解することは、単に

原子力エネルギーシステムだけではなく高性能タービンのような他の多くの産業プ

ロセスにとって重要である。 
 
また、工学のための予測手段を提供するために、結果の複雑性をモデル化すること

ができる新しい計算ツールが行うように、ナノスケールでの材料の構造を評価し制御

する能力が、解決策を見つけるために重要であることは明らかである。これらの研究

取り組みは、先進原子力エネルギーシステムのための技術開発を補強する科学的な理

解を変換するために、先進シンクロトロン X線源、中性子源およびスーパーコンピュ
ーターを使用する。 
 
( 出典：http://www.sc.doe.gov/bes/reports/abstracts.html#NSSSEF ) 
 


