
Ⅰ． 1次エネルギー資源の供給可能性

国際応用システム分析研究所・世界エネルギー協議会

（IIASA�WEC）による世界のエネルギーの長期展望によ
ると，中庸コースのBケースの場合，第 1図に示すよ

うに，2100年の１次エネルギー供給は2000年の約3．4倍

（化石燃料1．9倍，原子力15．8倍，再生可能エネルギー6．5

倍）に増加する見通しになっている。

しかし，石油，石炭，天然ガスなど化石燃料には，CO２

排出による環境問題があり，さらに石油，天然ガスでは

その資源量から将来の供給に不安がある。また，再生可

能エネルギーの供給可能性は地域によって大きな差があ

る。

一方，原子力によるエネルギー供給も，IIASA�WEC
の展望のような大きな増加には，高速炉によるプルトニ

ウム・リサイクルをタイムリーに導入して燃料である核

分裂性物質（235U および239Pu など）の供給バランスを確

保する必要がある。

上記 IIASA�WECの長期展望では，原子力は2100年
には１次エネルギーの24％を供給することになる。これ

は電力にして100万 kWの原子力発電所5，200基の発電

容量に相当する。これらの原子力発電所への核燃料の供

給は，第 2図１）に示すように，天然ウランの究極資源量

16．3 Mton を使用し，増殖比1．2の高速炉によるプルト

ニウム・リサイクルを2030～2050年の間に導入すれば

可能と計算される。

さらに，増殖比を上げて高速炉によるプルトニウム・

リサイクルを最適化すれば，原子力の最大エネルギー供

給量は2050年にはWEC�Bケースの原子力供給量の約
1．5倍，2100年には同約２倍まで増大することができ，
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第 2図 原子力によるエネルギー供給可能量
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その分化石燃料使用量を節減すればCO２排出量を低減で

きる。この原子力積極利用ケースの１次エネルギー供給

見通しを第１図に IIASA�WECの Bケースと対比して
示した。化石燃料による輸送用燃料などの供給を，原子

力による電気，水素，合成燃料によって代替できれば，

このように原子力による化石燃料の肩代わりができ，資

源・環境保全に大きな効果がある２）。

上記のような原子力積極利用の場合でも，その供給可

能量などから判断して，今世紀中は原子力と化石燃料�
再生可能エネルギーの同時・並行的使用は必須と考えら

れる。この場合，複数の１次エネルギーを協働的に使用

することによる効率的プロセスがあれば，全体のエネル

ギー使用量が小さくなり，環境・資源・経済に好ましい

効果がある。

以下，原子力を化石燃料とともに使用して効率よくエ

ネルギー転換をする「協働的」（synergistic）プロセスの可

能性・効果について解説する３，４）。

Ⅱ．エネルギー転換・利用の高効率化

エネルギーの利用においては，第 1表に示すように，

化学（化石燃料，バイオマス），熱（原子力，太陽），光（太

陽），位置（水力），運動（風力）などの形態の１次エネル

ギーを，精製，化学反応（分解�合成�改質），発電などの
転換プロセスを経て利用に便利なエネルギー・キャリア

にし，これを最終的なエネルギー利用プロセスに供給し

ている。今後，資源と環境の制約の中，増大する世界の

エネルギー需要に応じていくには，このエネルギー転換

プロセスとエネルギー利用の高効率化が重要になってく

る。

エネルギーの転換と利用について，自動車の場合を例

に説明する。第 3図は，各種パワートレイン（エンジン，

モータからタイヤまでの駆動系）の自動車へのエネル

ギーの流れを示したものである。

エンジン推進，充電電力推進，燃料電池推進，さらに

そのハイブリッド化など，パワートレインによって必要

なエネルギー・キャリアの種類と消費量が変わる。自動

車の場合には，化石燃料の石油井�天然ガス田から燃料
タンク�電池までのエネルギー効率（燃料効率）と燃料タ
ンク�電池からホィールまでのエネルギー効率（車両効
率）を掛け合わせた「Well�to�Wheel 効率」を用いて，総
合エネルギー効率を評価する。

車のパワートレインの選択により使用するエネル

ギー・キャリアと車両効率が変わる。同様に，１次エネ

ルギーからエネルギー・キャリアへの転換プロセスの選

択により，使用する１次エネルギーと燃料効率が変わ

第 1表 エネルギーの転換・利用の流れ

第 3図 各種パワートレインの自動車へのエネルギーの流れ
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り，これによって自動車が使用するエネルギーの供給可

能性，環境保全性，経済性が影響を受ける。

Ⅲ．個別的および協働的エネルギー転換
プロセス

１次エネルギーからエネルギー・キャリアへの転換プ

ロセスは，単一の１次エネルギーをエネルギー・キャリ

アに転換する「個別的プロセス」と，複数の１次エネル

ギーを用いてエネルギー・キャリアに転換する「協働的

プロセス」に分けられる。

個別的プロセス

現在使われているほとんどのエネルギー転換プロセス

は個別的プロセスで，その例を第 2表に示す。これらの

うち，化石燃料を各種炭化水素，電気，水素などのエネ

ルギー・キャリアに転換するプロセスはすべて実用に

なっている。原子力をこれらエネルギー・キャリアに転

換するプロセスでは，原子力による炭化水素製造は「原

子力メタン合成・炭素リサイクル・システム」として東

京工業大学で研究段階，原子力による発電は軽水炉など

ですでに実用段階，原子力による水素製造は日本原子力

研究開発機構を始め国内外で開発段階にある。

協働的プロセス

原子力と化石燃料の両方をそれぞれの特長を生かして

使用する協働的プロセスを創出することによって，高い

効率で炭化水素，水素，電気などのエネルギー・キャリ

アに転換できる可能性がある。

原子力をエネルギー目的に使用する場合，利用可能な

エネルギー形態は実際的には熱のみである。熱エネル

ギーをタービン発電機や熱化学分解法によって電気や水

素に転換する場合，熱力学的サイクルを経るために，高

熱源と低熱源の温度で決まる効率の制限を受ける。協働

的プロセスの狙いは，発電，水素製造，合成燃料製造プ

ロセスにおいて，熱を必要とする化学反応に原子力熱を

供給し，これを反応生成物の熱量（化学エネルギー）に転

換し，その後のプロセスで有効に利用していこうという

ものである。原子力熱供給がなければ，これらの熱は化

石燃料の燃焼などにより供給されていたものなので，そ

の分の化石燃料の節減に貢献する。

Ⅳ．原子力・化石燃料を用いた協働的
エネルギー転換プロセス

これまでに提案・研究されている原子力と化石燃料の

両方を用いて，水素製造，炭化水素製造，発電を行う協

働的エネルギー転換プロセスの代表的な例を示す。

1．協働的水素製造
水素製造のプロセスとして，天然ガス（メタン）水蒸気

改質による水素製造が現在最も多く使用されている。メ

タンの水蒸気改質反応は，下式に示すように，大きな吸

熱反応である。

CH４＋２H２O→４H２＋CO２ －165 kJ�mol
この反応熱は，通常の方法では原料メタンの一部の燃

焼によって賄っている（自燃式という）。

原子力加熱・化石燃料水蒸気改質法は，吸熱反応であ

る天然ガスの水蒸気改質に必要な反応熱を原子炉から供

給する方法で，加熱に必要な化石燃料の使用量を節減（30

％程度）できる特長がある。水のみを原料とする他の原

子力水素製造法と異なり，この場合は化石燃料も使用す

るためCO２を生成するが，燃料使用量が少なくなるので

環境と資源の保全に効果がある。なお，このCO２はプロ

セスの中で分離されるので，将来のCO２回収貯蔵による

排出抑制の際に有利になる。この方式の水素製造コスト

は通常の天然ガス自燃式より安く，また技術的に実用に

近く，化石燃料ベースと十分競合可能と考えられてい

る。

原子力加熱の方式には，高温（～900℃）で改質反応を

させる方式と，水素を選択的に分離する膜を用いて中温

（～600℃）で改質反応をさせる方式がある。高温方式に

ついては，日本原子力研究所が高温ガス冷却炉と水素製

造プラントを連結する技術を開発するために試験を実施

してきた。

中温方式については，反応域に水素透過性の良いパラ

ジウム合金の膜を置いて水素を分離する透過膜分離改質

（メンブレンリフォーマ）方式のプラントを，東京ガスが

東京千住の実証用水素ステーションに設置して2005年ま

でに3，000時間以上の性能試験を実施している。この膜

分離方式と原子炉を組み合わせる原子力加熱・天然ガス

水蒸気改質水素製造は，三菱重工業などがナトリウム冷

却炉を熱源とする方式の概念設計研究（第 4図）を行って

いる５）。また，この方式を応用して，LPGなどの石油製

品や石炭に原子力熱を供給して協働的水素製造を行わせ

るプロセスも提案されている。

第 2表 個別的プロセスによるエネルギー転換の例
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2．協働的炭化水素（液体燃料）製造
炭素と水素からなる炭化水素燃料，とくにガソリン，

軽油のような液体燃料はエネルギー密度が高く，水素や

電気よりも運搬・貯蔵が楽で輸送用としては扱い易いの

で，今後も有用なものである。液体燃料は，これまで主

として石油を精製して製造されてきたが，石油の価格上

昇，その資源・供給への懸念から，オイルサンドなどの

超重質油の合成原油化，天然ガスの液化によるDME（ジ

メチルエーテル，燃焼による環境汚染物質の発生が少な

い）や石炭のガス化・液化によるFT油（フィシャー・ト

ロプシュ合成油）などの燃料合成，またバイオマスから

のエタノール製造などの代替策が進められている。

このような液体燃料は，エンジンでの利用段階で成分

の炭素の燃焼に伴ってCO２を排出する。一方，製造段階

では，これまでのガソリン，軽油では主に軽質（C�H比
が小）の原油からの蒸留精製で製造されるためにCO２排

出は小さかったが，重質（C�H比が大）の原油や超重質
油起源の合成原油から製造するガソリンや，石炭から製

造する合成燃料では，水素添加，加熱に原料，エネルギー

が必要なために製造段階におけるCO２排出が大きくな

る。石炭起源のFT油では，製造段階でのCO２発生量が

利用段階のエンジンからの排出量よりも多くなる。

現在は水素添加などに使用する水素の製造および製造

プロセスで必要な加熱には天然ガスなどの化石燃料を使

用しているが，将来，走行距離当たりのCO２排出を減ら

すために，合成燃料製造プロセスで必要な水素や熱を原

子力などの非化石エネルギー源から供給して総合した

CO２排出量を低減する方法が検討されている。

例えば，カナダで産出するオイルサンドから合成原油

を製造する際に，抽出した超重質油成分（ビチューメン）

に水素を添加する工程（アップグレーディング）が必要で

ある。現在の水素製造原料の天然ガスは，この地域にお

ける近年の需給逼迫と価格変動のために，将来見通しは

明るくない。そのために，天然ガスを使用しない方法―

ビチューメンガス化，原子力利用など―を検討してい

る。カナダ原子力公社は，改良型CANDU炉を用いて，

発電のほかに水蒸気および電気分解水素を製造して，こ

れらをオイルサンドからビチューメン抽出，それの合成

原油へのアップグレーディングなどのプロセスに供給す

る方法を検討している。

このオイルサンドの合成原油化に関して筆者らが提案

している方法３）は，第 5図のように，ビチューメン（代表

的成分比はC１H 1．5）に水素を添加して合成原油（成分

比C１H２）にアップグレーディングする際に，製品の

合成原油の一部（11％程度）を蒸留分離して，後述の原子

力加熱・水蒸気改質によって水素を製造し，これを水素

添加・脱硫に使用する方法である。原子力熱供給によっ

て，この部分のCO２排出量を約30％削減できる。

また，石炭をガス化して生成する合成ガス（CO，H２）

から，フィシャー・トロプシュ合成反応でディーゼルエ

ンジン用燃料のFT油を製造する石炭液化プロセスにお

いても，原子力による熱，水素の利用が検討されている。

すなわち，第 6図に代表的な反応式を示すように，石炭

から合成ガスを製造するガス化反応（吸熱反応）におい

て，石炭の部分燃焼による熱供給の代わりに原子力熱を

供給し，また合成ガスからFT合成でFT軽油を合成す

る反応で必要な水素を合成ガスのシフト反応などで供給

第 4図 原子力加熱・天然ガス水蒸気改質水素製造

第 5図 オイルサンドの合成原油化への原子力供給

第 6図 石炭ガス化・FT合成による合成燃料製造への

原子力供給
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する代わりに原子力起源の水素を供給することにより，

製造プロセスにおけるCO２の発生を抑制する。

このように，合成燃料は利用段階ではCO２排出を伴う

が，製造段階でのCO２排出は原子力利用により削減する

ことができる。また，原料として石油以外の１次エネル

ギーを使用することができるので，輸送用エネルギー

キャリアの電気，水素への移行と並行して今後利用され

ていくと考えられる。

3．協働的発電
天然ガス（メタン）の部分酸化反応を固体酸化物燃料電

池（SOFC）の中で行わせ，ここに高温ガス炉（HTGR）な

どから原子力熱を供給して，これを電力に転換するプロ

セスが提案・研究されている６）。

これは，メタンの部分酸化反応［CH４＋１�２O２→CO＋２
H２］では，自由エネルギー変化 ∆ G（－273．2 kJ�mol）が
エンタルピー変化 ∆ H（－21．7 kJ�mol）よりはるかに大
きいという特徴を利用して，反応が生じている燃料電池

に原子力熱を供給して，反応熱に加えて原子力熱をも電

気化学的に電気に転換することによって高い効率で発電

をさせ，さらに反応生成物として合成ガス（CO，H２）も

同時に得ようというものである。1，000℃で行われた小

規模の実験では，74％の転換効率が測定されている。

Ⅴ．協働的プロセスの特長・効果

原子力と化石燃料の協働的プロセスによって高効率の

エネルギー転換が可能になる要点を，第 7図の個別的（原

子力）プロセス（A）と協働的プロセス（B）の対比により説

明する。ここで転換率は，原子炉熱量あるいは化石燃料

熱量（両方使用する時は合計の熱量）に対する生成水素の

熱量の比と定義する（熱量は低位発熱量 LHV基準）。

� 原子力熱を用いたタービン発電・電気分解水素製

造や熱化学分解法による水素製造は，熱機関と同じ

熱力学的サイクルを経るので，その転換率は熱力学

的サイクル効率（温度により決まり，カルノー効率

が上限）の制限を受ける。

� 化石燃料を用いた天然ガス水蒸気改質反応や石炭

ガス化反応による水素製造は，化学反応プロセスな

ので転換率は高くなり得る。

� 化石燃料からの水素製造プロセスでは，水蒸気改

質反応やガス化反応は吸熱反応なので，必要な反応

熱は化石燃料自身の燃焼によって供給している。こ

の反応熱を原子力から供給すれば，化石燃料の燃焼

は不要になり（その分のCO２の発生もなく），燃料の

持っている化学エネルギーは水素の生成にフルに利

用できる。原子力熱の供給により，化石燃料は反応

式による化学量論に近いモル数の水素を生成し得る

ので転換率が高くなる。供給した原子力熱は，熱供

給のための化石燃料燃焼を節減した分，有効に水素

に転換されることになる。

� 第 3表に原子力および天然ガスから水素を製造す

る各種方法のエネルギー転換率の推定値を示す。表

に示されるように，原子力ベースのものは転換率が

25～50％であるが，天然ガスベースのものは転換率

が80％と高い。原子力加熱・天然ガス水蒸気改質方

式にすると，天然ガスの使用量が30％節減され，化

石燃料＋原子力ベースの転換率においても85％と高

くなる。

� 協働的プロセスで生成する水素をさらに電気に転

換する際に，燃料電池などの電気化学的プロセスを

使用すれば，ここでも高い効率での転換が可能にな

第 7図 原子力からエネルギー・キャリアへのエネルギー転換
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り，この組合せによって熱機関サイクルを経ない高

効率の発電が可能になる。

なお，一般に原子力と化石燃料の協働的プロセスにお

ける原子力の寄与は化学反応プロセスへの熱供給など補

助的であり，使用するエネルギー量は化石燃料の方が大

きい。

Ⅵ．結 語

原子力と化石燃料の協働的プロセスにより，次の効果

が期待できる。

・化石燃料燃焼不要による燃料使用量の節減とCO２排

出量の削減，化石燃料ノーブル・ユースの増進

・化石燃料・原子力の両方を高効率で利用するので両

資源の節約

・高効率の資源利用と安価な原子力熱コストによる経

済性

協働的プロセスは，このような効果により，エネルギー

自給，資源節約，環境保全，経済性確保に資する可能性

がある。また，バイオマスへの原子力熱供給によるバイ

オ燃料製造についても検討が行われており，化石燃料と

同様の効果が期待できる。

本稿では，提案・研究されている例を紹介したが，新

たな高効率の協働的プロセスの創出・開発が期待され

る。

本稿の熱力学的考察に関して，吉田邦夫東京大学名誉

教授，亀山秀雄東京農工大学教授のご教示に謝意を表し

ます。
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