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�　は　じ　め　に

社会が持続可能であるために大きな影響を持つファクタ

ーとして，���の排出等に伴う地球温暖化の問題，資源・

エネルギーの枯渇の問題，そして環境汚染の問題の�つが

大きく取り上げられている。

これらの問題を解決し，積極的に持続可能な社会を築い

ていくためには，新しい資源・エネルギー源の開発，エネ

ルギー効率の良い技術の開発，環境汚染物質の発生の抑

制・汚染の修復など化学技術の果たす役割は非常に大きな

ものがある。

現在，産業界，アカデミアの両者において，持続可能な

社会を築いていくために様々な試みがなされているが，本

稿では，その様な試みの中で，化学技術にはどの様な革新

的・独創的な技術開発が期待されているかをご紹介する。

筆者の独断であるが，特にエネルギー，資源関連で革新的・

独創的な化学技術が期待される分野として，以下の�つを

取り上げ，それぞれの分野において期待されているターゲ

ット，化学技術について述べてみたい。

�番目の分野は，特に地球温暖化の防止，及び資源・エ

ネルギーの枯渇の両者に関わる重大な技術分野としての代

替エネルギーの開発の分野である。

�番目の分野としては自動車におけるエネルギー消費低

減技術を取り上げる。日本のエネルギー消費量に関連し

て，運輸部門のエネルギー消費は全エネルギー消費の���

を占め，この大部分が自動車であり，重要である。

また，照明分野におけるエネルギー消費低減技術を�番

目に取り上げる。日本の電力需要の��％は照明に使われ

ており，照明分野でのエネルギー効率の向上はエネルギー

消費節約に大きな影響を持つ。

�番目に，石油枯渇の問題は地球が何十億年かけて蓄積

してきた貴重な資源を，我々の時代のわずか���年程で使

い尽くしてしまうと言う事であり，我々はできるだけ速や

かに，非枯渇資源を利用に立脚した社会スタイルを確立し

ていかねばならない。�番目の分野として，植物等の非枯

渇資源を出発とした，エネルギー，化学品の製造における

化学技術について述べる。

�　代替エネルギー開発分野

���　可視光水分解

代替エネルギー開発の最初の分野として「水素（と酸素）

の水の可視光分解による製造」を取り上げる。学術レベル

の研究であるが，太陽光（可視光）を用いて水を水素と酸

素に分解する光触媒の開発が行われている。可視光で水の

光分解が可能な光触媒としては�軌道の電子数が�または

��である，金属の酸窒化物が広く研究されている。図�

に，���と���の固溶体（（����－������）（���－�����）を触媒

として用いた水の可視光分解の結果を示す。この触媒系で

は可視光での分解効率を��倍にする事が目標である。水
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持続可能な社会を築いていく上で，今，どの様な化学技術が期待されているかを�つの分野を取り上げてご説

明する。今回は特にエネルギー，資源に関わる�つの分野として石油に代わる新エネルギー開発，自動車，照明

における省エネルギー関連技術，そして，非枯渇資源の利用を取り上げた。いずれも大きな課題であり，本稿表

題の，革新的・独創的な技術開発，アイデアがあって初めて可能になるものである。若い方の活躍を期待したい。

持続可能な社会を目指す化学技術―GSC（グリーン・サステイナブル　ケミストリー）―

図�　可視光水分解結果。
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素は究極のクリーンエネルギーと言われており，���の発

生のないエネルギーである。

燃料電池の進歩と相俟って将来の基幹エネルギーとすべ

くブレークスルーを目指した研究努力の継続が望まれる�）。

���　太陽電池

高効率の太陽電池もまた，究極のエネルギー源である

が，現在主流の��系太陽電池は，生産コストや��原料の

供給限界の問題が指摘されている。これに対して，����電

極���錯体色素�ヨウ素酸化還元系の組み合わせによる色

素増感型＊��や導電性高分子あるいはフタロシアニン錯体等

とフラーレン誘導体を組み合わせた有機薄膜型と呼ばれる

有機系太陽電池が低コストの可能性を持つ太陽電池とし

て，盛んに高効率化を目指す研究が行われている。

���　石炭，天然ガスの利用

近い将来においては，石油に代わる最も手近な代替エネ

ルギーは石炭，天然ガスに求めるべきである。���あるい

は硫黄酸化物の発生量を比較すれば天然ガスの利用が好ま

しいが，石炭の豊富な資源量を考えれば，環境負荷をミニ

マムにする革新的な石炭利用技術の開発が期待される。日

本では，����年代の石油危機以降，����（新エネルギー

産業技術総合開発機構）を中心として石炭液化の技術を開

発してきている �）。

天然ガスについては，現在の日本の一次エネルギーに占

める天然ガスの割合は約��％であり。今後増大の方向で

あるが，さらなる利用拡大を図るため，天然ガス（メタン）

からのジメチルエーテル（���）合成，あるいはガソリン

の合成（���������	
��＝���）の研究が進められている。い

ずれも選択率，寿命に優れた触媒，プロセスの開発がキー

ポイントである �）。

���　植物由来エネルギー開発

非枯渇資源の利用の第�項でまとめてご説明したい。

�　自動車関連分野

前述の様に，全エネルギー消費の中で運輸部門のエネル

ギー消費は全エネルギー消費の���を占め，この大部分が

自動車である。また，自動車による���の発生量は全���

発生量の��％であり，地球温暖化の防止と言う面でも自動

車のエネルギー消費を抑える事は大変重要である。この様

な持続可能な社会構築における自動車の影響の大きさを鑑

み，自動車産業では様々なエネルギー消費低減，���発生

抑制の試みを行っている。

���　ハイブリッド電気自動車

最大の試みは，ガソリンエンジンに代わる駆動システム

の開発であり，日本ではハイブリッド電気自動車（���）

の開発が進みすでに実用に入っている。

���の燃費（����）をガソリン車のそれと比べると，

�倍近い値が達成されている。現在の���車はニッケル水

素電池が使用されているが，今後，一層，燃費の向上を図

るには，より小型化，軽量化，高出力化が可能な��イオン

�次電池の適用が考えられている。自動車向けとして要求

される，耐久性，安全性を含めた高性能化を目指した開発

が，素材を提供する化学メーカー，燃料電池モジュールを

組み上げる電気メーカー，そして自動車メーカーが一体と

なって行われている。��イオン�次電池は正極である

��，��，��等の酸化物の��塩と負極である炭素，液状の

有機化合物に��塩系電解質を溶解した電解液，そして正極

と負極を隔てるセパレータと言う構成ででき上がってい

る。各部材の性能は他の部材の性能と相互に関連してお

り，一つ一つの素材開発においてさえも，システム中の各

部材間の関係，影響を把握する必要がある。また，自動車

にとって安全性は自動車の性能と並ぶ重大事項であり，エ

ネルギーの塊である電池の安全性確保も化学技術で解決す

べき課題の一つである。

���　燃料電池自動車

自動車における駆動システム開発のもう一つの大きな試

みは燃料電池車の開発である。当初，燃料電池車の実現は

����年代にもと言われていたが，現在の見通しでは，燃料

電池車の実現は����年代以降の事と考えられる様になっ

た。自動車以外の燃料電池の用途としては，小型のパソコ

ンやあるいは携帯電話向けの電池あるいは，����級の据

え置き型の家庭用の燃料電池が比較的実用に近いと言われ

ている。これは，内燃エンジンとの比較の中でコスト，性

能への要求が大変厳しい自動車用に比べ，これらの他の二

つの用途では，コスト，性能への要求がそれ程厳しくない

と言う事に起因していると思われる。現在，自動車用への

適用が考えられている固体高分子型燃料電池の構成は，炭

素材，あるいは金属などの素材を用いて作られるセパレー

タ，��等を炭素系担体に担持した正極，負極触媒，フッ素

系のフィルムをベースとした電解質膜，などであるが，そ

れぞれの部材が，性能，コスト面で課題を抱えており，解

決には，未だ相当の時間を要するものと言われている。ま

た，��は資源量が希少であり，自動車用が真に普及するた

めには，��以外の資源量豊富な触媒金属を考える必要があ

るとも言われている。いずれも，化学技術が実用化に貢献

できる対象であるが，前述の有機系太陽電池同様，ブレー

クスルーをめざした，着実な努力が望まれる。

���　自動車軽量化

一般的に車両の重量が�％軽減すると燃費はおよそ�％

向上するため，自動車業界ではたゆみない自動車の軽量化

への努力が続けられている。自動車軽量化への努力の多く

は，鉄あるいは鋼製の部品をアルミニウムやマグネシウム

などの軽金属やプラスチック製の部品に置き換える事によ
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＊��光（太陽電池の場合は太陽光）を吸収しうる色素と組み合わせて用いる，

光関連デバイス，あるいは（化学）システムを言う。
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るが，一方，この動きは鉄，鋼製部品のより薄く強くと言

う技術革新を呼び起こし，果てしない技術競争が続いてい

る。今後は，単なる軽量化競争に止まらず，その素材ゆえ

に他の素材では果たせない機能を併せ持つ事によりその素

材の採用が決定されて行く事になると思われる。

その中で，本稿では特にプラスチック材料の適用による

自動車軽量化への試みについて述べる。プラスチックは軽

量性と共に複雑形状品の成形容易性（良デザイン性）ある

いは，部品複合化のメリット（工程数削減など）を生かし

て使われて行くものと思われる。

自動車のボディーパネルの樹脂化に関しては，現在，一

部の自動車ではエンジニアリングプラスチックの射出成形

品が用いられているが，剛性保持のため肉厚にする必要が

あり鋼板に比べ，必ずしも軽量にならない，あるいは熱膨

張係数＊��が大きい等の理由で汎用化されるには至っていな

い。

近年になり，一方では，成形加工技術とプラスチック材

料技術との組み合わせにより，金属性部品をプラスチック

部品に変えて軽量化を図る試みが増えてきている。例えば

オール樹脂製のバックドアの開発があり，これもデザイン

性の向上と部品複合化を兼ねた用途である �）。

他方，����（��������	�
���
	����
�������	）は同強度

のスチールに対し重さ約半分（アルミニウムに対しても

��％軽量化可能）と言う特長があり，航空機での使用に続

き，自動車への適用が検討されている。プラスチック部材

が自動車に使われるためには，剛性，強度の他，金属並み

の熱膨張係数，耐熱性，静電塗装性，表面平滑性，製造コ

ストなど多くの課題がある。特に航空機で実績のある

����はエポキシ樹脂にカーボンファイバーを含侵したも

のであるが，製造に時間がかかり過ぎるため，コスト的に

は依然改善が必要であり，硬化システム全体の見直しが必

要になっている。一方，熱可塑性樹脂を用いた����も検

討されているが，表面平滑性を始めとして多くの問題があ

る。この領域はまさにこれからのナノテクノロジーが生き

る領域であり，ナノ粒子，ナノファイバーと熱硬化，熱可

塑の樹脂とのナノコンポジットを含め，さらに革新的な技

術開発が期待される �）。

����は，別途，一層の高強度が要求される金属置き換

え用途として，すでにプロペラシャフトへの適用が行われ

ている。

自動車軽量化のもう一つの主要な対象としては，ガラス

のプラスチック化が考えられる。この場合も要求特性とし

ては，現行の樹脂張り合わせガラス並みの，透明性，剛性，

強度，熱膨張係数，耐熱性，耐摩耗性，製造コストが上げ

られる。樹脂としてはポリカーボネートが中心に考えられ

ているが，熱膨張係数，耐摩耗性などはポリカーボネート

では満足できず，透明性を維持しつつ熱膨張係数を低下さ

せるコンパウンド技術，表面を固くし磨耗しないようにす

るコーティング技術の開発が期待されている。

�　照　明　分　野

本項では，日本の電力需要の��％を占める，照明分野に

おける���（発光ダイオード）照明の動向について述べる。

現在，照明装置としては，屋内照明用としては白熱電球，

蛍光灯などが使われており，自動車ヘッドランプにはハロ

ゲンランプなどが用いられている。����年に青色の���

と青色の光を吸収して黄色の光を出す蛍光体を組み合わせ

た白色���が開発され，小型，軽量，長寿命などの特長に

より，携帯電話等の小型液晶ディスプレーのバックライト

を中心に急速に普及した。この白色���の発光効率は約

�����（ルーメン）��であり，すでに白熱電球の効率（���

����）を越えているが，蛍光灯の発光効率，�������に

は及ばないため未だ照明分野への進出はなされていない。

また，現行の白色���の出力は通常����と小さく，���一

つ当たりの発光出力を大きくする必要がある。白色���

の構造は図�に示すようなものであるが，上述の白色���

の改良のためには，�）���チップの発光効率の改良，�）

蛍光体の発光効率の改良，�）���チップと蛍光体のインタ

ーフェースの改良，及び�）蛍光体の発光の外部取り出し効

率の改良が考えられる。

また，�）の���チップの構造の一例は図�のとおりで

あり現状はサファイア基板上に�����法＊��で���層を

製膜する事により得られている。この���チップの発光

効率の改良ためには①���層の結晶欠陥の密度を下げる

事が最も重要であり，現行のサファイア基板を用いる場合

の�����手法の改良から，���単結晶基板を直接合成す

る試みなど様々な取り組みが行われている。また②青色か
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図�　白色���，���チップの構造。　�
＊��プラスチックは熱膨張係数が�～��＊���^�－���℃とガラス，金属より�

オーダー高く，鋼製やガラス製の部品とプラスチック製の部品を組み合

わせると，熱膨張係数の差により，部品の隙間が開いたり，反ったりす

る。コンパウンド技術でプラスチックの熱膨張係数を下げる要あり。

　�
＊����������	�
���������������������������（薄膜材料を高温中で反応させ

て基板上に成膜する���プロセスのうち，特にその材料に有機金属を用

いる方法）。
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ら近紫外光への発光波長変更をも含む発光層の構造変更

や，③光取り出し効率向上のためのチップ構造の改善も重

要である。②で発光波長を近紫外光とする場合，近紫外光

を吸収して発光する赤，緑，青の�色の蛍光体の開発が必

要となる �）。

���の発光効率の問題が解決されても，照明に用いるに

は���一つ当たりの発光出力が小さいと言う問題は残っ

ている。蛍光灯一本当たりの出力は��������オーダーであ

るのに対し，���一つ当たりの出力は����程度であり，

���の場合は集積して使うにしても����個当たりの発光

出力を現行の��倍以上にする改良が必要であり大型化，高

電流化，熱マネージメント等の課題がある。

�　非枯渇資源の利用

政府は国家戦略としての「バイオテクノロジー戦略大綱」

及び「バイオマスニッポン総合戦略」の中で，バイオテク

ノロジーを用いた，エネルギー，物質生産における枯渇資

源からの脱却，環境負荷の低減，その一環としての積極的

なバイオマスプラスチックの利用を謳っている。

循環型社会の構築のためのバイオテクノロジー技術とし

て最も興味深いと考えられるのは，酵素によるセルロース

からのエタノール直接合成であろう。セルロースは植物の

最大の構成単位であって，地球上で最も豊富に存在するバ

イオマスであり，エタノールはエネルギー，化学品原料と

して利用できる。この技術の実現のためには，セルロース

分解酵素であるセルラーゼの高能力化とエタノール発酵酵

素の組み合わせが必要となる �）。

非枯渇資源から，エネルギーあるいは化学品を製造する

のには必ずしもバイオテクノロジーのみを用いる必要はな

いと考えられる。化学技術と組み合わせる事により，エタ

ノールからは脱水によりエチレンを作る事が可能となり，

このエチレンを使えば植物由来のポリエチレンを作ること

ができる。ポリエチレンは石油化学を象徴する製品であり

植物由来のポリエチレンと言う概念にはいささか違和感が

あるが。

お米や，芋などの植物からの発酵によるエタノール生産

は古くから行われてきたものであるが，これに限らず近年

では，バイオテクノロジーの進歩により，グルコース等を

原料とした様々な化学品が作られるようになった。グルコ

ースからのバイオ法による�，�プロパンジオールの合成は

すでにエチレンオキサイドからの化学法による�，�プロパ

ンジオールとコスト，品質面で十分競争力があるものにな

っている。また，発酵により得られた乳酸をモノマーとし

た高分子であるポリ乳酸は，世界初の植物由来樹脂とし

て，多くの人が実用化に向けて努力を続けている。また，

ポリ乳酸に続くものとして，ポリブチレンサクシネート系

のポリマーがあり，コハク酸，�，�ブタンジオールも植物

由来とすべく研究が続けられている。

化学品，エネルギーの原料として，グルコースにおいて

も，海外に依存せざるを得ないと言うことは日本にとっ

て，国の安全保障上，問題である事ではあるが，アジア他

の原料産出国との友好関係の維持が重要である。また，セ

ルラーゼの開発が成功した暁には，セルロースの自給であ

れば国内で可能ではないかと夢想している。

�　ま　と　め

持続可能な社会を築いていく上で，産業界では，現在，

どの様な検討が進められているかを，�つの分野を取り上

げて説明した。これらの課題は，一部を除いて，近年，社

会の関心が集まると共に急速に進歩してきたものであるが

ある技術が真に社会に貢献できるためには，性能と共に経

済性も満足させなくてはならない。分野によって完成の時

期は異なろうが，いずれもこれからどんどん新しい技術が

生まれて来なければ到底，完成は望めない。意欲ある若い

技術者，研究者の革新的・独創的なアイデアが期待される

ゆえんである。

日本は本来，資源に恵まれていない国であるが，例えば

セルラーゼを用いてセルロース原料からエネルギーとして

のエタノールを作る事ができたり，エネルギー消費の少な

いハイブリッド自動車用の電池の改良ができたりすれば，

化学技術一つで資源のないと言われた日本に様々な形で資

源を与えることが可能になる。近年，バイオ技術も情報電

子関連技術も皆，化学の言葉で理解できるようになって来

た。��世紀は化学の世紀と言っても過言ではない。ぜひ，

若い人達が大いなる夢を持って化学の世界に参加する事を

期待してやまない。
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