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 【燃料電池・水素特集】研究開発政策 技術開発 

 

米国エネルギー省「水素プログラム」における研究開発 
－DOE水素プログラム 2008年次成果評価会議よりー 

 
NEDO技術開発機構 燃料電池・水素技術開発部 

吉澤 幸大 
 

はじめに 

米国エネルギー省（Department of Energy：DOE）は NEDO 技術開発機構と同様に、

国立研究所、大学及び企業に研究開発資金を提供し、燃料電池・水素関連の技術開発を

行っている。筆者は今年 6 月、米国ワシントン DC で開催された水素プログラムの年次

成果評価会議（Annual Merit Review & Peer Evaluation Meeting）に参加した。この

会議は NEDO 燃料電池・水素技術開発部の成果報告会と評価会議を兼ね合わせたよう

な会議となっている。世界中から関係者が集まり、参加登録者も約 1,000 名と燃料電池・

水素技術開発に携わる者にとって大変関心の高い会議となっている。本稿では、水素プ

ログラム・年次評価会議の概要、全体の予算、各テーマの目標について述べる。引き続

いて、主要な個別テーマの一つである「燃料電池」を取り上げ、予算、研究開発成果、

今後の展望に関して筆者の所感を交えながら報告する。 
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1.  DOE水素プログラム 年次成果評価会議の概要 
 
1.1 DOE水素プログラム 

DOE水素プログラムとは、DOEが実施している燃料電池および水素に関する研究開

発の総称である1。2003年1月にブッシュ大統領が水素イニシアティブの声明を行って以

降、水素プログラムとして活発に取り組まれてきている。 
DOE水素プログラムは、産業界、学会、国立研究機関、連邦政府及び国際機関とのパ

ートナーシップのもとで取り組まれている。対象とする範囲は、水素の製造・輸送・貯

蔵技術、輸送用および分散型定置式発電、携帯用機器の電源のための燃料電池技術の開

発である。また、安全性や標準化、実使用環境下での水素や燃料電池技術の実証、重要

なステイクホルダーへの教育にも取り組んでいる。  

 
1.2 DOE 水素プログラムの使命 

輸送分野における石油使用と炭素排出を削減し、定置式及び可搬式発電のためのクリ

ーンで信頼性のあるエネルギーを可能にする。プログラムは、水素・燃料電池技術の研

究開発、検証、及び商業化に関する技術及び技術以外の障壁を克服し、この使命を達成

する。 
 
1.3 年次成果評価会議の位置づけ 

本会議は、水素プログラムの成果・進捗の報告会であり、またピアレビュー（専門家

による評価。”peer”は同僚の意）を受ける場であり、毎年開催されている2。  
  この会議の場で、それぞれのプロジェクトの研究責任者は、プロジェクトの現状と成

果をスライドやポスターセッションで報告する。評価者はプロジェクトの評価を行い、

助言を行う3。これらの評価を受け、DOE は次年度の研究開発計画や資金の決定を行う

こととなっている。 
以上に述べた目的以外に、この会議は下記に記すような「研究者同士の貴重なコミュ

ニケーションの場」を提供している。 
・技術、進捗、将来計画の状況について意思疎通を図る。 
・ネットワーキングの貴重な機会を提供し、協同研究を促進する。 
・議会と納税者に、説明責任を果たす。 

 
1.4 評価とその基準 

評価とは、「水素プログラムの使命に照らし合わせて、それぞれのプロジェクトの貢献

                                                 
1 DOE 内の関連部局は４つ（後出）あり、それぞれがプログラム計画を作成している。 
2 DOE の web サイトによると、現在の方式の報告・評価会議は 2003 年以降毎年開催されている。 
3 通常、評価者のコメントについては、その年の 9～10 月頃に、正式な文書「Annual Merit Review and Peer 

Evaluation Report」として公表される。報告内容をまとめたものは 11 月に「DOE Hydrogen Program 
Annual Progress Report」として公表される。 
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度を判断する」ことである。具体的には、それぞれのプロジェクトに関して、次の観点

から評価が行われる。 
・技術的な成果と進歩の状況 
・水素プログラムの全般的な目標に対する関与の度合い 
・研究開発手法 
・他の研究機関との協同状況 
・将来の研究計画の提案内容 

 
2. 2008年次成果評価会議の概要 

全体会議（Plenary Session）でDOEの担当者からプログラム全体の進捗報告が行わ

れ、その後分科会に分かれて、各プロジェクトの報告が行われた。 
 

2.1 開催日時等 
日時： 2008年6月9日～13日 

  開催地：米国バージニア州アーリントン クリスタルゲートウェイマリオット 
  
2.2 全体会議における報告 

DOE の担当者から以下のテーマで報告が行われた。 
・水素プログラムの概要 
・個別テーマ概要 
①基礎研究 
②水素の製造と輸送 
③原子力エネルギーを利用した水素の製造 
④石炭からの水素製造 
⑤水素の貯蔵 
⑥燃料電池 
⑦技術検証 
⑧製造技術の研究開発、及び市場の変革 
⑨教育 
⑩安全、規格   
⑪システム解析 
⑫「水素燃料電池自動車への移行、及び水素インフラ要件」の解析 

（注）プレゼンテーション資料は下記を参照

http://www.hydrogen.energy.gov/annual_review08_plenary.html 

 
2.3 個別テーマの報告 

全体会議の後、個別テーマの報告（約300件、ポスターセッションを含む）が行われ
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た。 

 
3. DOE水素プログラムの全体像 

DOE の水素プログラムの全体像について、全体会議のプレゼンテーション資料を基

に紹介する。 
 

3.1 水素燃料イニシアティブ4予算 

ブッシュ大統領は、2015 年までに技術的な準備が整えられるよう研究開発を加速する

ために、2004～2008 年の 5 年間で 12 億ドルの予算を投入することを約束した。各年度

の予算は下記の通りで、累計額は大統領の約束と一致した。 
 

表 1 水素燃料イニシアティブの予算（単位：百万ドル） 
2004 2005 2006 2007 2008 合計 

(2004～2008) 
157 222 232 268 281 1,159 

 

3.2 組織別の予算推移 

水素燃料イニシアティブに基づく予算のうち、2004 年からの 5 年分について、政府

組織別にみると次の通りであり、ほとんどが DOE 関連となっている。 
 

表 2 政府組織別の水素燃料イニシアティブの予算（単位：千ドル） 
 2004 

 

2005 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

(概算要求) 

DOE  EERE＊1 144,881 166,772 153,451 189,511 211,062 177,713＊2

DOE 化石燃料局 4,879 16,518 21,036 21,513 21,773 11,430 

DOE 原子力エネルギー局 6,201 8,682 24,057 18,855 9,909 16,600 

DOE 基礎エネルギー科学局 0 29,183 32,500 36,388 36,388 60,400 

DOE 合計 155,961 221,155 231,044 266,267 279,132 266,143 

運輸省 555 549 1,411 1,420 1,425 1,425 

合計 156,516 221,704 232,455 267,687 280,557 267,568 

＊1：Energy Efficiency and Renewable Energy：エネルギー効率・再生可能エネルギー局 

＊2：内訳は、水素技術（146,213）、及び車両技術（31,500） 

 
2009 年度の予算（概算要求）は全体として前年度比－5%となった。個別に見ると、

石炭を原料とする水素製造の研究開発を行う DOE 化石燃料局（－48%）、応用研究、開

発及び実証を担当する DOE EERE（－16%）となっている。 

                                                 
4 水素燃料電池自動車や基盤技術の開発促進を行う 5 ヵ年計画 
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しかし、原子力による水素の製造に関する研究開発を担当する DOE 原子力エネルギ

ー局（＋68%）、基礎研究5を行う DOE 基礎エネルギー科学局（＋66%）と大幅に増加

した組織もある。特に基礎エネルギー科学局は過去一度も予算の減少を記録しておらず、

このことは基礎研究が重要視されていることの一端を表していると考えられよう。 
水素を動力源とする車両の安全基準制定を担当し、燃料電池バスの実証試験を実施し

ている運輸省は 2008 年と同額になった。 
以上のように個別に見れば事情は様々であるが、全体的に見ると図 1 に示すように水

素プログラムに対する予算は、堅調に推移していると言えよう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.3 組織別・分野別に見た 2009 年予算（概算要求） 
 

表 3、図 2、図 3 は、2009 年予算（概算要求）を組織別・分野別に表したものである。 
表 3 より、一つの分野の研究開発に関して、複数の機関・部局で分担していることがわ

かる。たとえば水素製造の研究開発に関して、DOE 化石燃料局（担当：石炭からの水

素製造）、原子力エネルギー局（担当：原子力エネルギーを利用した水素の製造）、基礎

エネルギー科学局（担当：基礎研究）である。 
図 2 より、予算の多い順に、DOE（EERE HFCIT）、DOE（基礎エネルギー科学局）、

DOE（EERE VT）、DOE（原子力エネルギー局）、DOE（化石燃料局）となっている。

組織としては、DOE（EERE）が全体の 67%と半分以上を占める。 
また図 3 より、予算の多い分野順に、燃料電池、水素貯蔵、水素製造、技術検証、安

全・規格、システム解析、教育となっている。燃料電池、水素関連（貯蔵、製造）、技

術検証の予算額が多いのは当然のことながら、実用化に向けて安全・規格、システム解

析、教育といった分野への予算も見逃せない。 

                                                 
5 ナノ素材による水素貯蔵、燃料電池のための触媒作用、バイオ及び太陽エネルギーによる水素製

造等の基礎研究。また、ナノ構造の設計、新規の合成法、及び水素と材料との物理的・化学的相

互作用の理論化など。 

図 1 DOE 水素プログラムの予算推移 
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表 3 DOE 2009 年度概算要求の分野別・組織別内訳 
概算要求（1000 ドル） 

分野 EERE 

(HFCIT) 

EERE 

(VT) 

DOE 

化石燃料局 

DOE 

原子力エネルギー局
基礎エネルギー科学局 合計 

水素製造   11,430 16,600 20,133 48,163 

水素貯蔵 59,200  20,134 79,334 

燃料電池 79,300  20,133 99,433 

技術検証  15,000  15,000 

安全、規格  12,500  12,500 

教育  4,000  4,000 

システム解析 7,713   7,713 

合計 146,213 31,500 11,430 16,600 60,400 266,143

注：  HFCIT：Hydrogen, Fuel Cells & Infrastructure Technologies Program 
VT：    Vehicle Technologies Program 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2 組織別の 2009 年予算（概算要求）

図 3 分野別の 2009 年予算（概算要求）
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3.4 個別テーマの目標 
 
3.4.1 基礎研究 

革新的な技術により、コスト・性能・信頼性に関し、水素と化石燃料社会を隔てるギ

ャップを埋める。この為に必要な事項には下記がある。 
・水素の製造、貯蔵、利用に関係する化学的及び物理的プロセスを理解し、制御する。 
・特に重要な事項として、水素と物質の境界面で起きる分子、原子、量子的なプロセ

スの理解がある。このことにより、性能・コスト・寿命の点で優れ、水素社会での

利用に適した新しい物質（膜、触媒、燃料電池アセンブリ）を開発する。 
・新しい化学プロセス、合成技術を開発する。 

具体的な実施事項として、下記がある。 
・水素貯蔵用の新しい物質の研究 
・分離、浄化（purification）、イオン輸送（transport）用の膜の研究 
・ナノスケールレベルでの触媒の設計 
・太陽光を利用した水素生産（solar hydrogen production） 
・生体からヒントを得、あるいは生体を模倣した（bio-inspired、biomimetic）6物質、

プロセス（水素生産等）の研究 
 
3.4.2 水素の製造と輸送 

・米国内の様々な資源（化石燃料、原子力、再生可能資源等）から、低価格、クリー

ン、かつ高度に効率的な方法で、水素を製造する技術を研究・開発する。 
・水素のコストを 2.00～3.00 ドル/gge7（税抜き、輸送済み価格）へ下げる。 
・水素のトータル輸送費用を 1.00 ドル/gge 以下にする。 
 
短期目標：分散型生産（低コスト輸送のための補給ステーションでの生産） 

・天然ガス改質 
・再生可能液体燃料の改質 
・電気分解 

長期目標：集中生産（輸送インフラへの大規模な投資が必要） 
・バイオマスガス化 
・石炭からの水素生産（CO2は隔離） 
・風力、太陽、原子力を利用した電気分解による水素生産 
・太陽光/原子力 高温熱化学的水分解 
・光電気化学的及び生物学的水素生産 

 
 

                                                 
6 一般的に環境への適応、自己修復、自己複製、光合成などの模倣を指す用語。 
7 ”Gallon Gasoline Equivalent”の略で、水素 1kg のエネルギーにほぼ等しい。 
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3.4.3 原子力エネルギーを利用した水素の生産 
2019 年までに水素製造プラントを操業し、他の代替輸送燃料に対して競争力のある価

格で水素を生産する。 
主なマイルストーンは： 

2007 年度：実験室規模の設備を建設 
2011 年度：次世代原子力プラントと組み合わせた水素生産技術を選定 
2013 年度：パイロット規模の水素製造実験装置を稼働させる 
2019 年度：商業規模の原子力水素製造システム(先端的な原子炉を使用)の実証試験

を行う。 
 
3.4.4 石炭からの水素生産 

クリーンな石炭（石炭は、米国産の 大の化石エネルギー源）の使用を通し、持続可

能な水素経済への移行を促進する。 
 
集中生産経路： 

2016 年までに、ほぼゼロエミッションの、石炭を原料とする水素・電力の双方を製造

する設備（水素製造のコストは現在の石炭ベースの製造コストから 25%削減する）の、

実現可能性を検証する。 
代替生産経路： 

2014 年までに、高水素含有液体燃料、及び/あるいは合成ガス（syngas）からの分散

型水素製造を目指した代替水素生産経路（改質システムを含む）が利用できるように

する。 
 
3.4.5 水素の貯蔵 

荷物や乗車用のスペース、また自動車の性能に無理を与えることなしに、様々な車種

で 300 マイル（483km）以上走行可能な自動車搭載型（オンボード）水素貯蔵を実現す

る（重量、容積、動力、安全性、コストの要件を満たしつつ）。 
詳細： 
下記の DOE 目標を満たすオンボード水素貯蔵システムを開発すること 
・容量 

    重量あたり貯蔵量：6wt.% 
    容積あたり貯蔵量：45g/L 

・動作温度（－40～85℃） 
・水素供給速度/補給速度 

    0.02gH2/秒/kW 
    補給速度 < 3 分（5kg の H2補給につき） 

・システムコスト 
・燃料コスト 
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・安全性、信頼性、サイクル寿命、効率他 
 
3.4.6 燃料電池 

輸送、定置、可搬型電力アプリケーション向けの燃料電池技術を開発し、実証試験を

行う。 
輸送アプリケーション： 

ピーク効率 60%のダイレクト水素燃料電池システム（コスト： 45 ドル/ kW、耐久

性能：5,000 時間）を 2010 年までに開発する。2015 年までにコストを 30 ドル/ kW
まで下げる。 

定置型及びその他の初期市場向け燃料電池アプリケーション： 
・2011 年までに分散型発電 PEFC 燃料電池システムを開発する（燃料：天然ガス

あるいは LPG、40%の発電効率、40,000 時間の耐久性能、750 ドル/ kW）。 
・2010 年までに、家庭用電化製品向けの燃料電池システム（出力<50W、エネルギ

ー密度：1,000Wh/L）を開発する。 
・2010 年までに補助電源装置用燃料電池システム（出力 3～30 kW、出力：100W/kg、

出力密度：100W/L）を開発する。 
 
3.4.7 技術検証 

輸送、インフラ、発電アプリケーション向けの水素・燃料電池技術のシステム一式を、

実動作環境の下で検証する。 
・水素燃料電池自動車およびインフラを、並行して同時に検証する。 
・技術の現状を明らかにする。 

  ・「技術的に準備が完了している状態」に向けた進捗を評価する。 
   この評価結果を水素の研究開発にフィードバックする。 
 

表 4 技術検証の主な目標値 
性能 2009 年 2015 年 

燃料電池スタックの耐久性 2000 時間 5000 時間 

走行距離 
250 マイル強

（402km）

300 マイル強 
（483km） 

補給ステーションでの水素のコスト 3 ドル/gge 2～3 ドル/gge 
 
3.4.8 製造技術の研究開発、及び市場の変革 
 
製造技術 
製造技術及びプロセスを開発・実証する。 

   ・燃料電池、貯蔵、水素製造用の部品とシステムのコストを削減 
   ・米国内の供給業者を育成 
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目標値 
燃料電池製造コストの削減。 

    ・30 ドル/ kW  （移動用）  
    ・400 ドル/ kW （定置用） 

炭素複合材高圧貯蔵タンクのコストを削減する。  
    ・2 ドル/kW・h 
 
市場の変革 
障壁（技術に関するものは他の個別テーマで扱われる）を取り除き、水素と燃料電池

技術の商業化を促進する。 
①連邦政府機関の燃料電池利用を支援・促進し、下記要件を達成する。 

    ・米国エネルギー政策法 EPACT 2005 Sec. 782、及び 783 
    ・実行命令 Executive Order 13423 

②燃料電池の配備数を増やし、スケールメリットを達成する 
③米国内のインフラ整備を支援し、米国産ベースの開発を基本とする。 
④稼働データを収集し、ユーザーの燃料電池に関する信用を増進する。 

 
3.4.9 教育 

主な関係者に、水素・燃料電池技術の教育を実施し、短期目標としては実証試験及び

商業化を促進する。長期目標としては、市場の受容を促進する。 
①2009 年までに、水素・燃料電池技術の知識を 2004 年比で下記の通り増加させる（人

口）。 
   ・連邦政府、州の勤労者、及び学生（年齢 12～17） 10%増加 
   ・一般国民、潜在的なエンドユーザー（輸送分野、無停電電源、エネルギーの大量

使用者） 15%増加 
②2012 年までに、水素・燃料電池技術の知識を 2004 年比で下記の通り増加する（人

口）。 
   ・連邦政府、州の勤労者、及び学生（年齢 12～17） 20%増加 
   ・一般国民、潜在的なエンドユーザー（輸送分野、無停電電源、エネルギーの大量

使用者） 30%増加 
 
3.4.10 安全、規格 
 
安全 
水素及び水素関連システムの操作、取り扱い、使用における安全（すべての DOE 資

金拠出プロジェクトを対象とする）を確保するルールと手順を開発し、実行する。こ

こで得られたルールや教訓を水素の安全な利用促進に役立てる。 
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規格 
基礎研究を実施し、あらゆるアプリケーション分野における水素の安全な利用を目指

し、規格を開発する。タイムリーな開発、国内規格と国際規格の調和を促進する。 
 
3.4.11 システム解析 

システムレベルの解析を行い、水素インフラ開発や技術的な準備を支援する。これは

技術と経路の評価、研究開発・配備技術アプローチやオプションの選択をガイドするこ

と、研究開発・配備による潜在的な価値を見積もることにより、行われる。 
①2008 年までに 
水素燃料インフラ解析のために、マクロシステムモデルを開発し、輸送システムを

支援する。 
②2011 年までに 

   長期のアプリケーション解析に向けてモデルを強化し、定置用発電及びインフラを

含むものとする。 
③2009 年までに 
インフラ、水素リソースも含めた初期市場への移行シナリオを明らかにし、評価す

る。 
④2014 年までに 

   技術的な準備（readiness）に必要な環境面の研究を完成させる。 
⑤水素プログラムの技術と経路に向けて、Well-to-Wheels8解析を更新し、年度ベース

の技術的な進歩や変化を反映させる。 
 
3.4.12 「水素・燃料電池自動車への移行、及び水素インフラ要件」の解析 

これは、水素・燃料電池自動車への移行の要件を解析した初めての包括的なレポート

である。3 つの普及シナリオ、3 つの政策例を元に考察を行ったレポートである。 
普及シナリオ：水素・燃料電池自動車の生産高、燃料補給ステーションの設置数 
政策例：   燃料電池自動車のコスト分担（官民）・税額控除、水素インフラのコ

スト分担（官民）・水素燃料の税額控除 
 
レポートの概要は、本特集号の別記事「水素・燃料電池自動車への移行、水素インフ

ラ要件の解析（米国）」を参照されたい。 
 
4. 個別テーマ「燃料電池」の主な成果概要 

本章では、DOE 水素プログラムの主要な個別テーマの一つである「燃料電池」に関

して、概要を紹介し所感を述べる。 
 

                                                 
8 well-to-wheels：「燃料の採掘から消費まで」という意味。トータルの燃料コスト、エネルギー消費量、温

室効果ガス排出量を論じる際に、よく使用される概念。 
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4. 1 燃料電池に関する技術開発プログラムの概要 

2008 年における DOE 水素プログラムの燃料電池研究開発に関する事業予算は 6,210
万ドル（約 65 億円）である。予算の内訳を図 4 に示す。2007 年度までは、膜に関する

予算が 1,400 万ドルで一番多かったが、2008 年度には、触媒に関する予算が大幅に増額

されており、触媒研究が強化さ

れることがわかる。成果報告会

では口頭発表 49 件、ポスター

発表 15件の合計 64件の発表が

あった。2007 年度の発表総件数

66 件と比較しても同等規模で

あり、燃料電池に関するプログ

ラム規模は同等レベルで推移し

ていることがわかる。表 5 には

著者が分類した発表内容を示す。

固体高分子型燃料電池（PEFC）

に関する発表が大多数を占め、

固体酸化物型燃料電池（SOFC）、

ダイレクトメタノール型燃料電

池（DMFC）の両方を併せても

4 件のみの発表となっている。

PEFC では、電解質膜に関する

発表が も多く 18 件、次いで

電極触媒 9 件、物質移動（氷点

下起動含）7 件の順となってい

る。電解質膜、電極触媒および

物質移動で発表総数全体の約

60%を占め、PEFC の基幹技術である上記 3 分野が研究開発の中心となっている様子が

わかる。 
 

4.2 DOE 水素プログラムにおける PEFC 研究開発の成果の概要 

 発表件数の多かった電解質膜、電極触媒、物質移動それぞれに関して、トピックとし

て主だった成果の概要を紹介する。尚、トピックの紹介については主としてプレゼンテー

ションで詳しい説明が聴講できた口頭発表からの紹介とする。 

 
4.2.1 電解質膜 

電解質膜に対する産業界の主要ニーズの 1 つは高温低加湿運転である。これを受けて

DOE では 2007 年度から高温低加湿用膜のプロジェクトをスタートし、企業 14 社、14
大学 3 つの国立研究所が参加している。DOE の電解質膜の目標を表 6 に示す。表から

              出所：参考資料③ 

図 4 テーマ別予算の推移 

表 5 テーマ毎の発表件数 
テーマ PEFC 口頭 ﾎﾟｽﾀｰ 計 

電解質膜 ○ 14 4 18 

電極触媒 ○ 6 3 9 

物質移動（氷点下起動含） ○ 7 0 7 
スタック、実証試験 ○ 4 1 5 
不純物 ○ 4 0 4 
セパレータ、シール ○ 2 1 3 
その他 ○ 8 6 14 
SOFC、DMFC  4 0 4 

合計  49 15 64 
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わかるように 120℃、相対湿度（RH）

25%が高温低加湿の条件となってい

る。プロジェクト中間期にあたる本

年は主に 30℃、85%RH での性能評

価が多いが、120℃における目標達

成に向け、着実に研究開発が進展し

ているように感じられた。表 7 に電

解質膜に関する口頭発表 14 件の分

類を示す。目的はすべて高温低加湿

運転である。材料系では、フッ素系

ポリマーより炭化水素系ポリマーの

研究が多い。動向を注目すべきはメ

ーカー（Arkema、3M）を巻き込ん

だ大型プロジェクト 2 件（FC12､
FC13）とプロトン伝導度の DOE 目

標（マイルストン）を達成した

Nanofiber（マット状）膜（FC20）の結果である。 
 
①【FC12】”Improved Low-Cost, Durable Fuel Cell Membranes”, Arkema, Virginia 

Tech, ORNL, Johnson Matthey, University of Hawaii, Hawaii’s Natural Energy 
Institute 
炭化水素系膜として 2 種類の

ポリマーをブレンドし、膜の特

性を確保するコンセプトである。

膜の機械強度、化学耐性は

PVDF（Kyner）で確保し、プ

ロトン伝導度、保水性は炭化水

素系プロトン導電性ポリマーで

発現させる。既製品の Kyner
と炭化水素系ポリマーを使用す

ることによって低コストを実現

する。プロトン伝導度を上げる

ため、EW（Equivalent Weight）800 と低 EW 化している。Creep テストでは、PFSA
系に対して、伸びを 140%→9%と大幅に低減できている。RH100%条件のプロトン伝導

度は Nafion 並で（図 5）、水素透過性は 1/3 となっている。OCV（Open Circuit Voltage）
ホールド 試験とサイクル試験でも良好な結果を得ている。しかしながら、低 RH 条件

（RH30%）ではプロトン伝導度が Nafion の 1/1000 となり、低加湿条件での伝導度向

上が課題となっている（図 5）。 

表 6 ＤＯＥ目標値（電解質膜） 
Category Target 

Conductivity at 120 degC, 25%RH 0.1 S/cm 

Conductivity at 80 degC, 50%RH 0.1 S/cm 

Conductivity at 30 degC, 80%RH 0.07 S/cm 
Conductivity at -20 degC 0.01 S/cm 
O2  cross-over 2 mA/cm2 
H2  cross-over 2 mA/cm2 

5000hrs(80degC) Durability 
>5000hrs(12degC) 

 
表 7 電解質膜の口頭発表 

目的 ｱﾌﾟﾛｰﾁ、材料系 件数

高温低加湿膜 ブレンド膜（補強） 5 
高温低加湿膜 新ﾎﾟﾘﾏｰ（低 EW ﾎﾟﾘﾏｰ、架橋） 7 

高温低加湿 イオン液体 1 
高温低加湿 有機無機混合 1 

合計 14 

 

             出所：参考資料④ 

図 5 プロトン伝導度(M41 膜) 
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“低加湿での伝導度を向上させるためには、さらに低EW化することが有効であるが、

機械強度の低下が危惧される。補強体およびプロトン導電性ポリマーの素材選定がキー

となると考えられる。” 
 
②【FC13】”Membrane and MEA’s for Dry, Hot Operating Conditions”, CWRU, 

Colorado School of Mines, University of Detroit Mercy, University of Tennessee 
フッ素系プロトン導電性ポリマーの分子設計に関する研究であり、側鎖の変更により

性能向上を図る。基本的な狙いは低 EW 化であり、 小 EW としは EW640 を達成して

いる。 終的な EW 目標は 480 としている。側鎖の改良として、側鎖に芳香族イミド導

入した結果、25℃、80%RH において、0.05S/cm のプロトン伝導度を示した（図 6）。
側鎖のベンゼン環にスルホン酸

基を導入することでさらに低 EW
化が可能であり、検討中である。 

しかしながら、50%RH 条件まで

湿度を下げるとプロトン伝導度

が一桁低下し、低加湿条件でのプ

ロトン伝導度向上が課題となっ

ている。 
“分子設計のアイデアは非常に

多く紹介されたが、優先順位ある

いは、どのように各コンセプトを

絞り込んでいくかが不明確であ

り、発散せずにうまくまとまっていくのかが懸念された。” 
 
③【 FC20 】 ”NanoCapillary Network Proton Conducing Membranes for High 

Temperature Hydrogen/Air Fuel Cells”, 
CWRU, Wright State University 
機械的強度、化学耐久性を持たせる部分とプロ

トンを動かす通り道を分けるコンセプトである。

スルホン酸基を付加したポリマーでナノレベルの

ファイバーを作成し、プロトンパスとする。エレ

クトロスピニングにより、図 7 に示すように、ナ

ノファイバーでマット状に膜を形成する

（Nano-Capillary Membrane）。プロトンはファ

イバー内部を通る。それ以外の部分は不活性なポ

リマーで埋め、強度を確保しつつ、化学耐性を図る。ファイバー部の比率を 70～75%と

することによって DOE 目標（マイルストーン）の 0.07S/cm（30℃、80%RH）を達成

した（図 8）。 

 

出所：参考資料⑥ 

図 7  マット状ナノファイバー 

 

 

                  出所：参考資料⑤ 

図 6 プロトン伝導度(フッ素系芳香族イミド膜) 
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“高加湿条件のプロトン伝導

度は高いが、湿度感度が大きく

低加湿条件では伝導度が大きく

低下している。低加湿条件での

性能向上には、スルホン酸ポリ

マー部の低EW化が必要になる

と考えられる。” 
 
 
 
 
4.2.2 電極触媒 

電極触媒に対する産業界の

主要ニーズの 1つは白金（Pt）
使用量の低減である。これを

受ける形で、白金代替触媒、

高活性触媒、カーボン腐食に

関する研究開発が行われてい

る。表 8 に電極触媒に関する

口頭 6 件の分類を示す。高い

関心を集めたのは、

DOE2010 年目標の 5000 時間耐久を達成した 3M の Nano-structured Thin Film
（NSTF）を用いた MEA（FC1）と Pt 重量当たりの活性向上に成功した三元合金系触

媒（FC3）、コアシェル触媒（FC5）およびカーボン触媒（FCP15）の結果である。 
 
①【FC1】”Advanced Cathode Catalysts and Supports for PEM Fuel Cell”, 3M, 

LANL,ORNL, BASF 
ウィスカーと呼ばれるナノファイバーを使っ

た電極構造 NSTF（図 9）を使って、ファイバ

ー先端のみに白金を担持することによって、触

媒の利用率向上を狙う。MEA トータルの白金

担 持 量 を 0.25mg/cm2 と し て も 、 0.61V 

@1.5A/cm2 の高性能が維持できている。DOE
プロトコルである 0.9～0.7V の負荷サイクル試

験 30,000 サイクル後でも ECA（Electro 
Chemical Area）の低下は見られない。また自

動車を想定したロードサイクル運転において

7300 時間の耐久性を実証し、現在も運転を継続

表 8 電極触媒の口頭発表 

目的 ｱﾌﾟﾛｰﾁ、材料系 件数 
高活性触媒 貴金属系触媒（２元系、３元系） 1 
白金代価触媒 非貴金属系触媒 2 

カーボン腐食 高結晶化度、カーボン代替材料 2 
微細構造 触媒のＴＥＭ観察 1 

合計 6 

 

 
                 出所：参考資料⑥ 

図 8 プロトン伝導度(マット状ナノファイバー膜） 

 
出所：参考資料⑦ 

図 9 Nano-structured Thin Film 
（NSTF）触媒層 
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中である（図 10）。 
“従来にないユニークな電極構造

であるが、接触を確保するため、か

なりの面圧で圧縮する必要がある点

が懸念される。しかしながら高性能

な結果が得られており、今後の更な

る進展に期待したい。” 
 
 
 
 
 
②【FC3】” Advanced Cathode Catalysts”, 

Brookhaven NL, Cabot, University of New Mexico, ORNL, ANL, University of 
Illinois, University of California, LANL 
白金代替として合金系触媒を検討

しており、活性を向上させることに

よって白金量低減を狙う。PtAuNi5

の 3 合金系触媒は、回転電極評価で

80mV の活性向上を実証した。質量

活性で見ると、Pt 単体に対して 16
倍向上、貴金属量当りでも 8 倍活性

を向上できている（図 11）。また Pt
量の大幅低減を狙い、コアシェル触

媒化も検討している。ベースの Fe
の周りに Ru 層を設け、その周りを

Pt層とする2重構造のコンセプトを

取っている。現在は作成した触媒の

RuとFeの分布等の構造分析を行っ

ている。 
“大幅な活性向上ができていて、耐久性等、今後の評価結果が待たれる。一方、コア

シェルのベースとして Fe を選んでいるが、Fe は電解質膜に対してコンタミ（汚染物質）

となるので、流出等が防げるかが課題と考えられる。” 
 
③【FC5】”Highly Dispersed Alloy Cathode Catalyst for Durability”, UTC Power, 

Johnson Matthey, Texas A&M University, Brookheaven NL 
3 合金系触媒とコアシェル化によって、Pt 量を低減しつつ、活性の向上と耐久性向上

を狙う。PdCo をコアとして、3 合金系触媒によりシェル構造を構成する。PdCo 系コア

 

出所：参考資料⑦ 

図 10 NSTF 触媒層を用いた MEA の耐久性 

出所：参考資料⑧ 

図 11 Pt と PtAuNi5の質量活性比較 
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では Pd3Co が も高い活性を示した。また電位サイクル 3000 回までは顕著な劣化は見

られていない。また、3 合金系触媒として、Pt2IrCr、Pt2IrCr、Pt2IrCo 等に着目してい

る。 
“イリジウムとの合金化で耐久性向上は期待できるが、活性の大幅向上は困難に思わ

れる。コアシェル化によってどこまで白金量が低減できるかに期待したい。” 
 
④【FCP15】”Novel Non-Precious Metals for PEMFC: Catalyst Selection through 

Molecular Modeling and Durability Studies”, University of South Carolina, 
CWRU, Northeastern University 
貴金属フリー触媒として Ru、Co、

Cr、Cu 系等の触媒を開発してきた

が、近年はカーボン触媒に注力して

いる。燃料に H2/O2を用いた結果で

はあるが、0.4V @ 1A/cm2の性能が

出ており、これまで開発してきた

Co-N/C よりも良い性能を示してい

る（図 12）。また 0.5V ホールド試験

80 時間においても、劣化の兆候は見

られず、ある程度の耐久性が期待で

きることも確かめられた。またカー

ボン触媒に対しては、化学リーチを

実施することにより性能が向上する

ことが明らかとなった。今後はカー

ボンの撥水性の制御、触媒活性向上、

触媒層の厚さ低減により、更なる耐久性向上を図る。 
  “日本で発見されたカーボンアロイ触媒は、早くも米国で研究開発が行われている。

カーボン触媒は白金フリーあるいは白金量の大幅低減を実現するための有力な触媒候

補として脚光を浴びつつある。性能、耐久性ともに日米同等レベルの結果となっており、

今後の進展が も期待される貴金属フリー触媒の 1 つである。” 
 
4.2.3 物質移動 

物質移動に関しては、氷点下起動を含めて、7 件の口頭発表があった。MEA、GDL、
流路等、セル内における物質移動に関する発表が 5 件、残り 2 件がセル外での吸気と排

気の熱/湿度交換に関する発表であった。研究の進展が見られたのは DOE2010 年ターゲ

ットをほぼ達成した氷点下起動（FC32）と中性子線を用いたセル内水分の可視化

（FC35）である。以下に概要を紹介する。 
 
①【FC32】”Subfreezing Stack/Stop Protocol for an Advanced Metallic Open-Flowfield 

出所：参考資料⑨ 

図 12 カーボン触媒の IV 性能 
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Fuel Cell Stack”, Nuvera, GORE, SGL, University of Delware 
金属多孔体を使ったスタック

（ショートスタック）での氷点下

起動性を検証した。起動後 30s で

50% の 負 荷 が 取 れ て お り 、

DOE2010 年の目標を達成した

（図 13）。停止起動エネルギーは

5.6MJ であり、DOE 目標の 5MJ
には若干未達である。氷点下起動

が成功に至った要因は、熱容量の

低減と停止時の水排水オペレー

ションの改良である。シミュレー

ション結果ではあるが、DOE のパワー密度の目標値である 1W/cm2（電密 2A/cm2相当）

が達成できれば、－40℃からの起動も可能との見解が示された。 
“各自動車メーカからも－30℃からの起動は可能との見解が出されているものの、－

40℃からの起動の可能性についてはまだ見解が示されていない。コスト低減のため

2A/cm2程度の高電密化は必要と言われており、パワー密度の目標値を達成できれば、－

40℃からの氷点下起動も可能となるという見解は朗報である。” 

②【FC35】”Water Transport Exploratory Studies”, LANL, NIST, Sandia NL, ORNL, 
SGL, GORE , CWRU, University of Texas, 3M, Nuvera 
中性子線を用いたセル内水分の可視化に関する研究である。分解能が昨年の 25μm か

ら 10μm に向上し、セル内のさまざまな現象を取らえることが可能になってきた。ま

ず、セルの厚さ方向の水分布を測定した。MEA 内では膜中央部の水分量が も多いこ

とがわかった。またガス流れ方向で見ると入口部に比べ、出口部の水の量が多いことが

確認された（図 14）。ま

た MEA によって（3M、

Nafion、GORE）、GDL
内の水分量に大きな違い

があることがわかったが、

原因は特定できていない。

アノード RH100%、カソ

ードドライ条件では

co-flow よりも

counter-flow の方がセル

内水分量が多くなってお

り、counter-flow では水

の内部循環ができている

出所：参考資料⑩ 

図 13 –20℃からの起動実験 

出所：参考資料⑪ 

図 14 厚さ方向の水分布 
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ことが確認された。重力の影響を見るため、アノード上/カソード下とアノード下/カソ

ード上を比較すると、アノード上/カソード下の方が水分量が少なく、重力による排出効

果があることがわかった。氷点下起動時の氷のでき方も観察できるようになった。RH
をステップ的に変化させ、過渡時のセル内の水分変化を捉えた。その結果、膜は水分を

吸収する方向に比べて、水分を排出する方向の方が時定数が大幅に大きいことがわかっ

た。 
“解像度が 25μm から 10μm に向上したことによって、上述したようなさまざまな

現象を取られることができるようになってきた。このような可視化結果を利用すれば、

シミュレーションの検証も容易になり、モデルリングのレベルアップも期待できるもの

と思われる。NEDO プロジェクトにおいても、日本原子力研究開発機構と神戸大学が共

同して分解能 10μm を目指している。 
 
4.3 DOE 水素プログラムにおける PEFC 研究開発の今後の展望 

 2007 年度の DOE 水素プログラムの燃料電池研究開発に関する事業予算は 5,710 万ド

ルであった。前述したように 2008年度の事業予算は 6,210万ドルとやや増加しており、

DOE が燃料電池の研究開発に対して強い支援を継続しようとする姿勢が伺える。予算

レベルから推察して、2008 年度も今回の成果報告会と同等レベルの研究進展が期待でき

ると思われる。とりわけ、PEFC の基幹技術である電解質膜、電極触媒、物質移動の 3
分野については多くの予算が割り当てられており、プログラムのさらなる進展に期待し

たい所である。 
燃料電池の大量普及を妨げている主要因の 1 つはコストが高いことである。電極触媒

については、白金使用量の大幅な低減が求められている。これに対するアプローチも

DOE プログラムからは以下のように絞られつつあることがわかる。 

・活性向上を狙った他金属との合金化、あるいは他金属をコアとし Pt 合金系をシェル

化したコアシェル化による白金使用量低減 

・Pd 系、Ti 系およびカーボン触媒による白金代替 
・白金使用量増加の要因となっている白金溶解、カーボン腐食の防止 
したがって、今後のプログラムの進展から、複数のアプローチの組み合わせもあり得

るが、どのアプローチが有力であるのかが見えてくるものと思われる。 
電解質膜については、燃料電池システムの簡素化を実現するための高温低加湿膜の研

究開発がメインテーマとなっている。2007 年度に開始したばかりのプロジェクトであり、

ようやく成果が出始めた所といった感じである。2008 年度にはさらなる進展が期待でき

ると思われる。材料系としては、扱い易い炭化水素系膜が多いが、アプローチはさまざ

まであり、電極触媒に比べると混沌とした様相を示している。今後の進捗から、有力な

材料が絞られてくるものと思われる、各テーマの動向に注目したい。 
物質移動については、移動現象を直接捉えようとする中性子をはじめとした可視化技

術に大きな進展が見られた。今後は、実験で得られた結果をモデルに反映させ、シミュ
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レーションを実施していくことより、さらに移動現象のメカニズム解明を進んでいくも

のと思われる。また可視化等の実験系については、流路や GDL 基材内での移動現象の

解析が主であったが、解像度の向上により、解析の関心は MPL（Micro Porous Layer）
や触媒層へと移っていくものと思われる。 

 
5. おわりに 
  CO2排出量低減の実現手段として燃料電池に対する期待は高い。2009 年に日本政府主

導で創設する「イノベーション創造機構」においても燃料電池は太陽光、風力等となら

んで重点投資の 1 分野に掲げられている。燃料電池の大量普及を阻害している要因はコ

ストである。燃料電池車ではコストを 1/100 にする必要があると言われている。このよ

うな高い目標を実現するためには、Back to Basic（基礎に立ち返った研究）が重要であ

り、政府が主導となった支援が必要であると思う。 
今回 DOE の成果報告会に参加し、DOE と NEDO 技術開発機構両者とも、ほぼ同様

な研究テーマについて支援しているように感じた。お互いに良い意味で刺激し合い、燃

料電池の大量普及実現に向けて、我々も一層努力していきたいと考えている。 
 
参考： 
①DOE 水素プログラム 年次成果評価会議のトップページ 

Annual Merit Review & Peer Evaluation 
 http://www.hydrogen.energy.gov/annual_review.html 
②2008 年 全体会議、個別テーマプレゼンテーションのトップページ 
 2008 Annual Merit Review Proceedings 
 http://www.hydrogen.energy.gov/annual_review08_proceedings.html 
③Fuel Cell Subprogram Overview 

http://www.hydrogen.energy.gov/pdfs/review07/pl_2_garland.pdf 
④Improved, Low-Cost,Durable Fuel Cell Membranes 

http://www.hydrogen.energy.gov/pdfs/review08/fc_12_goldbach.pdf 
⑤Membranes and MEA'sfor Dry, Hot Operating Conditions 

http://www.hydrogen.energy.gov/pdfs/review08/fc_13_hamrock.pdf 
⑥NanoCapillary Network Proton Conducting Membranes for High Temperature 

Hydrogen/Air Fuel Cells 
http://www.hydrogen.energy.gov/pdfs/review08/fc_20_pintauro.pdf 

⑦Advanced Cathode Catalysts and Supports for PEM Fuel Cells 
http://www.hydrogen.energy.gov/pdfs/review08/fc_1_debe.pdf 

⑧Advanced Cathode Catalysts 
http://www.hydrogen.energy.gov/pdfs/review08/fc_3_zelenay.pdf 

⑨ Novel Non-Precious Metals for PEMFC:Catalyst Selection through Molecular 
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Modeling and Durability Studies 
http://www.hydrogen.energy.gov/pdfs/review08/fcp_15_popov.pdf 

⑩Subfreezing Start/Stop Protocol for an Advanced Metallic Open-Flowfield Fuel Cell 
Stack 
http://www.hydrogen.energy.gov/pdfs/review08/fc_32_cross.pdf 

⑪Water Transport Exploratory Studies2008 
http://www.hydrogen.energy.gov/pdfs/review08/fc_35_borup.pdf 
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【燃料電池・水素特集】水素社会 政策 シミュレーション 
 
「燃料電池車への移行、および燃料インフラ要件」の解析（米国） 

 
本稿では表題に関し、まず、米国エネルギー省（DOE）の「2007 年水素プログラム」

の一環で実施された研究の概要を紹介する。この研究に関する報告書は 2008 年 3 月にと

りまとめられ、6 月 9～13 日に米国バージニア州アーリントンで開催された水素プログラ

ムの 2008 年次成果評価会議（Annual Merit Review & Peer Evaluation Meeting）の場

でプレゼンテーションが行われている。 
もう一つは、上記と同様のテーマに関し、米国連邦議会の命令により作成された米国学

術研究会議(NRC: National Research Council)の新報告書であり、米国ナショナルアカデ

ミー（THE NATIONAL ACADEMIES）から 7 月 17 日にリリースされている。 
以上二つの研究は、ほぼ同様の結論を導き出している。すなわち、水素や燃料電池に関

する研究開発支援、インフラ整備支援、消費者支援（燃料電池車や燃料の購入時）、これ

らを包括する政策が、水素社会への移行にあたって必須であるというものである。 
 
 なお、水素プログラムの2008年次成果評価会議の概要、プログラムの成果等については、

本燃料電池・水素特集の別記事「米国エネルギー省「水素プログラム」における研究開発 
」があるので、必要に応じて参照していただきたい。 
 
1. 米国エネルギー省（DOE）の「2007 年水素プログラム」で実施された研究概要 
 
 米国の自動車市場において水素自動車への移行を成功させるためには、水素製造事業者、

自動車製造業者、輸送業者、小売業者、消費者、及び政府機関の強い持続的な関与が必要

である。市場でこれらの事業者・機関が相互に連携することにより、早期の市場変革政策

に必要な費用と得られる効果、 終的には移行自体の成否が決まる。 
 
 水素交通社会への移行には大きな経済的障壁があり、以下のような課題がある： 
・新しい様々な駆動系の技術を開発・洗練する 
・燃料インフラを構築・整備する 
・新しい馴染みのない車両の市場を創設する 
・車両の大量製造によるコストダウン（economies of scale：規模の経済)を達成する 
・同時に、車の購入者にとって魅力のある車の型とモデルのラインナップを提供する 

先行投資額が大きいこと、及び、その傾向は今後10年以上続く可能性があることから、十

分な車両台数が製造されて消費市場に投入できるまでの間は採算が取れない。しかし、経

済、環境、国家安全保障への潜在的な利益は莫大である。市場がこのように大きく移行す

るためには、綿密な計画と、強力で一貫性のある政策インセンティブが必要となる。 
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 2005年の米国エネルギー政策法(EPACT: Energy Policy Act)第811条、及び一般法 
109-59 (米下院、2005年)は、水素経済への移行を支援する政策について、エネルギー省

(DOE)長官に報告書の作成を求めた。同報告書は、水素自動車の製造・開発、水素の製造、

及び配送インフラに重点的に取り組むと述べている。それに付け加えて、米国科学アカデ

ミーの2004年の報告書(NAS, 2004)「水素経済」では、水素経済に向け、水素エネルギー

への移行とインフラを強化するためにDOEが実施する分析についての、二つの提案が述べ

られている。 
 
 エネルギー政策法の要件、および、米国科学アカデミーの提案に応じて、DOEの「水素

燃料電池インフラ技術プログラム(HFCIT)1」では、水素燃料自動車を数百万台配備し、イ

ンフラ構築支援を行う代替シナリオ(alternative scenarios)を評価するための様々な分析

を行ってきた。 
 

この市場普及シナリオに、自動車製造業者、エネルギー関連事業者、水素供給事業者、

その他の民間部門の意見を加味するために、DOEはステークホルダー（利害関係者）会議

を数回開催し、分析・モデルの説明、ならびに、分析手法・推定・予想される結果(U.S. DOE, 
2006a)2に対する意見を募集した。第一回目のステークホルダー会議は2006年1月26日に開

催され、分析の初期段階の指針を募集した。第二回目の会議は2006年8月9～10日に開催さ

れ、予想される結果の見直しが行われた。第三回目の 後の会議は2007年1月31日に開催

され、 終分析結果についての討論が行われた。産業界、政府、国立研究所、大学から、

水素エネルギーの専門家60人以上が会議に参加し、DOEの分析に対する助言を行った。

終版のシナリオは、これらの会議参加者達の意見をできるだけ反映している。しかしこれ

は、DOEや他の参加者から明確な承認を受けたと解釈されるべきではない。 
 
方法論 
 

DOEの分析では3つの車両普及シナリオが検討されている。 
 
シナリオ1：燃料電池自動車(FCV)を2015年までに年間数千台製造、2019年までに年間

数十万台製造する。この選択肢により、2025年までに燃料電池自動車が200万台、市場に

普及すると予測される。 
 

シナリオ2：燃料電池自動車を2013年までに年間数千台製造し、2018年までに年間数十

万台製造する。この選択肢を取ることにより、2025年までに燃料電池自動車が500万台、

                                                 
1 Hydrogen, Fuel Cells and Infrastructure Technologies Program 
2 U.S. DOE 2006a—U.S. Department of Energy, Energy Efficiency and Renewable Energy, 

Federal Energy Management Program. Annual Report to Congress on Federal Government 
Energy Management and Conservation Programs: Fiscal Year 2004.Washington, DC. 
<http://www1.eere.energy.gov/femp/pdfs/annrep04.pdf> 
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市場に普及すると予測される。 
 
シナリオ3：燃料電池自動車を2013年までに年間数千台、2018年までに年間数十万台、

2021年までに年間数百万台製造し、2025年までに市場に一千万台普及させることを目指す。

シナリオ3は米国科学アカデミーの提案、すなわち「DOEは、委員会の水素自動車普及シ

ナリオや類似の需要シナリオ（NAS, 2004, p. 4）の支援に必要となるインフラや水素資源

の開発との整合性を図りながら、移行計画を策定・評価しなければならない」に応じて策

定された。 

                                   出典：CTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表 1：燃料電池自動車の予測数（シナリオ 1、2、3）（単位：千台） 
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
ｼﾅﾘｵ 1 0.0  0.0  0.0  3.0  4.8 7.2 50 100 150 200 250  300  400 500 
ｼﾅﾘｵ 1累積 0.0  0.0  0.0  3.0  7.8 15.0 65 165 315 515 765  1,065  1,465 1,965 
ｼﾅﾘｵ 2 0.5  1.0  1.0  30.0  60.0 60.0 200 300 400 500 600  700  900 1,000 
ｼﾅﾘｵ 2累積 0.5  1.5  2.5  32.5  92.5 152.5 353 653 1,053 1,553 2,153  2,853  3,753 4,753 
ｼﾅﾘｵ 3 0.5  1.0  1.0  30.0  60.0 60.0 300 500 750 1,000 1,200  1,500  2,000 2,500 
ｼﾅﾘｵ 3累積 0.5  1.5  2.5  32.5  92.5 152.5 453 953 1,703 2,703 3,903  5,403  7,403 9,903 

0.0

2,000.0

4,000.0

6,000.0

8,000.0

10,000.0

12,000.0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

年

台数（千台）

シナリオ3

シナリオ2

シナリオ1

図 1：燃料電池自動車の累積予測数（シナリオ 1、2、3）
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 各シナリオについてはステークホルダー会議で幅広い議論が重ねられ、産業界の支持を

受けた。特定の車両の普及率についての合意はなかったが、これらのシナリオは、(1)産業

界の予測が取り入れられていること、(2)別の事例に、この分析結果は内挿／外挿3できる

可能性があること、以上2点についての合意が得られた。DOEの研究目的は、どれか一つ

のシナリオを選ぶことではなく、各シナリオの達成に必要なコストと影響を評価すること

であった。 
 この報告書で概説されている4主要な分析では、様々な車両普及シナリオの下で、以下の

幅広いテーマと、当該の水素需要レベルが調査されている。 
1. 水素インフラの分析及び配備シナリオ 
2. 水素燃料電池自動車への移行期間中の、水素エネルギーインフラと車両開発支援

のための政策例（1～3） 
3． 水素への移行を支援する政策例（1～3）の実施コスト 

 これらの分析は、水素交通社会実現のための整合性のある信頼できるシナリオを作成す

                                                 
3 後述の図 7～9 ではシナリオ 1～3 を様々な政策例（モデル）に入力してシミュレーションを行っている。こ

のように、A モデルを B モデルに入力したり、あるいは逆に B モデルを A モデルに入力するなど、モデル

同士を相互に結合できること。 
4 (James and Perez, 2007; Melendez and Milbrandt, 2007; and Greene and Leiby, 2007; and 

Unnasch, Rutherford and Hooks, 2007) 

20 の都市部＋ 
米国内の移動を可
能にする主要交通
ルートの追加 

第三フェーズ 
地域間の発展 

2020～2025 年 

第二フェーズ 
特定地域の成長 

2016～2019 年 

第一フェーズ 
初期導入期 

2012～2015 年 
成長フェーズ 

地域の  
開発戦略  

10 の都市部＋
限られた州をつ
なぐ交通ルート 

2 つの都市部 
（ロサンゼルス、

ニューヨーク市）

ステーション 
400 ヵ所、 
FCV200 万台 

ステーション
X ヵ所、 
FCV30 万台 
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ステーション 
60 ヵ所、 
FCV3万2千台 

ステーション
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FCV100 万台 

ステーション 
4,000 ヵ所、 
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ステーション 
60 ヵ所、 
FCV3万2千台 

ステーション
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シナリオ 1 

シナリオ 2 

シナリオ 3 

移
行
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市
場
の
持
続
性

図 2：FCV 累積生産数とステーション累積建設数（シナリオ別､フェーズ別） 
出典：CTA 
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るために重要な情報を提供しており、実現可能な計画を作成するためにも必要不可欠であ

る。しかし、この先20～45年間の期間の分析は、技術的な進展と消費者行動についての複

数の仮定が必要となることを強調しておかなければならない。このことによって必然的に

不確実性が高くなる。このため、水素社会への移行の進展に応じて、この不確実性は、十

分に理解され、パラメトリックに評価され、慎重にモニターされなければならない。この

アプローチにより、移行プロセス完了までに産業界が持続可能な生産ラインを確立できる

ように支援する政府の政策が、効果的・効率的に機能するだろう。 
 
新たに得られた知見 
  水素シナリオの分析によると、2012～2025年の期間の開発政策が整備されていれば、図

3で示されているとおり、燃料電池自動車の市場占有率は2030年には50％、2050年には

90％にまで伸びる可能性がある。これにより2025年以降は、継続的な政策支援がなくても、

持続可能でコスト競争力のある水素燃料電池自動車市場がもたらされる可能性がある。こ

の良好な分析結果は、DOEの複数年プログラム計画(U.S. DOE, 2006b)における燃料電池

自動車の技術目標が達成されることを前提としており（自動車に搭載される水素の貯蔵重

量及び容積の目標値を除く）、また、競合する車両技術が同じ期間にそれぞれのDOE目標

を達成することも前提となっている。燃料インフラの開発を支援し燃料電池自動車のコス

トを抑制するための政策が整備されていない場合は、産業界が負担しなければならないリ

スクと投資のレベルは市場が乗り越えるにはあまりにも高くなるため、ハイブリッド車

(HEV)が市場を占有することになるだろう。シナリオ分析では、水素燃料電池自動車への

移行を支援し成功させるための、政府の政策コストを評価している。分析が行われた3つ
の政策例のコストは、2012～2025年の期間（14年間）で、累積100億～450億ドル（ 大

の年間コストは10～60億ドル）と試算された。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 図 3：シナリオ 3 における車両技術の市場シェア 

出典：Greene and Leiby, 2007

ｶﾞｿﾘﾝ 
ｶﾞｿﾘﾝ-ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ 
水素燃料電池
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                                   出典：CTA 

 
官民の投資の必要度に影響を及ぼす主な要素 

 
水素自動車の技術的進歩とコスト削減 
 
 水素自動車への移行の期間中、車両コストと投資の必要性を削減するためには、量産化

が必要である。これを可能にするための主な要因は、自動車産業の技術革新の程度と速さ

である。車両量産シナリオを実施する前提条件の一つとして、産業界が燃料電池自動車シ

ステムを大量に、またコスト効率的に製造する方法をまず実験室で研究する必要があると

いう、広い合意が挙げられる。（2010年に1kW当たり45ドル、2015年に1kW当たり30ド
ルを目標。実験により検証された能力を量産製品で実現するまでに、5年のタイムラグが

ある。）これらの目標を達成することは、政府の政策と産業界の投資により、水素自動車

の普及とインフラの配備を進めるための主要な条件だと考えられる。 
 
 しかし、十分な燃料インフラ、燃料電池自動車への需要、そして産業界の自動車供給の

基盤が整うまでは、燃料電池自動車は依然として、従来型の新しい車両技術よりも製造コ

ストが高くかかるだろう。このシナリオ分析の主な成果の一つは、「技術的な進歩、改善、

表 2：水素燃料電池自動車と燃料インフラへの政府の支援シナリオ（政策例 1～3） 
FCV の政策 燃料インフラの政策 

政

策

例 
期間 

FCV のｺｽﾄ補助 FCV の 
税額控除 

ｽﾃｰｼｮﾝのｺｽﾄ補助

(分散型水素生産) 
水素燃料への補助金

（生産税控除） 

2012-2017 FCV の増分ｺｽﾄの

50％ なし $130 万/ｽﾃｰｼｮﾝ $0.50/kg 

2018-2021 FCV の増分ｺｽﾄの

50％ なし $70 万/ｽﾃｰｼｮﾝ 2018 年→2025 年で

$0.30/kg へ漸次的減額 
1 

2022-2025 FCV の増分ｺｽﾄの

50％ なし $30 万/ｽﾃｰｼｮﾝ 2025 年に$0.30/kg 

2012-2017 FCV の総ｺｽﾄの

50% なし $130 万/ｽﾃｰｼｮﾝ $0.50/kg 

2018-2021 なし 増分ｺｽﾄの100％ $70 万/ｽﾃｰｼｮﾝ 2018 年→2025 年で

$0.30/kg へ漸次的減額 2 

2022-2025 なし 増分ｺｽﾄの100％ $30 万/ｽﾃｰｼｮﾝ 2025 年に$0.30/kg 

2012-2017 FCV の総ｺｽﾄの

50% なし $130 万/ｽﾃｰｼｮﾝ $0.50/kg 

2018-2021 なし 増分ｺｽﾄの100％
＋$2,000/台 $70 万/ｽﾃｰｼｮﾝ 2018 年→2025 年で

$0.30/kg へ漸次的減額 
3 

2022-2025 なし 増分ｺｽﾄの100％
＋$2,000/台 $30 万/ｽﾃｰｼｮﾝ 2025 年に$0.30/kg 
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生産台数拡大による燃料電池自動車の予想コスト」（図4）が作成されたことである。こ

の図は、技術的な進歩、改善、生産台数の拡大に応じて、製造コストがどのように削減さ

れるかについて、自動車産業界の 良推定値を示している。 
 
 2025年までに、産業界がコスト競争力のある準商業化段階(market-ready)の製品を開発

するためには、この学習曲線を下げられるように支援する政策が必要であることが分かっ

た。また、それに必要なコストは、初期の普及期間にかかると想定される政府のコストの

中で一番大きいことが判明した。この開発は、車両の製造台数を早くて2015年には年間数

万台にし、2025年には100万～250万台に増加させるために必要である。産業界が今後10
年間、公共政策に信頼を寄せることが必要とされる。そうでなければ、技術を市場にもた

らすために必要な多額の投資が遅れる可能性がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
燃料電池技術が不足している場合と、貯蔵システムのコストについて調べた感度分析

(sensitivity analyses)では、燃料電池自動車システムのコストが$60/kW、$30/kW（目標

値）の場合と、車両に搭載する水素貯蔵システムのコストが$8/kWh、$2/kWh（目標値）

の場合について示されている。自動車システムのコストが$60/kWの場合、水素燃料電池

自動車の市場占有率は20～50％になり、水素貯蔵システムのコストが$8/kWhの場合、占

有率は30～60％となる。このため、燃料電池の技術的成功と貯蔵コストが、期待される持

続的な燃料電池自動車市場のために重要である。 
 
 

図 4：技術的な進歩、改善、生産台数拡大による燃料電池自動車の予想コスト 
（シナリオ 1、2、3） 

出所：Greene and Leiby, 2007
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注1：グライダーについてはhttp://en.wikipedia.org/wiki/Vehicle_glider等を参照。 
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初期の燃料インフラの設置場所と集中度 
 
 水素燃料供給事業者の抱えるリスクは、開発初期は特に大きい。水素燃料ステーション

の開発者達が直面するのは、競合する様々な代替燃料の選択肢が発展することや、水素自

動車が成功せず早期衰退する可能性、そして、より改良されたコスト効果的な水素生産技

術が開発された場合に既に実施した投資が無駄になる可能性である。消費者は燃料供給ス

テーションへのアクセスが便利であることを期待している。燃料供給ステーションは、家

庭や職場の近くに設置される必要がある。燃料電池自動車の所有者は 初はステーション

を十分に利用することができないであろうが、もし燃料インフラの早期の開発が国家規模

で計画されるなら、ステーションの設置箇所は大幅に増えるだろう。 
 
 ステークホルダー会議で出された主な提案の一つは、移行期間に限定した都市部の燃料

ステーションネットワークの確立に重点を置くことである。主な都市部にステーションを

戦略的に配置することは、普及範囲を 大化し、初期のインフラ配備のためのコスト効果

的なアプローチとなる。産業界はさらに、車両の早期導入のための補完的なアプローチも

提言している。例えば、都市部で水素燃料電池自動車販売を重点的に行うことなどである。

これは、消費者の燃料ステーションへのアクセスが便利な場所で車両販売を重点的に行う

ため、また、技術面とメンテナンス面のサポートを集中させるためである。 
 
 DOEの地域的普及についての研究(Melendez and Milbrandt, 2007)には、広範囲の人口分

析が含まれている。それによると、水素燃料電池自動車に対する消費者の需要が も大き

いのは、人口密度が高く、新技術に好意的な人口が多い主要な都市部であることが確認さ

れている。図5では、早期の潜在的な水素需要によって地域が分類されている。「都市部

構想」として知られる、都市部における段階的な展開は、20の都市部のための燃料ネット

ワークを段階的に作るために行われた。南カリフォルニアと米国東北部（ニューヨーク市

を中心）は、第一フェーズ（「初期導入期」）中のインフラ早期導入対象地域と想定され

ている（2012～2015年頃）。どちらの都市部も、市場の潜在的な能力と約2,000万の人口

は、他の都市部よりも大変大きい。「特定地域の成長」と名付けられた次の第二フェーズ

（2016～2019年）では、新たに選定された8つの都市（人口400万～1,000万）に重点が置

かれる。 初に3つの重要な交通ルート、つまり、(1)ロサンゼルス～サンフランシスコ、

(2)ニューヨーク～ボストン～ワシントンDC、(3)シカゴ～デトロイトを、この第二フェー

ズに含めることも提案されている。第三フェーズ（「地域間の発展」、2020～2025年）で

は、新たに追加される10の都市部（人口150万～500万）にインフラを拡大し、都市部をつ

なぎ米国内の移動を可能にする主要交通ルートも追加する。図6は、第一フェーズ（赤色）、

第二フェーズ（青色）、第三フェーズ（黄色）で配備されるインフラを示している。 
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 この「都市部構想」により、移行の初期段階に必要となる可能性があった3万～4万のス

テーションの国営システムが不要となり、より合理的かつ安価に、2025年までに合計4千
～8千のステーションを建設することが可能となる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出所：Melendez and Milbrandt, 200

図 5：予測される水素エネルギー需要エリア 
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表 3：水素燃料ステーションの予想建設数 2012~2025 年（ｼﾅﾘｵ 2、3） 

  第一ﾌｪｰｽﾞ 第二ﾌｪｰｽﾞ 第三ﾌｪｰｽﾞ 

都市部* 
2012～15 年

ｽﾃｰｼｮﾝ 
2016～19 年

ｽﾃｰｼｮﾝ 

ｼﾅﾘｵ 2 
2016～19 年 

ｽﾃｰｼｮﾝ 

ｼﾅﾘｵ 3 
2020～25 年

ｽﾃｰｼｮﾝ 
ﾆｭｰﾖｰｸ 20 200 554 1,227 
ﾛｻﾝｼﾞｪﾙｽ 40 400 751 965 
ｼｶｺﾞ   135 316 699 
ﾜｼﾝﾄﾝ     265 586 
ｻﾝﾌﾗﾝｼｽｺ / ｻｸﾗﾒﾝﾄ   78 181 401 
ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ**   58 136 302 
ﾎﾞｽﾄﾝ   127 296 656 
ﾃﾞﾄﾛｲﾄ   90 210 465 
ﾀﾞﾗｽ   92 215 477 
ﾋｭｰｽﾄﾝ     192 425 
ｱﾄﾗﾝﾀ**   74 173 382 
ﾏｲｱﾐ     50 111 
ｼｱﾄﾙ   27 63 140 
ﾌｪﾆｯｸｽ     99 219 
ﾐﾈｱﾎﾟﾘｽ / ｾﾝﾄﾎﾟｰﾙ     98 217 
ｸﾘｰﾌﾞﾗﾝﾄﾞ     83 183 
ﾃﾞﾝﾊﾞｰ     88 196 
ｾﾝﾄﾙｲｽ     85 188 
ﾎﾟｰﾄﾗﾝﾄﾞ     55 123 
ｵｰﾗﾝﾄﾞ     35 77 
合計 60 1,281 3,945 8,039 

（出典：CTA）

*都市名は、人口により昇順に並べた。 
**印の都市は、分析で地理的多様性のある都市として選定された。 
3色の色は、インフラ開発のフェーズを示している。 

（赤色：2012～2015 年、青色：2016～19 年、オレンジ：2020～25 年） 
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水素自動車及びインフラの配備を支援する政策の影響、及びコスト 
 
 「水素自動車のシナリオ分析」は、燃料電池自動車を市場に出すためのコスト分担を実

施して、二つの主要な経済的障壁に取り組むための政策を検討した。ここで二つの障壁と

は、(1) 既存の燃料インフラの不足、(2) 燃料電池自動車の生産量が少なくコストが高くつ

くこと、である。分析では、燃料ステーションの建設を直接奨励し、燃料電池自動車の製

造コストを抑制し、その購入を刺激すると想定される政策を評価している。政策の選択肢

には、連邦政府の既存のインセンティブが含まれており、それは州政府・地方自治体や公

益事業、及びその他のプログラムが提供してきたものである。政策例が3つ開発された。

これらは戦略が異なり、2012～2025年の期間における民間部門と政府のコスト分担の配分

も異なる（4つ目として、「政策のない」場合も、比較のために含まれている）。ここで

は政策の代表例の分析が行われているが、研究の目的は特定の政策を指定したり推薦する

ことではない。目的は、政府と産業界が必要とする投資の規模を決定し、2025年までに水

素燃料電池自動車を市販品として市場に導入するために、実行可能な関連する政策オプシ

ョンを検討することである。 
 
 DOEの総合市場シミュレーションモデル(HyTrans)は、3つの政策例のコストを評価す

るために使用された（1つの政策例につき、2025年までの水素燃料電池自動車の累積生産

出所：Melendez and Milbrandt, 2007 

図 6：代表都市部の開発と地域インフラ 

対象地域
2012－2015 
2016－2019

注 国道(National Hyway)。Hyway には高速という意味は
特になく、主要な公道(main public road)を指す。  

 

都市部 
2012－2015
2016－2019
2020－2025

国道と番号
対象地域
2012－2015
2016－2019

対象地域
2020－2025  



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1029,  2008.9.17 

33 

レベルが200万台、500万台、1,000万台の3つのシナリオを検討する）。各政策例における

政府の累積コストは、2012～2025年（14年間）で100億～450億ドルに及ぶ（3つの政策例

の 大の年間コストは、10億～60億ドルである）。2025年以降は政策による支援は継続し

ないものとしている。これは、助成金が拠出されない市場の持続可能性を評価するためで

ある。全ての水素燃料自動車製造シナリオ（1～3）において、2025年以降は政策支援がな

くても、水素燃料電池自動車が市場での優位性を達成・維持できるとされており、2050年
には新しい軽量自動車の大半が燃料電池自動車となり、その軽量自動車に使用される燃料

は水素が大勢を占めるだろうと予測されている。 
 

表4：燃料インフラとFCVに対する政府のコスト分担額及び助成金: 
（政策例 1、2、3）* 

 
大の年間コスト ($10 億) 累積コスト 2012~2025 年 ($10 億)

  
燃料ｲﾝﾌﾗ FCV 合計 燃料ｲﾝﾌﾗ FCV 合計 

政策例 1       
シナリオ 1 0.2 0.8 1.0 1.5 6.5 8.0 
シナリオ 2 0.3 1.8 2.1 4.0 11.0 15.0 
シナリオ 3 0.4 2.1 2.5 7.0 10.0 17.0 
政策例 2       
シナリオ 1 0.2 1.7 2.5 1.5 12.5 14.0 
シナリオ 2 0.3 3.7 4.7 4.0 21.0 25.0 
シナリオ 3 0.4 4.4 4.8 8.0 18.0 26.0 
政策例 3       
シナリオ 1 0.7 1.8 2.5 5.0 13.0 18.0 
シナリオ 2 1.0 3.7 4.7 13.0 21.0 34.0 
シナリオ 3 1.7 4.3 6.0 27.0 18.0 45.0 

  *2004年時点のドル換算コスト                      出典：CTA 
 
 
 以下の各図は、政策支援の有る場合と無い場合の、自動車産業の燃料電池自動車（FCV）

販売によるキャッシュフローのシミュレーションである。2010～2025年に政府の政策イン

センティブがもし何も行われなければ（図7）、自動車産業は数百億ドルの投資を行う必

要があり、年間損失額が10年以上にわたり数十億ドル持続するため、採算が取れるのは

2022年以降になるだろう。これらの損失額は、新しい車のモデル開発の際に車の開発・テ

ストに通常かかるコストを上回っている。また、水素インフラの開発が並行して実施され

るというリスクもある。政策を実施しない場合のシナリオでは、持続可能な市場を支える

ための十分な車両モデル数と水素の供給インフラ導入に必要な、協力や資本投資が誘起さ

れる可能性は低いと見られる。 
 政策のインセンティブ（と燃料電池自動車の技術的成功）がある場合は、自動車産業の

コストに関する状況は大幅に改善される可能性がある。図8と図9で示されているとおり、 
政策例2及び例3はどちらも、早い時期に発生する産業界の数億ドルの年間損失額を減らす

ために、十分なコスト分担を提供している。しかし、政策例2では、産業界が利益を出す
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のに依然として10年以上かかる。政策例3の場合、産業界は早ければ2017年には利益を出

し始めることができると分析では示されている。政策によって、水素のコストは、1マイ

ル当たりのコスト換算ベースにおいて、ガソリンをかなり下回るレベルまで低減させるこ

とができ、水素燃料ステーションの建設も促進されるだろう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 7：
政策がない場合― 
自動車産業の FCV 販売による 
キャッシュフローのシミュレーション

十
億
ド
ル

 

出所：Greene and Leiby, 2007

ｼﾅﾘｵ3 
ｼﾅﾘｵ2 
ｼﾅﾘｵ1 

図 8：
政策例 2 の場合― 
自動車産業の FCV 販売による 
キャッシュフローのシミュレーション

十
億
ド
ル

 

出所：Greene and Leiby, 2007

ｼﾅﾘｵ3 
ｼﾅﾘｵ2 
ｼﾅﾘｵ1 
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出典： 
“Transition to Hydrogen Fuel Cell Vehicles & the Potential Hydrogen Energy 
Infrastructure Requirements” 
http://cta.ornl.gov/cta/Publications/Reports/ORNL_TM_2008_30.pdf 
 
 
 
 
2. 米国学術研究会議の議会への報告書 
 
水素自動車は商業化に向けて目覚しく発展、しかし米国の石油使用量と二酸化炭素排出量

の大幅削減には、政府の継続的支援が必要 
 
 米国連邦議会の命令により作成された米国学術研究会議(NRC: National Research 
Council)の新報告書は、水素自動車への移行は米国の石油依存と二酸化炭素排出量を大幅

に減らす可能性があると述べているが、自動車市場において水素自動車の競争力を高める

ことは容易ではない。過去数年間における燃料電池と水素生産技術の開発は目覚ましかっ

たが、課題は残っている。水素自動車のコストが高いこと、および水素を製造して消費者

に水素を流通させるインフラが現在の米国では不足していることである。しかしこれらの

障壁は、研究開発の継続的な支援と、自動車産業及び政府の積極的な関与により克服でき

る可能性があると、委員会は報告書で述べている。 
 
 軽量自動車（普通乗用車、スポーツ用多目的車(SUV)、小型トラックなど）は、米国の

図 9：
政策例 3 の場合― 
自動車産業の FCV 販売による 
キャッシュフローのシミュレーション

出所：Greene and Leiby, 2007

十
億
ド
ル

 

ｼﾅﾘｵ3 
ｼﾅﾘｵ2 
ｼﾅﾘｵ1 
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石油使用量の 44％を占め、また二酸化炭素の排出量は 20％を占めている。気候変動や石

油輸入、そして近年のガソリン価格の急騰により、代替燃料の開発に対する関心に拍車が

かかっている。2003 年、ブッシュ大統領は水素生産技術及び燃料電池自動車の開発を支援

する 12 億ドルのイニシアティブを発表した。燃料電池自動車は、水素と酸素の化学反応

により動力を得て、水と熱のみを排出する自動車である。 
 
 委員会は、まず前提条件として、実用的な技術目標が達成され、消費者の水素自動車へ

の需要があり、そして、石油から水素燃料への移行を支援するための政府の政策が整備さ

れていると仮定し、今後数十年間に路上走行する水素自動車の 大数を推定した。このた

め、今回の結果は予測というよりむしろ 良のシナリオを示すものである。 
 
もし技術開発が急速に進んだとしても、水素自動車が軽量自動車として大幅に普及する

までにはかなりの年月がかかるだろうと委員会は述べている。水素自動車の製造は 2015
年までに大幅に増加する可能性がある。この段階ではコストは急速に下がっているものの、

依然として消費者に対する十分な助成が必要となるだろう。2020 年に実際に路上走行して

いる水素自動車の数は 大で 200 万台と、報告書は述べている。2023 年には、燃料電池

自動車の総コスト（一車両が寿命に至るまでの水素燃料のコストを含む）は、従来型車両

と競争するようになるだろう。この段階で、路上の水素自動車数は急速に成長する可能性

があり、2035 年には 6,000 万台近く、2050 年には 2 億台に増加すると予測している。 
 
 さらに委員会は、石油から水素燃料への完全な移行に必要となる公的および民間の投資

額について、試算した（コストには、研究開発、車両の普及、インフラの構築が含まれる）。

委員会によると、少なくとも 2023 年までは、強力な政策イニシアティブを通した政府の

支援と投資が必要である。政府の総投資コストは 2008 年～2023 年で約 550 億ドル、民間

企業は同期間に 1,450 億ドルと予測される。これらの数値を総体的に見ると、エタノール

燃料への政府の助成は 2020 年までに年間 150 億ドルに達する可能性がある。 
 
 水素自動車が市場で大きな占有率を占めるようになるまでは、水素燃料への移行は、石油

の使用量や温室効果ガスの排出量に大きな影響は及ぼさないだろう。温室効果ガスの排出量

は水素燃料の製造方法に依存するが、水素自動車が 終的に市場で優勢になれば、石油使用

量と温室効果ガス排出量の双方が大幅に減少するだろう。委員会は、水素燃料に移行した場

合と、従来型車両の燃費効率を改善した場合、バイオ燃料に移行した場合との、石油と温暖

化ガス排出の削減量の比較を行った。後者の 2 つのケースは水素燃料への移行よりも早く実

施できるため、双方の選択肢とも、石油使用量と温室効果ガス排出量の削減を水素への移行

よりも早く達成できるだろうが、2040 年あたりから水素が有力となるだろう。 
 
 石油使用量と温室効果ガス排出量に関して も大きな削減の可能性があるのは、バイオ

燃料と、燃費の良い従来型車両、そして水素自動車の全てが、競争するのではなく、同時
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に推進された場合である。もし石油使用量の低減と低炭素燃料への移行を誘導する政府の

政策が合わせて実施されるようであれば、この「ポートフォリオアプローチ」により、普

通自動車とトラックから排出される温室効果ガスの量を現在の 20％以下まで削減するこ

とができ、2050 年にはこれらの車両に対する石油の需要はほとんどなくなるだろうと、委

員会は述べている。 
 
 同研究には米国エネルギー省(DOE)が資金拠出した。米国科学アカデミー(NAS)、技術ア

カデミー(NAE)、医学研究所(IOM)、及び米国学術研究会議は、議会憲章(congressional 
charter)の下で科学面、技術面及び健康面の政策アドバイスを提供する民間の非営利組織で

ある。米国学術研究会議は米国科学アカデミーと技術アカデミーの主要な活動機関である。             
 
  米国アカデミープレス 5から「Transitions to Alternative Transportation Technologies: 
A Focus on Hydrogen（代替輸送技術への移行：水素への焦点）」6が入手できる。 
 
このニュースリリースと報告書は、http://national-academies.org から入手可能できる。 

 
出典： 
“Hydrogen Vehicles Making Impressive Progress Toward Commercialization, but 
Continued Government Support Needed Before Substantial Reductions Are Seen in 
U.S. Gasoline Usage and Carbon Emissions” 
http://www8.nationalacademies.org/onpinews/newsitem.aspx?RecordID=12222 
 (Copyright © 2008. The National Academies  

All rights reserved. Used with permission.) 
 

編集・翻訳： NEDO 研究評価広報部 
 

                                                 
5 http://www.nap.edu/ 
6 http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=12222 
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【燃料電池・水素特集】水素貯蔵 
 

EU の水素貯蔵に関する研究開発プロジェクト StorHy の成果 
 

はじめに 
 
去る 6 月 3～4 日、パリ（ポワッシー）において EU の自動車向け水素貯蔵に関する研

究開発プロジェクト「StorHy」の最終イベントが開催され、プロジェクトの成果が発表さ

れた。このイベントには、プロジェクトの参加企業や EU 内外の専門家など合わせて約 140
名が参加している。 

StorHyは、EUの第 6 次研究開発フレームワークプログラム(FP6:Sixth Framework 
Programme)1の一環で行われたものであり、期間は 2004 年 3 月～2008 年 8 月である。 

既述の最終会合では、プロジェクトの参加企業・団体からの成果発表に加えて、欧州委

員会、欧州燃料電池・水素ジョイントテクノロジーイニシアティブ（JTI）、日本からはト

ヨタ自動車、の各代表が招かれ基調講演を行っている2。 
 
本稿ではまず、このイベント時のプレス発表を取り上げ、プロジェクトの概要を紹介す

る。次に、このプロジェクトにおける研究開発の実施事項を示すために、ポスターセッシ

ョンを紹介する。 
これらを見ると、水素の貯蔵に関して、貯蔵方法、貯蔵材料、製造技術、車両上でのタ

ンクのモニタリング方法、自動車事故時の水素タンクの安全性、さらにはリサイクルに至

るまで、研究開発が広範囲に実施されたことが感じられる。 
 
1. 成果の概要（プレス発表） 
 
 水素貯蔵技術は、未来のエネルギー担体としての水素の広範な使用、および水素燃料自

動車の市場への大量導入のための重要な実用化技術である。EU の第 6 次研究開発フレー

ムワークプログラムからの資金提供を受けたプロジェクト StorHy（Hydrogen Storage 
Systems for Automotive Applications）は、水素燃料電池自動車または水素内燃エンジン

自動車が長距離を走行するのに十分な水素貯蔵容量のある頑丈で安全、かつ効率的な車両

搭載型水素貯蔵システムの開発に大きく寄与した。このプロジェクトの総予算 1,870 万ユ

ーロのうち、1,070 万ユーロが EU 第 6 次研究フレームワークプログラムから拠出されて

                                                 
1 EU の研究開発フレームワークプログラム(FP) は、欧州連合における科学分野の研究開発への財政的支援制

度である。第 6 次フレームワークプログラムの期間は、2003～2006 年。第 7 次フレームワークプログラム

が 2007 年から始まっている。StorHy プロジェクトのように、プロジェクト実施期間は、必ずしもフレーム

ワークプログラムの期間内に収まるわけではない。 
2 各代表のプレゼンテーションは下記より参照できる。

http://www.storhy.net/finalevent/pdf/Keynote-EU_Bermejo.pdf 
http://www.storhy.net/finalevent/pdf/Keynote-JTI_Wancura.pdf 
http://www.storhy.net/finalevent/pdf/Keynote-Toyota_Hirose.pdf 
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いる。 
 

StorHyプロジェクトでは、欧州産業界および研究部門における水素に関する主要な利害

関係者が協力して、水素貯蔵技術の研究開発をあらゆる角度から進めてきた。これにより、

欧州産業界の競争力を高め、水素貯蔵分野における欧州の技術的、科学的な優位性を促進

しようとしている。MAGNA STEYR社3主導のコンソーシアムは、自動車メーカー5 社

（BMW、ダイムラー、フォード、プジョーシトロエンおよびボルボ）、14 の部品メーカ

ー（そのうちの 5 社は中小企業）、および欧州における 15 の最重要研究機関で構成されて

いる。 
 
 プジョーシトロエン主催の StorHy 最終会合（2008 年 6 月 3～4 日）で、国際的な水素

の専門家および報道陣に対して、同プロジェクトの主要な技術的成果と水素貯蔵の将来的

な見通しが披露された。 
 
StorHy の技術的成果 
  

水素の容積エネルギー密度はガソリンに比べずっと低いため、許容できる走行距離を達

成するためには、高圧力下（最大 700 バール(bar)）の気体として、あるいは－253℃/20
ケルビンという非常に低い温度（極低温）の液体として、または固体材料に吸収させて貯

蔵しなければならない。StorHy は自動車メーカーの要請に基づき、3 つの主要な水素貯蔵

技術の推進に着手した。 
 
・Air Liquide社4率いる圧力容器サブプロジェクトは

安全で軽量な圧縮水素ガス貯蔵に焦点を当てている。

金属ライナー（タイプⅢ）、あるいは複合材料ライナ

ー（タイプⅣ）を使用した新世代の 700bar圧力容器

の試作品が製作され、試験された。更に、将来の連

続生産（たとえば、表彰を受けた高速容器巻きつけ

処理）に適した新生産プロセスが考案された。革新

的な別の方法として、交換可能な水素貯蔵装置が設

計された。この装置は、完全な機能を備えた水素補給ステーションを必要としない。 

 
 
 
 
 
 
図 1 700bar 圧力容器 

さらに、高圧水素貯蔵システムが広範に利用されるために必要となる実用化技術が開

発されている。たとえば、安全確保のための水素格納容器のモニタリングや制御、700bar

                                                 
3 MAGNA STEYR 社は、オーストリアに本社を置く世界有数の自動車の製造・組み立ておよび燃料システム

の開発を手がけている。BMW などと提携し OEM 生産を行っている。 
http://www.magnasteyr.com/cps/rde/xchg/magna_steyr_internet/hs.xsl/12_1537.php?rdeLocaleAttr=en 
http://www.magnasteyr.com/cps/rde/xchg/magna_steyr_internet/hs.xsl/19_809.php?rdeLocaleAttr=en） 

4  Air Liquide 社は、産業用および医療用ガスの大手企業で、水素を含む様々なガスの生産、技術開発を手が 
けている。http://www.airliquide.com/en/company/who-we-are/core-business-1.html 
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圧力容器用のライナー材料と、補給ステーションにおいて迅速で快適な補給を実現する

ための器具、および車の廃棄に関する規制を遵守するための先進的なリサイクル技術で

ある。 
 

 
 
 
 
 
 
図 2 自由な形状に設計可能な 

極低温水素貯蔵装置 

・MAGNA STEYR 社率いる極低温液体水素貯蔵

サブプロジェクトは、既存の自動車に容易に組

み込むことのできる、革新的な軽量かつ自由な

形状に設計できる極低温水素貯蔵システムを

制作した。極低温水素貯蔵システムは、システ

ム内への熱の浸透を最小限に抑えるために、内

側のタンクと外側の被覆物の間が高真空で絶

縁に優れた 2 重壁のタンクになっている。高度

の真空絶縁の保護のための複合材料と新しい水素透過バリアの使用により、StorHy の

研究者たちは水素貯蔵の重量密度を、現在の最先端のものと比べて 3 倍にすることがで

きた。これにより、こうした水素貯蔵システムを搭載した車の航続距離が飛躍的に増え

る。 
 
・StorHy の高圧および極低温水素貯蔵の技術は、小規模シリーズの開発準備が整ってい 

る。しかし、商業化にはさらなる改善が必要である。 
 
・水素を固体材料に貯蔵するという第三の可能性につ  

 
 
 
 
 
図 3 1/10 スケールの 

いては、自動車への適用を実現させるために、基   
礎的な材料研究がさらに必要である。主たる課題は、 
十分な量の水素を貯蔵するだけでなく、車内の環境 
条件下で水素を放出するのに適した材料を見つけ 
ることである。ノルウェーのエネルギー技術研究所 
率いる StorHy の固体貯蔵サブプロジェクトは、水 

固体貯蔵タンク 
素貯蔵固体材料の有望な候補として、複合アラネイ 
ト（AlH4化合物）の物理的および化学的挙動に関する基本的な理解、貯蔵材料のより大 
規模な供給を可能にする材料製造工程、およびタンクシステムのプロトタイプ作成に焦 
点を合わせている。主たる成果は、8kg の実証タンク（0.4kg の水素を貯蔵）で、これ 
はまた、貯蔵システムの再充填の際の熱管理の研究用にも使われている。 

 
 ・水素貯蔵の安全性と国際的な規制や規格の影響についての調査、StorHy の貯蔵技術

に関する比較評価、および水素貯蔵に関するトレーニングや普及活動が 3 つの貯蔵技

術の開発とともに行われている。 
 
将来の水素貯蔵のための StorHy の結論 
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・水素燃料自動車の次世代モデルは、700bar の高圧、または極低温水素貯蔵システムを搭

載したものになるだろう。StorHy プロジェクトの成果は、こうした貯蔵技術を将来、

市場へ大量導入することへの道を開くものである。固体貯蔵は現在のところ、自動車へ

の適用の機が熟しているとはいえない。 
 
・水素燃料自動車が広範に利用されるためには、安全で迅速、かつエネルギー/費用効率の

高い水素充填インフラが十分整っていなければならない。StorHy は、700bar 圧力容器

の材料や迅速な充填に寄与した。 
 
・現行の自動車向け水素貯蔵システムに関する規制や基準は、市場への水素燃料自動車の 

大量導入に適したものではない。水素適合材料の経年劣化や障害、また実際の利用形態 
を十分に理解した上で、適切な設計要件を定めることが必要である。StorHy は、安全 
規則、安全評価手続きの改善方法を提案する。それは又、全体的なシステムコストの削 
減にも役立つ。 

・水素貯蔵システムは、その大きさ・形態・重量により、将来の自動車設計、走行性能、

燃費、および当然のことながら自動車全体のコストに多大な影響を与えるだろう。これ

らのあらゆる側面でのより優れた性能を達成するために、水素貯蔵システムを考慮に入

れて製造・最適化された新しい自動車構造が望ましい。StorHy では、初めての自由形

状型の極低温貯蔵実証タンクの製造を行った。 
 
・プロジェクトは顕著な成果を挙げたが、水素貯蔵システムの大量生産が始まるまでには、

システム全体の費用を削減し、システムの耐久性を向上させ、自動車の設計を最適化し、

規制・規格を改善し、良質な充填インフラを整備するためのさらなる研究開発および大

規模実証プロジェクトが今後必要となるであろう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 研究開発実施項目（ポスターセッション） 
 
 表１にポスター表題とURLを記したので興味のあるところを参照頂きたい5。 

                                                 
5 ポスターセッションのトップページは下記である。 

http://www.storhy.net/finalevent/posters.php 

41 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1029,  2008.9.17 
 

表 1 StrHy ポスター 
                     注：分類欄の「SP」は、サブプロジェクトの略語 

分類 ポスター情報 

プロジェクト情報 
http://www.storhy.net/finalevent/docs/A/Overview-P1%20StorHy%20Project%20Infor
mation.pdf 

(A) 
概要 

プロジェクトのハイライト 
http://www.storhy.net/finalevent/docs/A/Overview-P2%20StorHy%20Highlights.pdf 

水素を利用する理由－水素と従来型燃料の比較 
http://www.storhy.net/finalevent/docs/B/Users-P1%20Why%20H2%20-%20Short%20C
omparison%20H2%20and%20Conventional%20Fuels.pdf 

2010 年の目標 
http://www.storhy.net/finalevent/docs/B/Users-P2%20StorHy%20Targets%202010.pdf 

圧縮水素受容の研究 
http://www.storhy.net/finalevent/docs/B/Users-P3%20Acceptance%20Study.pdf 

(B) 
SP ユーザー 

自動車の概念 － 現在と将来 
http://www.storhy.net/finalevent/docs/B/Users-P4%20Vehicle%20Concepts%20Today
%20-%20Tomorrow.pdf 

高圧貯蔵概要 
http://www.storhy.net/finalevent/docs/C/Pressure-P1%20High%20Pressure%20Storag
e%20Overview.pdf 

金属ライナーハイドロフォーミング 
http://www.storhy.net/finalevent/docs/C/Pressure-P2%20Metallic%20Liner%20Hydrof
orming.pdf 

容器材料の水素適合性 
http://www.storhy.net/finalevent/docs/E/Cryo-P2%20Materials%20&%20Technologies
%20for%20Cryogenic%20Storage.pdf 

圧力容器製造時のワインディング技術 
http://www.storhy.net/finalevent/docs/C/Pressure-P4%20Winding%20Technologies%2
0for%20Pressure%20Vessel%20Manufacturing.pdf 

タイプⅣタンクの製造 
http://www.storhy.net/finalevent/docs/C/Pressure-P5%20Manufacturing%20of%20Typ
e%20IV%20Tanks.pdf 

モジュラーシステム圧力容器技術 
http://www.storhy.net/finalevent/docs/C/Pressure-P6%20Modular%20System%20Pres
sure%20Vessel%20Technology.pdf 

(C) 
SP 圧力容器 

複合材料高圧容器のモニタリングシステム 
http://www.storhy.net/finalevent/docs/C/Pressure-P7%20Composite%20Cylender%20I
nstrumentation%20On-board%20Monitoring.pdf 
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分類 ポスター情報 

高圧シリンダー貯蔵システムの高速充填 
http://www.storhy.net/finalevent/docs/C/Pressure-P8%20Fast%20Filling%20of%20Hig
h%20Pressure%20Storage%20Systems.pdf 

水素貯蔵容器の炭素繊維複合材料のリサイクル 
http://www.storhy.net/finalevent/docs/C/Pressure-P9%20Recycling%20Carbon%20Fib
er%20Composite%20H2%20Storage%20Vessels.pdf 

車両のリサイクル可能性、炭素繊維リサイクルプロセスの LCA（ライフサイクルアセス

メント） 
http://www.storhy.net/finalevent/docs/C/Pressure-P10%20Vehicle%20Recyclability%2
0LCA%20of%20Carbon%20Fibre%20Recycling%20Precesses.pdf 

着脱可能なラック型 700bar 水素貯蔵システム 
http://www.storhy.net/finalevent/docs/C/Pressure-P11%20700%20bar%20H2%20Stora
ge%20System%20as%20Removable%20Rack.pdf 

リングワインディングヘッドを使用した圧力容器巻きつけ 
http://www.storhy.net/finalevent/docs/D/Pressure-FS1%20Pressure%20Vessel%20Wo
und%20using%20Ring%20Winding%20Head.pdf 

700bar タイプⅣ 圧力容器（プラスチックライナー） 
http://www.storhy.net/finalevent/docs/D/Pressure-FS2%20700%20bar%20Type4%20P
ressure%20Vessel%20with%20Plastic%20Liner.pdf 

700bar タイプⅢ 圧力容器（スチールライナー） 
http://www.storhy.net/finalevent/docs/D/Pressure-FS3%20700%20bar%20Type3%20H
2%20Pressure%20Vessel%20with%20Steel%20Liner.pdf 

車上（オンボード）での容器モニタリングの概念 
http://www.storhy.net/finalevent/docs/D/Pressure-FS4%20On-board%20Monitoring%2
0Concept.pdf 

(D) 
SP 圧力容器 
データ表 

700bar 充填用の器具 
http://www.storhy.net/finalevent/docs/D/Pressure-FS5%20700%20bar%20Filling%20C
omponents.pdf 

概要 
http://www.storhy.net/finalevent/docs/E/Cryo-P1%20Cryogenic%20Storage%20Overvi
ew.pdf 

材料と技術 
http://www.storhy.net/finalevent/docs/E/Cryo-P2%20Materials%20&%20Technologies
%20for%20Cryogenic%20Storage.pdf 

設計と要件 
http://www.storhy.net/finalevent/docs/E/Cryo-P3%20Design%20Requirements%20for
%20Cryogenic%20Storage.pdf 

(E) 
SP 極低温水素

貯蔵 

極低温水素貯蔵システムのプロトタイプと試験 
http://www.storhy.net/finalevent/docs/E/Cryo-P4%20Prototypes%20&%20Tests%20of
%20Cryogenic%20Storage%20Systems.pdf 
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分類 ポスター情報 

安全性解析 
http://www.storhy.net/finalevent/docs/E/Cryo-P5%20Cryogenic%20Storage%20Safety
%20Analyses.pdf 

アウタージャケットとインナータンク 
http://www.storhy.net/finalevent/docs/F/Cryo-FS1%20Outer%20Jacket%20&%20Inne
r%20Tank.pdf 

軽量インナータンク 
http://www.storhy.net/finalevent/docs/F/Cryo-FS2_Light%20Weight%20Inner%20Tan
k.pdf 

インナータンクドーム 
http://www.storhy.net/finalevent/docs/F/Cryo-FS3%20Inner%20Tank%20Dome.pdf 

アウタージャケットハーフシェル 
http://www.storhy.net/finalevent/docs/F/Cryo-FS4%20Outer%20Jacket%20Half%20S
hell.pdf 

軽量で自由な形状に設計可能なタンクの概念設計 
http://www.storhy.net/finalevent/docs/F/Cryo-FS5%20Light%20Weight%20Free-form
%20Conceptual%20Design.pdf 

2 軸引張試験 
http://www.storhy.net/finalevent/docs/F/Cryo-FS6%20Biaxial%20Tensile%20Tests.pdf 

(F) 
SP 極低温貯蔵 
データ表 

極低温マルチウエイバルブ 
http://www.storhy.net/finalevent/docs/F/Cryo-FS7%20Cryogenic%20Multiway%20Val
ve.pdf 

概要 
http://www.storhy.net/finalevent/docs/G/Solid-P1%20Solid%20Storage%20Overview.p
df 

固体貯蔵の安全性研究 
http://www.storhy.net/finalevent/docs/G/Solid-P2%20Solid%20Storage%20Safety%20
Studies.pdf 

水素の固体貯蔵システムのモデリングと最適化 
http://www.storhy.net/finalevent/docs/G/Solid-P3%20Modelling%20and%20Optimisati
on.pdf 

容量拡大とタンクの設計 
http://www.storhy.net/finalevent/docs/G/Solid-P4%20Upscaling%20and%20Tank%20
Design.pdf 

(G) 
SP 固体貯蔵 

水素貯蔵用固体物質の開発 
http://www.storhy.net/finalevent/docs/G/Solid-P5%20Material%20Development.pdf 

(H) 
SP 固体貯蔵 
データ表 

実験室規模のタンク 
http://www.storhy.net/finalevent/docs/H/Solid-FS1%20Lab-scale%20Tank.pdf 
 

44 

http://www.storhy.net/finalevent/docs/E/Cryo-P5%20Cryogenic%20Storage%20Safety%20Analyses.pdf
http://www.storhy.net/finalevent/docs/E/Cryo-P5%20Cryogenic%20Storage%20Safety%20Analyses.pdf
http://www.storhy.net/finalevent/docs/F/Cryo-FS1%20Outer%20Jacket%20&%20Inner%20Tank.pdf
http://www.storhy.net/finalevent/docs/F/Cryo-FS1%20Outer%20Jacket%20&%20Inner%20Tank.pdf
http://www.storhy.net/finalevent/docs/F/Cryo-FS2_Light%20Weight%20Inner%20Tank.pdf
http://www.storhy.net/finalevent/docs/F/Cryo-FS2_Light%20Weight%20Inner%20Tank.pdf
http://www.storhy.net/finalevent/docs/F/Cryo-FS3%20Inner%20Tank%20Dome.pdf
http://www.storhy.net/finalevent/docs/F/Cryo-FS4%20Outer%20Jacket%20Half%20Shell.pdf
http://www.storhy.net/finalevent/docs/F/Cryo-FS4%20Outer%20Jacket%20Half%20Shell.pdf
http://www.storhy.net/finalevent/docs/F/Cryo-FS5%20Light%20Weight%20Free-form%20Conceptual%20Design.pdf
http://www.storhy.net/finalevent/docs/F/Cryo-FS5%20Light%20Weight%20Free-form%20Conceptual%20Design.pdf
http://www.storhy.net/finalevent/docs/F/Cryo-FS6%20Biaxial%20Tensile%20Tests.pdf
http://www.storhy.net/finalevent/docs/F/Cryo-FS7%20Cryogenic%20Multiway%20Valve.pdf
http://www.storhy.net/finalevent/docs/F/Cryo-FS7%20Cryogenic%20Multiway%20Valve.pdf
http://www.storhy.net/finalevent/docs/G/Solid-P1%20Solid%20Storage%20Overview.pdf
http://www.storhy.net/finalevent/docs/G/Solid-P1%20Solid%20Storage%20Overview.pdf
http://www.storhy.net/finalevent/docs/G/Solid-P2%20Solid%20Storage%20Safety%20Studies.pdf
http://www.storhy.net/finalevent/docs/G/Solid-P2%20Solid%20Storage%20Safety%20Studies.pdf
http://www.storhy.net/finalevent/docs/G/Solid-P3%20Modelling%20and%20Optimisation.pdf
http://www.storhy.net/finalevent/docs/G/Solid-P3%20Modelling%20and%20Optimisation.pdf
http://www.storhy.net/finalevent/docs/G/Solid-P4%20Upscaling%20and%20Tank%20Design.pdf
http://www.storhy.net/finalevent/docs/G/Solid-P4%20Upscaling%20and%20Tank%20Design.pdf
http://www.storhy.net/finalevent/docs/G/Solid-P5%20Material%20Development.pdf
http://www.storhy.net/finalevent/docs/H/Solid-FS1%20Lab-scale%20Tank.pdf
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分類 ポスター情報 

実験用タンク 
http://www.storhy.net/finalevent/docs/H/Solid-FS2%20Bread-board%20Tank.pdf 

概要 
http://www.storhy.net/finalevent/docs/I/SAR-P1%20General%20Overview.pdf 

ハイドロリックサイクリング設備のベンチマーク 
http://www.storhy.net/finalevent/docs/I/SAR-P2%20Benchmarking%20of%20Hydrauli
c%20Cycling%20Facilities%20by%20Interlaboratory%20Tests.pdf 

火災による爆発への対応装置 
http://www.storhy.net/finalevent/docs/I/SAR_P3%20Modular%20Fire%20Engulfment
%20Test.pdf 

衝突時の水素格納容器の強度 
http://www.storhy.net/finalevent/docs/I/SAR_P4%20Crash-related%20Strength%20of
%20H2%20Containments.pdf 

格納容器の確率的評価 
http://www.storhy.net/finalevent/docs/I/SAR-P5%20Probabilistic%20Assessement%20
of%20Containments.pdf 

アコースティックエミッションを用いた複合材料シリンダーの評価 
http://www.storhy.net/finalevent/docs/I/SAR-P6%20Evaluation%20of%20Composite%
20Cylinders%20using%20Acoustic%20Emission.pdf 

ハイブリッドシリンダー内の解析的ストレスシミュレーション 
http://www.storhy.net/finalevent/docs/I/SAR-P7%20Analytical%20Stress%20Simulati
on%20in%20Hybrid%20Cylinders.pdf 

高圧容器用複合材料のクリープ試験（静的疲労） 
http://www.storhy.net/finalevent/docs/I/SAR-P8%20Creep%20Test%20of%20Composit
e%20for%20High%20Pressure%20Vessels.pdf 

(I) 
安全性評価と

要件 

水素検出のための様々な自動車技術の評価 
http://www.storhy.net/finalevent/docs/I/SAR-P9%20Sensors-VS.pdf 

方法論 
http://www.storhy.net/finalevent/docs/J/Evaluation-P1%20Overall%20Evaluation%20
-%20Methodology.pdf 

性能 
http://www.storhy.net/finalevent/docs/J/Evaluation-P2%20Overall%20Evaluation%20
-%20Technical%20performance.pdf 

(J) 
評価 

環境への影響 
http://www.storhy.net/finalevent/docs/J/Evaluation-P3%20Overall%20Evaluation%20
-%20Environmental%20impacts.pdf 
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http://www.storhy.net/finalevent/docs/H/Solid-FS2%20Bread-board%20Tank.pdf
http://www.storhy.net/finalevent/docs/I/SAR-P1%20General%20Overview.pdf
http://www.storhy.net/finalevent/docs/I/SAR-P2%20Benchmarking%20of%20Hydraulic%20Cycling%20Facilities%20by%20Interlaboratory%20Tests.pdf
http://www.storhy.net/finalevent/docs/I/SAR-P2%20Benchmarking%20of%20Hydraulic%20Cycling%20Facilities%20by%20Interlaboratory%20Tests.pdf
http://www.storhy.net/finalevent/docs/I/SAR_P3%20Modular%20Fire%20Engulfment%20Test.pdf
http://www.storhy.net/finalevent/docs/I/SAR_P3%20Modular%20Fire%20Engulfment%20Test.pdf
http://www.storhy.net/finalevent/docs/I/SAR_P4%20Crash-related%20Strength%20of%20H2%20Containments.pdf
http://www.storhy.net/finalevent/docs/I/SAR_P4%20Crash-related%20Strength%20of%20H2%20Containments.pdf
http://www.storhy.net/finalevent/docs/I/SAR-P5%20Probabilistic%20Assessement%20of%20Containments.pdf
http://www.storhy.net/finalevent/docs/I/SAR-P5%20Probabilistic%20Assessement%20of%20Containments.pdf
http://www.storhy.net/finalevent/docs/I/SAR-P6%20Evaluation%20of%20Composite%20Cylinders%20using%20Acoustic%20Emission.pdf
http://www.storhy.net/finalevent/docs/I/SAR-P6%20Evaluation%20of%20Composite%20Cylinders%20using%20Acoustic%20Emission.pdf
http://www.storhy.net/finalevent/docs/I/SAR-P7%20Analytical%20Stress%20Simulation%20in%20Hybrid%20Cylinders.pdf
http://www.storhy.net/finalevent/docs/I/SAR-P7%20Analytical%20Stress%20Simulation%20in%20Hybrid%20Cylinders.pdf
http://www.storhy.net/finalevent/docs/I/SAR-P8%20Creep%20Test%20of%20Composite%20for%20High%20Pressure%20Vessels.pdf
http://www.storhy.net/finalevent/docs/I/SAR-P8%20Creep%20Test%20of%20Composite%20for%20High%20Pressure%20Vessels.pdf
http://www.storhy.net/finalevent/docs/I/SAR-P9%20Sensors-VS.pdf
http://www.storhy.net/finalevent/docs/J/Evaluation-P1%20Overall%20Evaluation%20-%20Methodology.pdf
http://www.storhy.net/finalevent/docs/J/Evaluation-P1%20Overall%20Evaluation%20-%20Methodology.pdf
http://www.storhy.net/finalevent/docs/J/Evaluation-P2%20Overall%20Evaluation%20-%20Technical%20performance.pdf
http://www.storhy.net/finalevent/docs/J/Evaluation-P2%20Overall%20Evaluation%20-%20Technical%20performance.pdf
http://www.storhy.net/finalevent/docs/J/Evaluation-P3%20Overall%20Evaluation%20-%20Environmental%20impacts.pdf
http://www.storhy.net/finalevent/docs/J/Evaluation-P3%20Overall%20Evaluation%20-%20Environmental%20impacts.pdf
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出典： 
①StorHy プロジェクトトップページ 

http://www.storhy.net/ 
②プレスリリース 

http://www.storhy.net/finalevent/pdf/StorHy-Final-Event_PR.pdf 
③ポスターセッション 

http://www.storhy.net/finalevent/posters.php 
 

編集・翻訳： NEDO 研究評価広報部 
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【燃料電池・水素特集】政策 輸送分野 インフラ 

 
水素・燃料電池技術開発を連邦の 4 省が共同で推進（ドイツ） 

 
NIP 技術開発プログラム 

 
水素・燃料電池分野で欧州をリードする立場にあるドイツは、この分野における国際的

な競争力と技術開発力の強化のため、2006 年 5 月に水素・燃料電池技術革新国家プログ

ラム、略称「NIP」（Nationales Innovationsprogramm Wasserstoff und Brennstoffzellen-  
technologie）をスタートした 1。すでに連邦の 11 州では独自の燃料電池研究イニシアティ

ブなどの官民合同の推進基盤が活動しているが、連邦全体の研究開発を総合調整する機関

はなかった。そのような組織の設置はすでに早くから期待されていたが、今年 1 月、連邦

交通建設都市開発省が主管官庁となり、連邦経済省、環境省および教育研究省が共同で、

国立水素・燃料電池機構、略称「NOW」（Nationale Organisation Wasserstoff- und 
Brennstoffzellentechnologie）を設置した。 
 
推進主体：「NOW GmbH」 

 
「NOW」はこれまで連邦政府の研究開発イニシアティブとして存在していた緩やかな組

織を、連邦政府 100%出資の有限会社形式の事業体として再編したもので、今後、全国の

研究開発事業を相互調整し、技術開発のみならず国際的に競争力のある燃料電池・水素技

術製品の開発および市場への導入を推進するための事業を実施する。事業資金は連邦政府

と各州および産業界が分担し、PPP2方式により今後 10 年間で 10 億ユーロ（約 1,600 億

円、うち 5 億ユーロを政府が負担）を支出する。  
NOW の活動の重点は、市場向けの製品の開発促進であり、この目標を達成するため、

開発プロセスには大企業や研究機関のみならず中小企業、利用者を含む幅広い分野からの

参加を予定し、パイロット事業を通じて実用的な技術を開発する。  
事業の初期段階ではリソースの分散を避け、開発インフラの共用・研究資源の効率的利

用と専門家の情報交換を目的とする水素・燃料電池産業クラスターを形成、その後、徐々

に国際的な協力も視野に入れたネットワーク化を図る構想である。  
NOW の経営責任者には燃料電池開発の経験を有する研究者が任命され、監査は連邦政

府が担当、経営方針を策定する評議会は産業界、政界および研究機関の代表者で構成され

ている。事業部門は「定置式システム」、「モバイル・システム」、「特殊応用分野」と「水

素インフラ」の 4 部門である。  
 

                                                 
1 連邦政府「ドイツ・ハイテク戦略」（Hightech-Strategie für Deutschland）の連邦政府燃料戦略

（Kraftstoffstrategie der Bundesregierung）の一部を構成する。 
2  Public Private Partnership 
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輸送分野の事例：クリーンエネルギー・パートナーシップ事業の拡大発展 
 
輸送分野での技術開発・実証事業は 2010 年までの第一期と 2011 年から 2016 年までの

第二期に分けて実施され、第一期は既存技術の改良発展期、第二期は市場向け製品開発の

ための実証期間とされている。 
この分野の研究開発目標には水素エンジン・燃料電池の開発のほか、自動車用水素供給

インフラの整備、規格・標準化なども含まれている。現在実施されている実証段階の中心

的な事業はベルリンおよびハンブルク市の公共交通機関、国内の主要自動車メーカー、電

力・石油産業界が参加して 2002 年にスタート（実証事業は 2004 年に開始）したクリーン・

エネルギー・パートナーシップ（CEP）事業（ベルリン市、ハンブルク市）である。CEP
事業での水素動力車両の走行距離はすでに 50 万 km に達し、水素が日常の交通機関に利

用できることが実証されている。事業は当初 5 年間の予定で開始されたが 3、連邦政府の

取り組みの本格化により計画を拡大発展させることが決定した。 
今後の開発テーマは、①再生可能エネルギーにより生産された水素の交通分野での利用、

②特殊なサポートなしで運行される実証車両数の 40 台までの増加、③水素バスをベルリ

ン市、ハンブルク市に、より広範囲で導入すること、④燃料ステーションの増設、これら

を 2010 年までに実現する計画である。さらに 2011 年から 2016 年の期間にはベルリン・

ハンブルク地域での経験をもとに、パートナーシップをスカンジナビア諸国にも拡大する

計画となっている。 
 

表 1：CEP 実証事業に使用されている水素燃料・燃料電池車両 
メーカー、型式 動力 水素タンク（航続距離、km） 

BMW, Hydrogen 7 内燃機関、12 シリンダー 
（192 kW） 

液体水素 8kg（200 km） 
＋ガソリン（500 km） 

Daimler, A クラス 
F-Cell 

燃料電池＋モーター（65 kW） 水素（350 bar、170 km） 

Ford, Focus 
Brennstoffzelle 
Hybrid 

燃料電池＋モーター（68 kW） 水素（350 bar、300 km） 

GM/Opel, 
HydroGen4 

燃料電池＋モーター（73 kW） 水素（700 bar、320 km） 

Volkswagen,  
Touran HyMotion 

燃料電池＋モーター（85 kW） 水素（350 bar、160 km） 

ベルリン交通 
BVG） 

燃料電池＋モーター（14 台）、内燃機関（1 台） 

ハンブルク高架鉄道

（Hochbahn 社） 
燃料電池バス（9 台） 

                                                 
3  過去の経緯については NEDO 海外レポート NO.993 の下記記事を参照。 
「欧州におけるエネルギー研究の現状と展望－水素・燃料電池－」

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/993/993-01.pdf 
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出典： 
連邦交通建設都市開発省／NIP プログラムの紹介 
http://www.bmvbs.de/-,302.959574/Nationales-Innovationsprogramm.htm   
NOW 社ホームページ 
http://www.now-gmbh.de  
CEP 事業ホームページ 
http://www.cep-berlin.de/  
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【燃料電池・水素特集】政策 

 
水素・燃料電池技術開発の推進(英国) 

－ビジネス・企業・規制改革省 1のウェブページより－ 
 
1. 概観 
水素と燃料電池は相互に関連してはいるが別々の技術であり、これらの技術により CO2

排出量の削減（究極的にはゼロエミッションの実現）やエネルギー安全保障の強化が促進

される可能性がある。 
 

水素は電力などと同様にエネルギー担体 2 であるため、その生産には一次エネルギー源

が必要である。水素の生産に利用できる資源は、石炭や天然ガスなどの化石燃料、風力、

水力、バイオマスなどの再生可能エネルギー、あるいは原子力など多岐にわたる。水素は、

水素用内燃エンジン、ガスタービン、または燃料電池を使って電気および熱に変換するこ

とができる。 
 
燃料電池は、水素（あるいは水素を豊富に含んだガス流）を電気化学的な反応によって

電気や熱に変換する装置であり、排出されるものは水（あるいは蒸気）のみである。燃料

電池の利用形態には、定置用燃料電池による発電や、分散型・小規模熱電併給システム

(Combined Heat and Power：CHP)3、ポータブル電源、輸送用燃料電池（内燃エンジン

の代替）などがある。これらの技術は現在実証段階にあるが、現行の技術に取って代わる

ためには未だ大きな技術的・経済的障壁を乗り越える必要がある。商業化が期待できる時

期はそれぞれの利用形態によって異なり、ポータブル電源や遠隔電源などが 初に、定置

用電源と CHP が次に、そして輸送用燃料電池が 後に商業化されることになると想定さ

れる。 
 
 
2. 政府の方針 
2.1 水素 
 水素のエネルギーチェーン 4 が多数生まれれば 2030 年までにコスト競争力のある方法

で CO2排出量を削減することが可能になるということ、またその実現のためには今から取

り組みを開始しなければならないということを英国政府は認識している。これらは、2004
年 12 月に発表された英国貿易産業省(Department of Trade and Industry：DTI)の委託報

                                                 
1 BERR：Department for Business Enterprise & Regulatory Reform 
2 エネルギー担体：エネルギーを運ぶ物質。 
3 http://www.berr.gov.uk/energy/environment/efficiency/chp/index.html 
4 エネルギーチェーン：エネルギー資源の供給からエネルギーの輸送、消費に至るまでのエネルギー連鎖全体

の流れ。 
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告書によって明らかになった 5。政府はこの報告書に対する回答として 2005 年 6 月に文書

を発表し、これらの結果を受け入れた 6。 
 
2.2 燃料電池 
 定置用燃料電池による発電や CHP、ポータブル電源、輸送用燃料電池などといった用途

で燃料電池の利用が進めば、CO2排出量の削減やエネルギー安全保障の強化に役立つ多く

の機会が生まれることになるという考えの下、英国政府は新興部門である燃料電池部門の

発展を促進している。このような取り組みには、たとえば、産業部門による研究開発を支

援する「技術プログラム(Technology Programme)」などの実施、独立した事業者団体とな

った Fuel Cells UK7 への支援、低炭素と燃料電池技術(Low Carbon and Fuel Cell 
Technology：LCFC)知識移転ネットワーク(Knowledge Transfer Network：KTN)8の設立、

低炭素自動車および燃料電池に関する中核的研究拠点(Low Carbon Vehicles and Fuel 
Cell Centre of Excellence：Cenex)9の設立などがある。 
 
3. 支援プログラム 
3.1 実証 

水素・燃料電池技術の実用化を目指すには、現実に即した状況下で実証試験を行うこと

が重要である。また、エンドユーザーのニーズを満たす技術を実現するとともに、更なる

研究開発が必要な問題を特定する必要がある。「水素・燃料電池・炭素削減技術プログラム

(Hydrogen, Fuel Cells, and Carbon Abatement Technologies Demonstration 
Programme：HFCCAT)10」は、現実に似せた状況でシステムの一部あるいはシステム全

体の実証試験を行うことを目的とした 4 年間のプログラムである。プログラム全体の予算

は 5,000 万ポンドであり、うち水素・燃料電池技術には 大で 1,500 万ポンドの予算が割

り当てられている。2006 年 10 月には 初の公募が行われ、その後の審査により 5 つのプ

ロジェクトに対して BERR から約 500 万ポンドの助成が行われることが決定した。第二

回目の公募についても、今後発表される予定である（同プログラムについての詳細は：

http://www.hfccat-demo.org/）。 
 
今後、水素および燃料電池の実証プロジェクトに対する BERR の支援は、環境変革基金

                                                 
5 A strategic framework for hydrogen energy in the UK - final report, URN 04/2040 

http://www.berr.gov.uk/files/file26737.pdf 
この報告書では、原料や利用形態などに応じてさまざまな水素エネルギーチェーン・モデルを提示・分析す

ることにより、2030 年までに実現しうる水素社会の可能性が示されている。 
6 Hydrogen Energy Strategic Framework for the UK – the Government response, URN 05/1301 

http://www.berr.gov.uk/files/file26736.pdf 
7 http://www.fuelcellsuk.org/Default.htm 
燃料電池の開発・実用化を促進するために DTI の支援を受けて 2003 年に設立された組織。 

8 http://fcf.globalwatchonline.com/epicentric_portal/site/FuelCellsForum/?mode=0 
9 http://www.cenex.co.uk/ 
10 http://www.berr.gov.uk/energy/environment/etf/hfccat/page45482.html 
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(Environmental Transformation Fund：ETF)11の国内助成の一部として実施されること

になる。 
 
 
3.2 研究開発 
 ゴードン・ブラウン政権の発足に伴う省庁改編により、研究会議(Research Councils)12の

支援する基礎研究と技術戦略会議(Technology Strategy Board)13の支援する産業界におけ

る共同研究開発は、イノベーション・大学・職業技能省(Department for Innovation, 
Universities and Skills：DIUS)14の管轄となった。同時に、エネルギー技術研究所(Energy 
Technologies Institute)15もまた DIUS の管轄となった。 
 
3.3 国際的な活動 
英国は欧州水素・燃料電池テクノロジープラットフォーム(European Hydrogen and 

Fuel Cell Technology Platform：HFP)16に積極的に参加しており、欧州委員会による「燃

料電池・水素ジョイントテクノロジーイニシアティブ(Fuel Cells and Hydrogen Joint 
Technology Initiative17)」の提案を歓迎している。また、「水素経済のための国際パートナ

ーシップ(International Partnership for the Hydrogen Economy：IPHE)18」および国際

エネルギー機関 (International Energy Agency： IEA)の水素実施協定 (Hydrogen 
Implementing Agreement：IEA/HIA)19に加盟している。 
 

翻訳：桑原 未知子、編集：NEDO 研究評価広報部 
 
出典： 
http://www.berr.gov.uk/energy/sources/sustainable/hydrogen-fuel-cells/page25586.html  
http://www.berr.gov.uk/energy/sources/sustainable/hydrogen-fuel-cells/hydrogen/page26734.html 
http://www.berr.gov.uk/energy/sources/sustainable/hydrogen-fuel-cells/fuelcells/index.html  
(© Crown copyright 2008) 

                                                 
11 http://www.berr.gov.uk/energy/environment/etf/page41652.html 
12 組織内部での研究や外部への研究助成、また公的機関向けの政策提言や意見書の提出などを行う非省庁公的

機関(Non-Departmental Public Body)。英国には現在 7 つの研究会議が存在している。 
13 http://www.innovateuk.org/ 
14 http://www.dius.gov.uk/ 
15 http://www.energytechnologies.co.uk/ 
16 http://www.hfpeurope.org/ 
17 Joint Technology Initiative：FP7 で導入された民間が主導する官民のパートナーシップ。欧州委員会は、

「燃料電池・水素ジョイントテクノロジーイニシアティブ」の枠組みの中で 2013 年までに 4 億 7,000 万ユ

ーロを拠出する予定である。 
18 http://www.iphe.net/ 
19 http://www.ieahia.org/ 
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【燃料電池・水素特集】インフラ 輸送分野 

 

 
水素および燃料電池利用に関する 近の話題（イタリア） 

 
プーリア州における水素燃料供給網の建設計画 

 
本年 4 月 10 日、「イタリア南部のプーリア州に 5 ヵ所の水素燃料供給ステーションを１

年あまりで試験的に建設する」との計画が、Pecoraro 環境相（当時）と Vendola プーリア

州知事の間で調印された。本計画で主に供給されるのは、ハイドロメタン（メタン 70％、

水素 30％からなる混合物）である。イタリアでは既に、メタンを燃料とする自動車が 60
万台使用されているが、ピサ大学および消防当局の報告によると、この中で、 近 2 年間

に導入された車両であれば、このような混合物を燃料として使用する場合においても、エ

ンジンに改造を施す必要はほとんどない上、安全面でも何ら問題がないとされている。ま

た今回の計画では、「ハイドロメタンに加え、純粋な水素およびメタンの充填も可能にす

る」とのことである。 
供給される水素は、それぞれの地域において高効率の太陽光発電装置および風力発電装

置から得られたエネルギーを用いて水を電気分解することにより生成されたものが使用さ

れる。イタリアでは 2007 年、トスカーナ州コッレサルヴェッティ市のフィレンツェ-ピサ

-リヴォルノ高速道路沿いに、太陽光発電パネル（20 kW）および風力発電装置（20 kW×

3）によるエネルギーを用いた商業的水素燃料供給ステーションが、200 万ユーロを投じて

開設されている。 
プーリア州はもともと、代替エネルギー利用という点では、イタリアの中でも先進的な

地域として知られていた。同州では本計画と平行して、例えば、ノーベル賞を受賞した

Rubbia 博士による太陽エネルギー利用計画も推進されている。また、同州バリ県のモノ

ポリ市には 2006 年、新エネルギー関連の教育研究施設である l’Università dell’idrogeno
（水素大学）が設置されており、本計画の実施にあたっても、技術面での協力を担うこと

になる。 
今回の水素燃料供給網建設に要する費用は 500 万ユーロであり、発表当初の計画では、

イタリア環境省が 300 万ユーロ、プーリア州参事会が残りの 200 万ユーロを負担するとの

ことであった。しかしながら、7 月下旬になって政府側から 4 月の調印内容を見直すとの

発表があり、環境省からの出資が取り消されることになった。この突然の決定に関してプ

ーリア州側は、とりわけ出資取り消し理由に関する説明が一切なかったことに対して批判

的なコメントを発表する一方で、中央政府からの出資が得られない場合、州独自の財源で

実施する旨を Frisullo 副知事が明らかにしている。したがって、計画の遂行自体に影響は

なく、当初の予定通り、2009 年末には水素燃料供給網が完成すると見込まれている。 
昨今の原油高に伴う原油消費国から産油国への所得移転額が全世界で 200 兆円、そのう

ち日本だけでも 24 兆円にも上ると試算されていることに鑑みると、水素燃料実用化はま
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だ緒に付いたばかりとはいえ、プーリア州における石油エネルギー依存からの脱却を目指

した今回の水素燃料供給網建設の試みには、少なからぬ期待を寄せざるを得ないといえよ

う。 
 
Faam 社製水素自動車の北京オリンピック公式車両への採用 

 
先日閉幕した北京オリンピックにおいて、Faam 社製水素燃料自動車が 1 台、公式車両

として提供された。マルケ州モンテルッビアーノ市に拠点を置く同社は、各種バッテリー

のほか電気自動車、メタン自動車、電動スクーターの製造を行っているが、96 年からは中

国に進出しており、現在、中国国内における産業用バッテリー市場において 4％のシェア

を占めるまでになっている。また、2000 年以降、燃料電池の研究開発にも取り組んでいる。 
今回提供された車両は SMILE H2 という名称のもので、アンコーナ工科大学の協力の

もと、同社製の電気自動車SMILEを改造して製造された。2人乗りで 高速度が50km/h、
大積載重量 400kg、価格は 15 万ユーロである。オリンピックにおいては、通常仕様の

SMILE34 台とともに、関係者の移動のほか、大気汚染物質のモニタリング、マラソン競

技での伴走などに使用された。 
 
ジュネーヴモーターショーにPininfarina社が燃料電池/リチウムイオンバッテリー併用車

を出展 
 
本年 3 月に開催されたジュネーヴモーターショーにおいて、Pininfarina 社は燃料電池

を利用した新たなコンセプトカーを発表した。Sintesi と名づけられたこの 4 人乗りの 4
ドアスポーツセダンには、ホイール部に、固体高分子型燃料電池、リチウムイオンバッテ

リーパック、ホイールインモーター/発電機、電子制御装置からなる Nuvera 社製の

Quadrivium 型駆動装置が配置されている。 
各ホイールに対しては、燃料電池によって 20kW ずつ、合計 80kW の出力が供給される

のに加え、加速時等にはバッテリーによって各ホイールあたりスポーツモードの場合で

20kW、合計 80ｋW の出力がさらに追加される仕組みとなっている。また、回生制動時に

は、バッテリーによって電気エネルギーが回収される。各ホイールあたりの馬力は 91.2
馬力、トルクは 92.8 kgf m であり、 高速度は 248km/h を達成している。 

ホイール部に駆動装置を設置することによるメリットとして同社会長 Andrea 
Pininfarina 氏は、車体形状の空力特性を犠牲にすることなく余裕のある室内空間を確保

することが可能になる点を挙げている。実際、Sintesi では 0.27 という Cx 値が達成され

ていると同時に、搭乗者をまず第一に考え搭乗者の周りに機器を配置することを旨とした

Liquid Packaging という設計思想も実現されている。さらに、効果的な重量配分、低い重

心、高い操縦性能といったスポーツカーに求められる諸特性も確保されている。 
Sintesi にはまた、Nuvera 社製の STAR （Substrate Transportation Autothermal 

Reformer）と呼ばれる車載型改質装置が積載されている。これは、外部から取り入れた空
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気および燃料電池から排出された水を用いて、ガソリン、エタノール、ディーゼル油、バ

イオディーゼル油などのさまざまな液体燃料から水素を生成するシステムである。同装置

と Quadrivium 型駆動装置を組み合わせることにより燃費は 19.88km/ℓ を達成しており、

40.5ℓ の燃料タンクを満タンにすることで約 800km の走行が可能である。また、CO2 排

出量は 78g/km という素晴らしい値となっている。 
 
出典 
 
水素燃料供給網関係 
・Antonio Cianciullo, “Nasce in Puglia l'Italia ad idrogeno Con Rifkin per l'energia 
pulita”, 2008.4.10,La Repubblica  
http://www.repubblica.it/2008/04/sezioni/ambiente/rifkin-idorgeno-italia/rifkin-idorgen
o-italia/rifkin-idorgeno-italia.html 
・Paolo Viotti,, ”Auto a idrogeno, via ai primi distributori”, 2008.4.11, La Repubblica, 
http://bari.repubblica.it/dettaglio/Energia-nasce-in-Puglia-lItalia-ad-idrogeno/1443979
?ref=rephp 
・“Puglia:la prima rete di distributori a idrogeno”, 2008.4.10, Rinnovabili.it 
http://www.rinnovabili.it/pugliala-prima-rete-di-distributori-a-idrogeno-500654 
・“Bari –  Università dell'idrogeno: nucleare non è soluzione”, 2008.5.22, La Gazzetta 
del Mezzogiorno 
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/GdM_dallapuglia_NOTIZIA_PROV_01.asp?ID
Categoria=292&IDNotizia=203513 
・“Stazione di servizio Agip di Grecciano: impianto esemplare per l'idrogeno, ma ad un 
anno dalla sua inaugurazione consente il rifornimento solo a metà delle auto 
alimentate a metano”, 2007.8.29, Nove.Firenze.It 
http://www.nove.firenze.it/vediarticolo.asp?id=a7.08.29.14.38 
・Federico Lazzotti, “Il pieno grazie. Di idrogeno”, 2006.7.20, La Repubblica 
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2006/07/20/il-pieno-grazie-di
-idrogeno.html 
・“Losappio: "Governo sterilizza accordi su idrogeno e termodinamico solare"” 
2008.7.21, プーリア州公式サイトプレスリリース 
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=pressregione&opz=display&id=4977 
・Francesco Strippoli , “Puglia a idrogeno, la Regione dribbla i tagli”, 2008.7.22, 
Corriere del Mezzogiorno 
http://www.tarantosociale.org/tarantosociale/a/26844.html 
・「原油価格１４０ドル継続なら、産油国へ所得流出２００兆円――日本、ＧＤＰの５％」、

2008.6.28、日本経済新聞朝刊 
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Faam 社関係 
・Faam 社公式サイト 
http://www.faam.com 
・ Rita Fatiguso, “ La maratona sarà seguita da veicoli elettrici made in 
Italy”, ,2008.8.23, Il Sole 24 Ore  
http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Sport/2008/08/maratona-lizza-smile.shtm
l?uuid=239e9c68-712a-11dd-8448-faab88a02500&DocRulesView=Libero 
・Trovato Isidoro,  “Olimpiadi, l' Italia che ha già vinto”, 2008.7.23, Corriere della 
Sera 
http://archiviostorico.corriere.it/2008/luglio/23/Olimpiadi_Italia_che_gia_vinto_co_9_0
80723024.shtml 
・”Smile a Idrogeno Dalle Marche alle o;ompiadi di Pechino”, 2008.4.1, Quattroruote 
http://www.quattroruote.it/news/articolo.cfm?codice=130506 
Pininfarina 社関係 
・Piero Bianco, “innovazione in Sintesi”, 2008.3.16, La Stampa 
http://www.lastampa.it/redazione/cmsSezioni/motori/200803articoli/31139girata.asp 
・Bill Siuru , “Wild Pininfarina Fuel Cell Sports Sedan” , Green Car Journal 
http://www.greencar.com/features/pininfarina-sintesi/ 
・Pininfarina 社公式サイト内 Sintesi スペック詳細 
http://www.sintesi.pininfarina.com/features_technical_specifications.html 
・Nuvera 社公式サイト内 Sintesi 紹介ページ 
http://www.nuvera.com/products/androm_video.php 
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【燃料電池・水素特集】輸送分野 

 

輸送分野の水素・燃料電池推進に関する新戦略（デンマーク） 
 
デンマークは 2008 年 2 月、「輸送分野における水素/燃料電池の推進に関する新戦略」

（National strategy for Danish development of hydrogen and fuel cells for transport 
purposes（2008-2025））を発表した。 

同国は 2004 年、Danish Energy Authority において水素技術に関する戦略策定作業を

開始し、2006 年秋にデンマークの産業界、大学、公的研究機関、政府/地方自治体関係者

などから構成される水素・燃料電池開発推進組織「デンマーク水素・燃料電池パートナー

シップ」（the Danish Hydrogen and Fuel Cell Partnership）を立ち上げた。 
そして 2007 年 1 月には同パートナーシップ内に輸送戦略グループを組織し、以来輸送

分野における水素/燃料電池の推進に関する新戦略の策定作業を行ってきた。この戦略の根

底には、再生可能エネルギーから水素を製造することにより温室効果ガス削減に寄与し、

同国技術の優位性を確立する狙いがある。 
 
この戦略策定作業のアウトプットは、2008 年から 2025 年に実施される輸送分野におけ

る水素・燃料電池関連の技術開発計画である。内容は、水素・燃料電池技術の研究開発、

実証試験に関するものとなっている。 
同国の全エネルギー消費量の 25％、石油消費量の 65％を占める輸送分野において、水

素インフラ下の燃料電池/バッテリーハイブリッドシステムを構築し、温室効果ガスの大幅

削減、石油依存度の世界水準までの低下、を目指す。同時に、デンマークの当該分野の技

術的優位性を確立し、この分野における新たなビジネス展開のポテンシャルを高めること

を目的としている。 
具体的には、2015 年までの目標として、フォークリフト輸送、車椅子などのニッチ市場

における水素/燃料電池ハイブリッドシステムの開発、商業化の達成が挙げられている。こ

れらの実績を積むことで、2025 年頃に想定されている欧州全域、あるいは世界的な水素イ

ンフラの普及により成立する燃料電池ハイブリッド輸送市場において、デンマーク企業が

絶対的な優位に立つことが本計画の狙いとなっている。 
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                            出典 ④ 

図 1 ニッチ市場を狙ったデモ車 
                        

また、ニッチ市場における技術開発を先行させることで、水素・燃料電池に関する EU
プロジェクトに、同国の各機関が主体的に参画する機会を拡大することも可能となる。 
 一方、デンマークの電力会社 TRE-FOR は、太陽電池/燃料電池のハイブリッド実証プラ

ントをユトランド半島のコリング市にある本社に設置する計画を、2008 年 5 月 7 日に発

表した。同社は、南ユトランド半島の 12 万 8,000 戸の家庭へ電気、飲料水、暖房を供給

している。 
 TRE-FOR 社は、2007 年に燃料電池、および、その応用システムを専門とする会社「IRD 
Fuel Cells A/S」に対し 4,200 万 DKK（デンマーク・クローネ）を投資しており、同分野

へ積極的に参画している。IRD Fuel Cells A/S は、前述の「輸送分野における水素/燃料電

池の推進に関する新戦略」を策定した輸送戦略グループを構成する機関である。 
 太陽電池/燃料電池のハイブリッド実証プラントは、TRE-FOR 本社ビルの屋根に設置さ

れる太陽電池プラントと IRD Fuel Cells A/S の 5 台の燃料電池から構成されている。太陽

電池によって水を酸素と水素に分解し、水素を燃料電池に供給し、本社の暖房と電気の一

部を賄う。 
このシステムは、2009 年にコペンハーゲンで開催される COP15 を意識したもので、同

社の「持続可能なエネルギーを生産し、地球環境に貢献するエネルギー企業」というブラ

ンドを高めることを狙っている。同社は、COP15 の前後に海外の多くの訪問者が訪れる

コペンハーゲンにおいて、周辺自治体と組んで魅力的なエネルギー技術パッケージを提供

しようとしている。 
 
（出典） 
①  Risø DTU ウエブサイト 

http://www.risoe.dk/News_archives/News/2008/0227_Brintstrategi.aspx?sc_lang=en 
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② デンマーク政府オフィシャルウエブサイト 
http://www.denmark.dk/en/servicemenu/News/Environment-Energy-Climate-News/
Archives2008/NewStrategyForDevelopmentOfHydrogenAndFuelCellsForTransport.
htm 

③ デンマーク政府オフィシャルウエブサイト 
http://www.denmark.dk/en/servicemenu/News/Environment-Energy-Climate-News/
Archives2008/TREFORToInstallSolarCellAndFuelCellDemonstrationPlant.htm 

④ EU ウエブサイト 
http://www.h2moves.eu/regions/denmark_western.html 
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【燃料電池・水素特集】水素貯蔵 
 

DOE は長期的な水素自動車開発のために 1,530 万ドルを提供(米国) 
 
米国エネルギー省(DOE)のクラレンス H.オルブライト Jr 次官は、10 件の費用共有水素

貯蔵研究開発プロジェクトの選定を発表した。同プロジェクトは、年間予算に従って、5
年間にわたり 1,530 万ドルまでを提供する。 

 
このプロジェクトは、水素燃料電池のための研究開発(R&D)であり、12 億ドルを充てた

ブッシュ大統領の水素燃料イニシアティブの一部である。このプロジェクトはまた、自動

車、家庭および産業に動力を供給する方法の変更により、米国の外国エネルギー資源への

依存度を減らす大統領の先進エネルギーイニシアティブを支援する。 
 
「自動車向けの水素と燃料電池技術の利用を研究し向上させることは、米国の長期的な

優先事項である。継続的な投資により、水素は、自動車へのエネルギー供給方法を根本的

に変え、温室効果ガス排出量削減を支援する可能性がある」とオルブライト次官は語った。 
 
国民に将来の水素自動車像を見せる機会となる 13 日間の国内横断旅行（水素ロードツ

アー）のワシントン D.C.停留所で、オルブライト次官はこの発表を行った。DOE と米国

運輸省は、この水素ロードツアーを後援しており、2008 年 8 月 11～23 日の間に、メイン

州ポートランドから、カリフォルニア州サンタモニカへ移動する。メーカー9 社からの実

証水素自動車が、米国全域の 18 州にある 31 停留所を回るこのツアーに参加する。 
 
DOE の水素、燃料電池および基盤技術プログラムは、水素技術の長期的成熟を可能に

することを支援している。選定されたプロジェクトは、消費者が満足する燃料電池車の長

い航続距離と性能を可能にする水素貯蔵技術の開発に取り組む。プロジェクトは、斬新な

水素貯蔵合金の開発、水素貯蔵合金再生の効率的方法の開発、および室温水素貯蔵を可能

にするために、水素結合エネルギーを増加させるアプローチを含む。 
 
これらのプロジェクトは、DOE の全米水素貯蔵プロジェクトの一部となり、それはさ

らに 3 ヵ所の中核的研究機関および他の独立したプロジェクトを含む。DOE の自動車用

水素貯蔵の活動は、輸送容器と費用の制約条件内で、まず 300 マイルを越える航続距離を

可能にすることを目標にしている。 
 
DOE は、年間予算に従った 1,530 万ドル以内の政府費用分および 300 万ドルの応募者

費用共有の合計と、合計およそ 1,800 万ドルで現在計画されている 10 件の費用共有プロ

ジェクトの条件を取決める。 
 
プロジェクト助成に選ばれた機関は次のとおりである： 
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－ロスアラモス国立研究所(ロスアラモス、ニューメキシコ州) 

水素吸着材の水素結合エネルギー増加に電場を使用する斬新な概念、230 万ドル以内 
 
－ノースウェスタン大学(エヴァンストン、イリノイ州) 

水素貯蔵のための斬新な多成分金属水素化物ベース混合物の設計、220 万ドル以内 
 
－ノースウェスタン大学(エヴァンストン、イリノイ州) 

金属ドーピングによる増加した水素結合エネルギーを持つ斬新な水素吸着材、130 万ド

ル以内 
 
－オハイオ州立大学(コロンブス、オハイオ州) 

ホウ素ベース金属水素化物を使用した可逆的高容量水素貯蔵合金の開発、110 万ドル 
 
－ペンシルベニア州立大学(ユニヴァーシティーパーク、ペンシルバニア州) 

水素吸着材として使用する斬新なナノ多孔性材料の開発、150 万ドル以内 
 
－U.S. ボラックス社(グリーンウッドビレッジ、コロラド州) 

使用済み水素キャリヤ再生用化学物質の高効率プロセスの開発、60 万ドル以内 
 
－ミズーリ州立大学(コロンビア、ミズーリ州) 

水素吸着材として使用するトウモロコシの穂軸から作られたホウ素置換大面積炭素材

料の開発、190 万ドル以内 
－オレゴン大学(ユージーン、オレゴン州) 

液体水素キャリヤとして使用する斬新なホウ素や窒素置換環式化合物、64 万ドル以内 
 
－カリフォルニア大学ロサンジェルス校(ロサンジェルス、カリフォルニア州) 

水素結合エネルギーの増加用に、軽金属注入に基く斬新な水素吸着材、170 万ドル以内 
 
－サンディア国立研究所(リバモア、カリフォルニア州) 

ナノサイズ粒子の安定化による調整可能熱力学を備えた材料の開発、200 万ドル以内 
 

DOE 水素プログラムおよび全米水素貯蔵プロジェクトに関する詳細は、 
http://www.hydrogen.energy.gov/ 
水素ツアーデータ表：http://www.energy.gov/media/Hydrogen_Tour_Fact_Sheet.pdf 

 
出典：http://www.energy.gov/news/6480.htm 
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【燃料電池・水素特集】水素インフラ 

 
カリフォルニア初のガソリンスタンド併設水素ステーション(米国) 

 
シェル・ハイドロジェン社とゼネラルモーターズ(GM)社は、6 月末、西ロサンゼルスに

あるシェルのガソリンスタンド内に水素燃料補給設備を開設した。ガソリンスタンド併設

型の水素ステーションが設置されたのはカリフォルニア州では今回が初めてであり、米国

全体でもこれが 2 つめとなる。シェルと GM は 2004 年に今回と同様の施設をワシントン

DC に設置している。今回開設された施設では、ロサンゼルス市水道・電力局から購入し

たグリーン電力を利用し、電気分解を行うことによって水素を生産する。この施設はシェ

ルが米国内に開設した 3 つめの水素ステーションであり、米国エネルギー省(DOE)による

水素自動車と基盤技術の実証プロジェクト (Hydrogen Vehicle and Infrastructure 
Demonstration and Validation Project)の一環で設置された。 
 
サンタモニカ大通りに位置するこの新しい水素ステーションは、主にシボレー

(Chevrolet)のプロジェクト・ドライブウェイ(Project Driveway)というテストプロジェク

トの参加者によって利用されることになる。このテストプロジェクトは、燃料電池が搭載

されたシボレー・イクイノックス 100 台を顧客に提供し、実社会の中で利用してもらうと

いう試みである。同プロジェクトはロサンゼルス、ニューヨーク市、ワシントン DC の三

都市で実施されており、有名人、メディア関係者、政府関係者（DOE でも一台使用中）、

ビジネス・パートナー、そしてオンラインで登録した一般の顧客などが参加している 1。 
 

GM はまた、ロサンゼルス国際空港の近くに水素ステーションを設置する取り組みを

Clean Energy 社と共同で進めている 2。この施設は夏の終わりから秋の初め頃に開設され

る予定であり、これが実現すれば、プロジェクト・ドライブウェイの参加者が利用できる

燃料ステーションがひとつ増えることになる。全米水素協会 (National Hydrogen 
Association：NHA)によれば、現在米国では 61 ヵ所の水素ステーションが稼働しており、

さらに 37 施設の開設が予定されているという 3。 
 

翻訳：桑原 未知子 
 
出典：California Gains its First Combined Hydrogen and Gasoline Station 

http://www.eere.energy.gov/states/news_detail.cfm/news_id=11859 

                                                 
1http://media.gm.com/servlet/GatewayServlet?target=http://image.emerald.gm.com/gmnews/viewmonthly

releasedetail.do?domain=3&docid=46664 
2 http://www.cleanenergyfuels.com/0108/6-11-08.html 
3 NHA の水素ステーション・データベース 

http://www.hydrogenassociation.org/general/fuelingSearch.asp 
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【燃料電池・水素特集】電気自動車 ハイブリッド自動車 燃料電池・水素 
 

プラグイン電気自動車 2008－ワシントンの役割は何か（米国） 
ブルッキングズ研究所とグーグル社が共催したセミナーの報告 

 
 NEDO ワシントン事務所 松山貴代子 

 
はじめに 

 
ブルッキングズ研究所（Brookings Institute）とグーグル社の RechargeIt.org1が共催

で、2008 年 6 月 11 日と 12 日の二日間、首都ワシントンにおいて「プラグイン電気自動

車 2008：ワシントンの役割は何か」というセミナーを開催した。 
同セミナーには、Lamar Alexander 上院議員（共、テネシー州）、John Dingell 下院議

員（民、ミシガン州）、Jay Inslee 下院議員（民、ワシントン州）等の連邦議員、エネルギ

ー省や連邦エネルギー規制委員会（FERC）等の政府代表、フォード、GM、トヨタ、A123 
Systems 社等の産業界代表、エジソン電気協会、電力研究所（EPRI）や PG&E 社といっ

た電気事業の代表、天然資源防衛委員会（NRDC）、エネルギー安全保障リーダーシップ

審議会（Energy Security Leadership Council）等の非営利団体、Center for American 
Progress といったシンクタンクの代表等、約 30 名がスピーカーやパネリストとして参加

した。 
 
ここでは、上院共和党議員総会議長（Senate Republican Conference Chairman）であ

る Lamar Alexander 上院議員、下院エネルギー・商業委員会委員長の John Dingell 下院

議員、GM 北米事業部門社長の Troy Clarke 氏の発言、および、6 月 12 日に行われたパネ

ルディスカッション「プラグイン自動車の実現を目指す連邦政策」の概要を報告する。 
 
1. 発言概要 
  
 1.1 Lamar Alexander 上院議員（共和党、テネシー州）の発言 
 

• 米国には膨大な夜間の未利用電力容量がある。米国 大の公営電気事業であるテネ

シー川流域開発公社（TVA）の夜間未利用電力容量は 7～8 基の原子力発電所に相当

し、TVA 地区で も重要な未利用資産と言える。この未利用資源に関する市民啓蒙

として、Bud Cramer 下院議員（民主党、テネシー州）と私は 6 月 16 日にナッシ

ュビルで「プラグイン電気自動車はガソリン価格高騰に対する一解決策となるか？」

という質問を中心とした公聴会を開催予定である。 

                                                 
1 RechargeIt.org は、CO2 排出の削減；石油消費の削減；プラグイン電気自動車導入促進による配電網の安定

化、を目的とするグーグル社のイニシアティブ。 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1029,  2008.9.17 

64 

• 米国には、クリーンエネルギーのためのマンハッタン・プロジェクトが必要である。

その課題の一つは 5 年以内に電気自動車を一般に普及させることである。 
• 連邦政府が行いうる適切な措置 

1)  昨年議会が可決し法制化した条項に基づき、燃費基準を引上げる。 
2)  低炭素燃料基準を設定する。 
3)  連邦政府の購入する車両の数パーセントを電気自動車と定める。 
4)  国立研究所や新設されるエネルギーDARPA を介した、リチウムバッテリー研究

の支援 
5) スマート・メーターの加速償却： 夜間充電コストは 1～2 ドルながら、朝 4 時

から 10 時までは若干のプレミアムがかかることを国民に啓蒙することで、発電

所を新設しなくとも大部分の車両に電力を供給できる可能性がある。  
6) 炭素回収： 自動車への電気供給では、化石燃料を燃焼しない未来が望ましいも

のの、それは未だ先のことである。今後も引き続き石炭を燃焼するのであれば、

炭素隔離（地中貯留だけでなく、藻を利用した解決策他）は必要不可欠となる。 
7)  税控除 
8)  プラグイン電気自動車に関しては数多くの提案が出されているが、これについ

ての私のメッセージは、「一致協力すべき時期にある」ということ。 
 
 1.2 John Dingell 下院議員（民主党、ミシガン州）の発言 
 

• 米国のエネルギー未来に関する事実 
o 我が国の石油依存は、国家安全保障問題である。 
o 石油の需要は一時的に低迷してはいるが、長期的にみると増加の一途である。 
o 米国の石油供給業者や精製業者は自然災害や事故に弱い。 
o 気候変動に対応する必要がある。 

• 上記から辿り着く結論は、石油消費削減とエネルギー使用合理化を図る必要がある

ということ。 
• 石油代替燃料、石油に依存しない新技術を開発・導入する必要がある。 

o この達成方法の一つが規制である。昨年成立した「エネルギー自立及びエネル

ギー安全保障法」は企業平均燃費（CAFE）基準を引き上げたが、これは完璧な

ツールとは言えない。政治の観点からして、中東からの輸入ガソリンで 1 ガロ

ンあたり 40 マイル走行する車と、国産の炭素ニュートラルなバイオ燃料で 1 ガ

ロンあたり 25 マイル走行する車のどちらがベターであるのか？個人的には、包

括的な気候変動法案との関連で、より優れた制度（低炭素燃料基準、等）の策

定を望む。 
o 燃費向上では、規制や法律よりも市場力の方が有効である。第二次オイルショ

ック時の 1979 年から 1980 年の一年間で燃費は 15%改善したが、これは消費者

が燃費の優れた車両を要求し、購入した結果であった。今回も同様に消費者が



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1029,  2008.9.17 

65 

反応している。2008 年 5 月には、乗用車が車種別販売台数でトップとなり、現

在はハイブリッド車用のバッテリーが不足している。安いガソリンの終焉とと

もに、米国消費者が燃費の悪い大型車を購入する時代は終わった。 
• 自動車メーカーの間では燃費改善競争が激化。電気自動車とプラグイン・ハイブリ

ッド車の開発がこの競争の重要要素となっている。GM は先週シボレー・ボルトを

2010 年までに市場化すると発表したが、実現すれば、自動車業界は炭素問題を解決

する業界部門第一号となる。 
• GHG（温室効果ガス）排出源の一つである電力業界は、有意義に電気を貯蔵できな

いという問題に直面しているが、スマートグリッド技術を使って自動車のバッテリ

ーに電気を蓄え、これをピーク負荷に使用することが可能だという。電力業界がハ

イブリッド電気自動車の出現に沸き立っているのも一理ある。 
• 電気自動車とプラグイン・ハイブリッド車は自動車業界に革命をもたらすだけでな

く、米国のエネルギーミックスを大改革する可能性がある。一方、電気自動車やプ

ラグイン・ハイブリッド車の利点を考慮すると同時に、自動車の燃料となる電気資

源に注意を払う必要がある。今後 10 年間の販売全車両が電気自動車となった場合は、

炭素排出源をアップストリームに押し上げたにすぎない。新たな電力需要を石炭で

満たすのか？炭素回収・隔離技術は利用可能か？原子力発電に頼るのか？これら全

てに大きなポテンシャルがあると思うが、エネルギー政策審議に対するビジョン、

リーダーシップ、新たな思索を新政権が持ち込むまでは、いずれも法制化には至ら

ないであろう。 
 
 1.3 Troy Clarke GM 北米事業部門社長の発言 
 

• GM は、自動車産業と米国が直面している困難な環境問題の解決に役立つことを喜

ばしく思っている。米国では課題に直面している自動車産業であるが、世界的には

驚異的な成長の真っただ中にある。現在、世界人口の 12%が自動車を所有している

（8 億 2,000 万台）が、中国とインドの人口増加および経済成長に刺激され、自動

車所有率は 2020 年までには少なくとも 15%（10 億台）まで伸びると予想されてい

る。この急成長は、自動車がもっぱら原油に依存している（96%）が故に、安定供

給、地球温暖化、および、国家安全保障といった問題を引き起こしている。 
• GM は、もはや石油供給に依存することは出来ないと認識し、長期的解決策は自動

車の電化にあると確信している点で、他社より傑出している。また、エネルギー・

環境問題に対する有望な解決策が多数あるなか、GM は、①ディーゼル技術の改善、

②バイオ燃料の推進、③ハイブリッド技術の幅広い応用等、多様な分野においても

努力している。 
• GM のハイブリッド技術 

o 現在 5 車種のハイブリッド車ラインアップを今年末には 8 車種とする予定であ

り、2012 年までには 20 車種のハイブリッド車（乗用車、ピックアップトラッ
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ク、SUV）を提供する予定である。 
o GM のハイブリッド参入は市内バスからであったが、サイズや重量の 適化が十

分でない第一世代部品をパッケージする観点から、これは GM にとり適切なス

タートであった。ハイブリッドバスは燃費節減を実証するチャンスであり、過

去 5 年間で 300 万ガロンの燃料を節約し、3 万メトリックトンの二酸化炭素排

出を削減したと推定している。 
o GM は、ハイブリッドバスで得た経験を「2 Mode ハイブリッドシステム」に適

用し、同システムを搭載した、シボレー・タホと GMC ユーコン・ハイブリッド

を既に販売している。近々、キャデラック・エスカレートを発表予定である。

また将来は、現行 SUV の 2 倍の燃費を誇るサターン・ビュー・プラグインハイ

ブリッドを生産する計画である。 
• E FLEX 車（「E」は Electricity、「FLEX」は Flexibility の意味） 

o ハイブリッド車は、電気推進装置の手助けを受けているとはいえ、燃料燃焼自

動車であることには違いない。GM は電気走行車の市場化に向けて努力しており、

多大な資源、時間、エネルギーを投入している。次のステップは、シボレー・

ボルトという E FLEX 車で、走行距離は 40 マイルを見込んでいる。 
o 米国人の 78%の通勤距離が 40 マイル未満 2であることを考慮すると、シボレー・

ボルトが米国の石油依存度に大きな影響をもたらすことは明白である。また、

在来型内燃エンジン車の 1 マイルあたりのコストが 13 セントであるのに対し、

シボレー・ボルトのような電気自動車は 1 マイル 2 セントと算出されており、

所有者にとって大きな節約となる。 
o E FLEX 車実現への鍵は、先進リチウムイオン・バッテリーである。携帯電話

等に使用されるバッテリーと異なり、自動車用では 10 年間 15 万マイルの寿命

を持つリチウムイオン・バッテリーが必要である。シボレー・ボルトの開発で

ユニークな点は、このリチウムイオン・バッテリーの開発を待たずに、同時進

行で自動車設計サイドの作業が進んでいることである。GM 理事会は先頃、ボル

トの製造予算を承認した。GM は、2010 年までにボルトをシボレーのショール

ームに持ち込める 3と信じている。 
• E FLEX の燃料電池版 

o E FLEX の燃料電池版を研究開発中である。燃料電池で継続的に発電するため、

搭載するリチウムイオン・バッテリーが小型ですむ。走行距離として 300 マイ

ルが見込まれている。 
o カリフォルニア州及び東海岸の消費者に対して、今年 1 月から 100 台以上のシ

                                                 
2 GM が米国運輸省のデータを基にまとめた米国人の通勤距離（往復）は、2～10 マイルが 29%、12~20 マイ

ルが 22%、22～30 マイルが 17%、32～40 マイルが 10%、42～50 マイルが 7%、52～60 マイルが 5%、62
～70 マイルが 3%、70 マイル以上が 8%。 

3 Telegram & Gazette 紙（8/14/2008 付）は、自動車業界専門家の中には、GM が需要を満たすだけのバッテ

リーを生産できるのか、大衆市場へ提供できるほどにバッテリーの価格が下がるのか、 初の購入者が実際

には技術の実験台となる時に同車種がどれほど売れるのか、を疑問視する者もいると報告している。 
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ボレー・エキノックス SUV 燃料電池車（走行距離 150 マイル、燃料補給時間 5
～8 分）搬送を開始した。 

• GM は、電気自動車が社会のエネルギー・環境問題に対応する長期的解決策である

と信じているが、同時に、一連の即実践的な技術にも取り組んでおり、これらが国

家安全保障や気候変動問題に大きな役割を果すと信じている。 
• 自動車メーカーが技術開発やコスト低下努力で先頭に立つことは当然であるが、そ

の他関係者にも果たすべき重要な役割がある。 
o 電力会社は、プラグイン自動車の配電網への接続に関して、努力が必要である。  
o 規制機関は、安全で燃費の良い自動車の広範な利用を保証するため、前向きに

ガイドラインの策定に取り組むべきである。  
o 国民がプラグイン技術のメリットを正しく評価できるように啓蒙しなければな

らない。 
o 政府は、①バッテリー技術開発を積極的に支援し、②国内の先進バッテリー開

発能力を強化する努力に資金を提供し、③研究開発予算を増額して国内の先進

バッテリー製造能力を助長すべきである。 
o 教育機関は、①バッテリーやエレクトロニクス開発に熟練したエンジニアや科

学者を育成し、②バッテリーやエレクトロニクスシステムの修理を行う技術者

を訓練すべきである。 
• 燃料電池に関しては、政府は、①水素燃料電池自動車の開発・実証を拡張し、②ブ

ッシュ大統領の水素プログラムを 後までやり遂げ、③2010～2015 年を目途とし

た技術市場化に対応する準備を整え、④消費者に購入インセンティブを提供すべき

である。     
2. パネルディスカッション 「プラグイン自動車の実現を目指す連邦政策」 
 
 2.1 発言者 
 
 Tom Friedman, Foreign Affairs Columnist, The New York Times（モデレーター） 
 Jay Inslee 下院議員（民主党、ワシントン州） 
 Andy Karsner エネルギー省（DOE）EERE 次官補 
 John Podesta, President, Center for American Progress 
 Sue Tierney, Managing Principal, Analyst Group, Inc. 
 Jon Wellinghoff 連邦エネルギー規制委員会（FERC）委員長 
 
 2.2 ディスカッションの主要ポイント 
 

• 課題は出来るだけ早くコストを引き下げることであるが、技術的問題だけでなく、

戦略的製造という問題もあるのではないか？ 
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［Karsner］ 気候変動とエネルギー安全保障の間には緊張関係（テンション）が

あり、これへの対応には戦略的パートナーとの外交関係が必要となる。米国が明

日排出ゼロとなったとしても、中国の自動車産業が今後 10～15 年間無制限に成長

すれば、米国の努力は意味のないものとなる。中国にはプラグイン車やその他技

術を拡大させる必要があり、そのためには技術移転や国際協力というメカニズム

が必要である。一方で、我が国のエネルギー安全保障上の利益という面で技術的

優位を保持し、国内の製造基盤を維持するための国家戦略が必要である。 
 

• 当初米国がリードしながら、それを保持できなかった半導体産業と違い、この［プ

ラグイン自動車］技術では米国がリードしているのかどうかが分からない。先ず

第一に指導力を行使し、それから同分野でのリードを保持する必要があると思う

のだが、その点をどう見るか？ 
 
［Tierney］ 今こそ、製造業とテクノロジーで米国がリードをしていく時だと思

うが、リーダーシップ無くしては達成できない。これは、卵が先か鶏が先かとい

う問題であり、（i）エネルギー価格低下を望む国民の声に応じるのか；（ii）エネ

ルギーの高価格は永遠に続くことを説明し、エネルギー部門を脱炭素させるのか、

のどちらかを選ばなければならない。これは、リーダーシップを必要とする重大

な選択である。 
• プラグイン車は、一般市民への普及を狙って安い自動車を（国内外で）生産すべ

き問題であるのか、それとも、テクノロジー保持の必要を考慮して戦略的に対応

すべき問題なのか？ 
 
［Podesta］ 両方だと思う。現在のプラグイン車に搭載されたバッテリーは殆ど

が日本製と韓国製であるが、米国メーカーも高い生産性を維持して今でも自動車

を生産している。米国には、イノベーション等を通じてこの種の技術を考案し、

それを保持する能力がある。PV 市場を例にとると、10 年前には 45%であった市

場シェアが、政策の欠如でヨーロッパと日本に抜かれ、今では 10%だ。しかしな

がら、適切な政策とリーダーシップがあれば、製造業部門は追随してくる。 
 

• 中国の状況をどうみるか？ 
 
［Wellinghoff］ 大きなポテンシャルがある。中国はこの 6 年間で電動車両

（electric vehicle）をゼロから 4,000 万台に拡大した。その大半は自転車とモペ

ッドながら、毎晩配電網に接続されていることに変わりはない。これらは運搬用

車両ではなく、電源接続の電気器具なのである。米国にとり、中国の電力網統合

（石炭火力発電所の新設ニーズを削減し、風力等を統合すること）によって、電

力網全体の効率改善が可能であることを示す好機であると思う。 
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• 米国議会はこの 9 年間未だに風力とソーラーの生産税額控除（Production Tax 

Credit = PTC）延長について審議している。ドイツが 20 年間の固定価格買取

（feed-in-tariff）を行っている時にである。ソーラー・風力に手間取っていると

いうのに、プラグイン車という新技術でのリードを語ることが出来るのか？ 
 
［Inslee］ クリーンエネルギーには 1994 年から関与しているが、この 13 年間

でナノメートルの進歩があったにすぎない。しかし、私は今が米国の政治史・技

術史における魔法の瞬間であると信じる。2009 年 1 月を始めとして、①爆発的な

技術革新（多数の技術の商用化）が起こり、②地球温暖化議論に終止符がうたれ、

③1994 年以来 大の政変が起きる。2009 年は 1 年間で 20 年分の進歩を見ること

になるだろう。 
 

• 議会は PTC という比較的簡単な問題で行き詰っている。政府高官という立場から

みて、行き詰まりの理由は何であると思うか？ 
 
［Karsner］ 11 月の選挙結果による政変が答をもたらすという考えが、問題の

在り処を明らかにしている。真の回答は、複数世代にわたるこの問題を議会の手

から引き離すことだ。有人月面着陸や核爆弾開発といった複数世代の問題に直面

すると通常は、制度と予算過程を再編して長期的対応の環境を作るが、エネルギ

ーに関してはこれが行われていない。エネルギー政策は税法や技術的勝者の選定

に依存すべきではなく、恒久的でテクノロジーニュートラル、かつ、炭素にウェ

イトを置く（carbon-weighted）べきである。現在の組織メカニズムでは、同問題

の対応には短期的すぎる。組織革命（institutional revolution）が必要である。 
 
[Podesta] Andy 次官補は、大統領のリーダーシップを言い忘れている。民主党

と共和党の両大統領候補は、エネルギー問題では立場が異なるものの、少なくと

も気候変動問題を受け入れ、排出キャップの設定を支持している。これで議会の

ダイナミクスが変わる。議会および国民の間にも、低炭素ベースへの転換が必要

であるという意識が存在している。この動きを推し進めるためにはホワイトハウ

スのリーダーシップが必要である。 
 

• 新政権と議会が真剣に問題に取り組むのは 初の 100 日のみで、それ以降は 2 年

後の中間選挙と 4 年後の総選挙に目が向いている。選挙をかかえて国民に嫌な話

（エネルギーの高価格が続くこと）をするのが難しいのは判るが、このような状

況で議会や行政府はいつ国民に真実を伝えるのか？ 
 

［Tierney］ 今すぐに伝えるべきである。ベルトウェイ［連邦政府や米国議会］
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の圏外にある、州知事や州議会および州規制委員会が率先して行動すべきである。

ガソリン価格は下がらないという真実を国民に伝える時は今である。 
 
［Karsner］ 行動の前に、耳を傾ける必要がある。ブッシュ大統領は米国が石油

依存症にかかっていると指摘し、その翌年［2007 年］には、CAFE 基準引上げを

盛り込んだガソリン消費削減の義務付けを提案した。この法制化にあたり、私は

電気［自動車］も含めるようにと議会で 20 回証言したが、議会の可決法案にはバ

イオ燃料が盛り込まれたのみである。議会はリーダーシップに耳を傾けるべきで

ある。私はプラグイン・ハイブリッドやプラグイン技術をゼロ予算で引き継いだ

が、今年は約 1 億ドルとなっている。更に、DOE は本日、プラグイン・ハイブリ

ッド自動車開発支援として 3,000 万ドルを GE、GM、フォードに授与することを

発表する予定である。ブッシュ政権を後年振り返り、この問題で行動を起こした

のか？と質問された時の回答は YES である。 
• プラグイン車が広く導入された場合、米国の送電網はそれに対応する準備が出来

ているのか？出来ていない場合には、何をすべきか？また、米国には全国送電網

（National Grid）が存在しないが、真に統合された全国送電網は必要か？ 
 

［Wellinghoff］ 送電網の準備は出来ている。プラグイン自動車が大幅に増えて

も迅速に対応することが可能である。全国送電網は必要である。プラグイン自動

車は、全国送電網の創設を促進する可能性がある。 
 

• バッテリー技術の問題は、ベンチャーキャピトルが十分な投資を行っていないこ

とが原因であるのか？それとも熱力学が原因であるのか？ 
 
［Karsner］ 私は技術特定型アプローチを受け継ぎ、当初は水素一辺倒であった。

水素とバイオ燃料にも果すべき役割があり、現政権はこれを「陽子」と「電子」

の競争とみなしている。バッテリー技術では、熱力学や物理学の問題が絡んでい

るが、バッテリー性能改善努力によって 2014 年までに 300 マイル/kWh という目

標を達成することは可能である。［現政権の］目標は、政府・公益事業・産業界の

間の協力により、「陽子」と「電子」の競争を高めていくことである。 
 

• この［プラグイン自動車］業界の助長・強化のため、次期大統領が就任演説に盛

り込むべきことは何か？ 
 
［Tierney］ ①出来るだけ早くキャップアンドトレード（cap-and-trade）法案

を可決させ、米国が交渉の場にいることを国際社会に示す意向であるということ。

②キャップアンドトレードの収益を米国内でのエネルギー技術投資に利用すると

いうこと。③［クリーンエネルギーの］生産および購入に対する税額控除を継続
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するということ。④州政府に電力網整備（利用方法やプライシングといった政治

面での準備）を行うよう呼びかけること。 
 
［Podesta］ ①クリーンエア法条項の免除をカリフォルニア州に認めること。②

再生可能エネルギー使用基準（RPS）を義務付けること。③省エネを推進するこ

と。 
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【燃料電池・水素特集】プラグインハイブリッド車 

 
プラグインハイブリッド車の配電網接続に関する研究(米国)1 

 
 ゼネラルモータース (GM)社と米国電力中央研究所 (Electric Power Research 
Institute：EPR)は 7 月末、プラグインハイブリッド車の配電網への融合（integration）
を目指した研究を共同で実施すると発表した 2。プラグインハイブリッド車は、短距離で

あれば電池のみを電源として走行するが、長距離走行用に電池を再充電するためのエンジ

ンも備えている。そのため、通勤などでは殆どの場合、燃料を使わず電池だけで走行でき

る一方で、長距離走行時には現行のハイブリッド車と同程度の燃費が実現される。電池で

走行した場合のコストは、現在、ガソリンを使った場合の約 5 分の 1 である。ただし、配

電網に負担をかけることなくこれらの自動車を充電するという要求を満たすには、深夜や

早朝などといったオフピーク時に充電を行う必要がある。3 月末には、このようなコンピ

ュータ化された充電技術の実証テストが GridPoint 社と Duke Energy 社によって行われ

た。これらの自動車はまた、緊急時に電源として利用できるほか、異常に気温の高い日な

ど電力需要がピークに達したときに配電網へ補助電力を供給することもできるという。3 
 

GM 社と EPRI が開始する共同研究では、プラグインハイブリッド車の規格・基準から

配電網における可能性に至るまで、全体を網羅した研究が行われる。安全で便利な自動車

の充電について重点的に取り組むとともに、「スマートグリッド 4」技術でどのようにプラ

グインハイブリッド車と情報をやりとりするかについての研究も行われる。スマートグリ

ッドは現行の配電網と比べてより対話的なネットワークであり、プラグインハイブリッド

車をこのネットワークに繋ぐことによって、 適な時間に充電を行うように調整したり、

必要に応じて電力を取り出したりすることが可能になる。この共同研究には、全米から 34

                                                 
1  過去 1 年間、NEDO 海外レポートでは、プラグインハイブリッド車関連の記事を何回か取り上げてきた

が下記は、本稿と特に関連が深いものである。 
①1020 号：ハイブリッド車への充電が電力系統に与える影響についての調査（米国） 
http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1020/1020-10.pdf 
なお、ハイブリッド車開発への DOE の資金拠出に関しては、以下の 3 つの記事がある。 
②1025 号：DOE がプラグイン・ハイブリッド車の開発に 3,000 万ドル助成（米国） 
http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1025/1025-13.pdf 
③1016 号：米国エネルギー省がプラグインハイブリッド車の開発・普及に 大 3,000 万ドルを拠出 
http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1016/1016-16.pdf 
④1010 号：DOE がプラグイン・ハイブリッド車の電池開発に 2,000 万ドルを拠出 
http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1010/1010-14.pdf 

2 GM 社のプレスリリース： 
http://media.gm.com/servlet/GatewayServlet?target=http://image.emerald.gm.com/gmnews/viewmon
thlyreleasedetail.do?domain=3&docid=47376 

EPRI のプレスリリース：

http://my.epri.com/portal/server.pt/gateway/PTARGS_0_2_317_205_776_43/http%3B/uspalecp604%3
B7087/publishedcontent/publish/2008_07_22_phev_collaboration_da_580194.html 

3 GridPoint 社のプレスリリース： http://www.gridpoint.com/news/press/20080327a.aspx 
4 スマートグリッド：電力供給網にリアルタイム監視機能やデジタル通信関連の機能を組み合わせたもの。 
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の公共団体が参加する予定だという。GM は現在 2 種類のプラグインハイブリッド車を開

発しており、うち一方のシボレー・ボルト（Chevrolet Volt）については 2010 年に量産が

開始されることになっている。またもう一方のサターン・ビュー（Saturn Vue）について

も同年中の量産開始を目指しているという。このほか EPRI はフォードモーター社とも 3
月末に同様の共同研究を開始しており、さらにミシガン州公益事業委員会(Public Service 
Commission：PSC)もまた同様のプログラムに着手している 5。 
 
電気自動車は走行中には大気を汚染することはないが、これらの自動車が依存する電力

システムは、当然のことながら環境汚染の原因である。電気自動車を導入しても単に汚染

源が代わるだけだと懸念する声もあるが、EPRI と天然資源防衛委員会 (Natural 
Resources Defense Council：NRDC)が昨年発表した調査結果によれば、プラグインハイ

ブリッド車は、環境に対して大きな利益をもたらすという 6。プラグインハイブリッド車

が広く普及すると、事実上、温室効果ガスの年間排出量が 2050 年までに 4 億 5,000 万ト

ン以上削減されるという。これは、現行の自動車を 8,250 万台、道路から排除した場合に

匹敵する削減量である。またこの調査によれば、プラグインハイブリッド車の導入が進み

2050 年までに新車市場の 60%を占めるようになったとしても、これらが全国の電力消費

の中で占める割合は 7～8%程度に過ぎないという。また、別の調査によれば、プラグイン

ハイブリッド車は、全国的な汚染物質の排出量に対して小さくとも重要な効果をもたらし、

さらに 2050 年までには 1 日あたりのガソリン消費量が 300～400 万バレル削減されるこ

とになるという。米国エネルギー省(DOE)の Pacific Northwest National Laboratory 
(PNNL)および Oak Ridge National Laboratory (ORNL)による調査においてもまた、米国

内の自動車のうち大部分は電力オフピーク時に充電することができると結論づけられてい

る 7。 
 

翻訳：桑原 未知子 
 
出典：GM and Utilities to Study how Plug-In Hybrids Connect to the Grid 
http://www1.eere.energy.gov/vehiclesandfuels/news/news_detail.html?news_id=11915 

                                                 
5 フォード社のプレスリリース： http://media.ford.com/article_display.cfm?article_id=27955 

EPRI のプレスリリース：

http://my.epri.com/portal/server.pt/gateway/PTARGS_0_2_317_205_776_43/http%3B/uspalecp604%3B
7087/publishedcontent/publish/2008_0327_3_ford_sce_plug_in_da_552054.html 

ミシガン州 PSC のプレスリリース：http://michigan.gov/mpsc/0,1607,7-159-16400_17280-187335--,00.html 
6 EPRI のプレスリリース：http://mydocs.epri.com/docs/public/PHEVPressRelease_final.pdf 

EPRI のレポート：http://my.epri.com/portal/server.pt?open=514&objID=223132&mode=2 
7 ORNL のプレスリリース：

http://www.ornl.gov/info/press_releases/get_press_release.cfm?ReleaseNumber=mr20080312-02 
PNNL のレポート：http://www.pnl.gov/energy/eed/etd/pdfs/phev_feasibility_analysis_combined.pdf 
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【エネルギー】 太陽エネルギー 
 
DOE は飛躍的な太陽エネルギー製品開発に 2,400 万ドル投資(米国) 
 

太陽エネルギー・システムの電力グリッドへの 
高度統合化へ向けて 12 社の産業チームが DOE と協力 

 
米国エネルギー省(DOE)省エネルギー・再生可能エネルギー担当主席次官補代理ジョ

ン・ミズロフは、DOE は、米国で太陽光起電力(PV)システムの浸透を大きく加速する太

陽エネルギー製品を開発するために、予算枠に従って 2008 年度以降に 大 2,400 万ドル

を投資する、と発表した。 
 
この太陽エネルギーグリッド統合システム(SEGIS：Solar Energy Grid Integration 

Systems)プロジェクトは、住宅所有者や事業主向けの太陽 PV システムの価値を高めるた

めに、廉価で高性能な製品を開発するのに重要である研究開発(R&D)に資金を提供する。 
 
これらのプロジェクトは、2015 年までに太陽エネルギーを従来形式の電力と価格的に競

争力があるようにすることを目標とした、ブッシュ大統領のソーラー・アメリカイニシア

ティブにとり不可欠である。太陽エネルギーのような代替エネルギー技術やクリーンエネ

ルギー技術の利用を増加させることは、温室効果ガス排出量や外国石油への依存度を減ら

すため、米国のエネルギー源の多様化にとり重要である。 
 
「太陽の自然で豊富なエネルギーを利用し、それをコスト効率良くエネルギーに変換す

ることは、我々のエネルギー安全保障を向上させて、かつ温室効果ガス排出量を削減する

ために、先進的でクリーンな代替技術を商業化し展開する我々の包括的戦略の重要な要素

である。我々のこのグリッド統合化プロジェクトへの投資は、太陽エネルギーを従来の電

力源と価格的に競争力のあるようにする大統領の目標を達成するのを支援するために、高

レベルの太陽光起電力市場参入への基礎を築く」と DOE 主席次官補代理のミズロフは語

った。SEGIS 資金提供の機会は 2007 年 11 月 15 日に発表されている。 
 
太陽光起電力システムが、家庭や会社のスマートエネルギー・システムへより多く統合

されることを可能にする製品を開発するために、資金提供対象に選定されたこれらのプロ

ジェクトは、米国産業チームによる共同研究と開発に重点的に取り組む。例えば、研究チ

ームは、従来の建物エネルギー制御システムに太陽システムを統合する知的システム制御

を開発するための研究を進める。 
 
この開発は、建物エネルギーコストを 小化し、かつ電力グリッドに対する影響を安定

させるために、建物エネルギー管理者が、時間別使用価格設定や天候条件により良く対応
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することを可能にする。応募者チームは、また、停電中の安全なバックアップ電源を提供

するために、太陽エネルギー・システムとプラグインハイブリッド車との間の相互関係を

促進する製品も開発する。知的制御とエネルギー管理の取り組みは、正味ゼロエネルギー

の家、建物および社会の開発に向けての重要なステップである。 
 
DOE は、ハードウェア構成機器の概念設計および市場分析に取り組む費用共有共同契

約に参加する 12社の産業チームを選定した。これらの 12社の採択プロジェクトに対して、

DOE は合計 290 万ドルの資金提供を行い、産業界(費用分担 170 万ドル)にてこ入れをす

る。この計画は、商業的成功の高い見込みを示す も有望な技術の進展を実証するプロジ

ェクトには、予算枠に従って、2009 年度および 終年度に追加契約を与える予定である。 
 
下記のプロジェクトが 1,600 万ドルの全産業界の費用分担と組み合わされた時、議会の

歳出予算に従う将来の連邦資金提供と共に、合計で 4,000 万ドル以上がこの SEGIS プロ

ジェクトに投資される。DOE サンディア国立研究所(アルバカーキ、ニューメキシコ州)
が、これらのプロジェクトを支援するためのプロジェクト管理を提供する。 

 
これらのプロジェクトは、PV システムの価値を 大限にし、消費者に電力消費とコス

トのより拡張した管理を提供する製品の開発を支援する: 
 
－ アポロ・ソーラー社(ベテル、コネチカット州)： 

電力変換、エネルギー貯蔵、エネルギー制御のための高度なモジュール部品の開発お

よび住宅サイズのソーラ電力システムのための通信ポータルの開発。 
将来のシームレスな双方向の電力フローを実現するために、インバーター、チャージ

コントローラおよびエネルギー制御システムは、公益事業エネルギーポータルと通信

することができるようになる。 
 
－ EMTEC 社(デートン、オハイオ州)とエマソンネットワークパワー、リーバート社、

ハルアンドアソシエイツ社およびオハイオ州立大学： 
商用規模や公益事業規模の PV システムのための、大規模で、三相、高効率、省スペ

ースの、高度で革新的な電力変換、エネルギー貯蔵およびエネルギー制御部品の開発。 
新製品は、時間的価格設定信号に対応するために、需要家のスマートメータと共に働

く統合グリッドインタフェース制御装置を含む。全システムは、配電に対して経済性

の向上を提供し、電力需給の大きな変動を 小化する。 
 
－ エンフェイズエネルギー社(ペタルーマ、カリフォルニア州)： 
エネルギー制御システムにより制御される完全モジュール統合ソーラ電力の解決策

を開発し、公益事業と接続して、モジュール型公益事業用双方向応用のための先行制

御を可能にする。 
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－ ゼネラル・エレクトリック社(ニスカユナ、ニューヨーク.州)とセンテック社、 
アメリカン・エレクトリック・パワー社、デューク社およびハワイエレクトリック社を含む 

候補公益事業社と共同： 
商用・住居用のための太陽 PV 発電を電力グリッドと統合するための商品コンセプト

の開発。居住用の改善は、エネルギー貯蔵、負荷応答および公益事業需要側制御を統

合し、住宅所有者のエネルギー請求額の削減が予測され、また、ピーク負荷縮小を必

要とする公益事業を支援する。商用規模および公益事業規模両方の設置用の、新しい

改善されたインバーターおよび配電システム制御概念を開発する。 
 
－ ネクステック・パワーシステム社(デトロイト、ミシガン州、およびホーポージ、 

ニューヨーク州)とヒューストン先端科学技術研究センター： 
双方向電力フロー機能、高電圧運転、ならびに統合型通信や付加価値付 PV 公益事業

相互接続用エネルギー制御システムを含んだ付加機能を組み込むための、既存の電力

ゲートウェイ設計の改良。 
 
－ ペトラ・ソーラー社(サマセット、ニュージャージ州)とフロリダパワー 

エレクトロニクスセンターおよびフロリダソーラエネルギーセンター： 
グリッド相互接続性、コスト低減、システム信頼性および安全性を達成するために、

PV システムの多層制御と通信に注目し、 価格競争力があり、据え付けが容易な、拡

張可能なモジュールシステムをもたらす。 
 
－ プレミアムパワー社(ノースレディング、マサチューセッツ州)： 
PV を、初期投資、運転費用およびシステム寿命の点から、経済的に商業ベースにの

るようにするインバータシステムを開発。 
エネルギー管理付属の高度インバーターを持った商用規模および公益事業規模応用

のために、PV 発電の価値を 適化する知的 PV システムを開発する。 
 
－ プリンストンパワーシステムズ社(プリンストン、ニュージャージ州)と 

TDI パワー社、ワールドウオータ社およびソーラーテクノロジーズ社： 
プリンストンパワーシステムズ社所有のインバーター技術に基いた 100kW 需要対応

インバーターの完全な設計の開発。 
設計は廉価で高品質製造のために 適化され、負荷制御を通じた動的なエネルギー貯

蔵および需要応答を含む制御能力を統合する。 
 
－ PV パワード社(ベンド、オレゴン州)とポートランド・ゼネラルエレクトリック 

チーム、サウスダコタ州立大学およびノーザンプレインズパワーテクノロジーズ社： 
通信統合、設備エネルギー制御システムおよび公益事業管理ネットワークを持った、
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出現中の利用可能な PV モジュール技術の全領域から、エネルギー生産を 適化する

ために、一式の 大電力ポイント追跡アルゴリズムを開発。 
 
－ スマートスパーク・エネルギー・システム社(シャンペーン、イリノイ州)と 

エバグリーンソーラーアンドイノボルト社： 
システム試験、データ記録、また高度公益事業相互接続を提供するスマート建物シス

テムインターフェースを持った、交流 PV モジュールを設計、構築、試験、商業化す

る。 
 
－ セントラル・フロリダ大学フロリダソーラエネルギーセンター(オーランド、 

フロリダ州)とサトコン社、センテック社、エンフレックス社、サンエジソン社、 
ノーザン・プレーンズパワーテクノロジーズ社、レークランド電気事業と 
付加公益事業： 

オプションのバッテリー貯蔵、ユーティリティ制御、通信と監視機能および建物エネ

ルギー管理システムを組込んだ、新しい PV グリッド統合概念を開発。 
セントラル・フロリダ大学フロリダ太陽エネルギーセンターは、PV インバーターが

まだ安全運転要件を満たしている間に、PV インバーターが PV 発電にあるグリッド

障害の間でもグリッドに接続し続けることを可能にするために、反 i 孤立化戦術を検

証する。 
先行制御を持った新しいインバーターアーキテクチャを導入し、さらなる安定性と安

全性を家庭へもたらす。 
 
－ VPT 社(ブラックスバーグ、バージニア州)とパワーエレクトロニクスセンター、 

プラグインコンバージョン社、ムーンライトソーラ社、ブレイケル社および 
デルタエレクトロニクス社： 

統合エネルギーシステムのための構成回路および総合システム設計の開発。 
この研究開発は、高度な家庭相互運用性、能動的反孤立化と計画的孤立化制御、およ

びプラグイン自動車用に設計された双方向電力コンバータを加えるために既存のイ

ンバーターと共に使用することができるインバーターコントローラを含む。 
双方向電力コンバータもまた、定常 DC/AC グリッド対話型応用に使用可能となる。 

 
DOE 省エネルギー・再生可能エネルギー局： http://www.eere.energy.gov/ 
太陽エネルギーグリッド統合システムプログラムと提案書に関する詳細は、 
太陽エネルギー技術プログラムウェブサイトから利用可能：http://www.sandia.gov/SAI/ 
 
(出典：http://www.energy.gov/news/6477.htm ) 
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【エネルギー】省エネルギー 
 

DOE が古い冷蔵庫のリサイクル活動を開始（米国） 
買い替えによって消費者が年間 47 億ドル節約できる可能性 

 
 2008 年 8 月、米国エネルギー省(DOE: Department of Energy)は、ワシントン D.C.の
国立建築博物館 1で、特別展示「リサイクルのアート：都市で一番クールな展示会 2(「The 
Art of Recycling: The Coolest Show in Town」)」を行うことを発表した。この展示会は、

DOE のエネルギースター(ENERGY STAR)®による「古い冷蔵庫のリサイクルキャンペー

ン(「Recycle My Old Fridge Campaign」)」の一環として、学生や機関、公益会社、民間

団体、個人の芸術家らが古い冷蔵庫を芸術的な展示物に生まれ変わらせたもの。展示会の

期間は 2008 年 8 月 25 日～9 月 2 日。 
 
 「このイベントによって、まだ使用されている何百万台もの不経済な冷蔵庫に関心を向

けさせることができ、参加者達は創造性を表現することができる」と、DOEエネルギー効

率・再生可能エネルギー局(EERE: Energy Efficiency and Renewable Energy)のアレクサ

ンダー・アンディ・カーズナー次官補は話す。「米国民が電力消費量を減らす簡単な方法

は、サブとして利用している古い冷蔵庫か冷凍庫をリサイクルするか、現在の冷蔵庫・冷

凍庫ユニットをエネルギースター規格に準じた新しいユニットに買い換えることだろう。」 
 
 装飾された冷蔵庫は 大 50 台まで展示される予定であり、展示会の来場者は好きな冷

蔵庫に投票することができる。審査団は評価基準（素晴らしさ／リサイクルされた物質の

良活用度／総合的な創造性／同キャンペーンのテーマ「リサイクルのアート：都市で一

番クールな展示会」に沿った表現であるか）に基づいてトップ 3 の作品を選ぶ。勝者の発

表日は 9 月 2 日 3。 
 
 もし米国民が 1993 年以前の冷蔵庫をエネルギースター準拠モデルに買い換えれば、そ

の節約されるエネルギー量で年間 810 万軒以上の住宅の電力を賄える。エネルギースター®

は、DOE と米国環境保護庁(EPA: Environmental Protection Agency)の共同プログラム

の一つであり、市場をベースとした自発的なパートナーシップとして1992年に設立され、

エネルギー効率の増大を通して大気汚染を低減する方法を探求している。DOE と EPA は、

環境保護を支援するとともに、事業者と消費者がエネルギーとお金を節約できるようなエ

ネルギー効率的な解決策を提供する取組みを行っている。9,000 以上の組織が製品、家庭、

                                                 
1 National Building Museum 
2 編集部注釈：Cool という単語の「格好良い、素晴らしい、すごい」の意味の外に、「涼しい、冷

たい」という意味も含められていると想像される。 
3 イメージ参照：http://www.recyclemyoldfridge.com/artfridges.aspx 
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事業のエネルギー効率の改善に従事するパートナーとしてエネルギースター®に参加して

いる。エネルギースター®ラベルは、50 種類以上の消費者製品に貼られている。 
「古い冷蔵庫のリサイクルキャンペーン」や「リサイクルのアート：都市で一番クール

な展示会」についての詳細は、http://www.recyclemyoldfridge.com/、エネルギースター®

についての詳細は http://www.energystar.gov/を参照されたい。 
 

翻訳：大釜 みどり 
出典：http://www.energy.gov/news/6488.htm 
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【環境】気候変動    
エアロゾル 1が気候に与える影響を NASA が調査（米国） 

 
 NASA および他の研究所の研究者たちは、人間の活動によって発生するエアロゾル（た

とえば植物や森林を焼き払ったときに発生する微粒子）がどのように雲の量、ひいては気

候に影響するかを見極める共通の道筋を、新しい理論アプローチを用いて確認した。この

研究により、エアロゾルが雲の量を増減させるかどうか、研究者たちが予測し易くなる。 
 
 「私たちは、全容を明らかにして重大な結論に達しました。アマゾンの上空で、人間の

活動由来のエアロゾルが気候変動に与える影響を直接特定する証拠を見つけたのです。乾

期のアマゾンでは、いかなる規模であれエアロゾルはみな、人間が起こした火事の煙の中

から発生していました。」メリーランド州グリーンベルトにある NASA ゴッダード宇宙飛

行センターの物理科学者で、この研究の共同著者である Lorraine Remer 氏はこう述べた。 
 
 エアロゾルが雲の発達に重要な役割を果たしているということは、これまでの研究から

明らかになっている。こうした知識を基に、研究チーム 2 は、人間の活動により引き起こ

される気候変動について、 も研究が遅れているが も重要な一側面の調査に着手した。

すなわち、人間の活動由来のエアロゾルの量的変化と雲の構造の変化との関係である。こ

の研究で得られた知見はサイエンス誌で発表された。 
 
「科学者たちはこれまでにも、こうした微粒子の増減が、様々な場所や時間で雲の量を

増減させるのをみてきました。私たち自身も一例を観察しました。アマゾン上空でエアロ

ゾルが増えたとき、雲の量が減ったのです。しかし大西洋上空では、エアロゾルの増加に

より実際は雲の量が増えました。私たちは、エアロゾルの量やタイプによって異なる現象

が起こる理由を知りたかったのです。この論文によって、何が起こっているのか明確にな

るでしょう。」と Remer 氏は言う。 
 
 研究チームは、エアロゾルの雲に対する 2 つの相反する効果が、どのように雲の量やそ

の寿命に影響するかを説明するために、雲の発達に関する知識、衛星観測データ、エアロ

ゾル濃度の数学的計算と雲の特性を関連づける分析モデル、すなわち一連の考え方を開発

した。 
 
 「この結果は、雲の量やその寿命に対するエアロゾルの影響を理解するのに役立つでし

ょう。つまり、雲を形成する期間や、雲の厚さ、雨の時間と場所が分かるのです。理解が

進むことで予測が可能になり、それにより、人間の活動により大気中に放出されたエアロ

                                                 
1 大気中に浮遊する汚染物質などの粒子。 
2 Remer 氏の他には、イスラエルのレホボットにあるワイツマン研究所の Ilan Koren 氏、およびメ

リーランド大学バルティモアカウンティの J. Vanderlei Martins 氏。 
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ゾルがもたらすであろう結果の一部を計画的に起こす、あるいは予防することができるよ

うになります。」と Remer 氏は言った。 
 
 Remer 氏のチームは、2005 年の乾期のアマゾン上空におけるエアロゾルと雲の観察デ

ータ（NASA テラ衛星から）を使用して自分たちのモデルを検証した。この季節が選ばれ

たのは、気候条件が安定しており、焼き畑により人間の活動由来のエアロゾルが豊富にあ

るからである。この季節には、地元の人々が新しい土地を拓き、次の収穫期に向けて古い

牧草地を焼いて土壌を調えるからである。 
 
 エアロゾルは、煙、埃を作る小さな粒子である。エアロゾルは風の流れに乗って、発生

場所から大気中へ移動する。そこで個々の粒子は水分に包まれて小滴となり、これが結び

ついて雲となる。 
 
 雲の微視的物理学により、空気中に漂うエアロゾル粒子の数が増えるほど、各粒子が凝

縮に使える大気の水分が減ることが明らかになっている。こうした条件下では、雲は大量

の小さなサイズの小滴を含むことになる。小滴のサイズが小さいほど、雨が降るまでに時

間がかかる。風で拡散したエアロゾルに富む雲は、少量であるが長引く雨を降らせ、さら

に多くの雲を作り出すのである。 
 
 しかし、エアロゾルはまた太陽からの熱を吸収することで雲に影響する。吸収された熱

は大気層を暖め、雲が発達する環境を変化させる。全体として、雲の成長には適さない環

境をもたらす結果となる。雲の中で起こるほんの小さな変化でも、大気は大いに暖まった

り冷めたりして、ある地域内で雨が降る時間と場所が変わってくるのである。 
 
 「私たちのモデルを適用する際に予想したように、火事によって増加した煙は放射効果

がより顕著な人間の活動由来のエアロゾルに富んだ雲を作り、太陽光を吸収し、地域の大

気を暖め、蒸発を妨げました。この結果、アマゾン上空の雲の量は減ったのです。私たち

のモデルの背後にある科学が、地域を問わず有効であることを知るのは励みになります。」

と共同著者の Martins 氏は述べた。 
 

翻訳：吉野 晴美 
 
出典： 
http://earthobservatory.nasa.gov/Newsroom/NasaNews/2008/2008081427329.html 
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【産業技術】ライフサイエンス 

 
タンパク質の劣化を防ぐ甘いコーティング(米国) 

 
「シュガーフロスト（糖衣）」はコーンフレークの甘みづけに利用されるだけでなく、

重要な治療用タンパク質の劣化を防ぐためにも役立てられている。タンパク質製剤には、

室温での保存を可能にするために糖質が安定剤として添加されているが、このような糖の

安定剤としての適性を評価する低価格かつ効果的な方法を米国国立標準技術研究所

(National Institute of Standards and Technology：NIST)の研究者らが開発した。この研

究は、米国化学会(American Chemical Society：ACS)第 236回総会において発表された 1。 
 

この画像は、コンピュータでシミュ

レーションされたガラス状物質（ガ

ラス状の糖など）の応力場 2 と、そ

の前方にあるタンパク質のリボン

モデルである。NIST の研究者らは、

タンパク質製剤を室温で保存する

ための安定剤としての糖の適性を

素早く評価する低価格で効果的な

手法を開発した。 
Credit: NIST 

 
  
インスリンやワクチンなどのタンパク質製剤を安全に利用するためには、製造された薬剤

のタンパク質を安定化させる必要がある。治療用タンパク質の保存には、過去 30 年間にわ

たり、冷凍乾燥（フリーズドライ）処理を施したタンパク質をさまざまなガラス状の糖質で

できた薄膜でコーティングするという方法が用いられてきた。この処理を行うことによって、

これらのタンパク質は長期間安全に保存できるようになる。しかし安定剤として適した糖の

組成に関しては、一般的な指針はあるものの、製薬会社は基本的に試行錯誤を繰り返して開

発を進めている。そのため、たとえばある糖組成物のガラス状組織が安定剤として適した性

質を持つかどうかを判断するには、長ければ 2 年間もかかる場合もある。今回開発された手

法を用いれば、安定剤に適した組成物を選びやすくなり、室温で薬剤を安定させることがこ

れまでよりも容易になる。保管状態を管理できない環境で薬剤を使用する場合、その薬剤が

室温保存できるか否かは非常に重要な問題である。 
 

NIST が過去に行った中性子散乱 3を用いた実験から、糖を急速に固体化させてタンパク

                                                 
1 M. T. Cicerone and J. M. Johnson. Hydrogen bond network lifetime as an indicator of protein stability 

in pharmaceutical preparations. Biophysical & Biomolecular Symposium: Current Challenges in 
Protein Formulations. 236th ACS National Meeting, Philadelphia, Penn., Monday, Aug. 18, 2008. 

2 応力（外力と釣り合いを保つために物体内部で発生する力の大きさや方向）の分布。 
3 中性子が物質にぶつかったときに散乱する（方向・速度・スピンの向きが変化する）現象。この散乱の仕方

を計測することにより、物質内の原子や磁気的構造を調べることができる。 
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質分子の 1 ナノ秒以下の動きを封じるとタンパク質の変性を効果的に防げるということが

わかっており 4、今回の研究はこの結果を踏まえたものであった。今回の研究では水素結合

5 による糖の固定に関連した実験が重点的に行われ、それらの結果から、蛍光プローブ 6 を

使って水素結合の寿命を直接計測できるということがわかった。この方法は中性子を使うよ

りも遙かに簡単であり、日常的な組成評価の手法として取り入れることも可能である。 
 
水の特性の多くは水素結合に由来しており、室温で液体であるのもそのひとつである。

また生物の体液もすべて水が主成分であることから、水素結合に基づいた特性を有してい

る。もしも水素結合が存在しなければタンパク質は折りたたみ構造 7 を形成することがで

きず、生命が存在することも不可能であった。タンパク質製剤の保存に利用される糖質は、

セメントのように振る舞い、水に代わってタンパク質と結合し、タンパク質がその場所で

動かないように固定する。室温で固体となる糖は通常は規則的な結晶構造を持つが、液糖

が急速に冷凍された場合にはこのような結晶を形作ることができない。NIST の主任研究

者である Marc Cicerone によれば、不規則に並んだ糖分子が、閉じこめられたタンパク質

を手袋のようにぴったりと包み込んで、タンパク質の化学分解を引き起こす分子の運動を

「固める」のだという。 
 
研究チームは蛍光プローブを使って、凍結乾燥したタンパク質の組成が安定したものに

なるかどうかを数分以内で示すことに成功した。これにより「様子を見ながらのアプローチ

(wait and see)」という現行の手法と比べて時間と経費が削減されることになる。 
 
「利用に制限のある国立施設でしか実施できない中性子散乱を使った緩和測定に代わ

るものとして、定常状態の蛍光を測定するという既存の技術に基づいた誰にでも利用でき

る測定方法を開発した。」Cicerone はこのように言う。「今回開発したこの新しい手法は、

製薬会社にとっても導入しやすいものとなるだろう。」 
 
この技術が実用化されれば、冷却設備が少ない（あるいは存在しない）環境でも利用で

きる医薬品の開発に役立つことになる。 
 

翻訳：桑原 未知子 
出典：Candy-Coating Keeps Proteins Sweet 

http://www.nist.gov/public_affairs/techbeat/tb2008_0819.htm#sugar 

                                                 
4 Keeping Drugs Stable without Refrigeration 

http://www.nist.gov/public_affairs/techbeat/tb2004_0616.htm#drugs 
5 ある分子に含まれる正に帯電した水素(H)原子と別の分子に含まれる負に帯電した原子が引き合ってできる

分子間結合のこと。DNA の二重らせんやタンパク質の立体構造などは水素結合によって形成される。 
6 標的分子と反応あるいは結合し、蛍光を利用してその分子の位置や量を検出する化合物。 
7 複数のアミノ酸が鎖状に連なったもの（1 次構造）が複雑に折りたたまれることによりタンパク質の立体構

造が形成される。この構造形成のことを「折りたたみ」あるいは「フォールディング」などと呼ぶ。 
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【産業技術】 ナノテク  

 
初めてのナノワイヤーセンサー集積回路(米国) 

 
米国エネルギー省ローレンス・バークレー国立研究所とカリフォルニア大学バークレー

校の研究者が、種々の結晶材料から作られた光検出素子とエレクトロニクスを組合せて、

ナノワイヤー配列基盤の世界初の全集積センサー回路を作成した。この方法によれば、こ

のような素子を、高い均一性で、大量に複製するために使用することが可能である。 
 
特別な化学的特性や電子的特性およびその他の特性を持って作られたナノ構造は、バル

クの同一材料に比べて多くの長所を持っている。例えば、ナノワイヤーは、実質的に 1 次

元で、ほとんどすべての表面が使えるので、光検出器として理想的な形状である。ナノワ

イヤーは光に対して非常に高感度であるだけでなく、その電子的応答もまた非常に高機能

である。 
 
しかしながら、実用化のためには、同一チップ上にエレクトロニクスと光検出器を統合

しなければならない。また、理想的な光検出器を作る材料は、良いトランジスターを作る

ものとは必ずしも一致しないものである。 
 
「特有な機能を実行し、不均質体で作られた、また制御された方法で大量に複製するこ

とができる方法で作られた、我々のナノワイヤー配列の集積化は、世界で初めてのもので

ある」と研究チームを取りまとめるバークレー研究所材料科学部門の研究者で UC バーク

レー校電気工学・コンピューターサイエンス部助教授のアリ・ジャヴィーは語った。彼と

同僚は、この結果を米国科学アカデミー会報(PNAS)8 月 1 日号に報告している。 
 

印刷ナノワイヤー配列 

 
もし 2 つの材料の結晶格子が大きくずれている場合、その結晶上に異なる結晶を成長さ

せることは困難である。同一基板上に 2 種類以上の材料を組立てなければならない場合、

格子整合の問題は特に重要である。この数年にわたって、回路を含んだ多くのナノワイヤ

ー素子が作成されているが、それらは注意深く選択された基板と特殊な組み立てを必要と

し、実質的には 1 種類の素子に限定されている。 
 
「我々の主な目標は、任意の基板上で作ることができ(紙の上でさえも!)、そして、それ

らを均一に大量に複製できる集積ナノワイヤー配列への道である。このために、我々のグ

ループは、過去 2 年間にわたって、ナノワイヤー配列を印刷する方法を開発してきた。

初にナノワイヤーをドナー基板上で成長させた後に、紙やプラスチックを含んで希望とす

る任意の基板上にそのナノワイヤーを移動させる」とジャヴィーは語る。 
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ジャヴィーのグループは、密着方式とローラー方式の 2 種類の印刷方式を考案した。ロ

ーラー方式は、シリンダー表面上にナノワイヤーを成長させ、塗装ローラで絵を描くよう

に、応用基板上にわたってそれを転写することをともなっている。密着方式は、平坦な基

板上にナノワイヤーを成長させて、それを反転させ、希望の基板上に滑らして押しつける

ことからなる。その後、ナノワイヤーは、成長基板を取り外すことにより分離され、応用

基板に取り残される。ナノワイヤー間の化学的表面相互作用は弱いので、このプロセスは、

僅か一層のナノワイヤー転送だけに自己制限されている。印刷されたナノワイヤーは、滑

らした方向にそろって整列する。 
 
「この方法はおまけの利点を持っている。ナノワイヤーはあらゆる方向に突出して成長

し、それらは、寝癖の髪の毛のように見える。しかし、成長基板からナノワイヤー配列を

方向性をもって滑らして取り外すと、髪の毛を梳かすことに似て、ナノワイヤーは真っ直

ぐに立つ」とジャヴィーは述べた。 
 
ナノワイヤーエレクトロニクスは、均一性能のために整列させる必要性があるので、こ

のことは特別な利点である。一次元のナノワイヤーは方向に依存して偏光に対して異なっ

た応答をするので、ナノワイヤー光検出器の場合には、その整列構造は、光強度(輝度)お
よびその偏光の両方に対して一致した感度のためには不可欠である。ランダムな方向のナ

ノワイヤーでは、寝癖ナノワイヤー配列の偏光感度は大きく変化する。 
 
この集積ナノワイヤー光検出器回路については、ジャヴィーグループは、可視光の検出

器としてセレン化カドミウム・ナノワイヤーを使用した。エレクトロニクスについては、

ゲルマニウム・コアとシリコン・シェルを持ったナノワイヤーが、5 桁の大きさのまでの

光に応答する光検出器によって生じた電流を増幅する、電界効果トランジスターの中心と

なった。 
 

回路の集積化 

 
「集積回路を作り上げるために、受信機基板上の正確な位置に 2 つの種類の材料を置か

なければならない。素子のパターンは、基板上を覆うフォトレジスト層に置かれる。 初

に、基板上にセレン化カドミウムナノワイヤーを印刷し、次に、アセトンでフォトレジス

トを削除し、必要とする個所のセレン化カドミウムナノワイヤーを正確に残す。そしてエ

レクトロニクスについて、ゲルマニウム/シリコンナノワイヤーのプロセスを繰り返した」

とジャヴィーが述べる。 
 
非常に大きな集積回路上にこのような素子が描かれているように、光検出器とエレクト

ロニクスが基板上に置かれた。(テストケースでは、標準シリコン/シリコン酸化物基板が
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使用された) 素子を接続する金属電極を置くことにより回路が完成される。全てのナノワ

イヤー回路が作り出すマトリックスが、ピクセルの役割をし、画像化に使用される。 
 
ジャヴィーグループの統合ナノワイヤー回路の結果は、80 パーセントの回路が非常に小

さなばらつきで好結果の光応答を示した。動作しなかった回路の原因は、回路接続の製作

欠陥が 10 パーセントで、5 パーセントが光検出器印刷の失敗、また、不完全なナノワイヤ

ーが 5 パーセントあった。複雑な演算回路におけるこの比較的大きな産出高は、素子のナ

ノワイヤー合成や組み立ての 適化による容易に達成が可能な改善と共に、この技術の可

能性を証明している。 
 
「将来、我々は、高解像度の多色高感度ナノスケール素子を作成するために、多くの様々

な光センサの使用を予測することができる。そして、それは始まっている。我々は、ナノ

ワイヤーセンサー回路、光検出器、化学センサー、バイオセンサーをシリコン上だけでは

なく紙やプラスチックテープ上に印刷することを意図している。汚染が生じたところで、

また大気品質試験に、あるいは疾病有機体のテストに、想像できるセンサーとしての殆ど

あらゆる利用に、この技術を容易に即効的に使用することができるであろう」とジャヴィ

ーは語った。 
 

報告書： 
"Large-scale, heterogeneous integration of nanowire arrays for image sensor circuitry",  
「画像センサ回路のナノワイヤー配列の大規模異種混合集積化」、 
by Zhiyong Fan, Johnny C. Ho, Zachery A. Jacobson, Haleh Razavi, and Ali Javey,  
http://www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.0801994105 

 
(出典：http://www.lbl.gov/publicinfo/newscenter/features/2008/MSD-nanowire-circuit.html ) 
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