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【個別特集】 エネルギー 研究開発政策 
 

安定で持続可能なエネルギーの未来のための新しい科学（米国）  
DOE 基礎エネルギー科学諮問委員会(BESAC)からの報告書 

(その 4 まとめ) 

 

NEDO海外レポート 1039～1041 号に引き続き、米国エネルギー省基礎エネルギー科学

諮問委員会(BESAC：Basic Energy Sciences Advisory Committee)の報告書注
F

1
Fの内容を紹

介する。 
 

内  容 

はじめに 

米国は 3重のエネルギー問題に直面している 

エネルギー問題の大きさ           （以上 1039 号掲載） 

 

安定で持続可能なエネルギー未来を描く 

１．エネルギー未来技術     

先例がない性能を持った材料 

化学変化をより選択的にする 

地球に炭素を返す 

安全でより効率的な原子力発電        （以上 1040 号掲載） 

２．省エネルギー未来技術            

そこにデジタル照明を 

建物のためのソーラー経済 

ハイブリッド電力グリッド 

先進的な輸送 

ソーラー燃料 

電力による輸送               （以上 1041 号掲載） 

 

まとめ         （今号掲載） 

これらの夢物語の実現 

成功への道 

提言 

 

これらの夢物語の実現 

妥当性ある未来のこれらのスナップショットは、予測ではなくシナリオである。しかし、

「これらのエネルギー未来をどのように探すのか」と質問するのが公平である。これらは、

国家としてまた文明全体として向かいたい方向であろう。再生可能エネルギーが大々的に

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

Energy Sciences Advisory Committee, 
http://www.sc.doe.gov/bes/reports/files/NSSSEF_rpt.pdf 
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化石エネルギーを置き換える時、それはより経済的であるからであり、より環境的に持続

可能であり、またより手頃だからである。 
 
持続可能なエネルギー未来は、米国のためだけにではなく、すべての国家の安全保障の

関係からも確かにより好ましい。もしすべての国がその国自身のエネルギーを作ることが

できれば、そのことは国際緊張の原因を減らす。そして、ビジネスチャンスは、国内およ

び海外の広大な国際市場での、大きな新しい投資と新しい雇用にある。我々は、中国に彼

らから買う商品を越える価値の革新的な先進エネルギー技術を売りたくないのであろうか。 
 
ここで概説されたエネルギー目標を達成することは、容易ではないであろう。そして基

礎科学の大きな動員なしでは、このことは起らないであろうことを明確にしよう。しかし、

もし我々が、この報告書の中で概説されたような、密接に結び付いたエネルギー目標を本

当に達成したければ、他にどんな選択肢があるのであろうか。 
 
基礎材料研究の商業的インパクト：一つの例 

A123 システムズ社(マサチューセッツ州の企業)は、米国エネルギー省基礎エネルギ

ー科学局による資金提供により、新しいリチウムイオン電池材料に関する基礎研究を

スタートさせた。MIT の Yet-Ming Chiang 教授の研究所からのわずか数グラムの試

作品のナノスケールリチウム金属リン酸塩オリビンにより 2002 年に開始されたが、

同社は、ナノリン酸塩(Nanophosphat)と呼ぶトン数量規模への拡張パウダー生産方式

による、高性能陰極材料生産のための商業工程をすぐに開発した。そして、新しい電

池化学を利用した斬新な電気化学電池設計を開発し、2005 年 11 月に、A123 社は高

出力の安全で長寿命の新しいクラスのリチウムイオン電池の商業生産を発表した。 
 
同時に、その最初の主要な商業化パートナーである Black and Decke 社が、このバ

ッテリー基盤を使用して、DeWalt 社のコードレス・パワーツール用の新しいライン

を発表した。新しい電池化学の歴史的に最も速い商業化と、多くの人が考えるこの達

成は、同社がその発展段階において受領した DOE の小企業革新研究(SBIR：Small 
Business Innovative Research)助成によってさらに支援されていた。今日、A123 社

は、輸送、電力グリッドサービスおよびポータブル電力の 3 つの主要市場へ、バッテ

リーおよびエネルギー・システムを生産する国際企業になっている。 
 
DOE と米国自動車メーカー間の協力である、米国先進バッテリーコンソーシアム

(USABC：United States Advanced Battery Consortium)からの開発契約により支援

されて、A123 社はその中核技術を使用して、ハイブリッド電気自動車(HEV)用のバ

ッテリーを開発し、現在、輸送分野の様々な顧客に供給している。続いて、同社は、

プラグイン・ハイブリッド電気自動車(PHEV)用バッテリーに集中する、2 番目の数

100 万ドルの USABC プログラムを開始しており、また同様に、グリッド安定化応用

向けのトラクタートレーラー寸法の大型バッテリーを現在開発している。 
 

成功への道 

革新的な新しい材料と化学プロセスは、この展望の達成をもたらす作用因子である。将

来のエネルギー・システム、太陽光の開発、電力の貯蔵、また水分解や二酸化炭素の削減
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による燃料の作成は、エネルギーを一つの形式から別の型式に変換するための材料と化学

変化を中心に展開する。 
 
そのような材料は、今日のエネルギー材料よりもはるかにスマートでより機能的である

必要がある。化学反応を制御したり、太陽の光子を電子に変換するにために、各々のステ

ップが設計されたナノスケール構造を持つ特別に作られた材料によって、実行される多数

のステップの統合を必要とする。 
 
そのような先端材料は、我々が化石燃料を見つけるようには、自然界では見つからない。

それらは、基礎科学によって明らかにされた原理を使用して、厳格な基準で設計され作り

上げられなければならない。 
 
商用のシリコン太陽電池は、1954 年の 6%の効率から、今日の 20%以上の効率にまで達

している。これは、基礎的な材料研究が、光起電力変換の現象についての理解をもたらし、

この機能を遂行する半導体材料を絶え間なく向上させたからである。 
 
太陽光の電力への変換は、多数の構成要素のステップで構成された複雑なプロセスであ

る。太陽電池の効率増加は、光子捕獲、電荷分離と電荷収集の各ステップの動作を理解す

ることを必要とする。電荷捕捉による欠陥は、各ステップで除去されるか最小化されなけ

ればならない。また、各ステップを実行する複合材料は、一つの機能単位へ統合されなけ

ればならない。 
 
材料や化学的現象の同レベルの複雑さは、3 つのエネルギー目標である、太陽光からの

燃料、二酸化炭素排出のない電力および革命的なエネルギー効率と使用のすべてにわたる。

斬新的で高度な特性や動作を持つ材料を作成する作業は、観察科学から「制御科学」の高

まりという、現在、科学に生じている平行変換によって非常に大きな力を与えられている。 
 
20 世紀は観察科学の革命的な進歩を経験した。高温超伝導体、原子分解能を持った電子

顕微鏡、さらに、鋼の強さと羽根の軽さの質量を組合せるカーボンナノチューブのような

注目すべき発見を我々にもたらした。観察科学は、いまや、制御科学を生み出した。そこ

では、原子やナノ規模での材料の化学的・物理的挙動を、考案し、作りだし、方向づける

ために、観察結果に由来した蓄積された知識を使用している。 
 
制御科学は、材料と化学変化の複雑性を管理し、意図的に予期せぬ良い結果に置き換え

る。エネルギー変換を制御する複雑な構造、組成および化学プロセスを設計し作り出す能

力は、今や、手の届くところにある。高機能材料と制御科学の交点は、持続可能エネルギ

ーのための転換点を作り出す。持続可能エネルギーのための推進力とチャンスは、決して

それほど大きくはなかった。 
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複合材料や化学プロセスに制御科学の方法およびツールを適用する国家イニシアティ

ブは、我々の外国エネルギーへの依存性を単に減らすだけでなく、潜在的に削除し、さら

には、次世代エネルギー技術における我々の指導的立場を確立し、エネルギーを渇望する

世界に、この技術を供給する経済的利益をもたらすであろう。 
 

提言 

安定で持続可能なエネルギー未来の展望は、我々のエネルギー供給の 3 分の 1 を輸入す

るために数千億ドルを費やしている現状を脱して、米国で考案され作られた新しいカーボ

ンフリー・エネルギー技術の開発、展開さらに輸出への動きを引き起こす。これは大事業

である。しかし、チャンスは巨大である。 
 
エネルギーの供給と使用パターンの変化と未来のすべての展望は、エネルギー効率の大

きな進展と共に、太陽エネルギーのような再生可能資源を含んだ、カーボンフリー・エネ

ルギー資源の大きな増加をもたらす。 
 
問題は、今日の解決策は、その課題達成にまで及んでいないということであり、現在の

実績は、必要なものよりかなり下にあり、また、改善がなされている速度は非常に遅すぎ

る。「ゲームのルール」を変更する新しい考えによるパラダイムを変えるブレークスルーに

よって前進させなければならない。 
 
基本的な科学の障壁を既存の技術で克服するために提供する技術的解決策と同様に、全

ての新技術の基盤である、ゲームを変化させる基本的な発見や技術革新の支援が、DOE
基礎エネルギー科学(BES)局が果たす役割である。もちろん、他のものもまたその役割を

果たさなければならない。 
 
エンジニア、企業家、ベンチャー投資家および研究者はすべて、明日のエネルギー技術

を開発し、これらの発見を商業化し、そして市場へそれらをもたらすために、ともに働く

必要がある。しかしながら、発見や技術革新の速度を増加させること無しには、必要とす

る変更は決してやって来ず、また、もし来たとしても、実現は遅すぎるであろう。 
 
BES は、ユニークなやり方でこの問題に取り組むことができる。BES のミッションは、

エネルギー消費の環境影響を軽減すると同様に、新しい向上したエネルギー技術の基礎を

提供する基礎研究を支援している。このミッションの支援のもと、BES は、先例がない精

度で材料や化学プロセスを調べるのに必要な科学的ツールおよび設備を設計・構築し、そ

れにより、大学、国立研究所および産業界の研究の必要性に役立たせている。 
 
現在、11 件になる「基礎研究の必要性」ワークショップと報告書およびグランド・チャ
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レンジ報告書などを通して、BES は、米国が今日直面する単一で最も大きな科学的な問題

に取り組むために必要な研究事項およびツールを系統的に文書化している。 
詳細は複雑であるが、結論は明確である。 
 
－発見、技術革新および技術変化の速度の大きな増加が必要である。 

BES は、次世代のカーボンフリー・エネルギー技術の重大な科学的障壁の解決に注

目して、大胆な新しいイニシアチブを導かなければならない。 
 
－大きな発見は、先進的材料や化学的現象と制御科学との交差で生じるであろう。ま

た、ここにその研究取り組みを集中させる人々に対して明らかな早期着手の利益が

ある。 
BES は、将来のエネルギー資源やシステム発見のための世界的な競争において、米

国が遅れを取らないように、米国のエネルギー研究の取り組みをこの方向に導かな

ければならない。 
 
－発見の速度を高めるためには、第一級のツールを装備して、最も急を要する問題に

注目して、高度に教育を受けた才能を持った「ドリームチーム」を使用することで

あろう。 
BES は、先進的材料の合成、評価、理論および計算における必要性と能力の間のギ

ャップを縮めるために、これらのドリームチームの展開を導かなければならない。 
 
－米国のリーダーシップは、今日の学生および若い研究者を明日のエネルギー解決策

の発見者、発明者および革新者となるよう奮い立たせることを目指して、一連の労

働力開発および早期キャリア・プログラムを通じて、最良の才能を積極的に募集す

るための全国的取り組みを導くことを、BES に求めている。 
 

制御の科学の機会 

電子、原子および分子レベルでの物質やエネルギーに向けて 
 
科学は、現在、電子、原子および分子レベルでの物質とエネルギーの制御に基いた

新しい時代に入っている。20 世紀には、科学は、常により小さな長さスケールで、我々

のまわりの世界を観察するために、注目すべき能力を発達させた。世紀半ばまでに、

電子顕微鏡は、我々の実社会にある材料の巨視的挙動を決定する原子の複雑な配置を

明らかにした。1990 年代までに、走査型プローブ顕微鏡は、個々の原子の電子構造や、

電導度や絶縁性および磁気特性を制御する、隣接した原子との相互作用を明らかにし

ている。強力なＸ線および中性子源は、材料が化学反応をしたり、外部刺激に反応し

た時の、材料の原子および電子構造の変化についての実時間観察を可能とした。 
 
21 世紀に、観察の科学は、化学的・物理的現象を始動し制御する材料中の原子配置

およびエネルギーの流れに向けた、新しいパラダイム生み出している。我々は、現在、

原子毎に材料を構築することができ、自然界に存在しない材料を創造する新しい展望
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を開いた。高度な理論および計算モデルは、これらの仮想的物質の特性を予測する。

そして、我々はボトムアップによる自己集合やトップダウンのリソグラフィーによっ

てその材料を研究所内で構築することができる。 
 
一度合成されれば、我々は電子・原子レベルでそれらの特性を観察して、その特性

を最適化するためにその構造を微調整することができる。そのような原子的・電子的

な制御は、基礎科学の質的に新しい特徴である。設計がセレンディビティ(予期せぬ良

い物を見つけ出す才能)をもたらすことができ、目標の課題を達成するために原子毎に

材料を作り出せるところで、新しい時代が開かれる。より大きなエネルギー持続性へ

の移行のために、制御の科学は、光と電子および化学結合の間のエネルギーの物理

的・化学的変換を方向づける複合材料を設計し合成するという先例がない機会を生み

出すであろう。 
 
( 出典：http://www.sc.doe.gov/bes/reports/abstracts.html#NSSSEF ) 


