
ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1064,  2010.7.7 
 

【政策】ARPA-E エレクトロフュエル 蓄電池 CO2 回収  
 

ARPA-E 変革的エネルギー研究プロジェクトへ資金拠出（米国） 
 

17 の州での新たな ARPA-E（Advanced Research Projects Agency-Energy：エネル

ギー先端研究計画局）プロジェクトは、クリーンエネルギー技術分野での革新を促進

し、米国の競争力を高め、雇用を創出するだろう。 
 

4 月 29 日にワシントン DC にて行われた米国再生・再投資法に関する閣議で、ジョ

ー・バイデン副大統領およびエネルギー省（Department of Energy：DOE）のスティ

ーブン・チュー長官は、同省が 37 件の野心的な研究プロジェクトに対し 1 億 600 万

ドルの資金提供を行うと発表した。これらのプロジェクトは米国のエネルギーの使用

方法および生産方法を一変させるかもしれない。同省が ARPA-E を通じて提供する 1
億 600 万ドルの資金は、以下を目的としたプロジェクトに授与される： 

 再生可能な資源由来の電気を利用し、光合成を利用した時より効率的に先進バイ

オ燃料を生産する 
 電気自動車の低価格化を目指し、全く新しいタイプのバッテリーを設計する 
 より費用対効果の高い方法により、石炭火力発電所から炭素汚染を除去する 

 
「再生・再投資法により、これからは国内のエネルギー使用方法を劇的に変える可

能性のある、いくつもの最先端研究プロジェクトを進めることができる」とバイデン

副大統領が述べた。「米国のトップクラスの研究者に投資することで、我が国のイノベ

ーション精神が引き継がれるだけでなく、競争力を持った米国のクリーンエネルギー

産業の構築にも一役買っている。こうした産業は今後何年にもわたり、国内に安定し

た雇用を創出するだろう」 
 

「これらのプロジェクトは、米国がクリーンエネルギー技術分野での、次の産業革

命をリードすることができることを示している。これは炭素汚染を大幅に削減すると

同時に、新たな雇用創出、革新および経済成長の加速に役立つだろう」とチュー長官

は述べた。 
 
 「第 2 ラウンドの資金提供の公募で選ばれたすべてのプロジェクトおよびプロジェ

クト応募者を称賛する。米国は今まで以上に技術分野における飛躍的進歩を必要とし

ている。第 2 次世界大戦以降、GDP（国内総生産）の成長の約半分は、新技術の開発

および導入によるものである。このような新技術を生みだした革新的な研究者やエン

ジニアは、経済の新たなセクターを成長させ、雇用を創出する、新しいエネルギー技

術の開発分野で米国を導いていく人々である。これらの分野こそが、米国が今後 50 年

間にわたり競争力を維持できるかどうかのカギを握っている」と、下院科学技術委員
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会（the House Committee on Science and Technology）委員長のバート・ゴードン議

員が述べた。 
 
 この助成金は 17 の州のプロジェクトに支給される。同助成金は米国再生・再投資法

の下で行っている合計 1000 億ドルの投資の一部であり、この投資は、革新と科学技術

を通した雇用創出および経済成長の推進を目的としている。 
 

ARPA-E が資金提供を行う今回の研究プロジェクトは、以下の 3 つの重要分野に焦

点を当てている： 
  
1．「エレクトロフュエル（Electrofuels）」注 1－電気からバイオ燃料を生産 

現在のバイオ燃料生産技術はすべて光合成に依存しており、間接的に植物を燃料

に変換しているか、藻などの光合成生物を直接的に利用しているかのどちらかであ

る注 2。このプロセスでは、太陽光を化学エネルギーへ変換する時の効率は 1%に満

たない。一方、エレクトロフュエルのアプローチでは、太陽光や太陽熱由来の電気

や水素、あるいは地球上に豊富に存在する金属イオンなどの他の資源から、エネル

ギーを抽出することができる有機体を利用する。理論的にいえば、このアプローチ

は現行のバイオマスを利用したアプローチより、10 倍以上も効率的である可能性が

ある。 
 

ハーバード・メディカルスクール（マサチューセッツ州、ボストン）－ バクテリ

アを利用したリバース燃料電池注 3（Bacterial Reverse Fuel Cell）を研究 
 このプロジェクトでは、（太陽光または風力などの再生可能エネルギー由来の）電

力を使用してバクテリアに二酸化炭素（CO2）をガソリンに変換させる。このバク

テリアは燃料電池の逆（リバース）の働きをする。つまり、燃料電池は燃料を利用

し電力を作り出すが、バクテリアは電力を利用し燃料を作り出す。こうした研究プ

ロジェクトは、エネルギー問題に取り組むために生物学や医学など、他分野の専門

家を結集したことで問題解決の可能性が広がったことを示している。同プロジェク

トは ARPA-E より 400 万ドルの助成金を受ける。 

                                                  
注1 参照：NEDO 海外レポート 1058 号「DOE が最新研究プロジェクトに 1 億ドル拠出（米国）」、p.60 
http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1058/1058-09.pdf 
注2 間接的な方法の例：バイオマスからセルロースあるいは糖類を得、発酵を経てバイオエタノールを作

製する。直接的な方法の例：藻類から中性脂質（植物油）を得、改質を経てバイオディーゼルを作製す

る。 
注3 燃料電池は、燃料から電気をつくる装置である。この場合の燃料は水素と酸素であるが、もう少し幅

を広げて考えると、水素を作るための原料である LP ガス、石油、都市ガス等を燃料と捉えることができ

る。なお、酸素については、空気中に存在するものが使用される。さて、ここでリバース燃料電池とい

う言葉が使用される理由は、電気（電流）を原料として燃料（オクタノール）を作るという、燃料電池

とは逆の作用になっているからである。下記に示すプロジェクトの技術解説を参照。 
http://arpa-e.energy.gov/Portals/0/documents/news/ARPA-ETableofProjectSelections4-29-2010techni
calv2FINAl.PDF  
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2．高性能蓄電池－輸送用電気エネルギー貯蔵用の蓄電池（Batteries for Electrical 
Energy Storage in Transportation：BEEST） 
 現在の蓄電池は高コストで低出力であることから、電気自動車を広く普及する

際の致命的な壁となっている。この ARPA-E プログラムは、長時間走行が可能な

プラグイン・ハイブリッド車およびすべての電気自動車に対応する、超高エネル

ギー密度かつ低コストの次世代型蓄電池技術の開発を目指している。同プログラ

ムによる技術開発に成功すれば、それは米国のエネルギー安全保障の改善、経済

成長の加速および温室効果ガス排出削減に大いに貢献するだろう。 
 

マサチューセッツ工科大学（MIT、マサチューセッツ州、ケンブリッジ）－半固

体フロー蓄電池（Semi-Solid Rechargeable Flow Battery） 
 この概念は、現在はまだ存在しない新たなタイプの蓄電池を指している。半固

体フロー蓄電池は、蓄電池と燃料電池の最良の特性を併せ持つものであり、現在

の電気自動車用蓄電池の軽量化、小型化、低コスト化を可能にするものである。2
つのタイプの蓄電池のコスト差は劇的である。フロー蓄電池の価格は、現在の蓄

電池価格の 8 分の 1 以下に抑えられる可能性があり、手頃な価格の電気自動車の

普及につながるだろう。このプロジェクトは ARPA-E より 500 万ドルの助成金を

受ける。 
 

3．ゼロカーボン・コール（Zero-Carbon Coal）：先進的炭素回収技術のための革新的

材料およびプロセス（Innovative Materials & Processes for Advanced Carbon 
Capture Technologies：IMPACCT） 

現在、米国全体の電力の約 50%が石炭火力発電所で作られている。しかし同時

に、気候変動に深刻な影響をもたらすであろう、重大な炭素汚染の原因にもなっ

ている。この ARPA-E プログラムは、溶媒、吸着剤、触媒、酵素、分離膜、気体-
液体-固体間の相転移を含む幅広いアプローチを使った、石炭火力発電所からの

CO2 回収のための革新的技術の支援を目的としている。 
 

 GE グローバル・リサーチ・センター（GE Global Research Center、ニューヨ

ーク州、ニスカユナ）：相変化吸収剤を使用した CO2 回収プロセス 
GE 社のある研究者は、過去の DOE 出資プロジェクトの実施中におもしろい発

見をした。それはある液体が CO2 と反応する際、固体粉末へ変化する性質である。

この性質により、石炭火力発電所からの CO2 をより安価な方法で回収できるかも

しれない。粉末内の CO2 は気体の CO2 と比べ、石炭火力発電所の排ガスから、は

るかに容易に分離できる可能性がある。このプロジェクトは ARPA-E より 300 万

ドルの助成金を受ける。 
 
 今回の対象分野を絞った第 2 ラウンドの提案公募は、競争率が非常に高く、3 分野
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への初期のコンセプトペーパー（概要）の提出は 540 件を超えた。そのうち約 180 件

の提出者に正式申請が奨励され、複数の評価パネルからの情報や意見交換に基づいた

厳しい審査の結果、37 件の最終受賞者（プロジェクト）が決定された。同評価パネル

は米国トップクラスの科学技術専門家および ARPA-E のプログラム・ディレクターか

ら構成され、審査は科学的利点や技術的利点があるかどうか、米国のエネルギー目標

と経済目標に大きな影響を与える可能性があるかどうか、という点から行われた。 
 

4 月 29 日発表の最終受賞プロジェクトはウェブサイト注 4から参照できる。 
また、同時に発表されたプロジェクトの技術解説注 5もウェブサイトから参照できる。 
 

米国再生・再投資法案は、米国がこの数十年で最悪の経済危機に直面していた 2009
年 2 月 17 日に署名され、成立した。同法は個人および法人に対する減税、経済危機に

より大きな打撃を受けた世帯と州政府・地方自治体への援助、そして米国全土の科学、

技術およびインフラプロジェクトへの資金提供の組み合わせを通した雇用創出、およ

び経済成長の促進を目的に策定された。大統領経済諮問委員会（Council of Economic 
Advisors）によれば、同法によりこれまで約 250 万の雇用が創出された。 
 
米国再生・再投資法を利用した ARPA-E の新しいビデオの公開 
 

DOEは、第 1 ラウンドの助成対象である 1366 Technologies社（マサチューセッツ

州、レキシントン）を紹介した新しいビデオ「Faces of the Recovery Act」を公開し

た。同社は設置される太陽光発電システムのコストを半減し、ウエハーの資本コスト

を 70%削減する可能性のある、優れたウエハー製造プロセスを開発している。ARPA-E
の資金提供による同社の取り組みについてはビデオで見ることができる注 6。 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 飯塚 和子） 
 
出典： 
“Vice President Biden Announces Recovery Act Funding for 37 Transformational 
Energy Research Projects” 
http://www.energy.gov/news/8911.htm 

 
注4  
http://arpa-e.energy.gov/Portals/0/documents/news/ARPA-ETableofProject%20Selection4-29-2010FI
NAL.PDF 
注5 
http://arpa-e.energy.gov/Portals/0/documents/news/ARPA-ETableofProjectSelections4-29-2010techni
calv2FINAl.PDF 
注6 本稿の末尾に示す出典の URL から原文を表示し、ビデオを閲覧できる。 
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