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【新エネルギー】水素生産  

水素生産の太陽エネルギーと風力エネルギー技術 

その 6 DOEプロジェクト一覧（米国） 
 
プロジェクトの詳細な内容については、"プロジェクト概要(Project Description)"で記載

されている"2005年度DOE水素プログラム進展報告書(APR)"を参照することができる。将
来の資金提供は、すべて政府歳出予算による。 
 
* は議会指定プロジェクトを示す。「繰延」とラベル付けされたプロジェクトは、競争的に選択されたが、
議会指定プロジェクトにより加えられた。 
 
 
1 - 実証プロジェクトおよび統合テストサイト 
 

主契約者 サブ契約 
パートナー 

DOE 
2005年 
契約 

DOEプロ
ジェクト費
用概算合計

プロジェクト概要 

     
国立再生可能エネル
ギー研究所 (ゴール
デン、コロラド州) 
スポンサー：EE 水
素・風力プログラム 

エクセル・エナジ
ー (ミネアポリ
ス、ミネソタ州)
ノースダコタ大
学(グランドフォ
ークス、ノースダ
コタ州) 
ミネソタ大学(ミ
ネアポリス /セン
トパウロ、ミネソ
タ州) 
ハワイ大学(ホノ
ルル、ハワイ州)
ノーザンパワー
システム社(ウエ
イツフィールド、
バーモント州) 
プロトンエネル
ギー・システム社
(ウォリングフォ
ード、コネチカッ
ト州) 
ベイスンエレク
トリック社(ビス
マルク、ノースダ
コタ州) 

$500,000 $2,000,000 
FY03 - FY07

再生可能な風力や太陽発電シ
ステムと電気分解の統合化．
コスト削減とシステム性能の
最適化のために、変動電力条
件下での電解槽性能の特性評
価および共通の電力エレクト
ロニクスおよび制御パッケー
ジの開発． 
システム効率を高めかつコス
ト削減するために、直接結合
風力基盤再生可能エネルギー
利用した電気分解ならびに燃
料電池のモデル化と統合．
[APR IV.H.3 p. 340] 

サンディア国立研究
所(アルバカーキ、ニ
ューメキシコ州) 
スポンサー：EE太陽
プログラム 

国立再生可能エ
ネルギー研究所
(ゴールデン、コ
ロラド州) 

$260,000 $1,000,000 
FY05 - FY07

先進的な太陽電力熱生産のた
めの太陽熱技術の研究開発へ
集中． 

アリゾナ公益事業
(フェニックス、アリ
ゾナ州) 
スポンサー：EE水素
プログラム 

GE グローバル
リサーチ社(ニス
カユナ、ニューヨ
ーク州) 

$500,000 $800,000 
FY03 - FY06

自動車に燃料補給しかつ分散
電源を提供するための、太陽
や風力による電気分解システ
ムから水素を生産する未来パ
ワーパーク．[APR VIII.B.3 p. 
1180] 

ハワイ自然エネルギ
ー研究所(HNEI)、ハ

ハワイアン・エレ
ク ト リ ッ ク 社

$520,000 $520,000 
FY04 - FY06

自動車に燃料を補給しかつ分
散電源を提供するための、風
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ワイ大学 
スポンサー：EE水素
プログラム 

(HECO) 力や地熱による電気分解シス
テムから水素を生産する未来
パワーパーク．[APR VIII.B.1 
p. 1167] 

DTE エナジー社 (デ
トロイト、ミシガン
州) 
スポンサー：EE水素
プログラム 

ダイムラー・クラ
イスラー社(オー
バーンヒルズ、ミ
シガン州) 
BP アメリカ社
(ネーパーヴィ
ル、イリノイ州)

$270,000 $2,000,000 
FY02 - FY09

自動車に燃料補給しかつ分散
電源を提供するための、太陽
や風力による電気分解システ
ムおよびバイオマスシステム
から水素を生産する未来パワ
ーパーク．[APR VIII.B.2 p. 
1175] 

サンラインサービス
グループ (サゥザン
ドパーム、カリフォ
ルニア州) 
スポンサー：EE水素
プログラム 

サウスコースト
大気質管理区域
(ダイアモンドバ
ー、カリフォルニ
ア州) 

$ 0 $2,000,000 
FY01 - FY06

公共アクセス給油所へ現地
PV 電気分解を統合した水素
燃料供給施設．[APR VIII.C.3 
p. 1194] 

ベイスンエレクトリ
ック社(ビスマルク、
ノースダコタ州)* 
スポンサー：EE風力
および水力発電 

ノースダコタ大
学(グランドフォ
ークス、ノースダ
コタ州) 

$469,000 $996,000 
FY04 - FY09

水素生産の電解槽に供給する
ための電力グリッド経由風力
発電電力のダイナミックな組
み入れ．この再生可能生産経
路の技術的・経済的評価を可
能とする． 

フォード・モーター
(ディアーボーン、ミ
シガン州) 
スポンサー：EE水素
プログラム 

BP アメリカ社
(ネーパーヴィ
ル、イリノイ州)

$ 0 $1,450,000 フロリダ州オーランドーの水
素自動車給油所用の PV/風力
電気分解．[APR VIII.A.2 p. 
1147] 

 
2 - 電気分解 
 

主契約者 サブ契約 
パートナー 

DOE 
2005年 
契約 

DOEプロ
ジェクト費
用概算合計

プロジェクト概要 

     
SRI インターナショ
ナル社 (メンローパ
ーク、カリフォルニ
ア州) 
スポンサー：EE水素
プログラム 

高温電気化学研
究所(ロシア) 

$200,000 $1,800,000 
FY05 - FY09

高温電気分解の利用による発
電コストの削減．[APR IV.H.9 
p. 363] 

GE グローバルリサ
ーチ社(ニスカユナ、
ニューヨーク州) 
スポンサー：EE水素
プログラム 

ノースウェスタ
ン大学(エヴァン
ストン、イリノイ
州) 
ファンクショナ
ル コ ー テ ィ ン
グ・テクノロジー
ズ、LLC(エヴァ
ンストン(IL)) 

$25,000 $3,200,000 
FY05 - FY08

効率と水素生産コストを改善
するための可能性を確認する
ための可逆的固体酸化物燃料
電池/電気分解システム．[APR 
IV.H.8 p. 361] 

セラマテック社 (ソ
ルトレークシティ
ー、ユタ州) 
スポンサー：EE水素
プログラム 

アイダホ工学・環
境国立研究所(ア
イダホフォール
ズ、アイダホ州)
Hoeganaes社(シ
ナミンソン、ニュ
ージャージ州) 
ワシントン大学
(シアトル、ワシ
ントン州) 

$300,000 $1,900,000 
FY05 - FY08

高温固体酸化物電気分解のた
めの斬新な設計を使用した水
素生産発電コストの削減．
[APR IV.H.10 p. 367] 

スターリング・エネ
ルギー・システム社
(フェニックス、アリ
ゾナ州) 

アラバマ大学ハ
ンツビル校(ハン
ツヴィル、アラバ
マ州) 

繰延 $3,900,000 革新的なシステムアプローチ
による太陽集光技術とスチー
ム電気分解の高エネルギー効
率の使用による、ゼロ廃棄物
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スポンサー：EE水素
プログラム 

ワイツマン技術
研究所(イスラエ
ル) 
コンセントレイ
ティング・テクノ
ロ ジ ー ズ 、
LLC( オ ー エ ン
ス・クロスロー
ド、アラバマ州)
マサチューセッ
ツ大学ボストン
校(ボストン、マ
サチューセッツ
州) 

排出の水素生産のための超高
温水分解． 

国立再生可能エネル
ギー研究所 (ゴール
デン、コロラド州) 
スポンサ－：EE 水
素・太陽プログラム
(FY05 は太陽から資
金提供) 

セラマテック社
(ソルトレークシ
ティー、ユタ州)
ソーラシステム
Pty 社(メルボル
ン、オーストラリ
ア) 

$50,000 $150,000 
FY05 - FY06

電力と水素の共同生産用の高
温電気分解と集光 PV 統合に
関する実行可能性の研究． 

アリゾナ州立大学
(テンピ、アリゾナ州) 
スポンサー：EE水素
プログラム 

無 $170,000 $1,200,000 
FY05 - FY09

陽極面の改良による低温の電
気分解効率を改善する斬新な
アプローチ． [APR IV.F.9 p. 
276] 

テレダイン・エネル
ギー・システム社(ハ
ントヴァリー、メリ
ーランド州) 
スポンサー：EE水素
プログラム 

サンディア国立
研究所(アルバカ
ーキ、ニューメキ
シコ州) 

繰延 $1,500,000 高効率と改良したシステム統
合を達成するための低温アル
カリ電気分解用の斬新なメン
ブレンと電解触媒 t材料 

テレダイン・エネル
ギー・システム(ハン
トヴァリー、メリー
ランド州) 
スポンサー：EE水素
プログラム 

無 $300,000 $1,600,000 
FY04 - FY07

廉価な製造を可能とする部品
削減とシステム設計を目指す
先進的超高圧アルカリ電気分
解．[APR IV.H.5 p. 348] 

ジナー・エレクトロ
ケミカルシステム社
(ニュートンマ、サチ
ューセッツ州) 
スポンサー：EE水素
プログラム 

無 $400,000 $1,500,000 
FY03 - FY07

廉価な先進的高圧 PEM 電気
分解水素生成技術． [APR 
IV.H.1 p. 329] 

プロトン・エネルギ
ー・システム社(ウォ
リングフォード、コ
ネチカット州) 
スポンサー：EE水素
プログラム 

エアープロダク
ツ社 

$100,000 $1,900,000 
FY04 - FY07

廉価な先進的高圧 PEM 電気
分解水素生成技術． 
風力技術との統合． [APR 
IV.H.7 p. 357] 

GE グローバルリサ
ーチ社* 
スポンサー：EE水素
プログラム 

ニューヨーク州
立大学(オールバ
ニー、ニューヨー
ク州) 

$ 0 $1,500,000 
FY04 - FY06

大型アルカリ電解槽システム
のコスト削減と製作性を改善
する斬新な単一体スタック設
計．[APR IV.H.2 p. 334] 

トレド大学(トレド、
オハイオ州)* 
スポンサー：EE水素
プログラム 

ボウリンググリ
ーン州立大学(ボ
ウリンググリー
ン、オハイオ州)

$125,000 $125,000 
FY05 - FY07

PV との直接統合のために設
計された電気分解システム．
[APR IV.F.10 p. 278] 

サンディア国立研究
所(アルバカーキ、ニ
ューメキシコ州) 
スポンサー：EE水素
プログラム 

 $85,000 $240,000 
FY04 - FY05

アルカリ電気分解システム用
高分子膜と高効率電解触媒．
[APR IV.H.6 p. 353] 

ネバダ大学ラスベガ
ス校(ラスベガス、ネ
バダ州)* 

プロトン・エネル
ギー・システム
(ウォリングフォ

$1,100,000 $3,800,000 
FY03 - FY07

ネバダ州ラスベガスの太陽電
気分解給油所．[APR IV.H.11 
p. 370] 
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スポンサー：EE水素
プログラム 

ード、コネチカッ
ト州) 

アナリテックパワ
ー、LLC(ウォーバー
ン、マサチューセッ
ツ州) 
スポンサー：SBIR 

無 $100,000 $100,000 
FY05 - FY06

水電気分解用統合電気化学水
素圧縮．[APR XI.2 p. 1330] 

ジナー社 (ニュート
ン、マサチューセッ
ツ州) 
スポンサー：SBIR 

無 $750,000 $850,000 
FY04 - FY06

水電気分解用寸法安定性高性
能膜．[APR XI.6 p. 1332 and 
XI.9 p. 1334] 

アモニックス社 (ト
ランス、カリフォル
ニア州) 
スポンサー：SBIR 

無 $100,000 $700,000 
FY04 - FY06

水素生産のための統合高性能
PV 水電気分解システム．
[APR XI.12 p. 1338] 

アバレンス、LLC(ミ
ルフォード、コネチ
カット州) 
スポンサー：SBIR 

無 $750,000 $850,000 
FY04 - FY06

光起電力アレイへ直接結合す
る高性能超高圧電解槽．[APR 
XI.13 p. 1339] 

エバモント社 (ウォ
ーターベリー、バー
モント州)* 
スポンサー：EE水素
プログラム 

ノーザンパワー
システム社(ウエ
イツフィールド、
バーモント州) 
プロトン・エネル
ギー・システム
(ウォリングフォ
ード、コネチカッ
ト州) 

$ 0 $940,000 
FY04 - FY07

風力や他の再生可能電力源を
使用した高度 PEM 電気分解
給油所．[APR IV.H.4 p. 345]

 
3 - 光電気化学 
 

主契約者 サブ契約 
パートナー 

DOE 
2005年 
契約 

DOEプロ
ジェクト費
用概算合計

プロジェクト概要 

     
GE グローバルリサ
ーチ社(ニスカユナ、
ニューヨーク州) 
スポンサー：EE水素
プログラム 

カリフォルニア
工科大 (パサデ
ナ、カリフォルニ
ア州) 

$25,000 $3,100,000 
FY05 - FY09

太陽エネルギーによる有用な
量の水素を生成する光電気化
学水分解システム．材料発見、
システム設計およびプロトタ
イプ構築と実証に集中した課
題を含む． [APR IV.F.5 p. 
268] 

カリフォルニア大学
サンタバーバラ校
(サンタバーバラ、カ
リフォルニア州) 
スポンサー：EE水素
プログラム 

国立再生可能エ
ネルギー研究所
(ゴールデン、コ
ロラド州) 
GE グローバル
リサーチ社(ニス
カユナ、ニューヨ
ーク州) 

$200,000 $900,000 
FY05 - FY08

水から大量の水素を光電気化
学生産するための、効率的、
実用的、経済的、持続可能な
材料を発見し最適化する組み
合わせ化学法．[APR IV.F.3 p. 
256] 

MV システム社(ゴー
ルデン、コロラド州) 
スポンサー：EE水素
プログラム 

ハワイ大学(ホノ
ルル、ハワイ州)
インテマッテイ
ックス社(モラガ
カリフォルニア
州) 
サウスウエスト
研究所(サンアン
トニオ、テキサス
州) 
ドゥケーン大学
(ピッツバーグ、
ペンシルベニア
州) 

繰延 $3,300,000 光電気化学材料と光起電力材
料の集積層を使用するハイブ
リッド光電極素子．材料研究、
光電極開発および製法スケー
ルアップ研究の平行取り組み
を含む．[APR IV.F.8 p. 274] 
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米国立再生可能
エネルギー研究
所(ゴールデン、
コロラド州) 
カリフォルニア
大学サンタバー
バラ校(サンタバ
ーバラ、カリフォ
ルニア州) 

ミッドウエストオプ
トエレクトロニクス
(トレド、オハイオ州) 
スポンサー：EE水素
プログラム 

国立再生可能エ
ネルギー研究所
(ゴールデン、コ
ロラド州) 
ユナイテッドソ
ーラオベニック
社(トロイミシガ
ン州) 

$100,000 $2,900,000 
FY05 - FY08

太陽光と水から水素を生産す
るための、アモルファスシリ
コン基盤、微結晶シリコン基
盤の光電極を含む、薄膜シリ
コン基盤光電極． 
この方法は、材料耐久性を改
善するためのコーティングを
有する有望な多重接合素子を
使用する． [APR IV.F.6 p. 
270] 

米国立再生可能エネ
ルギー研究所 (ゴー
ルデン、コロラド州) 
スポンサー：EE水素
プログラム 

コロラド鉱業大
学(ゴールデン、
コロラド州) 
コロラド大学(ボ
ルドー、コロラド
州) 

$800,000 $2,800,000 
FY05 - FY07

直接水を分解し水素を生産す
るための光電気化学材料の研
究開発およびバンド端設計を
行う実験的・理論的技術．
[APR IV.F.2 p. 250] 

SRI インターナショ
ナル社 (メンローパ
ーク、カリフォルニ
ア州) 
スポンサー：EE水素
プログラム 

無 $250,000 $930,000 
FY01 - FY06

可視光を使用し水素を生成す
るための新しい光触媒材料を
発見するための高速大量処理
スクリーニング法． [APR 
IV.F.4 p. 263] 

ネバダ大学ラスベガ
ス校(ラスベガス、ネ
バダ州)* 
スポンサー：EE水素
プログラム 

ハイドロジェン
ソーラ社(ヘンダ
ーソン、ネバダ
州) 
アルテアナノテ
クノロジー社(リ
ノ、ネバダ州) 
米国立再生可能
エネルギー研究
所(ゴールデン、
コロラド州) 

$2,700,000 $3,500,000 
FY03 - FY07

直接水を分解するのに適した
電解質中に浸した、耐久性あ
る光活性酸化皮膜と結合した
光起電力素子．[APR IV.F.1 p. 
243] 

トレド大学(トレド、
オハイオ州)* 
スポンサー：EE水素
プログラム 

無 $470,000 $470,000 
FY05 - FY07

太陽光と水から水素を生産す
るための、アモルファスシリ
コン基盤、微結晶シリコン基
盤の光電極を含む、薄膜シリ
コ ン 基 盤 光 電 極 ． [APR 
IV.F.10 p. 278] 

ネバダ大学ラスベガ
ス校(ラスベガス、ネ
バダ州)* 
スポンサー：EE水素
プログラム 

ハワイ大学(ホノ
ルル、ハワイ州)
MV システム社
(ゴールデン、コ
ロラド州) 
インテマティッ
クス社(フリーモ
ント、カリフォル
ニア州) 

$975,000 $1,375,000 
FY03 - FY07

光電気化学材料と光起電力材
料の集積層を使用するハイブ
リッド光電極素子． 材料研
究、光電極開発および製法ス
ケールアップ研究の平行取り
組みを含む．[APR IV.H.11 p. 
370] 

エジソン材料技術セ
ンター(デートン、オ
ハイオ州)* 

ミッドウエスト
オプトエレクト
ロニクス (トレ
ド、オハイオ州)

$200,000 $200,000 太陽光と水から水素を生産す
るための、アモルファスシリ
コン基盤、微結晶シリコン基
盤の光電極を含む、薄膜シリ
コ ン 基 盤 光 電 極 ． [APR 
IV.F.11 p. 281 
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4 - 熱化学水分解反応サイクル 
 

主契約者 サブ契約 
パートナー 

DOE 
2005年 
契約 

DOEプロ
ジェクト費
用概算合計

プロジェクト概要 

     
コロラド大学 (ボル
ドー、コロラド州) 
スポンサー：EE水素
プログラム 

エズ-スイス工科
大学(スイス) 

$100,000 $1,100,000 
FY05 - FY09

水素生産へ太陽駆動熱化学水
分解のためのマンガン酸化サ
イクル [APR IV.I.2 p. 389] 

サイエンス・アプリ
ケーションズ・イン
ターナショナル社
(サンディエゴ、カリ
フォルニア州) 
スポンサー：EE水素
プログラム 

フロリダソーラ
エネルギーセン
ター(ココア、フ
ロリダ州) 
トゥラボ大学(プ
エルトリコ) 
セントラル・フロ
リダ大学(オーラ
ンドー、フロリダ
州) 

繰延 $4,000,000 太陽エネルギーを 2 つの方法
で使用することができる太陽
駆動熱化学水分解反応サイク
ル：高温熱の供給と化学反応
に触媒作用を及ぼす一部分の
太陽スペクトルエネルギーを
直接利用する 2 つの方法があ
る． 

ネバダ大学ラスベガ
ス校(ラスベガス、ネ
バダ州)* 

ゼネラルアトミ
ック社(サンディ
エゴ、カリフォル
ニア州) 
サンディア国立
研究所(アルバカ
ーキ、ニューメキ
シコ州) 
米国立再生可能
エネルギー研究
所(ゴールデン、
コロラド州) 
コロラド大学(ボ
ルドー、コロラド
州) 

$3,200,000 $6,600,000 
FY03 - FY07

可能性ある太陽駆動高温水分
解サイクルの選別と最も有望
なサイクルへの絞り込み． 
そして、$2-$3/GGE H2 の水
素生産コスト目標を達成する
ための、少なくとも 1 つのサ
イクルの研究・開発と実証．
[APR IV.I.1 p. 377] 

 
5 - バイオ水素生産 
 

主契約者 サブ契約 
パートナー 

DOE 
2005年 
契約 

DOEプロ
ジェクト費
用概算合計

プロジェクト概要 

     
カリフォルニア大学
バークレー校 (バー
クレー、カリフォル
ニア州) 
スポンサー：EE水素
プログラム 

無 $200,000 $1,200,000 
FY05 - FY09

光バイオ水素生産の低い光利
用効率の技術的障壁に取り組
むために、光化学系クロロフ
ィルの大きな触角サイズによ
り、微生物による光吸収の高
効率化．[APR IV.E.1 p. 211]

J. クレイグ・ベンタ
ー研究所 (ロックヴ
ィル、メリーランド
州) 
スポンサー：EE水素
プログラム 

米国立再生可能
エネルギー研究
所(ゴールデン、
コロラド州) 

$350,000 $2,880,000 
FY05 - FY08

自然界では一緒には見つから
ない、2つの非常に望ましい形
質を備えた斬新なハイブリッ
ド微生物を開発するために、
シアノバクテリアと光合成細
菌の 2 つの微生物の特性を組
合せ、供給材料としての水を
使用した、酸素の存在状態で
水素を生産する能力． [APR 
IV.E.6 p. 241] 

オークリッジ国立研
究所(オークリッジ、
テネシー州) 
スポンサー：EE水素
プログラム 

無 $600,000 $700,000 
FY04 - FY06

水素生産中のプロトン勾配を
縮小するプロトンチャネルを
設計することにより、藻の水
素生産 (水分解 )の速度が増加
することにより、水素効率に
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影響する吸収光エネルギーを
制限する生理学的な障害が最
小化される．[APR IV.E.3 p. 
225] 

米国立再生可能エネ
ルギー研究所 (ゴー
ルデン、コロラド州) 
スポンサー：EE水素
プログラム 

ベックマン研究
所、イリノイ大学
(アーバナ、イリ
ノイ州) 
CEA/CNRS( グ
ルノーブル、フラ
ンス) 
ミネソタ大学(ミ
ネアポリス /セン
トパウロ、ミネソ
タ州) 

$900,000 $3,200,000 
FY05 - FY07

生物触媒を使用して水から効
率的に水素を光生産するため
に必要な生物化学機構の理解
を高める．これにより、生物
学的水素光生産に関わる酵素
の酸素感受性障害に関する研
究を行う． [APR IV.E.2 p. 
216] 

アドバンスト・バイ
オニュートリション
社(コロンビア、メリ
ーランド州) 
スポンサー：EE水素
プログラム 

ニューヨーク市
立大学ブルック
リン校(ブルック
リン、ニューヨー
ク州) 
クレムソン大学
(クレムソン、サ
ウスカロライナ
州) 
サヴァナリバー
技術センター(エ
ーケン、サウスカ
ロライナ州) 
SeaAg 社(ヴェロ
ビーチ、フロリダ
州) 
ハワイ大学(ホノ
ルル、ハワイ州)

繰延 $4,300,000 斬新な 2 段階間接的バイオ光
水素生産プロセス．暗い醗酵
反応で貯蔵された藻のポリグ
ルコースが水素に変換され
る． 

モンタナ州立大学
(ボーズマン、モンタ
ナ州) 
スポンサー：EE水素
プログラム 

プレオティント、
LLC(ウエストオ
リーブ、ミシガン
州) 

繰延 $1,200,000 可視光とアセテートのような
単純な有機酸 ((酢 ) を使用す
る水素生産． [APR IV.F.7 p. 
272] 

 
6 - 太陽利用水素生産の基礎研究 
 

主契約者 サブ契約 
パートナー 

DOE 
2005年 
契約 

DOEプロ
ジェクト費
用概算合計

プロジェクト概要 

     
コロラド州立大学
(フォートコリンズ、
コロラド州) 
スポンサー：サイエ
ンス局 

 $180,000 $590,000 
FY05 - FY07

可視光での光電気化学水分解
のための新しい半導体混合酸
化物を明らかにする組合せア
プローチ． 
導電ガラス基板上へインクジ
ェット印刷により金属酸化物
前駆体を蒸着する斬新なアイ
デア、薄膜を作成する熱分離、
および水成電解質中の浸漬薄
膜上の光電流を検知する可視
光波長走査．[APR II p. 13] 

カリフォルニア工科
大学(パサデナ、カリ
フォルニア州) 
スポンサー：サイエ
ンス局 

 $225,000 $690,000 
FY05 - FY07

改良インクジェットプリンタ
ーを使用した、光陰極用の金
属硫化物および光陽極用の金
属酸化物の組合せ選別． 
膜の各々の側での水素および
酸素生産のための膜支持で幾
何学的に組織された光触媒構
造体の開発．[APR II p. 13] 
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アリゾナ大学 (ツー
ソン、アリゾナ州) 
スポンサー：サイエ
ンス局 

 $220,000 $670,000 
FY05 - FY07

細孔シリカ薄膜に埋込まれた
半導体ナノ粒子あるいは色素
改質デンドリマーに基づい
た、光触媒水素生産のための
ナノハイブリッド構築．[APR 
II p. 13] 

カリフォルニア大学
サンタクルーズ校
(サンタクルーズ、カ
リフォルニア州) 
スポンサー：サイエ
ンス局 

ジョージア大学
(アテネ、ジョー
ジア州) 

$150,000 $450,000 
FY05 - FY07

陽極用 TiO2 ナノワイヤーと
陰極用Ptワイヤーに基づいた
水素生成のための光電気化学
電池． 
Si ナノワイヤー配列あるいは
増感 TiO2に基づいた、斬新な
光起電力電池によって提供さ
れる外部バイアス． 
斬新な面は GLAD(視射角蒸
着 )によるナノワイヤーの製
作．[APR II p. 13] 

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) 
スポンサー：サイエ
ンス局 

 $135,000 $415,000  
FY05 - FY07

タンデム型光起電力電池は、
可視に最大の効率を持つ色素
増感太陽電池と近赤外で最も
効率的に作動する単結晶 Siセ
ルから構成されている． 
ヨウ素対は色素セル中で置き
換えられる． 
光起電力駆動水電気分解．
[APR II p. 13] 

パデュー大学 (ウェ
スト・ラファイエッ
ト、インディアナ州) 
スポンサー：サイエ
ンス局 

 $130,000 $370,000  
FY05 - FY07

光電気化学電池用の多結晶電
極の電気メッキ法による材料
合成． 
Cu2O-WO3複合材料に集中．
[APR II p. 13] 

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) 
スポンサー：サイエ
ンス局 

 $245,000 $695,000  
FY05 - FY07

光電気化学水分解用の斬新な
Si および CdSe ナノワイヤー
およびナノ配列．[APR II p. 
13] 

ワシントン大学 (シ
アトル、ワシントン
州) 
スポンサー：サイエ
ンス局 

 $120,000 $365,000  
FY05 - FY07

色素増感太陽電池、多重キャ
リヤ生成のための量子ドット
およびカーボンナノチューブ
の電子特性に関する理論的研
究． 
光起電力駆動の水電気分解に
関連．[APR II p. 13] 

ナノプテック社 (メ
イナード、マサチュ
ーセッツ州) 
スポンサー：サイエ
ンス局 

 $100,000 $300,000  
FY05 - FY07

格子定数変更によって作られ
た TiO2 中のエネルギーギャ
ップの赤方偏移に関する研
究． 
光電気化学水分解のために最
適化された TiO2 電極．[APR 
II p. 13] 

ヴァージニア工科大
学 (ブラックスバー
グ、ヴァージニア州) 
スポンサー：サイエ
ンス局 

 $135,000 $395,000 
FY05 - FY07

光触媒水分解のための三核ロ
ジウムセンター混合金属複合
体に関する機械論的光化学の
研究．[APR II p. 13] 

ブルックヘーブン国
立研究所(アプトン、
ニューヨーク州) 
スポンサー：サイエ
ンス局 

 $800,000 $2,450,000 
FY05 - FY07

可視光による光電気化学水分
解． 
狭いバンドギャップ半導体光
陽極および陽極面での水酸化
用金属触媒の遷移に関する研
究．[APR II p. 13] 

パシフィックノース
ウエスト国立研究所
(リッチランド、ワシ

 $550,000 $1,750,000 
FY05 - FY07

アニオン・ドープされた単結
晶表面での光触媒水分解． 
TiO2および Pt/TiO2へアニオ
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ントン州) 
スポンサー：サイエ
ンス局 

ン・ドープへの基礎表面科学
アプローチ．[APR II p. 13] 

国立再生可能エネル
ギー研究所 (ゴール
デン、コロラド州) 
スポンサー：サイエ
ンス局 

コロラド大学(ボ
ルドー、コロラド
州) 

$350,000 $1,350,000 
FY05 - FY07

光子吸収毎に 2 つの電子－正
孔ペアが作成される太陽水分
解への斬新なアプローチ． 
ペア増倍は、一重項核分裂に
耐えることができるユニーク
な色素あるいは半導体量子ド
ットで生じる．[APR II p. 13]

 
7 - バイオ着想水素生産の基礎研究 
 

主契約者 サブ契約 
パートナー 

DOE 
2005年 
契約 

DOEプロ
ジェクト費
用概算合計

プロジェクト概要 

     
ワシントン大学 (シ
アトル、ワシントン
州) 
スポンサー：サイエ
ンス局 

 $670,000 $1,030,000 
FY05 to 
FY07 

水素生産を駆動するために電
気化学勾配からのエネルギー
を使用するために、仮説によ
る促進と発見に基づいた実験
計画を組合せる．[APR II p. 
13] 

ジョージア大学 (ア
テネ、ジョージア州) 
スポンサー： サイエ
ンス局 

 $250,000 $766,000  
FY05 to 
FY07 

異なる微生物システムの要素
から極小のヒドロゲナーゼを
設計し、生産用の強健な異種
起源発現システムの開発． 
それにより、安定で機能的な
膜小気胞ハイブリッド水素の
高速大量スクリーニングとア
センブリーを実施する．[APR 
II p. 13] 

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) 
スポンサー： サイエ
ンス局 

 $175,000 $525,000  
FY05 to 
FY07 

二水素生成のためのバイオ/有
機ハイブリッド半電池．[APR 
II p. 13] 

ペンシルバニア大学
(フィラデルフィア、
ペンシルバニア州) 
スポンサー： サイエ
ンス局 

 $200,000 $600,000  
FY05 to 
FY07 

水からの太陽生成水素のため
のモジュール設計タンパク質
構成．[APR II p. 13] 

オクラホマ大学 (ノ
ーマン、オクラハマ
州) 
スポンサー： サイエ
ンス局 

 $0 $628,000  
FY06 to 
FY08 

水素生産バイオシステムの特
性．[APR II p. 13] 

米国立再生可能エネ
ルギー研究所 (ゴー
ルデン、コロラド州) 
スポンサー： サイエ
ンス局 

 $800,000 $2,428,000 
FY05 - FY07

太陽駆動バイオハイブリッド
水素生産システム開発のため
の生体触媒の構造的研究、機
能的研究および統合化研究．
[APR II p. 13] 

 
 

以上 
 

(出典：Solar and Wind Technologies For Hydrogen Production - Report to Congress, 
December 2005 (ESECS EE-3060), pp43-50, 
http://www.eere.energy.gov/hydrogenandfuelcells/pdfs/solar_wind_for_hydrogen_dec2005.pdf ) 
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