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【燃料電池・水素エネルギー(蓄電池）】 エネルギー貯蔵共同研究センター( JCESR) 
 
仮訳 
 

アルゴンヌ国立研究所が主導する蓄電池ハブの設立に 
エネルギー省が最高で 1 億 2000 万ドルを補助(米国) 

2012 年 11 月 30 日 
 
これは米国エネルギー省が 2012 年 11 月 30 日にリリースしたニュースである。 
 
 
 【ワシントン D.C.】 エネルギー長官 Steven Chu 氏は本日、上院議員の Dick Durbin
氏、イリノイ州知事の Pat Quinn 氏、そしてシカゴ市長の Rahm Emanuel 氏と共に、

蓄電池とエネルギー貯蔵の研究を行う新たなハブを設立するため、今後 5 年間で最高 1
億 2000 万ドルの補助金支給対象に、アルゴンヌ国立研究所の率いるマルチパートナー

チームを選出したと発表した。エネルギー貯蔵共同研究センター(Joint Center for 
Energy Storage Research: JCESR)として知られるこのハブを利用して、蓄電池の性能

を画期的に前進させることを目標に DOE の 5 つの国立研究所、5 大学、さらに民間企

業 4 社の持つ研究開発の目的遂行能力を結集させる。電気自動車、ハイブリッド自動車、

電力グリッド用に進化する次世代型の蓄電池やエネルギー貯蔵技術は、外国への石油依

存度を下げるためにオバマ大統領が掲げるエネルギー戦略”all-of-the-above”(利用し得

る全ての資源を使って)においても、そして国内のエネルギーコストを下げるうえでも

重要な要素である。 
 
 「これは、世界で必要とされる最先端の蓄電池技術が、確実にここ米国で発明・製造

されるようにすることを目指す、世界をリードする科学者と企業間のパートナーシップ

なのです。」と Chu 長官は言う。「過去数年間の大幅な技術進歩に基づく最先端の蓄電

池技術によって、石油依存度の軽減や老朽化の進む電力グリッドの改修、それに風力や

太陽光といった供給が断続的なエネルギー源の利用が可能となり、米国のエネルギーや

経済に関する安全保障を強化させる上で、次第に重要な役割を果たすようになるでしょ

う。」 
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 「この新しいハブの同じ屋根の下に、エネル

ギー貯蔵に関して世界をリードする科学者や

エンジニア、それに製造業者を集め、重要なブ

レークスルーを生み出すために必要な手段、資

源、そして市場を提供します。」と米国上院議

員 Dick Durbin 氏は言う。「今回の新(たな冒険

的開発)事業から生みだされる見込みの大規模

で革新的な研究とトランスフォーマティブな

新しい蓄電池システムは、再充電式蓄電池を使

用するあらゆる機器に実際に利用することの

できる、より効果的で、低コストで、耐用期間

の長いエネルギー貯蔵技術の実現を意味しま

す。ハブで行われる将来有望な技術開発の商業

化に関するパートナーシップに賛同する市町

村や事業界スの協力が既に得られており、この

プロジェクトはイリノイ州全域に重大な経済

インパクトをもたらすと見込まれています。」 

ビデオ：エネルギー貯蔵共同研究センター 

You Tube 

フォトギャラリー 

JCESR のフォトギャラリーを見るには 
写真をクリック 

 
 「このハブでの研究はエネルギー産業に革命

を起こす可能性を秘めています。」と上院議員

の Kirk 氏は言う。「輸送から電力グリッドに至

るまで、ハブに結集した民間企業、国立研究所、

そして大学等が、蓄電池やエネルギー貯蔵産業に変化をもたらすため、また事業革新を

促進するために必要とされる、新たな技術と科学的アプローチをもたらすでしょう。ア

ルゴンヌ国立研究所に設置されるこのハブが、地元の経済を活性化し、新たな雇用を創

出する助けとなるでしょう。本日行われた発表により、この成長産業における牽引役と

してのイリノイ州とアルゴンヌ国立研究所の地位がさらに確立されました。」 
 
 Quinn 知事はシカゴ郊外のアルゴンヌ国立研究所キャンパス内に設置が予定されて

いるこの最新の JCESR 施設の建設を援助するため、資金調達計画「Illinois Jobs Now!」
を通して 500 万ドルを提供する。さらに知事は州議会(General Assembly)と協力し、

この施設建設のために今後さらに 3000 万ドルの資金を提供すると公約している。この

施設はエネルギー貯蔵研究の全国的なセンターとしての機能を果たす予定で、さらに、

最先端のイノベーションによって雇用を創出し、イリノイ州の経済を成長させようとす

る知事の計画の重要な要素でもある。 
 「イリノイ州はウェブブラウザーや携帯電話、それに超音波といった革新的な技術が

http://www.flickr.com/photos/argonne/sets/72157630888529736�
http://www.youtube.com/watch?v=Gf9g-Vu26Zo&feature=youtu.be
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いくつも誕生した場所であり、世界を変化させてきました。」と Pat Quinn 知事は言う。

「私の施政方針演説でも述べたとおり、この革新的なセンターは州および全米から最も

優秀な人材を誘致し、やがて最先端の科学的研究が米国にさらなる雇用を生み出し、

我々のエネルギー経済に革命を起こす新たな企業へと進化していくでしょう。」 
 
 「アルゴンヌはエネルギー研究に関して非常に優れたリーダーシップを発揮してきた

長い伝統を持ち、このプロジェクトにアルゴンヌを選出した今回の DOEの選択により、

進化した蓄電池技術のための優れた国立施設としての役割は確固たるものとなるでし

ょう。」と下院議員の Judy Biggert 氏は言う(IL-13)。「最も重要なのは、このプロジェ

クトによって科学者や研究者たちに、数十年後の私たちの家、車、産業を動かす次世代

のエネルギー貯蔵法を開発するための最適な環境が提供されるということです。私はア

ルゴンヌの研究チームがこのプロジェクトに選出されたことに称賛を送り、またこの実

現に協力してくれた米国中西部の仲間達に感謝しています。」 
 
 「この補助金によりアルゴンヌ国立研究所は、アメリカのエネルギー自立を促進し、

グリーンエネルギーをもっと利用可能で手頃な価格にし、さらにこの地域における製造

業を成長させる見込みを持つ、新たな分野の世界的リーダーに位置づけられることにな

ります。」と Dan Lipinski 下院議員は言う(IL-03)。「この新しい施設が全米と、特にア

ルゴンヌ付近の地域に対し、投資額に見合う大きな利益をもたらすと信じています。」 
 
 「就任してから、私はシカゴを全米における電気自動車と蓄電池の中心地にしようと

注力してきました。」と Rahm Emanuel 市長は言う。「電気自動車の導入を促進するた

めのインセンティブも含め、企業が電気自動車を製造するよう推進し、現在ではアルゴ

ンヌと協力してシカゴがこの分野の研究中心地であることを確実なものにしようとし

ています。こうした取り組み一つ一つを積み重ねることが、シカゴがこの産業の構想か

ら実現に至るまでをリードする包括的戦略となるのです。私はこの極めて重要な地域に

より多くの企業を誘致し、雇用を創出し、更なる経済発展を促します。」 
 
 この新しいハブでは、個別の研究プログラムで達成された成功例を、より大きな、組

織的な取り組みへと統合し、蓄電池の進歩の限界を打破しようとしている。蓄電池とエ

ネルギー貯蔵技術の進歩は、石油輸入依存度の削減を伴う根本的に新しいエネルギー経

済を開発するための持続的な取り組みに不可欠なものである。貯蔵技術の改善は、風力

や太陽光といった断続的な再生可能エネルギー源を電力グリッドに完全に統合させる

上で不可欠となる。また、輸送部門(のエネルギー源)をより柔軟な電力グリッドに推移

させる上でも重要となる。 
 JCESR(読み方は「ジェイシーサー」)はアルゴンヌの Senior Scientist(主席研究員)、
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Distinguished Fellow(名誉研究員)、Associate Division Director(准部門長)を兼任し、

シカゴにあるイリノイ大学の Distinguished Professor of Physics, Electrical and 
Mechanical Engineering(物理、電気、機械工学の名誉教授)を務め、エネルギー研究の

リーダーとして国際的に認められている George W. Crabtree 氏が管理を行う。 
 
 「JCESR という蓄電池とエネルギー貯蔵のための研究ハブは、各機関が相互に協力

する研究開発の新たな模範となり、エネルギー貯蔵技術の開発を行って電力グリッドと

輸送の両方を変化させ、外国への石油依存度を減らします。」とアルゴンヌ国立研究所

の Eric Isaacs 氏は言う。 
 
 ハブには、今日の米国において最先端にあるエネルギー貯蔵研究プログラムがいくつ

か結集される。アルゴンヌと協力体制にある国立研究所は、ローレンス・バークレー国

立研究所、パシフィック・ノースウェスト国立研究所、サンディア国立研究所、SLAC
国立加速器研究所である。協力大学はノースウェスタン大学、シカゴ大学、イリノイ大

学シカゴ校、イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校、ミシガン大学である。民間企業

4 社(Dow Chemical 社、Applied Materials 社、Johnson Controls 社、Clean Energy 
Trust 社)も、JCESR で開発された技術進歩がスムーズに市場に進出できるよう協力す

る。 
 
 「アルゴンヌ国立研究所における高度な蓄電池技術の革新的研究のために設置された

今回の意欲的なイニシアティブにより、シカゴや周辺地域に技術研究や経済発展といっ

た新たな機会が生みだされるでしょう。」とシカゴ大学学長である Robert J. Zimmer
氏は言う。「大規模な経済的利益をもたらす可能性を持ち、環境面で健全なエネルギー

貯蔵能力の開発を加速させるためには、官民のパートナーシップが必要となります。今

回の実現を手助けしてくださったすべての公僕の方々、特に、必要なイノベーションを

通じて経済発展をサポートし、力を注いでくれた Rahm Emanuel 市長、Pat Quinn 知

事、Richard Durbin 上院議員に感謝いたします。」 
 
 外部の専門家による厳格なメリットレビューを伴った open national competition(米
国内の公開コンペ)を通して選ばれた JCESR は、エネルギー省が 2010 年以降に設立す

る第 4 番目のエネルギー革新ハブである。他のハブでは原子炉のモデリングやシミュレ

ーション、ビルのエネルギー効率に関する重要な改善の達成、さらに、太陽光からの燃

料製造等が行われている。今年前半に設置計画が発表された第 5 番目のハブは重要物質

の研究を行うもので、まだ申請段階にある。 
 
 こうしたエネルギー革新を目的としたハブは、様々な研究機関や技術環境から研究者
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たちが集まり、重要なエネルギー分野における科学的発見を加速させるために基礎・応

用研究と工学の組み合わせを行う重要な総合研究センターである。これらは、マンハッ

タン計画(Manhattan Project)、レーダーを開発したマサチューセッツ工科大学(MIT)
のリンカーン研究所(Lincoln Lab)、トランジスタを開発したベル研究所(AT&T Bell 
Laboratories)のほか、ごく最近では、ブッシュ政権時にバイオ燃料などのバイオテク

ノロジーの先進技術を開拓するために設立されて非常に成功した Bioenergy Research 
Centers のような、確固たる科学的マネジメント特性に倣って設立されている。 
 
 過去数十年間、DOE の国立研究所および DOE が資金提供する大学研究プログラム

は蓄電池技術の最も重要な進歩のいくつかについて重要な役割を果たしてきた。例えば、

シボレー・ボルト蓄電池の実現に役立つこととなった重要な改善は、アルゴンヌ国立研

究所で開発されたものである。 
 
 
 
アルゴンヌ国立研究所について 

  アルゴンヌ国立研究所は、米国の科学技術における喫緊の課題に対する解決策を模索

している。米国初の国立研究所として設立された同研究所は、事実上すべての科学分野

における最先端の基礎・応用科学研究を実施している。同研究所の研究者は、数百にも

のぼる企業、大学、連邦政府、州・地方官庁組織と密接に連携し、それらの組織特有の

問題の解決を支援し、米国の科学におけるリーダーシップを向上させ、そして米国のよ

り良き未来を創る。60 ヶ国以上から職員が集まり、同研究所は DOE の科学局(Office of 
Science: SC)の依頼により UChicago Argonne, LLC が管理している。 
 

 

 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 望月 麻衣） 
 

出典：本資料は、米国アルゴンヌ国立研究所の以下の記事を翻訳したものである。 
“Department of Energy awards up to $120 million for battery hub to Argonne-led 
group” 
http://www.anl.gov/articles/department-energy-awards-120-million-battery-hub-arg
onne-led-group 
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