
（資料 No.7-1） 
＜資料 7 の関連詳細資料＞ 

 
米国エネルギー省の戦略計画（部分訳） 

仮訳 

（p9～p18 の和訳） 
 
米国エネルギーシステムの変革 

 
目標：米国エネルギーシステムをタイムリーで実質的かつ効果的に変革させ、クリーン

エネルギー技術における米国リーダーシップを確保する 

 
(1) 米国は再生不可能な資源の不足増加に直面している。 
(2) このエネルギー不足と外国からのエネルギー供給への依存傾向は、米国の安全保障

並びに国民の健康、安全および福祉にとって深刻な脅威である。 
(3) 米国全体の経済、環境、および社会的目標に併せて、現在かつ未来のエネルギーニ

ーズを満たすためにも強固な国家エネルギープログラムが必要とされる。 
(4) エネルギー政策、規制、および研究開発･実証に対する責任は、様々な省や機関で

分断されている。従ってエネルギー供給と省エネプログラムの効果的な調整に必須

な包括的かつ一点集中体制が取れない。 
(5) ゆえに米国エネルギープログラムの策定と執行には、主な連邦政府のエネルギー機

能を行政機関の単一部門に統合することが必要とされる。 
 

-エネルギー省組織法(1977 年)からの抜粋 
 
エネルギーにおける DOE の役割を定義した 34 年前のエネルギー省組織法の条文で

の決定は今日でも幅広く適用されている。石油への依存の縮小および温室効果ガスの削

減は、現在の米国エネルギーシステムの主要な２大課題である。これらの課題は手ごわ

い。1977 年から 2010 年の間に、米国内における原油の輸入と輸出の差は年間合計 9
億 3,300 万バレル以上(39%近く)に増加した注1。地域に対する環境の不安は高まってい

るが、温室効果ガス濃度の上昇という世界的な脅威は幅広く認識され、関連する影響は

さらによく理解されている。DOE はこのような危険な状態の気候傾向に対して解決法

の解明に尽力している。入手しやすく信頼性のあるエネルギーの利用こそが米国の経済

成長の要でありながら、エネルギーの生産、貯蔵、輸送および利用における米国のハー

ド面・制度面でのシステムは、様々な重要な面で不完全なままである。環境･経済･社会

的影響に動かされ、オバマ大統領は次の明確な目標を打ち出した。 

                                                  
注1国際的な石油の輸出入 2010 年米国エネルギー情報局

http://www.eia.doe.gov/emeu/international/oiltrade.html 
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 2005 年をベースラインにして、エネルギー関連の温室効果ガス排出を 2020 年まで

に 17%、2050 年までに 83%削減する。 
 2035 年までに米国の電力のうち 80%をクリーンエネルギー源から作り出す注2。 
 2015 年までに米国の道路に 100 万台の電気自動車を走らせる。 

 
 
 
 現在、米国の全ての一次エネルギー注3のうち

80%以上が、加えて米国輸送燃料の 95%以上が化

石燃料に由来している注4。これらの割合は旧態依

然とした状況下では、25 年以上先でもほとんど変

化はないことが予想される注5。このシナリオでは、

米国エネルギー消費と二酸化炭素排出は現在の状

況で著しく増加してゆくと同時に、世界的なエネ

ルギー消費も 2 倍の速さで増加すると考えられる。

これは、経済協力開発機構(OECD)以外の諸国にお

ける人口増加や発展によるためである注6。同様に、

水は多くのエネルギー技術に不可欠であり、もし、

気候変動により局地的な水循環に変動があれば、

それに関連する水の需要量は今後拡大するだろう。

米国のエネルギー技術研究開発は、このような相

互依存を認識するべきである。 
 

この事情により我々の前に横たわる課題への取り組みが設定される。それは、長期に

わたるエネルギーおよび環境目標を達成するために、官民の領域にわたって協力し、現

在のエネルギーの捉え方を変えなくてはならないということである。この課題の規模は、

エネルギーシステムに必要な変革はすぐには成し遂げられないことを決定づけている。

しかし進行中のエネルギー変革を促進する試みは、国家安全保障や貿易収支を改善し、

世界規模のチャレンジにおける米国の指導力を発揮させるだろう。 
                                                  
注2 「クリーン･エネルギー基準」という意味でのクリーンエネルギーは、再生可能エネルギー、原子力、

コンバイン・サイクルガス、および二酸化炭素の回収をともなう化石燃料と定義されている。ファクト・

シート：一般教書：オバマ大統領の未来を勝ち取る計画 2011 年  
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/01/25/fact-sheet-state-union-president-obamas-plan-
win-future 
注3 「エネルギー展望年報 2010 年における 2035 年の予測」 図 1 資料。2010 年米国エネルギー情報局 
http://www.eia.gov/oiaf/archive/aeo10/pdf/0383(2010).pdf 
注4  エネルギーレビュー月報、2010 年 12 月号、表 2. 5.  2010 年米国エネルギー情報局 

http://www.eia.gov/FTPROOT/multifuel/mer/00351012.pdf 
注5 EIA 年間エネルギー展望 2011 年初期発表、表 A2. 2011 年米国エネルギー情報局 
注6 国際的なエネルギーの見通し 2010 年 2010 年米国エネルギー情報局 

http://www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/ 

ニューメキシコ州ロスアラモスで米国内

ARRA 出資による初の水力発電プロジェク

トである Abiquiu 水力発電プロジェクトが

完了した。プロジェクトはロスアラモス国

立研究所にクリーンエネルギーを提供す

る。 
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この文書は国家エネルギー計画ではなく注7、むしろ DOE の技術力や影響力に焦点を

当てた戦略であり、国の目標達成の道筋に関するシンプルな仮説に基づいている。石油

の利用は、燃費基準を引き上げ、自動車の電気化を段階的に図り、新型バイオ燃料の生

産を増加させることで減少するだろう。温室効果ガス排出は、効率の改善および低炭素

エネルギー発電技術の普及(従来の再生可能エネルギー･原子力･二酸化炭素の回収と貯

留など)、配電網の現代化や国政を通して削減されるだろう。 
 

DOE には適切に対処できる実質的な資産（強み）がある。

それは基本的な科学的発見や発明、応用研究、本格的な

技術実証、財政展開、政策分析および情報教育源といっ

たものである。米国エネルギー基盤は主に民間企業に所

有、運営されており、エネルギーシステムの変革が着手

されているにも関わらず、従来のエネルギー資源が優位

な状況が続いている。従って、クリーンエネルギー技術

の普及に必要とされる投資をその規模で最も多く担わ

なくてはならないのは民間企業である。米国の戦略は厳

しく資源の優先順位を決め、使用可能な資源の資産をて

こ入れすることである。エネルギー生産や利用に関連す

る重要な機関は、米国環境保護局や運輸省、商務省、内

務省および農務省といった省以外にある。従って、DOE
は取り組みを強化し、他の機関や州、地域政府によって

制定された方針や規制に合わせて活動し、この変革を通

じて国にとって安全で確実、かつ環境的にも優しいエネ

ルギーを確保しなくてはならない。 
 
アメリカ再生･再投資法： 
クリーンエネルギー経済の基盤構築 

 
アメリカ再生･再投資法(The American Recovery and Reinvestment Act : ARRA)に

より、先例のないほどの額の資金が DOE を通して記録的な速さで投じられた。ARRA
資金および 2009 年事業年度で増加をみせた予算は、ともに前年より 187%もの増加を

見せており、結果プログラム･マネージャーから調達担当や法務担当まで機関のあらゆ

る部署で大きな負荷がかかった。ARRA は新しく広範囲にわたるプロジェクトに資金を

提供した。エネルギー分野では、エネルギー産業にわたってイノベーションを加速させ

る税控除や、世界的な設備能力の大部分にあたる最新型自動車テクノロジー電池を製造

                                                  
注7 DOEの4年毎テクノロジーレビュー(http://energy.gov/qtr/)が国のエネルギー計画発展の第一歩である。

他の機関は国の計画に関わってゆかなくてはならない。 

DOE は太陽や風力のようなテクノ

ロジーのため、クリーンエネルギー

の研究･開発･実証･展開に投資す

る。 
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する設備の建設、並びにあらゆる州や郡、大都市などが利用できるエネルギー効率化補

助金などがある。これらのプロジェクトは、クリーンエネルギー経済を通して長期にわ

たる繁栄の礎を築きながら、今現在も経済成長を促進させている。 
 

ARRA 施行後の最初の 18 ヶ月間で DOE は次の事項を含む様々なことを成し遂げて

きた。 
 

 助成金申請において、国の優秀なエンジニアや科学者の参加を募り、1 年以内で

30,000 件以上の応募の選考を行うなどの評価プロセスをより厳密にした。  
 新しいクリーンエネルギー経済を土台としているプロジェクトの 8,000 件以上に

資金を提供。例えば、再生可能エネルギー普及、エネルギー効率化、新型の自動車

や燃料、グリッドの現代化、科学やイノベーション、環境の浄化および二酸化炭素

の回収と貯留など。 
 DOE の再生法資金から 352 億ドルの出資とクリーンエネルギープロジェクトで

1,000 億ドル以上支援する民間投資資金に対する 75 億ドルの政策減税のてこ入れ。 
 30 億ドルを費やして米国国立研究所の研究目標を拡大かつ促進。 
 助成金や契約、融資保証、税控除などで 82 億ドル以上を費やして全米の中小企業

を支援。これらの企業はすでに株式公開を果たした。 
 四半期ごとに 40,000 件から 50,000 件以上の常勤雇用の創出および確保。 

 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 室井 紗織） 
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米国が持つ技術を展開 

 
需要の伸びを抑制するため、省エネルギーを推進 

 エネルギー効率の改善は、米国の国家エネルギー目標の達成に向けた、最も迅速で、

コスト効率的な方策のひとつである。しかし、経済全体での効率改善は、個々のビル、

施設、車輌や設備の総合的な改善を通してのみ達成される。 
 
 DOEは、家電機器やその他の電子機器の最終用途での基準を決めるという独自の役

割を担っており、また、運輸省（Department of Transportation）により定められた

車輌燃費基準を通知している注 8。米国は、根本的な技術的な厳密性とエネルギー効率

基準のインパクトにおいて、世界的リーダーシップを追求する。DOEは、以下の事項

を達成する： 
 
（1） 実施されている基準を強化する。 
（2） 少なくとも 5 年ごとに、家電機器のエネル

ギー効率最低基準を見直す。 
（3） 最低（または最高）の効率的制限ではなく、

ある製品種類の全体的なエネルギー強度の

範囲に対応するための基準とプロセスを構

築する。 
（4） ビル、家電機器、車輌および産業効率を改

善する新技術の可能性と限界を理解するた

めに、競争段階前の研究開発をてこ入れす

る。 
 
 DOE は、現状のビル部門で使用されるエネルギ

ーの、少なくとも 75%に対応するエネルギー効率基

準とその試験方法を構築する。家電機器の基準に加え、様々な仕組みに取り組むこと

によって、米国のビル部門で使用される全米エネルギー消費の 40%と産業部門におけ

る同 30%において、大幅な省エネを達成する。さらに、住宅、ビルおよび施設の効率

改善のための新たなアプローチを進める。 
 
 現状の車輌効率の改善は、輸送部門で使用される全米エネルギー消費の 30%を大幅

に削減できる可能性がある。DOE は、車輌効率を向上させる、材料、エアロダイナミ

ックス（空気流体力学）、およびエンジンとパワートレイン技術を見出し、その導入促

                                                  
注8 運輸省高速道路交通安全局「2011 年年式乗用車と小型トラックの平均燃費基準」2011 年、運輸省。

同基準は以下のウェブサイトから参照できる：

http://www.nhtsa.gov/DOT/NHTSA/Rulemaking/Rules/Associated%20Files/CAFE_Updated_Fina
l_Rule_MY2011.pdf 

従来の白熱電球 15 個と電球型蛍

光ランプを取り替えることで、年

間 50 ドルの節約になる。 
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進のため、産業界と提携し、政府の規制機関全体に対して燃料経済拡大のチャンスの

情報を提供する。また、2015 年までに 100 万台の EV を普及させるという大統領目標

達成に向けて取り組む。 
 
ターゲットとするアウトカム注 9： 

 DOEと住宅都市開発省（Department of Housing and Urban Development）は、

2013 年度末までに、総計 110 万戸に対して、コスト効率が優れたエネルギー改善

を行うために協力する。DOEのプログラムは推定約 100 万戸の改善に貢献する（最

優先達成目標）。注 10 
 省エネ基準（年間最低 6 つの家電機器）やベストプラクティスの新規設定や更新、

および 2015 年までに米国規格協会（American National Standards Institute：
ANSI）が認定する商業・産業部門対象の省エネ認証プロセスを確立することによ

って、エネルギー使用合理化経済への移行を助長する。 
 
クリーンエネルギー技術の実証と普及 

 米国は、我々が必要とするクリーンエネルギー

技術を作り出すための新たな産業革命において、

世界を先導し将来の雇用を創出するチャンスを有

している。今世紀において米国の競争力を確実な

ものにし、エネルギー目標を達成するためには、

我々は米国でクリーンエネルギー技術を開発、普

及しなければならない。 
 

我々のエネルギー課題にとって重要な進歩を

遂げるためには、消費者と産業界の双方が革新的

技術を導入する必要がある。現時点では、真のエ

ネルギーコストを反映した確固たる包括的エネル

ギー政策が欠如しており、民間部門によるクリー

ンエネルギー技術の導入は、国家エネルギー目標

を達成するのに十分な速度で進んでいない。DOE
は、極めて将来性のある同技術の早期導入者のリ

                                                  

Gs）

注9 戦略計画の抱負の実施における成功度の評価を DOE が確実に行えるように、各目標には「目標とす

るアウトカム」と称される成果を測定（評定）する数値を設定している。特に文中に断りのない限り、

すべてのターゲットとするアウトカムの日程は暦年である。 
注10 大統領指令を受けて策定された、DOE の最優先達成目標（High Priority Performance Goals：HPP

は、国民に直接的価値を提供し、および/または重要機関のミッションに反映されている。HPPGs は

評価、定量化、測定可能な成果のアウトカムを提示している。DOE の 7 つの HPPG 目標は、重要で

あるが、DOE 全体のリソースを必要とし、重点的に取り組むべき達成可能な課題を示す DOE の領域

を表わしている。これら課題には、詳細情報は以下のウェブサイトから参照できる：

http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/budget/fy2011/assets/management.pdf. 

改造されたフォード社のエス

ケープ PHEV が太陽光発電シ

ステムから充電している。 
NREL の EV グリッド統合プロ

ジェクトの一環。 
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スクを軽減することによって、このプロセスを進展させることができる。 
 
 DOE は民間部門の融資を引き出し；①再生可能エネルギー事業に対して、従来のエ

ネルギー資源事業と比較し低利回りの融資を適用し、②革新的クリーンエネルギー技

術に関連する技術と政策の両方にリスクを持つ、という 2 つの基本問題に取り組む。 
 
 DOE の融資プログラムは、今後短期間で、クリーンエネルギー分野への投資を促進

することにおいて重要な役割を果たす。企業は、融資保証により資本コストが下がる

ため、財政的に実現不可能なクリーンエネルギープロジェクトを開発することができ

る。DOE の適正評価により健全な技術の民間の資金調達を促進する。 
 
 我々は今後、DOE のクリーンエネルギーの取り組みを調整するために、基礎・応用

研究からパイロット・実証プロジェクトまでの開発サイクルのすべての段階で、統合

された計画、予算管理および管理運営を行う。DOE は、革新的で、高度なクリーンエ

ネルギー技術の国内商業展開を加速させるため、融資保証プログラム（Loan 
Guarantee Program）を活用する。 
 
ターゲットとするアウトカム： 

 2012 年までに（在来型の水力発電とバイオ発電を除く）再生可能エネルギーの発

電量を倍増させる（最優先達成目標）。 
 2015 年までに、年間 50 万台のプラグイン・ハイブリッド自動車用のバッテリー

生産能力を支援する（最優先達成目標）。 
 2012 年 9 月までに、運転年数が 60 年を超えた軽水炉の材料劣化問題の包括的評

価を完了する。 
 
送電網の近代化 

 今日の送電網は、より効率的で、信頼性があり、

安全であることが必要である。現代のよりスマー

トな送電網は、消費者の節約と米国経済をより効

率的に運営する一助となり、再生可能エネルギー

資源の急成長を促進し、エネルギーの信頼性を強

化する可能性がある。しかし、新技術は、公共の

電力配給業者を含む公共事業者が、関連統合シス

テムの性能に対する確信を得た時のみ導入される。従って、実生活で新技術の効果を

理解できるように、十分な計器を装備したマイクログリッドを促進している；そこで

は、産業界や研究者を問わず、オープンな専門家評価コンテストにより、その性能を

得られるようになる。同様に、DOE は公共事業者とシステムオペレーターと協力し、

大量電力系統内の新技術と運用戦略を理解とその特徴付けを行い、よりクリーンな電

新技術が配電網へ導入される。
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力部門への移行を円滑にする。 
 
 グリッド資産（送電網資産）は、システムとその構成部品が良く理解した場合のみ、

効率的に使用することができる。最近のシステムセンサーの配備は、送電網の運営に

対してかつてないほどの知見を提供しており、DOE は、ここから得た知識が広く業界

標準モデル、ツールおよびデバイスへと普及されること確実にするために、産業界と

提携していく。我々は、従来技術と再生可能エネルギー資源の自動的な同期化や制御

など、変化する再生可能エネルギー資源を化石燃料資源により良く統合することがで

きる技術と運営方法を開発する。同様に、貯蔵とその他の技術の導入、さらに改善さ

れた運営方法により、より柔軟性を持った、効率的な送電網の管理が可能になる。DOE
は、周波数調整から大量エネルギー管理（bulk-energy management）に活用される

貯蔵技術の実証と普及を促進する。 
 
 送電網への技術導入により、それはアクティブ制御配電網へ移行をともなうが、送

電網の安全性を著しく拡大する。DOE は、新たな脅威を監視し、エネルギーインフラ

の信頼性を引き続き保証していくためのインフラ強化を推進しつつ、安全性と通信標

準を確立のために、産業界やその他の連邦機関とともに共同作業を行う。 
 
ターゲットとするアウトカム： 

 2013 年までに、1000 個以上の同期フェーザ計測器（synchrophasor measurement 
unit）を設置することにより、配電網

をより良く理解し、その調整を可能に

する。 
 2013 年までに、2,600 万個以上のスマ

ートメーターを住宅やビジネスに設置

する。 
 2015 年までに、実用規模のエネルギー

貯蔵コストを 30%削減する。 
 
米国に必要な新たな研究計画の構築 

 
 DOEは、他に類のない技術イノベーショ

ン能力を有しており、2050 年までに温室効

果ガス排出を大幅に削減するという緊急性

により、米国の対応に厳しい期限を設定し

ている。エネルギー供給部門での本格的な

市場浸透には 20 年またはそれ以上の年月

がかかる可能性があるため、DOEは、2030

藻類は、エネルギー含量とエネルギー収

量が高く、海水または汚水で早く成長す

る能力を持つことから、DOE はバイオ

燃料の有望な原料油のひとつだと考え

ている。藻類由来の石油は、ガソリン、

バイオディーゼルまたはジェット燃料

へと精製することができる。 
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年までに、最低で、年間 1,000 兆BTU注 11（1quad）のエネルギー（米国の第一次エネ

ルギーの約 1%）を作り出すことができ、自信を持って商用用途の段階に入ることが予

測される技術に焦点を合わせている。我々はこの計画対象期間の中で、適用が限られ

た技術や資源を避け、国家エネルギー目標に最大のインパクトをもたらす技術を追求

する。また、コンセプトから商業化までの期間を短縮するのに適切な革新的資金調達

メカニズムを採用する。さらに、我々の目標を達成するためにはイノベーションが必

須であることから、我々のエネルギー技術ポートフォリオの 10%を、技術的、経済的

競争力の可能性を備えた新たなプラットフォームの発明に投じる。 
 

競争段階前の研究開発を通したエネルギーイノベーションの促進 
 我々は、エネルギーシステムに確実にインパクトを与えることができる、タイムリ

ーで的を射た研究開発プログラムを実施する。DOE は、商業規模のエネルギー技術の

製造・販売をしないため、最大のインパクトは、広範で適用可能な分析ツール、有効

な工学的設計ルールおよびテストベッドからのデータなどの創出と活用であり、斬新

なエネルギー技術の製造、評価および新たなエネルギー技術が成熟する一助となる。

この取り組みは、技術導入の媒介である民間部門との緊密な連携により行わなければ

ならない。次の小節では、重要な新戦略の重要要素が説明されている。 
 
新たな研究計画の構築 DOE はこれまで、知識

と技術（の実施）間の既知のギャップに取り組

むため、焦点を当てたプログラムを通して技術

革新を推進してきた。新たなエネルギー技術を

国家目標により必要とされる速度で商業化して

いくために、我々は理工学と技術開発の境界を

付けにくい研究を進める一方で、連邦政府の役

割が最大である研究開発への重視を維持してい

く。また、我々の取り組みを、より目標志向で、

多くの専門分野にわたるものにし、基礎研究と

応用研究をより上手く組み合わせ、産学官の協

力を後押しする。 

 
 さらに、市場ニーズに取り組む技術開発を促進する。産業界の技術開発に対する早

期の知見を改善することは、技術の導入を加速し、研究者が産業ニーズと制約を理解

することは、より効率的なイノベーションにつながる。 
 
 米国は、RDD&D（研究、開発、実証、展開）の複数の局面や専門分野の境界を越

えた統合を提供するため、エネルギーフロンティア研究センター（Energy Frontier 
                                                  
注11 BTU（British thermal unit）は、熱量の単位で、1055.06 ジュール。 

ARPA-E は、PolyPlus 社のリチウム

空気電池の研究開発に資金提供を行

っている。同電池を用いると、EV は、

一回の充電で 500 マイル（約 805km）

走行することができる。 

出典：PolyPlus Battery 社

ＮＥＤＯ海外レポート ＮＯ.1074,  2011.6.15

90



Research Centers）、エネルギーイノベーション拠点（Energy Innovation Hubs）、エ

ネルギー先進研究計画局（Advanced Research Projects Agency-Energy：ARPA-E）

および生産部門でのエネルギーシステムパートナーシップ（Manufacturing Energy 
System Partnerships）など、新たな研究活動のポートフォリオを構築している。 
 

 我々は、エネルギー部門での躍進におい

て重要な科学的障壁を確認した、エネル

ギーフロンティア研究センターを利用し、

また、各省、学校および研究所を越えた

小さな研究者グループを結び付けること

で、これらの障壁をより早く取り除くこ

とができると確信している。 
 我々は、発見志向の科学研究とトランス

レーショナルリサーチ（基礎研究から応

用分野に及ぶ研究）の並行した統合の準

備が整っている問題に、研究開発活動の

焦点を合わせるためエネルギーイノベー

ション拠点を利用し、開発ライフサイク

ルのできるだけ早い段階で商業化のチャ

ンスを認識する。 
 我々は、新しい科学的知識の創造や既存技術の漸進的改善よりも、新技術を模索

するために、DOE 内の新たな資金提供組織である ARPA-E を利用する。 
 我々は、技術開発と生産システムの設計を同時に行うため生産部門でのエネルギ

ーシステムパートナーシップを利用し、新しい低炭素エネルギーシステムを商業

規模で展開するためのコストと時間を削減する。 
 
エネルギーシステムシミュレーション 我々は、設計の改善や、実用規模に向けた設

計サイクルの移行を短縮することにより、エネルギー技術の変革を加速するという目

標を持った産業に対し、我々が開発したコンピューター・シミュレーション機能の移

管を促進する計画であり、これにより、米国の経済競争力を強化する。用途には、燃

焼技術、炭素捕捉、原子炉、送電網の運営と最適化および地下の液体輸送と貯蔵など

がある。DOE は、標準ツールセットの性能向上のため、産業部門と連携する人材を必

要としないオープンソフトウェアツールを作成する。 
 
ターゲットとするアウトカム： 

 ARPA-E は 2012 年度までに、トランスフォーマティブで潜在的にディスラプティ

ブなエネルギー技術の開発を促進し；インパクトの強いエネルギー革新の市場移

行を進め；エネルギー革新における米国のリーダーシップと国際的競争力の向上

ローレンスバークレイ国立研究所の

地球科学者が、カリフォルニア州ロン

バレーカルデラの地熱システムに付

随する温泉をサンプリングし、涌水

源、水と岩石の反応および流水の経路

と流水量を確認している。地熱は、ベ

ースロード用で電力を供給すること

ができる。 
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に貢献し；自らを革新的で極めて効

率の良い持続可能な組織として確立

させる。 
 2014年までに地下貯留層を探査する、

少なくとも 2 つの新しい革新的技術

を実証することにより、炭素隔離や

地熱エネルギーシステムなどの地質

学的技術に伴う先行投資コストやリ

スクを軽減する。 
 商業用途における内燃エンジンや核

分裂、および在来型発電所の高忠実

なシミュレーション（high-fidelity 
simulation）を 2015 年までに確証し、

高性能コンピューター・シミュレー

ションを産業エネルギー部門へ統合

する。 
 照 射 材 物 性 研 究 所 （ Irradiated 

Materials Characterization 
Laboratory）で、照射済燃料を検査

する先進技術を実証する。 
 2020 年までに、コスト効率的な電気

自動車の使用を可能にし、石油の使

用と温室効果ガス排出を大幅に削減する幹線道路輸送電気駆動部品（蓄電システ

ム、電気モーター、電気管理装置など）の革新的な解決方法を開発する。 

エネルギー貯蔵：研究開発成果から商業化 

米国科学技術局（The Office of Science and 

Technology）は、10年以上前に、バッテリー

使用に向けの新しいナノ構造カソード材料の

発見につながった、マサチューセッツ工科大

学（Massachusetts Institute of Technology）

での基礎研究に資金提供を行った。大学の教

職員は、このバッテリー新技術を商業化する

ために、同州ウォータートンにA123社を設立

した。さらにこの開発は、2002年から中小企

業技術革新制度（Small Business Innovation 

Research：SBIR）の助成金を、2006年から

はエネルギー効率・再生可能エネルギー局

（Office of Energy Efficiency and 

Renewable Energy）から支援を受けた。今

日では、A123システムのバッテリーは、電動

工具、ハイブリッド車とPHEVおよび送電網

関連の用途として、市場に普及している。 

 
産業界への技術移転の推進 

新たなエネルギー技術が本当のインパクトを有するために、研究所での発明を、製

品化を拡大し民間での使用への展開を可能とし、かつ利益が重要視される商業部門へ

移行させることは、絶対不可欠である。商業化を促進するため、DOE は、コンセプト

の実証から本格的な普及へ、技術移転を進めるために民間部門やその他の連邦政府機

関と協力する。 
 
 米国は、産業界と国立研究所間の契約車輌数を増加し、研究所で作り出される初期

のイノベーションの開発・普及に前向きに取り組み意思のある企業や団体などとの取

引コストを引き下げる。また、DOE は、既存の枠組みで展開することができる、コン

トラクター主導の革新的技術移転メカニズムの展開を追求し、クリーンエネルギー部

門で雇用を創出する中小企業と高成長企業を支援し、提携強化を目指す。 
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 米国は、中小企業革新制度（SBIR）、中小企業技術移転（Small Business Technology 
Transfer：STTR）計画、ARPA-E、共同研究開発協定（Creative Research and 
Development Agreements）および融資保証を介して、民間部門が DOE の研究成果を

商業化することを推進する。また、新たに開始された SBIR 第 3 フェーズ Xlerator プ

ログラムは、最も将来性のあるクリーンエネルギー技術と高成長の雇用を創出しよう

としている企業に対し、最高で 3 年間、第 3 フェーズの資金提供を行う。 
 
ターゲットとするアウトカム： 

 商業化への障壁に対応し、取引コストを引き下げる新規の契約手段を使って、産

業界による DOE の研究開発の実用化を奨励する。 
 
技術のテストベッドと実証プロジェクトの創設 

 新エネルギー技術の商業化、広範な普及および

規制当局による許可には、その性能への強い信頼

が必要である。また、運営上の不確実性は、早期

導入者のリスクを高め、市場への浸透を遅らせ、

環境リスクを生じさせるため、産業界、規制当局

および政策立案者は、技術性能から環境インパク

トまでに及ぶ問題に対する高い信頼を持っていな

ければならない。大規模で、新技術の特性を評価

することにより、これらのリスクを減らし、導入

を加速することができる。 
 
 DOE は商業化や普及に先立ち、システムレベル

の性能、メリット、課題および環境リスクを十分理解できるように、運用環境でのエ

ネルギー技術の性能を評価し、特性を評価する能力の開発を続ける。また、研究者や

産業界が同じように、ピア・レビュー（専門家評価）による自由競争により割り当て

られた研究資源（設備等）を用いて、これらのテストベッドや実証機能を利用できる

ようにする。適切な場合には、産業界と協力し、広範囲での導入を促す最大限の可能

性を持ったいくつかの実証プロジェクトを追求する。 
 
ターゲットとするアウトカム： 

 2015 年までに、少なくとも 2 つの新たな国立技術ユーザ施設を完成させる。 
 2016 年までに、小型モジュール炉の設計保証（design certification）を完成させ

る。 
 2012 年までに、セルロース系エタノールの生産コストを 1 ガロン注 12当たり 2 ド

ル未満にする技術を開発する。 
                                                  
注12 1 ガロンは、3.785 リットル。 

DOE は、化学プラント、精製所、

製造施設などの産業部門による排

出 CO2 を回収し、地下に隔離する

25 件以上のプロジェクトに、再

生・再投資法からの資金を配分し

ている。 
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 2016 年までに、少なくとも 5 件の実用規模炭素回収貯留（carbon capture and 
storage：CCS）実証プロジェクトを、オンラインで稼働させる。 

 研究所の研究開発成果を、パイロット実験と工学・システム解析研究を使用し、

新型の燃焼前回収技術と燃焼後回収技術が 90%の二酸化炭素を回収することを立

証する。基準となる発電所と比較した場合、これら技術の均等化発電コスト

（levelized cost of electricity）は、燃焼後回収技術では 35%以上の増加とならず、

燃焼前回収技術では 10%以上の増加とならない可能性を持った技術である。 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 飯塚 和子） 
 
 
出典：本資料は、以下 DOE の記事を一部、翻訳したものである。 
“U.S. Department of Energy: Strategic Plan May 2011” 
（http://www.energy.gov/news/documents/DOE_StrategicPlan.pdf） 
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