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(1083-1) 
 
【再生可能エネルギー（太陽電池）】太陽電池用発光型集光器 量子ドット 
 
仮訳 

 
太陽電池用集光器の効率が向上（米国） 

UC マーセド校の教授と学生から成るチームが 
太陽光集光器の形状を変化させることにより効率が大幅に向上することを発見 

集光器利用の普及を一歩前進 
 
【2012年1月19日 カリフォルニア･マーセド】 

カリフォルニア大学(UC)マーセド校の研究チームが、

太陽電池用発光型集光器を再設計し、太陽電池セルへ

太陽光を送る際の効率を向上させた。 

 

要約 
 

 UCマーセド校の研究者が、中

空管の形状の太陽電池用集光

器が、従来の設計より効率が良

いことを発見した。 

 
 改良により、太陽電池用発光型

集光器の使用の実現が一歩進

んだ。 

 
 次にやるべきことは、中空･円

筒形の太陽電池用発光型集光

器から成る大型アレイの開発、

および太陽電池パネルの効率

向上を追っていくことである。 

 
この進歩は、太陽光エネルギーの取り込みにおいて

重要なブレイクスルーとなりうると語るのは、UCマー

セド校物理学教授で、本プロジェクトを指導した

Sayantani Ghosh氏である。 
 
「我々は従来の平面形の太陽電池用発光型集光器の形

に手を加え、円筒形に作り変えた。この構造の再設計

により、効率が大幅に向上するという驚くべき結果と

なった。」と、Ghosh氏は語る。 
 
 発光型集光器の商業化を妨げている大きな問題は、発光型集光器の自己吸収率の高さで

あるとGhosh氏は語る。つまり、発光型集光器は作り出す大部分の光を太陽電池セルへ輸

送せずに、吸収してしまうという。 
 
研究チームは、この問題が集光器の形を変えることにより対処できることを明らかにし

た。平面形集光器や中実の円筒形集光器と比べ、中空の円筒形の太陽電池用集光器がより

優れた設計であるということを発見したのである。中空の円筒は、より多くの日光を吸収

しながらも、自己吸収による損失が少ない。 
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 太陽電池用発光型集光器は、広い領域の色の太陽光線

を吸収し、狭い領域の光線（例えば赤だけなど）にして

再発光するよう設計されている。これはダウン･コンバー

トとして知られているプロセスである。この（再発光し

た）光は、光電流を（太陽電池で）発生させるために太

陽電池セルへ供給される。集光器内に内蔵された量子ド

ットが、この色変換（即ち、波長変換）を行う物質であ

る。 
 
この集光器がもたらす従来の太陽電池セルを超える最

大の利点は、曇りの日のような散乱光の中でさえ発電す

るということである。そしてこの利点のおかげで、常に

太陽の方角へ向ける必要がなく、追尾装置が不要となる。 
 
 Ghosh氏によると、この発見は商業的に実現可能な太

陽電池用発光型集光器を現実のものとさせるという。と

いうのは、今回の設計は量子ドットの使用数が同じであり、このためコストが高くなるこ

とがないに関わらず、性能が向上しているためである。 

中空･円筒形の太陽電池用発光

型集光器（下）は従来の平面形

パネル集光器より効率が高いこ

とが、UC マーセド校の研究者

により発見された。 

 
 このことは、インフラコストを節約し、また集光器が壁や窓のような垂直面と一体化す

る可能性を切り開く。次にやるべきことは、中空･円筒形の太陽電池用発光型集光器で出来

た大型アレイを開発し、太陽電池パネルの効率向上を追っていくことである。 
 
本研究を行ったチームの他のメンバーに、Richard Inman氏、Georgiy Shcherbatyuk

氏、Dmitri Medvedko氏、そしてAjay Gopinathan氏がいる。 
 
 Inman氏は、UCマーセド校の学部生の時、学生が参加できる実地学習の機会の一例で

ある研究チームのリーダーを務めた。彼は現在、UCサンディエゴ校の大学院生である。

Medvedko氏は学部生であり、Shcherbatyuk氏は大学院生、そしてGopinathan氏は物理

学教授である。 
 
チームは、昨秋に論文誌『Optics Express』にて、本研究に関する論文“Cylindrical 

luminescent solar concentrators with near-infrared quantum dots（近赤外線量子ドット

の円筒形の太陽電池用発光型集光器）を掲載した。  
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翻訳：NEDO（担当 総務企画部 室井 紗織） 
 
 
出典：本資料は、University of California, Merced の以下の記事を翻訳したものである。 
“Researchers' Refinement Increases Solar Concentrator Efficiency” 
http://www.ucmerced.edu/news/researchers-refinement-increases-solar-concentrator-ef
ficiency 
Used with Permission of the University of California, Merced 
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(1083-2) 
  

【研究開発(再生可能エネルギー)】ARPA-E 資金提供公募 
 
仮訳 

 
 
 

ARPA-E が 1 億 5000 万ドルの資金提供公募の案に対する 
情報提供依頼をリリース 

2012 年 2 月 8 日、水曜日 

本日、ARPA-E は資金提供公募(Funding Opportunity Announcement: FOA または

Open FOA)の原案に関する情報提供依頼(Request For Information: RFI)を公開した。

ARPA-E は 2012 年 3 月上旬に改定した当該 FOA を正式に発表する予定。当該 FOA は、

再生可能エネルギー、バイオエネルギー、輸送、従来型発電、電力グリッド、ビルのエネ

ルギー効率化及び他の技術分野に関連した、トランスフォーマティブで、破壊的な（イノ

ベーションによる）強いインパクトを持った(一定の開発リスクがある一方で、画期的成果

が期待できる)エネルギー研究開発プロジェクトの支援を目的としている。 

2009 年に公開された ARPA-E による最初の FOA も同様に、防衛、経済、環境といっ

た米国の最も差し迫った問題への挑戦に対し、最もトランスフォーマティブなエネルギー

技術解決策を広く求めるものであった。 

RFIはOpen FOA原案に関する意見提出方法の詳細を掲載しており、東部標準時 2012 年 2
月 29 日の午後 5 時までにARPA-E-OpenFOA@hq.doe.govに届くよう提出しなければなら

ない。RFI及びOpen FOA原案への意見公募については、どちらも書式の定めはない。公

募プログラム応募者は、応募書類の準備や提出、及び助成金の受け取り条件について、必

ず 2012 年 3 月上旬に発表予定のFOA最終版を参照すること。 

 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 望月 麻衣） 
 
 
出典：本資料は、ARPA-E の以下 ”ARPA-E Releases Request For Information On Draft 
$150 Million Open Funding Opportunity Announcement”の記事を翻訳したものである。 
http://arpa-e.energy.gov/Media/News.aspx?ItemId=41&vw=1 
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(1083-3) 
 
【再生可能エネルギー(政策)】ソーラー イノベーション SunShot Incubator 
 
仮訳 

 
DOEがソーラーエネルギーイノベーションの促進に 1,200万ドル超の

資金提供案件公募を発表（米国） 
2012 年 2 月 8 日 

 
ワシントンDC：米エネルギー省(DOE)のチュー長官は、持続可能な米経済確立を目指す

オバマ政権が描く青写真の一環で、DOEの｢Sunshot Incubator｣プログラムにより、研究

段階から商品化へと移行させるソーラーエネルギー・イノベーションを早めるため、1,200
万ドル超の資金提供案件の公募を発表した。この資金援助で、ハードウェアの進歩、ソフ

トコスト注1の削減、パイロット規模の製造および生産プロジェクトの開発を行うことによ

って、ソーラーエネルギーと製造業におけるイノベーションを加速する計画である。 
 
「米国のエネルギーや製造業への投資は、構築された米経済が持続するのに極めて重要

な構成要素である。｣と、チュー長官は述べた。｢SunShot Incubator｣プログラムは、マー

ケットに急速な技術的進歩をもたらし、米国の新エネルギー時代を開拓するイノベーティ

ブな小規模ビジネスを育成するだろう。｣ 
 
「SunShot Incubator」プログラムは、イノベーティブなソーラーテクノロジーの開発

を早めるために、新興企業や既存企業内での事業体(ビジネスユニット)の立ち上げを支援

する。2007 年以来、DOE は同プログラムにより、研究室からマーケットへと技術がもた

らされるように、有望な技術に対して 6,000 万ドルを投じてきた。これらの投資がきっか

けとなって、民間部門に 16 億ドルが投資を生み出すこととなった。これらのプロジェク

トへの連邦政府の投資は、26 対 1 の割合を超える投資を生み出している。 
 
本日公募が発表された資金提供に関する公募は、｢SunShot Incubator｣プログラムでこ

れまでに結ばれたパートナーシップの成功に基づいたものである。コロラド州に本社を置

く PrimeStar 社など、40 社近い企業がインキュベーターに参加してきている。2007 年に

は、DOE の国立再生可能エネルギー研究所(NREL)と PrimeStarSolar 社が、NREL が保

有していた CdTd 化合物半導体太陽電池技術をから商業生産に移行させるための共同研究

開発契約を結んだと発表した。また、PrimeStar 社は、NRLE が開拓した技術を基に作ら

れた同社の高効率かつ低コストの PV ソーラーパネルを商業化するために、同年、

                                                 
注1 一般には、ハード以外のコストで、設計費、エンジニアリング費用、資金調達費や法的手続き等の費用に

使われる用語であるが、ここでは、簡素化された許認可、検査、資金の調達方法の改善などを意味する。 
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｢SunShot Incubator｣プログラムにより 300 万ドルを獲得した。現在 PrimeStar 社は GE
社が所有しており、GE 社は、同社に対して 6 億ドルを投資して、大規模な生産工場をコ

ロラド州に建設すると発表した。これにより、最先端のソーラーパネルの製造を行うため

に、350 名以上の従業員が雇用される予定である。DOE の｢SunShot Incubator｣プログラ

ムによるこの種の投資は、初期段階にある企業が、イノベーティブなソーラー技術をより

早く市場に移行させる上での障壁を乗り越えるのを援助する。 
 
今日｢SunShot Incubator｣プログラムによる投資を行うことにより、概念実証段階から

プロトタイプによる実証までの、ハードウェアとハード以外の取り組みの開発におけるイ

ノベーションを支援する計画である。その実証内容とは、太陽光発電、太陽光の集光およ

びパワーエレクトロニクスの向上はもとより、簡素化された許認可、検査、および資金の

調達方法の改善など、資金の獲得企業が研究所の規模で作成したイノベーティブなプロト

タイプをパイロット規模、そして最終的には本格的な製造、生産、商品展開へと移行させ

るタイムラインを短縮することである。各投資には、資金獲得者との大幅なコストシェア

リング契約が必要になるだろう。 
 
2012 年 4 月 9 日が申請期限となっており、発表された資金提供案件公募の詳細情報お

よび申請資格については、Funding Opportunity Exchange websiteを参照のこと。 
 

DOEのSunShot Initiativeは、2011 年 2 月に立ち上げられ、米国の、クリーンで再生可

能なエネルギーを発電する住宅所有者、企業、および電力事業者向けに、より高速で、簡

単で、安価なソーラーエネルギーシステムを作るという、競争の激しい研究に対して資金

援助を行っている。国を挙げての共同の取り組みは、10 年後までに、ソーラーエネルギー

のコストを、その他の形態のエネルギーに対して競争力を持つものにすることを目標とし

ている。この目標を達成することで、ソーラーエネルギー技術の導入を普及展開させ、世

界のクリーンエネルギー競争における米国のリーダーシップを強化し、新しい産業を活性

化し、全米の雇用を創出することである。詳細情報については、the SunShot Initiative 
websiteを参照のこと。 
 
DOEの｢エネルギー効率・再生可能エネルギー局 (Office of Energy Efficiency and 
Renewable Energy)は、エネルギー効率と再生可能技術、および、マーケットベースの解

決方法の開発を早め、その展開を促進する。これにより、米国のエネルギー保障、環境の

質、経済的活力を強化する。 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 原田 玲子） 
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出典：本資料は、DOE の以下の記事 ”Energy Department Announces Over $12 Million 
to Spur Solar Energy Innovation”を翻訳したものである。 
http://energy.gov/articles/energy-department-announces-over-12-million-spur-solar-en
ergy-innovation 
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(1083-4) 
【再生可能エネルギー(太陽電池)】 有機ポリマー タンデム太陽電池  
 
仮訳 

 
UCLAがエネルギー効率の最高記録となる 
タンデム・ポリマー太陽電池を開発（米国） 

2012 年 2 月 13 日 
 

 光の吸収と変換に電導性の有機ポリマーを使用した PV
セルは、太陽光の電気への変換において大きな可能性を有

している。有機ポリマーは低コストで量産が可能なため、

安価で軽量かつフレキシブルな PV デバイスを得ることが

出来る。 
 
 過去数年において、新素材、デバイス構造や加工技術の

開発など、これらのデバイスが太陽光を電気に変換する効

率を向上させるため、多くの研究が実施されてきた。 

 
 今週 Nature Photonics 誌のオンライン版に掲載され

るこの新しい研究成果では、カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)のヘンリ・サミ

ュエリ工学・応用科学部(UCLA Henry Samueli School of Engineering and Applied 
Science)およびカリフォルニア・ナノシステムズ研究所(California Nanosystems 
Institute: CNSI)が、それぞれが異なる吸収帯を持つ多重層のセルを組み合わせた新しい

「タンデム」構造のデバイスを構築して、ポリマー太陽電池の性能を飛躍的に向上させて

きたことを発表している。このデバイスは、以前エ

ネルギー効率が 8.62%であることが認定されており、

2011 年 7 月の時点で世界最高記録であった。 
  
 さらに、日本企業である住友化学(株)から提供さ

れた赤外線を吸収する新しいポリマー材料をこのデ

バイスに組み入れたところ、デバイスの構造は幅広

く適用できることが証明され、エネルギー変換効率

は 10.6%に達した。これは米国エネルギー省

(Department of Energy: DOE)の再生可能エネルギ

ー研究所(National Renewable Energy Laboratory: タンデム太陽電池 

UCLA の Yang Yang 教授 
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NREL)の認定を受け、世界最高記録を塗り替えた。 
  

タンデム太陽電池では、異なる吸収帯を持つセルを使用することにより効率的に太陽光

の幅広いスペクトルを取り込むことができる。しかし、単純に 2 つのセルを組合せるだけ

では効率性が自動的に向上することはない。タンデム太陽電池の材料は、効率的な太陽光

を取り込む上でそれぞれの材料の相性が重要であると、研究者らは述べる。 

 

 これまで、主に適切なポリマー素材が無かったため、タンデムデバイスの性能は単一層

太陽電池に遅れをとっていた。UCLA の研究者らは、高効率の単一層およびタンデム構造

用に特別に設計された低バンドギャップを接合したポリマー使用のタンデムの両種の太陽

電池の実証を行った。バンドギャップはポリマーが吸収する太陽光のスペクトルの範囲を

決める。 

 

 「ダブルデッカー(2 階建て)バスを想像してみてください。」と UCLA 工学部の材料科

学・工学教授であり本研究の主任調査員でもある Yang Yang 氏は述べる。「このタイプ

のバスでは、一階部分に一定の数の乗客を運ぶことが出来ますが、二階部分を追加すれば

同じサイズのスペースにより多くの乗客を乗せることができるのです。これが、今回タン

デム・ポリマー太陽電池の開発で私たちが行ったことです。」と同氏は述べる。 

 
 Yang 氏率いる研究チームは、太陽光をより効率的に利用するために、補完的な吸収ス

ペクトルを持つ複数の光活性層を順番に積み重ねてタンデム・ポリマー太陽電池を組み立

てた。このタンデム構造は、(UCLA の)設計した中間層に結合される、大きな（又は高い）

バンドギャップ材料(ポリマー)で出来た前方のセルと、小さな（又は低い）バンドギャッ

プポリマーの後方のセルで構成されている。 

 
 単一層デバイスと比較すると、特にエネルギーロスを最小限に抑えることにより、この

タンデムデバイスは太陽のエネルギー利用においてより効率が高い。光を吸収する材料を

一つ以上使用することにより、それぞれが太陽光のスペクトルの異なる部分を取り込み、

タンデムセルは電流を維持して出力電圧を増加することが可能となる。これらによりエネ

ルギーの変換効率が向上すると、研究者らは述べる。 

  

 「太陽光のスペクトルは大変幅広く、可視・不可視光線、赤外線や紫外線をも含みます。」

と住友化学の研究グループマネジャーの Shuji Doi 氏は述べる。「住友製の低バンドギャ

ップポリマーが、世界新記録の効率性の達成に貢献できて大変嬉しく思います。」 

 

「私たちは、単一接合デバイスの研究にかけた時間に比べ、大変短い時間でタンデム太

陽電池の研究を実施してきました。」と UCLA の工学部研究チームの一員で、Nature 
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Photonics 誌の記事の共著者である Gang Li 氏は述べる。同氏は「私たちがこのような短

期間で効率性の向上で成功したことは、タンデム太陽電池技術には多大な可能性があるこ

とを真に証明していると思います。」と続ける。 
 
「全てが低コストの湿式被覆(ウェット・コーティング)プロセスで実施されました。」と

Yang 氏は述べる。「このプロセスは現在の製造方法に互換性があるので、この技術が近い

将来、商業利用が可能となることを期待しています。」 
 
本研究は、ポリマーを研究する化学者らにとってタンデム・ポリマー太陽電池の新しい

材料を探索するための新しい方向を切り開くものである。さらに、これはポリマー太陽電

池の商業化への重要なステップを示している。Yang 氏は、彼の研究チームが今後数年間

で効率性を 15%まで向上させたいと願っている、と述べる。 
 
UCLA's Carol and Lawrence E. Tannas Jr. Endowed Chair in Engineering を保持す

る Yang 氏は、UCLA のナノ・システムズ研究所、Nano Renewable Energy Center の学

部ディレクターでもある。 
 
本研究は 米国立科学財団(National Science Foundation)、米空軍科学研究局(U.S. Air 

Force Office of Scientific Research)、米海軍研究事務所(U.S. Office of Naval Research)
および米エネルギー省、再生可能エネルギー研究所 (National Renewable Energy 
Laboratory)により支援された。 
 

住友化学(株) は、日本の化学分野における優良企業の一つであり、基礎化学製品、石油化

学製品、IT関連化学製品・材料、農薬および医薬品などの多様な製品を世界に向けて提供

している。 同企業の連結売上高は 2010 年度で 238 億ドル。 
 
UCLヘンリ・サミュエリ工学・応用科学部(UCLA Henry Samueli School of Engineering 
and Applied Science) は、1945 年に創設され、学問・職能の学位プログラム 28 種類を提

供しており、5,000 人を超える生徒が学んでいる。同校は、再生可能エネルギー、水質管

理、ヘルスケア、ワイヤレスセンサー、ネットワーキングおよびサイバー・セキュリティ

などの 21 世紀の多くの重要な課題に取り組む研究を先導している。全国の公立大学の工

学部トップ 10 内にランキングされている同校には、ワイヤレスセンサーシステム、ナノ

エレクトロニクス、ナノメディシン、再生可能エネルギー、カスタマイズされたコンピュ

ーティングおよびスマート・グリッドの、数百万ドルをかけた異なる学問分野にまたがる

9 つの研究所がある。これらの研究所は全て連邦政府および民営の機関より資金提供を受

けている。 
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本記事に関する連絡先 
Wileen Wong Kromhout 
(310) 206-0540 
wwkromhout@support.ucla.edu  

 
 

 
翻訳：NEDO（担当 総務企画部 松田 典子） 

 
 
 
出典：本資料は UCLA の以下の記事を翻訳したものである。 
 
UCLA engineers create tandem polymer solar cell that set record for energy-conversion 
（http://newsroom.ucla.edu/portal/ucla/ucla-engineers-create-tandem-polymer-228468.
aspx） 
(Used with Permission of the University of California) 
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(1083-5) 
 
【研究開発（再生可能エネルギー）】フローバッテリー MetILs 
 
仮訳 
 

サンディア国立研究所の研究者らが 
MetILs の中からエネルギー貯蔵「イオン液体」発見（米国） 

 

【アルバカーキ、ニューメキシコ州】サンディア国立研究所の研究者らは、費用対効果

で従来比３倍のエネルギー貯蔵を可能にする、MetILs(金属系イオン液体:metal based 
ionic liquids)として知られる溶解塩電解質の新たなファミリーを開発した。 

科学誌 Dalton Transactions に投稿

された今回の研究内容は、太陽光や風力

といった大規模で、断続的に発生する再

生可能エネルギー源を、経済的に、安全

に国内の電力スマートグリッドに連携

させるためのデバイス開発に役立つだ

ろう。 

従来のグリッドは安定した電力源を

想定して設計されているため、再生可能

エネルギーのように供給が断続的に変

動する電力を受け入れることが難しく

なっている。エネルギー貯蔵技術の向上は、こうした変動するエネルギー源の安定化に

役立つ。サンディア研究所の研究者らは改良された新たなエネルギー貯蔵技術によって、

より柔軟で、費用対効果が良く、信頼性のあるグリッドの開発方法を研究している。 

 
化学技術者 Harry Pratt が銅ベースのイオン溶液を 
合成(撮影：Randy Montoya)  

 

「炭素排出が避けられない従来のエネルギーシステムを再生可能エネルギーに置き

換えるために、米国も世界もバッテリー(蓄電池)技術の大きなブレークスルーを必要と

している」とサンディア研究所の Energetic Components Realization プログラムの代

表 Anthony Medina 氏は言う。「MetILs は現在、鉛酸バッテリーやリチウムイオンバ

ッテリーに代わって、非常に高密度のエネルギー貯蔵をもたらす次世代の定置型バッテ

リー技術を生みだす可能性の高い、新しくて将来有望な化学分野である。」 

ＮＥＤＯ海外レポート ＮＯ.1083, 2012.3.23

12



過去 20 年間、リチウムイオンバッテリーはエネルギー貯蔵に関する研究の中心であ

り続けてきた。コンパクトで軽量なデザインは携帯電話、ノートパソコン、家電製品に

非常に適しているが、リチウムイオンバッテリーは価格が高く、また劣化することから、

米国の定置型大容量電力グリッド機器への使用は限定されている。 

サンディアの研究者で無機化学者である Travis Anderson 氏は次世代のフローバッ

テリーを開発するチームを率いている。フローバッテリーは電解質に溶解した金属イオ

ン(つまり電気を電導する電気を帯びた物質)の溶液を、外部タンクから電気化学セルへ

ポンプで送り出し、化学エネルギーを電気に変換する。フローバッテリーは電解液の荷

電状態を変化させることで迅速に充放電され、さらに電気活性材料(electroactive 
material)は簡単に、多数回繰り返し使用できる。Anderson 氏は、フローバッテリーは

研究所において 14,000 回超の充放電の耐用があり、これは 20 年超のエネルギー貯蔵

の耐用に等しい回数であり、リチウムイオンバッテリーではあり得ないだろうと言う。 

しかし、フローバッテリーを使用したグリッド貯蔵システムの大きさはおよそ一軒の

家屋のサイズで、同容量のリチウムイオンバッテリーよりもコストがかかる。研究者ら

の最終目標は、与えられた量あるいはエネルギー密度に達するようエネルギー貯蔵量を

増加させながら、フローバッテリーを今より小さく、安価に作ることである。 

フローバッテリーは米国、日本、オーストラリアで研究されてきた。最大電力が 25
メガワットまでの多くのシステムが、米国エネルギー省の Energy Storage Systems 
Research プログラムによって管理される米国再生再投資法(American Recovery and 
Reinvestment Act: ARRA)に基づいた実証段階にある。亜鉛臭素やバナジウムレドック

スを使用したフローバッテリーシステムが最有力となっている。しかし、含まれる材料

はわずかに毒性があり、またバナジウムは価格が変動する主要対象品目でもある。さら

に、水溶液は溶解可能な量やエネルギー貯蔵量に限界があり、また外気温によって性能

が損なわれる可能性もある。 

サンディア研究所は、水を使用せずにこのような問題を回避するフローバッテリーの

研究を先駆けて行っている。Anderson氏は、電気化学者のDavid Ingersoll氏、有機化

学者のChad Staiger氏、化学技術者のHarry Pratt氏とJonathan Leonard氏など、研

究所の多岐にわたる分野の専門家から成るチームを編成した。彼らが設計したものは、

電気化学的に可逆性のある、金属ベースのイオン液体、即ちMetILsという新たなファ

ミリーである。これは、鉄や銅、マンガンのように米国内で容易に入手できる安価で、

毒性のない材料をベースにしている。 
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Anderson氏は次のように語る。「塩を溶媒

に溶解せずとも、我々の塩そのものが溶媒で

ある。飽和状態ではないので、より高濃度の

活性金属を得ることが可能なのである。実際、

これは化学式できまる。そのため、まさに材

料の特性（の選定）のみにより、エネルギー

密度を費用対効果が良くなるように3倍にで

き、それによりバッテリーの必要サイズを大

幅に小さくできる。」 
 

MetILsの電気化学的効率、つまりは逆充電

する能力は、今までに発表された他の何より

もはるかに高い。本チームは陽イオン、陰イ

オン、そしてリガンドの約200通りの組み合

わせを調合し、それらのうちの5つが、長年、

理想的な標準品と見られていたフェロセンよりも電気化学的効率が上回っている。 

サンディアの研究員は、溶融塩電解質の新た

なファミリーを発見した。これは、従来の入

手可能なストレージ技術の 3 倍超のエネルギ

ー密度を有するバッテリーである。開発され

た MetILs は、左から右へ、銅化合物、コバ

ルト化合物、マンガン化合物、鉄化合物、ニ

ッケル化合物、そしてバナジウム化合物であ

る。（撮影：Randy Montoya） 

 
プラスやマイナスに帯電した種を混合する時に生じる共通的な問題は、これらの種が

凝集し始め、最終的にはイオン液体は粘着性を持ち、バッテリーの薄膜や電極表面を詰

まらせるということである。本チームは、サッカーボールに似ている非対称性陽イオン、

即ちプラスに帯電したイオンを開発することによってこの課題に取り組んだ。これと同

様に、黒の五角形はマイナスに帯電した部分を表し、白の六角形はプラスに帯電した範

囲である。このような配置は、イオン液体を構成する物質が、結合し固体になるのを妨

げることにより、融点を下げる。その一方で、部分的な帯電は、依然として電子に自由

にセル内を流れさせ、電流を発生させる。 
 
本チームは、エネルギー省の配電・電力信頼性局（Office of Electricity Delivery and 

Energy Reliability）により資金提供を受ける。同局のエネルギー貯蔵プログラム･マネ

ージャーであるImre Gyuk氏は、サンディア研究所の研究開発の擁護者であり、必要な

資金の援助を行っている。 
 
「MetILsの研究は、カソード／電解質のパラダイム（理論的枠組み）に巧妙で創造的

な解を示している。というのは、本研究は、容易に入手できる安価な材料をベースにし

ているので、結果として米国のグリッド全体への大きな影響のあるイノベーティブでコ

ストパフォーマンスの良い貯蔵システムをもたらすこととなる。」とGyuk氏は語る。 
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同発見は、新たなフローバッテリーのカソード材料に適用される。サンディア研究所

チームが次に行うべきことは、フローバッテリーのアノードに対して同様の材料を見つ

けることであり、研究者らはその進捗に自信を抱いている。 
 

Anderson氏は次のように語る。「粘着性、電気電導性、そして基本となる電気化学

効率性という3つを同時に扱っているが、これらは常に関連しているわけではない。同

時に3つすべてを良い方向へ向かわせるという面白さ、それはまるで宝探しのようだが、

地図はない。我々はその地図を作成しつつあり、その可能性に大いに興奮している。」 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 サンディア国立研究所は、DOEの国立核安全保障庁のための多種のプログラムを行

う研究所で、ロッキード･マーティン社 (Lockheed Martin company) の100%子会社で

あるサンディア社(Sandia Corporation)によって運営されている。サンディア国立研究

所の主な施設はニューメキシコ州アルバカーキとカリフォルニア州リバーモアにあり、

国家安全保障、エネルギー･環境技術、そして経済競争の分野における重要な研究開発

という責務がある。 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 望月 麻衣／室井 紗織） 
 
 
出典：本資料は、米国サンディア国立研究所の以下の記事を翻訳したものである。 
“Sandia National Laboratories researchers find energy storage “solutions” in 
MetILs” 
https://share.sandia.gov/news/resources/news_releases/metils/ 
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(1083-6) 
 
【再生可能エネルギー（バイオマス）】バイオ燃料  タバコ植物  
 
仮訳 

 
タバコで車を満タンにする？ 

バークレー研究所がバイオ燃料の新プロセスを開発（米国） 
ARPA-E の資金提供を受けたプロジェクトが植物の葉に燃料分子の生成を目指す 

 
バイオ燃料といえば、多くの者が

トウモロコシのエタノールを思い

浮かべる。中には、スイッチグラス

やミスカンサスから生産する先進

的なバイオ燃料を思い浮かべる者

もいるかもしれない。しかし、タバ

コを思い浮かべる者は? きっと、い

ないだろう。 

非常に困難を極めるだろうが、バークレー研究所の Christer
Jansson 氏と共同研究者が、バイオ燃料の新たな製法を生み

出したいと考えている。その構想は、炭化水素合成遺伝子を

（フラスコの中の）シアノバクテリアから取り出し、タバコ

植物の中へ導入するというものである。Jansson 氏は、2 月

27～29 日に ARPA-E エネルギー･イノベーション･サミット

にて、本プロジェクトについて議論を行う。 

 
だが、それは一変する。米国エネ

ルギー省のローレンス･バークレー

国立研究所（バークレー研究所）の

研究員がリーダーとなった科学者

チームが、南部を象徴する植物から

ガソリンやディーゼル燃料、ジェッ

ト燃料を生成する方法を研究して

いる。 
 
本チームの目標は、太陽からのエネルギーを用いて、葉内において燃料分子を直接的に

生成するようにタバコの木を遺伝子操作することである。葉は圧搾され、そして燃料が抽

出されて分離される。科学者の推定では、約1000エーカー（約404.6ヘクタール）のタバ

コ栽培により、100万ガロン(3,785 キロリットル)超の燃料生産が可能という。 
 
 なぜタバコなのか？タバコは全米や100ヵ国以上にわたる広大な地域で栽培されている。

1年に複数回、収穫ができ、その大きな葉は多くの燃料を蓄えることが可能であり、そし

て遺伝子操作をしやすい。 
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 しかし、タバコから圧搾したガソリンで満タンにする前に、まず科学者は長いチェック

リストのある先駆的な研究の処理をしなければならない。成功により、国は新たな輸送燃

料源を得ることとなるだろう。 
 
もし本研究が期待できそうならば—たとえ少しばかり大胆な計画だとしても—それは

構想にかかっている。 490万ドルの本プロジェクトは、エネルギー省 (DOE)の
ARPA-E(Advanced Research Projects Agency-Energy：エネルギー先端研究計画局)に資

金提供を受けており、「ハイリスク･ハイリターンの概念—エネルギーを発生、貯蔵、使用

する方法における真の変革が見込めるテクノロジー」に焦点を当てている。 
 
 本プロジェクトを率いるのは、バークレー研究所･地球科学部門の植物生化学者Christer 
Jansson氏である。彼は、ワシントンD.C.近郊で2月27～29日に開催される「第3回ARPA-E
エネルギー･イノベーション･サミット(Energy Innovation Summit)」にて、本プロジェク

トについての議論を行う。 
 

バークレー研究所の他の科学者も、Jansson氏に

加わってサミットに出席する。彼らは、大変革をも

たらす可能性のあるARPA-Eのプロジェクトを推

し進めている。その中には、発電所からの排出ガス

中のCO2を回収する物質を迅速に発見する方法や、

微生物からバイオ燃料を生成する革新的な方法、そ

して再生可能エネルギー導入を促進できる電力グ

リッドに向けた低コストのフローバッテリーの開

発などがある。 

タバコの葉は、燃料分子を蓄えられる

か？ ARPA-Eに資金提供されたバーク

レー研究所のプロジェクトが挑戦に乗

り出す。 

 
 タバコを燃料にするプロジェクトにおいて、

Jansson氏と共同研究者らは、太陽エネルギーをバ

イオ燃料に変換する方法における近道を創り出し

たいと考えている。現在、先進的なバイオ燃料の生

成方法には、バイオマスを分解し、その後発生した

糖を燃料に発酵させるために微生物を用いること

が必要である。それとは対照的に、本チームは空気

中からCO2を取り込み、タンクに入れられる状態の

燃料に炭素を変換できる植物を作りたいと考えて

いる。 
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Jansson氏は次のように語る。「我々は発酵のような下流プロセスを省き、作物の中で

直接燃料を生成したい。バイオマスを粉砕した後、炭化水素分子を抽出し、そしてこれら

をより短い分子に分割することで、ガソリン、ディーゼル燃料またはジェット燃料を生成

できる。」 
 
 これを達成するため、科学者らは、CO2の回収、日光の取り込み、そして炭化水素分子

の生成のために最適化されたタバコ植物を創ることに取り組んでいく。 
 
この炭化水素分子の生成のために、Jansson氏がまず始めるのは、炭化水素の一種であ

るアルカンを生成する酵素をコード化するシアノバクテリアの遺伝子の研究である。その

後、タバコの中での発現に適したこれらの遺伝子の合成物を作る予定である。別の取り組

みとして、カリフォルニア大学(UC)バークレー校の生物学者Tasios Melis氏が、炭化水素

の別種であるイソプレノイドを生成する緑藻類遺伝子に関する同様の研究を行う。 
 
 これらの遺伝子は、UCバークレー校の科学者Peggy Lemaux氏が栽培するタバコ植物に

導入される。UCバークレー校の化学者David Wemmer氏による葉の核磁気共鳴の画像化

により、科学者らが植物内での炭素（炭化）のボトルネックを発見し、代謝の遺伝子操作

を改良することが可能となる。加えて、DOEの共同ゲノム研究所(Joint Genome Institute)
の科学者であるCheryl Kerfeld氏は、有益なものになる可能性のある他のアルカンを生成

する遺伝子のために何百ものシアノバクテリア種のゲノムを調べる。 
 
 また、科学者は炭化水素の生成を最大限にするため、タバコ植物の中に可能な限り多く

の炭素を取り込みたいと考える。通常、タバコは急速にCO2により満タン となる。植

物の炭素摂取量を増加させるため、研究チームは再びシアノバクテリアに注目をする。シ

アノバクテリアは、大変効率良く周囲の水から炭酸塩を取り込み、細胞内に輸送する。

Jansson氏は、この炭素の輸送を円滑にするシアノバクテリアの遺伝子をタバコ植物の葉

緑体に挿入したいと考える。 
 
 Melis氏とUCバークレー校の科学者Kris Niyogi氏もまた、光合成中のタバコの光の取り

込みの向上に取り組む。Melis氏は、自身が開発した植物の集光性構造の操作が可能とな

る技術を利用する予定である。 
 
本チームは、約18ヵ月で最初の植物を栽培したいと考える。チームの最終目標は、乾燥

重量のうち20～30%が炭化水素となる植物の育成である。将来有望な植物は、ケンタッキ

ー州にて、ケンタッキー･タバコ研究開発センター(Kentucky Tobacco Research and 
Development Center)が監督する事前テストで栽培される。同センターの科学者は、植物

の成長や作況を最適化する方法を探求する。 
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ローレンスバークレー国立研究所では、持続可能なエネルギーの促進、人々の健康の保

護、新材料の開発、そして宇宙の起源や行方の公開により、世界で最重要とされる科学的

課題に取り組んでいる。1931 年の創設以来、バークレー研究所の科学的専門性は、13 件

のノーベル賞により評価されている。カリフォルニア大学はDOEの科学局に代わり、バー

クレー研究所を管理している。詳しくはウェブサイト www.lbl.gov.を参照のこと。 
 
追加情報： 
詳細情報 2012 ARPA-E エネルギー･イノベーション･サミット(2012 ARPA-E Energy 
Innovation Summit) 
 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 室井 紗織） 
 
 
出典：本資料は、米国･ローレンスバークレー国立研究所の以下の記事を翻訳したものであ

る。 
“Fill ‘Er Up With Tobacco? Berkeley Lab-Led Team Explores New Path to Biofuels 
ARPA-E funded project aims to produce fuel molecules in plant leaves” 
http://newscenter.lbl.gov/feature-stories/2012/02/23/tobacco-biofuels/ 
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(1083-7) 
【電子・情報（半導体）】量子コンピューター リン単一原子 
 
仮訳 

 

単一原子トランジスターはムーアの法則注1の終焉 
量子コンピューティングの幕開け（米国） 

2012 年 2 月 19 日 

【米国インディアナ州 West Lafayette】これまで

に製造された中で最小のトランジスター(正確に

は、製造可能な範囲で最小のもの)は、New South 
Wales 大学、Purdue 大学、Melbourne 大学、

Sydney 大学から集まった国際的な研究者チーム

によって、リン 1 個の単一原子から開発された。 

リン原子 1個から製造された制御可能な

トランジスターは、New South Wales
大学、Purdue 大学、Melbourne 大学な

どの研究者らによって開発された。コン

ピュータモデルによる画像の中央に示

される原子はシリコン結晶のチャネル

(溝)内に存在している。原子サイズのト

ランジスター及びワイヤーにより、将来

の量子コンピュータ内のゲート型量子

ビット情報を制御できるようになるだ

ろう。(Purdue 大学提供イメージ) 

イメージのダウンロード 

単一原子デバイスについては 2月19日(日)付け

の科学誌 Nature Nanotechnology に掲載されて

いる。 

New South Wales大学にある量子計算通信の

ためのARC(Australian Research Council:オー

ストラリア研究会議)注2センターの研究グループ

のリーダーで、ディレクターでもあるMichelle 
Simmons氏は、この開発は現状技術の改善という

よりもむしろ未来の新技術を生みだすものだと述

べている。 

「今回の開発は、実際のデバイスを作るうえで、物質を原子スケールで制御する優れた

デモンストレーションになる」と Simmons 氏は言う。「50 年前に最初のトランジスター

が開発された頃、コンピュータが今日我々の社会において果たす役割を予想できた人は誰

もいなかった。我々が原子スケールのデバイスに移行することで、量子力学は 50 年前と

同じように技術的破壊（イノベーション）を引き起こす新たなパラダイムに入ろうとして

                                                 
注1 訳者注：半導体メーカーIntel 社の創業者の一人である Gordon Moore 博士が提唱した法則 
http://e-words.jp/w/E383A0E383BCE382A2E381AEE6B395E58987.html 
注2 訳者注：オーストラリア政府の法定機関。研究開発に関する政府への助言、及び研究開発プロジェクトへ

の助成や投資の管理を行う。日本学術振興会HPリンク集 http://www.jsps.go.jp/links/link_j.html 
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いる。現在進めている開発にワクワクさせられるのは、未来の新技術となる見込みがある

からだ。」 

同研究チームは 1 月、銅ワイヤーと似た機能をもつ、わずか 1 原子分の高さと、4 原子

分の幅の、リンとシリコンから成るワイヤーを開発したと発表した。 

原子トランジスターの動作モデルのシミュレーションが、コンピューターナノ技術研究

者のためのオンライン・コミュニティー・リソースサイトにある、「nanoHUB」技術を使

ってPurdue大学にて行われた。 

シミュレーションを実施したPurdue大学のグループを指導するGerhard Klimeck氏は、

いかに小さな電子部品が製造可能であるかを示しており、これは重要な開発であると言う。 

「私にとって、これはムーアの法則の明らかな限界を意味する」と Klimeck 氏は言う。

「これより小さいものを作ることは出来ないからだ。」 

定義が色々あるが、ムーアの法則(Moore’s Law)とは簡単に言えば、プロセッサーに搭載

できるトランジスターの数が約 18 ヶ月ごとに倍増するという経験則のことである。Intel
社の最新型チップ「Sandy Bridge」は 23 億個のトランジスターを 32 ナノメートル間隔

に並べる製造工程を用いている。単一原子プロセッサーが実際に製造されるにはまだ多く

の年月が必要であろうが、比較して直径わずか 0.1 ナノメートルのリン原子により、この

技術を用いたプロセッサーのサイズは大幅に小さくなるだろう。 

 この単一原子トランジスターには、少なくとも液体窒素と同レベルの極低温（－196℃)
に保たれなければならないという、厳しい制限が存在する。 
 
｢この原子は窪み、つまり溝(チャネル)に存在し、それがトランジスターとして機能する

ため電子がその溝内に留まらなければならない。｣と、Klimeck 氏は述べ、こう続ける。 
｢より高温時には、電子はさらに動き、チャネルの外側に出て行く。この原子が金属の

ように振る舞うため、電子をチャネルに閉じこめる必要がある。電子を閉じ込める技術が

開発されたなら、室温で機能するコンピュータを作るために、この技術が使用できるだろ

うが、これは、この技術の基本的な課題だ。｣ 
 
トランジスターの役目を果たす単一原子は、以前にも観察されているが、単一原子のト

ランジスターが、原子レベルの精度で制御可能なように設計されたのは、今回が初である。

この構造には、研究者が接点を取り付け、電圧を加えるためのマーカーまであると、

University of New South Wales の研究者で、ジャーナルの論文の主執筆者である Martin 
Fuechsle 氏は言う。 
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｢我々が行ってきた研究でのユニーク性は、原子レベルの精度で、我々の(作成した)デバ

イス内に個々の原子を正確に配置したことだ。｣と Fuechsle 氏は言う。 
 
この制御こそが、単一原子デバイスを作る上で重要なステップだと Simmons 氏は言う。

｢単一原子の配置を実現したことによって我々は、それと同時に、拡張性のあるシステムを

開発するという目標に向け、いくつかの単一原子デバイスを配列できるようにする技術を

開発した。｣ 
 

この単一原子トランジスターは、電子を制御することで、それによって、量子情報つま

り量子ビットを制御する、量子コンピュータを作る方法がもたらされる。しかし、科学者

の中には、そもそも、そのようなデバイスを作ることができるのかと疑念を抱く者もいる。 
 
｢この成果は、拡張性のあるシリコン量子コンピューティングにおける、重要なマイル

ストーンではあるが、量子コンピューティングが可能かどうかといった疑問には答えては

いない。｣と Simmons 氏は述べ、こう続ける。｢これに対する回答は、量子のコヒーレン

スが大量の量子ビットでも制御されるかどうかということにある。我々が開発してきた技

術は、シリコン業界と同じ材料を使用しており、拡張性が見込まれるが、この目標を現実

化するには、より多くの時間が必要なのだ。｣ 
 

Klimeck 氏は、障壁は存在するものの、この単一原子トランジスターは、重要な開発成

果だと言う。｢この単一原子トランジスターはシリコン内で金属のように振る舞うため、こ

の開発が我々の目を大きく開かせるのである。この開発は、さらに多くの発見につながる

だろう。｣ 
 
この研究プロジェクトは世界的に広がっており、長年におよぶ研究努力の成果であった。

｢10 年前に私がこのプログラムを作った時には、技術的なハードルが多すぎてこれは不可

能だと、多くの人は考えていた。しかし、文献を読み込んでみれば、可能にならない現実

的な理由が何も見当たらなかった。｣と Simmons 氏は述べ、こう続けた。｢このプロジェ

クトに取り組む優秀な学生やポスドク研究員を多く抱えるだけでなく、強引な決断や体系

的な研究が必要だったのだ。｣ 
 

Klimeck 氏は、近代的な共同研究や、nanoHUB などのコミュニティビルディング・ツ

ールが、重要な役割を果たしたのだと指摘している。 
｢これは、nanoHUB で作成されたコミュニティにより生まれた、太平洋を越えた共同研

究である。現在 Purdue 大学院生は、New South Wales 大学での研究に時間を費やしてお

り、New South Wales 大学の学生は、ナノテクノロジーをさらに学ぶために Purdue 大学

を訪れている。これは、科学的発見のためにも、形成される人的関係のためにも、実りあ

る共同研究となってきている。｣ 
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著者： Steve Tally, 765-494-9809, tally@purdue.edu, Twitter: sciencewriter 
 
内容に関する問い合わせ先：Michelle Simmons, 0425 336 756 
michelle.simmons@unsw.edu.au 
Gerhard Klimeck, 765-494-9212, gekco@purdue.edu 
University of New South Wales media contact: Mary O'Malley, 0438 881 124, 
m.omalley@unsw.edu.au 
 
参照動画： 
発見内容に関する University of New South Wales の動画 
http://www.youtube.com/watch?v=ue4z9lB5ZHg&feature=youtu.be 
 
関連ウェブサイト： 
nanoHUB  http://nanohub.org/ 
 
｢シリコンにワイヤー: 研究者達が幅 4 原子分、高さ 1 原子分のワイヤーを作成｣ 
http://www.purdue.edu/newsroom/research/2012/120105KlimeckPhosphorus.html 
 
New South Wales 大学、 Centre for Quantum Computation & Communication 
Technology  
http://www.cqc2t.org/ 
 
Network for Computational Nanotechnology (NCN) 
http://www.purdue.edu/newsroom/research/2012/120219KlimeckAtom.html 
 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 望月 麻衣／原田 玲子） 
 
 
出典：本資料は、Pardue University の以下の記事 ”One and done: Single-atom transistor 
is end of Moore's Law; may be beginning of quantum computing”を翻訳したものである。

http://www.purdue.edu/newsroom/research/2012/120219KlimeckAtom.html
(Used with Permission of Pardue University) 
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(1083-8) 
【ナノテク・材料(材料)】 LED センサー 電子断層撮影 
 
仮訳 

 
新しいひねりのきいたナノワイヤ（米国） 

MITの開発した技術で成長する微細ナノワイヤの組成と構造を制御 

David L. Chandler, MIT News  
2012 年 2 月 22 日 

 
 研究室で「成長」させること

の出来る微視的なファイバーで

あるナノワイヤは、LED やセン

サーなど多様な応用の可能性を

持つ、現在最も注目されている

研究分野である。MIT の研究者

らはこの度、そのような極細の

ナノワイヤが成長する際に、そ

の寸法と組成を正確に制御し、

特定の用途に最適に設計された

複合体構造に成長させることを

可能にした。本研究の論文は

Nano Letters 誌に掲載されて

いる。 
 
本研究の成果について、MIT

の材料科学・工学のSilvija Gradečak助教授と彼女の研究チームによる 新しい論文が

Nano Letters誌に掲載されている。 

イメージをクリックして拡大： 
Silvija Gradečak 助教授と彼女の率いる研究チームが開発した新

しい技術を使って作られたナノワイヤは、組成の多様性を示すた

めに色分けされた上記イメージのように多様な幅、長さ、特性、

組成を持つことができる。  
イメージ： Gradečak laboratory 提供

 
ナノワイヤは通常、たった数十 ナノメートル(又はメートルの 10 億分の 1)の直径とい

う極小寸法の構造により、同じ材料でも大きな構造のものに比べて様々な特性を持つこと

が可能となるため、大変興味深いものとされている。これは、ひとつにはこのような微細

な規模では、材料中の電子と光子の挙動に基づく量子閉じこめ効果が、電気や熱の伝導や

光との相互作用の仕方に影響を与える材料の挙動の中で重要な役割を担い始めるからであ

る。 
 
更に、ナノワイヤは、その体積に対して特に広い表面積を持つため、特にセンサーへの

ＮＥＤＯ海外レポート ＮＯ.1083, 2012.3.23

24

http://img.mit.edu/newsoffice/images/article_images/original/20120217154443-1.jpg�
http://web.mit.edu/newsoffice/2012/controlled-nanowire-growth-0222.html
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/nl300121p
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/nl300121p


利用に適していると、Gradečak 助教授は述べる。 
 
Gradečak 助教授と研究チームは、個々のナノワイヤを成長させながら制御し、そのサ

イズと組成を多様化させることに成功した。ナノワイヤは、ワイヤのサイズと組成を決定

する金属のナノ粒子である「シード(種)」粒子を使って成長させた。ナノワイヤの成長に

使用するガスの量を調整することにより、Gradečak 助教授と研究チームはシード粒子の

サイズと組成を制御することに成功し、それらが成長してナノワイヤが出来た。「これらの

特性を同時に制御することができました。」と Gradečak 助教授は述べる。実験では InN
と InGaN を使ってナノワイヤを作ったが、この技術は様々な材料にも応用が可能である

という。 
 
これらのナノワイヤは肉眼で見るには小さすぎるが、研究チームは電子顕微鏡を用いて

観察し、成長パターンの知見をベースに成長プロセスを調整した。電子断層撮影というプ

ロセスを使用して、彼らは 3 次元形状を持つ個々のナノサイズのワイヤを再現することに

成功した。Nanoscale誌に最近掲載された関連研究では、研究チームは、カソードルミネ

ッセンスと呼ばれるユニークな電子顕微鏡法を使って、個々のナノワイヤの様々な部分か

らどのような波長の光が放出されるのか観察した。 
 
正確に形作られたナノワイヤは、次世代の半導体デバイスの開発を促進させるだろうと

Gradečak 助教授は述べる。そして、ナノワイヤの形状と組成のこのような制御により、

同材料で出来た従来の薄膜デバイスよりも、より機能性の高いデバイスの開発が可能とな

るだろうと続ける。 
 

Gradečak 助教授と研究チームの開発したナノワイヤの有望な用途の一つは、他の電球

に比べて耐久性が高く、エネルギー効率の良い LED 電球である。LED から発せられる光

の中で最も重要な色は青色と紫外線領域で、MITの製造したZuOとGaNのナノワイヤは、

これらの色を効率的に低コストで発することができる可能性を持っていると Gradečak 助

教授は述べる。 
 

LED 電球は、今日入手可能ではあるが、比較的高価なものである。「日常的に利用する

ものとしては、高コストが障害となっています」と助教授は述べる。今回開発されたこの

新しい技術の大きな利点は、より安価な基板材料を使用できるということである。基板材

料は電球中で最もコストのかかる部分であり、現在はサファイヤかシリコン・カーバイド

基板を使用している。その上、ナノワイヤのデバイスは、より効率的となる可能性を持つ

と助教授は続ける。 
 
このようなナノワイヤは、低コストの太陽電池パネル用の太陽光集光器にも応用が可能
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である。ナノワイヤを成長させる際にその形状と組成を制御できるということは、大変効

率的な集光器を作れる可能性を示している。個々のワイヤが、欠陥のない単結晶を形成し、

その結果従来型の太陽電池の構造上の欠陥によるエネルギーロスを削減するからである。

そして、ナノワイヤの寸法を正確に制御することにより、LED の光の放出であれ、太陽電

池パネルの集光であれ、ナノワイヤが光のどの波長に「合わせられている」のか制御する

ことが可能となる。 
 
様々な直径を持つナノワイヤで出来た複合化された構造はまた、廃熱を取り込んで利用

可能な電力へと変換する新しいサーモエレクトリックデバイス(熱電素子)への応用も可能

となる。ワイヤの組成と直径を、その長さと共に変えることにより、ほとんどの材料では

達成が不可能だが効率的な熱電発電システムのキーとなる、電気を良く通し、熱はあまり

通さないワイヤをつくることが可能である。 
 
ナノワイヤはすでに半導体産業で使用されているツールを利用して作ることが出来る

ので、デバイスは比較的簡単に量産体制に入れるはずだとチームは述べる。 
 
 ジョージア工科大学の Regents’ Professor and Hightower Chair in Materials Science 
and Engineering である Zhong Lin Wang 教授は、ナノワイヤの構造と組成を制御出来る

ということは、「それらのナノスケールでの特性の制御に大変重要」であり、これらの材料

の「成長挙動の微調整」が「より優れた性能を持つ新しい光電素子製造への可能性を開く」

と述べる。 
 
 Nano Letters 誌掲載の論文は、Gradečakj 助教授に加えて、MIT の大学院生である Sam 
Crawford 氏、PhD (2011 年)の Sung Keun Lim 氏、およびフランス、CEA-Leti（原子力･

代替エネルギー庁 電子情報技術研究所の Georg Haberfehlner 研究員による共同著書で

ある。Nanoscale 誌は、MIT の大学院生である Xiang Zhou 氏、 PhD(2011 年) の Megan 
Brewster、ポスドク の Ming-Yen Lu 氏による共同著書である。この研究は、MIT Center 
for Excitonics、米エネルギー省 (U.S. Department of Energy)、MIT-France MISTI 
program および米国立科学財団(National Science Foundation)により支援された。 

 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 松田 典子） 
 
出典：本資料は MIT の以下の記事を翻訳したものである。 
A new twist on nanowires  Technology developed at MIT can control the composition and 
structure of these tiny wires as they grow. 
（http://web.mit.edu/newsoffice/2012/controlled-nanowire-growth-0222.html） 
MIT News homepage (http://web.mit.edu/newsoffice/)  
(Reprinted with permission of MIT News) 

ＮＥＤＯ海外レポート ＮＯ.1083, 2012.3.23

26

http://web.mit.edu/newsoffice/2012/controlled-nanowire-growth-0222.html
http://web.mit.edu/newsoffice/


(1083-9) 
 
【再生可能エネルギー】洋上風力発電 イニシアティブ 
 
仮訳 

 
DOE が「U.S. Offshore Wind Projects (米国洋上風力エネルギープロ
ジェクト)」を展開する｢Ambitious New Initiative (意欲的な新規イニ

シアティブ)｣に 1 億 8,000 万ドルの資金提供を発表（米国） 
 
【ワシントン D.C.】米エネルギー省(DOE)の Steven Chu 長官は 3 月 1 日(米国時間)、

米国内の全エネルギーリソースの開発に向けオバマ政権が総力を挙げた、総合的な取り組

みの一環として、米国の洋上に潜在的に見込まれる風力発電における意欲的なイニシアテ

ィブを開始すると発表した。 6 年プロジェクトで資金援助する 1 億 8,000 万ドルの内、今

年は第 1 回目の 2,000 万ドルを投じ、全米で最大 4 件のイノベーティブな洋上風力発電施

設の設置を支援する。これらの洋上風力発電プロジェクトが、風力発電技術におけるブレ

イクスルーを加速し、米国のエネルギーポートフォリオの多様化、経済発展の推進、新規

産業の立ち上げを促す計画である。 
 
｢全米の膨大なエネルギー資源の開発は、オバマ大統領が描く米国のエネルギー資源で

全てを賄う米国経済の青写真の、重要な一部である。｣と Chu 長官は述べ、こう続けた。｢今

日発表された新たな洋上風力エネルギーイニシアティブは、米国における洋上風力発電の

開発の火付け役となり、次世代の風力エネルギー技術の設計および実証を目指す米国のイ

ノベーターを支援する。全米の新たな製造、建設、据付、および操業の仕事を牽引する、

この世界的急成長産業における米国の競争力を確実に維持するために、これらの投資は極

めて重要である。｣ 
 

今回のプロジェクトでは、大西洋、太平洋、五大湖、メキシコ湾に設備の建設が計画さ

れており、その強力で安定した洋上風力エネルギーの潜在能力は膨大である。米国の洋上

風力エネルギーの潜在能力は莫大で、4,000GW 超とも推定されており、これにより、米

国の厳しいエネルギー需要を賄い、環境および経済的課題をクリアできると考えられる。 
 
これらの新たな実証プロジェクトを支援するため、DOE は、議会が定めた政府歳出予

算に基づいた、2012 年度での初回の 2,000 万ドルの執行を含み、6 年で最大 1 億 8,000 万

ドルを運用できるようにする計画である。DOE は、従来の洋上風力発電技術を上回り、

大幅なコスト削減を達成する極めてイノベーティブな技術に関する、この最新の研究・実

証イニシアティブに焦点を置く予定である。この実証は、電力事業者規模の洋上風力ター

ビンの建設、洋上風力タービンの電力グリッドへの接続、新規の許可・承認プロセスをう
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まく誘導していくなどの主要な課題への取り組みに役立つ。 
 
新たな資金提供に加え、DOE は引き続き、連邦政府のパートナーとともに、総合的な

風力エネルギー戦略の実施、資源アセスメント、立地や許認可プロセスの簡素化といった

取り組みを続けていく。 
 
この新興産業に資金を投じることによって、この支援は、米国沿岸の状況に合わせて設

計された自国産の洋上風力エネルギー技術のコストを削減し、その展開を早め、実際の洋

上環境においてこれらのイノベーション技術をテストするという有益な機会を提供できる

よう役立てられると考えられる。 
 
競争の激しいこの公募の応募には、エネルギープロジェクトデベロッパー、設備サプラ

イヤー、研究機関、および海洋施設の専門家から成る世界クラスのコンソーシアムの形成

が求められる。DOEが投じる資金はおおよそ、プロジェクトの設計コストの最大 80%、ハ

ード部分および設置コストの 50%がカバーされる予定。LOI(確認書)の提出期限は 2012
年 3 月 30 日で、申請期限は 3 月 31 日となっている。この公募案件に関するより詳細な情

報や応募要綱については、こちらを参照のこと。 
 

DOEのエネルギー効率・再生可能エネルギー局（Office of Energy Efficiency and 
Renewable Energy）は、エネルギー効率・再生可能エネルギー技術を開発し、米国のエ

ネルギーセキュリティー、環境対策、経済的活力を強化する市場ベースのソリューション

展開を促進する。 
 
イノベーティブなエネルギー技術の研究、開発、普及、テストを行うDOEの取り組みの

詳細は、こちらを参照のこと。 
 

 
翻訳：NEDO（担当 総務企画部 原田 玲子） 

 
 
出典：本資料は、米エネルギー省(DOE)の以下 ”Energy Department Announces $180 
Million for Ambitious New Initiative to Deploy U.S. Offshore Wind Project”の記事を翻

訳したものである。

http://energy.gov/articles/energy-department-announces-180-million-ambitious-new-in
itiative-deploy-us-offshore-wind 
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(1083-9-(1)) 
 
【再生可能エネルギー（風力）】洋上風力発電 FOA 
 
仮訳 

 
米国洋上風力：先進技術実証プロジェクト 

資金提供公募資料（No: DE-FOA-0000410）（米国） 
『SECTION I 資金提供公募の詳細』を一部翻訳 

 
 
 
バックグラウンド 
 
米国は国家のエネルギー戦略の発展において、経済成長の促進、環境基準の改善、そ

して国家のエネルギー安全保障の向上など、多くの目標がある。風力発電は、クリーン

で手頃な価格で、そして信頼度の高い国産エネルギーを展開していくことにより、これ

らの目標に貢献する。米国の風力発電の目標を実現するためには、次に挙げるような多

様な課題を達成しなければならない。 
 

 化石燃料や原子力発電など、米国産のエネルギーである、現状の非再生可能エネ

ルギー源と比較した、風力発電のコストの削減。 
 
 必要な場所に送電能力を追加することによる、効率的で信頼性のある送電システ

ムの提供。 
 
 電力会社規模の陸上風力、洋上風力、小型風力発電を反映した、多様な風力エネ

ルギー源やその地理的な配置の活用。 
 
 システム、部品、かつ操業レベルにおける、科学的･技術的な革新の喚起。 
 
 レーダー干渉、環境への影響、立地問題、過剰な許認可手続きといった障壁の削

減あるいは排除。 
 
 他の電力源と同様の公平な助成および全体的な炭素コストの認識を促進する安

定した政策による投資の掘り起こし。 
 
 再生可能エネルギー源に関する社会一般の懸案事項や課題への理解と対処。 
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 2011年度において、米国エネルギー省(DOE)のエネルギー効率及び再生可能エネル

ギー局(EERE)の「風力･水力発電プログラム(Wind and Water Power Program)」によ

り、上記に挙げられた目標と調和した「洋上風力の革新及び実証(Offshore Wind 
Innovation and Demonstration：OSWInD)イニシアティブ」が正式に発表された。こ

れにより、米国での信頼性のある商業的な洋上風力の発展を推進および加速する。 
 
主な消費地域に比較的近い、潜在的な発電能力4,000ギガワット(GW)超を有する洋上

風力により、米国は温室効果ガスの排出を削減し、国のエネルギー供給を多様化し、主

要な沿岸地域に対してコスト競争力のある電力を送り、そして経済の主要部門における

経済回復を刺激する。しかし、もし国家がこれらの便益を実現するのであれば、洋上風

力テクノロジーの開発や展開における主要な課題を克服せねばならない。その課題には、

現状における比較的高いエネルギーコストや、設置やグリッドの相互接続などにまつわ

る技術的課題、そして許認可プロセスなどがある。 
 
 
OSWInD の目標 
 
 2011 年 2 月 7 日、DOE は内務省(DOI)と連携し、「国家洋上風力戦略(National 
Offshore Wind Strategy)」を発表した。本戦略では、前述した障壁の克服を目指す、2
つの重要な目標に取り組む。 
 

 他の発電源との競争力を確保するため、技術開発を通してエネルギーコストを

削減。 
 

 米国洋上風力プロジェクトの展開のスケジュールや発展に制限をかける不確

実性の緩和。 
 
これらの目標を実現するため、OSWInD の取り組みが、次の重点分野にて計画されて

いる。 
 

 普及を促進し、全産業が直面している技術的な課題を軽減するための「市場障

壁への対処のための調査(Research Addressing Market Barriers)」。 
 

 革新や実験を通して、洋上風力コストを削減する「技術研究開発(Technology 
Research and Development)」。 
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 革新的な設計や技術開発を検証し、実際の操業や市況下での全体的な性能やコ

ストを確認する「先進的技術実証プロジェクト (Advanced Technology 
Demonstration Projects)」。 

 
 取り組みは、最初の 2 つの重点分野にて開始され、継続中である。この「資金提供公

募(Funding Opportunity Announcement：FOA)」の下、DOE は上記の 3 番目の重点

分野「先進的技術実証プロジェクト」の申請を募集している。 
 

 

対象範囲 

 

DOEは共同パートナーシップを介し、地域ごとの特徴に違いのある本プロジェクト

の支援を提供しようとしている。 
 
第一に優先される本プロジェクトの目標： 
 

 イノベーティブな洋上風力発電システムを可能な限り早急に、責任をもって、

米国の領海内に設置すること。 
 

 キロワット時の電力量当たり10セント(10 ¢/kWh)を下回る均等化発電コスト

(LCOE: lowering the levelized cost of energy)、つまり洋上風力発電が補助金

なしで地元生産の洋上風力発電と他地域生産のエネルギー源の競争を可能にす

る「ハードル」価格の実現性を有する、イノベーティブな洋上風力発電システ

ムの開発および展開を促進すること。 
 

第二に優先される目標を以下に列挙するが、対象はこれに限らない： 
 

 イノベーティブな技術やその建設方法、及びその設備の管理運営に関する戦略

の検証をサポートするために、商業開発に結びつく世界クラスのデモンストレ

ーションや試験性能を確立すること。 
 

 洋上風力発電プラントの建設／設備運用に必要とされるインフラの確立と検証。 
 

 米北の環境や運営制限に適合したイノベーティブな技術を活用する米国の洋上

風力発電産業を、世界の牽引役に発展させるよう支援すること。 
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 風力発電設備の現在の設置場所と承認審査方式の評価、及び改善余地の確認。 

 
 洋上風力発電のコンセプトに関する国民の不安に対処すること。 

 
今回のような実証プロジェクトの促進を後押しする資金提供、技術補助、政府調整に

より、DOEは不確定要素の排除、リスクの軽減、米国の強固な洋上風力発電産業を担

う民間企業の支援を行うことができる。 
 

DOEはこうした目標を持ちながら、イノベーションによって大幅なコスト削減機会

がもたらされる技術実証プロジェクトを求めている。DOEは高度なイノベーション構

想を含め実行可能な申請をすべて検討するが、その重要度は技術の即応性(Technology 
Readiness)によって決まる。 
 
このFOAは洋上風力エネルギープロジェクトに特化したものである。海洋および流

体運動エネルギー源(marine and hydrokinetic (MHK) energy sources)に対して申請さ

れたものについては、それが独立型のもの、あるいは洋上風力タービンを支える構造物

であっても、今回のFOAに対しては不適応と見なし、検討は行わないものとする。 
 

経済的に実現可能な洋上風力産業が米国で発展するには、飛躍的なイノベーションが

国内市場に実現されていなければならない。DOEは、2020年までに洋上風力発電プラ

ントの LEOCの国内平均を10 ¢/kWh未満に削減し、2020年以降も補助金なしで従来の

エネルギー生産に対抗できるよう、更なる改善をするという目標を掲げている。DOE
は本FOAの下、こうした国家規模の目標に対する進歩を評価するためにプロジェクト

を運営していく予定である。DOEは、GW(ギガワット)規模の商業展開に十分な資金調

達の入手という障壁に対処するためには、新技術がコスト及び能力の面で有効であると

実証することが、何よりも重要であると考えている。図1はコスト面で競争可能となる

見込みを示す計画表である。下記に示すとおり、洋上風力発電にかかるコスト削減のカ

スケード表示では2つの重点分野に注目する必要がある： 
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 資金調達コスト削減のための、建設、発電、および設備運営にかかる費用の検証。 

 
 プラントにかかるコストの削減、及び効率性を向上させるためのイノベーティブ

なタービン構造や先進的な風力発電インフラの開発。 
 
前述したLCOEのための目標及び2つの重点分野を踏まえ、DOEは本FOAのSection 

II及びIIIに記載してある2つのテーマにおけるプロジェクトのパートナーを探している。 
 

テーマ1：「パイロット・プラント建設の加速」 
デーマ1に関して資金提供を受ける実証プロジェクトは、暦年2014年の末まで

に試運転の開始を目標とする「早期着工の」パイロット・プロジェクトとなる

見込みである。そのため、計画、準備、許認可に関する申請者の積極的な活動

が大いに求められる。 
 
テーマ2：「実用化の推進」 
テーマ2に関連する技術実証プロジェクトは主に、広い分野を対象とし、活動

期間も長く、市場にもたらされる技術イノベーションに更なる焦点を当ててい

く予定である。プロジェクトは予算期間1と2の間の選抜プロセスで採択され、

数回の予算期間に渡って実施される予定。 
 

申請者はどちらかのテーマ又は両方に関する質問への回答を提出するよう求められ

ている。内容の異なる申請については、両方のテーマに提出されなければならない。同

じプロジェクトであっても両方のテーマに申し込むことができるが、採用はどちらか一

方のテーマのみとなる。 
 
申請者は、この2つのテーマにおいてDOEからの資金提供を協力者との間でどのよう

に利用するのか、特に、資金によってどのように実証プロジェクトの導入がもたらされ

るのかを明確にするよう求められる。DOE資金は下記の内容、及びこれに限定せず使

用できる： 
 

 商業的な洋上風力発電ファームの展開に用いられることを想定した、実物大の、

イノベーティブな風力発電タービン技術の実証。「実物大」とは風力発電用ター

ビンの大きさとして定義され、また商業用の電力公共事業クラス(数メガワット)
で電力グリッド接続を含むインフラの配備にも関連している。 
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 洋上風力発電の基礎部分、電気系統、施設インフラ、設備運営、及び商業プロジ

ェクトへのシステム導入やその方法に関する、イノベーティブな設計改善や関連

するサポート活動の改善。 
 

 
 環境や社会経済の問題、あるいは連邦、州、地方などが設ける許可、計画、認可

プロセスの効率化など、明らかに技術と無関係な障壁への対処。(これらの機関

も本プロジェクトに関係しているため) 
 

 最大5年間の設備配備戦略の一部として用いられた新技術の性能、設計、環境モ

ニター、設備運営、およびコストに関するデータの収集と分析。 
 

DOEは、イノベーティブな商業用洋上風力エネルギープロジェクトを期間内に確実

に実施できるよう強化し、最終的に望ましいタイムラインでプロジェクトが導入出来る

ように、明確な技術研究や活動内容の設計及び計画に資金提供を行う。またDOEは、

本プロジェクトの技術実証が便益を得るために明らかに必要となる材料支出や設備投

資についても支援する。 
 
プロジェクトは今後、イノベ－ティブな技術を含め、あらゆる地理特性をもつ場所、

水深、技術範囲の観点から検討される。申請者はプロジェクトの成功が、設計、設備デ

ザイン、建設、性能証明における技術をどのように進歩させるかを伝え、また国家環境

政策法(National Environmental Policy Act: NEPA)のような、主要な連邦、州、地方

が定めるプラント設置場所、許可、環境法令遵守プロセスの効率化を手助けするよう奨

励されている。金融業界のような主要機関に対し、プロジェクトがいかにリスクや不確

実性を軽減するかを伝える実施例が示されるべきである。例とは、以下に限るわけでは

ないが、独立分散型の単発のタービン、1社又は複数社のタービンメーカーによる部品

から成るタービン、規模の大きい商業化プロジェクトの初期段階で計画されていたター

ビンなどを含めた、採択される可能性のあるプロジェクト候補のことである。 
 
本FOAの取り組みによって収集された性能、設計、環境モニター、設備運営、コス

トに関するデータは、今後DOEが風力発電産業の利益になるよう推進するために使用

することを理解しておく必要がある。全データはDOEに提供され、Section VIII記載内

容に基づいて扱われる。 
 

DOEあるいは他の連邦機関は、ここで提案されているプロジェクトに対し、領海の

使用を無償で提供するといったように、費用の掛からない支援を行うことができる。
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DOEは、申請者が研究用に領海内の州や連邦の無償提供水域を選ぶのか、あるいは(有
償であっても)民間の限定された研究用リースを選ぶのかを問わない。 
 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 室井 紗織／望月 麻衣／原田 玲子） 

 

出典：本資料は、米国エネルギー省(: DOE)の以下の記事を一部翻訳したものである。 
“U.S. Offshore Wind: Advanced Technology Demonstration Projects Funding 
Opportunity Announcement Number: DE-FOA-0000410” 
（SECTION I – FUNDING OPPORTUNITY DESCRIPTIONBackground, OSWInD 

Objectives, Scope を翻訳、それ以外は割愛） 
https://eere-exchange.energy.gov/FileContent.aspx?FileID=71b4e27a-4286-4a51-b3
d4-47b31e6cfa56 
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(1083-10) 
 
【再生可能エネルギー(スマートグリッド)】   スマートコンセント(アウトレット)  
          単一障害  双方向フロー制御 
 
仮訳 
 

実験用の「スマートコンセント」は 
電力グリッドに柔軟性と弾力性をもたらす（米国） 

ARPA-E エネルギーイノベーションサミットでスマートコンセントを発表 

2012 年 2 月 27 日 
 
  
 米 国 サ ン デ ィ ア 国 立 研 究 所 (Sandia 
National Laboratories)が、集中制御コンピ

ューターや同システムとの接続なしで電力負

荷を自律的に計測、監視、制御する実験用の

「スマートコンセント(smart outlet)」を開発

した。 このスマートコンセントおよび同種

の技術革新は、電力グリッドの更なる分散化、

インテリジェント化、つまり異なる条件に対

応し自己再編を可能とすることを目標として

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

画像をクリックして高解像度写真へ 

 

Anthony Lentine 氏とスマートコンセント 
(写真：Randy Montoya)  

 発電や制御の分散化により、電力グリッドは単独で独立して、またはある階層や他の組

織化されたシステムの一部として連係して機能できる、協調的で応答性の良いマイクログ

リッドの集積へと進化することが可能となる。 
 
 「より分散された構造ではまた、単一障害点注)の可能性を低減するため信頼性が向上し

ます。システムの部分の問題は、迂回されることができ、または必要に応じてより大きな

グリッドシステムに投入されたり、そこから除外されたりすることが可能です。」とスマー

トコンセントの共同開発者であるAnthony Lentine氏は語る。 
 
 スマートコンセントのようなデバイスは、エネルギーの供給変動を補うために負荷需要

                                                 
注) ある一点に障害が発生した場合に、システム全体、もしくはシステムの一部が停止してしまう障害を意味

する。 
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を変化させることができるので、このような柔軟性により風力や太陽などの出力変動エネ

ルギー源をより多く活用することができる。 
 
 「スマートコンセントが鍵となる、この新しい分割されたセンサー認識型のインテリジ

ェントな制御設計はまた、悪意ある制御動作を特定し、グリッド全体でそれらの伝播を回

避してグリッドのサイバー・セキュリティーを強化しています。」と Lentine 氏は述べる。 
 
 
スマートコンセントの構造 

 
 スマートコンセントには４つのレセプタクルがあり、そのそれぞれが電圧・電流センサ

ー機能、アクチュエーション（スイッチング）、制御を行うコンピューター、他のコンセン

トと通信し収集コンピューターへデータを送信するためのイーサネットブリッジを持つ。 
 
 スマートコンセントは、電力消費量と電力フローの方向を計測する。通常ではそのフロ

ーは一方向であるが、PV システムなどがグリッドに電力を送るために接続されている場

合は双方向となる。双方向の監視および制御では、PV や風力などそれぞれの場所でのエ

ネルギー生産を可能とし、親電力グリッドが故障した場合にそれらが「単独」となり運転

をすることができる。現在では電力がグリッドへ逆流するのを防ぐ設備が無いため、これ

はほとんど起こることがない。 
 
 スマートコンセントはまた、電力負荷設備を動かすために利用可能なより正確な電力の

計測を可能とさせるため、有効電力と無効電力も計測して変化するエネルギー需要と発電

にコンセントがより良く適応できるようにする。 
 
 同種のテクノロジーをエネルギー大量消費型の電気器具に内蔵し、かつ家庭用モニタリ

ングシステムに接続し、家庭でのエネルギー消費の管理を向上させることも可能である。

スマートコンセントが他と異なる点は、その分散された自律的な制御により、家庭での負

荷管理のための技術的な専門知識をほとんど持たない自宅所有者に負荷の管理をさせ、か

つ電力事業者に現場での費用のかかる人の介在を抑えた負荷管理を可能とさせることであ

る。 
 
 電力事業者は、電力消費者の最小限の要件を満たす電力量であるベース負荷電力の生産

に主に化石燃料と原子炉を使用している。電力事業者は長年に渡る電力消費データに基づ

いて電力需要量を理解しているため、通常の条件下における電力需要を予測することが可

能である。 
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 「風力や太陽などの変動しがちな再生可能エネルギー源の利用の増加に伴い、もはや需

要に応じて自由に電力の供給が出来ないような有意な発電が出現したからには、電力グリ

ッドを管理する新しい方法を開発する必要があります。」と Lentine 氏は述べこう続ける。

「スマートコンセントは、このような問題を解決する小さくて局部的なアプローチです」 
 

  

ARPA-E サミットのSmart Outlet展示：Smart outletはMetILs (flow battery)および

“Air Bearing Heat Exchanger,” also known as the“Sandia Cooler”と共にARPA-E 
Energy Innovation Summitにて展示される。詳しくはMetILsおよびSandia Coolerの
ニュースレターを参照のこと。ARPAe会議へのサンディア研究所の関与についての最

新 情 報 は 、 公 式 ツ イ ッ タ ー サ イ ト http://twitter.com/SandiaLabs ま た

はhttp://twitter.com/search?q=%23eis12にてARPAe会議 #eis12 ハッシュタグを参照

のこと。 

本研究は、契約番号 DE-AC04-94AL85000、プロジェクト番号 130752、プロジェクト

名「Scalable microgrid for a safe, secure, efficient and cost effective electric power 
infrastructure」として、DOE所管サンディア国立研究所のLaboratory Directed Research 
and Development (LDRD)により支援された。 
 
 サンディア国立研究所は、DOEの国立核安全保障庁のための多種のプログラムを行う研

究所で、ロッキード･マーティン社 (Lockheed Martin company) の100%子会社であるサ

ンディア社(Sandia Corporation)によって運営されている。サンディア国立研究所の主な

施設はニューメキシコ州アルバカーキとカリフォルニア州リバーモアにあり、国家安全保

障、エネルギー･環境技術、そして経済競争の分野における重要な研究開発という責務があ

る。 
 
サンディア研究所連絡窓口：Stephanie Holinka slholin@sandia.gov 505-284-9227 

 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 松田 典子） 
 
出典：本資料は米国サンディア国立研究所の以下の記事を翻訳したものである。 
 
Experimental smart outlet brings flexibility, resiliency to grid architecture 
Smart outlet on display at summit 
（https://share.sandia.gov/news/resources/news_releases/smart_outlet/） 
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(1083-11-(1)) 
【政策(研究開発)】予算教書 STEM 
 
仮訳 

 
米国経済・米国エネルギー・米国技術のイノベーション 

2013 年度予算教書の科学・テクノロジー・イノベーション・STEM 教育 
 

2012 年 2 月 13 日 
 

｢我々が実現できる米国を想像してみてください。国民の教育で世界の人々をリードす

る国家を、次世代のハイテク製造業の仕事や高収入の仕事が集まる米国を。我々がエネル

ギーを我々の手でコントロールでき、その安全保障と繁栄が世界の不安定要素の影響をそ

れほど受けない将来を。そして、ハードな仕事に対価が支払われ、責務に対する報酬が与

えられるように造られた持続可能な経済を。｣ 
 

バラク・オバマ米大統領（2012 年 1 月） 
 

21 世紀においても世界的競争力を持ち、持続可能な米国経済を創るためには、この国を

持続可能な財政が進む道筋に乗せるだけではなく、発明、イノベーション、産業が繁栄す

る環境を創らなければならない。 
 
オバマ大統領の 2013 年度予算教書は、世界的に競争力を持つ持続可能な米国経済を確

立するというビジョンをサポートするものである。これには、構想を現実に変えていく、

科学技術研究への継続した投資も含まれる。また、2～3 年前にやっと描かれたにもかかわ

らず、極めて重要な偶像的なものとなると見込まれる、新技術、製品、ビジネス、産業の

創造を支援する。 
 
本 2013 財政年度予算教書は、今日の困難な経済環境を認識し、以前であれば、より多

くの支援に値すると見なされる多くの分野で経費を削減するという、厳しい選択を行って

いる。しかし、この予算教書は、将来に照準を絞り、将来における自信を示している。 
米国における発明の原動力を構築し、これを後押しすることで、人間の知識の未知の分野

を開拓し、再活性化した米国製造業界をベースとした持続可能な経済成長を促進させ、米

国のクリーンエネルギーの未来を開拓し、より低いコストでより多くの人に行う健康管理

を改善し、地球の気候変動課題に取り組み、環境資源の保護に競合する要求を管理し、国

家安全保障の強化を行う。 
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我々は一丸となって取り組み、米国の製造業、米国のエネルギーおよび米国の労働者の

スキルの上に構築される経済を創り上げることが出来る。また、研究開発への投資を行う

ことで、これらの取り組みやその他の厳しい目標を達成するためのイノベーションの促進

を援助できる。2013 年度大統領予算教書は、このことを達成するために連邦政府の研究開

発費に 1,408 億ドルを予算配分している。 
 
● 科学的発見による未開拓分野の開拓  
 経済、医療、エネルギー、気候、環境、国家安全保障関連などの米国の課題に対処する

ため、2013 年度予算教書は、連邦政府の基礎的研究および応用研究のポートフォリオに対

し、総額 640 億ドルを予算配分している。これは、2012 年度成立予算レベルから 3.3%増

すなわち 20 億ドル増となる。(比較数はすべて、現在のインフレに対する調整無しの名目

ドルベースのものである) 
 
● イノベーションの促進 

2013 年度予算教書は、困難な予算制約の中、ハイテク知識に基づく 21 世紀の経済にお

ける米国のリーダーシップを強化するため、防衛以外の研究開発費を大幅に増やし、2012
年度成立予算レベルの 5.0％増の 649 億ドルの予算を配分している。また、同予算教書は、

防衛費にも 759 億ドルを予算配分している。 
 
● 主要 3 科学研究機関に対する公約を維持 

 3 つの主要な科学研究機関である米国国立科学財団(National Science Foundation：
NSF)、エネルギー省(DOE)の科学局(Office of Science)、米国国立標準技術研究所(National 
Institute of Standards and Technology：NIST)の研究所は、イノベーションにおける世

界的リーダーとしての米国のポジションを維持する上で極めて重要である。 2013 年度予

算教書では、2012 年度予算の 4.4％増となる総額 131 億ドルをこれらの研究機関に予算配

分することにより、予算を大幅に増加するという公約を守っている。 
 
●クリーンな米国エネルギーを推進 

米国の石油への依存度を減らし、かつ将来の国内のエネルギー産業と雇用を助長する、

トランスフォーマティブな(一定の開発リスクがある一方で、画期的な成果が期待できる)
変革的な技術を開発するため、2013 年度予算教書は、米エネルギー省(DOE)のエネルギー

先端研究プロジェクト(Advanced Research Projects Agency-Energy：ARPA-E)における

トランスフォーマティブなエネルギーの研究開発費に 3 億 5,000 万ドルを予算配分してい

る。同予算教書では、DOE のエネルギー効率・再生可能エネルギー局(Energy Efficiency 
and Renewable Energy office)に対して 23 億ドルを予算配分しており、先進型自動車の普

及台数を 100 万台に近づけるクリーン自動車技術の向上、先進材料および省エネルギーに

より製造コストを削減するプロセスに焦点を当てている。予算教書におけるクリーンエネ

ルギーの予算措置は世界的な気候変動に関係する二酸化炭素排出量の削減を支援するもの
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で、この現象を理解、予測、緩和、順応するために｢地球気候変動研究プログラム(U.S. 
Global Change Research Program：USGCRP)｣に 26 億ドルを予算配分している。 
 
● 製造業で米国の新たな雇用を創出 

 産・学・官からの力を結集し、連邦政府の高度な技術を用いる製造業における雇用を創

出する未来技術への投資の支援に、2013 年度予算教書は、連邦政府の先進製造技術の研究

開発費に 22億ドルを予算配分している。これらの投資がイノベーティブな製造プロセス、

先進的産業用材料、ロボット工学の研究開発を展開させるだろう。また、起業家精神の育

成、および発見から市場化への移行を進めるための現行の取り組みを補完する。 

 
● 全国民の健康の改善のための医療研究を支援 
 バイオメディカル研究における米国のリーダーシップを維持し、米国民の健康の改善、

将来の米国バイオ経済の構築を行うために、2013 年度予算教書では、米国立衛生研究所

(National Institutes of Health：NIH)に裁量予算の 307 億ドルを予算配分する。 
 
●子供を対象とした科学・テクノロジー・エンジニアリング・数学(STEM)教育 

 米国の子供たちが高いスキルを持つ労働者や、明日を担うイノベーターになれるような

将来に備えて、2013 年度の予算教書は、連邦政府による科学・テクノロジー・エンジニア

リング・数学(STEM)教育への投資として、30 億ドルを予算配分する。 
 
●民間企業の投資の拡大 

2013 年度予算教書は、米国の産業がイノベーションの投資を継続するためのインセンテ

ィブを提供するために、拡充され簡素化された、恒久的な Research and Experimentation 
(R&E) Tax Credit(試験研究費税額控除)を設置する。これにより、企業が研究開発の投資

を行っている間、その税額控除が使えるようになるという、企業が求めている確実性を提

供する。 
 

● 21 世紀のインフラ構築 

2013 年度予算教書は、米国が 21 世紀に世界と競合していくために、必要なインフラを

構築し、官民におけるイノベーションを促進するため、新たな雇用や産業の成長を加速す

る基礎的な能力を備えるために、次世代ワイヤレスブロードバンドインターネットの全米

国民への提供を促進する割当て周波数帯の自由化、スマートでエネルギー効率と信頼性の

高い送電網インフラへの投資、21 世紀の航空システムの構築を行うことを提示している。

同予算教書は、ファースト・リスポンダー（警察官、消防士、救急隊員等の緊急対応要員）

向けブロードバンドネットワークの展開を支援する、最先端のワイヤレステクノロジーと

アプリケーションの研究開発を促進するために、ワイヤレス・イノベーション(WI)ファン

ドのための周波数帯オークションの収益から、3 億ドルの予算配分を行っている。 
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● 厳しい選択 

 オバマ政権によるイノベーションへの投資は、｢Budget Control Act of 2011｣の支出上限

のもとで 2 年連続して 2011 年度予算レベルで凍結される、全体の裁量予算内に収まる。

一例として、2013 年度予算教書で開発費として予算配分された 741 億ドルは、2012 年度

予算よりも低い数字となっている。 
 
2013 年度予算における連邦政府の研究開発費の優先順位 

｢イノベーションにはベーシックな研究も必要です。今日、連邦政府によって資金援助

された研究所や大学での発見が、癌細胞を退治しながら健康な細胞を影響せずに残す新た

な治療法につながると考えられているのです。警官や兵士には新しい軽量防弾チョッキな

ど。これらの投資を予算から外してはなりません。将来の競争において、他国に勝利の座

を譲ってはなりません。コンピューターチップやインターネットに、また米国の新たな雇

用、新たな産業に繋がる同類の研究やイノベーションを支援します。｣ 

 

バラク・オバマ米大統領( 2012 年 1 月) 

 
オバマ大統領による 2013 年度予算教書は、連邦政府研究開発費 1,408 億ドルを予算配

分している(表 1 参照)。見込まれる不足額を減らし、「Budget Control Act of 2011｣の支出

上限の範囲内に全体の裁量予算を凍結した財政予算（fiscally responsible budget）内で、

連邦政府の研究開発費は、2012 年度成立予算を 1.4%上回る 20 億ドル増とする。2013 年

度予算教書では、優先順位の高いイノベーションに投資を行うための資金を準備するため

に、優先順位を定め、厳しい財政的制約内での厳しい選択を行う。そうした考えから、2013
年度予算は、防衛関係の開発費の削減を提示しているが、防衛費以外の研究開発費を、2012
年度成立予算レベルの 5%増の 649 億ドルを予算配分している。(すべて 2012 年度成立予

算と 2013 年度予算との比較によるもので、インフレ調整の無い名目ドルベースとする) 
 

2013 年度の予算教書は、自然への理解を抜本的に高め、主要な科学分野を大きく改革し、

新技術により、長期的な経済成長と生活の質を引き上げる、基礎および応用研究に特に重

点を置くことによる、革新的な科学や技術のブレイクスルーを促すという政府の役割を認

識している。連邦政府の研究ポートフォリオ(基礎および応用研究)は、2013 年度予算で総

額 640 億ドル(図１、表 3 を参照)とし、2012 年度成立予算レベルの 3.3%に相当する 20
億ドルの増加とした。 
 

2013 年度の予算教書は、2012 年度予算よりも低い開発費 741 億ドルを予算配分してお

り、これは、国防総省(以下、DOD と言う。)の兵器システム開発プログラムが完了に近く、

生産段階への移行に伴う活動費の削減によるものである。研究開発施設と資本設備への出

資は、総額 27 億ドルに及ぶ。 
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図 1 ）2013 年度予算における主要な研究開発ファンディング機構のハイライト 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

米国立衛生研究所(NIH)は、全米国民の健康長寿につながる、高品質でイノベーティブ

なバイオメディカル研究を支援している。NIH は、研究機関や研究センターによって実施

したり、スポンサーとなる、同研究所内外の研究、教育、トレーニングから成る着実なプ

ログラムにより、このゴールを達成する。2013 年度の予算教書は、NIH の裁量予算とし

て 307 億ドルを予算配分している。 
 
 2013 年度予算教書は、全国の大学や、大学の研究所、独立研究所における、広範囲な科

学医療の基礎と応用のバイオメディカル研究の支援を続ける。NIH は、バイオメディカル

研究における才能ある科学者たちのパイプラインを維持するために、新規な初期段階の研

究を行う研究者たちへの支援を重視し続ける予定である。NIH は、産学官における新たな

共同研究を育成することにより、基礎科学から治療応用へ移行させる上での橋渡しをする

ために、治療加速ネットワーク(the Cures Acceleration Network：CAN)など、最近設立

された国立先進的橋渡し科学センター(National Center for Advancing Translational 
Sciences：NCATS)を導入予定である。2013 年には、NIH は制約のある財政情勢の中で

バイオメディカル研究の進捗を維持する、新しい補助金管理方針を導入し、優先度の低い

活動を切り離した資金の割り当てを行う。 
 
 NSF は、多くのバイオメディカル以外の研究分野の学術研究を支援する主要機関であり、

科学およびエンジニアリングの全領域におよぶ基礎研究および教育を集約している。2013
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年度に 74 億ドルに増額された NSF 予算の増分は、2012 年度成立予算の 4.8%増に相当し、

科学とエンジニアリングの基本的なアイデアの開発を加速させる。2013 年度予算教書は、

クリーンエネルギー研究、先進製造技術、ワイヤレス通信、その他の未来技術における

NSF の研究活動を拡大するものである。NSF は、分野横断的な持続可能な科学へのアプ

ローチにより、明日のクリーンエネルギー技術のためにイノベーションの火付け役となる

発見を促進するための研究資金を増やすよう予算配分している。 
 

SEES（科学、エンジニアリング、教育、持続可能性）ポートフォリオは、再生可能エ

ネルギー技術並びに、複雑な環境・気候のプロセスの統合活動に対する、2013 年度予算教

書を 2 億 3 百万ドルまで増加する予定である。NSF は、新材料、スマートシステム、先進

製造技術、ロボット技術を対象とする多くの専門分野の研究に 2 億 5,700 万ドルを投じ、

先進製造技術や未来技術における雇用創出を支援する。 
 
将来のバイオ経済の分野横断的な研究を促進するため、2013 年度予算教書は、生物学、

数学、物理学、エンジニアリング分野の融合領域の研究に、3,000 万ドルを予算配分して

いる。同予算教書は、無線周波数帯使用のイノベーティブで新しい方法の研究を支援する

ための NSF の「Enhanced Access to the Radio Spectrum」すなわち EARS に対し 5,100
万ドルを予算配分している。NSF はまた、サイバーセキュリティの基礎的研究イニシアテ

ィブに 1 億 1,000 万ドルを予算配分している。 
(NSF の追加ハイライトについては、OSTP の STEM 教育のファクトシートを参照のこと) 
 

2013 年度予算教書は、世界で最も優れた防衛システムへの米国のアクセスを確実にする

ために、DOD による長期的な科学技術イノベーションに予算配分している。同予算教書

は DOD の研究開発費に、2012 年度予算から 15 億ドル減の 712 億ドルを予算配分してお

り、これには、初期の科学技術プログラム(S&T)予算 119 億ドルが含まれている。 
 
同予算教書は、長期的なブレイクスルーをもたらす研究を支援する、国防高等研究計画

局(Defense Advanced Research Projects Agency：DARPA)に対して、28 億ドルを予算配

分している。2013 年度予算教書は、サイバーセキュリティ、ロボット工学、先進的な学習

システム、情報アクセス、よりクリーンでより効率的なエネルギー、生物兵器防衛など、

優先順位の高い分野の研究に 21 億ドルを予算計上するという DOD の公約の基礎研究

(“6.1”)の支援を維持する。 
 

DOD が資金援助を行った研究は、新しい防衛システムに将来経済的に成り立つ選択肢

を与え、米国が仮想敵対国による、技術的な奇襲を回避するのに役立つ。2013 年度予算教

書は、目標とする技術開発における官民パートナーシップを確立することにより、DOD
の先進的製造技術の研究開発支援を拡大している。 
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米国航空宇宙局(National Aeronautics and Space Administration：NASA)にあっては、

2013年度予算教書は、177億ドルを配分する。厳しい選択ではあるものの、予算教書は既

存の宇宙インフラを前提として、宇宙科学や調査の分野で米国のリーダーシップを維持す

るためのイノベーティブな能力や技術を優先していく。予算教書は民間企業の投資と合わ

せて、国際宇宙ステーションへ人員を運ぶという米国の新たな能力の発展を目指すNASA
の事業予算として、8億3,000万ドルを充てる。また、新規な目的地へ有人探査ミッション

を送る次世代型の遠距離宇宙用乗員カプセルや重量物を打ち上げるロケットに対して29
億ドルを配分、また宇宙科学や探査の取り組みの可能性を拡大し、コストを低減しうる革

新的な新技術の開発に6億9,900万ドルを投じる。地球科学への予算18億ドルにより、気候

変動をより理解し、今後の大災害の予測力を高め生命機能関連環境データの提供を行うた

めの研究や強固な地球観測衛星網を支援する。予算教書では、2018年に打ち上げが予定さ

れている「ジェイムズ･ウェッブ宇宙望遠鏡(James Webb Space Telescope)」の設置に6
億2,800万が配分される。NASAの研究開発ポートフォリオは、2013年度予算教書におい

て合計96億ドルとなり、2012年度成立予算レベルから2億300万ドル増額し、2.2%の増加

となる（表1参照）。 
 

エネルギー省(Department of Energy：DOE)にあっては、2013年度予算教書は、米国

が将来のクリーンエネルギー経済においてリーダーとなるため、合計119億ドルとなる研

究開発ポートフォリオを組んでおり、これは2012年度成立予算レベルから8億8,400万ドル、

即ち8.0%の増額となる（表1参照）。DOEの科学局(Office of Science：SC)は、エネルギ

ーや自然に関する我々の認識を変革するような発見や科学的ツールを供給する。2013年度

の予算教書によるDOE SCの予算50億ドルは、研究や最先端施設の両方の予算を増加させ、

主要3科学機関の予算を大幅増させるという大統領の公約を維持している。2013年度予算

教書は、石油への依存度を減らし、クリーンエネルギー時代へ移行するDOEのクリーンエ

ネルギー･プログラムに投資する。この中には、エネルギー効率･再生可能エネルギー局

(EERE)への23億ドルが含まれている。この総額の中で、予算教書は米企業に、エネルギ

ーの消費を減らし、製造コストの削減が可能とするための革新的な製造プロセスや先進的

な材料に関する活動を拡充するため、2億9,000万ドルを配分する。また予算教書は、自動

車技術を前進させて電気自動車の競争力をつけるためにEEREへ4億2,000万ドルを投資し、

さらに先進的自動車への優遇税制を充実させることにより、先進的技術を駆使した自動車

を100万台路上に走らせるという目標へさらに近づける。2013年度予算教書では、DOEの

ARPA-E（エネルギー先端研究計画局）に3億5,000万ドルが配分され、（トランスフォーマ

ティブ一定の開発リスクがある一方で、画期的なせいかが期待できる案件に対するR&D補

助により）変革的発見の支援やクリーンエネルギー技術の発展における課題解決の促進を

目指す。また予算教書は、DOEが環境保護局(EPA)と米国地質調査所(USGS)と共に、水

圧粉砕による天然ガスや石油の生産が与える環境、健康、および安全性に対する影響を把

握し最小化する研究プロジェクトを実行するために、1,200万ドルを予算配分する。DOE
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の防衛ポートフォリオでは、核保有や、核兵器の不拡散、海軍の核推進を支援する研究開

発に対して予算教書の中に47億ドルが含まれている。 
 

米国農務省(the U.S. Department of Agriculture：USDA)における研究開発は、優先度

の低いプログラムが削減や終結されたため、2013年度予算教書では予算配分が23億ドルに

下落する。予算教書は、国民の栄養、肥満の削減、食品の安全性、持続性のあるバイオエ

ネルギー、世界的な食糧安全保障、そして気候変動など、厳選されたUSDA研究に対して

はその予算配分を増加している。予算教書は、米国食品･農業研究所(National Institute of 
Food and Agriculture：NIFA)の重要な競争的研究プログラム「農業･食品研究プログラム

(Agriculture and Food Research Initiative：AFRI)」に対する予算を3億2500万ドルにま

で増額する。石油消費を転換し、温室効果ガスの排出を削減する次世代のセルロース誘導

体や藻類ベースのバイオ燃料を開発するUSDAのバイオエネルギー研究に対して、予算教

書は、2億9,200万ドルを配分する。 
 
 商務省の国立標準技術研究所(National Institute of Standards and Technology：NIST)
は、計測の科学、規格、そして技術を前進させることで、米国のイノベーションや産業競

争力の推進を行う。2012年度成立予算レベルから13.7%増の7億800万ドルとなるNIST内
の研究室に対する2013年度予算教書は、先進的な製造技術や、サイバーセキュリティー、

ナノテクノロジーなどの分野において実績のある研究室の研究や施設を支援し、それによ

りNISTの研究能力を向上させるだろう。NISTの2013年度予算教書は、主要3科学機関へ

の予算を大幅増させるという大統領の責務を維持している。また予算教書には、1億2,800
万ドル配分される「Hollings製造拡張パートナーシップ (Hollings Manufacturing 
Extension Partnership)」や、2,100万ドル配分される「先進製造技術コンソーシアム

(Advanced Manufacturing Technology Consortia)プログラム」が含まれている。このプ

ログラムは、長期にわたる産業技術に必要な研究開発ロードマップを作り、必要なものの

達成において優れた大学や政府機関の研究室へ資金提供を行う新たな官民パートナーシッ

プである。さらに予算教書は、義務的なNIST予算において、「ワイヤレス･イノベーショ

ン(Wireless Innovation：WIN)」に3億ドルを配分している。これにより、ファースト･リ

スポンダー向けのブロードバンド･ネットワークの発展を支援する基準、技術、そして適用

の 充 実 を 目 指 す 。 米 国 海 洋 大 気 圏 局 (National Oceanic and Atmospheric 
Administration：NOAA)にあっては、商務省の一部でもあり、地球の海、大気、海洋生育

環境に関する研究を支援する極めて重要な役割を担っている。研究開発への5億5,200万ド

ルを含むNOAAの予算50億ドルにより、NOAAは環境政策上の決定をする科学的根拠を強

固なものとし、生命や財産を保護する重要な気象･気候サービスを改良し、海洋や沿岸の回

復への投資をより一層増やし、そして観測衛星の継続的な運用を保証する。2013年度予算

教書は、18億ドルを予算配分し、人工衛星搭載計器による海水位や太陽風のダメージの可

能性の測定だけでなく、NOAAの極軌道気象衛星や静止気象衛星システムの開発や取得の
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継続を目指す。NOAAは北極圏の研究（北極圏の気候変動を含む）を実施し、気候変動の

地域別予測を行い、沿岸や海洋資源に関する研究や、有害な藻類異常発生や気候変動から

生じる海洋の酸性化に取り組む海洋センサー技術の開発を支援する。 
 

国土安全保障省(Department of Homeland Security：DHS)の研究開発にあっては、

2012年度に一部大幅に行われた削減を元に戻すため、2013年度予算教書では2012年度成

立予算レベルから26.3%増加し、合計で7億2,900万ドルとする。2013年度予算教書は、サ

イバーセキュリティー、核物質や爆発物の探知、科学的／生物学的反応システムなど重要

な研究開発を前進させる予算に充てる。予算教書は、2013年度に「国立生物農産物検疫施

設(National Bio- and Agro-Defense Facility：NBAF)」の建設に予算を充てるのではなく、

DHSが新たな研究所の必要性やコストの包括的な再評価を実行する。 
 
 教育省の研究開発ポートフォリオにあっては、2013年度予算教書では合計で3億9,800
万ドルとする。オバマ大統領は、今後10年間をめどに10万人のSTEM教員を配置するとい

う意欲的な目標を設定した。2013年度予算教書は、教育省からその目標に対して8,000万
ドルを割り当て、NSFと連携し、STEMの教員配置の有望で効果的なモデルの拡大を目指

す。また、予算教書は教育科学研究所(Institute of Education Sciences)に700万ドルを増

加し、学習のアウトカム（社会に貢献できる能力）の改善のための方策の綿密な調査研究

や政策の評価の支援を行う。（追加分の教育省ハイライトは、OSTPの教育省STEMファク

トシートに掲載されている） 
 
 復員軍人援護局(Department of Veterans Affairs：VA)にあっては、2013 年度予算教書

は、医学･義肢研究に対して 5 億 8,300 万ドル、医療の支援に 5 億 8,300 万ドルを配分し、

VA プログラムにおける研究開発に総額 12 億ドルを充てる。加えて VA の研究プログラム

は、連邦および非連邦助成金から約 7 億 1,000 万ドルを受ける予定である。VA 研究は、

負傷兵に関連したバイオメディカル分野に焦点を当て、臨床研究や探索医療(translational 
research：臨床利用を目指す探索的な基礎研究)を支援する。VA の研究プログラムは、同

時になされる臨床診療・研究からから利益を得て、退役軍人の医療に直接繋がる発見があ

る。 
 
 内務省の 2013 年度予算教書は、研究開発に 8 億 5,400 万ドルを配分する。内務省の主

要な研究機関である米国地質調査所(United States Geological Survey：USGS)の予算総

額は、2012 年成立予算レベルから 3,500 万ドル増加し、11 億ドルとする。2013 年度予算

教書は、EPA と DOE に共同で実施する USGS に 1,900 万ドルを予算配分し、水圧粉砕に

よる天然ガスや石油生産の環境的、健康的、そして安全性に対する影響を把握し、最小限

化する研究プロジェクトを実施する。また予算教書は、地震や地滑り、そして火山などの

自然災害を緩和する研究である水質とエコシステムの科学プログラムや気候変動科学に対
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する USGS 予算を維持する。 
 
 環境保護局(Environmental Protection Agency：EPA)にあっては、研究開発への予算配

分は、2013 年度予算教書では総額 5 億 8,000 万ドルとし、2012 年度予算レベルより 1,200
万ドル増となる。この投資を用い、EPA は再構築された研究と科学プログラムにおける、

科学の計画や成果の配信の向上や強化に焦点を当て、これらの成果をさらに統合させた分

野横断的なものとする。2013 年度予算教書は、疑がわれる内分泌かく乱物質や、環境に優

しい化学、環境に優しいインフラ、計算毒性学、飲料水、そして STEM 研究奨励制度とい

った分野において、国家にとって重要な優先度の高い研究を支援する。2013 年度予算教書

は、EPA の継続中の研究や、USGS や DOE と共同で実施する新たな取り組みに対し、総

額 1,400 万ドルを予算配分する。これにより、水圧粉砕を用いた天然ガスや石油生産が与

える健康や環境への影響を削減する。 
 
 2013 年度予算教書は、運輸省(Department of Transportation：DOT)の研究開発に対し、

2012 年度予算レベルと比べて増加となる 11 億ドルを配分する。予算教書の予算の中には、

連邦航空局(Federal Aviation Administration：FAA)の『NestGen』として知られている

「次世代航空運輸システム(Next Generation Air Transportation System)」におけるいく

つかの研究開発活動に対する予算配分も含まれる。合同計画開発室(Joint Planning and 
Development Office)は、NASA やその他の参加機関と共に、この重要な取り組みをまと

める。また、連邦道路管理局(Federal Highway Administration：FHWA)は、他の幹線道

路調査研究利害者と雇用契約や連携することにより、全米で合同の包括的な幹線道路の調

査研究・技術プログラムを管理する。FHWA は、安全性やインフラの維持や改善、そして

環境の緩和や手続の効率化に関連する研究活動を実施する。 
 
 2013 年度予算教書は、スミソニアン研究所(Smithsonian Institution)の研究開発プログ

ラムに 2 億 4,300 万ドルを予算配分する。スミソニアン協会は、同研究所の戦略計画に沿

って、科学や人文科学における研究成果の向上を続行する。 
 

 

マルチ・エージェンシー・イニシアティブ 

多数の研究開発投資は、国家科学技術委員会 (National Science and Technology 
Council：NSTC)やその他の省庁間の評議会より調整されたマルチ･エージェンシー（複数

の機関）活動を通じて取り組まれる。表 2 では、地球規模変動研究、ネットワークや情報

技術研究開発、そしてナノテクノロジーの研究開発など 3 つの取り組みの詳細を示してい

る。 
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米国地球規模変動研究プログラム 

2013 年度予算教書は、マルチ･エージェンシーによる「米国地球規模変動研究プログラ

ム(U.S. Global Change Research Program：USGCRP)」に対して、2012 年度予算成立

レベルから 5.6%増加となる 26 億ドルを予算配分する（表 2 参照）。USGCRPは、気候変

動およびその他の、人為的な、または自然による地球規模の変動プロセスに、国家や世界

が把握、予測、緩和し、そして適合するのを支援するため、連邦政府の研究やその実用化

施策を統合し、調整する。2013 年度予算教書は、プログラムの新たな 10 年間の戦略プラ

ンで明記された目標を支援する。これには、次のものが含まれる：地球システムの自然と

人間の複合的要素の科学的知識を前進させ、適応や緩和に関するタイムリーな情報の提供

と決断を可能にさせる科学的根拠の提供、地球変動の影響や脆弱性を理解し、予想し、そ

して対処できるための米国の能力を改善する持続的な評価力の構築、そして地球変動に関

する一般的な理解を広げるコミュニケーションや教育の推進。USGCRPや同プログラムの

様々な研究活動に関する報告や一般的な情報は、同プログラムのウェブサイトにて閲覧可

能である。www.globalchange.gov. 
 
ネットワーキングおよび情報技術研究開発 

2013 年度予算教書は、マルチ･エージェンシーによる「ネットワーキングおよび情報技

術研究開発(Networking and Information Technology Research and Development：
NITRD)プログラム」に対し、2012 年度予算成立レベルから 1.7%増加となる 38 億ドルを

予算配分する。マルチ･エージェンシーによるNITRDプログラムは、サイバーセキュリテ

ィーや、高性能コンピュータ･システム、先進的ネットワーキング、ソフトウェア開発、高

信頼コンピュータ･システム、医療IT化、無線周波数の共有、クラウド･コンピューティン

グ、その他の情報技術において、複数機関による研究活動の計画や調整を行う。2013 年度

予算教書は、膨大な量のデータから数値や科学的推論を引き出す我々の能力を向上させる

研究に焦点を当て、インターネット通信をより一層確実で信頼できるものとする目標に取

り組むため、保障されたコンピュータの使用や安全なハードウェア、ソフトウェア、そし

てネットワークの設計やエンジニアリングなどの基盤に継続して重点を置く。NITRDに関

する予算の情報はwww.nitrd.govにて閲覧可能である。 
 
米国ナノテクノロジー･イニシアティブ 

 2013 年度予算教書は、マルチ･エージェンシーによる「米国ナノテクノロジー･イニシ

アティブ(National Nanotechnology Initiative：NNI)」に、2012 年度成立予算レベルか

ら 7,000 万ドル増額となる 18 億ドルを予算配分する。大統領の優先事項や革新戦略を支

援するナノテクノロジーの開発を加速するため、NNIを構成する機関は、ナノスケール（約

1～100nm）の物質の中に生じる物理的、化学的、そして生物学的な独自の特性を利用し

た材料や機器、システムの研究開発に焦点を当てる。参加するエージェンシーは、個々の

研究者への助成金、他分野にまたがる研究中核拠点、教育訓練、そしてオープンなアクセ

スが可能なユーザー設備やネットワークを含むインフラや基準開発を通じて、ナノ技術ベ
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ースのイノベーション、技術移転、そしてナノ製造などの基礎研究を継続して支援する。

さらにエージェンシーは、既存、および計画中の研究プログラム、官民のパートナーシッ

プ、そして研究ロードマップにより、国の優先分野であるナノ製造、太陽エネルギー、そ

してナノエレクトロニクスにおける、「Nanotechnology Signature Initiatives(NSI)」を一

致して遂行する。（詳細はwww.nano.gov/initiatives/government/signatureを参照） 
 
 NNIの関係政府機関は、国家科学技術委員会 (National Science and Technology 
Council)のナノスケール科学･工学･技術小委員会(Nanoscale Science, Engineering, and 
Technology Subcommittee)により作成された 2 つの戦略的な文書に沿って指導される。

2011 年度NNI戦略計画は、NNIの 4 つの目的を有するナノスケールの科学技術研究を揃

えており、それぞれの目的に対して特定の計測可能な目標値が含まれている。2011 年度

「NNI環境･健康･安全調査戦略(Environmental, Health, and Safety Research Strategy)」
は、研究や推進の枠組みを概説している。この枠組みは、公衆衛生や環境の保護に必要な

情報の形成、商品開発や商業化の促進、技術開発に関連する倫理上、法律上、そして社会

的問題の検討をするものである。予算教書の情報はwww.nano.govにて閲覧可能である。 
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翻訳：NEDO（担当 総務企画部 原田 玲子／室井 紗織） 
 
出典：本資料は、米国ホワイトハウスから 2012 年 2 月 13 日に発表された以下の記事を翻

訳したものである。 
“Innovation for America’s Economy, America’s Energy, and American Skills 
Science, Technology, Innovation, and STEM Education in the 2013 Budget” 

http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/fy2013rd_summary.pdf 
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(1083-11-(2)) 
【政策(研究開発)】 
 
仮訳 
 

2013 年度 

米国連邦予算教書
2013 年度

米国のイノベーションを支援 
 
中産階級及びその社会階層を目指そうとする米国人は、現在正念場を迎えている。中産階

級のトップ層の収入にかつてない上昇がみられた数十年の後、彼らの安心は崩壊し、我々

の経済が危機的状況に突入し、依然として回復を目指してもがいている歴史的不景気を体

験した後である今こそが、持続可能な経済を構築する時である。2013年度のオバマ大統領

予算教書(The President’s Budget)は、国民の誰もが挑戦する機会を公平に得て、公平な負

担を負い、同じルールに従えば、米国はベストを尽くせるという考えを中心に構築されて

いる。我々は、投機、消費、借入にフォーカスした経済を、教育、イノベーション、建設

といった強固な基板の上に構築された米国経済へと転換させる必要がある。その変革は、

経済成長や雇用創出に必要な投資を持続しながら、無駄な支出を削減し、国民すべてが公

平な負担を負い、差し迫ったいくつかの課題については厳しい選択をするなど、米国の収

支に見合う生活スタイルに国家を導くことから始まる。本予算教書は、連邦政府の希少な

財源を、米国労働者への技能教育、イノベーションと製造業、クリーンエネルギー及びイ

ンフラ整備といった分野に注ぎ、経済成長及び中産階級の安心回復を目指す。本予算教書

は、勤勉と責務が報われるような米国経済をいかに再構築するかを描いた青写真である。 
この青写真は、新製品、新ビジネス、そして新産業をも形成する基礎研究、科学および

技術開発での継続した投資から始まる。イノベーションを活性化させるために、2013年度

予算教書では以下を提案する： 
 

米国の製造業者の国際競争力の強化 

オバマ大統領は、製造業部門におけるイノベーションを強化し、新製品、新製造プロセ

スそして新産業を支え、米国の製造業の国際競争力を強化する分野横断的な技術へ投資を

支援するため、より一層の努力が必要であることを認識している。これを踏まえて大統領

は 2011 年 6 月に、質の高い製造業での雇用の創出と米国の国際競争力を強化する先端技

術の開発と事業化のための国家的な取り組みへの投資となる「先端製造業パートナーシッ

プ(Advanced Manufacturing Partnership: AMP)」を立ち上げた。予算教書では、国立科

学財団(National Science Foundation: NSF)、国防総省(Department of Defense: DOD)、
エネルギー省(Department of Energy: DOE)、商務省(Department of Commerce: DOC)
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とその他の連邦政府機関に対して、先進的な製造業の R&D に 2012 年度成立予算の 19%
増となる 22 億ドルの予算配分を行う。これには以下の財政支援が含まれる： 
 

 米国標準技術局(National Institute of Standards and Technology: NIST) 
予算教書では、7億800万ドルをNISTに予算配分する。これによりスマートな製造業、

ナノ製造業およびバイオ製造業の分野でのNSITの研究活動を拡大する。この予算配分

にはまた、長期的な産業研究ニーズのロードマップを作成し、そのようなニーズを満

たすため大学、政府研究機関、ビジネスの研究活動に資金を投入する官民パートナー

シップである「先進製造技術コンソーシアム」プログラム(Advanced Manufacturing 
Technology Consortia: AMTech)に対する2,100万ドルが含まれる。 

HE FAL BUDGET SCAL YEAR 2013  
 米国エネルギー省 

予算教書は、DOEのエネルギー効率および再生可能エネルギー局(Office of Energy 
Efficiency and Renewable Energy)の先進製造技術局（Advanced Manufacturing 
Office: AMO）に対し、2012年度成立予算レベルの倍以上となる2億9,000万ドルを予

算配分する。このプログラムでは、製品の品質を向上し、製品開発を加速しながらも

エネルギー消費を削減することにより、米国企業が製造コストを削減することを可能

とさせるイノベーティブな製造プロセスや先進的な工業用材料技術に関するR&Dの

諸活動を拡大させる。予算教書はまた、先進的な自動車、バイオ燃料、太陽エネルギ

ーおよびその他の新しいクリーンエネルギー技術の競争力のある新たな製造プロセス

の開発への支援について、これらの技術が米国内において確実に発明・製造されるこ

とを確実にするために継続する。 
 

 米国立科学財団 (NSF) 
他の連邦政府機関と民間部門とのパートナーシップによる革新的な新しい製造技術の

開発を目標とした基礎研究に対し、2012年度成立予算レベルより3,900万ドル増とな

る1億4,900万ドルを予算配分する。この高度な製造技術開発は、静的システム、プロ

セスおよびインフラを感知、適応および反応が可能な組み込み型の計算知能を持つ順

応的、波及的そして「スマートな」システムへと転換することを目的とした、より規

模の大きな2億5,700万ドルの研究イニシアティブの一部である。このより大規模な研

究イニシアティブはまた、米国におけるロボットの開発と利用を加速させる「国家ロ

ボット・イニシアティブ」へのNSFの寄与に対し、2,800万ドルを予算配分する。 
 

クリーンエネルギー経済をもたらし、将来の雇用を創出 

オバマ大統領は、米国内での新しいクリーンエネルギー経済の構築を確約している。そ

の理由は、クリーンで再生可能なエネルギーの力を利用する国家が21世紀を先導するから

である。クリーンエネルギーに基づく経済は、経済繁栄、環境保全およびエネルギー保障
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を支える。そのような経済への移行を助けるため、オバマ大統領は国民への意欲的な一連

の提案を打ち出した。2013年度予算教書は、これらの目標の達成に向けた進展を支援し、

クリーンエネルギーへの投資900億ドルを含む米国再生・再投資法(Recovery Act)を通して、

オバマ政権が既に採った歴史的な措置に基づくものである。オバマ大統領は以下を実施す

る： 
 

 2035 年までにクリーンエネルギー源からの電力シェアを倍増 
オバマ大統領の提案した、2035 年までに電力の 80%をクリーンエネルギー由来とす

る「クリーンエネルギー使用基準 (Clean Energy Standard: CES) 」は、クリーンエ

ネルギー経済における米国の強力なリーダーシップを確実にするための、政権の戦略

の要となるものである。この目標の達成を支援するために、予算教書は農村部を含ん

だ米国全体におけるクリーンエネルギーの展開と利用を促進する活動を含む。 
 

 クリーンエネルギー技術への投資を増加 
予算教書は、太陽、風力、先進的な自動車およびバイオ燃料の R&D を含んだクリー

ンエネルギー技術の進展を支援するために、2012 年度成立予算の 13%増となるおよ

そ 67 億ドルを投資する。この予算はまた、原子力エネルギー技術および石炭火力発

電所からの CO2排出を削減する化石燃料エネルギー技術の進展を支援する。この進展

は、産業効率性、バイオエネルギーや建築物のエネルギー効率性などの分野における

増資によって促進される。この投資は、現在使用が可能なクリーンエネルギー技術の

導入の促進を支援する財政的な支援および税制上の優遇措置によって補完される。一

例を挙げれば、予算教書ではクリーンエネルギー製造施設への税額控除(Section 48C: 
米国再生・再投資法第 480 条 Advanced Energy Manufacturing Tax Credit (MTC))
に対し追加的な 50 億ドルを予算配分し、2012 年の再生可能エネルギー展開における

税額控除の代わりとなる税額の払い戻し(Section 1603: 米国再生・再投資法第 1603
条  Payments for Specified Energy Property in Lieu of Tax Credits)を拡大し、そし

て 2013 年から開始となる払い戻しを可能としながら再生可能エネルギー発電に対す

る連邦生産税額控除(Production Tax Credit: PTC)を拡大する。 
 

 
次の10年間で10万人のSTEM (科学、技術、エンジニアリング、数学)教員を養成 

21世紀の経済で成功するためには、学生達が科学、技術、エンジニアリングおよび数学

(STEM)を習得する必要がある。他国でもこれらの重要な分野へと着々と子供達を準備さ

せる足場を固めていることが見受けられる。このため、オバマ大統領は次の10年間におい

て10万人のSTEM教員を養成し、次の2年間で1万人のSTEM教員を採用するという意欲的

な目標を掲げた。予算教書は、能力の高いSTEM教員を養成する教員進路形成に力を注ぐ

教育省(Department of Education)のこの目標に対し、8,000万ドルを予算配分する。また、
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機関共同で実施される数学教育イニシアティブに対し、K-12および学士レベルでの学生の

学業習得を向上させるエビデンス・ベースのアプローチを支援するため、教育省に3,000
万ドル、NSFには3,000万ドルが予算配分される。これらのプログラムは、K-12および学

士の教育を支援する全てのプログラムが、基準の一貫した有効性を順守することを確実に

することにより、連邦政府による数学および科学教育に対する投資の有効性を向上させる

ための政府全体の取り組みに関連して展開される。 
 
次世代の科学者のリーダーを育成 

大学院研究フェローシップおよび教員初期キャリア養成の NSF における科学とエンジ

ニアリング 2 件の一流の労働力開発プログラムに対し、2012 年度成立予算レベルから

5,500 万ドルの増額となる 4 億 5,900 万ドルを予算配分する。これらのプログラムは、キ

ャリア形成段階にある最高位の科学者やエンジニアを評価・支援する。 

 
研究開発への資金投資の増加とトランスフォーメーショナルな技術の創造 

米国は研究開発への資金投入、またそのクオリティと影響力において長年に亘り世界を

リードしてきた。ここでの国民的課題は、米国がイノベーションの世界のリーダーとして

今後もその地位を継続した維持に資する科学、研究、開発に対する官民による資金投資を

実施することである。2013 年度予算教書は、全 R&D に対し、将来のビジネスと雇用を創

出できるトランスフォーメーショナルな技術の創造に直接貢献すると見られる分野に焦点

を当てながら、1410 億ドルの予算配分でそれを実施する。予算教書は、国立科学財団(NSF)、
エネルギー省(DOE)エネルギー効率および再生可能エネルギー局、標準技術局(NSIT) と
いったキーとなる基礎研究機関に対し、4.4%増となる 131 億ドルの予算配分により、予算

を大幅増するという大統領の公約に向けて進展させる。これらの予算配分は、クリーンエ

ネルギー技術、ワイヤレス通信、先端的な製造技術などの優先度の高い分野に向けられる。

予算教書はまた、研究結果の臨床試験への反映により重点的に取り組む、国立衛生研究所

(National Institute of Health: NIH)における研究活動にも予算配分する。 
 
防衛と安全保障のイノベーションの強化 

オバマ政権は、米国による世界最高の防衛システムの保持を確実にするために防衛と安

全保障の R&D に投資する。国防総省(DOD)予算による研究活動は、新しい防衛システム

における今後の入手可能な選択肢を提供し、潜在的な敵対者による技術的サプライズを回

避して国民を助ける。予算教書は、国防総省国防高等研究事業局(Defense Advanced 
Research Projects Agency: DARPA)に対し、その長期的な画期的研究活動を支援するため

28 億ドルの予算配分をする。サイバーセキュリティ、ロボット、先進的な学習、情報アク

セス、よりクリーンで効率的なエネルギー、そして生物兵器防衛などの最優先分野の研究

に 21 億ドルの予算で国防総省の基礎研究ポートフォリオを維持する。予算教書はまた、

エネルギー省(DOE)の兵器活動(Weapons Activities)に対する安全、確実で効果的な核兵器
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備蓄を維持するための 76 億ドルも含めて予算配分する。 
 

試験研究費税額控除(Research and Experimentation Tax Credit)の簡素化、拡充およ

び恒久化 

試験研究費税額控除は経済成長と雇用創出に重要であり、市場に導入される新しくかつ

改良された製品の４つのパイプラインを保持するのに必要な、米国でのR&D活動に投資す

るための強力なインセンティブである。そのため大統領は、企業の税制改革の一環として、

こうした重要な投資を必要とする事業を確実に行うため、試験研究費税額控除を恒久化す

る。オバマ政権はこれらの税額控除を恒久化し、簡素化された税額控除の控除税率を17%
まで引き上げることとする。 

 
特許システムの改善と知的所有権の保護 

予算教書では、米国特許商標局(U.S. Patent and Trademark Office: USPTO)に対し、

同機関による手数料集金へのフルアクセス権と、特許審査の速度とクオリティを向上させ

るUSPTOによる取り組みを強化する。2013年度予算教書は、2012年度の2億ドル増の総

額29億5,000万ドル超をUSPTOに予算配分する。 
 
イノベーティブな小企業における初期段階の金融を支援 

米国中小企業局(Small Business Administration: SBA)は、中小企業投資会社(Small 
Business Investment Company: SBIC)の金融債(Debenture)プログラムを通じて、「エン

ジェル(投資家)(angel investor)」による投資と後期段階におけるベンチャーキャピタルに

よる投資の間で多くの新規事業者が直面する資本格差に的を絞ったイノベーション基金

(Innovation Fund)の運営を継続する。2013年度には、会社経営を強化し、新規雇用の創

出を探求するイノベーティブな企業の支援を希望する投資家に対し、2億ドルまでを上限

とするマッチングファンドが用意される。予算教書はまた、SBICのインパクト・ファンド

プログラム(Impact Fund program)の支持を継続する。納税者の負担なく運営されるこの

プログラムは、未開拓市場における将来有望な小規模企業とのベンチャー・キャピタリス

ト、未公開投資会社、機関投資家の取り組みを活用する金融債を保証する。 
 
国立衛生研究所(NIH)におけるバイオメディカル研究の支援 

予算教書は、NIHによるバイオメディカル分野での基礎・応用研究に対し310億ドルを

予算配分する。この分野でのイノベーションは、企業、製品および雇用を創出し維持する。

先進トランスレーショナルサイエンス研究センター(National Center for Advancing 
Translational Science)および治療加速ネットワーク(Cures Acceleration Network)の実施

を通して、NIHは基礎科学と治療への応用の境界線の橋渡しをすることにさらに重点的に

取り組む。政府、学界、産業界の新しい協力体制を築くことにより、NIHは多くのアメリ

カ人に影響を与える疾病や疾患の治療法の開発を加速する。 

ＮＥＤＯ海外レポート ＮＯ.1083, 2012.3.23

59



小企業の地域のイノベーションへの繋がりを支援 

小規模企業は、地域経済にとって中心的な存在である。オバマ政権は、340万ドルを中

小企業局(SBA)に予算配分し、イノベーションと雇用創出を加速するための経済、ビジネ

スおよび労働力資源を統合する地域的な経済クラスターへの小規模企業の参加を増進する。

また、商務省の経済開発局(Economic Development Administration: EDA)および他の連

邦政府機関を通して、地域クラスターの展開、地域のビジネスプラン、科学パークへの投

資、また、イノベーション、地域の競争力と雇用の増進を促進させる米国競争法(America 
Creating Opportunities to Meaningfully Promote Excellence in Technology, Education, 
and Science Act: COMPETES Act)が認可する諸活動を支援する。 
 
次世代のワイヤレス・ブロードバンドを全米にもたらし、公共安全の相互運用可能な

ネットワークを構築 

ワイヤレス技術の進歩と日常の商業的・個人的生活におけるワイヤレス機器の利用、お

よびそれらへの依存は目覚ましいものとなっている。高速ワイヤレス・ブロードバンドは、

急速にビジネス経営と経済成長には欠かせない要素になりつつある。可能な限り高速のネ

ットワークへの広範囲なアクセスの提供において、米国は世界をリードしなくてはならな

い。しかしながらそのためには、現在他の民間企業や連邦政府機関専用で利用されていな

い周波数帯域を解放する必要がある。そのため、国家ワイヤレスイニシアティブ(National 
Wireless Initiative)の一環として、予算教書は、周波数帯域の使用権保持者が帯域をオー

クションにかけて、ライセンスを提供する見返りに売上げの一部を得られるようにする「自

発的なインセンティブオークション」に対する権限を付与する立法を提起する。この手段

は今後10年間にわたり、スマートフォン、ポータブルコンピュータ、新たなイノベーティ

ブな技術へのアクセスを大幅に促進する周波数帯域の再配分と再利用において大変重要な

ものである。自発的なインセンティブオークションは、他の周波数帯域管理の手段と合わ

せて、以下を可能にする100億ドルを超える予算を配分する： 

 
 全米においてファースト・リスポンダー（救急や緊急事態に対する初期対応者）によ

るシームレスな利用を可能とし、公共の安全利用のための追加的な周波数帯域を確保

する、公共の安全のための相互運用が可能なワイヤレス・ブロードバンドネットワー

クの構築 

 
 米国全体の公衆安全ブロードバンドネットワークの支援における最先端のワイヤレス

技術とアプリケーションのR&Dを加速するワイヤレス・イノベーション・ファンド

(Wireless Innovation Fund)の設立 
これらの投資により、より多くのアメリカ人が将来の経済成長と雇用創出の要となるデー

タネットワークへとアクセスすることが可能となる。周波数帯の再配分とより効率的な管

理にから得られる210億ドル近い資金は、赤字削減に利用される。 
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翻訳：NEDO（担当 総務企画部 松田 典子） 

 
 
出典：本資料は以下の記事を翻訳したものである。 
The Federal Budget Fiscal Year 2013 Supporting American Innovation  
(http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/fy2013omb_innovation.p
df） 
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(1083-11-(3)) 
【政策（研究開発）】 
  
仮訳 
 

 

米国連邦予算教書
2013 年度

未来のクリーンエネルギーの創造並びに環境及び自然資源の保護 

【本翻訳はクリーンエネルギー関連部分のみに限定】 

 
中産階級及びその社会階層を目指そうとする米国人は、現在正念場を迎えている。中

産階級のトップ層の収入にかつてない上昇がみられた数十年の後、彼らの安心は崩壊し、

我々の経済が危機的状況に突入し、依然として回復を目指してもがいている歴史的不景

気を体験した後である今こそが、持続可能な経済を構築する時である。2013年度のオ

バマ大統領予算教書(The President’s Budget)は、国民の誰もが挑戦する機会を公平に

得て、公平な負担を負い、同じルールに従えば、米国はベストを尽くせるという考えを

中心に構築されている。我々は、投機、消費、借入にフォーカスした経済を、教育、イ

ノベーション、建設といった強固な基板の上に構築された米国経済へと転換させる必要

がある。その変革は、経済成長や雇用創出に必要な投資を持続しながら、無駄な支出を

削減し、国民すべてが公平な負担を負い、差し迫ったいくつかの課題については厳しい

選択をするなど、米国の収支に見合う生活スタイルに国家を導くことから始まる。本予

算教書は、連邦政府の希少な財源を、米国労働者への技能教育、イノベーションと製造

業、クリーンエネルギー及びインフラ整備といった分野に注ぎ、経済成長及び中産階級

の安心回復を目指す。本予算教書は、勤勉と責務が報われるような米国経済をいかに再

構築するかを描いた青写真である。米国をクリーンエネルギー競争の世界的なリーダー

とし、また次世代への環境を保護するオバマ政権の進展を構築するため、2013年度の

予算教書は以下のとおり予算配分する。 
 
クリーンエネルギーにおける米国のリーダーシップを支援 

クリーンエネルギー経済に向かう動きで、我々が吸い込む空気や飲み水を浄化し、石

油への依存度を減らし、エネルギー安全保障を強化していく。クリーンエネルギーは、

世界的な気候変動を緩和し、オバマ政権の掲げる温室効果ガス排出量を2020年までに

2005年レベルの17％減、2050年までに83％減にまで削減する目標を達成するうえで重

要な役割を持つ。これと同様に重要なのが、クリーンエネルギー経済において米国が世
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界のリーダー役となることが経済的責務であることを確固たるものにすることだ。オバ

マ大統領の予算教書は本目標を支援するため、米国の内国歳入法48C条に規定されてい

る先進的エネルギー製造業への税額控除のための50億ドルの予算配分の追加要求(これ

により民間セクターへの投資は200億ドル超のインセンティブとなる見込み)、再生可能

エネルギー発電のための生産税額控除(Production Tax Credit)の拡大、再生可能エネル

ギー普及(導入促進)のための税額控除としてSection1603(米国財務省による助成金プロ

グラム)の費用の支給範囲の拡大、および2013年に開始される還付つき税額控除への転

換、さらにクリーンエネルギー技術の前進を支援するための、2012年度成立予算レベ

ルを約7億6000万ドル(13%)上回る、およそ67億ドルの予算を政府全体で配分する。米

国エネルギー省(Department of Energy: DOE)の予算配分は全体の74％、つまり49億ド

ルの増加となる。DOEの予算配分には、以下のものが含まれる： 
 

 エネルギー効率・再生可能エネルギー局 (Office of Energy Efficiency and 
Renewable Energy: EERE)における最先端クリーンエネルギー技術の研究開発に、

23億ドルを配分する。EERE内部において、米国の競争力を強化し、エネルギーの

生産性を増加させ、そして消費者や事業者の負担を軽減できるエネルギー効率イニ

シアティブに対して、80％近くまで予算配分を増加する。またEEREは、先進的な

再生可能電力の発電に関する研究、開発、実証に対しても予算を配分する。これに

は10年間のうちに助成金なしでの太陽エネルギーのコスト競争力を全米的なもの

にする目的で設置されるSunShotイニシアティブへの3億1000万ドル、洋上風力発

電技術を含めた風力エネルギーへの9500万ドル、地熱エネルギーおよび同システム

強化への6500万ドルが含まれる。 
 

 3億5000万ドルを、太陽エネルギー、エネルギー貯蔵、CO2の捕捉と貯留および先

進的バイオ燃料といった、クリーンエネルギー分野のトランスフォーマティブな

(一定の開発リスクがある一方で、画期的な成果が期待できる)研究である高等研究

計画局(Advanced Research Projects Agency-Energy : ARPA-E)に配分する。 
 

 水圧破砕(hydraulic fracturingまたはfracking)による天然ガス(シェールガス)開発

の環境、健康、安全に対する影響を把握し最小限にするため、エネルギー省、内務

省、および環境保護庁(Environmental Protection Agency)による優先度の高い研

究開発のためのイニシアティブ予算4500万ドルのうちの1200万ドルを配分する。 
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エネルギー効率の向上で、製造費用を節減 

大統領の「先端製造業( Advanced Manufacturing)パートナーシップ」は、製造業に

おける質の高い雇用を創出し、米国の国際競争力を強化する、先端技術の開発と事業化

のための国内の取り組みに投資する。このイニシアティブの一環として予算教書は

DOEに2億9000万ドルを予算配分し、米国企業が製品品質を向上させ、製品開発を加速

させながら、消費エネルギーを減らすことにより製造コストを削減するよう、先進的な

製造プロセスの研究開発や、高度な工業材料の研究開発の拡大をめざす。また「先端製

造業パートナーシップ」は、連邦政府各機関の連携および民間との協力により、広い範

囲からのアイデアを製造現場へスムーズに届け、先端技術をスケールアップし、中小企

業メーカーが世界市場で技術革新や競争が可能となるよう、インフラや共有施設を整備

する等、新たな製造技術を開発するための機会を提供する。こうした技術が確実に米国

で開発され、また製造されるように、予算教書は引き続き、先進的自動車、バイオ燃料、

太陽エネルギー、および他の新しいクリーンエネルギー技術のための、競争力のある先

進的製造プロセスの開発をサポートする。 
 
ビルの消費エネルギーを削減 

米国にある 800 億平方フィートの非居住用ビルスペースは、費用負担を抑え、環境

汚染を減らす、エネルギー効率の大幅な向上を実現する機会を提供している。2010 年、

商業用ビルは米国全体のおおよそ 20％のエネルギーを消費した。オバマ政権は、

「HomeStar イニシアティブ」の導入、あるいは国民に省エネ住宅改善に投資すること

を推奨することで雇用を創出することを目的とした他の強制的な資金調達法の通過を、

議会に対し継続して要求する。また予算教書は、革新的な建設効率技術の研究開発の支

援、および製造業が消費者の負担を軽減するために確実な規制を与えるコンセンサスに

基づく電化製品の効率基準の持続的導入の支援のために、2012 年度より 9100 万ドル

(41%)増加の 3 億 1000 万ドルを DOE の「建設技術プログラム(Building Technologies 
Program)」に予算配分した。「ビルディング改善イニシアティブ(Better Buildings 
Initiative)」の一部および持続性に関する大統領令(President’s Executive Order)と一

致して、オバマ政権は納税者への正味の費用負担なしに、連邦政府機関の使用する全て

のビル(3 億平方フィート超) のエネルギー効率を、各機関からの合計 20 億ドルを超え

る費用の投資予算と、今後 2 年間の実績ベースの契約によって改善すると約束した。こ

れは、投資額以上に十分なエネルギー削減を提供する契約によって達成される。 

 
連邦政府の所有地を、クリーンエネルギー生産用に開放 

連邦政府が所有する広大な土地が、大規模なクリーンエネルギー計画をスマートかつ

安定的に進める機会を提供する。予算教書は、2013暦年の終わりまで内務省管轄の土

地に影響を与える、少なくとも11,000メガワットの太陽、風力、地熱による新たな発電
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能力の許可を得る目的で、連邦政府所有地における再生可能エネルギープロジェクトの

評価および許可手続きのための予算8600万ドルを含んでいる。クリーンエネルギーへ

のこうした投資がスマートグリットにおける発電源を多様化し、大気を浄化し、炭素汚

染を緩和するだろう。 
 

歴史的な燃料経済性基準の実施、炭素汚染の緩和支援 

米国の環境保護庁(EPA)は連邦および各州機関との協力を続け、温室効果ガス

(greenhouse gas: GHG)排出を削減するためのコスト効率戦略を模索していく。2013
年、EPA は米国運輸省と共に中型および大型自動車から排出される GHG を削減する

国家プログラムを継続して実施する予定である。燃費と温室効果ガス基準に関するオバ

マ政権の国家プログラムは、中型自動車に対するものだけでおよそ 120 億バレルの石

油を節約し、2025 年販売モデル車の生涯排出量を上回る 60 億メートルトンの GHG 排

出量を防ぐ。加えて、EPA は主要な GHG 発生源からの排出をコントロールする規制

戦略の展開を継続する。オバマ政権はまた、Energy Star のようにエネルギー節約や光

熱費の削減を推進するパートナーシップやボランティアプログラムへの予算配分レベ

ルを維持していく。 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 望月 麻衣） 
 
出典：本資料は、米国連邦の 2013 年度予算教書(Budget)を一部翻訳したものである。 
” THE FEDERAL BUDGET, FISCAL YEAR 2013” 
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/fy2013omb_ee.pdf 
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