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【政策】 

 

仮訳 

 

米国エネルギー省 
戦略計画 2014年～2018年(抜粋) 

 

 

要旨 

 

エネルギー省(DOE)は、米国のエネルギー、環境、核の安全保障を発展させる責務を担

い、ミッションを支援する科学技術革新の推進、物理科学基礎研究への支援、国家保有

核関連兵器複合体の環境浄化の実現に取り組んでいる。 

戦略計画が掲げる「科学とエネルギー」、「核の安全保障」及び「管理と成果」という 3

つの戦略的目標に向け、2013 年 8 月に承認された DOE 新組織体制と足並みをそろえ

た取り組みを行う。3 名の次官が DOE 責務遂行の中心的役割を担い、この新組織体制

の協力を得ながら有意で分野横断的な取り組みを行う。この DOE新組織体制は、同省

本部のあるワシントン D.C.および 85 カ所の現場で働く約 14,000 名の連邦政府職員、

90,000名を超える管理運営契約職員やその他契約職員で構成される。DOEは大学、政

府および産業分野からの 29,000 名を超える研究者が利用する国立の科学利用施設運営

を含め、世界レベルの科学的、技術的、工学的機能を提供する 17 の国立研究所の全国

的なシステム運営を行う。DOE の研究所が有する科学技術(science and technology: 

S&T)の範囲、スケール、卓越性は DOEが責務を遂行するための戦略的資産を提供し、

予期せぬ国内外の緊急事態に対する政府対応をサポートし、グローバルな S&T 課題を

具体化するための技術的機能を提供する。 

 

科学とエネルギー – DOE は米国における広範なクリーンエネルギーや高効率技術に

関するトランスフォーマティブな研究、開発、実証および導入を牽引し、大統領の気候

変動行動計画やエネルギー政策(all of the above)をサポートしている。最先端の発明を

技術革新へと変換し、また、技術的、財政的リスクから産業部門だけでは抱えきれそう

にないエネルギー分野におけるトランスフォーマティブな技術の発展を加速させる等、

発展性のある基礎科学および応用科学を特定し、推進する。DOE はまた、電力グリッ

ドの近代化、エネルギーインフラの安全性や回復力の強化、エネルギー供給途絶からの

迅速な回復に必要となる技術開発にも国家的努力を注いでいる。さらに、国家のエネル

ギー政策をサポートするために堅実かつ総合的な政策分析と地域的関与も行っている。 
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国立再生可能エネルギー研究所にある研究支援施設(RSF)は、約 1,300 名の連邦政府職員

および契約職員を収容する世界最大のネットゼロオフィス、つまり消費電力と同量のエネ

ルギーを生産するオフィスの一つである。RSFのエネルギー効率の特性は、日中の採光、

低放射率の窓、建物の向き、そして超断熱材による。 

DOE は物理科学基礎研究を支援する最大の連邦組織である。DOE の行う物理、化学、

生物学、環境学、そしてコンピューター科学における世界をリードする研究は、科学と

技術革新に係る国家の優位性を支える基礎科学上の発見や技術的な解決に寄与する。 

 

核安全保障 － DOE は国家安全保障のために次のような取り組みを行う。：すなわち、

核実験をせずに安心、安全、効果的に核兵器備蓄を維持し、国家核安全保障要件を満た

すために必要とされる研究、開発、生産活動やインフラ整備の管理を行うこと；核兵器、

核拡散および安全でない過剰な核物質による世界的脅威を低減する努力を加速し、拡充

すること；米国海軍向けの安全で効果的な原子力推進動力を提供すること、である。こ

うした核安全に係る責務をサポートするなかで結果として取得した専門知識によって、

DOE の研究所は広く国家の安全保障をサポートするための戦略的資産として機能する。 

 

管理と成果 － DOEは核兵器や核の研究、開発、生産が 60年超の間に環境にもたらし

た負の遺産を修復するため、世界で最大規模の浄化活動を行っている。こうした責務を

遂行する際、DOE は効果的でコスト効率の高い管理体制の強化、従事作業者のサポー

ト、最新で物理的に安全な情報通信技術インフラの提供を行う。DOE は全ての作業者

にとって安心、安全な労働環境を整え、周辺地域の健康、安全、安全保障を維持する運

営を確保できるよう関与していく。 
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利害関係者の参画 

 

DOEは当該計画の作成段階で様々な利害関係者に意見を求め、参考にしている。DOE

内部では同省職員、各国立研究所、電力市場管理局(Power Marketing Administrations)

から情報収集を行った。連邦議会や国民にも意見を求めた。連邦官報で 2013年 12月 4

日に告示された 14日間のパブリックコメント期間中に DOEは幅広いテーマに関して

180を超える意見を受けとった。こうした様々な概念、優先度、測定基準、リスク、不

確実性に関する意見に対して検討がなされ、戦略目標および目的が作成された。 
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目的１：科学とエネルギー 

 

科学的研究、エネルギー応用研究開発および商業化活動を密接に統合させることで、雇

用創出や経済成長を可能にする将来のクリーンエネルギーに向けた新たな解決法を提

供する。科学とエネルギー技術に関するプログラムの統合に加え、DOE は分野横断的

な技術チームを重要課題に集中させ、基礎研究を新たな商業化に向けた実証段階へと革

新させるための資金提供を管理し、さらに、システム理解を促すためにデータ、モデル、

分析を統合し、情報公開を行う。DOEは、今後も、エネルギー及びエネルギーと経済・

環境との相互作用の理解を通して、政策立案者、エネルギー市場および国民が健全なエ

ネルギー政策決定をするためのエネルギー関係情報の重要な提供者であり続ける。

DOE は、水の処理や輸送のエネルギー効率に精通するとともに、エネルギー需要を満

たす上での水利用可能性のインパクトの体系的な会得を継続する。ホワイトハウス

Domestic Policy Council(内政委員会 )および Office of Science and Technology 

Policy(科学技術政策局)の主導による 4 年ごとのエネルギーレビューの事務サポートを

含め、大統領が 2013年 6月に発表した気候変動行動計画の実行をサポートすることが

DOEの主な責務となる。科学とエネルギーの目的には、3つの戦略目標がある。 

 

責務 

トランスフォーマティブな科学・技術革新および我々が抱えるエネルギー、核安全

保障、環境の課題解決に必要となるマーケットソリューションを通じて、米国の安

全保障と経済成長を強化する。 

関連プログラム 

基礎科学を発展させ、エネルギー技術を革新し、政策を左右する情報を開示することで、米

国の経済成長や雇用創出、エネルギー安全保障、そして環境保全を強化すると同時に、気候

変動のリスク軽減および回復力強化を目的とした大統領の気候変動行動計画の推進を重視

する。 

Advanced Research Projects Agency-Energy     Indian Energy Policy and Programs 

Electricity Delivery and Energy Reliability      International Affairs 

Energy Efficiency and Renewable Energy       Loan Programs 

Energy Information Administration             Nuclear Energy 

Energy Policy and Systems Analysis            Power Marketing Administrations 

Fossil Energy                                 Science 
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アイダホ州パワー郡 アイダホウィンドファーム 

戦略目標１ － 大統領令の(all of the above)政策に基づくエネルギー資源の堅

実な開発、導入、効率的利用をサポートし、大統領の気候変動行動計画におけ

る目的・目標を前進させ、新たな雇用や産業も創出する 

DOE は、エネルギー問題解決に取り組み、国内のエネルギー資源の最善の利用方法を

実現し、2020年までに温室効果ガス排出を 2005年レベルに比して約 17%削減し、2020

年以降もさらに削減するという国家の目標達成を支援している。米国が有する競争力の

優位性を利用して、グローバルに拡大するクリーンエネルギー産業がもたらす製造や導

入の市場機会をつかむと同時に、エネルギーをよりクリーンに、より高効率に使用する

技術開発を通してイノベーションを加速させる。DOE は、エネルギー生産性を向上さ

せ、国内エネルギー資源の安全で安定した導入をサポートし、連邦機関の融資保証手段

を活用する。当該目標を達成するために、DOEは次の 6つの戦略を同時に実施する。 

 

効率を高めてエネルギー生産性を向上させる 

大統領は米国のエネルギー生産性を倍増させ、エネルギー効率基準を設定して 2030年

までに炭素排出を 30 億メートルトンに削減するという野心的な目標を設定している。

これには技術的に実現可能で経済的にも正当性のある、消費者製品や産業機器等の最終

用途に合わせた規格設定や、連邦政府のビルや産業部門における大幅なエネルギー節約

を実現できる新たな可能性が含まれる。DOE はエネルギー生産性の向上やクリーンエ

ネルギー製品製造の向上によって米国製造業の競争力を高める技術や実践に資金提供

を集中させる。クリーンエネルギー製造の研究機関が、必須となる構成要素機器やプロ

セスに係る先進製造業における技術革新のためのフレームワークを提供する。 

 

発電のための多様なエネルギー源とエネルギー変換デバイスの選択肢を推進する 

オバマ大統領の気候変動行動計画では、2012～2020年の間に風力、太陽、地熱による

再生可能エネルギー発電を倍増すること目標の 1つとしている。さらに多様性に富んだ

エネルギーミックスにより、エネル

ギー需要と環境保全の目標達成に向

けた多くの選択肢が得られように、

DOEでは引き続き再生可能エネルギ

ー技術の開発と商業化をさらに促進

し、全米を通じて再生可能エネルギ

ー源からのコスト競争力のある電力

の大幅増加に重点的に取り組んでい

く。そのために技術コストやリスク

を低減し、また発電場所、認可、設

置、検査、メンテナンス、そして分
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散型および電力事業者規模の発電プロジェクトでの顧客の獲得に係るコストを低減す

るとともに、性能や製造プロセスを向上させる。 

 

オバマ大統領はまた、2020 年までに国有地に 1 万メガワットの再生可能エネルギー電

力を認可するという目標を設定しており、これに向けて DOEでは関連省庁機関と協力

して許認可の簡素化や、米国の最も豊かな再生可能エネルギー源からの送電への融資を

引き続き実施する。DOEは、クリーンで、安定し、低コストで、CO2を発生せずに発

電し、かつ容易にエネルギー貯蔵や応答性の良い対応ができる持続可能な水力発電技術、

また、波力や潮力のエネルギー源を利用する技術の研究開発をさらに進める。DOEは、

部族コミュニティーを含む地方の経済的に困窮しているエネルギー環境に対するクリ

ーンエネルギーによる解決策の実施を支援する。  

 

炭素排出量の約 3分の 1が発電所やその他の大型排出源から排出されている。DOEで

は、これらの排出源から回収した CO2 の安全で恒久的な貯留と利用を可能にすること

に尽力している。現在の第一世代での技術を踏まえて、2020 年代半ばには商業化が見

込まれる次世代のCO2回収貯留(carbon capture and storage: CCS)技術やCO2利用技

術は、現在エネルギーの 80%を化石燃料に頼る世界の国々にクリーンエネルギーの選

択肢を提供する手助けをする。 

 

原子力エネルギーは、現在米国で最も大規模な CO2を排出しない電力源である。DOE

では引き続き原子力エネルギー技術の進展に努めて、オバマ政権の「all-of-the-above」

戦略と温暖化ガス排出抑制の必要性を同時に支援する。既存の原子力発電所の早期閉鎖

に関連する課題について理解を深め、産業パートナーとの費用の共同負担を通じて小型

モジュール型原子炉の商業化スケジュールの加速を支援する。また DOEでは、必要な

全面的法規制が制定されるまで、立法当局との間でオバマ政権の「使用済核燃料及び高

レベル放射性廃棄物の管理・処分戦略」(Strategy for the Management and Disposal of 

Used Nuclear Fuel and High Level Radioactive Waste)をさらに進めることに尽力す

る。加えて DOEは、原子力エネルギーの先進的コンセプトを継続して追求し、安全性

がより確保された、環境や核拡散防止への懸念を低減させる新型原子炉を開発する。  

 

民間の「all- of-the-above」エネルギー技術の展開に対する融資増加へてこ入れする 

DOE の融資プログラムはプロジェクト開発者への資金調達と債務保証を提供すること

でクリーンエネルギーへの投資を促進する重要な役割を担っており、プロジェクト開発

者が民間からの資金調達が見込めないような革新的なクリーンエネルギー技術プロジ

ェクトを商業スケールで展開できるようにする。DOE は、連邦融資プログラムや融資

保証当局を利用して様々なクリーンエネルギーや先進的な車輌技術を戦略的に支援す
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る。DOE はまた、既存の関係当局をとおしてクリーンエネルギーの普及への資金調達

増額に対する障害を取り除くため、州政府および地方政府に加えて他の組織とも協力す

る。 

 

燃料資源の多様化、効率改善及び排出削減に向けた新たな輸送システム技術の開発と普

及を加速化する 

2020 年までに米国の石油純輸入量を半減するという大統領の目標の達成に向けて、

DOE は産業界と連携して持続可能な先進輸送技術を開発し推進する。この先進輸送技

術には、先進軽量材料を使った従来車輌の改良や軽量自動車や重量トラックの両方とも

に効率を向上させる空気力学、エンジン、及び動力伝達機構技術が含まれる。車種や燃

料の選択肢を多様化するために、DOE では先進的な蓄電池や燃料電池を継続して開発

し、自動車の電化を促進し、パートナーらと協力して電気自動車の大幅導入に対する障

壁に対処する。また、石油を直接代替し既存インフラですぐに利用できる、持続可能な

資源から生産した先進バイオ燃料を含む代替燃料を開発する。DOE は、パートナーと

利害関係者らと協力して、最先端の研究施設を利用して輸送部門の新たな生産技術を実

証する。  

 

環境に責任を持った国内の原油や天然ガスの開発、供給、利用の支援 

DOE は、国内の原油と天然ガス資源の安全で環境に責任ある開発と利用を促進する活

動を支援する。そのため、国内の原油と天然ガス資源の環境に責任ある斬新な開発の促

進に向けて、DOE は研究開発、データ収集、モデル分析や情報普及プログラムを実施

する。DOE は、ホワイトハウスの科学技術政策局及び省庁間メタン戦略(Interagency 

Methane Strategy)への協力者らと共に、天然ガス生産、分配、利用におけるメタン漏

洩に関するデータベースの改善に努め、斬新な原油・ガス生産の成功事例の幅広い共有

を促進する。また、地熱エネルギーをはじめとする地下エネルギーシステムのリスクの

低減と性能の向上に努める。DOE は、米国の水資源への影響の最小化・解消に特に注

視し、CO2 回収をはじめとする流体圧入の流れの予測、管理、モニタリングについて

最先端の手法を継続して向上させる。 

 

地球気候変動への国際的な対応活動に貢献する 

DOEは、オバマ政権の地球規模での温暖化ガスの大幅削減、気候変動への備えの強化、

及びクリーンエネルギー技術の世界的な普及促進の達成に向けた国際的な活動支援に

おいて主要な役割を継続して担っていく。これらの活動では、クリーンエネルギー大臣

会合や国際再生可能エネルギー機関(IRENA)といった二国間及び多国間フォーラムを

介して中国、インドを始めとする主要な排出国との技術的かつ政策的な提携に重点を置

く。DOEは、国連気候変動枠組み条約(UNFCCC)を含む、国務省主導の包括的な国際
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気候交渉を支援する。また、国際市場における米国のクリーンエネルギーソリューショ

ンの推進により、大統領の気候変動行動計画と国家輸出イニシアティブを同時に推進す

る。DOE の活動には、米国内で広く行き渡っている標準化試験方法と認証制度の促進

に関する技術的データのアドバイス、ツール、レビュー、そして持続可能な再生可能エ

ネルギー開発の促進、よりクリーンな燃料供給のための燃料転換、安全で安心な原子力

利用の支援、クリーンコール技術における協力、そして米国のクリーンエネルギー技術

とサービスの市場参入を促すための協力が含まれる。 

 

 

2014～2015年度の優先目標 

以下の気候変動行動計画の実施 

 2009 年以降設定された基準に基づき、2030 年までに累積炭素排出量を 30 億

メトリックトン削減する目標を支援する。また 2016 暦年末までに家電製品と

産業機器の新基準を公布する。 

 2017 年度末までに、温暖化ガスを削減する先進化石エネルギー技術に対して

80億ドルの融資保証を提供する。 

 

成果目標 

 選任された民間部門のパートナーらに対し、少なくとも小型モジュール原子炉

1 基の設計認可申請の完成と提出を支援するため、費用分担ライセンシングの

テクニカルサポートを提供する。 

 2015 年度末までに、完全な CCS 実証事業 3 件と大規模 CO2 圧入・貯留事業

6件を稼働する。 

 2015 年度末までに、太陽光発電(PV)システムのクラス別のベストコスト、す

なわち発電事業用で 1.85 ドル/W、商業用のシステムで 2.37 ドル/W、住宅用

システムで 3.10ドル/Wを達成する。 

 2014年度に地熱 Play Fairway分析注に着手し、2020年までに未開発地での 5

メガワットの地熱強化システム、すなわち(HDR)地熱(Enhanced Geothermal 

Systems: EGS)貯留層の開発能力を実証する。 

 2016 年度末までに、完成した事業の成果を含む DOE/FE(化石エネルギー局)

の事業件数及び斬新な原油・ガス資源の理解に関するMulti-Agency Strategy 

に記載される DOE主導の個々の研究内容を記した報告書を公開する。 

                                                           
注  https://eere-exchange.energy.gov/default.aspx#FoaId586375f7-008c-47a7-9cc2-63cde3960a85 

DE-FOA-0000841: GEOTHERMAL PLAY FAIRWAY ANALYSIS をご参照ください。 

ＮＥＤＯ海外レポート ＮＯ.1107, 2014.5.27

8

https://eere-exchange.energy.gov/default.aspx#FoaId586375f7-008c-47a7-9cc2-63cde3960a85


 

ネバダ州スチームボートヒル地熱発電所付近の温泉 

 

 2017 年までにグリッ

ドに接続した先進洋

上風力発電構想 3 件

を実証する。 

 2020 年までに、配電

フィーダ上で 50%が

可変な分散型エネル

ギー源と電気自動車

及びビル用エネルギ

ー 管 理 シ ス テ ム

(BEMS)が連係する網

の高度な信頼性と回復力を備えた統合化を実証する。 

 バイオ燃料の生産がガソリンと競合できる成熟技術価格となること、及びガソ

リンに比較してライフサイクル中に 60%を超える温暖化ガス排出削減が見込

まれることを実証するために、2015 年度までに、最大 3 件までの商業規模の

セルロース系エタノール精製所を運転する。  

 コスト 40 ドル/kW、耐久性が 5,000 時間、効率 60%という 2020 年目標の達

成に向けて、輸送機械用燃料電池のコストを 25%超削減する。 

 プラグイン電気自動車の蓄電池コストを 2015 年までに 300 ドル/kWh、2022

年までに 125ドル/kWhまで削減する。 

クリーンで手頃な価格の輸送手段へと米国を導く電気自動車(EV) 

プラグインハイブリッド車、電気自動車(プラグイン電気自動車又は PEVs)及び燃料電

池車は、米国のエネルギー、経済、環境の安全保障を向上させる大きな可能性を持つ

ため米国の将来の輸送において重要な役割を担うことになるだろう。米国の石油消費

の 3分の 2を輸送部門が占めており、さらにそのうちの 80%を公道を走行する車輌が

占めている。2012 年 3 月に立ち上がった DOE の EV Everywhere Grand 

Challenge(EV Everywhere)では、2020年までに米国を世界初の、ガソリン車のよう

に手頃な価格で利便性の高い PEVs生産国とすることを目標としている。 

 

現在の PEV(プラグイン電気自動車用)蓄電池のコストはキロワット時(kWh)当たり

400ドルを下回っている。DOEの分析によると、幅広い PEVsがガソリン車と競合す

るには 125 ドル/kWh 辺りのコストが必要となっている。このような意欲的なコスト

目標を達成するために、DOEでは産業界と協力してコスト削減と性能向上に向けた研

究開発を実施しており、顕著な成果を上げている。リチウムイオン蓄電池に関しては、

DOE の資金提供による研究で蓄電池大量生産のモデルコストを 2008 年の 1200 ドル

/kWhから現在では高エネルギー、高出力蓄電池が 65%を上回るコスト減となる 400 
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ドル/kWh以下のモデルコストとなっている。DOEは 2015年のコスト目標である 300

ドル/kWh を達成しようとしている。同時に、DOE は 2008 年以降、自動車用燃料電

池(大量生産を見込んで)の予測されるコストを 35%以上削減し、また、ニッケル-水素

蓄電池を使ったハイブリッド車の燃費を類似の非ハイブリッド車に比べて最高で 50%

向上させた。 

 

研究開発に加え、EV Everywhere Grand Challengeでは充電インフラを含んだ主要な

普及障壁にも対処している。2013年 1月に立ち上がった EV Everywhere Workplace 

Charging Challengeでは、今後 5年間において職場での充電手段を提供する米国人雇

用主の数を 10倍に増加させることを目指しており、今日までにパートナーは 50 人を

上回っている。 

サンショット・イニシアティブ： 

太陽光発電コストを従来の電力源と競合するレベルにする 

2011年 2月に開始したDOEのサンショット・イニシアティブ(Sunshot Initiative)は、

2020 年までに助成金無しで太陽発電コストを従来の電力源と競合するものにするた

めの国家的な取り組みである。サンショット・イニシアティブは、システム設置済み

平均価格を 2010年の基準値である事業用発電所規模で 3.80ドル/ワット直流(Wdc) 、

商業用で 5.00 ドル/Wdc 、住宅用で 6.80 ドル/Wdc からスタートし、事業用発電所規

模で 1.00ドル/Wdc  商業用で 1.25ドル/Wdc、住宅用で 1.50ドル/Wdcを目標にして

いる。10 年間のイニシアティブの 3 年目で、ソーラー産業は最終的な 2020 年の目標

の 60%を達成した。こうした進歩を可能にした技術改善は DOE によって導かれたも

のである。過去 35年にわたる太陽電池の変換効率における世界記録の 50%超が DOE

によって支援された。その中には 2013年の 3件の世界新記録も含まれる。サンショッ

ト・イニシアティブは製造における技術革新を推し進め、全世界で約 1,000 億ドルと

推定される太陽光発電製造業において、米国の技術が世界的な「付加価値」のさらに

大きな部分を占めることを確実にする。また、DOEは国及び地方政府との連携により、

太陽エネルギーへのアクセスを希望する消費者のために（太陽光発電システムの設置）

許可や相互接続プロセスを合理化し、数ヶ月要したものを数日で済むようにした。今

や、最高レベルの事業用発電所規模の太陽光発電(PV)システムは 1.92ドル/Wdc、商業

用は 2.61 ドル/Wdc 、住宅用は 3.69/Wdc まで低下している。2008 年から 2012 年ま

での米国の累積 PV導入量は約 10倍になり、0.8ギガW(GW)から 7.4GWに増加し、

2013年末までに、累積 PV導入量は約 11GWに達した。この成長は全て雇用創出につ

ながっており、DOEは 322校のコミュニティ・カレッジの Solar Instructor Training 

Networkを通じて、こうした増大する労働力の支援を行っている。 
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戦略目標２ －より経済的な競争力があり、環境に配慮し、安定かつ回復力のあ

る米国のエネルギーインフラをサポートする 

米国がクリーンエネルギー経済に転換するためには、多様化したエネルギーポートフォ

リオを統合し、供給途絶に反応して直ちに回復し、信頼性が高く手頃な価格のエネルギ

ーを供給可能な近代的なエネルギーインフラが必要となる。また、気候変動行動計画で

提唱されたように、近代的なエネルギーインフラは米国が気候変動の影響に備えるため、

より回復力のあるものでなくてはならない。クリーンエネルギー経済では、様々なエネ

ルギー源の開発や統合をサポートする通信や制御技術がより重要になる。また、DOE

は水力、エネルギー貯蔵及び需要対応能力を含む調整可能な(dispatchable)再生可能エ

ネルギーの利用拡大の方法を追求する。先進インテリジェント装置や通信ネットワーク

がエネルギーシステムの可視化、応答、制御を改善する一方で、サイバー攻撃にさらさ

れる危険も増大する。 

DOEは、気候変動、サイバー上の脆弱性、物理的な脆弱性及びインフラの相互依存性

に帰因する米国のエネルギーインフラの増大する脆弱性に対する管理に取り組み、支援

することに焦点を当てる。DOEは同省が支援する技術が即座に実用化できるようサポ

ートを行い、これらのエネルギーソルーションがコストを削減し、環境に恩恵をもたら

すことを市場がより良く理解できるよう技術以外の障壁に取り組む。その中には将来の

クリーンエネルギー労働力への取り組みも含まれる。DOEはこれらの目標を達成する

ため 6つの戦略を実施する。 

 

ボンヌビル電力管理局が、太平洋岸北西部とカリフォルニア州ロサンジェルスを結ぶ

846マイルの直流 Pacific lntertie の北端に位置するセリオ変換所（オレゴン州ダラス）

の近代化を完了する。近代化プロジェクトはシリコンチップ半導体を使用し、システム

はより低温で、安全に作動し、環境的に改善される。 
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4年毎のエネルギー計画見直し（Quadrennial Energy Review (QER)：オバマ政権の

気候変動行動計画の一環として行われる）を支援 

イノベーションや新しい国内エネルギー供給源が米国エネルギー市場を変革し、ビジネ

スチャンスを創出しているが、同時に環境問題が持ち上がっている。こうした変化する

情勢の中で、連邦のエネルギー政策が経済、環境及び安全保障の目標を確実に達成でき

るよう、政府は 4年に一度のエネルギー計画見直しを行う。本見直しはホワイトハウス

の内政委員会と科学技術政策局が主導し、エネルギー省に設置した事務局が支援を行う。

また、他の連邦機関や外部の利害関係者との強い連携が行われる。最初の QERレポー

トはインフラの課題に焦点を当て、米国のエネルギー安全保障及び気候変動安全保障に

おける脅威、リスク、チャンスを特定し、連邦政府が、行動政策目標を、分析に基づき、

明確に表現され、順序付けられ、そして統合された一連の行動に移すことを可能にする。 

 

回復力や柔軟性を高め、「all of the above」政策に基づく発電源とうまく統合するため

の電力グリッドの近代化技術を開発 

分散型発電、再生可能エネルギー源、最終用途効率、デマンドレスポンス、他のクリー

ンエネルギー源を、高信頼のコスト効率の良い方法で電力グリッドに統合するのに必要

となる双方向の電力、情報、自動制御を操作するためには、現行の電力グリッドのアッ

プグレードが欠かせない。現在の電力送配電網が直面している複雑な技術とシステムの

統合上の課題を克服するには、先進技術と革新的なビジネスモデルが緊急に必要とされ

る。DOEは事業用発電所、州政府、他の政府機関、技術開発者と連携し、電力システ

ムの安全性、安全保障、信頼性の全ての要件に十分に対応するグリッド近代化の革新を

促進する。本目標を達成するため、DOEはモデルや次世代グリッド・オペレーション・

システムを開発し、分散型資源の統合を拡大し、エネルギー資源の分散・協調制御技術

を追求し、気候変動行動計画の目標達成のための導入障壁に取り組むべくパートナーシ

ップを構築する。 

 

エネルギー省の事故管理能力の実効性を強化 

DOEは、企業パートナー、州政府、地方政府、部族行政や他の連邦機関と連携して、

事故原因が、自然要因か否か、合成物か原油か、サイバー上か実際かに関わらず、事故

管理対応への全政府的な取り組みの一環としてエネルギー専門家を派遣する。このよう

な連携により、エネルギー省が行う地域の緊急対応準備訓練がより良いものになり、食

い違いや得られた教訓が明らかになる。DOEはエネルギー回復力・運用センター

(Energy Resilience and Operational Center)の機能を高め、エネルギーインフラのリ

スクと脆弱性を予測するモデルの能力を強化し、そして分析及び可視化能力を通して状

況認識力を向上させる。 
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戦略的石油備蓄の管理及び石油市場供給遮断への対応準備 

戦略的石油備蓄(SPR)は、国際紛争、ハリケーン、事故又はテロ活動によって引き起こ

される米国における石油供給の実際の遮断又は潜在的な遮断に対し、保険となる政策を

提供することにより米国に役立つものである。SPR計画は増加する米国内石油生産に

よるインフラの変化を考慮するだろう。SPRは米国が国際エネルギー機関(IEA)の一員

として石油備蓄義務を果たす手助けをする。IEA加盟国は 90日の戦略的備蓄を維持し、

大規模な供給遮断に際して他の備蓄国と協力して協調的備蓄放出を行うことが要求さ

れる。 

 

効果的な産官連携によるエネルギー部門のサイバーセキュリティを強化 

DOEは政府や企業パートナーと協力して、情報共有を加速し、ベストプラクティスの

採用を促進し、最先端サイバーセキュリティ・ソルーションを開発し、そして事故対応

能力を強化することで、エネルギー部門におけるサイバーセキュリティを強化する。ま

た、DOEは国立研究所やエネルギー部門のパートナーの専門知識を活かし、エネルギ

ー配送システム網内の相互運用通信をより安全にするための次世代技術の開発及び実

証を行う。 

 

州政府、地方政府及びその他の利害関係者と協力し、気候変動防止／適応回復力戦略を

策定 

DOEは州政府、地方政府及びその他利害関係者と協力し、気候変動に対する脆弱性を

低減し、適応するために、エネルギー保障及び準備活動を含む回復力戦略を策定する。

DOEはインフラ相互依存性を含め増大する米国のエネルギーインフラの脆弱性に取り

組み、管理を支援することに焦点を当てる。多くの重要な燃料（石油、天然ガス、バイ

オ燃料）及びその他のインフラ（電気通信、水道、運輸、救急サービス）はますます電

気に依存している。港湾や鉄道のような輸送インフラはエネルギーを消費者に送り届け

るために欠かせない。包括的な緊急予防プロコトルの策定には、このような相互依存性

を十分理解する必要がある。 

 

 

2014～2015年度の優先目標 

経済競争力、国家安全保障、環境責務の目標を達成するため、米国のエネルギーインフ

ラの望ましい特徴を強化し、脆弱性を減少させる。 

 2015年初頭の第 1回目の 4年毎のエネルギー計画見直し(QER）を支援し、DOE

の既存の職権内で関連提言を開始する。 
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成果目標 

 通年、月間整備・アクセス可能目標の 95%を達成することで、戦略的石油備蓄

の運用即応性を確保し、440万バレル/日まで放出する能力を維持する。 

 自然災害や核関連事故への DOEの事故対応能力を確立するため、2015年度末

までにエネルギー事故管理対応審議会を立ち上げる。 

 よりクリーンエネルギー・ソルーションが可能となるよう、2015年度末までに

（1メガワット以上の）グリッドスケールのエネルギー貯蔵技術コストを低減し、

4時間供給システムで 325ドル/kWhにする。 

 2015年度末までに分析フレームワークを使用して開発されたエネルギー影響分

析を完了する。 

 2015年度末までにエネルギー部門におけるCybersecurity Capability Maturity 

Models and Risk Management Processの実施を支援し、コントロールセンタ

ー間の通信セキュリティの強化を含んだツールを実証する。 

 国立研究所やエネルギー部門のパートナーの専門知識を活かし、DOEはエネル

ギー配送システム網内の相互運用可能な通信の安全性をより高めるため、次世代

技術の開発と実証を行う。 

 

エネルギー部門で高まるサイバーセキュリティ 

米国のエネルギー配送網（電気・石油・ガス）はよりインテリジェントで相互に連結

してきているため、エネルギーの信頼性と回復力のために、強固なサイバーセキュリ

ティが重要になっている。DOEは業界トップと連携して、サイバーセキュリティを強

化する技術やイニシアティブをもたらす Roadmap to Achieve Energy Delivery 

Systems Cyber Securityを開発した。本ロードマップには次のようなサイバーセキュ

リティを強化するためのイニシアティブが提示されている。 

 

1. 10社を超える電力グリッド機器ベンダーが、グリッド制御用の先進データ通

信デバイスを開発するためにサンディア国立研究所が開発した相互運用可

能で安全なソフトウェア・アーキテクチャであるLEMNOSを使用している。

これらのデバイスはセキュリティ機能や様々なベンダーデバイスの相互運

用性の向上をもたらし、システム設計、機器構成、運用、保守のコストを削

減する。 

2. 事業用発電所はグリッド全域で安全なゲートウェイとしてPadlockを配置し

ている。PadlockはLEMNOSのアーキテクチャをベースとしており、送配電

制御システムと監視下にあるフィールド・デバイス間に安全な通信を提供す

る。強い要望に応えて、DOEは予定より6か月も早くPadlockを提供した。 
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3. DOE の  National Sector Supervisory Control and Data Acquisition 

(SCADA) のテストベッドにより、サイバーセキュリティの専門家は配置さ

れたシステムの脆弱性を体系的にテストし、脆弱性の低減を提言することが

できる。2003年以来、30を超える電力 SCADAシステムのサイバーセキュ

リティを評価している。 

4. DOE の国立研究所の専門家が、200 社を超える事業用発電所からの 2,300

人超の運用担当者に、先進サイバーセキュリティ技術のトレーニングを行っ

た。その技術にはテストベッド環境での「実地」訓練が含まれ、複雑なサイ

バー攻撃を探知し、対応するためのエネルギー部門の能力を強化する。 

5. 2012年の公開から、100社を超える事業用発電所から Electricity Subsector 

Cybersecurity Capability Maturity Model (ES-C2M2)ツールキッドの要

望があった。本モデルは事業用発電所がサイバーセキュリティの能力を評

価・ベンチマークし、投資の優先順位を決めるのに役立つもので、現在は石

油や天然ガスのサブセクター用に適用改修され普及している。これまでに

DOE は 40 を超える C2M2 自己評価を電力及び石油／天然ガス会社に導入

している。 
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米・ローレンス・バークレー国立研究所が開始し、米国と中国が主

導する Daya Bay 反応炉ニュートリノ実験は、世界で最も敏感な反

応炉実験である。この宇宙で目に見える全てのものを形成するのに

十分な量の通常物質がなぜビッグバンを乗り越えることができたの

か、この実験の結果から新たな知見が得られるであろう。上の写真

は、反ニュートリノ反応のわずかな痕跡を捉える光電子増倍管。 

戦略目標３ －自然に対する我々の理解を一変させ、基礎科学の進展と技術革新

との繋がりを強化する、科学的発見や主要な科学ツールの提供 

DOE が管理する基礎研究ポートフォリオは、宇宙の起源探査からエネルギー、環境、

国家安全保障上の新たな課

題への対応にまで及ぶ。この

広範で複雑な研究ポートフ

ォリオは、科学者の学際的チ

ームが世界最先端の科学機

器を利用して、国家の優先事

項や科学の最先端で進展す

る好機に対して迅速に対応

することを可能とし、米国に

競争優位性をもたらすもの

である。この目標の達成に向

け、DOEは以下の 3つの戦

略を実行する。 

 

物質、材料、およびそれら

の特性に関する理解を深め

るため、大学、国立研究所、

産業界との連携を通じて発

見重視の研究を実施 

将来のイノベーションや応

用技術を加速するためには、基礎科学が不可欠である。物理科学分野の基礎研究に対し

て最大の資金を提供する連邦政府関係機関として、DOE は引続き、自然に対する理解

を深めるための、そして DOEのエネルギー、環境、安全保障上のミッションを支援す

る新技術を生み出すための技術的基盤となる科学的発見を追求する。重点分野は以下の

とおり。 

 複雑な現象の分析、モデリング、シミュレーションおよび予測を行う高度な科

学計算（エクサスケール（1018、すなわち 100 京）のシミュレーションやデー

タにより将来もたらされる科学的潜在力を含む）。 

 新エネルギー技術の基礎の構築と、エネルギー利用に伴う環境影響の軽減を目

的として、物質とエネルギーを理解し、予測し、制御するための材料科学と化

学。 
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 ゲノム利用生物学(genome enabled biology)の研究、気候変動の牽引要素と影

響の発見、および環境管理(environmental stewardship)の決定要因の探求に焦

点を合わせた生物科学と環境科学。 

 超高温・超高密度状態にある物質に関する理解の深化と、核融合エネルギー源

の開発に必要な科学的基盤の構築を目的とするプラズマ科学。 

 自然の力、ダークエネルギーとダークマターの本質と起源、および宇宙の起源

についての理論的統合化に関する諸疑問を明示し、解決する高エネルギー物理

学。 

 自然界には既に存在しないものを含め、宇宙に存在する様々な核物質の形態や

複雑性を創造し、検出し、説明するための核物理学。 

 

ミッション重視型研究を可能にし、科学的発見を促進する、世界一の科学利用施設を米

国の研究者に提供 

DOEは、誰もが利用できる世界トップレベルのユニークな科学利用施設に対する投資

を通じ、米国の科学事業において独自の役割を果たしている。これらの加速器、スーパ

ーコンピュータ、X線光源施設、中性子源施設などの科学利用施設は、現代科学の最も

先進的なツールである。未知の最先端分野の研究を行うため、国立研究所や大学、民間

企業、また他の米国政府関連組織から毎年数千人もの科学者が訪れ、これらの素晴らし

い設備を利用している。 

ダークエネルギー探査：なぜ宇宙は加速しているのか？ 

1998年、宇宙のはるか遠方にある超新星を研究していた天文学者の二つのチームが、

宇宙の膨張が加速しているという驚くべき発見をした。アインシュタインの一般相対

性理論によれば、宇宙の膨張は重力によって減速するはずである。この宇宙の膨張加

速について、宇宙学者たちは大きく異なる二つの仮説を考案した。一つは、宇宙の75%

は現在ダークエネルギーと呼ばれる風変わりな形態の中に存在しており、そのダーク

エネルギーが通常物質に対して引力と逆の力を加えているらしいというものであり、

もう一つは、一般相対性理論を宇宙規模での新しい重力論に置き換える必要があると

いうものである。 

 

ダークエネルギー探査(Dark Energy Survey: DES)は、140億年にわたる宇宙膨張の経

過を高精度で計測することにより、加速膨張する宇宙を探り、ダークエネルギーの本

質を探求することを目的として計画された。このプロジェクトには米国、スペイン、

英国、ブラジル、ドイツの23の機関から120人を超える科学者が参加している。 
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ミッション重視型研究を実施するため、国立研究所システムの利用および大学や産業界

とのパートナーシップを活用 

DOEは第一級の科学者と施設を有する複数の国立研究所を管理し、さらに研究助成や

他の活動を通じて数百の大学へ直接資金提供を行っている。また、DOEは米国企業と

共同で、市場への早期進出が可能な先進技術とソリューションを探求している。非常に

多様な研究者や技術者のポートフォリオを管理する世界でも数少ない組織の一つであ

る DOEは、科学技術の最先端分野に取り組むに当たり、国立研究所の研究員と大学の

科学者および産業界から成る学際的な研究パートナーシップを結集できる極めて希な

機会に恵まれている。 

 

科学とエネルギーの研究開発プログラムの価値と一体性を保証するため、DOEは以下

を実施する。 

 米国のエネルギー、環境、および経済の安全保障に関する課題の解決に科学資

源を集中させるために、DOE本部、DOEプログラムおよび DOE国立研究所

間のパートナーシップを強化。 

DESの主要ツールはダークエネルギーカメラである。これはイリノイ州バテービア

(Batavia)にあるDOEのフェルミ研究所(Fermilab)が作製した570メガピクセルのデジ

タルカメラで、国立科学財団(National Science Foundation) がチリ国アンデス山脈に

所有するCerro Tololo Inter-American Observatoryに設置された、口径4メートルのビ

クター・M.ブランコ望遠鏡(Victor. M. Blanco telescope)に取り付けられている。この

カメラには、最も大きなもので直径が約1ヤードの精密な形状のレンズが5枚使用され

ており、これらのレンズによってカメラの視野全域にわたり鮮明な画像が得られる。

このダークエネルギーカメラは他に例のない強力な探査器機で、これを用いれば最大

80億光年離れた10万個超の銀河からの光を1枚のスナップショットで捉えることが可

能である。 

 

DES は今後 5 年間で 3 億個の銀河と 10 万個の銀河団のカラー画像を入手し、さらに

4000個の超新星（超新星の多くは、宇宙年齢が現在の半分であった頃に形成された）

を新しく発見するものと期待されている。収集したデータはアーバナ(Urbana)にある

イリノイ大学内の国立スーパーコンピュータ応用研究所 (National Center for 

Supercomputing Applications)において処理を行った後、科学者や一般の国民に公開

される。DESの観測ではダークエネルギーを直接見ることはできないが、宇宙の膨張

と大規模構造の経時的な成長の研究を通じ、ダークエネルギーの特性に関するデータ

のこれまでで最も精密な計測値が科学者に提供されるであろう。 
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 DOEの科学技術ミッション達成を促進するため、DOEと国立研究所との運営

面におけるイノベーションを推進するとともに、科学技術革新へ向けたアプロ

ーチについて国立研究所間でのネットワーク化を拡大。 

 科学的知見の共有を通して発見を加速するため、DOEの研究活動、特に雑誌

文献や科学データに対する無料一般アクセスを拡大。 

 

2014－2015年度の優先目標 

科学分野におけるブレークスルーの実現と自然界に関する知識の拡充を目指し、国立研

究所が有する能力のフル活用および産学との協力によって基礎研究を支援、実施する。

この目標を支援するため、DOEでは2015年度末までに以下を実行する。 

 科学利用施設の優先順位付けをプログラムの計画作業に取り込む。 

 高性能コンピューティング機能の将来の開発について情報提供を行うため、

DOEのその他ミッション分野と連携して、また、高性能エクサスケールシステ

ムの実現を見据え、プログラムの牽引要素や技術的要件を特定。 

 

成果目標 

 重大な十年未満周期変動(sub decadal)プロセスに対する理解を向上させる計

算能力を開発し、計算結果を地球システムモデル(Earth system model)に統合。 

 建設、アップグレード、設備調達に関する主要プロジェクトについて、確定コ

ストのベースラインからの差額および確定スケジュールのベースラインから

の遅れを 10%未満に制限。 

 研究と技術革新との協調を、DOEの科学とエネルギーに係る事業全体に拡充。 

 

高性能コンピューティングの広範な導入によって米国の競争力を強化 

競争が激しいグローバル市場の要請にかなう製品を開発するため、米国企業は最先端

の科学工学研究を活用している。米国産業界によるこれらのツールの使用を促進する

ため、DOEは 2008 年の後半にオークリッジ・リーダーシップ・コンピューティング

施設(Oak Ridge Leadership Computing Facilities: OLCF)において、産業パートナー

シップ・プログラム(Industrial Partnerships Program)を立ち上げた。 

 

産業パートナーシップ・プログラムを通じたOLCFのシステムや専門家へのアクセス

支援は、企業が最先端の科学や工学上の問題に取り組み、必要とされるプロトタイプ

や試験の数を物理的に削減する一助となった。その結果として、企業は製品開発の加

速化、コンセプトの早期商品化、そして低コストでの商品提供が可能となった。さら

に、OLCFやその他のプロジェクトでは、設計とプロセスエンジニアリングのための 
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翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター 松田 典子／望月 麻衣／  

勝本 智子／多胡 直子） 

 

出典：本資料は、米国エネルギー省(DOE)の以下の文書を一部翻訳したものである。 

U.S. Department of Energy STRATEGIC PLAN 2014-2018  

http://www.energy.gov/sites/prod/files/2014/04/f14/2014_dept_energy_strat

egic_plan.pdf 

企業内コンピューティング資源の大幅なアップグレードに際しての投資利益率(ROI)

の正当性に関する重要なデータが頻繁に提供された。 

 

より広い視点から見ると、DOEの高性能コンピューティング機能は次のような成果を

実現している。 

 米国の資産損失の30%を占める火災損害の減少を目的とする、産業火災の

延焼プロセスについての理解向上。 

 燃料電池等で使用される水素の製造において、バイオマスが実現可能かつ

持続可能な原料となり得ることのモデル実証。 

 性能が低迷している風力発電プラントを改良するための、計算物理学に基

づく総合的能力。Atmosphere to Electron (A2E)イニシアティブは、複雑

な大気流入流動場、タービンの動的応答、および機械対機械の相互作用の

理解を目指している。高分解能の大気情報や高度な制御方式と組み合わせ

ることで、風力発電プラントの出力は全体で20～30%向上する可能性があ

る。 

 現在、燃料電池で使用されている高価な白金触媒や電解質に低コストで代

替できる候補（部材）の同定。 

 最適化された自動車冷却パッケージ。 

 クラス8の長距離トラックの年間の燃料消費量を最大3700ガロン、CO2排出

量を最大41トンまで大幅に削減するための付加装置。 
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