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【政策（研究開発）】 
 
仮訳 
 

ARPA-E 資金提供公募（米国） 
(OPEN FOA: OPEN FUNDING OPPORTUNITY) 

「Announcement Type: Initial Announcement 
Funding Opportunity No. DE-FOA-0000670 

CFDA Number 81.135」より一部翻訳 
 

Ⅰ. 資金供与に関する説明 

A. 組織の概要 

 エネルギー先端研究計画局 (The Advanced Research Projects Agency – Energy: 
ARPA-E)は、アメリカCOMPETES法(Pub. L. No. 110-69) の下、議会により設立された

米国エネルギー省の組織であり、R&D活動への資金提供と管理を通した革新的エネルギー

技術とシステムの開発を支援している。2007 年の設立より、2009 年のアメリカの経済回

復・再投資法 (American Recovery and Reinvestment Act)を通してARPA-Eに初めて資金

が供与された。それ以来、ARPA-Eは 180 件を超えるプロジェクトに対し、全技術分野に

またがり総額 5 億ドル以上の資金を提供している注1。 
 
 ARPA-E の使命は、民間部門にとって高リスクだが、開発が成功すればまったく新しい

産業の基盤を創設するような飛躍的なエネルギー技術へと科学を変換させる研究であるこ

とを識別して資金を提供することである。アワォードを受けるプロジェクトは、ARPA-E
の以下の 2 つの使命の少なくとも一つを扱うものとなる： 

1. 以下の結果をもたらすようなエネルギー技術の開発を通して米国の経済・エネルギ

ー保障を強化する： 
a. 外国からのエネルギー輸入の削減 
b. 温暖化ガスを含むエネルギー関連の排出の削減、および 
c. 全経済部門におけるエネルギー効率の向上、そして 

 
2. 先進的なエネルギー技術の開発と展開において、米国が技術的優位を維持すること

を確実にする。 

                                                 
注1 ARPA-E のプロジェクトについては http://arpa-e.energy.gov/ProgramsProjects/Programs.aspx. を参照

のこと。 
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ARPA-E は応用研究・開発に資

金を供与する 
ARPA-E は、行政管理予算局

(the Office of Management 
and Budget: OMB)により、「認

識された特定のニーズを満たす

ための方法を決定するのに必要

な、知識と理解を得るための(を
意図した)研究」および「特定の

要件を満たすための設計、開発、

プロトタイプの改善と新しいプ

ロセスを含んだ有用な材料、デ

バイス、そしてシステムまたは

方法の開発に向けた、知識と理

解の系統的な適用」と定義されている、応用研究・開発へと資金を提供するために設立さ

れた機関である。ARPA-E は、エネルギー生産、流通、活用などにおける重要な問題への

現実的な解決法を構築するための技術重視の応用研究へと資金を提供するが、「プロセスや

製造に向けた特定の応用を意図しない、全知(fuller knowledge)、つまり現象面や観察事実

のベーシックな挙動の理解に向けた系統的な研究」と定義される基礎研究を支援しない。

ある場合には、ARPA-E の支援する応用研究中に、基礎科学の小さな現象が発覚または発

見されることも考えられるが、ARPA-E が支援する研究活動の大部分は新しい技術の応用

段階の研究・開発に向けられている。 

図 1: コスト、性能および規模の観点からのトランスフォー

マティブ（革新的）で・破壊的な技術の説明 

 
 技術を重視した応用研究を考慮する際、以下のような２つの事例は革新的な技術の創造

に特に有益である： 

・解明されたばかりの科学原理上に確立される技術の 初の確立および、 
・通常は交わることとのない異分野から導き出された科学原理の統合 

 
ARPA-E は漸進的でなく、トランスフォーマティブ(革新的)な研究を支援する組織である 
技術は学習曲線上にある。技術の創造に続く、その技術の洗練、そして製造と広範囲に

渡る流通の展開の結果生じる経済規模の拡大は、その技術を牽引して、均衡価格が見つか

るまでその学習曲線が押し下げられる。技術のこのような漸進的な改善は、市場における

終的な技術の成功にとって重要なものではあるが、ARPA-E は革新的な研究活動、すな

わち既存の技術を学習曲線上で押し下げることではなく、抜本的に新しい学習曲線を作る

ような研究活動に資金供与するために存在している。 
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ARPA-E が資金供与する技術は、（現在の）市場を破壊する(disruptive)能力を有する 
新しい学習曲線が生まれなければ、市場への浸透が確実にならない。むしろ、 終的な

技術の価値は市場によって決定され、影響力の強い技術は 終的には市場価格を破壊的す

るに至る – これは、影響力の強い技術が広く採用され、市場の既存の技術を置き換える

か、あるいはまったく新しい市場を創造することを意味する。エネルギー技術は、その開

始時に近い時よりむしろ成熟期に破壊的であり、そしてその初期技術の成熟には、自然な

学習曲線を 終的な均衡価格へと押し下げるための重要で漸進的な開発をしばしば必要と

する。 (図 1 を参照のこと)。このような展開には、技術自体の改良、またはその技術の生

産と流通の手段、または両者が含まれるであろう。このように、輸送部門への抜本的に新

しい学習曲線を創造したという意味で自動車産業の初期の段階は革新的であったが、初期

の自動車への信頼の欠如とその高価格のため、その技術は破壊的ではなかった。技術の継

続的で漸進的な洗練により、 終的に Ford Model T が生み出された。史上初の、手頃な

価格で信頼性が高い大量生産された自動車である Model T は、輸送市場において破壊的な

効果を持っていた。 
 

ARPA-E は長期間に亘る(または期間延長に伴う)技術開発を支援しない。むしろ、技術

開発初期の創造を支援する。(本制度の支援対象となる)デバイス、システムまたはプロセ

スの 初のプロトタイプの初期試験に続いてその後は、他の連邦機関や民間部門が技術を

市場へと持ち込むために必要な漸進的な開発を支援(対象と)するだろう。ARPA-E は、資

金供与の締結時に技術が破壊的になることを必要としないが、成功したとしても破壊的に

ならないような技術は支援しない。このような技術の例としては、相当規模の展開に量が

十分でない元素を必要とするようなアプローチ、例えば生産における物理的な限界などの

原因で、インパクトを要するレベルに達することができない技術などが挙げられる。 
 
ARPA-E は、発見や基本的知識の創造を目的とした基礎研究を支援しない 
また既存の技術の大規模な実証プロジェクトも実施しない 

ARPA-EはDOEの既存のR&D組織に代わるものではなく、むしろ革新的で変換的な

R&Dの目標を支援することにより既存の組織を補完するものである。基礎研究に対する資

金を希望する応募者は、DOEの科学技術局(Office of Science)(http://science.energy.gov/) 
と協力するべきである。同様に、既存の技術基盤の向上に注視したプロジェクトに関して

は、例えば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) (http://www.eere.energy.gov/)、化石エネルギー局(Office of Fossil 
Energy)(http://fossil.energy.gov/) 、 原 子 エ ネ ル ギ ー 局 (Office of Nuclear 
Energy)(http://nuclear.energy.gov/)、配電およびエネルギー信頼性局（Office of Electricity 
Delivery and Energy Reliability ）

(http://energy.gov/oe/office-electricity-delivery-and-energy-reliability)、の応用プログラ

ムによる支援が適切であろう。 
 

ＮＥＤＯ海外レポート ＮＯ.1084, 2012.4.20

41

http://science.energy.gov/
http://www.eere.energy.gov/
http://fossil.energy.gov/
http://nuclear.energy.gov/
http://energy.gov/oe/office-electricity-delivery-and-energy-reliability


ARPA-E は自ら直接に研究開発を行うことも管理することもしない 
ARPA-E は科学者、エンジニア、ARPA-E 外の技術者に資金を提供することにより、

ARPA-Eの使命に取り組む主要な技術的進展を可能とする目的を持った研究活動を実施し、

ARPA-E の使命を達成する。 
 

ARPA-E アワォードの受領対象者は、全て R&D 実施事業体である。ARPA-E は、提案

された R&D 目標を達成するために共同(研究)力体制や補完的な専門家の交流を奨励する。

これは単一の研究実施者・研究チーム、単一・複数の組織である可能性があり、研究チー

ムに運営エキスパートが含まれる可能性もある。 
 
B. 応募プロセス概要 

Open FOA への応募の 初のステップとして、管理番号を取得するための Notice of 
Intent (仮申請書)の期間内の提出がある。申請者は次に FOA に記載される締め切り日ま

でに Concept Paper (プロジェクト概要書)を提出すること。ARPA-E は一部の申請者（詳

細資料による審査に選定された）には Full Application(本申請書)を提出するよう連絡する。

その他の申請者には、アワォードに選択されそうにない申請書の準備のための時間と費用

をセーブするために Full Application の提出をしないよう勧める。ARPA-E による Full 
Application の審査に続いて、申請者には任意の Reply to Reviewer Comments (審査員の

コメントに対する返答書)を提出する短い期間が与えられる。それから ARPA-E は、本申

請書を絞り込む。その絞り込みには、残り（採用される可能性のある）の申請者を伴う、

議論および・または実際のサイトへの訪問の可能性がある。ARPA-E はこの残りの申請者

の中からアワォード授与の Full Application を選択する。ARPA-E では、本申請書の提出

を促すか、アワォード授与の本申請書を選択するかの決定において、定量的・定性的基準

(FOA の Section V.A および V.B.1 を参照)の両方を検討する。 
 
必要書類チェックリスト 

Notices of Intent( 仮申請書 ) 、 Concept Papers( プロジェクト概要書 ) 、 Full 
Applications(本申請書)、そしてReplies to Reviewer Comments(審査員のコメントに対す

る 返 答 書 ) を ARPA-E の オ ン ラ イ ン 申 請 サ イ ト 「 eXCHANGE 」

(https://arpa-e-foa.energy.gov/)から提出すること。これ以外の方法で提出された書類は、

ARPA-Eは一切認めない。ARPA-EのeXCHANGE使用に関す詳しい案内は、「ARPA-E 
eXCHANGE User Guide」(https://arpa-e-foa.energy.gov/Manuals.aspx)を参照すること。

Full Applicationsの必要書類や、Concept Papers、Full Applicationの技術編、および

Replies to Reviewer Commentsに対する返答のテンプレートは、ARPA-E eXCHANGE 
(https://arpa-e-foa.energy.gov)からダウンロードできる。また、テンプレートのコピーが、

このFOAに添付されている。 
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提出物 提出物の内容 任意／

必須 

FOA 
セクシ

ョン 

期日 

Notice of 
Intent 

(仮申請書) 

・各申請者は指定された期日までに下記の情報をARPA-E 
eXCHANGEへ入力すること。 
 
o プロジェクト名 
 
o 代表組織 

 
o 組織の種類（従業員500名以下の企業；従業員1000名以

上の企業；従業員500～1000名の企業；米国政府が資金提

供する研究開発センター(FFRDC)；政府が所有または運

営；非営利組織；大学） 
 
o 出願書類は前もってDOEに提出しているか否か 
 
o 代表組織 の研究への寄与度(%) 
 
o 研究責任者、チーム･メンバー、および主な参加者 
 
o 技術サブカテゴリー(FOAのセクションI.E参照) 
 
o 要約 – 添付する要約は長さ200ワードで、プロジェク

ト案を端的に述べたものを提出すること 
 

必須 

 
IV.B 
 
 

2012年3
月30日、

PM 5:00 
(米国東

部標準時

間) 

Concept 
Paper 

(プロジェク

ト概要書) 

• 各申請者は概要書をAdobe PDF形式で指定された期日

までに提出すること。プロジェクト概要書には次の項目も

必要である。 
 
o 技術説明(最大2ページ) 
 
o 付属書類(最大1ページ) 
 

必須 IV.C 2012年4
月12日
PM5:00 
(米国東

部標準時

間) 

Full 
Application 
(本申請書) 

〔2012年6月のFOA修正により掲載〕 必須 IV.D 未定 

Reply to 
Reviewer 

Comments 
(審査員のコ

メントに対

する返答書) 

〔2012年6月のFOA修正により掲載〕 任意 IV.E 未定 

 

***これ以降、B の 1 まで割愛*** 
 
2. CONCEPT PAPERS(プロジェクト概要書) 

申請者は、FOA(Funding Opportunity Announcement)に記されている提出期限までに、

Concept Paper(プロジェクト概要書)を提出するものとする。この要件に基づいて、書類に

不備がある場合には、申請者によるFull Application (本申請) に審査資格がないものと判

定する(FOA のSection III C.1 を参照)。また、割り当てられた管理番号｢3｣をConcept 
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Paperのヘッダーに明記するものとする。FOAのSection IV.Cに、Concept Paper提出に関

する注意事項が記載されている。このFull Applicationのテンプレートは、Appendix3(添
付資料 3)としてFOA内に含まれている。記入フォームは、ARPA-EのeXCHANGE 
(https://arpa-e-foa.energy.gov/)より入手できる。 
 

Concept Paper は、Technology Description(技術の詳細)2 ページと Addendum(添付資

料)1 ページの計 3 ページで構成されており、その内訳は、Technical Subcategory and 
Subcategories(テクニカル・サブカテゴリーおよびサブカテゴリー)(FOA のセクション I.E
を参照)、資金分野 (FOA の Section II.A を参照)、プロジェクトチームの簡単な説明、あ

らゆるデータ画像(例：表、グラフ)となっている。ARPA-E は、Concept Paper が FOA の

Section III.C に記載された内容に準拠対応しているかを判断するため、予備審査を行う。

また、上記内容に準拠対応したものでない Concept Paper については、審査、検討は行わ

ない。 
 

ARPA-E は、FOA の V.A.1 や V.B.1 のセクションの基準およびプログラム規定の要素に

基づいたそれぞれの Concept Paper について独立評価を行う。ARPA-E は、申請者の一部

に対して本申請を行うよう奨励する。その他の申請者には、助成金獲得交渉に至る可能性

のない申請書の準備のための時間や経費を削減するために、本申請を行わないことを勧め、

不採択とする。 
 

ARPA-E は、Full Application の提出を不採択とすることによって、そのプロジェクト

案件において、プログラムとしての関心が得られなかった旨を伝える意向である。そのよ

うな評価は、必ずしもプロジェクト案件のメリットに関する評価を反映するものではない。

今回申請が受理されなかった申請者は、イノベーティブなアイディアやコンセプトを今後

も FOA に提出し続けることが望まれる。相当量の申請が見込まれるため、ARPA-E は、

提出された Concept Paper に関するフィードバックは行わない。 
 
3. FULL APPLICATION(本申請書) 

申請者は、FOA に記載された期日までに Full Application を提出しなければならない。

また、割り当てられた管理番号を Full Application の各ページ上部に記載するものとする。

Full Application の提出に関する手順は、FOA のセクション IV.D に記されている。 
 
申請者は、予備審査の採択/不採択通知書を受け取ってから約 30 日間以内にFull 

Applicationの準備、提出を行うものとする。Full Applicationは、Technical Volume(技術

編)、SF-424 およびSF-424Aの各フォーラム、Summary for Public Release(公開版概要)、
Summary Slide(要約版スライド)、Disclosure of Other Sources of Funding form(その他

の資金元公開フォーム)、Business Assurances Form(ビジネスアシュアランス・フォーム)
から成る。SF-424Aには、各SF-424Aカテゴリーで提示されたコストの正当性を報告様式
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で記載された予算書を添付するものとする。Technical Volumeの定型書式は、FOAの

Appendix4(添付資料 4)として添付されている。記入フォーム(記入用紙)は、ARPA-E 
eXCHANGE (https://arpa-e-foa.energy.gov/)から入手できる。 
 

ARPA-E は、Full Application が FOA の Section III.C の記載通りに準拠対応したもの

であるかどうかを判断するために、(提出された) Full Application について予備審査を行

う。ARPA-E は、Section III.C の記載に準拠対応していない Full Application の審査は行

わない。申請者は、助成金獲得交渉に選出された場合、通知を受けてから 21 日以内に

Budget Justification Workbook(FOA の Section VI.B.3 参照)、Environmental Impact 
Questionnaire(FOA の Section VI.B.7 参照) などの追加書類の提出が求められる。 
 
4. REPLY TO REVIEWER COMMENTS(審査員のコメントに対する返答書) 

ARPA-EがFull Applicationの審査を終えた後には、準拠対応している書類への検閲者が

申請者に対し、ARPA-E eXCHANGEによりコメントできるようになっている。申請者は

それぞれ、自身の提出書類に対してのみ閲覧ができるようになる。また申請者は、任意提

出のReply to Reviewer Comments(審査員のコメントに対する返答書)を提出することが

でき、その期限はFOAに記載されている。割り当てられた管理番号は、この書類(Reviewer 
Comments(審査員のコメント))のヘッダーに記載するものとする。FOAのSection IV.Eに

Reply to Reviewer Commentsの提出手順が記載されている。Reply to Reviewer 
Commentsの定型書式は、FOAのAppendix5(添付書類 5)として含まれている。記入フォ

ーム(記入用紙)は、ARPA-E eXCHANGE (https://arpa-e-foa.energy.gov/)から入手できる。 
 
申請者は、検閲者からのコメントを受け取ってから約 4 日で、Reply to Reviewer 

Comments を準備、提出するものとする。Reply to Reviewer Comments は、文章 2 ペー

ジとデータ画像 1 ページで構成されている。ARPA-E は、FOA の Section III.C.1 の記載

内容に準拠したものであるかどうかを判断するため、Reply to Reviewer Comments の予

備審査を行う。また、準拠していない Reply to Reviewer Comments については、ARPA-E
は、その内容について審査、吟味は行わない。ARPA-E は、たとえ Reply to Reviewer 
Comments が提出されていない、あるいは提出されたものが不適合と判明したとしても、

それぞれの準拠対応した Full Application の審査を行う。 
 

5. ｢DOWN-SELECT｣プロセス 
ARPA-E が Full Application と Replies to Reviewer Comments の審査を終えると、次

に Full Application の｢down-select｣を行う。DOE Contracting Officer(DOE の契約担当

官)は、Web 会議、テレビ会議、電話会議のいずれかによる ARPA-E との会議に参加する

よう特定の申請者を招聘する。別の方法として DOE Contracting Officer は、申請者を直

接、ARPA-E のオフィス、助成金受け取り側、あるいは双方合意の場所に招聘しても良い。

また、DOE Contracting Officer は、あらかじめ決められた特定の申請者側施設の訪問を
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アレンジしても良いものとする。 
 

DOE Contracting Officer は、事前ミーティングや特定の場所への訪問は、一度または

複数回アレンジしても良いし、実施しなくても良い。また、ARPA-E は、資金提供公募申

請を選び、事前ミーティングや訪問なしに資金提供を行うことができる。ARPA-E との事

前ミーティングへの参加や外で打ち合わせの実施が即、その申請者が助成金交渉に選ばれ

たことを意味するわけではない。 
 ARPA-E は、事前選抜会議や外での打ち合わせを行うことで、追加情報を得ることがで

きる。 
 
6. 助成金交渉のための選抜 

ARPA-E は、申請プロセスから得られた情報すべてを注意深く考慮し、FOA の

SectionsV.A.2 と V.B.1 に記載されている基準やプログラムの政策要因に準拠対応した、そ

れぞれの Full Application の独立評価を行う。ARPA-E は、助成金提供の交渉を行うため

に、１件の Full Application を事前に任意で選抜できる。ARPA-E はまた、資金調達やそ

の他の要因に応じて、1 件以上の Full Application の 終選定を後日に延期することがで

きる。ARPA-E は、選出された申請者のみと助成金提供の交渉に入る。 
 

申請者は、ARPA-E による合否通知を速やかに受けることになっている。ARPA-E は、

それぞれの合否決定日について調整を行って良いことになっており、その結果、他の申請

者より早く通知を受けとる申請者もいる。合否通知のガイダンスについては、FOA の

Section VI.A を参照のこと。 
 
7. WEB 会議の実施義務 
プロジェクトの主任研究者(Principal Investigator)と財務管理者を含む全ての選出され

た申請者は、合格通知を受けてから約 1 週間後に設定される Web 会議への参加が求めら

れる。Web 会議では、ARPA-E の職員が、特定のアクションを完了させる期日など、助成

金交渉プロセスに関する重要な情報を提供する。 
 
選出された申請者には、｢Applicants’ Guide to ARPA-E Award Negotiations(ARPA-E

助成金獲得交渉に関する申請者ガイド)｣を見直すことが強く求められている。 
助成金獲得交渉の手順に関するガイダンスは、以下のサイトを参照のこと。

(http://arpa-e.energy.gov/FundingAgreements/Overview/PreAward.aspx) 
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C. プログラムの概要 
19 世紀初期以降の極めて短期間において、発電、配電、および電力利用が、米国人の生

活、移動、仕事のスタイルが著しく変化したことなど、米国をすっかり新しい形態へと変

化させた。電気、液体燃料、および天然ガスとしての代替エネルギーの大量生産が、米国

経済を完全に変貌させ、大量生産を可能にし、20～30 年前には全く想像もできなかった一

連の製品やサービスを提供している。 
 
今日、米国全体のエネルギー使用量は世界第 2 位であり、一人当たりのエネルギー消費

量は世界第 7 位となっている。米国は世界人口の 5%を占めるが、全世界で生産される総

エネルギー量の 1/4 以上を消費している。過去数十年の米国人一人当たりのエネルギー需

要は比較的一定であるが、エネルギー効率の増加や製造部門の海外移転の影響もあり、新

興国のエネルギー需要は急激に成長しており、今後数十年も生活水準の向上に合わせて増

加し続けるだろう。この成長が必然的に、この地球の限りある資源を圧迫することになる。 
 
再生可能資源の急速な開発・展開にも関わらず、米国のエネルギー経済の大部分は未だ

に、石油、石炭、および天然ガスなどの炭化水素資源がベースとなっている。米国は、膨

大な量の炭化水素資源をいくつか所有しているが、これ以外の資源はすでに、国内の需要

を賄うには不十分であり、豊富にある資源であっても限りがあり、 終的には枯渇してい

く。現在米国は、約 900 万バレルの石油を輸入しているが、これは国内需要の約半分に相

当し、そのコストは 1 日あたりおよそ 10 億ドルと、米国の貿易赤字の 1/3 以上を占めて

いる。米国から発展途上国への石炭と天然ガスの輸出が、これらの極めて重要な資源の価

格を引き上げている。 
 
エネルギー供給の需要が深刻に増加しているため、米国をはじめ世界では、エネルギー

生産、エネルギーの輸送と利用、エネルギー供給に対する革新的なアプローチに膨大なニ

ーズがある。この FOA は、全エネルギー分野におよぶ革新的な技術の進歩を支援するこ

とで、それらのニーズへの対応を目指している。 
 
D. プログラムの目的 

ARPA-E は、急速に進化する世界のエネルギー市場により課される課題に取り組むため

に、｢資源探査、発掘、輸送および利用｣と｢発電、貯蔵、送電、および輸送や定置セクター

での電力の使用｣など、エネルギー研究開発の全分野におけるトランスフォーマティブな

(変革をもたらす)研究の支援に努める。この FOA に対応した研究分野には、以下のもので

ある(但し、これに限定しない)。 
①再生可能と非再生可能の両手段による発電、送電、電力貯蔵、配電、②ビル、製造、流

通、および個人利用のためのエネルギー効率化、③全ての輸送に関するもの、すなわち再

生可能燃料と非再生可能燃料の生産や輸送、電化、および輸送時のエネルギー効率化 
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（無事）採択される ARPA-E プロジェクトとは、以下のようなものである。プロジェク

トの 終局面で、次ステージの開発を促進、すなわちプロジェクトを次ステージの開発者

に移管する上でその成果とリスク面において、トランスフォーマティブな技術が十分に定

まっている。この FOA の下で進められるプロジェクトは、特定のプロジェクト目標以上

の進歩を目指さなければならない。すなわちこのプロジェクトは、これらのプロジェクト

の目標を実現していくことを目指さなければならない。後半のステージの技術開発プロジ

ェクトにおける研究開発の成果は、起業家が自信を持って決定ができるレベルまで、その

技術のリスク低減プロセスを実行しなければならない。 
 
E. テクニカルカテゴリーとサブカテゴリー 

 申請者は、FOA のセクション I.A に記載されている通り、ARPA-E が資金提供する、

ARPA-E の｢Mission Area(ARPA-E のミッション一覧)｣とプロジェクトタイプに取り組む

構想を提案することができる。これらの構想は、複数の専門分野の境界線を跨いでも良い。

Notice of Intent(仮申請書)、Concept Paper(プロジェクト概要書)、Full Application(本申

請書)はそれぞれ、提案技術について Technical Subcategory（テクニカルサブカテゴリー）

または Subcategories(サブカテゴリー)に分類するものとする。 
 
 申請者は必要に応じて、それぞれが提案する技術の Technical Subcategory を 1 つ、ま

たは複数選択することができる。また、同じ Technical Category または異なる Technical 
Category から、複数の Technical Subcategories を選ぶことができる。Technical 
Categories と Subcategories の一覧は、下記のチャートを参照のこと。 
 

Technical Subcategories の一覧は、全てのエネルギー関連技術を網羅するよう目指して

いる。提案された技術が、下記の１つまたは複数の Technical Subcategories に分類でき

ない場合には、当申請者は、Category 8 の None of the Above(上記以外)内の Sucategory A
を選択しなければならない(｢上記カテゴリーのいずれにも該当しない(分類できない)技
術｣)。 

***これ以降、原文の P.14～36 を割愛*** 
 
V. 申請内容の審査について 

A. 基準 
ARPA-Eは、申請者が適正な資格を持つか判断するためにNotices of Intent(仮申請書)

及びReplies to Reviewer Comments(審査員のコメントに対する返答書)の予備審査を行う。

また、申請者が適正な資格と責任を有しているかを判断するため、Concept Papers(プロ

ジェクト概要書)及びFull Applications(本申請書)の予備審査も行う(FOAのSection III.C
を参照のこと)。 

Full Applicationsの提出を推奨し、さらに助成金の交渉を行う対象を採択するうえで、

ARPA-Eは定質性、定量性の両方を合わせて考慮する。 
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1. Concept Papers の基準 
Concept Papersは以下の基準に基づいて評価される。 

(1) プロジェクト内容が 先端技術に及ぼすインパクト(50%)－この基準は下記の要素

を含む。 
• プロジェクトが達成された場合に、その技術成果が 先端技術の性能を著しく向

上させる。 
(2) 全体の科学的、技術的利点(50%)－この基準は下記の要素を含む。 

• 提案された技術がユニークかつ革新的である。 
• 提案された研究開発方法に重大な技術的欠陥が含まれていない。 
• プロジェクトの技術開発段階での達成目標や成果が明確に定義できる。 

 
申請される内容の全てが共通の研究内容について提案されるわけではないため、それぞれ

の申請内容を比較評価することはない。上記の基準は下記の通り配分される。 
 

最先端技術に関連した提案内容のインパクト 50%  
全体の科学的、技術的な利点 50%  

 
***2は割愛*** 

 
3. Replies to Reviewer Commentsに対する返答書の基準 

(2012年6月発表のFOA修正版で挿入予定) 

 

B. 審査と選出のプロセス 

1. プログラムの政策要因 

ARPA-Eは前述の基準に加え、どの申請者がFull Applicationsの提出を推奨されるか、

さらにどの候補を採択するかを決定する上で、プログラム運営指針について下記を考慮す

る。 
• プログラムのリスクバランスと技術分野 
• 提案されたプロジェクトがプログラム目的達成のために使用するARPA-E資金の 適 
化レベル 

• プロジェクトを支援するために官民から資金を入手する可能性 
• 提案されたプロジェクトへの予算 
• プロジェクトに対して提案された費用分担 
• 大企業を1社又は2社以上を含むプロジェクトに対する、大企業との費用分担 
• 提案された費用分担が、ARPA-Eの設定した 低額を上回るか、さらに、開発中の技術  
  の成熟度に相応しいか 
• 申請者又はプロジェクトチームの財政及び他の資産 
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• チームを含めたプロジェクトの場合、その編成チームの質 
• プロジェクトへ参画する産業界の規模 
• 所定の予算内で技術目標を達成する確かな能力 
• 技術を実用化する確かな能力 
• 研究開発プロジェクトに関わる技術的リスク、市場リスク、組織的リスク 
• 指導的な組織が大企業である場合、なぜ本研究開発プロジェクトは社内出資を受けな 
いのか 

• 代表組織が民間投資家によって出資された中小企業である場合、なぜ本研究開発プロ 
ジェクトはその投資家らによって支援されないのか 

• 代表組織が民間投資家による出資でない新規事業である場合、なぜ本研究開発プロジ 
ェクトは民間からの出資を受けられないのか 

• 代表組織が大学、非営利団体、あるいは政府出資による研究開発センター(FFRDC: 
Federally Funded Research and Development Centers)である場合、どういった種類 
の機関の資産が活用される予定か、また、なぜこれまでそれらの活用がなされていな

かったのか 
• 提案された変革の道筋が、米国の雇用と製造業の拡大を導くような内容であるか 
• プロジェクトが加速させようとしているトランスフォーマティブな技術が、産業界自 
身では技術や資金の不安定性のため着手されそうにない分野のものか 

• プロジェクトが、法令によって定められた下記のARPA-Eの使命に直接取り組む度合い 
o 海外エネルギーへの依存軽減、エネルギー関連の排出削減、あらゆる経済活動 
分野におけるエネルギー効率の改善等をもたらすエネルギー技術開発を通じた、 
米国の経済及びエネルギーに関する安全保障の強化 

o 先進的なエネルギー技術の開発及び設置について、米国が技術リーダーとして 
の地位の維持確保 

• プロジェクトの内容が、技術移転(Technology & Transfer: TT&O)にかかる費用の5% 
以上の要求に見合うか。 

• 申請者が技術投資契約書(Technology Investment Agreement)を締結する上で、信用に 
足る提案を行っているか。 

***これ以降、割愛*** 
 
翻訳：NEDO（担当 総務企画部 松田 典子／室井 紗織／原田 玲子／望月 麻衣） 
 
出典：本資料は、ARPA-E の以下の文書を一部翻訳したものである。 
“ARPA-E/DOE: OPEN FUNDING OPPORTUNITY ANNOUNCEMENT (OPEN FOA) 
Open_FOA_03.02.2012” 
https://arpa-e-foa.energy.gov/FileContent.aspx?FileID=ec1551c4-26d5-4302-ba58-a06d
823c3def 
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