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【研究開発計画特集】 国家イノベーション戦略 

 

オバマ政権のイノベーション戦略における優先分野（米国） 
 
米国大統領府の機関である国家経済会議(National Economic Council: NEC)は 2009年

9月、「アメリカのイノベーション戦略－持続可能な成長と高い質の雇用への邁進－」を発
表した。本稿は、そのアウトラインと特にその中で優先分野とされている部分について、

技術開発に焦点を当てて紹介する。 
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政府の適切な役割 

政府にしか提供し得ない基礎的条件への投資を実施し、企業や個人が試行し成長する

ための開かれた競争的な環境を整え、国家として重要な分野におけるイノベーションを

活発にするべく、触媒作用を起こす追加策を取るべきである。これにより、アメリカ国

民が生来持つ創意工夫と活力ある民間部門を生かし、過去より確実かつ広範囲に及び、

より多くの利益をもたらすイノベーションを創出することが出来る。 
 
我々は過去に成功を収めてきており、将来においても成功することが可能である。例

えば国防総省の国防高等研究計画局（Defense Advanced Research Projects Agency：
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DARPA）は歴史のある、革新的な中央研究開発組織である。DARPAはアメリカの技術
的優位性の保持を任務としており、情報技術や高度製造業において新しい産業を作り出

し続けてきた（囲み 1参照）。 

 
政府支援はまた、分子・原子レベルのエンジニアリング素材や装置を含むナノテクノ

ロジーなどの新興分野においてアメリカを最先端に押し上げた（囲み 2参照）。 
 

 
 

囲み 1. DARPAのイノベーション成功例
 

30年前、DARPAは民間部門からの抵抗に関わらず、インターネットの前身、
ARPANETの開発を支援した。今日、インターネット人口は 16億人以上。DARPA
による革新的研究は、軍事ステルス機、GPS、M-16突撃ライフル、暗視ゴーグル
等、米軍の新しい軍事能力を生み出した。また、光ネットワーク、スーパーコン

ピュータ、コンピュータチップの設計ツール等の新しい産業の基盤を築いた。

DARPAによるハイリスク・ハイリターン研究への取り組みは、アメリカが 21世
紀の国防課題に対応するのと同時に、新しい産業を創出し国民の生活を向上させ

る技術的イノベーションへの道を確実に切り開いていくものである。  

囲み 2. 成長分野：ナノ技術とオーダーメイド医療  
 
ナノ（10億分の 1）メーターとは、ヒトの髪の毛の直径の 10万分の 1である。こ
れまでナノ技術の商業的な影響は、医療・食品・織物などの消費財、自動車用複

合材料、工業塗料などナノ材料に限られていたが、ナノ技術の革新は加速してい

る。ナノテクノロジーの基礎研究における 10年にわたるアメリカの指導力は、国
家ナノテクノロジーイニシアティブによって牽引され、商用アプリケーションの

開発や生産力増加の基盤を築き、極めて近い将来における新ナノ技術と製造業の

雇用へのニーズをもたらした。 
 
発展途上の医用工学、オーダーメイド医療の分野にも、ナノテクノロジーは活用

されている。個々人の遺伝情報に基づいたオーダーメイド医療は、手当、看護の

みならずより効率的な早期発見と疾病予防へとつながる。また、高額治療が不要

もしくは無益な場合には、医療コストの抑止にもなる。人体の自然免疫機能を損

なうことなく、疾病のみに効果を発揮する医薬品開発にもナノ技術を応用すべく、

研究が進められている。  
 
この技術と産業の発展にあたり、鍵となったのが連邦政府による支援である。医

薬品開発の最大支援者である国立衛生研究所の予算は、1993～2003 年の間に
163％の伸びを示したが、今年度まで(ブッシュ政権下で)停滞していた。オバマ大
統領は、近年のこの傾向を逆転させ、米国再生法から国立衛生研究所に 100 億ド
ルの追加支援を実施。将来的な更なる持続的増額を誓約した。これら支援策によ

り、台頭しつつある産業を繁栄へと導く。  
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生活を向上させ、産業に影響を及ぼすイノベーションを促進する政府支援は、広がり

を見せつつある。2006年、“R&D 100 Awards”（研究開発 100賞）を受賞した 88企業
のうち 77は、政府からの支援を受けていた。支援成功の実績をもとに、我々はイノベー
ションと成長の新しい礎を築かなければならない。 
 
アメリカン・イノベーション戦略 

将来のイノベーション経済の礎を築くため、オバマ大統領は歴史に残る政策を既に採

用してきた。米国再生・再投資法だけを見ても、エネルギー、基礎研究、教育訓練、先

進自動車技術、革新的事業、医療 ITと医療研究、高速鉄道、スマートグリッド、そして
情報技術分野への 1,000 億ドルの投資をもって、画期的なイノベーションを支援してい
る（図 1参照）。また、再生法や 2010年度予算においても、教育からインフラに関する
イニシアティブへのより広範な支援も行っている。オバマ大統領の取り組みは政府の財

政援助にとどまらず、重要な規制や大統領令の形で、特許改革、燃料効率基準、ネット

ワーク中立性、洋上風力発電への許認可、アメリカ政府史上初の最高技術責任者の任命

まで広がる。 
 

 
図 1．再生法によるイノベーション支援 

 
これらの投資とイニシアティブは、賢明でバランスの取れた政策によって、質の高い雇

用と富の共有へとつながるイノベーションの礎を築くことが可能な重要分野に集中する

オバマ・イノベーション戦略の一部である。この戦略は三部から成る。 
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1. アメリカン・イノベーション基盤への投資 イノベーション成功のため、ま
ず、アメリカ経済が全ての必要な手段（研究の実施、およびそれによって得ら

れたイノベーションを応用するために必要な研究開発への投資、人的・物理

的・技術的資源）を得ていることを確実にしなくてはならない。 
2. 生産的な起業家精神を鼓舞する競争的市場の発展 世界中で活発にアイディ
アやイノベーションの交換が行われる中、アメリカ企業が国際的競争力を得ら

れるよう、起業やリスクを伴う活動を行える国内環境が必要不可欠。競争的市

場を通じてイノベーションは普及し、産業・世界へと適切に拡大していく。 
3. 国家の優先分野における現状打開 国家的重要度が非常に高いものの、市場
任せでは期待される結果を得られない分野が存在する。代替エネルギー源開発、

医療 ITを用いたコスト削減と生活向上、先進自動車の製造などである。 
 
 

 

図 2：アメリカン・イノベーション戦略の概要 
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1． アメリカン・イノベーション基盤への投資 
 

A. 基礎研究における米国のリーダーシップの回復 
オバマ大統領は、政府の根本的な役割は科学・技術分野における画期的な突破口を開く

ことにあると認識し、将来的のイノベーションにおいてアメリカが確実に世界を牽引する

ため、人的および物的資源を注ぎ込んできた。 
 

 米国史において最大の研究開発費の増額成立 再生法に含まれる 183 億ドルの研究
費は、アメリカ史上最大の研究開発費の増額である。 
 

 主要科学機関の研究開発予算を倍増 大統領予算案において以下の三つの主要な科
学研究組織の研究費を倍増：アメリカ国立科学財団(NSF)、エネルギー省科学局、標
準技術研究所(NIST)。この投資は人間の知識の最前線を広げ、例えばバイオ・情報・
ナノ技術に集中して将来の産業と雇用の基盤を創出する。オバマ政権はハイリス

ク・ハイリターンの特性を持つ研究、多分野にわたる研究、キャリアの初期にある

研究者やエンジニアへの支援を強化し、この投資の効果を増大させる。 
 

 GDPの 3％を研究開発費に投資 大統領は国家としてGDPの 3％以上を官民双方の
研究開発に投資することを提案した。これは、宇宙開発競争の絶頂期を上回るもの

である。 
 

 研究開発の税控除を永続化 大統領予算には、試験研究費の税額控除措置を永続化
させるための750億ドルがコストとして既に含まれている。これにより企業は投資、
革新、成長に自信を持つことができる。 
 

B. 21世紀知識・技能をもって次世代を教育し、世界クラスの労働力を生み出す 
近年の生活水準の向上に大きく貢献したのは、アメリカの高い教育レベルである。科学

技術イノベーションにおいてアメリカがトップに立ち続けるためには、世界最高レベルの

知力と熟練のスキルを持つ労働者層が不可欠である。 
 
オバマ大統領は、K-12（幼稚園から高校までの公教育）現場における指導・学習の劇的

な向上、高等教育へのアクセス拡大（大学進学率の向上）、STEM（科学、技術、工学、数
学）分野における学業成績の向上などを目指し、各種イニシアティブを打ち出している。 

 
C. 一流の設備インフラの構築 
大統領は、米国再生・再投資法案を通じ、アメリカの人々と産業を結びつけるべく、道

路、橋、輸送、航空交通ネットワークに歴史的な額の投資を約束した。 
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 国内の道路、橋、大量輸送交通機関への投資 我が国の高速道路・大量輸送交通機
関網の改良のため、360億ドルが再生法から拠出される。 
 

 電力網の近代化 送電網の輻輳を減らし、信頼度を維持し、再生可能エネルギーに
よる新電源からの出力に適応するため、我が国の送電網の拡張と近代化が必要であ

る。現在、消費者や企業がエネルギーの消費とコストを自ら管理することで、配電

網への負荷軽減と性能向上の機会を提供する新技術が開発されつつある。エネルギ

ー効率の向上、顧客の需要への対応、エネルギー貯蔵、その他「スマートグリッド」
注1の要素に関する技術開発に、米国再生・再投資法は 45億ドルを拠出する。再生法
では、Bonneville電力局注2が持つ政府の借用権を 32億 5,000万ドル増額し、西部地
域電力局に新しく 32億 5,000万ドルの政府借用権を与える。これにより双方共に送
電網への投資が可能となり、地域内の再生可能エネルギーの開発が促進される。 

 
 高速鉄道による新しい交通機関構想を実現 大統領は、最新の交通システムの一環
として、100～600 マイル（160.9～965.4km）にも及ぶ、効率的な都市間高速鉄道
ネットワークを構築するという長期戦略を提唱した。再生法より80億ドルを投資し、
この戦略の頭金を支払った。オバマ大統領はまた、高速鉄道ネットワークの開発を

継続するため、年 10億ドルを予算に計上した。 
 

 次世代航空管制の開発 2010年度連邦運輸省航空局予算には、8億 6,500万ドルが
次世代航空輸送システム（Next Generation Air Transportation System）費として
含まれる。地上レーダー監視システムからより正確な衛星型への移行、航空域内の

より効率的なルート開発、航空気象情報の改善を支援する。 
 
D. 先端情報技術エコシステムの開発 
将来技術においてアメリカが先頭を走るためには、インターネットへの手頃な 21 世紀

型アクセスを全てのアメリカ国民が手にすべきだとオバマ大統領は考えている。 
 

 ブロードバンド（広帯域通信）へのアクセスの拡大 広帯域通信の拡大を目指し、
再生法より 72 億ドルを拠出。また、2010 年度予算にはブロードバンド容量とテレ
コミュニケーション（遠隔通信）能力拡大を目的とした農務省の 13億ドルの融資・
助成が含まれる。広範囲の高速インターネット・アクセスは経済成長・雇用創出・

                                                 
注1インターネットのような通信技術を付加し、そうした技術を国の電力系統の制御に応用するという概念であ

る。先進的なメーターにより、顧客と電気事業者との間で双方向の通信が可能になる。つまり、事業者は電力

負荷や電力の供給停止に関する詳細な情報を得ることができるようになり、顧客はリアルタイムの電力料金に

応じてエネルギーの使用量を調整する選択肢が得られるようになる。(引用：NEDO海外レポート1039号
「FERC はスマートグリッド技術への投資を勧告(米国)」) 
http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1039/1039-13.pdf) 
注2 米国エネルギー省の下部組織である電力会社 
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グローバルな競争力に必要不可欠であり、次世代革新者を育成すると同時にテレワ

ーク注3を通じエネルギー消費を減少し、オンライン遠隔教育を利用しやすくし、遠

隔医療モニタリングを向上、市民活動を促進、ファースト・リスポンダー注4への高

度情報ネットワークを支援する。 
 

 インターネット・アクセスの自由と開放性保持のため、ネット中立性を確実に   
インターネット・プロバイダー（接続業者）は、合法な申請やコンテンツ（情報）

に対して差別すべきではない。誰もが家のガレージで起業し、新しい雇用、新しい

アイディア、新しい機会をアメリカ国民にもたらすことが可能な状況を、確かなも

のとしたい。 
 

 次世代情報通信技術の研究支援 コグニティブ（認知）無線注5、安全なコンピュー

タやネットワーク、大容量データのスーパーコンピュータ、ムーアの法則注6の永続

を可能にするナノエレクトロニクス（超微細電子工学）、等の情報通信技術の新しい

イノベーションの波の研究を支援する。アメリカ国立科学財団(NSF)、国防高等研究
計画局（DARPA）他、官民の研究機関を通じて予算を配分し、この研究を支援する。 

 
 アメリカ政府最高技術責任者の任命 2009年 4月、オバマ大統領は歴史上初のアメ
リカ政府最高技術責任者（Chief Technology Officer ：CTO）を任命した。この役
職は、技術の応用による雇用創出と経済成長の促進を監督するため設けられた。 

 
 サイバースペースの安全保障 サイバースペース（電脳空間：グローバルに相互接
続したデジタル通信インフラ）が、アメリカの国家目標である経済成長・市民的自

由・プライバシー保護・国家安全保障、そして民主主義的制度の発展を支援するに

十分な回復力と信頼性を保持できるよう、サイバーセキュリティー注7を国家的優先

事項とした。 
 
 

２．生産的な起業家精神を鼓舞する競争的市場の発展 
 
                                                 
注3 情報通信機器等を活用し、時間や場所の制約を受けずに柔軟に働くことができる勤労形態 
注4 現場に最初に駆けつける医学的訓練を受けた人。 
注5複数の無線システムの間で連携を図りながら，無線通信システムの高度化を狙おうとする新たな技術提案。

コグニティブ無線の原点は，端末や基地局などの無線機に周辺の電波環境を認識・認知（cognitive）する機能
を持たせることにある。認識・認知した電波環境に応じて，無線通信に利用する周波数や方式などを無線機が

自ら選択して，周波数の利用効率を高めようとするもの。利用者は，より高速のデータ通信や安定した通信サ

ービスを享受できるようになるとされる。また，無線通信に利用できる周波数が逼迫している中，コグニティ

ブ無線はその打開策としても期待されている。（出典：Wiki Livedoor インテリジェンス辞書） 
注6Moore's Law。世界最大の半導体メーカーIntel社の創設者の一人である Gordon Moore博士が 1965年に経
験則として提唱した、「半導体の集積密度は 18～24ヵ月で倍増する」という法則。（出典：IT 用語辞典） 
注7 サイバースペースへの不正進入やデータ破壊、情報漏洩などに対する防止策。 
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A. アメリカの輸出の振興 
今後のアメリカ経済にとり、輸出はますます重要性を増していく。オバマ大統領の政策

は、アメリカの生産者に公平で開かれた市場を保障する。 
 
B. 最も将来性の高いアイディアに適切に資源を分配する、開かれた資本市場の支援 
開放的な資本市場は、アメリカ経済の最大の強みである。これらの市場が最大限機能す

るよう、大統領は全力を尽くす。 
 
C. 高い成長を実現するイノベーションに基づいた起業家精神の奨励 
我が国の起業家精神は歴史的、そして将来的にもアメリカの経済成長の鼓舞とイノベー

ション創出に、大きな役割を果たしていく。2006年時点で、従業員 20名以下の企業によ
る被雇用者は民間部門における雇用の約 18％であるが、1992～2005年の間の雇用純増分
でみると、25%近くをこうした小企業が占めていた。科学者、技術者、情報技術職など、
ハイテク業務従事者の 30％が小企業によって雇用されている。オバマ政権は、新しい雇用
と経済成長をもたらす活気ある新ビジネスの支援に取り組んでいる。 

 
D. 公共部門のイノベーションの促進と社会イノベーションの支援 
イノベーションは政府内部を含む、社会のあらゆるレベルにおいて起こらなくてはなら

ない。オバマ政権は、イノベーションを促進・活用すべく政府の力量の向上に取り組んで

いる。効率性を向上し支出減少を実現すべく、クラウド・コンピューティング注8などの新

技術の試みを各省庁に奨励している。連邦政府は、政府内外の人材の専門性と見識を大い

に活用し、賞の授与や困難な課題に挑戦させるハイリスク・ハイリターン政策を用い、地

域社会において機能している解決法を幅広く採用し、そして、研究者、民間部門および市

民社会との間で、幅広い影響を与える協調関係を構築していかねばならない。 
 
 
３．国家の優先分野における現状打開 

国家的重要度が非常に高いものの、市場任せでは期待される結果を得られない分野が存

在する。代替エネルギー源の開発、医療 IT を用いたコスト削減と生活向上、先進自動車
の製造などがその例である。産業自身の努力のみでは市場が成功しない分野に関しては、

政府の関与が一つの解決策となりうる。 
 
A. クリーンエネルギー革命の牽引 
                                                 
注8従来のコンピュータ利用は、ユーザー（企業、個人など）がコンピュータのハードウェア、ソフトウェア、

データなどを、自分自身で保有・管理していたのに対し、クラウドコンピューティングでは「ユーザーはイン

ターネットの向こう側からサービスを受け、サービス利用料金を払う」形になる。ユーザーが用意すべきもの

は最低限の接続環境（パーソナルコンピュータや携帯情報端末などのクライアント、その上で動くブラウザ、

インターネット接続環境など）のみであり、加えてクラウドサービス利用料金を支払う。実際に処理が実行さ

れるコンピュータはサービスを提供する企業側に設置されており、それらのコンピュータ本体の購入費用や蓄

積されるデータ管理の手間は不要となる。（出典：Wikipedia） 
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スマートグリッド、エネルギー効率、風力・太陽光・バイオ燃料などの再生可能技術へ

の歴史的大型投資によって、雇用を創出し、経済を成長させ、石油依存を終焉させるよう

な創意工夫、前進をもたらす。 
オバマ大統領は、新しいクリーンエネルギー経済においてアメリカが指導力を発揮する

ことを約束する。オバマ政権の投資により、最先端産業の雇用が新しく創出され、気候変

動の脅威に立ち向かい、世界の競争においてアメリカのイノベーターを優位に立たせる。 
 

 今後 3年間で再生可能エネルギーの供給量を 2倍に オバマ大統領は、今後 3年間
で再生可能エネルギーの創出量を倍増し、将来のクリーンエネルギー分野において

イノベーションの波を起こすことを約束する。この構想実現のため、再生法には数

十億ドルの融資保証と、再生可能エネルギー源からの発電促進のための生産税額控

除の延長が含まれており、数百億ドルの民間投資を誘発する。再生法と 2010年度大
統領予算にはまた、再生可能エネルギー研究開発費の大幅な増額が含まれている。

更に、クリーンエネルギー経済への転換を促すため、オバマ大統領は規制改革を追

求し、2009 年 4 月には、内務省が洋上風力発電開発の最終的規制を発表している。
これにより、アメリカは洋上の持続可能資源を用い、環境に対して健全で安全なグ

リーンエネルギーの創出が可能となる。 
 

 エネルギー効率に優れた産業の促進 再生法、また国家エネルギー政策により、エ
ネルギー効率改善のための新しい技術やプロセスの拡大と共に関連雇用の創出を引

き起こす。再生法だけでも、低所得家庭の耐候化（weatherization 注9）支援に 50億
ドル、連邦政府の建物のグリーン化に 45億ドル、そして州・地方政府の再生可能エ
ネルギーと省エネ・節約の取り組みに 63億ドルを支出する。 

 
 クリーンエネルギーイノベーションへの投資 オバマ大統領は、太陽光(熱)・風力発
電、グリーン建物、エネルギー効率の良い照明、次世代バイオ燃料、拡散防止型原

子炉、エネルギー貯蔵、二酸化炭素の回収と貯留等のクリーンエネルギー技術に 10
ヵ年計画で 1,500億ドルの投資を提案した。 

 
 石油依存度と温室効果ガス排出量抑制のためのキャップ・アンド・トレード制度注10

の立法化と再生可能エネルギー技術の促進 オバマ大統領は、包括的キャップ・ア

ンド・トレード事業を支持し、現在のアメリカのエネルギー構成は容認できないも

のであり、低炭素エネルギー源こそが将来の姿であることを明確に示す。大統領の

このプログラムにより、再生可能代替エネルギーやエネルギー効率のため、産業全

                                                 
注9 「weather（気候）」と「-ization」を併せた造語。断熱加工等、建物の構造を気候条件に対してエネルギー
効率の高い設計にすること。決して新しい言葉ではないが、オバマ大統領が使用したことにより改めて脚光を

浴びている。（出典：http://eco.goo.ne.jp/life/lohas/world/bo1001.html） 
注10温室効果ガスの排出権取引制度の最も一般的な形式。政府が企業に排出枠を割り当て、その一部を他の企業

と取引できる仕組み（出典：http://eow.alc.co.jp/cap+and+trade/UTF-8/） 
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体を変革するような投資を企業が確信をもって行うこととなる。 
 

 アメリカの労働力の再活性化 オバマ大統領は、RE-ENERGYSE（Regaining our 
ENERGY Science and Engineering Edge）プログラムを提案した。これはエネルギ
ー省と国立科学財団合同の教育事業で、何万人もの若年層にクリーンエネルギー分

野でのキャリア形成を促す。RE-ENRGYSEは、フェローシップ（特別研究員制度）
や学際的大学院課程、および学術機関と革新的企業の提携を支援し、エネルギー問

題に立ち向かう世代を育成する。 
 
B. 先進自動車技術の支援 
国家安全保障、経済、環境の観点から、石油が輸送における唯一の燃料である現状から

の多様化が必要不可欠である。今日、アメリカ国内の自動車燃料の内、96%を石油が占め
る。手ごろな代替燃料の未普及により、我々は市場の混乱に対し脆弱であり、石油生産者

に高く依存している。石油は、また、我が国の二酸化炭素排出量の 3分の 1を占め、地域
的大気汚染の重大な汚染源であり、気候安全保障と地域社会の健康に対する脅威でもある。 
 
オバマ大統領の戦略では、アメリカを先進自動車技術の最先端に立たせ、石油への依存

度を減少させると共に雇用を創出し、製造基盤を強化、空気を浄化し、消費者により高い

安全性・パフォーマンス・選択権を提供する。 
 

 電気自動車・輸送交通網電化へアメリカ史上最大の技術投資 オバマ政権は 2009
年 8 月初旬、世界的競争力のある国内の電池および電気駆動装置産業への民間投資
を促進すべく、20 億ドルの供与を発表した。この支援により、アメリカの工場は、
世界最軽量、最安値、最も長寿命で最も馬力のある自動車バッテリーを生産するこ

とになる。これら国産の電池と駆動装置は、1 回の充電で 100 マイル以上走行可能
で走行性能の良い、手頃な価格で入手可能な電気自動車の動力源となる。これらの

自動車は、再生法による電気・プラグイン電気自動車への最大 7,500 ドルの税額控
除により、更に消費者にとって魅力的となる。 
 
オバマ政権はまた、電気交通輸送網システム全体に 4億ドルを投資する。この投

資には、電池、車両および部品のみならず、構成部品を組み立てるパイロットシス

テムの実証、自動車に充電するためのインフラ試験、製造・サービスを担当する労

働者の訓練、そして消費者への啓蒙・教育が含まれる。これらのプロジェクトから

得られる知識は、民間部門が消費者ニーズに合った、製造者にとっても利益率の高

い電気自動車をもっと速く開発することを容易にする。 
 

 アメリカにおける先進自動車技術の製造支援のため、250 億ドルの融資を実施 オ
バマ政権は先端技術を利用した自動車製造に対する 250 億ドルの融資プログラムを
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通じ、石油依存を解消する最もコスト効率の良い方法を得るべく、活発な競争を支

援している。2009年 6月に第 1回目の融資枠 80億ドルを設定。内訳は、フォード
に 59億ドル（イリノイ、ケンタッキー、ミシガン、ミズーリ、オハイオの各州の工
場を改造して転換させ、燃費向上モデルを 13種以上増加させる）；北米日産に 16億
ドル（テネシー州スマーナ工場の設備を一新して先進電気自動車製造と先端電池製

造施設を建設）；テスラモーターズに 4億 6,500万ドル（カリフォルニア州で電気鉄
道車両と電気自動車を製造）のためとなっている。今後数年間で、このプログラム

の下で最高 170億ドルが融資される。 
 

 アメリカの次世代バイオ燃料支援 オバマ政権は石油消費を転換し、温室効果ガス
削減を実現する次世代バイオ燃料への投資を行う。再生法からの供与 8 億ドル、融
資保証支援 5 億ドルを通じ、セルロース系もしくは海藻由来バイオ燃料など近年の
合成生物学における進化を利用し、クリーン技術の開発を加速させる。 

 
 燃費向上により、石油依存を低下させ、イノベーションを引き起こす 2009年 5月、
オバマ大統領は革新的な国家自動車プログラムを発表。燃費と温室効果ガス排出を

規制する、統一連邦基準採択への道を拓いた。結果として、プログラム全期間の合

計で約 18億バレルの石油消費の削減と約 9億 5,000万トンの温室効果ガス削減が予
想される。 

 
C. 医療技術におけるイノベーション  
医療制度における非効率は、コスト増加と医療の質の低下をもたらしている。オバマ大

統領による医療 IT イニシアティブは、医療ミスの防止、医療水準の向上、コストカット
を実現する技術的イノベーションを引き起こし、台頭目覚ましい医療業界におけるアメリ

カの指導力を強固なものとする。 
 

 医療情報技術の活用を拡張 高度な医療情報（例：電子カルテ、モバイル医療アプ
リケーション、慢性疾患監視用センサー）は医療ミスの防止、ケアの質向上、我が

国の医療制度の最新化とコスト削減につながる。医療情報技術の最新化のため、再

生法から 190億ドルを投資する。 
 

 医療研究への取り組みを一新 再生法は、医療研究費の拡大分として 100 億ドルを
含む。この資金が提供されるのは、20 種の癌に関わる全ての遺伝的障害解明イニシ
アティブ、HIV/AIDS の大流行を防止する可能性のある医薬品の治験、自閉症の原
因解明と治療のための過去最大額の注入、DNA塩基配列決定法を用いた心臓・肺・
血液疾患の予防・治療法開発、等のプロジェクトである。 

 
 医療コスト上昇を鈍化 オバマ大統領は、看護の質を向上しコスト上昇を鈍化させ
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るべく、医療制度の包括的改革に取り組んでいる。これにより、アメリカ国内の他

事業へ投資可能な資源が捻出でき、全てのアメリカ国民の生活水準を向上出来る。 
 
D. 21世紀の「大いなる挑戦」に立ち向かうため科学技術を活用 
オバマ大統領による科学・技術・イノベーションへの新たなる取り組みは、我々の生活の

質を向上する野心的な目標を設定・達成し、将来の雇用と産業の基盤を築くことを可能と

する。以下はその例： 
 

 全ての癌の DNA 塩基配列決定法の完成。癌細胞を死滅させ、通常細胞には無影
響の高性能の抗ガン治療。疾患細胞に的確に医薬品効果を発揮するナノ技術。

正しい医薬品を適量、ふさわしい人に処方するオーダーメイド医療。将来に備

えたインフルエンザ汎用ワクチンの開発。 
 ペンキほどに安価な太陽電池、消費分のエネルギーを自ら生産するグリーン建物。 
 兵士・警官のための軽量・徹甲銃弾防弾チョッキ。 
 大人気のテレビゲームほどの魅力があり、個人家庭教師ほど効果のあがる教育ソ
フトウェア。 

 太陽光をカーボンニュートラル燃料へと転換し、抗マラリア薬生産コストを 10
分の 1に抑え、放射性廃棄物と有毒化学薬品を迅速かつ割安に処理する生態系。 

 エクサスケール注11・スーパーコンピュータ 

 

 

なお、本稿では詳細を割愛した 1-B「21世紀知識・技能をもって次世代を教育し、世界
クラスの労働力を生み出す」に関連した記事として、本号別原稿「オバマ大統領による研

究と教育への歴史的誓約（米国）」を参照されたい。 

 

編集：NEDO（担当 総務企画部 清水 太郎） 
翻訳：NEDO（担当 総務企画部 草野 裕子） 

 

出典：A STRATEGY FOR AMERICAN INNOVATION: 
DRIVING TOWARDS SUSTAINABLE GROWTH AND QUALITY JOBS 
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/20090920-innovation-w
hitepaper.PDF 

                                                 
注11現在の世界最速スーパー・コンピュータの 1000倍の処理能力を備える「エクサ（Exa、10の 18乗）スケ
ール」 


