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【研究開発計画】 ARPA-E  RE-ENERGYSEイニシアティブ  
 

オバマ大統領による研究と教育への歴史的誓約（米国） 
―ファクトシート― 

 
注意：この記事は、2009年 4月 27日に米国エネルギー省から発表されたリリースを翻訳

したものである。 
 
 
 オバマ大統領は本日、ナショナル科学アカデミーの年次総会でスピーチを行い、基礎お

よび応用研究、イノベーション、教育への大胆な支援を約束することにより米国の科学界

を活性化させるための計画の詳細を述べる。 
 
 世界的な経済競争、エネルギー、健康の分野で国が立ち向かうべき難問の性質に鑑み、

大統領は、宇宙開発競争のさなかにあった 1964 年に設定された研究開発への記録的な研
究開発投資を凌駕するレベルの、GDP対比で 3％以上の投資を行うよう求める意向である。
この目標は公的な投資および民間投資により達成する計画である。 
 
オバマ大統領は、すでに科学技術を最優先事項に据えている。すなわち、米国再生・再

投資法は、研究開発費として 215 億ドルを計上し（米国史上最大の増額）、またブロード
バンド・ネットワーク、クリーエネルギー技術、医療情報技術向けの大規模な投資を盛り

込んでいる。大統領の 2010 会計年度の予算には、基礎研究に対する持続的な増額、750
億ドルに上る R＆D投資クレジット（Research and Experimentation Tax Credit、R＆E
投資クレジットともいう）、国立科学財団（National Science Foundation: NSF）の大学
院レベルの研究員数を 3倍にするための助成が含まれる。大統領は、科学政策に一貫性を
取り戻し、イデオロギーではなく事実に基づいて決定することを確約した。 
 
 大統領の科学技術アジェンダを推進させるために、以下の点を発表する。 
 
・3 つの主要な科学機関（NSF、エネルギー省科学局、標準技術局（NIST））の予算を

10 年で倍増するという計画を達成するという確約。オバマ政権が成立させ提案した、
これらの基礎研究機関に対する 2016 年～2019 年期の予算は、2008 年の予算に 426
億ドル増額した額になる。ハイリスク・ハイリターン型研究の奨励、研究職に就いて

間もない研究者に対する支援が特に強調されている。 
 
・エネルギー先端研究計画局（Advanced Research Projects Agency-Energy: ARPA-E）
の本格的な運用開始。ARPA-Eは、我々にインターネット、ステルス航空機、多くの
技術的ブレークスルーをもたらした防衛省の機関である防衛先端研究計画局
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（Defense Advanced Research Projects Agency: DARPA）をモデルとするエネルギ
ー省（Department of Energy: DOE）の新たな機関である。 

 
・DOEと NSFによる共同イニシアティブ。小学校から大学院までプログラムや奨学金
を充実させることにより、何万人ものアメリカの学生が、科学、工学、クリーンエネ

ルギー関連の起業の分野でキャリアを積むよう動機付けする。 
 
・科学技術に関する大統領諮問委員会のメンバーである優れた科学者やエンジニアから

成る委員会は、大統領、副大統領への助言を行う。また、信頼できる効果的な政策を

作るには科学技術やイノベーションを理解していることが重要になる多くの領域に

おいて、政府の政策立案を助ける。 
 
 さらに、大統領は、数学および科学で学生の成績を飛躍的に向上させ、今後 10 年かけ
て世界の中位からトップに躍り出ることを国家的責務にする予定である。そのために、数

学教育および科学教育に対するすべてのアメリカ人の支援を大幅に高めるよう誘導する。 
 
・オバマ政権が支出する 50 億ドルの「トップへの競争」資金は、州が数学と科学の教
師の質を向上させるとともに教師数を増やすよう働きかける。こうした取り組みには、

数学教師や科学教師のための教え方の指導、教師向けトレーニングを改善し、昇進や

報償によって優秀な教師に報いるための提案が含まれる。州は、最新の科学実験室へ

の近代化、改装のために、米国再生・再投資法に基づき支出される資金を使用するこ

とができる。政府はまた、Robert Noyce奨学金プログラムや他の学生支援のための投
資を通じて、数学と科学の優秀な教師を引きつけ、あるいはその準備をするための奨

学金への投資を援助している。このような支援は、基準やよりよい評価につながる、

厳密で国際的な基準に則った基準、高品質のカリキュラム作りへの後押しなのである。 
 
・大統領は「全員参加」型のアプローチを要請する計画である。この目標を達成するた

めに、特に州知事、CEO、博愛主義者、教育者、学生たちの親、科学者やエンジニア、
ほとんどの学生に対して、ひとりひとりが責任を果たすよう求める。その第一歩とし

て、大統領は以下を行う。 
―レンデル州知事（ペンシルバニア州）が全米州知事会（National Governors’ 

Association: NGA）と協力して、STEM（science、technology、engineering、
mathematics：科学、技術、工学、数学）の教育を最優先事項に据える州の数を
増やす取り組みを率いる旨、発表する。 
―卓越した科学者とエンジニア（まず 2,000名以上のナショナルアカデミーのメン
バー）に対して、大統領の目標を達成するために一定の行動を起こすよう奨励す

る。たとえば、不利な条件に置かれた学校の教師や生徒を指導する、地元でサイ

エンス・フェスティバルを開催する、または学生が STEM の学位と教員資格を
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同時に取得できる特別プログラムを導入するよう大学に働きかける、などである。 
 
・大統領はまた、若者が STEMの分野で能力を開花させ、科学者、エンジニア、改革者
としてのキャリアを積めるよう、公共放送、新メディア、社会ネットワークツールを

利用して国民に自覚を促し、支援キャンペーンを導入するために尽力すると約束する。 
 
クリーンエネルギー革命の火蓋を切る 

・海外の石油への依存と炭素公害を軽減するクリーンエネルギー経済を構築する計画の

一環として、大統領は 4億ドルの ARPA-Eの本格運用を開始する旨発表する。さらに
DOE は、46 のエネルギーフロンティア研究センターを設立するための助成を行うと
発表する予定である。 

 
・ARPA-Eは、我々にインターネット、ステルス航空機、多くの技術的ブレークスルー
をもたらした防衛省の機関である防衛先端研究計画局（Defense Advanced Research 
Projects Agency-: DARPA）をモデルとする、DOEの新組織である。ARPA-E新設は、
米国科学アカデミーの報告書「強まる嵐を乗り越える（Rising Above The Gathering 
Storm）」で勧告されたもので、ARPA-Eの予算は米国再生・再投資法に盛り込まれて
いる。 

 
・ARPA-Eは、以下の点に貢献できる提案者に対して助成金を支給する。 

①エネルギー技術のブレークスルーの開発を通じて米国の経済とエネルギー安全保

障を強化する 
②外国石油の消費に対する需要を軽減する 
③温室効果ガスを含むエネルギー関連の排出を削減する 
④経済の全部門でエネルギー効率を向上させる 
⑤先進エネルギー技術の開発、導入の面で米国が技術的優越を確実に維持する 

 
・ARPA-Eは、大統領のエネルギー計画の達成に大きく貢献できる、よく練られた研究
開発計画（根本的な変革をもたらすようなコンセプトが含まれた計画、あるいは新技

術のための計画）を提示する応募者を対象に第 1回目の提案の公募を実施する。この
公募により、ARPA-Eは以下のようなエネルギー技術プロジェクトに助成金を支給す
る予定である。 
（1）科学的発見と最先端の発見を技術革新に結びつけるプロジェクト 
（2）技術的、財政的リスクが高いために産業界が単独では実施しようとしない領域

での、完全な変革をもたらすような技術の優位性を加速させるプロジェクト 
 
・DOEはまた、総額 7億 7,700万ドルになるとみられる 46のエネルギーフロンティア
研究センターの設立を支援する計画である。このようなセンターは、米国の最高の科
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学者やエンジニアに能力や技能面での協力を求め、クリーンエネルギーおよびエネル

ギー安全保障に対する現在の科学上の根本的な障害に取り組む予定である。センター

のおよそ 1/3が米国再生・再投資法からの財政支援を受ける。 
 
・こうしたセンターは、36の州およびコロンビア地区の大学、国立研究所、企業、非営
利団体から約 1,800名の研究者や学生を擁する予定である。同センターはまた、再生
可能エネルギーやカーボンニュートラルエネルギー、エネルギー効率、エネルギー貯

蔵、最先端の科学といったエネルギー研究上のすべての課題に取り組む予定である。

それぞれのセンターは、最初の 5年に毎年 200万ドル～500万ドルを受け取る。 
 
・エネルギーフロンティア研究センターの研究者たちは、ナノテクノロジー、太陽より

100 万倍明るい光源、スーパーコンピュータ、先端機器類のもつ新たな能力を活用す
ることができる。先端機器類のほとんどは DOE 科学局の支援により開発されたもの
である。 

 
次世代クリーンエネルギー改革者への動機付け 

・大統領は、DOEと NSFによる共同イニシアティブを発表する。このイニシアティブ
は、何万人ものアメリカの学生に科学、工学、クリーンエネルギー関連の起業のキャ

リアを積むよう動機付けするものである。 
 
・1950年代および 1960年代のスプートニク打ち上げ注1と宇宙開発競争は、若者が科学、

工学でのキャリアを目指すきっかけとなった。アポロ 17 計画が行われているときの
米航空宇宙局 （National Aeronautics and Space Administration: NASA）ミッショ
ン・コントロール職員の平均年齢は 26歳であった。オバマ大統領は、今日の若者に、
彼らの世代にとって最重要の課題（安価で豊富なクリーンエネルギーを開発し、低炭

素経済への移行を加速する必要性）に取り組む動機を与える、当時と似たようなチャ

ンスがあると信じている。 
 
・大統領のイニシアティブは、若者が以下に示す先進エネルギー技術に投資し、商業化

できるようにする。 
①太陽光を電気や燃料へ変換するための効率的で費用効果的な方法 
②二酸化炭素回収・貯留（carbon capture and sequestration: CCS） 
③プラグイン電気自動用の固定型、携帯型の先進的電池 
④太陽、風力、他の再生可能エネルギー源からの持続的なエネルギー供給を可能に

する先進的エネルギー貯蔵コンセプト 

                                                 
注1 スプートニクは、旧ソ連が開発した世界初の無人人工衛星で、1957年 10月 4日に打ち上げに成功した。
これに驚愕した米国は、自身の人工衛星を打ち上げたが、失敗。これを受け米国は、ソ連の脅威に対抗す

るため、また劣勢を挽回するために、ソ連との宇宙開発競争に邁進した。 
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⑤「スマートグリッド」による高効率的な送配電 
⑥カーボンニュートラルな商業用ビルおよび住宅 

 
・RE-ENERGYSE（REgaining our ENERGY Science and Engineering Edge）と呼
ばれるイニシアティブでは、DOEと NSFが共同で資金を提供する。同イニシアティ
ブが支援するのは、たとえば以下の通り。 
①映画、ラジオ、ネット教材、テレビ、通学カリキュラム、社会ネットワーク、地

域の科学博物館を使った教育および支援キャンペーン。これにより、若者の興味

をかきたて、彼らに我々が直面するエネルギー問題への取り組みに科学技術が果

たす役割を理解させる。 
②大学生にエネルギーについて研究する機会を与える。 
③クリーンエネルギーの分野でキャリアを積みたい女性や少数民族に対して教育

の機会を与える。クリーンエネルギーの分野で活躍している少数民族の比率は、

全 米 の 人 口 に 占 め る 少 数 民 族 の 比 率 に 比 べ て 圧 倒 的 に 少 な い

（underrepresented）。 
④産業界と二年制大学、四年制大学との連携を進め、クリーンエネルギー部門の技

術者向けの教育を強化する。このために、カリキュラムの開発、教師のトレーニ

ング、高校からコミュニティカレッジへの進路の整備に焦点を当てる。 
⑤科学、工学、起業および公共政策を統合する、マスターやドクターレベルでの学

際的なエネルギーに関する大学院課程のプログラムを設立する。 
⑥クリーンエネルギー研究の最前線に携わる大学院生およびポストドクター

（postdoctoral）の研究者に対する個人宛の奨学金を拡充する。 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部  吉野 晴美） 
 
出典：A Historic Commitment to Research and Education 

（http://www.energy.gov/news2009/7347.htm） 
 
 
 


