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【政策】米国科学技術予算 OMB 
 

米国2012年度予算における科学及び技術の優先課題 

 
 
科学上の発見、技術のブレークスルー、および、イノベーションは、人間の知識の限
界を拡大させるための主要な原動力であり、以下のために不可欠である； 

- サステナブルな成長 
- 健康なグループ人口の増加 
- クリーン・エネルギー未来社会へのシフト 
- 世界的気候変動へのチャッレンジ 
- 環境に関する矛盾する要求のマネジメント 
- 米国の国家安全保証 

 
この覚書（memorandum）は、行政管理予算局（OMB ；Office of Management and 
Budget へ提出される2012年度の予算（案）の作成のための行政府の科学技術の優先
順位を示すことにより、OMB覚書M-10-19をフォローアップするものである。これら
の研究開発（R&D）投資や科学技術の優先順位は、アメリカ再生・再投資法、2010
年度・2011年度予算、および米国イノベーションのための大統領戦略のような行政府
の主な政策ガイダンスを既に反映して作成されている。また、この覚書きは連邦政府
省・機関における科学技術プログラムのガイダンスを提供する。 
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主要な科学技術活動の優先順位 

 

各機関（連邦政府）は、その予算の提出において、利用可能な資金を、適切でそれぞ
れのミッションに合致するように、どのような方法で、低い優先分野から6つのチャレ
ンジに取り組む科学技術活動へとその方向を変え、そして、これらの全てのチャレン
ジの取り扱いにおいて成功が見込まれる6つの分野横断的領域を強化しようとしてい
るかを説明しなければならない（付属書 Aに6つのチャレンジと6つの分野横断的領域
を概説）。各機関は、科学技術投資により期待するアウトカムを記述し、出来る限り
定量的評価指標(metrics)を示す必要がある。 
 
プログラムのガイダンス 

 

大統領は、米国における研究開発投資(民間および連邦政府による)は、国民総生産
（GDP）の３％に到達すべきであるという長期目標を持っている。この目標における
連邦政府の現状の比率を理解するため、各機関は、OMBおよびOSTP(Office of Science 
and Technology Policy；科学技術政策局)と緊密な共同作業を実施し、正確に研究開発
投資活動を分類し、報告することが望まれている。 
 
各機関は、米国の実務上のチャッレンジへの革新的な解決策を追求しなければならな
い。それゆえ、予算申請においては、機関がどのような方法で，長期かつ明確なビジ
ョンを持つ人が申請するハイリスク・ハイリターン（つまり、 “革新的な要素を有し
た(potentially transformative)”）研究をサポートするかを説明しなければならない。
この研究の一部は、大統領の米国イノベーション戦略（Strategy for American 
Innovation）や米国技術アカデミー（National Academy of Engineering）により示さ
れた研究等、21世紀の｢大きな課題（grand challenges）｣により、その実施の動機付
けとされるべきである。 
 
各機関は、以下に示す新しいアプローチを振興し、かつ厳格に評価すべきである： 

- バイオ、情報、およびナノ技術の結集するような、多くの学問領域にわたる研究
をサポートする新しいアプローチ 

- 奨励金制度(incentive prizes)、大学-産業の連携、機能検証センター、および地
域イノベーションクラスターの設置等、技術の商品化やイノベーションを加速さ
せる新しいアプローチ 

 
大規模科学技術プロジェクトに関する、関係機関間・国際間の共同研究は、パートナ
ーとなる組織に利益を与えることができるが、多くの場合、個々の機関が、自身の予
算要求内で資金をまかなえないためでもあり、そのマネージング能力を試されること



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1066,  2010.9.15 
 

  64  
 

になる。 関係機関間・国際間の共同研究を含む大規模科学技術プロジェクトに対す
る資金（fund）の要求に際して、各機関は以下の項目を明確にする必要がある； 

- 共同研究の中心組織 
- それぞれのパートナー組織から共同研究に提供される固有の能力 
- それぞれの組織の明確な役割や責任 

各機関はパートナーの連邦政府機関と連携して、共同研究の予算要求を作成すべきで
ある。 
 
各機関は、OSTPおよびOMBと協力して、連邦政府の科学、技術、およびイノベーシ
ョンの投資金をより上手く記録するためのデータ（セット）を開発・維持し、かつ、
これらのデータをアクセスできる有用なフォーマットで、公開すべきである。各機関
は、研究開発の実施者に対するデータを共有する考え方（ポリシー）を策定し、それ
を定期的に更新し、プライバシー、国家安全および守秘が調和することを最大限に確
保する形で、相互運用可能な形で公としてデータを共有するインセンティブを作り上
げるべきである。 
 
各機関は、それぞれの科学、技術、そしてイノベーション活動に対して、アウトカム
志向の目標を作成、かつその活動の成果を評価するためのスケジュールを設定し、予
算申請における多くの成果を期待できる投資を目指すべきである。各機関は科学政策
のための科学（science of science policy）用のツールの開発・活用を支援すべきであ
り、それにより、各機関のR&Dポートフォリオの管理、並びに、科学、技術およびイ
ノベーションの投資のインパクトがより良く評価できる。 
 
各機関は、“関係機関間の科学コレクションワーキンググループ(Interagency Working 
Group on Scientific Collections)” による報告書にある勧告や、“細菌法科学の国家研
究開発戦略(National R&D Strategy for Microbial Forensics)” に概説される成果を
フォローすることにより、科学コレクションからもたらされる科学と社会の便益を増
加させるための戦略を実行すべきである。 
 
最終的に、各機関は、以下のことを期待されている； 

- 倫理と科学的公正性に関する最高の基準に従ってプログラムを実行すること 
- 科学の開放、科学の不正、利害の対立、プライバシーの保護、および人の問題を
適切に扱う等の課題に関して、明確な原則、ガイドライン、および政策を持つこ
と 
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付属書 A 

 
チャレンジと強化すべき領域 

2012年度の予算において、（連邦政府）各機関は、以下の6つのチャレンジに資金を
集中させるべきである。 
 
持続可能な経済成長と雇用の創出 

・ ロボット、サイバー-フィジカル・システム(cyber-physical systems)注1、および
フレキシブル生産の領域における米国のリーダーシップの強化のための、先進的
製造における研究開発のサポート 

・ 21世紀の “バイオ経済” に向けて、その基盤を確立するための研究開発。バイオ
技術を進歩させバイオ・システムの設計能力を進歩させることにより、農業、エ
ネルギー、健康、および環境における国家的重要なニーズに取り組むポテンシャ
ルをもつことが可能となる。 

・ 既存の関係機関間の活動の中で、特に次に示す２つの領域をサポート：国家ナノ
テクノロジーイニシアティブ（National Nanotechnology Initiative）の特別な
イニシアティブ、およびネットワーキングと情報技術の研究開発（Networking 
and Information Technology Research and Development ；NITRD) 

 
重大疾病の撲滅と医療費を削減しつつ全国民の健康増進の達成 

・ ライフサイエンスにおける発見のペースを加速させる可能性のある技術への優
先的な研究資金の投入、特に映像、生命情報学（bioinformatics）、および高速
ゲノム解析（high-throughput biology） 

・ 大統領府科学技術アドバイザー（President’s Council of Advisors on Science 
and Technology）の インフルエンザ・ワクチン学（Influenza Vaccinology） に
関する助言に合致する、今後発生する全国［世界］的流行病のワクチン開発時間
短縮のための研究に優先投資 

 
温室効果ガスの排出の削減と同時にエネルギーの輸入依存を減少させるためのクリーン・エネルギー

の未来に向かった動き 

・ クリーン・エネルギー技術、特に、ソーラー・エネルギー、次世代バイオ燃料、
および省エネビル（green buildings）やビル改造技術に関する研究開発に優先
投資 

                                                           
注1 物理環境における実体の監視と制御に計算と通信が緊密に連携するシステムを CPS
（Cyber-Physical Systems）と呼ぶ 
http://www.bcm.co.jp/site/youkyu/youkyu34.html 
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・ 先進自動車技術に関する研究開発、特に、軽量資材を用いたモデリングシミュレ
ーションとその製造プロセス、バッテリーやハイブリッド伝動機構（power 
train）；および先進自動車プラットフォームのシステム統合と実証の研究開発
を優先する 

 
世界的気候変動のインパクトの理解、適応および軽減 

・ 米国世界気候変動研究プログラム(U.S. Global Change Research Program)下で
合意された関係機関間の投資において、気候変動に関する科学、インパクト、弱
点、およびその対応戦略（適応や軽減等）についての、広い範囲の持続可能な国
の気候変動評価をサポート。 

・ 温室効果ガスの排出を測定、報告、および、実証するための研究を優先する 
 
土地、真水、および海洋への要求（食物、繊維、バイオ燃料を生産するため）と、持

続可能性・生物多様性に基づいた生態系を作るという競合をマネジメント 

・ 生物学、物理学、化学、そして人体学に用いられるデータを、予測モデルや評価
と判断ツールにまとめるための、統合的生態管理学的（ecosystem management）
アプローチに関する研究のサポート 

・ 気候や各種社会的要因（例えば、オイル流出）の変動という条件等を含んだ、エ
コシステムに基づく管理をサポートするための海洋観察能力の開発と展開 

 
我が国の軍隊、市民および国益を守るための技術開発 

・ 信頼のできるサイバースペース設計・製作のための高度な手法を開発するサイバ
ー・セキュリティーの研究開発サポート（セキュリティーが問題となると想定で
きる環境下で安全に運営できる防衛的サブシステムを有するシステム）。各機関
は大統領サイバースペース政策レビュー（President’s Cyberspace Policy 
Review）での、ターゲット可変防御技術戦略（moving target defense strategies）、
特別に作った信頼空間（tailored trustworthy spaces）、およびサーバー・イン
センティブ（cyber incentives）のような、考えを全く転換する技術
（game-changing technologies）の研究開発への要望に応えなければならない。 

・ 核のない世界にむけて継続的な前進を支援する、検証技術の範囲の拡大に役立つ、
核配備の透明性のある評価法の開発等、包括的国家研究開発プログラムへの投資
を優先する 

・ 関係機関間の努力で、兵器として高い脅威をもつ物質の使用から国家を守る能力
を向上させるための、国家の化学・生物物質の防御への投資をサポートする 

 
これらのチャレンジを取り扱うには以下の６つの分野横断的な領域で我が国の取り組

みを強化する必要がある： 
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・ 幼児教育から生涯教育までの全てのレベルで、なおかつ、あらゆる社会階層におい
て、科学、技術、工学及び数学（STEM）の教育並びに先進的な教育技術 

・ 我が国の研究大学と国立・私立研究所の活力と生産性、かつ基礎研究に対する継続
的なサポート 

・ 情報・通信、輸送、およびエネルギーのためのインフラの能力と構造安定性 
・ 米国の海外政策、世界的な健康、エネルギー、気候変動、および地球規模の開発目
標を達成するための、研究者、民間企業、大学や他の高等教育機関の研究所、市民
社会や国際的なパートナーとの、高いインパクトが期待できる共同研究 

・ 地球外に向かった調査だけでなく、地球観察、地上の位置確認（geopositioning）、
通信、およびその他を対象にした、宇宙能力 

・ 研究、起業化、およびイノベーションの促進、または資金を提供する、経済・政策
環境 

 
翻訳：NEDO（担当 総務企画部  小笠原一紀） 

 
出典：Science and Technology Priorities for the FY 2012 Budget  
（http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/memoranda/2010/m10-30.pdf） 


