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米国経済・米国エネルギー・米国技術のイノベーション 

2013 年度予算教書の科学・テクノロジー・イノベーション・STEM 教育 
 

2012 年 2 月 13 日 
 

｢我々が実現できる米国を想像してみてください。国民の教育で世界の人々をリードす

る国家を、次世代のハイテク製造業の仕事や高収入の仕事が集まる米国を。我々がエネル

ギーを我々の手でコントロールでき、その安全保障と繁栄が世界の不安定要素の影響をそ

れほど受けない将来を。そして、ハードな仕事に対価が支払われ、責務に対する報酬が与

えられるように造られた持続可能な経済を。｣ 
 

バラク・オバマ米大統領（2012 年 1 月） 
 

21 世紀においても世界的競争力を持ち、持続可能な米国経済を創るためには、この国を

持続可能な財政が進む道筋に乗せるだけではなく、発明、イノベーション、産業が繁栄す

る環境を創らなければならない。 
 
オバマ大統領の 2013 年度予算教書は、世界的に競争力を持つ持続可能な米国経済を確

立するというビジョンをサポートするものである。これには、構想を現実に変えていく、

科学技術研究への継続した投資も含まれる。また、2～3 年前にやっと描かれたにもかかわ

らず、極めて重要な偶像的なものとなると見込まれる、新技術、製品、ビジネス、産業の

創造を支援する。 
 
本 2013 財政年度予算教書は、今日の困難な経済環境を認識し、以前であれば、より多

くの支援に値すると見なされる多くの分野で経費を削減するという、厳しい選択を行って

いる。しかし、この予算教書は、将来に照準を絞り、将来における自信を示している。 
米国における発明の原動力を構築し、これを後押しすることで、人間の知識の未知の分野

を開拓し、再活性化した米国製造業界をベースとした持続可能な経済成長を促進させ、米

国のクリーンエネルギーの未来を開拓し、より低いコストでより多くの人に行う健康管理

を改善し、地球の気候変動課題に取り組み、環境資源の保護に競合する要求を管理し、国

家安全保障の強化を行う。 
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我々は一丸となって取り組み、米国の製造業、米国のエネルギーおよび米国の労働者の

スキルの上に構築される経済を創り上げることが出来る。また、研究開発への投資を行う

ことで、これらの取り組みやその他の厳しい目標を達成するためのイノベーションの促進

を援助できる。2013 年度大統領予算教書は、このことを達成するために連邦政府の研究開

発費に 1,408 億ドルを予算配分している。 
 
● 科学的発見による未開拓分野の開拓  
 経済、医療、エネルギー、気候、環境、国家安全保障関連などの米国の課題に対処する

ため、2013 年度予算教書は、連邦政府の基礎的研究および応用研究のポートフォリオに対

し、総額 640 億ドルを予算配分している。これは、2012 年度成立予算レベルから 3.3%増

すなわち 20 億ドル増となる。(比較数はすべて、現在のインフレに対する調整無しの名目

ドルベースのものである) 
 
● イノベーションの促進 

2013 年度予算教書は、困難な予算制約の中、ハイテク知識に基づく 21 世紀の経済にお

ける米国のリーダーシップを強化するため、防衛以外の研究開発費を大幅に増やし、2012
年度成立予算レベルの 5.0％増の 649 億ドルの予算を配分している。また、同予算教書は、

防衛費にも 759 億ドルを予算配分している。 
 
● 主要 3 科学研究機関に対する公約を維持 

 3 つの主要な科学研究機関である米国国立科学財団(National Science Foundation：
NSF)、エネルギー省(DOE)の科学局(Office of Science)、米国国立標準技術研究所(National 
Institute of Standards and Technology：NIST)の研究所は、イノベーションにおける世

界的リーダーとしての米国のポジションを維持する上で極めて重要である。 2013 年度予

算教書では、2012 年度予算の 4.4％増となる総額 131 億ドルをこれらの研究機関に予算配

分することにより、予算を大幅に増加するという公約を守っている。 
 
●クリーンな米国エネルギーを推進 

米国の石油への依存度を減らし、かつ将来の国内のエネルギー産業と雇用を助長する、

トランスフォーマティブな(一定の開発リスクがある一方で、画期的な成果が期待できる)
変革的な技術を開発するため、2013 年度予算教書は、米エネルギー省(DOE)のエネルギー

先端研究プロジェクト(Advanced Research Projects Agency-Energy：ARPA-E)における

トランスフォーマティブなエネルギーの研究開発費に 3 億 5,000 万ドルを予算配分してい

る。同予算教書では、DOE のエネルギー効率・再生可能エネルギー局(Energy Efficiency 
and Renewable Energy office)に対して 23 億ドルを予算配分しており、先進型自動車の普

及台数を 100 万台に近づけるクリーン自動車技術の向上、先進材料および省エネルギーに

より製造コストを削減するプロセスに焦点を当てている。予算教書におけるクリーンエネ

ルギーの予算措置は世界的な気候変動に関係する二酸化炭素排出量の削減を支援するもの

ＮＥＤＯ海外レポート ＮＯ.1083, 2012.3.23

41



で、この現象を理解、予測、緩和、順応するために｢地球気候変動研究プログラム(U.S. 
Global Change Research Program：USGCRP)｣に 26 億ドルを予算配分している。 
 
● 製造業で米国の新たな雇用を創出 

 産・学・官からの力を結集し、連邦政府の高度な技術を用いる製造業における雇用を創

出する未来技術への投資の支援に、2013 年度予算教書は、連邦政府の先進製造技術の研究

開発費に 22億ドルを予算配分している。これらの投資がイノベーティブな製造プロセス、

先進的産業用材料、ロボット工学の研究開発を展開させるだろう。また、起業家精神の育

成、および発見から市場化への移行を進めるための現行の取り組みを補完する。 

 
● 全国民の健康の改善のための医療研究を支援 
 バイオメディカル研究における米国のリーダーシップを維持し、米国民の健康の改善、

将来の米国バイオ経済の構築を行うために、2013 年度予算教書では、米国立衛生研究所

(National Institutes of Health：NIH)に裁量予算の 307 億ドルを予算配分する。 
 
●子供を対象とした科学・テクノロジー・エンジニアリング・数学(STEM)教育 

 米国の子供たちが高いスキルを持つ労働者や、明日を担うイノベーターになれるような

将来に備えて、2013 年度の予算教書は、連邦政府による科学・テクノロジー・エンジニア

リング・数学(STEM)教育への投資として、30 億ドルを予算配分する。 
 
●民間企業の投資の拡大 

2013 年度予算教書は、米国の産業がイノベーションの投資を継続するためのインセンテ

ィブを提供するために、拡充され簡素化された、恒久的な Research and Experimentation 
(R&E) Tax Credit(試験研究費税額控除)を設置する。これにより、企業が研究開発の投資

を行っている間、その税額控除が使えるようになるという、企業が求めている確実性を提

供する。 
 

● 21 世紀のインフラ構築 

2013 年度予算教書は、米国が 21 世紀に世界と競合していくために、必要なインフラを

構築し、官民におけるイノベーションを促進するため、新たな雇用や産業の成長を加速す

る基礎的な能力を備えるために、次世代ワイヤレスブロードバンドインターネットの全米

国民への提供を促進する割当て周波数帯の自由化、スマートでエネルギー効率と信頼性の

高い送電網インフラへの投資、21 世紀の航空システムの構築を行うことを提示している。

同予算教書は、ファースト・リスポンダー（警察官、消防士、救急隊員等の緊急対応要員）

向けブロードバンドネットワークの展開を支援する、最先端のワイヤレステクノロジーと

アプリケーションの研究開発を促進するために、ワイヤレス・イノベーション(WI)ファン

ドのための周波数帯オークションの収益から、3 億ドルの予算配分を行っている。 
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● 厳しい選択 

 オバマ政権によるイノベーションへの投資は、｢Budget Control Act of 2011｣の支出上限

のもとで 2 年連続して 2011 年度予算レベルで凍結される、全体の裁量予算内に収まる。

一例として、2013 年度予算教書で開発費として予算配分された 741 億ドルは、2012 年度

予算よりも低い数字となっている。 
 
2013 年度予算における連邦政府の研究開発費の優先順位 

｢イノベーションにはベーシックな研究も必要です。今日、連邦政府によって資金援助

された研究所や大学での発見が、癌細胞を退治しながら健康な細胞を影響せずに残す新た

な治療法につながると考えられているのです。警官や兵士には新しい軽量防弾チョッキな

ど。これらの投資を予算から外してはなりません。将来の競争において、他国に勝利の座

を譲ってはなりません。コンピューターチップやインターネットに、また米国の新たな雇

用、新たな産業に繋がる同類の研究やイノベーションを支援します。｣ 

 

バラク・オバマ米大統領( 2012 年 1 月) 

 
オバマ大統領による 2013 年度予算教書は、連邦政府研究開発費 1,408 億ドルを予算配

分している(表 1 参照)。見込まれる不足額を減らし、「Budget Control Act of 2011｣の支出

上限の範囲内に全体の裁量予算を凍結した財政予算（fiscally responsible budget）内で、

連邦政府の研究開発費は、2012 年度成立予算を 1.4%上回る 20 億ドル増とする。2013 年

度予算教書では、優先順位の高いイノベーションに投資を行うための資金を準備するため

に、優先順位を定め、厳しい財政的制約内での厳しい選択を行う。そうした考えから、2013
年度予算は、防衛関係の開発費の削減を提示しているが、防衛費以外の研究開発費を、2012
年度成立予算レベルの 5%増の 649 億ドルを予算配分している。(すべて 2012 年度成立予

算と 2013 年度予算との比較によるもので、インフレ調整の無い名目ドルベースとする) 
 

2013 年度の予算教書は、自然への理解を抜本的に高め、主要な科学分野を大きく改革し、

新技術により、長期的な経済成長と生活の質を引き上げる、基礎および応用研究に特に重

点を置くことによる、革新的な科学や技術のブレイクスルーを促すという政府の役割を認

識している。連邦政府の研究ポートフォリオ(基礎および応用研究)は、2013 年度予算で総

額 640 億ドル(図１、表 3 を参照)とし、2012 年度成立予算レベルの 3.3%に相当する 20
億ドルの増加とした。 
 

2013 年度の予算教書は、2012 年度予算よりも低い開発費 741 億ドルを予算配分してお

り、これは、国防総省(以下、DOD と言う。)の兵器システム開発プログラムが完了に近く、

生産段階への移行に伴う活動費の削減によるものである。研究開発施設と資本設備への出

資は、総額 27 億ドルに及ぶ。 
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図 1 ）2013 年度予算における主要な研究開発ファンディング機構のハイライト 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

米国立衛生研究所(NIH)は、全米国民の健康長寿につながる、高品質でイノベーティブ

なバイオメディカル研究を支援している。NIH は、研究機関や研究センターによって実施

したり、スポンサーとなる、同研究所内外の研究、教育、トレーニングから成る着実なプ

ログラムにより、このゴールを達成する。2013 年度の予算教書は、NIH の裁量予算とし

て 307 億ドルを予算配分している。 
 
 2013 年度予算教書は、全国の大学や、大学の研究所、独立研究所における、広範囲な科

学医療の基礎と応用のバイオメディカル研究の支援を続ける。NIH は、バイオメディカル

研究における才能ある科学者たちのパイプラインを維持するために、新規な初期段階の研

究を行う研究者たちへの支援を重視し続ける予定である。NIH は、産学官における新たな

共同研究を育成することにより、基礎科学から治療応用へ移行させる上での橋渡しをする

ために、治療加速ネットワーク(the Cures Acceleration Network：CAN)など、最近設立

された国立先進的橋渡し科学センター(National Center for Advancing Translational 
Sciences：NCATS)を導入予定である。2013 年には、NIH は制約のある財政情勢の中で

バイオメディカル研究の進捗を維持する、新しい補助金管理方針を導入し、優先度の低い

活動を切り離した資金の割り当てを行う。 
 
 NSF は、多くのバイオメディカル以外の研究分野の学術研究を支援する主要機関であり、

科学およびエンジニアリングの全領域におよぶ基礎研究および教育を集約している。2013
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年度に 74 億ドルに増額された NSF 予算の増分は、2012 年度成立予算の 4.8%増に相当し、

科学とエンジニアリングの基本的なアイデアの開発を加速させる。2013 年度予算教書は、

クリーンエネルギー研究、先進製造技術、ワイヤレス通信、その他の未来技術における

NSF の研究活動を拡大するものである。NSF は、分野横断的な持続可能な科学へのアプ

ローチにより、明日のクリーンエネルギー技術のためにイノベーションの火付け役となる

発見を促進するための研究資金を増やすよう予算配分している。 
 

SEES（科学、エンジニアリング、教育、持続可能性）ポートフォリオは、再生可能エ

ネルギー技術並びに、複雑な環境・気候のプロセスの統合活動に対する、2013 年度予算教

書を 2 億 3 百万ドルまで増加する予定である。NSF は、新材料、スマートシステム、先進

製造技術、ロボット技術を対象とする多くの専門分野の研究に 2 億 5,700 万ドルを投じ、

先進製造技術や未来技術における雇用創出を支援する。 
 
将来のバイオ経済の分野横断的な研究を促進するため、2013 年度予算教書は、生物学、

数学、物理学、エンジニアリング分野の融合領域の研究に、3,000 万ドルを予算配分して

いる。同予算教書は、無線周波数帯使用のイノベーティブで新しい方法の研究を支援する

ための NSF の「Enhanced Access to the Radio Spectrum」すなわち EARS に対し 5,100
万ドルを予算配分している。NSF はまた、サイバーセキュリティの基礎的研究イニシアテ

ィブに 1 億 1,000 万ドルを予算配分している。 
(NSF の追加ハイライトについては、OSTP の STEM 教育のファクトシートを参照のこと) 
 

2013 年度予算教書は、世界で最も優れた防衛システムへの米国のアクセスを確実にする

ために、DOD による長期的な科学技術イノベーションに予算配分している。同予算教書

は DOD の研究開発費に、2012 年度予算から 15 億ドル減の 712 億ドルを予算配分してお

り、これには、初期の科学技術プログラム(S&T)予算 119 億ドルが含まれている。 
 
同予算教書は、長期的なブレイクスルーをもたらす研究を支援する、国防高等研究計画

局(Defense Advanced Research Projects Agency：DARPA)に対して、28 億ドルを予算配

分している。2013 年度予算教書は、サイバーセキュリティ、ロボット工学、先進的な学習

システム、情報アクセス、よりクリーンでより効率的なエネルギー、生物兵器防衛など、

優先順位の高い分野の研究に 21 億ドルを予算計上するという DOD の公約の基礎研究

(“6.1”)の支援を維持する。 
 

DOD が資金援助を行った研究は、新しい防衛システムに将来経済的に成り立つ選択肢

を与え、米国が仮想敵対国による、技術的な奇襲を回避するのに役立つ。2013 年度予算教

書は、目標とする技術開発における官民パートナーシップを確立することにより、DOD
の先進的製造技術の研究開発支援を拡大している。 
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米国航空宇宙局(National Aeronautics and Space Administration：NASA)にあっては、

2013年度予算教書は、177億ドルを配分する。厳しい選択ではあるものの、予算教書は既

存の宇宙インフラを前提として、宇宙科学や調査の分野で米国のリーダーシップを維持す

るためのイノベーティブな能力や技術を優先していく。予算教書は民間企業の投資と合わ

せて、国際宇宙ステーションへ人員を運ぶという米国の新たな能力の発展を目指すNASA
の事業予算として、8億3,000万ドルを充てる。また、新規な目的地へ有人探査ミッション

を送る次世代型の遠距離宇宙用乗員カプセルや重量物を打ち上げるロケットに対して29
億ドルを配分、また宇宙科学や探査の取り組みの可能性を拡大し、コストを低減しうる革

新的な新技術の開発に6億9,900万ドルを投じる。地球科学への予算18億ドルにより、気候

変動をより理解し、今後の大災害の予測力を高め生命機能関連環境データの提供を行うた

めの研究や強固な地球観測衛星網を支援する。予算教書では、2018年に打ち上げが予定さ

れている「ジェイムズ･ウェッブ宇宙望遠鏡(James Webb Space Telescope)」の設置に6
億2,800万が配分される。NASAの研究開発ポートフォリオは、2013年度予算教書におい

て合計96億ドルとなり、2012年度成立予算レベルから2億300万ドル増額し、2.2%の増加

となる（表1参照）。 
 

エネルギー省(Department of Energy：DOE)にあっては、2013年度予算教書は、米国

が将来のクリーンエネルギー経済においてリーダーとなるため、合計119億ドルとなる研

究開発ポートフォリオを組んでおり、これは2012年度成立予算レベルから8億8,400万ドル、

即ち8.0%の増額となる（表1参照）。DOEの科学局(Office of Science：SC)は、エネルギ

ーや自然に関する我々の認識を変革するような発見や科学的ツールを供給する。2013年度

の予算教書によるDOE SCの予算50億ドルは、研究や最先端施設の両方の予算を増加させ、

主要3科学機関の予算を大幅増させるという大統領の公約を維持している。2013年度予算

教書は、石油への依存度を減らし、クリーンエネルギー時代へ移行するDOEのクリーンエ

ネルギー･プログラムに投資する。この中には、エネルギー効率･再生可能エネルギー局

(EERE)への23億ドルが含まれている。この総額の中で、予算教書は米企業に、エネルギ

ーの消費を減らし、製造コストの削減が可能とするための革新的な製造プロセスや先進的

な材料に関する活動を拡充するため、2億9,000万ドルを配分する。また予算教書は、自動

車技術を前進させて電気自動車の競争力をつけるためにEEREへ4億2,000万ドルを投資し、

さらに先進的自動車への優遇税制を充実させることにより、先進的技術を駆使した自動車

を100万台路上に走らせるという目標へさらに近づける。2013年度予算教書では、DOEの

ARPA-E（エネルギー先端研究計画局）に3億5,000万ドルが配分され、（トランスフォーマ

ティブ一定の開発リスクがある一方で、画期的なせいかが期待できる案件に対するR&D補

助により）変革的発見の支援やクリーンエネルギー技術の発展における課題解決の促進を

目指す。また予算教書は、DOEが環境保護局(EPA)と米国地質調査所(USGS)と共に、水

圧粉砕による天然ガスや石油の生産が与える環境、健康、および安全性に対する影響を把

握し最小化する研究プロジェクトを実行するために、1,200万ドルを予算配分する。DOE
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の防衛ポートフォリオでは、核保有や、核兵器の不拡散、海軍の核推進を支援する研究開

発に対して予算教書の中に47億ドルが含まれている。 
 

米国農務省(the U.S. Department of Agriculture：USDA)における研究開発は、優先度

の低いプログラムが削減や終結されたため、2013年度予算教書では予算配分が23億ドルに

下落する。予算教書は、国民の栄養、肥満の削減、食品の安全性、持続性のあるバイオエ

ネルギー、世界的な食糧安全保障、そして気候変動など、厳選されたUSDA研究に対して

はその予算配分を増加している。予算教書は、米国食品･農業研究所(National Institute of 
Food and Agriculture：NIFA)の重要な競争的研究プログラム「農業･食品研究プログラム

(Agriculture and Food Research Initiative：AFRI)」に対する予算を3億2500万ドルにま

で増額する。石油消費を転換し、温室効果ガスの排出を削減する次世代のセルロース誘導

体や藻類ベースのバイオ燃料を開発するUSDAのバイオエネルギー研究に対して、予算教

書は、2億9,200万ドルを配分する。 
 
 商務省の国立標準技術研究所(National Institute of Standards and Technology：NIST)
は、計測の科学、規格、そして技術を前進させることで、米国のイノベーションや産業競

争力の推進を行う。2012年度成立予算レベルから13.7%増の7億800万ドルとなるNIST内
の研究室に対する2013年度予算教書は、先進的な製造技術や、サイバーセキュリティー、

ナノテクノロジーなどの分野において実績のある研究室の研究や施設を支援し、それによ

りNISTの研究能力を向上させるだろう。NISTの2013年度予算教書は、主要3科学機関へ

の予算を大幅増させるという大統領の責務を維持している。また予算教書には、1億2,800
万ドル配分される「Hollings製造拡張パートナーシップ (Hollings Manufacturing 
Extension Partnership)」や、2,100万ドル配分される「先進製造技術コンソーシアム

(Advanced Manufacturing Technology Consortia)プログラム」が含まれている。このプ

ログラムは、長期にわたる産業技術に必要な研究開発ロードマップを作り、必要なものの

達成において優れた大学や政府機関の研究室へ資金提供を行う新たな官民パートナーシッ

プである。さらに予算教書は、義務的なNIST予算において、「ワイヤレス･イノベーショ

ン(Wireless Innovation：WIN)」に3億ドルを配分している。これにより、ファースト･リ

スポンダー向けのブロードバンド･ネットワークの発展を支援する基準、技術、そして適用

の 充 実 を 目 指 す 。 米 国 海 洋 大 気 圏 局 (National Oceanic and Atmospheric 
Administration：NOAA)にあっては、商務省の一部でもあり、地球の海、大気、海洋生育

環境に関する研究を支援する極めて重要な役割を担っている。研究開発への5億5,200万ド

ルを含むNOAAの予算50億ドルにより、NOAAは環境政策上の決定をする科学的根拠を強

固なものとし、生命や財産を保護する重要な気象･気候サービスを改良し、海洋や沿岸の回

復への投資をより一層増やし、そして観測衛星の継続的な運用を保証する。2013年度予算

教書は、18億ドルを予算配分し、人工衛星搭載計器による海水位や太陽風のダメージの可

能性の測定だけでなく、NOAAの極軌道気象衛星や静止気象衛星システムの開発や取得の
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継続を目指す。NOAAは北極圏の研究（北極圏の気候変動を含む）を実施し、気候変動の

地域別予測を行い、沿岸や海洋資源に関する研究や、有害な藻類異常発生や気候変動から

生じる海洋の酸性化に取り組む海洋センサー技術の開発を支援する。 
 

国土安全保障省(Department of Homeland Security：DHS)の研究開発にあっては、

2012年度に一部大幅に行われた削減を元に戻すため、2013年度予算教書では2012年度成

立予算レベルから26.3%増加し、合計で7億2,900万ドルとする。2013年度予算教書は、サ

イバーセキュリティー、核物質や爆発物の探知、科学的／生物学的反応システムなど重要

な研究開発を前進させる予算に充てる。予算教書は、2013年度に「国立生物農産物検疫施

設(National Bio- and Agro-Defense Facility：NBAF)」の建設に予算を充てるのではなく、

DHSが新たな研究所の必要性やコストの包括的な再評価を実行する。 
 
 教育省の研究開発ポートフォリオにあっては、2013年度予算教書では合計で3億9,800
万ドルとする。オバマ大統領は、今後10年間をめどに10万人のSTEM教員を配置するとい

う意欲的な目標を設定した。2013年度予算教書は、教育省からその目標に対して8,000万
ドルを割り当て、NSFと連携し、STEMの教員配置の有望で効果的なモデルの拡大を目指

す。また、予算教書は教育科学研究所(Institute of Education Sciences)に700万ドルを増

加し、学習のアウトカム（社会に貢献できる能力）の改善のための方策の綿密な調査研究

や政策の評価の支援を行う。（追加分の教育省ハイライトは、OSTPの教育省STEMファク

トシートに掲載されている） 
 
 復員軍人援護局(Department of Veterans Affairs：VA)にあっては、2013 年度予算教書

は、医学･義肢研究に対して 5 億 8,300 万ドル、医療の支援に 5 億 8,300 万ドルを配分し、

VA プログラムにおける研究開発に総額 12 億ドルを充てる。加えて VA の研究プログラム

は、連邦および非連邦助成金から約 7 億 1,000 万ドルを受ける予定である。VA 研究は、

負傷兵に関連したバイオメディカル分野に焦点を当て、臨床研究や探索医療(translational 
research：臨床利用を目指す探索的な基礎研究)を支援する。VA の研究プログラムは、同

時になされる臨床診療・研究からから利益を得て、退役軍人の医療に直接繋がる発見があ

る。 
 
 内務省の 2013 年度予算教書は、研究開発に 8 億 5,400 万ドルを配分する。内務省の主

要な研究機関である米国地質調査所(United States Geological Survey：USGS)の予算総

額は、2012 年成立予算レベルから 3,500 万ドル増加し、11 億ドルとする。2013 年度予算

教書は、EPA と DOE に共同で実施する USGS に 1,900 万ドルを予算配分し、水圧粉砕に

よる天然ガスや石油生産の環境的、健康的、そして安全性に対する影響を把握し、最小限

化する研究プロジェクトを実施する。また予算教書は、地震や地滑り、そして火山などの

自然災害を緩和する研究である水質とエコシステムの科学プログラムや気候変動科学に対
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する USGS 予算を維持する。 
 
 環境保護局(Environmental Protection Agency：EPA)にあっては、研究開発への予算配

分は、2013 年度予算教書では総額 5 億 8,000 万ドルとし、2012 年度予算レベルより 1,200
万ドル増となる。この投資を用い、EPA は再構築された研究と科学プログラムにおける、

科学の計画や成果の配信の向上や強化に焦点を当て、これらの成果をさらに統合させた分

野横断的なものとする。2013 年度予算教書は、疑がわれる内分泌かく乱物質や、環境に優

しい化学、環境に優しいインフラ、計算毒性学、飲料水、そして STEM 研究奨励制度とい

った分野において、国家にとって重要な優先度の高い研究を支援する。2013 年度予算教書

は、EPA の継続中の研究や、USGS や DOE と共同で実施する新たな取り組みに対し、総

額 1,400 万ドルを予算配分する。これにより、水圧粉砕を用いた天然ガスや石油生産が与

える健康や環境への影響を削減する。 
 
 2013 年度予算教書は、運輸省(Department of Transportation：DOT)の研究開発に対し、

2012 年度予算レベルと比べて増加となる 11 億ドルを配分する。予算教書の予算の中には、

連邦航空局(Federal Aviation Administration：FAA)の『NestGen』として知られている

「次世代航空運輸システム(Next Generation Air Transportation System)」におけるいく

つかの研究開発活動に対する予算配分も含まれる。合同計画開発室(Joint Planning and 
Development Office)は、NASA やその他の参加機関と共に、この重要な取り組みをまと

める。また、連邦道路管理局(Federal Highway Administration：FHWA)は、他の幹線道

路調査研究利害者と雇用契約や連携することにより、全米で合同の包括的な幹線道路の調

査研究・技術プログラムを管理する。FHWA は、安全性やインフラの維持や改善、そして

環境の緩和や手続の効率化に関連する研究活動を実施する。 
 
 2013 年度予算教書は、スミソニアン研究所(Smithsonian Institution)の研究開発プログ

ラムに 2 億 4,300 万ドルを予算配分する。スミソニアン協会は、同研究所の戦略計画に沿

って、科学や人文科学における研究成果の向上を続行する。 
 

 

マルチ・エージェンシー・イニシアティブ 

多数の研究開発投資は、国家科学技術委員会 (National Science and Technology 
Council：NSTC)やその他の省庁間の評議会より調整されたマルチ･エージェンシー（複数

の機関）活動を通じて取り組まれる。表 2 では、地球規模変動研究、ネットワークや情報

技術研究開発、そしてナノテクノロジーの研究開発など 3 つの取り組みの詳細を示してい

る。 
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米国地球規模変動研究プログラム 

2013 年度予算教書は、マルチ･エージェンシーによる「米国地球規模変動研究プログラ

ム(U.S. Global Change Research Program：USGCRP)」に対して、2012 年度予算成立

レベルから 5.6%増加となる 26 億ドルを予算配分する（表 2 参照）。USGCRPは、気候変

動およびその他の、人為的な、または自然による地球規模の変動プロセスに、国家や世界

が把握、予測、緩和し、そして適合するのを支援するため、連邦政府の研究やその実用化

施策を統合し、調整する。2013 年度予算教書は、プログラムの新たな 10 年間の戦略プラ

ンで明記された目標を支援する。これには、次のものが含まれる：地球システムの自然と

人間の複合的要素の科学的知識を前進させ、適応や緩和に関するタイムリーな情報の提供

と決断を可能にさせる科学的根拠の提供、地球変動の影響や脆弱性を理解し、予想し、そ

して対処できるための米国の能力を改善する持続的な評価力の構築、そして地球変動に関

する一般的な理解を広げるコミュニケーションや教育の推進。USGCRPや同プログラムの

様々な研究活動に関する報告や一般的な情報は、同プログラムのウェブサイトにて閲覧可

能である。www.globalchange.gov. 
 
ネットワーキングおよび情報技術研究開発 

2013 年度予算教書は、マルチ･エージェンシーによる「ネットワーキングおよび情報技

術研究開発(Networking and Information Technology Research and Development：
NITRD)プログラム」に対し、2012 年度予算成立レベルから 1.7%増加となる 38 億ドルを

予算配分する。マルチ･エージェンシーによるNITRDプログラムは、サイバーセキュリテ

ィーや、高性能コンピュータ･システム、先進的ネットワーキング、ソフトウェア開発、高

信頼コンピュータ･システム、医療IT化、無線周波数の共有、クラウド･コンピューティン

グ、その他の情報技術において、複数機関による研究活動の計画や調整を行う。2013 年度

予算教書は、膨大な量のデータから数値や科学的推論を引き出す我々の能力を向上させる

研究に焦点を当て、インターネット通信をより一層確実で信頼できるものとする目標に取

り組むため、保障されたコンピュータの使用や安全なハードウェア、ソフトウェア、そし

てネットワークの設計やエンジニアリングなどの基盤に継続して重点を置く。NITRDに関

する予算の情報はwww.nitrd.govにて閲覧可能である。 
 
米国ナノテクノロジー･イニシアティブ 

 2013 年度予算教書は、マルチ･エージェンシーによる「米国ナノテクノロジー･イニシ

アティブ(National Nanotechnology Initiative：NNI)」に、2012 年度成立予算レベルか

ら 7,000 万ドル増額となる 18 億ドルを予算配分する。大統領の優先事項や革新戦略を支

援するナノテクノロジーの開発を加速するため、NNIを構成する機関は、ナノスケール（約

1～100nm）の物質の中に生じる物理的、化学的、そして生物学的な独自の特性を利用し

た材料や機器、システムの研究開発に焦点を当てる。参加するエージェンシーは、個々の

研究者への助成金、他分野にまたがる研究中核拠点、教育訓練、そしてオープンなアクセ

スが可能なユーザー設備やネットワークを含むインフラや基準開発を通じて、ナノ技術ベ
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ースのイノベーション、技術移転、そしてナノ製造などの基礎研究を継続して支援する。

さらにエージェンシーは、既存、および計画中の研究プログラム、官民のパートナーシッ

プ、そして研究ロードマップにより、国の優先分野であるナノ製造、太陽エネルギー、そ

してナノエレクトロニクスにおける、「Nanotechnology Signature Initiatives(NSI)」を一

致して遂行する。（詳細はwww.nano.gov/initiatives/government/signatureを参照） 
 
 NNIの関係政府機関は、国家科学技術委員会 (National Science and Technology 
Council)のナノスケール科学･工学･技術小委員会(Nanoscale Science, Engineering, and 
Technology Subcommittee)により作成された 2 つの戦略的な文書に沿って指導される。

2011 年度NNI戦略計画は、NNIの 4 つの目的を有するナノスケールの科学技術研究を揃

えており、それぞれの目的に対して特定の計測可能な目標値が含まれている。2011 年度

「NNI環境･健康･安全調査戦略(Environmental, Health, and Safety Research Strategy)」
は、研究や推進の枠組みを概説している。この枠組みは、公衆衛生や環境の保護に必要な

情報の形成、商品開発や商業化の促進、技術開発に関連する倫理上、法律上、そして社会

的問題の検討をするものである。予算教書の情報はwww.nano.govにて閲覧可能である。 
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翻訳：NEDO（担当 総務企画部 原田 玲子／室井 紗織） 
 
出典：本資料は、米国ホワイトハウスから 2012 年 2 月 13 日に発表された以下の記事を翻

訳したものである。 
“Innovation for America’s Economy, America’s Energy, and American Skills 
Science, Technology, Innovation, and STEM Education in the 2013 Budget” 

http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/fy2013rd_summary.pdf 
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