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(1095-1) 
【政策(研究開発)】米国 2014 年度予算教書  
 
仮訳 

FOR IMMEDIATE RELEASE 
April 10, 2013 

 
 
 

2014 年度科学技術研究開発予算（米国） 
 

研究を促進し、燃料革新を進め、経済を成長させるための戦略的な投資 
 
 

2014 年度の大統領予算教書は、米国の研究開発(R&D)事業及び科学・技術・エンジ

ニアリング・数学(STEM)教育―つまり、繁栄する中産階級の基盤の上に成り立つ継続

的な経済拡大を確実にするための政権の戦略の核となる要素―への、大規模な、的を絞

った投資を求めている。 
 

2014 年度の予算教書は、次の知のフロンティア拡大に対する大統領の確固たるコミ

ットメントを表している。 
自前のクリーンエネルギーの未来の開拓／全国民に対する低コストでの医療成果の改

善／地球規模の気候変動への挑戦／環境資源に相反する要求の管理／国家安全保障お

よび国土安全保障の強化。 
 

同時に、｢Budget Control Act of 2011｣で課せられた支出上限に従い、大統領予算教

書の研究開発予算には、国家に良い結果をもたらす可能性が最も高い科学及び工学研究

に増額すると同時に、赤字削減のための特定分野の戦略的な予算カットが含まれている。 
 

「2014 年会計年度の予算教書に反映されているように、科学、イノベーション、そ

して STEM 教育に今投資することは、革新的な技術の開発や将来の産業、米国内や国

際的な課題の打開策における米国の優位性を維持するための最善の方法です。」と、オ

バマ大統領の科学技術アドバイザーでありホワイトハウス科学技術政策局(OSTP)長で

ある John P.Holdren 氏は述べた。「米国の研究開発が原動力となり、最も困難な問題

を解決するための新たなツールがもたらされるだけでなく、すべての米国民にとって雇

用と機会の新たな扉が開かれるのを度々見てきました。」 
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総じて、大統領の 2014 年度予算教書は、連邦政府の研究開発費に 1,428 億ドルを予

算配分しており、これは 2012 年度の成立予算の 1.3%にあたる 19 億ドルの増となる。

(比較はすべて、現在の、インフレに対する調整がされていない名目ドルベースで行わ

れている。2013 年度予算の成立が直近であったため、2012 年度歳出予算を基準として

いる。) 基礎と応用の研究を構成する連邦政府の研究予算ポートフォリオは、総額 681
億ドルとなり、48 億ドルすなわち 7.5%の増加となり、国防以外の研究開発費は 9.2%
増加し、696 億ドルとなる見込みである。 
 

これらの増加分は、(国防総省及びエネルギー省を合わせた)防衛研究開発費が削減さ

れ、5.2%すなわち 40 億ドル減の 732 億ドルとなり、国家開発予算全体も削減され、5%
すなわち 38 億ドル減の 715 億ドルとなったことで一部相殺される。どちらの減額分も

主に国防総省の兵器システム開発プログラムの完成、生産段階への移行を反映したもの

である。 
 

さらに、大統領予算教書における 2014 年度科学技術予算の内訳は以下のとおりであ

る。 
 
 世界トップレベルの科学及び研究へのコミットメントを維持するため、米国の将来

の競争力(確保)にとって極めて重要な 3 つの科学研究機関、即ち米国科学財団

(NSF)、米国エネルギー省(DOE)科学局、国立標準技術研究所(NIST)に対し、2012
年度予算の 8%増となる総額 135 億ドルを予算配分する。 

 
 イノベーティブな生産プロセス、先端産業用材料やロボット工学へのサポートの拡

大を含む、先端製造研究開発に 29 億ドルを予算配分することで、米国に製造業と

雇用とを引き寄せる。この数値には、全米製造イノベーションネットワークとして

最高 15 か所までの製造イノベーション研究所のネットワークを立ち上げるために、

オバマ政権が予算配分した 10 億ドルの投資が含まれる。 
 
 DOE のエネルギー高等研究計画局(ARPA-E)における革新的なエネルギーの研究

開発費に 3億 7,900万ドルを配分することでクリーンな米国のエネルギーを進展さ

せる。DOE のエネルギー効率・再生可能エネルギー局(EERE)に 28 億ドル(クリー

ンな自動車技術の開発を中核とする。) を配分する。また、コスト効率の高いエネ

ルギー技術に照準を合わせた研究を支援するエネルギー･セキュリティ･トラスト

(エネルギー安全保障信託基金)創設のために国内の石油及び天然ガス開発によって

もたらされる歳入から 2014 年度は 2 億ドルを、そして 10 年間超で 20 億ドルを予

算配分する。 
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 次世代がやりがいのある 21 世紀のキャリアへの備えを確実に行えるよう、STEM
の教育に 31 億ドルを予算配分し、国の将来のイノベーターを育成する。加えて、

この予算には、この分野の連邦投資をより効率的かつ効果的に行えるよう、STEM
教育プログラムの再編成も含まれる。 

 
2014 年度大統領予算教書における他の研究開発ハイライトは、次のとおりである。

(2012 年度成立予算との比較) 
 
 NIH(国立衛生研究所)予算に 313 億ドル(1.5%増) 
 DOE の研究開発費に 127 億ドル(18%増)  
 NASA(米国航空宇宙局)の研究開発費に 116 億ドル(2.6%増) 
 NSF 予算に 76 億ドル(8.4%増) 
 米国国際気候変動研究プログラムに 27 億ドル(6.0%増) 
 国土安全保障省の研究開発費に 14 億ドル(186%増) 
 米国地質調査所の研究費に 12 億ドル(9%増) 
 NIST の研究部門 に 7 億 5400 万ドル(21%増) 
 NOAA(米国海洋大気圏局)の研究開発プログラムに 7 億 3300 万ドル(28%増) 
 

これまで言及していない研究開発費の削減は次のとおりである。 
 
国防総省の研究開発費(683 億ドル、6.3%減)、環境保護庁の研究開発費(5 億 6,000 万ド

ル、1.4％増)、多省庁にまたがる国家ナノテクノロジー・イニシアティブ(National 
Nanotechnology Initiative)の研究開発費(17 億ドル、9%減)  
 

追加詳細情報についてはファクトシートを、また 2014 年度予算リソースについては、

以下のサイトを参照のこと。 
http://www.whitehouse.gov/ostp/rdbudgets. 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 勝本 智子） 
 
出典：本資料は、米国ホワイトハウスから 2013 年 4 月 10 日に発表された以下の記事

を翻訳したものである。 
“The FY 2014 Science and Technology R&D Budget” 
(http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/2014_R&Dbudget_Re
lease.pdf )     
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(1095-2) 
【その他(政策)】          

米国 2014 年度予算教書  
 
仮訳 

オバマ大統領の 2014 年度予算教書メッセージ 

 
合衆国連邦議会へ： 
 
 米国民みなさんの懸命な努力と決意のおかげで、過去 4 年において米国は大幅な進展を

遂げました。10 年に及ぶ戦争の後、軍服姿の米国の勇敢な男性たちと女性たちは家に戻り

つつあります。長年の景気後退の後、米国のビジネスは 6 百万人を超える新しい雇用を創

出しました。私たちは 5 年ぶりにより多くの米国製の車を、20 年ぶりに外国産の石油の輸

入を削減しています。米国の住宅市場は回復を見せ、株式市場は立ち直り、消費者や疾病

患者、住宅所有者はかつてない強力な保護制度を享受しています。 
 
 しかしながら、その懸命な努力と献身が報われていない何百万人もの米国民が存在しま

す。米国の経済は雇用を創出していますが、かなり多くの人々がフルタイムの雇用先を見

つけることができていません。民間企業の収益は空前の高さを記録していますが、10 年以

上にわたって労働者の賃金と収入はほとんど変わっていないのです。 
 
 米国の経済成長の真のエンジン、すなわち成長し成功する中産階級に再び点火すること

が、私たちの世代の義務です。この国を築いた基本的な思想、つまり出身地や外見に関わ

らず、また誰を愛していようと、勤勉に働き責務を全うすれば成功できるという考え方を

復元することが、私たちの世代がやり残している義務です。 
 
 自由な企業体制を奨励し、個人のイニシアティブに報い、この偉大な国家の全ての子供

たちに機会の扉を開くよう、たった数人のためではなく、多くの国民を代表して現米国政

府が確実に役割を果たすことが、私たちの世代がやり残している義務です。 
 

良質な中産階級の雇用を創出する成長する経済とは、私たち米国民の努力を導く北極星

であります。私たちは日々、国民として次の 3 つの質問を自分自身に問いかけるべきです。

より多くの雇用を米国に呼び寄せるにはどうすればよいのか？それらの雇用を得るために

必要となるスキルを人々が身につけるためにはどうすればよいのか？勤労を確実に良い暮

らしへとつなげるためにはどうすればよいのか？ 
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この予算教書は、それらの 3 つの問いへの答えを探すものです。 
 
 私たちがまずしなければいけないことは、米国を新たな雇用と製造業を引き寄せるマグ

ネットにすることです。10 年間以上にわたって雇用先を失った後、米国の製造業は過去 3
年間に 50 万人を超える雇用を生み出しました。大企業・中小企業が雇用を米国に戻そう

という決断を増やしています。 
 
 この傾向を加速させるために、本予算教書は昨年オハイオ州のヤングスタウンに建設し

た製造業イノベーション研究所の成功を足場として、全米各地に 15 の製造イノベーショ

ン研究所ネットワークのハブの創出を呼び掛けます。これらのイノベーション・ハブは、

ビジネスが各大学や連邦政府機関と連携して米国各地をハイテク雇用のグローバルセンタ

ーへと転換させます。 
  

本予算教書はまた、投資と雇用を引き寄せる力を強化する新しい税額控除スキームを含

んだ、製造業コミュニティーを支援する新しいイニシアティブを含んでいます。そしてこ

れは世界から米国へとビジネスと投資を引きつけることを支援する、現政権の SelectUSA
イニシアティブ(対米投資促進を調整する米国政府の主要な仕組み)を拡充するものです。 

 
最も良い製品を作るには、最も優れたアイデアに投資する必要があります。そのため本

予算教書では、将来のビジネスと雇用を創出する変革的（transformational）な技術を直

接作り出すことに貢献する可能性の高い分野へと予算を配分し、世界トップレベルの科学

と研究へのコミットメントを継続します。 
 
国産のエネルギーは、最も有望な投資対象分野です。本予算教書では、クリーンエネル

ギーの研究開発に投資し、米国の車輌、住宅およびビジネスのエネルギー効率（省エネ）

を促進し、責任ある国内エネルギー生産を奨励し、気候変動の脅威と戦う新たな取り組み

を開始することで、私が発表したエネルギーに関する「all-of-the-above 」戦略（国内で

利用可能なエネルギーを全て活用するというオバマ大統領による戦略的アプローチ）を継

続して進展させます。 
 
私の「Race to the Top」教育改革の取り組みの成功をモデルに、本予算教書では、エネ

ルギー消費の無駄を省く最も効果的な政策を実施した州政府に報酬を与える、米国のエネ

ルギー効率課題へと取り組む新たな「Race to the Top」を含んでいます。そして米国によ

る他国の石油への依存度を軽減し、国内の自動車やトラックの石油消費を転換するイニシ

アティブを支援するため、石油や天然ガスリースからのロイヤリティー収入を資金源とす

る新たな「Energy Security Trust（エネルギー安全保障信託基金）」を設立します。 
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過去 4 年間にかけて、米国は国内インフラの再構築の懸命に取り組んでいます。そして

35 万マイル超の道路と 6 千マイル超の鉄道を建設、改善しました。また 2 万を超える橋梁

を修繕、交換しました。それでも、21 世紀経済を勝ち抜く雇用のマグネットの役割を担う

には不十分です。私たちは、高速鉄道、ハイテクな学校、自己修復できる電力系統を含み、

既存のインフラを修繕し、未来のインフラに投資しなくてはなりません。これらの投資に

より、長期的な経済成長の基盤が形成されて、すぐにでも労働者が働き口を見つけること

ができるでしょう。 
 
2014 年度予算教書には、国内の約 7 万もの構造的に欠陥のある橋梁など最も緊急を要

する修繕にできる限り早急に人々が働き口を見つけるため緊急に投資する「Fix-it-First」
プログラムを含んだ、50 億ドルのインフラへの先行投資が含まれます。そして納税者がそ

の全負担を負うことがないことを確実にするため、本予算教書では「Rebuild America 
Partnership」を創出し、米国製品を輸送する近代的な港湾、嵐に耐えられる近代的なパ

イプライン、そして私たちの子供たちにふさわしい近代的な学校など、米国のビジネスが

最も必要とするものをアップグレードするための民間の投資を集めます。 
 
 本予算教書はまた、最も慎重に計画されたインフラ建設プロジェクトでさえも抑え込ん

でいたお役所仕事に切り込み、私が本年初頭に発表した連邦政府の許認可プロセスの効率

性を近代化し改善する取り組みを支援します。これらの取り組みは、コミュニティーや環

境への優れた成果という新しいインセンティブを創出する一方で、インフラプロジェクト

のスケジュールを半減させるという、私が設定した新しい目標の達成を後押しするでしょ

う。 
 

これらの製造業、エネルギーおよびインフラにおけるイニシアティブは全て、起業家や

小規模のビジネスオーナーに対して新規雇用の拡大や創出を支援するでしょう。しかしこ

れらの雇用で職務をこなすためのスキルとトレーニングを米国民が身につけなければ、そ

れらのイニシアティブは意味を成しません。 
 
そしてそれはなるべく早くから開始する必要があるのです。しかしながら今日、質の高

いプレスクールに入学する 4 歳児は 10 人に 3 人にも満たない状態であり、私立のプレス

クールの高額な学費は中産階級家庭に大きな経済的負担を与えています。 
 
そのため本予算教書では、国家と連携した画期的な新しいイニシアティブを通して全米

の 4 歳児が質の高いプレスクールに確実に入学できるようにする提案を含んでいます。そ

してこれにより、米国の小さな子供たちの早期学習の能力を向上させ、彼らの人生の中の

形成期における成長と発達を支援します。 
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民間のプレスクール教育を一年間無料で 4 歳の子供たちに提供することは、米国の将来

への重要な投資です。これにより私たちの子供たちが人生において最良のスタートを切っ

て、その後の小学校での学業での成功を支援し、最終的には彼ら自身と米国がグローバル

経済の要求へと対応できるようにします。そればかりでなく、勤勉な家庭の育児費におい

て何千ドルもの節約となり得るのです。これは私たちが必要とする投資であり、全てのタ

バコに課した新しい租税により、本予算教書において全額が投資されます。 
 
 予算教書はまた、優れた者に報酬を与えてイノベーションを促進することにより米国の

小学校や高校のシステムを改善するという、私の第一任期(昨年までの第 1 期の大統領の 4
年間の任期)に作った歴史的な改革策に基づいています。米国の高校が子供たちを大学や良

い仕事へと確実に導くよう、本予算教書は学生が卒業後すぐに雇用先を見つけるのに必要

な実際のスキルを得られるように、または学生が大学へと進学できるようにする米国の高

校の再設計を支援する新たな競争的資金を含んでいます。この資金は、大学や雇用主との

新たなパートナーシップを展開し、現在と未来の職務に今日の雇用主が求めるスキルであ

る科学、技術、エンジニアリング、数学(STEM)に焦点を当てた(教育)コースを設置する高

校に提供されます。 
 

優れた高校を卒業した後にも、若者の多くがより高等な教育を必要とするでしょう。過

去 4 年間にわたり、税額控除、グラント、より良い融資を通して何百万人もの学生や家庭

が大学進学できるようにしてきました。しかし学費は急増しており、そのため多くの若者

が高等教育への道を閉ざされ、または持続不可能な債務を負わされています。そして納税

者は、増加する高等教育費への援助を継続することができません。 
 
学費を低減する大学自身による努力を奨励するために、本予算教書には学費の負担可能

性を確実にする改革案が含まれ、特定の種類の連邦政府支援を受領する大学の決定のため

の評価軸が考慮されています。現政権はまた、大学の比較検討に両親と学生が利用できる

新たな「College Scorecard」を公表しました。 
 
学生たちが米国の教育制度により 21 世紀の経済のキャリアへと確実に準備できるよう

にするため、米国の科学・数学の最も優秀な教員の専門性を活用し、全米におけるこれら

の分野の指導を強化する、新たな「STEM Master Teacher Corps」のような STEM 教育

を促進する追加的な対策が本予算教書には含まれています。また、これらの教育分野への

連邦政府による投資の有効性を向上させるための STEM 教育プログラムの再組織編成と

統合も含まれています。 
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本予算教書は、米国の経済を成長させ、雇用を創出し、中産階級を強化するため重要な

対策を他にも講じています。「Affordable Care Act」を実施して、全米国民が享受する資

格を持って、高品質で金銭的負担が可能な医療制度の保障範囲へと手が届くようにし、今

後 20 年で 1 兆ドル超の赤字を削減します。また「大きすぎて潰せない」問題を解決し、

2008 年の金融崩壊に寄与した不正と向こう見ずな行動から消費者を守るウォール街改革

を実施します。そして米国の住宅市場を強化し、全ての責任ある住宅所有者が平均して年

間 3,000 ドルを節約できる、現在の利率で借り換えのできる機会を確実に持てるようにす

る対策も含んでいます。 
 

米国の経済は、人々の才能と努力奮闘の創意、つまり希望に満ちあふれた移民によって

より強化されます。そのため、機能不全となっている移民制度を修復する計画を提案して

おり、国境を警備し、不法に移民を雇う雇用主を厳重に取り締まり、高いスキルを持つ起

業家やエンジニアを引き寄せて雇用創出と経済成長促進を支援し、勝ち取った市民権への

責任ある道筋、つまり身元調査を通過し、税金および意味のあるペナルティを支払い、英

語を学び、合法的に米国に移住しようとする人々の列に順番を守って並ぶという道筋を構

築します。予算教書は、米国の移民制度をより効率的で平等なものとし、この永続的で常

識的な改革の基礎を築くような投資をします。 
 

予算教書はまた、自分たちの生活向上への努力を惜しまない全米国民と全コミュニティ

ーへの機会の拡大において過去 4 年間になされた進展に基づいています。これは勤勉な労

働が確実に良い生活へと導かれるための新しい機会を創出しています。勤勉な労働がより

報われるよう、最低時給賃金を 9 ドルへと増額することによって懸命な努力に報います。

「Promise Zones」を設定してコミュニティーと連携し、景気後退からの回復を支援しま

す。景気後退により一番の打撃を受けた長期的な失業者と若者の雇用への道筋を創出しま

す。そして結婚の経済的な障壁を取り除き、父親としての役割を支援することで家庭を強

化します。 
 
私たちはまた、私たち米国人が、国内外において安全で安心であることによってのみ経

済成長が達成、持続できることがわかっています。国内において、本予算教書は米国の子

供を守る、銃による暴力を削減する、精神衛生サービスへのアクセスを拡充するという私

のイニシアティブを支援しています。全米の多くの地域を苦しめてきた銃による暴力の惨

事から私たちの子供を守る支援をする良識的な改革として、犯罪者が銃を入手することを

出来ないようにするため、身辺調査の抜け穴を取り除くなどの改革をしながらも「Second 
Amendment（憲法修正第 2 条:武器を保持する権利）」の権利を守ることができるのです。 
 

国境外における脅威と戦うために、本予算教書は、現在が戦争の 10 年間よりも落ち着

いてきていても、米国の軍隊が世界で最も優れ、最も装備が整っていることを確実に維持

します。 
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私たちはすでに、3 万人を超える軍人たちをアフガニスタンから米国に呼び戻しました。

残存する部隊はアフガニスタンの治安部隊の指揮の下、サポーターとしての役割に移って

います。そして来年にかけてさらに 3 万 4 千人の米国部隊が戻ってきます。このような軍

の引き上げは継続し、来年の終わりまでには米国のアフガニスタンでの戦いは終了するで

しょう。本予算教書は、2014 年以降の統合された主権国アフガニスタンにおける米国のコ

ミットメントを継続して支援します。 
 
 米国の国家安全保障を維持するために、本予算教書はアル・カイダなどの現行のテロリ

ストへの戦いを支援します。9/11 で私たちの米国を攻撃した組織は、かつてのような力を

持ちません。しかし、別のアル・カイダが加わり、アラビア半島からアフリカにかけて過

激主義的グループが興隆しました。私たちは、外交、安全保障、諜報活動、そして経済発

展を含む米国の能力とツールをフルに活用してこれらの国家安全の課題に取り組ます。 
 
 本予算教書はまた、依存を低減し繁栄を高める食糧安全保障を促進すること、すなわち

AIDS の無い時代に向けた成功的道筋へと投資すること、また命を救い米国の価値観を反

映する、世界における人道的支援の提供者としてのリーダーシップを維持することにより、

世界規模の発展における米国のコミットメントと利益のための行動に私たちが必要とする

リソースを提供します。 
 
 私たちはまた、国家のインフラ、ビジネスや人々を脅かすサイバー攻撃などの新たな危

機と戦わなければなりません。本予算教書は、全サイバー攻撃の脅威に対処するための政

府全体による取り組みの拡大、および米国のサイバーセキュリティー全体を向上させるた

めの、国家や地方政府、海外のパートナーや民間部門との連携能力の強化、を支援します。 
 
 本予算教書はまた、アジア太平洋地域にも焦点を当て、米国のリーダーシップを回復し、

安全保障、安定性、民主主義そして経済成長を促進します。 
 
 重要なことは、本予算教書は米国の軍人と退役軍人を世話し、戦場にいる米国の外交団

と民間人を保護するという正式な義務を支持しているということです。これにより、傷を

負った軍人のメンタルヘルスケアを含む世界トップレベルの保護システムに投資し、兵士

の家族を支援し、私たちの退役軍人に彼らが獲得してきた権利である給付金、教育や雇用

の機会を提供して、退役軍人たちとの約束を守ります。 
 
 本予算教書は、赤字を削減する全体の計画の一部として前述の全てを実施します。これ

ら全てのイニシアティブとアイデアは、予算で全額が賄われ、ほんのわずかな赤字も作り

ません。 
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米国民への責任ある投資をすることで、中産階級を強化し、米国を雇用とイノベーショ

ンのマグネットにし、経済を発展させ、今度はそれらが赤字の削減を助けます。しかし経

済成長のみでは、米国の長期的な財政課題を解決することはできません。 
 
私たちが経済を発展させるにつれ、赤字を削減するためのさらなる行動を実施する必要

があります。これらの重要な優先事項のどちらかを選択する必要はなく、両方とも実施し

ます。 

 

 過去 4 年間において、2.5 兆ドル超の赤字をバランスのとれた方法で削減しようと民主・

共和両党は協力して取り組んできました。これは、エコノミストたちが米国財政を安定化

させるために必要であるという、赤字 4 兆ドル削減目標のうちの半分以上です。2 つの戦

争が落ち着きを見せる中、旧式の軍事兵器システムの防衛費を削減する一方で米国兵士の

家族と退役軍人を保護してきました。米国財政での裁量支出は経済的においてアイゼンハ

ワー大統領政権以来の最も低いレベルに達しつつあります。無駄、不正行為や特権の乱用

を取り除くために積極的に活動してきました。同時に中産階級家族の所得税収を低く抑え

ながら、富裕層には相応の負担を求め始めました。全体的にみて、経済成長と中産階級の

強化に必要な教育、製造業、クリーンエネルギー、そして小規模企業への投資を保護する

バランスのとれた方法で赤字を削減しました。しかし私たちの仕事はこれで終わりではあ

りません。この予算教書は、残りの仕事を完了させるために作られています。 
 

とはいえ、私たちの軍隊の迅速な機動性を損ない、教育やエネルギーなどの優先事項を

破壊し、雇用を犠牲にするような厳しく独断的な赤字削減を実施するわけではありません。

それでは経済を成長させることはできません。最も裕福な者が何もしない一方で、中産階

級の高齢者と勤労者世帯に赤字削減の責任を押しつけるべきではないのです。それでは米

国の中産階級は発展しないのです。 

 

 米国民は、繁栄への近道がないことを理解しています。そのため私は赤字を削減するた

めにバランスの取れたアプローチを採るべきだと繰り返し呼び掛けてきました。そしてそ

のため多くの機会において、無駄な支出を削減し、給付金制度を強化し、特別な減税と税

金の抜け道を廃止して最も富める者が相応額を負担するという提案をしてきました。 
 
 12 月の下院議長であるベイナー氏との、いわゆる「財政の崖」に関する交渉において、

私は再びバランスの取れた総括的、そして米国の 4 兆ドルの赤字削減目標の達成が可能と

見込まれる妥協案を提示しました。この提案は現在も審議中であります。米国の財政を整

えるために必要な、困難でもバランスの取れた選択をするという私のコミットメントを実

行するために、私はこの提案を本予算教書に含ませています。 
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 はっきり言って、私が提案する政策の中には、自分でもとりわけ好ましいとは思えない、

困難を伴う削減案が含まれています。しかしこれらの対策は、赤字削減のために特別な減

税と税金の抜け道を廃止し、百万長者や億万長者が相当額を負担するということで、共和

党議員が私との交渉で譲歩して初めて法律となるのです。私は、中産階級家族に頼ったい

かなる赤字削減にも反対します。どちらの政党にも聖域はあり得ないため、私には自分の

政党でも不評である困難な選択をする用意があります。そして、同じような、バランスの

取れたアプローチを採用する連邦議会のあらゆるメンバーと共に働くことを楽しみにして

います。この計画は、民主党と共和党が達成可能な合意点のようなものの上に立てられて

いるのです。 
 
 まとめると、本予算教書では追加の 1 兆 8 千億ドルの赤字を向こう 10 年で削減する予

定であり、2023 年までに赤字が GDP の 2%を下回るようにし、米国の債務を減少傾向に

転換します。これが予算教書の終わりではありません。経済を成長させ、赤字を削減する

最良の方法は、質の良い中産階級の雇用を創出することなのです。しかし、このバランス

の取れた方法による赤字削減計画は、米国が、この先何年も続くしっかりとした経済と成

功する中産階級を築くための、確固とした基礎を確実なものとするための重要なステップ

であります。 
 
 本予算教書は最終的に、21 世紀に向けて米国政府を改革し合理化するという私のコミッ

トメントを継続して実施します。これは、見つけられる限りの無駄な支出をさらに狙い削

減するという私の「Cut Waste」キャンペーンに基づいています。これにより政府機関や

プログラムを再編成・統合し、それらを無駄のない効率的なものにします。これにより、

決して多くはない納税金で私たちが賢い投資していることを確実にするためにエビデンス

や評価の活用を増やします。そして私たちがより少ない資源でより多くを実施することを

可能にする新しい技術を活用します。 
 
 米国が直面する課題や問題を、たった一つの予算案で解決することはできません。しか

しこの予算教書は、米国経済が成長し、中産階級を強化し、国家の将来を保証しながら、

自分たちの収入に見合った生活をする方法を提示しています。これは、民主党の計画でも、

共和党の計画でもないのです。これは米国の計画なのです。そしてこれは、私たちが皆で

米国の物語の次章を書くための概要としての役割を担える計画であることを、私は望んで

います。 
 
 

バラク オバマ 
ホワイトハウス 

2013 年 4 月 10 日 
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      翻訳：NEDO（担当 総務企画部 松田 典子）     

 
出典：本資料は、米国ホワイトハウスから 2013 年 4 月 10 日に発表された以下の記事を翻

訳したものである。 
“THE BUDGET MESSAGE OF THE PRESIDENT” 
(http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/budget/fy2014/assets/message.pdf)        
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(1095-3) 
 
【政策(研究開発)】 

米国 2014 年度予算教書  
仮訳  
 

米国エネルギー省（2014 年度予算教書） 

 
予算のハイライト 
 
• エネルギー省に対し、2012 年度成立予算レベルを 8%上回る 284 億ドルを予算配分す

る。増加分の予算は、クリーンエネルギー分野や先端製造分野において米国が世界的リー

ダーとして張り合うための地位獲得、米国のエネルギーセキュリティーの強化、気候変動

の脅威への対応、核兵器の備蓄やインフラの最新化に配分される。 
 
• 大統領のコミットメントのとおりキーとなる基礎研究機関の予算を増加するため、イ

ノベーションや、長期的な経済成長の基盤、およびクリーンエネルギーに関する基礎科学

や基礎物理学の分野における競争力を構築するための基礎研究や研究インフラを所掌す

る科学局(Office of Science)に対し、2012 年度成立予算レベルを 5.7%上回る 50 億ドルを

予算配分する。 
 
• 同省のクリーンエネルギー技術研究開発に対して 2012 年度成立予算レベルの 40％を

超える予算増を行い、石油消費量の削減、エネルギー効率の向上、米国の再生可能エネル

ギー発電量の倍増を実現させる。新たに「Race to the Top for Energy Efficiency」と「Grid 
Modernization」という報奨金制度を創設し、エネルギー生産性の向上、電力グリッドの

最新化、並びに、今後 20 年で家庭や産業におけるエネルギー浪費を半減させるという大

統領の目標の達成に向けて、効果的な政策の実施を行う州政府を支援する。 
 
• ソーラー、風力、地熱、水力由来のクリーンエネルギーによる電力の利用増加、およ

びコスト削減のため、6 億 1,500 万ドルを予算配分する。 
 
• 最先端の自動車や国内で生産された再生可能燃料の価格や利便性を改善するため、5 億

7,500 万ドルを最新鋭の自動車技術に、2 億 8,200 万ドルを次世代の高度バイオ燃料に、

また、義務的予算として提案されている自動車やトラックの石油利用脱却を目指すエネル

ギー安全保障信託基金(Energy Security Trust)に 20 億ドルを配分する。 
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• 米国の競争力を強化し、少ないエネルギー消費でコストを下げながら製品の品質向上

や製造プロセスの改善を企業が行えるよう、先端製造技術の研究開発に 3 億 6,500 万ドル

を予算配分する。 
 
• プルトニウム処分プログラムの再構築、優先順位やパフォーマンスの低いプログラム

の打ち切り、既存の設備やインフラの利用率の増加を行いながら、石油、天然ガス、石炭

産業への正当性を欠いた不必要な補助金を年間 40 億ドル削減し、エネルギーの節約およ

び効率化を達成する。 
 
• 新たな技術開発への予算配分、コスト効果の高い電気機器の標準化、大統領による

「Better Building Initiative」を通じたエネルギー効果の高いビルへの民間セクターによ

る投資の促進により、一般消費者や企業の負担額を減らし、エネルギー効率を高める。 
 
• エネルギーインフラセキュリティーおよびエネルギー回収能力の強化に対し、1,000 万

ドルを増額した 1,600 万ドルを予算配分する。 
 
• 配電およびエネルギー信頼性局(Office of Electricity Delivery and Energy Reliability)
が行う スマートグリッド投資やエネルギー制御システムへのサイバーセキュリティーに

関する研究開発に対する 1 億 5,300 万ドルの予算配分を通じて、送電グリッドの最新化、

許認可、立地調査、分析といった運営活動を支援する。エネルギー効率・再生可能エネル

ギー局(Office of Energy Efficiency and Renewable Energy)への 8,000万ドルの予算配分

を通じて、クリーンエネルギーのグリッド統合改善のための技術やツールの開発を前進さ

せる。  
 
• New Strategic Arms Reduction Treaty(2011 年 2 月 5 日にアメリカ政府とロシア政府

の間で発効された新戦略兵器(核兵器)削減条約)に基づいて計画された一貫した削減レベ

ルを保ちながらも、安全かつ効果的に核兵器備蓄を維持するために予算の追増額を行う。 
 
• 世界中の核物質や放射性物質の保全、廃絶、探知によって国家の安全保障を強化する。 
 
 エネルギー省(Department of Energy：DOE)は、米国のエネルギー、環境、および

核兵器に関する安全保障の進展に責務を有しており、その特別な任務を支援するための

科学的および技術的イノベーションの促進、そして複合核兵器(nuclear weapons 
complex)からの環境浄化の保証を行う。これにより、CO2大気汚染の削減や気候変動へ

の備え、さらに、雇用の創出、長期的な経済の安定、および国家安全保障には不可欠な
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クリーンエネルギーとイノベーションの支援といった、大統領の最優先事項の多くが促

進される。この使命を果たすべく、大統領の2014年度予算教書は、2012年度成立予算

レベルから8%増加した284億ドルの裁量予算をDOEに配分する。これには核兵器安全

保障向けに、2012年度成立予算レベルから6%増加した117億ドルが含まれている。裁

量予算の現行の厳しい上限を考慮すると、この予算増は意義のあるものであり、国の今

後の経済につながるイノベーションやクリーンエネルギーの重要性の証であり、また国

家安全のための核兵器安全保障の重要性の証でもある。予算教書にはこのような重要分

野への予算の増加が含まれている一方、オバマ政権は削減や効率化をすべき分野も確認

している。それは、石油、天然ガス、石炭に関する補助金の撤廃や、プルトニウム処分

プログラムの再構築、さらに国立点火施設(National Ignition Facility)の設定している

料金体系の見直し等である。 

 
クリーンエネルギー、イノベーション、および将来の雇用への投資 

 
 米国の競争力維持と気候変動脅威への対応のため、クリーンエネルギーの研究、開発、

および普及に予算配分を行う。未来の産業界をリードするため、現時点で我々が研究開

発に投資することが重要である。エネルギー省のエネルギー効率･再生可能エネルギー

局(EERE)に対して 28 億ドルを予算配分し、研究開発を加速させ、進行中の成功プロ

ジェクトを基に、コスト削減や重要なクリーンエネルギー技術の利用増加を目指す。

EERE 内では、次世代の最先端自動車の開発と普及に対する予算配分を 2012 年度レベ

ルから 75%増加し、さらに次世代の高度バイオ燃料およびバイオ精製施設に対する予

算配分を 42%増加する。また、ソーラーエネルギーや洋上風力といったクリーンで再

生可能なエネルギーの電力グリッドへの統合を容易にし、さらに政府からの助成金なし

でも従来電力に近い価格での供給を目指す革新的なプロジェクトのための、予算配分を

29%増加する。商業施設や住宅、産業やビジネス分野、連邦政府所有の建物や車両に使

用されるエネルギーの削減を目指すためのエネルギー効率化や先端製造技術化に対し

ての予算配分は 2 倍以上に増加する。こうした予算配分により家庭や職場におけるエネ

ルギー消費を半減させ、今後 20 年間でエネルギー生産性を倍増させるという大統領の

目標達成を支援する。原子力エネルギー局(Office of Nuclear Energy)に対して予算配分

する 7 億 3,500 万ドルには最先端小型モジュール炉の研究開発費が含まれる。さらにト

ランスフォーマティブ(transformative：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)なエネルギー研究への資金提供を試みるプログラムであるエネルギー

高等研究計画局(ARPA-E: Advanced Research Projects Agency–Energy)に対して 3 億

7,900 万ドルを予算配分する。 
 エネルギー浪費の削減、エネルギー効率化の支援や電力グリッド最新化にチャレンジ

する。積極的方針を推奨した州レベルでの教育改革におけるオバマ政権による成功手法
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に倣い、エネルギー浪費の削減と電力グリッドの最新化に効果的な政策を実施する州政

府を支援するための報奨金制度「Race to the Top」に対する、2 億ドルの予算配分を一

括で行う。州政府のための授賞チャンスポイントは次の通り：熱電併給や需要対応型リ

ソースを含むエネルギー効率およびクリーンエネルギーの分散発電にコスト効果の高

い投資を推奨するためのエネルギー関連公共設備の規制の見通し、エネルギー使用デー

タへの利用者アクセス促進、電力グリッドの信頼性・安全性・復旧性の向上、電力グリ

ッドの状態に関する情報の共有。  
 
 また現政権は、米国民に住宅の省エネ投資を推奨することによる雇用創出や経済成長

の促進を目的とした「HomeStar」(住宅所有者の住居改築の資金調達を支援するプログ

ラム)、またはこれに類似した強制的な資金調達法案が国会を通過するよう要求を続け

る。「Better Buildings Challenge」における官民パートナーシップを通じ、大統領が

2011 年に発足させた「Better Building Initiative」によって、2020 年までに商業用お

よび産業用ビルのエネルギー効率を 20%改善させる取り組みを継続する。また、革新

的なビルの省エネ技術の更なる研究開発の支援や、設備の性能を改善すると同時に家庭

や職場の費用負担も減らす機器の省エネ基準の導入や普及の支援も行う。さらに

「Weatherization Assistance Program」に対して 1 億 8,400 万ドルを予算配分し、低

所得家庭のエネルギー効率を向上させることで使用料金を年間で数百ドル節約できる

よう支援する。 
 
 国内製造業の強化に向け、エネルギー効率が高い先端製造技術開発に予算配分を行う。

高度な製造分野における雇用創出や米国のグローバル競争力強化のため、新たな技術の

開発および普及に向けた国家努力に対し予算配分する。これにより連邦政府関係機関が

民間企業や各大学との協力を持続でき、分野横断的な製造技術の開発が可能となる。 
こうした取り組みが、アイデアの計画から工場での実現までの移行や、全く新しい技術

のスケールアップ、中小製造業の革新と競争を手助けするための共用設備や協業ネット

ワークの設立のスピードを加速させる。このイニシアティブに必要不可欠であるとして、

DOE に対し 3 億 6,500 万ドルの予算配分を行い、革新的な製造プロセスおよび最先端

の産業材料に関する重要な取り組みを拡大させる。こうしたイノベーションによって、

米国企業の製造コストの削減、技術に必要なライフサイクルエネルギー消費量の削減を

可能にすると同時に、製品品質を向上させ、製品開発を加速させられる。こうした活動

には、エネルギーと生産性の効率と技術に特化した一カ所以上の革新製造技術の研究所

に対する予算配分を含む。こうした製造技術研究開発センターは大学、企業、政府の団

結を目指した各関係機関を結ぶ大規模ネットワークの一環であり、産業に関わる問題に

共同で取り組み、大規模な商業生産にインパクトを与えることのできる新たな製造能力、

製品、およびプロセスの開発、紹介、普及を目指す。また、最先端自動車、バイオ燃料、
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ソーラーエネルギー、風力エネルギーその他急速に成長するクリーンエネルギー産業向

けに、競争力のある新たな製造プロセスの開発支援を継続し、技術の開発および製造が

米国で確実に行われるようにする。 
 
 最先端自動車の開発および生産に関する米国のリーダーシップを強化する。最先端自

動車の開発および製造分野において世界をリードするため、また最先端自動車を普及さ

せるため、研究開発への予算配分を通じ、電気自動車や代替燃料自動車の製造、および

米国内への普及を支援するこれまでの実績に基づいた予算配分を行う。連邦政府の石油

及び天然ガス開発に伴う歳入から、新たに創設するエネルギー安全保障信託基金に対し

今後 10 年間で 20 億ドルを予算配分する。この基金により、米国の石油依存解消に繋

がるコスト効率の高い輸送代替エネルギーへの強制的な研究開発費が安定的に提供さ

れる。この予算は、電気、国産バイオ燃料、再生可能な水素、および国産天然ガスで自

動車やトラックの走行を可能にする、未来の技術のコストを削減する研究のために配分

される。さらに、自動車に関する科学技術活動に対し、2012 年度成立予算レベルから

75%増加した 5 億 7,500 万ドルを予算配分し、革新的技術の発展を目指す。米国の家庭

にとって、10 年以内に電気自動車がガソリン自動車と同じくらい手頃で便利なものと

なるよう、「EV Everywhere initiative」を支援する予算配分を行う。このイニシアテ

ィブの目的には、車種の拡充や急速充電の性能改善を備えた、より低コストの電気自動

車の製造を可能にするための、新たな蓄電池技術や製造プロセスの研究開発の加速が含

まれる。少数の最先端自動車の普及コミュニティーに対する支援にも予算配分を行う。

そこでは、特定の地域を厳選し、連邦資金を投下して、最先端自動車の実社会での普及

を加速させるうえで必要となる様々なアプローチをテストする。 
 

燃料供給形態の多様化の促進を継続するため、DOE に対して 2 億 8,200 万ドルを予

算配分し、藻類由来のバイオ燃料や、民間や軍事目的で使用するディーゼルやジェット

燃料に「そのまま取り替え(ドロップイン)」できる代替燃料といった、セルロース系エ

タノールやその他高度なバイオ燃料を生成するための変換技術の開発および実証を行

う。これに加え、蓄電池とエネルギー貯蔵に関するハブ(拠点)や、燃料電池研究の継続、

それに高度なバイオ燃料の生産性向上のための新たな技術的解決法の実証に関する科

学的理解の発展を目的とした三つのバイオエネルギー研究センター (Bioenergy 
Research Center)を含め、最先端自動車を普及させるための長期的な研究取り組みに対

し支援を行う。 
 
 米国の競争力を維持するために、基礎研究および研究インフラに対して予算配分を行

う。キーとなる基礎研究機関に対する予算配分を増加させるという大統領のコミットメ

ントを維持し、科学局への予算配分を 2012 年度成立予算レベルから 5.7%増加する。
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米国のイノベーションおよび経済競争力にとって欠くことのできない最先端の研究開

発を継続するため、物理学、生物学、気候や環境科学、核融合科学、計算科学、材料科

学、化学といった様々な科学分野の研究費やユニークな科学設備の助成を行う科学局に

対し、50 億ドルの予算配分を行う。多くのエネルギー技術においてトランスフォーマ

ティブな進展を阻む根底的な障害を把握、および克服するための基礎研究を行う、新規

の、あるいはリニューアルされた「Energy Frontier Research Centers」に対し、数種

類の助成金 5 年分を前もって一括提供する。数ある科学施設の一つとして、米国の科学

局は光源(Light sources)施設の運営を行っている。この施設は生物学者や物理化学者た

ちにが、物質の分子構造や化学反応プロセスといった我々を取り巻く自然世界の基本性

質を理解する際に使用されている。 
 
 重要なCO2回収研究イニシアティブを支援する。「Fossil Energy Research and 
Development program」に対し 4 億 2,100 万ドルを予算配分する。これにはコスト効

率の良いCO2回収貯留技術、および高度な発電システムの開発を行う化石エネルギー研

究開発への 2 億 6,600 万ドルが含まれる。世界初の天然ガス複合サイクル発電プラント

に、大規模なCO2回収貯留システムの導入を促すための一括資金として 2,500 万ドルを

予算配分する。米国の天然ガス資源を安全かつ責任を持って開発するための技術や方法

の発展を目的とした、多省庁間での研究イニシアティブへのDOEの参加に対し、1,200
万ドルを予算配分する。特に、DOEと環境保護庁(Environmental Protection Agency)
および内務省(Department of the Interior)との協力体制では、シェール(頁岩)層やその

他の地層を水圧破砕することに起因する天然ガス(シェールガス)や石油(シェールオイ

ル)の生産が、健康、安全、環境に及ぼす影響を最小限に抑えることに焦点を置く。 
 
無駄な財政支出の削減、効率性の向上 

 
 化石燃料への不必要な補助を撤廃する。将来の経済成長を支えるクリーンエネルギー

技術の追求を継続するには、限られた資金を、世界でも最高規模の利益を生む数企業に

よって生産される化石燃料の利用補助金に費やすべきではない。クリーンエネルギー資

源への資金提供を妨げ、気候変動の脅威に対する対応努力を弱体化させるような、不必

要な化石燃料補助金の撤廃を求めるのはこのためだ。石油、天然ガス、その他の化石燃

料の生産者に対する年間 40 億ドル超の租税補助金の撤廃を目指す。 
 連邦政府のビルのエネルギー消費量を減らす。米国にある 2700 億平方フィート分の

住居および商業用ビルスペースはエネルギー効率の大幅な向上を実現する機会を提供

している。連邦政府が前例となるべく、「Federal Energy Management Program」(連
邦エネルギー管理プログラム)を継続させ、連邦政府機関が使用するビル（合計 30億平

方フィート超）のエネルギー効率を改善する支援を行い、実施に必要な手助け、実績ベ
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ース契約のモニターを行う。こうした契約によって長期的にみれば先行投資費用を上回

るエネルギーコストの節約ができ、納税者に正味の負担をかけること無く目標を達成で

きる。 

 

 エネルギーインフラの安全性とエネルギー回収能力を強化する。状況認識改善に向け

て新たな資金提供が行われるよう、DOE の地域拠点を通じ、連邦緊急事態管理庁

(Federal Emergency Management Agency)、拡大された DOE の Emergency 
Operations Center 、さらにエネルギー緊急事態に対するより効果的な対応を促進する

リアルタイム分析とモデリング性能に対し、1,600 万ドルを予算配分する。 
 
 電力グリッドの最新化に予算配分を行う。米国の安定のために、21 世紀の電力グリ

ットには信頼性、柔軟性、効率性、安全性が必要不可欠である。配電およびエネルギー

信頼性局(Office of Electricity Delivery and Energy Reliability)では、研究開発、およ

びスマートグリッドへの推移を促進する取り組みに対し、1 億 5,300 万ドルを予算配分

する。これによりリアルタイムでの状況認識、グリッド運用の改善、技術と地域計画に

対する革新的なアプローチに必要とされるシステムレベルの理解構築、高度な視覚化解

析の支援およびグリッド運営に必要な対応予測を導き出す意志決定支援、そしてグリッ

ドの安全性の強化に取り組む。新たな「Electricity Systems Hub」(電力システム拠点)
に対し 2,000 万ドルを予算配分する。最新型グリットに適した送電と配電のインターフ

ェイスに関する調査を行う。EERE では、クリーンエネルギーを電力グリッドに統合す

るために必要なハードウェアおよび研究開発のモデリングを支援し、また 8,000 万ドル

を技術とツールを開発する協調的なイニシアティブに対して予算配分し、より合理的で

柔軟性のある、コスト効率の良い方法で、分散(型)発電、電気自動車、計測器に表れな

い住居および商業用ビルの負荷の統合を目指す。 
 
核による被害や汚染の脅威から米国民を守る 
 

米国における核抑止力を最新化する。兵器に関する取り組みに対し、2012 年度成立

予算レベルの 9%にあたる 6 億 5,400 万ドルを増加した、78 億 7,000 万ドルを予算配分

し、政府が 2010 年に発表した Nuclear Posture Review(核戦略見直し: NPR)に記載さ

れているように安全、安心で、効果的な核抑止力の維持を目指す。国家核安全保障庁

(National Nuclear Security Administration: NNSA)と国防総省 (Department of 
Defense: DOD)による前例のない共同解析、および共同実施プロセスの計画に基づく予

算編成である。核兵器 W76 と B61 のアップグレードや、核兵器 W78 と W88 に対する

新たなアップグレードの開始、ウラニウム処理施設のような老朽化した設備の改善およ

び交換、トリチウムの生産やプルトニウムの製造実験に対する予算追加、基礎となる科
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学技術、監視、その他の支援プログラムを整備することによる既存備蓄兵器の維持とい

った、核兵器の使用期限の延長を目的とした各プログラムに対する予算配分を増やすこ

とで、NPR で掲げた目標の達成を目指す。2012 年に予定されていた点火を実現できな

かった国立点火施設(National Ignition Facility)への予算配分の削減、および管理体制

効率化の実施により、現行裁量予算の上限内で NPR 目標を達成する。 
 
 海軍の原子炉に関する研究に対し、2012 年度成立予算レベルの 15%にあたる 1 億

6,600 万ドルを増加した、12 億 5,000 万ドルを予算配分する。この研究には原子力潜水

艦や原子力空母の運用支援の継続や、OHIO 級の弾道ミサイル潜水艦に装備する次世代

原子炉の開発、使用済み核燃料インフラの最新化が含まれる。 
 
 国防との緊密な協力体制や共通する取り組みをさらに反映させ、NNSA に毎年度ご

とに配分される予算の一部は、今後も引き続き DOD の後続年度予算に含まれるものと

する。 
 
核物質および核兵器の拡散を防止する。核兵器の拡散防止に対し、21 億 4,000 万ドル

を予算配分する。本予算配分はすべて、核物質の保管および処分、核拡散の防止あるい

は検出のための技術開発と普及、および国際的な核不拡散条約や規制コントロールや安

全対策の実施といったオバマ政権の優先事項に配分される。核不拡散のための予算が削

減されているのは、プルトニウム処理プログラムの再構築により、国内のウラン濃縮に

関する研究、開発、実証プロジェクトが 2013 年 12 月に完了予定だったためである。

プルトニウム処理プログラムについてはサウスカロライナ州に混合酸化物(MOX)燃料

加工施設を建設中であり、DOEはこの施設でプルトニウムをMOX燃料に変換し、さら

に商業用原子炉で燃やすことでプルトニウムの処理が可能となる。ただし、現在このプ

ルトニウム処理方法のコストが増加しており、財政が圧迫され、負担しきれるものでは

ない。政府は代替となるプルトニウム処理戦略の実現可能性を調査する予定であるが、

プルトニウム処理プログラム全体の目標である 1) 米国のプルトニウム超過分の処分、

2) ロシアと同量のプルトニウム処理の達成を表明しているにも関わらず、政府は当該

施設の 2014 年の建設を減速させようとしている。政府は米国とロシアの間が交わした、

両国が少なくとも 34 メートルトンの兵器級プルトニウムを処分すると表明した

「Plutonium Management and Disposition Agreement」(防衛目的にとって不要とし

て指定されたプルトニウムの管理及び処分及び関連する協力に関する協定注 1)の重要性

を認識している。 
 
DOE サイトにおいて放射性廃棄物と核物質の有害な曝露から国民を守る。

注1 訳者注：参考 Web http://www.jaea.go.jp/04/np/nnp_news/0139.html 
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Environmental Management(環境管理プログラム: EM)は、その法的強制力のある規

制へのコミットメントに焦点を当て、廃棄物や汚染物の処分を続けている。冷戦時代

の武器から生み出された放射性廃棄物をタイムリーな方法で処理、保管し、安全な処

分を確実に行うため、EM に対し 56 億ドルを予算配分する。本プログラムが行う処分

活動には、地中保管タンクからの放射性廃棄物除去、古い生産設備の除染および閉鎖、

Washington、South Carolina、Idaho、Tennessee、Kentucky、Ohio、New Mexico
各地での土壌や地下水の汚染修復などが含まれている。 

 
核廃棄物の長期的処分に関する安全保障 

 
 使用済み核燃料および高レベル放射性廃棄物の管理および処理に関する新たな戦略

の実施を開始する。2010 年に政府は Yucca Mountain(訳者注：放射性廃棄物処分場の

地名)は米国の使用済み核燃料や高レベル放射性廃棄物の処理手段として機能的でない

という決定を下した。エネルギー長官は核に関する米国の展望についての特別委員会

(Blue Ribbon Commission)を発足させ、こうした廃棄物の管理についての選択肢を調

査し、その最終レポートが 2012 年 1 月に委員会から発表された。委員会からの提案を

慎重に検討し、政府は 2013 年 1 月に「Strategy for the Management and Disposal of 
Used Nuclear Fuel and High Level Radioactive Waste」(使用済み核燃料と高レベル

放射性廃棄物の管理と処理に関する戦略)を発表した。政府戦略は委員会の提案指針を

支持したもので、核廃棄物管理に関する統合プログラムの枠組みが示され、安定した資

金提供メカニズムが含まれている。戦略の基本部分には明確に定義された同意に基づく

施設立地プロセスの作成、短期的な中間貯蔵の実施、恒久的な解決策として地層処分方

法の開発、プログラムを実行する新たな機関の設置、および核廃棄物管理をより直接的

に支援することを可能とする資金調達方法が含まれている。関連する研究開発だけでな

く、この戦略の実行に必要な基礎を築くための輸送、貯蔵、処分、および立地調査活動

に対し、6,000 万ドルを予算配分する。 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 望月 麻衣） 
 

出典：本資料は以下の記事を翻訳したものである。 
Budget of the United States Government, Fiscal Year 2014 
Department of Energy 
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/budget/fy2014/assets/energy.pdf    
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(1095-4) 
 
【政策(研究開発)】 

米国 2014 年度予算教書 
 

仮訳  
 

 
米国立科学財団（2014 年度予算教書） 

 
予算のハイライト: 
• 2012 年度成立予算レベルに 5 億 9,300 万ドルを追加し 76 億ドルの予算を NSF(国立

科学財団)に配分し、学識フロンティアの拡充、経済成長や雇用創出のための基盤整備、

グローバルな競争力を持った人材教育を目指す。 
 
• NSF の 2012 年度成立予算レベルの 8.4%の確固たる増加を含め、キーとなる基礎研

究機関への予算配分を増加するという大統領の確約を維持する。 
 
• サイバーインフラ、先端製造業、クリーンエネルギーといった戦略的分野だけでなく、

幅広い基礎研究分野へ予算配分を行うことで革新的な経済を構築する。 
 
• 連邦政府全体の教育に対する予算配分を増強させるという大胆な計画の一環として、

NSF に大学教育および大学院教育の改善を統率する権限を与え、科学、技術、工学、

数学における教育を変革する。 
 
• 南極調査にあっては管理コストの抑制やコスト効果の高い運営によって担当部局の

効率性を高める。 
 
• 担当部局が行ったプログラムの成果を同機関が自己評価する能力を高めるため、600
万ドルの予算を配分する。 
 

米国立科学財団(NSF)は、米国内の大学・カレッジにおける非生物医科学およびエン

ジニアリングの全分野での研究活動の支援を実施している、キーとなる連邦政府のグラ

ント助成機関である。NSFの研究プログラムとハイテクな労働力の開発プログラムは、

将来の経済成長、世界における米国の競争力、米国人労働者の高賃金雇用の創造の促進

を支援している。この重要なミッションを支援するため、2014年度の予算教書ではNSF
に対して2012年度成立予算レベルの8.4%増となる76億ドルの予算を配分すると共に、
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先端製造業やクリーンエネルギーといった優先順位の高い分野横断的な研究を強力に

支援する。また、担当部局が自身の実施したプログラムを自己評価する能力の強化や、

南極調査のさらなる運営効率化等を通じ、担当部局の運営改善努力についての支援も行

う。 
 

革新的経済の構築 

 
科学、技術、イノベーションの進展を支える基礎研究を支援 

NSF における研究やこれに関連する活動に対し 62 億ドルの予算を配分する。この中

にはイノベーティブで分野横断的な提案に対する担当部局の公募呼びかけおよび資金

提供の方法を変更する分野横断的な研究教育イニシアティブを継続させるための6,300
万ドルの予算配分が含まれている。 
 
将来の産業と雇用の基盤を構築 

NSFは、未来の技術に関わる労働力の教育を通して人材を育成することを含んだ社会

的な需要と基礎的な研究の結果を結びつける。未来のバイオ経済の異なる学問分野間に

またがる研究の奨励のために、生物学、数学、物理科学、エンジニアリングの境界領域

におけるイノベーティブな提案に対し、予算教書では5,100万ドルを予算配分する。さ

らに、気候研究やクリーンエネルギーといった分野の発展にますます不可欠なものとな

るコンピューターの高性能化や、新たな研究ネットワークやデータ保存方法の構築、デ

ータを視覚化する新システムの開発等によってあらゆる研究分野における発見を加速

させるサイバー・インフラ・イニシアティブに対し、2012年度成立予算レベルの2倍と

なる1億5,500万ドルを予算配分する。 
 
米国製造業の長期的な競争力向上に対する予算配分 

他の連邦政府機関と民間部門とのパートナーシップによる革新的な新しい製造技術

をターゲットとした基礎研究に対し、2012年度成立予算レベルより4,900万ドルの増額

となる1億6,000万ドルを予算配分する。この高度な製造業技術開発は、静的なシステム、

プロセスおよびインフラを、感知、適応、反応が可能な組み込みの計算機知能を持つ適

応型の、波及する「スマートな」システムへと転換することを目標とした、より規模の

大きな3億ドルのNSF研究イニシアティブの一部である。このより大規模な研究イニシ

アティブはまた、米国内におけるロボットの開発と利用を加速させるロボット・イニシ

アティブへのNSFの寄与に対し、3,200万ドルを予算配分する。さらに、現時点におい

ての最先端材料と比較して2倍の速度でかつ低コストの材料を発見、製造、導入するこ

とを目標とするMaterials Genome Initiative(材料ゲノムイニシアティブ)に対して、

NSFが提供する資金4,200万ドルについても予算を配分する。 
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クリーンエネルギー経済の長期的な発展を支援 

太陽光発電やエネルギー効率化など将来のクリーンエネルギー技術に直接関連する

基礎研究に対し、3億7,200万ドルを予算配分する。他の連邦機関と連携して実施される

このクリーンエネルギー研究は、環境に対する責務を強化し、エネルギー消費や炭素発

生を削減し、持続的な経済成長を促して、米国のエネルギー独立性を向上させる統合化

された取り組みのキーとなる部分である。 
 
研究室から市場へのイノベショーション導入を加速 

NSFの支援する基礎的な研究により得られた知見が科学やエンジニアリングの特定

の分野を進展させる一方で、いくつかの結果はまたビジネス世界においてより幅広い実

用化と影響力を即時に持たせる可能性を見せている。大学の研究室での発見をイノベー

ションへと熟成させるために不可欠な技術、企業、ビジネスのノウハウの結集を目標と

するNSFの官民による”Innovative Corps”プログラムに、2012年度成立予算レベルに

1,700万ドル追加した2,500万ドルを予算配分する。 
 

 
グローバル競争力を持った米国労働者の育成 

 
大学教育のインパクト拡大のための予算配分 

連邦政府の予算利用効率改善を目的とした政府による科学、技術、工学及び、数学(以
下「STEM」という。) 教育プログラムの大胆な再編に際し、予算教書は政府機関ごと

に内容の異なる大学の STEM 教育活動を、NSF の下で新たな統合プログラムにまとめ

るよう提案する。この改革により、エビデンス(evidence)に基づいた教育訓練の実施、

及びエビデンス基盤の拡張支援によって合理化された予算配分の効率性と有効性の向

上を目指す。新たな教育方針の導入・利用の促進方法に関する調査もこれ含まれる。こ

の新規プログラムに 1 億 2,300 万ドルを予算配分する。 
 
大学入学初期の学生に向けた研究機会の拡充 

引き続き、技術分野の大学卒業者数を増やす取り組みを行う。実際の研究現場が抱え

る問題を解決させることで、学生に学士資格の取得を促すことができる。NSF が運営

する Research Experiences for Undergraduates(大学生向け研究機会提供)に対し、

2012 年度成立予算レベルに 1,300 万ドルを追加した 7,900 万ドルを予算配分する。早

い段階で研究を経験する機会を提供することが学生の科学、工学、数学への関心維持に

特別な影響を与えることから、当該プログラムでは大学に入学した 1 年目あるいは 2
年目で研究を行えるよう、予算配分を追加する。 
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大学教育プログラムの統合整理 

STEM 教育改革の一環として、フェローシップ制度への出願や取得プロセスの合理

化や運営費の削減を行い、数多くある大学のフェローシッププログラムを統合するよう

提案する。この統合によって将来のハイテク分野を担う若い科学者やエンジニアを育成

するという大がかりな戦略に道筋がつけられ、これまでは不可能だった方法でプログラ

ムのイノベーションや実験が可能となる。大学研究フェローシッププログラムの統合に

対し 3 億 2,500 万ドルを予算配分する。 
 
 
効率性の改善とエビデンスの活用向上 

 
政府機関の運営効率を向上 

NSF は行政サポート契約の戦略的調達や印刷費の低減といった様々な方法で運営費

を節制し、運営効率を向上させる。さらに政府機関はブルーリボンパネル(政府が任命

した学識者の会議)で最終的に結論づけられた提言を採用し、米国の南極調査活動につ

いての運営効率も向上させる。 
 
政府機関のプログラム評価機能を強化 

NSF は予算配分によって望んだ短期的及び長期的なインパクトが確実にもたらされ

ることを確認し、さらに政策決定の基礎となるエビデンスの使用が可能となるよう、自

身が研究や教育に対して行った予算配分の成果を正しく評価する機能を有していなけ

ればならない。この戦略的運営を実現させるため、NSF はプログラムの評価やデータ

の収集利用を拡充、統合させる。 
 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 望月 麻衣） 
 

出典：本資料は以下の記事を翻訳したものである。 
Budget of the United States Government, Fiscal Year 2014  
National Science Foundation 
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/budget/fy2014/assets/science.pdf   
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(1095-5) 
 
【政策(研究開発)】米国 2014 年度予算教書 
 
仮訳  

21.研究開発 

 
大統領は我々の経済を成長させ、米国の競争力を維持することができるよう研究開発

(R&D)への投資を公約している。以前の連邦 R&D 投資がバイオテクノロジーやインタ

ーネットの開発において米国のリーダーシップをもたらしたのと同様に、大統領の科学

とイノベーションへの注力は、未来の産業と雇用を創出し、21 世紀の課題と可能性に

取り組むのを助けることになるだろう。科学及び技術ベースのイノベーションに投資す

ることで、ヒトの脳のマッピングや、アルツハイマーやその他の疾病に対抗する新しい

答えを見つけ出したり、新たなクリーンエネルギー技術を考案したり、新たな先端製造

業の可能性を高めたりすることができる。 
 

大統領の 2014 年度の予算教書は、連邦研究開発(R&D)に 1,430 億ドルが予算配分さ

れ、その中に R&D の実施と R&D 施設及び装置への投資が含まれる。現在の極めて制

約のある予算環境においてさえ、政権は引き続き R&D を擁護し、R&D 全体で 2012
年度レベルの 1％増、軍事費以外の R&D については 9％増を配分する。この投資によ

り、米国の生産性と競争力の向上に向けて国家が進歩をするのを助け、また、将来の産

業と雇用を支えことを助ける科学、技術、そしてイノベーションへの政府のコミットメ

ントが強化される。この投資と関連して、2014 年度の予算教書では試験研究費税額控

除を拡充し、簡素化し、恒久化することを提案しているが、これにより R&D 投資の期

間において税額控除が利用可能になることが確実になり、R&D に対する民間投資が活

発になるだろう。 
 

2014 年度の予算教書は、先端製造業のようなハイテク知識集約型の経済とイノベー

ションに支えられた成長産業に投資することで、引き続き米国の国際的なリーダーシッ

プを強めるものである。これらの投資により、将来の世代のために環境を守りつつ、ク

リーンエネルギーや農業、ヘルスケアの分野において世界を先導することができる。予

算教書は、米国が、公共及び民間セクターの R&D において長期にわたり強力なリーダ

ーシップを持ち続け、R&D 機関の高い質と R&D 企業の起業風土を維持することを確

実にする。 
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2007 年の米国 COMPETES 法の定めるところにより、予算の優先順位は基本的に

2008 年 8 月に開催された国家科学技術サミットの報告結果と一致する。2011 年の１月

に、大統領は米国 COMPETES 再授権法（The America COMPETES Reauthorization 
Act of 2010）に署名した。この法律は、科学、技術、工学及び数学に関連した米国の

研究と教育を強化するための様々なプログラムを再認可するものである。 
 

I. 連邦研究開発の優先順位 1 

 
 予算教書 1 は広範囲な研究開発を支援する。その中には、根本的な自然の理解を深め、

科学分野に大変革を起こし、全く新しい技術を導く可能性のある分野横断的な研究や探

査、トランスフォーマティブ(transformative)でハイリスクな研究提案が含まれる。予

算教書は、生産性を高め、国家の要請により良く、より安く、より環境負荷を与えずに

(同要請に)合致した新しい技術を開発する主要プログラムに資金供与する。 
 
持続可能な経済成長と雇用創出の促進 

 
政府は科学的、技術的なブレイクスルーを育成するための政府の役割を認識しており、

米国が将来のイノベーションにおいて世界を確実にリードできるよう、膨大な資源を投

じている。予算教書は、基礎及び応用研究に 680 億ドルが提供され、2012 年の水準よ

り 8％増となっている。なぜなら、これらの研究は、雇用創出や持続的な経済成長を促

進するための信頼できる新しい知識源であるからである。 
 

2014 年度の予算教書は、2010 年の米国 COMPETES 再授権法で承認されたように、

3 つの主要な基礎研究機関である米国科学財団(NSF)、米国エネルギー省(DOE)科学局、

米国商務省(DOC)標準技術研究所(NIST)の合計予算に対する総連邦投資を増額すると

いうコミットメントを維持する。予算教書は、2014 年度において、これらの 3 つの研

究機関に 2012 年度供与の 10 億ドル(8%)増となる 135 億ドルを予算配分する。これら

の投資は、知識のフロンティアを拡大し、また、クリーンエネルギー、先端製造業、バ

イオテクノロジー、ビッグデータ及び新材料を含む将来の産業と雇用の基礎を築くもの

である。 
 

 民間セクターの R&D 投資は、イノベーションを育成し、展開するには欠かせない。

なぜなら、政府が単独で提供できるより遙かに広範な技術オプションを提供し、また、

科学的な発見を事業化して成功した革新的な製品やサービスにするための重要な役割

を果たしているからである。企業に投資やイノベーション、成長への大きな自信を与え

1 注１：文章中の数値には R&D 活動以外のものも含まれる。よって、表 21-1 にみられる R&D の数字とは異なる。 
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るために、予算教書は、試験研究費税額控除(Research and Experimentation Tax 
Credit)の簡素化、拡充及び恒久化を提案する。 
 
よりクリーンな米国のエネルギーに向けて前進する 

 
政府は、高収入なクリーンエネルギーの仕事や新たなビジネスを創出しつつ、石油や

その他のエネルギーの輸入への依存を減らし、環境への潜在的な影響を削減し、気候変

動の脅威に対処するため、クリーンエネルギー技術の研究、開発、実証及び普及におい

て世界で米国が先導する未来を約束する。予算教書は、政府のエネルギー戦略を反映し

ており、その中には、エネルギー貯蔵の新しいアプローチへの理解と開発のように、先

進的なクリーンエネルギー技術に向けて全く未知なものに位置づけられる基礎及び応

用研究、ソーラーパネル、蓄電池、電気自動車、風力発電、モジュール式の原子炉等の

クリーンエネルギー製品の創出や、劇的に改善させる研究開発及び新しいクリーンエネ

ルギー技術の世界を先導する技術を事業化するために米国の起業家や企業を適切に支

援することが含まれる。 
 

予算教書は、低炭素経済への移行を促進し、米国をクリーンエネルギーの世界的なリ

ーダーと位置づけるために、政府全体のクリーンエネルギー技術プログラムとして約

79 億ドルを配分する。DOE は、先進的な車両やバイオ燃料、産業及びビルのエネルギ

ー効率向上(省エネ)、太陽光、風力、水力、地熱資源からの再生可能エネルギー発電等

の最先端のクリーンエネルギー技術を進展させるために、2012 年度予算の 43％増とな

る 18 億円を投資する。 
 

 例えば、2014 年度の予算教書は、新しいエネルギー安全保障基金に連邦における石

油及び天然ガス開発からの歳入から今後 10 年にわたって 20 億ドルを投資する。これ

により、石油依存度を減らす低コストな輸送代替手段の R&D への義務的資金供与の確

実な流れを作る。この基金は、電気や国産バイオ燃料、再生可能水素、国内生産された

天然ガスを燃料とする車やトラックのコストを改善・削減する研究に投資するよう設計

されている。さらに、予算教書はエネルギー省のエネルギー効率･再生可能エネルギー

局(EERE)の持続可能な輸送活動への裁量予算として、総額 9 億 5,700 万ドルを予算配

分する。その中には、次世代の先進車両の開発に 5 億 7,500 万ドル、水素及び燃料電池

技術へ 1 億ドル、セルロース系や藻類ベースのバイオ燃料のような次世代のバイオ燃料

の開発を支援するための米国農務省の補完的な取り組みと合わせた、バイオ燃料及びバ

イオ燃料精製活動への 2 億 8,200 万ドルが含まれる。予算教書は、商業用及び住宅用ビ

ルのエネルギー使用とコストを抑えるため、エネルギー効率向上と先端製造業活動のた

めに EERE に 8 億 8,500 万ドルを配分する。また、太陽エネルギーや洋上風力のよう
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にクリーンで再生可能な電力をより簡単に配電網に連係でき、従来の電気と同じくらい

安くできるよう、革新的なプロジェクトに 6 億 1,500 万ドルを配分する。また、核エネ

ルギーを支援するために 7 億 3,500 万ドル(燃料サイクルと原子炉技術分野の研究開発

を含む)、化石燃料ベースの発電システムの二酸化炭素排出量を減らすための CO２回収

貯留技術や先進発電システムの R&D ポートフォリオに 2 億 6,600 万ドルを配分する。

予算教書には、過去数年間に開発されたエネルギー研究の新しいモデルを維持、拡大さ

せるため、革新的なエネルギーR&D に資金提供するプログラムであるエネルギー高等

研究計画局(Advanced Research Projects Agency-Energy：ARPA-E)への 3 億 7,900 万

ドルの配分が含まれる。 
 
病気に打ち勝ち、米国の健康状態を向上させる 

 
政府は生物医学や保健研究における連邦R&Dへの資金提供と健康を促進する政策の

支援を公約している。2014 年度の予算教書は、生命科学の発見の速度を加速させる可

能性のある研究、特に画像化や神経科学、生命情報工学、ハイスループット生物学を強

力に支援する。これらの発見は将来のバイオ経済を支えることになるだろう。 
 

2014 年度の予算教書は、全米の大学及び研究機関の高品質で革新的な生物医学の研

究を支援するため、米国国立衛生研究所(NIH)に 313 億ドルを予算配分する。予算教書

は、疾病の原因に対する理解を高め、診断試験や治療、治癒の開発を促進する基礎研究

及び探索医療(translational research：臨床利用を目指す探索的な基礎研究)を支援する。

新しい助成金の数を増やして、研究の速度や範囲を維持し、新しいアイデアの開発を促

進する。これには脳の理解を深めるプロジェクトや臨床試験を向上させるために患者主

体の研究ネットワークの創造、生体臨床医学のビッグデータ革命の影響の最大化、生物

医学の研究者の多様化の促進が含まれる。これらの新しい助成金の支給と質の高い科学

への支援を確実に行えるよう、管理費をより的確に情報収集するための政策も予算教書

に含まれる。 
 

予算教書には、国立疾病対策予防センター(CDC)内の新しい先端分子診断学(AMD)
イニシアティブへの 4,000 万ドルが含まれる。AMD イニシアティブにより、CDC は

流行性の疾病がどこから発生したのか、病原菌が抗生物質に耐性があるかどうか、どの

ように病原菌が個体群を通ってきたのかをより速く決定できるようになるだろう。また、

この新しい全ゲノムシーケンシング技術により、CDC のカルチャー・ベースの分析の

適時性や正確性が増し、コストを削減することができるだろう。これらの新しい投資は

公衆保健活動を指導するための CDC の疫学及び研究所の専門知識を拡大するだろう。 
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予算教書には、医療費負担適正化法によって認可された、臨床比較有効性研究を行う、

独立した患者中心のアウトカム研究所 (Patient- Centered Outcomes Research 
Institute ：PCORI)への強制 R&D 資金供与の約 4 億 9,800 万ドルが含まれている。ま

た、退役軍人援護局を通して医療及び義肢研究のために 10 億ドル以上が配分される。 
 

 農務省において、予算教書では、リフトバレー熱、狂牛病、鳥インフルエンザ、牛結

核、ブルセラ症等、ヒトに転移する可能性のある人畜共通の動物疾病の研究に約 8,200
万ドルを含む。さらに、約 1 億 1,900 万ドルがサルモネラ菌、大腸菌、カンピロバクタ

ー、リステリア菌等のバクテリアの発生率を減らすために食品安全研究に使われる予定

である。 
 
先端製造業 

 
予算教書は、「先端製造業( Advanced Manufacturing)パートナーシップ」(製造業に

おける質の高い雇用を創出し、米国の国際競争力を強化する、先端技術の開発と事業化

のための産業、大学、連邦政府が一体となった国家的な取り組み)を支援する。2014 年

度の予算教書は、先端製造業を直接支援するため、連邦 R&D として 29 億ドルを NSF、
DOD、DOE、DOC 及びその他の機関に予算配分する。例えば、予算教書は革新的な製

造プロセスや高度な工業材料に役立つ重要技術のために DOE に 3 億 6,500 万ドルを予

算配分する。これらのイノベーションにより、製品の品質を向上し、製品開発を加速し

ながら、米国企業が製造コストを削減し、技術のライフ･サイクル･エネルギー消費を減

少することができる。また、予算教書は、新技術を導入する製造業を支援するため、

Manufacturing Technology Acceleration Centersの設立に対してHollings製造拡張パ

ートナーシップ(Hollings Manufacturing Extension Partnership)に 2,500 万ドルを増

額し、最先端の製造技術と性能の開発を行う、製造イノベーションに関する国家ネット

ワーク(National Network of Manufacturing Innovation)を設立するため 10 億ドルの

義務的資金提供を行う。加えて、より広範な取り組みの一環として、予算教書は人間の

能力を拡張・増大するため、人と一緒に又は傍で働くロボットを開発する国家ロボット

工学イニシアティブ(National Robotics Initiative )に投資する。宇宙、生物学及び警備

への応用に加え、ロボットは製造セクターで労働者の生産性を向上させる可能性がある。

先端製造業 R&D 戦略のもう一つの重要な要素は材料ゲノムイニシアティブ(Materials 
Genome Initiative)である。このイニシアティブは、コンピューターシミュレーション

やすべての材料の知識ベースの進歩をテコにして、起業家や革新者が米国内の企業で新

しい製品やプロセスの開発に利用できるような豊富で実用的な情報を提供し、新材料の

特性を明らかにするペースを上げることを目的としている。 
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地球規模気候変動及び影響への理解 

 
米国地球規模変動研究プログラム (U.S. Global Change Research Program：

USGCRP)は、国家や世界が地球変動の人為的及び自然プロセスを理解、評価、予測、

及び対応するのを支援するため、連邦政府の研究や施策を調整し、統合する。調整され

た USGCRP の各機関協力組織の投資の範囲で、2014 年度予算教書は、プログラムの

2012－2021 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部分の科学的知識の前進；適応や緩和に関する情報

の提供とタイムリーな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能力の

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。

また、2014 年度予算教書は、統合され現在進行中の、気候変動科学、影響、脆弱性及

び対応戦略における国家気候評価(National Climate Assessment)を支援する。2014 年

度の予算教書は USGCRP プログラムに対して、27 億ドルを予算配分する。 
 
天然資源の管理 

 
天然資源の持続可能な管理において、政策決定の情報を提供する天然資源の研究開発

に強力な投資が必要とされる。2014 年度の予算教書は、内務省(DOI)、環境保護庁(EPA)、
米国海洋大気圏局(NOAA)、農務省(USDA)の資源の意志決定や環境管理を支援するた

め R&D 資金として 28 億ドルを予算配分する。予算教書は、公用地、生態系、エネル

ギー許可、地球観測(衛星観測、水域、野生生物、侵入種の監視等)の管理に関連する R&D
とアメリカン･インディアン部族による天然資源管理における投資の拡大を強く支援す

る。また、予算教書は、海洋の観測や探索、沿岸のマッピング及び評価、沿岸生態系研

究、そして沿岸生息環境修復への投資と共に、海洋及び沿岸管理の知識を提供する科学

を強く支援する。予算教書は、地震、洪水及び異常気象等の災害に関連した研究開発を

通して国家の安全及び安全保障への投資を強化する。大統領科学技術諮問委員会

(PCAST)の最近の報告である「Agricultural Preparedness & the United States 
Agricultural Research Enterprise(農業管理及び米国農業研究事業)」に応え、USDA
の農業･食料研究プログラム(Agriculture and Food Research Initiative：AFRI)に 3 億

8,300 万ドルを投資する。AFRI はバイオエネルギー、食品の安全性、国民の栄養のよ

うな他の USDA の優先事項と同様、水の量と質、持続可能な農業生産、気候変動への

適応を含む国の優先事項における画期的な研究を支援するため、競争力して選考される

研究費補助を通じて分配される。 
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安全保障における科学と技術 

 
安全保障における連邦 R&D 投資は、現行及び新たな脅威から我が国を守ることを目

的としている。我が政府が脅威を発見し、対抗し、打ち負かすことができる技術の開発

は、米軍の成功と国家の安全保障において必要不可欠である。2014 年度の予算教書の

国防総省(DOD)の R&D は、我が国と将来の軍事的要求に重大な影響を与えると考えら

れる分野に焦点を当てる。この結果、2014 年度の予算教書は、DOD の R&D に 2012
年度の成立予算の 6％減となる 683 億ドルを予算配分する。この減額分は、プログラム

が完成し、生産段階に移行したことで開発活動が縮小されたものである。 
 

2014 年度の予算教書は、基礎研究、応用研究、先端技術開発からなる DOD の科学

技術(S&T)プログラムに 120 億ドルを予算配分する。この予算配分は 2012 年度の成立

予算の 1.8％減であるが、2013 年度の予算教書より 1％増額されている。今年度の予算

配分は基礎研究、最も根本的なタイプの研究が特別に重視され、前年度の予算配分より

2.3％増となっている。DOD が S&T への投資を増額したことは、引き続き将来性のあ

る研究開発に取り組んでいくことを表している。 
 

また、2014 年度の予算教書は将来有望な技術を育成する DOD の重要な役割を維持

し、国防高等研究計画局(DARPA)に対して 29 億ドルを資金提供する。この資金提供水

準は 2012 年度の成立予算より 5,000 万ドル(1.8％)増となる。DARPA のリスクは高い

が報酬も大きい科学に投資することは政権の優先事項であり、米軍の技術的な優位性を

維持するためにも欠かせない。 
 

予算教書は国家の核保有や海軍の核推進、核兵器不拡散への目標のための R&D 投資

に DOE に対し 49 億ドルを予算配分する。 
 

 予算教書は、連邦や州、地方の国土安全保障担当者が最先端の技術や解決策を開発す

るための投資を増額する。予算教書は、米国民や必要不可欠なインフラを化学兵器･生

物兵器・サイバー攻撃から守るための国土安全保障省の R&D プログラムに 5 億 7,400
万ドルの資金を予算配分する。また、予算教書は、人の健康と農業を脅かす新たな人畜

共通の疾病への対応策を研究開発するための最先端の施設を建設するために 7億 1,400
万ドルを予算配分する。 
 
関連する投資でR&D企業を強化する 

 
これらの優先事項を効果的に取り組むために、政府は鍵となる分野横断的な領域を強

ＮＥＤＯ海外レポート ＮＯ.1095, 2013.5.17

32



化する必要性を認識している。 
 

科学、技術、エンジニアリング、数学 (STEM) 教育：学生は21世紀の経済で成功す

るために科学、技術、エンジニアリング、数学(STEM)を修得する必要がある。そのこ

とが、次の4つの分野において連邦投資の効果を高めるため、政権がSTEM教育プログ

ラムの総合的な再編成を提案した理由である：K-12教育；学部教育；大学院研究フェ

ローシップ；多くは教室外で行われる教育活動であり、すべての活動が歴史的にこの領

域において不十分であるグループから個々人の参加や機会を増やすことに力点が置か

れている。再編成には、11の異なる省庁から90近くのプログラムを統合することや、

STEMの取り組みの展開や影響、認知度を向上させるため進行中のSTEM教育活動を再

調整することも含まれる。約1億8,000万ドルがこれらの統合プログラムから、4つの重

点分野で核となるイニシアティブを設立するために、教育省、NSF、スミソニアン研究

所に振り向けられる。 
 

教育省は次の10年間において10万人のSTEM教員を創り出すという大統領の目標に

向かって、K-12指導を向上させ、効果的に作業できるよう、密接で強固なイニシアテ

ィブを率いるため、自ら今までの取り組みを再構築する。予算教書は、教育省内部やそ

の他の省庁から振り向けられた2億6,500万ドルを投資し、STEMイノベーション･ネッ

トワークを支援する。このネットワークは、大学、科学・研究機関、博物館、企業、そ

の他の育英事業が連携して働く学区又は学区連合であり、リサーチベースの演習を導入

し、イノベーションを支援し、学校と地域両方のレベルの能力を強化することにより、

指導や学習を劇的に変えるために、地方、地域、国の資源を利用するものである。さら

に、学校や地区での指導を向上させたり、数学や科学の指導の最良の教え方を国の資源

として提供するため、STEM Master Teachers Corps(STEMマスター教師グループ)を
通して、国家の最も優秀な科学と数学の教師の専門性を引き上げる。また、この新しい

投資には10万人の非常に優秀な教員を準備するという大統領の目標を支援するための

8,000万ドルも含まれる。STEMの指導及び学習における教育省の変革を強化するため

に、予算教書は引き続き合同K-16 数学イニシアティブへの支援を続ける。 
 

NSF は STEM 学部教育を拡大し、大学院研究フェローシップを改革して、より多く

の学生に影響を与え、国家的な必要性に取り組む。予算教書は、関係官庁を越えて分散

している科学技術の学部教育活動を NSF の新しい総合プログラムとして整理統合する

よう提案している。エビデンス･ベースの教育実習を導入し、エビデンス･ベースの拡大

を支援することにより、この改革により、これらの合理化された投資の効率性と有効性

が高まるだろう。また、新しい技術を採用したり、新しいアプローチを指導に使うこと

も促進する。予算教書は、新しい総合 NSF 大学院研究フェローシッププログラムに 3
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億 2,500 万ドルを予算配分する。 
 

多くの省庁は現在、一般人、学生、教師に自らの使命や研究に興味を持たせようと様々

な非公式の教育活動を行っている。また、予算教書は、州の基準を揃え、教室との関連

性を確実にして、非公式の教育活動の広がりを改善させるため、これらの省庁からスミ

ソニアン研究所に2,500万ドルを振り向ける。 
 

航空宇宙の可能性：予算教書は、航空宇宙セクターを通してイノベーションを推進し、

宇宙での我々の能力を高めるために米国航空宇宙局(NASA)の取り組みを支援し177億
ドルを予算配分する。これらは通信、無線位置測定、機密情報収集、地球観測、国防に

不可欠なものある。取り組みの一環として、NASAは、NASAやその他の関係官庁、米

国の民間宇宙活動の能力を高め、コスト低減を目指した技術開発やテスト･プログラム

に着手する。また、NASAは航空機の必要燃料や騒音、排出量を削減するための革新的

な基礎研究やシステムレベルのアプリケーションも支援する。NASAの範囲内で、予算

教書は、気候科学を進歩させ、必要不可欠な宇宙ベースの地球観測を継続し、重要な衛

星ミッションに向けた進歩を続けるための地球科学に18億ドルを予算配分する。NASA
の予算には民間クループログラム(人員を国際宇宙ステーションに運ぶための米国産業

との革新的パートナーシップ)のための8億2,100万ドルが含まれている。予算教書は、

次世代の極軌道及び静止衛星システムの開発のため、NOAAに20億ドルを予算配分する。

このシステムは、人工衛星搭載計器による海水位や太陽風のダメージによる可能性の測

定だけでなく、天気予報に不可欠なものである。 
 

インフラストラクチャー：政権は我々の商業、科学、安全保障に必須の情報、通信、

輸送インフラを向上させ、保護することに高い優先順位を置いている。2014 年度の予

算教書は、農業管理や気候変動の理解等、明確に定義された社会的利益の領域で貢献す

る、全てのプラットフォーム(宇宙ベース、地上、空中、海洋)からの地球観測システム

を支援するインフラを最優先する。これらの地球観測システムは、他の多くの利用の中

でもとりわけ環境調査や天気予報、天然資源、土地管理、無線位置測定を支える科学的

なデータを提供する。2014 年度の予算教書は、将来の国家地球観測戦略において優先

度が高いとされる地球観測システムの維持に投資する。このシステムには衛星、ストリ

ームゲージ(河川管理)、光検出と測距(LiDAR)、海洋観測システムが含まれる。また、

予算教書は、この比類のない米国の地球観測システムをよりアクセスしやすく、使いや

すくするための支援も含まれ、これらの投資が公益のためにより多く使われ、この情報

の革新的な利用における民間の投資が促進されるだろう。公共に役立つ高品質の連邦研

究を維持するには、研究施設を最新なものにする必要がある。そのため、予算教書は、

人の健康と農業セクターに影響を与える poultry diseases(家禽疾病)を減少させるため、
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USDA の家禽疾病バイオ調査及び研究施設の改修及び建設の総額に 1 億 5,500 万ドル

を配分する。 
 

II. 連邦政府の研究開発データ 

 
 研究開発は優れた知識や理解を得ようと行われた努力の結晶であり、これを応用して

便利な材料、デバイス、手段の誕生を目指す。研究開発への予算配分は基礎研究向け、

応用研究向け、開発向け、研究開発のための装置や施設設備向けといった特徴づけがで

きる。行政管理予算局(The Office of Management and Budget)はこれと同じ、あるい

は類似した分類を用いて、1949年から研究開発データを集計している。 
 

連邦政府の研究開発に関する予算配分 

 
 20を超える連邦政府機関が、米国における研究開発に対して予算を配分している。各

機関が予算を配分する研究開発の性質は、各機関の目的や研究開発によって果たされる

役目によって決まる。Table 21-1は機関ごとの基礎研究および応用研究、開発、研究開

発のための装置や設備施設への予算配分額を表している。 
 
 基礎研究(Basic Research)とは現象が持つ基礎的な特徴や観察が可能な事実に関し

て、より完全に近い知識や理解を得るための体系的な研究であり、製品や製造プロセス

を目的とした特定の活用を考慮する必要がないことを念頭に置いている。 
 
 応用研究(Applied Research)とは広く認識された特定のニーズを満たす手段を決定

するのに必要とされる知識や理解を得るための体系的な研究である。 
 
 開発(Development)とは便利な材料やデバイス、システム、方法を生み出すために、

知識や理解を体系的に応用することであり、設計、開発、さらに試作品や特定の要求を

満たす新プロセスの改善等も含まれる。 
 
 研究開発のための装置(Research and Development Equipment)には分光器、観測衛

星、探知機その他機器といったような、動かせる装置の獲得、設計、製造が含まれる。

この分類には少なくとも研究開発装置の購入や構築のためのプログラムが組み込まれ

なければならない。 
 
 研究開発のための施設設備(Research and Development Facilities)には研究開発活

動に用いられる、あらゆる設備資産の獲得、設計、構築、あるいは大がかりな修繕や改
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築が含まれる。施設設備には土地、建物、資本とみなされる設置型設備が含まれ、それ

らが政府と民間のどちらに利用されるのか、その所有権を誰が有するかを問わない。リ

アクター、風洞、粒子加速器といった設置型設備はこの分類に含まれる。 
 

III. 複数機関が協力して行う研究開発活動 

 
 将来を担う産業、科学的発見、雇用創出に役立つ最も有望な分野への多額な研究予算

については、複数機関の研究活動の調整を行う国家科学技術委員会(National Science 
and Technology Council)や、その他省庁間フォーラムを通じて賄われている。こうし

たチャレンジに対して一機関だけで効果的に対処することは困難である。また、イノベ

ーションとはしばしば、複数機関から得られるツール、技術、そして洞察を統合するこ

とから生まれている。複数機関が協力した2つの事例(ネットワークと情報技術に関する

研究開発、およびナノテクノロジーに関する研究開発)については次に詳述する。 
 
 ネットワークと情報技術に関する研究開発：複数機関によるネットワークと情報技術

に 関 す る 研 究 開 発 (Networking and Information Technology Research and 
Development: NITRD)プログラムでは、サイバーセキュリティー、高性能最新機器の

コンピューターシステム、最先端ネットワーク、ソフトウェア開発、高信頼システム、

医療IT、周波数共用、クラウドコンピューティング、その他情報技術分野機関の研究努

力を戦略的に計画し、調整を行う。 
 2014年度の予算教書は、他に類をみない量のデータ(ビックデータ)から数値や科学的

推論を引き出す能力を改善する研究に焦点を絞っている。また、インターネット上のコ

ミュニケーションをより安全で信頼できるものにするという目標に向け、確かなコンピ

ューティング性能、安全なハードウェア、ソフトウェア、ネットワークの設計に必要な

基盤作りの重要性を引き続き強調していく。NITRDへの予算配分情報については

www.nitrd.govを参照。 
 
 ナノテクノロジーに関する研究開発：ナノテクノロジーの開発を加速させるため、

National Nanotechnology Initiative(NNI)に参加する政府機関は、ナノレベル(およそ

1~100nm)の材料で現れるユニークな物理的、化学的、生物学的特性を有効活用した材

料、デバイス、システムの研究開発に焦点を絞っている。参加する複数政府機関は、各々

の機関が提供する報奨金制度や、複数機関の研究拠点センター(centers of excellence)、
教育訓練、さらに誰でもアクセス可能なユーザー設備ネットワークを含むインフラ規格

整備作成等を通じ、ナノテクノロジーに基づくイノベーション、技術移転、ナノ製造技

術に役立つ基礎研究への支援も継続する。さらに政府機関は既存あるいは予定されてい

る研究プログラムの綿密な調整を行うことで、ナノ製造技術、ソーラーエネルギー、ナ
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ノ加工材料設計、ナノレベルのセンサー、ナノ電子工学、官民パートナーシップ、そし

て研究ロードマップ(詳細は nano.gov/initiatives/government/signatureを参照)といっ

た、米国にとって優先順位の高い分野に関する Nanotechnology Signature Initiatives
を認定し、これを推進している。予算配分に関する情報は nano.gov で確認できる。 
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翻訳：NEDO（担当 総務企画部 勝本 智子／望月 麻衣） 

 
出典：本資料は米国大統領府行政管理予算局の以下の記事を翻訳したものである。 
“Analytical Perspectives” 
Special Topics, Research and Development (pp. 369-375) 
 
(全文) 
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/budget/fy2014/assets/spec.pdf 
(Special Topics) 
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/budget/fy2014/assets/topics.pdf 
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(1095-6) 
【政策(研究開発)】                  

米国 2014 年度予算教書 STEM 
 
仮訳 

The 2014 Budget: A World-Leading 
Commitment to Science and Research 

Science, Technology, Innovation, and Mathematics (STEM) Education 
in the 2014 Budget 

 
米国 2014 年度予算教書： 

世界をリードする科学と研究へのコミットメント 
2014 年度予算教書の科学・テクノロジー・イノベーション・数学(STEM)教育 

2013 年 4 月 10 日 
 

 
｢誰よりも早く最も優れたアイデアに投資すれば、米国の企業と労働者は誰よりも早く

最も優れた製品を作ることができて、最も優れたサービスを提供することができます。そ

してそのとてつもない活力により、最も優れた科学者や企業家を惹きつけるだけでなく、

私たちは彼らの成功にさらに投資し続けるのです。｣ 
バラク・オバマ米大統領（ 2013 年 4 月） 

 
オバマ大統領の提出した 2014 年度予算教書は、自由な起業体制、個人の創意、そして平

等な機会という確固とした基盤の上に中産階級の安定した雇用先を創造するという、成長

する世界的な競争力を持つ経済の意欲的なビジョンに導かれたものである。同予算教書は

このようなビジョンを、アイデアを実現化する実績を持つ米国経済の一部門である科学と

エンジニアリングの研究に賢明な投資をすることによって支援する。そして数年前では想

像もつかなかったような、最大手の企業や産業、将来の雇用を創造するポテンシャルを持

つ新しい技術、製品およびサービスを創出する手助けをする。 
 
2014 年度予算教書は、現在の財政上の制約を認識し、厳しくも識別力のある選択を行い、

異なる時代では多大な支援の価値があると考えられる多くの分野における支出を制限して

いる。しかしながら同予算教書では、将来を注視し、将来に対する信頼を示している。米

国の持つ発見する原動力を構築してそこへ燃料を投下することで、人間の知識の限界の拡

張を目指し、良質な中産階級の雇用先を持つ米国の製造業部門を活性化して持続可能な経

済成長を促進し、国家と世界の未来のクリーンエネルギーを育み、より多くの人々の低コ

ストでのヘルスケア業績を改善し、地球規模の気候変動の課題に取り組みながら環境資源

の競争的な需要を管理し、そして国家安全保障を強化する。 
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大統領の 2014 年度予算教書の下では、特に研究開発(R&D)へのその強力で戦略的にター

ゲットが絞られた投資をもって、米国人は、新しい雇用先と製造業を惹きつけるものとし

てのそのポジションを強化し、米国製のエネルギーの有望性を解き明かし、将来の雇用を

創出して職務を果たすに必要なスキルとトレーニングを米国民に身につけさせることが可

能となる。これらの目標を達成するために、大統領の 2014 年度予算教書は連邦政府研究

開発費として 1,428 億ドルを予算配分する（表 1 を参照）。 
 
以下に 2014 年度予算を示す： 
 
●科学と研究において世界をリードするコミットメントを維持  
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、2014 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投資に対し、総額 681
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 7.5%増すなわち 48 億

ドル増となる。(比較数値はすべて現価格とし、物価上昇に対する調整無しの名目ドルベー

スとする；予算額はすべて 2012 年度成立予算レベルとの比較による。) 
 
● イノベーションの促進  

知識ベースの 21 世紀の経済において米国のリーダーシップを強化するため、予算制約の

中 2014 年度予算教書は国防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 9.2％増の 696 億ドルの予算を配分している。また、国防費にも 2012 年度予算から 5.2%
減となる 732 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国立科学財団(National Science Foundation：NSF)、エ

ネルギー省(DOE)の科学局(Office of Science)、（商務省）国立標準技術研究所(National 
Institute of Standards and Technology：NIST)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。 2014 年度予算教書で

は、2012 年度予算の 8.0％増となる総額 135 億ドルをこれらの研究機関に予算配分するこ

とにより、これら 3 研究機関の研究活動予算を増加するという大統領の公約を維持する。 
 
● 製造業を惹きつける米国へ 
新技術と質の高い製造業の雇用の創造を目的とした産業界と学術研究機関との提携におい

て増大する米国の取り組みを強化するべく、2014 年度予算教書では先端製造分野の R&D
に対し、2012 年度予算から 87%増となる 29 億ドルを予算配分する。本予算配分は革新的

な製造プロセス、先進的な工業材料とロボット開発への支援を拡充するものである。これ

らの投資は起業家精神を励行し、発見から市場への移行を強化する現行の取り組みを補完

するものである。本予算配分にはまた、全米製造イノベーションネットワーク（National 
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Network for Manufacturing Innovation: NNMI）における、全米各地の最高 15 の製造イ

ノベーション研究所のネットワークの構築を目的とした１度限りの 10 億ドルの投資が含

まれる。 
 
●米国製のクリーンエネルギーを促進 
米国のエネルギーの有望性を解き放ち、よりクリーンでより確実なエネルギーの未来に向

かう道筋を継続するために、2014年度予算教書では、エネルギー効率を促進させ、国内で

の責任あるエネルギー生産を励行するクリーンエネルギーR&Dに投資する大統領の

「all-of-the-above strategy」（国内で利用可能なエネルギーを全て活用するというオバマ

大統領による戦略的アプローチ）を継続して進展させる。2014年度予算教書では、エネル

ギー省(DOE)のエネルギー高等研究計画局(Advanced Research Projects Agency-Energy: 
ARPA-E)におけるトランスフォーマティブ（変革的）なエネルギー研究開発費に3億7,900
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(Office of Energy Efficiency and Renewable Energy)に対して28億ドルを予算配分し

ており、再生可能エネルギー技術のコスト削減と性能向上、2022年までに先進型自動車を

ガソリン車と同様な入手可能な価格とし、利便性をより高めるための技術の向上、そして

エネルギー消費量と製造コストを削減することにより米国の競争力を高めるようなエネル

ギー高効率の先進材料とプロセスの開発に焦点を当てている。同予算教書はまた、10年に

わたり年間2億ドルを投資して米国の自動車やトラックの石油消費を転換させる輸送技術

の研究に資金提供するEnergy Security Trust(義務的プログラム)の設立を議会に対して要

求する。 
 
● 気候変動の脅威への理解を深める 
2014 年度予算教書におけるクリーンエネルギー提案は、気候をかく乱する地球の変化を促

す温暖化ガスの排出削減を支援する。同予算教書では、気候変動について理解、予測、緩

和、順応する能力を向上させる研究を支援する「地球気候変動研究プログラム(U.S. Global 
Change Research Program: USGCRP)に 2012 年度成立予算レベルから 6.0%増となる 27
億ドルを予算配分している(表 2 参照)。また同予算教書では、気候変動の影響において利

用可能な科学および研究コミュニティーのための技術的なリソース、データやツールの開

発への新たな投資に予算を配分する。そして連邦政府のいくつかの機関が収集した地球に

関する情報を、より一貫性があり、信頼でき、そして利用できるものにするという地方や

地域の立案者や他の者の活動を支援する。 
 
● 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の維持、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、2014 年度予算教書では米国立衛生研究所

(National Institutes of Health：NIH)に、2012 年度成立予算レベルの 1.5%増となる 313
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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 

米国の教育システムが、課題の多い 21 世紀の職業に備えた高いスキルを持つ労働者やイ

ノベーターへと確実に学生を成長させるようにするために、2014 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、2012
年度成立予算レベルの 6.7%増となる 31 億ドルを予算配分する。この予算には、連邦政府

によるこの分野への投資効果を向上させるための STEM 教育プログラムの再編成も含ま

れる。 
 
●民間起業の投資を拡大 
2014 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、Research and Experimentation (R&E) Tax Credit(試験研究費税額

控除) の拡充、簡素化および恒久化を提案する。これにより、企業が研究開発へと投資を

実施する間、その税額控除が確実に利用できるようにする。 
 
●スマートな選択 
2014 年度予算教書における科学、技術、イノベーションへの投資は、「Budget Control Act 
of 2011」のレベルで制限される全体の裁量予算内に収まる。同予算教書は 米国民への報

酬が最も高いと考えられる前述の分野へ資金を投入するという戦略的な決断を反映してお

り、影響力の少ない分野への投資縮小を可能にする。一例として、2014 年度予算教書で（研

究開発のうち）開発費として予算配分された 715 億ドルのうち、2012 年度成立予算レベ

ルから 38 億ドルが削減されている。 
 
 
2014 年度予算における連邦政府の研究開発費の優先順位 

 
「さて、最も優れた製品を作るには、最も優れたアイデアに投資する必要があります。ヒ

トゲノムのマッピングに投資したすべての資金は、投資 1 ドル当たり経済に 140 ドルの利

益をもたらしました。今日、米国の科学者らは人間の脳をマッピングしてアルツハイマー

病を解明しようとしています。彼らはまた損傷を受けた臓器を再生する薬を開発し、今よ

り 10 倍パワフルな蓄電池の新しい材料を開発しています。今こそ、宇宙競争でみられた

ような研究開発のレベルへと達するチャンスなのです。このような投資を行う必要がある

のです。」 
バラク・オバマ大統領 

2013 年 2 月 
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オバマ大統領の 2014 年度予算教書は、連邦政府研究開発費 1,428 億ドルを予算配分して

いる(表 1参照)。同予算教書では戦略的な優先順位を設置し、米国経済を強化する可能性

の最も高いイノベーションへの投資を支援する、厳しくもスマートな選択をしている。予

想される不足額を減らし、「Budget Control Act of 2011｣で定められるように全体の裁量予

算を制限する予算内において、連邦政府の研究開発費は 2012 年度成立予算の 1.3%増、す

なわち 19 億ドルを増額する。2014 年度予算教書では、国防関係の研究開発費を 2012 年

度成立予算から 5.2%減、すなわち 40 億ドル減となる 732 億ドルに削減し、国防費以外の

研究開発費を、2012 年度成立予算レベルの 9.2%増、つまり 59 億ドルを増額した 696 億

ドルを予算配分している。(すべて 2012 年度成立予算と 2014 年度予算との比較によるも

ので、物価変動の調整の無い名目ドルベースとする。全ての予算額では一律削減(budget 
sequestration)による影響の可能性を考慮していない。) 
 
2014 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、連邦政府による基礎および応用

研究への支援による革新的な科学的・技術的ブレイクスルーを促進するという連邦政府の

重要な役割を認識している。連邦政府の研究インベストメント(基礎および応用の研究、つ

まり研究開発費のうちの研究費)は、2014 年度予算で総額 681 億ドル(図１と表 3 を参照)
とし、2012 年度成立予算レベルの 7.5%に相当する 48 億ドルの増加とした。2014 年度の

予算教書は、2012 年度予算レベルよりも 38 億ドル、すなわち 5.0%の削減となる 715 億

ドルを研究開発費のうち開発費として予算配分しており、これは国防総省(DOD)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。研究開発施設および資本設備への出資は、研究開発施設への公的資金注入における

2012年度予算レベルより8億7,500万ドルの増額となる総額32億ドルの予算配分とする。 
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図１ 

 
2014 年度予算における主要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(National Institute of Health: 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えている。2014 年度の予算教書は、

NIH の予算として 2012 年度予算レベルの 1.5%増、つまり 4 億 7,100 万ドルの増額とな

る 313 億ドルを予算配分する。2014 年度予算教書は、オバマ政権によるアルツハイマー

研究に増強された投資コミットメントの達成を含み、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。同予算教書は、脳機能の理解を深め、臨床試験のネ

ットワークを向上し、そして多くの米国人に影響を与えている疾病や障害を治療する新し

い治療法の開発を強化する研究に集中度を高める。NIH では、Brain Research through 
Advancing Innovative Neurotechnologies (BRAIN)イニシアティブへの支援において、

Neuroscience Research のブループリントを通して新しいツールとトレーニングの機会

を開発するための 4,000 万ドルの初期投資を行う。NIH は、トレーニングを受ける者と同

機関の管理コストに関するより有効なデータを収集する新しい政策を実施する。保健社会

福祉省(Department of Health and Human Services: HHS)の他の機関の予算配分として、

2014 年度予算教書では疾病管理予防センター (Centers for Disease Control and 
Prevention: CDC)による銃による暴力の原因と予防に関する研究の支援に 1,000 万ドル、
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新たに出現する疾病の源や、病原菌の抗生物質への耐性、微生物が人間の集団間をどのよ

うに移動するかを早く特定するための新たな先進的分子診断イニシアティブに 4,000 万ド

ルを配分する。  
 
米国科学財団（National Science Foundation: 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

およぶ基礎研究と教育を統合している。2014 年度に 76 億ドルに増額された NSF 予算の

増分は、2012 年度成立予算の 8.4%増に相当し、人間の知識の限界を押し広げ、経済成長

の基礎を築き、世界的に競争力のある労働人口を教育する。NSF では、新材料、スマート

システム、先端製造技術に的を絞った多分野に渡る研究に配分される 3 億ドルで先端製造

プロセスと新興技術分野における雇用の創出を支援する。米国で新興するバイオエコノミ

ーへの各種学問分野にまたがる研究を促進するため、2014 年度予算教書では、生物学、数

学、物理科学およびエンジニアリング(BioMaPS)分野の融合領域に関するイノベーティブ

な提案に対し 5,100 万ドルを予算配分する。2014 年度、NSF では、大統領が今月始めに

発表した Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies(BRAIN)に
対して約 2,000 万ドルで支援する予定である。また、高性能コンピューティングを進展さ

せ、新しい研究ネットワークとデータリポジトリーを創造し、そしてデータの可視化を改

善する新しいシステム(CIF21)を開発することにより、ほぼ全ての研究分野における発見

のペースを加速させるサイバーイニシアティブに対し、2012 年度予算レベルからほぼ倍増

となる 1 億 5,500 万ドルを予算配分する。同予算教書は、大学の研究室での技術的発見の

商業化をスピードアップすることを目的とした官民による「Innovation Corps」プログラ

ムに対して、2012 年度予算レベルから 1,700 万ドルの増額となる 2,500 万ドルを予算配分

する。また、新たに統合した NSF の大学院研究フェローシッププログラムに対し、3 億

2,500 万ドルを予算配分する。（NSF の追加的なハイライトについては、OSTP（大統領府

科学技術政策局）の STEM 教育のファクトシートを参照のこと。） 
 
2014 年度予算教書では、米国が確実に世界で最も優れた国防システムにアクセスできるよ

うに、国防総省(Department of Defense: DOD)による長期的な科学技術イノベーションに

戦略的な予算配分をしている。同予算教書は DOD の研究開発費に、2012 年度予算から

46 億ドル減となる 683 億ドルを予算配分している。この予算削減は、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。同予算教書では、基礎

研究、応用研究、先進的技術開発から構成される DOD の S&T プログラムに 120 億ドル

を予算配分する。国防高等研究計画局(Defense Advanced Research Projects Agency：
DARPA)による長期的なブレイクスルーをもたらす研究支援に対しては、2012 年度予算レ

ベルより 1.8%の増額となる 29 億ドルを予算配分する。DARPA は、Brain Research 
through Advancing Innovative Neurotechnologies(BRAIN)イニシアティブの支援におい

て脳のダイナミックな機能を理解し、画期的なアプリケーションを実証することを目的と

した一連のプログラムに 5,000 万ドルを投資する予定である。2014 年度予算教書は、サイ
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バーセキュリティー、ロボット工学、先進的な学習システム、「ビッグデータ」、よりクリ

ーンでより効率的なエネルギー、先端製造技術や生物兵器防衛など優先順位の高い分野の

研究に焦点を当て、記録的なコミットメントである 21 億ドルで DOD による基礎研究

(“6.1”)支援を継続する。 
 
米国航空宇宙局(National Aeronautics and Space Administration：NASA)にあっては、

総額 116 億ドルの R&D ポートフォリオと共に、2014 年度予算教書は 2012 年度予算レベ

ルから 2 億 9,000 万ドル増、つまり 2.6%の増加となる 177 億ドルを配分する。この予算

配分により、航空・宇宙技術開発、地球・宇宙科学、ディープスペースへのエクスプロー

ラーを運ぶロケットやカプセルの開発、国際宇宙ステーションへと人員や貨物を運ぶイノ

ベーティブな商業的パートナーシップの利用における、現行の NASA のバランスのとれた

ポートフォリオを維持する。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

2,100 万ドルを予算配分する。また、人類を惑星に送るという大胆な計画を含んだ、新た

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 27 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、他の米国政府組織や商業的な宇宙活動に利する革新的な新技術

の開発に 9 億 4,200 万ドルを配分する。NASA は、サテライトやセンサー開発において独

自の専門性を持っており、Landsat サテライトプログラムを改善する資金を含む Earth 
Science プログラムへの 18 億ドルの予算配分によりその専門性を最大限に活用する。こ

の予算配分は、危険の可能性がある物体を特定してそれらの科学的特性を調査することで、

惑星衝撃から地球を防衛する能力の開発への取り組みを加速させるものである。この活動

はまた、火星や他の目的地への有人派遣ミッションへの主要な足掛かりとなる、NASA の

新たな小惑星ミッションを支援するものである。また世界トップレベルの天体物理プログ

ラムを維持する一方で、ハッブル望遠鏡(Hubble telescope)の 100 倍の能力持つ後継機で

あるジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(James Webb Space Telescope) の 2018 年打ち上げ

予定に対する全額 6 億 5,800 万ドルの予算配分をする。 
              
エネルギー省(Department of Energy：DOE)にあっては、2014 年度予算教書は、米国が

クリーンエネルギー、先端製造技術、気候変動の脅威への対応において世界トップレベル

の地位を拡大することを目的に、総計 127 億ドルとなる R&D 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 19 億ドル、つまり 18%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一般的な認識

を変革するような発見や科学的ツールを提供する。2014 年度予算教書による DOE SC の

予算 52 億ドルは、研究施設と最先端施設の両方への予算を増加させ、主要 3 科学研究機

関の予算を大幅増させるという大統領の公約の一部である。2014 年度予算教書は、再生可

能エネルギー発電、電気自動車、次世代バイオ燃料、先進的なエネルギー高効率製造技術、

そしてエネルギー効率化（省エネ）に関する R&D を加速させ、コスト競争力とその普及
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をより増大させる DOE のクリーンエネルギー･プログラムに投資するものである。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 28 億ドルが含まれている。2014
年度予算教書では、DOE の ARPA-E（エネルギー高等研究計画局）に 3 億 7,900 万ドル

が配分され、変革的(transformational)な発見の支援やクリーンエネルギー技術の進展に

おける課題解決の促進を目指す。予算教書はまた、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(これらは、シェールガスやシェール

オイルを指している)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継続するために、1,200 万ドルを予算配分する。また、

CCS(carbon capture and storage)技術実証をするための世界初となる天然ガスコンバイ

ンドサイクル発電プラントに対する新たな 2,500 万ドルの賞金が予算配分に含まれる。

DOE の防衛関連ポートフォリオでは、核保有、核兵器の不拡散、米海軍の核推進を支援

する研究開発に対して、2012 年予算レベルから 6 億 3,100 万ドルの増額となる 49 億ドル

を予算配分する。予算教書はまた、様々な費用対効果が高い、代替輸送技術の研究を支援

するため、連邦政府による石油・天然ガス開発の収益から年間 2 億ドルを 10 年間投資す

ることで Energy Security Trust（エネルギー安全保障信託基金）を設立することを提案

する。 
 
米国農務省(Department of Agriculture：USDA)における研究開発では、2014 年度予算教

書において 1 億 9,200 万ドル増となる 25 億ドルを予算配分する。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)」に対し、予

算配分を 3 億 8,300 万ドルに増額し、農業科学における米国の科学的リーダーシップの維

持に不可欠な分野である、人間の栄養、肥満の減少、食品の安全性、バイオエネルギー、

持続可能な農業、そして気候変動をターゲットとする。また穀物の保護、持続可能な農業、

気候変動、小児肥満症、そして食品の安全性など選抜された分野の組織内研究を増加させ

る。予算教書には、人間の健康と農業部門に影響を与える家禽疾患を縮小するため、USDA
の家禽疾患の生物学的監視（バイオサーベイランス）と研究施設の改装と建設の費用全額

の 1 億 5,500 万ドルを予算配分する。 
 
商務省の国立標準技術研究所(National Institute of Standards and Technology：NIST)
は、計測科学、規格、そして技術を進展させることで、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 21%増の 7 億 5,400 万ドルとなる NIST
内の研究室に対する 2014 年度予算教書は、主要な 3 科学研究機関へのファンディングの

増加により大統領のコミットメントの実現を支援する。このようなファンディングは、先

端製造技術や、サイバーセキュリティー、災害からの回復力、法医科学に関する分野での

進展を加速させるだろう。予算教書にはまた、官民パートナーシップである「先端製造技

術コンソーシアム(Advanced Manufacturing Technology Consortia(=consortium の複数

形))プログラム」に 2,100 万ドルが配分され、米国のビジネスが直面する製造技術の共通
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の課題に対するイノベーティブな取り組みを支援する。また、全米製造イノベーションネ

ットワーク（National Network for Manufacturing Innovation: NNMI）における、全米

各地の最高 15 の製造イノベーション研究所のネットワークの構築を目的とした１度限り

の 10 億ドルの予算配分が含まれる。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、地球の海洋、

大気、海洋生育環境をモニタリング・管理する極めて重要な役割を担っている。研究開発

への 7 億 3,300 万ドルを含む NOAA の予算 54 億ドルにより、重要な気象観測衛星システ

ム、地球観測や NOAA の他の主要な科学・管理責務への支援を強化する。2014 年度予算

教書は、20 億ドルを予算配分し、極軌道気象衛星や静止気象衛星システムの開発および人

工衛星搭載計器による海水位やダメージを与える可能性のある太陽風の測定を継続する。

予算教書ではまた、NOAA による沿岸や海洋資源に関する研究・観測プログラムに大きく

投資する一方で、健全で持続可能な漁業の回復・維持に不可欠である海洋資源の評価およ

び生息環境と種の保護への支援を強化する。 
 
国土安全保障省(Department of Homeland Security：DHS)の研究開発にあっては、2011
年度および 2012 年度の大幅な削減を修復させ、最先端のバイオメディカル対策施設の建

設を全額負担するため、2014 年度予算教書では 2012 年度成立予算レベルから 8 億 9,300
万ドルの増額となる総計 14 億ドルを配分する。2014 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に関する重要な研究開発

に予算配分し、連邦国家や地方の国土安全保障業務運営者が利用する最先端技術の開発を

支援する。予算教書は、人間の健康と農産業を脅かす動物由来の、新たに発生する、人畜

共通感染症を調査し対処法を開発する最先端の研究所である「国立生物農産物検疫施設

(National Bio- and Agro-Defense Facility：NBAF)」の建設に 7 億 1,400 万ドルを予算配

分する。 
 
教育省(Department of Education)の研究開発ポートフォリオにあっては、2014 年度予算

教書では合計で 3 億 5,200 万ドルとする。本予算配分は、今後 10 年間をめどに 10 万人の

STEM 教員を配置するという大統領の目標の達成を継続的に支援するものである。 
 
教育省および他の機関から 1 億 5,000 万ドルを流用し、大学、科学機関、ビジネスや他の

教育機関とのパートーシップで活動する、地域間連携である STEM のイノベーションネッ

トワークを支援する（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）。    
 
退役軍人援護局(Department of Veterans Affairs：VA)にあっては、2014 年度予算教書は

総額 12 億ドルを配分する。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、臨床研究と探索医療(translational research：臨床利用を目指す探索的な基礎研究)
の確固としたプログラムを支援する。VA の研究プログラムは、同時進行する臨床診療と
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研究活動に強みがあり、退役軍人のケアに直接繋がる発見を可能とする。 
 
内務省(Department of Interior)にあっては、同省の資源の管理と信託責務における政策決

定を支援する科学へと投資するため、2014 年度予算教書は 2012 年度成立予算レベルから

17%、すなわち 1 億 4,300 万ドルの増額となる 9 億 6,300 万ドルを研究開発費として配分

する。これは、科学的なモニタリング、研究および分析を支援するものである。支援され

る特定の科学的活動には、エネルギーの認可、エコシステム管理、自然災害に対する迅速

な対応、気候変動への適応、流出油の回復、水資源や野生動物のモニタリングおよび部族

自然資源管理を含む。米国地質調査所(United States Geological Survey：USGS)の予算

総額は、2012 年度成立予算レベルから 9,900 万ドル増加し、12 億ドルとする。2014 年度

予算教書は、EPA と DOE との連携に 1,900 万ドルを予算配分し、水圧粉砕による天然ガ

ス開発（いわゆるシェールガス）による環境、健康、安全性に対する影響を把握し、最小

限化する研究イニシアティブを実施する。 
 
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、2014 年度予算教書では総額 5 億 6,000 万ドルとし、2012 年度予算レベルより若干の

削減となる。これにより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、これらの活動をさらに統合させ、分野横断的な

ものとする。2014 年度予算教書は、内分泌かく乱物質、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。2014 年度予算教書は、水圧粉砕を用いた天然ガス開発による健康や環境

への影響の可能性を低減させるため、EPAとUSGS、DOEとの共同研究に対し総額 1,400
万ドルを予算配分する。 
 
2014 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 2.3%の増加となる 9 億 4,200 ドルを配分する。予算教書要

求には、連邦航空局(Federal Aviation Administration：FAA)の『NextGen』として知ら

れる「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も含まれる。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、運営、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。DOT下の他機関では、輸送安全性の目標達成を支援する重要な研究を実

施する。    

2014 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 2012 年度成立予算レベルから 700 万ドルの増加となる 2 億 5,000 万ドルを予算配分

する。スミソニアン協会は、国家の基準との協調と学校教育との関連を確実にすることに

より、STEM での非公式教育分野を改善しようとする国家努力の重要なパートナーである。   
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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が調整するマルチ･エージェンシー（複数機関による）

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。 
 
米国地球規模変動研究プログラム: 2014 年度予算教書は、13 の機関による「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 6%の増加となる 27 億ドルを予算配分する（表 2 参照）。予

算教書は、変化する環境条件を制限、またそれに適応するべく国家が努力して今日得られ

る見識が数年後および数十年後に利益をもたらす成果を上げるという理解のもと、地球規

模の変動に関する研究へのコミットメントの拡充を含む。気候変動の傾向および主要因は

明確であり、2014 年度予算教書におけるこの研究分野への投資は、国家が避けることので

きない気候変動に適応するとしても、温暖化ガス排出削減を緩和し、クリーンエネルギー

経済へと移行するという大統領の全戦略の重要な一部である(USGCRPの追加的なハイラ

イトについてはOSTPのUSGCRPファクトシートを参照)。 
 
ネットワーキングおよび情報技術研究開発 : 2014 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 4.2%増加となる 40 億ドルを予算配分する。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。2014 年度予算教書は、前例のない膨大な量のデータ(「ビッグデータ」)から数値や科

学的推論を引き出す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にする目標に取り組むため、安定したコンピューティングやハード

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の改善など技術基

盤に継続して投資する。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 : 2014 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 1 億 5,900 万ドルの削減となる 17 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。参加する機関は、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、
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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、参加機関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との密接な連携を通して、国の重

点分野であるナノ製造、太陽エネルギー、ナノ工学材料の持続可能な設計、ナノスケール

センサー、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 ）。 予 算 教 書 の 情 報

は www.nano.govにて閲覧可能である。    
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表 1. 2014 年度研究開発予算 
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表 2. 組織間科学技術イニティアティブ 
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表 3. 2014 年度予算における研究分野 
 

 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 松田 典子）   
 
出典：本資料は、米国ホワイトハウスから 2013 年 4 月 10 日に発表された以下の記事を翻

訳したものである。 
“The 2014 Budget: A World-Leading Commitment to Science and Research Science, 
Technology, Innovation, and STEM Education in the 2014 Budget” 
(http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/2014_R&Dbudget_overvi
ew.pdf )     
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(1095-7) 
【その他（政策）】 

 
仮訳 
 
 

エネルギー省が新たに大胆な 
クリーンエネルギー製造イニシアティブを発足(米国) 

2013 年 3 月 26 日 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

本日、クリーンエネルギー製造の米国のリーダー

シップを確たるものにするために必要な強い官民

の連携を象徴する新たな施設である、テネシー州オ

ークリッジのオークリッジ国立研究所のカーボン

ファイバー技術施設の開所式典において、クリーン

エネルギー製造イニシアティブを発表した

 

エネルギー省のクリーンエネルギー製造イニシアティブ発足の一環として、David Danielson
次官補がオークリッジ国立研究所の新しいカーボンファイバー施設を視察した。カーボンフ

ァイバーは車両の燃料効率を改善する潜在能力がある。（写真はオークリッジ国立研究所の

Jason Richards 氏の提供による) 
 

  
 

  
David Danielson 
エネルギー効率･再生可能エネルギー局

担当次官補 
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主目的は何？ 
 
･クリーンエネルギー製造イニシ

アティブは、クリーンエネルギー

の製造技術における米国の競争力

を強化し、エネルギー生産性を向

上させることに焦点を当てている。 
 
･イニシアティブは、クリーンエネ

ルギー製造研究開発への資金供与

を増やし、製造業者のためにエネ

ルギー生産性の向上に関する訓練

と技術支援を提供する。 
 
･イニシアティブのもう一つの主

要素は米国のクリーンエネルギー

製造業の競争力の向上に焦点を当

てた新たな官民の連携を構築する

ことである。 
 

クリーンエネルギー製造イニシアティブは、次の

ことを目的としている。 
 
 クリーンエネルギー製造における米国の競争

力を強化する。--成長する国際市場で、米国が

革新を行い、競い合い、先導するための重要な

ビジネスチャンスである。 
 米国製造業におけるエネルギー生産性を増加

させることにより、製造業の競争力を高める。

これには、国際市場全般にわたって競争してい

る米国の製造業者を支援するため、先端的製造

技術の利用、エネルギー効率計測の実施、熱電

併給の導入、低コスト天然ガスの活用が含まれ

る。 

 
米国の製造業者が国際市場で成功するのを支援することは、エネルギー効率・再生可

能エネルギー局において、最重要課題のひとつである。先月の一般教書の中で、オバマ

大統領は、「最優先課題は米国を新たな雇用と製造業を引きつける磁石にすることだ」

と述べ、米国の製造業への政府の公約を再度強調した。クリーンエネルギー部門は製造

基盤を再活性化し、高賃金の米国民の仕事を創出するために、米国にとって最も将来性

のある分野の一つである。 
 

このように、今日と将来のエネルギー技術を米国で発明して、製造するか、若しくは

国際的なリーダーの座を譲って他国からエネルギー技術を輸入するか、米国は厳しい選

択に直面している。我々は、クリーンエネルギー部門で米国の製造業の競争力を確たる

ものにするとともに、さらに、省エネの推進と低コストの国内エネルギー資源を活用す

ることで、製造部門すべての競争力を高めるために、このまたとない機会を捉えなけれ

ばならない。 
 

これが、我々エネルギー省がやろうとしていることである。米国のクリーンエネルギ

ー革新においてエネルギー省による十年に及ぶ的を絞った投資を経て、素晴らしい進歩

がみられた。太陽光エネルギー発電、風力発電や電気自動車からエネルギー効率の良い

LED ライトやバイオ燃料に至るまで、幅広い技術が 5 年から 10 年のうちに補助金なし

で直接的に価格競争力を持つと見込まれる絶妙な位置にある。 
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クリーンエネルギー製造の米国の競争優位を推し進めることは、エネルギー省だけで

できる取り組みではない。製造業の競争力強化に積極的であったり、又はその実現のた

めの共通のビジョンを持っている今後の方向性を示す指導者、製造業者、革新者、政府

機関、大学、州や地方自治体等との密接な連携がクリーンエネルギー製造イニシアティ

ブの中核要素となるであろう。クリーンエネルギー製造イニシアティブの詳細について

は、ぜひ我々のウェブサイト(eere.energy.gov/energymanufacturing)をチェックして

ほしい。 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 勝本 智子） 
 
 
出典：本資料は U.S. Department of Energy'の以下の記事を翻訳したものである。 
“Energy Department Launches Bold New Clean Energy Manufacturing 
Initiative”  http://energy.gov/articles/energy-department-launches-bold-new-clean
-energy-manufacturing-initiative 
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(1095-7-(1)) 
 
【その他（政策）】 
 
 

エネルギー省が新たに 
クリーンエネルギー製造イニシアティブを発足(米国) 

2013 年 3 月 26 日 
 
 
 【オークリッジ】本日、オバマ政権の公約である国内 製造分野の新たな活性化の一

環として、エネルギー省は新たなクリーンエネルギー製造イニシアティブ(CEMI: 
Clean Energy Manufacturing Initiative)を発足させた。これは米国のクリーンエネル

ギー生産力の成長、およびエネルギー生産性における重要な改善による米国の競争力の

向上を図ることに焦点をあてたもの。このイニシアティブには民間企業とのパートナー

シップ、同省からの新たな資金提供、さらに将来の資金提供計画を左右するクリーンエ

ネルギー製造サプライチェーンに関する分析の促進が含まれる。 
 
 「我々は国内エネルギー史上における重大な局面に立っています。過去 7 年間だけで

もクリーンエネルギー分野への国際投資はおよそ 5 倍の 2600 億ドルにまで伸びており、

今後数年で数兆ドル規模に達する見込みです。」と同省エネルギー効率・再生可能エネ

ルギー局担当の David Danielson 次官補は言う。「米国は厳しい選択を迫られています。

将来のエネルギー技術を国内で開発・製造して世界に輸出するか、さもなければ国際リ

ーダーシップを明け渡して技術を他国から輸入するしかありません。米国の製造業を再

活性化させるというオバマ大統領の計画の一環として、このクリーンエネルギー製造イ

ニシアティブの発足によってクリーンエネルギー分野における米国のリーダーシップ

を確かなものにし、米国製造業の国際競争力を高める機会がつかめるでしょう。」 
 
 この発表は、炭素繊維のコスト削減を目指す新たな高度製造施設としてテネシー州

Oak Ridgeに設置された、同省のCarbon Fiber Technology Facility(炭素繊維技術施設)
の開設記念式典で行われた。炭素繊維はエネルギー効率の良い軽量車両や、次世代ウィ

ンドタービン、幅広い消費者向け製品や工業用品に必要とされる重要材料である。 
 
炭素繊維技術施設 

 
 本日、エネルギー省職員、オークリッジ国立研究所(ORNL)、フォードモーター社、

ダウ・ケミカル社によって炭素繊維技術施設が立ち上げられた。この最新施設は米国製
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造業界を支援するものであり、安価で高性能な炭素繊維およびその製造プロセスの開発

を目指すクリーンエネルギー関係の企業や研究者たちに提供する試験設備(test bed)と
なる。 
 
 「この施設によって、これまで新たな製品や産業を生む材料やプロセスを開発してき

た ORNL の実績が継続されます。」と ORNL の Thom Mason 所長は言う。「研究所で

は基礎科学を雇用創出イノベーションへと転換させ、さらに新施設では米国が成長する

炭素繊維の製造分野においてリーダーシップポジションを得る手助けをします。」 
 
 炭素繊維は丈夫で堅く、軽い材料であり、国内の製造業者が燃料効率の良い自動車や、

風力発電および電力貯蔵機器、電子機器、送電、宇宙航空技術その他にかかるコストを

劇的に削減し、性能を向上させるのに役立つ。特に炭素繊維は米国が燃料効率の良いガ

ソリンや電気自動車のリーディング製造国として競争力を高める大きな可能性を秘め

ている。炭素繊維複合材料のような次世代の軽量材料は乗用車の重量を 50％まで減ら

し、性能や安全性を損なうこと無く、燃料効率をおよそ 35％改善できる。エネルギー

省が炭素繊維を戦略的に利用した場合を試算したところ、2020 年までに自動車メーカ

ー各社は車両やトラックを最大 750 ポンド軽量化できるであろうという結果がでた。 
 
 現状では、炭素繊維は従来の鉄やアルミニウムに比べてコストが高く、その製造工程

も複雑である。炭素繊維製造施設は産業や研究者がこうした材料の製造プロセスを、よ

り安価で優れたものにする開発に役立つ。当該施設では年間最大 25 トンの炭素繊維が

製造される予定で、これにより炭素繊維のコスト削減や生産効率向上に向けた様々なア

プローチの実証やスケールアップに必要とされる十分な材料、インフラ、技術的資源が

米国の各企業に提供されることになる。 
 
 エネルギー省からの 3500 万ドルの資金援助を受け、42,000 平方フィートの施設には

原料の繊維材料を製造するための長さ 390 フィートの溶融紡糸製造ラインが一つあり、

数ヶ月後には変換ラインが追加される予定である。当該施設はフォードモーター社やダ

ウ・ケミカル社、フォルクスワーゲン・オブ・アメリカ社を含む官民 40 以上の組織か

ら成るコンソーシアムからも関心を引きつけている。この施設に関する詳細について

は www.ornl.gov/manufacturingを参照。 
 
クリーンエネルギー製造イニシアティブ 

 
 炭素繊維技術施設を一例とした既存の製造投資への努力を足場として、エネルギー省

は本日、クリーンエネルギー製造イニシアティブ(CEMI)を発足させた。このイニシア
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ティブは、クリーンエネルギー製造技術における米国の競争力増加、およびエネルギー

生産性の向上を通じた全製造分野における米国の競争力強化に焦点を当てている。イニ

ティアティブの主な内容は次のとおり： 
 
 米国を拠点としたコスト競争力のあるクリーンエネルギー技術、即ち風力、ソ

ーラー、地熱、蓄電池、バイオ燃料に係る製造を加速させるための、クリーン

エネルギー製造研究開発への資金の増額。 
 同製造研究開発に関心が高まる中、エネルギー省は本日、革新的な同製造研究開発

プロジェクトに 2300 万ドル超の資金を提供することとした。 
 PV や集光型太陽熱発電を含むソーラーエネルギー技術の製造コストの削減、およ

び今後数年で商業生産が実現できるコスト競争力のある革新的な製造技術の実証

に対して、同省は 1500 万ドルを提供することとした。 
 エネルギー省は製造イノベーション機関の発足を支援するための新たな資金提供

の発表を数ヶ月以内に計画している。これによりオバマ大統領が先月の一般教書演

説 (State of the Union) で 述 べ た National Network of Manufacturing 
Innovation(製造イノベーション全米ネットワーク)の発足要求を支援する。 

 
 製造業者および Better Plants Challenge のための無料のエネルギー効率査定

を行う Industrial Assessment Centers(事業査定センター)等、これまでの実績

に基づく追加的なエネルギー生産性向上訓練や技術援助の提供。 
  
 グローバルエネルギー市場における米国の競争力強化を目的とした、製造業の

競争力評価や戦略的投資の優先順位決定のためのターゲット分析を実施するた

めの国立研究所の活用。 
 

 製造業の優先順位に関する情報の集約、クリーンエネルギー製造の競争力を成

長させるための機会および障害の判定、さらに地域および全国の取り組みモデ

ル事例の紹介を行うための代表会議の開催。 
 

 米国のクリーンエネルギー製造競争力の向上に的を絞った、新たな官民パート

ナーシップの発足。例えば、米国の競争力評議会(Council on Competitiveness)
とエネルギー省との協力により、当該分野を成長させる戦略の構築や提言を行

うことを目的とした、政府、中小企業、産業界、研究機関、労働組合幹部を一

同に集めた会議の開催が挙げられる。 
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エネルギー省のクリーンエネルギー製造イニシアティブに関する詳細 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 望月 麻衣） 
 

出典：本資料は、米国エネルギー省(DOE)の以下の記事を翻訳したものである。 
“Energy Department Launches New Clean Energy Manufacturing Initiative” 
http://energy.gov/articles/energy-department-launches-new-clean-energy-manufact
uring-initiative 
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(1095-8) 
【電子・情報(ストレージ・メモリー)】  

モリブデナイト グラフェン フラッシュメモリ 
 

仮訳 
 

グラフェンとモリブデナイトを組み合わせた 
高機能のフラッシュメモリを開発（スイス） 

2013 年 3 月 22 日 
 

 
 
 
 
 EPFL はモリブデナイトの半導体チップの開発後、エレクトロニクスアプリケーション

におけるこの新しい材料利用の進展に大きな一歩となるモリブデナイトのフラッシュメモ

リを開発した。このニュースのより素晴らしい点は、この開発が EPFL の Laboratory of 
Nanometer Electronics and Structures (LANES)による完全にオリジナルなアイデアで

あること、つまりこの半導体材料のモリブデナイトともう一つの驚異的な材料であるグラ

フェンの長所を組み合わせたことである。この研究の結果は最近、科学誌 ACS Nano に掲

載された。 
 
 LANESの研究チームは 2 年前に、自然界に大変豊富に存在する鉱物であるモリブデナ

イト(MoS2)の有望な電気特性を発見している。その数ヶ月後には、効率的なモリブデナイ

トの半導体チップの構築の可能性について実証した。そして現在、研究はさらに進展し、

モリブデナイトを利用した、電力供給が無い場合でも記憶したデータを保持できるセルで

あるフラッシュメモリのプロトタイプを開発した。フラッシュメモリはカメラ、携帯電話、

ラップトップコンピュータ、プリンターやUSBキーなどのデジタル機器で利用される種類

のメモリである。 
 

2013年 3月 22日 スイス連邦工科大学ロー

ザンヌ校(École Polytechnique Fédérale de 
Lausanne : EPFL)の科学者らが高度な電気

特性を持つ 2 つの材料であるグラフェンと

モリブデナイトを組合せ、性能、サイズ、フ

レキシビリティ、エネルギー消費において極

めて有望なフラッシュメモリのプロトタイ

プを開発した。 
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理想的な“エネルギーバンド” 

 
 「メモリのモデルとして、MoS2の独特な電気特性とグラフェンの驚異的な電導性を組

み合わせました。」と本研究論文の著者でありLANESのディレクターであるAndras Kis
氏は言う。 
 
 モリブデナイトとグラフェンには多くの共通項がある。どちらの材料も現在のシリコン

製の半導体や電子トランジスタの物理的限界を超えることが期待されている。これらの材

料の持つ 2 次元の化学的構造、つまりたった原子 1 つ分の層から成るという事実が、微細

化と機械的なフレキシビリティの大きな可能性をこの 2 つの材料に持たせている。 
 

 
 
 グラフェンの電導性は優れているが、モリブデナイトは有利な半導体特性を持っている。

モリブデナイトはその電子構造にグラフェンには無い理想的な“エネルギーバンド”を持

っている。これによりオンからオフ状態への切り替えが容易となり、それにより電力の消

費が減少する。一緒に使うことで、これらの 2 つの材料の独特な長所がこのように組み合

わされるのだ。 
 
 
サンドイッチ状で 
 
 LANESが開発したトランジスタのプロトタイプは、少しだけサンドイッチに似た「電

界効果」の配置を使って設計されたものだ。シリコンに代わってMoS2の薄膜が中間層で
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電子をチャネルする。その下のグラフェンでできた電極が、MoS2薄膜層へと電力を送る。

そして最上部には、電荷を捕獲することにより情報を記憶するグラフェンの数層から成る

要素も含めた。 
 
 「これらの 2 つの材料を組み合わせることにより大幅な微細化が可能となり、これらの

トランジスタを使うことによりフレキシブルなナノ電子デバイスを製造することができる

ようになりました。」と Kis 氏は言う。このプロトタイプは、従来のセルのように 1 ビッ

トの情報を記憶する。しかし科学者によると、モリブデナイトはシリコンよりも薄いこと

から電荷に対してより感度が高いため、より効率的なデータの記憶の大きな可能性を提供

するという。 
 

 
 

 
翻訳：NEDO（担当 総務企画部 松田 典子） 

 
 
出典：本資料は、スイス連邦工科大学ローザンヌ校 (École Polytechnique Fédérale de 
Lausanne : EPFL)の以下の記事を翻訳したものである。 
“Fantastic flash memory combines graphene and molybdenite”  
Author: Sara Perrin Source: Mediacom 
（http://actu.epfl.ch/news/fantastic-flash-memory-combines-graphene-and-molyb/）    
(Used with Permission of École Polytechnique Fédérale de Lausanne) 
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(1095-9) 
【その他（政策）】 

 
仮訳 
 

輸送エネルギーの未来についての研究が石油使用と 
CO2排出の大幅削減の可能性を明らかにする(米国) 

 
NREL と ANL の共同プロジェクトが 2050 年までに 

80％の削減の可能性を明らかにする 
 

2013 年 3 月 15 日 
 
 

米国エネルギー省(DOE)の再生可能エネルギー研究所(NREL)とアルゴンヌ国立研究

所(ANL)は、輸送エネルギーの未来(Transportation Energy Futures: TEF)の研究と題

して、輸送セクターの石油使用と温室効果ガス(GHG)排出の大幅削減を達成するための

手段に関する評価研究を、本日公表した。 
 

「輸送は米国の経済力の原動力であるとともに、米国のエネルギー使用の未来にとっ

ても重要な課題です。」と語るのはNRELのシニアアナリストであるAustin Brown氏。

「輸送は米国の全石油消費量の 71%、全CO2排出量の 33%を占めているため、輸送に

は温室効果ガスを減らしながら、石油依存度を削減する大きな可能性があります。」 
 

この研究では、2050 年までに輸送セクターの石油使用と GHG 排出を 80%以上削減

可能な戦略が明らかにされたが、それぞれ大きなチャレンジに直面することになる。 
 
また、TEF の研究では、輸送の CO2 排出と石油使用を削減するための「特効薬」は

ないということを認めている。その代わりとして、大幅削減には次の戦略を組み合わせ

た包括的なアプローチが必要とされる。 
 
 全タイプの車両の燃費向上 
 同等のサービスを提供することで輸送利用を削減する 
 バイオ燃料や電気、水素を含む低炭素燃料の使用を拡大する 
 
「多くの選択肢があるということがわかり、長期的にはクリーンな輸送への課題は解決

が可能だという自信が深まりました。」と Brown 氏は語った。 
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TEF の研究目的は、輸送にとって低炭素、低石油の未来への可能な道筋と、その道

筋を阻害する障壁を明らかにすることによって、輸送エネルギー戦略に関する重要な問

題を明確にし、そして、自国の決定を伝えることにあった。また、輸送エネルギー研究

への投資の決定に助言を与えたり、政策決定者が高度な輸送技術やシステムの役割の拡

大を選択する場合に手助けすることも可能である。この研究では、輸送のエネルギー効

率と再生可能エネルギーに関連する可能性を明らかにすることに焦点を当てている。 
 

研究では、主に次の 3 つの戦略を取り上げた。 
－効率と需要管理によるエネルギー使用の削減 
－再生可能エネルギーからの電力と水素のさらなる活用 
－バイオ燃料の幅広い利用 

 
エネルギー効率の向上と、サービスの質を落とすことなく輸送需要を削減する手段が、

国の輸送エネルギー使用の増加を止める、もしくは減らす可能性があり、それは競争力

のある再生可能エネルギー事業者がエネルギーのシェアを伸ばすことで可能になるこ

とがわかった。 
 

TEF の研究の一部である 9 つのレポートで着目した分野は次のとおりである。 
 
軽量輸送機器(個人乗用車及び軽トラック) 
 
 車の高度な技術の開発、移行、取り組みを含む、普及への道筋における課題 
 走行距離に対する不安、燃料補給の利便性、技術の信頼性、及び消費者に対する親

しみやすさ等の欠如などのコスト以外の障壁 
 
非軽量輸送機器(トラック、鉄道、航空機、及びその他の手段) 
 
 中型及び大型のトラック、オフロード車両、航空機、船舶及び鉄道を含む非軽量輸

送機器の効率向上の可能性 
 トラックから鉄道や船舶への貨物輸送の移行等、貨物輸送手段の切り替えの可能性 
 
燃料 

 
 電力、バイオ燃料、水素及び天然ガスを含む GHG 低排出燃料の展開に必要とされ

るインフラの拡大 
 様々な輸送燃料、発電及びその他のアプリケーションの割り当てを含む、バイオマ
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ス資源の需要と供給のバランス 
 
輸送需要 

 
 地域開発及び都市開発を通したエネルギー節約及び GHG 排出の削減の可能性 
 大量輸送機関、在宅勤務、通信販売、車の相乗り及び効率的な走行による交通量の

削減 
 運行ニーズの動向及び将来の利用レベルの予測を含む貨物輸送需要パターン 

 
TEF プロジェクトは、DOE のエネルギー効率･再生可能エネルギー局から資金供与

を受けたものである。この研究の運営委員会には、環境保護庁、運輸省、学術研究者、

及び業界団体が含まれる。追加情報が、Cambridge Systematics 社の輸送コンサルタ

ントによって提供されている。詳細は TEF のウェブサイトまで。 
 

NREL は、再生可能エネルギー及びエネルギー効率向上のための研究開発を行う米

国エネルギー省の主要な国立研究所であり、Alliance for Sustainable Energy, LLC に
よって運営されている。 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 勝本 智子） 
 
出典：本資料は U.S. Department of Energy's (DOE) National Renewable Energy 
Laboratory の以下の記事を翻訳したものである。 
“Transportation Energy Futures Study Reveals Potential for Deep Cuts to 
Petroleum Use and Carbon 
Emissions” http://www.nrel.gov/news/press/2013/2138.html 
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X 軸方向の反対側の異なる円偏向により光が引きずられて

弓なりとなった軌跡にメタマテリアルを介した光の伝搬

が従い、巨大な光スピンホール効果が生みだされている。 

(1095-10) 
 
【情報通信（ストーレージ・メモリー）】 
 
仮訳 
 
 
バークレー研究所の研究者が巨大な光スピンホール効果の観察に 

メタマテリアルを利用(米国) 
 
 
 米国エネルギー省(DOE)ローレンス

バークレー国立研究所(バークレー研究

所)の研究者たちが、メタマテリアル(化
学組成ではなく、その物理構造に由来す

る光学特性を有する人工ナノ物質)の驚

くべき特性の実証を再び行った。研究者

たちが以前作成した金のナノアンテナ

を用いたユニークな二次元シートによ

って、将来のコンピューターで大きな役

割を担う量子力学の光学現象である光

スピンホール効果であっても非常に強

い信号で捉えることが可能になった。 
 
 「メタマテリアルを用いることで通常

は微弱な光スピンホール効果を強める

ことが可能となり、シンプルな検出技術

でも直接観察できるようになりました。」と、この研究チームを率いるバークレー研究

所 Materials Sciences Division(材料科学部門)の Xiang Zhang 氏は言う。「また、私た

ちは光の伝搬だけでなく円偏向のコントロールもできるメタマテリアルの実証も行い

ました。これが情報の符号化と処理に大きな影響をもたらしました。」 
 
 Zhang氏はScience誌に掲載された当該研究に関する論文の責任著者(corresponding 
author)である。論文のタイトルは“Photonic Spin Hall Effect at Metasurfaces.”(メタ

サーフェイスにおける光スピンホール効果)で、共著者は Xiaobo Yin 氏、Ziliang Ye 氏、

Junsuk Rho 氏そして Yuan Wang 氏である。 
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(右から) Ziliang Ye 氏、Xiang Zhang 氏、そして Xiaobo 
Yin 氏。巨大な光スピンホール効果を作るためにメタマ

テリアルを用いた。光スピンホール効果とは将来のコン

ピューターで重要な役割をもつ光学現象のこと。 
(写真提供 Roy Kaltschmidt 氏) 

 スピンホール(spin Hall)効果とは物理学者 Edwin Hall 氏にちなんで命名されたもの

で、スピン電子が半導体を通り抜けた経路を示すものである。電子の物理的な運動とス

ピン(磁気モーメントを生じさせる量子化された角運動量)の間に起こる相互作用から

弓なり状の運動が生じる。野球投手が左あるいは右のカーブボールを投げる際にスピン

をかける様子を思い描くと分かりやすい。 
 
 

 「金属中の光の動作も同様にスピン

ホール効果を示しますが、光子のスピ

ン角運動量とスピン軌道の相互作用が

非常に小さいことから、光スピンホー

ル効果は微弱です。」と、Zhang 氏研究

チームのメンバーであり、Science 誌掲

載論文の筆頭著者(lead author)である

Xiaobo Yin 氏は言う。「これまで、累

積信号を得るためのプロセスを何度も

構築したり、非常に高機能な量子測定

機を使用したりして、光スピンホール

効果を観察しようとしてきました。私

たちの開発したメタマテリアルを使え

ば、単純なカメラでも光スピンホール

効果を観察することが可能です。」 
 
 ここ数年、自然界にない電磁気特性を有するメタマテリアルのユニークな構造が大き

な注目を集めている。例えば、光が前方向に屈折する屈折率をもつ自然界にある他の材

料とは異なり、メタマテリアルは光が逆方向に屈折する負の屈折率を持つ。カリフォル

ニア大学(UC)バークレー校の機械工学特別教授(Ernest S. Kuh Endowed Chair 
Professor)を務める Zhang 氏は全米科学財団ナノスケール科学工学センター

(Nano-scale Science and Engineering Center)の指導管理もしており、メタマテリアル

研究の第一線にいる。この研究に際し、彼の研究グループはメタマテリアルの表面(メ
タサーフェイス)を厚さ約 30nm(人の髪は太さ 50,000 から 100,000nm)に製造した。こ

のメタサーフェイスは金の V 字型ナノアンテナで構成されおり、その形状は V 字型ア

ーム部分の長さや方向を調整することで設定できる。 
 
 「私たちは、X 軸方向に沿って直線の位相勾配を生み出すように最適化された幾何学

パラメーターを持つ 8 種類の形状の異なるアンテナを選びました。」と Yin 氏は言う。
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さまざまなアーム形状を持つV字型アンテ

ナで形成されたメタサーフェイスの走査

電子顕微鏡法イメージ図 

「このアンテナの方向を素早く変えることで、光の伝搬のコントロールや、強い光子ス

ピン軌道相互作用を生み出すことが可能になりました。光スピンホール効果は光の軌道

の曲率によって決まるため、伝搬の方向転換が鋭いほど、効果が強くなります。」 
 
 メタサーフェイスのサンプル全体の大きさ

はわずか 0.3mm であるため、画像化に用いら

れる電荷結合素子(CCD)カメラ上のメタマテ

リアルを通過する光の透過率を調べるために

50mm のレンズが使用された。CCD 画像から、

研究者たちは光の伝搬コントロールと巨大な

光スピンホール効果の両方が、設計されたメタ

マテリアルがもたらした直接的な成果である

と結論を出した。この研究結果が、新たな技術

がもつ豊かな可能性を開いた。 
 
 「コントロール可能なスピン軌道相互作用、

およびスピンと軌道角運動の間の運動量移動

によって、今日の電子デバイスに用いられている 0 と 1 のように、偏光に符号化された

情報を操作することが可能になりました。」と Yin 氏は言う。「ですが、光デバイスは従

来の電子デバイスよりも多くの情報を符号化できますし、より優れた情報セキュリティ

ーも提供できます。」 
 
 メタマテリアル表面が持つ右円偏光および左円偏光のコントロール性能によって、需

要の多い「平面レンズ」、あるいは波長板を使わない偏光操作といった光学素子の形成

が可能となると Yin 氏は言う。 
 
 「メタマテリアルによって設計の自由度が大きく広がり、異なる空間配置での光スピ

ンホール効果の強さが調節可能になります。」と Yin 氏は言う。「私たちは自然界に光ス

ピンホール効果が存在することは知っていましたが、それを見つけるのは非常に困難で

した。今では、適切なメタマテリアルを用いることで、その効果を強めるだけでなく、

目的のために利用することもできるようになっています。」 
 
この研究は DOE 科学局の支援を受けている。 
 
# # # 
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 ローレンスバークレー国立研究所では、持続可能なエネルギーの促進、人々の健康の

保護、新材料の開発、そして宇宙の起源や行方の公開により、世界で最重要とされる科

学的課題に取り組んでいる。1931 年の創設以来、バークレー研究所の科学的専門性は、

13 件のノーベル賞により評価されている。カリフォルニア大学はDOE科学局のバーク

レー研究所を管理している。詳しくはウェブサイト www.lbl.gov.を参照のこと。 
 

DOEの科学局(Office of Science)は、物理化学の基礎研究をサポートする米国におけ

る唯一の大規模な組織で、現代の最も喫緊の課題に取り組んでいる。詳しくはウェブサ

イト science.energy.gov.を参照のこと。 
 
 
追加情報 

 
Xiang Zhang氏の研究に関するより詳しい情報についてはこちらから 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 望月 麻衣） 
 

出典：本資料は、米国エネルギー省(DOE)の以下の記事を翻訳したものである。 
“Berkeley Lab Researchers Use Metamaterials to Observe Giant Photonic Spin Hall 
Effect” 
http://newscenter.lbl.gov/news-releases/2013/03/21/berkeley-lab-researchers-use-me
tamaterials-to-observe-giant-photonic-spin-hall-effect/ 
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(1095-11) 
【蓄電池・エネルギーシステム分野(蓄電池)】  

酸化バナジウム 酸化グラフェン ハイブリッドリボン 
ハイドロサーマルプロセス リチウムイオンバッテリー正極材 

 
仮訳 

 
ハイブリッドのリボンが(リチウムイオン)バッテリーを強化（米国） 

ライス大学が酸化バナジウムとグラフェンのハイブリッド材料が 
リチウムイオン貯蔵に適することを発見 

2013 年 3 月 25 日 
 
ヒューストン – 2013 年 3 月 25 日 
酸化バナジウム (VO2)とグラフェンのハイブリッドリボンが、電気自動車などの利用に適

した高性能のリチウムイオンバッテリーの開発を加速させるだろう。 
 
 ライス大学研究室の材料科学者である Pulickel Ajayan 教授は、この十分に研究した材

料が、高エネルギー密度および高出力密度の両方を有する可能性を持つ、バッテリー用の

より優れた正極(カソード)材となることを検証した。この研究は今月、米化学会(American 
Chemical Society: ACS)の Nano Letters オンライン誌に掲載される。 
 
 ライス大学で開発されたこのリボンは紙一枚の数千分の一の厚さであるが、極めて急速

な充放電能力において現在利用されている材料を遙かに超える可能性を持っている。同大

学で試験用の半電池に組み込まれたカソードは、20 秒でフル充放電を完了し、（充放電が）

1,000 サイクル超後でも初期容量の 90%超を維持した。 
 
 「これがバッテリー研究開発の向かう方向です。つまり、高いエネルギー密度だけでな

く、高い出力密度をも目指します。」と Ajayan 教授は述べ、次のように続ける。「これは、

言わば、バッテリーとスーパーキャパシタの中間です。」 
 
 このリボンはまた、比較的豊富に存在する廉価な材料を利用しているという利点も持つ。

「この材料は極めて単純なハイドロサーマルプロセスを経て作られるので、大量生産へと

簡単にスケールアップできると思います。」と同教授は続ける。 
 
 酸化バナジウムは長い間大きな可能性を持つ材料であると考えられてきており、実際に

は五酸化バナジウムはリチウムイオンバッテリーの特殊な構造と大容量のために利用され

てきたと Ajayan 教授は言う。しかし、その低導電性のため酸化物では充放電が遅くなる。
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文字通り焼き込まれた高い電導性を持つグラフェン格子が、スピーディーな電子の移動と

イオンのチャネルとして働くことにより、その問題をうまく解決すると同教授は述べる。  
 
 結晶に結合した原子一個の厚さのグラフェンシートは、ほとんど容量がない。ライス大

学で製造したサンプルの中で最高のものでは、カソードの重量の 84%がリチウムを含有し

た VO2であり、1 グラム当たりエネルギー204 ミリアンペアアワーを保持した。ライス大

学院生である Yongji Gong 氏の率いる研究チームおよび本研究の論文の筆頭著者である

Shubin Yang 氏は、これはリチウムイオンバッテリー電極でこれまでに観られた性能の中

でも一番のものであると考えていると述べる。 
 
 「私たちの製造上の課題は、グラフェンを用いて VO2のリボンを同時に合成する条件を

制御することでした。」と Yang 氏は言う。このプロセスは、粉末状の五酸化バナジウム(バ
ナジウム原子2個と酸素原子5個を持つ酸化バナジウム層)の付いた酸化グラフェンのナノ

シートを水中に保持して、加圧がまの中で数時間加熱するものである。、五酸化バナジウム

は VO2に完全に還元されてリボン状の結晶になり、また酸化グラフェンはグラフェンに還

元されると Yang 氏は言う。グラフェンでクモの巣のようにコーティングされたリボンは、

厚さがたった 10nm、幅が最大 600nm、長さが数十μm である。 
 
「これらのリボンは 3D 構造を持つものでした。」と Yang 氏は言う。「この独特な構造が、

充放電時のリチウムイオンと電子の超高速な拡散において有利に働くのです。これが優れ

た電子化学的性能を達成する鍵でした。」 
  
 Yang 氏と Gong 氏はこの新しい材料の試験において、たとえ低充放電率であっても他の

カソードでは通常劣化してしまう高温(華氏 167 度)での 200 サイクル後にも、リチウム貯

蔵の能力を安定して維持することを見いだした。 
   
 「このことは、高出力リチウムイオンバッテリーの正極材開発における真の進展だと思

っています。」と、溶液中に分散するリボンの能力が同研究室で開発中の塗布できるバッテ

リーにも適した要素となることを示唆しながら Ajayan 教授は述べる。 
 
 本研究論文の共同著者らは、ライス大学院生のDaniel Hashim氏 および Lulu Ma氏、

研究を専門とする科学者 Zheng Liu 氏、ライス大学の前客員研究員で現在上海の East 
China University of Science and Technology の准教授である Liang Zhan 氏、ファカルテ

ィ・フェローである Robert Vajtai 氏。Ajayan 教授は、エンジニアリングの Benjamin M. 
and Mary Greenwood Anderson Professor、また機械工学と材料科学、化学、および化学・

生物分子工学の教授である。 
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 本研究は U.S. Army Research Office および米海軍研究事務所(Office of Naval 
Research) により Multidisciplinary University Research Initiative grant および

National Science Foundation Graduate Research Fellowship grant を通して資金提供さ

れた。 
 
論文のアブストラクト URL：http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/nl400001u 
 
本研究のニュースリリース URL: 
http://news.rice.edu/2013/03/25/hybrid-ribbons-a-gift-for-powerful-batteries/ 
 
Twitter @RiceUNews でライス大学のニュース・メディアリレーションをフォロー 
 
関連資料： 
Ajayan 教授の研究グループ URL：http://www.owlnet.rice.edu/~rv4/Ajayan/ 
 
画像のダウンロード 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 松田 典子） 
 

出典：本資料は、米ライス大学(Rice University)の以下の記事を翻訳したものである。 
“Hybrid ribbons a gift for powerful batteries”  
David Ruth   713-348-6327   david@rice.edu 
Mike Williams   713-348-6728   mikewilliams@rice.edu 
(http://news.rice.edu/2013/03/25/hybrid-ribbons-a-gift-for-powerful-batteries/）  
(Used with Permission of the Rice University) 

（Ctrl+クリックで画像を拡大） 
走査型電子顕微鏡(SEM)で観るグラフェンで被覆した

酸化バナジウムのリボンは、ライス大学の研究者らによ

れば、まだ試験段階ではあるもののリチウムイオンバッ

テリーに最適な電極の可能性があるという。 
(画像提供：Ajayan Group/Rice University) 

（Ctrl+クリックで画像を拡大） 
5 酸化バナジウムと酸化グラフェンのハイドロサ

ーマルプロセスにより、グラフェンで被覆された

結晶性の酸化バナジウムのリボンができる。この

材料はリチウムイオンバッテリー用の超急速充放

電電極として、大きなポテンシャルを示している。

(画像提供：Ajayan Group/Rice University) 
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(1095-12) 
 
【蓄電池・エネルギーシステム分野（蓄電池）】 

 
仮訳 
 

リチウム硫黄蓄電池の寿命がさらに長くなる(ドイツ) 

2013 年 4 月 2 日 

ドイツ市場において電気自動車はいまだに苦戦している。価格が高すぎ、走行距離が短

すぎるのだ。効率が良く低コストであるリチウム硫黄蓄電池のブレイクスルーにとって

絶好の機会が訪れた。 

現在、4 千万台超の自動車がドイツの道路に存在する

が、ほんの僅か－連邦交通・建設・都市開発省によると

約 6,400 台－しか、電気エネルギーで動いているものは

ない。電気自動車の走行距離が(ガソリンやディーゼル車

と比較して)短いことも人気につながらない理由であり、

ドライバーが僅か 100 キロメートルの走行後に充電ステ

ーションを探し始めなければならないこともよくある。

また、蓄電池の値段が高いことは言うまでもなく、数千

ユーロもかかる。この状況を改善することが、研究者に

より効率的な技術を開発する新しい選択肢に目を向けさ

せている。研究の中で極めて有望な手段がリチウム硫黄

蓄電池である。リチウム硫黄蓄電池は、よく知られてい

るリチウムイオン蓄電池よりも、非常にパワーがあり、しかも安価である。これまでは

短寿命のために自動車での使用には適さないとされていたが、近い将来にはこの状況が

変わるかもしれない。 

ドレスデンにあるフラウンホーファー協会材料・ビーム研究所(IWS)の研究者は、リ

チウム硫黄蓄電池の充電サイクルを 7 倍に増やす新設計を開発した。「前回の試験では、

同蓄電池はかろうじて 200 サイクルを越えました。アノード材料とカソード材料の特

別な組み合わせにより、ようやくその寿命を 1400 サイクルまで延ばすことに成功しま

した。」と語るのは IWSの化学表面技術グループ長であるHolger Althues博士である。

博士は研究チームのブレイクスルーを喜んでいる。チームのプロトタイプのアノードは、

通常の金属リチウムではなく、代わりにシリコン・カーボン化合物でできている。この

 
IWS での電極のロール･ツ

ー･ロール・コーティング：

研究者たちはリチウム硫黄

電池のアノードとカソード

の設計を最適化した。 
© Jürgen Leibmann 
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化合物は充電プロセスの間の変化が金属リチウムよりも少ないため、非常に安定してい

る。アノードの構造が変化すればするほど、アノードとカソードの間に位置し、リチウ

ムイオンを運ぶ液体電解質で相互作用が活性化する。このプロセスが液体を気体と固形

物に分解し、蓄電池の乾燥を引き起こす。「極端な場合、アノードが『肥大』してカソ

ードに届き、短絡して、蓄電池は完全に動きを止めてしまいます。」と Althues 博士は

説明する。 

 アノードとカソード間の相互作用は、蓄電池の性能と寿命を決定する重要な要素であ

る。通常のリチウム硫黄では、カソードは硫黄元素でできている。ここで長所となるの

は、リチウムイオン蓄電池で使用される主要なカソード材料であるコバルトと異なり、

硫黄はほぼ無限の量が手に入るため、安価であることだ。しかし、問題は残る。硫黄も

液体電解質と相互作用を起こすため、蓄電池の性能を損ない、最悪の場合、完全にその

能力を失わせてしまう。IWS の研究者はこのプロセスを遅らせるために多孔質炭素を

用いている。「私たちは硫黄を埋め込めるように細孔を正確に作り変えました。それに

よって電解質と結び付く速度が遅くなりました。」と Althues 博士は明らかにした。博

士と同僚はこれらの特別なカソードを製造する方法を開発した。 

 IWS の専門家は蓄電池の能力を kg 当たりのワット時(Wh/kg)で計測する。彼らは長

い間、リチウム硫黄蓄電池がエネルギー密度 600Wh/kg に達することを期待している。

ちなみに、現在使用されているリチウムイオン蓄電池の最大エネルギー密度は僅か

250Wh/kg である。「中間目標として、約 500Wh/kg がより現実的でしょう。具体的に

言うなら、（リチウムイオン蓄電池と）同じ重さの（リチウム硫黄）蓄電池で 2 倍の距

離が走れるということです。」と Althues 博士。このことは、すなわち非常に軽量な（リ

チウム硫黄）蓄電池モデルも可能だということを示唆しており、自動車メーカーだけで

なくスマートフォンメーカーにとっても興味深い見通しである。つまるところ、より軽

量な蓄電池があれば、スマートフォンの総重量は大幅に減少するだろう。「リチウム硫

黄（蓄電池）技術により、電気による飛行でさえ現実に可能となるかもしれません。但

し、そのような進歩はまだずっと先のことになりますが。」と Althues 博士は付け加え

た。 

現在、研究者たちはさらなる材料の最適化に取り組み、それをより大きな蓄電池モデ

ルに使用しようとしている。また、適切な製造法にも目を向けている。というのも、こ

のことが、技術が大衆の需要に届く唯一の方法であり、ドイツの道路に電気自動車を大

幅に増やすことにつながるからだ。 

 
翻訳：NEDO（担当 総務企画部 勝本 智子） 
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出典：本資料は独フラウンホーファー協会の以下の記事を翻訳したものである。 
“A longer life for lithium-sulfur 
batteries” http://www.fraunhofer.de/en/press/research-news/2013/april/a-longer-life
-for-lithium-sulfur-batteries.html 
(Used with Permission of Fraunhofer IWS) 
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(1095-12-1) 
【関連情報】 

Li-S 蓄電池 固体カソード材料 多孔質カーボン 
仮訳 
 
リチウム-硫黄蓄電池カソードの多孔質カーボン-孔形状の役割（ドイツ） 

Sören Thieme, Jan Brückner, Ingolf Bauer, Holger Althues, Stefan Kaskel 

独・フラウンホーファー協会材料・ビーム技術研究所 

 
 活物質として硫黄(sulfur)を利用するリチウム硫黄(Li-S)蓄電池が安全で低コストで長

寿命、そして高エネルギー密度を持つ次世代蓄電池システムの最も有望な候補の一つであ

ることに疑いの余地はないだろう。硫黄は一般的な固体カソード材料の中でも最も高い理

論容量(1672 Ah/kg)を有すること、さらに自然界に豊富に存在し廉価で環境に優しいこと

から、モバイル電源として広範囲に利用できる Li-S 蓄電池は大変魅力的なものである。し

かし、蓄電池の全構成部品に関する 20 年あまりの集中的な科学的研究にもかかわらず、

硫黄の電気化学的な転換に関するいくつかの課題のため、現在でも Li-S 蓄電池の商業化に

は至っていない。主な障害の一つは、充放電サイクル中に繰り返される高絶縁性の硫黄化

合物の溶解と析出と、その後の活物質の大きな膨張と収縮である。カソード構造内で引き

起こされた機械的なストレスが必然的に形態を変化させ、硫黄粒子が凝集(アグロメーショ

ン)し、電気的接触の損失により活物質の利用と充放電サイクルの安定性を大幅に低減させ

る。さらに、ポリ硫化物シャトル(polysulfide shuttle)現象と呼ばれる自己放電メカニズム

により、Li-S（蓄電池を構成する各）セル単体のクーロン効率が大幅に低減する。これら

の問題を解決するためには、硫黄を保持する構造の適切な設計が最も重要となる。 
 

 

 

図 1: 高導電性のカーボンナノチューブパーコレーションネットワークを持った多孔質カーボン/硫黄ナノ

化合物カソードの、走査型電子顕微鏡(SEM)による画像; 充放電サイクル耐久性は中程度の

167m/Ag(C/10)で計測。 
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 そこで私たちは、優れた導電性だけでなく内部の多孔性、多量の電気化学的反応部位、

大容量のLi-S蓄電池での利用に特別に調整した細孔の特性をも提供する、炭素材料のナノ

構造の開発に重点的に取り組んだ。その結果、硫黄を保持する多孔質炭素材料を含有する

最適化されたカソード構造と、導電材としてカーボンナノチューブを使用することにより、

充放電 100 サイクル超の実験において> 840 mAh/g-sulfur (> 500 mAh/g-electrode)の安

定した容量を得た。このような硫黄の大量利用と可逆的な変換は 1500m2/gを超える大き

な表面積と多様なサイズの細孔の分布を持つ炭素マトリクスの調整された特性によるもの

であり、それらの特性は絶縁性析出物との長時間の電気的接触の実現だけでなく、ナノメ

ートルサイズの細孔内部への封入による活物質の凝集とポリ硫化物のシャトル現象の抑制

を実現する魅力的な組合せである。さらに、炭素マトリクスが提供する大きな空隙孔容量

は、高速の電解液浸透および硫黄の大容量ローディングの達成には不可欠である。 
 
 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 松田 典子） 
 
出典：本資料は、独・フラウンホーファー協会材料・ビーム技術研究所 (Fraunhofer 
Institute for Material and Beam Technology (IWS))の以下の記事を翻訳したものである。 
“Porous carbons for lithium-sulfur battery cathodes –role of pore geometry” 
（http://events.dechema.de/Tagungen/Materials+for+Energy+_+EnMat+II/Congress+
Planer/Datei_Handler-tagung-625-file-3024-p-127866.html）  
(Used with permission of the Fraunhofer Institute for Material and Beam Technology 
(IWS)) 
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Li-S 蓄 電 池 セ ル の 図 解 
©Fraunhofer IWS Dresden 

 
硫黄カソードのホスト材料に

使用されるナノ構造カーボン 
© TU Dresden 

(1095-13) 
 
【蓄電池・エネルギーシステム分野（蓄電池）】 
 
仮訳 
 

MaLiSu－次世代リチウム硫黄蓄電池のためのナノ材料 (ドイツ) 
 
 
 MaLiSu プロジェクトでは、電気自動車に用いられる未来のエネルギー貯蔵システム

のための、安定したリチウム硫黄蓄電池(を構成する各)セルの開発に焦点を絞る。ナノ

材料は、高い容積効率の実現やリチウム硫黄蓄電池セルの化学反応における充放電機能

の安定を目的とした、このプロジェクトのキーとなる要素である。目標とされるセル単

体レベルでのエネルギー密度は 400Wh/kg であり、これは現行のリチウムイオン蓄電

池(LIB)が持つ限界値を大きく上回るものである。 
 
 
プロジェクトのねらい 
 

 材料とセル単体の化学反応に着目した新たなエネルギ

ー貯蔵コンセプトの開発、また同時に自動車産業からの

要求に関連した困難な課題への取り組みを行うことによ

ってのみ、次世代の蓄電池はエレクトロモビリティーを

実現させることが可能となる。エネルギー(出力)密度、コ

スト、安全性、そして耐用年数が、エネルギー貯蔵開発

において最も重要でインパクトのある基準となる。最も

顕著なのは、蓄電池のエネルギー密度が電気自動車の自

立走行距離注 1の上限を決定づけていて、そのために燃料

自動車から電気自動車への移行が今日に至るまで大きく

妨げられていることである。 
 
 最新のリチウムイオン蓄電池のエネルギー密度を大き

く向上させる方法として期待されるのが、リチウム硫黄

蓄電池システムである。活性カソード材料として用いら

れる硫黄は、リチウムに対して理論上 1672mAh/g の比容

注1 訳者注：この場合は蓄電池による電池のみで走る距離の意 

ＮＥＤＯ海外レポート ＮＯ.1095, 2013.5.17

81



 
自立カーボン／硫黄ナノ複合

電極 
© Fraunhofer IWS Dresden 

量と 2.2V の平均放電電位を有している。インターカレー

ション・カソードを用いるリチウムイオン蓄電池のエネ

ルギー密度の上限が約 200Wh/kg と予測される一方、リ

チウム硫黄蓄電池のエネルギー密度の上限は 600Wh/kg
を達成できる可能性がある。これに加え、硫黄は広く入

手可能で、価格も安く、従来のカソード材料に比べて毒

性が低いことから、コストの削減や安全性の向上が可能

であることも魅力的である。一方、リチウム硫黄蓄電池

セルはその化学反応に関連した様々な課題を有しており、これを克服するには系統的な

研究による解決と、新たな材料コンセプトの開発が必要である。 
  
 
 こうした課題に当該プロジェクトを通して取り組み、リチウム硫黄蓄電池特性の著し

い改善を目指す。キーとなる研究開発の内容は次のとおり： 
 
 電導性を持つ安定した硫黄カソード用フレームワークとなる、ナノメートル単位の

規則性で明確な細孔構造を有するカーボン材料 
 シャトル機構を調節するための高分子電解質と電解質添加剤 
 樹枝状形態形成や電解質消耗を減らすためのリチウムアノードのコーティング 
 
当該プロジェクトは化学反応メカニズムや材料研究に関する基礎研究に加え、産業への

移転を迅速に実現させることを目標としている。 
 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 望月 麻衣） 
 

出典：本資料は、独フラウンホーファー協会の以下の記事を翻訳したものである。 
“MaLiSu – Nanomaterials for future generation lithium sulfur batteries” 
http://www.iws.fraunhofer.de/en/business_fields/chemical_surface_reaction_technol
ogy/chemical_surface_technology/projects/malisu.html#!tabpanel-1 
(Used with Permission of Fraunhofer IWS) 
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