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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） 
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