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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
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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

http://www.nitrd.gov/
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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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