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【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、

http://www.nitrd.gov/
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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。    
  

http://www.nano.gov/initiatives/government/signature
http://www.nano.gov/
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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 )     

http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/2014_R&Dbudget_overview.pdf
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/2014_R&Dbudget_overview.pdf

