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(1106-1)
【その他(政策)】
米国 2015 年度予算教書
仮訳

オバマ大統領の 2015 年度予算教書メッセージ

合衆国連邦議会へ：

5 年間におよぶ意を決した確固たる努力の結果、米国は 21 世紀の地球上のどの国家より
も良い位置にあります。私たちは過去 4 年間で 8 百万人を超える新しい雇用を創出し、現
在では 5 年間にわたり最も低い失業率を記録しています。米国の住宅市場は、回復傾向に
あります。米国の製造業部門では、1990 年以来初めて雇用が増加しています。他国から購
入するよりも、多くの石油を米国内で生産しています。私が大統領に就任して以来、米国
の赤字額を半分以上削減しました。そして、10 年ぶりに初めて、世界のビジネスリーダー
たちは投資対象として最も適しているのは中国ではないと断言しています。それは、米国
なのです。
私たちは大きな進歩を遂げましたが、成長と繁栄の新しい基盤に米国の経済を再建する
ためには、やるべきことがたくさんあります。米国民を団結させるものは、人種、宗教、
政党、老若、貧富にかかわらず、全ての人々にチャンスが与えられるというシンプルで深
い信念、つまり勤勉に働き責任を全うすれば成功できるという考え方です。この信念は、
深刻な打撃を受けてきました。30 年以上にわたり、また大不況(Great Recession)が起こる
以前でさえ、技術の大変換や世界との競争により中産階級の良質な雇用が奪われ、世帯が
頼りにする経済的な基盤が弱体化しました。
4 年間の経済成長の後の現在、企業収益や株価がこれほど高くなったことは希で、また
上層階級の人々も今ほど良かったことはありません。しかし、平均賃金はほとんど変わっ
ていません。不平等は悪化しています。社会的地位の上昇は停滞しています。経済回復の
最中であっても、あまりにも多くの米国人が、出世どころかなんとか生活していくためだ
けに、これまで以上に働いています。そしてあまりにも多くの米国人が、まだ職を得てい
ないのです。
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私たちの任務は、このような流れを逆転させることです。成功が偶発的に起こるもので
はなく、私たちの強力な労働倫理と私たちの見る夢の範囲によって成功するアメリカに戻
る必要があるのです。それが私たちの祖先をこの地に引き寄せたものなのです。私たちが
チャンス(機会)そのものなのです。そして私たちの世代の仕事は、この約束を取り戻すこ
とです。これはすぐにできることではありませんが、この目標に向かって突き進んでいか
なければなりません。
私は本予算教書で、一方では国家の長期的な財政状況を改善させながら、成長を促進さ
せて中産階級を強化し、中産階級への新たなチャンスのはしごを組み上げる、具体的かつ
現実的な提案をします。
民主党と共和党の作業のおかげで、議会は今年初めに教育、研究開発、インフラ整備、
国家安全保障などの優先事項に関する昨年度の厳しい予算削減を白紙に戻すという合意を
導きました。本予算教書ではこのような超党派的な歩み寄りの重要性を認識し、2015 年度
に議会が同意した支出レベルを守ります。しかし、インフラ整備、技術イノベーションや
教育など、雇用、経済成長やチャンスを創出する分野に投資するために、私たちができる
こと、すべきことは、明らかに他にも多くあるのです。そのため、私は今年度の国内の優
先事項と国家安全保障の両方について、どのように、そして何に対して追加的な投資がさ
れるべきかを示すロードマップを議会に提供する「チャンスと経済成長と安全保障のイニ
シアティブ(Opportunity, Growth, and Security Initiative)」に対する予算全額を本予算教
書に含ませています。
私たちは、どこから始めるべきかわかっています。つまり、私たちがチャンスを得るた
めの最良な方法は、良い仕事を得ることです。米国の経済成長が持ち直す中、企業は今年
の求人を増やすと言っています。また、メジャーな製造業者の過半数が、仕事を国外から
国内に移すことを考えています。
より多くの企業がこのような決定をスムーズにできるようにする必要があります。民主
党と共和党の両党は、米国の税法が米国内への投資を困難にし、企業に対し利益を国外に
保持させる、無駄で複雑な抜け道だらけだと議論しています。昨夏、私は事業税制改革を
インフラへの重要な投資と組み合わせることを提案しました。本予算教書には、米国内の
道路や橋梁を再構築して毎日の通勤をスムーズにしてアメリカ製の商品を輸送し、雇用を
創出する、よりシンプルでさらに効率的な税法に転換するために生じた transition
revenue を利用するこの提案が含まれています。なぜなら、今日のグローバル経済では、
一流の仕事は一流のインフラに引き寄せられるからです。同時に本予算教書では、可能な
限り迅速により多くの建築作業員を集められるように、役所仕事の効率化と、鍵となるイ
ンフラ事業の認可プロセスの一本化について、現政権による独自の実行計画を提示してい
ます。
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私たちにはまた、現在、次世代のハイテク製造業競争において他国を打ち負かすチャン
スが訪れています。現政権では既に、米国が先端技術開発において世界をリードするのを
助ける、ビジネスと大学の研究をつなげるためのハイテク製造業での 4 箇所のハブを立ち
上げています。本予算教書では、5 箇所の追加のための予算配分をすることでそのような
取り組みを拡大し、また、前述のイニシアティブを通して、私が昨夏発表した今後 10 年
間でこれらの 45 箇所の製造業イノベーション組織のナショナルネットワークを創出する
という目標達成を支援します。
今日、イノベーションに全力を挙げる国家は、明日のグローバル経済を制するものであ
るということが、私たちにはわかっています。これは、アメリカが明け渡すことのできな
い強みなのです。そのため本予算教書には、雇用を創出し、生活の質を向上させ、米国民
に新しいチャンスを提供するような科学と技術のブレークスルーを促進する、最先端の研
究開発への投資が含まれています。本予算教書の同イニシアティブは、米国の限界をさら
に押し広げ、国立衛生研究所(National Institutes of Health: NIH)におけるアルツハイマ
ー病、ガン、その他の疾病との戦いを増大して支援するバイオ医療研究活動、気候変動に
対応したインフラを構築するための気候研究、そして農産物を増産し健康を増進するため
の農業研究を支援します。
私たちはまた、雇用を取り戻すための大きな要因が、国産エネルギーへのコミットメン
トであることもわかっています。数年前に私が発表した「all-of-the-above 」戦略（国内
で調達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）は
機能しており、現在、米国が過去何十年の間で最高のエネルギー自給率に近づきつつあり
ます。
本予算教書では、安全で安定した天然ガスの生産と化石燃料からのクリーンな電力生産
を確実にすることで、この「all-of-the-above 」戦略を前進させます。これにより、車、
トラック、家庭や工場で無駄にしているエネルギー量を削減する新たなインセンティブを
創出します。また、再生可能エネルギー生産に対する税額控除を推進することで、太陽光
の技術などへの投資によりクリーンエネルギーを促進します。そして、私たちの空気、水、
土地、地域コミュニティーの保全を継続して強化し、気候変動の脅威に対応します。気候
変動は実際に起こっていることであり、緊急に取り組む必要があります。変動する気候に
より、西部地域は干ばつにあえぎ、沿岸都市では洪水に対処するなどの被害を被っている
のです。そのため私は、現政権が各州や電力事業者などと協力し、発電所が大気中に排出
できる二酸化炭素の量に関する新たな基準を設立するように、そして山火事に対処するコ
ストの増額やその被害の拡大に取り組む新たなアプローチを促進するように指示しました。

3

ＮＥＤＯ海外レポート ＮＯ.1106, 2014.4.21

これらの取り組みは全て、経済成長を加速させ、より多くの雇用を創出します。しかし、
急変する現在の経済状況において、全ての米国人がこれらの雇用を満たせるようなスキル
を確実に備える必要があります。そのため本予算教書では、労働者が雇用主のニーズにマ
ッチするスキルを備えられるよう、OJT や実習制度などの職業訓練において優れた効果や
イノベーションを導くための新たな取り組みに投資します。
もちろん、今日の職業訓練はこれでは不十分です。全ての子供に対する世界レベルの教
育を保証することで、未来の労働に備えなければなりません。そのため、本予算教書では、
幼児教育から大学教育までの全てのレベルの教育を改善する、新たな投資とイニシアティ
ブによるこれまでの進展を基礎としています。
子供の人生において私たち大人ができる最良の投資の一つは、質の高い幼児教育である
という研究結果があります。今年度は、各州や全米の各コミュニティーとの新たなパート
ナーシップに投資して質の高い幼児教育へのアクセスを拡大するため、私は再度、全ての
4 歳児が入園できる質の高い幼稚園を用意するよう議会に呼び掛けています。本予算教書
にはまた、10 万人を超える乳児・幼児のための質の高い託児所へのアクセスを提供するた
めの予算も含んでおり、任意の在宅訪問プログラムの拡大と拡充を支援します。
昨年、私は連邦通信委員会(Federal Communications Commission: FCC)に、今後 4 年
をかけて米国の学生の 99%が高速ブロードバンドに接続可能にするよう要求しました。今
年、FCC は、赤字を増やすこと無く、この目標の達成を目指して今後 2 年で 15,000 校の
2 千万人を超える学生をブロードバンドに接続させようとしています。学生たちがこのこ
とから最大の利益を確実に得られるよう、本予算教書では全米の何百もの学区の教師のト
レーニングに投資します。
本予算教書はまた、学生を大学や職業へと準備させるための大学レベルのカリキュラム
と実際のスキルを提供する大学や雇用主とのパートナーシップ構築を手助けし、高校の再
設計を支援します。また、学習成績の格差を狭めて、すべての子供たちが成功するために
必要な質の高い教育を享受できることを目標とした新たな「Race to the Top」コンテスト
を立ち上げます。
また、中産階級の子弟の学生たちが大学教育からあぶれることのないよう、イノベーシ
ョンを促し、親たちに情報をより多く提供し、質を向上し、コストを削減した大学には報
酬を与えるよう高等教育のシステムを刷新しています。私は昨夏、教育省(Department of
Education)に対し、学生たちに最高の価値を提供する大学を特定し、すべての大学に改善
を促すための新たな大学評価システムを開発し発表するよう指示しました。本予算教書で
は、この評価システムの開発を支援し、
「Pell Grant」受給者の教育成果を向上させた大学
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への報酬としてボーナスを提供します。そして、学生ローンの負債に追い詰められている
と感じている米国民を一人でも多く助けるために、本予算教書では収入に基づいた返済オ
プションを拡充し、月々のローン返済額を収入の 10%を上限とする機会を全ての人に提供
します。
また、私たちの経済が労働の尊厳に敬意を払うこと、そして勤勉な労働により全ての国
民が報われることを確実にするため、より多くのことをする必要があります。フルタイム
で働く者が貧困の中で家族を養うべきではないことに、圧倒的に多数の米国民が同意して
います。私は大統領命令において既に、連邦政府の請負業者が、連邦予算で給与支払いを
受けるその被雇用者に、少なくとも時間当たり 10.10＄の適正賃金を支払うよう要求して
います。議会はさらにそれを進めて、すべての労働者について最低賃金を同様にする必要
があります。この賃上げは家庭を助け、ビジネスの顧客に消費のための金銭を提供し、生
産性を高め、離職者数を減らすことで経済を助けます。本予算教書ではまた、労働者が獲
得した賃金と超過勤務手当てを確実に受け取るための取り組みに投資します。
家庭が生活の収支を合わせるのを助ける手段は、その他にもあります。不平等を低減し、
勤勉な労働によって家庭の自立を助けるために、
「勤労所得税額控除(Earned Income Tax
Credit: EITC)」以上に効果的な政策はありません。子供を持つ家庭のための EITC は、毎
年数百万人もの人々を貧困状態から引き上げ、全ての親たちの約半数を彼らの人生のどこ
かの時点で支援しています。しかし、進歩的・保守的ともに多くの優れた政策立案者が言
及しているように、EITC は子供を持たない単身の労働者にとっては十分ではありません。
本予算教書では、子供を持たない労働者および親権を持たない親について EITC の控除額
を倍増し、EITC が職歴を開始する極めて重要な時期の労働を奨励するよう、若年層労働
者にも同様の措置を講じます。
また、米国人が退職に備えて貯蓄するのを助けるために、さらにすべきことがあります。
現在、ほとんどの労働者が年金制度に加入していません。社会保障給付小切手だけでは十
分ではないことが、たびたびあります。株式市場が過去 5 年間で増倍した一方で、退職後
の貯蓄を持たない人々の退職後の社会保障は改善していません。そのため、
本予算教書は、
職を持つ米国人が退職に備えて貯蓄を始める新しい方法である、
「MyRA」貯蓄債権を創出
するという私の提案を基礎としています。
「MyRA」では、新たに貯蓄を始める人々を後押
しするために最初の出資額を低く抑え、本人が投入した額を損失しないノーリスクで適当
なリターンを保証します。本予算教書ではまた、これとは別に、全ての米国人が雇用先に
おいて自動的な貯蓄手段へとアクセスできるよう、自動登録制の「Individual Retirement
Accounts」を設立するよう提案しています。
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数十年もの間、機能不全となった医療制度ほど勤勉に働く家庭を経済的な困窮にさらし
たものはありません。
「Affordable Care Act」の制定により、私たちは医療制度の立て直
しを実施しています。既に、医療改革法令によって、3 百万人を上回る 26 歳以下の米国人
が彼らの親が加入する制度の下で補償を受けています。9 百万人を上回る米国人が民間の
健康保険か Medicaid(低所得者医療扶助)に加入しています。この法令により米国人は、ぜ
んそく、腰痛、ガンなど既存の健康状態への補償から脱落する、または拒否されることは
二度とありません。女性たちが女性であるがためだけに料金を課されることは、二度とあ
りません。私たちは、Medicare(高齢者医療保険)への出資期間を延ばし、Medicare のプレ
ミアムを平坦に保ち、数百万人もの高齢者の処方費用を低減する一方でこれらを実施しま
した。このような進展を継続して行うために、本予算教書は、現行の「Affordable Care Act」
の実施に対して予算全額を計上します。
私たちは、米国の安全の保障無しでは、経済成長の達成とチャンスの獲得は不可能であ
ること覚えておく必要があります。本予算教書では、銃による暴力の低減と刑事司法制度
の改革により、
米国内の地域コミュニティーをより安全にする取り組みを支援しています。
国外に関しては、本予算教書では、2014 年にアフガニスタンでの米国の軍事任務完了か
ら、自らの将来に全責任を負う統一されたアフガニスタン政府に対する政治的かつ安全保
障上の支援に責任を持って移行します。私が就任した際には、18 万人もの米国人がイラク
とアフガニスタンで軍務に就いていました。現在、全ての米国軍はイラクから撤退し、6
万人を上回る米国軍がアフガニスタンから既に帰還しています。アフガニスタンの軍隊が
自分たちの安全保障をリードしている現在、米国軍は支援任務へと移行しました。同盟国
と共に今年末までに米国軍の任務を完了し、米国史上最も長い戦争はようやく終結を迎え
ます。
アフガニスタンでの軍事行動を段階的に縮小することに加えて、本予算教書では、米国
が対面するかもしれないテロ行為の脅威やサイバー攻撃を含むいかなる脅威にも対処でき
る、迅速対応で近代的かつ有能な国防軍の維持を確実にします。またシリアでの人道的か
つ外交的な取り組みにも予算配分し、中東と北アフリカの変遷と改革を支援し、アジア・
パシフィック地域に向けた戦略的なリバランスを推進します。安定性を強化し、「Power
Africa」への投資により、米国のビジネスの新たな市場を創出します。また、世界的なヘ
ルスケアを支援し、気候変動に対処することで平和と安全を促進します。並びに、諜報活
動の監視や米国の外交機関や海外に居住する人員の保護を強化します。
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本予算教書はまた、私たちの国家に非常に多くのものを与えてくれた米国軍隊と退役軍
人に対する義務を継続して全うすることを確実にします。このような約束を果たすため、
本予算教書は、退役軍人のメディカルケアのサポート、軍人の家族への援助、軍人が民間
人の生活に移行するための支援、ホームレスの退役軍人の低減、そして退役軍人が獲得し
た便益を受けられるよう、高度障害保険請求の未処理分を減少させます。また、米国の軍
隊のリーダーシップ求める、軍給与体系に必要な改革を導入し、米国軍が必要とするトレ
ーニング、設備、サポートなどに投資する一方で、軍人らとその家族が獲得した利益を確
実に享受するようにします。
これらの重要な投資に加えて、本予算教書では、より効率的かつ効果的で、経済成長を
サポートする「21st Century Government」の創出に現政権が採用しているステップの概
要をまとめています。米国民とビジネスは、民間部門が提供するサービスレベルと同等の
ものを政府に期待しており、政府はその期待に応えるつもりです。本予算教書では、オン
ラインや対面でのより良い、より速い、より賢いサービスにつながるイニシアティブを含
んでいます。連邦政府関係機関にサービスの共有と政府の購買力の活用を呼び掛けて、米
国民の税金の価値と効果をより大きなものにします。政府の情報の公開と公共・民間部門
利用のリサーチを継続し、イノベーションと雇用創出を促進します。また、連邦政府機関
職員の最高の才能を引き寄せて維持し、卓越性を追求する文化を育成することを確実にす
るため、政府が最も重要とする資源である政府職員に投資します。
それらすべてを実施する一方で、本予算教書は米国の長期的な財政の展望をさらに強化
します。私たちは過去 5 年の間に、経済における割合で赤字を半減させ、第二次世界大戦
後の動員解除以来の最速の赤字削減を経験しました。本予算教書はこれを継続し、債務を
減少傾向に向かわせ、2023 年までに経済における割合の 2%以下に削減します。
「Affordable Care Act」の多少の影響から、過去数年間のヘルスケア支出の伸びにおい
て顕著かつ大幅な減少が見られたにもかかわらず、長期的にはヘルスケアコストの伸びが
米国において最も喫緊の財政的な課題であることがわかっています。そのため本予算教書
では、Medicare および Medicaid を強化し、質が高く効率的なヘルスケアを促進する追加
的な政策とともに、医療改革法令におけるコスト抑制と改革を基礎としています。
私たちにはまた、歳入が米国の長期的な財政的課題の解決の一部を担う必要があること
がわかっています。人口が高齢化し、労働者が退職に向けて減少している中、米国の経済
を成長させてチャンスを拡大するために必要な投資も行いつつ、高齢者を支え続けるため
の追加的な歳入が必要となります。本予算教書では、非効率で不平等な税額控除を削減す
る税制改革を通じてこの歳入を保証し、また商店街から金融街までの全ての人々が、公正
な税負担をすることを確実にします。
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最後に、私たちが長期的で持続可能な経済成長と財政赤字削減に本腰を入れて取り組む
ならば、ビジネスのリーダー、労働者のリーダー、宗教的なリーダー、そして法令の執行
の声に心を留めて、米国の壊れた移民システムを修正する必要があります。フリーの経済
学者らによれば、移民改革によって米国の経済が成長し、向こう 20 年間で財政赤字を約 1
兆ドル削減するとしています。また、研究、発明や文化への貢献によって夢を叶えるため
に人々が米国にやって来れば、ビジネスを起こすためのより魅力的な国へと米国を変化さ
せ、雇用の創出を助けます。
上院は、支援をする価値のある超党派の移民改革法案の可決に動きました。今は下院が
仕上げに入る時期です。
私たちは過去 5 年間において進展を遂げました。しかし、やるべきことはまだ残ってい
ます。本予算教書は、中産階級の家庭、また中産階級の一員となるために働く人々が、雇
用、住居、家計に対して必ず安心できるようにするためのロードマップを提供します。現
実的で持続的な経済の安定を築くためには、全ての米国人が成功し、子供たちにより良い
生活を創ってあげられるよう、全ての人のチャンスを拡大する必要があるのです。
どれも簡単なことではありません。これまで、米国が簡単にやってこられたことはあり
ません。しかし、私たちが力を合わせて働き、自分たちの持てる最高の力を発揮すれば、
それは実現可能なのです。

バラク オバマ
ホワイトハウス
2014 年 3 月 4 日

翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター 松田 典子）

出典：本資料は、米国ホワイトハウスから 2014 年 3 月 5 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/fy2015/assets/message.pdf
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(1106-2)
【政策(研究開発)】
米国 2015 年度予算教書 STEM
仮訳

The 2015Budget:
Science, Technology, and Innovation
for Opportunity and Growth
Science, Technology, Innovation, and Mathematics (STEM) Education
in the 2015 Budget

米国 2015 年度予算教書：
チャンスと経済成長のための科学、テクノロジー、イノベーション
2015 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
2014 年 3 月

｢今日、イノベーションに全力を挙げる国家は、明日のグローバル経済を制するもので
あるということが、私たちにはわかっています。これはアメリカが明け渡すことのできな
い強みなのです。連邦政府の資金提供による研究が、Google やスマートフォンを支えるア
イデアとイノベーションへの道を拓く手助けをしました……薬物耐性菌の一歩先を行く
ワクチンや、鋼よりも強靱な紙の様に薄い材料を基盤として構築するべき産業が多くある
のです。｣
バラク・オバマ米大統領（ 2014 年 1 月）

オバマ大統領の提出した 2015 年度予算教書では、
現政権による現在進行中の公約である、
雇用創出、経済成長、そして全ての米国人が成功するためのチャンスに対する投資の増額
についてまとめている。同予算教書では、この目標を達成するために、数年前には想像さ
えできなかったアイデアの実現化と新技術、製品、ビジネス、そして雇用の創出に実績を
有する米国の経済を構築する領域である科学、テクノロジー、そしてイノベーションに対
する賢明かつ標的を定めた投資を呼び掛けている。

9

ＮＥＤＯ海外レポート ＮＯ.1106, 2014.4.21

科学的な発見と技術のブレークスルーは、人間の知識の限界を押し広げるだけでなく、21
世紀の課題解決とチャンスの創出に対応するための革新的で現実的な手段でもある。同予
算教書は、研究開発(research and development: R&D)に投資することにより、持続可能
な経済成長と雇用創出を増進させ、全ての米国人の健康を向上させ、米国をクリーンエネ
ルギー社会に転換し、気候変動問題に対処し、競合する天然資源の需要を管理し、そして
国家の安全を保障するなど、これらのことを可能とさせる発見やブレークスルーを促進す
る。
これらの目標を達成するために、大統領の 2015 年度予算教書では、2015 年度連邦政府研
究開発費として、2014 年度成立予算レベルから 1.2%増すなわち 17 億ドル増となる 1,354
億ドルを予算配分する（表 1 を参照）
。(比較数値はすべて、2014 年度成立予算レベルとの
比較であり、現価格の物価上昇に対する調整無しの名目ドルベースとする。)
以下に 2015 年度予算を示す。
：

●世界をリードする科学・研究事業の維持
経済、医療、エネルギー、気候、環境、国家安全保障などの米国の課題に対応するため、
2015 年度予算教書は連邦政府の基礎研究および応用研究の投資に対し、総額 647 億ドル
を予算配分している。これは 2014 年度成立予算レベルの 0.4%増、すなわち 2 億 5,100 万
ドル増となる。また、同予算教書は米国科学財団(National Science Foundation: NSF)に
73 億ドルを、エネルギー省(Department of Energy: DOE)の科学局(Office of Science)に
51 億ドルを計上する。
● イノベーションの促進
2015 年度予算教書では、2014 年度成立予算レベルの 0.7％増すなわち 4 億 7,700 万ドル
増である 659 億ドルの予算を国防以外の研究開発費に配分している。国防費には、2014
年度成立予算レベルの 1.7％増である 695 億ドルの予算を配分している。トランスフォー
メーショナルな技術の創出に貢献する可能性のある R&D をさらに支援するため、国防お
よび国防以外の R&D における様々な科学、テクノロジー、そしてイノベーションへと投
資する「Growth, Opportunity and Security Initiative」に追加的な 53 億ドルの予算配分
を提案している。
● 米国を先進的製造業のリーダーに
2015 年度予算教書では、先端製造分野の R&D に対し、2014 年度成立予算レベルから 12%
増となる 22 億ドルを予算配分する。本予算配分は、
（商務省）国立標準技術研究所(National
Institute of Standards and Technology：NIST)の研究室での研究機会を増加することな
ど に よ り 、 新 し く 先 進 的 な 製 造 技 術 の 開 発 と 規 模 の 拡 大 を 支 援 す る 。「 Growth,
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Opportunity and Security Initiative」をとおして、同予算教書は DOE、国防総省
(Department of Defense: DOD)、農務省(Department of Agriculture: DOA)のリードで既
に立ち上がっている 4 箇所の研究所と、現政権が財政支出を約束した 5 箇所の研究所を基
に、全米各地の最高 45 箇所の製造イノベーション研究所と共に製造イノベーションネッ
トワーク（National Network for Manufacturing Innovation: NNMI）を支援する。
●米国製クリーンエネルギーの促進
2015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
奨励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
内で調達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。同予算教書は、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
ブなエネルギー研究開発費に、DOEによるクリーンエネルギーテクノロジープログラムの
52億ドルの投資の一部として3億2,500万ドルを予算配分している。同予算教書はまた、化
石燃料への依存を低減させるクリーンな燃料を使うコスト効率の良い代替輸送手段に10
年にわたり20億ドルを投資する、Energy Security Trust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対応する
2015 年度予算教書では、気候変動について理解、評価、予測、対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 25 億ドルを予算配分している(表 2 参照)。USGCRP への投資は、大統領の
国家気候変動行動計画(Climate Action Plan)を支援する。新たな Climate Resilience Fund
へ の 10 億 ド ル を 含 ん だ 気 候 変 動 対 策 へ の 追 加 的 な 投 資 に つ い て は 、「 Growth,
Opportunity and Security Initiative」において提案されている。
● 全米国民の健康の増進のための医療研究を支援
2015 年度予算教書は、国立衛生研究所(National Institutes of Health：NIH)に、302 億
ドルを予算配分し、疾病の根本的な原因やメカニズムのより深い理解を助け、数百万の米
国人に影響を与えているアルツハイマー病、ガンや他の疾病との戦いを支援する。
●科学・テクノロジー・エンジニアリング・数学(STEM)スキルの習得
米国の教育システムが、チャレンジングな 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学生たちを成長させることを確実にするために、2015 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、2014 年度成立予算レベルの 3.7%増となる 29 億ドルを予算配分する。連邦政府
関係機関は、Federal STEM Education 5-year Strategic Plan を調整し実施する。同予算
教書は、連邦政府による投資の効果を高めるための STEM 教育プログラムの新たな再編成
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を提案する。
●「Growth, Opportunity and Security Initiative」の要請
2015 年度予算教書は、
全額負担でバランスのとれた改革パッケージを伴った「Opportunity,
Growth, and Security Initiative」に対し 560 億ドルの予算配分を提案する。教育、研究
とイノベーション、インフラと雇用、機会と社会的流動性、公衆衛生、安全、社会保障、
そしてより効率的で効果的な政府に対する追加的な投資が経済発展を促進し、米国の国家
安全保障を強化する。本イニシアティブの 53 億ドルは、R&D への投資を支援する。
●民間起業の投資の拡大
Research and Experimentation (R&E) Tax Credit(試験研究費税額控除) は、民間部門に
よる R&D への重要な連邦政府のインセンティブである。2015 年度予算教書では、この
R&E Tax Credit を改善し恒久化する。
●米国の長期的な財政状態の改善
2015 年度予算教書における科学、テクノロジー、およびイノベーションへの投資は、将来
に投資しながら予測される財政赤字の削減を継続する全体の予算内に収まる。同予算教書
は、
「Budget Control Act of 2011」および「Bipartisan Budget Act of 2013 」の上限枠の
範囲内にある。同予算教書は、研究、教育、インフラや他の国家的優先課題への追加的な
投資である、個別で全額負担の「Opportunity, Growth, and Security Initiative」を提案
する。

2015 年度予算における連邦政府の研究開発費の優先順位

オバマ大統領の 2015 年度予算教書は、現政権の科学、テクノロジー、そしてイノベーシ
ョンへの長年にわたるコミットメントを維持し、2014 年度成立予算レベルの 1.2%増の 17
億ドルの増額となる連邦政府研究開発費 1,354 億ドルを予算配分する(表 1 参照)。
(すべて 2014 年度成立予算と 2015 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。全予算額には「Opportunity, Growth, and Security Initiative」
で提案される 2015 年度の追加的な投資が含まれない。) 2015 年度予算教書は、国防に関
する R&D（DOD および DOE の国防プログラム)への予算配分を、2014 年度成立予算レ
ベルの 1.7%増、すなわち 12 億ドルの増加となる 695 億ドルへの増額と、国防以外に関す
る R&D に対し 2014 年度成立予算の 0.7%増、すなわち 4 億 7,700 万ドルの増加となる
659 億ドルへの増額を提案する。
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2015 年度予算教書は、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・技術的ブレー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。基礎および応用研究(“R&D”のうちの“R”に該当)に連邦政府が投
資する研究費は、2015 年度予算で総額 647 億ドル(表 3 を参照)とし、2014 年度成立予算
レベルから 2 億 5100 万ドルの増額、つまり 0.4%の増加となる。一方で開発費(“R&D”の
うちの“D”に該当 )は、2015 年度予算教書で 2014 年度予算レベルに対し 2.3%の増加とな
る 680 億ドルを予算配分している。研究開発施設や資本準備を含む R&D インフラには、
2014 年度予算レベルから 1 億 2100 万ドルの減少となる、総額 26 億ドルの予算配分とす
る。

2015 年度予算教書における主要な R&D ファンディング組織のハイライト
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、
全米の研究施設におけ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。
2015 年度の予算教書は、NIH の予算として 2014 年度成立予算レベルから 2 億ドルの増
額となる 302 億ドルを予算配分する。2015 年度予算教書は、オバマ政権によるアルツハ
イマー研究や神経科学における最優先事項への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バイオメディカル研究を継続して支援する。2015 年度の予算教書
は、NIH による Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies
(BRAIN)イニシアティブに対し、1 億ドルを予算配分する。同予算教書はまた、DOD の国
防高等研究計画局(Defense Advanced Research Projects Agency : DARPA)をモデルとし
た新たな先進的な研究プログラムに対し、3,000 万ドルを予算配分する。
「The Opportunity,
Growth and Security Initiative」では、NIH に対し 9 億 7,000 万ドルの追加的な予算を
配分することで、新たなグラント制度を支援し、BRAIN イニシアティブへの予算を増加
し、DARPA を模したイニシアティブの規模を倍増させ、その他の重要な研究へと投資す
る。保健福祉省(Department of Health and Human Services: HHS)の他の機関の予算配
分として、2015 年度予算教書では、新たな医学的対策の獲得ための BioShield Special
Reserve Fund に 4 億 1,500 万ドルを配分する。
国立科学財団（National Science Foundation: NSF）は、科学およびエンジニアリングの
領域における幅広い基礎研究と教育を統合する、バイオメディカル以外のほとんどの研究
分野の学術研究を支援する主要な機関である。2015 年度予算教書では、NSF に 2014 年
度成立予算レベルの 1%増となる 73 億ドルを予算配分し、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、
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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 2 億 1300
万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の各種学問分野にまたがる研究を促進するため、2015 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 2,900 万ドルを予算配分する。NSF は、BRAIN イニシアテ
ィブへの NSF 負担額となる約 2,000 万ドルを投資する予定である。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、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
野において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、1 億 2,500 万ドル
を予算配分する。同予算教書は、大学の研究室で実用化の機が熟した様々な発見を商業圏
へと持ち込むために必要となる、技術、企業、ビジネスのノウハウの結集を目的とした官
民による「Innovation Corps」プログラムに対し、2,500 万ドルを予算配分する。また、
「Graduate Research Fellowship program」に 3 億 3,300 万ドルを予算配分する。
「The
Opportunity, Growth and Security Initiative」では、NSF に対し、追加的な 5 億 5,200
万ドルの予算配分を提案する。（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。）
2015 年度予算教書では、軍事能力のイノベーションを促進し、商業化の大きな可能性を持
つ技術基盤の開発を加速する、国防総省(Department of Defense: DOD)による科学技術プ
ログラムに継続して投資する。同予算教書は、DOD の R&D に 2014 年度成立予算レベル
から 5 億 7,400 万ドル、
つまり 0.9%の増額となる 644 億ドルの予算配分を提案している。
同予算教書では、基礎研究、応用研究、先端技術開発から構成される DOD の S&T プログ
ラムに 115 億ドルの予算配分を提案する。国防高等研究計画局(Defense Advanced
Research Projects Agency：DARPA)による長期的なブレークスルーをもたらす研究支援
に対し、現政権の同計画局への継続した支援を反映し、29 億ドルを予算配分する。DARPA
は、BRAIN イニシアティブに 8,000 万ドルを投資する予定である。
「The Opportunity,
Growth and Security Initiative」では、DOD の R&D に追加的な 21 億ドルを提案してい
る。
2015 年 度 予 算 教 書 は 、 国 立 航 空 宇 宙 局 (National Aeronautics and Space
Administration：NASA)に対し、総額 116 億ドルの R&D ポートフォリオと共に 175 億ド
ルを予算配分する。本年度予算教書は、民間企業の投資と合わせて、国際宇宙ステーショ
ンに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
4,800 万ドルを予算配分する。また、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 28 億ドルを、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
宇宙活動に貢献する革新的な新技術の開発に 7 億 600 万ドルを予算配分する。同予算教書
では、太陽系、宇宙、太陽や他の惑星に関する知識の限界を押し広げる NASA Science に
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50 億ドルを予算配分する。同予算教書ではそのうちの 18 億ドルを Earth Science に予算
配分し、重要な人工衛星ミッションの進展を維持し、気候の研究を支援し、極めて重要な
宇宙からの地球観測を継続する。また、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
開発の継続に 6 億 4,500 万ドルの予算を配分する。「The Opportunity, Growth and
Security Initiative」では、ゲームチェンジャーとなる技術開発への投資、宇宙へ人間を送
る米国企業の能力の向上、地球や太陽系に関する理解を深める科学ミッションや研究活動
への支援を強化するため、NASA に対する追加的な 8 億 8,600 万ドルを提案する。
2015 年度予算教書は、クリーンエネルギーおよび先端製造技術において米国を世界のリー
ダーに位置付け、米国のエネルギー安全保障を向上し、二酸化炭素排出を削減し、気候変
動の脅威に対処し、米国の核兵器貯蔵とインフラを近代化することを目的とし、エネルギ
ー省(Department of Energy：DOE)に対し、2014 年度成立予算レベルから 9 億 5,000 万
ドル、
つまり 8.4%の増額となる総額 123 億ドルの R&D ポートフォリオを予算配分する（表
1 参照）。DOE の科学局(Office of Science：SC)は、今年度予算教書での予算配分である
51 億ドルで、米国の競争力を維持するための基礎研究、研究インフラに投資する。また、
エネルギー効率･再生可能エネルギー局(EERE)には、23 億ドルを予算配分し、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を
より拡大させる。DOE のエネルギー高等研究計画局(Advanced Research Projects
Agency-Energy: ARPA-E)には、3 億 2,500 万ドルが予算配分され、transformational (変
革的)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の解決を促進する。同予
算教書はまた、天然ガス火力発電システムと組み合わせた CCS(二酸化炭素回収貯留：
carbon capture and storage)技術の実証支援に 2,500 万ドルの予算配分を含む。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、2014 年度成立予算レベルから 6 億 1,900 万ドルの増額となる 50 億ドルを予
算配分する。本予算教書はまた、米国の化石燃料への依存を低減させる、クリーンエネル
ギーを使用した費用対効果の高い代替輸送技術の研究に 20 億ドルを 10 年間にわたって投
資する、Energy Security Trust（エネルギー安全保障信託基金）の設立を議会に提案する。
「The Opportunity, Growth and Security Initiative」では、DOE のクリーンエネルギー
プログラムに追加的資金を投入することで、クリーンエネルギー技術の開発と普及をさら
に促進させる。
農務省(Department of Agriculture：USDA)による研究開発には、2015 年度予算教書では
2,900 万ドル、つまり 1.2%の増額となる 24 億ドルを予算配分し、気候変動への対処や先
進的な遺伝学など、米国の農業に重要な分野における研究活動を支援する。また、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
ログラムである「農業･食品研究プログラム(Agriculture and Food Research Initiative：
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AFRI)」に対し、予算配分を 3 億 2,500 万ドルに増額する。さらに、2015 年度予算教書で
は 7,500 万ドルを予算配分し、バイオテクノロジーをベースとした先進的な製造業を支援
する組織、
他に抗菌剤に関する研究を実施する組織による分野横断的な 3 組織を支援する。
大統領科学諮問委員会(President’s Council of Advisors on Science and Technology:
PCAST)が推奨するこれらの組織では、公的・民間両部門の最も優れた研究活動にてこ入
れし、民間部門が資金を提供する新たなビジネスベンチャーの機会を創出する。本予算教
書はまた、多面的な授粉媒介者イニシアティブにより、授粉媒介者の研究とその減少によ
る影響を特定する調査の予算増額を含め、ミツバチのコロニーの崩壊や授粉媒介者の減少
の原因に対処する。
「The Opportunity, Growth and Security Initiative」では、最優先の
研究や新たなバイオセーフティー研究所の建設を支援するため、USDA への追加的な予算
配分を提案する。
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、標準、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
力を推進する。2015 年度予算教書では、2014 年度成立予算レベルから 4%増額となる 6
億 8,000 万ドルを予算配分し、サイバーセキュリティや法医科学(forensic science)から、
先進的な通信技術や災害からの回復など様々な範囲の重要分野における進展を加速させる。
また、2014 年度成立予算レベルから 1,300 万ドルの増額となる 1 億 4,100 万ドルを
Hollings 製造拡張パートナーシップ( Manufacturing Extension Partnership: MEP)に予
算配分する。この予算配分には、小規模の製造業者による競争力の向上のための新技術の
導入を支援する Manufacturing Technology Acceleration Centers (M-TACs)設立に対す
る 1,500 万ドルが含まれる。本予算教書ではまた、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 1,500 万ドルを予算配分し、米国のビジネスが直面する製造技術
の共通の課題に対するイノベーティブな取り組みを支援する。国立海洋大気圏局(National
Oceanic and Atmospheric Administration：NOAA)は、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。NOAA への予算配分では、
R&D に対する 6 億 8,800 万ドルを含めて、極めて重要な気象観測衛星システムや地球観
測、NOAA によるその他の主要な科学・管理責務への支援を強化する。2015 年度予算教
書では、20 億ドルを予算配分し、NOAA による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。これらの衛星システムは、NOAA が人々と財産の保護に貢献する正確な予
測や警告を提供するために極めて重要である。本予算教書は、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、健全で持続可能な海洋の回復・
維 持 に 不 可 欠 で あ る 海 洋 生 物 の 生 息 環 境 と 種 の 保 護 へ の 支 援 を 強 化 す る 。「 The
Opportunity, Growth and Security Initiative」では、追加的な投資資金として NOAA に
対し 1 億 8 千万ドルを、NIST に対し 1 億 1,500 万ドルを提供する。
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国土安全保障省(Department of Homeland Security：DHS)の Science and Technology
(S&T)プログラムは、サイバーセキュリティ、爆発物、核物質の探知、化学的・生物学的
検出の研究を対象に、現在進行中の国家安全保障技術の強化と初期対応に対する最先端の
ソリューションの開発を支援する。2015 年度予算教書では、DHS の R&D に対し、建設
資金の減少により 2014 年度成立予算レベルから 15.1%の減少となる、総額 8 億 7,600 万
ドルを予算配分する。本予算教書はまた、前年度に計上した、人間の健康と国家の農産業
を脅かす動物由来の、新たに発生してい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)」の建設資金にてこ入れするために、3 億ドルを予算配分する。
教育省(Department of Education)の R&D ポートフォリオでは、2015 年度予算教書にお
いて総額 3 億 3,600 万ドルを予算配分する。
これは、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。本予算教書で
は、1 億 1,000 万ドルを投資し、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、公立学区コンソーシアムである STEM のイノベーションネットワーク
(STEM Innovation Network)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）
。
退役軍人省(Department of Veterans Affairs：VA)にあっては、2015 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 の研究プログラムには、同時進行する臨床診療と研究
活動に強みがあり、退役軍人のケアに直接つながる発見を可能とする。
2015 年度予算教書は、内務省(Department of Interior)に対し、同省の科学的なミッショ
ンと天然資源の管理、研究、分析を支援するため、2014 年度成立予算レベルから 10%、
すなわち 8,500 万ドルの増額となる 9 億 2,500 万ドルを研究開発費として予算配分する。
支援対象となる特定の科学的活動には、エネルギーの認可、エコシステムの回復と管理、
地球観測(水資源や野生動物のモニタリングなど)、および部族自然資源管理が含まれる。
環境保護局(Environmental Protection Agency：EPA)による R&D は、EPA による規制措
置を裏打ちする科学的な情報を獲得し、現在米国が直面している広範囲にわたる環境問題
に対する最も持続可能なソリューションの発見を支援する。2015 年度予算教書は、内分泌
かく乱物質、健康リスク指標、大気環境、環境保全に対する持続可能なアプローチ、そし
て安全な飲料水といった分野において、国家にとって最も優先度の高い研究を支援する。
2015 年度予算教書では、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の EPA と USGS(内務省地質調査所)と DOE 間の共同研究に対する
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1,400 万ドルを含み、EPA の R&D に 5 億 6,000 万ドルを予算配分する。
2015 年度予算教書は、運輸省(Department of Transportation：DOT)の R&D に対し、2014
年度成立予算レベルに比べて 1.4%の増加となる 8 億 6,500 ドルを予算配分する。同予算
教書には、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)」を支援
するいくつかの R&D 活動に対する予算も含まれる。また、安全性、インフラの維持や改
善、運営、そして環境負荷の軽減や手続の効率化に関連する研究活動を実施する DOT の
連邦道路管理局(Federal Highway Administration：FHWA)による包括的な幹線道路の調
査研究・技術プログラムを支援する。DOT 傘下の他機関では、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。
2015 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
ムに対し、2014 年度成立予算レベルから 2,000 万ドルの増加となる 2 億 5,200 万ドルを
予算配分する。スミソニアン協会は、非定型教育の国家の基準との連携、および学校教育
との関連を確実にすることにより、STEM 分野での非定型教育を改善する国家努力の重要
なパートナーである。

マルチ・エージェンシー・イニシアティブ
多数の研究開発投資は、国家科学技術委員会(National Science and Technology Council：
NSTC)やその他の省庁間の評議会が調整するマルチ･エージェンシー（複数機関による）
活動を通じて実施される。表 2 には、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す。
米国地球規模変動研究プログラム: 2015 年度予算教書は、
「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、約 25 億ドルを予
算配分する。USGCRP は、連邦政府による研究と応用を調整し、取りまとめ、人為的ま
たは自然過程による地球規模の変動と影響に対する米国と世界各国の理解、評価、予測お
よび対応において支援する。2015 年度予算教書では、USGCRP の 2012-2021 戦略計画に
設定される次の目標をサポートする：地球システムにおける自然過程と人為的な要素に関
する科学的知識の深化、適応や緩和に関する通達やタイムリーな決断を可能にする科学的
な裏付けの提供、地球規模の変動による影響と脆弱性についての理解、予測、および対応
を目的とした、地域、景観、および地方レベルの変化を詳細に記録する米国の能力を向上
させる継続した調査評価能力の構築、そして地球規模の変動に対する国民の理解を深める
ためのコミュニケーションと教育の進展。また、2015 年度予算教書は、総合的な気候変動
観測について支援する。つまり、それらは、プロセスベースの研究活動、広範囲の利害関
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係者へのタイムリーで適切な情報を提供する基盤として機能する、モデリング、評価およ
び適応の科学活動である。同情報提供にはテクニカル・レポート、インパクトおよび脆弱
性の評価、そして適応応答戦略が含まれる。以上の活動は全て、USGCRP 2012-2021 戦
略計画における重要な要素であり、大統領の国家気候変動行動計画を支援するものである
(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 : 2015 年度予算教書は、
「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、38 億ドルを予算配分する。NITRD プログ
ラムは、機関の研究活動における戦略的計画の提供や調整を行う。研究分野は、サイバー
セキュリティ、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、高信頼システム、医療 IT、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。2015 年度予算教書は、個人データのプライバシーを適切に保護する一方で、
急速に増大する膨大な量の多様なデータ(「ビッグデータ」)から科学的発見を加速させ、
価値を引き出す米国の能力を向上させる研究に焦点を当てる。本予算教書では、

Trustworthy Cyberspace: Strategic Plan for the Federal Cybersecurity R&D Program
の枠組みによるサイバーセキュリティの研究を継続して優先させ、米国のシステムをサイ
バー攻撃から守る新たなアプローチと技術を開発する。また、先進的なアプリケーション
に取り組む最先端のコンピューティングの R&D を推進する。および、ワイヤレス周波数
帯域の効率的な利用と周波数帯域共有技術を促進する研究を強化する。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

2015 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)」に対し、15 億ドルを予算配分する。NNI 下の機関は、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特の特性を利用した材料や機器、
システムに焦点を当てた R&D を支援する。それぞれの機関は、個々の研究者への助成、
他分野にまたがる研究中核拠点、教育訓練、そしてオープンなアクセスが可能なユーザー
設備やネットワークを含むインフラや標準化開発を通じて、ナノテクノロジーベースのイ
ノベーション、
技術移転そしてナノ製造技術などの基礎研究を継続して支援する。さらに、
既存の研究プログラムと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
ロードマップとの緊密な調整を通して、国の重点分野である持続可能なナノ製造技術、太
陽エネルギー、ナノ工学材料の持続可能な設計、ナノインフォマティクスとモデリング、
センサー用ナノスケール技術そしてナノエレクトロニクスにおける「Nanotechnology
Signature Initiatives(NSI)」を各機関は認識し遂行する。NNI に関する予算教書の情報は
www.nano.gov にて閲覧可能である。
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表 1. 2015 年度研究開発予算
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表 2. 組織間の科学技術イニティアティブ
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表 3.

2015 年度予算における研究分野

翻訳：NEDO（担当

技術戦略研究センター 松田 典子）

出典：本資料は、米国ホワイトハウスから 2014 年 3 月に発表された以下の記事を翻訳し
たものである。
“The 2015 Budget: Science, Technology and Innovation for Opportunity and Growth

Science, Technology, Innovation, and STEM Education in the 2015 Budget”
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/Fy%202015%20R&D.pdf
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(1106-3)
【政策(研究開発)】
米国 2015 年度予算教書
仮訳
FOR IMMEDIATE RELEASE
March 4, 2014

2015 年度科学技術研究開発予算(米国)
チャンスと成長のための科学、技術、そしてイノベーション

2015 年度の大統領予算教書は、米国の研究開発(R&D)事業に 1,354 億ドルを予算配分
しており、これは 2014 年度の成立予算の 1.2%に当たる 17 億ドルの増加となる。2015
年度の研究開発予算は、全米国民にとって雇用創出、経済成長及びチャンスを促進する
科学技術(S&T)に、賢明かつ的を絞った投資を行うため、政権の継続的な関与を拡大する
ものである。これは、多くのケースにおいて、数年前には想像もできなかったアイデア
を現実のものとし、新技術、製品、事業を生み出している研究開発の実績に基づいてい
る。
「2015 年度の大統領予算教書は、我が国の現在のグローバルリーダーとしての地位が
主として科学技術の基礎の上に成り立っているという政権の明敏な認識を反映していま
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 博士は述べた。「バイオ医薬、先進製造技術、気候科
学、サイバーセキュリティ、天然資源管理、宇宙開発及び国家安全保障等の多種多様な
優先事項を含む科学技術分野の全領域において、政権が研究開発の持続的な支援を継続
することにより、米国が長い将来にわたってイノベーションと経済成長のインキュベー
ターであり続けることを本予算教書は確実にします。」
大統領予算教書は、国防以外の研究開発費として 659 億ドルを予算配分しており、こ
れは 2014 年度の成立予算の 0.7%に当たる 4 億 7,700 万ドルの増となる。また、国防研
究開発費は 695 億ドルで、2014 年度の成立予算の 1.7%に当たる 12 億ドルの増となる。
(比較はすべて 2014 年度の成立予算に対して行われ、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ある。1)

基礎及び応用研究への投資（「研究開発」の「研

参考：最新の経済予測では、
ＧＤＰデフレーターを使った 2014 ～2015 年の経済全体のインフレ率は 1.7%
を示している。
1
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究」部分）は総額 647 億ドルで、2014 年度の 0.4%に当たる 2 億 5,100 万ドルの増とな
る。開発への投資（「研究開発」の「開発」部分）は総額 680 億ドルで、2014 年度の 2.3%
増となる。
重要なのは、米国の未来にとって重要なこれらの投資が、債務を削減する Budget
Control Act of 2011 や Bipartisan Budget Act of 2013 による 2015 年度予算枠内に収ま
っているということである。既にオバマ政権下で財政赤字は半分未満に減少しており、
これは第 2 次世界対戦終結以来の経済比率としては、最も急速な債務削減である。この
トレンドが継続することを確信しつつ、さらに米国経済の根幹要素への投資の増額がそ
れを後押しするという認識から、大統領予算教書は別途、チャンスと経済成長と安全保
障のイニシアティブ(Opportunity, Growth, and Security Initiative)への 560 億ドルの全
額支払のための予算配分をする。この中には R&D 努力のための 53 億ドルも含まれる。
2015 年度大統領予算教書におけるハイライトは、次のとおりである。


米国立衛生研究所(National Institute of Health: NIH)に 302 億ドル。NIH は、米
国民の健康の増進を目指し、全米の研究機関の高品質で革新的な生体医学の研究を
支援する。



エネルギー省(Department of Energy：DOE)の研究開発費として、クリーンエネ
ルギー、先進製造技術、エネルギー安全保障、二酸化炭素排出削減、気候変動抑制、
米国の核兵器の備蓄と設備近代化といった優先事項を支援するために 123 億ドル。
この中には DOE 科学局のための 51 億ドルが含まれる。



米国航空宇宙局(National Aeronautics and Space Administration：NASA)の研究
開発費として、深宇宙空間の有人探査用システム開発、地球、太陽、太陽系、宇宙
の継続的な研究、2018 年に打ち上げ予定のジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の開
発の継続、民間企業との共同による国際宇宙ステーションへの新たな米国の人員輸
送手段の開発を継続するために 116 億ドル。



多くの生体医学以外の学問分野の学術研究を支援する主要機関であり、科学及びエ
ンジニアリングの幅広い領域におよぶ基礎研究と教育を統合している米国科学財
団（National Science Foundation: NSF）に 73 億ドル。



米国農務省(Department of Agriculture：USDA)の研究開発費として、気候変動に
対する回復力や先端遺伝学のような農業において重要な研究支援に 24 億ドル。
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退役軍人援護省(Department of Veterans Affairs：VA)の研究開発費として、負傷
兵に関連した生体医学分野に焦点を当て、臨床研究と橋渡し研究の確固としたプロ
グラムを支援するために 12 億ドル。



内務省(Department of Interior)の研究開発費として 9 億 2, 500 万ドル。環境と天
然資源の監視、エネルギーの認可、生態系の復元及び管理、並びに地球観測に関す
る研究が含まれる。



国土安全保障省(Department of Homeland Security：DHS)の研究開発費として、
サイバーセキュリティ、爆発物の探知、核の探知、化学／生物探知及び緊急救援者
用の最先端救援技術開発のために 8 億 7,600 万ドル。



商務省の米国海洋大気圏局(National Oceanic and Atmospheric
Administration：NOAA)の研究開発費として、重要な衛星プログラム、地球観測、
海洋及び沿岸調査、NOAA の他の主要な科学・管理責務への支援に 6 億 8,800 万
ドル。



計測科学、標準及び技術の先進化によって米国のイノベーションと産業競争力を推
進する研究への支援のために、商務省の国立標準技術研究所(National Institute of
Standards and Technology：NIST)の所内施設に 6 億 8,000 万ドル。

また、2015 年度予算教書は、3 つの重要な分野横断的な領域での投資を調整する鍵とな
る、省庁間のイニシアティブに継続して支援を提供する。


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 25 億ドル。このプログラムは、人為的及び自然的な気候変動、
及び関連する衝撃と影響についての理解、評価、予測及び対応により、米国や世界
に役立つ米国の研究及びアプリケーションの調整及び統合を行う。



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、38 億ドル。
本プログラムは、サイバーセキュリティや、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
よる研究活動の戦略的計画や調整を行う。



米国ナノテクノロジー･イニシアティブ(National Nanotechnology Initiative：
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NNI)に対し、15 億ドル。本イニシアティブは、ナノスケール（約 1～100nm）の
物質に生じる物理的、化学的、そして生物学的な独自の特性を利用した材料、機器、
システムの研究開発に焦点を当てる。これらには、持続可能なナノ製造技術、太陽
エネルギー、ナノ工学材料の持続可能な設計、ナノ情報科学及びモデリング、セン
サー用ナノスケール技術、ナノエレクトロニクス等の国の重点分野における
Signature Initiatives が含まれる。
さらに、2015 年度の予算教書は、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、科学・テクノロジー・エンジニアリング・数学(STEM)教育を支援する。


STEM 教育に対して 2014 年度の資金提供レベルの 3.7%増の 29 億ドル。

2015 年度の研究開発予算についての詳細はファクトシートを、またその他の情報は
http://www.whitehouse.gov/ostp/rdbudgets を参照のこと。
OSTP は、連邦政府の重要な政策、計画、プログラムに関する、大統領のための科学的・技術的分析及び判
断の情報源として、1976 年に議会によって設立された。OSTP についての詳細は
http://www.whitehouse.gov/ostp を参照のこと。

翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター 勝本 智子）

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 2015
The FY 2015 Science and Technology R&D Budget
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/2015%20Budget%20Rel
ease.pdf
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(1106-4)
【政策(研究開発)】
米国 2015 年度予算教書
仮訳

全ての人にチャンスを(OPPORTUNITY FOR ALL)（抜粋）
米国 2015 年度予算教書
チャンスと経済成長と安全保障のイニシアティブ：（関連部分のみ抜粋）
（OPPORTUNITY, GROWTH, AND SECURITY INITIATIVE）
米国の未来を確たるものにする
研究とイノベーション


基礎研究における世界的リーダシップを再確立する ― 新たに 650 件の国立衛生研究
所(NIH)の助成を追加する。また、ブレイクスルーをもたらす医学研究に投資する NIH
の国防高等研究計画局(Defense Advanced Research Projects Agency：DARPA)を模
しイニシアティブへの資金供与を増額する。人間の脳の理解の変革を助ける複数機関
による Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies(BRAIN)
イニシアティブへの NIH の予算配分を増額する。新しい製造技術を開発し拡充する。
学問分野での知識を拡げ、産業界でのイノベーションを加速するために米国科学財団
（National Science Foundation: NSF）に 1,000 件の助成の追加を行う。新しいバイ
オセーフティ研究所を建設する。



クリーンエネルギー研究開発(R&D)を前進させる ― 新エネルギー効率と再生可能エ
ネルギー技術の開発と普及を促進するためエネルギー省(Department of Energy：
DOE)の応用研究に投資する。つまり、電気自動車を今日のガソリン燃料自動車と同
様に、手頃な価格で使いやすいものにするための高性能電気モーター、蓄電池、超軽
量材料、複合材等の開発技術、また、再生可能エネルギー電力を化石燃料ベースの電
力同様に、安価に利用可能とするための技術開発等である。



エネルギー効率化と電力グリッド近代化のために Race to the Top を立ち上げる ―
20 年で米国のエネルギー生産性を倍増するという目標と、電力グリッドの近代化に向
かって前進するよう州に報奨金を与え奨励する。この取り組みは、より低コストで需
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要に応え、発電を分散させ、グリッドの信頼性と耐久性の向上をもたらす。


その他の投資を実施する ― 基礎研究における米国の世界的リーダシップを維持し、
米国経済がクリーンエネルギーの未来へと移行するのを助ける。
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雇用、経済成長、チャンスに投資する
高給与の雇用創出は米国経済及び中産階級を成長させる最善の方法である。21 世紀の経
済において競い合い、米国を雇用創出やチャンスを引き寄せる場所にするには、米国のイ
ノベーションに投資し、製造技術の基盤を強固にし、米国を技術革新の最前線に留め置く
必要がある。エネルギー安全保障を確実にし、地球規模の気候変動に対処するために、引
き続き米国内のエネルギー生産、代替となるクリーンエネルギーの開発、エネルギー効率
化の促進に焦点を当てていかなければならない。それゆえ、本予算教書は、先進製造技術、
研究開発、クリーンエネルギー及びエネルギー効率化技術への投資を含む。
米国を仕事を引き寄せる場所にする
米国労働者に新しいチャンスを創り出せるよう、大統領は米国を仕事や製造業を引き寄せ
る場所にすることを確約している。

地域コミュニティを世界トップレベルの先進製造技術センターに変える
米国製造業における投資を支援し、イノベーションを加速させるために、大統領は全米
の製造技術イノベーション機関の全国的なネットワーク作りを求めている。特定の地域の
強みを活かしつつ、米国を拠点とする製造業者が生産に応用可能な世界トップレベルの製
造技術や製造能力の開発に共同出資するために、それぞれの機関が企業、大学、コミュニ
ティ・カレッジ、そして政府と連携する。ベースとなる裁量予算と Opportunity, Growth,
and Security Initiative を組合せ、既に着手された 4 つの機関と 2014 年に着工予定の 5
つの機関を足掛かりにしながら、本予算教書は、大統領が去年の夏に宣言した、10 年で新
しく 45 の製造技術イノベーション機関を建設するという目標を支援する。これは 2012 年
及び 2013 年の大統領の一般教書演説で最初に提案した数の 3 倍となる。

米国への投資を誘致するために SelectUSA を拡大する
2011 年度に、大統領は、米国に積極的に企業投資の誘致を行うための最初の連邦政府の
取り組みとなる SelectUSA を商務省で立ち上げた。Consolidated Appropriations Act of
2014(CAA)が提供する資金を基に、予算教書は SelectUSA の大幅な拡大と強化を掲げる
大統領の提案を支援する。
研究開発に投資する
科学上の発見、技術的ブレイクスルー、そしてイノベーションは人間の知識の限界を押し
広げるための主要な原動力となり、21 世紀の難題とチャンスに対応するために欠かせない。
持続可能な経済成長と雇用創出を促進し、全米国民の健康を改善し、クリーンエネルギー
の未来に移行し、地球規模気候変動に対処し、環境資源での競合する需要をコントロール
し、米国の安全保障を確保するため、科学のイノベーションに期待する。科学と工学の研
究は、テレコミュニケーションから医学にわたる分野での重要な開発を推進してきた新し
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い知識の貴重な源であり、高い経済・社会利益率を生み出し、高度なスキルと高賃金の雇
用を伴った全く新しい産業を創り出す。
世界トップレベルの科学研究へのコミットメントを継続するため、本予算教書は研究開
発全体に 1,350 億ドルを予算配分する。これらは、将来の事業や雇用を創出できる
transformational（変革的な）技術の創造に直接貢献する可能性が高い分野に的を絞って
配分される。ベースとなる本予算教書は 2014 年度成立予算レベルよりも研究開発費を増
額する。また、鍵となる研究開発の優先事項を促進するために、Opportunity, Growth, and
Security Initiative に 50 億ドル超を増加して予算配分する。

先進製造技術及びクリーンエネルギー技術
本予算教書は国立標準技術研究所(National Institute of Standards and Technology：
NIST)のラボにおける研究を増加したり、連邦研究所から企業への新技術の移転を推進す
る等、新先進製造技術の開発と拡大を支援する。また、予算教書は、化石燃料への依存を
減らし、エネルギー効率を高め、米国の再生可能エネルギー発電を倍増させた政権の成功
を踏まえ、エネルギー省のエネルギー効率・再生可能エネルギー局(Office of Energy
Efficiency and Renewable Energy：EERE)及びエネルギー高等研究計画局(Advanced
Research Projects Agency—Energy：ARPA-E)でのクリーンエネルギー技術投資への予算
配分を増額する。Opportunity, Growth, and Security Initiative を通じて、電力グリッド
の近代化と 20 年で米国のエネルギー生産性を倍増するという目標への進展を促すため、
州に報奨金を与え奨励する新しい Energy Efficiency and Grid Modernization Race to the
Top を支援する。

ヘルスケア研究開発
Opportunity, Growth, and Security Initiative を含む本予算教書は、疾病の根本的な原
因やメカニズムをよりよく理解するために新しく約 9,500 件の NIH 助成を提供し、NIH
の生体医学研究を支援する。予算教書は、何百万人もの米国民に影響を及ぼすアルツハイ
マー病、癌、その他の疾病と闘うことを支援する。予算教書は、人間の脳の情報処理、記
憶、引き出しの方法の理解に変革をもたらすとされる BRAIN initiative を支援する。また、
革新的なプロジェクトへの資金提供と救命治療や治癒の発見の促進を目的とした DARPA
プログラムを模した、新しいヘルスリサーチプログラムの開発を可能にする。

農業研究開発
本予算教書は、競争力のある研究プログラムである Agriculture and Food Research
Initiative への資金提供を含む。このプログラムは、バイオエネルギー、食糧安全保障、
水、肥満予防、食品の安全性等、米国の農業にとって重要な分野の研究を支援する。また、
本予算教書は、作物学、ミツバチ等の授粉媒介者の健康状態、先端のバイオベースの製造
技術及び抗菌研究に特化した学際的な 3 つの機関を支援するための予算配分を含む。
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Opportunity, Growth, and Security Initiative は、競争力のある研究と、ジョージア州ア
センズに新しいバイオセーフティ研究所の建設を支援するための追加を含む予算配分とす
る。

研究試験税額控除の改革と恒久化により応用研究開発を支援する
研究試験(R&E)税額控除は、研究のための重要な連邦インセンティブである。しかし、
研究試験税額控除は複雑で暫定的なことから、新たな研究を促進するほどの効果はない。
現行では、企業は控除率 20%の複雑で時代遅れの方式か、控除率 14%の非常に簡易な方式
を使うかを選択しなければならない。予算教書は、簡易な税額控除率を 17%に引き上げ、
企業にとってより魅力あるものにし、納税申告を簡略化する。さらに、予算教書は、確実
性を与え、効率を高めるために、基本的で簡略化された研究試験税額控除を恒久化する。
米国産クリーンエネルギーに投資する
米国のエネルギーの未来を確たるものにし、二酸化炭素排出を削減するために、本予算教
書はクリーンエネルギーに投資し、エネルギー安全保障を改善し、気候変動に対する備え
と回復力を強化する。これらの投資は大統領の Climate Action Plan における必須項目で
あり、米国の労働者に新しい事業、雇用、チャンスをもたらすクリーンエネルギー経済を
実現する。

天然ガス及び化石燃料由来のよりクリーンなエネルギーの安全で信頼できる生産と利用を
促進する
米国内の天然ガス資源は、製造業者の新たな設備投資から全米の家庭の光熱費の低減に
至るまで、経済全体のエネルギーコストを削減している。本予算教書は、安全で信頼でき
る天然ガス生産を確実にするための研究に投資する。また、天然ガス及び石炭の先進高効
率燃焼エンジンや二酸化炭素回収貯留技術等の、よりクリーンな化石燃料への革新的なア
プローチに投資する。さらに、安全かつ信頼できる方法により、シェールガス開発を確実
にするために、州と地域コミュニティへの技術支援をサポートする。これにより、州と地
域が好不況にかかわらず、
クリーンエネルギー技術を確立、普及させるリーダーとなれる、
多様で弾力性のある地域経済の構築に役立てる。加えて、製造及び輸送における天然ガス
の集積や利用を促進するため、州や地域コミュニティを支援する。

経済全体でエネルギーにさらに踏み込む
車やトラック、家屋やビル、工場で浪費するエネルギー量を削減することは、より強力
で復元力や競争力のある経済を作り出す。そのため、大統領は 2010 年水準と比較して、
2030 年までに米国におけるエネルギー原単位当たりの経済生産の倍増を目指したアクシ
ョンプランと共に、米国の家庭や企業で浪費されるエネルギーを半減することを目標に定
めた。本予算教書はこの目標の実現を支援する数多くの対策を講じる。その中には、家電
製品やビル用の追加の効率基準の開発支援、工業・商業用ビルの大幅なエネルギー効率の
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促進を目指す Better Buildings Challenge の拡大、連邦政府のビルのエネルギー効率の改
善、
「グリーン・ボタン（Green Button）」イニシアティブ、つまり電力消費者がエネルギ
ー使用情報を安全にダウンロードできるよう電力事業者が標準システムを提供することを
通して、消費者や連邦施設におけるエネルギーデータへのアクセスの向上、浪費エネルギ
ー削減を目指した州や地域の政策採択の支援と奨励が含まれる。

エネルギー安全保障への投資
大統領の一期目に、米国は 1 日当たり 360 万バレル強の石油輸入を削減した。これはど
の大統領の政権下よりも減少量が多い。2012 年、米国の純石油輸入はこの 20 年間で最低
の水準に低下した。
引き続き、
エネルギー安全保障への道筋を一層確実なものにするため、
本予算教書は車やトラックをオイルオフに切り替える取組みに資金援助するエネルギー安
全保障信託基金(Energy Security Trust)を設立することとする。10 年にわたるこの 20 億
ドルの投資は、電力、米国産のバイオ燃料、再生可能な水素、米国内で生産された天然ガ
スで走行する先進自動車等の様々なコスト効率の良い技術の研究開発を支援する。そして、
本投資は連邦の石油・ガス開発の歳入から引き出される。本予算教書はセルロース系バイ
オ燃料を支援する税額控除の延長、及び天然ガス等の代替燃料で走行する中大型トラック
やそれらの普及に必要な燃料インフラ整備のための新しい税優遇措置を提案する。また、
本予算教書には、連邦所有の土地での信頼できる石油、天然ガス開発を促進するための改
革が含まれる。その中には、石油・天然ガス、再生可能エネルギー、及びインフラの認可
プロセスの改善を支援するための内務省土地管理局への予算配分を増額する。それには石
油・天然ガスの認可を合理化した電子システムへの移行への対応が含まれる。

気候変動に立ち向かう
去年発表された大統領の Climate Action Plan は、2020 年までに 2005 年基準を 17%下
回る範囲に米国の二酸化炭素排出を削減することによって、気候変動に対処するという政
権のコミットメントを踏まえたものである。本予算教書は、利用可能な再生可能エネルギ
ーを増やし、二酸化炭素排出基準を踏まえて実現可能な排出削減を追求し、自動車や主要
な電気機器のエネルギー効率を向上させることで、この目標を達成するための政権の大き
な前進を継続させる。また、地域による気候変動に対する備えを支援し、連邦所有地の回
復力を高めるための管理を行い、気候変動に強いインフラを創る活動を助成し、政策決定
者が使用するための、より良い情報手段、データ、ツールを開発するために、連邦政府関
連機関によるこれらの取り組みを支援する。本予算教書は、気候変動問題における米国の
世界的リーダシップを強化し、二酸化炭素排出を削減し、世界的な気候変動に対する復元
力を構築するための国際的な取り組みを推進する。

生産税額控除の恒久化と拡充
風力や太陽光のような再生可能エネルギー技術への投資を推進する強力で持続的なイ
ンセンティブを提供するために、本予算教書は、事業税制改革の一環として、再生可能エ
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ネルギー電力生産税額控除を恒久化し、払戻し可能とする。

森林火災の増大する費用と損害に対処する
農務省林野部及び内務省の森林健康再生プログラムやその他の優先事項を組み直しし
た森林火災鎮圧費用に対する大幅な変更を提案する。原野火災鎮圧用に裁量予算の枠以外
に専用の財源を設けることにより、本予算教書は、消火費用として将来の資金供与を確実
にし、長期の森林健康と保全を促進する分野へ投資するために自由に資金を使えるように
し、またこうした合意に基づく資金供与メカニズムを通して、森林火災の災害に対するニ
ーズに対応することで、財政責任を維持する。

翻訳：NEDO（担当

技術戦略研究センター 勝本 智子）

出典：本資料は、以下の記事を抜粋して翻訳したものである。
Budget of the United States Government, Fiscal Year 2015
OPPORTUNITY FOR ALL
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/budget/fy2015/assets/opportunity.p
df
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(1106-5)
【政策(研究開発)】
米国 2015 年度予算教書
仮訳

米国エネルギー省（2015 年度予算教書）
予算のハイライト:


エネルギー省に279億ドルを予算配分し、クリーンエネルギー分野や先端製造分野に
おける米国の世界的リーダーとしての地位獲得、米国のエネルギーセキュリティーの
強化、CO2大気汚染の削減、気候変動の脅威への対応、核兵器の備蓄やインフラの最
新化を進める。この予算には次が含まれる：


オバマ政権のエネルギー政策「all-of-the-above」を推し進めるため、同省の裁量
で実施するエネルギー分野における技術革新促進プログラムに対して42億ドル
を予算配分する；



米国の競争力強化とCO2大気汚染の削減のため、エネルギー生産性、製造技術、
高度輸送手段に対し、予算配分を行う；



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、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、50億ドル超を予算
配分する；



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23億ドルを予算配分し、オバマ政権が目標とする化石燃料
依存度の低下、エネルギー効率化の促進、再生可能エネルギー発電倍増を構築す
る；



備蓄している核兵器を安全、安心、効果的に維持することで、敵を抑止し、国家
を守ると同時に、不必要な核および放射性物質を世界的に探知、保全、廃絶する
ためのパートナーシップを通じた国家安全保障の強化を行う。
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Opportunity, Growth, and Security Initiative(チャンスと経済成長と安全保障のイニシ
アティブ)


「Opportunity, Growth, and Security Initiative」を通し、次の取り組みを支援する：


クリーンエネルギーに追加の予算配分を行い、持続可能な自動車や燃料、先端製
造技術、ソーラー及び風力エネルギー、ビルのエネルギー効率向上のための革新
的な材料、プロセス、システム設計を含む新技術の研究開発及び普及の両方を加
速させる；



「Race to the Top for Energy Efficiency」および「Grid Modernization」とい
う報奨金制度によって、全州に対し送電グリッドの近代化とエネルギー浪費の削
減におけるインセンティブを提供する；



気候変動の影響に対する国家の強靱性の強化を図る。州および地方レベルの強靱
化計画をサポートする補助金だけでなく、特に重要なインフラの脆弱性を特定
し、分析するための予算配分が含まれる；



国家核安全保障庁(National Nuclear Security Administration)における国家安
全保障に関する予算配分を加速させる。これには設備建設、据え置かれている保
守プロジェクト、核兵器の安全、安心、効果的な維持のための研究開発が含まれ
る。

改革：


優先度や実績の低いプログラムを削減し、既存の施設やインフラの利用を増やすこと
で化石燃料に係る毎年度(計上)の年間40億ドルの補助金を撤廃し、節約と効率化を達
成する。



より強力な政策分析プロセスのサポートや運営構造の再編を通じ、運営方法や実績を
改善するために現在行われている取り組みをサポートする。

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、そして核兵器複合体(nuclear weapons
complex)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
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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2015年度予算教書は、2014年度成立予算レベ
ルから2.6%増の279億ドルの裁量予算をDOEに配分する。同予算額には核兵器に関す
る安全保障として、2014年度成立予算レベルから4%増の117億ドルが含まれる。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。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、オバマ政権は優先度や実績が低いプログラムを削減し、既存の
施設やインフラの利用を増やすことで化石燃料に関する年間40億ドルの補助金を撤廃
する等、削減や効率化をすべき分野も確認している。

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、気候変動脅威、将来のエネルギー産業及び製造業の強化のために
エネルギー改革の促進を行う。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 23 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、自動車や燃料に関連した持続可能性技術に対する予算配分を 2014 年度
成立予算レベルから 15%増加し、エネルギー効率や先端製造活動に対する予算配分を
39%増加する。また、2020 年までに他の電力源との直接の価格競争力のあるソーラー
発電の実現を目指す SunShot イニシアティブ等の革新的な再生可能エネルギープロジ
ェクトに対する予算配分を 16%増加する。EERE に予算配分し、州および地方の政策
立案者による再生可能エネルギー、エネルギー効率化技術および代替燃料で走行する自
動車の普及を促す政策や規制づくりを支援する。また、州および地方への技術援助をサ
ポートし、シェールガス開発が安全かつ責任ある方法で確実に行われるよう支援するこ
とが、好不況サイクルに耐え、クリーンエネルギー技術の構築と普及をリードする多様
で弾力性のある地域経済の構築につながる。配電およびエネルギー信頼性局(Office of
Electricity Delivery and Energy Reliability)の研究開発および関連活動に対して 1 億
8,000 万ドルを予算配分し、現在の送電インフラからスマートグリッドへの転換を促進
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 8 億 6,300
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。「Fossil Energy
Research and Development program」に対して 4 億 7,600 万ドルを予算配分する。こ
のプロジェクトはオバマ大統領の気候や「all-of-the-above」エネルギーの戦略目標を
達成するうえでキーとなる CO2 回収貯留システムと先端発電システムの低コスト化を
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第一の目的としている。さらにトランスフォーマティブ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 2,500 万ドルを予算配分し、また、科学局(Office
of Science)のクリーンエネルギーの基礎研究に対して 9 億ドルを予算配分する。
「Opportunity, Growth, and Security Initiative」からは革新的な材料、プロセス、
システム設計につながる活動、新技術の検証および増加した連邦政府のエネルギーコス
ト削減に対して 4 億 8,400 万ドルを追加的に予算配分し、大きなインパクトを持った新
しいクリーンエネルギー技術の研究開発と普及を加速させる。
低コストでのエネルギー生産性向上と先端輸送手段、および国内製造業の強化に予
算配分を行う。家庭や職場でのエネルギー浪費を削減するというオバマ大統領の目標達
成 を サ ポ ー ト し 、 2030 年 ま で に エ ネ ル ギ ー 生 産 性 を 2 倍 に す る 。 DOE の
「Weatherization Assistance Program」に対して2億2,700万ドルを予算配分し、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。DOEの「Federal Energy Management Program」(連邦エネルギー管理
プログラム)ではエネルギー効率化と新たな再生可能エネルギーの両方に対して予算配
分することで、連邦政府機関が使用するビルのエネルギー効率を改善する支援を継続す
る。エネルギー効率が高く、分野横断的な新しい製造技術の開発と商業化に対して予算
配分する。この取り組みの一環として、DOEは革新的な製造プロセス開発の拡充に3億
500万ドルを予算配分する。同開発には、国内の大規模な製造革新研究所ネットワーク
の一部であるClean Energy Manufacturing Innovation Institutes(クリーンエネルギ
ー製造革新研究所)が含まれている。これに加え、州および地方での製造と輸送に係る
天然ガスの統合利用方法の改善を支援する。以前行われた米国の電気自動車と代替燃料
自動車の開発および製造を支援するための投資を基に、DOE裁量で実施する自動車技
術開発に3億5,900万ドルを予算配分する。10年以内に米国の一般家庭にとって電気自
動車をガソリン自動車と同じくらい手頃な価格で便利なものにすることを目標とした
「EV Everywhere Initiative」がこれに含まれ、さらに「Clean Cities program」を通
じて代替燃料自動車の導入促進を支援する。燃料供給の多様化を促進するため、DOEに
対して2億5,300万ドルを予算配分し、ガソリン、ディーゼル、ジェット燃料に「そのま
ま取り替え(ドロップイン)」できる代替燃料等の高度なバイオ燃料を生産するための変
換技術の開発と普及を目指す。さらに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
することで、コスト効率の高い輸送用代替エネルギーに必須な研究開発費を安定的に提
供し、電力、国産バイオ燃料、再生可能な水素および国産天然ガス等のクリーン燃料を
使用することで米国の石油依存度を低減する。
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米国のエネルギー生産性をさらに向上させるために、「Opportunity, Growth, and
Security Initiative」から性能ベースの助成制度「Race of the Top」による一時支給を
行い、エネルギー浪費の削減と電力グリッドの近代化に関する州政府の効果的な政策実
施を支援する。また、気候変化の影響に対する国家の強靱性を強化するため、州および
地方レベルでの強靱性強化計画を支援する補助金を含めた追加予算配分を行う。
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。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 億ドル超の予算配分を行う。

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である。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。

核による被害や汚染の脅威から米国民を守る
安全、安心、効果的な核抑止力を確保する。兵器に関する取り組みに対し、2014 年
度成立予算レベルの 6.9%にあたる 5 億 3,300 万ドルを増加した、83 億ドルを予算配分
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。昨年に共同解析、お
よび共同実施プロセスの計画を行った国家核安全保障庁(National Nuclear Security
Administration: NNSA)と国防総省(Department of Defense: DOD)は「Bipartisan
Budget Act」((民主党と共和党の二大政党の連携による)超党派予算法)による財政制約
の範囲内で、NPR がキーとする目標達成のための優先計画と関連予算に合意した。W76
と B61 の核爆弾使用期限延長のような、キーとなる核備蓄プログラムは維持される。
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老朽化した設備の改善および交換、トリチウムの生産及びプルトニウムの製造並びに
実験に対する予算追加、基礎となる科学技術、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等への予算配分は継続する。こうした基本的機能が安
全かつ安心で効率的な核抑止力を支える基盤となり、1992 年以来の米国核実験の一時
停止継続を可能にする。こうした機能に対する現在の財政状況が及ぼす影響を軽減する
協調努力を反映した予算配分を行う。設計においてコストの増加が判明したウラニウム
処理施設に関しては、Chemistry and Metallurgy Research Replacement-Nuclear
Facility から得られた分析結果を元に改善を行う。
核施設の近代化や維持管理を促進するため、「Opportunity, Growth, and Security
Initiative」はインフラ計画及び「Readiness in Technical Base and Facilities program」
や「Site Stewardship program」で見つかった改善点に対する予算配分を加速させる。
また、このプログラム活動に関係する核関連の科学工学研究開発を増加させる予算配分
を行う。海軍の原子炉に関する研究に対し 14 億ドルを予算配分する。これには原子力
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の交換用原子
炉の開発、55 年を経過した核燃料インフラに関するプログラムへの資本増強が含まれ
る。
国防に関する NNAS と DOD 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 の後年度予
算に含まれるものとする。
核関連の物質、技術、設備、知識の拡散を防止する。核兵器や核テロの拡大を助長
する核関連の物質、技術、知識の拡散防止に対し、16 億ドルを予算配分する。この予
算配分は不必要で拡散性のある核及び放射性物質の保全と廃絶および核拡散の防止あ
るいは検出のための技術開発と普及、並びに国際的な核不拡散条約や規制コントロール
の実施と国際的な核安全対策およびセキュリティ体制の強化によって、オバマ政権の優
先事項を支援する。

「Opportunity, Growth, and Security Initiative」は不拡散研究開発の加速及び国際
的な科学的取り組みの拡大を支援する。
プルトニウム処理プログラムの一年間にわたる評価結果に基づき、サウスカロライナ
州の混合酸化物(MOX)燃料加工施設の建設は延期された。NNSA はプルトニウムの
MOX 加工に代替する処理技術の評価を行っており、安全・安心で、迅速かつコスト効
率の良い処理方法の実現を目指す。政府は米国とロシア間の「Plutonium Management
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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)に引き続きコミットし、ロシア側のパ
ートナーと共に、両国にとって有益な協定の達成を目指す。
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。冷戦時
代の武器製造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、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オバマ政権
の新たな戦略をサポートする。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後、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。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。戦略
によって示された核廃棄物管理に関する統合プログラムの枠組みをすべて実施するた
め、安定した資金提供メカニズムを含む基盤構築に対する予算配分を継続する。この分
野に関連する輸送、貯蔵、処分、および立地調査の研究開発およびプロセス開発活動に
対し、7,900 万ドルを予算配分する。

翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター 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 2015
Department of Energy
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/budget/fy2015/assets/energy.pdf

注1

訳者注：参考 Web http://www.jaea.go.jp/04/np/nnp_news/0139.html
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(1106-6)
【政策(研究開発)】
米国 2015 年度予算教書
仮訳

米国立科学財団（2015 年度予算教書）

予算のハイライト:


73億ドルをNSF(国立科学財団)に予算配分し、革新的な経済の構築とグローバルな競
争力を持った人材教育によって、知識の限界を押し広げ、長期的な経済成長を目指す。
この予算には次が含まれる：


幅広い分野の基礎研究とともに先端製造業やクリーンエネルギー等の戦略的分
野へも予算配分を通じて、革新的な経済を構築する；



科学、技術、工学、数学の高等教育を支援することでグローバル競争力を持った
労働者を育成する。

Opportunity, Growth, and Security Initiative(チャンスと経済成長と安全保障のイニシ
アティブ)


「Opportunity, Growth, and Security Initiative」は次の支援を行う：


神経科学、材料科学等の分野に対し、新たに1000件の研究助成を追加する：



優先度の高い高等教育を改善するために研究訓練制度を追加し、数千人の大学院
生にインパクトを与える。

改革:


研究成果へのパブリックアクセスの向上、研究助成の申請プロセスに係るコスト削減
によって、NSFの予算配分と運用効率が与えるインパクトを向上する。
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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体医科学およびエン
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のミッションは国民の健康、幸福、福祉の進歩および国防の
確保を目的とした科学の進歩を推進することである。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、
NSFに対して2014年度成立予算レベルの1%増となる73億ドルの予算を配分すると共
に、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、例えば研究成果へのパブリックアクセスの向上や研究助成の申請プ
ロセスに係るコスト削減等、NSFが与えるインパクトの向上や、運営方法改善に対する
取り組みについても支援する。

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する。NSFにおける研
究やこれに関連する活動に対し58億ドルの予算を配分し、1,900を超える大学における
研究活動を支援する。この予算配分によってNSFは約7,900件の研究助成を2015年度に
実施することができる。
将来の産業と雇用の基盤を構築する。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2,900万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の高性能化、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、
1億2,500万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を行う。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、1億5,100万ドルを予算配分する。この高度な製造技術開発は、静的なシステ
ム、プロセスおよびインフラを、感知、適応、反応が可能なコンピュータ知能を組み込
んだ対応型の「スマート」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
2億1,300万ドルの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
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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、2,900万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2,200万ドルについても予算を配分する。
クリーンエネルギー経済の長期的な発展を支援する。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、3億6,200万ドルを
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CO2排出を削減し、持続的な経済成長を促
して、米国のエネルギー自給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させる。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
将来の労働者育成教育を推進する。科学、技術、工学、数学の教育に対する連邦政府
の計画に沿って、将来の労働力育成に向けた大学院教育の推進を行う。数千人の優秀な
大学院研究生たちの支援に3億3,300万ドルを予算配分し、将来の科学工学研究のリーダ
ーを育成する。また将来の多様な職業に求められるスキルを大学院生たちが習得する機
会の支援も行う。さらに700万ドルを予算配分し、新しい労働者育成アイデアを探すた
めの助成金制度を大学に提供することで大学院教育改革の口火を切る。
科学、工学に関する大学教育を改善する。エビデンス(evidence)に基づいた教育訓練
の実施、エビデンス基盤の拡張、新たな教育方針の導入・利用の促進方法に関する調査
等の統合プログラムに対して1億1,800万ドルを予算配分する。また、NSFが運営する
「Research Experiences for Undergraduates」(大学生向け研究機会提供)に7,500万ド
ルを予算配分し、早い段階で研究を経験する機会を提供することにより学生の科学、工
学、数学への関心の維持に特に影響を与える。
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「Opportunity, Growth, and Security Initiative」によるイノベーション加速
国家の知識と人的資本を深める。「Opportunity, Growth, and Security Initiative」
としてNSFに対し5億5,200万ドルを予算配分する。分野を超えた知識拡大や業種を超
えたイノベーションの加速のための研究の増加に取り組む。「Opportunity, Growth,
and Security Initiative」は1000件の研究助成の追加支援を行う。また大学院生の研究
訓練制度を拡大すると共に、ターゲット設定された優先度の高い学問分野における高等
教育改革を推進し、数千人の大学院生の職業訓練にインパクトを与える。

効率性の改善とエビデンスの活用向上
NSF の予算配分インパクトを向上する。研究成果へのパブリックアクセス向上を図
ることで、NSF が行う予算配分によるインパクトを向上させる。例えば、NSF が資金
提供を行った研究者たちの研究内容のレポジトリーを作り、一般に公開する。NSF が
自身の活動に対する評価能力の強化を継続し、科学的知識の増加、長期的な経済成長の
支援および産業や将来の雇用のための基盤づくりに係るプログラムをより効果的なも
のにする。
政府機関の運営効率を向上させる。NSF は研究助成の申請プロセスの自動化の促進
や、ネット上の審査委員会を利用することで、運営効率を向上させる。申請プロセスの
自動化を促進することで、関連する人件費を削減することができる。ネット上の審査委
員会の使用を増やすことで交通費を削減するだけでなく、審査委員の拡充が図れる。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。

翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター 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 2015
National Science Foundation
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/budget/fy2015/assets/science.pdf
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(1106-7)
【政策(研究開発)】
米国 2015 年度予算教書
仮訳

保健福祉省（2015 年度予算教書）(抜粋)

予算のハイライト(関係部分のみ抜粋)


保健福祉省に対し、裁量予算ベースで771億ドルを予算配分し、いわゆる国民健康保
険への加入を手頃なもの(負担)とし、長期的な医療サービスのコストを低減させ、数
百万人の米国人の介護を向上させ、また医療サービスの新人提供者を育成し、公衆衛
生における優先事項に取り組み、弱い立場にある人々を助け、医療の研究を支援する。
こうした同省の活動は次のとおりとする。


アルツハイマー病の研究や同研究所による BRAIN イニシアティブでの役割に
対する予算増額を含め、国立衛生研究所(National Institute of Health: NIH)
に 302 億ドルを予算配分し、革新的な医療研究を促進する。
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医療サービスへのアクセス、研究、およびサービスの質を向上する(関係部分の
み抜粋)
国立衛生研究所(National Institute of Health: NIH)によるバイオ医療研究を支援する。
生体医療研究は、米国人の健康の向上に貢献する。2015年度予算教書はNIHに302億ド
ルを予算配分し、アルツハイマー病の研究や複数機関間のBRAIN(Brain Research
through Advancing Innovative Neurotechnologies)イニシアティブにおけるNIHの役
割に投資する現政権のコミットメントを継続しながら、全米の施設の研究活動を支援す
る。本予算教書では、革新的なハイリスク・ハイリターンの研究への予算配分を増額し、
何百万人もの米国人に影響を与えているガンやアルツハイマー病などの疾病や疾患を
治療する新たな治療学開発に対する予算を含む。また、国防総省(Department of
Defense: DOD)の国防高等研究計画局(Defense Advanced Research Projects Agency :
DARPA)をモデルとした新たな先進的な研究プログラムに対する予算配分を含む。また、
NIHは運営の透明性の改善とコスト低減の新しい政策を実行する。
「The Opportunity,
Growth and Security Initiative」では、NIHに対し9億7,000万ドルの追加的な予算を
配分することで650件の新たなグラント制度を支援し、BRAIN イニシアティブおよび
DARPAを模したイニシアティブへの予算を増額し、その他の重要な研究に投資する。

翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター 松田 典子）

出典：本資料は以下の資料の一部を抜粋して翻訳したものである。
Budget of the United States Government, Fiscal Year 2015
Department of Health and Human Services
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/budget/fy2015/assets/health.pdf
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(1106-8)
【新エネルギー分野(太陽光発電)】
仮訳

DOE 長官が新たな ARPA-E ソーラープロジェクトを発表(米国)
2014 年 2 月 6 日 午前 8:19

エネルギー省 Ernest Moniz 長官が本日、オバマ大統領が一般教書演説において述べ
たエネルギー・技術イノベーションを拡大するためにテキサス州 Austin を訪問する。
長官がテキサス大学オースティン校において行う演説原稿の抜粋はこちら。演説の実況
中 継 は CT( 中 部 標 準 時 間 )10:30AM/ET( 東 部 標 準 時 間 )11:30AM よ り
www.energy.gov/live で放送予定。
【テキサス州 AUSTIN】エネルギー省の Ernest Moniz 長官は本日、テキサス大学オ
ースティン校において、ARPA-E の 12 プロジェクトに対して 3,000 万ドルの資金提供
を発表し、太陽光が遮られている間も費用対効果の高い電力を供給するトランスフォー
マティブなハイブリットソーラーエネルギーの技術開発を目指す。このプロジェクトに
よって、現在の太陽光発電(PV)や集光型太陽熱発電(CSP)よりも進んだ、低コストで信
頼可能な最新のソーラーエネルギー技術開発を後押しする。演説後、長官は San
Antonio に移動して Julian Castro 市長と面会し、行政によるエネルギー戦略や科学革
新の重要性について話し合いを行う。
オバマ大統領は一般教書演説において、2013 年に設置された発電所規模のソーラー
発電設備能力が過去最高の 2.3GW であったと報告した最新の産業レポートが立証した
ように、米国がソーラー発電のグローバルリーダーとして成長していることを強調した。
Moniz 長官は来週、カリフォルニア州 Ibanpah Dry Lake に建設された世界最大規模の
集光型太陽熱発電プラントを開所式に出席し、クリーンエネルギー分野における米国の
リーダーシップを継続する。
「米国はソーラー発電分野のグローバルリーダーとなり、家庭やビジネスは低コスト
でクリーンなソーラーエネルギーにより一層頼ることになるでしょう。」と Moniz 長官
は述べている。「エネルギー省では、市場にいち早く新たなソーラー技術革新をもたら
せるよう、業界全般にわたる協力の下で米国の一流のエンジニア、科学者、起業家たち
の支援を行っています。本日発表される ARPA-E プロジェクトは、より低コストで高
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効率なソーラー発電技術の実現における障害を取り除くために必要とされる、真に革新
的な技術に関する内容になっています。」
本日の発表の一部にあるとおり、
Moniz 長官は ARPA-E の Full-Spectrum Optimized
Conversion and Utilization of Sunlight(太陽光フルスペクトルの最適変換と最適利用:
FOCUS)プログラムを通じ、12 プロジェクトに対して 3,000 万ドルの資金提供を行い、
低コストで高効率なソーラーエネルギーを需要に応じて提供できる、新たなハイブリッ
トエネルギー変換・貯蔵システムの開発を目指す。
FOCUS プログラムの各プロジェクトにおいて開発が予定されている先進的なソー
ラーコンバーターは、即時使用に必要なエネルギーを太陽光から電気に変換して供給す
る一方で、後で使用するエネルギーを熱として低コストに蓄えることができ、併せて革
新的な貯蔵システムにより、変動する太陽光から熱と電気の両方を得ることができる。
例えば、ワシントン州 Camas に本社を置く Sharp Labs of America 社は約 400 万ドル
を受け、需要に応じて低コストにソーラー電力を供給できる事業設備用ハイブリッドソ
ーラーコンバーターの開発を行う。イリノイ州 Niles に本社を置く MicroLink Devices
社は約 360 万ドルを受け、750℉(約 400℃)を超える環境でも作動し、ハイブリッドソ
ーラーコンバーターに統合した場合には太陽光から可能な限りのエネルギーを得る高
効率太陽電池の開発を行う。
12 プロジェクトに関するさらなる情報についてはこちらを参照。
FOCUS とは別のプログラムを通じて資金提供を受けた革新的ソーラー関連技術を
含めた数百の ARPA-E プロジェクトが今月後半に開催される年に一度の ARPA-E
Innovation Summit で提示される。この Summit に関する詳細情報および Technology
Showcase についてはこちらを参照 http://www.arpae-summit.com/

翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター 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。
“In Austin, Energy Secretary Moniz Announces New ARPA-E Solar Projects”
http://energy.gov/articles/austin-energy-secretary-moniz-announces-new-arpa-e-sol
ar-projects
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(1106-8-1)
【新エネルギー分野(太陽光発電)】
仮訳

ARPA-E(エネルギー省エネルギー高等研究計画局)選定プロジェクト－技術概要リスト
FULL-SPECTRUM OPTIMIZED CONVERSION AND UTILIZATION OF SUNLIGHT (FOCUS)
発行日：2014 年 2 月 6 日
最終更新日: 2014 年 2 月 6 日
以下に掲載するプロジェクトが助成金の契約交渉に選定された。最終的な助成額は記載内容と異なる場合がある。
研究チーム

助成金額

所在地（都市、州）

Arizona State

$3,900,000

Tempe, AZ

University

プロジェクトタイトルと概要

LED材料を使用した高温環境に対応した太陽電池

(テンピ、
アリゾナ州)

Arizona State Universityは、今日の100℃を超えると急激に性能が
低下する太陽電池とは異なる、450℃を超える環境下でも効果的に動
作する太陽電池の開発を行う。現在発光ダイオード(LED)産業で使用
されている半導体材料を、高温下でも作動するよう適応させる。こう
した太陽電池を次世代ハイブリッドソーラーコンバーターに使用し
た場合、太陽光スペクトルの中でも高エネルギー部分から可能な限り
多くのエネルギーを抽出できる。
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研究チーム

Arizona State

助成金額

所在地（都市、州）

$2,640,122

Tempe, AZ

プロジェクトタイトルと概要

集光PVミラー

(テンピ、

University

アリゾナ州)

Arizona State Universityは太陽光の直達光と散乱光の両方を集
めて電気と熱に変換する太陽電池で作られた曲面ミラーの開発を
行う。現在の集光型ソーラーシステムでは大気で散乱された散乱
光を利用することができないが、このシステムでは散乱光と直達
光の一部を太陽電池内で同時変換し、残った未使用の直達光を反
射させて熱の変換に利用する。この設計によって太陽光スペクト
ルの散乱光部分を低コストに利用する方法が実現する。

Cogenra Solar, Inc.

$1,996,127

Mountain View,

フルスペクトル利用のダブルフォーカスハイブリッドソーラーエ

CA

ネルギーシステム

(マウンテンビュ
ー、カリフォルニア Cogenra Solar社は太陽光を波長によって分割できる特殊な光フ
州)

ィルターミラーを備えたハイブリッドソーラーコンバーターの開
発を行い、効率的な太陽電池と需要に応じた電気変換を行うこと
のできる独立した高温蓄熱装置の両方を備えた低コストのコンバ
ーターの実現を目指す。このシステムでは太陽電池からの廃熱を
捕捉し、太陽エネルギーをより多く得ることができる。このハイ
ブリッドコンバーターは集中型配置と分散型配置の両方で安価な
ソーラーパワーの提供が可能である。
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研究チーム

Gas Technology

助成金額

所在地（都市、州）

$992,900

Des Plaines, IL

プロジェクトタイトルと概要

二重反射ハイブリッドソーラーエネルギーシステム

(デスプレーンズ、

Institute

イリノイ州)

Gas Technology Instituteは、太陽光のうち可視光域波長の大部分
を電気に変換する太陽電池にミラーから同波長の太陽光を引き出
して供給し、それ以外の波長は流動性粒子を加熱するために反射
する、ハイブリッドソーラーコンバーターの開発を行う。この二
重反射機構を最適化して可能な限り多くの太陽光を捕らえる。チ
ームの超高効率コンバーターは、ソーラー電力の供給に利用でき
ると同時に、エネルギー利用が集中する工業団地やショッピング
センターなどの付近でのソーラー熱の利用も可能にする。

General Electric
Global Research

$2,275,671

Niskayuna, NY

超臨界CO2サイクルを利用した電熱エネルギー貯蔵

(ニスカユナ、
ニューヨーク州)

GE社は高温高圧CO2で駆動するユニークなガスタービンの設計
及びテストを行う。貯蔵された電熱エネルギーで発電するために
CO2は低圧極低温に向かって膨張する。温度と圧力の劇的な変化
がタービンでの熱損失を防ぐ革新的な設計に必要不可欠となる。
このグリッドスケール(送配電規模)のエネルギー貯蔵システムを
ハイブリッドソーラーコンバーターと結合させることで、需要に
応じたソーラー電力の供給が可能になる。
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研究チーム

助成金額

所在地（都市、州）

Massachusetts

$3,420,000

Cambridge, MA

プロジェクトタイトルと概要

フルスペクトル利用の積層太陽熱・光発電レシーバー

Institute of

(ケンブリッジ、

Technology

マサチューセッツ

Massachusetts Institute of Technologyは太陽電池と熱吸収材を

州)

層状に重ねて統合したハイブリッドソーラーコンバーターの開発
を行う。この設計によって、光学的に透明な断熱層を通るパイプ
内の液体を、集光させた太陽光で加熱することができる。最も容
易に電気へ変換される一部のスペクトルは太陽電池によりフィル
ターされる。このユニークな積層設計によって、需要のピーク時
に柔軟に電力を送り出すことのできる低コスト太陽エネルギー変
換システムが実現する。

Massachusetts

$594,329

Cambridge, MA

ハイブリッドコンバーター用の低コストヘテロエピタキシャル太

Institute of

(ケンブリッジ、

陽電池

Technology

マサチューセッツ
州)

Massachusetts Institute of Technologyは低コストのシリコンウ
ェハ上に成長させる特性の反射フィルターを内蔵した高効率太陽
電池の開発を行う。この色選択性フィルターは皿状のレシーバー
により集光させた太陽光を二つの装置に分割するように設計され
ている：一方は太陽電池に送られて直ちに電気へと変換され、も
う一方は熱レシーバーへ送られて熱貯蔵される。このシステムに
よって太陽エネルギーをより効率的な利用できるようになり、発
電所規模での再生可能電力の生産が実現する。

52

ＮＥＤＯ海外レポート ＮＯ.1106, 2014.4.21

研究チーム

助成金額

所在地（都市、州）

MicroLink Devices

$3,600,000

Niles, IL

プロジェクトタイトルと概要

高温環境下でも作動するエピタキシャルリフトオフIII-V族太陽電池

(ナイルズ、
イリノイ州)

MicroLink Devices社は、100℃を超えると急激に性能が低下する現在
の太陽電池とは異なる、400℃を超える環境下でも作動可能な高効率太
陽電池を開発する。チームは実用で必要とされる25年を越える寿命に
わたって品質の信頼性を持たせるため、材料だけでなく現在の低温域
の集光型太陽電池の設計の見直しを行う。さらに同社はコストを最小
限に抑えるため、高価な太陽電池製造テンプレートを再利用できる製
造技術を用いる。高温太陽電池を最適化し、ハイブリッドソーラーコ
ンバーターと統合して太陽光から可能な限り多くのエネルギーを抽出
する。

Northrop Grumman
Aerospace Systems

$2,362,197

Redondo Beach, 熱音響PVハイブリッドソーラーエネルギーシステム
CA
(レドンドビー

Northrop Grumman Aerospace Systems社は高効率太陽電池に熱を

チ、

電気に変換する熱音響エンジンを組み合わせたディッシュ状ハイブリ

カリフォルニア

ッドソーラーコンバーターの開発を行う。この熱音響ユニットはもと

州)

もと宇宙開発用に設計されたもので、太陽電池からの廃熱を音波に変
換し、この音波が僅かな可動部分を持つ装置を使って電気に変換され
る。エンジンと太陽電池の周りを囲う塩が、太陽が照っている時に溶
けて必要に応じて熱を貯蔵し、太陽が陰っている時は固化して発電の
ために熱を放出する。この組み合わせによって太陽エネルギーから必
要に応じた安価な電力を得ることが可能となる。
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研究チーム

助成金額

所在地（都市、州）

プロジェクトタイトルと概要

Otherlab

$3,000,000

San Francisco,

ソーラーポンドレシーバーを利用したハイブリッドソーラーコンバー

CA

ター

(サンフランシス
コ、

Otherlab社は太陽スペクトルを分割し、最適な波長は高効率太陽電池

カリフォルニア

により電気に変換し、残りのスペクトルは溶融塩プールの直接加熱に

州)

利用する統合システムの開発を行う。このシステムでは空気圧で動く
小さなミラーアレイを用いて太陽の動きに合わせて集光して、溶融塩
プールにコスト効率良く太陽熱を貯蔵し、送電する電力を生産する。
この技術によって、数平方マイルの面積を必要とする現在のシステム
と対照的に、サッカーグラウンド内に容易に収まる、低コストのソー
ラーシステムを実現する。

Sharp Labs of
America

$4,182,929

Camas, WA

高集光フルスペクトル利用のソーラーエネルギーシステム

(キャマス、
ワシントン州)

Sharp Labs America社は可視光域波長を高効率太陽電池に反射させ、
紫外線と大部分の赤外線は通過させて熱流体を加熱することのでき
る、波長選択透過ミラーを搭載したハイブリッドソーラーコンバータ
ーを開発する。非常に高集光の可視光域波長のお陰で高価な太陽電池
を安価なコンバーターに使用することができる。このコンバーターに
よって電気事業者はソーラー電力を需要に応じて低コストで供給でき
るようになる。
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研究チーム

助成金額

所在地（都市、州）

The University of

$1,758,951

Tulsa, OK

Tulsa

プロジェクトタイトルと概要

プラズモニックナノ粒子を利用した液体フィルター

(タルサ、
オクラホマ州)

The University of Tulsaは不可視光域波長を捕らえ、肉眼で見る
には小さすぎる光吸収ナノ粒子を含んだ液体を加熱するハイブリ
ッドソーラーコンバーターの開発を行う。この液体は最も容易に
電力へ変換される部分のスペクトルを太陽電池に送り、廃熱は液
体に戻す。この熱は、太陽が陰っている間も太陽エネルギーを低
コストに供給できるよう貯蔵しておくことができる。

翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター 望月 麻衣）

出典：本資料は、アメリカ ARPA-E の以下の記事を翻訳したものである。
“ARPA-E PROJECT SELECTIONS –
FULL-SPECTRUM OPTIMIZED CONVERSION AND UTILIZATION OF SUNLIGHT (FOCUS)”

http://arpa-e.energy.gov/sites/default/files/FOCUS%20Summaries_2_05_14_FINAL.pdf
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(1106-9)
【新エネルギー分野（燃料電池・水素）】
【材料・ナノテクノロジー分野（革新的材料・ナノテクノロジー）】

仮訳

次世代の燃料電池と水電解装置の開発が大きく前進
バークレー国立研究所とアルゴンヌ国立研究所の研究者たちが
将来性の高い新たなナノ触媒を発見
2014 年 2 月 14 日

米国エネルギー省(DOE)の 2017 年設定目標数値の一桁高い数十倍の活性を示す新クラ
スの 2 種の金属から成るナノ触媒が開発され、次世代の燃料電池とアルカリ水電解装置
の開発が大きく一歩前進した。この新たな触媒はプラチナとニッケルの中身をくり抜い
た中空多面体ナノフレーム形状をしており、3 次元触媒表面活性を特徴とし、現在の燃料
電池やアルカリ水電解装置に使用されている最高レベルのプラチナ触媒よりも非常に効
率的で安価な材料となる。この研究は DOE のローレンスバークレー国立研究所(Berkeley
lab)とアルゴンヌ国立研究所(ANL)との連携により成し遂げられた。

これらの略図と対応する透過電子顕微鏡画像は、プラチナに富んだ膜を有した
多面体から 12 面体へのプラチナ／ニッケルの進化を示している。
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「プラチナ/ニッケルの 2 種の金属から成るナノ結晶の構造進化を利用した非常に活性
が高く耐久性のあるクラスの電極触媒の合成について報告します。」と、この新触媒の
発見を導いた Berkeley Lab の Materials Sciences Division の化学者である Peidong
Yang 氏は言う。「我々の触媒は、触媒反応に適した 3 次元のプラチナに富んだ表面を有
した独自の中空ナノフレーム構造をしています。酸素還元及び水素発生反応に必要とさ
れるプラチナの量を大幅に減らすことで、我々の新しいクラスのナノ触媒は、大幅にコ
ストを削減しつつ、著しく活性が向上した次世代の触媒の設計をリードするでしょう。」

Peidong Yang 氏は、UC バークレー
とバークレーにあるカブリ・エネルギ
ー・ナノサイエンス研究所を兼務する
科学者であり、ナノ材料の第一人者で
ある。

カリフォルニア大学(UC)バークレー校とバークレーにあるカブリ・エネルギー・ナノ
サイエンス研究所 (Kavli Energy NanoSciences Institute)を兼務する Yang 氏は、本研

究が記載された Science 誌の論文の責任著者の１人である。
論文名は
「Highly Crystalline
Multimetallic Nanoframes with Three-Dimensional Electrocatalytic Surfaces」。別の
責任著者は、
この新しいクラスの電極触媒の試験をリードした ANL の Materials Science
Division の化学者 Vojislav Stamenkovic 氏である。
燃料電池及び水電解装置は、二酸化炭素やその他の大気汚染物質の排出を大幅に軽減
しつつ、増大する電力需要を満たすのに役立つ。これらの技術は酸素還元反応（燃料電
池）又は水素発生反応（水電解装置）をベースにしている。現在、どちらの反応にも用
いる最高レベルの電極触媒も、炭素上に分散させたプラチナナノ粒子で構成されている。
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プラチナは高効率だが、コストが高く、入手が困難であることが、据置型及び携帯型の
電気化学アプリケーションの両方おいて、燃料電池や水電解装置を大規模で使用する際
の重要課題となっている。
「最小限の貴金属含有量とコストで、高性能の電極触媒を開発することに焦点を当て
ることに集中して研究に取り組んできました。」と Yang 氏は言う。「初期の研究で、
ANL の科学者たちがバルク単結晶のプラチナ／ニッケル合金を覆うナノ分離プラチナ膜
の形成が触媒活性を高めることを実証しましたが、その材料は簡単に電気化学デバイス
に組み込めませんでした。高表面積のナノ粒子によって、これらの材料の際だった触媒
性能を再現させることが必要でした。」
Yang 氏とバークレーの同僚は、プラチナとニッケルの非中空多面体の 2 金属ナノ粒子
を中空ナノフレームに変形することで、これを達成した。非中空多面体ナノ粒子は試薬
オレイルアミン中で合成され、室温で 2 週間又は 120℃で 12 時間、ヘキサンやクロロホ
ルム等の溶剤に浸される。酸素を溶解した溶剤が自然に内部浸食の発生を引き起こし、
結果として中空 12 面体ナノフレームとなる。アルゴンガスでこれらの 12 面体ナノフレ
ームをアニールすることで、ナノフレーム表面上にプラチナ膜が創られる。
「強い酸化剤や加電圧による侵食等を用いた中空ナノ構造の他の合成手段と比べて、
我々の方法は空気中で自然に進行します。」と Yang 氏。「プラチナ／ニッケルナノフレ
ームのオープン構造は、高い比表面積（表面積対体積比）、3D 表面分子活用、使用貴金
属の大幅減少等の最先端のナノスケール電極触媒にとって重要となるいくつかの設計基
準に適応しています。」

EDX 元素マッピングが、プラチナ/ニッケル
ナノフレーム 12 面体のプラチナに富んだ先
端を示す。
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ANL で行われた電極触媒の性能テストにおいて、イオン液体中にカプセル化したこの
プラチナ/ニッケルのナノフレーム触媒は酸素還元反応用にカーボン上に分散させたプラ
チナナノ粒子と比較して、36 倍の質量比活性(mass activity)と、22 倍の特定反応比活性
(specific activity)を示した。このナノフレーム状電極触媒に電気化学的に蒸着させた水酸
化ニッケルで変更を加え、水素発生反応のテストを行った場合にも、プラチナ/カーボン
触媒の数十倍も活性増強が見られた。
「我々の研究結果は、中空ナノフレームのオープン構造と表面組成の特徴が有益な効果
をもたらすことを実証します。」と Yang 氏は言う。「中空ナノフレームを作成する我々
の技術は他の多金属電極触媒や気相触媒に簡単に応用できます。私はこの技術の商業化
にとても自信があります。」
Yang 氏や Stamenkovic 氏に加え、研究論文の他の共著者には Chen Chen 氏、Yijin
Kang 氏、Ziyang Huo 氏、Zhongwei Zhu 氏、Wenyu Huang 氏、Huolin Xin 氏、Joshua
Snyder 氏、Dongguo Li 氏、Jeffrey Herron 氏、Manos Mavrikakis 氏、Miaofang Chi
氏、Karren More 氏、Yadong Li 氏、Nenad Markovic 氏、及び Gabor Somorjai 氏が含
まれる。
本研究は DOE 科学局の資金供与を受けたものである。
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。
アルゴンヌ国立研究所は、米国の科学技術における喫緊の課題に対する解決策を模索
している。米国初の国立研究所として設立された同研究所は、事実上すべての科学分野
における最先端の基礎・応用科学研究を実施している。同研究所の研究者は、数百にも
のぼる企業、大学、連邦政府、州・地方官庁組織と密接に連携し、それらの組織特有の
問題の解決を支援し、米国の科学におけるリーダーシップを向上させ、そして米国のよ
り良き未来を創る。60 ヶ国以上から職員が集まり、同研究所は DOE の科学局(Office of
Science: SC)の依頼により UChicago Argonne, LLC が管理している。
DOE の科学局(Office of Science)は、米国における物理科学の基礎研究の最大のサポー
ターであり、現在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。
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翻訳：NEDO（担当

技術戦略研究センター 勝本 智子）

出典：本資料はローレンスバークレー国立研究所の以下の記事を翻訳したものである。
“Big Step for Next-Generation Fuel Cells and Electrolyzers”
http://newscenter.lbl.gov/news-releases/2014/02/27/next-generation-fuel-cells-and-ele
ctrolyzers-researchers-at-berkeley-and-argonne-national-labs-develop-highly-promisi
ng-new-class-of-nanocatalyst/
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(1106-10)
【新エネルギー分野（燃料電池･水素）】
【材料・ナノテクノロジー分野（革新的材料・ナノテクノロジー）
】
仮訳

白金ナノ粒子に関するグラフェン結合効果を特定(米国)
燃料電池製造コスト削減につながる発見
2014 年 2 月 24 日月曜日

【アーカンソー州 FAYETTEVILLE】
物理学者たちが、白金ナノ粒子と独立
したグラフェンとが結合すると、粒子
は自身の大きさを制限して、特定のパ
ターンを編成することを発見した。
結合した白金ナノ粒子は、動作中、
表面活性を維持し、化学反応を起こす
触媒として機能している。この発見に
よって白金触媒を用いた燃料電池の製

Paul Thibado 氏

造コストを削減できるかもしれない。
アーカンソー大学の研究グループが中心となった国際的な科学者チームは 2 月 5 日、
雑誌 ACS Nano の掲載論文「Self-Organized Platinum Nanoparticles on Freestanding
Graphene.」で今回の発見内容を発表している。
筆頭研究者はアーカンソー大学 J. William Fulbright College of Arts の物理学部の研
究員である Peng Xu 氏である。
白金触媒を用いた燃料電池は自動車の内燃機関の代替として、電力源に使用されてい
る。
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「白金はレアメタルですから、ハイブリッド自動車の製造コストを上げる要因は燃料
電池の触媒に必要とされる白金です。」と、アーカンソー大学の物理教授 Paul Thibado
氏は言う。
「固体表面に置かれた白金は、拡散し、コントロール不能な状態で成長して不規則な
粒子を形成し、反応性を制限します。
」と彼は言う。
「一方で、独立したグラフェンは非
常にフレキシブルな表面を有しており、この部分的な歪み効果のお陰で、触媒効果の維
持に必要な白金の量を 80%削減できることが判明しました。」
また当該研究は、機能的に優れた白金単結晶ナノ粒子がグラフェンへの応用から発見
されたことも初めて明らかにした。
「私たちの発見は非常に刺激的で、本当に特別なものです。」と Thibado 氏は言う。
グラフェンとは、最も頑丈、軽量で、非常に導電性に優れた材料の一つとしてしられ
る、炭素原子 1 個分の薄さのシートである。グラファイトを通過する電子は量が多いた
めに大きな抵抗を受けるが、グラフェンを通過する電子は少量のため、受ける抵抗が小
さくなる。このためグラフェンは、わずかなエネルギーで膨大な計算を行う量子コンピ
ューターと同様に、将来必要とされるエネルギーの課題に対処するための優れた候補材
料の一つとされている。
グラフェンは 2004 年に発見され、その特性の多くは未だに分かっていない。Thibado
氏のグループは原子スケールでの画像化及び操作を行い、グラフェンの有する基本的な
電気的、機械的特性の細部にまで理解を深めることで、元々のグラフェンと化学的に官
能化したグラフェンの両方の活用を進展させようとしている。
アーカンソー大学、ミズーリ州立大学、ベルギーのアントワープ大学による研究パー
トナーシップを主体に行われた最近の研究では、走査型トンネル顕微鏡と組み合わせた
高分解能透過型電子顕微鏡、そしてコンピューターを使った最先端の分子力学が用いら
れた。このような組み合わせは物理学では滅多に見られないと、実験的凝縮系物理学の
専門家である Thibado 氏は言う。
グラフェン上の白金ナノ粒子の動作観察には、表面の個々の原子表面を画像化する走
査型トンネル顕微鏡が使用された。ミズーリの研究者は、電子ビームで非常に薄い材料
を透過させる透過型電子顕微鏡を使用して結晶特性の確認を行った。
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実験技術と理論モデルの両方を合わせることで、研究者たちにとって予想外の成果、
即ち、白金ナノ粒子とグラフェンの結合が独特なものであるという成果が得られたと、
Thibado 氏は言う。
「頑丈でフレキシブルなグラフェンは、結合しようとする材料の周りを囲うのが一般
的です。」と Thibado 氏は言う。
「白金と結合する今回のケースはこれと全く異なり、
むしろピラミッド型をしています。
」
当該研究成果はアーカンソー大学の物理学院生 Matthew L. Ackerman 氏、
Steven D.
Barber 氏、Dejun Qi 氏、James Kevin Schoelz 氏、そしてミズーリ州立大学の Lifeng
Dong 氏、アントワープ大学の Francois Peeters 氏、Mehdi Neek-Amal 氏、上海大学
の Fangfang Xu 氏の研究協力によって得られたものである。

翻訳：NEDO（担当 技術戦略研究センター 望月 麻衣）

出典：本資料は、米国アーカンソー大学の以下の記事を翻訳したものである。
“Researchers Characterize Graphene's Bonding Effect on Platinum Nanoparticles”
http://newswire.uark.edu/articles/23535/researchers-characterize-graphene-s-bondi
ng-effect-on-platinum-nanoparticles
(Used with Permission of the University of Arkansas)

63

ＮＥＤＯ海外レポート ＮＯ.1106, 2014.4.21

(1106-11)
【環境・省資源分野（水循環）
（環境化学）
】
【材料・ナノテクノロジー分野（革新的材料・ナノテクノロジー）
】
仮訳

How to create selective holes in graphene

New technique developed at MIT produces highly selective filter materials,
could lead to more efficient desalination.
Written by David L. Chandler, MIT News Office
MIT News

グラフェンに選択的に孔を作る方法を開発（米国）
MITが開発した高度な選択的フィルター材料を作る新技術が
より効率の良い海水淡水化をもたらす
2013 年 2 月 25 日
研究者たちはグラフェンシート上
にサイズ調整が可能な微細な孔を作
る方法を開発した。この開発は優れ
た性能の海水淡水化や水浄化用の超
薄膜フィルターを可能にする。
MIT、オークリッジ国立研究所及
びサウジアラビアの研究者から成る
研究チームは、最も強い材料として
知られる 1 原子の厚さの材料シート
上にサブナノメートル（ナノスケー
ルより小さなスケール）の微細な孔
を作ることに成功した。彼らの発見
は Nano Letters 誌で発表される。
海水淡水化のフィルターとして、
ナノスケールの孔で開けたグラフェ
ンを使うという考えは、他の MIT
の研究者たちから提案され、分析さ
れていた。大学院生の Sean O’Hern
氏と機械工学の助教授である Rohit

MIT の研究者たちは、グラフェンからフィルターを作るのに
（ここで示された）4 つのステップを使った：(a) 1 原子厚のグ
ラフェンシートは支持構造上に置かれる。(b) グラフェンはガ
リウムイオンで照射される。(c) ガリウムイオンがグラフェン
に当たった全ての場所で、構造上に欠陥が作られる。(d) 酸化
性溶液でエッチングすると、各々の欠陥が成長してグラフェン
シートの孔になる。材料を酸化性溶液に浸す時間が長いほど、
孔は大きくなる。
（写真：Nano Letters, O'Hern, S. C.氏他から許可を得て転載。
Copyright 2014 American Chemical Society）
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Karnik 氏によって率いられたこの新しい研究は、そのようなグラフェンフィルターの実
際の生産への最初の一歩となる。
グラフェン上のこれらの極小の孔、すなわち、原子サイズの金網のような炭素原子の六
角形配列は、2 段階のプロセスで生成される。最初に、グラフェンにガリウムイオンが照
射され、炭素結合が崩壊する。次に、そのグラフェンを、崩壊した炭素結合と強烈な反応
を起こす酸化性溶液でエッチングして、ガリウムイオンに照射された全ての点に孔を作り
出す。グラフェンシートを溶液に浸す時間を調整することで、MIT の研究者たちは孔の平
均的なサイズを制御することができる。
海水から塩を分離するためにフィルターを使用する既存のナノフィルトレーションや逆
浸透海水淡水化プラントの最大の限界は低い浸透率である。つまり、フィルターを通る水
の流れが極めて遅いのである。グラフェンフィルターは、極めて薄いが非常に強力である
ため、はるかに速い流れに耐えられる。
「我々は、原子膜厚の単一グラフェンシート上に高
密度のサブナノメートルサイズの孔を持つ最初の薄膜を開発しました。
」と O’Hern 氏は言
う。
効率的な海水淡水化には、薄膜の「高い塩除去率と水の大流量化」を実証しなければな
らないと彼は付け加える。そのための 1 つの方法が薄膜の厚さを薄くすることであるが、
従来のポリマーベースの薄膜ではすぐに、弱すぎて水圧に耐えられなくなるか、塩分除去
が非効率になってしまう、と彼は説明する。
グラフェン薄膜を使うと、孔のサイズ調整が簡単にでき、塩であれ、不純物であれ、特
種なバイオ化学の分子であれ、孔を「水の分子よりは大きく、他の全てのものよりは小さ
く」することができる、と O’Hern s 氏は言う。
Department of Materials Science and Engineering の大学院生である David
Cohen-Tanugi 氏が率いる MIT 研究者チームが、コンピューターシミュレーションを用い
て初期に示したように、このグラフェンフィルターの浸透率は従来のフィルターよりも 50
倍高くなる。しかし、孔サイズの調整が可能なフィルターを生産するためには課題が残っ
ている。新しい研究は、大面積にわたる高密度のナノメートルサイズの孔を有した材料を
実際に生産する方法を実証することである、と O’Hern s 氏は言う。
「我々は高エネルギーのガリウムイオンをグラフェンに照射します。
」と O’Hern 氏。
「これがグラフェン構造に欠陥を作り出し、これらの欠陥はより化学的な活性があります。
」
材料を反応性酸化溶液に浸すと、酸化体は「選択的に欠陥を攻撃」し、多くの孔をほぼ同
じサイズにエッチングする。O’Hern 氏と彼の共著者は、フィルターの利用に最適な孔が
1cm2 当たり 5 兆個ある薄膜を作ることができた。「これらのグラフェンの孔がどれほど小
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さいか、また高密度かをよりわかりやすくするため、我々のグラフェン薄膜を約百万倍拡
大してみると、孔の大きさは 1mm 未満、約 4mm の間隔で配置され、広さは 38 平方マイ
ルを越えます。これはボストンの約半分の面積です。
」と、O’Hern 氏は言う。
この技術を使って、研究者たちは単一でセンチメートルサイズのグラフェンのろ過特性
を制御することができた。エッチング処理なしでは、塩がガリウムイオンによって作られ
た欠陥を通過することはなかった。僅かなエッチング処理で、プラスの塩イオンが薄膜を
通過し始め、さらにエッチングを行うと、プラスとマイナスの塩イオンの両方共、薄膜を
通過したが、
大きな有機分子の流れは遮断された。さらに追加のエッチング処理を行うと、
孔は全てが通過できるほど大きくなった。
孔サイズの制御を保持しながら実用可能なグラフェン浸透シート生産プロセスをスケー
ルアップするには、さらに研究を進める必要があると、O’Hern 氏は言う。
このような薄膜は孔のサイズに応じて様々なアプリケーションを見つけることができま
した、と Karnik 氏は言う。海水淡水化やナノフィルトレーションは、こうしたプラント
で求められる薄膜は大面積であるため、最も要求水準が高いかもしれない。しかし、例え
ば DNA から未反応の試薬を除去する、分子の選択的なフィルトレーションのような他の
用途には、これまで作られた極小フィルターでも役に立つかもしれない。
「バイオフィルトレーションの場合、サイズやコストは重要ではありません。
」と Karnik
氏。「これらのアプリケーションには、現在のスケールが適しています。
」
本研究には参加していないケンタッキー大学の材料工学の Bruce Hinds 教授は、
「これ
までのグループは単にイオン照射やプラズマラジカル形成に挑戦していました。」
これらの
方法を組み合わせるという考えが、
「素晴らしく、微調整ができる可能性がある。」技術を
改良するにはさらなる研究が必要だが、このアプローチは「将来性があり」
、最終的には「水
質浄化、エネルギー貯蔵、エネルギー生産及び医薬品生産」のアプリケーションに役立つ
だろう。
また、本研究には ITT Career Development Associate Professor of Electrical
Engineering の Jing Kong 氏、MIT の大学院生である Michael Boutilier 氏及び Yi Song
氏、オークリッジ国立研究所の研究者である Juan-Carlos Idrobo 氏、King Fahd
University of Petroleum and Minerals (KFUPM)の Tahar Laoui 教授及び Muataz Atieh
教授が関わった。本プロジェクトは MIT の Center for Clean Water and Clean Energy、
KFUPM 及び米国エネルギー省から資金援助を受けた。
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翻訳：NEDO（担当

技術戦略研究センター 勝本 智子）

出典：本資料は、マサチューセッツ工科大学(MIT)の以下の記事を翻訳したものである。
“How to create selective holes in graphene”
（http://web.mit.edu/newsoffice/2014/how-to-create-selective-holes-in-graphene-0225.h
tml）
(Reprinted with permission of MIT News: http://web.mit.edu/newsoffice/)
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