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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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