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【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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