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● 米国における脱炭素（省エネ含む）関連産業の育成政策 

（ネットゼロ産業構造転換方針やトランジション政策（財政支援策含む）の計画や 

進捗、実情の視点から） 

 

はじめに 

 

就任早々パリ協定への復帰を決め、2050 年までに脱炭素社会を目指すと宣言したバイデン大統領の

頭の中にあるものを考えると、順不同で以下のような項目が浮かぶ。 

 気候変動のもたらす自然災害の脅威に伴う国と国民の安全保障 

 国際協調とグローバルリーダーシップ 

 欧州主導の国際ルールへの対応 

 対中覇権争い 

 中間選挙対策（経済復興、雇用創出、労働層の中間層入り 
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この頭にあるものの多くが反映されているのが 3 月 30 日に発表された Jobs Plan であることから、本稿

でも同 Plan内の関連政策に最大のスペースを割いた。 

次いで、具体的な予算執行を通じてエネルギー政策を実現するエネルギー省と、環境規制を行う EPAの

現状の様子を取り上げた。 

また、連邦政府としても米国の組織としても最大のエネルギー消費組織である米軍の脱炭素化に関する

動向を探った。 

グローバルな視点ではEUがグリーンニューディールにおけるタクソノミーや国境調整メカニズム（対外政策）

等で先行していることからそれに対抗する米国の可能性について触れた。 最後に、日米首脳会談と気

候変動サミットのアウトプットの中で関連するところに触れる。 

 

 

１．Jobs Plan に見るバイデン大統領の脱炭素関連産業の育成政策  

ソース：ホワイトハウス  The American Jobs Plan 

①投融資先 

 交通インフラの再構築において、よりクリーンな鉄鋼やセメントを含め、従来よりもサステナブルで技

術革新的素材を用いることで環境負荷を抑える。  

 EV 化の促進。 米国の EV の市場規模は中国の 3 分の 1 に留まっている。中国を追い抜くべく

1,740億ドルをEV市場に投じる。それによりグローバルな競争に勝てるバッテリーと EV をもたらせる

よう、原材料から部品にいたる国内サプライチェーンを強化し、工場を近代化し、労働者を支援する。
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さらには消費者に対しアメリカ製のEVを購入するインセンティブとしてリベートや税控除を提供する。

また、州政府や市町村並びに民間企業に補助金や助成金を通じ 2030 年までに全米で 50 万か

所の充電ステーション設置のインセンティブを提供する。 

 既存の 5 万台もの乗り継ぎ用ディーゼル車両を EV で代替し、黄色のスクールバスの少なくとも 2

割を電動化する。 また、UPS を含め連邦政府の保有車両の電動化も進める。 

 空港改善プログラムに 250億ドル、水路、港湾などの改善プログラムに 170億ドルを投じ、大気汚

染を抑え、クリーンな空港と港湾を目指す。 

 高速道路や幹線道路の整備や新設において二酸化炭素をリサイクルする先端舗装技術などを用

いると共に、長持ちするサステナブルな交通システムを実現する。 

 1,000億ドルを投じ、レジリアントな送電網を設け、2035年までに脱炭素電力を100%供給する。

投資優遇税制を敷き、少なくとも 20 ギガワットの高圧送電網建設に民間投資家をいざなう。また、

エネルギー省の中に Grid Deployment Authority を設け、効果的な送電網の敷設のための柔

軟なルール作りやファイナンス支援を行う。 

 クリーンエネルギーの創出と貯蔵のために範囲を拡大した直接投資優遇税制と生産優遇税制の

10 年間の延長を提案している。 同時に州政府や市町村がクリーンエネルギー化や環境正義を加

速することを支援する。 

 連邦政府の建物でクリーンエネルギーを 24 時間、毎日購入することでクリーン化を加速する。 

 エネルギー効率化とクリーンな電気の標準（Energy Efficiency and Clean Electricity 
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Standard (EECES)）を設けることで電気代を下げ、発電に伴う汚染を減らし、市場競争を増し、

既存インフラより一層効果的な利用のためのインセンティブを提供し、原子力や水力といった既存の

カーボンフリーなエネルギーソースを継続的に活用することを目指す。以上により 2035 年までにカーボ

ンフリーな電力 100%の実現を目指す。 

 160 億ドルを投じ、エネルギー業界をして取り残された石油とガスの井戸を塞ぎ、メタンガスの漏れ

を防ぎ、廃棄された鉱山をクリーンにする。 

 荒廃した地域の復興を兼ねて、15 もの脱炭素・水素実証プロジェクトをかかる地域で行うべく新た

な生産税控除を提供する。 さらには大規模な鉄鋼やセメント、化学品生産工場で二酸化炭素

の捕捉設備を 10 か所選び、実証実験を行う。 さらに、超党派の SCALE Act に沿う形で、大

規模な二酸化炭素貯蔵の努力を支援する。また、二酸化炭素の捕捉と永久的貯蔵を加速すべく、

従来の税還付を使い勝手の良いものに変更することで脱炭素化のための産業の適用や排気の捕

捉、既存発電所の改修に活かす。 

 270 億ドルもの Clean Energy and Sustainability Accelerator という税制優遇を行い荒廃

した地域へのクリーンエネルギー源や住居、ビル、交通システムのクリーン化への民間投資を呼び込む。 

 500 億ドルもの直接払いの助成金と 500 億ドル分の債権発行を合わせた 1,000 億ドルで公的

学校を改修したり、新築したりする。 特に低所得者層や有色人種が多い学区の学校の安全性

向上はもとより、省エネ技術や電気化、その他ハイテクを駆使して革新的な建造物とする。結果と

して学校からの温室効果ガス排出を減らし、地域にとってのグリーンでクリーンなスペースの提供と災
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害時の避難拠点とする。コミュニティカレッジについても同様。 

 保育園についても 250億ドルを投じて不足を補うと共に、安全性、レジリアンスの向上、省エネ化を

進める。 

 退役軍人向け病院の改善に 180 億ドルを投じる。連邦政府ビルの近代化、持続性、レジリアンス

向上に 100億ドルを Federal Capital Revolving Fund を通じて支出する。 

 R&D 投資強化として National Science Foundation に 500 億ドルを投じ、先端エネルギー技

術を含めた研究開発投資を行う。 

 350億ドルを別途気候変動の問題に対処し、クリーンエネルギー分野で世界のリーダーとなるための

技術的ブレークスルーの達成を目論む。ARPA-C を設置し、排出を減らし、気候変動に対するレジ

リアンスを打ち立て、気候変動の研究の資金的支援のすそ野を広げる。 その他の気候変動関

連研究を 50 億ドル増額すると共に、電力会社規模のエネルギー貯蔵や CCS、水素化、先端的

原子力発電、レアアース要素の分離、洋上浮上型風力発電、バイオ燃料、量子コンピューティング、

電気自動車といった気候変動関連研究開発の実証プロジェクトに 150億ドルを投資する。 

 連邦調達を通じ、クリーンエネルギー製造をジャンプスタートさせる。連邦政府は毎年 5,000億ドルを

超える調達を行っており、この購買力をイノベーションとクリーンエネルギーの推進力として生かす。 

 2050年までにネットゼロの排出を実現するために、数多くの EV と充電場所、そして住宅や商業施

設の冷暖房装置として電動ヒートポンプを必要とする。連邦政府の購買力の中で 460 億ドルを投

じて製造企業がそれらの EV や充電ステーション、ヒートポンプ、クリーン素材並びに先端原子炉や
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原子燃料などを国産できるように支援する。 

 200億ドルを投じ、地方のイノベーションハブを少なくとも10か所設け、地方での技術開発、起業、

都市部との連携を生み出す民間投資をいざなう。 

 国内の製造業向けに 520 億ドルを準備し、技術革新や適応、規模拡大のための資金を提供す

る。地方の製造業やクリーンエネルギー関連の製造業を優先する。 

 310 億ドルを中小企業の研究開発やイノベーションなどの資金支援を行う。 

 地方やネイティブアメリカンの地域の発展のための投資の中に農業部門でネットゼロ排出を目指す

研究開発投資も含める。 

 400 億ドルを投じ、コロナ等の止むを得ない理由で失職した人々に手に職を持たせる教育訓練を

行う。その中にクリーンエネルギーの製造関連スキルが筆頭。 

 

②財源 

 法人税を 28%に上げることでインフラ、クリーンエネルギー、R＆D 及び米国の競争力を維持し経済

成長を図るための投資の財源とする。 

 化石燃料に対する優遇税制を削除し、環境汚染を起こす業界に環境クリーンアップの費用を払わ

せる。 

 

バイデンの大統領選キャンペーン時にはクリーンエネルギーへの投資規模は 2 兆ドルであったものが今般の

Jobs Plan では半分になっているのは法人税増税の財源との兼ね合いの模様。（ソース：The 
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Economist） 

 

 

２．エネルギー省の政策  ソース： エネルギー省ウェブサイト 

 

本省と 17 の所属研究機関は、バッテリー、再生可能電力、EV、CCS 並びにレジリアントな送電インフ

ラに代表されるクリーンエネルギー技術の研究、開発、展開を自らリードしている。一方で、同省は融資権

限を駆使し、同様のクリーンエネルギーの先端技術や先端製造技術を持つ民間企業への融資を行い、ま

た規制権限を用いて先端ビル技術やエネルギー効率化機器の技術革新を促している。 

 

①産業化、雇用支援 

気候変動の脅威を変革の機会と捉え、米国のエネルギー部門と製造部門を転換し、収入レベルの高い

雇用を生み出す。 

クリーンエネルギー技術の開発と展開をスケールアップすることで新たなクリーンエネルギーインフラとクリーンエ

ネルギー経済を立ち上げる。 

エネルギー省内に Office of Energy Jobs を設け、このクリーンエネルギー経済において条件の優れた雇

用を生む努力をリードする。 

バイアメリカンは条件となる。  

 

②環境正義、低所得層・有色人種層支援 
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エネルギー省内に Office of Economic Impact and Diversity を設け、気候変動対応投資の全体の

恩恵の 4割が低所得層・有色人種層の多い地域にもたらされるようにする。 

 

③具体的投資 

 2030 年までに洋上風力発電規模を 30 ギガワットとする。これにより 78 百万立法トンもの二酸化

炭素排出が抑えられる。 そのため、毎年 120 億ドルの資本投下により最大 10 もの新たな洋上

風力発電のタービン部品製造工場や、その風力発電タービンを設置する新たな船の建造を行い、そ

の船の出入りを扱う港の改修に 5億ドルを投じる。 

 その延長線上に、2050 年までに洋上風力発電の出力を 110GW 以上にまで拡大する計画にあ

る。そのため、エネルギー省のローンプログラムオフィスは同オフィスの Innovative Energy Loan 

Guarantee Program を通じ最大 30億ドルまでの資金へのアクセスを容易にしている。 

 太陽光発電についてはその発電コストを今後 10 年以内に 6 割削減する目標値を発表。初回予

算として 128 百万ドルもの助成金を用意している。2035 年までに電力を 100%クリーンにするという

バイデンの目標達成のためには今の 5 倍の速さで太陽光発電施設が設置されねばならない。そのた

めにエネルギー省としては 2025年までに太陽光発電の費用を現在の 4.6セント/kWhから 2025年

に２セント/kWh, 2030年までに 2セント/kWh にまで落とす必要があると想定。  

 

④組織 

エネルギー省は 2018年にNational Offshore Wind R&D Consortium をつくり、全米洋上風力発
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電戦略にて定義されている風力発電に関する研究の優先度に則って研究を促している。既に800万ドル

の予算で 15 もの新たな洋上風力発電の研究開発プロジェクトを支援している。 

 

３．EPA の政策 

 

トランプ政権のEPA長官がオバマ政権時代の環境規制、排出規制を排除したことに対し、今年 3月末

に上院で承認されたマイケル・リーガン新長官はバイデン大統領のプランに則って排出規制を復活させると

予想される。 

バイデン大統領は 2022年度予算において EPA 予算を前年度 21%増求めた。 

 

４．国防省 ソース：OilPrice.com, Energydigital.com 

 

オバマ政権において米軍は 2040年までに自らが消費する燃料源から石油を排除するとした。その一環で

2020年までに非戦術部隊の化石燃料を 30%削減するとしていた。 

もう１つは Renewable Fuel Standard に従い、2022年までに様々なタイプのバイオ燃料を 360億ガ

ロン調達・消費することが求められている。ただ、調達価格の高騰などでうまく進展していない。 

米海軍では藻を用いたバイオ燃料をジェット燃料に 50%混ぜた燃料で戦闘機や対潜ヘリの運用を行って

おり、その規模を増大していくことが期待されている。 

一方、電力の再生可能化も進める中で、バッテリーの国産化のために国防省は 2020年 9月、商務省、

エネルギー省、国務省と共に The Federal Consortium for Advanced Batteries (FCAB)というコ
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ンソーシアムを設け、リチウムイオン電池の国内サプライチェーンと産業基盤の確立に動き出している。 

クリーンエネルギーや脱炭素化技術での米中覇権争いに関しては、国防先端研究プログラム局

（DARPA）が飛躍的な技術の研究開発を行い、それが民間にスピルオーバーしていくという従来のパタ

ーンが考えられるが、現状、具体的な研究項目は開示されていない。 

 

 

５．EU タクソノミー政策に対する考え方 ソース： PWC、ブルーンバーグ 

 

EU タクソノミーは、投資家、金融機関、企業に透明性を提供し、EU 加盟国全体の基準を調和させ、

環境的に持続可能な投資を促進するために「グリーン」な経済活動と投資を分類する枠組みである（メ

カニズムは別紙①参照）。 

EU タクソノミーの目標は、何が「グリーン」または「環境的に持続可能」と分類されるのか、明確なルールを

提供することによって、EU の環境目標に貢献する経済活動への資金を民間投資家から集めること。公

的資金だけでは EU の目指す GNDは不可能との認識。 

米国にとっての問題意識は、その手の標準作りで EU に先を越されていることではないか。 

アメリカの金融機関や企業が EU で金融商品を販売する際にはこのルールが適用される。 

結果として EU 内の企業がこの標準に慣れ、報告義務を果たしていけば、世界の投資家からの資金が

集まりやすくなる可能性もあると考えられる。 

 

 

６．EITE（Energy Intensive Trade Exposed） 
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ソース：Industrial Energy Consumers of America 

 

EITE 産業は製造業、鉱工業を中心にエネルギーを大量に消費し、CO2 を大量に放出することから産

業構造転換への風当たりが強くなりそうだが、「アメリカの EITE は世界的に見れば、そのエネルギー効率

や CO2 排出量の少なさにおいてトップクラスにあり、一律米国の EITE 産業に対する規制を強化すると

角を矯めて牛を殺すことになりかねない」と業界はバイデン政権並びに議会にロビーイングしているところにあ

る。 

 

 

７．EU国境調整メカニズム（Carbon Border Adjustment Mechanism: CBAM） 

   ソース： 欧州議会 

欧州委員会は 2021年第二四半期に CBAMの案を固める予定。 

一方欧州議会も WTO と整合の取れた EU としての国境調整メカニズムの報告を上げている。 この報

告は EU の広い産業戦略の一部として CBAM を位置付け、国境を超えて炭素排出の漏れが生じるリ

スクに備えるもの。 

また、EUの予算を一部支える収益源とする見方もある。  

3月 10日に欧州議会は WTO と整合の取れた CBAM に関する決議を採択している。 

尚、CBAM とは関係ないが、欧州の 7 カ国で化石燃料に関するプロジェクトに対する公的輸出保証を

今後行わないことで合意した。今回の気候変動サミットにおいても議論があった模様で、米国側は反対

を表明した模様。 
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８．日米気候パートナーシップ ソース： 国内メディア 

 

脱炭素技術の開発連携として以下の点への協力に合意。 

①気候野心とパリ協定の実施に関する協力・対話 

②気候・クリーンエネルギーの技術及びイノベーション 

③第三国、特にインド太平洋諸国における脱炭素社会への移行の加速化に関する協力 

 

日本が先行する水素技術や CCS、省エネ技術、そして米国が先行する小型原子炉などへの協力が期

待される1。 

 

 

９．気候変動サミット（4 月 22日、23 日） ソース： ワシントンポスト他 

 

バイデン大統領は、自らが 2005 年比 50%の排出削減をコミットすることで、排出主要各国へのさらなる

削減追加コミットを求めたり、気候変動問題特任のケリー長官による事前根回しで中国の習近平国家

主席の出席やロシアのプーチン大統領の出席を実現したり、途上国の排出削減資金援助の枠組みの議

論をリードするなど、本サミットを通じた世界に対するリーダーシップの発揮という当初の目的は達した。 

また、国際物流に関するゼロエミッション実現のためのグローバルな活動努力に米国も参加するとバイデン

大統領は発表した。 

                                                   
1 小型モジュール原子炉の開発を行う米 NuScale Power に日揮が出資と今月発表 
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１０．米中覇権争い ソース： 国内メディア 

 

ブリンケン国務長官は気候変動サミットを前に演説で、「気候危機を外交政策と国家安全保障の中心

に据える」と述べ、「米国が再生可能エネルギー革命を主導し、中国との戦略的競争に勝つ」とした。現

状は、再生可能エネルギー分野で中国が先行しているとし、「アメリカの利益や価値観を反映する方法で

世界の気候の未来を形成する機会を逃さないよう再生可能エネルギー革命をリードすべき」とした。 

 

 

１１．カリフォルニア州の政策ほか  ソース： 

 

2018 年 9 月 18 日、ジェリー・ブラウン加州知事（当時）は、2045 年までにカーボンニュートラルを実現

し、その後はカーボンネガティブを実現するための知事令を発出した。 

これはハワイ州に次いで 2番目。 

カリフォルニア州の場合、この目標を実現するにはエネルギー源を全てクリーンにするだけでなく、大気中に

ある二酸化炭素を毎年 125百万トン減らす必要がある。 

研究者によれば、その方向性として、CCS、廃棄されたバイオマスを燃料化し、そこから出る CO2 を貯蔵

し、大気中にある CO2 を機械的に吸い取り、貯蔵するという 3 つの方向性が提言されている。 

他に、以下のような政策でカーボンニュートラルからネガティブを目指す。 

Cap & Trade プログラムが 2030年まで延長する。 



14 

 

再生可能エネルギーの促進と近代化を通じ低炭素でクリーンエネルギー経済にシフトし、州内のエネルギー

の選択を自動化する方向にシフトするための政策やインセンティブ、及び市場ルールを設ける。 

他の州や利害関係者と手を組み、情報やノウハウの共有を図る。特に加州の Cap & Trade の経験。 

ワシントン州は今月、非 EV 車の販売を 2030年までにストップする法律を可決。加州より 5年早いスケ

ジュールとなる。 

ニューヨーク市は今月、BP、エクソン及びシェルが、夫々が販売する燃料を“クリーン”と称して誤解を招き、

自らを気候変動対応のリーダーと称していることに抗議する訴訟を起こした。 

 

１２．民間企業のイニシアティブほか  ソース：Dentonsほか 

 

以下は、本年 4月に発表されたものの抜粋である。 

 アップルはゴールドマンサックスと協働で森林再生計画に投資するファンド「リストア」を設立。また、ア

ップルは SECに対し、上場企業が排出量やサステナビリティに関するデータを報告させることを要求し

た。 

 11 兆ドルもの投資資産を管理する投資家グループは銀行に対し、政治家による排出削減目標を

待たず、より大胆な目標値を掲げるように求めた。 

 大手企業幹部と投資家は共同で気候変動サミット参加首脳に対し統一的で市場に基づく排出

制限を行うことを求めた。 

 モーガンスタンレーは来る 9年間、低炭素化への投資に 7,500億ドルをコミット。 
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 IMF と世銀の春の総会で、コロナ禍の影響で借入金返済に苦労している低所得国がグリーンプロ

ジェクトに投資する代わりに借り入れを免ずることを発表。 

 

【所感】 

昨年 2020年 6月に議会民主党がまとめた Climate Crisis Action Plan は 2050年までの米国の

脱炭素を実現するべく 538ページに及ぶ大部の行動内容を定めている。 

今回のバイデンの Jobs Plan でも CCAP との整合を意識した部分が多々あるのであろうが、CCAP が

気候変動に特化したものであるのに対し、Jobs Plan はその名の通り、雇用創出が前面に出ている。そ

の意味では中間選挙を意識した、労働者雇用の充実と収入増、そのための組合結成支援、低所得

層・有色人種層のコミュニティ支援、公平化が随所に強調される。 

クリーンエネルギー優遇税制は皆、労働者優遇や組合結成優先と抱き合わせられている。 

バイデンは米国政治の歴史家と何度か会談し、F.D.ルーズベルト大統領や L.ジョンソン大統領を参考と

した Go big なプランでアメリカの経済成長と社会正義・平等の実現、そしてグリーン化を同時に図ろうと

していると思われるが、それらのマルチな目標の相互の関係がどう整合が取れているのかは今一つつかみづ

らい。  

口では石油・石炭産業からクリーン産業への転換をトップダウンで進める、後戻りしないと語るものの、雇

用と収入増を図れるクリーン化、グリーン化へのソフトランディングを促すイメージが感じられる。実際、議会

上院民主党の 50議席のうち、Joe Manchin議員は石炭産出州のウェストバージニア州選出であり、石

炭産業の雇用を脅かす政策には票を投じないとしている。石油・石炭産業のロビーイングも激しいという。 
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産業転換的なトップダウンの政策としてはむしろ、EU タクソノミーや EU 国境調整メカニズムといった EU

のイニシアティブが目立つ。ただ、その元ネタはマイケル・ブルンバーグを委員長として金融安定理事会

（FSB）により設立された気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）の提言のようで、根っこで

は欧米で繋がっている考え方ともいえる。 

2030 年までに 2005 年比で GHG 排出を 50%～52%削減というコミットの実現のイナーシャを中間選

挙までに作るためにも Jobs Plan の議会承認が求められるが、それが産業創出や産業転換の起爆剤と

なるのか、それとも世論と市場ニーズを感じる民間企業と投資家のパワーが実現をリードするのか、はたま

た加州やワシントン州のような先進州が強いトレンドを作り出すのか、そして議会共和党と石油・石炭産

業の反撃がどこまでのものとなるのか、今後の夫々の動きが注目される。    

   

以上 
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別紙① EU タクソノミーのステップ ソース： ブルーンバーグ 
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