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主要な定義  

緩和 

大気中の温室効果ガスの排出量を削減し、又は大気中から二酸化炭素を除去することによ

り、将来の気候変動の量及び速度を削減するための措置1。 

レジリエンス 

社会福祉、健康、経済、環境への被害を最小限に抑え、重大なマルチハザードの脅威を予期し、準

備し、対応し、回復する能力2。 

適応 

有益な機会を利用し、又はマイナスの影響を緩和する、新たな又は変化する環境への自然又は人

間のシステムの調整3。 

環境司法(EJ) 

環境関連の法律、規則、および政策の策定、実施、および施行に関して、人種、皮膚の色、文化、国

籍、または所得にかかわらず、すべての人が公平な扱いを受け、有意義な関与を行うこと。これによ

り、各人が(1) 環境上および健康上の危害から同程度の保護を受け、(2) 生き、学び、働き、再現す

るための健全な環境を確保するために、環境司法問題に関する連邦政府機関の行動に平等にアク

セスできるようにする。5。 

環境司法コミュニティ 

有色人種コミュニティ、低所得コミュニティ、部族コミュニティ、先住民コミュニティを代表するコミュニ

ティで、人の健康や環境への悪影響を経験しているか、それ以上を経験するリスクがあるもの6。 

不均衡に暴露された、または脆弱なコミュニティ 

気候変動、汚染、環境破壊が、先住民、カラー・コミュニティ、移民コミュニティ、非工業化コミュニテ

ィ、過疎農村コミュニティ、貧困層、低所得労働者、女性、高齢者、非居住者、障がい者、若者などに

不均衡な影響を与えることにより、組織的な人種、地域、社会、環境、経済的不公平を悪化させてい

るコミュニティ7。 

現場コミュニティ 

気候変動とその影響によって、すでに不均衡な影響を受けているか、または受ける可能性

がある低所得地域社会、カラーのコミュニティ、部族コミュニティ8。 

 

 
 

米国地球変動研究計画「用語集」、https://www.globalchange.gov/climate-change/glossary。
 2020年6月アクセス。 

2 同。 
3同。 
4同。 
5 H.R. 5986、すべての法律のための環境正義、第3節。

 (以下「万人のための環境司法」という。) 

6同。 
Rashida Tlaib下院議員事務所7、「Tlaib下院議員は、PFASの修正に成功した回答を主導する。 バラガーン & オカシオコーテスの支援 

不利な立場にあるフロントライン・コミュニティ」、プレスリリース、2020年1月20日。 

8 H.R. 4823、FEMA気候変動対策法、第116回会議。 

https://www.globalchange.gov/climate-change/glossary


| ページ 

1 

 

序文  

2020年6月に発表されたこの報告書の時点で、米国は苦境に立たされていた。 COVID-19のパンデ

ミックでは、米国で12万人以上の死者が出た。 在宅指令や事業の閉鎖によって、4,000万人の米国人

が職を失い、働く家族の生計が影響を受けた。 4人に1人以上の労働者が失業手当を請求し、失業申

告制度が破綻することが多かったため、さらに多くの労働者が失業手当制度を利用するのに苦労した。 こ

の経済危機は、多くの手段で「大不況」の最悪を上回り、パンデミック以前に存在した経済的不平等、特に

女性と有色人種の経済的不平等を悪化させた。 5月末、一部の州が徐々に再開し始めたが、アフリカ系

米国人の無防備な男性、ジョージ・フローイドを警察が殺害したことを受けて、米国は抗議運動を展開し

た。 その間、トランプ大統領は、統一された思いやりのある対応で米国をリードすることができず、むしろ不

和や不信の火を扇動する選択をした。 

 

このような背景から、気候危機を解決するために、なぜ民主党選出委員会が、この報告書を提

言とともに公表することを選択するのか、疑問の余地があるかもしれない。 

 

私たちは待つことができない。 2020年5月の大気中二酸化炭素濃度は、過去最高の月平均値を

上回った。 地球は、2019年に過去2番目に暑い年を経て、2020年5月には141年間の記録管理で世界最高の5

月の気温に結びついた。 地球が高温化し続けるにつれ、熱波、極端な嵐、干ばつ、洪水などの気候

関連の影響が悪化している。 COVID-19のパンデミックによって最も大きな打撃を受けた、最も脆

弱な人口-低所得のコミュニティとカラーのコミュニティは、人口、社会経済、健康の背景要因が気

候変動の危険な影響に対する脅威乗数として作用するため、最もリスクが高い。 

 

不作為がもたらす人的・経済的な有害なコストはますます増大する一方で、クリーンで気候の影響

に対してより強靱な米国のエネルギー、輸送、製造インフラの構築・再建を含む気候変動への解

決策は、経済を前進させる機会を提供する。 気候危機を解決することは大変な努力だが、それは、米

国の中産階級を強化・拡大することができる、高給で質の高い数百万人の仕事への道を提供する。 連邦

議会がパンデミックや経済危機からの回復を支援するための法案を策定するにつれて、クリーンエネルギ

ーや気候投資が短期的・長期的な経済回復の原動力となりうるのである。 

 

強靱でクリーンな経済を築くことは、私たちにもう一つの機会を与えてくれる。気候危機と、今日の

我々のコミュニティを悩ませている組織的な経済的・人種的不平等をもたらした過去の政策の失

敗を認識し、是正にコミットすることである。 この報告書は、気候危機の緊急性に対処し、数十年

にわたり低所得のコミュニティやカラーのコミュニティに負荷を与えてきた環境汚染の遺産を修復

し始めるための政策提言を提供する。 気候問題の解決には、正義と公平性を中心に据えなければなら

ない。 

 

ジョージ・フローイドの死に対する抗議は、過去の不作為の結果を思い出させるものであるが、CO

VID-19のパンデミックへの対応は、米国人が人命を救うために大規模に動員できることを示して

いる。 どちらも、忘れられた結論はないことを強調している。 今、私たちがやるべきことが未来を形作る。 次

に起こることは、人種の平等、公衆衛生、気候危機、である。それは私たちにかかっている。 
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要約  

米国のリーダーシップと創意工夫が、気候危機の解決の中心にある。 気候変動が国内外で深刻

な健康と経済的影響をもたらす中、米国は、科学に導かれ、国際社会と協調して、今日の若者と

未来の世代に住みやすい気候を提供するために、緊急に行動しなければならない。 私たちは、ム

ーンショットの技術革新、起業家の創造力、労働者の力、そしてすべての人に正義を確立しようと

する国家の道徳的な力を活用しなければならない。 私たちは協力し合い、気候の緊急事態の最

悪の影響を回避し、すべての人々のために、より強く、より健康で、より公正な米国を築くのだ。 本

報告書に概説されている「気候危機行動計画」は、労働者を重視し環境正義を進展させ気候危機

の課題に対処できるような、豊かでクリーンなエネルギー経済を構築することを目指して議会に向

けたロードマップを提供するものである。 

 

議会行動の枠組み  

2019年1月、下院決議6は「気候危機に寄与する公害やその他の活動の実質的かつ恒久的な削減を

達成するための政策、戦略、イノベーションに関する提言を作成する」ことを目的とした「気候危機に

関する超党派選出委員会」を設置した。9 決議は、政策提言を管轄の常設立法委員会に提出する

よう求めていた。10 選出委員会は、過去17カ月間にわたり、何百もの利害関係者や科学者と協議

し、文書によるインプットを求め、野心的な気候行動のための強固な立法政策提言を作成するため

の公聴会を開催した。 

本報告書では、選考委員会の多数が、炭素汚染をできるだけ迅速かつ積極的に削減し、気候変

動の影響に対してコミュニティをより強靱にし、持続可能で公平なクリーンエネルギー経済を構築

するという科学的要請を満たすために、包括的な議会行動の枠組みを提示している。11  これを受

けて、連邦議会は人々とコミュニティを気候政策の中心に据え、彼らが健康と生計のための気候行動の具

体的な恩恵を見て経験できるようにする必要がある。 

これは、実務的には、米国の経済とコミュニティの基盤である米国のインフラを建設・再建するこ

と、安全で、給料が高く、質の高い新しい世代の雇用を創出するために米国の製造業を再活性化

すること、農村部や非工業地域、低所得コミュニティ、カラー・コミュニティなど、最も必要とされる場

所への投資を優先すること、低所得労働者やコミュニティが汚染に不釣り合いにさらされ、気候変

動のコストと影響にさらされやすくなった経済的・人種的不平等の遺産を修復することを意味す

る。 気候危機の重大な被害に対応することによって、連邦議会はまた、最も脆弱な人々を保護するという

道義的義務と、将来の世代が繁栄することを可能にする施策にも取り組むことになるだろう。 
 

9 H.Res.6「第16回連邦議会およびその他の目的のための下院規則の採択」、第104条(f)、第116回連邦議会。 
10 H.Res.6は、2020年3月31日までに政策提言を行うよう選択委員会に指示した。

 COVID-19のパンデミック 

2020年6月まで、選択委員会の報告書発表を遅らせた。 

11本報告書は、ホワイトハウスが現在の権威を持って何をすべきかというよりも、気候危機に対処するために連邦議会がとるべき行動に焦点を当てている。 理想的には、立法措置と行政措置は補完的で

ある。 
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気候危機行動計画  

気候変動に関する政府間パネル(IPCC)は、温暖化を1.5℃に抑え、気候変動による深刻な影響

を回避する機会を得るためには、世界の人為的二酸化炭素純排出量を2030年までに世界全体

の2010年レベルから45%削減し、かつ2050年12までに純ゼロに達するという目標を達成する必要

があると結論付けた。そのために、「規模では前例のない」経済全体にわたる「急速かつ広範な」

移行が必要であるとされた13。 

 

「気候危機行動計画」は、2050年までに米国全体で温室効果ガス排出量をゼロにするという

目標を設定し、大統領に対し、その目標を達成するか、それを上回るよう野心的な暫定目

標を設定するよう指示し、今世紀後半に正味のマイナスの温室効果ガス排出量を達成する

ことを求めている。 

 

気候危機行動計画は、公衆衛生を守り、労働者、家族、コミュニティ、および気候変動の実存的脅

威に公正かつ衡平な方法で対処するために連邦議会に依存している現在と将来の世代を尊重す

る米国経済を構築するものである。 気候危機行動計画は、以下に詳述するように、議会の包括的な行

動のための数百の勧告をまとめ、12の主要な柱を中心にしている。 これらの提言は、農村であろうと都市

であろうと、全国のコミュニティに恩恵をもたらし、良好な地域雇用を創出し、汚染を減らす一連の政策解

決策を提供している。 

 

選出委員会の多数派は、非党派のシンクタンクEnergy Innovation: Policy and Technology LLC(「E

nergy Innovation」)と共に政策提言案をプレビューした。 Energy Innovationは、オープンソースのE

nergy Policy Simulator14を用いて、委員会勧告の一部を実施することによる排出削減とコベネフ

ィットをモデル化した。 Energy Innovationのモデルによれば、12の柱にわたる委員会多数派スタッ

フの提言は、2050年までに温室効果ガスの正味ゼロ排出を達成する道筋をつけることになる。 気

候危機行動計画からの勧告の一部は、次のようになるであろう。 

 

• 2030年に米国の温室効果ガスの純排出量を2010年比で37%削減し、2050年には2010年

比で88%削減する。15 残りの12%は、大型・オフロード輸送、産業、農業など、最も炭素削

減が困難な部門からの排出である。 

 

• 温暖化を1.5℃に抑えるために必要な排出削減に関するIPCCの指針に沿って、米国が

2050年までに二酸化炭素の正味ゼロ排出量に達するよう指導する。 

 

• 主に微粒子状物質による汚染を減らすことにより、2050年までに推定年間6万2,000人

の早死を回避し、大きな健康上の利益をもたらす。 

 

• 2050年までに、健康と気候の恩恵の累積額は、ほぼ8兆ドル(2018年の実質価値換算)と推定されてい

る。 

 2050年だけでも、健康と気候への便益は1兆ドルを超えると推定されている。 
 

12気候変動に関する政府間パネル(IPCC)、1.5℃の地球温暖化に関する特別報告書(2018年10月)14。 
13 同 17 
14エネルギーイノベーション:政策・技術有限責任組合、エネルギー政策シミュレータ、https://www.energypolicy.solutions/. 
15 これは、2030年までに2005年の水準を40%下回り、2050年までに2005年の水準を89%下回る。

 IPCCは、温暖化を1.5°に制限するための短期的な排出削減目標を記述する際に、2010年レベルを使用するため、2010年基

準点を使用した。 
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下記の各柱の下で政策提言を策定するにあたり、連邦議会は、包括的なステークホルダー・プロ

セスを実施すべきである。このプロセスは、政策選択の結果に最も影響を受けた人々から早期に

意見を求め、フィードバックを求めるものである。 特に、連邦議会は、労働団体および「EJ第一線と境

界線のコミュニティの声と立場を有意義に関与させ、重視すべきである」16 

 

第1の柱:公正、公平かつ強靱なクリーンエネルギー経済を構築するためのインフラへの投

資 

議会は、温室効果ガスの排出を削減し、気候の温暖化による避けられない影響に耐えるため

に、同国のインフラを再建し、近代化するために、深く、持続的なコミットメントを行う必要があ

る。 そうすることで、給料が高く、質の高い雇用が創出され、米国の中産階級が拡大し、公平な経済の

ための強固な基盤が築かれる。 

 

2040年までに発電からの純ゼロエミッションを達成するために、よりクリーンで弾力性のある電力セクタ

ーを構築する 

電力部門の脱炭素化は、2050年までに経済全体で純ゼロ・エミッションを達成するための国家戦

略の要である。 運輸、建築、産業部門における主要な最終用途の電化は、これらの部門からの排出を削減

するために不可欠である。 しかし、グリッドができるだけ早く清潔にされなければ、電化は唯一の非炭素化

戦略として機能しない。 省エネルギー化は、予想される電化による電力需要の増加を緩和し、消費

者のエネルギーコストを削減することができる。 

 

電力グリッドが包括的な気候戦略の中心的な存在となるにつれ、その信頼性と気候関連の脅威

に対する回復力がさらに重要になる。 最近の事象から、電力系統は、送電線を破壊する極端な暴風雨な

どの気候関連の災害に対して脆弱であるが、熱く乾燥した気候で周囲の植物を発火させる送電線起因の野

火などの災害も引き起こす可能性があることが示されている。 

 

政策骨子: 議会は、2040年までに電力部門での正味ゼロ・エミッションを目的として、クリーン・エ

ネルギー基準を、また電化による電力需要の増加を平準化し、消費者の電力料金を節約するた

めに、エネルギー効率資源基準をそれぞれ制定すべきである。議会は、エネルギー効率、再生可

能エネルギー、ゼロ炭素電源の短期的な展開を最大化するために、クリーンエネルギー税優遇措

置や、エネルギー効率化・保全ブロックグラント・プログラム(EECBG)などの公的支援制度を拡充・

拡大すべきである。 長期的には、議会は技術全体、特にエネルギー貯蔵分野の研究開発に投資する必要

がある。 

連邦議会は、低所得のコミュニティとカラーのコミュニティが、これらのクリーンエネルギー資源

に公平にアクセスし、その恩恵を受けることを確保すべきである。 

 

国の膨大な再生可能エネルギー資源を陸上および沖合で十分に活用するために、連邦議会

は、連邦エネルギー規制委員会(FERC)に、優先度の高い地域回廊に州間送電線を増設する長

期送電インフラストラクチャー戦略を策定するよう指示しなければならない。 連邦議会はまた、FER

Cに対し、クリーンエネルギーからの発電の成長を遅らせる電力市場の障害を取り除くよう指示すべきであ

る。 
 

 

16 公平で公正な気候プラットフォーム(https://ajustclimate.org/about.html.) 2020年6月アクセス。 

https://ajustclimate.org/about.html
https://ajustclimate.org/about.html
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連邦議会は、このグリッドを気候の影響に対してより強靱にするために、州、地方、部族、およ

び準州の政府、公益事業者、労働者、コミュニティと協力して、電力網の物理的インフラを強化

し、グリッドの混乱を迅速に検知するための新技術を導入し、クリーンなマイクログリッドや分散

型エネルギー資源へのコミュニティのアクセスを促進し、集中型グリッドへの家庭の依存度を低

下させる必要がある。 

 

よりクリーンで弾力性のある運輸部門の建設 

自動車、トラック、バス、航空機、船舶、鉄道などの運輸部門は、米国内におけるエネルギー関連

の二酸化炭素排出の最大の原因である。 どのモードでも、排出量は車の燃費、燃料の炭素集約度、

毎年の走行距離の関数である。 しかし、運輸部門の各部門は、ゼロ・エミッション技術革新の異なる

段階にあり、非炭素化に特有の課題に直面しており、その結果、個別の政策アプローチが必要と

なる可能性がある。 適切に設計された政策は、国内で高給の雇用を生み出し、米国の競争力を強化す

る、新たな製造とサプライチェーンの革新につながるはずである。 

 

交通インフラは、気候問題への寄与に加え、橋や道路を洗い流す洪水、航空機を地上に留める

熱波など、極端な天候や気候への影響に大きくさらされている。 レジリエンスを築くための積極的な

行動がなければ、気候変動は最もクリーンな輸送システムの信頼性と能力を損なうことになる。 

 

政策骨子政策骨子:議会は、新型ガソリン車やディーゼル車を可能な限りクリーンにする一方で、

ゼロ・エミッション技術をすでに利用可能な分野への展開を加速すべきである。 これには、自動

車、大型トラック、航空機の温室効果ガス排出基準の設定、2035年までにゼロエミッション車、204

0年までに大型トラックの販売を100%達成するための国家販売基準の制定、全国規模でゼロエミッ

ション燃料供給インフラを構築するためのインセンティブの提供などが含まれるべきである。 これ

らの政策には、よりクリーンな自動車とその部品の国内生産をより確実にするための野心的なイ

ニシアチブが伴わなければならない。 同時に、議会は、残りのガソリン車や、航空・長距離トラック輸送・

船舶など短期から中期的に電化が選択肢とならない輸送モードからの排出を削減するために、低炭素燃料

基準を制定すべきである。 議会はまた、運輸部門のより非炭素化しにくい部分のために、新しいゼ

ロ・エミッション技術と燃料を開発し、実証するための積極的な研究に投資すべきである。 

 

乗用車からの汚染を減らすことは、運転者が仕事やサービスにアクセスするために毎年さらに遠く

まで移動しなければならない場合、より困難な課題となる。 議会は、住宅、企業、クリティカル・サ

ービスをよりアクセスしやすくするために、地域社会や州と協力する必要がある。また、公共交通

機関やその他のゼロ炭素・モードへの連邦政府支出を倍増させ、より低炭素で、利便性が高く、手

頃な交通手段を家庭に提供する必要がある。 連邦政府の政策は、すべての交通システムが気候

の影響に耐えるように設計され、維持され、修復されることを確実にすべきである。 

 

エネルギー効率を最大限に高め、排出量をゼロにするための住宅の建設・改良とビジネス 

米国のエネルギー消費の40%は建物である。 建築部門を完全に非炭素化するためには、新築

および既存の建築物はエネルギー効率を最大化し、オンサイトまたは近くでクリーンエネルギ

ーを生成しなければならない。 
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実現可能で、グリッドの脱炭素化として最終用途を電化し、建築や材料からの排出をなくす。 この

変革には、すべてのコミュニティや、規模、年齢、気候、目的、所有権、利用形態が異なる数百万

の米国の建物に広範な投資を行う必要がある。 これらの投資は、地域経済の発展を促し、高給

の雇用を創出し、全国のコミュニティの生活の質を向上させる。 連邦政府は、州政府および地方

自治体と協力して活動しなければならない。なぜなら、連邦政府は、その管轄区域内の居住用お

よび商業用建築物の設計および建設に関する権限を主に有するからである。 

 

政策骨子政策骨子:議会は、2030年までにすべての新しい住宅・商業ビルをゼロ・エミッションにす

ることを目標に、ネット・ゼロ・エミッション建築法を含む最新のモデル建築法を採用し、ネット・ゼ

ロ・ビルの建設に対する税制上のインセンティブを確立するよう、州と都市にインセンティブを与え

るべきである。 議会は、新たな連邦政府の建物についても2030年までにゼロ・エミッションを達成

するよう要請すべきである。 議会は、既存の建築物からのエネルギー利用と排出を削減するため

に、商業建築物のベンチマーキング要件を設定し、都市と州に対し、建築物の性能基準の採用を

奨励すべきである。また、エネルギー効率改善、オンサイト再生可能エネルギー発電、建築物の

暖房や給水などの最終用途の電化に対するインセンティブを提供する、低所得および最前線のコ

ミュニティにおける大規模な気象化と効率化に投資する、連邦政府の建築物には、深度のエネル

ギー改修、エネルギーと排出のベンチマーキングの実施、野心的なエネルギー利用と排出原単

位目標の達成を義務付ける等の政策をとるべきである。 建築物建設からの排出を削減するため、議

会は建築物の再利用を奨励し、連邦政府の建築物に低排出建築材料の使用を義務付けるべきである。 

 

清潔な水を供給し、壊滅的な洪水を防止するための水システムに投資する。 

全国の水システムは、慢性的な過少投資と維持の遅れのため、特に低所得のコミュニティと有色人

種のコミュニティでストレスにさらされている。 気候危機は、水・排水インフラ、堤防、ダムの状況が圧

倒的なため、公衆衛生と安全上の緊急事態を増大させる恐れがある。 必要とされる投資は相当なもの

であるが、放置を続けることのコストははるかに大きい。 

 

政策骨子政策骨子:議会は、洪水、干ばつ、浸食の頻度の増加や被害の増加など、気候への影

響を考慮した水インフラの回復力に関する新たな基準を策定すべきである。 議会はまた、水イン

フラ・プロジェクト、特に、環境司法コミュニティへの積極的な参加を確保すべきである。環境司法

コミュニティへのインプットは、気候変動の影響を低減する方法についての決定に役立つはずであ

る。 議会は、自然に根ざした戦略を統合した革新的な資金調達アプローチを、安全で清潔な水供給、効率

的な廃水処理、そして、ますます極端な条件下で適切に配置され、設計され、維持されるダムや堤防を確保

するために適用する必要がある。 

 

気候への影響に備えて、米国の通信ネットワークを準備する。 

無線およびブロードバンド・ネットワークの信頼性は、気候の回復力にとって重要である。 無線ネッ

トワークの障害は災害対応や9-1-1のサービスを妨げ、ブロードバンドへの不均衡なアクセスは「デジタル・

ディバイド」を生み出し、気候危機の影響を最も受けている現場や農村コミュニティの既存の不平等を広げ

る。 
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政策骨子: 議会は、次世代9-1-1に投資し、災害時の無線通信ネットワークの信頼性を確保するた

めに、連邦通信委員会を指導すべきである。 議会は、災害時の教育、遠隔医療、その他の必要不

可欠なニーズに対する信頼性と普遍性のあるアクセスを達成し、インターネット・サービスの継続性

を提供することを目的として、ブロードバンド・ネットワークを拡大すべきである。 

 

米国の石油・ガスインフラストラクチャーからの漏れを埋め、汚染を減らす。 

油井のパッドからパイプラインに至るまで、石油や天然ガスのインフラが漏れ出すと、気候の超汚

染物質であるメタンが大気中に放出される。 これらの漏洩を検知し、メタンを回収して有益な販売を行

うための技術が存在する。 石油・ガスの生産・輸送は、大気・水質にもリスクをもたらすが、基本的

な環境法の適用除外を受ける。 

 

政策骨子:議会は、石油・ガスセクターのメタン汚染削減目標を、2025年までに65~70%、2030年まで

に90%と2012年比で設定し、メタンの日常的な燃焼を段階的に廃止すべきである。 パイプラインにつ

いては、連邦議会は、規制当局に対し、メタン漏洩を検知し修復するためのパイプライン事業者のための新

たな基準を設定するよう指示し、都市や州に対し、10年以内に天然ガス配電線からのメタン漏洩を排除す

るための財政的支援を提供し、FERCが新たな天然ガスインフラの立地に際して気候科学と国民の意見を

考慮することを確保するため、連邦電力法を改正すべきである。 連邦議会はまた、大気汚染防止法、水質

汚濁防止法、資源回収・保全法において、石油・ガス産業に対する免除を廃止すべきである。 

 

第2の柱:クリーンエネルギーのイノベーションと展開、深い脱炭素技術 

IPCCの科学者らは、温室効果ガス排出量を削減し、温暖化を1.5℃に抑えるためには、世界がクリ

ーンエネルギー技術をできるだけ早く展開する必要があることを示した。市場の力や国家・州の政

策はすでにある程度のクリーンなエネルギー技術を実現しているが、官民による本質的な投資が

この流れを加速させるだろう。 しかし、経済の完全な非炭素化には、まだ発明されていない新しい技術が

必要になるかもしれない。 研究、開発、実証、展開のすべてのプロセス段階における強固なイノベー

ション政策は、新しいクリーンエネルギーやその他の炭素削減技術のタイムリーで広範な実施に

不可欠である。 

 

政策骨子: 議会は、世界的なクリーンエネルギーイノベーションを加速させ、連邦のクリーンエネル

ギー研究、開発、実証のための資金を増やすための世界的なイニシアティブである「イノベーショ

ンへの使命」を再確認し、気候変動に関連するイニシアティブのすべての段階を支援すべきであ

る。DOE(エネルギー省)の使命を優先し、この目標を達成するためにDOEを再編する。地域エネル

ギーイノベーション・パートナーシップのようなイニシアティブを通して技術移転と商業化を促進す

る。脱炭素化技術と気候変動インフラの展開に民間投資を活用するために、国家気候銀行とDOE

融資保証プログラムを創設し、DOE融資保証プログラムを拡大する。 DOEエネルギー司法・民主主

義議会は、環境司法コミュニティがエネルギー効率と再生可能エネルギーのイノベーションにアクセスし、エ

ネルギー貧困を削減することを確保するため、DOEエネルギー司法・民主主義プログラムを開始すべきで

ある。 民間資本を気候に優しい投資にシフトさせるために、連邦議会は、企業の情報開示と気候

関連の金融リスクに関する連邦政府の分析を必要とすべきである。 
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第3の柱:米国産業の変革とクリーンエネルギー・ゼロエミッション技術の国内生産拡大 

 

世界は、ゼロ・エミッション技術を展開し、よりクリーンで弾力性のあるインフラを構築する必要性に

触発され、製造業と産業の変革に注力している。 米国は、この変革の世界的リーダーとしての地位を

確立し、その過程で、高給の、高品質な製造業の新しい世代の雇用を促進する機会を手にしている。 

 

世界的な気候リーダーシップのための米国産業の再構築 

産業部門は、その多様性とエネルギー集約的なプロセスへの依存を考えると、炭素削減が最も困

難な部門の一つかもしれない。 産業からの排出をなくすためには、新技術の発見と、産業効率、電化、炭

素回収、低排出水素、材料の再循環・代替といったプラットフォーム技術の開発と展開が不可欠である。 今

世紀半ばまでに純ゼロ・エミッション産業部門を達成するための包括的なアプローチは、米国の競

争力を高め、質の高い国内雇用を創出し、労働者とコミュニティのためのクリーン、安全、公正、公

平な産業開発を確保するであろう。 

 

政策骨子政策骨子政策骨子:議会は、産業施設からの排出削減を保証するために、パフォーマンス

基準を確立すべきであり、それを国境調整メカニズムと組み合わせて、公害性の高いプロセスで製

造された外国製品との競争条件を平等にするのである。 これらの基準を補完するために、議会は、

炭素回収、利用、貯留を含む産業部門の脱炭素化のための画期的な技術と基盤技術の研究、開

発、実証を支援すべきである。また、ローン・ファンド、グラント、および効率向上、プロセス変更、およ

び再開発のための税制上のインセンティブへのアクセスを産業部門の企業に提供すべきである。低

炭素水素を含む主要な脱炭素化技術のためのインフラを開発すべきである。連邦政府の「バイ・クリ

ーン・プログラム」を通じて低炭素財の市場を創出するべきである。 議会は、研究開発、インフラスト

ラクチャー、資材の効率化、代替、再利用の基準を支援することにより、廃棄物や汚染を排除するサ

ーキュラー・エコノミーへの移行を促進すべきである。 

 

クリーンエネルギー、クリーンカー、ゼロエミッション技術の国内生産への投資 

米国のイノベーションは、世界的な気候危機を解決する上で極めて重要であるが、それは米国のリーダーシッ

プにとってひとつの策にすぎない。 

米国の労働者こそがこれらの米国のアイデアを製造する者であるべきであり、国内で質の高い雇用を生

み出し、海外への強固な輸出市場を創出するべきである。 

 

政策骨子:国内の製造を促進するために、議会は、国内のクリーンエネルギーおよびグリッド技術

製造施設の再編、拡張、設立、クリーンエネルギー、エネルギー効率、脱炭素技術および製品に

対する生産税控除の創設、ゼロ・エミッション車両製造のための米国既存施設の新設または改造

のためのDOEグラント・プログラムおよび融資保証の拡大、クリーン技術製造および重要な鉱物サ

プライ・チェーンに関する国家戦略の策定のための税額控除を創設すべきである。 連邦議会は、

イノベーションのための連邦政府の資金を、結果として得られる技術の国内製造に結びつけるべ

きである。 連邦議会はまた、国内のクリーンエネルギーおよびゼロ・エミッション技術および製品に

対する需要を構築するために、連邦政府の調達政策を活用すべきである。 
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最先端の炭素除去技術の開発・製造・展開 

IPCCによれば、地球温暖化を1.5℃に抑制するすべての経路では、正味のマイナスの排出量を達

成するために、直接的な空気回収などの二酸化炭素除去が必要である17。米国は、この不可欠な

技術の開発、展開、輸出において世界をリードする機会を持っている。 

 

政策骨子:米国で直接大気捕獲産業を立ち上げるために、連邦議会は、炭素除去研究開発への

連邦政府の投資を劇的に増加させ、直接大気捕獲技術に対する財政的インセンティブを改善し、

炭素を地下に安全に貯留する実証プロジェクトを拡大し、大気中から回収された炭素から作られ

る燃料の市場を創出するべきである。 

 

第4の柱:クリーンエネルギー技術の壁を打ち破る 

 
クリーンエネルギー技術は、急速かつ広範な展開を妨げるいくつかの構造的障壁に直面してい

る。 リストの上位には、石油、石炭、その他の既存のエネルギー技術を新技術と比較して優遇する税法と、

化石燃料の燃焼による炭素汚染のコストを説明できない経済システムがある。 

 

政策骨子議会は、遅くとも2050年までに純ゼロ・エミッションを達成することを支持する、より公平な

税法の構築に向けた第一歩として、大規模石油・天然ガス企業に対する税制優遇措置を廃止すべ

きである。 

議会はまた、市場が解決されていない汚染のコストを説明できないことを是正するために、炭素価

格を設定すべきである。 炭素価格は銀の弾丸ではなく、深刻な汚染削減を達成し、気候の影響に

対するコミュニティの回復力を強化するための一連の政策を補完すべきである。 議会は、価格と、

環境司法コミュニティ内の施設から測定可能な汚染削減を達成するための政策、およびエネルギ

ー集約的で貿易にさらされている産業が、汚れた技術を使って外国の競合企業から不公正な競

争に直面しないようにするための政策とを組み合わせるべきである。 

 

第5の柱:米国の労働者に投資し、公正な経済を築く 

 

気候変動に対処し、できるだけ早く純ゼロ・エミッションに到達することは、労働者とそのコミュニテ

ィにとっての公平性と公正性のより強固な基盤の上に、経済を再建する特別な機会を提供する。 

スマート気候政策は、経済的に脆弱なコミュニティに目に見える便益をもたらし、働く人々を前面と

中心に置き、すべての米国民にとって、高給で質の高い仕事とアクセス可能なキャリアパスを提供

しなければならない。 クリーンエネルギー経済の構築は、COVID-19のパンデミックに端を発する経済危

機を緩和し、失業した米国人の職場復帰を支援することができる。 議会はまた、炭鉱労働者やその他

の化石燃料労働者の貢献を尊重し、これらの労働者とそのコミュニティに包括的な一連の制度的

支援を提供する必要がある。 

 

政策骨子:連邦議会は、労働者が組合を結成し、より高い賃金、より安全な労働条件、より良い給

付について交渉する権利を確保すべきである。 クリーン・インフラへの新たな投資を承認し、検討

する際には、連邦議会は、強力な労働基準を満たすプロジェクトにのみ連邦政府の資金提供を約

束すべきである。 化石燃料からの経済移行によって最も影響を受けた石炭産業からの退職者やコミュニ

ティを支援するために、連邦議会は国家経済移行事務局を設立し、コミュニティと労働者に対する連邦政府

の経済・労働力開発支援を調整、拡大すべきである。 
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17 気候変動に関する政府間パネル、地球温暖化特別報告書1.5℃(2018年10月)14。 
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第6の柱:汚染を減らし、環境正義を推進するために、不釣り合いに曝露されたコミュニ

ティに投資する。 

米国では、有色人種コミュニティ、低所得コミュニティ、部族・先住民コミュニティが、「汚染された大

気、水路、景観への曝露を含む環境上の危険に不釣り合いに苦しんでいる」18.これらのコミュニティ

は、健康への影響や気候変動によるコストの増大に対して、より脆弱である。 連邦の気候政策は、「気

候危機と環境人種差別に正面から取り組む一方で、すべてのコミュニティの公衆衛生と福利を改善する」必

要がある19.これらのコミュニティの指導者を政策立案過程の早い段階で関与させ、その専門知識を広く求め

ていくことが、政策がコミュニティで機能し、最も必要としている人々に利益をもたらすことを確実にするために

不可欠である。 

 

政策骨子:環境正義は、連邦の気候と環境政策の中心になければならない。 連邦議会は、環境

保護庁に対し、許可済み施設の累積的な汚染影響を考慮するよう指示すべきである。連邦政府

の気候、健康、環境政策が環境司法コミュニティに与える累積的・配分的な影響に関する連邦政

府による調査および学術的な研究を支援する。これらのコミュニティに、クリーンエネルギーの導

入や老朽化したインフラの代替のための新たな連邦支出やプロジェクトに関する優先順位をつけ

る。USDA、部族、環境司法コミュニティ、NGOと協力して、食料不安に対処する。連邦政府の有意

義な関与と環境司法コミュニティとの協議を確保する。環境司法コミュニティが政策立案プロセス

に参加する能力を高める。 

 

第7の柱:公衆衛生の改善と保健インフラに対する気候リスクの管理 

 
気候変動の影響は、熱波、劣化した大気質、洪水、感染症、その他の脅威に対処するための資源

が少ない、最前線のコミュニティや脆弱な人々の健康に不釣り合いに影響を与える。 人々は、これ

らの脅威に直面したり、自然災害に見舞われたときに、助けを頼るための強固な公衆衛生システムが必

要である。 COVID-19のパンデミックで示されたように、医療システムは大規模な出来事に対応する準備も

装備も整っていないことがあまりにも多い。 

 

政策骨子: 議会は保健社会福祉省に、極端な天候、汚染、食料不安、その他の気候変動の影響

により不釣り合いに被害を受けている第一線のコミュニティと脆弱な人々の健康に関連するニー

ズを含め、気候関連の健康リスクの準備と対応においてコミュニティと保健省を支援する国家戦

略行動計画を策定するよう指示すべきである。 連邦議会はまた、世界的なサーベイランスと潜在

的な健康上の脅威への対応に対する米国の支持を増やすべきである。さらに保健商品のサプラ

イチェーンを強化し、疾病対策予防センターの能力を拡大し、気候関連の仕事で州、地方、部族、

地域の保健局を支援すべきである。 
 

 
 

18「すべての人のための環境司法」第1節。 
19の公平で公正な国家気候プラットフォーム(https://ajustclimate.org/about.html.) 2020年6月アクセス。 

https://ajustclimate.org/about.html
https://ajustclimate.org/about.html
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また気候の影響に対して、保健システムをより強じんなものにするためのプログラム、気候危機の

精神的・情緒的健康への影響に対処するための支援を増やすためのプログラムへの資金提供を

行うべきである。 

 

第8の柱:気候問題解決のための米国農業への投資 

 
米国の農家や牧場主は、気候危機を解決する上で極めて重要なパートナーであり、多くの農業

技術は貴重な気候と生態系の利益を提供することができる。 低耕作ではない農業、被覆作物の栽

培、作物輪作の多様化、輪作放牧、栄養管理の改善などの気候管理技術は、排出量を削減し、炭素固

定を強化し、土壌を極端な天候に対してより強靱にする。 これらの慣行を採用することに関心のある多くの

農業者は、農務省、地域の保全地区、普及サービス、および歴史的に黒人のカレッジや大学、部族大学を含む

土地無償大学からの事前の財政的・技術的支援から恩恵を受けられることになる。 

 

政策骨子:米国議会は、米国の農家や牧場主が気候管理手法を採用する努力を支援するための投

資を劇的に増やすべきである。 農業者に対するこの連邦政府のコミットメントには、気候緩和と回復力に重

点を置いて、農業法案保全プログラムへの資金提供を増やすとともに、農家や牧畜業者に対する財政的・技

術的支援を拡大することが含まれるべきである。 

さらに、連邦議会は、米国のすべての農地に気候管理の実践目標を設定し、気候管理の実践を

広く普及させるために連邦政府の能力を高めるために、農務省の資源、研究、およびパートナー

シップを拡大すべきである。 次世代の農業者を支援し、公正、公平かつ気候に優しい食料システムを構

築するために、議会は、気候緩和と適応を、新顔で、初心者の、そして社会的に不利な立場に置かれた農

業者と牧場主のためのプログラムに組み込み、これらのプログラムへの投資を増やすべきである。 議会は

また、エネルギー効率と再生可能エネルギーを農場に取り入れ、農地を開発やその他の非農業用途から

保護するよう、農家や牧畜業者に奨励すべきである。 包括的アプローチの一環として、議会はまた、地方

および地域の食料システムを支援し、食品廃棄物と闘うためのイニシアティブを策定すべきである。 

 

第9の柱:米国のコミュニティを気候変動の影響により強靱にする 

 
気候変動の影響は、すでに全米で顕在化しており、気温の上昇、深刻化する嵐、野火の被害な

ど、さらに深刻化すると予測されている。 多くのコミュニティがこれらの脅威に対応するために行動

を起こしている一方で、連邦政府は、彼らが土地利用の管理を改善し、強固な建築基準と開発基

準を採用し、リスクが増大している地域からより安全な場所への移行を支援する必要がある。 回

復力のギャップを埋めるためには、多額の官民投資が必要であり、資金の効率的な利用を確保す

るためには、気候リスクをプログラムの設計や優先事項に組み込む必要がある。 

 

気候の回復力と公平性におけるコミュニティのリーダーシップを支援する 

州、地方、部族、領土の指導者たちは、気候危機が地域社会の福利に与える脅威を直接知って

いる。 多くの人々はすでに、排出量を削減し、コミュニティがより強靱になるよう準備するための措

置を講じている。 情報、指導、資金の不足に苦しむコミュニティを支援し、地域の能力と能力を構築し、海

洋の上昇、野火、異常気象といった実存的な脅威に立ち向かわせるためには、連邦政府の行動が必要で

ある。 
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政策骨子:議会は、州、地方政府、部族、地域(SLTT)に技術支援を提供し、SLTT計画を支援し、

特に環境司法コミュニティのために有意義な市民参加を伴うコミュニティ適応・回復プロジェクトに

投資するために、国家気候適応プログラムを設立すべきである。 連邦議会は、部族の技術的能力を

支援、構築または増強するための障壁を克服し、公平な基準資金を確保するために、連邦政府全体で調

整する部族政府タスクフォースを設置すべきである。 

気候の回復力のための計画と投資は、現地の労働力の能力を構築し、活力ある地域経済に良好な

雇用を提供すべきである。 

 

実行可能な科学、規範、基準に基づいた構築と再構築 

政府、企業、コミュニティ、家庭は、気候関連のリスクに対応するために信頼できる情報を必要と

する。 建築基準は、洪水、野火、熱帯低気圧、その他の危険に対してより強靱性を確保するために、最

新の気候リスク情報を反映すべきである。 強力な規範や基準を採用することで、リスクや保険コストを軽減

しつつ、不動産の価値を高めることができる。 

 

政策骨子:議会は、地域的な気候リスク情報を開発し、レジリエンス・コード、仕様、基準の策定に

気候リスク予測を組み込むために、気候リスク情報サービスを設立すべきである。 連邦議会は、

連邦政府が支援する活動(気候の回復力と災害復興への投資を含む)のために、連邦洪水と山火

事の防減災措置基準を確立すべきである。 連邦議会は、州、地方、民間の強靱性への投資を奨

励するために、連邦税法を改正すべきである。 

 

気候災害リスクの低減と災害復旧の加速 

2005年以降、連邦政府は災害支援に少なくとも4,500億ドルを費やしている。 気候変動により、天

候災害とそれに関連する連邦支出が増加すると予想される。 これらの影響は、低所得世帯、農業

者、伝統的に疎外されてきたコミュニティに最も大きな打撃を与え、住みやすさと社会的回復力の低下傾向

をもたらしている。 

 

政策骨子:連邦議会は、以下の事項に関し、劇的に増額し、安定した連邦投資を提供しなければならない。 

災害前の緩和と強靱な災害復旧を行い、インフラを強化し、安価で強靱な住宅を支援し、連邦政

府の支援を求めている家族、企業、コミュニティが最も危険な地域からの撤退を支援することな

ど。 連邦議会はまた、連邦の洪水マッピングと保険プログラムを改革し、将来を見通した予測を提

供し、低所得世帯が洪水保険に加入できるよう支援し、保険に加入していない洪水による損失を

減らすための保険適用範囲を拡大しなければならない。 連邦議会は、破壊的な山火事への生命、

財産、天然資源の損失リスクを低減するために、国の野生火災緩和戦略を求め、連邦政府による山火

事に対する抵抗力への投資を増やすべきである。 いずれにせよ、連邦議会は、第一線のコミュニテ

ィ、農村コミュニティ、小規模企業など、気候変動の影響を何度も受けないようにするために、投資

を優先させなければならない。 

 

気候変動への対応計画を連邦政府機関の活動の不可欠な要素とする。 

気候変動はすでに連邦政府のあらゆる機関の活動に影響を及ぼしており、地球が温暖化するに

つれて、その影響はさらに悪化し続けるだろう。 米国郵政公社から国防総省に至る連邦政府機関は、

気候の混乱の中で必要不可欠なサービスを提供し、その計画を州、地方、部族、および領土のパートナー

と調整する方法を計画する必要がある。 
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政策骨子: 連邦議会は、気候危機が連邦政府機関およびその任務と活動を混乱させる可能性が

ある方法に対処するために、気候適応計画と調整を必要とすべきである。 

機関の適応計画は、環境司法コミュニティや脆弱な人々に対する気候の影響に取り組む機会を

特定する必要がある。 連邦議会はまた、主要な政府供給者に対し、連邦政府との契約締結の検

討事項として、サプライチェーンと業務に対する温室効果ガス排出量と気候リスクを開示するよう

要求すべきである。 

 

第10の柱:米国の陸地、水域、海洋、野生生物の保護と復元 

 
米国の景観や天然資源は、炭素を固定し、野生生物に重要な生息地を提供し、生態系やコミュニテ

ィを気候変動の影響に対してより強靱にする大きな可能性を持っている。 森林、草原、湿地などの生

態系は、根、植物、土壌中で炭素を捕捉し貯蔵する自然で効率的な炭素吸収源である。 米国の公有地と

海洋を正味の炭素吸収源とし、包括的な気候戦略の中心的な特徴とするために、米国の土地管理

機関は、公有地や水域での新たな化石燃料のリースを制限し、再生可能エネルギーの生産を増や

し、森林再生や湿地回復などの自然気候の解決策の最大限の活用を図らなければならない。 

 

自然気候ソリューションの可能性を最大限に引き出す 

天然システムに炭素を貯留することは、大規模な二酸化炭素削減を実現し、コミュニティと生態系

の回復力を向上させるための、実証済みで費用対効果の高い方法である。 連邦議会は、米国の

土地、水域、海洋の保護を拡大することによって、数十年に及ぶ森林減少を逆転させ、炭素貯蔵

能力を強化し、土地の攪乱や採取活動による汚染を回避することができる。 

 

政策骨子:議会は、2030年までに米国の全土地・海域の少なくとも30%を保護し、生態学的、生物

多様性、炭素固定価値の高い連邦および非連邦の土地・水域を優先するという国家目標を設定

すべきである。 現在、米国の国土のわずか12%、米国の海洋—主に西太平洋の遠隔地やハワイ北西

部の海洋記念物—の26%が永続的に保護されている。 この目標を達成するために、連邦議会は、価値の

高い保護指定を通じて景観、自然空間、米国にとっての虎の子である公有地を保全・復元し、連邦政府の

土地管理機関に部族、州政府、民間土地所有者、地域社会と協力して取り組むよう指示すべきである。 

議会はまた、環境司法コミュニティにおける個人のために、これらの自然空間への公平なアクセス

を確保するためのイニシアティブを策定し、資金を提供すべきである。 

 

森林や、海洋、湿地、河川などの生態系を含む「青い炭素システム」は、重要な炭素吸収源であ

り、重要な抵抗力を提供する。 議会は、成熟した成長林と古い成長林を保護し、都市の樹冠を改

善するために、公有地と私有地(都市部を含む)への森林再生、再植林、新規植林に投資し、コミュ

ニティの安全と生態学的健康のために山火事を制御し、気候と生物多様性の利益に焦点を当て

た森林管理活動を確保し、原生草地を保護・回復すべきである。 この天然資源の回復作業を完了す

るために、連邦議会は文民保存部隊を再設立すべきである。 議会はまた、炭素を回収し、洪水や暴風

雨から海岸線を保護するための「青色炭素システム」を保護、保全、復元し、責任ある位置にある

海洋ベースの再生可能エネルギーを拡大し、海洋の酸性化と生物多様性の減少に対処し、気候

適応を漁業管理に取り入れ、沿岸回復のための自然インフラを優先するべきである。 
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天然気候の解決策はまた、気候変動から無数の課題に直面する野生生物や絶滅危惧種を保護

する。 議会は、野生生物の回廊を作り、移動、生息範囲の拡大、交配を促進する。連邦政府の天

然資源機関は、変化する気候に種が適応するのを支援するために、調整された景観保全戦略を

策定するよう指示する。土地所有者が自らの土地に生息する野生生物の生息地を保護する努力

を支援する。気候変動との関連で、絶滅危惧種法の施行を改善する。 

 

公共の土地や水を気候問題の解決策の一部とする 

公有地における化石燃料の採取は、米国の二酸化炭素排出量の4分の1近くを占めており、公有地

は温室効果ガスの純排出国となっている。 包括的な連邦戦略は、米国の公共用地や水域を価値ある炭

素吸収源に変え、気候計画の成功の基礎とすべきである。 

 

政策骨子: 議会は、遅くとも2040年までに、公共用地および公共用水域の正味ゼロエミッションを

達成するための包括的な公共用地気候計画を策定するよう、連邦政府の土地管理機関に指示す

べきである。 この目標を達成するために、連邦議会は、化石燃料の採取に依存するコミュニティに

対する強固な経済開発と労働者の移行支援を確保しつつ、公有地に対するすべての新しい化石

燃料リースのモラトリアムを課すべきである。また、外陸大陸棚のすべての地域で新たな洋上石

油・ガスのリースを禁止し、石油・ガスの採取によるメタン汚染を削減し、再生可能エネルギーの生

産を増加させるべきである。 さらに、連邦議会は、野生の場所や特別な場所を保護し、米国の最後に残

された野生の景観、かけがえのない文化遺跡、国立公園や記念碑、重要な野生生物の生息地や回廊な

ど、掘削や採掘活動を制限しないようにすべきである。 議会はまた、公有地での石油・ガス採掘に対する

不公平で高価な政府補助金を廃止し、公有地で提案されているすべてのプロジェクトについて、強固な環境

レビューと接着要件を確立・維持し、安全と環境の脅威をもたらす棄却井戸を埋め立てるべきである。 

 

第11の柱:米国の国家安全保障と米国の復興に対する気候リスクとの対決 

国際的なリーダーシップ 

 
気候危機は、極端な状況が防衛施設、作戦、人員に影響を与えることから、わが国および世界の

安全保障に対する緊急の脅威である。 国内外での災害は、人道的対応と援助の必要性を増大させる。 

気候危機は、資源不足や破滅的な出来事が紛争、大量移住、社会的・政治的紛争を助長するなど、地

政学的脅威を増幅させる。 連邦政府のリーダーシップには、軍事インフラや作戦、グローバルな安

全保障に対する脅威に立ち向かうために、科学、安全保障、防衛企業を横断する調整が必要であ

る。 

 

同時に、気候危機に対処するためには、国際的な関与が不可欠である。 気候問題の解決策を進

展させる機会は、我々の多国間、二国間、国際開発及び人道的な努力において、米国にとって優

先事項であるべきである。 気候変動対策にコミットした将来の大統領は、パリ気候協定に復帰す

る可能性が高いが、議会はまた、米国が気候変動に関する世界的な進展を引き続き支援すること

を確保するための措置を講じなければならない。 

 

政策骨子:議会は、防衛調達、兵站、サプライチェーンにおける気候リスクを考慮することを求め、

軍事施設と近隣コミュニティ間の気候適応とレジリエンス・プランニングにおける協力を確保す

べきである。 連邦議会は、政府機関に以下の事項を指示すべきである 
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国防、国土安全保障、科学ミッションは、重要なインフラを保護し、公衆衛生を保護し、気候主

導の国内および国境を越えた移住に備えるために、国土に対する気候安全保障上の脅威を特

定し、これに立ち向かうこと。 

 

国際的には、議会は、緑の気候基金に対する米国の財政的コミットメントを果たすべきであり、ま

た、経済開発計画や気候問題の解決に女性がより多く参加することを支援することを含め、国際

的なミッションや援助において、クリーンエネルギーと気候の回復力を促進すべきである。 議会

は、森林減少の阻止と、気候変動の2つの重要な要因であるブラックカーボン汚染の削減に向け

た支援を拡大すべきである。 議会はまた、この地域の急速な環境変化を踏まえ、北極への関与と外交を

改善すべきである。 

 

第12の柱:気候行動を促進する米国の中核機関の強化 

 
気候変動に関する行動には、透明性、包摂性、政府の説明責任を促進するための強固な科学

と強力な民主的制度が必要である。 

 

気候科学の強化 

気候科学は、気候危機に対処するための国内および国際的な取り組みの基礎である。 科学者や教

育者は、連邦政府の強力な資金援助を必要としている。これは、地球の相互に関連した気象・気候

システムを観察、監視、モデル化、理解し、次世代の気候科学者や気候に詳しい公的・労働力を育

成するための取り組みを進めるためである。 連邦政府機関はまた、科学を政治的干渉から守るた

めの安全策も必要である。 

 

政策骨子:連邦議会は、気候科学に対する連邦政府の支援を強化し、維持しなければならない。

これには、国内および国際的な気候評価、地球システム科学の基礎研究、人間および自然シス

テムへの気候影響の研究、および大気中の気候介入のリスクに対するガバナンスアプローチが

含まれる。 連邦議会は、連邦政府の科学的完全性政策を強化し、連邦政府機関が利用可能な最善の科

学に基づいて行動することを確保すべきである。 連邦議会は、気候リテラシーとSTEM教育に対する連邦

政府の支援を拡大・維持すべきであり、障壁を取り除き、過少代表グループの参加を拡大することに重

点を置くべきである。 議会はまた、非党派的な科学技術の専門知識を議員に提供するために、技術評価

局を復活させるべきである。 

 

連邦政府の気候変動対策の真の価値を評価する 

連邦議会の議員は、連邦議会予算局(CBO)や連邦議会調査局など、独自のサービスを利用するこ

とができ、提案された法律の潜在的影響を理解する手助けをしている。 しかし、これらのサービスの

多くは、気候変動の解決策の技術的複雑性を評価したり、気候関連法規の世代間コストと便益を算

出するための設備や資源を持っていない。 行政府は、洪水や山火事などの気候への影響のリスクに対し

て連邦政府プロジェクトを評価する際にも、同様の課題に直面している。 

 

政策骨子: 議会は、気候リスクに関連する法案の財政的・経済的影響を分析するCBOの能力

を拡大すべきである。 連邦議会は、行政府のために省庁間作業グループを設置して、「炭素の社会

コスト」を最良の利用可能な気候科学を反映するように更新し、OMBに対してコミュニティの気候回復力

を向上させるプロジェクトのコストと便益を評価する機関の能力を向上させるため全米科学・工学・医学
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アカデミーと協力するよう指示するべきである。 
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民主主義体制の強化 

この報告書に掲載されているすべての提言は、根強い関心—純ゼロクリーン経済への移行を望ま

ない関心—が政治プロセスにおいて、気候変動に対処し、クリーンエネルギーを推進するための

行動を支持する米国人の大多数に比べて、発言権を持ち続ける場合には、実施がより困難にな

るであろう。 州の有権者差別政策は、公害の負担が最も多く、気候変動-低所得のコミュニティやカラー

のコミュニティからの最大の影響に直面している人々の投票を抑制しようとするものである。 

 

政策骨子:2019年、下院は、より健全で、より対応力のある民主主義を構築するために必要な変化の

種類を示す2つの法案を可決した。 H.R. 1「人民法」では、選挙資金改革、投票権、連邦倫理法という3つの

主要な問題に取り組んでいる。 

H.R. 4、2019年投票権促進法は、州および地方の有権者差別政策を阻止するため、超党派

投票権法の完全な保護を回復する。 

 

結論  

気候危機は米国経済のあらゆる部分に影響を及ぼし、科学、国家の健康、気候行動にコミットし

た大統領と協力して、包括的な立法対応を要求する。 世界各地で、人々は、人命救助のための共同

動員において、COVID-19のパンデミックの課題に対応した。 気候危機は、何十年にもわたって同じコミット

メントを必要とする。 米国政府は、この約束の標準的担い手としての役割を果たす道徳的、科学

的、経済的な義務を負っている。 したがって、議会の気候行動は、科学が要求する規模と同等で

なければならず、公平性、公正性、共通の目的意識という中核的価値観を遵守しなければならな

い。 これらの価値観を反映した清潔で健全な経済は、質の高い、給料のいい仕事を生み出し、取

り残され、十分なサービスを受けられなかったコミュニティを引き上げるだろう。 
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2019年1月、ペロシ議長を議長とする下院は、下院決議第6号を採択し、「気候危機に関する選

考委員会」を設置し、選考委員会の責任を示した。20 

 

選考委員会の唯一の権限は、将来の世代のために地球の善良な管理者であるという

我々の責任を尊重するような気候危機に貢献する汚染及びその他の活動の実質的かつ

恒久的な削減を達成するための政策、戦略及びイノベーションについて調査、研究、発

見及び勧告を行うことである。 選考委員会は、その裁量により、その調査機能のいかなる側面に

関しても公聴会を開催することができる。 … 

 

選考委員会は、その調査及び検討の結果並びに望ましいと認める詳細な調査結果及び政

策提言を、随時、議院又は議院の委員会に報告することができる。 

 

この報告書は、下院の関連常設委員会における立法措置のための民主党委員会に対する選考委

員会多数派の勧告を含んでいる。 

 

これらの提言を作成するために、選考委員会のスタッフとメンバーは、ワシントンD.C.と米国各地のス

テークホルダーと1000以上の会合を開催し、セレクト・コミッティの正式な情報提供要請に応えて提

出された数百件の実質的なステークホルダー・コメントを検討した。21選考委員会の議長であるカシ

ー・キャスター(D-FL)とランキング・メンバーのギャレット・グレーブス(R-LA)は、気候変動の影響と、

よりクリーンでより強靱な経済を構築する機会について、地元の専門家に耳を傾けるために、各地の

コミュニティを訪れた。 

 

選考委員会は、これまでに17回の公聴会と6回の会合や会員レベルの懇談会を開催し、選出

された職員、部族の指導者、科学者、経済界の代表、政策の専門家、公衆衛生の代弁者、青

少年活動家、気候変動の最前線でコミュニティを代表する個人など、幅広いステークホルダー

から委員会メンバーが意見を聴く機会を得た。 22 

 

2019年4月4日「気候の世代:若いリーダーたちが今すぐ気候変動対策に取り組む」 

2019年4月30日:気候変動問題の解決:炭素削減と米国経済の構築 

2019年5月22日:ロサンゼルスのエリック・ガルセティ市長との円卓会議 
 
 

20 H.Res.6「第16回連邦議会、およびその他の目的のための下院規則の採択」、第104条(f)、第116回連邦議会。 
21 気候危機委員会「気候危機委員会は、公共及び主要な利害関係者から気候政策に関するインプットを求める」2019年9月5日付プレスリリースを選定。 
22 https://climatecrisis.house.gov/committee-activity/hearingsでは、すべてのヒアリングの詳細を件入手することができる。 

背景: 気候危機に関する選考委員会 
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2019年5月23日:気候に強い米国の創造 

2019年6月13日「気候危機の解決:自然エネルギーの急増2019年6月20

日:送電インフラに関する円卓会議2019年6月26日:電力市場設計に関す

る円卓会議」 

2019年7月16日「地球温暖化問題の解決:重量物車両のクリーンアップ、地域社会

の保護」 

2019年7月25日:気候に強いアメリカの創造:気候危機のコストに関するビジネス・ビュー 

2019年8月1日:コロラド州のクリーンエネルギー行動のロードマップ:州と地方からの教訓 

リーダー(コロラド州ボールダーのフィールドヒアリング) 

2019年8月14日、イリノイ州シカゴで開催された「五大湖地域の気候危機に関する円卓会議」 

2019年9月10日:気候変動問題の解決:米国の労働者のための製造業の仕事 

平成29年9月18日「地球温暖化問題に関する次世代を担う声」 

(衆議院外務委員会との合同ヒアリング) 

平成29年9月20日原子力円卓会議 

2019年9月26日「気候危機の解決:米国のイノベーションによる産業排出削減」 

2019年10月17日「地球温暖化問題の解決:よりクリーンで強い建物」 

2019年10月22日「地球温暖化問題の解決:自然の公害対策と強靱性の構築」 

2019年10月30日:気候危機の解決:農業の機会 

平成29年11月14日会員日 

2019年11月20日:気候に強い米国の創造:リスクとコストの削減 

2019年12月11日:気候に強い米国の創造:強力なコミュニティのためのスマートファイナンス 

2020年2月5日:気候に強い米国の創造:気候危機の健康リスクの克服 

2020年2月13日:アメリカインディアン全国会議との議論 

 
2020年2月から本報告書の発表までの間に、選定委員会は専門家と会合し、専門家からヒアリン

グを受け、COVID-19のパンデミックと経済の減速がクリーンエネルギー、気候変動への回復力、

公衆衛生に与える影響について議論した23。 

 

 

 

23 気候危機に関するセレクト・コミッティ「COVID-19の流行の中で極端な気象脅威に関する超党派ブリーフィングを開催する選定委員会」(2020年5月21日)、「ハーバード・リサーチャーズ・ブリーフ・コ

ミッティ・メンバ、COVID-19に関するCOVID-19、大気汚染調査」(2020年4月21日)を参照。 https://climatecrisis.house.gov/news.で入手可能 
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気候変動対策の事例  

「今、気候変動の原因に取り組むことで、同時にリスクを最小限に抑え、より強力なものにすることが

できます。 今日、私たちは、物事が安定するだけでなく、実際に良くなる未来を創造するまたとない

機会を持っています。 より効率的で安価な輸送が可能で、交通量を減らすことができます。よりクリ

ーンな空気を確保し、健康を支え、都市生活の楽しさを高めることができます。また、天然資源のより

賢い利用を実践することができ、土地や水の汚染を減らすことができます。 この改善された環境を達

成するために必要な考え方を実現することは、人類の成熟を示すものなのです。24-国連気候変動枠組条約

の元事務局長であるクリスチャン・フィゲレス氏は、このように述べている。 

 
「私にとって、気候変動によって悪化するこうした自然災害について最も悲しいことは、地雷のよう

に最も影響を受けている地域社会が、社会の他のすべての問題によってすでに最も大きな打撃

を受けている地域社会であることである。 […]あなたは、これらの嵐によって荒廃したばかりの農業に

大きく依存しているコミュニティを持っており、農家、移民労働者、およびその家族が、農場が水中にある

間に所得を失う原因となっています。 そして、貧しいコミュニティ、黒人コミュニティ、そして洪水原野

に建設された住宅プロジェクトが圧倒的多数を占めています。なぜなら、これらのコミュニティは、

彼らに許された唯一の場所だったからです。そして今、完全に水没してしまいました。25 - セレク

ト・コミッティ・ヒアリング・タイトル「世代の気候:若いリーダーたちが今すぐ気候行動を起こす」に

て、クリス・サッグスの証言 

 

課題  

気候変動に関する政府間パネル(IPCC)によれば、人間活動は、産業革命前の水準を約1.0℃上回る

地球温暖化をもたらしており、もし弱まることがなければ、2030年から2052年にかけて世界は1.5℃に

達する軌道に乗っている。26 人為起源の二酸化炭素排出量の半分以上が1990年以降に発生し

た。27 

 

1.0℃の温暖化では、米国はすでに緩和されていない気候変動の有害な影響を受けている。 第4次

国家気候評価報告書は、「気候変動の影響は全国的に深刻化しており、米国民の身体的、社会的、

経済的福祉に対する気候関連の脅威は増大している」と結論づけた28。世界的な視点で、第4次国

家気候評価報告書はこのように警告している。29 

 

極端な高温や大雨現象が増加している。 氷河や積雪が縮小し、海氷が後退している。 海は温暖

化し、上昇し、ますます増加している。 
 

24人のクリスチャン・フィゲレスとトム・リベット・カルナック、選んだ未来 :気候危機を乗り切る(2020年)。 
Chris Suggs  

25 Destimony of Chris Suggs, Hearing on Generation Climate: Young Leaders Urge Climate Action Now, Select Committee on the Climate Crisis, 116 Congress(2019年4月4日 
26 気候変動に関する政府間パネル、地球温暖化特別報告書1.5℃(2018年10月) 
27 ヨーロッパ環境政策研究所、すべての人のためのグリーンディール:ポストCOVID-19時代(2020年4月)におけるヨーロッパの人々、地域、国、世代の間の持続可能性と公平性の達成方法(23);「世界の

地域別累積CO2排出量、1751~2017年」、https://ourworldindata.org/grapher/cumulative-co2-emissionsregion-スタックモード=絶対値。 2020年6月アクセス。 
28 米国地球変動研究プログラム(USGCRP)、第4回国家気候評価(2018年)36。 
29 Ibid。

 37 

https://ourworldindata.org/grapher/cumulative-co2-emissions-region?stackMode=absolute
https://ourworldindata.org/grapher/cumulative-co2-emissions-region?stackMode=absolute
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酸性で海洋性の生物種は、より冷たい水域に向かって新しい場所に移動している。 米

国の海岸線では洪水の頻度が増している。 生育期間が長くなり、山火事が増えている。 

これらの変化や他の多くの変化は、温暖化の世界を示す明白な兆候である。 

 

IPCCは、2018年10月に、気候関連の影響の深刻度を比較する報告書(「1.5°報告書」)を発表し

た。この報告書は、世界が気候を産業革命前のレベルよりも1.5℃以上~2℃上回る温暖化を可能

にした場合の気候関連の影響の深刻度を比較したものである。30 温暖化が2℃の世界では、熱

波、大雨、海面水位上昇、種の喪失、海洋の酸性化がより多く起こり、干ばつの可能性がより高く

なる。 

 

温暖化を1.5℃に抑え、より深刻な影響を回避するために、IPCCは、世界の二酸化炭素の純排出

量を2030年までに世界全体の2010年レベルから少なくとも45%削減し、2050.31年までに純ゼロに

到達させなければならないとした。31そしてそのためには経済全体にわたって「規模の点で前例の

ない」急速かつ広範な移行が必要であると結論づけた32。同時に、世界の指導者たちは、1.5℃の

温暖化ですでに焼かれた気候の影響に耐えるために、気候適応と回復力に投資する必要があ

る。 このような投資は、回避された気候被害の6兆ドルを節約する一方で、世界全体では数十兆ドルにの

ぼる恩恵をもたらすであろう。33 

 

米国では、気候変動がもたらす実存的な脅威に対して、政府の強固な対応が求められている。 個

人と民間部門だけでは、かつてないほどの公害削減は達成できない。 気候変動の最悪の結果を回避し、

回避できない影響に対応し、適応するために必要な緊急かつ体系的な変化を、協調した国家的対応を通じ

てのみ、米国は提供することができる。そして、労働者と環境の正義を重視し、よりクリーンで健康的で、回

復力のある経済を構築することができる。 

 

行動をとらないことに伴う経済的コスト  

気候変動は、我々のコミュニティ、生態系、生活様式を脅かすだけでなく、国家の経済活力にもリ

スクをもたらす。 連邦政府は、自然災害の増加に対応しなければならない災害支援プログラム、気候変

動の影響に対してますます脆弱になっている資産と作物に対する連邦政府の保険、気候変動とより頻繁

な極端な気象現象の影響を受ける可能性のある連邦政府の土地と土地の運営と管理など、いくつかの分

野における気候リスクからの財政的エクスポージャーに直面している。 しかし、連邦予算は、災害支援や、

既存の連邦政府のインフラやプログラムに対する気候変動の長期的影響を考慮していない34。 

 

2005年以降、米国は1,500億ドルを超える事象を経験し、1兆1,000億ドルを超える経済的損失、7,500

人を超える死亡、および455億ドルを超える連邦政府の災害支援コストを負担している。35 

 

30 気候変動に関する政府間パネル、地球温暖化特別報告書1.5℃(2018年10月) 
31 同上。 14 
32 同上。 17 
33 Marshall Burke, W. Matthew Davis, and Noah S. Diffenbaugh, “Large potential reduction in economic damages under UN mitigation targets,” Nature 557 (2018), 549–553. 
34政府説明責任局(GAO)、予算委員会、下院での証言、 
連邦財政エクスポージャー削減のための気候変動機会(2019年6月11日) 
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気候危機は、リスクとコストの高まり、経済の不安定性、リスクの高い地域での不動産価値の低下

というこれらの傾向を悪化させるだけである。36家計ではすでに、極端な暑さ、洪水、その他の気

候への影響によるコストの上昇を、毎日、電気料金、保険料、医療費の支払いで感じている。 

 

行動を起こさない際の保健・環境正義のコスト  

2018年国家気候評価報告書は、気候変動が米国民の健康と福利に既にどのように影響している

かを記述している。 同報告書は、「気象や気候の変化は、大気や水質を悪化させる可能性があ

り、食料、水、病原体媒介生物(蚊やダニなど)を介した感染症の伝播の地理的範囲、季節性、強

度に影響を及ぼし、精神衛生や福祉に影響を与えるストレスを増大させる可能性がある」と指摘し

ている37。これらの問題は、気候が温暖化するにつれて悪化し続けるであろう。 

 

低所得のコミュニティ、カラーのコミュニティ、子ども、高齢者など、すでに脆弱な人口は、気候変動

による健康への影響を受けるリスクが高い。 「2018年国家気候評価」は、気候パターンの変化やその

他の影響が「個人やコミュニティの気候変動の影響の大きさに影響を与えるように、人口統計学的、社会経

済的要因、基礎となる健康動向と相互作用する」ため、健康に関連する気候の影響は均等に配分されない

ことを認めている38。実際、気候変動は、脆弱なコミュニティが極端な気象や気候関連の事象に備え、それ

から回復する能力をすでに持っていないため、これらの固定化した不平等を悪化させる可能性が高い39。 

 

最も脆弱なコミュニティは、工業施設から日常的に大気汚染や水質汚濁にさらされているコミュニ

ティであることが多い。 気候危機を公正かつ衡平な方法で解決するために、米国は「色彩のあるコミュ

ニティ、部族コミュニティ、低所得コミュニティを、最も高いレベルの毒性汚染にさらし、気候変動の影響を

最も受けやすい、組織的不平等の永続」を終わらせなければならない40。 

 

行動を起こさない場合の国家安全保障上のコスト  

気候変動の影響は、国内および国家間の紛争を助長しつつ、軍事インフラおよび作戦に脅威を与え、

干渉する可能性がある。 極端な天候、食料不安、そして北極の融解は、民族間の緊張や資源をめぐ

る競争のような不安定性や紛争の原因を悪化させる恐れのある脅威乗数として作用する。 
 
 

35 全米海洋大気管理局、全米環境情報センター、米10億ドル規模の気象・気候災害(2020年) 
36 Galina B. Hale, Òscar Jordà, and Glenn D. Rudebusch, The Economics of Climate Change: A First Fed Conference (2019), https://www.frbsf.org/economic-research/publications/economic-letter/2

019/december/economics-climate-change-firstfed-conference/ 
37 米国地球変動研究プログラム、国家気候評価(2018年)、第14章。

 https://nca2018.globalchange.gov/downloads/NCA4_Ch14_Human-Health_Full.pdf.で入手可能 
38 同上。 
39米国地球変動研究プログラム、国家気候評価(2018年)、第1章。 https://nca2018.globalchange.gov/chapter/1/.で入手可能 

40 https://ajustclimate.org/about.html.、公平で公正な国家気候プラットフォーム 2020年6月アクセス。 

https://ajustclimate.org/about.html
https://ajustclimate.org/about.html
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米国の軍事施設は、既に、ハンプトン道路地域の沿岸施設から河川洪水や洪水の影響を受けた内陸基地まで、洪水の発生

件数が増加している。 例えば、2018年には、ハリケーン・マイケルがフロリダ州のティンダル空軍基地に30億ドルの被害をも

たらした。 1カ月前、海兵隊はキャンプ・レジューンでハリケーン・フローレンスの影響により推定36億ドルの損害を被った。41

干ばつ、熱波、山火事、砂漠化は、西部の乾燥した施設での屋外での訓練や操業を困難にし、永久凍土の融解は、北極42の

基地の重要な基盤を脅かしている。 
 

気候変動の影響は、米国アフリカ・インド太平洋軍の任務に影響を与えるため、すでに海外の不安定化を招いている。43、気

候危機への対応を怠ると、より高いレベルの温暖化がもたらされ、世界中のすべての地域が潜在的に破滅的な不安定性と

不安定化にさらされ、経済、社会システム、政治制度が崩壊し、取り返しのつかない44に陥る可能性がある。44 

 

「気候変動に関する行動」という宗教指導者の呼びかけ  

気候危機は科学と経済の問題ではなく、道徳的な問題である。 何年にもわたって、信仰の指導

者たちは、気候変動とそれが人と地球の福祉に及ぼす悪影響に対処するための行動を促して

きた。 

 

2015年、ローマ教皇フランシスは、私たちの共同の住まいを気遣う回勅「ラウダート・シ」を発行し

ました。 フランシス教皇は、「気候はすべての人が属し、すべての人に意味を持つ共通の善であ

る」とし、汚染や気候変動、生物多様性の喪失、世界的な不平等など、世界の人々が直面する数

多くの課題を論じ、「このような状況は、我々の世界から放棄されたすべてとともに、姉妹である地

球を、私たちが別の道を歩んでいると泣きながら訴えさせた」と述べ、「神の地球に対する責任は、

知性を与えられた人類が自然の法則とこの世界の創造物の間に存在する微妙な均衡を尊重しな

ければならないことを意味する」と述べた45。 

 

教皇フランシスだけではない。 宗教や宗派を超えた宗教指導者や組織は、気候変動に対する行

動を繰り返し求めてきた。 2019年12月にマドリッドで開催されたCOP25では、国連気候変動枠組条約の信

仰間連絡委員会が宣言を発出し、「信仰のコミュニティとして、我々は、恐怖、無関心に対する同情、道義的

義務としての緊急かつ公正な行動に対する希望の積極的かつ能力強化を求める」と述べた。46 
 
 

41 GAO-19-157SP「気候変動リスク管理の改善による連邦政府の財政エクスポージャーの制限」(2019年3月)、「不動産所有者としての連邦政府」(https://www.gao.gov/highrisk/limiting_federal_government

_fiscal_exposure/why_did_study) 
42 気候変動に関する国家安全保障・軍事・情報パネル「気候と安全保障のためのセンター、地球規模気候変動の安全保障脅威評価」 (2020年2月) 
43国防省「気候変動の国防省への影響に関する報告書」(2019年1月) 
44 気候変動に関する国家安全保障・軍事・情報パネル、気候と安全保障センター、地球規模気候変動の安全保障脅威評価 (2020年2月) 
45. http://www.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html、聖父フランシスのバティカン・ラウダトシ・オン・ケア・オブ・ザ・コモン・ホー

ム(2015年5月)       
46 世界教会協議会「信仰コミュニティは気候正義を求めている-気候変動に関する信仰間宣言(COP25マドリッド2019)」2019年12月。 
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気候行動のための若者福祉委員会の共同議長であるメロディ張氏は、選考委員会の前で、最も

脆弱なコミュニティのための気候危機の緊急性について証言し、マタイ伝25章40節を引用して次

のように述べている。47「私の兄弟姉妹のうち、あなたが何をしても、あなたは私のためにする」。

ユダヤ気候行動ネットワークは、次のように述べている。「地球規模の気候変動の人類の実存的

危機に対処することは、我々全員が責任を負う世界を修復するティッキャン・オラムの究極の任務

である」。48 国際人道機関であるイスラム救済機関は、気候変動について、「私たちの信仰は、す

べてのものを注意深く、同情(rahmah)と最大限の善(ihsan)をもって取り扱うことを我々に命じてい

る」と、気候変動に関する「大胆かつ緊急の行動」を求めている。 宇宙のシステムにおけるバランス

(mizan)と比率(mikdar)を尊重する調和と「自然状態」(fitra)の概念に注目すべきである。 

これらの概念は、倫理的な側面を提供し、すべての人間が自然と iすべての生命の形を尊重することを義務づ
けるものである。 
49 

 

信仰の指導者や組織は、気候危機に対応するために具体的な行動をとってきた。 例えば、信

仰間電力・光ネットワークは、40州の2万以上の集会が、エネルギー効率と再生可能エネルギ

ーによる炭素汚染を削減するのに役立っている。50 多くの信仰団体が、パリ気候協定51の目

標を支持するという誓約に署名した。 

 

国と地方の指導力の基盤の上に  

2017年6月1日、ドナルド・トランプ大統領は、米国をパリ気候協定から撤退させる計画を発表した。 

すぐに、全国の都市や州は、合意の目標を達成するための約束をした。 2019年12月現在、米国のGDPの6

8%、米国人口の65%、米国の排出量の51%を占めるパリ協定を支持する気候変動対策にコミットしている州、

都市、企業などの連合が参加している。52 

 

多くの州が、意欲的な炭素汚染削減目標を発表し、連邦政府の行動の基礎を築い

た。 たとえば、 

 

• カリフォルニア州は、2045年までに100%のゼロ炭素発電を義務付ける法律を可決し、20

45年までにカーボンニュートラル経済を達成するための行政命令を発出した。 

• コロラド州は、2050年までに2005年比で90%の排出削減を義務付ける法律を制定し、205

0年までにすべての排出を削減するという目標を設定した。  ジャレッド・ポリス州知事は、2

040年までにクリーンな電力を100%供給する計画を発表した。 

• コロンビア特別区は、2032年までに再生可能エネルギーによる発電を100%する

ことを義務付ける法律を制定した。 
 
 

47 メロディ・ツァンの証言(47)「気候の世代に関するヒアリング:若い指導者たちは、気候危機に関する委員会を選出する」第116回会議(2019年4月4日) 
48 ユダヤ人気候行動網「使命」、https://www.jewishclimate.org/mission。 2020年6月アクセス。 
49 2019年12月、世界49のイスラム救援隊「COP25後、イスラム救援が排出削減の緊急要請を発表」 
https://www.islamic-relief.org/after-cop25-islamic-relief-reissues-urgent-call-to-cut-emissions/. 

50 Interfaith Power & Light, “A Religious Response to Global Warming,” fast sheet, https://www.interfaithpowerandlight.org/wp-content/uploads/2017/06/IPL-Fact-Sheet-June-2017.pdf.
 2020年6月ア

クセス。 

51 私たちは、まだ「署名者」であり、https://www.wearestillin.com/signatoriesです。 2020年6月アクセス。 
52年の米国の誓い、米国の誓いを加速する:米国のための繁栄した低炭素経済の構築に全力で取り組む(2019年)。 

https://www.jewishclimate.org/mission
https://www.jewishclimate.org/mission
https://www.islamic-relief.org/after-cop25-islamic-relief-reissues-urgent-call-to-cut-emissions/
https://www.interfaithpowerandlight.org/wp-content/uploads/2017/06/IPL-Fact-Sheet-June-2017.pdf
https://www.interfaithpowerandlight.org/wp-content/uploads/2017/06/IPL-Fact-Sheet-June-2017.pdf
https://www.wearestillin.com/signatories
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• ハワイ州は、2045年までに再生可能エネルギー源からの発電を100%にすること、お

よび2045年までに経済全体のカーボンニュートラルという目標を設定することを義

務付ける法律を可決した。 

• メイン州は、2050年までに再生可能エネルギー源からの発電を100%にするという目標を

設定し、2050年までに1990年比で排出量を80%削減することを経済全体で義務付ける法

律を可決した。 

• ネバダ州は、2045年までに100%のゼロ炭素発電を達成するという拘束力のない目

標を設定した法律を制定した。 

• ニュージャージー州は、2050年までに排出量を2006年比で80%削減する法律を制定した。 

• ニューメキシコ州は、2045年までに100%のゼロ炭素発電を義務付ける法律を制定した。 

• ニューヨークでは、2040年までに100%のゼロ炭素発電を義務付ける法律が制定され、20

50年までには経済全体の純ゼロ・エミッションを達成するという目標が設定された。 

• プエルトリコは、2050年までに自然エネルギーからの発電を100%とする法律を制定した。 

• ロードアイランド州は、2030年までに再生可能エネルギーからの発電を100%とすると

いう目標を定めた大統領令を発出した。 

• バージニア州はバージニア州クリーンエコノミー法を制定し、Dominion VA Power(20

45年まで)とAppalachian Power(2050年まで)のために、100%炭素フリーのクリーンエ

ネルギー基準を制定した。 

• ワシントン州は、2045年までに100%の無炭素電力を義務付ける法律を制定した。 
 

クリーンエネルギーへの移行を継続する上で、また、米国人口のかなりの割合が気候変動対策に

コミットしていることを国際社会に証明する上で、国家の指導力は重要であった。 連邦議会は、引

き続き、州の指導力を尊重し、連邦の気候政策が、気候変動に対処するためにより野心的な措置

を採る州の権限を維持することを確保すべきである。 州、地方自治体、部族、および準州もまた、

気候の影響に備え、コミュニティをより強靱にするために活動している。 たとえば、 

 

• 20以上の州と1,500のコミュニティが、洪水による損失を減らすために、より高い基準

を採用している53。 

• 例えば、ワシントン州のマカ族は、漁業に対する気候の脅威に対処するため、コミュニ

ティ主導のプロセスに従事している。 

• アトランタ市の「レジリエンス戦略」は、コミュニティの強靱性と環境上の正義を促進し、暴

風雨の問題に対処し、孤立した地域を学校や交通機関に結びつけるために、プロクター・

クリーク・グリーンウェイのようなプロジェクトを推進している。 

• ボストン市は、インフラ、財産、人々を海面上昇から守るため、官民パートナーシッ

プ「気候準備ボストン」を設立した。 

• カリフォルニア州ローズビル市は、強固な洪水平野管理基準を採用するための全国

洪水保険プログラム(NFIP)コミュニティ格付けシステムの下で最高の格付けを達成

し、市のNFIP加入者に対する洪水保険料の45%の割引となった。 

• バージニア州は、将来の海面上昇や洪水に対する国有建築物の回復力を確保するた

め、バージニア洪水リスク管理基準など、米国で最も力強い沿岸回復マスタープランを

採択した。 
 

53の連邦緊急管理庁、NFIPコミュニティ格付システムファクトシート(2020)。 
54 オレゴン大学部族気候変動プロジェクト「部族気候変動ガイド :適応プラン」 
https://tribalclimateguide.uoregon.edu/adaptation-plans. 2020年6月アクセス。 

https://tribalclimateguide.uoregon.edu/adaptation-plans
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• アラバマ州は、「アラバマ州住宅強化プログラム」を設立し、極端な風やハリケーンに対

する耐性を高め、住宅の改修や保険料の割引を提供した。 

• フロリダ州のコミュニティは、南東フロリダ気候コンパクト、タンパ湾地域強靱性連合、

フロリダ州全域気候・強靱性連合など、地域の強靱性イニシアティブに力を入れてい

る。 

• 米国の領土も回復力を高めている。 例えば、プエルトリコは、ハリケーン・マリアの復興投資を活用し

て、インフラを再建し、将来の嵐に耐えられるようにしている。 グアムの礁回復・干渉パートナーシップ政府

は、暴風雨の影響を緩和するのに役立つ、同国のサンゴ礁の回復と保護に取り組んでいる。 

 

州および地方の指導者は、地域のイノベーションとリーダーシップに報いる政策やイニシアティ

ブに、彼らの野心を合わせるために、強力な連邦パートナーを必要としている。 

 

議会行動の必要性  

このボトムアップ・アクションが気候の進展のためのものであるのと同じくらい重要なのは、米国と

世界が、企業ごと、都市ごと、州ごとのアプローチで、2050年までにネット・ゼロに達することができ

ないということである。 エネルギー情報局は、現在の政策を踏まえ、米国のエネルギー起源二酸化炭素排

出量は2030年代には減少を止め、再び増加に転じると予測しており、大気中二酸化炭素濃度は、2050年には2

019年比4%減にしかならないだろうとされている。552020年5月には過去最高の月平均値を記録した56。COVID-19

のパンデミックでは、世界の人々が家庭にとどまり、日常生活が劇的に変化したにもかかわらず、世界の二酸

化炭素排出量は2020年4月初めには17%減にとどまった57。これは、純ゼロエミッションを達成するためには、体

系的な変化が必要であることを示している。 米国政府は、労働者のエンパワーメント、コミュニティへの投資、

気候変動によるコストのかかる影響からの保護を図りつつ、経済からの汚染を締め出す包括的戦略を策定

し、実施しなければならない。 

 

気候危機を解決することは、今日の課題かもしれないが、それはまた、米国経済を意識的に、より

健康で、より公平で、繁栄する方法で再想するという、ユニークな機会を提供する。 米国は、自国

でより強固でより強靱な経済を構築しつつ、気候変動への対応において世界をリードするために、

米国が提供しなければならないあらゆる創意工夫をもって、最善の地位にある。 

 

米国大統領は、現行法の下で、有意義な排出削減を達成し、地域社会が気候変動の脅威に対応

するのを支援する重要な権限を有している。 気候変動対策にコミットした新大統領は、既存の法的権

限を利用する可能性のあるすべての機会を探求すべきである。 議会も対応しなければならない。 米

国は、議会の行動を通じてのみ、最も大胆な一連の政策を展開し、経済全体にわたって野心的、

緊急かつ持続的な汚染削減を達成し、国家の気候変動に対する計画、適応、回復力の構築を支

援することができる。 
 

 

55 米国エネルギー情報局(EIA)の「EIAプロジェクト」では、米国のエネルギー関連CO2排出量は比較的横ばいとなっている。 
2050年まで」、2020年2月10日、https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php-id=42775#。 

56 Andrew Freedman氏とChris Mooney氏(コロナウイルス関連の排出にもかかわらず、地球の二酸化炭素濃度は過去最高を記録) 
drop,” Washington Post, June 4, 2020. 

57 C. Le Quéré, et al. COVID-19強制閉じ込め期間中の一時的な世界全体のCO2排出量の削減。 ナット クリム。 長(2020年)、https://www.nature.com/articles/s41558-020-0797-x。 
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気候変動対策計画  

この報告書では、選考委員会の多数派が、いくつかの重要な仮定を置いた上で、議会の行動の枠

組みを提示している。 第一に、選考委員会の多数派は、第116回議会で上下両院を通過し、法案に

署名することが政治的に可能なものではなく、気候危機の最悪の影響に対処し、回避するために必

要なものに基づいて、これらの勧告を行う。 第2に、過半数の委員は、将来の米国大統領が、炭素

汚染を削減し、連邦政府の気候変動への強靱性政策を強化するために、現行の法的権限を行使

することを約束すると仮定している。 本報告書は、大統領の行動を勧告するものではない。 第三

に、本報告書の政策提言は、個々ではなく一緒に採用されることで、汚染削減と気候リスク緩和に大きな影

響を与えると想定されている。 

 

気候危機行動計画の主要構成要素  

気候変動に関する政府間パネル(IPCC)は、温暖化を1.5℃に抑え、気候変動による深刻な影響を回

避する機会を得るために、世界の純人為的二酸化炭素排出量を2030年までに世界全体の2010年レ

ベルから少なくとも45%減少させ、温室効果ガスの最大の排出国である2050.58年までに純ゼロに達

させなければならないと結論づけた。米国は、気候危機に立ち向かうにあたり、世界をリードしなけれ

ばならない。 

 

気候危機行動計画は、2050年までに米国全体の温室効果ガス排出量をゼロにするという目標

を設定し、大統領に対し、その目標を達成するか、または凌駕するための野心的な暫定目標を

設定するよう指示し、また、今世紀後半に正味のマイナスの温室効果ガス排出量を達成すること

を求めている。 これらの目標を達成するために、「気候危機行動計画」は、公衆衛生を守り、気候変動

の実存的脅威に公正かつ衡平な方法で対処することを連邦議会に依存している労働者、家族、コミュニ

ティ、および現在と将来の世代を尊重する米国経済を構築する。 気候危機行動計画は、経済全体に

わたる議会の行動を求めており、12の主要な柱に基づいている。 

 

第1の柱: 公正、公平かつ強靱なクリーンエネルギー経済を構築するためのインフラへの投資 

 

第2の柱: クリーンエネルギー・深層脱炭素技術の革新と展開の推進 

 

第3の柱: 米国産業の変革とクリーンエネルギー・ゼロエミッション技術の国内生産拡大 

 

第4の柱: クリーンエネルギー技術の壁を打ち破る 

 

第5の柱: 米国の労働者への投資と公正な経済の構築 
 

 

 
 

58 気候変動に関する政府間パネル、地球温暖化特別報告書(1.5℃)(2018年10月)14。 
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第6の柱: 不均衡に暴露されたコミュニティへの投資による汚染の削減と環境司法の推

進 

 

第7の柱: 保健インフラに対する公衆衛生の改善と気候リスクの管理 

 

第8の柱: 気候問題解決のための米国農業への投資 

 

第9の柱: 米国のコミュニティを気候変動の影響に対してより強靱にする 

 

第10の柱:米国の陸地、水域、海洋、野生生物の保護と復元 

 

第11の柱:米国の国家安全保障と米国の復興に対する気候リスクとの対決 

国際的なリーダーシップの回復 

 

第12の柱:気候行動を促進する米国の中核機関の強化 
 

 

 

本報告書で提言された提言は、2050年までに純ゼロエミッションを達成する道筋を示すものである。 

委員会の多数派は、非党派のシンクタンクEnergy Innovation: Policy and Technology LLC(「Energy I

nnovation」)と共に、政策提言案をプレビューした。 Energy Innovationは、オープンソースのソフトウェアEner

gy Policy Simulator59を用いて委員会勧告の一部を実施することによる排出削減とコベネフィットをモデル化した。 

温室効果ガスの排出削減に役立つ気候危機行動計画の勧告のいくつかは、定量化が困難である。Energy I

nnovationは、定量化可能なベンチマークを含む、あるいは既存の文献を用いて技術の展開と排出

削減について合理的な仮定を置くことのできる推奨のみをモデル化した。 方法論の詳細について

は付録1を参照のこと。 

 

モデリングから得られた主な知見には、以下のものがある。 

 

• 気候危機行動計画は、2050年までに温室効果ガスの正味のゼロ排出を達成するための

道筋を示している。 モデル化された推奨のサブセットは、2030年には米国の温室効果ガ

スの純排出量を2010年比で37%削減し、2050年には2010年比で88%削減するであろう。60

残りの12%は、大型・オフロード輸送、産業、農業といった炭素削減が最も困難な部門から

の排出である。 

 

• 気候危機行動計画は、米国が温暖化を1.5℃に抑えるために必要な排出削減に関す

るIPCCの勧告に沿って、2050年までに二酸化炭素の正味ゼロ排出を達成することを

主導する。 
 

59 エネルギーイノベーション:政策・技術有限責任組合、エネルギー政策シミュレータ、https://www.energypolicy.solutions/. 
60 これは、2030年までに2005年の水準を40%下回り、2050年までに2005年の水準を89%下回る。 IPCCは、温暖化を1.5°に制限するための短期的な排出削減目標を記述する際に、2010年レベルを使用するため、2010年

基準点を使用した。 

モデリング結果:2050年までにネットゼロを達成する道筋 
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• 気候危機行動計画は、主に微粒子状物質による汚染を減少させることにより、2050年

までに年間推定6万2,000人の早死を回避することにより、大きな健康上の便益を生み

出すであろう。 

 

• 2050年までに、推定された貨幣化された年間健康と気候の便益の累積純現在価値は、3%

の割引率で、ほぼ8兆ドル(実質2018米ドル)に等しい。 2050年だけでも、政策による年間の

健康・気候面での利益は1兆ドル(実質2018米ドル)を超えると推定されている。 

 

• 本報告書で推奨されているように、電力セクターの炭素削減のためにクリーンエネルギ

ー基準を制定すれば、年間約53万人の雇用が創出される。61 

 

これらの排出削減量は、エネルギーイノベーションがすべての推奨事項をモデル化したわけでは

ないため、天井ではなくフロアと考えるべきである。 例えば、この報告書は、連邦政府の炭素価格に

関する原則を概説しており、他の政策を補完するものとして、追加的な排出削減を達成するのに役立

つと考えられる。 

 

同時に、この分析は、専門家が何年にもわたって助言してきたことを確認するものである。すな

わち、温室効果ガスの排出を経済全体で削減することは、困難な課題である。 付録1に詳述さ

れているように、産業プロセスからの排出、重量およびオフロード輸送、および農業からの排出

は特に困難であり、2050年のシステムにおける残りの排出量の大部分を占めている。 

 

2050年にどの技術が広く普及するかは予測できないが、気候問題の解決策を将来成功させるため

に、現在の政策環境をどのように構築すべきかはわかっている。 2050年までに経済全体で有害排出を

なくすためには、研究、開発、気候問題の解決策の実証に多額の投資を行い、本報告書の幅広い政策提言

のポートフォリオを迅速に実施することによって、最も緩和が困難な部門に取り組む必要がある。 早い行動

が、実行とコスト削減によって学習を加速させ、他の技術を出現させる好循環を動かすことができる

のである。 

 

以下のページでは、選考委員会の多数派スタッフが「気候危機行動計画」の概要を示し、州、地方、

部族、地域の政府、民間部門、一般市民の継続的なリーダーシップと協力して、下院のすべての委

員会が野心的な行動をとることを必要とする政策提言を行っている。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61 UC Berkeley Center for Environmental Public Policy, GridLab, and Energy Innovation: Policy and Technology LLC, 2035 Report: Plummeting Solar, Wind, and Battery Costsは、https://www.2035r

eport.com/.のクリーンエネルギー 
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気候変動に関する政府間パネル(IPCC)によれば、人間活動は、産業革命以前の水準を約1.0℃

上回る地球温暖化をもたらし、2030年から2052年にかけて、温暖化が止まらない限り、世界は1.

5℃に達する軌道に乗っている。62 IPCCは、明確な目標を提示している。すなわち、産業革命前の

水準を1.5℃上回る温暖化を抑える機会を持つこと、2030年までに世界全体の人為起源の二酸化

炭素排出量を、少なくとも2010年の水準から45%削減し、2050年までに純ゼロに達することである。
63 

 

米国は現在、世界の温室効果ガス排出量で中国に次いで2番目に大きい排出源である。 しかし、歴

史的に見れば、大気中にとどまり、地球64を温暖化させ続ける温室効果ガスの最大の排出国である米国は、こ

の目標を達成し、それを超えることを目指す世界をリードする責任を負っている。 

 

第一歩として、議会は、2050年までに温室効果ガスの純排出量をゼロにするという国家目標を

設定しなければならない。 この目標を達成するためには、米国は2030年までに純ゼロエミッションへ

の道をしっかりと歩む必要がある。 議会は、大統領に対し、2030年と2040年に向けて野心的な中間目標

を設定し、排出量をできる限り削減するよう指示すべきである。 

 

2019年11月、下院議員. A. Donald McEachin (D-VA)は、他の議員たちと共に2019年の100%クリー

ン経済法(H.R. 5221)を導入した。 彼らはDeb Haaland (D-NM)、Debbie Dingell (D-MI)、Earl Blume

nauer (D-OR)、Paul Tonko (D-NY)、Chellie Pingree (D-ME)、および150を超えるオリジナルの共

同スポンサーである。 この法律は、2050年までに米国経済のすべての部門において、正味のゼロ気候汚

染を達成するという全国的な目標を設定している。 2020年2月、上院環境公共事業委員会の民主党上

院議員であるトム・カーパー上院議員と上院民主党議員33人は、2020年のクリーン経済法(S. 326

9)を導入した。この法案は、2050年までに温室効果ガスの純排出量ゼロに向けた道筋を作る計画

を、環境保護庁が採択・策定するよう指示するものである。 

 

国家目標を策定する際には、「ネットゼロ」の定義が不可欠である。 IPCCは、「人為起源のCO2排出

量が、特定の期間にわたって人為起源のCO2除去量によって世界的にバランスがとれている場合、ネット

ゼロの二酸化炭素排出量が達成される」と説明している。65 連邦議会と将来の政府は、温室効果ガスのネ

ットゼロ排出量に関する国内目標を達成するために、この定義を適用する必要がある。 そうするために、

連邦政府の政策立案者は、ネットゼロの定義が健全な科学に基づいており、公平性への懸念を反映して

いることを確保するために、科学者や環境司法の指導者を含む様々な利害関係者と協議すべきである。 

 

米国の責任は、たとえ世界が産業革命前の1.5℃以上の温暖化を抑制したとしても、2050年に終

わることはない。 このような温暖化のレベルは依然として危険であり、特に、最前線の脆弱な人々、農業や

沿岸の生計に依存するコミュニティ、小規模島嶼国や後発途上国にとってそうである。66 
 

62 気候変動に関する政府間パネル、地球温暖化特別報告書1.5℃(2018年10月) 
63 同上 
64 Umair Irfan, "なぜ米国が気候変動に最も責任を負うのか" Vox.com, Dec. 4, 2019. 
65 気候変動に関する政府間パネル、地球温暖化特別報告書(1.5℃)(2018年10月) 

炭酸ガスの削減に向けた野心的な国家目標の設定 



30  

米国は、、大気中の二酸化炭素濃度をより安全なレベルにまで低下させ続けるという、気候回復

のための戦略を策定する必要がある。 一部の科学者は、世界が気候を安定化させるためには、1980

年代半ばの炭素濃度に戻す方法を見つける必要があると主張している。67 2050年までに純ゼロを達成す

るという米国の計画は、今世紀後半に純マイナスの排出量を達成するための足がかりとなる必要がある。 

 

深刻な汚染削減を達成するための短い期間を考えると、議会と大統領は、2030年、2040年、2050年

の目標達成に向けた同国の進捗状況について、一貫した不断の分析を行う必要がある。 さらに、議

会と大統領は、低所得コミュニティ、カラー・コミュニティ、非工業化地域、その他の脆弱な個人やコミュニティ

に対する、経済全体の非炭素化を促進する政策の配分上の影響を理解し、対処する必要がある。また環境

司法コミュニティにとっては、気候変動に対処する戦略は、何十年にもわたって経験してきた汚染の累積

的影響を緩和すべきものである。 

 

勧告:連邦議会は、次のような法律を制定すべきである。 

 

• 2050年までに温室効果ガスの純排出量をゼロにするという国家目標を設定する。 

• 大統領に対し、2030年と2040年に向けた野心的な中間目標を設定し、排出量を

できる限り削減するよう指示する。 

• 今世紀後半の気候回復と正味マイナスの温室効果ガス排出のための戦略を策定する。 

• 国立科学・工学・医学アカデミーを指揮して、これらの気候目標の達成に向けた国の進捗

状況を継続的に評価し、環境司法コミュニティにおける複数の汚染源の累積的影響に対

する気候政策の影響を含め、分配の影響を評価し、意図しない分配の影響を是正するた

めの政策提言を特定する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

66 前と同じ。 
67 James Hansen et al., “Target Atmospheric CO2: Where Should Humanity Aim?” 2 Open Atmospheric Sci. J. 217, 218 (2008). 
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インフラ政策は気候政策である。 米国が数十年前に下したインフラに関する決定、例えば石炭火力

発電所の建設や、クルマに代わる利便性の高い手段をほとんど世帯に提供しなかった輸送システ

ムなどが、今日の温室効果ガス排出量のプロファイルをもたらしている。 同様に、米国が今日から下

すインフラに関する決定が、気候変動によるリスクの軽減に役立つか、それともそれを悪化させるかを決め

るのである。 

 

気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の1.5°報告書には、インフラに関する課題が明記されてい

る:68 

 

地球温暖化を1.5℃に制限し、オーバーシュートが全くないか、あっても限定的にするとい

う施策には、エネルギー、国土、都市、インフラ(運輸と建築を含む)、産業システム(高い信

頼性)の急速かつ広範な移行が必要となる。 これらのシステムの移行は、規模の点では

前例のないものであるが、必ずしも速度の点でそうではなく、すべての部門での深刻な排

出削減、幅広い緩和オプションのポートフォリオ、そしてこれらのオプションへの投資の大

幅な拡大を意味するものである。 

 

気候変動の潮流を変えるためには、米国は過去とは異なるインフラを選択し、巨大な規模でそれを

行う必要がある。 米国政府がクリーンエネルギーインフラへの投資を待つ期間が長いほど、温暖化を抑

制することは難しくなるだろう。 IPCCは、いかなる遅延も、コストの上昇、炭素集約型インフラの固定化、座

礁資産のリスクを増大させると警告している69。 

 

すでにある程度の温暖化が進んでいるため、米国政府は、気候変動の影響に強靱なコミュニティ

の構築や、気候変動に起因する災害後のコミュニティの回復能力の向上にも投資する必要があ

る。 IPCCは、「物理的・社会的インフラへの投資の増加は、社会の回復力と適応能力を高めるた

めの重要なイネーブリング条件である70」と述べている。 

 

こうした巨額のインフラ投資は、すべてのコミュニティに恩恵をもたらすはずである。 しばしば、

米国のインフラ政策は、低所得地域よりも高所得地域を優先し、より農村地域を軽視してきた。

新しい高速道路や鉄道を有色人種コミュニティの近くやその中を通すという決定は社会の人種

差別を反映し定着させてきたと言える 71. このような結果を避けるために、連邦議会は、政策立案プロ

セスにおいて「環境正義第一線と最後方のコミュニティの声と立場」を重視しなければならない72。 

 

68 気候変動に関する政府間パネル、地球温暖化特別報告書(1.5℃)(2018年10月) 
69 同上 
70 同上 
71 エミリー・バッジャーとダーラ・キャメロン、「鉄道、高速道路などの人工線が米国の都市を人種的に分断するしくみ」ワシントン・ポスト (2015年7月16日) 
72 公平で公正な国家気候プラットフォームhttps://ajustclimate.org/about.html 2020年6月アクセス。 

公正、公平かつ強靱なクリーンエネルギー経済を

構築するためのインフラストラクチャーへの投資 
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米国のインフラを再構築することは、クリーンエネルギーを優先すること、コミュニティのインプットを

得て最も必要としているコミュニティに投資すること、労働者を強力に保護し、質が高く、報酬の高い

数百万の雇用を創出することによって、過去の過ちを修復する機会を提供する。 このセクションで

は、米国のインフラストラクチャーの主要な構成要素(電力、輸送、建物、水道、通信、石油・ガス)に

関する法的気候政策提言を概説する。 
 

 

クリーンで強靱な電力セクターの構築  

電力部門は、2018年の米国の排出量の27%を占める米国第2位の温室効果ガス排出源である。73

かつては最大の排出源だったが、石炭火力発電所が閉鎖され、より多くの再生可能エネルギーが

稼働するにつれて、電力部門の炭素集約度は低下した。 自然エネルギー基準などの州および連邦政

府の政策、および近年の天然ガスの低価格を含む市場の力が、この変革を推進している74。 

 

2050年までに経済全体で純ゼロ・エミッションを達成するためには、電力部門の継続的な非炭素

化が国家戦略の要である。 本報告書で詳述するように、運輸、建築、産業部門における主要な

最終用途の電化は、これらの部門からの排出を排除するために不可欠である。 しかし、電化が非

炭素化戦略として機能するためには、グリッドができるだけ早く、クリーンになる必要がある。 

 

電力部門の二酸化炭素排出量は、州および連邦レベルの追加政策なしに、必要な限り迅速かつ深

刻に減少する可能性は低い。 エネルギー情報局(EIA)は、追加的な政策措置がなければ、電力部門の二

酸化炭素排出量は2050年までに2019年比でわずか0.6%の減少に留まると予測している。75 これではグリッド

のネットゼロ化には遠く及ばない。 

 

2020年のCOVID-19のパンデミックにより、再生可能エネルギー・エネルギー効率化プロジェクト

の展開が鈍化した。これは、強制的な事業の閉鎖と社会的距離の要求がノン・エッセンシャルな

仕事を停止させたことによる。 2020年5月末までに、パンデミックにより62万人以上のクリーンエネルギー

部門の労働者が職を失ったが、これはクリーンエネルギー部門の労働者の18%以上を占めた。76 

 

国はクリーンエネルギー部門を再活性化し、発電による汚染を削減するための時間を浪費してはい

られない。 気候変動対策に取り組む新大統領は、大気浄化法やその他の法律に基づく既存の当

局を利用して、グリッドをクリーンにすることができる。 しかし、イノベーションを促進し、クリーンエネ

ルギーの普及とインフラ投資(電力グリッドの近代化と拡大を含む)を推進し、電力市場の失敗を是

正し、低所得コミュニティ、有色人種コミュニティ、非産業コミュニティを含むすべてのコミュニティが、

よりクリーンで信頼性が高く、回復力のある電力セクターの恩恵を受けることを確保するためには、

議会の行動が引き続き不可欠である。 
 

73 環境保護庁(EPA)、米国温室効果ガス排出量・吸収量目録:1990-2018年(2020年)。 
74 エネルギー情報局「米国電力部門からの二酸化炭素排出量は2005年以降28%減少」 
今日のエネルギー、2018年12月21日、https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=37816。 2020年6月アクセス。 

75 Energy Information Administration, Annual Energy Outlook 2020, “Table 18. エネルギー関連二酸化炭素排出量の内訳 

セクターと出所、2020年1月。 
76 E2「クリーンエネルギーとCOVID-19危機:2020年5月失業分析」、2020年6月15日、https://e2.org/reports/clean-jobscovid-economic-crisis-may-2020/。 2020年6月アクセス。 

https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=37816
https://e2.org/reports/clean-jobs-covid-economic-crisis-may-2020/
https://e2.org/reports/clean-jobs-covid-economic-crisis-may-2020/
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 エネルギー効率の最大化とクリーンエネルギーの拡大  

IPCCの1.5°報告書では、オーバーシュートがないか、限定的なまま地球温暖化を1.5℃に制限す

る地球規模の経路をモデル化した。 これらのシナリオでは、世界はエネルギー効率の向上を通じてエネ

ルギー利用を大幅に削減し、エネルギー最終用途の電化を促進するとされた。 加えて、温暖化を1.5℃

に制限するシナリオでは、2050年に世界の電力需要の70%~85%(四分位範囲)を自然エネルギー

が供給するとされていた。772050年までに純ゼロエミッションという国内目標を達成するためには、

米国もこれに従う必要がある。 本セクションでは、選考委員会の多数派スタッフが、国の基準の

設定、税制上の優遇措置の延長と拡大、研究開発や連邦政府への直接支出の増加など、エネル

ギー効率とクリーンエネルギー技術の展開を促進するために、議会にいくつかのツールを採用す

るよう勧告する。 

 

以下の推奨事項のいくつかは、新たな税額控除の延長、拡大、創出、および「直接支払い」の提

供を求めている。 クリーンエネルギープロジェクトの事業者はしばしば納税義務を限定されている。納税義

務はほとんどないか、まったくないので、税額控除に対する即時の便益はない。 典型的な場合では、プロジ

ェクト開発者は、税制上の利益と引き換えに現金または運転資本を提供してくれる大規模な金融機関をタ

ックス・エクイティ・パートナーとして求めている。 しかし、税務上のエクイティ・ファイナンスの取り決めには、

かなりの取引コストが伴う。 エネルギー税額控除を税金の支払いとして扱うことを選択できるようにすれば、

所得税の負担がほとんどまたは全くない納税者は、エネルギー税額控除を還付として受け取ることができる。 

従って、納税義務がほとんどない、または全くない納税者に対しては、税額控除は、財務省からの支払い

(すなわち、「直接支払い」)として、納税者によって直接受け取られることができる。 

 

連邦のクリーンエネルギー税政策は、すでに新しい経済分野を立ち上げ、全国で数千人の雇用を

創出している。 しかし、一般的には、クリーンエネルギー税優遇措置の恩恵を受けるプロジェクト

は、Davis-Baconの一般的な賃金要件のような特定の労働基準を満たす必要はない。 下院民主党

のウェイズ・アンド・ミーンズ委員会は、2020年の再生可能エネルギー・効率向上法(GREEN)第503条の規定を

盛り込んだ(H.R. 7330)。これは、特定の再生可能エネルギー・効率化プロジェクトで、主要な労働慣行を採用

し、同様の連邦プロジェクトに対するデービス・バコンの要件に合致した一般的な賃金を支払う事業に対し

て、追加的な税制上の優遇措置を規定している。 

 

連邦議会は、この作業を踏まえ、引き続き、労働組合、クリーンエネルギー企業、先進的自動車メ

ーカーなどの利害関係者と協力し、連邦税制が、引き続き、高給の、高品質の雇用を創出しつつ、

炭素ゼロのエネルギーと自動車技術の展開を促進することを確保するための政策道筋を明確にす

べきである。 

 

エネルギー効率の最大化 
 

 

エネルギー効率は、2つの主な理由から、気候変動政策の中心となっている。 第一に、エネルギー効

率政策はエネルギーの利用と需要を平準化し、その結果、排出量を削減する。一方で、電力グリッドは脱炭

素化される。 
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77 気候変動に関する政府間パネル、地球温暖化特別報告書1.5℃(2018年10月) 



35  

第二に、エネルギー効率は、公害を削減するための最も費用対効果の高い選択肢である。78ま

た、エネルギー効率は、地域の仕事の強力な推進力でもある。 2019年には、同国のエネルギー効

率改善雇用数は238万人に達した。79 

 

本節では、経済全体の電力需要を削減するための3つの政策について概説する。 報告書「エネルギ

ー効率を最大化し、排出をなくすための住宅と事業の建設と改良」のセクションでは、選考委員会の多数のス

タッフが、新築および既存の建物をよりエネルギー効率の良いものにするために、多くの追加提言を提供して

いる。 

 

構成要素:国家エネルギー効率目標の設定 

 

26の州は、エネルギー効率基準(EERS)を通してエネルギー利用を削減することを事業者に義務付

けている。EERSは、事業者がエネルギー効率化措置を通じて電力負荷の一定割合を満たすよう指

示するものである。80 EERSに準拠するために、事業者は、一般的に、顧客のためにエネルギー効

率プログラムを確立し、一部の州法では、市場ベースの取引を利用してコンプライアンスを認める。 

国の政策は、すべての州の消費者がより大きな省エネルギーを達成するのに役立つであろう。 

 

Tina Smith上院議員(D-MN)は、2019年米国エネルギー効率法(S. 2288)を導入した。これは、電

力と天然ガスの小売業者に対し、個々のベースラインと比較してエネルギー効率を向上させ、統

一的な評価、測定、検証手順を確立することを義務付けている。 この法律は、エネルギー省(DO

E)に対し、コスト効果の高いエネルギー効率ポテンシャルの最大達成可能レベルに基づいた目

標を設定するよう指示している。 

 

勧告:議会は、費用対効果の高いエネルギー効率ポテンシャルの最大達成可能レベルに基づいて、

国内のエネルギー効率目標を設定すべきである。 「費用対効果」という用語は、温室効果ガスの汚

染が社会に与えるコストを含むものと定義されるべきであり、すべての省エネルギーイニシアティブ

が費用対効果の高いものであることを要求するものではなく、低所得地域社会における省エネルギ

ー投資を妨げるものであってはならない。 この政策は、運輸、産業、建築部門の電化を促進すべき

である。 DOEは、統一された頑健な評価、測定、検証手順を確立すべきである。 国家のエネルギー効率目

標は、州のイニシアティブを先取りすべきではなく、むしろ州がより野心的な基準を設定できるようにすべきで

ある。 

 

担当委員会：エネルギー商業委員会 
 

 

 

 

 

 

 
78 エネルギー効率、低コスト資源としてのエネルギー効率、炭素排出削減達成のためのエネルギー効率(2009年)、マッキンゼー&カンパニー、低炭素経済への道筋:世界の温室効果ガス削減コスト曲線

の第2版(2009年) 
79 エネルギー先物イニシアティブと国家エネルギー職員協会、2020年米国エネルギー・雇用報告書(2020年)。 
80 米国エネルギー効率経済評議会「エネルギー効率資源基準」 
https://database.aceee.org/state/energy-efficiency-resource-standards. 2020年6月アクセス。 

https://database.aceee.org/state/energy-efficiency-resource-standards


36  

構成要素:エネルギー効率・省エネブロックグラント・プログラムへの資金の再承認と拡大、

ビルの電化を含めた拡大 

 

2007年エネルギー自立安全保障法により設立され、復興法を通じて資金提供されたエネルギー効

率・保全ブロックグラント・プログラム(EECBG)は、州、地方政府、部族が革新的なエネルギー効率

化と再生可能エネルギーイニシアティブを開発することを可能にした。 EECBGプログラムは、52億ドル

の生涯コスト削減をもたらし、6万3,000人の雇用を創出した。81 議会は、資金が最も必要としているコミュニティに

確実に届くよう、プログラムを承認し、改善することができるだろう。 EECBGのエネルギー効率化プロジェク

トへの資金提供は、エネルギー利用を減らし、国のエネルギー効率基準の遵守を支援し、汚染エネ

ルギー源をゼロカーボン源に置き換えることを促進するであろう。 

 

グレッグ・スタントン下院議員 (D-AZ) とマーク・ヴィーシー下院議員(D-TX) はH.R. 2088 ("省エ

ネ向けブロックグラントプログラムを再承認するための、2007年エネルギー自立安全保障法改

正案")を導入した。 この法案は、EECBGに対する資金供与の承認を再承認し、拡大するものである。 

2020年1月、エネルギー・商業委員会のフランク・パロン委員長(D-NJ)、ポール・トンコ委員長(D-NY)、ボ

ビー・ラッシュ委員長(D-IL)は、「わが国の未来のための気候リーダーシップと環境行動」に関する議論

草案を提出した。 「クリーン・フューチャー・アクト」の議論草案のセクション322には、この条項が含まれて

おり、82「下院民主党」もインフラ法案「前進法」(H.R. 2 83)にこの条項を盛り込んでいる。 

 

勧告:議会は、エネルギー効率化・省エネブロックグラント・プログラムへの資金提供を再承認し、増

額すべきである。 プロジェクトに対する連邦政府の支援は、強力な労働基準(Buy America/nおよびDavis-B

aconの一般的な賃金要件を含む)を満たし、労働、環境、公民権に関するすべての制定法を遵守し、関連す

る場合にはコミュニティ給付協定およびプロジェクト労務協定に署名する受給者を条件とすべきである。 EE

CBG基金を配分する前に、州はエネルギー効率改善を最も必要としているコミュニティを特定し、エ

ネルギーコスト負担の高い低所得コミュニティを含め、それらのニーズに応じて資金を配分すべきで

ある。 このプログラムは、都市が融資の柔軟性を持つことを可能にすべきである。 先住民部族は、DOEの

Office of Indian Energy Policy and Programsを通して直接資金を受ける資格を保証されべきである。 

 

担当：エネルギー商業委員会 
 

 

 

 

 

 

81 米国エネルギー省、エネルギー効率・再生可能エネルギー局、「エネルギー効率・省エネブロックグラントプログラムについて」、https://www.energy.gov/eere/wipo/about-energy-efficiency-and-con

servation-blockgrant-program。 2020年6月アクセス。 
82 Title III、セクション322、「気候リーダーシップの議論草案」、「わが国(クリーン)未来法のための環境行動」 
第116回米国下院エネルギー・商業委員会(https://energycommerce.house.gov/newsroom/press-releases/ec-leaders-release-draft-clean-future-act-legislative-text-toachieve-a-100) (以下

「クリーン未来法審議案」という。) 

83 特に断りのない限り、H.R. 2の言及は、付与された規則委員会印刷116-54に含まれる法案のバージョンを参照する。 

2020年6月22日。 下院は、選考委員会の報告書が印刷されると、H.R.2について討論する準備をしていた。 規則委員会印刷は、https://rules.house.gov/sites/democrats.rules.house.gov/files/BILLS- 116

HR2-RCP116-54.pdfで入手可能であり、2020年6月22日以降になされた法案の修正を反映するものではない。 

https://www.energy.gov/eere/wipo/about-energy-efficiency-and-conservation-block-grant-program
https://www.energy.gov/eere/wipo/about-energy-efficiency-and-conservation-block-grant-program
https://energycommerce.house.gov/newsroom/press-releases/ec-leaders-release-draft-clean-future-act-legislative-text-to-achieve-a-100
https://energycommerce.house.gov/newsroom/press-releases/ec-leaders-release-draft-clean-future-act-legislative-text-to-achieve-a-100
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構成要素:水システムのエネルギー効率を向上させ、エネルギーと水の繋がりを連邦研

究に統合する 

 

エネルギーと水の関係は、一般に、エネルギーの生産には大量の水を必要とする一方で、水の処

理と分配も容易に利用可能なエネルギーに依存するという事実を指す。 住宅、農家、事業者のた

めに水を供給し、処理するには、かなりの量のエネルギーが必要である。 多くの都市政府にとって、

飲料水と廃水施設は総エネルギー消費量の最大40%を占めており、すでに拡大されている自治体予算のか

なりのライン項目である。84水の供給は、米国の多くの地域、特に南西部と西部地域でストレスにさらされて

いる。 気候変動は、降水パターンを崩壊させ、干ばつの可能性を増加させることによって、水系にさらにスト

レスを与えるであろう。 

 

2012年の政府説明責任局の報告書は、DOEが他の連邦機関の関与を得て、エネルギー・水関

連プログラムを創設することを勧告した。 DOEは2012年後半にエネルギー・水関連交流チームを創設

し、2014年に「エネルギー・水関連:課題と機会」を刊行した。これはDOEの将来のエネルギー・水のつながりを

概説したものである。 

 

連邦議会の議員は、エネルギー・水関連の問題に対処するための法案を提出した。ジェリー・マク

ナリー下院議員(D-CA)は、Smart Energy and Water Efficiency Act of 2019(H.R. 2665)を導入した。 この法案は、D

OEに対し、水、廃水、水の再利用システムのエネルギー効率と水効率を改善するための先進的な技術ソリュ

ーションを利用し、自動システムやインターネット接続技術を利用するソリューションに優先順位を付ける、自

治体、水道管区、その他の水道事業者向けのグラント・プログラムの設立を指示するものである。 さらに、科

学・宇宙・技術委員会議長のエディ・バーニス・ジョンソン(D-TX)は、2019年エネルギー・水研究統

合法(H.R. 34)を導入した。これにより、DOEは、研究、開発、実証、商業的応用プログラムにおい

て、エネルギーと水への配慮を盛り込むことが求められている。 下院は、2019年7月、有権者投票

でこの法案を可決した。 2020年6月30日現在、上院はこの法案をまだ成立させていない。 

 

下院エネルギー商業委員会のフランク・パローン委員長(D-NJ)と民主党委員会は、2019年5月に明

日のアメリカのためのインフラリード法(LIFT) t(H.R.2741)を導入した。 

この法案は、飲料水国家革命基金への予算配分を拡大・拡大し、持続可能なインフラおよび

水システムの環境管理のための資金を承認するものである。 また、エネルギー効率の良い給

水システムのためのパイロットプログラムへの資金提供も認められている。 

 
84 米国環境保護庁「水道事業のエネルギー効率」https://www.epa.gov/sustainable-waterinfrastructure/energy-efficiency-water-utilities。

 2020年6月アクセス。 
85 米国エネルギー省「エネルギー・ウォーター・ネクサス・クロスカット」https://www.energy.gov/energy-water-nexus-crosscut. 2020年6月アクセス。 
86 米国エネルギー省、エネルギー効率・再生可能エネルギー局、、「水安全保障グランドチャレンジ」、https://www.energy.gov/eere/water-security-grand-challenge。

 米国エネルギー省、

「安全で安価な水を供給するために、1億ドルのエネルギー・水淡水化施設を発表」https://www.energy.gov/articles/department-energy-announces-100-million-energy-water-desalination-

hub-providesecure-and、2020年6月にアクセス。 2020年6月アクセス。 

https://www.epa.gov/sustainable-water-infrastructure/energy-efficiency-water-utilities
https://www.energy.gov/eere/water-security-grand-challenge
https://www.energy.gov/eere/water-security-grand-challenge
https://www.energy.gov/eere/water-security-grand-challenge
https://www.energy.gov/articles/department-energy-announces-100-million-energy-water-desalination-hub-provide-secure-and
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2019年9月、ダン・キルデ下院議員(D-MI)は水裁判法(H.R.4033)を導入した。 この法案は、州、地

方自治体、州間組織、部族が水を汲み上げ、輸送し、処理し、熱を利用するのに必要なエネルギ

ーを削減することを支援するために、水効率・保全ブロックグラント・プログラムを創設するもので

あった。 また、気候変動の影響を受けやすいコミュニティに優先順位をつけて、水インフラ・プロジェクトに資

金を提供し、グラント資金を承認した。 

 

勧告:連邦議会は、州、地方自治体、部族、領土、水域にエネルギーと水のつながりに焦点を当てた

革新的な戦略を用いるための資金を提供するために、水効率・保全ブロックグラント・プログラムを

設立すべきである。 プロジェクトに対する連邦政府の支援は、強力な労働基準(Buy America/nおよ

びDavis-Baconの一般的な賃金要件を含む)を満たし、労働、環境、公民権に関するすべての制定

法を遵守し、関連する場合にはコミュニティ給付協定およびプロジェクト労務協定に署名する受給者

を条件とすべきである。 水効率・保全ブロックグラント資金を配分する前に、州、地方政府、部族、

水道管区は、気候変動の影響を受けるリスクが最も高く、水効率改善を必要とするコミュニティを特

定し、水とエネルギーコストの負担が大きい低所得のコミュニティを含め、そのニーズに応じて資金

を配分すべきである。 

 

勧告:連邦議会は、可能な限りエネルギーと水資源の消費を減らすことに焦点を当てて、すべ

ての関連する研究活動にエネルギーと水の関係を組み込むことを連邦科学機関に要求すべ

きである。 

 

管轄エネルギー・商業、天然資源、運輸・インフラ、科学・宇宙・技術に関する委員会 

 

クリーンで再生可能なエネルギー源の探索と拡大 
 

 

構成要素:2040年までに電力部門の純ゼロエミッション達成のためのクリーンエネルギー基準

をクリア 

 

30の州、コロンビア特別区、3つの地域では、再生可能エネルギー源から電力を一定の割合で調

達することを義務付ける自然エネルギーポートフォリオ基準が設定されている。87 これらの州のう

ちのいくつかは、より長期間にわたって100%の無炭素電力を達成するために、クリーンエネルギー

基準を策定している。これにより、電力会社は、原子力や化石エネルギーなどのより幅広いエネル

ギー源から、炭素回収によって選択することができるようになる。88 国のクリーンエネルギー基準

は、ゼロ炭素エネルギー源の市場の確実性を提供し、気候目標を達成するために必要な野心的

な道筋に電力部門を置くことになる。 

 

下院副議長ベン・レイ・ルジャン(D-NM) とティナ・スミス上院議員(D-MN) は、国家クリーンエネ

ルギー基準を制定した2019年クリーンエネルギー基準法(H.R. 2597/S. 1359)を導入した。 この法

案は、小売電力事業者にクリーンエネルギーの調達を増やし、革新的なゼロエミッション技術の展開につ

いてインセンティブを与えるよう義務付けている。 

 

87 州立法会議、「州の自然エネルギーポートフォリオ基準と目標」、https://www.ncsl.org/research/energy/renewable-portfolio-standards.aspx。
 2020年6月、バージニア州知事ラルフ・ノーザム、「ノーザ

ム州知事がクリーンエネルギー法案に署名」、プレスリリース、2020年4月12日、https://www.governor.virginia.gov/newsroom/all-releases/2020/april/headline-856056-en.html。 2020年6月アクセス。 
88 Center for Climate and Energy Solutions, Clean Energy Standards: State and Federal Policy Options and Considerations 
(2019). 

https://www.ncsl.org/research/energy/renewable-portfolio-standards.aspx
https://www.ncsl.org/research/energy/renewable-portfolio-standards.aspx
https://www.governor.virginia.gov/newsroom/all-releases/2020/april/headline-856056-en.html
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電力会社はクリーンエネルギークレジットを取引することができる。 この法案は、国のエネルギー

効率、クリーンエネルギーの導入、代替コンプライアンス支払いと民事制裁金を財源とする電気消

費者費用の削減プログラムの創設をDOEに指示している。 クリーンエネルギー基準によって生み

出された資金を利用しようとする人は誰でも、米国製の商品、製品、材料を購入する必要がある

(「アメリカン購入」要件)。 同法案はまた、DOEに対し、発電に伴うライフサイクルでの温室効果ガ

ス排出量を定量化し、クリーンエネルギー基準の適切なクレジット値を決定する方法論を評価する

ために、全米科学・工学・医学アカデミーと契約を締結するよう指示している。 

 

超党派のシンクタンク、Resources for the Futureは、Smith-Lujanの法案を分析し、2035年に

は電力部門の温室効果ガス排出量を通常のレベルより61%削減し、2020年から2035年にかけ

て二酸化炭素換算100億トンの排出を抑制すると結論づけた。 分析の結果、この法律により、同

期間中に大気汚染による早期死亡が3万件発生するのを防ぐことができると結論づけられた89。 

 

本報告書では、選考委員会の多数派スタッフが、クリーンエネルギーに対する財政的インセンティ

ブの拡大・拡大、国内スーパーグリッドへの移行、卸電力市場の近代化、クリーンエネルギーの研

究開発への積極的な投資など、幅広い一連の政策を提言する。 これらの政策に補完されて、クリ

ーンエネルギー基準は、温室効果ガス排出のより迅速な削減を達成することができるはずであ

る。 カリフォルニア大学バークレー校のGoldman School of Public Policyによる2020年6月の報告

書は、強力なクリーンエネルギー・送電政策は、2035年までに消費者の電気料金を現在の水準か

ら引き上げることなく達成できると結論付けている。それは90%の無炭素グリッドを達成するために

必要なインフラ整備が、毎年約53万人の雇用を支え、少なくとも1兆2,000億ドルの累積健康被害と

環境被害をが回避されるとしている91。 

 

野心に加えて、国家のクリーンエネルギー基準は環境正義の原則を反映する必要がある。 「公平で

公正な国家気候プラットフォーム」の起草者は、気候危機を解決するためには、「我々が今日直面している

危機状態に導いた過去の失敗を克服する必要がある」と述べている。 このような過去の失敗には、色

彩、部族社会、低所得者層のコミュニティが、最も高いレベルの毒性汚染にさらされ、気候変動の影

響を最も受けている、組織的な不平等が永続的に続いていることが含まれる。92 議会は、クリーン

エネルギー基準を策定するにあたり、「コミュニティに対する遺産の環境的・経済的影響」にどのよう

な影響を与えるかを検討し、「政策が過度に負担され、脆弱なコミュニティにどのように影響するか

を評価する気候研究を支援する」93)を提供する必要がある。 

 

勧告:議会は、遅くとも2040年までに電力部門の純ゼロ・エミッションを達成するために、国家クリ

ーンエネルギー基準を確立すべきである。 クリーンエネルギー基準は、短期的な排出削減を最大化

すべきである。 また風力、太陽光エネルギー貯蔵、原子力、水力、化石エネルギーの炭素回収利用と貯

留などのゼロエミッション技術をカバーすべきである 
 
 

 

 

89 2019年クリーンエネルギー基準法(2019年)の「将来のための資源、予測される効果」 
90 カリフォルニア大学バークレー校、ゴールドマン公共政策大学院、太陽光発電、風力発電、バッテリーのコストを削減すれば、クリーンな電気の未来を加速することができる (2020年6月、Gold

man School of Public Policy、Plummeting Solar、Wind、Battery Costs)。 
91 同上 
92 公平で公正な国家気候プラットフォーム(2019年)、https://ajustclimate.org/index.html。

 2020年6月アクセス。 
93 同上 

https://ajustclimate.org/index.html
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 クリーンエネルギー基準では、ライフサイクルでの温室効果ガス排出量の分析の一環として、これらすべ

ての排出源の上流排出量を考慮すべきである。 国のクリーンエネルギー基準は、小売電気事業者

や部族のクリーンエネルギーイニシアティブに関する州の規制を先取りすべきではなく、州や部

族がより厳しい基準を設定することを許されるべきである。 

 

勧告:議会は、DOEと環境保護庁(EPA)に対し、発電に伴うライフサイクルでの温室効果ガス排出

量を定量化し、クリーンエネルギー基準の適切なクレジット値を決定する方法論を評価するため

に、米国科学・工学・医学アカデミーと契約を結ぶよう指示すべきである。 

 

勧告:議会は、DOEとEPAに対し、実施中のクリーンエネルギー基準の配分上の影響(環境司法コ

ミュニティへの影響を含む)を評価し、意図しない配分上の影響を緩和するための勧告を作成する

ために、全米科学技術医学アカデミーと契約を結ぶよう指示すべきである。 国立アカデミーは、こ

の評価を5年ごとに実施すべきである。 

 

勧告:このセクションの後半の勧告に従い、連邦議会は連邦エネルギー規制委員会(FERC)に対し、

包括的で長期的な電力インフラストラクチャー戦略を策定し、2040年までに純ゼロ発電量を100%達

成するために必要なその他の規則や規制を実施するよう指示し、より厳しい基準を設定する州の政

策を支持すべきである。 

 

管轄：エネルギー・商業、科学・宇宙・技術委員会 

 

構成要素:陸上風力エネルギープロジェクトの生産税控除を延長し、研究開発への投資を継続  

 

2040年までに電力部門で純ゼロを達成し、2050年までに経済全体で純ゼロを達成するために

は、風力エネルギーの展開は劇的に増加しなければならない。 陸上風力発電に対する既存の第4

5条生産税額控除(PTC)94は、過去10年間で米国への1,430億ドルの投資を促進し、風力発電コストを2015

年に70%削減することに貢献した95。議会は、陸上風力発電のPTCを2020.年までに段階的に廃止すること

に合意した。96 2019年12月、議会が可決し、さらなる統合歳出法、2020年(H.R.1865) に大統領が署名し

た。 この法律は、陸上風力発電のセクション45 PTCを2021年までに40%の割合で延長した97。 

 

COVID-19のパンデミックは風力プロジェクトの開発を遅らせ、風力発電を許可し、建設し、陸上風

力発電のためのPTCの延長を求めた。 2020年6月、民主党の下院ウェイズ・アンド・ミーンズ委員会は202

0年グリーン法(H.R. 7330)を制定し、下院民主党は「前進法」(H.R. 2)に含まれている。 グリーン法の第101条

では、多くの技術に対して税額控除が適用される。 陸上風力エネルギーに関しては、法案は、20

20年までは既存の段階的廃止レベルでセクション45のPTCを維持するが、2025年までは60%の税

額控除を延長する。  

 

94 26 U.S.C.§45 
95 米国風力エネルギー協会「税制」、https://www.awea.org/policy-and-issues/tax-policy。 2020年6月アクセス。 
96 P.L. 114-113, Section 301. 
97ディビジョンQ、セクション127、さらに連結歳出法、2020。 

https://www.awea.org/policy-and-issues/tax-policy
https://www.awea.org/policy-and-issues/tax-policy
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法案第104条により、納税者は、結果として生じる過払い(「直接支払い」)に対して払い戻されるオプ

ションと引き換えに、より低い税額控除額を選択することができる。 

 

導入を促進する税制上のインセンティブに加えて、陸上風力エネルギー技術は、その気候便益を

最大化するための継続的な研究開発からも恩恵を受けるであろう。ポールトンコ下院議員(D-NY)

とジェフ・フォルテンベリー下院議員(R-NE)、および ティナ・スミス上院議員(D-MN)と スーザン・コ

リンズ上院議員(R-ME)は、2019年風力エネルギー研究開発法(H.R. 3609/S. 2660)を導入した。こ

れは、陸上、洋上、分散型の風力技術と系統統合のDOEの研究、開発、実証を再承認するもので

ある。 これには、許認可、建設、系統統合などの風力エネルギー開発のソフトコストの削減に焦

点が当てられる。 科学・宇宙・技術委員会は、2019年7月にこの法案を可決した。 

 

勧告:連邦議会は、風力エネルギーに関する第45条PTCを延長すべきである。 連邦議会は、クリー

ンエネルギー税額控除の直接支払いオプションを提供すべきである。 

 

勧告:議会は、風力エネルギー技術のDOEの研究、開発、実証を再度承認し、拡大すべき

である。 

 

管轄:ウェイズ＆ミーンズ；科学、宇宙、技術委員会 

 

構成要素:より多くの洋上風力エネルギープロジェクトを展開し、研究開発への投資を継続する

ための投資税額控除の創出 

 

両沿岸の洋上風力エネルギーは、主要な沿岸都市に電力を供給する可能性がある。 しかし、大き

な経済的・環境的ポテンシャルがあるにもかかわらず、風力エネルギーのセクション48投資税額控除(ITC)

は、洋上風力産業が離陸する機会を得る前に段階的に縮小する予定である98。 

 

複数の議員が、洋上風力発電のITC延長法案を提出した。 ジム・ランゲビン下院議員と上院議員 エ

ド・マーキー(D-MA) とシェルドン・ホワイトハウス(D-RI) は、2025年までの洋上風力エネルギーの

ITCを30%拡大する、新開発のための洋上風力インセンティブ(WIND)法(H.R. 3473/S. 1957)を導入

した。 ビル・パスクレル下院議員(D-NJ)とトム・カーパー上院議員(D-DE)はまた、インセンティブを

与える洋上風力発電法(H.R. 4887/S. 1988)を導入した。これは、ITCを最初の3,000MWの洋上風

力発電プロジェクトに拡張するものである。 

 

歳入委員会民主党による' GREEN Act of 2020(H.R. 7330)のセクション105では、洋上風力発電施設

のITCを2025年まで、または国の洋上風力発電容量が2021年に国の容量を3,000MW上回るまで延

長する予定である。 グリーン法第104条は、結果として生じる過剰支払い(「直接支払い」)に対して返還されるオ

プションと引き換えに、納税者がより低い税額控除額を選択することを認めるものである。 

 

選出委員会民主党は、直接支払いオプションの提供を支持するとともに、クリーンエネルギ

ー税の下で適用される建設・継続安全港湾の期限を延長することを表明した。99 
 
 

98 26 U.S.C.§48. 
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これらの期限は、どのプロジェクトが税額控除の対象となるかを決定する。 2020年5月、内国歳入

庁は、主に風力プロジェクトに対していくつかの減税措置を実施した。 洋上風力発電プロジェクトは、免責

条項の継続期限をさらに延長することで恩恵を受けるだろう。 

 

洋上風力技術は、さらなる研究開発からも恩恵を受ける。 ポールトンコ下院議員(D-NY)とジェフ・フォ

ルテンベリー下院議員(R-NE)、ティナ・スミス上院議員(D-MN)と スーザン・コリンズ上院議員(R-ME)

は、2019年風力エネルギー研究開発法(H.R. 3609/S. 2660)を導入した。これは、陸上、洋上、分

散型の風力技術と系統統合のDOEの研究、開発、実証を再承認するものである。 これには、浮

体式基礎などの先進的な洋上風力技術の実証プロジェクトに重点を置くことが含まれる。 科学・

宇宙・技術委員会は、2019年7月にこの法案を承認した。 

 

「気候緩和と回復のための海洋・湿地生態系の保護と復元」と題する報告書のセクションでは、選

定委員会の大多数のスタッフが、洋上風力プロジェクトの展開が感受性の高い種を含む海洋環境

の保全を確実にするための政策提言を概説している。 

 

勧告:連邦議会は、洋上風力エネルギープロジェクトのために、第48条のITCの長期的な延長を提供

すべきである。 連邦議会は、クリーンエネルギー税額控除の直接支払いオプションを提供すべきである。 

 

勧告:議会は、DOEの洋上風力エネルギー技術の研究、開発、実証を再承認し、拡大すべ

きである。 

 

管轄:科学、宇宙及び技術、歳入委員会 

 

構成要素:太陽エネルギー生産のための投資税額控除を延長し、研究開発への投資を継続 

 

2040年までに電力部門で純ゼロ、2050年までに経済全体で純ゼロを達成するためには、太陽エネ

ルギーの普及が劇的に増加しなければならない。 太陽光発電技術に関するセクション48のITCは、クリ

ーン・パワー・プランの撤回、太陽光料金の設定、COVID-19のパンデミックに伴い、政策の状況が変化した

としても、段階的に廃止される予定である。 

 

ジョー・ネグセ下院議員(D-CO)は、飛躍的太陽光発電拡大法 (EDGE)  (H.R. 476)を導入した。こ

れにより、20kW未満の太陽光発電所有権に関するセクション48のITCが増加し、住宅用太陽エ

ネルギープロジェクトに対するセクション25Dの税額控除が増加する。 Charlie Cristチャーリー・

クリスト院議員(D-FL)は、 サンシャイン永遠法(H.R. 2356)を導入し、セクション48の太陽エネル

ギー税額控除を10年間延長する予定である。 

 

GREEN Act of 2020(H.R. 7330)のセクション102では、太陽エネルギー特性および光ファイバー

太陽光設備に関するITCを2025年までに30%に延長し、その後は段階的に縮小する予定であ

る。 法案第104条は、結果として生じる過払い(「直接支払い」)に対して返還されるオプションと引き換え

に、納税者がより低い税額控除額を選択できるようにするものである。 
 
 

99 House Select Committee on the Climate Crisis, "Cister, Committee Members Urge Climate Action in Coronavirus Package"、プレスリリース、2020年3月20日。 
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選考委員会民主党は、直接支払いオプションの提供を支持するとともに、クリーンエネルギー税額

控除の下で適用される建設・免責条項の期限を延長することを表明しており100、これらの期限は、

どのプロジェクトが税額控除の対象となるかを決定するものである。 2020年5月、内国歳入庁は、主に

風力プロジェクトに対していくつかの減税措置を講じた。101太陽光発電プロジェクトは、ITCがPTCとは異なり、法

的措置によってしか変更できない法定のサービス開始期限を有しているため、継続性免責条項の追加延長の

恩恵を受けることになるであろう。 

 

導入を促進するための税制上のインセンティブに加えて、太陽エネルギー技術は、その気候便

益を最大化するための継続的な研究開発からも恩恵を受けるであろう。 ベン・マカダムス下院

議員(D-UT)は、2019年の太陽エネルギー研究開発法(H.R. 3597)を導入した。この法案は、太

陽光発電、集光型太陽光発電、太陽熱暖房・冷房、および系統統合を含む太陽エネルギー技

術のDOEの研究、開発、および実証を再承認するものである。 科学・宇宙・技術委員会は、201

9年7月にこの法案を可決した。 

 

勧告:議会は、太陽光発電のための第48条ITCを延長すべきである。 連邦議会は、クリーンエネルギー

税額控除の直接支払いオプションを提供すべきである。 

 

勧告:議会は、DOEの太陽エネルギー技術の研究、開発、実証を再度承認し、拡大すべき

である。 

 

管轄:歳入委員会、科学、宇宙、技術委員会 

 

構成要素:適格水力、小規模風力、その他の再生可能エネルギー技術に対する税制上の優遇

措置の拡大 

 

適格な水力、小規模風力、埋立地ガスは、電力、運輸、建築部門の炭素削減を支援するツール

のポートフォリオを拡大することができる、追加的な再生可能エネルギー技術である。 

 

下院歳入委員会のGreen Act of 2020(H.R. 7330)は、これらの技術の多くについてPTCとITCを拡張

する。 法案のセクション101では、水力発電と埋立地ガスの認定を受けた場合、PTCを2025年まで

延長することになっている。 法案のセクション102では、燃料電池特性、マイクロタービン特性、熱電

併給特性、小型風力エネルギー特性に関するITCを2025年までに30%に拡大し、2年間で段階的に

削減する。 さらに、この法案は、ITCを、他の技術と同じフェーズドダウンスケジュールを用いて、適

格なバイオガス特性とリニア発電機を含むように拡張するものである。 法案第104条は、結果として生

じる過払い(「直接支払い」)に対して返還されるオプションと引き換えに、納税者がより低い税額控除額を選

択できるようにするものである。 

 

勧告:議会は、PTCを水力発電と埋立地ガスの認定に拡大すべきである。 連邦議会は、燃料セル特

性、マイクロタービン特性、CHP特性、小型のITCを拡大すべきである。 
 

 
100 House Select Committee on the Climate Crisis, "Cister, Committee Members Urge Climate Action in Coronavirus Package"、プレスリリース、2020年3月20日。 
101 内国歳入庁「再生可能エネルギープロジェクトを開発する納税者に安全な港を提供する財務省」(2020年5月27日プレスリリース) 
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風力エネルギー特性とITCを拡大し、適格なバイオガス特性とリニア発電機を含める。 連邦議会

は、クリーンエネルギー税額控除の直接支払いオプションを提供すべきである。 

 

管轄:歳入委員会 

 

構成要素:発電用地熱エネルギーを増強 

 

地熱は、地球の中心から放射され、建物の熱や冷房のためのエネルギーと同様に、ゼロ炭素の電

気を供給するために利用することができる。 DOEによれば、米国は2050年までに最大6,000万kWの

地熱エネルギー容量を設置することができ、地熱ヒートポンプは最大2,800万世帯に冷暖房を提供

することができる。102その可能性を達成するためには、地熱エネルギー・プロジェクトに関連するコ

ストとリスクを低減するために、米国政府は「地熱資源の探索、発見、アクセス、管理に使用される

ツール、技術、および方法論の改善」に投資する必要がある103。 

 

スティーブン・ホースフォード下院議員(D-NV)は、地熱エネルギーを30%のITCに適格とする2019

年地熱エネルギー機会(GEO)法(H.R.5154)を導入した。 下院歳入委員会民主党は、2020年グリー

ン法第102条(H.R. 7330)にこの条項を盛り込んだ。 グリーン法第101条は、地熱エネルギーのPTC

を2020年まで延長し、その後は高等ITCの対象となる。 グリーン法第104条は、結果として生じる過剰

支払い(「直接支払い」)に対して返還されるオプションと引き換えに、納税者がより低い税額控除額を選択す

ることを認めるものである。 

 

フランク・ルーカス下院議員(R-OK)と議長のエディ・バーニス・ジョンソンは、地熱エネルギーに

関するDOEの研究、開発、実証活動を再承認する2019年の先端地熱研究開発法(H.R.5374)を

導入した。 科学・宇宙・技術委員会は2020年2月にこの法案を承認した。 

 

報告書「エネルギー効率を最大化し、排出をなくすための住宅・事業の建設・改良」のセクシ

ョンでは、選考委員会の多数の職員が建築物における地熱エネルギーの利用を増加させる

ための勧告を概説している。 

 

勧告:議会は地熱エネルギーをより高いITCに適格とし、より高いPTCに適格となるまで地熱エネル

ギーのPTCを延長すべきである。 連邦議会は、クリーンエネルギー税額控除の直接支払いオプション

を提供すべきである。 

 

勧告:議会は、地熱エネルギー技術の研究、開発、実証を再度承認し、拡大すべきであ

る。 

 

管轄:歳入委員会、科学、宇宙、技術委員会 
 

 

 

 

 
102 米国エネルギー省、GeoVision: Heat Beneut Our Feet (2019) 
103 同上。 
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構成要素:既存の水力発電に対するインセンティブの再承認 

 

水力発電は、米国の発電量の6.6%(2019年)を占めるゼロ炭素資源である104。米国には8万のダム

があるが、発電できているダムは全体のわずか3%であり、多くは効率を最大化するために近代化を

必要としている。105。 

 

デビッド・マッキンリー下院議員(R-WV)、ポール・トンコ下院議員(D-NY)、デビッド・ローブサック下

院議員(D-IA)などは、2005年エネルギー政策法第242条および第243条を再承認するために、Reli

able Investment in Vital Energy Reauthorization (RIVER) 法 (H.R. 3361)を導入した。 これらの条項

は、既存の水力発電施設の効率改善や、既存のダムや河川導管にタービンなどの発電装置を改修するた

めのインセンティブを与えるものである。 また、エネルギー・商業委員会民主党未来法のタイトルE、セ

クション243は、2005年エネルギー政策法のセクション242および243を再認可し、10MW以下の発

電能力を有する既存ダムの水力発電設備の受給資格を拡大している。106 下院民主党は、イン

フラ法のセクション33171(移動先送り法)のセクション242の再認可を含んでいる(H.R.2)。 

 

勧告:連邦議会は、水力発電施設の生産と効率改善を奨励するため、2005年エネルギー政策法

の第242条と第243条を再承認すべきである。 水力発電プロジェクトは、絶滅危惧種法を含むすべての

関連環境法令を遵守すべきであり、漁業を害したり、レクリエーション、部族、商業漁業を脅かすことのないよ

うな方法で運営すべきである。 

 

管轄：エネルギー商業委員会 

 

構成要素:海洋および水力学エネルギーの研究と展開 

 

波、潮、海流は、捕捉されて電力に変換されるエネルギーを含んでいる。107海洋・流体力学技術

は、他の形態の再生可能エネルギーほどよく開発されておらず、十分に支援されていない。 米国

では、商業規模の波力エネルギープロジェクトは実施されていない。 メーン州コブスクーク湾では、潮

力発電のパイロットプロジェクトが1件実施されている。 

 

海洋および流体動力学的再生可能エネルギー施設のPTCは、2017年末に期限切れとなった。 201

9年12月に議会を通過し、大統領は「更なる統合予算法、2020年(H.R. 1865)」に署名した。これは20

20年のGREEN Act of 2020(H.R. 7330)の2021.108節(H.R. 7330)を通して、海洋および流体力学的再

生可能エネルギー施設のPTCを2025年まで延長するものである。法案第104条は、結果として生じる過

払い(「直接支払い」)に対して返還されるオプションと引き換えに、納税者がより低い税額控除額を選択できるよ

うにするものである。 
 

104 Energy Information Administration, Electricity Data Browser, “Net generation, United States, All Sectors,” 
https://www.eia.gov/electricity/data/browser/. 2020年6月アクセス。 

105 全国水力発電連合会「コンバーティング・ノンパワーダム」、https://www.hydro.org/waterpower/convertingnon-powered-dams/、「近代化」https://www.hydro.org/waterpower/modernizing/。 20

20年6月アクセス。 
106 Title II, Section 243, CLEAN Future Act討議草案。 
107 米国エネルギー省、ブルーエコノミーの推進:海洋市場における海洋再生可能エネルギーの機会の探求(2019年) 
108 Division Q, Section 127, Further Consolidated Appropriations Act, 2020. 

https://www.eia.gov/electricity/data/browser/
https://www.hydro.org/waterpower/modernizing/
https://www.hydro.org/waterpower/modernizing/
https://www.hydro.org/waterpower/modernizing/
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海洋エネルギーと水力エネルギーに関するより深い研究が必要であるにもかかわらず、DOEの

水力発電技術局は、エネルギー効率・再生可能エネルギー局(EERE)の他のプログラムと比較し

て、比較的少ない資金しか受け取っていない。 スザンヌ・ボナミシ下院議員(D-OR)は、水力研究開発法

(H.R. 6084)を導入し、海洋エネルギーを含む水力発電技術の研究、開発、実証、商業化活動を再認可した。 

この法案は、既存および新規の国立海洋エネルギーセンターへの資金提供を承認するものである。 同様

に、 テッド・デューチ下院議員(D-FL)および スザンヌ・ボナミチ下院議員(D-OR)は、2019年海洋エネルギー

研究開発法(H.R. 3203)を導入し、これも国立海洋エネルギーセンターへの資金提供を承認する予定であ

る。 

 

勧告:2021年に期限が切れる前に、議会は、潜在的な投資家により確実性を与えるために、海洋

および水力学的エネルギー資源に関するPTCの長期延長を可決すべきである。 

連邦議会は、クリーンエネルギー税額控除の直接支払いオプションを提供すべきである。 「気候緩

和と回復のための海洋・湿地生態系の保護と復元」と題する報告書のセクションでは、選定委員会の多

数のスタッフが、海洋・流体力学的エネルギーインフラの展開が感受性の高い種を含む海洋環境を保護

することを確保するための政策提言を概説している。 

 

勧告:議会は、DOEの水力発電技術局への資金提供を拡大することにより、海洋および水力エネ

ルギーの研究、開発、実証、および展開を拡大すべきである。 

 

管轄:科学、宇宙及び技術委員会、歳入委員会 

 

構成要素:電気事業者が適格な施設に公正な契約条件を提供することを確保する 

 

連邦議会は、競争を拡大し、化石燃料への依存を減らすために、公共事業規制政策法(PURPA)を

制定した。109同法は電力会社に、コージェネレーションまたは再生可能エネルギー・プロジェクトを

持つ小規模な適格施設から電力を購入することを義務付けている。 規制された市場を持つ州やク

リーンエネルギー政策を持たない州では、PURPAは再生可能エネルギー開発の重要な推進力とな

っている。 FERCは適用される規則を制定し、州はそれらを実施することが求められている。 このプ

ログラムは、電気料金を低く抑え、エネルギー生産を多様化することで、消費者のリスクを軽減する

ものである。 Federal Power Actは、適格施設が卸電力市場に無差別にアクセスできる場合、電力

事業者がこのプログラムから除外されることを認めている。 

 

利害関係者は、PURPAの実施に関していくつかの懸念を提起している。例えば、回避された費用計

算を改善する必要があること、および州が連邦規則を確実に実施するのを助ける市民訴訟条項が

必要であることなどである。 彼らはまた、FERCが、1MWを超える正味容量を有するすべての適格施設

が、全ての地域送電機関(RTO)及び非RTOにおいて卸電力市場への無差別なアクセスを有しており、これ

がPURPAの適用を大きく制限することになるのではないかと、改正規則制定案の通知について懸念を表明

した。110 

 

 
109 連邦エネルギー規制委員会「FERCのProposed Rule Maing to Update PURPA Regulations」(2019年9月19日) 
110 Federal Energy Regulatory Commission, Proposed Rulemaing: Public Utility Regulatory Policies Act of 1978, 168 FERC & 61, 184(2019年9月19日)に基づく実施問題。 
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エネルギー・商業委員会の「Clean Future Act」の討議案は、PURPAを修正し、FERCに対し

適格施設について、少なくとも現存する電力会社が自社製であるか長期電力購入契約の

形態であるかを問わず、新世代への投資を回収する期間と同じ期間の固定価格契約を締

結する選択権を有することを義務付けるものである。111。 

 

勧告:連邦議会は、FERCに対し、適格施設が、自家建設か長期電力購入契約かにかかわらず、既

存の電力会社が新世代への投資を回収する期間と少なくとも同期間の固定価格契約を締結する選

択権を有することを要求すべきである。 

 

管轄：エネルギー商業委員会 

 

 原子力技術の可能性とリスクへの対応  

原子力は、2019年の米国の発電量の20%を占め、全ゼロ炭素電力の半分以上を占めるゼ

ロ炭素電源であり、112原子力部門は、2019年113月に米国で7万人を超える雇用を支えた。
113 

 

以上、選考委員会の多数派は、連邦議会に対し、既存の原子力発電所から発電された電力が

クレジットの資格を得ることを可能にする連邦クリーンエネルギー基準を制定するよう勧告する。 

しかし、原子力発電所は無公害ではない。 それらは、何千年にもわたる放射性廃棄物を発生し、そのために

米国は恒久的な処分ソリューションを開発できていない。 

 

本節では、既存の原子力発電能力の安全と継続的な運用を確保し、次世代の原子力技術に投資

するための提言を行う。 

 

構成要素:既存の原子力発電所の安全かつ継続的な運転を確保する 

 

米国の原子力発電施設は老朽化しており、米国の原子炉の平均使用年数は38年である。114 原子

力規制委員会(NRC)は、原子炉を40年間認可しているが、20年間の延長および「その後のライセン

ス更新」をさらに20年間認可することができる。 NRCは、その後のライセンス更新、すなわち、フロリ

ダのターキーポイント原子力発電所で計80年から2基、ペンシルベニア州のピーチボトム原子力発

電所で2基の運転許可を認めた。 バージニア州にある原子力発電施設「スリー」が、その後の許可更新申

請書を提出した。115 

 

111 Title II, Section 224, CLEAN Future Act討議草案。 
112 エネルギー情報局「原子力について:米国の原子力産業」 
https://www.eia.gov/energyexplained/nuclear/us-nuclear-industry.php. 2020年6月アクセス。 

113 Energy Futures Initiative and the National Association of State Energy Officials, The 2020 U.S. Energy and Employment Report (2020). 
114 Energy Information Administration, "よくある質問: 米国の原子力発電所の年齢と時期" 
最新の建物は?」2019年12月26日、https://www.eia.gov/tools/faqs/faq.php?id=228&t=21。 2020年6月アクセス。 

115 原子力規制委員会「その後のライセンス更新申請の法規」、https://www.nrc.gov/reactors/operating/licensing/renewal/subsequent-license-renewal.html。 2020年6月アクセス。 

https://www.eia.gov/energyexplained/nuclear/us-nuclear-industry.php
https://www.eia.gov/tools/faqs/faq.php?id=228&amp;t=21
https://www.nrc.gov/reactors/operating/licensing/renewal/subsequent-license-renewal.html
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このような原子炉の老朽化に伴い、NRCは安全操業を確保するための警戒体制を強化する必要

がある。 しかし、NRCは2019年に、NRCの「商業用原子力発電所の運転の安全性とセキュリティ性能を検

査、測定、評価するプログラム」である原子炉監視プロセスの変更を検討し始めた。116下院エネルギー・商

業委員会のフランク・パローン委員長(D-NJ)、下院エネルギー・商業小委員会のボビー・ラッシュ議長(D-I

L)、下院歳出委員会のナイタ・M・ロウィー議長(D-NY)、下院のエネルギー・水開発分科会のマーシー・カプ

トール議長(D-OH)は連名で、NRCのクリスティン・スヴィニッキ議長に、このような変化が業界にとって重要

な時期に安全監視を弱めるのではないかと懸念する書簡を送った。 さらに下院議員のマイク・レヴィン(D-C

A)、 アンディ・キム(D-CA)、ドリス・マツイ(D-CA)も、同会長に宛てた書簡を送り、独立系の使用済み燃料貯蔵

施設の点検に関する大幅な削減への懸念を強調した118。 

 

さらに、規制当局が強力な検査プログラムを維持すれば、連邦政府の研究に対する継続的かつ

新規の資金提供は、現在稼働中の原子力発電所の気候上の利益と安全性をさらに改善する可

能性がある。 下院議員のコノール・ラム(D-PA)は、原子力研究開発法(H.R. 6097)を導入した。これは、既

存の軽水炉の信頼性、容量、安全性、物理的セキュリティ、運転・保守、柔軟性、環境影響、回復力の改

善に重点を置いたDOEの持続可能性プログラムを再承認するものである。 この法案はまた、使用済み核

燃料の革新的な解決策を開発するためのDOEの使用済み燃料研究プログラムを再承認するものでも

ある。 

 

勧告:議会は、老朽化した発電所の検査を増やし、強力な原子炉監視プロセスを維持するようNR

Cに指示すべきである。 

 

勧告:議会は、NRCに対し、国家環境政策法(NEPA)のもとでの現在の権限を利用して、潜在的

な気候影響に対する脆弱性の徹底的な見直しを含め、許可更新を求める原子炉の厳密な気

候評価を実施するよう指示すべきである。 

 

勧告:議会は、既存の軽水炉の信頼性と安全性を向上させるために、DOEの持続可能性プログラム

を強化すべきである。 

 

管轄：エネルギー・商業委員会、科学・宇宙・技術委員会 

 

構成要素:次世代核技術の研究開発支援 

 

次世代原子力技術は、ゼロ炭素電力の有望な供給源となり得るが、安全、拡散リスク、コストを

含む多くの課題が残されている。 

 

小型モジュラー原子炉(SMR)は、その設計により、建設および許可の複雑さを制限し、漸進的な投

資を可能にし、資本コストおよび財政リスクを低減することができる。 
 

116 原子力規制委員会「原子炉監視プロセス(ROP)」 
https://www.nrc.gov/reactors/operating/oversight.html. 2020年6月アクセス。 

117 House Committee on Energy and Commerce, “House Democrats Push Back Against Proposed Changes to Nuclear Regulatory Commission’s Reactor Oversight Process,” July 15, 2019, h

ttps://energycommerce.house.gov/newsroom/pressreleases/house-democrats-push-back-against-proposed-changes-to-nuclear-regulatory. 
118 マイク・レビン下院議員事務所(D-CA)、「下院議員」 Mike Levin, Andy Kim, and Doris Matsuiは、https://mikelevin.house.gov/media/pressreleases/reps-mike-levin-andy-kim-and-doris-matsui-lead-congressional-letter-opposing、2020年1月9日、核

廃棄物貯蔵の検査削減提案に反対する議会書簡を主導した。 

https://www.nrc.gov/reactors/operating/oversight.html


| ページ 48  

既存の水冷技術を用いたSMRは、他の先進的な原子力技術よりも商業的展開に近い。 一部の産

業部門の企業は、プロセス熱を供給し、産業部門の排出削減を支援するために、SMRを導入する可能性

があると考えている。 

 

エレイン・ルリア下院議員(D-VA)は、DOEに対し、先端的な原子力技術のいくつかの実証プロジェ

クトの実施を指示する原子力エネルギーリーダーシップ法(H.R. 3306)を導入した。 同法はまた、国

の安全保障上の目的のために価値の高い資産に電力を供給することができる、SMRのような、最先端また

は早期配備の原子力技術のための連邦政府機関のための長期電力購入契約のためのパイロットプログ

ラムの開発をDOEに指示するものであった。エネルギー・商業委員会の「CLEAN Future Act」の討議

案には、このパイロットプログラムも含まれている。119 SMRなどの先端的な原子力技術を展開す

るための代替戦略として、連邦政府の融資、融資保証、その他の形態の連邦信用供与が考えら

れる。 

 

SMRや他の次世代原子力技術は、炭素ゼロの電気を提供するが、放射線放出、廃棄物処分、及び

潜在的な拡散を含む潜在的な安全上の危険性をもたらす。 NRCは、これらの技術に対して積極的

な監督の役割を果たす必要がある。 しかし、2019年12月、NRCはSMRと非軽水炉の緊急時計画を弱める

ルールを提案した。120 コミッショナーのジェフ・バーンは、このルールを「40年以上にわたる放射線緊急時計画

からの根本的な逸脱121」と呼んだ。 

 

勧告:議会は、DOEに対し、小型モジュラー炉のような初めての、あるいは早期配備の原子力

技術を、R&D、連邦政府の融資、融資保証、その他の連邦政府の信用保証、または連邦政府

機関のための長期電力購入契約のためのパイロットプログラムを通じて支援するよう指示す

べきである。ただし、この技術がサイバーセキュリティを含む高い安全基準を満たし、拡散リス

クを最小限に抑えることを条件とする。 

 

勧告:議会は、NRCに対し、SMR及び他の新興の原子力技術に対する厳格な安全計画及び緊急

時計画の要件を維持するよう指示すべきである。 

 

管轄：科学・宇宙・技術委員会、エネルギー・商業委員会 

 

構成要素:核廃棄物への道を開く 

 

原子力はゼロ炭素技術であるが、原子力発電所は放射性廃棄物を発生し、数千年にわたって生

命に危険を及ぼす。 現在まで、米国政府は、使用済核燃料と、現在運転中および廃止された全

国の原子力発電所で貯蔵されている高レベル廃棄物の安全で長期的な処分のための解決策を、

作成していない。 

 

ユッカ・マウンテンのような深い地質学的核廃棄物貯蔵所の立地における第一の課題は、地元の同

意を得ることである。 一つの潜在的解決策は、州に放射性廃棄物に対する監督権限をより多く与えること

である。 

 
119 Title II, Section 245, CLEAN Future Act討議草案。 
120 原子力規制委員会「小型モジュール炉等の新技術の防災に関する規則案」(SECY-18-0103、2019年12月17日、https://www.nrc.gov/docs/ML1935/ML19351C728.pdf.) 
121 Jeff Baran委員、SECY-18-0103「規則案:小型モジュールの緊急時対策」に関するコメント 
原子炉等新技術2019年11月14日https://www.nrc.gov/docs/ML1935/ML19350A748.pdf. 
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原子力法を改正し、放射性物質の省資源・回収法などの環境法の適用除外を撤廃するととも

に、連邦の最低基準を維持することで、燃料や高レベル廃棄物を削減する。122 しかし、州政

府や地方自治体、部族の環境法がこのように大きく変化したことの影響を分析するためには、

さらに多くの作業が必要である。 

 

議会が長期貯蔵の法的解決に取り組む中、マイク・レヴィン (DCA)下院議員は、2019年使用済燃

料優先化法(H.R. 2995)を導入した。これは、高人口地域および高地震危険地域に位置する退役

民生原子力発電所からの高レベル放射性廃棄物または使用済核燃料の受入れを優先するようD

OEに指示するものである。 

 

さらに、レヴィン議員(D-CA)、 アンディ・キム下院議員(D-CA)、ドリス・マツイ下院議員(D-CA)は、NRC会長のク

リスティン・スヴィニスキに宛てた書簡を送り、独立使用済み燃料貯蔵施設の検査の大幅な削減案に懸念を表

明した123。 

 

これらの問題は議会で議論されているが、既存の原子炉の使用済燃料は、できるだけ早くプールか

ら乾式キャスク貯蔵に移すべきであることがますます明らかになってきている124。 

 

勧告:議会は、米国の核廃棄物問題に対する立法的解決を引き続き追求すべきであり、これには、

核廃棄物の恒久的な処分場に対する同意に基づく立地を含めるべきである。 

 

勧告:使用済燃料優先化法に従い、議会はDOEに対し、人口が多く、地震ハザードが高い地域に立

地する退役民生原子力発電所からの高レベル放射性廃棄物または使用済核燃料の受入れを優先

するよう指示すべきである。 

 

勧告:連邦議会は、既存の原子炉における使用済燃料の硬化された出荷準備が整った現場のド

ライキャスクへの移送を促進するために、電気事業者にインセンティブを提供すべきである。 議

会は、NRCに対し、既存の原子炉における使用済燃料の頑健な検査プログラムを維持するよう指示すべ

きである。 

 

勧告:連邦議会は、連邦の最低基準を維持しつつ、使用済燃料と高レベル廃棄物に関する環境法

からの免除を撤廃するために、原子力法を改正することの意味合いを研究するために、連邦、州、

地方、部族の職員で構成されるタスクフォースを設置すべきである。 タスクフォースは、連邦議会のた

めの報告書を作成し、その結果を示すべきである。 

 

管轄：エネルギー商業委員会 
 

 

 

 
122 Geoffrey Fettus上級弁護士、天然資源防衛審議会、法案審議の聴聞会、S.、2019年核廃棄物政策改正法、上院環境公共事業委員会審議、第116回会議(2019年5月1日)。 
123 マイク・レビン下院議員事務所(D-CA)、「下院議員」 Mike Levin, Andy Kim, and Doris Matsuiは、https://mikelevin.house.gov/media/pressreleases/reps-mike-levin-andy-kim-and-doris-matsui-lead-congressional-letter-opposing、2020年1月9日、核

廃棄物貯蔵の検査削減提案に反対する議会書簡を主導した。 
124 関係科学者連合「使用済核燃料の安全な貯蔵」https://www.ucsusa.org/resources/safer-storagespent-nuclear-fuel. 2020年6月アクセス。 

https://www.ucsusa.org/resources/safer-storage-spent-nuclear-fuel
https://www.ucsusa.org/resources/safer-storage-spent-nuclear-fuel


| ページ 50  

構成要素:原子力発電所が気候の影響に対して強靱であることを確保する 

 

既存の原子力発電所は、原子炉冷却のために十分な水供給を必要とするため、一般に水域の

近くに設置されている。 その結果、原子力発電所は、米国のエネルギーインフラの他の地域よりも洪水

に対して脆弱である可能性があり、気候が温暖化し続けるにつれて、そのリスクは悪化するであろう。 

 

平成23(2011)年、日本の福島第一原子力発電所は、津波の浸水により壊滅的な被害を受け

た。 その後、NRC短期タスクフォースは、福島県の災害を踏まえ、NRCのプロセス及び規制を見直すことを

任務とし、原子炉設置者に対し、「サイトにおける地震及び洪水の危険性を再評価し、必要であれば、更新

された危険性から保護するために安全上重要な設計基準及びSSC(構築物、系統及び機器)を更新するよ

う命じる」ことを勧告した。125 2012年3月、NRCは、原子炉設置者に対し、この勧告の最初の部分であるサ

イトにおける地震及び洪水の危険性の見直しを完了するよう指示した。 このレビューでは、米国の原子力発

電所の3分の2が、極端な降水、ダムの破損、高潮による洪水など、当初の設計基準を超える危険に直面して

いることが判明した126。 

 

NRCは、勧告の第2部を実施しなかった。 NRCは、2019年初頭に、洪水及び地震ハザードに関する最新

のデータを考慮するために、原子力発電所に施設及び安全計画を改良することを要求する規則案を検討し

た。 委員会は、3- 2の党派に沿って、専門職員の勧告を無視し、洪水や地震のリスクに対処するための予

防措置を義務的ではなく自主的に行うことを採択した。127 これにより原子力発電所は、洪水のリスクを含

む自然災害に対して不必要に脆弱であるなままとなった。 

 

勧告:議会は、原子力規制委員会に対し、「設計基準外事象の緩和」への規制の再開を指示し、原

子力発電所に対し、既知の地震及び洪水のリスクに対処するための行動をとることを要求すべきで

ある。 この規則は、現行の洪水現場管理基準(大統領令11988)の要件を満たすべきである。 

 

勧告:連邦議会は、予測される気候影響に基づいて、米国の原子力発電所および使用済燃料の

極端な気象および気候の脆弱性について、原子力規制委員会に対し、業界全体での評価を実施

するよう指示すべきである。 

 

管轄：エネルギー商業委員会 
 

 

 

 

 

 

 
125 原子力規制委員会、短期タスクフォース、21世紀における原子炉の安全性向上のための提言 
(2011). 

126 Scott Flanders et al, “Insights Gained from Post-Fukushima Reviews of Seismic and Flooding Hazards at Operating U.S. Nuclear Power Plant Sites,” Presentation to the 24th Conference 

on Structural Mechanics in Reactor Technology, August 2017, https://www.nrc.gov/docs/ML1713/ML17138A169.pdf. 
127 原子力規制委員会「設計基準を超えた事象の緩和;最終規則」、84のFED。 レギュレーション 39684(平成29年8月9日) 
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 ナショナル・スーパーグリッドへの移行  

風力と太陽エネルギーのコストは劇的に低下したが、最もコストの低い資源のいくつかは人口中

心地から遠く離れている。 さらに、グリッドが1時間単位で広い地理的領域にわたって資源を引き

出すことができれば、可変出力の再生可能エネルギー源のより高い普及率を確実に統合すること

ができる。 送電網の近代化と拡大により、より多くの米国民が低コストでゼロ・エミッションの電力から恩恵

を受けることができるようになるだろう。 それはまた、気候変動の影響に対する送電網の回復力を高めるこ

とにもなる。 

 

これらの理由から、連邦議会は、送電線の立地を含め、主要な電力インフラの課題に対処するため

の包括的戦略を必要としている。 

 

構成要素:全国関心電力送電回廊プログラムの近代化 

 

連邦法と州法が重複する複雑な網のため、米国では新たな送電線を敷設することが困難になって

いる。 新しい送電線の建設にはしばしば10年もかかる。 気候目標を達成するために、国は、自然

エネルギー発電を大幅に増加させるために、クロスステートの高電圧直流(高電圧直流)送電線を建

設する必要がある。 5つの高電圧直流送電線を提案したクリーン・ライン・エネルギー・パートナー

は、再生可能エネルギーを全国に供給するための開発に成功しなかったが、この課題の顕著な例

である128。 

 

連邦議会は、2005年エネルギー政策法において送電線の立地プロセスを合理化しようとした。そ

のため、FERCが特定の狭い条件下で送電設備の建設と土地収用権の行使に踏み切ることがで

きる国益送電回廊を定期的に指定するようDOEに指示した129。 

 

しかしながら、このアプローチは、送電線の立地に関する権限を2つの機関に分け、非効率性と競

合する優先事項を生み出している。 さらに、プロジェクト推進者が具体的で狭い提案を作成する前

に、広い地域を回廊として指定するようDOEに要求することは、土地所有者やコミュニティとの関係

を歪める可能性がある。 プロジェクト実施主体者が土地所有者やコミュニティとの土台を築いた後、回廊指

定を申請できるようにする方がよいかもしれない。 

 

また、連邦議会も顕著なギャップを残した。 現行の法律では、DOEが送電回廊を指定する場合、D

OEは、電力部門からの温室効果ガス排出量を削減するために、新規または拡大送電が必要な場

所を検討する必要はない。 

 

国益電力送電回廊プログラムの実施は、法的課題に直面した。 2件の判決は、送電設備の建設

申請を州が拒否したからといって、連邦政府のバックストップ設置の引き金にはならないとし、州と

の協議が不十分であったためにDOEの送電渋滞調査を無効にすることによって、その実施を制限

している。130この判決は、州との適切な協議を構成するものが不明確であるため、DOEは追加の

送電回廊を指定していない。 
 

128 Russell Gold, Superpower, One Man’s Quest to Transform American Energy (Simon & Schuster, 2019). 
129 16 U.S.C.§824p. 
130 Piedmont Envtl. 評議会v F.E.R.C., 558 F.3d 304 (4th Cir. 2009年、カリフォルニア州 原石炭 v. DOE, 631 F.3d 1072 (9th Cir. 2011). 
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勧告:連邦議会は連邦電力法を改正し、国益電力送電回廊プログラムの目標が、陸上および洋上

の再生可能エネルギーの開発、供給、または供給の強化を含む国の気候目標の達成を支援する

ようにすべきである。 

勧告:議会は、FERCに対し、DOEと国立研究所と協力して、2040年までに100%クリーンな発電を達

成する包括的で長期的な電力インフラストラクチャー戦略と、より厳しい基準を設定するあらゆる

州の政策を策定するよう指示すべきである。 FERCは、その分析において、鉄道や州間高速道路など、

現存する鉄道の権利を利用できる場所を特定すべきである。 

勧告:連邦議会は、連邦電力法を改正し、提案されたプロジェクトの開発者からの申請に基づき、DO

EではなくFERCが国益送電回廊を指定するよう指示すべきである。 

 

勧告:NEPAの要件に従い、連邦議会は、1つ以上の州がプロジェクトを承認したが、1つ以上の州

がプロジェクトを拒否したか、2年以上承認を保留した場合、FERCが国益送電回廊内の州間送電

設備のバックストップ立地権を行使できることを明確にするため、連邦電力法を改正すべきであ

る。 

管轄：エネルギー商業委員会 

 

構成要素:州および地方自治体が州間の送電線を支援するための資金提供 

多くの場合、州政府と地方自治体は、地理的区域を通過する州間の送電線の立地と許可に関

する決定を下すために必要な経済的・環境的分析を行う資源を持っていない。 これは、長い遅延

をもたらす可能性がある。 DOEと国立研究所からの連邦資金と技術援助は、この問題を緩和するのに

役立つであろう。 

経済開発へのインセンティブは、州政府と地方政府が、管轄内で提案されている送電プロジェクトか

ら目に見える利益を得るのにも役立つ可能性がある。 迅速に意思決定を下すためのインセンティブや支

援を提供すれば、プロジェクトの停滞を防ぐことができ、連邦政府による立地権の停止の引き金となる可能性

がある。 

勧告:連邦議会は、州、地方、部族当局に対し、提案された州間送電プロジェクトの立地に向けて送

電計画と申請の審査を行うための連邦資金と技術支援を提供するために、DOEに新しいプログラム

を創設すべきである。 連邦議会はまた、州、地方、部族の管轄区域に経済発展のためのインセンティブを提

供する権限をDOEに与えるべきである。 

DOEは、ゼロ炭素電力を供給する州間送電線を建設するための提案を優先すべきである。 DOE

と州または地方政府は共同で、プロジェクトに携わる公的または民間セクターのアナリストを選

ぶことができる。 アナリストは、DOE、国立研究所、FERC、EPA、連邦電力マーケティング管理局の連邦

専門家にアクセスし、アプリケーションに関連する技術的問題の解決を支援する。 NEPAの規定に従

い、資金を受け取るには、州政府と地方政府が2年以内に申請に関する決定を下さなければな

らない。 

 

管轄：エネルギー商業委員会 
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構成要素:送配電に関する国家政策の確立 

 

現行の法律は、連邦および州政府職員に対して気候危機のような国家的優先事項に照らし合わせ

て、州間送電線の敷地と建設の申請を審査することを要求していない。 連邦政府の方針に関する声

明があれば、あらゆるレベルの政府職員の意思決定を導くとともに、裁判所、民間部門、擁護団体、一般市

民を見直すという、議会の意図の証拠を提供することができる。 

 

エネルギー・商業委員会のクリーン未来法の討議草案は、「送電に関する国家政策」を定めてお

り、この送電に関する国家政策は、近代的な送電システムは「信頼性があり、強靱で、非炭素化

された電力供給を促進し、国の温室効果ガス排出削減を可能にする」べきであると述べているほ

か、「国家政策は、費用対効果の高いクリーンエネルギー資源の配備を可能にする、米国の送電

網システムへの協調的かつ費用対効果の高い投資に対する規制上および管轄上の障壁を克服

することによって、公益に貢献する」と定めている131。 

 

この概念に基づいて、気候危機の文脈におけるバルク送電システムの国家的重要性に州の規制

上の注意を集中するための追加的な方法は、公共事業規制政策法第111条(d)を改正することであ

ろう。 

 

勧告:連邦議会は、脱炭素化された電力供給を促進し、温室効果ガスの排出を可能にするために、

送電を拡大することが公共の利益になることを明確にする目的で、州および地方の公務員および審

査裁判所にガイダンスを提供する国家送電政策を確立すべきである。 政策声明はまた、広範なコスト

配分を奨励すべきである。 

 

勧告:連邦議会はPURPAの第111条(d)を修正し、発電所の大量送電設備への適用を検討する

手続きにおいて、送電に関する国家政策に概説されている国内便益に関する考慮を要求すべ

きである。 

 

管轄：エネルギー商業委員会 

 

構成要素:クリーンエネルギー相互接続バックログを解決する 

 

新たな又は増加した電源が地域送電機構/独立系統運用者(RTO/ISOシステム)に接続される

前に、市場事業者は、追加の電力がシステムに与える影響及び必要とされるアップグレードの

費用をどのように配分するかを決定するために分析を行う。 発電事業者は、この分析を完了するた

めに、RTO/ISOのライン(発電機相互接続待ち行列)で待機する。 

 

再生可能エネルギー資源が豊富な地域では、発電事業者の接続待ち行列が長い遅れを招き、風

力や太陽光発電プロジェクトへの投資を遅らせたり停止させたりする可能性がある。 2018年、ICF

インターナショナルは、286GWの風力と太陽エネルギーが相互接続待ち行列に入れられていると

結論づけた。132 この問題は、州の政策がクリーンエネルギー発電の増加を目指しているときでさ

えも、依然として続いている。  
 

131 Title II, Section 211, CLEAN Future Act討議草案。 
132 ICF International, "Is the Grid Ready for Tremendous Renewable Energy Growth" (2018年11月7日) 
https://www.icf.com/insights/energy/renewable-energy-next-generation. 2020年6月アクセス。 

https://www.icf.com/insights/energy/renewable-energy-next-generation


| ページ 54  

FERCの方針により地域ネットワークで必要とされるアップグレードのコストを割り当てること(単に接

続設備ではなく)と、必要な分析を実施するための資源が不足することが、問題の一因となってい

る。 

 

勧告:連邦議会は、FERCに対し、発電事業者の接続待ち行列を改善するために市場事業者と協力

するよう指示すべきである。これには、国家のクリーンエネルギー政策を遂行するプロジェクトの優

先順位付けや、プロジェクト承認の期限を設定する代わりに、市場事業者に追加的な技術資源と資

金を提供することが含まれる。 

 

勧告:連邦議会は、FERCに対し、地域ネットワークの費用を個々の相互接続発電事業者に割り当て

るという方針を廃止し、代わりに、そのようなニーズを地域送電計画と費用配分に組み込むよう指示

すべきである。 

 

管轄：エネルギー商業委員会 

 

構成要素:送電容量と効率を向上させるためのインセンティブの確立 

 

過去数年間で、電送渋滞に起因するコストは増加している。133商業技術が既存の伝送システムの

容量と効率の改善を助けるために利用可能であるが、電送設備所有者と事業者に対する既存のイ

ンセンティブはその配備を奨励していない134。 

 

エネルギー・商業委員会の「未来法案」の第213条は、FERCに対し、ダイナミック・ライン定格、流

量制御装置、ネットワーク・トポロジーの最適化などの送電技術の導入を促進し、既存の送電設備

の容量と効率を増やし、設備の運用を改善することの進捗状況を議会に報告するよう指示してい

る。135 

法案は、これらの技術の普及を促進するために、この規則をどのように修正することができるかを

報告するよう求めている。 下院民主党は、インフラ法案「前進法」(H.R. 2)のセクション33113に報告条項を盛り込

んだ。 
 

勧告:連邦議会は、FERCに対し、高度な送電技術の展開を奨励する進捗状況を議会に報告す

るよう指示し、これらの技術の普及を促進するために、この規則をどのように修正することがで

きるかを説明すべきである。 

 

勧告:議会は、FERCに対し、バルク送電システムの容量と効率を改善する投資に対して、性能に基

づくインセンティブを提供するよう指示すべきである。 

 

管轄：エネルギー商業委員会 
 

 

 

 
 

133 Jesse Schneider, "Transmission Costs in the U.S RTO"(Grid Strategies LLC, August 14, 2019 https://watttransmission.files.wordpress.com/2019/08/transmission

-congestion-costs-in-the-u.s.-rtos.pdf) 
134 T. Bruce Tsuchida and Rob Gramlich, Improving Transmission Operation with Advanced Technologies: Deployment Experience and Analysis of Incentives(Grid Strategys LLCおよびThe Brattle Gro

up, 2019) 
135 Title II, Section 213, CLEAN Future Act討議草案。 
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構成要素:送電線の計画とコスト配分の改善 

クリーンな電力を全国の消費者に届けるためには、新たな送電線を建設する必要がある。 現在、

各RTO/ISO地域は、新たな送電線を建設するかどうか、もしそうであれば、どのようにコストを市

場参加者間で分担するかを決定する長いプロセスを有している。136プロジェクトは、信頼性の向

上や公共政策目標の達成など、主なメリットに基づいて分類されることが多く、そのうえで、潜在

的なコストと比較検討される。 しかし、提案された送電線は、潜在的なコストを上回る複数の便益

をしばしば達成するが、RTOとISOは、このシナリオに対応する計画システムを持っていない。 提

案された送電線が2つのRTO/ISO領域を接続する場合、異なる地域がそれらの分析のために異なる計画

モデルを使用するので、プロセスはさらに複雑である。 

市場参加者間でコストをどのように配分するかは議論の余地がある。 コストを広く配分することは、

必要な送電インフラを確実に整備するのに役立つであろう。 

一部の州では、再生可能エネルギーの開発を積極的に計画している。 例えば、テキサス州は、競

争力のある再生可能エネルギー・ゾーンと18GWの風力エネルギーの開発を可能にする送電計画を

開発した。 この積極的アプローチは、送電の渋滞や縮小を回避し、電力消費者に広範な経済的利益をもた

らした。 

エネルギー・商業委員会のクリーン未来法の討議草案は、提案されたプロジェクトの複数の便益の

評価、異なる地域の計画プロセスとモデルの調和、提案されたプロジェクトの複数の便益に基づく

広範な費用配分の奨励を強調することにより、地域間計画の有効性を高めるためのルール作りをF

ERCに指示している。137 下院民主党は、インフラ法案のセクション33116「前進法」(H.R. 2)にこの条

項を盛り込んだ。 

勧告:連邦議会は、FERCに対し、クリーン未来法と前進法に概説された原則に沿った効果的な地域

間計画を必要とする規則制定を行うよう指示すべきである。 さらに、計画主体が、提案されたプロジェク

トの複数の便益を評価する場合、温室効果ガス排出量と国の気候目標を考慮すべきである。 

勧告:連邦議会は、FERCに対し、地域内の送電計画の効果を高めるためのルール作りを行うよう

指示すべきである。 計画立案機関は、送電計画において温室効果ガス排出量と国の気候目標を分析

し、提案されたプロジェクトの複数の便益を評価すべきである。 コスト配分プロセスは、消費者のエネ

ルギーコストの低下や温室効果ガス排出の削減を含め、再生可能エネルギーの発電量を増加さ

せる消費者の広範な経済的・環境的利益を説明するものでなければならない。 

勧告:連邦議会は、FERCに対し、送電計画地域に対し、再生可能エネルギーの開発を見越して送

電線を積極的に計画するよう指示すべきである。 これらの分野は、国立研究所によって実施されたクリ

ーンエネルギー発電ポテンシャルの評価と同様に、既存の発電相互接続キューを調べることによって特定す

ることができる。 

 

管轄：エネルギー商業委員会 

 

136 米国風力エネルギー協会、グリッド・ビジョン:21世紀経済への電気ハイウェイ(2019年) 
137 Title II, Section 212, CLEAN Future Act討議草案。 
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構成要素:全国的なスーパーグリッドをサポートするための高電圧直流バックボーンの作成 

 

米国の電力系統は、東部相互接続、西部相互接続、テキサス州電気信頼性評議会の3つの主要

な構成要素から構成されている。 接続は存在するが、相互に大量の電気をやりとりすることはで

きない。 より良く接続された国の系統は、人口中心地から遠く離れた場所に位置する可能性のある最低コ

ストの再生可能エネルギー源の利用を最大化することを可能にするであろう。 より地理的に多様な再生

可能エネルギー源は、個々のエネルギー源からの再生可能エネルギーの変動性のバランスをと

るのに役立つであろう。 

 

国立再生可能エネルギー研究所(NREL)は、国の高電圧直流送電バックボーンが、消費者470億ド

ル以上を節約する方法で、同国が全電力の80%をゼロ炭素源から発電することを可能にすることを

実証する報告書(「相互接続シーム研究」)を調査し、草案を作成した。138 

 

これらの高電圧直流送電線は、国の利益となるが、RTOやISOが焦点を当てる局所的な信頼性の

懸念に対処しないため、既存のRTOやISOの送電計画プロセスを通して優先順位を上げることはな

い。 

 

連邦政府は、相互接続シーム・スタディに基づいて、これらの優先高電圧直流送電線を念頭に置い

た全国関心電力送電回廊を指定することができる。 融資保証を通じた連邦政府の財政支援、また

はセクション48の税額控除へのアクセスは、プロジェクト開発を促進する可能性がある。 可能であれ

ば、これらの高電圧直流送電線は、気候変動の影響に対する耐性を高め、地域の反対を緩和するために埋設

することができる。 

 

高電圧直流バックボーンが開発されれば、バランシング・オーソリティは全国の電力交換を管理す

る必要がある。 現在、FERCもRTOもISOもその責任を負っていない。 西部および南東部では、RTOやISOの

一部ではない多数の独立したバランシング当局が存在する。 連邦議会は、RTOとISOの間の電力交換

を管理する権限をFERCまたは新しい連邦機関に与え、西部および南東部の独立した均衡当局に

与える法案を可決することができる。 

 

勧告:本報告書の他の箇所の勧告に従い、連邦議会は、FERCに対し、相互接続シーム研究に基づ

いて、3つの相互接続をより良く接続するために高電圧直流送電線が必要な国益電力送電回廊を

指定するよう指示すべきである。 

 

勧告:議会は、ITCを通じたような優先的な高電圧直流送電線に対する財政的支援を提供すべきで

ある。 連邦議会は、税額控除のための直接支払いの選択肢を提供すべきである。 可能であれば、

優先的な高電圧直流送電線は、気候変動の影響に対する回復力を確保するために埋設されるべ

きである。 
 

 

 

 
138 Aaron Bloom, NREL, “Interconnections Seam Study,” Presentation to TransGrid-X Symposium (2018),  

https://www.terrawatts.com/seams-transgridx-2018.pdf.
 2020年6月アクセス。 2020年6月30日現在、NRELは最終報告書をまだ公表していない。 

https://www.terrawatts.com/seams-transgridx-2018.pdf
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勧告:連邦議会は、FERCまたは新しい連邦機関に、RTOとISOとの間の電力交換を管理するよう指

示すべきであり、また、同国の西部および南東部の独立した均衡当局も管理すべきである。 

 

勧告:連邦議会は、FERCに対し、完全な相互接続にまたがる大規模なマクロRTOが、より広い地

域への計画と費用配分を実施することにより、既存のRTOの業務を補完するかどうかを検討する

よう指示すべきである。 

 

管轄：エネルギー商業委員会 

 

構成要素:グリッド規模貯蔵のための税額控除の拡大と研究、開発、実証への投資 

 

グリッドスケールの蓄電は、発電時に電力を節約し、後の使用のために蓄電することを可能にす

る。 電力部門の炭素削減のためには、風力や太陽エネルギーなどの再生可能エネルギー資源の変動を

管理するために、グリッド規模の貯蔵が必要になるだろう。 グリッド規模の貯蔵はまた、主に不利な立場に

あり低所得のコミュニティの近くにあるガス火力ピーカープラントを更新する機会を提供する139。 

 

現在、ストレージは独立してITCに適格ではない。マイケル・ドイル下院議員(D-PA)とマーティン・ハインリヒ

上院議員(D-NM)は、2019年エネルギー貯蔵税優遇・配備法(H.R)を導入した（2096/S. 1142）これは、電池、

圧縮空気、揚水力、水素、熱エネルギー貯蔵、回生燃料電池、フライホイール、キャパシタ、および

超伝導磁石のためのエネルギー貯蔵ITCを生成する。 

 

2020年のグリーン法(H.R. 7330)のセクション102では、ITCを拡大し、エネルギー貯蔵技術が2025年

までの間に30%のITCに適格であるように、エネルギー貯蔵技術を含め、ITCを拡張する。 法案は、I

TCを2026年には26%、2027年には22%に段階的に削減する。 法案第104条は、結果として生じる過

払い(「直接支払い」)に対して返還されるオプションと引き換えに、納税者がより低い税額控除額を

選択できるようにするものである。 

 

さらに、いくつかの議員は、系統規模のエネルギー貯蔵の実証を拡大し、DOEにおけるエネルギ

ー貯蔵に関する横断的な国家プログラムを確立するための法律を導入した。 例えば、 ショーン・

キャスティン下院議員(D-IL)と ティナ・スミス上院議員(D-MN)は、2019年のグリッド蓄電振興法9

(H.R. 2909/S. 1593)を導入した。 この法案は、DOEに、エネルギー貯蔵に関する横断的な国家プログラ

ムを創設するよう指示するものであり、そのプログラムは、目標とコスト目標を定め、実証プロジェクトに資

金を提供するものである。 このプログラムはまた、グリッド規模の貯蔵施設を利用してグリッドの回

復力を高め、再生可能エネルギーの統合を促進しようとする事業体に対して技術援助を提供す

る。 エネルギー・商業委員会は、この法案を「クリーン・未来法140」の討議案のセクション235、下

院民主党のインフラ法案「前進法」(H.R.2)のセクション33114として盛り込んだ。 
 

 

 
139 クリーンエネルギーグループ「ピーカープラントをエネルギー貯蔵に置き換えることで大気環境を改善」https://www.cleanegroup.org/ceg-projects/energy-s

torage-peaker-replacement
 2020年6月アクセス。  

140 Title II, Section 235, CLEAN Future Act討議草案。 

https://www.cleanegroup.org/ceg-projects/energy-storage-peaker-replacement
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ビル・フォスター下院議員(D-IL)は、グリッド規模の貯蔵研究、開発、実証プログラムを確立する

Better Energy Storage Technology (BEST) Act (H.R. 2986)を導入した。 この法案は科学・宇宙・

技術委員会から可決された。 さらに、Title II、Subtitle C、クリーン未来法のディスカッション・ドラ

フトのセクション222は、グリッド近代化イニシアティブ内のDOE事務所にエネルギー貯蔵研究の

調整を指示する。141 

 

勧告:議会は、エネルギー貯蔵のための投資税額控除を独立して受ける資格を持つべきである。 

連邦議会は、税額控除のための直接支払いの選択肢を提供すべきである。 

 

勧告:議会は、エネルギー貯蔵に焦点を当てた国家プログラムの創設をDOEに指示すべきである。 

グリッド近代化イニシアティブ内のDOE事務所は、エネルギー貯蔵研究の調整を行うべきである。 

議会はDOEに対し、グリッド規模の貯蔵の実証、ピーカープラントの交換の優先順位付け、および

医療インフラの支援に向けて、より大きな支援を提供するよう指示すべきである。 

 

管轄:歳入委員会、エネルギー・商業委員会、科学、宇宙、技術委員会 

 

構成要素: 電送以外の選択肢とストレージへの投資を最大限に活用する 

 

時として、貯蔵、需要応答、およびエネルギー効率のような送電以外の選択肢(NTA)が、提案され

た送電プロジェクトよりも低コストの解決策が提供される場合がある。142 NTAは、電力システムの

信頼性を向上させ、卸電力コストの削減に役立つ。143 輸送および建物の電化が進むにつれ、こ

れらの利点がますます重要になる。 FERC Order 1000は、地域送電計画プロセスの一部としてN

TAを提案できるメカニズムを作り出したが、現在、送電プロバイダはNTAを積極的に特定し評価

する必要はない。144。 

 

さらに、電力会社は、現在検討しているよりもエネルギー貯蔵に投資する機会が大きいかもしれな

い。 エネルギー・商業委員会によるクリーン未来法Discussion Draft のタイトル C サブタイトル C 2

21 は、PURPA を改正し、供給サイドの資源計画プロセスの一環として、電力事業者がエネルギー

貯蔵システムへの投資を検討したことを実証するよう州に義務付けようとするものである。145 

 

勧告:現行法では、FERCはすでに送電事業者が送電プロジェクトに代わる可能性のあるすべての

送電不可能な代替案を特定することを保証することを認めている。 FERCが連邦議会の意図に従うこと

を確保するために、連邦議会は、(1) 送電の代替案よりも低コストの送電以外の代替案をFERC管轄区域料金

で回収できるように、連邦電力法を改正すべきである。 

(2)地域送電計画プロセスは実行可能な代替案の検討を必要とすることをFERCに明確にし、(3) R

TOや非RTO地域における独立評価者のような送電以外の代替案を評価する事業体を指名するよ

うFERCに指示する。 
 

 
 

141 Title II, Section 222, CLEAN Future Act討議案。 
142 スコット・ヘンプリング、非伝送代替: FERCの「相当程度の考慮」修正、ElectricityPolicy.Com, 2013, ww.scotthemplinglaw.com/files/pdf/ppr_nta_comparable_considension_0513.pdfが必要である。 
143 同上 
144 同上 
145 Title II, Section 221, CLEAN Future Act討議案。 
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勧告:連邦議会はPURPAを改正し、各州に対し、供給サイドの資源計画プロセスの一環として、電力

事業者がエネルギー貯蔵システムへの投資を検討したことを実証するよう義務付けるべきである。 

 

管轄：エネルギー商業委員会 

 

構成要素:全国洋上風力送電計画の開発 

 

重要な洋上風力資源は、大西洋と太平洋沿岸にあり、大都市地域の電力需要を満たすのに役立

つ可能性がある。 多くの州では、このゼロ炭素電源に対する需要を創出するための強固な政策が実施

されている。 洋上風力エネルギーの開発はまた、海上貿易を含めた地域的なサプライチェーンを創出する

可能性がある。 

 

30MWブロック・アイランド・ウィンド・ファームは、米国で稼働している唯一の洋上風力発電施設で

あるが、より多くの施設が開発中である。 しかし、大半の沿岸地域では、海岸沖と陸上のネットワーク

の両方の既存の電力系統が、新たな洋上風力発電プロジェクトによって発電された大量の電力を送電す

るための改良を必要とするであろう。 

 

特定のグリッドアップグレードが必要な場所を特定するために、さらなる作業が必要である。 DOE

はこの分析を行い、国家洋上風力送電計画の策定、長期的な包括的電力インフラストラクチャー戦略、FERC

による国家関心電力送電回廊の指定を知らせることができる。 また、国家洋上風力送電計画は、感受性の

高い種を含む海洋環境の保護を統合することができる。 

 

連邦政府機関はまた、洋上風力インフラ開発のタイミングに関する問題を解決する必要がある。 本

報告書の他の箇所で説明されているように、発電事業者の接続待ち行列は、再生可能エネルギーのオンライン

化の遅れをもたらしている。 洋上風力は、洋上風力リース地域の特定後、特定のプロジェクトが開発される前

にアップグレードが必要となるため、複雑さを増す。 

 

勧告:連邦議会は、50GWの洋上風力を接続するための要件を特定するために、既存の陸上・洋

上送電システムを分析するためのDOEの資金を提供すべきである。 DOEは、オフショア送電を開発

することの環境上および経済上の利益を特定すべきである。 FERCは、国の電力インフラストラクチャ

ー戦略に関する本報告書の他の箇所の勧告と整合的に、国の洋上風力送電計画を策定すべき

である。 

 

勧告:国の洋上風力送電計画に従い、連邦議会は、送電・接続設備への投資により洋上風力プロジ

ェクトの沿岸送電網インフラを改善するため、官民パートナーシップに対する融資保証を提供すべき

である。 

 

勧告:連邦議会は、FERCに対し、洋上風力発電施設の相互接続に対する障壁を打破するため

の規則制定を実施するよう指示すべきである。 連邦議会はまた、FERCに対し、洋上風力発電施設

の費用配分方法を開発するよう指示すべきである。 

 

管轄：エネルギー商業委員会 
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構成要素:エネルギー価格の見直しにおける温室効果ガス排出を考慮するための対FERC要求 

 

連邦電力法は、連邦エネルギー規制委員会FERCに対し、卸電力の送電または販売料金を「公正か

つ合理的であり、不当に差別的または優遇的ではない」ことを確保するための見直しを義務付けてい

る。146関心領域の一つは、CO2フリー電源が温室効果ガス排出コストを内部化しない従来の化石燃

料と競合していることである。 ニューヨーク独立系システム事業者は、競争環境を均衡させ、市場の

力を活用してより速く気候ソリューションを展開するための炭素価格の導入を検討している147。 

 

ショーン・キャスティン下院議員(D-IL) は、気候の外部性を含むエネルギー価格要件(エネルギー価

格)法(H.R. 5742)を導入した。これにより、連邦電力法が改正され、外部化された温室効果ガス排出

のコストを含まない電力の卸売料金が不当、不合理、無理に差別的、または優遇的であることが判

明した。 

 

勧告:現行法では、FERCが温室効果ガス排出量を含めて、料金が公正かつ合理的であるかどう

かに影響を与える要因を検討することを認めている。 FERCが議会の意図に従うように、連邦議

会はFERCに対し、エネルギー価格が温室効果ガス排出の外部性コストを含まない場合、料金が

不当、不合理、無理に差別的、または優遇的であると判断するよう連邦電力法を改正すべきであ

る。 連邦電力法のいかなる改正も、州のクリーンエネルギーイニシアティブや小売電気事業者の

規制を先取りすべきではなく、州がより厳しい基準を設定することを認められるべきである。 

 

管轄：エネルギー商業委員会 

 

構成要素:卸電力市場のルールと設計の近代化 

 

政策立案者は、気候変動が広く理解される前に卸電力市場を創設し、送配電事業者であるRTOやI

SOに、電力の送配電と販売のための公平かつ合理的な料金を確保するための市場ルールを作成

する能力を委任した。 RTOやISOは、既存の石炭・ガス火力発電所、原子力発電所、水力発電所な

どを念頭に置き、どのような電力が販売され、どのように売買されるかを規定した規則を制定した。 

再生可能エネルギー、蓄電池、分散型エネルギー資源、およびデマンドレスポンスは、累積的に電

力コストの削減と電力部門の炭素削減に役立つ新しい技術の例である。 元来、「[m]マーケット・ル

ールは、個々の需給資源の経済性、および電力の信頼性と安価性を作り出したり、破壊したりする

ことができる148とされているが、今は新しい技術の能力を最大化するために卸電力市場を近代化す

る時である。 
 

 

146 U.S.C.§824d(a)、§824e(a) 
147 ニューヨーク独立系システム運営会社「エネルギー市場における炭素価格 :よくある質問」 
2020年2月13日、https://www.nyiso.com/-/carbon-pricing-in-wholesale-energy-markets-frequently-asked-questions。 

2020年6月アクセス。 

148 Michael Goggin, Rob Gramlich, Steven Shparber, and Alison Silverstein, Customer Focused and Clean: Power Markets for the Future (Wind Solar Alliance, 2018). 

卸電力市場における気候ソリューションの公平な競争の場の確保 
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卸電力市場の近代化という包括的な目標は、柔軟な資源の価値を高めることであるべきである。 

NRELは、2016年に、東部相互接続が再生可能エネルギーの50%を超えることは技術的に可能で

あるが、「これらの先物を実現する現実のシステムの能力は、規制政策、市場設計、運営手順に

より大きく左右される可能性がある」と結論付けた。149 

市場改革の潜在性は、エネルギー市場価格に信頼度を反映させることから、独自開発の資源を

市場投入すること、そしてハイブリッド資源の取り扱いまで多岐に及ぶ。150 

附属書2には必要とされる重要な改革の詳細に関する研究がいくつかリストされている。 

 

さらに、信頼性があり、手ごろな価格の非炭素化グリッドに対する最も重要な市場障壁の1つは、

資源の十分性を確保するために、強制的な容量市場を利用することである。 これらの市場は、

自然エネルギーのように先行コストが高いが、生涯にわたって消費者に節約を提供する資源より

も、先行コストが安い資源に有利である。151 容量市場はまた、自然エネルギー資源からの可変

出力を補完するための迅速かつ正確な対応など、高水準の自然エネルギーの将来においてグリ

ッドが必要とするサービスを最終的に反映しない、単一の差別化されていない製品を調達する。 

FERCによる市場改革の評価は、障壁を取り除くだけでなく、カーボンフリー資源の参加にまで及ぶものでな

ければならず、市場事業者が、利用可能性の一般的な保証に留まることなく、再生可能性の高い将来に必

要とされる信頼性サービスを確保するために、市場事業者が適切な全体市場構造を有しているかどうかを

総合的に評価するものでなければならない。 

 

勧告:連邦議会は、FERCに対し、再生可能エネルギー、蓄電池貯蔵、送電時貯蔵、ハイブリッド資

源、分散型エネルギー資源、卸電力市場における需要対応をより適切に統合するエネルギー、信

頼性、容量市場改革を見直す規則制定を実施するよう指示すべきである。 この規則制定で考慮す

べき改革は、付録2に列挙された研究の専門家によって示されている。 FERCは、少なくとも、自然

エネルギーと貯蔵にすべての補助的サービスを提供させ、発電事業者の自己調整を減らし、需要

をより価格に反応させることを可能にすることを考慮すべきである。 

 

管轄：エネルギー商業委員会 

 

構成要素構成要素:国家のクリーンエネルギーリーダーシップを弱体化させる卸電力

市場ルールの拒否 

 

気候変動に関する連邦政府のリーダーシップが欠けている中で、各州は、再生可能エネルギーの

ポートフォリオ基準からクリーンエネルギーへのインセンティブに至るまで、クリーンエネルギーの

創出を促進するための野心的な政策を制定している。 この報告書全体を通じて、選考委員会の

多数派は、州が連邦基準よりも厳しい基準を設定することを認めるよう勧告している。 
 

 

 

 

 
 

149 国立再生可能エネルギー研究所、NREL/TP-6A20-64472、東部再生可能発電統合研究、(2016)。  
150  Michael Goggin, Rob Gramlich, Steven Shparber, and Alison Silverstein, Customer Focused and Clean: Power Markets for the Future (Wind Solar Alliance, 2018). 
151 Jacob Mays, David P. Morton, and Richard P. O’Neil, Asymmetric Risk and Fuel Neutrality in Capacity Markets, Nature Energy, Oct. 28, 2019. 
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PJM 相互接続のように、これらの州の政策に反対し、容量市場における「補助金付き」資源の最低

オファー価格を設定するルールを提案している市場もある152。これらの政策の当初の意図は市場

操作を避けることであったが、FERCは現在、顧客に公共料金を引き上げ、州のクリーンエネルギー

目標を達成できなくするような新しい目的のためにこのツールを使用している153。 

 

FERCのリッチ・グリック委員は、FERCは「卸売市場のルールが州の政策を妨げるために展開さ

れないようにしなければならない」と強調している。154彼はFERCが提唱する基本原則のいくつ

かは、「卸売市場の競争に対する障壁を取り除く」ことと「連邦政府の協調へのコミットメント155」

であると指摘している。 

 

勧告:連邦議会は、連邦電力法を改正し、発電に関する州の権限にはクリーンエネルギーに対す

る財政的インセンティブの提供が含まれること、およびFERCがこれらの州の政策に基づいて差

別する料金を設定することはできないことを明確にすべきである。 具体的には、連邦議会は、FERC

が、資源が州または地方政府から支援を受けていることを根拠に、資源の入札申し出拒否または料金

案の緩和が行われてはならないことを明確にすべきである。 さらに連邦議会は連邦電力法が、州内にあ

る、または州内で消費される電力の生産に関連する排出源からの温室効果ガス排出を規制または課税

する州の能力を制限しないことを明確にすべきである。 

 

管轄：エネルギー商業委員会 

 

構成要素:卸電力市場のガバナンスと透明性の改善 

 

卸電力市場は、電力の小売り価格の低下とクリーンエネルギーの普及拡大に寄与してきた。 これら

の市場へのより多くの参加は、クリーン・エネルギーへの移行を加速させる助けとなるかもしれない

が、これらの市場の運営に対する国民の信頼を確保するためには、そのガバナンスと透明性を改

善しなければならない。 

 

RTOやISOへの加盟は任意であるが、典型的には発電事業者、送電所有者、電力会社、金融トレー

ダー、消費者擁護者が含まれる。 その会合は、しばしば一般の人々や報道機関に非公開で行われる。 

州、消費者団体、公益団体などの利害関係者は、新規参入者よりも多くの資源を持っていること、RTOやISO

スタッフと継続的な関係を持つ傾向があること、市場ルールによっては既存の資産を持っているものに参加

を制限していることなどから、既存の発電事業者や送電事業者の権力に懸念を表明している。既存の発電

事業者や送電事業者156は、常に撤退をちらつかせて脅かす能力を持っている157。 

 

 

 

 
152 例えば、Jennifer Chen, "PJM Offers Two Proposals: A Rock and A Hard Place", Natural Resources Defense Council, Appr. 11, 2018, https://www.nrdc.org/experts/jennifer-chen/pjm-offers-two-pro

posals-rock-and-hard-place; Michael Goggin and Rob Gramlich, Consumer Impacts of FERC Interference with State Policies: An An Analysis of the PJM Region (Grid Strategies LLC, 2019  
153 同上 

154 Rich Glick and Matthew Christiansen, “FERC and Climate Change,” Energy Law Journal 40:1 (2019): 30. 
155 同上 
156 Mark James et al., How the RTO Statekeholder Process が市場効率性に及ぼす影響(R Street Institute, 2017)。 
157 Travis Kavulla, Problems in Electricity Market Governance: An Assessment (R Street Institute, 2019). 
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法律専門家は、RTOが「深刻な説明責任問題」を引き起こすことを強調している。 

ISOは準自治的な非政府組織である158。 

 

FERCは、RTOやISOの会合や意思決定に関する規則を継続的に見直していない。 2008年、FERC

は、RTOとISOに対し、ステークホルダー・プロセスを評価するよう指示した。それが包括的であり、

多様な利害の均衡がとれ、マイノリティ・ポジションの代表が認められ、継続的な対応性が維持され

るようにするための指示だったが、その後12年間、FERCはRTOとISOのステークホルダー・プロセス

の包括的なレビューを実施していない。159継続的な監督がない中で、既存のルールが既存の企業

のパワー・インバランスを作り出す場合、既存の企業に不利になるようなルールの変更はされない

ことが多い。160 裁判所の判決は、FERCのISO/RTOのガバナンスを規制する能力を制限している。
161 

 

さらに、利害関係者は、RTOとISOスタッフが、消費者の利益と全体的な市場の効率性を優先してい

ないため、公共の利益にならない提案を進めていることに懸念を表明している。162彼らはFERCがR

TOやISOからの提案にあまりにも偏っているのではないかと懸念を表明している。163 電力セクター

の多くの気候ソリューションは新しい技術であるため、卸電力市場のガバナンスと透明性を向上さ

せることは、これらの新しい技術が既存の化石燃料技術と競合する機会を確保するのに役立つで

あろう。 

 

1978年、連邦議会は、FERCの国民参加・消費者アドボカシー室を承認したが、結局この事務所

は創設されず、資金提供も受けていない。 この脆弱性は、エネルギーインフラ開発の規制に対する国

民の信頼を損なうことによって、クリーンエネルギー経済への移行への課題を提起している。 もし設立さ

れれば、この事務所は一般市民にエネルギーインフラの規制に参加するより大きな機会を与えることがで

きる。 その他にこの報告書は、天然ガスインフラに関する土地所有者とコミュニティの保護強化について述べ

ている。 

 

ジャン・Ｄ・シャコウスキ下院議員(D-IL)は、FERC法(H.R. 3240)に「Public Engagement at FERC Ac

t」を導入した。この法律は、FERCの市民参加消費者アドボカシー室を再認可し、市民が同国のエ

ネルギーの将来を形作るのに役立つことを確実にするものである。 この法案は、エネルギー需要家

に代わって天然ガスの立地と料金設定に関するすべての手続きに介入する権限をオフィスに与えるもので

ある。 

 

法案はまた、コミュニティおよび公益団体に、FERCの手続きに参加するための資金を提供し、天然

ガスインフラの立地を含め、彼らの懸念が考慮されるよう仕向けている。 一般に、公益団体が訴訟

手続に介入する場合、十分な代表権を持たない利害を擁護しようとする。 非営利団体としては、出

願料や弁護士費用を支払うための資金を確保することが難しい場合がある。 参加者による資金援助

は、 
 

 

158 Michael Dworkin and Rachel Aslin Goldwasser, “Ensuring Consideration of the Public Interest in the Governance and Accountability of Regional Transmission Organizations,” Energy Law Journa

l 28:543 (2007). 
159 125 FERC ℃ 61,071 (2008年10月17日) (「電気市場が組織された地域における卸競争」) 
160 Mark James et al., How the RTO Statekeholder Process が市場効率性に及ぼす影響(R Street Institute, 2017)。 
161 コール インデップ シス 演算子v. FERC, 372 F.3d 395 (D.C. Cir. 2004). 

162 Mark James et al., How the RTO Statekeholder Process が市場効率性に及ぼす影響(R Street Institute, 2017); Travis Kavulla, 
電力市場ガバナンスの問題点:評価(R Street Institute, 2019) 

163 Mark James et al., How the RTO Statekeholder Process が市場効率性に及ぼす影響(R Street Institute, 2017)。 
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これらの問題に対処する。 8州が参加者による資金提供を認めており、カリフォルニア州が最も強力な例

となっている。 

 

FERCの再認可された市民参加消費者アドボカシー事務所は、天然ガスを含む手続に加えて、卸電

力市場への参加のための参加者の資金を提供することができる。 Schakowsky法案は、Energy and 

Committee's Clean Future Act.の討議原案にも含まれていた。164 

 

勧告:議会は、大規模な地域電力取引と計画が公益と整合的であることを再確認すべきであ

る。 

 

勧告:現行法は、RTOおよびISOの意思決定プロセスが料金に影響を与える範囲で、FERCがその

プロセスを見直す権限を与えている。 FERCが連邦議会の意図に従うことを確保するため、連邦議会は

連邦電力法を改正し、RTOおよびISOの利害関係者のガバナンスプロセスを定期的に見直し、それらが包括

的で、公平に多様な利害の均衡を保ち、少数派の立場の代表を認め、継続的な対応性を維持するために

必要なあらゆる変更を行うようFERCに指示すべきである。 連邦議会は、FERCに対し、各RTO/ISOにお

けるステークホルダー・プロセスに関する最低限の要件を定めるよう指示すべきである。例えば、

州の政策立案者がリーダーシップに関与する有意義な機会を確保し、小規模市場参加者及び公

益団体のメンバーシップ、参加、及び投票に対する財政的障壁を排除するよう指示するということ

である。 

 

勧告:議会はFERCに対し、RTOに最低限の透明性要件を課し、重要なエネルギーインフラストラクチ

ャーまたは企業機密情報を保護するために必要な制限を条件として、顧客の費用情報が合理的に

入手可能であり、利害関係者の会合が公衆および報道機関に無料で開かれていることを確保する

など、利害関係者が情報にアクセスする方法についての手続きを定める規則制定を実施するよう

指示すべきである。 

 

勧告:連邦議会は、FERCにおける市民参加消費者アドボカシー局を再認可し、市民参加に対する障

壁を見直して解決し、FERC及びFERCの委任を受けた機関に対して参加者による資金を提供すべ

きである。 

 

管轄：エネルギー商業委員会 

 

 電気グリッドを気候の影響に対してより強靱にする  

 
送配電網の耐性に関する計画立案と準備の改善 

 

 

米国の家庭や企業は、電力の安定した送配電に依存しているが、気候変動により、送電網に対す

る脅威の数と深刻さが増している。 沿岸部では、大規模で激しい熱帯性ハリケーンがしばしば送電

線を停止させ、長期間にわたる停電を引き起こす。 国内各地では、豪雨や洪水により、変電所のよう

な主要な系統構成要素が被害を受けている。165 
 

 

 

164 Title II, Section 214, CLEAN Future Act討議草案。 
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米国では過酷な天候が停電の原因の第1位となっており、気候変動によって極端な天候現象が

深刻化すると予想されている。166 

 

実際、2009年から2017年の間に報告された停電の件数は年間2,840件から3,526件に増加し、被

災者数は年間1,350万人から3,670万人に増加した。167 2017年には、ハリケーン・マリアがプエル

トリコの送電網の80%をノックアウトし、米国史上最悪の停電を引き起こし、世界第2位の規模とな

った168。 

 

カリフォルニア州では、電力設備の故障や送電線の停電など電力部門の問題が、3番目に大き

な自然火災の原因となっている。169 高温・乾燥の状況下での電力系統の適切な保守がますま

す求められている。 例えば野火リスクの高いPG&Eの社有地の割合は、2012年の15%から2019

年には50%に増加した。170気候変動は、これらの暑く乾燥した条件を持続させるであろう。 

 

近い将来、予防的な電力システムの遮断は火災のリスクを減らすことができるが、それはまた、

数百万人の地域住民や企業にとって大きな課題であり、多大なコストで避難を余儀なくされ、個

人、家族、コミュニティを不安定化させる。 

 

電力会社と系統運営者が停電の計画を立て、問題を迅速に発見できる新技術への投資を奨励し、

電力系統の物理的インフラの強化に投資するのを支援するためには、包括的な連邦戦略が必要で

ある。 連邦政府はまた、米国の家庭、企業、病院、その他の重要なサービスが、マイクログリッドやエネルギ

ー貯蔵の拡大を通じて停電に耐えられるよう支援することもできる。 

 

構成要素:連邦電力インフラ耐性基準の策定 

 

オバマ政権の間、DOEはエネルギー部門気候耐性パートナーシップを立ち上げ、極端な天候と気

候変動に伴うリスクについて、DOEと電気事業者の間で対話を行うことにした。 このパートナーシ

ップのメンバーは、ハリケーン、海面水位上昇と高潮、大雨、極端な豪雨や熱波など、電力セクタ

ーの信頼性に対する気候関連の脆弱性を特定した。 
 

 

 

 

 

165 Jupiter Intelligence, Special Report: テキサス州ハリス郡の極度の洪水から変電所までの新たなリスクを取り除く 
(2020). 

166 Lawrence Berkeley National Laboratory, LBNL-2001164, Estimating Power System Interruption Costs: A Guidebook for Electric Utilities (2018). 
167イートンコーポレーション「USAブラックアウト年次報告書」(2017年)、https://switchon.eaton.com/plug/blackout-tracker。

 2020年6月アクセス。 
168 アビー・ナリスキンとメランダ・イスラス、「ハリケーン・マリアが米国史上最悪の停電をもたらした——一企業はこんなふうに。 
「ビジネス・インサイダー」2019年8月30日。 

169 Levin Simes Abrams, "Electrical Power 3nd Most Cause of CA Wildfire", 2019年4月24日, https://www.levinsimes.com/electrical-power-3rd-most-common-cau

se-of-wildfire/.
 2020年6月アクセス。 California Public Utilities Commission,  

170, 「CPUC火災安全規則作成背景」https://www.cpuc.ca.gov/FireThreatMaps/ 2020年6月アクセス。 

https://switchon.eaton.com/plug/blackout-tracker
https://www.levinsimes.com/electrical-power-3rd-most-common-cause-of-wildfire/
https://www.cpuc.ca.gov/FireThreatMaps/
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171. 非常に暑いと、送電線が垂れ下がり送電能力が低下するが、同時に空調のための電力需要が

増加する172。 

また、連邦電力法は、FERCが検討・採択したバルク電力システムの信頼性基準の策定を北米電

力信頼性公社(NERC)に課しており、173 NERC地域信頼性コーディネーターは、継続的に送電の信

頼性を評価し、緊急業務を調整している174。 

 

米国政府は、野火事、洪水、ハリケーンなどの極端な気象現象、極端な暑さなどの危険に対す

るバルク電気システムの構成要素の弾力性基準を開発することによって、米国の電力インフラ

の回復力を高めることができるだろう。 これらの基準は、地域の状況に合わせて調整することも

できるが、導入されれば全国的に一貫性をもたらし、強靱な電力システムを開発する際のコスト

を削減するのに役立つと考えられる。 

 

消費者の視点を取り入れることは、電力網の回復力に関する官民の連携を強化するであろう。 消費

者は、自らのニーズを満たす信頼性のレベルを定義するのに最適な立場にあり、ますますクリーンな資源を

使って電気へのアクセスの回復力を高めることができるようになりつつあある。175.今より消費者中心のモデル

を開発し、適用することによって、連邦政府機関とグリッド・マネージャーは、同様に回復力のある投資を優先

させ、消費者の信頼性に対する懸念により良く対応する方向で、運用と保守に関する情報を提供することが

できる。 

マイク・トンプソン下院議員(D-CA)は、電力耐性信頼化法 (H.R. 7186)を導入した。これにより、Elec

tric Reliability Organizationは、極端な耐候性に対処するバルク電力システムの信頼性基準を提

案することが求められるようになった。 同法案ではまた、DOEにおいて州および電力会社に対する

電力系統の強靱性技術支援プログラムを設立することになっている。 

勧告:連邦議会は、州政府、地方自治体、および民間部門と協力して、DOEのための資金提供を

許可し、送電網インフラに対する気候関連のリスクを引き続き特定・評価すべきである。 DOEは、消

費者の視点と優先事項を取り入れ、事例研究とベストプラクティスの共有を促進し、一般市民に情報を提供

するために消費者と向き合う仕組みを開発すべきである。 

勧告:連邦議会は、DOE、FERC、およびNERCに対し、緩和フレームワーク・リーダーシップ・グル

ープと協力して、連邦政府の資金提供、認可、および認可を受けた電力インフラ・プロジェクトに

適用する連邦の強靱性基準を策定するよう指示すべきである。 DOEは、州レベルの政策やプロ

グラムに連邦の強靱性基準を組み込むことを支援するための技術支援を提供すべきである。 

管轄：エネルギー・商業委員会、運輸・インフラに関する委員会 
 
 

171 Craig Zamuda, U.S. Department of Energy, “U.S. Department of Energy’s Partnership for Energy Sector Climate Resilience,” Presentation to EPRI-NYSERDA Resilience Workshop, April 1

6, 2017. 
172 Matthew Bartos et al, “Impacts of Rising Air Temperatures on Electric Transmission Ampacity and Peak Electricity Load in 
米国、2016年11月2日付Environmental Research Letters 11(11) 

173 16 U.S.C.§824o. 
174 North American Electric Reliability Corporation, “Standard IRO-001-2 - Reliability Coordination - Responsibilities and 
当局(2011年) 

175 DeWayne Todd, Consumer Perspectives on Grid Resilience (Advanced Energy Management Association, 2020). 
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構成要素:州による物理的グリッドインフラの強化と維持管理の改善を支援し、グリッドが

気候影響に対してより強靱になるようにする 

 

電力グリッドが幅広い気候関連リスクに対してより強靱であることを保証するために、電力会社

は物理的インフラを強化するためにいくつかの戦略を採用することができる。 これらには、電線の

被覆または埋設、および木製電柱の鋼製またはコンクリート製の電柱への置き換えが含まれる。176電力

会社はまた、植生管理や送電線の点検頻度の増加など、送電網を維持するためのベストプラクティスも

採用することができる。177。 

 

グリッドインフラの強化に伴う初期投資コストは相当なものとなる可能性が高いが、投資を行わな

い場合にも相応のコストがかかる可能性が高い。 調査によれば、電力会社が送電線を埋設せ

ず、運転や保守に多くの費用を費やさない場合、2050年までに米国の住宅や企業が累積コスト

として最大1兆5~3兆4,000億ドルを負担する可能性があることが示されている。178 規制当局は、

コストが電力会社に転嫁される形で電力インフラを強化し、送電線を維持するための電力事業者

の提案を審査・承認する責任がある。 

 

エネルギー・商業委員会におけるクリーン未来法の討議草案は、電柱、配線、ケーブル、およびそ

の他の設備を強化するなど、配電システムの回復力を高めるための資金を申請するために、州お

よび地方自治体、地域、部族に対する競争的なグラント・プログラムを確立するものである179。 

 

勧告:連邦議会は、配電システムの耐性を改善するための技術と戦略に投資するために、州・地

方政府、部族・地域のための競争的なグラント基金を設立すべきである。 プロジェクトに対する連

邦政府の支援は、強力な労働基準(Buy America/nおよびDavis-Baconの一般的な賃金要件を含む)を満た

し、労働、環境、公民権に関するすべての制定法を遵守し、関連する場合にはコミュニティ給付協定およ

びプロジェクト労務協定に署名する受給者を条件とすべきである。 

 

管轄：エネルギー商業委員会 

 

構成要素:グリッド耐性を改善する技術とツールの開発と実証 

 

温室効果ガスの排出量を削減し、気候変動の影響に対する回復力を高めるために、高度な送電技

術と分散型エネルギー資源の利用を増加させるには、サイバーセキュリティリスクと、極端な天候や

その他の気候の影響によってもたらされる脅威を予測し、解決する必要がある。 

 

アミ・ベラ下院議員(D-CA)は、グリッド・セキュリティ研究開発法(H.R.5760)を導入した。この法案は、

大規模電力網と配電網の双方の気候影響とサイバーおよび物理的攻撃に対する弾力性を高める

ための包括的な研究、開発、実証プログラムの開発をDOEに指示するものである。 
 
 

176 David R. Baker, “There’s No Easy Way to End California’s Bedeviling Blackouts,” Bloomberg, Nov. 2, 2019.  
177 Levin Simes Abrams, “Electrical Power 3rd Most Common Cause of CA Wildfire,” Apr. 24, 2019, https://www.levinsimes.com/electrical-power-3rd-most-common-cause-

of-wildfire/. 2020年6月アクセス。 

178 Lawrence Berkeley National Laboratory, LBNL-1007027, Power Interruption (2017) から米国電気事業者顧客への将来コストの予測 
179 Title II, Section 232, CLEAN Future Act討議草案。 

https://www.levinsimes.com/electrical-power-3rd-most-common-cause-of-wildfire/
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法案はまた、緊急時対応と管理能力を高めるための研究、開発、実証プログラムの開発をDOEに指示す

る。 

 

勧告:議会は、DOEに対し、技術やツールを開発し、緊急時対応や管理能力を向上させることによ

り、極端な天候やその他の気候への影響、サイバー脅威、物理的な攻撃に対する大量送電網と配

電網の回復力を高めるための包括的な研究、開発、実証プログラムの開発を指示すべきである。 

 

管轄：科学技術委員会、国土安全保障委員会 

 

構成要素: 電力システムの不具合を迅速に識別し、解決するための先進的なグリッド技術の

導入 

 

センサー、高度な計測インフラストラクチャ、グリッド監視および制御システム、および遠隔再構成

および冗長システムのような先進的グリッド技術は、雷、樹木の枝、鳥、またはげっ歯類による電

力線損傷のような問題を遠隔で検出するために使用することができる。 これらの中にはリモートで

解決できる問題もある。 該当する技術の多くは、また、送電の制約を緩和し、分散型エネルギー

資源のより良い統合を促進する。 農村部では、これらの技術の展開は、ブロードバンド・インフラの利用可

能性に依存する可能性がある。 本報告書では、「気候影響のための国の電気通信ネットワークの準備」と

題するセクションで、サービスが十分に行き届いていないコミュニティや脆弱なコミュニティを含め、都市部

や農村部がブロードバンドにアクセスできるようにするための提言を概説する。 

 

エネルギー・商業委員会民主党によるLIFT America Act (H.R. 2741)のセクション31201は、電力網

の回復力を促進する、または分散型エネルギー資源や通信・情報技術を統合する技術の導入に投

資するため、官民パートナーシップに競争的な形で資金を提供することになっている。 この規定は、

同委員会の「クリーン未来法180」の討議案、および下院民主党のインフラ法案「Moving Forward Ac

t」(H.R. 2)のセクション33111にも含まれている。 

 

さらに、クリーン未来法のセクション232は、DOEに対し、電力供給インフラの回復力を向上させ、

電力損失を削減する復旧時間を改善し、病院、学校、廃水処理施設などの必要不可欠なサービ

スに電力を継続的に供給し、電力系統への再生可能エネルギーの一層の組み込みを促進する技

術、アップグレード、および対策に投資するための競争力のあるグラント・プログラムを設立するよ

う指示するものである。181 このようなパートナーシップおよびプログラムを実施するためには、米

国の近代的で多様なグリッドを構築するために、熟練した広範な人材が必要である。 これらの技術

のいくつかは現在市販されているが、さらなる研究開発によって、より速く、よりインテリジェントなリクローザ

を製造し、修理技術を改良することができる。 

 

勧告:連邦議会は、送配電システムを改善するために、州政府と地方自治体、および官民パートナ

ーシップのために競争的に資金を提供すべきである。 
 

180 Title II, Section 231, CLEAN Future Act討議草案。 
181 Title II, Section 232, CLEAN Future Act討議草案。 



| ページ 

69 

 

勧告:連邦議会は、州、地方政府、部族に対し、送電インフラの回復力を高めるための技術、アッ

プグレード、および運転対策への投資、電力損失を削減するための復旧時間の改善、病院、学

校、廃水処理施設などの不可欠なサービスへの電力供給の継続の確保、および電力グリッドへの

再生可能エネルギーのより多くの取り込みを促進するための資金を提供すべきである。 連邦政府

の支援を受けたプロジェクトには、サイバーセキュリティ計画を含めるべきであり、また、本格的な

労働基準を満たすべきである。 

 

プロジェクトに対する連邦政府の支援は、強力な労働基準(Buy America/nおよびDavis-Baconの一

般的な賃金要件を含む)を満たし、労働、環境、公民権に関するすべての制定法を遵守し、関連す

る場合にはコミュニティ給付協定およびプロジェクト労務協定に署名する受給者を条件とすべきであ

る。 その適用の一環として、州、地方政府、部族は、グラント資金が最も必要としているコミュニティに向けられ

るようにするために、配電インフラの回復力に関するコミュニティ内の格差評価の概要を含めるべきである。 

 

勧告:議会は、高速、よりインテリジェントなリクローザの製造や修理技術の改善など、先進的なグ

リッド技術に関するDOEと国立研究所の研究パートナーシップのための資金を増やすべきである。 

 

管轄：エネルギー・商業委員会、科学・宇宙・技術委員会 

 

構成要素:戦略的な変圧器備蓄の確立 

 

大型変圧器は、送電される電力の電圧を増減させるため、送電網の重要な部分であるが、損傷し

た場合の交換は容易ではない。 製造には1年もかかる可能性があり、ほとんどの製造は米国外で行わ

れている。 また、道路の重量制限を超えて輸送することも困難である。 暴風雨や気象現象が激しい世

界では、これらの変圧器はさらに脆弱である。 広範囲にわたる事象のために複数の変圧器が停止した

場合、電力供給者は、電力供給を迅速に復旧する現実的な解決策を持っていないのである。 

 

2015年米国地上輸送(FAST)法は、DOEに対し、重要な電気インフラストラクチャーおよび国防・

軍事施設を支援するために、戦略的に配置された施設に予備の大型変圧器と緊急移動変電所

からなる戦略的変圧器備蓄の必要性を検討するよう指示した。 

 

2017年、DOEは、大型変圧器の回復力を確保するために連邦政府が産業ベースのアプローチを

支援すべきであると結論付けた報告書を発表した。182 連邦政府の支援は、重要な大型変圧器の

回復力の評価、変圧器に適用される連邦の信頼性基準を知らせるための影響と脅威シナリオの

策定、予備変圧器へのアクセスを可能にするための公益事業者間の地域協力と調整の支援、小

規模事業者と自治体への技術支援の提供、緊急時の変圧器と変電所の輸送計画の調整など、

多くの分野に焦点を当てることができる。183 

 
 

182 米国エネルギー省、戦略変圧器備蓄  :議会への報告書(2017年) 
183 同上。 
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エネルギー・商業委員会民主党によるLIFT America Act(H.R.2471)は、DOEに対し、大型変圧器

や他の重要な電力系統設備が、系統機能を迅速に回復するために戦略的に配置されることを確

保すること、および大型変圧器や他の重要な電力系統設備の輸送を容易にするための調整計画

を確立することを含め、極端な天候や攻撃に対する電力系統の脆弱性を低減するプログラムを

確立するよう指示するものである。 また、同法案は、DOEが1つ以上の連邦戦略装備予備を創設

することを認めている。 加えて、同法案は、エネルギー効率の良い変圧器の交換のためのリベートをDO

Eが与えることを認めた。 これらの規定は、Energy and Commerce Committeeの「CLEAN Future Act」の討議案に

も盛り込まれている。184 下院民主党は、インフラ法案「Moving Forward Act」(H.R. 2)のセクション33112において、D

OEが変圧器のエネルギー効率の良い交換のためのリベートを提供することを認める規定も含んでいる。 

 

勧告:連邦議会は、DOEが重要な電気インフラストラクチャーおよび防衛・軍事施設を支援するため

に、戦略的に配置された施設に予備の大型変電所および緊急移動変電所を配備するために、電力

業界と協力し続けるための資金提供を承認すべきである。 

 

管轄：エネルギー・商業委員会 

 

構成要素:予防的電力系統遮断の影響に備えた系統運用者の支援 

 

2019年10月、カリフォルニア州最大の電力会社であるPG&Eは、数百万人の米国民に電力を供給し

ないことになる「パブリック・セイフティ・パワー・シャットオフ」を発表した。 PG&Eは、乾燥した風のある状

況下での野火のリスクを低減するために、この遮断を実施した。 1つの州における大規模な電力遮断は、地域

全体にグリッドに影響を与える可能性がある。 多数の独立系統の運営者が同国の西半分にサービスを提供

しているため、調整を強化することは、地域的な系統停電の影響を緩和するのに役立つであろう。 

 

勧告:連邦議会はFERCに対し、西側の系統運用者が野火のリスクを低減するための予防的な

電力遮断の地域的な系統への影響を計画し、最小化するのを支援するための技術会議の開

催を指示すべきである。 技術会議からの情報は、潜在的に影響を受けるコミュニティに提供され、彼

らがそれらのリスクを理解し、それに備えるのを助けるべきである。 

 

管轄：エネルギー・商業委員会 
 

分散型エネルギー資源の拡大 
 

 

分散型エネルギー資源(DER)は、温室効果ガス排出の削減と物理的気候影響に対するコミュニテ

ィの回復力の強化に役立つ。 DERの普及拡大は、より柔軟なグリッドを促進し、より高い割合の再

生可能エネルギーを統合することができる。 DERはまた、消費者が使用するエネルギーの種類に

ついてより多くの選択肢を与え、消費者が電力グリッド上の全資源の一部となることを可能にす

る。 
 

 
184 Title II, Sections 237 and 238, CLEAN Future Act discussion draft. 
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太陽光発電、小型風力、バッテリー、蓄熱、需要対応、CHP、高度なエネルギー管理、マイクログ

リッドなどの商業的に利用可能なDERは、電力損失に対するコミュニティの回復力にも寄与するこ

とがますます増えている。185 適切に構成されれば、家庭、事業者、病院が、予防的な電力遮断や

停電によって引き起こされたものであれ、停電に耐えられるように、バックアップ電源を提供するこ

とができる。 本報告書の「災害による健康への影響に対するコミュニティの準備を支援する」と題

するセクションでは、医療ニーズのために電力に依存している脆弱な人々を支援するための分散

型エネルギー資源の価値についてさらに説明する。 

 

第114回連邦議会では、カシー・キャスター下院議員(D-FL)がクリーン分散型エネルギーグリッド統

合法を導入した。この法案では、カスタマイズ技術やメータ後方技術を電力グリッドに統合すること

によるエネルギー節約と信頼性の利点が強調された。186この法案はDOEに対し、導入のペースを

遅らせている技術的・規制的障壁の見直しを指示することになった。 

 

より高いレベルの再生可能エネルギーを統合し、家庭のエネルギーコストを削減し、気候の影響に

対する回復力を高めるために、DERの潜在力を最大化する包括的なアプローチが必要である。 

 

構成要素:地域社会が分散型エネルギー資源を配分するのを支援するための金銭的インセン

ティブの提供 

 

気候関連の脅威が深刻化するにつれて、政策立案者は、停電に備えてコミュニティに資金を提

供する必要性に一層注意を払っている。 

 

ジャレッド・ハフマン下院議員(D-CA)は、山火事防御法(H.R. 5091)を導入した。この法律は、コミュニ

ティに対し、蓄電池を備えたマイクログリッドのような分散型エネルギー資源の配備を含む、準備を

改善するための広範な一連の戦略を実施するコミュニティ野火防御計画を策定するための資金を

提供するものである。 

 

フランク・パローン議長(D-NJ)とエネルギー・商業委員会民主党は、LIFT America Act(H.R.2741)を

導入し、クリーン未来法の議論草案を発表した。 両法案は、州政府、地方自治体、部族、地域、公

益事業者、大学にDERのための資金と資金を提供するクリーン・ディストリビューテッド・エネルギ

ー・プログラムを創設するものである。 本報告書「クリーンエネルギー・深層脱炭素技術のイノベー

ションと展開の推進」のセクションで議論されている国立気候銀行も、DERに資金を提供することが

できる。 

 

LIFT America Actとクリーン未来法では、DERにはCHP、需要対応、分散型発電、地域エネルギ

ーシステム、マイクログリッド、再生可能エネルギー資源、蓄電池、蓄熱などが含まれている。 これ

らの法案は、DERを直接採用し、地元で同じことを繰り返せるように州および地方のリボルビング・ローン・

ファンドに資金を提供するDOE融資プログラムを設立するものである。 法案はまた、DOEに対し、DER

の計画、許可、資金調達を支援するための技術援助と競争力のあるグラント・プログラムの設立を

指示する。 さらに、クリーン未来法tのセクション236は、孤立したコミュニティを支援し、重要なイン

フラの回復力を高めるために、再生可能エネルギーを組み込んだマイクログリッドの開発を促進

する実証プログラムの設立をDOEに指示する。 
 

185 DeWayne Todd, Consumer Perspectives on Grid Resilience (Advanced Energy Management Alliance, 2020). 
186 H.R. 4393、「クリーン分散型エネルギーグリッド統合法」、第114回会議、https://www.congress.gov/bill/114thcongress/house-bill/4393。 
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勧告:議会は、分散型エネルギー資源を配備するコミュニティ山火事防火計画を策定するために、コ

ミュニティに資金を提供すべきである。 

 

勧告:連邦議会は、DERの配備を奨励し、DERの計画、許可、資金調達を支援するための技術援助

を提供するために、州および地方政府、部族、地域にDERを配備するための貸付およびグラントを

通してDERを提供する権限をDOEに与えるべきである。これには、州および地方のリボルビング・ロ

ーン・ファンドおよび信用補完プログラムが含まれる。 これらの連邦資金を配分する前に、州政府、地

方政府、部族、地域は、低所得コミュニティを含め、DER改善を最も必要としているコミュニティを特定し、そ

れらのニーズに応じて資金を配分すべきである。 病院は、必要に応じて、これらの基金を優先的に受け取

るべきである。 

 

勧告:議会は、孤立したコミュニティを支援し、重要なインフラの回復力を高めるために、マイクログリ

ッドの開発を促進する実証プログラムの確立をDOEに指示すべきである。 プログラムは、マイクロ

グリッドの運営と維持のために、現地の労働者からの雇用を奨励すべきである。 

 

これらの勧告の各々について、プロジェクトに対する連邦政府の支援は、強力な労働基準(Buy Am

erica/nおよびDavis-Baconの一般的な賃金要件を含む)を満たし、すべての労働、環境、公民権に

関する制定法を遵守し、該当する場合にはコミュニティ給付協定およびプロジェクト労務協定に署名

する受給者を条件とすべきである。 

 

管轄：エネルギー商業委員会、天然資源委員会、農業委員会 

 

構成要素:ノンワイヤソリューションの展開を検討する直接的発電事業 

DERをより多く利用すれば、増加する電力需要を満たすために新たな変電所を建設する必要性を

回避できる場合もある。 例えば、ConEdisonは、分散資源、エネルギー効率、および需要対応から成るBroo

klyn-Queens Demand Management Demand Responseプロジェクトを開発し、変電所のアップグレードに12億ドルを

投資しないようにした。187 このような例から、DERは「非電線代替案」と呼ばれることがある。 

 

タイトルII、サブタイトルC、クリーン未来法のセクション221および223は、電力事業者に対し、エネ

ルギー貯蔵への投資を検討すること、および適切な場合には非電線ソリューションを実施するこ

とを義務付けるように、PURPAを改正するものである。188 非電線ソリューションには、分散発電、

エネルギー貯蔵、エネルギー効率、デマンドレスポンス、マイクログリッド、およびグリッド・ソフト

ウェアおよび制御が含まれる。 

 

勧告:連邦議会は、電力会社がエネルギー貯蔵への投資を検討し、可能であれば、分散型発電、エ

ネルギー貯蔵、最終用途のエネルギー効率、需要対応、マイクログリッド、グリッド・ソフトウエア、お

よびグリッドの回復力を促進する制御のような費用対効果の高い非電線ソリューションを実施するこ

とを電力会社に要求する料金設計の採用を検討するよう州の規制委員会に求めるよう、PURPAを

改正すべきである。 

 

管轄：エネルギー商業委員会 

 
187 ConEdison, “Brooklyn Queens Demand Management Demand Response Program,” https://www.coned.com/en/businesspartners/business-opportunities/brooklyn-queens-demand-management-d

emand-response-program.
  2020年6月アクセス。  

188 Title II, Sections 221 and 223, CLEAN Future Act discussion draft. 

https://www.coned.com/en/business-partners/business-opportunities/brooklyn-queens-demand-management-demand-response-program
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構成要素:分散型エネルギー資源の許可と検査のための自主的国家基準の策定 

 

屋上太陽光発電のようなDERへの関心が高まっているにもかかわらず、消費者は新しい技術に追

いつく資源を持たない地方自治体から設置に必要な許可を得ることが困難になるかもしれない。 

 

ポール・トンコ下院議員(D-NY)は、2019年米国エネルギー機会法(H.R. 5335)を導入した。これは、

太陽光、風力、水素電解および燃料セルシステム、エネルギー貯蔵、電気自動車(EV)充電器、水素

燃料セル燃料補給からの分散型再生可能エネルギー発電を含む分散型エネルギーシステムの認

可プロセスを確立するものである。 この法案は、DOEに、連邦政府機関、州政府、地方政府、部族

政府、建築基準機関・組織、分散型エネルギー発電と蓄電池を代表する企業・業界団体の代表で

構成される「分散型エネルギー機会委員会」を設置するよう指示するものである。 

理事会は、分散型エネルギーシステムの合理的な認可及び分散型エネルギーシステム設置者の

検査を容易にするための自発的プログラムを設立する。 理事会は、オンライン認可システム、モデル

緊急認可構築プロトコルシステムの作成、技術支援の提供、分散型エネルギーシステムの設置者および適

格な分散型エネルギーシステムのための自主的国家認証の開発の調査、自主的国家検査プロトコルの開

発を行う権限を与えられる。 

 

また、この法案は、DOEに、競争的な助成金を授与して、モデルの迅速な許可された建設プロト

コルを採用する権限を与え、DOEに、モデルの迅速な許可された建設プロトコルを採用するコミュ

ニティを「分散型エネルギー機会コミュニティ」として指定するよう指示するものである。 

 

この法案は、エネルギー・商業委員会のクリーン未来法.189の討議原案に含まれている。 

 

勧告:議会はDOEに対し、分散型エネルギーシステムの許認可と検査を簡素化し、技術援助を提供

するための自発的プログラムを創設するために、分散型エネルギー機会委員会を設立するよう指

示すべきである。 

 

エネルギー商業委員会 

 

ビルディングブロック:分散型エネルギー資源の展開を支援する分析ツールの開発 

 

いくつかの分野では、DOEは、電力供給者や卸電力市場の運営者が分散型エネルギー資源をよ

り良く利用できるよう支援することができる。 

 

電力事業者は、顧客の電力需要に対応するために分散型エネルギー資源をどのように配分する

かを検討するための計画・モデル化ツールやマッピング情報を持っていないかもしれない。190DOE

は、顧客の参加を含む分散型エネルギー資源の利用のためのビジネスモデルを、第三者の集計

を通して含めて評価し、潜在的なビジネスモデルの利用に対する障壁を特定することができる。 
 

189 Title II, Section 246, CLEAN Future Act討議草案。 
190 Energy Systems Integration Group、100%再生可能エネルギー経路に向けて:主要研究ニーズ(2019) 
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卸電力市場の運営者はまた、これらの資源を電力市場に統合するために、改善された計画および

モデル化ツールを必要とする。 DOEは、FERCおよび国立研究所と協力してこれらのツールを開発すること

ができる。 

 

 コノール・ラム下院議員(D-PA)は、2019年の系統近代化研究開発法(H.R. 5428)を導入した。これ

により、DOEの電力グリッドの研究、開発、実証活動が再認可されることになる。 この法案は、分

散型エネルギー資源の統合とシステムの回復力の向上に焦点を当てたスマートグリッド地域実証

イニシアティブを拡大・拡大するものである。 また、DOEは、送電網の計画とモデル化ツールの改善、送

電網の回復力と緊急時対応の強化、ハイブリッドエネルギーシステムと分散型エネルギー資源の電力系統

へのより良い統合のための活動を実施するよう指示する。 

 

勧告:議会は、分散型エネルギー資源に関連するDOEの電力グリッドの研究、開発、実証活動に

対する資金を再度承認し、増額すべきである。 DOEは、電力会社、消費者、サードパーティのソリ

ューションプロバイダ、卸電力市場の運営者に情報を提供するために、計画・モデル化ツールとマ

ッピング情報を開発すべきである。 

 

管轄：科学・宇宙・技術委員会 

 

構成要素:卸電力市場における分散型エネルギー資源の統合に対する障壁の排除 

 

DERを集約することにより、多くの個々のDERが一括してバルク電力システムのニーズを満たすこと

ができる。 これは、今日では技術的に可能であるが、市場ルールが更新された場合にのみ実現で

きる。 全国的に、卸電力市場を規制する現行の規則は、DERがサービスを提供し、支払いを受ける

ことを一律に認めていない。 カリフォルニア独立系システム運用会社は、7GW以上の分散型エネル

ギー資源容量を導入した卸電力市場の好例である。191しかしその進捗状況は全国的に一様ではな

い。 多くのISOやRTOは、自らの市場ルールを更新する必要がある。 FERCはそうするよう指示するた

めに、DERのネットワークが卸電力市場で集約し競争することを可能にするルール作りを開始したが、まだ

完成していない192。 

 

勧告:連邦議会はFERCに対し、DERのネットワークが卸電力市場で集約し、競争できるようにする

ためのルール作りを完成させるよう指示すべきである。 この規則は、FERC管轄の市場を持つす

べての州において、消費者と集約者の参加を可能にすべきである。 

 

管轄：エネルギー商業委員会 
 

 

 

 

 

 
 

191連邦エネルギー規制委員会、ドケット番号 AD18-10-000、分散型エネルギー資源:バルク電力システムの技術的考察(2018年) 
192 Jennifer Chen, “FERC Storage Rule a Win for a More Flexible Grid,” Natural Resources Defense Council, Feb. 20, 2018, 
https://www.nrdc.org/experts/jennifer-chen/ferc-storage-rule-win-more-flexible-grid. 2020年6月アクセス。 

https://www.nrdc.org/experts/jennifer-chen/ferc-storage-rule-win-more-flexible-grid
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構成要素:クリーンな分散型エネルギー資源にコミュニティが連邦災害援助資金を投資で

きるようにする 

 

「気候変動の影響に対して米国のコミュニティをより強靱にする」と題する報告書のセクションで

は、選考委員会の大多数のスタッフが、連邦緊急管理庁(FEMA)と住宅都市開発省(HUD)が管理

する災害支援プログラムに関する提言を概説している。 これらの基金には、FEMA災害前緩和グラント

やHUDコミュニティ開発ブロックグラント-災害復旧(CDBG-DR)プログラムなどがある。 FEMAは、特定の状況下

では、グラント受領者が、太陽光マイクログリッドなどのクリーンな分散型エネルギー資源に、災害前緩和基

金を投資することができることを最近確認した。193 CDBG-DR基金についても同様の質問がなされる可能性

がある。 

 

コミュニティがこれらの連邦資金をクリーンな分散型エネルギー資源に投資できるようにすれば、極

端な気象現象や予防的な電力システムの停止による電力損失に耐える能力の向上に役立つ可能

性がある。 

 

勧告:連邦議会は、コミュニティがクリーンな分散型エネルギー資源を購入するために連邦災害援助

資金を利用できるようにすべきである。 

 

管轄：運輸・インフラ委員会 

 

 クリーンエネルギー経済をすべての米国民のために機能させる  

構成要素:農村コミュニティがより多くの再生可能エネルギーにアクセスできるよう支援 

 

農村コミュニティは、ゼロ炭素の電力に投資する財源を持たないことが多い。 多くの農村居住者は、

連邦税額控除の対象とならない非営利の電気協同組合から電力を受け取っている。 農村協同組合はしばし

ば石炭火力発電所に依存しており、そのために多額の債務を負っている。 2010年現在、53の電気協同組合

は、米国農務省(USDA)農村公益事業局からの総額84億ドルの石炭インフラに対する融資保証を受けてい

る。194 

 

アール・ブルメナウアー下院議員(D-OR)は、2019年自然エネルギー投資法(H.R. 5157)を導入した。

これは、非営利の農村電化協同組合に役立つ再生可能電力PTCの利益を主張する代替的な方法

である直接支払いを認めるものである。 下院歳入委員会民主党は、2020年グリーン法第104条(H.R.)に同様

の規定を設けた。 

7330). 

 

トム・オハレラン下院議員(D-AZ)は、2019年持続可能なエネルギーへのアクセス拡大法(H.R.4447)

を導入した。これは、自然エネルギーを利用した貯蔵およびマイクログリッド・プロジェクトを開発す

るための無償資金協力と技術援助を農村の協同組合に提供するプログラムの創設をDOEに指示

するものである。 エネルギー・商業委員会のクリーン未来法の討議案、および下院民主党のインフ

ラ法案のSection 33115、 前進法(H.R.2)には、オハレラン法案が盛り込まれている。  

 
193 Kamala Harris Office, "Shutoff Continue, As Shutoff, Harris Vows to Halifornia Cities Secure Federal Resources to Harris' 2019年6月4日。 
194 Erik Hatlestad et al, Rural Electrification 2.0: The Transition to a Clean Energy Economy (Center for Rural Affairs, 2019). 
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さらにニューメキシコ州とコロラド州は、よりクリーンな電力源への移行を加速させるために、石炭

火力発電所のリファイナンスを支援する低利債を利用するプログラムを創設した。 ニューメキシコ

州では、収入の一部が労働者の訓練と移行期にあるコミュニティのための新しい経済的機会の開

発に向けられ、コロラド州では労働者の訓練と新しい経済開発のための資金は一般基金から支

出されている195。 

 

勧告:連邦議会は、農村協同組合が再生可能電力PTCの恩恵を受けられるようにするための代

替手段を提供すべきである。 

 

勧告:連邦議会はDOEに対し、自然エネルギーを利用した貯蔵・マイクログリッドシステムを開発

するための無償資金協力と技術援助を地方の電力協同組合に提供するプログラムを創設する

よう指示すべきである。 

 

勧告:連邦議会は、USDAの融資保証プログラムおよびクリーンエネルギー投資のための地方公益

事業サービスプログラムを通して、融資および無償資金協力のための資金を増やすべきである。 

プロジェクトに対する連邦政府の支援は、強力な労働基準(Buy America/nおよびDavis-Baconの一

般的な賃金要件を含む)を満たし、労働、環境、公民権に関するすべての制定法を遵守し、関連す

る場合にはコミュニティ給付協定およびプロジェクト労務協定に署名する受給者を条件とすべきであ

る。 

 

管轄:歳入委員会、エネルギー及び商業委員会、科学、宇宙及び技術委員会、農業委員会 

 

構成要素:低所得住宅用太陽光発電の拡大 

 

屋上に太陽光発電を設置する住宅や不動産の所有者は、電力会社から電力を購入するのではな

く、自ら発電することでエネルギー料金を節約する。 住民が自宅を所有する可能性が低く、初期設置費

用を負担できる可能性が低いため、低所得コミュニティは太陽光発電の恩恵を受けることができないことが多

い。 

 

ドナルド・マッカーチン下院議員(D-VA)は、低所得太陽エネルギー法(H.R. 4291)を導入した。これ

により、低所得住宅エネルギー支援プログラム(LIHEAP)の資金を増やし、州や部族が太陽エネル

ギーへの投資に最大25%の資金を使うことができるようになる。 同法案はまた、DOEに対し、低所

得世帯向けの住宅用太陽光発電のための新たな融資プログラムを創設し、コミュニティの太陽光

発電やその他の太陽エネルギープロジェクトへの低所得者のアクセスに無利子融資を提供する

よう指示する。 

 

さらに、この法律は、公的住宅当局が太陽光発電会社と契約を結び、低所得世帯を支援し続けるた

めに貯蓄を再投資することを可能にする。 HUDの規制を明確にし、太陽光発電の改良によるエネルギ

ー料金の引き下げがテナントの賃料引き上げにつながらないようにする。 最後に、この法案はDOEに対

し、退役軍人、女性、失業中のエネルギー労働者、およびかつて拘禁されていた人々を対象とした

ソーラー・ワークフォースプログラムの創設を指示するものである。 
 

 

 

195 New Mexico S.B.489, "Energy Transition Act" (2019年通常総会), Colorado H.B.19-1314, "Just Transition from Coalbased Electrical Energy Economy," (2019年通常総会) 
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勧告:連邦議会は、低所得の米国人の太陽エネルギーへのアクセスを拡大するための包括的な

一連の解決策を提供すべきである。 連邦議会はLIHEAPへの資金を増やし、より多くの資金が太陽エネ

ルギーに投資されるようにプログラムを拡大すべきである。 議会は、DOEに対し、低所得者層の米国人が

住宅やコミュニティの太陽光発電プロジェクトへのアクセスを拡大するための融資プログラムを創設する

よう指示すべきであり、特に、手頃な価格の住宅開発に関連するものである。 これらの政策を策定す

るにあたり、連邦議会は、利益を得るために設計されたコミュニティから早期に意見を求めるべき

である。 

 

プロジェクトに対する連邦政府の支援は、強力な労働基準(Buy America/nおよびDavis-Baconの一

般的な賃金要件を含む)を満たし、労働、環境、公民権に関するすべての制定法を遵守し、関連す

る場合にはコミュニティ給付協定およびプロジェクト労務協定に署名する受給者を条件とすべきであ

る。 

 

勧告:議会はDOEに対し、退役軍人、女性、避難民・転居したエネルギー労働者、かつては拘禁さ

れていた人々、および歴史的に雇用の障壁に直面してきたその他の人々に焦点を当てたソーラ

ー・ワーカー・プログラムの設立をDOLと協力するよう指示すべきである。 連邦議会はDOLに対

し、ソーラー・ワークフォースプログラムがインクルーシブな参加という目標を達成するように、こ

れらの利害関係者グループの代表を関与させるよう指示すべきである。 

 

管轄：エネルギー・商業委員会、金融サービス委員会、教育・労働に関する委員会 

 

構成要素:コミュニティ・ソーラー・イニシアティブの拡大 

 

多くの米国人は、自宅を借りたり、共同住宅に住んでいるため、太陽光発電を設置できない。 同

様に、教会やその他の非営利の近隣組織は、資本コストを負担するために税額控除を利用するこ

とができないため、小規模な太陽光発電プロジェクトの開発に苦労している。 

 

コミュニティソーラープロジェクトは、近隣住民が太陽光発電プロジェクトに共同で融資し、発電のた

めの電気料金を受け取ることを可能にする。196プロジェクトは、エネルギー民主主義の拡大、コミュ

ニティの自決と富の創出、グリッドの回復力、地域の建設雇用など、補完的な恩恵をもたらしてい

る。 

 

ベン・レイ・ルジャン下院副議長(D-NM)は、DOEに技術支援を提供し、低・中所得の米国人や非営

利団体に対する地域社会のソーラーオプションを拡大するよう指示する、2020年のコミュニティ・ソ

ーラー・コンシューマー・チョイス法(H.R.5968)を導入した。 この法案は、DOEに対し、このプログラムを

低所得者層にサービスを提供する既存の連邦プログラムと整合させるよう指示するものである。 また、この

法案は、連邦政府にコミュニティソーラープロジェクトへの参加を奨励するものである。 さらに、この

法律は、公共事業者に地域の太陽光発電プログラムの提供を検討するよう義務付けるために、PURPA

の第111条(d)項を改正する。 

「クリーン・フューチャー・アクト未来法」の草案セクション242および下院民主党インフラ法案のセク

ション33131「前進法」(H.R. 2)は、州政府、地方政府、部族政府、その他の地域社会の太陽光発電

プロジェクトへの融資と助成を提供するための競争プログラムを確立する。197 
 

196 ソーラーエネルギー工業会「コミュニティソーラー」、https://www.seia.org/initiatives/community-solar。 2020年6月アクセス。 

https://www.seia.org/initiatives/community-solar
https://www.seia.org/initiatives/community-solar
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勧告:議会はDOEに対し、包括的なクリーンエネルギー経済の創出を支援するために、2040年ま

でに分散型太陽エネルギーを通して電力の10%を発電するという国家目標を確立する新たなソ

ーラーコミュニティ・イニシアティブを創設するよう指示すべきである。 

 

勧告:連邦議会は、公益事業者にコミュニティソーラープログラムの提供を検討することを義務

付けるために、PURPA第111条(d)を改正すべきである。 

 

勧告:連邦議会は、コミュニティの太陽光発電プロジェクトを開発するために、州政府、地方政府、

部族政府、その他の組織に融資とグラントを提供すべきである。 資金を受け取るためには、開発者

は、ソーラー・プロジェクトに対するステークホルダーの参画と現地の支援を実証しなければならない。 

 

プロジェクトに対する連邦政府の支援は、強力な労働基準(Buy America/nおよびDavis-Baconの一

般的な賃金要件を含む)を満たし、労働、環境、公民権に関するすべての制定法を遵守し、関連す

る場合にはコミュニティ給付協定およびプロジェクト労務協定に署名する受給者を条件とすべきであ

る。 

 

勧告:連邦議会は、連邦政府機関がコミュニティの太陽光発電プロジェクトに参加することを承認し、

奨励すべきである。 

 

管轄：エネルギー・商業委員会、監視・改革委員会 

 

構成要素:クリーンエネルギー・クリーン自動車技術に対するオンビル・ファイナンシングの拡大 

 

いくつかの州の電力会社は、低所得層の米国人がエネルギー効率改善に投資するのを支援する

ために、オンビル・ファイナンスの利用を検討している。 オン・ビル・ファイナンスは、公益事業者や第

三者が電気料金の節約を通して経時的に返済されるアップグレードに投資するための資金を、公益事業

者や第三者に貸し付けることを可能にするものである。198 低所得の米国人や小規模事業者にとって、オ

ン・ビル・ファイナンスは、前払いコストや借入コストが高いために利用できない投資の扉を開くものである。 

電力会社は、消費者や中小企業よりも低い金利で資本にアクセスすることができる。 

 

現行のオンビル融資プログラムは、従来の融資や税額控除のようなインセンティブに頼るより

も、緩やかな所得の米国人や中小企業がアクセスしやすい方法で、電気スペースや給湯器、分

散型再生可能エネルギー、電気自動車供給設備などの気候ソリューションの展開を加速させる

のを助けるために拡大される可能性がある。 

 

勧告:議会は、エネルギー効率、分散型再生可能エネルギー、宇宙・給湯の電化、電気自動車供

給設備のための法案上の資金調達を拡大するための技術支援を、DOEに提供するよう指示すべ

きである。 

 

管轄：エネルギー商業委員会 
 

197 Title II, Section 242, CLEAN Future Actの討議草案。 
198 American Council for an Energy-Efficient Economy, “On-Bill Energy Efficiency,” Feb. 5, 2020, 
https://www.aceee.org/toolkit/2020/02/bill-energy-efficiency. 2020年6月アクセス。 

https://www.aceee.org/toolkit/2020/02/bill-energy-efficiency
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構成要素:米国領土が再生可能エネルギーの恩恵を受けることを確保する 

 

ハリケーン・マリアはプエルトリコを壊滅させ、オンサイトでの再生可能エネルギー発電の重要性を

示した。 米国の領土は、しばしば気候変動の影響の最前線にあり、気候関連の脅威を理解し、再生可能

エネルギーシステムを開発し、強靱性を構築するために、独自の科学的・技術的支援を必要とする可能性

がある。 米国領土も深刻な財政難に直面している。 

 

テド・リユー下院議員(D-CA)は、プエルトリコと米国バージン諸島向けの再生可能エネルギー法(H.

R. 2360)を導入し、プエルトリコとバージン諸島に対し、再生可能エネルギー、エネルギー効率、エネ

ルギー貯蔵、マイクログリッド、労働者訓練への投資のためのグラント・プログラムの策定を主導し

た。 

 

太陽エネルギーやマイクログリッド以外にも、洋上風力資源は米国領土の電力供給に役立つ可能

性がある。 ただし、米国外大陸棚土地法(OCSLA)は、米国領土には適用されない。 

ジェニファー・ゴンザレス-コロン下院議員(R-PR)は、領内洋上風力法(H.R.1014)を導入した。 この

法案は、OCSLAを米国のテリトリーにまで拡大するものである。 それは洋上風力リースのプロセスを確立

し、サンゴ礁保全のための専用資金を提供することになる。 この報告書では、洋上風力発電プロ

ジェクトの展開が、感受性の高い種を含む海洋環境の完全性を保護することを確実にするための

政策提言を概説する。 

 

勧告:議会は、米国サモア、北マリアナ諸島連邦、グアム、プエルトリコ、米国バージン諸島を含む米

国領土に強靱な再生可能エネルギーとマイクログリッドシステムを配備するために、USDAを通じて

技術支援と資金提供を行うべきである。 

連邦議会は、連邦政府機関に対し、これらおよびその他の気候関連の既存のグラント・プログラム

に基づく資金要件を満たすために、領土に対する免除を与える権限を与えるべきである。 

 

勧告:議会は、DOIの内政部が協力するための資金を増やすべきである。 

強靱でクリーンなエネルギーインフラやその他の気候問題の解決策に投資する地域 

 

勧告:議会は、OCSLAを拡大し、米国の領土に適用し、洋上風力リースのプロセスを確立し、サンゴ

礁保全のための専用資金を提供すべきである。 

 

勧告:連邦議会は、自然エネルギーの「州」の定義に地域を含めるべきである。 

地域がプログラムや資金を利用できるようにするためのエネルギーや気候関連の法律。 

 

管轄:農業委員会、エネルギー・商業委員会、天然資源委員会、科学・宇宙・技術委員会 
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 部族指導者と協力し、クリーンエネルギーの展開を拡大する  

部族国家は、自国の天然資源と長期にわたる環境管理の信条を利用して、気候解決策の展開に

貢献することができる。 米国インディアン国家会議(NCAI)は、クリーンエネルギー経済への移行

の一環として、経済発展と部族主権の重要性を強調する決議において、気候危機に対処するた

めのインディアン国の優先事項を概説した。199内務省(DOI)とDOEの関係部署は、クリーンエネル

ギーに関する部族に技術支援を提供したが、これらのイニシアティブに対する支援のレベルは、し

ばしば政権間で一貫性がない。 DOIインドインディアン局のインフラ残高を拡大するには、注意と

資金が必要である。 

 

さらに、連邦電力法、公益事業規制政策法、農村電化法などの主要な連邦法は、部族の電気事業

に対する管轄権については黙っており、部族が部族の土地で活動している場合でも、部族はこれら

の電気事業者の州による規制を受けることになる。 2015年の決議で、NCAIは、連邦議会に対し、イ

ンディアン部族が保留地または村落の公共施設に対する規制管轄権を有することを明確にするよう

求めた。200以下の構成要素は、連邦政府の条約および信頼責任に沿ったクリーンエネルギーへの

移行を支援するものである。 

 

構成要素:部族のために働くクリーンなエネルギー金融インセンティブの提供 

 

部族は一般に連邦税額控除を利用する資格がないため、部族の土地でクリーンエネルギー開発

を奨励することは簡単ではない。 NCAIは連邦議会に対し、部族に税額控除の恩恵を享受する選択肢

を提供するよう求めている。201 

 

グウェン・ムーア下院議員(D-WI)は、2019年部族共同体のための持続可能なエネルギープロジェ

クト推進法(H.R. 5158)を導入した。これにより部族は、直接支払いのような再生可能電力PTCの

利益を請求するための代替法を提供することになる。 アール・ブルメナウアー下院議員(DOR)は、201

9年再生可能エネルギー投資法(H.R. 5157)を導入した。これにより、他の納税者も再生可能電力の削減PT

Cの利益を請求することができるようになる。 下院歳入委員会民主党は、2020年グリーン法(H.R. 7330)第10

4条に同様の規定を設けた。 

勧告:連邦議会は、部族政府が直接支払いなどによるクリーンエネルギー税額控除の恩恵を受

ける能力を支持し、強化すべきである。 

管轄： 歳入委員会 

構成要素:インディアン向けエネルギー政策・プログラム局の拡大 

報告書「クリーンエネルギーと深層脱炭素技術のイノベーションと展開の推進」のセクションで

は、選考委員会の過半数のスタッフが、気候危機に焦点を当てるためにDOEのミッションを更新

することを推奨している。 これらの勧告に従い、 
 

199 アメリカインディアン全国会議「決議#MOH-17-053:パリ気候協定の継続的支持」 
気候変動への取り組み(2017年) 

200 アメリカインディアン全国会議「決議#SD-15-038:インドの連邦エネルギー法制上の優先事項」 
(2015). 

201 同上。 
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DOEのインディアン向けエネルギー政策プログラム局は、DOIのインディアン向けエネルギー・経済

開発局とともに、DOEと部族国家との橋渡し役としての役割を拡大することができる。 

これを成功させるためには、部族の指導者が設定した優先順位に沿った追加資金が必要である。 

技術的な問題の1つは、1992年エネルギー政策法における「インディアンの土地」の定義にはアラス

カ先住民村は含まれていないことである。 もう一つの構造的な問題は、部族国家は経済資源への

アクセスにばらつきがあり、多くの部族が費用分担の要件を含むプログラムに参加できないというこ

とである。 

より広い意味で、NCAIは、DOEのインディアンエネルギー政策・プログラム局が、HUDの公共・イ

ンディアン住宅局と調整しつつ、分散型自然エネルギー発電やエネルギー効率化・電化プログラ

ムを含む部族公益事業・エネルギーインフラに、より多くの資金を提供することを勧告している。20

2.本報告書は、部族コミュニティに異常気象耐性化支援プログラム資金を配分し、部族政府の電

化を含め、適格性を認めるために、エネルギー効率化・保全ブロックグラント・プログラムを再承

認・拡大することを勧告している。 

エネルギー・商業委員会のクリーン未来法の討議草案は、1992年のエネルギー政策法におけ

るインディアンの土地の定義を、居住者の大多数がアラスカ先住民族のメンバーである地域に

まで拡大するものであり、203年には、DOEインディアン向けエネルギー政策プログラム局の認

可を増やし、財政的必要性がある場合には、同局が資金を提供するエネルギープロジェクトの

費用分担要件の削減を認可するものである。 下院民主党は、インフラ法案第33161条の「前進法」

(H.R.2)に、これらの「クリーン未来法」の規定を盛り込んだ。 

勧告:議会は、DOEのインディアンエネルギー政策・プログラム局とDOIのインディアンエネルギ

ー・経済開発局に対し、部族と協力して部族の公益事業やクリーンエネルギーインフラ、その他

の気候問題の解決策に投資するための資金を増やすべきである。 

勧告:議会は、1992年のエネルギー政策法におけるインディアンの土地の定義を、多くの住民が

アラスカ先住民族のメンバーである地域にまで拡大すべきである。 

勧告:連邦議会は、DOEのインディアン向けエネルギー政策プログラム局の長官に、財政的必要性

がある場合には、同事務所が資金を提供するエネルギー・プロジェクトの費用分担要件を削減ま

たは撤廃する権限を与えるべきである。 

勧告:議会は、DOEのインディアンエネルギー政策・プログラム局に対し、部族のエネルギー効率

化・電化プログラムを拡大するためにHUDと緊密に協力するよう指示すべきである。 

勧告:連邦議会は、部族が承認され、拡大されたエネルギー効率化・保全ブロックグラント資

金の対象となることを確保すべきである。 連邦議会は、気象支援プログラムから部族のための資

金を確保すべきである。 

 

管轄:天然資源委員会、エネルギー・商業委員会 

 
202 米国インディアン全国会議、決議#SD-15-038:インドの連邦エネルギー法の優先順位、2015年。 
203 Title II, Section 233, CLEAN Future Act討議草案。 
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構成要素:部族がクリーンエネルギーと気候ソリューションのビジネスモデルを開発する手助け  

 

NCAIは、部族指導者の意思決定を支援するために、一貫した長期的な資金提供を求めている。20

4 部族の国は、革新的な気候解決策について多国籍企業や外国とパートナーを組む機会を持っ

ていても、多くの場合部族国家は、これらの機会を公平に利用するための技術や資源を持ってい

ない205。さらに、インディアンの土地に対する商業活動の州による二重課税は、クリーンエネルギ

ー投資に悪影響を与える可能性がある。206 他方でクリーンエネルギープロジェクトの開発者は、

部族とのパートナーシップに関心があるかもしれないが、多くの場合インディアン関係法に関する

専門知識を持っていない。 

 

トム・オハレラン下院議員(D-AZ)は、化石燃料から移行しつつある部族に対し、経済的に多様化

する機会の開発を支援するための助成金を提供する、復興機会と緩和産業の移行経済(PROMI

SE)法(H.R. 4318)を導入した。 

 

より広い意味では、大学などの高等教育機関は、部族と協力して利用可能な無数の気候関連の機

会を分析することによって、このギャップを埋めるのに役立つであろう。 DOEのインディアン向けエ

ネルギー政策プログラム局からの資金提供は、これらの指導者間のパートナーシップを促進する可

能性がある。 

 

勧告:連邦議会は、部族のクリーンエネルギー開発と気候問題解決のためのビジネス機会を分

析するために、高等教育機関と部族の間のパートナーシップに競争的なグラント資金を提供す

べきである。 

 

管轄:天然資源委員会、教育委員会、労働委員会 

 

 調達を通じた連邦指導力の提供  

構成要素:連邦政府のクリーン電力購入目標引き上げ 

 

2005年のエネルギー政策法は、当時の比較的新しい技術に対する需要を喚起するのを助けるため

に、連邦政府の自然エネルギー電力購入目標を設定した。 風力・太陽エネルギーのコストは、目標

設定以降劇的に低下しているため、そろそろ改訂の時期にある。 これらの目標を達成するために、目

標を更新し、プロジェクトを実施することで、米国各地の米国人の労働機会が創出されるだろう。 

 

ジュリア・ブラウンリー下院議員(D-CA)は、連邦建築法(H.R. 5142)を導入した。 この法案では、連邦

政府が再生可能エネルギーの利用を2030年までに全電力の35%、2040年までに75%、2050年までに100%に増

やすことが求められている。 この法案はまた、連邦政府が連邦政府の土地あるいは部族の土地で連

邦政府の施設で自家発電された再生可能電力を利用することを奨励するものであり、諸般の要求

事項を満たすため再生可能エネルギーに関するダブルカウントを止めることを求めている。 

204 アメリカインディアン全国会議「決議#SD-15-038:インドの連邦エネルギー法制上の優先事項」 
(2015). 

205 Michael Goldberg, "Q&A: President Fawn Sharp on How Tribal Nations が気候変動への世界的な対応を主導する用意がある理由について" Washington State Wire, Nov. 7, 2019, https:/

/washingtonstatewire.com/qa-president-fawn-sharp-on-why-tribalnations-are-poised-to-lead-the-global-response-to-climate-change/. 2020年6月アクセス。 
206 2019年 アメリカ・インディアン全国会議「決議#ABQ-19-015:財務長官にインディアンの経済活動の二重課税の終わりを支援するよう促す」 

https://washingtonstatewire.com/qa-president-fawn-sharp-on-why-tribal-nations-are-poised-to-lead-the-global-response-to-climate-change/
https://washingtonstatewire.com/qa-president-fawn-sharp-on-why-tribal-nations-are-poised-to-lead-the-global-response-to-climate-change/
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報告書「エネルギー効率を最大化し、よりクリーンなエネルギーを展開する」のセクションでは、選考

委員会の多数派が、2040年までに電力セクターでゼロ・エミッションを達成するために、議会にクリ

ーンエネルギー基準を設定するよう勧告している。 

 

勧告:連邦議会は、連邦政府に対し、2040年までにクリーンな電力の購入を100%に増やすよう指示

すべきである。 

 

管轄：監督・改革委員会 

 

構成要素:連邦政府機関が長期間にわたって炭素ゼロの電気を調達できるようにする 

 

連邦政府は、建築物のネットワークが広いため、同国最大の電力利用者である。 連邦政府が

調達権限を行使できることが多い。 現行法では、一般に公共サービスの契約期間を10.年に制限して

おり、契約期間が延長されれば、クリーンな電力への費用対効果の高い投資によって電力を供給する

ことができる。207 連邦政府の調達はまた、クリーンエネルギーに対する新たな国内需要を満た

すために雇用を創出することによって、コミュニティを活性化することもできる。 

 

ピーター・ウェルチ下院議員(D-VT)は、再生可能エネルギーの確実性に関する法律(H.R. 932)を

導入した。この法律は、連邦政府機関が最長30年間、コージェネレーションから再生可能エネル

ギーとエネルギーを調達することを許可するものである。 エネルギー・商業委員会の「クリーン未

来法」の討議案のタイトルII、サブタイトルE、セクション247は、連邦政府機関が最大40年の間、ゼ

ロ・エミッションの電力を購入する契約を締結することを許可している。208 

 

勧告:連邦議会は、連邦政府機関に対し、最大40年間、ゼロ炭素電力の契約を締結する権限を与え

るべきである。 これらの契約は、本格的労働基準を満たすべきであり、部族コミュニティを含め、経

済的に不利な立場に置かれ、歴史的に疎外されたコミュニティに地元の利益を提供すべきである。 

 

管轄：エネルギー・商業委員会、監視・改革委員会 

 

構成要素:地域クリーンエネルギー成長のためのTVAと連邦電力マーケティング局の活

用 

 

テネシー川流域開発公社(TVA)と4つの連邦電力マーケティング管理局は、民間部門と協力して

送電能力を拡大するなど、クリーンエネルギーへの移行に向けた地域の取り組みを主導するの

に役立つ可能性がある。 TVAは、南東部で電力およびその他のサービスを提供する連邦政府所有の

機関である。 4つの連邦電力マーケティング管理局が水力発電ダムを運営し、34州で電力を販売

している: それらはBonneville Power Administration(BPA)、西部 
 

207 40 U.S.C.§501(b)。 
208 Title II, Section 247, CLEAN Future Act討議草案。 
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地区 Power Administration (WAPA)、南東部 Power Administration (SEPA)、南西部 Power Admin

istration (SWPA) である。209 TVA、および4つの連邦電力マーケティング管理局とも、送電容量を

拡大し、近隣の風力および太陽光エネルギーの開発を可能にすることができる送電回廊を有して

いる。 

 

2005年エネルギー政策法の第1222条により、WAPAとSWPAは、既存の送電設備を更新したり、国

内関心電力送電回廊に設置され、送電の渋滞を緩和したり、増加する需要に対応したりする場合

には、新たな送電設備を開発するためのパートナーシップを結ぶことが認められた。210しかし今まで

のところ、プロジェクトはこの既存の権限をうまく利用していない。 

 

その他、本報告書ではとりわけ温室効果ガス排出を考慮し、国の気候目標の達成を支援するた

めに、「国家関心電力送電回廊プログラム」を近代化することを勧告している。 これらの提言と整合

的に、連邦議会は、TVAと4つの連邦電力マーケティング当局が、風力や太陽エネルギーなどのクリーンエ

ネルギーの地域的成長を促進するためのパートナーシップを結ぶことができるように、セクション1222プログ

ラムを近代化することができる。 TVAと4つの連邦電力マーケティング当局がこのようなパートナーシップを

結ぶことを可能にする法改正については、さらなる研究が必要である。 

 

勧告:連邦議会は、TVAと4つの連邦電力マーケティング当局に対し、クリーンエネルギーの成長

を拡大するために地域的パートナーシップに加わるために必要な法改正について、議会に報告

するよう指示すべきである。 これらの法改正には、借入当局の増員や連邦電力法の改正が含ま

れる。 

 

管轄:運輸・インフラ委員会、天然資源委員会 

 

構成要素:ネットゼロで強靱なエネルギー導入のための軍隊の貢献 

 

米軍は、化石燃料からのエネルギーの世界最大の消費者である。211 国防総省(DOD)は、連邦政

府の総エネルギー使用量の77%を占めている。212軍関係者は、気候変動が導入や世界の安全保障

に与える影響をますます懸念している。そのため、国防総省は、いくつかの再生可能エネルギーイ

ニシアティブに着手した。213専門家は、建物や非戦術車両からの排出を削減する短期的な機会を

特定した。これは、国防総省の温室効果ガス排出量の約40%に相当する。214 

 

ベロニカ・エスコバー下院議員(D-TX)は、国防省気候耐性・即応性法(H.R. 2759)を導入した。これに

より、国防総省は、2030年までに軍事施設における正味ゼロエネルギーの達成を目指すことにな

る。 

目標は、各施設が1年間に使用するエネルギーと同量のエネルギーを生産することである。  
 

209 米国エネルギー省「電力流通局」、https://www.energy.gov/ea/power-marketingadministrations。 2020年6月アクセス。 
210 42 U.S.C.§16421。 
211 Neta C. Crawford, Dentagon Fuel Use, Climate Change, and the Costs of War(ブラウン大学、2019)。 
212 国防省エネルギー管理局議会調査局 (2019年7月) 
213 国防次官補「現場分散型エネルギー資源」 
https://www.acq.osd.mil/eie/IE/FEP_Renewable_Energy.html. 2020年6月アクセス。 

214 Neta C. Crawford, Dentagon Fuel Use, Climate Change, and the Costs of War(ブラウン大学、2019)。 

https://www.acq.osd.mil/eie/IE/FEP_Renewable_Energy.html
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法案には、軍隊、兵器プラットフォーム、および国防省の非永続的な場所で戦術動力システムお

よび発電機を訓練、輸送、維持するために使用されるあらゆる作戦用の資源は含まれていな

い。 同法案は、設置ベースでの正味ゼロエネルギーを定義し、全体的なエネルギー使用量の実

際の削減、エネルギー効率の最大化、エネルギー回収・コージェネレーション能力の利用を前提

としている。 法案では、国防総省が各施設において、残りのエネルギー消費を相殺するために、

オンサイトで再生可能エネルギーを生産することを義務付けている。 

 

アルシー・ヘイスティングス下院議員(D-FL)は、2020年国防ネット・ゼロ・レビュー法(H.R.7169)を導

入した。この法案は、国防監察官に対し、国防総省が純ゼロ目標達成に向けた進捗状況に関する

報告書を作成するよう指示し、国防長官に対し、エネルギー、水、廃棄物管理、排出物に関する国

防省全体の純ゼロ目標達成のための最初の統合マスタープランを策定することを要求するもので

ある。 さらに、ショーン・キャステン下院議員(D-IL)は、国家安全保障強靱性・持続可能性法の議論

草案を発表した。これは、国防総省にとって今世紀半ばまでのクリーンエネルギー調達の野心的な

目標を設定するものである。 

 

軍がこれらの野心的な目標を達成するために追加的な自然エネルギープロジェクトを開発する

際には、このプロジェクトは気候変動の影響に強靱である必要がある。 現在、NRELは、再生可能

エネルギー・プロジェクトが厳しい天候に耐えられるようDODを支援している。215 気候変動の影響が悪化

し続けるにつれて、NRELに対する需要は増加する可能性が高い。 

 

勧告:「建築に関する連邦政府の指導力を提供する」と題する本報告書のセクションでは、選考委員

会の多数派スタッフが、連邦議会が、2030年までに、連邦政府の建築物のすべての新築および大

規模改修により、純ゼロ・エミッションを達成することを要求するよう勧告している。 この政策と整合

的に、議会は、2030年までに純ゼロエネルギーを達成することを目標として、軍事施設における純

ゼロエネルギー実施を最大化する最善の方法を評価するよう、米国の監察総官に指示すべきであ

る。 

 

勧告:議会は、気候変動の影響に対する軍事施設での再生可能エネルギー・プロジェクトの回復力

を高めるために、NRELが国防総省と協力するための資金を増やすべきである。 

 

管轄：軍事委員会 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
215 Bev Banks, “Army Unveils ‘Resilient’ Solar Panels, E&E News, February 4, 2020. 
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よりクリーンで強靱な輸送セクターの構築  

運輸部門は、米国におけるエネルギー関連の二酸化炭素排出の最大の排出源であり、2019年の

全排出量の37%を占めている。 小型車・トラックは運輸部門の排出量の54%を占め、大型貨物トラック

は、乗用車、バス、船舶を問わず、21%を占めており、排出量は、車両の燃費、燃費原単位、年間走行距

離の関数である。216 

 

運輸部門の各部門は、脱炭素化に向けた様々な課題に直面している。 乗用車では、交通量の規

模が大きいため、急速な交代が技術的な課題以上のインフラ課題となっている。 大型貨物トラック

では、重量を、より長い距離を走行する必要性を考慮すると、電化のような技術オプションは、短期

または中期的には利用できない可能性が高い。 船舶・航空分野では、産業人や専門家によると、比較

して言うならば、重質燃料に代わる低炭素型の代替燃料の開発・展開の初期段階にある。 

 

議会は、排出量を削減し、気候影響の悪化に直面して部門の回復力を高めるために、運輸部門

に対して多面的なアプローチを取る必要がある。 たとえば、車の効率を改善するだけでは、その車

が毎年さらに遠くまで走行してしまうようだと不十分となる。 運輸部門のレジリエンスを向上させ、純

ゼロ・エミッションに向けて動くために、連邦議会は以下のような一連の連邦政策を制定する必要

がある。 

 

• 新型ガソリン車を可能な限りクリーンにするとともに、既に導入されている分野へのゼロエ

ミッション車の導入を加速する。 

• 良好な雇用を維持・創出するための重要な戦略として、ゼロ・エミッション車の米国国内

サプライチェーンと製造拠点を拡大する。 

• RDD&Dに投資し、運輸部門のより非炭素化が困難な部分のための新たなゼロ・エミッシ

ョン技術を開発する。 

• 航空、船積み、長距離トラック輸送など、電化が選択肢とならない乗用車やその他

の輸送モード用の低炭素液体燃料の開発を支援する。 

• すべての米国民に、公共交通機関の大規模な拡大を含め、低炭素で、便利

で、安価な交通手段を追加的に提供する。 

• 交通指向、スマートな成長戦略を採用し、住宅、ビジネス、クリティカル・サービスをよりア

クセスしやすくするための州や地域の取り組みを支援する。 

• 国の交通システムを適応、運用、強化し、気候への影響に対してより強靱にする。 

これらの項目はそれぞれ、新しい製造業、新しいインフラ、そして運輸部門全体で何千もの質

の高い雇用を維持・創出する新たな機会を表している。 

 

選考委員会の過半数のスタッフが取り組まなかったが、議会が議論する上で依然として重要な分野

の1つは、ガソリン税を含め、高速道路と交通機関の現在の収入源の存続可能性と公平性の問題

である。 連邦議会は、次のような選択肢を模索し、試すべきである。 
 

216 Energy Information Administration, Annual Energy Outlook 2020 (January 2020). 表19 エネルギー関連二酸化炭素 

最終用途別排出量(https://www.eia.gov/outlooks/aeo/tables_ref.php) 2020年6月アクセス。 

https://www.eia.gov/outlooks/aeo/tables_ref.php
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米国の交通インフラストラクチャーの優先事項に資金を提供する一方で、車両走行マイル(VMT)

料金など、環境や気候に関する優先事項を推進する。 

 

以下の構成要素は、運輸部門の炭素削減のための国内立法戦略の重要な要素である。 

 

 

乗用車、SUVなどの小型車は、2019年のエネルギー起源二酸化炭素排出量の54%、エネルギー

起源二酸化炭素排出量の20%を占めている。217 EIAでは、2050年までに小型自動車からの二酸

化炭素排出量が22%減少すると予測している。218 方向性としては正しいものの、この減少幅は経

済が2050年に排出量ネットゼロを実現するためには十分とはいえない。 

 

排出曲線をより早く曲げるために、連邦政府の政策は、ゼロ・エミッション車両の導入と燃料供給

インフラの整備の促進、強力な汚染基準の設定によるガソリン車両のクリーン化、ガソリン車の代

替燃料としての低炭素液体燃料の追求に焦点を当てる必要がある。 

 

小型運送手段を変革するための政策枠組みは、企業がより高度な自動車を国内で製造し、強力

な労働基準を採用することを確保しなければならない。 同様に、連邦議会は、よりクリーンな車両へ

の移行によって、環境正義コミュニティが利益を得ることを確保する必要がある。 

 
道路上のガソリン車がクリーンであることを可能な限り実現する。 

 

 

乗用車からの炭素汚染を減らす最善の方法として、自動車の電化を考えている多くの専門家も、

これが一晩では起こらないことを認めている。 平均的な軽量車両は10~12年間道路上にとどまってい

るため、完全電気自動車またはゼロ・エミッション車両への移行には数十年を要する。219 乗用車の温室

効果ガス排出基準は、この移行の間、可能な限り強力である必要がある。 

 

構成要素: EPAに対し、軽量車両やトラックの温室効果ガス排出基準を野心的に設

定する既存の権限を利用するよう指導する。 

 

米国環境保護庁EPAは、大気浄化法の第202条に基づき、新型自動車または自動車エンジンの温

室効果ガス排出基準を設定する権限を有している。220 第209条に基づき、カリフォルニア州が新車

の基準が第177条の「少なくとも連邦基準と同等の厳しい」ものであるという特定の要件を満たす限

り、EPAは、カリフォルニア州が排出量を設定することを許可する連邦政府の先制措置を放棄しな

ければならない。221 

 

 
217 Energy Information Administration, Annual Energy Outlook 2020 (January 2020).

 表19 エネルギー関連二酸化炭素 

最終用途別排出量(https://www.eia.gov/outlooks/aeo/tables_ref.php) 2020年6月アクセス。 

218 同上 
219 Nic Lutsey, Dan Meszler, Aaron Isenstadt, John German, and Josh Miller, “Efficiency Technology and Cost Assessment for 
米国、2025-2030軽量車両、(国際クリーン輸送評議会、2017年) 

220 42 U.S.C.§7521。 

クリーンなクルマ・燃料の導入による乗用車汚染の低減 

https://www.eia.gov/outlooks/aeo/tables_ref.php
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また「未達成地域」のある州は、第177条の基準に全部または一部準拠してカリフォルニア州の車両

排出基準を採用することができる。222 他の13州が、そのすべてまたは一部分で第177条に従って

いる。 

 

2011年7月、バラク・オバマ大統領は、連邦の燃費基準、連邦の温室効果ガス排出基準、州の温

室効果ガス排出基準を整合させ、13の主要自動車メーカー、全米自動車労組、消費者団体・環境

団体の支援を得た歴史的協定を発表した。223 2012年には、オバマ政権は、2012~2016年に設定

された基準に基づいて、2017年から2025年までのモデル年度におけるこれらの統一基準を決定し

た。 この基準は、モデル年度2017-2021年の平均年間二酸化炭素排出削減率を年率3.5%、モデ

ル年度2022-2025で年率5%とした。224 完全に実施された場合、2012-2016年と2017-2025年の基

準は、2025年に1.7兆ドル以上の燃料コストを削減し、石油消費量を日量200万バレル以上削減す

ると予測された。225 

 

2018年8月、トランプ政権は、連邦政府の燃費基準と温室効果ガス排出基準を平準化し、カリフォル

ニア州が独自に設定する権利を放棄することを提案し、この合意を破棄した。 2019年7月、カリフォ

ルニア州は、フォード、ホンダ、北米BMW、フォルクスワーゲン・グループ・オブ・アメリカと排出削減

のための自主協定を締結したと発表した。 

ボルボは2020年春に加盟した。 2022年から2026年にかけての年次削減目標値は消極的なものに止まった

が(3.7%)より多くのゼロ・エミッション車の導入を促進するための柔軟性を含んでいる。226 

 

2020年4月、トランプ政権は、2021年から2026年までのモデル年度の基準を弱めることを最終決

定し、前年比で1.5%の改善にとどめた。2272019年9月、トランプ政権は、クリーン・エア法第209条

に基づきカリフォルニア州に付与されたEPA免除の取消しを最終決定し、連邦法が軽量車両か

らの温室効果ガス排出を規制することを州法が先制するとする規則を最終決定していた228。 

 

エネルギー・商業委員会の「クリーン未来法」の討議原案第401条はEPAに対し、新たな乗用車と小

型トラックに対してより厳しい温室効果ガス排出基準を公布するよう指示する。 
 

221 42 U.S. C. §7543. 
222 42 U.S. C. §7507. 
223 ホワイトハウス報道官室「オバマ大統領は、燃費基準54.5 mpgの歴史的な値を発表」(2011年7月29日、https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2011/07/29/president-obama-announ

ces-historic- 545mpg-fuel-efficiency-standard)。 
224 米国環境保護庁「Fact Sheet: EPA and NHTSAは、2012年8月に、モデル年度における温室効果ガスの削減と燃費向上のための基準を設定した。」 ( U.S.Environmental Protection Agency: Fact 

Sheet: EPA and NHTSA) 
225 同上。 
226 カリフォルニア州大気資源局(California Air Resources Board)「California and major california and major makersは、クリーンな排出基準に関する画期的な枠組み合意に達する」(https://ww

2.arb.ca.gov/news/california-and-major-automakers-reach-groundbreakingframework-agreement-clean-emission、2019年7月 
227 米国環境保護庁と国立道路交通安全局、より安全で安価な燃料効率(SAFE)車両規則2021-2026乗用車と軽トラックのモデル年度2021-2026、最終規則85FED。 レギュレーション 24174(2020年4月3

0日) 

228 米国環境保護庁と国立道路交通安全局、安全で安価な燃料効率(SAFE)車両規則パートI:1つの国家プログラム;放棄撤回;最終規則84 FED。 レギュレーション 51310(平成29年9月27日) 
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この規制は2026年型車からスタートさせる。この法案では、2026年モデルで、2020年比で6%以上の

排出削減を実現し、その後は毎年達成することが義務付けられている。229 

 

勧告:連邦議会は、EPAに対し、既存の大気汚染防止法の権限を利用して、2026年から5年間、ベー

スラインと比較して前年比6%以上の汚染削減を達成した乗用車および小型トラックについて、新た

な温室効果ガス排出基準を設定するよう指示すべきである。 ベースラインを設定する際、議会は、

2017-2025年プログラムに対するトランプ政権の攻撃によって見逃された技術改善を考慮すべきで

ある。 カリフォルニア州およびその他の州は、少なくとも連邦基準と同等の厳しい排出基準を採用

するために、大気浄化法第209条および第177条に基づく現行の権限を保持すべきである。 

 

クリーンエネルギー、クリーン自動車、ゼロ・エミッション技術の製造への投資を含め、よりクリ

ーンなクルマとその部品の国内生産をより確実にするための野心的なイニシアチブが、本報告

書の「クリーンエネルギー、クリーンビークル、ゼロ・エミッション技術の製造への投資」のセクシ

ョンに記載されているものを含め、これらの政策に付随しなければならない。 

 

勧告:連邦議会は、大気浄化法第177条を改正し、すべての州がカリフォルニア州の自動車排出ガ

ス規制を採択できるようにすべきである。 

 

 

管轄：エネルギー商業委員会 
 

ゼロエミッション型軽車両の採用を促進し、インフラストラクチャーを支持する 
 

 

米国では、2億5,000万台を超える軽量車両が走行しており230、それらを支えるためのよくできた

インフラストラクチャーがあることから、ゼロ・エミッション代替車の展開が大きな課題となってい

る。 ゼロ・エミッション車に対する消費者の購入インセンティブを提供するだけでは不十分であ

る。 その代わり、連邦議会は、国のゼロ・エミッション車販売基準、連邦調達要件、先行車両費

用を負担するための消費者税インセンティブ、都市、州、その他の事業体が電気料金ステーショ

ンやその他のゼロ・エミッション燃料供給インフラを設置するのを支援するための税制上のインセ

ンティブ、助成金、その他の金融ツールを含む、需要と供給の両方の政策を追求する必要があ

る。 

 

構成要素:2035年までに販売されるすべての軽量車両がゼロエミッションを達成するた

めの技術中立型全国ゼロエミッション車(ZEV)の販売基準の確立 

 

カリフォルニア州のクリーンカーとZEVプログラム、そして、大気浄化法第177条に基づくカリフォ

ルニア州のプログラムに他の州が参加する能力は、米国でゼロエミッション車、特に電気自動車

の需要が拡大している背景にある主要な原動力となっている。 2018年米国進歩センター(CAP)

の研究では、プラグイン電気自動車の導入についてインセンティブを与えるための様々な州の政

策の有効性が検討された。 
 

 
 

229 Section 401(a), CLEAN Future Act discussion draft. 
米国運輸省運輸統計局「米国の航空機、車両、船舶および他の輸送手段の数」 
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230 https://www.bts.gov/content/number-us-aircraft-vehicles-vessels-and-other-conveyances。
 2020年6月アクセス。 

https://www.bts.gov/content/number-us-aircraft-vehicles-vessels-and-other-conveyances
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CAPは、ZEV規制がプラグイン電気自動車の市場シェアが高い州を予測するための「最善の予測因子」であ

ると結論づけた。 

231 

 

2019年5月 マイク・レビン下院議員(D-CA)と ジョー・ネグセ下院議員(D-CO)は、H.R. 2764、2019年ゼロ・エミッシ

ョン車両法を導入した。 ジェフ・メルクレイ上院議員(D-OR)は、上院に同意法案(S. 1487)を提出し

た。 この法案では、2030年までに新型乗用車の売上の50%をZEVとすることが義務付けられてい

る。 2040年までに新車販売台数の100%を達成するために、販売要件は毎年5%上昇する。 この法案はテク

ノロジーニュートラルであり、電気自動車、水素燃料セル車、および他の潜在的なゼロ・エミッション技術の

認定を可能にする。 

 

American Lung Associationは、カリフォルニア州の基準を採用した10州で2050年までにZEVの販売

台数を100%達成すると 

すれば、スモッグ汚染を90%削減し、2050年までに、保健・気候の総額を330億ドル削減することがで

きると推計している。 

これらの健康上の利益は、労働損失日数が19万5,000日減り、喘息発作が9万6,000件減り、早期死亡

が2,200件減ることを意味する。232。 

 

2019年9月、トランプ政権は、カリフォルニア州に対し、大気浄化法第209条に基づき軽量車両の温

室効果ガス排出基準をより厳しく設定することを認めたEPAの免除を撤回する最終決定をした。 EP

Aはまた、カリフォルニア州のZEVプログラムに対する先買権の放棄を取り消したと主張している。 同政権の

規則は、連邦法が州のZEVプログラムや軽量車両からの温室効果ガス排出量に関する州の規制を先制して

いると主張している233。 

 

勧告:議会は、2035年までに販売される全ての軽量車両がゼロ・エミッションであることを確保

するために、技術中立な国家ZEV販売基準を確立すべきである。 基準には中間的な売上目標

を含めるべきである。 

 

国のZEV基準は、州および連邦の温室効果ガス基準を補完するものでなければならず、現在のZE

V基準を持つ10州を含む州の取り組みには、上限ではなく下限を提供しなければならない。 現行の

州ZEVプログラムは、一般的な大気浄化法協力連邦主義の原則に沿った、連邦ベースライン基準

よりも厳しい基準を拡大し、提供することを認められるべきである。 

 

クリーンエネルギー、クリーン自動車、ゼロ・エミッション技術の製造への投資を含め、よりクリ

ーンなクルマとその部品の国内生産をより確実にするための野心的なイニシアチブが、本報告

書の「クリーンエネルギー、クリーンビークル、ゼロ・エミッション技術の製造への投資」のセクシ

ョンに記載されているものを含め、関連する政策に付随しなければならない。 

 

管轄：エネルギー商業委員会 
 

 

 

231 Lia Cattaneo, Plug-In Electric Vehicle Policy: 配備拡大のための州の政策の有効性の評価(Center for American Progress, 2018)。 
232 Bonnie Holmes-Gen and Will Barrett, Clean Air Future: Health and Climate Benefits of Zero Emission Vehicles(米国肺協会、2016) 
233 米国環境保護庁と国立道路交通安全局、安全で安価な燃料効率(SAFE)車両規則パートI:1つの国家プログラム;放棄撤回;最終規則84 FED。 レギュレーション 51310(平成29年9月27日) 
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構成要素:電気自動車購入に対する消費者税額控除の延長 

 

税制上のインセンティブや消費者リベートは、電気自動車などの新製品や新技術に対する消費者

の需要を喚起する上で重要な役割を果たす。 カリフォルニア大学デービス校の運輸研究所は、米

国および世界での電気自動車の購入奨励金と販売との間に正の関係を示す32の研究を同定した。
234 

 

現行法では、電気自動車を購入する消費者は最大7,500ドルの税額控除を受けることができる。 自

動車メーカーが20万台以上の電気自動車を販売すると、自動車メーカーの自動車に対する税額控

除が恒久的に廃止され始める。 現在までに、テスラとゼネラル・モーターズは20万台のキャップを

突破している。 

 

2019年4月10日、ダン・キルデ下院議員(D-MI)は、H.R. 2256を導入した。 同法案は、キャップの上

限を引き上げ、各自動車メーカーが7,000ドルの税額控除をつけて40万台を追加販売することを認

めた。 

この法案は、製造業者1社あたり最初に販売された20万台までの電気自動車に対する7500ドルの税額控除を維

持している。 デビー・スタベナー上院議員 (D-MI)、ラマー・アレクサンダー上院議員 (R-TN)、 ゲリー・ピータース上院

議員(D-MI)、 スーザン・コリンズ上院議員(R-ME)は、同意法案S. 1094を導入した。 下院歳入委員会民主党は、

2020年の再生可能エネルギー・効率成長法(GREEN)第401節(H.R.7330)でこのアプローチを取り上

げた。下院民主党は、包括的インフラ法である「前進法」(H.R.2.235)に同アプローチを追加した。235 

 

別のアプローチを取る委員もいる。 ピーター・ウェルチ下院議員(D-VT)とジェフ・メルクレイ上院議員(D-OR)

は、2019年電気クレジット・アクセス・レディ・アット・ザ・セール(CARS)法(H.R. 2042/S. 993)を導入した。 電気CARS

法は、製造業者ごとのキャップを完全に廃止し、それに10年間の認可を与えている。 この法案はまた、電気

自動車の導入を低所得層の中所得消費者に拡大することを目的として、購入者が5年間の税額控除を利用

できるようにするか、販売時点で控除を適用できるようにするものである。 2019年12月に 

ジャッキー・スピアー下院議員(D-CA) は、アメリカ製自動車法 (H.R. 5393)を導入した。 多くの条項の中

で、この法案は価格が3万5000ドル以下の電気自動車に関する税額控除を1万5000ドル以下に引き上げ

た。 

これにより、中産階級の家庭が電気自動車を利用しやすくする可能性がある。 

 

勧告:連邦議会は、電気自動車の導入を支援するために、電気自動車税額控除に関する製造者

ごとの上限を引き上げるべきである。 連邦議会は、低所得の中所得層の米国人が電気を買うこと

が容易になるように、あるいはクレジットの存続期間を延長し、クレジットの恩恵を受ける可能性が

高く、クレジットによって動機づけられる可能性が最も高い世帯に適用するために、これらの税額

控除を払い戻すことを検討すべきである。 議会はまた、電気自動車の国内付加価値高と、自動車を製

造または組み立てる施設での強力な労働基準の採用に基づいて、電気自動車に対する段階的なインセン

ティブを提供することを検討すべきである。 

 

管轄:歳入委員会 
 
 

234 カリフォルニア大学デービス校運輸研究所「クレジットとリベートは、よりクリーンな電気自動車のための消費者マーケットの構築に重要な役割を果たしている」 (無日付、https://its.ucdavis.edu/

blog-post/credits-rebates-playkey-role-building-consumer-market-cleaner-electric-vehicles/)。 2020年6月アクセス。 
235 特に断りのない限り、H.R.2の記載は、2020年6月22日付の規則委員会印刷116-54に含まれる法案のバージョンを参照する。 下院は、選考委員会の報告書が印刷されると、H.R.2について討論する準備を

していた。 規則委員会印刷は、https://rules.house.gov/sites/democrats.rules.house.gov/files/BILLS- 116HR2-RCP116-54.pdfで入手可能であり、2020年6月22日以降になされた法案の修正を反

映するものではない。 

https://its.ucdavis.edu/blog-post/credits-rebates-play-key-role-building-consumer-market-cleaner-electric-vehicles/
https://its.ucdavis.edu/blog-post/credits-rebates-play-key-role-building-consumer-market-cleaner-electric-vehicles/
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構成要素:中古電気自動車購入の奨励 

 

勤勉な米国人は、しばしば新車の購入に苦労し、中古車市場に依存することが多い。 カリフォルニア

州は、この懸念に応えて、低所得者向けの新車や使用済みのハイブリッド車、電気自動車の費用を自動車デ

ィーラーに助成する「クリーン・ビークル・アシスタンス・プログラム」を創設した。236 

 

連邦議会の議員は、中古電気自動車の購入費用を賄うための税制上のインセンティブを提案してい

る。 2019年12月、ジャッキー・スピアー下院議員(D-CA)は手の届くアメリカ製自動車法(H.R.5393)を

導入した。 電気自動車の普及を促進する多くの条項の中で、この法案では中古電気自動車の購入

に対して5,000ドルの税額控除を設けている。 2019年11月、ジミー・ゴメス下院議員(D-CA)は、2019

年労働者家族向けの手の届く電気自動車法(H.R.5161)を導入し、中古電気自動車の購入に対して新

たな所得ベースの税額控除を提供した。 調整後総所得が3万ドル(夫婦は6万ドル)までの買い手は、

全額控除の対象となる。 下院歳入委員会民主党は、2020年グリーン法(H.R. 7330)第402条に、この

法案の主要条項を盛り込んだ。 

 

勧告:連邦議会は、使用済み電気自動車の消費者による購入を促進するために、連邦税制上の優

遇措置を制定し、および/または補助金プログラムを創設すべきである。 

 

管轄:歳入委員会、エネルギー・商業委員会 

 

構成要素:ゼロ・エミッション燃料・電気自動車充電インフラに対する消費者税額控除

の延長 

 

電気自動車の大規模な展開には、同様に公的に利用可能な電気自動車充電インフラの大規模

な展開が必要となる。 消費者は、充電ステーションがガソリンスタンドと同じくらい便利で、どこ

にでもあることを期待するだろう。 2020年6月現在、米国には10万7,000台のガソリンスタンドが

あり237、2万5,000カ所の公共電気自動車充電ステーションがある。238 充電インフラの整備速度

は急速に拡大し、電気自動車の増加を支えなければならない。239水素燃料電池のようなその他

のゼロ・エミッション車両技術は、現在の道路上の燃料電池車両が比較的少数であることを考え

ると、さらに厳しい課題に直面するであろう。 

 

セクション30C代替燃料補給不動産クレジットは、適格代替燃料自動車補給不動産の購入価格

の30%に相当する税額控除を事業者および個人に提供するものであり、2017年12月31日に失効

した。 クレジットは、天然ガス、プロパン、液化水素、電気、E85、および最低20%のバイオディー

ゼルを含むディーゼル燃料混合物の燃料供給設備に適用された。240 

 

 

236 カリフォルニア州236州大気資源局「クリーン・ビークル・アシスタンス・プログラム」 
https://cleanvehiclegrants.org/. 2020年6月アクセス。 

237 労働統計局「ガソリンスタンド: NAICS 447」、https://www.bls.gov/iag/tgs/iag447.htm。
 2020年6月アクセス。 米国エネルギー省「代替燃料データセンター」 

238 https://afdc.energy.gov/stations/#/analyze-fuel=ELECで入手可能。 2020年6月アクセス。 
239 マイケル・ニコラス、ダレホール、ニック・ルツェイ、米国市場における電気自動車の充電インフラの格差の定量化 
(国際クリーン運輸協議会、2019年1月) 

240 26U.S. C. §30C: 代替燃料車両燃料補給資産クレジット 

https://cleanvehiclegrants.org/
https://www.bls.gov/iag/tgs/iag447.htm
https://afdc.energy.gov/stations/%23/analyze?fuel=ELEC
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いくつかのメンバーは、立法上の救済策を導入した。ピーター・ウェルチ下院議員(D-VT)とジェフ・マー

クリー上院議員(DOR)は、電気自動車法2019(H.R. 2042/S. 993)を導入した。 この法案は、電気自動車の消費

者購入に対する税額控除の延長に加え、2029年までの代替燃料充填財産融資を更新するものである。 シ

ー・キャステン下院議員(D-IL)は、セクション30Cの税額控除を永続的に延長する法律(H.R. 2025)を導入した。ジ

ャッキー・スピアー(D-CA) 下院議員は、より多くの電気自動車を導入するための多くの条項の中

で、セクション30Cの税額控除を2030年まで延長し、電気自動車の充電ステーションへの控除を制

限し、より高価な高速充電ステーションの設置を支援するためにクレジットキャップを解除する、手

の届くアメリカ製自動車法 (H.R. 5393)を導入した。ロイド・ドジェット下院議員(D-TX)は、2019年の

EV CHARGE(Electric Vehicle Charging Helps to Renewable Green Energy)法(H.R. 5164)を導入

し、2024年までセクション30Cの30%税額控除を再開・延長した。 この法案では、公衆の利用を目

的としたインフラ、または商用車や政府車両の専用利用を目的としたインフラについて、追加で2

0%の免除クレジットが認められている。 

 

2019年12月20日、トランプ大統領は、2020年連結歳出法に署名した。 この法案は、代替燃料補給

不動産融資を2020.年まで遡及的に延長241するもので、2020年6月、下院歳入委員会民主党は、2

020年グリーン法(H.R. 7330)第405条において、2025年まで同融資を延長することを提案した。 下

院民主党は、包括的インフラ法である「前進法」(H.R.2)に「グリーン法」を追加した。 

 

勧告:2020年末に期限が切れる前に、議会は、潜在的な投資家に追加的な安心材料を提供する

ために、代替燃料インフラに対する税額控除の5年間延長を可決すべきである。 

議会は、化石燃料インフラを税額控除の対象としないことを検討すべきである。  

管轄：歳入委員会 

構成要素:代替燃料・電気自動車充電インフラの配備に対する連邦グラント支援 

 

FAST法では、連邦道路管理局(FHWA)に対し、「電気自動車の充電・水素、プロパン、天然ガス

燃料供給の回廊を指定し、電気自動車充電インフラ、水素燃料供給インフラ、プロパン燃料供給

インフラ、天然ガス燃料インフラを主要国道沿いの戦略的場所に設置すること」242を義務付けて

おり、現在までに、46州の州・高速道路のセグメントをカバーする79の指定を受けている。243 

 

連邦政府の投資は、州政府や地方自治体が、公的に利用可能な電気自動車充電ステーションや、

これらの回廊に沿った他の燃料供給インフラのネットワークを構築するのを支援する上で重要であ

る。 2019年のクリーン・コリドー法は、上院ではトム・カーパー上院議員(D-DE)によってS. 674とし

て、下院ではマーク・デ・サウルニエ下院議員(D-CA)がH.R. 2616として、導入され、国道ハイウェイ

システムの指定回廊に沿った電気自動車充填ステーションと水素燃料供給インフラの設置を促進

するために、州、地方、部族政府機関に助成金を提供している。 
 

 
241 Q、H.R.1865、「更なる連結歳出法、2020年」、第116回議会。 
242 23 U.S.C.§151 
243 米国運輸省(DOT)、連邦道路管理局、「代替燃料回廊」 
https://www.fhwa.dot.gov/environment/alternative_fuel_corridors/. 2020年6月アクセス。 

https://www.fhwa.dot.gov/environment/alternative_fuel_corridors/
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2019年10月25日、チャック・シューマー上院議員(民主党、ニューヨーク州選出)とデビー・スタベナ

ー上院議員 (D-MI)、シェロッド・ブラウン上院議員(D-OH)、ジェフ・マーキー上院議員(D-OR) は、「クリーン・カー

ズ・フォー・アメリカ」計画を発表した。 この計画の一環として、州、都市、自治体が電気自動車の充電

インフラを広く一般に利用できるようにするため、450億ドルの資金を提供することが求められて

いる。 州および地方自治体は、市街路や公営駐車場に沿って充電インフラを設置するために資

金を利用するか、または単一家族世帯の住宅、アパートの建物、個人衣料品、またはその他の

個人の居住用もしくは商業用の資産に充電インフラを設置する事業体に補助金を与えることが

できる244。 

 

2020年1月、エネルギー・商業委員会のエネルギー小委員会の議長であるボビー・ラッシュ下院

議員(D-IL)は、2020年の持続可能な輸送を利用した健康な空気を拡大するための新たな機会

(NO EXHAUST)法(H.R. 5545)を導入した。 NO EXHAUST法は、2030年までに年間20億ドルを、電気自動

車を購入する州政府、地方自治体、民間団体に還付し、2030年までに運輸部門を電化する大規模プロジェ

クトに年間25億ドルを、2030年までに電気自動車の国内生産を加速させることに年間25億ドルを供与するこ

とを認めている。エネルギー・商業委員会のクリーン未来法の討議原案には、NO EXHAUST Act.245の主

要条項が含まれている。 

 

2020年2月、アンディ・レビン下院議員(D-MI) とアレクサンドリア・オカシオ-コルテス下院議員(D-NY) は、10

年以内に電気自動車充電器の全国ネットワークを確立するための電気自動車自由法(H.R. 5770)を導入した。 同

法案は、運輸エネルギー省長官に対し、国道システムの公道沿いに公的に利用可能なEV充電ステーショ

ンのネットワークを構築する計画を議会に提出するよう指示している。 この計画を5年以内に実施するた

め、同法案は、州政府、地方政府、部族政府、およびEV充電インフラの取得と設置に関心のある

その他の団体を支援するための競争的なグラント・プログラムを設置する。 法案はまた、連邦政府

の支出はすべて、Buy America/n要件および一般的な賃金要件を満たさなければならないと指示している。 

 

2020年2月、イベット・クラーク下院議員(D-NY)は、2020年の「十分にケアされていない地域社会

のための電気自動車法」(H.R. 5751)を導入した。 この法案では、DOEが都市部、特にサービスが十分

に行き届いていないコミュニティや不利な立場に置かれたコミュニティに電気自動車充電インフラを導入す

る際の課題と機会を評価することが求められている。 同法案はまた、DOEに対し、そのプログラムが電気

自動車インフラへのアクセスを提供し、十分なサービスを受けていないコミュニティや不利な立場に置か

れたコミュニティにおける大気の質を改善することを確保するよう求めている。 

 

2020年6月、下院民主党は包括的インフラ法案「前進法」(H.R.2)を提出した。 法案のセクション130

3では、DOTに年間3億5,000万ドルの競争的補助金プログラムを設置し、電気自動車、水素、その

他の燃料供給インフラを配備し、炭素汚染の削減レベルが最も高いプロジェクトに優先順位をつ

けている。 第33332条は、DOEにおいて、公的にアクセス可能な電気自動車供給設備を設置する適格者(個

人、州・地方政府、部族・地域政府、非営利団体、その他)に還付金を提供するプログラムを制定する。 同

法案は、この資金還付プログラムに年間1億ドルを5年間供与するものである。 セクション33333お

よび3334には、EVインフラの展開が十分にサービスを受けていないコミュニティに利益をもたらす

ようにするために、クラーク下院議員の法案の文章が含まれている。 

 

244 民主党上院議員、「リーダー・シューマーが、米国の気候変動のための新しいクリーンカー、道路上の炭素排出車の台数を削減し、雇用を創出し、ネット・ゼロ・エミッションへの移行を加速するた

めの変革計画を発表」、2019年10月25日のプレスリリース。 
245 Title IV, Sections 421-440, CLEAN Future Act discussion draft. 



| ページ 

96 

 

勧告:連邦議会は、DOTに対し、州、地方、部族政府、およびその他の団体に対し、高速道路回廊

やその他の公的にアクセス可能な場所に電気自動車の充電インフラを配備するための補助金ま

たは還付金支給を提供する権限を与えるべきである。 資金調達レベルは、ZEV販売基準の結果

として購入した新車にサービスを提供するために必要な公共インフラに見合ったものでなければ

ならない。 グラント資金の一部は、環境司法コミュニティ、農村地域、その他サービスが十分に行き届い

ていないコミュニティに充電用インフラを設置するための導入費用に充てられるべきです。 プロジェクトに

対する連邦政府の支援は、強力な労働基準(Buy America/nおよびDavis-Baconの一般的な賃金

要件を含む)を満たし、労働、環境、公民権に関するすべての制定法を遵守し、関連する場合には

コミュニティ給付協定およびプロジェクト労務協定に署名する受給者であることを条件とすべきで

ある。 

 

勧告:議会は、DOEに対し、電気自動車充電インフラの展開のための相互運用性基準を策定・

設定する際の障壁を特定し、これらの障壁を克服するための勧告を議会に提出するよう要求

すべきである。 

 

勧告:議会は、ゼロ・エミッション車両を導入するためのDOEとDOTのすべての現行および将来

のプログラムが、十分なサービスを受けていない、あるいは不利な立場に置かれたコミュニティ

において、車両インフラへの公平なアクセスを提供し、大気質を改善することを確保すべきであ

る。 

 

管轄:運輸・インフラ委員会、エネルギー・商業委員会 

 

構成要素:民間輸送向け電気自動車およびゼロ・エミッション車両の調達を連邦政府に要

請する 

 

連邦政府の購買力は、重要な市場シグナルを送り、電気自動車やその他のゼロ・エミッション技術

の需要を押し上げることができる。 現行法では、連邦政府が取得する新型軽量車の75%は、一部の例外

を除き、代替燃料車(ハイブリッド電気自動車、燃料セル車、先進希薄燃焼車など)でなければならない。247 

 

ほとんどの連邦輸送車両隊は、E85を燃焼できるフレックス燃料車を購入することで、この要件を

満たしている。 2018年度、連邦政府は15,000台以上のE85フレックス燃料車と194台の電気自動車を購入し

た。 電気自動車は連邦車両の1%にも満たない。248 次のステップを踏む時期に来ている。 

 

連邦議会の数人の議員は、連邦輸送車両隊についての野心的な法案を提出した。 2020年1月、

ボビー・ラッシュ委員長(D-IL)は2020年のNO EXHAUST法(H.R.5545)を導入した。 NO EXHAUST法は、1992

年のエネルギー政策法を改正し、連邦輸送車両隊のために取得した小型車両の100%を2050年までにゼ

ロ・エミッションとすることを義務付けている。 連邦輸送車両隊のために買収された中型・大型車の少なくと

も50%は、2050年までに代替燃料車にする必要がある。 Energy and Commerce Committee's Clean Future Act 

の討議草案には、この要件と同様な条件を含んでいる。249 ジュリア・ブラウンリー下院議員(D-CA) がGreen 

Federal Fleet Act (H.R. 5653) を導入したが、 

 
246 42 U.S. Code §13212. 
247 42 U.S. Code §6374. 
248 米国総合サービス局「2018年度連邦艦隊オープンデータセット」の職員による解析(https://www.gsa.gov/cdnstatic/FY_2018_Federal_Fleet_Data_Set_8-14-2019.xlsx) 前回201

9年8月更新。  
249 Title IV, Sections 421-440, CLEAN Future Act discussion draft. 

https://www.gsa.gov/cdnstatic/FY_2018_Federal_Fleet_Data_Set_8-14-2019.xlsx
https://www.gsa.gov/cdnstatic/FY_2018_Federal_Fleet_Data_Set_8-14-2019.xlsx
https://www.gsa.gov/cdnstatic/FY_2018_Federal_Fleet_Data_Set_8-14-2019.xlsx
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これにより連邦政府が購入またはリースするすべての新型で戦術的でない乗用車はゼロ・エミッシ

ョン車であることが求められ、合理的な免除がゼロ・エミッション車の購入を実行不可能にする特殊

な状況に直面する場合にのみ適用されることとなった。 

 

ジャレッド・ハフマン下院議員(D-CA)は、米国郵政公社の輸送車両隊を近代化するために、エネル

ギー効率輸送(FLEET)法(H.R. 2337)を導入した。 郵政公社は、世界最大の民間車両群を所有・運

営しているが、23万2,000台の郵便配達車両のうち14万台以上がGrumman LLV（郵便配達専用車

両）であり、その燃費はガロン当たり平均10マイルにすぎない。250 FLEET法は、郵便事業に対し、

今後10年間で毎年石油消費量を2%削減することを義務付け、すべての新型車両に最低燃費と温室

効果ガス排出基準を設定している。 下院民主党の包括的インフラ法案では、前方移動法(H.R.2)第

5,0001条が、郵便インフラストラクチャーとオペレーションの改善、配送車両、加工機材、その他の

物品の購入のために、郵便サービスに250億ドルの資金を供与することを認めている。 この法案

は、新車購入のために60億ドルを積み立てる。 セクション50002では、新車両の少なくとも75%は電

気またはゼロ・エミッションでなければならないと規定している。また2040年までには、購入される車両

は、全て電気自動車またはゼロエミッション車でなければならない。 

 

マイク・レビン(D-CA) 下院議員は、より遠隔地の政府車両に焦点を当て、米国公園局と米国森

林局の車両をゼロ・エミッション車両に転換するために、H.R. 3681、2019年グリーン・スペース、グ

リーン・ビークル法を導入した。 キャサリン・コーテス・マスト上院議員(D-NV)は、上院に同意法案を提

出した。 

2041). 

 

勧告:連邦議会は、国立公園局や森林局などで使われている民間車両におけるゼロ・エミッション

車両の割合を増やし、軽量車両については2035年までに、中型重量車両については2040年まで

に車両購入の100%に達するよう、連邦政府に要求する法律を可決すべきである。 プロジェクトに

対する連邦政府の支援は、強力な労働基準(Buy America/nおよびDavis-Baconの一般的な賃金

要件を含む)を満たし、労働、環境、公民権に関するすべての制定法を遵守し、関連する場合に

はコミュニティ給付協定およびプロジェクト労務協定に署名する受給者であることを条件とすべき

である。 

 

勧告:議会は、米国郵政公社に対し、電気自動車またはゼロミッション車両の100%達成を目標に、ゼ

ロ・エミッション車両の割合を増加させることを要求すべきである。 

 

管轄：監督・改革委員会、エネルギー・商業委員会 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

250 ジャレッド・ハフマン下院議員の事務所、「アース・デー、ハフマン下院議員が郵政信託清掃法案を発表」記者 
2019年4月22日発行 
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構成要素:ゼロエミッション車の導入加速のための中古車トレードインプログラムの確立 

 

2017年の米国道路の小型車両の平均車齢は10.3年とされ、世帯が車両を長持ちしていることを

示唆している。251 つまり現在購入されているほとんどの車は2030年にもまだ道路上にあると考

えられる。 ゼロ・エミッション車の導入を加速するには、米国での車両回転率を加速させる計画を盛り込

む必要がある。 

 

このようなプログラムを設計するための出発点の1つは、一般に「ポンコツ車のための現金」と呼

ばれる車両購入費還付システム(CARS)である。議会とオバマ政権は、2009年に、米国居住者に

古い車の売却を奨励し、新しい車を購入させることによって経済を刺激するプログラムを開始し

た。 CARSプログラムでは、燃費が18マイル/ガロン以下の小型車を購入し、燃費の良い新車を購入した購

入者に、3500ドルまたは4500ドルのクレジットを提供した。252「ポンコツ車のための現金」プログラムの主な目

標は、消費者支出を増やし、大不況からの脱却を支援することだった。 気候に焦点を当てたイニシアティ

ブでは、ゼロ・エミッション車両の導入を優先する必要がある。 

 

もう一つの可能性のあるモデルは、カリフォルニア・クリーン・カーズ4・オールプログラムである。こ

れは、カリフォルニアの低所得者層に、古く、汚染度の高い車を廃棄し、ゼロエミッションに近いゼロ

エミッションモデルに置き換えるバウチャーを提供するものである。 このプログラムには、悪質なデ

ィーラーや貸し手から参加ドライバーを保護するために設計された消費者保護が含まれている。 こ

のプログラムに参加しているカリフォルニア州の大気保護区域では、廃車と引き換えに公共交通機関、カー

シェアリング、バイクシェアのバウチャーを提供することもできる。 

 

2019年10月25日、チャック・シューマー上院議員(民主党、ニューヨーク州選出)とデビー・スタベナー上

院議員(D-MI)、シェロッド・ブラウン上院議員(D-OH)、ジェフ・マーキー上院議員(D-OH)は、米国向けクリーン・カ

ーズと呼ばれる計画を発表した。 この計画の一環として、消費者がガソリン車からゼロ・エミッション車

への移行を支援するため、新たなプログラムに3,920億ドルを拠出することが求められている。 この

プログラムでは、クリーンな車両のためにガソリン車での取引を希望する消費者は、3,000ドルから

始まるPOSリベートを受け取ることになる。 低所得層の消費者は、新車に対して2000ドルの追加リベート

か、中古車に対して20%のリベートを受けることができる。 このプログラムは、米国で製造された車両に対し

て、強力な労働基準や国内製のコンテンツを備えた場合に追加的なリベートが提供される。 このプ

ログラムは、10年半後に米国の車両保有台数の4分の1をクリーン車に置き換えることを目指すもの

である。254 

 

勧告: 議会は、次の事項を促進するために、新しいバウチャー・プログラムを創設すべきである。 

米国車両のゼロ・エミッション化 このプログラムは、低所得者層の消費者や、労働基準の高い米国で製

造された自動車に対して、より高い金銭的インセンティブを提供すべきである。 

 

管轄：エネルギー商業委員会 

 

251 Energy Information Administration, “U.S. households are holding on to their vehicles longer,” August 21, 2018, 
https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=36914. 
252 大統領府、経済諮問委員会、自動車手当リベート制度の経済分析(「クレンカーのための現金」)、2009年9月。 
253 California Air Resources Board, "Clean Cars 4 All" は、すべてhttps://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/clean-cars-4-で入手可能 2020年6月アクセス。 
254 上院民主党議員「リーダー・シューマーが、米国の気候変動のための新しいクリーンカー、道路上の炭素排出車の台数を削減し、雇用を創出し、純ゼロエミッションへの移行を加速するための変

革計画を発表」、2019年10月25日のプレスリリース。 

https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=36914
https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=36914
https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/clean-cars-4-all
https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/clean-cars-4-all
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構成要素:先進的で革新的なクリーンカー技術のための連邦政府の研究開発と助成金

支出の増額 

 

電気自動車などのゼロ・エミッション技術を継続的に導入することで、テールパイプの汚染を削減

するとともに、コストを下げ、市場における継続的なイノベーションを促進する。 これは、連邦政府の

研究開発が、民間セクターの研究を支援し、先進的な車両材料や技術の開発を後押しし、運輸部門の汚

染削減を促進するブレークスルーにつながる可能性があるということである。 高度なデータや高度道路

交通システム技術も市場に参入し、モビリティを向上させる新しい方法を提供している。 

 

2019年4月 デビー・ディンゲル下院議員(D-MI) とハーレイ・スティーブンス下院議員(D-MI) およ

びゲリー・ピータース上院議員 (D-MI)、ラマー・アレクサンダー上院議員(R-TN)、デビー・スタベナ

ー上院議員(D-MI) は、クリーン・ビークルおよび先進安全技術の連邦政府による研究開発を増

加させるための法律を導入した。 この「自動車イノベーション法(H.R. 2170/S. 1085)」は、DOEに対し、石油の

使用と米国の乗用車・商用車の排出を大幅に削減または排除する可能性のある材料、技術、プロセスに関

する研究開発を、5年間にわたり年間3億ドル以上許可している。 

 

勧告:議会は、2035年までに100%ゼロ・エミッション車の販売という国家ZEV販売基準の目標を支

援するために、DOEの強力なクリーン車研究開発プログラムに資金を提供すべきである。 

 

管轄：科学・宇宙・技術委員会、エネルギー・商業委員会 
 

ゼロエミッション車両のための地方、州、国家計画の改善 
 

 

構成要素:車両電化のための国家交通計画を奨励する 

 

DOEの州エネルギープログラム(SEP)は、「エネルギー安全保障を強化し、国家主導のエネルギー

イニシアティブを推進し、エネルギー浪費を削減する利益を最大化するために、州、地域、およびコ

ロンビア特別区に資金と技術援助を提供している。」255 「エネルギー政策と保全法」(EPCA)は、州

に対し、省エネルギー計画を完成させ、資金提供の対象とすることを義務付けている。 

EPCAは、照明効率基準や建築物効率基準など6つの義務的要素、およびこれらの省エネルギー計

画のための17の任意要素を概説している。256 

 

2020年1月、ボビー・ラッシュ委員長(D-IL)は2020年のNO EXHAUST法(H.R.5545)を導入した。 この

法案はEPCAを修正し、州の省エネ計画(州のエネルギー輸送計画)に新たなオプション機能を追加した。 州

の輸送計画には、電気自動車の充電インフラの導入、車両の充電に対応するための電力系統の

近代化、エネルギー貯蔵能力のための電気自動車の活用などのイニシアティブが含まれなけれ

ばならない。 また、この法案は、州がこれらの輸送計画を策定するための資金を提供することを認めてい

る。エネルギー・商業委員会の「クリーン未来法」の討議案には、NO EXHAUST Act.257「下院民主党」の主

要条項が盛り込まれており、インフラ法案のセクション3338「前進法」(H.R.2)にこの条項が盛り込まれてい

る。 
 
 

255 米国エネルギー省エネルギー効率・再生可能エネルギー局255「国家エネルギー計画について」 
https://www.energy.gov/eere/wipo/about-state-energy-program. 2020年6月アクセス。 

256 42 U.S. Code §6322. 
257 Title IV, Sections 421-440, CLEAN Future Act discussion draft. 

https://www.energy.gov/eere/wipo/about-state-energy-program


| ページ 

100 

 

DOEのクリーンシティ連合プログラムはまた、運輸部門からの排出削減のための州および地方の取

り組みを支援するために有効である。100以上の連合体が、－企業、燃料供給事業者、輸送車両

隊、地方政府と機関、コミュニティオーガナイザーなど－が、「代替燃料、燃料節約技術と実践、新し

いモビリティ」を標榜して協働している。 258ドナルド・マクイーチン下院議員(D-VA)は、クリーンシティ

連合プログラムを成文化し、5年間で3億4,500万ドルをプログラム活動に充てることを承認する法案

H.R. 5518を提出した。 H.R.2「前進法」は、セクション33145でクリーンシティ連合プログラムを成文化している。 

 

勧告:議会はEPCAを修正し、DOE州エネルギー計画の下で資金提供を受ける資格のある州に対

し、州のエネルギー輸送計画を省エネ計画に盛り込むよう奨励すべきである。 州のエネルギー輸

送計画は、新しい需要を管理するために、車両の電化と送電網の改良に焦点を当てるべきである。 連邦

議会は、この追加計画において州を支援するための新たな資金を承認すべきである。 

 

勧告:議会は、クリーンシティ連合プログラムを成文化すべきである。  

管轄：エネルギー商業委員会 

構成要素: 電力料金設定における電気自動車充電インフラを考慮することを州に要求 

 

電気事業者は、電気自動車充電インフラの展開において重要な役割を果たす。 カリフォルニア州

最大の電力会社を中心とする電力会社の中には、電気自動車充電インフラの設置、保守、および/

または運用のための措置を講じているところがある。これは、カリフォルニア州の電力需要を自らの

営業域内に牽引する手段である。 

 

公益事業規制政策法(PURPA)の第111条(d)項は、各州委員会および非規制電気事業者に対し、

111(d)項に列挙された連邦基準を検討し、各基準を実施するかどうかを決定することを求めてい

る。 エネルギー・商業委員会民主党のLIFT America Act (H.R. 2741)は、電気自動車充電インフラ

の配備に関連する設備投資または操業支出を、電気事業者が当該事業者から回収することを許

可することを州が検討するよう、PURPA第111条(d)項を改正するものである。 ボビー・ラッシュ委員

長のNO EXHAUST法(H.R. 5545)も同様の要件を含んでおり、また、クリアン・フューチャー法(CLEAN Future Act)の

討議案(259 The House Democratates)も、インフラストラクチャー法(Moving Forward Act)(H.R. 2)のセクション33337にこ

の条項を含んでいる。 

 

電気料金はまた、電気自動車充電インフラの展開に影響を与える可能性がある。 電気事業者は、

電力消費に係る請求に加え、電力需要のピークに応じて、商業用及び工業用の需要家に「需要料

金」を適用する。 電力会社は、請求サイクルの間、顧客が少しの間隔で使用する最大電力量(しばしば15分

程度)に基づいて、需要料金を課金することが多い。 これらの需要料金は、電気自動車の充電向けに短時間

で大量の電力を消費する直流高速充電器(DCFC)の所有者およびオペレータにとって大きな経済的障壁とな

る可能性がある。 
 

 

258 米国エネルギー省、クリーンシティ連合ネットワーク「クリーンシティについて」https://cleancities.energy.gov/about/.
 2020年6月アクセス。 

259 Section 437, CLEAN Future Act discussion draft. 
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「グレートプレーンズ研究所」は、「需要料金はDCFCの普及を妨げる障壁である260」と指摘した。260 

 

勧告:連邦議会は、PURPA第111条(d)を修正し、州に対し、(1)電気自動車充電ステーションの設置

を奨励し、電気自動車供給設備に関連する費用を回収することを公益事業者に許可すること、(2)電

力網の信頼性に影響を与えることなく電気自動車充電ステーションの需要料金を引き下げること、

および(3)電気自動車充電設備を通じてのみ公衆に電気を販売する公的または民間の事業体を電

気事業者として規制から除外することを義務付けるべきである。 

 

管轄：エネルギー商業委員会 

 

構成要素:自律車両技術による二酸化炭素排出削減 

 

カリフォルニア大学デービス校の研究者らは、運輸部門において「シェアされた移動性、電動化、

自動運転(AV)」という同時に起こる「3つの革命」を同定した。これらは、人々がどこからどこへ移

動するかを根本的に変える可能性がある。261 スマートな政策ガードレールで展開された場合、共

有された電気自動車は、炭素汚染を大幅に削減し、車両マイルの走行を大幅に削減する可能性

がある。262 しかしながらこの実施は不十分である。もしも1人乗りのガソリン乗りAVが広く採用さ

れれば、車両マイル数が増加し、排出量が増加するという悪夢のシナリオに繋がる可能性もあ

る。 

 

アール・ブルメナウアー下院議員(D-OR)は、AVの社会的・環境的影響を研究するために、自

律的・接続環境(PLACE)法(H.R. 2542)のための地域の準備法案を提出した。 法案は、AVが土

地利用、運輸、地方自治体の予算、環境、社会的公平性にどのような影響を与えるかを理解するため

の研究を収集、実施、資金提供するために、連邦資金による清算機関を高等教育機関に設立するも

のである。 

 

自動車メーカー、テクノロジー企業、ライドシェア企業は、自律的な車両技術に多額の投資を行って

いるが、連邦政府のガバナンスは、これらの車両が安全で、気候に正味の利益をもたらすことを保

証するのに追いついていない。 

 

勧告:連邦議会は、強力な安全基準を開発するための現在進行中の連邦政府の努力を補完するた

めに、気候変動に焦点を当てた国の自動運転車両戦略を整備するための研究を実施するよう、EP

AとDOTに指示すべきである。 

 

管轄：エネルギー商業委員会 
 

 

 

 

 
 

260 グレートプレーンズ研究所「分析白書:中部大陸地域における急速充電インフラの拡大を阻む障壁を克服する」(2019年7月) 
261 University of California, Davis, “3 Revolutions,” https://3rev.ucdavis.edu/. 2020年6月アクセス。 
262 Caroline Rodier and Julia Michaels, Travel Effects and Automated Greenhouse Gas Emissions of Automated Vehicles, National Center for Sustainable Transportation (2018)の白書。 

https://3rev.ucdavis.edu/
https://3rev.ucdavis.edu/
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自動車用低炭素燃料の生産 
 

 

ゼロ・エミッション車両への移行は一晩では起こらない。 たとえ販売台数がゼロ・エミッションであっ

ても、70% ZEVに達するには10年、90% ZEV.263に達するには15年を要する。運輸部門の一部は、長期的

に代替燃料に依存する可能性がある。 議会は、内燃機関車両のカーボン・フットプリントを縮小するため

に、非農業用地の耕作地への転換を防止するなど、適切なガードレールを備えた低炭素燃料を使用する

機会を検討すべきである。 

 

構成要素:低炭素燃料基準への移行を伴う再生可能燃料基準に基づく 

 

議会は2005年に再生可能燃料基準(RFS)を制定し、2007年にそれを改正し、運輸部門における

同国の石油消費と温室効果ガス排出を削減した。 このプログラムでは、米国の輸送用燃料に、

トウモロコシエタノールなどの従来のバイオ燃料や先進的なバイオ燃料を一定量以上含むこと

が義務付けられている。 連邦法は、再生可能燃料、先進的バイオ燃料、セルロース系バイオ燃

料、バイオマス系ディーゼルの合計について、2022年までの特定の使用量算定要件を概説して

いる。 その後、EPAは必要なボリューム264を決定しなければならない。 

 

2022年という期限は、RFSに基づいた特定の炭素排出基準を満たす液体燃料の開発と生産を奨

励するプログラムへ移行する機会である。 例えば、カリフォルニア州低炭素燃料基準(LCFS)では、ラ

イフサイクル炭素集約度のベンチマーク(エネルギー生産量当たりの排出量)に基づいて燃料を評価する

が、これは経時的に減少する。 ライフサイクルアセスメントでは、燃料の生産、輸送、使用に伴う直

接的な温室効果ガス排出と、一部のバイオ燃料の土地利用の変化に伴う間接的な排出を考慮

する。 炭素集約度がベンチマークを下回る燃料はクレジットを生み出し、炭素集約度がベンチマ

ークを上回る燃料は赤字を生み出す265。 

 

カリフォルニア州のLCFSに適合するためには、精製業者などの輸送用燃料供給業者は、カリフォ

ルニア州で使用するために供給する燃料の混合が炭素集約度のベンチマークを満たしていること

を実証しなければならない。 低炭素燃料を販売する石油ベースの燃料に混合し、低炭素燃料の生産者と

利用者によって生み出されたクレジットを購入する、またはその両方を行うことができる。266 2018年と2019年

の両方で、バイオディーゼル、再生可能ディーゼル、エタノールは、州のLCFSクレジットの約75%を生み出し

た。267 

 

カリフォルニア州のLCFS政策は、輸送燃料としての電力の成長を支え、州のZEV販売義務を強化

している。 例えば、電気事業者はカリフォルニア州の平均グリッド炭素集約度と平均ガソリン炭素集約度

の差に基づき、住宅における電気自動車の充電によってクレジットを生み出すことができる。 
 

263 Center for American Progress analysis of Trieu Mai et al, Electrification Futures Study: Scenarios of Electric Technology Adoption and Power Consumption for the United States (National Renew

able Energy Laboratory, 2018) available at https://www.nrel.gov/docs/fy18osti/71500.pdf.
 (具体的には、最大技術ポテンシャルシナリオ)。 John Podesta, Christy Goldfuss, et al., A 100% Clean Future 

(Center for American Progress, 2019) at 31に引用されて。 
264 42 U.S. Code §7545. 
265 California Air Resources Board, “Low Carbon Fuel Standard,” available at https://ww2.arb.ca.gov/ourwork/programs/low-carbon-fuel-standard/about. 2020

年6月アクセス。 
266 同上 
267 California Air Resources Board, "Low Carbon Fuel Standard" Data Dashboardからのデータ分析、入手可能 
https://ww3.arb.ca.gov/fuels/lcfs/dashboard/dashboard.htm. 2020年6月アクセス。 

https://www.nrel.gov/docs/fy18osti/71500.pdf
https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/low-carbon-fuel-standard/about
https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/low-carbon-fuel-standard/about
https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/low-carbon-fuel-standard/about
https://ww3.arb.ca.gov/fuels/lcfs/dashboard/dashboard.htm
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カリフォルニア州は、電気自動車を所有またはリースしている家庭の顧客にリベートを提供するために、

電気事業者にこれらのクレジットの販売から得た収入を利用するよう義務付けている。 公共、職場、フリ

ートチャージを含む非住宅用EV充電用燃料供給装置の所有者もLCFSクレジットを生み出すことができ

る。 オフロード輸送モード、バッテリーフォークリフト、電気荷役機器、電気輸送用冷凍機、離岸外航船の

陸上電力も、設備所有者のクレジットを生み出すことができる。268 

 

カリフォルニアに加えて、農業、環境、再生可能な液体燃料、および電力の利害関係者の幅広い

連合体が、輸送による温室効果ガス排出量を大幅に削減し、地域に経済的利益をもたらすため

に、「中西部クリーン燃料基準枠組み」を策定した269。 

 

米国経済が2050年までに純ゼロ目標に向かうにつれて、低炭素液体燃料は運輸部門における石

油消費を削減し、温室効果ガス排出を回避する上で重要な役割を果たすであろう。 電気自動車など

ゼロ・エミッション車への転換は、一晩では起こらない。 輸送、航空、長距離トラック輸送など、電化が費

用対効果に乏しい分野では、より炭素の少ない液体燃料を解決策と見なすことができる。 また、高

効率エンジンは、オクタン価の高い低炭素燃料の新たな需要を喚起する可能性がある。 

 

勧告:議会は、再生可能燃料基準に基づく低炭素燃料基準を策定すべきである。 この基準は、燃料

の炭素集約度のライフサイクル評価と結びついた、液体燃料と非液体燃料のためのテクノロジーと原料中

立のベンチマークを設定すべきである。 炭素原単位基準は、時間の経過とともにより厳しく(より低い)なる

はずである。 ライフサイクルアセスメントは、燃料生産、農業技術、土地利用の変化、作物生産性の炭素集

約度に関する利用可能な最良の科学を反映すべきである。 この基準には、非農業用地の耕地、特に炭素

固定が高く、生物多様性の価値が高い感受性の高い土地への転換を防ぐためのガードレールを含める

べきである。 再生可能な液体燃料については、LCFSは、炭素排出を削減し、土壌炭素を貯蔵し、

亜酸化窒素排出を削減する気候スマート技術を利用する、農業者や生産者を含むバリューチェー

ン内の事業体に報酬を与えるべきである。 

 

本セクションの後半でさらに詳しく述べるように、LCFSは、炭素集約度基準を満たす低炭素

の船舶用および航空用燃料がクレジットの資格を取得できるようにすべきである。 これらの部

門は、低炭素燃料需要の潜在的な成長分野となる可能性がある。 

 

議会は、LCFSがカリフォルニア州と同様に、国のZEVプログラムと路上車両の温室効果ガス排出基

準を補完することを確保すべきである。 

 

管轄：エネルギー商業委員会 
 

 

 

 

 
268 California Code of Regulations, 17 CA ADC § 95483. 
269 中西部クリーン燃料政策イニシアティブ、中西部クリーン燃料政策(2020年1月)、https://www.betterenergy.org/wp-content/uploads/2020/01/Clean-Fuels-Policy

-for-the-Midwest.pdf。 
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構成要素:再生可能バイオガスから発電され、電気自動車に使用される電力をクレジットするた

めの直接EPA 

 

2007年エネルギー自立安全保障法(EISA)は、RFSを「再生可能バイオマスから生産された」再生可

能燃料に拡大した。270 EISAは、RFSの下で、再生可能エネルギー源から発電された電気を動力源

とする電気自動車に、再生可能識別番号(RINs)と呼ばれるクレジットを発行する可能性を検討する

ようEPAに指示した。271 

 

最終的には、EPAは研究を完了せず、2010年のRFS規則の一部としてクレジット生成のプロセス

を確立した。 この規則でEPAは、「再生可能バイオマスから作られた電力、天然ガス、およびプロパンをR

FSに含めることを、燃料生産者、輸入者、エンドユーザーに認める」ことを決定した。2722014年にEPAは、圧

縮ガス、液化ガス、およびバイオガスから作られた再生可能電力の経路を最終化し、RFS.273の下で認可さ

れる輸送燃料として使用したが、この歴史にもかかわらず、ERAは、RFS(eRINとしても知られる）の下でクレ

ジットを生み出すためのバイオガスから電力へのいかなる申請も認可していない。 

 

勧告:議会がLCFSを作成しない限り、議会は、EPAに対し、輸送燃料として使用されるバイオガス

由来電力のためのeRINの発電を可能にするために必要な規則その他の行政措置を完了するよ

う指示すべきである。 

 

管轄：エネルギー商業委員会 

 

構成要素:次世代バイオ燃料や他の代替燃料におけるDOE RD&Dのための資金の増加 

 

いくつかの要因、特に既存の内燃機関車両の回転が遅いこと、および航空機や長距離トラック

輸送の電化などの課題は、米国で燃焼される液体燃料の炭素集約度を低下させるために、バ

イオ燃料やその他の石油代替燃料の継続的な科学的調査の必要性を示している。 

 

勧告:議会は、DOEの研究、開発、実証、商業化のための資金を増やすべきである。特に、非食

料(セルロース系および藻類系)資源やその他の石油代替物から作られる次世代バイオ燃料であ

る。 以下のセクション「よりクリーンでより強靱な航空セクターを構築する」において本報告書は、航空輸送

の脱炭素化の中心的な要素である持続可能な航空燃料のRD&Dを増加させるための同意的提言について

概説する。 

 

管轄：科学・宇宙・技術委員会 
 

 
 

270  Energy Independence and Security Act § 201, Pub. L. 110-140(2007年12月19日) 
271  Energy Independence and Security Act § 206, Pub. L. 110-140(2007年12月19日) 
272 U.S. Environmental Protection Agency, Regulation of Fuels and Fuel Additives: Changes to Renewable Fuel Standard Program; Final Rule, 75 Fed. レギュレーション 14669-14904(2010年3月26日) 
米国環境保護庁、燃料および燃料添加物の規制: RFS経路II、およびRFS基準およびE15の誤燃料緩和要件の技術的修正;最終規則、79 Fed、 

273 U.S. Environmental Protection Agency, Regulation of Fuel Additives。 レギュレーション 42127-42167(2014年7月18日) 
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2020年3月9日、グローバル・モビリティ・アナリティクス企業のINRIXは、2019年にアメリカ人が平均

して一人当たり99時間を交通渋滞により失い、880億ドル近くのコストがかかったことを示す新しい

データを発表した。 2017年から2019年の間に、問題は悪化し平均損失時間は2時間増加した。274

のろのろした交通も大気汚染を増加させ、主要な道路の近くに住む可能性が高い有色人種コミュ

ニティに不均衡な影響を与えている。 この問題の根本的な原因は複雑で相互に関連している。例え

ば、「住めるところまで運転」せざるを得ない、つまり中心市街地に安価な住宅がないこと、公共交通機関

がない、つまり運転に代わる利便性の高い手段への投資が慢性的に過少であることなどである。 

 

連邦議会は、都市や州の住宅や区画に関する政策に影響を及ぼす範囲が限られている。 しかし、

連邦議会は、交通システムの計画、資金、建設に影響を与える能力を持っている。 このセクションでは、

議会が都市や州と協力して、より多くの交通手段を家庭に提供する方法に焦点を当てる。 

 

構成要素:公共交通のための連邦資金の倍増 

 

米国は輸送手段の拡大と近代化に投資する必要がある。 高速道路への公的設備投資は、大量輸

送や鉄道への設備投資を一貫して上回っている。275 現在の法律では、新規の高速道路への資金調達

は、資金投資グラント・プログラムと呼ばれる独立自営的な資金枠による新規輸送プロジェクトへの資金を

確保するよりも、保証された資金枠から行う方が容易である。 連邦法では、道路信託基金の20%を輸送に

振り向けているが、州政府と地方政府は、これらの資金をほとんどすべて既存のシステムの保守に振り向

けている。 かなりの修理積み残し事案が増加している。 米国公共交通協会はバスおよび鉄道資産の修

理、その他の優先的な公共交通プロジェクトを含む、資金を必要とする重要な公共交通プロジェク

トが少なくとも2,320億ドルとなることを同定している。276 

 

公共交通機関に10億ドルが投資されるごとに、49,700人の雇用が創出され、20年間で50億ドルの

GDP成長が経済的にもたらされる。277 

 

2020年6月、下院民主党は包括的インフラ法案「前進法」(H.R.2)を提出した。 同法案は、都市部、郊

外、農村部のあらゆる交通手段を支援するために、過去最高の1,050億ドルを投じている。 法案の第2201条

は、バスの運行頻度、乗客数、および総利用人員スループットを増加させるための新たな競争的なグラン

ト・プログラムを創設する。 

 

勧告:米国の交通システムの保守残高を削減し、公共交通機関へのアクセスを拡大するために、

議会は、「前進法」の資金供与と、新たな都市間旅客鉄道プロジェクトおよび公共交通機関(バス

急行を含む)への少なくとも年間2倍の資金供与に基づいて構築すべきである。 
 

274 INRIX「渋滞コスト毎アメリカン・ニア100時間、年間1,400ドル」(2020年3月9日プレスリリース)、 
https://inrix.com/press-releases/2019-traffic-scorecard-us/. 

275 議会予算局、交通・水インフラへの公共支出、1956年~2017年(2018年10月)、21。  
276 米国公共交通協会、公共交通インフラ:重大な投資が必要(2019年3月)。 

277 米国公共交通協会、公共交通投資の経済的影響(2020年4月) 

消費者の選択肢を増やし、渋滞を緩和し、炭素汚染を削減するため

のスマートな輸送政策の奨励 

https://inrix.com/press-releases/2019-traffic-scorecard-us/
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また連邦通過法は、公共交通機関に対し、ピーク時のサービスを改善し、資本資産の良好な修理

状態を維持するよう奨励すべきである。 

 

大気汚染を減少させ、環境司法コミュニティや十分なサービスを受けていない農村地域の移動性

を改善する輸送プロジェクトには、追加的な資金と配慮が必要である。 プロジェクトに対する連邦政

府の支援は、強力な労働基準(Buy America/nおよびDavis-Baconの一般的な賃金要件を含む)を満たし、

労働、環境、公民権に関するすべての制定法を遵守し、関連する場合にはコミュニティ給付協定および

プロジェクト労務協定に署名する受給者であることを条件とすべきである。 

 

管轄：運輸・インフラ委員会 

 

構成要素:既存の交通インフラの維持・改善を優先し、良好な修復状態にする 

 

国土を横断する数百万マイルに及ぶ道路の維持・修復に支出されているのと同じくらい、新しい

道路の建設と拡張に支出されており、その結果、国の道路や高速道路は膨大なメンテナンス残

高に直面している。 278 米国土木学会によると、2017年、米国では8,360億ドルの高速道路およ

び橋梁の資金需要があり、さらに多くの研究が、新高速道路の建設がより多くの交通量を生み、

その結果、より多くの大気汚染を引き起こすことを示している。279 

 

下院民主党の包括的インフラ法案では、「前進法」(H.R.2)第1201条により、国道性能プログラム(N

HPP)を修正し、州がNHPP予算を使って新たな高速道路を建設する前に、一定の要件を満たすよ

うにしている。 州は、ハイウェイシステムの良好な修復状態の達成に進展があったこと、新高速道路の容

量が、運転改善または輸送プロジェクトよりも費用対効果が高いこと、良好な修復状態を達成しつつ新交

通資産を維持・運用する計画を持っていること、新容量が、州が渋滞緩和または汚染削減のような目標を

達成するのに役立つことを実証しなければならない。 

 

勧告:連邦議会は、州に対し、新しい道路や車線を優先するのではなく、既存のインフラの維持・改

善を優先し、道路、橋、トンネルを含む良好な修復状態にするよう指示すべきである。 連邦議会

は、良好な修理状態を達成し、一定の成果測定基準を満たす上で明確に定義された進展など、新

たな道路容量プロジェクトに資金を提供する上で、より高い基準や基準を設定し、州が新たな道

路、車線、その他のインフラを維持するための資金計画を持つことを確保すべきである。 

 

管轄：運輸・インフラ委員会 
 

 

 
 

278 Transportation for America and Taxpayers for Common Sense, Repair Priorities (2019).   
279 American Society of Civil Engineers, 2017 Infrastructure Report Card: Roads (2017), at 77, https://www.infrastructurereportcard.org/wp-conte

nt/uploads/2017/01/Roads-Final.pdf. 

280、Todd Litman, Victoria Transport Policy Institute, Generated Traffic and Induced Travel: Implications for Transplanning(2019年3月)を参照。 
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構成要素:交通関連二酸化炭素排出量削減目標を設定し、達成するために州と都市計画

機関を必要とし、家庭に運転の代替手段を提供する 

 

連邦政府は、数十億ドルの高速道路予算を、条件をほとんどつけずに、予算配分方式によ

って州政府と地方政府に送付している。 

 

 ロイド・ドジェット(D-TX)下院議員と アール・ブルメナウアー下院議員(D-OR)は、2019年7月に グ

リーン交通法(H.R. 3822)を導入した。 この法案は、州と首都圏計画機関(MPO)に対し、長期間の公共交

通機関・幹線道路計画に温室効果ガス排出削減を含めることを義務付けている。ジャレッド・ハフマン下

院議員(D-CA) 上院では エド・マーキー議員(D-MA)と トム・カーパー議員(D-DE)が耐性を生み出

し、環境的に特異なストリート(GREEN) 法(H.R. 5354/S. 2084)を導入した。この法律は、国道シス

テムで移動する温室効果ガス排出量や一人当たりの車両マイル数の削減など、州が満たすべき

最低限のパフォーマンス指標の設定を運輸長官に指示している。 同法案はまた、これらの基準を

満たしていない州に対し、連邦高速道路資金を利用して対応することを義務付け、州やMPOに対

し、1人当たりのVMTや交通関連の温室効果ガス排出量を削減するプロジェクトを検討するよう指

示している。 この法案では、新たなレーンを追加したり、交通量を増加させたりする大規模プロジェクトにつ

いて、州とMPOが温室効果ガスとVMTの影響を分析することが義務付けられている。 最後に、同法案は、

温室効果ガス排出量を削減し、気候変動の影響に適応するために、連邦高速道路プログラムの

国家目標を定めている。281。 

 

下院民主党の「前進法」(H.R. 2)第1403条は、温室効果ガス排出量と輸送システムへのアクセスに

関する新しい性能指標をDOTが策定することを義務付けている。 また、同法案は、運輸計画プロセ

ス(セクション1401および1402)を通して、州およびMPOに対し、炭素汚染と排出削減、気候変動、回復力、

および危害緩和を考慮することを求めている。 

 

「前方移動法」の第1213条は、各州が気候目標を達成するのを支援するために、新たに83億ドル

の炭素汚染削減配分プログラムを創設する。 このプログラムは、二酸化炭素排出量の削減が最も顕

著に進んでいる州に対して、より柔軟性をもたらし、進歩が遅れている州に対しては、測定可能な汚染削

減を達成するために特定のプロジェクトに資金を投入するよう指示している。 セクション1304では、温室

効果ガス排出量を削減するための革新的戦略への地域投資を支援するため、2億5,000万ドルの

競争力のあるコミュニティ気候グラント・プログラムを策定する。 同様に、2019年米国運輸インフ

ラ法(S. 2302)上院環境公共事業委員会で可決された運輸法案には、炭素削減インセンティブプ

ログラムのために5年間で30億ドルが含まれている。 このボランティアプログラムは、道路関連二酸

化炭素排出量を削減するプロジェクトを支援するために、州に資金を提供するものである。 

 

勧告:議会は、DOTに対し、温室効果ガス排出量、輸送システムへのアクセス、車両走行距離に関

する新しい最低限のパフォーマンス測定値の設定を要求し、州とMPOに対し、輸送計画プロセス

全体を通して排出量削減、気候変動、回復力、および危害緩和を考慮することを要求すべきであ

る。 
 
 

281ジャレッド・ハフマン下院議員事務所「コミュニティを改善し、気候緊急事態に対応する交通システムの法制を紹介」2019年12月9日、プレスリリース。 
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勧告:連邦議会は、これらの実績尺度を満たし、交通・自転車インフラなどのプロジェクトを通し

て最大限の炭素汚染削減を奨励するために、州および地方の努力を支援するグラント・プログ

ラムを確立すべきである。 

 

管轄：運輸・インフラ委員会 

 

構成要素:国・地方レベルでの気候・スマート交通計画のためのデータと技術の活用 

 

現在の交通システムは、成功の尺度として速度を使用している。 目標は、AからBへの高速走行を支

援することであり、両者の距離は関係しない。 このシステムは、新しい道路や車線の建設を優先し、

雇用センターから遠く離れたクルマ依存型のコミュニティの開発を促進し、しばしば一人乗り車に

代わる選択肢を考慮していない。 一部のコミュニティでは、歩行や自転車での距離が短い場合、主要

な道路を横断する必要があるため、安全ではないことがある。 

 

連邦、州、地方の交通計画立案者は、輸送システムにより米国民が目的地にどの程度移動できて

いるかを評価するための十分なデータにアクセスできないことが多い。 

 

マーク・デサルニエ下院議員(D-CA)、ジョン・カーチス下院議員(R-UT)、ベン・マクアダムス下院議

員(D-UT) は、運輸システムが家庭と仕事、医療施設、保育サービス、住居、食糧源などの目的地

とのつながりを測定するデータをDOTが州、MPO、農村計画組織に提供することを義務付けるパ

イロットプログラム(H.R. 1517)を制定した。282 

 

また、デサルニエ議員は、「よりスマートな輸送を革新するためのイノベーションの動きと育成

(移動FIRST)法(H.R. 3388)」を導入した。 「Moving FIRST Act」は、高度なデータや高度道路交

通システム技術の導入に関心を持つ都市や農村コミュニティを対象に、競争的なグラント・プロ

グラムを提供している。 同法案では、土地利用に関する意思決定を容易にし、輸送手段の選択肢の

範囲を拡大し、雇用、住宅、教育、保健サービスへのアクセスを拡大するために、これらの技術を利用

することを提唱している。これには、公共交通サービスの近くにある住宅の供給を増加させるための計

画の更新や政策の変更が含まれる場合がある。 

 

2020年3月、下院議員チュイ・ガルシア、アヤナ・プレスリー、マーク・タカノ、ラシダ・トライブの各氏は、「雇

用へのアクセスの改善法」(H.R. 6464)および「サービスへのアクセスの改善法」(H.R. 6463)を導入した。 「雇用

へのアクセス改善法」は、「雇用への安全かつ便利なアクセス」を、州の新たな道路建設および道

路改良プロジェクトの最低基準の条件とする。 「サービスへのアクセスの改善法」は、医療施設、育

児、教育、労働力の訓練、手ごろな住宅、食料供給源、銀行・金融機関、その他の小売店舗など、条件が

安全で便利なサービスへの別のアクセスを追加している。 

 

下院民主党の「前進法」(H.R. 2)第1403条では、運輸システムへのアクセスに関する新たなパ

フォーマンス評価基準をDOTに定め、保健・保育等の職業・サービスへの便利なアクセスにつ

いて安全で信頼できるレベルを評価することが求められている。 
 

282 Rep. Mark DeSaulnier, "Representatives Desaulnier, Curtis, and McAdams, Office of Reputation DeSaulnier, and McAdams, H29.3.7 交通計画と意思決定の改善のための超党派立法を

発表" 
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同法案は、州、地方、非政府の専門家から成る作業部会を設置し、DOTに対し、この措置の設計

と実施方法について助言を行う。 セクション5301では、DOTにおける既存の先進交通・輻輳管理技術導入

プログラムを、先進技術(SEMAT)による安全で効率的なモビリティ・プログラムと改称する。 このプログラム

は、移動性の向上、渋滞の緩和、歩行者や他の利用者の安全の向上、排出量の削減を目的とし

て、高度な交通技術を導入することを目指す。 

 

勧告:連邦議会は、州とMPOに対し、交通システムが住宅、仕事、重要なサービスへのアクセスを

どの程度容易にしているかを評価するよう指示すべきである。 外部の専門家の助言を得て、DOT

は、アクセスを測定する基準と指標を策定すべきである。これには、低所得のコミュニティと有色人種のコ

ミュニティでアクセスがどのように異なるかを考慮することも含まれる。 

 

勧告:議会は、走行距離の削減、移動性の改善、安全性の向上、運輸部門の排出削減のために、

高度なデータと高度交通システム技術の利用を支援するDOTグラント・プログラムに資金を提供す

べきである。 

 

管轄：運輸・インフラ委員会 

 

構成要素:州と首都圏の計画組織に「完全な街路」プログラムの実施と開発を義務付ける 

 

現在の交通システムは、自転車や歩行を含む他の形態の交通手段利用者を犠牲にして、しばし

ば車両交通を優先する。 多くのコミュニティでは、人々が目的地に到達するために主要な道路を横断

しなければならないため、徒歩や自転車での短距離の利用は安全ではなく、また可能でさえないことが

ある。 対照的に、「完全な街路」プログラムを持つコミュニティは、年齢、能力、交通手段に関わらず、すべて

の利用者が安全にアクセスできるように、日常的に交通計画者や技術者に交通手段の権利全体を設計・運

営させる。283「完全な街路」とは、自動車やトラックだけでなく、歩行者、自転車、交通利用者を収容するもので

ある。 

 

2019年7月 スティーブ・コーヘン下院議員(D-TN)と エド・マーキー上院議員(D-MA)は 「完全な道

路法」(H.R. 3663/S. 2077)を導入した。 この法案は、各州が連邦高速道路予算の5%を「完全な道路」プ

ログラムを設計・実施するために積み立てることを義務付けている。 MPOは、各州の完全な街路政策

がDOTによって定められた最低連邦要件を満たしていることを証明する責任を負う。 法案はま

た、DOTが州やMPOと協力して、連邦地上輸送プロジェクトの包括的な設計基準を採用すること

を求めている。 

 

2020年6月、下院民主党は包括的インフラ法案「前進法」(H.R.2)を提出した。 第1107条は、道路設計

基準284を改訂し、歩行者、自転車利用者、公共交通機関利用者、子ども、高齢者、障害者、運転手、および

貨物車を含むすべての潜在的利用者を考慮することを義務付ける。 また、この法案は、連邦政府が支

援するすべての高速道路の計画と仕様を、状況に応じた設計原則を考慮することを求めている。 

セクション1309では、コミュニティ内の地点を結ぶ交通網、脆弱な道路利用者の安全を高めるため

の「完全な街路」の整備を支援するために2億5,000万ドルのグラント・プログラムを創設する。 
 

283 Smart Growth America, “What are Complete Streets?”, https://smartgrowthamerica.org/program/national-completestreets-coalition/publications/what-are-complete-streets/.
 2020年6月ア

クセス。 
284 23 U.S.C.第109条 

https://smartgrowthamerica.org/program/national-complete-streets-coalition/publications/what-are-complete-streets/
https://smartgrowthamerica.org/program/national-complete-streets-coalition/publications/what-are-complete-streets/
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勧告:連邦議会は、州に対し、運輸プロジェクトを設計・実施する際に「完全な街路」と状況に配慮し

た原則を用いること、および関連するインフラ投資を支援するために無償資金を提供することを要

求すべきである。 プロジェクトに対する連邦政府の支援は、強力な労働基準(Buy America/nおよびDavis-Ba

conの一般的な賃金要件を含む)を満たし、労働、環境、公民権に関するすべての制定法を遵守し、関連する

場合にはコミュニティ給付協定およびプロジェクト労務協定に署名する受給者を条件とすべきである。 

 

運輸・インフラ管轄委員会 

 

構成要素:州と都市計画組織に輸送需要管理を配備することを義務付ける 

 

TDM(Transportation Demand Management)は、「移動性の向上、渋滞の減少、車両排出量の低減

につながる輸送システムの効率を最大限に高めるために、移動する人に対して情報を提供し奨励

する」戦略であり、電力部門の需要対応プログラムと同様に、TDMは米国の道路におけるピーク

需要の削減に役立っている。 TDM戦略には、「旅行モード、使用される経路、出発回数、旅行回数

をシフトするための計画、プログラム、政策、マーケティング、コミュニケーション、インセンティブ、

価格設定、技術の使用」など、一人乗りの交通量を減らすような決定が含まれる286。 

 

下院民主党のインフラ法案第1306条「前進法」(H.R.2)では、大都市圏の交通網を縮小するため、2

億5,000万ドルのグラント・プログラムが制定されている。 このプログラムは、汚染を含む交通渋滞

の悪影響を緩和し、既存の道路容量の効率を最大化し、グリッドロックを削減するための革新的

な解決策を採用するプロジェクトを支援する。 

TDMは、資金提供を受ける資格がある。 

 

勧告:議会は、TDM戦略を全国に展開するための法案を可決すべきである。 議会は、MPOに対

し、温室効果ガス排出量を削減するツールとしてTDMを検討し、家庭に運転の代替手段を提供す

るよう求めるべきである。 議会はまた、TDMの実施に関心のある地方、州、部族政府に、技術援

助を含め、必要な資源を確保すべきである。 

 

管轄：運輸・インフラ委員会 

 

構成要素:公共交通機関の近くに、手ごろな住宅を含め、より多くの住宅を建設することを州

と都市に対して奨励する 

 

米国は、経済的機会を求めて都市に移住する人々が増えるにつれて、特に都市部において、住

宅の手頃な価格の危機に直面している。 同時に、これらの地域における手頃な価格の住宅の建

設は、しばしば区画の制約や近隣の反対により、減少しているため、需要が供給をはるかに上回

ることになる。 

 

 
285通勤交通協会、ピーター・デファジオ名誉下院交通インフラ委員会委員長宛て書簡(2019年8月14日) 

286 同上 
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その結果、都市部の住宅コストが上昇し、低所得者層のコミュニティや有色人種のコミュニティがよ

り郊外に移住し、公共交通の選択肢が乏しいか、不十分である可能性がある。287住宅政策は、家

庭を1つの選択肢(通勤用車両と各種サービスへのアクセス)に制限する場合、気候政策となる。 

 

しかし、全国各地の都市での経験から、公共交通近辺の開発は必ずしも低所得世帯—車を所有す

る可能性が最も低く、公共交通手段から最も恩恵を受けるであろう世帯—に役立つとは限らないこ

とがわかっている。 都市が安価な住宅のインクルージョンと公平性への懸念を強制しない限り、デ

ベロッパーは、高級マンションや小売スペースなど賃料の高い選択肢へと移行するのである。288。 

 

スコット・ペターズ下院議員(D-CA)は、近隣住宅建設法(H.R. 4307)を導入した。この法案は FTA(F

ederal Transit Administration) 新規事業向け資本投資助成金プログラムの申請者に、提案された

輸送プロジェクト近辺の住宅開発の実現可能性を評価し、手ごろな価格で市場金利の住宅へのコ

ミットメントを確保することを義務付けている。 

 

下院民主党のインフラ法案第2701条「前進法」(H.R.2)では、無償資金協力の実施、技術支援の提

供、連邦政府全体での交通住宅政策の調整、サービスの行き届いていないコミュニティへの公平

性の促進を目的として、交通支援コミュニティ事務所を設置している。 オフィスは、一定の軌道通

過路の設計、建設、またはサービスを行っている申請者に助成金を支給する。 法案第2703条

は、プロジェクトの近くで、より高密度で安価な住宅を維持または奨励するインフラ・プロジェクトに

対するインセンティブを提供している。 

 

勧告:連邦議会は、交通機関と地方政府の間の調整を含め、提案された交通プロジェクトの近くで

の手ごろな価格の住宅開発を奨励するために、無償資金協力、技術援助、およびその他のインセ

ンティブを提供すべきである。 

 

管轄：運輸・インフラ委員会 

 

構成要素:自転車や徒歩など、ゼロまたはニアゼロ・カーボン・モードの移動を奨励するための

州および地方の取り組みを支援する 

 

自転車、歩行、電動スクーターなどのマイクロモビリティーの選択肢を利用することは、低炭素か

つ低コストの旅行形態を提供するが、すべての人にとって利用可能、実用的、または安全とはい

えない。 車両交通のみを目的としたコミュニティは、車両以外のどんなものでも、通勤や買い物を

することを危険にしたり、不可能にしたりすることがある。 

「アメリカの地上交通修繕(FAST)法」は、歩行者や自転車のインフラストラクチャー、レクリエーシ

ョンコース整備プロジェクト、学校への歩道整備など、代替交通手段として定義されるプログラム

やプロジェクトへの資金提供を認めている。 FAST法は、2018-2020年度に毎年8億5,000万ドル

を、地上交通ブロックグラント・プログラムからのこれらの代替輸送に充てることを決定した。289ア

ドリアノ・エスパイラット下院議員(D-NY)が、輸送代替プログラムを改善するための強化法(H.R.52

31)の導入を通じてこの代替輸送手段を実現した。 

 
287 Up for Growth, Housing Underproduction in the U.S.: Economic, Fiscal and Environmental Impacts of Enabling Transit- 
米国の住宅アフダビリティ・チャレンジ(2018年)に対処するための志向のスマート成長 

288 Eleni Bardaka and John Hersey, “Transit-Oriented Development is More Transit-Oriented When It’s Affordable Housing,” 
トランシットセンター、2018年6月15日、https://transitcenter.org/transit-oriented-development-transit-oriented-affordable-housing/。 

289 23 U.S.C. 133(h)。 
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上院議員 ベン・カーディン(D-MD)とロジャー・ウィッカー(R-MS)は、同意法案(S. 1098)を提出した。 この法案

は、プログラムの構造を修正し、輸送支出全体に見合った輸送手段への資金提供を可能にし、また、MPO

が資金の使途をより管理できるようにするものである。 

 

ジュリア・ブラウンリー下院議員(D-CA)は、歩行者、自転車利用者、車椅子利用者などの脆弱な

利用者にとって、同国の道路をより安全なものにするため、「安全で環境にやさしい街路法」(H.R. 3

040)を導入した。 この法案では、危険な道路や交差点をより安全なものにするために、州や地方の運輸

機関が、連邦資金の多くを、通常よりも高い歩行者や自転車利用者の死亡率の地域に振り向けることが

義務付けられている。 

 

下院民主党の包括的インフラ法案である「前進法」(H.R.2)は、交通代替プログラム(セクション1206)

を通じて、歩行者や自転車のインフラ、その他のゼロ・エミッション・モードへの支援を大幅に増や

している。 また、同法案は、自転車利用者や歩行者に高いリスクをもたらす回廊やホットスポットに焦点を当

てた、戦略的な高速道路安全計画の一環として、地域および地域のパートナーと協力して、脆弱な交通利用

者安全評価を実施することを州に求めている。 その後、加盟国は、評価で特定された安全リスクを低

減するためのプロジェクト又は戦略を実施しなければならない。 一人あたりの自転車利用者およ

び歩行者の負傷者および死亡者数が最も多い州は、すべての利用者にとって道路をより安全に

するための追加プロジェクトを完了するために、連邦資金の一部を配分しなければならない(第120

9条)。 

 

勧告:議会は、自転車利用者、歩行者、その他の脆弱な利用者にとって道路をより安全にするた

め、交通代替プログラムやその他のプログラムの資金を更新、再承認、増額すべきである。 

 

勧告:議会は、炭素汚染と車両走行距離を削減するための革新的なプロジェクト(無車区域やス

ーパーブロックなど)を試験的に実施するために、コミュニティ向けの新たなグラント・プログラム

を創設すべきである。 

 

プロジェクトに対する連邦政府の支援は、強力な労働基準(Buy America/nおよびDavis-Baconの

一般的な賃金要件を含む)を満たし、労働、環境、公民権に関するすべての制定法を遵守し、関連

する場合にはコミュニティ給付協定およびプロジェクト労務協定に署名する受給者であることを条

件とすべきである。 

 

管轄：運輸・インフラ委員会 

 

構成要素:自転車通勤税優遇制度の改善・拡充 

 

現行法では、事業主は、従業員に税引前の通勤税制上の優遇措置を提供することができる。290

事業主および従業員は、その所得に対する税金の支払いを回避する便益を受けることができ

る。 2020年については、駐車・通勤手当口座への税引前拠出のIRS上限は月270ドルである。291 自転車

通勤者は税引前給付の対象とはならず、代わりに月20ドルまで雇用者からの払い戻しを受け取ること

ができる。292 
 

290 26 U.S. Code §132. 
291 内国歳入庁、15-B、「雇用主の福利厚生に関する税務ガイド(2020)」、https://www.irs.gov/publications/p15b。 
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2017年12月22日、トランプ大統領が署名した292. 減税・雇用法は、自転車通勤者への自転車通

勤者への払い戻しのための「除外停止」を法制化した。 つまり今この法律は、自転車通勤者に対

して「通勤者への払い戻し」にかかる税金の支払いを義務付けている。 293.  

下院議員のアール・ブルメナウアー(D-OR)、バーン・ブチャナン(R-FL)、アヤンナ・プレスリー(D

-MA)は、2019年自転車通勤法(H.R. 1507)を導入した。この法律は、(1)自転車通勤に使用者が

提供する特別手当の適用除外の停止を廃止する、(2)復活課税除外の目的で自転車の定義に

自転車と低速電動自転車を含める、(3)復活課税除外の制限を、指定された月額制限額(すな

わち、駐車場周辺給付額の20%)を規定するよう修正するものである。 下院歳入委員会民主党

は、2020年グリーン法(H.R. 7330)第406条にこの法案を盛り込んだ。 

勧告:連邦議会は、自転車通勤に使用者が提供した福利厚生に対する免税措置の停止を廃止し、

炭素ゼロの交通手段の選択を支援するために、自転車通勤者に対する税制上の優遇措置第132

条を拡大すべきである。 

管轄: 歳入委員会 

 

構成要素:未整備地域と緑地との公共交通サービスの拡充 

一般的に言って、環境正義コミュニティの住民は、緑地、公共のレクリエーションの機会、自然へ

の不公平なアクセスを経験することが多い。 ドナルド・マクイーチン下院議員(D-VA)とラウル・グリジャル

バ議長(D-AZ)は、「みんなのための環境正義法」H.R. 5986を導入した。この法律は、州、地方自治体、部族が

公園や野外レクリエーションの目的で土地や水を取得し、既存の野外レクリエーション施設を新設または改

修することを支援するため、野外レクリエーションの旧態型パートナーシップ・グラント・プログラムを設立する

ものである。 この法律には、下院議員ジミー・ゴメス(D-CA)とスティーブ・スターバーズ(R-OH)とコ

リー・ブッカー上院議員(D-NJ)によって導入されたH.R. 4273/S. 2467、小径への交通法2019が含

まれる。 同法は、DOTに対し、公園、公共用地、水域、緑地への公平なアクセスを改善するため

に、サービスが行き届いていないコミュニティで利用可能な交通システムに資金を提供するグラン

ト・プログラムの設立を指示するものである。 

勧告:連邦議会は、十分なサービスを受けていないコミュニティに開かれた空間へのアクセスを提

供する公共交通システムに資金を提供すべきである。 プロジェクト・ディベロッパーは、計画策定プロ

セスの早い段階で、十分なサービスを受けていないコミュニティの代表者を参加させ、輸送システムが意

図した住民に利益をもたらすことを確実にすべきである。 

管轄：運輸・インフラ委員会 

 

構成要素:低炭素建築・インフラ・材料のためのRDD&Dプログラムへの投資 

木材、コンクリート、鉄鋼などの建築材料は、製造、輸送、組立の過程でエネルギーを消費する。 

これらの材料は、道路から鉄道線、堤防に至るインフラプロジェクトの具体的な炭素排出量の一部

となる。  

 

292 26 U.S. Code§132(f)(5)(F) 
293 P.L. 115-97 Section 11047 
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関連する排出量の帰属は通常、製造はセメントや鉄鋼などの製品の生産を担う産業部門に集中し

ている。 本報告書では、「世界の気候リーダーシップのための米国産業の再構築（Rebuild U.S. In

dustry for Global Climate Leadership）」のセクションで、これらの材料の生産による排出削減に特

化したいくつかの脱炭素化戦略について詳述しているが、これらの材料をインフラ・プロジェクトで

最終的に使用することに関連した戦略がいくつかある。 

 

下院民主党は、包括的なインフラ法案である「前進法」(H.R.2)を提出した。この法案は、多くの条

項の中で、低炭素インフラ材料を開発するための新たなプログラムを制定するものである。 法案

の第5102条は、生産および建設プロセス中の温室効果ガス排出を削減および/または隔離する

グリーン建設材料設計および実践の研究開発のための大学グラントプログラムを創設する。第520

2条は、連邦道路管理技術・イノベーション展開プログラムを通して、温室効果ガス排出量を削減する革新的

な舗装設計、材料、慣行の展開を加速する。 

 

勧告:議会は、低排出、正味ゼロまたは正味マイナスの排出を伴う産業用原料および代替材料の

イノベーションを支援するために、目標を定めたRDD&Dプログラムを確立すべきである。 詳細は、

「世界の気候リーダーシップのための米国産業の再構築」および「建材からの排出削減」と題された報告書

のセクションに記載されている。 

 

勧告:セメント、コンクリート、および輸送プロジェクトのためのその他の材料の連邦調達は、インフ

ラおよび建築物を含む連邦資金によるプロジェクトのための「低排出材料および製品の調達(「ク

リーン購入」)」と題する構成要素に記載されているように、低排出材料のための「クリーン購入」

要件に従うべきである。 

 

管轄:運輸・インフラ委員会、科学・宇宙・技術委員会、エネルギー・商業委員会 

 

 

米国では、本セクションで前述したように、強力な温室効果ガス排出基準、ZEV規制、連邦調達政

策を組み合わせたゼロ・エミッション車の製造アジェンダが必要であり、これらのクリーン車と戦略

部品のより多くを米国で製造する共同計画が必要である。 連邦議会は、少なくとも以下を含む戦略

を追求すべきである。294 

 

• 企業が米国の製造工場を建設、改造、転換し、重要な国内サプライチェーンを拡大するの

を支援するための強力な連邦投資 

• 大規模なクリーンエネルギー、先進的な自動車の研究開発、及びその技術の国

内製造 

• 重要な鉱物・材料の確保、リチウム電池などの国内リサイクル能力の育成を図る計

画。 

 

294 Zoe Lipman, Director, Vehicles and Advanced Transportation Program, BlueGreen Alliance, Solving the Climate Crisis: Manufacturing Jobs for America's Workers, Hearing befor the Select Co

mmittee on the Climate Crisis, 116 Congress(2019年9月10日)を参照。 

ゼロエミッション車・部品の国内生産拡大加速 
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この製造アジェンダはまた、米国の労働者に家族を支える賃金を提供し、雇用維持と質の高い雇

用創出の両方を最大化しなければならない。 

 

「クリーンエネルギー、クリーン自動車、ゼロエミッション技術の製造への投資」と題する報告書の

セクションでは、選考委員会の大多数のスタッフが、自動車の製造を含む立法上の製造アジェン

ダのいくつかの具体的な構成要素を提示している。 「米国の労働者に投資し、公正な経済を築く」と題

されたセクションでは、選考委員会の過半数のスタッフが、労働者をクリーンな経済の中に置くための補完

的な政策を特定している。 

 

 

輸送インフラは、気温の上昇や降雨の激化など、輸送システムの信頼性や能力に影響を与える極

端な気象や気候の影響に大きくさらされている。 米国の輸送システムを長期的な気候回復力に備

えるために、連邦政府は、既存の資産を改良・修復し、新たな交通インフラの立地と設計が気候へ

の影響に対する回復力を高めることを確実にする必要がある。 

交通インフラに対する洪水、野火、その他の気候関連の脅威に対処するための追加的な勧告

は、本報告書の「米国コミュニティを気候変動の影響により強靱にする」と題するセクションに掲

載されている。 

 

構成要素:災害前に脆弱な交通資産を保護する 

 

約6万マイルの沿岸道路は、洪水や嵐による高波の影響を受けやすく、295 また、港湾、トンネル、

橋は、海面水位の上昇や洪水の影響を受けやすく、移動や出荷の遅れ、一時的または恒久的な

閉鎖を招く。 洪水、野火、極端な気温への曝露はまた、高速道路や道路の寿命を短縮し、維持費

を増加させ、避難経路への重要なアクセスを妨げる。 災害時の長期停電は、重要な公共交通網

や貨物輸送網を含め、電化された車両群をますます混乱させている。 

 

ジョン・バラッソ上院議員(R-WY)とトム・カーパー上院議員(D-DE)は、2019年米国運輸インフラ法

(S. 2302)を導入した。この法律は、排出量を削減し、気候変動の影響に耐えるためのインフラの回

復力を高めるために、変革的、効率的、費用節約型運輸(PROTECT)グラント・プログラムの創設を

含め、100億ドルを投入するものである。 同法案は、2019年7月、上院環境公共事業委員会におい

て全会一致で可決された。 下院民主党のインフラ法案第1202条「前方移動法」(H.R.2)は、繰り返

し被害を受けた輸送資産の移転や避難の改善など、地上輸送の回復力を向上させ、避難経路を

改善するために、州とMPOに62億5,000万ドルの災害前緩和プログラムを設置するものである。 
 

 

 

 

 

 
295 米国運輸省、FHWA、油圧エンジニアリングサーキュラー番号

25 – Volume 2, Highways in the Coastal Environment: Assessing Extreme Events (October 2014), https://www.fhwa.dot.gov/engineering/h

ydraulics/pubs/nhi14006/nhi14006.pdf. 

長期的な気候耐性のための国の交通システムの準備 
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また法案第1207条は、連邦の橋梁投資の一部を橋梁修復・復旧に振り向けるものである。 

 

勧告:連邦議会は、災害に先立って脆弱な輸送資産を保護するため、DOT内に新たな方式とグラ

ント・プログラムを創設すべきである。これには、避難経路への投資、洪水、野火、浸食、異常気象

に対する回復力の向上などが含まれる。 

 

勧告:議会は、DOT内で、州政府、地方自治体、民間技術開発者と費用を分担した新しいプログラ

ムを創設し、公共交通機関の電化のための強靱な解決策を評価・展開し、電気バスデポでのクリ

ーンバックアップ電力を供給するための高度なマイクログリッドや貯蔵を含む。また、強靱な公共

交通機関の電化のためのベストプラクティスの評価・共有を支援すべきである。 プロジェクトに対す

る連邦政府の支援は、強力な労働基準(Buy America/nおよびDavis-Baconの一般的な賃金要件を含む)を

満たし、労働、環境、公民権に関するすべての制定法を遵守し、関連する場合にはコミュニティ給付協定お

よびプロジェクト労務協定に署名する受給者を条件とすべきである。 

 

管轄：運輸・インフラ委員会 

 

ブロックの構築:国の交通システムがレジリエンスと連邦洪水・野火基準を満たすように

設計されていることを保証する。 

 

国の交通インフラは、大雨、沿岸洪水、極度の高熱、野火の増加に脆弱である。296 今世紀中に予

測される内陸部の降水量の増加は、2050年までに約2,500~4,600本の橋梁を脅かし、297 高温は

橋の健全性を脅かし、路盤寿命を短縮し、労働者と公共の安全を損なう可能性がある。298山火事

は、当局に主要な道路を閉鎖させ、緊急時の定期通勤や避難経路を妨げる可能性がある。新た

な交通インフラを建設する 都市や州が、、将来の気候リスクを念頭に置かずに再建するのは、その時期

よりかなり前にインフラを失うリスクがあるため納税者にとっては費用のかかる提案である。 連邦政府が資

金提供するインフラの立地と設計は、強靱性に基づく規範と基準のセクションに記載されている最

新の強靱性基準に従うべきである。 

 

下院民主党のインフラ法案「前進法」(H.R.2)のセクション1202では、長期輸送計画に気候の脆弱

性評価を含め、繰り返し損傷を受ける施設を含む地上輸送資産への気候変動の影響を低減す

る戦略を記述することが求められている。 このような計画で特定された輸送耐性向上プロジェク

トは、この法案で策定された災害前の緩和プログラムの下で資金提供を受ける資格がある。 法

案のセクション1621では、気候に強靱な交通インフラに関する交通調査委員会の調査を委託す

ることになっている。 法案の第2402条では、特別洪水ハザード区域内の施設を基準洪水標高から少なく

とも2フィート上方に引き上げるために、バス施設および船隊拡充競争助成を通じて資金を提供するプロジ

ェクトが必要とされる。 
 

 
296 U.S. Global Change Research Program, Fourth National Climate Assessment, Volume II (2018年11月), Chapter 12 
297 同上。 
298 同上。 
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勧告:議会は、計画、プロジェクトの選定、設計プロセスを通して、州と大都市の計画当局に対し、

気候リスクを含む回復力と危害緩和を考慮することを要求すべきである。 計画は、重要な輸送資

産、避難経路、及び災害によって繰り返し被害を受けた施設の脆弱性を評価すべきであり、レジリ

エンスの改善のために、専用の資金が利用できるようにすべきである。 連邦議会は、連邦政府が資

金を提供する運輸プロジェクトが、洪水や野火のリスクに対する連邦政府の最新の強靱性基準を満たすこ

と、または、州や地方政府が地方の状況に基づいてより高い基準を採用している場合には、それらを上回

ることを確保するようDOTに指示すべきである。 輸送インフラプロジェクトは、プロジェクトの立地と設計

にLCA型の気候リスクを統合するよう要求されるべきである。 プロジェクトに対する連邦政府の支

援は、強力な労働基準(Buy America/nおよびDavis-Baconの一般的な賃金要件を含む)を満た

し、労働、環境、公民権に関するすべての制定法を遵守し、関連する場合にはコミュニティ給付協

定およびプロジェクト労務協定に署名する受給者であることを条件とすべきである。 

 

管轄：運輸・インフラ委員会 

 

構成要素:連邦道路管理局の緊急救援プログラムの強化 

 

FHWAの緊急救済プログラムは、暴風雨、洪水、その他の災害によって被害を受けた道路や橋を

再建するために、連邦政府から資金を提供している。 2012年度以降、連邦議会は、緊急救援プロ

グラムに約57億ドルを予算配分している。299緊急救援プロジェクトに強靱性の改善を組み込むこと

がますます重要になっている。特に、州やコミュニティが何年にもわたって被害を受け、限られた資

金で再建する以外に選択肢がないためである。 しかし、多くの場合、道路インフラは災害前の仕様に再

建されることから、道路や橋は新たな災害に対して脆弱なままになる。 

 

2018年、DOT査察局(OIG)は、州に対する連邦政府のガイダンスが「強靱性」の定義を明確にして

おらず、緊急援助プロジェクトにレジリエンスをどのように組み込むかについて各州に通知してい

ないことにより州が輸送インフラの耐性を必ずしも最大化していないことを発見した。300 また、緊

急援助プロジェクトにレジリエンスの向上を含めるための州の取り組みを追跡するプロセスがない

ことも指摘した。これは、強靱性の恩恵を確実に享受し、プログラム基金を最大限に活用するDOT

の能力を妨げている301。 

 

タミー・ボールドウィン上院議員(D-WI)、マイク・ブレーン上院議員(R-IN)、ベン・カーディン上院議

員(D-MD)は、「インフラストラクチャーの再構築に関する法律」(S. 2129)を導入した。この法律は、

緊急援助マニュアルの更新をFHWAに求め、回復力の定義を含め、緊急援助プロジェクトに回復

力を組み込むために運輸部門が使用する手順を特定するものである。 2019年米国運輸インフラ

法(S. 2302)は、この法案を盛り込んでいる。 下院民主党のインフラ法案第1203条「前方移動法」

(H.R.2)は、FHWA緊急救援資金のための回復力向上の適格性を明確にし、緊急救援プログラムの

対象となる災害のリストに山火事を追加するものである。 セクション1203はまた、道路信託基金か

らの資金を配分する災害前危険軽減パイロットプログラムに 
 

 
299 米国運輸省、FHWA査察総局、緊急救援プロジェクトのためのインフラ耐性に関する詳細なガイダンスおよびトラック関連改善のためのプロセスが不足している (2018年1月)。 
300 同上 
301 同上 
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高速道路インフラの危険を軽減するプロジェクトのために緊急救済基金を通じて提供された資金

の5%に相当する額を充当することを認める。 

 

勧告:議会は、DOTに対し、緊急救援プログラムに回復力を組み込むことを含め、FHWA緊急救援

マニュアルを改訂し、緊急修理に回復力を組み込むためのベストプラクティスを策定するよう指示

すべきである。 

 

勧告:連邦議会は、洪水、ハリケーン、津波、地震、地滑りにより被害を受けた道路の修復を支援

するFHWAの緊急救済プログラムからの資金を、各州が山火事で被害を受けた道路の修復に使

用することを明確に認めるべきである。 議会はまた、DOTに対し、災害前の軽減パイロットプログ

ラムを実施するよう指示すべきである。パイロットプログラムは、高速道路インフラの回復力を高め

るプロジェクトのために、緊急救援プログラムの対象となる団体に、高速道路信託基金から資金を

提供するものである。 

 

管轄：運輸・インフラ委員会 

 

構成要素:交通インフラに対する気候リスクを緩和するため、州に柔軟性を提供す

る 

 

NHPPは、連邦政府が支援するハイウェイ・プログラムの中で最大規模であり、年間平均230億ド

ル以上の認可を受けている。 このプログラムは、国道システムの状態と性能の改善を支援する

もので、州間システムの高速道路や橋梁、その他のほとんどすべての主要幹線道路を含んでい

る。 NHPPは、高速道路区間の建設、復旧、改修、保全、橋梁、トンネル、フェリー、フェリー施設の建設、

修復、保存、橋梁、トンネルの点検、点検要員の訓練、自転車、歩行者のインフラストラクチャー、高度交

通システム、国道システム回廊内の自然生息・湿地の緩和のためのプロジェクトに資金を提供している。 

 

各州は、国道システム内のインフラストラクチャー上の極端な天候、洪水、その他の自然災害に

よる再発する被害のリスクを軽減するために、これらの資金を利用する能力を欠いている。 これ

らの資金を利用することで、各州は洪水やスライドしやすい地域から道路をかさ上げし、あるいは

移転し、排水構造物や探査機の保護などの新たな保護機能を建設し、洪水リスクを軽減するため

に自然インフラを利用することで、繰り返し被害を受けるリスクを軽減することができる。 このような

変更は、納税者の費用の浪費を最小限に抑えることになる。 

 

アンディ・キム下院議員(D-NJ)とデビッド・ルーザー下院議員(R-NC)は、「国道システム」のインフ

ラに起因する異常気象、洪水などの自然災害の再発リスクを軽減するために、NHPPの下に配分

された資金の最大15%を州が使用できるようにする「レジリエント・ハイウェイ法」(H.R.5700)を導入

した。 上院議員の クリスティン・ジリブランド(D-NY)は、2019年米国交通インフラ法(S. 2302)を導

入した2019年の同様の回復力のあるハイウェイ法(S. 1909)を導入した。 下院民主党のインフラ法案

第1201条「前進法」(H.R.2)は、NHPP基金の利用許可を拡大し、輸送施設の弾力性を高めるプロジェクトを含む

ことになる。 
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勧告:連邦議会は、極端な天候、洪水、その他の交通インフラ上の自然災害による再発的被害の

リスクを軽減するプロジェクトに、NHPPの下に配分された資金を州が使用することを認めるべきで

ある。 プロジェクトに対する連邦政府の支援は、強力な労働基準(Buy America/nおよびDavis-Ba

conの一般的な賃金要件を含む)を満たし、労働、環境、公民権に関するすべての制定法を遵守

し、関連する場合にはコミュニティ給付協定およびプロジェクト労務協定に署名する受給者である

ことを条件とすべきである。 

 

管轄：運輸・インフラ委員会 

 

 

ゼロエミッションバスの台数増 
 

 

公共交通機関では、2018年に99億5,000万回の旅客旅行が行われ、そのうち約半数がバスに乗っ

ている。302 そのうち2500万人が毎日48万台以上のスクールバスに乗っている。303ディーゼルバ

スは乗客を、おとなや子どもを問わず、喘息発作を引き起こし、他の呼吸器疾患を悪化させる危険

な粒子状汚染にさらしている。 古いディーゼルエンジンを搭載したバスの改造や交換は、炭素汚

染を減らし、保守コストの低減や子どもたちの健康的な空気を含む多くの共同便益をもたらす。 

 

構成要素:ディーゼルバスをクリーンな電気バスに置き換えるための学校区への財政支援 

 

電気スクールバスを採用すれば学校区は、燃料やメンテナンスのコストを全面的に節約し、子ども

たちが不健康なディーゼル排気にさらされるリスクを減らすことができる。 しかし、学校区では、古

いディーゼルバスをよりクリーンな電気バスに置き換えるために、事前の財政支援が必要になる

かもしれない。 電気スクールバスの平均コストは、ディーゼル・スクール・バスより20万ドル大きい。304 

 

ジャハナ・ハイエス下院議員(D-CT)は、H.R. 3973「2019年クリーン・スクールバス法」を導入した。 

カマラ・ハリス上院議員は、上院でS. 1750と同じ法案を提出した。 同法案は、DOEにおいて、ディーゼ

ルスクールバスの車両を電気スクールバスに置き換え、スクールバスの充電インフラを設置し、

電気スクールバスの保守、充電、運営のための従業員教育を行うため、新たに「クリーンスクー

ルバスグラント・プログラム」を創設するものである。 同法案は、5年間で10億ドルを承認し、低所得者

層の学生を対象とし、最も顕著な排出削減を達成するプロジェクトに対するグラント資金を優先している。 

 

トニー・カーデナス下院議員(D-CA)は、環境保護庁の「クリーン・スクール・バス・プログラム」を再

認可するために、2019年キッズ・クリーン通学法(H.R. 2906)を導入した。同法案は、汚染されたス

クール・バスを代替燃料を使用するバスに置き換えるために、2005年エネルギー政策法に制定さ

れた。305 

 

302 American Public Transportation Association, 2020 Public Transportation Fact Book (March 2020) at 10. 
303 アメリカン・スクール・バス協議会、http://www.americanschoolbuscouncil.org/about/.

 2020年6月アクセス。 

304 Hannah Natanson"Electric school bus to Virginia"、Washington Post(2019年9月7日)。 
305 42 U.S.C.§16091。 

クリーンなクルマ・燃料の導入による重量物トラック・バスの汚染低減 

http://www.americanschoolbuscouncil.org/about/
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同法案はEnergy Policy Actを見直してこのプログラムで考慮される代替燃料の1つとして電気を追

加し、EPAには、学校バスの改修や交換を提案するグラント申請の優先順位付けを指示し、低公

害のゼロ・エミッション・バスとなるよう指示している。 フランク・パロン(D-NJ)委員長は、この法案の文

言を「クリーン未来法案」の審議案に盛り込んだ。下院民主党のインフラ法案「前進法」(H.R.2)では、第3331

1条が「クリーン・スクール・バス・プログラム」を承認し、2016年モデル年度の中型乗用車の排出基準を満

たすか、超過するバスを含める資格を拡大した。 

 

勧告:議会は、EPAの「クリーン・スクール・バス・プログラム」を再承認し、電動バスと充電インフラ

が適格プロジェクトとなることを確保すべきである。 EPAは、旧式のスクールバスをゼロ・エミッショ

ン・バスに置き換え、ゼロ・エミッション以外の技術に対する資金を段階的に廃止するグラント申請

を優先するべきである。 EPAは、電気バスやその他のゼロ・エミッションバスを購入する学校に技

術支援を提供すべきである。 サービスが十分に行き届いていないコミュニティの学校区や、大気汚染に

不釣り合いにさらされているコミュニティは、優先的に資金提供を受けるべきである。 

 

管轄：エネルギー商業委員会 

 

構成要素:連邦グラント資金を増額し、都市、州、部族事業体に無利子融資を提供し、電動バ

ス購入を支援する 

 

FAST法では、低排出・無排出(低・ノー)グラント・プログラムに対し、2020年度までに年間5,500万

ドルを承認した。このグラント・プログラムは、ゼロエミッションおよび低排出のトランジット・バスの

購入またはリース、ならびに支援施設のために州および地方政府に資金を提供するものである。

307 議会は、2019年度の低ノー・プログラムのために、さらに3,000万ドルを予算配分した。308 当

該資金に対する需要はこれらをはるかに凌駕した。 FTAは、2019年度の基金に対する資金提供

の機会の通知を受け、38州から155件の適格なプロポーザルを受領し、4億9,830万ドルを要請し

た。 

 

ジュリア・ブラウンリー下院議員(D-CA)は、H.R. 2164「2019年グリーンバス法」を導入した。 この法

案は、FTAのクリーン・バス・プログラムのいくつかを拡大し、2020年度に1億5,000万ドルを補助するととも

に、2029年度には年間5,000万ドルを増額して6億ドルに達することを認めている。 ブラウンレー下院議員の

法案は、2029年10月1日から、FTAファンドで購入したすべての新規バスをゼロ・エミッションにすることを義務

付けている。 

 

ジェフ・マークリー上院議員(D-OR)は、2019年コミュニティ・ヘルス・アンド・クリーン・トランジット法

(S. 2403)を導入し、DOTが州政府、地方自治体、その他の適格事業体に対し、電動トランジット・バ

スの購入およびこれらのバスの配備に関する技術支援のために直接融資を行うことを認めた。 こ

の法案では、ロー・ノー・グラントの申請者は、追加の書類を提出することなく、ローンを申請するこ

とができる。 

 

下院民主党のインフラ法案である「前進法」(H.R.2)は、グラント・プログラムの名称を「低排出グ

ラントまたは無排出グラント」から「ゼロエミッショングラント」に変更し、その結果、ゼロエミッショ

ン車両および設備の受給資格を制限している。 法案の第2403条では2025年度までゼロ・エミッショ

ン・グラント・プログラム向けに17億2500万ドルが規定されており、 
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306 Section 423, CLEAN Future Act discussion draft. 
307 307 49 U.S.C.§5338, 49 U.S.C.§5339(c)。 
308 P.L.116-6  
309 米国運輸省連邦運輸局、「プロジェクトの選択と実施ガイダンスの低排出または無排出グラント・プログラム発表」、2019年7月26日。 
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、FAST法の資金を年平均500%上回っている。 同法案は、大気浄化法に基づく達成不能とみなさ

れる地域、またはゼロミッションバス移行要件を採用した管轄区域でのプロジェクトへの資金提

供を優先している。 H.R.2はまた、フォーミュラ・バス・プログラムと現場委任型バス・プログラムの

下で、ゼロ・エミッション・バスを購入するインセンティブを与えている。これは、ゼロ・エミッション・

バスの連邦負担を通常の80%の連邦負担から90%に引き上げることである。 

 

勧告:議会は、ゼロ・エミッション・バスおよび関連機器への補助金を制限しつつ需要を満たすため

に、低無償援助プログラムへの資金を少なくとも10倍増やすべきである。 グラントの優先順位は、

大気質の悪いコミュニティや、前向きなゼロ・エミッション・バスの要件を採用する管轄区域にすべ

きである。 連邦議会はまた、公式バスおよび現場委任型バス・プログラムにおけるゼロミッション・

バスの連邦費用分担を増やすべきである。 プロジェクトに対する連邦政府の支援は、強力な労働基

準(Buy America/nおよびDavis-Baconの一般的な賃金要件を含む)を満たし、労働、環境、公民権に関する

すべての制定法を遵守し、関連する場合にはコミュニティ給付協定およびプロジェクト労務協定に署名す

る受給者であることを条件とすべきである。 

 

管轄：運輸・インフラ委員会 

 

構成要素:米国製バスに対する製造者の税額控除の提供 

 

補助金プログラムに加えて、製造業者の税額控除はゼロ・エミッション・バスのコストを負担し、国

内の製造を奨励することができる。 下院議員のジミー・パネッタa(D-CA)と ジュリア・ブラウンリー

(D-CA)は、他の研究者と共に、2019年グリーンバス税額控除法(H.R.5163)を導入し、電気・燃料

電池バスに10%の製造者税額控除を適用した。‘歳入委員会のグリーン法 GREEN Act of 2020(H.R. 7330)

には、この法案の主要条項が第403条に含まれている。 

 

勧告:連邦議会は、国内生産を奨励し、通学機関や学校区にとってよりクリーンなバスをより手頃

な価格にするために、電気・燃料電池バスに対する製造者の税額控除を創設すべきである。 連

邦議会は、明確な雇用・安全基準、デービス・バコンの一般的な賃金・給付、徒弟制度の資格など、道路

上の労働基準を遵守する製造業者に対して、より高いクレジットを提供すべきである。 

 

管轄：歳入委員会 
 

中・大型ゼロエミッション車両の導入拡大 
 

 

運輸部門では、2019年のエネルギー起源二酸化炭素排出量の21%、エネルギー起源二酸化炭素

排出量の8%近くを貨物車が占めている。310 これらのトラックは、一般的にディーゼルエンジンを使

用しているが、港湾施設の近隣や高速道路沿いの地域を中心に、喘息発作や健康被害を引き起

こす大気汚染物質を排出している。 2016年、EPAは、米国の3,900万人が港湾、五大湖の港、ある

いは内陸部の河川港の近くに住んでいると推計している。 
 

 
 

310 Energy Information Administration, Annual Energy Outlook 2020 (January 2020). 表19 エネルギー関連二酸化炭素 

最終用途別排出量(https://www.eia.gov/outlooks/aeo/tables_ref.php) 2020年6月アクセス。 

https://www.eia.gov/outlooks/aeo/tables_ref.php
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河川港 港湾や港湾関連の回廊は、環境正義コミュニティの中にあったりそこを通っていたりする

が、そこではディーゼル排気への個人の曝露が不釣り合いに高い311。 

 

近年、ゼロ・エミッション大型トラックの開発・販売計画が数社で発表されている。現在のバッテリ

ーの走行距離と重量には制約があることから、これらのトラックは一日当たり200マイル以下の運

行ルートが最適だと言われている。 このような進展にもかかわらず、環境防衛基金は、依然とし

てディーゼルトラックが2050年に米国の道路上のトラックの半分以上を占めているであろうと推計

している。313 

 

重量が8,500ポンドを超える中型大型車からの排出を削減するには、中大型ゼロ・エミッション車

両の製造と展開の奨励、代替燃料インフラの広範な設置の促進、長距離トラックなど脱炭素化が

困難な車両を支援する新技術のためのRD&Dへの多額の投資、そして、すべての新型中型大型

車がゼロ・エミッションになるまで、新型ディーゼル・ガソリン車を可能な限り効率的かつクリーンに

するなど、多面的な戦略が必要となる。 

 

構成要素: EPAに、中型乗用車、重量車向けの野心的な温室効果ガス排出基準を設定する既存

の権限を利用させる。 

 

EPAとNHTSAは、2016年8月に、中型・大型車の二酸化炭素排出量削減と燃費向上をモデル年度

2027までに達成することを目的とした第2段階基準を、策定した。 EPAは、これらの基準が完全に

実施されれば、二酸化炭素排出量を11億トン減らし、運転者が1,700億ドルの燃料費削減を達成で

きると推定した。 
 

 

勧告:議会は、EPAに対し、クリーン・エア法第202条に基づく既存の権限を使用して、2028年モデ

ルから始まり、前年比で少なくとも4%の汚染削減を達成する中型大型車の新たな温室効果ガス排

出基準を設定するよう指示すべきである。 これらの基準には、大型グライダー車、グライダーエンジン、

グライダーキットが含まれるべきである。これらのキットは、トランプ政権が現行基準から除外しようと試みた

ものである。 カリフォルニア州およびその他の州は、より厳しい基準を採用するために、大気浄化法第209条

および第177条の下で、それぞれ現行の権限を保持すべきである。 

 

管轄：エネルギー商業委員会 
 

 

 
 

311 米国環境保護庁「港湾戦略評価:大気汚染と温室効果ガスの削減」 
米国港湾(2016年9月) 

312 Steve Hanley, "Heavy Duty Electric Trucks' が登場していない、すでに登場している" (2019年8月13日) 入手可能 

https://cleantechnica.com/2019/08/13/heavy-duty-electric-trucks-arent-coming-theyre-already-here/. 
313 Jason Mathers, Environmental Defense Fund, U.S. Bouse of Transportation and Infrastructure Committee on Highways and Transit and Societal Impacts on Highways and Transportation and 

Societal Inpacts of Frieght Transportation (2019年12月5日) 
314 U.S. Environmental Protection Agency, “Regulations for Greenhouse Gas Emissions from Commercial Trucks & Buses,” available at https://www.epa.gov/regulations-emissions-vehicl

es-and-engines/regulations-greenhouse-gas-emissionscommercial-trucks. 2020年6月アクセス。 

https://cleantechnica.com/2019/08/13/heavy-duty-electric-trucks-arent-coming-theyre-already-here/
https://www.epa.gov/regulations-emissions-vehicles-and-engines/regulations-greenhouse-gas-emissions-commercial-trucks
https://www.epa.gov/regulations-emissions-vehicles-and-engines/regulations-greenhouse-gas-emissions-commercial-trucks
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「構成要素」ゼロエミッション中大型車の国内販売基準を設定 

 

2020年6月25日、カリフォルニア州大気資源局は、2024年から始まるゼロエミッショントラックとバ

ンの販売増(カリフォルニア州の売上高に占める割合の増加)をトラックメーカーに義務付ける世界

初の規則を採択した。 2045年までに、カリフォルニアで販売される新型トラックはすべてゼロエミッションに

なる。 同規則はまた、港や鉄道の近くのディーゼルトラック汚染に関する環境上の正義の懸念に

も取り組むとともに、2035年までに港と鉄道の全面的なゼロエミッション輸送船隊を、2040年まで

に「ラストマイル」の輸送トラックとバンを達成することを目指している。315 カリフォルニア州大気資

源局の提案に関する「憂慮する科学者の組合」によるカリフォルニア空気資源委員会の提案分析

に基づくと、新しい要請によって2030年と2035年にカリフォルニア州の道路上にそれぞれ10万台と

30万台の電動トラックが設置されることになる。316 

 

カリフォルニア州のZEV義務は、カリフォルニア州および全国での電気乗用車の展開の中心とな

っている。 中型車および大型車の国内販売要件は、米国市場の将来に関する重要な確実性を当該車両

の製造業者に提供し、実証および展開のための新規融資を開放する。 

 

勧告:議会は、クリーンなトラックの展開を加速し、公衆衛生を害するディーゼル汚染を低減するた

めに、中型および大型車の技術中立、ゼロ・エミッションの国内販売基準を設定すべきである。 中

型・大型車の寿命が長いことを考えると、議会は、新型中型・大型車の少なくとも30%が2030年まで

にゼロエミッション、2040年までに100%の営業を義務付けるべきである。 

 

この方針には、クリーンエネルギー、クリーンビークル、ゼロエミッション技術の製造への投資を含

め、クリーンなトラックやその部品の国内生産をより確実にするための野心的な取り組みが含ま

れている。 この方針には、本報告書の「クリーンエネルギー、クリーン自動車、ゼロエミッション技

術の製造への投資」と題するセクションに記載されているものも含まれている。 

 

管轄：エネルギー商業委員会 

 

構成要素:ゼロ・エミッション大型トラックに対する全国購入インセンティブの提供 

 

ゼロ・エミッション・トラックは、先行投資コストが高く、異なる燃料供給インフラを必要とする。 消

費者の購買インセンティブは、これらの財政的障壁を克服し、ゼロ・エミッション・トラック輸送技術

の国内需要を急速に増加させるのに役立つであろう。 例えば、カリフォルニア州では、大型ディーゼ

ルトラックをクリーンな車に置き換えるために、小型車両所有者に資金を提供するオンロード・ヘビーデュー

ティ・バウチャー・インセンティブ・プログラム(VIP)を管理している。 このバウチャー・システムにより、車両の

所有者は購入時点で金銭的利益を得ることができる。317 CALSTARTは、クリーンな輸送の加速に焦点を当

てた非営利団体で、約80万台のディーゼル車をゼロ・エミッション・トラックに置き換えることができると推定

されている。318。 

 
 

315 California Air Resources Board, "California はトラックの汚染を減らすために大胆な一歩を踏み出した" (2020年6月25日)。 
https://ww2.arb.ca.gov/news/california-takes-bold-step-reduce-truck-pollution. 

316 Jimmy O'Dea, "The Bighe Step To-Date on Electric Trucks" ブログ、2020年4月29日、https://blog.ucsusa.org/jimmyodea/the-biggest-step-to-date-on-electric-trucks。 
317 California Air Resources Board, “On-Road Heavy-Duty Voucher Incentive Program,” available at https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/road-heavy-duty-voucher-incentive-program

/about.
 2020年6月アクセス。  

318 CALSTART, "Creating Jobs & Addressing the Climate Threat-How the STR can Help"、ファクトシート、2019年12月9日。 

https://ww2.arb.ca.gov/news/california-takes-bold-step-reduce-truck-pollution
https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/road-heavy-duty-voucher-incentive-program/about


| ページ 

123 

 

また、税額控除は、ゼロ・エミッション大型トラックの国内生産・展開のスピードアップにも役立つ可

能性がある。 2019年11月、ドン・ベイヤー下院議員(D-VA)は、2024年末までの大型・ゼロ・エミッ

ション車両の販売に対して10万ドルを上限とする税法第45T条に基づく製造者税額控除を創設す

るため、2019年グリーン車両導入全国(VAN)法(H.R.5162)を導入した。 適格な製造業者は、10万

ドルのクレジットを上限とした適格車両の販売価格の10%のクレジットを請求することができる。 下

院歳入委員会民主党は、2020年グリーン法(H.R. 7330)第403条としてこの条項を盛り込んだ。 

 

勧告:議会は、ゼロ・エミッションの大型車両に対して、バウチャー・プログラムや製造者税額控除な

どの購入インセンティブを創出する法律を可決すべきである。 これらのインセンティブは、技術的に中

立であり、可能であれば、国内コンテンツの高い自動車の購入を奨励するために段階的に行われるべきであ

る。 

 

管轄:エネルギー及び商業委員会、歳入委員会 

 

構成要素:中型商用バンとトラックの電動化 

 

多くの事業者は、パッケージの配送、人や設備の輸送、サービスの提供のために、中型トラックや

バンを運搬している。 2014年から2019年にかけて、Eコマースの売上は世界的に3倍近くに増加した。 現在

の軌道では、2030年までに世界の上位100都市で排出量が36%増加する。319 ニューヨーク市では、1日当たり1

50万個以上の荷物が配送されている。 

 

車両所有者は、配送車両を電気自動車技術に転換することで、汚染や燃料消費を削減することが

できる。 大型車両所有者はすでに乗り換えを始めている。2019年12月、アマゾンはRivianから10万台の新型

電気自動車を発注したと発表した。321小規模な企業の先行投資には費用を支援する必要があるかもしれな

い。 現在、連邦税法は、電気自動車を購入したい個人消費者に税額控除を提供している。 このよ

うなインセンティブは、車両所有者が電気設備投資を先行させるためには存在しない。 

 

勧告:連邦議会は、米国の中型商用バンやトラックの製造業者に対し、新たな税制上の優遇措置

を設けるべきであり、また、それを強力な労働基準を備えた製造業者に利益をもたらすよう重点的

に検討すべきである。 

 

勧告:連邦議会は、税負担がほとんどまたは全くない小規模企業および非営利組織のための船隊

転換を支援するためのグラント・プログラムを創設すべきである。 連邦議会は、国内含有量が高

く、労働基準の高いトラックに、より寛大な無償援助を提供することを検討すべきである。 優先順

位は、トラックやバスからのディーゼル汚染に不釣り合いにさらされている環境司法コミュニティや

他のコミュニティに向けるべきである。 

 

管轄委員会:方法及び方法;エネルギー及び商業 
 
 

319世界経済フォーラム、ラストマイル・エコシステムの未来:パブリカンド・プライベート・セクター・プレーヤーの移行ロードマップ 
(2020). 

320 マシュー・ハッグとウィニー・ハ、「150万パッケージ・ア・デイ:インターネットが混乱をニューヨーク・タイムズのニューヨーク・ストリートにもたらす」 
(平成29年10月27日) 

321 Sebastian Blanco, “Amazon Buying So Many Commercial Vans, It's a Boom for Mercedes, FCA, and Ford,” Car and Driver 
(平成29年12月20日) 
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構成要素:ディーゼルエンジンに代わるゼロ・エミッションのためのディーゼル排出削減

法に基づく資金の大幅な増加 

 

EPAは、学校バス、大型高速道路車両、機関車、舶用エンジン、機械、または建設、貨物、農業、

鉱業に使用される車両からのディーゼル排出量を削減するために、政府機関および非営利組織

にDERA(ディーゼル排ガス削減法)国家交付金プログラムの下で資金を提供している。322 EPA

は、2020年に、DERAプログラムの下で、改修技術、アイドル・リダクション技術、空力技術、エンジ

ンの交換・変換、車両または機器の交換に対し、4,400万ドルの補助金を交付する予定である。323 

ディーゼルエンジンをゼロ・ロー・エミッション・エンジンに転換することは、ディーゼル微粒子汚染

を削減するという健康上の利益に加えて、重要な気候上の利益をもたらす。 

 

下院民主党の包括的インフラ法案、「前進法」(H.R.2)は、DERAプログラムを2021年度から2025

年度まで毎年5億ドルで再承認している(セクション33301)。 

 

勧告:議会は、EPAクリーンディーゼル国家グラント・プログラムのための資金を大幅に増額し、ゼ

ロ・エミッション技術のために追加資金の一定割合を割当てることを検討すべきである。 EPAは、

ディーゼル汚染に不釣り合いにさらされている環境司法コミュニティやその他のコミュニティに恩恵

をもたらすプロジェクトに優先順位をつけるべきである。 

 

管轄：エネルギー商業委員会 

 

構成要素:DOE運輸電動化グラントのための資金を大幅に増額 

 

DOEの運輸電動化プログラムは、EISAによって認可されており、324 電気輸送技術を展開するた

めに州政府や地方自治体などに競争的な補助金を提供している。 これらのグラントは、船舶の船側

または陸上電化、トラック停止電化、電気空港の地上支援機器、電気またはデュアルモード電気鉄道.325、

エネルギー・商業委員会の「クリーン未来法」討議案、326ラッシュ議長の無排気法(H.R. 5545)、およびｈディン

ゼルのアメリカ電気前進法(H.R. 5558)など、いくつかの法案を支援している。 これらの法案はまた、DOE

に、プロジェクトに従事するすべての労働者に一般的な賃金を支払うという書面による保証を含む申請

者の優先順位付けを指示する。 

 

前進法(H.R. 2)のセクション33339では、下院民主党がDOE運輸電化プログラムを再認可し、州政

府、地方政府、民間団体に5年間毎年20億ドルを無償供与する。 この法案はまた、運輸部門を電化

する大規模プロジェクトに毎年25億ドルを5年間供与するものである。 
 
 

322 米国環境保護庁「クリーン・ディーゼル・ナショナル・グラント」https://www.epa.gov/dera/national#ファンディング・コスト
 2020年6月アクセス。 

323 米国環境保護庁「クリーン・ディーゼル・ナショナル・グラント: 2020年申請書」323部 
https://www.epa.gov/cleandiesel/clean-diesel-national-grants#rfa. 2020年6月アクセス。 

324 U.S. C. §17011. 42. 
325 U.S. C. §17011. 
326 Section 439, CLEAN Future Act discussion draft. 

https://www.epa.gov/dera/national#funding-costshare
https://www.epa.gov/cleandiesel/clean-diesel-national-grants#rfa
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勧告:議会はDOE運輸電化プログラムへの資金を大幅に増額すべきである。 DOEは、環境正義コ

ミュニティに恩恵をもたらし、一般的な賃金を支払うことを書面で保証するプロジェクトのためのグ

ラント申請を優先すべきである。 プロジェクトに対する連邦政府の支援は、強力な労働基準(Buy A

merica/nおよびDavis-Baconの一般的な賃金要件を含む)を満たし、労働、環境、公民権に関する

すべての制定法を遵守し、関連する場合にはコミュニティ給付協定およびプロジェクト労務協定に

署名する受給者であることを条件とすべきである。 

 

勧告:議会は、港湾における地上支援装置(ドレージトラックを含む)を含む「船舶のための船側ま

たは陸上電化」の資格を拡大するために、EISAサブセクション(a)(6)(A)を修正すべきである。 ドレ

ージトラックは、港と積み替えヤードとの間でコンテナを輸送する大型トラックである。 

 

管轄：エネルギー商業委員会 

 

構成要素:重量冷凍車の改良に対する助成金のパイロット・プログラムの創設 

 

冷蔵トラック、つまり「冷蔵庫」は、食品やその他の温度に敏感な商品を長距離にわたって輸送す

る。 これらのトラックは、一般に、トラックのトレーラー内の所望の温度を維持するためにディーゼルモーター

を使用する別個の「輸送冷蔵ユニット」を有する。 トラックが貨物を運ぶとき、TRUは常に走り、炭素汚染、粒

子状物質、その他の汚染物質を放出して喘息を引き起こす。327トラックは、低所得地域やカラーコミュニティ

の中やその近くにいる可能性が高い貨物ハブや物流センターで遊休していることが多い。 

 

イベッテ・クラーク下院議員(D-NY)は、2019年ゼロエミッション冷凍(FREEZER)トラック法(H.R.5256)

を奨励することによる電化の促進と実現を導入した。 この法案は、EPAにおいて、ディーゼルTRUを電

化・ハイブリッド電化ユニットに置き換え、充電設備を設置するための競争的なグラント・パイロット・プログラ

ムを創設するものである。 フランク・パロン(D-NJ)議長は、この法案の文言を、CLEAN Future Act. 328 Th

e House Democratates's Forward Act (H.R. 2)の討議案に盛り込んだ。 この法案は、EPAに、TRUを冷蔵ト

ラックから電気ユニットに置き換えたり、改造したり、陸上電力インフラを購入、設置、運営し、TRUを電

気に接続できるようにするための補助金、リベート、低コストのローンを提供するパイロット・プログラム

の設立を指示している(セクション33321)。 これは、下院民主党のクリーン未来法に基づくものである。 

 

勧告:議会は、冷蔵車両のディーゼルTRUを電気ユニットに置き換えるため、または電力TRUの充

電を容易にするために陸上電力インフラを設置・運営するために、補助金、リベート、または低コ

ストの融資を与えるEPAプログラムを創設すべきである。 優先順位は、大気汚染に不釣り合いにさら

されている環境司法コミュニティや他のコミュニティに利益をもたらすようなプロジェクトに向けられるべきで

ある。 

 

管轄：エネルギー商業委員会 
 

 

327 カリフォルニア州大気資源局「運輸冷凍ユニット」、https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/transportrefrigeration-unit/about
 2020年6月アクセス。 

328 Section 422, CLEAN Future Act discussion draft. 

https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/transport-refrigeration-unit/about
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構成要素:中大型車両用代替燃料インフラの配備に対する連邦政府の無償援助または融資

の提供 

 

官民でゼロ・エミッショントラックを大規模導入するには、補給インフラが便利で広く普及するまでは

不十分である。 カルスタートは、ゼロ・エミッションに近いゼロ・エミッションの燃料を支援するために、米国の

トラック輸送インフラを転換するには、500億ドルから1,000億ドルの公的・民間投資が必要であると推定している

329。 

 

2019年のクリーン・コリドー法は、上院ではトム・カーパー上院議員(D-DE)によってS. 674として、

下院ではマーク・デ・サウルニエ下院議員(D-CA) によってH.R. 2616として、導入され、国道システ

ムの指定回廊に沿った充電ステーションと水素燃料供給インフラの設置を促進するために、州、

地方、部族の政府機関に助成金を提供している。 この法案では、このインフラはセミトレーラートラック

を含む大型車両に対応しなければならないと想定している。 

 

勧告:議会は、DOTに対し、州、地方、部族政府に対し、医療用車両や大型車両にサービスを提供

できる充電・水素供給ステーションなどの代替燃料インフラを設置するために、競争力のある補助

金や融資を提供することを認める法律を可決すべきである。 プロジェクトに対する連邦政府の支

援は、強力な労働基準(Buy America/nおよびDavis-Baconの一般的な賃金要件を含む)を満たし、

労働、環境、公民権に関するすべての制定法を遵守し、関連する場合にはコミュニティ給付協定お

よびプロジェクト労務協定に署名する受給者であることを条件とすべきである。 優先順位は、港湾

施設の近くのコミュニティを含め、環境正義コミュニティやその他の不均衡に暴露されたコミュニテ

ィにおける有害な大気汚染を低減するプロジェクトに向けられるべきである。 

 

勧告:議会は、中型トラックや大型トラックを収容できるゼロ・エミッションの充填・給油所に対する投

資税額控除を創設すべきである。 連邦議会は、税額控除が、その金銭化を容易にするために「直接支

払い」ができるようにすべきである。 

 

管轄:運輸・インフラ委員会、歳入委員会 

 

構成要素:大型トラックの新技術を促進するために連邦支援RDD&Dを大幅に増加 

 

トレーラーを搭載した長距離トラックは、重大な脱炭素化の課題となっている。 長距離走行の必要

性とバッテリーや貨物の重量制限から、電化は長距離トラックにとって実行可能な選択肢ではないかもし

れない。 燃料電池と電解水素は技術的解決策を提供するかもしれないが、これらの技術にはコス

トとインフラの障壁が残っている。 

 

こうした問題やその他の問題に対処するため、DOEはSuperTruckプログラムを調整した。SuperTr

uckプログラムは民間部門と協力して、クラス8のトラック(18輪車)の貨物効率を倍増させるための

新技術を開発・実証した330。 

 

 
329 CALSTART, "Creating Jobs & Addressing the Climate Threat-How the STR can Help"、ファクトシート、2019年12月9日。 
330 米国エネルギー省、「商用・旅客自動車効率化への投資1億3,700万ドルを発表」、2016年8月16日、https://www.energy.gov/articles/energy-department-announces-137-million-investmentcommercial

-and-passenger-vehicle。 
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ショーン・キャスティン(D-IL)、デビッド・マッキンリー(R-WV)、アウムワ・アマタ・レードワゴン(R-A

S)、エディ・バーニス・ジョンソン(D-TX)の各下院議員は、重量物輸送、鉄道輸送、輸送、航空、化

学生産、鉄鋼・セメント生産、熱生産などの産業発生源からの排出を削減するイノベーションを促

進するために、2019年のクリーン産業技術法(H.R. 4230)を導入した。 この法案は、非炭素化が困難

なこれらのセクターにおける研究・実証プロジェクトを推進するために、新しい諮問委員会を設置するもの

である。 上院議員 シェルドン・ホワイトハウス(D-RI)、シェリー・ムーア・カピート(R-WV)、ジョー・マ

ンチン(D-WV)、コリー・ブッカー(D-NJ)、マイク・ブラウン(R-IN) は、同意法案(S. 2300)を提出した。 

勧告:議会は、高効率でゼロ・エミッションの長距離トラックを商業的に実現できるようにするた

めに、連邦政府が支援するRDD&Dを増やすべきである。 このプログラムには、規模での商業

化を妨げる可能性のある問題を、参加者(製造業者や潜在的な購入者を含む)がトラブルシュ

ーティングできるように、ロバストな実証とパイロット展開コンポーネントを含めるべきである。 

 

管轄：科学・宇宙・技術委員会 

 

構成要素:中大型車を含む先進技術自動車製造融資プログラムを拡大 

DOEが管理する先進技術自動車製造(ATVM)ローン・プログラムは、「燃費の良い先進技術車

両または認定部品を生産する米国の製造施設の再装備、拡張、または設置のための自動車

または部品製造業者への直接融資を提供する」ものである。331軽量車両技術のみが支援対

象であり、トラック、バス、およびその他の重量車両の脱炭素化のための先進技術は排除され

ている。 

2020年1月、ボビー・ラッシュ委員長(D-IL)は2020年のNO EXHAUST法(H.R.5545)を導入した。 NO 

EXHAUST法は、適格車両の定義を拡大し、中型乗用車を含む大型車を適格とする。デビー・ディンゲル下院

議員(D-MI)は、米国電化前進法(H.R. 5558)を導入した。これにより、ATVMプログラムを拡大し、ゼロ・エミッション

の大型車両が含まれるようになった。エネルギー商業委員会のクリーン未来法検討草案には、この文言も

含まれている。332 ジュリア・ブラウンリー下院議員(D-CA)は、ATVMを中型および大型車を含むZEV製造の

すべてのタイプに拡大し、融資申込者の財政的実行可能性要件を改革し、政府説明責任局(GAO)にATVM

の承認プロセスにおける障壁を特定するための調査を実施するよう指示した、先端技術車両製造プログラ

ム改革法(H.R. 5860)を導入した。 下院民主党のインフラ法案である「前進法」(H.R.2)は、適格車両の定義を

拡大し、大型車両(セクション33342)が含まれるようにした。 

 

勧告:議会は、ATVMプログラムを大型車両および中型乗用車に拡大すべきである。 議会は、本

報告書の「気候変動の緩和と気候に強靱なインフラのための資金調達を可能にし、加速させる」と題するセ

クションの提言に沿って、プロジェクトの適用と見直しを促進するための改革を検討すべきである。 

管轄：エネルギー商業委員会 
 

331 米国エネルギー省「先端技術自動車製造(ATVM)融資プログラム」、https://www.energy.gov/lpo/advanced-technology-vehicles-manufacturing-atvm-loan-program。
 2020年6月ア

クセス。  

332 
第442項「未来法のクリーン化」討議草案。 

https://www.energy.gov/lpo/advanced-technology-vehicles-manufacturing-atvm-loan-program
https://www.energy.gov/lpo/advanced-technology-vehicles-manufacturing-atvm-loan-program
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 よりクリーンで強靱な航空セクターの構築  

航空部門は、2019年の米国運輸部門のエネルギー関連二酸化炭素排出量の10%を占め、全エネ

ルギー関連のCO2排出量の4％近くを占める。333 COVID-19のパンデミックがほとんどの航空旅

行を停止する前、EIAは、追加的な政策措置がないと仮定すると、2019年から2050年までの間に

米国の航空部門の排出量が36%増加する可能性があると予測していた。334また、専門家は、追加

的な政策措置がなければ、2050年までに世界の航空旅行需要の増加が二酸化炭素排出量を3倍

にする可能性があると予測している。335 民間航空部門は、使用する燃料のエネルギー集約度、

航空機の安全性に対するプレミアム、排出量の増加予測を考えると、脱炭素化が最も困難な部門

のひとつであると考えられる。 この解決策は航空旅行を止めることではなく、むしろ連邦議会は、石油

ベースのジェット燃料に代わる選択肢を見つけ出し、より効率的な航空機を開発しようとしている米国のイ

ノベーターを支援する必要がある。 

 

航空機の完全な電動化は、技術的に可能であったとしても、何十年も先のことになるかもしれな

い。 短期的には、開発中で既に使用されている持続可能な代替液体燃料が、研究と革新への継続的なコ

ミットメントを伴い、伝統的なジェット燃料の消費を削減する上で最も有望であるかもしれない。 

 

米国は、国連の専門機関である国際民間航空機関(ICAO)に積極的に参加している。 ICAOは、2

020年以降の航空部門のカーボンニュートラルな成長を目指し、2020年から2020年までに航空部

門の二酸化炭素排出基準を策定した。336 この基準は、2028年1月1日からの337 すべての新型航

空機納入に適用され、また、2021年に始まる航空機運航事業者の国際線におけるカーボン・オフ

セット・削減スキーム(CORSIA)を設定した。338 連邦航空管理局(FAA)がICAOのプロセスで米国

を代表して米国の国際線事業者の二酸化炭素排出量のモニタリング、報告、検証プログラムを

管理しており、航空機運航事業者の国際線におけるカーボン・オフセット・削減を認証している。 

 

航空セクターもまた、気候変動の影響に適応し、重要な航空インフラがより極端な気象条件に耐え

ることができるようにしなければならない。 空港、特に沿岸や低地の空港は、海面上昇、洪水、そ

の他の気候変動の影響に対して脆弱である。 空港改修への投資が、激しい嵐、極端な暑さ、沿岸洪水

の頻発に直面する空港運営のレジリエンスを改善する可能性がある。 
 
 

333 Energy Information Administration, Annual Energy Outlook 2020 (January 2020).
 表19 エネルギー関連二酸化炭素 

最終用途別排出量(https://www.eia.gov/outlooks/aeo/tables_ref.php) 2020年6月アクセス。 
334 同上。 
335 Brandon Graver, Kevin Zhang, and Dan Rutherford, Commercial Aviation, 2018 (International Council on Clean Transportation, 2019)のCO2排出量 
336 国際民間航空機関(ICAO)、決議A39-2:環境保全に関連するICAOの政策及び慣行の継続に関する連結声明-気候変動(2016年)、https://www.icao.int/environmental protection/Documents/Resolution

_A39_2.pdf。 
337 ICAO「ICAO Council」、平成29年3月6日、https://www.icao.int/newsroom/pages/icao-council-adopts-new-co2-emissions-standard-for-aircraft.aspx。 2020年6月アクセス。 
338 ICAO「国際航空のための炭素オフセット・還元スキーム(CORSIA)」 
https://www.icao.int/environmental-protection/CORSIA/Pages/default.aspx. 2020年6月アクセス。 

https://www.eia.gov/outlooks/aeo/tables_ref.php
https://www.icao.int/newsroom/pages/icao-council-adopts-new-co2-emissions-standard-for-aircraft.aspx
https://www.icao.int/newsroom/pages/icao-council-adopts-new-co2-emissions-standard-for-aircraft.aspx
https://www.icao.int/environmental-protection/CORSIA/Pages/default.aspx
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以下の提言は、米国航空セクターの排出削減と、空港インフラの気候への影響に対する回復力を

高めるための国際的な取り組みを、議会がどのように発展させることができるかに焦点を当てたも

のである。 

 

構成要素: EPAに新型機と実用機のための科学ベースの温室効果ガス排出基準を設定さ

せる 

 

米国環境保護庁は、大気汚染防止法の第231条に基づき、新型および既存の航空機の温室効果

ガス排出基準を設定する権限を有している。339EPAは同法に基づいて、温室効果ガス排出が「特

定の航空機に使用されるある種のエンジンから」公衆衛生と福祉を危うくする大気汚染に寄与して

いることを明らかにした。 

これは温室効果ガス排出基準をめぐる将来のEPAのためのステージを設定することになっ

た。 ICAOプロセスの一環として、EPAは、米国の製造業者が航空機とエンジンを世界中で販売し続けるために、

少なくともICAO基準と同等の厳しい排出基準を公布しなければならない。 

 

しかし、ICAOの基準は技術を後追いしたものである。 平均的なサイズの民間航空機は、既にICA

Oの二酸化炭素排出要件を満たしており、2020年までに、新型航空機の平均効率はICAOの基準

よりも10%向上する。 国際クリーン輸送評議会は、「この基準は、2028年に完全に施行されても、新しい航

空機の燃費に影響を及ぼさないと予想される」と結論付けている。 

 

マイク・レビン下院議員(D-CA)は、H.R. 6606「クリーンスカイ法」を導入した。 この法案は、大気浄化

法の第231条に従い、EPAに対し、新型および実用機からの温室効果ガスの排出基準を設定するための規則

の最終決定を義務付けている。 また、この法案は、EPAに対し、ICAOが設定した最低基準と、より大

きな排出利益を達成するより厳しい基準について意見を求めるよう指示している。 

 

勧告:議会は、EPAに対し、大気汚染防止法の下で、ICAO基準よりも強力な新型および就航中の

航空機の温室効果ガス排出基準を公布する権限を使用するよう指示すべきである。 これらの基準

は、技術革新を促進するための技術的強制力であって、技術革新を後追いするものではなく、技術的強制

力であるべきであり、2050年までに経済全体で純ゼロ・エミッションを達成する必要性と整合的であるべきで

ある。 

 

管轄：エネルギー商業委員会 

 

構成要素:航空機排出量を削減するために、連邦政府が支援する研究、開発、

実証、配備を大幅に増加 

 

米国政府は、航空セクターの効率を改善し、新技術と持続可能な航空燃料を開発し、二酸化炭

素やその他の汚染物質の排出を削減するために、いくつかのプログラムに資金を提供している。 

ほとんどの場合、連邦政府の支出に見合う民間資金が動員されている。 
 

 
339 U.S.C.第7571条 
340 U.S. Environmental Protection Agency, Finding That Greenhouse Gas Emissions from Aircraft Cause or Contribute to Air Pollution That May Reasonably Be Anticipated to Endanger Public Health 

and Welfare; Final Rule, 81 Fed. レギュレーション 54422(平成28年8月15日) 
341 ICAO CO2基準、2018-2038(2018年10月)に基づく米国旅客機「クリーン輸送に関する国際評議会」 
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FAA、米国航空宇宙局(NASA)、国防省、運輸省、カナダ、EPAは、FAAの「代替ジェット燃料・環境

センター」 (ASCENT)に資金を提供している。ASCENTは、ワシントン州立大学とマサチューセッツ

工科大学が共同で主導する航空研究機関である。 ASCENTの主な目標のひとつは、「騒音の低

減、大気質の改善、気候への影響の低減、エネルギー効率の向上など、次世代航空輸送システ

ムの環境・エネルギー目標の達成」である。342 NASAの航空研究ミッション局は、低炭素推進シス

テムや軽量材料などの先進的な航空技術を探求している。343 FAAの「持続的低エネルギー・排

出・騒音(CLEEN)」プログラムは、産業界と協力してエンジン技術の改善、燃料使用の削減、持続

可能な代替ジェット燃料の開発に重点を置いている。 DOE バイオエネルギー技術局(BETO)も利

害関係者と協力し、航空用代替燃料の研究を行っている344。 

ショーン・キャスティン(D-IL)、デビッド・マッキンリー(R-WV)、アウムア・アマタ・レードワゴン(R-A

S)、エディー・バーニス・ジョンソン(D-TX)の各下院議員は、重量物輸送、鉄道輸送、輸送、航空、

化学生産、鉄鋼・セメント生産、熱生産などの産業発生源からの排出を削減するイノベーションを

促進するために、2019年のクリーン産業技術法(H.R. 4230)を導入した。 この法案は、非炭素化が困

難なこれらのセクターにおける研究・実証プロジェクトを推進するために、新しい諮問委員会を設置するも

のである。 上院議員シェルドン・ホワイトハウス(D-RI)、シェリー・ムーア・カピート(R-WV)、ジョー・マ

ンチン(D-WV)、コリー・ブッカー(D-NJ)、マイク・ブラウン(R-IN) は、同意法案(S. 2300)を提出した。 

ドン・ベイヤー下院議員(D-VA)は、騒音や排出物を低減するため、NASAの電動推進システムや

高度な機体コンセプトに関する研究を強化する、よりクリーナーで静粛な航空機法(H.R. 5450)を導

入した。 ベン・カーディン上院議員(D-MD)は、関連法案(S. 2837)を提出した。 

下院民主党の「前進法」(H.R.2)第10203条および第10204条は、FAAおよびＡＳＣＥＮＴにおいて、持

続可能な航空燃料研究への資金提供を認めている。 

勧告:連邦議会は、NASA、DOE、FAA、その他の関連機関において、持続可能な航空燃料、電化

推進システム、先端材料、よりエネルギー効率の高い航空技術に関する連邦RDD&Dへの資金を

増やすべきである。 

管轄：科学・宇宙・技術委員会 

構成要素:温室効果ガス排出量を削減する低排出航空技術と持続可能な航空燃料に対する

税制上の優遇措置と助成金の提供 

 

航空業界は、ICAOに対し、持続可能な航空燃料生産は「航空会社による広範な普及を可能にす

るレベルと価格で、航空の[二酸化炭素]排出量の点でゲーム・チェンジャーとなり、2050年目標34

5を達成する産業の主要な要因となる」と言っている。 

 

342 ASCENT-https://ascent.aero/.航空サステナビリティセンタ 2020年6月アクセス。 
343 米航空宇宙局(NASA)「航空研究: ARMDプログラム」(https://www.nasa.gov/aeroresearch/programs.) 2020年6月アクセス。 
344 米国エネルギー省バイオエネルギー技術局「航空燃料」 
https://www.energy.gov/eere/bioenergy/aviation-fuels. 2020年6月アクセス。 

345 ICAO「一連の措置と長期目標に関する産業界の見解」 第40回総会(2019年9月)、https://www.icao.int/Meetings/a40/Documents/WP/wp_194_en.pdf。 

https://ascent.aero/
https://ascent.aero/
https://www.nasa.gov/aeroresearch/programs
https://www.nasa.gov/aeroresearch/programs
https://www.energy.gov/eere/bioenergy/aviation-fuels
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ジェット燃料の真の代替としての役割を果たすためには、持続可能な航空燃料は、厳格な航空安

全基準を満たし、潜在的な直接的および間接的な温室効果ガス排出(土地利用による変化を含

む)を含め、ライフサイクルベースで測定された燃焼時の二酸化炭素排出量を大幅に削減し、大

量にコスト効率よく生産する必要がある。 民間航空会社は、燃料添加剤として少量の持続可能な航空

燃料を使用し始めている。 例えば、ユナイテッド航空は2019年に、ボストンに本拠を置くワールドエネルギ

ー社から2年間で最大1,000万ガロンの持続可能な航空用バイオ燃料を購入することに合意した346。 

 

持続可能な航空燃料開発者は、これらの代替燃料の生産を拡大するための支援を必要とするで

あろう。 持続可能な航空燃料は、税法40Aのバイオディーゼルおよび再生可能ディーゼル税控除の適用

を受けることができる。347  2019年12月20日、トランプ大統領は、2020年連結歳出法に署名した。この法案

は、期限が切れる2022年まで、税額控除を遡及的に延長した。348 

 

下院歳入委員会民主党による2020年グリーン法(H.R. 7330)では、2025年末まで40Aの税額控除

が認められている(201節)。 さらに、下院民主党は包括的なインフラ法案である「前進法」(H.R.2)を提出し

た。 本法案のセクション10201は、DOTが2021~2025年度に2億ドルの資金を供与し、航空機の温室効果ガス排

出量を削減するため、低排出航空技術の開発、実証、適用、または持続可能な航空燃料の生産、輸送、配

合、貯蔵のプロジェクトに対して、州政府、地方政府、空港、航空会社、その他の事業体に助成金を与える

か、費用分担協定を締結することを認めている。 

 

勧告:2022年に税額控除が失効する前に、議会は、ライフサイクル炭素集約度要件を含め、市

場の確実性を提供するために少なくとも5年間、持続可能な航空燃料税額控除を強化すべきで

ある。 議会は、持続可能な航空燃料税額控除と、より広範なバイオディーゼル税額控除とを分離すること

の潜在的な利点を考慮すべきである。 

 

勧告:議会は、ジェット燃料より炭素集約度の低い持続可能な航空燃料を開発、輸送、貯蔵する

プロジェクトを支援するために、DOT及び/又はDOEにおいて、新たな競争的グラント・プログラム

及び/又は費用分担プログラムを創設すべきである。 DOTとDOEは、グラント・プログラムの設計と実

施において、USDAおよびEPAと調整すべきである。 

 

管轄:歳入委員会、運輸・インフラ委員会、エネルギー・商業委員会 

 

構成要素:再生可能燃料基準または将来の連邦低炭素燃料基準の下での持続可能な航

空燃料に対する追加クレジットの提供 

 

既存のRFSでは、持続可能な航空燃料はバイオディーゼルよりもガロン当たりのクレジット数が少

ない。 同様に、California Low Carbon Fuel Standardsは航空輸送を対象としていないが、 
 

 
346 ユナイテッド航空、「ユナイテッド航空はバイオ燃料への業界をリードするコミットメントを拡大し、他の米国航空会社よりもバイオ燃料へのさらなる飛躍を目指す」2019年5月22日付https://hub.united.c

om/united-expands-commitment-biofuel-poweringflights-2637791857.html。 
347 26 U.S.C.§40A. 
348 Q, H.R. 1865, 「更なる連結歳出法, 2020」, 第116回議会 
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持続可能な航空燃料のユーザーは、選択してクレジットを取得することができる。 いずれのプ

ログラムも、現在、一定量の持続可能な航空燃料の生産または消費を義務付けていない。 

 

勧告:議会は、再生可能燃料基準を改正するか、または将来の連邦低炭素燃料基準を策定し、野

心的な排出削減基準を満たす持続可能な航空燃料に対するクレジット乗数を提供すべきである。 

これにより、燃料メーカーは、持続可能な航空燃料の生産を拡大するために、追加的な市場の確

実性と金銭的インセンティブを得ることができる。 

 

管轄：エネルギー商業委員会 

 

構成要素:連邦航空局の空港地上支援装置清掃グラント・プログラムを拡大 

 

2003年、連邦議会は、VISION 100-世紀の航空再認定法（Century of Aviation Reauthorization 

Act）を可決し、FAAのボランタリー・空港低炭素化(VALE)プログラムを制定した。 VALEは、国家大

気質基準(NAAQS)が未達成または維持されている地域に所在する商業サービス空港の大気汚染を削減す

るための自主プログラム349で、プログラムを通じて、空港は地上支援機器や車両を低排出技術またはクリ

ーン燃焼燃料に転換または置き換えるための助成金を申請することができる。 

 

「空港ゼロ・エミッション車両・インフラ・パイロット・プログラム」は、2012年に連邦議会が創設し

た、ゼロ・エミッション車両および燃料供給インフラの購入に関する空港改善プログラム・グラント

を提供する補完的なFAAプログラムである。 環境保護庁指定未達成地域に所在する空港では、

大気汚染物質の基準を満たす空港が優先的にグラント資金を受け取る。 2019年度、FAAは南カ

リフォルニアの空港に2件、総額350万ドルのグラントを供与した。 

 

下院民主党の「前方移動法」(H.R.2)第10202条は、FAAのVALEプログラムを、未達成地域や維

持管理地域だけでなく、すべての商業サービス空港に拡大している。 このプログラムでは、大気

質の悪化した地域の空港に対して、引き続き連邦政府からの資金提供を優先する。 さらに、セク

ション10102は、ゼロ・エミッション空港車両やインフラを含む空港排出削減プロジェクトに対する

追加資金を提供する。 

 

勧告:議会は、NAAQS達成区域外の空港や、大気汚染物質の基準だけでなく、温室効果ガス排出

量を削減または削減するプロジェクトへの資金を増やし、VALEの適用範囲を拡大すべきである。 

議会は、電気推進機の装備が無償援助の対象となることを確保すべきである。 

 

管轄：運輸・インフラ委員会 
 

 

 

 

 

 

349 8 Pub.
 L番号 108-176. 

350 連邦航空局「自発的空港低排出ガスプログラム(VALE)」 
https://www.faa.gov/airports/environmental/vale/. 2020年6月アクセス。 

351連邦航空局「空港ゼロエミッション車両・インフラパイロットプログラム空港」(https://www.faa.gov/airports/environmental/zero_emissions_vehicles/) 2020年6月アク

セス。 

https://www.faa.gov/airports/environmental/vale/
https://www.faa.gov/airports/environmental/zero_emissions_vehicles/
https://www.faa.gov/airports/environmental/zero_emissions_vehicles/
https://www.faa.gov/airports/environmental/zero_emissions_vehicles/


| ページ 

133 

 

構成要素:気候変動に対する国の空港のレジリエンスの改善 

気候の影響は、空港の施設や運営に様々なストレスを与える可能性がある。 激しい嵐は飛行機の

着陸や出発を遅らせる可能性があり、極度の熱は飛行機の離陸能力に影響を与える。352 また、全米で最

も忙しい47の空港のうち13の空港は、少なくとも1つの滑走路を海抜12フィート以内に有しており、特に高潮

や高潮による洪水に対して脆弱である。353 極端な熱は滑走路のような舗装された表面の熱膨張を引き起こ

し、寿命を低下させる。 業界リーダーは、空港がリスクアセスメントを実施し、緩和策を策定し、マスタープラ

ンに気候変動への耐性を考慮するよう勧告している354。 

下院民主党のインフラ法案第10101条「前進法」(H.R.2)は、2025年まで空港改善計画(AIP)の年間

資金を増額する。 セクション10102では、空港からの排出を削減したり、空港のレジリエンスを向上させるプ

ロジェクトのための追加資金を確保することになっている。 法案のセクション10103には、AIP資金の適格な用

途の中に空港気候耐性プロジェクトが含まれる。 

勧告:議会は、AIPへの資金を増額し、空港の気候変動への耐性評価とレジリエンス構築プロジェ

クトにAIP資金を利用できるようにするようFAAに指示すべきである。 連邦議会はまた、すべての空

港に対し、プログラム資金の適格性を維持するために、5年以内に気候リスク評価を完了するよう要求すべ

きである。 プロジェクトに対する連邦政府の支援は、強力な労働基準(Buy America/nおよびDavis-Baconの一

般的な賃金要件を含む)を満たし、労働、環境、公民権に関するすべての制定法を遵守し、関連する場合に

はコミュニティ給付協定およびプロジェクト労務協定に署名する受給者を条件とすべきである。 

管轄：運輸・インフラ委員会 

 

 国の鉄道ネットワークの拡大・維持・近代化  

貨物鉄道は、航空会社の旅行やトラックによる貨物輸送に代わる低炭素の輸送手段を提供する。 

米国鉄道貨物鉄道協会によると、鉄道輸送1トン当たりの輸送効率は、高速道路上のトラック輸送

よりも4倍高い。355 インターシティと旅客鉄道はまた、より多くの輸送選択肢を通勤者に提供し、高

速道路の渋滞と排気管の排出を削減するのに役立っている。 

構成要素:サービスを向上・拡大し、システムを気候に強靱なものにするために、連邦政府の

鉄道ネットワークへの資金提供を増やす 

 

米国は旅客鉄道への投資を増やし、便利で小型の航空機オプションとし、米国で最も忙しいインタ

ーステート鉄道の渋滞や排出を減らす必要がある。 
 

352 運輸研究評議会と国立研究評議会。
 気候変動が米国の運輸に与える影響の可能性:特別報告書290(全米アカデミー・プレス、2008年) 

353 米国地球変動研究プログラム「米国における気候変動の影響:第3次国家気候評価」 
(平成26年5月)第5章交通 

354 空港審議会「政策概要:空港の強靱性と変化する気候への適応」(2018年9月)  
355 米国鉄道協会「貨物鉄道が温室効果ガス排出削減に貢献」2019年4月、https://www.aar.org/wp-content/uploads/2018/07/AAR-Railroads-Greenhouse-Gas-Emissions.pdf、CSX「燃費」https://

www.csx.com/index.cfm/about-us/the-csx-advantage/fuel-efficiency/。 2020年6月アクセス。 

https://www.csx.com/index.cfm/about-us/the-csx-advantage/fuel-efficiency/
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しかし、これまでのところ、米国の旅客鉄道への投資は、中国や欧州の投資に追いついていない。 

2019年、中国は約8,500億元(1,250億ドル)の過去最高の鉄道投資を計画したと発表した。356 2020年1月、ド

イツと最大の鉄道事業者であるドイツ・バーンは、鉄道、駅、信号制御、電力供給の更新に向けて、今後1

0年間で860億ユーロを投資する契約に署名した。357 一方、米国の旅客鉄道システムは、驚異的な保守残

高に直面している。 2019年、アムトラックは「良好な修理状況」の残高が330億ドルを超えたと発表した。358 

 

2020年6月、下院民主党は包括的なインフラ法案である「前進法」(H.R.2)を提出した。これには、米

国の鉄道インフラを拡大・改善するためのいくつかの条項が含まれている。 セクション9102では、1

90億ドルの新たな旅客鉄道改善・近代化・拡張(PRIME)グラント・プログラムを策定し、修理、性能

の最適化、都市間鉄道旅客輸送の拡大を目的とした資金プロジェクトに資金を提供している。 高

速鉄道プロジェクトは、資金の対象となる。 同法案は、DOTに対し、地域計画を組み込んだプロジェク

ト、複数の州の支援を受けたプロジェクト、および/または温室効果ガスや大気汚染排出削減などの環境便

益を提供するプロジェクトの優先順位付けを指示している。 この法案(第9103条)はまた、旅客鉄道およ

び貨物鉄道プロジェクトに資金を提供する統合鉄道インフラ・安全改善(CRISI)グラント・プログラム

を5年間で70億ドルで再承認しており、これはFAST法のレベルの5倍以上にあたる。 法案第9104条

は、鉄道復興・改善融資(RRIF)プログラムを通じて鉄道インフラの開発に融資する直接融資および融資保証

を提供している。 米国の鉄道の多くは水路近くにあるため、セクション9106では、国立科学・工学・医学アカ

デミーが、気候変動の潜在的な影響を評価し、国立鉄道ネットワークに報告し、これらの影響を緩和する戦

略を特定するために、DOTに研究を後援するよう指示している。 

 

勧告:連邦議会は、鉄道ネットワークを良好な修理状態に変革し、維持するために十分な資金を

認可し、また、都市間、通勤者、高速旅客鉄道回廊を新設または改良し、渋滞を減らし、定時旅

客鉄道サービスを改善するべきである。また、鉄道インフラ・プロジェクトが、熱波や厳しさを増す

災害を含む気候変動の影響を説明することを確保すべきである。 プロジェクトに対する連邦政府の

支援は、強力な労働基準(Buy America/nおよびDavisBaconの一般的な賃金要件を含む)を満たし、すべ

ての労働、環境、公民権に関する制定法を遵守し、関連する場合にはコミュニティ給付協定およびプロ

ジェクト労務協定に署名する受給者であることを条件とすべきである。 

 

管轄：運輸・インフラ委員会 

 

構成要素:短線路の維持・更新に対する税額控除の延長 

 

600を超える短距離鉄道は、毎年4万7,500マイル以上の路線を提供しており、米国の貨物鉄道の

29%を占めている。359 これらの鉄道は、小都市や米国農村部の住民、農民、製造業者に、全国鉄

道網との重要なつながりを提供している。 
 

356 2019年1月21日付日経アジア評論「中国は鉄道支出が過去最高を記録し、景気刺激策を加速させている」。    
357 (2020年1月14日、ロイター)「老朽化した鉄道網の更新に860億ユーロを投資するためのドイツ」。 

358 Amtrak, Amtrak 5ヵ年インフラストラクチャー・アセット・ライン・プラン(2019年) 

359 American Short Line and Regional Railroad Association, "The Short Line and Regional Railroad Industry"、https://www.aslrra.org/web/About/Industry_Facts/web/About/Industry_Fa

cts.aspx?hkey=bd7c0cd1-4a93-4230-a0c2- c03fab0135e2で入手可能。 2020年3月アクセス。 

https://www.aslrra.org/web/About/Industry_Facts/web/About/Industry_Facts.aspx?hkey=bd7c0cd1-4a93-4230-a0c2-c03fab0135e2
https://www.aslrra.org/web/About/Industry_Facts/web/About/Industry_Facts.aspx?hkey=bd7c0cd1-4a93-4230-a0c2-c03fab0135e2
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2005年、連邦議会は、短線路の保守およびアップグレードに対する民間投資を促進するため、45

G短線路更生税額控除360を制定した。 米国短距離・地域鉄道協会は、税額控除により、連邦議会

の発足以来、短距離鉄道に40億ドルの投資が認められている。361 議会は2017年12月末に期限

が切れることを許可した。 

 

2019年1月、アール・ブルメナウアー下院議員(D-OR)とマイク・ケリー下院議員(R-PA)は、2019年

の超党派ビル鉄道アクセスと経済(BRACE)法(H.R.510)を導入し、45G税額控除を永続的に延長し

た。 2019年12月20日、トランプ大統領は、2020年連結歳出法に署名した。 この法案は、2022年末ま

でにショートライン更生税額控除を遡及的に延長した。362 

 

勧告:45Gの税額控除が2022年末に失効する前に、連邦議会は、修理と改良を容易にするため

に、税額控除を延長すべきである。 

 

管轄: 歳入委員会 

 

構成要素:国の鉄道ヤードの電化促進 

 

港湾と同様に、鉄道の敷地は、喘息発作を引き起こし公衆衛生を害する大気汚染の主要な原因と

なっている。 2018年、ロマリンダ大学公衆衛生学部は、カリフォルニア州の18の主要な貨物鉄道ヤードす

べての調査を発表し、運賃ヤードの汚染と喘息関連の救急室への子どもの訪問との関連を明らかにし

た。363 低所得者層のコミュニティと有色人種ののコミュニティは、機関車、荷役機器、鉄道ヤードにサービ

スを提供するトラックからの汚染に最も曝されることが多い。 

 

DOEの運輸電化プログラムは、EISAによって認可364 されており、電気輸送技術を展開するために

州政府や地方自治体などに競争的な補助金を提供している。 船舶の船側電化または陸上電化、トラ

ック駐車場の電化、空港地上支援設備の電化、電気荷役設備、電気またはデュアルモードの鉄道365などを

支援している。 

 

勧告:連邦議会は、DOEの既存の運輸電化プログラムを通して、機関車やクレーンなどの荷役機

器の電化に焦点を当て、鉄道ヤードでのイノベーションを促進するチャレンジ・グラント・プログラ

ムを確立すべきである。 議会は、大気汚染に不釣り合いにさらされている環境司法コミュニティやその

他のコミュニティにある鉄道ヤードへの資金提供を優先すべきである。 

 

管轄：エネルギー商業委員会 

 

360  26 U.S.C.§45G 
361 American Short Line and Regional Railroad Association, “The Short Line Tax Credit (45G),” https://www.aslrra.org/web/Advocacy/45G_Tax_Credit/web/Advocacy/New_Advocacy/Short_Li

ne_Tax_Credit.aspx?hkey=5 5c93c8b-a377-49f0-9669-f5d5b36d83e2. 2020年6月アクセス。 
362  H.R. 1865、「更なる連結歳出法、2020年」、第116回連邦議会、第112条。 
363 Rhonda Spencer-Hwang, et al, “Association of major California freight railyards with asthma-related pediatric emergency 
診療科受診」「予防医学報告13(2019年3月):73-39. 

364 42 U.S.C.§17011。 
365 同上。 

https://www.aslrra.org/web/Advocacy/45G_Tax_Credit/web/Advocacy/New_Advocacy/Short_Line_Tax_Credit.aspx?hkey=55c93c8b-a377-49f0-9669-f5d5b36d83e2
https://www.aslrra.org/web/Advocacy/45G_Tax_Credit/web/Advocacy/New_Advocacy/Short_Line_Tax_Credit.aspx?hkey=55c93c8b-a377-49f0-9669-f5d5b36d83e2
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 クリーンで強靱な海運セクターの構築  

港は、貨物や旅客の移動の中心であり、米国のグローバルな競争力と経済的繁栄に不可欠であ

る。 入国港で船舶を積み降ろすために使用される貨物輸送やディーゼル駆動機器は、重大な窒素酸化物、

微粒子、二酸化炭素を発生する。 また、船舶自体も大気汚染の原因となっている。 国際海事機関(IMO)

は、2019.年の米国運輸部門のエネルギー関連二酸化炭素排出量の4%を国内および国際海運が占め

ると予測している366 が、行動が取られない場合、2050年までに世界の海運部門の排出量は総排出量

の18%に達する可能性があると予測している。367低所得コミュニティとカラーのコミュニティは、港の近くに

住んでおり、港からの汚染に不釣り合いにさらされていることが多い。 

 

IMOは、船舶が資本集約的で長寿命であることから、2050年までに世界の温室効果ガス排出量を

2008年比で少なくとも50%削減することを約束している。368 船舶は資本集約的で長寿命だったた

め、世界海運フォーラムのゼロ到達連盟は商業的に運転可能なゼロエミッション船舶が遅くとも20

30年には市場投入されることが2050年目標に間に合わせるために必要だと予測している。 369 

 

世界海運協議会は、「主として、あるいは実質的に化石燃料に依存する世界的な船」は、2050年と

いう野心的な目標を達成することができないと明言している。370 解決策を見出すにあたり、世界を

リードするために、米国は、低炭素の海運用燃料および推進システムを開発・展開するための連

邦政府の調整された戦略を実施する必要がある。 米国はまた、海面水位の上昇やより頻繁な深刻

な沿岸嵐に直面して、よりクリーンな空気とより信頼性の高い作戦を推進するために、米国の港湾の電

化と回復力に投資する必要がある。 そのような努力は、ブルーエコノミーを強化し、熟練した海運労

働力を活用する機会を与えてくれる。 

 

EPAは、大気汚染防止法に基づき、大気汚染に「公衆衛生や福祉を危うくすることが合理的に予

想される」排出量が影響する場合、非道路用エンジンや舶用エンジンを含む非道路用車両の温

室効果ガス排出基準を設定する権限を有している。371環境にコミットした新大統領がこの権限を

行使することができる。 以下の提言は、米国の海洋・海運セクターにおいて、汚染削減と気候回復力の

両面で、議会がさらなる進展を促すことができる場所に焦点を当てたものである。 
 

 

 

366 Energy Information Administration, Annual Energy Outlook 2020 (January 2020). 表19 エネルギー関連二酸化炭素 

最終用途別排出量(https://www.eia.gov/outlooks/aeo/tables_ref.php) 2020年6月アクセス。 
367 David S. Lee et al., Manchester Metropolitan University, "Shipping and Aviation Emissions in the Context of a 2℃排出経路", 2013, http://www.cate.mmu.ac.uk/wpcontent/uploads/2013/03/

Shipping_and_aviation_emissions_and_2_degrees_22032013.pdf. 
368 国際海事機関「国連機関、船舶の気候変動対策を採択」(2018年4月13日) 入手可能 

http://www.imo.org/en/MediaCentre/PressBriefings/Pages/06GHGinitialstrategy.aspx. 
369 世界海洋フォーラム「ゼロ・コアリションに向けて」https://www.globalmaritimeforum.org/getting-to-zero-coalition。 2020年3月アクセス。 
370 Testimony of John W. Butler, World Shipping Council, Before the Subcommittee on Coast Guard and Maritime Transportation o f the Committee on Transportation and Infrastruct

ure, U.S. House of Representatives, “The Path to a Carbon-Free Maritime Industry: Investments and Innovation,” 116th Congress (January 14, 2020). 
371 22 U.S.C.第7547条 

https://www.eia.gov/outlooks/aeo/tables_ref.php
http://www.imo.org/en/MediaCentre/PressBriefings/Pages/06GHGinitialstrategy.aspx
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構成要素:海運部門の排出削減のために、連邦政府が支援する研究、開発、実

証、配備を大幅に増加 

 

旅客フェリーのような一部の海上船舶は、比較的軽量で、移動距離が短く、一定のルートであるた

め、化石燃料の代わりに電池電気技術を利用できる。 貨物船のような他の船舶は、あまりにも重く、海

を超えて移動する距離が大きいため、今日の技術の制約の中では電化は不可能である。 産業界は、全て

の船型のゼロエミッションソリューションを特定するために、さらなる研究開発が必要である。 

 

DOTのMETAプログラムは、海事局(MARAD)が管理する「海洋環境・技術援助プログラム」で、

「海洋産業環境の持続可能性を向上させる新たな技術、実証、プロセスの研究、実証、開発を推

進している」。372RDD&Dでは、主に水生侵入種の輸送を防止し、船舶や港湾の大気排出を削減

することに重点を置いているが、船舶の代替電源としてのバイオ燃料や燃料電池の研究も行って

いる。 

 

2020年6月、エドワード・マーキー上院議員(D-MA)は、「拡大海洋環境技術援助プログラム法」

(S. 4025)を導入した。これは、METAプログラムに300万ドルを追加拠出し、ゼロエミッション港

湾技術および船舶技術の研究を許可するものである。 

 

勧告:議会は、米国の海運部門と港湾の炭素削減を最優先課題とするために、METAへの資金を

増やすべきである。 MARADは、METAを用いて革新的な船体設計、先進的な推進システムと材

料、代替液体燃料、その他のゼロエミッション船技術の研究を行うことができる。 

 

管轄：運輸・インフラ委員会、科学・宇宙・技術委員会 

 

構成要素:低炭素輸送燃料が再生可能燃料基準または将来の低炭素燃料基準の下でクレジ

ットの対象となることを保証する。 

 

海を横断して航行する大型船舶の電化は、技術的に不可能であるか、費用が法外であることが証

明される可能性がある。 その結果、低炭素液体燃料は、他の技術的進歩と組み合わせて、海洋

部門の非炭素化に重要な役割を果たす可能性がある。 現在、外航船舶で使用されている再生可

能燃料は、RFSに基づくクレジットの対象とはならない。 

 

勧告:議会は、資格を有する船舶用燃料がすべての適用基準を満たしていると仮定して、RFSまた

は将来の低炭素燃料基準に基づくクレジットの対象となることを確保すべきである。 

 

管轄：エネルギー商業委員会 
 

 

 

 

 
372 米国運輸省海事局「海洋環境技術協力プログラム」(https://www.maritime.dot.gov/innovation/meta/maritime-environmental-and-technical-assistance-metaprogram)

 2020年6月アクセ

ス。 

https://www.maritime.dot.gov/innovation/meta/maritime-environmental-and-technical-assistance-meta-program
https://www.maritime.dot.gov/innovation/meta/maritime-environmental-and-technical-assistance-meta-program
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構成要素:港湾電化の促進、港湾運営からの排出削減、洋上風力開発のための港湾の改良

のためのグラントの提供 

 

船舶が港に入港し、ディーゼルエンジンを運転し続けると、スモッグを形成する窒素酸化物や喘

息発作などの呼吸器障害を引き起こす微粒子など、深刻な大気汚染を引き起こします。 これらの

港の近くにあるコミュニティ—多くの場合、環境正義コミュニティ—は、この大気汚染の影響を受けている。 

 

船舶は、陸上電力を使用して、地域の電力系統に接続し、冷間アイロンと呼ばれるプロセスであ

る停泊中に補助エンジンの電源を切ることができる。 EPAは、陸上電力に接続すれば、空気中への

排出を最大98%削減できると推定している。カリフォルニアでは港に入っているコンテナ船、旅客船、冷蔵

貨物船から排出されるディーゼル粒子状物質、窒素酸化物を減らすルールを実践した。 

カリフォルニア州は、陸上電力にアクセスすることが、規則を遵守するための最も一般的な方法であると予

測している。374 

 

米国海軍は、数十年にわたって陸上電力を使用してきたが、ほとんどの商業港湾では、岸壁にあ

る船舶に陸上電力を供給するための適切なインフラが整備されていない。 陸上電力の設置に対す

る主要な障壁としては、新たな陸上インフラの設置や、新たな負荷に対応するための送電網の改良にかかる

初期投資、および船舶改造が挙げられる。375商業港湾のいくつかは、陸上電力インフラに投資しているが、

船舶の接続促進には苦戦している。 多くの場合、物流上およびコスト上の障壁は、船舶が陸上電力

を利用することを妨げる可能性がある。 財政的または規制上のドライバーがいない場合、これら

の船舶は、たとえそれがより容易に利用可能になったとしても、陸上電力にプラグインするインセ

ンティブを引き続き欠いている可能性がある。 

 

議員は、港湾排出量を削減する複数の法案を提出した。 2019年米国運輸インフラ法(S. 2302)の

上院環境公共事業委員会で可決された運輸法案には、大型商用車を含む港湾運行に焦点を当

てた港湾電化の進展や効率の改善を通じたものを含め、アイドリングトラックからの港湾関連排

出を削減するプロジェクトの試験、評価、展開のための調整と資金提供のための3億7,000万ドル

が含まれている。 

 

スザンヌ・ボナミシ下院議員(D-OR)とドン・ヤング下院議員(R-AK)は、港湾インフラを含む海洋エ

ネルギーインフラの非炭素化に向けた措置を講じる水力研究開発法(H.R. 6084)を導入した。 同

法案は、エネルギー・運輸・商務省に対し、海運・インフラ部門における海洋エネルギー技術の利

用に関する調査を実施するよう指示している。 

 

2020年5月、ナネット・ディアス・バラガン下院議員(D-CA)は、気候スマートポート法(H.R.7024)を導

入した。同法は、炭素と有害大気汚染を削減するため、年間10億ドルの港湾インフラ・プログラム

を創設するものである。 このプログラムでは、ディーゼルを燃焼させる荷役装置、荷役車、その他の設備

をゼロ・エミッションの設備と技術に置き換え、ドッキングされた船舶のための陸上電力と新しい設備のため

の充電ステーションを設置し、港湾のマイクログリッドに資金を提供し、実施する。 

 

373 米国環境保護庁「陸上電力技術:米国港湾における評価」(2017年3月)  
374 California Air Resources Board, “Shore Power for Ocean-going Vessels,” https://ww3.arb.ca.gov/ports/shorepower/background/background.htm. 2020年6月アクセ

ス。 

375 U.S. Environmental Protection Agency, Shore Power Technology: Assessment at U.S. Ports (March 2017). 

https://ww3.arb.ca.gov/ports/shorepower/background/background.htm
https://ww3.arb.ca.gov/ports/shorepower/background/background.htm
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港湾労働者を自動化から保護するための強力な労働規定、プログラムを通して資金提供された労

働に対する一般的な賃金を要求し、労働組合と現地雇用の利用を奨励する。 上院議員 ジェフ・マー

クリー(D-OR)、 ロンン・ワイデン(D-OR)、 コリー・ブッカー(D-NJ)、 エリザベス・ウォーレン(D-MA)、 マーチン・

ハインリッヒ(D-NM)は同意法案を提出した。 下院民主党は、包括的インフラ法案「前進法」(H.R.2)のセ

クション25002に、気候スマートポート法の年間5億ドルを含めた。 

 

2020年6月、リサ・ブルント・ロチェスター下院議員(D-DE)は、2020年港湾行動計画法(H.R. 7304)を

導入した。同法は、米国の港湾における温室効果ガス排出量や他の大気汚染物質を削減するた

めの気候行動計画を策定し、実施するよう、港湾当局や州、地方、部族政府にインセンティブを与

えるため、EPAに競争的なグラントプログラムを設定するものである。 同法案は、EPAに対し、(1)港湾

における温室効果ガス排出削減のための地域アプローチの採用、(2)港湾近郊のコミュニティや環境司法コ

ミュニティとの協力による気候行動計画の策定、(3)車両、設備、船舶からのオフサイト大気汚染物質の削

減など、港湾施設を超えた利点を有するグラント申請の優先順位付けを指示している。 

 

排出量の削減に加えて、港湾当局は、成長する洋上風力産業にサービスを提供するために、イン

フラを改善するか、新しい設備を購入する必要があるかもしれない。 ブレード、ナセル、タワー、基礎

を含む洋上風力の構成要素は、大型で重量がある。 組立・保管区域は、高い耐荷力を有していなければな

らず、港湾当局は、特別な設備を取得し、配送、保管、設置、保守、およびサービスのために新たなスペー

スを確保しなければならない場合がある376。 

 

勧告:議会は、DOTおよび/またはEPAのグラント・プログラムのための資金を増やすべきである。

その目的は、(1)港湾でのディーゼル車両、ドレージトラック、その他の機器の改修または交換を支

援すること、(2)鉄道アクセスを改善し、船舶から陸上への電力供給を支援するために、国内の港

湾および港湾を改良すること、(3)洋上風力開発を提供するための沿岸港湾インフラを整備するこ

とである。 優先順位は、大気汚染に不釣り合いにさらされている環境司法コミュニティやコミュニティにおけ

る有害な排出を削減するプロジェクトに向けられるべきである。 プロジェクト開発者は、計画プロセスの

早い段階で、港近辺のコミュニティの代表者を参加させるべきである。 

 

勧告:「クリーンな車両と燃料の導入による重量トラックとバスからの汚染の削減」と題された本報

告書のセクションで詳述されているように、議会は、港湾で稼働する重量物設備からの排出を削

減するために、EPAクリーンディーゼル国家グラント・プログラムとDOE運輸電化プログラムへの資

金を大幅に増やすべきである。 議会は、(a)(6)(A)項を修正し、DOEの輸送電化プログラム補助金の適用範

囲を拡大し、ドレージトラックを含む港湾の地上支援設備を含めるべきである。 

 

勧告:連邦議会は、船舶が利用可能であり、可能であれば、陸上電力に接続することを義務付ける

法律を作成することを検討すべきである。 

 

すべての勧告に対して、プロジェクトに対する連邦政府の支援は、強力な労働基準(Buy America/

nおよびDavis-Baconの一般的な賃金要件を含む)を満たす受給者であることを条件とすべきであ

り、 
 

 

376 Kinetik Partners, Prepared for Maryland Energy Administration, Analysis of Maryland Port Facilities for Offshore Wind Energy Services (December 2011). 
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すべての労働法、環境法、公民権法を遵守し、関連する場合にはコミュニティ給付協定およびプロ

ジェクト労務協定に署名するものとする。 

 

管轄:運輸・インフラ委員会、エネルギー・商業委員会 

 

構成要素:旅客フェリーの電動化資金の提供 

 

フェリーは電動化の理想的な候補である。 それらは、短く固定された経路を移動する傾向があるので、

バッテリーは、その移動の長さの間、容器に電力を供給することができる。 また、乗客の荷物を積み降ろす

ために、定常的に港に停車し、十分な時間をかけて充電できるようにしている。 ワシントン州は2019年12

月、ディーゼルフェリーから電気ハイブリッドフェリーへの転換、144両用電気フェリーの建設を発表した。377 

 

電気旅客フェリーは、ディーゼルフェリーよりも先行投資コストが高い傾向があるが、船舶の寿命

期間中の運航コストは低い。378 

 

下院民主党の包括的インフラ法案「前進法」(H.R. 2)は、フェリーボートおよび関連インフラに対す

る資金供与を50%増加させている(セクション1208)。 2915条は、DOTがゼロかまたは低排出型旅客フェ

リーの助成を行うことを認めている。 

 

勧告:議会は、フェリー電化と必要な陸上充電インフラの設置を支援するDOTプログラムへの資金

を増やすべきである。 プロジェクトに対する連邦政府の支援は、強力な労働基準(Buy America/nおよびD

avis-Baconの一般的な賃金要件を含む)を満たし、労働、環境、公民権に関するすべての制定法を遵守し、

関連する場合にはコミュニティ給付協定およびプロジェクト労務協定に署名する受給者を条件とすべきで

ある。 

 

管轄：運輸・インフラ委員会 

 

構成要素:エネルギー効率の良い洋上風力補修船を連邦融資保証の対象とする 

 

1936年商船法に基づく連邦船舶融資プログラム(通称「第XI号」)は、「米国商船・米国造船所の

成長と近代化を促進するための米国政府による完全な信頼と信用保証」を規定しており、379

年プログラムは、奨励するために長期低利債務返済保証を提供している。 

米国の船主は米国の造船所から新造船を購入する。 

 

国際エネルギー機関は、世界の洋上風力発電容量が今後20年間で15倍に増加し、1兆ドル規模

の産業に成長すると予測している。 
 

377 ワシントン州政府 ジェイ・インズリー「ハイブリッドフェリーによるクリーン輸送の推進」2019年12月19日、 

https://www.governor.wa.gov/news-media/clean-transportation-advances-hybrid-electric-ferries. 

378 Peter Bryn, ABB Marine and Portsの証言、米国下院運輸・インフラ委員会の海上保安・海上輸送に関する小委員会の前に、「無炭素海洋産業への道 :投資とイノベーション」、第116回会議(202

0年1月14日)。 
379 米国海事局「連邦船舶融資プログラム(第XI編)」、https://www.maritime.dot.gov/grants/titlexi/federal-ship-financing-program-title-xi 2020年6月アクセス。 
380 国際エネルギー機関、Offshore Wind Outlook 2019(2019年11月) 

https://www.governor.wa.gov/news-media/clean-transportation-advances-hybrid-electric-ferries
https://www.maritime.dot.gov/grants/title-xi/federal-ship-financing-program-title-xi
https://www.maritime.dot.gov/grants/title-xi/federal-ship-financing-program-title-xi
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アメリカ合衆国が持つ巨大な洋上風力エネルギー容量は、適切な政策をもって、その軌道の一部

となるであろう。 米国の洋上風力発電能力を利用することは、関連機器や船舶の国内生産の新たな機会

を生み出す。 ブレード、ナセル、タワー、基礎などの洋上風力部品は、大型で重量があり、運搬、設

置、保守、サービスのために特殊な船舶を必要とする場合がある。 

 

勧告:連邦議会は、成長する洋上風力産業にサービスを提供するために必要な船舶の製造を奨励

するために、風力タービン設置船を含めるために、第XI編融資保証プログラムを修正すべきであ

る。 これらの船舶は、国際海事機関のエネルギー効率設計指数(EEDI)基準を満たすべきである。 EEDI基準

では、新造船は、船型と船型に基づいて、基準船の船舶の船腹1マイル当たりの最低エネルギー

効率基準を満たすことが義務付けられている。 エネルギー効率基準は、5年ごとにより厳しくなり、

381年となります。 

 

プロジェクトに対する連邦政府の支援は、強力な労働基準(Buy America/nおよびDavis-Baconの

一般的な賃金要件を含む)を満たし、労働、環境、公民権に関するすべての制定法を遵守し、関連

する場合にはコミュニティ給付協定およびプロジェクト労務協定に署名する受給者を条件とすべき

である。 

 

管轄：運輸・インフラ委員会 

 

構成要素:気候影響に対する国の港湾のレジリエンスの向上 

 

国の港湾は、グローバルなサプライチェーンの重要な結節点であり、テロ攻撃、沿岸暴風雨、COV

ID-19のパンデミックなど、人為的・自然的な混乱に直面しても、事業の継続性を維持することが不

可欠である。 海面上昇、洪水、高潮、強風などの気候関連の影響の中には、港湾の崩壊に対す

る米国の港湾の回復力の脅威が増大している。382 米国の港湾の崩壊に対する回復力は、土地

や水辺の活動のための強固な物理的インフラの維持、迅速な対応と復旧を確保するための緊急

時の調整と通信のための高度な計画に依存している。383.例えば、スーパーストーム・サンディは、

ニューヨーク港とニュージャージー港の多くの重要施設を浸水させた。また、ハリケーン発生後数

週間にわたり、貨物の流用がサプライチェーンを混乱させた結果、物流のボトルネックが生じた。38

4.国立海洋大気局(NOAA)の支援を受けて、港湾運営管理者のグループが2016年に発行した「ポ

ートレジリエンス指数」は、米国の港湾の回復力を高めるための重要な考慮事項を特定している。 

これらの考慮事項には、高度な利害関係者調整計画、港湾インフラおよび資産の総合的な危険

性評価が含まれる。385 

 
381国際海事機関「大気汚染、エネルギー効率、温室効果ガス排出量 :エネルギー効率対策」http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/PollutionPrevention/Air Pollution/Pages/Technic

al-andOperational-Measures.aspx 2020年6月アクセス。 
382 Regina Asariotis, Hassiba Benamara, and Viktoria Mohos-Naray, UNCTAD Research Paper No. 18「気候変動の影響と適応に関する港湾産業調査」(国連貿易開発会議、2018年12月) 

383 National Cooperative Freight Research Program, Report 30, Making U.S. Ports Resilient as Extended Intermodal Supply Chain s (全米科学技術医学アカデミー、2014) 
384 同上 
385 Lauren L. Morris and Tracie Sempier, Ports Resilience Index: A Port Management Self-Assessment (ポートレジリエンス専門委員会、2016)、http://masgc.org/assets/images/Ports_resilience_index.pd

f。 

http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/PollutionPrevention/AirPollution/Pages/Technical-and-Operational-Measures.aspx
http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/PollutionPrevention/AirPollution/Pages/Technical-and-Operational-Measures.aspx
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「ハーバーメンテナンス税」は、米国陸軍技術者部隊(USACE)の沿岸部での運航・整備(しゅんせ

つ船の水路、離岸の補修など)に充てるために、荷主から徴収される使用料である。 コロナウイル

ス支援、救済、経済安全保障(CARES)法の一環として、議会は、HMTFの前年の歳入の支出を可能にする

ために、港湾維持信託基金(HMTF)の裁量的支出限度額を調整した。これは、水辺の港湾インフラの改善

を支援するために、2021年度に17億ドルを超えるHMTFの支出を保証するものである。386、議会は、HMTF

で利用可能な90億ドル以上の資金を完全に開放し、これらの投資が、海面上昇やより激しい沿岸嵐など

の気候の影響に耐え得る港湾インフラに結びつくことを保証する必要がある。 議会は、水辺港湾インフラ

へのHMTF支出に加えて、将来の水資源開発法を通じて、米国の港湾の気候耐性を向上させるための

追加的な投資も行うことができる。 緩和フレームワーク・リーダーシップ・グループ(MitFLG)のような連邦政府

間機関は、米国の港湾への気候変動に強い投資のための連邦政府の統一的な枠組みを調整するのに役立

つ可能性がある。これには、脆弱性評価や個々の港湾の適応計画に関するガイダンスが含まれる。 

 

運輸・インフラ委員会議長のピーター・デファジオ(D-OR)、委員会のランキングメンバーの サム・

グラーベス(R-MO)、水資源・環境に関する小委員会の委員長の N・ナポリターノ(D-CA)、小委員

会のRankingメンバーの ブルース・ウェスターマン(R-AR)、 マイク・ケリー下院議員(R-PA)は、HM

TF支出を、全体的な裁量的支出上限の範囲内で考慮から完全に免除することにより、HMTFを最

大限に活用して、資金が連邦政府に認可された港湾を支援し、維持するために使われることを確

実にすることを可能にする、港湾整備信託基金法(H.R. 2440)を導入した。 下院民主党のインフラ

法案第21003条「前進法」(H.R.2)には、この条項が含まれている。 

 

勧告:連邦議会は、ハーバー・メンテナンス信託基金に十分な資金を提供し、米国の港湾の回

復力を高めるプロジェクトに料金を支払うことを引き続き認めるべきである。 

 

勧告:議会は、水辺インフラ改善のためのHMTF支出を含め、米国の港湾への将来の投資が、長

期的な気候回復力を優先することを確保すべきである。 連邦議会は、海面上昇、より頻繁な深刻

な沿岸暴風雨、その他の気候変動の影響の影響に備えて港湾を整備するため、連邦政府の投資

の実施と優先順位付けを調整するために、MitFLGのような既存の連邦政府機関を指揮すべきで

ある。 プロジェクト・ディベロッパーは、計画プロセスの早い段階で、港湾コミュニティの代表者を参

加させるべきである。 

 

管轄：運輸・インフラ委員会 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

386 コロナウイルス支援・救済・経済安全保障(CARES)法、パブL第116-136号、セクション 14003. 
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建物の脱炭素化は、実質的な経済的機会と複雑な課題の両方をもたらす。 全国には約1億2,50

0万戸の住宅と500万戸の商業ビルがあり、これらの建物は年齢、構造、効率の点で大きく異なり、

膨大な電力を使用している。387 

居住用・商業用建築物は米国の販売電力量の約4分の3、米国のエネルギー使用量の約5分の2

を占める。388 、同時に、既存の建築物を改修することは、炭素排出量とエネルギー費用を削減し

つつ、地元の雇用を創出する重要な機会である。 

 

2019年には、エネルギー効率化産業は238万人近くの米国人を雇用し、2020年にはさらに3%増加

すると見込まれていた。389しかしながらCOVID-19のパンデミックによる経済的影響により、2020

年3月と4月だけで40万人以上のエネルギー効率関連の雇用が失われた。390 議会は、数百万人

の米国民が働き、エネルギーコストを削減し、家族や企業のエネルギー耐性を高め、経済復興の

取り組みにおける建物の効率化と炭素削減を支援し、今後数十年間にわたって炭素汚染を大幅

に削減することができる。 この部門を非炭素化するために、米国は、建築物を暖房するエネルギーから

建築材料自体に至るまで、すべての新築建築物を可能な限りクリーンにし、既存の建築物をより効率的に

するために改修する必要がある。 建築物からの汚染を削減するための国の取り組みは、米国のすべての

郡で建設雇用を創出するであろう。 

 

米国には、数百万の建物に責任を負う意思決定者が多様で分散しているため、インセンティブ、

技術支援、会議を通じて、連邦政府は最大の影響力を提供している。 例えば、建築基準法は、エネ

ルギー効率を含め、新築建築物の建築に関する最低限の要件を規定している。 連邦政府は、新しい規制

を作成する合意形成プロセスに関与しているが、州および地方自治体は、特定のタイプの自然災害や地域

の気候に対するリスクなど、それぞれの固有の状況に基づいて、どの規制案を採用し、実施するかを決定

する。 既存の建築物については、更新された建築基準法はあまり関連性がなく、個々の建築物所

有者とテナントは、それぞれ建築物の改良とエネルギー利用について決定を下す。 気候危機行

動計画は、個人にトップダウンのマンデートを課すのではなく、地元の管轄区域や個人が建物を

よりクリーンにするのを助けるための金銭的インセンティブと技術的支援を提供することに焦点を

当てている。同時に、連邦政府の建物在庫の目標と要件を例示的に主導することにも焦点を当て

ている。 

 

米国の建築部門の炭素削減に加え、連邦政府は、米国の住宅や企業の気候耐性を確保するた

めの支援を行わなければならない。 「気候変動の影響に対して米国のコミュニティをより強靱にする」と題

する報告書の章には、本セクションで詳述するエネルギーや排出削減措置と並行して、議会が実施しなけれ

ばならない包括的な政策が含まれている。 

 
387 Pacific Northwest National Laboratory, “Buildings-Grid Integration,” https://bgintegration.pnnl.gov. 2020年6月アクセス。  

388 Energy Information Administration、Monthly Energy Review(2020年5月)、表7.6: Electricity End Use、表2.1:部門別エネルギー消費量。 
389 National Association of State Energy Officials and Energy Futures Initiative、2020年米国エネルギー雇用報告書 
(全米エネルギー関係者協会、2020年) 

390 E2「クリーンエネルギーとCOVID-19経済危機:2020年4月の影響分析」https://e2.org/reports/clean-jobs-covideconomic-crisis-april-2020 2020年6月アクセス。 

省エネ・ゼロエミッションを目指した住宅・事業の建

築・更新 

https://e2.org/reports/clean-jobs-covid-economic-crisis-april-2020
https://e2.org/reports/clean-jobs-covid-economic-crisis-april-2020
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建築物はコミュニティの基盤を形成するため、連邦議会は、以下に述べる政策を策定する際に、

インクルーシブなステークホルダー・プロセスを実施し、低所得コミュニティの代表や有色人種のコ

ミュニティから意見を求めるべきである。 

 

 新築・既設建物の省エネルギー  

建築部門では、照明、暖房、冷房、換気、暖房水、その他の機器の運転に多くのエネルギーを必

要とする。 エネルギー効率化技術の展開を遅らせる要因には、エネルギー効率改善への投資の先行

コスト、所有者と賃貸人へのインセンティブの分配、エネルギー価格設定と電力料金設計におけるエネ

ルギー効率の過小評価など、いくつかの要因が集中している。 これらの障壁を克服するためには、

地方、州、連邦の政策が協力して、既存建物のエネルギー効率改善や、エネルギー効率の良い

新築工事の環境的・経済的可能性を開拓する必要がある。 

 

構成要素:住宅所有者のエネルギー効率化投資に対するインセンティブを提供する 

 
住宅所有者によるエネルギー効率改善への投資は、炭素排出量とエネルギー料金を削減するこ

とにつながる。 しかしながら、これらの利点にもかかわらず、住宅所有者は、しばしば、これらの改良に投資

するための資金準備をもたないかまたは料金体系からの十分なインセンティブを有していない。 この問題に

対処するため、議会は、既存および改装された住宅におけるエネルギー効率の良い暖房、冷房、給湯お

よびエネルギー効率の良いドアおよび窓に対する住宅所有者投資に対するセクション25Cの税額控除を制

定したが、議会は、この税額控除を2017年末に失効させた。391 2019年12月20日、トランプ大統領は、2020

年連結歳出法に署名した。 この法案は、2020年まで、セクション25Cの税額控除を遡及的に延長した。392 

 

ジミー・ゴメス下院議員(D-CA)、マイク・ケリー下院議員(R-PA)、マギー・ハッサン上院議員(D-NH) 

およびスーザン・コリンズ上院議員(R-ME) は、住宅省エネ法(H.R. 4506/S. 2588)を導入した。これにより、2

026年までの住宅所有者のエネルギー効率改善投資に対するセクション25C税額控除が延長され、税額

控除の価値が設置コストの15%に増加し、税額控除の耐用年数の上限が引き上げられ、資格要件が更

新される。 下院歳入委員会の2020年民主党グリーン法(H.R.7330)のセクション301にも同様の規

定があり、2025年まで税額控除を延長する予定である。 GREEN法のセクション301には、2019年のEm

powering Homeowners Energy Efficiency Act of 2019 (H.R. 5159)としてグウェン・ムーア下院議員(D-WI)が別途導

入した規定である25Cの対象となる家庭エネルギー診断も含まれている。 

 

さらに、多くの州、地方自治体、電力会社は、エネルギー効率改善への投資に対してリベートを

提供している。なぜなら、リベートは税額控除よりも早く住宅所有者に返金され、より強力なイン

センティブを提供するからである。 グラント・プログラムは、気象化支援プログラム(詳細は後述)

のように効果的だが、一般的には低所得層や脆弱なコミュニティを対象としている。 
 

 

 
 

391 26 U.S.C.§25C. 
392 連結歳出法、2020、公報第116-93号。 
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ピーター・ウェルチ下院議員(D-VT)とデビッド・マッキンリー下院議員(R-WV)は、2019年家主エネ

ルギー節約管理(HOMES)法(H.R. 2043)を導入した。この法律は、エネルギー・商業委員会もLIFT 

America Act(H.R. 2741)に含まれており、クリーン未来法の討議案(H.R. 2741)で更新されている。39

3 下院民主党も、インフラ法案「前進法」(H.R. 2)にHOMESの最新条項を追加した。 改訂された条項

では、(1)住宅所有者に対し、断熱材の設置、エアシール、空調システムの交換のためのリベートを提供し、

(2)エネルギー効率改善のためのリベートプログラムを実施するための州への補助を提供する。このリベート

プログラムの金額算定は、達成された住宅の省エネ水準に基づいている。 20%の削減を達成した改修は

2000ドルのリベートの対象となり、40%の削減を達成した改修は4000ドルのリベートの対象となる。 

2020年6月24日、下院議員の ピーター・ウェルチ(D-VT)とデビッド・マッキンリー(R-WV)と 上院議

員のクリウス・ヴァン・ホーレン(D-MD)、ジーン・シャヒーン (D-NH)、 クリス・コーンズ(D-DE)は、H

OMES法を取り入れたHOPE for HOMES Act of 2020(H.R.7325/S.4052)を導入した。このHOMES

法は、リベートプログラムと、HOMESリベートの対象となる包括的な住宅エネルギー効率改善を実

施するための労働者を確保するために設計されたオンライン労働者訓練のためのグラント・プログ

ラムを組み合わせるものである。 

 

勧告:2020年末に期限が切れる前に、議会は、エネルギー効率改善への住宅所有者投資に対す

るセクション25Cの税額控除の長期延長と更新を可決すべきである。 

 

勧告:連邦議会は、既存の住宅の住宅所有者のエネルギー効率改良のための連邦政府のリベー

トを確立し、これらの改良を実施するために労働者を訓練するための労働力訓練プログラムに資

金を提供すべきである。 

 

管轄:歳入委員会、エネルギー・商業委員会 

 

構成要素:住宅所有者がエネルギー効率改善による節約を活用するのを支援 

 
税額控除やリベートは、住宅所有者がエネルギー効率改善に投資することを促すのに役立つが、

さらなる障壁は残っている。 例えば、住宅所有者は、エネルギー効率改善への投資の価値を取り

戻す前に、自宅を売却して引っ越す必要があるのではないかと懸念する場合には、エネルギー効

率改善への投資を控えるかもしれない。 加えて、たとえ将来の住宅購入者がエネルギー効率を改善し

た住宅を購入したいと思っても、彼らの住宅ローンの適用は、改良によるコスト削減を加味したりしない。 

 

下院議員のピーター・ウェルチ(D-VT)とデビッド・マッキンリー(R-WV)と上院議員の ロブ・ポートマ

ン(R-OH) とジーン・シャヒーン(D-NH) により導入された2019年省エネルギーおよび産業競争力

法(H.R.3962/S.2137)の一部であるSensible Accounting to Value Energy(SAVE)法は、住宅購入者

が省エネ住宅ローンの借り入れ能力を増強できるようにすることで、住宅販売者がエネルギー効率改善への

投資から得られる節約を活用できるよう支援する。 

 

勧告:連邦議会は、住宅購入者がエネルギー効率化住宅ローンの借入能力を高めるためにエネ

ルギー効率化投資を活用することを支援すべきである。 

 

管轄：金融サービス委員会 
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393 Title III, Section 331, CLEAN Future Act討議案。 
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構成要素:エネルギー効率化への商業投資に対する税控除を延長 

 
住宅所有者と同様に、集合住宅や商業ビルの所有者は、これらの投資に必要な先行投資のため

に、エネルギー効率への投資を妨げられることが多い。 

 

連邦議会は、内装照明、暖房、冷房、換気、温水システム、躯体保護を含むエネルギー効率の商

業的投資に対する179D条税額控除を制定した。394 議会は、この税額控除を2017年末に失効さ

せることを認めた。2019年12月20日、トランプ大統領は、2020年連結歳出法に署名した。 この法案は、179

D条の税額控除を2020年まで遡及的に延長した。395 

 

アール・ブルメナウアー下院議員(D-OR)は、2019年のエネルギー効率商業建築法(H.R. 5160)を

導入した。この法律は、2024年までにエネルギー効率改善のための商業投資に対する179D税

額控除を延長し、税額控除の価値を高め、改善によって関連するエネルギーコストを、暖房、換

気、空調、冷蔵部門のメンバーを代表する専門団体であるASHRAEによって開発された最新の

基準に比べて30%以上削減することを保証するものである。 2020年グリーン法第303条(H.R.7330)に

も同様の規定が含まれており、179Dの税額控除を2025年まで延長する予定である。 

 

勧告:2020年末に期限が切れる前に、議会は、エネルギー効率改善への商業投資に対する179D

条税控除の長期延長と更新を可決すべきである。 

 

管轄:歳入委員会 

 

構成要素:エネルギー効率の良い新築住宅の建設業者に対する税額控除の延長 

 
住宅建設業者や新築・省エネ住宅・集合住宅の商業開発業者は、エネルギー効率の良い資材を

使用する場合、セクション45Lの税額控除を受けることができる。396 議会は、この税額控除を2017

年末に失効させることを認めた。 2019年12月20日、トランプ大統領は、2020年連結歳出法に署名した。 

この法案は、2020.年まで、セクション45Lの税額控除を遡及的に延長した。397 

 

ジミー・ゴメス(D-CA)、マイク・ケリー(R-PA)両下院議員と、マギー・ハッサン(D-NH) 、スーザン・コリン

ズ(R-ME)の両上院議員 は、新住宅エネルギー効率化法 (H.R. 4646/S. 2595) を導入した。 この法律は、20

20年までに、新しいエネルギー効率の高い住宅に対するセクション45Lの税額控除を延長し、住宅当たり

の最大控除額を2,500ドルに引き上げ、クレジットを受けるためのエネルギー節約要件を更新するものであ

る。 GREEN Act of 2020(H.R. 7330)の第304条は同様の規定を含み、2025年まで税額控除を延長する。 
 

 

 
394 26 U.S.C.§179D. 
395 連結歳出法2020、公報第116-93号。 
396 26 U.S.C.§45L. 
397 連結歳出法2020、公報第116-93号。 
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勧告:2020年末に期限が切れる前に、議会は、エネルギー効率の良い新築住宅に対する45L条税

額控除の長期延長を可決し、控除を受けるためのエネルギー効率要件を更新すべきである。 

 

管轄: 歳入委員会 

 

構成要素コジェネおよび機械的保温の組み合わせなど、商業ビルの効率化技術に対する税制上の優遇措

置の提供 

 

産業施設、病院、大学など、大量の電気と熱を必要とする商業ビルやコンビナートは、しばしばオ

ンサイトでエネルギーを生み出すことから恩恵を受ける。 CHP技術（コジェネ）は、これらの商業施

設が、発電と熱発生を組み合わせることにより、より効率的にエネルギーを利用することを支援す

る。 これらおよび他の商業用エネルギーシステムのための機械的絶縁もまた、エネルギー効率を

向上させる。 税額控除は、商業用建築物所有者が、既に商業的に利用可能であるが、先行コストを有し

ているか、潜在的利益について一般的な認識を欠いているこれらのエネルギー効率化技術を展開すること

を奨励する助けとなる。 

 

マイク・トンプソン下院議員(D-CA)とポール・クック下院議員(R-CA)とキャサリン・コルテス・マスト

上院議員(D-NV)は、2019年再生可能エネルギー拡張法(H.R. 3961/S. 2289)を導入した。これによ

り、CHPの投資税額控除48条が5年間延長されることになった。 GREEN Act of 2020(H.R. 7330)の

第102条には、CHP税額控除の延長も含まれている。 法案のセクション104は、この税額控除のため

の直接支払いオプションを提供する。 

 

リンダ・サンチェス下院議員(D-CA)は、2020年グリーン法第502条(H.R. 7330)に含まれる2019年

機械的絶縁導入奨励法(H.R. 5166)を導入した。これにより、機械的保温の設置にかかる人件

費に対して10%の税額控除が認められることになる。 

 

勧告:連邦議会は、CHP税額控除を延長し、機械的絶縁を設置するための税額控除を確立する

法案を可決すべきである。 連邦議会は、これらの税額控除に対する直接支払いオプションを提供す

べきである。 

 

管轄: 歳入委員会 

 
構成要素:ネット・ゼロ・エネルギー・ビル建設に対する税制上の優遇措置の確立 

 
経済全体の脱炭素化を達成するために、米国は建築部門からのすべての炭素排出を排除する

必要がある。 この目標に向けた1つのステップは、「ネットゼロ・エネルギー・ビル」(「ゼロ・エネルギー・ビ

ル」または「ゼロ・ネット・エネルギー・ビル」とも呼ばれる)の建設を奨励することである。ネットゼロ・エネル

ギー・ビルは、一般的に、年間に使用するエネルギーと少なくとも同程度のエネルギーを生産する建物と

定義されている。 これらの建物は、通常、オンサイトの再生可能エネルギー発電と組み合わせて、

建物のエネルギー負荷を最小限に抑えるために、非常にエネルギー効率の良い建物設計を通し

てこれを達成する。 
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現在、多くの状況では、正味のネットゼロ・エネルギー・ビルは実現可能であるが、実際に正味の

ゼロ・エネルギーと考えられるのは、建物の1%未満である。398 開発者は、正味のゼロ・エネルギ

ー・ビルの建設を加速させるインセンティブを必要とし、これは市場経験を通じてコストを下げるの

に役立つであろう。 

 

勧告:議会は、新たなゼロ・エネルギー住宅と商業ビルの建設に対する税額控除を創出する法案

を起草すべきである。 議会は、新しい住宅や建物のかなりの部分が純ゼロ・エミッションを達成すれば、

それが段階的に廃止されるように、クレジットを設計すべきである。 

 

管轄：歳入委員会 

 

構成要素:既存の電力事業およびその他のエネルギー効率化プログラムを活用するための小規模事

業者のエネルギー効率化グラント・プログラムの創設 

 

COVID-19危機の経済的影響は、特に小規模企業に大きな打撃を与えた。 低コストのエネルギー効

率改善を提供する新たなプログラムは、エネルギー料金を永続的に引き下げることによって、短期的かつ

長期的な回復に取り組む小規模事業者を支援することができる。399 エネルギー効率改善は、屋内空気の

質の改善や換気などのコベネフィットを提供することもできる。これは、小規模事業者が労働者と顧客の安

全で健康的な環境を確保するのに役立つ。 この新プログラムは、従来、小規模企業や小規模商業顧

客の参加率が低かった既存の電力需要サイド管理(DSM)プログラムを利用することができる。400 

このプログラムを既存の電力会社のDSMプログラムにリンクさせることにより、電力会社が支出ポ

ートフォリオの再構築を検討する際に、その継続性を確保することができる。 

 

勧告:連邦議会は、小規模事業者が費用節約型のエネルギー効率改善を行うことを可能にするD

OEグラント・プログラムを創設すべきである。 このプログラムは、既存の電力会社のDSMプログラ

ム(およびその他の州または委託機関が承認した第三者プログラム)を活用して、プロジェクトの顧

客費用分担をカバーし、小規模事業者に対するプログラムのコストを削減するものでなければなら

ない。 DOEは、グラント受領者を選定する際に、地理的に多様なDSMプログラムや所有構造の異なるユー

ティリティに資金を配分することを目指すべきである。 DOEは、補助金受給者に対し、サービスが十分

に行き届いていない農村コミュニティの少数民族、女性、退役軍人が所有する事業や企業など、

エネルギー効率改善を最も必要としている中小企業を特定し、それらのニーズに応じて資金を配

分するよう義務付けるべきである。 

 

管轄：エネルギー商業委員会 

 

構成要素:モデル基準とインセンティブを通じたユーティリティ・データへの顧客のアクセスを

容易にする 

 

センサーやコンピューター・ネットワークに接続された機器を使って、柔軟かつ自動化されたシステ

ムで、ビルエネルギーシステムの分析・最適化を可能にする「スマート」な建物を作ることができる。 

 
 

398 Renilde Becque et al., Accelerating Building Decarbonization: Accelerating Building Decarbonization: Net Zero Carbon Buildings for All (世界資源研究所、2019) 
399 省エネルギーのための399連合「中小企業エネルギー効率化グラントプログラム」、https://www.ase.org/small-business-energyefficiency-grant-program。 2020年6月アクセス。 
400 Dan York et al., Expanding the Energy Efficiency Pie: Expanding More Customers, Saving More Energy Though Program Participation(米国エネルギー効率経済評議会、2015) 

https://www.ase.org/small-business-energy-efficiency-grant-program
https://www.ase.org/small-business-energy-efficiency-grant-program
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これらのシステムの能力は、建築物ができるだけ効率的であり、スマート建築システムが需要に

即時反応する（デマンド・レスポンス）ために電力系統に接続されている場合に最大化される。 

 

多くのスタートアップ企業は、エネルギー利用管理のためのスマート技術に基づくソリューションの

提供に焦点を当てている。 しかし、これらの企業は、顧客のエネルギー利用を最適化する方法を決定す

るのに役立つ詳細なデータにアクセスできないことが多い。 電力事業者がこのデータを保持・管理してい

る。 

 

2012年には、オバマ政権からの要請を受けて、電力事業者は、顧客が自らの電力データにオンラ

インでアクセスする際の標準化を支援する「グリーン・ボタン」イニシアティブを立ち上げた。401いく

つかの電力事業者は、参加を約束しているが、この種の透明性を全国的に促進するためには、さ

らに多くのことができるだろう。 

 

 ピーター・ウェルチ(D-VT)下院議員と マット・カートライト下院議員(D-PA)は、消費者エネルギー

情報アクセス法(E-Access Act)(H.R. 5796)を導入した。この法律は、自らの電力データへの顧客

アクセスを提供する州の政策とプログラムを奨励するDOEの方針を制定するものである。 この法

案は、州の省エネルギー計画に、消費者が自らの電力データにアクセスできるようにするプログラ

ムの説明を含めることを許可するために、エネルギー政策・省エネルギー法を改正するものであ

る。 同法案はまた、DOEに対し、各州の小売電気エネルギー情報アクセスを実施するための自主的なガ

イドラインとモデル基準を策定するよう指示するものである。 DOEに自主ガイドラインの遵守を実証す

るためにデータ化政策の概要を提出する国は、データアクセスに関する資金援助と技術援助を受

ける資格がある。 

 

ケイト・ポーター下院議員 (D-CA)はグリッド情報法2020(H.R. 5649)を導入した。これはDOE の省

エネ・再エネ局 (EERE)に、公衆にグリッド情報を提供する携帯アプリの作成に関する研究開発に

資金を提供するためのグラントプログラムの設立を指示するものである。 

 

勧告:連邦議会は、モデル基準と州の採用に対するインセンティブを確立することにより、顧客

が自らの電力データにアクセスすることを奨励すべきである。 連邦議会は、電力網に関するより一

般的な情報だけでなく、お客さまの電力会社のデータを提供できる携帯電話アプリの作成のためのグラ

ント・プログラムに資金を提供することを検討すべきである。 

 

管轄：エネルギー・商業委員会、科学・宇宙・技術委員会 

 

構成要素:エネルギーシステム管理のためのスマート技術の研究と展開の継続 

 

連邦政府は、エネルギーと水システムを構築するためのスマート技術の展開を拡大することを支

援することができる。 ピータ・ウェルチ下院議員(D-VT) とアダム・キンジンガー下院議員(R-IL) は、スマート

ビルディング加速法 (H.R. 2044) を導入した。この法律は、エネルギー・商業委員会がLIFT America Act (H.R. 274

1) とクリーン未来法討議草案402にも組み込んでいる。 また、国内の民間のスマートビルの調査・研究をDO

Eに指示する。 
 

401 米国エネルギー省「グリーンボタン:オープンエネルギーデータ」https://www.energy.gov/data/green-button. 2020年6月アクセス。 
402 Title III, Section 325, CLEAN Future Act討議草案。 

https://www.energy.gov/data/green-button
https://www.energy.gov/data/green-button
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調査・検討の対象範囲をスマート住宅にも拡大することが可能である。 加えて、この法案は、DOEに対

し、既存のBetter Building Challengeの一環としてスマートビル促進政策を開発し、スマートビル用

技術の展開を加速するための研究開発を実施するよう指示するものである。 

 

 ジェリー・マクナニー(D-CA)と アダム・キンジンガー(R-IL)両下院議員は、2019年スマートエ

ネルギー・水効率法(H.R. 2665)を導入した。この法案にはLIFT America Act(H.R. 2741)とクリ

ーン未来法(CLEAN Future Act)の討議草案も盛り込まれている。403 法案は、水、廃水、また

は水の再利用システムのエネルギー効率または水効率を改善するための先進的かつ革新的

な技術に基づく解決策を実施するDOEグラント・プログラムを創設するものである。 

 

勧告:連邦議会は、DOEとGSAに対し、連邦政府の建物にスマートビル技術を導入するよう指示す

べきである。 

 

勧告:議会は、DOEに対し、米国の民間の商業用・住宅用スマートビルの調査を実施し、スマート

ビル技術の展開を促進するためのスマートビル用アクセラレータを開発するよう指示すべきであ

る。 

 

勧告:議会は、スマートなエネルギー・水効率技術を実証するためのグラント・プログラムを設立す

べきである。 

 

管轄：エネルギー・商業委員会、運輸・インフラ委員会、科学・宇宙・技術委員会 

 

構成要素:建築技術における連邦研究の拡大 

 
建築部門からの二酸化炭素排出量を削減するためには、建築物の建設に使用される材料、建築

用外被の設計(屋根、窓、ドア)、暖房・冷房、給湯、照明、調理用燃料・冷媒など、すべての建築部

品に取り組む必要がある。 DOE内の複数の事務所は、EEREのBTO(建築技術局)、エネルギー先進研究

プロジェクト庁、DOEシステムの各国立研究所などが、この戦略に重点を置いている。 

 

2016年中世紀の深層炭素化戦略(MCS)は、建築物に関わる研究優先事項を強調した。 研究で

は、冷暖房用の電気ヒートポンプ、太陽熱温水器、地熱ヒートポンプのコスト削減と性能向上に加え、代

替冷媒の開発を試みなければならないとされた。404 2050 年までに、地熱ヒートポンプは、2,800 万世帯に

暖房と冷房を提供することができるとされている。405 本報告書では、炭素ゼロの電気を供給するための

地熱エネルギーの継続的な研究、開発、実証のための提言を概説する。 
 

 

 

 
403 Title III, Section 324, CLEAN Future Act討議草案。 
404 U.S. Government, United States Mid-Century Strategy for Deep Decarbonization (2016). 
405 U.S. Department of Energy, GeoVision: Harnessing the Heat Beneath Our Feet (2019). 
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MCSは、建物の躯体保護技術、窓、ダイナミックソーラーウィンドウ制御に関する研究を継続する

必要があるという見解を示した。 LED、高度な照明システム、およびその他の電気負荷の性能を改善し、

コストを低減するために、さらなる作業がなされるべきである。 

 

最後に、エネルギーシステムの構築、グリッド接続された需要サイドの管理技術、オンサイトでの

発電とエネルギー貯蔵とのエネルギーシステム構築の調整に関するさらなる研究が必要である。 

ビルのパフォーマンスデータをより良く収集することも、これらの技術の開発に役立つであろう。 

建築オペレーションの研究開発に加えて、プレハブなどの建築建設におけるイノベーションは、コ

スト、エネルギー使用、および建築物からの排出の削減にも役立つ。 例えば、BTOが主導する

「先進的建築建設イニシアティブ」は、「エネルギー効率化ソリューションを、新築建物や改修物の

ための生産性の高い米国の建設慣行に統合する406」とされている。 

 

勧告:議会は、先進的な建築技術の研究開発を促進するために、DOEに強力な資金を提供す

べきである。 

 

管轄：科学・宇宙・技術委員会 

 

構成要素:最新のモデルビルディングコードとゼロエミッションビルディングコードの州と地方による採

用を奨励する 

 

建物はしばしば50年も持つ。 現在建設されている新築の建物のほとんどは、2050年にも残るだろう。 こ

のため、今日の建築基準法は、何十年にもわたって建築部門のカーボン・フットプリントに大きな影響を

与えることになる。 建築基準法は、一般に、州および地方自治体の管轄下にあるが、連邦政府

は、最新の建築基準法を採用する州および都市に対して、インセンティブおよび技術支援を提供

することができる。 

 

州や都市が建築基準法を採用する場合、それらは主に国際的なモデルコードに基づいており、新

築建築物や既存建築物の大規模な改修に関する要件を定めている。 パシフィックノースウエスト

国立研究所によるビルシミュレーションと分析によると、少なくとも2012年の住宅または2013年の

商業モデルのエネルギーコードを満たした米国の平均的な住宅またはビルの消費エネルギー

は、2003年の商業ビルあるいは2008年の住宅と比べて30%以上減少した。407 しかし、全州の約3

分の1が2009年またはそれより古いエネルギーコードを依然として使用しており、その結果、より

高いエネルギー利用建築物がロックインされることによる建築物排出削減の機会の喪失につな

がっている。408地方自治体は、資源と新しい建築基準法を施行するための十分な訓練を受けた

労働力が不足している。409。 

 

 

 
406 米国エネルギー省、エネルギー効率・再生可能エネルギー局、、「先進的建築建設イニシアティブとは?」https://www.energy.gov/eere/buildings/what-advanced-building-construction-initiativ

e。
 2020年6月アクセス。 

407 Lowell Ungar, “Take a ride on the energy slide with building codes,” ACEEE, Feb. 12, 2016, https://www.aceee.org/blog/2016/02/take-ride-energy-slide-b

uilding-codes.
 2020年6月アクセス。  

408 国際コード-州による採択(国際コード評議会、2020年)。 
409 Anica Landreneau(Anica Landreneau, Senior Principal, Director of Sustainable Design, HOK, Solveing the Climate Crisis: Clean, Strongth Buildings, Hearing befo re the House Select Committ

ee on the Climate Crisis, 116 Congress, 10月17日) 

https://www.energy.gov/eere/buildings/what-advanced-building-construction-initiative
https://www.aceee.org/blog/2016/02/take-ride-energy-slide-building-codes
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少なくとも2009年モデルエネルギーコードを採用した地方自治体は、2009年米国再生・再投資法

(ARRA)に規定されたインセンティブに誘因された。 ARRAは、最新の住宅・商業用建築物エネルギー法

を採用し、8年以内に新築・改修された建築物スペースの少なくとも90%において最新のモデル法の遵守を達成

する計画を提出することを希望する州に対し、より多くの州エネルギー計画(SEP)資金を提供している。410 

 

ピーター・ウェルチ下院議員(D-VT)とデビッド・マッキンリー下院議員(R-WV)とロブ・ポートマン上

院議員 (R-OH) とジーン・シャヒーン上院議員(D-NH) は、2019年省エネルギー・産業競争力法(H.

R. 3962/S. 2137)を導入した。 法案のタイトルI、サブタイトルAでは、エネルギー省長官に対し、(1)最新モ

デルコードを満たすか、それを上回る州・部族・地方の建築エネルギー法規の採択を奨励・支援すること、(2)

コード実施のための技術支援を提供すること、(3)コードの更新と遵守に向けた進展を証明する管轄区域に

インセンティブ資金を提供すること、を義務付けている。 

 

エネルギー・商業委員会の「クリーン未来法t」の討議案は、特に、(1)2030年までに「ゼロエネルギ

ー・レディー」建築物に向けて、モデル建築物のエネルギー節減目標を設定する、(2)これらの目標

を満たし、州、部族、地方自治体による最新のコードの採択を支援・認証するモデル建築物のエネ

ルギー・コードを指定するようDOEに指示する、(3)準拠していない管轄区域のエネルギーまたは建

築物に関連する連邦財政支援を差し控えつつ、採択・遵守を支援するためのインセンティブ資金と

技術支援を提供する、と規定している。411 

 

多くの州ではエネルギーコードの採用が遅れているが、先進国や都市では、(ネットの)ゼロ・エネ

ルギーと(ネットの)ゼロ・カーボン建築基準の段階的導入を模索している。 ゼロ・エネルギー・ビル

とは、一般的に、オンサイトまたは近くの再生可能エネルギーを毎年消費するのと同じ量を生産す

る非常にエネルギー効率の良いビルを指し、ゼロ・エネルギー・コンセプトに加えて排出量を計算

するゼロ・カーボン・ビルを含む。412 2021年国際エネルギー保全コード(IECC)には、ゼロ・コードの

付録が含まれており、これは、州および地方自治体が採用できるゼロ・カーボン・ビルの枠組みに

従うものである。 連邦政府による追加的な技術援助と導入インセンティブは、他の地方自治体が

拡大コードを採用することを奨励するのに役立つであろう。 

 

勧告:連邦議会は、2030年までにすべての管轄区域が純ゼロ・エミッション・コードを採択すること

を目標に、州、地方自治体、部族、および準州に対し、最新の居住用および商業用建築物エネル

ギー法を採用するよう奨励すべきである。 正味ゼロ・エミッション・コードは、2021年IECCのゼロ・コード

付録のような既存のプラットフォームに基づくことができ、また、(1)エネルギー効率の最大化、(2)可能な限

り、エネルギー需要を満たすためのオンサイトまたは近隣の正味ゼロ・エミッションのエネルギー源の使

用、(3)コードを満たすための追加的なクリーンまたは再生可能エネルギークレジットの必要性を決定するた

めの地域グリッドの排出原単位を考慮した、オフサイトの正味ゼロ・エミッション・エネルギーとグリッドから

の電力の調達の組み合わせを通じて、残りのエネルギー需要を満たすことを、建物に要求すべきである。 

連邦議会は、SEPを通じて提供される、建築物のエネルギー法規およびゼロ・エミッション・ネット・

コードに基づく労働力の開発、訓練、およびコンプライアンスのための追加資金を承認すべきであ

る。 この追加のSEP資金を受け取るために、連邦議会は、州のエネルギー計画(1)最新のモデルエネル

ギーコードとネットゼロ排出コードの導入を2030年までにどのように実施する計画か、 

 

410 2009年米国再生・再投資法、Pub L No. 111-5。 
411 Title III, Section 301, CLEAN Future Act討議案。 
412 Renilde Becque et al., Accelerating Building Decarbonization: Accelerating Building Decarbonization: Net Zero Carbon Buildings for All(世界資源研究所、2019)の達成可能な8つの政策経路 
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 (2)2030年までに最新のモデルエネルギーコードとネットゼロエミッションコードの採用を計画しな

い場合は、最新のコードを採用しないことによるエネルギー、排出量、回復力、コストへの影響、

および最新のコードを採用しない理由を考慮した公的ステークホルダー・プロセスからの知見につ

いて、各州に説明を求めるべきである。 2030年以前に純ゼロ・エミッション基準を採用した管轄区域

は、追加資金を受け取るべきである。 

 

勧告:議会は、DOEに対し、州、地方自治体、部族、地域が最新のモデルエネルギーコードとネット

ゼロエミッションコードを採用、実施、施行するための技術支援を提供するよう指示すべきである。 

 

管轄：エネルギー・商業委員会 

 

構成要素:ビルのための国家エネルギーベンチマーキング・プログラムの確立 

 
建築基準法は、新築および大規模改修建築物における排出とエネルギー使用の削減に役立つ

が、既存の建築物の性能を改善するものではない。 第一段階として、エネルギー使用量の削減に取

り組む前に、建物のベースラインエネルギー性能を理解することが重要である。 このように、24以上の

地方自治体と州政府が、既存の建築物に対して透明性とベンチマーキング政策を採用している。 

これらの政策は、エネルギー使用の標準化された開示と、関連するベンチマークとの比較を必要とする。 

 

これらのプログラムは、テナントや投資家にエネルギー利用に関する正確な情報を提供し、エネル

ギー効率に対する市場の需要を生み出すものである。 また、建築物からの排出を削減するため

の更なる政策やプログラムの基礎を作る。 追加的な対策を講じなくても、単にビルのエネルギー性能

をベンチマーキングするだけで、運転・保守の改善や自主的なエネルギー効率化投資によるエネルギー節

約がもたらされた413。 

 

米国の40%はすでに公共・商業ビルの透明性とベンチマーキング政策の対象となっており、414 DO

E Building Energy Asset ScoreやEPA Energy Star Portfolio Managerなど、ビルのエネルギー診断

とベンチマーキングを促進する既存の連邦プログラムとツールが存在している。 エネルギー情報局

はまた、商業ビルエネルギー消費調査を通じてビルのデータを収集している。 しかし、州と地方の要件

や自主的な連邦プログラムからの不完全な建築物エネルギーデータは、ベンチマーキングの有効

性と、潜在的なエネルギーと排出削減を制限している。 連邦政府は、国のエネルギーベンチマー

キングプログラムを通じて、商業ビルの更なる省エネルギーを奨励することができる。 全ての州と

都市は、より強固なベンチマーキングデータセットを提供し、更なるエネルギー、コスト、排出削減

のための追加的な政策とプログラムを採用するために、ベンチマーキングと透明性政策の拡大と

標準化から恩恵を受けるであろう。 
 

 
 

413 Zachary Hart, The Benchmarking Building Performanceの利点(市場変革研究所、2015年) 
414 Anica Landreneau(持続可能な設計のシニアプリンシパルディレクター、HOK、気候危機の解決:よりクリーンで、より強力な建物、気候危機前のヒアリング、第116回会議(2019年10月17日)、市

場変革研究所「マップ:米国市、郡、および州の既存建物政策:ベンチマーキング」、 
「透明性と、それを超えて」https://www.imt.org/resources/map-u-s-building-benchmarking-policies。  2020年6月アクセス。 

https://www.imt.org/resources/map-u-s-building-benchmarking-policies
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第114回連邦議会において、下院議員キャシー・カスター(D-FL)とアダム・キンジンガー(R-IL)はH.R. 186

7 (「商業ビルのエネルギー情報のベンチマーキングと開示を奨励するために」)を導入し、連邦政府がリー

スする建物のベンチマーキングと開示を義務付けた。 

 

連邦政府、州政府、地方自治体は、住宅の潜在的購入者と賃貸人がエネルギー利用と排

出に関する情報にアクセスできるようにするために、住宅部門について同様のベンチマーキ

ングプログラムを確立することができる。 DOEとその国立研究所は、家庭のエネルギー効率、総

合エネルギー利用、エネルギーコスト、および費用対効果の高いエネルギー効率改善のための予

測値を提供するために、自発的な家庭エネルギースコアプログラムを開発した416。 

 

勧告:H.R.1867に基づき、連邦議会は、DOEと協力して、すべての商業ビルのエネルギーベンチマ

ーキングと透明性の要件を確立するようEPAに指示すべきである。 このプログラムは、既存の連

邦ベンチマーキングツールとデータセットを活用し、ベンチマーキングと開示要件の完了のための

資源と技術的支援をビルオーナーに提供すべきである。 EPAは、いかなる報告要件も管理し、プ

ライバシーの保護と共に、建物のエネルギー利用に関する公的にアクセス可能なデータベースを

維持すべきである。 エネルギー効率が優先されるべきであるが、議会は、EPAとDOEに対し、203

0年までにこのベンチマーキングと開示の要件を更新し、建築物からの排出を含めるよう指示する

ことを検討すべきである。これは、燃料転換による排出削減の機会を明らかにするのに役立つ可

能性がある。 

 

勧告:議会は、DOEとEPAに対し、住宅建築物のエネルギーベンチマーキングと透明性要件の実現

可能性と有効性を研究するよう指示し、家庭のエネルギーと排出に関する情報を消費者により良

く提供するために、連邦政府の政策やインセンティブ(もしあれば)が実施されるべきかについて勧

告すべきである。 

 

管轄：エネルギー商業委員会 

 

構成要素:モデル建築エネルギーと排出性能基準を作成し、性能に基づく建築基準の採用を

奨励する 

 

透明性とベンチマーキングに加えて、パフォーマンス基準は、エネルギー、コスト、排出削減に拍

車をかける可能性がある。 パフォーマンス基準は、ベンチマーキング方針の測定・報告要件を超

えており、ベンチマーキング・データや排出量の特定のレベルを満たすことを建物に義務付けてい

る。417また長期間にわたって継続的な改善のための段階的強化が含まれることが多い。例えば、

ワシントンDCは、建物所有者に対し、建物のエネルギー・スター・スコアの中央値に基づく特定の

エネルギー・パフォーマンスの閾値を下回る場合には、建物のエネルギー効率を改善するよう義

務付けている。418該当するビルは、 
 

415 H.R. 1867, “To encourage benchmarking and disclosure of energy information for commercial buildings,” 114th Congress, https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/1867. 
米国エネルギー省「家庭エネルギースコアについて」 

416 https://betterbuildingssolutioncenter.energy.gov/homeenergy-score/home-energy-score-about-score. 2020年6月アクセス。 
417 Steven NadelとAdam Hinge、強制的建築性能基準:気候目標達成のための主要政策 
(米国エネルギー効率経済評議会、2020年) 

418 D.C. Department of Energy and Environment, “Building Energy Performance Standards,” 
https://doee.dc.gov/service/building-energy-performance-standards.  2020年6月アクセス。 

https://betterbuildingssolutioncenter.energy.gov/home-energy-score/home-energy-score-about-score
https://betterbuildingssolutioncenter.energy.gov/home-energy-score/home-energy-score-about-score
https://doee.dc.gov/service/building-energy-performance-standards
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5年間のコンプライアンス期間中に20%のエネルギー削減を記録する、または費用対効果の高

いエネルギー効率対策の規定リストを通して、エネルギー削減の道筋をつけるなどのパフォー

マンスを通して要件を満たすことができる。。 ワシントン州も同様のプログラムを実施している。419 

 

ニューヨーク市は、2019年に、25,000平方フィート以上の建築物におけるエネルギー利用のため

の炭素排出上限を創出する「地方法97」を制定した。420 これは、市の建築面積のほぼ60%、居住

用及び商業用スペースの両方で約5万棟をカバーしている。4212024年に始められる予定だが、排

出上限は最も炭素集約度の高い建築物の20%に影響を及ぼし、さらに強化されることから2030年

には、最も炭素集約度の高い建築物の75%に影響を与えるとされている。422 同法は、建築物のエ

ネルギー効率化対策及び現場でのクリーンエネルギー発電に加えて、パフォーマンス基準とし

て、再生可能エネルギーのクレジット及びコンプライアンス・パスとしての排出相殺を含む柔軟性

を提供しているまた、。423 これらのタイプのパフォーマンス・スタンダードは、大規模商業用建築

物からの炭素排出を削減するための全体的なコストを削減する効果的な戦略となり得る。 

 

これらの都市や他の主要都市では、性能に基づく建築基準の試行が始まっているが、連邦政府

は、情報とベストプラクティスを共有するための技術的パートナーであり、招集者となり得る。 より

多くの管轄区域がこれらの基準を採用するにつれて、連邦政府は、建築物のエネルギー利用と排出を削

減するのに最も効果的なプログラムを分析し、証明されたイニシアティブの採用を奨励する方法を決定す

ることができる。 連邦政府はまた、規範的な規定を超えて、パフォーマンスに基づく規範や基準に向けてモ

デル・コード・プロセスを発展させる役割を果たすことができる。 

 

勧告:議会は、DOEに対し、既存の建築物の性能基準の有効性を分析し、地方自治体が採用する

モデル建築物のエネルギーと排出基準を作成するよう指示すべきである。 議会はまた、DOEに対

し、今後のモデルコード審議において、パフォーマンスに基づくコードの採用を進めるよう指示すべきであ

る。 

 

勧告:連邦議会は、州や都市に対し、パフォーマンスに基づく建築基準を採用するよう奨励し、パフ

ォーマンスに基づく法執行職員の訓練のための技術支援と財政支援を提供すべきである。 連邦議

会は、基準の対象となる建物が基準に適合するよう支援するために、性能基準を採用した州や都市に追加

資金を提供すべきである。 

 

管轄：エネルギー・商業委員会、科学・宇宙・技術委員会 
 

 

 

 
 

419 ワシントン州商務省「建物-ワシントン州商務省」 
https://www.commerce.wa.gov/growing-the-economy/energy/buildings. 2020年6月アクセス。 

420 都市緑地審議会「画期的な新排出法により建築物からの炭素を削減」、プレスリリース、2019年4月18日、https://www.urbangreencouncil.org/sites/default/files/19.04.18_new_building_emissio

ns_law_-_urban_green_council.pdf。 2020年6月アクセス。 
421 都市緑化審議会「建築物排出ガス法要綱」https://www.urbangreencouncil.org/sites/default/files/urban_green_building_emissions_law_summary_2020.02.19.pdf 2020年6月アクセス。 
422 同上。 これは、現在のエネルギースター・ポートフォリオ・マネージャーの排出係数に基づいている。 
423 ニューヨーク市地方法

97 (2019). 

https://www.commerce.wa.gov/growing-the-economy/energy/buildings
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構成要素:器具・設備の強固なエネルギー効率基準の確立 

 
エネルギー政策・省エネルギー法は、DOEに対し、家庭用・商業用機器のエネルギー効率基準を

設定・維持することを義務付けている。424 これらの効率基準は、1987年から2015年までの間に、

米国が約30億トンの二酸化炭素排出を回避するのに役立った。425 DOEの器具・設備基準プログ

ラムは、60以上の製品を対象としており、家庭、商業ビル、産業における消費者の大幅な節約と

効率向上の重要な原動力となっている426。 

 

最近、DOEは新しい基準を設定する期限を過ぎ、既存の基準を弱めたり、元に戻そうとした。427.こ

れらの期限が過ぎても、法律は州が独自の基準を設定することを想定している。428.DOEは、特に

商業ビルや産業設備に関連する追加的な省エネルギーを解除するために、他の機器や設備の追

加基準を設定する既存の権限を利用することができる。 例として、既存の基準は、家庭のエネル

ギー利用の約90%をカバーしているが、商業ビルのエネルギー利用の約60%、産業のエネルギー

利用の30%を占めるにすぎない。429 また、DOEは、グリッドがよりクリーンになるにつれて、更なる

排出削減を達成するために、設備や機器の電化を奨励するような方法で、基準を設定することも

できる。 

 

エネルギー・商業委員会のクリーン・未来法の討議案は、DOEがそのような基準を更新する期限

を過ぎた場合、連邦の効率基準の先取りを停止するものである。430 

 

勧告:議会は、トランプ政権が遅らせたり、または弱めようとした、器具・設備基準を成文化する法

案を可決すべきであり、エネルギーと排出削減ポテンシャルに基づいた追加的な器具・設備基準

を設定するようDOEに指示するべきである。 議会はまた、DOEが適用される期限を過ぎた場合には、

州がより厳しい基準と新しい基準を設定することを認めるべきである。 このような新しい、あるいはより

厳しい州の基準は、DOEが州の基準と同等かそれより厳しい対応基準を設定し、後発の規則制

定が州の進展を後退させないようにするまで、有効であるべきである。 

 

管轄：エネルギー商業委員会 

 

構成要素:スマートグリッド技術の展開を促進するための都市・農村ブロードバンドへの投資の拡大 

 

都市部と農村部のコミュニティは、多くの社会的・経済的発展の理由から、ブロードバンドへのアク

セス拡大の恩恵を受けるだろう。 気候緩和の観点から、ブロードバンドは、エネルギー料金と排出量を

削減できるビル部門でのスマートサーモスタットとエネルギー管理システムの利用への扉を開く。 「気候イン

パクトのための国の電気通信ネットワークの整備」と題した報告書の中で 
 

424 42 U.S.C.§6291-6374e。 
425 米国エネルギー省、省エネルギー、家電・機器を用いたマネー・スタンダード(2017年)(U.S. Department of Energy)。  
426 Andrew deLaski and Joanna Mauer, Energy-Saving States of America: How Every State Benefits from National Appliance Standards (Appliance Standards Awareness Project a nd American 

Council for an Energy-Efficient Economy, 2017). 

427 Robert Walton, 「DOEは、4つの長時間遅延効率基準、第9回回路規則」、Utility Dive, Oct. 11, 2019を実施しなければならない。 
428 42 U.S.C.§6297。 
429 U.S. Department of Energy, Saving Energy and Money with Appliance and Equipment Standards in the United States (2017). 
430 Title III, Section 321, CLEAN Future Act討議案。 
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Select Committeeの大多数のスタッフは、十分なサービスを受けていないコミュニティや

脆弱なコミュニティを含め、米国全土のコミュニティへのブロードバンドアクセスを拡大する

ために、いくつかの提言を行っている。 

 

エネルギー・商業委員会民主党のLIFT America Act (H.R. 2741)は、ブロードバンド・インターネッ

ト・サービスの全国展開に投資する予定である。431下院民主党は、インフラ法案のセクション3130

1、前進法 (H.R. 2)にLIFT America Actのこの条項を盛り込んだ。前進法は、ブロードバンドの展開に8

00億ドルを投資する。 LIFT Actと前進法は、ブロードバンド・インフラ・プロジェクトに50億ドルの低利融資を提

供する予定でである。432 

 

勧告:議会は、都市部と農村部のブロードバンド・インフラを拡大すべきである。  

管轄：エネルギー商業委員会 

 ネットゼロエネルギーのオンサイト化とエンドユースの電化  

新築および既存の建築物のエネルギー効率を最大化することは、建築物排出量を削減するため

の重要な第一歩であるが、建築物は、完全な非炭素化を達成するために、効率化対策と純ゼロエ

ネルギー源を組み合わせなければならない。 オンサイトでのネットゼロエネルギーの創出は、暖房のよう

な最終用途の電化と相まって、ネットゼロエミッション建物を達成するための重要な戦略である。 家庭や企業

でのオンサイト再生可能エネルギー発電は過去10年間に成長し、国内のほとんどの地域では、す

でに電気スペースや給湯の商業的選択肢がある。 寒冷な気候の中で、費用対効果の高い建築物の

電気代替品を開発・展開することは、政策立案者にとって重要な優先事項である。 政策はまた、即時排

出削減のためのオンサイトネット・ゼロ・エネルギーの導入を加速させる一方で、より大規模な建

築物の有益な電化への扉を開く非炭素電力部門への移行を促進することができる。 

 

本報告書のこのセクションでは、オンサイトでのエネルギー発電の増加に関する提言に焦点を当

てるが、分散型エネルギー資源をより広く支援する提言は、オンサイト発電にも役立つであろう。 

本報告書では、「よりクリーンで強靱な電力セクターの構築」と題するセクションで、分散型自然エ

ネルギー発電・貯蔵・電気自動車供給設備の認可と検査を簡素化するための自主的な国家プロ

グラムを含む、電力グリッドの強靱性を高めるために分散型エネルギー資源を拡大する政策を提

言する。 

 

構成要素:再生可能エネルギーへの住宅所有者による投資に対する税額控除の延長 

 
住宅所有者は、屋上太陽光発電や地熱ヒートポンプのような住宅用の再生可能エネルギーシス

テムに関心を持っているが、これには多くの理由がある。その理由としては、エネルギー料金の低

さ、環境上の利益、エネルギー自立の感覚、極端な気象現象における電力喪失からの保護など

がある。 
 

 

 
 

431 第11001条、LIFT America Act. 
432 Title I, Subtitle C, LIFT America Act; Division G, Title I, Subtitle C, Chapter 2, Moving Forward Act. 
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同時に、多くの住宅所有者は、商業的に利用可能な自然エネルギーシステムに投資するための

先行資金を持っていない。 連邦議会は、太陽光発電や給湯、燃料電池、小型風力エネルギー、

地熱ヒートポンプなど、新築および既存の住宅における再生可能エネルギーへの住宅投資に対

するセクション25Dの税額控除を制定した。 しかしながらセクション25Dの税額控除は2021年まで段階

的に減少する。433 

 

ジョー・ネグセ下院議員(D-CO)は、「飛躍的分散発電におけるソーラー拡大法」Solar Expansion o

f Distributed Generation Exponentially (EDGE) Act (H.R. 476)を導入した。これにより、名目容量

が20kW未満の太陽光発電施設についてセクション25Dの税額控除を2年間延長し、税額控除の

価値を太陽光発電施設の費用の50%に引き上げることになる。マイク・トンプソン(D-CA)とポール・

クック(R-CA)の両下院議員およびキャサリン・コーテズ上院議員は、2019年の再生可能エネルギ

ー拡張法(H.R. 3961/S. 2289)を導入した。この法律は、とりわけ、セクション25Dの税額控除を202

4年まで延長し、2026年まで段階的に廃止するものである。 GREEN Act of 2020(H.R. 7330)のセ

クション302は、2025年まで税額控除を延長し、2027年まで段階的に減額する。また、蓄電池及び

エネルギー効率の良いバイオマス燃料特性に適用される税額控除を拡大する。 

 

勧告:連邦議会は、自然エネルギーへの住宅所有者投資に対する25D条税額控除を延長すべき

である。 

 

管轄: 歳入委員会 

 

構成要素:ビルの電化に対する金銭的インセンティブの提供 

 
建築物からの排出のかなりの部分を占めるのは、宇宙用、給湯用、その他の建築物の最終用途

のための化石燃料のオンサイトでの燃焼である。 電力網がクリーンになり、建物がますます現場

で再生可能な電力を生み出すようになるにつれて、電化はこれらの排出量に対処するための重

要な戦略となるであろう。 

 

暖房、給湯、調理に利用できる電気の代替品はあるが、不動産所有者はこれらの技術に投資す

るために必要な先行資金をしばしば欠いている。 家電製品の販売時点でのリベートは、住宅所有者が

既存の設備を取り替えるのに役立つ。 

 

DOEは、ARRAからの刺激的資金を用いて、消費者が効率の悪い家電製品を新しい効率の良い

モデルに置き換えることを支援するために、州エネルギー効率家電リベートプログラム(SEEAR

P)を新設した。434 2009年から2012年までにSEEARPは約3億ドルを家電製品リベートに提供し、

年間7,300万ドル以上のエネルギーと水のコストを節約し、年間24万トン以上の温室効果ガス排

出を回避した。435 SEEARPは、国の家電製品リベートプログラムの成功モデルを提供することが

できた。 住宅全体の電化改修や電気新築のような、より高い資本コストのプロジェクトでは、税額控除が

より適切なインセンティブとなるかもしれない。 
 
 

433 26 U.S.C.§25D. 
434 U.S. Department of Energy, Building Technologies Office, State Energy-Efficient Appliance Rebate Program: Volume 1 – 
学んだプログラム設計の教訓(2015年) 

435 U.S. Department of Energy, “State Energy-Efficient Appliance Rebate Program,” https://www.energy.gov/eere/buildings/state-energy-efficient-appliance-rebate-program.
 2020年6月、米国エネルギ

ー省のBuilding Technologies Office, State Energy-Efficient Appliance Rebate Program: Volume 2 - Program Results (2015 

https://www.energy.gov/eere/buildings/state-energy-efficient-appliance-rebate-program
https://www.energy.gov/eere/buildings/state-energy-efficient-appliance-rebate-program
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勧告:議会は、化石燃料ベースの暖房、給湯、調理器具を電気空気源ヒートポンプ、ヒートポンプ

電気給湯器、誘導レンジ、調理台にそれぞれ置き換えるために、販売時点でのリベートを新設す

べきである。 リベートは、最も効率的な家電製品のみの購入を奨励するために、厳格な資格要件

を備えるべきである。 リベートの価値は基本的に、化石燃料をベースにしたより効率の低い代替品に

匹敵する水準まで、電気製品のコストを下げるべきである。 リベートはまた、化石燃料ベースの機器の除

却にも依存すべきである。 リベート・プログラムで購入した電化製品は、バイ・アメリカンの要件に従い、米

国で組み立てる必要がある。 

 

勧告:連邦議会は、家全体の改装と新築のための税制優遇措置を創出する法案を起草すべきで

ある。これは、電気設備、部品、労働の総費用に適用される。 

 

管轄:エネルギー及び商業委員会、歳入委員会 

 

構成要素:検針相殺に関わるベストプラクティスを識別し、州の採用のモデル基準を確立する 

 

検針相殺により、オンサイトエネルギー発電を行っている電力消費者は、余剰電力をグリッドに売

り戻すことができる。 各州は、屋上太陽光などの分散型再生可能エネルギー資源によって生成された

電力を評価する方法と、送配電コストをどのように算定するかを決定するために、一連の純計量政策を採

用している。 いくつかの州の検針相殺政策は、他の政策よりも分散型発電への投資に多くのイン

センティブを与える。 

 

トニー・カルデナス下院議員(D-CA) とマギー・ハッサン上院議員(D-NH)は、2019年のエネルギー

技術をより効率的で強靱なものにする技術の国家評価(NET METER)法(H.R. 1009/S. 346)を導入

した。これにより、DOEは、情報技術と再生可能エネルギーと蓄電池資源を統合する機会を含め、

検針相殺の全国調査を実施するよう、米国科学・工学・医学アカデミーに依頼することになる。 

 

勧告:議会はDOEに対し、屋上太陽光発電、バッテリー、その他の技術など、クリーンな分散型発

電へのより多くの投資を奨励するために、検針相殺のベストプラクティスを特定するよう指示すべ

きである。 DOEは、これらのベストプラクティスを用いて、分散型発電をどのように扱い、その配備を最大

化するかを標準化するのに役立つ、各州のモデル検針相殺基準を作成すべきである。 

 

管轄：エネルギー商業委員会 

 

構成要素:電気自動車供給装置のためのモデルビルディングコードとリベートの開発 

 
建築部門は、電気自動車供給設備(EVSE)を使用して、住宅所有者、アパート居住者、オフィスビ

ルの従業員が現場で電気自動車に充電できるようにすることで、輸送部門の排出削減に役立つこ

とができる。 EVSEを導入するために既存の建物を改修する方が、これらの計画を新しい建物に組み込む

よりも費用がかかる。 その結果、アトランタやワシントンD.C.を含むいくつかの地方自治体は、新しい建物を

「EV対応」にすることを求めている。運輸部門の排出量を全面的に大幅に削減するためには、政策立案者

は、環境司法や脆弱なコミュニティを含め、EVSEのより広範な展開を確保する必要がある。 
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ボビー・ラッシュ(D-IL)委員長は、2020年の持続可能な交通(NO EXHAUST)法(H.R. 5545)を用いて

健康な空気を拡大するための新たな機会を導入した。これにより、DOEは、EVSEとオンサイトの再

生可能エネルギー発電と貯蔵を住宅と商業ビルに統合するためのモデル建築法を開発するよう

指示されることになる。 同法はまた、公的に利用可能なEVSEを設置するために、DOEに州政府お

よび地方政府に対してリベートを提供するよう指示する。 リベートには、賃金が現地の一般的な賃金

と等しい場合、人件費を含めることができる。 この法案は、DOEに対し、EVSEへのアクセスを提供し、輸送

ニーズに対応し、十分なサービスを受けていないコミュニティと不利な立場に置かれたコミュニティの大気

質を改善するような方法で、プログラムを管理するよう指示するものである。 最後に、この法案は、DOEに

対し、十分なサービスを受けていない、または不利な立場にあるコミュニティにおけるEVSEの配備に対する

障壁と、これらの分野におけるEVSEの配備を増やすためのベストプラクティスを研究することを求めてい

る。 

 

デビー・ディンゲル下院議員 (D-MI)は、米国電化フォワード法(H.R. 5558)を導入した。これによ

り、DOEは、EVSEとオンサイトの再生可能電力設備および電力貯蔵設備を住宅用および商業

用建築物に統合するためのモデル建築コードを制定または更新するよう指示される。 

 

下院民主党の包括的インフラ法である「前進法」(H.R.2)は、2020年のNO EXHAUST法やEVSE

の展開拡大のための米国電化前進法のような規定を含んでいる。 セクション33335では、EVSE

を複数ファミリーの建物に統合するためのモデル建築コードの更新をDOEに要求している。 

 

勧告:連邦議会はDOEに対し、電気自動車供給設備、オンサイト再生可能エネルギー発電、貯蔵

を、複数の家族の建物を含む居住用および商業用建築物に統合するモデル建築基準を開発す

るよう指示すべきである。 

 

勧告:連邦議会は、州政府、地方自治体、部族、地域に対し、公的に利用可能な電気自動車供給

設備の設置のためのリベートを提供する権限をDOEに与えるべきである。 

設置プロジェクトが現地で一般的な賃金を支払う場合、人件費はリベートの対象とされるべきであ

る。 DOEは、このプログラムが電気自動車供給設備へのアクセスを確保し、輸送ニーズに対応

し、環境上の正義と脆弱なコミュニティのための大気質を改善するようにすべきである。 

 

勧告:議会はDOEに対し、環境司法と脆弱なコミュニティにおける電気自動車供給設備の配備を

増やすためのベストプラクティスを特定するよう指示すべきである。 

 

管轄：エネルギー商業委員会 

 

 建材からの排出量の削減  

木材、コンクリート、鉄鋼などの建築材料は、製造、輸送、組立の過程でエネルギーを消費しま

す。 これらの建築材料は、建築物の具現化された炭素排出の一部となる。 製造に関連する排出は、

一般的に、セメントや鋼材のような製品の生産を担う産業部門に帰せられる。 これらの物質の生

産からの排出削減に特化したいくつかの脱炭素化戦略の詳細は、「世界気候リーダーシップのた

めの米国産業の再構築」と題されたセクションに記載されているが、本セクションの焦点である建

物でのこれらの物質の最終使用に特有の戦略がある。 
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建築部門における具体化された排出量を削減するために、いくつかの戦略を用いることができ

る。これには、新築の建設を回避し、可能であれば既存の材料を再利用すること、同じニーズを

果たすために放射集約度の低い材料を使用すること、排出集約度の高い材料をより排出量の

少ない代替材料に置き換えることなどが含まれる。 学界や産業界は、これらの排出量を定量化

するツールを開発しており、この目的のために無料で解放されているオンラインリソースの一例

であるEmbodied Carbon in Construction Calculatorなどがある。436 

 

構成要素:ビル再利用のための金銭的インセンティブの拡大 

 
既存の建物を取り壊し、その代わりに新しい建物を建設するのではなく、新しい建物の建設を避

け、既存の建物構造物を新しい建物の開発のために再利用することは、建物の建設に伴う具体

的な排出量を著しく減少させる可能性がある。 開発者は、適応的な再利用によって、解体および

原材料の生産および輸送に伴うエネルギーおよび廃棄物を回避できる。437 環境への影響を最小

限に抑えるために建設材料を慎重に選択することにより、建物の再利用は、解体および新築438と

比較して、一貫して汚染が少ないことが研究により示されている。  

 

連邦および州レベルでの建築物の再生または歴史的保存税の控除は、建築物の再利用、典型

的には保存とコミュニティの再活性化のために成功裏に奨励されている。439 現在、第47条の連邦

再建税控除は、認定された歴史的建築物の再建のために20%の控除を提供している。 従来、税額

控除は「『歴史的な修復』に対する25%の信用供与、40年以上経過した建物に対する20%の非歴史的なリハビリ

テーション信用供与、30年以上経過した建物に対する15%の信用供与」の3層構造となっていた。440 税額控除

の再拡大は、認証された歴史的建物を超えた建物の再利用をさらに促進するのに役立ち、非歴史的な信用

供与がこの目標に結びついていれば、建物建設に伴う具体化排出量の削減に特にインセンティブを与えるた

めに利用することができる。 

 

下院民主党の「前進法」(H.R.2)第90301条は、更生税控除を一時的に30%に引き上げ、2027年以

降は20%に段階的に引き下げようとするものである。 法案の第90306条および第90307条はまた、公立

学校を含む非営利団体およびその他の非課税団体による税額控除を容易にするであろう。 

勧告:議会は、新しい建築材料の必要性を最小限に抑え、排出量を削減する新しい建築物を開発

する際に、既存の建築構造物の再利用を奨励するために、第47条再建税額控除を再拡大・拡大

すべきである。 認定された歴史的建造物の修復のための信用供与に加えて、拡大された税額控除に

は、一定の年齢の非歴史的建造物に対するクレジットを含めるべきである。 建物のリハビリテーションが

建設と操業の両方における排出削減に結びつくことを確実にするため、 

 
436 建築物の透明性「建築用コキュレータにおける有害カーボン」https://www.buildingtransparency.org/en/. 2020年6月アクセス。 

437 Craig Langston, Bond University School of Sustainable Development, “On Archetypes and Building Adaptive Reuse,” 
(環太平洋不動産協会、2011年) 

438 Preservation Green Lab, The Greenest Building: Building Reuseの環境価値の定量化(National Trust for Historic Preservation, 2011)。 
国立公園局、連邦税優遇措置:2016年度統計報告・分析(2017年)、歴史的保存のためのナショナル・トラスト「保存と州の歴史的税額控除」、https://forum.savingplaces.org/learn/fundamentals

/economics/tax-credits/state-htc。  

439 National Trust for Historic Preservation, Preservation and State Historic Tax Credits。
 2020年6月アクセス。 

440 内国歳入庁、リハビリテーション税額控除(2002年2月) 

https://forum.savingplaces.org/learn/fundamentals/economics/tax-credits/state-htc
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クレジットの受領は、最新のモデルエネルギー建設コードを満たすことを必要とする。 

管轄: 歳入委員会 

 

構成要素:国家環境製品宣言データベースを確立し、連邦政府がEPDを建材調達に使用することを

要求する。 

環境製品宣言(EPD)は、建材製造に伴う排出量など、製品に関する環境情報を提供するものであ

る。 ライフサイクルでの温室効果ガス排出量をよりよく考慮し、材料間のより正確な比較を可能に

するために、これらのEPDを標準化することが必要である。 また、より具体的で、工場レベルの情

報を含めることもできる。 すべての製品がEPDを持っているわけではなく、現在のEPDは一貫性がなく、

材料間の正確な比較に信頼性がないため、プロジェクト設計者と開発者は、建築材料調達に関する決定

を知らせるためにEPDを使用することはめったにない。 EPDの標準化は、建築設計者や開発者が、自

らの材料や製品の選択による排出影響を容易に理解することを可能にし、製造業者が製品排出

量を削減する動機づけとなる。 

連邦政府は、標準化と技術援助を通じてEPDの利用と有効性の向上を支援することができる。 EP

Dの利用を促進し、低排出建築材料の市場創出を促進するために、連邦政府は建築材料調達の決定にE

PDの使用を義務付けることによって主導権を握ることができる。 

エネルギー・商業委員会のクリーン未来法の討議案は、とりわけ、建設資材と製品の国内EPDデ

ータベースを作成するものである。441。 

勧告:議会は、EPAに対し、建築材料と製品の国内EPDデータベースを確立し、ISO 14025や米国

道路交通当局者協会の材料基準などの既存の基準とデータベースに基づいて、データベースEP

Dで使用される温室効果ガス排出量のライフサイクル分析の標準化された要件を決定するよう指

示すべきである。 

勧告:連邦議会は、連邦政府機関が建築資材を調達する際にEPDを使用することを要求すべきで

ある。 政府機関は、「世界の気候リーダーシップのための米国産業の再構築」のセクションに記

述されているように、この調達を連邦バイ・クリーン・プログラムと調整すべきである。 

 

管轄：エネルギー・商業委員会、監視・改革委員会 

 

構成要素:グリーン建材・製品の認証プログラムとラベルの確立 

 

家電製品のためのEPAとDOEによる自発的なエネルギースター・プログラムは、消費者がエネ

ルギースター・ラベルを通してエネルギー効率の良い製品選択肢を容易に識別できるようにす

るものである。 連邦政府は、生産の排出原単位に基づいて、グリーン建材やその他の建築部

門の製品を評価する同様のプログラムを確立することができる。 
 

 
 

441 Title V, Section 521, CLEAN Future Act討議草案。 
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勧告:連邦議会は、EPAに対し、環境に配慮した建材・製品の自主的な認証・ラベル表示プログラ

ムを確立するよう指示すべきである。 EPAは、材料間の比較を容易にし、透明性を確保するために、

上述したように、EPDを策定し、標準化する努力と調整すべきである。 

 

管轄：エネルギー商業委員会 

 

構成要素:建材における回収炭素の利用を加速 

 
炭素利用は、人為的に作られた二酸化炭素の再利用を含み、炭素回収、利用、貯留(CCUS)とい

う言葉で述べられている一連の活動の一つである。 回収された炭素を燃料やプラスチックのよう

な有用な製品に変換することが可能である。 また、専門家は、回収された炭素を再利用してコンクリー

トや骨材などの建築材料を作り出す重要な機会があり、建設に伴う具体的な排出量を削減できると考え

ている。442 

 

既存の方法や製品を展示しようとする新しい技術と同様に、炭素の利用にはコストを削減しながら

規模を拡大するための追加的なRD&Dが必要である。 連邦政府は、研究調整の改善と小規模利用の

パイロットやプロジェクトへの資金提供の増加を通じて、炭素利用をより良く支援することができる。 例え

ば、炭素利用プロジェクトは、大規模な産業施設や発電所での炭素回収プロジェクトよりも二酸化炭

素の使用量が少ないため、セクション45Qの税額控除の対象とはならない。 

 

CCUSを支援する政策は、一般的に回収された炭素の再利用にも利益をもたらすであろう。そし

て、「米国産業を変革し、クリーンエネルギーとゼロエミッション技術の国内製造を拡大する」とい

うセクションに掲載されている。 

 

勧告:連邦議会は、建築材料などの製品に回収された炭素を再利用する革新的な技術を持

つ新興企業に利益をもたらすために、セクション45Qの税額控除の下で、炭素利用の回収閾

値を年間1,000メトリックトンの認定二酸化炭素に引き下げるべきである。 

 

勧告:議会は、DOEに対し、回収パイロット・プロジェクトの完了後、炭素回収パイロット・プロジェク

トを炭素利用パイロット・プロジェクトに転換するための資金を提供するよう指示すべきである。 

 

勧告:議会は、DOE、DOD、その他の連邦機関内で進行中の研究をより良く調整するために、機

関間炭素利用タスクフォースを設置すべきである。 回収された炭素の再利用に対する連邦政府の支

援は、明確な気候上の利益を確保すべきである。 

管轄：科学、宇宙及び技術委員会、歳入委員会 
 

 

 

 

 

 
 

442 Cameron Hepburn et al., “The technological and economic prospects for CO2 utilization and removal,” Nature 575 (2019): 87–97. 
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構成要素:商業ビルの大量木材に対する研究資金の増加 

クロスラミネート木材(CLT)のような大量木材は、高層建築物での使用を通して、全国の木材製品

市場を大幅に拡大する可能性を持つ革新的な木材技術である。 CLTは、森林の小径・低利用材、森

林床に放置されていた木材を除去することで、森林生態系を改善し、火災の危険性を低減し、より健康な

生息環境を提供し、流域を保護することができる。443 時にこれらの木材を運び出すことは、火災の懸念を

減らし、健康な住環境を提供し、川の流域を守ることにつながる。444 木材製品は、炭素を隔離する自然の

能力を有するだけでなく、持続的に収穫されれば、製造工程での炭素排出量が少なくなり、森林生態系を

改善することができる。445  CLTは、火災や地震に対して高い弾力性を持ち、その強度と耐圧性により、

中・高層建築物の鉄鋼やコンクリート建築に代わる有望な材料となる。446 

議会は、スザン・デルベネ下院議員(D-WA)とデビー・スタベノウ上院議員(D-MI)によって2018年の

農場法の中で導入された2017年超党派木材イノベーション法(H.R. 1380/S. 538)を含めるとにおい

て、大量木材の価値を認めた。 

勧告:議会は森林サービスの木材イノベーション事業にむけて、商業用建築物における大量木材の

利用を一層促進するための資金を増やすべきである。 

管轄：農業委員会 

構成要素: パフォーマンスベースの建設要件と排出目標を通して、連邦政府の建築物とプロジ

ェクトからの排出量を削減する(Building Block: Performance Based Construction Requirement

s and Emissions Goals) 

 

米国材料試験協会(ASTM)やその他の基準、およびほとんどの建築基準は、性能ベースではなく

規範的である。 例えば、コンクリートの建設仕様は、しばしば旧式の「レシピ」に依存しており、これは、より排

出集約的なコンクリートミックスにつながる。 単にレシピに従うのではなく、性能に基づく要件はコンクリート強

度のような特性を規定するであろうし、サプライヤーは、関連する排出量を最小限に抑えつつ、要件を満たす

ためにコンクリート混合物を設計する際に、より柔軟性を持つであろう。 さらに、パフォーマンスに基づく

基準を広げることで、材料の代替が可能になり、設計者や開発者は関連する排出を最小限に抑え

ながら、指定された要件を満たす適切な建築材料を選択するより多くの柔軟性を手に入れること

ができるようになる。 
 
 

443 Susan L. Levan-Green and Jean Livingston, “Exploring the Uses for Small-Diameter Trees,” Forest Products Journal 51, no. 9 (2001): 10-21; Speech by Tom Tidwell, Chief, U.S. Forest Ser

vice, State of Forests and Forestry in the United States, World Conservation Congress (September 4, 2016). 
444 Susan L. Levan-Green and Jean Livingston, “Exploring the Uses for Small-Diameter Trees,” Forest Products Journal 51, no. 9 (2001): 10-21. 
445  Richard Bergman et al., “The Carbon Impacts of Wood Products,” Forest Products Journal 64, no. 7/8 (2014): 220-231.   
446 U.S. Forest Service, “Build Better, Stronger, Faster with CLT,” https://www.fs.usda.gov/features/build-better-strongerfaster-clt. 2020年6月アクセス。 

447 H.R. 1380およびS. 538, "Timber Innovation Act of 2017", 115 Congress, https://www.congress.gov/bill/115thcongress/house-bill/1380 and https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-

bill/538; Agrical Improvement Act of 2018, Pub L No 115-334. 
448 U.S. Forest Service, “Wood Innovations Home,” https://www.fs.usda.gov/naspf/programs/wood-education-and-resourcecenter/wood-innovations-home.

 2020年6月アクセス。 

https://www.fs.usda.gov/features/build-better-stronger-faster-clt
https://www.fs.usda.gov/naspf/programs/wood-education-and-resource-center/wood-innovations-home
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 連邦政府の建築物や建設における具体化された炭素排出量のさらなる研究は、材料代替の排出便益

を知らせるのに役立つであろう。 これらの努力は、上述のように、回収された炭素とCLTからの建築材料

の使用を奨励するであろう。 

 

勧告:連邦議会は、連邦政府機関に対し、連邦政府のインフラおよび建設プロジェクトのために、

性能に基づく建設仕様を使用するよう要求すべきである。 上述したように、EPDの利用と組み合わせ

る場合、これらの性能に基づく要件により、プロジェクト開発者は、排出量を最小限に抑えつつ構造仕様を

満たす建設資材の決定を行うことができるようになるはずである。 

 

勧告:連邦議会は、連邦政府の建築物の設計および建設における材料の具体化された炭素の研

究をGSAに指示し、資金を提供すべきである。 連邦議会は、GSAやその他の連邦政府機関に対し、そ

の具体化された炭素を経時的に一定割合削減するよう指示する法案を起草すべきである。 

 

管轄：エネルギー・商業委員会、運輸・インフラ委員会、監督・改革委員会 

 

 

COVID-19のパンデミックにより、何百万人もの米国人が失業し、家計を立て直すのに苦しむ家族

の経済的困難が悪化した。 パンデミック以前にも、米国の3世帯に1世帯がエネルギー不安に見

舞われ、エネルギー料金を他のニーズよりも支払わなければならず、エネルギー・サービスが途

絶えており、不健康な気温に置かれていた。449 低・中所得層の米国人は、家計予算の多くをエネ

ルギー費用に費やしている。 彼らは家を借りることが多いが、一般的にこれらの住宅は、所有者

が居住する住宅よりもエネルギー効率が低い。 一般に賃貸住宅では、賃借人が光熱費を負担す

るため、家主はエネルギー効率改善に投資するインセンティブを持たない。 低所得者層の住宅や

手頃な価格の住宅のエネルギー効率改善にインセンティブを与える政策は、これらの障壁を克服

し、エネルギー不安定な世帯のエネルギー費を削減し、将来の景気後退に対してより強靱なもの

にするのに役立つであろう。 

 

下記の政策提言を作成するにあたり、連邦議会は、低所得のコミュニティや有色人種のコミュニテ

ィを含め、政策選択の結果に最も影響を受けた人々からの早期のインプットとフィードバックを求

める、インクルーシブなステークホルダー・プロセスを実施すべきである。 

 

構成要素:米国のすべての家庭の天候順応を助けるための資金を増やす 

 
1976年以来、気象順応支援プログラム(WAP)は、700万人の低所得者層の緩やかな所得世帯が

自宅のエネルギー効率を向上させるのを支援してきた。450 
 
 

449 U.S. Energy Information Administration, “One in three U.S. households faces a challenge in meeting energy needs,” 
https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=37072. 2020年6月アクセス。 

450 U.S. DOE, Office of Energy Efficiency and Renewable Energy, 「気象化支援プログラム」 
https://www.energy.gov/eere/wap/weatherization-assistance-program. 2020年6月アクセス。 

不均衡に暴露された、最前線の、脆弱なコミュニティへの投資 

https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=37072
https://www.energy.gov/eere/wap/weatherization-assistance-program
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何百万軒もの家庭が住宅のエネルギー効率、健康、安全を向上させるための最も費用対効果の

高い措置を決定するための包括的なエネルギー評価を含む順応支援の恩恵を受け、次いで、断

熱・エアシール、暖房・空調システム、照明、器具の改善などの特定された措置を導入した。451 

天候順応への投資は、労働者が他の経済部門に容易に移転できる建設関連の効率的な仕事を

通じて技能を開発するため、経済的乗数効果がある。 

 

各世帯は、エネルギー効率の向上を利用する前に、金型や鉛塗料などの根本的な安全問題に取

り組まなければならないこともあった。 加えて、ほとんどの部族国家はWAPの資金を直接配分されず、

州の資金をめぐって競争しており、部族が参加しようとする場合には追加的な負担となっている。 

 

ポール・トンコ下院議員(D-NY)、ボビー・ラッシュ下院議員(D-IL)、マーシー・カプトール下院議員

(D-OH)、クリス・コーンズ上院議員(D-DE)、スーザン・コリンズ上院議員(R-ME)、ジャック・リード上院議員 

(D-RI)、ジーン・シャヒーン上院議員(D-NH)は、WAPを再認可し、気候順応プロセスの一環として再生可能

エネルギーやその他の先進技術の導入を含めたプログラムを拡大するとともに、WAP強化・イノベーション

グラント・プログラムを創設し、既存の安全問題の改善やWAP改修を実施する耐候化事業体の能力を向上

させることにより、耐候化の対象となる低所得世帯数を増加させる。 LIFT America Act (H.R. 2741)もこの条項を

含んでいる。 クリーン・未来法の討議案のセクション311および前進法のセクション32311(H.R. 2)も同様にWAP

を承認し、拡大し、2025.452年に年間10億ドルまでの資金を増額する。 

 

2020年3月17日、ポール・トンコ下院議員(D-NY)が、2020年3月26日、下院議員135人が署名した

超党派の書簡を主導し、WAPへの予算3億1000万ドル、国家エネルギー計画への予算9,000万ド

ルを求めた。453 2020年3月26日にドナルド・マケアチン下院議員(D-VA) とラウル・グリヤルバ下院議員(DAZ) 

は、WAPに70億ドルの支援を要請する書簡を送り、低所得世帯への支援と、景気刺激策のためのその他の環

境司法上の優先事項を概説した。454 同様に、2020年4月20日、上院議員 

タミー・ダックワース(D-IL)は、消費者のエネルギーコストを削減し、クリーンエネルギーの雇用を

支援するため、WAPに70億ドルの資金を提供することを求めて16人の上院議員が署名した書簡

を提出した。455 

 

勧告:議会は、国内のすべての適格な家庭の気候順応を促進することを目的として、WAPの資金

を拡大・増額すべきである。 国は、化石燃料の使用の減少により被害を受けたコミュニティや、汚

染曝露による不均衡な被害を受けた環境司法コミュニティにおいて、気候順応投資を優先すべき

である。 WAPの資金を配分する前に、低所得地域社会を含めたエネルギー効率改善の必要性、およびそ

れらのニーズに応じた資金配分を行う目的で、州は最もエネルギーコストの負担が大きいコミュニティを特定

すべきである。 
 

 

451 米国エネルギー省、エネルギー効率・再生可能エネルギー局、気象化支援プログラムファクトシート(2019) 
452 Title III, Section 311, CLEAN Future Act討議案。 
453 Paul Tonko (D-NY) Rep. Paul Tonko (D-NY) より、エネルギー・水資源開発・関連機関委員会のWAP資金3億1,000万ドル、SEP資金9,000万ドルを2020年3月17日の会計年度に拠出するよう

要請された書簡。 
454 Repsからのレター

 A. Donald McEachin (D-VA)とRaul Grijalva (D-AZ)は、以下のような環境司法の優先事項を求めている。 

2020年3月26日のWAPに対して70億ドル。 
455 2020年4月20日のWAPへの70億ドルを含む、環境司法の優先課題を要請するタミー・ダックワース上院議員(D-IL)からのの書簡。
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勧告:連邦議会は、すべての部族がWAPの資金を直接受け取ることを確保するために、省エ

ネ・生産法を改正すべきである。 

 

勧告:議会は、エネルギー効率の改善が可能になるように、家庭における健康と安全の問題の改

善を支援するために、WAP内にグラント・プログラムを創設すべきである。 

 

この構成要素に記載されているプロジェクトに対する連邦政府の支援は、強力な労働基準(Buy A

merica/nおよびDavis-Baconの一般的な賃金要件を含む)を満たし、すべての労働、環境、公民権

に関する制定法を遵守し、関連する場合にはコミュニティ給付協定およびプロジェクト労務協定に

署名する受給者であることを条件とすべきである。 

 

管轄：エネルギー商業委員会 

 

構成要素:低所得のエネルギー支援のための資金を増やし、低所得世帯のための住宅用太陽エネ

ルギーへのアクセスを増やす 

 

保健社会福祉省(HHS)はLIHEAPを管理しており、州に対して低所得世帯のエネルギー料金支払

いを支援するための資金を提供している。 州は、特定の住宅に太陽エネルギーに投資するためにLI

HEAPの資金を使うことができる。資金不足のため、平均すると適格家庭の20％以下しかLIHEAP資金を

受け取れない。456  LIHEAPへの資金拠出を増やすことは、COVID-19のパンデミックに端を発したように、

景気後退期にエネルギーコストを負担する家族を増やし、電力会社が事業予算を維持し、顧客のサー

ビスの継続性を確保するのに役立つだろう。 

 

ドナルド・マッカーチン下院議員(D-VA)は、低所得太陽エネルギー法(H.R. 4291)を導入した。これによ

り、LIHEAPへの資金提供が増え、州や部族が住宅用太陽エネルギーの資金を利用できるようになる

だろう。 この法案はまた、DOEに対し、低所得世帯向けの住宅用太陽光発電に対する融資プログラ

ムを創設するよう指示し、第8条に基づく支援を受けた建築主に太陽光発電に対する無利子融資を

受けることを許可する。  この法案は、公営住宅当局が太陽光発電会社と契約を結び、低所得世帯を

支援し続けるために貯蓄を再投資することを可能にするものである。 HUDの規制を明確にし、太陽

光発電の改良によるエネルギー料金の削減がテナントの賃料上昇につながらないようにする。 

 

エネルギー・商業委員会の「クリーン未来法」討議案のタイトルFは、LIHEAPプログラムを10年間

延長し、毎年51億ドルの予算配分を承認する。 

 

連邦議会は、2020年度の通常予算として37億4,500万ドルをLIHEAPに充当した。457 さらに2020

年3月26日、COVID-19のパンデミックに対する対応として、ケア法(H.R. 748)を通じてLIHEAPに9

億ドルを追加予算配分した。 ドナルド・マッカーチン下院議員(D-VA) とラウフ・グリヤロバ下院議員(D-AZ) 

は、COVID19の影響を受けた環境司法コミュニティを支援するためにLIHEAPを拡大するために70億ドルを要求す

る書簡を送った。459 
 

456 議会調査局、LIHEAP:プログラムと資金提供(2018年6月22日)。 
457 「更なる連結歳出法」、2020年、公開法第116-94号。 
458 コロナウイルス支援・救済・経済安全保障(CARES)法、パブL第116-136号。 
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2020年4月には、スザンヌ・ボナミチ下院議員(D-OR)、デビー・ディンゲル下院議員(D-MI)、 ラシダ・トライブ

下院議員(D-MI)は、LIHEAPおよびLIHEAPに似た水道料金に対応するプログラムに少なくとも43億ドルの追

加資金を要求する75人の代表者の署名した書簡を主導した。460 また、2020年4月、タミー・ダックワース上院

議員は、LIHEAP.461のために2020年度に総額170億ドルを拠出することを求めて16人の上院議員が署名した

書簡を主導した。 

 

2020年5月8日現在、HHSは、ケア法に基づいて提供されたLIHEAPの追加資金の全額を提供して

いる。 2020年5月後半、委員長のニタ・ロウイ(D-NY)は、健康経済回復複合対策法Health and Economic Recov

ery Omnibus Emergency Solutions (HEROES) Act (H.R. 6800)を導入し、下院で可決された。これは、COVID-19に

対応するためにLIHEAPに15億ドルを追加拠出するものであり、州の賃貸人および住宅所有者の支援に対す

る適格な支払いとして光熱費を含めるものである。 上院は、2020年6月30日現在、この法案に対応してい

ない。 

 

勧告:議会は、すべての適格世帯を支援することを目的として、LIHEAPへの資金を増やすべきで

あり、州と部族が低所得世帯のために住宅用太陽エネルギーの資金を増やすことを認めるべき

である。 

 

勧告:連邦議会は、公的住宅当局に対し、太陽光発電会社と契約し、貯蓄を再投資するよう奨励

すべきである。 連邦議会はHUDに対し、太陽光発電の改良によるエネルギー法案の削減が小作人の賃

料上昇につながらないように規則を制定するよう指示すべきである。 

 

管轄:エネルギー及び商業委員会、金融サービス委員会 

 

構成要素:効率化プログラムを実施し、地域社会にエネルギー効率化投資を展開するための

州および地方自治体へのグラント資金の増額 

 

1970年代以降、SEPは、エネルギー効率を改善し、エネルギーコストや廃棄物を削減するなどの

目的で、州エネルギー局に柔軟な資金援助と技術援助を提供してきた。 ARRAでは、議会がSEP

に31億ドルを注入した。SEPは、13万5,000人以上の雇用を創出し、消費者に約78億ドルのエネル

ギー費を節約した。462 SEPを通じた資金の増額は、州のエネルギー効率化プログラムに時宜を

得た支援を提供し、地域のエネルギー効率化投資を増やすことができる。 

 

議会はまた、ARRAを通じて、州、地方政府、部族が革新的なエネルギー効率を開発し、自然エネ

ルギーイニシアティブと地域の雇用創出を支援するために32億ドルのグラントを提供する短期EE

CBGプログラムに資金を提供した。 
 

 

 

 

 
459 A. Donald McEachin (D-VA)とRaul Grijalva (D-AZ)は、以下のような環境司法の優先事項を求めている。 

2020年3月26日のライハップに対する70億ドル。 
460 Suzanne Bonamici下院議員、「Bonamici, Dingell, Tlaib Lead 75名の同僚; Advocate for Funding to Holding to Healp Low-income Families Pay for Utilities」、プレスリリース、2020年4月9日。 
461 2020年4月20日のLIHEAPへの170億ドルを含む、環境司法の優先課題を要請するタミー・ダックワース上院議員(D-IL)からの書簡。 
462 Oak Ridge National Laboratory, U.S. Department of Energy, National Evaluation of the State Energy Program: An Evaluation of Select Activities Conducted Under the State Energy Program (April 20

15). 
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EECBGプログラムは、52億ドルの生涯コスト削減を生み出し、6万3,000人の雇用を創出した。463 

 

再認可された場合、EECBGは、最新のエネルギーコードおよび建物エネルギー性能測定の実施

を補完することができる。 議会は、都市、州、部族、地域が電化建設のための資金を利用できるようにす

ることで、建築物の完全な非炭素化を促進し、ネット・ゼロ・エミッションを達成するために、より野心的な建

築基準法の早期採択を促すことができる。 

 

グレッグ・スタントン下院議員(D-AZ) はH.R. 2088 (「2007年エネルギー自立安全保障法を改正し、

エネルギー効率化・保全ブロックグラント・プログラムを再承認する」)を導入した。 この法案は、EEC

BGの資金を再承認し、増額するものである。 クリーン未来法討議案および前進法(H.R. 2)にも、この条項

が含まれている。 

 

勧告:議会は、国家エネルギー計画のための資金を大幅に増額すべきである。 

 

勧告:議会は、エネルギー効率化・保全ブロックグラント・プログラムへの資金供与を再承認し、増

額し、建物の電化を含めたプロジェクトの適格性を拡大すべきである。 このプログラムは、都市が

融資の柔軟性を持つことを可能にすべきである。 部族は、DOEのOffice of Indian Energy Policy a

nd Programsを通じて直接資金を受け取る資格があるべきである。 

 

SEPとEECBGの基金、を配分する前に、州、地方、部族はエネルギー効率改善を最も必要として

いるコミュニティを特定し、エネルギーコスト負担の高い低所得コミュニティを含め、それらのニー

ズに応じて資金を配分すべきである。 SEPおよびEECBGを通じて資金提供されるプロジェクトに

対する連邦政府の支援は、受給者が強力な労働基準(Buy America/nおよびDavis-Baconの一般

的な賃金要件を含む)を満たし、労働、環境、公民権に関するすべての制定法を遵守し、関連する

場合にはコミュニティ給付協定およびプロジェクト労務協定に署名することを条件とすべきである。 

 

管轄：エネルギー商業委員会 

 

構成要素:コミュニティ開発金融機関のためのエネルギー効率貸付プログラムの設立 

 

コミュニティ開発金融機関は、信用金庫やマイクロローン・ファンドなどと同じくミッション主導の組

織であり、低所得地域への資金供給に重点を置いている。465 顧客との既存の関係を活かして、

住宅や企業のエネルギー効率向上のための融資を拡大することが可能である。 

 

下院議員のアン・クスター (D-NH)と上院議員のジェフ・マークリー (D-OR)は、2019年のコミュ

ニティ省エネプログラム法(H.R. 5514/S. 2382)を導入した。これにより、DOEは（次頁へ） 
 
 

463 米国エネルギー省エネルギー効率・再生可能エネルギー局、「エネルギー効率・省エネブロックグラントプログラムについて」、https://www.energy.gov/eere/wipo/about-energy-efficiency-and-cons

ervation-blockgrant-program。 2020年6月アクセス。 
464 Title III, Section 322, CLEAN Future Act討議案。 
465 米国財務省「コミュニティ開発金融機関基金」 
https://www.cdfifund.gov/Pages/default.aspx. 2020年6月アクセス。 

https://www.energy.gov/eere/wipo/about-energy-efficiency-and-conservation-block-grant-program
https://www.energy.gov/eere/wipo/about-energy-efficiency-and-conservation-block-grant-program
https://www.cdfifund.gov/Pages/default.aspx
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この資金を使って、地域開発金融機関、公益事業、公共電力区域、電力協同組合、地方政府に

費用対効果の高いエネルギー効率投資のための融資を提供する州や部族向けのグラント・プロ

グラムを設立するよう指示された。 これらのエネルギー効率化投資には、再生可能エネルギー、

エネルギー貯蔵、および需要対応システムが含まれる。 

 

勧告:連邦議会は、地域開発金融機関、公益事業、公共電力区域、電力協同組合、および地方

政府に対し、費用対効果の高いエネルギー効率、再生可能エネルギー、およびエネルギー貯蔵

のための融資を提供するため、州および部族に対するグラント・プログラムを設立すべきである。 

議会は、「クリーンエネルギーと深部脱炭素技術のイノベーションと展開の推進」と題するセクションで推

奨されているように、これを国の気候変動対策銀行と調整するか、国の気候変動対策銀行に組み込む

べきである。 

 

管轄：エネルギー商業委員会 

 

構成要素:安価な住宅に対する税額控除と効率インセンティブの増加 

 
米国は、経済的機会を求めて都市に移住する人々が増えるにつれて、特に都市部において、住

宅の手頃な価格の危機に直面している。 同時に、これらの地域における手頃な価格の住宅の建

設は、しばしばゾーニングの制約や近隣の反対のために減少しており、需要は供給をはるかに上

回っている。 その結果、都市部の住宅コストが上昇し、低所得者層のコミュニティやコミュニティが

より郊外に移住するようになった。この地域では、公共交通の選択肢が乏しいか、不十分である

可能性がある。466住宅政策が、家庭の通勤および各種サービスへのアクセス手段を1つの選択

肢～つまりクルマ～に制限する場合、気候政策となる。 

 

セクション42の「低所得住宅税額控除」は、手ごろな価格の賃貸住宅の投資家に利用可能であ

る。 中心市街地の近くにある、より豊富な価格の住宅は、車両走行距離と運輸部門の排出量を

削減する。 

 

デルベネ下院議員(D-WA)とマリア・カンテル上院議員(D-WA)は、手ごろな住宅ローン改善法 of 

2019 (H.R. 3077/S. 1703)を導入した。これにより、セクション42の低所得住宅税額控除が増加

し、開発業者は、不動産の価値を毀損させることなく、エネルギー効率改善のための商業投資に

対してセクション45Lの省エネ住宅税額控除とセクション179Dの税額控除を利用できるようにな

る。 これにより、開発者は、本来的に低所得世帯が欲求するエネルギーコストの節約を提供し、

エネルギー効率の良い、安価な住宅を建設することを奨励される。 前進法(H.R.2)の第90605条も

同様に信用配分を増加させると期待される。 

 

勧告:連邦議会は、セクション42低所得住宅税控除を拡大し、セクション45Lの税額控除およびセク

ション179Dの税額控除とともに、納税者がそれを主張できるようにすべきである。 

 

管轄：歳入委員会 
 

 

 

466 成長、米国の住宅過少生産:交通を可能にする経済・財政・環境への影響 
米国の住宅アフダビリティ・チャレンジ(2018年)に対処するための志向のスマート成長 
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建築ブロック:すべての公共住宅の改修と炭素削減のための連邦政府資金の増額 

 
米国では、約120万人の米国人が100万戸の公営住宅に居住しており、この公営住宅の大部分

は大幅な改修が必要である。467  COVID-19の普及に対抗するために実施された屋内退避命令は、こ

のような改善の必要性の増大をさらに強調している。 環境司法コミュニティの居住者は、家電製品による汚

染への暴露や低所得住宅の換気不良など、不利な室内条件を経験している。 室内の大気汚染物質は、

特に小児に対して深刻な健康リスクをもたらし、慢性的な健康状態への感受性を増加させる。 

長年放置されてきた公営住宅の更新と電化は、排出量を削減し、雇用を創出する一方で、健康

にプラスの影響を与えるであろう。 

 

アレクサンドラ・オカシオ・コルテス下院議員(D-NY)とバーニー・サンダース上院議員(I-VT)は、「公

営住宅法」(H.R. 5185/S. 2876)を導入した。この法律は、コミュニティの労働力開発、エネルギー関

係の本格修繕、エネルギー効率、水質、建築物の電化、コミュニティ・エネルギ・ジェネレーション、

リサイクル・ごみゼロ・プログラム、コミュニティの回復力、気候適応など、公営住宅当局のための7

つのグラント・プログラムを創設するものである。 この法案では、グラント資金の利用には、道路での労

働基準を高くし、バイ・アメリカン条項を遵守することが求められている。 

 

勧告:連邦議会は、気候耐性化、電化、オンサイト再生可能エネルギー発電のための公営住宅へ

の投資を拡大すべきである。 これらの投資の一環として、連邦議会は、公営住宅における化石燃

料の使用によって生じる呼吸障害を排除するために、全国の公営住宅におけるストーブ、暖房、

温水を電化する基金を設立すべきである。 プロジェクトに対する連邦政府の支援は、強力な労働基

準(Buy America/nおよびDavis-Baconの一般的な賃金要件を含む)を満たし、労働、環境、公民権に関す

るすべての制定法を遵守し、関連する場合にはコミュニティ給付協定およびプロジェクト労務協定に署名

する受給者であることを条件とすべきである。 

 

管轄：金融サービス委員会 

 

構成要素:既成住宅と連邦住宅のエネルギー効率基準の更新 

 

連邦政府が支援する住宅と工業化された住宅のエネルギー効率基準は、非常に時代遅れである。 

工業住宅のエネルギー効率基準は1994年以降更新されていない。 2007年エネルギー自立安全保障法

は、DOEに対し、工業住宅とHUDとUSDAのエネルギー効率基準の更新を義務付け、公的および連

邦政府支援住宅の基準の更新を義務付けている。468 DOEは、現在までに、工業住宅のエネルギー

効率基準案を発行しているが、最終規則469 HUDの基準を更新しておらず、USDAは、公的および連

邦政府支援住宅の基準を一旦更新し、2009年のIECCと最低基準としてASHRAE 90.1-2007を設立

した。 
 

 
 

467人民元「公営住宅事業」、https://www.hud.gov/topics/rental_assistance/phprog。 2020年6月アクセス。 
468 Energy Independence and Security Act of 2007, Pub L No 110-140, Section 413およびSection 481 
469 U.S. Department of Energy, Office of Energy Efficiency and Renewable Energy, “Appliance and Equipment Standards Rulemakings and Notices: Manufactured Housing,” https://www1 .eere.e

nergy.gov/buildings/appliance_standards/standards.aspx?productid=64. 2020年6月アクセス。 

https://www.hud.gov/topics/rental_assistance/phprog
https://www.hud.gov/topics/rental_assistance/phprog
https://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/standards.aspx?productid=64
https://www1.eere.energy.gov/buildings/appliance_standards/standards.aspx?productid=64
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これらは最新のモデルコード470より3サイクル以上遅れている。 

 

シーン・キャステン下院議員(D-IL)は、2020年住宅効率基準法(H.R. 7240)を導入した。これによ

り、HUDとUSDAは、公共および連邦政府が支援する住宅のエネルギー効率基準を最新の国

のモデル建築エネルギー基準に更新するよう指示することになった。 

 

勧告:議会は、DOEに対し、HUDと協議の上、公的および連邦政府が支援する住宅のエネルギー

効率基準を定期的に更新するよう、またHUDとUSDAに工業化住宅のエネルギー効率基準を定期

的に更新するよう要求すべきである。 

 

管轄:エネルギー及び商業委員会、金融サービス委員会 

 

構成要素:エネルギー効率の良い学校、病院、教会、公共建築物への投資 

 
学校、病院、教会などの非営利団体、特に低所得地域の非営利団体には、エネルギー効率や

回復力の向上に投資する資源がないことが多い。 例えば、最近のGAOの調査によれば、全国の約3

万6,000校がHVACシステムの更新を必要としていることがわかった。471これらは非営利団体であるため、税

額控除のような商業団体に利用可能な一定の金銭的インセンティブを利用することはできない。 

また、省エネ性能の高い請負業者と提携するための技術的な専門知識や、建物の強化を支援す

る技術者を雇うための資金も持っていないことが多い。 しかし、これらの施設は、コミュニティにとって、

特にCOVID-19のパンデミックや頻発する自然災害のような緊急事態において、重要な資源として役立つこと

が多い。 

 

マット・カートライト下院議員(D-PA)は、H.R. 3120(「エネルギー長官にエネルギー効率材料パイ

ロットプログラムの設置を義務付けること、およびその他の目的のため」)を導入した。このプログ

ラムは、DOEに対し、屋根、窓、ドア、HVACシステム、再生可能エネルギー・暖房システムなどの

エネルギー効率の良い材料に投資するために、非営利団体に助成金を提供するパイロットプロ

グラムの設立を指示するものである。 

 

ボビー・スコット委員長(D-VA)は、2019年米国学校再建法(H.R.865)を導入した。 この法案は、学校

における重要な物理的・デジタルインフラのニーズに対応するために多額の投資を行うものである。 また、こ

の法案は、受益国がエネルギーと水の効率を改善するために資金を利用することを認め、米国で製造さ

れた特定のグリーンビルディング・プラクティスや製品の使用を義務付けるものである。 下院民主党は、イ

ンフラ法案「前進法」(H.R. 2)のDivision Kに、この法案の最新版を「2020年米国学校再開再生法」として盛り込

んだ。 最新の法案では、学生や教育者の健康と安全を脅かす施設を備えた貧困度の高い学校を

対象に、1,300億ドルを投資することになっている。 この投資は、学生が学校に戻り、COVID-19のパン

デミックからの復興に伴い、労働者の職場復帰を支援するために200万人を超える雇用を創出するのに

役立つ。 また、新法案には、最新のモデル建築エネルギー基準を満たすための新設、近代化、改

修プロジェクトの資金を学校が受け取ることが義務付けられている。 

 

470 米国住宅・都市開発省470「Hud-assisted and FHA-insured Propertiesのエネルギーコード」 
https://www.hud.gov/program_offices/economic_development/eegb/standards. 2020年6月アクセス。 

471 GAO-20-494「学校区」では、更新または交換が必要な複数の建築システムが頻繁に特定された(2020年6月)。 

https://www.hud.gov/program_offices/economic_development/eegb/standards
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デビッド・ローブサック下院議員(D-IA)は、「アメリカ学校更新法of 2019」(H.R. 3322)を導入した。こ

れは、学校のエネルギー効率化と再生可能エネルギー導入のための改修を提供するパートナー

シップに資金を提供するものである。 LIFT America Act (H.R. 2741)に含まれているこの法案も、ニーズの

高い学校を優先し、Davis-Baconの一般的な賃金要件の遵守を求めている。 ロビン・ケリー下院議員 (D

-IL).の R. 2119 (「公共建築物のエネルギー効率改善およびその他の目的のための助成金を再認

可するため、2005年エネルギー政策法を改正すること」) は、地方自治体が公共建築物および施

設のエネルギー効率改善を支援するためのDOEグラント・プログラムを再認可するものである。 

 

H.R. 3120、H.R. 322、およびH.R. 2119は、それぞれ、クリーン未来法討議案 472「前進法」のセ

クション326、314、および312にも記載されている。 

 

2020年6月24日、リサ・ブラント・ロチェスター下院議員(D-DE)とティナ・スミス上院議員(D-MN)は、

「オープン・バック・ベター法」(H.R. 7303/S. 4060)を導入した。この法案は、州、連邦機関、部族に

対し、重要な公共建築インフラの回復力とエネルギー効率を向上させるために、4年間で200億ド

ルを承認するものである。 この法案は、DOE SEP、Federal Energy Management Program、DOE Office of In

dian Energyを通してこの資金を提供し、一般的な賃金要件を満たし、エネルギー節約パフォーマンス契約

やその他の民間資金調達手段を通じて可能な限り資金を活用するプロジェクトを要求するものである。 

 

勧告:連邦議会は、学校、病院、教会などの非営利団体がエネルギー効率、再生可能エネルギ

ー、回復力の向上に投資するのを支援するため、競争的なグラント・プログラムを確立すべきであ

る。 連邦政府の投資においては、環境司法コミュニティが優先されるべきである。 これらの機関でより広範な

インフラ改善に資金を提供する場合、議会はまた、エネルギー・水の効率性と回復力の向上が、資金の適

格な利用であること、および新築・改修プロジェクトが、グリーン・ビルディング・プラクティスを利用することを

確実にすべきである。 

 

勧告:議会は、地方政府の建物と施設のエネルギー効率と回復力を改善するためのDOEグラント

を再認可し、資金を提供すべきであり、また、ミッションに不可欠な公共建物と施設のエネルギー

効率と回復力の向上のために、州、連邦政府機関、部族に追加資金を提供すべきである。 

 

連邦議会は、これらの勧告のいずれについても、資金を受けているプロジェクトが、本セクションの

他のセクションで詳述されている建築エネルギー法規や、「気候変動の影響に対して米国コミュニ

ティをより強靱にする」というセクションで推奨されている連邦洪水や野火の強靱性基準など、最新

のモデル建築エネルギー法規や強靱性基準を満たしていることを確保すべきである。また、プロジ

ェクトに対する連邦政府の支援は、受給者が強力な労働基準(Buy America/nやDavis-Baconの現

行の賃金要件を含む)を満たし、すべての労働、環境、公民権規約を遵守し、関連する場合にはコ

ミュニティ給付協定やプロジェクト労働協約に署名することを条件とすべきである。 

 

管轄：エネルギー・商業委員会、教育・労働委員会 
 

 

 

 

472 Title III, Section 314, 326, and 312, CLEAN Future Act討議案。 
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構成要素:気候変動と闘い、公平性を促進するための住宅・都市開発政策局への資金の増額 

 

HUDは、家庭の手頃な価格とコミュニティの持続可能性を高めることを目的とした多くのプログラム

を運営している。 これらのプログラムは、エネルギー効率の高い建築技術の展開を増やし、エネ

ルギー効率の要件を増やせば、温室効果ガス排出量を削減する可能性がある。 これらには、コミ

ュニティ開発ブロック・グラント、コミュニティ再投資法の投資、連邦住宅税控除、グリーン・モーゲ

ージ商品、公的・インディアン住宅局からの資金提供が含まれる。 しかしながら、これらのプログラ

ムの多くは既存の需要を満たすことができないため、これらのプログラムは受益国に提供するた

めに追加資金を受ける必要がある。 

 

州の住宅金融機関(HFA)は、HUDプログラムや、支援を受けた、あるいは支援を受けていない

市場向け住宅を含む、手ごろな価格の住宅のための個々の州のプログラムを運営していること

が多い。 この手ごろな価格の住宅ストックの多くは、既存のHUDプログラムではカバーできないかもしれ

ないが、より健康的な建築材料だけでなく、天候やその他の効率改善からも恩恵を受けると思われる。 

 

勧告:議会は、HUDプログラムに対する資金を増やすべきであり、これには、エネルギー効率の向

上と資本の改善のための資金が含まれる。また、議会が管理するプログラムと投資に関連するエ

ネルギー効率要件を増やすべきである。 

 

勧告:議会は、支援され、安価な複数世帯住宅のエネルギー効率改善に資金を提供するHUDプロ

グラムを創設すべきである。 このプログラムはまた、エネルギーと水の効率を改善し、再生可能エネ

ルギーを導入し、健康的な建築資材を組み込むために、手頃な価格の住宅供給者に技術援助を提供

すべきである。 可能であれば、改善プロジェクトは、鉛の危険性を緩和し、修復する機会として利用されるべ

きである。 州のHFAは、資金を所有者に管理し、資金を完全な補助金として利用するか、あるいは

無償資金協力、融資、および/または実績契約を組み合わせた融資パッケージを作成するために

利用する柔軟性を持たなければならない。 HFAは、無償援助や低コスト融資を受ける不動産所

有者に対し、効率改善後少なくとも5年間は、賃料をHUDの手ごろな価格に抑えるよう義務付ける

べきである。 

 

勧告:議会は、「政策が、低所得コミュニティやカラー・コミュニティを含む、過重な負担と脆弱性を

抱えるコミュニティにどのような影響を与えるかを評価する気候研究の支援」を提供すべきであ

る。473 具体的には、連邦議会は、HUDに対し、再生可能エネルギー、エネルギー効率、電化を促

進する政策による分配の影響があるかどうかを決定するための研究を実施するよう指示すべきで

ある。 多くの場合、経済開発を促進する政策は緩やかなものとなっており、この経験から得られた教訓を

将来の気候政策に反映させるべきである。474  HUDは、この研究の結果に基づき、建築部門におけるエネ

ルギー効率、再生可能エネルギー、電化への公平なアクセスを改善するための勧告を策定すべきであ

る。 

 

管轄：金融サービス委員会 
 

 
473 公平で公正な気候プラットフォーム「公平で公正な気候の未来のためのビジョン」 
https://ajustclimate.org/index.html. 2020年6月アクセス。 

474 世界資源研究所「都市気候変動対策のグリーン・ジェントリフィケーションへの取り組み」 
https://www.wri.org/blog/2019/12/how-prevent-city-climate-action-becoming-green-gentrification. 2020年6月アクセス。 

https://ajustclimate.org/index.html
http://www.wri.org/blog/2019/12/how-prevent-city-climate-action-becoming-green-gentrification
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構成要素:持続可能なコミュニティ・イニシアティブの再開 

オバマ政権は、HUD、EPA、DOT.475の3つの機関と共に「持続可能なコミュニティ・イニシアティブ」

を立ち上げた。このイニシアティブは、交通機関を中心とした混合利用開発など、環境への影響

を低減する方法で、手ごろな価格の住宅と交通手段の両方に関する地域・地域計画を改善する

ためのグラントを提供した。 このイニシアティブの下、地域計画グラントは地域的に重要な問題に焦点を

当てたパートナーシップに重点を置き、コミュニティ・チャレンジ・プランニング・グラントは特定の地域や地域に

重点を置いている。 Sustainable Community Initiativeは、建築および運輸部門からの温室効果ガス

排出の削減をより重視するために拡大することができる。 

勧告:議会は、HUDに対し、EPAとDOTと共に持続可能なコミュニティ・イニシアティブを再開・拡大

するよう指示すべきである。 

管轄：金融サービス委員会 

 

構成要素:空き家の在庫を生産的利用に戻すためのコミュニティ・ランド・バンクの強化 

空き家、遺棄物、滞納物は、近所を不安定にし、火災、健康、安全上の危険を引き起こし、財産価

値を低下させ、地方の税金を浪費する可能性がある。 そのような資産の修理および維持の費

用、ならびにそのような資産に対する未払いの税金および先取特権に対処する費用は、不動産

価値を超えることがあまりにも多く、潜在的な購入者を妨げる。 低所得者層のコミュニティと色彩

のあるコミュニティは、そのような土地の近くに住むことの負担と、それに伴う健康上・安全上の危

険を不釣り合いに負担している。 

土地銀行とは、地方政府や州政府、非営利団体で、これらの空き地、遺棄物、滞納物を取得し、

税負担に対処したり、物件を修復したり、不安定な物件を解体したりすることによって、生産的な

利用に還元することができる。 土地銀行は、地元の法律に準拠し、地元の建築基準法と調和して運営

されており、問題となる不動産の安全性と居住性を確保している。 土地銀行はまた、エネルギー効率とレ

ジリエンス・レトロフィットのための資産の準備にも役立つ。 土地銀行は、全国各地のコミュニティで事業を

展開しているが、ベストプラクティス、技術援助、資源へのアクセスを提供することで、影響力を最大化し、コ

ミュニティのニーズを満たすのに役立つだろう。 

2020年6月、下院議員ダン・キルディー (D-MI)とドリュー・ファーガソン(R-GA)は、国土銀行ネットワーク法(H.

R. 7103)を導入し、土地銀行の仕事を進めるためのパートナーシップとプログラミングを開発し、土地銀行に

技術援助と研究へのアクセスを提供し、土地銀行の強化とコミュニティにおける新しい土地銀行の創設を支

援するためのグラントを提供した。 

勧告:連邦議会は、近隣再投資公社に対し、空き地や遺棄された土地に対処し、安全、回復力、

居住性のための生産的利用を可能にするために、土地銀行の国内ネットワークを強化・拡大す

るためのパートナーシップ、技術援助、および無償援助を強化するよう指示すべきである。 

 

管轄：金融サービス委員会 
 

475 https://www.hud.gov/hudprograms/sci、持続可能なコミュニティ事務所
 2020年6月アクセス。 

https://www.hud.gov/hudprograms/sci
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 連邦政府による建築指導  

米国最大のビル所有者として、連邦政府は、野心的なエネルギー利用と排出削減目標を設定し、

パフォーマンスに基づく測定基準と基準をどのように実施するかを実証し、新技術を導入すること

で、強力な影響力を持つ可能性がある。 連邦政府は、包括的なエネルギー利用と排出削減目標

に加えて、水利用を削減し、オンサイトでの再生可能エネルギー発電を増加させ、具体化された炭

素を削減するために、より具体的な目標を設定することができる。 

 

構成要素:2030年までにネットゼロエミッションを達成するために連邦建築物の新築と大規模改修を必

要とする 

 

地方自治体は、自国の国境内の建築物がモデル建築基準を満たしているかどうかを管理してい

る。 連邦政府は、できるだけ早く、遅くとも2030年までにゼロ・エミッションを達成するために、連邦政府の

建物のすべての新築および大規模改修を義務付けることにより、モデル・コードの実施のための能力を構

築し、主導することができる。 

 

この用語の解釈は異なるが、正味ゼロ・エミッション建築物とは、一般に建築物の年間エネルギ

ー使用による排出量を相殺するのに十分な排出のないエネルギーを生産または購入する建築

物であり、オンサイト、近隣、または系統連系の電力を利用する建築物を含むことができるとされ

る。476また正味ゼロ・エミッション目標は、複数の建築物を含むコミュニティまたはキャンパス全体

にも適用できる。 連邦政府の施設の純ゼロエミッション目標は、連邦政府の施設からの排出量を削減

するための費用対効果が高く、柔軟な道筋を提供するとともに、州、地方、民間の建築物のキャパシティ・

ビルディングにも対応できるようにする。 連邦政府の建築物は、全国のコミュニティに存在するた

め、ネット・ゼロ・エミッションの連邦政府の建築物の新築・改修は、ネット・ゼロ建設技術の地元

の能力向上を支援し、地方政府やその他の建築主が利用できる純ゼロ・エミッションの建築材料

や製品の地元市場とサプライチェーンを構築する。 効率性と柔軟性を最大化するために、連邦

政府は、連邦政府の施設からの排出量を削減するポートフォリオアプローチをとることができる。

それは、個々の建物ではなく、複合施設や連邦政府の建物のグループ全体にわたって、純ゼロ・

エミッションの目標を設定することである。 連邦政府はまた、上述した具体化された炭素排出な

ど、非エネルギー関連の建築物排出を含めるために、純ゼロ・エミッション目標を拡大することも

できる。 

 

勧告:2030年までに、連邦議会は、連邦政府の新しい建物を建てたり、賃貸したり、あるいは、既

存の連邦政府の建物の大規模な改修を受けたりする場合、連邦政府機関に対し、正味ゼロ・エミ

ッションを達成するよう要求すべきである。 議会は、2021年IECCのゼロ・コード付録のような既存のプ

ラットフォームに基づいてこの目標を設定することができ、また、(1)エネルギー効率の最大化、(2)実施可

能な場合には、エネルギー需要を満たすためのオンサイトまたは近隣の正味ゼロ・エミッションのエネル

ギー源の利用、(3)コードを満たすための追加的なクリーンまたは再生可能エネルギークレジットの必要

性を決定するために、地域グリッドの排出原単位を考慮しつつ、オフサイトの正味ゼロ・エミッションエネ

ルギーとグリッドからの電力の調達を組み合わせることにより、残りのエネルギー需要を満たすことを建

物に要求すべきである。 政府機関は、可能な限り電化戦略を採用し、建築材料からの具体化され

た炭素排出量をできるだけ早くゼロ・ネット計算に含めることを目指すべきである。 
 

476 NREL/TP-550-4586, Net-Zero Energy Buildings: A Classification System based based on Renewable Energy Supply Options(2010年6月); Renilde Becque et al., Accelerating Building Decarbon

ization: Accelerating Building Decarbonization: Net Zero Carbon Building For All(世界資源研究所、2019) 
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勧告:連邦政府機関が新築建物の純ゼロエミッション要件を満たし、これらの基準を満たすことの

できる深い改修を奨励するために、議会は、これらのプロジェクトを可能にするための増分資金の

配分を検討すべきである。 その後、各機関は必要に応じてこの追加資金を申請することができ

る。 例えば、連邦政府機関がすでに新しい建設プロジェクトまたは大規模な改修を計画しており、

そのプロジェクトに対して既存の内部資金または民間資金を有している場合、その機関は、プロジ

ェクトを純ゼロ・エミッションにするための追加費用を賄うために追加資金を申請することができ

る。 

 

管轄：エネルギー・商業委員会、運輸・インフラ委員会、監督・改革委員会 

 

構成要素:すべての連邦政府建築物のための野心的なエネルギー効率と排出削減目標の設定 

 

施設のカーボン・フットプリントに完全に対処するために、連邦政府は、新しいよりクリーンな建物

の建設に加えて、既存の建物の排出量を削減する必要がある。 これには、エネルギー効率の改

善、電化、および建築事業における純ゼロ・エミッションエネルギーへの依存の組み合わせが必要とな

る。 連邦政府の建築管理者は、より大きなエネルギーと排出削減を達成するために、複数の効

率化、電化、ネットゼロ・エミッションのエネルギーのアップグレードを、建物全体の抜本的なエネ

ルギー修繕策にまとめることができる。 連邦政府の省エネルギープロジェクトの分析によると、GSAの

抜本的国家エネルギー修繕プログラムの下でのプロジェクトは、他の連邦政府のエネルギー効率化プロ

ジェクトの2倍以上の平均省エネルギーを達成した。 

 

連邦エネルギー管理プログラム(FEMP)は、連邦政府機関がエネルギー利用を管理し、エネルギ

ー効率およびその他の要求事項を遵守するのを支援するためのガイダンスと資源を提供する。 F

EMPはまた、エージェンシー・パフォーマンスの追跡と共有もサポートしている。 しかし、FEMPには認可法は

ない。 

 

2007年エネルギー自立・安全保障法により、建築物のエネルギー集約度削減義務は2015年まで

に2003年比で30%削減することが定められた。478 が、2018年現在、連邦政府はこの要件を達成し

ておらず、2018年には25.5%削減にしか達していない。479 

 

ピーター・ウェルチ下院議員(D-VT)とアダム・キンジンガー下院議員(R-IL)は、連邦エネルギー・

水管理パフォーマンス法(2020年)(H.R.5650)を導入した。リサ・ムルコウスキ上院議員(R-AK) およびジョ

ー・マンチン上院議員(D-WV) は、ウェルチ・キンジンガー両下院議員、ポートマン、シャヒーン上院議員が導入

した2019年エネルギー節減および産業競争力法(H.R. 3962/S. 2137)の規定に類似した、2019年連邦エネルギ

ー・水管理性能法(S. 1857)を導入した。  これらの規定は、FEMPを体系化し、連邦政府機関に対し、各施設の

平均建築物エネルギー集約度を毎年2.5%削減することを義務付ける。 前進法(H.R.2)第33251条及び第3

3252条も同様の規定を含む。 
 

 
477 Oak Ridge National Laboratory, U.S. Department of Energy, Energy Savings from GSA's National Deep Energy Retrofit Program (September 2014). 
478 Energy Independence and Security Act of 2007, Pub L No 110-140. 
479 連邦持続可能性局「連邦政府全体のパフォーマンスデータ」 
https://www.sustainability.gov/government_data.html. 2020年6月アクセス。 

https://www.sustainability.gov/government_data.html
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ジュリア・ブラウンリー下院議員(D-CA)は、連邦建築法(H.R. 5142)を導入した。 この法案では、連

邦政府が再生可能エネルギーの利用を2030年までに全電力の35%、2040年までに75%、2050年までに100%

に増やすことが求められている。 この法案はまた、連邦政府が連邦の施設、連邦の土地、部族の土

地で現場で生産される再生可能エネルギーを利用することを奨励する一方で、これらの施設や土

地で生産された再生可能エネルギーの現在の二重計上を廃止し、その要件を満たすことを目的

としている。 

 

ジョー・ネグゼ下院議員(D-CO)は、グリーン政府決議(H.Con.Res.74)を導入した。この決議は、州議

会議事堂の建築家に、2032年までに再生可能電力100%に移行することにより、州議会議事堂の建築物がワシ

ントンD.C.の都市全体のクリーンエネルギー目標と整合することを確実にするよう指示するものである。480 

 

勧告:連邦議会は、FEMPを成文化し、連邦政府の建物(リース建物を含む)のエネルギー使用原

単位と排出削減の野心的な目標を設定すべきである。 

 

勧告:連邦議会は、GSAとFEMPに対し、2025年までに少なくとも100件の連邦政府の建物の抜本

的エネルギー改修を実施するよう要求し、資金を提供すべきである。 GSAおよびFEMPは、すでに改

修予定の建物、またはコスト効率を最大化するために他の建物改修を必要とする建物を対象とすべきであ

る。 連邦議会は、連邦政府機関に対し、2025年から毎年、大規模施設の5%で深部エネルギーと

水の改修を達成する計画を策定し、実施するよう指示すべきである。 政府機関は、コストを削減

するために、これらの改装を他の大規模な設備投資と調整すべきである。 連邦議会は、少なくとも5

0%の省エネルギーを達成するために、大幅な改修を必要とすべきである。これは、電気と燃料の組み合わせ

による節約、および25%の節水、または技術的に可能な最大限の節約として評価される。 

 

勧告:連邦議会は、州および地方自治体が同様の措置を採用するためのリーダーシップを発揮し、

キャパシティ・ビルディングを行うために、個々の連邦政府の建物に基づいて、エネルギーおよび

排出量のベンチマーキングとパフォーマンスに基づく要件を実施すべきである。 議会は、上述した

ように、DOEによるモデル建築物のエネルギーと排出性能基準の作成とこれらの要件を調整すべきであ

る。 

 

管轄：エネルギー・商業委員会、運輸・インフラ委員会、監督・改革委員会 

 

構成要素:連邦政府による省エネ性能契約の拡大 

 
連邦政府機関は、20年以上にわたり、エネルギー効率改善に先行資本や議会の特別予算を使

わずに投資するために、省エネ性能契約(ESPC)を利用してきた。 その代わりに、第三者への投資

の返済は、エネルギー料金の節約から時間が経つにつれて発生する。 これらの利点にもかかわらず、ES

PCプロジェクトには未開拓の機会が多く残されている。 2007年エネルギー自立・安全保障法は、連邦政府

機関に対し、施設の費用対効果の高いエネルギー・水効率対策を特定することを義務付けているが、これ

らの対策を実施することを政府機関に義務付けていない。481 ESPCプロセスは、既に確認されたこれらの

エネルギー効率向上に対処するための理想的なメカニズムを提供する。 

 

480 H.Con.Res.
 74、「2032年までに米国議会複合施設に電力を供給するため、再生可能エネルギー源からの電力の専用利用への移行を議会建築家に促す」、https://www.congress.gov/bill/1

16th-congress/house-concurrent-resolution/74、第116回議会。 
481 Energy Independence and Security Act of 2007、Pub L No 110-140、第432条。 
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ピーター・ウェルチ下院議員(D-VT)とアダム・キンジンジャー下院議員(R-IL)と上院議員 コリー・

ガードナー(R-CO)および クリス・コーンズ(D-DE)は、2019年官民パートナーシップ法(H.R.3079/S.1706)を導

入した。これは、費用対効果の高いエネルギー効率および水効率対策の実施を必要とし、これらの目標

を達成するために連邦施設での性能契約の利用拡大を奨励するものである。 「クリーン未来法」討議

草案には、この法案も含まれている。482 

 

さらに、下院議員のピーター・ウェルチ(D-VT)とデビッド・マッキンリー(R-WV)、上院議員のロブ・ポートマン(R

-OH) とジーン・シャヒーン(D-NH) は、2019年省エネルギー・産業競争力法(H.R. 3962/S. 2137)を導入した。 こ

の法案は、他の条項の中でも、最高情報責任者会議に対し、エネルギー性能目標を達成する

ために契約された省エネ性能の利用のためのベストプラクティスを推奨するよう指示するもので

ある。 

 

勧告:連邦議会は、エネルギー効率と水効率を最大化するために、エネルギー節減性能重視型契

約の連邦政府による利用を拡大すべきである。 

 

管轄：エネルギー・商業委員会、監視・改革委員会 

 

構成要素:連邦スマートテクノロジー戦略の開発 

 
アンナ・エッショー(D-CA)下院議員とアダム・キンジンガー(R-IL)下院議員は、エネルギー効率政

府技術法(H.R. 1420)を導入し、法案は下院を通過した。この法律は、スマート技術を含め、すでに

商業的に利用可能なエネルギー効率の良い技術を使用することによってエネルギー使用を削減

するよう連邦政府に指示するものである。 この法案には、第三者がエネルギー使用を削減するソリュ

ーションの開発を支援できるよう、オープン・データ・イニシアティブの創設を含め、データ・センターにおけ

るエネルギー効率の改善に特に重点を置いている。 

 

この法案は、連邦政府機関に対し、エネルギー効率化技術を連邦政府の施設で利用するため

の、測定・検証技術や一般的なベストプラクティスを含む実施戦略の策定を指示するものである。 

各機関は、高度な計測インフラ、エネルギー効率の良いデータセンター戦略、高度な電力管理ツール、ビ

ルのエネルギー管理ツール、テレワークオプションの利用を検討しなければならない。 OMB(管理予算局)

は、これらの任務に関する連邦政府機関の取り組みを評価する。 2019年の省エネルギーおよび産業競争力

法(H.R. 3962/S. 2137)およびクリーン未来法の討議草案には、この法案483も含まれている。 

 

勧告:連邦議会は、連邦政府の建物、特に小規模の中規模データセンターでのエネルギー利用と

排出を削減するために、連邦政府のスマートテクノロジー戦略を確立すべきである。 

 

管轄：エネルギー商業委員会 
 

 

 

 

 

 
 

482 Title III, Section 341, CLEAN Future Act討議草案。 
483 Title III, Section 323, CLEAN Future Act討議案。 
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インフラの中でも、水は生命の根幹をなすものである。 安全で清潔な水へのアクセスは、公衆衛

生、農業、商業にとって不可欠である。 しかし、ほとんどの州では、家庭の水道料金が上昇してい

るにもかかわらず、水不足、水質問題、資金不足に直面している。 国が重大かつ広範なインフラ危機

に直面する中で、ダム、堤防、その他の水管理構造物は、他のすべてのインフラ投資に重要な保護を提供す

るため、特に懸念されている。 米国の水と洪水のインフラは老朽化しており、投資はニーズに追いついていな

い。 水インフラの資金ギャップを埋め、水システム、ダム、堤防が今日のニーズを満たし、将来の需

要を満たし、将来予測されるより極端な条件に耐えることを確保するための戦略的投資が必要であ

る。 

水システムに対する洪水や気候関連の脅威のリスクに対処するための追加的な提言は、本報告書

の「米国のコミュニティを気候変動の影響により強靱にする」と題するセクションに記載されている。 

 

 壊滅的な洪水を防止するためのインフラへの投資  

構成要素: 気候耐性によってコミュニティを守るために、国家の洪水リスクインフラを変革する 

 

堤防やダムは、河川や沿岸の洪水に見舞われやすい地域に定住していた米国各地のコミュニティ

で、洪水リスクの軽減に重要な役割を果たしている。 人口5万人以上のコミュニティの少なくとも3分

の1は、堤防によって保護された管轄区域の一部を有している。484堤防とダムは、道路や橋から水

道施設や発電所に至るまで、あらゆる種類のインフラを保護するサービスを提供している。 しかし、

国家はシステムは破滅的かつ致命的な結果をもたらすという、洪水リスク管理インフラに関した複

雑な経験を有しており、洪水が堤防を乗り越えたり、決壊したりする可能性がある。 多くの政府報告

書は、学んだ教訓を反映しており、議会が検討すべき貴重な所見と提言を含んでいる。 

 

• 堤防とダムはリスクの低減に役立つかもしれないが、それを排除することはできない。485,486 

• 堤防建設は、堤防地域の新築住宅、課税基盤、インフラを誘致する誤った安全感を生み

出し、洪水リスクを増大させる意図しない効果がある487。 

• 連邦土木事業は、全国水害保険制度と組み合わせて実施されており、水害保険の要件を

回避するために必要な最低限の基準のみに設計された堤防を、以下のような堤防システ

ムを設計する代わりに、広く建設することを目的としている。 
 

 

 

484 米陸軍技術者部隊、「ナショナル・リーブ:セーフティ・リーブ、コミュニティ」、https://www.usace.army.mil/NationalLevee-Safety/About-Levees/Levees-and-Communities/。 2020年6月アク

セス。 
485 同上。 
486 Federal Emergency Management Agency (FEMA)、Fact Sheet: Risk Exposure and Residual Risk Related to Dams(2018年5月  
487 National Committee on Levee Safety, Recommendations for a National Levee Safety Program: A Report to Congress (January 2009) at 15, 53. 

きれいな水を供給し、壊滅的な洪水を防ぐための水イン

フラへの投資 

https://www.usace.army.mil/National-Levee-Safety/About-Levees/Levees-and-Communities/
https://www.usace.army.mil/National-Levee-Safety/About-Levees/Levees-and-Communities/
https://www.usace.army.mil/National-Levee-Safety/About-Levees/Levees-and-Communities/
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堤防が越流したり破綻した場合に経済的損失がカバーされるように、より高い基準とリスク

ベースの洪水保険の対象となるようにすること。488 

• 数十年に及ぶ全国のダムや堤防の維持管理の延期と放置は、堤防の流域とその下流に

あるコミュニティの生命と財産を失う重大なリスクをもたらしている。489,490 USACEの報告

によると、800万人以上が住んでいたり、仕事をしていたりする連邦の堤防ポートフォリオ

の13%は、より長期的な解決策が追求されている中にあって、とりあえず生命と財産の損

失のリスクを低減するための暫定措置を必要としている。491 

 

全国の3万マイルを超える連邦記録堤防のネットワークと、全国レベルのデータベース492にはまだ

記載されていない多数の堤防が、各州、準州、コロンビア特別区の1兆3,000億ドル以上の資産を保

護している。493 また、堤防の半数以上は、州や地方自治体が所有しており、修繕や維持管理のた

めの予算が限られていることが多い。 連邦政府の管轄外にある堤防の在庫が多いため、全国の堤

防の状況はほとんどわかっていない。 米国土木学会は、堤防のリスクに対処するためには、今後1

0年間で800億ドルが必要であると推定している。494 USACEはUSACEが持つ堤防ポートフォリオに

おける14,150マイルのリスクに対応するには210億ドルが必要だと見積もっている。495 2014年に、議

会は国の堤防安全イニシアティブを承認し、FEMAに対し、州および部族の堤防安全プログラムの

確立または改善を支援するよう指示した。 しかし、このイニシアティブは、国の堤防インベントリ作成

以外の資金をまだ受け取っていない。 

 

ダムはまた、重要なサービスを提供し、洪水を防ぐ一方で、干ばつや洪水のような水の状態を変

化させるリスクをもたらし、ダムや関連するインフラへのストレスを悪化させる可能性がある。 ダ

ムの維持管理・修復への投資が不足しているため、現在の設計・安全基準を満たすためにダムを

修復するには450億ドルが必要であると推定されている。これは、気候変動がダムにさらなるスト

レスを与える方法を説明していない。496 技術援助および州のダム安全プログラムへの投資も、ニ

ーズを満たすには不十分である。 さらに、洪水イベントを管理し、水供給の信頼性を最適化し、環

境上のコベネフィットを向上させるために、貯水池からの水を選択的に保持または放出する意思

決定に情報を与えるために、強化されたモニタリングおよび気象予測と水予測を利用する貯水池

管理戦略を調整する機会がある。497 ダムはまた、漁業や他の種の生息地に有害である可能性

があることから、洪水保護の利益は、特に絶滅危惧種に対して、生態学的影響と比較検討される

べきである。 
 

 

 
488 

同様、10 

489 同様、13,39,55
。 

490 米国土木学会、2017年インフラストラクチャーレポートカード:ダム、https://www.infrastructurereportcard.org/wpcontent/uploads/2017/01/Dams-Final.pdf 
491 USE, Levee Portfolio Report: USACE Levee Portfolio(2018年3月)に関連するリスクと利点の要約。 
492 USAC「ナショナル・レベル・データベース」https://levees.sec.usace.army.mil/#/. 2020年6月アクセス。  
493 American Society of Civil Engineers, 2017 Infrastructure Report Card: Levees, https://www.infrastructurereportcard.org/wp-content/uploads/2017/01/L

evees-Final.pdf. 

494 同上 
495 USACE「レベイ・ポートフォリオ・レポート:USACEレベイ・ポートフォリオ(2018年3月)に関連するリスクと便益の概要」(https://usace.contentdm.oclc.org/utils/getfile/collection/p266001coll1/id/7167) 
496 米国土木学会、2017年インフラストラクチャーレポートカード:ダム、https://www.infrastructurereportcard.org/wpcontent/uploads/2017/01/Dams-Final.pdf 
497 カリフォルニア大学サンディエゴ校スクリップス海洋学研究所西洋気象・水質極限センター 
「情報に基づく貯水池の運営予測」http://cw3e-web.ucsd.edu/firo/。 2020年6月アクセス。 

https://levees.sec.usace.army.mil/%23/
https://levees.sec.usace.army.mil/%23/
http://cw3e-web.ucsd.edu/firo/
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ジュリア・ブラウンリー下院議員(D-CA)は、「適格な高危険潜在ダム」の定義に関する国家ダム安全

計画法の改正法案であるH.R. 5504を提出した。この法案は、FEMA高危険ダム・プログラムの対象

を小水力発電容量のダムに拡大するものである。 これにより、よりリスクの高いダムが連邦政府の支援

を受けられるようになる。 

 

勧告:連邦議会は、ダム安全訓練、技術支援、研究、国民の意識向上、および各州・地域におけ

るダム安全プログラムの改善を支援するため、FEMA全国ダム安全プログラム、高危険潜在ダム

復旧プログラム、ダム安全保護局、およびUSDA小水域ダム復旧プログラムのための資金を増額

すべきである。 議会は、ダムの生態学的影響に対処し、生命と財産の損失のリスクを低減し、清

潔で安全な飲料水へのアクセスを保護するために、高危険ダムの修復を支援するための資金を

増額すべきである。 連邦議会はまた、小規模水力発電ダムを含めるために、連邦政府からの資

金提供を受ける資格を拡大すべきである。 議会はまた、USACE、埋立局、NOAA、以下を指揮すべきで

ある。 

米国地質調査所(USGS)および米国魚類・野生生物局は、ダムや貯水池の運営に関する予測情報

に基づく戦略の利用を拡大するために、気象・水予測や気候予測の改善を活用する機会について、

2年以内に議会に報告する。 

 

勧告:連邦議会は、一貫性のある堤防安全基準を確立し、推進するために、USACEの堤防安全計

画に十分な資金を提供すべきである。また、堤防背後の地域における開発のための弾力的な基

準と基準を含む堤防安全指針を作成すべきである。また、気候リスクを考慮した全国の堤防の評

価を完了すべきである。 連邦議会は、これらの評価を通じて特定された気候リスクに対処するために、

適切な資金拠出を認めるべきである。 連邦議会は、FEMAに対し、極度の洪水の影響からコミュニテ

ィを保護するのに役立つ全国の堤防ネットワークを確保するための州および部族の堤防安全計

画の策定を支援するための資金を提供すべきである。 また、連邦議会は、堤防の所有者または事業

者に対し、堤防の運営、維持管理、修繕、および取替えのための財政的能力を期待寿命まで示すことを要求

すべきである。 

 

管轄：運輸インフラ委員会、天然資源委員会、農業委員会 

 

構成要素:連邦洪水リスク管理インフラのためのフィージビリティ・スタディにおけるグリーン・イ

ンフラと非構造的洪水リスク低減を完全に統合 

 

堤防は、その性質上、水路の上流、下流、隣接、横断する特性に悪影響を及ぼす可能性があ

る。 堤防は、水路とコミュニティの間の障壁として機能し、洪水を他の財産に移し、洪水の深さと

速度を増加させ、浸食を悪化させる可能性がある。 堤防は、重要な水辺の植生に損害を与えた

り、それに取って代わったりする可能性があり、そうでなければ洪水や緩慢な速度を吸収するの

に役立つだけでなく、生息地やコミュニティのレクリエーションの快適性を提供することにもなる。 

堤防はまた、水の流れを妨げ、しばしば水生生物にとって重要な湿地地域へのアクセスを遮断する。 水

路に近すぎる堤防は、開発可能な堤防背後の土地を最大限に活用することができるが、洪水の余地が

少なく、水の流れが速く、高くなる。 その結果、堤防の越流や破損の影響は破滅的なものとなる可能性

がある。 

 

連邦政府以外の所有者や運営者(コミュニティ、地域団体、特別地区など)は、数千マイルに及ぶ

堤防、ポンプ場、その他の構造物の維持管理を継続的に行っている。 あまりにも多くの場合、上流
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開発が洪水の高さを増し、その他の財政的圧力が必要な資金をインフラの保守義務から引き離すにつれ

て、責任が高まるため、堤防所有者は、そのような維持管理に積極的ではなく、それに追随することができ

なかった。 
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洪水のリスクが新たな堤防や既存のシステムの拡張を検討するようにより多くのコミュニティを駆り

立てていることから、コミュニティや連邦政府機関は、堤防の潜在的な環境的・経済的悪影響を考

慮し、洪水リスク管理手法の設計にこれらを統合するための、より集約度が低く、費用もかからない

あらゆる選択肢を評価すべきである。 機能する河川システムの自然能力を最大限に活用すること

で、より自然な洪水レジームを可能にし、湿地、自然洪水平野、後退堤防などの特徴を洪水リスク

管理戦略全体に統合することで、破滅的な洪水やシステムの失敗のリスクを、維持コストとともに削

減することができる。 

 

勧告:連邦議会は、連邦議会が承認した連邦洪水リスク研究の一環として、費用対効果の高い可

能性のあるあらゆる解決策を検討することを確保すべきである。これには、洪水による損失が繰り

返され、増大する場合には、意欲のある所有者やコミュニティの買い取りや移転、洪水による損失

の増大にさらされている非構造的オプション、必要に応じて、高架化や耐水構造、洪水の影響を軽

減し、浸食の緩和や水質の向上、レクリエーション、コミュニティの本質的な福利の向上など、洪水

の影響を軽減し、他の便益をもたらすことができる無傷、機能的、健全な沿岸・河川生態系の回復

などが含まれる。 また、USACEは、後退堤防や生態系の回復など、構造的で工学的な対策が少

ないことを評価すべきである。 フィージビリティ・スタディ・プロセスは、特に環境司法コミュニティに

対して、意味のある一般市民の参画を提供すべきである。環境司法コミュニティは、洪水に対処す

るために実施される戦略を決定する際に、その意見を参考にすべきである。 また、このプロセス

は、コミュニティの野外レクリエーション、回復した湿地による炭素固定、都市植林プログラムによ

る冷却など、洪水リスクを低減するための自然ベースの解決策のためのコベネフィットの経済的価

値を考慮に入れるべきである。 

 

勧告:連邦議会は、USACEに対し、連邦政府が認可し、連邦政府が運営していない洪水被害軽減

プロジェクトで、状態が悪く、修理、撤去、復旧、または自然に基づく特徴やグリーン・インフラへの

置き換えの恩恵を受ける可能性のあるものに関する報告書を議会に提出するよう指示すべきで

ある。 

 

勧告:連邦議会は、USACEに対し、「河川、河川、洪水平野、湿地、海岸などの天然資源を修復

または保護する、天然インフラ・プロジェクトおよび非構造的プロジェクトについて、これらの努力

が洪水リスクを減少させるならば、その費用分担要件を一貫して適用するよう指示すべきであ

る」。498 

 

本報告書の「海洋・沿岸生態系及び水生野生生物の気候耐性の向上」というセクションでは、沿

岸及び河川の回復力を高めるためのグリーン・インフラへの投資に関する更なる提言を提供す

る。 

 

管轄：運輸・インフラ委員会 
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498 33 U.S.C.§701n(a)(4) 
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構成要素:気候耐性のための既存の損傷した洪水インフラの修復、修復、及び交換 

USACEは、L. 84-99として知られている堤防修繕・改善プログラムの下で、洪水時に被害を受けた

連邦政府以外の堤防の一部を修復している。499 USACEは、伝統的に、このプログラムの下で、洪

水リスクの増加など気候変動の影響を考慮しない洪水前の状態に堤防を再建し、自然の特徴と非

構造的オプションを統合した利用可能な代替案を採用するようなことはほとんどしなかった。500 

 

ミズーリ川沿いのように、全国の一部の地域では、大規模な洪水のたびに堤防が被害を受け、連

邦政府の納税者に100%の費用をかけて、繰り返し修理が必要となる。 501 連邦議会は、2014年、2

016年、2018年に「レヴィー・リハビリテーション・改善プログラム」を改訂し、USACEが洪水被害の

繰り返しを減らし、河川に洪水を安全に収容できる空間を提供するために、堤防のセットバックと

再整備を行うことができることを明確にした。 2014年の水資源改革・開発法では、USACEが緊急

時対応当局の見直しを完了することが義務付けられており、これには、P.L.84-99の下でプロジェク

トを実施し、P.L.84-99の支出を議会への隔年報告書で報告し続けるために過去5年間に費やされ

た金額も含まれていた。502 この報告書は、洪水リスク管理インフラに関する繰り返し損失の公的

記録を確立することを目的としている。 連邦議会の指示にもかかわらず、USACEは、非構造的または比

較的構造的でないオプションが十分に調査され、実施されるための適切な実施指針を提供していない。これ

は、堤防その他の資産の繰り返し被害や修復に伴う公的コストの削減を含め、それらがもたらす可能性のあ

る環境上、安全上、経済上の利益を考慮するために必要なものである。 

勧告:連邦議会は、USACEに対し、繰り返し損傷した堤防を特定し、構造的・非構造的な選択肢

の少ない堤防補修の災害前計画を行い、インフラが損傷した場合には、これらのプロジェクトを

適時に実施するよう指示すべきである。 議会はまた、USACEに対し、堤防の背後に管轄権を有するコ

ミュニティや、堤防所有者や事業者に対し、構造的・非構造的オプションを最大限に活用するような方法

で、損傷した堤防を修復、修復、交換する機会を含め、堤防に関連するリスクを管理する戦略に関する技

術支援を提供するよう指示すべきである。 

管轄：運輸・インフラ委員会 
 

 

 

 

 

 

 

499 P.L. 84-99プログラム(33 USC 701n) 
500 ダム、堤防、洪水堤防などの構造的な洪水リスク管理戦略は、洪水の特性を変化させ、特定の地域の洪水確率を低下させる。 バイアウト、避難、生態系の回復などの非構造的措置は、洪

水の影響や影響を軽減するが、洪水そのものの特性を変えるものではない。 「国家研究評議会、納付金と国家洪水保険プログラム:政策と慣行の改善」(米国学術誌、2013年)を参照。 
501 John I. Remous, "Assessment of Conceptical Nonstructural Alternative Leve Setbacks of the Missouri川沿い(L- 575/Upper L-550、Lower L-550)" USACE, 5月24日、https://digitalcommons.u

nl.edu/usarmyceomaha/147/. 
502 Pub L No. 113-121、水資源改革開発法(2014年) 
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構成要素:強靱なコミュニティを支援するための生態系サービス評価システムの確立 

生態系が提供する複数の便益について、連邦政府のプロジェクトの立地と設計は、十分に研究し

たり説明したりするものにはなっていない。 例えば、湿地は、レクリエーションや観光といった経済

的便益とともに、洪水リスクの低減、水質の改善、野生生物の生息地、炭素固定をもたらす。 US

ACEの調査によると、ハリケーン「イルマ」による湿地の被害は4億3,000万ドルに上った。503 USA

CEは生態系の物品やサービスを事業計画や環境便益評価に組み込む機会が増えたことを調査

し、「USACEのミッションを他の機関と連携させ、水資源の決定の影響について多面的な見解を提

供することにより、生態系の物品やサービスを分析する方法論や枠組みを開発することが、統合

的な水資源管理や問題解決に役立つ可能性がある」と結論付けている。504.プロジェクトの計画、

設計、評価に生態系の物品やサービスを含めることで、プロジェクトの効果についてより完全かつ

正確な見解を提供し、生態系サービスの価値をより直接的に実証し、提案されたプロジェクトの便

益とコストについてより透明性のある考察を提供することができる。 

 

しかし、USACEは、自身のプロジェクト、研究、設計の有効性に寄与する生態系の便益を評価する

ための枠組みや方法論を、新たな洪水リスク管理プロジェクトのため、あるいは洪水リスクの増大

や海面上昇の問題を解決するためにコミュニティと協力するという代替案を検討することを含め、そ

のような枠組みや方法論の確立にはほとんど動いていない。 

 

勧告:議会は、USACEに対し、洪水リスク低減プロジェクトの生態系便益を評価する方法につい

て、洪水貯留の直接的価値、洪水リスク低減の他の影響、コストと維持、水質、生息地、レクリエ

ーション、観光の低減という間接的価値を含め、調査を実施し、議会に報告するよう指示すべきで

ある。 

 

管轄：運輸・インフラ委員会 

 

 

構成要素:気候耐性のための国内の下水・飲料水インフラの強化 

 

 

米国土木学会は、老朽化したインフラストラクチャ、レガシー汚染物質、新興汚染物質、および必要

となる長期間の保守によって、米国の水システムの評価を低くしており、 

 

今後25年間に予想される需要に応えるためのサービスを維持・拡大するための費用はおよそ1兆ド

ルとされている。EPAと米国学術会議は、カラーコミュニティと低所得のコミュニティに不均衡に影響

を及ぼす、水質汚染源と安全な飲料水へのアクセスの欠如について、環境・公衆衛生のより良い評

価の必要性を確認した。506, 507 
 

503 Fanling Sun and Richard T. Carson, “Coastal wetlands reduce property damage during tropical cyclones,” Proceedings of the National Academy of Sciences 117, no. 11 (2020): 5719-5725. 
504 USACE, 2013-R-07, Using Information on Ecosystem Goods and Services in Corps Planning: An Examination of Authorities, Policies, Guidance, and Practices (Institute of Water Resources, Se

ptember 2013). 
505 米国土木学会、2017年インフラストラクチャーレポートカード:飲料水、 
https://www.infrastructurereportcard.org/cat-item/drinking_water/. 

気候影響に直面した地域社会のニーズに最善の貢献をするための

水システムへの投資 

https://www.infrastructurereportcard.org/cat-item/drinking_water/
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気候は、水不足が乾燥期の作物収量に影響を及ぼし、洪水が頻発し、被害を与え、水質が悪化す

るため、自然循環を破壊することにより、水システムにさらにストレスを与える。 さらに、人口および人

口動態の変化により、将来の水資源需要を予測することがより困難になっている。508 

降雨強度の増加と洪水は、廃水処理施設の効率に影響を与え、湖沼、河川、沿岸水路の汚染

に寄与している。 また、海面水位の上昇は、下水道の能力に影響を及ぼし、塩水の侵入を増

加させる可能性がある。 極端な雨水現象は、廃水と暴風雨水の合計流量が下水道と汚染水路の容量

を超える場合に、下水のオーバーフローを引き起こしている。 排水インフラと下水道のオーバーフロー制御

プログラムの組み合わせは、気候変動を考慮に入れず、過去の水文学的記録に依存している。509 

システムの損傷とサービスの中断のリスクが増大するため、上下水道事業者は、システムの回復

力を確保するために、より頻繁な保守、修理、およびアップグレードを実施する必要があり、これに

より、先行コストおよび運用コストが増大する可能性がある。 コミュニティ、水インフラ技術者、上下

水道施設の所有者と運営者は、ライフサイクルの影響とコストを取り入れ、水路と公衆衛生へのリ

スクを低減するために既存のシステムを改良し、保護するために、新しいシステムを立地し、設計す

べきである。 

加えて、多くのコミュニティは、雨水の排出や下水の溢れ出を減らすことによって、雨天時の水質

への影響に対処するために、グリーン・インフラ・アプローチを実施している。 緑のインフラは、植

生、土壌、自然のプロセスを利用して、水を管理し、より健康な都市環境を作り出し、雨水の浸透、蒸発散、再

利用を通じて自然を模倣する。 510 

新たな水システムのコスト増加に伴う資金調達上の課題に対処し、既存のシステムを改善するため

には、コミュニティとサービス提供者は多額の投資とパートナーシップを必要とする。 事業会社はま

た、気候リスクを管理するために、継続的に追加的な技術援助を必要としている。511 

多くの議員は、同国の廃水・飲料水インフラを強化する法律を導入した。ピーター・デファジオ委員長

(D-OR)は、2019年水質保護・雇用創出法(H.R. 1497)を導入した。これにより、全国のコミュニティが飲料水・廃水

インフラを構築・維持するのを支援するための資金が増えることになる。 法案は 

 

506 U.S. Environmental Protection Agency, Sociodemographic Data, Highly Expossed Populationの同定に使用 
(1999年7月) 

507 National Research Council, Science and Decisions: Advancing Risk Assessment (National Academies Press, 2009). 
508 U.S. Global Change Research Program, Fourth National Climate Assessment, Volume II(2018年11月),   
509 Anastasios Zoubolis and Athanasia Tolkou、「廃水処理場における気候変動の影響:問題と解決策のレビュー」、気候不確実性下での水資源管理(2015):197～220。 

510 米国環境保護庁「CWSRFプログラムのためのグリーン・インフラストラクチャー・ポリシー」 
https://www.epa.gov/cwsrf/green-infrastructure-policy-cwsrf-program. 2020年6月アクセス。 

511 GAO-20-24「水インフラ:技術支援と気候耐性計画」の政府説明責任室は、2020年2月に、気候変動の影響可能性に備えた事業者の準備に役立つ可能性がある。 

https://www.epa.gov/cwsrf/green-infrastructure-policy-cwsrf-program
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地域の水質問題に対処するためのグリーン・インフラ・アプローチの一層の活用を奨励し、経済的

に可能な場合には、メタンの再利用や再利用を含め、エネルギー効率の潜在的可能性を最大化

するよう事業者に要求することにより、気候変動の影響低減を促進する。 下院民主党のインフラ

法案である「前進法」(H.R.2)は、上下水道インフラへの同様の投資を行うものである。512また法案

第22104条では、公共下水道事業の災害リスク評価や公共下水処理事業の回復力を高めるプロ

ジェクトを含めるため、グラントの適格性をさらに延長することになっている。 法案の第22108条お

よび第22112条は、クリーン・ウォーター・ステート・リボルビング・ファンドの一部を部族および地域

に割り当てることを規定している。 

 

デファジオ委員長はまた、水質悪化、洪水リスクの増加、少数民族や低所得者層への悪影響を

防止するために、連邦水質汚濁防止法に基づく責任を履行するようEPAとUSACEに指示する

「みんなのためのきれいな水」法(H.R. 6745)を導入した。デレク・キルマー下院議員(D-WA)はP3法(H.R.

2718)を導入した。これにより、自然の浸透、蒸発散、雨水の捕捉を維持、強化、模倣するプロジェクトに対し

て、州および地方政府が非課税の民間活動債としてグリーンインフラ債を発行できるようになった。 

 

エネルギー・商業委員会のクリーン未来法討議草案の第623条および前進法の第33103条は、飲料

水施設のレジリエンスと適応のための追加資金を認可する。 サルド・カルバジャル下院議員(D-C

A)は、公有の処理施設の回復力を高めるためのグラントを認可するために、「クリーン・ウォーター・

インフラの回復力と持続可能性に関する法律(H.R. 2470)」を導入した。 

 

ダン・キルデ下院議員(D-MI)は、水司法法(H.R. 4033)を導入した。同法は、飲料水インフラの緊急

事態を宣言し、水中の汚染物質の検査と除去のためのコミュニティや学校への投資を含め、同国の

水インフラの重要な改善のための資金を増額するものである。 法案はまた、水道料金の値上げに苦し

む家族を支援し、幅広い持続可能な水インフラ・プロジェクトを支援する。 

 

勧告:連邦議会は、連邦政府の資金援助を受けた500万ドルを超えるすべての水インフラ・プロジェ

クトに対し、ライフサイクル全体のリスクとコストに関する分析を利用し、資産の存続期間中に予想

される気候リスクに対応するために、新規プロジェクトの立地と設計、既存施設の改良を要求する

ようEPAに指示すべきである。 洪水や野火の回復力に関する連邦基準が策定されるにつれて、EPAはま

た、連邦資金や認可を受けた給水・処理インフラが、より厳しい州または地方の基準とともに、これらの基準

を満たすように設置され、設計され、修理されることを確保すべきである。 

 

勧告:連邦議会は、部族と地域を含め、清潔な水法と安全な飲料水法に対する予算を大幅に増

額し、コミュニティが廃水と飲料水システムを改善・維持し、最前線のコミュニティと低所得世帯を

支援できるようにすべきである。 

 

各勧告に対して、プロジェクトに対する連邦政府の支援は、強力な労働基準(Buy America/nおよび

Davis-Baconの一般的な賃金要件を含む)を満たす受給者であることを条件とすべきであり、 
 
 

512 Division F, Title II, Subtitle A, 水質保全および雇用創出法。 



190  

すべての労働法、環境法、公民権法を遵守し、関連する場合にはコミュニティ給付協定およびプロ

ジェクト労務協定に署名することが求められる。 

管轄：エネルギー・商業委員会、運輸・インフラ委員会 

 

構成要素:革新的な金融戦略を支援するための水インフラ金融・イノベーション法(WIFIA)への

資金の増額 

 

水インフラシステムは、嵐の出来事がそれを圧倒すると、環境と安全に対する脅威をもたらす

可能性がある。 システムの所有者とコミュニティは、信頼性の高い上下水道インフラサービスを提供す

る上で直面する課題に対処するために、様々な資金調達の選択肢を必要としている。 EPAは、今後20

年間で、米国の上下水道インフラシステムの設備改善に7,400億ドルの投資が必要と見積もっている。51

3 

 

2014年水資源改革・開発法において、議会はWIFIAを制定し、有担保直接融資および融資保証を

通じて、EPAが水インフラ・プロジェクトに対して連邦信用援助を提供する権限を与えた。514 

 

2020年までに、議会は、WIFIAに対し、より多額の信用援助を提供するために必要な補助金

費用を賄うために5,500万ドルを提供した。一方、融資を返済しない借り手からの連邦政府の

リスクを軽減した。515 EPAとOMBは、WIFIAが資金提供するプロジェクトの平均補助金費用は

比較的低く、したがって、この予算配分は、はるかに多額の信用援助に振り向けることができ

ると見積もっている。 EPAは、この予算当局が約120億ドルの水インフラ投資に資金を提供す

る可能性があると推定している。516 

 

環境インパクト・ボンド(EIB)のような性能に応じた支払いモデルは、自然インフラへの民間投資の

誘致や、より持続可能な暴風雨水管理戦略の成功を実証している。517 議会は、暴風雨の影響を

減らし、コミュニティの回復力を高めるために、EIBやその他の成果に応じた資金調達戦略を追求

するために、コミュニティにより大きな信用援助を提供する機会を拡大する必要がある。 

 

勧告:議会は、より多くの借入人に支援を届けるために、より大規模なプログラムにWIFIAの信用

援助を提供するための補助金費用をカバーするための予算を増やすべきである。 議会はまた、E

PAがEIBに資金を提供するためにWIFIAの資金を使用することを承認していることを確認すべきである。 

 

管轄：運輸・インフラ委員会 
 

 

 

 
513 米国環境保護庁「融資支援申請のための資金調達可能性に関する通知(NOFA)」 (U.S. Environment Protection Agency) 
水インフラ金融・イノベーション法(WIFIA)プログラム、2019年4月5日、84 FR 13657。 

514 2014年水資源改革開発法、Pub L No. 113-121、タイトルV、サブタイトルC.  

515 Pub L No. 116-94、ディビジョンD、タイトルII 
516 米国環境保護庁「信用援助申請のための資金調達可能性(NOFA)通知」(U.S. Environment Protection Agency)

水インフラ金融・イノベーション法(WIFIA)プログラム、2019年4月5日、84 FR 13657。 

517 量的ベンチャーズ「リスクの共有、成果への報酬:環境負荷債」2018年10月31日、https://www.quantifiedventures.com/blog/what-is-an-environmental-impact-bond。 2020年6

月アクセス。 

https://www.quantifiedventures.com/blog/what-is-an-environmental-impact-bond
https://www.quantifiedventures.com/blog/what-is-an-environmental-impact-bond
https://www.quantifiedventures.com/blog/what-is-an-environmental-impact-bond
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構成要素:干ばつ対策のための貯水・インフラへの投資 

 

米国各地の水資源は増大するストレスに見舞われ、それに依存するコミュニティ、経済、生息地が

危険にさらされている。 メトロアトランタからカリフォルニア州セントラルバレーに至るまで、気候危機はこれら

の限られた水資源をさらなるストレスに晒すであろう。 米国は現在、干ばつ対策を指導し、水供給の信頼

性を向上させるための、水資源管理に対する包括的かつ持続可能なアプローチを欠いている。 国

家は、革新的な科学、データ、技術によって、水資源やインフラの課題に対処する機会を得ることができる。 

水ストレスを受けたコミュニティは、干ばつに備え、飲料水と灌漑のニーズを満たし、川下のコミ

ュニティ、魚類、野生生物に恩恵をもたらす河川流域の保健に投資するための支援を必要とし

ている。 

2020年2月、ジャレッド・ハフマン下院議員(D-CA)は、再生局の水リサイクルプログラムの認可を5億

ドルに増やし、水リサイクルのための連邦資金上限を1,000万ドル増額するため、未利用技術およ

び未賃貸責任支出(FUTURE)干ばつ対策法の議論草案を発表した。 この法案は、地下水と地表水

の貯留プロジェクトに7億5,000万ドルを承認し、天然素材を使用して帯水層の再充填または洪水原

水貯留を増加させる自然貯留プロジェクトに新たな認可を与えるものである。 また、既存の海水淡水

化プログラムの認可を2億6,000万ドルまで引き上げ、USACEの水インフラ・プロジェクトの承認に使用さ

れる隔年の水資源開発法のサイクルと同様に、大規模な水資源貯留プロジェクトを埋め立て委員

会が承認するプロセスを連邦議会に設立する。518 下院民主党は、これらの規定をインフラ法案「前

進法」(H.R. 2)に盛り込んだ。519 

マイク・レヴィン下院議員(D-CA)は淡水化開発法(H.R. 3723)を導入した。これにより、淡水化プロ

ジェクトの開発資金が認められることになった。 また、再生可能エネルギーとエネルギー効率を最大

限に利用し、干ばつに対処し、危機にさらされている生態系からの輸入水供給への依存を減らすためのプ

ロジェクトを優先する。 下院民主党は、これらの規定を前進法(H.R.2)の第81215条に組み込んだ。 

ジョー・ネグセ下院議員(D-CO)は、重要な資源保護努力を促進しつつ、干ばつの影響と水利用の

削減に役立つインフラを構築し改善するために、農業者と牧場主に水とエネルギー効率の補助金を

提供するために、開拓局の水SMARTプログラムの資金を増やすことになる「健康と仕事のための21

世紀保存部隊法」(H.R. 7264)を導入した。 

グレイス・ナポリターノ下院議員(D-CA)は、水資源循環投資改善法(H.R. 1162)を導入した。この

法律は、州および地方自治体の水供給と水管理の柔軟性を高め、生態系の利益をもたらすプロ

ジェクトのためのグラント・プログラムを創設するものである。 下院民主党は、このグラント・プログラ

ムを前進法第81211条(H.R.2)に組み込んだ。 

 

ピーター・デファジオ委員長(D-OR)は、2019年水質保護・雇用創出法(H.R. 1497)を導入した。これ

は、流出雨水・排水の回収、処理、再利用のプロジェクトに資金を提供することで、水の効率化を

促進し、気候変動の影響を全国のコミュニティが削減できるよう支援するものである。 
 

518「将来の干ばつ対策法」または「未利用技術の振興と責任ある支出の免除」 
「干ばつ強靱性法」、「https://huffman.house.gov/imo/media/doc/Huffman%20%水道料金20%ビル%20Text.pdf」 

519 Division L, Title I, Subtitle B. FUTURE Western Water Infrastructure and Drought Resiliency. 
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下院民主党は、同様の規定をインフラ法案「前進法」(H.R.2.520)に盛り込んだ。 

ジェニファー・ゴンザレス-コロン下院議員(R-PR)は、プエルトリコ水利SMARTグラント適格法

(H.R. 6050)を導入した。このグラントには、水の信頼性とアクセスを支援する水利局グラント・

プログラムの適格申請者としてテリトリーが含まれる。 

 

勧告:連邦議会は、埋立局における水リサイクルプログラムの認可と資金上限を拡大し、貯水、自然

インフラ・プロジェクト、および既存の淡水化プログラムに追加資金を提供し、水資源開発法と同様

に、連邦政府による大規模な貯水プロジェクトを認可するための予見可能なプロセスを確立すべき

である。 

連邦議会はまた、これらのプログラムの適格性を地域にまで拡大すべきである。 
 

勧告:連邦議会は、コミュニティの水供給の回復力を支援するEPAプログラムへの資金を増やすべ

きである。これには、水の保全と利用効率を支援する飲料水インフラの回復と持続可能性プログ

ラム、洪水の危険にさらされている既存の飲料水システムインフラの改造または移転、既存コミュ

ニティに役立つ淡水化施設の設計または建設、水供給を増強するための廃水と雨水の流出を再

生利用するプロジェクトの実施、流域管理と原水保護を利用した水供給の強化が含まれる。 プロ

ジェクトに対する連邦政府の支援は、強力な労働基準(Buy America/nおよびDavis-Baconの一般的な賃金

要件を含む)を満たし、労働、環境、公民権に関するすべての制定法を遵守し、関連する場合にはコミュニ

ティ給付協定およびプロジェクト労務協定に署名する受給者であることを条件とすべきである。 

 

管轄:天然資源委員会、輸送・インフラ委員会、エネルギー・商業委員会 

 

構成要素:汚染管理と気候リスク削減のための革新的なグリーン・インフラ技術の育成 

多くのコミュニティや水システム所有者は、クリーン・ウォーター法の条項を満たすために必要なも

のを含め、雨水や廃水システムの改善に向けた大きな財政的課題に直面している。 コミュニティや

インフラ所有者は、水質や水量の問題に対処するために、費用対効果の高いグリーンインフラ・プロジェクトを

組み込もうとする傾向が強まっている。 コミュニティは、自然のプロセスを模倣した自然のシステムや

工学的システムを用いて、暴風雨水を浸透または捕捉し、水質や洪水の問題に対処するために

自然の水文学を維持または強化することができる。 湿地、湿地、森林などの自然の特徴は、汚染さ

れた流出に対処し、海面上昇、洪水、高潮、その他の影響に対するインフラの回復力を高めるのに役立

つ。 これらのグリーン・インフラ・プロジェクトは、従来のグレー・インフラ・プロジェクトよりもコスト

効率が高く、プロジェクトの創出と維持管理の両方を通じて安定した雇用を提供するのに役立つ

可能性がある。 

いくつかの議員は、州、部族、地方政府、民間セクターによるグリーン・インフラの利用を支援する法

律を導入した。 デニー・ヘック下院議員(D-WA)は 

 

520 Division F, Title II, Subtitle A. 水質保全・雇用創出法 
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グリーン・インフラと考えられる革新的な暴風雨水管理技術と技術を定義し、革新的な暴風雨水管

理インフラのためのCenter of Excellenceを創設するためのクリーン・ウォーター・スルー・グリー

ン・インフラストラクチャー法(H.R. 4266)を導入した。 同法案はまた、コミュニティや雨水管理システ

ムの所有者、運営者がグリーン・インフラ・プロジェクトを実施するのを支援するためのグラント・プ

ログラムを創設した。 下院民主党のインフラ法案である「前進法」(H.R.2)はセクション1605で、雨水流出に対す

るベストプラクティスに関する運輸調査委員会の調査を委託している。 

デビー・ムカーセル-パウエル(D-FL)下院議員は、水インフラ持続可能性と効率性(WISE)法(H.R. 

2458)を導入し、クリーン・ウォーター法の中で、グリーン・インフラ、水、エネルギー効率改善、そ

の他の環境上革新的な活動に取り組むプロジェクトに毎年配分される「クリーン・ウォーター・ス

テート・レボリビング・ファンド」の一部を利用することを規定した。 下院民主党は、この要件を前進

法(H.R.2)第22109条に含めた。 

トム・マリノフスキー下院議員(D-NJ)は、天然インフラ・レジリエンス法(H.R. 5871)を導入した。同

法は、地上交通ブロックグラント・プログラムを通じて適格な活動のリストを拡大し、輸送施設の回

復力を高めるために自然の生態学的プロセスを利用、復元、模倣する自然インフラを統合するプ

ロジェクトを含むものである。 「前進法」(H.R.2)の第1205条は、地上交通ブロックグラント・プログラムに基

づく資金提供の対象となる、天然インフラを含む輸送施設の耐性強化のための防護設備の建設を行うも

のである。 

 

勧告:連邦議会は、グリーン・インフラ・アプローチの実施のために、毎年、クリーン・ウォーター・ステ

ート・リボルビング・ファンドのグラント配分の一部を割当てることを規定する要件を体系化すべきで

ある。 

勧告:連邦議会は、EPAに対し、地理的地域に関連するグリーン・インフラに関する技術援助の研

究、開発、配備のための革新的な嵐水と洪水平地管理のための卓越したセンターを設置するよう指

示し、高等教育機関、州、地方政府、地域、部族と協力し、革新的な嵐水と洪水平地管理に関する

訓練を提供すべきである。 

勧告:連邦議会は、州、地方政府、地域、部族に資金を提供し、グリーン・インフラ・プロジェクト(計

画・設計、財政支援のための料金体系の開発、設置を含む)を実施するために、EPAに新たなグラ

ント・プログラムを創設すべきである。 プロジェクトに対する連邦政府の支援は、強力な労働基準(B

uy America/nおよびDavis-Baconの一般的な賃金要件を含む)を満たし、労働、環境、公民権に関

するすべての制定法を遵守し、関連する場合にはコミュニティ給付協定およびプロジェクト労務協定

に署名する受給者であることを条件とすべきである。 

勧告:連邦議会は、交通施設の弾力性を高めるために、自然生態学的プロセスに依存または

模倣する自然インフラを利用するプロジェクトに地上交通ブロックグラント・プログラム資金を使

用できるよう、FAST法を改正すべきである。 

 

管轄：運輸・インフラ委員会 
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無線およびブロードバンド・ネットワークは、商業、保健、教育および緊急サービスにとって不可欠な

ユーティリティである。 しかしながら、何百万人もの米国人が信頼できるブロードバンド・インターネットへの

アクセスを欠いており、通信ネットワークは災害時の停電に脆弱である。 

 

1930年代までは、特に世帯の約10%しか電化されていない農村部を含めて何百万人もの米国人

が送電網にアクセスできなかった。521 議会が1936年の農村電化法を可決したことで、米国の経

済と生活水準が変わった。522 今日、私たちは低所得者や農村部の米国人が技術や通信にアク

セスすることを不釣り合いに妨げている「デジタル・ディバイド」を解消するために、強靱な電気通

信ネットワークへのアクセスを拡大する同様の機会を得た。523 COVID-19のパンデミックおよびその結果と

しての在宅指令は、情報通信技術へのアクセスの格差が、公衆安全情報、遠隔医療、テレワーク、オンライン教

育、および政府支援について、特に低所得および農村部の米国人に対してアクセスがどのように妨げられているか

を浮き彫りにしている。524 

 

このセクションでは、国民の安全とコミュニティの強靱性を支援するために、米国の無線・ブロードバ

ンド通信ネットワークを拡大・強化するための提言を提供する。 これらの提言は、災害に備え、対応

し、迅速に復旧する上で、無線通信とブロードバンド通信の本質的な価値を認識している。 

 

構成要素:災害時の気候影響と信頼性に対する国の無線通信ネットワークのレジリエン

スの確保 

 

無線通信は、災害やその他の市民緊急事態において重要な役割を果たす。 このような危機に際し

ては、携帯電話中継塔が破損・破壊され、被災者が9-1-1に電話したり、避難指示や警報を受けた

り、最新の緊急通報を受けたりすることができなくなる可能性がある。 連邦通信委員会(FCC)は、毎

年9-1-1への2億4000万件の通話のうち、80%以上が無線機器からのものであると報告している。525

カリフォルニア州緊急サービス局は、2017年10月の山火事で341のセルサイトがオフラインになり、2

018年のキャンプ・ウールジー火災は489のセルサイトがオフラインになったと報告している。 
 

 

 
 

521 Harold D. Wallace Jr. "Power from the People: Rural Electrification は、光を超えて、 
米国史、2016年2月12日、https://americanhistory.si.edu/blog/rural-electrification。 2020年6月アクセス。 

522 Pub L No. 74-605 
523 Monica Anderson and Madhumitha Kumar, "Digital dividは、低所得者層の米国人が技術導入で利益を得ている中でさえも存続している" Pew Research Center, May 7, 2019, https://www.pewrese

arch.org/fact-tank/2019/05/07/digital-divide-persistseven-as-lower-income-americans-make-gains-in-tech-adoption/;; Andrew Perrin, "Digital Gaps interval appresistents," Pew Research Center, 

May 31, https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/05/31/digital-gapbetween-rural-and-nonrural-america-persists/. 
524 FCCのジェフリー・スタークス委員長(2020年3月19日、ニューヨーク・タイムズ)は、「コロナウイルスと闘うために、何百万人もの米国人がインターネット・アクセスを必要としている」と述べた。 
525 FCC、ファクトシート:ワイヤレスE911位置精度要件、提案された規則作成の第4追加通知-PSドケット番号

 07-114(2019年2月22日)、https://docs.fcc.gov/public/attachments/DOC-356299A1.pdf。 

国の電気通信ネットワークの整備 

気候による影響に備える 

https://americanhistory.si.edu/blog/rural-electrification


| ページ 

193 

 

これにより、被害を受けたワイヤレス利用者が緊急通報を受けたり、9-1-1に電話をかけたり、携帯

電話を使って最も安全な避難経路に向かうことが妨げられた。 

 

DOT内のNHTSAに設置された国家9-1-1プログラムは、州、地域、地方と協力して、あらゆる種類

の緊急通信(音声、テキスト、データ、ビデオ、その他の媒体)の安全で信頼できる配信を確保し、

通話位置追跡を改善し、9-1-1システム間の相互接続性を高める「次世代9-1-1」システムを全国

的に展開している。527 しかしながら、2019年の報告書によると不適当な資金配分により次世代9-

1-1システムの実現は遅延している。528 

 

9-1-1システム自体とは別に、人は災害時に緊急電話をかけたり、公衆安全情報にアクセスした

りするために、電話や装置に頼っている。529米国の成人の少なくとも17%が、自宅でインターネッ

トにアクセスするために、無線ネットワークのみに依存している。530 しかし、各州やテリトリーは、

現在、無線通信企業が、山火事やその他の自然災害に対して回復力を持つように無線インフラ

を展開し、維持することを義務付ける明確な権限を持っていない。 耐火ケーシングを備えた繊維

ケーブルのような強靱性構築措置は、コミュニティメンバーと救急サービスの間の重要な公共安

全通信線を維持するのに役立つであろう。 また、無線通信事業者は、サービス停止が発生した

場合、より迅速に9-1-1センターに報告する必要がある。 

 

追加の無線インフラの問題も災害対応を妨げる可能性がある。 第1に、最新の5G無線技術を導

入する現在の計画は、天候予測の正確性を著しく低下させる可能性があり、連邦政府機関はこ

れらの問題を回避するために5G周波数の特定の指定に合意することができなかった。531 第2に、

無線プロバイダによって設定されたデータ制限は、第1レスポンダによる重要情報へのアクセスを

妨げる可能性がある。532 第3に、本報告書のセクション「山火事のリスクを低減し、山火事に対す

るコミュニティの回復力を支援する」に記述されているように、FCCガイドラインは、無線緊急警報

システムを通して、適切かつタイムリーな公共安全通信を確保するために、微調整される必要が

ある。 無線ネットワークの回復力を高めるための対策は、これらの問題の各々について対策が

講じられなければならない。 

 

何人かの議員は、こうした懸念に対処するための法律を導入した。 エネルギー商業委員会民主

党のLIFT America Act (H.R. 2741)は、次世代9-1-1サービスの全米展開を加速させるため、120

億ドルの資金を提供するとしている。533 
 
 

526 下院環境監視改革小委員会(2019年6月25日)に提出されたマーク・ギラードゥッチ・カリフォルニア州緊急管理局長の証言。 
527 国家計画9-1-1「次世代9-1-1」、https://www.911.gov/issue_nextgeneration911.html。 2020年6月アクセス。 
528 National 9-1-1 Program, NG911 ロードマップ: 911サービスの全国的な相互接続に向けた道筋、 Version 1.0 (2019)、 https://www.911.gov/project_ng911roadmap.html. 
、 

529 Government Accountability Office, GAO-18-198, Telecommunications: Wireless Network Resiliencyを強化するための産業界の取り組み。 
530 ピュー研究所「モバイルテクノロジーアンドホームブロードバンド2019」2019年6月13日、https://www.pewresearch.org/internet/2019/06/13/mobile-technology-and-home-broadband-2019

/。
 2020年6月アクセス。 

531 
House Science, Space, and Technology Committee議長のEddie Bernice Johnson (D-TX) およびRanking MemberのFrank Lucas (R-OK) からの、スペクトル干渉問題に関するGAO評価を要請する

書簡、2019年12月10日、https://science.house.gov/news/press-releases/chairwoman-johnson-and-ranking-member-lucas-request-gao-evaluationon-spectrum-interference-issues。 

532 Ryan Suppe, “Verizon throttled ‘unlimited’ data of Calif. 2018年8月22日USA Today, USA Today, Mendocino wildfire中の消防署 

533 LIFT America Act, Title I, Subtitle B. 次世代9-1-1. 

https://www.911.gov/issue_nextgeneration911.html
https://www.911.gov/issue_nextgeneration911.html
https://www.pewresearch.org/internet/2019/06/13/mobile-technology-and-home-broadband-2019/
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民主党は、インフラ法案「前進法」(H.R.2)の第31603条にこのグラント・プログラムを盛り込んだ。ドリ

ス・マツイ下院議員(D-CA)は、9-1-1コールセンターにサービス停止を報告する無線通信事業者の要件を強化

する法案(H.R. 5918)を提出した。 アンナ・エスフー下院議員(D-CA)は、緊急事態・災害時のワイヤレス・インフラ

耐性(WIRED)法(H.R. 3836)を導入した。 これにより、州は、ワイヤレス企業に自然災害に耐え得るインフラの導

入を義務付けることができるようになった。 

 

フランク・パロン委員長 (D-NJ)とジェリー・マクナニー下院議員(D-CA)は、サービスの完全性、ロー

カルインフラストラクチャ、および今日の(RESILIENT)ネットワーク法(H.R.5926)のための緊急通知の

強化と評価を導入した。 この法案では、緊急時における無線ネットワークの信頼性を確保するため

に、通信事業者、9-1-1事業者、公共安全機関の間の高度な計画と事前調整を課している。 

 

勧告:議会は、災害時における9-1-1サービスの継続性と能力を強化するために、次世代9-1-1の展

開に投資すべきである。 

 

勧告:議会は、移動通信サービスの条件の一部として、無線通信ネットワークが災害に強靱であ

ることを要求する権限を州と地域に与えるべきである。 連邦議会は、FCCに対し、無線通信サービス

のプロバイダ、9- 1-1オペレータ、および公共安全団体に対し、緊急時および事前に計画された停電時に高

度な通信サービスが稼動し続けること、および無線ネットワークが重要な天候予測に干渉しないことを確保

するために協力するよう指示すべきである。 

 

管轄：エネルギー・商業委員会 

 

構成要素：ブロードバンド・インフラへのアクセスを拡大し、強靱性を確保する 

 

信頼性が高く、安価なブロードバンド・インターネットへのアクセスは、教育、高給の仕事、政府サ

ービスを求めている米国人にとってますます不可欠となっている。 しかし、2,000万人を超える米国

人が少なくとも25メガビット/秒のダウンロード速度(Mbps)と3 Mbps.534のアップロード速度を持つ

ブロードバンド接続を利用することができないと推定されている。534 特に部族コミュニティのブロー

ドバンドへのアクセスの低さは問題である。535 このブロードバンドの「デジタル・ディバイド」を解消

することは、現場や農村コミュニティの教育と雇用創出を支援するために不可欠である。このよう

なコミュニティでは、インターネットへのアクセスが不均衡になり、既存の経済的・社会的不平等が

複雑化している。536ブロードバンド・インフラは、スマートグリッドの導入、電化、精密農業など、気

候危機を緩和するための革新的な行動も支援している。このことは、本報告書の他の部分でも説

明されている。 

 

米国のブロードバンド・インフラの信頼性は、気候関連災害やその他の緊急事態に対するコミュニ

ティの回復力にとって極めて重要である。 安定的かつ機能的なブロードバンドインターネットシステム

は、 

 
534 FCC, 2019 Broadband Deployment Report (2019年5月) 
535 GAO-18-630、GAO-18-630、ブロードバンド・インターネット: FCCの部族地区データオーバーステート・アクセス 
(2018年9月) 

536 Kelsey Berkowitz and Jim Kessler, The Racial Equality and Economic Opportunity Case for Expanding Broadband (Third Way, February 2019). 
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災害時・災害後のリアルタイムの情報アクセスや緊急時の通信を加速させることができる。537 イ

ンターネットネットワークは、災害に耐え、被災後すぐに復旧できるように設計することも不可欠で

ある。 残念ながら、ハリケーン「マリア」から1年以上経過しても、プエルトリコの平均インターネット速度は米

国大陸の10倍も遅く、同島の経済回復を妨げていた。538「インターネットへのアクセスが不十分」は、災害の影

響を受けた世帯が、支援の受給資格、申請期限、手続き、および連邦災害援助のための最新状況の追跡と

アクセス方法に関する基本的な情報を入手することを困難にしている。 

 

FCCは最近、ブロードバンドの普及を加速させるために、200億ドルのブロードバンド・オポチュニ

ティー・ファンドを立ち上げた。539 連邦、州、地方レベルを対象とした追加的なプログラムもある。5

40 またFCCは通信会社に対して、低所得世帯や農村世帯のために収益の一部をユニバーサル・

サービス・ファンドに拠出し、LifelineやE-Rateと呼ばれるプログラムを通じて教育や農村部の遠隔

医療を支援することを求めた。541 

またCOVID-19のパンデミックに対応して、電話会社やブロードバンド・プロバイダーに対し、60日

間支払い猶予と家庭にネットワーク接続のないユーザーに対する無料のアクセスポイント開設を

奨励する「キープ・アメリカン・コネクテッド・プレッジ」を開始した。542 加えて「コロナウィルス・エイ

ド・リリーフ・アンド・エコノミック・セキュリティー(CARES)法」が2020年3月に成立し、遠隔医療サー

ビスのブロードバンド化を支援するため、2億ドルのFCCグラント・プログラムが設立された。 

 

COVID-19のパンデミック以前に、議員はブロードバンドサービスを拡大するための法律を導入し

た。 エネルギー・商業委員会民主党のLIFT America Act (H.R. 2741)は、ブロードバンド・インターネットの全国

展開に対する投資を予定している。544 LIFT America Actのこの条項は、下院民主党のインフラ法案、前進法

(H.R. 2)のセクション31301に含まれており、ブロードバンド展開に800億ドルを投資する予定である。 LIFT Ameri

ca Act と前進法は、ブロードバンド・インフラ・プロジェクトに50億ドルの低利融資を提供する。グレース・メン

(D-NY)下院議員は「モバイル・ホットスポットを通じたホームワーク・ギャップの閉鎖法」(H.R. 5243)を導入し

た。この法律は、低所得者層の学生を支援する施設を優先して、学校、大学、部族、図書館のためのモバ

イル・ホットスポットの展開のためのグラント・プログラムを設立するものである。 

このグラント・プログラムは、前進法第31161条に組み込まれた。 「前進法」の第31202条は、FCCに対

し、次のようなブロードバンド透明性規則を制定するよう指示している。 
 

 
537 Kris Tremaine and Kyle Tuberson, "How the Internet of Things Can Prepare Cities for Natural Disasters", Harvard Business Review, 12月1日。 
538 Nick Thieme, "Hurricane Maria, After Hurricane Maria, Puerto Ricoのインターネット問題は悪化から悪化へ" NOVA, PBS, 10月23日、 
2018. 

539 FCC、1月30日、「農村地域のブロードバンド普及拡大のための200億ドルの農村デジタル・オポチュニティ・ファンド」を開始。 
2020年、https://docs.fcc.gov/public/attachments/DOC-362190A1.pdf。 

540 議会調査局、州ブロードバンド・イニシアティブ:デジタル・ディバイドに対処するための連邦イニシアティブの潜在的モデルとして、州および地方レベルの特定のアプローチ(2020年4月6日)。 
541 FCC「ユニバーサルサービスサポートメカニズム」https://www.fcc.gov/consumers/guides/universal-service-supportmechanisms。 2020年6月アクセス。 
542 FCC「米国人を結びつける」https://www.fcc.gov/keep-americans-connected。 2020年6月アクセス。 
543 Pub L No 116-136; FCC, “COVID-19 Telehealth Program,” https://www.fcc.gov/covid-19-telehealth-program. 2020年6月アクセス。 
544 LIFT America Act, Title I, Subtitle A. ブロードバンドインターネットアクセスサービスプログラム 
545 LIFT America Act, Title I, Subtitle C. Broadband Infrastructure Finance and Innovation; Moving Forward Act, Divis ion G, Title I, Subtitle C, Chapter 2. ブロードバンド・インフラ・ファイナンスと

イノベーション 

https://www.fcc.gov/consumers/guides/universal-service-support-mechanisms
https://www.fcc.gov/consumers/guides/universal-service-support-mechanisms
https://www.fcc.gov/keep-americans-connected
https://www.fcc.gov/keep-americans-connected
https://www.fcc.gov/covid-19-telehealth-program
https://www.fcc.gov/covid-19-telehealth-program
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「災害に対するブロードバンド・サービス・ネットワークの回復力に関するデータを収集することを

サービス・プロバイダーに要求する。」 

 

勧告:連邦議会は、すべての人のための信頼できる普遍的なブロードバンド・アクセスを達成する

という目標に向けて、都市と農村のブロードバンド・インフラを拡大し、システムの回復力を評価す

るためのFCCプログラムへの投資を増やすべきである。 議会はまた、経済的に不利な立場に置

かれ、十分なサービスを受けていないコミュニティで、環境や気候変動への不均衡な影響を経験

している、または経験する可能性が高いコミュニティに対して、ブロードバンドの改善を優先するよ

うFCCに指示すべきである。 

 

勧告:連邦議会は、農村世帯および低所得世帯に、学校および医療提供者と共に、安価なブロード

バンド接続オプションとモバイルホットスポットを提供するプログラムに追加資金を提供すべきであ

る。 連邦議会は、電気通信事業者に対し、緊急事態宣言時および災害後60日間、滞納によるサー

ビスの終了および遅延追加料金の停止を義務付けるようFCCに指示すべきである。 

 

勧告:議会は、電力網の最適化、精密農業、テレワーク、遠隔医療を可能にするために、地域にお

けるブロードバンド・インフラと情報技術を拡大するための投資を増やすべきである。 

 

管轄：エネルギー・商業委員会 
 
 

 

メタンは、2018年の人間活動による米国の温室効果ガス排出量の約10%を占めているが、大気中

の熱を捕捉する際に二酸化炭素よりも効果的な強力な温室効果ガスである。 EPAの報告によれ

ば、天然ガスおよび石油システムは、2018年の全人為的メタン排出量の28%を占め、これは最大

の産業発生源である。546 

 

最近のいくつかの研究は、EPAが天然ガスおよび石油システムからの排出量を過小評価している

可能性があることを示している。 2018年、テキサス大学環境防衛基金、その他の機関の科学者らは、米

国の石油・天然ガスサプライチェーンからのメタン排出量が、ミシガン大学のEPA推定値より約60%高いことを

発見した。547 ミシガン大学の科学者らが東海岸の主要6都市でメタン排出量を測定したところ、老朽化した天

然ガスインフラからの漏出メタン量が、EPAが報告した水準の2倍以上であることを発見した。548 2件の別の研

究では、テキサス州とニューメキシコ州をまたぐペルミアン盆地における石油・天然ガス事業でメタン汚染とし

て漏出される天然ガスが、米国の他の盆地の平均値の2倍である3.5%以上を放出していることが分かった。549 
 

 

 
 

546 U.S. Environmental Protection Agency, Inventory of U.S. Greenhouse Gas Emissions and Sinks: 1990–2018 (April 2020). 
547 ラモン・A・アルバレス、ダニエル・ザバラ・アライザら、「米国の石油・ガスサプライチェーンからのメタン排出量の評価」 
Science 361(6398)、2018年7月: 186-188。 

548 Genevieve Plant et al, “Large Fugitive Methane Emissions from Urban Centers Along the U.S. East Coast,” Geophysical Research Letters 46 (14), July 2019. 

米国の石油・ガスインフラからの漏れと汚染の削減 
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本セクションでは、石油・ガスセクターからのメタン汚染の削減、ならびに同セクターの掘削および廃

棄物処理事業からの大気汚染および水質汚濁の削減に関する政策提言を概説する。 「公共用地と

水域を気候ソリューションの一部にする」と題した本報告書のセクションでは、石油・天然ガスの採

掘から野生地と景観地を保護し、米国の公有地で採掘または鉱業を行う企業に対する不公平な補

助金を廃止することについて、より多くの勧告が盛り込まれている。 

 

 石油・ガス生産によるメタン汚染の削減  

構成要素:EPAの石油・ガス事業のための新しい排出源操業基準と土地管理局のメタン・廃棄

物防止規則を復活強化させる 

 

 

オバマ政権のEPAは、2016年6月に石油・ガスセクターの新たな供給源性能基準(NSPS)を決定

し、2012年550号に定められた基準を拡大・強化した。550 2016年NSPS規則は、石油・ガス生産事

業からのメタンの汚染限度を定め、井戸サイトと圧縮機ステーションでのメタン漏洩の発見と修復

を所有者/事業者に義務付けた。 同年、オバマ政権の土地管理局(BLM)は、陸上連邦および部族の土

地での石油・ガス生産時の排気、フレアリング、漏洩による天然ガスの廃棄物を削減する規則を公布し

た。551 

 

トランプ政権は、2018.552年9月にBLMメタン廃棄物規則を廃止した。5522019年9月には、トラン

プのEPAは、EPAの新たな供給源基準から天然ガスの送・貯蔵を全面的に免除し、同規則の対

象となっている残りの石油・ガス源のメタン基準を廃止する、あるいは代替手段として、石油・ガ

ス供給部門のメタン基準を廃止する規則を提案した。553 

 

2019年5月、 ダイアナ・デジェッテ下院議員(D-CO)、 ベン・レイ-ルジャン下院議員(D-NM)、 ポー

ル・グリヤルヴァ委員長(D-AZ)は、最終決定されたEPAのNSPS規則を実施し、BLMメタン廃棄物規

則を復活・強化するために、メタン廃棄物防止法(H.R. 2711)を導入した。 この法案では、石油・ガス生

産者は、公有地で生産された天然ガスの99%を、制定後5年以内に回収することが義務付けられている。 ま

た、この法案では、公有地へのメタンガスの排出を禁止し、新たな井戸でのメタンの燃焼を禁止する

ことになっている。 
 

549 Yuzhong Zhang et al., "Quantifying Metane from the America Oil-Producting American Register", Science Advances 6 (17), Advances 6 (2020); Environmental Defense Fund, 「ただし、Permian Oil 

and Gas Operations は、2020年5月11日、http://blogs.edf.org/energyexchange/2020/05/11/however-you-measure-it-permian-oil-and-gas-operations-have-highestemissions-ever-measured-in-a-u

-s-oilfield、米国の油田で測定された排出量の中で。 
550 米国環境保護庁「石油・天然ガスセクター:新・再構築・改良ソースの排出基準;最終規則」、81フェド。 レギュレーション 35824(2016年6月3日)、米国環境保護庁「石油・天然ガス部門:新しい出典性能基準および有害大気

汚染物質の国家排出基準、最終規則」、77連邦準備銀行。 レギュレーション 49490(2012年8月16日) 

551 米国内務省土地管理局「ロイヤリティおよび資源保護の対象となる廃棄物予防、生産;最終規則」、81連邦準備銀行。
 レギュレーション 83008(2016年11月18日) 

552 U.S. Department of the Interior, Bureau of Land Management, “Waste Prevention, Production Subject to Royalties, and 
省資源、一定の要件の取消・改定、83FED レギュレーション 49184(2018年9月28日) 

553 米国環境保護庁「石油・天然ガスセクター:新規、再構築、改良ソースレビューの排出基準、ルール案」 FED、84 FED。
 レギュレーション 50244(2019年9月24日) 



| ページ 

198 

 

勧告:議会は、2016年に最終決定されたEPAのNSPS規則とBLMメタン廃棄物規則を復活させるべき

である。 

 

管轄：エネルギー商業委員会、天然資源委員会 

 

構成要素:石油・ガス部門からのメタン排出削減のための野心的な国家目標を設定し、その

目標を達成するための新たな規則をEPAとBLMに発行させる 

 

2015年、オバマ政権は、石油・ガス部門からのメタン排出量を2025年までに2012年比で40%から4

5%削減するという目標を発表した。554 それ以来、メタンをはじめとする強力な温室効果ガスの削

減の必要性に関する科学がさらに強まっている。 IPCCは、メタン汚染の大幅な削減が地球温暖化を1.

5℃以内もしくは限られた逸脱に抑えるために不可欠であると指摘した。555 さらに、石油・ガスの操業が拡大

するにつれて、メタン漏洩検出技術も改善され続けている。 

 

これらの削減またはより野心的な目標を達成するためには、2016年のオバマ政権のルールを復

活させる以上の行動が必要である。 EPAのNSPSは、規則が最終決定された時点で既に存在してい

た排出源ではなく、石油・ガス部門の新たな汚染源のみを対象とするという限界があるが、、新たな排出

源からの追加的な削減は必要であり、しかも達成可能である。 BLMはまた、オバマ時代のルールで

想定されているよりも、メタン汚染と公共用地での廃棄物削減を達成する可能性を持っている。 

 

勧告:議会は、石油・ガス部門について、2025年までに65%から70%、2030年までに90%の国別メタ

ン汚染削減目標を設定する法律を可決し、EPAとBLMに対し、新規および既存の石油・ガス事業

からの削減を達成するための規制を実施するよう指示すべきである。 この規則では、システム全

体のメタン漏洩を積極的に監視し、最低限、石油・ガス生産からのメタン排出をカバーすべきであ

る。これには、新規および既存の洋上石油・天然ガス生産施設、収集・増強、加工、送配電、貯

蔵、液化天然ガス(LNG)を取り扱う設備が含まれる。 この規則は、EPAとBLMが、新しい高度なリーク

検出技術を開発した際に使用することを認識し、承認するための明確な経路と基準を提供すべきである。 

法律は、規則を公布し、実施するための明確かつ緊急なスケジュールを設定すべきである。 

 

管轄：エネルギー商業委員会、天然資源委員会 

 

構成要素:油井における随伴天然ガスの日常的なフレアリングに関する限界値の設定 

 

油井の掘削では、井戸ヘッドでの副産物として天然ガスが発生することが多いが、 石油会社には限

られた選択肢しかない。メタンを大気中に直接放出し、安全上の問題を引き起こすか、 
 

554 ホワイトハウス「ファクトシート:メタン排出削減のための行動を発表することにより、気候行動計画を前進させる政権」(2015年1月14日)
 https://obamawhitehouse.archives.gov/the-pressoffic

e/2015/01/14/fact-sheet-administration-takes-steps-forward-climate-action-plan-anno-1 

555 気候変動に関する政府間パネル、地球温暖化特別報告書1.5℃(2018年10月)  
556

これらの目標の達成方法の解析については、https://www.catf.us/wpcontent/uploads/2020/04/Path_to_65pc_OG_reduction-April2020_final.pdfのクリーン・エア・タスクフォ

ース「石油・ガスA経路から部門排出量の65%削減(2020年4月)」を参照。 
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ガスを回収・再注入するか、使用するか、パイプラインなどで市場に運ぶか、メタン汚染を防ぎな

がら燃やして二酸化炭素などの有害大気汚染物質を排出するかである。 シェール層からの米国

の石油生産ブームにより、米国、特にノースダコタ州とテキサス州では、フレアリングが激化してい

る。 米国では、天然ガスの燃焼は2017年から2018年までに48%増加た。557 天然ガス価格は低水準にとど

まっており、ガスを廃棄物として燃焼させるのではなく、ガスを使用または販売するために必要なインフラに

投資する市場のインセンティブを低下させている。 

 

世界銀行は、2030年までに「日常的なフレアリング」を解消するという目標を掲げ、国際協力を構築

するため、ゼロ・ルーチン・フレアリング・イニシアティブを開始した。 安全上の目的のためのフレアリン

グとは対照的に、日常的なフレアリングは、「製造されたガスを再注入し、現場で使用し、または市場に出荷

するのに十分な設備または地質がない場合、通常の石油生産作業中にフレアリングする」ことである。558 

 

勧告:連邦議会は、EPAとBLMに対し、油井で日常的にフレアをかけるガスの割合を増加させ、実

行可能な限り早い時期までに、しかし2030年までに100%を達成するよう、事業者に義務付けるよ

う指示すべきである。 EPAとBLMは、技術開発と展開を推進するために、2025年までに日常的なフレアリ

ングを大幅に削減することと同時に、暫定目標を設定すべきである。 

 

管轄：エネルギー商業委員会、天然資源委員会 

 

構成要素:EPAに、重大な石油・ガス開発を行う地域社会への大気質モニタリングの

拡大を義務付ける 

 

石油・ガスの掘削作業は、揮発性有機化合物、有害大気汚染物質、オゾン発生排出物の重要な

地域的発生源である。 これらの活動の風下に住むコミュニティは、低所得、部族、先住民のコミュ

ニティを含め、この汚染の被害を受けているが、広範な石油・ガス開発を行っている多くの地域で

は、この問題を検知し、定量化するための大気質モニターがほとんどないか、まったくない。 たと

えば、ペルミアン盆地は約6万4,000平方マイルに及ぶが、大気中の二酸化硫黄濃度を測定する測定局は

1カ所しかない。これは主なフレア関連汚染物質である。559 

 

勧告:議会は、EPAに対し、重大な石油・ガス開発地域において、基準560および有害大気汚染物質

の大気質モニタリングを実施するよう州に要請すべきであり、また、この情報が被災地域社会に提

供されることを確保すべきである。 連邦議会は、モニタリングを新たな場所に拡大するために必要

な資金を承認し、適切に配分すべきである。 

 

管轄：エネルギー商業委員会 
 

 

 

557 世界銀行「シェールオイル増産と政治紛争が世界のガスフラーリングの増大に貢献」2019年6月12日、https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/06/12/increased-shale-oil-

production-andpolitical-conflict-contribute-to-increase-in-global-gas-flaring.printで公開。 
558 世銀「2030年までに日常的な飛躍をゼロに」https://www.worldbank.org/en/programs/zero-routine-flaring-by-2030。

 2020年6月アクセス。 
559 環境保全プロジェクト、テキサス州西部のサワーウィンド(2019年5月) 
560 大気汚染物質には、EPAが一酸化炭素、鉛、二酸化窒素、オゾン、粒子状物質、二酸化硫黄などの国家環境大気質基準を設定した物質が含まれる。 
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 既存の天然ガスパイプラインからのメタン漏出をなくす  

天然ガスのサプライチェーンには、200万マイルを超える送配電パイプラインが含まれる。561収集パ

イプラインが、天然ガスを生産井から圧送前の集中処理施設まで輸送する。 輸送パイプラインは、

天然ガスを生産者や加工業者から発電所、産業消費者、または天然ガス販売業者が引き継ぐ都市

ゲートに直接運ぶ。 

 

過去20年間に、天然ガスの輸送管に関連する数千件の安全事故が報告されており、そこには爆

発や火災につながる偶発的放出が含まれる。562これらの重大事故に加えて、漏洩したパイプの持

続性や、天然ガスの送配管および貯蔵における日常的なベントにより、毎年130万トンのメタンが

放出されている。563 

 

クリーンエネルギーへの移行に伴い、天然ガス部門からのメタン漏出をなくすことは、気候面では有

益であるが、経済面でも有益である。 石油・ガスの採取、加工、送電設備からのメタン漏出を削減

するためのメタン排出規制の遵守は、10年間で5万人以上の雇用を創出する可能性がある。564 こ

のため、すべての漏出を排除するために配電管を修復することで、30万人以上の家族維持雇用が

もたらされ、8,100万トンの排出を回避できる可能性がある。 これらのガスのロスをなくすことは、消費

者から見ると15億ドルを節約することにもつながる。655 

 

構成要素:天然ガス輸送線からのメタン漏れをなくす 

 

現在の連邦管路保安規則では、天然ガス輸送管の事業者に対して、漏えい検知装置による毎年の

巡視や漏えい調査を義務付けており、人口密度の高い地域では、より頻繁な検査が要求されてい

る。566 管路事業者は、最も危険な問題を直ちに修復しなければならないが、残りの問題は実行可

能なときに修復されればよいとされている。567 現在の規則では、より小さく、慢性的なメタン漏えい

が重大な気候問題を引き起こすことに十分対処していない。 

 

ボビー・ラッシュ委員長(D-IL)とピーター・デファジオ委員長(D-OR)は、天然ガスや有害液体パイ

プラインの安全性を高め、排出量を削減するための包括的アプローチをとる2019年安全、説明

責任、公平、環境的責任(SAFER)パイプライン法(H.R.3432/H.R.5120)を導入した。 この法案で

は、天然ガスパイプライン事業者が高度な漏洩検知システムを利用することが求められる。 天

然ガスおよび危険な液体送電パイプラインの運転者は、被害が大きい地域では亀裂を修復し、

自動または遠隔遮断バルブ装置を設置しなければならない。 

 

561パイプライン・危険物安全局「年報燃費要約統計」、平成29年6月28日、https://www.phmsa.dot.gov/data-and-statistics/pipeline/annual-report-mileage-summary-statistics。
 2020年6月ア

クセス。  

562 パイプライン・危険物安全管理局「パイプライン事故20年トレンド」https://www.phmsa.dot.gov/data-and-statistics/pipeline/pipeline-incident-20-year-trends 2020年6月アクセス。 

563 U.S. Environmental Protection Agency, Inventory of U.S. Greenhouse Gas Emissions and Sinks: 1990-2017 (April 2019).  
564 Jim Barrett et al, Plugging the Leaks: Protecting Workers, Reducing Pollution, and Creating Quality Jobs by Reducing Methane Waste in the U.S. Oil and Gas Industry (BlueGreen 

Alliance, 2016). 

565 ブルーグリーン・アライアンス「クリーン・インフラ:天然ガス流通インフラ」(https://www.bluegreenalliance.org/work-issue/natural-gas-infrastructure/) 2020

年6月アクセス。  
566 49 U.S.C. § 60109; 49 C.F.R. Part 192. 

567 49 C.F.R.§192.711。 

https://www.phmsa.dot.gov/data-and-statistics/pipeline/annual-report-mileage-summary-statistics
https://www.phmsa.dot.gov/data-and-statistics/pipeline/annual-report-mileage-summary-statistics
https://www.phmsa.dot.gov/data-and-statistics/pipeline/pipeline-incident-20-year-trends
https://www.bluegreenalliance.org/work-issue/natural-gas-infrastructure/
https://www.bluegreenalliance.org/work-issue/natural-gas-infrastructure/
https://www.bluegreenalliance.org/work-issue/natural-gas-infrastructure/


| ページ 

201 

 

SAFERパイプライン法では、30万立方フィート以上のガスが漏洩した場合には、天然ガスパイプライ

ン事業者が直ちにパイプラインを修理することが義務付けられている。 天然ガスパイプライン事業

者は、圧力を軽減するためのベント、ブローダウン、緊急時の手順など、日常の運転や保守時に放

出されるガスを回収するために、利用可能な最良の技術を利用しなければならない。 この法案で

は、人口の多い地域ではすべての天然ガス採取ライン、農村部では少なくとも8インチの天然ガス採取ライ

ンを規制する必要がある。 さらに、この法案は、安全に関する法律や規制に違反した場合の罰則を増や

すことになる。 

 

トム・ウダル上院議員(D-NM)は、天然ガスパイプライン事業者に、実行可能な限り最先端の漏

洩検知技術を使用することを義務付ける、米国送電ハーム・ネイバーフード・アンド・環境(METH

ANE)法(S.2469)を導入した。 先進的な漏洩検知技術には、全地球測位システム(GPS)技術を用

いた車両または航空機搭載の高感度メタン検知器(無人機を含む)が含まれる。 パイプライン事

業者は、運転履歴、設計、経年、材料に基づいて、漏洩が知られているパイプラインの交換また

は修理プログラムを開発しなければならない。 また、50,000立方フィート以上の意図しないガス

漏れについても報告しなければならない。 この法案では、パイプライン事業者が天然ガスを回収する

ために、最善の利用可能な技術を使って修理を行う必要がある。 

 

勧告:連邦議会は、天然ガスパイプライン事業者に対し、すべてのガスパイプラインに高度な漏洩検

知技術を設置し、使用することを義務付ける法案を可決すべきである。 

 

勧告:連邦議会は、天然ガスパイプライン事業者に対し、日常の運転および保守時に放出されるガ

スを回収するために、利用可能な最良の技術を利用することを要求すべきである。 

 

勧告:連邦議会は、すべての区域に自動または遠隔制御された遮断弁を設置し、漏洩検知およ

び修理プログラムを実施するために、パイプラインオペレーターの期限を設定すべきである。 

人口密集地域の天然ガス採取ラインおよび農村地域の少なくとも8インチの採取ラインは、漏洩

検知および修理の要件を受けるべきである。 

 

勧告:連邦議会は、天然ガスパイプライン事業者に対し、50,000立方フィート以上のガス漏れのよう

な大規模な損失事象を報告し、直ちに修理するよう要求すべきである。 

 

勧告:連邦議会は、連邦安全法および規則の違反に対する民事罰を増やすべきである。 

 

管轄：エネルギー・商業委員会、運輸・インフラ委員会 

 

構成要素:10年以内に天然ガス供給ラインからのメタン漏出をなくすための資金提供 

 

天然ガス供給インフラの老朽化は、温室効果ガス排出の未発見、場合によっては安全上の問

題、さらには死者さえも招く。 また、このような環境・治安問題に取り組むことは経済的な機会で

もあり、10万マイルに及ぶ天然ガスの流通パイプラインを修復すれば、30万人もの高給の雇用

を創出することができる。568 

 

568ブルーグリーン・アライアンス「クリーン・インフラ:天然ガス流通インフラ」 
https://www.bluegreenalliance.org/work-issue/natural-gas-infrastructure/. 2020年6月アクセス。 

https://www.bluegreenalliance.org/work-issue/natural-gas-infrastructure/
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DOTは、これらのパイプラインの最低安全基準を定めており、これは州のパートナーによって管

理・施行されている。 しかし、一般に各州は天然ガス供給インフラの経済規制を管轄しており、都市ゲート

から小売顧客にガスを供給している。 

 

エネルギー・商業委員会のLIFT America Act(H.R. 2741)は、天然ガス供給パイプラインの漏洩検

知、修理、取替えを奨励し、低所得者層のコスト増加を相殺するために、州に対してDOEグラント・

プログラムを創設する。 下院民主党は、インフラ法案「前進法」(H.R. 2)のセクション33121にこのプログラム

を盛り込んだ。 同様に、ミキー・シェリル下院議員(D-NJ)は、この目標を達成するための独立した法案であ

るH.R. 5542を提出した。 基金を利用するには、一般的な賃金要件を遵守する必要がある。 この法案は、

10年間の資金調達を認めるものである。 

 

リークの検知、修理、取替えを奨励するためのより広範な課題は、ほとんどの州が天然ガス事業者

が失われたガスのコストを消費者に転嫁することを認めていることであり、これはグラント資金によ

るインセンティブを妨げることになる。 

 

勧告:連邦議会は、漏洩しやすい天然ガス供給パイプラインの発見、修理、取替えのためのインセ

ンティブを創出し、低所得者のコスト増加を相殺するために、州に資金を提供するプログラムをDO

Eに設立すべきである。 目標は、10年以内にパイプラインからの漏洩をなくすことである。 連邦資

金を配分する前に、州は、エネルギーコストの負担が大きい低所得コミュニティを含め、ガスインフ

ラの改良を最も必要としているコミュニティを特定し、それらのニーズに応じて資金を配分すべきで

ある。 プロジェクトに対する連邦政府の支援は、強力な労働基準(Buy America/nおよびDavis-Ba

conの一般的な賃金要件を含む)を満たし、労働、環境、公民権に関するすべての制定法を遵守

し、関連する場合にはコミュニティ給付協定およびプロジェクト労務協定に署名する受給者である

ことを条件とすべきである。 

 

管轄：エネルギー・商業委員会 
 
 

 

近年、新しい天然ガスインフラを承認する連邦プロセスに対する国民の懸念が高まっている。 FER

Cは最近、これらの懸念に対処するために、ゼネラル・カウンセル事務所を再編すると発表した。569 しかし、

気候危機の文脈では、より包括的な戦略が必要である。 賢明な気候政策は、低炭素インフラに投資し

なければならないが、コミュニティや労働者にも利益をもたらさなければならない。 「米国の労働者

に投資し、公正な経済を築く」と題する報告書のセクションでは、よりクリーンなエネルギー経済への移行

が、労働者とその家族の公平性と公平性の基礎の上で確実に行われるようにするための提言が概説され

ている。 
 

 

 

 

 
569 連邦エネルギー規制委員会、「FERC委員長がOGCを再編して土地所有者再審理プロセスを迅速化」 
https://www.ferc.gov/media/news-releases/2020/2020-1/01-31-20.asp#.Xk1i4ShKiUk. 2020年6月アクセス。 

天然ガスパイプラインが気候、環境、地域社会に悪影響を及

ぼさないようにする 

https://www.ferc.gov/media/news-releases/2020/2020-1/01-31-20.asp#.Xk1i4ShKiUk
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構成要素:パイプラインの適用を検討する際に、FERCに気候危機およびその他の影響を考

慮することを要求する 

 

FERCは、天然ガス法第7条の規定に基づき、新たな州間天然ガスパイプラインの建設申請を審

査する。 FERCは、提案された施設が現在または将来の公共の利便性および必要性によって要

求されているか、または要求されると当局が判断した場合にのみ、パイプラインを承認することが

できる。570 これは広範な基準であり、裁判所がこれまでに行ってきた環境影響の検討を含むが、

FERCの委員の一部は、これらの検討を狭く解釈している。571 

 

FERCは、「必要性」を判断するために非常に狭い市場分析を行い、2社間の契約があれば十分であ

ると考えてきた。572 この短期的な視点では、天然ガス需要の長期的な減少、おそらく気候政策の結

果、天然ガスの資産が座礁資産化するかどうかは考慮されていない。 さらに、FERCは、現在、ある地

域の既存または同時提案されたインフラが天然ガス需要を満たすのに十分かどうかを評価しておらず、これ

が重複する天然ガスインフラの建設につながる可能性がある。 下院の監視・改革委員会の公民権・人権小

委員会が主導した最近の調査では、FERCは過去20年間で1,021件の申請を承認したが、否認は6件を超え

ず、承認率は99%を超えていて、「ゴム刻印件」とみなすことができると結論づけた。573 

 

FERCのリチャード・グリック委員は、天然ガス法の公共の利便性と必要性試験は気候危機を考慮

する必要があると主張している。グリック委員は、これを無視して、「委員会は、その行動が気候変動に

与える影響を検討する法的要件を満たしていない」と主張している。574 

 

さらに、裁判所は、NEPAが天然ガスパイプライン FERCの下流の温室効果ガス排出を「合理的に予

見可能な」間接的影響とみなすようFERCに求めている575が、FERCは先例の適用を、天然ガスを燃

焼するプラントが具体的に特定されたサバル・トレイルの事例の事実のみに限定することで対応し

ている。576 FERCは、特定の温室効果ガス排出の重要性を決定する上で固有の課題を強調してい

ることが多い。577 NEPAのレビューに基づき特定された環境影響(気候危機に対するプロジェクトの

影響を含む)は、公共の利便性と必要性のテストによってプロジェクトが必要かどうかを判断する上

で重要である。 従って、NEPAの下でのプロジェクトの環境影響を強力に分析するFERCの消極性も

また、天然ガス法の下で十分な分析を行うFERCの能力を妨げている。 
 
 

570  Natural Gas Act, 15 U.S.C. § 717f(e). 
571 Romy Webb, Climate Change, FERC, and Natural Gas Pipelines: Natural Gas Act (Sabin Center for Climate Change Law, 2019) Section 7 に基づく温室効果ガス排出を考慮するための法的根

拠; Rick and Mattthew Christiansen, "FERC and Climate Change", Energy Law Journal 40, No. 1 (2019) 
572 例えば、PennEast Pipeline Company, LLC(2018年5月30日)に関するRichard Glick Concurrence委員の163 FERC ℃ 61,159を参照のこと。 
573 Jamie Raskin 下院議員事務所、「Raskin Rep. Rep. Rep. Raskin は、2020年4月28日付で、FERCパイプライン承認プロセスが土地所有者に偏っていることを示す予備的所見を発表する。」 (ht

tps://raskin.house.gov/media/press-releases/rep-raskin-releases-preliminaryfindings-showing-ferc-pipeline-approval-process) 
574 Rich Glick and Matthew Christiansen, “FERC and Climate Change,” Energy Law Journal 40, no. 1 (2019). 
575 シエラクラブv.

 FERC, 867 F.3d 1357, 1371 (D.C. Cir. 2017). 

576 同上 
577 169 FERC ¶ 61,131, Commissioner Richard Glick Dissent Regarding Rio Grande LNG, LLC (Nov. 21, 2019). 
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FERCによるコミュニティと土地所有者への影響の分析も改善されるべきである。 FERCは現在、NEP

Aの下でこれらの問題を検討している。 専門家は、FERCが農村地域の国勢調査データに依存していると、農

村部の国勢調査地域が比較的規模が大きく、富の水準が異なるコミュニティが含まれているため、農村部の

国勢調査地域が過小評価される場合があることを強調している。578 その理由として、農村部の国勢調査地域

の平均値の算出に影響を及ぼすため、FERCは「少数派」を一般的なカテゴリーと考えている場合もある。この

ため、FERCは、提案されたプロジェクトが、米国インディアンなど、提案されたプロジェクトの近くの小規模コミ

ュニティに及ぼす影響を見落とす可能性がある。579 

 

エネルギー・商業委員会のクリーン未来法討議案セクション215は、FERCがセクション7の意思決定

において気候変動を考慮しなければならないことを明確にしている。580 具体的にはセクション7を修

正し、FERCに対して新規インフラの潜在的便益が悪影響を上回ることを確実にするよう要求できる

ようにするということである。 また、FERCに対して、影響を受けた国の気候政策、地域インフラの決定が必

要であること、NEPAに従って特定されたすべての環境影響(気候変動に対する直接的、間接的、累積的な影

響、コミュニティや土地所有者の影響を含む)を考慮することを求めている。 

 

勧告:現行法は、FERCに、公共の必要性と利便性の分析において気候危機を考慮する権限を与

えている。 FERCが議会の意図に従うことを確保するため、連邦議会は、天然ガス法を改正し、FERCに対

し、上流および下流の温室効果ガス排出量、地域社会および土地所有者への影響、および長期的および

地域的な市場の必要性を含め、公衆の利便性および必要性に関連するすべての要因を考慮するよう求

めるべきである。 

 

管轄：エネルギー商業委員会 

 

構成要素:土地所有者がパイプライン開発者による土地収用を連絡されることを保証する 

 

天然ガス法は、土地所有者に対し、自らの土地に天然ガスパイプラインを建設する申請の通知

を受領することを義務付けている。581 FERCは、開発者に通知する義務を開発者に委任している

が、通知の内容または通知の提供方法を審査または承認せず、また、通知には、FERCの決定

に異議を申し立てる権利を保全するために、土地所有者がFERCの手続にどのように介入しなけ

ればならないかについての明確かつ一貫した指示を含めるよう要求していない。 

 

その結果、土地所有者の介入の窓は、その手続きを知るか、介入するためにどのような措置を

とるべきかを理解する前に、しばしば閉鎖されるが、その期間はさまざまであるが、普通は13日

間という短いものである。 これは、介入者のみがFERCにより付与された公共の便宜と必要性の

証明書に不服申立てをすることができるということで、危機的である。 また、土地所有権証明書

は、土地所有権訴訟の「公用」認定の代理人としても扱われているため、FERC手続きに参加し

なかった土地所有者も裁判で争うための実質的な参加機会を失う。 
 

 
 

578 モンティナ・コール「パイプラインケース・ブリーフ: FERC Enables Environmental Injustionals Defense Council, 2019. 4 https://www.nrdc.org/experts/montina-cole/pipeline-case-brief-ferc-en

ables-environmental-injustice.」
 2020年6月アクセス。  

579 同上。 
580 Title II, Section 215, CLEAN Future Act討議草案。 
581 Natural Gas Act, 15 U.S.C. § 717f(d). 

https://www.nrdc.org/experts/montina-cole/pipeline-case-brief-ferc-enables-environmental-injustice
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さらに、パイプラインが再ルーティングされると、実際の通知を受け取ることなく、追加の土地所有者が影響

を受ける可能性がある。 

 

同様に、法律は、土地所有者に公共の便宜と必要性の証明書の交付の通知を受領する582 ことを

義務付けているが、ここでも同様の通知問題の多くが適用される。 土地所有者は、権利を保全する

ために再審理を請求する期限を知らないことが多い。 

 

勧告:連邦議会は、天然ガス法を改正し、提案されたパイプラインのより広い地理的近傍の土地所

有者が、公共の便宜と必要性の証明書の申請の実際の通知を受け取ることを確保するようFERCに

要求すべきである。 FERCは、提案された通知の内容及び方法を検討し、承認すべきである。 通告

は、介入の方法と介入しなかった場合の結果について、明確な指示を与えるべきである。 初期介入

に許容される最短時間は標準化されるべきである。 

 

勧告:連邦議会は、天然ガス法を改正し、司法審査の過程を説明する公衆の利便性と必要性に

関する証明書の発行について、その後の通知を要求すべきである。 

 

管轄：エネルギー商業委員会 

 

構成要素:土地所有者が裁判所でパイプライン承認に異議を申し立てる公平な機会を与える 

 

天然ガス法に基づき、FERC手続の土地所有者又は他方の当事者は、パイプライン工事を前進させ

るために、30日以内にパイプラインの再審理を申請しなければならない。583 FERCが30日以内に再

審理の申請に基づいて行動しない場合、FERCは拒絶したとみなされる。これは、連邦控訴裁判所

においてFERC命令に異議を申し立てるために再審理を求めようとする者への扉を開くものである。

584 連邦電力法には、同法に基づくFERC訴訟に関する同一の一連の再審理規定(例えば、LNGター

ミナルの設置許可。585)が含まれている。 

 

FERCの慣行は、再審の請求に関する最終的な上訴可能な決定(「通話命令」)の発出を日常的に

「通話」または一時停止する命令(「通話命令」)を発することである。586最近、下院の監視改革委

員会・公民権・自由権小委員会が主導した調査によると、過去12年間にわたり、FERCは、再審の

請求をすべての土地所有者に通話命令を発し、その後、すべての請求を拒否した。587 FERCは、

通話命令を通して、無制限の追加時間を提供するが、土地所有者を保留状態に留め置く。 一

方、パイプライン開発業者は引き続き土地収用を追求し、建設を開始する可能性がある。588 下

院の調査では、FERCは次のように結論付けられた。 

 

582  Natural Gas Act, 15 U.S.C. § 717f. 
583  Natural Gas Act, 15 U.S.C. § 717r(a). 
584  Natural Gas Act, 15 U.S.C. § 717r(b). 
585  Federal Power Act, 16 U.S.C. § 825l(a)–(b). 
586 Jamie Raskin下院議員事務所、「Raskin下院議員は、2020年4月28日、FERCパイプライン認可プロセスが土地所有者に偏ったことを示す予備的所見を発表する」https://raskin.house.gov/me

dia/press-releases/rep-raskin-releases-preliminaryfindings-showing-ferc-pipeline-approval-process。 
587 同上。 
588 Natural Gas Act, 15 U.S.C. § 717f(h). 
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審理中の再審理請求があった過去12年間の全事件の64%で工事が承認されている。589 

 

コロンビア特別区巡回控訴裁判所は最近、この慣行を「カフケスク」と表現した。590これはまた、

連邦議会の意図を妨げるものでもある。連邦議会は、天然ガス法および連邦電力法に明記され

ているように、政府機関の決定に異議を申し立てるためのタイムリーな手続きを当事者に認める

ことになっている。 

 

このプロセスは、FERCの証明書が、土地収用の根拠となっているため、土地所有者にとって特に

損害を与える。 従って、実質的に異議を申し立てるためには、土地所有者は、FERC証明書に適

時に異議を申し立てることができなければならない。 

 

2020年6月、FERCは、委員会が再審理の請求に基づいて行動するまで解釈を制限する即時最終

規則を公布したが、最終規則は、土地収用権の行使を妨げるものではない。591 

 

トム・マリノウスキ(D-NJ)下院議員は、FERCが90日以内に再審理請求に関する決定を下すことを

要求し、最終決定が下される前に土地収容権の行使を妨げる、2020年FERC法(H.R. 6982)におけ

る再審理における土地所有者の権利法を導入した。 同様に、ショーン・キャスティン下院議員(D-I

L)は、FERC Act of 2020(H.R. 6963)でタイムリーな再審理を受ける権利を導入した。これにより、1

20日間の再審理請求期限が設定される。 

 

勧告:連邦議会は、天然ガス法および連邦電力法を改正し、FERCが再審理の申請に基づいて行

動し、司法審査の対象となる最終機関訴訟を提起することができるようにするべきである。 連邦

議会は、天然ガス法を改正し、パイプライン開発者が、60日間の期間が経過するまで、土地収用

権を行使したり、建設を始めたり、伐木を始めたりする権利を行使しないようにすべきである。 連

邦議会は、FERCが司法審査の対象となる最終機関指令を60日以内に発行しない場合、当該申

請は拒絶されたものとみなされ、司法審査の対象となる最終機関指令として取り扱われることを、

法律において明確にすべきである。 

 

管轄：エネルギー・商業委員会 

 

構成要素: パイプライン開発者が土地を選別して建設を開始する前にすべての許可を取得

することを義務付ける 

 

FERCが、提案されたパイプラインが現在または将来の公共の便宜または必要性により要求さ

れている、または要求されるであろうと判断した場合、FERCは、開発事業者に、公共の便宜お

よび必要性に関する証明書を発行する。 
 

 

 
 

589 Jamie Raskin 下院議員事務所、「Raskin Rep. Rep. Rep. Raskin は、2020年4月28日、FERCパイプライン承認プロセスが土地所有者に偏っていることを示す予備的所見を発表する。 
590 アレゲーニー・ディフェンス・プロジェクト他 v. FERC, No. 17-1098(2019年8月2日) 

591連邦エネルギー規制委員会、「アレゲーニー防衛計画最終規則に関する部分におけるリチャード・グリック・コンコーレンス局長と反対」 (2020年6月9日)https://ferc.gov/news-events/news/c

ommissioner-richard-glickconcurrence-part-and-dissent-part-regarding-allegheny。
 2020年6月アクセス。 

https://ferc.gov/news-events/news/commissioner-richard-glick-concurrence-part-and-dissent-part-regarding-allegheny


| ページ 

207 

 

.592 証明書所有者は、土地所有者から使用権を取得するために、土地収用手続きを開始すること

ができる.593 

 

FERCはしばしば条件付証明書を発行するが、出願人は、例えば大気浄化法または水質浄化法に

よる許認可を待つ。.594パイプライン開発者はこの間、条件付証明書の下で土地収用権を行使する

権利を求め続けることができる。 

 

FERCポリシーはまた、連邦政府が要求する認可を待つ間に、開発者がいくつかの活動を進める

ことを可能にしている。 「建設活動」の多くは、現時点では認可されていないが、FERCは、伐採による土地

の恒久的な改修であっても、開発者がすべての必要な許可を取得し、土地の土地利用権を行使する前に行

われることができるように、建設を狭く定義している。595 パイプライン開発者が、望ましくない土地所有者の所

有する土地の樹木を伐採し、必要な許可を求める開発者の申請が最終的に拒否された事例がある。596 

 

トム・マリノウスキ(D-NJ)下院議員は、「土地所有者のための公平性」法(H.R. 5454)を導入した。こ

の法律は、土地所有権の行使に先立って、パイプライン開発者に必要な連邦および州の認可をす

べて取得することを義務付けるものである。 パイプライン開発者が、ルートの変更など、既存の証

明書の重要な修正を要求する場合、法案は、パイプライン開発者が土地収用権を行使する前に、

必要な連邦および州の許可をすべて取得するよう、パイプライン開発者に要求することにもなる。 

この規定は、エネルギー・商業委員会のクリーン未来法.597の討議原案にも含まれている。 

 

勧告:連邦議会は天然ガス法を改正し、パイプライン開発者が、連邦および州のすべての必要な

許可を受けるまで、土地収用権、樹木伐採、またはその他の地上妨害の権利を行使することを

禁止すべきである。 

 

勧告:連邦議会は、天然ガス法を改正し、パイプライン開発者が既存の証明書の重大な修正を要

求する場合、土地収用権の行使に先立って、必要な連邦および州のすべての許可を取得するこ

とを要求すべきである。 

 

管轄：エネルギー商業委員会 

 

構成要素:FERCに市民参加・消費者アドボカシー室を設置 

 

1978年、連邦議会は、FERCの国民参加・消費者アドボカシー室を承認したが、この事務所は創

設されたり、資金提供を受けたりしたことはない。 この脆弱性はエネルギーインフラ整備の規制に対

する国民の信頼を損なうことにより、クリーンエネルギー経済に向けた移行への挑戦である。 

 

592 Natural Gas Act, 15 U.S.C. § 717f. 
593 Natural Gas Act, 15 U.S.C. § 717f(h). 
594  149 FERC   61,199 (2014年12月2日) (「証明書発行および放棄承認命令」); 164 FERC    61,029 (7月19日)、 
平成30年(2018年)受注拒否(デル) リバーキーパーネットワーク FERC, 857 F.3d 388, 399 (D.C. Cir. 2017). 

595 Terry Turpin, Division of Gas-Environment and Engineering, FERCからLynda Schubling, Environmental Project Manager, Construction Pipeline Company, LLC, D
 CP13-499-000(2016年1月29日) 

596 Jon Hurdle, "New York Stateは、州インパクトペンシルバニア州-NPR, 2016年4月22日; Jon Hurdle, "Maple Syrup trees cut to the Constitution Pipeline", State Impact Pensylvania 
-NPR、2016年3月2日 

597 Title II, Section 216, CLEAN Future Act討議草案。 
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 もし設立されれば、この事務所は、本報告書の勧告と整合的に、エネルギーインフラの立地と規制に参加

するより大きな機会を一般市民に与えることができる。 この報告書では、この部署が卸電力市場のガ

バナンスと透明性の向上にどのように役立つかについて説明する。 

 

1月ジャン・Ｄ・シャコウスキ下院議員(D-IL)は、FERC法(H.R. 3240)に「公的関与」を導入した。この

法律は、FERCに「市民参加・消費者アドボカシー室」を設置し、そこにエネルギー顧客を代表してF

ERCに対するほとんどの手続に介入する権限を付与するものである。 法案はまた、地域社会および

公益団体に対し、FERCの手続きに介入する資金を提供し、天然ガスインフラの用地確保に関する彼らの懸

念が考慮されるようにするものである。エネルギー・商業委員会のクリーン未来法の討議案には、この法案

598が含まれている。 

 

勧告:連邦議会は、FERCにおける市民参加消費者アドボカシー局を再認可し、市民参加の障壁を

解決し、FERC及びFERCの委任を受けた機関の前に参加者に資金を提供すべきである。 

 

管轄：エネルギー商業委員会 

 

構成要素:気候行動を促進するためのFERCのガバナンス構造改革 

 

現行法では、5人のFERC委員のうち3人を超えていないのは、連邦議会がFERCを党派的な機関

にするつもりがなかったからである。599しかしながらそれは政権が、空席がある場合には、対立政

党から委員を指名しないことによって、形骸化させることができるものである。600この政治的乱用

は、気候危機との戦いをより困難にする。なぜなら、FERC委員の専門知識は、排出削減目標に沿

った国のエネルギーインフラの移行を導くために必要であるからである。 

 

同様に、FERC委員に対する忌避のプロセスは不透明であり、乱用を招きやすい。FERCの委員

は、定足数を否定するために自らを戦略的に再利用することができ、その場合、一部の申請は

局長の行動なしに承認されたとみなされる。601 この脆弱性は、エネルギーインフラ開発の規制

に対する国民の信頼を損なうという、クリーンエネルギー経済への移行における課題である。 

 

勧告:連邦議会は、FERC委員が4人しかいない場合、同一政党から2人を超えてはならないことを

明確にするために、連邦権力法の定足数要件を修正すべきである。 FERC委員が3人しかいない場

合は、欠員から180日以内で、同一政党からの委員が2人以下の場合に限り、それが定足数を構成するも

のとみなす。 
 

 

 
 

598 Title II, Section 214, CLEAN Future Act討議草案。 
599 16 U.S.C.§792. 
600 イウリア・グヘオルヒウ「民主FERC候補のホワイトハウス指名のためのマンチン上院『戦う』」、ユーティリティ・ダイブ、 
平成28年11月6日 

601 Robert Walton, "Shorthanded FERC は、ニューイングランドのキャパシティ・オークションの結果を、10月1日付けのUtility Dive に立会わせてくれます。 
2019. 
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勧告:連邦議会は、FERC委員に対し、文書記録における忌避があった場合の根拠を概説するよ

う要求すべきである。 

管轄：エネルギー商業委員会 
 
 

 

構成要素:石油・ガス産業に対する環境法規制の適用除外を撤廃 

石油・天然ガス産業は、米国の根本的な環境法から重要な免除を受けている。 

連邦議会のいくつかの議員は、これらの法律を撤廃するための法律を導入した。 

 

クリーン・ウォーター法は、EPAが、石油・ガスの探査、生産、加工、処理または送電設備に関連

する建設および産業活動からの雨水流出の許可を要求することはできないと規定している。602 

マット・カートライト下院議員(D-PA)は、H.R. 4007、水砕法環境規制 (FRESHER) Act of 2019を通

じた集中排出削減、H.R. 4007を導入し、この抜け穴を閉鎖し、石油・ガス会社に建設および操業

のための雨水流出許可を取得することを義務付けた。 

石油・ガス廃棄物は、資源保護・回収法の有害廃棄物処理規制から除外されている。 マット・カート

ライト下院議員(D-PA)は、生産された水、掘削液、掘削液、ピットスラッジ、および井戸の建設と生

産に関連するその他の廃棄物の安全な処分を確保するため、この抜け穴を閉鎖するために、「H.R. 

4006、抜け穴閉鎖、鞘取りと不要な言い逃れの停止規則法2019年」(CLEANER) を導入した。 

また、石油・ガス会社は、大気汚染防止法に基づく特別措置を受けており、有害大気汚染の主

要な発生源について対応するためには、高度濃縮汚染の集積施設を含め、高度な公害防止対

策を実施することが必要とされている。 しかし、同法は、たとえ同じ会社であって近接して操業していた

としても、ＥＰＡが油井・ガス井からの汚染をとりまとめ、それらを主要な発生源として扱うことを妨げている。 

603 イベット・クラーク下院議員(D-NY)は、この抜け穴を埋めるために、H.R. 585「空中浮遊有毒健康被害物質

の削減法(BREATH)」を導入した。 

ジャン・シャコウスキ下院議員(D-IL)は、H.R. 3604「エネルギー開発に関する安全な飲料水確保

はアメリカ人の権利である法」を導入した。この法律により石油・ガス事業近辺の飲料水源の試

験が必要とされた。 エネルギー・商業委員会民主党は、以上の三法を、「クリーン未来法」の討議案に

含めた。 

勧告:連邦議会は、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、資源保護・回復法において、石

油・ガス会社に対する免除を撤廃する法律を制定すべきである。 

管轄：エネルギー・商業委員会、運輸・インフラ委員会 
 

602 33 U.S.C.§1342(l)(2)。 
603 42 U.S.C.§7412(n) 
604、第613条、第614条及び第615条、クリーン未来法の討議案 

大気汚染・水質汚濁の防止、石油・ガス産業からの有害廃棄物の安全な処

理 



| 210ペー

ジ 

 

 
 

構成要素:LNG輸出インフラへの適用を検討する際に、気候変動やその他の影響を考慮

することをDOEとFERCに求める 

 

天然ガス法第3条は、DOEとFERCに対し、それが国益に反しない限り、LNGの輸出入、LNGターミ

ナルの立地、建設、拡張、操業の承認を求めている。605法律は、LNGの輸出入が公益に合致する

との前提に基づき、自由貿易協定(「内国民待遇」)が実施されている場合、国産天然ガスと同じ取

り扱いを認めている。606 劇的な排出削減を求める最新の気候科学は、この前提が時代遅れにな

る可能性があることを示している。 さらに、2020年5月、トランプ政権は、LNGの輸出入に関するD

OEの承認に適用されるNEPAの要件を以前に戻すことを提案した。607 

 

さらに、FERCのリチャード・グリック委員のような専門家は、FERCは、LNGターミナルの立地、建

設、拡張、操業が公益に合致するかどうかの分析の一部として気候危機を考慮すべきであると説

明した。608、しかしながらこの点に関する委員の共通の合意なしに、FERCは、LNG輸出施設が天

然ガス法第3条を満たすかどうかを判断する際に、輸出の間接的な影響となり得るプロジェクトの

上流または下流の温室効果ガス排出量を確実に検討することなく、LNGターミナルを日常的に承

認している。609 

 

さらに、Glick委員は、FERCがLNGターミナルの立地からの潜在的な経済的増進に重きを置きすぎ

ていることや、単に「周辺の郡よりも悪くない」という理由だけで「公害の増加が経済的に不利な地

域社会に与えるインパクトの増大が新しい産業施設の開発によってしばしば不釣り合いな犠牲を招

く」という点を十分に考慮していないことを強調している。610 

 

エネルギー・商業委員会によるクリーン未来法討議草案のセクション215は、FERCがセクション3の

意思決定において気候変動を考慮しなければならないことを明確にしている。具体的には、FERC

は天然ガス法のセクション3を改正し、天然ガスの輸入または輸出の承認を支持する推定を排除

し、天然ガスの輸出または輸入の潜在的利益がいかなる悪影響よりも大きいことを保証するよう

要求される。 また、FERCは、影響を受けた国の気候政策、地域インフラの必要性、国家環境政策法に従っ

て特定されたすべての環境影響(気候変動に対する直接的、間接的、累積的な影響、コミュニティ及び土地

所有者の影響を含む)を考慮することを求められる。 
 

 

 
605 Natural Gas Act, 15 U.S.C. § 717b. 
606 Natural Gas Act, 15 U.S.C. § 717b(c). 
607 85連邦準備銀行 レギュレーション 25,340(「国家環境政策実施手続」)(2020年5月1日) 

608 168 FERC 61,020、Gulf LNG Liquefication Company, LLCに関し、Richard Glick Dissent局長(2019年7月16日) 
609 169 FERC ¶ 61,131, Commissioner Richard Glick Dissent Regarding Rio Grande LNG, LLC (Nov. 21, 2019). 
610  同上 
611 Title II, Section 215, CLEAN Future Act討議草案。 

LNGインフラが気候、環境、コミュニティに悪影響を及ぼさな

いようにする 
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勧告:現行法では、ライフサイクルでのGHG排出量を考慮することが求められている。 連邦政府

機関が連邦議会の意図に従うことを確保するために、連邦議会は天然ガス法を改正し、FERCと

DOEに対し、上流および下流の温室効果ガス排出量、コミュニティおよび土地所有者の影響を含

め、公益に関連するすべての要因を集合的に検討するよう求めるべきである。 

 

管轄：エネルギー商業委員会 

 

構成要素:パイプライン開発者が輸出用ガスを輸送するパイプラインについて土地収用権を

使用することを禁止する。   

 

連邦政府の土地収用局は、公益が認められる、たとえば天然ガス法のような限定的なケースにつ

いて、連邦議会が民間部門の主体に土地収用権を行使することを認めている。そのような場合に

は、連邦議会は、民間部門の主体に土地収用権を行使することを認めてきた。 しかし、民間の土地

所有者への課税を考えると、LNG輸出など海外のエネルギー需要を満たす上で、私的な土地所有

権について収用が適応できるとする論拠は弱い。 

 

トム・マリノウスキ(D-NJ) 下院議員は、土地収用法 (H.R. 5454) を導入した。これにより、パイプラ

イン開発者は天然ガスを輸出するLNGターミナルに取り付けられたパイプラインやその他の機器

について土地収用権を行使することができなくなる。 この法案は、エネルギー・商業委員会のクリーン

未来法の討議案にも盛り込まれた。613 

 

勧告:連邦議会は、天然ガス法を改正し、パイプライン開発者が天然ガスの輸出を支援することを主

たる目的とするLNGターミナルに付属するパイプラインについて、土地収用権を行使することを禁止

すべきである。 

 

管轄：エネルギー商業委員会 

 

 国のパイプラインを気候の影響に対してより強靱にする  

構成要素:パイプラインの設置、設計、修理、保守における気候への影響を考慮する 

 

米国には約250万マイルの天然ガスパイプライン614と約20万マイルの石油パイプラインがある。 極

端な天候やその他の気候への影響は、米国のパイプライン網に重大なリスクをもたらす。 極端な降

雨は、パイプラインの交差点を脆弱化させるフラッシュ洪水につながる可能性がある。615 永久凍土の融解と

極端な気温上昇は土壌の移相や軟化を引き起こし、パイプライン断裂のリスクを高める。616 
 

 
612 司法省、「エミナント・ドメインの連邦使用履歴」、https://www.justice.gov/enrd/history-federaluse-eminent-domain。 2020年6月アクセス。 
613 Title II, Section 216, CLEAN Future Act討議草案。 
614 導管・危険物安全局「年報燃費概要統計」、平成29年6月28日、https://www.phmsa.dot.gov/data-and-statistics/pipeline/annual-report-mileage-summary-statistics。

 2020年6月アクセス。 

615 米国エネルギー省、DOE/EPSA-0005、気候変動と米国エネルギー部門:地域的脆弱性と回復力の解決策(2015年10月) 

https://www.justice.gov/enrd/history-federal-use-eminent-domain
https://www.justice.gov/enrd/history-federal-use-eminent-domain
https://www.phmsa.dot.gov/data-and-statistics/pipeline/annual-report-mileage-summary-statistics
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ハリケーン「カトリーナ」と「リタ」は、450件を超えるパイプラインを損傷し、120件を超える流出を引き

起こした。617, 618 昨年、中西部の洪水をきっかけに、パイプラインおよび危険物安全局は、侵食や

その他の地質学的危険性に関連するパイプライン施設への脅威について、パイプライン所有者に

助言を行うようになった619。 

 

ハーレー・ローダ下院議員(D-CA)は、パイプラインの安全性に関する地震活動、地盤沈下、地

滑りに関する研究を実施するよう運輸長官と国立工学アカデミーに指示するパイプライン耐震安

全研究法(H.R. 4375)を導入した。 調査研究の範囲は、洪水や野火など、他の気候関連の危険

性に関する研究を含むように拡大することができる。 

 

勧告:連邦議会は、危険な液体および天然ガスのパイプラインの立地、設計、修理、および保守

基準が気候リスクを考慮に入れ、連邦洪水および野火の回復基準を満たすことを確保すべきで

ある。 

 

管轄：運輸・インフラ委員会 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

616 U.S. Global Change Research Program, Fourth National Climate Assessment, Volume II (November 2018). 
617 海洋エネルギー管理局「MMSはハリケーン・カトリーナとリタの被害を更新」2006年5月1日、 
https://www.boem.gov/sites/default/files/boem-newsroom/Press-Releases/2006/press0501.pdf. 2020年6月アクセス。 
618 メキシコ湾のハリケーン「カトリーナ」と「リタ」(2007年)による安全・環境法執行局 
619 84 FR 18919「パイプラインの安全性:地震動およびその他の地質学的危険によるパイプライン施設の損傷の可能性」(2019年5月2日) 

https://www.boem.gov/sites/default/files/boem-newsroom/Press-Releases/2006/press0501.pdf
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既存のクリーンエネルギー技術の広範な普及は、米国経済全体の温室効果ガス排出を大幅に削

減するであろうが、経済の完全な非炭素化には、まだ発明されていない新しい技術が必要となる

であろう。 機会は非常に大きいが、最先端の技術は開発と展開の障害に直面している。 経済を脱

炭素化するために必要な真に変革的な技術は、成熟するまでに長い時間を要し、新しいハードウェアソリュ

ーションを必要とし、そのためより多くの資金が必要となる。 この結果、これらの技術の開発スケジュー

ル上には複数の資本ギャップが生じることになる。 エネルギーはコモディティとして扱われている

ため、新技術が高い初期コストを克服することは困難であり、電力の信頼性に重点が置かれてい

ることから、多くの革新的なクリーン技術の柔軟で分散した特性を適切に評価しない規制枠組みと

なっている。 さらに、市場は、これらの無炭素技術とその気候緩和ポテンシャルの明確な利点を

評価することもできない。 つまり、研究、開発、実証、展開(RDD&D)のすべてのプロセス段階における強固

なイノベーション政策は、これらの新技術のタイムリーで広範な実施に不可欠なのである。 

 

基礎研究または応用研究と呼ばれる研究段階は、科学的発見と知識創造からなり、特定の目的や

目的に向けた応用研究が行われる。 すべてのイノベーションは研究から始まるが、市場、特にクリーンエ

ネルギーや脱炭素技術の研究開発には何十年もかかることが多い。 個々の民間セクターの主体が研究

への投資の恩恵を十分に享受できないため、連邦政府が研究資金の大半を提供している。 

 

開発段階では、研究の発見を実用的な製品やプロセスに変換する。 発明は、それ自体がスケーラ

ブルであり、合理的なコストで商業的生産が可能であることが証明されなければならないが、商業

的リスク評価の難しさ、並びにエネルギー技術の長いスケジュール及び高い固定コストは、開発へ

の投資を限定的なものに留める。開発段階で使える連邦政府からの資金があるが、基礎研究や応

用研究に提供されているものに比べるとはるかに少ない。 

 

実証段階では、実使用者が採用する技術を準備することを目的として、パイロット及び商業規模で

の技術の試験及び実証が行われる。 開発段階と同様に、新しい脱炭素技術に伴う長期的な視野、大き

な資本必要額、そして高いリスクは、全体的な資金の額と、実証のための資金を受け取る技術やアプリケー

ションの種類を制限する。 主に最終用途の生産者や供給者、ベンチャーキャピタルを通じて、圧倒的

に民間セクターがデモ資金を提供している。 

 

展開の間、技術または製品は、規模での経済的実行可能性を証明した後、市場に広く採用され、

普及する。 技術の失敗のリスクはそれほど懸念されないが、事業の規模を拡大し、支援するための大規

模な資本が依然として必要とされており、市場の需要と資金供給が投資の重要な原動力となっている。  

クリーンエネルギー・脱炭素技術と革新の推進 
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実証段階のように、民間セクターの資金が、企業投資(様々な受動的投資家から調達)、プロ

ジェクト・ファイナンス、プライベート・エクイティを通じて支配的である。 

 

技術開発が、ステージを通してスムーズに進むということはめったになく、次のステージへ進むた

めには、よく複数回の手戻りが必要となる。 これらの段階の間には、いわゆる「死の谷」があり、

技術や企業がイノベーションの次の段階に進めないことが起きる。 COVID- 19のパンデミックを受け

て、RDD&Dのすべての段階に対する政府の支援は、死の谷間で有望な技術を守るのに役立つ強固なイ

ノベーション・システムを維持する上で、さらに重要になるだろう。 成熟段階の異なる技術を対象とする

政策は、即時的な刺激と短期的な雇用創出の効果の程度は様々であるが、イノベーション・パイ

プライン全体にわたる投資は、長期的な経済成長を促進するであろう。 米国と世界は、COVID-1

9危機が、今世紀半ばまでに経済を非炭素化し、新たな世界的危機を回避するために必要な技

術を開発し、展開するために、これらの投資を遅らせることはできない。 
 
 

いくつかの連邦プログラムは、上述したイノベーションと死の谷への挑戦のいくつかを克服しよう

と試みている。 エネルギー省(DOE)は、米国のクリーンエネルギーイノベーションにおいて強力なプレゼン

スを持っている。 基礎科学・応用エネルギー局は、必要不可欠なRD&Dプログラムと資金提供を行

っている。 その国立研究所のネットワークは、独自の研究と科学的・技術的支援を提供してい

る。 エネルギー先進研究プロジェクト局 (ARPA-E) は、ハイリスク、ハイリターンのイノベーション

に資金を提供する。 また、DOE技術移行局は、DOEの研究と投資の商業的影響を促進することを目的と

している。 

 

しかし、気候危機に対処するために必要なペースと規模でクリーンエネルギー技術を展開するた

めには、イノベーション・プロセスの各段階で追加的な直接支援を提供する必要がある。 国際エネ

ルギー機関によれば、炭素フリー・低炭素エネルギーへの世界的な年間投資は近年停滞している

が、パリ協定に沿った排出削減目標を達成するためには、2030年までに現在の水準を倍以上に

する必要がある。620公的RD&D資金が、新たな支援イニシアティブとともに、クリーンエネルギー導

入へのこの大規模な投資を推進する必要がある。 クリーン・テクノロジーの商業化には長い滑走

路が必要であるため、深い脱炭素化に必要な新技術が、できるだけ早く、遅くとも今世紀半ばまで

に市場に準備が整うためには、まさに今、研究を強化することが重要である。公共投資は民間設

備投資を後押しする。 さらに、強固な開発、実証、展開政策支援がなければ、有望な解決策が実

施されないばかりでなく、商業化と生産が米国外で行われ、他国が米国の資金による研究の経済

的利益を享受できるようになる可能性がある。 米国のリーダーシップは不可欠なのである。 

 

このセクションでの提言は、技術商業化に必要な技術-プッシュまたは供給-プッシュ政策に主に

焦点を当てているが、展開を加速させるためには需要-プル政策も不可欠である。 これらの政策

の詳細は、本報告書の他のセクションに掲載されており、炭素価格、税制上のインセンティブ、特

定の化石燃料補助金の廃止、低位燃料の政府調達、排出物・材料、排出ガス基準などが含まれ

ている。 
 

620 国際エネルギー機関、World Energy Investment 2019(2019) 

深い脱炭素化と米国の競争力を促進する技術革新を支援する 
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排出量にコストを課したり、低排出オプションに価値を与えることで、デマンドプル政策はクリーンエネルギ

ー技術を公平な競争条件に置き、広範な技術展開を促す。 また、保証された市場を創造し、投資収益を

増加させ、リスクを減少させ、投資の見通しを改善することによって、初期段階のイノベーションを促進する

のにも役立つ。 

 

構成要素:エネルギー部門の脱炭素化と気候変動緩和に優先順位をつけているDOE

の使命と目標を再承認し、更新する。 

 

2005年のエネルギー政策法は、DOEのいくつかの目標の一つとして「すべてのエネルギー集約型

部門の効率化」と「エネルギー関連活動の環境影響の低減」を定めた。 この法律は、気候変動を

緩和するために温室効果ガス排出量を削減するという明確な目標を定めていない。621 これは、D

OEが排出削減と気候に直接取り組むことを妨げている。 深い脱炭素化のためには、DOEプログ

ラムはクリーンエネルギーや排出削減を含むエネルギー効率以上のものに焦点を当てる必要が

ある。 エネルギーの使用は、製造や産業からのような温室効果ガスの排出には責任を負わない。 

DOEはすでにこれらの産業と協力してエネルギー効率を改善した経験を持っているが、非電力排

出に焦点を当てる追加の権限が必要である。 エネルギー効率のみを考慮する方法では、燃料転

換や節約による排出削減の可能性が排除されてしまう。 

 

2005年エネルギー政策法は、DOEの目標として、エネルギーの多様性、エネルギー自立、エネル

ギー安全保障を設定した。622 エネルギー部門が深刻な非炭素化経済を実現し、気候変動の影響

が悪化するにつれて、DOEはさらなる課題に取り組む必要性が増している。 新しいクリーン技術

の広範な普及には、米国の製造能力とエネルギー労働力の大幅な変化と拡大が必要となる。 気

候の影響に対するエネルギーシステムの回復力は極めて重要である。 最後に、現在のエネルギ

ーシステムの環境上の不公平性の遺産と、急速に非炭素化されつつある世界におけるクリーンエ

ネルギーへの公平なアクセスは、DOEの意思決定と計画の中心でなければならない。 

 

勧告:議会は、エネルギー部門の非炭素化と気候変動緩和をDOEの使命の中核部分とするため、

また、気候変動へのレジリエンス、米国のクリーンエネルギー製造の競争力、エネルギー労働力

開発、エネルギー公平性と環境司法を含むDOEの目標を拡大するため、DOEの認可文言を更新

すべきである。 すべてのDOEプログラムは、既存の法律の目標に加えて、これらの新たな目標に

取り組むよう改められるべきである。 

 

管轄：エネルギー・商業委員会、科学・宇宙・技術委員会 

 

構成要素:DOEを再編し、脱炭素技術を効果的に進歩させ、気候危機に対処する 

 

DOEの現在の組織構造は時代遅れであり、気候危機に適切に対処することはできない。 応用エ

ネルギー局は、主に燃料によって組織されており、エネルギーシステムではなく、主に異なる技術

に焦点を当てている。 これにより、横断的な技術が発電用の炭素回収や輸送用の水素といった単一の

用途にサイロ化され、 
 

621 2005年エネルギー政策法、パブ109-58号。 
622 同上。 
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産業部門からの排出量を削減する可能性があるにもかかわらず、他の主要なプラットフォーム技

術については、断片的なアプローチを取ったり、完全に無視したりする結果となっている。 基礎エ

ネルギー科学と応用エネルギーを分離することはまた、技術が研究段階から開発・実証段階に移行する

のを助ける協調を妨げる。 

 

DOEの再構築には複数の方法があり、多くの専門家は最善の方法について意見が一致していな

い。 いくつかの提案には、基本的及び応用エネルギー研究を1人の次官の下に維持し、623 その

調整を維持すること、及び燃料ではなく最終用途部門による応用エネルギー事務所を組織する

ことが含まれる。624 再編は、上述の推奨通り、脱炭素化及び気候緩和の最新のDOEミッション

の達成に最も適した構造を創出することを目指すべきである。 

 

勧告:議会は、クリーンエネルギーやその他の非炭素化技術のRDD&Dを最も容易にし、エネルギ

ーの生産と利用からの温室効果ガス排出を削減するために、DOEの構造をどのように再編するか

を決定する議会委員会を設置すべきである。 委員会は、関連する認可委員会、DOEスタッフ、外

部の専門家と協議し、その業務に情報を提供すべきであり、DOEの構造を最善に再編する方法に

関する委員会の活動、所見、具体的な法的提言を含む最終報告書を作成すべきである。 時宜を

得た評価を確保するため、連邦議会は、委員会に対し、1~2年以内にその作業を完了するよう要

求すべきである。 

 

勧告:上述の包括的な再編が議会委員会の勧告に基づいて実施されるまで、議会は、科学・エネ

ルギー担当次官1名の任命を要求し、3名の新たな運輸・建築・製造・産業担当次官補に予算をつ

け(本報告書の「世界気候リーダーシップのための米国産業の再構築」のセクションで推奨されて

いるように)、エネルギー効率・再生可能エネルギー局(EERE)から排出量をに関する権限を移管す

ることにより、これらの部門からの排出量への対応を改善するべきである。 

 

管轄：科学・宇宙・技術委員会、エネルギー・商業委員会 

 

構成要素:ミッション・イノベーションへの米国のコミットメントを復活させ、クリーンエネルギーRD&D

資金を10年間で大幅に増やす 

 

パリ気候協定の目標達成を支援するために立ち上げられたミッション・イノベーションは、クリーン

エネルギーを広く手ごろな価格にするためのクリーンエネルギーイノベーションのペースを加速さ

せる世界的イニシアティブである。 25カ国の加盟国は、5年間でクリーンエネルギーイノベーションへの公

共投資を倍増させ、民間セクターをより良く関与させ、スマートグリッド、クリーンエネルギー材料、再生可能・

クリーン水素などの主要課題に協力することを約束した。625 米国は、公共投資を倍増させるという目標(2016

年の64億ドルから2021年には128億ドル)を達成するペースで、クリーンエネルギーRD&D資金を制定していな

い。626 

 

 

 
 

623 Tarak Shah and Arjun Krishnaswami, Transforming the U.S. Department of Energy in the Climate Crisis(天然資源防衛評議会、2019) 
624 IHS Markit and Energy Futures Initiative, Advance the Landscape of Clean Energy Innovation(画期的エネルギー、2019) 
625 ミッション・イノベーション「全体像」http://mission-innovation.net/about-mi/overview

 2020年6月アクセス。 

626 Office of Management and Budget, Dometic Implement Framework for Mission Innovation(2016年11月 

http://mission-innovation.net/about-mi/overview
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さらに、クリーン・エネルギー・イノベーションにおける米国のリーダーシップを維持するために、米国

は、米国の技術の商業化に成功するよう、公的資金と研究、開発、実証に対する支援を大幅に増

額する必要がある。 DOEは米国のクリーンエネルギーイノベーションの約75%を占めているが、DO

D、DOT、USDA、National Science Foundationなどの他の機関もクリーンエネルギーRD&Dに資金を

提供している。 

 

勧告:議会は、クリーンエネルギーRD&Dへの投資を倍増し、今後10年間にわたって資金を増額し

続けるという当初の目標を達成することによって、ミッション・イノベーションに対する米国の姿勢を

再確認すべきである。 追加的な目標、事務所、研究領域、技術実証支援など、本報告書の提言

に対応するために、DOEのクリーンエネルギーRD&D資金は大幅に増加されるべきである。 選択

委員会の「情報要求：エネルギーのブレークスルー」は、米国のクリーンエネルギーイノベーション

資金を10年間で350億ドルに引き上げることを推奨している。627 この資金レベルは、国立衛生研

究所の研究開発に対する現在の資金レベルと同等であり、2030年には米国のGDPの約0.1%とな

る。これは、中国が現在エネルギーRD&Dに投資しているGDP比率と比肩する。628DOEの資金の

増加を目標とすることは重要であるが、投資を倍増させるというミッション・イノベーションの目標に

は、他の関連機関も含めるべきである。 

 

管轄：科学・宇宙・技術委員会 

 

構成要素:排出量に対処し、特定分野の復元力を高めるための最も有望な技術のためのRDD&D

の追求 

 

DOEやその他の機関におけるRDD&Dに対する米国政府の全体的な財政的コミットメントを大幅に

増加させることに加えて、議会は、経済の非炭素化と、我々のコミュニティが気候の影響に対して

より強靱であることを実証した特定の技術を支援する必要がある。 透明で一貫性のある方法で

資金調達の優先順位を決定するために、DOEは最大の可能性を持つ技術を特定するための選

定基準を採用することができる。 専門家は、技術的メリット(排出削減ポテンシャルとその他の環

境パフォーマンスを含む)、市場の存続可能性、適合性(既存および新規のインフラおよびシステ

ムとの適合性)、消費者価値、629レジリエンスを考慮すべきもう1つの重要な基準とすることを提案

した。 

 

勧告:議会は、電力、運輸、産業、建築、農業部門のレジリエンスと非炭素化、ならびに天然およ

び技術的な炭素除去に不可欠な特定の技術に対する資金とイニシアティブを増やすべきである。 

このギャップはセクターによって異なり、本報告書の他のセクションでより詳細に説明されている。 

重点分野には以下のものがある。 

 

• 電力セクター:グリッドスケールおよび長期貯蔵、スマートグリッド技術、洋上風力、次世代原

子力、海洋および水力エネルギー、分散型エネルギー資源および非電線代替物の統合およ

び展開、クリーンエネルギープロジェクトのためのソフトコスト(許可、建設、運転、および維持

に関連するコスト)の削減、ならびに、気候影響に対してより回復力のあるエネルギー生成技

術、インフラ、および材料。 

 

627 Breakthrough Energy, Information Request, House Select Committee on the Climate Crisis, 116 Congress(2019年11月22日)より提出 
628 議会研究局、連邦研究開発(R&D)資金:2020年度(2019年11月) 
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629 IHS Markit and Energy Futures Initiative, Advance the Landscape of Clean Energy Innovation(画期的エネルギー、2019) 
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• 運輸部門:大型車両・長距離トラック用の低炭素技術、持続可能な航空・海上燃料、航空

機・船舶電化、高密度バッテリー、次世代建設資材、輸送インフラシステム用途。 

• 産業部門:電化・低排出熱源、低排出水素、炭素回収利用・貯留、サーキュラー・エコノミー

枠組み。 

• 建築物:スマートで強靱な建築技術、系統統合建築物、電気ヒートポンプおよび地熱ヒ

ートポンプ、低排出建築材料および技術。 

• 農業部門:増加する暑さ、干ばつ、疾病に耐えうるストレス耐性作物;家畜の排出を減らす

ための動物飼料の開発;土壌炭素固定;都市および屋内農業;ならびに土壌の健康、炭素

固定、および農業排出削減を測定・評価する方法。 

• 天然気候ソリューション:気候の影響と、バイオマスを含む木材利用と製品の炭素便益のライ

フサイクルアカウンティング;森林回復、森林の健康と野火の行動、米国の土地、森林、土壌

への炭素固定の測定と評価;ブルーカーボン（海洋炭素蓄積）生態系の気候影響と便益の理

解。 

• 炭素除去:直接空気回収、炭素回収によるバイオエネルギー、炭素無機化。 
 

管轄:科学・宇宙・技術委員会、エネルギー・商業委員会、運輸・インフラ委員会、農業委員会、天

然資源委員会 

 

構成要素:あらゆる部門でさらなる排出削減を可能にするクロスカッティング技術のRDD&Dを追求 

 

他の技術のパフォーマンスを飛躍的に向上させる可能性のあるいくつかの技術は、複数の部門で

排出量を大幅に削減する可能性がある。 気候に有益な炭素回収と低排出水素は、電気、運輸、

産業、建築部門での潜在的な用途がある。 経済の電化が進むにつれて、デジタル化と人工知能

は、エネルギーシステムの効率と性能を劇的に向上させる可能性がある。 これらの分野横断的

技術の進歩は、異なるプログラム・オフィスの個々のプロジェクトを細分化するのではなく、調整さ

れたアプローチと単一の資金源から恩恵を受けるであろう。 

 

勧告:連邦議会は、技術を可能にするための資金を増額し、投入すべきであり、また、適用可

能な事務所やプログラムの調整を最大限にするための横断的プログラムを策定するようDOE

に指示すべきである。 科学エネルギー担当次官は、これらの横断的なプログラムを監督するのに適

した立場にある。 

 

管轄：科学・宇宙・技術委員会、エネルギー・商業委員会 

 

構成要素:クリーンエネルギーRDD&Dへの環境司法コミュニティの参画 

 
「公平で公正な国家気候プラットフォーム」は、「持続可能で公正なものへの移行」を強調している。 

公平なエネルギーの未来には、変化による便益を公平で公正に分配する革新的な投資とガバナン

スが必要である。630 
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DOEが新エネルギー技術のRDD&Dプログラムを実施する際には、利害関係者や最前線のコミュニ

ティがこれらの新技術から恩恵を受けたり、それによって被害を受ける可能性がある場合には、こ

れらの利害関係者やコミュニティを参加させるべきである。 この関係を築くことは、技術的知識の移

転を促進すると同時に、地域や伝統的な生態学的知識が技術革新に情報を与えることを可能にす

る。 初期の展開イニシアティブは、すべてのコミュニティがDOEの仕事から恩恵を受け、クリーンな

経済への移行にコミュニティが取り残されないようにすることをさらに確実なものとすることができ

る。 

 

勧告:議会は、DOEエネルギー司法・民主主義プログラムを設立し、エネルギー貧困を削減し、環

境司法コミュニティがエネルギー効率と再生可能エネルギー技術の革新にアクセスできるように

し、コミュニティのエネルギー計画とエネルギー選択プログラムを支援し、脆弱なコミュニティにおけ

る気候変動への耐性を促進すべきである。 このプログラムはDOEのRDD&Dプログラムと連携し

て、新しい技術開発や実証における公平性を確保し、地域の知識や慣行を取り入れ、STEM教育

の基盤を築くために、環境司法コミュニティや少数派組織と協力すべきである。 プログラムは、DO

E事務所がどのようにグラント資金を提供し、公平な資源配分を確保するためのパイロットプログラ

ムを展開するかを評価すべきである。 また、このプログラムは、気象化支援プログラムや低所得家庭

エネルギー支援プログラムなど、最前線のコミュニティで活動した経験を有するDOE内外の既存のプログ

ラムを基礎とし、それらと調整すべきである。 

 

管轄：科学・宇宙・技術委員会、エネルギー・商業委員会 

 

構成要素:DOEのRDD&Dプログラムへの多様な参加の確保 

 
DOEが気候変動を緩和し適応するための新たなプログラムを設立し、既存のプログラムへの資金

を増やすことによって、これらの機会がすべてのコミュニティ、特に伝統的なエネルギー生産とイン

フラによって歴史的に被害を受けてきたコミュニティに届くようになるはずである。 DOEプログラム

への多様な参加を優先させることは、これらの第一線のコミュニティにおける経済開発と教育の機

会を与えるだけでなく、自らが住むコミュニティにふさわしいクリーンエネルギーと気候回復力の解

決策のための新たな意見やアイデアを取り入れることになる。 2007年に法律となった米国競争法は、

DOEに対し、その法律によって創出された新たな資金提供の機会についての認識を高めるために、マイノリ

ティ団体へのアウトリーチを実施することを義務付けている。631 

 

勧告:議会は、既存および新規のRDD&Dプログラムのグラント受給者が、グラント情報を広く普及

させ、マイノリティに役立つ機関(歴史的に黒人の大学、ヒスパニック系の大学、部族大学、アラス

カ先住民・ハワイ先住民に役立つ機関を含む)へのアウトリーチを行うことにより、高等教育のさま

ざまなタイプの機関を代表するようDOEに指示すべきである。 

 

管轄：科学・宇宙・技術委員会、エネルギー・商業委員会 
 

 

 
630 公平で公正な気候プラットフォーム「公平で公正な気候の未来のためのビジョン」 
https://ajustclimate.org/index.html. 2020年6月アクセス。 

631 米国技術・教育・科学法、パブL No. 110-69を有意義に推進する機会の創出 
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構成要素:2030年までに年間最低20億ドルを達成するため、エネルギー先端研究プロジェクト局の資金を増

額する。 

 

ARPA-Eは、民間部門の投資には時期尚早である、リスクが高く、変革の可能性があるエネルギー

技術を進歩させる。 このプログラムは、開発段階における革新的技術のための主要な連邦資金メカニズム

の一つであり、エネルギー研究者に対し、競争的な選考プロセスと積極的なプログラム管理を通じて、無償資

金協力と技術援助を提供している。 2020年2月現在、ARPA-Eは850件以上のプロジェクトに23億ドルの研究

開発資金を提供しており、その結果、82社32億ドル以上の民間資金と385件の特許を誘発した。632技術開発

には一層の資金が必要とされており、ARPA-Eへの資金提供を増やすことは、このギャップに対処し、クリー

ンエネルギー技術の進歩にさらに大きな影響を与えるであろう。 

 

委員長の エディー・バーニス・ジョンソン(D-TX)は、2019年のARPA-E再認可法(H.R. 4091)を導

入した。これにより、DOE ARPA-Eプログラムが再認可され、2024まで年間7億5,000万ドルの資

金供与が可能となる。633 上院議員のクリス・バン・ホレン(D-MD)とラマー・アレキサンダー(R-TN)は、同じタ

イトルの同様の法案を提出した(S. 2714)。 

 

勧告: H.R. 4091を基盤として、議会は、ARPA-Eの資金供与を2030年までに少なくとも年間20

億ドルに達するよう引き続き増額し、最終的には年間30億ドルにすべきである。これはDARP

Aの予算(2019年度は34億2,700万ドル)と同等になるであろう。 

 

管轄：科学・宇宙・技術委員会 

 

構成要素:連邦政府内外のクリーン・テック・インキュベーターとアクセラレーターの調整と創出を促進

する 

 

インキュベーターやアクセラレーターは、資金、スペース、設備、メンターシップ、専門能力開発、

官民連携、資金調達のための支援を提供することで、イノベーターやベンチャー企業が自社の発

明を商業化するのを支援する。 クリーンエネルギー技術は、初期のパイロット規模の実証プロジ

ェクトに多額の先行コストがかかるため、展開に際して特有の課題に直面している。 このため、ク

リーンエネルギー技術の開発においては、クリーンエネルギー技術インキュベーターやアクセラレ

ーターが重要な役割を果たしている。 クリーン・エネルギーのための国家インキュベーター・イニシ

アティブを通じて、DOEは、クリーン・テクノロジー・インキュベーターとアクセラレーターの全国的な

コミュニティであるインキュベーテナジー・ネットワークの創設を支援した。同ネットワークは、約500

社の企業を支援し、総額10億ドル以上の資金を集め、約3,000人の雇用を創出している。635 新規

および既存のインキュベーターと加速器に追加資金を提供し、ネットワークの調整レベルを高める

ことにより、DOEは、クリーン・エネルギー技術の商業化と将来の事業拡大に向けた取り組みを指

揮するために、ネットワーク内のトピックまたは地域間のギャップがどこに存在するかについての

より良い理解を提供するであろう。 

 

632 Advanced Research Projects Agency - Energy, “ARPA-E Impact,” https://arpa-e.energy.gov/?q=site-page/arpa-e-impact. 2020年6月アクセス。 

633 導入されたように、H.R. 4091は2024年までに年間10億ドルまでARPA-E資金を増額したが、委員会では2024年までに7億5,000万ドルに修正された。H.R. 4091の修正案は、議長のJohnson(D-TX)、U.

S. House Committee on Science, Space and Technology, https://science.house.gov/imo/media/doc/HR%204091%20Managers%20Amendment.pdfによって提案された。
 2020年6月アクセス。 

634 国防高等研究計画庁「予算」、https://www.darpa.mil/about-us/budget.
 2020年6月アクセス。  

635 U.S. Department of Energy, Office of Energy Efficiency and Renewable Energy, “National Incubator Initiative for Clean Energy (NIICE),” https://www.energy.gov/eere/techno logy-to-ma

rket/national-incubator-initiative-clean-energy-niice-0. 2020年6月アクセス。 

https://science.house.gov/imo/media/doc/HR%204091%20Managers%20Amendment.pdf
https://www.darpa.mil/about-us/budget
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DOEはまた、民間部門や学術科学者・技術者に給付金を支給し、DOEの国立研究所に組み込ま

れた起業家的フェローシップを通じて、独自のインキュベーターのようなプログラムを確立してい

る。 これら 研究所組み込み起業家精神プログラム(LEEPs)には、ローレンスバークレー国立研究

所のサイクロトロン道路、アルゴンヌ国立研究所の連鎖反応イノベーション、オークリッジ国立研究

所のイノベーションクロスロードが含まれる。 他のDOE研究所や連邦資金による研究開発センタ

ーで追加プログラムを設立すれば、クリーン・エネルギー起業家のプールを増やし、クリーン・テク

ノロジーの商業化のために連邦政府の研究所の専門知識や設備をより有効に活用することがで

きるだろう。 

 

下院議員のベン・レイ・ルジャン(D-NM)は、国立研究所を活用した明日の技術リーダー法(H.

R. 5965)を導入した。この法律は、国立研究所、非営利団体、高等教育機関、連邦政府所有

企業、およびLEEPを設立または維持するためのその他の適切な団体についてDOEに助成

をするよう指示するものである。 

 

勧告:連邦議会は、DOEに対し、(1)クリーン・テクノロジー・インキュベーターおよびアクセラレータ

ーのための国家調整組織を開発すること、(2)既存および追加のインキュベーターおよびアクセラ

レーターに資金を提供すること、および(3)国立研究所および連邦資金による研究開発センターに

おいて、研究所に組み込まれた起業プログラムを追加することを承認すべきである。 

 

管轄：科学・宇宙・技術委員会 

 

構成要素:革新的クリーンエネルギー技術の研究所から市場への移転を奨励するために、DOE国立研

究所における起業家文化の育成 

 

連邦政府の資金を受けた研究所からクリーンエネルギー技術を市場に移転することは、最も革新

的な研究アイデアが研究室で立ち枯れるのを防ぐために不可欠である。 この技術移転を促進す

る重要なメカニズムの1つは、研究室の科学者やエンジニアの間で起業家的な思考や行動を促す

ことである。 起業分離プログラムにより、DOE国立研究所の研究者は、新会社または既存会社を

通じて有望なエネルギー技術を進歩させるために、所定の期間内に研究所の地位に復帰すると

いう選択肢を持って、その地位を一時的に離れることができる。 サンディア国立研究所は、1994

年に起業家的分離プログラムを実施し、その後、研究者のうち68人が新会社を設立し、85人が既

存会社の拡大に貢献し、42人が新たに民間部門の知識を得て研究所に戻った。636 

 

研究者が一時的に起業活動に出発する機会を提供することで、研究室はクリーンエネルギー技術

の商業化を試みる研究者の選択をリスク低減の形で支援する。 これにより、より多くの研究者が、

起業家精神の危険な経路を追求するためにしばしば必要とされる掛けに自信を持つことができる

ようになる。 個々の研究者の選択にかかわらず、国立研究所で起業家精神の文化を育てること

は、革新的なクリーンエネルギー技術を米国民の手に渡すDOEの能力を向上させるであろう。 
 
 

636 Nancy Salem, "Colleng All entrepreneurs", Sandia Lab News, 2016年10月28日, 8. 
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勧告:連邦議会はDOEに、起業家的な分離プログラムを確立する権限を国立研究所長に与えるよ

う指示し、研究者が起業家的な活動を遂行するために最長3年間ポストを離れることができるよう

にすべきである。 

管轄：科学・宇宙・技術委員会 

 

構成要素:気候緩和と適応のための革新的クリーンエネルギー技術の進展のためのマイルストーンベ

ースの実証プロジェクトと追加賞金の利用と課題を支援する 

政府機関は、特定の目標を達成するために参加者に報酬を与えることによって、イノベーションを

奨励するために、賞や課題を利用する。 これらは、成功報酬のみで費用対効果が高く、非伝統的イノ

ベーターが新たな視点と解決策をもたらすのに役立つ。 DOEは、高性能LED照明のL賞やウェーブエネルギ

ー賞などの賞や課題を通じてイノベーションを促進してきた。637 しかし他の多くの機関とは異なり、全省横断

的な政策や指針を採用していないため、ベストプラクティスを調整し、効果を最大化することができていない。 

DOEは、気候緩和と適応のための新たな解決策を見いだし、これらの問題に取り組む人々と組織

を多様化するために、追加の賞や課題を利用することができる。 

さらに、DOEは、このモデルを実証プロジェクトに適用することができる。実証プロジェクトは、コスト

超過と管理における独特の課題に直面している。 このアプローチにより、DOEは、合意された技術的マ

イルストーンに達した場合にのみ、実証プロジェクトパートナーに予め定められた金額の資金を支出するこ

とができるようになる。 その結果、マイルストーンに基づく実証プロジェクトは、より多くの応募者に連

邦資金を配分するのに役立ち、低パフォーマンスのプロジェクトへの資金提供を中止する明確な

道筋を提供することができる。 

勧告:連邦議会は、DOEに対し、デモ資金をめぐって競争できるイノベーターの基盤を拡大し、フ

ェデラルファンドの効率的な利用を確保するために、マイルストーンに基づく実証プロジェクトを

実施する権限を与えるべきである。 

勧告:議会は、DOEに対し、気候緩和と回復力のための賞金と課題の利用を増やし、賞金実施の

ための調整された政策と指針を策定するよう指示すべきである。 

管轄：科学・宇宙・技術委員会 

 

構成要素:DOEのVoucherプログラムの拡大による小企業と国立研究所間の連携の強化 

 

米国には3,100万以上の小規模企業があり、6,000万人以上の米国人を雇用している。638小規模

企業は、新製品を発売するために革新的なアイデアを持っているかもしれないが、しばしば、新製

品を開発するために必要な資本設備を購入するときに、先行費用のカベに直面する。 
 

637 U.S. Department of Energy, Office of Energy Efficiency and Renewable Energy, “EERE Success Story—L Prize Competition Drives LED Lighting Innovation, Energy Savings,” https://www.energy.gov/

eere/success-stories/articles/eere-success-story-lprize-competition-drives-led-lighting-innovation; U.S. Department of Energy, Office of Energy Efficiency and Renewable  Energy, “Project Profile: WE

C Prize,” https://www.energy.gov/eere/water/project-profile-wec-prize.
 2020年6月アクセス。 

638 中小企業庁アドボカシー室「2020年中小企業プロファイル」https://cdn.advocacy.sba.gov/wpcontent/uploads/2020/06/04144224/2020-Small-Business-Economic-Profile-US.pdf
 202

0年6月アクセス。 

https://www.energy.gov/eere/water/project-profile-wec-prize
https://cdn.advocacy.sba.gov/wp-content/uploads/2020/06/04144224/2020-Small-Business-Economic-Profile-US.pdf
https://cdn.advocacy.sba.gov/wp-content/uploads/2020/06/04144224/2020-Small-Business-Economic-Profile-US.pdf
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この課題に対処するため、DOEは小規模企業に「DOE国立研究所の専門知識と研究施設を安価

に活用し、小規模企業がアイデアから製品への革新パイプラインに沿った技術の進歩を助ける」

ことができるバウチャーを与えるパイロットプログラムを確立した。639 このEEREバウチャープログ

ラムは、31州の114社とのパートナーシップを促進した。これは、DOE国立研究所と米国の小規模

企業との連携を強化するために、このモデルを拡大することができることを示している。640 

ベン・レイ・ルジャン下院議員(D-NM)とチャールズ・フライシュマン下院議員(R-TN)は、2019年国

立研究所法(H.R. 3574)とのパートナーシップを通じた超党派の中小企業イノベーション促進法を

導入した。これにより、DOEの国立研究所のバウチャープログラムが成文化され、あらゆる技術分

野でDOEの国立研究所で利用できるようになった。 上院議員 クリス・コーンズ(D-DE)とジェームズ・ラ

イシュ(R-ID)は、関連法案「2019年国立研究所との小規模事業パートナーシップ法」(S. 2009)を提出した。 

勧告:議会は、DOEバウチャープログラムを拡大することにより、小規模企業とDOE国立研究所ネ

ットワークとの連携を強化する法案を可決すべきである。 

管轄：科学・宇宙・技術委員会 

 

構成要素:新技術の商業展開を支援する地域エネルギーイノベーションパートナーシップの推進 

 

国内各地でエネルギーの需給にはばらつきがあり、クリーンエネルギー経済への移行にもさまざ

まな解決策が必要である。 イノベーション・プロセスの開発と実証の段階は、地域レベルでもしばしば起

こり、商業化の促進も地域のイノベーション・エコシステムに依存している。641 地域のエネルギー・イノベー

ション・パートナーシップを活性化することは、新興技術が商業化における「死の谷」を乗り越え、市場展開

を達成するのを助けることができる。 このパートナーシップは、国家、地域、学術機関、企業が、特

定の対象を絞ったクリーンエネルギー技術と市場の交差点を組織し、取り組むよう奨励するのに

役立つと期待される。 

スザンヌ・ボナミシ下院議員(D-OR)は、地域クリーンエネルギーイノベーション法(H.R. 7237)を導

入した。この法案は、DOEの先端クリーンエネルギー技術局を設立し、地域エネルギーイノベーシ

ョン・開発機関のネットワークを管理するようエネルギー長官に指示し、研究中期および後期のク

リーンエネルギーイノベーションを加速させるものである。 これらの機関は、プロジェクトが展開の障

害を克服し、商業化による死亡の谷を回避することを助け、連邦政府が資金を提供する研究開発と州お

よび地域のイニシアティブを結びつけ、炭素削減戦略を推進することができる。 

勧告:議会はDOEに対し、地域的なエネルギーイノベーション・パートナーシップの構築を指示すべ

きである。 管轄：科学・宇宙・技術委員会、エネルギー・商業委員会 

639 クリス・クーンズ上院議員の639官邸、「超党派、上院議員の上院議案」。
 Coons, Risch, Smith, Gardner & Reps. フライシュマン州ルジャン 

中小企業のイノベーションを支援」(プレスリリース2019年6月27日) 

640 米国エネルギー省エネルギー効率・再生可能エネルギー局「中小企業証書」 
https://www.energy.gov/eere/technology-to-market/small-business-vouchers. 2020年6月アクセス。 

641 Kavita Surana et al, Regional Clean Energy Innovation (Energy Futures Initiative and University of Maryland Global Sustainability Initiative, 2020). 

https://www.energy.gov/eere/technology-to-market/small-business-vouchers
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構成要素:実証のための資金を増額し、クリーン技術実証に焦点を当てたDOE事務所を設立 

 

実証は、イノベーション・プロセスにおいて必須であるが、恒常的に資金が不足している段階でも

ある。 RDD&Dの反復性のために、実証プロジェクトの失敗は成功と同程度に有用であり、最終的に成功

した技術の実証と商業化に結びつく可能性のあるような、異なる研究開発分野における新たな洞察を導

く。 しかし、個人投資家は、失敗の潜在的な利益を十分に把握することができない。 実証投資の大半は民

間部門からのものであるが、この失敗のリスクは民間部門にとってはしばしば高く、その結果、資金調達が

上手く行かない原因となっている。 公共投資はこれらのギャップを埋め、民間部門との共同投資を提供す

ることができる。 

 

クリーンエネルギーと非炭素化技術の大規模な実証は、しばしば資本集約的かつ複雑であり、技

術的専門知識だけでなくプロジェクト管理の専門知識も必要とする。 個々のテクノロジーオフィス

が大規模な実証プロジェクトを支援するのではなく、1つのオフィス内にすべての主要な実証プロ

ジェクトを収容することが、より安定した資金の提供や、プロジェクト管理のベストプラクティスの恩

恵を受けられるようになる。642 包括的な実証オフィスは、クロスセクター、クロステクノロジー・プロ

ジェクトをより適切に受け入れ、テクノロジー・オフィス間の情報共有と学習が可能になる。643 経験

豊富なプロジェクト・マネージャーが大規模な実証プロジェクトをコーディネートすることで、政府の

投資リスクを軽減し、プロジェクトの意思決定を非政治化するのにも役立てられる。 管理専門家が

入ることで、特定の技術を成功させタガる技術者や、地元の人々のために投資を維持しようとする政治家の

代わりに、厳格なパフォーマンス要件を用いて、パフォーマンスの悪いプロジェクトを選定するかどうか、い

つ予算を削減するかを決定することによって、プロセスを非政治化することができる。 

 

実証プロジェクトに関連した困難は、DOEの歴史の中で様々な結果をもたらした。 成功したプロジ

ェクトは、技術実証への連邦政府のより効果的な投資の潜在的価値を明らかにする。 例えば、2009

年米国再生・再投資法は、DOEのスマートグリッド実証プログラムの一環として、16件のエネルギー貯蔵の実証

に資金を提供した。 DOEとSouthern California Edison(SCE)の共同出資によるこれらのプロジェクト

の1つは、「系統性能の改善と断続的な風力発電の統合において実用規模のリチウムイオン蓄電

池技術を実証する」ために8MWの蓄電池エネルギーシステムを構築することに成功した。644実証

プロジェクトの後、SCEは最大20MWの蓄電が可能な他の実用規模の蓄電池設備を完成させ、約4

00MWの蓄電設備が契約された状態にある。645 

 

勧告:議会は、特定のクリーンエネルギーおよび効率技術分野におけるパイロット規模の実証を支

援するために、技術実証のための資金を増やすべきである。 連邦議会は、クリーンエネルギーと

非炭素化技術の大規模な実証のために、毎年10億ドルから始めて、独立した専用の資金を提供

すべきである。 
 
 

642 Robert Rozansky and David M. Hart, More and Better: Building and Managing a Federal Energy Demonstration Project Portfolio(情報技術革新財団、2020) 
643 同上 
644 Donald Bender et al., ARRA Energy Storage Demonstration Projects: Leasons Learneds and Recommendations(サンディア国立研究所、2015) 
645 エジソンインターナショナル「エナジー・ストレージ」https://www.edison.com/home/innovation/energy-storage.html

 2020年6月アクセス。 

https://www.edison.com/home/innovation/energy-storage.html
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勧告:議会は、クリーンエネルギーやその他の脱炭素技術の実証に焦点を当てたDOEの局を創設

すべきである。 この局は、応用技術局との技術的専門知識の緊密な連携を維持しつつ、最初の大

規模実証プロジェクトに焦点を当て、実証プロジェクト管理の専門知識を提供すべきである。 プロジ

ェクトの選定、資金調達、終了は、厳格なパフォーマンス基準に基づくべきである。 

 

管轄：科学・宇宙・技術委員会、エネルギー・商業委員会 

 

構成要素:クリーンエネルギー・イノベーションにおける官民フィランソロピー・パートナーシップと民間セ

クター投資を調整するための非営利DOE財団の設立 

 

エネルギー部門は、新しい革新的なエネルギー技術を市場に投入する緊急の必要性にもかかわ

らず、過去10年間に比べて、ベンチャーキャピタルからの資金調達の割合ははるかに低くなって

いる。646 クリーンエネルギーへのベンチャーキャピタルからの資金投入も、エネルギー転換に必

要とされる革新的な技術よりも、より多くのソフトウェアベースのソリューションにシフトしている。64

7 フィランソロピー資金は、イノベーション・サイクルの開始時には基本科学に、サイクルの終了時

には政策と喧伝に焦点を当てた資金提供を行っており、商業化のギャップを埋め合わせることに

も失敗している。648 さらに、民間部門の投資家と他の非政府組織との間には、連結性のギャップ

が残っており、一方でDOEの資金提供およびDOEの国立研究所で開発された技術が商業化およ

び広範な普及を妨げている。649 DOEにおける無数のプログラムとイニシアチブ、国立研究所の

多様性、DOEのパートナーシップと契約を形成するための複雑な規則により、外部の関係者がD

OEの専門知識や施設にアクセスすることが困難になっている650。 

 

連邦政府は、協力関係を改善し、クリーン・エネルギー・イノベーションに対する全体的な支援を増

やすために、慈善事業を行う投資家、産業界、長期的なベンチャー・キャピタル、その他のパート

ナーとの戦略的な連携を奨励しなければならない。 このような官民の慈善パートナーシップは、我々の

エネルギーシステムを変革するために必要な画期的な技術を見つけ出し、それを育てていく上で極めて重要

である。 いくつかの連邦政府機関は、これらのパートナーシップの構築を支援し、民間セクターのフォローオ

ン資金を活用するために、独立した非営利財団を設立している。 例えば、国立衛生研究所財団は、NIHの資

金1ドルにつき、80ドル以上を調達した。651半独立的・非営利のDOE財団も、既存の目標やイニシアティブとの

効率的な調整を確保しつつ、これらの戦略的パートナーシップや資金調達手段を創出する柔軟性を提供す

ることができる。652 例えば、この財団は、地域イノベーション・パートナーシップやクリーンエネルギーアクセラ

レーター、インキュベーターなど、このセクションの他の部分で説明されている地域および地域のイノベーショ

ン・イニシアティブに活動原資を提供することができる。 
 

 
646 Peter Sopher, Early-stage ベンチャーキャピタル for Energy Innovation(国際エネルギー機関、2017) 
647 IHS Markit and Energy Futures Initiative, Advance the Landscape of Clean Energy Innovation(画期的エネルギー、2019)  
648 Jetta L. Wong and David M. Hart, Mind the Gap: A Design for a New Energy Technology Commercialization Foundation(情報技術革新財団、2020) 

649 同上 
650 同上 
651 米国国立衛生研究所財団「FNIH Capabilities Brochure」 
https://fnih.org/sites/default/files/final/FNIH%20Capabilities%20Brochure.pdf. 2020年6月アクセス。 

652 Jetta L. Wong and David M. Hart, Mind the Gap: A Design for a New Energy Technology Commercialization Foundation 
(情報技術・イノベーション財団、2020年) 

https://fnih.org/sites/default/files/final/FNIH%20Capabilities%20Brochure.pdf
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エネルギー法(H.R. 3575/S. 2005)のための技術の商業化を達成するための超党派、超党派、動

員パートナーシップ(IMPACT)は、下院のベン・レイ・ルジャン(D-NM)とジョー・ウィルソン(R-SC)、上院のク

リス・クーンズ(D-DE)とリンデー・グレアム(R-SC) 議員によって導入された。本法案は、民間部

門と協力して、未来のエネルギー問題に取り組む革新的技術の創出、開発、商業化を支援する

資金を調達する非営利財団を設立する。 

 

勧告:連邦議会は、公共・民間の慈善パートナーシップを調整し、クリーンエネルギーのイノベーシ

ョンと商業化に資金を提供するDOE財団を設立すべきである。 

 

管轄：科学、宇宙及び技術委員会、歳入委員会 
 

 
 

クリーン・エネルギー・イノベーションへの直接的な支援に加えて、議会は、民間資本を活用するこ

とで、技術開発、実証、配備とともに、インフラの強靱性への投資を動員するのを支援することが

できる。 これらの投資は、全国のコミュニティにおいて、何百万もの高給の雇用を創出することができる。 

議会はまた、インフラの回復力とクリーン・エネルギー・イノベーションへの投資を奨励するために

税制を用いることもできる。 

 

構成要素:排出削減と気候に強靱なインフラのための金融技術を支援するための国家気候銀行の

設立 

 

グリーンバンクとは、クリーンエネルギー技術や気候変動に強いインフラを導入するために、プロ

ジェクトをターゲット市場の資本と結びつける公的または非営利の金融機関である。 彼らは、資

本コストを下げ、より多くの公的および民間投資を活用するために、革新的な資金調達ツールと

構造を利用する。 さらに、グリーンバンクは、クレジットスコアよりも支払能力に基づく融資など、個人向

け融資の柔軟性を高めることで、十分なサービスを受けていないコミュニティにおける資金調達のギャップ

を埋めることができる。 2019年現在、15の州および地方のグリーンバンクが米国で運営されてお

り、2011-2019年の間に50億ドル以上の投資を促進し、公共投資1ドルにつき3ドル以上の民間投

資を活用している。653グリーンバンクは、クリーンエネルギー技術と気候に強靱なインフラの展開

を通じて、すべてのコミュニティが恩恵を受けることができるよう、米国内で再展開可能な実証済

みのモデルである。 

 

デビー・ディンゲル下院議員(D-MI)は、エネルギー・商業委員会の「米国の未来のための気候リー

ダーシップと環境行動に関する法律」の討議案に含まれている国家気候銀行法(H.R. 5416)を導入

した。これにより、6年間で350億ドルを投じた独立系非営利組織として、国立気候銀行が設立され

る予定である。654 

 

653 American Green Bank Consortium and Coalition for Green Capital, Green Banks in the United States: 2020 US Green Bank Annual Industry Report (American Green Bank Consortium a

nd Coalition for Green Capital, 2020). 
654 Title VII、セクション811、Climate Leadership and Environmental Action for the Nation's (CLEAN) Future Act Discussion 
下院エネルギー商業委員会、第116回会議、下院で入手可能 

気候変動緩和と気候に強靱なインフラのための資金調達を可

能にし、加速する 
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国立気候銀行は、(1)様々なクリーンエネルギーやその他の排出削減プロジェクト、気候適応・回

復力のある取り組みに資金を提供するために民間資本を活用する、(2)「気候の影響を受けたコミ

ュニティ」の最前線、農村、低所得、環境司法コミュニティ、そしてクリーン経済移行の影響を受け

たコミュニティへの投資を優先する、(3)新たな州・地方のグリーンバンクを設立する、(4)既存の

州・地方のグリーンバンクを活用するものである。 上院議員の エド・マーキー(D-MA)は、同じタイトル

の同様の法案(S. 2057)を提出し、下院議員の ジェームズ・ハイメス(D-CT)と上院議員の クリス・マーフィー

(D-CT)は、2019年国家グリーンバンク法(H.R. 3423/S. 1528)を導入した。この法案は、新しい州や地方のグリ

ーンバンクを資金調達するためにグリーン・ボンドを発行するものである。 グリーン・ボンドとは、発行体

(この場合は米国財務省)が、環境や気候の緩和や回復力にプラスの影響を与えるプロジェクトに

資金を調達する一方で、日常的な投資家が気候の解決策に資金を提供できるようにする、固定

金利の投資商品である。 

 

最近の報告によると、初期資本総額350億ドルの国立気候銀行(クリーンエネルギー・ジョブ・フ

ァンドとも呼ばれる)は、5,000億ドル近くの公的・民間投資を促進し、業務開始後5年間で540万

人年（1年雇用換算で540万件）の新規雇用を創出できるとされている。655 

 

勧告:議会は、クリーンエネルギーやその他の非炭素化技術、および気候に強靱なインフラのター

ゲットを絞った展開に資金を提供するために、国立気候銀行を設立すべきである。 気候銀行は、

新たな州や地方のグリーンバンクを活用し、独自のプロジェクトに資金を提供すべきである。 プロ

ジェクトに資金を提供する場合、国立気候銀行、および資本を提供する州および地方銀行は、(1)

クリーン経済への移行によって最も影響を受ける環境正義、第一線、および農村コミュニティ、お

よびコミュニティを優先し、(2)明確な収益モデルを持たないプロジェクトや、特定のエネルギー・気

候耐性インフラなど、大きな収益をもたらさないプロジェクトへの支援を重視し、(3)先端的な商業

規模の展開に資金を提供するのではなく、すでに実証済みの商業化された技術の展開を促進す

るために、革新的な資金調達技術や構造、市場開発を活用する努力に焦点を当てるべきである。 

銀行は、コミュニティの優先順位付けのための明確な指標を策定すべきであり、投資活動のかな

りの部分は、優先順位の高いコミュニティのプロジェクトに対応すべきである。 銀行は、民間資金

を活用し、民間資本との競合を避けるために、官民パートナーシップの創出を最大化すべきであ

る。 また、国立気候銀行は、資本集約的であるか、州や地方のグリーンバンクが取り扱うことので

きるよりも大きな規模のプロジェクトに焦点を当てるべきである。 すべての銀行の投資には、現行

の賃金要求事項と、一定の投資基準を超えるプロジェクトに対するプロジェクト労働協約を含む強

力な労働規定を盛り込むべきであり、すべての労働、環境、公民権法の遵守を要求すべきであ

る。 議会は、グリーンボンドやその他の革新的な金融商品を通じて、銀行の資本調達を検討すべ

きである。 

 

管轄:エネルギーと商業委員会、金融サービス委員会、歳入委員会、農業委員会、運輸とインフラ

委員会 
 

 

 

 

 
 

https://energycommerce.house.gov/newsroom/press-releases/ec-leaders-release-draft-clean-future-act-legislative-text-toachieve-a-100. 

655 Vivid Economics, Bounce Back Greener: The Economic Impact Potential of a Clean Energy Jobs Fund (Vivid Economics, 2020). 

https://energycommerce.house.gov/newsroom/press-releases/ec-leaders-release-draft-clean-future-act-legislative-text-to-achieve-a-100
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構成要素：DOE Title XVII Loan保証プログラムを改革し、革新的脱炭素技術の早期商業展開の

ための資金を提供する 

 

DOE融資プログラム局(LPO)は、(1)革新的なクリーンエネルギー技術のための第XVII編プログ

ラム及び部族エネルギー融資保証プログラムを通じた融資保証、(2)先端技術自動車製造プロ

グラムを通じた直接融資を行っている。 全体として、LPOポートフォリオはプラスのパフォーマンスを示し

ている。 2020年3月現在、LPOは350億ドルを超える融資・保証を発行しており、その損失率は3%に満たな

い。656 

 

2005年のエネルギー政策法は、Title XVII融資保証プログラムを設立した。657 当初のプログラム

(一般にセクション1703として知られている)は技術が商業化の死の谷を克服するために、ハイテク

技術または実行リスクのある新技術に基づいた安全な資金調達を支援することを目的としてい

る。 政府の貸付保証は、借り手が債務不履行に陥った場合に、貸し手のリスクの一部または全部を返済

することを保証することによって、貸し手のリスクを除去または軽減し、それによってプロジェクトの手頃な資

金調達が可能になっている。 

第1703条に基づき、プロジェクトは、「(1)大気汚染物質や温室効果ガスの排出を回避、削減、隔離

し、(2)保証発行時に米国の商業技術に比べて著しく改良された技術を採用すること」が義務付けら

れた。658 申請者は、プロジェクトに対して、信用補償費用(1990年の連邦信用改革法(FCRA)により

要求されているように、OMBガイダンスから計算された融資保証を発行するための政府の期待長期

債務)を支払わなければならなかった。659 この、革新性要件と呼ばれることが多い「新規または大

幅に改善された」要件、および信用補償費用の支払い要求は、第1703条に基づく融資保証の付与

を妨げる要因となった。 

 

DOEは、2009年米国復興・再投資法(ARRA)が第1705条を創設するまで、第XVII条の融資保証を発

行しなかった。660 第1705条は、第XVII条に基づく一時的な融資保証プログラムであり、第1705条

は、DOEが既存の商業技術を用いたプロジェクトに融資保証を発行すること(革新性要件の緩和)を

認め、ARRAが信用補助金費用を賄うために資金を充当し、それによって第1703条に見られる障壁

を軽減するものであった。 DOEは、米国における最初の5件の実用規模太陽光発電プロジェクトを含め、

セクション1705に基づく20以上のプロジェクトに資金を提供した。 2016年までに、民間セクターはさらに45

件の商業規模の太陽光発電プロジェクトに資金を提供し、導入容量はわずか5年間で531%増加し

た。661 DOEのセクション1705に基づく融資保証権限は2011年9月30日に失効したが、その後、DOE

はセクション1703に基づく1件の新規融資保証しか発行していない。662 

 

融資保証制度の下での融資が成功したにもかかわらず、融資損失率が低いことは、融資保証受

領者の選定にリスク回避的であることを示しており、技術を商業化するには民間から資金を得る

にはリスクがかかりすぎるプログラムを対象とするという第XVII編の当初の目的を覆している。 

 
656 米国エネルギー省貸付プログラム局「ポートフォリオ」、https://www.energy.gov/lpo/portfolio、656名。

 2020年6月アクセス。  

657 2005年エネルギー政策法、パブL第109-58号。 
658 同上 
659 同上 
660 2009年米国再生再投資法、パブL第111-5号。 
661 米国エネルギー省「エネルギー省の分析:融資保証プログラム」が、米国で電力事業規模の太陽光発電市場を立ち上げた(https://www.energy.gov/articles/energy-department-analysis-loa

n-guarantee-programlaunched-utility-scale-photovoltaic-solar)。
 2020年6月アクセス。 

662 米国エネルギー省融資プログラム局「ポートフォリオ・プロジェクト」(https://www.energy.gov/lpo/portfolio/portfolioprojects)662名
 2020年6月アクセス。 

https://www.energy.gov/lpo/portfolio
https://www.energy.gov/articles/energy-department-analysis-loan-guarantee-program-launched-utility-scale-photovoltaic-solar
https://www.energy.gov/lpo/portfolio/portfolio-projects
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定義上、リスクの高いプロジェクトは、より多くの失敗や損失をもたらすため、そのようなプログラム

のパフォーマンスは、財務的な収益と損失だけで判断されるべきではない。 バランスの取れたプロ

ジェクトの選択こそが、ポートフォリオ全体のリスクを低減させるのである。 しかしながら、FCRAはプロ

ジェクトの信用補助金費用の個別評価と各プロジェクトの個別の信用承認プロセスを必要とする

ため、現在の第XVII編の枠組みの下では、プロジェクトの選択のためのポートフォリオアプローチ

は不可能である。663 また、DOEは、民間セクターの貸し手ではなく米国財務省連邦金融銀行の融

資を通じて、第XVII編の融資保証の大半を実施しているため、リスクの軽減を通じて民間資本を

活用する可能性は最小限に止まらざるを得ない。 

 

2020年3月現在、Title XVIIプログラムは、融資保証当局が240億ドル近くの保証残高を保有してお

り、先進化石エネルギープロジェクト、先進原子力プロジェクト、再生可能エネルギー・効率的エネ

ルギープロジェクトに分割されている。664 既存のSection 1703およびSection 1705プログラムの欠

点を考慮すると、プログラムの変更は、残りの保証枠をより良く利用するために実行されるべきで

ある。 改革の可能性としては、適格基準を明確にし、幅広い技術を含むよう引き合いの範囲を拡

大し、イノベーション要件が過度に制限的でなく、リスク回避につながることのないようにすること、

プログラム・パフォーマンスを測定するためにポートフォリオ・アプローチを用いること、類似のタイ

プのプロジェクトへの融資の限度を決定する際に米国の特定地域を考慮すること、民間セクター

の貸し手にプログラムへの参加を奨励すること、申請プロセスと手数料のスケジュールを改善す

ること(信用補助金の費用に充当し、その計算のための別の方法論を評価することを含む)、およ

び他の形態の連邦支援から恩恵を受けるプロジェクトへの融資の許可の禁止を緩和すること等が

挙げられる。665 

 

エネルギー・商業委員会の「クリーン未来法」の討議案は、特に、管理手数料の制限、信用補助

金費用への充当資金の使用を義務付けること、および適格プロジェクトのリストの拡大を含む、Tit

le XVII融資保証プログラムのいくつかの改革を行うものである。666 下院民主党は、インフラ法で

ある「前進法」(H.R. 2) セクション33181に同様の改革を含んでいる。667 

 

また、FCRAの制約を受けない、より柔軟な資金調達メカニズムを備えた独立した資金調達機関を

設立し、プロジェクト・リスクのバランスをとるポートフォリオ・アプローチを可能にするなど、より大

規模なプログラム改革を提案する者もいる。 例えば、第111回議会では、ジェフ・ビンガマン上院

議員(D-NM)とジェイ・インスレー下院議員(D-WA)が21世紀エネルギー技術展開法(S. 949/H.R. 22

12)を導入した。これにより、DOE Title XVIIの融資保証プログラムにいくつかの改革が行われ、ク

リーンエネルギー投資基金(Fund)とクリーンエネルギー採用管理局(CEDA)が創設される。 
 

663 議会予算局「原子力発電所建設のための連邦融資保証」(2011年8月) 
664 U.S. Department of Energy, Loan Programs Office, “Title XVII,” https://www.energy.gov/lpo/title-xvii.

 2020年6月アクセス。 

665 Ernest Moniz et al, Leveraging the DOE Loan Program (Energy Futures Initiative, 2018); Lexi Jackson, “Financing Novel Energy Technologies: How the Loan Programs Office Advances Ame

rican Competitiveness,” Bipartisan Policy Center, August 1, 2019, https://bipartisanpolicy.org/blog/financing-novel-energy-technologies-how-the-loan-programs-office-advancesamerican-co

mpetitiveness. 2020年6月、「クリーンエネルギー技術のための融資保証:目標、懸念、政策オプション」(2012年1月)にアクセス。 

666 Title V, Section 502, CLEAN Future Act討議案。 
667 特に断りのない限り、H.R.2の言及は、2020年6月22日付の規則委員会印刷116-54に含まれる法案のバージョンを指す。

 下院は、選考委員会の報告書が印刷されると、H.R.2について討論する準備をしてい

た。 規則委員会印刷は、https://rules.house.gov/sites/democrats.rules.house.gov/files/BILLS- 116HR2-RCP116-54.pdfで入手可能であり、2020年6月22日以降になされた法案の修正を反映す

るものではない。
 

https://www.energy.gov/lpo/title-xvii
https://bipartisanpolicy.org/blog/financing-novel-energy-technologies-how-the-loan-programs-office-advances-american-competitiveness
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CEDAは、Title XVIIプログラムの責任を引き受け、Ｆｕｎｄを使った融資メカニズムを拡充させて、直接融資や信用

状、債務保証、保険商品その他の信用拡充や債務機能を製造業やクリーンエネルギー導入事案に対して供

与した。668 2009年下院議員のジョン・ディンゲル(D-MI)は米国クリーンエネルギー安全保障法(通称ワックスマ

ン・マーキー)の改正としてCEDAを提供し、その後、2009年6月26日に下院を通過した。669ジェフ・ビンガマン上院

議員および上院エネルギー・天然資源委員会は、第112回会議において、CEDAの最新の改訂版となる2011年

クリーンエネルギー資金調達法を導入した。 670 

 

気候危機に対応するために必要な規模で技術の商業化と展開を行うためには、適切な資金調達

アプローチが最善であろう。 民間資本とのギャップを埋める国立気候銀行は、上述の推奨通り、商業化

された技術の展開を促進するために、セクション1705プログラムが果たす役割を担うことができる。 このよう

な国の気候変動対策銀行を補完するため、第XVII編の融資保証プログラムと代替融資機関は、リスクの

高い技術の商業化と、これらの先端技術が規模で展開可能であることの証明に重点を置くことになる。 

 

勧告:議会は、(1)より効果的にするために、第XVII章の融資保証プログラムを改革し、(2)融資メカニ

ズムをより柔軟にすることで、CEDAと同様の新しい融資機関を設立することにより、クリーンエネル

ギーと低排出技術の商業化と早期展開のための資金を提供すべきである。 議会は、クリーンエネ

ルギーと排出削減のための革新的技術を幅広く取り入れるために、プロジェクトの適格性を拡大す

べきである。これには、そうした技術やエネルギーインフラの製造、そしてその回復力が含まれる。 

新たな資金調達機関は、民間市場での資金調達を確保することが困難なハイリスク技術の最初のいくつか

の商業的展開に焦点を当てるべきであり、プロジェクトを選択し、リスクのバランスを改善するためにパフォー

マンスを測定する際には、ポートフォリオ・アプローチを用いるべきである。 企業はまた、(1)民間資本をより

効果的に活用し、支払いをプロジェクト・キャッシュ・フローに適合させるために、融資メカニズムを融

資保証サービスを超えて拡大すべきであり、(2)リボルビング・ファンド・メカニズムを初期資本化に採

用し、利子や出資などの支払いを他のプロジェクトの資金調達に利用できるようにすべきである。 

 

管轄：科学・宇宙・技術委員会、エネルギー・商業委員会 

 

構成要素:公募型パートナーシップの適格性を拡大することでクリーンエネルギー技術の分

野を果たす 

 

一般に、法人は、その利益に対して事業体レベルで課税され、株主は、法人が配当を支払うとき

に、第2レベルの課税を受ける。 対照的に、パートナーシップは一般に所得税の対象とはならな

い。 その代わり、パートナーは、自らの税金を計算する際に、パートナーシップの所得、控除、控

除、およびその他の税務上の属性の持分を考慮に入れる。 A 

668 S. 949およびH.R. 2212, "21st Century Energy Technology Deployment Act"、第111回会議、https://www.congress.gov/bill/111th-congress/senate-bill/949、https://www.congress.gov/bill/111th

-congress/housebill/2212。 
669 H.R. 2454、「2009年米国クリーンエネルギー安全保障法」、第111回会議、https://www.congress.gov/bill/111thcongress/house-bill/2454。 
670 S. 1510, "Clean Energy Financing Act of 2011"、第112回会議、https://www.congress.gov/bill/112th-congress/senatebill/1510。 
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Public Traded Partnership (PTP)またはMaster Limited Partnership(MLP)は、上場企業と同様に、

上場株式とパートナーシップの税務上の取扱いを組み合わせた事業構造である。 一般に、公開さ

れているパートナーシップは、利子、配当、不動産、商品、化石燃料、鉱物、天然資源から得られ

る所得を含む適格な源泉から所得の90%を得なければならない。671, 672パススルー課税方式と公

開された株式の流動性を組み合わせる能力は、資本市場においてPTPに特有の利点を与えてい

る。 このように、この構造を利用できる石炭、石油、ガス関連事業は、クリーンエネルギー技術よ

りも経済的に有利であるかもしれない。 

下院議員のマイク・トンプソン (D-CA)とロン・エステス (R-KS)、上院議員の クリス・コーンズ(D-DE)

と ジェリー・モラン(R-KS)は、PTPの適格所得を拡大し、再生可能・代替エネルギー発電プロジェクトや輸

送・貯蔵のための関連インフラを含むFinancing Our Energy Future Act(H.R. 3249/S. 1841)を導入した。 下院

歳入委員会民主党は、2020年の再生可能エネルギー・効率成長法(GREEN)を導入した(H.R. 7330)。これは下

院民主党の「前進法」(H.R. 2)にも含まれている。 グリーン法の第106条には、グリーン・エネルギー・プ

ロジェクトを含めるためにPTPの適格所得を拡大する規定が含まれている。 

勧告:クリーンエネルギー技術の競争条件を均等にするために、議会はPTPのクリーンエネルギー

やその他の非炭素化技術への適格性を拡大すべきである。 

管轄：歳入委員会 

構成要素:気候に貢献するプロジェクトへの民間活動債の適格性の拡大 

民間活動債(PAB)は、公益をもたらす適格民間事業のための借入コストを低減する非課税地方債

である。 どのようなプロジェクトが適格であるかは、厳格なルールによって決められている。 適格

なプロジェクトのリストに気候上の便益をもたらすプロジェクトを追加することで、プロジェクトの資金調達が

容易になり、民間投資を地域社会に誘致することができる。 

何人かの議員は、クリーンでネットゼロの技術に対するPABの適格性を拡大するための法律を導

入した。 ジャッキー・スピアー(D-CA) 下院議員は、米国自動車法(H.R. 5393)を導入した。これに

より、PABを使用してバッテリー電気自動車や電気自動車のバッテリー製造設備に融資すること

ができるようになる。 カサリン・コルテス・マスト上院議員(D-NV)は、PABを使用してゼロミッション

車両インフラに融資することを可能にする「コミュニティのためのグリーン輸送法」(S. 2039)を導入

した。 下院民主党は、前進法(H.R.2)第90107条に同様の規定を設けた。 チム・バーチェット下院議員(R-TN)

と上院議員 のマイケル・ベネット(D-CO)と ロブ・ポートマン(R-OH)は、2019年炭素回収改善法(H.R. 3861/S. 176

3)を導入した。これにより、PABを利用して適格な二酸化炭素回収施設に融資することが可能となった。 

勧告:議会は、民間活動債を通じた資金調達の対象となるプロジェクトの種類を拡大し、電気自動

車やバッテリーの製造施設、ゼロ・エミッション車両のインフラ、炭素回収施設など、気候に恩恵を

もたらすプロジェクトを含めるべきである。 

管轄：歳入委員会 

 
671 I.R.C. セクション7704(c) 
672 I.R.C. セクション7704(d)。 
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構成要素:気候耐性への投資を可能にするための地方政府のキャッシュフロー問題への対処 

 

州、地方政府、部族、地域(SLTTs)の財政的持続可能性は、インフラから保健ケア、災害対応に至

るまで、公衆衛生と安全の幅広い優先課題に不可欠である。 3兆8,000億ドルの地方債市場は、

州、郡、都市、その他の政府機関に、市民に公共サービスを提供するために必要な資金を提供す

る金融システムの基本的な部分である。 信用格付会社は、SLTT借入人の信用分析において、気

候変動がSLTTの予算に与える影響、特に流動性と返済能力に与える影響を検討している。673 

 

2020年4月、連邦準備制度理事会は、COVID-19のパンデミック・エイド・リリーフ・経済安全保障(C

ARES)法に基づき歳入削減と支出増加に伴うキャッシュフロー問題に対処するため674 、地方流動

性ファシリティ(MLF)の設立を発表した。同法COVID-19 セクション4003は、連邦準備制度理事会

に市中から債券を購入する権限を付与した。675 財務省は、CARES法に基づいて最大5,000億ドル

の適格債券の購入を可能にする。676 MLFは、州、50万人以上の居住者を抱える郡、25万人以上

の居住者を抱える都市、および複数州の団体に対する融資を提供する。677議会は、小規模な政

府および団体がMLFからの資金を確実に利用できるよう、さらなる措置を講じる必要がある。 財務

省は、地方債市場を再活性化させ、強靱なインフラへの投資のための資本へのアクセスを提供するための

購入を優先する必要がある。 連邦準備制度理事会は、これらの買収を行うことで、銀行が保有する

資産の一部を売却し、インフラ・プロジェクトのための地方債の新規発行を引き受け、購入する能

力を高めることを支援する。 

 

勧告:議会は、財務省に対し、MLFから適格なSLTT借入人を部族や地域にまで拡大し、人口の少

ない都市や郡を含めるよう指示すべきである。 議会はまた、インフラの回復力を高めるインフラ・プロジェ

クトのためのMLFの購入を優先するよう財務省に指示すべきである。 

 

管轄：金融サービス委員会 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

673 GAO-20-437「政府間問題:州および地方セクターの財政に関する主な動向と課題」(2020年3月)673政府説明責任室 
674 FRB、「政策ツール:市町村流動性ファシリティ」、https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/muni.htm。

 2020年6月アクセス。 

675コロナウイルス支援・救済・経済安全保障(CARES)法、パブL第116-136号。 
676件のニューヨーク連邦準備銀行「FAQ:自治体の流動性ファシリティ」、https://www.newyorkfed.org/markets/municipalliquidity-facility/municipal-liquidity-facility-faq。

 2020年6月アクセス。 

677 同上 

https://www.newyorkfed.org/markets/municipal-liquidity-facility/municipal-liquidity-facility-faq
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非炭素化され、気候に強靱な経済への移行には、今後数十年間に相当の投資が必要となる。 投

資にはかなりの民間資金が利用可能であるが、現在、この資金の多くは化石燃料開発などの気

候危機への対処とは反対の活動に充てられている。 それでも、持続可能性と回復力への投資は

増加傾向が続いており、持続可能な、あるいはグリーン投資として31兆ドルが世界的に配分され

ている。678 炭素削減の目標と気候の回復力を達成するためには、民間投資は炭素汚染に寄与

する活動から転換し、クリーンエネルギー技術と回復力のあるインフラの配備に向けて動員しなけ

ればならない。 

 

連邦政府は、潜在的な投資に伴う気候関連の物理的・財政的リスクを明らかにすることで、この移

行を加速させることができる。 これらのリスクを理解することは、金融システムをより強靱にし、経

済の変革に向けた継続的な投資を可能にする。 

 

構成要素:公開企業に気候関連リスクの開示を義務付ける 

 
気候危機は、さまざまな形で企業にリスクをもたらす可能性がある。 気候変化による物理的リス

クは、極端な気象現象のような急性のものと、海面水位上昇や気温や降水量の変化のような慢

性的なものの双方であり得る。 企業に対する非物理的リスクは、消費者がより炭素集約度の低い製品

やソリューションを求めているために、政策や法律の改革、技術の変化、市場の変化など、低炭素経済へ

の移行と関連している可能性がある。679 

 

証券取引委員会(SEC)は現在、公開企業に対し、株主が十分な情報を得た上で投資判断を下す

ために必要な情報を含む財務諸表やその他の「重要な」事業情報の開示を求めている。 定義さ

れた基準値がなければ、企業は自らの判断で「重要」に該当するものを決定し、情報の不整合や開示不足

につながる。 その結果、市場が気候危機のコストと潜在的影響を劇的に過小評価しているように見える

時に、株主や市場は企業が気候関連のリスクにさらされていることについての情報を欠いていることにな

る。 SECはガイダンスを発表しているが、特定の気候関連の開示を義務付けていない。 しかし、

SECガイダンスの最新版から10年間で、天候に起因する事象が著しい財務的影響をもたらし、大

株主、投資家、規制当局が気候関連の情報をますます要求するようになったため、気候リスクは

より明白で測定可能になった。 持続可能な金融に関心のある企業や投資家は、情報開示のきっかけと

なるような、環境、社会、ガバナンスの測定基準を定義することも有益であろう。 

 

州、地方自治体、準国営、およびその他の公的金融発行体もまた、海面水位の上昇や洪水、また

は排出ガス規制を含む規制遵守リスクなどの環境リスクにさらされている。 

 
678 Reed Landberg et al., "Green Finance is Now 31兆ドル and Growing", Bloomberg, June 7, 2019, https://www.bloomberg.com/graphics/2019-green-finance.

 2

020年6月アクセス。 

679 気候関連の金融情報開示に関するタスクフォースの679勧告(気候関連の金融情報開示に関するタスクフォース、2017年) 

気候関連リスクを明らかにする 気候-スマート投資に向けた

民間資本への資産シフト 

https://www.bloomberg.com/graphics/2019-green-finance
https://www.bloomberg.com/graphics/2019-green-finance
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沿岸諸州とコミュニティは、気候リスクに対して特に脆弱であり、強靱な回復力の計画と適応策へ

の対処能力はバラバラである。 公募債の発行体は、インフラやその他の適応策への投資のために資

本市場を利用するので、発行体も投資家も同様に、格付機関が債券に用いるリスク計量や手法の透明性

を高めることによって恩恵を受ける。 

 

ショーン・キャスティン下院議員(D-IL)とエリザベス・ウォーレン上院議員(D-MA)は、2019年気候リ

スク開示法(H.R. 3623/S. 2075)を導入した。これにより、公開企業は、SECに対する気候関連リス

クへの曝露について、直接的および間接的な温室効果ガス排出量、所有または管理する化石燃

料関連資産、現在のペースで気候変動が継続する場合、または政策立案者が1.5℃の目標を達

成するために温室効果ガス排出量を制限することに成功した場合、その評価がどのように影響を

受けるか、気候危機がもたらす物理的リスクおよび移行リスクに関連するリスク管理戦略など、よ

り多くの情報を開示することが求められる。 

 

ジュアン・バルガス下院議員(D-CA)は、2019年ESG開示簡素化法(H.R. 4329)を導入した。この法

律は、SECが発行者に開示を義務付けるべき環境、社会、ガバナンスの指標について勧告を行う

ことを任務とする持続可能な金融諮問委員会を設置するものである。 

 

勧告:議会は、公開企業に対し、SECへの財務開示の中で気候リスクを報告することを義務付ける

法律を可決すべきである。 議会は、SECに対し、気候関連の物理的、移行、賠償責任のリスクを開示

するための明確で強制力のあるきっかけを提供するために、ガイダンスを更新するよう指示すべきであ

る。 

 

勧告:連邦議会は、環境、社会、ガバナンスの指標に関する勧告をSECに提出するために、持続可

能な金融に関する連邦諮問委員会を設置すべきである。この指標は、SECが発行者に対し、財務

諸表において開示することを要求すべきである。 

 

勧告:議会は、財務省および金融安定監視評議会(FSOC)と協議の上、SECに対し、信用格付機関

に対し、重要な資産を保護し、公共サービスを提供し、金融の安定性を維持するための公的金融

発行体の能力を評価する際の気候リスクの評価方法を開示するよう指示すべきである。 

 

管轄:金融サービス委員会、エネルギー、商業委員会 

 

構成要素:連邦準備制度理事会に気候関連の金融リスクの特定と管理を義務付ける 

 

企業のボトムラインに影響を与える気候関連の物理的・移行リスクは、市場のボラティリティを悪

化させ、投資家の信認を低下させることにより、金融セクターに対するシステミック・リスクを増加さ

せる可能性が高い。680 イングランド銀行は、保険会社を対象としたシナリオ・テストを用いて、気

候リスクに対する英国金融システムのストレステストを開始した。681 米国の金融規制当局はまだ

実施 

 

680 Office of Rep. Sean Casten, “Become a Cosponsor of the Climate Change Financial Risk Act of 2019,” Dear Colleague Letter, 
平成29年11月22日 

681バンク・オブ・イングランド「インシュランス・ストレステスト2019」https://www.bankofengland.co.uk/prudentialregulation/letter/2019/insurance-stress-test-2

019。
 2020年6月アクセス。 

https://www.bankofengland.co.uk/prudential-regulation/letter/2019/insurance-stress-test-2019
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していないが、もしも米国で金融セクターや米国経済に同様のストレステストを適用した場合、201

6年から2018年までのデータによると、米国の自然災害による年間コストは1,500億ドルを超えると

想定される。682また、今後80年間に産業革命前の水準を4℃上回ると、世界経済の損失は年間20

兆ドルを超える可能性があり、世界規模では前例のない永続的な経済的被害が生じる可能性が

高い。683 

 

ショーン・キャスティン下院議員(D-IL)とブライアン・シャッツ上院議員(D-HI)は、2019年気候変動

金融リスク法(H.R. 5194/S. 2903)を導入した。これにより、連邦準備制度理事会は、(1)「金融ストレ

ス・テストのための気候変動シナリオの策定」、(2)「予測される物理的・移行リスクを用いて、世界

的な事業運営がどのように混乱するか、あるいは経済全体の状況がどのように変化するかを定

量化する」、(3)大手金融機関に対して2年に1度のストレス・テストを実施することを求めることがで

きる。684このテストにより、「各金融機関は、将来の気候リスクの財務的影響を制限するために、

資本計画手法をどのように発展させるかを定義する定性的計画を作成し、更新することが求めら

れる。 これらの適応策には、石油やガスのような気候変動にさらされているセクターへの融資を

減らすことによって、特定の資産の整然とした売却や信用リスクの軽減などが含まれる」とされる。 

 

2020年5月、下院議員 のマイク・レヴィン(D-CA)と ショーン・キャスティン(D-IL)は、連邦準備制度理事長の

ジェローム・パウエルに宛てた書簡を送り、「連邦準備制度理事会に、8つの中央銀行が2017年に設立した

『金融システムのグリーン化ネットワーク(NGFS)』に積極的なメンバーとして参加するよう促した。686ＮＧＦＳは

「パリ合意の目標を達成し、金融システムの役割を高め、リスクを管理し、環境に調和した持続可能な開発

というより広い文脈でのグリーン・低炭素投資のための資金を動員するのを支援する」ことを目的としてお

り、世界65の加盟国が参加するまでに成長している。687 

 

勧告:連邦議会は、包括的なマクロ・プルーデンスの枠組みを通じて、大規模金融機関の気候関

連リスクを特定し、緩和するよう、必要に応じて、連邦準備制度理事会およびその他の連邦金融

監督機関に指示すべきである。 これらの措置には、気候関連のリスクに対処するための資本増強、スト

レステスト、証拠金、ポートフォリオの限度額、売却などが含まれるべきである。 

 

管轄:金融サービス委員会、エネルギー・商業委員会 

 

構成要素:市場、投資家、金融システムに対する気候リスクの評価と報告 

 

FSOCは、システミック・リスクとして気候変動に焦点を当てていない。 しかし、国際通貨基金、イング

ランド銀行、欧州の中央銀行など様々な利害関係者や国際機関は 

 
682 National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)、2018年10億ドル規模の災害(2019年2月) 
683 Tom Kompas et al, “The Effects of Climate Change on GDP by Country and the Global Economic Gains From Complying With the Paris Climate Accord,” Earth’s Future 6, no. 8 (2018): 1153

–1173. 
684 Office of Rep. Sean Casten, “Become a Cosponsor of the Climate Change Financial Risk Act of 2019,” Dear Colleague Letter, 
平成29年11月22日 

685 同上 
686 Mike Levin, Sean Casten, et al., Letter to the Honorable Jerome H. Powell, Chair of the Bead of the Federal Reserve(2020年5月18日 

687 「金融システムのグリーン化のためのネットワーク」、「起源と目的」、https://www.ngfs.net/en/about-us/governance/originand-purpose。
 2020年6月アクセス。 

https://www.ngfs.net/en/about-us/governance/origin-and-purpose
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気候変動に起因する問題の深刻化や、金融システムに影響を与えるリスクを緩和するための金

融・金融政策ツールの導入の必要性について懸念を表明している。688 

 

2019年気候変動金融リスク法(H.R. 5194/S. 2903)は、シーン・キャステン下院議員(DIL)とブライア

ン・シャッツ上院議員(D-HI)が導入したもので、「FSOC内に気候変動リスク小委員会を設置し、気

候変動のシステミック・リスクを米国の金融システムに毎年評価・報告することを義務付けるもの

である」。689 

 

商品先物取引委員会は、市場リスク諮問委員会の下に気候関連市場リスク小委員会を設置し、

気候関連の金融・市場リスクを評価・管理する上での課題を特定し、気候関連のシナリオ分析、ス

トレステスト、ガバナンスイニシアティブ、財務・市場リスク評価・報告への開示の統合をどのように

改善できるかを明らかにした。690 小委員会はまた、気候関連の金融・市場リスク管理のための

政策イニシアティブとベストプラクティス、および気候関連の金融・市場リスクとそれらが農業生

産、エネルギー、保険、不動産、その他の金融安定性指標に与える潜在的な影響を評価するため

の適切な方法を検討している。691小委員会報告書は、2020年夏に予定されている。 

 

勧告:議会は、金融システムに対する気候リスクを研究するようFSOCに指示すべきである。 FSOC

は、各FSOC年次報告書の中に、気候リスクと金融の安定性に焦点を当てたセクションを含め、幅広い

金融活動や金融機関を含め、金融システム全体を通じてこうしたリスクを緩和するための更なる規制の

ための行政上・立法上の提言を行うべきである。 例えば、FSOCは、地域集中リスクが顕在化する可

能性のある地銀などの中小金融機関の気候リスクを調査すべきである。 

 

勧告:議会は、商品先物取引委員会に対し、市場リスク諮問委員会の下にある気候関連市場リ

スク小委員会の次回報告書の写しを、下院金融サービス委員会及びエネルギー・商業委員会に

提供するよう指示すべきである。 

 

管轄:金融サービス委員会、農業委員会 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

688 William Oman, A Role for Financial and Monetary Policies in Climate Change Mitigation (International Monetary Fund, 2019).  
689 Office of Rep. Sean Casten, “Become a Cosponsor of the Climate Change Financial Risk Act of 2019,” Dear Colleague Letter,  November 22, 2019. 

690 商品先物取引委員会「CFTC Commission Behnam Commissioner」、平成28年7月10日、「市場リスク諮問委員会気候関連市場リスク分科会を設置し、会員の指名を求める」を公表。 
691 同上 
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世界は、よりゼロ・エミッションの技術を展開し、よりクリーンで弾力性のあるインフラを構築する必

要性に触発された、製造業と産業の変革に注力している。 米国には、この変革の世界的リーダーとし

ての地位を確立する機会があり、その過程で、高給の、高品質な製造業の新しい世代の雇用を促進する。 

同時に、米国の産業や労働者は、連邦政府がこの変革を導くことができなければ、取り残される

危険性がある。 世界各国がCOVID-19のパンデミックから回復するためのグリーン刺激策を検討

していることから、米国は、製造業と産業における米国の将来を確保するために、大胆かつ積極

的な行動を取らなければならない692。 

 

この世界的な変革をリードするためには、米国における重工業の近代化と脱炭素化、重要なクリ

ーン技術のサプライチェーンを確保し、米国の技術革新が国内製造に結びつくことを確保するた

めの調整された国家戦略の策定と実施、世界全体が正味のマイナスの排出を達成するために必

要となる炭素除去技術への投資が必要である。 連邦議会は、製造業と工業の近代化を国家的な

優先事項とすることによって、非工業化社会を含め、最も必要としているコミュニティへの新たな投

資を促し、米国全体の良き雇用を支える、よりクリーンで、安全で、より公平な産業基盤を構築す

ることができる。 
 

 

世界気候リーダーシップのための米国産業の再構築  

産業部門は米国の排出量の29%を占めており、オフサイト発電からの間接排出を含めると、他の

どの部門よりも多い。693 産業部門は、工業プロセスの不可欠な構成要素—高温プロセス熱のた

めの燃料の燃焼、生産プロセスに関与する化学反応、原料資源—も主要な排出源であるため、

脱炭素化は困難であると特徴づけられることが多い。 たとえ、産業部門がエネルギー関連の排出量

に効率化や燃料転換によって対処したとしても、今日の生産プロセスや製品自体に内在する非エネルギ

ー排出量は残るであろう。 米国では、鉄鋼、セメント、化学・プラスチックなどが非エネルギー産業部門の

二酸化炭素排出量の大半を占めている。 

 

多くの産業部門は、現在のプロセスに代わるものを欠いており、新しい技術を特定するための研

究開発への連邦政府の投資は依然として不十分である。 資本ストックも長寿命で高価であるた

め、産業部門がプロセスを変更したり、新しい技術を採用したりすることはより困難である。 また、

鉄鋼、ガラス、セメントなど多くの産業分野は、 
 

692 Justin Worland, “As the Rest of the World Plans a Green Recovery, America Is Once Again Falling Behind,” Time, May 15, 2020. 
693 U.S. Environmental Protection Agency, Inventory of U.S. Greenhouse Gas Emissions and Sinks: 1990-2018 (April 2020). 
694 同上. 

米国産業の変革とクリーンエネルギー・ゼロエミッショ

ン技術の国内生産拡大 
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EITE(Energy-Intensive and Trade-Exposed)と言われ、エネルギーを多く使用し、海外からの類似

品と競合しなければならないため、エネルギー価格の上昇に敏感であることを意味する。 

 

米国は、米国の競争力を強化し、質の高い国内雇用を創出し、労働者とコミュニティのためのクリ

ーンで安全、公平かつ公平な産業開発を確保しつつ、今世紀半ばまでに産業部門の純ゼロ・エミ

ッションを達成するために、実質的、持続的、協調的な投資と共に、包括的な一連の政策を実施し

なければならない。 サブセクター排出パフォーマンス基準は、産業の脱炭素化を推進し、低排出

の工業製品および製品の需要を生み出すために不可欠である。 連邦政府は、研究、開発、実証、配

備(RDD&D)、工業施設と製造の近代化への直接支援、インフラ、優先的調達など、慎重な設計と補完的な

即時投資を通じて、米国企業と製造業者がこのような基準を満たすことができるようにすることができる。 

連邦政府の政策はまた、財源を閉鎖的な循環に保ち、無駄と汚染を排除することを目的とするサ

ーキュラー・エコノミーへの移行を促進すべきである。 

 

世界中の国々が完全に脱炭素化された経済に向かって前進し、クリーン・テクノロジーの世界的

なリーダーシップを求めている中で、これらの国内政策と投資は、米国の競争力を強化し、米国

経済に利益をもたらすであろう。 

 

 産業部門における主要な脱炭素化アプローチ  

産業部門は多様であるが、いくつかの技術は産業部門横断的に排出削減を推進することができ

る。 これらのプラットフォーム技術には、エネルギー効率、電化、燃料転換、炭素回収、低排出水

素、および材料効率、再循環、および代替が含まれる695。 

 

従来のエネルギー効率は、設備基準と同様に、産業部門がエネルギー集約度を低下させるのに

役立ち、新技術はさらにシステムレベルのエネルギー効率を達成することができる。 熱と電力の組

み合わせ(CHP)技術と排熱から電力への組み合わせ(WHP)技術は、電力と熱の発生を組み合わせたり、産業プ

ロセスからの廃熱を電気に利用したり、あるいは入熱前の材料に利用することによって、企業がより効率的に

エネルギーを利用するのを助ける。 これらの産業用エネルギーシステムや他の産業用エネルギーシ

ステムの機械的絶縁も、エネルギー効率を向上させる。 化学分離の進歩は、必要な温度を下げ、食品

加工や化学品製造のような種々の産業におけるエネルギー効率を著しく向上させることができる。 センサ

ー、データ分析、自動化されたコントロールを使ってシステムの効率と生産性を最適化するスマー

トマニュファクチャリングは、産業界の排出削減と競争力の向上に役立つ。 

 

電力セクターが脱炭素化を続けるにつれて、産業プロセスの電化は、産業排出を削減するため

の重要な道筋を提供する。 現在の電気技術は、いくつかの低熱プロセスに取って代わることがで

きるが、継続的な革新と共に、電気は鉄鋼生産のための直接電気分解のような、いくつかの中熱

または高熱プロセスおよび電力ブレークスループロセスに取って代わることができるであろう。 
 

 

 
 

695 Jeffrey Rissman et al., “Technologies and policies to decarbonize global industry: Review and assessment of mitigation dr ivers through 2070,” Applied Energy 266 (2020). 
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低排出エネルギー源への燃料転換は、工業プロセス熱からの排出を削減する可能性がある。 再

生可能な熱技術には、太陽熱、特定のバイオマス、地熱エネルギー、再生可能な天然ガスなどがある。 

その他の可能性のある低放出熱源としては、水素および先進的な原子力技術が挙げられる。 

 

炭素回収、利用、貯留(CCUS)は、エネルギー利用と化学プロセスの両方に関連する排出量を捕

捉することによって、複数の産業サブセクターからの汚染を劇的に削減する可能性がある。 アンモ

ニアやエタノール生産のような工業プロセスの中には、比較的純粋な二酸化炭素の流れを持つものがあ

り、従って、回収コストが低く、CCUSがより実現可能である。 しかしながら、他の産業資源は、費用効

果の高い展開のために、より良い分離技術を開発する必要がある。 

 

炭素利用はまた、工業製品に代替材料や原料資源を提供する可能性もあるが、ほとんどの回収

された炭素は、最大の気候便益のために地中隔離による永久貯留を必要とする。 CCUSは、プロ

ジェクトのライフサイクル全体での科学に基づく正味排出削減量を算定する際に、直接的・間接的影響を

含め、気候上の便益が異なる幅広い技術と用途を包含する。 CCUSを推進するためのいかなる努力

も、明確な気候便益を有し、すべての温室効果ガス排出を削減するための全体戦略の一部であ

るべきである。 連邦議会は、CCUS政策と、産業施設におけるCCUSの開発が後発地域の汚染を

意図せず増加させないようにするために、伝統的な大気汚染と水質汚濁を削減する補完的な努

力を組み合わせるべきである。696。 

 

水素は、中~高温の熱を供給し、低エミッション鋼の生産などの革新的なプロセスを可能にし、低

エミッションの工業用原料を供給する可能性がある。 しかし、現在の米国の水素製造の95%は、二酸化

炭素を副産物として放出する天然ガスの蒸気メタン改質(SMR)を含んでいるので、産業部門からの汚染低減

に重要な役割を果たすためには、水素製造の脱炭素化が必要である。 697 例えば、再生可能エネルギ

ーや原子力によるゼロ炭素電気を利用した電気分解では、ゼロエミッションの「グリーン水素」、炭

素回収によるSMRでは、低排出の「ブルー水素」が生成され、送電網の排出集約度が低下するに

つれて、水素のグリッドベースの電気分解も本質的にクリーンになる。 

 

サーキュラー・エコノミーの枠組みは、資源を閉鎖的な循環に保ち、廃棄物と汚染を排除するた

めに、製品とシステムをスマートデザインによって、経済活動と資源消費を切り離すことを目的と

している。 材料効率と環状度を通じた需要の低減は、産業排出量の削減に重要な役割を果たすことが

でき、他の脱炭素技術を展開するための総コストを削減する可能性がある。 主な戦略は、材料の再循

環、製品材料効率、材料代替、循環型ビジネスモデルである。 
 

 

 

 

 
 

696 Fencelineコミュニティは、一般に、最も直接的かつ最も高い曝露とリスクを経験する汚染源近傍に居住する集団と呼ばれる。 
697 米国エネルギー省エネルギー効率・再生可能エネルギー局「水素製造 :天然ガス」 
「変革」https://www.energy.gov/eere/fuelcells/hydrogen-production-natural-gas-reforming。 2020年6月アクセス。 

https://www.energy.gov/eere/fuelcells/hydrogen-production-natural-gas-reforming
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産業排出量を削減するためのプラットフォーム技術の多くは、民間部門の投資を誘致するには時

期尚早であるか、リスクが高く、広く普及するには費用がかかりすぎるため、商業的に準備ができ

ていない。 他の可能性のあるブレークスルー技術はまだ発見されていない。 これらの技術は、工

業的な脱炭素化の可能性を十分に実現するために、研究開発、実証、展開において更なる支援

が必要である。 連邦政府は、産業の脱炭素化RDD&Dに、幅広く、調整された方法で、より多くの

資金を投入すべきである。同時に、多くの産業のサブセクターが実施できる重要なプラットフォー

ム技術において、対象を絞ったイノベーションと商業化プログラムを確立すべきである。 資金の増

加に加えて、排出削減に関する各機関のミッションの焦点とその組織構造を調整することは、米

国のイノベーション・アジェンダを、産業の脱炭素化脱炭素化という困難な問題の解決に向け直す

ことにも役立つ。 

 

構成要素:製造・産業担当次官補ポストの新設により、産業排出量に対処するため、エネル

ギー省先端製造局の権限を拡大・強化する。 

 

DOE(Department of Energy) 先端産業部 (AMO)は、新しい製造技術を通して産業エネルギー使

用の削減に焦点を当てた多くの。 しかし、AMOはDOEエネルギー効率・再生可能エネルギー局(EERE)の内

部に位置し、排出量に直接対処する権限が制限されている。 エネルギー利用以外の直接プロセス排出

は、産業排出のかなりの部分を占め、産業排出を削減する技術の一部(炭素回収や水素など)

は、エネルギー効率の外側にある。 したがって、排出削減の重要な機会はAMOの範囲を超えて

存在する。 

 

2020年度の下院エネルギー・水道支出法案には、AMOが主要技術分野の脱炭素化ロードマップ

を作成するよう指示する報告書の文言が含まれている。 

 

同省は、エネルギー効率、プロセス電化、産業電化技術、炭素回収など、2050年までに大

幅かつ経済的な温室効果ガス排出削減を達成するために、同省の研究開発を導く重要な

技術分野における脱炭素化ロードマップを策定する。 ロードマップは、部内の外部利害関係

者および関連事務所と協議して作成されるべきである。698 

 

エネルギー・商業委員会委員長フランク・パローン(D-NJ)、 委員長ポール・トンコ(D-NY)、 委員長

ボビー・ラッシュ(D-IL)の、は、米国の製造競争力を促進しつつ、産業排出削減のためのRDD&D

を調整するためにDOE製造工業次官補を設置するなどの規定を盛り込んだ「米国の未来のため

の気候リーダーシップと環境行動に関する法律」の討議案を提出した699。 

 

698 米下院歳出委員会、下院議員 116-83、エネルギー・水開発及び関連機関歳出法案、2020年(2019年5月)。 
699 Section 501, Climate Leadership and Environmental Action for our Nation’s (CLEAN) Future Act discussion draft, House Committee on Energy and Commerce, 116th Congress, h

ttps://energycommerce.house.gov/newsroom/pressreleases/ec-leaders-release-draft-clean-future-act-legislative-text-to-achieve-a-100. 

産業排出削減技術の革新と実用化 
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勧告:連邦議会は、産業界からの排出を削減するための連邦政府の努力をより良く指示するため

に、EEREからAMOを引き上げ、DOE内の製造・産業担当次官補を新設し、資金を提供すべきであ

る。これは、「クリーンエネルギーのイノベーションと脱炭素化技術の推進」のセクションで推奨され

ている、より広範なDOEの再編と連携したものである。議会は、新しい製造・産業局のミッションの

一環として排出削減を含め、AMOのエネルギー効率の活動を超えて拡大するための資源を増や

すべきである。 この新次官補は、脱炭素化ロードマップの作成に加え、以下の提言の中で、既存および新

規の産業効率化と脱炭素化RDD&Dイニシアティブを監督すべきである。 

 

管轄：科学・宇宙・技術委員会、エネルギー・商業委員会 

 

構成要素:産業資源からの排出削減を具体的な目的とした技術の研究、開発、実証、

展開における投資と調整を増やすこと 

 

DOEはすでに、産業部門の炭素回収・貯留(CCS)などの脱炭素化に役立ついくつかの研究開発

努力に投資しているが、その努力は目標を定めたアプローチを欠いている。 DOEは、主要な産業

部門からの排出を削減するという目的で、省庁横断的で調整された連邦RDD&Dプログラムを主導する必

要がある。 

 

シーン・キャステン下院議員(D-IL)、デビッド・マッキンレー下院議員(R-WV)とシェルドン・ホワイトハ

ウス上院議員(D-RI) 、シェリー・ムーア・カピート上院議員(R-WV)は、2019年超党派のクリーン・インダストリア

ル・テクノロジー法(H.R. 4230/S. 2300)を導入した。この法案は、産業排出源からの排出削減に役立つ技術を開

発するために、省庁横断的なDOE主導の研究、開発、実証(RD&D)プログラムを構築するものである。連邦ア

ドバイザリー委員会は、このプログラムの進展を開発・指導し、産業部門の排出削減ロードマップを作成す

る。また、産業部門の排出削減を実施するための技術援助プログラムを作成するものである。 

 

勧告:連邦議会は、連邦政府のRDD&D資金を強化・誘導し、産業部門の排出削減を可能にする

技術に焦点を当てた、DOEと製造工業次官補が主導する省庁横断的プログラムを創設するため

の法案を可決すべきである。 

 

管轄：科学・宇宙・技術委員会 

 

構成要素:産業効率化技術の開発と展開のための対象研究プログラムと官民パートナーシッ

プの確立 

 

従来の産業効率は、設備基準と同様に、産業部門がエネルギー集約度を低下させるのに役立

ち、新技術はさらにシステムレベルのエネルギー効率を向上させてきた。 スマートな製造技術

は、産業がよりエネルギー効率と素材効率を高め、排出量を削減し、競争力を高めることを助け

ることができる。 工業団地内にある建物全体や施設全体など、個々のプロセスを超えたエネル

ギーや材料の効率化にシステム統合アプローチを適用することは、産業効率を最大化するため

の更なる機会を可視化することができる。 
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DOEは、設備のエネルギー効率を改善するために、製造業者に技術支援を提供するいくつかの

既存のプログラムを持っている。 DOEの技術支援パートナーシップは、エンドユーザーの参画、ス

テークホルダーの参画、技術サービスを通じてCHP、WHP、地域エネルギー技術の展開を促進す

るもので、国内31の大学に設置されている。700DOE産業アセスメントセンター(IAC)が、「生産性と

競争力を向上させ、廃棄物を削減し、エネルギーを節約する機会を特定する」ために、小規模な

中規模製造業者にコストなしでの評価を提供している。701 DOE Better Plants Programは、具体

的なエネルギー集約度削減目標の設定をすることによって、参加企業230社について2018年まで

に累積67億ドルの節約を実現した。702そして、DOEのISO 50001 対応プログラムは、エネルギー

管理システムの国際的な自主基準であるISO 50001を実施するための施設にコストなしの資源を

提供し、継続的なエネルギー性能改善を促進している。703 

 

エネルギー・商業委員会の「クリーン未来法」の審議案が正式にDOE CHP技術援助パートナーシッ

プ・プログラムを承認する。704 

 

 ピーター・ウェルチ下院議員(D-VT)、デビッド・マッキンリー下院議員(R-WV)とロブ・ポートマン上院議員 (D-OH)、

ジーン・シャヒーン上院議員 (D-NH)によって導入された2019年超党派省エネ・産業競争力法第II編(H.

R. 3962/S. 2137)は、(1)産業研究評価センターの認可と拡大を通じて、産業エネルギー効率化技術の開発、

実証、展開を加速し、(2)持続可能な製造技術のための研究開発プログラムを含む持続可能な製造イニシアテ

ィブを設立した。 

 

ピーター・ウェルチ下院議員(D-VT)、トム・レッド下院議員(R-NY)と上院議員ジーン・シャヒーン(D-

NH)、ラマー・アレクサンダー (R-TN)は、超党派のスマート・マニュファクチャリング・リーダーシップ

法(H.R. 1633/S. 715)を導入した。これにより、DOEは、(1) 全国的なスマート・マニュファクチャリン

グ計画の策定、(2) スマート・マニュファクチャリング技術の実施のための中小企業向け支援、(3) 

スマート・マニュファクチャリング・プログラムの策定のための州への助成を行うことになった。 「クリ

ーン未来法」の討議原案には、国家スマートマニュファクチャリング計画に関する同様の規定も含まれてい

る。 

 

勧告:議会は、既存のDOEプログラムを拡大し、新たなRDD&Dプログラムと官民パートナーシッ

プを創設することにより、産業の効率化とスマートな製造技術の展開を促進する法案を可決す

べきである。 該当する場合、プログラムは、エネルギーと材料の効率を達成するためのシステム統合を奨

励すべきである。 製造業次官補は、これらの様々な分野の連携を促進し、 

 
700 米国エネルギー省「CHP技術援助パートナーシップ(CHP TAP)」 
https://betterbuildingssolutioncenter.energy.gov/chp/chp-taps. 2020年6月アクセス。 

701 米国エネルギー省エネルギー効率・再生可能エネルギー局「産業アセスメントセンター(IAC)」 
https://www.energy.gov/eere/amo/industrial-assessment-centers-iacs. 2020年6月アクセス。 

702 米国エネルギー省「概要:より良い建物、より良い工場」 
https://betterbuildingssolutioncenter.energy.gov/sites/default/files/attachments/Better%20Plants%20Overview%20- 

20%202.2020.pdf. 2020年6月アクセス。 
703 米国エネルギー省エネルギー効率・再生可能エネルギー局「50001 Ready Program」 
https://www.energy.gov/eere/amo/50001-ready-program. 2020年6月アクセス。 

704 Title V, Section 511, CLEAN Future Act討議案。 
705 Title V, Section 512, CLEAN Future Act討議案。 

https://betterbuildingssolutioncenter.energy.gov/chp/chp-taps
https://www.energy.gov/eere/amo/industrial-assessment-centers-iacs
https://betterbuildingssolutioncenter.energy.gov/sites/default/files/attachments/Better%20Plants%20Overview%20-%20February%202020.pdf
https://betterbuildingssolutioncenter.energy.gov/sites/default/files/attachments/Better%20Plants%20Overview%20-%20February%202020.pdf
https://www.energy.gov/eere/amo/50001-ready-program
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エネルギー使用量と排出量を削減するための利用可能なすべてのプログラムと機会を製造者

が確実に認識するようにするべきである。 

 

プロジェクトに対する連邦政府の支援は、強力な労働基準(Buy America/nおよびDavis-Baconの

一般的な賃金要件を含む)を満たし、労働、環境、公民権に関するすべての制定法を遵守し、関連

する場合にはコミュニティ給付協定およびプロジェクト労務協定に署名する受給者であることを条

件とすべきである。 

 

管轄：科学・宇宙・技術委員会、エネルギー・商業委員会 

 

構成要素:電化と低・ゼロエミッション産業用熱技術の目標RDD&Dプログラムの確立 

 

多くの異なる工業施設では、低温、中温、高温でプロセス用の熱源を必要とする。 産業部門から

の排出に十分対処するためには、これらの熱源を電化(本報告書の他の箇所で取り上げられている純ゼ

ロ電力系統の達成に依存)、低排出熱源への燃料転換、またはCCUSによって脱炭素化する必要がある。 

 

産業部門の炭素削減のための技術は、さまざまな開発段階にある。 多くの低・ゼロ・エミッション

の中高温熱源、ならびにそれらを使用するために必要な設備は、産業における広範な展開にはま

だ費用対効果が低い。 低排出ガス燃料の発電、輸送、貯蔵、および高温を維持できる蓄熱の進歩は、こ

れらの低排出熱源をより柔軟にするのに役立つであろう。 産業用熱電化を成功させるためには、政策

決定者がグリッド統合コストに対処し、エネルギー貯蔵長期化技術の開発を進める必要がある。 

既存のプログラムの中には、これらの技術の研究開発を支援するものもあるが、さらに工業プロセス熱源か

らの排出を削減するために特別に設計された重点的なRDD&Dプログラムからより多く裨益することになる。 

産業のサブセクターは地理的に集中していることが多いため、これらの技術を実証するためにこれらの産業

クラスターにパートナーシップを構築することは、それらの展開の拡大を促進するのに役立つであろう。 

 

勧告:議会は、産業電化、ゼロエミッション熱源、および蓄熱のための技術における目標を定めた

イノベーションと展開を支援するようDOEに指示し、資金を提供すべきである。 このプログラムの

一環として、新しい製造産業局は、これらの技術のパイロット・実証プロジェクトを支援するため

に、産業クラスターにおける研究協力とコンソーシアムのための助成金を創設すべきである。 

 

管轄：科学・宇宙・技術委員会、エネルギー・商業委員会 

 

構成要素:産業用炭素回収・利用(CCUS)技術強化のためのRDD&Dプログラム 

 

炭素回収のための連邦政府の研究開発プログラムは、2005年のエネルギー政策法706に示され

ているように、歴史的には、石炭火力発電所を中心とした発電部門に焦点を当ててきたが、石炭

CCUS技術を、まだ新しい火力発電所を多く抱える中国のような国々に輸出する大きな可能性が

ある。 
 

706 2005年エネルギー政策法706号、パブL第109-58号。 



| ページ 

244 

 

米国では既存の天然ガス火力発電所と工業施設での炭素回収が最も有望である。707 2050年ま

でに正味ゼロエミッションを達成し、今世紀後半に正味マイナスの排出を達成するためには、、産

業用CCUSが不可欠である。 産業CCUSは、議会が、回収された炭素の永久貯留と利用だけでな

く、様々な種類の産業施設で回収する技術に取り組むために、既存のRDD&Dプログラムを強化・

拡大することによって開発が加速されるだろう。 回収された炭素の潜在的な用途は、コンクリート

建築材料や燃料、化学物質、プラスチックの合成炭化水素のような、現在の産業用原料資源に代

わる低排出の代替物を提供するのに役立つ。 炭素利用のための新たな連邦RDD&Dプログラム

は、これらの初期段階の技術の開発と規模拡大に役立つであろう。 

 

マーク・ヴィーセイ下院議員 (D-TX) とデビッド・シュウェイカート下院議員(R-AZ) は、2019年超党

派の化石エネルギー研究開発法(H.R. 3607)を導入した。これにより、DOEの化石エネルギー局

は、CO2回収パイロット試験センターと大規模実証を通じて、CCUSの研究、開発、実証、および産

業部門の両方に焦点を当てることができるようになった。 法案はまた、炭素貯蔵の妥当性確認と試

験、炭素利用のプログラムを承認した。 上院議員 ジョー・マンチン(D-WV)と リサ・ムルコウスキ(R-AK)は、201

9年の超党派の強化化石燃料エネルギー炭素技術(EFFECT)法(S. 1201)を導入したが、これによってもCCUS

のためのDOEプログラムが設立される予定である。 

 

エネルギー・商業委員会のクリーン未来法の討議案は、同様にDOEの化石エネルギー局を再

認可し、DOEの炭素回収利用技術商業化プログラムを創設するものである。このプログラム

は、先進的な炭素回収のためのフロントエンド工学設計研究および商業実証プロジェクトに資

金を提供するものである。 

 

勧告:議会は、炭素回収技術、特に産業部門および産業用原料資源の炭素利用に対するRDD&

D支援を拡大するようDOEに指示する法律を可決すべきである。 大規模実証プロジェクトへの支援

は特に重要であり、開発途上国への輸出のための手ごろな価格の炭素回収レトロフィット技術の商業化

を促進すべきである。 連邦政府の支援を受けているプロジェクトは、明確な環境便益を達成する

ための高い基準を満たし、強固な環境衛生、安全、労働基準を維持しなければならない。 

 

管轄：科学・宇宙・技術委員会、エネルギー・商業委員会 

 

構成要素:低排出水素・産業用RDD&Dプログラムの拡充 

 

水素は低・ゼロエミッション産業用燃料の主な候補であり、ゼロエミッション熱を供給するために燃

焼することができる。 工業における水素の他の潜在的な用途としては、低排出鋼の製造、および

合成炭化水素化学物質のための炭素回収の補足原料としての使用がある。 真にカーボンニュー

トラルであるために、直接空気捕獲(DAC)からの合成燃料の生産(詳細は「最先端の開発、製造、

展開」の項で説明)は、 
 

 

707 国際エネルギー機関、CCS改修の準備:中国の既存石炭船隊に炭素を装備する可能性 
回収・保管(2016年5月) 

708 Title V, Section 503, CLEAN Future Act討議草案。 
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ゼロ・エミッションの水素を使用しなければならない。 しかし、水素に関する連邦政府の研究

開発プログラムは、これまで一般的に輸送用の水素燃料電池に焦点を当ててきた。 

 

産業用途を含めた水素の研究開発を拡大し、パイロットを支援するための新しいプログラムを創

出することは、産業用施設における水素燃料転換の実証、及び展開を支援するために重要であ

る。 コスト効率が高く、安全な水素貯蔵のための新しい材料の開発もまた、工業的水素展開のために重

要である。 革新的な電気分解器材料やゼロエミッション電気を用いた電気分解の製造など、低排出水素

製造技術のコストを低減するための更なるRDD&Dが必要である。 

 

DOEのH2@Scaleイニシアティブは、主に発電と送電の弾力性のために、より広範な水素生産と利

用の可能性を探求することを目的としている。 2020年1月、DOEはH2@Scale内に6,400万ドルの資金を拠

出し、水素の新たな市場を構築するためのイノベーションを実施すると発表した。709 

 

勧告:議会は、水素RDD&Dを強化・拡大し、低排出水素の生産・貯蔵におけるイノベーションを支

援し、原料資源、工業プロセス、暖房における水素の産業的利用のための新たなイニシアティブ

を創出するために、DOEへの資金を増やすべきである。 DOEは、低排出燃料の革新を支援する

いかなるプログラムにおいても、水素技術の安全性を確保すべきである。 

 

管轄：科学・宇宙・技術委員会、エネルギー・商業委員会 

 

構成要素:低排出・正味ゼロまたは正味マイナス排出の産業用原料および代替材料のためのRD

D&Dプログラムの確立 

 

主要な産業用原料資源に関連する排出量を削減するためのイノベーション、および低・ゼロエミッ

ションの代替材は、産業を完全に脱炭素化するためのもう一つの重要な課題である。 これらの可

能性のある技術には、低排出水素、再生可能なバイオマス原料および代替材料、リサイクル材

料、および回収された炭素のための複数の用途が含まれる。 最終用途製品の寿命によっては、

これらの技術のいくつかは効果的に炭素を貯蔵し、正味のマイナスの排出に寄与するかもしれな

い。 例えば、クロスラミネート材や回収された炭素で作られたコンクリートで構成された建物は、数

百トンの二酸化炭素を貯蔵することができる。710 

 

2020年6月、下院民主党は包括的なインフラ法案、すなわち「前進法」(H.R.2.)を提出した。711 この

法案の5102条は、排出削減および/または、生産および建設プロセス中の温室効果ガス排出を

隔離するするグリーン建設材料の設計と実践の研究開発のための大学向けグラント・プログラム

を創設するものである。 

 

709 米国エネルギー省、エネルギー効率・再生可能エネルギー局、「エネルギー省、H2@Scale in New Marketsの普及に最大6,400万ドルを発表」https://www.energy.gov/eere/articles/energy-department-

announces-64madvance-h2scale-new-markets。
 2020年6月アクセス。 

710 Bullitt Center, “Structural Materials,” http://www.bullittcenter.org/building/building-features/tall-timbers.
 2020年6月、カーボンキュア「725ポンス・デ・レオン・アヴェ-ガリオ州アトランタ」https://www.c

arboncure.com/case-studies/2018/5/26/725-ponceにアクセス。 2020年6月アクセス。 
711 特に断りのない限り、H.R.2の言及は、2020年6月22日付の規則委員会印刷116-54に含まれる法案のバージョンを指す。 下院は、選考委員会の報告書が印刷されると、H.R.2について討論する準備をして

いた。 規則委員会印刷は、https://rules.house.gov/sites/democrats.rules.house.gov/files/BILLS- 116HR2-RCP116-54.pdfで入手可能であり、2020年6月22日以降になされた法案の修正を反映

するものではない。 

https://www.energy.gov/eere/articles/energy-department-announces-64m-advance-h2scale-new-markets
http://www.bullittcenter.org/building/building-features/tall-timbers
http://www.bullittcenter.org/building/building-features/tall-timbers
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法案の第5202条は、連邦道路管理技術・イノベーション展開プログラムを通して、温室効果ガス排出量を削

減する革新的な舗装設計、材料、施工の展開を加速する。 

 

重要な鉱物-希土類元素およびエネルギーおよび先進技術の重要な資源であるその他の鉱物-

は、安全かつ持続可能な供給を確保するためにさらなるRDD&Dを必要とする優先的な工業原料

資源である。 これらの鉱物供給の中断は、バッテリーや他のクリーンエネルギー技術のコストを増加さ

せ、純ゼロ経済への移行を遅らせる可能性がある。 エリｋック・スワルウェル下院議員(D-CA) は、重要な

元素をより効果的に使用し、重要な鉱物を代替し、リサイクルする方法を見出すための研究開発プログラ

ムを確立するために、エネルギー重点元素とアメリカ雇用保全法Securing Energy Critical Elements and Americ

an Jobs Act of 2019 (H.R. 4481)を導入した。 

 

化学工業はまた、製造および産業に不可欠な原料資源を提供するが、現在はその原料投入の大

部分を化石燃料から得ている。 このように、工業化学物質の完全な脱炭素化にはRDD&Dの増加

が必要とされており、持続可能な化学はこの課題に取り組むための一つの枠組みである。 経済協

力開発機構は、持続可能な化学を「化学製品やサービスに対する人間のニーズを満たすために天然資源が

利用される効率を向上させることを目指す科学的概念」であり、「効率的、効果的、安全、環境に優しい化学

製品やプロセスの設計、製造、使用を包含する」と定義している。712ダニエル・リピンスキ下院議員(D-IL)

とジョン・モーレナー下院議員(R-MI)は、持続可能な化学技術の研究、開発、実証、技術移転、商業

化を含む、持続可能な化学におけるプログラムの連邦政府の調整を改善する「持続可能な化学研

究開発法2019」(H.R. 2051)を導入し、下院はこれを可決した。 

クリス・クーンズ上院議員(D-DE)とスーザン・コリンズ上院議員(R-ME)は、上院で同様の法案を提

出した(S. 999)。 

 

勧告:議会は、低排出、正味ゼロまたは正味マイナスの排出を伴う産業用原料および代替材料の

イノベーションを支援するために、目標を定めたRDD&Dプログラムを確立すべきである。 これらの

プログラムでは、建築物やインフラ、化学工業、エネルギー、先進技術の原料資源を扱うべきである。 ま

た、自然エネルギー原料の持続可能な利用を含め、排出削減やその他の環境影響に関して、全

ライフサイクルを考慮し、材料効率の革新を優先するべきである。 

 

管轄：科学・宇宙・技術委員会、エネルギー・商業委員会、交通・インフラ委員会 

 

構成要素:米国のためのサーキュラー・エコノミーロードマップの策定 

 

サーキュラー・エコノミーの枠組みは、資源を閉鎖的な循環に維持し、廃棄物と汚染を排除するこ

とを目的としており、産業排出量を費用対効果の高い方法で大幅に削減する可能性がある。 

しかし、サーキュラー・エコノミーへの移行には、社会がどのように材料や製品を作り出し、設計

し、使用し、廃棄するかという点で大きな変化が必要であり、また、異なるサブセクターで異なる体

系的変化をもたらす可能性がある。 したがって、どの政策がより効果的で公正な移行を先導するかを明

らかにするために、 
 

712 経済協力開発機構「持続可能な化学」 
http://www.oecd.org/chemicalsafety/risk-management/sustainablechemistry.htm. 2020年6月アクセス。 

http://www.oecd.org/chemicalsafety/risk-management/sustainablechemistry.htm
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米国は、サーキュラー・エコノミー原則をさまざまな産業にどのように組み込むかについて、より深

く理解する必要がある。 

 

重工業では、セメント、鉄鋼、アルミニウム、プラスチックの各サブセクターでサーキュラー・エコノミ

ーの枠組みを導入することで、2050年の世界の二酸化炭素排出量を従来の40%削減することがで

きるとされている。713 この目標を達成するための主な戦略には、材料の再循環、製品材料効率、

材料代替、循環型ビジネスモデルが含まれる。 これらの戦略を実行するには、各サブセクターご

とに異なる形態が必要であり、また、異なる産業(例えば、鉄鋼とプラスチック)のために、材料の流

れ、製品の用途、ビジネスモデルがどのように変化する必要があるかを理解することによって、ど

のような政策を実施する必要があるか、また、この循環的移行を促進するためにどのようなインフ

ラが必要か(あるいは必要ではないか)を知ることができる。 クリーンエネルギーや他の先進技術

にとって、重要な鉱物のサーキュラー・エコノミー枠組みをどのように適用するかを知ることも重要

な課題である。 

 

勧告:議会は、DOE、環境保護庁、国立標準技術研究所を含む関係機関に、サーキュラー・エコノ

ミーへの移行に向けた取り組みの指針となる米国サーキュラー・エコノミーのロードマップを作成

し、法案を起草すべきである。 関係機関は、DOEの省エネルギー・排出削減(REMADE)協会などの既存

のプログラムの努力を活用し、外部の専門家や業界関係者に相談すべきである。 ロードマップには、主

要産業部門がサーキュラー・エコノミーにどのように適合するか、これらのサブセクターの主要な

マイルストーンと目標、そしてこの移行を推進するために必要とされる具体的な連邦政策に関する

提言(サーキュラー・エコノミーモデルへの資金提供の選択肢を含む)を含めるべきである。 検討さ

れ、精緻化されるべき政策には、特定の技術および材料に関する研究開発支援、特定の製品の

リサイクル含有率に関する目標または要件、製品設計の改善、製品寿命の延長、生産者の責任

の延長、再充填可能なパッケージおよび製品、および新しいサービスに基づく、およびビジネスモ

デルの共有を奨励するための基準および/またはインセンティブ、優先的な調達、特定の材料、製

品、廃棄物の流れ、および廃棄物処理方法に関する料金および/または禁止が含まれる。 

 

管轄：科学・宇宙・技術委員会、エネルギー・商業委員会 

 

構成要素:産業排出削減技術の実証・実用化支援 

 

上述のプラットフォーム技術のための特定のRDD&Dプログラムに加えて、産業排出量を削減する

ためのすべての技術は、発電や輸送などの他のクリーンエネルギー技術が適格である実証・商業

化支援・資金提供から恩恵を受ける。 産業部門の技術については、サプライチェーン全体に対処

し、パイロット開発と商業規模の拡大との間のギャップを埋めることが不可欠である。 大規模なデ

モは、単一の産業企業が実施するには資本集約的でリスクが高いため、コンソーシアムの形成を

可能にするイニシアティブは、産業セクターのプロジェクトに特に有用である。 これらのパートナー

シップは、リスク分担メカニズム、リソースプール、競合前のパイロットへの資金提供などのツール

を活用することができる。 
 

 

 

713 エネルギー転換委員会、ミッションの可能性:中世紀までに、より困難な部門からより緩和な部門からの正味ゼロ炭素排出に到達する。(2018年11月) 
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勧告:議会は、産業排出削減のための技術とインフラが、「クリーンエネルギーのイノベーションと

深層脱炭素技術の推進」の章で論じられているように、地域エネルギーイノベーション・パートナ

ーシップ、DOE大規模実証資金、賞金、またはDOE財団のような広範なクリーンエネルギー実証

と商業化プログラムに適格であることを確保すべきである。 

 

管轄：科学・宇宙・技術委員会、エネルギー・商業委員会 
 
 

 

純ゼロ・エミッションを達成するために産業部門を変革するには、上記の画期的な技術とプラットフォ

ーム技術を展開するために、大規模で積極的な官民の投資が必要となる。 連邦政府は、民間資金を

活用して、すべての産業施設や大規模・小規模製造業者が、自らの事業を強化し、質の高い、給料の高い

仕事を創出し、維持し、地域社会を改善しながら、排出量を削減するための手段と資源を確保するために、

包括的な一連の直接支援、金銭的インセンティブ、プログラムを実施しなければならない。 

 

産業からの排出を削減する技術の中には、すでに商業的に入手可能であるものもあるが、コスト

が高い、必要なインフラがない、既存技術の固定化、化石燃料補助金のような市場の歪みなど、

広範な展開に対する障壁に直面するものもある。 これらの低寛解技術には、市場浸透度を高

め、コストを削減するための財政的支援が必要である。 

技術の特性に応じて、補助金やリベート、税制上のインセンティブ、直接・間接的な借入やエクイ

ティ・ファイナンスなど、さまざまなタイプの支援がより効果的である。 例えば、風力発電や太陽光

発電などの自然エネルギー発電技術は、様々な時期に3つのタイプを組み合わせることで、電力市場で

費用対効果の高い選択肢となっている。 

 

企業にとって最も効果的な支援メカニズムは、企業の規模、サプライチェーンにおける役割、技術

の準備度とリスクのレベル、資本コスト、期待収益モデルなど、いくつかの要因によって決定され

る。 資金援助の種類にかかわらず、その効果は長期的な予測可能性と透明性にかかっている。 一般に、成

果重視のインセンティブや成果重視のタイイング・サポートを用いることは、政府資金の効率的な支出を確保

するのに役立つ。 インセンティブを設計する際には、テクノロジー・ロックインを避けてバランスを重視すること

で排出量を迅速に引き下げ、、純ゼロ・エミッション経済を可能にすることも重要である。 

 

構成要素:エネルギー効率化と産業プロセス近代化を支援し、産業効率技術の製造を

奨励するための革新的融資基金の設立 

 

中小企業は、コストのかかるエネルギー効率化やプロセスの近代化、あるいは産業効率化のため

の製造設備の改造のために、内部資本を解放し、外部から安価な資本にアクセスすることが困難

であることが多い。 連邦政府が支援するリボルビング・ローン・ファンドは、民間資本を補完し、小規

模の中規模企業が施設や産業部門からの排出削減に役立つプロジェクトを引き受けることを可能

にする。 

ファンドを回転させることで、最初の資本調達の後、ファンドを自立させることができる。 

低排出・産業効率化技術の展開を資金面から支援 
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勧告:議会は、産業効率向上、排出削減のためのプロセス近代化、および関連機器製造のための

回転融資基金を設立するための法案を起草すべきである。 議会は、「クリーン・エネルギーのイノ

ベーションと重点脱炭素技術の推進」のセクションで推奨されているように、このような取り組みを

国家気候銀行と調整すべきであるが、議会は、産業部門に特有の様々なリスクと資本要件に対

応するために、産業界が(単に国の気候変動銀行の下での資金調達に適格であるのではなく)専

用の資金を必要としているかどうかを検討すべきである。 プロジェクトに対する連邦政府の支援

は、強力な労働基準(Buy America/nおよびDavis-Baconの一般的な賃金要件を含む)を満たし、

労働、環境、公民権に関するすべての制定法を遵守し、関連する場合にはコミュニティ給付協定

およびプロジェクト労務協定に署名する受給者であることを条件とすべきである。 

 

管轄：エネルギー商業委員会 

 

構成要素:産業効率化技術を導入するための直接グラントとリベートの供与 

 

産業効率機器のアップグレードは、先行コストが高く、長い寿命を持つ資本ストックの回転を必要と

する。 また、産業企業はエネルギー料金の低廉化についても折り合いをつけようとするため、他の部門より

も高コストのエネルギー効率改善を正当化することは困難である。 さらに、企業は、高い収益率と短期間

の投資回収を伴うプロジェクトにのみ投資するよう内部から圧力を受けており、既存の設備が完全

に減価償却されていない場合には、設備の更新や改造を財務的に抑制されることが多い。 このよ

うな場合、直接的な助成金やリベートは、企業がこれらの技術を広く普及させるための最も適切な

資金調達メカニズムとなりうる。 

 

Rep ピーター・ウェルチ下院議員(D-VT)、デビッド・マッキンリー下院議員(R-WV)とロブ・ポートマン上院議員(R-

OH) とジーン・シャヒーン上院議員(D-NH) sによって導入された2019年省エネルギーおよび産業競争力法第II部

(H.R. 3962/S. 2137)は、エネルギー削減とエネルギー効率の良い変圧器を可能にする電気モーターと電子制御

システムのためのリベートプログラムを確立するだろう。 「クリーン未来法」の討議草案には、同様のリベート規

定も含まれている。714 下院民主党は、インフラ法案「前進法」(H.R. 2)のセクション33112に、エネルギー効率の

良い変圧器リベートプログラムを盛り込んでいる。 

 

第115回連邦議会では、マット・カートライト下院議員(D-PA)とジェフ・メルクレイ上院議員(D-OR)が、

エネルギー効率化製造法(H.R. 5042/S. 1687)による雇用創出策を提案した。この法律は、小規模な

中規模製造業者による電力または天然ガスの使用を削減するためのエネルギー効率改善プロジェ

クトの実施に対して助成金を提供するもので、助成金を受けたプロジェクトは、特定の労働要件を満

たさなければならず、米国で生産された鉄鋼製品および製品の使用が義務付けられる。 

 

勧告:議会は、高い初期資本コストを伴う商業的に利用可能な産業効率化技術を展開するため

に、産業企業に助成金とリベートを提供する法案を可決すべきである。 

 

714 Title II, Section 237 and Title V, Section 513, CLEAN Future Act討議案。 
715 H.R. 5042およびS. 1687、「省エネルギー製造法による雇用創出」、第115回会議、https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/5042、https://www.congress.gov/bill/115th-congress/s

enatebill/1687。 
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プロジェクトに対する連邦政府の支援は、強力な労働基準(Buy America/nおよびDavis-Baconの

一般的な賃金要件を含む)を満たし、労働、環境、公民権に関するすべての制定法を遵守し、関連

する場合にはコミュニティ給付協定およびプロジェクト労務協定に署名する受給者であることを条

件とすべきである。 

 

管轄：エネルギー・商業委員会、科学・宇宙・技術委員会 

 

構成要素:CHP、WHP、機械的絶縁など、産業効率に対する税制上の優遇措置を提供 

 

税額控除は、すでに市販されているCHP、WHP、機械的絶縁などの産業にエネルギー効率化技

術を導入する動機づけとなり、企業のコストをさらに引き下げ、企業の競争力を高める。 

 

マイク・トンプソン下院議員(D-CA)とポール・クック下院議員(R-CA)とキャサリン・コーテズ・マスト

上院議員(D-NV)は、2019年再生可能エネルギー拡張法(H.R. 3961/S. 2289)を導入した。これによ

り、CHPの投資税額控除48条が5年間延長されることになった。 ブラドリー・シュナイダー下院議員(D-I

L)は、2019年「排熱利用発電に関する投資税控除法」Waste Heat to Power Investment Tax Credit Act(H.R. 5155)

を導入した。これにより、Section 48の投資税額控除の適格不動産としてWHPが追加されることになる。 ト

ム・カーパー上院議員(D-DE)は、同様の法案である廃棄物熱投資税控除法(S. 2283)を提出した。

下院歳入委員会民主党は、2020年の再生可能エネルギー・効率化法(GREEN)を導入した(H.R. 73

30)が、同じ内容が下院民主党により「前進法」(H.R. 2)にも盛り込まれた。 グリーン法第102条には、

CHP税額控除の延長とWHP税額控除の追加が含まれている。 法案第104条はまた、これらの税額控除

のための直接支払いオプションを提供する。 

 

リンダ・サンチェス下院議員(D-CA)は、2019年機械的絶縁導入奨励法(H.R. 5166)を導入した。こ

れにより、機械的絶縁の設置にかかる人件費に対して10%の税額控除が認められることになる。 

2020年グリーン法(H.R.7330)は、この規定を第502条に盛り込んでいる。 

 

勧告:連邦議会は、CHP税額控除の延長、WHPを含む投資税額控除の拡大、機械的絶縁の設置

に対する税額控除の確立のための法案を可決すべきである。 連邦議会は、これらの税額控除に

対する直接支払いオプションを提供すべきである。 

 

管轄委員会: 歳入委員会 

 

構成要素:気候便益をもたらすＣＣＵＳに税制上のインセンティブを提供する 

 

税制上のインセンティブは、産業CCUSプロジェクトを費用対効果の高いものにし、その展開とそれ

に伴う排出削減を増加させるのに役立つ。 これには、新たな税額控除の創出、既存の税額控除の

拡大、既存のインセンティブの財政的実現可能性の強化などが含まれる。 

 

産業用炭素回収プロジェクトは、炭素酸化物隔離に対する既存の45Q税額控除の対象となる。 し

かし、内国歳入庁(IRS)は45Qの実施ガイダンスを発表するのに2年以上を要し、税額控除が失効する前にプロ

ジェクトが建設を開始することを妨げるかもしれない。 さらに、産業施設は化石燃料発電所に比べて一般的

に毎年の二酸化炭素の排出量が少ないため 
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産業プロジェクトは税額控除からの年間収入が少なく、全体的な資金調達が難しくなる。 45Q税額

控除の追加調整は、産業部門の炭素回収をより経済的に実行可能なものにするのに役立つ可能性があ

り、産業部門の完全なる脱炭素化には必要とされるものである。 

 

テリー・セウェル(D-AL)下院議員は、2019年の炭素回収・隔離延長法(H.R. 5156)を導入した。こ

れにより、2024年までの炭素酸化物隔離に対するセクション45Qの税額控除のための建設開始

期限が延長される予定である。 2020年グリーン法第103条(H.R. 7330)は、セクション45Qの税額

控除の開始期限を2025年まで延長し、セクション104はこの税額控除のための直接支払オプショ

ンを提供する。 

 

勧告:議会は、緩和が困難な部門、特に産業部門での炭素回収の展開を支援し、産業用原料資

源の炭素利用を支援する法案を起草すべきである。 これには、45Qの税額控除を延長して、プロ

ジェクトのライフサイクル全体にわたって明確な気候便益を提供する炭素回収プロジェクトに、直

接的および間接的な効果を含め、長期的な投資の確実性を提供し、炭素利用の回収閾値を引き

下げることが含まれるべきである。 連邦議会は、45Qの税額控除のための直接支払いオプションを提

供すべきである。 議会はまた、税額控除の請求期間の延長、税額控除の価値の増大、産業部門の炭素

回収と炭素利用プロジェクトに特化した投資税額控除の実施を検討すべきである。 IRSは、45Q税額控

除を主張する納税者が、以下に詳述するように、安全で安全な炭素貯蔵のためのすべてのEPA

とIRSの要件を満たすことを確実にすべきである。 

 

管轄歳入委員会 

 

構成要素:産業用水素利用と低排出水素製造に対する税制優遇措置の提供 

 

重工業全体に水素の潜在的な用途があり、産業からの排出量を削減するのに役立つが、これに

は水素生産量の大幅な増加が必要であり、これもまた、気候便益を最大化するために脱炭素化

する必要がある。 このように、グリーン水素の需要と供給が同時に増加すると、ニワトリと卵の問題が発

生し、一方が他方より先には発生しないという問題が生じる。 さらに、工業プロセスにおける水素への燃料

転換とグリーン水素の生産は、高コストの代替品である。グリーン水素コストを製造する現在の商業的方

法は、CCSを用いない水蒸気メタン改質による従来の水素製造より2～8倍高い。 

 

産業プロセスを水素利用に切り替えるための投資税額控除(ITC)は、低・ゼロエミッション水素の

需要創出に役立つであろう。 一方、低・ゼロエミッション水素の生産税控除(PTC)は、よりクリーンな水素

供給の増加に役立つであろう。 議会は、同時に需要と供給を刺激し、これらのインセンティブを、ニ

ワトリと卵の問題を克服するために、低・ゼロエミッション燃料と原料資源の利用に結びつける必

要がある。 

 

エネルギー貯蔵・税特典採用法（Energy Storage Tax Incentive and Deployment Act of 2019） (H.

R. 2096/S. 1142)は、 マイク・ドイル(D-PA)下院議員とマーチン・ハインリッヒ上院議員(D-NM)と コリー・

ガードナー(R-CO) 上院議員によって導入された。同法は、30%のエネルギーITCを水素を含むエネルギー貯蔵

技術に拡張する。 2020年グリーン法第102条 
 

716 Julio Friedmann et al., Low-Carbon Heat Solutions for Heavy Industry: Sources, Options, and Cost Today(世界エネルギー政策センター、2019) 
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(H.R.7330)には、この規定も含まれる。 この税額控除は、純ゼロ・エミッション・グリッドの重要な要

素であるエネルギー貯蔵の導入を促進することに焦点を当てたもので、「よりクリーンで強靱な電

力セクターを構築する」と題されたセクションで詳述されている。このように、水素生産の増加を促

すことができるが、このような税額控除は、電力セクターにおける水素利用にのみ適用されるであ

ろう。 

 

一般に、PTCは、設備投資よりもむしろ実際の生産を刺激するためにITCよりもコスト効率が良い。

717 たとえば、従量制課金でITCを想定したとき、固定費の負担が小さいため、水素生産事業者は電解装

置を受電単価の高い時間には少ししか運転しないだろうと思われる。一方、PTCは、生産者の電解槽利用

の決定に影響を与えず、水素製造コストの低下につながる。電気料金が高額であろうとも低額であっても、

PTC発電事業者が電気料金を利用の意思決定に反映しないため、ITCは同等の価値のPTCと同等の効率

ではないが、同じくらい効率的に機能するであろう。 さらに、水素電解に使用される電力の電源を区別

せず、帯電した蒸気メタン改質をCCSなしに適格とするエネルギー貯蔵ITCは、生成された水素が

依然として大きな排出をもたらす可能性があることを意味する718。 

 

勧告:議会は、低・ゼロ・エミッション水素製造のための技術的に中立なPTCを提供する法案を起

草すべきである。 更なる排出削減を奨励するために、PTCの価値は生産で置き換えられた排出量に基づ

いて階層化されるべきであり、PTCと他の税額控除との調和を図るべきである。例えば、CCUSの45Q税額控

除の対象となる青色水素の生産や、エネルギー貯蔵税額控除の対象となり得る電力セクターにおける水素

の利用など、二重の利益を回避するために、連邦議会はPTCを他の税額控除と調和させるべきである。 

 

勧告:議会は、産業用水素最終用途にITCを提供するための法案を起草すべきである。例えば、

排出集約型の加熱やプロセスから水素の使用に切り替える施設の設備改良などで、水素製造設

備は含まれない。 排出削減を確実にするために、議会はITCをシラミゼロエミッション水素の利用に結び

つけるべきである。 

 

連邦議会は、上記で推奨されている税額控除に対して、直接支払いオプションを

提供すべきである。 管轄: 歳入委員会 

構成要素:産業排出削減のための資金調達を可能にする 

 

他にも、幅広い資金調達の機会があれば、公共資本の目標を定めたポートフォリオ投資や、低利

融資や技術のリスク削減を通じた民間資本の活用を通じて、産業部門での排出削減技術の展開

に役立つであろう。 

 

勧告:議会は、産業排出削減のためのプロジェクトとインフラが、以下のような広範なクリーンエネ

ルギーと気候資金メカニズムに適格であることを確保すべきである。 

 
717 Jay Bartlett et al., Tax Credit Considerations for Decarbonized Hydrogen in the Industrial Sector(Resources for the Future, 2020), Pre-publication版はSelect Commit 
718 Jay Bartlett et al., Investment Tax Credits for Hydrogen Storage(未来のための資源、2020)。 
719 Jay Bartlett et al., Tax Credit Considerations for Decarbonized Hydrogen in the Industrial Sector(Resources for the Future, 2020), Pre-publication版はSelect Commit 
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マスター・リミテッド・パートナーシップ、民間活動債、国家気候銀行、DOE Title XVII融資保証プロ

グラム、またはセクション「クリーン・エネルギー・イノベーションと深層脱炭素技術の推進」で論じら

れているようなクリーン・エネルギー・採用管理。 

 

管轄：エネルギー及び商業委員会、歳入委員会、科学、宇宙及び技術委員会 
 
 

 

たとえ個々の施設が、排出量を削減するために設備やプロセスをアップグレードする技術的・資金

的能力を持っていたとしても、脱炭素化産業のためのプラットフォーム技術の多くは、個々のプラ

ントや企業の範囲を超えたインフラの開発を必要とするだろう。 新しい技術への転換は、既存のイン

フラストラクチャを時代遅れにする可能性がある。 一般に、既存のインフラを可能な限り活用し、技術

のロックインを避け、マルチユースインフラを開発することは、新しいインフラ開発をより効率的に

し、新たな資産の座礁化を防ぐのに役立つであろう。 例えば、既存の化石燃料関連インフラは、水素

または炭素回収のためにアップグレードすることができる。720 インフラは、サーキュラー・エコノミーモデルを

具現化する産業施設の統合システムに向けて動くべきであり、これにより、ある産業プロセスからの廃エネ

ルギーおよび廃材料を別の産業プロセスのインプットとして使用することができる。 また、物理的なインフ

ラだけでなく、労働者の教育・訓練、データ収集・分析といった新しい知識インフラも、産業からの

排出を削減する技術の導入に不可欠である。 

産業財の差別化を可能にするためには、排出原単位やその他の環境データのデジタル化と情報

共有が基本となる。 

 

構成要素:ロバストな材料回収・リサイクルインフラの開発を促進する 

 

新素材の需要とそれに伴う排出量を削減するためには、使用後に既存の素材や商品を回収し、

適切に分別・リサイクルして新製品に利用する必要がある。 このためには、使用済み商品の回

収、各種材料部品の分解・選別、特定材料の化学的リサイクル、リサイクル工程間やメーカーへ

の原料輸送などのインフラが必要となる721 が、これらの新たな物理システムに加えて、材料や製

品部品の特性に関する情報やデータを追跡するためのインフラが、効率的な選別・リサイクルを

可能にするために不可欠となる。 

 

米国を真のサーキュラー・エコノミーに変えるためには、マテリアル・リカバリーとリサイクルの基

盤は、リサイクルのすべての段階において、製造されたすべての商品と包装を網羅する必要があ

る。 紙、プラスチック、ガラス、アルミニウムなどの原料については、既存の地域リサイクルインフ

ラを拡大・標準化する一方で、原料回収の増加には重要な役割を果たします。 
 

720 エネルギー先物イニシアティブ、オプション性、柔軟性、イノベーション:カリフォルニア州における深刻な炭素削減への道筋(2019年) 
721 現在、リサイクル可能なスクラップや廃棄物は海外に出荷されることが多くなっているが、中国のような国では、受け入れる材料の量や種類が制限されているため、これは難しくなっている。  
また、リサイクル可能な素材を海外に出荷することは、輸送に伴う排出量を増加させ、開発途上国の汚染の原因となり、国内経済の循環化への挑戦も高まっている。 国内のリサイクル・インフラが不足し

ているため、外国市場が存在しない場合には、リサイクル可能なものは焼却または埋め立て処分されることになっている。 

産業の脱炭素化を可能にする物理的・知識的インフラの構築 
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またこれらの材料を新製品に変えるための新たな国内インフラも必要となる。 更に、多種多様な

材料から構成され、適切に分解されなければならない耐久財、エレクトロニクス、建築材料のリサ

イクルに対応するため、インフラ投資を拡大する必要がある。 ソーラーパネル、風力タービン、バッテ

リーのようなクリーンエネルギー技術が導入され、最終的に廃止されるにつれて、これらの大型で複雑で多

様で分散した部品をリサイクルするための新しいインフラが重要になるであろう。 

 

新素材生産による排出削減に加えて、リサイクルの増加は他の環境的・経済的利益をもたらすで

あろう。 単回使用プラスチック容器のリサイクルを向上させることにより、海洋生態系に有害な海

洋プラスチック汚染の低減に貢献するとともに、蓄電池や太陽電池パネルなどのエレクトロニクス

のリサイクルにより、クリーンエネルギーや先端技術のための新設備を製造するための重要な鉱

物のより安全で持続可能な供給を創出することができる。 

 

Save Our Seas 2.0 Act (H.R. 3969)のタイトル3は、スザンヌ・ボナミシ下院議員(D-OR)が導入した

もので、地方自治体、部族、および地域の廃棄物管理システムを支援し、廃棄物管理戦略を改善

し、革新的なリサイクルおよび再利用技術を実施するための廃棄物管理インフラグラント・プログラ

ムを設立する。 この法案はまた、EPA管理者に、リサイクル可能な材料の収集を増加させるための経済

的、技術的、資源上の障壁について報告するよう指示し、それらの障壁を克服する方法についての勧告を

提供する。 上院議員ダン・サリバン(R-AK) とシェルドン・ホワイトハウス (D-RI) は、同様の法案を

提出し、上院も同名の法案を可決した(S. 1982)。 

 

アラン・ローウェンタール下院議員(D-CA)とトム・ウダル上院議員(D-NM)は、2020年のプラスチッ

ク汚染防止法(H.R. 5845/S. 3263)を導入した。この法律は、(1) 包装、容器、食品サービス製品、

紙の生産者に対し、製品廃棄物を収集・処理するプログラムの設計、管理、資金調達を義務付

け、(2) 回収、リサイクル、および再利用のインフラに資金を提供するために、すべての飲料容器

に対する国の払い戻し要件を確立することを義務付ける規定を含む。 

 

イルハン・オマール下院議員(D-MN)は、過剰のゼロ化、有機廃棄物の削減、持続的技術的専門

技術(ZERO WASTE)法(H.R.4050)を導入した。この法律は、EPAに対し、有機リサイクルインフラや

電子廃棄物の再利用・リサイクルを含むゼロ・ウェイスト・プラクティスを実施するために、州、地

方、部族の政府や非営利団体に助成金を与えるよう指示するものである。 

 

勧告:議会は、材料回収とリサイクルのためのインフラ整備を促進する法案を可決すべきである。 

これには、地元の廃棄物管理・リサイクルインフラの拡大と標準化の支援、耐久財、電子機器、クリーン

エネルギー技術、建材、その他の消費財・産業財の収集・リサイクルのための物理的・情報インフラネッ

トワークの構築が含まれるべきである。 インフラが拡大するにつれて、政府や企業は、リサイクル収

集車両や処理施設の電化などのインフラからの排出を削減する戦略を組み込むべきである。 一

般に、材料回収とリサイクルのインフラの拡大は、材料効率と発生源の削減を奨励し、回収また

はリサイクルできない有害廃棄物を管理する政策を補完すべきである。 

 

プロジェクトに対する連邦政府の支援は、すべての労働を遵守し、強力な労働基準(Buy America

/nおよびDavis-Baconの一般的な賃金要件を含む) 環境、公民権法、コミュニティ給付協定、プロ

ジェクト労働協定の署名(該当する場合)を満たす受給者であることを条件とすべきである。 
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管轄：エネルギー・商業委員会、運輸・インフラ委員会 

 

構成要素:実証プロジェクトを通じた大規模な炭素貯蔵能力の拡大と市民参加の拡大  

 

炭素回収が気候変動緩和に有用であるためには、二酸化炭素の回収に成功し、リサイクルまた

は製品の寿命の終わりに腐敗から保護される新しい材料および製品に永久的に貯留または再利

用されなければならない。 研究者は炭素の再利用のための複数の手段を模索しているが、気候の観点

から捕捉された炭素を貯留する最良の選択肢は、地下への二酸化炭素の永久隔離である。 

 

DOEは、発生源から回収された炭素を貯留する米国の能力を高めるために、炭素貯留保証施設事

業(CarbonSAFE)イニシアティブを管理している。 このプログラムは、炭素貯留プロジェクトを実施する地

域の能力を開発するために創設された地域炭素貯留パートナーシップDOEのネットワークに基づいている。 

しかし、このプログラムの規模は、問題の必要性と緊急性に合致していない。 

 

 マーク・ビーシー下院議員(D-TX)と デビッド・シュウェイカート下院議員(R-AZ)は、2019年超党

派の化石エネルギー研究開発法(H.R. 3607)を導入した。これは、とりわけ、炭素貯蔵のためのR

D&Dプログラムを実施するようDOEに指示する規定である。 これには、DOEの地域炭素隔離パ

ートナーシップの一環として、大規模炭素隔離の新たな、または拡大された既存の実証事業に資

金を提供し、これらの実証事業を統合された商業的貯蔵施設に移行することが含まれる。 

 

エネルギー・商業委員会のクリーン未来法の討議案503(e)は、年間1,000万トン以上の二酸化炭

素を貯蔵するよう設計された塩水地層における大規模な二酸化炭素貯蔵場所の商業化プロジェ

クトに資金を提供する予定である。 

 

さらに、公共の理解と信頼が個々のプロジェクトの成功の鍵であることから、連邦政府は、大規模

地下炭素貯留に関する広報活動を優先する必要がある。723 既存の地域炭素貯留パートナーシッ

プは、地下炭素貯留に関する一般市民の理解を深めるために、幅広い利害関係者を参加させる

のに有利な立場にあると言える。 

 

勧告:議会は、大規模な炭素貯蔵能力を拡大するために、DOEが炭素貯蔵RD&Dプログラムを実

施することを承認する法律を可決すべきである。 このプログラムは、CarbonSAFEイニシアティブ

を拡大し、塩水地層における大規模な二酸化炭素貯留地の実証・商業化プロジェクトに資金を提

供すべきである。 プロジェクトに対する連邦政府の支援は、強力な労働基準(Buy America/nおよ

びDavis-Baconの一般的な賃金要件を含む)を満たし、労働、環境、公民権に関するすべての制

定法を遵守し、関連する場合にはコミュニティ給付協定およびプロジェクト労務協定に署名する受

給者であることを条件とすべきである。 
 

 

722 Title V, Section 503, CLEAN Future Act討議草案。 
723 Sallie E. Greenberg and Lori M. Gauvreau, “Communicating Science and Technology While Engaging the Public at the 
イリノイ盆地-10月計画、温室効果ガス:科学技術4号、2014年、https://doi.org/10.1002/ghg.1435. 



| ページ 

256 

 

勧告:議会はまた、DOEに対し、地域炭素隔離パートナーシップと共に、広範な利害関係者を集め、

地下炭素貯留に関する資料を作成し、市民の理解を深めるためにコミュニティを関与させる地域会

議を主催するよう指示すべきである。 

 

管轄：科学・宇宙・技術委員会、エネルギー・商業委員会 

 

構成要素:地下炭素貯蔵の強固な規制監督の確保 

 

地下炭素貯留に対する国民の信頼を得るためには、炭素貯留プロジェクトに対する連邦政府の

強力な監督が必要である。 EPAは地下噴射制御プログラムを維持し、二酸化炭素の地中隔離に

関するクラスVIの許可を発行している。 EPAの温室効果ガス報告義務のサブパートRRの下で

は、二酸化炭素の地中隔離を実施する施設は、EPAが承認したモニタリング、報告、検証(MRV)

計画を策定・実施し、施設に貯留された二酸化炭素の量などを報告しなければならない724。 

 

2020年4月、税務当局の財務監察官からの書簡により、納税者がセクション45Qの二酸化炭素隔

離に関する税額控除がEPAサブパートRR規則を遵守していないのに、9億ドル近くの税額控除を

請求したことが明らかになった。725 IRSは、不遵守債権のうち約5億3,000万ドルを監査し、これを

認めなかった。726 20年4月29日、ロバート・メネンデス上院議員(D-NJ)は、IRSに対し、セクション4

5Qの税額控除のより良い実施を求める書簡を送付した。この書簡には、「セクション45Qの税額控

除の価値が10,000ドルを超えると主張していたすべての納税者の監査を行い、納税者がすべての

必要な規則を遵守していることを確実にするために、クレジットを前進させたと主張するすべての

納税者を調査するキャンペーンまたは特別プロジェクトを実施する」などが含まれる。  

 

ジョン・ホーブン上院議員(R-ND)が導入したCO2規制の確実性に関する法律(S. 2263)は、セクショ

ン45Qによる税額控除を要求するために二酸化炭素の地中貯留について認められる基準を弱める

ことになる。 

 

エネルギー商業委員会のクリーン未来法の討議草案第503(e)条は、「安全な飲料水法」に従

い、地中貯留のための二酸化炭素注入用の第6種井戸をEPAが追加的に許可することを認め

ている。 また、EPAは、「安全な飲料水法」に従い、地中貯留のために二酸化炭素を注入する第6種井戸

を許可する権限を委任されている州に補助金を交付するよう命じている。728。 

 

勧告:連邦議会は、安全な飲料水法に従い、地中貯留のための二酸化炭素注入のための第6種井

戸を許可するために、EPAへの追加支出を承認すべきである。 議会はまた、EPAに対し、安全な飲

料水法に従い、地中貯留のための二酸化炭素の注入のための第6種井戸を許可する権限を委任さ

れた州に補助金を与えるよう指示すべきである。 
 

724 U.S. Environmental Protection Agency, EPA 816-U-16-001, よくある質問: クラスVIおよびサブパートRR報告 
(2016年9月) 

725 J. Russell George, U.S. Tax Administration, General For Tax Administration, Letter to Honorable Robert Menendez, United Senate(2020年4月15日) 
726 同上 
727 ロバート・メネンデス上院議員、チャールズ・レッティグ内国歳入庁長官宛書簡(2020年4月29日) 
728 Title V, Section 503, CLEAN Future Act討議草案。 
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勧告:議会は、二酸化炭素の地中貯留に適用される既存の規制を緩和する試みを拒否すべきであ

る。これには、第45Q条の税額控除を要求する要件が含まれる。 

 

管轄:エネルギー・商業委員会、歳入委員会 

 

構成要素:産業における低排出水素利用のためのインフラハブ開発の促進 

 

合理的なコストで水素の幅広い利用を達成するために、産業界は、水素を製造し、施設に輸送

し、輸送の前後に水素を貯蔵するためのインフラを必要とする。 1つの選択肢は、少数の大規模施設

で水素を生成し、それをパイプライン網を通して個々の工業施設に供給することである。 もう1つの選択肢

は、より多くの分散した小規模施設でそれを生成することであり、これはより少ない流通インフラを必要とす

る。 水素製造者は、水素を直接輸送する代わりに、水素を輸送または貯蔵のためにアンモニアま

たはメタンに変換することもできる。 

 

短期的には、連邦政府は、産業界が既に工業用水素を使用しており、安価でゼロ・エミッションの

電気が豊富にある地域や、既存のインフラが青色水素の生産に役立つ地域など、低排出または

ゼロ・エミッションで水素を生産できる地域において、水素インフラの開発を優先すべきである。 

湾岸、特にルイジアナ州とテキサス州は、産業界が水素インフラのハブを実証するのに理想的な

地域となるだろう。 

 

勧告:議会は、水素の産業用途を支配する地域の水素インフラハブから始めて、水素生成、輸

送、貯蔵インフラの開発を促進する法案を起草すべきである。 議会は、運輸省(DOT)、パイプライ

ン・危険物安全局(PHMSA)、DOE、商務省(DOC)、NIST、その他の関連機関に対し、(1)水素イン

フラ開発計画の作成、(2)水素インフラ開発のための規制枠組みの見直し、(3)開発計画と整合性

のとれたインフラの建設を可能にするために、既存の規制、コード、基準の改訂または実施を指

示すべきである。 政府機関は、水素インフラの開発の優先順位を決定する際に、電力、運輸、建

築部門のような水素の他の潜在的な用途を考慮すべきである。 規制を見直し、実施する際には、機

関は利害関係者と協力して、インフラの立地、許可、建設のプロセスが(1)影響を受けるコミュニティ、土地所有

者、部族との早期の関与を含み、(2)既存のインフラの利用を最適化し、(3)環境と安全への影響を包括的に評

価し、緩和することを確実にすべきである。 

 

管轄：運輸・インフラ委員会、エネルギー・商業委員会、科学・宇宙・技術委員会 
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構成要素:国家環境製品宣言データベースと技術援助プログラムの構築 

環境製品宣言(EPD)は、工業材料や工業製品の生産に伴う排出を含め、製品に関する

環境情報を提供するものである。 

標準化されたEPDは、ライフサイクルでの温室効果ガス排出量を算定し、材料間のより正確な比較

を可能にするために最も有用である。 すべての製品がEPDを持っているわけではなく、現行のEPD

は一貫性がなく、材料間の正確な比較に信頼性がないため、EPDはプロジェクト設計者と開発者が

材料調達に関する情報のためほとんど使われてこなかった。 EPDの標準化により、工業製品の購

入者は、自社の材料や製品の選択による排出影響を容易に理解することができ、製品排出量を削

減するインセンティブを製造業者に与えることができる。 

エネルギー・商業委員会のクリーン未来法の討議草案は、とりわけ、建設資材と製品のEPDデー

タベースを作成し、製造業者が自社製品のEPDを開発・検証するのを支援する技術援助とグラン

ト・プログラムを創設するものである729。 

勧告:連邦議会は、EPAに対し、建設資材や製品、その他の工業製品の国内EPDデータベースを

確立し、ISO 14025や米国道路交通当局者協会の資材基準などの既存の基準やデータベースに

基づいて、データベースEPDで使用される温室効果ガス排出量のライフサイクル分析の標準化さ

れた要件を決定するよう指示すべきである。 EPAは、以下に詳述するように、このデータベースを

連邦政府のBuy Cleanポリシーと調整すべきである。 

勧告:連邦議会は、小規模中規模製造業者が自社製品のEPDを開発・検証するのを支援するた

めに、国内EPDデータベースのために製造業者がEPDを作成するのを支援するための新しいE

PA技術援助プログラムと、補助プログラムを承認すべきである。 

管轄：エネルギー商業委員会 

構成要素:産業部門の脱炭素化に向けた労働力への投資 

産業部門の排出量に対処するために新しい技術や産業分野が出現するにつれて、労働者は新し

い技術を習得したり、既存の技術を新しい取引に移転する機会を見つける必要が出てくると考え

られる。 産業部門がネット・ゼロ、サーキュラー・エコノミーに移行する中で、労働者を取り残さな

いこと、また、教育・訓練プログラムには産業界に関連したスキルセットが含まれていることが重

要である。 

勧告:連邦議会は、「米国の労働者に投資し、公正な経済を築く」の項に詳述されているように、労

働者の解雇や配転を防ぎ、クリーンな経済への移行に必要な技能を労働者に確実に身につけさ

せるために、登録徒弟制度、現職労働者あるいはオン・ザ・ジョブ・トレーニングのような、産業部

門と産業企業に関連する職業と技能が、あらゆるスキル向上のための労働力開発プログラムに

含まれることを確保すべきである。これらのプログラムは、労働者の新しい技能へのアクセスを支

援するだけでなく、労働者が既存の技能と専門知識を他の良好な職業に転換する機会を見つけ

るための関連技能評価を提供すべきである。 

管轄：教育・労働委員会 
 

729 Title V, Section 521, CLEAN Future Act討議草案。 
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RD&Dと財政的インセンティブは、産業の非炭素化のための技術を商業的に利用可能にするのに役

立つが、議会はまた、広範な展開を仕向けるために、補完的な需要サイドの政策も制定しなければ

ならない。 産業財を排出原単位やその他の環境特性によって差別化し、公共調達や基準を通して

これらの優先財の保証された市場を創出することは、すべての企業が排出量やその他の汚染を削

減し、最終的には除去することを確実にすると考えられる。 低排出物の需要を押し上げるための追加

政策としては、「クリーンエネルギー技術の障壁を打ち破る」のセクションで論じられている炭素価格設定や、

「エネルギー効率を最大化し、排出をなくすための住宅と事業の建設と改良」のセクションで論じられている

建築部門の最終用途政策がある。 

 

構成要素:低排出物資・製品の連邦調達(「クリーン購入」) 

インフラ・建築物を含む 

 
米国では、鉄鋼、化学品・プラスチック、セメント・コンクリートが産業排出量のかなりの割合を占め

ている。 これらのコモディティ製品の現在の低排出バージョンは、価格プレミアムを付けられてお

り、一般市場での広範な普及を妨げている。 排出の少ない素材や製品に特化した市場を創出すること

は、生産規模の拡大やコストダウンにつながる。 連邦政府はこれらの商品、特にインフラや建築物の

主要な購入者であるため、低排出オプションの連邦政府による調達は、その配備を増やし、低排

出技術への投資が利益をもたらすという明確なシグナルを民間部門に送ることで、大きな市場を

創出することができる。 カリフォルニア州では、構造用鋼、炭素鋼鉄筋、板ガラス、ミネラルウールボード

の断熱材について「バイ・クリーン」政策が制定され、他のいくつかの州でも同様の政策が検討されている。 

 

エネルギー・商業委員会の「クリーン未来法」の討議案は、「Federal Buy Clean Program」を作成し、

「連邦のファンドが支援するプロジェクトにおいて、建設資材および製品の具体化された炭素排出量

を着実に削減し、クリーンな建設資材および製品の使用を促進する」としている。 

 

多くの工業製品は国際的にも取引されており、EITE製品に分類されることが多い。 これらの材料のい

くつかの米国生産は、他の国よりも排出集約度が低い可能性があるため、調達政策は、EITE産業の国内生

産と製造にも、明確な「Buy America/n」要件や国境調整条項を設けることなく利益をもたらす可能性がある。 

 

勧告:連邦議会は、技術パートナーとしてDOEとNISTと協力して、連邦政府調達のための「バイ・クリ

ーン・プログラム」および連邦資金が支援するプロジェクトを設立するよう、EPAに指示すべきであ

る。 

(1) 鉄鋼、コンクリートなど排出集約型の物品の調達における排出原単位の最大基準値を設定す
る。 

 

 
 

730 カリフォルニア州ゼネラル・サービス局、「Buy Clean California Act」、https://www.dgs.ca.gov/PD/Resources/PageContent/Procurement-Division-Resources-List-Folder/Buy-Clea

市場の創造と低排出工業製品・技術基準の策定 



26  

n-California-Act。 2020年6月アクセス。 
731 Title V, Section 521, CLEAN Future Act討議案。 

https://www.dgs.ca.gov/PD/Resources/Page-Content/Procurement-Division-Resources-List-Folder/Buy-Clean-California-Act
https://www.dgs.ca.gov/PD/Resources/Page-Content/Procurement-Division-Resources-List-Folder/Buy-Clean-California-Act
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(2)革新的な低排出素材を支えるための調達枠を要求する。 

 

議会は、最大排出原単位のベンチマークを決定する際に、実現可能性と費用の考慮をバランスさ

せつつ、利用可能な技術の最新技術を考慮すべきである。 EITE産業を保護するために、議会はま

た、ほとんどの国内製造業者が利用可能な技術に対応できるが、より排出量の多い製品を排除で

きるレベルで、これらの基準を設定すべきである。 ベンチマークはまた、産業に改善を促し、ますま

す低排出技術のコストを引き下げ続けるために、厳しさを増すべきである。 EPAは、Energy Star for 

Industryや上記で推奨されている国内EPDデータベースのような既存のデータやプログラムに基づ

いて、適切なベンチマークや製品カテゴリーを決定し、包括的で透明性のある意思決定プロセスの

一環として、関連する利害関係者(最低限、組合、環境団体、影響を受ける企業、環境司法団体、学

者)を関与させるべきである。 最大限の効果を発揮するために、Buy Clean Programは、鉄鋼やその

他の排出集約型工業製品を調達するプロジェクトの調達と資金調達に関与するすべての連邦機関

に適用されるべきである。 

 

超低排出物質の画期的な革新を促すインセンティブを創出するために、議会はEPAに対し、低排

出物の調達のための追加要件を創設するよう指示すべきである。 この要件は、連邦政府機関お

よび一定規模(プロジェクトの総費用100万ドルなど)を超えるすべてのプロジェクトで、最低限の額

以上の連邦資金を利用するものに適用されるべきである。 この要件は、各機関および対象となる各

プロジェクトによるすべての資材調達のわずかな割合から始めるべきであり、経時的に増加するべきであ

る。 このより高いレベルの製品の排出原単位のベンチマークは、低排出技術の最先端を押し上げるもので

あり、技術の改善に従って段階的に条件を見直すようにされるべきである。 例えば、コンクリートに関す

る高次の要求条件では、回収された炭素で作られたコンクリートの調達を奨励し、炭素利用を促

進することができる。 議会は、この上位層に加えて、あるいは代替として、排出量の削減、現場コミュニ

ティにおける雇用創出、道路上の労働基準の高さ、国内の内容など、望ましい利点を提供する提案に追

加的なポイントを与える制度の創設を検討すべきである。 

 

製品間の正確な比較を保証するために、バイ・クリーン・プログラムは、標準化されたライフサイク

ル排出量算定、データの透明性測定、および第三者検証を組み込むべきである。 議会は、EPA

に対し、政策の柔軟性と実施の容易性をバランスさせるために、あらゆる調達方針に含めるよう、

材料または製品カテゴリーの種類(例えば、構造用鋼と自動車用鋼)、その特異性のレベル(例え

ば、セメントとコンクリート)、およびプロセスの違い(例えば、電気炉と高炉鋼の生産)を慎重に検討

するよう指示すべきである。 環境問題に加えて労働問題に取り組むために、議会は「バイ・クリーン・ポ

リシー」を「バイ・フェア」と呼ばれる労働調達基準と組み合わせたいと考えるかもしれない。議会は、クリ

ーン・バイ・ポリシーと、企業の排出削減を支援するための継続的な投資(RDD&Dや本セクションで説明す

る資金援助メカニズムなど)を組み合わせるべきである。 プロジェクトに対する連邦政府の支援は、強

力な労働基準(Buy America/nおよびDavis-Baconの一般的な賃金要件を含む)を満たし、労働、

環境、公民権に関するすべての制定法を遵守し、関連する場合にはコミュニティ給付協定および

プロジェクト労務協定に署名する受給者であることを条件とすべきである。 

 

管轄：エネルギー・商業委員会、運輸・インフラ委員会、監督・改革委員会、科学・宇宙・技術委員会 
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構成要素:主要産業製品の貿易可能なパフォーマンスに基づく排出基準の導入 

 

電気のクリーンエネルギー基準のような部門横断的な基準は、排出削減を確実にすることができ、

低排出の工業製品の供給をさらに引き上げるために、公共調達を超えた市場を創出することができ

る。 パフォーマンス基準では、特定の工業製品の生産量あたりの排出原単位のベンチマークが設定されて

おり、これは経時的に減少し、排出削減を推進している。 

研究者は、米国の鉄鋼、石油化学、セメント製造業で最もパフォーマンスの悪い設備の10%と40%の

レベルで基準を設定すれば、それぞれ二酸化炭素排出量を年間600万トン以上、年間4000万トン以

上削減できると推定している。 

 

パフォーマンスに基づく排出基準は、すべての企業が同じ基準を満たさなければならない純粋に規

制的なものであってもよく、また、ベンチマークに対してパフォーマンスが過大である企業と過小であ

る企業との間でクレジット取引が認められている、より市場ベースのものであってもよい。 このた

め、EITE産業にとって重要な要素である製品の排出原単位を低減しつつ、競争力を維持することが

できる。 また、取引は、企業が必要以上に自社のパフォーマンスに対して信用を得るため、より革

新的なソリューションを提供するインセンティブにもなる。 

 

しかし、取引は、すべての施設が排出量を削減することを保証するものではないため、もし排出量

が恵まれないコミュニティにとどまっていると、公平性の問題を引き起こす可能性がある。 議会

は、この望ましくない結果を最小限に抑える一方で、コンプライアンスの柔軟性とイノベーションへ

の動機づけを可能にするために、取引にある程度の制限を課すことができる。 汚染物質に関す

る強力なEPA規則の施行と実施、ならびにこの環境汚染の累積的影響の考察は、取引による潜

在的な悪影響を最小限に抑えるのに役立つであろう。 本報告書では、「不均衡に曝露された地域社

会に投資し、汚染を削減し、環境司法を推進する」というセクションで、これらのコミュニティにおける排出削

減のためのさらなる提言を行う。 

 

勧告:議会は、EPAに対し、技術パートナーとしてDOEとNISTと協力して、鉄鋼、アルミニウム、セメ

ント、コンクリート、セラミック、ガラス、化学薬品、プラスチック、肥料、パルプ、紙といった排出集

約型産業の取引可能なパフォーマンス基準を確立するよう指示すべきである。 EPAは、どのセク

ターを基準に含めるべきか、また、製品ライフサイクル排出量の範囲、類似したタイプの製品間の

差別化、ベンチマークの厳格性など、排出原単位のベンチマークをどのように設定するかを慎重

に検討すべきである。 EPAはまた、上記で勧告されたバイクリーンプログラムと協調し、標準やフェンスラ

インのコミュニティの対象となる業界を含む様々な利害関係者と協議し、適切なベンチマークを決定すべき

である。 EPAは、ベンチマークを公正、シンプル、透明な形で、ゲームが難しいように設計すべきで

あり、ベンチマークには、時間の経過とともに、純ゼロエミッションの目標に向けた段階的な条件

強化を組み込むべきである。 製品排出原単位の報告には、標準化されたライフサイクル排出量の算

定、データの透明性の測定、および第三者検証を含めるべきであり、上記で推奨されている国内EPDデータ

ベースのような既存のデータ構造と調整すべきである。 企業が基準を満たせるようにするために 
 

 

732 Vincent Gonzales et al., Clean Energy Standard for Industry: Scoping Analysis (Resources for the Future, 2020). 
733 Carolyn Fischer, Market-Based Clean Performance Standards as Building Blocks for Carbon Pricing (The Hamilton Project, 2019). 
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議会は上述のRDD&Dや財政支援メカニズムなどを通じたより寛大な投資によって、ますます厳しく

なっているベンチマークを適合させなければならない。 

 

議会は、排出量の多い施設が排出量を減らすための要件を回避できるようにしたり、最下層コミ

ュニティに格差を生じさせたりするなど、意図しない結果を避けるために、クレジット取引に一定の

制限を設けるべきである。 議会は、EPAに対し、この政策の配分上の影響、特に過去の汚染によ

って最も被害を受けた環境弱者コミュニティにおける配分上の影響を評価し、これらのコミュニテ

ィへの悪影響を最小限に抑えるための政策調整を行うことを要求すべきである。 議会はまた、排

出削減を加速し、不確実性を低減するために、コストを上限とする信用価格の上限と信用価格の

下限を実施することを検討すべきである。 経済全体の政策との潜在的な統合を可能にするため

に、EPAは、将来の政策の調和の余地を残すために、これらの基準を慎重に策定すべきである。 

貿易からの炭素漏れ問題に対処するため、議会は、以下でさらに詳細に議論する、補完的な国

境調整メカニズムを実施すべきである。 

 

管轄：エネルギー・商業委員会、科学・宇宙・技術委員会 

 

構成要素:排出集約型商品のための国境調整メカニズムの実施 

 
国内のサブセクター排出基準や炭素価格の導入は、特にEITE産業において、国内メーカーのコス

トを増加させる可能性がある。 コストの上昇を補うためには、自社製品の価格を引き上げるか、収

入を減らさなければならず、規制されていない外国メーカーとの競争上の不利な立場に置かれる

ことになる。 価格と製品関連の排出量の差を補うための追加的な政策がなければ、国内の製造

業者は、自社の施設を閉鎖するかオフショアにするかを決定することができる。 国内の炭素政策

は、国内生産からの排出を削減することに成功したであろうが、これらの排出は、生産が増加した他の国

では依然として顕在化し、「炭素リーケージ」を招くことになる。 

 

連邦政府による追加的な炭素政策を制定しなくても、排出集約型の工業製品の国際貿易を通じ

て、既に炭素漏れが発生している。 貿易に含まれる排出量は、国内の炭素政策では説明できな

いことが多いが、ここ数十年間で着実に増加し、今日の世界の炭素排出量の約4分の1に達してい

る。734 米国は、具体化された排出量の最大の輸入国であり、次ぐ最大の輸入国である中国の2倍

以上である。735 

 

国境調整メカニズムは、輸入と輸出の価格を、生産と国内炭素政策に伴う排出量に基づいて修正

する。 一般的に、これらのメカニズムは、汚れた輸入品に対して税金を課し、よりクリーンな輸出品に対して

リベートを提供する。 国内の炭素政策を遵守しなければならない国内メーカーの競争条件を平準化

し、製品価格を生産関連排出量と関連付けることによって、国境調整メカニズムは炭素漏洩とオフ

ショアリングの問題を解決する。 

 

勧告:議会が排出集約型産業の国内性能基準または炭素価格を制定する場合、議会は、EITE財を

含む主要排出集約型産業に対して、輸入関税や輸出補助金などの国境調整メカニズムも制定すべ

きである。  
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734 Daniel Moran et al, The Carbon Loophole in Climate Policy (Buy Clean, 2018). 
735 同上。 
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国境調整メカニズムの設計は、基準よりも高い排出原単位を有する輸入品に関税を課し、基準と

比較した当該産品の排出原単位の差で比例配分するようにすべきである。 逆に、受入国が設定し

たサブセクター基準(または、基準が存在しない場合には、国内のサブセクター平均排出原単位)に比べて

排出原単位が低い輸出産品には、受入国の基準と比較して、当該産品の排出原単位の差で比例配分し

た補助金が与えられる。 連邦政府は、輸出補助金を相殺し、超過収入を(1)排出削減のための技術

や設備に投資するためのEITE財の国内製造業者、(2)上述したような産業排出削減技術のRDD&

D支援、(3)化石燃料からの転換によって最も影響を受けるコミュニティに振り向けるために、関税

からの収入を用いるべきである。 

 

独立した専門家パネルは、関税または補助金を計算するために、輸入品の排出原単位と他国の部

門の平均排出原単位を決定すべきである。 このパネルは、これらの決定事項を定期的に見直し、

改訂し、他の国や国際的な製造業者が排出量を削減し続けるよう促すべきである。 議会は、国際

貿易ルールおよびこの政策を実施する際の無差別の原則に従うべきである。 

 

管轄:歳入委員会;エネルギー・商業委員会 

 

構成要素:産業機器・プロセスの強固なエネルギー効率基準の確立 

 

エネルギー政策・省エネルギー法は、DOEに対し、家庭用・商業用機器のエネルギー効率基準を設

定・維持することを義務付けている。736 これらの効率基準は、1987年から2015年までの間に、米国

が約30億トンの二酸化炭素排出を回避するのに役立った。737 DOEの器具・設備基準プログラム

は、60以上の製品を対象としており、家庭、商業ビル、産業における消費者の大幅な節約と効率向

上の重要な原動力となっている738。 

 

最近、DOEは新しい基準を設定する期限を過ぎ、既存の基準を弱めたり、ロールバックしようと試

みた。739 期限が過ぎても、法律は州が独自の基準を設定することを先取りしている。740 DOEは、

特に産業機器に関連する追加的な省エネルギーを解除するために、他の器具や設備の追加基準

を設定する既存の権限を行使することができる。 例を挙げると、現在の基準では、家庭でのエネ

ルギー使用量の約90%、商業ビルでのエネルギー使用量の約60%をカバーしているが、工業用エ

ネルギー使用量の30%を占めるにすぎない。741 

 

 

 

736 42 U.S.C.§6291-6374e。 
737 米国エネルギー省、省エネルギー、家電・機器付金基準(2017)  
738 Andrew deLaski and Joanna Mauer, Energy-Saving States of America: How Every State Benefits from National Appliance Standards (Appliance Standards Awareness Project and American 

Council for an Energy-Efficient Economy, 2017). 
739 Robert Walton, "DOEは、4つの長時間遅延効率基準、第9回回路規則、"Utility Dive, 10. 11, 2019"を実施しなければならない。 
740 42 U.S.C.§6297。 
741 米国エネルギー省、省エネルギー、家電・機器付金基準(2017) 
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DOEはまた、さらなる省エネルギーを促進するために、部品レベルの基準ではなく、プロセスあるい

はシステムレベルの効率基準を確立することもできる。742 

 

エネルギー・商業委員会のクリーン未来法の討議草案は、DOEがそのような基準を更新する期限を

過ぎた場合、連邦の効率基準の先買いを停止することになっている。  

 

勧告:連邦議会は、トランプ政権が遅らせたり、あるいは弱めようとした器具と設備の基準を成文化

する法案を可決し、エネルギーと排出削減ポテンシャルに基づいて、追加的な産業用機器とプロセ

ス基準を設定するようDOEに指示すべきである。 議会はまた、DOEが適用される期限を過ぎた場合に

は、州がより厳しい基準と新しい基準を設定することを認めるべきである。 このような新しい、あるいはより

厳しい州の基準は、DOEが州の基準と同等かそれより厳しい対応基準を設定し、後発の規則制定

が州の進展を後退させないようにするまで、有効であるべきである。 

 

管轄：エネルギー商業委員会 

 

構成要素:低排出熱ポートフォリオ/パフォーマンス基準の確立 

 
州の自然エネルギーポートフォリオ基準(RPS)は、自然エネルギー発電技術の市場の創出を支援

し、その普及を促進し、そのコストを削減してきた。 いくつかの州RPSプログラムには、再生可能熱エ

ネルギーのカーブアウトが含まれている。 産業用熱エネルギーのために連邦レベルに拡大すれば、このメ

カニズムは産業用熱源の低排出源の採用を促す可能性がある。 RPSと同様に、低排出熱ポートフォリオ

基準は、クリーンな電力、太陽熱、ある種のバイオマス、地熱、バイオガス/再生可能な天然ガス、

低排出水素、および先進的な原子力などの、世界中のゼロエミッションエネルギー源から、産業施

設が必要とする熱エネルギーの量を増加させる可能性がある。 あるいは、低排出熱性能基準

が、産業用施設が熱源からの特定のベンチマーク炭素集約度を満たすことを要求するという場合

もある。 

 

勧告:連邦議会は、産業界における低排出暖房技術の展開を推進するために、連邦低排出熱ポ

ートフォリオ/性能基準を確立する法案を起草すべきである。 この規格は、技術的に中立なものでな

ければならず、技術が特定の排出閾値を下回ることを条件とするものでなければならない。 議会は、基準

を策定する際に、関係機関や業界を含む多様な利害関係者や専門家のグループと協議すべきである。 連

邦議会は、利用可能な最良の技術に基づき、産業界が必要な投資に備えるための準備期間を設

けるために、様々な産業のサブセクターに合わせた目標を検討すべきである。 多くのRPSプログ

ラムと同様に、連邦議会は、業界関係者がクレジットを取引できるようにすることも考慮すべきであ

り、その際には、開発の早い段階にある技術や、環境上の便益を提供する技術など、特定の技術

のカーブアウトを含めるべきである。 

 

管轄：エネルギー商業委員会 
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742 Jeffrey Rissman et al., “Technologies and policies to decarbonize global industry: Review and assessment of mitigation drivers through 2070,” Applied Energy 266 (2020). 
743 Title III, Section 321, CLEAN Future Act討議草案。 
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構成要素:材料の再循環と効率を高める基準を制定し、サーキュラー・エコノミーに向けて動く 

 

エネルギー効率が、よりクリーンなエネルギー生成へ移行するための費用対効果が高く、補完的

な方法であるのと同様に、材料効率やサーキュラリティは産業生産による炭素汚染を削減するた

めの重要なツールである。 マテリアル・イノベーションへの投資とサーキュラー・エコノミー・ロード

マップの策定が重要であるが、本節で前述したように、連邦政府は、これらの新しい技術やコンセ

プトを市場に投入し、より広範に展開するために、関連する基準や要件を採用する必要がある。 

これらの基準は、様々な形態をとることができるが、主に対象となる原材料や製品製造業者を対

象とし、原材料やリサイクル材料の使用、使用済み製品や製品リサイクルの取り扱い方法、製品

設計プロセス、ビジネスモデルに影響を与える。 一部の基準は、家庭や企業のリサイクル要件、

特定の製品の埋め立てや使用料、インフラや建設に必要な材料を減らすための要件など、消費

者にも影響を与える可能性がある。 一般的に、これらの基準は、材料の効率化とリサイクルを追

求し、消費や廃棄物からよりサーキュラー・エコノミーなものへと移行することを目指すべきであ

る。 

 

アラン・ローウェンタール下院議員(D-CA)およびトム・ウダル上院議員(D-NM)は、2020年のプラス

チック汚染防止法(H.R. 5845/S. 3263)を導入した。この法律は、(1) 特定の製品および包装に対して

拡大生産者責任を求め、リサイクルおよび汚染浄化の負担を公衆から生産者に移すこと、(2) 特定

の使い捨て製品の使用を禁止すること、(3) リサイクルおよび堆肥化を、標準化、リサイクル含有率

の要件、より良い製品設計および表示、特定の廃棄物輸出の禁止を通して奨励すること、(4) EPA

が大気および水の排出を最小限に抑えるためにこれらの施設に関する規制を更新する一方で、新

しいプラスチックを作り出したり、またはプラスチックを新しい製品または燃料のための化学原料に

変換したりする新規および拡大された工業施設の許可を一時停止することを規定している。 

 

2019年12月ジョー・ネグセ下院議員 (D-CO) とキム・シュリエー下院議員(D-WA) は、下院管理委員会に対し、

委員会の全部の部屋および議事録に使い捨てプラスチックボトルを使用しないようにする政策変更を求める書

簡を送付した744。 

 

勧告:議会は、拡大生産者責任、リサイクルとコンポスト化の標準化、リサイクル含有率要件を含

む、材料の再循環と効率を高める基準を確立するための法案を可決すべきである。 議会は、特定

の材料や製品に料金や禁止を課し、特定の廃棄物の輸出を禁止し、新しい材料の生産施設を許可する前

に、将来の材料の必要性とそれに伴う排出量を総合的に検討させることを検討すべきである。 議会はま

た、修理、再使用、リサイクルのための設計を要求し、計画的な陳腐化を禁止するなど、製品設

計に関する基準を検討すべきである。 可能であれば、基準は廃棄物管理と汚染の負担を公衆から生

産者に移すことを目指すべきである。 これらの基準及びその他の政策措置は、プラスチック及び化学品、

鉄鋼、セメント及びコンクリート、アルミニウム、ガラス、パルプ及び紙のようなすべての主要な工業材料を

含むべきである。 これらの政策を実施する際には、議会は、本節の前半で詳述したサーキュラー・

エコノミーのロードマップの提言に従うべきである。 

 

管轄：エネルギー商業委員会 
 

744 Joe Neguse、Kim Schrier、Honorable Zoe Lofgren、下院管理委員会委員長宛て書簡(2019年12月11日) 
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構成要素:産業的非炭素化を可能にする技術が連邦エネルギー調達政策と基準に含まれることを確保す

る。 

 

連邦議会の議員は、本報告書の他の箇所で説明されているように、クリーンエネルギー調達政策と

クリーンエネルギー・燃料基準を確立するための法案を検討する際、CHP、WHP、炭素回収、低排

出水素、先進的原子力など、産業界の脱炭素化にも役立つ技術を含めるべきである。 他のセクタ

ーでこれらのプラットフォーム技術を奨励することは、技術の導入を増加させ、コストを削減し、産業

セクターでの利用が促進されることになる。 

 

勧告:連邦議会は、連邦政府のエネルギー調達政策と基準を制定するための法案を起草する際

に、部門横断的に排出量を削減できる主要なプラットフォーム技術を含めるべきである。 

 

管轄：エネルギー・商業委員会、監視・改革委員会 

 

構成要素:排出量集約型商品の国際認証とラベルの作成 

 
EPA による省エネ製品向けエネルギースターラベル認証は、持続可能な特性に基づいて同様の製

品を差別化し、消費者がより多くの情報に基づいた選択を行うことを可能にし、よりエネルギー効率

の良い機器に対する需要を生み出している。 米国は、覚書を通じて、エネルギースター・システム

やラベルの利用に関心のある他の国々と協力することができた。 取引されている低排出の工業製

品に関する自主的な国際ラベル又は認証システムは、消費者及び製造者に同様の利益をもたらす

可能性がある。 

 

勧告:連邦議会は、EPAに対し、規則制定を通じて、消費者が世界市場の製品を比較するために

使用できる低排出工業製品の認証制度とラベル・プログラムを開発するよう指示すべきである。 

議会は、国際貿易ルールおよびこの政策を実施する際の無差別の原則に従うべきである。 

 

管轄:エネルギー及び商業委員会、歳入委員会 
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「クリーンエネルギー・深層脱炭素技術のイノベーションと展開の推進」のセクションでは、選考委

員会の多数派がゼロエミッション技術のRDD&Dを急速に推進することを推奨している。 イノベーシ

ョンは、2050年までに純ゼロに到達し、今世紀後半に純マイナスの排出量を達成するために必要

とされる技術変革を後押しするために不可欠である。 しかし、米国の研究所におけるイノベーション

は、気候危機への対応における米国のリーダーシップを保証する解決策の半分にすぎない。 米国の労働

者は、こうした米国のアイデアを製造する労働者でなければならない。 連邦政府の気候政策を策定する

際、連邦議会は、米国のイノベーションの王道たる国内生産を奨励し、納税者が支援するRDD&Dが中産階

級を成長させる公益をもたらすことを確保する必要がある。 国内のクリーン・テクノロジー製造とサプライチ

ェーンへの戦略的計画と持続的で積極的な投資は、働く人々とそのコミュニティが米国の純ゼロの未来に

取り残されないことを保証することができる。 

 

 

構成要素:48C先進エネルギー・プロジェクト・クレジットの再認可と資金提供 

 
2009年の米国再生・再投資法(ARRA)により、再生可能エネルギー、燃料電池、エネルギー貯

蔵、二酸化炭素回収・隔離、再生可能燃料、電気自動車、その他の技術を生産するための「製

造設備の再装備、拡張、設置」プロジェクトに対する税額控除が導入された。745 ARRAは、国内

雇用創出、汚染削減、技術革新・商業展開の可能性、コスト747など、法令に基づき、DOEが選定

した23億ドルのクレジットを承認した。746 

 

2019年11月、ブレンダン・ボイル下院議員(D-PA)は、2019年革新的エネルギー製造法(H.R.5165)

を導入した。 この法案は、2020年から2024年までの間に、48Cクレジットを復活させ、毎年25億ドルのクレ

ジットを追加配分するものである。 2020年グリーン法(H.R. 7330)の第501条では、同様に48Cクレジットを復活

させ、2021年から2025年までの各年に25億ドルの追加クレジットを配分している。 法案はまた、製造が部

品の組立に向けられていない場合、適用される労働者が現行の賃金を支払われている場合、ま

たはプロジェクトが新たな用途の商業的展開の可能性が最も高い場合、プロジェクトに優先順位

を与えるよう財務長官に指示することが定められている。 

 

勧告:連邦議会は、国内のクリーンエネルギー、運輸、送電網、工業用脱炭素技術製造施設の再

装備、拡張、設置のために、48C先進エネルギー税額控除の新たな資金を承認すべきである。 連

邦議会は、税額控除の受給者を選択する際に、DOEとIRSに対し、高い労働基準と組合の中立性を含む責

任ある労働慣行、健全な賃金と給付、強力な健康と安全プログラム、すべての労働と公民権法の遵守、お

よびDavis-Baconの現行の賃金要件適用、および関連する場合にはコミュニティ給付協定およびプロジェクト

労務協定の採択をを優先するよう指示することを検討すべきである。 
 

クリーンエネルギー、クリーン自動車、ゼロエミッション技術

の製造への投資 

米国における製造設備の新設・再整備 
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745 26 U.S. Code§48C. 
746 American Recovery and Reinvestment Act (ARRA) of 2009, Section 1302. 
747 26 U.S. Code§48C. 
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管轄: 歳入委員会 

 

構成要素: クリーンエネルギー、エネルギー効率、脱炭素技術のためのセクション45M技術生産税額控除の再

承認、更新、拡大 

 

2005年のエネルギー政策法では、効率的な食器洗い機、衣類洗濯機、冷蔵庫の製造業者を対象

に、セクション45Mのエネルギー効率の高い家電クレジットを創設した。748 このクレジットは、クレ

ジットの価値を家電製品の効率と、製造業者による家電製品の生産の増加と結びつけることによ

って、国内の製造業者がよりエネルギー効率の高い家電製品を生産することを奨励した。 連邦議

会は、クレジットを何度か延長、更新したが、2013年に期限が切れることを認め、2018年に廃止し

た。749 45M節税額控除を復活、拡大できれば、太陽電池、風力タービン部品、電池、燃料電池、

水素電解槽、炭素回収・DAC吸着材、スマートグリッド/建築技術など、他のクリーンエネルギーや

脱炭素技術や部品の国内製造を奨励することができる。 

 

勧告:連邦議会は、クリーンエネルギー、エネルギー効率、脱炭素技術の製造に対する45M条生

産税控除を再承認し、拡大すべきである。 省エネ機器については、連邦議会は、最も効率の良

い機器のみが対象となるように要件を更新すべきである。 連邦議会は、効率性の継続的改善を

促すために、時間の経過とともに自動的により厳しくなるよう、効率性の要件を設定すべきであ

る。 議会は、国内外の製造能力、製造部門の潜在成長力、創出される雇用の潜在的な量と質、

排出削減ポテンシャルを考慮に入れて、クレジットに含めるべき他の技術と製品を戦略的に検討

すべきである。 

議会は、国内の重要なサプライチェーンにおける現在のギャップを埋め、税額控除の適格性を、

支援される技術の継続的改善を奨励する厳しさを増す要件に結びつける技術とコンポーネントに

優先順位を付けるべきである。 連邦議会は、4500万ユーロの税額控除のための直接支払いオプ

ションを提供すべきである。 議会はまた、DOEとIRSに対し、適格要件を法制化するのではなく、上記のセ

クション48C税額控除と同様に、特定の適格要件を決定するか、競争的申請プロセスを通じて受給者を選

定する権限を与えることを検討すべきである。 連邦議会は、DOEとIRSに対し、組合の中立性、健全な

賃金と給付、強力な健康・安全プログラム、すべての労働・公民権法の遵守など、強力な労働基

準と責任ある労働慣行を遵守する製造業者を優先させるよう指示すべきである。 

 

管轄: 歳入委員会 
 

 

 

 

 
 

748 Energy Policy Act of 2005、パブ L番号 109-58、第1334条 
749 Energy Improvement and Extension Act of 2008パブ L番号 110-343, Section 305; 租税救済, 失業保険再認可, および雇用創出法, 2010, Pub. L番号 111-312, Section 709; 米国納税者救済法2012, Pub. L番号 112-240, Section 409; Tax T

echnical Corrections Act of 2018, Pub. L番号 115-141条、第401条 
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構成要素:米国の自動車製造施設の建設、拡張、または再整備を支援する。 

 

2007年のエネルギー自立安全保障法(EISA)は、先進的自動車技術の国内製造を奨励する2つの

プログラムを制定した。 

 

セクション136は、DOE先端技術自動車製造(ATVM)直接融資プログラムを創設した。このプログ

ラムは、「燃費効率の良い先端技術車両または適格部品を生産する米国の製造施設の再調

達、拡張、または設置のための自動車または部品製造業者を支援する」ものであるが、2015年

以降、新たな融資は承認されていない。750 

 

セクション132では、効率的なハイブリッド、プラグイン電気ハイブリッド、プラグイン電気駆動、

その他の先進的な車両の国内生産を促進するため、「自動車メーカー、サプライヤー、ハイブ

リッド部品メーカー」に助成金を支給する「国内製造転換助成プログラム」を創設した。751法律

では、DOEに対し、「最近操業を停止した、または近い将来操業を停止する製造施設の改修

または改造」を優先するよう指示している。752 議会はこのプログラムに資金を拠出していな

い。 

 

2020年1月、デビー・ディンゲル下院議員(D-MI)は、米国における電気自動車の生産、製造、配備

および充電インフラを加速させるために、米国電化前進法(H.R. 5558)を導入した。 同法案は、とり

わけ、プラグイン電気自動車に焦点を当てた国内製造転換グラント・プログラムを更新し、DOEに

対し、現地で一般的な賃金を全労働者と機械工に支払うことを約束したグラント申請者に優先順

位を付けるよう指示している。 また、米国電化前進法は、2030年までにATVMプログラムを再認可し、ロ

ーンの対象となりうる車両製造の種類を拡大している。 ボビー・ラッシュ(D-IL)委員長は、これらの規

定を2020年の持続可能な交通を利用して健康な空気を拡大するための新たな機会(NO EX HAUS

T)法(H.R.5545)およびクリーン未来法にも盛り込んだ。753 ジャッキー・スピアー下院議員(D-CA)に

よる アメリカ製廉価自動車法(H.R. 5393)は、バッテリーや電気自動車を生産する既存の生産設備

再整備や新設のための民間活動向け融資枠として150億ドルを認可した。 

 

下院民主党は、2020年6月に包括的なインフラ法案「前進法」(H.R.2)を提出した。 法案第3,3341条

は、国内製造業転換グラント・プログラムのために、2025年まで毎年25億ドルを承認している。 こ

の法案は、プラグイン電気自動車を含むプログラムを拡大し、エネルギー長官に、プラグイン車両に使用す

るバッテリー、パワーエレクトロニクス、その他の技術の国内製造を加速させるよう指示するものである。 法

案第33342条では、2025年までにATVMプログラムを再認可し、「先進技術車」の定義を大型車、水素燃料セ

ル車などに拡大している。 
 

 

 

 
 

750 米国エネルギー省「先端技術自動車製造(ATVM)融資プログラム」、https://www.energy.gov/lpo/advanced-technology-vehicles-manufacturing-atvm-loan-program。
 2020年6月ア

クセス。  

751 42 USC§16062(a)(2)。 
752 USC§16062(a)(3)。 
753 第441条~第442条、クリーン未来法の討議草案。 

https://www.energy.gov/lpo/advanced-technology-vehicles-manufacturing-atvm-loan-program
https://www.energy.gov/lpo/advanced-technology-vehicles-manufacturing-atvm-loan-program
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勧告:議会は、DOE国内製造転換グラント・プログラムを承認し、資金を拠出するべきである。この

グラント・プログラムは、電気自動車やその他の無炭素自動車技術・部品に対する国内需要の増

大を支援するために、米国の既存施設を新設または改造するものである。 

 

勧告:議会は、米国における先進的な自動車製造施設の再取得、拡張、設置のために、ATVMプ

ログラムを再認可し、拡大すべきである。 

 

低所得コミュニティやカラー・コミュニティを含む、先進国や投資不足のコミュニティでのプロジェクト

は、優先的に資金提供を受けるべきである。 プロジェクトに対する連邦政府の支援は、強力な労働

基準(Buy America/nおよびDavis-Baconの一般的な賃金要件を含む)を満たし、労働、環境、公民

権に関するすべての制定法を遵守し、関連する場合にはコミュニティ給付協定およびプロジェクト労

務協定に署名する受給者であることを条件とすべきである。 

 

管轄：エネルギー商業委員会 
 
 

 

構成要素:国家クリーンエネルギー、脱炭素化、先進的自動車製造戦略の策定 

 

よりクリーンなエネルギー、脱炭素化、先進的な自動車技術を導入するという気候に関する必要

性は、米国の競争力を高め、米国の製造拠点を再建し、米国の労働者にクリーンで公平かつ公

平な方法で投資する機会を提供するものである。 そのためには、世界をリードする炭素汚染基準を

設定し、技術革新に投資し、国内で新技術を製造することによって新技術の強力な輸出市場を構築する

ための、政府を超えた積極的な戦略が必要となる。 

 

COVID-19のパンデミックは、以下に不可欠な製品を含むグローバル・サプライチェーンの脆弱性を

露呈させた。 

米国の健康と安全 重要なサプライヤーが混乱したため、多くの製造業者は生産を停止せざるを

得なくなったが、賢明で機動的な生産能力により、一部の国内製造業者は、危機対応に不可欠

な部品や製品を製造するために、生産ラインを迅速に転換することができた。 国の製造戦略の

一環として、機動的なサプライチェーンに焦点を当て、先進的な製造技術を展開すれば、経済の

炭素削減に必要な技術について、より強靱で競争力のある米国製造部門を築くことができる。 

 

勧告:議会はホワイトハウスに対し、クリーンエネルギーとゼロ・エミッション車の国内需要を増やし、

イノベーションを推進し、サプライチェーンに沿った国内生産を促進するために、国家クリーンエネル

ギー、脱炭素化、先進的自動車製造戦略を策定するよう指示すべきである。 この戦略を策定する

際には、ホワイトハウスは、既存の国内外の製造能力と将来を見据えた非炭素化技術を考慮し、米

国製造業の強みを戦略的に構築し、どの国も先頭に立っていない将来の市場機会を特定すべきで

ある。 ホワイトハウスはまた、機動的で先進的な製造システムの利用、供給者の多様性の確保、効

率的・低排出・循環型の生産プロセスの推進を含め、将来の国内製造サプライチェーンの持続可能

国内製造・サプライチェーン目標達成のための包括的連邦戦略の策定と実施 
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性と強靱性を構築する方法を検討すべきである。 
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この戦略では、気候変動と闘うために世界が必要とする技術の強固な国内製造が国家の優先事項であ

ると述べるべきである。 また、この戦略は、必要な人材パイプラインを創出するための労働力開発戦略

と、クリーン経済における雇用が質が高く、良好な報酬をもたらすことを確保するための計画が含まれる

べきである。 

 

管轄：エネルギー・商業委員会、科学・宇宙・技術委員会、教育・労働委員会 

 

構成要素:脱炭素技術の国内製造を奨励するクリーンエネルギーと自動車税政策を開発するため

の利害関係者との協力 

 

消費者の税制上の優遇措置やリベートは、電気自動車などの新技術に対する国内需要を促進する

可能性があるが、必ずしもそれらの技術の国内製造を誘発するとは限らない。 欧州と中国は、バッ

テリーやその他の主要な電気自動車部品を含む電気自動車のサプライチェーンの一部を確保する

ために積極的な措置を講じている。 こうしたサプライチェーンがいったん海外に定着すれば、米国

がその製造拠点を取り戻すことは難しくなるだろう。 

 

上下両院の議員は、技術に対する消費者の需要を高めるための政策と、その技術の国内製造を組

み合わせるための革新的なアイデアを開発し始めた。ラシダ・トライブ下院議員(D-MI)とシェロッド・

ブラウン上院議員(D-OH)は、2019年アメリカン・カーズ・アメリカン・ジョブズ法(H.R. 2510/S. 683)を

導入した。これは、国内コンテンツを備え、米国で組み立てられた車両に対して、3,500-4,500ドルの

消費者リベートを提供するものである。 

 

2019年12月、ジャッキー・スピアー下院議員(D-CA)は、米国を電気自動車製造・技術の世界的

リーダーにすることを明記した、安価な米国製自動車法(H.R. 5393)を導入した。 この法案によっ

て、電気自動車の税額控除が3万5000ドル未満の車について1万5000ドルに引き上げられることで、中流

世帯が電気自動車を利用しやすくなる可能性がある。 税額控除の対象となるためには、車両のバ

ッテリーセル、バッテリーパッケージ、バッテリー管理システム、およびバッテリー冷却システム

が米国で製造されなければならない。 

 

勧告:議会は、ステークホルダーと協力して、ゼロ・エミッション車の導入だけでなく、それらの車の国

内生産を促進するクリーン・エネルギーとクリーン・ビークル税政策を策定すべきである。 

 

管轄: 歳入委員会 

 

構成要素:クリーンエネルギー・電気自動車サプライチェーンにおける重要ミネラルに関する国家戦

略・研究プログラムの策定と実施 

 

電気自動車、ソーラーパネル、風力タービン、その他の先進エネルギー技術は、いくつかの重要な

「希土類」鉱物に依存している。 これらの物質の多くが、資源の相対的な希少性や地政学的リスクによっ

て、脆弱又は不安定なサプライチェーン依存している。 2050年までに純ゼロ経済を達成し、クリーンエネ

ルギー技術の国内製造を促進するために、米国は、これらの材料のグローバル・サプライチェーン
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にアクセスし、国内で信頼できるサプライチェーンを構築する機会を特定する必要がある。 2013年、D

OEは鉱物サプライチェーンを多様化し、代替品を開発し、マテリアルリサイクルを改善するため、エイムズ国立

研究所主導のもと、重要物質研究所を設立した。 
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754連邦議会は、この研究所をまだ正式には承認していない。 

 

エリック・スワル下院議員(D-CA)は、「エネルギー重要要素(ECE)の長期的、安全かつ持続可能な

供給を保証するための技術的専門知識と生産能力を開発する」ために、2019年エネルギー重要

要素及び米国雇用法(H.R. 4481)を導入した。755 法案は、重要材料研究所の研究プログラムを認

可し、この作業のために2年ごとに戦略計画を策定し更新することをDOEに要求している。 

 

現在、米国はリチウムイオン蓄電池の5%しかライフサイクルの終わりにリサイクルしていない。756 

MIT Energy Initiativeの推定によれば、世界のEV市場は2030年までに毎年400 GWh以上の使用

済みリチウムイオン蓄電池を生産するとされている。使用済み蓄電池を廃棄することで経済的価

値を失わせ、廃棄に伴う潜在的な環境問題を生み出し、バージンミネラルの採掘を奨励し、米国を

他国に主要材料を依存させることになる。757 

 

2019年1月、DOEは最初のリチウムイオン電池リサイクル研究開発センター、ReCell Centerを立ち

上げた。 ReCell Centerの使命は、「リチウムイオンおよび将来の電池化学のために産業界が採

用できる経済的で環境的に健全なリサイクルプロセスを開発することにより、持続可能な先進的な

電池リサイクル産業を成長させること」である。758 このDOEの取り組みは、わずか1,500万ドルで開

始されたが、より広範な米国の研究開発プログラムへの道を開くことになるだろう。 

 

勧告:連邦議会は、DOEの国家クリティカルミネラル研究プログラムを承認し、環境的、経済的、社

会的に責任ある方法でクリーンエネルギーと電気自動車のサプライチェーンにおける重要ミネラル

を確保する国家戦略を策定するよう、DOEに指示すべきである。 この戦略は、製造業者が廃棄物

を削減し、自社の製品や材料の新たな用途を見つけるプロセスを設計するという、サーキュラー・

エコノミーに関する幅広い議論の一部となるべきである(詳細は、「世界の気候リーダーシップのた

めの米国産業の再構築」の項で説明)。 また、この戦略には、必要な人材パイプラインを構築するため

の労働力開発戦略と、新興産業が王道の労働基準を満たすことを確実にするための計画に焦点を当てる

べきである。 

 

勧告:議会は、DOEに対し、蓄電池の持続可能なリサイクル、EVやグリッド規模のエネルギー貯蔵に

おけるリチウムイオン蓄電池の代替品、使用済みEV蓄電池をグリッドに統合する実証プロジェクト

の研究を追求するために多額の資金を提供すべきである。 

 

管轄：科学・宇宙・技術委員会、エネルギー・商業委員会、教育・労働委員会 
 

 

754 Ames Laboratory, Critical Materials Institute, https://www.ameslab.gov/cmi.
 2020年6月アクセス。 

755 エリック・スワルウェル下院議員室「スワルウェルがエネルギー安全保障を守る法案を紹介」2019年9月24日、https://swalwell.house.gov/media-center/press-releas

es/swalwell-introduces-bill-protect-energy-security。 
756 米国エネルギー省「バッテリーリサイクル賞およびバッテリーリサイクルR&Dセンタ」2019年1月17日、https://www.energy.gov/articles/energy-department-announces-battery-recycling-p

rize-and-batteryrecycling-rd-center. Department of Energy Department, "Department of Energy Department"。 
757 マサチューセッツ工科大学、Insights infor Future Mobility (2019)、81 
758 リセルセンター「約束」https://recellcenter.org/about/. 2020年6月アクセス。 

https://www.ameslab.gov/cmi
https://recellcenter.org/about/
https://recellcenter.org/about/
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構成要素:DOEが支援する米国の製造機関の数を増やす 

 
米国製造業は、14の先進製造業研究所の省庁間ネットワークであり、米国の製造業における技

術移転を促進し、企業が新技術を商業化するのを支援するために、政府、産業界、米国の大学

間の協力を促進している。 まとめると、米国製造業協会は1000以上の会員組織を関与させ、1億

8,300万ドルの連邦資金を活用して、州および民間の投資に3億400万ドルを集め、高度な製造技

術と知識を持つ20万人以上の労働者、学生、教育者を訓練した759。 

 

現在、DOEは5つの研究機関(パワーエレクトロニクス、先端複合材料、スマート製造、プロセス集

約化、および具体化排出量削減)を監督し、サイバーセキュリティについて6番目の予算措置を講

じることを発表している。 現在の制度では、各研究所は5年間の創業資金を連邦政府から受け取り、その

後、他の資金源に移行しなければならない。 しかし、プログラム参加者は、この移行期間が短すぎる

可能性があり、フォローアップまたは恒久的な資金提供の機会があれば、機関がミッションを継続

的に遂行するのに役立つことを認めている。760 エネルギー関連機関のさらなる拡大は、クリーン

エネルギー製造イノベーションのための他の複雑で分野横断的な機会に取り組み、技術規模拡

大のための支援と投資の欠如に対処するのに役立つであろう。 

 

勧告:議会は、DOEに対し、クリーンエネルギー製造におけるイノベーションを強化し、クリーンエネ

ルギー技術の普及を促進するために、米国製造業協会のネットワークを拡大するよう指示すべき

である。 新しい研究所のトピックの選択は、ネットワークのギャップを埋め、産業界、学界、州や地域から

のインプットを含むことを目指すべきである。 連邦議会は、機関のための当初の資金調達期間を延長する

こと、または当初の期間の後に追加資金調達のための他の機会を創出することを検討すべきである。 

 

管轄：科学・宇宙・技術委員会 

 

構成要素:DOE賞受賞者と商務省製造プログラムを結びつける米国製造計画申請者のための連邦イノ

ベーション資金の優先順位付け 

 

急速かつ大規模なクリーンエネルギーの導入は、製造業と工業部門を復活させることによって米

国経済を成長させる重要な機会を提供するであろう。 しかし、この機会を実現するためには、連邦政

府は2つの目標を達成する必要がある。 第一に、「クリーンエネルギーのイノベーションと展開と深部脱炭素

技術」というセクションで推奨されているように、米国政府は、クリーン技術の国内開発、実証、展開を奨励し、

支援するために、強固で焦点を絞った政策を提供する必要がある。 第二に、米国政府は 
 

759 Advanced Manufacturing National Program Office, National Institute of Standards and Technology, Department of Commerce, NIST AMS 600-5, Manufacturing USA Annual Report, Fiscal Year 2018 (S

eptember 2019). 
760  David Hart et al., Manufacturing USA at DOE: Supporting Energy Innovation (Information Technology and Innovation Foundation, 2018). 

連邦政府のイノベーション・調達政策と国内製造目標との整合性 
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海外ではなく、米国でこれらの技術の商業化と製造を確実に行う必要がある。 

 

Bayh-Dole法の規定に基づき、EEREおよびエネルギー先進調査プロジェクト機関 (ARPA-E)は、

助成金またはその他の資金の申請者に対し、米国製造計画の提出を要求することができる。この

計画には、連邦政府が支援する研究から得られる技術を米国で製造するという約束が含まれる

が、連邦政府は、これらの約束を強制する権限はほとんどない。 

 

DOCはまた、NISTの製造拡張パートナーシップ、経済開発庁(EDA)のスケール・プログラム、E

DAの製造コミュニティへの投資パートナーシップなど、米国の製造業の発展に重点を置いた

現在および過去のプログラムも持っている。 

これらのプログラムとDOE間の連携を強化することは、DOEの資金受領者がそのイノベーション

を米国の製造業への投資に転換するのに役立つであろう。 

 

勧告:連邦議会は、米国製造計画を提出する申請者に特別な配慮を与えるよう、応用エネルギ

ー計画事務所に奨励する権限をDOEに与えるべきである。 このインセンティブは、米国の投資

が、経済発展と雇用を促進する国内生産に結びつくことを確実にするのに役立つであろう。 

 

勧告:議会はまた、プログラムと受賞者とDOCの米国製造プログラムとの間でより良い調整を行うよ

うDOEに指示すべきである。 

 

管轄：科学・宇宙・技術委員会、エネルギー・商業委員会 

 

構成要素:アイデアを国立研究所・研究機関から製造拠点へと転換するための基金「新コンソ

ーシアム(Fund New Consortia)」 

 

最新のクリーン技術や高度な製造プロセスを活用したい企業や製造業者は、手の届かないとこ

ろにいるかもしれない。 有望なイノベーションの中には、研究室から市場に出ることができないものも

あれば、非常に先行的な設備投資を必要とするものもある。マット・カートライト下院議員(D-PA)は、

コンソーシアム主導のエネルギー先端製造ネットワーク法(H.R. 5505)を導入し、最先端のクリー

ンエネルギー技術と先進的な製造アイデアの商業化を目的とする新しい官民コンソーシアムに

最大1億ドルの助成金を提供するプログラムをDOC内に創設した。 

 

勧告:連邦議会は、最高のクリーン技術と最先端の製造アイデアが米国市場に到達することを確実

にするために、研究大学、民間企業、国立研究所、ベンチャーキャピタリスト、技術商業化の専門知

識を有する州および非営利団体で構成される新しいコンソーシアムを創設し、資金を提供すべきで

ある。 

 

管轄：エネルギー・商業委員会、科学・宇宙・技術委員会 
 

 

 

761 U.S. Department of Energy, Renewable Energy, and Advanced Energy Technologies (2013年9月) 
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構成要素:クリーンエネルギー、省エネルギー、脱炭技術・製品のバルク調達 

 

本報告書で推奨されているグラント、リベート、税制上のインセンティブは、クリーンエネルギーや

その他の排出削減技術に対する需要を増加させるが、個々の購入による需要の速度と規模は、

国内の製造施設の急速な活性化を促すほど速くないか、大規模ではないかもしれない。 連邦政

府は、自国の購買力を利用して、クリーンな国内製造業への投資を推進することができる。 大量

調達の注文は、製造業者がCOVID-19のパンデミックからの経済的影響を受け、今後も成長し続ける工場を

完全な能力に戻すために、長期的な投資と雇用の決定を行うために必要な確実性を要求することを提供す

る。 これらの投資は、生産コストの削減、クリーンエネルギーと非炭素化努力のコストの削減、そして好循

環における更なる需要の増加に役立つであろう。 

 

勧告:議会は、クリーンエネルギー、エネルギー効率、その他の脱炭素技術と製品の大量調達プ

ログラムを確立すべきである。 連邦議会は、EPAとDOEに対し、連邦政府の建物用の高効率機器・設

備・低排出材料、連邦政府の車両用のゼロ・エミッション車両、公共交通機関や旅客鉄道用の部品、連邦

政府のシステム用のスマートグリッド/建築用部品など、適格な製品を決定するよう指示すべきである。 EP

AとDOEは、関連する連邦調達計画と本報告書全体を通じて推奨される目標に責任を持つ機関と

製品購入を調整すべきである。 連邦議会は、国内の製造業を増やすために大量購入を義務付け

るべきであり、バイ・クリーン(上述)やバイ・フェアのような強固な環境基準と労働基準を持つ生産

者に報酬を与えるべきである。 

 

勧告:連邦議会は、大量購入された製品や電化製品の一部を、州政府や地方自治体に割引料

金で提供するプログラムの創設を検討すべきである。このプログラムは、公共施設、船隊、交通

機関、および/または消費者のクリーンエネルギーおよび効率化プログラムに使用すべきであ

る。 

 

管轄：エネルギー・商業委員会、監視・改革委員会 
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世界は気候変動を絶え間なく続けることを許しているので、危険なレベルの温暖化を抑制するとい

う課題は、二酸化炭素の除去を含め、より劇的な介入を必要とするであろう。 気候変動に関する

政府間パネル(IPCC)は、二酸化炭素の除去を「大気からCO2を除去し、それを地質、陸上、海洋

の貯留層、または製品に永続的に貯留する人為的活動」と定義している。 これには、生物学的・地

球化学的吸収源と直接的な大気の捕捉・貯留の既存および潜在的な人為的強化が含まれているが、人間

活動によって直接引き起こされるものではない自然のCO2吸収は除外されている762。 

 

IPCCは、世界の平均気温の上昇を1.5℃に抑えるためには、二酸化炭素除去対策が必ず必要で

あり、2℃に制限するためには二酸化炭素除去対策が必要である可能性が高いと結論づけた。763 

 

挑戦の規模は非常に大きい。 国立科学技術医療アカデミーは、年間10ギガトンの二酸化炭素を

半世紀半ばまでに除去する必要があると推定している。764 稼働中で北米最大の直流空気回収(D

AC)プラントは、毎日1トンの二酸化炭素を回収する能力を有している。765データポイントは少ない

が、DACのコストの現在の推定値は94ドルから600ドル/トンの範囲である。766 

 

これらの不確実性を考慮すると、世界は、万能薬として、または費用対効果の高い一次緩和の代

替として、炭素除去技術のみに頼ることはできない。 IPCCは、「[c]カーボンサイクルと気候システ

ムの理解は、ピーク以降の気温を下げる正味のマイナス排出の効果についてはまだ限られてい

る」と警告した767。従って、議会は、世界の気温の平均上昇を制限し、気候バランスを回復する可

能性を最大化するために、展開可能な技術のポートフォリオの一部として炭素除去にアプローチ

すべきである。 

 

それでも、楽観的な見方をする理由はある。 風力・太陽エネルギーは、政府の政策がどのようにしてコ

スト削減、パフォーマンス改善、新技術の展開規模拡大に役立つかを明確に示している。 重要なことは、イ

ノベーションへの長期的かつ持続的な投資は、コスト削減とパフォーマンス改善を加速するのに効果的であ

ることが証明されていることである。 これは風力や太陽光だけでなく、LEDやバッテリー技術にも当てはまり

ました。 Rhodium Groupによる最近の研究は、DACにとってのコストが2030年までに85~261ドル/トンにまで

下がる可能性があることを示唆している。 
 

 

 

762 気候変動に関する政府間パネル、地球温暖化特別報告書1.5℃(2018年10月) 
763 同上 
764 Negative Emissions Technologies and Reliable Sequestration: A Research Agenda (National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2019). 
765 カーボンエンジニアリング「よくある質問」https://carbonengineering.com/frequently-asked-questions/。 2020年6月アクセス。 
766 David W. Keith et al, “A Process for Capturing CO2 from the Atmosphere,” Joule 2, 8 (2018): 1573; Carbon 180, “Direct Air Capture,” https://carbon180.org/fact-sheets. 2020年6月アクセス。 
767 気候変動に関する政府間パネル、地球温暖化特別報告書1.5℃(2018年10月) 

最先端炭素除去技術の開発・製造・展開 

https://carbon180.org/fact-sheets
https://carbon180.org/fact-sheets
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768 DACの拡大・縮小はまた、大きな雇用創出ポテンシャルをもたらす。 2020年6月のRhodium Groupの

報告によれば、100万トンの回収能力を持つ単一のDACプラントの建設・運営は、2050年までに3500人近い雇

用を生み出す可能性があり、769 DACの規模拡大は、25万人近い建設雇用と27万人以上の直接製造雇用を

占める可能性がある。770 

 

このセクションでは、二酸化炭素を吸収するために、DAC、炭素回収貯留を伴うバイオエネルギー

(BECCS)、岩石を用いた炭素無機化または地質学的風化の促進など、炭素除去に対する工学的ア

プローチについて論じる。 これらのアプローチは、二酸化炭素を地圏に永久的に戻す。 本報告書

の他のセクションでは、土壌管理、湿地回復、再植林、新規植林、海洋ベース戦略など、生物圏に

一時的に二酸化炭素を配置する自然の経路に焦点を当てている。 

 

炭素除去の課題の規模を満たすためには、広範で包括的な連邦戦略が必要である。 主要な構成要

素には、RDD&Dの拡大、炭素除去のための財政的インセンティブの提供、二酸化炭素の大規模地下貯留の

準備、大気中から回収された炭素から作られる製品の市場の創出などがある。 

 

 

海水や大気から炭素を直接捕捉し、地下に炭素を隔離したり、有用な製品に変換することは、エネ

ルギー・農業省や海洋・大気局(NOAA)を含む12の連邦機関の使命と専門知識の範囲内である。 し

かし、現在のところ、炭素除去は、これらの機関のいずれにとっても優先事項ではない。 炭素除去に

重点を置いた新たな連邦政府のイニシアティブは、既存のプログラムを発展させ、機関のリーダーの間で炭

素除去の可視性を高め、排出の課題に対処することができる。 最も重要なことは、この10年間の規模で二酸

化炭素を除去するために、米国を基盤とする技術の国内および国際市場への展開を加速させることである。 

 

構成要素:炭素除去技術のための野心的な連邦RD&Dプログラムを立ち上げる 

 
炭素除去研究の課題の直接的な要素の1つは、連邦政府の投資規模の急速かつ大幅な拡大である。 

国立科学技術医療アカデミーは、大気中から炭素を直接除去する技術に言及するDACに対して、年間

2億4,000万ドルの10年間の連邦コミットメントを提言した。最近では、エネルギー先物イニシアティブ

は、年間3億2,5百万ドルを1年間に配分するところから始めて、炭素除去を開始するための10年間の連

邦RD&Dプログラム107億ドルを提言した。 
 
 

768 John Larsen et al., Capturing Leadership: Policies for the U.S. to Advance Direct Air Capture Technology (Rhodium Group, 2019). 
769 John Larsen et al., Capturing New Jobs: 米国におけるDirect Air Capture(DAC)技術のスケールアップに伴う雇用機会(Rhodium Group, 2020)。 
770  同上 
771 Negative Emissions Technologies and Reliable Sequestration: A Research Agenda (National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2019). 

炭素除去技術に関する強固で調整された連邦RD&D戦略の開発 
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772 このプログラムは炭素除去のギガトン規模の展開を達成し、コスト目標を特定し、生態系への

影響を最小限に抑えることを目指すものである。 資金は、DOEと農業省(USDA)が中心となって10

の連邦政府機関に配分される。773 連邦政府機関には、国防総省(DOD)、内務省(DOI)、EPA、NIS

T、NOAA、National Science Foundation(NSF)、DOT、 アメリカ航空宇宙局(NASA)が含まれる。 

 

勧告:議会は、炭素除去のための10年間の複数機関によるRD&Dプログラムを開始すべき

である。 

 

管轄:科学、宇宙、技術委員会、軍事サービス委員会、エネルギー・商業委員会、農業委員会 

 

構成要素:政府全体での炭素除去活動の調整 

 
炭素除去技術に対する連邦政府の投資の大幅な増加は、連邦政府機関間の調整の必要性を強

調している。 Energy Futures Initiativeは、大統領事務局が科学技術政策局と管理予算局を通じ

てこれらの連邦機関の取り組みを調整するよう勧告した。 より広い意味では、大統領事務局は、ミッシ

ョン・イノベーション・イニシアティブを通じた炭素除去研究について国際的に調整すべきである。 

 

勧告:連邦議会は、連邦政府機関間の炭素除去と関連活動を調整するために、国家科学技

術会議内に大規模炭素管理委員会を設置すべきである。 

 

管轄：科学・宇宙・技術委員会 

 

構成要素:直接空気捕獲研究、開発、実証を優先する 

 
現在、米国、カナダ、スイス、オランダで実施されているDACプロジェクトは、わずか5件しか商業的

に開発されていない。これらのプロジェクトは、米国、カナダ、スイス、オランダで実施されている。こ

れは比較的新しい取り組みなので、米国はDAC技術で世界のリーダーになれる明らかなチャンスを

有している。 

 

 

 
 

772 Ernest J. Moniz, et al., Clearing the Air: A Federal RD&D Initiative and Management Plan for Carbon Dioxide Removal Technologies (Energy Futures Initiative, 2019). 
773 10の連邦政府機関は、エネルギー省、農業省、国家海洋大気管理局、国家科学財団、内務省、国家航空宇宙局、環境保護庁、運輸省、国立標準技術研究所である。 See Ernest J. Moniz, et al., Cleari

ng the Air: A Federal RD&D Initiative and Management Plan for Carbon Dioxide Removal Technologies (Energy Futures Initiative, 2019). 
774 カーボン180「カーボン除去ファクトシート:直接空気捕集」https://carbon180.org/fact-sheets. 2020年6月、David Sandalow, et al., Direct Air Capture of Carbon Dioxide(Innovation for a Cool Earth Foru

m, 2018)にアクセス。 
775 John Larsen et al., Capturing Leadership: Policies for the US to Advance Direct Air Capture Technology (Rhodium Group, 2019). 

https://carbon180.org/fact-sheets
https://carbon180.org/fact-sheets
https://carbon180.org/fact-sheets
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マーク・ビーシー下院議員(D-TX)は、2019年化石エネルギー研究開発法(H.R. 3607)を導入し

た。これにより、DOEは炭素除去の研究を許可され、DAC試験センターと技術賞を創設するこ

とになる。 

 

エネルギー・商業委員会のクリーン未来法の討議草案は、DAC技術商業実証プロジェクトのFront-

End Engineering Design StudyとDAC商業実証プロジェクト5件への資金提供を含む炭素回収商業

化プログラムを設立する。 この法案は、DAC技術賞プログラム776を創設することにもなる。 

 

継続的な研究が必要とされている主な分野としては、1)新しい溶剤・吸着剤材料の開発、二酸化炭

素を分離する新しいプロセスの開発、2)低コスト材料の使用を含む空気接触器の開発、3)システム

レベルの統合に関する応用研究、4)製造に関する研究、5)ライフサイクルでの温室効果ガス排出分

析と環境負荷とコストの見直し、777。 

 

2019年末、議会はDOEに2,000万ドルを予算配分し、DACなどの負の排出技術を研究した。778 

 始まりとしては良いが、二酸化炭素除去を達成するには不十分な金額である。 

 

勧告:連邦議会は、DAC RD&Dの優先順位付けを連邦政府機関に指示すべきであり、議会は、フロ

ントエンド工学設計研究およびDAC技術の商業実証プロジェクトへの資金提供を認可すべきであ

る。 議会はまた、DOEに対し、DAC技術賞プログラムの創設を指示すべきである。 

 

エネルギー・商業、科学・宇宙・技術に関する分科会 

 

構成要素:炭素回収によるバイオエネルギーの優先研究 

 
IPCCは、世界が、数百ギガトン以上の炭素除去を達成するために、炭素回収貯留(BECCS)を伴う

バイオエネルギーを利用すると予想している。779 BECCSは、バイオマスからエネルギーを生産し、

二酸化炭素を貯蔵する技術である。780 BECCSがIPCCが想定する規模で展開されれば、世界の指

導者たちは、規模でのBECCSの展開が食料生産やその他の土地利用と競合し、生物多様性を損

なう懸念に対処する必要がある。 

 

現在までのところ、BECCSプロジェクトの商業展開は限られている。 米国には、エタノール生産に

伴う炭素回収の有望な利用法がある。 2017年には、アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド・プロジェクトが

オンライン化され、エタノール生産プラントにおける世界初の商業規模の炭素回収プロジェクトとなった。 この

プロジェクトでは、二酸化炭素を回収し、地下の生理食塩水に貯留する。 エタノール生産におけ

る炭素回収の開発を拡大することは、地中隔離の経験を積み上げるのに役立ち、これは負の排

出技術のコスト削減に役立つ可能性がある。 
 
 

776 Title V, Section 501, CLEAN Future Act discussion draft. 
777 Ernest J. Moniz et al., Clearing the Air: A Federal RD&D Initiative and Management Plan for Carbon Dioxid Removal Technologies (エネルギー先物イニシアティブ、2019)。 
778 連結歳出法2020、パブ。 L番号 116-93. 

779 気候変動に関する政府間パネル、地球温暖化特別報告書1.5℃(2018年10月) 
780 Christopher Consoli, Bioenergy and Carbon Capture and Storage (Global CCS Institute, March 2019). 
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今後は、藻類などの持続可能なバイオマス供給の開発、バイオマスの低炭素燃料・電気への転

換、コスト削減などの研究が重要な課題となってくる。 Energy Futures Initiativeでは、BECCS.781

の炭素動態、技術開発、バイオマスの持続可能性の研究を推奨しており、本報告書の「森林と

草原の保護と回復」のセクションでは、Select Committeeの多数のスタッフが、木質バイオマス

の気候と生物多様性への影響を正確に考慮するためのガイドラインを推奨している。 

 

勧告:議会はDOEに対し、USDAおよび米国土地管理局(BLM)と連携したBECCS研究プログラムの

設置を指示すべきであり、コスト目標は100ドル/トンである。782 DOEはBECCSのライフサイクルで

の温室効果ガス排出量および土地利用への影響を理解するための基準も策定すべきである。 D

OEは、土地や環境への影響を最小限に抑えつつ、炭素除去を改善するためのベストプラクティス

を開発すべきである。 

 

管轄:科学・宇宙・技術委員会、農業委員会、天然資源委員会 

 

構成要素:炭素無機化研究の拡大 

 
自然界では、ある種の岩石や鉱物が大気中の二酸化炭素や水に暴露されると、カルサイトのよう

な炭酸塩が形成される。 これらの炭酸塩は長期間にわたって炭素を固体状態で貯蔵する。 このプロセ

スは、地質学的風化または炭素無機化と呼ばれ、大気中の二酸化炭素濃度を減少させるために、この自

然のプロセスを加速させることを望む科学者の間で関心が集まっている。 

 

米国地質調査所の活動に783における主要研究分野には、1)負の排出技術としての炭素無機化の

潜在的規模をよりよく理解するための地球物理学および地球化学の研究、2)主要な岩石および鉱

物の持続可能な源を強調するための資源調査、3)産業廃棄物および鉱石を用いた応用研究、4)環

境影響の可能性および環境影響の回避または最小化の方法が含まれる。 

 

勧告:議会はDOIとDOEに炭素鉱化研究の拡大を指示すべきである。  

管轄:天然資源委員会、科学・宇宙・技術委員会 

 炭素除去のための金銭的インセンティブの提供  

民間部門の投資家は、先進的な炭素除去プロジェクトのコストと技術リスクが高いことから、意欲を

失う可能性がある。 投資家に対する金銭的インセンティブは、これらの市場障壁を打破するのに役

立つ。 炭素除去技術に関しては、議会は風力・太陽光産業の成功を再現する必要がある。風力・

太陽光産業では、税額控除と融資保証によってコストが削減され、パフォーマンスが向上し、展開

の規模とペースが拡大した。 
 

 
 

781 Ernest J. Moniz et al., Clearing the Air: A Federal RD&D Initiative and Management Plan for Carbon Dioxide Removal Technologies (Energy Futures Initiative, 2019). 
782 同上 
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783 米国地質調査所「鉱物の生産:岩石の成長が炭素排出削減にどのように貢献できるか」(2019年3月) 
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構成要素:直接空中捕獲のためのセクション45Qによる税額控除の近代化 

 
DACなど一部の炭素除去技術は、CCUS技術に対するセクション45Q税額控除の対象となる。 適格

なDACプロジェクトは、毎年少なくとも10万トンの二酸化炭素を回収し、2023年末までに建設を開始しなければ

ならない。 プロジェクトが適格であれば、12年間の税額控除を要求することができる。 

 

これらのパラメータはDACプロジェクトにとって困難である。なぜなら、DAC技術は、排出源から二

酸化炭素を分離するために使用されるいくつかの技術よりも成熟度が低く、高価で短期的なスケ

ーラビリティが制限されるからである。 

 

勧告:DACプロジェクトについては、連邦議会は、第45Q条の捕捉閾値を撤廃し、建設開始期限を

さらに延長し、信用供与を請求することができる期間を延長すべきである。 45Qの税額控除に加

えて、議会は、DAC産業を立ち上げるために、補助金、融資保証、直接連邦投資などの金銭的イ

ンセンティブを開発する法案を検討すべきである。 

 

管轄:歳入委員会、;エネルギー・商業委員会 

 

 二酸化炭素の大規模地下貯蔵の準備  

2050年までに毎年10ギガトン規模の二酸化炭素を大気から除去するには、膨大な貯留能力が必要

となる。 回収された炭素は、有用な製品に変換され、プラスチックやポリマー、コンクリート、セメン

ト、骨材などの建築材料に貯蔵されるが、これらはいずれも経時的に分解される。 地下に二酸化炭

素を永続的に隔離することは、最大の気候便益をもたらすであろう。 

 

「Rebuild U.S. Industry for Global Climate Leadership」のセクションでは、本報告書では、炭素貯

蔵の実証プロジェクトを拡大し、地下炭素貯蔵の強固な規制監督を確保するための提言を概説

する。 

 
 

炭素貯蔵ニーズの規模を考慮すると、起業家は、地下貯留を補完するものとして、炭素利用、す

なわち回収された炭素の有用な製品への転換を探求してきた。 経済的観点からは、炭素利用は、

回収コストを相殺するための収入源を提供するので、魅力的な選択肢である。 DACのビジネスモデル

を開発することは、民間セクター投資を持続させるための道筋を提供することもできる。 

 

有望な炭素利用戦略の1つは、従来のエンジンに対応できる「ドロップイン燃料」を開発することで

ある。 ドロップイン燃料は、従来型燃料の大きな市場規模と、低炭素代替燃料で代替する緊急の

必要性を利用することができる。 もう1つの有望な経路は、セメントおよびコンクリートを硬化する

大気中の炭素を回収した製品の市場創出 
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ための二酸化炭素の使用である。 ある種の新規製品は、コンクリートおよびセメント中の鉱物形

態の二酸化炭素を永久的に結合し、DACまたはBECCS経由で炭素回収を利用することができる。 
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セメントとコンクリートの約90%は連邦政府、州政府、市政府によって購入され、市場を創出し、コス

トを急速に削減するための特別な手段を提供している。784 この他の報告書では、低炭素・ネットネ

ガティブなセメントとコンクリートの調達政策を策定する機会について概説している。 

 

最終的には、回収された炭素の再利用のための市場の拡大はカーボンリサイクルを拡大するで

あろうが、地中隔離は最大の気候利益をもたらす。 

 

構成要素連邦燃料基準を拡大し、回収された炭素から燃料作る。 

 
カリフォルニア州では、大気中から回収された炭素から製造された燃料が、同州の低炭素燃料基準

(LCFS)の対象となっている。 LCFSの値は194-209ドル/トンであり、世界最高の炭素価格とであるこ

とからDAC.785のような技術に投資する強力なインセンティブとなっている。連邦レベルでは、再生可

能燃料基準(RFS)は、ガソリンとディーゼルの石油精製業者と輸入業者に、増加する排出量の少な

い再生可能燃料を輸送用燃料に混合することを義務付けている786。 

 

回収された炭素から生産された燃料にクレジットを与える連邦レベルの燃料政策は、炭素除去技術

の市場引力を生み出すであろう。 これは、商業規模での炭素除去技術の展開に民間部門の投資

を引き込むものである。 

 

勧告:「車両用低炭素燃料の生産」と題された本報告書のセクションでは、選定委員会の過半数の

スタッフが、国レベルのLCFSを確立するためにRFSを構築することを推奨している。 各国のLCFS

は、海水や大気から回収された炭素から生産された燃料が炭素集約度のベンチマークを満たす

場合、クレジットの資格を取得することを認めるべきである。 California Low Carbon Fuel Standardsと同

様に、DACはコンプライアンス・メカニズムとしての資格を持つべきである。 

 

管轄：エネルギー・商業委員会 

 

構成要素:炭素回収による軍事燃料・製品の開発支援の継続 

 

軍は、回収された炭素から作られた燃料のためのユニークな活用事例を持っている。なぜなら、前

方作戦基地での現場での燃料生成は、敵の攻撃からの保護を必要とする、従来の化石燃料の物

理的運搬に関連する脆弱性を回避できるからである。 実際、米国海軍研究所は、海水から合成

燃料を製造するための炭素捕捉装置の特許を取得している。787 空軍は、Opus 12と提携して、外

国石油の選択を増加させ、エネルギー安全保障を向上させるために、回収された炭素からの代替

ジェット燃料を開発する機会を調査している。 

 

784 コロンビア大学国際・公共問題研究所、産業脱炭素化、エネルギーと商業に関する下院委員会前聴聞会、第116回会議(2019年9月18日)の世界エネルギー政策センター上級研究員、S. Julio 

Friedmann博士の証言。 
785 California Air Resources Board, "Weekly LCFS Credit Transfer Activity Reports: 2020年5月25日- 2020年5月31日" 
https://ww3.arb.ca.gov/fuels/lcfs/credit/lrtweeklycreditreports.htm. 2020年6月アクセス。 

786 42 U.S.C.§7545 
787 U.S. Naval Research Laboratory, "NRL" が米国特許を取得、カーボン回収装置: 海水からの合成燃料製造における重要なステップ" https://www.nrl.navy.mil/news/releases/nrl-receiv

es-us-patent-carbon-capture-device-keystep-synthetic-fuel-production-seawater. 2020年6月アクセス。 

https://ww3.arb.ca.gov/fuels/lcfs/credit/lrtweeklycreditreports.htm
https://www.nrl.navy.mil/news/releases/nrl-receives-us-patent-carbon-capture-device-key-step-synthetic-fuel-production-seawater
https://www.nrl.navy.mil/news/releases/nrl-receives-us-patent-carbon-capture-device-key-step-synthetic-fuel-production-seawater
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これらのタイプの炭素除去技術をより大規模に実証・展開するために、さらにまだ多くの

研究が残っている。 

ドン・ベイヤー下院議員(D-VA)は、国土安全保障省(DHS)およびDOEと協力して、二酸化炭

素を軍事燃料に変換するための海水(青色炭素捕捉)および大気(DAC)からの二酸化炭素

の捕捉に焦点を当てたプログラムを確立するよう、国防総省に指示する2019年技術指導者

(SEA FUEL)法(H.R. 3227)を導入した。 2019年末、連邦議会はSEA FUEL法を制定し、この

研究プログラムに800万ドルを充当した。789 

「Rebuild U.S. Industry for Global Climate Leadership」の項では、回収された炭素を有用な製品に

変換することによって再利用する機会について述べている。 捕獲された炭素は、クワジャレイン

環礁のミサイル試験場のような遠く離れた場所で、サンゴ礁の代替として、海岸を養うために、沈

降砂に転換することができる。 

 

勧告:議会はSEA FUEL法に基づき、回収された二酸化炭素から軍用燃料を開発するRD&Dプロジェ

クトをさらに支援する追加資金を提供すべきである。 議会は、国防省に対し、二酸化炭素を含む合

成燃料の調達基準の策定を指示し、BECCSやDACを利用した合成燃料の調達・利用拡大の提案を

含む調達基準を提案すべきである。 

管轄：軍事委員会 

 

構成要素:連邦政府による回収炭素燃料の調達の確立 

 

連邦政府機関は、軍隊を超えて、連邦の自動車に使用するために回収された炭素から作られる

燃料を調達することができる。 現行法では、連邦政府が取得する新型軽量車両の75%は代替燃

料車でなければならない。790 現行法では、デュアル燃料車両について、法律で定義されている

代替燃料の購入が義務付けられている。791 機関は、これらの要件から免除されることが多い。 

議会は、この有望な技術に対する需要を生み出すために、この要件を、回収された炭素から作ら

れる燃料にまで拡大することができる。 その他、本報告書では、「クリーンな車と燃料の導入によ

る乗用車からの汚染の削減」と題するセクションで、連邦議会は、すべての連邦車の取得を、軽

量車両については2035年までに、中型車については2040年までにゼロ・エミッションとすることを

提言している。 

 

勧告:議会は、代替燃料の定義を拡大し、回収された炭素から作られる燃料を含めるべきである。 

勧告:連邦議会は、連邦政府の自動車に使用するために回収された炭素から作られた燃料の

競争的調達プロセスを確立するよう、総務局に指示すべきである。 

 

管轄：エネルギー・商業委員会、運輸・インフラ委員会 

 

788 中小企業庁「中小企業イノベーション研究プログラム」「表彰内容: CO2由来の代替ジェット」 
「フューエル」https://www.sbir.gov/sbirsearch/detail/1623579。 2020年6月アクセス。 

789 10 U.S. C. §223に成文化されている、2020会計年度の国防授権法、パブL第116-92号、。 
790 42 U.S. C. §13212. 

https://www.sbir.gov/sbirsearch/detail/1623579
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791 42 U.S.C.§6374(a)(3)(E);§6374(g)(2)。 
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構成要素:米国におけるハイドロフルオロカーボンの生産と消費を段階的に削減。 

 

ハイドロフルオロカーボン(HFC)は、自動車や建物の冷媒、エアロゾル噴射剤、発泡剤、溶剤、難

燃剤などに使用されるガスである。 HFCの温室効果は二酸化炭素よりも強力であり、低濃度であ

っても、短期的には気候に重大な影響を与える可能性がある。 オゾン層を破壊する物質に関する

モントリオール議定書の締約国は、2016年10月15日、オゾン層破壊ガスの代替として導入されたH

FCの世界生産と消費を段階的に削減するためのキガリ修正を採択した。 キガリ修正条項を世界中

で実施すれば、21世紀末までに0.2~0.44℃の温暖化を防止することができる。792 

 

上院の強い超党派の批准支持にもかかわらず、トランプ大統領はまだキガリ修正条項を上院に

提出していない。793 

 

2019年10月、大手家電メーカーと化学メーカー31社のCEOは、米国でのHFCの生産と消費を段階

的に削減するスケジュールを議会に設定するよう求めた。794 これらのCEOは、米国が次世代技

術の開発と製造を主導する機会があると指摘した。 メリーランド大学の最近の研究によると、HFCの段

階的削減により、米国の製造業の雇用が3万3,000人増加し、暖房、換気、空調、冷凍機の輸出が今後10年

間で25%増加するとされている。795 

 

勧告:議会は、(1)EPAに対し、HFCの生産と消費を段階的に削減し、HFCの漏洩を抑制し、利用可

能な代替品への移行を加速するよう指示し、(2)HFCに関する規制(通気禁止を含む)の実施機関

のための資源を増やし、そして(3)消費者コストを削減するためにHFCを使用する機器の交換を促

進すべく、州と地方に資源を提供するためのグラント・プログラムを創設すべきである。 

 

管轄：エネルギー・商業委員会 
 

 

 

 

 
792 ガバナンス・持続可能な開発研究所、「国連キガリ修正:単一協定からの短時間最大気温低減(2016年10月15日)」、http://www.igsd.org/nations-agree-to-kigaliamendment-largest-n

ear-term-temperature-reduction-from-single-agreement/。 
793 上院議員からの手紙 John Kennedy (R-LA)、Bill Cassidy (R-LA)、その他のGOP上院議員11人は、2018年6月4日、ドナルド・J・トランプ大統領に対し、大統領に「助言と同意のためにモントリオール

議定書のキガリ修正条項を上院に送付する」よう促した。 
794 Alliance for Responsible Atmospheric Policy and the Air-Conditioning, Heating, and Crerigation Institute to Sen. John Barrasso, Sen. Tom Carper, Rep. Frank Pallone, and Rep . Greg Walden(2

019年10月8日)からのレター。 
795 Inforum and JMS Consulting, Economic Impacts of U.S. Ratification of the Kigali Amendment, Report Prepared for the AirConditioning, Heating, & Refrigeration Institute and the Alliance for Responsible A

tmospheric Policy (April 19, 2018). 

超汚染物質の排出削減と次世代冷媒メーカーの支援 
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クリーンエネルギー技術は、急速かつ広範な展開を妨げるいくつかの構造的障壁に直面している。 

リストの上位には、石油、石炭、その他の既存のエネルギー技術を新技術や経済システムに優遇する税法が

あり、エネルギー価格の炭素汚染コストを説明できない。 

 

これらの構造的バイアスは、数十年にわたって税法に組み込まれ、米国経済にさらに長期にわた

って定着してきた。 その結果、本報告書全体を通して、Select Committeeの過半数のスタッフは、

温暖化を1.5℃に制限するための炭素削減に不可欠な特定のクリーンエネルギー技術に対する

新たな税制上のインセンティブを推奨している。、理想的な世界ではエネルギー関連の税制上の

インセンティブは、技術的に中立で、イノベーションの広範な範囲を可能にするパフォーマンスに

基づくものであると思われる。 議会と税務政策の専門家は、国が純ゼロエミッション目標を達成するた

めに必要な技術の開発と展開を最大化するために、税制上のインセンティブとその他の政策手段のベス

トミックスを引き続き検討すべきである。 

 

一方、連邦議会は、米国の石油・ガス生産を補助する特定の税控除や控除を撤廃し、気候変動の

コストとしてエネルギー価格に炭素価格を内部化したものを設定することができる。 

 

 

米国の税法では、石油・ガス部門に数十億ドルの税額控除やその他のインセンティブを提供してお

り、ゼロ炭素エネルギー源との競争をより困難にしている。 

 

例えば、石油・ガス会社は、無形の掘削コスト、すなわち、生産用の井戸の準備に関連するコスト

について、資産またはプロジェクトの存続期間中ではなく、井戸先行の総コストの60%から80%を控

除することができる。 これにより、大規模プロジェクトの先端でのキャッシュフローが増加し、796 独

立系石油・天然ガス生産者は、1年目に無形掘削費の100%を控除することができるようになった。 

統合石油会社は、これらの費用の70%を最初の年に控除し、その後5年間で償却することができる。797 20

16年、合同租税委員会は、この税制優遇措置を廃止すれば、2017年に15億9000万ドル、今後10年間で13

0億9000万ドルの収入を生み出すであろうと推定した。798 もう一つの例として、税法は、独立石油・天然ガ

ス生産者が、毎年井戸から生産される石油・天然ガスからの総所得の15%を控除することを認めている。7

99 
 

 
796 Peter Erickson et al, “Why fossil fuel subsidies matter,” Nature 578, E1–E4 (2020). 
797 26 U.S.C.§263(c)。 
798 合同租税委員会、大統領の会計年度に含まれる歳入規定の予算効果の見積り 
平成29年度予算案平成28年3月24日 

799 26 U.S.C.§613A. 

クリーンエネルギー技術の障壁を打ち破る 

税法をネットゼロ目標と整合させ、石油・ガス会社の不必

要な減税を撤廃する 
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この控除は資本コストに基づかないため、企業の総控除額が資本コストを上回る可能性がある。800 

2016年、合同租税委員会は、この「減耗率」引当金を廃止すれば、今後10年間で121億ドルが生み

出されると見積もっている。801 

 

勧告:議会は、米国の税法が、2050年までに純ゼロ・エミッションを達成するという国家目標と整合す

るようにすべきである。 まず、連邦議会は石油・ガス産業に対する不必要な減税措置を廃止すべきである。 

 

管轄: 歳入委員会 
 

 

炭素汚染に価格をつける  

化石燃料の燃焼による温室効果ガス排出の環境的・社会的コストは、野火、ハリケーンの増加、

その他の極端な気象現象によって引き起こされる生命や財産の損失を含め、明らかである。 しか

し、煙突から1トンの炭素汚染が生じた場合には、その汚染に対して誰も支払わない。 その結果、産業界、投

資家、消費者は、自らが行っている選択の真のコストを内部化せず、汚染の少ない製品や技術を選択する

インセンティブも低い。 市場が炭素汚染の真のコストを反映するまで、米国経済は化石燃料の燃焼に偏り

続けるだろう。 

 

この市場の失敗を是正する1つの方法は、1トンの汚染に対して価格をつけることである。 議会は、

炭素価格なしで包括的な気候計画を策定することはできたが、炭素価格は「経済全体に浸透し、経済のす

べての意思決定者に排出量を削減する方法を模索するインセンティブを与える」。802 

 

炭素価格はさまざまな形をとる。 選考委員会の多数派スタッフは、効果的で公平な炭素価格制度を設計

するために、以下の原則を提案している。 

 

1. 議会は、少なくとも2050年までに、米国の経済全体の温室効果ガス排出削減目標を正

味ゼロにすることを目的とした炭素価格制度を確立すべきである。 

2. 議会は、炭素価格を、深刻な汚染削減を達成し、気候に対するコミュニティの回復力を強

化する一連の政策を補完する唯一の手段と考えるべきである。 

カーボン・プライシングは銀の弾丸ではない。 

3. 議会は、汚染の削減に取り組むエネルギー集約的で貿易にさらされている国内産業が、

より汚染度の高い技術を使用する外国の競合企業と対等な競争条件で維持されること

を確保すべきである。 

 
800 環境エネルギー研究所「ファクトシート:化石燃料補助金:減税と社会コストのより詳細な見通し」(2019年7月29日)https://www.eesi.org/papers/view/fact-sheet-fossil-fuel-subsidies-a-closer

-look-at-tax-breaks-and-societalcosts 
801合同租税委員会、大統領の会計年度に含まれる歳入規定の予算効果の推定 
平成29年度予算案平成28年3月24日 

802 Resources for the Future, "Key Considerations for US Climate Policy: Clean Energy Standards & Carbon Pricing", Select Committee on the Climate Crisis, 2019 11月22 
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4. 議会は、低所得世帯が国の炭素価格から恩恵を受けることを確保すべきである。 

5. 連邦議会は、環境司法(EJ)コミュニティ内の施設について測定可能な大気汚染の削

減を達成するための政策と炭素価格を組み合わせるべきである。これらの施設は、

近隣の産業開発事案から慢性的または急性の健康影響を受けている。 

6. 連邦議会は、気候変動対策において国家を主導してきた州や地方を尊重し、国内の炭素

価格がプログラムを補完し、またプログラムを参照して構築されることを確保し、その経験

や他の国際的アプローチから学んだ教訓を適用すべきである。 

7. 連邦議会は、炭素価格と引き換えに、大気汚染を削減する責任救済を提供したり、大

気汚染防止法の規制当局やその他の既存の法的義務を無効にしたりしてはならな

い。 

 

すべてではないが、ほとんどの提案された連邦政府の炭素価格メカニズムは、コミュニティ、研究

開発、その他に投資するために利用できる大きな収入を生み出している。 連邦議会は、歳入の一部

を最優先課題に取り組むことを決定するかもしれない。その中には、低所得地域、カラー・コミュニティ、経済

移行期にあるコミュニティや労働者への投資、ネットゼロ経済を支える気候に強い方法で米国のインフラを

再建すること、汚染削減を促進するクリーンエネルギー・エネルギー効率化プロジェクトに資金を提供するこ

と、天然気候問題の解決と保全を支援すること、本報告書の他の提言に資金を提供することなどが含まれ

る。 

 

選考委員会の多数派スタッフは、環境司法コミュニティがカーボン価格などの市場メカニズムは「EJ

コミュニティの排出量削減を保証せず、低所得コミュニティや標準以下のインフラに過度に負荷をか

けているコミュニティで排出量を増加させることさえ可能である」という懸念を表明していることも認

めている。803 この報告書全体を通して、選考委員会の多数派スタッフは、低所得コミュニティや有

色人種コミュニティへの新たな投資を提案している。「地方と国の炭素やその他の排出削減の両方

を達成するのに役立つ政策ツール」である。804 「不釣り合いに暴露されたコミュニティに投資して汚

染を削減し、環境司法を推進する」と題された本報告書のセクションでは、連邦政府が環境司法を

その意思決定に確実に統合するためのいくつかの政策を提示している。低所得コミュニティやコミュ

ニティのメンバーを参加させ、政策立案プロセスに参加する能力を構築する;EPAに対し、環境司法

コミュニティにおける累積的汚染の法律と健康への影響に対処するよう要請する、などである。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

803 https://ajustclimate.org/.で利用可能な公平で公正な国家気候プラットフォーム
 2020年6月アクセス。 

https://ajustclimate.org/
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804 同上。 
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気候変動に対処し、2050年までに純ゼロエミッションに到達することは、米国経済を再整形するで

あろう。 これは、労働者とそのコミュニティの公平性の基礎の上に、新しいクリーンエネルギー経済を築く

ための独特の機会を提供する。 賢明な気候政策は、米国全土および経済的に脆弱なコミュニティに投資

し、すべての米国民に、高給で質の高い仕事とアクセス可能なキャリアパスを提供しなければならない。 

 

この報告書全体を通して、選考委員会の多数派スタッフは、クリーン・テクノロジーの革新と普及、

米国の製造基盤の再構築、強靱なインフラ・プロジェクトへの投資において米国のリーダーシップを

推進するよう勧告している。これらのプロジェクトはすべて、米国全体の雇用を創出するものであ

る。 これらの勧告は、2020年5月末までに4,000万人の米国人から仕事を奪ったCOVID-19のパンデ

ミックと、製造施設の稼働停止を受けて、さらに重要である。 以下のページでは、選考委員会の大多数

のスタッフが、クリーンエネルギー経済が形成されるにつれて、労働者を中心に据えるための追加的な政策

を特定している。 

 

 

構成要素:労働者に強力な労働基準で良好な賃金の仕事を確保する権限を与える 

 
強靱でクリーンなエネルギー経済への移行が成功するためには、我々は、労働者が安全な労働条

件の下で家族を支える賃金を稼ぐという保証を労働者に与える基盤の上に築かなければならない。 

強靱でクリーンなエネルギー経済を確保するための最善の方法の一つは、労働者が組合を結成

し、より高い賃金とより良い給付について交渉する権利を強化することである。 

 

下院教育労働委員会委員長のボビー・スコット下院議員(D-VA)は、労働者に対する新たな保護を

拡大し、労働者の権利を強化するために連邦労働法を改正する「団結権の保護(PRO)法」(H.R. 24

74)を導入した。 具体的には、雇用者が労働者の権利を侵害することを阻止し、労働者が裁判で

労働権を行使する権限を与えること、労働者がより良い労働条件のために協力し、交渉する権利

を強化すること、雇用者が従業員を独立した請負業者に誤って分類することを認める法律など、連

邦労働法の抜け穴を埋めること、などである。2020年2月6日、PRO法は、224-194の超党派投票

で下院を可決した。 

 

勧告:連邦議会は、労働者が次のことを行うために組合を結成する権利を確保する法律を可決すべ

きである。 

より高い賃金、より安全な労働条件、より良い給付について交渉する。 

管轄：教育・労働委員会 

米国の労働者への投資と、より公正な経済の構築 

クリーンエネルギー経済が現在と将来の労働者に利益をも

たらすことを確保する 
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805 House Committee on Education and Labor, “Fact Sheet: Protecting the Right to Organize Act,” May 2, 2019. 
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構成要素:連邦資金による建設・インフラプロジェクトが最高の労働基準を満たすことを保証する 

 

気候に強靱でクリーンなエネルギー経済への移行は、コミュニティ、住宅、ビジネスをよりエネルギ

ー効率が高く、極端な天候に耐えられるようにするための建設やインフラ開発、クリーンエネルギー

導入のための新たな送電線の増設、クリーンエネルギーや先進的な車両インフラの新設に伴い、

何百万もの雇用を創出するであろう。 この報告書は、連邦政府がこの経済発展と雇用創出を促進する上

で重要な役割を果たすことを提言している。 この連邦政府の資金を特定の労働基準に結びつけること

で、新しい仕事が質が高く、家族を支える仕事であることを保証することができる。 

 

勧告:連邦支出は、地域社会を強化し、働く米国人の生活の質を改善すべきである。 連邦議会は

以下を行うべきである。 

 

• 連邦資金を受け取るすべてのプロジェクトがBuy America基準を満たしていることを確認

し、Buy America/n基準が適切に適用され、これらのプロジェクトの一部である主要な材

料や製品をカバーするために実施されることを確実にする。 

• 現行の賃金要件に関するDavis-Bac法を、連邦政府が資金提供するすべてのプロジェク

トおよび連邦政府のすべての請負業者に拡大する。 

• 連邦資金の受領者が、関連する場合には、共同体給付(または労働力)協定(CBA)につい

て交渉することを要求する。 CBAは、コミュニティ組織とプロジェクト開発者との間の法的

協定であり、プロジェクトが所在するコミュニティや低所得労働者に具体的な利益がもた

らされるように、地元の雇用契約など、開発者が取るべき行動を規定している。 

• 必要に応じて、連邦政府の資金による建設およびインフラストラクチャー・プロジェクトの開

発者がプロジェクト労働契約(PLA)に署名することを義務付ける。 PLAは、建設プロジェクトの

雇用条件を定め、しばしばCBA要素を含む、請負業者と1つ以上の労働団体との間の団体交渉協定で

ある。 

 

管轄:教育・労働委員会、運輸・インフラ委員会、エネルギー・商業委員会 

 

構成要素: クリーンエネルギーとクリーンな車両に関する税政策インセンティブによって、王道的な

労働基準を採用できる潜在的機会を特定する 

 

本報告書では、選考委員会の多数派職員が、税制上の優遇措置や連邦政府の直接支出を含

め、クリーンエネルギーと自動車技術の展開を促進するために、議会がいくつかのツールを採用

することを勧告する。 一般的に、連邦資金を受け取るプロジェクトは、Davis-Baconの一般的な賃金要件を

含め、一定の労働基準を満たさなければならない。 これは、連邦政府の税制上の優遇措置の恩恵を

受けているほとんどのプロジェクトや個人に当てはまるものではない。 

 

ジェフ・マークリー上院議員(D-OR)は、クリーンエネルギー発電施設、貯蔵、炭素回収技術、製

造、およびエネルギー効率化プロジェクトに対して10%の税額控除を新設するGood Jobs for 21st 

Century Energy Act(S. 2185)を導入した。 雇用主は、明確な雇用基準及び安全基準、Davis-Baconの一

般的な賃金基準、及び登録徒弟制度からの参加者の利用を含め、強力な労働基準にコミットする場合にの

み、この税額控除を受ける資格を有する。 
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2020年6月、下院歳入委員会民主党は、2020年の再生可能エネルギー・効率化法(GREEN)を導

入した(H.R. 7330)。下院民主党はこれを「前進法」(H.R. 2)に含めることにした。 グリーン法第503条

は、同様の連邦プロジェクトのためのDavis-Bacon要件に合致した強力な労働慣行と一般的な賃金を採用す

る、特定の再生可能エネルギー・効率化プロジェクト・活動に対する追加的な税制上の優遇措置を規定して

いる。 

 

勧告:連邦議会は、引き続き、労働組合、クリーンエネルギー企業、先進的自動車メーカーを含む利

害関係者との関与を図り、連邦税制が、引き続き、良好な報酬と質の高い雇用を創出しつつ、ゼロ

炭素エネルギーと自動車技術の展開を促進することを確保するための政策道筋を特定すべきであ

る。 

 

管轄委員会:歳入委員会 
 

 

 

構成要素:移行期にある労働者とコミュニティのためのコミュニティ主導型・場所主導型ソリュ

ーションへの投資 

 

過去10年間の石炭産業の低迷は、石炭生産地域とコミュニティの経済を壊滅させ、石炭労働者とそ

の家族の多大な雇用喪失と経済的不確実性をもたらした。この傾向は、我々が純ゼロ経済に移行

するにつれ加速するであろう。 また、クリーンエネルギー部門の雇用は急速に伸びているが、石炭

の雇用が失われている場所にはないかもしれないし、常に同じ質のものではないかもしれない。 

 

石炭や他の化石燃料からの転換によって最も大きな打撃を受けた労働者やコミュニティに対す

る公平な待遇を確保することへの連邦政府の強いコミットメントは極めて重要であり、まずは強

固なコミュニティのステークホルダー・プロセスから始めなければならない。 この連邦政府のコミ

ットメントは、移住労働者に包括的な財政支援とケアを提供しなければならない。これには、賃

金の代替、保健ケア、職業再訓練と職業紹介が含まれる。 このコミットメントは、コミュニティ自身に

も適用され、税収の損失に対処し、古い炭鉱の埋め立てと修復を確保し、持株会社は法律に基づく義務

に責任を負い、インフラと経済開発のための強力な資金を提供しなければならない。 大胆な行動を取

るには、コミュニティ主導で、地域に根ざした解決策への包括的な連邦政府の投資が必要とな

る。 

 

石炭に早期に焦点を当てたプログラムは、今後数十年間のエネルギー転換の影響を受ける可

能性のある他の部門、労働者、コミュニティのためのロードマップを提供し、作業の将来に予想

される変革を支援することができる。 

 

勧告:連邦議会は、石炭経済をはじめとする米国のエネルギー利用・消費方法の変化の結果、困

難なコミュニティや労働者に対する連邦政府の経済・労働力開発支援を調整、拡大、対象とするた

労働者とコミュニティへの連邦政府の関与 
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めに、国家経済移行局を設立すべきである。 連邦議会は、コミュニティ中心のステークホルダー・プロセ

スを通して、影響を受けるコミュニティの代表、労働者を等しく集め、州および連邦の資源を持つ部族、企

業、その他の利害関係者が、地域のニーズを特定し、影響を受けた関係者から意見を聴き、実行可能な勧

告を作成することを通じて解決策を追求するよう、議会に指示すべきである。 
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この国内イニシアティブには、次の事項を含める 

 

• 賃金の代替、医療支援、退職基金や年金制度への拠出、質の高い雇用と結びついた強

固な有給再訓練機会と職業紹介支援を含む、労働者のための包括的な一連の制度的

支援。 

• 薬物乱用、家族や家庭の問題、資金計画、住居、メンタルヘルス支援などの問題に対す

るラップアラウンドやカウンセリングサービスを含む、失業した労働者のための一連の個

人的支援。 

• 経済・コミュニティの移行を効果的に計画し、対応するための重要なキャパシティ・ビルディ

ング支援を提供するための現地のリーダーへの投資。また、これらの地域の起業家や中

小企業オーナーへの投資。 

• 石炭や石油などの需要減少の影響を受けるエネルギー源の採取と発電に依存する地

域社会を、地方税や経済活動のために支援するための資源。これには、重要なサービ

ス(消防、警察、学校、社会サービスなど)を確保するために、失われた税収の一時的な

代替を含む。 

• アパラチア地域委員会、経済開発管理局、労働省(DOL)およびその他の機関で実施され

ている既存のプログラムに基づき、地域または地域のすべての市民に恩恵をもたらす経

済多角化の計画と実施のための資源を提供するための、強固な省庁間グラント・プログラ

ム。 

管轄：教育・労働委員会 

 

構成要素:経済移行期のコミュニティと連邦支出・投資のための環境司法コミュニティの優先順位付け 

 

気候危機に対応するため、米国は新技術、よりクリーンで回復力のあるインフラ、天然資源の回復

に多額の投資を行う必要がある。 米国政府は、経済移行期のコミュニティや環境司法コミュニティを含め、

コミュニティが最も必要としているところで、その支出や投資を指示する機会を持っている。 

 

国内の多くのコミュニティは、地元経済を支えていた企業や産業全体が海外に移動し始めたり、

衰退し始めたりする中で、経済的困難に直面している。 これは、長年にわたって石炭鉱業に依存し

てきたアパラチア各地の郡では、税収と雇用の面でそうである。 

これらの影響は、すでに不十分なインフラシステムを悪化させている。 ブロードバンドや接続性から

きれいで安全な水まで、これらのコミュニティは雇用を創出するだけでなく、安全なコミュニティを確

保し、経済発展の基盤を提供するための投資を必要としている。 

 

勧告:本報告書は、新しい連邦政府投資と、クリーンで強靱なインフラに対するインセンティブにつ

いて、いくつかの勧告を行っている。 連邦議会は、この支出のかなりの割合を、化石燃料消費から経済

移行の影響を最も受けているコミュニティと環境司法のコミュニティに向けるべきである。 これらのコミュニ

ティは、まず連邦政府の支出と投資を受け取るべきであり、多くの場合、より多くの額を受け取る

べきである。 すべての連邦政府の投資および助成金は、CBAおよびPLAの使用を要求し、強力な現行賃

金法を遵守すべきである。 
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勧告:議会は、税法を利用して、最も投資を必要とする分野に投資を誘致する新たな機会

を検討すべきである。 

 

管轄：エネルギー・商業委員会、天然資源委員会、運輸・インフラ委員会、歳入委員会 

 

構成要素:クリーンエネルギー経済における登録実習プログラムの拡大 

 
クリーン経済への移行は、特に電力セクター、製造業、建設業の熟練労働者に対する高い需要

を生み出すであろう。 登録修習生は、特定の雇用主や需要の高い産業に就くために、有給の職

場技能訓練や教育を労働者に提供する実証済みのモデルである。 登録修習生とは、労働者に

競争力のある賃金を支払い、訓練の進歩に伴って増加する雇用を提供するためにDOLによって

定められた国家基準を満たした者、即時雇用主を超えて労働市場で評価される携帯型の資格、

およびキャリアアップの機会である。 登録した制度を修了した労働者は、そうでない労働者よりも生涯収

入で約30万ドル多く稼いでいる。806 

 

いくつかの連邦議員は、米国における「登録徒弟制度」を拡大するための法案を提出した。 スザ

ンヌ・ボナミシ下院議員(D-OR)は、中小企業が仕事に基づく学習プログラムを開発するのを支援する産業

パートナーシップを支援するためのグラント・プログラムを創設する超党派法案である「雇用者のための地

域訓練ネットワークを通じた徒弟の促進」(パートナー)法(H.R. 989)を導入した。 マーク・ポカン下院議員(D-WI)

はH.R. 4965「効果的な徒弟制度を活用した国家技能再構築(LEARNS)法」を導入し、新たな登録徒弟制度への財

政的支援を提供し、登録徒弟制度の国家基準を作成した。 

 

勧告:連邦議会は、国家修習生制度法を再認可し、クリーンエネルギー経済における労働組合、コミ

ュニティ・専門学校、使用者との産業パートナーシップを拡大し、登録修習生制度に参加する労働者

の数を増やすべきである。 2020年6月現在、教育労働委員会は、スーザン・デービス下院議員(D-CA 807)

が発表した2020年国家修習生制度法の議論草案についてヒアリングを行っている。 

 

管轄：教育・労働委員会 
 

 

 

 

 

 

 

 

806 Debbie Reed et al., 10州における登録修習生の有効性評価と費用便益分析 
(ワシントン: Mathematica Policy Research, 2012) 

807 教育労働委員会、高等教育・労働力投資分科会、公聴会「全国徒弟制度法の再承認 :21世紀の徒弟制度の強化と拡大」、2020年3月4日。 
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構成要素：従業員の多様性と包括性を強化するためのクリーンエネルギー研修プログラムの調

整 

米国のエネルギー労働力は高度な技術を持っている。 しかし、2050年までに公平で公正なゼロ経済に

移行するためには、新しい世代の労働者の訓練、新しい取引のための既存労働者の再訓練、低所得コミュ

ニティ、有色人種のコミュニティ、経済移行期にあるコミュニティの人々が新たな機会にアクセスできるように

することが必要である。 数人の議員が、労働者の訓練を拡大し、よりインクルーシブなものにするための法

律を導入した。 

ボビー・ラッシュ委員長(D-IL)は、2019年ブルーカラー・トゥ・グリーン・カラー・ジョブズ開発法(H.R. 4

061)を導入し、宗教的・民族的マイノリティ、女性、退役軍人、障害者、失業エネルギー労働者、低

所得者など、過少代表グループのエネルギー関連産業における雇用を改善するための新たなプロ

グラムをDOEの少数経済影響局に設置した。 

 

アントニオ・デルガド下院議員(D-NY)はグリーン・ジョブズ・アンド・オポチュニティ法(H.R. 4148)を

導入した。同法は、DOLとDOEに対し、クリーンエネルギー技術産業における労働力の必要性と不

足についての調査を完了するよう指示している。 この法案は、数百万ドルの助成金を支給し、調査で

特定された労働力の不足や技能の格差を緩和するための研修プログラムを設置することを認めている。 

ウィリアム・キーティング下院議員(D-MA)は、オフショア・ウィンド・ジョブ・アンド・オポチュニティ法

(H.R.3068)を導入した。 この法案は、DOI(Department of the Interior)に、洋上風力キャリアのための研修プログ

ラムの開発のためにコミュニティ・カレッジや労働組合に助成金を提供する権限を与えている。 下院民主党

は、2020年6月に包括的なインフラ法案「前方移動法」(H.R. 2.)を提出した。808 この法案の第8450

1条は、キーティング法案と同様のグラント・プログラムを盛り込んでいる。 

ポール・ミッチェル下院議員(R-MI)とスザンヌ・ボナミシ下院議員(D-OR)は、技能(BUILDS)法(H.R. 2

831)を活用した米国のインフラストラクチャー構築を導入した。 この法案では、運輸、エネルギー、建

設、その他のインフラ関連産業における労働力開発プログラムを支援するために、産業パートナーシップへ

のグラントのための資金を用意することになっている。 BUILDS法は、歴史的に雇用の障壁に直面して

きた個人に、技能訓練、成人基礎教育、メンタリング、作業服装、育児など、成功するために必要な

支援サービスと訓練を提供することで、これらの部門の多様性を高めることに役立つであろう。 

勧告:連邦議会は、DOLに対し、関連する連邦機関、労働組合、コミュニティと専門学校、クリーンエ

ネルギー企業、州と地方の職員、地方の労働力委員会、経済開発組織、高等教育機関、その他の

利害関係者と協議し、クリーンエネルギー経済に必要な技能と能力を特定し、これらのニーズを満

たすための対象を絞った研修プログラムを開発するよう指示すべきである。 これらの研修プログラ

ムは、DOLや他の機関によってすでに提供されているものと重複すべきではなく、包摂性と多様性

のベンチマークを含めるべきである。 

 

管轄：教育・労働委員会 
 

808 特に断りのない限り、H.R.2の言及は、2020年6月22日付の規則委員会印刷116-54に含まれる法案のバージョンを指す。 下院は、選考委員会の報告書が印刷されると、H.R.2について討論する準備をして

いた。 規則委員会印刷は、https://rules.house.gov/sites/democrats.rules.house.gov/files/BILLS- 116HR2-RCP116-54.pdfで入手可能であり、2020年6月22日以降になされた法案の修正を反映

するものではない。 
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石炭鉱山労働者の医療ニーズに対する支援  

構成要素:病気の炭鉱労働者を支援するための黒色肺疾患信託基金への下支え 

 
石炭労働者のじん肺症は、黒色肺疾患としてよく知られており、石炭粉塵の吸入によって引き起こさ

れる難治性の肺疾患である。 黒色肺給付法は、アメリカの炭鉱で石炭粉じんにさらされたことによるじん

肺により障害を受けた炭鉱労働者に対し、鉱山労働者が働いていた炭鉱の経営者が支払の責任を負う形

で月額の給付金及び医療給付金を支給する。 

Black Lung Disability Trust Fundは、政府が責任を負う炭鉱事業者を特定できない場合や、炭鉱事業者がも

はや溶剤を使用していない場合など、特定の状況下で給付金を支払う措置も講じている。 

 

信託基金は債務に陥った。 石炭会社が倒産を宣告すると、黒色肺債務は信託基金に移管される。 

現在、信託基金は、ブラック・ラング・ベネフィット・アクトの請求の4分の3をカバーしている。 さらに、石炭生

産の減少と石炭税率の急激な低下(議会は2018年末に失効を認めた)により、信託基金に入る歳入は減少

した。 同時に、より多くの鉱山労働者が最も重症の黒色肺疾患と診断されているため、支出が増加している。 

Progressive Massive Fibrosis 810 The Government Accountability Office (GAO)は、信託基金の債務残高は2050.年ま

でに150億ドルを超える可能性があると予測している。811 

 

2019年7月、ボビー・スコット下院議員(D-VA)は、信託基金を支払能力に戻すために、ブラック・ラン

グ・ベネフィット・トラスト・ファンド・ソルベンシー法(H.R. 3876)を導入した。 2018年12月31日、議会

は、信託基金の資金を拠出する石炭消費税率を、地下炭で55%下げ、トン当たり0.50ドル、地上炭で

0.25ドルとした。 同法案は、黒字の肺消費税率を次の水準に戻す。812 

2029.年12月31日までの10年間、地下炭はトン当たり1.10ドル、地表炭はトン当たり0.55ドル 

 

2019年12月、議会は可決し、大統領は2020年連結歳出法に署名した。 この支出パッケージで、連邦

議会は黒肺消費税率を以前の水準に戻したが、その延長は2020.年末に失効する。813 

 

勧告:連邦議会は、ブラック・ラング・ディサビリティ・トラスト・ファンドの支払能力の回復を支援するた

め、石炭消費税率を地下炭については1トン当たり1.10ドル、地上炭については1トン当たり0.55ドル

以上に維持すべきである。 
 

 

 
 

809 米国労働省、労働者補償プログラム局、炭鉱労働者補償局、「黒肺給付法遵守指針」、https://www.dol.gov/owcp/dcmwc/regs/compliance/blbenact.htm。 2020年6月アクセス。 
810 米国疾病管理予防センター810「石炭鉱山における進行性大量線維症の緊急性-東ケンタッキー、2016年」、罹患率および死亡率に関する週報(2016年12月16日)。 
811政府説明責任局、ブラック・ラング・ベネフィット・プログラム:資金調達と監督の課題が信託基金に悪影響を及ぼしている(2019年6月)。 
812 House Committee on Education and Labor, “Fact Sheet: Black Lung Benefits Disability Trust Fund Solvency Act of 2019 
(H.R. 3876)、2019年7月23日 

813 H.R. 1865の第813部、さらに、連結歳出法、2020年、第116議会。 
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勧告:石炭生産が減少するにつれて、石炭消費税からの収入は信託基金を支援するには十分

ではないかもしれない。 議会および利害関係者は、信託基金を長期的に支えるために、より高い税率

または代替的な資金調達メカニズムを探求すべきである。 

 

管轄:歳入委員会 

 

構成要素:病気の炭鉱労働者とその家族に提供される連邦政府の利益とサービスの改善 

 

黒い肺に悩まされている炭鉱労働者は、利益を確保するために、しばしば長い上り坂のような戦

いに直面する。 GAOは、DOLのBlack Lung Benefits Programが鉱山労働者に重大な負担を課しているこ

とを明らかにした。「炭鉱労働者は、法律上の代理人を見つけることや、自社の主張を裏付ける健全な医

学的証拠を開発することなど、連邦政府による黒人肺の主張を追求する多くの課題に直面している」814

石炭会社も主張を争っている。ピュリッツァー賞を受賞したパブリック・インテグリティ・センターの調査によ

ると、産業界が資金を提供する弁護士や医師は石炭会社と緊密に協力し、根拠を隠し、疑わしい医学的

検査結果を提供することで、炭鉱労働者の利益主張を打破してきた。815 

 

ボブ・カセイ上院議員(D-PA)は、Black Lung Benefits Programを改善・強化するため、2019年Black 

Lung Benefit Improvement Act(S. 2205)を導入した。 この法案は、鉱山労働者の法的代理人へのアク

セスを容易にすることを目的とし、給付請求の関係者に対してすべての医学的証拠の開示を要求するもの

である。 また、この法案は、黒人肺障害給付金の生活費調整を回復させ、DOLには保険金請求残

高を減らすための戦略を策定することを求めている。 重要なことは、この法案は、医師、弁護士な

どが請求手続き中に虚偽の陳述をした場合の刑事罰を強化していることである。 

 

勧告:連邦議会は、黒肺給付法を強化することにより、炭鉱労働者の健康と権利を保護する法案を

可決すべきである。それは、すべての関連する医学的証拠の完全な開示を事業者に要求すること、

請求過程において質の高い法的代表権を得るために鉱山労働者に財政的支援を提供すること、黒

肺給付請求に異議を申し立てるために虚偽の情報を使用した個人に対する刑事罰を設定するこ

と、および黒肺障害信託基金の支払能力を確保することである。 

 

管轄：教育・労働委員会 
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814 政府アカウンタビリティ・オフィス、ブラック・ラング・ベネフィット・プログラム:行政・構造改革により改善可能 
最低限の人々が請求を追求する能力(2009年10月)。 

815 「Breathless and Burded」(2013年10月29日~11月1日)、https://publicintegrity.org/topics/environment/breathless-and-burdened/。 2020年6月アクセス。 

https://publicintegrity.org/topics/environment/breathless-and-burdened/
https://publicintegrity.org/topics/environment/breathless-and-burdened/
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構成要素:保全と気候耐性に関わる雇用機会の創出 

 
2050年までに純ゼロ・エミッションを達成する経済には、大規模なクリーンエネルギー労働力が必要

であるが、森林や湿地の回復、コミュニティの気候回復力など、自然の気候問題の解決策を拡大す

るための労働力も必要である。 

 

本報告書の「自然気候ソリューションの未来の可能性を捉える」と題するセクションでは、選考委

員会の過半数の職員が、若者を雇用して農村部や都市部の新しい森林を再生・植林し、再生農

業に従事させ、生態系やその他の自然空間を回復させるために、文民保護部隊を再開すること

を勧告している。 同様に、報告書「気候耐性と公平性におけるコミュニティ・リーダーシップの支援」のセク

ションでは、選考委員会の多数派スタッフが、災害やその他の気候に起因する脅威からの地域社会の適

応、緩和、準備、対応、復興を改善する国家サービス・プロジェクトを実施するために、ナショナルおよびコミ

ュニティ・サービス公社の中に気候耐性サービス・コープを立ち上げることを推奨している。 これらのプロ

グラムは、重要なサービスの提供に加えて、気候変動とコミュニティの気候回復力に対する自然

ベースの解決策に専念する労働力の育成にも役立つであろう。 

 

勧告:議会は、文民保護部隊を再建し、気候耐性サービス部隊を創設すべきである。 この法律は、労

働省に対して、同様の取り組みを調整するために、関連する連邦機関と協力するよう指示すべきである。 こ

れらのプログラムのための多様な応募者プールを募集し、選択することが優先されるべきである。 

 

所轄:天然資源委員会、教育・労働委員会 

 

構成要素:公共の安全と健康を脅かす廃石炭鉱山の清掃 

 
1977年、連邦議会は地上鉱業管理埋立法(SMCRA)を可決し、AML信託基金を設立した。 同法

は、炭鉱事業者に対し、廃鉱埋立費用を支払うために、採掘された石炭1トンごとに手数料を支払

うことを義務付けている。 AMLプログラムは、水質汚染や有害廃棄物を含む石炭採掘に伴う地表採掘の

影響を緩和するため、適格な州や部族に資金を配分する。 この埋め立て作業は、農村部やしばしば困

窮した地域での経済活動と雇用創出を加速する働きがある。 

 

料金徴収の認可は2021年に失効するが、重大な浄化問題が残っている。 DOIによれば、米国で残

された優先順位の高い遺棄鉱山を修復するために少なくとも100億ドルの費用がかかるとされてい

る816。 

 

マット・カートライト下院議員(D-PA) は、2019年の地表鉱業管理埋立法改正(H.R. 4248)を導入し

た。これは、現行レベルの料金徴収権限を2036年まで延長する超党派法案である。 
 

816 Rep. Matt Cartwright, "Cartwright Bill to Cleanded Cal Mined Approved by Committee, Advances to House Floor" (2020年1月15日、https://cartwright.house.gov/media-center/press-rele

石炭鉱山・廃坑井の保全・再生・修復による雇用創出 
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ases/cartwright-bill-to-cleanup-abandoned-coal-mines-approved-by-committee) 
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法案はDOIに対して、石炭採掘による悪影響の緊急復旧、埋め立て、軽減、制御、防止のため、州

政府および部族政府に償還することを認めている。 

 

AMLプログラムは、1977年以降、埋め立てのために州および部族に60億ドルを配分してきた817が、

現在、AML基金は23億ドルの不適当残高を有している。818 マット・カートライト下院議員(D-PA)は、

石炭産業の不況の結果、経済的破綻を経験した廃鉱地を有するコミュニティへの10億ドルの支出を

加速させるために、2019年の地域活動と投資を活かした石炭コミュニティの経済の超党派的再生(R

ECLAIM)法(H.R. 2156)を導入した。 RECLAIM法は、州や部族が最も優先的に放棄された鉱山跡を埋め立

てるためにこの資金を使い、将来の経済開発やコミュニティ開発に利用できるようにするものである。 

 

下院民主党のインフラストラクチャー法案である「前進法」(H.R.2)には、RECLAIM法の主要条項 

(第84301条から第84305条)がサブタイトルとして含まれていた。 本法案の第84201条から第84203条に

は、2019年の地表鉱業管理埋立法改正(H.R. 4248)が含まれている。 

 

勧告:議会は、残りの鉱山の清掃に必要な作業の範囲を考慮し、AML信託基金の手数料徴

収権限を現行レベルに延長すべきである。 

 

勧告:議会は、AML基金からの不適切な資金の少なくとも10億ドルの支出を加速し、破綻した石

炭コミュニティの遺棄鉱山を清掃し、新たな経済的機会を促進すべきである。 

 

管轄：天然資源委員会 

 

構成要素:連邦および非連邦土地での孤立石油・ガス井戸の埋立・修復への投資 

 

石油・ガス事業者が井戸を放棄すると「孤児」となり、埋め立てにかかる費用は納税者の責任とな

る。 不適切に閉塞された井戸や、所有されていない井戸は、油、塩水、メタンを漏洩し、地下水を

汚染し、気候危機の一因となる可能性がある。 遺棄された井戸と孤児となった井戸の正確な数

は不明であるが、BLMは連邦政府の土地にある200以上の孤児井戸を特定している。819 全米各

州は、5万6,000以上の遺棄された井戸を報告している。また、遺棄された井戸の数は21万~74万

6,000箇所と推定されている。820 EPAの推定によると、300万以上の遺棄された井戸と孤児となっ

た井戸が、温室効果ガスを大気中に漏出する可能性がある。 821 しかし、井戸が自然景観に復

元されると、再生地は天然の炭素吸収源として機能し、地底に炭素を貯蔵する。 

 

817 米国内務省地上鉱業埋立・執行局「遺棄地の埋め立て」https://www.osmre.gov/programs/aml.shtm. 2020年6月アクセス。 
818 Lance N. Larson, The Abandoned Mine Reclamation Fund: Reauthorization Issues in the 116 Congress (連邦議会調査局、2020) 
819 GAO-18-250「石油・ガス井:土地管理局がデータを改善し、潜在的な債務を監視する必要がある」(2018年5月)には、819 Government Accountability Office, GAO-18-250 がある。 
820 Interstate Oil & Gas Compact Commission、Idle & Ophan Oil & Gas Wells: 州および州の規制戦略 
(2019): 12-14. 

821 U.S. Environmental Protection Agency, Inventory of U.S. Greenhouse Gas Emissions and Sinks 1990-2016: Abandoned Oil and Gas Wells (2018年 

https://www.osmre.gov/programs/aml.shtm
https://www.osmre.gov/programs/aml.shtm
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全国の廃井戸を再生・修復するための連邦プログラムは、化石燃料労働者に質の高い仕事を提

供する一方で、汚染を減らすことができる。 

 

下院民主党のインフラ法案「前進法」(H.R. 2)の第84101条は、連邦孤児となった井戸の修復プログ

ラムを設立し、連邦、部族、州、私有地の孤児油井・ガス井の修復、埋め立て、閉鎖に5年間で20億

ドルを支給することを認めている。 

 

勧告:連邦議会は、孤立した石油・ガス井戸を修復・再生するための埋め立て基金を設立すべきで

ある。 この基金は、連邦政府の土地管理機関が、公有地や公有水域、ならびに州、部族、領土の

遺棄井戸を修復するための資金を提供すべきである。 このプログラムは、陸上と沖合の両方の廃

井戸用地の強力な埋立基準を確立し、気候と生物多様性の利益を優先するべきである。 

 

勧告: BLMの検査・施行プログラムは、メタンの漏出、流出、および安全でない掘削・採掘慣行の

阻止を含め、安全で責任ある資源開発を確保する責任がある。 連邦議会は、BLMの査察・執行

活動のための資金を増やすべきである。これには、公有地で遺棄され孤児となった井戸を発見・

発明することも含まれるべきである。 

議会は、DOIに対し、特定されたすべての井戸のデータベースと地図を確立し、埋め立て作業の優

先順位を付けるよう指示すべきである。 さらに、連邦議会は、州および領土の石油・ガス規制当局および

当局に対し、その管轄内での検査、執行、および検知のための資金を提供すべきである。 

 

管轄：天然資源委員会 
 

異常気象から労働者を守る  

構成要素:農業労働者と建設労働者を極度の熱から守る 

 
過度の熱暴露は、労働者と経済に直接的な脅威を与える。気候危機はこの危険性を増加させてお

りこれまでに最も暑い20年間のうち19年間は2001年以降に記録された。822 気温の上昇は、熱に関

連した職場の負傷や疾病の増加、労働力の劇的な喪失、生産性の低下を引き起こすと予測されて

いる。823 農業従事者と建設労働者は、熱病の発生率が最も高く、824 過度に暑く湿潤な環境で雇用

されている労働者は全て、極端な条件のために、疾病や死亡の重大なリスクにさらされている。825 

国家気候評価によると、気温上昇中の労働生産性低下のコストは米国では2090年までに年間1,60

0億ドルに達すると推定されている。826 
 
 

822航空宇宙局「地球のバイタルサイン:地球の気温」 
https://climate.nasa.gov/vital-signs/global-temperature/. 2020年6月アクセス。 

823 Kristina Dahl, et al., Killer Heat in the United States: Climate Choices and the Future of Dangerously Hot Days (Union of Concerned Scientists, 2019). 
824 National Institute for Occupational Safety and Health, Criteria for a Recommended Standard: Occupational Exposure to Heat and Hot Environments (February 2016). 
825 労働安全衛生局「熱指数の使用:雇用者のための指針」 
https://www.osha.gov/SLTC/heatillness/heat_index/pdfs/all_in_one.pdf. 2020年6月アクセス。 

https://climate.nasa.gov/vital-signs/global-temperature/
https://www.osha.gov/SLTC/heatillness/heat_index/pdfs/all_in_one.pdf
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ジュディ・チュ下院議員は、2019年のAsuncion Valdivia Heat Illness and Fatality Prevention Act of 

2019(H.R. 3668)を導入した。これは、雇用主に水、日陰、休息を提供することを義務付けることによ

り、労働者が暑熱ストレスのような現在の気候変動の影響に適応することを支援するものである。 

 

勧告:連邦議会は、労働長官に対し、過度の熱への職業上の曝露の防止に関する基準を制定する

よう指示すべきであり、また、使用者に対し、従業員を熱に関連する傷害及び疾病から保護するた

めの職場過度の熱防止計画の実施を要求すべきである。 基準および要件は、(1)従業員を熱関連

疾患から守るための行動を引き起こす曝露限度、(2)水分補給、(3)日陰または気候管理区域での

予定された有給休憩時間、(4)雇用者および監督者の訓練、(5)緊急時の医療対応計画を考慮すべ

きである。 

 

管轄：教育・労働委員会 
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826 U.S. Global Change Research Program, Forth National Climate Assessment, Volume II(2018年11月), Chapter 14: Healt 
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米国では、カラー、低所得コミュニティ、部族・先住民コミュニティのコミュニティが「汚染された大

気、水路、景観への曝露を含む環境上の危険に不釣り合いに悩まされている」と報告されてい

る。827 例えば、8都市を対象とした2019年の調査によると、現在、人種や社会階級に基づいた違

法な抵当融資差別を経験したことのある、歴史的に一線を越えたコミュニティの居住者は、喘息

関連の治療のために救急室を訪れる頻度が、そうでない地域の居住者の2倍以上となっている。

828 当該地域の居住区域は、しばしば樹木が少なく、これは重要ではないが、もしあれば日陰を

提供し、暑い日に地上気温を下げるのに役立つ。829 有害廃棄物施設に関する別の研究では、こ

れらの施設の「人種的に異なる立地の明確な歴史的パターン」が明らかにされている。830 

 

これらの環境司法コミュニティは、「特に人種隔離の遺産と歴史的に人種差別主義的なゾーニン

グ・コードの組み合わせにより、気候変動の影響に対して脆弱であり、対応するための資源が最も

少ないことが多い」としている。8312018年版国家気候評価では、気候の影響は均等に配分されな

いことが明らかにされた。 リスクは、低所得層のコミュニティ、カラー・コミュニティ、子ども、高齢者

など、すでに脆弱な立場に置かれている人々で最も高いことが多い。 

気候変動は、脆弱なコミュニティがすでに極端な気象や気候関連の現象に備え、回復する能

力が不足しているため、「現存する社会的・経済的不平等を悪化させ、その結果、極端な天候

にさらされ、感受性を高める恐れがある」と言われる。832 

 

この報告書全体を通じて、選考委員会の多数派スタッフは、公平性と環境正義を気候危機行動

計画と、よりクリーンで強靱な経済を構築するための提言に統合した。 以下の提言は、環境司法と

最前線のコミュニティにおける有害な大気汚染と水質汚濁を削減し、連邦政府の政策立案においてこれらの

コミュニティに権限を与え、公正な移行を達成するための、より的を絞った政策を提供するものである。 気候

危機行動計画の提言は、以下に述べるように、職員とメンバーが環境司法グループと会談し、2

つの重要な国内会話を行うことによってもたらされている。 

 

2019年7月、著名な環境司法指導者と国内環境組織のグループが、「公平で公正な国家気候プラッ

トフォーム」を発表した。これは、公衆衛生の改善やすべてのコミュニティの幸福と幸福に貢献する

ため、気候危機と環境人種差別主義に取り組むことを含め、国家気候政策アジェンダに望まれる成

果と優先事項を特定するものである。 
 

827 2020年環境法、第1節。 
828 Kara Manke, “Historically redlined communities face higher asthma rates,” Berkeley News, May 22, 2019.

 https://news.berkeley.edu/2019/05/22/historically-redlined-communities-face-hig

her-asthma-rates/でご利用いただけます。 

829 Jim Morrison, 「都市ヒートアイランドの気温を下げることができるか?」 Yale Environment 360, 9. 12, https://e360.yale.edu/features/can-we-turn-down-the-temperature-on-urban-heat-islands. 
830 ポール・モハイとロビン・サハ、「どちらが先に来たのか、人々か、公害か。

 「環境調査レター10(11)」(2015年11月18日)では、環境の不正性に関する異種の立地と立地後の人口統計学的

831 変化の仮説を評価する。 2020年環境法第1条。 

832 U.S. Global Change Research Program, Fourth National Climate Assessment, Volume II (2018年
 https://nca2018.globalchange.gov/chapter/1/.で入手可能 

不釣り合いに暴露されたコミュニティへの投資を行

い、汚染の低減と環境への適合を促進する。 
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このプラットフォームは、環境司法の指導者と環境団体が共通の目標を特定した分野を概説して

いる。833 

 

第2に、民主的組織に関するエメズ原則に従って、気候危機選出委員会の委員である ラウル・M・

グリヤエヴァ(D-AZ)下院自然資源委員会委員長、A. ドナルド・マカーチン(D-VA)下院議員が、

「すべての人々が純粋な大気、清潔な水、そして生命を豊かにする環境に対する権利を有してい

るため」、第116回議会のための包括的な環境司法イニシアティブを開始した。834 これは、 多くの

人々にとって、これらの権利はいまだに実現されておらず、不公平は環境司法コミュニティに継続

的な苦しみをもたらしている。2019年6月26日、Grijalva議長とマッケイチン下院議員は、ワシントン

DCで環境司法に関する初めての議会を主催し、来るべき環境司法立法のための共通のビジョン

を議論した。 2019年11月15日、彼らは環境司法法法案の審議案を公表した。835 2020年2月27

日、Grijalva議長とMacEachin議長は、環境司法コミュニティとの1年に及ぶ協力プロセスの集大成

である、画期的な「環境司法」(H.R. 5986)を公式コメントのために公開した。836 以下の勧告の多く

は、すべての人のための環境司法法の条項を反映している。 

 

環境司法法は、「環境司法コミュニティ」を「有色コミュニティ、低所得コミュニティ、部族・先住民コミ

ュニティのうち、人の健康や環境への悪影響を経験しているか、それ以上経験するリスクのあるコ

ミュニティを有意に代表するコミュニティ」と定義している。837 以下の勧告では、この定義を使用し

ている。 

 

 

構成要素:環境保護庁において環境司法コミュニティに焦点を当てた急増執行資金を、創設し資金をつける 

 

最も強力な環境法であっても、施行されなければ汚染を減らすことはできない。 法令違反を発見

し、司法を追求するためには、徹底的かつ頻繁な検査と遵守状況のモニタリングが重要である。 しかし、20

10年以降、環境保護庁(EPA)による適合性調査・評価件数は半減している。 民事執行事件の開始と結論

も、同様の率で低下した。838 

 
 

 

 

 

 

833 https://ajustclimate.org/about.html.「公平で公正な国家気候プラットフォーム」
 2020年6月アクセス。  

834 Natural Resources Democratats、「環境正義」、https://naturalresources.house.gov/environmental-justice。 2020年6月アクセス。 
835 Committee on Natural Resources Democrats, “Chair Grijalva, Rep. McEachin Release Discussion Draft of Environmental Justice Bill, Marking New Public Input Phase of Historic Collaborati

ve Effort,” press release, November 15, 2019. 
836 Committee on Natural Resources Democrats, “Following Year-Long Collaborative Effort, Chair Grijalva and Rep. McEachin 
2020年2月27日のプレスリリースで、ランドマーク環境司法法法を導入する。 

837 全法環境司法、第3条。 
838 米国環境保護庁「2018年度EPA施行・遵守年次結果」2月8日、 
2019. 

環境司法コミュニティにおけるコーナーストーン環境法の強

化 

https://ajustclimate.org/about.html
https://naturalresources.house.gov/environmental-justice
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EPAはまた、公民権法第6編の緩やかな施行に対する批判に直面している。同法は、連邦政府の

財政援助を受けているプログラムや活動において、人種、色、出身国を理由とする差別を禁止し

ている。839 2016年、米国公民権委員会は、EPAが差別の申し立てに対応し、問題を解決すること

によって、環境司法上の義務を果たしているかどうかを検討した。同委員会は、「EPAが第6編の

苦情を適時に処理または解決できないため、EPA資金の受領者は差別の申し立てについて説明

責任を負わないとされている」と結論づけた。840 

 

勧告:議会は、EPAの執行予算を倍増させ、環境と気候の正義を執行と遵守の保証の優先事項の

一つにするよう、EPAに指示すべきである。 EPAは、大気・水質モニタリングの強化を含め、対象を絞っ

た施行の急増のために、産業汚染によって最も過剰な負担を負っている100のコミュニティを特定すること

から始めることができる。 

 

勧告:連邦議会は、EPA監察総監に、州が法律を執行する方法の格差を含め、環境司法コミュニ

ティにおけるこの施行の急増の結果を再検討するよう指示すべきである。 EPA査察官が緩やかな

執行を示す格差を特定した場合、EPAは、潜在的な違反者に対して措置をとるために、そのバックストップ執

行権限の使用を検討すべきである。 

 

勧告:議会は、環境司法上の懸念に関連する第6編の苦情に適時に対応するために、EPAの総合

弁護士事務所の外部公民権執行事務所の職員を増員すべきである。 

 

勧告:環境司法コミュニティで起きた違反を解決するためにEPAの和解合意の一環として開始され

た環境プロジェクトについて、議会は、(1)影響を受ける環境司法コミュニティの個人がプロジェクト

の開発に関与し、(2)プロジェクトが影響を受ける環境司法コミュニティの健康と福祉に利益をもた

らすことを保証するようEPAに指示すべきである。841 

 

管轄：エネルギー・商業委員会、運輸・インフラ委員会 

 

構成要素:公民権法を改正し、環境・気候不正の被害者を保護する 

 

公民権法第6編は、連邦財政援助を受けているプログラムや活動において、人種、色、出身国を

理由とする差別を禁止している。842アレクサンダー・サンドバル判決において、最高裁は、第6編を個人に

法的救済、すなわち、意図的差別行為に対する私的な訴訟権を与えるものと解釈したが、人種集団や他の集

団に異なる影響を与えるだけの行為を対象としたものではなかった。 
 

 

 
 

839 42 U.S.C.§2000d et seq. 
840 U.S. Commission on Civil Rights, Environmental Justice: Examining the Environmental Protection Agency’s Compliance and Enforcement of Title VI and Executive Order 12898 (September 2016). 
841 全米環境司法法、第21条 
842 U.S.C.§2000d等 
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サンドバルの事件では、マーサ・サンドバルは、アラバマが英語だけで運転免許試験を提供する

方針は、米国外で生まれた英語を話さない人々に異なる影響を与えたため、出身国に基づいて差

別されたと主張した。 連邦最高裁判所は、サンドバルには異なる影響に基づく私的な行動権がないと

判示したので、有害な汚染によって過度に負担された色彩の共同体に住む個人は、救済を求める公民権

法上の法的救済を受けることができないと結論付けることができる。 

 

グリヤエバ-マカーチン環境司法法（Grijalva-McEachin Environmental Justies for All Act）は、公

民権法を改正し、様々な影響に基づく差別が発生した時期を明確にした。843 法案は、サンドヴァ

ル訴訟における最高裁の判決の不備を是正し、異なる影響を及ぼす差別的行為を行っていると

される団体に対して公民権法第602条に基づく私訴を提起する個人市民の権利を確立した。844 

 

勧告:連邦議会は、異なる影響に基づく差別を定義するために公民権法を改正し、第6編第602条

に基づく私権を確立し、「差別に直面した場合、市民がこの重要なメカニズムを利用して法的救

済を求めることができるようにする845」を行うべきである。 

 

管轄:法務委員会 

 

構成要素:環境法の施行における累積的汚染影響を考慮するようEPAに指示 

 

環境司法コミュニティは、集中的な大気汚染や水質汚濁にさらされることで、累積的な影響を受け

る。 NJEJA(New Jersey Environmental Justies Alliance)では、「累積的な影響」を「複数の汚染源

から排出されることが多い複数の汚染物質による影響、および地域社会に存在する社会的脆弱

性との相互作用」と定義している。846 

 

何人かの議員は、EPAに累積的かつ不均衡な環境および健康への影響を考慮させるための提

案を行った。 2019年環境司法法は、EPAに浄水法および大気浄化法の下での決定を許可する際に、累積

的な汚染影響および施設の違反を考慮することを求めている。848 グリヤエバ-マカーチン環境司法法は、許

可プロセスにおいて累積的な汚染影響分析および継続的な違反の見直しが行われることを求めている。849 

エネルギー・商業委員会のクリーン未来法討議草案は、大気浄化法に基づく州の実施計画の一環として、

州に対し、以下を義務付けている。 

 

843 全法の環境司法、第5条。 
844  同上 
845 Committee on Natural Resources Democrats, “Statement of Principles for Environmental Justice Legislation,” 
https://naturalresources.house.gov/environmental-justice. 2020年5月アクセス。 

846 New Jersey Environmental Justice Alliance, Statewide Policy Platform 2017-2018, February 2018, http://www.njeja.org/wpcontent/uploads/2018/02/NJEJA-Policy-Platform-Final.pdf. 
847 同上 
848 2019年環境司法法。 
849 全米環境司法法、第7条 

https://naturalresources.house.gov/environmental-justice
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「フェンスラインコミュニティ(汚染源の近くに住む個体群を意味する)、有色人種コミュニティ、

先住民コミュニティ、低所得コミュニティへの不均衡な影響を減らす」850。 

 

勧告:連邦議会は、EPAに対し、(1)公害が環境司法コミュニティに与える累積的で不均衡な影響

を評価する方法論を開発し、(2)その方法論を政府機関の意思決定に統合する計画を作成する

よう指示すべきである。 

 

管轄：エネルギー・商業委員会、運輸・インフラ委員会 
 

 

 

ブロックの構築:経済移行期にある環境司法コミュニティとコミュニティへの投資 

 

気候危機に対応するため、米国は新技術、よりクリーンで回復力のあるインフラ、天然資源の回

復に多額の投資を行う必要がある。 米国政府は、最も必要とされているところで、その投資を指示する

機会を持っている。 

 

環境司法コミュニティは、数十年に及ぶ公共・民間投資の不十分さと、人種差別に根ざした政策

選択の遺産の影響を受けて生きている。 インフラの崩壊、不良な住居、持続的な汚染は、毎日

苦しんでいる症状の一部である。 気候危機はこれらの不平等を悪化させるだけである。 他のコミュニ

ティでは、地元経済を支える企業や産業全体が海外に移動したり、衰退したりするため、経済的困難に直

面している。 例えば、アパラチア各地では、長年にわたり税収や雇用を石炭産業に依存してきたが、コミ

ュニティや家族を支えるために新しい産業を求めている。 

 

勧告:本報告書は、新しい連邦政府投資と、クリーンで強靱なインフラに対するインセンティブにつ

いて、いくつかの勧告を行っている。 連邦議会は、この支出のかなりの割合を、化石燃料消費から経済

移行の影響を最も受けている環境司法コミュニティやコミュニティに振り向けるべきである。 

 

管轄：エネルギー・商業委員会、天然資源委員会、運輸・インフラ委員会 
 

 

 

 

 

 

 

 

850 第606条「将来法に関する審議案」、https://energycommerce.house.gov/newsroom/press-releases/ecleaders-release-draft-clean-future-act-legislative-text-to-achieve-a-100。 

連邦政府の意思決定に環境と気候に関する司法を組み

込む 
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構成要素:環境司法に関わる1994年大統領令および連邦省庁間作業部会を法制化する 

 

ビル・クリントン大統領の大統領令12898は、各連邦機関の責務を以下のように定めた。「必要に

応じて、米国の少数民族や低所得者層に対するプログラム、政策、活動が人の健康や環境に及

ぼす不均衡な悪影響を特定し、対処することにより、環境司法をその使命の一部とする」。851 この

大統領令は、連邦政府全体にわたって環境司法の原則を調整し、推進するために、環境司法に

関する省庁間作業部会を設置した。 

合衆国大統領は、大統領令をいつでも取り消す権限を有する。 

 

ルイス-ブッカー環境司法法（Ruiz-Booker Environmental Justice Act）は、この執行命令を法律に

成文化するものである。 同法案は、パブリック・ミーティングやパブリック・コメント募集を含め、一般市民

が参加する機会を増やすことによって執行令を強化するものである。852グリヤエヴァ-マケーチン環境司法

法はまた、執行令の主要な構成要素を成文化し、各連邦政府機関に対し、「そのプログラム、政策、慣

行、および活動が人の健康や環境に及ぼす影響が、有色人種コミュニティ、低所得コミュニティ、部族コミ

ュニティ、先住民コミュニティに及ぼす不釣り合いなほど高く、または悪影響を特定し、対処する」環境司法

戦略を策定することを求めている。853エネルギー・商業委員会のクリーン未来法には、同様の成文案854が

含まれている。 

 

勧告:連邦議会は、執行令12898を成文化し、透明で包括的なプロセスを通じて包括的な環境

司法戦略を策定する機関の要件を強化すべきである。 

 

勧告:連邦議会は、(1)連邦政府機関間の協調と協力を改善し、連邦政府機関が、連邦政府のプロ

グラム、政策、慣行、および活動が、有色、低所得コミュニティ、部族・先住民コミュニティに及ぼす

不均衡な人の健康と環境への影響を適切に特定し、対処することを助言し、支援すること、(2)環

境法の整備、実施、および施行に際して、有意義な関与と適正なプロセスを促進すること、(3)環境

司法問題に関する連邦政府機関の行動に関する科学、規制、および政策についてのコミュニティ

の理解を深めることに焦点を当て、環境司法コミュニティに対する直接的な指導と技術援助を調

整し、提供すること、(4)環境司法コミュニティにおける環境衛生、公害、および公衆衛生上の負担

に対処し、健康で持続可能で強靱なコミュニティを構築すること、を目的として、機関間作業部会を

成文化し、その目的を確立すべきである。 

 

管轄：エネルギー・商業委員会 
 

 

 
 

851 大統領府、大統領令12898「少数民族における環境正義に対処するための連邦法」 
低所得者人口、1994年2月16日。 

852 2019年環境司法法 
853 全米環境司法法、第9条 
854 Section 604, CLEAN Future Act discussion draft. 
855 全米環境司法法、第8条 
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構成要素:EPA内で環境司法オンブズマンを創設 

 
コミュニティの住民は、近所の煙突から立ち上がるのが分かるか、曝露による慢性的・急性的な健

康影響を受けるのかにかかわらず、汚染の最前線にいる。 このように、市民の苦情は、環境法違反

の可能性を示す最初の兆候であることが多い。 気候変動は、大気汚染や水質汚濁に最も苦しんでいるコ

ミュニティが経験する不公平さを悪化させるだろう。 

 

コミュニティは、コミュニティに見られる環境や気候への影響を伝えるために、意思決定者へのア

クセスを拡大する必要がある。 これを行う一つの方法は、関係する個人と直接接するオフィスを指定す

ることである。 例えば、ミシガン州のフリント水危機に対応して、環境司法作業部会は、他の多くの

項目の中でも、リック・スナイダー知事が事務所に環境司法オンブズマンを設置するよう勧告し

た。 オンブズマンは、「国家が犯した環境上の不正の申し立てを受け入れ、調査し、解決するための州全

体の窓口」となる。856一般的な問題として、行政機関オンブズマンの役割は、他の経路を通じて無視または

却下されたかもしれないと感じた人々を含め、市民が申し立てた苦情についての独立した調査を行うことで

ある。 

 

グリヤエヴァ-マケーチン環境司法法は、EPA内に環境司法オンブズマンを設置し、「環境保護庁

の環境司法プログラムおよび活動に関する苦情および申し立てを受理、検討、処理し」、「その

後、環境保護庁の特定の環境司法プログラムおよび活動に関する反復性および慢性的な苦情

を特定し、審査し、行政官に勧告する」ことを目的としている。  

 

勧告:連邦議会は、EPA内の環境司法オンブズマンの地位を承認し、資金を提供すべきで

ある。 

 

管轄：エネルギー・商業委員会、天然資源委員会 

 

構成要素:国家環境司法諮問委員会を補足する 

 
1993年9月、EPAは国家環境司法諮問委員会を設立した。 

連邦諮問委員会法に基づく憲章による評議会(NEJAC) 審議会は、「環境司法に関する広範な戦略

的、科学的、技術的、規制的、地域社会の関与、および経済的問題について、EPA管理者に独立した助

言と勧告を提供する。858 ルイス-ブッカー環境司法法 2019, グリヤエヴァ-マケーチン環境司法法, 859およ

びクリーン未来法草案 860はすべて、NEJACを法律で規定する。 
 
 

856  ミシガン州州知事室環境司法作業グループ報告書(2018年3月) 
857 全米環境司法法、第10条 
858 U.S. Environmental Protection Agency, National Environmental Justice Advisory Council, www.epa.gov/environmentaljustice/national-environmental-justice-advis

ory-council.
 2020年6月アクセス。  

859 全米環境司法法、第18条 

860 Section 605, CLEAN Future Act discussion draft. 

https://www.epa.gov/environmentaljustice/national-environmental-justice-advisory-council
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勧告:議会は、NEJACが環境と気候の正義の問題に関してEPAに独立した助言と勧告を提供し続

けることを確実にするために、NEJACを法律で規定すべきである。 理事会は、EPA管理者に助言し、

「環境条件が地域社会、低所得コミュニティ、部族・先住民コミュニティに及ぼす影響についての知識また

は経験を有する個人」で構成されるべきである。861 

 

管轄：エネルギー・商業委員会 

 

構成要素:最前線コミュニティにおける環境および気候への影響に関する規制案の審査を連邦政府機関に

義務付ける 

 

大統領令12898は、すべての連邦機関に対し、「人種、出身国又は所得によって特定された集団

が負担する環境上及びヒトの健康上のリスクを評価し、比較する情報を収集、維持及び分析する

こと」を指示している。862 EPAは、この命令に基づく義務の履行を支援するために、EJSCREEN環

境司法マッピング及びスクリーニングツールを開発した。 EPAはEJSCREENを「EPAがコミュニティ

に影響を与える可能性のあるプログラム、政策、活動を開発する際に、追加検討、分析、アウトリ

ーチの候補となる可能性のある地域を選別するために」使用している。863 

 

2020年5月、下院議員A.ドナルド・マケーチン (D-VA)、ラウル・グリヤエヴァ、プラミラ・ジャヤパ

ル、およびナネッテ・ディアズ・バラガンは、EJSCREENツールを法律化するためにH.R. 6826を導

入した。 法案では、EPAがEJSCREENツールまたは同等の環境司法マッピングおよびスクリーニングツ

ールを更新し、公に利用可能にすることが求められている。 タミー・ダックワース上院議員(D-IL)、ト

ム・カーパー上院議員(D-DE)、コリー・ブッカー上院議員(D-NJ)は、上院同調法案(S. 3633)を提

出した。 

 

連邦議会が法案を検討する際、連邦議会予算局(CBO)は、法案が連邦予算に与える影響を正式

に推定する。 CBOの「得点」が、エネルギーおよび気候関連法規を含む議会の法案に関する議

論の重要なデータポイントとなる。 議会は、法案が環境、気候、健康に与える影響について、同様に権

威ある情報を受けておらず、また、低所得者層のコミュニティやカラーのコミュニティに与える影響について

も、より深く分析していない。 同様に、連邦政府機関は、執行令12898を超えて、提案された規則が

これらの第一線のコミュニティに及ぼす潜在的影響に関する詳細な情報を提供する必要条件に

直面することはほとんどない。 政府説明責任局(GAO)は最近、この執行令の実施を各機関が見

直し、「ほとんどの機関は戦略計画を更新しておらず、進捗状況や進捗状況を評価するための開

発された方法について毎年報告していないため、環境司法への進展を評価することは困難であ

る」事を発見した。864 

 

2019年7月、アレクサンドラ・オカシオ-コルテス下院議員(D-NY)とカマラ・ハリス上院議員(D-CA)

は、気候公平法の討議案を発表した。 その多くの条項の中で、この法案は第一線のコミュニティ

への定量的な影響を測定する環境関連法規のスコアを通じて「公平性」を提供するために、CBO

をモデルとした議会気候・環境平等局を設立することになっている。 
 

861 全法の環境司法、第18条。 
862 大統領府、大統領令12898「少数民族における環境正義に対処するための連邦法」 
低所得者人口、1994年2月16日。 

863 U.S. Environmental Protection Agency, EJSCREEN: Environmental Justice Screening and Mapping Tool, "EPAはEJSCREENをどのように使用するか?"\32
 2020年6月アクセス。 

864 Government Accountability Office, Environmental Justice: Federal Efforts Need Better Planning, Coordination, and Methods to Assess Progress, GAO-19-543 (September 16, 2019). 

https://www.epa.gov/ejscreen/how-does-epa-use-ejscreen


308  

法案はまた、連邦政府機関に対し、提案された規則と最終規則の両方に気候と環境の正義の分析を含め

ることを求めている。865 

 

勧告:議会は、EJSCREENツールを法律化し、EJSCREENツールまたは同等のツールを更新し、

改善するためにEPAに追加資金を提供すべきである。 このツールには、最低限、国内で一貫性の

あるデータ、環境汚染データ、人種、民族、所得に関するデータを含む人口統計データ、地理的地域

別の地図や報告書を作成する能力を含めるべきである。 

しかし、EJSCREENツールの維持と改善は、最初のステップにすぎない。 議会はまた、EPAやそ

の他の連邦政府機関に対し、このツールを用いて、主要な連邦政府活動の「公平性スクリーニン

グ」を確立するよう指示すべきである。これは、潜在的な政策やプロジェクトが、環境司法コミュニ

ティにおける遺産汚染や不平等をどのように改善または悪化させるかを、政府機関が理解するの

に役立つであろう。 

 

勧告:連邦議会は、環境司法コミュニティに対する環境関連法の定量的影響を測定する方法の作

成を検討するプロセスを確立し、1年以内に、どのように進めるかについての勧告を提出すべきで

ある。 

 

管轄:法案の詳細が管轄権を決定する。 

 

構成要素:連邦職員に環境司法研修受講を義務付ける 

 
連邦政府機関における効果的な環境司法政策は、中核スタッフが、すべてのコミュニティ、特に

環境司法コミュニティの公正な待遇、特に、その日々の業務、および各機関の政策やプログラ

ムの開発に、より意図的に取り組むことを求めている。 環境司法の中心は、機関の意思決定に地

域社会が有意義に関与することを確保することである。 

 

グリヤエヴァ-マケーチン環境司法法は、EPA、DOI、その他の機関の連邦職員に環境司法研修

への参加を義務付けている。866 研修では機関の職員が環境司法を業務に反映できるよう、知識

とツールが提供される。 

 

勧告:連邦議会は、EPA、DOI、およびその他の関連機関の従業員に対し、環境司法と気候司法

に関するトレーニングプログラムに参加することを要求すべきである。 トレーニングは、「環境司

法コミュニティが直面する不均衡な影響について、役人やスタッフを教育し、これらの人々への被

害を最小限に抑える必要性を強調する」ことに焦点を当てるべきである。867 

 

管轄：エネルギー・商業委員会、天然資源委員会 
 

 

 

 
 

865 アレクサンドラ・オカシオ・コーテズ下院議員事務所、「気候平等法のためのコメント提出」、https://ocasiocortez.house.gov/climateequityact。
 2020年6月アクセス。 

866 全米環境司法法、第15条 
867 Natural Resources Democratats Committee on Natural Resources Democratates, 「環境司法立法のための原則声明」 
https://naturalresources.house.gov/environmental-justice. 2020年6月アクセス。 

https://ocasio-cortez.house.gov/climateequityact
https://naturalresources.house.gov/environmental-justice
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構成要素:環境司法と部族コミュニティに追加的な保護を提供するための国家環境政策法の

強化 

 

国家環境政策法(NEPA)は、高速道路、パイプライン、ウィンドファームの認可など、環境に影響を

与える可能性のある大規模な行為を認可する前に、連邦政府機関に環境レビューを実施するよ

う指示している。 NEPAは、提案された行動の環境への影響と、提案された行動の代替案を検討

するために、このレビューを要求している。868 1994年、ビル・クリントン大統領は、NEPAのレビュ

ーを実施する連邦政府機関に対し、「少数民族コミュニティや低所得コミュニティへの影響を含

め、連邦の行動の人の健康、経済、社会への影響を含む環境への影響を分析する…」よう指示

する大統領覚書を発行した。 

環境アセスメント、環境影響評価、または意思決定の記録で概説または分析された緩和措置

は、実行可能な場合はいつでも、少数民族コミュニティおよび低所得コミュニティに対する連邦政

府の行動案の著しい環境上の悪影響に対処すべきである。869 

 

環境司法コミュニティやその他の利害関係者は、NEPAを利用して、「過度の負担を強いられたコ

ミュニティに不均衡な割合の汚染プロジェクトが存在することを防止する」ことができる。870「グリ

ヤエヴァ-マケーチン環境司法法」は、連邦政府の大規模な行動の影響を受ける可能性のある

環境司法コミュニティのために、追加的な保護を設けている。 この法案は、NEPAの見直しを行う連

邦政府機関に対し、コミュニティ・インパクト報告書を作成するよう求めている。この報告書は、とりわけ、環

境司法コミュニティに影響を与える連邦政府の行動案が、健康に悪影響を及ぼしたり、悪化させたり、また

は悪影響を及ぼしたりする、ヒトの健康や環境に対する危害因子に、複数のまたは累積的な曝露を引き

起こすかどうかを評価するものである。 さらに、同法案は、NEPAプロセスへの環境司法・部族コミュニティ

の参加を確保するための新たな要件を定めている。 

 

勧告:連邦議会は、累積的な汚染の影響を含め、提案された連邦政府の行動が環境と気候の正

義に与える影響をより深く分析することを求め、また、環境司法と部族コミュニティにおける個人の

包括的なプロセスを促進するため、NEPAを改正すべきである。 

 

管轄：天然資源委員会 
 

 

 

 

 

 
 

868 42 USC§4332 
869ホワイトハウス、大統領覚書「環境上の正義に対処するための連邦法執行令」 
2009年2月11日、少数民族及び低所得者人口。 

870 Committee on Natural Resources Democrats, “Statement of Principles for Environmental Justice Legislation,” 
https://naturalresources.house.gov/environmental-justice. 2020年6月アクセス。 

871 すべての法律のための環境上の正義、第14条。 

環境司法コミュニティとの有意義な関係と協議の確保 

https://naturalresources.house.gov/environmental-justice
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構成要素: EPAに対して各地域事務所で環境・気候司法に関する隔年公開会議を開催するよう

指示する 

 

環境司法コミュニティの住民は、地域の汚染に関する懸念を伝えたり、政府機関の戦略的優先

事項に関する情報を提供するために、ワシントンD.C.に渡航する資力を持っていない場合が多

い。 グリヤエヴァ-マケーチン環境司法法tは、EPA総裁に対し、強力かつ包括的なアウトリーチを行った

後、環境司法問題に関する複数の地域公開会議を開催するよう指示している。872 

 

勧告:議会は、EPAに対し、各地域事務所で環境司法問題に関するハイレベルの隔年公開会議

を開催するよう指示すべきである。 計画には、この地域のコミュニティに対する強固で包括的なアウト

リーチを含めるべきである。 

 

管轄：エネルギー・商業委員会 
 

構成要素:環境司法コミュニティにおける非営利組織とコミュニティ・リーダーのキャパシティ・ビルデ

ィングのための資金提供と研修の提供 

 

環境司法コミュニティで活動する非営利のコミュニティ・ベースの組織は、多くの場合、短期的な予

算で運営され、献身的なボランティアに頼っている。 その結果、政策立案プロセスに全面的に関与す

るのに必要な資源を持たないかもしれない。それは、将来の産業施設の認可や、米国連邦議会における気

候関連法の整備に関連するものであっても、である。 彼らの懸念は、資金力のある他の利害関係者との

競争で目立つことではめったにない。 これは、公平で賢明なポリシー作成方法ではないということである。 

 

2020年2月、下院議員ジョセフ・ケネディ三世 (D-MA)、ナネッテ・ディアズ・バラガン (D-CA)、ラウル・ルイス 

(D-CA)は、環境司法の声法Voices for Environmental Justice Act (H.R. 5842)を導入した。 同法案は、低所得コミ

ュニティ、有色人種コミュニティ、部族コミュニティが機関の規則制定やその他の手続きに参加する

のを支援するために、EPAに新たな技術協力グラント・プログラムを創設するものである。 グラント

の受益者は、この資金を利用して専門家を雇用し、健康調査の分析と解釈、追加的な汚染モニタ

リングの実施、機関からのコメント要請に対する技術的対応の開発、その他のサービスの提供を

行うことができる。エネルギー・商業委員会クリーン未来法討議草案には、同様の無償技術援助

が含まれている。 

 

「グリヤエヴァ-マケーチン環境司法法」は、環境司法に関連する問題に取り組むための非営利の

コミュニティ・ベースの組織のキャパシティ・ビルディング、人の健康や環境への不釣り合いな悪影

響を減らすか排除するための文化的・言語的に適切な活動を実施するための州および部族のプ

ログラムの支援や環境司法および部族コミュニティ;環境司法コミュニティの住民が不釣り合いに

悪影響を及ぼす人の健康または環境への影響を特定し対処する能力を高めるための訓練を目的

とした新たなグラント・プログラムを創設する。 

 
872 全法の環境司法、第20条。 
873 第602条および第610条、CLEAN Future Act Discussion Draft 

環境司法に取り組む組織とコミュニティの能力強化 
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訓練には、有害物質が人の健康に及ぼす影響を検出、評価、評価するための基本的かつ高度な

技術が含まれる。874 

 

2020年5月、米国におけるCOVID-19のパンデミックの最盛期に、下院議員ラウル・ルイズ(D-CA)と 

Ａ．ドナルド・マケーチン (D-VA)はH.R. 6692を導入し、EPAの環境正義小規模グラント・プログラ

ム、環境正義の問題解決のための協力協定プログラム、および新たな環境グラント・プログラム

のためのコミュニティ・アクションに対して2020年度に5,000万ドルを承認した。 これらのグラント

は、環境司法コミュニティまたはその近辺の汚染モニタリングを支援し、COVID-10がこれらのコミ

ュニティに及ぼす不均衡な影響を調査または対処するものである。 ハーバード大学の科学者ら

は、大気汚染への長期曝露(＝環境司法コミュニティの日常的な現実)はCOVID-19患者の死亡リ

スクを増大させると結論づけた。 

 

勧告:議会は、EPAの「環境正義小規模グラント・プログラム」、「問題解決のための協調協力プ

ログラム」、「新たな環境グラント・プログラムのためのコミュニティ・アクション」への資金を増や

すべきであり、必要に応じて、環境司法コミュニティにおける環境汚染と気候変動の不均衡な影

響を低減するために活動する州、部族、非営利のコミュニティ組織のキャパシティ・ビルディング

のための技術援助を提供するために、既存のグラント・プログラムを新設または拡大すべきで

ある。 

 

勧告:議会は、EPAに対し、EPAの環境司法業務、研修資料、環境司法の専門家のための連絡先

情報を含む、オンライン環境・気候司法クリアリングハウスの作成を要求すべきである。 EPAは、環

境司法コミュニティの代表者と緊密に連携して、この情報センターを開発すべきである。876 

管轄：エネルギー・商業委員会 

 

構成要素:高等教育機関が環境司法プログラムを開始または拡大するための支援 

 

高等教育機関、特に歴史的に黒人のカレッジや大学(HBCU)やその他の少数民族サービス機関

(MSI)は、環境と気候の正義に関連した政策を策定し、低所得コミュニティやカラーコミュニティにお

ける汚染曝露の累積的影響に関する研究を行う上で重要な役割を担っている。 コミュニティの住民

が最初に最悪の被害を受ける立場にいるため、これらの機関は、気候が温暖化し続けるにつれて、これら

のコミュニティが気候変動の影響に適応し、回復力を構築するのを助ける公平なプログラムや政策の策定

を助けることができる。 

 

HBCUはまた、差し迫った環境や気候の正義の問題を解決するためにコミュニティと協力すること

もできる。 例えば、深南部環境司法センターは、 
 

874 全法のための環境上の正義、第16条及び第17条 
875 Xiao Wu, Rachel C. Nethery, M. Benjamin Sabath, Danielle Braun, and Francesca Dominici, COVID-19 PM2.5: 
米国、ハーバード大学(2020年4月)、https://projects.iq.harvard.edu/covid-pm/homeにおける大気汚染とCOVID-19による死亡の長期曝露に関する国別研究。 2020年6月アクセス。 

876 全米環境司法法、第19条 

https://projects.iq.harvard.edu/covid-pm/home
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学生のリーダー、科学者、アドボケイトを対象に、環境の正義、コミュニティの回復力、気候適応、

その他の主要な気候変動のテーマ、特に米国南部の脆弱なコミュニティにおけるテーマについ

て、HBCU気候変動コンソーシアムを開催した。 

 

ジョン・ルイス下院議員(D-GA)は、2019年のコア・ジャスティス法(H.R. 5167)を導入した。コア・ジャ

スティス法は、2020年から2024年まで、学生のための環境司法プログラムを開発するための高等

教育機関に対して、毎年10億ドルの上限払い戻し可能な信用供与を提供している。 法案による

と、適格プログラムは低所得コミュニティ及び有色人種のコミュニティに居住する個人の健康及び

経済的成果を改善することを主たる目的として、原因と考えられる環境ストレス要因に取り組むべ

きであると規定している。 この法案は、「環境ストレッサー」とは、大気、水、土壌、食物の汚染と、変化す

る気象条件であると述べている。 

 

下院歳入委員会民主党は、2020年の再生可能エネルギー・効率向上法(GREEN)第601条

にこの法案を盛り込んだ(H.R. 7330)。 

 

勧告:連邦議会は、税法第36C条において、適格な環境司法プログラム控除を創設すべきである。 

カリキュラムの一環として環境司法プログラムを開発し、実施するためには、高等教育機関に対し

て毎年10億ドルの上限付き競争上の信用供与を行うべきである。 HBCUおよびMSIから本格的なな

参加を得たプログラムは、より高い融資を受ける資格があるべきである。 

 

勧告:議会は、HBCU、部族大学、その他のMSIを支援するグラント・プログラムを創設し、環境司

法や気候関連の課題に取り組むためにコミュニティと協力する目的で、各機関の環境・気候司法

センターを設立すべきである。 

 

管轄：歳入委員会、教育・労働委員会 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

877 深南部環境司法センター「HBCU気候変動コンソーシアム」(http://www.dscej.org/our-work/hbcuclimate-change-consortium)
 2020年6月アクセス。 

http://www.dscej.org/our-work/hbcu-climate-change-consortium
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気候危機は公衆衛生上の脅威の乗数である。 気候変動は、熱波や洪水、その他の極端な気象

現象の激化、大気の質の悪化、感染症の発生・拡大のリスクの増大など、様々な形で人間の健康

に影響を与える可能性がある。878 気候変動が人間の健康に与える影響には、呼吸器や心臓の

状態の悪化、精神衛生への影響など、さまざまな望ましくない結果が含まれている。 気候変動に

関連した大気汚染や熱暴露の増加は、妊娠の悪影響とも関連しており、黒人の母親は早産や低

出生体重のリスクが特に高い。879 健康問題や、気候の影響の急増による緊急事態は、病院、公

衆衛生専門家、保健部門全体の能力を圧迫する可能性がある。880 他方で、炭素汚染を削減し、

気候の回復力を構築する行動は、公衆衛生を改善し、命を救い、毎年、世紀末までに何億ドルも

の健康関連の経済的利益を生み出す可能性がある。881 

 

COVID-19のパンデミックと、それが保健医療システム、コミュニティ、経済に与える影響は、公衆

衛生上の緊急事態に備えるために、国の準備を整えることが緊急に必要であることを示してい

る。 パンデミックはまた、COVID-19を有する人々の死亡リスクを増大させる大気汚染への長期曝露によっ

て影響を受ける既存の状況を例証し、活用するものである。882 このため、気候政策の解決策はまた、脆

弱な人々、特に有色人種のコミュニティに対する不均衡な公衆衛生と安全のリスクにも直面しなければなら

ない。 このセクションでは、気候危機とそれに関連する健康上の緊急事態の公衆衛生への影響に

ついて、国家の準備のための勧告を提示する。 

 

 

2016年、米国地球変動研究計画(USGCRP)は、熱に関連した死亡と疾病の増加、溺水、損傷、胃

腸疾患、および海面上昇と洪水の頻発に伴う毒性曝露のリスクの増大、水系疾病に関連した曝

露とリスクの増大、季節的変動と媒介生物媒介性疾病の地理的分布の増加、災害への曝露の変

化による精神衛生への影響を特定した気候変動の人の健康への影響の評価を発表した。883 議

会は、国家戦略計画の強化、州、地方、部族、および準州(SLTT)の計画と評価の支援、公衆衛生

上の緊急事態のための実行可能なデータの利用可能性の確保、そして、包括的な司法・公平政

策の一環として、気候危機の健康への不均衡な影響に対処することを目的とした措置を講じる必

要がある。 
 

878 U.S. Global Change Research Program, The Impacts of Climate Change on Impacts of Human Health in the United A Scientific Assessment (2016年 
879 Bruce Bekkar, M.D., Susan Pacheco, M.D., Rupa Basu, Ph.D., et al., “Association of Air Pollution and Heat Exposure With 
米国における早産、低出生体重、および死産:系統的レビュー、JAMA Netw Open。 2020;3(6).  

880  U.S. Global Change Research Program, Fourth National Climate Assessment, Volume II (November 2018).  

881 同上。 

882 Xiao Wu, Rachel C. Nethery, Benjamin M. Sabeth, Danielle Braun, and Francesca Dominici, 「大気汚染への曝露と」 
米国におけるCOVID-19死亡率:全国横断研究、"medRxiv"(2020年4月27日のプレプリント) 

883 U.S. Global Change Research Program, The Impacts of Climate Change on Human Health in the United States: A Scientific Assessment (April 2016). 

公衆衛生を改善し、気候変動による健康基盤への

リスクを管理する 

公衆衛生と保健医療セクターに対する気候脅威に関す

る国家計画の強化 
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構成要素:公衆衛生に対する気候脅威の研究、計画、準備を進めるための国家戦略の採用 

 

気候が人間の健康に及ぼす影響が増大し、著しいものとなっているにもかかわらず、米国は現

在、気候危機の健康上のリスクと有害性に対応するための包括的な国家戦略を欠いている。 成

功する戦略には、政府のあらゆるレベルで、またセクターを超えて、気候の公衆衛生や米国の医

療インフラに対する脅威に対して優先順位をつける役割、目的、ベンチマークを割り当てなければ

ならない。 このような国家戦略は、気候変動の健康への影響に対処し、脆弱な人々を特定し、連

邦、州、地方の決定が、メンタルヘルスを含む人間の健康に対する気候の脅威に関する入手可能

な情報によって確実に情報を得られるようにするために、連邦政府の計画、計画立案、資金調達

の優先順位を調整する機会を特定すべきである。 「気候変動の影響に対して米国のコミュニティ

をより強靱にする」というセクションで、本報告書は、SLTTに対し、健康上の脅威に対処し、コミュ

ニティがそれに対応するために取るべき行動を特定する気候適応計画を作成するよう求めてい

る。 

 

HHS準備対応次官補室(ASPR)は、公衆衛生上の緊急事態に対する準備と対応に関する連邦

政府の取り組みを主導するために2006年に設置された。884 ASPR国家保健安全保障戦略(2019

-22)は、気候関連災害を含む新たな公衆衛生上の脅威について調整するためのハイレベル戦

略を提供している。885 しかし、この戦略は、サプライチェーンを含めた物理的・運用上のリスクに

対処するための包括的な対策を提供し、公衆衛生局と保健医療施設が気候関連のリスクを評

価し克服することを支援するべきである。 また、極端な天候や気候変動の他の影響によって不釣り

合いに被害を受けている現場のコミュニティや弱い立場に置かれた人々の健康に関連したニーズ(作物

収量の減少に起因する食料不安の可能性を含む)にも取り組むべきである。886 

 

社会的・経済的リスク要因を利用している気候危機の健康に関連した脅威が増大していることに

鑑み、脆弱な人々を特定し、気候変動による健康への悪影響を予測し、公衆衛生に対する気候主

導の脅威を緩和するためのモデルと方法を作成するために、さらなる研究が必要である。 2015年

に、HHSは気候と健康に関する追加研究の必要性を特定した気候司法会議を開催した。この会議では、デ

ータの収集、分析、環境司法への適用など、気候と健康に関する追加研究の必要性が確認された。887 気

候変動と人間の健康に関する国立環境衛生科学研究所(NIEHS)プログラムは、気候変動の健康への影

響、気候緩和と適応戦略が健康への影響にどのように影響するかに関する学術研究に資金を提供してい

る。888 

 

 

884 Pub L No. 109-417、パンデミック・オールハザード対策法 セクション 102. 準備・対応次官補 

885 HHS、国家保健安全保障戦略2019-2022、2019年1月。 
886 Wolfram Schlenker and Michael J. Roberts, 「非線形温度の影響は、気候変動下における米国の作物収量に対する深刻な損害を示している。」 Proceedings of the National Academy of Sciences 10

6, No. 37 (2009): 15594-15598。 
887 NIH, National Institute of Environmental Health Sciences, 2015 HHS Climate Justice Conference: Responding to Emerging Hea lth Effects (June 2015). 
888 NIH、米国国立環境衛生科学研究所、「気候変動と人間保健研究計画の記述」、https://www.niehs.nih.gov/research/supported/centers/climate/index.cfm。

 2020年6月アクセス。 

https://www.niehs.nih.gov/research/supported/centers/climate/index.cfm
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マット・カートライト下院議員(D-PA)は、気候変動の公衆衛生への影響に備え、対応するための保

健専門家と保健医療システムを支援する国家戦略行動計画とプログラムの策定を求める、2019

年気候変動健康保護・促進法(H.R. 1243)を導入した。 エネルギー・商業委員会の「米国の未来の

ための気候リーダーシップと環境行動(クリーン)法」の議論草案のセクション633では、CDC(疾病

管理予防センター)気候・健康プログラムを体系化するとともに、国家戦略計画を要求している。889 

 

勧告:議会は、HHSに対し、気候変動から公衆衛生システムと保健ケア施設への物理的・運営上

のリスクに対処するための包括的な国家戦略行動計画を策定するよう指示すべきであり、また、

地域社会と公衆衛生部門が、精神衛生と食料不安を含む気候危機の公衆衛生リスクの準備と対

応にあたることを支援すべきである。 この戦略的計画プロセスは、特に脆弱な人々や最前線のコ

ミュニティからの意味のある国民の意見を提供するものでなければならない。 

 

勧告:議会は、気候変動と人間の健康に関する研究のために、NIEHSへの資金を増額すべきであ

る。これは、気候に関連した健康への影響に関する理解を深め、気候変動に起因する健康リスク

を理解し、対処するために、国中の意思決定者を指導するためである。 

 

管轄：エネルギー・商業委員会 

 

構成要素:：州、地方、部族、地域による気候と健康への準備のための計画と評価を支援する 

 

CDC気候・保健プログラムは、気候変動の健康への影響を予測し、システムを確実に検知・追跡

し、関連するリスクに備え、対応し、管理するための措置を講じるための取り組みを主導している。

890 この気候・保健プログラムは、気候危機の現在および将来の影響に対応するために活動する

州および地方の公衆衛生部局に対する直接的な連邦支援の主たる源である。 例えば、気候・保健

プログラムは、BRACE(気候影響に対する回復力の構築)の枠組みの開発を主導した。これは、SLTTの公衆

衛生部局が、公衆衛生の脆弱性の評価と計画における気候リスクの検討を指導するものである。 BRACE

の実施を支援するため、CDCは18の州および地方の保健局にグラントを提供する「気候即応型州および

都市のイニシアティブ」を設立した。891 また、「気候即応型部族イニシアティブ」は6部族にグラントを提供

し、892 「気候即応型地域プログラム」は気候および保健準備に関する実証プロジェクト3つの地域保健機

関に追加グラントを提供した。893 

 

 

 

 

 

 
889 Section 633, CLEAN Future Act discussion draft. 
890 CDC「CDCの気候・保健プログラム」(https://www.cdc.gov/climateandhealth/default.htm)890

 2020年6月アクセス。 

891 CDC「CDCの気候準備状況と都市イニシアティブ」、https://www.cdc.gov/climateandhealth/climate_ready.htm。
 2020年6月アクセス。 

892 National Indian Health Board, “Climate Ready Tribes,” https://www.nihb.org/public_health/climate_ready_tribes.php. 2020年6月アクセス。 

893 州・準州保健担当官協会、「気候準備地域」、https://www.astho.org/ClimateChange/Climate-Ready-Territories/。
 2020年6月アクセス。 

https://www.cdc.gov/climateandhealth/default.htm
https://www.astho.org/Climate-Change/Climate-Ready-Territories/
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多年にわたる資金調達の課題に加えて、公衆衛生部局はしばしば、リスク評価に情報を提供す

るために、地域に関連する気候予測を入手することに苦労する。 気候変動と人間の健康に関するU

SGCRP省庁間クロスカッティンググループは、気候変動の健康への影響に関する連邦科学と研究を調整し

ている。 USGCRP's 2016気候・健康評価の作成に加えて、気候変動に関する政府機関間クロスカ

ッティング・グループは、気候変動と健康に関する国家統合健康情報システムのような、連邦政

府の気候・健康情報活動を調整している。894 しかし、極端な暑さに脆弱な地域の予測や、山火事

の煙による大気質への影響など、気候関連の健康リスクに関する公衆衛生当局の計画立案に

は、依然として大きな知識と情報のギャップが残されている。895 Researchは、歴史的に指摘され

た地域での人種的動機のある融資と、都市内の現在の夏季の気温変動との間の相関関係を特

定している。896 全米環境衛生ネットワークは、25州の保健局にグラントを提供している。しかし、

極端な暑さや煙の状態など、気候関連の健康上の脅威に関するデータを、すべての州と地域で

追跡し、公的に展開するためには、追加資金が必要である。897 

 

CDC疫学・研究所能力協力協定プログラムは、気候危機により発生率と影響が悪化する疾病を

含む感染症を発見、対応、制御、予防する能力を高めるために、公衆衛生局にグラントを提供し

ている。 例えば、これらのグラントは、蚊、ダニ、その他の媒介生物の地理的分布が変化する中

で、ジカ熱、西ナイル熱、ライム病などの媒介生物媒介性疾患の脅威の増大に対処するのに役立

っている。 コロナウイルス支援、安心、経済安全法 （Coronavirus Aid, Relief, and Economic Secu

rity (CARES) Act）は、COVID-19のパンデミックを検出、追跡、管理するための州および地方の衛

生当局による既存の取り組みを強化するために、疫学・検査能力協力協定プログラムに6億3100

万ドルを一度限りとの条件で資金提供した。898 COVID-19が公衆衛生上の緊急事態として沈静化

した場合、公衆衛生当局は、気候変動によって悪化したものを含む将来の疾病のアウトブレイク

に備え、対応するために、持続的な資金援助を必要とする。 

 

2019年11月、アンナ・エッショー下院議員(D-CA)は、2019年の喫煙計画・研究法(H.R.4924)を導

入した。これは、米国環境保護庁(EPA)を通じて、山火事の煙の公衆衛生への影響に関する研

究および計画に連邦資金を提供するものである。 それより早く年内に、下院議員のローレン・アン

ダーウッド(D-IL)は、気候・健康保護法(H.R. 3819)を導入した。これは、気候科学の翻訳を支援

し、気候変動の健康への影響についてSLTTの公衆衛生当局に情報を提供し、気候変動に備え

る能力を構築するための意思決定支援ツールを作成するために、CDC気候・保健プログラムへ

の資金を明確に認可し、増額するものである。 

 

勧告:議会は、気候リスクの評価、レジリエンスの計画、極端な天候やその他の気候への影響に

対する備えを強化するための行動の実施についてSLTT保健局を支援するため、CDC気候・保健

プログラムへの資金を増額すべきである。 

 

894 U.S. Global Change Research Program, “Extreme Heat—NIHHIS,” U.S. Climate Resilience Toolkit, 
https://toolkit.climate.gov/topics/human-health/extreme-heat. 2020年6月アクセス。 

895 U.S. Environmental Protection Agency, EPA 600/R-19-001, Wildland Fire Research Framework: 2019-2022 (2019年4月 

896 Jeremy S. Hoffman, Vivek Shandas, and Nicholas Pendleton, “The Effects of Historical Housing Policies on Resident Exposure to Intra-Urban Head: A Study of 108 US Urban Areas,” Climat

e 8, no. 1 (2020): 12. 

897 CDC「国家環境公衆衛生追跡」、https://www.cdc.gov/nceh/tracking/。
 2020年6月アクセス。 

898 CDC「HHSはCOVID-19対応を支援する州および地域へのケア法資金配分を発表」4月23日、 
2020年、https://www.cdc.gov/media/releases/2020/p0423-CARES-act.html。 

https://toolkit.climate.gov/topics/human-health/extreme-heat
https://www.cdc.gov/nceh/tracking/
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 この増額された資金の一部は、CDCの「気候対応準備のできた州や都市、テリトリーのイニシャ

チブ」の拡大に向けられるべきである。これは、50の州すべてに資金を提供し、BRACEの枠組み

を利用して、コミュニティにおける気候影響の可能性、これらの影響に伴う健康への影響の可能

性、およびリスクが最も高い住民と場所を特定する地域、部族、地域の保健機関の数を増やす

ためである。 

 

勧告:議会は、米国のすべての州および地域における気候関連の公衆衛生上の脅威に関するデ

ータを追跡し、公表するために、CDC全国環境公衆衛生追跡ネットワークへの資金を増やすべき

である。 

 

勧告:議会は、疫学・検査能力協力協定プログラムのためのCDCへの資金拠出を増やすべきで

ある。このプログラムは、気候危機によって感染症の発生率と影響が悪化する疾病を含む感染

症を発見、対応、制御、予防する能力を高めるために、SLTT保健局にグラントを供与するもので

ある。 

 

勧告:議会は、気候変動と人間の健康に関するUSGCRP省庁間クロスカッティンググループに資金

を提供し、指示し、ヒートアイランド地図作成など、地域的および局地的な気候関連の健康影響に

関する現行の有効な情報と予測の利用可能性を評価し、連邦政府機関が、公衆、病院、公衆衛

生部局が、前向きな気候予測を容易に利用できるようにするためのプログラムの改善をどのよう

に実施すべきかを勧告する国家連邦研究計画を作成すべきである。 USGCRP気候変動と人間の健

康に関する省庁間クロスカッティング・グループは、勧告を策定するために、多様なステークホルダーと協

力すべきであり、また、脆弱な人々への不均衡な健康影響とその緩和方法を強調すべきである。 

 

勧告:議会は、EPAに対し、NOAAと協議の上、野火煙研究およびコミュニティ煙緩和努力のため

の新たなグラント・プログラムを設立するよう指示すべきである。 研究活動には、保健施設と医

療従事者を含めるべきである。 

 

管轄：エネルギー・商業委員会、科学・宇宙・技術委員会 

 

構成要素:気候関連の公衆衛生緊急事態に関する完全で正確なデータへのアクセスを確保する 

 

健康上の緊急事態への計画、準備、対応は、リスクと影響に関する包括的なデータの利用可能

性と適時性に依存する。 健康上の緊急事態が発生した場合、対応チーム、政策立案者、および一般市

民は、対応の優先順位に情報を与え、住民がどのように被災しているかについての重要な格差を理解す

るために、とりわけ、被災集団、死傷者、生命の喪失、地理的場所、人口統計に関する最新の詳細な情報

を入手する必要がある。 破滅的事象における公衆衛生データの収集と報告のための現行システ

ムの欠陥は、正確でタイムリーな会計をほとんど不可能にしている。 

 

COVID-19のパンデミックは、健康データの電子報告899や死亡証明書の標準化900などにかかわ

る連邦法、州法、地方法、サーベイランスシステムなど、米国の公衆衛生サーベイランスに関す

る長年の問題に直面した。 
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その結果、SLTTの保健省と連邦の政策立案者は、死亡データの迅速な報告901、完全性、902 CO

VID-19症例に関する人口統計学的情報の利用可能性に苦慮している。903公衆衛生専門家は、

公衆の安全と治療、介入、再開戦略の評価を妨げる報告プロトコルの不一致に懸念を表明してい

る。904 重要なことに、人種、民族性、年齢などの人口統計学的データは、疾病の負担における予

防可能な差異であり、社会的に不利な立場に置かれた人々のために最適な健康結果を達成する

機会の同定に不可欠である。905  COVID-19のパンデミックに関する最近の経験と、災害時の過

去の課題906は、COVID-19の検査を受けた、またはCOVID-19と診断された907 個人の人種、民

族、地理的地域を含む人口統計学的特性に関するデータの不足と議会への報告とともに、気候

危機の結果、より頻繁になると予想される将来の公衆衛生上の緊急事態に備えるためのデータ

収集と報告の手順を確立する必要性を示している。 

 

エネルギー・商業委員会民主党による「明日のアメリカのための先導的基盤法」(H.R. 2741)のセク

ション45001は、CDCおよび公衆衛生部局のための情報技術およびデータシステムの改良を含

め、米国の公衆衛生データシステムを変革するための資金提供を許可する。 LIFT アメリカ法のこ

れらの規定は、2020年5月に下院で可決された、保健・経済回復オムニバス緊急ソリューション(H

EROES)法(H.R.6800)のセクション30548に組み込まれた。 

 

勧告:議会は、HHSに対し、気候に関連した公衆衛生上の緊急事態やその他の災害に関する死傷

者、死亡者、その他の重要なデータの収集と報告のための基準とガイドラインを確立することを要

求すべきである。 これらの基準は、経済的、人種的/民族的、年齢、性同一性、障害の有無、主要

言語、その他異なるリスクと影響の傾向の特定を支援するための患者、犠牲者、生存者の人口統

計学的情報を含む報告とされるべきである。 

 
899 Allison Viola, “Making the Electronic Case Reporting Transition,” Journal of the American Health Information Management Association, December 13, 2019. 
900 James R. Gill and Maura E. DeJoseph, "The Importance of Proper Death Certification in the COVID-19 Pandemic 
自工会、2020年6月10日 

901 Mitchell J. Blutt and Lewis J. Kaplan, "我々はデジタルコロナウイルスデータの国家ダッシュボードが必要である" Washington Post, April 20, 2020. 
902 Sarah Kliff and Julie Bosman, “Official Counts Understate the U.S. Coronavirus Death Toll,” New York Times, April 5, 2020.  
903 Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center, "Maps & Trends: 人種データの透明性" https://coronavirus.jhu.edu/data/racial-data-transparency 2020年6月アクセス。 

904 ケイシー・キャスター米国下院議員、ロン・デサンティス・フロリダ州知事宛て書簡、およびスコット・リブキース医学博士、フロリダ州外科将軍、2020年5月19日、https://castor.house.gov/uploadedfiles

/ltr_to_desantis_and_rivkees_re_data_transparency.pdf。 
905 CDC、アルツハイマー病、健康高齢化、「健康格差」https://www.cdc.gov/aging/disparities/index.htm

 2020年6月アクセス。 
906 例えば、プエルトリコ知事が要請した学術研究では、ハリケーン・マリアによる死亡者数は、初期の数値よりも数桁高いとされており、死亡率のサーベイランスと計算方法の具体的な変更

を推奨している。 Milken Institute School of Public Health, Ascertainment of Hurricane Maria in Puerto Rico (George Washington University, 2018)による推定超過死亡率 

907 Patty Murray, Ranking Member, Lanking Committee on Health, Education, Labor and Pensions, and Rep. Frank Pallone, House Committee, House Committee on Energy and Commerce, Hon

orable Alex M. Azar II, Secretary, Department of Health and Human Services, 2020, 5月22日、www.help.senate.gov/imo/media/052220%doc/052220%20EC%HELP%20Health%Deparities% 20Healt

ter%2020%Letter 

https://coronavirus.jhu.edu/data/racial-data-transparency


| ページ 

319 

 

 

勧告:議会は、健康データ報告プラットフォーム間の相互運用性を保証し、情報の共有を促進し、

自動化された報告を促進することにより、気候関連の健康影響を含め、公衆衛生および臨床的転

帰を改善するデータを標準化し、使用するために、HHSに全国的な電子公衆衛生データシステム

を確立するよう指示すべきである。 議会はHHSに対し、個人を特定できる情報のプライバシーとセキュ

リティの保護、およびサイバー弾力性のための強固なプロトコルを確保するよう指示すべきである。 

 

管轄：エネルギー・商業委員会 

 

構成要素:最前線コミュニティの気候関連の健康負担を軽減するためのCDCプログラムの強化 

 

2016年のUSGCRP気候・健康評価では、気候危機が住民に異なる影響を与える3つの主要なパ

ターンが特定された。それは、「気候変動に対応した健康と幸福に対する不釣り合いな、複数の、

複雑なリスク」に対する住民の脆弱性によるものである。908 第一に、最前線のコミュニティは、一

般的に汚染、洪水、極度の熱、その他の環境や職場の危険因子にさらされている場所に位置し

ている。 第二に最前線のコミュニティは、基礎疾患の負担が大きく、気候に関連した健康への影

響に対してより敏感になっている。 第三に、最前線のコミュニティは、医療へのアクセスが限られ

ており、経済的機会が減少しているため、気候関連疾患から立ち直る適応能力が限られている。 

COVID-19のパンデミックでは、気候変動に予想されるのと同じような不釣り合いな健康へ

の影響が明らかになった。909 

 

CDCの「コミュニティ保健に対する人種的・民族的アプローチ」(REACH)プログラムは、州・地方の

保健局、部族、大学、コミュニティ・ベースの組織に対し、人種的・民族的健康格差を削減するため

のグラントを提供している。 インディアン居住区におけるＣＤＣ健康・幸福プログラム（CDC Good H

ealth and Wellness in Indian Country Program）は、部族・部族団体に対し、健康な生活と慢性疾

患の予防を支援するためのエビデンスに基づく戦略を実施するためのグラントを提供している。 C

DC全米慢性病予防・健康促進事業 （National Chronic Disease Prevention and Health Promotion） は、健康上

のアウトカムの社会的格差に寄与する環境上の危険因子に関するCDCの資源をまとめた「健康の社会的

要因ウェブポータル（Social Determinants of Health web portal）」を運営している。910 

 

ナネット・バラガン下院議員(D-CA)は、2020年健康の社会的決定要因改善法(H.R. 6561)を導入

した。これにより、CDCの健康の社会的決定要因プログラムが、地域社会の健康格差につながる

環境条件を理解し、対処するために、保健機関や非営利団体に助成金を提供することが認めら

れた。 チェリ・ブストス下院議員(D-IL)は、2019年社会決定要因促進法(H.R. 4004)を導入し、HHSに健康

の社会的決定要因に関する諮問委員会による省庁間技術会議の開催を指示した。 
 

908 米国地球変動研究プログラム「米国の人間の健康に対する気候変動の影響:科学的評価」(2016年4月)
 第9章:懸念集団。 

909 CDC「少数民族・人種グループにおけるCOVID-19」https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extraprecautions/racial-ethnic-minorities.html。
 2020年6月、Xiao Wu, Rachel C. Nethery, Be

njamin M. Sabeth, Danielle Braun, and Francesca Dominici、「米国における大気汚染とCOVID-19による死亡率への曝露: 全国横断研究」、medRxiv(2020年4月27日プレプリント)、https://doi.org/10.1101

/2020.04.05.20054502.にアクセス 

910 CDC「保健の社会的決定要因」、https://www.cdc.gov/socialdeterminants/index.htm。
 2020年6月アクセス。 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/racial-ethnic-minorities.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/racial-ethnic-minorities.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/racial-ethnic-minorities.html
https://www.cdc.gov/socialdeterminants/index.htm
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また、この法案は、SLTT自治体に対し、リスクにさらされている人々のニーズに対応するための

「社会的決定要因促進計画」を策定するためのグラントを提供するものである。 

 

勧告:議会は、REACHプログラムやインディアン居住区のグッド・ヘルス・アンド・ウェルネスなど、

気候危機の影響を受けた第一線のコミュニティの健康格差を縮小するために、SLTTの各省庁に

対するCDCグラント・プログラムへの資金を増やすべきである。 

 

勧告:議会は、CDC Social Determinants of Healthプログラムへの資金提供を認可し、増やすべき

である。これは、公衆衛生に対する気候関連のリスクを評価し、解決策を特定し、健康上の結果に

おける予防可能な不平等に寄与する社会的要因に対処するためのツールを実践するためであ

る。 

議会はまた、CDCに対し、リスクのある人々の気候関連の健康ニーズに対応する計画を策定す

るために、SLTTの保健当局にグラントを提供するよう指示すべきである。 

 

本報告書の「不均衡に曝された地域社会への投資による汚染の削減と環境正義の推進」では、

第一線の地域社会の汚染負荷と脆弱性を低減する方法について、追加的な提言を行っている。 

 

管轄：エネルギー商業委員会 
 

 

強靱な公衆衛生サプライチェーンの確保  

気候変動は、災害や公衆衛生上の緊急事態への対応を損なう可能性のある保健医療インフラ

やサプライチェーンに対する脅威となる。 個人用保護具、医薬品、医療機器のサプライチェーン

の障害は、緊急事態の発生時に、事象対応、生存性、回復に重大な損害を与える可能性があ

る状態になってようやく特定される。 積極的なアプローチによって、気候に起因する脅威や災害

によって影響を受ける可能性のある重要な部門と商品を特定するために、包括的なリスク評価

とサプライチェーン管理戦略が必要である。 

 

構成要素:気候耐性のための保健サプライ・チェーン計画と管理の強化 

 

国土安全保障省(DHS)のCybersecurity & Infrastructure Security AgencyとHHS ASPRが共同で

作成した「国家インフラストラクチャー保護計画」は、サプライチェーンを含む公衆衛生システムの

脆弱性に関するHHS主導の政府全体の評価を提供している。911 ASPR主導の公衆衛生緊急医

療対策企業(PHEMCE)は、HHS、国防総省(DOD)、退役軍人省(VA)、DHS、農務省(USDA)を横断

する医療対策関連活動を調整し、化学、生物、放射線、核の脅威と新興感染症に備えている。 AS

PRは調達、在庫管理、 
 

911 国土安全保障・保健・福祉省、国家インフラ保護計画(NIPP):保健・公衆衛生セクター別計画(2016年5月) 
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戦略国家備蓄を含む備蓄、先進的医療対策の調達を監督している。912 

 

2019年12月、準備・対応次官補は、「サプライチェーンの問題は、インフルエンザや他の感染症の

流行に備える上で最も重要な課題のひとつである」と証言した。特に、有効医薬品原料や副医薬

品の外国供給者への依存度が高い。913 2019年に行われた HHSの社内パンデミック・シミュレー

ション・エクササイズでは、州政府からの抗ウイルス薬、個人用保護具、人工呼吸器、その他の重

要な物資の要請に対する連邦政府機関の対応に混乱が生じる可能性があることが強調された。9

14 

 

ASPR事務所は、サプライチェーン上の課題に取り組むのではなく、重要な保健用品の適切な備

蓄を確保するために、既存のPHEMCEの省庁間プロセスを縮小したと報告されている。915 この

ようなサプライチェーン上の制約は、COVID-19の対応を妨げるだけでなく、将来のハリケーン、

山火事、その他の気候に起因する災害に対応するための連邦政府の能力を潜在的に低下させ

ている。 

公衆衛生上の緊急事態や災害に備えるためには、緊急時の食糧や重要物資の事前備蓄、緊

急時対応要員の準備を行う必要がある。916 公衆衛生上の緊急事態の最中におけるハリケーン

対応の課題を認識し、2020年5月、連邦緊急事態管理庁(FEMA)は、緊急時対応ボランティアか

らの支援が減少する可能性に対処するため、緊急時管理者に追加の支援物資を準備するよう

助言するガイダンスを発表した。917 

 

医療サプライチェーンの複雑性とグローバル性は、公衆衛生上の緊急事態における明確な規制

上の役割と調整の必要性を強調している。 これは、COVID-19のパンデミックの初期に実証されたもの

である。918 このような明確さの欠如は、重要な医薬品の必要性に対する州および業界の対応を妨げた。 

例えば、退役軍人局は、緊急装備の4週間分の供給が急速に減少したため、次回の出荷がいつ行われるか

を決定することができなかった。919  スザンヌ・ボナミチ下院議員(D-OR)と ハーレイ・スティーブンス下院議員

(D-MI)は、 

 
912 保健社会福祉省「国家戦略備蓄について」 
https://www.phe.gov/about/sns/Pages/default.aspx. 2020年6月アクセス。 

913 Robert Kadlec, HHS Assistant Secretary for Preparedness and Response, Written Testimony for House Committee on Energy and  Commerce, Subcommittee on Oversight and Investigatio

ns, “Flu Season: U.S. Public Health Preparedness and Response,” December 4, 2019. 
914  David E. Sanger, Eric Lipton, Eileen Sullivan, and Michael Crowley, “Before Virus Outbreak, a Cascade of Warnings Went Unheeded,” New York Times, March 19, 2020. 
915 Jon Swaine, Robert O'Harrow Jr, and Aaron C. Davis, 「パンデミック前は、Trumpの備蓄主任は生物兵器防衛に焦点を当てていた。

  古いクライアントが恩恵を受けました」とThe Washington Post, Ga

y 4, 2020。 

916 Aaron Clark-Ginsberg, Gary Cecchine, Craig Fugate, Craig A. Bond, “Planning for the Upcoming Hurricane Season in  Light  of COVID-19,” The RAND Blog, May 4, 2020, https://www.rand.org/blo

g/2020/05/planning-for-the-upcoming-hurricaneseason-in-light.html. 
917 連邦緊急管理庁(FEMA)、2020年ハリケーンシーズンのためのCOVID-19パンデミック運用ガイダンス 
(2020年5月) 

918 House Committee on Energy and CommerceのFrank Pallone議長、SubcommitteeのAnna Eshoo議長、SubcommitteeのDiana DeGette議長、Alex M. Azar II, Secretary, HHSおよびPeter T. Gaynor, Ad

ministrator, Administrator, FEMA, 4月20日、https://energycommerce.house.gov/sites/democrats.energycommerce.house.gov/files/documents/HHS.FEMA_.2020.4.20.% 20re% Letter% 20re% 20re% 20COVI

D-19% 20COVID-2019% Supplies.OI_.HE_.pdf。 
919 Lisa Rein, "VA Health Chiefは、病院労働者のための保護具が不足していることを認めている" Washington Post, 4.25, 2020。 

https://www.phe.gov/about/sns/Pages/default.aspx


| ページ 

322 

 

COVID-19に関する 国の緊急事態(920の期間中、個人用保護具を含む必需品のサプライチェー

ン上のボトルネックや規制による負荷を明らかにするために、製造に関する緊急事態省庁間タ

スクフォースの編成を要求した。 

ジョー・ネグセ下院議員 (D-CO)は、ホワイトハウスのコロナウィルスタスクフォースに対して、個

人用保護具の出荷およびFEMAのサプライチェーン管理プロセスの透明性向上を要請する書簡

を送付した。921 

 

勧告:議会はHHS ASPRに、災害や公衆衛生上の緊急事態への対応を損なう可能性のある医療

インフラおよびサプライチェーンに対する天候に関連した脅威の毎年の評価を実施するよう指示

すべきである。 

 

勧告:議会は、国土安全保障省サイバーセキュリティ・インフラ安全保障局とHHS ASPRに、気候関

連リスクを評価し、医療物資、機器、医薬品を含む重要物資の国家供給の回復力を確保するため

に、「国家インフラ保護計画:医療・公衆衛生セクター別計画」を更新するよう指示すべきである。 

 

勧告:議会はFEMAに対し災害宣言や防衛生産法の利用の際に、VAやインディアン向け保健サ

ービス(IHS)のような他の連邦保健機関を、サプライチェーンの計画と調整の中により良く統合す

るよう指示すべきである。 

 

管轄：エネルギー・商業委員会、天然資源委員会、運輸・インフラ委員会、金融サービス委員会 

 

構成要素:保健用品のラストマイルデリバリーのための全国的な出荷・流通の強化 

 

患者や健康保険付保者で、必要とする薬を通信販売で受け取る人が増加している。922 

例えば、33万人以上の退役軍人は、VA 通販薬局から毎日、処方薬を受け取っている。923 この重

要な役割を考えると、米国郵政公社(USPS)と民間の海運・物流会社は、極端な天候や気候変動が

施設、業務、労働者に与える影響を予測し、信頼できるサービスを維持する必要がある。 

 

勧告:議会は、洪水、山火事、その他郵便物、特に処方せんや医療品の信頼性の高い配達を妨

げる可能性のある極端な天候や条件下で、郵便仕分け施設、郵便局、配達経路を含む、公衆衛

生上の緊急事態、極端な天候、その他の気象現象において、USPSが持続的かつ信頼性のある

サービスを提供できるかどうかを評価するよう、USPSに指示し、資金を提供すべきである。 

 
920

スザンヌ・ボナミシ(D-OR)およびハーレー・スティーブンズ(D-MI)のナンシー・ペロシ議長、少数民族議長のケビン・マクカーシー、2020年3月23日、https://bonamici.house.gov/sites/bonamici.house.gov/files/2020%2003%2023%20- 

%20Bonamici-Stevens%20Letter%20to%20Leadership%20on%20Manufacturing%20Priorities%20for%20COVID-19.pdf. 2020年6月アクセス。 

921 Reps.からのレター
 Joe Neguse (D-CO)、Jason Crow (D-CO)、Diana DeGette (D-CO)、Ed Perlmutter (D-CO)、Sen. Michael Bennet (D-CO) からMike Pence副社長、Coronavirusタスクフォース議長、2020年4月9日。 https://neguse.hous

e.gov/imo/media/doc/4.9.20%20COVID%20Supplies%20Letter.pdf. 2020年6月アクセス。 
922 ローラ・デイリー「通販薬局に切り替えるべきか?」

 「The Washington Post, January 8, 2019」は、以下の要素を考慮する。 

923 VA「薬局給付管理サービス: VA通信販売」 
https://www.pbm.va.gov/PBM/CMOP/VA_Mail_Order_Pharmacy.asp. 2020年6月アクセス。 

https://bonamici.house.gov/sites/bonamici.house.gov/files/2020%2003%2023%20-%20Bonamici-Stevens%20Letter%20to%20Leadership%20on%20Manufacturing%20Priorities%20for%20COVID-19.pdf
https://neguse.house.gov/imo/media/doc/4.9.20%20COVID%20Supplies%20Letter.pdf
https://www.pbm.va.gov/PBM/CMOP/VA_Mail_Order_Pharmacy.asp
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勧告:議会は、緩和枠組みリーダーシップグループ(MitFLG)とASPRに、流通ネットワークの回復

力を保証する戦略を開発するために、米国および世界の大手流通・海運企業と官民協力を結ぶ

よう指示すべきである。 

 

管轄:監督・改革委員会、運輸・インフラ委員会、エネルギー・商業委員会 
 

 

 

気候変動が人間の健康に影響を与える危険性の一つは、感染症や人獣共通感染症への曝露を

増加させることである。924 今日、疾病は世界中に急速に広がり、保健システムを圧倒し、重大な

命の損失をもたらし、経済を破壊する可能性のあるアウトブレイクを引き起こす。 世界規模のアウト

ブレイクは、健康を脅かすだけでなく、市民の混乱や、米国のサービスや輸出に対する需要の低迷にも寄

与する可能性がある。 米国の雇用と米国経済は、米国内で発生したものであれ、海外で発生したものであ

れ、疾病のアウトブレイクを特定し、それに対応するための効果的で機能的なグローバル・ヘルス・サーベイ

ランスと安全保障能力とに依存しているのである。 

 

構成要素:WHOおよびグローバル・ヘルス・セキュリティ・アジェンダへの米国の参加の回復と強化 

 

世界保健機関(WHO)は、国際保健問題に関する調整機関としての役割を果たすことを任務とし、

国際連合内の専門機関として1948年に設立された。 WHOは、国際的な保健基準を設定し、各国に技

術支援と指導を提供し、健康上の緊急事態への国際的対応を支援している。 また、国連気候変動枠組

条約、2015年パリ協定、持続可能な開発目標(SDGs)など、気候危機への国連システム全体の対

応を主導する包括的なプログラムとして運営されているWHO気候変動と保健に関する世界計画

も管理している。925 

 

WHOは、そのグローバル・ヘルス・ミッションを実施するために、加盟国および民間組織からの分

担金と任意拠出金に依存している。 米国は、米国国際開発庁(USAID)のグローバル・ヘルス・プ

ログラムや国際災害援助勘定、CDCのグローバル・ヘルス・アカウントなど、さまざまなプログラム

を通じて任意拠出金を拠出している。 WHOに対する最大の拠出国として、米国は組織のガバナ

ンス構造に参加し、気候変動の公衆衛生への影響に関する研究を含め、WHOミッション分野に財

政的・技術的支援を提供してきた。 2020年5月には、 
 

 
 

924 U.S. Global Change Research Program, Fourth National Climate Assessment, Volume II (November 2018).  
925 WHO「WHO気候変動と保健に関する世界計画」、https://www.who.int/globalchange/mediacentre/news/global-programme/en/。 2020年6月アクセス。 

気候と公衆衛生に関する米国のグローバル・リーダーシッ

プの回復と強化 

https://www.who.int/globalchange/mediacentre/news/global-programme/en/
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トランプ大統領は、米国がWHOとの関係を終了すると発表したが、議会はこの変更を承認して

いない。926 

 

また、米国は、各国、民間セクターのパートナー、および非政府組織の連合体であるGHSA(グロー

バル・ヘルス・セキュリティ・アジェンダ)においても主導的な役割を果たしており、それに応じて感

染症の予防、発見、対応の強化を支援している。 米国は、CDCおよびUSAIDを通じてGHSAに参加して

いる。 CDCは、世界的な感染症サーベイランス、追跡、そして疾病のアウトブレイクやその他の公

衆衛生上の緊急事態を拡大する前に封じ込め、制御するための対応を強化するために、世界中

のカウンターパートと協力している。 USAIDは、2009年に開始されたPREDICTプロジェクトを含むいくつかの

プログラムを通じて、GHSAの米国での実施に貢献している。PREDICTプロジェクトは、人獣共通感染症の最も

可能性の高い感染源の特定と、病原体が人間の健康に影響を及ぼす種の障壁を飛躍的に高める方法を支

援するために開始された。927 気候変動が感染症の発生率、場所、季節的分布に影響を与えることから、これ

らの脅威をより効果的に管理するためには、強固な世界的協力が不可欠である。 

 

カート・シュレーダー下院議員(D-OR)は、「ひとつの健康 を通じた緊急事態への備えの促進法

(H.R. 3771)」を導入した。これにより、HHSとUSDAは、人獣共通感染症のアウトブレイクを監視

し、対応するための調整された省庁間の取り組みのために、国の枠組みを連邦議会に提出す

るよう、他の関係省庁と調整することが求められる。 ジェラルド・コノリー(D-VA)下院議員は、G

HSA機関間審査委員会が連邦機関間の健康サーベイランス活動を調整する役割を成文化した

2019年のグローバル・ヘルス・セキュリティ法(H.R. 2166)を導入した。 

 

勧告:議会は、米国のWHO加盟とWHO国際気候変動・保健プログラムへの資金拠出を支持し、(1)

気候変動と健康との関連性に関する科学的モニタリングとエビデンスの収集と分析を強化し、地

球規模の気候・健康研究アジェンダへの支援を行う、(2)気候変動の影響に対する国の能力を強

化し、保健システムの回復力と適応能力を向上させることにより、気候変動から人間の健康を保

護する各国の努力を支援する、(3)炭素排出量を削減しつつ、気候変動に対する健康の脆弱性を

低減し、公衆衛生を向上させるための各国の努力を支援する。 

 

勧告:議会は、GHSAの目標を推進するCDCおよびUSAIDプログラムへの資金を増やすべきであ

る。 これには、感染症の脅威、特に気候変動によって悪化した脅威の世界的なモニタリングやサーベイ

ランス、そして米国の国家安全保障を危うくする前の世界的な健康上の脅威を封じ込めるための取り組

みへの参加に対する資金が含まれる。 議会は、人畜共通感染症サーベイランスのための国家的枠組みの

実施を含め、連邦政府機関間の保健サーベイランス活動を調整し、災害対策、気候回復力、および緩和の

ためのデータとベストプラクティスを共有するために、GHSA省庁間レビュー評議会を成文化すべきである。 

 

管轄:外務委員会、エネルギー・商業委員会 
 

 
 

926 2020年5月30日付大統領府「対中行動に関するトランプ大統領の発言」 
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-actions-china/. 2020年6月アクセス。 

927 USAID, “Fact Sheet: Investments in Global Health Security by the U.S. Agency for International Development,” May 7, 2020, https://www.usaid.gov/news-information/press-releases/may-7

-2020-investments-global-health-security-us-agencyinternational. 2020年6月アクセス。 

https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-actions-china/
https://www.usaid.gov/news-information/press-releases/may-7-2020-investments-global-health-security-us-agency-international
https://www.usaid.gov/news-information/press-releases/may-7-2020-investments-global-health-security-us-agency-international
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気候危機の原因は世界的なものであるが、健康への影響は、コミュニティが、人間の健康に悪影

響を及ぼす極度の熱、洪水、感染症、およびその他の気候影響の増大するリスクと発生に直面す

る中で、本質的に地域社会に存在するものである。 

 

構成要素:コミュニティ災害への準備と気候と健康に対する脅威への耐性のためのHHSプログラム

への資金提供の増加 

 

気候に起因する災害は、負傷や生命の喪失といった緊急事態や、必要不可欠な保健サービス

へのアクセスの低下を通じて、健康を損なう可能性がある。 いくつかの既存の公衆衛生災害対

応プログラムは、追加的な財政支援に値する。 

 

CDCの公衆衛生緊急対策(PHEP)協力協定は、州、地方、地域の公衆衛生部局が感染症、異常

気象、その他の気候に起因する脅威に対応するのを支援するための資金を提供している。 PHE

Pの資金拠出は、地域社会が緊急活動調整、医療急増、対応者の安全衛生などの医療・公衆衛生能力を

強化するのを支援するものである。928 しかし、2020年にはPHEPが受領した金額は前年度の9億3,900万ド

ル 930 から6億7,500万ドルに減少した。929 

COVID-19のパンデミックを受け、下院歳出委員会のニタ・ローイ委員長(D-NY)は、HEROES法

(H.R. 6800)を導入した。HEROES法(H.R. 6800)は、PHEP協力協定プログラムに10億ドルの追加

予算を配分し、PHEPグラントの受給資格を部族にまで拡大するものである。931 

 

公衆衛生緊急基金(PHEF)は、災害および公衆衛生上の緊急事態に際してHHSが利用できる迅

速な対応基金である。932 2019年のパンデミック・ハザード対策・イノベーション法により、公衆衛

生上の緊急事態への迅速な対応のための連邦およびSLTT組織間の調整の支援を含め、PHEF

の適用対象を拡大した。933 同法案はHHS事務局に対し、全米災害医療システムと医療保管部

隊、これはつまり医療従事者と市民ボランティアのチームによるもので、災害後にSLTTの医療機

関に対して補助的な医療支援をだが、PHEFを使ってそれらを動員することができるようにするも

のであった。934 2018年、バイオディフェンスに関する超党派委員会は、PHEFの年間予算を少なく

とも20億ドルの予算を維持するよう勧告した。 

 

 

928 CDC「公衆衛生緊急事態への準備と対応能力:州、地方、部族、および準州の公衆衛生に関する国家基準」(2018年10月、2019年1月更新) 
929 HHS「公衆衛生対策と対応」https://www.cdc.gov/cpr/whatwedo/phpr.htm.

 2020年6月アクセス。   

930 Rhea K. Farberman, APR, et al., The Impact of Chronic Underfunding on America’s Public Health System: Trends, Risks, and Recommendations, 2020 (Trust for America’s Health, 2020). 

931 ディビジョンA、タイトルVI、ディビジョンC、タイトルVI、サブタイトルC。 
32 942 USC§247d(b) 
933 Pub L No. 116-22 第206条 公衆衛生緊急対応基金の強化と支援 

934パブL番号116-22 第207条 公衆衛生緊急ボランティアによる全危険有害性の準備と対応の改善   

935 超党派バイオディフェンス委員会。 国、地方、部族、準州のバイオディフェンス強化ラインの開催(2018年10月) 

災害による健康影響に対するコミュニティの備えを支援する 

https://www.cdc.gov/cpr/whatwedo/phpr.htm
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コミュニティには、計画や資源に加えて、災害時に対応できる公衆衛生従事者が必要である。 米

国公衆衛生局は、米国内外の公衆衛生ニーズに対応することを任務とする連邦統一サービスである。 

その下には、6,000人を超える医師、看護師、その他の医療従事者が登録されている。 すでに多く

の部隊員は、IHSや刑務所管理局などの重要な公衆衛生業務に既に従事しているため、緊急事態に対応す

る職員の能力は制限されている。936 CARES法は、公衆衛生上の緊急事態に対応するため、米国公衆衛生

局内に即応予備隊を設置した。937 

 

NIEHS 労働者訓練プログラムは、労働団体を含む非営利団体を支援し、環境、有害廃棄物、災

害労働者を支援する訓練プログラムを開発している。938 例えば同プログラムは、2012年に災害労

働者と復興コミュニティのための行動的健康回復カリキュラムを開発するために、「湾岸地域応答

者耐性訓練プロジェクト」を開始した。939しかしながら大統領による2021年予算は、同プログラム

の12%削減を提案した。940 

 

HEROES法のセクション30550は、労働力拡大、検査施設システム、保健情報システム、疾病

サーベイランス、接触者追跡能力を含む中核的な公衆衛生インフラの改善のため、SLTT保健

局に追加資金を提供する。 セクション30551は、CDCの中核的な公衆衛生インフラに対する追

加資金を提供する。 

 

ロサ・デラウロ下院議員(D-CT)は、公衆衛生緊急基金法(H.R. 5723)を導入し、PHEFに50億ドルの

予算を配分することになった。 

 

勧告:議会は、病院と医療施設が、感染症サーベイランスや生物学的脅威への対応を含む気候

の脅威に立ち向かう能力を増強するのを支援し、SLTTの公衆衛生局に資源を提供するため、C

DCのPHEP協力協定の適格性を拡大し、支援を増やすべきである。 

 

勧告:議会は、PHEFが、公衆衛生上の緊急事態の宣言に迅速に対応し、緊急事態(例、ハリケー

ン、山火事)に備えて公衆衛生資源を活性化するために十分な準備金を維持することを確保すべ

きである。緊急事態(例、ハリケーン、山火事)では、人命を救い、公衆を保護するために迅速な対

応が必要である。議会は更なる追加資金の必要性を評価する。 

 

勧告:議会は、保健医療従事者の増員や患者ケアのための適応的な身体能力の提供を含め、保

健セクターの緊急対応のための急増能力を高めるために、HHS公衆衛生局の即応予備隊への

資金を増やすべきである。 

 

勧告:議会は、NIEHS労働者訓練プログラムへの資金提供を増やし、NIEHSに対し、気候耐性と

災害対策に関する訓練を強化するよう指示し、環境修復、強靱な建設技術、緊急時対応などの

分野で、不利な立場に置かれ、代表性の低い労働者の数を増やすための努力に対する資金に

ついて優先順位を付けるべきである。 
 

 

936 Quil Lawrence, “Public Health Service Poised To Create a Ready Reserve To Fight The Coronavirus,” NPR, April 15, 2020. 
937 Pub L No. 116-136 第3214条 米国公衆衛生局近代化 

938 米国国立環境衛生研究所「労働者訓練プログラムについて」NIH 
https://www.niehs.nih.gov/careers/hazmat/about_wetp/index.cfm. 2020年6月アクセス。 

939 NIH、米国国立環境衛生科学研究所、「対応者と地域社会の回復力」 
https://tools.niehs.nih.gov/wetp/index.cfm?id=2528. 2020年6月アクセス。 

940 HHS、2021会計年度国立衛生研究所、国立環境衛生科学研究所(NIEHS)、SuperfundRelated Activity
 at 10 

https://www.niehs.nih.gov/careers/hazmat/about_wetp/index.cfm
https://tools.niehs.nih.gov/wetp/index.cfm?id=2528
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管轄：エネルギー・商業委員会 

 

構成要素:医療に弱い立場に置かれた人々が災害に対してより強靱になるのを支援する 

 
災害がもたらす課題のひとつは、医学的に電気に依存している患者、避難支援を必要とする患者、

在宅医療に頼る患者など、脆弱な人々に関する情報が不足していることである。 特に、高齢者の災

害は甚大な被害をもたらす。 ハリケーン「カトリーナ」による死者の半数近くは75歳以上の成人であっ

た。941 1995年のシカゴ熱波による死者の3分の2近くは65歳以上であった。942 山火事については、

85歳以上の死者は全人口の4倍近くにあたる。943 2019年の停電は、200万人を超えるカリフォルニ

アの人々が家庭で医療ケアを受けなければいけない危険にさらされた。944 

 

研究者はまた、高齢者や災害時の健康と安全のための事前計画を必要とする障害者を含む、医

学的に弱い立場に置かれた人々のための重要な準備ギャップを特定している。 例えば、ハリケ

ーン「カトリーナ」に先んじて避難しなかった被災者のうち、身体的に避難できなかった者、または

障害者の世話をしていた者の4割以上が、自力で避難できなかった者であった。94550歳以上のア

メリカ人のうち、およそ10％は自力では避難できないと見られている。946こういったリスクにも係

わらず、災害への対応や避難の計画を立てた者は25%に満たない。947 2016年時点で、介護施設

や生活支援施設に住んでいる者は200万人を超えているが、948 このような施設の防災計画は一

貫性がなく、計画の障壁としてしばしば認識や資源の制約が限られていることが挙げられてい

る。949  

 

医学的に電気に依存している人々も、災害や熱波の際に自宅で電源を遮断される可能性があ

る。 多くの州では、災害時に低所得者向けの電力遮断にモラトリアムを課しているが、ルールは一貫して

おらず、停電にも対処していない。950  1つの解決策は、家庭ベースのエネルギー貯蔵およびマイクログリッ

ドの配備を拡大し、電気に依存している個人について優先順位をつけることである。951 
 

941 Joan Brunkard, Gonza Namulanda, and Raoult Ratard, “Hurricane Katrina Deaths, Louisiana, 2005,” Disaster Medicine and Public Health Preparedness 2, no. 4 (2008): 215-223. 
942 Steven Whitmanら、"Mortality in Chicago Attributed the 1995 Heat Wave"、American Journal of Public Health 87, no. 9 (1997): 1515-1518。 
943 U.S. Fire Administration, “U.S. fire deaths, fire death rates, and risk of dying in a fire,” 
https://www.usfa.fema.gov/data/statistics/fire_death_rates.html.  2020年6月アクセス。 

944 Taryn Luna, Maria L. La Ganga, Patrick McGreevy, and Joseph Serna, "Tempers は、PG&E, Los Angeles Times, 10. 10, 10, 2019からの停電に耐えて、カリフォルニア州では何百万人もの停電

が続いている。 
945 Mollyann Brodie, et al., “Experiences of Hurricane Katrina Evacuees in Houston Shelters: Implications for Future Planning ,” Am J Public Health 96, no. 8 (2006): 1402-1408. 
946 Tala M. Al-rousan, Linda M. Rubenstein, and Robert B. Wallace, “Preparedness for Natural Disasters Among Older U.S. 
成人:全国調査、Am J Public Health 104, No. 3 (2014): 506-511。 

947 同上 
948 CDC、国立保健統計人口動態保健統計センター(2019年2月)、https://www.cdc.gov/nchs/data/series/sr_03/sr03_43-508.pdf。 
949 Regina A. Shih, et al., Improving Disaster Resilience Among Older Adults: Insights from Public Health Departments and Agingin-Place Efforts (Rand Corporation, 2018). 
950 Joseph Daniel, "As Heatwave Blankets Nation, Utility Disconnect Policies Call," Union of Conserved Scientists, 7月22日、 
2019年、https://blog.ucsusa.org/joseph-daniel/as-heatwave-blankets-nation-utility-disconnect-policies-can-kill。 

https://www.usfa.fema.gov/data/statistics/fire_death_rates.html
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HHSのemPOWERプログラムは、ASPRとCenters for Medicare & Medicaid Servicesのパートナー

シップとして運営されており、電気に依存する医療機器や医療サービスに依存し、自立して暮らす

人々にダイナミックなデータとマッピングツールを提供している。 emPOWERプログラムを通じて提

供されるツールは、緊急時管理サイクルを通して危機にさらされている人々のニーズを特定し、そ

れを満たすために、州、テリトリー、地域、コミュニティの取り組みを支援する。952 

 

SLTTの取り組みを支援するためには、医療的に脆弱な人々の気候への耐性と準備を高め、健康

上の緊急事態の警告が人々に届くようにし、災害対応と復興の一環として、彼らの安全と医療ニ

ーズを満たすためのデータを開発し、計画を立てるために、連邦政府の行動が必要である。 

 

勧告：議会は、SLTTの公衆衛生部局が連邦資金を受けて保健医療施設と調整することを支援す

るために、HHS PHEP協力協定およびemPOWERプログラムへの資金を増額すべきである、。この

目的は、(1)電気に医学的に依存し、避難のための支援を必要とする可能性があり、医療物資、食

事、または在宅医療に依存している、米国の退役軍人および高齢者を含む患者を施設、介護施

設または居住環境において評価し、特定すること、(2)極端な暑さ、大気質不良、極端な気象現

象、および停電などの健康影響に関する警告を伝達するための患者通知システムを作成すること

である。 

 

報告書「分散型エネルギー資源の展開」のセクションには、重要な保健ニーズを支援するためのバ

ックアップ電源を提供することを含め、分散型エネルギー資源を展開するための更なる勧告が含ま

れている。 

 

管轄：エネルギー・商業委員会 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
951 Kristina Dahl, et al., Killer Heat in the America: Climate Choices and the Future of Dangerously Hot Days (懸念科学者連合、2019年7月)。 
952 HHS「HHS em Power Program: エムパワー・コミュニティ、命を救う」 
https://empowermap.hhs.gov/HHS%20emPOWER%20Program_Fact%20Sheet_FINAL_v9_508.pdf.  2020年6月アクセス。 

https://empowermap.hhs.gov/HHS%20emPOWER%20Program_Fact%20Sheet_FINAL_v9_508.pdf
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米国の医療インフラには、病院、研究施設、住宅医療施設、地域に根ざした外来施設、小売・在宅

医療などがある。 保健システムにおけるこれらのつながりは、気候変動によってもたらされる極端

な気象リスクに直面している。953 例えば、熱波、ハリケーン、洪水、極端な風の出現、干ばつ、山

火事、2018年の HHS 監査官報告書では、多くの病院では、新興感染症、能動的な銃撃事件、極

端な気象現象など、競合する準備の優先事項を計画する能力が欠如していることが明らかになっ

た。954 適切な準備がないと、気象によって強力になった災害は国の医療インフラを覆し、保健施

設のための投資・保険コストを上昇させ、歳入の流れや保険金の支払いを阻害しかねない。955 

 

このセクションでは、病院と保健インフラの準備と回復力を高めるための政策提言を概説する。 

「気候変動の影響に対して米国のコミュニティをより強靱にする」と題する報告書のセクションには、保健施

設を含むすべての重要な建物やインフラの強靱性を高めるための追加的な勧告が含まれている。 

 

構成要素:気候耐性のための病院の計画と準備を支援する 

 
メディケアとメディケイドに参加する病院、長期ケア施設、外来医療従事者は、緊急事態に際して

患者の安全を確保するために、自然災害と人為的災害に協調して対応する計画と戦略を策定す

ることを要求する緊急事態準備規則の対象となる。956 参加する医療従事者またはサプライヤー

は、緊急事態管理の4つの中核的要素、すなわち緊急計画、方針と手順、コミュニケーション計

画、および訓練と試験の要件を遵守しなければならない。 緊急時準備規則の下では、参加する

すべての事業者は、それぞれの特定のリスクに対応する緊急時計画を策定しなければならない。 

例えば、ハリケーンに見舞われやすい地域のプロバイダーは、「竜巻通り」のプロバイダーとは異

なった対策の優先順位を持つことになる。 

 

HHS 病院準備プログラム(HPP)は、地域保健連合の調整を含め、緊急事態に備える保健システ

ムを支援するための連邦資金を提供している。957気候変動に起因する健康危機に備える必要性

が高まっているにもかかわらず、議会のHPPへの予算は減少している。 2003年、連邦議会はHPP

に5億1,500万ドルの資金を提供した 958 が、2020年に受領したのは2億7,560万ドルの通常予算のみであっ

た。959 但し、追加的に2億5千万ドルが 

 

 
953 HHS、一次保護:変化する気候のための保健ケアの回復力の強化(2014年12月)。 
954 HHHS Office of the Inspector General, OEI-015-00230 Hospitalsは、エボラ出血熱流行後の新興感染症への準備を改善したと報告している(2018年10月)。 
955 「有害でない医療」、「嵐の中で安全に暮らす医療:気候・スマート・ヘルスケアによる生命とマージンの保護」(2018年1月) 
956 42 CFR 482.15. 
957 HHS「病院対策プログラム」、https://www.phe.gov/Preparedness/planning/hpp/Pages/default.aspx。

 2020年6月アクセス。 

958 Crystal R. Watson, Matthew Watson, Tara Kirk Sell, “Public Health Preparedness Funding: Key Programs and Trends from 
2001~2017年、Am J Public Health 107 (2017): S165-S167 

959 HHS、2021年度公衆衛生・社会サービス緊急基金による推計の正当化 

国の病院と保健インフラの被災準備と強靱性の向上 

https://www.phe.gov/Preparedness/planning/hpp/Pages/default.aspx
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CARES Act.960を通して、既存のHPPグラント受給者およびサブグラント受給者に対するHHSア

ワードに充当された。960 

 

勧告:議会は、災害時に安定した電力と水の供給を確保する規定を含め、増大する気候関連リス

クに対処する緊急計画を作成するために、病院やその他の重要な保健施設を支援する目的で、H

PPを強化すべきである。 

 

管轄：エネルギー・商業委員会 

 

構成要素:気候回復のための病院と保健インフラの建設、修理、再構築 

 

病院と医療施設は、気候危機の最前線にあり、病気、けが、疾病の増加、熱波、野火、洪水、嵐

などのより極端な気象現象のコストを負担している。 例えば、2017年の連邦分析では、洪水のリスク

が高い300以上の病院と4,400の養護施設が特定された。961 極端な出来事の間、患者、医療従事者、そして

コミュニティ全体の健康と安全は、医療ニーズの増加に対応する能力を備えた質の高いケアを提供し、利用

可能で運営可能な地域の病院に依存する。 しかし、2000年から2017年にかけて、150以上の病院で

は、災害に対応して避難しなければならなかった。962 

 

緊急時準備規則は有用な計画ツールであるが、電力中断を引き起こし、施設、アクセス、操業に

悪影響を与える可能性のある、慢性的な洪水や極端な熱のような極端な気象リスクや気候リス

クの範囲に対処することを提供者に要求するものではない。 また、この規則は、施設に対して設備

とサプライチェーンの脆弱性と、施設の継続的な運営を確保するために必要な医療従事者、サービス従

事者、保守要員の労働力の強靭性に対する緊急事態の影響を評価することを要求していない。 これら

は、連邦議会の対応を必要とする規則の重要なギャップである。 

 

さらに、施設が重要施設の最新のモデル建築基準、および洪水と山火事のリスクに関する連邦の

耐性基準に適合することを確実にするために、緊急時準備規則と要件を修正する必要がある。 

施設の強靱性基準の向上を支援するため、米国医療技術協会は、病院や医療施設の建築基準

が一貫性がなく時代遅れであったことに起因する問題に対処するため、国際基準審議会と提携し

ている。963 例えば、ボストン港の端に新たなリハビリテーション病院を建設する際、パートナーズ・

ヘルスケアは予測される海面水位上昇と洪水の増加予測を設計に活用した。 

 

歳出委員会(2020年2月) 

960  Pub L No. 116-136 
961 Arie Manangan, S. Saha, P. Schramm, and E. Hines, "Flooding Risk of Medical Infrastructure - A National Assessment of Hospitals and Nursing Homes in Hood Hadod Hazard Zones [抄録]"(米国気

象学会、第8回環境衛生学会、2017), https://ams.confex.com/ams/97Annual/webprogram/Paper303356.html. 
962 アイシュワリア・シャルマ、シャロン・メイク、「災害のレビュー:2000年から2017年までの米国の病院避難」 
口頭発表の抄録-災害および救急医療に関するWADEM会議2019 34, No. s1 (2019): s22. 

963 Jeffrey T. O'Neill and John Williams, 「建築基準法の妥当性の確保: ASHEとICCは協力して、医療施設建設基準の開発サイクルを改善する」、ASHE Health Facilities Management、2019年1

月10日。 
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イリノイ州にあるスポルディング・リハビリテーション・ファシリティは、様々な洪水や暴風雨のシナリ

オに耐えることができる。 また、この施設は、系統停電時の効率と運転能力を最大限に引き出して

いる。964 FEMAハザード緩和支援プログラムは、病院や保健施設への特定の限定された復元力改

修を支援するものであるが、965 現在、このような作業を支援するための専用の連邦プログラムは存

在しない。 議会は、既存の施設を評価し、欠陥に対処するための改修を実施するために、追加的

な資源を利用できるようにする必要がある。そうすれば、極端な天候下でも利用可能であり、運用

可能にすることができる。 

 

医療施設はまた、市民の緊急事態や災害において、資源効率、運用上の節約、持続可能性、供給

が最も必要とされるときの信頼性など、複数の便益を提供するために、回復力を高め、クリーンエネ

ルギー・プロジェクトを推進する機会を提供する。 たとえば、 

フロリダ州タンパにある聖ジョセフ病院は、1.7メガワットの発電機を動力源として病院キャンパス

全体に電力を供給し、停電時にも施設を稼働させることができるコージェネレーションプラントを備

えているこの地域で唯一の病院キャンパスである。966  ニューヨーク州ブロンクスのモンテフィオ

ア・メディカル・センターは、CHP (Combined Head and Power)プラントを使っており、病院にクリー

ンで信頼性が高く効率的な電力を供給し、温室効果ガスの排出量を年間1万7,000トン以上削減し

ているが、プラントは2003年の熱波停電とハリケーン、アイレンとサンディによって他の施設が閉

鎖を余儀なくされた期間中にも病院を稼働させることに役立った。967 議会はマイクログリッドの統

合など、電力供給の冗長化を支える施設を支援するための追加資源を提供する必要がある。 

 

勧告:連邦議会は、病院や医療施設のインフラストラクチャーの建設、再建、改修のための連邦政

府資金によるプロジェクトが、最新の建築基準および気候情報に基づくエネルギー効率、洪水、野

火のリスクに関する基準を利用することを保証するようHHSに指示すべきである。 

 

勧告:議会は、災害前の病院と保健施設のレジリエンス・プロジェクトを支援するために、HHSで新た

なプログラムを策定すべきである。これには、洪水や野火のリスクを減らすための改修や保守、異

常気象に対する施設の強化、マイクログリッドやコミュニティの再生可能エネルギーグリッドを含む、

余剰の水と電力供給の統合(該当する場合)などが含まれる。これは、送電網の一部が障害を受け

た場合に、回復力を高め、水とエネルギーへのアクセスを強化するためである。 

 

勧告:議会は、HHSに対し、緊急時準備規則の更新を指示し、医療施設に対し、エネルギーの回復

力と持続的な停電のための革新的なクリーンな電源の提供を含め、極端な天候と気候への影響

に備えることを義務付けるべきである。 

 

管轄：エネルギー・商業委員会 
 

 
964 U.S. Global Change Research Program, "U.S. Climate Resilience Toolkit: Investment in Infrastructure at Sea-Level Hospital がリスクを低減することにより、リスクを軽減する"https://toolkit.c

limate.gov/case-studies/investment-infrastructure-sea-level-hospital-willpay-reducing-risk。
 2020年6月アクセス。 

965 FEMA、ハザード緩和支援ガイダンス(2015年2月)、https://www.fema.gov/media-library-data/1424983165449- 38f5dfc96c9b0db4ea8a16a161e8bb7b7953/HMA_Guidance_022715_508.pdf。 
966 ミッチ・ペリー、「タンパ州民主党議員」

 Cathy Castor and Frank Pallone extol St. Joseph's Hospital Energy Efficiencies, Florida Policitics, 11月9日。 

967 米国環境保護庁「2015年エネルギースター®CHP賞受賞者」、モンテフィオア・メディカルセンター、p.
 9, https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-07/documents/past_energy_starr_chp_award_

winners.pdf.   2020年6月アクセス。 

https://toolkit.climate.gov/case-studies/investment-infrastructure-sea-level-hospital-will-pay-reducing-risk
https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-07/documents/past_energy_starr_chp_award_winners.pdf
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構成要素:部族、地域、セーフティネット、農村保健施設の回復力を支援する 

部族、領土、セーフティネット、農村部の病院や保健施設は、保健ケアへのアクセスが限られてい

る人々にサービスを提供している。 これらの十分なサービスを受けていない人々は、気候変動の影響を

最も受けやすいコミュニティであることが多い。968セーフティネット病院には、農村部のクリティカル・アクセス・

ホスピタル、無料または低コストのケアを提供する施設、および保険未加入、保険加入不十分、メディケイ

ド、その他の脆弱な人々の大部分にサービスを提供するその他の必須病院が含まれる。 セーフティネット保

健ケア施設には、連邦認可健康センター、地域健康クリニック、部族ヘルスセンター、都市インディアン機構969

など、サービスを受けていない人々に一次医療、歯科医療、行動ケアを提供する施設も含まれる。 これらの施

設の多くは、絶え間ない財政的圧力に直面しており、医療供給インフラや患者の健康への脆弱性に対する

気候関連の影響に備える能力を持たないままにしている。 COVID-19のパンデミックは、これらのセー

フティネット施設の不安定な財政状況を強調している。これらの施設は現在、収入の減少と費用

の増加に直面している。970 

 

エネルギー・商業委員会民主党のLIFT America Act(H.R. 2741)は、ヒル-バートン法の再稼働に

よる無料または低コストの医療を提供する義務のある医療施設の建設を含む、米国のセーフティ

ネット・ヘルス・インフラの改善のための資金提供を許可する。 また、IHS施設、疾病サーベイランス

のための検査施設、地域に根ざした医療センターの改善に資金を提供する。 2020年6月、下院民主党

は包括的なインフラ法案「前進法」(H.R. 2.)を導入した。971 この法案の第34101-34105条は、これ

らの医療インフラ投資を認可し、エネルギー効率、エネルギー回復力、または再生可能エネルギ

ーの利用拡大を促進するプロジェクトの要件を追加する。 

勧告:議会は、回復力とエネルギー効率を高め、部族、地域、セーフティーネット、農村部の病院と

保健施設のための再生可能エネルギー利用を支援するプロジェクトに資金を提供するためのグラ

ント・プログラムを創設すべきである。これらの施設は、主に、保険未加入、保険加入不十分、メデ

ィケイド、その他の脆弱な人々(クリティカル・アクセス・ホスピタル、連邦資格のある保健施設、農

村保健クリニック、部族保健センター、および都市部インディアン機関を含む)に対応する。 

勧告:議会は、極端な天候と気候の影響に対する部族、地域、セーフティネット、農村部の病院の

準備のために、エネルギーの回復力と持続的な停電のための革新的なクリーンな電源を提供す

ることを含め、技術援助と資金を提供するプログラムを創設するようHHSに指示すべきである。 

 

管轄：エネルギー・商業委員会、天然資源委員会 
 

968 U.S. Global Change Research Program, The Impacts of Climate Change on Human Health in the United States: A Scientific Assessment (April 2016).
 第9章:懸念集団。 

969 米国特許法第1603条25項において、「都市部に位置し、インドの都市支配取締役会が統括する非営利法人であり、すべての利害関係のあるインドのグループおよび個人の最大限の参加を

規定しており、当該団体は、本巻第1653条(a)項に記載される活動を遂行する目的で、他の公私の団体と合法的に協力することができる」と定義されている。 
970 Lauren Weber, “Coronavirus Threatens Rural Hospitals Already at the Financial Brink,” NPR, March 21, 2020. 
971 特に断りのない限り、H.R.2の言及は、2020年6月22日付の規則委員会印刷116-54に含まれる法案のバージョンを参照する。

 下院は、選考委員会の報告書が印刷されると、H.R.2について討論する準備を

していた。 規則委員会印刷は、https://rules.house.gov/sites/democrats.rules.house.gov/files/BILLS- 116HR2-RCP116-54.pdfで入手可能であり、2020年6月22日以降になされた法案の修正を反

映するものではない。 
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退役軍人医療システムの気候耐性の確保  

気候危機は、米国の退役軍人に悪影響を及ぼしている。これは、気候変動の健康への影響と、

退役軍人保健局の施設や業務が極端な天候の影響を受けた場合に起こりうるケアへのアクセス

の障害によるものである。 

構成要素:退役軍人局の気候耐性を保証する計画と能力の強化 

退役軍人保健局は、全米最大規模の統合型直接医療提供システムを運営しており、35万人以上

の従業員が約2,000万人の退役軍人とその扶養家族を抱え、合計4,000万人以上がサービスやそ

の他の給付を受ける資格を有しています。972 VAは、8,000件を超える建築物973 を所有またはリ

ースしており、320万件近い住宅ローンを管理しており974、VAの政策および実施が米国の退役軍

人の健康と安全の重要な推進要因となっています。 2014年のVA気候適応計画では、同機関の

主要な気候関連の脆弱性を「インフラの被害を受けやすく、保健医療サービスの提供システムに

かかる負担」と位置付けた。975 この計画では、洪水やその他の気象上の脅威に対処し、自然エ

ネルギーと熱電併給発電の利用を拡大し、設備を送電網から独立して運転できるようにするな

ど、VAの施設やシステムの物理的・運用上の強靭性を確保するための行動について概説され

た。 しかし、Trump政権はVAの持続可能な設計マニュアルから、VA施設の立地地点選定と開発

基準における気候影響のすべての考慮事項を削除した。976 

 

気候変動はまた、退役軍人やVAスタッフの肉体的・精神的健康や救急医療の必要性に広範な

影響を与える可能性がある。 退役軍人への健康への影響には、熱ストレスのリスクの増加、感

染症の有病率、大気質の低下などがある。 極端な天候やその他の気候の影響は、救急医療や

物資の需要を増大させる可能性がある。 科学者は、心的外傷後ストレス障害、不安、抑うつ、自殺傾

向、および薬物使用の増加など、災害が個人の急性および慢性の精神衛生上の課題に及ぼす影響を報

告している。 多くの退役軍人のように、すでに複数の心的外傷やストレス要因を経験している人にとって

は、災害は精神保健の根底にある問題を悪化させる可能性がある。977 

 

COVID-19のパンデミックでは、VA備蓄やサプライチェーンの回復力の問題、VA、DOD、IHS、コ

ミュニティ間の省庁間調整の改善の必要性も明らかになった。 978 VA施設では、物資やスタッフの不足

が報告されており、準備状況に関する疑問が生じている。 
 

972 VA、2021年度予算提出(2020年2月) 
973 米国退役軍人局気候変動適応計画(2014年6月)  

974 VA
 退役軍人省2018-2024年度戦略計画(2019年5月改訂) 

975 
VA。米国退役軍人局気候変動適応計画(2014年6月) 

976 建設・設備管理室「サステナブルデザイン」https://www.cfm.va.gov/til/sustain.asp
 2020年6月、VA「持続可能なデザインマニュアル」(2014年5月)、https://www.cfm.va.gov/til/sustain/dmSustain2014

05.pdf、VA「持続可能なデザインマニュアル改訂版」にアクセス。 https://www.cfm.va.gov/til/sustain/dmSustain.pdf1(2017年8月) 

977 Susan Clayton Whitmore-Williams, Christie Manning, Kirra Krygsman, and Meighen Speiser, Mental Health and Our Changing Climate: Impacts, Implications, and Guidance (American Psychological As

sociation and ecoAmerica, 2017). 
978 Leo Shane, "VAスタッフは、人員、装備の不足を警告する" Military Times, 2020, 4月3日; Ben Kesling, "Veterans Affairs Hospitals Factive Gear, Internal Memos Show" Wall Street Journal, 

2020, 4月8日。 

https://www.cfm.va.gov/til/sustain.asp
https://www.cfm.va.gov/til/sustain.asp
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ジョン・ガラメンディ下院議員(D-CA)は、国防省が国防戦略の中でメディカル・サプライチェーンの

脆弱性を検討し、サプライヤーを多様化することによってメディカル・サプライチェーンの信頼性を

高めるよう勧告することを義務付ける、医薬品独立長期即応性改革法(H.R. 4710)を導入した。 

勧告:議会は、VAに対し、気候適応計画の更新を指示し、職員配置モデルや退役軍人のメンタル

ヘルスニーズの予測を含め、気候変動が保健ケア業務に与える影響に対処すべきである。 

勧告:議会は、VAに対し、気候の脅威に対処するために、持続可能な設計マニュアルを改訂する

よう指示すべきである。また、退役軍人住宅への新規融資を含め、新たに改装された施設が、エ

ネルギー効率に関するコンセンサスに基づく最新の建築基準、および洪水と山火事に対する耐性

に関する連邦基準に適合することを確保すべきである。 

勧告:議会は、VAに対し、サプライチェーンの耐性を研究・保証し、VAがVA施設に備蓄する物資と

医薬品を許可し、DOD、VA、IHS、コミュニティ間での物資の長期保管と共有を可能にするよう指

示すべきである。 

管轄:退役軍人問題委員会、軍事サービス委員会、天然資源委員会、エネルギー・商業

委員会 
 
 

 

気候危機は、気候の影響を受けた災害の深刻な影響と、極端な暑さ、気候関連の環境変化、およ

びそれに伴う社会的・経済的な混乱の慢性的な影響を通して、個人とコミュニティの精神的健康と

福祉に悪影響を及ぼしている。979 米国の精神保健システムはすでに過重な負担となっており、980 

ますます厳しさを増す気候の影響は、将来、精神保健資源にさらなる負担をかけるであろう。 現在

進行中のCOVID-19のパンデミックにより、米国の精神保健・行動保健システムの脆弱性がさらに明らかにな

った。981 災害および大量死傷者の発生は、医療従事者および初期対応者に心理的負担を課し、982 その経

済的影響により精神保健・薬物使用障害の発生率が上昇する可能性がある。983  連邦政府は、精神保健に

対する気候および災害関連の影響に備え、学生や若者を含むコミュニティの社会的・精神的健康回復力の

強化に投資する必要がある。 
 

 

979 U.S. Global Change Research Program, The Impacts of Climate Change on Human Health in the United A Scientific Assessment (2016年4月 
980 全米精神疾患連合「数字による精神保健」(https://www.nami.org/mhstats.)

 2020年6月アクセス。  

981  Cheryl Platzman Weinstock, “Ripple Effects of COVID-19 Strain Mental Health Systems,” U.S. News and World Report, June  4, 2020. 

982 Vamanjore A. Naushad et al., “A Systematic Review of the Impact of Disaster on the Mental Health of Medical Responders,” 
病院前・災害医療34号、6号(平成28年):632-643 

983 Meadows Mental Health Policy Institute, "Projected COVID-19 MHSUD Impacts, Volume 1: COVID誘発経済不況(COVID不況)の影響"(2020年4月28日、https://www.texasstateofmind.org/uploads/

whitepapers/COVIDMHSUDImpacts.pdf) 

気候耐性と準備のためのメンタルヘルス能力の強化 

https://www.nami.org/mhstats
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構成要素:気候変動の健康影響に関する連邦計画に精神保健を完全に統合する 

 

気候変動がメンタルヘルスに与える影響は、地域社会の身体的、経済的、社会的健康と密接に

関連している。984 2014年の国家バイオディフェンス科学委員会は、HHS ASPRによって4年ごと

に発表される国家保健安全保障戦略を、地域社会の健康回復力の構築を中心とした省庁間の

調整を強化するメカニズムとして活用することを推奨した。985 しかし、HHS 2014気候適応計画で

は、災害対応のための行動保健サービスの範囲が限られている。986  HHSは、気候変動による

精神衛生への影響の増大と、地域社会の身体的、経済的、社会的健康との交差に対処するた

めの包括的な政府全体の計画を策定し、実施する必要がある。 

 

勧告:議会は、4年ごとの国家保健安全保障戦略において、HHSが気候変動に対するメンタルヘ

ルスとコミュニティ保健の回復力に取り組むよう指示すべきであり、気候に関連したメンタルヘル

スの影響を特定しマッピングし、メンタルヘルスのためのミッションとプログラムの効果的な実施

に対する特定のリスクと障壁に対処すべきである。 

 

管轄：エネルギー・商業委員会 

 

構成要素:災害時および災害後の急性メンタルヘルスニーズに対処するサービスの改善 

 

ハリケーン、洪水、山火事などの生命を脅かす極端な気象現象は、経験者に急性ストレスや心

的外傷を引き起こすことが報告されており、特に精神衛生状態の既往がある人では、うつ病や自

殺の発生率が高くなっている。987 また、極端な気象現象は、復旧のための資源や社会支援ネッ

トワークへのアクセスを妨げ、個人が災害に関連するストレスを管理するためにアルコール摂取

などの高リスク対処行動に転じるようになっている。988 

 

連邦政府は、災害後の個人やコミュニティの精神的・行動的健康ニーズを支援するために、いく

つかのプログラムを実施している。 HHS物質乱用・精神保健サービス局(SAMHSA)は、FEMAと協力し

て、災害後の個人とコミュニティに対するコミュニティベースの行動保健・教育サービスの利用を支援する

危機カウンセリング支援・研修プログラムを運営している。 例えば、最近の危機カウンセリング支援・研修

プログラムグラントは、2020年3月のテネシー竜巻災害の後、コミュニティを基盤としたアウトリーチと支援

に資金を提供した。989 
 

 

 

 

984 Susan Clayton Whitmore-Williams, Christie Manning, Kirra Krygsman, and Meighen Speiser, Mental Health and Our Changing Climate: Impacts, Implications, and Guidance (American Psy

chological Association and ecoAmerica, 2017).   
985 National Biodefense Science Board, Community Health Resilience Report (2014). 

986 HHS、HHS気候適応計画(2014) 
987 U.S. Global Change Research Program, The Impacts of Climate Change on Human Health in the United A Scientific Assessment(2016年4月 220 
988 

同上 221 
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SAMHSAは、災害遭難ヘルプラインを運営しており、電話とテキストメッセージを介して年中無休

の危機サポートを提供している。 COVID-19のパンデミックを受けて、このサービスは2020年4月に通常

の水準の10倍近くに増加した。990 このサービスに対する需要にもかかわらず、SAMHSAの災害対応活動

に対する資金は、2014年以降、年間195万ドルで横ばいにとどまっている。 

 

全米自殺予防ライフラインや全米小児外傷ストレスネットワークを含む他のSAMHSAプログラ

ムも、気候関連災害の精神衛生への深刻な影響に対処するために重要な危機行動保健サー

ビスを支援している。 SAMHSA-FEMA災害技術支援センターは、災害計画立案者、ファースト

レスポンダー、および行動保健専門家に対し、患者が利用可能な危機的精神保健資源に関す

る情報を含む技術支援を提供している。 しかしながら、災害行動保健計画の調整と実施のための

資源は限られており、連邦政府は現在、特に初期対応者のメンタルヘルスニーズに焦点を当てた危機

行動保健サービスに資金を提供していない。 

 

 アミ・ベラ下院議員(D-CA)と ジャッキー・ローゼン上院議員(D-NV)は、救急医療機関と消防署内

のピアサポート行動保健プログラムに助成金を提供する、2019年Helping Emergency Responders 

Overcome (HERO) Act of 2019(H.R. 1646/S. 3244)を導入した。 COVID-19のパンデミックを受けて、HE

ROES法(H.R. 6800)は、とりわけ、SAMHSAに対し、緊急事態における心的外傷、ストレス、およびメンタルヘルス

のニーズに対処するための支援と支援を提供するために、緊急メンタルヘルス・物質使用訓練・技術支援セン

ターの設置を義務付けるものである。991 

 

勧告:議会は、SAMHSA-FEMA危機カウンセリング支援訓練プログラム及び災害技術支援セ

ンターを含む連邦危機精神保健プログラムに対して、SAMHSA災害苦痛ヘルプライン、全国

自殺予防ライフライン、及び全国児童トラウマティックストレスネットワークと共に、気候変動

に起因する災害後のこれらの精神保健サービスに対する需要の急増に対処するために、追

加資金を提供すべきである。 

 

勧告:連邦議会は、消防署、救急医療機関、およびその他の災害初期対応者に行動的健康支援

を提供するためのHHSプログラムを設立し、資金を提供すべきである。 

 

勧告:議会は、メンタルヘルスとコミュニティのレジリエンスに関するワーキンググループ(MitFLG)

を招集し、災害状況におけるメンタルヘルスとコミュニティの社会的・情緒的レジリエンスに関する

省庁間およびSLTTの調整を強化する機会を特定すべきである。 また、この作業部会は、被災者の

精神保健ニーズと資源とのマッチングを支援するために、被災者と接触する合同現地事務所の連邦職員

のための訓練を強化する機会を特定すべきである。 

 

管轄：エネルギー・商業委員会、運輸・インフラ委員会 
 
 

989 テネシー州メンタルヘルス&物質乱用サービス局、「TDMHSASは、暴風雨サバイバー精神保健治療のための連邦グラントを受領」、2020年3月26日、https://www.tn.gov/behavioral-health/n

ews/2020/3/26/tdmhsasreceives-federal-grant-for-storm-survivor-mental-health-treatment.html。 
990 Amanda Jackson, 「危機的なメンタルヘルス・ホットラインは、2020年4月10日のCNNの電話で891%急増した」。 
991ディビジョンC、タイトルVI、字幕A、セクション

 30619. 緊急メンタルヘルス・物質使用訓練・技術支援センター 
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構成要素:不均衡に曝露されたコミュニティを重視し、気候影響に直面した精神保健の回復力を高める

ためのコミュニティ・ベースのアプローチへの投資 

 

行動保健に対する現在の臨床治療に基づくアプローチは、急性精神疾患および物質乱用の治

療に不可欠であるが、行動保健サービスの範囲を個人の治療を超えて拡大し、地域社会全体の

精神保健の回復力を構築することは、気候関連ストレスおよび心的外傷の影響を緩和するのに

役立つ可能性がある。 これは、環境汚染や気候の影響に不釣り合いにさらされ、そのため気候

変動の精神衛生への影響に最も苦しむ可能性が高いとされている人々にとって特に重要であ

る。992 

 

総合的なコミュニティベースのアプローチの重要性を認識し、2014年に、議会は、Medicaid.993 C

CBHCを通して、年中無休の危機対応を含む総合的な身体的健康、精神的健康、および物質乱

用治療を提供する、認定コミュニティ行動保健クリニック(CCBHC)実証プログラムを設立した。993  

2020年3月、CARES法はCCBHC実証プログラムを拡大・拡大した。994 

 

CCBHCのようなコミュニティベースのケアアプローチは重要な第一歩であるが、満たされていない

メンタルヘルスニーズへの完全な対応には、臨床現場の外に広げ、聖職者、教師、コミュニティ保

健員、親、同僚などの非臨床コミュニティパートナーと協力することが必要である。 このような非臨

床コミュニティのメンバーが、臨床医と協力して、精神的健康と回復力を促進するだけでなく、支持的カウ

ンセリングのための多くの課題と技能をどのように担うことができるかを、多くの研究が示している。 この

「タスク・シェアリング」アプローチは、メンタルヘルスシステムの範囲、能力、コミュニティのオーナーシッ

プ、および有効性を拡大するものである。995 

 

勧告:連邦議会は、慢性的および急性的な気候の影響によって引き起こされる直接的なメンタルヘ

ルスサービスに対する需要の増大に対応し、精神保健とコミュニティの回復力を高めるために、コミ

ュニティベースのアプローチを拡大すべく、HHSに資金を提供し、対応を指示すべきである。また、

特に気候の影響に不釣り合いにさらされている脆弱なコミュニティにおいて、タスクシェアリングを通

して効果的な介入を採用するために、地元グループを支援するための技術支援とコーチングを提供

すべきである。 

 

管轄：エネルギー・商業委員会 

 

構成要素:学生と若者への気候に関連した精神保健の影響に取り組む 

 
今日生まれた子どもは、気候に関連した健康への重大な影響を受けると予想されており、996、特

に気候に起因する災害によるストレスや不安の影響は若者に顕著であるといわれている。997 

 

 

 

992 Katie Hayes, G. Blashki, J. Wiseman, S. Burke, and L. Reifels.
 「気候変動とメンタルヘルス:リスク、影響、優先行動」、Int J Ment Health Syst 12、No.28(2018)。 

993 Pub L No. 113-93
 セクション 223. コミュニティ精神保健サービス改善のための実証プログラム 

994 Pub L No. 116-136
 セクション 3814. 地域精神保健サービス実証プログラムの拡大・拡大  

995 Vikram Patel, et al., “The Lancet Commission on global mental health and sustainable development,” Lancet 392, no. 10157 (2018): 1553-1598. 

996 Nick Watts, et al., "The 2019 Report of The Lancet Countdown on Health and climate change: 今日生まれる子どもの健康が変化する気候によって定義されないことを保証する", The Lancet 

394, no. 10211 (2019): 1836-1878。 
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現在および予測される気候関連の環境変化は、若年者および全年齢層の人々に、測定可能な

悲嘆、絶望感、およびその他のマイナスの精神的健康障害を引き起こす。998 

 

わが国の学校は、学校カウンセラーや学校ベースの保健センターを通じて、子どもや青少年に初

等、予防、メンタルヘルスケアを提供するなど、若者に対する行動保健サービスの重要な提供者

である。 教育省は、主に2つのグラント・プログラム、すなわち「学生支援と学術充実グラント」と「学校安全

国家活動」を通じて、学校ベースのメンタルヘルスカウンセリングサービスと意識向上研修を支援している。 

 

HHS SA MHSAは、州の教育機関や非営利団体に対し、学校のメンタルヘルスサービスへのアク

セスを増やし、学校職員、緊急事態対応者などを訓練し、生徒の精神障害を認識し、治療するた

めに、メンタルヘルス・ファーストエイドなどを通して助成するプロジェクトAWARE(教育の健康と回

復力の向上)を支援している。999 

 

グレイス・ナポリターノ下院議員(D-CA)は、2019年学生精神保健サービス法(H.R.1109)を導入

し、プロジェクトAWAREプログラムの範囲を拡大することになった。 ボニー・ワトソン・コールマン下院

議員(D-NJ)は、2019年精神衛生の公平性追求法(H.R.5469)を導入した。これにより、青少年の自殺やメンタル

ヘルスにおける人種間格差に対処するための資金が増えることになる。 

 

勧告:連邦議会は、気候に起因する災害のトラウマへの準備と対応を含む、米国の学生に対する

カウンセリングとメンタルヘルスサービスの増加を提供するために、学生支援・学業強化グラント・

プログラム、学校安全活動全国プログラム、学校ベースの保健センター、およびプロジェクトAWA

REのための献金を増やすべきである。 資金援助は、学校を拠点とするカウンセラーの不足に対処する

ために、学校安全国家活動プログラムを通じたメンタルヘルス専門家のトレーニング実証グラントの追加

資金を提供するとともに、精神保健サービスへのアクセスにおける格差に対処するプログラムを提供すべ

きである。 

 

管轄:教育・労働委員会、エネルギー・商業委員会 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

997 Y. Neria, A. Nandi, and S. Galea, "災害後の心的外傷後ストレス障害: 系統的レビュー", Psychological Medicine 38, No. 4 (2008): 467-480。 
998 Ashlee Cunsolo and Neville R. Ellis, “Ecological grief as a mental health response to climate change-related loss,” Nature Climate Change 8, (2018): 275-281. 
999 全国行動保健審議会「メンタルヘルス応急手当資金提供の機会」 
https://www.mentalhealthfirstaid.org/funding-opportunities/. 2020年6月アクセス。 

https://www.mentalhealthfirstaid.org/funding-opportunities/
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米国の農家や牧場主は、気候危機の解決に積極的なパートナーとなることができる。すでに環境

保護を改善し、価値ある気候や生態系の便益を確保しようとしている。 2012年以降、全農地の15%以

上が保全と野生生物生息地の改善に利用されており、土壌の保全努力は2012年以降17%増加している。1000  

2018年農法案は、保全プログラムに強力な資金を提供し、新たな農地保全イノベーション試験を開始し、保

全保護区プログラムの下に面積を追加することで、重要な保全上の勝利を収めた。10012020年2月、米国農

務省(USDA)は、2050年までに米国の農業がもたらす環境フットプリントが50%削減され、炭素隔離の増加を

含むとする環境負荷削減イニシアティブを発表した。 

 

 

現在、全米で9億3,000万エーカー以上の農地があり、米国の農地土壌は、かなりの量の炭素を

固定する可能性がある。1003現状では一般に1%以下の土壌炭素が存在する。しかし、研究によれ

ば、強固な土壌の健康管理を実践している農家の間では、土壌炭素は3~6%ほど存在し、農業が

気候危機の解決に大きく貢献する可能性があることが示されている。1004 

 

今日、農業は、米国の年間温室効果ガス排出量の約10分の1を排出している。1005 これを削減す

るために、議会は2018年の農業法案の成功を踏まえて、農家や牧畜業者と協力し、気候管理の

実践や農業炭素固定を増やすべきである。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1000 持続可能な未来のための農民、持続可能な未来のための農民、https://unitedegg.com/wpcontent/uploads/2019/05/FFASF-Sustainable-Flyer.pdf。
 2020年

6月アクセス。 

1001 House Agriculture Committee Democrats, Farm Bill House & Senate Conference Report: Conservation Provisions in the 2018 Farm Bill (2018); CRS, R45698, Agricultural Conservation in the 2018 Fa

rm Bill (April 18, 2019). 
1002 U.S. Department of Agrical, "Perdue Release: Secretary Annsuces New Innovation Initiative for USDA" (2020年2月20日)、www.usda.gov/media/press-releases/2020/02/20/secretary-

perdue-annsuces-new-innovownitiative-usda。 
1003 米国農地信託Jennifer Moore-Kucera Dr. American Farmland Trust, Hearing on the Solveing the Climate Crisis: Opportunity in Agrimate Crisis, Select Committee on the Climate Crisis, 116 Congr

ess (2019年10月30日); Tina Owens, Agriculture Funding and Communication Senior Director of Agrimate Crisis: Hearing on the Opportunity on the Climate Crisis, Select Committee on the Climate Cri

sis, 116 Congress (2019年10月30日)。 
1004 ダノン北米農業資金・通信局長、気候危機の解決:農業の機会、気候危機の下院選出委員会に先立つ聴聞会、第116回会議(2019年10月30日)からの過去最高の回答を得るための質問(Tina 

Owens)。 
1005 米国環境保護庁「温室効果ガス排出源」 
https://www.epa.gov/ghgemissions/sources-greenhouse-gas-emissions. 2020年6月アクセス。 

米国における気候ソリューションへの投資 

https://unitedegg.com/wp-content/uploads/2019/05/FFASF-Sustainable-Flyer.pdf
https://unitedegg.com/wp-content/uploads/2019/05/FFASF-Sustainable-Flyer.pdf
https://www.epa.gov/ghgemissions/sources-greenhouse-gas-emissions
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気候管理の実践は土壌の健康を改善し、その結果、作物収量の増加、炭素固定の強化、洪水

や干ばつに対してより耐性のある土壌をもたらすと考えられる。 このような慣行には、低・不耕起

農業、被覆作物、所定および輪作放牧、多年生作物の栽培、多様な作物輪作、栄養管理の改善、樹

木、作物、家畜を統合するアグロフォレストリー・システムなどが含まれる。1006 議会は、資金的および技

術的支援を提供することで、米国の農家および牧畜業者が気候変動の影響に対して収益性を高め、

農家の回復力を高める一方で、気候管理の実践を支援することができる。 

 

構成要素:保全タイトル作業用土地プログラムを通じた気候緩和とレジリエンスの優先順位付けと増加 

 

土壌肥沃度の長期的な利点があるにもかかわらず、技術的専門知識や文化的課題が限られて

いることもあるが、農業土壌管理の改善に対する障害は主に資金である。1007 USDAの作業用地

プログラムは、土地管理と保全の改善のために農家に財政的・技術的支援を提供しているが、一

貫して申し込み過多であり、現在、米国の農地のわずか15%が連邦保護プログラムの下にあるに

すぎない。1008 従って、土壌の健康と炭素隔離を最大化するためには、自発的な作業用地プログ

ラムのための追加資金が不可欠である。 

 

CSP(Conservation Stewardship Program)は、作業用地の保全活動に対する年間支払いを提供

することにより、生産者が資源問題に包括的に取り組むことを奨励する自発的な保全プログラム

である。1009 CSPを通じて、農家と牧場主は被覆作物の栽培、輪作放牧の実施、多様な輪作の確

立など、保全管理の実践を実施、管理、維持するための技術的・財政的支援を受けることができ

る。環境品質インセンティブプログラム(EQIP)は、牧草地の修復や養分管理計画の実施など、保全改善や

実践を実施するために生産者に費用分担と技術援助を提供する自主的な保全プログラムである。1010  EQIP

(Environmental Quality Incentives Program)は、USDAのNatural Resources Conservation Service(NRCS)の保全活動

の調整を促進する。地域保全パートナーシッププログラム(RCPP)は、パートナーとの共同投資により、土地

保全の課題に対する革新的な解決方法を実証するため、USDAの天然資源保護サービス(NRCS)保全活動

の調整を促進するものである。 1011 
 
 

1006 一般的には、米国農務省「気候・スマート農業・林業のためのUSDA構成要素:実施計画と進捗報告書(2016年5月)」、米国農務省「土壌保健」、https://www.farmers.gov/conserve/soil-healthを参

照。
 2020年6月、米国農務省「健康土壌」、https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detail/national/organic/?cid=nrceprd136333。 2020年6月アクセス。 

1007 Alexander Rudee & James Mulligan, Federal Policy Options for a Carbonshot in Natural & Working Lands(世界資源研究所、2019): 39. 
1008 米国農業局連盟「連邦農業保護プログラムにおける1億4,000万人以上のエーカー」(2019年5月8日)、https://www.fb.org/market-intel/more-than-140-million-acres-in-federal-farm-conservation-

programs、環境作業部会記録証言「公聴会地方自治体:次期農業法案:保存政策、下院農業委員会聴聞会」、第115回連邦議会(2017年2月28日)。 
1009 U.S. Department of Agriculture NRCS, “Conservation Stewardship Program–Payment for Performance,” www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detailfull/national/programs/financial/csp/?cid=nrcs14

3_008316.
 2020年6月アクセス。  

1010 
米国農務省「環境質インセンティブプログラム」(https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/main/national/programs/financial/eqip/) 2020年6月アクセス。 

気候管理慣行を通じた農業の炭素隔離と耐性増進 

https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detail/national/organic/?cid=nrcseprd1363633
http://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detailfull/national/programs/financial/csp/?cid=nrcs143_008316
https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/main/national/programs/financial/eqip/
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RCPPを通じ、NRCSは州・地方機関、NGOとパートナーを組んで、農家が天然資源の問題に対処

し、保全活動を実施するための財政的・技術的支援を提供する。 

 

何名かの議員は、気候緩和と適応のための保全権原土地プログラムを増やし、拡大する法案を

提案した。 デブ・ハーランド下院議員(D-NM) とコリー・ブッカー上院議員(D-NJ) は、これらのプロ

グラムに対する資金を増やすために、H.R. 4269/S. 2452(2019年気候管理法)を導入した。 この法

案では、CSPとEQIPのための強制的な資金を毎年70億ドルに増やし、カバー作物の栽培、窒素肥料の使

用量の少ない作物の利用、輪作、不耕起栽培、家畜のための所定の放牧など、一連の「気候管理手法」

に新たな資金を投入することになっている。 この法律はまた、RCPPへの資金を増やすことになる。 

チェリー・ピングリー下院議員(D-ME)は、H.R. 5861「農業レジリエンス法」を導入した。これにより、

EQIPとCSPの資金が増額され、拡大されることになる。 農業レジリエンス法は、気候緩和と適応をEQI

Pのプログラム目的に追加し、気候緩和と適応の慣行をEQIPインセンティブ契約の対象とし、保全イノベー

ション・グラントの資金を増やす。 ジョーネグセ(DCO) 下院議員は、RCPPに55億ドルの追加資金を

提供する「健康と仕事のための21世紀保護隊法」H.R. 7264を導入した。 最後に、 ジュリア・ブラウン

リー下院議員(D-CA)と チェリー・ピングリー下院議員(D-ME)はH.R. 6023「持続可能な技術の促進を通じ

た有機物の栽培(COMPOST)法」を導入した。これにより、USDAの保全プログラムにコンポスト化を加える

ことができる。 

 

チェリ・ブストス下院議員(D-IL)は、土壌炭素固定を最大化する保全管理農業慣行の採用と維持

を奨励するために、保全プログラムへの資金を増やし、連邦政府の支援を受けられるエーカーを

増やすことを求める「農村グリーン・パートナーシップ・フレームワーク」を策定した。1012 

 

勧告:議会は、農場や牧場における気候緩和と回復力の可能性を最大化するために、EQIP、CS

P、RCPPなどの作業用地プログラムにおける気候に優しい農業活動のための資金を劇的に増や

すべきである。 さらに議会は以下の項目を実施すべきである、(1)気候適応と緩和をEQIP、CSP、

RCPPのプログラム目的に加えるべきである;(2)温室効果ガスの保全インセンティブ契約の対象と

なる炭素固定を増加させ、炭素を削減する慣行を研究の優先順位として追加する;(4)オンファー

ム保全イノベーション試行のための資金を増額し、気候スマート農業を容認できる革新的保全ア

プローチとして追加する;(5)以前の契約上のコミットメントが維持され、継続的な改善が行われて

いることを条件に、農業者が炭素固定を切れ目なく継続し、気候管理慣行を実施できるようにす

る;(6)EQIPやCSPで脇に置かれていた、起業したてや社会的に不利な位置に置かれた農場経営

者や牧場経営者の数を増やす;(7)契約の簡素化を含め、保全プログラムへの署名に対する行政

上の障壁を削減するためにUSDAに直接働きかける。農家や牧場主に対する行政支援の強化、

農家が幅広いインセンティブをより容易に利用できるようにするための包括的なウェブサイトの作

成による 

 

1011 米国農務省「地域保全パートナーシッププログラム」(https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/main/national/programs/financial/rcpp/)
 2020年6月アクセス。 

1012 議会女性チェリバストス事務所、農村グリーンパートナーシップ・フレームワーク(2019年8月)、https://bustos.house.gov/wp-content/uploads/2019/08/Rural-Green-Partn

ership-1.pdf。 

https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/main/national/programs/financial/rcpp/
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気候管理慣行促進を進める、および(8)農家や牧畜業者のニーズを満たすために、USDAの現

地事務所の人員を比例的に増やす。 

 

管轄：農業委員会 

 

構成要素:農業用地の保全と気候緩和と回復力の向上、離農時の土地保全地役権プログラム 

 

農地を非農地への転換から保護することは、都市開発に伴う温室効果ガスの排出を防ぎ、撹乱

されていない自然地域を新しい耕地に転換する必要性を減らす。 森林、草原、湿地の耕作地へ

の転換を回避することにより、これらの生態系は炭素の捕獲と貯蔵を継続し、根や土壌に既に固

定されている炭素の放出を回避することができる。1013  農地喪失を減速することは、高度なエコ

ロジー的価値を持つ敏感な農業用地や、再植林されたり農業から解放されたり、あるいは自然の

景観に戻すべき土地を耕作するプレッシャーを削減する。また、作物生産から土地を除去するこ

とは、耕作、窒素肥沃化、およびエネルギー利用を減少または排除し、その結果、気候便益をも

たらす。1014 

 

保全留保プログラム(CRP)は、農家に対し、環境に配慮した土地を生産から除去し、承認された

イネ科牧草や樹木などの長期的な資源保全植物種を除去し、大気・水質を改善し、土壌の健康

を増進し、野生生物の生息環境を改善するために毎年土地代を支払う土地保全プログラムであ

る。1015 CRPに登録されている土地の契約の大半は10~15年である。1016 保全留保強化プログラ

ム(CREP)は、特定の州または全国的に重要な保全上の懸念を対象とするCRPの一部であり、連

邦資金には、これらの懸念に対処するための非連邦資金が補充されている。1017 

 

農業保全地役権プログラム(ACEP)は、土地所有者、土地信託、その他の主体が、保全と農業地

役権を通じて湿地、草地、作業用地を保護、回復、強化することを支援するものである。1018  農

業用地地役権プログラムは、ACEPの構成要素の1つであり、農地の開発から保護し、その結果、

土地の保全と農業利用を永続的に維持するために使用される。1019 CRPは、登録可能なエーカ

ー数が限られているため、CRPエーカーの期限切れを地役権に移行することで、CRPはCRPエー

カーを解放し、気候緩和効果の高い土地を追加的に登録することができる。1020 

 

 

1013 Joseph Fargione, et al., Natural climate solutions for the United States (Science Advances, November 14, 2018): 3. 
1014 米国農務省「気候・スマート農業・林業のためのUSDA構成要素:実施計画と進捗報告書(2016年5月)」24。 
1015 米国農務省「保全予備計画」https://www.fsa.usda.gov/programs-andservices/conservation-programs/conservation-reserve-program/。

 2020年6月アクセス。 

1016 同上 
1017 米国農務省、https://www.fsa.usda.gov/programs-and-services/conservation-programs/conservation-reserve-enhancement/index。 2020年6月アクセス。 

1018 米国農務省「農業保全地役権プログラム」(https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/main/national/programs/easements/acep/)
 2020年6月アクセス。 

1019 同上 

1020 米国農務省気候・スマート農業・林業のためのUSDA構成要素:実施計画と進捗報告書(2016年5月):25。 

https://www.fsa.usda.gov/programs-and-services/conservation-programs/conservation-reserve-program/
https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/main/national/programs/easements/acep/
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健全な森林保護プログラム(HFRP)は、地役権と資金援助を通じて、土地所有者が私有地の森

林を回復、強化、保護することを支援するNRCSプログラムである。 このプログラムは、土地所

有者に対し、具体的な保全活動のための10年間の復元協定または30年間もしくは恒久的な地

役権を提供している。1021 HFRPは、森林の復元と保護によって、野生生物の生息地を増やし、

動植物の生物多様性を改善し、炭素固定を強化する。1022 

 

本報告書の「気候災害のリスクとコストの削減」と題するセクションでは、土地所有者が農地の

洪水ハザードに対処するのに役立つ、緊急水源地保護プログラム洪水緩和オプションについて

説明している。 

 

地役権および離農プログラムの気候上の利益を最大化するために、デブ・ハーランド下院議員(D-

NM) 、デブ・ブッカー下院議員(D-NJ) とコリー・ブッカー上院議員(D-NJ) はH.R. 4269/S. 2452(201

9年気候管理法)を導入した。これにより、CRPに登録するエーカー数が増加しするので、新規登録

案件を生産性が低く環境的に重要な農地に集中することができる。 また、ACEPの資金は4億5000万

ドルから倍増し、 

年間9億ドルとなった。 チェリー・ピングリー下院議員(D-ME)は、H.R. 5861「農業レジリエンス法」を導入した。こ

れは、ACEPへの資金を増やし、ACEP参加者に保全計画の完成を義務付けるものであり、CSPへの自動登録

は、USDAによる保全計画の費用を補填し、保全計画のモニタリングの責任を負うというオプションがついてい

る。 

 

勧告:議会は、CRPに登録された面積とACEPとHFRPのための資金を大幅に増やし、これらのプロ

グラムを実施する際に、長期的な炭素固定、気候適応、生物多様性の利益を考慮するようUSDA

に指示すべきである。 さらに、CRPとACEPを拡大・改善するために、議会は、(1)CSPやEQIPのよ

うな保全作業用地プログラムに自動的に登録するという選択肢を持って、気候便益を含む保全計

画の完成と維持をACEP参加者に要求すべきである;(2)他の保全プログラムから出てくる土地のA

CEP申請を優先させるべきである;(3)CRPのレンタル率とインセンティブを増加させるべきである;

(4)CREPとCRPの連続カテゴリーを通して、気候スマート保全慣行により多くのエーカーを登録し、

気候スマート保全慣行に専念するエーカーの登録に焦点を当てるべきである;(5)農業者に長期ま

たは恒久的なCRP契約または地役権を通じて限界土地を登録させることを認めるべきである;(6)U

SDAを、地下水の流域の持続可能性を改善する目的で退役した土地を含め、気候便益が著しい

洪水傾向のある土地、泥炭地、または他の地域への転換のリスクのある対象地域へと導くべきで

ある。 

 

管轄：農業委員会 

 

構成要素:気候管理のための慣行を普及させるための保全管理プログラムの中に気候緩和策

を取り入れさせる 

 

CSPは、温室効果ガスの排出を削減し、炭素固定を増加させる保全を強化する手法を実施ま

たは改善するために、農業者に財政的および技術的支援を提供する。 
 

 

1021 米国農務省「健全な森林保護プログラム」(https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/main/national/programs/easements/forests/)
 2020年6月アクセス。  

1022 同上 

https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/main/national/programs/easements/forests/
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1023 農家は、保全の利益を最大化するために互いに補完し合う活動の「束（バンドル）」を勘案

することができる。1024 この「バンドル」を利用すると、CSP申請者の競争力が高まり、一般的に

支払額が増加する。1025 

 

勧告:議会は、地域固有の気候変動緩和バンドルをCSP内に確立するようNRCSに指示すべきであ

る。 これらのバンドルには、栄養管理の改善など、農業温室効果ガス排出を削減する技術、およ

び被覆作物の利用、耕作の削減、多様な作物輪作など、炭素固定を増加させる技術が含まれる

べきである。 

 

管轄：農業委員会 

 

構成要素：地域アグロフォレストリーセンターを通じたアグロフォレストリーへの財政的・技術的支援の強

化 

 

農林業システムは、かなりの量の炭素を隔離する可能性がある。 「林内放牧」とは、牧草地に樹木

を取り込む方法であり、「アレイ栽培」とは、根や土壌に蓄えられている炭素の量を増加させるのに、農作物

と並べた樹木の列を植える方法である。 樹木を牧草地や農地に統合することは、年間約1億5,000万

トンの二酸化炭素を固定する可能性がある。また、家畜の日陰を提供したり、土壌の健康と水質

を改善したり、農家に収入源を増やしたりするなど、多くの共同便益をもたらすことにもなる。1026 

 

チェリー・ピングリー下院議員(D-ME)は、H.R. 5861「農業回復法」を導入した。これにより、

地域のアグロフォレストリーセンターは、土壌の健康と気候変動に重点を置いて、国のアグ

ロフォレストリーセンターを補完することができるようになる。 

 

勧告:議会は、研究を実施し、普及員を訓練し、アグロフォレストリー生産者を支援するために、地

域アグロフォレストリーセンターを設立すべきである。 議会はまた、アグロフォレストリーに移行する農

家に対してより強力な財政支援を提供するために、グラント・プログラムを設立するか、EQIP資金を拡大す

べきである。 

 

管轄：農業委員会 
 

 

 

 

 

 

 
 

1023 米国農務省NRCS, "Conservation Stewardship Program - Payment for Performance", https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detailfull/national/programs/financial/csp/?cid=nrcs143_008

316。
 2020年6月アクセス。 

1024 U.S. Department of Agriculture NRCS, “CSP Enhancements and Bundles,” https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detailfull/national/programs/financial/csp/?cid=nrcseprd12886

24.
 2020年6月アクセス。 

1025 同上 
1026 Rudee & James, et al., Federal Policy Options for a “Carbonshot” in Natural & Working Lands (The World Resources Institute, 2020): 19. 

https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detailfull/national/programs/financial/csp/?cid=nrcs143_008316
https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detailfull/national/programs/financial/csp/?cid=nrcseprd1288624
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構成要素:米国の全農地に国家気候管理実践目標を設定 

 
技術的・財政的支援を提供することは、農家や牧場主が気候管理慣行を実施することを奨励す

るが、オバマ政権時代にビルサック長官が気候・スマート農業・林業のための構成要素で行った

ように、1027 具体的な目標を設定することで、USDAは農業部門における保全慣行と気候変動緩

和・適応努力の採用を測定、定量化、評価することができるようになる。 

 

チェリー・ピングリー下院議員(D-ME)は、H.R. 5861「農業回復法」を導入した。これは、土壌の健

康と農地の保全慣行を採用し、失われた土壌炭素を回復し、農地と草地の転換を減らすための

国家目標を設定するものである。 この法律はまた、USDAに対し、これらの目標を達成するための計画

を策定するよう指示する。 

 

農業回復法は、(1)土壌の健康慣行(多様な作物の輪作、保全耕作、高侵食性土地の多年生化、

農林業、コンポスト化、生物学に基づく養分管理、林内放牧を含む高度な放牧管理を含む)を、20

30年までに過去300年間に失われた土壌炭素の少なくとも4分の1を、2040年までに少なくとも50%

まで増加させること、(2)2030年までに作物、被覆作物、または残渣で覆われた作物エーカーの少

なくとも50%を、少なくとも2030年までに、少なくとも75%まで増加させること、(3)米国における農地

の開発への転換率、および草地への転換率を減少させること、2030年までに少なくとも80%削減

し、2040年までに撤廃すること;(4)少なくとも2030年までに全放牧地の少なくとも50%、2040年まで

に全放牧地の100%に管理集約的な輪作を含む高度な放牧管理を確立すること;(5)農地、地方、お

よび地域レベルでの畜産システムを再統合し、農作物の統合管理下にある個々の農場の面積を

増加させることを目標としている。 

 

勧告:連邦議会は、国の気候管理慣行の目標を設定し、USDAに対し、少なくとも4年ごとにこれら

の目標を更新し、作業地における土壌炭素の回復と最大化を図るよう指示すべきである。 

 

管轄：農業委員会 

 

構成要素:草地および湿地の作物地への転換と同様に土壌浸食を防止するための保全コンプライアンス実

施の改善 

 

農業サービス庁(FSA)とNRCSが管理するほとんどのプログラムに参加するためには、農業生産

者は、侵食性が高い土地、あるいは湿地とみなされる土地に関する一定の保全要件を遵守しな

ければならない。これをまとめて「保全遵守」と呼ぶ。1028「湿地バスター」条項は、生産者が農産

物を転換された湿地で植栽したり生産したりする、あるいは湿地を転換して農産物を作ることが

できるようにすることを禁じている。 

 

1027 一般的には、米国農務省「気候・スマート農業・林業のためのUSDA構築ブロック:実施計画と進捗報告書」(2016年5月)を参照。 
1028 米国農務省「コンサベーションコンプライアンス」https://www.fsa.usda.gov/programs-andservices/payment-eligibility/conservation_compliance/index

 2020年6月アクセ

ス。 

https://www.fsa.usda.gov/programs-and-services/payment-eligibility/conservation_compliance/index
https://www.fsa.usda.gov/programs-and-services/payment-eligibility/conservation_compliance/index
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 「ソッドバスター」条項は、NRCSが承認した保全計画や保全システムに従わずに、生産者が高い浸食性を

持つ土地に農産物を植えたり生産したりすることを禁じている。 「ソッドセーバー」条項は、これまで耕作

されたことのない土着の種子や草に作物を植えることについて生産者の意欲をそぐ。 これらの要

件を満たさなかった生産者は、FSA融資、NRCS保全プログラム給付、連邦作物保険料補助金な

どの連邦農業プログラムの特定の給付を受ける資格を失う可能性がある。  

 

2003年のGAO(Government Accountability Office)の監査では、多くのNRCS現地事務所が、スタッ

フの不足、優先順位付けの欠如、執行上の役割に対する安心感のために、法律で要求されてい

る保全コンプライアンスを実施していないことが判明した。1030 報告書では、NRCSの現地事務所

に対する監督の弱さが、適切な保全コンプライアンス実施の障害であると同時に、不遵守決定に

対しても金融庁の免除が適用されていることであると指摘している。1031 

 

現在、ソッドセーバー条項は、アイオワ州、ミネソタ州、モンタナ州、ネブラスカ州、ノースダコタ

州、サウスダコタ州の6州にのみ適用されている。テキサス州やカンザス州のような州では、現在、

草地の減少率が最も高い。1032 

 

第115回連邦議会では、クリスティ・ノエム下院議員(R-SD)とジョン・チューン上院議員(R-SD)がア

メリカ草原保全法H.R. 3939/S. 1913を提出した。これにより、ソドセーバー条項が国内の他の地域

にも広がることになる。 この法律はまた、草地の損失に関するより正確な追跡と報告を義務付けることに

よって、ソッドセーバー条項を強化するものである。1033  第116 議会のチェリー・ピングリ下院議員(D-ME)は、

H.R. 5861「農業回復法」を導入した。これは、土壌衛生計画を現行の保全遵守体制に追加し、その新しい要

素をすべての耕作地に適用するために、保全遵守を拡大するものである。 

 

勧告:議会は、NRCSと金融庁の職員を増員し、コンプライアンスの強化とモニタリング、並びに報

告された違反の迅速な処理を可能にすることにより、保全遵守規定の執行と報告された違反の処

理を改善すべきである。 

 

勧告:連邦議会は、在来の草地や湿地の回復と省湿地政策の全国的な拡大のために、追加的な

財政的・技術的支援を提供すべきである。 

 

管轄：農業委員会 
 

 

 

 
 

1029 米国農務省NRCS「保全コンプライアンス」 
https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detail/?cid=stelprdb1270039. 2020年6月アクセス。 

1030 GAO-03-418, USDA, Government Accountability Office, 1030, Highly Erdiable Cropland and Wetlds Protection (2003年4月21日): 5, 22. 
6, 26,  

1031 同上 
1032 Tyler J. Lark, et al., Cropland expansion outpaces agricultural and biofuel policies in the United States, (Environmenta l Research Letters, 2015).; National Sustainable Agriculture Coalition, 

“To Protect Native Grasslands, Sodsaver Provision must be Strengthened,” (July 15, 2016), https://sustainableagriculture.net/blog/sodsaver-nsac-comments/. 
1033 H.R. 3939 and S. 1913, American Prairie Conservation Act, 115th Congress, https://www.congress.gov/bill/115thcongress/house-bill/3939 and https://www.congress.gov/bill/115th

-congress/senate-bill/1913. 

https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detail/?cid=stelprdb1270039
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構成要素:炭素隔離、土壌の健康、温室効果ガス削減に関する保全プログラムと実践の影響の測

定、定量化、評価、報告 

 

USDA COMET-Farmツールは、農家から提出された土地および管理に関するデータ、ならびに気

候および土壌条件に関する地理空間データベースからの空間的に特定の情報を用いて、農場に

おける温室効果ガス排出量および吸収量を推定する。 炭素隔離と温室効果ガス排出削減に関

する保全プログラムと実践の測定と定量化を改善すれば、USDAは、炭素と環境市場への潜在的

参加のために、そのデータを評価し、利用することができるようになる。 また、証拠に基づく炭素固

定、土壌の健康、温室効果ガス削減の結果に基づいた生産者の成果に基づく支払いと財政的インセンテ

ィブの可能性も生み出すであろう。 さらに、特定の慣行の有効性を追跡することにより、USDAは既存の保

全プログラムの中でこれらの慣行を優先順位付けすることができる。 

 

チェリー・ピングリー下院議員は、H.R. 5861「農業回復法」を導入した。これは、農場や牧場にお

ける土壌炭素回収を奨励するための連邦所得税控除を策定する可能性を研究するよう財務省

とUSDAに指示するもので、農場や牧場で隔離または減衰された炭素の測定方法を含む。 

 

勧告:議会は、農場や牧場における炭素固定と温室効果ガス削減を測定・定量化するための費

用対効果の高いスケーラブルな方法を開発するための研究開発イニシアティブへの資金を増や

すべきである。 この法律はまた、(1)土壌の健康と土壌炭素を改善し、実施の影響を評価する革

新的な保全手法を採用するために農業者に資金を提供する土壌の健康実証試験への資金を増

やすようUSDAに指示し、(2)農業者と連邦、州、地方機関、土地助成大学、土地助成大学、民間

および非営利の大学、農業協同組合、農業小売業者、および保全機関との間の協力協定およ

びデータ共有を奨励し、農場における炭素固定と温室効果ガス排出削減のレベルの測定、定量

化、評価、報告の実施を調整、支援し、(3)USDAと協力して、農場における炭素固定と削減を奨

励するための連邦税額控除の開発の実現可能性を研究するよう財務省に指示すべきである。 

 

管轄:農業委員会、歳入委員会 

 

構成要素:有機農業を支援する 

 
あらゆるタイプの農業生産者は、良好な気候管理を実践することができ、有機的に農業を行うこ

とは、土壌の健康を改善したい農家や牧場主にとって多くの選択肢の1つである。 加えて、様々

な市場オプションを提供することは、農家を競争力を維持し、土地での競争力を維持するのに役

立つ。 有機農業は土壌の健康の構築に重点を置き、特定のエネルギー集約的な化学物質の

投入に頼らず、それによって炭素貯蔵を増加させ、温室効果ガス排出を削減する。1034 

 

チェリー・ピングリ下院議員(D-ME)は、H.R. 5861「農業レジリエンス法」を導入した。これにより、有

機認証の年間最大費用-株価支払額は、有機生産者または取扱者1人当たり1,000ドルに増加す

る。 
 

1034 米国農務省「有機栽培とは?」https://www.sare.org/LearningCenter/Bulletins/Transitioning-to-Organic-Production/Text-Version/What-is-Organic-Farming。
 2020年6月アク

セス。 

https://www.sare.org/Learning-Center/Bulletins/Transitioning-to-Organic-Production/Text-Version/What-is-Organic-Farming
https://www.sare.org/Learning-Center/Bulletins/Transitioning-to-Organic-Production/Text-Version/What-is-Organic-Farming
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勧告:議会は有機農業への支援を増やし、有機生産者による気候管理慣行を奨励すべきである。 

この法律には、(1)農業者同士のメンターシップの機会、財政的・技術的支援、および初期および

社会的に不利な農業者のためのイニシアティブを含む国の有機農業移行プログラム、(2)国家有

機計画のための資金の増加、(3)退職有機土地所有者と、有機土地を求めているが経済的に不

利な立場に置かれている若い農業者とを結びつける土地リンクプログラム、(4)気候に優しい農業

慣行を増やすために既存の有機生産者および農業者に支援を提供するためのNRCS、普及プロ

グラム、および主要なパートナー技術援助の拡大、(5)国家有機計画の下で認証を取得または更

新している生産者に費用分担支援を提供する金融庁の国家有機認証費用負担プログラムに対

する費用分担金の増加および義務的資金調達水準、(6)有機動物福祉基準を実施し、トランプ政

権によって廃止された有機家畜・家禽生産規則の成文化、(7)連邦政府から機関への有機調達の

増加、が含まれるべきである。 

管轄：農業委員会 

 
構成要素:民間森林の持続可能な気候・スマート管理への投資 

森林は効果的な炭素吸収源であり、米国では土地部門による固定の90%以上を担っている。1035 

既存の森林の保全と持続可能な管理は、樹木、根、土壌の炭素固定を増加させ、土地転換による

温室効果ガス排出を削減することで、気候変動を緩和する。 米国の森林の半分を占める私有林は、

炭素の隔離・貯留や気候に適応した生態系の提供に重要な役割を果たすことができる。しかし、1036 私有林

は、森林以外の土地に転換されるリスクが高まっている。1037 

HFRPは、自発的な地役権や資金援助を通じて、土地所有者による私有地の森林資源の回復、強

化、保護を支援しています。 このプログラムは、土地所有者に対し、具体的な保全活動のため

に、10年間の復旧契約と30年間または恒久的な地役権を提供するものである。 HFRPの目的は、絶

滅危惧・絶滅危惧種の回復を促進し、動植物の生物多様性を改善し、炭素固定を強化することである。1038 

本報告書の「自然気候ソリューションの未来を捉える」の項では、民間及び公有林の保全及び管理

のための追加的な勧告を行うよう提案している。 

勧告:議会は、HFRPに強力な資金を提供し、復元された土地が長期または恒久的な地役権の対

象となることを認めるべきである。 さらに、EQIP、CSP、RCPPなどの保全プログラムの中で、土地所有者

が農地と非農地の両方での植林と復元、そして、炭素隔離と気候変動の影響に対する回復力を高める水辺

の森林緩衝材、防風材、その他の森林技術を利用するために樹木を増やすインセンティブを与えるよう、議

会は支援を拡大すべきである。 
 

1035 Todd A. Ontl, et al., Forest Management for Carbon Sequestion and Climate Adaptionation (Journal of Forestry, Januarnal 2020): 86; U.S. Environmental Protection Agency, EPA 430-R-16-002, 

Inventory of U.S. Greenhouse Gas Emissions and Sinks: 1990 - 2014 (4月15日、2016年): ES-20; Joseph E. Fargione, Natural climate solutions for the United States\ 
1036 U.S. Forest Service, NRS-INF-31-15, 誰が米国の樹木、森林を所有しているか? (2015年3月):3名。 

1037 U.S. Forest Service, “Private Forestland Stewardship,” https://www.fs.usda.gov/ccrc/topics/forest-stewardship.
 2020年6月アクセス。 

1038 米国農務省NRCS「健康森林保護プログラム」 
https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/main/national/programs/easements/forests/. 2020年6月アクセス。 

https://www.fs.usda.gov/ccrc/topics/forest-stewardship
https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/main/national/programs/easements/forests/
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議会はまた、NRCSと金融庁の職員を増やし、州が私有林地の気候管理慣行を改善するために追加

的な森林経営者を雇用するための資金を提供すべきである。 

管轄：農業委員会 

 

構成要素:気候緩和と気候耐性への配慮を高めるためにNRCS保全実施基準を改訂する 

保全実施基準は、土壌、水、大気、および関連する植物・動物資源の保全に関する地域固有の

技術情報を提供する現地事務所の技術指針に記載されている。1039 NRCS保全実施基準は、適

用される場合の保全実施、およびその実施のための要件を規定している。 適用可能な保全実務

基準の中で気候緩和を考慮することは、保全実務からの気候便益を高めるであろう。 

勧告:連邦議会は、NRCSに対し、保全実施基準の改訂を指示し、関連する保全実施基準の中に

気候上の利益の考慮を含めるよう指示すべきである。 

管轄：農業委員会 

 

構成要素:気候管理慣行の採用を増やすための国の土壌衛生イニシアティブを支援する 

州は、農業者が土壌の健康と炭素固定を改善し、温室効果ガス排出を削減し、極端で予測不可

能な天候に対して農場をより強靱にすることを助けるための、新しい革新的な方法を探している。 

例えば、カリフォルニア州の健康土壌プログラムは、農業者の炭素固定の増加を支援することに

成功しており、1040 アイオワ州の被覆作物保険は、被覆作物の栽培に金銭的便益を農業者に提

供している。1041 

チェリー・ピングリー下院議員(D-ME)は、H.R. 5861「農業レジリエンス法」を導入した。この法律

は、州および部族政府に土壌の健康と炭素隔離プログラムのための資金を提供するための州土

壌衛生グラントプログラムを設立するものである。 

勧告:連邦議会は、USDAに対し、州政府および地方政府とのパートナーシップを確立するよう

指示し、気候管理プログラムのために、州農業局への資金提供と支援を提供すべきである。 連

邦議会はまた、州および部族に土壌炭素固定プログラムへの資金を提供するために、州土壌衛生グラ

ント・プログラムを設立すべきである。 

管轄：農業委員会 
 

 
1039 米国農務省NRCS「国家保存実践基準」 
https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/main/national/technical/cp/ncps/. 2020年6月アクセス。 

1040 カリフォルニア州食品農務省「健康土壌プログラム」https://www.cdfa.ca.gov/oefi/healthysoils/。
 2020年6月アクセス。 

1041アイオワ州農務省「被覆作物を栽培する農家に利用可能な作物保険割引」(9月30日) 
2019年、https://iowaagriculture.gov/news/crop-insurance-discounts-available-farmers-who-plant-cover-crops。 

https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/main/national/technical/cp/ncps/
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構成要素: 土壌の健康と気候管理慣行に投資する目的で土地を賃借する農家にインセンティブを提

供する 

 

多くの農家は、土地の全部または一部を賃借している。1042 賃貸は、頭金の支払いに必要な前払

い資金を使わずに、操業を開始または拡大しようとする農家にとって良い選択肢である。 しかしな

がら、農業者が借地で操業する場合、彼らは必ずしも土壌健康を構築するための長期的な利益とインセンテ

ィブの多くを享受するとは限らない。 

 

勧告:連邦議会は、州政府と地方自治体が、農業者が賃借し、そのコミュニティ内の非営利土地

所有者が所有する土地の気候管理慣行を増加させる戦略を策定し、実施するためのグラント・

プログラムを確立すべきである。 この法律はまた、USDAに対し、被覆作物を栽培したり耕作を減らし

たりする農業者のためのインフラ及び設備に関するUSDAの望ましい貸付金利のような、借地に関する長

期のリース契約及び気候変動管理慣行に対する連邦政府のインセンティブを開発するよう指示すべきで

ある。 

 

管轄：農業委員会 

 

構成要素:土壌の健康と炭素隔離を改善・維持するための融資、クレジット、土地評価に関する

インセンティブの提供 

 

保全管理は、コスト削減をもたらすことができ、場合によっては、収量を増加させ、農家を気候

変動の影響に対してより強靱にすることができる。 しかし、作物保険会社、貸し手、土地所有者は

保全の経済的価値を無視するかもしれない。 多くの農場経営は信用供与によって行われており、

農家は作物を売却する際に収入を得ているが、作物を生産するための初期費用を調達するた

めに借入をしなければならない。1043.融資決定を行う際には、農業融資者は保全と土壌衛生の

慣行を考慮すべきである。 

 

勧告:議会は、データ収集にインセンティブを与え、保全活動がもたらすリスク低下と収益面の便

益を実証すべきである。 資金の貸し手は、土壌の健康を通して農家のリスクを減らすことにより、農家に

とってより好ましい仕組みを作ることができる。 さらに、連邦議会はUSDAに、金融サービス機関の融

資が、異なる地域や異なる所得を持つ農家に不利な立場を与えることなく、NRCSが認めた気候

に優しい農業慣行を利用して、農家や牧場主により有利な融資を提供するプログラムを提供する

方法を調査するよう指示すべきである。 例えば、USDAは、気候管理の実践を望むが、必要なイ

ンフラと設備のための初期費用を支払う余裕がない農家に無償で設備を貸与する地域の保全地

区の支援と資金を増やすべきである。 

 

管轄：農業委員会 
 

 

 

 

 
 

1042 米国農務省「農地所有権および所有権」https://www.ers.usda.gov/topics/farmeconomy/land-use-land-value-tenure/farmland-ownership-and-tenure/。
 2020年6月アクセ

ス。 

1043 Maggie Monast, et. Al., Farm Finance and Conservation: Stewardshipは、農家、貸し手、保険会社、土地所有者のために価値を生み出す方法(Environmental Defense Fund & K Coe Isom, 2018 

https://www.ers.usda.gov/topics/farm-economy/land-use-land-value-tenure/farmland-ownership-and-tenure/
https://www.ers.usda.gov/topics/farm-economy/land-use-land-value-tenure/farmland-ownership-and-tenure/
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構成要素:新たな市場を創出するための「気候に基づく生産者」認証の作成と 

気候管理慣行を採用するインセンティブ 

 
「気候に基づく生産者」の認証を受けた農業者が利用できる市場と特定の政府プログラムの便益

を開発するための新たなメカニズムを創設することは、気候管理手法の普及を促進し、維持する

のに役立つであろう。 「気候に基づく生産者」は、農業部門の温室効果ガス排出を削減したり、炭

素固定を増加させるなど、USDAが指定した選択肢のリストから、特定の手法を実施するであろ

う。 

 

食品・飲料メーカーを含む多くの民間企業は、サプライチェーンからの排出削減に関心を示してい

る。1044 炭素削減と中立性の目標を設定する企業が増えるにつれ、生産者に特定の気候管理慣

行にコミットすることを義務付ける標準化された認証が役立つ可能性が出てくる。 農業者が認証

基準を満たしているかどうかを決定するには、COMET-Farmのようなツールに基づいて構築する

か、または実践に基づいて行うかのどちらかである。 

 

勧告:議会は、気候管理の改善のための市場とインセンティブを提供するために、「気候に基づく生

産者」認証のような新しいメカニズムを確立すべきである。 この法律は、米国食品医薬品局(FDA)

および米国環境保護庁(EPA)と協議の上、USDAに(1)企業、農業者、非営利団体、その他の主要

な利害関係者を集め、サプライチェーン全体にわたって意味のある気候スマート管理システムお

よびプロセスを標準化するための連邦諮問委員会を開催する;(2)USDAの農業マーケティングサー

ビス(AMS)を通じて監査および認証サービスを提供し、USDA認定の有機認証機関が認証された

有機生産者プログラムの認証機関としての役割も果たすことを認める;(3)新しい基準を満たすため

の移行実務に関心のある農業者および供給者に対する無償または融資を通じて技術援助および

費用分担を提供する;(4)有機認証に関連する費用を既に支払っている農業生産者に対する気候

に基づく認証費用を放棄する等の権限を与えるべきであるとしている。 政府の給付には、(1)土

地、インフラ、設備の購入に対する優先貸付金利、(2)作物保険の割引、(3)連邦調達契約の優先

などが含まれる。 

 

管轄：農業委員会 

 

構成要素:作物保険を通じた気候管理慣行の奨励 

GAOは、連邦政府が気候変動リスクにさらされている1つの方法として、連邦作物保険プログラム

(FCIP)を挙げている。1045 FCIPを改善するため、GAOは、連邦政府が連邦政府に対し、農業者に

気候管理慣行を実施するよう奨励し、気候変動の結果直面するリスクに適応する権限を付与する

よう勧告している。1046現行の作物保険インフラを利用して作物保険の対象となる農地の約90%

を、カバーできれば、気候管理慣行を採用する農家の数を劇的に増加させる可能性がある。1047 

連邦政府は気候変動リスクに積極的に取り組み、気候変動に対する農業の影響を低減し、農業

をより強靱にし、それゆえリスクに対する脆弱性を低くする技術を、気温が上昇するにつれて実施

する農業者に対して報酬を与えるべきである。 
 

1044 Aashna Aggarwal他 農業・林業の深刻な炭素削減のための中世紀戦略目標の達成に向けて 

(デューク・ニコラス環境政策ソリューション研究所、2018年7月):24。 

GAO-19-157SP、 

1045 政府説明責任局、より良い気候による連邦政府の財政エクスポージャーを制限 
変動リスク(2019年3月):111-13 

1,046 同上 
1047 Aashna Aggarwal他 農業・林業の深刻な炭素削減のための中世紀戦略目標の達成に向けて 

(デューク・ニコラス環境政策ソリューション研究所、2018年7月):26。 
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チェリー・ピングリー下院議員(D-ME)は、H.R. 5861「農業耐性法」を導入した。この法律は、USDA

のリスク管理局(RMA)に、被覆作物や資源保護作物の輪作のようなリスク低減農業技術を利用す

る生産者に対して、保全慣行とリスク低減に基づくプレミアム割引をインセンティブとして提供する

ことを許可するものである。 

 

勧告：議会は、気候管理慣行の利用を促進するために、農業者に以下のようなインセンティブを与

えるべきである(1)被覆作物、耕作の多様化、浅耕その他の実証された気候管理慣行の実施、ア

イオワ州の被覆作物保険制度と同様に農業者に対する作物保険の割引を増加させる;(2)農家が

全農収入保護への加入を増やし、保険会社と組んで保険を理解して宣伝してもらうために、USDA

の職員を増員する;(3)作物の多様化を推進するために全農保険に高いインセンティブをつける、

(4)連邦政府の作物保険率を調整して、作物の収量と異常気象に対する回復力を考慮する;(5)煙

痕など気候変動の結果、農家および牧畜業者が直面する新たな課題に対処するための作物保

険の調整を行う、 (6) データ収集に対するインセンティブを通じて、全国の異なる地域における一

連の慣行を組み込んだ保険数理上の健全な作物保険政策の展開を図る、および(7)作物保険が

被覆作物などの気候管理慣行を妨げないようにするためのNRCSプログラムと作物保険プログラ

ムの間の保全慣行を整合させるためのUSDAへの指示を行う、などである。 

 

管轄：農業委員会 

 

構成要素:流域・洪水防止プログラムの強化 

 
NRCS流域保護・洪水防止プログラムは、洪水、浸食、水質保護・改善、レクリエーション、地下水

の涵養、地方自治体・農村部の水供給、野生生物の生息地に対処するための流域プロジェクトに

対して、州、地方政府、部族に対して技術的・財政的支援を行っている。 これらのパートナーシッ

プの結果、2,000件を超える河川流域プロジェクトが建設され、年間平均20億ドル以上の恩恵がも

たらされ、全国のコミュニティを支援している。1049 このプログラムは、常に申し込み過多である。 

NRCSは、全国の流域プロジェクトに14億ドル以上の資金が必要であると推定している。1050 

 

 

1048 アイオワ州農地管理局「被覆作物を栽培する農家に利用可能な作物保険割引」(2019年9月30日)、https://iowaagriculture.gov/news/crop-insurance-discounts-available-farmers-who

-plantcover-crops。 
1049 米農務省「プレスリリース: USDAは、コミュニティと人口動態基盤を保護するための地方流域プロジェクトに65万ドルを投資する」(2018年10月4日)、https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/d

etail/ca/newsroom/releases/?cid=nrceprd1423295。 
1050 米国農務省「USDA-NRCS流域保護・洪水予防プログラム多年度計画」(2015年12月)、http://www.watershedcoalition.org/wp-content/uploads/2016/02/WatershedProtection-and-Flood

-Prevention-Program-Multi-Year-Plan-2-22-16.compressed.pdf。 
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勧告:連邦議会は、洪水、干ばつ、侵食のリスクに対処するために、流域規模の回復計画と協

力に対する障壁を克服することを支援するために、州、地方政府、部族、および領域を支援す

るために、流域保護・洪水予防プログラムへの資金を増やすべきである。 

 

管轄：農業委員会 
 

 

農業排出の削減  

農業は、米国の温室効果ガス総排出量の約10%を占めており、主に、作物生産のための土壌

管理慣行からの亜酸化窒素と、家畜の消化プロセスおよび肥料管理からのメタンの形での排

出である。1051 輪作放牧や栄養管理の改善などの気候管理慣行は、農業生産者が自らの農業

または牧畜事業からの排出量を削減するための重要な機会を提供する。 

 

構成要素:合成肥料からの亜酸化窒素排出を削減する一方、農家へのコスト削減を増加させる 

 

肥料の施用など、農業土壌に関する特定の管理手法は、農業部門からの温室効果ガス排出のほ

ぼ半分を占める亜酸化窒素の排出につながる可能性があるとされる。1052 栄養管理の改善は、

肥料の施用からの亜酸化窒素排出と肥料生産に伴う化石燃料排出を削減させる。1053 効率的で

正確な窒素肥料施用は、水質を向上させ、作物収量を増加させ、農家にコスト削減をもたらす。 

 

USDAのNRCS養分管理基準(コンサベーション・プラクティス・スタンダード590として知られる)は、

生産者が最大限の農業利益と環境影響の低減のために肥料を適用するのを助ける手引きを提供

している。1054 この基準は、生産者がEQIPやCSPなどの保全プログラムから支払いを受けるため

に取らなければならない措置を説明している。 

 

デブ・ハーランド下院議員(D-NM) とコリー・ブッカー上院議員(D-NJ) は、2019年気候管理法であ

るH.R. 4269/S. 2452を導入した。これにより、養分管理などの気候管理慣行を実施するためのEQI

PおよびCSPにおける費用分担および金銭的インセンティブが増加することが見込まれる。 

 

チェリ・ブストス下院議員(D-IL)は、精密な農業と保全の採用と体系的な農場管理の一環として

流出を減らし肥料投入を最適化する管理農業慣行の維持を奨励するための資金を増やすこと

を求める農村グリーン・パートナーシップ・フレームワークを策定した。1055 

 

1051 米国環境保護庁「農業部門排出量」、https://www.epa.gov/ghgemissions/sourcesgreenhouse-gas-emissions#農業
 2020年6月アクセス。 

1052 同上 
1053 U.S. Department of Agrical, USDA Building Blocks for Climate-Smart Agriculture and Forestry: Implementation Plan and Progress Report (2016年5月): 16; Joseph E. Fargione, et al., Natural climate 

solutions for the Unite 
1054 U.S.Department of Agrice, USDA Building Blocks for Climate-Smart Agriculture and Forestry: Implementation Plan and Progress Report (2016年5月): 16; USDA NRCS, Conservation Practice Standar

d, Nutrient Mana 

https://www.epa.gov/ghgemissions/sources-greenhouse-gas-emissions#agriculture
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勧告:議会は、EQIP、RCPP、CSPを通して栄養管理を改善するために、費用分担やその他の金銭

的インセンティブを増やすべきである。 議会はまた土地管理作業による亜酸化窒素排出を削減するた

めの法制化を以下のような点において進めるべきであるが、それは、(1)技術支援、教育、精密な農業シ

ステムおよび技術の開発を通じて、農業者が「4R」(適切な供給源、適切な料金、適切な時期、適切な場

所)に焦点を当てることを支援する「栄養管理のための保全実務基準」の実施を改善・拡大する 1056 ;(2)肥

料をより効率的に適用するために、精密な農業技術の研究、開発、展開を拡大する;(3)USDAに対し、養

分管理戦略の採用を増やし、養分利用効率を向上させ、排出量を削減し、水質を改善するために、養分

管理に関する文献および教材を開発・配布するよう指示する;(4)USDAに対し、栄養管理のアウトリーチ、

技術援助および窒素喪失が激しい土壌タイプの地域における経済的インセンティブを優先させるよう指

示する。 (5)作物の輪作、被覆作物、堆肥などの非合成肥料の利用など、気候に優しい肥料を農業者が

採用するための技術的および財政的支援をする、等である。 

 

管轄：農業委員会 

 

構成要素:放牧地の畜産物排出を削減し、炭素隔離を増加させる 

 
農業部門からの温室効果ガス総排出量の約40%は、家畜糞尿管理と家畜消化プロセスからのも

のである。1057 家畜糞尿を典型的なピットやラグーンで処理・貯蔵すると、分解によってメタンの排

出量が大きくなる。1058 一方、輪作放牧システムでは、家畜を牧草地で飼育し、土壌の健康と炭

素固定を改善し、流出と土壌浸食を減らし、肥料を均等に分配することで、肥料管理の有効性と

効率を向上させる。1059 牧草地の質も違いをもたらす。 

テキサス州とミシガン州の研究によると、高品質の粗飼料を用いた管理集約的な輪作放牧システ

ムでは、連続放牧システムと比較して、1頭当たり30%のメタン削減が可能であるとされる。1060 

 

 

 

 

 

1055 議会女性チェリバストス事務所、農村グリーンパートナーシップフレームワーク(2019年8月)、https://bustos.house.gov/wp-content/uploads/2019/08/Rural

-Green-Partnership-1.pdf。 
1056 米国農務省「気候・スマート農業・林業のためのUSDA構成要素:実施計画と進捗報告書(2016年5月):16」 
1057 米国環境保護庁「農業部門排出量」、https://www.epa.gov/ghgemissions/sourcesgreenhouse-gas-emissions#農業、。

 2020年6月アクセス。 

1058 米国農務省「気候・スマート農業・林業のためのUSDA構成要素:実施計画と進捗報告書(2016年5月):20」 
1059 米国農務省気候ハブ「気候耐性を改善するための放牧の管理」 
www.climatehubs.usda.gov/hubs/northeast/topic/managing-grazing-improve-climate-resilience. 2020年6月アクセス。 

1060 Paige L. Stanley, et al., Impacts of soil 炭素固定が米国中西部の肉仕上げシステム(Agricultural Systems, 2018年5月)におけるライフサイクル温室効果ガス排出量に及ぼす影響: 256 

https://www.epa.gov/ghgemissions/sources-greenhouse-gas-emissions#agriculture
https://www.climatehubs.usda.gov/hubs/northeast/topic/managing-grazing-improve-climate-resilience
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土地所有者は、気候の影響を緩和しつつ、畜産生産目標を達成するために放牧地を管理すること

ができる。1061 NRCSは、規定された放牧地および牧草地に関連した保全実施基準を作成してい

るが、これらの実施方法は、現在、比較的少ない土地でしか実施されていない。異なる畜産手法

による気候インパクトを正しく評価しようとすると、牧草地および放牧地における炭素固定や牧草

地対飼料穀物用作物地などの要因、穀物生産のための肥料生産のための二酸化炭素排出、お

よび、牧草地対牧草地からの亜酸化窒素排出など、完全なライフサイクル分析を必要とする。1063 

 

「放牧地保全連合」は、国の私有放牧地の管理・生産性・健康の維持・向上のため、土地所有者

に対する技術支援を行う個人・団体等の全国的なコンソーシアムである。1064NRCSは、連合が重

点課題の抽出、解決策の検討、私有放牧地への影響の変化を調整するための支援を行ってい

る。 

 

デブ・ハーランド下院議員 (D-NM) とコリー・ブッカー上院議員(D-NJ)は、H.R. 4269/S. 2452(2019

年気候管理法)を導入した。これにより、EQIPおよびCSPにおける費用分担と資金的インセンティ

ブが増加し、農業生産者は、規定された放牧および林内放牧などの気候管理慣行を実施すること

ができるようになる。 チェリー・ピングリ下院議員(D-ME)は、H.R. 5861「農業回復法」を導入した。この法律

は、放牧地保護連合の資金を増やし、土壌の健康、放牧システムの回復力、管理された放牧システムへの

移行など、連合の目的に新たな要素を加えるものである。 この法律はまた、排出量を削減するための

非発酵乳および家畜メタン管理戦略のために農業者に助成金を提供する、新しい代替的な肥料

管理プログラムを創設すると期待される。 

 

チェリ・ブストス下院議員(D-IL)は、農地に固定された土壌炭素を最大化するために、作物/家

畜の統合的操業に対するインセンティブを求める農村グリーン・パートナーシップ・フレームワー

クを策定した。1065 

 

勧告:連邦議会は、ローテーションと規定された放牧および林内放牧を実施するために、農業者お

よび牧畜業者に対する財政的インセンティブおよび技術援助を大幅に増やすべきである。 議会は

また、(1)放牧地以外の酪農および家畜経営の放牧ベースの管理および代替的な肥料処理および

貯蔵方法への転換を含め、排出量を削減するための非発酵乳肥料およびメタン管理戦略のため

に農業者に追加的な資金と補助金を提供する代替的な肥料管理プログラムを創設すべきである;

(2)放牧地保護連合のための資金を提供し、土壌の健康と放牧システムの回復力を追加するため

のプログラム目的を修正する;(3)生産者が閉鎖およびフィードロットシステムまたは連続放牧から

管理放牧ベースシステムへ移行するための支援を提供する;(4)家畜に支出されたEQIP資金のか

なりの部分を気候-スマート放牧システムに振り向けることを要求する;(5)USDAが普及員などの主

要パートナー、HBCUや部族大学を含む土地助成大学、民間および非営利団体、農民所有の協

同組合、および農民や牧畜業者に所定の放牧を実施するための教育、アウトリーチ、および技術

支援を提供するための州および地方の保全地区等と協力するよう指示する； 

 
1061 U.S. Department of Agrical, USDA Building Blocks for Climate-Smart Agriculture and Forestry: 実施計画と進捗報告書(2016年5月): 29 
1062 同上 30。 
1063「国家持続可能な農業連合、農業、気候変動:生産者が課題を満たすのを支援する政策的影響と機会」(2019年):48-49。 
1064 米国農務省「全国放牧地連合」、https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detail/national/landuse/rangepasture/?cid=stelprdb1068389。

 2020年6月アクセス。 
1065 議会女性チェリバストス事務所、農村グリーンパートナーシップフレームワーク(2019年8月)、https://bustos.house.gov/wp-content/uploads/2019/08/Rural

-Green-Partnership-1.pdf。 

https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detail/national/landuse/rangepasture/?cid=stelprdb1068389
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(6)用途をランク付けする際に、炭素固定を増やし、家畜に日陰を提供することによって温暖化に

適応する 林内放牧保存基準(381)を優先順位付けするためにCSPとEQIPを修正する、等の手を

打つべきである。 

 

管轄：農業委員会 

 

構成要素:畜産からの排出を削減する飼料添加物の開発 

 
ある種の飼料は、家畜の消化過程からのメタン排出を削減することができる。 穀物ベースの飼料、

穀物対粗飼料比の変化、飼料の粉砕とペレット化、酵素の使用はいずれもメタン腸内排出を抑制すること

ができる。 初期段階の研究では、海藻を飼料に添加することで反芻動物からのメタン排出量を削減できる

ことが示されている。1066 飼料または飼料添加物の変化が、家畜の腸内発酵からのメタン排出量をどのよう

に削減できるかを明らかにするために、さらなる研究が必要である。 

 

勧告:議会は、USDAに対し、飼料や飼料添加物の違い、および腸内発酵によるメタン排出への

影響を調査するための研究開発を増やすよう指示すべきである。 

 

管轄：農業委員会 

 

構成要素:小規模中規模酪農と他の畜産業が廃棄物に共同で取り組むことを支援するための共同メタン

消化器を介したコミュニティ規模のエネルギー開発の支援 

 

メタンを回収し、エネルギー生成のために燃焼するか、天然ガスの代替として処理する嫌気性発

酵槽は、堆肥管理からのメタン排出を削減するための選択肢の1つである。1067発酵槽はコストが

高いが、EQIPと米国農村エネルギープログラム(REAP)は、現在、コストシェア、補助金、および融

資を通じて嫌気性発酵槽を設置するための資金援助を取り扱っている。 このような資金援助にもか

かわらず、小規模または中規模の事業では、発酵槽のコストは依然として障壁である。 協同組合モデル

においては、小規模農家が資本資源をプールできるようになっている。1068 

 

チェリー・ピングリー下院議員(D-ME)は、「農業耐性法 H.R. 5861」を導入した。これは、EPAか

らUSDA NRCSへの畜産廃棄物からのメタン排出を削減するため、バイオガス回収システムの

利用を促進するイニシアティブであるAgSTARプログラムを移管させるものである。 農民は、米国

農村部の各郡にサービスセンターを設置しているUSDAに、より親しみやすく、やりやすさを感じることが

多い。 

 

勧告:議会はUSDAに対し、小規模発酵槽をより手ごろな価格にするための研究開発を増やし、技

術支援、コミュニティの支援と小規模の中規模農家が協同組合の発酵槽を作るために協力するた

めの金銭的インセンティブと助成金を提供するよう指示すべきである。 

 
1066 Carlos M. Duarte他、Can Seaweed Farmingは気候変動の緩和と適応に役割を果たしているか?

 (海洋科学最前線、平成29年4月) 

1067 米国農務省気候・スマート農業・林業のためのUSDA構成要素:実施計画と進捗報告書(2016年5月):20 
1068 同上 
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勧告:議会はAgSTARをEPAからUSDAに移し、農業者のアクセスと関与を増やすべきである。 

 

管轄:農業委員会、エネルギー・商業委員会 

 
構成要素:精密農業を支援するための農村ブロードバンドへの投資の拡大 

 
ブロードバンドは、経済発展のために不可欠なものとなり、農村地域におけるブロードバンドの拡

大に議会の関心が高まっている。 ブロードバンドはまた、農業部門においてさえ、気候緩和のた

めの重要なツールとなりつつある。 精密農業技術は、農家が肥料の生産量を増やし、農業からの温

室効果ガス排出量を減らすのに役立つ。1069 しかし、農業者は、信頼できる高速インターネット接続がな

いと精密農業技術を利用できない。1070 「気候影響のための国の電気通信ネットワークの準備」と題され

た報告書のセクションで、選考委員会の大多数のスタッフは、まだ十分なサービスを受けていない農村や

脆弱なコミュニティを含む、米国全土のコミュニティへのブロードバンドアクセスを拡大するためのいくつか

の提言を行っている。 

 

エネルギー・商業委員会民主党の「インフラをリードする明日のアメリカ法」 (LIFT America), H.

R. 2741は、ブロードバンド・インターネット・サービスの全国展開に投資する。この内容は、下院

民主党のインフラ法案である「前進法」のセクション31301、H.R. 2に含まれ、ブロードバンド展開

に800億ドルを投資する。1072 両法は、ブロードバンド・インフラ・プロジェクトに50億ドルの低利

融資を提供する。1073 

 

勧告:議会は、農村地域におけるブロードバンド・インフラを拡大すべきである。 

管轄：エネルギー・商業委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

1069 米国農務省「農村ブロードバンドの事例:農村ブロードバンドインフラと次世代精密農業に関する知見」(2019年4月)18件。 
1070 同上、6 
1071 LIFT America Act, Title I, Subtitle A. ブロードバンドインターネットアクセスサービスプログラム 
1072 特に断りのない限り、H.R.2の言及は、2020年6月22日付の規則委員会印刷116-54に含まれる法案のバージョンを参照する。 下院は、選考委員会の報告書が印刷されると、H.R.2について討論する準備

をしていた。 規則委員会印刷は、https://rules.house.gov/sites/democrats.rules.house.gov/files/BILLS- 116HR2-RCP116-54.pdfで入手可能であり、2020年6月22日以降になされた法案の修正を

反映するものではない。 

1073 LIFT America Act, Title I, Subtitle C, Broadband Infrastructure Finance and Innovation; Moving Forward Act, Division G, Title I, Subtitle C, Chapter 2. ブロードバンド・インフラ・ファイナンス

とイノベーション 
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信頼できるパートナーからの技術支援の強化は、農家や牧場主が気候管理の改善の機会を最大

限に利用できるよう支援するために不可欠である。 USDA、普及サービス、土地無償大学(歴史的に黒

人だった大学や大学(HBCU)を含む)、部族大学、そしてNGO、農業小売業者、生産協同組合などの主要パー

トナーは、農業者や牧場主に気候管理手法の幅広い時宜を得た採用を確実にするために必要な完全な支

援と技術援助を提供するために協力しなければならない。 

 

構成要素:NRCSとFSAのスタッフとNRCSの現地事務所を増員し、農家や農場経営者に現場での支

援と技術支援を提供 

 

NRCSとFSAに深刻な理解があり、NRCSの現地事務所の数が減少しているため、農業者や牧場

主が気候管理の実践を実施するために必要な技術支援や現場での支援の提供が妨げられてい

る。 NRCSの資源はまた、農業者が管理上の障壁を克服し、保全資金の申請と配分のタイムリーな見直しを

確実にするのを助けるためにも必要である。 

 

チェリ・ブストス下院議員(D-IL)は「農村グリーンパートナーシップ・フレームワーク」を策定した。こ

のフレームワークでは、農業生産者にカスタマイズされたワン・オンワンの保全アドバイスを提供

できる保全技術専門家の数と利用可能性を拡大することを求めている。1074 

 

勧告:議会は、NRCS保全技術支援プログラムへの支援を大幅に増やすべきであり、NRCS職員の

雇用を拡大するようUSDAに指示し、できるだけ迅速に職員を増員するようUSDAに直接雇用権限

を与えることを検討し、NRCSの全国の現地事務所を開設すべきである。 NRCSは、各事務所のNRC

Sにおける人員配置レベルの状況に関する最新情報を議会に提供すべきである。これには、6ヶ月以上空席

であった職務や、なぜ人員配置レベルが国の人員配置上限に該当するのかを記述した作業負荷分析が含

まれる。 

 

管轄：農業委員会 

 

構成要素:保全地域、普及サービス、土地グラント・カレッジ、その他の関連パートナーへの支援と資源の

拡大 

 

上述したように、技術支援と現場での支援は、農業者と牧場経営者が保全と気候に優しい慣行を

実施するために不可欠である。 NRCSのスタッフに加えて、保全地区、普及サービス、NGO、HBC

Uや部族大学を含む土地グラントを受けた大学は、農家や牧畜業者に、温室効果ガスの排出を

削減し、土壌の健康と炭素隔離を改善するための貴重な資源を提供している。 これらの機関は、

農業気候ソリューションの研究と展開に投資するために、より多くの資源を必要としている。 
 

 
 

1074 https://bustos.house.gov/wp-content/uploads/2019/08/Rural-Green-Partnership-1.pdfのチェリ・ブストス議員室(1074)「農村のグリーン・パートナーシッ

プ・フレームワーク」(2019年8月) 

農業者に技術支援を提供するための連邦政府の能力強

化 
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チェリー・ピングリー下院議員(D-ME)は、H.R. 5861「農業回復法」を導入した。これは、生産者が気

候変動の緩和と適応を支援するために、NRCSと第三者によって実施される技術援助イニシアティ

ブのために、農業法案保全プログラムの資金の1%を留保することになっている。 

 

勧告:連邦議会は、保全地区、普及サービス、HBCUや部族大学を含む土地無償大学、特に気候

管理慣行に焦点を当てたNGOや土地信託のような他の第三者に、より多くの資金援助と支援を提

供すべきである。 資金は、気候変動を緩和し適応させるための農業者および牧畜業者に対する

技術援助、ならびに農業気候ソリューションの研究および展開を支援すべきである。 

 

管轄：農業委員会 

 

構成要素:機関内および機関間の調整、気候管理慣行の広範な採用を促進する官民パートナーシップの支

援 

 

パートナーシップの取組は、温室効果ガス排出を削減し、炭素隔離を増加させるための技能、資

源、共通の目標を活用することにより、気候管理の実践を広く採用することを促進する。1075 民間

企業、農業小売業者、NGO、普及サービスなどの信頼できるパートナーと協力することにより、US

DAは、気候管理実践を向上させるために、農業者や牧場主に対する技術的・資金的支援の展開

を強化・加速させることができる。 例えば、農業生産者は、普及の専門家や農業小売業者のよう

な信頼できる供給源に由来する場合、技術的知識をより受け入れやすいかもしれない。 加えて、

多くの民間企業やNGOは、農業の潜在的な気候便益を高めるために資源を投入するために、US

DAと協力したいという意向がある。 

 

勧告:議会は、USDAに対し、内務省(DOI)、商務省(DOC)、EPAなどの機関内および機関間の調整

を指示すべきであり、また、NGO、HBCU、部族大学、普及サービス、農業者所有の協同組合、農

業小売業者、および民間企業を含む土地無償大学と協調して、調整された農業気候緩和・回復計

画を策定すべきである。 これらのパートナーシップは、気候管理慣行、土壌保健ガイドライン、気候緩和

と回復力の実証現場、農業者とサービス提供者のための研修プログラムの幅広い採用を促進すべきであ

る。 このUSDA主導の農業気候緩和・回復力計画には、社会科学研究への資金提供と、農家、牧

場主、林業従事者へのアウトリーチへの適用が含まれるべきである。なぜなら、金銭的インセンテ

ィブだけでは、生産者の意思決定の背後にある社会的要因や最も効果的な説得方法を理解する

ことなく、規模での行動変化を促すには不十分かもしれないからである。 

 

勧告:議会はUSDAに対し、気候管理の実践を増やすために農家や牧畜業者に資源を活用する

ために民間団体とのパートナーシップを構築するよう指示すべきである。 

 

管轄：農業委員会 
 

 

 

 

 
1075 米国農務省気候・スマート農業・林業のためのUSDA構成要素:実施計画と進捗報告書(2016年5月):13。 
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構成要素:イノベーションを促進し、農業気候便益を増加させるために、USDA研究機関と主要

パートナーへの資金提供を増やす 

 

連邦政府の調整された研究は、気候管理の実践を実施し、炭素を固定し、排出を削減し、農家

を気候変動の影響に対してより強靱にする革新的な方法を見出す農業部門の能力を高めるこ

とになる。 

 

USDAの国立食料農業研究所(NIFA)内のいくつかのプログラムは、持続可能な農業研究・教育プ

ログラム(SARE)、有機農業研究・普及イニシアティブ(OREI)、農業・食品研究イニシアティブ(AFRI)

などの農業生態学研究を支援している。 USDAの自社研究機関であるARS(Agricultural Research Service)も

気候スマート農業に関する研究を行っている。 

 

ジョー・ネグセ下院議員(D-CO)は、持続可能な農業研究法であるH.R. 4134を導入し、農業先端研

究開発機構(AGARDA)が炭素固定と排出削減に明示的に取り組むことを確保した。 チェリー・ピン

グリー下院議員(D-ME)は、H.R. 5861「農業レジリエンス法」を導入した。これは、SAREグラント・プ

ログラムの全体的な目的に気候変動の回復力を付加するものであり、気候変動への適応と緩和

をSAREプログラムの延長、アウトリーチ、専門家育成の優先事項のリストに加え、ARS長期農業

生態学研究ネットワークを承認し、気候変動と農業に関連する学位または研究を追求する大学院

生を対象としたARSインターンシッププログラムを創設し、AFRI内で気候変動の適応と緩和サブプ

ログラムを創設し、特別作物研究イニシアティブの研究優先事項のリストに気候変動を追加するも

のである。 

 

勧告:連邦議会は、USDAに対し、部門全体の気候研究課題を実施するよう指示し、研究ベースの

USDA機関と協議し、調整された気候緩和と回復のための研究枠組みを策定し優先順位をつける

よう、首席科学者室を指揮すべきである。 

追加的に議会は以下の政策を実施すべきである。 

（１） AGRADAに炭素固定と汚染削減への明示的な対応をゴールとして加える； 

（２） SARE、OREI、AFRIにおける研究を含めて気候に関する専門的研究への資金について、NIFA資

金を再度優先させる； 

（３） USDAに指示して、土壌再生の研究、革新的な気候管理農業の慣習、たとえば乾燥農業、窒素代

替肥料の開発と採用、家畜からの排出削減戦略、たとえば餌の変更、サプリメントの補給、放牧技術、稲

作からメタンを削減する習慣、ゼロエミッション農機の開発と使用、多様な家畜飼育法に関するライフサイ

クル排出量の評価、改善された品質データの収集と農地の土壌による二酸化炭素固定・保存に関する分

析、作物と農場をより気候耐性化するための方策などを行わせる； 

（４） 農業関連の排出削減と農地の炭素貯留増加を狙い、USDAに対してARPA-E ROOTSなどのエネ

ルギー庁（DOE）プログラムとの協調を支持する； 

（５） ARSの長期エコ農業調査ネットワークを認可し、気候関係の調査を優先させる； 

（６） 特定作物研究イニシャチブの研究優先項目を拡大し、OREIに気候変動を含める； 

（７） 気候変動と農業を研究したり学位を狙う大学院生向けにARSキャリア開発プログラムを創設する； 

（８） AFRIに気候変動緩和・適応サブプログラムを創設する； 

（９） HBCU大学や部族大学を含む土地無償大学および気候変動緩和・適応の研究をしている拡大的

エージェントへの資金提供を優先する
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勧告:議会は、NRCS、FSA、RMA、連邦緊急事態管理庁(FEMA)、およびEPAを含む作業部会を開

催するよう、緩和枠組みリーダーシップグループ1076に指示すべきであり、洪水や山火事に見舞わ

れやすい地域における農業活動に関連する環境、公衆衛生、食料安全保障、および経済的リスク

について調査し、議会に報告させるべきである。 作業部会は、当局がこれらのリスクを緩和するために

引き受けることができる現行枠の行動を特定すべきである。 目的には、リスクのある分野における新規

業務の導入を削減すること、および事業者がリスクのある分野から移転するのを支援するための

技術支援、インセンティブ、および資金支援を提供することが含まれるべきである。 

 

管轄：農業委員会、科学・宇宙・技術委員会 

 

構成要素:農業者対農業者の教育を促進し、農業者が気候管理の実践を奨励するアウトリーチ・プログ

ラム 

 

農業者は、自らのコミュニティの他の農業者のためにどのような慣行が有効なのかに関する知識

の共有を通じて恩恵を受けることができる。 誰が伝えるかはメッセージそのものと同じくらい重要であ

り、技術的知識は他の農業者、普及の専門家、農業小売業者のような信頼できる情報源から得られるべ

きである。 多様な作物の輪作、不耕起農業、規定された放牧など、気候に優しい農業技術の成功例を実

証してみせることは、他の農業者にとって同様の技術を実施する上で重要である。 

 

勧告:連邦議会は、自らのコミュニティの他の農業者のためにどのような気候管理手法が働いて

いるかを決定するために、農業者間および農業小売業者-農業者間の教育を通して、地元の知

識共有を促進するためのパイロット・プログラムを確立すべきである。 連邦議会はまた、民間、

非営利、およびコミュニティを基盤とする組織を対象としたグラント・プログラムを設立し、農業者

から農業者への教育と農場主および牧場主へのアウトリーチを促進・奨励するイニシアティブを

確立すべきである。 

 

管轄：農業委員会 

 

構成要素:気候緩和と回復力のデータ、ツール、農業生産者とコミュニティへの支援を提供するため

の気候拠点の拡大 

 

USDAの気候ハブは、気候情報に基づく意思決定を可能にし、これらの意思決定の実施を支援

する地域固有のツールと情報を農業生産者に開発・提供するDOEの研究・プログラム機関との

協力である。1077これらの地域に位置するハブは、農業者や牧畜業者がより良い理解と気候リス

クの管理によって気候変動に適応するのを支援する。 
 
 

1076 緩和フレームワーク・リーダーシップ・グループ(MitFLG)は、国家準備目標、大統領政策指令8、カトリーナ後緊急管理・改革法(2006年)を支持し、これに沿って設立された。
 MitFLGは、FEMA

が議長を務め、連邦政府全体の危害緩和の取り組みを上級レベルで調整し、情報交換を促進し、政策の実施を調整し、州、地方政府、部族、地域と協力する。  https://www.fema.gov/national-mitigation-fram

ework. 2020年6月アクセス。 

1077 米国農務省気候センター1「私たちについて」https://www.climatehubs.usda.gov/about-us.
 2020年6月アクセス。 

https://www.fema.gov/national-mitigation-framework
https://www.climatehubs.usda.gov/about-us
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気候ハブの研究費は2016年以降減少しており、限られたスタッフで運営されている。1078 

 

チェリー・ピングリー下院議員(D-ME)は、H.R. 5861「農業レジリエンス法」を導入した。これは、

気候変動へのリスク適応と緩和のための地域ハブの全国ネットワークを、農家、牧場主、林業

従事者に科学に基づいた、地域特有の、実際的な情報とプログラム支援を提供するために、法

的に認可するものである。 

 

勧告:議会は、ARSと米国森林局(USFS)が管理し、他のUSDAや連邦政府機関と調整し、教育機

関、NGO、民間団体、州・地方機関と協力して、地域のUSDA気候ハブを正式に承認すべきであ

る。 ハブの目的は、気候変動に伴うコスト、機会、リスク、脆弱性の増加に照らして、科学的根拠に基づく

意思決定を支援するために、科学に基づいた、地域に特化した、費用対効果の高い、実用的な情報とプロ

グラムを農家、牧場主、森林地主に提供することであるべきである。 連邦議会は資金を提供し、USDA

に専任の気候ハブスタッフを雇用するよう指示し、これらの目標を達成するためにUSDAに直接雇

用権限を与えることを検討すべきである。 

 

管轄：農業委員会 

 

構成要素：地域的な気候変動に適応した種子、作物品種、動物品種の開発 

 

気候の変化に農家が適応できるようにすることは、気候の温暖化に直面した農家の回復力を高

めるであろう。 ある種の動物品種は高温によく耐えることができ、異なる作物品種は異なる気候に良く適

応し、ある種の樹木はより強靱な森林を作る。 農家、牧場主、森林経営者が進化する気候の現実に

適応するためには、新しい気候や変化に最も適した作物、樹木、家畜の品種を決定し、生産する

ことが重要である。 

 

チェリー・ピングリー下院議員(D-ME)は、H.R. 5861「農業回復法」を導入した。これは、資源効

率が高く、ストレス耐性があり、地域的に適応した畜産品種および気候変動の影響に対してよ

り回復力のある作物品種に焦点を当てた戦略計画を調整するために、公共品種・栽培研究活

動調整官を設置する予定である。 

 

勧告:連邦議会は、気候変動に適応した種子、樹木、動物品種を決定・開発するために、地域差

を考慮しつつ、適切な研究ベースのUSDA機関への資金を増やすべきである。 議会はまた、USDA

に対し、強靱な畜産・植物育種研究活動を調整し、USDA内で作業部会を開催し、利害関係者間の協力を

促進するために、公共品種・栽培研究活動コーディネーターを設置するよう指示すべきである。 

気候が長期的に変化し続けることを認識し、この研究を継続すべきである。  

管轄：農業委員会 

1078 Helena Bottemiller Evich, "'I'は気候変動の真ん中に立っている': USDAが農民を失敗させている様子" (Politico, 10月15日), https://www.politico.com/news/2019/10/15/im-standing-here-i

n-the-middle-of-climate-changehow-usda-fails-farmers-043615;; NSAC, "Congressional Hearings Discussions Farm Bill Implementation, Relocation and Climate Change" (2019年10月25日), http

s://sustainableagriculture.net/blog/congressional-hearings-discuss-farm-billimplementation/. 
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構成要素:都市や屋内における革新的な農業生産を支援する 

 
都市農業と屋内農業は、最前線のコミュニティの脆弱性を減少させ、災害に対応するコミュニティ

の回復力を高め、温室効果ガス排出量を削減するなど、重要な気候上の利益を有する。 屋上庭

園、裏庭、屋内の垂直農場、市民農園、空き地や公園でのコミュニティ農業生産は、コミュニティに

生産物を供給し、食料廃棄物を削減し、輸送からの排出を削減することができる。1079都市農業

は、都市部の植物被覆を増加させることによって、ヒートアイランド現象に対処し、雨水の流出と洪

水の制御を改善することもできる。1080 

 

ツルシ・ガバード下院議員(D-HI)はH.R. 5266、都市農業健康食品・企業家法を導入し、都市農業

保全地役権プログラムを設立する予定である。 

 

2018年農場法案は、USDA内に都市農業・革新的生産局を設置し、「都市部、屋内、その他の新

興農業生産慣行を奨励・促進する」ことを目的としている。同局は、水耕栽培、養液栽培、その他

の持続可能な栽培方法、および都市部やその他の革新的な農業生産に対して、財政的・技術的

支援を行っている。1082 

 

勧告:連邦議会は、都市農業革新生産局への資金を増やし、コミュニティの食料安全保障を

改善し、農業初心者や若手、社会的に不利な農業者や牧場主のための耕作地へのアクセス

を改善するために、都市農業のニーズに合わせた農業用地地役権プログラムを創設すべき

である。 

 

管轄：農業委員会 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1079 UCデービス「農業持続可能性研究所」、https://asi.ucdavis.edu/programs/ucsarep/about/what-is-sustainableagriculture/practices/urban-agriculture。
 2020年6月にアクセス、国立科学財

団「都市農業の相互に関連した利益」(2018年1月)、https://www.nsf.gov/discoveries/disc_summ.jsp?cntn_id=244100、Thin Lei Win、「飢餓と戦い、気候変動に適応するために重要な都市農場」(ロ

イター、2019年1月11日)、https://www.reuters.com/article/us-global-agricultureurbanisation/urban-farms-critical-to-combat-hunger-and-adapt-to-climate-change-idUSKBN1F01A9。 

1080 同上 
1081 7 U.S.C.§6923。 
1082 同上 

https://asi.ucdavis.edu/programs/ucsarep/about/what-is-sustainable-agriculture/practices/urban-agriculture
https://asi.ucdavis.edu/programs/ucsarep/about/what-is-sustainable-agriculture/practices/urban-agriculture
https://asi.ucdavis.edu/programs/ucsarep/about/what-is-sustainable-agriculture/practices/urban-agriculture
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農業部門からの温室効果ガス排出のうち、比較的小さいが相当の部分は、日常的なエネルギ

ー使用と農機具による農家の燃料消費によるものである。1083 農家と牧場経営者は、エネルギ

ー効率の改善と農場での再生可能エネルギープロジェクトへの投資を行うことで、二酸化炭素

排出量を削減し、費用を節約することができる。 

 

構成要素:農家がエネルギー効率を改善し、農場での燃料使用を減らすのを助ける 

 

機械や設備を改良し、エネルギー効率の良い建物を選ぶことは、農業エネルギーの使用を削減

し、温室効果ガス排出量を削減し、農業者のコストを削減することができる。1084 

 

USDAのREAPプログラムは、(1)エネルギー効率改善と再生可能エネルギーシステムのための農

業者と農村企業への贈与と融資、(2)州・地方政府、土地助成大学、農村電気協同組合、公益事

業者への助成、の2つのタイプの支援を提供しており、農業者と農村企業がエネルギー診断を受

け、エネルギー利用状況と効率改善と再生可能エネルギー生産システムを組み込む可能性を評

価するための支援を行っている。1085 

 

チェリ・ブストス下院議員(D-IL)は、エネルギー効率とエネルギー生産を改善する農業・牧場事

業に対するグラントと融資の拡大を求める「農村グリーン・パートナーシップ・フレームワーク」を

策定した。1086 

 

デブ・ハーランド下院議員 (D-NM) とコリー・ブッカー上院議員(D-NJ)は、H.R. 4269/S. 2452(2019

年気候管理法)を導入した。これにより、REAPへの資金は2024年までに年間5000万ドルから30億

ドルに増加することになる。 チェリー・ピングリ下院議員(D-ME)は、H.R. 5861「農業レジリエンス法」を導入し

た。これにより、REAPへの資金が4億ドルに増加し、プログラムの目的に温室効果ガス排出量の削減が加わる

ことになる。 この法案はまた、最大の公害削減につながるプロジェクトに優先順位をつけ、NGOや生産協

同組合をエネルギー診断グラントの対象とする。 

 

勧告:議会はREAPの資金を大幅に増額すべきであり、温室効果ガスを追加すべきである。 

プログラムの目的に沿った汚染削減、最大の排出純減を達成したプロジェクトの優先順位付け、 

 
1083 アイオワ州立大学普及・普及-温室効果ガス排出量に及ぼす農業の影響(AgDMニュースレター、2008年4月)、https://www.extension.iastate.edu/agdm/articles/others/takapr08.html。 
1084 米国農務省のSARE「効率化によるコスト削減とエネルギー使用削減」https://www.sare.org/LearningCenter/Bulletins/Clean-Energy-Farming/Text-Version/Energy-Efficiency、

 2020

年6月アクセス。 

1085 U.S. Department of Agriculture, “Rural Energy for America Program (REAP), https://rd.usda.gov/files/REAP%20fact%20sheet%20MA.CT_.RI_.pdf; USDA,  “Rural Energy for America Program 

Energy Audit & Renewable Energy Development Assistance Grants,” www.rd.usda.gov/programs-services/rural-energy-america-programenergy-audit-renewable-energy-development-assistanc

e; USDA, “Rural Energy for America Program Renewable Energy Systems & Energy Efficiency Improvement Guaranteed Loan and Grant  Program,” www.rd.usda.gov/programsservices/rural-ener

gy-america-program-renewable-energy-systems-energy-efficiency.
 2020年6月アクセス。 

1086 https://bustos.house.gov/wp-content/uploads/2019/08/Rural-Green-Partnership-1.pdf、チェリ・バストス議員室「農村のグリーン・パートナーシップ・フレ

ームワーク」(2019年8月) 

オンファーム再生可能エネルギーと省エネルギ

ーの支援 

https://www.sare.org/Learning-Center/Bulletins/Clean-Energy-Farming/Text-Version/Energy-Efficiency
https://www.sare.org/Learning-Center/Bulletins/Clean-Energy-Farming/Text-Version/Energy-Efficiency
https://www.rd.usda.gov/programs-services/rural-energy-america-program-renewable-energy-systems-energy-efficiency
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排出量の削減;エネルギー効率の改善や再生可能エネルギー・プロジェクトを通じて、農業生産者

が排出量を削減するよう奨励する地域実証プロジェクトを承認すべきである。 

 

勧告:連邦議会は、USDAに対し、アラスカ保全地区協会のプログラムと同様に、特定の保全慣行

を促進するために設備を低コストで貸与またはレンタルする無償資金協力や設備レンタルプログ

ラムなど、低排出設備に移行する農家に対して、地域および地域の追加支援と資源を提供する

よう指示すべきである。1087 

 

管轄:農業委員会、エネルギー・商業委員会 

 

構成要素:安価で生産的な農地を維持するためのスマートサイトを確保しつつ、農場内再生可

能エネルギープロジェクトを構築する 

 

多くの農家や牧場主は、太陽光パネルのような再生可能エネルギー設備を農作物や家畜に統合

するなど革新的な取り組みを行っている。 風力や太陽光などの農場での再生可能エネルギーの生産

は、農家が新たな収入源を開発し、エネルギーコストを削減し、温室効果ガスの排出を削減し、遠隔地へ

の電線やパイプラインの運行をやめることを可能にする。 しかし、再生可能エネルギーの導入の拡大は、

すでに高価な農地をめぐる競争を激化させる可能性がある。1088 スマートな立地と二重利用農業システム

は、安価で生産性の高い農地を維持しつつ、再生可能エネルギー生産の拡大を確保することができる。 

 

勧告:議会は、USDAに対し、二重利用エネルギーシステムの研究を指示し、農家が農作物や家畜と

共有する土地での再生可能エネルギープロジェクトを統合するための教育、アウトリーチ、技術支

援を提供する努力を増やすべきである。 

 

管轄:農業委員会、エネルギー・商業委員会 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1087 アラスカ保全地区協会「農業プログラム」 
www.alaskaconservationdistricts.org/programs/agriculture. 2020年6月アクセス。 

1088 米国農地信託基金「気候変動と闘うために:農地を温暖化させない太陽エネルギーを奨励する」 
https://farmland.org/encourage-solar-energy-that-doesnt-sacrifice-agricultural-land/. 2020年6月アクセス。 

http://www.alaskaconservationdistricts.org/programs/agriculture
https://farmland.org/encourage-solar-energy-that-doesnt-sacrifice-agricultural-land/
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米国の農家や牧場主は高齢化し、今後15年間で3億7,000万エーカー以上の農地が代替わりす

ると予想されている。1089 この移行は、すべてのコミュニティにおける気候管理、健康的、地域

的、文化的に適切な食料へのアクセス、農業生産者間の多様性を優先させるために、食料シス

テムを再構築する機会を提供するものである。 

 

構成要素: 初心者、若者、社会的に不利な立場に置かれた農家を支援し、気候・スマート農業を新し

い農家プログラムに組み込む 

 

全国ヤングファーマー連合が実施した調査によると、若年農民と初心農民の大多数は、自らの

慣行を「持続可能な」と表現しており、全国平均よりも認証された有機栽培事業を実施する可能

性が高いことがわかった。1090 新規および初心者農民がますます農業生産の責任を負うように

なるにつれ、気候に優しく持続可能な農業を実践するためには、技術、知識、土地管理の価値

を身につける必要がある。 

 

現在、有色人種の農家、女性農家、退役軍人を含む社会的に不利な農業者および牧畜業者は、

農業生産者の中で不釣り合いに小さな割合を占めており、存続可能で強靱な農業運営を開始ま

たは維持しようとする際には、組織的な課題および差別的な融資慣行などに直面してきた。特に、

黒人農家は、米国の全農家および牧畜業者の2%未満を占めているにすぎない。1092 公正、公平

かつ十分な支援、アウトリーチ、融資、および技術的・財政的支援を確保するために、社会的に不

利な農家および牧畜業者との意味のある一貫した関与を行うことは、経済的実行可能性を改善

し、気候変動管理慣行の採用を促進することができる。 

 

USDA農業畜産初心者育成プログラムは、新しい農家と初心農家の教育と研修に資金を提供して

いる。1093 「社会的に不利な立場に置かれた農家とランチャー農家と退役農家のためのアウトリー

チと支援」は、社会的に不利な立場に置かれたベテランの農業生産者にアウトリーチ、教育、技術

支援を提供するもので、これらの農家と牧場主のニーズに対応するために活動している資金提供

組織によって提供されている。1094 
 

 

 
 

1089 アメリカン・ファームランド・トラスト「ファーム・レガシー」https://farmland.org/project/farm-legacy/.
 2020年6月アクセス。 

1090 全国ヤングファーマー連合、農業者との未来の構築:全国ヤングファーマー調査(2017年11月)の結果と勧告:9,28。 
1091 GAO-19-539、政府説明責任局1091「農業貸付:社会的に不利な立場に置かれた農家と牧場への信用とアウトリーチに関する情報」(2019年7月):28~30;USDA国家農業統計局、ACH17-2、農産物

生産者:改訂された国勢調査質問は拡大された人口統計情報を提供する(2019年4月)。 
1092 同上 
1093 米国農務省NIFA「農業・ランチャー開発プログラムの開始」 
https://nifa.usda.gov/program/beginning-farmer-and-rancher-development-program-bfrdp. 2020年6月アクセス。 

1094 米国農務省「社会的に不利な立場に置かれた農民とランチャー、退役軍人のためのアウトリーチと支援」 
「農家とランチャーズ・プログラム」https://www.usda.gov/partnerships/socially-disadvantaged-farmers-and-ranchers。 2020年6月アクセス。 

次世代の農家を支援し、公正で公平な食システムをつ

くる 

https://farmland.org/project/farm-legacy/
https://nifa.usda.gov/program/beginning-farmer-and-rancher-development-program-bfrdp
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チェリー・ピングリー下院議員(D-ME)は、H.R. 5861「農業回復法」を導入した。これにより、EQIPと

CSPにおける初期農家と社会的に不利な立場に置かれた牧場主と牧場主向けの準備金は、それ

ぞれの資金の5%から30%に引き上げられることになる。 また、USDAは、農業キャリアの初期から気候

に優しい全面的な手法を用いて、新しい世代の農家や牧場主を設立するインセンティブを提供することを

許可される。 

 

第115回議会では、アール・ブルメナウアー下院議員(D-OR)がH.R. 4425「食料・農業法」を導入し、

当初の農業者に資金と技術支援を提供することになった。 この法案は、初歩農家およびランチャ

ーズ開発プログラムへのより高いレベルの恒久的な資金提供、特定の保全プログラムにおける初

歩農家へのより寛大な支援、および現地の食糧プログラムへの初歩農家の参加を優先事項とす

るものである。1095 第115議会でも、シーン・パトリック・マロニー下院議員(D-NY)がH.R. 4201、ヤン

グ・アンド・ビギニング農家法を導入した。これは、安価な農地へのアクセスの欠如など、新規およ

び初歩農家が農地を取得する際に直面する障壁に対処し、次世代の農家および牧場主に、例え

ば、農業法案プログラムへのアクセス支援、訓練および事業開発の機会の発見などを支援するも

のである。1096 

 

勧告:連邦議会は、「農畜産業初心者開発プログラム」と「社会的に不利な立場に置かれた農業

者・畜産業者元退役軍人農畜産事業者のためのアウトリーチ・支援」を拡大することにより、初め

の農業者と社会的に不利な立場に置かれた農業者に対する支援と財政的・技術的支援を増やす

べきである。 これらのプログラムを拡大するにあたり、USDAは社会的に不利な立場に置かれた

農家や牧場主と協力し、そのような農家や牧場主の代表から早期の意見やフィードバックを求め

る有意義なプロセスをとるべきである。 議会は、気候緩和と回復力をプログラムに組み込むべきであ

る。 さらに、議会は、(1) EQIPおよびCSPにおける 初心者・若手・社会的不利な農畜産事業者へ

の準備金を増額する(2) 彼らが低コストのリース、機器の共有、および技術支援を提供するために

政府所有の農地を利用できるようにする、(3) 農家の市場および地域食糧振興プログラムへの新

規、開始、および社会的に不利な立場に置かれた農家および牧場主の参加を優先させる、(4) 新

規、開始、および社会的に不利な立場に置かれた農家に農地を売却する新規、初期および初期

の農家に対する納税者の税額控除を提供する、(5) 連邦政府所有の土地信託を設立し、離農す

る農業者から買い上げた土地を無利子で社会的に不利な立場に置かれた農家に売却する、(6) 

現場での支援、保全プログラム支援、および土地相続計画を提供するためにUSDAスタッフを増

員する、(7) 新規、開始、および社会的に不利な立場に置かれた農家に対する学生ローンの免除

を提供する、;および(8)すべての機関が複数の言語で技術援助と訓練を提供することを要求する

等の政策を実施すべきである 

 

管轄:農業委員会、歳入委員会、教育・労働委員会 
 

 

 

 

 

 
 

1095 H.R. 4425、食品農業法、第115議会、https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/4425。 
1096 H.R. 4201、https://www.congress.gov/bill/115th-congress/housebill/4201の第115回連邦議会、ヤング・アンド・ビギニング・ファーマーズ法。 
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構成要素:先住民国との調整、気候管理実務を実施するための十分な財政的・技術的支援を

確実に受けるようにする 

農産物の栽培と保存は、部族コミュニティにとって長い間優先事項であった。 USDAの保全プログ

ラムを通じた農業活動に対する連邦政府の支援の強化は、先住民部族に大きな利益をもたらし、

気候目標の達成と達成に資すると考えられる。1097 

 

2018年農場法案は、多くの既存のUSDAプログラムを拡大し、アメリカ先住民のコミュニティや生産

者を支援し、投資するための新たなプログラムやイニシアティブを確立した。1098 アメリカ先住民の

農業者や牧場主が数十年にわたって農場法案の議論の余地に追いやられてきたため、先住民部

族との協調と支援を強化することがきわめて重要である。 

勧告:議会は、部族-連邦-政府間の強力な政策を引き続き推進し、USDAが伝統的知識をどのよう

に適用できるかについて協力し、部族国家に気候管理慣行を実施するための財政的・技術的支

援を提供すべきである。 技術援助は、伝統的な方法を用いて農家や牧場主と協力する場合に

は、先住民族の、そして文化的に関連のある生産慣行を取り入れるべきである。議会は、各部族

が、州、地方自治体、その他の利害関係団体が参加できる、すべての気候変動対策イニシアティ

ブ、プログラム、資金を、公正かつ公平に利用できるようにするとともに、代表性と参加性を確保す

べきである。 これには、伝統的な保全慣行がNRCS保全慣行基準と実質的に同等であり、したが

って連邦プログラムからの資金提供を受ける資格がある場合の認識を含めるべきである。 

管轄：農業委員会 

 

構成要素:公正で公平な食料システムを創出するための気候管理慣行・プログラム・政策に環

境司法コミュニティを関与させ支援する。 

気候管理の実践を支援し、食料の入手可能性と流通システムの不均衡な影響に対する認識を高

めるために、環境司法コミュニティと有意義な関わりを持つことは、公正で公平な食料システムを

構築する上で不可欠である。 環境司法コミュニティは、食料不安、健康的で新鮮で文化的に適切な食

料へのアクセスの欠如、食料生産システムの不均衡な環境影響、農業生産者と流通業者の代表性の欠

如など、特有の課題に直面している。 

 

勧告:議会は、公平で公正な気候に優しい食料システムを構築するための包括的な枠組みを構築

するために、USDA、EPA、部族国家、環境司法コミュニティ、およびNGOの代表と共に委員会を設

置すべきである。 この枠組みは、気候管理慣行の採用拡大、地域の食料システムの改善、健康

的、生鮮、文化的に適切な食料へのアクセスの向上、社会的に不利な立場に置かれた農家や牧

場主の支援、食料生産と農業活動が環境司法コミュニティに及ぼす影響の研究を目的とした連邦

政府の政策とプログラムに取り組むべきである。 

 

管轄：農業委員会 
 

 

 

1097アメリカインディアン会議「農業」、http://www.ncai.org/policy-issues/land-natural-resources/agriculture。 2020年6月アクセス。 

1098 CRS, CRS-IF11287, 2018 Farm Bill Primer: Support for Indian Tribes(2019年8月12日) 
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開発から農地を守る  

2001年から2016年の間に、1,100万エーカー近くの米国の農地が非農業用地に転換された。1099 

2,000エーカー/日の割合で、米国は農地を失い続けている。1100農地は潜在的な炭素吸収源であ

る一方、工業、商業、または住宅開発は温室効果ガスの排出をもたらす可能性がある。1101 現在

の農地を転換から守ることは、都市開発からの汚染を回避し、撹乱されていない自然地域を新し

い農地に転換する必要性を減らす。 農地の損失速度を遅らせることは、生態学的価値が高く、限

界的な土地を有する敏感な作業地を耕作する圧力を減らし、再植林、退去、自然景観への復帰を

可能にする。 

 

構成要素:生産地の稼働継続を支援する 

 
連邦政府、州政府、および地方自治体が、農地および牧場の土地を非農業用地への転換から

保護する政策には、保全地役権、現在の利用税、農業用地区の保護、および農地保護政策法

が含まれる。 農地保護政策法は、農地の非農業用途への転換に対する連邦プログラムの影

響を最小限に抑えることを意図している。 同法では、連邦政府のプログラムを、州、地方政府、民間

の農地保護プログラムおよび政策と両立させることが義務付けられている。1102 

 

ACEPは、保全地役権を通じて、土地所有者、土地信託、その他の主体による湿地、草地、

作業地の保護、回復、強化を支援している。 ACEPの下では、農地の地役権は生産的な作業

用地の非農業用地への転換を防ぐのに役立つ。1103 

 

デブ・ハーランド下院議員 (D-NM) とコリー・ブッカー上院議員(D-NJ) は、2019年気候管理法であ

るH.R. 4269/S. 2452を導入した。これにより、ACEPの資金は年間4億5,000万ドルから9億ドルに

増加する。 チェリー・ピングリー下院議員(D-ME)は、H.R. 5861「農業耐性法」を導入した。これは、連邦政府

機関による、または連邦資金を用いたプロジェクトによる、生産的な農地および牧場地の転換を制限するた

めに、農地保護政策法を強化するものである。 同法案は、永続的に保護された農地、国として重要な農

地、または州にとって重要な農地を、農地または牧場地に転換することを禁じている。 

 

勧告:議会は、(1)ACEPのための資金を増やす、(2)「自然に対する債務」プログラムに基づく「農業

用地のための債務」プログラムを実施することにより、農地の開発を防止すべきである。このプロ

グラムは、開発の過程にある農民が、農業保全地役権の見返りとして、FSAの融資債務の一部

または全部を取り消すことを可能にするものである。(3)USDAに、農地の喪失を防ぎ、農業者に

農地で活躍してもらうための区画法および計画法を実施するよう地方および州政府と協力するよ

う指示する。 
 

 
1099 American Farmland Trust, Farms Under Threat: The State of the States (2020): 3. 
1100 同上 アメリカン・ファームランド・トラスト、「脅威にさらされている農場」https://farmland.org/project/farms-under-threat/.

 2020年6月アクセス。 

1101 CRS、CRS-IF11404、米国農業における温室効果ガス排出量および吸収量(2020年1月9日)。  
1102 米国農務省「農地保護政策法」、https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/main/national/landuse/fppa/。 2020年6月アクセス。  

1103 U.S. Department of Agriculture NRCS, “Agricultural Conservation Easement Program,” 

https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/main/national/programs/easements/acep/. 2020年6月アクセス。 

https://farmland.org/project/farms-under-threat/
https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/main/national/landuse/fppa/
https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/main/national/programs/easements/acep/
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(4)農地の私的開発への転換を防ぐための支援と資源を提供するために、USDAに土地信託と

協力するよう指示する。 

 

勧告:連邦議会は、連邦政府機関による、または連邦資金を用いたプロジェクトによる、生産的な

農地および牧場地の転換を制限すること、永続的に保護されている農地、国として重要な農地、

または州にとって重要な農地の転換を禁止すること、および市街化区域内または10エーカー未満

の土地からなる農地の転換を避けることにより、連邦政府による農地の転換を防止すべきであ

る。 

 

管轄：農業委員会 

 

構成要素:自然空間、湿地、草原の農地への転換を防止する 

 
森林、草原、湿地の耕作地への転換を避けることは、根や土壌に固定された炭素の放出を妨

げる。1104USDAの「湿地帯」や「温暖化防止」の条項、CRPなど、自然空間の農地への転換を妨

げるいくつかのプログラムが存在する。 

 

ACEPの湿地保護区は、地役権を通じて湿地を回復、保護、強化するための土地所有者のインセ

ンティブを提供している。 NRCSは土地所有者に1エーカー当たりの地役権料と、農地を自然の湿地生態

系に戻すための費用を支払う。 土地所有者は、アクセスの権限と管理権を保持しているが、湿地生態系を

保護し、回復しなければならない。 土地所有者は土地を売却することができるが、地役権は永久に

存続する。1105 

 

デブ・ハーランド下院議員 (D-NM)とコリー・ブッカー上院議員(D-NJ)は、H.R. 4269/S. 2452(201

9年気候管理法)を導入したが、2030年までにCRPに登録されるエーカー数は2,400万エーカー

から4,000万エーカーに増得るものと見込まれる。 この法律は、生産性が低く環境的に重要な

農地を優先して新規登録することに焦点を当てている。 

 

勧告:議会は、CRPに登録されているエーカー数を増やし、高い炭素固定ポテンシャルを持つ土地

を回復するインセンティブを土地所有者に与えるべきである。 例えば、議会は、ACEPの下で湿地

保全地区への資金を増やし、USDAに対し、先住民の草原を再植林するための取り組みやイニシ

アティブの優先順位付けを指示すべきである。 これには、アイオワ州のSTRIPSプログラムなど、プレ

ーリーストライプを植えるための追加的なインセンティブが含まれるべきである。このプログラムは、トウモ

ロコシおよび大豆畑と少量のプレーリーストライプを統合するための技術的および財政的支援を農家に提

供するものである。1106 

 

管轄：農業委員会 
 

 

 

 
 

1104 Joseph E. Fargione, et al., Natural climate solutions for the United States (Science Advances, 11月14日  
1105 米国農務省「湿地」、https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/main/national/water/wetlands/?cid=stelprdb104554。 2020年6月アクセス。  

1106 アイオワ州立大学「プレーリーストリップとは?」https://www.nrem.iastate.edu/research/STRIPS/content/what-areprairie-strips。 2020年6月アクセス。 

https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/main/national/water/wetlands/?cid=stelprdb1043554
https://www.nrem.iastate.edu/research/STRIPS/content/what-are-prairie-strips
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食品廃棄物・輸送の削減  

気候スマート農業は、農場内の気候管理手法にとどまらない。 食料廃棄物は、農場での農業慣

行、エネルギーの使用、商品や完成品の輸送からの排出を含め、世界の温室効果ガス排出の8%

を占めている。1107 米国では、利用可能な食料の30~40%が失われたり、食べられずに廃棄されて

いる。1108地元および地域の食料システムは、食料の移動距離を短縮し、地元の食料経済を成長

させることができる。 

 

構成要素:連邦調達を通じた地域および地域の食品システムの支援 

 
連邦政府は、学校、病院、矯正施設などの公共施設に食料を提供する責任を負っており、学校

給食や子どもの栄養プログラムだけでも年間200億ドル以上を支出している。1109 

 

マルシア・ファッジ下院議員(D-OH)とパトリック・リーヒー上院議員(D-VT)は、農場から学校法 

H.R. 3562/S. 2026を導入した。同法によって農場から学校へのプログラムに対する義務的資金

が増えることにより、学校が地元の食料を調達するのを支援することになる。 チェリー・ピングリ下

院議員(D-ME)とシェロッド・ブラウン上院議員(D-OH) が導入した 

H.R. 3220/S. 1817「キッズ・イート・ローカル法」は、全国的な学校給食・子ども栄養プログラムの

要件を修正し、事業者が地域で栽培された、地元で飼育された、または地元で漁獲されたもの

を、食品調達の製品仕様として利用できるようにするものである。 

 

勧告:議会は、農場から学校へのプログラムへの資金提供を増やし、国立学校給食・児童栄養プ

ログラムの要件を修正し、学校が食糧調達において地元で栽培された製品仕様として利用できる

ようにすべきである。 さらに、連邦議会は、小規模の中規模農家との間で、学校、病院、国防総省

(DOD)を含むその他の州・連邦機関に生産物やその他の農産物を供給するためのサプライチェー

ンを共同で構築するよう、省庁間の調整とパートナーシップを指示すべきである。 

 

管轄：農業委員会、教育・労働委員会 

 

構成要素:市場機会の拡大による地域および地域の食品システムの構築 

 
農家市場、食料拠点、およびその他の農家から消費者への市場は、中小規模の家族農家に経済

的機会をもたらす。 地域および地域の食料システムもまた、食料の移動距離を減らし、トラック輸送から

の炭素排出を減らす。 
 

 

 
 

1107 国連食糧農業機関「食糧浪費の足跡と気候変動」(http://www.fao.org/3/a-bb144e.pdf.)
 2020年6月、世界資源研究所「気候変動に伴う食料のロスと廃棄物とは何か?」にアクセス Aロット、実際」(201

5年12月11日)、https://www.wri.org/blog/2015/12/whats-food-loss-and-wastegot-do-climate-change-lot-actually。 

1108 U.S. Environmental Protection Agency, EPA 530-F-19-004, 食品廃棄物の削減に関する連邦政府機関間戦略 
(2019年4月) 

1109 関係科学者連合、購買力:組織的な「良い食料」調達政策がどのように食品を形作るか 
人と地球にやさしいシステム(2017年11月20日):1。 

http://www.fao.org/3/a-bb144e.pdf
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農民市場・地域食糧振興プログラム(FMLPP)は、地方農業市場プログラム(LAMP)の下でのプログ

ラムであり、農民市場促進プログラム(FMPP)と地域食糧振興プログラム(LFPP)の2つのサブプロ

グラムに分けられる。 LFPPは、地元および地域の食品市場および生産者から消費者へのマーケ

ティングを開発・拡大するプロジェクトに資金を提供している。1110 一方、FMPPは、農産物生産者

から消費者への市場を開発・拡大し、地元および地域で生産された農産物の入手可能性および

入手可能性を高めるために、農業生産者にアウトリーチ、研修、および技術支援を提供するプロ

ジェクトに資金を提供している。1111 

 

デブ・ハーランド下院議員(D-NM) とコリー・ブッカー上院議員(D-NM)は、H.R. 4269/S. 2452(2019

年気候管理法)を導入した。これにより、LAMPへの資金が10倍に増加し、低所得地域の都市農

場とコミュニティ庭園に年間2,500万ドルが投資されることになる。 チェリー・ピングリー下院議員(DM

E)は、H.R. 5861「農業回復法」を導入した。これは、事業計画、フィージビリティ・スタディ、マーケティング戦

略、財務記録管理、後継者計画の支援を通して、土壌の健康と炭素隔離を改善する農産物の市場を拡

大するために、LAMPの資金を増やし、農場の存続可能性と地域の気候回復力のあるセンターにグラント

を提供するものである。 

 

勧告:議会は、LAMPへの資金を増やし、土壌の健康と炭素隔離を改善する商品と農産物の市場

と加工インフラを開発する努力を支援する新たなグラントの機会を創出するべきである。 

 

勧告:連邦議会は、USDAに対し、農業・産業団体、非営利団体、レストラン、食品銀行、企業、地

方自治体とのパートナーシップを強化し、地元で栽培される農産物の市場を拡大するよう指示す

べきである。 

 

管轄：農業委員会 

 

構成要素:食品廃棄物削減のための目標とインセンティブの開発 

 
2018年10月、USDA、EPA、FDAは、2030年までに食料ロスと廃棄物を50%削減するという以前

に設定された国家目標を達成するために、食品廃棄物削減イニシアティブを立ち上げた。1112 

このイニシアティブは、教育とアウトリーチ、研究、コミュニティへの投資、自主的プログラム、官

民パートナーシップ、ツール開発、技術支援、イベント参加、食料ロスと廃棄物削減の影響と重

要性に関する政策討議を通じて、食料ロスと廃棄物の削減を調整するものである。1113 

 

チェリー・ピングリー下院議員(D-ME)とリチャード・ブルーメンタール上院議員(D-CT)は、消費

者の混乱による不必要な廃棄物を避けるために、食品の日付表示を標準化する法 2019 H.R. 

3981/S. 2337を導入した。 ピングリー議員(D-ME)とスザンヌ・ボナミチ下院議員(D-OR)は、202

0年学校食料回収法H.R.5607を導入し、食品廃棄物削減プログラムを実施する学校に資金を提

供するためのグラント・プログラムを設立した。  
 

1110 米国農務省「地域食糧振興計画」https://www.ams.usda.gov/services/grants/lfpp。 2020年6月アクセス。 

1111 米国農務省AMS「農業者市場促進プログラム」 
https://www.ams.usda.gov/services/grants/fmpp. 2020年6月アクセス。 

1112 U.S. Environmental Protection Agency, EPA 530-F-19-004, 食品廃棄物の削減に関する連邦政府機関間戦略 
(2019年4月) 

1113 同上 

https://www.ams.usda.gov/services/grants/fmpp
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ジュリア・ブラウンリー下院議員 (D-CA)と ピングリー議員(D-ME)はコンポスト法 H.R. 6023を導入

した。これは、EQIPやCSPのようなUSDAの保全プログラムのための保全実践としてコンポスト化を

追加し、農家がコンポスト化のための保全プログラムの恩恵を受けられるようにするものである。 最

後に、チェリー・ピングリー議員(DME)は、H.R. 5841「2020年食品回収法」を導入した。これは、食品

廃棄物を削減するための多くのイニシアティブを実施するもので、日付表示の標準化、余剰食品の

寄付を防止する障壁の研究、学校における食品廃棄物の削減を支援するための新たなグラント・プ

ログラムの創設、農業、地方自治体、郡、州レベルでの食品廃棄物からエネルギーへの支援、コン

ポスト化プロジェクトおよびインフラストラクチャーの増加などが含まれる。 

 

勧告:議会は、消費者レベル、農場、食料品店・レストラン、学校、政府全体、および埋立地におけ

る食品廃棄物を削減するイニシアティブへの支援と投資を増やすべきである。 いかなる法律も、食

品廃棄物の削減に関する勝利イニシアティブの実施と資金提供を支援し、2018年農民法案で規定された

が資金提供されていないUSDAの食料ロス・廃棄物削減連絡を支援するための職員と資金をUSDAに提供

することを含め、2030年までに食品廃棄物を50%削減するという国家目標を達成するために必要な資源を

確実に受け取るべきである。 

 

管轄：農業委員会、エネルギー・商業委員会、教育・労働委員会 
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地域社会は、気候危機の最前線にあり、気温上昇、暴風雨の激化、山火事、持続的な干ばつ、急

性河川洪水、慢性的な高潮の影響に直面している。 多くの地元の指導者たちは、必要に応じて土

地利用と開発の基準と規制を採用し、移行の計画を立てることによって、コミュニティがこれらの影

響に備えるための措置を講じている。 しかし、地域社会は、必要な科学に基づく専門知識、指導、

投資を備えた気候危機に立ち向かうための強力な連邦パートナーを必要としている。 連邦基準は、

将来の気候リスクに関する利用可能な最良の理解に追従し、気候の影響が拡大するにつれて、時間の経過

とともに生じる可能性のある便益と同様に、ライフサイクルコストを考慮する必要がある。 

 

インフラの回復力を促進するための追加的な勧告は、「I公正、公平かつ強靱なクリーンエネルギー

経済の構築に向けたインフラ整備への投資」のセクションに記載されている。 

 

行動可能な気候リスク情報の開発と展開  

政府、企業、コミュニティ、家庭は、気候変動とともに増加すると予想される洪水、干ばつ、熱波、

野火などの気候関連リスクに対応するために、正確かつ正確な情報を必要とする。 この「気候リス

ク情報」は、現在及び予測される気候関連のリスクに関する具体的で、アクセス可能で、実行可能な情報

であり、気候回復力のための州、地方、部族及び地域(SLTT)計画に情報を提供するために重要である。 

意思決定者にとって有用かつ信頼できるためには、気候リスク情報は、強固なデータ収集、モニタリング、

情報生産者間の調整によって裏付けられる必要がある。 気候科学研究の強力な基盤はまた、本報告書

の別のセクション「気候科学の強化」で述べられているように、実行可能な気候リスク情報を支持しなけれ

ばならない。 

 

自然災害と気候リスクに関するデータと分析は、連邦政府機関、州政府、地方自治体、学界、お

よびカタストロフィーモデル化機関や保険会社などの民間団体など、複数の部門から得られてい

る。 権威あるリスク情報をさらに発展させ、その情報を展開するためには、連邦政府の行動が必要であ

る。その情報には、気候情報に基づく規範や基準に関するガイダンスが含まれ、セクターや政府のあらゆる

レベルの意思決定者、連邦政府のプログラムマネージャー、民間投資家、コミュニティのリーダーから家族

に至るまで、アクセスしやすく、信頼でき、有用な方法で提供されている。 

 

構成要素:気候リスク情報サービスの確立 

 

連邦政府はすでに、国家気候評価、気候耐性ツールキット、国家環境情報センターなど、広く適

用可能な気候リスク情報およびデータサービスをいくつか支援している。 連邦省庁はまた、特

定の優先課題に対処するために気候リスク情報を配備している。例えば、国家海洋大気局(NO

AA)は、地域統合科学・評価、地域気候センター、国立河口研究保護区を通じて、局地的な気

候計画活動を支援している。 その他の部局レベルの気候リスク情報活動には、以下が含まれる。 

気候変動の影響に対する米国のコミュニティの耐

性を高める 
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農業省(USDA)気候ハブ、米国森林サービス(USFS)気候変動資源センター、内務省(DOI)景観保

全協同組合、米国地質調査(USGS)気候適応科学センター、環境保護庁(EPA)気候適応資源セン

ター、およびCDC(CDC)気候・健康プログラムである。 現在、連邦科学機関は、米国地球変動研

究プログラム(USGCRP)を通じて、基本的な気候科学活動を調整している。同プログラムは、4年ご

と(最新の2018年)に国家気候評価を発行し、気候耐性ツールキットを管理している。 FGDC(Federal 

Geographic Data Committee)は、気候予測を含む地理空間データを公的に利用可能にするために、機関の

活動を調整している。 非連邦機関とのパートナーシップは、NOAA、国家航空宇宙局(NASA)、民間

セクターのパートナー、およびNOAA、NASA、USGS、学術、非営利パートナーのESIP(Earth Scien

ce Information Partners)の間の気候データ・イニシアティブ(CDI)パートナーシップを含む、連邦政

府の気候情報の利用を拡大する。 

 

このような連邦政府の取り組みにもかかわらず、2015年には、政府説明責任局(GAO)は、特に国

の気候情報システムを通じて、権威ある、かつ実行可能な気候リスク情報を入手する際の障壁を

特定した。1114 これに基づきGAOは全米気候情報システム経由で開示される権威ある気候プロ

ジェクションを連邦政府が開発すべきであると勧告した。1115. 低所得のコミュニティとカラーのコミ

ュニティは、多くの気候影響に不釣り合いに影響されることから、連邦政府は、これらのグループ

のニーズに対処するために、2015年に「持続可能な国家気候評価のための諮問委員会」を開催

した。1116 コミュニティの需要に応えるため、NOAAは2015年に持続的全米気候アセスメントのた

めの諮問委員会を開催して、「全地球規模の変化についての科学的知見を発見し、対話し、使う

ための」フレームワーク開発を図った。1117 この諮問委員会は、2019年に、トランプ大統領によっ

て解散された後、独立して開催され、市民社会の継続的で実施可能な気候評価への取り組みを

調整するための「気候行動ネットワークのための科学」を設立した。1118 

 

勧告:連邦議会は、連邦文民科学省庁間の権威ある計画規模の気候リスク情報の開発と、国防・情

報機関内の分類されていないプログラムを調整するために、気候リスク情報に関する省庁間作業

部会を設置すべきである。 この作業部会は、USGCRPを管理するホワイトハウス国立科学技術会議地球変

動研究小委員会とFGDCを通じた既存の取り組みを補完し、CDIやESIPを通じたような非連邦組織とのパートナ

ーシップを構築する。 

 

勧告: 議会は、官民の意思決定者が権威ある気候リスク情報へアクセスするための中央集権化さ

れたポータルを開発し維持することを目的として、気候リスク情報サービス(CRIS)を設立すべきであ

る。 

 
 

1114 GAO-16-37「気候情報:国家システムは、連邦、州、地方、民間セクターの意思決定者が気候情報を利用するのに役立つ」(2015年11月)。 
1115 同上 
1116 U.S. Global Change Research Program, Fourth National Climate Assessment, Volume II (November 2018). 
1117 国家海洋大気管理局「持続可能な国家気候のための諮問委員会」 
「評価」https://sncaadvisorycommittee.noaa.gov/. 2020年6月アクセス。 

1118 Richard Moss, et al., “Bridging the Gap with the Science for Climate Action Network” Eos, April 4, 2019. 
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最良の科学的、経済的、社会的評価がCRISの情報に確実に入るようにするために、、CRISは、省

庁間作業グループとも直接的に協力すべきである。 CRISはまた、リスク情報製品の開発がユーザ

ーやコミュニティのニーズと緊密に連携して行われることを確実にするために、非科学連邦機関やS

CANなどの非政府団体と提携すべきである。 

 

管轄：科学・宇宙・技術委員会 

 

構成要素:公衆安全と気候リスクモデリングのためのリアルタイムアースモニタリングとデータ収

集の拡大 

 

連邦政府、州政府、地方自治体の担当者は、災害対応や資源管理の決定を支援するために、

リアルタイムの地球モニタリング、観測、気象条件を含む派生製品に依存している。 NOAAの

国立気象サービスは、地球観測データの収集、気象・気候現象のモデル化、地域の気象予報

局や気象サービス局を通じて、気候に影響されるハリケーンや台風の予測など、極端な気象予

報を発表する責任を負っている。 NOAA、NASA、USGS、その他の連邦科学機関によって開発

された地球モニタリング記録も、長期的な気候予測を生み出すために重要である。 

 

連邦政府が支援する地球観測ネットワークは、洪水、干ばつ、野火、過酷な嵐など、気候に影響さ

れる様々なハザードのマッピングと監視に不可欠である。1119例えば、洪水予測は、米国水文学予

報局(Advanced Hydrologic Prediction Service.1120)を通じて調整されたUSGSの河川流量計とNOA

Aの気象・潮位計情報に依存している。干ばつモニターの予測は、米国総合干ばつ情報サービス

(NIDIS)を通して調整されたUSDAとNOAAが作成した地上衛星ベースの観測に依存している。1121 

NOAAの地球予測技術センター(EPIC)は、小規模から季節的(2週間から3ヵ月と定義される)まで

の時間スケールでの気象および気候モデリングの進展を含め、気象予測の精度を向上させてい

る。1122, 1123 これらの取り組みはすべて、学術的および民間部門のパートナーシップによって強化

されているが、これらの地球監視資源の価値は、連邦政府がデータおよび予測製品への自由か

つ自由なアクセスを維持することに依存している。1124 

 

連邦政府と連邦政府の資金による地球観測、センサー、ネットワークには安全性、科学、経済的

に大きな依存があるにもかかわらず、資金不足がこれらモニタリング機能の効果を制限している。 

 
1119 Louis W. Uccellini and John E. Ten Hoeve, “Evolving the National Weather Service to Build a Weather-Ready Nation: Connecting Observations, Forecasts, and Warnings to Decision-Makers thr

ough Impact-Based Decision Support Services,” Bulletin of the American Meteorological Society 100, no. 10 (2019): 1923-1942. 
1120 全国気象局「高度水文予報局」(https://water.weather.gov/ahps/about/about.php.) 2020年6月アクセス。 

1121 U.S. Drought Portal, “What is NIDIS,” https://www.drought.gov/drought/what-nidis.
 2020年6月アクセス 

1122 国家海洋大気管理局気象計画局「地球予測イノベーションセンター」 
https://wpo.noaa.gov/Programs/EPIC. 2020年6月アクセス。 

1123 "Subseasonal" および "seasonal" は、Sec で定義
 平成29年気象予報及び気象革新法第2号、公報第115-25号  

1124 環境・天然資源・持続可能性委員会、地球観測データ共通枠組み(国家科学技術会議、2016年3月) 

http://www.drought.gov/drought/what-nidis
https://wpo.noaa.gov/Programs/EPIC
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例えば、現在、河川の洪水を監視するために使用されている4,700以上のUSGS連邦優先河川流量計のうち、

約3,600以上が資金提供を受けているが1125、専門家はこのシステムの強化を推奨している。1126現在ではLIDA

R(Light Detection and Ranging)を介して一般的に作成されている陸地と海底の高解像度地図は、洪水やその他

のハザードの予測を支援するのに不可欠である。1127 2016年以降、USGS 3D高度化プログラムは、主にLIDAR

から導出された全国的な高度地図の作成に取り組んでいるが、この地図作成は依然として不完全である。112

8 

 

NOAAアトラス14プログラムを通じた全国的な降雨強度確率マッピングも不完全なままであり、連

邦水情報諮問委員会が推奨する、5~10年ごとにアトラス14のマッピング更新を実施するには資

金が不十分である。1129連邦調査プログラムは、NOAAのデジタル海岸プラットフォームを含む

様々なポータルを通じて提供される米国沿岸全体の沿岸地図と海底地図の開発を支援している

が、沿岸景観の変化に対応するためには、1130より頻繁なマッピング更新が必要である。 NOAA

主導の統合海洋観測システム(IOOS)は、地域パートナーの能力を活用して、地域の公共安全と

環境のニーズを支援する沿岸観測と予測を提供している1131が、このシステムは高周波レーダー

局を含むインフラ要素の老朽化により歪んでいる。 このほかに沿岸の観測と予測を支援するNO

AAプログラムには、海洋業務製品・サービスセンター、国立地質調査所、海岸調査所がある。 

 

議員有志は、沿岸のモニタリングと地図作成におけるギャップに対処するための法案を提出した。 

スザンヌ・ボナミチ下院議員(D-OR) 、ドン・ヤング下院議員 (R-AK)、ならびに シェルドン・ホワイトハ

ウス上院議員(D‐RI)と リサ・ムルコウスキ上院議員(R‐AK)は、NOAAデータ収集とモニタリングの取り組みを

拡大し、機関間海洋探査委員会を設立するために、五大湖、海洋、湾、河口(BLUE GLOBE)法(H.R.3548/S.93

3)を導入した。 

また、ヤング・ボナミチ両下院議員は、沿岸・五大湖共同体強化法(H.R. 729)の一環として下院を

通過した2019年統合沿岸・海洋観測システム(ICOOS)法改正(H.R. 1314)を導入した。 この法案

は、ICOOSに対して年間4,750万ドルを承認するものである。 上院が提出した関連法案(S. 914)。 Roge

r Wicker(R-MS)とMaria Cantwell(D-WA)は、NOAA、USGS、米陸軍技術者部隊(USACE)、および

水資源と洪水予測に関するその他の連邦政府機関の活動を調整する国立水センターの法的権

限も提供する。ダッチ・ラッパースバーガー下院議員(D-MD)とタミー・ボールドウィン上院議員(D-WI)は、米

国の海岸線の迅速な地図作成を支援するNOAA Digital Coastプログラムに法的権限を与える超党派のデジタ

ル・コースト法(H.R. 2189/S. 1069)を導入した。 
 

 

1125 USGS地下水流量情報プログラム「連邦優先流量計(FPS)マッパー」 
https://water.usgs.gov/networks/fps/. 2020年6月アクセス。 

1126 米国地質調査水ミッション地域の方向性に関する将来の水資源ニーズに関する委員会 
(国立科学・工学・医学アカデミー、2018年) 

1127 National Ocean and Atmospheric Administration、National Ocean Service、「LIDARとは?」 
https://oceanservice.noaa.gov/facts/lidar.html. 2020年6月アクセス。 

1128 USGS、「3D上昇プログラム(3DEP):3DEPとは?」https://www.usgs.gov/core-science-systems/ngp/3dep/what-is- 3dep。
 2020年6月アクセス。 

1129 「水情報・極端な降雨の必要性に関する諮問委員会」(2018年)、https://acwi.gov/hydrology/extremestorm/product_needs_proposal_20181010.pdf. 
1130 米国海洋大気管理局、沿岸管理局、「デジタル海岸について」 
https://coast.noaa.gov/digitalcoast/about/. 2020年6月アクセス。 

1131 米国海洋大気庁「統合海洋観測システム:私たちについて」 
https://ioos.noaa.gov/about/about-us/. 2020年6月アクセス。 

https://water.usgs.gov/networks/fps/
https://oceanservice.noaa.gov/facts/lidar.html
https://www.usgs.gov/core-science-systems/ngp/3dep/what-is-3dep
https://coast.noaa.gov/digitalcoast/about/
https://ioos.noaa.gov/about/about-us/
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この法案は、H.R.729の一部として下院でも可決された。 

 

スーザン・デルベネ下院議員(D-WA)は、国土地すべり対策法(H.R. 1261)を導入した。この法律は、

USGSの3次元高度化プログラムに法的権限を与え、米国における地すべり危険性のマッピング、モ

ニタリング、伝達のためにUSGS内の既存の地すべり危険有害性プログラムを強化するものであ

る。 この法案は下院で可決され、マリア・カントウェル上院議員(D-WA)は上院で関連法案を提出した(S. 529)。 

 

勧告:議会は、リアルタイムのハザードモニタリング、短期の気象予報、気候リスクの長期予測を

支援するために、海洋、地上、航空、衛星ネットワークを含む連邦の地球観測活動を拡大すべき

である。 連邦政府が、地球観測や予測資源への自由でオープンなアクセスを維持する限り、民間部門や

学術パートナーは、これらの取り組みを加速させるのを助けることができる。 

 

勧告:議会は、次世代の完全結合地球システムモデルを開発するために、NASAや他の機関と

協力し、連邦政府以外の専門家の研究と革新を活用するようNOAAに指示すべきである。 

 

勧告:議会は、島嶼地域の地図を含む高解像度の地表と海底地図の作成と展開を加速し、激しい降

雨、海面上昇、洪水、野火、土砂崩れ、干ばつ、極端な暑さを含む、気候影響を受けたハザードの

全国的な地図作成を支援するために、資金と新しい技術の利用を増やすべきである。 

 

勧告:連邦議会は、地域の気候変動データを監視、収集、統合、分析、公表するために、各地域の

高等教育機関のために、気候変動インシュラ・リサーチ・グラント・プログラムを設立すべきである。 

 

勧告:議会は、サンファン、ティヤン、およびパゴパゴの予報事務所など、地方、部族、および島嶼

部に所在する気象予報事務所および気象サービス事務所の支援を強化するために、全国気象サ

ービスを指導すべきである。 優先課題としては、機器の更新・維持、ハリケーンや台風の影響に

関する研究の強化、より正確な熱帯気象モデルや予測を作成するための気象データ収集の改善

などがある。 

 

管轄：科学・宇宙・技術委員会、天然資源委員会 

 

構成要素:気候情報に基づくコードと基準に関する連邦ガイダンスの提供 

 

コードと基準は、病院のような重要な施設を含め、新しい住宅、建物、インフラをどこでどのように

建設するかについての決定を導く。 2016年、GAOは、既存の基準は、前向きな気候予測ではな

く、主に時代遅れの過去の観測値に依存していると結論づけた。1132 GAOは、国立標準技術研

究所(NIST)が、NOAA、USGCRP、緩和枠組みリーダーシップグループ(MitFLG)など関連する連

邦政府機関と協議の上、設計基準、建築基準、自主認証の開発のための組織を標準化するた

めに、権威ある気候予測、データ、マップを提供するよう勧告した。1133 
 

1132 GAO-17-3、政府説明責任室、改善された連邦調整は、設計基準、建築基準、認証における将来を見据えた気候情報の利用を促進することができる(2016年11月)。 
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マット・カートライト下院議員(D-PA)は、2020年最終法(H.R. 5994)を導入した。これは、NOAAが利用

可能な最良の将来予測気象情報の集合を特定することを要求し、NISTが基準設定機関に対して、

基準、規範、および自主的な認証を設定する際に考慮するために、その情報を利用可能にするた

めに、機関横断的な取り組みを開催することを要求するものである。 

 

勧告:議会は、NOAAに対し、利用可能な最善の将来予測気候リスク情報を特定するよう指示し、ま

た、MitFLGに対し、規範と基準の策定を導くための基準設定機関に技術的インプットと気候リスク

予測を提供するための機関間作業部会を開催するよう指示すべきである。 

 

管轄：科学・宇宙・技術委員会 
 

 

 

気候変動の影響とコストはすでに全国的に顕在化しており、政府、企業、個人が炭素汚染を減らすた

めの対策を講じているにもかかわらず、さまざまな形をとると予測されている。1134, 1135影響は、気温

上昇、暴風雨、持続的な干ばつ、河川洪水、慢性的な干ばつなどさまざまな形のものを含む。1136 過

去20年間に災害の頻度、深刻度、コストが増加した。1137、平均で24％の郡が過去3年間に少なくとも

1件の災害を経験したことがある。1138、2017-2019にかけて米国のハリケーンと山火事の季節には、

ハリケーンが合計6件、3,320億ドルの被害と8件、山火事が470億ドル以上の被害をもたらした。1139す

べての連邦政府機関は、SLTTのリーダーシップと適応能力を支援するプログラムを含め、プログラム

の実施において気候リスクを考慮しなければならない。 

 

地域社会は気候影響の最前線にいる。 災害発生時には、急性人道危機が発生し、慢性的な課題

が収益と税務基盤の損失につながる。1140  

 
1133 前に同じ 
1134 U.S. Global Change Research Program, Fourth National Climate Assessment, Volume II (November 2018). 
1135 GAO-19-157SP「気候変動リスクのより良い管理による連邦政府の財政エクスポージャーの制限」(2019年3月)1135政府説明責任室。 
1136 U.S. Global Change Research Program, Fourth National Climate Assessment, Volume II (November 2018). 
1,137 海洋大気局、国立環境情報センター、「10億ドル規模の気象・気候災害:概観」https://www.ncdc.noaa.gov/billions/。

 2020年6月アクセス。 

1138 郡政府の緊急管理:全国調査(全国郡協会、2019年)。 
1139 米国海洋大気庁、国立環境情報センター、「10億ドル規模の気象・気候災害:事象」https://www.ncdc.noaa.gov/billions/summary-stats/2017-2019。

 2020年6月にアクセス、州政府の緊急管理:全

国調査(国立県協会、2019年)。 

1140 米国地球変動研究計画第4次国家気候評価第2巻(2018年11月) 

気候耐性力と公平性に関するコミュニティ・リーダーシッ

プへの支援 

https://www.ncdc.noaa.gov/billions/
https://www.ncdc.noaa.gov/billions/summary-stats/2017-2019
https://www.ncdc.noaa.gov/billions/summary-stats/2017-2019
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気候リスクは長期にわたって最も脆弱な立場に置かれ、適応能力が最も低い層に対する社会

的、人種的、経済的不平等を悪化させる。1141公共政策は、これらの問題に立ち向かい、強靱性

に向けたコミュニティの準備と移行を支援するために進化しているが、公共政策や投資をコミュ

ニティのニーズや能力と整合させるための多くの取り組みが残されている。 

 

このセクションでは、気候変動の避けられない影響に適応し、制度と構築された環境に強靱性を築

くために、国家を支援するための提言を提供する。 適応とは、「有益な機会を利用したり、悪影響を緩和

したりするような、新たなまたは変化する環境への自然または人間システムの適応」と定義されている。1142

「回復力」とは、「社会福祉、経済、および環境への被害を最小限に抑え、重大なマルチハザードの脅威を予

測し、準備し、対応し、回復する能力」を指す。1143 連邦議会は、地域社会に対し、リスクを緩和し、納税者資

源の支出を導くための気候回復戦略を計画、適合、開発するよう強く奨励する必要がある。 

 

構成要素:国家気候適応プログラムと委員会の設立 

 

災害に備え、災害から復興するコミュニティを支援するための投資が増えているにもかかわら

ず、米国は気候危機に適応し、回復力を構築する必要性に対処する包括的な計画を有していな

い。 国は、より賢明で革新的なものでなければならず、納税者の資金支出や、気候変動への耐

性を構築する官民パートナーシップにおいても革新的でなければならない。 

 

勧告:議会は、包括的な原則、目標、目的の策定を任務とする国家気候適応委員会と、次のよう

な国家気候適応計画を設置すべきである。 

 

• 適応を連邦のプログラムや活動に組み込む。 

• 経済・社会・環境問題を公平に統合する。 

• 現在と将来の世代のニーズをバランスさせる。 

• 意思決定を支援するために適切な方法論と情報を利用する。 

• 気候変動への適応と緩和の間の相乗効果を追求する。 

• 国民の参画、透明性、説明責任を確保する。1144 

 

国家気候適応委員会への参加には、気候科学とコミュニティ開発ミッションを有する連邦省庁、民

間セクターのパートナー、州、地方政府、部族、地域の代表、気候危機の最前線にいるコミュニテ

ィの指導者を含めるべきである。 委員会はまた、本報告書で提案された気候リスク情報サービスと直

接調整すべきである。 国家気候適応計画は、極端な気候の影響から米国のコミュニティと人々を保

護し、農業、保健ケア、製造、観光を含む主要な経済部門の回復力を強化することを目的とすべ

きである。 
 

 
 

1141 36、324、333、341、746と同じ 

1142 米国地球変動研究計画「用語集」、https://www.globalchange.gov/climate-change/glossary。
 2020年6月アクセス。 

1143 同上 
1144 ISO 14090:2019「気候変動への適応:原則、要件、ガイドライン」(国際標準化機構、2019年)により改訂。 

https://www.globalchange.gov/climate-change/glossary
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テッド・デューチ下院議員 (D-FL)は、気候変動の影響に対応するプロジェクトのための勧告、枠組

み、ガイドラインを策定するための気候変動諮問委員会を設置する、2019年米国気候変動耐性基

金法(H.R. 1689)を導入した。委員会はまた、連邦政府の義務を発行し、その収益は気候変動への適応を

支援するプロジェクトに資金を提供するために使われる。 

 

勧告:議会は、国家気候適応プログラムを設立すべきである。これは、国家、地方政府、部族、地

域に対して、無償資金協力、資金提供、技術援助を提供し、危険性の緩和と気候適応計画によっ

て特定されたプロジェクトに資金を提供し、保証するもので、気候の影響により不均衡に影響を受

けた低所得のコミュニティと色彩のあるコミュニティに優先順位をつけるものである。 プロジェクトに

対する連邦政府の支援は、強力な労働基準(Buy America/nおよびDavis-Baconの一般的な賃金要件を含む)

を満たし、労働、環境、公民権に関するすべての制定法を遵守し、関連する場合にはコミュニティ給付協定

およびプロジェクト労務協定に署名する受給者であることを条件とすべきである。 

 

管轄:天然資源委員会、輸送・インフラ委員会、科学・宇宙・技術委員会 

 

構成要素:国、地方、部族、地域の計画、レジリエンス、適応を支援するためのスキルを持った

技術支援の提供 

 

政府のあらゆるレベルの意思決定者は、適応計画と優先順位付けを支援するために、実行可能

なリスク情報と技術援助を必要とする。 意思決定者はまた、もはや活気に満ちた経済的に持続可能な

職業を支えない地域から、人口増加を計画し準備している地域への、既存人口の計画的な移行を支援す

るためのデータと情報も必要である。 

 

土地利用、開発基準、建築基準に関するほとんどの決定は州および地方レベルで行われるため、

これらの意思決定者は、より長い時間スケールで起こると予想される気候変動の影響を考慮に入

れて、気候リスク情報と長期計画を支援するためのツールの統合に関する指針を必要とする。 こ

れにより、州やコミュニティは、現在の状況と極端な天候の両方に対処する気候耐性計画を策定するのに

役立ち、また、海面水位が上昇し続け、極端な降水現象が増加し、暑く、乾燥した条件が干ばつを引き起

こし、野火のリスクがより長い季節や広範囲の景観にまで拡大するにつれて、もはや回避できない長期的

な影響にも対処することができる。 

 

現在、連邦政府は、州、部族、領土、コミュニティが極端な天候や自然の脅威に対処するのを支援

するために、いくつかの技術援助資金を配分している。その中には、連邦緊急管理局(FEMA)、US

ACE、EPA、NOAA、Small Business Administration(SBA)、USDAなどを通じたプログラムが含まれ

る。 これらのイニシアティブの多くは、気候適応計画を支援するために特別に設計されたものではないかも

しれないが、コミュニティ適応計画のニーズをより良く満たすために、これらのイニシアティブを活用し、近代

化することは可能である。 これらの機関はまた、国家準備目標1145、大統領政策指令8、1146およびカトリーナ

後緊急管理・改革法2006.1147に適合し、それに沿って設立されたMitFLGにも参加している。 

 
 

1145 FEMA「国家的準備目標」、https://www.fema.gov/national-preparedness-goal。
 2020年6月アクセス。 

https://www.fema.gov/national-preparedness-goal
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MitFLGは、FEMAが議長を務め、連邦政府全体での危害緩和の取り組みを上級レベルで調整し、

情報交換を促進し、政策の実施を調整し、州、地方政府、部族、地域と協力している。1148 

 

マット・カートライト下院議員(D-PA)は、極端な気象に対する連邦政府の計画と準備を強化し、極

端な気象に対応する計画を策定するための地域、州、地方の取り組みを支援するためのベスト

プラクティスを普及させるために、2019年の極端な気象パターンの回復と有効性を保証するため

の準備とリスク管理(PREPARE)法(H.R.4347)を導入した。 

 

勧告:議会は、国家気候適応プログラムを通じたグラントおよび融資の適格条件として、既存の危

害緩和計画の要件およびプロセスの一環として、州、地方政府、部族、および準州に対し、気候

耐性計画の策定および承認を義務付けるべきである。1149議会は、気候耐性計画の策定を支援

するための熟練した技術援助を確実に利用できるようにすべきである。 税金の最も効率的な支

出を奨励するために、これらの計画は、住宅、公共資産、インフラ、主要な雇用者、公衆衛生、繰

り返し洪水に見舞われる資産の特定を含む脆弱な地域と住民に対する気候リスクを評価し、農

業のような天然資源に由来するサービスに対するリスクと回復力を評価し、特定されたリスクに

対処する回復力のあるプロジェクトを特定し、彼らが追求している資金ニーズと資金調達アプロ

ーチを特定すべきである。 議会はまた、気候の回復力と危険性の緩和計画が、環境司法コミュ

ニティからの有意義な国民参加と意見を得て、包括的計画、資本改善計画、労働力開発と住宅

計画、金融戦略を含む広範なコミュニティ計画プロセスに統合されることを確保すべきであり、気

候適応のための地域または流域規模の計画を促進すべきである。 

 

勧告:議会は、州、地方政府、部族、準州が気候リスクを評価し、土地利用と開発基準を採用・施行

し、コミュニティの回復力を高め、気候回復力を高める計画を策定し、気候の影響に不釣り合いな影

響を受けた、あるいは受けるであろう低所得のコミュニティと有色人種のコミュニティに優先順位を

つけ、回復力を高めるプロジェクトを特定するために、熟練した技術援助を提供する新たなイニシア

ティブを確立すべきである。 

技術援助は、現地の労働力の能力を強化・活用し、州、地方政府、部族、地域がプロジェクト資金

戦略を策定し、国家気候適応プログラムを通じて資金のためのグラント要請を作成するのを支援す

るものである。 MitFLGを通じて組織された新たな気候耐性のための国際機関技術援助プログラム

は、リスク評価を実施し、地域の計画策定を支援し、プロジェクトの資金、保険、実施に関する助言

を行い、気候変動に対処する地域イニシアティブに優先順位を付けるために、広範な現場視察のた

めに、集学的チームを配置することができる。 

 

1146 FEMA「大統領政策指令について学ぶ-8:国家の準備」https://www.fema.gov/learn-aboutpresidential-policy-directive-8。
 2020年6月アクセス。 

1147 2006年カトリーナ後緊急管理・改革法、パブL第109-925号、120スタット。
 1394. 

1148 MitFLG、Mitigation Framework Leadership Group(MitFLG)憲章(2013年10月) 
1149 Robert T. Stafford災害救助緊急援助法(スタッフォード法)(2000年災害軽減法により改正)およびその施行規則は、州、部族および地方政府に対し、特定の種類の非緊急災害援助を受けるた

めの条件として、MAFEが承認したハザード緩和計画を策定し、採択することを義務付けている。
 42 U.S.C. 5165; 44 C.F.R. Part 201. 2016年3月、FEMAは、各州の計画において気候変動をどのように考慮しなければならないかに

関連する情報を含む国家緩和計画検討ガイドを発効させた。 

https://www.fema.gov/learn-about-presidential-policy-directive-8
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議会は、このプログラムを5年間、年間20億ドルで承認し、最もリスクの高い最前線のコミュニティに優先順位

をつけて、全国のコミュニティに手を差し伸べるべきである。 

 

勧告:議会は、コミュニティのキャパシティ・ビルディングのための国家気候適応プログラムの目的達

成を支援するために、対象範囲を拡大し、影響力を高めるための「トレーニング・ザ・トレーナー」資

料を含め、危害緩和と気候回復力の訓練と教育のための知識バンクとして、MitFLGに利用可能な

資源の一覧表を開発、配備、維持するよう指示すべきである。1150 

 

管轄：運輸・インフラ委員会 

 

構成要素:州、部族、領域に対する気候適応グラントと融資の確立 

増大する気候リスクの最前線にあるコミュニティは、増大する物理的リスクに立ち向かうだけでな

く、たとえば保険費用、税収、および資本へのアクセスに関し、危険な地域に居住することによる

潜在的な経済的影響に立ち向かうために、連邦政府の支援を必要としている。 最近の研究による

と、アフリカ系米国人とラテン系の世帯は、災害によって富を失う傾向がある一方、白人世帯は富を増やす

傾向がある。災害の規模、教育水準、住宅所有者の地位を考慮すると、これらの不平等は悪化する。1151 

沿岸部に暮らすコミュニティは、海面上昇、高潮、沿岸部の暴風雨の影響を特に受けやすい。すでに洪水

や土壌流出が加速されているが、この傾向は今後も続くと予想される。1152沿岸部の郡は人口の42%以上、5

千万世帯の住宅を擁し、1153 沿岸部の8分の1マイル以内にその価値が1.4兆ドルを超える住宅と企業を抱え

ている。1154 低リスク地域への移行か、保護的インフラへの投資かについては、地域の選好とリスク許容度

によって決定されるべきであるが、最終的には、これらの地域の決定を支援するために利用可能な限られ

た連邦資金を優先順位付けするための全国的な評価枠組みを確立する責任は連邦政府に帰せられること

になる。 

2018年に法律に署名された災害復興改革法1155は、国の公共インフラ「災害前被害軽減基金」を

創設した。この基金は、年間災害無償支出の推定額の6%を拠出している。 FEMAは、災害前の緩和

グラントを管理するために、BRIC(Building Resilient Infrastructure and Community)プログラムを創設した。 この6%

は、コミュニティがインフラ整備やその他の災害前の緩和活動に支払うのを支援するための資金源となる

が、BRICsの資金レベルは、前年の災害活動に応じて毎年変動する可能性が高い。 またこのプログラム

は、必ずしも気候適応と回復力に焦点を当てておらず、特に、国家、領土、部族、地域がより長期的なス

ケジュールで適応計画を策定・実施できるよう、熟練した技術援助と持続的な資金援助の必要性に焦点

を当てていない。 現在のプログラムは、いくつかの適応支援を提供しているが、 
 

1150 MitFLG, National Mitigation Investment Strategy (2019年8月), Recommendation 1.2 - リスクに対処するためのコミュニティのキャパシティ・ビルディングによる緩和投資の増加 
1151 Rebecca Hersher and Robert Benincasa, "Howher Federal Disstar Money Fovers The Rich", NPR, All Things Considered, 2019, 3月5日; Junia Howell and James R. Elliott, "As Disst Costs 

Risse, So Does Inequality,", Socius: Sociological Research for a Dynamic World, 4, No 
1152 U.S. Global Change Research Program, Fourth National Climate Assessment, Volume II(2018年11月), Chapter 8 
1153 同上 
1154 Ryan McNeill, Deborah J. Nelson and Duff Wilson, "The crisk of sea levels: Water's Edge", Reuters Investigates, 9月4日。 
1155 FAA Reauthorization Act of 2018, Division D, Disaster Recovery Reform Act of 2018, Pub L No 115-254. 
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コミュニティは、意欲のある地域やコミュニティを移転・再定住させるオプションを含め、より長期的

な戦略の策定を支援する必要がある。 

議員有志は、災害前のリスク軽減を支援するため、コミュニティに追加資金を提供する法案を提

出した。 アンギー・クレイグ下院議員(D-MN)は、FEMAが災害リスクの軽減を支援するために回転資金を設

立するために州および部族に資本化グラントを提供することを可能にする、2019年強靱性リボルビング・ロー

ン・ファンド法(H.R.3779)を導入した。 ファンドはまた、レジリエンス・プランニングの取り組みを支援し、

建築基準、基準、開発計画プロセスを強化するためにも利用できる。 下院民主党は、2020年6月

に包括的なインフラ法案を提出した。この法案の第23002項は、2019年強靱性極度融資基金法の

規定を盛り込んだものである。1156  テッド・デューチ下院議員(D-FL)は、2019年米国気候変動耐

性基金法(H.R. 1689)を導入した。この基金は、州、コミュニティ、部族、公益事業者、交通機関、そ

の他の特別地区が気候変動の経済的、社会的、環境的影響を低減するプロジェクトを実施する

のを支援するため、気候変動耐性基金を創設するものである。 サム・グレーブス下院議員(R-MO)

は、2019年の強靱なコミュニティ法(H.R. 3531)を導入した。これにより、FEMA管理者は、洪水、野火、干ば

つなど、複数の災害による人や財産への有害な影響を軽減するために、回転資金を州に供与できるよう

になる。 上院議員 ゲリー・ピータース(D-MI) およびロン・ジョンソン (R-WI)は、2020年のSafeguard

ing Tomorrow through Onging Risk Mitigation (STORM) Act of 2020 (S. 3418)を導入した。これに

より、同様のハザード緩和回転基金が設立されることになる。 

沿岸コミュニティの特定のニーズに対応するため、ハーレー・ローダ(D-CA)下院議員は、沿岸国に

資本化グラントを提供する「沿岸コミュニティ適応法」(H.R.1317)を導入した。これは、コミュニティが

脆弱性評価を実施し、自然の洪水リスク軽減機能を保護・強化し、沿岸コミュニティに対する気候

リスクを低減するためのその他の措置を実施するのを支援するため、コミュニティ回復基金を設立

するものである。 

勧告:議会は、国家気候適応計画を支援する新たな長期気候適応資金プログラムを承認すべきで

ある。 グラントと融資による資金提供は目的審査アプローチを用いてなされるべきで、リスクとニーズを勘

案したグラントを優先して考えたうえで、リボルビング・ローン・アプローチでは、返済の見返りを生み出すプ

ロジェクトに融資を提供するべきである。 議会は、資金提供を受けたプロジェクトが、移転と保護のトレード

オフを考慮した客観的な評価基準を通して、長期的に公平で強靱な成果をもたらすことを確保すべきであ

る。 受給適格性は、実施プロジェクトを特定し優先順位を付ける気候耐性計画を完了した申請者

の州、部族、地域、およびコミュニティに条件付けられるべきである。 また、プロジェクトに対する連邦

政府の支援給付は、強力な労働基準(Buy America/nやDavis-Baconの一般的な賃金要件を含む)を満たし、労

働、環境、公民権に関するすべての制定法を遵守し、関連する場合にはコミュニティ給付協定やプロジェクト

労務協定に署名する受給者であることを条件とすべきである。 

管轄：運輸・インフラ委員会、科学・宇宙・技術委員会、監督・改革委員会、金融委員会、天然資源

委員会 
 

 

1156 別段の注記がない限り、H.R.2の言及は、2020年6月22日付の規則委員会印刷116-54に含まれる法案のバージョンを参照する。 下院は、選考委員会の報告書が印刷されると、H.R.2について討論する

準備をしていた。 規則委員会印刷は、https://rules.house.gov/sites/democrats.rules.house.gov/files/BILLS- 116HR2-RCP116-54.pdfで入手可能であり、2020年6月22日以降になされた法案の修

正を反映するものではない。 
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構成要素:気候のレジリエンスと準備におけるコミュニティ・リーダーシップの認識 

 

コミュニティが活力ある労働力と持続可能な税務基盤を獲得するために、経済発展、民間投資、人

材を引きつけるために競争する中で、コミュニティ認定プログラムは、成果に報い、継続的な進歩を

確保するための効果的なプラットフォームを提供する。 また、コミュニティのリーダーたちに、アイデ

アを共有し、ベンチマークの達成可能性を示すネットワークを提供することもできる。 重要なことは、コ

ミュニティが経済地域、流域、海岸線を超えて協力するにつれて、適応と回復力の計画がより統合され、各コ

ミュニティの計画が共有された価値と目的を反映するようになることである。 

 

例えば、FEMAは1997年から2001年にかけて「プロジェクト・インパクト」を実施し、コミュニティの組織

化と災害対策のための技術援助とプロジェクト・ファンドを提供した。1157プログラムでは、個別のリ

スク評価、達成可能なベンチマーク、セクター横断的なパートナーシップ、目に見える認識に重点が

置かれた。 プロジェクト・インパクトによるプロジェクトは、引き続き参加コミュニティの災害損失の削

減に役立っている。1158 

 

今日、全国気象サービス・ストームレディ・プログラム1159、火災対策コミュニティ1160と全国洪水保険

プログラムコミュニティ評価システム1161はすべて、参加コミュニティにガイダンス、インセンティブ、一

般認知を提供している。 これらのプログラムのそれぞれは、現在の危害に対する進展を促し、将来

のリスクと影響を潜在的に低減する助けとなるが、コミュニティが予測可能な被害に備えるのを助け

るために、定義された気候リスクと計画された移行への測定可能なステップに対処するものではな

い。 

 

勧告:議会は、強靱性と適応計画とプロジェクトを完成させ、強固な開発計画、規範、基準を採

用・実施し、気候への備えと回復力のためのリスク低減のベンチマークを達成するコミュニティの

ためのプロジェクト・インパクト・プログラムをモデルとした認定プログラムとして、気候即応型コミ

ュニティを創設すべきである。 

 

管轄：運輸・インフラ委員会 

 

構成要素:生徒とボランティアの力を活かし、コミュニティのレジリエンスを支援する 

 

2016年、シティズ・オブ・サービスは、米国の都市や部族コミュニティの洪水、健康的な食料へのア

クセスの欠如、極度の暑さなど、気候が温暖化し続ける中で直面する可能性のある課題に対する

強靱性を高めるために、ロックフェラー財団および国立・コミュニティ・サービス公社(CNCS)と協力し

て、レジリエンス・アメリコープス・プログラムを開始した。1162 
 

1157 FEMA「プロジェクトインパクト:災害に強いまちづくり」(1999年11月)、https://www.fema.gov/newsrelease/1999/11/22/project-impact-building-disaster-resistant-community。 
1158 Eric Holdeman and Ann Patton, “Recovery: Project Impact Initiative to Create Disaster-Resistant Communities Demonstrates Worth in Kansas Years Later,” Government Technology 

– Emergency Management, December 12, 2008.  
1159 全国気象局「NWSストームレディープログラム:天候に即応した国に向けて」https://www.weather.gov/StormReady. 2020年6月アクセス。 

1160 米国防火協会「火災時の米国:野火の危険性を減らす住民」https://www.nfpa.org/PublicEducation/Fire-causes-and-risks/Wildfire/Firewise-USA、1160人。
 2020年6月アクセス。 

1161 FEMA「全国洪水保険事業地域格付制度」(https://www.fema.gov/national-flood-insuranceprogram-community-rating-system)
 2020年6月アクセス。 

1162 Corporation for National and Community Service, “Public-Private Partnership Launches New AmeriCorps Program to 
コミュニティの強靱性構築を支援」2015年7月9日、https://www.nationalservice.gov/newsroom/press-releases/2015/public- 

E2%80%93プライベート・パートナーシップ、ニュー・アメリカンコルプス・プログラム・ヘルプ発売 2020年6月アクセス。 

https://www.weather.gov/StormReady
https://www.nfpa.org/Public-Education/Fire-causes-and-risks/Wildfire/Firewise-USA
https://www.fema.gov/national-flood-insurance-program-community-rating-system
https://www.nationalservice.gov/newsroom/press-releases/2015/public-%E2%80%93-private-partnership-launches-new-americorps-program-help
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ジュディ・チュー下院議員(D-CA)は、2019年気候耐性サービス公団法(H.R. 5176)を導入した。この

法案は、気候影響教育、積極的なコミュニティ回復イニシアティブ、災害復旧支援を支援し、参加

者に貴重な職務経験、教育、訓練、キャリアガイダンスを提供することを目的とした国立・コミュニ

ティ・サービス法に基づく新たなアメリコープ・プログラムを設立するものである。 

 

勧告:議会は、地域社会の適応、緩和、準備、対応、災害やその他の気候に起因する脅威からの

回復を改善する国家サービスプロジェクトを実施するために、CNCS内に気候耐性サービス部隊

を設置すべきである。 サービス・プロジェクトは、現場のコミュニティの色を優先させ、現地の労働

力のスキルと能力を構築し、現場のコミュニティからボランティアを派遣し、自らのコミュニティにお

けるレジリエンス・プランニングとプロジェクト実施に貢献する機会を提供すべきである。 連邦議会

は、連邦政府による自発的政策と労働力政策の統括的な調整を確保するために、CNCSに労働

省との調整を指示すべきである。 

 

管轄：教育・労働委員会 
 

 

 

気候危機はすでに、先住民の土地や部族国家に壊滅的な打撃を与え、聖なる祖先の祖国、埋葬

地、文化的伝統、健康、生計を脅かしている。 国家気候適応プログラムは、政府のあらゆるレベルで

計画と支援のニーズを満たすことを目的とすべきであるが、部族と先住民コミュニティの具体的な能力と

ニーズを認識すべきである。 連邦政府は、部族、アラスカ先住民、太平洋島嶼国の先住民コミュニ

ティとの協力を通じて、政府間関係1163を推進し、気候変動を理解する上での伝統的な生態学的

知識の役割を認識することで、恩恵を受けるだろう。 

 

構成要素:部族適応の障壁を取り除く 

 

多くの連邦プログラムは、人口規模、資産評価、または農村部や部族の申請者に優先順位をつけ

ていないその他の基準に基づいて、州や地方政府に助成金を提供している。 部族グラントは多くの

場合競争的な資金で、資金レベルでは、グラント・プロファイル全体のわずかな割合しか占めておら

ず、部族のニーズを満たすものにはなっていない。 例えば、2019年には、25億ドル近くが国土安全

保障準備グラントを通じて配分されたが、部族国土安全保障グラント・プログラムを通じて適格部族

に直接配分されたのはわずか0.4%、1,000万ドルであった。1164 配賦された額の2倍以上が毎年要求

されている。 
 

1163 ジョージ・W・ブッシュ大統領、「部族政府との政府間関係に関する覚書」、The American Presidenty Project(Gerhard Peters and John T. Woolley編集者)、2004年9月23日、https://www.presidency.ucsb.e

du/node/213783. 
1164 FEMA、国家諮問評議会、FEMA総裁への諮問評議会報告書(2019年11月)。 

気候適応とレジリエンスのための部族や先住民コミュ

ニティとのパートナーシップ 
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また、連邦政府のプログラム・マネージャーは、毎年、インディアン国の適応ニーズや適応能力に

ついてほとんど知らない。連邦政府が承認した573の部族のうち、不利な条件や不適格な人員不

足の申請者、プロのグラント・ライターを利用できない部族に対して、部族国土安全保障グラント・

プログラムを通じた資金提供を申請している部族は、年間約50部族にすぎないからである。1165 

 

勧告:議会は、連邦政府の各省庁と調整する部族政府タスクフォースを設置すべきである。このタス

クフォースは、州、地方政府、部族、準州にコミュニティの開発、計画、およびインフラストラクチャ

ー・グラントを付与し、部族国家および先住民コミュニティに気候適応と回復力のためのプログラム

全体にわたって、より多くのアクセスと公平なベースライン資金を提供するためのプログラムの完全

な補完を評価するものである。 法的障壁がこの方向の実施を妨げる場合、部族政府タスクフォースは、議

会に対してその障壁を特定し報告すべきである。 

 

管轄：天然資源委員会 

 

構成要素:部族の適応と移行を加速し、伝統的な土地と水域に対する条約上の権利

を尊重する 

 

部族コミュニティは、気候適応の計画・実施に必要な資金に対する大きな障壁に直面している。

これには、危険な場所から移住し、より安全な場所に移住し、伝統的な文化的生活様式を支え

続けることができるような、積極的な第一線コミュニティの必要性が含まれる。 部族や先住民コミ

ュニティの適応計画を策定・実施するための、移住と再定住の選択肢の特定と優先順位付けを

含む、連邦政府による移住枠組みは存在しない。 部族コミュニティは、安全と伝統的な生活様式に対

する現在および実存的な脅威に直面している。 

 

例えば、GAOは2003年12月の報告書で、ほとんどのアラスカ先住民村は洪水や浸食をある程度

経験していると報告している。1166 しかしながら、これらの村はしばしば洪水や浸食の問題と闘う

ために連邦政府の支援を受ける資格を得ることが困難である。 2004年12月、連邦議会は、アラス

カ先住民村の洪水・浸食プロジェクトに対する連邦政府の費用分担義務を免除し、アラスカ州に

おける暴風雨被害防止と海岸侵食のためのプロジェクト(被災コミュニティの移転と代替施設の建

設を含む)を連邦政府の全額負担で実施することを陸軍長官に許可した。1167コミュニティは、移転

の選択肢を探求し、移転先を特定し、大幅な移転・再定住費用を賄うために必要な資金を集める

ことに苦労してきた。 

 

また、伝統的な土地や水を、部族が条約上の権利や連邦政府の歴史的な不公平、およびこれらの

権利を尊重しないことによってアクセスすることを認めることも重要である。 例えば、2019年12月に

制定されたコロンビア河流域漁業アクセス改善法は、電力、水、および4つのコロンビア川部族がこ

の地域で大規模な洪水が発生した後、伝統的な漁場にアクセスできるようにするために建設された

既存のBIA(Bion of Indian Affairs)施設の下水道インフラを評価し更新する権限を内務長官に付与し

ている。1168 

 

1,165 前に同じ 
1166 GAO-04-142、アラスカ先住民村:ほとんどが洪水と浸食の影響を受けているが、連邦支援の資格はほとんどない(2003年12月)。 
1167 連結歳出法、2005年、パブ。

 L番号 108-447事業部 C, Title I, Sec. 117, 118 Stat. 2944-45 (2004). 
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勧告:議会は、部族、先住民コミュニティ、内陸部と協力して、MitFLGに対し、移転支援を求めるコミ

ュニティの計画的な移行を規定し、部族や先住民コミュニティの伝統的な土地や水へのアクセス、

文化、健康、安全な飲料水、食料、適切な住居への権利を保護する連邦移転枠組みを作るよう指

示すべきである。 

 

勧告:議会は、リスクに基づいて資金を提供し、最もリスクの高いコミュニティの移住と再定住を優

先する、新たな部族・先住民コミュニティ適応グラント・プログラムを創設すべきである。 このプロ

グラムは、部族や先住民コミュニティに資金を提供すべきである。これらの部族や先住民コミュニ

ティは、計画されている移行期にあるため、民間保険による保護を得るための資金を提供しなけ

ればならない。民間保険による保護は、災害時の緊急対応、避難、再定住を支援するための迅速

な支払いが可能である。 プロジェクトは、インド国における生涯賃金とキャリア開発の機会の確保を含

め、労働力開発を最大化し、グラント資金を受けたプロジェクトに従事するすべての労働者の健康と安全の

保護を確保すべきである。 

 

管轄:運輸・インフラ委員会、天然資源委員会 

 

構成要素:部族の強靱性を構築する既存のプログラムへの資金の増加 

 

米国先住民・先住民コミュニティにおける強靱な住宅、インフラストラクチャー、天然資源、サービス

への投資が急務であるにもかかわらず、BIA、開拓局、部族の強靱性を構築するためのグラント・プ

ログラムを管理するその他の機関のプログラムには十分な資金が提供されていない。 

 

例えば、米国先住民コミュニティの水インフラ・プロジェクトを推進する「開拓局水居留地基金」への

資金拠出は、過去10年間にわたり、議会が承認したインディアンの水利権入植地の一部に使い尽く

されており、投資の必要性をはるかに下回っている。 調査によれば、アメリカ先住民の世帯は、連

邦政府が部族の水利用を保証する法的責任を負っているにもかかわらず、水道水や屋内給水設備

1169 を欠いている割合が白人世帯の19倍であることが示されている。 このような水道水へのアクセス

の欠如は、部族の健康、教育、経済開発の機会に悪影響を与える。 連邦議会は、第111回会議の間

に、インディアンの水利権を支払うために、埋め立て水決済基金を創設した。1170 決済基金の延長

は、議会がまだ確定しておらず、承認していない数十件の未決済および将来の決済に必要である。 

 

BIA Resilience Programは、部族、部族コンソーシアム、認定部族組織に連邦全域のリソースを提

供し、部族が設計したレジリエンス・トレーニング、適応計画、脆弱性評価、補足的モニタリング、キ

ャパシティ・ビルディングと若者の関与のための競争的な表彰を通じて、レジリエンスを構築する。 
 

 

1168コロンビア川・インリューおよび条約漁業アクセス改善法、パブL第116-99号。 
1169 U.S. Water Alliance, Water Access Gap in the A National Action Plan (2019年11月) 
1170 Pub L No 111-11.

 第10501条 再生水決済基金。 
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このプログラムは、計画、科学、ツールのほか、部族の海洋・沿岸管理能力(五大湖を含む)を支援するも

のである。 

BIA Cooperative Landscape Conservation programは、部族の指導者たちを支援し、土地管理

者が生態系やコミュニティへの気候の影響をよりよく理解し、緩和することを目的として、技術援

助と資金援助を提供している。 このプログラムは、極端な気象現象の増加の可能性に対処し、

気候の変化に直面したコミュニティの準備と回復力を向上させる戦略を実施するために、計画

立案と意思決定を支援するための情報とツールを開発する。 このプログラムはまた、部族が海洋

や沿岸の計画に参加することを可能にする。 

このプログラムは短期的なプロジェクトや計画に資金を競争的に配分するものであるが、部族

コミュニティは長期的なキャパシティ・ビルディングと持続的なプロジェクト実施のための支援

が必要である。 

漁業は、突発的かつ予期せぬ損失を引き起こすいくつかの要因に左右され、契約漁業権を有する

部族を含む漁業者及びそのコミュニティに深刻な経済的影響をもたらす。 このような場合、商務長

官は漁業災害を宣言することができ、この重要な経済部門が困難な時期に崩壊するのを防ぐため

の緊急資金を確保することができる。 

ジョー・ネグセ下院議員(D-CO)は、「健康と仕事のための21世紀保存隊法」(H.R. 7264)を導入し

た。この法案は、インディアン問題局に1億9,500万ドルを提供するもので、部族が国内、経済、文

化的ニーズを満たすために土地と水を利用できるようにするための土地・水利請求解決に1億ド

ル、インディアン居留地での保守プロジェクトの延期に5,000万ドルを提供するものである。 委員長

の ラウル・グリヤエヴァ(D-AZ)は、インディアンの水利権移転拡大法(H.R. 1904)を導入し、インディアン居留

地全土の清潔な水および廃水インフラに資金を提供するインディアンの水利権移転にグラントを提供する

埋立水定住基金を永続的に拡大した。 下院民主党は、下院天然資源委員会の承認を得て、インフラ

法案「前進法」(H.R.2)第81101条にこの法案を盛り込んだ。 

勧告:議会は、部族コミュニティの水インフラ・プロジェクトに資金を提供するために、埋立地水調整

基金への資金を恒久的に延長し、増額すべきである。 

勧告:議会は、州および地方の回復力を支援し、移転プロジェクトの上限を引き上げるために、連邦

政府の投資と同等のBIA部族回復プログラムへの予算を大幅に増額すべきである。 

勧告:議会は、部族、先住民コミュニティ、アラスカ先住民村、コンソーシアム、組織がコミュニティ・

プログラム・レベルの計画、研修、技術支援、ツールの開発、モニタリング、対応において、気候の

回復力と準備を支援する能力を強化するため、BIA協力景観保全への予算を1,500万ドルから2,50

0万ドルに増額すべきである。 

勧告:議会は、強靱な国家漁船団を支援するため、漁業災害支援プログラムを維持・強化する

ための継続的な予算を提供すべきである。 

 

管轄：天然資源委員会 
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気候災害のリスクとコストの削減  

2005年以降、米国は1,500億ドルを超える事象を経験し、1兆1,000億ドルを超える経済的損失、7500

人を超える死亡、および連邦政府の災害支援コストが4500億ドルを上回った。1171 

気候危機は、リスクとコストの増加、経済成長の鈍化、ボラティリティの増加、リスクの高い地域の事

業や財産の価値の下落というこれらの傾向を悪化させるだけである。1172研究者らの推定によれ

ば、米国のGDPは、昇温の度合いごとに1.2%減少する。2017年のGDPの1.2%は、2,340億ドルであっ

た。1173 

 

これらの影響は、低所得世帯、農業者、伝統的に疎外されてきたコミュニティに最も大きな打撃を与

え、住みやすさと社会的回復力の低下傾向をもたらしている。 災害の家族への経済的影響に関する

最近の研究によると、災害後の預金流入は20%減少し、流出は30%以上減少することがわかった。1174  研究

はまた、消費者は手元現金の利用可能性が低いため、災害後の日々のニーズを満たすために信用に大き

く依存していることを明らかにした。1175 信用スコアが低い低所得グループは、災害後に倒産を申請する可能

性が高い。1176 

 

低所得世帯は、洪水の多い地域に集中しているか、洪水緩和や洪水・雨水管理のためのインフラ

への投資が少ない地域に居住していることが多い。1177 連邦政府のハザード緩和投資は、財産

への被害を回避するための費用便益分析によって情報が得られている。そのため、資産価値の

低い地域よりも資産価値の高い地域が優先される傾向がある。1178 一方、極端な天候や気候のリ

スクは、リスクの認識や保険費用の増加の現実が市場価値を低下させるため、不動産をさらに切

り下げる可能性がある。 例えば、2018年の全国的な調査によると、海面上昇の影響を受けやすい住宅

は、ビーチへの近さを考慮しても、暴露されていない同等の住宅より平均7%低い約定価格で売り買いされて

いることがわかった。 

 

 
 

1171 米国海洋大気庁、国立環境情報センター、「10億ドル規模の気象・気候災害:要約統計」https://www.ncdc.noaa.gov/billions/summary-stats/2005-2019
 2020年6月にアクセス、GAO-20-183T「災

害復旧:最近の災害の進展と課題」(2019年10月)にアクセス。 

1172 Galina B. Hale, Òscar Jordà, and Glenn D. Rudebusch, “The Economics of Climate Change: A First Fed Conference,” Federal Reserve Bank of San Francisco: Economic Letter. 平成29年

12月16日https://www.frbsf.org/economicresearch/publications/economic-letter/2019/december/economics-climate-change-first-fed-conference/ 

1173 Solomon Hsiang, et al., “Estimating economic damage from climate change in the United States,” Science 356 no. 6345 (2017): 1362-1369; U.S. Bureau of Economic Analysis, "Gross Domestic 

Product [GDPA]," retrieved from FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis, https://fred.stlouisfed.org/series/GDPA.
 2020年6月アクセス。 

1174 Diana Farrell et al., Weathering the Storm: Hurricanes HarveyおよびIrmaが100万世帯に及ぼす財政的影響 
(JPモルガン・チェース) 研究所、2018年。 

1175 Brigitte R. Tran and Tamara L. Sheldon, "Same storm, 異なる災害: 消費者信用へのアクセス、所得の不平等、および 
自然災害復旧(2017)、ワーキングペーパー、www.aeweb.org/conference/2018/prelinary/paper/KaN3Ar6t 

1176 同上 
1177 Timothy W. Collins, Sara Grineski, and Jayajit Chakraborty, “Environmental injustice and flood risk: A conceptual model and case comparison of metropolitan Miami and Houston, USA,” Regi

onal Environmental Change 18 (2) (2018): 311-323. 
1178 クリスティナ・ローセール「ヒューストンの隔離された地域では、不平等な地域は不平等な洪水保護を意味する」テキサス州低所得 
住宅情報サービス(平成30年3月22日) 

1179 Alex Harris , 「海面上昇のリスクはマイアミの家計の価値で減少している。新しい研究によれば、」 Miami Herald, Apr. 24, 2018;; Asaf Bernstein et al., Disaster on the Horizon: The Price Effect o

f Sea Level Risse (Journal of Financial Economics, 2018) 

https://www.ncdc.noaa.gov/billions/summary-stats/2005-2019
https://www.ncdc.noaa.gov/billions/summary-stats/2005-2019
https://fred.stlouisfed.org/series/GDPA
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将来の災害に対する国家の回復力を高めるための連邦投資戦略に関するGAOからの提言に応

えて、MitFLGは、2019年に「National Mitigation Investment Strategy(NMIS)」を発表した。1180，1181 

NMISは、公共投資の決定にハザード緩和を組み込み、連邦政府および連邦政府以外のパートナ

ーに対し、「資金、インセンティブ、および金融リスク移転の機会を含む金融商品および緩和投資

アプローチを使用し拡大する」ことを求めている。1182リスク情報をよりアクセスしやすく、資金調達

を容易にし、意思決定を支援するために共通の手段を適用することを提言している。1183 NMISは

また、重要インフラの強化、強固な建築基準および基準の採用および実施を求めている。1184 

 

本節では、これらの課題に対応し、災害に先立ってリスクを買い取り、災害発生時の復旧を加速

させることに重点を置いている。 

 

構成要素:災害前緩和投資の増加 

 

災害前の緩和投資は、平均6倍のリターンをもたらす1185 が、連邦政府の災害支出の大半は、巨額

の費用、国家および地域のGDPへの損失、雇用の喪失、経済的不安定性を伴う災害後に発生す

る。 2018年の災害復興改革法、セクション1234は、災害救助基金を通じて資金提供される国家公共インフラ事

前減災支援プログラムを、推定災害無償支出を除いた6%の予算として認めた。1186 FEMAによると、このプログラ

ムは年間3億ドルから5億ドルの資金提供を受け、破局的な災害債務の数が多い年の金額が大幅に増加する

と推定されている。1187 例えば、パンデミック災害宣言とそれに伴う災害支出は、2021年度のBRICプログラムへ

の資金提供を大幅に増加させる可能性がある。 6%の予備費は災害前の緩和への投資を支援するが、

プログラムの予算レベルは前年の災害支出に基づいている。 これにより、このプログラムは、災害

前の確実なレベルの緩和投資を提供することができない。 

 

毎年積み立てられるグラント支出の割合を増やし、最低限の資金レベルを設定することで、FEMA

は、住宅の高架化、バイアウト/移転、生態系の回復など、必要不可欠な素因緩和戦略に対する

需要を満たす能力を向上させることができる。 これらの投資はまた、災害時に地域のニーズによ

り良く対応するために、強靱なインフラシステムを拡大するのに役立つであろう。 連邦議会は、大

規模インフラ・プロジェクトに資金上限を設定することにより、FEMAが大規模な構造的洪水リスク管理プロジ

ェクトよりも低コスト戦略を優先することを確保する必要がある。 
 

 
 

1180 GAO-15-515、政府説明責任局、ハリケーン・サンディ:投資戦略は連邦政府の将来の災害に対する国家の強靱性の強化に役立つ可能性がある(2015年7月)。 
1181 MitFLG、国家緩和投資戦略(2019年8月)、https://www.fema.gov/medialibrary/assets/documents/181812。 
1182 同上 目標3 
1183 同上 目標1および2。 
1184 同上 目標3。 
1185 国立建築科学研究所、自然災害軽減: 2019年報告書(2019年12月) 
1186 FAA Reauthorization Act of 2018, Division D, Disaster Recovery Reform Act of 2018, Pub L No 115-254. 
1187 Eric Holdeman, “Preparedness: BRIC: Expanding the Concepts of Federal Pre-Disaster Mitigation,” Government Technology – Emergency Management, September 25, 2019. 
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ジョー・ネグセ下院議員(D-CO)は、「健康と仕事のための21世紀保存隊法」(H.R. 7264)を導入した。

これは、災害や自然災害から直面するリスクを軽減するため、州、地方自治体、部族、地域がハザ

ード軽減プロジェクトを実施する際に、FEMAのBRICプログラムを支援するための資金を増やすもの

である。 

 

勧告:長期的に多額の納税者費用を節約するため、議会は、BRICの災害前緩和プログラムのため

の積立金を6%から12%に増やし、州、地方政府、部族、地域に資金と技術援助を提供すべきであ

る。 議会は、FEMAが多年度計画と実施を支援するための安定した資金源と人員配置能力を維持

することを確保するため、BRICプログラムに最低20億ドルの資金水準を設定すべきである。 議会

はFEMAに対し、自然災害や公害の不均衡な影響を受けている不利な立場にあり、脆弱なコミュニ

ティにおける計画やプロジェクトを支援するための資金提供を優先するよう指示すべきである。 

議会はまた、BRICの資金を1,000万ドルで上限とし、米国全土の災害前の緩和プロジェクトに対する

需要を満たすための大規模インフラ・プロジェクトに充てるべきである。 プロジェクトに対する連邦政

府の支援は、強力な労働基準(Buy America/nおよびDavis-Baconの一般的な賃金要件を含む)を

満たし、労働、環境、公民権に関するすべての制定法を遵守し、関連する場合にはコミュニティ給付

協定およびプロジェクト労務協定に署名する受給者であることを条件とすべきである。 

 

管轄：運輸・インフラ委員会 

 

構成要素:安価で気候に強靱な住宅へのアクセスを確保する 

 

米国各地の多くのコミュニティは、手ごろな価格の住宅不足に直面しており、気候の影響を受けた

災害がこの問題を悪化させている。 低所得(LMI)世帯の住宅は、野火事や洪水などの災害に不釣り合いに

さらされているが、災害の影響に耐える可能性は低い。1188災害後、中低所得者コミュニティは、特に破壊された

公営住宅の交換が遅い、1189 または存在しない場合、復興が最も遅くなることが多い。1190 災害で荒廃した地域

以外のコミュニティは、移転を余儀なくされた家族を吸収しなければならないことが多い。 一方、低リスク地域で

の土地価格や住宅価格は、需要に伴って上昇している。1191 連邦住宅イニシアチブに気候変動への耐性を

組み込むことは、すべての世帯にとって手ごろで強靱な住宅の利用可能性を高めるのに役立つであろう。 

 

住宅・都市開発省(HUD)、USDA、その他の連邦政府機関は、SLTT政府への融資支援、レンタル

支援、ブロック・グラントを通して、手ごろな価格の住宅を奨励している。1192 住宅プログラムを活

用することで、連邦政府は、低価格の住宅が洪水や火災の悪化などの気候変動の影響にも耐え

られるようにすることができる。 
 

1188 ローリー・シューマン「CRAによる住宅・コミュニティ開発への災害前後の投資」 
コミュニティ開発イノベーションレビュー14、No.1(2019) 

1189 Caroline Ratcliffe et al., Insult to Injury: Natural Disasters and Residents’ Financial Health (Urban Institute, 2019). 
1190 エドガー・ウォルターズ、「『アパルトヘイトの形態』だ。ガルベストンは、氷河の10年後に公営住宅の再建をどのように停滞させたか」と述べている。 
テキサス・トリビューン、2018年4月16日。 

1191 Jesse M. Keenan et al., “Climate gentrification: from theory to empiricism in Miami-Dade County, Florida,” Environmental Research Letters 13 (2018): 054001. 
1192 議会調査局「連邦住宅支援プログラムと政策の概要」(2019年3月) 
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例えば、2020年1月、民主党の上院議員6人からなるグループがファニーメイとフレディマックに手

紙を送り、LMI世帯への融資における気候変動への耐性を考慮する責任を強調した。1193連邦政

府が支援する融資において、弾力性に基づく規範と基準を義務付けるほか、連邦住宅プログラム

によって、強靱性に基づく建設と改良をすべての世帯が利用できるようにするための技術的・財政

的支援を提供することができる。 

 

委員長のマキシン・ウォーターズ (D-CA)は、2019年住宅インフラ法(H.R. 5187)を導入したが、

法案は以下のHUD、USDA、米国財務省住宅プログラムへの予算配分を認めている。 

 

• 融資支援 USDAセクション504は、低所得の農村部の住宅所有者に対する融資と、コミュニティ開発

金融機関に対する米国財務省資金マグネット基金の支援を行っている。 

• 賃貸補助 HUD公営住宅キャピタルファンド、USDA農村部住宅サービス農村部多家族保

全・活性化実証事業、HUDセクション202高齢者向け住宅、HUDセクション811障害者向け

住宅。 

• 各種ブロック・グラント。 HUD住宅信託基金、アメリカ先住民住宅ブロックグラント、HOME投資パ

ートナーシップ・プログラム、コミュニティ開発ブロック・グラント。 

これらすべてのプログラムについて、法案は、水とエネルギー効率の改善に向けたグリーン住宅

投資に充当された資金の少なくとも10%を確保することを求めている。 この法案はまた、FEMA洪水緩

和支援グラント・プログラムに10億ドルを投じている。このグラント・プログラムは、全国洪水保険プログラム

に参加しているコミュニティの住宅と企業の洪水に対する回復力の向上を支援するものである。 下院民主

党は、インフラ法案「前進法」(H.R. 2)の第J部に住宅インフラ法を含めた。 

 

勧告:議会は、HUD、USDA、米国財務省、およびその他の連邦住宅支援プログラムに対する支援

を再度認可し、活用すべきであり、新規建設および改良のための融資が洪水、野火、その他の気

候リスクに対して強靱であることを確保すべきである。 連邦議会は、気候変動の影響を緩和し適応す

るために、手ごろな建設や改修を支援するために、国立住宅信託基金やコミュニティ開発金融機関基金を

含む住宅支援プログラム基金を増額すべきである。 議会はまた、気候変動の影響により、財産の被害、

住居の移転、または住宅コストの上昇に直面している世帯を支援するために、新しい住宅安定化基金を

設立すべきである。 

 

勧告:議会は、HUD、USDA、米国財務省、および連邦住宅イニシアティブを管理する他の機関が、

住宅支援機関およびコミュニティに対し、気候に強靱な住宅建設および手ごろな価格の住宅の改修

慣行の採用と実施を可能にするための明確な指針と技術援助を提供すること、ならびに、連邦住宅

ローンおよびグラントを通じて支援される住宅建設または改修が、洪水、野火、極度の暑さ、および

その他の気候に影響される災害に対して気候に強靱な規範と基準を使用することを確保することを

要求すべきである。 

 

勧告:議会は、FEMA洪水緩和支援グラント・プログラムに10億ドルを承認し、適切な予算を配分す

べきであり、また、マルチファミリー住宅、洪水の緩和と経済的負担可能性の問題のバランスをと

るアタッチド住宅、セミアタッチド住宅のための洪水緩和支援グラントを確保すべきである。 
 

1193 Brown、Whitehouse、Schatz、Van Hollen、Shaheen、Heinrich、Fannie Mae、Freddie Mac on Climate Risksへの書簡、2020年1月31日、https://www.banking.senate.gov/imo/media/d

oc/Fanine%20Freddie%20Letters%20Climate%20Risks.pdf。 
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これらの勧告の各々において、プロジェクトに対する連邦政府の支援受給資格は、強力な労働基準

(Buy America/nおよびDavis-Baconの一般的な賃金要件を含む)を満たし、すべての労働、環境、公

民権に関する制定法を遵守し、関連する場合にはコミュニティ給付協定およびプロジェクト労務協定

に署名する受給者であることを条件とすべきである。 

 

管轄：金融サービス委員会、農業委員会 

 

構成要素:農村コミュニティの回復力を高める 

 

農村部では、コミュニティや経済開発のスタッフや組織が不足していたり、助成金の執筆者やロビ

イストが彼らを支援する余裕がない場合には、公共資源の確保に苦労することがある。 また、連

邦政府のプログラムには柔軟性がなく、狭すぎて、コミュニティの複雑なニーズに対する変革的な

解決策を導くことができない場合も多い。 例えば、住宅の改善、インフラの近代化、コミュニティ保

健のニーズへの対応を目指す農村コミュニティは、レジリエンスを高めるために、複数の連邦補助

金や複数の連邦政府機関を横断するプロジェクト認可を追求する必要があり、それぞれに独自の

管理プロセスと適格性がある。 地方コミュニティは、包括的なコミュニティ開発能力を備えた申請者を対

象としたグラントを受ける資格がないことが多く、市街化した近隣住民との間で、連邦資金や技術援助の過

剰契約をめぐって競争に苦しんでいる。 多くの災害軽減プログラムは、人口密度と資産の優先順位を決め

る指標に重点を置いており、農村コミュニティは不利な立場に置かれている。 農村コミュニティの強靱性

を高め、あらゆる規模のコミュニティが直面する社会的・経済的課題の幅を広げるために、農村コ

ミュニティのニーズに意図的に焦点を当て、優先順位をつけるための国の取り組みが必要であ

る。 

 

アントニオ・デルガド下院議員(D-NY)は、2019年再建農村アメリカ法(H.R. 4874)を導入した。この

法律は、インフラ、主要な街路活性化、技能訓練と職業紹介、公共サービス、災害対応、持続可

能性、農村と都市の新たなつながりの確立を支援するプロジェクトを含む、農村コミュニティの活性

化と回復を支援するための複数年の柔軟なブロック・グラントを提供する農村未来パートナーシッ

プ基金を設立するものである。 

 

勧告:議会は、住宅強化、インフラ整備、技能訓練と職業紹介のためのプロジェクトを含む、強靱性

のための包括的かつ地域主導のコミュニティと経済開発を支援するため、農村コミュニティを支援

するための長期的な連邦投資を提供する新たなプログラムを創設すべきである。 議会はまた、貧

困が根強く残っている農村地域における住宅、廃水、公衆衛生上の問題に対処するためのグラン

トの利用可能性を高めるべきである。 プロジェクトに対する連邦政府の支援受給資格は、強力な

労働基準(Buy America/nおよびDavis-Baconの一般的な賃金要件を含む)を満たし、労働、環境、

公民権に関するすべての制定法を遵守し、関連する場合にはコミュニティ給付協定およびプロジェ

クト労務協定に署名する受給者であることを条件とすべきである。 

 

管轄：農業委員会 
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構成要素:家族と小規模企業の気候変動への準備と適応を支援する 

 

SBAは、中小企業向け融資のインセンティブを高めるために、金融機関に融資保証を提供してい

る。 SBA低利融資は、住宅所有者や借り手、事業主に対する長期的な災害復旧のための主要な

資金源である。1194 SBA融資の適格要件は、強靱な建設と再建を促進することを支援するもので

ある。例えば、SBAは、洪水被害の修復を行う借り手に対し、特別洪水ハザード地域内外にかか

わらず、水害保険を取得することを義務付けている。 

 

小規模企業は、土地、構築物、機械、設備などの主要な固定資産に対して、SBA保証付き融資プロ

グラムの多くを利用することができる。 エネルギーの使用と排出を削減する緩和措置や、気候変動の影

響に対してより強靱な改善を行うなど、気候変動問題に対処するための資本へのアクセスを求める小規模

企業にとって、SBA融資保証プログラムは実行可能な選択肢となり得る。 企業は、排出削減や再生可能

エネルギーの利用拡大のために費用のかかるエネルギーインフラ整備を検討している可能性があ

ることを認識し、SBA 504/CDC融資保証プログラムは、融資限度額を最大550万ドル、標準融資保

証よりも50万ドル高くなっている。1195 

 

また、中小企業振興センター、女性ビジネスセンター、SCORE、退役軍人ビジネス・アウトリーチ・セ

ンターとのパートナーシップを通じて、起業家の起業と小規模ビジネスの成長を支援するカウンセリ

ング・研修サービスを提供している。 全国に1,000を超えるセンターとサブセンターがあり、これらの資源パ

ートナーは、気候変動に対処しようとする企業に技術支援を提供し、支援を提供する立場にある。 

 

勧告:議会は、中小企業が気候変動に適応するのを支援するプロジェクトのために、銀行や他の

貸し手による融資を増やすようSBAに指示すべきである。 議会はまた、SBAに対し、気候変動の影響

を経験した、または経験するであろう小規模事業者に支援を提供し、自らのビジネスモデルがこれらのリ

スクを確実に考慮していることを保証するために、資源パートナーと協力するよう指示すべきである。 

 

管轄：中小企業委員会 

 
構成要素:緊急水域保護洪水地役権プログラムを拡大する 

 

USDA天然資源保護局(NRCS)緊急水域保護洪水平地役権プログラムは、地役権を取得すること

が生命と財産に対する脅威を低減するための最も経済的で効率的なアプローチである土地所有

者のための選択肢として創設された。 洪水平野の地役権は、水質、生息地、地下水の涵養など

の共同便益を提供しつつ、自然の洪水平野の機能を回復・維持することにより、洪水リスクの低減

に役立つ。 

復旧技術は、洪水の流れと貯留を回復し、浸食を抑制し、地役権の管理を改善する。 
 

 
1194 SBA「災害ローン援助:企業、民間非営利団体、住宅所有者、借り手に対する連邦災害ローン」 
https://disasterloan.sba.gov/ela/Home/Questions. 2020年6月アクセス。 

1195 SBA、「財政支援局:財源」、https://www.sba.gov/offices/headquarters/ofa/resources/4049。 2020年6月アクセス。 

https://disasterloan.sba.gov/ela/Home/Questions
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NRCSは、中西部の各州で広範かつ持続的な洪水が発生したことを受けて、 

イリノイ州アーカンソー、イリノイ州、アイオワ州、ルイジアナ州、ミネソタ州、ミズーリ州、ネブラスカ

州、ノースカロライナ州、サウスダコタ州、テキサス州、ウィスコンシン州における洪水により被害を

受けた土地の保全地役権の購入資金として2億1,750万ドルを拠出した。1197 

 

さらに、洪水に見舞われやすい地域における農業事業の縮小を支援するNRCSプログラムには、

流域・洪水予防プログラムや緊急水域保護洪水地役権プログラムがある。 ハリケーン・フローレ

ンス後、ノースカロライナ州農務消費サービス省は、NRCSプログラム資金を用いて、連邦地図上

の100年間の洪水原地帯内で、州の自主的な豚の洪水原地買取プログラムと廃水ラグーンへの

転換を実施した。1198 州は、被害地域が広範囲にわたるハリケーンからの支援要請に応えて、50

0年間の洪水原地帯内で事業を行うために、7,500万ドルの自主的買収プログラムを拡大するよう

要請した。1199 

 

勧告:議会は、NRCS緊急水源地保護洪水平野地役権プログラムへの資金を増額すべきであ

る。これは、連邦政府の災害宣言を待たずに、コミュニティがインフラと土地に深刻かつ長期に

わたる被害に迅速に対処し、気候危機の悪影響にコミュニティが対処できるよう支援するため

である。 

 

勧告:議会は、NRCS流域・洪水予防プログラムと緊急水域保護洪水平地対策プログラムを拡大

し、各州が、500年間の洪水平野を含め、洪水に見舞われやすい地域で農業経営のバイアウトと

廃棄物ラグーン転換を確立・実施することを支援する目的で、追加支援を目標とすべきである。 

 

農地のレジリエンスを高めるための追加プログラムは、本報告書の「気候管理慣行を通じた農業

炭素固定とレジリエンスの増加」の項に掲載されている。 

 

管轄：農業委員会 

 

構成要素:ストーム中の有害物質放出のリスクとコストを削減する 

 

2017年にハリケーン・ハーベイがテキサス州ヒューストン近郊に上陸した際、大雨は浸水地域

だけでなく、同市のブラウンフィールドやスーパーファンドの有毒廃棄物処理場にも浸水した。 

ハリケーン発生直後、EPAは空中画像を再検討し、懸念を持つ住民の関心事を確認した。 
 

1196 U.S. Department of Agrical, NRCS, "NRCS Offering in Emergency Funding to Restore Floodprone Lands: 11州が洪水平野の地役権に投資することを確認"、2019年7月24日、https://www.nrcs.u

sda.gov/wps/portal/nrcs/detail/national/newsroom/releases/-cid=NRCSEPRD1469823。 
1197 災害救助法、2019年追加予算、公開番号116-20 
1198 ノースカロライナ州農務消費サービス省「豚バイアウトプログラム」 
https://www.ncagr.gov/SWC/easementprograms/SwineFloodplainBuyout.html. 2020年6月アクセス。 

1199 ノースカロライナ州知事のロイ・クーパー氏、「ハリケーン・フロレンス復興勧告:より強く、よりスマートなコミュニティの構築」、2018年10月10日、https://files.nc.gov/ncosbm/documents/files

/Florence_Report_Full.pdf。 

https://www.ncagr.gov/SWC/easementprograms/SwineFloodplainBuyout.html
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つまりハーベイがテキサス州のスーパーファンド41カ所のうち13カ所に浸水し、「被害の可能性」

をもたらしたと疑われていたことである。1200 ハリケーンは、少なくとも340トンの大気中毒物質の

放出につながった。 これは、産業施設が自主的に提出した排出超過報告書による。1201 プエルト

リコでは、同年、ハリケーン・マリアが広範かつ長期的な被害をもたらした。 その中で、1979年以

降禁止されていた有害化学物質であるPCBの土壌中濃度は、嵐の後に3倍になったことが判明し

た。1202 同調査では、2018年に発生したハリケーン・フロレンスにより、地域住民の体内のPCB濃度が大

幅に上昇したことが明らかになった。1202ノースカロライナ州でも、デューク・エナジーの石炭灰サイト2ヵ所

が洪水に見舞われた。石炭灰は石炭燃焼の有毒な副産物であり、電力会社はしばしば大きな池に貯蔵

する。1203 

 

スーパーファンドとして知られる1980年総合環境対応・補償・賠償責任法(CERCLA)は、汚染者に、

米国最悪の有害廃棄物処理場における環境汚染の放出を浄化するための費用を負担させる。 こ

の責任は、施行以来、「神の行為」のみに起因する放出には付されておらず、その定義は、「例外

的、不可避的かつ不可抗力な性質を有する予期せぬ重大な自然災害その他の自然現象」であ

り、1204 ハリケーンその他の気候変動に伴う極端な気象現象が含まれる可能性がある。 この責任

免除は、極端な気象現象後の汚染の浄化を複雑にし、そのような現象における放出を防止するイ

ンセンティブを排除する。 

 

CERCLAはまた、EPAに対し、「有害物質の生産、輸送、処理、貯蔵、廃棄に関連するリスクの程度

と期間に見合った経済的責任の証拠」を確立し、維持するために、特定の種類の施設を特定するこ

とを求めている。1205 EPAは、2017年1月に、硬岩採掘施設が有害物質放出のリスクを低減するた

めに採用できる安全策を特定するため、これらの要件の第1項目を提案した。 この提案では、施設

はこれらのセーフガードを採用することにより、財政保証義務を軽減することができる。 この構造

は、環境汚染を回避するための施設の改善を促した。1206しかし同年後半になってEPAは、これらの

要件を最終化しないという決定を発表した。 

 

エネルギー・商業委員会のクリーン未来法（Climate Leadership and Environmental Action for the 

Nation's (CLEAN) Future Act）の討議草案のセクション621は、CERCLAの「Act of God」の定義を

変更し、ハリケーンやその他の気候変動関連の気象現象に伴う毒性放出にCERCLAの責任が適

用されることを明確にしている。1207 

 

このセクションはまた、EPAに極端な気象現象の間およびその後に汚染を放出するリスクのために

財政的責任要件を満たすべき施設のクラスを特定するよう義務付けることにより、現行法の財政的

責任要件を構築することを求めている。1208 

 
1200 Jason Dearen and Michael Biesecker, "Toxic Waste sites in Houston area," Associated Press, 9月3日。  
1201 米国環境保護庁、査察官事務所、報告書番号 20-P-0062「将来の災害時における大気質の懸念に対処するための緊急時計画の改善が必要」(2019年12月16日) 

1202 Christopher Flavelle, “’Toxic Stew’ Stirred Up by Disasters Poses Long-Term Danger, New Findings Show,” New York Times, July 15, 2019. 
1203 Will Doran とJohn Murawski, "Duke Energy は、ノースカロライナ州で新たな石炭灰の流出を確認する" The News & Observer, 2018 9月20日。 
1204 42 U.S.C.§9601 
1205 42 U.S.C.§9608. 
1206 82連邦準備銀行

 レギュレーション 3388. 

1207 Title VI, Section 621, CLEAN Future Act討議草案。 
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2017年に提案された財政的責任要件に関する規則では、EPAは、リスクとそれに見合った規

制上の負担を軽減するために、適応措置を講じることができるとされている。 草案は、EPA管理

者の決定に従って、最高レベルのリスクを提示する施設のクラスの優先順位付けをするようEPAに指示

している。 

 

クリーン未来法1209および下院民主党インフラ法第33151条「前進法(H.R.2)」の討議草案のセ

クション622では、汚染された物件の浄化および再利用のための資金提供を許可し、拡大さ

せている。 

 

勧告:議会は、気候変動に伴う極端な天候のために、工業施設や石炭灰池で発生する可能性のあ

る毒性放出について、CERCLAの下で財政的保証要件を確立すべきである。 

 

勧告:議会は、汚染された土地(ブラウンフィールド)の浄化と再利用のために、コミュニティ、州、部

族などに無償援助と技術援助を提供するために、EPAの資金を増やすべきである。 

 

管轄：エネルギー商業委員会 

 

構成要素:公共事業・経済調整支援グラント申請における気候耐性を考慮するための経済開

発局の直接的な対応策 

 

経済開発庁(EDA)は、経済的に困窮したコミュニティの雇用創出を支援するための「建設、非建

設、計画、技術援助、回転融資資金プロジェクト」のための無償資金協力を実施している。1210 議

会は、2020年度にEDA通常予算として前年度比10%増の3億3,300万ドルを供与した。1211 通常予

算で支出されたEDAグラント・プログラムは、(1)公共事業・経済開発施設、(2)石炭コミュニティへの

支援を含む経済調整支援(EAA)1212である。 

 

2014年に発表された最新の気候変動適応戦略において、商務省はEDAが「グラントを決定する際

の投資決定にレジリエンス(気候変動の影響に対するものを含む)をどのように組み込むかについ

ての内部ガイダンスを最終決定する」と指摘している。1213しかしながら、現行の2020年度EDA公

共事業およびEAA資金提供機会公告は、グラント申請の適格要件とプログラム上の優先順位を

定めており、気候のレジリエンスや災害の影響の緩和については言及していない。1214 

 
1208 Title VI、Section 621(b)、CLEAN Future Act討議案。 
1209 Title VI, Section 622, CLEAN Future Act討議草案。 
1210 EDA「資金提供の機会」、https://www.eda.gov/funding-opportunities/。

 2020年6月アクセス。 

1211 2020年連結歳出法、公報第116-93号、第I部B。 
1212 EDA「資金提供の機会」、https://www.eda.gov/funding-opportunities/。

 2020年6月アクセス。 

1213 Department of Commerce, Climate Change Adaptation Strategy(2014年6月)、http://www.osec.doc.gov/ofeq/Documents/OSEEP/Annual%20Rpts%20&%20Scrcards/Final%20DOC%20Adapta

tion%20Pla n_Final_2014-6-10.pdf。 
1214 「2020年度EDA公共事業・経済調整支援事業」 
https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=321695. 2020年6月アクセス。 

https://www.eda.gov/funding-opportunities/
https://www.eda.gov/funding-opportunities/
https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=321695
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勧告:議会は、EDAに対し、公共事業およびEAAグラント・プログラムに、災害前の緩和と気候の回

復力をプログラムの優先順位に含めるよう指示すべきである。 

 

管轄：運輸・インフラ委員会 

 

構成要素:公営企業のためのレジリエンス・ファイナンス基準の近代化 

 

政府出資企業(GSE)は、米国経済の特定のセクターへの信用の流れを強化するために設立された

準政府機関である。1215 例えば、ファニーメイとフレディマックは、納税者のドルで債務不履行に備

えた融資を保証している。 住宅ローンを巡る気候リスクの高まりは、つまり連邦政府系住宅ローン

市場に気候リスクを組み込んでいるということになり、金融機関の安定を脅かす可能性がある。 専

門家は、気候に起因する災害影響は、2008年の金融危機と同等である可能性があると警告してい

る。1216 しかし連邦政府が支援する融資がハザード保険やモニタリングによって十分に確保されて

いるかどうかを追跡する機関または監督機関はまだない。 

連邦政府保証融資の災害後のデフォルト率 GSEの融資基準では、住宅が洪水や野火のための連邦基

準を満たし、融資がこれらのリスクに対して保証されることを要求していることを保証するために、連邦政府の

行動が必要である。 

 

2020年度国防授権法(NDAA)は、2020年のNDAA制定以前の3年間に極端な気象現象の影響

を受けた民営化された軍住宅の財政的実行可能性の監査を義務付ける規定を含んでいる。121

7 GSEに対する同様の監査要件は、極端な天候や気候変動の他の影響に対する連邦政府担

保住宅ローンのリスクと財政的回復力の特性を明らかにするのに役立つであろう。 

 

勧告:議会は、GSEに対し、極端な天候の影響を受けた融資の財務的実行可能性の監査を実施す

るよう求め、洪水・山火事危険地域で連邦政府が支援する融資がハザード保険で保証されている

かどうか、また、ポートフォリオの融資に関する災害後のデフォルト傾向について報告すべきであ

る。 

 

勧告:連邦議会は、GSEに対し、連邦政府の洪水および野火の基準を新規融資の融資基準に適

用するよう要求すべきである。 

 

管轄：運輸・インフラ委員会、農業委員会、金融委員会 
 

 

 

 
 

1215 Federal National Mortgage AssociationとFederal Home Loan Mortgage Corporationは、住宅ローンの流通市場を支援する。 連邦住宅ローン銀行は、貯蓄金融機関、銀行、保険会社、信用組

合が住宅やコミュニティ開発のための融資を行うのを支援する。 農業信用銀行、農業信用銀行などの農業信用制度は、農業に対する資金援助を行っている。 連邦農業抵当公社はまた、農業信

用システム機関であり、米国農務省が保証する農業不動産、農村住宅ローン、および一部の農村公益事業貸付の流通市場を提供している。  

1216 Amine Ouazad and Matthew E. Kahn, Mortgage Finance in the Face Of Rissing Climate Risk(米国経済調査局、2019年9月)、https://www.nber.org/papers/w26322.pdf. 
1217

 3016, 2020年度NDAA, H. Rept. 116-333, 116th Congress, www.congress.gov/116/crpt/hrpt333/CRPT-116hrpt333.pdf. 
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構成要素:気候に強靱な投資の将来価値を説明する 

 

レジリエンス・プロジェクトに資金を提供する多くの連邦プログラムでは、割引率(異なる期間に生

じる便益と費用を共通の現在価値に変換するために使用される利率)に基づく便益-費用分析方

法を用いて、資金を受け取るための条件として費用対効果を決定する。 費用対効果の高いプロ

ジェクトとは、将来の便益が費用を上回るプロジェクトである。 割引率が高いほど、将来の便益の

計算値は低くなる。 

 

GAOは、気候変動がより顕著になるにつれて、気候変動に対する強靱性プロジェクトからの恩恵

が将来に向かう可能性があると指摘している。1218 気候変動管理予算局(OMB)のガイダンスで

は、世代を超えた恩恵とコストを比較する際に、特別な倫理的配慮が必要であるとし、政府機関に

対し、より低い割引率を検討するよう勧告している。1219 FEMAの国家諮問委員会は、7%の割引率

は時代遅れであり、人為的に高いと結論づけている。このことは、将来的に利益が発生する可能

性がある場合、費用対効果の高いハザード緩和努力に対する重大な障害となっている。1220 理事

会は、FEMAが、ハザード緩和投資の便益の将来価値をより正確に反映し、連邦政府の長期投資

または自然災害の緩和に積極的に取り組んでいる他国の慣行と整合させるために、割引率を2~

3%または-1%に下げることを勧告している。1221 

 

勧告:議会は、FEMAに対し、OMB Circular A-94のAppendix Cに掲載されているように、将来の危

険性の緩和における投資の価値をより正確に反映させるために、年1回更新される割引率を便益

-費用計算に使用するよう指示すべきである。 

 

管轄：運輸・インフラ委員会 

 

構成要素:強靱な投資を奨励するための税法改正 

 

毎年、数十億ドルの納税者が災害復旧に費やされているにもかかわらず、連邦議会は、ハザード

の軽減を奨励するための連邦税優遇措置をほとんど提供していない。 FEMAは、スタッフォード法

および災害前緩和グラント・プログラムに基づく住宅および建築物の改修に対して、連邦税控除の

対象となるが、住宅および建築物をより強靱にするための州および地方からの助成金および民間

の助成金は、この免除の対象とはならない。 いくつかの州では、こうしたタイプの緩和グラント・プログラ

ムを成功させている。これには、建物の耐震性を高めるためのカリフォルニア・ブレース・ボルト・プログラム、

極端な風やハリケーンに対してより強靱な住宅を整備するためのアラバマ・ホームズ・ストレンター・グラン

ト、ノースカロライナ州保険引受協会の「ローフ・ウィンド緩和プログラムの強化」などがある。 現行の税法で

は、これらの州の補助金プログラムの受給者は、補助金の額の納税義務を負い、緩和コストを賄うために利

用できる資金の額を減らす。 
 

 

 
 

1218 GAO-20-127「気候耐性:優先度の高いプロジェクトのための戦略的投資アプローチ」 Government Accountability Office, 1218, GAO-20-127は、目標とする連邦資源に役立つ可能性がある(2019年10

月)。 
1219 OMB Circular A-4, Regulatory Analysis(2003年9月17日) 
1220 FEMA、国家諮問評議会、FEMA総裁への諮問評議会報告書(2019年11月)。 
1221 同上 
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マイク・トンプソン(D-CA)とケン・カルバート(R-CA)の両議員は、2019年の災害損失軽減インセン

ティブ・タックス・パリティ法(H.R.5494)を導入した。これにより、風雨、地震、および野火による被害

を回避する目的で、州ベースの災害損失軽減プログラムに基づく補助金に対する個人の納税義

務が撤廃されることになった。 下院民主党は、この税制改革をインフラ法案の第90501条「前進法」(H.R.2)

に盛り込んだ。 

 

 ガス・ビリラキス(R-FL)下院議員と チャーリー・クリスト(D-FL)下院議員は、SHELTER法(H.R. 346

2)を導入した。これにより、個人および小規模事業者は、適格なハザード緩和費用の25%を、1納税

者当たり年間5,000ドルを上限として償却することができるようになった。 上院議員 マイケル・ベネット

(D-CO) とビル・キャシディ(R-LA) は、同じ法案を提出した(S. 1958)。 

 

勧告:連邦議会は、洪水、野火、地震、風雨の危険に対する住宅および事業を強化するプロジェクト

に対し、州および地方の災害軽減グラントを連邦所得税目的で非課税とするため、連邦税法を改正

すべきである。 

 

勧告:連邦議会は、洪水、野火、風雨に耐えられるよう、住宅と建物を強化するための危害緩和のた

めの支出について、個人と小規模事業者に税額控除を提供すべきである。 

 

管轄: 歳入委員会 
 

 

強靱な災害復旧の加速  

過去25年間で災害復興支出に占める連邦政府の割合が増加するにつれて、州政府と地方政府

は、連邦災害援助により大きく依存するようになった。 復興はより複雑になり、当局は複数の部門、省

庁、プログラムに分かれており、それぞれに固有の行政上の要件、制約、スケジュールがある。 プログラム

は、目的を超えて、相反する可能性のある要件と機能することがあり、生存者やコミュニティにとっ

て、迅速で回復力のある復旧を妨げる障壁となっている。 将来の災害に対する国家の回復力を高

めるための連邦投資戦略に関するGAOの提言を受けて、2019年8月に、1222 MitFLGはNMISを発表

した。1223 NMISは、災害発生時に迅速かつ完全な復旧を可能にし、保険契約者にリスクを軽減する

ための報酬を与える緩和グラントおよび融資と保険を組み合わせることを含め、コミュニティがあら

ゆる公的資金および民間資金を利用できるように、資金要件とインセンティブを整合させることを目

指している。 

 

災害が発生すると、保険未加入の損失によって、生存者が再建し、住宅ローンの支払いを続けるこ

とがより困難になる。 ハリケーン、ハーベイ、イルマ、マリアの後、テキサス州とフロリダ州の被災地では住

宅ローンの深刻な延滞率が3倍になり、被災者の1%未満しか洪水保険に加入していなかったプエルトリコで

は4倍になった。 
 

 

 

 
 

1222 GAO-15-515、政府説明責任局、ハリケーン・サンディ:投資戦略は、連邦政府が将来の災害に対する国家の回復力を強化するのに役立つ可能性がある(2015年7月)。 
1223 MitFLG、国家緩和投資戦略(2019年8月) 
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ハリケーン・ハーベイからの無保険被災者は平均4,000ドルの個人支援を受けていた。1227、一方、

保険被災者は平均10万ドル以上の支払いを受けていた。1228 

 

このセクションでは、連邦政府の危害緩和・復興プログラムの整合化、連邦政府の保険スキームの

強化、民間の保険能力の活用により、連邦政府の政策が災害復興を加速させる方法について検討

する。 

 

構成要素:災害復興のためのコミュニティ開発ブロックグラントを永続的に承認 

 

HUDはコミュニティ開発ブロックグラント・災害復興プログラム(CDBG-DR)を管理しており、大統領が

宣言した災害の際にFEMAやその他の連邦政府の災害復興プログラムでは満たされないニーズに

対応するための資金を提供している。 広範な復興活動に資金を提供するプログラムの柔軟性により、H

UDは、スーパーストーム・サンディ以降の数年間、CDBG-DR基金を国の再建と耐性強化に配分し、フィラン

ソロピー的パートナーシップを動員することができた。1229 

 

その規模、柔軟性、革新的な適用にもかかわらず、CDBG-DRファンドは常設プログラムではな

い。 災害補正予算の都度、HUDは、各資金トランシェの要件と免除を定めた連邦公報を発行する。 受給

資格要件は配分ごとに変化するため、受給者は、2005年のハリケーン「カトリーナ」以降、HUD C

DBG-DRプログラムによって発表された60件以上の連邦公報を参照した上で、復興プログラムを

設計する必要に迫られている。 この臨時的で過度に官僚的な制度は、助成金受給者の要件や

免除の違い、助成金受給者間の混乱や欲求不満、災害が発生してからCDBG-DR基金が現地の

コミュニティに届き始めるまでの数カ月または1年以上の遅れをもたらす。 この遅れは、生存者の

不確実性と人類の苦しみを悪化させ、より強靱な回復を保証する重要な機会を逃している。 2020

年3月現在、CDBGDRポートフォリオには、34の州と地域、30の地方自治体に137件、総額900億ドル近いグラン

トが含まれている。1230 HUDは、災害復興とコミュニティの強靱性を支援し、コミュニティの強靱性計画を支援

し、大規模災害後のグラント受益者の行動計画策定を支援するために、単一の事務所を設立する必要があ

る。 
 

 

1224 Amy Gromowski, "The Impact of Natural Catastrophe on Mortgage Delinquency", CoreLogic Insights, 2018年9月28日、www.corelogic.com/blog/2018/09/the-inpact-of-Natural-catastrophe

-on-mortgage-delinky.aspx.
 2020年6月アクセス。  

1225 Michael Gerrity, “Mortgage Delinquencies Tripled in Recently Affected Natural Disaster Regions in U.S.,” World Property Journal, January 30, 2020. 

1226 Leslie Scism and Nicole Friedman, "Hurricane Maria Exposes a Common Problem for Puerto Rico Homeowners: No Insurance" The Wall Street Journal, 9月20日。 
1227  U.S. Department of Homeland Security, Science & Technology, “Snapshot: S&T Supports FEMA with Comprehensive  Flood Insurance Report,” September 7, 2018, https://www.dhs.gov/science

-and-technology/news/2018/09/27/st-supportsfema-comprehensive-flood-insurance-report. 
1228 同上 
1229 HUD, “Rebuild by Design,” https://www.hudexchange.info/programs/cdbg-dr/rebuild-by-design/; HUD, “National Disaster Resilience,” https://www.hudexchange.info/programs/cdbg-dr/resili

ent-recovery/.
 2020年6月アクセス。 

1230 HUD「コミュニティ開発ブロック無償災害復旧概要」2020年3月5日、 
https://files.hudexchange.info/resources/documents/CDBG-Disaster-Recovery-Overview.pdf. 2020年6月アクセス。 

https://www.corelogic.com/blog/2018/09/the-impact-of-natural-catastrophe-on-mortgage-delinquency.aspx
https://www.hudexchange.info/programs/cdbg-dr/resilient-recovery/
https://files.hudexchange.info/resources/documents/CDBG-Disaster-Recovery-Overview.pdf
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アル・グリーン下院議員(D-TX)とアン・ウェーガー下院議員(R-MO)は、2019年の災害復興改革法

(H.R. 3702)を導入した。これにより、HUD長官は、コミュニティ開発ブロック無償災害復興プログラ

ムの下、州、プエルトリコ、地方政府、部族に災害支援を提供する権限を与えられた。 同法案は、

2019年11月に衆議院で可決された。 

 

勧告:議会は、HUD CDBG-DRプログラムを永続的に承認し、HUD内に災害復興・回復力のあるコミ

ュニティ事務所を設置すべきである。その際、中所得層の生存者を減らし、資金が公平に配分さ

れ、最も被害を受けやすいコミュニティに利益がもたらされるようにするために、資金と技術援助を

優先する。 

 

プロジェクトに対する連邦政府の支援受給資格は、強力な労働基準(Buy America/nおよびDavis-B

aconの一般的な賃金要件を含む)を満たし、労働、環境、公民権に関するすべての制定法を遵守

し、関連する場合にはコミュニティ給付協定およびプロジェクト労務協定に署名する受給者であるこ

とを条件とすべきである。 

 

管轄：金融サービス委員会 

 

構成要素:移転支援を求める低・中所得世帯の公平な待遇の確保 

 

災害後の移転支援を求めているLMI（中低所得者）家族が直面している最大の課題のひとつは、手

頃な価格で、通勤距離内の仕事、学校、保育、重要な社会的・家族的ネットワークを備えた、同等の

代替住宅を見つける必要性である。 暴風雨で家屋が損壊した多くのLMI世帯では、その資産価値が地

域の市場の状況に追いつかなかったり、暴風雨による被害の増加や繰り返し、保険費用の増加によって

減価されていたかもしれない。 

 

統一移転支援・不動産取得政策法は、不動産を取得した人、または連邦政府が資金を提供する

プロジェクトによって避難した人に対して、単なる補償や移転支援を含め、重要な保護と支援を提

供している。 1231 しかし、この法律の恩恵の多くは、FEMAの災害復旧・災害軽減プログラムの下で、移転を

求めるか、自発的なバイアウト・リロケーション・プログラムに参加している世帯には利用できない。 

 

勧告:議会はRobert T. Stafford災害救助・緊急援助法を改正し、連邦の災害復興支援を求めている

LMIの人々に、危険性の低い地域の同等の代替住宅に転居させるための保護と支援を提供すべき

である。 

 

管轄：運輸・インフラ委員会 
 

 

 

 

 

 
1231 42 USC§4601以降 
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構成要素:州、地方自治体、部族、地域が公共施設のための安価な保険に加入できる

よう支援する 

 

Robert T. Stafford災害救助緊急援助法(P. L. 93-288、改正)は、生活保護(PA)助成金を受給する

条件として、公共建物、車両、設備など付保可能な対象物の保険に加入し、保険の「種類と範囲」

が合理的に利用可能であることを求めている。1232 例えば、ハリケーンによる被害を受けた学校や

市街地建物などの公共施設は、洪水や風害に対する保険を受けることが期待される。 さらに、申

請者は、将来の災害においてPA資金を受ける資格を得るために、これらの施設に対する保険を

維持しなければならない。1233 FEMA検査官事務所(OIG)は、FEMAのプログラム申請者が保険要

件に適合していることを確認しないことにより、実際に保険を付保するインセンティブを低下させて

いると結論付けた。FEMAの保険要件に適合していないことを確認した1235 FEMA OIGは、2001年

以降、災害救助基金から最大178億ドルを受け取った公共建物を、FEMAがコンプライアンスを追

跡する能力に欠けるため、保険要件に適合していないまま再生していることを発見した。1236 

 

コミュニティは、特に、リスク意識を高め、保険の能力を制約するような破滅的な災害の後、保険

料負担能力の問題に直面する可能性がある。 コミュニティが連邦政府の保険要件を満たすことを

支援する機会が存在する。一方、最もリスクが高く、繰り返される災害に直面している人々が、災

害のサイクルを断ち切る強靱な復興を支援するための資金を効率的かつ迅速に利用できるように

する。 

 

勧告:議会は、州、地方政府、部族、地域が、コミュニティ・ベースのバイアウト、移転、再定住プロジ

ェクトに支払いが義務付けられる保険料や控除の支払いのために、素因となる緩和基金や災害復

興基金を利用することを認めるべきである。 

 

勧告:議会は、MitFLGに対し、達成可能なコスト削減と効率性を特定するために、さまざまな危険に

直面している州、部族、コミュニティの間で、カタストロフィー債、パラメトリック保険、公共気候リスク

プールなどの革新的な保険アプローチを利用する機会を調査するよう指示すべきである。 

 

管轄：運輸・インフラ委員会 

 

構成要素:緩和を推進し災害復興を加速させるための気候リスクに対する公的資産の確

保 

 

災害後、保険料の支払いは、往々にして災害から時宜を得た完全な復旧を支援する最も効率的な

方法である。 また、信用格付機関は、災害リスクを次のように要因としている。 
 

1232 42USC§5154、44 CFR 206.252、及び44 CFR 206.253を参照のこと。 
1233 42 USC§5154(b) 
1234 FEMA、I-01-01検査総局、生活保護プログラムの保険購入要件の遵守 
(2001年1月) 

1235 U.S.Department of Homeland Security, Office of Inspector General, OIG-12-18, FEMAの公衆追跡プロセス 
支援保険の要件(2011年12月) 

1236 米国国土安全保障省検査官事務所OIG-17-50-VR、検証レビュー: FEMAの欠如 
生活保護保険の要件を追跡するためのプロセスにより、数十億ドルの租税が危険にさらされる(2017年6月9日)。 
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地方自治体の信用格付けは、コミュニティが債券を返済する財政的義務を維持しつつ、通常の業

務を回復・再開するために必要な流動性を持つことを示すためには、保険の役割が不可欠であ

る。 最も重要なことは、リスクを評価し、保険ソリューションを構築するプロセスによって、保険対

象資産に対するリスクの真の状態が明らかになることである。これにより、コミュニティは、リスクと

保険コストを削減するために、自らの計画、規範、基準を調整することができる。 これは、保険目的

でリスクを分析する単なる構造化プロセスが、災害や保険金請求を一度も受けなかったとしても、コミュニ

ティに定量化可能な利益をもたらすことを意味する。 

 

FEMAの生活保護プログラムは、現在、国や地方自治体のための無制限無保険料保険として機

能しており、自主保護を妨げ、国や地方自治体が行う危険な決定を納税者に負担させている。 保

健施設、学校、公共安全施設など、最も重要で保険の効く地域社会の資産の民間保険市場への移行を

段階的に進めることにより、地域社会は、土地管理・計画の改善、保険の購入、危害緩和への投資な

ど、自らのリスクを管理するよう奨励される。 

 

勧告:保険の対象となる公共資産への気候影響のリスクとコストを低減し、最前線のコミュニティの

保護を優先するために、連邦議会は、FEMAに対し、気象危機に対する保険適用をインセンティブ

として、学校、公衆衛生施設、公衆安全施設を含む職員法カテゴリーEの資産(公共建築物および

インフラ)を対象とし、それらの資産をカバーするために利用可能で入手可能な保険の傾向を調査

し、議会に報告する戦略を策定するよう指示すべきである。 さらに、連邦議会は、FEMAに対し、ス

タッフォード法カテゴリーEファンドに適格な資産をカバーするためのパラメトリック保険やカタストロ

フィー債のような革新的なリスク移転メカニズムの使用を評価し、報告するよう指示すべきである。 

 

管轄：運輸・インフラ委員会 

 

構成要素:家族が極度気象保険を受けるのを手助けする 

 

ハリケーンや熱帯性暴風雨の後、洪水保険でカバーされる可能性のある洪水被害と、洪水保険

ではカバーされないが、住宅所有者の保険でカバーされる可能性のある風害とを区別することは

困難である。 山火事の多い州の資産保険会社は、その影響を受けやすい地域で、どの程度の財産リス

クをとる意思があるか、または市場から全面撤退することを検討しているのは、潜在的な市場の失敗の可

能性につながる。1237緊急・リスク管理者は、地震を含むあらゆる自然災害から不動産所有者やコミュニティ

をカバーするオールハザード保険の開発を推奨している。 連邦政府は、国家洪水保険プログラム(NFI

P)および職員法生活保護プログラムの義務的購入要件を満たす全危険保険を開発し、そのよう

な全危険保険商品を民間保険者から直接購入できるようにする部分で保険会社と協力できる機

会がある。 

 

勧告:議会はFEMAに対し、保険業界の専門家と協力して、すべての自然災害をカバーする民間の

保険会社から直接購入することができ、洪水保険および災害復旧プログラムに対する連邦政府の

義務的購入要件を満たすことができる全危険保険プログラムの創設を支援するよう指示すべきで

ある。 
 

 

1237 California Department of Insurance, The Availability and Affordability of Wildfire Loss in High-Risk Areage in High Risk Area of California: CDI Summary and Proposed Solutions (2018年1月)。 
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管轄：金融サービス委員会 

 

構成要素:自然の利点を高めるための買取り地の復旧 

 

過去30年間にわたり、FEMAは5万8,000件を超える洪水被害を受けた資産の取得に資金を提供し

てきた。1238被害を受けた人々や財産を被害から遠ざけ、開放された洪水被害を受けやすい土地を

永久に開放的な空間として維持することで、買取はコミュニティや財産所有者にとって頻発する、あ

るいは壊滅的な洪水による経済的・感情的な被害を軽減することに貢献している。 買収はまた、水

道事業や都市サービスの提供、不動産所有者への保険費用、避難、生存者のシェルター、瓦礫撤

去などの災害費用など、継続的な洪水平野占有に伴う混乱やコストを削減する。 修復された洪水平

野は、レクリエーション、復元された湿地、その他の重要な沿岸や水辺の生息地のための開放的な空間を創

出することができ、これらは、財産価値や生活の質を高めることができる。 

 

しかし、連邦政府の買取プログラムは、もはや不要となったスラブ、道路、その他のインフラの

撤去、および暴風雨水の改善と洪水リスクの低減のための生息地と自然サービスを提供する

ための買い取った土地の復旧のための資金を一貫して提供しているわけではない。 

 

勧告:連邦議会は、買取プロジェクトの一環として、洪水平野、沿岸、河川の復旧プロジェクトを支

援するため、FEMA洪水緩和支援プログラムへの資金を増額すべきである。 これらの生態系回復

活動のための追加的なコストは、買取プロジェクトの便益-費用比率には算入されないはずであ

る。 議会はまた、開かれた土地の継続的な管理・維持のために、開かれた土地信託または同様の取り決

めを設立するために、SLTTが洪水緩和支援グラントおよびBRICグラントを利用できるようFEMAに指示すべ

きである。 議会はUSACEに対し、生態系回復プロジェクトの計画、設計、実施を支援するための技

術支援を提供するよう指示すべきである。 

 

プロジェクトに対する連邦政府の支援受給資格は、強力な労働基準(Buy America/nおよびDavis-B

aconの一般的な賃金要件を含む)を満たし、労働、環境、公民権に関するすべての制定法を遵守

し、関連する場合にはコミュニティ給付協定およびプロジェクト労務協定に署名する受給者であるこ

とを条件とすべきである。 

 

管轄：金融サービス委員会、運輸・インフラ委員会 

 

構成要素:気候耐性のためのコミュニティのより良い復興を支援 

 

2018年超党派予算法において、議会は、プエルトリコおよび米国バージン諸島のインフラを修理

し、代替するための柔軟性をFEMAに与え、災害前の状況にかかわらず、レジリエントな設計お

よび特徴を組み込んだ。1239 しかし、この柔軟性は、学校、病院、公共施設などの重要な資産お

よびサービスにのみ認められ、道路、橋、対洪水インフラや公的住宅などのノンクリティカル資産

には適用されない。 

 
1238 FEMA, “OpenFEMA Dataset: Hazard Mitigation Assistance Projects - V2,” https://www.fema.gov/openfema-datasethazard-mitigation-assistance-projects-v2.

 2020年6月アクセス。 
1239 超党派予算法(2018年)、パブL第115-123号 

https://www.fema.gov/openfema-dataset-hazard-mitigation-assistance-projects-v2
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また、プエルトリコにおける最近の地震など、2017年以降に宣言された災害による被害に対しては、議会

の動きがなければ、この支援を適用することはできない。 

 

下院議員のステーシー・Ｅ・プラスケット (D-VI)とジェニファー・ゴンザレス-コロン(R-PR)は、2020年

回復力強化法(H.R. 5756)を導入し、道路、橋、港湾、空港、手頃な価格の住宅、雨水インフラなど、

島が復興するにつれて、この追加的な回復力支援の対象となるインフラを拡大した。これにより、災

害復興への将来の納税者投資の必要性を最小限に抑えることができる。 また、バージン諸島やプエ

ルトリコで2022年度までに宣言された大規模災害にも、この追加支援を適用する。 

 

勧告:連邦議会は、FEMAに対し、気候危機による異常気象を含む自然災害に対して、コミュニティが

被害を受けた公共建築物やインフラを復旧できるようにするよう指示すべきである。 

 

管轄：運輸・インフラ委員会 

 

構成要素:山火事や洪水からの生態系の回復と回復を加速する 

 

山火事の後、土地は土壌の安定を支える植生がないために侵食されやすくなる。 さらに、山火

事後の雨は、その地帯が雨や洪水を吸収することが少ないため、土壌流出の割合が高くなる可

能性がある。 この流出量の増加は、安定した植生の喪失と相まって、急激な洪水、浸食、そし

て、生命と財産の損失を伴うコミュニティ全体を脅かす可能性のある土地や土砂崩れの状態を生

み出す可能性がある。 更生と保護の取り組みは、さらなる被害を回避するために迅速に行われる必要が

ある。 

 

NRCS緊急流域保護(EWP)プログラムは、山火事や洪水などの災害後に、コミュニティが土地や建

築環境への被害を迅速に軽減できるように設計されている。 EWPは、生命や財産に対するリスクを軽

減し、適用される技術基準を満たし、環境的にも経済的にも健全であることを実証するプロジェクトに資金を

提供するために、州または連邦の災害宣言を待って発動される必要はない。 EWPの有効性を制限する障壁

の1つは、プロジェクトの承認や資金が遅すぎて、コミュニティや土地管理者が、山火事後の地滑りや浸食

のリスクを低減するための対策など、被害を軽減するプロジェクトを迅速に実施することができない可能性

があることである。 コミュニティがプロジェクト承認前に速やかに実施できる、償還可能な流域復旧

措置を特定するための連邦措置が必要である。 

 

ジョン・カーチス下院議員(R-UT)とジョン・ガラメンディ下院議員(D-CA)は、2020年のMaking 

Access To Cleanup Happen (MATCH) Act of 2020(H.R. 5627)を導入した。これは、プロジェ

クト契約の実施前に現地のプロジェクトスポンサーが被る可能性のある緊急の流域保護対

策と、プロジェクト契約の前に現地のスポンサーが被る可能性のある経費に対して信用供

与を受ける手続きを特定するものである。 

 

勧告:連邦議会は、緊急流域保護措置の合意前費用に関して1978年農業信用法を改正し、USD

A NRCSに対し、スポンサーがEWPプログラムの下で契約を締結する前に、コミュニティがさらな

るリスクと危害を緩和するために、野火や洪水の後に迅速に行動できるように、現地プロジェクト

の資金提供者がこれらの経費に信用を供与する手続きを確立して償還可能な費用を負担する

可能性のある緊急流域保護措置のリストを作成するよう指示すべきである。 
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管轄：農業委員会 
 

 
 

NFIPは、連邦政府が支援する洪水保険を提供し、米国の洪水平野の地図を作成し、洪水平野管

理基準の採用を通じてコミュニティの洪水リスクの低減を支えている。 地域社会は、連邦洪水保

険へのアクセスを確保するためにNFIPに参加し、その見返りとして、洪水リスクを低減するための

最低基準を採択する。 FEMAは、コミュニティに対して連邦政府の最低基準以上の基準を採用す

るよう働きかける。1240 連邦保証融資の借入人は、過去の洪水の記録に基づいて、ある年に洪水

の可能性が1%ある「100年洪水平野」に相当する特別洪水ハザード地区(SFHA)に所在する資産に

ついては洪水保険を取得しなければならない。 

 

ほとんどのNFIPポリシーの保険料率は、実際の洪水リスクを反映することを意図している。 しか

し、連邦議会は、FEMAに対し、コミュニティ初の洪水保険料率マップの作成前に建てられた物件に対する

洪水保険への補助を指示した。 連邦議会はまた、保険契約者が経験する可能性のある増加に上限

を設けることで、前年同期比の大幅な変動を減らそうとした。 結果として、このプログラムは、予想さ

れる保険金を支払い、支払不能を回避するために、民間保険会社に要求される現金準備金を常に有して

いるとは言えないことになった。 プログラムは債権の支払いのために時々借り入れを行っていたが、

2005~2006年のハリケーン「カトリーナ」の季節に借入金を大幅に増加させるまで、一貫して返済す

ることができていた。1241 その結果、カトリーナではさらなる借入が行われ、プログラムを借金状態

に陥れた。1242 2017年10月、NFIPの債務160億ドルが取り消され、ハリケーン「ハーベイ」、「イル

マ」、「マリア」に関する請求を支払うことが可能になった。1243 現在、NFIPは米国財務省1244に対し

て205億ドルの債務を負っている。 

 

このセクションでは、NFIPが、現在の洪水リスク、透明性のあるリスク価格、保険契約者のリスク

軽減に役立ち、気候危機の最前線にいる人々の手の届く範囲内で資源をもたらす現行の洪水リ

スクに関する実用的な情報を提供し続けることを保証するための提言を提供する。 
 

 

 

 

 
 

1240 44 CFR 60.1(d) 
1241議会調査局「全国洪水保険制度(NFIP)入門」(2019年12月) 
1242 同上 
1243 災害救助要件追加支出法、2017、Pub L No. 115-72、Title III、§308。  
1244 政府説明責任局、「ハイリスク・シリーズ:全国洪水保険プログラム」、https://www.gao.gov/highrisk/national_flood_insurance/why_did_study。 2020年6月アクセス。 

気候耐性のための国家洪水保険プログラムの強化 

https://www.gao.gov/highrisk/national_flood_insurance/why_did_study
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構成要素:FEMAと国家洪水保険プログラムが提供する洪水リスク情報の強化 

 

NFIPは、土地利用管理と保険購入要件の主要基準として、1%の年率(または100年)の洪水発生可

能性を使用している。 NFIPは、気候に関連した暴風雨や洪水の頻度と深刻さの変化をよりよく反映

するために、1%の年率で洪水が起こる可能性を越えて生じる洪水リスクの階調を含む、より詳細な

情報を提供する必要がある。 また、米国の水路や海岸線の半数以上の洪水ハザードは未だマップ

化されておらず、気候変動による降水量の増加に伴い、洪水ハザードはさらに悪化することが複数

の研究により示されている。1246 洪水リスクを分析し、全国のコミュニティ全体の洪水リスク情報を公

に利用可能にすることにより、地域社会や住民は、土地利用、ハザード緩和、緊急時管理、対策戦

略について、より多くの情報に基づいた意思決定を行うことができるようになる。 

 

気候変動が連邦政府の保険プログラムに及ぼす影響に関する懸念の高まりを受け、GAOは、気

候変動がNFIP.1247に与える潜在的な長期的な財政的影響を分析するよう勧告した。この分析で

は、2100年までにSFHAsが45~55%増加すると予測されたが、全国的には大きなばらつきがある。

開発、災害後の復興、さらにはどこで自宅を買うべきかについての意思決定に情報を提供するた

めに、連邦政府のプログラムマネージャー、州・地方の指導者、一般市民が、将来の洪水リスクに

関する詳細な情報を必要としている。 

 

委員長の マキシン・ウォーターズ(D-CA)は、2019年国家洪水保険プログラム再認可法(H.R.3167)

を導入した。これにより、2019-2023年度の各年度に5億ドルを提供し、NFIPマッピングを更新・拡

大する。 

 

勧告:議会は、気候変動による嵐と洪水の頻度と深刻さの変化を考慮に入れたNFIP洪水ハザードと

リスク情報の技術的完全性と有用性を高め、確保するために、NFIPマッピングと直接FEMAのため

の資金を増やすべきであり、マップの更新と維持、洪水リスク分析とマッピングの米国全体への拡

大を行うべきである。 

 

勧告:議会は、FEMAに対し、洪水ハザードとリスクに関する情報とともに、アクセス可能で多言語の

教材を開発・配備するよう指示すべきである。これは、一般市民やコミュニティの指導者が洪水リス

クに関する情報を解釈し、洪水リスクの分析、推定、予測の限界を理解するのを助けるためである。 

 

勧告:議会は、FEMAに対し、複数のプラットフォームにわたって機能し、現在及び将来の沿岸及び

内陸部の洪水ハザードの分析を支援する動的、デジタル、公共的な環境において洪水リスクデータ

を収集、作成、共有するよう指示すべきである。 

 

1245 州洪水対策管理者協会、国の洪水マッピング:国のNFIP洪水マップインベントリを完成・維持するためのコスト分析。 (2020年1月)、https://asfpm-library.s3-us-west- 2.amazonaws.com/FSC/Ma

pNation/ASFPM_MaptheNation_Report_2020.pdf。 

1246 Cindy L. Bruyère, et al., "Physically-based landfalling tropical cyclone scenarios in support of risk assessment," Weather and Climate Extremes 26 (2019): 100229. 
1247 GAO-07-285「気候変動:10年後の連邦・民間保険会社への金融リスクは潜在的に重要である」(2007年3月) 1247 Government Accountability Office, GAO-07-285)。 
1248 AECOM「2100年までの国家洪水保険プログラムにおける気候変動と人口増加の影響」 
(2013年6月)https://www.aecom.com/fema-climate-change-report/。 
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 将来の洪水リスクに関する情報は、コミュニティと一般市民が、住宅購入やインフラの立地・設計に関する

意思決定を支援するために、将来30~50年後の洪水リスクの予測を見ることを可能にするはずである。 こ

の情報は、連邦政府が支援する融資については、購入者が保険コストの軽減と変更を必要とする可能性

のある現在および将来のリスクの両方を理解できるように、公的に利用可能であり、借入者に開示される

べきである。 

 

管轄：金融サービス委員会 

 

構成要素:住宅や小規模事業者を無保険の洪水から守る 

 

NFIPの50年間の歴史の中で、コミュニティは洪水保険料率マップを使って、地図上の洪水平野や

その周辺の土地利用の開発や管理を行ってきた。 残念なことに、コミュニティ、開発者、住民は

地図の解釈を誤り、地図上の洪水リスクは地図上の洪水平野にのみ認められ、SFHAに指定さ

れていない地域には洪水リスクが全くないと仮定している。 しかし、洪水は、開発によって流量が

増加した地図上の洪水原点や「100年洪水」を超える洪水現象を上回る動的な自然過程であるほ

か、洪水の危険性が低いとする洪水保険率マップの指定にもかかわらず、洪水の頻度や深刻さ

が増大している。 事実上、気候変動はコミュニティや納税者にとってのリスクとコストを悪化させ

ている。 

 

ハリケーン「ハーベイ1249」による住宅ロスの約70%と、ハリケーン「フロレンス」による住宅ロスの85%

は無保険であった。1250 このロスの大部分はSFHA外で発生したもので、100年の洪水平野に相当

する。 1999年から2009年にかけて、ヒューストン南東部郊外の洪水被害の75%がSFHA外で発生し

た。1251 FEMAによると、洪水のリスクが最も高い地域に居住する米国居住者のうち、洪水保険に加

入しているのは3分の1にすぎず、何百万人もの人々が膨大な経済的損失にさらされている。1252SF

HA外に住む人々がNFIP請求書1253の33%以上を申請し、洪水に対する災害支援の3分の1を受けて

いる。1254 

 

無保険の洪水リスクは、保険に加入していない生存者の潜在的な経済的損失を悪化させるだけで

なく、洪水ハザード緩和のための実行可能な情報の利用可能性と動機づけを低下させる。 
 
 

1249 CoreLogic, "CoreLogic Analysis" CoreLogic, Analysis, Total Residemical Assessing and Uninsured Flood Loss for Hurricane Harvey 250億ドル~370億ドル(2017年8月31日)を推計(https://w

ww.corelogic.com/news/media-advisory-corelogic-analysisestimates-total-residential-insured-and-uninsured-flood-loss-for-hurricane-harvey-between-25.aspx)。 
1250 CoreLogic, "The Aftermat of Hurricane Florenceは、2018年9月24日にhttps://www.corelogic.com/news/the-aftermath-ofhurricane-florence-is-estimated-to-have-caused-between-20-billi

on-and-30-billion-in-flood-and-wind-losses-cor.aspxで開催された、洪水と風の損失に200億ドルから300億ドルをもたらしたと推定される"CoreLogic Analysis Shows, CoreLogic Analysis Shows." 
1251 Jane Boyd, Rice University, Office of Public Affairs, Office, Office, "Decade of Docise of FEMA flowd maps missing-3 in-4クレーム", http://news.rice.edu/2017/09/11/decade-of-data-shows-fema

-flood-maps-missed-3-in-4-claims-2/, 2017年9月11日; Russell Blessing, Antonia Sebastian, and Samuel D. Brody, "Flood Risk Delineation in the U.S.: Flood Risk Delineation in the U.S.: どのくらいの損失 
1252 Testimony of Peter Gaynor, FEMA Administrator, hearing of the House Transportation and Infrastructure Committee, Subcommittee on Economic Development, Public Buildings, and Emergency Man

agement, “FEMA’s Priorities for 2020 and Beyond: Coordinating Mission and Vision,” March 11, 2020. 

1253 議会調査局「全国洪水保険プログラム:第116回議会で選ばれた課題と法制」(2019年12月) 
1254 FEMA「NFIPから洪水保険について知っておくべきことはすべて」https://www.fema.gov/newsrelease/2019/10/16/everything-you-need-know-about-flood-insurance-n

fip。 2020年6月アクセス。 

https://www.fema.gov/news-release/2019/10/16/everything-you-need-know-about-flood-insurance-nfip
https://www.fema.gov/news-release/2019/10/16/everything-you-need-know-about-flood-insurance-nfip
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SFHA外の不動産所有者は、洪水リスクを認識していないため、彼らが利用できる低コストの洪水保

険を購入しないかもしれない。 気候危機は、将来、より頻繁で極端な洪水現象に寄与するため、よ

り多くの家族や小規模企業が、現在NFIPの下では必要とされていない洪水保険を必要とするように

なる。 洪水保険で連邦政府の融資および融資保証をすべて確保することは、すべての保険契約者の保険

費用を削減し、洪水が発生した場合にはすべての借り手を保護することになる。 

 

勧告:議会は、USDA、HUD、SBA、退役軍人局(VA)を含む住宅ローンおよび中小企業ローンを管

理する機関およびGSEに対し、すべての連邦ローンおよび融資保証を洪水保険で保証すること

を検討するよう指示すべきである。 議会はまた、FEMAに対し、NFIPを通じて提供される洪水保

険が、SFHAに所在しない資産を含め、不動産所在地に対して正確に評価されることを確保する

よう指示すべきである。 

 

管轄:金融サービス委員会、農業委員会、中小企業委員会、運輸・インフラ委員会、退役軍人問題

委員会 

 

構成要素:コミュニティ規模の洪水保険を通じた保険の適用範囲の選択肢の提供 

 

コミュニティ全体の洪水保険は、連邦政府保証型住宅ローンを有していない世帯を含め、すべて

の参加者の経済的リスクと保険費用を削減するために、単一の保険契約でコミュニティ内のすべ

ての資産をカバーすることができる。1255 防護水準が100年以上であると認定された堤防背後の

区域の居住者も、現在これらの堤防の背後に洪水保険が必要とされていないため、現時点では

明らかではない洪水リスクに直面しているのである。 

 

コミュニティや堤防所有者も、コミュニティのすべての建物や堤防地域など、複数の資産を対象とす

る洪水保険に関心を示している。 これにより、保険未加入の洪水損失が減少し、意思決定者に対し

ては、地域全体の洪水リスクと、リスクと洪水保険コストの両方を低減することができる緩和措置に

ついて、より詳細な情報を提供できることになる。 

 

委員長の マキシン・ウォーターズ(D-CA)は、2019年国家洪水保険プログラム再認可法(H.R. 316

7)を導入した。これは、参加コミュニティがNFIPの下でコミュニティ全体の洪水保険を購入できるよ

うにするため、コミュニティベースの自発的な洪水保険パイロットプログラムを認可するものであ

る。 

 

勧告:議会は、連邦政府の融資要件を満たし、連邦政府の支援による融資を受けていない資産を保

護するために、洪水保険の適用範囲を提供するために、コミュニティ、州、部族、地域、および堤防

所有者が購入できるNFIPの下で、コミュニティ全体の洪水保険プログラムを創設すべきである。 

 

管轄：金融サービス委員会 
 

 

 

 

1255 地域に根ざした洪水保険の選択肢に関する委員会。 地域に根ざした洪水保険の選択肢(国立科学・工学・医学アカデミー、2015年) 
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構成要素:最前線コミュニティを保護するための洪水保険の費用負担可能性 

 

洪水保険費用が変化するにつれて、LMI保険契約者や小規模事業者が保険料を支払うことがより

困難になる可能性がある。 調査によると、SFHAの保険未加入世帯の半数以上は低所得世帯である。1256 

NFIPは現在、割引率を用いて特定の保険契約者に補助金を交付しているが、資産調査に基づいた割引、税

額控除、助成金、貸付など、様々な柔軟な交付メカニズムを開発することができる。 また、NFIPは、保険

契約者に毎月の分割払いを請求することも可能であり、これは、低所得の保険契約者にとって、

一度に支払うべき年間保険料よりも支払いが容易になる可能性がある。 保険契約者は、より低い

保険料またはより有利な条件を提供する私的保険を購入するの恩恵を受けるであろう。 

 

委員長のマキシン・ウォーターズ(D-CA)は、2019年国家洪水保険プログラム再認可法(H.R.3167)

を導入した。これは、保険契約者に完全リスク料率を開示する一方で、低所得世帯に対して、平

均的にテストされたプレミアム割引を提供する実証プログラムを認可するものである。 また、保険

料の毎月の分割払いを規定し、洪水ハザード軽減のためのリボルビング・ローン・プログラムを創

設する。 

 

フランク・パロン下院議員(D-NJ)は、2019年国家洪水保険プログラム再承認・改革法(H.R. 3872)を

導入した。この法案では、平均的にテストされたバウチャーの創設と年間保険料の増額上限を設け

ることで、手ごろな価格での負担可能性に対処する。 また、保険料の支払い、リスクの高い不動産

のハザード緩和、緩和融資、洪水ハザードの緩和を支援するためのリボルビング・ローンの資金に

ついても、毎月の分割払いを規定することになっている。 

 

勧告:連邦議会は、低所得世帯および小規模事業者に対する洪水保険料の負担可能性に対処す

るために、FEMAに対し、資産調査に基づく割引、緩和融資、およびリボルビングローンの組み合

わせを通じて、保険契約者が毎月の分割払いで洪水保険料を支払うことを認めさせるべきであ

る。 割引受取人が洪水保険の全費用を理解できるように、全リスク率に関する情報は割引を伴う

べきである。議会はまた、FEMAに対し、資金提供と実施が待たれている買収を要請した保険契約者に一時

的なプレミアム支援を提供するためのグラント・プログラムを試験的に実施するよう指示すべきである。 

 

管轄：金融サービス委員会 

 

構成要素:洪水に見舞われやすい地域の開かれた空間を守るためのコミュニティ・リーダーシッ

プの支援 

洪水に見舞われやすい地域では、多くのコミュニティが住宅、企業、重要インフラの新規開発を引き

続き許可している。 2000年から2016年の間に、これらの高リスク地域の占有率は14%増加し、洪水域以外の

地域よりも急速な成長率を示した。1257 

 

FEMAは、州や地方自治体がNFIPに参加するための最低限の要件を超える規制基準を採用する

よう奨励するインセンティブを提供しているが、現行の連邦規則では、洪水の危険性が高いと認

められる地域における新たな開発の実施の制限はほとんどつけずに、洪水平野やその周辺の開

発の管理を州や地方自治体に依存している。 
 

1256 FEMA、国家洪水保険プログラムのための安価な枠組み(2018年4月)。 
1257 Mike Maciag, “Analysis: Areas of the U.S. With Most Floodplain Population Growth,” Governing, August 2018, https://www.governing.com/gov-data/census/flood-plains-zone-local-pop

ulation-growth-data.html.
 2020年6月アクセス。 

http://www.governing.com/gov-data/census/flood-plains-zone-local-population-growth-data.html
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コミュニティが危険な開発を阻止する何らかの手段を講じているかどうかにかかわらず、コミュニ

ティは、災害が発生した場合にも、依然として災害救援を受けている。 

 

委員長のマキシン・ウォーターズ(D-CA)は、2019年国家洪水保険プログラム再承認法(H.R. 3167)

を導入した。これにより、NFIPコミュニティ格付け制度が強化され、効果的な洪水現場管理が促進

されることになる。1258 法案は、FEMAに対し、洪水現場管理基準の採用により全国的に回避され

た損失の定期的な推定を実施するよう指示するものである。 これらの評価には、コミュニティが新た

な開発や1%の確率での洪水平野の再開発を認めない結果としての洪水損失の減少、およびNFIPとコミュ

ニティ格付制度がコミュニティの洪水平野をオープンスペースにすることをさらに促す方法を含めることが

有用である。1259 

 

勧告:議会は、FEMAに対し、SFHAの新規開発および再開発を認めないことによる洪水被害の回

避とその他の便益を推定するための研究を実施するよう指示すべきである。 また、洪水平野を

開放的な空間として保全するための対策を実施する際には、障壁やその他の課題も特定すべき

である。 議会はまた、FEMAに対し、SFHAs.1260における新規開発の禁止を含め、より高い弾力性基準を

採用する州、地方政府、部族、および準州に対するインセンティブを強化するよう指示すべきである。 

 

勧告:議会は、FEMAに対し、洪水の起こりやすい地域をオープン・スペースとして復元し、保護する

プロジェクトのために、FEMAに優先順位を付けるよう指示すべきである。これには、バイアウトや移

転プロジェクトのための資金提供や技術支援、質の高い生息地や野外レクリエーション地域として

のオープン・スペースを維持するための土地信託の設立などが含まれる。 

 

管轄:金融サービス委員会、運輸・インフラ委員会 

 

構成要素:洪水リスク情報を透明化し、買い手と借り手が利用できるようにする 

 

400万戸近くの住宅が洪水の危険にさらされている地域にあるが、住宅購入希望者は、このリスク

や洪水の歴史、または物件に対する保険請求の履歴を知ることができない可能性がある。1261 州

の多くは、売り手や家主に物件の洪水リスクや過去の洪水被害の開示を義務付けておらず、買い

手や借り手がどこに住むかについてリスク情報に基づいた判断を下すことを妨げている。 現在、29の

州が何らかの洪水リスクまたは洪水履歴の開示を行っているが、21の州ではそのような要件はない。1262  FEM

A洪水保険代理人事務所は、保険未加入の洪水被害の結果、洪水リスクを発見した住宅所有者が特に困難

であることに触れながら、統一された国内洪水リスク開示法の欠如に関連する課題を認めている。 
 

 

 

1258セクション
 307. コミュニティ評価システムの改善 

1259セクション
 308. 効果的な洪水対策のためのコミュニティ支援プログラム 

1260 OMB, "Statement of Administration Policy, Substatement to H.R. 2874-21st Century Flood Reform Act,", 2017年11月13日, www.whitehouse.gov/sites/whitehouse.gov/files/omb/legulat

ive/sap/saphr2874r_2017113.pdf.  
1261 日野美幸、マーシャル・バーク、気候リスクに関する情報は不動産価値に影響するか?(国立経済研究局、2020)。 

1262天然資源防衛評議会「国家が洪水公開をどのように積み重ねるか」https://www.nrdc.org/flood-disclosuremap。
 2020年6月アクセス。 

https://www.nrdc.org/flood-disclosure-map
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委員長のマキシン・ウォーターズ(D-CA)は、2019年国家洪水保険プログラム再承認法(H.R.3167)

を導入した。これは、FEMAに対して過去の洪水情報を要求されたとき買い手に対して情報開示す

るよう再要請するものである。1264 下院議員フランク・パローン(D-NJ)は2019年国家洪水保険プロ

グラム再承認・改革法(H.R. 3872)を導入し、売り手が購入者に洪水リスクの既知の履歴を開示す

ることを義務付けるようにしたが、これは契約下の買い手に以前の洪水保険請求に関する情報を

提供することを要求するものである。 

 

勧告:議会は、物件の賃貸または購入契約が拘束力を持つようになる前に、洪水保険の要件、請

求、および洪水被害の既知の履歴を含め、販売またはリースのための物件の洪水ハザードの開示

を要求すべきである。 

 

管轄：金融サービス委員会 

 

構成要素:気候リスクを低減するための都市洪水への対処 

 

都市部では、豪雨、高潮、融雪、高潮などにより、暴風雨水が、雨水を土壌に浸透させたり、流

出させたりする排水システムの能力を超えた場合に洪水が発生する。 自然の排水パターンを乱

し、表面を硬化させ、雨水の浸透を抑制する土地開発は、流水量を増加させる。 また、低規模の雨水シス

テムは都市部の洪水を悪化させる。 都市化と人口増加の増加は、慢性的な潮汐洪水、海面水位上昇、

及びより頻繁な大雨現象を含む気候危機の影響と収束し、都市の洪水問題を悪化させるであろう。 

 

都市の洪水リスクを分析し、伝達し、社会的影響を緩和するためには、複数機関および管轄区域

をまたがる協力が必要である。 FEMAが委託した国立アカデミーの報告書では、河川や沿岸の洪水ハ

ザードのためのFEMAマッピング方法が確立されているが、暴風雨水システムの限られた容量や局所的な

排水パターンなど、特有の都市洪水ハザードは考慮されていないと指摘されている。1265 

 

委員長の マキシン・ウォーターズ(D-CA)は、2019年国家洪水保険プログラム再認可法(H.R.3167)

を導入した。これにより、FEMAは都市洪水リスク評価に気候動向を取り入れるなど、都市洪水パ

イロットプログラムを実施するよう指示された。 

 

勧告:議会は、FEMAに対し、海面水位上昇、早期の積雪減少、及び増加する極端な降水現象が

都市部の排水系と雨水系に及ぼす影響を考慮に入れ、洪水リスク分析において都市部の洪水ハ

ザードを考慮するよう指示すべきである。 

 

管轄：金融サービス委員会 
 

 
 

1263 FEMA 洪水保険アドボケート、2019年年報(2020年4月) 
1264 NFIP再承認法、https://financialservices.house.gov/uploadedfiles/bills-116-hr3167- w000187-amdt-5a.pdf. 
米国における都市洪水に関する1265委員会、米国における都市洪水の挑戦の枠組み(米国科学・工学・医学アカデミー、2019年)。 
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米国国家気候評価によれば、気候変動に起因または関連する温暖化、干ばつ、昆虫の大発生の

増加は、特に米国西部において、山火事のリスクを悪化させている。さらに、気候モデルは、将来

も山火事のリスクが増加し続けると予測している。 2018年には、米国で106人が山火事で死亡し、245億

ドルの被害が発生した。カリフォルニア州では、過去最高のコストと致命的な山火事が発生した。1267 山火事

は、軽度から中等度の山火事活動が長年続いた場合でも、コミュニティに重大な影響を与え、被害を与える

可能性がある。 米国では、2008年から2017年の間に50億ドル以上の山火事損失が発生し、再保

険業界の分析によれば、2017年から2018年にかけて、米国では、山火事と猛暑による損失が450

億ドル近くに上った。そのうち約25%が無保険であった。1269対山火事の強靱性に基づく規範およ

び基準の推進に加えて、連邦政府は、コミュニティ計画、技術支援、および資金援助を支援するこ

とで、対山火事の強靱性を高めることができる。 

 

構成要素:国の山火事軽減戦略を開発し、山火事に対するコミュニティの耐性力を支

援する 

 

山火事による甚大な損失にもかかわらず、米国は破壊的な山火事のリスクを低減する包括的な

連邦戦略を欠いている。 USFSの報告によれば、高火災危険区域(WUI)に移住する人々は、他のどの地

域よりも速い速度で増えている。1270 400万世帯以上の米国の家庭が高または極度の山火事の危険にさ

らされており、カリフォルニア州だけでも200万世帯以上がリスクにさらされている。1271 

 

山火事リスクの管理には、キャンプ火災やその他の屋外燃焼の制限の調整を含めた、一連の緊

急管理方針および生命の安全慣行とともに、WUIの新たな定住を避けるための土地利用計画の

改善、および、より燃えにくい設計および材料のための規範および基準の使用が必要である。 ま

た、初動対応者がお互いに、また公衆と連絡を取り合うことができるような公安通信システムを確

保すること、無線緊急警報システムは、ShakeAlert地震警報システムなどの他の緊急事態の通知

を妨げないことも重要である。1272 
 

 

 

 
 

1266 米国地球変動研究計画第4次国家気候評価第2巻(2018年11月) 
1267 国立海洋大気庁、国立環境情報センター、「10億ドル規模の気象・気候災害:要約統計」、https://www.ncdc.noaa.gov/billions/summary-stats/2018。

 2020年6月アクセス。 

1268 Arindam Samanta, “Key findings from the 2017 Verisk wildfire risk analysis,” (Verisk, July 2017), 
https://www.verisk.com/insurance/visualize/key-findings-from-the-2017-verisk-wildfire-risk-analysis/. 

1269 1980年米国における熱波/山火事事のためのミュンヘン・リーナット・カテゴリー・サービス 
2018年、https://natcatservice.munichre.com/.で入手可能 2020年6月アクセス。 

1270 U.S. Forest Service, Northern Research Station, “New analyses reveal WUI growth in the U.S,” July 16, 2018, 
https://www.nrs.fs.fed.us/data/WUI/. 2020年6月アクセス。 

1271 Arindam Samantha, “Key findings from the 2017 Verisk wildfire risk analysis,” (Verisk, July 2017), https://www.verisk.com/insurance/visualize/key-findin

gs-from-the-2017-verisk-wildfire-risk-analysis/. 

山火事リスクを低減し、山火事に対するコミュニティの耐

性力を支援する 

https://www.ncdc.noaa.gov/billions/summary-stats/2018
https://www.verisk.com/insurance/visualize/key-findings-from-the-2017-verisk-wildfire-risk-analysis/
https://natcatservice.munichre.com/
https://www.nrs.fs.fed.us/data/WUI/


416  

 

 

Wildland Fire Leadership Councilは、内務・農業・国防・国土安全保障長官が招集し、野生地火災

政策と管理活動の実施を調整する連邦と地方の政府間委員会である。 さらに、いくつかの非連邦火

災リスク軽減プログラムは、自らの山火事リスクの低減に取り組むコミュニティに技術支援を提供している。 

例えば、全米火災防護協会の火災ワイズUSAプログラムは、山火事のリスク評価およびその他の

山火事のリスク低減への投資を完了したコミュニティに対して、山火事のリスク軽減戦略および認

識に関する公的教育を提供している。 

 

ジャレッド・ハフマン下院議員(D-CA)は、地域社会の計画立案を支援し、計画策定と実施のため

の技術援助と無償資金協力を提供するWildfire Defense Act(H.R.5091)を導入した。 山火事防御法

はまた、山火事リスクに対するコミュニティの保険性を支援する方法を探求し、野生火災管理のための無線通

信の課題に対処しようとするものである。 

 

Joe Neguse下院議員(D-CO)は、火災予防プログラムを管理し、連邦政府以外の土地での山火事

の予防、緩和、制御、鎮圧のためのコミュニティのキャパシティ・ビルディングを支援する国家消防

能力プログラムのための資金を増やす法案「健康と仕事のための21世紀保存隊法」(H.R. 7264)を

提出した。 

 

勧告:議会は、野生生物、財産、天然資源の損失のリスクを低減し、破壊的な山火事に関与する

ために、連邦政府全体のプログラムを活用し、政府のあらゆるレベルで関与する、全国的な山火

事軽減戦略を策定するよう、野生生物消防指導評議会に指示すべきである。 

 

勧告:議会は、GAOに対し、地域社会の山火事の耐性力をサポートするために利用可能な連邦

政府全体のプログラムを調査し、これらのプログラムを改善し、資金のギャップに対処するため

の勧告を行うよう指示すべきである。 GAOはまた、山火事のリスクに対するコミュニティの保険性

を高めるためのアプローチを検討すべきである。これには、山火事の強靱性の指標や、保険会

社がリスクを低減するレジリエンスと緩和の達成度を反映するために用いる可能性のある認証

戦略が含まれる。 

 

勧告:議会は、国家消防能力プログラムのための資金を増額し、コミュニティの野生消防無償およ

び技術援助プログラムを設立し、火災危険区域の低所得コミュニティに優先順位を付け、山火事リ

スクを低減するための緩和行動を含め、科学的森林回復に基づくコミュニティ開発および野生消

防計画の実施を支援すべきである。 このプログラムは、自宅や事業主だけでなくコミュニティにおいて

も、山火事に強い建築材料の利用、危険性の評価、および山火事のリスク低減のためのベストプラクティ

スの共有を支援すべきである。 議会はまた、SLTT職員とキャンプ火災及びその他の屋外火災の禁止に

関する制限を調整し、公衆の構成員が一貫した情報を受け取ることを保証する議定書の作成をUSFSに指

示すべきである。 

 
1272 上院議員からの書簡

 無線緊急警報(WEA)システムに関するDianne Feinstein(D-CA)およびMaria Cantwell(D-WA)ならびに連邦通信委員会のAjit V. Pai議長への18名の議員、2019年7月16日、https:

//www.feinstein.senate.gov/public/index.cfm/press-releases?ID=535347CD-B1BC-4520-9A0C-53D01D7E534C。 
1273 全米防火協会、「米国防火協会」、https://www.nfpa.org/Public-Education/Fire-causes-andrisks/Wildfire/Firewise-USA/。

 2020年6月アクセス。 

https://www.nfpa.org/Public-Education/Fire-causes-and-risks/Wildfire/Firewise-USA/
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勧告:議会は、山火事の場所とジオフェンス情報を改善するための無線緊急警報システムの最近

の変更が、他の緊急通信システムを損なわないように、連邦通信委員会に指示すべきである。議

会は、FEMAに対し、連邦、州、および地方のパートナーと協力して、大規模火災に対する火災鎮火時に組

織が通信できるようにする計画を含め、野生地の火災管理のための無線通信の不十分な周波数およびそ

の他の障壁に関する報告書を作成するよう指示すべきである。 

 

管轄：運輸・インフラ委員会、天然資源委員会、農業委員会、エネルギー・商業委員会 

 

構成要素:マップ山火事リスクと野生地と都市のインターフェース 

 

災害後、コミュニティは、どこで、どのように建設、再開発、再建するかを決定しなければならない

が、開発を脅かす可能性のある将来のリスクや、森林火災の大きなリスクに直面すると予想され

る地域に住み、働き、再現する人々についての裏付けのある情報なしに、諸般の決定をしなけれ

ばならない。 

 

過去1世紀にわたり、大都市圏の郊外のフリンジや、森林のような魅力的なレクリエーションや美

的なアメニティを持つ農村部で、広範な住宅開発が行われてきた。 この開発により、WUIが増加し

ている。WUIは、構造物やその他の人間開発が未開発の野生地と出会ったり、混ざり合ったりす

る地域である。1274 1990年以降、新築住宅の43%がWUIに建設されている。1275 WUIの拡大は、山

火事の管理と影響に大きな影響を与える。 

 

USFSは、家庭と植生が一致する場所の空間的記録にWUIをマッピングしている。1276 WUI地図に

加えて、USFSロッキー山脈研究ステーションは、戦略的な野生地燃料および土地管理計画に使

用するための山火事ハザードリスクの全国的なカバレッジを広域スケールで提供するWildfire Haz

ard Potential(WHP)指標と地図を維持している。1277 しかし、地域計画の決定により良い情報を提

供するためには、小包レベルのデータを含む高解像度の山火事リスク情報が必要である。 

 

ジャレッド・ハフマン下院議員(D-CA)は、自然火災ハザードマップの継続的な更新、とりわけ回

復力対策を規定する山火事防衛法(H.R. 5091)を導入した。 
 

 

 
1274野地-都市境界面は、構造物およびその他の人間開発が未開発の野生地または植物性燃料と会合または混合する線、面積、または区域である。

 緩和措置によって山火事による被害や損失を

防ぐことができる、私的および公的財産の内部または隣接地域を記述する。 

1275 Volker C. Radeloff et al., “Rapid growth of the US wildland-urban interface raises wildfire risk,” Proceedings of the National Academy of Sciences 115, no. 13 (2018): 3314–3319. 
1276 U.S. Forest Service, Northern Research Station, "New analyses dex WUI growth in the U.S."、 2018年7月16

 2020年6月アクセス。 

1277 U.S. Forest Service, “Classified 2018 WHP: GIS Data and Maps,” https://www.firelab.org/document/classified-2018-whpgis-data-and-maps.
 2020年6月アクセス。 

https://www.nrs.fs.fed.us/data/WUI/
https://www.firelab.org/document/classified-2018-whp-gis-data-and-maps
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勧告:議会は、季節的な火災リスクに適応可能で、州および民間のパートナーからの関連データを

統合し、連邦政府が支援するプロジェクトのための山火事強靱性コードおよび基準の使用の要件

を引き起こす山火事リスクマッピングシステムを確立するよう、USFSに指示すべきである。 地図と

モデリングは、NOAAのハザードマッピングシステム火災・煙生成物からの情報を統合するべきで

ある。議会は、USFSに対し、建物やインフラの立地や設計に関する情報を提供するために、より

解像度の高い計画規模でリスク情報が入手できるよう指示すべきである。 これらの地図は、買い

手が緩和と保険を必要とする将来のリスクを認識できるように、連邦政府が支援する融資につい

て、公に利用可能であり、借り手に開示されるべきである。 

 

管轄：天然資源委員会、農業委員会 

 

構成要素:コミュニティや生態系へのリスクを低減するために野生地の燃料を減らす 

 

USDAの森林局とDOIのインディアン問題局、土地管理局、漁業・野生生物局、国立公園局の5つの

連邦土地管理機関は、慎重な間伐や計画的焼き払いなど、いくつかの方法を用いて管理している

土地の植物性燃料と野生地火災の強度を削減している。 2011年度から2020年度までの各年度に

おける山火事燃料削減予算は5億ドルを超えたが、GAOの報告によれば、処理を必要とするエーカ

ーの数は、処理を必要とするエーカーの数よりもはるかに多く、年間1億2,79エーカー以上を管理・

管理しているが、2018年度の処理量はわずか300万エーカー、1億2,80万エーカーである。 

 

勧告:議会は、WUIにおける野生地燃料削減プログラムのための資金を大幅に増やすべきである。 

 

勧告:議会は、USFS、HUD、FEMAを通じたプログラムへの資金を増やし、コミュニティが山火事に

備え、社会経済的要因に基づき、山火事のリスクに加え、資金調達の優先順位を付けることを支

援すべきである。 国家、部族、領土、コミュニティのハザード緩和・気候適応計画では、脆弱な

人々に対する山火事リスクを緩和するためにコミュニティが行う具体的な行動を特定すべきであ

る。 議会は、WUIの開発を阻止するために、費用分担型の緩和プログラムを調整すべきである。 

 

管轄：運輸インフラ委員会、天然資源委員会、農業委員会 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1278 GAO-20-52、GAO-20-52、連邦機関によるコミュニティと生態系への低リスク化の取り組み(2019年12月)、Pub L No. 116-94、Division D、Pub L No. 116-6、Division E、Pub L No. 116-20、第VII

編。 

1279 同上 
1280 同上 
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連邦政府の「建築基準」は存在しないが、災害後の再建を含め、建築環境の立地と設計に関与

する連邦政府機関は、しばしば、様々な情報源からの一定の最低限の仕様と基準の使用を要求

し、基準設定機関と協力して、性能に基づく、あるいはコンセンサスに基づく規約と基準の開発に

参加する。 例えば、2018年災害復興改革法(DRRA)の第1234条は、FEMAに対し、「最新の耐ハザード性設計を

組み込んだ関連するコンセンサスに基づく規約、仕様、基準の最新版」に準拠した公共施設の修理、復旧、再

建、または取替えの資金を提供することを要求している。1281 DRRAはまた、FEMAに対し、同法に基づく再建・緩

和支援の対象となる可能性のある住宅の設計、建設、および保守のための最低基準を設定することを要求し

ている。 

 

例えば、国際コード評議会や米国土木学会のような標準化団体によって策定された合意に基づく

規範に加えて、全米の州やコミュニティは合意形成交渉に基づいて、モデルコードの最低基準を

超える拡大的な基準を使っている。1282 たとえば、20以上の州と8,000以上の地方自治体が、NFI

P.1283の下で、すでに連邦の最低基準を超える洪水耐性を要求している。４つの州が、強風や雹・

あられ対策のためにビジネス・家庭安全保険研究所(IBHS)のFORTIFIED基準を使った場合、保

険料を割引することを義務付けている。1284 また、MyStrongHomeなどの革新的なプログラムは、I

BHSのFORTIFIED基準に適合した家やビジネスについて、低所得者世帯の既存住宅を修理する

ための事前災害金融の一環として保険料の割引をテコにしている。1285 最近の研究では、強化さ

れた法規や基準を満たす沿岸部の住宅の価格が7%近く上昇したことが示されている。1286 その

ため、住宅の耐性基準を満たすための住宅の建築や改修にかかる追加的なコストは、住宅価値

の7%未満であることが多いため、この追加的な投資のメリットは、これらのコストを上回る可能性

が高い。1287 

 

これらのイニシアティブを拡大するためには、連邦政府が明確で達成可能な国の強靱性構築基

準を確立し、連邦政府が支援する建設、災害前の緩和、災害復旧プロジェクトに利用することが

必要である。 このセクションでは、連邦議会が以下の目的のため講じることができる具体的な措置を示

す。 
 
 

1281 FAA Reauthorization Act of 2018, Division D, Disaster Recovery Reform Act of 2018, Pub L No 115-254. 
1282 Christopher Flavelle, "Secret Deal Housing Industry Stop Throules on Climate Change", New York Times, 10月26日。 
1283 National Flood Insurance Program Community Status Book (https://www.fema.gov/national-flood-insuranceprogram-community-status-book)では、NFIP地域格付制度に参加して

いるコミュニティの格付けや保険料割引を掲載し、洪水リスクの低減活動を行っています。 
1284 事業・住宅安全保険協会「FORTIFIED保険インセンティブに関する規制枠組み」 
http://disastersafety.org/wp-content/uploads/FORTIFIED-Home-Incentives_IBHS.pdf. 2020年6月アクセス。 

1285 MyStrongHomeは、IBHS FORTIFIED認定のホームアップグレードを提供し、レジリエンスアップのための融資を提供する保険費用の将来的な節約を活用する福利厚生法人です。 
1286 Sebastian Awondo et al., Estimating the Effect of FORTIFIED Home Construction on Home Resale Value (Alabama Center for Insurance Information and Research, 2018). 
1287 同上 

レジリエンスに基づく規約と基準を用いた建設-と再

建- 

http://disastersafety.org/wp-content/uploads/FORTIFIED-Home-Incentives_IBHS.pdf
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それはコミュニティが回復力を持ち、将来の気候災害で人命や財産が失われるリスクを減らすこ

とで、コミュニティの建設と再建を支援することである。 

 

構成要素:連邦洪水リスクとレジリエンス基準の改革 
 

全国の20以上の州と数千のコミュニティが、洪水による損失を減らすために、より高い標高要件

を採用し、洪水多発地域の開発を制限するなど、より高い基準を採用している。1288 連邦政府

は、州、地方自治体、部族、および準州に対し、洪水回復力のためのより高い基準を採用するよ

う奨励している。 州、部族、および地方の洪水平野の管理基準または規制で、開発を規制する

ために連邦の最低基準よりも制限的または包括的なものが優先される。1289 より高い基準を採

用した州および地方政府の基準との整合性を高めるために、連邦の洪水基準を近代化すると、 

連邦政府が支援する開発、再開発、再建が洪水に対して強靱であることを保証することにもつな

がる。 

洪水災害のリスクとコストの増大に対応して、オバマ大統領は、連邦政府が支援するプロジェクト

に対し、重要な活動のために3フィート1292 およびその他のすべての活動のために、基準洪水標高

1291よりも2フィートの高くするという洪水耐性基準を遵守することを要求する大統領令13690を発行

した。1290 大統領令と実施ガイドライン1293はまた、連邦政府機関が大統領令の下での責任を履行

する目的で、気候情報に基づく科学的アプローチを開発する機会を提供した。 これにより、HUDを含

む機関は、既知でマップ化された洪水リスクの分野において、より高い高度の要件を用いて大統領令を実施

する一方で、局所的な条件に基づいたよりオーダーメイドなアプローチに必要な気候科学を開発し続けるこ

とが可能となった。 

トランプ大統領は、ハリケーン・ハーベイがメキシコ湾岸を襲う2週間前に連邦洪水リスク管理基準

を制定した大統領令13690を撤回し、壊滅的な洪水と多数の死者をもたらした。1294 トランプ政権

は、新しい洪水基準の策定にコミットしたが、現在までにそのようなことはしていない。 このため、連

邦政府の政策は、1970年代の洪水リスク管理の基準である100年洪水.1295の洪水リスク管理に戻った。 
 

 
 

1288 FEMA、NFIPコミュニティ評価システムファクトシート(2020) 
1289 44 CFR 60.1(d) 
1290 The White House, EO 13690, “Executive Order – Establishing a Federal Flood Risk Management Standard and a Process for 
ステークホルダーインプットの募集・検討(2015年1月30日) 

1291 基準水位上昇(BFE)は、基準地点の間に洪水が上昇すると予測される計算された標高、すなわち年1%の確率で洪水である。 BFEは、洪水保険料率マップ(FIRM)および洪水プロファイル

に示されている。 BFEは、構造物の高架化または耐水性のための規制要件である。 

1292 EO 13690は、「重大な行為」を「わずかな洪水の可能性さえ大きすぎるいかなる活動」と定義した。 
例としては、病院、老人ホーム、および水供給施設などの重要インフラが挙げられる。  

1293 FEMA、「大統領令11988、洪水対策、大統領令13690を実施するためのガイドライン、連邦洪水リスク管理基準および利害関係者の意見をさらに募集し検討するためのプロセスの確立」、201

5年10月8日。 
1294 The White House, EO 13807, "Presidential Executive Order on Review and Accountability in the Environmental Review and Process for Infrastructure"(2017年8月15日) 
1295 それでもなお、HUDは、FEMA-Mapped洪水原野における災害復旧および災害軽減活動のために、ベース洪水標高の上方2フィートの乾板のより高い基準を含んでいる。 
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洪水リスク管理の専門家1296とビジネスリーダー1297は、この反転を批判し、連邦政府に洪水基準

を引き上げるよう求め続けている。 

OMBは、連邦政府資産の在庫の一部を見直しただけで、 

指定洪水区域に所在する800億ドルの連邦資産を見つけた。1298 2019年度のJohn S. McCain Natio

nal Authorization Act (NDAA)は、国防総省が、基地洪水のリスクについて、作戦上重要な建物に

ついては基礎洪水水準よりも3フィート上まで、そうでない建物については2フィート上までとすること

で、基地洪水のリスクを軽減することを要求している。CDBG-DRの新規建設および洪水ハザード区

域の修復のためのHUD規制は、洪水の標高より2~3フィート上までの洪水に対する耐性基準の使用

を要求している。1300 新しい連邦洪水政策は、連邦政府機関間洪水管理タスクフォースに、実施機

関に対する気候リスク形成アプローチおよびガイダンスの策定を任務としつつ、すべての部門およ

び機関に直ちに基本的洪水耐性基準を適用する。  

勧告:議会は、洪水と浸食のリスクに関する近代科学を、連邦政府が支援する活動(連邦の施設、

グラント、融資、融資保証、ライセンス供与、その他の活動を含む)の最低基準に統合する連邦洪

水政策を策定すべきである。議会は、連邦政府が支援する活動について、重要案件は基本洪水標高か

ら3フィート上、一般案件は２フィート上の最低限の連邦洪水基準を直ちに実施するよう、連邦政府各省庁に

指示すべきである。この基準洪水標高は、３フィートでは年間0.2%の確率で洪水が発生し、２フィートでは1%

の確率で洪水が発生するリスクがある。政府機関は、洪水リスクマップや他の現在入手可能な情報を用い

てこの簡素化されたアプローチを実施することができるが、連邦政府機関間洪水対策タスクフォースに対

し、3年以内に連邦洪水政策を更新するよう指示すべきであり、また、気候科学や洪水リスクに影響を与え

るその他の要因に基づいて洪水の現在及び将来の変化を統合し、政策、慣行、臨界性、結果に適した方

法で洪水標高基準を決定するために、利用可能な最善のデータと方法を利用するためのガイダンスを政

府機関に提供すべきである。 

勧告:議会は、総務省に対し、指定された洪水地帯に所在するすべての連邦資産(年間0.2%の偶

発的洪水平野の重要施設を含む)の現状確認をするよう指示すべきである。 

管轄：運輸・インフラ委員会、金融サービス委員会 

 

構成要素:州、地方自治体、部族、領域のための先進的な山火事耐性に基づくコード

と基準 

国立建築科学研究所は、山火事耐性に関する投資は１ドルあたり山火事損失の削減によって４ド

ルの節約ができていることを発見した。1301 14の連邦政府機関と省庁で構成される緩和フレーム

ワーク・リーダーシップ・グループ(MitFLG)がNMISを発表し、 
 

1296 ピュー慈善信託「連邦洪水基準の強化を強く主張する広範なグループの中のピュー」2019年8月26日 
1297 Pew Charitable Trusts, "Small Business Leaders Congres on Prioritize Flood Ready Infrastructure" (2019年4月30日); Pew Charitable Trusts, "Business Owners Share Share Story in Call i

n Storad in Storady in Storable for Stores in Storadles 
1298 OMB「気候変動:連邦政府が直面する財政リスク、予備評価」、2016年11月。 
1299 John S. McCain NDAA(2019年度)、Pub L No. 115-232 
1300 HUD「コミュニティ開発ブロックグラント緩和グラントのための配分、共通アプリケーション、免除、および代替要件」、84フェデラル・ファースト・コール。

 赤。 平成29年8月30日4,5838日 

1301 国立建築科学研究所、自然災害軽減: 2019年報告書(2019年12月) 
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更新された建築基準が連邦および州の無償資金やプログラムに求められていることを示した。130

2 NMISはさらに、連邦政府と非連邦パートナーが、意義のある最新の建築基準、仕様、基準の開

発、使用、施行を支援することを義務付けるよう、連邦および州の助成金と標準基準を要求すべ

きであると勧告している。1303 コミュニティは、特に、ゾーニングと建築政策、景観規制、植生と森

林管理、公衆教育と準備キャンペーンなど、山火事に強い一連の戦略を採用するよう奨励されて

いる。1304 

 

山火事リスクの増大に対応するため、国際規範協議会(ICC)は、専門家と利害関係者とのコンセ

ンサス・プロセスを通して、国際野生地‐都市間インターフェース規約(IWUIC)を更新した。1305 IWUI

Cは、試験データと火災事故、技術報告、世界中からの緩和戦略に基づいて、指定されたWUI地

域の土地利用と建物に対する要件を定めた。 山火事のリスクは地域によって異なり、州全体およ

び地域の建築基準の質、建築様式の種類、地形に大きく依存する。 こうした特有のリスクに対処す

るため、保険事業・ホームセーフティ研究所は、住宅・事業主が必要なレトロフィット・プロジェクトに優先順

位をつけるのを支援するために、リスク評価チェックリストとコスト見積もりを含む地域ガイドを作成した。13

06 

 

勧告:議会は、連邦政府が支援するWUIの開発、再開発、再建がIWUICに含まれる最低限の山火

事に強い基準を使用することを確保するために、住宅・都市開発、農業、財務、退役軍人、国土安

全保障省に指示すべきである。 議会はまた、運輸、水供給、通信、送電網などの重要インフラに対する

山火事リスクに対する回復力戦略を評価・開発する作業部会を開催するようMitFLGに指示すべきである。 

「電線網を気候の影響に対してより強靱にする」と題する報告書のセクションでは、米国の電線網

の山火事やその他の気候リスクに対する回復力を高める政策について、より詳細に説明する。 

 

管轄:運輸・インフラ委員会、国土安全保障委員会、退役軍人問題委員会、農業委員会、金融サ

ービス委員会 

 

構成要素:連邦建築物のための先進的な山火事耐性ベースのコードと基準 

 

2016年5月、オバマ大統領は、WUIに所在する連邦建築物への山火事リスクを低減し、人々への

リスクを最小限に抑え、山火事への不動産損失を最小限に抑えるために、大統領令13728「野

生地-都市間インターフェース連邦リスク軽減」を発行した。1307 大統領令は、WUI内の連邦地区

の5,000平方フィートを超える連邦建築物がIWUICを遵守することを保証するよう政府機関に指

示した。 
 

 

1302 MitFLG, National Mitigation Investment Strategy(2019年8月) 
1303 ID.

 at 17 

1304 Kristiane Huber, Resilience Strategies for Wildfire (Center for Climate and Energy Solutions (C2ES), 2018年11月)、https://www.c2es.org/site/assets/uploads/2018/11/resilience-strategi

es-for-wildfire.pdf。 
1305 International Code Council (ICC)、2015 International Wildland-Urban Interface Code (2014年 
1306 DisasterSafety.org, “Regional Wildfire Retrofit Guides,” https://disastersafety.org/wildfire/regional-wildfire-retrofitguides/.

 2020年6月アクセス。 

1307 Executive Order 13728, "Wildland-Urban Interface Federal Risk Mitigation"、2016年5月18日。 

https://disastersafety.org/wildfire/regional-wildfire-retrofit-guides/
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MitFLGは、大統領令13728のための実施ガイドラインを作成した1308 が、大統領令を実施するた

めに、どの程度の機関が基準および手続きを更新したかは不明である。 加えて、連邦政府が支

援するインフラについては、山火事の回復力を確保するためにIWUICの基準を採用するよう要求

する行動範囲を拡大する機会がまだ残されている。 

 

勧告:議会は、大統領令13728「野生地-都市間の連邦リスク緩和」を成文化し、連邦政府機関に

対し、連邦政府の建物が、その使命と権限に合致して、山火事に対する連邦政府の建物の耐性

力を確保するのを助けるために、連邦政府の建物がIWUICに適合するように建築されることを確

保するべく、大統領令の要件を実施するよう改めて指示すべきである。 

 

管轄；運輸・インフラ委員会 

 

構成要素:風雨による人命と財産の損失を減らす 

 

国内のどの州も、竜巻、熱帯低気圧、雷雨、東風、冬の嵐、山の下り斜面の風、デレーチョなど、

1つ以上のタイプの暴風雨にさらされている。議会は、「風雨による人命と財産の損失を大幅に減

少させるためのNWIRP(National Windstorm Impact Reduction Program)」を策定した。「…風雨と

その影響に関する理解を深め、その影響を軽減するための費用対効果の高い緩和措置を開発・

奨励することを目的として、連邦政府、学界、民間部門と協力して、連邦政府の調整された取り組

みを通して、風雨からの人命と財産の損失を大幅に減少させることを目的としている。」 1309国立

基準技術研究所（National Institute for Standards and Technology）がNWIRPの主導機関として、

FEMA、NOAA、NSFと調整を行っている。 制定法では義務付けられていないが、連邦道路管理

局、HUD、USACE、DOEも省庁間協議に参加している。 活動には、パフォーマンスに基づくエンジ

ニアリング・ツールの開発支援、風雨後の連邦調査の調整、モデル建築基準の策定を支援する

ための勧告の発行が含まれる。 風雨の影響に関するNWIRPの研究と設計基準を強化する方法は、竜

巻、ハリケーン、その他の深刻な嵐における人命と財産の損失リスクの低減に役立つ。 

 

しかし、エンジニアリング設計と建築基準に関するプログラムの仕事の多くは、風雨の歴史的記録

に基づいている。風雨に関する気象学と風害および建築環境との相互影響については明らかな

ギャップが存在している。1310  NWIRPは、気候リスクに関する研究を工学的な設計原理やモデル構築コ

ードに変換し、コミュニティの安全を維持し続けるために、追加的な資金を必要としている。 

 

勧告:議会は、NWIRPを2025年までの期間について再認可し、風害に関係する気候系の変動

と変化の研究を改善し、この研究を建築環境のより良い工学的設計に変換するための予算

を増やすべきである。 追加的な予算配分は、各機関が変化するリスクを理解し、現地の意思

決定者とより良く協力し、風雨対策と緩和措置の採用を促進するのに役立つだろう。 
 
 

1308 MitFLG、大統領令13728野地-都市間インターフェース連邦リスク管理の実施ガイドライン 
(日付のない)https://www.usfa.fema.gov/downloads/pdf/eo13728_guidelines.pdf 2020年6月アクセス。 

1309 National Windstorm Impact Reduction Act Reautlization of 2015, Pub L No 114-52, 42 USC§15701 et seq.で成文化されている。  
1310 Scott Weaver, NIST NWIRP Director, House Committee on Science, Space, and Technology, Science, and Technology, "Calm before the Storm: Reauthorizing the National Windstorm Imp

act Reduction Program," 12月4日。 

https://www.usfa.fema.gov/downloads/pdf/eo13728_guidelines.pdf
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管轄：科学・宇宙・技術委員会、交通・インフラ委員会 

 

構成要素:災害失敗の調査と、連邦災害復旧プログラムのためのロバストなコードと基準の

最大限の利用 

 

災害前の軽減と災害後の復興における連邦政府の主導機関として、FEMAとその建築科学分室( 

BSB)は、気候災害における人命と財産の損失のリスクを低減することができる規範、仕様、基準

の策定と適用を支援している。 FEMAは、住宅やインフラを建設する際にレジリエンスを優先することの利

点、およびレジリエンスに基づく基準や基準を用いて達成される節約について、より多くの情報を必要として

いる。 この情報により、政府機関と連邦企業は、基準を改善し、気候変動の影響に対するコミュニティの準備

を改善する方法を検討することができるようになるだろう。 

 

運輸安全委員会は、災害が運輸部門を襲った場合、リスクや損失に寄与したエンジニアリング設

計やシステムの失敗を調査し、将来の災害を防止するための勧告を行うためにチームを配置し

ている。 ハリケーン、洪水、竜巻など、より深刻化すると予想される天候に関連した災害後の同様の調査は、

災害時の人命や財産の損失のリスクを低減するために、コミュニティが建設され、再建されることを確保する工

学技術、規範、基準の開発を支援するであろう。 

 

ジョー・ネグセ下院議員(D-CO)は、気候に強靱なコミュニティ法(H.R. 5709)を導入した。これは、G

AOがFEMAにおける気候回復力の構造的・経済的影響に関する報告書を評価し、発行することを

求めている。この報告書には、気候変動に備え、住宅、公共建築物、道路や橋梁などのインフラの

レジリエンスに対処するために、FEMAが使用する建築基準や基準をどのように改善するかに関

する勧告が含まれている。 

 

勧告:議会は、FEMA建築科学分室に対し、大規模災害の調査を指示し、建築物やインフラの破

損モードに関する所見、破滅的な気象現象における人命と財産の損失のリスクを低減するため

の規約、基準、リスク管理プロトコルの変更に関する勧告を含む、公に利用可能な報告書を作成

すべきである。 

 

勧告:議会は、GAOに対し、FEMAが使用する規約、仕様、基準を調査し、報告するよう指示し、住

宅、公共建築物、およびインフラにおける気候変動への耐性に対処する方法について勧告を行う

べきである。 

 

管轄：運輸・インフラ委員会 

 

ブロック形成:融資免除を通じたコミュニティによる洪水耐性基準採用の奨励 

 

FEMAがスタッフォード法に基づいて管理するコミュニティ災害ローン(CDL)プログラムは、宣言さ

れた災害後に歳入徴収が減少した場合に、地方政府のサービスに対してストップギャップ資金を

提供する。 FEMAは、財務状況が3年間は改善しない場合、借入金の返済を取り消し、または一部を取

り消すことができる。 
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貸付免除は、地方政府の経済回復に重点を置いているが、現在のところ、将来の災害のリスクとコスト

を低減することにつながる土地利用措置、建築基準、基準の採用など、貸付免除の検討の一環としてコ

ミュニティがリスクを管理するよう奨励するインセンティブはない。 

 

勧告:議会は、Robert T. Stafford災害救助・緊急援助法第417条を修正し、CDLプログラムの返済

救済の前提条件として、より高い基準とリスク管理慣行の採用を奨励すべきである。 

 

管轄：運輸・インフラ委員会 
 

 

 

連邦政府は、米国内の土地の4分の1以上、および10億平方フィートを超える不動産を管理してい

る。1311, 1312 このことは、米国政府に対して、これらの資産が気候変動の影響に強靱であることを

確保すると同時に、例示的な主導性を発揮する機会も提供するという、非常に大きな責任を与え

ている。 連邦政府機関は、特に国防、災害対策、インフラ、公共土地管理のために、気候リスク計

画に関して協力しなければならない。 しかし、その責任は米国の国境で終わるわけではない。 国

際的には、米国はまた、国内外の米国の国家安全保障上の利益に影響を与える可能性のある気候変動の

人道的影響を緩和するための努力を主導すべきである。 

 

気候変動はすでに連邦政府のあらゆる機関の活動に影響を及ぼしており、その影響はさらに悪

化し続けるだろう。 気候に起因する極端な天候がより激しく頻繁になるにつれて、連邦政府機関

は、気候の混乱の中で必要不可欠なサービスを提供し続ける方法を計画する必要がある。 気候

計画に関する調整は、連邦政府機関を横断し、州、地方政府、領土、部族、その他の利害関係者

と協力して行われなければならない。 さらに、連邦政府機関は、自らの資産を適切に管理し、政

府所有の建物や土地の管理において気候変動に適切に対応する計画を立てなければならない。 

 

構成要素:すべての連邦機関に気候適応計画と調整を要請する 

 

2013年、オバマ大統領は、気候変動への配慮を政府機関の活動とミッション全体の目標に統合す

る包括的な計画の策定、実施、維持を連邦政府機関に求める大統領命令13653を発出した。1313

大統領令は、気候変動に強い投資を支援するための連邦プログラムの近代化、リスクを高めるた

めの連邦政策とプログラムの改革、州と地方の準備とレジリエンスへの取り組みの支援を調整す

るために、気候準備とレジリエンスに関する評議会を設置した。1314トランプ大統領はこれを廃止

し、評議会を解散した。 
 

1311連邦議会調査局、連邦土地所有権:取得・処分機関(2019年3月) 
1312 総合サービス局「連邦不動産公開データセット」https://www.gsa.gov/node/127973.

 2020年6月アクセス。 

1313 大統領令13653「気候変動の影響に対する米国の準備」、2013年11月1日。 
1314 同上 

気候耐性計画を連邦政府機関の活動の不可欠な要素

にする 

https://www.gsa.gov/node/127973
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トランプ政権は、2019年10月にUSGCRPのウェブサイトから政府機関の適応計画を削除した。 

2015年、オバマ大統領は、連邦政府の持続可能性計画の一環として、連邦政府の温室効果ガス

排出削減、回復力、エネルギー効率改善を促進する大統領令を発出した。大統領令の下で、政府

機関は、建物と資産の気候に強靱な設計を統合し、気候変動の影響に対応する事業と施設を確

実に準備することが求められた。1315 トランプ大統領は、2018年にこの大統領令を取り消した。 

数名の議員が、トランプ政権の行動を逆転させ、連邦政府の適応を法的義務とする法律を提案して

いる。 アミー・クロブチャー上院議員(D-MN)は、大統領令13653を成文化する法案(S. 2239)を提出した。この

法案は、政府機関の適応計画を再開し、気候準備・回復評議会を再設立するものである。 

ジョー・ネグセ下院議員(D-CO)は、連邦研究所近代化法 2019 (H.R. 5356)を導入した。これによ

り、GAOは、気候制御システム、機器の機能性と使用、建物の品質と弾力性、施設建設に使用さ

れる材料の安全性など、連邦研究所および関連インフラの状況に関する報告を2年ごとに行うよ

う指示される。 この法案は、GAOに対し、修理または改修を最も必要とする施設を特定し、当該修理ま

たは改修の費用を見積もり、施設の占有が代理店のニーズを満たすのに十分かどうかを評価することを

求めている。 この法案は、ホワイトハウス科学技術政策局(OSTP)局長の報告義務を強化するた

めに、2007年のアメリカ・コンピーツ(技術、教育、科学の優秀さを意味のある形で促進する機会

の創出)法を改正するものである。 

スコット・ピーターズ下院議員(D-CA)は、STRONG(地上における米国の強靱性の強化)法(H.R.85

5)を導入した。これにより、OSTPは、国家極端気象耐性行動計画を策定するための省庁間作業

部会を設置することが求められる。 また、省庁間作業部会は3年ごとにフォローアップ報告書を作成し、

極端な天候に対する米国の回復力の向上に向けた連邦政府機関の進捗状況を議会に報告する予定であ

る。 

勧告:議会は、連邦政府の各省庁に対し、気候適応計画の更新を指示し、各機関が(1)任務と業務

に対する気候リスクを評価し、(2)プログラムの実施が気候リスクを悪化させないようにする方法を説

明すべきである。 プログラムの実施に便益-費用分析の利用が必要な場合、気候適応計画は、各機関がど

のように気候リスクを便益-費用分析に組み込んでいるかを記述しなければならない。これには、使用される

測定指標と方法論も含まれる。 計画には、必要な物理的インフラの改善の特定、および改善に必要な

資金と資源の評価を含めるべきである。 計画はまた、気候変動が現場のコミュニティや脆弱な人々に及

ぼす不均衡な影響に対処する機会を特定すべきである。 天然資源を所有または管理する省庁は、その

計画の中に天然資源の適応を含めるべきである。 計画はまた、極端な天候リスクに対する連邦職

員の回復力にも対処すべきである。 

勧告:議会は、気候適応のための機関間調整メカニズムとして、気候準備と回復力に関する評議

会を再設立すべきである。 

管轄：エネルギー・商業委員会、監視・改革委員会 
 

1315 大統領令13693、「次の10年における連邦の持続可能性の計画」、2015年3月19日。 
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構成要素:連邦調達プロセスと手続きにおける排出量と気候リスクの開示と考察を必要とす

る 

 

世界最大の財・サービスの購入者として、連邦政府、特に国防総省は、事業とサプライチェーンを

横断する排出削減と気候変動への耐性の慣行の両方を支援することができる。 2016年に最終決

定された連邦調達規則(FAR)では、コスト、品質、納入された商品やサービスの適時性の面で顧

客を満足させること、運営コストを最小限に抑えること、誠実性、公平性、オープン性をもって事業

を行うこと、公共政策目標を達成することなどを含む連邦調達の手続きと指針の原則が明記され

ている。1316 FARは、現在、連邦政府の契約締結において750万ドル以上を受注したベンダーに対

し、温室効果ガス(GHG)排出量または排出削減目標を公表しているかどうかなど、一定の宣言を

行うことを義務付けている。1317 

 

FARは、これらの企業がGHG排出量を報告したり、排出削減目標を設定したりすることを、いかな

る業界も規制したり、義務付けたりするものではない。 また、ベンダー選定の判断基準に影響を

与えたり、競争上不利な情報を公開しないようにしたりすることも意図されていなかった。 その代

わり、企業から得られた情報は、サプライチェーンの排出量をよりよく理解するための戦略を策定

する機関を支援することを意図していた。 しかし、連邦政府のサプライチェーン排出量をより包括

的に把握し、連邦政府の各省庁が目標を設定し、排出削減の進捗状況を測定するのを支援する

ために、さらなる連邦政府の行動が必要である。 政府機関はまた、連邦のサプライチェーンに対する物

理的な気候リスクをよりよく理解するために、ベンダーからの追加情報も必要である。 

 

勧告:議会は、大規模供給者、すなわち前年に750万ドル以上の連邦落札を受けた供給者に対し、

洪水、山火事、干ばつ、極度の暑さによるリスクを含め、自らの温室効果ガス排出量と気候リスク

をサプライチェーンと事業に公表するよう指示すべきである。 連邦議会は、各省庁に対し、各省庁

の契約手続きにおける排出削減とレジリエンスを考慮するよう指示すべきである。 プロジェクトに

対する連邦政府の支援受給資格は、強力な労働基準(Buy America/nおよびDavis-Baconの一般

的な賃金要件を含む)を満たし、労働、環境、公民権に関するすべての制定法を遵守し、関連する

場合にはコミュニティ給付協定およびプロジェクト労務協定に署名する受給者であることを条件と

すべきである。 連邦政府の支出は、サプライチェーン全体を通して企業が製造した国内で生産さ

れ、持続可能で、強靱な材料の利用を確保する調達政策にも従うべきである。 連邦政府が低排

出オプションを調達すれば、大きな市場が創出され、その導入が進み、低排出技術への投資が利

益を生むという明確なシグナルが民間部門に送られることになる。 

 

管轄：監督・改革委員会 
 

 

 

 

 
 

1316 Federal Acquisition Regulation, 48 CFR § 1.102 (1995). 
1317 連邦調達規則、48 CFR§52.223-22(2016)、温室効果ガス排出量および削減目標の公開、https://www.acquisition.gov/content/52223-22-public-disclosure-greenhouse-gas-emissions-and

-reduction-goalsrepresentation。 
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気候変動における米国の土地と水の役割は見過ごされることが多いが、自然は気候危機に対する

最も費用対効果が高く、持続的な解決策の1つである。 同国の森林、草原、湿地は、根や土壌の炭素

吸収源として重要である。 湿地、森林、サンゴ礁などの自然の特徴は、自然の障壁としての役割を果たし、

洪水や高潮の被害からコミュニティを保護し、フィルターとして有害な堆積物、栄養素、その他の汚染物質を

排除する。 

 

しかし、米国では、道路、都市スプロール、エネルギー開発、その他の人間活動に至る広大な自然

地域が失われ、自然の状態は急速に悪化している。 さらに、米国の公共用地や水域の管理ミスは、現

在、気候変動問題の一部となっている。 公有地および水域における化石燃料の採取は、米国の二酸化炭素

排出量の4分の1近くを占めており、公有地を温室効果ガスの純排出者とする。1318 公共用地および水域を気

候問題解決の基礎とするために、連邦政府は、化石燃料の採取からの排出量を削減し、再生可能エネルギ

ーの開発を増やし、全国の自然景観を保護・回復するための包括的で積極的な計画を策定・実施する必要

がある。 

 

気候危機に立ち向かう米国の土地と水の潜在力を最大限に引き出すためには、私有地も解決策

の一部でなければならない。 例えば、米国の森林の半分は民間所有であるが、炭素固定の機会を提

供している。 私有地を保護・復元するための資金的・技術的支援は、野生生物にとって重要な生息地と接

続性を提供しつつ、炭素汚染の削減に有意義な影響を与える可能性がある。 

 

象徴的な景観を保護することから、化石燃料開発から排出量を削減することから、民間の土地所

有者に対する技術援助を増やすことに至るまで、米国の公共・民間の土地・水域は、気候や生物

多様性の危機と闘うための無数の機会を提供している。 

 

自然気候ソリューションの可能性を最大限に引き出す  

森林、湿地、草原などの自然景観や生態系の保全、保護、回復は、気候や生物多様性の危機を

解決する上で極めて重要である。 米国の土地と水は、「自然気候の解決策」を提供しており、最

大限に活用すれば、年間二酸化炭素の純排出量の最大5分の1を固定する可能性がある。1319 世

紀半ばまでに経済全体の純ゼロ・エミッションを達成するためには、議会が米国の土地と水を保

護し、回復することが、包括的な気候戦略の基礎となる必要がある。 二酸化炭素を自然システム

に貯留することは、大規模な排出削減を実現し、コミュニティと生態系の回復力を向上させるため

の、実証された、迅速かつ費用対効果の高い方法である。 
 
 

1318 USGS, SIR 2018-5131, Federal Lands Greenhouse Gas Emissions and Sequestration in the United States: Estimates for 2005- 14 (2018): 6. 
1319 Joseph E. Fargione, Natural climate solutions for the United States (Science Advances, 2018年11月14日 

米国の土地、 

水、海洋、野生生物の保全と回復 
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 広大な景観と生物多様性の保護・保全  

健全な景観と生態系は、自然で効率的な炭素吸収源であり、植物や土壌に炭素を貯蔵する。 十

分に保護された、完全な生態系と野生生物の移動回廊はまた、重要な生息地と連結性を提供す

ることによって、動植物種が変化する気候に適応するのを助ける。 米国政府は、米国の土地、水

域、海洋の保護を拡大することによって、数十年に及ぶ森林減少を逆転させ、炭素を回収・隔離

する自然の能力を強化し、土地の攪乱や採取活動から生じる温室効果ガス排出を削減すること

ができる。 

 

構成要素:2030年までに全米の陸地・海域の少なくとも30%を保護し、質の高い保全を優先する 

 

大規模な景観保全がもたらす広範かつ重大な気候上の利益にもかかわらず、米国は、都市開発

やエネルギーインフラなどの人為的改良のために、サッカー場ほどの価値を30秒ごとに失ってい

る。1320 炭素固定と生物多様性の利益を最大化するために、森林、草原、湿地、その他の重要な

生息地や自然空間の保護と回復を確保するために、連邦政府は、2030年までに米国の全土地・

海域の少なくとも30%を保護すべきである。 

 

現在、米国の土地のわずか12%、米国の海洋の26%が永続的に保護されており、その大半はアラス

カと西部に、保護された海域の大多数は西太平洋またはハワイ北西部にある。1321.絶え間ない開

発圧力にもかかわらず、米国の土地や海域のかなりの部分は依然として自然の状態にあり、米国

の最も荒廃した場所を永続的に保護する重要な機会を提供している。 2017年現在、2億6,200万エ

ーカー以上の保護地と保護されていない土地が、隣接する48州の野生状態のまま残されている。13

22. 土地の保護による気候面の便益はアラスカに象徴される。アラスカでは、米国の保護されている

公有地の大部分が位置し、さらに多くが永続的な保護を必要としている。 2018年米国地質調査所(US

GS)の報告書は、「アラスカの連邦地帯に貯留された炭素の量は、連邦地帯に貯留された炭素の約62%であ

り、米国の炭素収支全体におけるアラスカの重要性を示している」と述べている。1323 

 

 デブ・ハーランド下院議員(D-NM)と トム・ウダル上院議員(D-NM)が上下院決議H835/S.Res. 372を導

入した。これは、米国政府が2030年までに米国の陸域および海域の少なくとも30%を保全するという国家目標

を設定すべきであるという上下両院の認識を表明した決議で、しばしば「30×30」と呼ばれている。 

 

この決議に加えて、連邦議会の議員は、保護地域を拡大・拡大し、新たな自然地域、国立公園、

野生河川・景観河川を指定するために、数多くの法案を提出した。 いくつかの例としては、 
 

1320 Brett Dickson et al., Methods and approachは、2001年から2017年までの間に、競争の激しい米国における自然地の損失と分断化を推定するために用いられた(Conservation Scien

ce Partners, 2019): 6。 
1321 H.Res. 835、S.Res. 372は、連邦政府が2030年までに米国の陸海の少なくとも30%を保全するという国家目標を設定すべきであるという上下両院の認識を表明したものである。 

1322 Brett Dickson, et al., Methods and approachは、2001年から2017年にかけての米国における自然地の損失と分断化を推定するために用いられた(Conservation Science Partners, 2019): 7。 
1323 USGS, SIR 2018-5131, Federal Lands Greenhouse Gas Emissions and Sequestration in the United States: Estimates for 2005- 14 (2018): 13. 
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• H.R. 823/S. 241「コロラド野外レクリエーション・経済法」は、ジョー・ネグゼ下院議員(D-C

O)とマイケル・ベネット上院議員(D-CO)が導入したもので、コロラド州の約40万エーカー

の公有地を保護し、約7万3,000エーカーの新たな野生地域と約8万エーカーの新たなレク

リエーション・保全管理区域を設置する。 

• H.R. 2546、ダイアナ・デジェット下院議員(D-CO)によって導入された2019年米国原生保

護法。これは、メサ・ベルデ国立公園の周辺地域、グニソン国立公園のブラックキャニオ

ン、キュレカンチ国立レクリエーション地域など、74万エーカー以上の指定された自然を

恒久的に保護するものである。 

• H.R. 2250/S. 1110、Northwest California Wilderness, Recreation, and Working Forests Ac

tは、ジャード・ハフマン(D-CA)下院議員とカマラ・ハリス上院議員(D-CA)が導入したもの

で、カリフォルニア州北西部の26万エーカー以上を野生地として保護し、379マイルの新し

い野生河川と風景河川を保護する。 

• H.R. 2215/S. 1109、ジュディ・チュー下院議員(D-CA)およびカマラ・ハリス上院議員(D-C

A)により導入されたサン・ゲイブリエル山脈フットヒルズ・アンド・リバース・プロテクション・

アクトは、サン・ゲイブリエル山国立記念物の境界を11万エーカー近く拡大し、約3万1,000

エーカーの野生地と45マイルの野生・風致河川を指定し、記念碑の南にプエンテ・チノ・ヒ

ルズ野生生物回廊を設置する。 

• H.R. 2199/S. 1111、セントラル・コースト遺産保護法は、サルドレス・カルバジャル下院議

員(D-CA)とカマラ・ハリス上院議員(D-CA)が導入したもので、森林と草原を野生地とし

て約24万4,000エーカー、河川をワイルド・アンド・シーニックとして、ロス・パドレス国立森

林とカルリゾ平野国立記念物に保護するものである。 

• H.R. 2642/S. 1382、野生オリンピック野生・風致河川法、デレク・キルマー（D-WA）下院議

員、パティ・マレー上院議員(D-WA)は、126,000エーカー以上の自然を永続的に保全し、ワ

シントンオリンピック半島の国立野生・風致河川システムに19の河川を追加する。 

• H.R. 1321/S. 827、キャロライン・マロニー(D-NY)下院議員とシェルドン・ホワイトハウス上

院議員(D-RI)が導入した北ロッキーズ生態系保護法は、アイダホ州、モンタナ州、オレゴ

ン州、ワシントン州、ワイオミング州の約2,300万エーカーの公有地を、永続的な自然と生

物の回廊として、また、野生河川と風景河川として1,800マイルの河川を保護するもので

ある。 

• H.R. 871、ルーベン・ガレゴ下院議員(D-AZ)が導入した「ベアズイヤーの拡大と主権の尊

重に関する法律」は、元のベアズイヤー国立記念碑の保護を回復し、地域の部族が神聖

かつ重要であると認定した190万エーカーの土地まで拡大するものである。 

• S. 247、Tim Kaineティム・ケイン上院議員(D-VA)によって導入された2019年バージニ

ア・ワイルダーネス追加法では、ジョージ・ワシントン国立森林の5,000エーカー以上を

野生地域とする。 

• H.R. 5999、Udall-Eisenhower Arctic Wilderness Act、およびS. 2461、2019年北極難民保

護法、 ジャレッド・ハフマン(D-CA)下院議員および エドワード・マーキー上院議員(DMA)

が導入したが、いずれもアラスカの北極野生生物難民国立沿岸平野内の150万エーカー

以上の土地を野生と指定することになっている。 

下院はこれらの法案の多くを可決したが、上院での審議が待たれている。 本報告書では、「野生およ

び特別な場所の保護の拡大」や「森林と草原の保護と復元」など、野生の場所と生息地の復元と保護によ

る30×30の目標達成に役立つ他の法案を参照している。 
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勧告:議会は、2030年までに、生態学的、生物多様性、炭素固定価値の高い地域を優先し、米国

の全土地および海域の少なくとも30%を保護するという国家目標を設定すべきである。 この目標を

達成するためには、部族、州政府、土地所有者、地域社会との協力を含めた包括的な取り組みが

必要である。 内務省(DOI)は、他の土地管理機関と協議の上、優先保全目標の景観レベルの評

価を実施し、景観保全協同組合と協議し、資金を増やすべきである。 この国による30×30の取り

組みは、部族国家や地域社会(環境司法コミュニティを含む)を支援し、エンパワーメントするもので

なければならない。その過程の早い段階で、最も必要不可欠であり、リスクにさらされている自然

の場所を保護し、復元するための戦略を特定し、策定し、実施し、その目標が国の地理的、社会

的、文化的多様性を認識した形で達成されることを確実にすべきである。 

 

議会は、高価値保護の指定を通じて指定された土地および水域の保全を優先し、土地および水

域を工業用および採取用途に開放する指定を避けるべきである。 土地については、この30×30

の努力には、私有地での質の高い保全に対するインセンティブ、州、部族、地方自治体との景観

レベルでの管轄区域を超えた協力の奨励、公有地での国立公園、国立記念碑、国立野生生物避

難所の数と規模の拡大、野生生物回廊の設置、土地管理局(BLM)と米国森林局(USFS)が管理す

る森林の質の高い土地の保護などが含まれるべきである。 DOIやその他の土地管理機関は、現行

の野生生物調査地域の保護対策を維持すべきであり、これらの地域は議会の野生生物指定の優先事項

とすべきである。 海洋に関しては、議会は、海洋保護区、完全に保護された海洋保護区、海洋保

護区、海洋国立記念物などの海洋保護区(MPA)を重視すべきである。 

 

勧告:議会は、国家自然評価を策定するよう関係連邦機関に指示すべきである。 この包括的かつ

定期的な報告書は、政策立案者と一般市民に対し、米国の自然地域、野生生物、野生生物生息地、海

洋の健康、流域や湿地、その他の自然システムの状況に関する明確かつ実行可能な情報を提供すべき

である。 この国家自然評価は、30×30の目標達成に向けた米国の進捗状況を追跡し、報告すべきであ

る。 

 

勧告:現行法の下では、連邦天然資源機関はすでに、気候変動のために土地を管理し、保全を優

先する責任と豊富な権限を有している。 しかし、米国の天然資源機関のための有機的な制定法

は、数十年前に制定されたものであり、人為的な気候変動に関する現在の科学的理解の恩恵を

受けずに開発されたものである。 議会は、すべての地域社会の利益のために、気候変動に立ち向か

い、米国の自然システムを保全・回復することが、米国のすべての天然資源機関にとって不可欠な任務で

あることを確認するために、これらの法律を見直し、適用可能な場合には更新すべきである。 

 

管轄：天然資源委員会 

 

構成要素：「土地・水保全基金」への全面的かつ恒久的な資金拠出 

 

議会は、連邦政府の公有地および国立公園、森林、野生生物の避難所などの自然地域を保護

し、私有地の自発的な保全を支援し、州政府および部族政府に公立公園やその他アウトドア娯楽

機会用地のための補助金を提供するために、1965年に「土地・水保全基金(LWCF)」を設立した。 
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1324 LWCFは、気候変動を緩和し、生態系、野生生物の個体数、コミュニティがその影響に対して

より強靱になるのを助ける上で、強力な役割を果たしている。 例えば、LWCFは、コミュニティを保

護するハリケーン・ストーム・バッファーとしての湿地の保全・回復、都市公園や樹冠の増加、気候

変動の結果として生息地が移動・縮小している種の生息地や野生生物の移動回廊の保護、炭素

固定の価値が高く潜在的可能性のある景観の保護、火災多発地域における開発の防止による火

災リスクの軽減に役立っている。1325 

 

2019年2月、議会はLWCFを永続的に承認したが、同プログラムに現在では年間9億ドル拠出され

ている資金の完全かつ恒久的な枠を提供することはできなかった。1326 同プログラムの認可レベ

ルは1978年以降更新されておらず、インフレ連動型であれば、LWCFは現在36億ドルの認可を受

けていることになる。1327 LWCFは現在、洋上石油・天然ガス開発からの収入を得ているが、 米国

が沖合の石油・ガス掘削から離れるにつれ、LWCFには新たな資金源が必要となる。 

 

ジョー・カニンガム下院議員と上院議員 コーリー・ガードナー(R-CO)とジョー・マンチン(D-WV)は、2021年

度からLWCFの全額出資を恒久化する「グレートアメリカン・アウトドア法」H.R. 7092/S. 3422を導入した。 

 

勧告:議会は、土地と水の保全に十分かつ永続的に資金を提供すべきである。 

また、プログラムの年間認可を増やし、それをインフレ指数化する。 

 

管轄：天然資源委員会 

 

構成要素:気候緩和のための連邦および非連邦土地での遺棄鉱山の復元 

 

米国では、放棄された硬岩や石炭鉱山が汚染源となっている。 同国には、米国全土で50万件に

ものぼる強固な鉱山遺棄地を埋め立てるために必要とされる、推定500億ドルの国家浄化プログ

ラムや資金がない。1328 遺棄鉱山埋め立て基金は、遺棄された炭鉱の浄化に役立つが推定100

億ドルの埋め立て工事が全国の5,000カ所の遺棄炭鉱に残されているにもかかわらず、予算権

限は2021年には失効することになっている。1329 

 

1324 米国内務省「土地・水質保全基金」https://www.doi.gov/lwcf.
 2020年6月アクセス。  

1325 野生生物学会「5つの方法で気候変動の影響に対処することができる」https://www.wilderness.org/articles/blog/5-ways-lwcf-can-help-confront-impacts-climate-change。 2020年6月

アクセス。  

1326 John D. Dingell, Jr. 保存・管理・レクリエーション法、パブ L. 116-9(2019年3月) 

1327 Center for Western Priorities, “It’s time for Congress to Fund our most important park program” (June 19, 2019), 
https://medium.com/westwise/its-time-for-congress-to-fund-our-most-important-parks-program-50d1f2a861ef. 

1328 米国環境保護庁第542-R-04-015号「国家の廃棄物サイトの清掃:市場と技術の動向:2004年版」(2004年9月版):11号、AbandonedMines.gov号、「問題の範囲」、https://www.abandonedmines.gov/ep.h

tml.
 2020年6月、トム・ウダル上院議員、「プレスリリース:上院民主党ウダル議員: EPA、厳しい鉱山災害への対応」(2018年1月17日)、https://www.tomudall.senate.gov/news/press-releases/udall-senate-

democrats-epa-putting-taxpayers-on-the-hook-forhard-rock-mining-disasters。 

1329 Testimony of Jason Walsh, Executive Director, BlueGreen Alliance, Legislative Hearing on H.R. 4248 “Surface Mining Control and Reclamation Act Amendments of 2019, Hearing Before 

the House Natural Resources Committee, Subcommittee on Energy and Mineral Resources, 116th Congress (November 14, 2019). 

https://www.doi.gov/lwcf
https://www.wilderness.org/articles/blog/5-ways-lwcf-can-help-confront-impacts-climate-change
https://www.wilderness.org/articles/blog/5-ways-lwcf-can-help-confront-impacts-climate-change
https://medium.com/westwise/its-time-for-congress-to-fund-our-most-important-parks-program-50d1f2a861ef
https://www.abandonedmines.gov/ep.html
https://www.abandonedmines.gov/ep.html
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鉱山の埋め立ては、既存および将来の環境汚染を緩和し、自然の炭素固定を強化し、鉱山跡地

からのメタン漏出を削減するのに役立つ。 また、廃鉱された鉱山の埋め立てに投資することは、

雇用を創出し、地域経済を刺激し、新たな経済発展を促す。1330 

 

 マット・カートライト下院議員(D-PA)および ジョー・マンチン上院議員(D-WV)は、それぞれH.R. 42

48およびS. 1193、2019年の地表採掘管理・埋立法改正、ならびに廃止鉱地埋立料延長法を導入

した。 両者とも遺棄鉱山埋立基金を再承認し、H.R. 4248は一部の州における遺棄炭鉱の清掃基

金からの支払いを拡大することになる。 下院民主党は、2020年6月に包括的なインフラ法案H.R. 2

を提出したが、この法案（前進法）.第84201条から第84203条には、H.R. 4248が含まれている。1331 

 

放棄された硬岩鉱山に対処するため、委員長の ラウル・グリヤエヴァ(D-AZ)は、H.R.2579、2019

年のハードロック・リース・アンド・レクラメーション法を導入した。これにより、硬岩鉱山の強力な

埋立基準が確立され、遺棄された鉱山および鉱業活動によって被害を受けた地域の埋立てと復

元のための基金が創設されることになる。 同様に、トム・ウダル上院議員(D-NM)は、S. 1386を導

入した。S. 1386は、2019年のハードロック鉱業埋立法であり、硬岩鉱業埋立のための基金を設立

する予定である。 

 

勧告:議会は、地方経済に投資し、放棄された石炭や硬岩の鉱山跡を再生・復元するための国家

の重要な必要性に取り組むべきである。 この立法化は、(1)放棄された石炭鉱山の復元のために

遺棄された鉱山埋立基金を再認可し、増加させる、(2)遺棄された硬岩鉱山および鉱業活動の影

響を受けた地域の埋立・復元のための基金を創設する、(3)石炭鉱山および硬岩鉱山の強力な埋

立基準を確立する、(4)石炭鉱山および硬岩鉱山跡の復元・埋立に際して、在来の樹木や草木の

植林に焦点を当て、気候および生物多様性の利益を優先させる、(5)修復・埋立に資金を提供する

ために硬岩鉱業に関する料金を設定する、という内容であるべきである。 

 

管轄：天然資源委員会 

 

構成要素：自然環境保全のための民間土地所有者の取組を支援し、民間土地保全

のための資金的インセンティブを高めること。 

 

農家や牧場主が自らの土地の野生生物の生息地を保護し、私有林業者が労働地の健康と生産性

を維持するまで、米国には長い歴史がある。 しかし、2001年から2017年にかけて失われたすべての面積

の自然は、24百万エーカーのうち18.6百万エーカーが私有地であった。1332 議会は、土地所有者が将来の世代

に引き継ぎたい土地、水、野生生物を保護するための自発的な努力を支援することができ、また支援すべきで

ある。 もし米国が2030年までに米国の土地・水域の少なくとも30%を保護するという目標を達成しよう

とするならば、私有地はこの戦略の一部でなければならない。 
 

1330 前に同じ 
1331 特に断りのない限り、H.R.2の言及は、2020年6月22日付の規則委員会印刷116-54に含まれる法案のバージョンを指す。 下院は、選考委員会の報告書が印刷されると、H.R.2について討論する準備をして

いた。 規則委員会印刷は、https://rules.house.gov/sites/democrats.rules.house.gov/files/BILLS- 116HR2-RCP116-54.pdfで入手可能であり、2020年6月22日以降になされた法案の修正を反映

するものではない。 

1332 Matt Lee-Ashley et al., The Green Squeze (Center for American Progress, 10月22日)。 
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保全地役権は、私有地の保全のための重要なツールである。 土地所有者は、ある種の用途を制限

したり、永久的に土地を開発することを妨げる法的拘束力のある協定に基づき、土地を民間組織ま

たは公的機関に寄付または売却することができる。1333 農業地役権などの一部の地役権には、作業

用地の保全や積極的な森林管理を認める条項を含めることができる。 その他の地役権は、純粋な

保全目的で売却または寄付される。 

 

勧告:議会は、私有地を開発から守り、野生生物の生息地と接続性を増し、これらの土地の気候緩

和価値と潜在力を増加させるために、保全地役権の購入のための政府の専用資金を増やすべき

である。 この取り組みには、(1)作業用地の地役権を追加購入し、土地所有者に追加的な技術援助を提供

するための農業保全地役権プログラム(ACEP)への資金提供の増加、(2)健全な森林保護プログラムへの資

金提供の増加、(3)気候緩和と生物多様性のために管理された土地に関する農業地役権の購入の優先順

位付けのための米国農務省(USDA)への指示、(4)LWCFとDOIグラントのための専用資金レベルの劇的な増

加、移住回廊を含む純粋な保全、気候、生物多様性の目的のための保全地役権の購入のためのプログラ

ム、(5)土地信託または政府機関に保全地役権を提供することを選択する土地所有者に対する税制上の優

遇措置の増加、(6)河川内の水の流れの寄付を可能にするための保全地役権の拡大、が含まれるべきで

ある。 

 

管轄: 天然資源委員会、農業委員会、歳入委員会 

 

構成要素:先住民の自由で先行するインフォームド・コンセントを得た土地保全と先住

民の伝統的知識に関する部族諸国への支援とコンサルティング 

 

部族国家には、資源の管理と保全に関する何世代にもわたる経験と知識がある。 伝統的な生態

学的知識は、地域の環境や文化に特有のものであり、気候解決策の重要な部分であるべきであ

る。 連邦政府の土地管理機関は、部族国家の伝統的慣行(景観保全、動植物、土地、大気、水の

健全な管理を含む)と協力し、そこから学ぶべきである。 

 

ジョー・ネグセ下院議員(D-CO)は、「21世紀の健康と仕事のための保護隊法」H.R. 7264を導入し

た。この法案は、インディアン局に1億9,500万ドルを提供するもので、これには、公有地の健康改

善と部族林再生プロジェクトの支援のためのインディアン・プログラムの運営のための4,500万ド

ル、部族が国内、経済、文化的ニーズを満たすために土地と水を利用できるようにするための土

地・水利請求解決のための1億ドル、インディアン居留地における保守プロジェクトの延期のため

の5,000万ドルが含まれる。 

 

勧告:議会は、部族国家の保護の優先事項とビジョンをより良く支援する方法を決定し、伝統的な

知識と管理法が部族と連邦の土地や先住民への自由・先行的・開示された同意を尊重することを

認め、促進するための協力プロセスを発展させるために、部族指導者と正式かつ有意義に協議す

る委員会を設置すべきである。 

 

1333土地信託同盟、「土地保全のための所得税優遇措置」、https://www.landtrustalliance.org/topics/taxes/income-tax-incentives-land-conservation。
 2020年6月アクセス、自然保護「私有地

保存」、https://www.nature.org/en-us/about-us/who-we-are/how-we-work/privatelands-conservation/?tab_q=tab_contab_tab_element_670。 2020年6月アクセス。 

https://www.landtrustalliance.org/topics/taxes/income-tax-incentives-land-conservation
https://www.landtrustalliance.org/topics/taxes/income-tax-incentives-land-conservation
https://www.nature.org/en-us/about-us/who-we-are/how-we-work/private-lands-conservation/?tab_q=tab_container-tab_element_670
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いかなる法律も、各部族が、州、地方自治体、その他の関連団体が参加できるすべての気候イニシアティ

ブ、プログラム、資金への公正かつ公平なアクセス、代表、参加を確保すべきである。 

 

勧告:40以上の連邦天然資源資金プログラムが部族を除外または除外している。1334連邦議会

は、部族のリーダーシップを代表する省庁間タスクフォースを設置し、格差を特定し、連邦天然資

源補助金や州向けプログラムに部族を確実に組み込むべきである。 連邦政府の資金は、部族

の管理・実施能力の向上を支援すべきである。 

 

管轄：天然資源委員会 

 

構成要素:自然の恩恵を公平に共有するための環境正義の取り組みの拡大 

とすべての地域社会の尊重 

 

環境司法コミュニティの住民は、緑地、公共のレクリエーションの機会、自然一般への不公平なア

クセスを経験することが多い。 裕福な米国人が国立公園を訪れる確率は、低所得者のコミュニティの約3

倍であり、西部の環境司法コミュニティの約80%は、残された自然地域の割合が州の平均よりも低い地域に

住んでいる。1335 同様のアクセス問題は、米国の沿岸部に関連していることが多い。 沿岸部の人口が増加

し、所得の不平等が拡大するにつれて、一部の地域では、沿岸部の富裕な土地所有者が、沿岸部の土

地への公衆のアクセスを制限している。 さらに、自然への公平なアクセスは、地理に限るものではなく、自

然の恩恵をより公平に分配することが、環境司法コミュニティの人々、文化、歴史を反映した自然空間へ

のアクセス、回復、保護に対する包括的なアプローチを確保することを意味する。 

 

Ａ．ドナルド・マケーチン下院議員 (D-VA)とラウル・グリヤエヴァ委員長(D-AZ)は、H.R. 5986を導入

した。これには、自然への公平なアクセスを増やすためのいくつかのイニシアティブが含まれてい

る。1336 例えば、この法律には、ダイアナ・デジェット下院議員(D-CO)、スコット・ティプトン下院議員

(R-CO)によって導入されたH.R. 1184「子供はみんなアウトドア法」が含まれている。 H.R. 4273/S. 246

7、ジミー・ゴメス(D-CA)とスティーブ・スターバーズ(R-OH)とコリー・ブッカー上院議員(D-NJ) はTransit to Trails Act 

of 2019を導入した。「エブリイ・キッド・アウトドア法」は、「エブリイ・キッド・イン・ザ・パーク」プログラムを

恒久的に承認するもので、米国の4年生とその家族が、連邦政府が管理する公園、土地、水域を1

年間無料で訪れることができる。 Transit to Trails Actは、DOT(運輸省)に、公園、公共用地、水域、

緑地への公平なアクセスを改善するために、サービスが十分に行き届いていないコミュニティで利

用可能な交通システムに資金を提供するグラント・プログラムの設立を指示する。 

 

「すべての人のための環境司法」法には、次のような助成プログラムも含まれている。 

H.R. 4512/S. 1458, The Outdoors for All Act,は下院議員のナネッテ・バラガン(D-CA)およびマイ

ク・ターナー(R-OH)およびカマラ・ハリス上院議員(D-CA)によって導入された。。 下院民主党のイ

ンフラ法案、H.R. 2「前方移動法」の第82条から第82206条に類似した「すべてのための屋外法」は

法制化され、 

 
1334 ATNFからの勧告、情報提供要請への対応、気候危機下院選出委員会、第116回会議(2019年11月22日) 
1335 NCEL「環境正義」https://www.ncel.net/environmental-justice/

 2020年6月、Jenny Rowland-Sheaにアクセス。 

Parks for All(米国進歩センター、2016年) 

1336 H.R. 5986, the Environmental Justies for All Act, Sections 11-13, 116議会 

https://www.ncel.net/environmental-justice/
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全国の都市部および低所得都市で野外レクリエーションの機会を拡大するプロジェクトを支援する

ために、野外レガシー・パートナーシップのための専用資金源が設立されることになる。 これらのプ

ログラムへの資金を増やすために、ジョー・ネグゼ下院議員(D-CO)は、「エブリイ・キッド・アウトドア・プログラ

ム」に8,000万ドルを投資し、「アウトドア・レガシー・パートナーシップ」に5億ドルを拠出する「21世紀の健康と仕

事の保護隊法」H.R. 7264を導入した。 

 

勧告:議会は、公園、公有地、その他の自然空間への公平なアクセスを確保するためのイニシアテ

ィブを策定し、資金を提供すべきである。 

 

管轄： 天然資源委員会、輸送・インフラ委員会 

 

構成要素:文民保存部隊の再建 

 

1933年のニューディールでは、当初の民間保護部隊(CCC)が30億本の樹木を植え、300万人の労

働者を雇用した。1337新しいCCCは、森林、沿岸生態系、生息地、自然空間の回復、農村部と都市

部の両方での新しい樹木の植林に専念する数百万の仕事を提供することができる。 

 

議員有志は、CCCまたは同様のイニシアティブを再構築するための提案を導入した。マーシー・カ

プター下院議員(D-OH)がHR 2358、「21世紀文民保護団法」を導入した。これにより大統領は森林やその他

の天然資源プロジェクトを復活させる雇用創出のためにCCCを設立する権限を与えられた。ジョー・ネグセ下院

議員(D-CO)は、H.R. 7264「21世紀の健康と仕事のための保全部隊法」を導入した。これは、土地保全部隊の

ための基金を設立し、雇用訓練を増やし、資源管理職の雇用を増やすものである。 同様に、コリー・ブッカ

ー上院議員(D-NJ)とデブ・ハーランド下院議員(D-NM)は、2019年気候管理法S. 2452/H.R. 4269を

導入した。これにより、低所得コミュニティ、先住民コミュニティ、有色人種コミュニティの若者に、技

能訓練を受けさせ、連邦の土地で森林再生と湿地再生作業を行う機会を提供するために、管理

人団が設立されることになった。 

 

勧告:議会は、環境司法コミュニティやその他の十分なサービスを受けていない人々からの個

人の募集と雇用に焦点を当てて、文民保護部隊を再建すべきである。 この法律は、労働省に

対して、同様の取り組みを調整するために、関連する連邦機関と協力するよう指示すべきである。 

 

管轄：天然資源委員会、教育・労働委員会 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1337 Joseph M. Speakman, Into the Woods: The First Year of the Civilian Conservation Corps (Prologue Magazine, 2006年秋); U.S. Forest Service, The Work of the Civilian Conservation Corps: Pioniering 

Conservation in Louidiana(2012 
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大きなレクリエーション価値と自然の美しさを提供するだけでなく、生物多様性、気候適応、炭素

固定の価値と可能性をもって自然空間と生態系を保護することによって、米国の国立公園と保護

された公共土地は、あらゆる包括的な気候戦略において重要な役割を果たさなければならない。 

国立公園、国立野生生物避難所、国有林、国有保全地などの保護された公有地のネットワークは、気候問

題の解決に重要な役割を果たしている。 国立公園は、特に、より広範な生態系の基礎となり、それゆ

え、土地や生息地のより大きなシステムの動的な構成要素として機能する。 これらの象徴的で敏

感な景観もまた、気候の変化によって最も脅かされているものの一部である。 

 

構成要素:国立公園局およびその他の土地管理機関のための資金を増額 

気候問題解決の一環として米国の国立公園と公有地を解放する 

 

長期的な過少投資のため、土地管理機関は、重要な維持管理とインフラのニーズを有し、相当な

残高に悩まされている。 例えば、国立公園局(NPS)は、120億ドルの保守の遅延に直面しており、

国立公園局全体の道路、建築物、ユーティリティシステム、その他の構造物や施設の修理や保守

は予算の制約のため延期されることを余儀なくされている。1338 他の機関の保守の課題も同様に

差し迫っている。 2018年度の森林局の推計によると、維持管理の必要額は52億ドルで、魚類・野

生生物サービス(FWS)は13億ドル、BLMは13億3,900万ドルと推計されているが、1339 適切な資金

がなければ、NPS、USFS、BLM、FWSは、頻発する激しい嵐や海面上昇といった気候変動の脅威

に直面し続けているにもかかわらず、米国の宝庫や象徴的な公園、公有地を維持・修復すること

はできない。 

 

4つの主要な土地管理機関は、将来の維持管理残材を解決・防止し、公園や公共土地を気候変

動の影響に対してより強靱にし、炭素固定の価値を高めるために、より多くの資金を必要としてい

る。 さらに、国立公園局は、エネルギー効率化プロジェクト、再生可能エネルギーの改良、ゼロ・エミッション

車両の調達を通じて、公園内のエネルギー利用と汚染を削減するための資金を利用することができる。 

 

ジョー・カニンガム下院議員と上院議員 コリー・ガードナー(R-CO)と ジョー・マンチン(D-WV)は、H.R.7092/

S.3422Great American Outdoors Actを導入した。同法案では、公共用地全体にわたる保守の遅延ニーズに対

処するため、5年間で最大95億ドルを土地管理機関に配分する予定である。 

 

さらに、米国の国立公園や公有地をより気候に優しいものにするための法律を制定した議員もい

る。 マイク・レビン下院議員(D-CA)とキャサリン・コーテズ・マスト上院議員(D-NV)は、発電所とUSFS車両を

ゼロエミッション車両に転換し、充電インフラを拡大するために、H.R. 3681/S. 2041、The Green Spaces, Green 

Vehicles Act of 2019を導入した。 マイク・クイグレイ下院議員(D-IL)は、国立公園における廃棄物削減

法であるH.R. 4236を導入し、これを復活させた。 
 
 

1338 国立公園局「保守の延期とは?」https://www.nps.gov/subjects/infrastructure/deferredmaintenance.htm。
 2020年6月アクセス。 

1339 議会調査局、R43997、連邦土地管理局の保守延期:2009-2018年度の推計と問題点(2019年4月30日):3。 

気候問題解決策の一環として、米国の国立公園と公有地に注目する 

https://www.nps.gov/subjects/infrastructure/deferred-maintenance.htm
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これにより、国立公園施設におけるプラスチック製ウォーターボトルの単回使用を禁止するオバマ

行政指導が復活する。 

 

勧告:議会は、発電所、USFS、FWS、BLMのための資金を大幅に増額すべきであり、建設、運営、

および周期的・延期された保守のための資金を含めるべきである。 この法律は、公園や公共土地

の建設、運営、維持管理が気候緩和、グリーンインフラ、適応の利益を優先することを要求すべき

である。 この資金の一部は、エネルギー効率の向上、ゼロ・エミッション車両やインフラの調達、

廃棄物ゼロ・イニシアチブ、単一乗用車を削減するためのシャトル輸送オプションなど、国立公園

やその他の保護された公共土地のインフラと管理を気候に優しい形で改善するために用意される

べきである。 

 

勧告:議会は、国立公園局に対し、先住民の森林再生、先住民の草原の回復、自然の沿岸インフ

ラの復旧に適格な国立公園の景観を特定し、炭素貯蔵を最大化し、これらのプロジェクトを実施す

るための資金を提供するよう指示すべきである。 

 

管轄：天然資源委員会 

 

構成要素:国立公園の生態系への気候影響の監視、評価、対処に投資し、気候耐性を高

める方法を特定する 

 

例えば、国立公園は、気候変動の影響を受けやすい自然環境、動植物、氷河、歴史的・文化的

資源に特に脆弱である。1340イエローストーン国立公園の気温上昇に伴い、カブトムシの個体数

が増加し、ホワイトバークマツの重要な栄養源となっている。1341国立公園の気温上昇は、米国全

体の2倍であり、氷河、ジョシュア樹、サグアロ国立公園の名所の存在を脅かしている。1342 

 

2016年、オバマ政権下の国立公園局は、国立公園における気候変動やその他の環境変化に対

処するための科学に基づくアプローチを求める命令を発出し、自然や歴史的な場所を保護する

予防原則を採択した。 2017年8月、トランプ政権は、ディレクターズ・オーダー・ナンバー100(DO 100)と呼

ばれるこの命令を取り消した。 

 

勧告:議会は、国立公園に適用される気候危機の規模と範囲を決定するために、経済的被害や将

来の被害予測を含め、気候変動の影響を最も受けやすい国立公園や場所の国立公園制度を評

価するようDOIに指示すべきである。 この法律では、公園への気候の影響と、連邦政府が公園生

態系の気候耐性をどのように高めることができるかをよりよく理解するために、モニタリングと研究

が必要である。 このデータを用いて、 
 
 

1340 Patrick Gonzalez et al.、米国国立公園における気候変動の不均衡な規模(Environmental Research Letters、2019年9月24日):6~10。 
1341 IIbid at 9; Ceclyly M. Costello et al., Ceclyly M. Costello et al., Greater Yellowstone Ecosystem(生態学と進化、2014年5月)における落下生息地利用とクマツの動きに対するホワイトバークの減少の影

響。 
1342 国立公園保全協会「汚染された公園:米国が大気汚染から国立公園、人、地球をどのように守れないか」(2019年):13。 
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国立公園システムはこれらの脆弱性に対処する計画を策定し、実施し、少なくとも2年ごとにその計

画の状況を報告すべきである。 この計画には、気候関連の買収により気候変動に対してより回復

力がある国立公園制度の拡大を評価するために、既存および隣接する国立公園の景観規模の調

査を含めるべきである。 いかなる法律も、これらの努力のために、献身的で強力な資金を提供すべきであ

る。 

 

勧告:議会は国立公園局に対し、気候変動が米国の国立公園にもたらす課題に対応して科学

的根拠に基づく意思決定を行うようDO 100を復活させるよう指示し、敏感な生態系と文化資

源を保護するために慎重に行動すべきである。 

 

管轄：天然資源委員会 

 

 生物多様性危機への対応と気候変動への適応  

2019年5月、国連生物多様性・生態系サービスに関する政府間科学政策プラットフォーム(IPBES)

は、自然が世界的にかつてない速度で絶滅の危機にさらされており、推定100万種が絶滅の危機

にさらされていること、多くの種が10年以内に絶滅の危機にさらされていることについての報告書

草案を発表した。1343 この報告書は、気候変動が生物種減少の主要な直接的要因の上位5位に

ランクされていること、また、その影響がより深刻化するにつれて、気候変動が生物多様性損失の

ますます重要な推進力となると予測されていることに触れている。1344 第4回国家気候評価によれ

ば、「温室効果ガス排出量の大幅な削減、一部の生態系への絶滅および変化の影響を回避する

ことはできない。」とされている。1345 野生生物の有意義な保護は、この生物多様性危機に対処

し、気候変化に直面して生き残るための資源とツールを種に提供するために極めて重要である。

同時に、完全な生態系は、きわめて効果的な炭素吸収源である。 自然のシステムや生息地は根

や土壌に炭素を貯蔵するだけでなく、捕食者や強固な生物多様性を持つ生態系が炭素をより高

い速度で隔離することを示唆する研究もある。1346 

 

構成要素:自然空間を保全し、気候変動の影響への野生生物の適応を支援するため

の野生生物回廊と連結性システムの確立 

 

自然地域の損失は、広大な土地に限定されるものではない。 道路、柵、パイプライン、油田、そ

の他の人工的な障壁は、生息地や自然空間を断片化し、種の移動能力を制限する。1347 研究による

と、生息地が細分化されている種ほど、絶滅のリスクが高いことが示されている。1348 

 

 
 

1343 生物多様性と生態系サービスに関する政府間科学政策プラットフォーム、生物多様性と生態系サービスに関する世界評価報告書の政策立案者向け要約(2019年5月29日):4。 
1344 1日2回、8時。 
1345 U.S. Global Change Research Program, Fourth National Climate Assessment, Volume II (2018年 
1346 レスリー・ウィロービー、捕食者は炭素排出量の計算に大きな影響を与えるか。 (2018年3月6日PNAS) 

1347 U.S. Fish and Wildlife Service, “Wildlife Corridors,” https://www.fws.gov/refuges/features/wildlife-corridors.html. 2020年6月にアクセス。Andrew F. Jakes, A fenceは、柵が野生生物や生態系に

及ぼす影響(生物保護、2018年)、全米野生生物連盟「野生生物生息地のつながり」、https://www.nwf.org/Our-Work/Habitats/Wildlife-Corridorsへの関心を高めるよう呼びかけている。 2020年6月アク

セス。 

1348 Kevin R. Crooks et al., Quantification of bactor fragmentationは、陸生哺乳類における絶滅リスクを明らかにする(PNAS, 2017)。 

https://www.nwf.org/Our-Work/Habitats/Wildlife-Corridors
https://www.nwf.org/Our-Work/Habitats/Wildlife-Corridors
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さらに、気温が上昇するにつれて、種がより適切な気候に移動するのに十分なほどつながってい

るのは米国の自然地帯のわずか41%にすぎなくなっている。1349 

 

2030年までに米国の全土地・水域の30%を保護するという国家目標には、保護地域と生息地を結

ぶ野生生物回廊が含まれなければならない。 野生生物回廊は、移動、生息範囲の拡大、交配を促進

する。これらは、生息地の移動や縮小に伴い、気候変化に直面してますます重要になる。1350 .水辺のネットワ

ークの接続性は、陸上の回廊に加えて、多くの種の生息地の連結性を提供する上で重要な役割を果たすこ

とができる。1351. 大規模な景観や水辺のネットワークを、種の移動や移動のための開発から保全することは、

炭素の固定と貯留を増加させるという気候上の共同便益も有する。 

 

ドン・ベイヤー下院議員(D-VA)とトム・ウダル上院議員(D-NM)は、2019年野生生物回廊保全法H.

R. 2795/S. 1499を導入した。これにより、国立野生生物回廊システムが設立され、連邦政府機関

が野生生物回廊を指定する権限が与えられることになった。 また、自然の野生生物の移動を促

進するため、州、部族、私有地の保全・改善プロジェクトに資金を提供する「野生生物移動グラン

ト・プログラム」を設立する予定である。 また、地域の野生生物移動計画を策定するため、地域野

生生物移動協議会を設置する。 

ルーベン・ガレゴ下院議員(D-AZ)とトム・ウダル上院議員(D-NM)はまた、部族の野生生物回廊法

であるH.R. 5179/S. 2891を導入した。2019年の部族の野生生物回廊法では、部族の居住地の接

続性を強化する権限を部族に与えることができる。これは、部族の野生生物回廊を森林サービス

が管理する土地と結びつける機会を森林サービスが検討する機会を、野生生物回廊を管理する

部族と協議するようDOIに要求し、部族の野生生物回廊を設置、管理、拡大するための技術支援

を提供し、在来種の移動を奨励するためのグラント・プログラムを設立することで、生息地の接続

性を強化する権限を部族に与えるものである。 

 

下院民主党のインフラ法案、H.R.2「前進法」の第8320条から第83402条には、野生生物回廊保

全法が含まれている。 また、野生生物と自動車の衝突を避け、生息地の接続性を高めるため

に、野生生物の高速道路や道路の横断路を設置する政策も盛り込まれている。 例えば、セクショ

ン1620では、自動車による野生生物の死亡率を低下させたり、生息地の接続性を回復・維持したりする

プロジェクトに連邦資金を使用するよう州に義務付け、セクション5107では、野生生物と車両の衝突や生

息地の接続性に関する研究を許可し、DOTが参加州間の野生生物の交差に関する共同計画を策定す

るための自主的なガイダンスを発行するよう義務付けることになっている。 同様に、ジョン・バラッソ上

院議員(R-WY)は、2019年米国運輸インフラ法S. 2302を導入した。この法律には、高架橋、アン

ダーパス、カルバートなどの野生生物の道路交差点を建設するためのパイロット・プログラムの

ための2億5,000万ドルの特別基金が含まれている。 

 

勧告:議会は、DOIに対し、連邦政府の土地や水域において、高速道路や道路の横断を含む、国

の野生生物回廊と接続システムを確立し、維持するよう指示すべきである。 DOIは部族の土地の

生息地接続性を高めるために部族と協議すべきであり、連邦議会は部族の野生生物回廊基金を

設立してこの努力に資金を提供すべきである。 さらに連邦議会は連邦政府以外の土地の移住回廊の

ためのグラント制度を策定し、地域レベルで移住計画を策定するため地域協議会を設置すべきである。  

 
1349 Jenny L. McGuire、断片的な景観で気候の連結性を達成(PNAS, 2016)。 
1350 野生生物ネットワーク、「2019年野生生物回廊保全法」が、国連生物多様性危機報告書(2019年5月16日)に続き、バイ・パーティサンの支援を得て議会に提出、https://wildlandsnetwork.org/blo

g/wildlife-corridorsconservation-act-press-release-2019/。 
1351 Alexander K. Fremier et al., A riparian conservation network for ecological resilience, (Biological Conservation, 2015). 



| ページ 

441 

 

国の野生生物回廊と接続システムを整備するための法律は、野生生物の河岸接続ネットワーク

の研究、調査、開発を行う委員会を設置し、気候変動が生息地、生態系、回廊を移動・縮小させる

ことから、現在と将来の両方の種の経路をマッピングする研究を実施すべきである。 

 

管轄：天然資源委員会 

 

構成要素:変化する気候に適応する種を支援するための国家景観保全戦略の開発と実

施 

 

気候変動は、生物種や生息地の長期的な存続に対する主要な脅威のひとつである。1352温暖化

が地球上の生態系や生物多様性に広く影響を及ぼし、種の移動、絶滅、野生生物の行動の変化

につながっている。1353生物種が気候変動の影響に適応し、生き残るのを助けるために、生息地を

保護、保全、接続するための科学的、長期的計画に基づく包括的で調整された国家戦略が必要

である。 

 

連邦議会の議員有志は、この包括的な戦略の一部となる法案を提出した。 上述のように、ベイヤ

ー下院議員とウダル上院議員は、2019年野生生物回廊保全法H.R.2795/S.1499を導入した。これにより、国

立野生生物回廊システムが設立され、連邦政府機関が野生生物回廊を指定する権限が与えられること

になる。 さらに、両議員はH.R. 5179/S. 2891「2019年部族野生生物回廊法」を導入し、部族の土地におけ

る原住民の生息地接続性を高める権限を部族に与えることになった。 

 

マット・カートライト下院議員(D-PA)とシェルドン・ホワイトハウス上院議員(D-RI)は、米国の自然資

源と野生生物の保護を支援するための省庁間計画である国家魚類・野生生物・植物気候適応戦

略に基づき、米国の野生生物と天然資源への気候変動の影響に対する統合的な国家アプローチ

を確立する、米国の未来と環境の保護法H.R. 2748/S. 1482を導入した。 具体的には、国の気候

変動適応戦略を策定し、気候変動の影響に対応するための具体的な保全・管理戦略と行動を特

定・優先順位付けするために、省庁間の調整を強化するために、天然資源機関で構成される省庁

間作業グループを設置する。 また、科学的な情報を開発・収集するために、国立気候変動・野生

生物科学センターを設立する。 

 

デビー・ディンゲル(D-MI)下院議員は、2019年米国野生生物回復法H.R. 3742を導入した。これ

は、部族の土地や水域で種を保護するために、野生生物行動計画を実施するために州の野生生

物機関に年間13億ドル、部族の野生生物管理者に年間9,700万ドル以上を拠出するものである。 

 

勧告:議会は、気候の変化に直面した種の長期生存と適応を計画するための国の景観保全戦略

を策定し、実施するために、DOIとFWSが主導する省庁間作業グループを設置すべきである。 この

戦略の一環として、土地 

 

1352 国連「国連報告書:自然の危険な衰退「前例のない」、種の絶滅率「加速化」」https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2019/05/nature-decline-unprecedented-report/。
 2020年6月ア

クセス。  

1353 U.S. Global Change Research Program, Fourth National Climate Assessment, “Ecosystems, Ecosystem Services, and Biodiversity” (November 2018). 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2019/05/nature-decline-unprecedented-report/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2019/05/nature-decline-unprecedented-report/
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管理機関は、野生生物の保護に不可欠であり、2030年までに米国の陸域および海域の30%を保

護するという目標を達成するために不可欠な土地を特定すべきである。 生息地の保全と連結性に

加えて、この国家戦略には、気温の上昇に伴い新たな場所(例えば、島嶼や山岳種)に移動することがで

きないリスクのある種の保全と回復計画が含まれるべきである。 最後に、この戦略は、種の保護を提

供するために必要な接続性、保全、生息地の回復を共同で生み出すことができる連邦政府全体

の機関の保全・気候回復プログラムを調整すべきである。 

 

勧告:議会は、野生生物保護の努力を増やし、最大の保護を必要とする種を管理・回復するため

に、州、部族、および領域に資金を提供すべきである。 

 

管轄：天然資源委員会 

 

構成要素:生息地を保全し、気候変動の影響に適応する野生生物を支援するための民間の

土地所有者の努力を支援する 

 

私有地は、絶滅のおそれのある種や絶滅のおそれのある種として、絶滅危惧・絶滅危惧種法で指

定されている種の3分の2以上を支えている。1354 このため森林、湿地、草原、その他の私有地の

自然空間の保全は、気候変動の脅威に直面する種にとって不可欠である。連邦資金は、野生生

物と重要な生息地を保護するための土地所有者の自発的な努力を支援することができる。 

 

下位48州のかなりの土地は、農地、牧草地、放牧地のために管理されており、野生生物保護の

ために重要である。1355 例えば、保全保護区プログラム(CRP)は、環境に配慮した土地を生産用

地から外し、承認されたイネ科牧草や樹木のような植物の長期的な資源保全型の植物種を植

え、大気や水質を改善し、土壌の健康を増進し、野生生物の生息地を増進するために農家に対

して毎年土地代を支払う土地保全プログラムである。1356 このState Acres for Wildlife Enhancem

ent Initiativeは、質の高い野生生物生息地の改善、接続、創出を目的としたCRPの下での実施で

ある。1357 

 

FWSは、私有地における野生生物保護のためのその他の重要なイニシアティブを管理している。 

例えば、「魚と野生動物のための（PFW）プログラム」は、民間の土地所有者が魚類や野生生物の

生息地を再生・保全するための協力協定や助成金の形で技術的・資金的支援を行う、任意のイン

センティブに基づいたプログラムである。1358  

 
1354 U.S. 魚類・野生生物サービス「一緒に働く:私有地で帝国野生生物を助けるためのツール」 
https://www.fws.gov/endangered/esa-library/pdf/ImperiledWildlifeFinalDec2005.pdf. 2020年6月アクセス。 

1355 米国農務省ERS「米国における土地利用の第一歩」、https://www.ers.usda.gov/amberwaves/2017/december/a-primer-on-land-use-in-the-united-states/。
 2020年6月アクセス。 

1356 米国農務省、「保存プログラム」、https://www.fsa.usda.gov/programs-andservices/conservation-programs/conservation-reserve-program/。
 2020年6月アクセス。 

1357 米国農務省1357「保全ファクトシート:野生生物の増進のための国家認定(SAFE)承認プロジェクト-保全予備計画」(2015年7月)、https://www.fsa.usda.gov/Assets/USDA-FSAPublic/usdafiles/F

actSheets/archived-fact-sheets/safe2015_jul2015.pdf。 
1358 U.S. Fish and Wildlife Service, “Partners for Fish and Wildlife Grant Opportunity,” 
https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=298219. 2020年6月アクセス。 

https://www.fws.gov/endangered/esa-library/pdf/ImperiledWildlifeFinalDec2005.pdf
https://www.ers.usda.gov/amber-waves/2017/december/a-primer-on-land-use-in-the-united-states/
https://www.fsa.usda.gov/programs-and-services/conservation-programs/conservation-reserve-program/
https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=298219
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PＦＷのスタッフは、プロジェクトパートナー、利害関係者、その他のFWSプログラムと協調して地理

的な重点地域を特定し、生息地保全の優先順位を設定する。1359 

 

ジョー・ネグセ下院議員(D-CO)は、PFWプログラムに1億5,000万ドルを提供する「健康と仕事のた

めの21世紀保護隊法」H.R. 7264を導入した。 

 

勧告:議会は、変化する気候に適応する野生生物を支援するために、民間の土地所有者に対する

財政的・技術的支援を増やすべきである。これには、CRP内の「野生生物強化のための国家エー

カー」イニシアティブに登録されているエーカー数の拡大、PFWプログラムへの資金拠出の増額、

気候変動のリスクが最も高い種や地域の優先順位付けなどが含まれる。 

 

管轄： 天然資源委員会、農業委員会 

 

構成要素:気候変動の影響から絶滅のおそれのある種を保護するための法律実施の改善 

 

気候変動は、生物多様性に対する重大な脅威であり、絶滅の危機にさらされ、絶滅の危機にさら

されている種がESAの下でリスト化されている。 連邦政府機関は、気候変動はリストに掲載され

ている種の64%にとって脅威であると考えているが、気候関連のリスクを緩和する計画を持ってい

るのはこのうちわずか18%にすぎない。1360 

 

2019年8月、トランプ政権は、ESAを大幅に弱体化させ、絶滅危惧種の主要な保護を排除し、必要

な保護対策を経済的に無視することを可能にし、気候変動がもたらす将来の脅威から野生生物を

保護することをより困難にすると発表した。 委員長の ラウル・グリヤエヴァ(D-AZ)は、H.R. 4348、

PAW and FIN Conservation Act of 2019を提出した。これは、ESAに対するTrump政権の規則変更

を廃止し、気候の温暖化に直面するリストに掲載された種の重要な保護を回復するものである。 

 

勧告:連邦議会は、連邦政府機関に対し、対象のリスト化とリスト外しの要因として気候変動を考

慮すること、ESAの文書と計画に気候変動への配慮を盛り込むこと、重要な生息地の指定と回復

措置における気候変動の脅威に対処することを要求すべきである。 協議の必要性の増大に対処

するため、議会はDOIに対し、生物学者、生態学者、国家環境政策法(NEPA)のスタッフを十分に

雇用し、種のニーズを適時に適切に評価し、回復策を提案するとともに、この目標を達成するため

に十分な資金を提供するよう指示すべきである。 議会はまた、FWS生態系サービス予算と国家海

洋大気局(NOAA)保護資源科学・管理予算を拡大することにより、連邦政府の種回復イニシアティ

ブへの資金を増やすとともに、種の候補、提案、リストされた種のための様々な保全プロジェクトに

資金を提供する「絶滅のおそれのある協同種保存基金」への資金を増やすべきである。 

 

勧告:議会は、絶滅危惧種法を弱体化させたトランプ政権の2019年規則を廃止すべきである。 

 

管轄：天然資源委員会 
 

1359 前に同じ 
1360 Aimee Delach et al., Agency plansは、気候変動下で米国の絶滅危惧種を保護するには不十分である(自然気候変動、2019年11月18日):3。 
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 森林・草原の保護・復元  

気候変動を緩和する最大の可能性を持つ自然気候の解決策の1つは、森林と樹木の保全と回復

である。1361 森林は、土地部門の炭素貯蔵の90%以上を占める。1362 森林が劣化、収穫、発達す

ると、森林が炭素を固定する能力を失うだけでなく、樹木、根、土壌に貯蔵された炭素が大気中に

放出され、森林減少と森林劣化が土地ベースの大きな排出源となる。 従って、森林の回復と森林

転換の防止は、炭素を固定し、排出を防止する土地の能力を維持するための鍵である。1363 

 

森林サービス事業への気候要素の折り込み 
 

 

構成要素:気候緩和と回復力を森林サービスの「複数利用」政策と計画に組み込む 

 

1960年多用途持続収量法(MUSYA)に基づき、森林局は、野外レクリエーション、放牧、木材、魚

類、野生生物、野生生物などの多様な用途のために国有林野や草原を管理し、国有林野の再生

可能資源の持続可能な収量を永続的に確保しなければならない。1364制定法は、すでに、気候の

便益と保全のために連邦政府の土地を管理する責任と豊富な権限をUSFSに与えている。 しかし、

MUSYAは数十年前に制定され、人為的な気候変動に関する現在の科学的理解の恩恵を受けることなく制定

された。 同様に、国家森林管理法は、USFSに対し、長期的な土地利用と資源管理計画に従事す

るよう指示しているが、気候変動については明示的には言及していない。1365 

 

勧告:議会は、森林サービスのマルチユース・ミッションと計画の一環として、気候緩和と回復力を

より直接的に強調するために、MUSYAと国家森林管理法を改正すべきである。 さらに、議会は、

USFSに対し、すべての森林計画、プロジェクト、および関連するNEPA分析が、炭素の長期固定と

気候緩和に対する森林管理活動の影響を考慮するよう指示すべきである。 この法案を起草するに

あたり、連邦議会は、永続的なカウンティ支払い解決策が特定されるまで、安全な農村学校とコミュニティ

自決法および税金に代わる支払いプログラムを引き続き承認すべきである。 

 

管轄： 天然資源委員会、農業委員会 
 

 

 
 

1361 Joseph E. Fargione, Natural climate solutions for the United States(Science Advances, 2018年11月14日 
1362 Todd A. Ontl, et al., Forest Management for Carbon Sequestion and Climate Adaptation (Journal of Forestry, Januarnal 2020): 86; U.S. Environmental Protection Agency, EPA 430-R-16-002, Invent

ory of U.S. Greenhouse Gas Emissions and Sinks: 1990 - 2014 (4月15日、2016年): ES-20; Joseph E. Fargione, Natural clament solutions for the United States  
1363 U.S. Forest Service, WO-95, Forest and Grassland Carbon in Land Management(2017年6月): 21-29. 
1364 マルチユース・サステイニング・イールド・アクト(1960年)、PUB 合衆国法典第16巻第528-517条、§528-531、16 U.S.C.§583 et seq.; Congressional Research Service, R45688, Timber Harvesting on Federal Lands(2019年4月12

日):4. 

1365 国家森林管理法:PUB。
 L. 94-588, 16 U.S.C. §§1600 et al.; 36 CFR Part 219 Subpart A. 
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森林伐採を避け、林地および草地の復元を増やす。 
 

 

構成要素:成熟森林を保護・保全する 

 

米国で炭素固定の価値が最も高く、潜在的にも高い米国の森林の一部は、現在、アラスカのトン

ガ国有林など、開発と劣化のリスクにさらされている。 トンガスの森林に見られるように、成熟した

古い成長林や樹木は、大量の炭素を貯蔵・隔離ており、他の森林にくらべて気候変動対策にはよ

り効果的な存在である。1366 古い森林は、樹木とそれに関連する構造的特性、例えば、樹木の大

きさ、樹冠層の数、種の構成、生態系の機能によって区別される。1367 米国最大の国有林であり、

世界最大の温帯雨林であるトンガスは、6億5,000万トン以上の炭素を貯蔵している。これは、米国

に貯蔵されている炭素の約8%に相当する。1368 これまで約２０年にわたり、道路のない地域として

記録されたトンガスは、2001年の「ロードレス・ルール」によって伐採から保護されている。このルー

ルは、国有林の一部の未開発地の道路の建設や拡張を禁止している。1369 2018年8月30日、フォ

レスト・サービスは、トンガス全土で900万エーカーを超える道路レス・ルールの保護を撤廃する計

画を発表した。1370 

 

ルーベン・ギャレゴ下院議員(D-AZ)とマリア・カンテルl上院議員(D-WA)は、H.R. 2491/S. 1311を

導入した。H. R. 2491/S. 1311は、道路のない地域を保護し、全国の数千万エーカーの未開発の

森林における道路建設と商業伐採を制限するための「2001年森林サービス道路のない規則」を

制定するものである。 

 

勧告:議会は、成熟した古い成長林を保護するために、「2001年森林サービス道路のない規則」を

制定すべきである。 

 

勧告:議会は、連邦森林炭素備蓄として成熟した古い成長林を保護し、これらの古い森林の伐採を

禁止するための協調戦略を確立するよう、土地管理機関に指示すべきである。 この戦略には、(1)連

邦政府の土地に成熟したかつ古い成長林の目録を作成すること、(2)既存の成熟したかつ古い成長林の保

護を確立すること、および(3)生物多様性と気候緩和と回復力を目的とした古い森林の回復と拡大の方法に

関するガイダンスを策定することが含まれるべきである。 

 

管轄： 天然資源委員会、農業委員会 
 

 

 

 

 
1366 Dominick A. DellaSala, et al., Analysis of Carbon Storage in Roadless Analysis of the Tongass National Forest(森林遺産、2019年12月16日): 1-3. 
1367 U.S. Forest Service, Region 6 Interim Old Growth Definition (1993年6月): 1. 
1368 Ken Rat, ホワイトハウスの提案に基づくコメント期間で、標準的な連邦審査プロセスをスカートする(PEW Charitable Trusts, 2019年12月10日); U.S. Forest Service, "Tongass National Forest: Abo

ut the Forest" https://www.fs.usda.gov/main/tongass/about-forest。
 2020年6月、米国森林局、PNW-GTR-889、チュガチおよびトンガス国有林における生きている樹木、スナグ、および丸太中の炭

素の貯留および流出(2014年1月):37にアクセス。 

1369 66 FR 3243. 
1370 83 FR 44252; 84 FR 55522。 

https://www.fs.usda.gov/main/tongass/about-forest
https://www.fs.usda.gov/main/tongass/about-forest
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構成要素:米国市場へのアクセスを制限することにより、違法な国際的森林伐採を規制する 

 

1990年から2015年の間に、世界全体で約1億2,900万ヘクタールの森林が純減した。この地域は、

南アフリカと同サイズである。1371 違法な森林減少は温室効果ガス排出の重要な原因であり、世

界全体の熱帯林減少のほぼ半分を占めている。その大半は、牛肉、大豆、パーム油、木材製品

の4つの農産品の農地確保によってもたらされている。1372明らかな気候上の影響に加え、違法な

森林減少が米国の農業生産者に損害を与えている。 違法な森林伐採によって生産された農産品や木

材製品は、商品価格を下げ、米国の農家、牧場主、木材生産者を不利な立場に置く。1373 

 

勧告:議会は、違法に伐採された土地に由来する商品および製品の米国市場へのアクセスを制限

すべきである。 

 

管轄： 歳入委員会 

 

構成要素:最大の気候緩和とレジリエンスのための連邦森林再生への投資 

 

健全で生態学的に健全な森林は、より効果的な炭素吸収源であり、火災、疾病、昆虫、干ばつな

どの気候変動の影響に対してより強靱である。 森林管理者は、森林の気候と生物多様性の利益

を最大化するために、所定の燃焼、注意深い間伐を利用して、望ましい森林条件、生息地の改

善、河川の再生、在来の樹木や植物の再植林を行うことができる。 

 

USFSの推定では、6,500万エーカーから8,200万エーカーの森林サービス用地は、修復処理によっ

て恩恵を受ける1374 が、USFSが対応できるのは、年間200万エーカーから600万エーカーの修復処

理のみである。1375 不十分な資金がUSFSにとって森林管理と修復に直面する最大の障害である。1

376 

 

森林局は、数多くの森林再生プログラムを管理している。 森林サービス協力森林景観回復プログラム(C

FLRP)は、優先順位の高い森林景観の科学的根拠に基づく協調的な生態学的回復を奨励している。1377 プログ

ラムは成功を収めており、 

 

1371 国連食糧農業機関「世界森林資源評価2015:世界の姿」 
森林の変化 (2016): 3. 

1372 Sam Lawson et al., Consumer goods and deforrestation: Analysis of Illegality in Fored Converstion and Timber Plantations(森林動向、2014年9月10日): 1-3; What's Driving Dreforestation?(2016

年2月8日), https://www.ucsusa.org/resources/whats-driving-deforestation. 
1373 Shari Friedman, Farms Here, Forests There: Tropical Deforestation and U.S. Competitiveness in Agriculture and Timber 
(David Gardiner & Associates、2010年5月): 1-3. 

1374 U.S. Forest Service, FS-1069, Accelerating restorationから、強靱な景観とコミュニティの創出・維持に至るまで(2015年11月): 4. 
1375 Ibid.; Congressional Research Service, R43872, National Forest System Management: Overview, Appropriations, and Issues for Congress (September 5, 2019): 14. 
1376 Aashna Aggarwal et al.、農業と林業における深部炭素削減のための中世紀戦略目標の達成 
(ニコラス環境政策ソリューション研究所2018年7月27日) 

1377 U.S. Forest Service, “Collaborative Forest Landscape Restoration Program Overview,“ 
https://www.fs.fed.us/restoration/CFLRP/overview.shtml. 2020年6月アクセス。 

https://www.fs.fed.us/restoration/CFLRP/overview.shtml
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2018年農場再生法案の中でも再認証された。1378 ジョイントチーフ景観回復パートナーシップで

はUSFSとUSDAのNRCSが協力して、公有林と草原が私有地につながる森林の健全性を向上さ

せた。1379 このパートナーシップを通じて、両機関は景観を回復し、コミュニティや土地所有者に対

する野生火災の脅威を軽減し、野生生物の生息環境を改善した。1380 

 

森林局内の他のいくつかのプログラムは、山火事管理コストの上昇もあって、歴史的に資金不足

となっている。 例えば、植生・流域管理プログラムは、森林内の生態学的状態を改善し、森林火

災の影響を受けた森林における洪水や浸食のリスクを低減し、野生生物・草原の回復、植林、生

態学的間伐、侵略的な種の管理を通して、森林や放牧地の侵入種を根絶する。野生生物・漁業

生息地管理プログラムは、強固な野生生物・魚類の個体数を維持し、生態系や森林の状態を回

復・強化するために活動する。レガシー・ロード・アンド・トレイル・プログラムは、道路の廃止、道

路・道路の修復・維持、魚の通過障壁の除去を支援する。土地管理計画・評価・モニタリングプロ

グラムは、長期的な土地利用計画を通して強靱で持続可能な森林を創造し、国家森林システム

土地の管理枠組みを確立するために活動する。森林保健管理-連邦土地プログラムは、森林管

理者が森林の健康を改善するための昆虫・疾患の治療決定を支援するための技術的知識と応

用科学的イノベーションを提供する1381等である。 

 

森林局は、国内での修復プロジェクトの実施に加え、州、地方自治体、部族、NGOなどの個人と

協力して、健全な森林生態系を回復する能力を高めることができる。 スチュワードシップ契約に

より、USFSとBLMは、修復サービス契約と木材収穫契約を組み合わせることにより、土地管理目

標を追求することができる。 この2つの契約を組み合わせることで、収穫された木材の価値はサービス

活動のコストを相殺することができ、実質的には民間企業への長期的な修復・森林プロジェクトのための現

金支払いの代わりに木材を交換することができる。1382 

 

下院民主党のインフラ法案、H.R.2「前進法」の第82401条は、レガシー・ロード・アンド・トレイル・プロ

グラムを認可し、資金を提供するとともに、森林局に対し、水質、公共飲料水システムに給水する流

域、または絶滅危惧種、絶滅危惧種、敏感な魚類や野生生物種の生息地を保護または回復するプ

ロジェクトの優先順位付けを指示する。 さらに、ジョー・ネグセ下院議員(D-CO)は、H.R. 7264「健康と仕事

のための21世紀保存会社法」を導入した。これにより、共同森林景観修復プログラムへの1億5,000万ドルの

資金拠出と、植生・流域管理プログラムへの3億ドルの追加拠出が行われる予定である。 
 

 

1378 U.S. Forest Service, “CFLRP Advisory Panel,” https://www.fs.fed.us/restoration/CFLRP/advisory-panel.shtml.
 2020年6月アクセス。 

米国農務省「合同チーフ景観回復パートナーシップ」、https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detail/national/newsroom/features/?cid=stelprdb1244394。
 2020年6月アクセス。 

1380 同上 
1381 U.S. Forest Service, FY 2020 Budget Justification (March 2019): 37, 57, 59, and 62; USFS, “Legacy Roads and Trails Program Overview,” https://www.fs.fed.us/restoration/Legacy_Roads_and_Trails/ov

erview.shtml.
 2020年6月アクセス。 

1382 Congressional Research Service, R45696, Forest Management Proplection in the 115 Congress(2019年4月): 28. 

https://www.fs.fed.us/restoration/CFLRP/advisory-panel.shtml
https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detail/national/newsroom/features/?cid=stelprdb1244394
https://www.fs.fed.us/restoration/Legacy_Roads_and_Trails/overview.shtml
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勧告:議会は、米国の森林の気候的利益を増やすために、機能し、健全な森林生態系を回復する

ための森林サービスとBLMへの献身的な資金を劇的に増やすべきである。これには、計画的燃

焼、植林、河川と自然火災体制の回復などが含まれる。 具体的には、連邦議会は、CFLRP、合

同主席景観回復パートナーシップ、植生・流域管理プログラム、野生生物・漁場管理プログラム、

土地管理計画・評価・モニタリングプログラム、森林健康管理-連邦土地プログラムのための資金

を増額すべきである。 これらのプログラムの下で実施されるプロジェクトは、商業目的ではなく、

生態系の健全性、生物多様性の利益、気候の緩和と回復力を高めることを主目的とし、NEPA、E

SA、その他の基礎的な環境法規制を遵守すべきである。 

 

勧告:議会は、森林庁が復元のために特定した6,500万~8,200万エーカーのデータを収集するため

に、森林庁に年次報告義務を確立するよう指示すべきである。 その後、森林局は、復興のために土地

を優先する作業計画を作成すべきである。 この計画は、流域の復元と種の保全を含む、気候と生物多様性

の利益に焦点を当てるべきである。 

 

勧告:議会は、経済的に不利な農村コミュニティにおいて、地元企業との契約を優先させ、地元の雇

用を創出し、地元コミュニティに利益をもたらすために、地元の優先権を永続的に認め、管理契約を

修正すべきである。 管理契約を通じて実施されるすべてのプロジェクトは、生態系の健全性、生物多様性

の利益、気候の緩和と回復力を高めること、およびNEPA、ESA、その他の基礎的な環境法規制を遵守する

ことを主な目的とすべきである。 

 

勧告:議会は、水質、魚の生息地、野生生物の接続性、気候の緩和と回復力を改善し、雇用を創

出するために、レガシー・ロード・アンド・トレイル・プログラムを成文化し、強力な資金を提供すべき

である。 

 

管轄： 天然資源委員会、農業委員会 

 

構成要素:最大の気候緩和とレジリエンスのための草原回復への投資 

 

先住民の草原や草原は、きわめて効果的な炭素吸収源であり、草原の鳥類や野生生物に重要

な生息地を提供する。 草原の広大な根系を構成する多年草は、深く土壌まで広がり、今日では炭素138

3が固定されているが、米国の草原はほんの一部が残っているにすぎない。 草地の保護は、2030年ま

でに米国の陸域および海域の少なくとも30%を保護するという全体的な目標の重要な構成要素で

あるべきである。 草原が過放牧されたり、農地などに転換されると、土壌炭素が大気中に放出され、土

壌中の炭素を貯蔵する能力が失われる。1384 しかしながら、放牧地が適切に管理されれば、炭素吸収源

となる可能性がある。 将来の草地の耕地への転換を避けることは、年間1億700万トンの二酸化炭

素排出量を削減する可能性がある。1385 

 

1383 U.S. Forest Service, WO-95, Forest and Grassland Carbon in Land Management (2017年6月): 30. 
1384 Judith D. Schwartz、炭素貯蔵所としての土壌: 気候戦争における新兵器

(Yale Environment 360, March 4, 2014); Joseph E. Fargione, Natural climate solutions for the United States (Science Advanc

es, November 14, 2018): 3. 

1385 Joseph E. Fargione, Natural climate solutions for the United States, (Science Advances, 2018年11月14 
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連邦議会の議員は、草地に対するリスクを緩和する法律を導入した。 アダム・スミス下院議員(D-W

A)は放牧許可自発的返納法H.R. 5737を導入した。 これは、放牧権保有者が、私的主体が支払った市場

価値補償と引き換えに、公有地への放牧許可を自発的に放棄する選択権を与えるものである。 その後、

連邦土地管理機関は、関連する放牧地に更なる活動を割り当てないようにする。 

 

チェリー・ピングリー下院議員(D-ME)は、H.R. 5861を導入した。H.R. 5861は、CRPから撤退する草

地または転換の危険にさらされている草地を保護するため、30年間の長期保全保護区契約を通

して、草地をCRPに登録するためのパイロットプログラムを設立する。 

 

勧告:複数機関にわたるプログラムのパッチワークは、草原の保護、回復、持続可能な管理を複雑

にしている。 議会は、既存の原生草地の保護と、それらが歴史的に存在していた草原の回復の

ための調整された枠組みと戦略を開発するために、省庁間作業グループを設置すべきである。 議

会はまた、これらの政策を実施するために、強固で献身的な資金を提供すべきである。 この戦略には、

(1)私有地での草原の再植林に対する金銭的インセンティブと技術援助、(2)州、部族、地方政府、

NGOパートナーが連邦政府以外の土地で草原を回復・保護するための補助金、(3)公有地での草

原の保護・回復のための連邦目標、(4)放牧許可証の所有者が市場価値補償と引き換えに公有

地で放牧許可を放棄し、その後放牧割当を撤回するオプションが含まれるべきである。 

 

管轄天然資源委員会、農業委員会 

 

構成要素:民間森林の保全、修復、気候情報管理への投資の増加 

 

私有林の所有者は米国の全森林の半分以上を所有しており、私有林は重要な潜在的気候解決

策となっている。1386 長期的な収穫サイクルや影響の少ない伐採など、気候便益のための私有林

の管理は、年間2億6,700万トンの二酸化炭素排出削減を増加させる可能性がある。1387 

 

開発と野生火災は、米国の非工業民有林地の大半を脅かしている。 USFSは、2000年から2030

年までの間に住宅開発だけで5,700万エーカーの私有林地が脅かされる可能性があることを見出し

た。1388 USFSは、開発によって脅かされている私有林を保護・強化する2つのプログラム、森林レガシ

ープログラム(FLP)とコミュニティ森林・開放型宇宙保護プログラム(CFP)を実施している。 

 

FLPは、保全地役権または料金利子を取得することにより、森林以外の利用への転換によっ

て脅かされる環境上重要な森林を特定し、保護している。1389 
 
 

1386 U.S. Forest Service, NRS-INF-31-15, Who Owns America’s Trees, Woods, and Forests? (2015年3月):3名。 

1387 Joseph E. Fargione, Natural climate solutions for the United States, (Science Advances November 14, 2018): 3. 
1388 U.S. Forest Service, PNW-GTR-795, Private Forests, Public Benefits: Housing Density and Other Private Forest Contributions(2009年12月): 13。 
1389 16 U.S.C.§2103c, Pub. L. 101-624、米国農務省気候・スマート農業・林業構成要素:実施計画と進捗報告書(2016年5月):33。 
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UFSは地域の支援と国家的意義を持つプロジェクトを選定するために競争的なプロセスを使って

いる。1390 プログラムを通じて保全された土地は永久に保護され、保全地役権の条件に合致した

方法で、多資源管理計画1391に従って管理される。 

 

CFPは、地方政府、部族政府、非営利団体に対し、フィーを徴収してコミュニティ・フォレストを取

得するためのグラントを提供することで、さまざまなコミュニティの利益を確保している。1392 コミ

ュニティの利益には、公的アクセスやレクリエーションの機会、野生生物の生息地、気候の回復

力、私有林の所有者のための実証サイト、持続可能な管理による財政的・コミュニティ的利益が

含まれる。1393 

 

ジョー・ネグセ下院議員(D-CO)は、FLPとCFPのために1億ドルの資金を投じる「21世紀健康と仕事

の保護隊法」H.R. 7264を導入した。 第115回議会で、上院議員の ジーン・シャヒーン(D-NH)は、2018年

森林インセンティブ・プログラム法(S.2350)を導入した。この法案は、炭素インセンティブ契約と保全地役権

協定を通じて、米国の私有林の温室効果ガス排出削減と炭素固定を達成するインセンティブプログラム

を創設するものである。1394  法案は、USDAに対して保全地役権および炭素分別貯留を増加させるため

の森林活動のために、該当する地権者への支払いをするよう指示するものである。 

 

勧告:議会は、私有林地における炭素固定を増加させるためのインセンティブプログラムを確立す

べきである。 これらのインセンティブには、炭素誘因契約、保全のための地役権、炭素固定を増加させる

森林慣行のための財政的・技術的支援、並びに樹木回復のための費用分担及び直接支払いが含まれる

べきである。 この法律には、FLPとCFPへの私有林地エーカーの資金と登録の大幅な増加を含め

るべきであり、これらのプログラムの下で実施されるプロジェクトは、商業目的ではなく、気候変動

の緩和と回復力を目的とし、最大の炭素固定価値を提供することを要求すべきである。 

 

管轄： 天然資源委員会、農業委員会 

 

構成要素:復興資源を最大限に活用し、気候情報に基づく森林管理を全米で確保するた

めに各州とパートナーになる 

 

連邦政府は、正式な合意、グラント・プログラム、技術協力を通じて、全米各州とパートナーにな

って、国有林の管理を行っている。 
 

 

 

 

 

0390 米国農務省「気候・スマート農業・林業のためのUSDA構成要素:実施計画と進捗報告書」(2016年5月)1390冊:33冊。 
1391 同上 
1392 同上; 16 U.S.C. § 2103d, Pub.

 L. 110-246. 

1393 米国農務省「気候・スマート農業・林業のためのブロック構築:実施計画と進捗報告書」(2016年5月):33。 
1394 S. 2350, Forest Incentives Program Act, 115th Congress, https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/2350. 
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GNA(Good Neighbor Authority)は、USFSとBLMが国有林野を管理するために州の林業当

局、郡、部族と協定を結ぶことを認めている。1395承認されたGNAの下で、各州は有害燃料削

減、魚類・野生生物改善プロジェクト、植林などの森林サービスとBLMの土地の修復作業を行

う権限を与えられている。 

 

州・民間森林景観回復プログラムは、州森林行動計画で特定された優先的な森林景観に関す

る科学的根拠に基づく協力的な修復プロジェクトに資金を提供するグラント・プログラムであ

る。1396 各州がグラントを申請し、土地所有者、州森林管理者、USFSと直接協力する。 

 

FSP(Forest Stewardship Program)は、土地所有者に健全で回復力のある森林を維持するための道

具と資源を提供する州主導の技術援助を通じて、州および民間の森林景観の長期的管理を奨励す

るものである。1397プログラムでは、土地所有者が土地を積極的に管理することを支援すること、土

地を生産的かつ健康的な状態に保つこと、自然環境を保全しつつ土地の経済的利益を増やすこ

と、の3つの主要分野に重点を置いている。1398 

 

ジョー・ネグセ下院議員(D-CO)は、「21世紀の健康と仕事の保護会社法」H.R. 7264を導入した。 同

法案では景観規模回復プログラムに1億ドルを投資する予定である。 

 

勧告:議会は、GNA、州・民間森林景観回復プログラム、FSP、および直接USFSに対し、これら

のプログラムの下で実施されるすべての活動が、NEPAのような中核的な環境セーフガードを

遵守し、健全な森林再生、気候緩和、森林回復力に優先順位を付けるよう、献身的な資金を

増額し、提供すべきである。 

 

勧告:議会は、森林再生の作業、プログラム、スタッフを増やすために、州に資金を増額すべきであ

る。また、連邦資金を使って州の森林で行われるすべての作業が、NEPAのような中核的な環境保

護措置を遵守し、健全な森林再生、気候緩和、森林回復力を優先することを要求すべきである。 連

邦の土地に関するいかなる意思決定権限も、連邦政府の行動であり続けるべきである。 

 

管轄：天然資源委員会、農業委員会 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

1395 16 U.S.C.§2113a, Pub.
 L. 113-79(改正)、国家森林協会「善隣当局」 

https://www.stateforesters.org/state-defined-solutions/good-neighbor-authority/. 2020年6月アクセス。  

1396 16 U.S.C.§2109a, Pub. L. 115-334; U.S. Forest Service, “Landscape Scale Restoration,” https://www.fs.usda.gov/managing-land/private-land/landscape-scal

e-restoration. 2020年6月アクセス。 

1397 16 U.S.C.§2103a, Pub.
 L. 101-624; 米国農務省気候・スマート農業・林業のためのブロック構築: 実施計画と進捗報告書(2016年5月): 33 

1398 米国森林局「森林管理」、https://www.fs.usda.gov/managing-land/private-land/forest-stewardship。 2020年6月アクセス。 

https://www.stateforesters.org/state-defined-solutions/good-neighbor-authority/
https://www.fs.usda.gov/managing-land/private-land/landscape-scale-restoration


| 452ペー

ジ 

 

コミュニティの安全とエコロジカル・ヘルスのための火災管理 
 

 

構成要素:環境保護を維持しつつ、国有地の火災に対処するための十分な資金を提供する 

 

特に、温暖化した気候に直面して火災が頻発し、深刻化し続ける中で、森林火災に対処するため

に必要な資源を支援するためには、十分な資金が不可欠である。 森林火災費用は、森林サービ

ス予算の増加分を消費している。 森林局は、1995年に年間予算の約16%を自衛消防に費やした

が、2015年までに年間予算の50%以上が火災対策に費やされた。1399 このため、森林局は、健全

な森林生態系を改善し、将来の森林火災のリスクを低減するための復興プロジェクトに予算を圧

迫された。1400 

 

議会は、超党派の「野生火災資金調達法」の一環として「消防資金調達法」を導入した。この法案

は、政府機関が予算の他の部分からの資金を枯渇させることなく野火を消火できるようにするた

めの災害基金を創設した。この動きは、火災借入として知られている。1401 連邦議会は、この法案

を2018年の多元的支出法案に追加した。 しかし、支出パッケージの中で異なる表現が使われたこ

とにより、NEPAとESAの下での主要な環境レビューとセーフガードに対する新たな免除が創出さ

れ、連邦林地の大規模で生態学的に有害なプロジェクトは、パブリック・コメントとレビューのプロセ

スを回避し、新規にリストアップされた種や指定された重要な生息地へのプロジェクトの影響につ

いてFWSとの協議を避けることができるようになった。 

 

連邦政府の土地における森林の火災管理は、強固なNEPAの分析とESAの保護を含む環境保護を

維持しつつ、健全な森林生態系を創出するために自然火災体制を回復しつつ、コミュニティの安全

に焦点を当てるべきである。 

 

勧告:議会は、2018年の多元的支出法案によって免除された森林及び火災管理のための強固な

NEPA分析、ESA保護、及びその他の環境保護を回復すべきである。 

 

勧告:議会は、土地管理機関に対し、公衆の安全、生態学的健康、気候便益、自然火災体制の回

復を管理するための適切な計画、研究、予算編成ツールを提供すべきである。 この法律には、森

林サービス有害燃料プログラムへの追加資金を含めるべきであり、コミュニティの安全、森林の健康、回

復力、生態学的・気候的利益の改善に焦点を当てたプログラムを実施するよう、当局に指示すべきであ

る。 有害燃料削減イニシアティブのための追加的資源は、コミュニティをすぐに取り巻く野生地と都市のイン

ターフェース(WUI)に焦点を当てるべきである。 火災管理活動がコミュニティから遠ざかるにつれて、火災管理

は、非商業的、生態的、気候的利益をもたらし、安全に管理された火災と自然火災体制を可能にするため

に、無傷の森林景観を保護すべきである。 連邦議会もまた、 
 

1399 U.S. Forest Service, The Rising Cost of Wildfire Operations: Forest Serviceの非火災作業への影響(2015年8月4日): 2. 
1400 USDA元事務局長のトム・ビルサック氏(シアトル・タイムズ紙) 
平成27年8月4日https://www.seattletimes.com/opinion/the-cost-of-fighting-wildfires-is-sapping-forest-service-budget/  

1401上院議員Ron Wyden Office, "Press Release: Wyden, Crapo, Bipartisan Senators to Congress: Permanent Wildfire Finding Fixは最優先事項でなければならない" (2017年9月20日), https://ww

w.wyden.senate.gov/news/press-releases/wydencrapo-bipartisan-senators-to-congress-permanent-wildfire-funding-fix-must-be-a-top-priority; H.R. 2862 and S. 1842, Wildfire Disataster Fundin

g Act, 115 Congress, https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/2862 and https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/1842. 
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修復および火災の封じ込めのための計画的草原焼却の必要性と、連邦、州、地方の重要な大気質

基準を満たす管轄区域の能力とのバランスを考慮するべきである。 

 

勧告:議会は、USFS、BLM、およびNPSに対し、野生火災による粒子状物質が公有地の水質に及ぼ

す影響を監視するために、関連連邦機関と調整するよう指示すべきである。 

 

勧告:議会は、一部には火災支出による予算削減を経験した森林局の保全・復興活動のための資

金と職員を増やすべきである。 

 

「野生火災リスクの低減と野生火災に対するコミュニティの回復力の支援」と題する報告書のセクシ

ョンでは、WUIのコミュニティに対する野生火災リスクに対処するための追加的な勧告を提供する。  

 

管轄:天然資源委員会、農業委員会 

 

構成要素: NEPAからのカテゴリー別除外のすべてが科学からの情報を受け、当局の専門家に

よって開発されることを確保する。 

 

特定の機関のプロジェクトを特定のNEPAの要件から除外するカテゴリーの除外(CE)。これには、

プロジェクトの影響の徹底的な環境レビューや影響の少ない代替案を含める。1402 NEPAの規則

では、CEは、重大な環境影響を持たない行動のカテゴリーに留保すべきであるとされる。1403 しか

しながらCEは、NEPAの目的を回避するために不適切に使用されることがある。 CEが立法プロセ

スを通じて指定された場合、特に、市民参加やコメントの機会を排除し、機関の意思決定の質と

透明性を損なう。1404 

 

勧告:連邦議会は、カテゴリーの除外が科学的情報に基づいたものであることを確保し、次の事項を

考慮すべきである。 

気候への影響は、政府機関の専門家によって開発され、政治目的ではない。 

 

管轄： 天然資源委員会、農業委員会 
 

気候情報を伴う森林再生及び植林の促進 
 

 

森林再生 - 火災、疾病、干ばつによって森林が収穫され、または劣化した樹木の植林 - 米国の

土地における炭素固定を拡大する上で重要である。 1405 研究によると、森林再生は炭素削減に

向けた唯一最大の土地部門の経路であり、歴史的に森林化されたすべての地域が、農地を生産

から除去せずに再植林された場合、年間3億8,000万~5億4,000万トンの二酸化炭素を貯蔵する可

能性があるとされている。1406 

 
1402 40 CFR§1508.4. 
1403 同上 
1404 Congressional Research Service, RL3267, National Environmental Policy Act: Streamlining NEPA(2007年1月9日): 15. 
1405 Joseph E. Fargione, Natural climate solutions for the United States (Science Advances, November 14, 2018): 3 
1406 Nature Conservancyが主導する研究によると、森林再生は3億8,100万トンの炭素を貯蔵する可能性があることがわかった。

 同様に、世界資源研究所は、森林再生が5億4,000万トンの炭素を貯蔵する可

能性があることを発見した。 Joseph E. Fargione, Natural climate solutions for the United States (Science Advances, November 14, 2018): 3; 
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構成要素:公共土地の森林再生に投資し、未対応森林再生案件を減らす 

 

約400年前、米国の森林面積は推定10億2,300万エーカー(土地面積の46%)であった1407 が、それ以

降、約2億5,600万エーカーが他の用途に転換されている。1408 連邦政府は、この土地の一部を戦略

的に再植林することで、気候変動を緩和することができる。 しかし、USFSは、必要な規模で利用可能な

地域に再植林するための十分な資金や人員を有していない。1409 

1980年、連邦議会は、国有林野システムの土地における再植林の未対応案件を一掃するため

に、再植林信託基金を創設した。 森林局は年間最大3,000万ドルを、種まきや苗の植え付けなど森

林再生に関連する様々な活動に使用することができる。 

議員有志は、森林再生信託基金の可能性を最大化するための法律を導入した。 デブ・ハーランド

下院議員(D-NM) とコリー・ブッカー上院議員(D-NJ) は、「2019年気候管理法」H.R. 4269/S. 2452

を導入した。これにより、森林再生信託基金への資金が増えることになる。 最終的には、2030年まで

に40億本以上、2050年までに連邦、州、地方、部族、非政府の土地に150億本以上の樹木を植林する必要が

ある。ジャレッド・ハフマン下院議員(D-CA)は、H.R. 5311「森林再生法」を導入した。この法律は、資金上限を

引き上げることにより、森林再生信託基金を拡大することにもなる。 トム・ウダル上院議員(D-NM)は、「2019

年森林再生法S. 3106」を導入した。これにより、森林局は、10年以内に国有林システムの土地での再植林

ニーズの優先順位を付け、減少させる計画を策定し、再植林信託基金に対する年間3,000万ドルから6,000

万ドルの資金を倍増させる計画を策定するよう指示する。 

勧告:議会は、包括的気候戦略の一環として、再植林を大幅に増やすべきである。 連邦議会は、

(1)森林再生信託基金への公認資金を増額し、資金上限を引き上げるべきである;(2)連邦及び非

連邦の4,000万エーカーから5,000万エーカーの土地を再植林するための国家目標を設定し、こ

れらの目標を達成するために十分な資金を提供すべきである1410; 

(3) 利用可能な最善の科学を利用して再植林を指導し、商業的機会と利益ではなく気候と生物多

様性の利益に焦点を当てる;(4) 気候の変化と生物多様性のニーズの進展に直面して、特定の在

来種に再植林が可能である限り、土地管理機関に焦点を当てる; 森林の種類と地域の生物多様

性の目標と再生への期待に基づいた適切な期間を考慮する; 可能な限り、すべての再植林支出と

プロジェクトは、商業目的ではなく、生態系の健康、生物多様性の利益、気候の緩和と回復力を高

めることを主目的とし、NEPA, ESAを遵守する;その他の基盤となる環境関連の法律や規制に適合

する、(5)森林再生と生物多様性の恩恵を受ける可能性が最も高い地域を特定する森林資源の国

家評価を更新するための資金提供を行う、そして(6)地域的に適切な森林再生を支援するための

原産植物と種子バンクの開発を支援する。 

 

Alexander Rudee et al., Federal Policy Options for a Carbonshot in Natural & Working Lands(世界資源研究所、2020年1月): 18 

1407 U.S. Forest Service, FS-1035, U.S. Forest Resource Facts and Historical Trends(2014年8月): 7. 
1408 同上 
1409 U.S. Department of Agrical, Building Blocks for Climate-Smart Agriculture and Forestry: 実施計画と進捗報告書(2016年5月): 37 
1410 The White House, United States Mid-Century Strategy for Dep Decarbonization(2016年11月):72。 
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管轄： 天然資源委員会、農業委員会 

 

構成要素:非連邦土地の森林再生を増やすための財政的・技術的支援の提供 

 

かつて森林だった私有地や他の非連邦所有地に植林することも、総合的な気候戦略の重要な要

素の1つである。 樹木を牧草地や耕作地に統合するだけでは、1億4,700万トンの二酸化炭素を毎

年隔離することができる。これは、家畜の日陰の提供、土壌の健康増進、水質の改善、農業者の

ための追加的な収入源の提供など、多数の共同便益を提供するだけでなく、1億4,700万トンの二

酸化炭素を隔離することができる。1411 

 

民間の土地所有者は、森林の気候と生物多様性の利益を最大化するために、適切な場所に適切

な樹木を植えるための資金的・技術的支援を受けることができる。 

 

デブ・ハーランド下院議員(D-NM)とコリー・ブッカー上院議員(D-NJ)は、H.R. 4269/S. 2452(20

19年気候管理法)を導入した。これにより、州、部族、地方、NGOのパートナーに2050年までに

65億本を超える樹木を植林するための助成金を提供するための新たな「再植林米国グラン

ト・プログラム」が設立される予定である。 

 

勧告:議会は、州、地方、部族、私有地の森林再生を増やすために、追加的な財政的・技術的支援

を提供すべきである。 この法律は、(1)連邦政府以外の土地での森林再生努力を増加させるために、

州、部族、地方政府、NGOに資金を提供する新たなグラント・プログラムを確立する、(2)非連邦政府の土

地での再植林が、利用可能な最良の科学によって導かれることを保証するために、森林サービスとNRCS

に直接資金を提供し、資金を提供する、生息地の保全と連結性、気候緩和と回復力を優先する、適切な

場所で適切な時期に適切な種類の樹木を植えることに焦点を当てる、気候の変化と生物多様性のニー

ズの変化に直面して、特定の在来種が森林再生のために実行可能である限り、単一作物や非在来種に

焦点を当てる、そして(3)USFSの地域スタッフを増員して、民間の土地所有者、州、地方、部族政府に対し

て、森林再生のための教育アウトリーチと技術支援を提供する、とすべきである。 

 

管轄：天然資源委員会、農業委員会 

 

構成要素:土地の植林への投資 

 

造林と呼ばれる新しい森林を植林していない土地に植林することは、炭素固定を増加させる機

会を提供する。特に、これらの森林が在来種であり、樹冠に適した土地に植林されている場合に

は、炭素固定を増加させる機会を提供する。1412 公園、道路沿い、疎林、郊外地域などの樹木

に生態学的に適した撹乱または放棄された非農地に植林することは、 
 

 

 
1411 Alexander Rudee et al., Federal Policy Options for a Carbonshot in Natural & Working Lands(世界資源研究所、2020年1月): 19. 
1412 森林・気候作業部会「気候変動緩和のための米国の森林の活用」(2018年9月):5。 
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年間5300万エーカーに1億4,600万トンの二酸化炭素を隔離する可能性がある。 

 

勧告:議会は、森林が広範な期間存在しなかった地域において、原生林の造林に適した地域を特定

すべきである。 自然にも歴史的にも樹冠を支えていない土地、例えば原産の草原は、造林を考慮すべきで

はない。 その代わり、樹木と放牧家畜の統合が適切な農場牧草地、公園、樹冠が魚の生息場所を

支え、水温を管理できる河川や川の近くの地域、非草原、道路側、都市部、遺棄地雷などの劣化し

た土地に焦点を当てるべきである。 

議会は、これらの地域で植林活動を実施するための適切な資金を提供すべきである。  

管轄:天然資源委員会、農業委員会 

構成要素:都市の森と樹冠を増やす 

 

都市部の森林は、1億3,000万エーカー以上をカバーし、1億3,000万エーカー以上の炭素貯蔵を提

供する。1414 都市部の森林では、1億3,000万エーカー以上の炭素貯留の可能性がある。多くの都

市部や郊外地域には、都市部の樹木面積を増やすために利用可能な区画や空き地があり、その

断片があるため、大きな気候緩和効果がある。1415 都市部の森林パッチや街路樹を7~11%増やす

だけで、2,300万トンもの二酸化炭素を都市部のコミュニティに隔離することができる。1416 樹木

は、炭素を隔離するだけでなく、居住地域の気温を緩和し、冷房や暖房のための住宅エネルギー

利用の必要性を減らすことができる。1417 

 

強固な都市林冠は、暴風雨水の管理、種の生息地の提供、大気質と公衆衛生の改善などの共

同便益をもたらしている。1418 都市林の重要な共同便益の1つは、環境司法コミュニティに林冠被

覆を提供することである。 樹木被覆の欠如は都市のヒートアイランドの影響を悪化させる。このヒ

ートアイランドでは舗装面や自然地域の欠如が都市を農村周辺よりも温暖化させている。1419 樹

冠の公平な分布は、健全な都市林がもたらす恩恵をより多くの米国民が利用できるようにするで

あろう。 

 

森林局は、都市の森林被覆を増やすことを目的とした複数のプログラムを管理している。 UCF(Urb

an and Community Forestry)プログラムは、州の森林機関や非営利団体に技術、資金、研究、教育サービス

を提供し、コミュニティが樹木のインベントリーを実施し、管理計画や政策を作成し、樹木の植え付けと世

話についてスタッフを訓練することで、都市部の樹冠を増やすことを支援している。1420 
 
 

1413 Alexander Rudee et al., Federal Policy Options for a Carbonshot in Natural & Working Lands(世界資源研究所、2020年1月): 20. 
1414 米国環境保護庁「米国温室効果ガス排出量及び吸収量目録:1990-2014年(2016年4月15日):6-79;森林-気候作業部会、気候変動緩和のための米国の森林の活用(2018年9月):6」 
1415 森林・気候作業部会「気候変動緩和のための米国の森林の活用」(2018年9月):6。 
1416 Alexander Rudee et al., Federal Policy Options for a Carbonshot in Natural & Working Lands(世界資源研究所、2020年1月): 19-20 
1417 U.S. Environmental Protection Agency, Using Trees and Vegetation to Reduce Heat Islands,” https://www.epa.gov/heatislands/using-trees-and-vegetation-reduce-heat-islands.

 2020年

6月アクセス。 

1418 同上 
1419 米国環境保護庁「ヒートアイランドについて学ぶ」https://www.epa.gov/heat-islands/learn-about-heatislands。

 2020年6月アクセス。 

https://www.epa.gov/heat-islands/using-trees-and-vegetation-reduce-heat-islands
https://www.epa.gov/heat-islands/using-trees-and-vegetation-reduce-heat-islands
https://www.epa.gov/heat-islands/learn-about-heat-islands
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このプログラムでは、都市林業とコミュニティ林業を計画のあらゆる規模に統合すること、長期的な

回復力を得るために都市とコミュニティの森林保健と生物多様性を強化すること、都市林業管理を

強化するための包括的なプログラム、政策、資源を開発すること、都市コミュニティ林業のための資

金と補助金を増額することを優先課題としている。1421 都市とコミュニティ林業諮問評議会は、都市

林業と関連問題について農務長官に助言し、都市とコミュニティ林業の行動計画を策定し、革新的

な都市とコミュニティ林業の研究、プロジェクト、資金提供プログラムを勧告するために、議会に指名

されている。1422 

 

「元気な都市ラボ」は、USFS、米国森林局、全米地域協議会の共同プロジェクトで、都市の管理

者、政策立案者、代弁者たちが、都市の森林プログラムを構築し、健全な樹冠がどのようにコミュ

ニティを豊かにするかについての情報と研究を提供するのを支援している。1423 都市森林管理計

画を実施することは、都市や地域が都市の樹冠を増やすのに役立つ。 「元気な都市ラボ」は、地方

自治体が自らの計画を作成するのを支援するツールキットを提供している。1424 

 

議員有志は、都市の樹冠の増加を求める法律を導入した。 ジャレッド・ハフマン下院議員(D-CA)

は、H.R. 5311「森林再生法」を導入した。これは、国家都市コミュニティ林業諮問委員会を更新す

るものであり、連邦議会の行為による場合を除き、同評議会を終了させないことを要求するもので

ある。デブ・ハーランド下院議員(D-NM)とコリー・ブッカー上院議員(D-NJ)は、H.R. 4269/S. 2452(2019年気候

管理法)を導入した。これにより、2030年までに米国各地の都市部で1億本以上の樹木を植林することが必

要となり、優先的に環境司法のコミュニティが対象となる。ドリス・マツイ下院議員(D-CA)は、H.R. 5615

を導入した。これは、住宅の日陰化、エネルギー使用の削減、気候危機への対処を支援するため

に、住宅所有者に無償または低コストの植林サービスを提供するための補助金をエネルギー省

(DOE)内に新プログラムを創設するものである。ジョー・ネグゼ下院議員(D-CO)がH.R.7264、「健康と

仕事のための21世紀保存部隊法」を導入した。この法案は 

UCFに1億ドルの資金を提供するものである。 

 

勧告:議会は、(1)国家都市・コミュニティ林業諮問委員会の更新、(2)都市・コミュニティ林業プログ

ラムへの資金提供の増加、(3)活力ある都市のための資金提供の増加、都市の森林管理計画の

採用に対する資金提供の奨励、(4)UCFプログラムが提供する技術援助の補完として、植林のため

の助成金を提供し、十分なサービスを受けていない都市や近隣地域に優先順位を付けることによ

り、環境司法コミュニティにおける樹冠を増加させるための森林公平プログラムの設立、(5)サービ

スを受けていない人口と都市の森林キャリアを結びつける労働力開発・訓練プログラム、(6)住宅

所有者に無料で提供するための新たなエネルギー供給者向けDOE補助金プログラムの創設によ

り、安価な植林サービスを提供する、そして 

 

1420 16 U.S. C. §2105, Pub. L. 101-624; U.S. Forest Service, “Urban & Community Forestry Program,” (January 2018), https://www.fs.fed.us/ucf/supporting_docs/UCF-Brief-Jan201

8.pdf. 

1421 U.S. Forest Service, "Urban & Community Forestry Program"(2018年1月 
1422 U.S. Forest Service, “National Urban and Community Forestry Advisory Council,” https://www.fs.usda.gov/managingland/urban-forests/ucf/nucfac.

 2020年6月アクセス。 
1423 元気な都市ラボ「アバウト」https://www.vibrantcitieslab.com/about/.

 2020年6月アクセス。 

1424 元気な都市ラボ「計画:都市林業のベストプラクティス」、https://www.vibrantcitieslab.com/toolkit/plan-the-totalprogram/。
 2020年6月アクセス。 

https://www.fs.usda.gov/managing-land/urban-forests/ucf/nucfac
https://www.vibrantcitieslab.com/about/
https://www.vibrantcitieslab.com/toolkit/plan-the-total-program/
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 (7)森林再生努力を維持・強化し続けるコミュニティの長期職員を支援する、等によって都市部の植

林を増加させるべきである。 

 

管轄:天然資源委員会、農業委員会、エネルギー・商業委員会 
 

森林管理と木材製品の気候への恩恵の増大 
 

 

構成要素:気候便益を含む成果指標に基づく森林サービス活動の成功と効果を測定し、収穫され

た木材の長さのようなアウトプットに基づく指標よりもむしろ尊重する 

 

土地管理機関は、公有地での木材収穫を、森林回復と気候緩和を含む複数の公共利益を達成

するためのツールとして利用すべきである。 例えば、管理契約は、土地管理機関が、再生活動の

副産物の価値を捉えることによって、経済的に存続可能な木材プロジェクトと生態学的利益との

バランスを取ることができることを示している。 スチュワードシップ契約は、土地から取り除かれた

ものではなく、生態系の利益と成果に焦点を当てる一方で、地域や農村のコミュニティのニーズを

満たし、雇用を創出し、復興の副産物から価値を生み出す。 

 

公有地における森林サービスの森林管理政策、計画、プロジェクトは、炭素固定や気候回復力を

含む測定可能な生態学的便益を生み出すように設計されるべきである。 これらの成果に基づく測定

指標を、収穫された木材の長さのようなアウトプットに基づく測定指標ではなく、森林サービス活動の成功と

有効性の目安であると定義し、測定すべきである。 

 

勧告:議会は、森林サービスの活動、運営、プログラム、政策の成功と有効性を、流域条件の改善、

炭素隔離、気候の回復力、生息地の保全と接続性、生態系の健全性のために望ましい条件への動

き、自然火災体制の回復、森林劣化と断片化の防止など、木材の長さなどの成果に基づく測定基

準に優先して測定するよう、森林サービスに指示すべきである。 

 

管轄： 天然資源委員会、農業委員会 

 

構成要素:連邦政府以外の土地での持続可能な森林管理と木材収穫を支援するための地

域固有の気候・スマート森林実践ガイドラインの開発 

 

森林を持続可能な形で管理することは、森林生態系、生物多様性、生産性、再生能力を維持・維持

するような方法で、木材を含む森林の利益を最適化することを意味する。1425 気候スマートな森林

管理技術と実践を用いて、よく手入れされた持続可能な木材の伐採は経済価値と気候便益の両方

をもたらす。 

 

勧告:議会は、連邦政府以外の土地に適用するために、森林局に対し、地域固有の気候スマートな

森林・木材伐採慣行ガイドラインを策定するよう指示すべきである。 これらのガイドラインでは、径

の制限、空地を作る伐採の制限、森林の輪作延長、生物多様性、生息地の連結性、感受性の高い

生息地保護、天然林のプランテーションへの転換の制限、木材資源補充率などの実践を考慮すべ

きである。 

 

1425 http://www.fao.org/forestry/sfm/en/.「持続可能な森林経営
 2020年6月アクセス。 

http://www.fao.org/forestry/sfm/en/
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連邦議会は、連邦政府の調達優先順位、費用分担、および直接支払いを含め、私有地に対する金銭的イ

ンセンティブを通じて、これらの地域特有の気候に優しい木材伐採慣行ガイドラインを奨励すべきである。 

森林局は、これらの慣行の実施を支援するための技術援助を提供すべきである。 

 

管轄： 天然資源委員会、農業委員会 

 

構成要素:持続可能で気候に優しい森林再生慣行によって生産された木材を利用した革新

的で持続可能な木材製品のための市場とインセンティブの創出 

 

持続可能で気候に優しい林業技術を用いて収穫する場合、木材製品は炭素を貯蔵することで温

室効果ガス排出を削減し、同時に、従来の炭素集約的な建築材料からの排出を相殺することが

できる。1426 特に、長寿命木材製品は、化石燃料集約度の高い代替製品に比べて炭素貯蔵に効

果がある。1427 木材副産物と小径樹木を用いた良好に管理された森林からの木材製品の普及

は、森林の健康と回復力を達成する林業慣行を刺激するための市場ベースのインセンティブを提

供する可能性がある。 

 

「木材イノベーション・グラント」や「地域木材エネルギー・木材イノベーション」プログラムでは、クロ

スラミネート木材(CLT)などの建設プロジェクトに使用される木材の研究開発を加速させることで、

木材の新規かつ革新的な利用を促進している。1428 CLTの活用は、高層建築物の建築に使用さ

れるコンクリートを木材に置き換える取り組みを主導している。1429 その他の政策とともに、Timber 

Innovation Act(木材イノベーション法)では、州、地方、大学、民間セクターの教育、アウトリーチ、

高層建築物における木材の利用を加速させる研究を支援するための助成金が盛り込まれてい

る。 また、USDA林産物研究所では、木材資源を賢く利用するとともに、木材資源やCLTを含む副

産物を保全する方法を見いだすことを目的とした研究も行っている。 

 

勧告:議会は、USDA林産物研究所への資金の増加を含め、CLTのような気候に優しい木材製品の

研究開発への投資を増やすべきである。 議会はまた、木材イノベーションプログラムへの資金を増

やし、研究、助成金、賞金の優先順位として、炭素隔離と気候緩和を確立すべきである。 議会はま

た、既存の小規模製材所やその他の木材生産施設を適切に維持し、それらの移行を支援し、再生木材製

品の労働力を維持する方法を検討すべきである。 
 

 

 
 

1426 U.S. Department of Agriculture, Building Blocks for Climate-Smart Agriculture and Forestry: Implementation Plan and Progress Report (May 2016): 41. 
1427 U.S. Forest Service, WO-95, Forest and Grassland Carbon in Land Management(2017年6月): 27-28. 
1428 Pub L. 115-334; 7 U.S. C. §7655d; 7 U.S. §8113; U.S. C. §7. C. §8113; U. S. C. §7. C. §8113;; U. Sepanat Committee on Agricution, Nutrition, & Forestry, "Stabenow, Crapo Introduce Bipartisa

n Bill to Accelerate Research, Development of Wood Building Construction in United States」(2016年5月2日)、https://www.agriculture.senate.gov/newsroom/dem/press/release/stabenow-crapo-introduc

e-bipartisan-bill-toaccelerate-research-development-of-wood-building-construction-in-united-states、米国上院エネルギー・天然資源委員会、「Cantwell Secures Bipartisan Bill to Accereat the 

1429 同上 
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勧告:議会は、再生活動や木材副産物に由来する気候スマート木材製品の市場インセンティブを開

発すべきである。例えば、連邦政府の建築物における木材建築材料の奨励、建築家やエンジニア

が建築に木材を使用するための教育と技術的支援の提供、連邦政府機関が州や地方のパートナ

ーと協力して建築基準を更新し、米国グリーンビルディング協議会と協力してLEED基準に木材建築

に関連する炭素貯蔵価値と炭素排出削減を盛り込むよう指示すべきである。 

 

管轄：天然資源委員会、運輸・インフラ委員会、農業委員会 

 

構成要素:バイオマスの気候影響を正確に考慮した木材利用と木材製品のライフサイクル分

析への投資 

 

バイオマスの発生源、エネルギーへの変換方法、考慮される時間軸によって、バイオマスの気候へ

の影響は異なる可能性があり、木質バイオマスの燃焼は必ずしもカーボンニュートラルとは言えな

い。1430 長寿命木材製品や建築物のような木材の他の用途は、良好に管理された森林から除去さ

れた炭素を貯蔵する可能性がある。 木材製品とバイオマスの気候への影響をよりよく理解するた

めに、連邦政府は、木材製品とバイオマスのライフサイクル炭素への影響を通常通りのベースライ

ンと比較する枠組みを必要としている。 

 

議会は、バイオマスの気候への影響を理解することに加えて、バイオマスが生物多様性危機に与

える影響も考慮すべきである。 場合によっては、バイオマスの収穫は野生生物の生息地や生態系の健全

性に悪影響を与える可能性がある。 

 

勧告:議会は、バイオマスの気候への影響を正確に説明することを含め、木材利用と木材製品の

ライフサイクル炭素への影響をよりよく理解するための研究に投資すべきである。 この研究では、

(1)バイオマスの気候への影響を評価するために使用される方法は、透明性があり、予測可能で

あり、利用可能な最良の科学に基づいていること、(2)バイオマス利用の追加性を評価するために

反事実シナリオを採用する方法、(3)プラスの排出-炭素の放出-およびマイナスの排出-バイオマ

スの成長によって隔離された炭素-の両方の排出の評価、(4)成長から収穫または回収、加工、お

よび直接的および間接的な排出源の両方の燃焼までのライフサイクル分析、(5)メタンや窒素酸化

物などの非炭素排出の包含、(6)地球温暖化を1.5℃に抑えるために必要な大気中炭素削減量を

満たすためにIPCCが特定したものに関連する時間枠内でのマイナスおよびプラスの排出の分

析、(7)食料や木材の生産、生息地の保全、再植林など、土地利用のために競合する他の活動の

検討、が必要である。 

 

勧告:議会は、感受性の高い生息地や生態系からの収穫の制限、自然林生息地の転換の防止、バ

イオエネルギー原料のための侵略的な種の栽培の禁止など、木質バイオマスが生物多様性の危

機に寄与しないことを確保するためのセーフガードを確立すべきである。 

 

管轄：農業委員会、科学・宇宙・技術委員会、天然資源委員会 
 

 
 

1430 議会調査局、R41603、バイオパワーはカーボンニュートラルか? (平成28年2月4日)10
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構成要素:気候対応型森林管理の幅広い採用を促進するための支援パートナーシッ

プと協力 

 

コミュニティ、部族政府、民間土地所有者、非営利団体、土地助成大学、普及サービスなどの主要

パートナーとの協力を通じ、連邦政府の土地管理機関がスキル、資源、共通の目標を活用すること

で、気候に優しい森林管理の気候と生物多様性の恩恵を増やすことができるようになる。1431 強力

で効果的なパートナーシップにより、連邦政府機関は、民間の土地所有者、州、地方政府、部族政

府への財政的・技術的支援の展開を強化・加速させるとともに、連邦政府の土地の森林再生プロジ

ェクトの能力を向上させることができるようになる。 

 

勧告:議会は、気候対応型森林技術を向上させ、土地所有者に教育、アウトリーチ、技術支援を提

供するために、連邦政府機関、コミュニティ、部族政府、普及サービス、歴史的に黒人のカレッジや

大学(HBCU)を含む土地付与大学、部族大学、民間土地所有者、産業・保全団体の間のパートナー

シップと協力を促進する委員会を設置すべきである。 

 

管轄： 天然資源委員会、農業委員会 
 

研究、資源、STAFFを通じて、気候変動と生物多様性の利益のための土地管理能力を

向上させる。 
 

 

構成要素:データ収集の増加を通じて森林再生が最大の気候と生物多様性の利益

をもたらす場所を決定する 

 

何百万エーカーもの森林が復元を必要としている中で、優先順位の高い景観と復元プロジェクトを

特定することは、気候緩和と回復力を高めるために重要である。1432 しかし森林の復元が気候便益

の最大の還元となるかどうかに関するデータはほとんど存在しない。 明確な修復の目的と目標を

設定し、森林地図を作成し、その目標を達成する最大の機会を提供するプロジェクトや地域を特定

するための研究を行い、そのデータを公開することは、森林サービスが森林修復の取り組みをより

優先順位付けするのに役立つであろう。 

 

勧告:議会は、森林地図を作成し、再生が気候と生物多様性に最大の利益をもたらす場所を特定

するために、森林サービスの研究とデータ収集のための資金を増やすべきである。 連邦議会

は、森林局に対し、他の関連連邦機関と協力して、このデータを公開するよう要求すべきである。 

 

管轄： 天然資源委員会、農業委員会 
 

 

 

 

 

 

1431 米国農務省「気候・スマート農業・林業のためのUSDA構成要素:実施計画と進捗報告書(2016年5月)」35 
1432 U.S. Forest Service, “Research & Development,” https://www.fs.fed.us/research/priority-areas/.

 2020年6月アクセス。 

https://www.fs.fed.us/research/priority-areas/


| ページ 

462 

 

構成要素:森林の健康と野生生物の行動に関する研究、データ、モデル開発への投資  

 

森林と生態系の健康、気候の緩和と回復力、および森林火災の可能性と行動に関する研究、デー

タ、モデル化の増加は、森林管理者が気候と生物多様性の利益を最大化し、火災リスクの管理を

改善するのに役立つ。 

 

USFS Forest and Rangeland Researchプログラムは、これらの景観の持続可能な管理を通じて、

政策や土地管理の意思決定に情報を提供し、森林や草原の状態を改善するために、民間の森林

や景観を横断する研究を実施している。1433 

 

森林インベントリー・分析(FIA)プログラムは、50の州すべてを対象とした連続的な森林センサスで

あり、過去、現在、予測される樹種数、大きさ、健康、樹木の成長、死亡率、収穫量、嵐や火災な

どの攪乱による森林地帯の喪失、木材生産、森林所有権などのデータを作成している。1434 

 

USGSランドサットプログラムは、地球の土地利用と被覆に関する40年間のデータを提供しており、

多くのトレンド監視プログラムの基礎となっている。1435 作業衛星を維持することは、森林とその他

の気候動向に関する正確なデータを確実に得るために重要である。 

 

勧告:議会は、森林・レンジランド研究プログラムとFIAプログラムへの資金の増加を含め、森林の

健康と回復、並びに野火の可能性と行動に関するデータを頻繁に収集・更新するために、土地管

理機関への資金を増やすべきである。 このデータは、地域的に調整され、気候と生物多様性の

利益に焦点を当て、公的に利用可能であるべきである。 

 

管轄： 天然資源委員会、農業委員会 

 

構成要素:連邦森林、草原、土壌における炭素固定に関する研究の拡大 

 

現在のところ、森林、草原、土壌の炭素動態についての理解は限られている。 さらなる研究は、温室

効果ガス緩和のための機会、分野、およびベスト・マネジメント・プラクティスの特定に役立つであろう。 

 

ジョー・ネグセ下院議員(D-CO)は、H.R. 4133「土地改良法」を導入した。これにより、USDAは連邦

政府の土地の土壌健康状態を調査し、放牧、野火、レクリエーション、侵入種の影響を調査するこ

とが求められる。 この法案は、USDAに対し、調査中に収集された情報のデータベースを作成するよう指

示するものである。 

 

勧告:議会は、米国の土地、森林、土壌の炭素固定に関する研究への支援と投資を増やすべきであ

る。これには、(1)DOIと協議の上、連邦政府の土地における土壌健康の現状に関する調査を実施

するようUSDAを指導すること、 

 

1433 U.S. Forest Service, FY20 Budget Fusification(2019年3月): 27. 
1434 同上、27-28。 
1435 NASAランドサットサイエンス「アバウト」https://landsat.gsfc.nasa.gov/about/.

 2020年6月アクセス、USGS「ランドサット・ミッション」 

https://www.usgs.gov/land-resources/nli/landsat. 2020年6月アクセス。 

https://landsat.gsfc.nasa.gov/about/
https://www.usgs.gov/land-resources/nli/landsat
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 (2)土地管理機関が森林と草原をマッピングし、最大の気候便益を達成し、この情報を公衆に利用

可能にする方法を理解するための研究開発資金を増額すること(3)USFSに森林管理、回復、再植

林活動における既存の気候データの利用について報告するよう指示すること(4)資金を増額し、森

林炭素モニタリングシステムを実施して、炭素隔離を改善する活動を監視し、復元プロジェクトにお

ける貯留炭素のサンプリングを実施し、炭素貯留を決定するための技術(米国航空宇宙局(NASA)

やUSGSなどの他の連邦政府機関が収集したデータを含む)を利用することにより、FIAを改善するこ

と、そして(5)森林局に、復元を必要とする土地の評価を完了させ、報告書を公に利用可能にするよ

う要請することを含む。 

 

管轄： 天然資源委員会、農業委員会 

 

構成要素:土地管理ニーズに対応するために、森林管理局と内務省の職員資源と資金を増や

す 

 

過去数十年間に、森林局の非消防職員の数は、1998年の1万8,000人から2015年には1万1,000人

未満へと39%減少した。1436 回復を必要とする数百万エーカーの人々に取り組み、米国の森林と草

原の気候と生物多様性の利益を最大化するために必要な研究を実施するためには十分な人員が

不可欠である。 

 

勧告:議会は、USFSの非消防常勤職員の数を大幅に増やすべきである。 USFSとBLMの保守残高

への対応を含め、必要な復旧作業と保全作業を増やすために、連邦議会はこれらの機関の資金を劇的

に増やすべきである。 

 

管轄： 天然資源委員会、農業委員会 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1436 USDA元事務局長のトム・ビルサック「ワイルドファイアのコストはサッピング・フォレスト・サービス予算である」(シアトル・タイムズ、2015年8月4日)、米国森林局、野火災のコスト上昇:森林サービスの非

火災作業への影響(2015年8月4日):2-7。 



| ページ 

464 

 

 
 

マングローブ、海草、沼沢地などの海洋・湿地生態系は、炭素の吸収速度は陸上林よりも速く、炭

素の貯留速度は非常に速いが、炭素の吸収速度は非常に速い。1437 一方、湿地は、海岸や河川

の生態系や群集を、気候変動の影響に対してより強力な回復力をもち、洪水や暴風雨から海岸

線を保護し、コミュニティにコスト削減をもたらす。1438 湿地が劣化したり開発に転化すると、海洋

の根や土壌に貯留された炭素を大気中に放出し、排出量を増加させ、将来炭素を固定する能力

を低下させる。1439 したがって、気候変動を緩和し、海洋の酸性化や生物多様性の減少、海面水

位の上昇、洪水、異常気象などの温暖化の影響から生態系や群集を保護するためには、これら

の「ブルー・カーボン」システムを保護することが極めて重要である。 

 

海洋・湿地生態系の保全・復元 
 

 

構成要素:既存の海洋・湿地生態系の保護・保全 

 

米国では、開発、汚染、農業、その他の人間活動により、湿地が失われ、劣化するという重大は結

果を招いている。1440 湿地が消失すると、それによって提供されていた様々な能力も失われる、

すなわち炭素を固定し、洪水の流出を緩和し、浸食を防ぎ、水質を改善し、地下水を補給し、貴重

な生息地を提供し、経済的に重要な観光活動を支援することができなくなる 

 

連邦政府は、湿地生態系の保全と保護を目的とした数多くのプログラムと機関を運営している。 

例えば、NOAAの沿岸管理局によって管理されている国家河口研究保護制度は、長期的な研

究、教育、沿岸管理のために設立された河口域のネットワークである。1441 同様に、米国環境

保護庁(EPA)の国家河口プログラムは、全国的に重要な河口の水質と生態学的完全性を保護・

回復することを目的としている。1442 NOAAの沿岸・河口土地保全プログラム(CELCP)は、絶滅

のおそれのある沿岸・河口土地を直接購入または保全地役権によって保護すしている。1443 

 

 

 

1437 米国海洋大気局「ブルーカーボンとは?」 
https://oceanservice.noaa.gov/facts/bluecarbon.html. 2020年6月アクセス。 

1438 海洋大気局「沿岸湿地:失われることがあまりにも価値がある」 
https://www.fisheries.noaa.gov/national/habitat-conservation/coastal-wetlands-too-valuable-lose. 2020年6月アクセス。 

1439 気候変動に関する政府間パネル 気候変動・海洋・冷凍圏の変化する気候:政策決定者向け要約 
(平成29年9月)30日 

1440 NASA「湿地の消滅」、https://www.nasa.gov/audience/foreducators/k- 4/features/F_Disparing_Wetlands.html
 2020年6月アクセス。 

1441 国立海洋大気管理局、「沿岸管理国立河口研究保護区事務所」、https://coast.noaa.gov/nerrs/.
 2020年6月アクセス。 

1442 米国環境保護庁「河口・国家河口計画」https://www.epa.gov/nep.
 2020年6月アクセス。 

1443 米国海洋大気局「沿岸・河口土地保全プログラム」 
https://coast.noaa.gov/czm/landconservation/. 2020年6月アクセス。 

気候緩和と回復のための海洋・湿地生態系の保護と回復 

https://oceanservice.noaa.gov/facts/bluecarbon.html
https://www.fisheries.noaa.gov/national/habitat-conservation/coastal-wetlands-too-valuable-lose
https://www.nasa.gov/audience/foreducators/k-4/features/F_Disappearing_Wetlands.html
https://coast.noaa.gov/nerrs/
https://coast.noaa.gov/czm/landconservation/
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その他のプログラム、制定法、機関事務所は、海洋や湿地を種の生息地として保護することを

目的としている。 議会は、北米の渡り鳥、水鳥、魚類、野生生物資源を保護するプロジェクトに連邦政府の費

用分担金を提供するため、北米湿地保全法(NAWCA)を可決した。 NAWCAは、湿地の保護、回復、強化に資金

を提供している。 

NOAAの生息地保全局はまた、漁業を維持し、保護された種を回復し、回復力のある沿岸コミュニテ

ィと生態系を維持するために、生息地を保護・回復することを目的としている。 同様に、FWSの「沿

岸プログラム」は、生息地の保全、設計・計画、生息地修復・保護プロジェクトへの資金援助を通じ

て、公有地や私有地の魚類や野生生物の生息地の修復・保護に取り組んでいる。 

 

MPAは、海洋聖域、国の記念碑、河口研究保護区、海洋公園、海洋野生生物保護区など、さま

ざまな形態やレベルで保護されており、生態系の保護、考古学的遺跡などの文化資源の保護、

魚類資源の維持など、さまざまな理由で設立されている。1444 米国の管轄区域の米国の水域の

約26%がMPAとして保護されているが、採掘を禁止するノーテイクMPAによって保護されているの

は米国の水域のわずか3%にすぎない。1445 実は米国のMPA地域のほとんどは、西太平洋の遠

隔地とハワイ諸島北西部に位置しているのである。1446 

 

何名かの議員は、海洋や湿地の生態系を保護することを目的とした法律を導入した。 マイク・トンプ

ソン下院議員(D-CA)とマーティン・ハインリヒ上院議員(D-NM)は、北米湿地保全拡張法であるH.R. 925/S. 261を導入

し、NAWCAを再認可した。 この法案は、2019年11月に下院を通過した。 マーク・ヴィーシー(D-TX)、 ロブ・ワット

マン(R-VA)の両下院議員が導入した 

H.R. 1747「パートナーシップを通じた魚の生息地の保護に関する国家法」は、戦略的パートナーシ

ップを通じて魚の生息地の保全・回復プロジェクトを推進するイニシアティブである「全国魚の生息

地パートナーシップ」を成文化している。 この法案は、2019年12月に下院で可決された沿岸・五大

湖地域社会強化パッケージ(H.R. 729)に含まれている。 デブ・ハーランド下院議員(D-NM)とコリー・ブッ

カー上院議員(D-NJ)は、H.R. 4269/S. 2452(2019年気候管理法)を導入したが、これにより2030年までに200万

エーカー以上の沿岸湿地が回復または保護される予定である。 スザンヌ・ボナミシ下院議員(D-OR)

は、H.R. 5589「地球のためのブルーカーボン法」を導入した。これは、2030年までに米国の海洋地

域と沿岸青炭素生態系の少なくとも30%を保全するという国家目標の実現可能性と可能性を評価

するために、ブルーカーボンに関する機関間作業部会を設置することを含む。 

 

加えて、気候変動の影響に耐えるためには、海洋や湿地の生態系は健全で、他のストレス要因も

ないものでなければならない。 プラスチック汚染は、水生生態系および野生生物に重大な影響を与

える。 プラスチックは野生生物を捕獲し、絡み合い、野生生物によって大量に摂取され、栄養段階を超えて

生物蓄積し、野生動物の物理的プロセスの正常な状態を乱す有毒な汚染物質を含む。1447 
 

 

1444 海洋大気局「海洋保護区とは?」 
https://oceanservice.noaa.gov/facts/mpa.html. 2020年6月アクセス。 

1445 米国海洋大気庁「米国海洋保護区:海洋を一時的に保全する」(2017年1月):1. H.Res.
 835、S.Res. 372は、連邦政府が2030年までに米国内の陸海の少なくとも30%を保全するという国家目標を設定すべきであると

の上院および連邦議会の認識を表明し、第116回会議、NOAAの米国海洋保護区、海洋保護区2020:効果的な保全ネットワークの構築(2020):2。 

1446 同上 

https://oceanservice.noaa.gov/facts/mpa.html
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本報告書の"Rebuild U.S. Industry for Global Climate Leadership"という題のセクションでは、H.R. 

3969、スザンヌ・ボナミチ下院議員(D-OR)が導入した「私たちの海を救う法2.0」、およびH.R. 5845

/S. 3263、アラン・ローウェンタール下院議員 (D-CA)およびトム・ウダル上院議員(D-NM)が導入

したH. R. 5845/S. 3263、「プラスチック汚染ブレイクフリー法2020」を含む、プラスチック汚染を低

減し、海洋デブリを浄化するための法案および詳細な勧告について記述する。 

 

勧告:議会は、漁業管理システムのニーズのバランスをとりつつ、MPAの増加を含め、2030年まで

に米国の海域及び沿岸湿地の少なくとも30%を保護するという国家目標を設定すべきである。 この

取り組みには、(1)NAWCAのための資金の再承認と増額、(2)強力な連邦漁業生息地パートナーシップの成文

化、(3)連邦レベルでの強力な「ブルーカーボンの損失を起こさない」政策の法案化、(4)沿岸域の保護と強化

を確保し、これらの地域への悪影響と脅威を回避するために関連する連邦政府機関を指導するためのNOA

Aの指導、(5)CELCPへの全面的な資金拠出とプログラムの全国的な拡大、(6)NOAAの生息地保全局、NOAA

の国家河口研究保護プログラム、EPAの国家河口プログラム、FWSの沿岸プログラムを含む海洋、沿岸、河

川保全プログラムにおける気候と生態学的利益の優先順位付け(7)NOAAに対し、領土の沿岸管理と気候変

動プログラムを強化するための技術支援の提供と議会に対する領内の湿地状況および気候変動に関する

年次報告書の提出、(8)洪水や浸食の可能性を減らすために洪水の多い地域の湿地の破壊を避けることを

優先するよう政府機関に指示すること、そして(9)地役権、インセンティブ、規制を通じて、私的な湿地の開発

への転換を防止すること、などが含まれるべきである。 

 

管轄:天然資源委員会、科学・宇宙・技術委員会、運輸・インフラ委員会 

 

構成要素:失われ、劣化した海洋・湿地生態系の回復 

 

隣接する米国の湿地の約半分は、主に農業用途と人間開発のために失われ、劣化した。1448 湿地

を自然の機能に回復させることには、以前の湿地の復元と劣化した湿地の機能の回復を含む。1449

沿岸湿地の復元により、炭素貯蔵が増加し、コスト削減と、嵐や海面水位上昇などの気候変動の影

響から沿岸コミュニティを保護し、汚染物質を濾過し、河川システムにおける洪水の影響を軽減し、

生物多様性や漁業の健康など、他の多くの便益をもたらす。 

 

スザンヌ・ボナミシ下院議員(D-OR)は、「私たちの惑星のためのブルーカーボン法」H.R. 5589を導

入した。これにより、ブルーカーボンに関する省庁間作業部会が設置され、国レベルの地図とブル

ーカーボン生態系の一覧表が作成され、最も高い炭素貯留率とエコシステム便益を生み出す国

の復興優先順位が特定され、 
 
 

1447 住宅天然資源メモ、監視聴取、問題の海:海洋および野生生物へのプラスチック汚染の影響 
(2019年10月) 

https://www.nasa.gov/audience/foreducators/k- 4/features/F_Disparing_Wetlands.html,  

1448 NASA「湿地の消滅」。
 2020年6月にアクセス、議会調査局、RL3483、湿地:問題の概要、(2017年1月5日):4。 

1449 米国環境保護庁「湿地の再生と保護に関する基本情報」 
https://www.epa.gov/wetlands/basic-information-about-wetland-restoration-and-protection. 2020年6月アクセス。 

https://www.nasa.gov/audience/foreducators/k-4/features/F_Disappearing_Wetlands.html
https://www.epa.gov/wetlands/basic-information-about-wetland-restoration-and-protection
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また無償資金協力と技術援助を通じて劣化した青色炭素生態系を回復するためのパイロット・

プログラムが開発される。 

 

他の議員も、沿岸の回復力のために湿地を回復することを目的とした法律を導入している。 ドン・ベ

イヤー下院議員(D-VA)と フランシス・ルーニー下院議員(R-FL)は、2019年国家海洋・沿岸安全保

障改善法H.R.4093を導入した。これは、沿岸保全・復興プロジェクトを支援することで、沿岸の脅威

から生態系とコミュニティを保護するものである。 トム・マリノフスキー下院議員(D-NJ)とシェルドン・ホワ

イトハウス上院議員(D-RI)はH.R. 4044/S. 3171を導入した 

年間5,000万ドルで、河口や沿岸コミュニティが提供する暴風雨緩衝サービスを復元・保全するプロ

グラムの能力を拡大する。 この法案H.R. 4044は2020年2月に下院を通過し、下院民主党のインフラ法案H.R. 

2「前進法」のセクション22305に含まれている。 セス・モールトン下院議員(D-MA)と ギャレット・グレーブス下院議

員(R-LA)は、H.R. 3919「 科学を通じて機会と持続可能性を創造する(COASTS)法」を導入した。この法律は、沿岸の

回復力と復興プロジェクトの研究と実施のために、NOAAに沿岸回復研究競争力研究グラントのためのプログラム

を設立するものである。 

 

勧告:議会は、総合的な気候戦略の一つの構成要素として、失われ、劣化した湿地を回復するべ

きである。 これには、(1)最も高い炭素固定率と生態系便益を生み出し、国の復興優先課題を特

定するようNOAAに指示してこれらの努力に資金を提供すること、(2)気候緩和と耐性のために劣

化した非連邦湿地を回復する財政的・技術的支援を提供する目的で、既存のNOAAとEPAのグラ

ント・プログラムへの資金提供を増やすこと、(3)NOAAの生息地保全局、NOAAの国家河口研究保

護プログラム、EPAの国家河口プログラム、FWSの沿岸プログラムを含む、沿岸・河川生態系の回

復に対する連邦政府の投資を増やすこと、が含まれるべきである。 

 

管轄:天然資源委員会、科学・宇宙・技術委員会、運輸・インフラ委員会 

 

構成要素:国家海洋政策の復旧・強化・法制化と気候緩和の取り込み 

 

海洋の健康と開発を監督する州と連邦政府機関の間の調整を促進するため、国家海洋政策、す

なわち大統領令13547が2010年に署名された。1450これによって海洋、沿岸、五大湖の生態系の

健康と生物学的多様性の保護、維持、回復が確保され、海洋と沿岸コミュニティの持続可能性を

高め、気候変動と海洋酸性化への我々の理解と対応能力を向上させるための国家政策が確立さ

れた。 トランプ政権は、2018年6月19日、国家海洋政策を廃止し、経済成長と国家安全保障に焦

点を当てた新たな政策に変更し、気候変動や海洋の酸性化への対応、保全・生態系管理条項の

重視を排除した。 海洋、湿地、沿岸コミュニティに対する気候上の脅威を無視することによって、トランプ

政権の政策は、我々の海洋、沿岸、そして彼らに依存する人々をより脆弱なものにしている。1451 
 
 

1450 75 FR 43023. 
1451 83 FR 29431. 
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多くの州・連邦機関は、しばしば重複する管轄区域を有し、海洋開発と海洋活動に関する意思決

定を行い、海運、エネルギー開発、漁業管理と水産養殖、生物多様性、気候の緩和と回復力を

含む多くの海洋権益の調整と監督～複雑な～を行っている。1452オバマ時代の国家海洋政策で

は、州・連邦機関が協力して海洋管理の成功を達成した。 2つの地域、中部大西洋と北東部は、

州、産業、地域漁業管理者、部族、連邦機関からの幅広い意見や調整を得て、責任を持って海

洋地域を開発するために、利用可能な最良のデータを利用して、初めての地域海洋計画を策定

した。1453この地域協力が成功したにもかかわらず、トランプ政権の交代により、海洋保護と健全

な海洋生態系のために、連邦機関が州や部族と調整・計画する必要はなくなった。1454 

 

チャーリー・クリスト下院議員(D-FL)とロジャー・ウィッカー上院議員(R-MS)は、地域海洋パー

トナーシップ法H.R. 5390/S. 2166を導入した。これは、海洋及び沿岸の問題に対処し、海洋及

び沿岸の健康、持続可能性及び回復力を支援するために一貫した資金を提供するために、

連邦政府とのパートナーとして地域海洋パートナーシップ(ROPs)を正式に認可するものであ

る。 

 

スザンヌ・ボナミシ下院議員(D-OR)とシェルドン・ホワイトハウス上院議員(D-RI)は、H.R. 3548/S. 93

3、「五大湖、海洋、湾、河口の長期的理解と探査の強化」(ブルー・グローブ)法を導入した。これは、

海洋管理機関間のハイレベルの調整を促進するために、海洋政策委員会を法制化するものであ

る。 

 

勧告:議会は、連邦政府とのパートナーとしてROPsを正式に認可すべきである。 さらに、連邦議会

は、大統領令13547に基づき、ホワイトハウスレベルの海洋政策委員会という形で、強力な省庁間

および部族間の調整を含む国家海洋政策を法制化すべきである。 この法律は、海洋関係者の関

与を優先し、海洋の健康、保全、気候変動の緩和と回復力に焦点を当てることにより、事前の国家

海洋政策を強化すべきである。 

 

管轄：天然資源委員会、科学・宇宙・技術委員会 

 

構成要素:沿岸コミュニティのキャパシティ・ビルディングを促進する国家沿岸地帯管

理プログラムとその他のプログラムの強化 

 

国家沿岸地帯管理プログラムは、沿岸国と領土が気候変動を含む喫緊の沿岸問題に包括的

に取り組むための枠組みを提供する。 このプログラムは、連邦政府と沿岸・五大湖の州・領

域との間で、沿岸国の問題に取り組むための自発的なパートナーシップであり、沿岸国の課

題に最も適した地域別プログラムや助成金などの資金援助を各州が柔軟に設計できるように

している。 
 

1452 U.S. Commission on Ocean Policy, An Ocean Blueprint for the 21st Century, Appendix 6: Review of U.S. Ocean and Coastal Law: The Evolution of Ocean Governance Over Three Decades (2004): 2

-3. 
1453 The Nation's First Ocean Plans(2016年12月7日)、 
https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2016/12/07/nations-first-ocean-plans. 

1454 ホワイトハウス「米国の経済・安全保障・環境利益を促進するための海洋政策に関する大統領令」(平成30年6月19日)https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order

regarding-ocean-policy-advance-economic-security-environmental-interests-united-states/ 

https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2016/12/07/nations-first-ocean-plans
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このプログラムは、沿岸地帯管理法(CZMA)により認可されており、沿岸コミュニティと資源の保護、回復、

責任ある開発の基盤となっている。1455 

 

また、CZMAに加えて、NOAAは、沿岸国・地域(五大湖地域を含む)の連邦大学とのパートナー

シップを支援する「NOAAシー・グラント・プログラム」、1456 河口研究、教育、訓練に関する連邦・

州間のパートナーシップを支援する29の沿岸河口地帯のネットワークである「NOAA国立河口研

究保護区(NERRS)」1457 など、いくつかの重要な沿岸技術援助プログラムを実施している。 海洋

グラントとNERRSプログラムは、彼らが活動する沿岸コミュニティとの強いつながりを築き、K-12

や高等教育パートナーと共に、地域の生態系と教育の充実に関する科学的根拠に基づく信頼で

きる情報源として機能している。 

 

ジャード・ハフマン下院議員(D-CA) とロジャー・ウィッカー上院議員(R-MS) は、H.R. 2405/S. 91

0、「2019ナショナル・シー・グラント大学プログラム修正法」（National Sea Grant College Program 

Amendments Act of 2019）を導入した。これにより、2025年度までのNOAA海洋グラント・プログラ

ムへの資金が再授権され、増額される予定である。 この法案は、H.R. 729、2019年12月に下院で可決

された沿岸・五大湖地域社会強化法の一部として盛り込まれた。 

 

勧告:議会は、国家沿岸地帯管理プログラム、NOAAの国家河口研究準備制度、国家海洋グラ

ント・プログラムへの資金を増やすべきである。 これらのプログラムのいかなる拡大も、NOAAに

対し、沿岸地域管理法(CZMA)の下で実施されるグラントや州プログラムにおいて、緩和ポテン

シャル、沿岸復興、適応計画、自然インフラを含む気候便益の優先順位付けを指示すべきであ

る。 

 

管轄:天然資源委員会、科学・宇宙・技術委員会 
 

海洋・沿岸生態系及び水生野生動物の気候耐性向上 
 

 

構成要素:海洋ベースの再生可能・海洋エネルギーを拡大し、海洋哺乳類、漁業、海洋生態

系、文化資源への影響を最小限に抑える 

 

洋上風力や海洋エネルギーなどの海洋ベースの再生可能エネルギーは、炭素集約型エネルギ

ー源の代替に役立つ可能性がある。 洋上風力発電を増やすことによって、海洋は気候問題の解決に

もう1つの重要な役割を果たすことができる。 しかし、風力発電所の建設や操業が不適切であれば、海洋

野生生物に悪影響を及ぼし、餌の取得、繁殖、通信能力を妨げる可能性がある。1458 

 
 

1455 国家海洋大気管理局「国家沿岸地帯管理計画について」https://coast.noaa.gov/czm/about/.
 2020年6月アクセス。 

1456 米国海洋大気局「海洋グラント」は連邦大学のパートナーシップ・プログラムで、次のようなものを提供しています。 
「地域社会と共に働くソリューション」をめざすサイエンス」https://seagrant.noaa.gov/About. 2020年6月アクセス。  

1457 国立海洋大気局「河口研究保護区:概観」https://coast.noaa.gov/nerrs/about/. 2020年6月アクセス。 

米国エネルギー省風力エネルギー技術局 

1458 「風力発電の環境影響と立地」、https://www.energy.gov/eere/wind/environmental-impacts-and-siting-wind-projects。
 2020年6月にアクセス、天然資源防衛評議会「風力の利用:風力発電のオフ

ショア推進方法」(2019年7月):2;Lena Bergstromら、洋上風力発電所の海洋野生生物への影響-一般的影響評価(環境研究レター、2014年3月19日)。 

https://coast.noaa.gov/czm/about/
https://seagrant.noaa.gov/About
https://coast.noaa.gov/nerrs/about/
https://www.energy.gov/eere/wind/environmental-impacts-and-siting-wind-projects
https://www.energy.gov/eere/wind/environmental-impacts-and-siting-wind-projects
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漁業や海洋哺乳類への影響を最小限に抑えるために、DOIは、沖合の再生可能エネルギー・プロジ

ェクトが、野生生物や生態系を保護するための適切なセーフガードとともに配置され、運営されるこ

とを確保すべきである。 

 

「よりクリーンでより強靱な電力セクターの構築」と題された報告書のセクションでは、洋上風力・再

生可能エネルギープロジェクトの開発を奨励するいくつかの政策について次のように勧告している。 

 

勧告:議会は、DOIに対し、オフショア計画とリースに地域的アプローチをとるよう奨励し、そのよう

な開発が環境への影響を回避・最小化し、海洋の野生生物、生態系、文化資源、その他の海洋活

動との衝突を可能な限り最大限に回避・最小化するよう、(1)科学者やその他の海洋利用者を含む

複数の利害関係者からのインプットを得てプロジェクトを思慮深く立地させること、(2)洋上再生可

能エネルギープロジェクトを建設・運営する際に適切な予防措置をとること、(3)海洋生物の理解と

保護にコミットすること等を要求すべきである。 

 

管轄：天然資源委員会、科学・宇宙・技術委員会 

 

構成要素:海洋と沿岸の酸性化と生物多様性の減少への対処 

 

海洋は大気中の二酸化炭素の約30%を吸収する。1459 海洋中の炭素濃度が上昇すると、海水の酸

性化が進み、サンゴ礁、貝類、魚類、生物多様性が脅かされる。1460 サンゴ礁の減少も沿岸の耐性

に影響を及ぼす。 浅海サンゴ礁は、波力エネルギーの消散と波高の減衰を助け、沿岸低気圧の破

壊力を減少させる。1461 

 

議員有志は、海洋の酸性化と、それがサンゴ礁、生物多様性、および沿岸の回復力に与

える影響に対処するために、積極的な行動と研究の増加を求める法案を提出した。 

 

• スザンヌ・ボナミシ下院議員(D-OR)は、H.R. 1237、2019年沿岸・海洋酸性化ストレッサー・

脅威(COAST)研究法を導入した。この法律は、他の環境ストレス要因との関連で、海洋と

沿岸の酸性化に関する連邦政府機関を横断する科学的研究とモニタリングの取り組みを

強化し、適応と緩和戦略を評価するよう連邦政府機関に指示するものである。 この法律

は、NOAAの海洋酸性化プログラムを再承認・拡大し、海洋および沿岸の酸性化に対する

連邦政府の対応を実施する主導的な連邦機関としてNOAAを指定し、また、NASAの海洋

酸性化活動を拡大し、沿岸の酸性化の影響を調査・監視する努力を含むことになる。 下

院は、本法案を2019年6月5日に可決した。 

• ビル・ポセイ下院議員(R-FL)は、2019年国立河口・酸性化研究法(NEAR)H.R. 988を導入

した。この法律は、国立科学・工学・医学アカデミーが、河口環境における海洋酸性化の

科学が、河口環境に関する将来の海洋酸性化の研究を改善するための提言を提供でき

るかどうかについての試験を実施するための手配を商務省に指示するものである。 

 
1459 米国海洋大気局「海洋酸性化とは何か?」、 
https://oceanservice.noaa.gov/facts/acidification.html. 2020年6月アクセス。 

1460 米国海洋大気局「海洋酸性化」、https://www.noaa.gov/education/resourcecollections/ocean-coasts-education-resources/ocean-acidification。
 2020年6月アクセス。 

1461 Filippo Ferrario et al., 沿岸域のハザードリスク低減と適応のためのサンゴ礁の有効性(Nature Communications, Gey 13, 2014)。 

https://oceanservice.noaa.gov/facts/acidification.html
https://www.noaa.gov/education/resource-collections/ocean-coasts-education-resources/ocean-acidification
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 下院は、本法案を2019年6月5日に可決した。 

• チェリー・ピングリー下院議員(D-ME)とリサ・ムルコフスキー上院議員(R-AK)は、2019年

沿岸共同体海洋酸性化法(H.R.1716/S.778)を導入した。これにより、NOAAは少なくとも7

年に1回、海洋酸性化沿岸地域社会の脆弱性評価を実施し、更新することが求められる。 

下院は、本法案を2019年6月5日に可決した。 

• デレク・キルマー下院議員(D-WA)は、H.R. 1921, 海洋酸性化イノベーション法 of 2019

を導入した。これは、海洋酸性化の研究または対応に向けた革新的な取り組みに対

して、連邦政府機関が競争的に賞を授与するプログラムを策定することを許可するも

のである。 この法案は、平成28年6月5日、下院において可決された。 

• エド・ケース下院議員 (D-HI)は、サンゴ礁の生態系の維持、維持、回復、モニタリング、理

解、研究のための慣行を支援するため、サンゴ礁タスクフォースの12の連邦機関に対して

サンゴ礁賞の競技に資金を提供し、運営するよう指示する「2019年サンゴ礁持続可能性

法」H.R. 3384を導入した。ケース議員はまた、H.R. 6738「2020年サンゴ礁保全再認可法」

を導入した。これにより、2000年サンゴ礁保全法が再認可され、近代化されることを通じた

サンゴ礁の白化などの影響への対応強化、地方サンゴ礁保全プロジェクトへの助成の拡

大、サンゴ資源の研究と保全のためのDOIの認可などが図られる予定である。 

 

勧告:議会は、海洋と沿岸の酸性化のための連邦政府の研究、モニタリング、予測、緩和、適応の

取り組みを強化すべきである。 この取り組みの一環として、議会は、NOAAを、海洋および沿岸の

酸性化に対する政府全体の対応の実施に責任を有する主導的な連邦機関として指定すべきであ

る。また、海洋酸性化の社会経済的影響に関する我々の理解を強化し、河口における海洋酸性

化の影響に関する研究を実施するようNASに指示し、NOAAに脆弱性評価の実施と更新を要求

し、海洋酸性化に関する革新的研究を奨励するための諮問委員会を設置すべきである。 

 

勧告:議会は、領土内を含むサンゴ礁システムの理解を促進し、サンゴ礁の被害や衰退により困

窮しているコミュニティ、環境、産業に対処するプログラムに優先順位を付けるため、イノベーショ

ンを促進する目的で、関連連邦機関に対し、賞を競争的に授与するプログラムを実施するよう指

示すべきである。 

優先プログラムは、サンゴ礁の減少の原因(海洋の酸性化を含む)、サンゴ礁生態系への被害によ

る経済的被害や雇用喪失を緩和するための適応オプションの開発、脆弱なコミュニティを支援する

ための措置、影響を受けるコミュニティや観光産業のための適応と管理オプションをよりよく理解す

るために、科学的研究とモニタリングの開発を進めるべきである。 

 

勧告:議会は、サンゴ礁保全法を再承認し、NOAAに対し、米国サンゴ礁生態系の回復力に対する

継続的かつ新たな脅威に対処するため、定期的に、国家サンゴ礁回復戦略を更新するよう指示す

べきである。 関係連邦機関は、サンゴ礁の保全・再生活動の概要を示すために、連邦サンゴ礁行動計画を

作成すべきである。 

 

勧告:議会は、州サンゴ礁行動計画の策定を支援し、州がサンゴ礁の管理・復元戦略を実施する

のを支援するため、新たなグラント・プログラムを設立すべきである。 
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勧告:海洋酸性化及びその他の海洋気候変化の影響は海洋哺乳類に影響を与える。 議会は、NO

AAに対し、気候変動の影響により被害を受ける海洋哺乳類の種と個体群を特定・監視するよう指

示し、また、これらの種ごとに保全管理計画を策定・実施すべきである。 

 

管轄：天然資源委員会、科学・宇宙・技術委員会 

 

構成要素:有害藻類大発生と低酸素への対処 

 

赤潮、褐潮、青緑藻類を含む有害な藻類の大発生(HABs)は、全50州および米国領の海洋、沿

岸、河口、および淡水系に影響を与える。 HABsは自然に発生する可能性があるが、栄養素の流

出と汚染の増加、水流の変化、水辺システムの減少による汚染物質の濾過能力の低下、水温の

上昇に反応して、より一般的な現象になりつつある。 藻類は死んで分解し、酸素を消費し、水路

を低酸素状態または無酸素状態にして、海洋生物が生存できない「死のゾーン」を形成する。 気

候変動に関する政府間パネル(IPCC)によれば、海洋はかつてない速度で酸素を失っている。1462 介入なし

では、HABや低酸素状態が沿岸コミュニティに破壊をもたらし、安全な飲料水へのアクセスを危険にさらし、

公衆衛生を脅かす。1463 

 

2018年、連邦議会が可決し、大統領が署名したS. 2200には、下院議員スザンヌ・ボナミチ(D-OR)と

ビル・ポージー(R-FL)が主導した「有害な藻類の花と低酸素の研究と制御法」を再承認するもので

ある。 同法案は、低酸素症やHABが環境、経済、生存、公衆衛生に悪影響を及ぼす可能性が高い

場合に、州や地方自治体が特定の資金を利用できるようにするため、NOAAとEPAが「国家的意義

の事象」を宣言するプロセスを確立した。1464 

 

勧告:議会は、(1)NOAAの権限を強化し、EPAおよびその他の機関の認可を追加するために有害藻

類の花と低酸素研究規制法を再認可すべきである;(2)現行法で要求されている海洋および淡水の

有害藻類の花の科学的評価は、HAB種とその影響が地域によって大きく異なるので、地域的に焦

点を当てるべきであることを明確にする;(3)統合海洋観測システムによるHABと低酸素の予測と監

視を改善するためのパイロットプログラムを確立する;(4)HABの予防、制御、緩和のための技術の

研究、開発、展開を急速に拡大する;(5)我々の海洋生態系に対する異なる影響を認識するために

低酸素に関する研究のための別個の認可を創設する;(6)有害な藻類の花のリスクを減らし、有害な

藻類が大発生した場合に対応するために沿岸国、部族、および群集に利用できる助成金を増額す

る、等を通じて藻類大発生に備えるべきである 

 

管轄：科学・宇宙・技術委員会 
 

 
 

1462 気候変動に関する政府間パネル気候変動・海洋・凍結圏の変化する気候 :政策決定者向け要約 
(2019年9月)18-22。 

1463 同上 
1464 S. 2200, the National Integrated Drought Information System Reauthorization Act of 2018, 115th Congress, https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/2200

/. 
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構成要素:気候適応を漁業管理に組み込む 

 

海洋温度の上昇は、海洋種が極に向かって移動し、望ましい温度範囲内にとどまるにつれて、漁

業に広範な影響を及ぼしている。1465 地理的分布と豊富さの変化は、海洋野生生物の生態系破

壊、商業漁業の経済的課題、効果的な漁業管理の障害を引き起こしている。1466 

 

米国排他的経済水域(EEZ)における漁業管理法(MSA)は、米国排他的経済水域(EEZ)での漁業

管理を規定している。1467 同法は、8つの地域漁業管理評議会を設置し、それぞれの地理的管轄

区域内で漁業管理計画を策定している。1468 国家海洋漁業局は、MSAを実施し、米国漁業が法

に定められた保全管理要件を確実に遵守する責任を負っている。1469 特に、MSAには、過剰漁獲

を防止し、過剰漁獲資源を再構築し、年間漁獲限度を設定する規定が含まれている。1470 

 

MSAの下では、米国には強力な漁業管理システムがあり、過剰漁獲と戦い、かつて枯渇した水

準から45以上の資源を再建することに成功している。1471米国の漁業は、地球の温暖化と海洋

の気温上昇に伴い新たな課題に直面している。1472魚類資源がどのように変化しているか、また

米国の漁業管理システムが気候変動にどのように対応できるかを決定するために、さらなる調

査、モニタリング、データが必要である。 

 

MSAは、持続可能で責任ある漁業管理を確保するために、漁業管理計画に従うべき原則を定め

た10の国家基準を制定した。1473 NOAAは、国家基準に基づく指針を作成し、地域漁業管理協議

会が漁業管理計画を策定するのを支援することを求めている。1474 規則は、漁業管理者が気候

変動にどのように対処すべきかについての国家基準を定めていない。その結果、地域漁業管理

協議会は、気候変動に異なる方法を執るか、あるいは全く対処していない。1475 気候変動を管理

に取り入れるための基準、ツール、要件を制定する （続く） 

 

1465 国家海洋大気管理局「変化する気候についての理解」(2017年6月18日)、https://www.fisheries.noaa.gov/insight/understanding-our-changing-climate; NOAA、NMFS-F/SPO-188、漁業管理プロ

セスにおける分布のシフトと生産性の変化の会計:発見から管理行動へ(2018年11月):3-6。 
1466 同上 
1467 Congressional Research Service, Magnuson-Stevens Fishery Conservation and Management Act (MSA): 第115回Congressの再承認問題(2018年7月27日) 
1468 同上 
1469 Magnuson-Stevens Fishery Conservation and Management Act, 16 U.S.C. §§1801 et seq. 
1470 同上; 国家海洋大気管理局水産局、「法律と政策: マグヌソン・スティーブンズ法」 
https://www.fisheries.noaa.gov/topic/laws-policies#magnuson-stevens-act. 2020年6月アクセス。 

1471 国家海洋大気管理局「米国漁業の現状に関する議会報告書2018」 
https://www.fisheries.noaa.gov/national/2018-report-congress-status-us-fisheries. 2020年6月アクセス。 

Jared Huffman  

1472 Office of Jared Huffman, "Strong Fisheries Management Company Seafoods on Florida's Dinner Tables" (2020年2月10日 
1473 16 U.S.C. § 1851; NOAA Fisheries, “National Standard Guidelines,” https://www.fisheries.noaa.gov/national/laws-andpolicies/national-standard-guidelines.

 2020年6月アクセス。 

1474 同上 
1475 16 U.S. C. §1851; GAO-16-827, Federal Fisheries Management: Additions Actions Formate Information in Management Decisions (2016年9月): 24-31。 

https://www.fisheries.noaa.gov/topic/laws-policies#magnuson-stevens-act
https://www.fisheries.noaa.gov/national/2018-report-congress-status-us-fisheries
https://www.fisheries.noaa.gov/national/laws-and-policies/national-standard-guidelines
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プロセスは、漁業管理評議会が地域の柔軟性を維持しつつ、気候変動の課題に備えることを助

けるであろう。 

 

ジョー・カニンガム下院議員(D-SC)は、H.R. 4679「2019年気候即応型漁業法」を導入した。これは、

GAOに対し、漁業管理者がどのような行動をとったかを検討し、行動を妨げている知識や資金のギ

ャップを特定し、漁業管理をより適切に適応させ、気候変動の影響に備えた漁村を準備するための

提言を提供するよう、議会に報告書を提出するよう指示するものである。 

 

勧告:議会は、GAOに対し、気候変動に適応するために漁業管理者がすでにどのような行動

をとったかを査定するよう指示し、気候変動の影響に対する漁業管理と漁村の準備のための

勧告を提供させるべきである。 

 

勧告:議会は、地域漁業管理評議会のためのMSAの下で、気候変動の回復力と影響に関する11

番目の国家基準の策定を検討し、気候変動の影響が十分に考慮され、管理プロセスに統合され

ることを確保するための追加的なツールと要件を確立すべきである。 

 

勧告:議会は、NOAAに対し、変化する気候に適応する方法、気候変動への配慮を管理計画に組み

込むためのツールについて、漁業管理評議会に研究、能力、管理に関する勧告を提供するよう指

示すべきである。 

 

管轄：天然資源委員会 

 

構成要素:沿岸・河川回復のための天然インフラへの投資の増加 

 

気温が上昇し続けるにつれて、沿岸や河川の生態系やコミュニティは、海面水位の上昇や、激し

く頻発する嵐などの脅威に直面する。 気候変動のこのような影響と闘うためには、天然資源やプ

ロセスを含むインフラの包括的な視点が必要である。 生きている海岸線、湿地、カキ礁、砂丘などの自

然ベースのインフラは、気候緩和、野生生物の生息地、水質、レクリエーションの機会などの価値ある共便益

を提供しつつ、暴風雨や海面上昇の影響を費用対効果の高い方法で緩衝する。 

 

NOAAの「沿岸回復グラント」プログラム1476は、連邦政府が資金提供する国立沿岸回復基金を通

じて資金を提供している。同基金は、連邦議会が創設した非営利の国家魚類・野生生物財団によ

って運営されており、沿岸の回復力を高め、沿岸生態系を改善する自然システムを回復・保護す

るプロジェクトに民間資金と地域資金を活用している。1477 しかし、長期的な地域回復力を実現す

るための技術支援と計画を通じて、また、沿岸資源とリスク管理の実務に基づいた科学的助言を

地元の指導者と実務者とを結びつけるために、地元の沿岸コミュニティの能力の構築と維持を支

援するために、追加的な資金支援が必要である。 

 

1476 国家海洋大気局「NOAA沿岸回復グラント・プログラム」 
https://coast.noaa.gov/resilience-grant/. 2020年6月アクセス。 

1477 (財)国立魚類・野生生物基金「全国沿岸回復基金」、https://www.nfwf.org/programs/nationalcoastal-resilience-fund。
 2020年6月アクセス。 

https://coast.noaa.gov/resilience-grant/
https://www.nfwf.org/programs/national-coastal-resilience-fund
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ジョー・ネグゼ下院議員(D-CO)は、21世紀の健康と仕事のための保護隊法であるHR 7264を導入し

た。これにより、全米沿岸回復基金に20億ドルが支給されることになる。 さらに、連邦議会の議員

は、新たな沿岸資源回復プログラムを創設するため、いくつかの法案を提出した。デレク・キルマー下

院議員(D-WA)は、2019年12月に下院を通過した沿岸・五大湖地域社会強化法H.R.729を提出した。 この超党

派の法案では、部族沿岸計画グラント、生活海岸グラント、経済的に価値のある沿岸資源の保護を

目的とした「作業水辺」グラント、沿岸気候計画・準備グラントなど、NOAAに複数の新しいグラント・

プログラムを創設することになった。 下院民主党はまた、インフラ法案の第83102条「前進法」の中

に、海岸線の生きたグラント・プログラムを盛り込んだ。 H.R.2のセクション83101は、沿岸回復基金

が、魚類や野生生物の生息地を回復したり、生態系やコミュニティが気候変動に適応するのを助け

るため、即座に実施できる沿岸回復プロジェクトに資金を提供することを認めている。 同様に、 ハ

ーレー・ロウダ(D-CA)下院議員はH.R. 1317「沿岸コミュニティ適応法」を導入した。これは、沿岸諸

州に対し、沿岸計画・復興活動のためのコミュニティ強靱性回転資金を創設するための資本的グラ

ントを提供するものである。 

 

勧告：議会は沿岸部の耐性に関する自然インフラへの投資を、以下の通り増やすべきである。 

（１） 各州あるいは地方政府、部族国そしてNGOが、自然インフラを活用して生きた沿岸線、水辺の活

用計画、沿岸部の気候準備計画、沿岸計画、あるいは湿地回復などの耐性強化や適応を進めることによ

り天然資源便益を最適化することを支援するために新規または既存の連邦グラントプログラムの創設・拡

大を行う； 

（２） 自然インフラ耐性コミュニティ向け回転資金を創設して、気候変動のインパクトから自然インフラを

活用して自身を守ろうとするコミュニティに対し、低利又は無利子のローンへのアクセス確保メカニズムを

含む支援を提供する； 

（３） 沿岸耐性グラントプログラムの法制化と、技術協力による地元の計画能力向上、沿岸調査、体制

と回復を含む沿岸コミュニティの異常気象、気候リスク、海の環境変化への用意と対応を支援するために

予算を増額する； 

（４） プロジェクト支援と実施のための国立沿岸耐性基金への予算増額 

（５） プロジェクト実施段階における人造インフラに対する自然インフラの優先と投資金額の増額 

（６） DOD所管の土地を含む国有地における自然インフラの優先 

（７） 自然インフラに関する情報共有、調査ギャップの特定と対応、および自然インフラプロジェクトの完

成に向けた省庁間調整の促進、そして 

（８） NOAAに対し、各州及び地方政府と土地所有者に対して自然インフラの機会と支援について啓蒙

するための教育、アウトリーチ、技術支援を提供するよう指示する。 

 

本報告書のセクション「壊滅的な洪水を防止するためのインフラへの投資」では、沿岸及び河川の

回復力のためのプロジェクトにグリーンインフラ及び非構造的洪水リスク低減を統合するための追

加的な勧告を提供している。 

 

管轄：天然資源委員会、科学・宇宙・技術委員会、運輸・インフラ委員会 
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構成要素:より生物学的に影響を受けやすい地域をカバーするために沿岸障壁資源法を

拡大する 

 

CBRA(Coastal Barrier Resources Act)は、大西洋、メキシコ湾、五大湖、米国バージン諸島、プエ

ルトリコ沿岸に沿った一連のジョン・H・チャフィ沿岸バリア・システム(CBRS)を設置し、洪水に起

因する生物学的影響を受けやすい地域の保全を奨励するものである。1478  CBRAは未開発の沿

岸障壁を開発したり手を入れたりすることを促進するような連邦政府の支出および財政的支援を禁じるも

のである。1479 しかしそうであっても非連邦資金で行われる場合にはCBRS下でも開発が進められてしまう

ことがある。1480 CBRSの目的は「人命損失と連邦歳入の無駄および沿岸障壁に関係する魚や野生動物、

その他天然資源損失の最小化」である。1481 もしも温度と海面が上昇し続ければより多くの地域がハリケ

ーンに襲われ洪水のリスクに晒される。少数の例外を除き、CBRSの境界線を修正する権限を有するのは

連邦議会のみである。1482 

 

CBRSは現在、585箇所、総面積1.4百万エーカーの土地と関連する水生生生息地を有する。1483 

FWSはこれらの地図が更新され、利用可能で、正確にCBRS境界を示すように、これらの地図の

近代化に責任を負っている。1484 地図作成の誤りが存在するかどうかを判断するため、FWSは

歴史地図、土地所有情報、開発状況、および利害関係者から提出された資料を含む包括的な地

図調査を実施する。1485 CBRS地図のかなりの部分は、まだ包括的な近代化が必要である。1486 

 

勧告:議会は、海面上昇、高潮、ハリケーンに脆弱な生物学的に影響を受けやすい地域を特定し、

保護し、水生種や沿岸種の生息地を増やすために、CBRAを全国的に拡大すべきである。 これに

は、(1)包括的な地図の近代化を完了し、地図の正確性を向上させるためのFWSへの資金提供(未

更新のCBRAシステムの残りの70%が対象)、(2)「未開発の沿岸障壁」の定義を拡大し、洪水、高潮、

風、浸食、海面上昇などの沿岸災害の影響を受けやすい地域を含めること、(3)CBRSの太平洋沿

岸地域の災害の発生しやすい地域を含めること等が含まれるべきである。 

 

管轄：天然資源委員会 

 
1478 U.S. 魚類・野生生物局「沿岸障壁資源システム:概観」https://www.fws.gov/CBRA/.

 2020年6月アクセス。 

1479 FEMA「沿岸バリアリソースシステム:洪水保険料率マップの変更」、https://www.fema.gov/media-librarydata/1549644052036-2d4a827900bd0d5a0ff05cd33ad580e5/FEMA_USFWS_CBRS_Fact_Sheet_

REVISED_01312019_508.pdf。 2020年6月アクセス。 

1,480 同上 
1481 U.S. Fish and Wildlife Service, “Coastal Barrier Resources System: Limitations on and Exceptions to Federal Expenditures,” https://www.fws.gov/cbra/Limitations-and-Exceptions.html.

 202

0年6月アクセス。 

1482 U.S. Fish and Wildlife Service, “CBRS Boundary Modifications,” https://www.fws.gov/CBRA/maps/BoundaryModifications.html.
 2020年6月アクセス。 

1483 U.S. Fish and Wildlife Service, “Coastal Barrier Resources Systems,” https://www.fws.gov/CBRA/maps/index.html. 2020年6月アクセス。 

1484 U.S. Fish and Wildlife Service, Budget Justifications and Performance Information: 2016(2016)年度: ES-22  
1485 U.S. Fish and Wildlife Service, “CBRS Boundary Modifications,” https://www.fws.gov/CBRA/maps/BoundaryModifications.html. 2020年6月アクセス。 

1486 U.S. Fish and Wildlife Service, Budget Justifications and Performance Information: 2016(2016)年度: ES-22 

https://www.fws.gov/CBRA/
https://www.fws.gov/cbra/Limitations-and-Exceptions.html
https://www.fws.gov/cbra/Limitations-and-Exceptions.html
https://www.fws.gov/CBRA/maps/Boundary-Modifications.html
https://www.fws.gov/CBRA/maps/Boundary-Modifications.html
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ブルーカーボンポテンシャルに関する事前理解 
 

 

構成要素:海洋・沿岸生態系の気候便益の事前理解 

 

海洋生態系と沿岸生態系が気候変動を緩和し適応する可能性についての科学者の理解には、

大きなギャップが残っている。 現在、連邦政府は、海洋および沿岸の生態系を特定またはマッピ

ングする包括的な国別データセットを維持しておらず、その結果、湿地の存在場所、回復の可能

性、および炭素固定価値に関する知識が不足している。 この知見は、海洋や沿岸域、生態系の

気候便益を最大化し、気候変動の影響からコミュニティ、生息地、野生生物を保護する上で極め

て重要である。 

 

スザンヌ・ボナミチ下院議員(D-OR)とシェルドン・ホワイトハウス上院議員(D-RI)は、五大湖、海

洋、湾、河口、海岸のデータ収集とモニタリングを強化するために、ブルー・グローブ法H.R. 3548/

S. 933を導入した。 この法律は、既存の海洋に重点を置いた省庁間委員会に、連携を改善し、データ管

理、保管、アクセスの改善を指示するものである。 ブルー・グローブ法はまた、海洋の理解とモニタリ

ングを改善し、高リスクで報酬の高い海洋研究への道を開くための先端研究プロジェクト機関(AR

PA-O)の可能性を評価するために、機関間海洋探査委員会を設立する。 

 

ボナミチ下院議員はまた、H.R. 5589「私たちの地球のためのブルーカーボン法」を導入した。この法

律は、連邦、州、または地方の機関、部族、学者、その他の組織からのデータを処理・保存するスミ

ソニアン沿岸炭素データクリアリングハウスを通じて、国の地図、インベントリー、青色炭素生態系

に関するデータを維持することを省庁間作業グループに義務付けるものである。 法案はまた、深海

底環境における炭素封じ込めの長期的影響に関する包括的な海洋生態系評価を実施するため

に、NOAAが国立科学・工学・医学アカデミーと調整することを求めている。 

 

ダッチ・ラッパースバーガー下院議員(D-MD)とタミー・ボールドウィン上院議員(D-WI)は、デジタル

コースト法H.R. 2189/S. 1069を導入した。この法律は、NOAAのデジタルコーストプログラムを体系

化し、改訂するもので、重要な沿岸管理問題のデータニーズとギャップの充足に焦点を当て、沿

岸管理に必要な主要データセットの取得と統合を調整するものである。 この法案は、H.R. 729「沿

岸・五大湖共同体法」の一環として下院を通過させた。 

 

勧告:議会は、海洋、湿地、その他のブルーカーボン生態系への気候変動の影響と、これらのブル

ーカーボン生態系がもたらす気候上の利益について、科学的な理解を深めることを支持し、投資

すべきである。 これには、(1) NOAAと国立科学・工学・医学アカデミーに、「先進的研究プロジェク

ト機関-海洋」の可能性を評価するよう指示すること、(2) NOAAのデジタル海岸プログラムを、最も

重要なデータギャップに基づいて体系化し、焦点を当てること、(3) 省庁間の作業部会を指揮して、

沿岸湿地帯の研究・地図作成、青炭素生態系に関するデータの維持、炭素隔離と気候便益ポテ

ンシャルを最大化する方法の理解を深めること、(4) NOAAの総合海洋観測システム、国立河口研

究保護区、国立海洋グラント・プログラム、EPAの国家河口プログラムなどの他のプログラムを通

して、データとモニタリングの改善を行うこと、さらに 

5)重要な海洋研究に資金を提供し、官民パートナーシップを支援するメカニズムとして、国

家海洋パートナーシップ・プログラムを再承認すること、が含まれるべきである。 
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「気候科学の強化」と題する本報告書のセクションでは、地球の気候システムにおける海洋の役

割をよりよく理解するために、連邦政府による気候科学研究への投資に関する追加的な提言を提

供する。 

 

管轄:天然資源委員会、科学・宇宙・技術委員会、運輸・インフラ委員会 

 

構成要素:海洋炭素循環に関する研究の拡大 

 

炭素は、いわゆる炭素循環の中で、大気、土壌、海洋などのさまざまな環境を通って連続的に

移動する。 二元的な炭素交換は、海洋の表層水と大気の間で特に急速に起こりうる。 実際、現

在の海洋による二酸化炭素の取り込みは、主に大気中の二酸化炭素濃度の上昇に対する反応であり、逆

に海洋は大気と交換可能な大量の貯蔵炭素を含んでいる。1487 

 

例えば、魚類や海洋哺乳類の乱獲は、生物多様性に影響を与えるだけでなく、大気中からの炭

素の捕獲にも影響を与える可能性がある。1488 最近の研究によると、鯨類は大気中からの炭素の

捕獲にも影響を与える可能性がある。1489 大型鯨は、平均33トンの二酸化炭素を隔離している。

大型鯨類は、死んで海底に沈むと、何世紀にもわたって大気から炭素を隔離する。1490 また、サメ

の個体数が減少すると、食物連鎖が混乱し、植生が減少し、海洋の気候緩和ポテンシャルが低下

することを示した。1491 

 

勧告:議会は、海洋哺乳類と魚類の個体数減少がブルーカーボン固定に及ぼす影響を含め、海洋

炭素循環に関する研究を拡大するために、NOAAの資金を増やすべきである。 

 

管轄：天然資源委員会、科学・宇宙・技術委員会 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1487 米国海洋大気局PMEL炭素プログラム「海洋炭素取り込み」 
https://www.pmel.noaa.gov/co2/story/Ocean+Carbon+Uptake. 2020年6月アクセス。 

1488 持続可能な海洋経済のためのハイレベル・パネル、気候変動の解決策としての海洋(2019年):22。 
1489 Ralph Chami, Nature’s Solution to Climate Change (Finance & Development, December 2019): 36. 
1490 同上、35。 
1491 Elisabeth K.A. Spiers et al., Bayes確信ネットワーク(Ecological Informatics, 2016年11月)により評価した海洋生態系の炭素動態における捕食者の潜在的役割:80。 

https://www.pmel.noaa.gov/co2/story/Ocean%2BCarbon%2BUptake
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米国の公有地は、米国が2050年までに純ゼロエミッションを達成するための包括的な気候戦略の

重要な構成要素でなければならない。 

 

 

現在、公有地における化石燃料の採取は、米国の二酸化炭素排出量の4分の1近くを占めてお

り、公有地を温室効果ガスの著しい純排出者にしている。1492 連邦政府は、土地を気候問題の解

決策の一部とするために、石油やガスの採掘からのメタン漏出を阻止し、化石燃料産業への補

助金や配布物を排除し、また、掘削や採掘が困難な場所を保護することによって、公有地や水域

における化石燃料の開発からの排出を削減しなければならない。 世界最高水準の風力・太陽資

源を持つ公共用地や水は、化石燃料の採取から再生可能エネルギーの生産へと転換すること

ができる。 

 

クリーンエネルギーへの移行を進めることは、公共土地が気候危機の解決に役立つひとつの方法

にすぎない。 大規模な景観を保全し、自然空間を保護・修復することで、連邦政府は米国の公有地に大

量の炭素を吸収・封鎖することができる。 国有林、野生地域、野生生物の避難所、国立公園、その他の保護

された野生および自然の場所は、莫大な生態系およびレクリエーション上の価値を提供するが、2050年までに

ネットゼロ・エミッションを達成するという国家目標を達成するためにも極めて重要である。 包括的な公共土地

気候計画によって、米国の公有地は、将来の種や世代に恩恵をもたらしつつ、気候解決策の強力な一部と

なり得る。 

 

 公共用地・水域からの温室効果ガス排出削減  

連邦政府の土地と水からのエネルギー生産は、石炭の約40%、石油のほぼ4分の1、米国で生産さ

れた天然ガスの13%を占める。1493 公有地と海洋から抽出された化石燃料の総生産と消費は、全

生産量のほぼ24%を占める。米国の二酸化炭素排出量は、毎年、連邦政府による公共土地管理

が気候危機の重要な原因となっている。1494 総合気候戦略の一環として土地管理を改善すること

により、米国の公共土地は排出源から強力な炭素吸収源へと移動することができる。 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

1492 USGS, SIR 2018-5131, Federal Lands Greenhouse Gas Emissions and Sequestration in the United States: Estimates for 2005- 14 (2018): 6. 
1493 Congressional Research Service, R43429, Federal Lands and Related Resources: Overview and Selected Issues for the 116 Congress(2019年4月25日): 12. 
1494 USGS, SIR 2018-5131, Federal Lands Greenhouse Gas Emissions and Sequestration in the United States: Estimates for 2005- 14 (2018): 6. 

公共用地・水域を気候ソリューションの一部とする 
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構成要素:気候緩和と保全をBLM多目的利用政策と他の公共土地・水道機関に組み込む 

 

BLMは、連邦土地政策管理法(FLPMA)に基づき、約2億4,500万地表面エーカーの土地と約7億地

下エーカーの鉱物資源を管理している。1495 連邦土地政策管理法(FLPMA)に基づき、BLMはこれら

の土地を多目的かつ持続的な収穫ミッションの下で管理している。 FLPMAは、複数の用途について

「米国民の現在及び将来のニーズを最もよく満たすような組み合わせで利用されるような、公有地及びその

様々な資源価値の管理」と定義しており、木材、娯楽、鉱物、野生生物生息地、及び歴史的価値を含むが、こ

れらに限定されるものではない。1496 

 

現行法の下でも、BLMはすでに、気候変動と保全のために連邦政府の土地を管理し、不必要な劣

化から保護する法的責任と豊富な権限を有している。 しかし、FLPMAは数十年前に、人為的な気

候変動に関する現在の科学的理解の恩恵を受けることなく制定された。 FLPMAが見直され、必要に応

じて更新され、気候変動に立ち向かい、米国の自然システムを保全・回復することがBLMのミッションの不可欠

な要素である。 

 

勧告:議会は、BLM多重ミッションに気候緩和とレジリエンスを取り入れ、すべてのコミュニティの利

益のために米国の公有地を保全・復元し、クリーンエネルギーの未来に移行し、気候変動の影響

から国家を守るために、BLMに指示することにより、FLPMAのマルチユース・ミッションを更新すべ

きである。 この法律は、すべてのBLM土地利用計画が、温室効果ガス排出量と気候変動緩和に対する

土地利用管理行動の影響を考慮することを要求すべきである。 

連邦議会は、大陸棚外域法など、公共の土地・水道機関に関する他の主要な準拠法を改正し、

気候緩和と回復力、温室効果ガス排出削減、再生可能エネルギー生産を優先事項として明示的

に取り入れるべきである。 

 

管轄：天然資源委員会 

 

構成要素:2040年までに公共用地・水域の純ゼロエミッション達成 

 

気候危機の最も極端な結果を回避し、IPCCの1.5℃報告書に沿って2050年までに経済全体で正

味のゼロ・エミッションを達成するために、米国は、公有地および水域における化石燃料からの排

出を急速に削減しなければならない。 この目標を達成するために、DOIと森林局は、NOAAや他の天

然資源機関と協議しながら、自国の管轄区域内のすべての利用可能な当局を利用して、化石燃料生産

からの排出を積極的に削減し、天然空間における炭素隔離を増加させ、責任ある立場の再生可能エネ

ルギーを生産するために、包括的な公有地気候計画を策定しなければならない。 公有地の正味ゼロ・エ

ミッションを達成するための包括的な気候戦略は、米国の公有地が炭素吸収源となるように、最終的に正味

マイナスの排出量を達成するという目標を、指針となる原則として想定すべきである。 
 

 

 
1495 米内務省土地管理局「私たちが管理すること」https://www.blm.gov/about/what-wemanage/national。

 2020年6月アクセス。 

1496 1976年連邦土地政策管理法、Pub.
 L. 94-579, 43 U.S. C. §1702に成文化されている。 

https://www.blm.gov/about/what-we-manage/national
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委員長の ラウル・グリヤエヴァ(D-AZ)は、H.R. 5435、2019年米国公有地・水域気候ソリューショ

ン法を導入した。これにより、内務長官と森林局長は、2025年までに化石燃料の採取と利用から

の正味排出量を35%、2030年までに60%、2035年までに80%、2040年までに正味ゼロエミッションを

達成するよう求められる。 この法案は、連邦政府が排出削減目標をどのように達成できるかを

検討し、立法措置や行政措置に関する勧告を提供することを、国立アカデミーに要求するもので

ある。 また、DOIとUSFSが4年ごとに、純排出量を削減し、削減目標を達成するための行動を含む「公有地

温室効果ガス削減戦略」を策定・公表することも求められる。 施行を確実にするために、設定された目

標が達成されない場合、DOIは、排出量が目標値を下回るまで、新たな化石燃料認可の承認、ま

たは新規リース販売の保持を禁止される。 

 

勧告:議会は、2040年までに公共用地と水域の純ゼロエミッションを達成するという国家目標を、

遅くとも野心的な中間目標を含めて設定すべきである。 この目標を達成するために、議会は、DOIと

USFSに対し、他の天然資源機関と協議の上、自国の管轄区域内で利用可能なすべての当局と資源を

利用して、包括的な公有地気候計画を策定・公表するよう指示すべきである。これには、化石燃料の採

掘の削減、既存のリースの退職とバイアウトの調査、自然景観の保全と復元への投資、責任ある立場で

のクリーンエネルギーの展開の加速などが含まれる。 この法律は、DOIとUSFSに、純排出量を削減し、削

減目標を達成するための計画、行動、進捗報告書を含む、文書化された戦略を2年ごとに公表することを

要求すべきである。 議会はまた、土地管理機関に対し、本報告書の他の勧告に起因する化石燃料の需

要と生産の変化を反映するために、目標を定期的に更新するよう指示すべきである。 この法律は、純ゼロ

エミッションの目標を達成するためのプログラムの実施を監督し、実施する専任のDOI内に事務所を設置

すべきである。 

 

管轄：天然資源委員会 

 

構成要素:環境司法コミュニティに影響を与える温室効果ガス排出削減と共汚染物質の優先順位付け 

 

すべてのコミュニティは、汚染がなく、清潔な空気を吸い、清潔な水を飲む権利を持つべきである。 

公有地における化石燃料からの公正かつ公平な転換を確保するために、連邦政府の政策はまた、有色人

種コミュニティ、低所得コミュニティ、部族・先住民コミュニティなどを含む、環境司法コミュニティに不釣り合い

に損害を与えてきた歴史的な不平等にも対処しなければならない。 

 

委員長のラウル・グリヤエヴァ(D-AZ)は、H.R. 5435、2019年米国公有地・水域気候ソリューション

法を導入した。この法律は、法律に定められた排出削減目標を達成するための行動をとる場合、

DOIとUSFSは、環境司法コミュニティに影響を与える温室効果ガス排出量と共汚染物質の削減を

優先すべきであり、これらの行動が環境司法コミュニティにおける共汚染物質排出量の正味の増

加をもたらさないことを確保すべきであると定めている。 

 

勧告:議会は、連邦政府の土地管理機関に対し、環境司法コミュニティに影響を及ぼす温室効果

ガス排出量および共汚染物質の削減を優先するよう指示し、公有地および水域での正味ゼロエ

ミッションの目標を達成するために講じられる措置が、いかなるものであれ、 
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結果として共汚染物質の排出量が純増したり、環境司法コミュニティに異なる影響を与えたりす

ることのないようにすべきである。 この政策目標の達成を支援するために、連邦政府の土地管理機関

は、環境司法コミュニティに住む代表者からの早期の意見とフィードバックを求める包括的なステークホル

ダー・プロセスを実施すべきである。 

 

管轄：天然資源委員会 

 

構成要素:公有地における新しい化石燃料リースに関するモラトリアムの設立と強固な経済移行イ

ニシアティブの実施 

 

2,500万エーカーを超える連邦政府の土地が石油・ガス開発業者に賃借されているが、現在生

産している土地はその半分にすぎない。1497 石油・ガス生産者は、連邦政府の土地面積を十

分に保有しており、何十年にもわたって生産を続けている。1498 

 

公有地における化石燃料の新規リースのモラトリアムは、陸上リースの売却を一時停止させ、

土地管理機関が遅くとも2040年までに公有地と水面での純ゼロエミッションを達成するという目

標を達成するための戦略を策定し、実施することを可能にするであろう。 

 

しかし、一部のエネルギー生産州や郡では、雇用と収入を化石燃料の採取に依存している。 化石燃

料のリースに関連するロイヤリティと料金は、しばしば州の予算を支え、教育やその他の公共サービスに資金

を提供する。 強固な移行支援と経済開発は、労働者とそのコミュニティを支援するためのモラトリア

ムを伴うべきである。 

 

委員長の ラウル・グリヤエヴァ(D-AZ)は、H.R. 5435、2019年米国公有地・水域気候ソリューショ

ン法を導入した。この法律は、石炭、石油、ガスの新規リース販売の一時停止を法律制定後1年

間実施し、内務長官が、公有地への化石燃料の追加リースは、2040年までに公有地からの温室

効果ガスの正味ゼロ排出を達成することと矛盾しないと決定し、公有地温室効果ガス削減戦略

計画を発表するまで実施する予定である。 

 

勧告:議会は、石炭、石油、ガスの公有地へのリース販売を含め、すべての新規陸上化石燃料リ

ースのモラトリアムを、1年間、そしてDOIが包括的な公有地気候計画を策定するまで実施すべき

である。これには、遅くとも2040年までに公有地への正味ゼロ・エミッションを達成することに追加

リースが矛盾しないという決定が含まれる。 コミュニティが取り残されないようにするために、モラトリ

アムには、これまでに実施されてきた、意味のある経済移行支援と、雇用と収入を公共土地における化

石燃料採掘に依存している州、地方、労働者のためのイニシアティブを伴うべきである。 
 

1497 米国内務省土地管理局「BLM石油・ガス計画について」https://www.blm.gov/programs/energy-and-minerals/oil-and-gas/about。
 2020年6月、国土管理局「石油・天然ガス統計」https://www.bl

m.gov/programs/energy-and-minerals/oil-and-gas/oil-and-gas-statisticsにアクセス。 2020年6月アクセス。 
1498 Nathan F. Jones & Liba Pejchar, 風と石油の開発の生態学的影響の比較: 景観評価(PLoS One, 2013年11月27日): 9; ペンシルベニア州立大学「天然ガス生産減衰曲線とロイヤリティ推定」(2014年10

月30日)、https://extension.psu.edu/natural-gas-production-decline-curve-and-royaltyestimation; ペルミアン流域のブルームバーグ・ワイヤーは、井戸の老朽化と石油生産量の減少に伴いガスを発生し、

https://www.dallasnews.com/business/energy/2019/12/24/the-permian-basin-is-getting-gassieras-wells-age-and-oil-output-declines/; ペンシルベニア州南西部環境保健プロジェクト「従来の石油とガ

ス開発の理解」https://www.environmentalhealthproject.org/what-is-uogd。
 2020年6月、Subrata Chakrabarti, et al., Historical Development of Offshore Structures (Handbook of Offshore Engineering, 200

5 

https://www.blm.gov/programs/energy-and-minerals/oil-and-gas/about
https://www.blm.gov/programs/energy-and-minerals/oil-and-gas/about
https://www.blm.gov/programs/energy-and-minerals/oil-and-gas/oil-and-gas-statistics
https://www.environmentalhealthproject.org/what-is-uogd
https://www.environmentalhealthproject.org/what-is-uogd
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以下のサブセクション「経済移行における州および地方のコミュニティへの投資」では、移行支援の潜在的

な形についてより詳細に説明する。 

 

管轄:天然資源委員会、教育・労働委員会 

 

構成要素:新たな洋上石油・ガスリースの禁止 

 
沖合の石油・ガス開発は、米国の沿岸部のコミュニティ、経済、生態系に脅威をもたらしている。 

日常的な石油・ガス開発や慢性的な汚染による環境への悪影響に加え、経済的・環境的に破壊

的な破滅的な石油の噴出、流出、漏洩などの大きなリスクがある。 例えば、「BP深海水面ブローアウ

ト」は、米国のメキシコ湾岸のコミュニティや天然資源にとって、経済的・環境的な災害であった。 オバマ政権

は、BP深層水域災害を受け、吹き出し防止装置やそれ以上の安全基準を厳しく管理した。 トランプ

政権は2019年に、こうした重要な保障措置を骨抜きにした。1499 同様に2016年には、オバマ政権が北極・大西

洋の大部分を沖合の石油・ガス採掘・探査から永続的に保護したが、1500 沖合掘削の危険があるにもかかわ

らず、トランプ政権は、永続的な保護区を含むほとんどすべての連邦水域を石油・ガス採掘に開放する計画

を提案した。1501 

 

連邦議会の議員は、米国の沿岸部を石油・ガスの探鉱及び採掘から守るために、複数の法案を提

出した。 

それには次のものを含む。 

 

• 委員長の キャシー・カスター(D-FL)と フランシス・ルーニー下院議員(R-FL)は、それぞ

れH.R. 286、フロリダ沿岸保護法、およびH.R. 205、2019年フロリダ沿岸保護・安全保障

法を導入した。 これらの法案は、フロリダ州沖合のメキシコ湾東部における石油・ガスのリー

ス、プレリース、および関連活動のモラトリアムを恒久的に延長するものである。 2019年9月、

下院は「フロリダ州沿岸保護・安全保障法」を可決した。 

• ジョー・カニンガム下院議員(D-SC)は、H.R.1941、「大西洋および太平洋沿岸での

石油・ガスのリースを恒久的に禁止する沿岸・海洋経済保護法」を導入した。2019年

9月、衆議院はこの法律を可決した。 

• ドナルド・マケーチン下院議員 (D-VA)はH.R. 337「米国防総省沿岸法」を導入し

た。これにより、中部大西洋沿岸での石油・ガスのリースが永久に禁止されること

になる。 

• ジャレッド・ハフマン下院議員(D-CA)とダイアン・フェインスタイン上院議員(D-CA)は、

2019年の「西海岸海洋保護法(H.R.310/S.1318)」を導入した。これは、太平洋沿岸沖

の石油・ガスのリースを恒久的に禁止するものである。 
 

 

1499 米国内務省「報道発表、BSEEが改良された吹き抜け防止規則および井戸制御規則を最終化」(2019年5月2日)、https://www.doi.gov/pressreleases/bsee-finalizes-improved-blowout-prev

enter-and-wellcontrol-regulations。 
1500 ホワイトハウス「プレスリリース:北極・大西洋における行動に関する大統領声明」(2016年12月20日)https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2016/12/20/statement-president-ac

tions-arctic-andatlantic-oceans 
1501 米国内務省「報道発表:ジンク長官、米国の洋上石油・天然ガスの潜在力を解き放つ計画を発表」(2018年1月4日)、https://www.doi.gov/pressreleases/secretary-zinke-announces-plan

-unleashingamericas-offshore-oil-and-gas-potential。 
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• ドン・ベイヤー下院議員(D-VA)とコリー・ブッカー上院議員(D-NJ)は、大西洋沿岸沖

の石油・ガス探鉱の耐震試験を永久的に禁止する「大西洋地震空銃保護法(H.R. 16

06/S. 828)」を導入した。 

• ジャレッド・ハフマン下院議員(D-CA)とジェフ・マークリー上院議員(D-OR)は、北極海

の石油、天然ガス、その他の鉱物の探査、開発または生産(ボーフォート海およびチ

ュクチ海計画区域を含む)のために、DOIがリースまたはその他の許可を発行または

更新することを禁止する法律H.R.309/S.1523を導入した。 

• ドナルド・マケーチン下院議員(D-VA)は、2020年「オフショア説明責任法 2020、H.R. 5

695」を導入した。これにより、洋上の石油・ガス施設の運営者は、重要な安全システ

ムの故障をDOIに報告することが求められ、事務局はこれらの事故報告書を公表す

ることが求められる。 

• ナネッテ・バラガン下院議員(D-CA)は、トランプ政権が2019.1502年に撤回した2010年

の深海水面爆発後に実施された常識的な海洋掘削安全規則を体系化した、「安全な

沿岸・海洋・町(安全なCOAST)法H.R.1335」を導入した。1502 

 

勧告:議会は、外大陸棚のいかなる地域においても、新たな海洋石油・ガスのリースを禁止すべき

である。 さらに、議会は、既存の井戸の掘削安全基準を成文化し、強化し、2017-2022年の大陸棚の外側

大陸棚で販売可能な区域以外の区域での高強度の耐震試験を禁止し、重要な安全システムの故障に関

する報告要件を実施し、井戸付近の汚染の監視を改善し、すべての海洋石油・ガス開発のための結合・埋

め立て要件を強化すべきである。 

 

勧告:議会は、天然ガス用メタンハイドレートの商業開発のための研究開発プログラムに資金を

提供することを禁止すべきである。 

 

管轄：天然資源委員会 

 

構成要素:公共用地での石油・ガス生産によるメタン汚染の削減 

 
エネルギー部門はメタンの主要な排出源であり、20年間で二酸化炭素の80倍以上の強力な温室効

果ガスである。1503 オバマ政権下で、DOIは、メタンの漏出や公有地での石油・ガス生産からの排出

を削減するための措置を講じた。 メタン廃棄物防止規則は、石油・天然ガス事業からの漏出、排気、燃焼

を制限するように設計されており、あるいは燃やされたり放出されていたかもしれない天然ガスの主成分で

あるメタンの回収・販売を通じて、より多くのロイヤルティを納税者に支払うことができるという追加的な利点

がある。 
 
 

1502 米国内務省「報道発表、BSEEが改良された吹き抜け防止規則および井戸制御規則を最終化」(2019年5月2日)、https://www.doi.gov/pressreleases/bsee-finalizes-improved-blowout-prev

enter-and-wellcontrol-regulations。 
1503 Energy Information Administration, DOE/EIA-0573(2009), Emissions of Greenhouse Gases in the U.S. (2011年3月): 35; 国連環境計画「石油・ガス部門はメタン排出に取り組むことで、急速な

気候の勝利をもたらすことができる」(2019年6月27日)、https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/oil-and-gas-sector-can-bring-quick-climate-win-tackling-methaneemissions。 



| ページ 

485 

 

1504 トランプ政権は、BLMメタン規則を逆転させ、メタンの漏出を続け、州や部族に対するロイヤ

ルティを引き下げた。1505 

 

ダイアナ・デジェット下院議員(D-CO)は、「H.R. 2711、2019年メタン廃棄物防止法」を導入した。こ

れにより、BLMメタン廃棄物規則が復活することになる。 この法案では、石油・ガス生産者は、公有地

で生産されたガスの85%を制定から3年以内に、また、公有地で生産されたガスの99%を制定から5年以内に

回収することが義務付けられている。 さらに、同法案は、公有地における天然ガスの排気を禁止し、同法

案の可決から2年以内に掘削を開始した新規井戸でのメタンの燃焼を禁止するものである。 

 

勧告:議会は、BLMメタン廃棄物防止規則を復活させるべきである。 本報告書の「米国の石油・ガス

インフラストラクチャーからのプラグ漏れと汚染の削減」では、国のメタン汚染削減基準を定めています。 

 

管轄：天然資源委員会 

 

構成要素:連邦政府の意思決定を導くために、公共用地および水域からの排出量および石油・ガス

生産を追跡、測定、報告することをDOIに指示する 

 

公有地からの石油、ガス、石炭に関連する温室効果ガス排出量は、米国の二酸化炭素排出量の

4分の1近くに達するが、連邦政府は、公有地のエネルギー開発からの排出量を、十分に、または

日常的に追跡、測定、報告していない。1506 透明性や正確な測定がなければ、連邦政府は、土地

を効果的に管理し、資源を公平に管理する責任を負うことはできない。 

 

アラン・ローウェンタール(D-CA)下院議員は、「H.R. 5636 2020年エネルギー生産の透明性法」を

導入した。この法律は、連邦の土地または水域での掘削のリースを保有または要望している企

業に、これらの活動から生じる排出量を記録し報告するよう義務付けるものである。 この法案

は、DOIが、国有地のエネルギーリースから排出される温室効果ガスの量と正確な排出源を議会

および一般市民に開示することを義務付けるものである。 

 

勧告:議会は、DOIに対し、公有地からの生産と温室効果ガス排出量を追跡、測定、報告し、その結

果を公に利用可能にするよう指示すべきである。 この法律には、公有地利用の化石燃料リースを

受けている企業に対する、生産された石炭、石油、ガスのリースおよび最終燃焼に関する活動から

の排出を記録し報告するための業界ベストプラクティスの適用義務を含めるべきである。 
 

1504 81 FR 83008、トム・ウダル上院議員事務所、「プレスリリース :ウダル、グリジャルバ、メタン廃棄物のロールバックに異議を申し立てる法律制定者51人」(2019年6月20日)https://www.tom

udall.senate.gov/news/press-releases/udallgrijalva-lead-51-lawmakers-in-challenging-trump-roll-back-of-methane-waste-prevention-rule。 
1505 83 FR 49184; 土地管理局、「BLMがメタン廃棄物予防規則の改訂を提供」(2018年2月12日)、https://www.blm.gov/press-release/blm-offers-revision-methane-waste-prevention-rule; 米国内務省、

「報道発表:内務省が新たな廃棄物予防規則を最終化」(2018年9月18日)、https://www.doi.gov/pressreleases/interior-department-finalizes-new-waste-prevention-rule; Lisa Friedman、「Trump管理がメタ

ン汚染を制限することを目的とした正式なルールをロールバックする」、New York Times、2018年9月18日。 
1506 GAO-16-607、 Government Accountability Office、GAO-16-607、内務省は天然ガス排出量の算定と管理のためにさらに努力することができる(2016年7月): 12; Office of Congressman Alan Lowen

thal, "Press Release: Congressman Lowenthal, Reporting Mandating Reporting of Energy Productions on Federal Lands," (2020年1月16日), https://lowenthal.house.gov/media/press-releases/congress

man-lowenthal-introduces-legislation-mandating-reportingemissions. 
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 連邦議会は、DOIに対し、そのようなデータを連邦議会および一般市民に開示するよう要求すべきであ

る。 議会は、DOIが排出量を追跡し、公表し、意思決定にデータを統合することができるようにするため

に、使いやすい新しいインターフェースシステムに投資すべきである。 DOIは、この報告システムがEP

A温室効果ガスインベントリを補完することを確実にするために、EPAと協議し調整すべきである。 

 

管轄：天然資源委員会 

 

構成要素: BLMがリース販売を四半期ごとに実施する必要性を排除し、リース期間を短縮する 

 

ミネラル・リース法(MLA)では、DOIが当初10年間の石油・ガスリースを発行する1507 ことを義務

付けている。これは、州または民間のリースよりもかなり長く、投機を促す一方で、土地管理をよ

り困難にし、連邦政府の石油・ガスリース近辺のコミュニティに長期的な不確実性をもたらしてい

る。 さらに、MLAには、多くの政権によってBLMが各州で少なくとも四半期ごとにリース販売を行う必要が

あると解釈されている文言が含まれている。 

 

委員長のラウル・グリヤエヴァ(D-AZ)は、「2019年米国公有地および水面気候ソリューション法H.

R. 5435」を導入した。これにより、MLAが修正され、四半期リース販売に関する文言が削除される

ことになった。 さらに、マイク・レヴィン下院議員(D-CA)は、H.R. 3225「石油ガスリースに関するコミュニティ意

見回復・公益保護法2019」を導入した。これにより、各州で必要とされるリース販売の数を年間4回から最大3

回に減らすことができ、BLMの現地事務所が年間1回以上のリース販売を行うことができるように、リース販売

をローテーションすることが求められる。 また、当初のリース期間は10年から5年に制限されている。 

 

勧告:議会は鉱物リース法MLAを修正し、四半期リース販売に関する文言を廃止すべきである。 さら

に、連邦議会はリース期間を10年から5年以下に短縮すべきである。 リース期間が満了した場合、石油・ガス会

社は、延長の必要性を証明し、リース区画で真面目に石油・ガスを開発・生産しようとしていることを示す責任を

負うべきである。 当初のリース期間の後に延長が保証されたことを証明できない場合、リース期間は終了す

るものとする。 

 

管轄：天然資源委員会 

 

構成要素:自然エネルギーの開発と生産を公有地と水域で拡大し、野生生物を保護するための責

任ある立地を確保する 

 

公共用地は、設置された商業規模の風力および太陽エネルギー容量のわずか5%を占めるにすぎ

ない。1509 

しかし、米国で最も優れた風力・太陽光資源のいくつかは公有地にある。  
 

1507 30 U.S.C.§266(e)。 
1508 30 U.S.C.§266(b)(1)(A)。 
1509 米国内務省土地管理局「風力エネルギー」、https://www.blm.gov/programs/energyand-minerals/renewable-energy/wind-energy。

 Brownstein Farber Schreck, "Bipartisan Bill Cand Renewable Energy Development on Public Lands,

" (2019年7月26日), https://www.jdsupra.com/legalnews/bipartisan-billcould-increase-30724/; Energy Information Administration, "Table 4.3 Existing Capacity by Energy Source, 2018"にアクセス 

https://www.blm.gov/programs/energy-and-minerals/renewable-energy/wind-energy
https://www.blm.gov/programs/energy-and-minerals/renewable-energy/wind-energy
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公共の土地に入念に設置された自然エネルギーを拡大することは、地域経済の改善、新たな雇用

機会の創出、州や地方政府のための追加的な収入源の創出に役立つ。 

 

公共用地の気候戦略には、公共用地や水域での再生可能エネルギー発電の増加を含めるべき

である。 しかし、適切に立地していなければ、大規模な再生可能エネルギー・プロジェクトは野生

生物の生息地を破壊し、他の公的土地利用と衝突する可能性がある。 自然エネルギープロジェ

クトの立地は、自然エネルギーとインフラゾーンを事前に特定することによって、脆弱な種や生息

地への影響を回避し、最小限に抑えるようなものであるべきである。 スマートな立地は、計画プロセ

スの初期に開始し、高いエネルギーポテンシャルと低い環境紛争を有する地域を特定すべきである。これ

は、再生可能エネルギーの認可を促進し、野生生物の生息地、および文化資源を損なう可能性のある不

適切な立地プロジェクトについて、コストがかかり時間がかかる審議を回避するであろう。 本報告書では、

「自然気候ソリューションの未来の可能性を捉える」と題したセクションで、漁業、海洋野生生物、海洋生

態系との潜在的な衝突を回避または最小化するために、責任を持って立地する沖合再生可能エネルギ

ー・プロジェクトの重要性を概説する。 

 

マイク・レビン下院議員(D-CA)とポール・ゴーサー下院議員(R-AZ)と上院議員 のマーティン・ハイン

リッヒ(D-NM)とマーサ・マクサリー(R-AZ)は、「公有地における再生可能エネルギー開発促進法2019 H.R. 3794/

S. 2666,」を導入した。 具体的には、同法案は、再生可能エネルギー・プロジェクトに関する連邦政府

の認可調整を改善するプログラムを実施するために、国立再生可能エネルギー調整局を設立し、

2025年までに公有地で合計25ギガワットの再生可能エネルギーを認可するために、DOIの再生可

能エネルギー生産目標を設定する。 さらに、この法案は、DOIにリースと開発の優先分野を設定する

よう指示し、 

提案されたプロジェクトが最適な場所に配置されることを保証するものである。 また、この法案は、州

や郡が再生可能エネルギー開発より化石燃料プロジェクトを好むような財政的インセンティブを排除する歳入

分配メカニズムを確立することにもなる。現在、州は全化石燃料収入の約半分を受け取っているが、再生可

能エネルギーからの収入は何も受け取っていない。 H.R. 3794は、再生可能エネルギーからの収入の25%をプ

ロジェクトが所在する郡に、25%を本国に、25%を魚類と野生生物保護基金に、15%をより効率的に処理するた

めに、そして10%を赤字削減のために配分する。 下院民主党のインフラ法案、H.R. 2「前進法」の第84401条から

第84412条には、同様のイニシアティブが含まれている。 

 

勧告:議会は、野生生物、野生地、文化資源への被害を避けるために、最初から賢明な立地を確保

しつつ、公有地での再生可能エネルギー開発を増やし、促進する法律を可決すべきである。 議会は

また、生物学者、生態学者、NEPA職員を含む科学資源への投資を増やし、これらのプロジェクトを適切に計

画・開発すべきである。 

 

管轄：天然資源委員会 
 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.eia.gov/electricity/annual/html/epa_04_03.html. 2020年6月アクセス、議員府ポール・ゴーサー、「プレスリリース:回答」。 Gosar、LaMalfa、Lowenthal、Tipton、Huffman、Bishop Introduct Bill to Renewable Energy on Public Lands(2019年7

月18日)、https://gosar.house.gov/news/documentsingle.aspx?DocumentID=3851。 

https://www.eia.gov/electricity/annual/html/epa_04_03.html
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 野生地・特別地区の保護拡大  

北極地方の国立野生生物難民、国立公園、記念碑、公園などの野生の特別な場所での掘削は、

生態系、野生生物個体群、公衆衛生、部族文化、歴史的保存、屋外経済を脅かす。 特定の場所の

重要性と価値は、それらをあまりにも特殊なものにし、掘削や採掘を不可能にする。 

 

構成要素:掘削・採掘から野外および特殊な場所を保護する 

 
トランプ政権は、米国で最後に残された野生の景観、かけがえのない文化遺産、重要な国の記念

碑の保護を取り消すための措置を講じてきた。ただ、現在2500万エーカー以上が石油・ガス会社

にリースされているが、現在は約半数が遊休状態にある。1510 

 

連邦議会の議員は、特別な場所や野生の場所を掘削や採掘から守るために、複数の法案を提

出した。 

 

• ジャレッド・ハフマン下院議員(D-CA)は、北極文化・沿岸平野保護法(H.R.1146)を導入し

た。これは、アラスカの国立北極野生生物避難地域ある沿岸平野の石油・天然ガスへのリ

ースを義務付ける2017年の減税・雇用法の規定を廃止するものである。 「北極国立野生

生物避難地域」は、地球上の最後の原生的・野生的景観のひとつであり、ホッキョクグマ、

オオカミ、オオクジラ、カリブーの群れなど、多様でユニークな野生生物個体群が存在す

る。1511 2019年9月、下院はこの法案を可決した。 

• ベン・レイ・ルジャン下院議員(D-NM)とトム・ウダル上院議員(D-NM)は、H.R. 2181/S. 10

79、2019年チャコ文化遺産保護法を導入した。この法案は、ニューメキシコ州のチャコ文

化国立歴史公園周辺の10マイルの緩衝地帯内にある連邦土地を将来の石油・ガスリー

スから除外させるものである。 チャコキャニオンは、プエブロ文化とナバホ・ネーション文化の

数千年前の住居とアーチファクトがある聖地である。 国立文化史公園として保護され、国連世

界遺産に指定されている。 2019年10月、下院はこの法律を可決した。 

• 委員長の ラウル・グリヤエヴァ(D-AZ)と クリステン・シネマ上院議員(D-AZ)は「H.R. 1373/

S. 3127、グランドキャニオン百年記念保護法」を導入した。これは、グランドキャニオン国

立公園周辺の100万エーカー以上の公有地を新たな鉱物抽出から恒久的に保護するもの

である。 グレーターグランドキャニオン流域は、米国で最も象徴的な景観のひとつであり、多くの先

住民にとって文化的に重要である。 現在、新たな鉱業活動に関する20年間のモラトリアムが

実施されており、この法律は永続的なものとなる。 2019年10月、下院はこの法律を可決した。 
 

 
1510 国土管理局「石油・天然ガス統計」、https://www.blm.gov/programs/energy-and-minerals/oil-andgas/oil-and-gas-statistics。

 2020年6月アクセス、西部優先課題センター「ストーリーマップ:米国の公有地の

贈呈」(2019年9月19日)、https://medium.com/westwise/story-map-americas-public-lands-giveaway-dad328ca5423。 

1511議員ハフマン、「報道発表:ハフマン、フィッツパトリック、100人の議員が、北極地方の野生動物保護を回復するための超党派の法案を発表」(2019年2月12日)、https://huffman.house.gov/media

-center/pressreleases/huffman-fitzpatrick-100-lawmakers-introduce-bipartisan-bill-to-restore-arctic-national-wildlife-refuge-protections。 

https://www.blm.gov/programs/energy-and-minerals/oil-and-gas/oil-and-gas-statistics
https://www.blm.gov/programs/energy-and-minerals/oil-and-gas/oil-and-gas-statistics
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• ルーベン・ガレゴ下院議員(D-AZ)はH.R. 871「ベアーズイヤーズの拡大と主権の尊重に

関する法律」を導入した。この法律は、ベアーズ・イヤーズ国立記念物の境界を拡大し、

その地域を掘削や鉱業から保護するものである。 2017年、トランプ政権はベアーズ・イヤー

ズ国立記念物の収縮に取り組み、その地区を採掘・採掘活動へ解放することを開始した。1512 同

法案は、オバマ政権時代に指定されていた土地を修復・保護するとともに、ベアーズ・イアーズ

を、神聖な芸術品や文化資源を含むと地元部族が認定した190万エーカーの土地にまで拡大す

るものである。 同法案はまた、連邦政府の土地管理者に対し、部族の専門知識を活用して記

念碑の土地を管理し、10万以上の考古学的・文化的遺産を保護するよう義務付けることによっ

て、部族間の協議を回復することにもつながる。 

• ベティ・マッコラム下院議員(D-MN)は、H.R. 5598「境界水域無線保護・汚染防止法」を導

入した。これは、ミネソタ州の境界水域カヌーエリア自然保護区域について、特定の危険

な鉱業活動から、23万4,000エーカーを超える連邦の土地および水域を恒久的に保護す

るものである。 

 

勧告:議会は、特別な場所を掘削、採掘、および関連する活動から保護すべきである。 極めて野

生であったり、訓練が困難な場所には、気候緩和、生物多様性、文化的価値の高い地域や景観

が含まれる。 特別な場所が保護されることを確保するため、連邦議会は、これらの地域での採掘

を禁止する法案を起草し、国立公園や連邦政府の土地を、公園、荒野地域、野生生物の避難所、

国土保全地、その他の石油・ガス開発の制限外の保護地に隣接させる計画プロセスを更新すべ

きである。 連邦議会はまた、国立公園局が公園の景観に影響を与えるすべての賃貸決定におい

て公式な役割を果たすことを確保すべきである。 

 

管轄：天然資源委員会 

 

構成要素:重要な生息地の陸上および沖合での掘削と採掘の終了 

 
石油・ガス開発は、野生生物の生息地を縮小し、攪乱し、細分化している。 例えば、セージライチ

ョウは1985年から生息数が30％減少したが、石油ガス開発及びその他のインフラによる生息域の

細分化に特に影響されやすい。1513オバマ政権は、西側諸国や土地所有者と妥協し、この種をES

Aの下に掲載せず、ライチョウとその生息地を保護するための管理計画を策定しつつも、新しいエ

ネルギー開発を可能にした。1514しかしながらトランプ政権は、これらの保護を撤回し、セージライ

チョウの保護計画を弱体化させ、より多くの生息地を石油・ガス開発に優先的ニ開放した。1515石

油ガス事業によって生息地がリスクにさらされているのは、セージライチョウだけではない。 
 

1512 The White House, "Presidential Proclamation Modifying the Bears Ears National Monument"(2017年12月4日), https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-proclamation-

modifying-bears-ears-national-monument/; Julie Turkewitz, "Trump Slashes Size of Bears Ears and Grand Staircase Monuments" New York Times, 2017年12月4日; Sarah Kaplan & Juliet Eilpe

rin, "これらのユタ州南部のサイトは、かつては開発の限界に達していなかった。 さて、トランプは、そこで掘削し、放牧する権利を競売することになる」と、2020年2月6日付のThe Washington Postは述べている。 

1513 U.S. Fish and Wildlife Service, “The Greater Sage-grouse: Facts, figures, and discussion,” https://www.fws.gov/greatersagegrouse/factsheets/GreaterSageGrouseCanon_FINAL.pdf.
 Michael R. C

onover & Anthony J. Roberts, Declining population of sage-grouse: where and how (Human-Wildlife Interactions, Fall 2016): 3-7にアクセス 

1514 U.S. Department of the Interial, "Press Release: Historic Conservation Campage Protect Sage-Grouse"(2015年9月22日)、https://www.doi.gov/pressreleases/historic-conservation-c

ampaign-protects-greater-sage-grouse。
  

1515 全国オーデュボン協会「新報告書基金、石油・天然ガスのリース・採掘を重点的に推進」(2019年8月2日)https://www.audubon.org/news/new-report-finds-increased-oil-and-gas-leasing-and-d

rilling- 

https://www.fws.gov/greatersagegrouse/factsheets/GreaterSageGrouseCanon_FINAL.pdf
https://www.fws.gov/greatersagegrouse/factsheets/GreaterSageGrouseCanon_FINAL.pdf
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2016年以降に提供された西部の石油・ガスリースの5分の1近くは、ミュールジカ、ヘラジカ、エダツノレイヨウなど

の種の重要な移住回廊や優先地域にある。 

 

さらに、石油産業は毎年かなりの数の鳥を殺す原因となってイル。1517 鳥は特に油漏れや油だめ

に対して脆弱であり、多くの鳥が粘着性の油に閉じ込められるまで池と間違えている。 オイルピッ

トでは毎年50万~100万羽が死亡し、BP深層水域災害だけでも100万羽以上が死亡した。1518 しかし、トラン

プ政権は、渡り鳥条約法に基づく鳥類の保護を弱め、渡り鳥の偶発的な捕獲に個人や企業が責任を負

うことはなく、石油・ガス会社がペナルティなしに鳥類を殺傷することができると発表した。1519 アラン・ロー

ウェンタール下院議員(D-CA)が導入した 

「H.R. 5552、2020年渡り鳥保護法」は、渡り鳥の不法な捕獲または殺害を禁止する渡り鳥条約法

が、エネルギー開発を含む商業活動に起因する事故による犠牲を含んでいることを確認するもの

である。 

 

勧告:議会は、2015年全国セージライチョウ計画戦略とその当初の実施ガイダンスを復活させるべ

きである。 セージライチョウを保護するためのあらゆる法律は、FWSがセージライチョウに関連す

る規則を作成したり発行することを禁止する2015年度特約を廃止し、その権能を効果的に妨げる

ことによって、ESAの下で種の保護を提供することを含むべきである。 さらに、議会はDOIに、公有

地での掘削や採掘が、種の生息、移動、生存にどのように干渉するかを研究するよう指示し、野

生生物への被害を可能な限り最小限に抑える戦略(野生生物の移動回廊での採掘や採掘の制限

を含む)を実施すべきである。 

 

勧告:議会は、渡り鳥の無断捕獲または殺害の禁止は商業活動による事故を含むことを確認

するため、渡り鳥条約法を改正することにより、渡り鳥に対するトランプ政権によって取り消さ

れた保護を回復すべきである。 

 

管轄：天然資源委員会 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
コラルデーブンポート、「トランプ政権が保護を緩め、石油会社に恩恵をもたらす」 

ニューヨーク・タイムズ、2019年3月15日 

1516 Ryan Richards et al., Trump Administrationは、石油・ガス産業に西部野生生物回廊を販売している(Center for American Progress, 2019)。 
1517 U.S. Fish and Wildlife Service, “Entrapment, Entanglement & Drowning,” https://www.fws.gov/birds/birdenthusiasts/threats-to-birds/entrapment-entanglement-drowning.php.

 Darryl Fears & Juliet Eilperinが

2020年6月にアクセスし、「議論の余地のあるTrumpの法的見解は、鳥類を保護する法律を弱めた。 これで、恒久的なものになるかもしれない」とWashington Post, January 30, 2020。 

1518 同上 
1519 同上85 FED.

 レギュレーション 5915. 

https://www.audubon.org/news/new-report-finds-increased-oil-and-gas-leasing-and-drilling-priority-sage-grouse
https://www.fws.gov/birds/bird-enthusiasts/threats-to-birds/entrapment-entanglement-drowning.php
https://www.fws.gov/birds/bird-enthusiasts/threats-to-birds/entrapment-entanglement-drowning.php
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化石燃料会社は毎年、税制優遇措置、ロイヤルティの軽減、その他の優遇政策、などの形で、連邦

政府から数十億ドルの補助金を受けている。それが納税者への費用負担と化石燃料の採掘促進

につながっている。 

 

構成要素:石油・ガス会社の不必要な減税撤廃 

米国の税法では、石油・ガス部門に数十億ドルの税額控除やその他のインセンティブを提供してお

り、ゼロ炭素エネルギー源の競争をより困難にしている。 

例えば、石油・ガス会社は、無形の掘削コスト、すなわち、資産またはプロジェクトの存続期間中で

はなく、開発開始時に総コストの60%から80%を占める生産用井戸の準備に関連するコストを控除

することができる。 これにより、大規模プロジェクト開始時点のキャッシュフローが増加する。1520  この法

律は、独立系石油・ガス生産者が、1年目に無形掘削費の100%を控除することを認めている。 統合石油会

社は、5年間でこれらの費用の70%を控除し、その後5年間で償却することができる。1521 2016年、合同租税

委員会は、この税制優遇措置を廃止すれば、2017年には15億9000万ドル、今後10年間では131億5000万

ドルの収益を生み出すと見積もっている。1522 また、税法により独立石油・天然ガス会社は、毎年井戸か

ら生産される石油・天然ガスからの総所得の15%を控除することができる。1523 この控除は資本コストに基

づくものではないため、企業の総控除は資本コストを上回る可能性がある。1524 2016年、合同租税委員会

は、この税制優遇措置を廃止すれば、今後10年間で121億ドルを生み出すと見積もっている。1525 

勧告:議会は、米国の税法が、2050年までに純ゼロ・エミッションを達成するという国家目標と整合す

るようにすべきである。 まず、連邦議会は石油・ガス産業に対する不必要な減税措置を廃止すべきであ

る。 

管轄: 歳入委員会 

 

構成要素:石油・ガス・ロイヤリティ制度を改革し、化石燃料会社のロイヤリティ率を高め、引き渡しを終

了する 

連邦政府の土地で石油・ガスを採掘する企業は、生産額に基づいて資源所有者である米国の納税

者にロイヤルティを支払う。1526.ロイヤルティ収入の40%は、 
 

1520 Peter Erickson et al, “Why fossil fuel subsidies matter,” Nature 578, E1–E4 (2020). 
1521 26 U.S.C.§263(c)。 
1522「租税に関する合同委員会」、大統領の会計年度に含まれる歳入規定の予算効果の見積り 
平成29年度予算案(平成28年3月24日) 

1523 26 U.S.C.§613A. 
1524 環境エネルギー研究所「ファクトシート:化石燃料補助金:減税と社会コストのより詳細な見通し」、2019年7月29日、https://www.eesi.org/papers/view/fact-sheet-fossil-fuel-subsidies-a

-closer-look-at-tax-breaks-andsocietal-costs。 
1525 租税に関する合同委員会、大統領の会計年度に含まれる歳入規定の予算上の見積り効果 
平成29年度予算案(平成28年3月24日) 

1526 Congressional Research Service, R43891, Mineral Loyality on Federal Lands: Issues for Congress, (2015年1月19日): 2. 

公有地における石油・ガス生産に対する不公正な政府補助金の撤廃 
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西部諸州の水利プロジェクトに資金を提供するためにリクラメーション基金に回り、約10%が米国財

務省に、約半分は開発が行われた州に、それぞれ配分される。1527 現在の陸上石油・ガスのロイ

ヤリティ料率はわずか12.5%である。この数字は1920年以降更新されていない。1528 多くの州およ

び民間の土地所有者は、海上石油・ガスのロイヤリティ料率を25%としている。1529 DOIは2008年

には海洋石油ガス案件の料率を18.75%に引き上げた。1530 連邦政府の低いロイヤリティ料率は、

事実上、公有地で操業する石油・ガス生産者に対する補助金である。 

 

ベン・アダムス下院議員(D-UT) は、2019年資源開発の納税者の公平性に関する法H.R. 4364を

導入した。これにより、陸上の石油・ガスのロイヤリティも現在の12.5%から18.75%に増加する。 上

院議員 トム・ウダル(D-NM)とチャック・グラスリー(R-IA)も、2020年公有地公正還元法S.3330を制

定した。これにより、陸上石油・ガスの掘削に対する連邦政府のロイヤルティ料率も18.75%に引き

上げられる。 

 

勧告:DOIは、連邦議会の介入なしにロイヤルティ料率を引き上げる立法権を有しているが、国会

は、DOIに対し、陸上の石油・ガスのロイヤルティ料率を12.5%から18.75%以上に引き上げるよう指示

すべきであり、納税者への公正な還付を保証するために、内務長官が適切に高いロイヤルティ料率

を設定する柔軟性がある。 

 

管轄：天然資源委員会 

 

構成要素:石油・ガス・ロイヤリティ・システムの改革、石油・ガス会社のループホールを閉じる 

 

OCSLA(Outer Continental Shelf Lands Act)は、DOIに、連邦水域における石油・ガスのリースお

よび生産に関するロイヤルティ料率を設定する権限を与えている。 OCSLAは12.5%以上のロイヤ

ルティを要求しているが、DOIは、経済的生産を行うために必要に応じて、ケースバイケースでロ

イヤルティを減額または撤廃することができる。1531 ただし、DOIは、2008年に沖合石油およびガ

スのロイヤルティ料率を18.75%に引き上げ1532、2017年には、新たな浅水リース(200メートル未満

の水深に位置するリース)のロイヤルティ料率を12.5%に戻したが、新たな深水リースについては1

8.75%のロイヤルティ料率を維持した。1533 

 

 

1527 The Mineral Leasing Act, 30 U.S.C § 191; Congressional Research Service, R43891, Mineral Royality on Federal Lands: Issues for Congress(2015年1月19日): 6. 
1528 Mineral Leasing Act, 30 U.S. C. §226; Office of Chuck Grassley, "Press Release: Udall, Grassley, Introduce Bill to Emplay Share Share for Public Lands Leasing" (2020年2月25日), https://

www.grassley.senate.gov/news/newsreleases/udall-grassley-introduce-bill-ensure-taxpayers-get-fair-share-public-lands. 
1529 Chuck Grassley上院議員のOffice, "Press Release: Udall, Grassley Introduce Bill to Andayers Share for Public Lands Leasing"(2020年2月25日); Congressional Research Service, R43891, 

Mineral Royal Loyality on Federal Lands: Issues for Congress(2015年1月19日): 3. 
1530 GAO-14-50、GAO-14-50、石油・ガス資源:公平な収益を確保するために内務に必要な措置(2013年12月):13-14、連邦予算局、連邦政府の土地における原油・天然ガスからの連邦所得を増加させ

るためのオプション(2016年4月):10、連邦議会調査局、OCSロイヤルティ料率:法定要件および一般指針(2017年9月14日):1。 
1531 43 U.S.C.§1337. 
1532 GAO-14-50、GAO-14-50、石油・ガス資源:適正な収益を確保するために内陸部に必要な措置(2013年12月):13-14、CBO:連邦地区の原油・天然ガスから連邦所得を増加させるためのオプション(2

016年4月):10、議会調査サービス、OCSロイヤリティ料率:法定要件および一般指針(2017年9月14日):1。 
1533 BOEM, "Press Release: BOEM Completes Analysis of Loyality Rates for Offshore Oil and Gas Leases"(2017年7月6日) 
https://www.boem.gov/newsroom/notes-stakeholders/boem-completes-analysis-royalty-rates-offshore-oil-and-gas-leases. 

https://www.boem.gov/newsroom/notes-stakeholders/boem-completes-analysis-royalty-rates-offshore-oil-and-gas-leases
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深海案件はロイヤルティ料率が高いが、メキシコ湾の深海連邦リースからの石油生産の22%は現在

ロイヤルティが無料である。1534 これは1995年のディープウォーター・ロイヤルティ救済法の抜け穴

で、石油価格が一定の基準値を下回ったときにロイヤルティの支払いを回避することを石油・ガス

会社に認めたことによる。1535 石油・ガス業界は、石油価格にかかわらず、DOIを訴え、ロイヤルテ

ィ・ホリデーを確保した。1536 GAOは、石油・ガス会社が1995年以降180億ドルのロイヤルティ支払い

を回避したと推定している。1537 

 

委員長の ラウル・グリヤエヴァ(D-AZ)と エドワード・マーキー上院議員(D-MA)は、H.R. 5186

/S. 2906、2019年対石油無償資金支給停止法を導入した。これにより、深海ロイヤリティ救済

法の抜け穴がなくなる。 

 

勧告:新たな海洋石油・ガスのリース・開発の禁止が発効しない限り、また発効するまで、連邦議会

は、水深にかかわらず、すべての海洋石油・ガス生産に対して18.75%以上のロイヤルティ率を実施

するよう、OC SLAを修正すべきである。 さらに、連邦議会は、海洋石油・ガスのロイヤルティ支払い

を回避することを化石燃料会社に認めている深海ロイヤルティ救済法の抜け穴を撤廃することを含

め、海洋開発のためのロイヤルティ救済を終了すべきである。 

 

管轄：天然資源委員会 

 

ブロック建設:非競争的な石油・ガスの公有地へのリースを止める 

 
BLM（内務省土地管理局）は、全国約7億エーカーの地下鉱物権を管理し、MLA（鉱物リース法）に

基づいて、石油・天然ガスの賃借権を販売・管理している。1538 MLAは、BLMに対してこれらの土

地の地下鉱物権を競売手続きを通じて賃借することを義務付けている。しかし、競売で提供された

土地が入札で競争的に提供されたが、入札を受けなかった場合、BLMは、先着順で非競争的な賃

借権を発行することができる。1539 これらの土地については、1エーカー当たり2ドルの最低入札要

件を放棄する。代わりに、申請者は、管理費および1年目の前払い賃借料1.50ドル/エーカーを支

払えばよいことになっている。1540 

 

非競争的に販売されたリース案件で生産が始まることは稀である。石油ガス企業は最低コストで

リース案件を入手し、何百万エーカーという公有地の採掘権を持ったまま何もしない。1541 

実際、2016年の議会予算局(CBO)の報告によると、リース物件のわずか3%しか 

 

1534 ヒロコ・タブチ「政府のロフォルが180億ドルの石油会社を獲得した」ニューヨーク・タイムズ紙、2019年10月24日。  
1535 議会ラウル・グリヤエヴァ事務所、「プレスリリース:Grijalva議長、Rep. Lowenthal Release GAO Report、化石燃料会社が洋上掘削から数十億ドルの納税者ロイヤリティの支払いを回避

したことを発見」(2019年10月24日)、https://grijalva.house.gov/press-releases/chair-grijalva-rep-lowenthal-release-gao-report-finding-fossil-fuel-companieshave-avoided-paying-billions-i

n-taxpayer-royalties-from-offshore-drilling/。 

1536 同上 
1537 同上.; GAO-19-531, Offshore Oil and Gas: Opportunity to Accountability Office to Accountability of Federal Return of Federal Resources (2019年9月): 45. 
1538 米国内務省、土地管理局、「私たちが管理すること」、https://www.blm.gov/about/what-wemanage/national、

 2020年6月アクセス、ミネラル・リース法、30 U.S. C. §181以降。 

1539 米国内務省国土管理局「石油・天然ガス全般リース指図書」https://www.blm.gov/programs/energy-and-minerals/oil-and-gas/leasing/general-leasing。
 2020年6月アクセ

ス。  

1540 同上 

1541 CBO、連邦地区の原油および天然ガスから連邦所得を増加させるためのオプション(2016年4月):2;共通感覚のための納税者、ロックアウト:連邦石油・天然ガスリースにおける投機コスト(2017年10月3

日)。 

https://www.blm.gov/about/what-we-manage/national
https://www.blm.gov/programs/energy-and-minerals/oil-and-gas/leasing/general-leasing
https://www.blm.gov/programs/energy-and-minerals/oil-and-gas/leasing/general-leasing
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1996年から2003年にかけて10年間のリース期間の終わりまでに生産を始めていない。1542 また、公

有地を低賃料で無競争的に譲渡し、石油・ガスのリースで無期限に結びつけることで、BLMはこれ

らの土地を保全、野生生物生息地、気候緩和と回復力、文化資源管理などの他の目的のために管

理することができなくなる。 

 

マイク・レビン下院議員(D-CA)は、非競争的リースを排除するH.R. 3225「石油・ガスリースにおける

コミュニティのインプットと公衆保護の回復法2019」を導入した。 

 

勧告:議会は非競争的リースを廃止すべきである。  

管轄：天然資源委員会 

構成要素:競争的および非競争的石油・ガス・リースの最低入札要件および賃料の引き上げ 

 

MLAに基づき、BLMは石油・ガスリースを競売方式で提供している。 必要な最低入札価格は、1エー

カー当たりわずか2ドルである。1543  掘削権を維持するためには、リースの最初の5年間はエーカー当たりわ

ずか1.50ドルの年間レンタル料を支払わなければならない。その後、1エーカー当たり2ドルを支払うこととな

る。BLMは1987年にこれらの価格水準を設定したが、その後のインフレ調整を行っていない。 

 

このような低価格は、石油・ガス開発の可能性にかかわらず、企業が公有地を賃借する誘因とな

り、これらの土地を保全、野生生物生息地、文化資源管理、気候緩和などの他の用途に利用するこ

とができなくなる。 BLMが管理するすべての公有地の約90%は石油・ガス開発用に開放されており、

その他の用途ではわずか10%しか開放されていない。1545 

 

ベン・マカダムス下院議員(D-UT)は、2019年資源開発について納税者の公平性に関する法H.R. 

4364を導入した。これにより、賃料は、最初の5年間で1エーカー当たり1.50ドルから1エーカー当

たり3ドルに、その後はエーカー当たり2ドルから1エーカー当たり5ドルに引き上げられる。 さらに、

法案は最低入札額を1エーカー当たり2ドルから1エーカー当たり5ドルに引き上げる。 

 同様に、 マイク・レヴィン(D-CA)下院議員は、H.R. 3225、2019年石油・ガス賃貸法(Restoring Com

munity Input and Public Protections in Oil and Gas Leasing Act)を導入した。これにより、最低入札

価格は1エーカー当たり2ドルから5ドルに引き上げられ、DOIは、米国への財政的利益を高めるた

め、または連邦政府の土地における石油・天然ガス資源のより効率的な管理を促進するために、内

務長官がより高い金額が必要であると判断した場合はいつでも、もしくは4年に1度、国の最低入札

価格を引き上げる裁量が与えられる。 加えて、法律により、最低年間賃料は、最初の2年間はエーカー当

たり1.50ドルからエーカー当たり3ドルに、その後はエーカー当たり2ドルからエーカー当たり5ドルに引き上げら

れる。 
 

 

 

1542 CBO、連邦土地の原油および天然ガスから連邦所得を増加させるためのオプション(2016年4月):2。 
1543 30 U.S.C. § 226(b); U.S. Department of the Interior, Bureau of Land Management, “General Oil and Gas Leasing Instructions,” www.blm.gov/programs/energy-and-minerals/oil-a

nd-gas/leasing/general-leasing.
 2020年6月アクセス。  

1544 30 U.S. C. §226(d); U.S. Department of Land Management, "General Oil and Gas Leasing Instructions," www.blm.gov/programs/エネルギー-鉱物/石油-ガス/リース/一般リース。 2020年

6月アクセス。 

1545 Jamie Williams社長、Wilderness Society, Oil and Gas Development: Business-as-Usiual on the Climate and Public Health, Hearing bout Natural Resources Subcommittee on Energy and M

inerals, 116 Congress(2019年7月16日) 

http://www.blm.gov/programs/energy-and-minerals/oil-and-gas/leasing/general-leasing
https://www.blm.gov/programs/energy-and-minerals/oil-and-gas/leasing/general-leasing
https://www.blm.gov/programs/energy-and-minerals/oil-and-gas/leasing/general-leasing
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勧告:連邦議会は、最低入札要件をエーカー当たり少なくとも5ドルに、賃料を最初の5年間はエー

カー当たり少なくとも3ドルに、その後はエーカー当たり5ドルに引き上げるべきである。 この法律

により、DOIは、4年ごとに、また、連邦政府の土地における石油・ガス資源の管理を改善するためには、

より多くの額が必要であると内務長官が判断するときはいつでも、国内で受け入れ可能な最低入札額を

増やすよう指示されるべきである。 

 

管轄：天然資源委員会 

 

構成要素:投機的リースと匿名発注を止め、総合的な計画プロセスを採用 

 

現在、どの土地が石油・ガス採掘に利用できるかを決定するプロセスは、石油・ガス会社がオー

クションで売却する土地を指名することによって推進されているが、しばしば匿名でなされてい

る。1546 この匿名の指名プロセスは、透明性を制限し、企業が投機のためシステムを濫用するこ

とを可能にしている。1547 BLMは、どの土地が最終的にリースに提供されるかを決定する際、リー

スが生産に入る可能性を考慮していない。 このため、低ポテンシャルの土地を投機的にリースし、野

生生物の保護や気候の緩和、回復力のために利用できる地域を固定化することになる。1548 投機的リー

スは、狩猟や漁業、観光、野外レクリエーション、再生可能エネルギー開発など、公共の土地に依存して

いる西部のコミュニティにも悪影響を与える。 

 

2010年、オバマ政権はマスターリース計画(MLP)を実施した。これは、複数の用途や特別な場所を

保護するために、連邦の景観を横断的に管理する最善の方法を決定するために導入された共同計

画プロセスである。1549トランプ政権は、MLPを排除し、NEPAレビューとの重複を招いたと主張した。
1550 

 

マイク・レビン下院議員(D-CA)は、H.R. 3225「石油・ガスリースにおけるコミュニティのインプットと公

衆保護の回復法2019」を導入した。この法律は、石油・ガスリースのための土地を指定し、リースの

入札を行う企業に対し、その身元を開示するよう義務付けるものである。 また、企業は、リースのため

の土地を指定するための手数料を支払わなければならない。 この法律はまた、DOIが公有地の石油・ガスリ

ースの発行を規制し、掘削が他の用途と矛盾する土地をより良く保護するために、マスターリース計画を採

択し、実施するという要件を復活させるであろう。 
 

 
1546 国土管理局「関心の表明」、https://www.blm.gov/programs/energy-and-minerals/oil-andgas/leasing/parcel-nominations。

 2020年6月アクセス、Center for Western Priorities、石油・ガスリースの公有地を誰が指名するか? 

ほとんどの場合、https://medium.com/westwise/whosnominating-your-public-lands-for-oil-and-gas-leasing-d68af59a7025を伝える方法はありません(2018年11月5日)。 

1547 マイク・レビン議員事務所「報道発表:国土保護の強化と連邦石油・天然ガスリースプログラムへの住民参加の拡大のための法案を発表」(2019年6月14日)、https://mikelevin.house.gov/medi

a/press-releases/representative-levin-introduces-legislation-strengthen-public-landprotections。 
1548 キャサリン・コーテズ・マスト上院議員事務所、「コルテス・マシュ、低ポテンシャル地の石油・ガス投機禁止法案を発表」(2020年1月17日)、https://www.cortezmasto.senate.gov/news/press-

releases/cortezmasto-introduces-legislation-to-prohibit-oil-and-gas-speculation-on-low-potential-lands。 
1549 IM 2010-117、土地管理局「石油・ガス賃貸借改革土地利用計画及び賃貸借小包の検討」 
(平成22年5月17日)https://www.blm.gov/policy/im-2010-117 

1550 Bureau of Land Management, IM 2018-034, “Updating Oil and Gas Leasing Reform – Land Use Planning and Lease Parcel 
レビュー(2018年1月31日)、https://www.blm.gov/policy/im-2018-034。 

https://www.blm.gov/programs/energy-and-minerals/oil-and-gas/leasing/parcel-nominations
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キャサリン・コルテス-マスト上院議員(D-NV)は、「S. 3202、2020年石油・ガスリース法」の最終案

を提出した。 この法律は、BLMが開発の可能性が低い、または全くないと判断する公有地への石油・ガ

スのリースを禁止し、野生生物生息地の保護や野外レクリエーションのような他の目的のためにBLMがこ

れらの土地を管理する優先順位を再設定する。 

 

勧告:議会は、石油・ガスのリースおよびリースの入札のために土地を指名する企業に対し、その

身元を開示するとともに、リースのために土地を指名するための手数料を支払うよう義務付ける

べきである。 

 

勧告:議会は、BLMが石油・ガス開発の可能性が低いか全くないと判断する公有地への石油・ガ

スのリースを禁止すべきであり、野生生物保護と接続性、気候緩和と回復力、文化資源保護、野

外レクリエーション、クリーンエネルギー開発など、他の用途に優先順位を付け直すようBLMに指

示すべきである。 

 

勧告:既存のリースについて、および投機的リースおよび非競争的リースの禁止が発効するまで、議

会は、競争的ではない方法でリースされた可能性の低いリースおよび区画の生産終了プログラム

を確立し、これらの区画を将来のリース計画から削除すべきである。 

 

勧告:議会は、レクリエーションや保全などの複数の用途のために、提案された石油・天然ガス

活動を伴わない、いかなる非生産のリース区画も管理するようBLMに指示すべきである。 

 

勧告:議会は、公有地の石油・ガスリースをより良く管理し、掘削権益が他の用途と矛盾する

土地を保護するために、DOIがマスターリース計画を採択し、実施するための要件を復活さ

せるべきである。 

 

管轄：天然資源委員会 
 
 

 

化石燃料の採取が公有地で行われている場合、企業が環境への影響を最小限に抑え、その被害

を修復・回復するためには、厳しい環境保護措置と、気候問題の分析を含む強力な環境レビューが

不可欠である。 しかし、トランプ政権は、NEPAの下での環境レビューを弱め、透明性と国民参加を減らす措

置を講じてきた。 

 

構成要素:強固な環境レビューと石油・ガスのリース・生産に対応するのためのセーフガードを必要

とする 

 

化石燃料生産を拡大するために、トランプ政権は、NEPAの下で公有地の石油・ガス開発に関す

る環境レビューを弱めた。 2018年、トランプ政権はBLM指示覚書(2018-034)を発行した。これは、オバマ

政権の石油・ガスリースのための環境保護の多くを改訂し後退させたものである。1551 例えば新しい指針 
 

1551 Bureau of Land Management, IM 2018-034, “Updating Oil and Gas Leasing Reform – Land Use Planning and Lease Parcel 
レビュー(2018年1月31日)、https://www.blm.gov/policy/im-2018-034。 

強固な環境レビュー、要件、回復の確立と維持 
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「NEPA妥当性の決定」を拡大適用し、時には時代遅れのNEPA文書を使用し、区画に特化

したNEPA分析を見送ることにより、BLMが新たな環境レビューをバイパスできるようにし

た。1552 

 

マイク・レビン下院議員(D-CA)は、「H.R. 3225、2019年石油・ガスリース法におけるコミュニティのイ

ンプットと公衆保護の回復法」を導入した。これにより、オバマ政権のBLM指示覚書番号2010-117

の条項が成文化されることになった。これには、すべてのリース販売が、資源管理計画レベルのNE

PAに準拠しているだけではなく、個別のNEPAに準拠しているという要件を含んでいる。 

 

基幹的な環境法に対するトランプ政権の攻撃を逆転させることに加えて、連邦議会の議員は、公

有地における既存の石油・ガス生産に対する新たな保障措置を提案した。 例えば、公有地の水

資源を油田ガス関連廃棄物や副産物から保護するために、 ジャレッド・ハフマン下院議員(D-CA)

はH.R. 6112「2020年石油・水混合禁止法」を導入した。これは、基準となる水の試験と公有地の公

開を必要とするものである。 また、この法案は、公共用地の石油・ガス事業者が、地表水または

地下水の質または量に悪影響を与える場合には、BLMにしっかりした水管理計画を提出し、水供

給を代替することを義務付けるものである。 

 

勧告:議会は、オバマ政権のBLM指令覚書番号2010- 117の条項を法制化することにより、石油・

ガスリースに関するNEPAの下での強固な環境レビューを回復すべきである。これには、すべてのリ

ース販売が区画ごとにNEPAの要求に準拠しているという要件が含まれる。 議会は、既存の環境関連の

規則やセーフガードの遵守を確保するために、DOIに対し、施行、査察、遵守のために十分なスタ

ッフを雇用し、この指令を支援するために十分な資金を提供するよう指示すべきである。 

 

勧告:議会は、公共用地の石油・ガス事業者に対し、ベースラインの水質検査および公開を実施し、

BLMに水管理計画を提出し、油・ガス事業が水質または水量に悪影響を及ぼす場合には水供給を

代替するよう要求すべきである。 

 

管轄：天然資源委員会 

 

構成要素:石油・ガスリース決定への市民参加とコメントの再開 

 
トランプ政権は、石油・ガス開発と公共土地管理に関する意思決定プロセスへの国民の参加を減

らす措置を講じた。 これらの政策改革には、パブリック・コメント期間の短縮、異議申し立て期間の短

縮、NEPAレビュープロセスにおける国民参加の機会の選択などがある。1553 

 

マイク・レビン下院議員(D-CA)は、H.R. 3225、2019年石油・ガスリース法におけるコミュニティのイン

プットと公衆保護の回復法を導入した。これは、石油・ガスリースの決定への公衆の参加を減らし、

パブリック・コメント期間を短縮するために、トランプ政権が取った措置を取り消すものである。 

さらに、この法律は、連邦政府ではない場合、石油・ガス事業者と地上土地所有者との間で、環境

保護措置を含む地上使用契約を必要とする。 
 

1552 前に同じ 
1553 Bureau of Land Management, IM 2018-034, “Updating Oil and Gas Leasing Reform – Land Use Planning and Lease Parcel 
レビュー(2018年1月31日)、https://www.blm.gov/policy/im-2018-034。 
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例えば、敷地が適切に埋め立てられていない場合には、事業者が土地所有者に損害賠償金を支

払うことを義務付けるなどである。 

 

勧告:議会は、石油・ガスのリース決定への国民の力強い参加を回復し、地上所有者の保護を提供

すべきである。 

 

管轄：天然資源委員会 

 

構成要素:石炭産業の清掃・再生・自己救済を解消するために、石油・ガスの保証金を増やし、手数

料を引き上げ産業に責任を負わせる 

 

石油・ガス会社が連邦の土地で掘削できるようになる前には、井戸の生産が停止したり使われな

くなった場合の埋め立て費用を賄うため、保証金が支払われなければならない。1554 井戸が埋め

立て費用を賄うのに十分でない場合、井戸は遺棄される。1555 1951年に設定されて以来更新さ

れていない最低限の全国債券要件のせいで、公有地のすべての石油・ガス井戸については、わ

ずか150,000ドルで全国的な債券を確保することができる。1556 このような極小債券は、石油・ガ

ス井の浄化および埋め立て費用を賄うにはしばしば不十分である。 2016年のドル価値に調整す

ると、全国債券所要額は110万ドル超となる。1557 

 

また、現行法では、石炭会社は「自己保証」を実践することができ、これにより、将来の鉱山の埋立・

修復費用を積み立てたり保証を得たりして提供することなく約束を以て代えることができる。 2015年

から2016年にかけて、Alpha Natural Resources, Arch Coal, and Peabody Energyが破産法の適用を申請したため、23億

ドルの自社債が回収不能となり埋め立て費用は納税者のツケになった。1558 このような会社は、残した鉱山の清

掃に責任を負わなければならず、連邦および州の納税者にこの責任を負わせてはいけない。 

 

アラン・ロウェンタール下院議員(D-CA)は、H.R. 4346、2019年債権改革・納税者保護法を導入し

た。 下院民主党は、この法案をインフラ・パッケージであるH.R. 2「前方移動法」のセクション84102に盛り込

んだ。 この法案は、石油・ガス開発会社が公有地での掘削を許可される前に計上しなければならない債

券の額を増やし、インフレのために定期的に金額を更新することを求めている。 法案では、個別リース

の保証金額を1万ドルから5万ドルに、ひとつの州内の事業者の井戸すべての額を2万5000ドルか

ら25万ドルに、事業者が全国で展開する井戸すべての保証額を1万50000ドルから100万ドルに引

き上げることになっている。 この法案はまた、石油・ガス会社に、いかなる開発も賃貸公有地で行

われる前に、BLMに埋め立て計画を策定し、提示することを義務付けるものである。 
 

 

 

 
1554 30 U.S. C. §226(g); GAO-18-250, Oil and Gas Wells: Bureau of Land Management Neeeds to Improvement of Land Oversiging of Land Operational Libilities (2018年5月): 2. 
1555 同上 
1556 同上、29。 
1557 同上 
1558 米議会のマット・カートライト事務所、「プレスリリース:カートライト、ディンゲル、米国の納税者保護法案、炭鉱の清掃」(2019年9月20日)、https://cartwright.house.gov/media-center/press-releases/

cartwright-dingellintroduce-bill-to-protect-american-taxpayers-clean-up。 
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マット・カートライト(D-PA) とデビー・ディンゲル(D-MI) の両下院議員は、石炭会社の自発的な保証

金積み立てを止め、他の形態の保証によるガードレールを設置するために、石炭清掃納税者保護

法(2019年)H.R. 4435を導入した。 

 

勧告:議会は、石油・ガス開発者が公有地での掘削を許可される前に掲示しなければならない保

証積み立ての額を増やすべきであり、各積み立て毎の井戸数とその特徴を考慮し、債券の額を

継続的にインフレに指数化することを義務付けるべきである。 さらに、連邦議会は、石油・ガス会社

に対し、公有地の石油・ガス井戸の暫定的かつ最終的な埋立計画を策定するよう要求すべきである。 

 

勧告:議会は、1年以上生産されておらず、恒久的に栓をし、修復されていない油井およびガス井に

ついて年間手数料を設定すべきである。 手数料は、運転者が遊休井戸を適時かつ永続的に閉鎖し、改

善するよう十分にインセンティブを与えるべきである。 

 

勧告:議会は、石炭産業における自己結合を終わらせ、現在のドル建てでの修復コストに見合うよう

に保証積み立てを増額し、濫用を防止するために他の形態の結合を規制する法案を可決すべきで

ある。 

 

管轄：天然資源委員会 

 

構成要素:連邦および非連邦所有の土地の石油・ガス遺棄井の埋立・修復への投資 

 

石油・ガス事業者が井戸を放棄すると「孤児」となり、埋め立てにかかる費用は納税者の責任とな

る。 不適切に閉塞された井戸や、使用が確認されない井戸は、油、塩水、メタンを漏洩し、地下

水を汚染し、気候危機の一因となる可能性がある。 遺棄され、孤児となった井戸の正確な数は

不明であるが、BLMは連邦政府の土地で200以上の孤児井戸を特定している。1559 各州は、5万

6,000以上の孤児井戸を報告しており、記録されていない孤児井戸の数は21万~74万6,000と推定

されている。1560 EPAは、全国には300万以上の遺棄された井戸および/または孤児となった井戸

があると推定している。1561 

 

放棄された井戸は、温室効果ガスを大気中に漏出する可能性があるが、良好な地点が自然景観に

復元されると、再生地帯は天然の炭素吸収源として機能し、根や土壌に炭素を貯蔵する。 全国の廃

井戸を再生・復元する連邦プログラムは、質の高い仕事を提供しつつ、気候危機の解決策としても役立つ。 

 

下院民主党のインフラ法案、H.R. 2「前進法」の第84101条は、連邦孤児となった良好な修復プログ

ラムを設立し、連邦、部族、州、私有地の孤児油井・ガス井の修復、埋め立て、閉鎖に5年間で20億

ドルを支給することを認めている。 
 
 

1559 GAO-18-250、GAO-18-250、石油・ガス井1559政府説明責任局:土地管理局のデータを改善し、その潜在的責任を監視する必要性(2018年5月):14。 
1560 Interstate Oil & Gas Compact Commission、Idle & Ophan Oil & Gas Wells: 州および州の規制戦略 
(2019): 12-14. 

1561 U.S. Environmental Protection Agency, Inventory of U.S. Greenhouse Gas Emissions and Sinks 1990-2016: Abandoned Oil and Gas Wells (2018年4月)、https://www.epa.gov/sites/production/files/

2018- 04/documents/ghgemissions_abanded_wells.pdf at 3。 
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勧告:議会は、孤立した石油・ガス井戸を修復・再生するための埋め立て基金を設立すべきであ

る。 このプログラムは、連邦政府の土地管理機関が、公有地や公有水域、ならびに州、部族、領

土の孤児井戸を修復し、再生するための資金を提供すべきである。州、部族、領土にも、州、私

有地、部族、領土の孤児井戸を修復し、再生するための資金が提供されるべきである。 

さらに、このプログラムは、陸上および沖合のいずれの井戸跡地に対しても、気候および生物多

様性の利益を優先する強力な埋め立て基準が確立されるべきである。 

 

勧告: BLMの検査・施行プログラムは、メタンの漏出、流出、および安全でない掘削・採掘慣行の

阻止を含め、安全で責任ある資源開発を確保する責任がある。 議会は、BLMの査察・執行活動

のための資金を増やすべきである。これには、公有地で遺棄され孤児となった井戸を発見・記録

することも含まれるべきである。 

議会は、DOIに対し、特定されたすべての井戸のデータベースと地図を確立し、埋め立て作業の優

先順位を付けるよう指示すべきである。 さらに、議会は、州および領土の石油・ガス規制当局および当局

に対し、その管轄内での検査、執行、および検知のための資金を提供すべきである。 

 

管轄：天然資源委員会 

 

 経済移行期における州・地域社会への投資  

一部の州、郡、コミュニティは、雇用と収入を化石燃料の採取に依存している。 公共用地で純ゼロ

エミッションを達成するための計画には、これらのコミュニティのための強固な経済移行計画を含めなけれ

ばならない。 

 

構成要素:経済移行期における化石燃料依存州、コミュニティ、労働者の歴史的支援 

 

州は、ロイヤルティ、ボーナス入札、およびその他のレンタル料金を通じて、公有地の石油・ガス掘

削からの収入を受け取る。 陸上では、石油・ガス開発から徴収される収入の約半分は、石油・ガス開発から

徴収される州に帰属する。1562 海上の場合、州は通常収入の27%1563または37.5%1564のいずれかを受け取る。この

収入は、リースの所在地によって異なる。州は、メキシコ湾の遠隔地でのリースでは収入のうち、より多くの部分

を受け取っており、近海でのリースの収入では、より小さな部分を受け取っている。 これらの収入は、しばしば

州の予算を下支えし、公立学校やその他の公共サービスに資金を提供し、石油価格が高ければ財政黒字を

生む可能性がある。 

 

委員長の ラウル・グリヤエヴァ(D-AZ)は、「2019年米国公有地・水面気候問題解決法H.R. 543

5」を導入した。これにより、連邦エネルギー移行経済開発援助基金が設立される予定である。 

この法案は、ロイヤルティ料金を引き上げ、陸上および海上の石油・ガスリースの生産に関して

1エーカー当たり年間4ドルの「資源料金の節約」を実施し、陸上および海上の石油やガスを生

産していない場合リース案件の場合は1エーカー当たり年間6ドルの「投機的リース料」を実施す

ることで、この基金に充てられている。 
 

1562 Mineral Leasing Act, 30 USC § 191; CBO, Federal Lands (2016年4月) 8-9. 
1563 外側大陸棚土地法、43 U.S. C. §1337; CBO、連邦土地の原油および天然ガスから連邦所得を増加させるためのオプション(2016年4月):8-9。 
1564メキシコ湾エネルギー安全保障法、43 U.S. C. §1331; CBO、連邦土地の原油および天然ガスから連邦所得を増加させるためのオプション(2016年4月):8-9。 
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これらの料金に加えて、徴収された追加ロイヤリティの半分は移行基金に預託され、残りの半分は生産

が行われた州に戻される。 基金は、歴史的に化石燃料に依存するコミュニティの経済的将来を引きつけ、

投資するためのパートナーシップの構築、年金と退職保障の保証、個人とコミュニティへの教育、再訓練、

再開発支援の提供、避難した労働者が雇用を見つけるか退職するまでの賃金支援の橋渡し、化石燃料の

採掘と採掘によって影響を受ける土地と水の環境修復など、さまざまなイニシアティブに利用することができ

る。 法案はまた、移行基金の管理と配分を支援するために、公正な移行諮問委員会を設置するこ

とになる。 

 

本報告書では、「米国の労働者への投資と公正な経済の構築」と題するセクションで、化石燃料か

らの転換やクリーンな経済への移行から米国の労働力の利益を確保するための提言と政策につい

て概説する。 

 

勧告:議会は、公有地における化石燃料の採取からの移行のために、州、コミュニティ、労働者に財

政的・技術的支援を提供すべきである。 この移行支援には、以下を含めるべきである 

 

(1) 国家、コミュニティ、労働者のための経済開発と移行イニシアティブのために、公有地

における化石燃料採取からの収入と手数料を用いて移行基金を設立する。 

(2) エネルギー生産州は、連邦政府が、州内に所在する連邦土地の将来の石油・天然ガス採

掘からの収入予測に基づいて、一度限りの現金支払いを行い、その代わりに、州内の公

有地で生み出される将来の賃貸収入と生産収入はすべて連邦政府に振り向けられるとい

う、エネルギー生産州の選択肢を提供している。 

(3) 買収を選択しない州にとっては、化石燃料開発からの移行を支援するために、州が既

存の化石燃料採掘活動からの収入を連邦政府がマッチさせる「雨の日」基金に預託す

る選択肢を持つ州の資金マッチングプログラムを開発する。 

(4) 自然エネルギー開発、森林・自然空間の回復など、公有地で最も化石燃料の採取量が

多い州の連邦土地での炭素隔離プロジェクトに優先順位をつける 

(5) 関連する連邦政府機関に対し、公有地や水域における化石燃料の採取から地域経

済を移行させる計画を策定する際に、コミュニティに技術支援を提供するよう指示す

る。 

 

管轄:天然資源委員会、教育・労働委員会 

 

構成要素：国や地方自治体、コミュニティが公共土地から提供される気候や生態系の恩恵

に報いること。 

 

連邦政府の所有地は州や地方政府によって課税されない。1565 

地方政府の裁量的予算は、多くの場合、土地や売上税から得られることが多いため、連邦政府の

土地に課税できないことは、州や地方の歳入に大きな影響を与える可能性がある。 議会が創設した

のは 
 

1565 議会調査局、CRS RL31392、PILT(租税に代わる支払い):いくぶん簡略化された(2017年10月5日)。 
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固定資産税の損失を補うために連邦所有地を含む地方自治体に補償金を支払うPILTプログラムで

ある。1566 

 

同様に、2000年の「安全な農村学校・コミュニティ自決法」(SRS)は、国有林地を有する775以上の農

村郡と、全米の国有林地付近に位置する4,400の学校に資金を提供している。1567 郡では、国有林

地または特定のBLM地が歴史的にエージェンシー収入の割合を受けてきた。しかし、1990年代に木

材収入が減少し始めたとき、連邦議会は、学校、道路、サービスに対するエージェンシー収入分配

プログラムを補完するための一時的資金を提供するSRSプログラムを制定した。1568 

 

連邦政府の土地や森林は、炭素貯蔵、気候の回復力、生態系サービス、野外レクリエーションを通

じて公共の利益をもたらす。 しかし、連邦政府の土地を持つ州や郡は、彼らが提供する公的給付に対する

補償を受けていない。 

 

アン・カークパトリック下院議員(D-AZ) は、PILT永続認可法であるH.R. 3043を導入した。これは、税

金プログラムに代わる支払いを永続的に認可するものである。 ジョー・ネグゼ下院議員(D-CO)は、 

H.R. 3048、「安全な農村学校とコミュニティ自決法」(2000年)を延長し、SRSを2020年度まで延長す

る。 この法案は2019年12月に成立し、2021年4月までの支払いを確保した。 

 

勧告:安全な農村学校とコミュニティ自決法を2021年以降に拡大することに加え、議会

はPILTプログラムを再承認すべきである。 

 

勧告:議会は、PILTとSRSに基づき、州政府と地方政府に対し、気候便益、生態系便益、野外レク

リエーションの機会、その他の公共便益を提供する政府を公平に補償するために、自らの管轄区

域内の保護された無傷の公有地と森林の量に基づいて、より多くの資金を提供すべきである。 議

会は、これらのプログラムを、公共用地や水域の管理強化を奨励し、隣接する州、コミュニティ、お

よび連邦管轄区域と協力して復興を計画するコミュニティに追加的なインセンティブを与えるように

構成すべきである。 

 

管轄：天然資源委員会 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

1566 前に同じ 
1567 U.S. Cenat Committee on Energy & Natural Resources, "Cantell: We Must Support Our Rular Communitys" (2017年5月2日)、https://www.energy.senate.gov/public/index.cfm/2017/5/cantwell-we-

must-support-our-rural-communities; Office of Congressman Peter DeFazio, Press Release: DeFazio Leads Bipartisan Effortural Schools Program (2019年10月22日)、https://defazio.house.gov/media-ce

nter/press-releases/defazio-leads-bipartisan-effort-to-extendsecure-rural-schools-program。 
1568 Congressional Research Service, CRS R41303, Reauthorizing the Secure Rural Schools and Community Self-Decimentation Act of 2000 (2020年4月21日): 1. 
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2020年2月、気候・安全保障センターの国家安全保障、軍事、情報の専門家からなるパネルは、

気候変動の緩和されていない気候変動とその影響による安全保障環境、インフラ、制度に対する

深刻な脅威についての包括的な警告を発表した。 これらの専門家は、社会的・政治的不安定性

や米軍の任務やインフラに対するリスクなど、世界の各地域に対する複数の脅威に着目した。 彼

らは、「低温のシナリオでさえ、世界の各地域は、今後30年間に国家及び世界の安全保障に対する深刻

なリスクに直面するであろう」と結論付けた。 より高いレベルの温暖化は、21世紀中に破滅的で、お

そらく取り返しのつかない世界の安全保障上のリスクを引き起こすだろう。この新しい報告書は、

多くの国家安全保障専門家が10年以上にわたって言ってきたことを繰り返し述べている。すなわ

ち、気候変動は米国とその国外の利益に対する国家安全保障上の脅威である。1570。 

 

本節では、議会が国家安全保障上のリスクを軽減すると同時に、2050年までに純ゼロ経済を達成

するために積極的に行動する具体的な方法を明らかにする。 

 

 

国防省(DOD)は、世界4,775の施設に所在する約58万5,000の施設保有している。1571 価値にして

1兆2,000億ドル以上の国防省の不動産は、米国の国家安全保障にとって重要である。1572 極端

な天候の増加、海面水位の上昇、そしてこれらの出来事に伴う世界的な不安定性は、すべて国

防省のインフラや軍人、家族、退役軍人の福利を脅かす可能性のある気候変動の結果である。 

国防省は、ジョージ・W・ブッシュ政権以降、「国家防衛戦略」および「4年ごとの国防計画の見直し」において、

気候変動の脅威を認識している。1573 

 

2018年度国防授権法(NDAA)で国防省は、気候変動が省の活動に与える影響について報告する

ことが義務付けられている。1574この要件に関連する所見の中で、当時のジェームズ・マッティス国

防長官が「極地航路、海面上昇、砂漠化その他気候変動の影響が安全保障面でインパクトを与

えていることが認められる」と述べたことが引用された。 
 

1569 気候変動に関する国家安全保障・軍事・情報パネル、地球規模気候変動の安全保障脅威評価(気候安全保障センター、2020年) 
1570 例えば、国家安全保障と気候変動の脅威(CNA Corporation, 2007)を参照。 
1571「施設」とは、建物、構築物及び線状構造物をいう。

 米国防省「Base Structure Report - 2018 Baseline, A Summary of the Real Property Inventory Data (2018)」、p DoD - 2 

1572 GAO-19-453「気候耐性:リスクを評価し、設置マスタープランと施設設計における気候予測の利用に関するガイダンスを提供するためのDODの必要性」(2019年6月) 
1573 米国防省、国防戦略(08(平成20)年6月)、米国防省「4年毎の国防計画の見直し報告書」(10(同22)年2月)、米国防省「4年毎の国防計画の見直し」(14(同26)年3月)、米国防省「気候変動の国防省への

影響に関する国防次官室」(11(同29)年1月)、ブリッジ・スティーブン・A・チェイニー上級将、スティーブン・A・チェイニーの米国下院金融サービス委員会への証言(11(同29)年9月11日)。 
1574 NDAA(2018年度)、Pub L No. 115-91 セクション 335. 気候変動が国防総省に与える影響に関する報告書 

米国の気候リスクに直面する 

国家安全保障 

強靱な国防のための気候耐性と準備の進展 
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1575 同様に国家情報局長官は、「多くの国が、気象災害、干ばつ、飢餓、インフラの破壊など、気

候に起因する混乱に直面するであろう。これらの混乱は、米国の対応、対処、適応能力にストレス

を与える。また、気候関連のインパクトは移民にも影響するが、途上で確保できる宿や食料がそ

の需要に足りなくなるようだと特に問題となるだろう。」と述べている。 1576これらや他の防衛関係

要人の懸念を踏まえ「気候変動は米国の国家安全保障にとって直接的な脅威である」との議会の

認識が示されたため2019年1月に国防省は必要な報告書を提出した。 「気候変動の影響は、[DOD]

の任務、作戦計画、設置に影響を与える可能性のある国家安全保障上の問題である」と認識したうえで、1577 

報告書では、検討された79の施設の約3分の2が洪水に対して脆弱であり、半数以上が干ばつに対して脆弱

であり、約半数が野火に対して脆弱であると指摘している。1578 

 

2018年には、気候変動に起因する極端な気象現象による軍事施設へのリスクが、厳し居結果とな

って現れた。 ハリケーン・フロレンスは、ノースカロライナ州のキャンプ・レユネおよびその他の海兵隊施設

に36億ドルの被害をもたらした。また、ハリケーン・マイケルは、洪水、高潮、干ばつ、および野火によってフ

ロリダ州のティンダル空軍基地に30億ドルの被害をもたらした。1579 第四次全米気候評価書は洪水、高潮、

干ばつと自然火災を軍事施設に対する気候関連の脅威と位置付けている。1580 2019年6月、政府説明責任

局(GAO)は、特定の事例における例示的な取り組みにもかかわらず、DODの施設は気候の脅威に体系的に

対処していないことを明らかにした。1581 GAOは、施設の立地および設計における気候予測の利用を含む、

DODの設置マスタープランにおける気候リスクへの対処に関するガイダンスを発行するようDODに勧告し

た。1582 GAOはまた、DODに対して極端な気象現象に関連するコストおよびそれらの施設、施設、運用に及

ぼす気候変動の影響を体系的に追跡することを勧告した。1583 

 

これらのコストを踏まえ、省エネルギーの進展とエネルギーの強靱性を達成するための官民パート

ナーシップを促進するマスタープランニングと当局を通じたエネルギーの強靱性の構築に焦点を当

てた過去のNDAAの作業を踏まえ、2020年度に制定されたNDAAは、導入の強靱性に対する気候

変動のコストと影響に対処するため、国防省に施設に対する気候変動の影響とコストを試算すると

いう重要な要件を課した。1584 20年度のNDAAでは、国防省に対し、極端な天候や海面上昇、洪水、

自然火災を含む他の気候影響による導入のリスクを軽減するための導入マスタープランを策定し、

完成版に関する年次報告書を準備することを求めている。 

 

1575 前に同じ。 
1576 同上 
1577 米国防省「気候変動の影響に関する国防次官室」(2019年1月)2頁。 
1578 同上 16 
1579 GAO-19-157SP、ハイリスク・シリーズ:ハイリスク・エリアのより大きな進展を達成するために必要な実質的な努力(2019年3月)。 
1580 米国地球変動研究計画第2版(2018年11月)、第16章。 
1581 GAO-19-453「気候耐性:リスクを評価し、設置マスタープランと施設設計における気候予測の利用に関するガイダンスを提供するためのDODの必要性」(2019年6月) 
1582 同上 
1583 GAO-18-206「気候変動への適応:国防総省が海外施設の計画・協力に適応策を取り入れる必要性」(2017年11月) 
1584 NDAA(2020年度)、H. Rept.

 116-333(第116回議会)、https://www.congress.gov/116/crpt/hrpt333/CRPT- 116hrpt3333.pdf, Secs. 326、327、328、および2801。 
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気候変動への耐性のためのマスタープランニングの重要性を強化するため、国防省は2020年度

に、軍事施設におけるエネルギーと気候変動への耐性のための軍事建設のための建築基準の

更新プロセスを開始するまで、同年度における軍事建設プロジェクトの計画・設計資金を支出す

る能力を制限する措置を取った。 さらに、国防長官または個別軍事省の長官は、将来の軍事建設計画

のためのすべての提案が、環境条件の長期的な変化の可能性と、ますます頻繁になる極端な気象現象を

考慮していることを証明しなければならない。1585 

 

さらに、2020年度のNDAAでは、気候リスク評価ツールの配備、洪水リスクを定量化するた

めの気候変動に焦点を当てた海面上昇モデルの実現可能性の評価、大気中の直接的な

炭素回収とブルーカーボン除去の研究開発プログラムの創設、そして、DODの軍事ネット

ワーク、システム、施設、その他の資産・能力に対する異常気象の影響の緩和のための予

算を配分された予算案が要求された。1586さらには、エネルギーの回復力、効率性、および

軍事施設の保全の改善を目的としたインフラ投資を支援するDODのエネルギー耐性・保

全投資プログラムへの強力な支援が表明された。 2020年度NDAAは、予算要求を1億3,30

0万ドル上回る総額2億8,300万ドルを承認し、このプログラムの利用を拡大した。1587 

 

このセクションでは、国防省が任務と即応性に対する気候リスクにさらに対処できる方法を明らかに

するとともに、装備司令官と近隣コミュニティとの連携強化についても述べる。 

 

構成要素:DODの施設に地域社会と連携した気候計画を求める 

 

軍事施設は、しばしばアクセス、運転、補給そして人員面で不可欠な支援を提供する地元コミュニ

ティに深く埋め込まれており、軍事施設を受け入れる1588州、部族、領土、地方の管轄区域は、連

邦災害援助の前提条件として連邦緊急管理庁(FEMA)によって承認されたハザード緩和計画を作

成する必要がある。 設置の指揮官と計画立案者は、隣接するSLTT政府と調整し、施設の気候関

連リスクに対処するハザード緩和計画を策定することができるが、現時点では、そうすることは要

求されていない。 さらに、GAOは、国防総省が環境司法の取り組みに優先順位を付けていないことを認

め、環境司法問題の特定と対処に向けた取り組みがほとんど進んでいないことを明らかにした。1589 

 

勧告:議会は、国防省に対し、国内の軍事施設が、施設の通勤距離に隣接し、通勤距離内にある

州、部族、領土、地方政府による、災害の軽減と気候回復計画との調整を行うよう指示すべきで

ある。 
 

1585 前に同じ, Sec.
 2801a、2801b、2804、2805 

1586 同上 Sec. 326、2806、223、328。 

1587 同上, Sec.
 2402、米国防省「国防予算2020年度:建設計画(C-1)」 

https://comptroller.defense.gov/Portals/45/Documents/defbudget/fy2020/fy2020_c1.pdf.(2019年3月) 

1588 Maria McCollester, Michelle E. Miro, and Kristin Van Abel, Building Resilience Together: Military and Local Government Collaboration for Climate Adaptation (RAND Corporation, 2020). 
1589 GAO, GAO-19-543, 環境司法: Federal Efformations は、より良い計画、調整、進捗状況の評価方法を必要とする(2019年9月)。 
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国防省はまた、環境司法コミュニティや、設置計画や活動が排水や環境への影響などのコミュ

ニティ資源に影響を与える他のコミュニティ組織を含む利害関係者と調整すべきである。 FEMA

は、そのような調整を含むハザード軽減計画のみを承認すべきである。 

 

管轄:軍事サービス委員会、輸送・インフラ委員会 

 

構成要素:DOD調達、物流、サプライチェーン管理における気候リスクへの配慮を求める 

 

国防省は、兵器、車両、食糧、ユニフォーム、作戦支援などの物資・サービスの連邦契約に年間3,0

00億ドル以上を費やしている。1590 ロジスチックスやサプライチェーンを支える業者は、米国の防衛

に重要な役割を果たしている。 

 

2016年、国防省は、「気候変動が物流インフラ、資材調達と供給(重要なサプライヤーと重要なコン

ポーネントを含む)、主要な輸送モードと輸送経路、貯蔵と備蓄活動に与えるリスク」を特定し、検討

するためにDOD指令4715.21を発行した。1591 

 

2019年、ヴェロニカ・エスコバー下院議員(D-TX)とエリザベス・ウォーレン上院議員(D-MA)は、「国

防省気候耐性・準備法 (H.R. 2759/S. 1498)」を導入した。 この法案には、国防総省がその調達プロセ

スにおいて気候リスクを考慮するための条項が含まれており、これには関連するコーポレート・ガバナンスや

請負業者のエネルギー効率化慣行が含まれる。1592 

 

勧告:議会は、気候変動の影響に対処するために、国防省が現在および将来の調達、物流、サプ

ライ・チェーン・マネジメント業務に適応するために必要な権限と資源を有することを確保するため

に、国防総省指令4715.21を法制化すべきである。 請負業者は、気候変動リスクを評価する必要があ

る。 

 

勧告:議会は、気候の回復力に関連する政策の統合的かつ相乗的な発展を確保し、2014年気候

変動適応ロードマップを更新するようDODに指示するために、エネルギー、設置、環境担当国防

次官補の地位を再確立すべきである。 軍事施設に関する戦略的決定は、気候変動に伴うリスク

を考慮しなければならない。 

 

勧告:議会は、GAOに対し、2020年度NDAAの気候緩和・適応条項の遵守状況を見直すよう

指示すべきである。これには、マスタープランニングを開始する措置や、軍事施設の設置エ

ネルギーと気候耐性を促進するための統一施設基準の更新を求める措置が含まれる。 

 

管轄：軍事委員会 
 

 

 
1590 議会調査局「国防獲得:国防総省が契約ドルをどのように、どこで支出するか」(2018年7月)  
1591 U.S.Department of Defense Directive 4715.21, Climate Change Adapption and Resilience (2016年1月14日、2018年8月31日更新)。 

1592
 第6節. 国防総省の気候に配慮した契約 
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気候変動の安全保障上の影響に備える  

気候変動は、国境の内外を問わず、米国の安全保障を脅かしている。 極端な気象現象の激化は、

多大な苦痛と困難のリスクを増大させる。 こうしたショックは、コミュニティを不安定化させ、金融シ

ステムを脅かし、連邦政府を予期せぬ巨額の支出にさらす可能性がある。 開発途上国は、特に気候

変動の影響に直面する準備が整っていない。 その結果、人道・難民危機が発生した場合には、それがチェッ

クされなければ、国家安全保障上の脅威となる可能性がある。 

 

構成要素:気候リスク計画に国土安全保障省とFEMAを必要とする 

 

国土安全保障省(DHS)は、国境内のリスクから国を守る責任を負っている。 2013年のDHS気候行

動計画では、気候に関連する主要な国土安全保障上の課題が特定されている。1593 これには重要

インフラの保護、疾病の発生に対する準備、災害援助の管理などが含まれている。 国土安全保障

省は、2014年に気候行動計画の補遺を発表して以来、気候行動計画を更新していない。 

 

DHSの中で、FEMAは災害前の準備と災害後の援助を支援する重要な組織である。 効果的に展

開されたFEMAの支援と保険プログラムは、災害の負の影響を軽減するのに役立つ。 しかし、GA

Oは、明確で断固たるリーダーシップが欠けていることが、FEMAの大規模災害への準備と迅速な

対応能力を妨げていると指摘している。1594 またGAOは、災害復旧コストの急増は連邦政府、特

にFEMAのような機関にとって大きな財政リスクであるとしている。1595 現行のFEMA戦略計画に気

候関連リスクは言及されていない。 
1596 

 

イベット・クラーク下院議員(D-NY)は、FEMA気候変動対策法(H.R.4823)を導入した。 この法案は、F

EMAが戦略計画の中で気候変動の脅威に明示的に対処することを求めている。 クラーク下院議員はまた、

国土安全保障省気候変動研究法(H.R.4737)を導入した。 2020年2月10日に下院を通過したこの法案は、国

土安全保障省の科学技術担当次官に、気候変動が国土安全保障に及ぼす影響を扱った連邦政府の研究

の評価を求めるものである。 同法案は、主にテロリストの脅威や自然災害に対する気候変動の影

響に焦点を当てている。 これは、重要なインフラ、公衆衛生、感染症、水と食料安全保障など、国

土安全保障上のいくつかの主要な懸念には対処していない。 

 

勧告:議会は、国土安全保障省に対し、重要インフラの保護、公衆衛生の保護、感染症対策、水と

食糧、気候変動による国内・国境を越えた移住に備えた本土の整備の安全確保を含む、国内安全

保障と本土への気候変動の影響について2年以内に国土安全保障省が調査し、議会に報告するよ

う指示すべきである。 
 

 

1593 米国国土安全保障省「国土安全保障省気候行動計画」(2013年9月)、国土安全保障省「国土安全保障省気候行動計画」(2014年6月) 
1594 GAO-06-365R、政府説明責任室、GAOの予備的事項に関するDavid M. Walker監督官の声明 
ハリケーン「カトリーナ」及び「リタ」(平成18年2月)への対応に関する観測 

1595 GAO-19-157SP、ハイリスク・シリーズ:ハイリスク分野のより大きな進展を達成するために必要な実質的な努力(2019年3月)。 
1596 FEMA, FEMA 2018-2022戦略計画(2018年3月) 
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勧告:議会は、FEMA戦略計画に対し、ミッション分野における気候関連リスクを明確に説明するよ

う要求すべきである。 これらには、リスクの高い地域とその周辺に住民が集中していることを確認するこ

と、Mitigation Framework Leadership Group (MitFLG) を通じた省庁間の調整を進めること、危機管理コミュニテ

ィがリスクの特定、緩和、緊急対応、災害復旧を強化するための政策と実践を確実に適応させることなど

が含まれる。 

 

管轄：国土安全保障委員会、運輸・インフラ委員会 

 

構成要素:気候リスクと国家安全保障に関する機関間調整の強化 

 
2016年の大統領覚書では、気候変動に関する米国の国家安全保障上の優先事項を特定する

ため、20の連邦機関の参加を得て、「気候と国家安全保障に関する作業部会」が設置された。1

597翌年トランプ大統領は、この2016年の大統領覚書を取り消した。 

 

スティーブン・リンチ下院議員(D-MA)は、2019年気候変動国家安全保障戦略法(H.R. 1201)を導

入した。同法は、気候・国家安全保障作業部会を再設立し、その任務を遂行するために米国地

球変動研究計画(USGCRP)と緊密に協力することを承認するものである。 

 

2020年度に制定されたNDAAは、気候安全保障諮問委員会(CSAC)の創設を通じて、気候リスク

と国家安全保障に関する省庁間の調整を再構築するための第一歩を踏み出した。1598 CSACは

中央情報局(CIA)、国務省、国土地理空間情報局、エネルギー省(DOE)、DODの米国情報機関を

中心に構成され、気候変動の世界的な安全保障上の影響を評価し、関連する気候情報の省庁

間での交換を促進する。 CSACの成功には、米国政府内の情報、外交、開発、研究能力間の強

力な調整が必要である。 しかし、施行されたNDAAは、特定の連邦科学機関の参加を義務付け

ておらず、代わりに、CSACに気候に関する専門知識を有する不特定の連邦文民職員3名のみを

加えることを義務付けている。 従って、前回の気候・国家安全保障作業部会と比較して、CSAC

は、気候に関連する国家安全保障上のリスクを十分に評価するために必要な文民の気候科学

の専門知識を欠いている可能性がある。 

 

勧告:議会は、USGCRPに対し、気候変動の世界的な安全保障上の影響を評価し、関連する気候

情報の交換を促進するCSACのミッションを支援する権限を与えるべきである。 議会はまた、USG

CRPに対し、CSACのミッションを支援するために、米国科学・工学・医学アカデミーの気候科学・政

策関連の能力を関与させるよう指示すべきである。 さらに、連邦議会は、内務省、農務省、商務省、

保健・人間サービス省、国土安全保障省、米国環境保護庁(EPA)、米国航空宇宙局(NASA)の代表を含

め、連邦文民科学機関に対し、CSACに高官を任命するよう指示すべきである。 
 
 

1597 The White House, Presidential Morandum 568: Climate Change and National Security(2016年9月) 
1598  NDAA for FY2020, H. Rept. 116-333(第116議会)、法務省 5321. 気候諮問委員会の設置 
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管轄：情報委員会、外務委員会、科学・宇宙・技術委員会 

 

構成要素:国家安全保障計画にストレステストのための気候変動情報を組み込む 

 

2019年国家情報戦略は、人口の移住と都市化の増加が政府の能力を歪める可能性があり、気候

危機がさらなる圧力の原因となり得ることを認識している。1599 諜報コミュニティは、国家安全保障

上の潜在的脅威を特定するのに役立つさまざまな社会的、経済的、政治的なストレスに外国政府

や社会が耐える能力を検討するためのストレステストに既に関与している。 気候リスク、社会経済

問題、政治状況の潜在的な混乱を定期的なストレステストに組み込むことによって、情報コミュニティは、

リスクを低減し、回復力を向上させる努力のために、リスクの高い分野を優先順位付けするよう、国家安

全保障の意思決定者に情報を提供することができる。 ストレステストは、特定の安全保障上の懸念が

ある国や地域、あるいは、食料供給システム、グローバルな公衆衛生システム、重要物資や災害

救援のためのサプライチェーンなどの重要なニーズを満たすグローバルシステムに適用すること

ができる。 このストレステストを支援するためには、関連性があり、実行可能な気候変動情報を利用でき

るようにすることが不可欠である。 このような気候変動に関する情報は膨大な量に存在するが、この

情報を国家安全保障の分析と政策に組み込むためのプロトコルやプラットフォームはほとんど存

在しない。1600 

 

議員有志は、国家安全保障計画に気候リスクへの配慮が含まれることを確保するため、第116回

連邦議会で法案を提出した。 ベロニカ・エスコバール下院議員(D-TX)とエリザベス・ウォーレン上

院議員(D-MA)は、国防省の気候耐性・即応性法(H.R.2759/S.1498)を導入した。これには、国防省

がより広範な計画と国防戦略の中で気候変動を考慮することを義務付ける規定が含まれている。

1601 デニー・ヘック下院議員(D-WA)は、2019年の気候安全保障情報法(H.R.3110)を導入した。この

法律は、国家情報局長室内に気候安全保障情報センターを設置するものである。 ジョー・ネグゼ

下院議員(D-CO)は、2020年気候即応法(H.R. 6119)を導入した。これにより、国防長官は、気候危

機に伴う国家安全保障上の影響と対応戦略について、議会に報告書を作成することが求められ

る。 この報告書は、気候危機が米国軍の任務、世界的な紛争、地政学的不安定性にどのような影響を与え

るかを概観するとともに、国家安全保障上の脅威に対処するための提言を提供するものである。 

 

勧告:議会は、気候安全保障諮問委員会に対し、懸念される破壊的な気候現象に対処する能力

を測定するために、国、地域、重要システムの定期的なシナリオに基づくストレステストを監督す

るよう指示すべきである。 ストレステストには、気候現象と社会的、経済的、政治的条件との間に潜在

的に破壊的な相互作用があるシナリオを含めるべきである。 脆弱性とデータ収集の必要性に関連す

るストレステストの知見は、省庁間の研究開発の優先順位を知らせるべきである。 
 

 

1599 米国国家情報戦略国家情報長官室(2019) 
1600 National Research Council, Climate and Social Stress: Implications for Security Analysis (National Academies Press, 2013). 
1601

 9. 国防省の既存戦略に気候耐性を組み込む。 
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勧告:議会は、機密扱いされていない環境に存在する研究、開発、分析能力を結びつけ、諜報コミュ

ニティが必要とするあらゆる範囲の国家安全保障評価を支援するための戦略と手順を策定するよ

う、気候安全保障諮問委員会に命じるべきである。 分類されていないパートナーとしては、大学、国

立研究所、連邦政府機関、および民間部門が考えられる。 

 

勧告:議会は、国防省に対し、2014年気候変動適応ロードマップの包括的な更新を準備し、その結

果を議会に報告するよう求めるべきである。 この最新情報には、気候危機が米国の国家安全保

障、軍の任務、世界的な紛争、地政学的不安定性に及ぼす影響に関する分析、気候危機によって

悪化する可能性のある国家安全保障上の脅威に対処するための提言が含まれるべきである。 

 

管轄：軍事委員会、諜報委員会 
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気候危機に対処するためには、国際的な関与における米国のリーダーシップが不可欠である。 

気候問題の解決策を進展させる機会は、米国の多国間、二国間、国際的な開発及び人道的な努

力において、優先事項でなければならない。 気候変動の影響は、世界中の脆弱な人々や国々にとって

深刻であり、食料不安や土地、水、天然資源の競争といった既存の課題を悪化させている。 その結果、人

道危機の危険性や紛争の危険性が高まり、地域および世界の安全保障が脅かされる。 世界的な気候問

題の解決策の進展を支援することは、米国の国家安全保障を強化するであろう。 気候スマートな

開発を支援し、気候問題の解決策について各国と協力することで、米国は各国が自国の状況に対処し、

すべての人に安全と経済的利益をもたらすパートナーシップを促進することができる。 

 

2015年12月、パリは国際的な気候の突破口となった。 何年にもわたって試練の末、世界の国々はつい

に、すべての国に真に適用可能な気候協定を交渉した。 パリ気候協定の鍵は、各国が気候危機の解決に

どのように貢献できるかを決定し、これらの貢献の報告と検証のためのメカニズムを提供することである。 

この合意の構造は、「世界平均気温の上昇を産業革命前の水準よりも2℃ずっと低く抑え、産業革

命前の水準よりも1.5℃高い気温の上昇を抑える努力を追求する」という世界目標を達成しようと

する各国の野心を高めることを期待している。1602パリ・アウトカム・ステートメントはまた、世界の

気候変動対策を強化するために、地方政府、企業、市民社会が果たすことのできる貢献を認識し

ている。1603 この歴史的な国際合意は、破滅的な気候の結果を回避し、すでに明らかになってい

る影響に対応するために、クリーンエネルギーと気候の解決策を見出すべく190カ国以上を集め

た。 トランプ大統領は、米国のパリ気候協定からの撤退を求め、ポンペオ国務長官は、2019年11月、1年

間の撤退プロセスを開始した。1604  2020年11月4日発効で、米国はパリ気候協定に参加しない唯一の国と

なる。1605 

 

米国は、パリ気候協定交渉の成功に重要な役割を果たした。また、トランプ大統領の同協定から

の脱退計画は、米国の世界的なリーダーシップを損なうものである。 2019年5月の超党派投票によ

り、下院は「気候行動現行法」を可決し、米国をパリ協定に維持することの重要性を確認した。 パリ協定は、

州、地方、部族の公選職員、財界の指導者、消費者団体、保健団体、労働団体などから広範な支援を受

けている。 2,000以上の企業と投資家、289の都市と郡、10の州が独自にパリ協定に対する米国の貢献を充

足することを約束した。1606 

 
1602 2015年11月30日~12月13日(平成28年1月29日)にパリで開催された第21回国連締約国会議報告書 
1603 同上 
1604 米国国務省「パリ協定からの米国の撤退について」2019年11月4日、 
https://www.state.gov/on-the-u-s-withdrawal-from-the-paris-agreement/. 

1605 Ni McCarthy, Forbes, As the U.S. Drevents As the U.S. Drevents and the Paris Climate Agreement?, 2019 11月6日、https://www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2019/11/06/as-the-us-wit

hdraws-which-countries-areparticipating-in-the-paris-climate-agreement-infographic/#7e25754a38f0。 

国際舞台におけるアメリカのリーダーシ

ップを回復する。 

https://www.state.gov/on-the-u-s-withdrawal-from-the-paris-agreement/
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AFLCIO委員長のリチャード・トラムカは、米国が「米国の労働者のために最善の成果を達成できる

ように」合意にとどまるべきであると主張した。1607米国商工会議所は、パリ協定への米国の参加を

支持した。1608エクソンモービルまでも、パリ協定を「気候変動の深刻なリスクに対処する上で世界

各国政府が重要な一歩」と呼んでいる。1609 

 

選考委員会の多数派は、気候行動にコミットした将来の大統領がパリ気候協定に復帰すると予想

しているが、その間、議会は、米国が世界的な気候問題の解決を引き続き支援することを確保す

るための措置を講じることができる。 本節では、米国の国際的な気候変動への関与の機会のいく

つかについて議論する。 

 

構成要素:国際気候ファイナンスプログラムへの米国の参加強化 

 
「緑の気候基金」は、気候変動対策のための開発途上国への資金支援を目的として設立された基

金である。 オバマ大統領は2014年に緑の気候基金に30億ドルの拠出を約束し、現在までに10億ドルを送金

した。1610米国がパリ気候協定からの脱退を表明して以来、トランプ大統領は緑の気候基金に対する米国の追

加支援を拒否している。 

 

アドリアーノ・エスパイラ下院議員(D-NY-13)は、2019年緑の気候基金認可法(H.R. 4986)を導入し

た。同法は、国際緑の気候基金への米国の予算配分を認め、「環境の正義と気候の正義を促進す

るために米国政府が世界のパートナーと協力する責任」を強調している。法案はまたジェンダーの

平等を推進し、先住民の自由、事前、インフォームド・コンセントを得た上で、受益者コミュニティが開

発するプログラムやプロジェクトを支援するため、環境上の正義と気候司法の原則を支持する気候

資金を提供する米国の政策に関する声明を発表した。 

 

勧告:議会は、緑の気候基金に対する我々の財政的コミットメントを達成するために必要な資金を

拠出すべきである。 

 

管轄:外務委員会 

 

構成要素:国際ミッションとプログラムにおける気候耐性と安全の進展 

 
大気中の炭素汚染の増加に対する歴史的貢献は限られているものの、開発途上国は気候影響の

最前線にいる。 新たな気候の脅威には、次のものがある。 

 
1606 私たちはまだhttps://www.wearestillin.com/signatoriesです。

 2020年6月アクセス。 

1607 Richard Trumka, President, AFL-CIO, "Paris Climate Agreement Rewath a Failure of American Leadership" (2017年6月1日、https://aflcio.org/press/releases/paris-climate-agre

ement-withdrawal-failure-americanleadership)の声明。 
1608 米国商工会議所1608「地球温暖化問題への取り組み」https://www.uschamber.com/climate-change-position 2020年6月アクセス。 

1609 ExonMobil, "Statements on Paris climate agreement: Statement on committee of committee of or committee inforce to committee inforce thare to force (発効合意に関する声明)"、  
1610 議会調査局「緑の気候基金:資源動員、最近のプロジェクト」(2019年11月21日) 

https://www.wearestillin.com/signatories
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病気の蔓延、熱ストレス、食料不安、災害の激化などである。 貧しく脆弱な国では、このような気候に起

因する衝撃は、政治的不安定性や難民運動を引き起こす可能性もある。 米国の外交政策と援助は、気候変

動が国家安全保障上の脅威となる前に、世界的な人道上の脅威に対処するのに役立つ。 

 

米国の連邦機関内では、いくつかのプログラムが、気候変動の外交政策と人道的意味合いに取り

組む作業をすでに行っている。 例えば、国務省の保護水局は、生態系と水資源に関する米国の外交政策

の調整を行っている。1611.米国国際開発庁(USAID)が主導し、いくつかの連邦科学機関の間で調整された、飢

餓早期警戒システムネットワーク(FEWS NET)は、世界中の開発途上国における食料不安を監視している。1612. 

 

オバマ大統領は、「気候に強靱な国際開発に関する大統領令13677」を発行した。これは、気候に

強靱な国際開発を米国政府の国際開発活動に組み込むとともに、多国間機関と同様のアプロー

チを推進することを政府機関に義務付けるものである。1613 大統領令は、連邦政府の国際開発プ

ログラムや投資を通じて気候の強靱性を促進し、温室効果ガス排出削減の取り組みを補完する

ことを目的としている。 

米国の開発援助・融資プロジェクトに影響を与える可能性があるため、開発機関は、気候変動を

自らの意思決定プロセスに組み込む必要がある。 USAIDは気候リスクのスクリーニングと管理ツ

ールを開発し、気候リスクの評価と対処に役立てている。1614 気候関連の脆弱性を管理するため

のツールと政策を活用することで、気候変動に直面した開発プロジェクトの成功が改善され、米国

の開発投資が拡大することが期待される。 

 

ニディア・ヴェラスケス下院議員(D-NY)は、2019年気候避難民法(H.R.4732)を導入した。 この法案

は、国務長官とUSAID総裁に、世界気候耐性戦略の策定を求めるものである。 この法案は、国際的な気候

への影響に対処するための連邦政府の取り組みを管理するために、国務省の気候耐性コーディネーター

を指名するものである。 加えて、この法案は、米国の既存の難民プログラムに加えて、少なくとも年

間5万人のCDPを米国に認め、気候移住者(CDP)に公式な保護を与えるものである。 

 

ロバート・メネンデス上院議員(D-NJ)は、2019年気候安全保障法(S. 745)を導入した。これにより、

国務省内に「気候安全保障使節団」が設置されることになる。 この使節は、気候変動科学、データ、予

測の統合を改善するための戦略を策定する責任を負う。 

米国の外交政策と安全保障 また、「気候安全保障理事会」は、連邦科学・安全保障機関間の協力を促

進する責任も負う。 
 

 
 

1611米国務省保全水道局「私たちの使命」https://www.state.gov/bureaus-offices/undersecretary-for-economic-growth-energy-and-the-environment/bureau-of-oceans-and-international-environmenta

l-andscientific-affairs/office-of-conservation-and-water/。
 2020年6月アクセス。 

1612 飢餓早期警戒システムネットワーク、https://fews.net/.
 2020年6月アクセス。 

1613 ホワイトハウス。
 (2014)オバマ大統領は、気候変動に対する世界の強靱性を強化するための新たな行動を発表し、炭素汚染を削減するためのパートナーシップ[ファクトシート]を立ち上げる。 ht

tps://obamawhitehouse.archives.gov/the-pressoffice/2014/09/23/fact-sheet-president-obama-announces-new-actions-strengthen-global-resil 

1614 米国国際開発庁「気候リスクのスクリーニングと管理ツール」 
https://www.climatelinks.org/resources/climate-risk-screening-management-tool. 2020年6月アクセス。 

https://www.state.gov/bureaus-offices/under-secretary-for-economic-growth-energy-and-the-environment/bureau-of-oceans-and-international-environmental-and-scientific-affairs/office-of-conservation-and-water/
https://fews.net/
https://www.climatelinks.org/resources/climate-risk-screening-management-tool
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勧告:議会は、気候変動の国際的な人道的・安全保障上の影響に対処するため、国務省に「気候セ

キュリティ・エンボイ」を設置し、国務省、USAID、平和部隊の中に、フルブライトやその他の教育・文

化関連イニシアティブを含むプログラムを拡大すべきである。 

 

勧告:連邦議会は、気候および環境のストレス要因が国家安全保障上のリスクに発展することを

予測し、防止するために、気候および社会状況を監視するプログラムを国務省内に設置すべきで

ある。 議会はまた、国務省に対し、4年ごとの外交・開発レビューにおいて気候リスクに対処するよう指示

すべきである。 

 

勧告:連邦議会は、国務長官とUSAID総裁に対し、世界気候耐性戦略の策定、国際的な気候変動

への影響に対処する連邦政府の取り組みを管理する国務省職員の指名、CDPに対する公式な保

護の提供を要求すべきであり、米国の既存の難民プログラムに加えて、少なくとも年間5万人のCD

Pを米国に認めなければならない。 

 

勧告:議会は、USAIDをはじめとする米国の開発金融機関を通じ、世界気候回復戦略を支援する

ために、国際的な気候回復力のための海外援助を増やすべきである。 議会は、国際的なキャパ

シティ・ビルディングを支援し、米国の投資が気候に強靱な建物やインフラをもたらすことを確保す

るための戦略を含め、気候変動への耐性の考慮を機関の意思決定に組み込むために、国際的な

開発プログラムや投資を指向すべきである。 

 

管轄:外務委員会 

 

構成要素:気候変動に適応し、強靱性を構築する途上国の女性と少女のエンパワーメント 

 

気候変動は、洪水、干ばつ、嵐などの極端な気象現象を悪化させ、すでに開発途上国の脆弱な

コミュニティに影響を及ぼしており、資源不足や紛争の原因となっている。1615 気候変動は、世界

で最も貧しく、最も脆弱な人々、特に女性と女子に影響を及ぼしている。1616 世界の最も貧しいコ

ミュニティでは、女性が主な食料生産者であり、食料、水、燃料を集めるために歩いている。 ま

た、子ども、高齢者、病人、さらには家族の財産を世話する介護者でもある。 しかし、女性の役割と責任

は、通常、気候変動の影響に備える上で不利な立場に置かれている。資源が少なく、家を放置す

る可能性が低く、災害時に住居や労働のために移住する可能性も低いからである。 災害が発生

すると、女性は経済的リスクが高く、男性よりも死亡する可能性が高い。1617 

 

バーバラ・リー下院議員(D-CA)は、女性と気候変動法H.R. 1880を導入し、気候変動が世界中

の女性と少女に与える影響を緩和するための調整された包括的な戦略を提供するとともに、 
 
 

1615 ブルッキングス研究所ケマル・デルビシュ「気候変動と脆弱な社会」、2009年7月23日、 
https://www.brookings.edu/testimonies/climate-change-and-vulnerable-societies/. 

1616 国連女性、「焦点:女性による、そして女性のための気候行動」https://www.unwomen.org/en/news/infocus/climate-change。
 2020年6月アクセス。 

1617 Oxfam America, "Climate Change & Women"ファクトシート 
https://www.oxfamamerica.org/static/media/files/climatechangewomen-factsheet.pdf. 2020年6月アクセス。 

https://www.brookings.edu/testimonies/climate-change-and-vulnerable-societies/
https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/climate-change
https://www.oxfamamerica.org/static/media/files/climatechangewomen-factsheet.pdf
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この法律は、コミュニティがクリーンで持続可能な開発を追求するのを助けるために、経済開発計画や気候

変動の解決策に女性を含め、エンパワーメントするというコミットメントを確認するものである。 

勧告:議会は、女性と気候変動に関する調整されたエビデンスに基づく戦略を実施するため

に、米国国務省内に女性と気候変動に関する連邦政府機関間作業部会を設置すべきである。 

 

管轄:外務委員会 

 
構成要素:ブラックカーボン排出削減 

 
化石燃料とバイオマスの不完全燃焼は、ブラックカーボンとして知られる微粒子を形成する。 調理

ストーブ、ディーゼルエンジン、石炭火力発電所は、いずれもブラックカーボンの典型的な発生源で

ある。 これは、人間の健康、生態系、可視性に悪影響を及ぼし、温暖化、氷と雪の融解の加速、降水パタ

ーンの崩壊に寄与する強力で短寿命の保熱型汚染物質である。1618 雪氷上に堆積すると、黒色炭素は通

常反射される太陽光の量を減少させ、融解速度を増加させる。これは、特に北極地域とアラスカ先住民コミ

ュニティにとって懸念材料である。1619 

世界的な黒色炭素の健康と気候への影響を考え、国連環境計画、米国、および他の5カ国が2012

年に気候・クリーン・エア連合(CCAC)を開始した。 現在では、政府、政府間組織、企業、科学機

関、市民社会から130のパートナーが参加し、ブラックカーボンを含む短寿命の気候汚染物質を削

減するために協力している。 米国は、環境保護庁(EPA)およびUSAIDの支援を受けたプログラムを通じ

てCCACと協力している。 

スコット・ピータース下院議員(D-CA)とマット・ゲーツ下院議員(R-FL)は、ブラックカーボンを含む短

寿命気候汚染物質の気候影響に対処するため、H.R. 4143(2019年スーパー汚染物質法)を導入し

た。 同法の第5条は、国務長官に対し、他の連邦機関と協力して、ブラックカーボン排出量を削減するため

の国際的な取り組みを支援するよう指示している。 エネルギー・商業委員会民主党の「クリーン未来

法」討議案は、EPAにブラックカーボン汚染を削減するための既存の規則や規制の妥当性を検討

するよう指示している。1620 EPAがそれが不十分であると判断した場合、法案はEPAに新たな規制

を策定する権限を与えている。 討議草案はまた、EPAに対し、ブラックカーボン排出量を削減するための

国際的な活動を支援し、アラスカ先住民コミュニティがブラックカーボンの影響に対処するのを支援するよう

指示している。 

 

勧告:議会は、EPAに対し、ブラックカーボン汚染を削減するための現行の規制の十分性を評価し、

現行の規制が不十分であると判断した場合には、新たな規制を策定するよう指示すべきである。 

連邦議会は、国務省、USAID、EPAに対し、国際的なブラックカーボン削減支援のさらなる機会を特

定し、支援するよう指示すべきである。 

 

管轄:外務委員会、エネルギー・商業委員会 
 
 

1618 米国環境保護庁「黒炭素会議報告書」(2012年3月) 
1619 米国環境保護庁「ロシア北極におけるブラックカーボンディーゼルイニシアティブ」https://www.epa.gov/international-cooperation/black-carbon-diesel-initiative-russian-arcti

c。
 2020年6月アクセス。  

1620 Title VII, Section 711, CLEAN Future Act discussion draft. 

https://www.epa.gov/international-cooperation/black-carbon-diesel-initiative-russian-arctic
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構成要素:国際的な森林減少・劣化の抑止 

 
森林は、世界の気温や淡水の流量を生み出し、調整する上で、地球の気候システムに重要な役割

を果たしている。1621 森林は、世界の地表面の約30%を占め、自然システムや人々に重要な生態

系、経済、社会的サービスを提供している。1622 森林は、木材、食料、燃料、住居などの生態系サー

ビスを提供すると同時に、土壌や水の保全、清浄な空気、炭素貯蔵にも貢献するため、生計、生

計、雇用、所得を森林に依存していると推定されている。1623 森林は、大気中の二酸化炭素を捕捉

し、樹幹や葉などのバイオマスに変換し、森林土壌に炭素を貯蔵することで、気候変動の緩和に重

要な役割を果たしている。 気候変動に対するこれらの自然の緩衝材は、大気からの人工二酸化炭

素排出量の3分の1近くを除去している。1624 

 

都市化、インフラ整備、農業の拡大は森林の伐採につながる。 森林減少は、気候変動の一因と

なり、将来の炭素固定を打ち消し、樹木や土壌に蓄積された炭素貯蔵を放出する。 気候変動に関

する政府間パネル(IPCC)報告書(2019)によれば、人為的な温室効果ガス排出量の23%近くは、農業、林業、

その他の土地利用の変化に起因しているとされている。1625 そのうち、森林の減少や泥炭地の劣化は温室

効果ガス排出量の約13%に寄与している。1626 森林の劣化は、伐採、木材燃料の採取、火災、放牧が自然

に回復するよりも早い速度で炭素貯蔵量を減少させることにも寄与している。1627 森林とその生態系の健康

は、気候の変化によって直接的・間接的に影響を受け、気温、降雨、天候などの変化を通じて森林の成長

や生産性にも影響を与える。1628 

 

森林減少と森林劣化を終わらせることは、包括的な気候戦略の不可欠な部分である。 森林を損

なわないようにすることは、森林の重要な社会的、生態学的、経済的サービスを維持することに

もつながる。 

 

勧告:議会は、違法伐採と森林減少を止め、再植林と持続可能な森林努力を奨励するために、USAI

D森林・生物多様性・地球環境ファシリティのような国際支援プログラムへの資金を増やすべきであ

る。 

 

勧告:議会は、国際的な森林保全・回復のための革新的な投資と資金調達を、脆弱なコミュニテ

ィの回復力を構築し、政府の緩和コストを下げ、炭素を固定するための資金を提供する効果的

な方法として支援すべきである。 
 

1621 Duncan Brack, Forests and Climate Change (国連森林フォーラム、2019年3月)、11, https://www.un.org/esa/forests/wp-content/uploads/2019/03/UNFF14-BkgdStudy

-SDG13-March2019.pdf。 
1622 Gordon B. Bonan, Forcengs, "Feedbacks and the Climate Benefits of Forests", Science Magazine(2008年6月), 1444  
1623 https://www.un.org/development/desa/en/news/forest/forum-on-forests-14th-session.html、2019年5月6日、国連「森林は、人々の能力強化、経済成長の促進、気候変動との闘いに重

要な役割を果たす」。 

1624 同上 
1625 気候変動に関する政府間パネル(2019年8月)、4、https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/08/4.-SPM_Approved_Microsite_FINAL.pdf。 
1626 Frances SeymorとDavid Gibbs、「IPCC土地利用特別報告書における森林:7知るべきこと」世界資源 
Institute Blog(2019年8月8日)、https://www.wri.org/blog/2019/08/forests-ipcc-special-report-land-use-7-things-know。  

1627 Duncan Brack, Forests and Climate Change (国連森林フォーラム、2019年3月)、6-7, https://www.un.org/esa/forests/wp-content/uploads/2019/03/UNFF14-BkgdStudy-SDG13-March20

19.pdf。 

1628 米国環境保護庁「森林への気候影響」、2017年1月、https://19january2017snapshot.epa.gov/climate-impacts/climate-impacts-forest

s_.html。 
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これらの取り組みに不可欠なのは、先住民の権利の保護と、プロジェクトの開発への地元コミュニティの有

意義な参加を確保することである。 政府と土地所有者はまた、投資を促進・誘致する方法を知り、これらの

プログラムの社会的・経済的・気候的利益の検証を確立する必要がある。 

 

管轄:外務委員会、農業委員会、天然資源委員会 

 

構成要素:北極外交と関与の改善 

 
気候危機の最も重大な影響のいくつかは、北極地域で発生している。 地球上の他の場所の2倍

以上の速度で温暖化が進んでいる。1629 それは永久凍土の融解、海氷の喪失、気象パターン

の崩壊をもたらしている。1630 これらの影響は北極に限られたものではなく、世界の気温を上昇

させ、北半球全体に極端な嵐を引き起こす。 

 

アラスカがあることにより米国は北極国家であることから、急速に変化する北極地域が直面する

重要な問題について、連邦政府は国際的なパートナーと協力している。 米国は、北極条約や北

極評議会(北極評議会)などの政府間機関を通じて北極外交を展開している。 理事会を通じて、

カナダ、デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、ロシア連邦、スウェーデン、および米

国は、北極海および極域における活動を調整する。 米国の北極外交は、2013年5月に改訂されたオ

バマ政権の方針に基づいている。この方針は、2009年にブッシュ大統領が署名した国家安全保障大統

領令-66を支持するものである。1631 2019年には、国防省が「北極戦略の国防」の戦略目標を議会に改訂

し、物理的環境の変化を「キー・ダイナミック」と指摘した。1632 

 

気候危機に対処し、その影響に対処するためには、米国は、理事会を構成する他の7つの北極諸

国や、イヌイット・極辺委員会などの先住民代表と協力しなければならない。 先住民との関わりは、

アラスカ先住民族にとって特に重要であり、自給自足の狩猟、漁業、集まりに頼ってコミュニティを養

う何千人もの人々にとっても重要である。 気候変動は、北極地域のいくつかの産業—漁業、石油・

ガス、木材、鉱物—に影響を及ぼし、米国の国家、経済、環境の安全保障にとって、北極海と地域に

関する交渉に米国が高いレベルで参加することが重要である。 経済的懸念を除けば、科学的探

査、世界貿易体制、捜索・救助に対する米国の条約上の義務は、気候の不確実性を低減し、北極

圏の環境変化への適応のための投資を増加させる行動によってのみ支持される。 
 
 

1629 Brooks Hays, “NOAA: Arctic warming at twice the rate of the rest of the planet,” United Press International, December 12, 2018. 
1630 C. Markon, et al, 2018: Alaska. 米国における影響、リスク、適応:第4回国家気候評価、第2巻米国地球変動研究プログラム、ワシントンDC, USA, pp. 1185-1241。 

1631 ホワイトハウス「北極地域国家戦略」(2013年5月)、https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/docs/nat_arctic_strategy.pdf。 
1632 国防省、国防総省北極戦略議会報告書(2019年6月) 
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2014年、ケリー国務長官(当時)は、米国の北極特別代表を創設したが、のちにトランプ政権は、

これを廃止した。1633 現在では国務省海洋・国際環境科学局(OES)の海洋・極地局(OPA)が、米

国の北極政策の策定・実施を行っている。 現在、北極評議会では、シニアな外務官僚が米国を代表

しているが、他のほとんどの国は大使級の参加者が出席している。1634 

 

ジム・セゼンブレナー下院議員(R-WI)は、北極評議会、国連その他の国際機関において、北極問題

に関する米国の利益を代表する大使を置くため、北極大使法第3493号を導入した。 この法律は、

米国の北極関与の重要性を高め、実効性を高めることになる。 

 

勧告:議会は、政策立案と開発を主導し、北極問題に関する国際外交交交渉において米国を代表す

るために、北極問題担当大使を設置すべきである。 

 

管轄：外務委員会 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1633 サブリナ・シャンクマン、「米国は北極圏と気候圏を排除している。

 「気象ニュース」2017年8月30日 

1634 Rachel Waldholz, "Tillerson proporsing Arctic and cimate envoys" (Alaska Public Media, 2017年8月31日) 
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気候科学の強化  

気候科学は、気候危機に対処するための国内的及び国際的な努力の重要な基礎である。 連

邦政府は、気候科学にとって重要な観測とモニタリングへの関与を、1807年のジェファーソン大統領に

よる海岸線と潮流に関する系統的観測要請1635 から、1870年に連邦議会が陸軍に対して気象観測の実

施1636 とそれを配布するよう指示したこと、また1889年の米国地質調査(USGS)の初流の設置1637 に至る

までさかのぼる。1957年に二酸化炭素の大気中濃度のモニタリング1638 の支援を開始し、1960年に米国

初の気象衛星が打ち上げられた。1639 このような開始から現在まで、連邦政府全体で気象・気候科学活

動が行われている。 こうした取り組みをより整理整頓するために、議会は1990年に地球変動研

究法(GCRA)を制定し、米国の気候科学研究と国際協力について連邦政府が調整する包括的

な枠組みを確立した。1640 

 

気候科学は、一般市民や意思決定者に有益な気象・気候情報を提供するための連邦活動の基盤

となる。 暴風雨警報から国家気候評価まで、強固な天候・気候科学企業は、強力な経済と安全なコ

ミュニティを支えている。 本報告書の別のセクション「行動可能な気候リスク情報の開発と展開」で

は、意思決定支援のための気候科学の翻訳について説明する。 

 

コミュニティと我々の経済が気候変動の影響の増大を経験するにつれて、強固な気候科学の必要

性が高まるであろう。 気候システムをモニタリングするには、観測、モデル化、研究への継続的な投資が必

要である。 気候変動が自然システムや人間システムに与える重要な影響を理解するためには、政

府による強力な支援も必要である。 最後に、強力な気候科学企業は、十分に訓練された多様な気

候科学の労働力に依存しており、政治的干渉なしにその仕事を自由にこなすことができる。 

 

構成要素:国内・国際気候評価の強化 

 

気候評価は、気候システムの現状を理解し、将来の気候脆弱性を予測し、政策対応に情報を与

えるための、科学に基づく不可欠なツールである。 気候変動に関する政府間パネル(IPCC)は、

国連気候変動枠組条約(UNFCCC)の下で、国際気候外交に情報を提供する評価報告書を公表し

ている。 米国地球変動研究計画(USGCRP)は、気候科学の現状をレビューし、国および地域を評

価する国家気候評価(NCA)を発表して、地域へのインパクト、リスクそしてアメリカにおける気候変

動適応について評価している。 

 
1635 Amy Dusto, "Reading-bethe the tides", NOAA, 2014年8月4日、https://www.climate.gov/news-features/climatetech/reading-b 
1636 全国気象サービス「国民気象サービスの歴史」、https://www.weather.gov/timeline。

 2020年6月アクセス。 

1637 USGS, "First USGS Streamgage Records 125 years of Measuring New Mexico's Vital Water Resources," 2014年4月22日、www.usgs.gov/news/first-usgs-streamgage-records-125 years-measurin

g-new-mexico%E2%80%99s-vital-水資源。      
1638 Rob Monroe, “The History of the Keeling Curve,” Scripps Institution of Oceanography, April 3, 2013, https://scripps.ucsd.edu/programs/keelingcurve/2013/04/03/the-history-of-the-keeling-curve/. 

1639 NASA「ミッション:歴史的ミッション」、https://eospso.nasa.gov/mission-category/2
 2020年6月アクセス。 

1640 Pub L No 101-606、15 USC§2921以降に成文化されている。 

https://www.weather.gov/timeline
https://eospso.nasa.gov/mission-category/2
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IPCCおよびUSGCRPの評価は、主要な気候科学者の学際的チームによって書かれた権威あるコンセン

サス報告書であり、広範な連邦機関の意見、ピアレビューされた気候科学文献、およびパブリックコメン

トに基づいている。 

 

歴史的に、議会は、国務省の「国際機関・プログラム」を通じて、IPCCとUNFCCCに年間1000万ド

ルを明示的なライン・アイテム・ファンディングに充当してきた。1641 しかしながら2017年、議会

は、IPCCとUNFCCCに予算を計上しなかった。1642 2020年度のIPCCとUNFCCCの予算は、6.4百

万ドルに過ぎなかった。 

 

USGCRAは、1990年のGCRAの下で認可されており、13の連邦省庁における気候変動研究活動

の調整と、4年ごとのNCAの発行を義務としている。1644  その業務の中で、GCRAはNCAに対して

25～100年ほど未来の気候変動に関する大きな流れを予測する権限を与えている。NCAは、201

8年に発表された最新の報告書を含め、気候計画のための貴重な情報を提供する。 しかし、トラン

プ政権は100年先の気候予測における高温シナリオの検討を制限することによって、次回のNCAを弱体

化させる意図のシグナルを発している。 

1645 NCAに寄与する米国の個々の科学機関も、気候影響の将来予測の範囲を制限することを検討

したと報告されている。例えば、USGSは、気候モデルの使用を2040年に限定することを示唆してい

る。1646 

 

勧告:議会は、IPCCを含む国際的な気候評価のための全面的な資金援助を回復すべきであ

り、連邦政府機関には、国際的な気候評価に連邦政府の科学者が拘束されず、十分な資金を

拠出して参加することを確保するよう指示すべきである。 

 

勧告:議会は、USGCRPの権限を、国際的な気候活動と整合的な形で、高温シナリオを含む科

学的に導き出された気候シナリオのすべてをNCAに含めるように体系化すべきである。 

 

勧告:議会は、連邦政府機関に対し、100年後に予測される高い温暖化シナリオを含め、科学的に導

き出された気候予測の全範囲に基づく、気候影響のモデル、特に意思決定に情報を与えるモデル

の使用を指示すべきである。 

 

管轄：科学・宇宙・技術委員会 
 

 

 

 

 

 
 

1641 例えば、P.L. 114-113, "Consolidated Propressionations Act, 2016", 114議会。 
1642 Brenda Ekwurzel, “US Abandons Global Science Leadership, Zeroes Out IPCC Funding,” Union of Concerned Scientists, August  8, 2017,  https://blog.ucsusa.org/brenda-ekwurzel/us-ab

andons-global-science-leadership-zeroes-out-ipcc-funding.  
1643 Division G - Department of State, Foreign Operations and Related Programs Procurations Act, 2020, https://docs.house.gov/billstwee 

1644 Pub L No 101-606、15 USC§2921以降に成文化されている。 
1645 コラル・デーブンポートとマーク・ランドラー、「トランプ政権が気候科学に攻撃」、ニューヨーク・タイムズ、2019年5月27日。 

1646 同上 
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構成要素: 連邦の支援による研究、観測、モニタリングを拡大し、 

地球の気候システムをモデル化する 

 

気候研究、観測、モニタリング、モデル化に対する連邦政府の支援は、地球の気候システムを理

解し、将来の気候変動を予測するために不可欠である。 現在行われている地球観測活動(海洋、地

上、航空、衛星研究を含む)は、気候研究1647 のための基本的なモニタリング支援を提供している。1648 また、

エネルギー省(DOE)、国家航空宇宙局(NASA)、国家海洋大気局(NOAA)、連邦政府支援の国立大気研究セ

ンター(NCAR)などのスーパーコンピュータ上で運用されている地球規模および地域規模の気候モデルは、U

SGCRP、IPCC、その他の気候評価のための権威ある気候予測を作成している。1649 これらのモデルは、低コ

ストの小型衛星 1651によって生成されたものを含め、急速に拡大しているデータストリーム1650 を解析するた

めの人工知能の適用など、科学的理解と技術的能力の進歩を説明するために、絶えず改良されている。 

 

気候科学は、地球規模の気候モデルによる予測を局地的な規模に縮小し、極端な気象の頻度と

厳しさを気候変動に帰するとともに、南極と北極の役割を含む地球の気候システムにおける相互

依存性を理解するために、新たな地上衛星を利用した観測を得るなど、フロンティア研究の課題に

継続的に取り組んでいる。1652 さらに、米国が支援した北極圏の大気-海氷動態研究のような国際

的な気候科学協力への参加は、気候モデルの改善と気候要因分析に関する重要な知識のギャッ

プを埋めるのに役立っている。1653さらには、連邦政府機関が支援する研究データのファインダブ

ル化、アクセス可能化、再利用可能化(FAIR)に向けた取り組みを継続することが不可欠である。16

54連邦政府機関も、民間のデータ提供者や技術提供者と生産的な協力関係を築いているが、そう

した協力については、重要なデータ生成物への公衆のアクセスが確保されなければならない。1655 

 

気候研究、モニタリング、モデル化プロジェクトの成功は、計画・実施に長年を要することが多いが、

科学プログラムに対する連邦政府の持続的な支援にかかっている。 しかし、連邦政府が支援する気候

科学プログラムは、継続的に予算削減の危機にさらされている。 例えば、大統領の2021年度予算では、DOE, 

NASA, 米国国立科学財団(NSF), NOAA, べいこく環境保護庁(EPA)およびUSGSの地球・気候科学を全面的に

大幅に削減することが提案されている。 
 

1647 宇宙からの地球科学と応用のための10年調査に関する委員会。
 変わりゆく地球:宇宙からの地球観測の10年戦略(国立科学・工学・医学アカデミー、2018年)。  

1648 National Science & Technology Council, Committee on the Environment, U.S. Group on Earth Observations Subcommittee, 2019  National Plan for Civil Earth Observations (December 

2019). 

1649 気候変動に関する政府間パネル、AR5:気候変動2013:物理科学的根拠。
 (9月) 第9章:気候モデルの評価 

1650 ポール・ブーゼン「科学反乱者は人工知能によって駆動される気候モデルをプロットする」、Science、2018年7月26日。  
1651 John Fialka, “New Wave of Mini Satellites Could Boost Climate Research,” Scientific American, January 29, 2018.  

1652 U.S. Global Change Research Program, Fourth National Climate Assessment, Volume I (October 2017).  

1653 Henry Fountain, "Scientists to Drift with Arctic Ice to Study Climate Change", New York Times, 9月19日。    
1654 GAO-20-81, Federal Research: Research Resultsへの一般公開を改善するために必要な追加措置(2019年11月) 

1655 Mariel Borowitz, "Government data, Commercial cloud: Will public access with?" Scien 
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そこにはNOAAの大気海洋研究局予算とEPAの研究開発予算について40％の削減が含まれてい

る。1656  さらに、大統領予算は、NASAの気候絶対放射・反射観察(CLARREO )のパスファインダ

ーとプランクトン、エアロゾル、雲、有害な藻類の発生など海洋生態系(PACE)ミッションを含む重

要な気候観察プログラムを排除することを提案している。トランプ政権の下では、連邦政府機関か

ら有能な科学スタッフが大幅に減少し、地球・気候科学ミッションを効果的に維持する能力を低下

させている。1658 COVID-19のパンデミックに伴う経済的な悪影響などによる経済の下降が引き起

こした予算と運転の不確実性により、衛星や国際的領域・水域そして極地観測を通じた重要な観

察とモニタリングを含む長期の気候科学プロジェクトが阻害される可能性が出ている。 

 

ケンドラ・ホーン下院議員(D-OK)とブライアン・ベイビン下院議員(R-TX)は、2020年NASA認可法

(H.R.5666)を導入した。 この法案は、CLARREO PathfinderおよびPACEミッションの継続的な開発

を義務付けるものであり、NASAには、商業用途を含めた地球観測データの適用用途の研究を義

務付けるものである。 

 

スザンヌ・ボナミシ下院議員(D-OR)とドン・ヤング下院議員(R-AK) 、シェルドン・ホワイトハウス上院

議員(D-RI)およびリサ・ムルコウスキ上院議員(R-AK)は、海、五大湖、湾、河口、海岸に関するデータの収

集、管理、および普及を迅速に加速させ、新技術を進歩させ、展開するために、五大湖、海洋、湾、湾、河

口(BLUE GLOBE)法(H.R. 3548/S. 933)を導入した。また、ヤングとボナミシの両下院議員は、沿岸・五

大湖共同体強化法(H.R.729)の一部として、下院を通過した2019年統合沿岸・海洋観測システム

(ICOOS)法改正案(H.R.1314)を導入した。 この法案は、NOAAの総合海洋観測システムの11の地域連

合ネットワークを再認可し、我々の海洋と沿岸に関する正確かつ継続的なデータを提供するために、衛星、

ブイ、水中滑空機、及び潮位計の使用を強化するものである。 

 

勧告:議会は、強固な気候科学研究、観測、モニタリング、モデル化活動を支援し、地球観測、気

候モデル開発、国際協力、データ・コンピューティング・インフラの改善を優先的に支援するため、

NSF、NOAA、NASA、EPA、USGS、DOEを含む連邦政府機関への資金提供を拡大し、維持すべ

きである。 財政支援には、公平でオープンなデータアクセスを確保し、連邦機関の熟練した科学

者を適切に配置するための規定を含めるべきである。 資金援助はまた、宇宙ベースのモニタリング

や国内外の現場での観測を含め、システム的な経済的不確実性の中で、研究活動とデータ収集の継続

性を確保するのに十分であるべきである。 

 

管轄：科学・宇宙・技術委員会 
 

 
 

1656 American Institute of Physics、「連邦科学予算トラッカー: 2021」、https://www.aip.org/fyi/federal-science-budgettracker/FY2021。
 2020年6月、米国環境保護庁「歳出委員会の歳出予算の正当化」にア

クセス。 

1657 Alexandra Witze, et al., "NASA soars, その他は、Trump の予算案" Nature, Guary 10, 2020で急激に減少した。 
1658 Annie Gowen, et al., "Science range thin Trump政権", Washington Post, January 23, 2020. 

https://www.aip.org/fyi/federal-science-budget-tracker/FY2021
https://www.aip.org/fyi/federal-science-budget-tracker/FY2021
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構成要素:自然および人間システムへの気候変動の影響に関する連邦支援研究の拡大と持

続 

 

気候変動は、自然システム(植物、動物、微生物群集、大気、海洋、陸上、極域)にも深刻な変化をも

たらしている。1659 気候変動は、人間システム、すなわち、人間の生命と社会の安定を維持するた

めに不可欠な、構築された環境と相互に関連した健康、財政、政治システムにも脅威をもたらして

いる。1660これらのシステムは、人間の生命と社会の安定を維持するために不可欠な、構築された

環境と相互に関連した健康、財政、政治システムにも深く関わっている。これらのシステムは、予想

外の複雑な形で気候変動の影響を受ける可能性がある。1661気候変動が自然システムと人間シス

テムに与える影響を理解することは、気候変動の脅威に対する社会的な対応に役立つ可能性があ

る。 

 

GCRAで求められているように、NCAはすでに、自然環境、農業、エネルギー生産・利用、土地・水

資源、輸送、人の保健・福祉、人間社会システム、生物多様性など、関連する自然システムと人間

システムへの気候変動の影響に幅広く対処している。1662 また、NCAは、GCRAに明記されていな

い気候変動の影響(侵略的な種、極端な暑さ、野火、国家安全保障への影響、米国の特定の地域

でのこれらの影響の拡大など)にも対処している。 NCA評価分野に関するハイレベルの調整は、ホワ

イトハウス国立科学技術会議(NSTC)内の地球変動研究に関する省庁間小委員会を通じて促進される。 

今後、USGCRAは、GCRAに明示的に記載されていない国や地域の影響を含め、人間や自然システムに

対する気候変動の影響の全範囲を評価し続ける権限を与えられ、海洋酸性化のような新たな気候変動

の影響に対処するためにNCAが進化できるようにすることが不可欠である。 

 

連邦政府機関のプログラムはまた、自然や人間のシステムに対する特定の気候変動の脅威に関

する研究も進展させている。 例えば、NSFの沿岸線・人民プログラムは、人口の多い沿岸地域に

おける沿岸環境ハザードの影響を特定するための研究を支援している。 特定の気候影響に関す

る研究は、NSTC海洋酸性化に関する省庁間作業部会などの省庁間作業部会を通じて調整され

ることがある。1663 連邦政府は、NOAA海洋グラント・ネットワークや協力機関などの連邦大学パー

トナーシップ・プログラムを通じて、気候変動の影響に関する研究を支援している。 気候変動が自然

および人間システムに広範な影響を与えることを考えると、すべての連邦政府の研究プログラムは、その特

定の重点分野にかかわらず、気候影響を伴うこれらの研究領域のつながりを支える権限と資源を有し、物

理科学、社会科学、生物科学、市民科学、先住民の知識から広く引き出すことが不可欠である。 このような

横断的研究の重点分野は以下の通りである。 
 

 

1659 U.S. Global Change Research Program, Fourth National Climate Assessment, Volume II(2018年11月)、第3章、第5章、第6章、 
8、9 

1660 気候変動に関する国家安全保障・軍事・情報パネル、地球規模気候変動の安全保障脅威評価(気候安全保障センター、2020) 
1661 U.S. Global Change Research Program, Fourth National Climate Assessment, Volume II (2018年11月), 17章: セクター間の相互作用、複数のストレス要因、複雑なシステム 
1662 15 USC§2936 
1663 海洋酸性化に関する省庁間作業部会、連邦研究戦略計画、海洋酸性化の監視(国家海洋大気局、2014年)。 
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極端な現象や自然災害に対するリスクと回復力、持続可能な化学、および食品・エネルギ

ー・水システム。 

 

勧告:議会は、USGCRPに対し、自然および人間システムに対する気候変動の影響の全範囲が、NC

Aで考慮されることを確保するよう指示すべきである。これには、GCRAで明示的に言及されていな

いが、最近の評価に含まれている国および地域の影響、ならびに海洋酸性化のような新たな気候

変動の影響が含まれる。 

 

勧告:議会は、NSF、NOAA、NASA、EPA、USGS、DOEを通じた自然および人間システムへの気候

影響の研究を含め、連邦政府の研究支援を拡大し、維持すべきである。 連邦議会は、自然および

人間システムに関する研究とモニタリングを支援する連邦機関が、気候の影響を考慮し、適切な連

邦、学術、コミュニティのパートナーと気候活動を調整する明確な権限と指示を持つことを確保すべ

きである。 

 

これらの勧告は、自然及び人間システムへの気候変動の影響に関する基礎的な科学的理解を

発展させるための高レベルの考慮事項を扱っている。 本報告書の他の部分(公衆衛生、国家安全

保障、土地、海洋、水域、野生生物に関するセクションを含む)では、これらの影響と潜在的な法的対応

をより詳細に検討する。 

 

管轄：科学・宇宙・技術委員会 

 

構成要素:多様な気候科学労働者の教育と訓練のための連邦支援プログラムの拡大と持続 

 

気候科学の進歩は、科学者とエンジニアの高度に熟練した多様な労働力に依存している。 また、

気候変動の影響が経済や政府全体に及ぶ中、全てのセクターの労働力に一定の気候リテラシーが求められ

る。1664学生・若者が気候行動や理解を支持する率直な指導者・活動家となり、ティーンエージャーの大半が気

候変動に対する恐怖や怒りを表明した。過去3年間で約4分の1が学校を離れたり、気候に関連した政治的行

動をとった。1665 しかし、現在では気候に関する適切な情報を持った労働者や市民が不足しており、気候変動

に対するコミュニティの対応を十分に支援していない。1666さらにまた、現在の気候・地球科学の労働力は、物

理科学の中で最も多様性の低いものの1つであり、気候研究における女性、人々、色彩、先住民の視点を阻

害している。1667 

 

これらの課題を認識したうえで、バーバラ・リー下院議員(D-CA)は、学校における気候変動の

教示を支持する決議(H.Res574)を発表した。気候教育と訓練の必要性にもかかわらず、トラン

プ大統領の2021年度予算には、STEM(科学、技術、工学、数学)教育プログラムの大幅な削減

が提案されており、それにはNOAAのシーグラント・カレッジ・プログラムの廃止、NASAのSTEM

参加局の廃止、EPAの科学の撤廃、成果(STAR)グラント・プログラムの達成、およびNSFでの

大学院研究員の大幅な削減と参加プログラムの拡大などが含まれている。1668 
 

1664 Amanda Ruggeri、「気候変動がビジネスと労働力をどのように変えるか」、BBC Future、2017年7月9日。 
1665 サラ・カプランとエミリー・グスキンは、「ほとんどのアメリカの10代は気候変動に恐怖を抱いており、世論調査によれば、次のようになっている。 
「行動を起こす」ワシントン・ポスト2019年9月16日。 

1666 Caroline Lewis, “Embracing the Challenge of Climate Education and Engagement,” Community Development Innovation Review 14, no. 1 (2019). 
1667 Emma Goldberg, "Earth Science Has a Whitetness Problem," New York Times, Decure 23,\32 
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気候に関する技能と参加とのギャップを埋めるために、連邦政府は、気候科学とSTEMにおける

教育と労働力訓練を支援する努力を拡大し、維持しなければならない。 重要なニーズとしては、

参加型気候科学カリキュラムの開発、科学者と政策立案者との学際的なつながりの構築、STEM

への参加の拡大などがある。 大学レベルでは、参加の拡大に向けた取り組みは、教育の移行や

キャリアの節目ごとに、女性やマイノリティが不釣り合いに失われる原因に対処しなければならな

い。 これらの要因には、セクシュアル・ハラスメント、経済的障壁、学習文化、留学生のビザ発給

の遅れなどがある。 歴史的に黒人の大学、ヒスパニック系のサービス機関、部族大学、アジア系およびア

メリカ先住民の太平洋島嶼国サービス機関を含むマイノリティサービス機関(MSI)は、過少代表グループのS

TEM機会を拡大するための貴重な資源として役立つ。 1669 大学以外でも、気候とSETM教育は学年や教育

課程を超えて取り入れられるべきであり、地方やブルーカラー労働者へのトレーニングなどが含まれる。例

えば、ニュージャージー州は最近、K-12学校の教育ガイドラインに気候変動を直接取り入れると発表した。1

670 STEM教育に芸術とデザインを統合した、STEAM(科学、技術、工学、芸術、数学)として知られる教育によ

って創造性と批判的思考を支援することを奨励している論者もいる。 

 

デビー・ディンゲル下院議員 (D-MI)とジュリア・ブラウンリー下院議員(D-CA)とエドワード・マーキ

ー上院議員(D-MA)は、気候変動教育法(H.R. 2349/S. 477)を導入した。この法律は、NOAAに気

候変動教育プログラムの設立を指示し、気候変動の識字率を向上させ、K-12と気候変動の訓練

と教育のための高等教育機関にグラントを供与するものである。 スザンヌ・ボナミシ下院議員(D-

OR)は、STEAM教育への連邦政府の投資を拡大するため、2019年STEAM教育構築法(H.R.3308)

を導入した。 

 

勧告:議会は、STEMとキャリア・技術教育のための気候リテラシーのための連邦政府の支援を拡

大し、維持すべきであり、障壁を取り除き、過少代表グループの参加を拡大することに重点を置く

べきである。 

 

勧告:議会は、次世代の気候科学者の教育と訓練の効果を向上させる方法論とアプローチに関する

研究を支援するようNSFに指示すべきである。 

 

管轄：科学・宇宙・技術委員会、教育・労働委員会 
 

 

 

 

 

 

 

1668 American Institute of Physics, "Federal Science Budget Tracker: 2021", https://www.aip.org/fyi/federal 2020年6月、米国環境保護庁「2021年度予算の正当化」にアクセス。   

1669 「公平性格差の是正に関する委員会」、マイノリティ・サービス機関:STEM労働力強化のための米国の未活用資源(全米科学・工学・医学アカデミー、2019年) 

1670 ニュージャージー州のマーフィー州知事、「Tammy Murphy First Lady Ledy Leady Tammy Murphyは、2019年10月11日、K-12学校の教育ガイドラインに気候変動を取り入れるためのイ

ニシアティブを発表」。 
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構成要素:大気気候への介入リスクとガバナンスに関する研究への投資 

 

もし、炭素排出量を緩和するための地球規模の努力が鈍化し、気候変動の影響が悪化し続けるな

らば、各国政府は、大気中の気候システムに介入する代替的なアプローチを検討するかもしれな

い。 

 

1つの可能性は、大気気候介入(ACI)の展開であり、これは、例えば成層圏にエアロゾルを注入す

ることによって、地球から離れた太陽光を直接反射することによって地球の温度を低下させること

を目的とする。 ACIは世界の気温を下げる可能性があるが、海洋酸性化のような大気中の二酸化炭素の

増加による著しい悪影響に対処することはできない。 加えて、ACIの展開は、気候と気象システム、自

然と管理された生態系、コミュニティに意図しない悪影響を引き起こすかもしれない重大なリスク

がある。 これらのリスクのため、気候変動に対処するためには炭素汚染の緩和を優先することが不可欠

である。 ACIを採用することは、せいぜい、補完的なものに止まる。 それにもかかわらず、外国政府や非国

家主体によるACIの将来の展開の可能性は、ACIのリスクとガバナンスを考慮する必要性をもたらす。 2020

年度、議会はACI関連研究のためにNOAAに400万ドルを予算配分した。1671全米科学技術医療アカデミーは現

在、ACI研究の研究優先順位とガバナンスアプローチに関する研究を行っており、2020年後半に発表される予

定である。1672 

 

ジェリー・マクナニー下院議員(D-CA)は、大気圏気候介入研究法(H.R. 5519)を導入した。こ

れにより、NOAA内にACIへの潜在的アプローチを研究し、気候介入実験のための報告監督

を提供するプログラムが設立される。 

 

勧告:議会は、ACIアプローチの可能性、そのリスク、およびガバナンスの枠組みを調査するための

研究プログラムを確立するために、全米科学技術医療アカデミーの研究結果を利用すべきである。 

 

管轄：科学・宇宙・技術委員会 

 

構成要素:連邦科学活動の一体性の強化 

 

連邦政府が支援する科学活動は、気候危機を理解し、対処するために不可欠であり、そのた

めには、その完全性と政治的干渉からの独立性が不可欠である。 しかし、連邦科学機関は、ト

ランプ政権下で有害な攻撃を受けている。 2019年、政府説明責任局(GAO)は、EPAが、学術研究者

を諮問委員会から解任し、産業界の代表者に置き換える際に、自らの倫理規則に違反していることを発

見した。1673 
 

 

 

 
 

1671 Adria Schwarber, “Final FY20 Appropriations: National Oceanic and Atmospheric Administration,” FYI: Science Policy News from AIP, January 28, 2020. 
1672 National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, “National Academies Launching New Study on SunlightReflection  Research,” October 16, 2018. 
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GAOは最近、連邦調査の統合性を強化するための行動を勧告する報告書を発表した。1674 

 

ポール・トンコ下院議員(D-NY)は、科学的完全性法(H.R. 1709)を導入した。これにより、連邦科学

機関は、連邦科学者が科学的研究を実施し、研究結果を共有する能力を確保する科学的統合性

政策を採用することが求められる。 法案はまた、ホワイトハウス科学技術政策局(OSTP)を通じて

調整されるために、対象となるすべての機関に科学的統合性担当官を任命することが必要とな

る。 下院は、「健康と経済の回復のための多面的緊急策(HEROES)法(H.R. 6800)」の一環として、科学的

統合性法を可決した。 

 

ジョー・ネグセ(D-CO)、スザンヌ・ボナミチ (D-OR)、ショーン・キャスティン(D-IL) の各下院議員は、2

019年の「気候検閲停止法」(H.R. 5355)を導入し、連邦機関への政治任用者が気候変動に関する内

容を科学的研究または一般公開情報から取り除く場合に、その根底にある科学的根拠を公に提供

することを求めた。 

 

勧告:議会は、連邦科学機関に対し、強力な科学的完全性政策の採用、連邦科学者による研究

の実施と共有の保護、科学諮問委員会と気候評価の独立性の確保を要求すべきである。 連邦

議会はまた、各科学機関が科学的完全性担当官(SIO)を任命することを要求すべきである。 SIO

は、科学のバックグラウンドを持つキャリア・スタッフであるべきであり、機関の科学的完全性政策を実施

するための適切な権限と集会権を与えられるべきである。 

 

管轄：科学・宇宙・技術委員会 

 

構成要素:連邦政府機関が利用可能な最良の科学に関する法律を制定することを確保する 

 

科学者と一般市民は、オープンで透明性のある科学出版物とデータの価値を広く認識している。

これにより、発見が促進され、科学的情報に基づく政策が強化される。1675 2013年、OSTPは、連

邦政府が資金提供する科学研究とデータへの公衆のアクセスを増やす計画を採用するよう、す

べての連邦科学機関に指示するメモを発行した。1676 

 

トランプ政権は、研究やデータへの一般市民のアクセスを強化するという連邦政府の進展にもか

かわらず、連邦政府の規則制定から質の高い科学的証拠を排除するために「オープン・サイエン

ス」という概念を武器にしている。1677  EPAは、2018年に「規制科学の透明性の強化」ルールを提

案した。1678 もしもこのルールを根絶しないとすれば、EPAが決定を下す際に考慮し得る研究の範

囲を制限することにより、ヒトの健康および環境に対する重大なリスクから米国民を保護するとい

うEPAの能力を妨げることになる。 

 
1673 GAO-19-280「EPA諮問委員会:メンバー指名プロセスに必要な改善」(2019年7月) 
1674 Gao-19-265「科学的完全性ポリシー:追加措置は連邦調査の完全性を強化する可能性がある」(2019年4月)。 
1675 オープン・サイエンス・エンタープライズ、オープン・サイエンス・バイ・デザイン委員会:21世紀研究ビジョンの実現 
(国立科学・工学・医学アカデミー、2018年) 

1676 John P. Holdren, OSTP, Memonandum for the Executive Departments and Agencies: Access to the Results of Federally Funded Scientific Research, 2月22日。 
GAO-20-81, Federal Research,  

1677 Government Accountability Office, 1677: Research Resultsへの一般公開を改善するために必要な追加措置(2019年 
1678 U.S. Environmental Protection Agency, "Streng Transparency in Regulatory Science," Regulatory S 
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提案された規則は、大気浄化法、有害物質規制法、安全飲料水法、水質浄化法、およびその他

の法律で要求されているように、利用可能な最善の科学を使用するというEPAの法的義務と矛盾

する。 

専門家らは、政権のルールがどのように違法であり、連邦議会の意図に反するかを詳述している。1

679 ラマー・スミス元委員長(R-TX)や下院科学・宇宙・技術委員会を中心とする下院共和党が、EPA

のルール作りに必要な証拠を法的に修正しようと試みたが、いくつか失敗した結果、このような措置

に及んだものである。報告書によれば、内務省(DOI)は提案された「オープン・サイエンスの推進」ル

ールを公表する予定である。これはEPAが提案したルール1680と同様の目的を持つと思われる。 

 

連邦議会は、行政手続法と環境法の下で、公衆衛生と環境を保護する規則を含む規則を公布す

る際に、利用可能な最善の科学を利用するよう、明確に発言し、各機関に指示してきた。 しかし、

連邦議会は、連邦政府がこの指針をどのように解釈し、実施しているかを再検討することができ、

今後も継続すべきである。 

 

勧告:議会は、OSTPに対し、連邦政府機関が規制の意思決定において科学を検閲し、規制の意思

決定に利用可能な最善の科学を取り入れるための連邦政府機関のプロトコルを特定する努力を評

価するために、全米科学・工学・医学アカデミーと協力するよう指示すべきである。1681 

 

勧告:議会は、連邦政府の政策と規則制定において利用可能な最善の科学を継続的に検討するこ

とを確保するために、環境法の下での機関の義務を明確にするために、科学者と一般市民から幅

広い意見を得た、省庁間作業部会を設置すべきである。 

 

管轄：科学・宇宙・技術委員会 

 

構成要素:気候緩和とレジリエンス政策に関連する技術的事項に関する情報をより良くするた

めに、議会の科学技術能力を向上させる 

 

1972年から1995年にかけて、技術評価局(OTA)は、議会の政策支援のため、新たに浮上しつつあ

る科学技術問題について、非党派的で包括的な技術分析を提供した。 ＯＴＡが閉鎖されて以来、経

済と社会のほぼすべての側面にますます関連性が高まっている。 しかし、新技術の影響を理解し、こ

れらの技術が社会に有益であることを保証する政策を策定する議会の能力は低下している。 ま

た、一部の科学技術支援を提供できる米議会調査局(CRS)とGAO(Genessional Research Servic

e)も、予算削減を経験した。 
 

 

1679 James Goodwin, “The EPA’s ‘Censored Science’ Rule Isn’t Just Bad Policy, It’s Also Illegal,” Union of Concerned Scientists, November 22, 2019, https://blog.ucsusa.org/guest-commen

tary/the-epas-censored-science-rule-isnt-just-bad-policy-itsalso-illegal. 
1680 Michael Doyle, "Interial Departmentは、2020年2月27日付Science誌「意思決定における科学の利用に新しいルールを課す動き」。 
1681例えば、Repsからの手紙を参照のこと。

 Suzanne Bonamici(D-OR)およびMikie Sherill(D-NJ)は、2019年11月13日、米国科学アカデミー会長のMarcia McNutt博士に、https://bonamici.house.gov/site

s/bonamici.house.gov/files/documents/191113_FINAL_Request_to_NAS_Proposed_Censor ed_Science_Rule.pdfを送付した。 
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その結果、現在、議会は、質の高い、党派によらない、タイムリーな情報を入手し、重要な技術的課題

を分析するための資源を欠いている。 

 

気候変動は、今日、議会が直面している複雑な課題の一つであり、気候変動のリスクと影響の背

後にある科学と、気候変動の緩和と適応のための技術的解決策の両方を深く理解するための技

術的専門知識を必要とする。 近代化されたOTAを復活させ、議会の支援機関への資金を増やすこと

は、議会が、事実に基づく政策オプションの技術的分析を提供することで、気候危機に対処するのに役

立つであろう。 

 

下院の2020年度立法府歳出法案(H.R.2779)には、OTA再稼働のための600万ドルが含まれ

ていたが、この項目は最終法案から削除された。 下院議員のマーク・タカノ(D-CA)とビル・フォスタ

ー(D-IL)は、技術評価改善強化法(H.R.4426)を導入した。これにより、OTAは、議会のニーズによりアク

セスしやすく、対応しやすくなる。 上院議員 メイジー・ヒロノ(D-HI)と トム・ティリス(R-NC)は、同調法案

(S. 2509)を提出した。 

 

勧告:議会は、年次予算配分を通じてOTAを再活性化させ、アクセスのしやすさと即応性を高める権

限を更新することにより、時宜を得た非党派の科学技術専門知識への議会のアクセスを強化すべ

きである。 

 

勧告:議会は、科学技術問題により良く対処するために、CRSやGAOのような既存の議会支援

機関への資金を増やすべきである。 

 

管轄：下院行政委員会 



 

 
 

気候変動を緩和し、適応するための連邦政府の投資は、人間の健康、経済生産性、そして連邦支

出のコストをはるかに上回る災害被害を回避するための便益を返還するであろう。 例えば、国立

建築科学研究所の研究によれば、災害前の緩和投資に費やされた1ドル当たりの収益は、6倍の

リターンをもたらす。1682 規制を設定し、法律を分析し、行政府の政策を実施するための政府シス

テムは、連邦税金の支出を正当化するための利益分析に大きく依存している。 しかし、便益-費用

分析では、長期的な便益と費用の全範囲を考慮しないことが多く、気候危機に対処するための政策の価値

を減少させ、気候変動と闘うための連邦政府の行動を妨げる。 

 

連邦議会は、気候変動対策が、行動を取らないことのコストと、気候変動対策がもたらすすべての

利益とを比較検討することを確保しなければならない。 連邦議会予算局(CBO)を含む法的措置の

ための提案された政策の便益と費用を計算する連邦政府機関と、行政措置と規則制定のための管

理予算局(OMB)は、回避された災害の長期的便益を含め、気候変動を完全に説明する便益-費用

方法論を確立する必要がある。 既存の便益-費用方法論が不十分な場合、連邦政府は、これらの

方法論を改善するために科学的および経済的研究に投資すべきである。 加えて、議員は、提案され

た政策の気候コストと便益を十分に考慮するために、十分な科学的・技術的能力へのアクセスを必要とす

る。 

 

構成要素:連邦規則制定における炭素汚染の真のコストを考慮することを行政府に指示する。 

 

連邦政府機関が、公害基準などの規則を制定または改訂するためにその法的権限を使用する場

合、政府機関は、その規則の意図する利益が費用を正当化することを示すために、費用便益分

析を実施しなければならない。 米国環境保護庁(EPA)は、酸性雨の減少や喘息発作の回避など、汚染を

減らし公衆衛生を保護する利点を定量化する方法を開発した。 2009年、オバマ政権は「一定年の炭素

排出量の増加に伴う金銭化された損害」の推計値である「炭素の社会コスト(SCC)」を策定するた

めの省庁間作業部会を立ち上げた。1683SCCは、「農業生産性の純増、人間の健康、洪水リスク

の増大による財産の損害、気候変動による生態系サービスの価値の変化」などを反映している。1

684作業部会の目標は、連邦政府機関が炭素汚染の削減と気候変動の緩和のためにルールの恩

恵を金銭化するために利用できるSCCを策定することであった。 

 

2017年3月28日、ドナルド・トランプ大統領は、オバマ政権によって提案された、あるいは最終決定

されたいくつかの気候関連規則の撤回を求める大規模な大統領令に署名した。 同大統領令は、作

業部会のSCCを無効にし、機関に対し、その価値を大幅に切り下げられる方法を用いるよう指示した。1685 
 
 

1682 国立建築科学研究所、自然災害軽減:2019年報告書(2019年12月) 
1683 温室効果ガスの社会コストに関する省庁間作業部会、技術支援文書:行政命令12866(2016年8月)に基づく規制上の影響分析のための炭素の社会コストの技術的更新。 
1684 同上 

連邦気候変動措置の真の価値の評価 
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このことは、EPAや他の機関が炭素汚染を削減する行動を正当化することをより困難にするで

あろう。 トランプ大統領の命令を受けて、独立した非営利研究機関であるResources for the F

utureは、オバマ時代のSCC作業部会.1686の取り組みを推進するイニシアティブを立ち上げた。  

 

第115回連邦議会では、ドナルド・マクイーチン下院議員(D-VA)とマイケル・ベンネット上院議員(D-

CO)が、公害透明性法(H.R. 3981/S. 1930)を導入した。これにより、連邦政府機関は、規則制定と調

達の決定において、温室効果ガス排出の長期的なコストを定量化するために、一貫した科学的根

拠に基づく数値を用いることが求められるようになった。1687 

 

勧告:議会は、次期政権に対し、利用可能な最善の気候科学を反映した新たなSCCを策定する

ために、省庁間作業部会を再編するよう指示すべきである;米国の温室効果ガス排出が世界的

な影響を及ぼすことを認識する;そして、現在の政策が未緩和の気候変動の矢面に立つ将来の

世代に与える影響の要素を認識すべきである。 作業部会は、国立科学・工学・医学アカデミー1688及

び将来のための資源を含むSCCを見直し、精緻化している外部の利害関係者と協議すべきである。 

 

管轄：科学技術委員会、監視・改革委員会 

 

構成要素:気候リスク関連法案の財政的・経済的影響を考慮する方法論の開発 

 

CBOは、予想される年間の経済的損失と連邦コストを削減する可能性のある政策のレンズを通し

て、限られたケースにおける気候変動のコストを評価してきた。1689 しかし、CBOは、現在、連邦政

府に回避されたコストと、10年間の予算枠内とそれを超えて長期的に生じる可能性のあるより長

い範囲の便益を考慮した、連邦回復力のある投資の収益を計算する方法を開発し、適用する能

力を持っていない。 

 

2019年1月29日、上院予算委員会は公聴会を開き、キース・ホールCBO長官が証言した。1690公

聴会の後、バーニー・サンダース(I-VT)委員をはじめとする委員会メンバーは、気候危機が米国

の経済と連邦予算に与える影響について、予想される記録を求める質問を提出した。ホール長官

の回答は、CBOが、より遠い将来に大きく成長する気候の影響に関する不確実性に取り組む際に直面す

る課題について議論し、CBOは世紀末までのコストの大きさを評価していないと指摘した。 

 
1685 ホワイトハウス報道官室「エネルギー自立と経済発展の促進に関する大統領執行令」、2017年3月28日、https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-executive-orderp

romoting-energy-independence-economic-growth/。 
1686 「将来のための資源」、「炭素イニシアティブの社会コスト」、https://www.rff.org/social-cost-carbon-initiative/。

 2020年6月アクセス。 

1687 H.R. 3981およびS. 1930、「公害透明性法」、第115回議会。 
1688 科学・工学・医学アカデミー、「社会コストを更新するためのアプローチの評価」 
カーボン://sites.nanationalacademies.org/DBASSE/BECS/CurrentProjects/DBASSE_167526 2020年6月アクセス。 

1689 議会予算局、ハリケーン・風水害・暴風雨関連洪水被害予想費用(2019年4月)  
1690 予算・経済見通し: 2019年~2029年(2019年1月29日)上院予算委員会前のキース・ホール議長の証言を参照。 

https://sites.nationalacademies.org/DBASSE/BECS/CurrentProjects/DBASSE_167526
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ホール氏は、突然の気候変動の原因と性質について説明し、 

その可能性と潜在的影響は「非常によく理解されていないままである」と述べた。1691 

 

勧告:議会は、提案された法律から予想される主要な気候リスクの影響(回避されたコストからの潜

在的な節約、および連邦政府の回復力のある投資に伴うリスクの低減を含む)の財政的・経済的影

響をモデル化し分析するCBOの能力の拡大を支持すべきである。 

 

管轄:予算委員会 

 

構成要素: 連邦支援プロジェクトへの気候影響の評価のための連邦政府の科学的・経済的能

力の強化 

 

OMBが気候リスクを適切に評価するためには、連邦政府機関は、連邦政府の政策、優先事項、

プロジェクトにおける気候影響を測定する信頼できる方法を必要としている。 しかし、ある「自然

な」気候回復力の解決策の完全な便益を定量化することは依然として困難であるが、伝統的な

「ハードな」インフラ・プロジェクトの長期的なコストは、しばしば不適切な考慮がなされている。 洪

水リスクを管理するアプローチは、好例である。湿地の復元、生活海岸線、再植林は、洪水リスクに総

合的に対処するための自然の解決策として定量化が困難であることが多い。1692対照的に護岸や

堤防は地元の利益を実証しやすい。しかし、これらの解決策は、継続的な維持管理コストや他の

コミュニティへの洪水リスクの移動により、長期的にはより多くの費用がかかる可能性がある。1693 

最近の経済調査では、沿岸湿地の洪水制御便益1平方キロメートル当たり平均180万ドルが算出

され、気候の影響とグリーン・インフラの便益を定量化するためのこのような研究の可能性が実証

されている。1694 

 

勧告:議会は、連邦政府が支援する洪水、自然火災、異常気象のリスクなどのプロジェクトにお

ける気候関連の便益とコストの評価に関する科学的知見の現状を評価するために、OMBと全

米科学技術医療アカデミーと契約を締結するよう、OMBに指示すべきである。 すべての国立アカ

デミーはまた、これらのリスクを評価するための指標と方法論を改善するために、研究活動の優先順位を

勧告すべきである。 

 

管轄:監督・改革委員会、科学・宇宙・技術委員会 

 

構成要素:気候影響評価のためのOMBガイダンスの近代化 

 

OMBの長年にわたる行政指導により、連邦政府機関は、「定量化が難しい定性的施策の費

用便益」を含む主要な政策行動のすべての費用と便益を考慮した規制影響分析(RIA)を策

定することが求められている。1695 

 

1691議会予算局「予算・経済見通し聴取後の記録に関する質問に対する回答:上院予算委員会(2019年3月29日)が実施した2019~2029年」、https://www.cbo.gov/system/files/2019-03/54991-

QFRs.pdf。 
1692 米国環境保護庁「グリーン・インフラストラクチャーの障害を克服する」https://www.epa.gov/greeninfrastructure/overcoming-barriers-green-infrastructure。

 2020年6月アクセス。 

1693 Samuel E. Munozら、「河川工学により増幅されたミシシッピ川洪水ハザードの気候制御」、Nature 556(2018):95-98。 
1694 Fanling Sun and Richard T. Carson, “Coastal wetlands reduce property damage during tropical cyclones,” Proceedings of the National Academy of Sciences 117, no. 11 (2020): 5719-5725. 

https://www.epa.gov/green-infrastructure/overcoming-barriers-green-infrastructure
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しかしながらOMBの現在のRIAへのアプローチは、連邦政府のプロジェクトや政策に対する洪水、

自然火災、極端な天候リスクの増加など、気候変動の影響を十分に考慮していないかもしれない。1

696 例えば、2019年12月のGAO(政府説明責任局)の書簡は、OMBと陸軍工兵隊が水資源開発プロ

ジェクトに向けて現在使用している基準が限定的なものであることを特定した。1697 

加えてRIAの根底にある利益-費用分析は、コミュニティを無傷に保つことの社会的価値よりも不動

産の評価を優先する傾向があり、低所得コミュニティに対する連邦政府の気候耐性投資の価値を

低く見積もりがちであることが示されている。1698 

 

勧告:議会は、連邦政府のプログラムと規制の策定と評価において、洪水、自然火災、熱帯

嵐、極端な暑さなどの気候の影響とリスクを考慮し、規制分析の開発に関する政府機関への

ガイダンスを更新するよう、OMBに指示すべきである。 連邦政府の便益-費用分析では、連邦政

府の投資と資産が気候への影響にさらされているかどうか、また連邦政府の行動が気候への影響をど

のように増減させることができるかを評価すべきである。 

 

管轄:監督・改革委員会、運輸・インフラ委員会 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1695 規制計画・審査局長 大統領令 12866(1993年9月30日) 

1696 GAO-20-127「気候耐性:優先度の高いプロジェクトのための戦略的投資アプローチ」は、連邦政府資源の目標達成に役立つ可能性がある(2019年10月)。 
1697 GAO-20-113R、米国陸軍技術者部隊の政府説明責任室 :利益の評価に関する情報および 
水資源開発事業のコストとOMBのレビュー(2019年12月) 

1698 Katharine J. Mach, et al., “Managed retreat through voluntary buyouts of flood-prone properties,” Science Advances 5, no. 10 (2019). 
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本報告書のすべての提言は、根強い金銭的利害—炭素ゼロのエネルギー源への移行を望ま

ない利害関係者—が、政治プロセスにおいて平均的な米国人よりも発言力を持ち続ける場

合、実施がより困難になるであろう。 

 

より健全で、より対応力のある民主主義を構築するための具体的な政策提言を提供することは、

選考委員会の責任の範囲を超えているが、2019年に下院で可決された2つの法案は、必要とされ

る変化の種類を示している。 

 

2019年3月、ナンシー・ペロシを議長とする下院は、「2019年国民法」のH.R.1を234対193で可決し

た。 この法案は、上院では進展していないが、選挙資金改革、投票権、連邦倫理法という3つの問題に

取り組んでいる。 選挙資金改革に関し、同法案は、小額の寄付金に重点を置いたキャンペーンに

対する公的資金を創設し、市民連合を終結させるための憲法改正を支持し、最高裁判所は、米

国の選挙で何百万ドルもの暗黒の金銭支出を免除し、スーパーPACと暗黒の金銭を扱う政治団

体に、その寄付者を開示することなどを義務付けている。 米国民の議決権を拡大するために、

同法案は、全国自動投票者登録プログラムを創設し、早期投票と同日の有権者登録を促進し、

連邦労働者のために選挙日を休日とし、民間部門にもこれを提供するインセンティブを提供し、

党派によるゲリマンダリングを禁止し、有権者名簿の抹消を禁止している。 また、この法案は、透

明性を高め、米国政府の3部門すべてにおける利害の対立を阻止するために、連邦倫理法を改革するも

のでもある。 

 

2019年12月、下院はH.R.4「2019年議決権行使促進法」も可決した。 同法案は、「シェルビー郡vホル

ダー訴訟」における2013年の最高裁判決によってもたらされた損害を取り除くことを目指している。 議決権

法の一部を無効にした議決権保有者は、町、郡、州が有色人種や政治的に疎外された人々を差別する措

置をとることを容易にした。 この法案は、超党派投票権法の完全な保護を回復し、有権者ID法のような、歴

史的に有権者差別につながった措置を課す法域を連邦政府が監視するための目標を定めたプロセスを

確立するものである。 

 

世論調査によれば、米国人の大多数は気候変動に対処し、公正で公平なクリーンエネルギー経

済を構築するための行動を支持している。1699 、行動を阻止しようとする人々よりも、これらの意

見を高めていくためには、議会が本報告書に概説されている提言に沿って、米国の民主主義制

度を強化するための改革を追求する必要がある。 
 

 

 

 

 

 

 
 

1699 Yale Program on Climate Communication and George Mason University Center for Climate Change Communication、 
政治・地球温暖化(2019年11月) 

国の民主主義機関の強化 
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結論  

この報告書は、温暖化した世界と、それに伴う米国の生命や生活への脅威との直接的な関係を

描いている。 気候危機を解決することは、今日、我々のコミュニティを悩ませ、気候変動の影響を

悪化させる、組織的な経済的・人種的不平等を認識し、是正することにコミットする機会を提供す

る。 だからこそ、正義と公平が、提示された解決策の中核をなすのである。 

 

気候危機に立ち向かうためには、部門間および政府のあらゆるレベルでの行動が必要である。 本

報告書では、選考委員会の過半数のスタッフが提言したことは、連邦政府の気候問題解決策を進

展させるだけでなく、部族、領土、州、地方自治体が今後数十年にわたって繁栄するようコミュニティ

を強化するための政策支援を提供することになる。 これらの行動は、気候科学の進展、技術革新

の促進、家族の持続的な雇用の創出、災害による経済的損失の反転、強靱な経済への民間投資

の誘致、米国の経済回復の促進を目的としている。 

 

気候危機は、今日、国家と世界を悩ませている社会的、経済的、環境的課題と密接に結びついて

いる。 しかし、私たちは協働することで、気候変動の最悪の影響を回避し、すべての人々のために、より

強く、より健康で、より公正な米国を築くことができる。 私たちが今選択することは、気候危機の最前線にい

る若者や米国民の未来を形作るものである。 

今こそ、連邦議会が、緊急かつ断固とした行動をもって、これらの勧告を実施する時である。 
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STAFF  

本報告書には、気候危機対策本部選考委員の中から、以下の者が参加した。 

 

アナ・ウンル・コーヘン博士、スタッフディレクター 

アリソン・L・キャシディ、ファティマ・マリア・アーメド、エバデュラ・エバディ上級顧問、

メルビン・フェリックス, コミュニケーションディレクター、 

クラーク・ダナ・ガンスマン上級プロフェッショナル・スタッフ、ジャビエル・ガンボア氏 

マッケンジー・L・ランダ弁護士 

ラリー・Ｌ・マーティン博士、AGI/AAAS議会科学フェロー  

サマンサ・Ａ・メドロック、CFM、上級顧問 

モリソン博士、デジタルプロダクションスペシャリスト、アビゲイル・レジツキー博士、

プロフェッショナル・スタッフ 

 

選挙管理委員会の民主党議員の個人スタッフのうち、以下の者が、報告書の審査と政策提

言において重要な役割を果たした。 

 

カリサ・ブンゲ下院議員(民主党、民主党) 

アニー・ダリー元ナウス海事政策フェロー、ジャレッド・ハフマン下院議員

(D-CA)ローガン・フェリー副参謀長、ジャレッド・ハフマン下院議員(D-C

A) 

ジョナサン・ギルバート法務長官、マイク・レビン下院議員(D-CA) 

リーバイ・ワイアット・パターソン上級政策アドバイザー ベン・レイ・ルジャン(D-N

M)クリストファー・ピタード議長、シーン・キャステン下院議員(D-IL) 

トッド・リングラー博士、National Security Science Fellow, Asst. ベン・レイ・ルジャン(D-NM)議

長、デビッド・A・シュット下院議員補佐(D-CA) 

キム・ソッフェン下院議員補佐(D-IL) 

コリー・ソロー議員、ドナルド・マクイッチン下院議員(D-VA) 

マキシン・シュガーマン, Environment and Labor Policy Advisor, Rep. スザンヌ・ボナミ

チ(D-OR)サミュエル・Ａ・ウォイシスキ, Former Senior Legislative Assistant, ショーン・

キャスティン(D-IL) 
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付録  

付録1. モデル化された排出削減の方法論 

選定委員会の多数派は、非党派のシンクタンクEnergy Innovation: Policy and Technology LLC(「エ

ネルギー・イノベーション」)と共に政策提言案をプレビューした。エネルギー・イノベーションは、オー

プンソースのエネルギー政策シミュレーターを用いて、委員会の勧告の一部を実施することによる

排出削減とコベネフィットをモデル化した。 

 

温室効果ガスの排出削減に役立つ気候危機行動計画の勧告のいくつかは、容易に定量化され

ていない。 エネルギー・イノベーションは、推奨事項をモデル化しているが、それは既存の文献を用いて、

技術の展開と排出削減について合理的な仮定を立てることができるものなど、いくつかの定量化可能なベ

ンチマークを含んでいる。 

 

エネルギー・イノベーションは、以下のセクターを対象とする気候危機行動計画の提言をモデ

ル化した。 

 

• 電気 - クリーンエネルギー基準; 送電拡大のための計画、コスト配分、立地の改善; エネ

ルギー効率の資源基準; クリーンエネルギー税額控除 

• 輸送-自動車の温室効果ガス排出基準、軽・大型車のゼロエミッション販売義務、低炭素

燃料基準、ゼロエミッション車税額控除 

• 建物 - 建物電化に対するリベート、正味ゼロ・エミッション建築基準の採用に対するインセ

ンティブ、正味ゼロ・エミッション連邦建築物要件、連邦施設のエネルギー性能要件、エネ

ルギー効率税優遇措置、住宅エネルギー改修のためのリベート 

• 産業 - 取引可能な排出性能基準、低排出熱基準、連邦調達のためのクリーンプログラム

購入、プロセス排出のための炭素回収、石油・ガスシステムからのメタン削減、HFC代替、

製品効率とリサイクル性の向上、産業効率税額控除 

• 農業-気候管理の実践、高度な放牧管理、栄養管理の改善 

• 大規模景観保全、再植林、森林再生といった自然気候ソリューション 
 

2050年に排出量が残っている部門 

 

2050年のモデルによると、温室効果ガスの排出量は、産業プロセス、大型・非道路(貨物鉄道、船

舶、航空)輸送、農業に集中している。 気候危機行動計画には、強固なRD&D、先進燃料に対する新たな

インセンティブ、農業者へのインセンティブなど、これらの緩和が困難な部門に対処するための追加的な政

策が含まれているが、これらの勧告はエネルギーイノベーションのモデル化にはあまりにも推測的であっ

た。 

 

また、このモデル化の試みは、排出量を経済全体で削減することがいかに困難であるか、一連の

解決策が必要であるか、また、新しい技術が今世紀半ばまでに広く普及するまでの期間に学習曲

線に沿って進展するためには、気候行動が今や必要である理由を強調している。 
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付録2. 主要な卸電力市場改革 

「よりクリーンでより強靱な電力セクターを構築する」と題する報告書のセクションでは、選定委員会

の過半数の職員が、連邦エネルギー規制委員会が、エネルギー、信頼性、容量市場の改革を、再

生可能エネルギー、蓄電池、送電時貯蔵、ハイブリッド資源、分散型エネルギー資源、卸電力市場

における需要対応をより適切に統合するために、規則制定を実施するために、連邦エネルギー規

制委員会の既存当局を活用することを勧告している。 専門家は、以下に列挙する研究において、改革

の可能性について概説してきた。 

 

• ヤコブ・メイズ、デビッド・Ｐ・モートン、リチャード・Ｐ・オニール、容量市場における非対

称なリスクと燃料中立s(2019年1月22日) 

 

• マイケル・ゴギン、ロブ・グラムリッチ、スティーブン・シュパルバー、アリソン・シルバースタ

イン、 顧客フォーカスとクリーン/未来の電力市場 (風力ソーラーアライアンス、2018)。 

 

• エネルギーイノベーション、急速脱炭のための卸電力市場設計(2019年6月) 

 

• ロビー・オルヴィス/ソニア・アガルワル, 高度再エネの未来におけるマーケットデザインと運転

のためのベストプラクティス (2017年10月) 

 

• ロブ・グラムリッチほか,未来の電力市場: 変動コストゼロの巨大な再生資源のデザイン(2019

年11月) 

 

• ロブ・グラムリッチ、マイケル・ゴギン、ジェイソン・バーウェン：多用途を可能にする

～ハイブリッド資源が顧客に完全な価値を提供できるようにする(2019年9月)。 


