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米国景気対策法に盛り込まれた、環境・エネルギー対策の評価
～再生可能エネルギーに焦点～

2 月 17 日に成立した景気対策法により、環境・エネルギー対策に 676 億ドルが配分された。
大半が再生可能エネルギーおよび省エネルギーへの投資で、クリーン石炭や原子力発電には
言及されず、Obama 政権の方針を反映した形となった。ただし、再生可能エネルギーの開発
や普及に要するコスト総額に対し、今回の景気対策の予算は一部を占めるに過ぎず、今後の
財源確保に対する懸念は残っている。

景気対策法は今後 2 年間で 350 万人の雇用創出を謳っているが、環境・エネルギー対策によ
り短期雇用の増加は見込めるが、長期的な見通しは暗いと専門家は予測している。

＜最大の歳出項目は送電網の新設・補強＞
2 月 17 日に成立した景気対策法（The American Recovery and Reinvestment Act of 2009：HR1）
の総額 7,870 億ドルのうち、環境・エネルギー対策に 676 億ドルが割り当てられた。大半が
再生可能エネルギーに配分され、同産業にとっては弾みとなりそうだが、クリーン石炭や原
子力発電などの非再生可能エネルギー分野への言及はなく、明暗を分けた結果となった。

最大の歳出は送電網の新設および補強で、老朽化した送電網をより安全かつ効率的で安定し
た電力を供給できるよう修繕し、また再生可能エネルギーを運ぶ送電網の新設のために 110
億ドルを投資する。例えば風力発電機は、これまで発電所の無かった場所への設置が多く、
送電網の新設が必要となる。

図表 1：景気対策における環境・エネルギー政策の主な内訳1

歳出拡大
クリーンエネルギー・省エネルギーへの投資（407.5 億ドル）
送電網の新設および補強、Smart Grid 計画への支援 110 億ドル
州・地方政府によるエネルギー効率向上と低炭素化を目指す投資への補助 63 億ドル
再生可能エネルギー発電と送電事業への融資 60 億ドル
中低所得者の住宅を耐気候構造に改築し、燃料費削減と省エネ化 50 億ドル
連邦政府建物のエネルギー効率を向上させるべく改築、改装 45 億ドル
二酸化炭素の分離・隔離技術の開発 34 億ドル

1 US House of Representatives. Committee on Appropriations. “Summary: American Recovery and Reinvestment.”
February 13, 2009. http://appropriations.house.gov/pdf/PressSummary02-13-09.pdf
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エネルギー効率向上と再生可能エネルギー研究費を、大学・企業・政府機関に補助 25 億ドル
自動車向け高機能電池に関する研究への助成 20 億ドル
グリーン産業に従事する労働者の訓練 5 億ドル
電気自動車の技術開発への助成 4 億ドル
エネルギー効率の高い家庭電化製品の購入向けの助成 3 億ドル
スクールバスなどディーゼル燃料の排気量削減に向け州や地方政府を支援 3 億ドル
州・地方政府によるエネルギー効率の高いバスや自動車の購入への補助 3 億ドル
連邦政府支援下で建てられる低所得者住宅のエネルギー効率の向上 2.5 億ドル

環境改善（69 億ドル）
放射性廃棄物の処理 60 億ドル
人体および環境を脅かす有害廃棄物の処理 6 億ドル
石油の地下貯蔵庫からの漏洩防止と漏洩分の処理 2 億ドル
環境汚染などの理由で利用されなくなった産業設備の清掃 1 億ドル

減税措置（200 億ドル）
再生可能エネルギーへの投資 200 億ドル

出典：米下院歳出委員会

＜再生可能エネルギーへの投資は歓迎するが規模は不十分＞
当地シンクタンク、ピーターソン国際経済研究所の Trevor Houser 客員研究員は 1 月 15 日に、
議会下院エネルギー自立・地球温暖化問題特別委員会で、景気対策に含まれる環境・エネル
ギー政策の評価について証言した2。主な内容は以下の通り。

 企業、消費者、政府がエネルギーの節約を行えば、景気対策のコストを埋め合わせるこ
とができる。

 建物のエネルギー効率向上への投資が、短期的な雇用創出においても、長期的なエネル
ギー輸入や温暖化ガス排出の削減においても最も期待できる。

 送電網の新設・補強計画により膨大なエネルギーが節約できるが、景気対策で歳出され
る予算では一部しか実現できない。

 長期的なエネルギー安全保障や温暖化に対応するためには、今後 2～3 年で 1,000 億ドル
の歳出規模では足りない。景気対策に含まれる環境・エネルギー政策は、今後の法案を
補完する内容であるべき。

＜専門家は景気対策による雇用創出に期待薄＞
Obama 政権は景気対策案によって今後 2 年間で 350 万人の雇用を創出すると主張している。
しかし、米国商工会議所は、景気対策案は短期的に「グリーン雇用」を促進するが、経済を
回復させるほどの長期雇用は難しいと予測している。

米国商工会議所で 2 月 17 日に開催された講演会において、Carlos Gutierrez 前商務長官は新規
雇用の 70％を担う中小企業への対策案が小規模に留まったことに落胆を示した。電力業界団

2 Trevor House. “Structuring a Green Recovery: Evaluating Policy Options for an Economic Stimulus Package.”January 15,
2009. http://www.petersoninstitute.org/publications/papers/houser0109.pdf
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体 Edison Electric Institute の Mary Miller 人事部長は、「景気対策で雇用創出に割り当てられた
予算は、高い技術を必要とせず 3～5 日の訓練で済む短期の雇用（住宅の耐気候化工事やエネ
ルギー効率の検査など）創出に主に使われる可能性が高い」と懸念する。エネルギー産業は
団塊世代の退職により、5～10 年後に深刻な技術者不足に陥ると予想されている。一方、公
共施設のエネルギー効率を高めるため、改装や屋上緑化工事を担う企業は雇用創出を見込ん
でいる。

気候変動やエネルギー問題のエコノミスト David Montgomery 氏は、グリーン雇用創出に集中
するのは経済によい影響をもたらさないと警告する。温暖化対策によって雇用を喪失する産
業も存在するためだ。炭素排出の制限を課す制度によって 2015 年には 400 万人が雇用を喪失
すると予測している。

＜再生エネルギー発電への減税措置は評価が低い：炭素税・排出権取引導入を推奨＞
景気対策には、再生可能エネルギーへの投資に対する現行の減税措置を延長または拡大する
項目が含まれている。主な減税措置は以下の通り。

 2010 年に失効する再生可能エネルギー発電への現行の減税措置を、風力発電は 2012 年ま
で、その他の再生可能エネルギー発電は 2013 年まで延長。

 太陽光発電設備投資には 30％の税控除がすでに実施されているが、他の再生可能エネル
ギー発電の設備にも適用。風力発電の場合は 2012 年までに設置された設備が、他の再生
可能エネルギー発電は 2013 年までに設置された設備が対象。

 代替燃料を使用する企業および個人が所有する不動産への税控除額を 2010 年までに段階
的に引き上げ。

 コンセント式電気自動車販売に対する税控除額を引き上げ。
 省エネルギーや再生可能エネルギープロジェクトに必要な資金を調達するため、免税の

債券の追加発行を許可。

当地シンクタンク Urban Institute と Brookings 研究所の共同プロジェクト Urban-Brookings Tax
Policy Center は、景気対策に盛り込まれた減税措置案を評価した報告書を発表3。同報告書は、
エネルギー設備への投資や発電に対する減税措置はコスト削減によって経済をある程度刺激
するとは認めながらも、効果が出るまでには時間がかかり、規模も限定的であるとしている。
また、このような選択的な税制優遇措置は、効率の低い発電技術も温存させ、化石燃料の消
費削減に貢献しないと指摘した。

一方、同報告書は、炭素税や排出権取引の導入によって化石燃料の価格を上昇させ、化石燃
料の消費を削減することを提案している。価格上昇により短期に消費量を低下させることが
できる。さらに、中期的にはエネルギー効率の設備や代替エネルギー資源への投資を促進し、
長期的に化石燃料に替わる新技術の開発を促進させる。

3 Urban-Brookings Tax Policy Center. “Tax Stimulus Report Card: Conference Bill.”February 13, 2009.
http://www.taxpolicycenter.org/UploadedPDF/411839_conference_reportcard.pdf
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＜今後議会で、さらなる環境・エネルギー法案の審議が予想される＞
景気対策法において環境・エネルギー政策は目玉の一つ。支出額は対策法全体の 1 割弱に過
ぎないとも言えるし、円換算すると 6 兆 4 千億円もあり実額は大きいとの両面の見方がある。
今後各省庁が実施計画詳細を詰めると、雇用創出度など効果が見えやすくなろう。景気対策
法以外での環境・エネルギー政策への支出も、今議会会期中に議論されていくことになりそ
うだ。

景気後退が続く中、温暖化対策の後退への懸念が広がっていたのに反し、Obama 大統領はむ
しろ温暖化対策によって景気を刺激できるという考えだ。24 日夜の議会両院向け施政演説で、
景気と金融対策に加え、エネルギー・ヘルスケア・教育を長期的な国内重点課題に挙げた。
これは選挙戦時と不変だが、エネルギー・環境分野でも、沿岸部石油採掘や原子力発電には
触れず、再生可能エネルギーを主役に位置づけている。

Obama 大統領の「グリーン政策」が「IT 革命」に匹敵するパラダイム転換を引き起こす可能
性を、三井物産戦略研究所の寺島実郎所長が注目している4 。Obama 大統領は 24 日の演説
で、南北戦争時の大陸横断鉄道建設や、アポロ計画など、政府が米国の経済や技術の飛躍に
果たしてきた例を挙げていた。「再生可能エネルギー」「グリーン」「環境」は Obama 政権
のキーワードである。再生可能エネルギーに関わる米国の動きには今後も注目しておいた方
がよさそうだ。

（担当：龍野裕香）
（e-mail address：ytatsuno@us.mufg.jp）

以下の当行ホームページで過去20件のレポートがご覧になれます。
https://reports.us.bk.mufg.jp/portal/site/menuitem.a896743d8f3a013a2afaaee493ca16a0/

4 日経ビジネスオンライン 2009 年 2 月 17 日、伊東 乾氏と寺島実郎氏との対談より。
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