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バイデン政権の鉱物政策動向について
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バイデン政権の鉱物政策の経緯

年月 議会・政府動向
2021年2月 アメリカのサプライチェーンに関する大統領令第14017号
2021年6月 米国のサプライチェーンに関する100日レビュー報告書（ホワイトハウス）

先進的バッテリーの国内サプライチェーンを強化する行動（エネルギー省）
2021年8月 クリーンな乗用車及びトラックに関する米国主導力の強化に係る大統領令
2021年9月 ネオジム磁石の輸入に係る調査（商務省）
2021年10月 鉱物持続可能課の複数年プログラム計画（エネルギー省）
2021年11月 インフラ投資・雇用法の成立
2022年2月 国防産業における競争状況（国防総省）

MP Materialsへの資金拠出（国防総省）
重要鉱物リスト更新（内務省地質調査所）
国防重要鉱物サプライチェーン強化に係る報告書（国防総省）
強健なクリーン・エネルギー移行に向けたサプライチェーン確保戦略（エネルギー省）

2022年4月 Syrah Technologies LLCのグラファイトのアノード物質製造工場へ1.021億ドルの貸付（エネルギー省）
2022年6月 Lynasの重希土分離プラントへの資金拠出（国防総省）
2022年7月 Ultium Cells LLC社のリチウムイオン電池セル製造工場3件に25億ドルの貸付（エネルギー省）
2022年8月 インフレ抑制法（Inflation Reduction Act）の成立
2022年9月 調査結果を踏まえ、ネオジム磁石のサプライチェーン確保に向けた取組を発表
2022年10月 インフラ投資・雇用法に基づく、電池国内製造拡大等を行う20社28億ドルの交付先を公表
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公衆衛生及び環境を保護するとともに気候危機に対処する科学を復活させる大統領令13990号(2021年1月20日)

国内外の気候危機に対処する大統領令第14008号(2021年1月27日)

アメリカのサプライチェーンに関する大統領令第14017号(2021年2月24日)

気候関連の財務リスクに関する大統領令第14030号(2021年5月20日)

クリーン自動車とトラックでのアメリカのリーダーシップ強化に関する大統領令第14037号(2021年8月5日)

連邦政府の持続可能性を通じたクリーンエネルギー産業・雇用活性化に関する大統領令第14057号(2021年12月8日)

トランプ政権時代に定められた全政策措置をレビューし、バイデン政権の政策に合致しない政府規則等を見直しや廃止を検討。
キーストーンXLパイプライン許認可を取消。北極圏国立野生生物保護区海岸平野における石油天然ガスのリース・プログラム関連活動を暫定停止するよう
内務長官に指示。北極圏水域及びベーリング海を石油天然ガス掘削対象から除外。原油やガス掘削等でのメタンガス排出規制の見直し。

気候危機を米国の外交政策・国家安全保障の中核に位置付け、気候危機に対処する政府全体のアプローチ、連邦政府の率先垂範（政府調達等）、
持続可能な経済のためのインフラの再構築等の推進を指示。連邦の石油天然ガスの許認可及びリースの慣行の包括的な見直し及び再検討を完了するまで
新たな石油天然ガス・リース停止を内務長官に指示。

半導体製造業、EV用の大容量蓄電池、重要鉱物等の分野でサプライチェーン上の脆弱性を調査した上で、レジリエンスを強化。

気候変動と気候変動が経済に与えるリスクに関する米国の金融政策の目標を提示

2030年に乗用車と軽負荷トラックの新規販売の50%を電気自動車、プラグインハイブリッド、燃料電池車を含むゼロエミ自動車とする目標を設定

連邦政府の温室効果ガス排出削減目標を提示。

• バイデン政権の気候変動・エネルギー・重要鉱物政策は、2021年に発出された6つの大統領令が根幹となっており、
この大統領令に基づき、関係省庁が政策を具体化。

重要鉱物に関する大統領令
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• バイデン大統領は、大統領令第14017号の中で、アメリカの安全保障上重要な、半導体、大容量電池、重要鉱物、
医薬品の４分野を対象に、100日以内にサプライチェーン上のリスクと対応策をまとめるレビューを担当省庁に指示。

• 6月8日に、ホワイトハウスは、各省庁からの報告をまとめた、「強靭なサプライチェーンを構築し、米国製造業を活性化
させ、広範な成長を育む100日レビュー報告書」を発表。

サプライチェーン100日レビュー報告書

金属鉱物関連の項目及び担当省庁
 電気自動車バッテリーを含む大容量バッテリー（エネルギー省）
 レアアースを含む重要鉱物及び他の戦略的物質（国防総省）

主な提言
 米国内バッテリー生産促進に向けた政府公用車の排出ゼロ車両への切替、50万基の電気自動車充電設備整備のための150億ドルの連邦資金

拠出及び電気自動車需要の創出に向けた自動車燃費基準更新
 長期的バッテリーリサイクル促進並びに酸性坑廃水・尾鉱・鉱滓等からの二次資源及び非在来資源の探求
 鉱山残渣からの鉱物回収向け資金支援並びにリサイクルの制度構築支援及び技術開発への資金支援
 エネルギー省による貸付・債務保証（後掲）
 研究開発や新興技術の商業化等に向けた国防省による補助金交付
 貸付・債務保証及び補助金における環境遵守実績及び閉山用資金確保立証の要件化並びに国産品使用要請
 1872年鉱業法の改正及び鉱業に係る環境規制の更新
 国家備蓄で不足する重要鉱物の購入の許可及び国家備蓄から民間等への鉱物貸与の許可
 米国開発金融公社による同盟国・パートナー国での持続可能な採掘・プロセシング案件の特定及び投融資
 米国の鉱山機器及びエンジニア・サービスの輸出支援のための米国輸出入銀行による貸付・債務保証
 重要鉱物の供給安全保障を損なう不公平な貿易慣行の調査
 同盟国・パートナー国との協働での資源ガバナンスの強化及び重要鉱物向け持続可能性基準の国際採択
 サプライチェーン全体での透明性向上のための革新的手法の開発
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• 100日レビュー報告書を踏まえ、エネルギー省は先進的バッテリーの国内サプライチェーンを強化する行動を発表。
• また、2020年12月にエネルギー省化石エネルギー・炭素管理局に新設した「鉱物持続可能性課」が複数年プログラム

計画を21年10月に発表。

先進的バッテリーの国内サプライチェーン強化行動及び鉱物持続可能性課の計画

先進的バッテリーの国内サプライチェーンを強化する行動（21年6月）
 連邦資金支援、協力合意及び研究開発契約における米国製造要件の強化
 先進的バッテリーの国内サプライチェーンを開発するための青書の発表
 電気自動車向けの先進的バッテリーの国内サプライチェーンへの資金拠出
 常設バッテリー貯蔵の調達

鉱物持続可能性課の複数年プログラム計画（21年10月）
 資源量の把握及びその関連技術開発（対象分野の特定、資源量の調査と将来見通し、データベースの構築）
 持続可能な資源抽出技術の開発（従来型/非従来型の転換・抽出技術、産業用選鉱・濃縮技術の統合、廃止鉱山対策）
 重要鉱物のプロセシング、精製及び合金化技術の開発（高度抽出・精製技術、商業化、大規模実証事業）
 炭素鉱石のプロセシング及び製造技術の開発（カーボンファイバー・グラフェン・ナノ物質、グラフェンとシリコンのサプライチェーンへの

再投資）
※ 国際連携の推進（レアアースのISO TC298やリチウムのISO TC333の議論に参画）
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重要鉱物の確保に向けた各省庁の役割

国防総省
戦略的重要素材の国内製造強化にDPA（国防生産法）を活用するため7.5億ドルの予算を確保し、以下のようなプロジェク
トへの資金拠出を決定済み。
 2022年2月、マウンテン・パス鉱山における重希土類の分離処理施設（カリフォルニア州）施設の設計と建設のためにMP Material 社に対して

3500万ドルを拠出
 2022年6月、ライナス社の重希土類の分類処理施設（テキサス州）の建設に1.2億ドルを拠出

エネルギー省
インフラ投資・雇用法において、レアアースやバッテリー関連に予算措置。
 先進的バッテリー・マテリアルの処理に係る実証事業・商業施設への補助として30億ドル
 先進的バッテリー製造及びリサイクルに係る実証事業・商業施設への補助として30億ドル
 酸性坑廃水等からのレアアースの採掘・抽出、分離及び精製に係る実証施設の建設・運営への補助として1.4億ドル
以下の貸付実績あり。
 2022年4月に、Syrah Technologies LLCのグラファイトのアノード物質製造工場に1.021億ドル貸付
 2022年7月に、Ultium Cells LLC社のリチウムイオン電池セル製造工場3件に25億ドル貸付

内国歳入庁（税制）

インフレ抑制法により、先進製造業生産に対するクレジットとして、重要鉱物生産コストの10%が税額控除となる（内国歳入法
第45X条を新設） 。また、先進エネルギー事業に対するクレジットとして、重要鉱物をプロセシング、精製又はリサイクルするため
の施設の再設備化、拡張又は導入する投資額の30％が税額控除となる（内国歳入法第45C条を改正）。
内国歳入庁は、制度の詳細を規定するガイドラインの策定に向けて、2022年11月4日までパブリックコメントを受付。
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採掘 プロセシング等 バッテリー製造 電気自動車製造 リサイクル 代替材料
DOD DLA 資金拠出（重要戦略素材（※1）向け） - - 資金拠出 ？

DOE

MESC/FECM
（NETL）

資金拠出（非在来型資源（酸性坑廃水や
石炭資源）からのレアアース等回収） - - - -

MESC/EERE
（NETL） - 資金拠出（バッテリー

素材（※2）向け） 資金拠出 - 資金拠出（バッテ
リー向け）

EERE
（NETL） - - - - 資金拠出（重要

素材（※3）向け）
資金拠出（重要
素材向け）

LPO 貸付・債務保証
（※4） 貸付・債務保証 貸付・債務保証 貸付・債務保証 貸付・債務保証 -

IRS 税額控除（生
産コストの10％）

税額控除（投資の
30％）

税額控除（バッテリーセ
ル：35ドル/kWh、バッテ
リーモジュール：10ドル
/kWh（ただしバッテリーセ
ルを使わない場合は45ド
ル/kWh））

税額控除（1台に
つき最大7500ドル）

税額控除（投資の
30％） -

DOD：国防総省
DLA：兵站局
DOE：エネルギー省
MESC：製造・エネルギーサプライチェーン局
FECM：化石エネルギー・炭素管理局
EERE：省エネルギー・再生可能エネルギー局
NETL：国立エネルギー技術研究所
LPO：貸付プログラム局
IRS：内国歳入庁

（※1）重要戦略素材（critical and strategic materials）とは、国防に不可欠な素材と大統領が素材を指定。
（※2）バッテリー素材（battery materials）とは、先進的バッテリー・コンポーネントで利用される鉱物、金属、化学物質又は他の
素材の原料又は加工物を指す。
（※3）重要素材（critical materials）とは、重要鉱物に加えて、サプライチェーン途絶のリスクが高く1つ以上エネルギー技術におい
て不可欠な機能を果たすとDOE長官が指定する非燃料鉱物、元素、物質又は素材を含む。
（※4）発電活動の副産物（地熱からのリチウム）や発電所の副産物（石炭灰や石炭残渣など）から重要鉱物を生産することに言
及があるが、在来型の鉱山開発については対象となるのか否かが不明瞭。

重要鉱物サプライチェーン支援の全体像
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インフラ投資・雇用法

セクター 項目 項目計
/億＄

セクター計
/億＄

クリーンバス&
フェリー

既存フェリー更新 25.0 
75.0 

既存スクールバスゼロエミ化 50.0 

電気自動車充電
EV充電、水素・ガス等供給インフラ支援 25.0 

75.0 
全米EVフォーミュラ・プログラム 50.0 

2020年エネルギー
法関係

エネルギー貯蔵実証事業 5.1 

90.2 

先進的原子炉実証プログラム 32.0 

鉱物セキュリティプロジェクト 8.3 

炭素回収実証とパイロット・プログラム 34.7 

DACコンテスト 1.2 

水力発電事業 1.5 

再生可能エネルギープロジェクト 2.6 

産業部門のCO2排出削減プロジェクト 5.0 

インフラ投資・雇用法のエネルギー・気候変動対策予算合計 890

道路、橋、
主要プロジェクト 1100

旅客及び貨物鉄道 660
安全 110

公共交通機関 392
ブロードバンド 650

港と水路 166
空港 250

水インフラ 550
レジリエンス 472

コミュニティ連携 10
レガシー汚染対応 210
西部地域水インフラ 83

インフラ投資・雇用法の
新規支出予算合計 5,500

インフラ投資・雇用法の予算全体 うちエネルギー・気候変動対策関連予算

• ３月に発表した「The American Job Plans」のインフラ計画を基に、総額5500億ドル規模の財政支出を伴うイン
フラ投資・雇用法が2021年11月15日に成立。American Job Plansに基づく新規投資5,500億ドルと既存のイ
ンフラ計画の下での4,200億ドルの承認を併せた合計1兆ドルのインフラ投資を含むもの。

• 連邦政府のインフラ投資としては過去数十年で最大規模であり、クリーン水素実証、CCS、電池製造、クリーン自動
車、クリティカルミネラル等への大規模支援を含む。

• インフラ投資・雇用法により、総額620億ドル相当のクリーンエネルギー投資権限をエネルギー省に付与。うち120億ド
ルがFECM（化石燃料・カーボンマネジメント）局分。

セクター 項目 項目計
/億＄

セクター計
/億＄

電力と
グリッド

停電防止と回復力強化 50.0

650.0

電力網の信頼性と弾力性RD&D 60.0
グリッド柔軟性高度化技術 30.0
グリッドセキュリティ 2.5
エネルギー・鉱物研究施設支援 1.7
希土類元素実証設備 1.4
重要鉱物資源の採掘・リサイクル研究 1.0
電池材料加工 30.0
電池製造及びリサイクル 30.0
EV電池リサイクル及び2次利用 2.0
炭素利用プログラム 3.1
炭素回収技術プログラム 1.0
CO2輸送インフラ金融とイノベーション 9.0
炭素貯蔵の検証と試験 25.0
安全な地質学的保存技術 0.8
炭素除去 (DACプロジェクト) 35.0

セクター 項目 項目計
/億＄

セクター計
/億＄

電力と
グリッド

（続き）

クリーン水素研究開発プログラム 95.0

650.0
（続き）

民生用原子力クレジットプログラム 60.0

水力発電インセンティブ 1.3

水力発電効率向上インセンティブ 0.8

水力発電のインセンティブの維持・強化 5.5

揚水式水力発電風力・太陽光発電の統合等 0.1

先進的エネルギー製造・リサイクル助成 7.5

現・旧鉱区クリーンエネルギー実証事業 5.0

省エネローン・ファンドグラント 2.5
産業プログラムおよび産業研究評価センターの
将来 5.5
公立学校施設エネルギー効率化及び再生可
能エネ導入 5.0

その他 179.5



条項 内容 担当機関 予算 補足

第40201条 重要鉱物に係る包括的な地表及び地下のマッピング及びデータ統合（10年以内） 地 質 調 査 所
（USGS） 3.20億ドル 対象は「重要鉱物」

第40204条 エネルギー及び鉱物の調査を支援する施設の建設・運営 地質調査所 1.67億ドル

第40205条 酸性坑廃水等からのレアアース元素の採掘・抽出、分離及び精製に係る商業性実証施設
の建設・運営 エネルギー省 1.40億ドル 対象は「酸性坑廃水等からのレアアース

元素」

第40207条
(b)

バッテリー素材のプロセシングに係る実証事業及び商業施設を対象とした補助金
（米国企業が米国で行う事業を優先的に補助。雇用、GHG排出削減及びロジスティクス
を要考慮。）
（実証事業：0.5億ドル/件、商業施設：1.0億ドル/件、既存施設の更新、改修又は
拡張：0.5億ドル/件）

エネルギー省 30.00億ドル 対象は「バッテリー素材」

第40207条
(c)

先進的バッテリー・コンポーネント製造、先進的バッテリー製造及びそのリサイクルに係る実証
事業及び商業施設を対象とした補助金
（米国企業が米国で行う事業を優先的に補助。雇用、GHG排出削減及びロジスティクス
を要考慮。）
（実証事業：0.5億ドル/件、商業施設：1.0億ドル/件、既存施設の更新、改修又は
拡張：0.5億ドル/件）

エネルギー省 30.00億ドル

第40207条
(e) リチウムイオン・バッテリー・リサイクル賞の継続 エネルギー省 0.10億ドル

第40207条
(f)(2)

バッテリーのリユース及びリサイクルの革新的かつ実用的なアプローチに係る研究開発及び実
証を対象とした補助金 エネルギー省 0.60億ドル

第40207条
(f)(3) バッテリーの回収及びリサイクルを行う州及び地方政府への補助金 エネルギー省 0.50億ドル

第40207条
(f)(4) バッテリー回収事業者への補助金 エネルギー省 0.15億ドル

第40208条 2007年エネルギー独立・安全保障法第641条の改正（電気自動車バッテリーのリサイク
ル及びセカンドライフに係る研究開発及び実証を対象とした補助金） エネルギー省 2.00億ドル

第40210条
米国内での重要鉱物のプロセシング又はリサイクル並びに米国内での重要鉱物及び金属の
開発に係る実証事業への補助金
（0.1億ドル/件）

エネルギー省
1.00億ドル（2022年度）
1.00億ドル（2023年度）
1.00億ドル（2024年度）

プロセシング又はリサイクルの対象は「重
要鉱物」、開発の対象は「重要鉱物及び
金属」

9
インフラ投資・雇用法の鉱物関連支援措置①



条項 内容 担当機関 予算 補足

第41003条
(a)

2005年エネルギー政策法第351条の下での活動（地質データ等の収集及び公
表） 地質調査所

0.09億ドル（2022年度）
0.05億ドル（2023年度）
0.05億ドル（2024年度）
0.05億ドル（2025年度）

第41003条
(b)

2020年エネルギー法第7001条(a)の下での活動（石炭及び石炭副産物からレ
アアース及び他の重要素材を抽出回収する先進的分離技術に係る調査研究） エネルギー省

0.23億ドル（2022年度）
0.24億ドル（2023年度）
0.25億ドル（2024年度）
0.27億ドル（2025年度）
0.28億ドル（2026年度）

対象は「石炭及び石炭副産物からレアアー
ス及び他の重要素材」
2020年エネルギー法第7001条(a)で措
置した予算の再掲

第41003条
(c)

2020年エネルギー法第7002条(g)の下での活動（重要素材の代替材料及び重
要素材の効率的な生産・使用・リサイクル等に係る研究開発、実証及び商業化） エネルギー省

2.30億ドル（2022年度）
1.00億ドル（2023年度）
1.35億ドル（2024年度）
1.35億ドル（2025年度）

対象は「重要素材」
2020年エネルギー法第7002条(g)で措
置した予算の再掲（なお、2021年度予
算を2022年度予算に繰り越して計上）

第41003条
(d)

2020年エネルギー法第7002条(h)の下での活動（重要素材サプライチェーン調
査所の建設） エネルギー省 0.40億ドル（2022年度）

0.35億ドル（2023年度）

対象は「重要素材」
2020年エネルギー法第7002条(h)で措
置した予算の再掲（なお、2021年度予
算を2022年度予算に繰り越して計上）

10
インフラ投資・雇用法の鉱物関連支援措置②
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エネルギー省の貸付・債務保証プログラム

 債務保証の対象（例）
 最終エネルギー利用効率化技術に用いる重要鉱物の採掘、プロセシング又は加工
 核燃料向けウランのプロセシング又は精製
 ウラン燃料被覆のためのジルコニウムのプロセシング
 原子炉運開時に中性子源として用いるアンチモンのプロセシング
 リチウム等を生産する地熱事業など、発電活動の副産物として重要鉱物を生産する再エネ事業
 発電所の副産物（石炭灰や石炭残渣など）から重要鉱物を生産する先進的化石燃料事業
 その他法令の基準に合致する重要鉱物事業

 貸付の対象（例）
 先進技術自動車の電気自動車バッテリー向けに用いる重要鉱物のプロセシング
 先進技術自動車の軽量化のために用いるアルミニウム、クロム、マグネシウム、バナジウム又は錫のプロセシング又は精製
 水素燃料電池及び燃料電池自動車で用いる白金族及び白金族触媒のプロセシング又は精製
 電動自動車向けの永久磁石及び永久磁石電力モーターで用いる重要鉱物のプログラム
 その他法令の基準に合致する重要鉱物事業

 実績
 2022年4月に、Syrah Technologies LLCのグラファイトのアノード物質製造工場に1.021億ドル貸付（新規の重要鉱物関連事業向け支援制度）
 2022年7月に、Ultium Cells LLC社のリチウムイオン電池セル製造工場3件に25億ドル貸付（既存の電気自動車事業向け支援制度）

• エネルギー省の貸付・債務保証プログラムは、2009年以降、原子力、太陽光、風力、電気自動車製造等の分野を含
む、30超の事業に対して、累計で350億ドル超の貸付・債務保証を実施。（過去には、債務保証先の太陽電池製造業者ソリ
ンドラが2011年に破産してエネルギー省が5億ドル超の保証履行を実施し、共和党はオバマ政権を批判。）

• 2020年12月、エネルギー省は、貸付・債務保証プログラムの対象に重要鉱物関連事業を追加。（2007年エネルギー独
立・安全保障法第609条（イノベーティブ技術への債務保証）と第611条（先進的乗用車製造支援プログラム（貸付）））
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インフレ抑制法

歳入増加 計7370億ドル
最低15%の法人税 2220億ドル
処方薬の価格改革 2650億ドル
IRSの課税強化 1240億ドル
1%の株式買戻手数料 740億ドル
ロスリミットの延長 520億ドル
投資 計4370億ドル
エネルギー安全保障と気候変動 3690億ドル
Affordable Care Actの延長 640億ドル
西部干ばつ対策 40億ドル
財政赤字削減幅 計3000億ドル超

主要施策
1. メディケア給付の拡大（ワクチン無料化、薬剤費自己負担

上限の低減）
2. エネルギーコストを年間500～1000ドル削減
3. 歴史的な気候変動対策投資（2030 年までに炭素排出

量を約 40％削減）
4. 医療費の削減（ACA 市場の平均加入費用を年間 800 

ドル削減、製薬会社にインフレを超過する価格上昇分の払
い戻し義務づけ）

5. クリーン製造業の雇用創出（600億ドル以上の投資により
数百万人分創出）

6. 不利なコミュニティへの投資（環境正義のために600 億ド
ルを投資）

7. 富裕層による税制抜け穴対策（15%の法人最低税率、
1%の自社株買戻手数料、IRS執行強化）

8. 家庭と収入40 万ドル以下の中小企業の保護

※8/11に民主党が公表したバージョンにおける試算

• エネルギー安全保障・気候変動、医療福祉及び税制改正を柱とするもの。
• 政府の歳出及び税額控除による歳入減少見込みを足し上げた投資規模は、10年総計4370億ドル。歳入増加分の

7390億ドルとの差し引きで、3000億ドル超の財政赤字削減を見込む。
• エネルギー・気候変動関連は3960億ドルの投資を見込み、インフラ投資雇用法の5年約900億ドルと併せて、史上最大

規模の投資額と政権は訴求。
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インフレ抑制法：クリーン自動車に対する税額控除

• 内国歳入法第30D条を改正して新クリーン自動車向け税額控除を、同法に第25E条を新設して中古クリーン
自動車向け税額控除を、同法に第25W条を新設して商用クリーン自動車向け税額控除を、それぞれ導入。

新クリーン自動車 改正後
税額控除対象者 新クリーン自動車を用に供する者（＝消費者）、但し販売ディーラーへ移転可能
所得制限 税額控除対象者の課税対象年又は前年における総収入のうち少ない方が、一定の金額（配偶者を含めての共同納税の

場合：30万ドル、家族の長の場合：22.5万ドル、その他の場合：15万ドル）を上回る場合は、税額控除の対象外
期間 2032年12月31日までに用に供された新クリーン自動車に対して、税額控除を適用

対象物
以下の要件のいずれかを満たす新クリーン自動車であって、最終組立が北米で行われたもの
車両総重量が1.4万ポンド（約6.35t）未満であり、かつ、7kWh以上の容量があり再充電可能なバッテリーからの電力
を利用する電気自動車
燃料電池自動車

控除額
重要鉱物の割合に基づく規定

バッテリーに含まれる重要鉱物のうち、①米国内又は米国が自由貿易協定を締結している相手国で採掘又はプロセシン
グが行われたもの又は②北米でリサイクルが行われたもののいずれかの要件を満たすものの価値の割合が、一定割合
（自動車が用に供された時点が、2023年以前は40%以上、2024年は50%以上、2025年は60%以上、2026年は
70%以上、2029年は80%以上）である場合：3,750ドル

コンポーネントの割合に基づく
規定

バッテリーに含まれるコンポーネントのうち、北米で製造され又は組み立てられたものの価値の割合が、一定割合（自動車
が用に供された時点が、2023年以前は50%以上、2024～2025年は60%以上、2027年は80%以上、2028年は
90%以上、2029年以降は100%）である場合 ： 3,750ドル

懸念のある外国法人に伴う制限

以下の新クリーン自動車については、税額控除の対象外
2025年以降に用に供された新クリーン自動車：バッテリーに含まれる重要鉱物が懸念のある外国法人（米国の制裁
対象者、北朝鮮・中国・ロシア・イランの政府の指示に従っている者等）によって採掘、プロセシング又はリサイクルされたも
のである場合
2024年以降に用に供された新クリーン自動車：バッテリーに含まれるコンポーネントが懸念のある外国法人（米国の
制裁対象者、北朝鮮・中国・ロシア・イランの政府の指示に従っている者等）によって製造され又は組み立てられたものであ
る場合

車両価格に伴う制限 小売価格が一定額（バン、スポーツカー、ピックアップ・トラック：8万ドル、その他：5.5万ドル）を超える場合は、税額控除
の対象外

行政規則 財務長官は、2022年12月31日までに、新クリーン自動車に対する税額控除に係る規則を発表
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インフレ抑制法：先進製造業生産に対するクレジット（AMPTC）

• 米国内で製造され、2023年以降に販売される適格部品の製造に適用。対象部品は、太陽電池セル、太陽電池
ウェハー、ソーラーグレードポリシリコン、ソーラーモジュール、風力発電部品、トルク管、構造用ファスナー、電極活物質、
バッテリーセル、バッテリーモジュール、重要鉱物等。AMPTCの金額は、製造される特定の適格部品によって異なる。

• AMPTCは2030年に段階的に廃止され、2033年以降に販売される対象部品は適用対象外。ただし、重要鉱物に
ついては廃止されない。

• バッテリーセル、バッテリーモジュール、重要鉱物等の製造業に対して、その生産量に対する税額控除を導入。
（対象）

バッテリーセル及びバッテリーモジュールについては、最大放電量に対する容量の比率が100：１を超えないもの
重要鉱物については、46鉱種を対象に、鉱種ごとに純度要件を指定

（税額控除額）
バッテリーセルについては、35ドル/kWh
バッテリーモジュールについては、10ドル/kWh （ただし、バッテリーセルを使わないバッテリーモジュールは45ドル/kWh）
重要鉱物については、重要鉱物生産コストの10%
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インフレ抑制法：先進エネルギー事業投資に対するクレジット

• 内国歳入法第48C条を改正し、以下の事業に対して税額控除を導入。

• 控除額の合計は最大で100億ドル、そのうち40億ドル以上は化石燃料事業への依存度が高く且つ税額控除対象
事業が存在していなかったコミュニティでの事業に充当。対象事業の選定にあたっては、雇用創出、温室効果ガス排
出削減、技術革新、エネルギー消費抑制等の要素を考慮。

（対象）
再生可能エネルギー生産機器、燃料セル等、送電系統近代化機器等、CCUS機器、電気自動車・燃料電池
自動車その他先進エネルギー機器を生産又はリサイクルするための施設の再設備化、拡張又は導入

CCUS、エネルギー効率化及び産業廃棄物削減等によって温室効果ガス排出を20％以上削減する機器を備
え付けた施設の再設備化

重要鉱物をプロセシング、精製又はリサイクルするための施設の再設備化、拡張又は導入

（税額控除額）
投資額の30%
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ネオジム磁石サプライチェーン確保に向けた取組

• 通商拡大法232条に基づくDOCの調査結果・勧告を踏まえ、2022年9月21日、バイデン政権はネオジム磁石のサプライチェーン確保
に向けた今後の取組を公表。

• 米政府として、サプライチェーン全体にわたる国内生産体制の強化、国産磁石の需要促進、サプライチェーン強靱化にかかる同盟国との
協力、人材育成支援、脆弱性軽減に向けた研究開発支援の重要性を認識。

• 一方で、ネオジム磁石やその部品に「関税、割当、その他の輸入制限」を課さないよう勧告。

（国内生産強化）
• インフレ抑制法 に基づき、ネオジム磁石を含む陸上・洋上風力発電部品の国内製造を奨励。ネオジム磁石の生産に対して税額控除を導入。
• 2023年度予算により、DODの「産業基盤分析・ 維持プログラム（IBAS）」による合金化と金属化生産を支援。
• 2023年度予算により、国防備蓄に向けたネオジム磁石と構成材料のさらなる購入を支援。
• 上流～下流のネオジム磁石産業関係者に対して、「Make More in America Initiative」を通じてU.S.EXIMから、国内製造プロジェクトのための融資を申請

するよう奨励。
（国内需要促進）
• NISTは、国家科学技術会議の重要鉱物小委員会と協議しながら、ネオジム磁石の国内回収と再処理の改善に関する戦略を策定。
（国際協力）
• DOEは、クリティカルミネラル・マテリアル会合を通じ、レアアースに関する継続的な関与と協力を強化する。また、DOC及びDOSと協力し、レアアース処理能力の向

上に向けた協力を促進。
• DOSは、鉱物資源安全保障パートナーシップを通じて、同盟国、パートナーおよび商業界に対し、（a）特に中国・変革的輸出プログラムを通じて、EXIMからの

中・長期融資が米国の財・サービス輸出を活用する機会を提供しうるか、（b）米国国際開発金融公社の融資・出資プログラムが米国と同盟国のサプライチェー
ンの転換に役立ちうるか検討を奨励。

（人材育成）
• 商務省経済開発局（EDA）は、ネオジム磁石製造に関連する訓練プログラムや施設を開発・強化するための助成金の機会を共有する。
（研究開発）
• DOEは、以下を目的とした研究に引き続き資金を提供する。
- レアアースの共同生産を含む、レアアースの供給多様化・拡大。
- レアアースやネオジム磁石の使用最小化または排除、代替材料、製造、使用技術の開発。
-効率的な使用や加工、材料の長寿命化など、サプライチェーン全体で材料や製造の効率化。

（市場監視）
• DOCとUSTRは、非市場的な政策や慣行、その他の不公正な貿易慣行に対抗するために追加的な行動を取るべきかどうかを判断するため、米国と世界のネオジ

ム磁石のバリューチェーンを評価する。
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EVの価格低下見通しと自動車メーカーのEV販売目標

（出典）Environmental Defense Fund “Electric Vehicle Market Update”

• kWh当たりの電池コストが、2020年代半ばには100ドルを切るまで低下し、2025年頃には小型EVと内燃機関車と
の所有にかかるコストが均衡し、2030年頃までには、大型車でも同様の状況になるとの見通しあり。

• こうした想定を元に、欧州や韓国を中心とした自動車メーカーは、新車販売に占めるEV割合について2030年以降で
50%～100%の目標を掲げている。

• また、需要側も、Amazonが2020年に1万台、2030年に10万台の配送車を電化、FedExは小口配送車を2030
年に全て電化、2040年に全てZEB化等を掲げるなどの動きあり。
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州政府のZEV規制

（出典）Environmental Defense Fund “Electric Vehicle Market Update”

• バイデン政権は、2030年に新車販売の50%をゼロエミ車にする目標を掲げ、インフレ抑制法による最大7,500ドル
のインセンティブ、インフラ投資・雇用法によるEVインフラ、EV/電池工場建設に対する150億ドル相当の補助金等、
EV導入支援措置を強化。

• カリフォルニア州は2035年までに州内で販売される自動車、トラック、SUVは全てEVにするようAdvanced Clean 
Cars Ⅱを改訂。西海岸と東海岸の一部の州を中心に、同様の基準を導入。



北米の電池関連の投資計画
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出典：CIC energiGUNE（2022年3月22日最終更新）

• 北米では、各社が電気自動車の製造工場、バッテリー製造工場等の投資発表を相次いで発表。
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（参考）米国の鉱山、処理、磁石製造プロジェクト地図（エネルギー省）



DOEのバッテリーサプライチェーンの支援事業の採択プロジェクト
21

• エネルギー省は、22年10月に、インフラ投資・雇用法に基づく最初の採択プロジェクトを公表。
• 20社に対して28億ドルを交付し、12州で商業規模の施設の建設・拡張や、リチウムや黒鉛などの電池材料の抽

出・加工・部品の製造、リサイクル材料などからの部品の製造などを実証。
• 米国初の大規模商業用リチウム電解質塩（LiPF6）生産設備、商業規模の酸化ケイ素製造設備、リン酸リチ

ウム正極材製造設備の設置を含む。



Minerals Security Partnership（MSP）
22

• 国務省の提案による重要鉱物資に関するマルチのパートナーシップ。
• 重要鉱物のサプライチェーン強靱化を目的として、①情報共有と協力、②投資ネットワーク、③ESG基準の引き上

げ、④リサイクル及びリソースの４本の柱について議論。
• 参加国間で案件情報を共有し、高いESG基準に基づく共同投資を促すことを目指している。

• 本年3月、立ち上げが決定。当初の参加メンバーは、米、日、韓、豪、加、英、仏、独、フィンランド、ノルウェー、ス
ウェーデン、欧州委。アジェンダは、①Information Sharing and Cooperation、②Investment Network、③
Elevation of ESG Standard、④Recycling and Reuse。

• 6月に開催された閣僚会合で正式にキックオフ。高い環境・社会・ガバナンス基準に準拠したバリューチェーン全体にわた
る戦略的機会に対して、政府と民間部門からの投資の促進を支援を目指す。

• 9月には国連総会のマージンで閣僚会合を開催。オーストラリア、カナダ、フィンランド、フランス、日本、韓国、ノルウェー、
スウェーデン、英国、米国、および欧州連合（EU）。 さらに、アルゼンチン、ブラジル、コンゴ民主共和国、モンゴル、モ
ザンビーク、ナミビア、タンザニア、ザンビアといった鉱物資源国も出席。

• 一つまたは複数のMSPパートナーが関心を持ちうる有望な重要鉱物プロジェクトを検討し、イノベーションの促進、ESG
基準に関する共同アプローチの開発、プロジェクト運営者と鉱物資源産出国の双方への働きかけを推進していく方針。
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バイデン政権の鉱物政策動向（まとめ）

• 鉱物施策については、基本的にはトランプ政権と同様に対中依存への問題意識から、半導体、大容量蓄電池、クリティカルミネ
ラル、医薬品について、国家安全保障上のリスクが高いと評価し、国防生産法やインフラ投資・雇用法による補助金、インフレ抑
制法による税額控除、エネルギー省による低利融資等を活用してインセンティブを付与し、米国内での強靭なサプライチェーン
構築を追求。

• また、バイデン政権は、気候変動対策の一環として、「ゼロエミ車の新車販売シェアを50％」目標を設定。その実現に向けては、
上記問題意識を踏まえ、インフレ抑制法により電気自動車に多額の導入インセンティブを付与する際に、重要鉱物に対する米
国・FTA国での採掘・加工要件、北米でのリサイクル要件、バッテリーコンポーネントの北米組立要件、懸念のある外国法人に
よる採掘・加工・リサイクル・製造・組立の除外要件を設定（一般からの意見募集結果も踏まえて、現在、具体的な運用方針を
検討中）。

• 他方で、米国だけでは重要鉱物の強靭なサプライチェーンを構築できないことも踏まえ、同盟国・友好国との間での強靭なサプライ
チェーン構築に向けた国際連携も推進。この観点から、国務省がMSP(Mineral Security Partnership)を立ち上げ、日本、
韓国、カナダ、オーストラリア、欧州、アフリカ、南米諸国等が参加し、資源国と消費国が連携して、高いESG基準を満たすプロジェ
クトへの投資促進をEXIM（米国輸出入銀行：米国製製品・サービスを導入するプロジェクトへの貿易保険や低利融資を実施）
の活用も含めて検討中。

• これらの大規模インセンティブを活用し、米国においては電気自動車を中心に、自動車メーカー等によるEV生産投資、国内電池
工場の米国内（一部カナダ）での立地投資といった鉱物のサプライチェーンが、下流ドリブンで構築されつつある状況。また、こ
うした動きと中流支援措置を契機に、電池材料などの中流投資や上流投資模索の動きも一部見られつつある。

• 上記インセンティブを最大限活用し、米国の高コスト環境（許認可、環境対策、地元理解、人件費・材料費の高騰等）を超え
て収益が見込まれる案件については、投資に向けた追い風になりつつある。こうした動きを、国際連携を前提とした、中流・上流・リ
サイクルを含めたサプライチェーン全体の強靭化につなげていけるかどうかが重要。

• こうした米国の政策動向も踏まえ、JOGMECとしても、日本におけるクリティカルミネラルのサプライチェーンの強靭化に向けて、
日本企業による米国投資案件についても、出資・債務保証等の支援スキームを活用して、積極的に支援していく方針。
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