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【地球温暖化特集】クリーン開発メカニズム(CDM)  バイオマス  
 

アジアへの環境技術移転とバイオマス 
－CDMプロジェクトへの期待と展望－ 

 
NEDO技術開発機構 エネルギー・環境技術本部 

プログラムマネージャー 久留島 守広 
1. はじめに 
本年の日本各地は観測史上まれな暑さを記録し、気象庁による 7 月の東京について

の記録を見ると、30℃を超える真夏日が 27 日間も続き、35℃を超えた日が 7 日間も

あった。続いて 8 月 16 日には、岐阜県多治見市と埼玉県熊谷市で、ついに気象庁の観

測値で日本 高気温となる 40.9℃を観測した。 
まさに、地球温暖化がいよいよ進んでいると実感させられる今日この頃である。さ

らに、世界に目を転じても、欧州・北米・アジア南部における洪水、大型ハリケーン

の多発、北極の氷結時期の遅れ・氷厚の減少など、異常気象を示すものばかりである。 
世界の CO2 排出量は急激に増加しており、20 年前の約 1.3 倍となっている。エネル

ギー関連の CO2 の総排出量を国別に見ると、アメリカ、中国、ロシア、日本の順で、

日本は世界で第 4 位であり、CO2 発生量を部門別で見ると、産業部門で約 4 割、鉄道・

自動車など運輸部門で約 2 割、事業所・商業施設等で約 1 割、家庭部門でも約 1 割を

占めている。とりわけ、中国・インドをはじめ急速に発展するアジアでの増加が顕著

であり、今後の地球温暖化対策の鍵であると言われている。 
一方、わが国においては、先日の地震災害による原子力発電所の停止などにより、

地球温暖化対応はもとより既に批准している京都議定書遵守のためには、国民全体で

CO2 削減努力をして行かなければならない状況であるが、その対応において困難な局

面に直面している。このため、国内での削減を補う仕組みに温暖化対策を発展途上国

で行うクリーン開発メカニズム(Clean Development Mechanism: 以下 CDM)という

方法がある。 
このような状況の下、アジア諸国においては、地球温暖化対応とエネルギー安全保

障のため、バイオマス資源、つまり植物由来の燃料を活用することに対する期待が高

まっており、その現状と問題点、さらに今後の CDM プロジェクト化を含め、わが国

との関連につき展望・可能性について述べてみたい。 
 
2. CDM とは 

CDM とは発展途上国と先進国が一緒になって地球温暖化対策を実施する排出量取

引の一種で、これは 1997 年に京都で開催された気候変動枠組条約第 3 回締約国会議

（COP3）で採択された。 
先進国と途上国が共同で温室効果ガス削減プロジェクト（省エネルギー、新エネル

ギーなど）を途上国において実施し、そこで生じた削減分の一部を先進国側の削減に



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1008,  2007.10.3 
 

 2

カウントできるというスキーム（仕組み）である。我が国はこのスキームを利用して

少しでも良い CDM プロジェクトを発掘し、CO2 クレジットを確保すべく、新エネル

ギー・産業技術総合開発機構（NEDO）などによる可能性調査・企業助成、また得ら

れた排出枠の買取り、さらに国際協力銀行（JBIC）などによる基金の設立・運営など

行われている。 
我が国では省エネルギーが相当程度進み、産業構造も高度化していることから、二

酸化炭素排出削減の余地は限られており、温室効果ガス排出削減のための限界費用は

非常に高くなる。しかし、エネルギー消費の効率化や燃料転換等を行う余地が未だあ

る先進国、もしくはエネルギー消費効率が低い発展途上国では、低い費用で温室効果

ガスの排出を削減する余地が数多く存在する。 
 我が国のように国内の限界排出削減費用の高い国では（図 1 参照）、積極的に京都メ

カニズムを活用することによって、約束達成に必要な費用を低減させつつ、優れた技

術の普及により国際的な排出削減への貢献が可能になるといえる。 

 
我が国は、このようなメリットを有する京都メカニズム、すなわち、取引主体・取引形

態別にクリーン開発メカニズム（CDM）、共同実施（JI）、排出量取引（Emissions Trading：
ET）という 3 つの仕組みの環境整備等に取組んでいる。また、民間事業者による京都メ

カニズムの活用も進展しており、2007 年 9 月中旬現在、JI14 件、CDM206 件（計約 9900
万トン-CO2の温室効果ガスの排出削減効果）について政府承認がなされている。 

図 1）主要地域における国内の限

界排出削減費用の推計（2010年）
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3. バイオマス関連プロジェクトの経験 
バイオマスは化石燃料に比べて単位重量当たりの熱量が低く、エネルギー的には非

効率である。砂糖工場で余るサトウキビの絞り粕をバガスと言うが、このバガスの熱

量は石炭の 30%程度、重油の 20%にも満たないので、同じ熱量をボイラーで作り出す

ための設備は化石燃料の場合より大きくならざるを得ない。すなわち、設備費もそれ

だけ高くなる。例えば、数年前モーリシャスで自家発電事業者による電力公社への売

電の競争入札が行われたが、落札したのは石炭焚きの火力発電所であった。バイオマ

ス発電では経済性のみで対抗しても価格面では太刀打ちできなかったようである。 
また、バイオマス発電の場合、別の不安定要素もある。それは燃料を農産物の残廃

物等から得るために、確保できる燃料の量が天候によって左右されることである。凶

作になったら発電用の燃料を補うために他のバイオマス燃料か化石燃料を調達しなけ

ればならず、これは新たな燃料費の増加に繋がってしまう可能性を持っている。 
このようにバイオマス発電プロジェクトは化石燃料を用いた従来の方式に比べてい

かにコスト削減するかが課題である。この設備費の圧縮のために現地資材の活用や既

存設備の有効利用等により、できるだけ設備費を抑えることが肝要である。 
また、発電に用いた蒸気を有効利用するために、コージェネレーションを考えると

いった工夫も必要である。例えば、タイで行ったバイオマス発電システムでは、図 2
に示すようにアルコール工場への蒸気と電気の供給を想定したコージェネレーション

を検討した。アルコールの原料は砂糖工場で砂糖を抽出して 後に残った糖蜜（これ

は廃糖蜜と呼ばれている）を用いることを計画し、廃糖蜜にはまだ糖分が残っている

ために、これに酵母を加えて発酵させるとエタノールを作ることができる。このよう

な複数のシステムを組み合わせることによってエネルギーの有効利用をすればトータ

ルとしての CO2 排出量も抑えられ、プロジェクト収支も良くなる。 

 

本プロジェクトのバウンダリー

0.1barG  44.5t/h

33barG
trash 425℃

26.3t/h 60t/h 44.5t/h 8MW（売電）

15.5t/h

排気ガス
煙突へ 所内電力

8t/h
1.28MW

7.5t/h
  0.36MW

0.5t/h

燃料
電力
蒸気
排気ガス

IDF： 吸い込みファン

ボイラー
ター
ビン

発電機
9.64MW

 

復水器

T IDF

アルコール工場

新発電所
電気集塵機

電力会社

平日・昼間の場合

8.5t/h

1.5barG  7t/h

 
図 2 コージェネレーションを含めたバイオマス発電例（NEDO バイオフーエル会議 2007 資料より） 
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また、バイオマスの場合、化石燃料に比べ比重が小さく運搬コストが多大となり、

基本的に原料を産出するオンサイトでのプロジェクトを志向すべきである。収集・運

搬すると収支を圧迫するだけでなく、トラック等の排出する CO2 が温暖化を促進して

しまうマイナス要因にもなる。 
このようにバイオマスを用いた CDM プロジェクトを実施する場合には、様々なコ

スト削減と原料作物などの安定供給がポイントとになる。 

   
 
 

 
4. CDM を巡る思惑 

CDM 実施を巡っては先進国側と途上国側とで捉え方に開きがある。つまり、先進国

は排出枠確保の手段としてとらえ、一方途上国は投資拡大と無償による技術移転の制

度とみなす傾向がある。温室効果ガス削減に関して、日本は 1990 年比で 6%削減を達

成することを国の目標に掲げており、国際的義務であることから、CDM 等の京都メカ

ニズム柔軟性措置に大きな活路を見出している。 
途上国側にとっては、もっぱら CDM プロジェクトがいかに日本から自国に対する

投資に繋がるか、自分達の経済・技術移転に役立つかということに興味があるようで、

自国の経済発展が優先課題のように思える。 
一方、投資する日本側企業に関しても様々で、6%削減目標はあるものの、未だに京

都議定書上の義務は国に課せられているために民間企業は自主行動計画に基づいた温

暖化対策に止まっている。温暖化対策は必要とは思っていても、CDM に関し利害得失

につき様子見の企業がまだ多い。 
このような状況において、経済産業省の予算により NEDO を通じて日本側投資額の

1/2 を限度に補助金が出され、さらに NEDO 自身による CO2 クレジットの買取りを進

めている。このため、産業界は国内での省エネ・新エネに取り組むことはもとより、

これらのサポート体制や買取り制度を有効利用することで、今や JI や CDM プロジェ

クトの積極的推進を図るべき時期に来ているとの認識が広がりつつある。一方、途上

国側でも温暖化が地球規模で起る深刻な問題であるとの認識に立ち、バイオマスをは

じめ新エネの活用を促す政策を積極的に実施しつつある。 

写真 1：砂糖成分を含んだサトウキビ

の茎部分 

写真 2：砂糖を絞りきった後の粉末状の

茎部分（バガスと呼ばれ、燃料になる） 
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5. バイオマスプロジェクトと CDM 
アジアをはじめとする途上国は、今後、経済の成長に伴い特に産業部門のエネルギ

ー消費と温室効果ガス排出の増加が見込まれること（図 3 参照）、石油価格の高騰及び

エネルギー安定供給確保への対応、自国に大きなバイオマス資源の存在・今後の拡大

の可能性（図 4 及び表 1 のデータ・地図参照）、さらに地方においては社会開発の観点

でバイオマスをはじめとする再生可能エネルギー導入に対する期待が大きいことが特

筆される。 

0

0

5000

10000

15000

20000

25000

2000 2020 2040 2060 2080 2100

年

百
万

炭
素

ト
ン

41%

59%

76%

24%

図３： 二酸化炭素排出量の長期見通し

途上国

米・豪

批准国（先
進国）

２１００年には途上国のＣＯ２排出量は先進国の３倍
（出典：経済産業省資料、 2006年、ＲＩＴＥモデルによる試算）

 
図 4：  

1

ポテンシャルの高いバイオマス種と発生地域ポテンシャルの高いバイオマス種と発生地域
－－ 20302030年年 エタノール生産（セルロース系廃棄物）エタノール生産（セルロース系廃棄物） －－

サトウキビ廃棄物

キャッサバ廃棄物

トウモロコシ廃棄物

米廃棄物

小麦廃棄物

パーム廃棄物

50万kL/年以上

100万kL/年以上

500万kL/年以上

ココナッツ廃棄物

マレーシア
パーム廃棄物

マレーシア
パーム廃棄物

フィリピン
サトウキビ、
トウモロコシ、
ココナッツ
廃棄物

フィリピン
サトウキビ、
トウモロコシ、
ココナッツ
廃棄物

インドネシア
サトウキビ、トウモロコシ、
米、パーム 廃棄物

インドネシア
サトウキビ、トウモロコシ、
米、パーム 廃棄物

華北～東北地域
トウモロコシ、米 廃棄物

華東～長江流域
米 廃棄物

華南
サトウキビ、米 廃棄物

華北～東北地域
トウモロコシ、米 廃棄物

華東～長江流域
米 廃棄物

華南
サトウキビ、米 廃棄物

ガンジス川流域
サトウキビ、米、小麦
廃棄物

ガンジス川流域
サトウキビ、米、小麦
廃棄物

インド南部
サトウキビ、米
キャッサバ、ソルガム
廃棄物

インド南部
サトウキビ、米
キャッサバ、ソルガム
廃棄物

 
（NEDO バイオフュエル会議 2007 資料より） 
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しかしながら、途上国においては、バイオマス等の導入に期待はするが、当該技術

レベルはまだ低く、また資金制約も大きい。高いリターンが期待される案件であって

も資金以外の様々な障害1によりプロジェクトが進まない問題がある。 
このため、このような障害に対応すべく、アジア開発銀行・国際協力銀行など様々

な機関が、資金提供可能な制度を整備しつつある。 
また、先進国からの技術移転に加え、途上国間の技術移転が有効と考えられ、それ

を促進するための対策も望まれる。例えば IEA（国際エネルギー機関）の環境技術イ

ニシアティブ実施協定（Climate Technology Initiative：CTI）の下での気候変動技術

対応活動（日・米・欧等による国際活動；筆者が事務局）資料によると、バイオマス

には経済性の見込まれる大きな可能性があるが2、一方、発電電力を有効に活用可能な

電力網等の整備に加え、農業生産物の宿命である収穫変動への対応、収穫物の円滑な

収集・運搬等に関するインフラの整備などの課題がある。また、電力網に接続されて

いない過疎地域では、無電化村への電力供給を可能とする、風力・PV などとの組合せ・

ハイブリッドも安定供給の観点からオプションとなりうるがコストが高く政府の支援

が必要であろう。 
さらに、アジアの一部の国では、政府の体制・法制度整備などの対応の遅れがあり、

汚職・収賄などの問題がビジネスのコストを高めていることなどについて産業界の不

                                                  
1 技術、制度、体制、人的能力面での制約、情報の欠如等。 
2 バガス、パームオイル残渣、間伐材、稲わらなど。バガスによる発電の可能性は、比で 2,510GWh/y、

タイで 5,700GWh/y、インドネシアで 3,173GWh/y。それぞれ各国年間発電量（2000 年）の 6.6%、6.3%、

3.7%。 

表 1：アジアにおけるバイオマスの可能性（NEDO バイオフュエル会議 2007 資料より） 
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満が高く、政府への速やかな対応を求める声が出されている。これらに応えるべく、

NEDO など我が国の政府機関が行ってきたキャパシティービルディング（能力向上）

に係る活動等が、現地政府はもとより国内外の産業界から高く評価されている。 
なお、これらプロジェクト・モデルの一例を NEDO バイオフュエル会議 2007 資料

より農業廃棄物等を対象とするものを図 5 に及びサトウキビを対象とするものを図 6
に示す。 

2

 
3

 
 
 

 
6. おわりに 

CDM プロジェクトはやはり事業であり、当然のことながら収益性の高いプロジェク

トが望まれている。プロジェクト実施地域における社会共生のためには、途上国とわ

が国政府・企業にとりウィン・ウィンの関係を構築すべく、採算性を含め様々な工夫

が必要である。今後は①現地ニーズに合った設備の導入、②技術・システムの組合せ

による採算性の向上、③有効かつ的確なコーデネーター制度の整備などにつき、研究・

調査がなされ、政府・関係産業界の協力の下、NEDO もその一翼を担いつつ、実現が

図られるべきものである。 
とりわけ、バイオマスプロジェクトに関しては、我が国産業界のこれまでの経験を

踏まえ、採算性をいかにして保つかということに留意しつつ、多様性ある現地のバイ

オマス資源に対し 適な技術を適用する実プロジェクト発掘を目指すことが望まれる。 

図 5：農業廃棄物等を対象とするバイオ

マスプロジェクト・モデル 
図 6：サトウキビを対象とするバイオ

マスプロジェクト・モデル 
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【地球温暖化特集】将来予測 

 

米国が気候変動科学プログラムの第 2 回報告書を発表 
－「温室効果ガスの排出量と大気中濃度のシナリオ 

および統合的なシナリオの展開と応用に関する評価」― 
 

米国の気候変動科学プログラム（Climate Change Science Program：CCSP）は 7
月 10 日、全 21 回の予定で作成が進められている報告書 1 の第 2 弾を発表した。米エ

ネルギー省（DOE）の主導で作成されたこの報告書は「温室効果ガスの排出量と大気

中濃度のシナリオおよび統合的なシナリオの展開と応用に関する評価」と題するもの

で、世界の温室効果ガス濃度を安定化させるためのシナリオを作成して地球規模の長

期的な基準を新たに提示し、これらのシナリオが展開、応用される過程を評価してい

る。2002 年にブッシュ大統領によって開始された CCSP は、13 の連邦機関で行われ

ている地球環境の研究を統合し、気候変動の可能性（リスク）及び関連した環境シス

テムを管理するための科学的な知識を国家に提供することを目的としている。 
 
この報告書は 2 部で構成されている。第 1 部の「温室効果ガスの排出量と大気中濃

度のシナリオ」は、コンピュータで作成したシナリオを使って 4 種類の温室効果ガス

濃度安定化レベルの選択肢を設定し、それぞれがエネルギーと経済に与える影響を評

価している。これらのシナリオは将来を明確に予測するものではないが、政策決定者

に貴重な知見を提供するものである（NEDO 海外レポート本号「温室効果ガス安定化

シナリオ」参照）。第 2 部の「世界的変動：シナリオの作成と活用」は、シナリオの作

成方法を検証し、それらの有効性を評価するとともに、有効性を高めるための提言を

行っている。 
 
第 1 部では次に示す 3 つの総合評価モデルが使用されている。①マサチューセッツ

工科大学の“ Integrated Global Systems Model”②電力研究所の“Model for 
Evaluating the Regional and Global Effects of Greenhouse Gases”③パシフィッ

ク・ノースウェスト国立研究所の“MiniCAM” 
 

DOE 科学局のプログラム責任者で報告書の作成を主導する John Houghton は次の

ように述べる。「3つのモデルはいずれも世界のCO2排出量を適正な水準まで削減する

ためには新エネルギー技術の広範な展開が不可欠であることを示している。DOE の科

学技術プログラムは、新エネルギーの開発に必要な画期的な技術変革を成し遂げ、そ

れらを実用化の軌道に乗せることを目指している。」 
 
この報告書は、参照ケース（＝基準シナリオ）と 4 つのシナリオを使って温室効果

                                                  
1 Synthesis and Assessment (S&A) 
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ガス濃度の安定化がもたらす影響を評価している。基準シナリオは、新たな排出削減

策が行われないことを前提としている。4 つの安定化シナリオは、世界の温室効果ガ

ス濃度に 450ppm、550ppm、650ppm および 750ppm という制限を設けている。CO2

は人間活動によって排出される も主要な温室効果ガスである。「CO2 濃度をこれら

の水準で安定化させるためには、4 つの安定化レベルの全てにおいて、21 世紀中に世

界の排出量が頂点に達し、その後はずっと減少を続けることが必要である」と報告書

は述べている。また、メタンや亜酸化窒素など CO2 以外の温室効果ガスがそれぞれの

レベルで重要な役割を果たすことも示された。 
 
全ての安定化シナリオは、米国と世界のエネルギーシステムにおける技術と経済の

発展について基準シナリオとは著しく異なる道筋を示している。これらのシナリオは、

化石燃料に代わる新エネルギーの開発と展開が来世紀にかけて広く行われることを想

定している。この中には、原子力エネルギー、バイオマス、 新の炭素隔離技術を取

り入れた石炭の使用などが含まれる。また、報告書は特定の濃度（＝安定化レベル）

が経済に与える一連の影響についても述べている。これらは、エネルギー技術の利用

可能性や必要とされる排出削減量等の主要な要因が変動した場合を想定したもので、

特に 2050 年以降に重点を置いている。 
 
第 1 部は、IPCC（Intergovernmental Panel on Climate Change：気候変動に関す

る政府間パネル）などによって作成された CO2 濃度の安定化シナリオをさらに発展さ

せている。第 1 部は、人為起源の温室効果ガスのうち主要な 6 種類（CO2、亜酸化窒

素、メタン、ハイドロフルオロカーボン、ペルフルオロカーボン、六フッ化硫黄）の

安定化シナリオを盛り込んでおり、経済と技術に関する 新のデータと新しい手法を

用いてシナリオを作成している。報告書は「今後 100 年間の予測結果は、経済、社会、

政治の見通し（完全な経済効率や各国間の政策合意に関する推測など）を単純化した

ものである」と強調している。執筆者達は「これらの結果を見る際には、特定の条件

に基づくシナリオとして見ることが重要だ。各国または世界の政治システムの中で

も起こりうる結果の予測あるいは 善の判断に基づく予想として見るべきではない」

と述べている。 
 
報告書の第 2 部は「これらのシナリオは、将来の排出量や気候など環境と経済を取

り巻く重要な不確実性に関する知見を提供することによって政策決定に貢献するだろ

う」と結論づけている。報告書は、優れたシナリオを作成するためには科学的な知識

に判断と推測を織り込むことが必要であると述べている。また、シナリオの有効性を

高めるために推測を避ける必要はないが、より統一的で透明性の高いシナリオにする

必要があると述べている。これらのシナリオは、気候変動の影響と適応、排出削減策、

民間のエネルギー資源と技術開発などに関する様々な予測結果を示している。気候に

関連した様々な政策を支援するために、執筆者達はシナリオの予測と評価の透明性を
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高めることを提唱している。この中には、可能性に関する作成者の判断をより明確な

言葉で示すこと等が含まれている。また、シナリオおよび関連する政策決定支援ツー

ルの運用、普及、記録および評価に関わる能力を拡大することも提案されている。 
 
CCSP の責任者代行を務める William J. Brennan 博士は次のように述べる。「私は

この素晴らしい報告書を作成した DOE と執筆者達の努力を称賛する。各報告書の作成

が進むにつれて、わが地球の気候がいかに変動しているかを明らかにしようとする

CCSP の一丸となった取り組みは飛躍的な進展を遂げつつある。この報告書は、排出

シナリオを更新するために経済と自然科学の進歩を反映している。このような更新は

「IPCC 第 3 次評価報告書」以来 5 年ぶりのことである。このことだけでも、科学界

に莫大な恩恵がもたらされ、報告書の結果は、政策決定者によって詳細に分析される

だけの価値を持っている。」 
 

この報告書は、昨年 5 月に米国立海洋大気庁（NOAA）から発表された第 1 回目の

報告書に続くものである。連邦機関は、来年中に残りの 19 の報告書を発表して気候変

動への科学的な理解を深めることを目指している。DOE は、19 の報告書のうち 2 つ

の作成を主導する予定である。 
 

次に示す CCSP のウェブサイトで報告書を見ることができる。 
http://www.climatescience.gov/ 
 
出典：Second Major U.S. Climate Change Science Program Report Issued 

http://www.doe.gov/environment/5214.htm 
 

翻訳：山本 かおり 
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【地球温暖化特集】将来予測  
 

温室効果ガス安定化シナリオ（米国） 
―米国気候変動科学プログラムの第 2 回報告書よりー 

 
米国の気候変動科学プログラム（Climate Change Science Program：CCSP1）は 7

月に第 2 回目の報告書を発表した（NEDO 海外レポート本号「米国が気候変動科学プ

ログラムの第 2 回報告書を発表」参照）。本稿ではこのうちの第 1 部「温室効果ガス

(Greenhouse Gas: GHG)の排出量と大気中濃度のシナリオ」より、そのハイライトを

紹介する。 
 

1．研究のデザイン 

このレポートのシナリオは下記の 3 つの統合評価モデル(Integrated Assessment 
Models :IAMs)を使用して開発された。 
・ 統合地球システムモデル(Integrated Global System Model :IGSM)。MIT の地球変

動の科学と政策に関するジョイントプログラム 
・GHG 削減政策の地域及び地球への影響評価モデル (Model for Evaluating the 

Regional and Global Effects :MERGE)。スタンフォード大学と電力研究所の共同開発 
・ 共同(Joint)地球変動研究所の MiniCAM モデル。Pacific Northwest 国立研究所とメ

リーランド大学の共同 
 
(1) 基準シナリオ 

それぞれのモデルは 初に基準シナリオを作成した。前提条件は現在約束されてい

る気候政策を超えたいかなる義務も負わせないこと、すなわち世界においては京都議

定書の 2008-12 の第一約束期間の目標を、また米国においては 2012 年までに GDP 単

位当たりで 18%の GHG 排出削減をするという国家目標を超えたいかなる義務も負わ

せないことである。これは 4 つの安定化シナリオのための、明確に定義された出発点

を提供するものである。各モデルは、GHG 排出の主要な推進力としての、人口増加、

経済成長、土地及び労働生産性、技術的選択肢そして資源の付与などについて、それ

ぞれが も可能性があると考えた前提を使用した（付表 1、2 参照）。基準シナリオの

結果は、GHG 排出を抑制する追加の努力が無い場合、世界がどのように展開するであ

ろうかと言うことに関する洞察を提供するものである。 
(2) 安定化シナリオ 

それぞれのモデルは、基準シナリオから出発して、世界の GHG 濃度に 450ppm、

550ppm、650ppm および 750ppm という制限を設けた 4 つの安定化シナリオを作成

                                                  
1 2002 年にブッシュ大統領によって開始され、13 の連邦機関で行われている地球環境の研究

を統合し、気候変動の可能性（リスク）及び関連した環境システムを管理するための科学的

な知識を国家に提供することを目的としている。 
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した。安定化のレベルはモデル間で共通であり、人間活動が原因の主要な GHG2 の合

成された影響による地球の熱バランスへの全体的な長期の影響という点に関して共通

に定義されている(表 1)。GHG 排出量は もコスト効率の良い方法で達成されること

とする。また、この研究では安定化のコストのみを考慮しており、潜在的な気候変化

を回避することの利益は考慮していない。また、排出削減に伴う付加的な利益、例え

ば大気汚染の減少などの可能性も考慮はしていない。 
 

表 1 放射強制力 3 安定化レベルと CO2 濃度 
GHG による放射強制力(W/m2)  

合計 CO2 以外の

GHG 
CO2 

対応する CO2

濃度 (ppmv) 4

レベル 1 3.4 0.8 2.6 450
レベル 2 4.7 1.0 3.7 550
レベル 3 5.8 1.3 4.5 650
レベル 4 6.7 1.4 5.3 750
1998 年 2.1 0.65 1.46 365
1750 年（工業化以前） - - - 278

 
3 つのモデル相互間には、基準シナリオの前提条件についても、安定化への詳しい

道筋に付いても、直接的な調整は全くなかった。 
このレポートは次の 3 点に焦点を当てている。 
① GHG 排出量の時系列の曲線（軌道、軌跡）とその要因 
② 全世界及び合衆国のエネルギーシステム予測 
③ 安定化の経済予測 

 
2．シナリオのハイライト 

報告書とそれを支えるデータベースは合衆国と世界の経済に対する予測についての

多くの詳細事項を提供しており、特に焦点を当てているのがエネルギー分野である。 
報告書では 3 つのモデルそれぞれに基準シナリオと 4 つの安定化シナリオがあるの

で、全部で 15 の予測モデルが提示されている。本章では、この報告のエグゼクティブ・

サマリー（大要）の「シナリオのハイライト」および関連図表を紹介する。 
 

(1) 基準シナリオでは、経済とエネルギーの成長は、化石燃料の使用を続けているこ

とと結びついて、地球の放射バランスに変化をもたらす。それは産業革命が始まった

                                                  
2 二酸化炭素(CO2)、一酸化二窒素(N2O)、メタン(CH4)、ハイドロフルオロカーボン(HFCs)、

ペルフルオロカーボン(PFOCs)、六フッ化硫黄(SF6)。 
3 次ページコラム参照。 
4 容量ベースで百万分の 1 (parts per million by volume)。 
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時以来、既に経験している規模の 3～4 倍に達するであろう。2100 年までには、経済

成長のペースはエネルギー使用の効率改善のペースを上回るので、一次エネルギーの

消費は 2000 年のレベルの 3 倍を超え、4 倍近くにまで増加する。非化石エネルギーの

使用は 21 世紀を通じて 4 倍からほぼ 9 倍まで増加するが、この成長率は主要なエネル

ギー源としての化石燃料に取って替わるには不十分である（図 4）。その結果、2000
年から 2100 年の間の世界の CO2 排出量は 3 倍以上になり、3 つの基準シナリオの全

てにおいて 21 世紀末の排出量は上昇している（図 2）。CO2 以外の GHG の影響とも

結びついて、産業革命以前のレベルからの人間が原因の放射強制力(radiative forcing)
の増加は膨大なものになる（図 1）。 
 

放射強制力(radiative forcing) 
気候学における用語で、地球に出入りするエネルギーが地球の気候に

対して持つ放射の大きさのこと。対流圏界面（上端の成層圏との境界面）

における放射強度の正味の変化（下向き放射と上向き放射の差）であり、

単位は W/m2（ワット毎平方メートル）である。正の放射強制力は温暖

化、負の放射強制力は寒冷化を起こす。IPCC（気候変動に関する政府間

パネル）では 1750 年を基準とし、特に断りがなければ世界年平均値に対

する変化である。 

 
 

図 1：GHG による放射強制力（基準シナリオ。単位：W/m2） 

3 つのモデルにおいて、2100 年の放射強制

力は 6.4～8.6W/m2 になると考えられる。

CO2 は放射強制力の 75～80%を占める。 
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図 2：世界の CO2 排出量（基準シナリオ。単位：GtC/年） 
 

(2) 安定化シナリオでは、CO2 排出量は 21 世紀中あるいはその後すぐにピークになっ

て以後減少する。CO2 以外の GHG 排出量も削減される。GHG 排出量減少のタイミン

グは 4 つの放射強制力安定化レベルの間で大きく異なっている。もっとも厳しい安定

化シナリオ（レベル 1）の下では、CO2 排出量は直ちに、あるいはせいぜい 10 年以内

に減少し始める。さほど厳しくない安定化シナリオ（レベル 4）の下では、CO2 排出

量はようやく 21 世紀の遅くか世紀を越えてからピークになり、2100 年には現在のレ

ベルの 1.5 倍から 2.5 倍を超えるレベルになる（図 3）。 
 
 

 
 
 

 
図 3 世界の CO2 排出量（基準シナリオ及び安定化シナリオ。単位：GtC/年） 

 

化石燃料の燃焼およびその他の産業（主

にセメント製造）によるもの。3 つのモ

デルにおいて 21 世紀を通じて増加する。
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(3) 安定化シナリオでは、GHG 排出量削減には、世界のエネルギーシステムの変換が

要求される。例えばエネルギー需要の削減（基準シナリオとの対比で）及びエネルギ

ー技術や燃料の構成の変化である。この変化は、より厳しい安定化レベルではより大

きく且つより早期に起こる。化石燃料の使用とエネルギー消費は、化石燃料の消費者

向け価格の上昇によって、全ての安定化シナリオにおいて削減される。オイルシェー

ル（頁岩油）、タールサンド及び石炭からの合成油 5 の使用は大幅に削減され、あるい

はもっとも厳しい安定化レベルでは排除される（図 4）。安定化シナリオ全体に渡って、

発電からの CO2 排出量は、他の分野、例えば輸送、工業、建物などからの CO2 排出よ

りも相対的に低コストで削減される。発電からの CO2 排出を削減するには、CO2 回収・

貯留(Carbon Capture and Storage: CCS)、原子力エネルギー、再生可能エネルギーと

いった技術の活用を増やすことである。他の分野では化石燃料への需要を減らすこと

によって GHG 価格の上昇に対応する。バイオエネルギーや低炭素電力あるいは水素 6

と言った CO2 低排出または非排出のエネルギーに代替する。そして可能なところでは

CCS を適用する。(各シナリオの CCS の規模については付表 3 を参照されたい。) 
 
各モデルの特徴 
① IGSM モデル 
・基準シナリオ、安定化シナリオ共に、原子力および再生可能エネルギー（非バイ

オ）のシェアを非常に低く予測している一方、バイオのシェアは相対的に高い。 
・基準シナリオでは化石燃料（石炭に加えて石油も）の伸びを大きく見ている。安

定化シナリオでは省エネによるエネルギー消費の削減の予測量が大きい。また、

も厳しく CO2 排出を抑制するレベル 1 シナリオでは、石炭だけでなく天然ガス

でも相当のウェイトで CCS を適用する。 
② MERGE モデル 
・基準シナリオでは石炭の伸びを非常に大きく見ている。また原子力や再生可能エ

ネルギー（非バイオ）も 2050 年以降堅調な伸びを予測している。 
・安定化シナリオでは省エネ推進のほか、バイオのシェアアップなどが特徴。また

CO2 排出抑制レベルが厳しくなるに従い、石炭のシェアが低下し、しかも CCS 適

用になる。さらにレベル 1 シナリオでは石油は今世紀末にほぼゼロになる。 
③ MiniCAM モデル 
・ 基準シナリオでは原子力のシェアが比較的低く、天然ガスのシェアが相対的に高

い。 
・安定化シナリオでは CO2 排出抑制レベルが厳しくなるに従い、原子力やバイオの

シェアがアップする。レベル 1 シナリオでは石炭だけでなく天然ガスでも相当の

ウェイトで CCS を適用する。 

                                                  
5 Coal to Liquid。石炭をガス化してそのガスを合成して製造した液体燃料。 
6 水素は自然界に単体では存在せず、炭化水素の改質や水の電気分解などによって製造される

ので、水素自体は一次エネルギーではない。 
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図 4 世界の一次エネルギー源別消費量（各シナリオ。単位：Ej/年 7） 

                                                  
7 エクサ(1018)ジュール/年 

1）石油にはタールサンド、オイルシェールを含み、
石炭にはガス化及び液化原料分を含む。 

2）原子力、非バイオ再生可能エネルギー発電の効
率は化石燃料の平均並。 
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(4) モデリンググループ間でのそれぞれの安定化のレベルについては、GHG 排出削減

のコストや関連する経済コストについて大きな違いがある。これらの相違点は長期の

シナリオにおいては避けることのできない不確実性のいくつかとしての実例である。

経済コストの多様性に影響を与える も重要な要因と考えられるのは、 
①放射強制力安定化レベルにミートさせるために削減されなければならない CO2 排

出の総量を決定する仮定・前提条件の違い、例えば世紀を通じての経済成長、CO2

を吸収する海洋及び陸上の生物圏の役割、非 CO2 の GHG 削減の機会など、そして 
②特に世紀の後半において、輸送、工業、建物での 終使用という 終の需要を、

バイオ燃料や低炭素発電のような低炭素エネルギー源あるいは水素にシフトするた

めの技術に付いての前提の違い、である。 
他の全てのことが同じであるならば、より低コストの技術の選択肢があったり、必

要とする排出削減量が少ないシナリオ(表 2、3 参照)では、経済的コストが低くなる。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
表 2：各安定化シナリオにおけるポイント年での CO2 削減コスト 

 
 

 

 

 

 

 

表 3：2100 年までの累積 CO2 排出削減必要量（基準シナリオ対比。単位：GtC） 
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3．シナリオの詳細(エネルギーシステム予測) 

前章では、各モデルの基準シナリオと 4 つの安定化シナリオそれぞれについての世

界の一次エネルギー予測を紹介したが、この報告書の「テクニカル・サマリー」では、

このほかに、米国の一次エネルギー消費についてのシナリオがあり、さらに全世界及

び米国の発電源別発電量についてのシナリオも掲載されている。ここでは「米国の一

次エネルギー消費」および「世界の発電源別発電量」について、各モデルの基準シナ

リオとレベル 1 シナリオ（CO2 排出削減量が一番大きいケース）を紹介する。 

 

(1) 米国の一次エネルギー消費(図 5) 
① IGSM モデル 
・基準シナリオでは、米国の一次エネルギー需要が 2100 年には現状の 2 倍以上にな

る予測をしており、他のモデルと比べて伸び率が大きい（世界全体では 3 倍強。図

4 参照）。これは米国の GDP の伸びを他のモデルより大きく見ているためである（付

表 2 参照）。また基準シナリオ、安定化シナリオ共に、原子力および再生可能エネ

ルギー（非バイオ）のシェアを非常に低く予測している一方、バイオのシェアは相

対的に高い。これは同モデルの世界全体についての予測と同様である。 
・基準シナリオでは化石燃料について、天然ガスは今世紀後半には減少、石油は 2060

年ころに現在の倍近くになって以後横ばいとなる反面、石炭消費は増加の一途とな

る。レベル 1 シナリオによる 2100 年の予測では、基準シナリオ対比でエネルギー消

費の総量がほぼ半減、石油消費はほぼゼロ、石炭はすべて CCS 適用となっている。 
② MERGE モデル 
・ 基準シナリオでは、2100 年の米国の一次エネルギー需要が現状の 1.5 倍程度(全世

界は 3.5 倍)と見ており、米国内の伸びを相対的に低く予測している。現状の石炭の

伸びを非常に大きく見ている点は同モデルの世界全体についての予測と同様であ

る。また原子力や再生可能エネルギー（非バイオ）は米国内ではさほど大きな伸び

を予測していない（世界全体では堅調な伸びを予測）。 
・ レベル 1 シナリオでは、省エネ推進、バイオのシェアアップなどの特徴は全世界

に対する見通しと同じ。また米国内でも原子力や再生可能エネルギー（非バイオ）

の若干のシェアアップを予測している。石炭がほぼ全て CCS 適用になること、さ

らに石油が今世紀末にほぼゼロになる点は世界全体についての予測と同様。 
③ MiniCAM モデル 
・ 基準シナリオでは、一次エネルギー需要が世界全体では 2100 年に現状の 3 倍以上

と見ているのに対して、米国では 2050 年以降、現状の 1.3 倍程度で横ばいになる

予測である。原子力および再生可能エネルギー（非バイオ）は米国内では世界全体

と比べてシェアが低い。 
・ レベル 1 シナリオでは石炭消費は急減し、原子力やバイオのシェアが若干高くな

る。石炭だけでなく天然ガスでも CCS が適用される。 
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図 5 米国の一次エネルギー源別消費量（単位：Ej/年） 

 

(2)世界の電源構成別発電量(図 6) 
① IGSM モデル 
・基準シナリオでは、世界の発電量は今世紀中に 4 倍以上に増加するが、その増加分

の大部分を担うのが石炭であり、原子力や再生可能エネルギー（非バイオ）のシェ

アは小さい。 
・レベル 1 シナリオでは、今世紀中の世界の発電量の伸びは 3 倍程度に抑制される。

原子力や再生可能エネルギー（非バイオ）のシェアは小さいままで、発電量抑制分

は主に石炭消費減となり、石油はゼロになる。また、CCS が石炭だけでなく天然

ガス発電にも全面的に適用される。 
② MERGE モデル 
・基準シナリオでは、世界の発電量は今世紀中に 6 倍に増加するが、その増加分を担

うのは石炭、原子力及び再生可能エネルギー（非バイオ）である。天然ガスは今世

紀前半では大きな伸びを示すが後半では次第に減少する。 
・レベル 1 シナリオでは、発電量はほとんど抑制されないが、2100 年時点での原子

力のシェアが若干増え、石炭が若干シェアを落とし天然ガスがほぼゼロになる。石

炭では全て CCS が適用される。 
③ MiniCAM モデル 
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・基準シナリオでは、世界の発電量は今世紀中に 6 倍強に増加するが、その増加分を

主に担うのは石炭、天然ガス、再生可能エネルギー（非バイオ）および原子力であ

り、バイオも一定の貢献をし、石油も少量だが使用される。天然ガスのシェアが高

いのがこのモデルの特徴である。 
・レベル 1 シナリオでは、発電量は抑制されず、基準シナリオ対比で原子力及び再生

可能エネルギー（非バイオ）のシェアが伸び、石炭のシェアが低下する。天然ガス

(及び少量の石油)の 2100 年時点の消費量は基準シナリオ対比でほぼ同等である。

石炭の他、天然ガス及び石油でも CCS が適用される。 

 

 

 

図 6：世界の発電源別発電量（単位：Ej/年） 

 

終わりに 

この報告書の執筆者たちは、「本書は特定の条件に基づくシナリオとして見ること

が重要であり、各国または世界の政治システムの中で も起こりうる結果の予測ある

いは 善の判断に基づく予想として見るべきではない。」と述べている。あくまでもい

くつかのシミュレーションの 1 つとして参考にされたい。 

 

報告書の全容は次に示す CCSP のウェブサイトで見ることができる。 
http://www.climatescience.gov/ 
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付表 1：基準シナリオにおける地域別人口（各モデル別。単位：百万人） 

IGSM MERGE MiniCAM  
2020 2060 2100 2020 2060 2100 2020 2060 2100

米国 334 396 393 335 335 335 334 396 426
西欧 388 331 289 397 397 397 486 456 399
日本 126 113 119 126 126 126 127 113 95
旧ソ連 278 243 230 284 275 253
東欧 91 74 64 393 393 393 119 100 80
中国 1,454 1,429 1,334 1,429 1,493 1,499 1,578 1,506 1,293
インド 1,291 1,610 1,643 1,312 1,472 1,496 1,312 1,513 1,300
アフリカ 1,230 2,163 2,500 1,197 1,763 1,881
中南米 538 678 713 670 869 952
その他 1,848 2,521 2,652

 

3,538
 

4,677 5,228 1,454 1,976 1,918
 
合計 

 
7,578 

 
9,558 9,937 7,530 8,893 9,474

 
7,561 

 
8,967 8,597

注：トルコは MiniCAM モデルでは西欧だが、他の 2 つのモデルでは「その他」

 
付表 2：基準シナリオにおける地域別 GDP（各モデル別。単位：兆ドル） 

IGSM MERGE MiniCAM  

2020 2060 2100 2020 2060 2100 2020 2060 2100
米国 16.9 44.4 76.4 16.1 26.8 39.6 15.1 28.8 52.6
西欧 15.8 41.5 74.2 14.4 26.9 43.6 11.1 16.1 23.7
日本 7.5 21.8 38.6 6.0 9.6 13.9 5.9 8.6 12.0
旧ソ連 1.4 4.8 10.2 0.8 2.3 5.7
東欧 0.6 2.1 4.9 1.9 6.6 20.4 0.7 2.4 6.6
中国 3.3 12.8 28.9 3.1 17.3 78.6 4.8 20.8 49.3
インド 1.1 3.3 8.0 1.5 8.3 39.2 1.6 10.7 32.0
アフリカ 1.3 3.3 7.4 1.2 3.9 13.8
中南米 3.0 11.5 25.9 3.3 8.8 26.9
その他 8.6 23.9 49.9 14.6 49.3 141.9 6.3 22.6 56.6
 
合計 

 
59.5 

 
169.4 324.4 57.6 144.8 377.2

 
50.8 

 
125.0 279.2
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付表 3：CCS（CO2 回収・貯留）のシミュレーション 
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【地球温暖化特集】温暖化対策 政 策  
 

運輸部門における地球温暖化対策（EU） 
 

欧州委員会は 2007 年初頭、気候変動との戦い、エネルギー供給の安全強化、欧州連

合（EU）の競争力の強化を目的とする新エネルギー政策のための一連の施策、「エネ

ルギー・気候変動パッケージ」を提示し、EU が世界を炭素排出の少ない経済の発展

という新たな産業革命に導く姿勢を明確にした。 
 
今世紀中に気温が 5℃上昇する可能性は 50％を超えており、現在のエネルギー政策、

運輸政策を維持すると、EU の CO2 排出量は 2030 年までに 5％あまり増えると予想さ

れる。こうした状況を背景に、EU は温暖化ガスの排出量の削減目標の設定は不可欠

であり、先進国がまず範を示さなくてはならないと判断している。このため EU は、

「2050年までに先進国の排出する温室効果ガスを 1990年比で 60～80％削減するため、

2020 年までに同ガスの排出を 30％削減することを約束すべきだ」と提案している。

欧州委員会は EU に関しては、「気候変動を 2℃に留める：2020 年以降の EU 並びに

世界のための戦略的オプション［COM（2007）2］」と題された文書（コミュニケーシ

ョン）において、「2020 年までに EU 全体の CO2排出量を 1990 年比で少なくとも 20％
削減する」という野心的な目標を掲げた。 

 
これを受ける形で、2007 年 3 月 8、9 の両日、ブリュッセルで開催された欧州理事

会（EU 首脳会議）では、「産業革命前のレベルと比較し、世界の気温の上昇を 2℃以

内に抑えるという戦略的目標の達成が 優先課題である」ことが確認され、目標達成

のために必要なアプローチとして、「気候変動に関する政策とエネルギーに関する政

策を統合する包括的なアプローチ」が 適だとの認識が示された。 
 
具体的には、運輸部門での温室効果ガスの排出制限、オフィスビルや住宅からの温

室効果ガスの排出削減、EU の排出権取引制度の強化、森林伐採との戦いによる生態

系の保護（CO2 の森林吸収力の強化）、CO2 以外の温室効果ガスの排出削減などが EU
の目標達成の手段となる。 

 
EU は、運輸部門では、トラックや乗用車による温室効果ガスの排出だけでなく、

航空機の輸送活動によって排出される温室効果ガス等の削減にも取り組もうとしてい

る。先進国の国際航空輸送に起因する CO2 の排出の約 50％は EU の航空機によるもの

だといわれる。航空機の利用は増大する傾向にあり、何らかの対策を講じなければ、

2012 年には EU の空港で発着する国際便の排出する温室効果ガスは、1990 年比で

150％増大することになる。 
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欧州委員会は、「気候変動への航空機のインパクトの削減［COM（2005）459］」と

題された文書において、航空部門を排出権取引制度に組み込むことが も効果的な手

段であるとの判断を示した。欧州委員会はすでに、EU の排出権取引制度に航空部門

を統合するため、排出権取引制度に関する欧州議会・理事会指令 2003／87／EC の修

正案を 2006 年 12 月 20 日に採択、現在審議が行われている。 
 
自動車に関しては、CO2 の排出削減がメーカーの自主的な努力で実施されている。

1995 年、EU 首脳は、2012 年までに自動車の CO2 の排出量を 120g／km にまで削減

するという野心的な目標を設定。欧州委員会は、目標達成を自動車メーカーの自主努

力に任せるという戦略を採択した。欧州委員会と欧州自動車製造業者協会は、1998 年

に締結した協定の枠内で、2008 年までに CO2 の排出量を 140g／km とする目標を設

定。日本自動車工業会や韓国自動車工業会も欧州委員会と同様な協定を締結し、2009
年までに目標を達成することを約束した。しかし、期限までに目標が達成される可能

性は非常に低く、欧州委員会は自主ベースでは無理と判断、法的な足枷をはめること

を決めた（「乗用車並びに軽商用車の CO2 排出削減の欧州共同体戦略の見直し結果

［COM（2007）19］」）。 
 
欧州委員会の戦略転換に関しては、自動車メーカーの強い反発があり、欧州委員会

は新戦略の発表を何度も延期しなければならなかった。しかし、欧州委員会は、関係

者への諮問の後、可能であれば 2007 年末までに、遅くとも 2008 年半ばまでには新戦

略を実施に移すための法的枠組みを提案したい意向にある。欧州委員会は、目標達成

の手段として、優遇税制による燃費の良い車の販売促進、バイオ燃料の利用促進のよ

うな補完的な手段を利用することも提案している。 
 
欧州委員会はこのほか、少ないコストで戦略的目標の達成を可能にするとの判断か

ら、市場原理に基づく手段をエネルギー政策や環境政策に活かそうとしている。環境

税のような税金や排出権取引といった市場原理に基づく手段を、環境政策やエネルギ

ー政策の目標達成により広範にかつ効率的に利用する方法に関する議論の叩き台とす

るため、欧州委員会は 2007 年 3 月、「環境政策や関連政策の目標達成のための市場原

理に基づく手段に関するグリーンペーパー［COM（2007）140］」を採択した。 
 
欧州委員会のディマス委員（環境政策）は、「排出権取引や環境税のような市場原理

に基づく手段は、環境保護のために市場の力を動員することができるし、コストパフ

ォーマンスも良い。しかし、十分に活用されているとはいえない」ことを強調。一方、

コバックス委員（税制・関税同盟）は、「税制は、環境に悪影響を及ぼすような行動を

抑制すると同時に、省エネや環境保護といった活動を褒賞することができる。しかも

税収はイノベーションや雇用創出に活用できる」としている。 
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なお、フランスのサルコジ大統領と英国のブラウン首相は 2007 年 7 月 20 日、ガソ

リン消費の少ないあるいは CO2 の排出量が少ない車両、電力消費の少ない電球のよう

な環境に優しい製品には、付加価値税（VAT）の割引税率（5％）を EU 域内で適用す

ることを提案した。現在、フランス、英国の VAT の標準税率は各々19.6％、17.5％で、

5％の税率が適用されると価格が大幅に引き下げられることになる。サルコジ大統領は、

「環境を汚染しない車より汚染する車の方が安いというのはおかしい」としている。 
 
【参照資料】 
 
欧州委員会 
環境総局： 

http://ec.europa.eu/environment/air/transport.htm 
エネルギー総局： 

http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/documents_en.htm 
企業総局（自動車産業）： 

http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/pagesbackground/pollutant_emission/index.htm - euro5 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/430&format=HTML&aged=1&lan
guage=EN&guiLanguage=ja 

COM（2007）2： 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2007/com2007_0002en01.pdf 

COM（2005）459： 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2005/com2005_0459en01.pdf 

COM（2002）595： 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52002DC0595:EN:HTML 

欧州議会・理事会指令 2005／33／EC： 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2005/l_191/l_19120050722en00590069.pdf 

COM（2007）19： 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2007/com2007_0019en01.pdf 

COM（2007）140： 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2007/com2007_0140en01.pdf 

欧州理事会： 
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/93135.pdf 
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【地球温暖化特集】CO2 回収・貯蔵技術 石炭火力発電対策  
 
英国が世界のリードを目指す二酸化炭素回収・貯蔵技術（CCS） 

－2007 年 11 月に実用スケール実証公募を実施、関連の取組も強力に推進－ 
 
英国は、将来的な中国、インド等国際的な展開も視野に入れ、二酸化炭素回収・貯

蔵技術（CCS）を地球温暖化対策における重要な柱として取り組んでいる。11 月には、

世界で初の実用スケールでの実証試験の公募を行い、実用レベルに向けたコストダウ

ン策を検証に繋げる。加えて、欧州での規制等のフレームワーク作りにおいても主導

的な動きを見せている。 
 

1. CCS に戦略的重要性を置く英国 
 
英国は、二酸化炭素回収・貯蔵（CCS：Carbon Capture and Storage）について、

2003 年のエネルギー白書において、地球温暖化対策の観点からも、また、化石燃料の

継続的利用による電力の安定供給の観点からも重要であり、CCS 技術を化石燃料発電

に適用していくと言及するなど、従来から積極的な姿勢が見られる 1。 
 
2007 年 3 月下旬の 2007 年度予算案発表時にも、世界初のフルスケールプラントに

よる実証試験を行うことが発表され、財務省が CCS 技術の実用化に当たっての課題及

びその解決策等に関するコンサルテーション（パブリックコメント）を、5 月を締め

切りとして行っていた 2。 
 
2007 年 5 月、4 年ぶりにエネルギー白書 3 が発表された。同白書では、長期的なエ

ネルギー効率向上、エネルギー安全保障の確保、そして二酸化炭素排出量の削減を中

心課題として位置づけ、中でも、地球温暖化対策とエネルギーの安定供給維持を 優

先課題としている。 
 
そして、中国、インドにおける石炭火力発電の拡大を筆頭に、石炭が世界的に引き

続き発電用燃料としての中心的役割を担うことが見込まれる中、こうした石炭依存の

国々を二酸化炭素削減に向けた長期的な気候変動対策の国際的枠組みに巻き込んでい

くためにも、温暖化ガス排出削減と同時に石炭火力発電による恩恵を可能とする二酸

化炭素回収・貯蔵（CCS）技術の実用をいかに加速してくかが国際的な課題であると

している。 
 

                                                  
1 NEDO 海外レポート 2005 年 No.964 参照 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/964/964-06.pdf 
2 http://www.hm-treasury.gov.uk/budget/budget_06/other_documents/bud_bud06_odcarbob.cfm 
3 およそ 3 年毎に発表される。http://www.dti.gov.uk/energy/whitepaper/page39534.html 
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2. 石炭火力発電所の二酸化炭素削減策として CCS を 重要視 
 
エネルギー白書では、石炭火力発電における二酸化炭素削減には、主に 3 つの手段、

すなわち、①石炭火力発電所の効率向上、②バイオマスとの混合燃焼、そして、③二

酸化炭素回収・貯蔵技術（CCS）があるとしている。これら 3 つの石炭火力発電にお

ける二酸化炭素削減手段の中で、 も強調しているのが③二酸化炭素回収・貯蔵技術

（CCS）である。 
 
二酸化炭素回収・貯蔵技術（CCS）は 大 90％化石燃料発電所からの二酸化炭素排

出量を削減する可能性があるとされており、2006 年に発表したスターンレビューでも、

2050 年までの世界の二酸化炭素削減量のうち 大 28％に貢献し得るとし、二酸化炭

素回収・貯蔵技術（CCS）の世界的に見た戦略的な役割を強調している。 
 
欧州においても、技術的・経済的に可能であれば、2020 年以降建設される全ての化

石燃料発電所に CCS を装備することを欧州議会が合意しており、欧州委員会が 2015
年までに 12 件の CCS 実証実施に向けて活動すべきと勧告をしている。また、2020 年

までに商業的にも実現可能な CCS 技術を保持することを目指した、ゼロエミッション

化石燃料発電プラントに関する EU 技術プラットフォーム（EU Technology Platform 
for Zero Emissions Fossil Fuel Power Plant）の活動、第七次欧州研究開発フレーム

ワーク計画（FP7：7th Research Framework Programme）での公募といった動きも

見られる。 
 
このように欧州全体としても活発な動きが見られる中、特に英国は、EU・中国の共

同プロジェクトにおいて先導的役割を果たしており、また、ノルウェーとの間で、産

官による「北海盆タスクフォース」（North Sea Basin Task Force）を設立し、2005
年 12 月からの 1 年半、北海における二酸化炭素の輸送と貯蔵をいかに管理すべきかに

関して協力をするなど、目立った動きを見せている。同タスクフォースは、2007 年中

に輸送インフラに関するレポートを発表する予定である。 
 

3. 2007 年 11 月に CCS 実用化実証試験の公募を実施 
 
二酸化炭素回収・貯蔵技術（CCS）の実用化に向けた重要課題の一つが、現実的な

レベルまでのコストダウンである。先述のとおり、英国政府は、2007 年度予算におい

て、世界初の二酸化炭素回収・貯蔵技術（CCS）装備発電プラントの実用スケールで

の実証試験を行うこととしているが、これによりコストダウンに向けた技術改良を可

能とし、英国及び国際的な二酸化炭素回収・貯蔵技術（CCS）の配備に貢献できると

期待している。また、CAT プログラムにおいて CCS の重要構成要素（コンポーネン

ト）のパイロット試験も対象としており、これが、研究開発と実用スケールでの実証
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試験との間をつなぐ役割を果たしている。 
 
英国は、北海の海底に二酸化炭素を貯蔵できる潜在性を有していることが、第一の

強みであるとしており、加えて、実用スケール実証試験の実施に際して、二酸化炭素

回収・貯蔵技術（CCS）への投資によって気候変動に係る国際的なリーダーシップの

強化、英国産業界へのビジネスチャンス提供、二酸化炭素回収・貯蔵技術（CCS）に

係る包括的な規則の構築、といった狙いを有している。 
 
二酸化炭素回収・貯蔵技術（CCS）装備発電プラントの実用スケールでの実証試験

は、2007 年 11 月に公募を行うとエネルギー白書で発表した。政府は、実証試験公募

に関して、進捗状況に係る応募候補者（プロジェクト・デベロッパー）等との会合を

定期的に開催し、公募の詳細について公表していくとしている。公募に当たっての主

な評価項目として、以下のものが挙げられる。 
・ 英国で実証プラントが整備されること 
・ 回収、輸送、貯蔵といった CCS に係る全ての技術チェーンを含んだ実用スケー

ルの発電所であること 
・ 全行程としてのエンジニアリング・デザイン調査によって裏打ちされた健全な

（信頼性かつ安全性あり）エンジニアリング・デザインに基づくこと 
・ 提案者が必要とする財政支援の額を示すこと 
・ 30 万 kW 以上で、約 90％二酸化炭素の回収・貯蔵を可能とすること 
・ 2011～2014 年のいずれかのタイミングで CCS の全プロセスの実証を開始する

こと 
・ 英国のより長期的な CCS の発展や国際的な CCS の開発に貢献すること 
・ 提案者がどのようにして知見やノウハウの第三者への移転を行うかについても

示すこと 
採択された提案者（デベロッパー）は、CCS に係る適切な規則フレームワークを構

築するべく、政府と密接な協力を行うことも期待されている。 
 
なお、英国では、BP が 2004 年よりアルジェリアでの実証 4 を進めてきており、さ

らに、スコティッシュ・サザン・エナジー（SSE）等と共同でスコットランドでの CCS
発電プラント建設計画や、リオ・ティント（Rio Tinto）との共同でオーストラリア西

部 Kwinana での CCS 技術を用いた石炭燃料による水素発電所に係るフィージビリテ

ィ・スタディを計画 5 するなどの動きを見せているが、エネルギー白書で示された政

府の実証試験実施スケジュールがさらに遅れたとして、スコットランドでの計画につ

いては取りやめると発表している。 
 

                                                  
4 http://www.bp.com/sectiongenericarticle.do?categoryId=9015794&contentId=7030648 
5 http://www.bp.com/genericarticle.do?categoryId=2012968&contentId=7033260 
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他方、ノルウェーの国際的な石油・ガス企業である Statoil も、Royal Dutch Shell
と CCS の実証試験計画に関しフィージビリティ・スタディを進めていたが、6 月 29
日、技術的には可能であるが商業的には難しい、という見解を発表した 6。理由は、実

証試験を想定している Draugen の海底油田に二酸化炭素を注入することで回収でき

る余剰原油があまりに少なく投資価値が見いだせない、というものである。同社は

2007 年秋にかけて技術的調査を完了させるとしている。こうした状況からも、英国政

府が主導する実証試験の動向が注目される。 
 

4. 英国政府が積極的に進める CCS を取り巻く各種フレーム作り 
 
CCS を取り巻く各種フレームに関しても、英国は主導的に推進すべく活動している。

英国は廃棄物の海洋投棄を原則禁じたロンドン条約議定書の 2006 年 11 月の改正をリ

ードし、海底下における二酸化炭素の貯留を制度的に可能とする枠組みが国際的にも

整備された。また、EU レベルでも 2007 年秋を目指して水及び廃棄物指令（Waste and 
Water Directives）を含め、EU 規則の適用や改正に関して議論がなされている。さら

に英国政府は、ノルウェーとの「北海盆タスクフォース」を通じて北海における規則

のあり方について 2007 年中を目途に基本的事項を明らかにする見込みである。 
 
化石燃料発電所にとっての「キャプチャー・レディネス」（capture readiness：将来

CCS のために必要な設備を容易に装着できる状況が発電所建設時に確保されているこ

と）の定義に関しては IEA が調査結果の概要を近々発表する予定 7 であるが、英国に

おいても、将来発電所の建設承認の際に考慮されるべき「キャプチャー・レディネス」

とはどうあるべきか、また、その承認プロセスにおいてこの問題を実務的にいかに扱

うべきかに関してのコンサルテーション（パブリックコメント）が本年中に行われる

見通しである。 
 
また、英国政府は、CCS を EU 排出権取引市場（EU-ETS：EU Emissions Trading 

Scheme）での位置づけ確保に取り組んできており、2007 年秋に EU の提案がなされ

る見込みである。また、英国政府は、特に将来の中国やインドでの整備を視野にいれ、

EU を通じて CCS がクリーン開発メカニズム（ CDM： Clean Development 
Mechanism）でも位置づけられるよう働きかけてきており、国連合意を受けたプロセ

スとして、2008 年に結論が出される見通しとなっている。 
 
 
 

                                                  
6 http://www.statoil.com/ 
7 7 月 10 日付 Modern Power Systems 記事。

（http://www.modernpowersystems.com/story.asp?storyCode=2045731）参照。 
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5. 2007 年 6 月には専門のアドバイザリー委員会を新設 
 
貿易産業省（当時。ブラウン首相の省庁再編により、ビジネス・企業・規制改革省

（BERR）へ継承）は、2007 年 6 月 21 日、二酸化炭素削減技術を専門にするアドバ

イザリー委員会を発足させた。これは、産学の有識者等からなる委員会で、政府に対

し、二酸化炭素削減技術の開発・導入に向けた政策・戦略に係るアドバイスを行うも

のである。 
 
本委員会の設立発表に当たっては、エネルギー担当閣外大臣トラスコット卿（当時）

は、特に「本委員会で CCS 分野における専門的知見を強化していく」と明確に述べて

おり、英国政府が CCS にかなりの注力意識を有していることが読みとれる。8 
 
6. 結 論 

 
コストの不透明性等はあるものの、将来、グローバルにみても展開可能性の極めて高

い CCS について、日本がその技術力を発揮し、実用化に当たっても中心的な立場を担

うとともに、将来影響してくる各種の国際ルールづくりにも主体的に参画していくこと

は、地球温暖化対策と我が国の国際競争力双方の観点から、戦略的に重要といえる。 
 
本レポートで示したように、技術実証及び国際的なルールづくりの双方で注力し、

かつ、これまでも様々な国際的なルールづくりで影響力を有する英国の動きについて

注視するのに加え、2007 年 11 月予定されている実証試験公募に関し、日本としても

産官共に積極的な関わり合いを持っていくことが重要と考えられる。 
 

                                                  
8 http://www.wired-gov.net/wg/wg-wlabel-dti.nsf/wfArticle?ReadForm&unid=BAC015445ED42BCB

8025730100396E25 
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【地球温暖化特集】将来予測 

 
灌漑による地表面の冷却効果は今後弱まる（米国） 

 
灌漑の拡大は、カリフォルニア州セントラルバレーの温暖化を覆い隠してきた。し

かし、新しい研究により今後は灌漑の影響が小さくなる可能性があることが分かった。

この研究結果は、8 月 13 日発行の全米科学アカデミー会報（Proceedings of the 
National Academy of Sciences）に掲載されている。 
 

 

世界の灌漑普及率 
注記：丸で囲んだ部分は、この研究で使用された主要な灌漑地域を示している。 
AB：アラル海沿岸地域、CA：カリフォルニア州、CH：中国東部、IP：インドと
パキスタンにまたがるインダス-ガンジス平原、NE：ネブラスカ州、TH：タイ 

 
灌漑が気候に与える影響は、人間活動が地域の気候変動に与える影響を研究する際

に見過ごされることが多い。しかし、灌漑は世界の多くの地域で急速に広がっている。

その影響を知ることは、過去の気候の傾向を明らかにし、地域の気候をより正確に予

測することに繋がる。 
 

研究論文の筆頭著者でローレンス・リバモア国立研究所とカリフォルニア大学マー

セッド校で研究に携わる Celine Bonfils は次のように述べる。「世界の食料の 40%が

灌漑地で生産されている。私達は、これらの地域の気候が今後どのように変動するか

をモデル化したいと考えている。」 
 

カリフォルニア州全域の気温データと灌漑の傾向から、研究チームは灌漑が農地に

明白な冷却効果をもたらしていることを実証した。また、この影響が徐々に弱まって

いることも明らかになった。 
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Bonfils は次のように述べる。「これはモデル結果ではないが、非常に明白なデータ

に基づいている。私達は他にも世界の主要な灌漑地域を調査したが、極めて似通った

傾向が見られた。」 
 
研究チームのメンバーであるローレンス・リバモア国立研究所の Bonfils と David 

Lobell は、広域に及ぶ灌漑がカリフォルニア州の局地気候と地域気候に与える影響を

調査することから始めた。カリフォルニア州は、米国で も灌漑が行われている州で

ある（330 万ヘクタール）。灌漑が普及しているサンウォーキンバレーでは、灌漑が始

まった 1887 年以降、灌漑があまり普及していない地域と比べて日中の気温が 1.8～
3.2℃下がっていることが分かった。 
 
「一方、灌漑面積の増加が見られなかった 1980 年から 2000 年にかけては、気温への

明白な影響は見られなかった」と Lobell は説明する。 
 

灌漑を行うと、地表を暖めるために使われるエネルギーよりも水の蒸発に使われる

エネルギーの方が増えるため、地表面が冷やされる。灌漑面積が増えるほど、その影

響は強くなる。「灌漑の拡大に比例して気温が低下する傾向は驚くほどはっきりと示

された」と Bonfils は語る。 
 
また、この研究では夏の夜の 低気温が急激に上昇してきたのは灌漑の拡大による

ものではないことも示された。これと同様の見解は他の研究でも示唆されている。1915
年以降、カリフォルニア州の中部ではこの現象が頻繁に観測されているが、「私達の研

究結果は、灌漑の拡大は 低気温に殆ど影響を与えておらず、このような急激な 低

気温の上昇は灌漑によるものではないことを示している」と Bonfils は説明する。 
 
Lobell は次のように述べる。「この傾向を も的確に説明しているのは、温室効果ガ

スの増加と都市化であろう。この傾向は自然起因の気候変動だけで起こりうる範囲を

超えている。」 
 
他に灌漑が急速に広がっている地域の中には、タイ、アラル海沿岸地域およびネブ

ラスカ州（米国で 2 番目に灌漑が普及している州）などが含まれる。研究チームは、

これらの地域でも灌漑の影響により夏の日中の 高気温が下がっていることを発見し

た。インド、パキスタンおよび中国東部では、灌漑による気温の変化が他の地域より

も若干分かりにくい傾向にある。これは、太陽光を反射または吸収することで灌漑と

同様の冷却効果をもたらすエアロゾルが大気中に存在するためである。 
 

カリフォルニア州では、都市化と水の需要増加によって灌漑面積の拡大が頭打ちに

なる見通しである。米国では、1998 年から 2003 年にかけて灌漑面積が初めて 2%の
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減少に転じた。すでに世界の多くの地域でも灌漑面積の伸びは緩やかになっている。 
 
Bonfils は次のように述べる。「世界の全ての主要な灌漑地域において、灌漑が日中

の 高気温を下げる働きは今後 50 年間で前世紀よりも遙かに小さくなるだろう。そし

て、今後は灌漑が温暖化の影響を抑制し続けることはなくなるだろう。」 
 
出典：Irrigation may not cool the globe in the future 

http://www.llnl.gov/pao/news/news_releases/2007/NR-07-08-02.html 
 

翻訳：山本 かおり 
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【地球温暖化特集】将来予測 気候モデル 

 

地球温暖化の影響で激しい暴風雨が増加する可能性（米国） 
 
NASA の研究チームが開発した新しい気候モデルにより、地球温暖化の影響で極め

て激しい暴風雨や竜巻が増える可能性があることが明らかになった。 
 

これまでの気候モデルも温暖化によって暴風雨が増加する可能性を示しているが、

上昇気流の強さをシミュレートした地球規模のモデルは殆どなかった。この気候モデ

ルを開発したのは、NASA ゴダード宇宙研究所（Goddard Institute for Space Studies）
の Tony Del Genio、Mao-Sung Yao および Jeff Jonas である。嵐の強さが陸上と海上

でどの程度異なるかをシミュレートし、その強さが温暖化によってどのように変化す

るかを予測したのは今回が初めてである。これらの嵐の中には、強い乱気流（ウィン

ドシア）を伴って地上に風の損害をもたらす猛烈な雷雨も含まれている。この新しい

研究は、8 月 17 日に発行された米国地球物理学連合（American Geophysical Union）
の学術誌“Geophysical Research Letters”で発表された。これらの結果は、コンピュ

ータの気候モデルが予測した気温と湿度から導き出された。この気候モデルは、温暖

化によって嵐の強さと激しさが増すことが予想されるが、発生件数全体としては少な

くなると予測している。 
 

コンピュータを使用した全球モデルは、数百マイルに及ぶ地域の天候と気候を予測

する。これらのモデルは、雷雨や稲妻を直接シミュレートするのではなく、様々な強

さの嵐がどのような状況で発生しやすいかを予測する。この研究では、 初に現在の

気候条件に基づく試験が行われた。その結果、アフリカやアマゾン川流域などの熱帯

地域では雷が多く見られるが、海上の嵐では殆ど雷が発生しない等、広く知られる世

界の嵐の特徴が示された。 
 

これに続き、二酸化炭素の排出量が現在の 2 倍に増え、地表の平均気温が華氏 5 度

（約 2.8℃）高くなるという仮定の下で、シミュレーションが行われた。その結果、海

上よりも陸上の方が気温が高く、雷が発生する高度は嵐の勢力がより強くなる地点ま

で上昇することが示された。 
 
これらの影響が合わさると、より温暖な気候の下では私達が過去に経験した も強

い嵐と同程度の勢力を持った陸上の嵐が増える可能性がある。 
 

激しい嵐によって発生する雷は、しばしば乾燥した地域で山火事を引き起こす。研

究者達は「一部の地域では温暖化による乾燥化が予想されており、結果的に山火事が

発生しやすくなる」と予測している。一方、より乾燥した気候では嵐の数は減少する。
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研究論文の筆頭著者で NASA ゴダード宇宙研究所（ニューヨーク）の研究者である

Tony Del Genio は次のように述べる。「これらの研究結果を見ると、損害の大きい米

国西部にとって嵐の数が減ることは朗報であるかのように見える。しかし、地表付近

の乾燥化に加えて、嵐 1 回あたりの雷発生率が上昇するため、結果的に山火事の被害

が大きくなる恐れがある。」 
 

米国の中央部と東部は、激しい嵐や雷雨が特に多い地域である。これらは、強い上

昇気流と高度の上昇に伴って強くなる水平方向の風とが合わさった時に発生する。こ

の組み合わせは、水平および垂直方向の激しい風をもたらし、天候による災害の主な

発生源となっている。より温暖な気候を想定したシミュレーションでは、強い上昇気

流と水平方向の風を伴った極めて激しい嵐が増えるのは、これまでより高度の高い地

点であることが示された。このことから、温暖化が進むと極めて激しい嵐や竜巻は現

在よりも頻発する可能性があることが示唆された。 
 
地表面は海洋よりも暖まりやすく、暖かくなるにつれ、大気中の水分は雷を発生さ

せる上昇気流がより強力になる高度まで上昇して凝結する。このように、温暖化に伴

って陸上の嵐が激しくなり雷が増えるという予測は自然の結果である。地球温暖化が

もたらすこれらの特徴は、全てのモデルに共通して見られる。しかし、温暖化が雷雨

に及ぼす影響を検証したのは今回が初めてである。 
 

NASA ゴダード宇宙研究所は、地球の過去、現在および未来の気候を研究する中核

的な機関である。 
 
出典：NASA Study Predicts More Severe Storms With Global Warming 

http://www.nasa.gov/centers/goddard/news/topstory/2007/moist_convection.html 
 

翻訳：山本 かおり 
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【個別特集】欧州の研究開発政策  
 

市場志向の研究開発のための欧州全域にわたるネットワーク 
「ユーレカ」の 新状況(EU) 

 
NEDO技術開発機構 情報・システム部 

 NEDO海外レポートでは、欧州連合(EU)における代表的な研究

開発助成制度である研究開発フレームワーク計画(FP)について、

これまで何回か取り上げ紹介してきた1。本稿では、欧州レベルの

研究開発スキームとして、FPと並び称されるユーレカ

（EUREKA）2について紹介する。 
 
1. ユーレカの概要 
 

ユーレカは、そのキャッチフレーズ「市場志向の研究開発のためのネットワーク（A 
Network for Market Oriented R&D）」で示されているように、企業のニーズに基づ

き、新たな革新的技術を市場化していくための欧州の企業や大学を中心とした研究開

発のネットワークである。ユーレカは、国境を越えた市場指向型のイノベーションの

促進を通じて、欧州産業の強化を目指している。この汎欧州政府間イニシアティブは

1985年に設立され、38の加盟国やEUからの産業や研究機関が、革新的技術の開発や

利用するためにボトムアップや市場指向的なアプローチで協力することを可能として

いる。 

ユーレカで取り組まれているプロジェクトは、技術や科学の多様性に関わらず、そ

の成果は全て市場指向型という点で一致している。プロジェクトの協力の方法、期間

や投資額の決定は、ユーレカではなく、プロジェクト毎に結成されるコンソーシアム

（通常は中小企業、研究機関、大企業によって構成）が行う。このボトムアップ戦略

が、汎欧州の協力への柔軟なアプローチと共に、欧州研究領域(ERA)3に関係する他の

                                                  
1 例えば 「第 7 次欧州研究開発フレームワーク計画(FP7)がスタート（EU）」

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/997/997-01.pdf 
2 EUREKA：正式名称（またはキャッチフレーズ）は”A Europe-wide Network for Market Oriented 

R&D”。eureka は「（探していたものが）見つかった」という意味。元々はギリシャ語の I have found 
it の意で、アルキメデスが王冠の金の純度の測定法（アルキメデスの原理）を、浴場で発見した時の

叫び声と伝えられている。 
  EUREKA の訳語として当初は「ユーレカ計画」が使われていたが、本文中にあるように独自の研究予

算助成ツールがなく、ネットワーク、イニシアティブ的な意味合いが強いため、 近では「ユーレカ」

「ユーレカ・イニシアティブ」などが用いられている。 
3 2000 年、欧州としての総合的な研究活動の統一を目標とした欧州研究領域（ERA: European Research 

Area）イニシアティブが提唱された。EU は、加盟国の研究活動がこれまで閉鎖的で、各国の研究開

発政策が必ずしも連携がとれていないという認識をしており、ERA によって欧州加盟国の研究者の協

力を促進し、産業技術研究基盤の強化を図ろうとしている。 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1008,  2007.10.3 
 

 37

活動（FPなど）とは異なっている点である。 
2. ユーレカの現状 
 

ユーレカの枠組み内で行われる研究開発を支援するために、これまで 240 億ユーロ

以上の民間および公的資金が投入されている。実施中のプロジェクトには、約 40 億ユ

ーロの資金を集めている（表 1 参照）。 
 
         表 1 これまでのユーレカの成果 

 
 
 
 
 
 
 
（注）「個別プロジェクト」「クラスター・プロジェクト」については後出 

（出典：“Shaping tomorrow’s innovations today”(2007.6, EUREKA 事務局)を加工） 

 
 ユーレカで行われているプロジェクトの想定市場領域別の構成割合を図 2 に示すが、

IT(情報技術 )領域が突出しており、さらに電気通信 (telecom)、マルチメディア

(Multimedia)、ロボット(Robotics)を含めた情報通信技術(ICT)分野で過半を占めている。 
 
 
  
  
 

 

 

 

 

 

（出典：“Shaping tomorrow ’s innovations today”2007.6, EUREKA 事務局） 

図2 ユーレカ・プロジェクトの想定市場領域別の構成割合 
  
 実施中のプロジェクトへの参加者（企業、研究機関等）の国別の構成割合を図3に示

す。フランス、ドイツ、オランダからの参加者が多い。一方、主要国では英国からの

参加者が少ないのが目立つ。フランスからの参加者が多いのは、そもそもユーレカが

フランスの提唱・主導で立ち上がった経緯があるためである。 

・ 参加者数：産業界 13,400（産業界からの参加者の多くは中小企業）。さらに研究機関、

大学、政府機関も参加 
・ 完了： 個別プロジェクト 1,840（予算 99 億ユーロ以上） 

クラスター・プロジェクト 186（予算 109 億ユーロ） 
・ 実施中：個別プロジェクト 700（予算 17 億ユーロ。約 240 万ユーロ/件） 

クラスター・プロジェクト 126（予算 23 億ユーロ。約 1,800 万ユーロ/件） 
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（出典：“Shaping tomorrow ’s innovations today”2007.6, EUREKA 事務局） 

図3 実施中のプロジェクトの参加者の国別割合 
 
3. ユーレカ・プロジェクト 
 

ユーレカの下で行われているプロジェクトは大きく以下の3つに分類される。 
  
(1)個別プロジェクト 

特定の分野での重大な進歩が見込める、直ぐに市場に出せる成果が期待できる、平

均的な欧州人が毎日ユーレカの革新的プロジェクトの成果に遭遇するものであること

などの要件を満たすものが個別プロジェクトとして認められる。具体的には、自動車

のナビゲーションシステム、高速列車を安全にするための主要要素技術、多機能スマ

ートカード、映画の特殊効果、心臓病の改良診断法、環境にダメージを与える電池に

置き換わる新たな技術などである。 
  

(2)アンブレラ 
あるテーマについての公的機関や専門家達のネットワークである。それぞれのアン

ブレラは特定の領域の競争力の強化を目指している。アンブレラは、そのテーマでの

対象範囲を明確にし、新しいプロジェクトの創出を働きかける。現在、製造、輸送、

環境などの領域に10のアンブレラが存在している。 
  
(3)クラスター 

クラスターは長期的かつ戦略的な重要な産業界主導のイニシアティブである。通常、

非常に多くの参加者があり、欧州の競争力のために非常に重要な一般的・汎用的な技

術の開発を目指すものである。現在表2、表3に示す5つのクラスターが活動している。

クラスターの件数、予算面で情報通信分野に重点が置かれているのが明白であるが、

エネルギー分野のクラスター(EUROGIA)もある。 
一番予算規模が大きなMEDEA+（マイクロエレクトロニクス）クラスターでは、この
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クラスターでの活動を通じて、3社の欧州企業が現在世界の半導体チップ製造者のトッ

プ10中に含まれるようになっている（以前は1社もランクインしていなかった）。 
このクラスターの下で公募に基づく多数のプロジェクト（サブ・プロジェクト、ク

ラスター・プロジェクト）が行われており、それらもユーレカ・プロジェクトと呼ば

れている。前出の表1に示されるように、クラスター・プロジェクトの方が、個別プロ

ジェクトより1件あたりの予算規模がかなり大きい。 
 

表2 実施中のユーレカ・クラスター（予算百万ユーロ） 
 

MEDEA+ マイクロエレクトロニクス        3,708 
ITEA     ソフトウエア・インセンティブ・システム      1,351 
CELTIC 電気通信                  150 
EURIPIDES  マイクロシステム技術              160 
EUROGIA 持続可能なエネルギー              6 

（出典：“Shaping tomorrow’s innovations today”2007.6,EUREKA 事務局を基に作成） 

 
表3 ユーレカ・クラスターの概要 

名称 概   要 
MEDEA+ 4 
 

・MEDEA+は、半導体技術のシステム・イノベーションを掲げて、8年間の計画期間

で、2001 年に開始された。（半導体分野のクラスターは以前から存在しており、

MEDEA+はその 新のクラスターになる） 
・フィリップス半導体をプロジェクト・リーダーに、欧州半導体大手のSTマイクロエ

レクトロニクス、インフィネオンをはじめに、半導体設備メーカー、デジタル家電、

自動車エレクトロニクス部品の欧州大手やIMEC、LETI、フラウンホッファー研究

所などの研究機関も参加している。 
ITEA2 5 
 

・ITEA は一体型ソフトウェア分野のクラスターで、MEDEA＋ と並んで、ユーレカ

計画におけるITクラスターの二本柱の一つとされる。家電、自動車、通信機器、航

空、防衛分野の欧州大手が中心となり、汎用性の大きい自社用のシステム・ソフト

やサービスの開発につながる研究開発を行っている。 
・ITEA 1は1999 年から開始され、その後継がITEA 2であり、計画期間は2014 年ま

でである。 
EURIPIDES  
 

・EURIPIDES は、インターコネクション・パッケージング（実装）技術分野のクラス

ターPIDEA+（2004-2009）と、MEMS などのマイクロシステム技術分野のクラスタ

ーEURIMUS 2（2004-2008）が2006 年に統合され、新規クラスター・プロジェクト

「マイクロ・デバイスとスマート・システムのパッケージングとインテグレーション

のためのユーレカ・イニシアティブEURIPIDES」として立ち上げられたものである。 
CELTIC 6  
 

・CELTIC は通信技術分野のクラスターで、欧州の通信機器メーカーとオペレーター

大手を結集した 初の共同研究開発プロジェクトとして2003年10月、ユーレカのク

ラスターとして認定された。 
・当初は、2004－2008 年の5 年計画であったが、2006 年に実施期間が延長され、現

在は2011 年11 月末までとなっている。 

                                                  
4 MEDEA+：Cluster on Microelectronic Development for Europeans Applications 
5 ITEA：Industry-driven cooperative R&D programme for maintaining European leadership in 

software- intensive systems 
6 CELTIC ：Cooperation for a European sustained Leadership in Telecommunications - Cluster in 

the field of telecommunications 
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プロジェクトに対しユーレカ・ラベルの授与

各参加者から資金の確保（各国の助成プログラム、民間資金） 

プロジェクトの開始 

審査・承認 

代表者が所属する国のNPCを通じて、ユーレカにプロジェクト提案書の提出 

全参加者によりコンソーシアムの結成

プロジェクトのアイデアの発展、協力体制の構築 

所属国のNPCとコンタクトを取る 

プロジェクトのアイデアを持つ 

EUROGIA 7 
 

・EUROGIA は、石油・天然ガス分野でエンジニアリング、生産、サービスなどの活

動を行なう欧州企業2500 社以上を結集した欧州石油ガス・イノベーション・フォー

ラムEUROGIF が作成した技術開発ロードマップに基づき、研究開発プロジェクト

を実施するため2004 年に立ち上げられたユーレカ・クラスターである。 
・活動内容は、低コストで利用できる資源の残りが少なくなった北海の化石燃料資源

につき、新しい技術開発により、利用できる範囲を拡大することを 大の狙いにし

ている。 
・EUROGIA は情報通技術 分野以外で欧州の大企業連合が立ち上げて活動している唯

一のユーレカ・クラスターである。 
（NEDO成果報告書「欧州のイノベーション政策動向調査」（2007.3）等を基に作成） 

 
4. ユーレカ計画への参加方法、プロジェクトの立ち上げ 
 

ユーレカにおけるプロジェクトは、ユーレカ加盟国のうち、少なくとも二つ以上の

国からの参加者により研究開発を共同で実施しなければならない。逆にこの多国間の

参加者による共同研究の実施のための枠組みがユーレカであるといえる。ユーレカ計

画でのプロジェクトの立ち上げ手順を図4に示す。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

（出典：ユーレカのwebサイト） 

図4 ユーレカ・プロジェクトの立ち上げ手順 

 

                                                  
7 EUReka Oil & Gas Industry initiAtive for sustainable development and a secure energy supply in 

a cleaner/safer future  
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ここで重要な役割を果たすのが、ナショナル・プロジェクト・コーディネータ（NPC）

と呼ばれる組織である。NPCは、加盟国の関連省庁や政府機関内に設置されているが、

ユーレカ・プロジェクトへの参加希望者に対し、対象市場に関する知識や、科学的な

専門知識、一般的な情報の提供や支援を行い、さらに各国の研究資金提供へのアクセ

スを手助けしている。また、前述したようにユーレカ・プロジェクトでは 低2つの加

盟国からの参加者が必要であるため、各国政府は関係国間の情報交換の促進や、時に

は、仲介イベントの開催などを通じて、プロジェクトのパートナーを探すための支援

などを行っている。 
 

図4に戻ると、プロジェクトの発案者（通常は民間企業）は、その国のNPCにコンタ

クトし助成支援とユーレカ・ラベルの認定についての相談を行う。その後、発案者は、

プロジェクトの内容を深めると共に、共同研究のパートナー探しを行い、パートナー

達とコンソーシアムを設立する。そして、プロジェクトの提案書を、NPCを通じてユ

ーレカの事務局に提出する。NPC はパートナーとなる加盟国のNPC と連絡を取りつ

つ、プロジェクト実施のためのその国の助成準備を進めると同時に、加盟国全体の事

務方高官（ハイレベル・グループ8）による定期会合におけるユーレカ・ラベルの認定

申請を準備する。そして、ハイレベル・クループにプロジェクトを提案する。ハイレ

ベル・グループは、大臣に代わってプロジェクトの承認を行う。そして、承認された

プロジェクトに対し、国際的に認められたユーレカ・ラベルの発行を認定する。この

ユーレカ・ラベル認定によりプロジェクトは正式に発足することとなる。 
 

なお、ユーレカ自体は、研究開発資金の提供・助成を行わない。研究開発資金は、

各加盟国の研究開発助成制度、採択基準によって支援される9。 
 
  

5. 欧州研究開発フレームワーク計画(FP)との連携 
 
ユーレカ計画と研究開発フレームワーク計画(FP)の連携の必要性については、以前

から議論されてきたが、本年にスタートした第7次研究開発フレームワーク計画（FP7）
の準備段階から欧州レベルの二つの研究開発助成スキームの連携はいくつかの面で進

展している。例えば以下が挙げられる。 
 
(1)EUROSTARS プログラムの開始 

ユーレカ計画とFPの連携に関しては、ユーレカの看板であるMEDEA クラスターと、

                                                  
8 ハイレベル・グループ： プロジェクト設置のためのメンバー国政府間の連絡、ラベル認定、閣僚会

議の決定準備など計画運営上の重要決定を行なうメンバー国政府高官からなる（必要に応じて年に数

回会合する） 
9 このため、ユーレカ・プロジェクトに認定されても、参加者が所属国からの研究助成を受けることが

できない事態が発生することもある。 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1008,  2007.10.3 
 

 42

活動領域や活動主体が重複するFP7での情報通信技術(ICT) 分野の関係が注目されて

いたが、ユーレカのもう一つの活動分野である個別プロジェクトにおいて、中小企業

を対象に、ユーレカ加盟国政府の助成に加え、研究開発フレームワーク計画（つまり

EU）からの助成を加えるスキーム（EUROSTARSプログラム）が本年10月から開始

されることとなった10。 
 
(2)ユーレカ・クラスターのFP7におけるジョイント・テクノロジー・イニシアティブ

(JTI)への組み込み 
JTI は FP7 から新たに始まったサブプログラムで、主に欧州テクノロジープラット

フォーム(ETP)11 によって産業界主導で取り組まれる。ETP は、特定の技術テーマに

ついての研究開発を促進するため、欧州連合(EU)支援の下で、産業界主導で設立・運

営されている組織である。 
 クラスター MEDEA＋と ETPの ENIAC12 、およびクラスター ITEAと ETPの

ARTEMIS13の二組のユーレカ・クラスター／ETPの間では、中心的に研究開発を担う

企業や研究開発機関でも、資金を助成する加盟国政府も、ほぼ重複している。 
クラスターMEDEA+ とITEA は、これまでにそれぞれ関連のETPの設置やその戦

略的研究アジェンダの作成に、積極的に参加、貢献しながら、JTIの設置に当たっては、

イニシアティブの運営を実質的にはそれぞれのクラスターの事務局が担う方向で作業

してきた。 
また、MEDEA+ とENIAC におけるJTI、ITEA2 とARTEMIS におけるJTIはそ

れぞれ同一の運営組織によって担われることが明らかになっている。 
（NEDO情報・システム部 林 欣吾） 

 
（参考資料） 

“Shaping tomorrow’s innovations today”(2007.6,EUREKA 事務局) 
「100010230  平成18年度成果報告書 欧州のイノベーション政策動向調査」 
（委託先：OZAWASARL、2007.3） 

NEDO成果報告書DB（http://www.tech.nedo.go.jp/index.htm）で公開中 
（関連サイト） 

ユーレカのwebサイト http://www.eureka.be/home.do 

                                                  
10 詳しくは右記 URL を参照。http://www.eurostars-eureka.eu/ 
11 現在、個別の技術テーマ毎に、30 以上の ETP が設立されている。 
 ETP についてのより詳細は下記を参照。 

 「欧州テクノロジープラットフォーム」http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/997/997-02.pdf 
12 ENIAC：European Nanoelectronics Initiative Advisory Council。ナノエレクトロノクス主導諮問委

員会 
13 ARTEMIS：組込型コンピュータシステム Embedded Computing Systems 
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【エネルギー】バイオエタノール RFS 
 

米国の再生可能燃料基準(RFS)が発効 
 

大規模な製油所、ブレンダー1 および燃料輸入業者に対して EPA（米環境保護庁）

への報告、登録およびその他の重要な法的遵守事項を新たに規定する再生可能燃料基

準（Renewable Fuels Standard：RFS）が 9 月 1 日に施行された。2005 年のエネル

ギー政策法で承認された RFS は、米国の自動車運転者に 2007 年に販売される燃料の

4.02%（約 47 億ガロン相当）を再生可能燃料とすることを義務づけている。この 低

使用量は毎年引き上げられ、2012 年に 75 億ガロンに達する。（詳細は、EPA のプレ

スリリース 2 と RFS プログラムのウェブサイト 3 を参照されたい。） 
 

再生可能燃料協会によると、エタノール産業は RFS が求める条件を十分に満たすこ

とができる見通しである。現在、同産業のエタノール生産能力は年間 68 億ガロン近く

に達しており、既存のバイオリファイナリーの生産能力拡大と新たに建設中のバイオ

リファイナリーにより、年間生産能力はさらに 66 億ガロン増加することが見込まれる。

これらの施設が稼働すると、エタノール産業全体で RFS の目標を大幅に超える年間

134 億ガロンのエタノール生産が可能となる。生産能力の体制は十分に整っているの

で、将来的にさらに野心的な RFS 目標が設けられる可能性が高いだろう。再生可能燃

料協会のウェブサイトでバイオエタノールの精製所一覧 4 を見ることができる。 
 

エタノール産業は、エタノール生産に伴う温室効果ガスの排出を削減する新しい技

術の導入に着手している。E3 BioFuels 社が 6 月下旬に新設したエタノール工場 5 は、

牛の糞尿から生成されるバイオガスとバイオマスで使用エネルギーを賄っている。こ

の新しい工場はオクラホマ州ミードにあり、28,000 頭の子牛肥育場に隣接している。

同社によると、化石燃料の使用は実質的にゼロとのことである。8 月中旬、Blue Flint 
Ethanol 社 6 はノースダコタ州アンダーウッドに建設されたエタノール工場の創設を

祝う式典を開催した 7。この工場は、隣接する石炭火力発電所からの余剰蒸気を主なエ

ネルギー源としている。この工場は 2 月に操業開始しており、年間 5,000 万ガロンの

エタノール生産能力を持つ。 
出典：Federal Renewable Fuels Standard Takes Effect 

http://www1.eere.energy.gov/vehiclesandfuels/news/printable_versions/news_detail.html?news_id=11244 
翻訳：山本 かおり 

                                                  
1
 製油所で製造したガソリンや輸入ガソリン等をブレンドして市販ガソリンを製造する業者。自身では精油所を持たない。 

2 http://yosemite.epa.gov/opa/admpress.nsf/names/hq_2007-8-30_RFS 
3 http://www.epa.gov/otaq/renewablefuels/ 
4 http://www.ethanolrfa.org/industry/locations/ 
5 http://www.e3biofuels.com/press/june-launch.php 
6 http://www.blueflintethanol.com/ 
7 http://www.ethanolrfa.org/media/press/rfa/view.php?id=1302 
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【エネルギー】太陽光発電  
 

光起電力太陽エネルギー技術の戦略的研究行動計画 
・既存の薄膜技術（EU） 

 
3 既存の薄膜技術 

 
3.1 はじめに 

 
薄膜太陽電池は、ガラスパネル(平方メータ以上の寸法)あるいはフォイル(数百メー

トル長)のような大面積基板に直接に蒸着される。この製造は、高コストの活性材料を

僅かしか必要とせず、完全な統合プロセスと高処理に適しているので、薄膜 PV は固

有の廉価な潜在能力を持っている。 
 
無機薄膜製造には 3 つの主要な技術があり、全てがパイロット規模(1～2MWp)で製造

されており、大量生産(10MWp また 50MWp 以上)にも技術移転されている。この 3 つの

技術は、非結晶質/マイクロ結晶シリコン(TFSi：Thin Film Si 薄膜シリコン 効率 13%)、
多結晶半導体 CdTe(効率 16.5%)および CIGSS(Cu(In,Ga)(S,Se)2 効率 19.5%)である。 

 
これらは多くの共通の特徴を共有している。各々の技術は小量の半導体材料しか必

要としない：膜厚は典型的に 1/1000mm(1μm)である。これらはすべて、屋外条件の

下で長期的安定性を示す。これらは 小のエネルギー入力しか必要としない：薄膜モ

ジュールのエネルギー返済期間は、中央ヨーロッパで既に 1.5 年ぐらい、また南欧州

では 1 年であり、将来は 3 ヵ月に達するであろう。 
 
現在、全 PV 生産合計の薄膜 PV の市場占有率は、10%未満であるが、2010 年まで

に 20%に、長期的には 30%以上に増加するであろう。建築ガラス工業や平面パネルデ

ィスプレー産業内からの利用可能な経験と同様に、大面積蒸着装置やプロセス技術の

入手可能性も、大量で廉価な製造のための大きな機会を提供する。モジュールを生産

する電池セル単体の連続相互接続は、ウェーハ基盤技術と比較して組み立てを単純化

する。柔軟で軽量なモジュールが薄膜ポリマーと金属基材そしてロール塗布技術を使

用して生産することができる。 
 
薄膜技術は、このようにコスト低減の大きな可能性を持っている。 
 
薄膜が直面する問題は、主として規模が増大化した生産能力の領域で見つかるかも

しれない。薄膜の世界的生産能力は、2010 年に 1GWp/年および 2012 年に 2GWp/年
に達すると予想される。これらは、主として日本、米国および欧州に設置されている。
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欧州は既に優れた薄膜研究開発インフラや多くの薄膜工場を持っている。 
 
生産設備サイズの増加、モジュール効率における改善、また PV 産業によって使用

される算定方式の違いを考慮すると、2010 年には総製造原価は、たぶん 1～1.5 ユー

ロ/Wp の範囲になるであろう。2020 年の 0.75 ユーロ/Wp 以下および 2030 年までの

0.5 ユーロ/Wp 以下への一層のコスト低減は、達成されるにちがいない。異なる薄膜技

術間のコストの差は、長期的にほとんどなくなると予測される。 
 
要約として、薄膜 PV モジュールの低価格・大量生産は達成可能であり、集約的な研

究開発作業が行われるならば、長期的なコストは 0.5 ユーロ/Wp に達するに違いない。 
 
 

3.2 すべての既存の薄膜技術に共通の特徴 
 
薄膜 PV モジュールはおおまかに類似の構造を持っており、その製造ステップの重

要な段階は、互いに似ているとともに、1 つの技術に向けられた研究開発努力は、別

のものに適用することができ、その有益性は増加する。ここでは、後で与えられる個々

に特有な必要性と共に、この 3 つの薄膜技術に共通の様相を分析する。 
 
3.2.1 製造と製品の問題 
 
製造設備はコスト低減に重要な役割を果たす。より高い処理量と産出量を達成する

ために、十分に規定されたプロセスと共に標準的設備が開発される必要がある。機器

製造業者はこの開発に重大な役割を果たす。また、PV の外側の関連産業で得られた知

識は有効に活用するべきである。 
 
平面パネルディスプレー産業からの蒸着機器はその例である。別のものでは、ガラス塗

布用に元々は開発されていた蒸着装置があるが、薄膜 PV 技術の透明金属コンタクトの蒸

着に使用することができる。 後の例は、フォイル上の柔軟なモジュールを製造するため

に、包装産業のために開発されたロールトゥロール塗布装置の使用である。工程収率、動

作時間および処理量のような製造パラメーターは、既存プロセスの 適化および新しいプ

ロセスの開発により向上されなければならない。生産収率およびモジュール効率を向上さ

せるために、品質保証手順とライン内監視技術をさらに開発する必要がある。一つのライ

ンへ生産と工程ステップの統合化と自動化は、さらに生産コストの削減を支援する。 
 
モジュール基板の標準化および種々の技術の他の共通要素の標準化は、生産工場の

資本費用の縮小を支援する。機器および建築要素の標準化を共同で追求することは必

要で、総合システムコストにプラスの効果がある。 
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代替基板上の低価格な柔軟モジュールは、コスト低減の一層の可能性を提示し、新

しいモジュール設計を可能にする。ロールトゥロール生産技術と単体相互接続の利点

を十分に利用するために、ポリマーや金属フィルム上での、このような薄膜製品の製

造機器およびプロセスを開発し改善しなければならない。 
 
パッケージングとしても知られている廉価なモジュールカプセル化を開発する必要

がある。パッケージングは、裏面シート、バイパスダイオード、枠および積層フォイ

ルを含んでいる。さらに、例えばより高いシステム電圧を可能とするとか、より良く

耐える遮蔽をもたらす新しいモジュール概念が必要である。 
 
すべての薄膜に共通の研究開発の必要事項は以下のように要約される： 
 
・ 真空蒸着機器にとって製品の取扱をより簡単にするために標準化した製品寸法 
・ 機器によって使用される蒸着技術の標準化 
・ より良い光学的・電気的特性、サイクル時間ならびに産出を持った、低コス

ト透明電極材料および製造へ組み込む方法の発見 
・ 電気的・面積的損失を縮小し、サイクル時間ならびに産出を向上させる、単

体統合化のためのパターン化プロセス(例えばレーザースクライブ)、 
・ より高い処理量製造に適している長寿命のポリマーあるいは代替シールの解

決策 
・ 新しいまた低価格の活性層パッケージング：障壁塗布、材料コストを縮小し

生産性を向上させるポリマーフォイル、パッケージングのインライン工程 
・ モジュールのより容易な設置と相互接続の概念 
・ より魅力的で 適に機能する BIPV モジュール設計；建設部門では現在の仕

事に適応させている。 
・ 品質管理の方法とインラインの品質保証 
・ 大量生産のための供給チェーン管理(主として工場外) 

 
3.2.2 効率と材料の問題 

 
無機薄膜(アモルファスシリコンを除く)の基本特性は、ごく部分的にしか理解されて

いない。結晶シリコンの状況と比較して、薄膜を処理する方法についての知識はあま

り蓄積されていない。素子の品質とモジュール効率を向上させ、また蒸着工程とパラ

メーター、蒸着材料の電気的・光学的性質ならびに作られた素子特性の関係について、

より良く理解するためには基礎研究が必要である。 
 
・ 3 つの材料ファミリーの電子的特性およびそれらの相互作用のより基本的な理

解が必要である。 
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・ 透明電導性酸化物(TCO)層のコストを縮小するのと同時に、一方で TCO の品

質および安定性の改善が必要である。 
・ 光トラッピングのより高度な方法が、活性層をより薄くしてコストを削減す

るのに必要である。ヘテロ構造の先進的な光学的・電子モデル化が必要であ

り、また、これらの方法の実装技術はさらなる開発を必要とする。 
・ 広いスペクトル吸収のために種々のバンドギャップを持った材料を使用する高

効率概念が開発されるべきである。また代替吸収材料が探求されるべきである。 
・ 新しい高効率概念は、長期的なスペクトル変換を視野に入れる必要がある。 

 
3.2.3 性能 

 
薄膜モジュールは 25 年以上も使用されているが、今日の技術の現場での経験は制限

されている。薄膜モジュール生産での材料の改良および連続プロセスの 適化は、装

置の特性および性能を変化させている。根本的な問題はこれまで生じていないが、寿

命メカニズムのより良い基本的な理解が必要なので、設計を評価するための新しい薄

膜モジュールの加速寿命テストが必要である。さらに、薄膜モジュールの性能および

エネルギー収量を測定するための標準的手順の開発は重要である。 
 
3.2.4 再利用およびエネルギー返済期間 

 
どのような新製品に関しても、その寿命に達したモジュールと生産廃棄物の両方の

ために、専用の再循環プロセスを開発しておく必要がある。そのプロセスは、有毒廃

棄物の発生を 小限にし、高価格の金属およびモジュール素子が再使用されることを

可能にするべきである。 
 
表 4．薄膜 PV のための研究優先順位 

(パイロット)生産と製品への研究成果の 初の予測される応用の時間的視野 

 2008～2013 年 2013～2020 年 2020～2030 年 
および以降 

産業の製造局面 

・生産性と製品品質に

関して生産ラインの

適化 

・機器の標準化 

 

・先端材料とプロセス

の評価 

・高度品質管理の統合

・ロールトゥロール概

念の試験 

・改良または新しい蒸

着方法の概念実証お

よびプロセスと材料

の組合せ 

応用/先進技術およ

び設置の様相 

・モジュール効率を絶

対値で 3%増加 

・蒸着およびパターン

化要素と概念の向上 

・品質管理方法の開発

 

・モジュール効率を絶

対値で 2%さらに増加

・他の蒸着方法と基板

/シール概念の試み 

・低材料コストでの製

造の実証 

・モジュール効率を絶

対値で 2%さらに増加
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基礎研究/基礎科学 

・薄膜シリコン材料の

物理化学の基礎的理

解 

 

・光トラッピング 

・蒸着、パターン化及

びシールの他の概念

の開発 

・基板として板ガラス

から離れた多様化 

・多重接合 

・スペクトル変換概念

・技術の融合 

 

 
3.3 薄膜シリコン(TFSi) 

 
薄膜シリコン・モジュールは、アモルファスシリコン(a-Si)あるいはアモルファスシ

リコンゲルマニウム(a-SiGe)合金、微晶質シリコン(μc-Si)、そしてシリコン大規模再

結晶に関するプロセスに基づいている。 
 
薄膜シリコン産業は、低い成長率の 20 年間に続いて、μc-Si のような新技術および大

面積生産の開発のおかげで復活してきている。米国と日本の大企業は、実質的な国庫補助

で開発した設備およびプロセスを使用して製造した高品質の製品を提供している。薄膜シ

リコン分野は、大面積上にアモルファスシリコン蒸着を適用することができる、プラズマ

強化化学蒸着(PECVD)により平面パネルディスプレー分野においてなされた進展から直

接の利益を得ている。いくつかの EU の企業は、そのような機器を使用した大量生産のス

タートを 近発表している。欧州のモジュール製造業者、機器製造業者および研究所から

なる有能な生産連合の存在は、薄膜シリコンの進歩のために好ましい環境を築いている。 
 
3.3.1 材料および部品 

 
薄膜シリコン・モジュールの長期的なコストは、活性層材料、モジュール効率、カ

プセル化とパッケージング材料の選択および製造設備の投資コストにより決定される。

これらのコストを縮小するために、研究は活性層材料を向上させることに注目するべ

きである。特にμc-Si に基づいた技術について、産業規模でこのような材料を生産す

る方法の発見そして適切な透明電導性酸化物(TCO)ならびに基板の開発がある。 
 

も重要な目標をここに記述する： 
 
・ 高品質なマイクロあるいはナノ結晶シリコン太陽電池セル製造における低コ

ストのプラズマ蒸着、例えば、より高い蒸着率とプロセスの簡略化の使用 
・ 柔軟な又は不透明な基板(例えばロールトゥーロール用)上に活性層が蒸着され

る逆転構成に適した材料と、同様に、高性能電池にも適した特別な高品質透

明電導性酸化物あるいはガラス/透明電導性酸化物スタック  
・ 材料の特性についての向上した理解、例えば、μc-Si 内の電子輸送ならびに

単一および多重接合素子中の界面の輸送： 
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－ 低再結合損失接合 
－ セルスタック間の光学リフレクタの使用 

・ パッケージング用の新しいさらに低コストの材料/部品  
・ 新しい層および材料 (例えばμc-SiGe、SiC、ナノ結晶体ダイヤモンド、量子

ドットを持った層、スペクトルコンバータ) 
・ 高品質層(例えばプラズマ無し)蒸着のための潜在的に低コストの代替アプロー

チの評価 
 

3.3.2 性能と素子 

 
単一接合アモルファスシリコンモジュールの効率を向上させるいくつかの可能性が

存在する。例えば、微晶質接合のような特徴が加えられるかもしれない。あるいは、モ

ジュールが SiGe 合金を組み合わせるかもしれない。低価格のこれらの先進的な特徴の

導入ならびにより高いモジュール効率の達成が、この技術の長期的な成功の鍵である。 
 
有望な概念には、a-Si/μc-Si タンデム電池がある。実験室での 良の典型的な安定

な変換効率は、現在、9.5%(a-Si)、12%(タンデム a-Si:/μc-Si)、および 13%(SiGe 合金

を使用した 3 層接合)の範囲にある。実験室の効率は、商用モジュール効率で 6.5%、

8.5%および 7%にそれぞれ移転されている。しかし、11%の大面積モジュール効率が原

型スケールで実証されている。生産モジュールの実験室規模性能の達成および多重接

合素子生産の習得が、薄膜シリコンが直面する主な課題である。 
 
短期的目標： 
 
・工業規模の高効率なタンデム(a-Si/μc-Si)および 3 重接合素子の製造  
・プラズマプロセスの制御と監視 
・多重接合電池セルへ組み込んだμc-Si 太陽電池セルの基本的制限についての定

量的理解 
・光トラッピングおよび薄膜シリコンに基づいた多重接合素子(SiGe 合金を含む)

の基本効率の範囲についての定量的理解  
・15%以上の、またモジュール規模で 12%以上の、安定な効率を持った薄膜シリ

コン電池セルの実証 
 
長期的には、安定なより高いセル効率が実証されるべきである(2020 年までに 17%

以上)。より高い効率への可能な 1 つの経路は、素子へ選択された向上層の組み込み(例
えばμc-SiGe、SiC、ナノ結晶体ダイヤモンド、フォトニック結晶)、薄膜シリコン中

の量子ドットやスペクトル変換効果の使用、ならびに他のアブソーバー(PV 技術統合)
と薄膜シリコンの組合せがある。 
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表 5．薄膜シリコン(TFSi)の研究優先順位 

(パイロット)生産と製品への研究成果の 初の予測される応用の時間的視野 

 2008～2013 年 2013～2020 年 2020～2030 年 
および以降 

産業の製造局面 

・微晶質 Si を蒸着す
る PECVD システム 
・高速 μc-Si 蒸着 
・高品質 TCO の生産
・低価格パッケージン
グの解決策/信頼性 
・技術の実現(相互接
続/洗浄) 
・ロールトゥロールプ
ロセス 
 
目標： 
ライン実証 
< 0.95 ユーロ /Wp for 
100 MWp,  
効率>10% (ガラス基板) 
 
< 0.75 ユーロ //Wp for 
50 MWp,  
効率> 9%(フレキシブル

基板)  

・より少ない材料使
用、より多い処理量そ
してより高い効率を
持った次世代機器の
実証 
・単純化された生産プ
ロセス 
・特に低コストのパッ
ケージング 
 
 
目標： 
概念実証 
< 0.65 ユーロ /Wp for 
200 MWp,  
効率>12% (ガラス) <  
 
0.5 ユーロ /Wp for 100 
MWp,  
効率>11% (フレキシブ

ル) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

目標： 
概念 

< 0.4 ユーロ /Wp at 
500 MWp,  

効率>15% (ガラス)  
 
< 0.3 ユーロ /Wp at 

500 MWp,  
効率>13% (フレキシ

ブル) 

応用／先進技術 
の様相 

・アモルファスと微晶
質 Si プラズマプロセ
ス制御の大面積プラ
ズマプロセス 
・ 改 良 し た 基 板
TCO(光トラッピング)
・先端埋め込み材料 
・吸収層蒸着の代替技
術 
 
目標： 
効率>12%のモジュール

の実証 

・新しい蒸着炉概念 
・高速高品質 TCO/基
板準備 
・十分に 適化された
大面積の光トラッピ
ングスキームの導入 
・プロセスガス再循環
/ガスの完全使用 
 
 
目標： 
効率 >15% のモジュー

ルの概念 

・パイロットリアクタ
の先進装置の試験 
・超高処理量ライン /
炉の設計 
・プロセス単純化 
・完全統合生産ライン

 

基礎研究／原理 
 

・デバイス中の層と界
面の電子特性につい
ての定量的理解  
・TCO/半導体インタ
ーフェース 
・改良選択セル層の開
発 (例えば μcSiGe、
SiC、ナノ結晶ダイヤ
モンド) 

 
目標： 
効 率 を 向 上 し 、 効 率

>15%の安定した電池の

実証 

・超高速蒸着の新技術
・薄膜 Si に量子ドッ
トあるいはスペクト
ル変換効果の組入れ 
・他の PV 技術と薄膜
Si の組み合わせ 
・薄膜 Si の基本限界
を理解 

 
 
目標： 
効率 >17% の安定な電

池概念 

・より高い性能の材料
・p 型 TCO 
・フォトニック結晶、
回折効果、有効な中間
アプローチなど 
・新素材の導入 
・新しい概念の試験 
 

 
 

目標： 
コスト低減に対する考

えの範囲を絞り込む 
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3.3.3 製造と設置 

 
解析結果は、次の 2 年か 3 年以内に、 近利用可能になった製造設備を使用して 1.3

～1.6 ユーロ/Wp 範囲の生産コストが、a-Si モジュール(効率 6.5～7.5%)および"マイク

ロモーフ"モジュール(効率 8～9%)で達成可能である、と示唆している。2013 年の目標

は、剛体基板上で 1 ユーロ/Wp 以下の生産コストで、10%以上への効率上昇である。

対応する柔軟基板の目標は、それぞれ 9%および 0.75 ユーロ/Wp である。この目標は、

ガラス基板で 100MWp/年および柔軟基板で 50MWp/年の生産ラインを仮定している。 
 
これらの目標を達成するためには、大面積(>1 m2)上に微晶質シリコンを高コスト効

率での蒸着を達成しなければならない。 
第 2 の優先事項は、高品質大面積透明電導性酸化物(TCO)層あるいは TCO スタック

の適切な製造設備の入手可能性を保証することである。 
3 番目には、結晶シリコンの範囲の効率に達するために、生産チェーン全体の改善

が必要である(相互接続損失の 小化、均質性の向上、インライン処理制御の使用によ

って達成可能である)。 
 
信頼できる低価格パッケージングによる、ガラスおよび柔軟基板両方の上でのモジ

ュール開発の価値が評価されるべきである。 
 
製造と設置に関する目標は、以下のように要約される： 
 
・プラズマプロセスとリアクタ形状および層/素子特性の関係および比例効果につい

ての十分な理解 
・高速に大面積上にμc-Si および関連層を蒸着することができる廉価な機器の設計と構築 
・高透明性と光トラッピング能力を持った透明電導性酸化物(TCO)層の大面積高速製作 
・面積損失の 小化、より安いパッケージング、耐湿性によるより高い信頼性のた

めにレーザースクライブを使用した相互接続 
・ロールトゥロール生産に特有のプロセスと機器 
 

(出典：A Strategic Research Agenda for Photovoltaic Solar Energy Technology: 
http://ec.europa.eu/research/energy/nn/nn_pu/article_1078_en.htm#photovoltaics_agenda) 
 
参考： 

光起電力太陽エネルギー技術の戦略的研究行動計画・概要 
http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1006/1006-14.pdf 
光起電力太陽エネルギー技術の戦略的研究行動計画・セル開発 

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1007/1007-13.pdf 
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【環境】クリーン石炭火力 IGCC 
 

先端的なクリーン石炭火力発電所の建設が開始（米国） 
－285MW の石炭ガス化複合発電（IGCC）施設－ 

 
米エネルギー省（DOE）、サザンカンパニー社 1、KBR 社（ケロッグ・ブラウン・

ルート社）2 およびオーランド公益事業委員会(OUC)3 の代表者らは 9 月 10 日、フロ

リダ州オーランド近郊で 285MW のガス化複合発電 4（IGCC）施設の建設を開始した

と発表した。この発電所が完成すると、世界で もクリーンで効率的な石炭火力発電

所となる。 
 

サザンカンパニー社は、同社の発電資産を保有、管理する子会社のサザンパワー社

を通じて施設の運営を行う。この発電所は、フロリダ州オレンジ郡にある OUC のス

タントンエネルギーセンターに建設され、増加する OUC のエネルギー需要の一部を

賄うことになる。商業運転の開始は 2010 年 6 月の予定である。 
 

サザンカンパニー社の会長、社長兼 CEO の David Ratcliffe は次のように述べる。

「過去 10 年以上にわたり、我々は DOE や KBR 社などのパートナーと共同でトラン

スポートガス化炉（TRIGTM5、後出）技術の開発に取り組んできた。この新技術を利

用して我が国の豊富な石炭資源からよりクリーンで効率的な発電を行う機会を得たこ

とに興奮を覚えている。」 
 

DOE の Samuel W. Bodman 長官は次のように述べる。「発電所の着工は、ブッシュ

大統領が推進するクリーン石炭発電イニシアティブ 6 の重要な一段階である。このイ

ニシアティブは、既存および新設の石炭火力発電所の排出量削減と効率性向上を目標

としている。石炭は米国で も豊富な資源である。我々は、先進的な石炭技術に対す

る政府の奨励策と民間の支援を組み合わせることによって米国の技術的な強みをさら

に引き出し、クリーンで信頼性の高い手頃なエネルギーを安定供給することを目指し

ている。」 
 

OUC 委員長の Lonnie Bell は次のように述べる。「私達は、OUC が果たしてきた環

境への責務に誇りを持っている。私達の工場は全て、建設時点で利用可能な 高の環

境技術を取り入れている。この IGCC プロジェクトは、さらなる前進に繋がる。より

                                                  
1 http://www.southerncompany.com/ 
2 http://www.kbr.com/ 
3 OUC：Orlando Utilities Commission 
4 IGCC：integrated gasification combined cycle 
5 Transport Integrated Gasification 
6 http://fossil.energy.gov/programs/powersystems/cleancoal/ 
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クリーンな新技術の実証に参加することにより、私達の取り組みはさらに踏み込んだ

ものになるだろう。」 
 

ブッシュ大統領のクリーン石炭発電イニシアティブの一環として位置づけられてい

るスタントン発電所は、石炭を合成ガスに変換して発電を行うと同時に、二酸化硫黄、

窒素酸化物および水銀の排出を大幅に削減する。また、既存の微粉炭焚き発電所と比

べて二酸化炭素の排出が 20～25%少なく、水の使用量はおよそ半分である。 
 

TRIGTM は、アラバマ州ウィルソンビルの“ Power Systems Development 
Facility7”でサザンカンパニー社によって開発された。開発には DOE と KBR がパー

トナーとして参加した。TRIGTM は、優れた石炭ガス化技術であり、より少ない環境

負荷で石炭から電力、化学製品および輸送用燃料を生産できる実証済み且つ実用的な

手法である。この技術を利用すれば、水分と灰を多く含む石炭を簡単に処理すること

ができる。このような石炭は、世界の石炭埋蔵量の半分以上を占める。TRIGTM は、

既存の多くの石炭ガス化技術よりも単純で確実な発電方法を提供してくれる。 
 

KBR の会長、社長兼 CEO を務める William P. Utt は次のように述べる。「KBR は、

オーランドの IGCC 施設の実現に貢献できたことを誇りに思っている。長年、KBR と

サザンカンパニー社は先進的なガス化技術の開発を目指すプロジェクトに共同で取り

組んできた。この重要なプロジェクトにおいても、この協力関係が維持されることを

期待している。」 
 

Ratcliffe は次のように続ける。「ますます増加する我が国のエネルギー需要に対処

するためには、新しい原子力エネルギー、省エネ、再生可能エネルギー、先進的でク

リーンな石炭および天然ガスを含む多様な技術を活用しなければならない。TRIGTM
のような新しい石炭技術は、解決策の一つである。」 
 
DOE について 

米エネルギー省（DOE）は、エネルギー安全保障の確保、米国が保有する核兵器の

安全性と信頼性の維持、冷戦の名残の一掃、革新的な科学技術の開発及びクリーンエ

ネルギーの開発により、我が国の未来に貢献している。今回の発表は、ブッシュ大統

領のクリーン石炭発電イニシアティブの下で選定された 4 件のプロジェクトのうちの

1 件である。このイニシアティブは、安価な電力需要の高まりを満たすことのできる

技術を開発し、二酸化炭素の排出を削減して地球温暖化問題の解決に役立てることを

目指しており、10 年間で 20 億ドルが投入される予定である。 
 
OUC について 
                                                  
7 http://psdf.southernco.com/ 
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OUC は、1923 年にフロリダ州の特別法により設立された州で 2 番目に大きい公益

事業体である。OUC は、オーランド市、セントクラウド市、オレンジ郡およびオセオ

ラ郡の一部で 20 万以上の顧客に電気と水を供給している。 
 
KBR 社について 

KBR 社は、エンジニアリング、建設およびサービス事業を営む世界的な企業であり、

エネルギー、石油化学製品、政府事業および公共インフラの領域で活動を展開してい

る。同社は、Energy and Chemicals(E&C)、Government and Infrastructure (G&I)
および Ventures business の各部門で幅広いサービスを提供している。 
 
サザンカンパニー社について 

アトランタを拠点とするサザンカンパニー社は、430 万の顧客と 42,000MW 以上の

発電能力を持つ有力なエネルギー会社である。同社は、米国で も成長の著しい地域

の一つである南東部で事業を展開している。米国屈指の発電業者であるサザンカンパ

ニー社は、4 つの州に発電施設を保有し、競争力のある発電部門を育成するとともに、

光ファイバーやワイヤレスの通信事業も行っている。サザンカンパニー社は、優れた

顧客サービス、高い信頼性および全国平均より大幅に安い電力小売価格を提供する企

業として知られている。同社は、米国顧客満足度指数の調査で も顧客満足度の高い

電力会社に 7 年連続で選ばれている。 
 
出典：Construction Begins on First-of-its-Kind Advanced Clean Coal Electric 

Generating Facility 
http://www.energy.gov/news/5474.htm 

 
翻訳：山本 かおり 
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【環境】化学物質管理 石炭火力 環境技術実証プログラム  
 

石炭火力排煙の水銀排出監視システム技術（米国） 
 

1995 年に米環境保護庁 (EPA)によって創設された ETV（環境技術実証：

Environmental Technology Verification）プログラムでは、EPA と民間の非営利試験

評価機関の連携の下、第三者の立場から大気汚染制御、温室効果ガス、飲料水、水質

維持、先進的モニタリング、建築物汚染除去、汚染防止、リサイクル、廃棄物処理と

いった分野 1 における 先端の環境技術の評価、実証を行なっており、設立以降 400
件に及ぶ先進的技術の評価、85 件以上の評価プロトコル（評価手順）を開発している

2。なお、米国連邦政府、州政府などが振興する環境改善プログラムにおける助成金申

請において、ETV の事前取得が義務づけられるなど同プログラムの位置づけが確立し

ている。 
 
 例えば、2002 年にバテル(Battelle)研究所内 3 に設立された ETV 建造物汚染除去技

術センター4 は、ETV プログラムの一環で、EPA と連携し、様々な企業で開発された

先端技術を、独立した機関という立場から評価し、その結果を開示する立場にあっ

た。その評価対象には気相系過酸化水素、ホルムアルデヒド、二酸化塩素ガスなどと

云った燻蒸剤の領域の検証に焦点をあて、対象とする物質の中には炭疽菌や神経ガス、

神経剤、硫化マスタード剤などが含まれていた。ただし、本分野の評価については、

国家安全技術検査・評価プログラムにより、2004 年に、国家安全研究センター

（NHSRC：National Homeland Security Research Center）5 へ移管されている。 
 
 1996 年 4 月に公布された規制法「有害廃棄物焼却炉法 (Hazardous Waste 
Combustor：HWC）」に準拠し、EPA から水銀の継続的な排出を監視するシステム

（Continuous Emission Monitors: CEM）の設置に関する規制が提案され、同年より、

同監視システムの評価が開始されている。例えば、石炭火力発電所から排出される水

銀については、2005 年に EPA が制定した「大気浄化水銀規則(Clean Air Mercury 
Rule)」により、電力会社は、水銀排出を監視するシステムを 2009 年 1 月 1 日までに

設置することが義務付けられている。 
 
 ETV プログラムの一環として、バテル研究所の先進的モニタリングシステム

(Advanced Monitoring Systems：AMS)センターは、EPA の国立暴露研究所(National 
Exposure Research Laboratory)、イリノイ・クリーンコール研究所(Illinois Clean 

                                                  
1 http://www.epa.gov/etv/centers/index.html 
2 http://www.epa.gov/etv/pdfs/fs/600f07005compliant.pdf 
3 http://www.battelle.org/default.stm 
4 http://www.epa.gov/etv/centers/center9.html 
5 http://www.epa.gov/ordnhsrc/ 
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Coal Institute)、ノーザン・インディアナ公益会社(Northern Indiana Public Service 
Company)との連携・協力のもとに、2007 年 4 月に「水銀排出検査監査技術評価報告」

を作成し、その中で商業用途の段階にある電力プラント用水銀排出量監視システムの

フィールドテストの評価結果を発表している。フィールドテストの対象となった企業

は、吸着型水銀サンプリングシステムを開発したアペックス(Apex)社、排煙水銀監視

トラップシステムのエンバイロメンタル・サプライ(Environmental Supply)社、 燃焼

酸化に含まれる二酸化硫黄や窒素酸化物、一酸化炭素、塩化水素などを継続的に監視

するシステムを開発したテクラン(Tekran)社、 原子螢光法を直接測定する手法を採用

したサーモ・エレクトロン(Thermo Electron)社の 4 社である。 
 
商業化製品として EPA よりいち早く認可を取得したテクラン社の製品（Tekran 

Series 3300 Mercury CEM）は、干渉酸性気体を取り除く際に水銀を元素と酸化種に区

分することにより試薬や固体吸着剤が不要で、水銀を削減する技術を 適化する上で必

要となる情報を 2.5 分ごとにリアルタイムでフィードバックすることができる。燃焼排

ガスに含まれる微量な水銀分量を検知し（＜1－10 ug/m3 ：ug/m3 =0.001mg/ m3 ）、

窒素酸化物や酸素、二酸化硫黄、セレニウムなどの燃焼排ガス成分との潜在的な干渉と

云った課題をクリアし、残留煙道ガスを取り除くことができる。希釈されたサンプルは、

サーマルコンディショナーユニットにより全ての水銀は金属水銀(Hg0)へ変換され、他

のユニットでは酸化した水銀を除去し Hg0 のみがコンバーターを通過すると云った構

造を持ち、それぞれのユニットごとに同社の水銀蒸気分析器を使用し分析を行なう。ち

なみに、製品の大きさは、高さ 67 インチ、幅 23 インチ、奥行 31.5 インチ、販売価格

は$125,000（配線、設置、トレーニング費用を除く）を見込んでいる。 
 
（水銀排出監視システム技術で認定を受理した上記 4 社の製品の概要、評価認定書、

報告書の照会先については参考資料を参照） 
 
参考資料 
 
○ Apex Instruments, Inc. 

Sorbent-Based Mercury Sampling Sytem （April 2007） 
報告書：http：//www.epa.gov/etv/pdfs/vrvs/600etv07007/600etv07007.pdf 
ステイトメント：http：//www.epa.gov/etv/pdfs/vrvs/600etv07007/600etv07007s.pdf 

 
○ Environmental Supply Company 

HG-324K System （April 2007） 
報告書：http：//www.epa.gov/etv/pdfs/vrvs/01_vr_argus.pdf 
ステイトメント：http：//www.epa.gov/etv/pdfs/vrvs/600etv07008/600etv07008s.pdf 

 
○ Tekran Instruments Corporation 

Series 3300 Mercury Continuous Emissions Monitoring System （April 2007） 
報告書：http：//www.epa.gov/etv/pdfs/vrvs/600etv07009/600etv07009.pdf 
ステイトメント：http：//www.epa.gov/etv/pdfs/vrvs/600etv07009/600etv07009s.pdf 
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○ Thermo Electron Corporation 
Thermo Electron Mercury Freedom System （April 2007） 
報告書：http：//www.epa.gov/etv/pdfs/vrvs/600etv07010/600etv07010.pdf 
ステイトメント：http：//www.epa.gov/etv/pdfs/vrvs/600etv07010/600etv07010s.pdf 

 
○ Tekran Instruments 社製品仕様書 

http：//www.tekran.com/pdfs/products/cem/3300.pdf 
 
○ EPA's Mercury Information Collection Request 

http：//rmb-consulting.com/newpaper/tucson/robersonhgicr.html 
 
○ Environmental Technology Verification Program 

http：//www.epa.gov/etv/ 
 
○ Environmental Technology Verification Program 

Mercury Emission Monitors 
http：//www.epa.gov/etv/verifications/vcenter1-11.html 

 
○ Battelle News Release 

ADVANCED MONITORING SYSTEMS CENTER COMPLETES TESTING OF MERCURY 
MONITORING SYSTEMS 
http：//www.battelle.org/news/07/4-11-07EPAtest.stm 

 
○ CONTROL OF MERCURY EMISSIONS  

FROM COAL-FIRED ELECTRIC UTILITY BOILERS  
http：//www.epa.gov/ttn/atw/utility/hgwhitepaperfinal.pdf 
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【産業技術】ライフサイエンス  
 

半自発的に運動するバイオハイブリッド素材（米国） 
ポンプ運動や握る、歩く、泳ぐ等の動作ができる新素材 

 
ハーバード大学の生物工学者達は、生細胞と合成基材を革新的な手法で結合させる

ことによって、単層の心筋細胞で覆われたゴム状弾性膜が、ポンプ運動、握る、歩く、

泳ぐなどの動きを生きているように半自発的に行えることを発見した。この生体組織

工学の快挙は雑誌 Science の 9 月 7 日号で発表された。 
 
  
  

研究者達は心筋細胞を薄いプラスチックシート上で 
成長させた。電流で刺激を与えると、この人工素材 
は握ることや歩くこと、さらに泳ぐことさえできる。 
（出所：Kevin Kit Parker、Adam W. Feinberg） 

 
 
 
ケビン・パーカーとアダム・フェインバーグが指揮する研究者達は、柔軟性のある

膜（軟質フィルム）の形状に合わせて筋肉を配列させることによって、「ハイブリッ

ド筋肉薄膜(MTF: hybrid muscular thin films)」を精密に動かせることができたと発

表した。この MTF が半自発的な収縮も行えるのは、手助けしなくても装置を動かせる

という心筋が持つ固有の特性のためである。 
 
「この MTF は柔らかいロボットデバイス、つまり、心筋細胞で作られた交換できる

機械部品だと考えることができる」とハーバード大学技術応用学部の生体医用工学助

教授パーカーは話す。「薄いポリマー膜の支えがあるため、MTF は非常に耐久性が高

く、申し分のない能力と優れた時空間制御力を備えた高度で特殊な力を有している。」 
 

パーカーとフェインバーグはラットの心筋細胞を、ポリジメチルシロキサンと呼ば

れるポリマーの薄膜上に、巧みに接着・配置した。MTF の高い収縮力の鍵は、全ての

筋細胞が一方向に配置されていることであり、このことによって、筋節(sarcomere)1

と呼ばれる構造を組織している細胞内の何十億もの分子モーター2 が、一斉に発火

(firing)3 して一つの大きな収縮を生み出すことが可能となった。 

                                                  
1 Sarcomere：サルコメアともいう。横紋筋の収縮装置である筋原繊維の繰り返しの単位となる構造。 
2 Molecular motor：細胞内で何らかのエネルギーを機械的な動きに変換する分子。 
3 活動電位(action potential)が発生すること。 
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 「私達はポリマー薄膜と筋細胞の接着面を注意深く処理することによって、生体シ

ステムの素晴らしい特性を人工的な物質と結合させることができた」とハーバード大

学技術応用学部のポスドク研究員フェインバーグは語っている。 
 
 薄膜は普通の外科用メスでどのような形にも切ることができるため、このバイオハ

イブリッド物質が将来手術に使用される可能性も考えられる。MTF の形と薄膜上の筋

節の方向の双方が、行われる動きの種類に影響を与える。例えば、筋節を縦方向に配

列した長方形の MTF を筋収縮中に丸めてチューブ状にするとポンプ動作が行われる。

より面積が狭くてより堅い長方形の膜では収縮して挟む動作が行われ、三角形の MTF
では歩行のような動作が行われる。 
 
 パーカーは「このような膜を別の種類の細胞で作れないことはないと考えている」

と話している。心筋の MTF は、衰弱している箇所に多少の活力を与えるための心臓移

植用パッチとしていつか有用となるかもしれない。また、皮膚細胞で造られた薄膜か

ら、絆創膏のように丈夫で保護力があり、しかも実際の皮膚細胞の治癒力が付加され

た創傷被覆材 4 が作られる可能性がある。また、この細胞とポリマーのハイブリッド

素材は細胞行動のモデル（模型）としても科学者達に大変役立つだろう。 
 
 「私達はポリマー薄膜が堅いことを知っているので、収縮中の MTF の屈曲を観察す

ることができ、筋組織によって生み出される正確な力を計測することができる」とフ

ェインバーグは話す。 
 
 「多くの場合、研究者達にとって単細胞レベルの研究から組織レベルの研究に拡大

することは難しい」とパーカーは話す。「科学者達はポリマー薄膜を、気道平滑筋細

胞で覆ってぜんそくの発作を模擬実験したり、子宮細胞で覆って出産時の分娩を模擬

したり、胃腸系細胞で覆って胃酸の逆流や過敏性腸症候群用の新薬をテストしたりで

きる可能性がある。」 
 

科学者達は人工筋肉の開発に長年取り組んできたが、それらの取組みのどれ一つと

して天然の筋肉の強度、高速作動、空間的能力を模倣することは成功しなかった。パ

ーカーの研究グループは、心筋の発達の仕方や、心筋の形状がどのように心臓を機能

させるのかを専門とし、これまでに精密な筋節の配置が必要な二次元構造の設計を完

成させた。しかし、このような精密さは三次元構造を形成する試みにおいては実現が

困難であることが分かっていた。 
 
 「この新しい手法はその限界を回避する」とフェインバーグは話す。「三次元の形

成は二次元シートの自発的な折り畳みによって獲得される。」 
                                                  
4 創傷を覆って治療するとともに、外力から保護する材料。 
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 パーカーとフェインバーグの雑誌 Science の論文の共著者は、ハーバード大学化学・

生物化学科のアレックス・フェイゲル、セルゲイ・シェフコーリャス(Shevkoplyas)、
ジョージ・ホワイトサイズ、および同大技術応用学部のシーン・シーヒーである。こ

の研究は、米国国防総省国防高等研究事業局の生体分子モータープログラム、米国空

軍科学研究局、ハーバード大学物質研究理工学センター、および米国陸軍研究事務所

から資金提供を受けている。 
 

翻訳：NEDO 情報・システム部 
 
（出典：http://www.news.harvard.edu/gazette/2007/09.13/99-parker.html 
Copyright © 2007 Harvard University. All rights reserved. Used with Permission.） 
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【産業技術】情報技術  
 

米国連邦政府機関における半導体関連技術 R&D の取り組み 
国立標準技術研究所（NIST）1 

 
NEDO 技術開発機構 電子・情報技術開発部 

 
米国連邦政府機関における半導体関連技術 R&D の取り組みの概要について報告 2

し、主要 4 機関の「半導体」・「ストレージ・メモリ」分野 R&D 施策の概要、「半導体」・

「ストレージ・メモリ」のプロジェクトを実施している担当部門、プロジェクトの概

要、予算規模、実施実績などについて、全米科学財団、エネルギー省(DOE)3 を取り上

げてきた。今回は米国立標準技術研究所(NIST)について報告する。 
 
米商務省の機関である NIST は、NSF と DOE に次いで数多くの「半導体」及び「ス

トレージ・メモリ」関連 IT R&D プロジェクトを実施している NIST は、科学技術分野

における技術の標準を制定するだけでなく、米国の競争力を強化するための科学技術の革

新に力を入れており、新材料、電子技術、情報技術、高性能コンピューティング・プロセ

ス、製造プロセスの統合、バイオ技術、ナノテクを含めた新しいエネルギー資源などに関

する研究の支援を行っている。NIST は、主に以下 4 つのプログラムを運営している。 
 

 NISTの研究機関4：NISTの研究機関では、米国産業が製品やサービスを継続的

に向上させるために必要な基本的な技術基盤を構築するための研究を行っている。 
 ボルドリッジ国家品質プログラム（Baldridge National Quality Program: 

BNQP）5：米国の製造業者、サービス提供会社、教育機関、医療提供者によるパフォ

ーマンスの優秀性を促進している。 
 製造業者のため技術援助プログラム（Manufacturing Extension Partnership:     

MEP）6：全米の中小企業に製造技術を普及することを目的として設立された全米ネッ

トワーク。規模の小さな製造業者に対して技術やビジネス支援を提供している技術セ

ンターおよび地域レベルのローカルセンターなどから構成されている。 
 先進技術プログラム（Advanced Technology Program: ATP）7：民間企業の実

施している研究開発プロジェクトに対して資金支援を行うことで、技術の革新を促進

している。 

                                                  
1 http://www.nist.gov/  
2 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1005/1005-03.pdf 
3 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1005/1005-03.pdf 
4 http://www.nist.gov/public_affairs/labs2.htm  
5 http://baldrige.nist.gov/  
6 http://www.mep.nist.gov/  
7 http://www.atp.nist.gov/  
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NISTにおける半導体およびストレージ・メモリの関連 R&Dプロジェクトの多くは、

ATP の一環として実行されており、NIST からの資金援助を受けた民間セクタが実際

の R&D を実施している。同プログラムは 1990 年に設立されて以来、IT、ナノテクノ

ロジー、バイオテクノロジー、新素材開発などの分野における民間企業が実施してい

る多数のプロジェクトに対する資金援助を行ってきた。しかし、ハイテク R&D プロ

ジェクトに資金提供するベンチャー・キャピタルが隆盛している中、同プログラムの

必要性がないとして、ブッシュ政権は過去数年間に亘り、同プログラムへの予算配分

の廃止を求めてきた。2007年 2月に提出された 2008会計年度の大統領予算教書では、

同プログラムの廃止が決定されており、予算は割り当てられていない。 
NIST における半導体やストレージ・メモリに関するプログラムは ATP 以外でも行

われている。NIST の研究機関のひとつである電子・電気工学研究所（Electronics and 
Electrical Engineering Laboratory: EEEL） 8 の量子電気計測部門（ Quantum 
Electrical Metrology Division）9 では半導体関連プロジェクトでも特にナノテクノロ

ジーに焦点を当てた研究開発を行っている。また、ストレージ・メモリ関連の研究は、

EEEL の電磁気学部門（Electromagnetics Division）10 を中心に、電磁気ストレージ

の記録密度、データ転送速度などの研究が行われている。 
 
 
半 導 体 
弊社の調査結果によると、NIST では合計 19 件の半導体 R&D プロジェクトを実施

しており、同局の研究機関である電子・電気工学研究所（EEEL）や ATP を通して民

間セクタによって行われている。 
 

表 1： NIST における半導体関連プロジェクトを 

実施している研究所・プログラム 

 
研究所・プログラム 

 
プロジェクトの主要研究分野

 

プロジェク

ト数 

 
予算規模 

先進技術プログラム

（ATP） 

半導体の製造、半導体薄膜、半

導体回路、半導体センサー、な

ど 
14 約 2,086 万ド

ル 

電子・電気工学研究所

（EEEL） 

ナノテクノロジーのための半

導体サーキット、半導体検出

器、半導体量子ドット、など 
5 

プロジェクト

の予算規模は

公開されてい

ない 
出典：ワシントンコア作成 

                                                  
8 http://www.eeel.nist.gov/  
9 http://www.eeel.nist.gov/812/  
10 http://boulder.nist.gov/div818/   
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＜先進技術プログラム（ATP）＞ 
先進技術プログラム（ATP）は、民間セクタが行っている R&D プロジェクトに対

して資金提供を行い、プロジェクトを実施している民間企業・組織とコストやリスク

の共有を行うマッチング・グラントの方式を採用している。同プログラムが対象とし

てきたのは、プロジェクトを実施している企業・組織の競争力を高めるだけでなく、

米国の経済・社会全般に大きな恩恵をもたらすような課題を解決するプロジェクトや

リスクの高い研究開発に特化したプロジェクトである。 
 
ATP が助成している R&D プロジェクトの主要研究分野は、化学とライフサイエン

ス（Chemistry and Life Sciences Office）および情報技術と電子工学（Information 
Technology and Electronics Office）の 2 つに分かれており、半導体の関連プロジェク

トは後者に含まれている。以下図は、半導体プロジェクトを担当している情報技術・

電子工学局を含めた ATP の組織体制を表したものである。 
 
 

図： NIST ATP における半導体関連プロジェクトの担当部門 

出典：NIST 11 
 

                                                  
11 http://www.atp.nist.gov/atp/atp_org.htm  
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同プログラムでは、半導体関連プロジェクト 14 件に対して、約 2,086 万ドルのマッ

チングファンド 12 が提供されている。 
 
ATP の半導体 R&D プロジェクトは、主に技術系の民間企業によって実施されてい

る。大手半導体メーカーの AMD（Advanced Micro Devices）社は、総額約 1,010 万

ドルのプロジェクトに対して ATP から約 505 万ドルの助成を受け、半導体製造の生産

性を高めるための研究を行った。また、ATP から約 768 万ドルの資金援助を受けた携

帯電話メーカーの Motorola 社は、特定用途向け集積回路（ASICs）のための新しい有

機電子材料の研究開発を行った。 
 
＜電子・電気工学研究所（EEEL）＞ 
EEEL では、主に米国における電気計測に関する基礎研究を行っており、半導体、

電磁、高周波などの電気・電子装置の製造業者などにとって役立つ研究を実施してい

る。NIST の半導体 R&D プロジェクトは、EEEL の量子電気計測部門（Quantum 
Electrical Metrology Division）によって行われている。同部門では、特にナノテクノ

ロジーに焦点を当てた 5 件の半導体関連研究開発プロジェクトを実施しており、大学、

研究機関、企業などと協力して研究開発を行っている。同部門が実施しているプロジ

ェクトの予算規模は公開されていない。 
 
 
ストレージ・メモリ 

 
半導体プロジェクトと同様、NIST のストレージ・メモリに関する R&D プロジェク

トは ATP の情報技術・電子工学局および EEEL によって行われている。 
 

＜先進技術プログラム（ATP）＞ 
弊社が実施した調査によると、ATP では、2 件のストレージ・メモリ関連 R&D プ

ロジェクトに対して、約 477 万ドルの助成金を提供した。これらの R&D プロジェク

トは、ホログラフィック記録再生技術の開発を手掛ける InPhase Technologies 社によ

って実施された。同社は ATP から助成金を受け、ホログラフィック・データ・ストレ

ージのための高性能で書換え可能な記録メディアの開発と、高度なホログラフィッ

ク・データ・ストレージ技術の開発の 2 つのプロジェクトを行った。 
 

 

                                                  
12 マッチングファンドとは、リスクが高い研究開発プロジェクトに対して複数の企業や団体が

費用を分担して研究開発を行うことである。ATP プロジェクトの場合、プロジェクト資金の

半分は ATP から提供され、その残りの資金を民間セクタが自ら調達しなくてはならないこ

とになっている。 
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表 2： NIST におけるストレージ・メモリ関連プロジェクトを 
実施しているプログラム 

 
プログラム 

 
プロジェクトの主要研究分

野 
 

プロジェク

ト数 

 
予算規模 

先進技術プログラム

（ATP） ストレージ・パフォーマンス 
 

2 
 

約 477 万ドル 

電子・電気工学研究

所（EEEL） 記録密度、データ転送速度 1 

プロジェクト

の予算規模は

公開されてい

ない 
出典：ワシントンコア作成 

 
＜電子・電気工学研究所（EEEL）＞ 
EEEL では、磁気情報ストレージやマイクロ波技術などに焦点を当てた研究プロジ

ェクトを行っている電磁気学部門を中心として、ストレージ・メモリ分野の中でも磁

気情報ストレージの記録密度、データ転送速度に関する研究プロジェクトを実施して

いる。同プロジェクトの目的は、ナノ・スケールの強磁性多層膜システムの設計やモ

デリングのための分析・計算手法を開発することである。同プロジェクトに関する予

算規模は公開されていない。 
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【ニュースフラッシュ】 

米国－今週の動き(08/29/07-09/25/07) 

NEDO ワシントン事務所 

Ⅰ 新エネ･省エネ 
8 月／ 
31：「グリーン」電力供給の倍増を狙うオンタリオ州 

McGuinty 州知事の率いるカナダ・オンタリオ州政府が、再生可能エネルギー利用の電力をさらに
2000 メガワット購入するよう、オンタリオ州電力公社に指示した。これにより、同公社が購入する
再生可能エネルギー利用の電力量は倍増することになる。これに対し、オンタリオ州の再生可能エ
ネルギープロジェクト開発業者等は、インフラや政策面での障害が事業を遅らせ、投資家を遠ざけ
ていると不満を持っている。また、カナダ風力エネルギー協会は、送配電の制約がプロジェクトの
進行を妨害していると指摘している。さらに、送電線の容量が拡大されたとしても、政府は再生可
能エネルギーでなく原子力発電を優先すると指摘する筋も多い。オンタリオ州電力公社が検討の対
象とするのは、10 メガワット以上の再生可能エネルギープロジェクトのみとなるが、風力、太陽光、
地熱、埋め立て地ガス及び水力発電を含む全ての種類の再生可能エネルギーが含まれることとなる。 
(Tront Star, August 28,2007) 

 
31：エネルギー省、電力送電網技術研究に 5,180 万ドルのグラントを給付 

エネルギー省(DOE)は、米国電力送電網の改善に 高 5, 
180 万ドルの新たな投資を行うことを発表した。このうち、ニューオーリンズでは、研究と復興支
援を兼ねるプロジェクトとして、2 ヵ所の変電所間に 13.9 キロボルトの超電導ケーブルを敷設する
ために、Southwire 社とそのパートナー企業数社が 1,330 万ドルのグラントを受領した。本プロジ
ェクトに使用される技術は高温超電導体であり、Southwire 社は華氏-320～370 度という比較的高
温で稼働する超電導体の開発と商品化を目指している。(DOE News Release, August 28, 2007)  

 
31：オハイオ州知事、新たなエネルギー計画を発表 

Strickland オハイオ州知事が、電力消費量の 低 25％を 2025 年までに再生可能エネルギー及び先
進エネルギー利用の電力でまかなうことを発電所に義務づける新たなエネルギー利用計画を発表し
た。発電量に占める再生可能エネルギーの割合を定める再生可能エネルギー使用基準(Renewable 
Portfolio Standard=RPS)は米国 25 州とコロンビア特別区が導入しているが、RPS にクリーンコー
ルや原子力などの「先進エネルギー技術」を含めるのはオハイオ州が初めてとなる。この計画では
25％の RPS の少なくとも半分がバイオマスや風力、太陽光やバイオマスガス、地熱や水力といっ
た再生可能資源を利用し、同様に少なくとも半分はオハイオ州内で発電することを義務づけている。 
オハイオ州議会は、電力供給業者間の競争を認め、消費者の電気代低減を目標とする、電力業界規
制緩和法案を 1999 年に法制化したが、結局、電力会社よりも安価に電力を供給できる業者が現れ
ず、この試みは失敗に終わっている。同知事が発表した計画では、電力料金の規制をオハイオ州公
共電力委員会の手に戻すことも要求している。(Assoiciated Press, August 30, 2007) 

 
9 月／ 
4：オンタリオ電力公社、「20 年総合電力システム計画」を発表 

オンタリオ電力公社が、今後 20 年間で、再生可能エネルギー、原子力、省エネルギーを大幅に拡
大し、同州の電力供給量に占める再生可能エネルギーの割合を現在の 9％から 12％に引き上げると
いう「20 ヵ年総合電力システム計画」を発表した。概要は下記のとおり。 
・総コスト 600 億カナダドル。うち 102 億ドルを省エネ、154 億ドルを再生可能エネルギー、265

億ドルが原子力発電に配分。 
・再生可能エネルギーの発電量を 2010 年までに 10,402 メガワット追加。増加分の大半は水力発電。 
・現在、6434 メガワットを供給している石炭火力発電所を、2014 年末までに段階的には廃止し、
代わりに天然ガスによる発電割合を拡大。等 (National Post, August 30, 2007)  

 
7：パーデュー大学、水素製造の新技術を開発 

パーデュー大学の Jerry Woodall 教授は今週開催されるナノテクノロジーの会合において、水素燃
料生産に革命をもたらす新技術に関する発表をする予定。同技術は、アルミニウムとガリウムの合
金シートを利用して水分子を分解し、水素を発生させるもので、従来の水素燃料自動車開発の障害
を除去できるものと期待されている。これは、純粋なアルミを水に入れると水素が発生するものの、
金属表面に酸化アルミが出来てしまうため反応が持続しなかったところを、アルミにガリウムを加
えることにより反応を継続できるもの。(Greenwire, September 5, 2007)  

 
7：Frost&Sullivan 社、2010 年の北米再生可能エネルギー市場を 246 億ドルと予測 

コンサルタント会社である Frost & Sullivan 社の発表によれば、米国とカナダの再生可能エネルギ
ー市場の集積は 2006 年で 173.7 億ドル、2010 年までには 246 億ドルに達すると予測している。同
分析では、再生可能エネルギー優遇税制、及び先頃米国下院が可決したエネルギー法案に盛り込ま
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れている再生可能エネルギー使用基準 15％といった政府のインセンティブが大きな刺激になって
いると分析している。米国政府は、バイオ燃料販売量を義務づける再生可能燃料基準(Renewable 
Fuel Standard)を実施し、カナダも 3 本の ecoEnergy イニシアティブを開始している。 

 
14：地熱エネルギー開発を目指すコロラド州 

コロラド地質調査局が実施した新たな研究によれば、同州の地熱発電ポテンシャルは今までの想定
より遙かに大きく、全米で第 4 位であることが判明した。巨大な発電ポテンシャルを有するにも拘
わらず、コロラド州には地熱発電所がまだ一基もない。連邦政府、州政府らは、エネルギー省の「西
部に地熱発電を(GeoPowering the West)」イニシアティブをコロラド州で促進するため、今年 10
月にはコロラド州地熱投資フォーラムを開催する予定である。 (Renewable Energy Access, 
September 10, 2007) 

 
 
 
Ⅱ 環境 
9 月／ 
4：環境保護庁と国家高速道路交通安全局、自動車の温室効果ガス排出規制策定で協力 

環 境 保 護 庁 (EPA) と 国 家 高 速 道 路 交 通 安 全 局 （ National Highway Traffic Safety 
Administration=NHTSA）が自動車の温室効果ガス排出削減に向けた規制策定で調整を行っている。
この動きは今年 4 月に 高裁が、クリーンエア法は二酸化炭素規制も対象に含むとの裁定を下して
以来、初めての連邦政府による GHG 規制取り組みとなる。EPA が策定中の GHG 排出規制は
NHTSA の CAFÉ 提案と同時に発表される見通し。両者は、EPA が環境面の配慮を重視し、NHTSA
の燃費基準が安全性やコストに関する自動車業界の懸念を強調するのが常であるが、今回は両者が
調整を行う意向である。(Inside EPA, August 31, 2007) 

 
6：炭素プライシングを求めるアジア太平洋地域のビジネスリーダー 

アジア太平洋地域のリーダーは、豪州シドニーで開催される APEC サミットで、企業のカーボン・
フットプリント削減を助ける炭素プライシングを即座に設定するよう自国政府に要請する予定であ
る。また、ブッシュ大統領とハワード豪州首相は共同声明で、ポスト京都を議論する今年 12 月のバ
リ会合では他国とも協力し、全ての排出大国の排出削減活動を考慮に入れた新合意を強く求める意
向であると述べている。また、気候変動問題対策として、原子力発電の活用を支持することを述べ、
「共同原子力行動計画」に合意したと発表している。(Greenwire, September 5, 2007)  

 
19：新たな自動車燃費算出方法を取り入れる環境保護庁 

環境保護庁(EPA)の新しい燃費試験法が 2008 年型車に適用される。これまでの自動車燃費計算方法
は 70 年代半ばに策定されたもので、実際の運転パターンと異なり非現実的との批判を環境保護団体
からしばしば受けていた。新しい燃費評価方法によって、殆どの車の推定燃費が低下することにな
るが、特にハイブリッドやその他の良燃費車が大きな打撃を受けることになる。たとえば 2007 年型
のトヨタ・プリウスを新しい算出方法で計算すると 16％の低下となり、ホンダのハイブリッド・シ
ビックもほぼ同様に下がっている。EPA ではウィンドウステッカーに、車両の推定燃費や、同じ車
両クラスの他車との比較を記載する予定である。また、これとは別に、クライスラー社が電気自動
車の研究・設計に注力する事業部を新設することを発表した。同社はハイブリッド車をまだ投入し
ておらず、同社の車は平均燃費が も低い。(Los Angels Times, September 15, 2007)  

 
19：プラグイン・ハイブリッド電気自動車のバッテリー開発に躍起となる自動車メーカー 

業界初のプラグイン・ハイブリッド電気自動車(plug-in hybrid electric vehicle=PHEV)の市場化を
目指してトヨタと GM が競っている。自動車メーカーは、PHEV に用いる基本技術としてリチウム
イオン電池を選択しているが、これは蓄電量に優れているもののショート事故が発生する傾向があ
る。同電池の技術ではトヨタが陰極材にニッケル・コバルト・アルミを使っているという噂が流れ
ているとともに、GM は 2 種の異なる技術を追求しており、そのうちの一方はナノサイズの陰極材
料を電池のあらゆる部分に埋め込むという野心的なものである。(Greenwire, September 18, 2007) 

 
26：ブルッキングス研究所、話題の気候変動 3 大会議のプレビューフォーラムを開催 

9 月 24 日の週に、温室効果ガス排出と気候変動の問題に関する三大イベント（国連総会、米政府主
催の主要経済国会合、クリントン地球イニシアティブ）が開催される。これを目前に控えた 9 月 21
日に、ブルッキングス研究所が国務省の気候変動交渉代表である Watson 博士他をスピーカーに招
き、一連の会議及びポスト京都政策について討議した。 
＜Watson 博士の発言＞ 
 ワシントンで 27－28 日に行われる会議は、ブッシュ大統領が提案した一連の主要排出国会議の第
1 回目であるが、気候変動、エネルギー安全保障、経済成長を一つのパッケージとして取り上げるこ
との重要性が我々の関心。我々は京都議定書の第一約束期間後の基本概念をどのように構築するか
について本腰を入れて取りかかる時期にきている。 
①世界的な長期排出削減目標を設定するためのプロセス開始 
 EU、カナダ、日本が 2050 年までに 50％減という長期目標を提案。会議ではこうした削減目標を

検討する。 
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②2012 年以降の国家アクション・ポートフォリオ形成を視野に入れた、GHG 対応及びエネルギー
安全保障強化の国家戦略に関する現状の具体化 

 2020 年、2030 年という中間的タイムフレームで何をすべきかを討議。各国には各々の事情があ
るため、国レベルでの政策作りが必要。 

③優先技術分野の主要セクターに焦点 
 将来の排出増加の大半は発電部門で、これに運輸部門が続く。我々は、低炭素の化石燃料利用発

電、CCS、自動車・燃料技術に焦点を合わせたい。 
④既存技術、省エネ技術、原子力、太陽光、風力等の市場浸透を加速化させる方法、及び技術開発

と技術移転についての検討 
 世界のエネルギー研究開発費の半分は日米の研究開発予算。我々が推進したい事項の一つは、国

家レベル及び国際レベルでの財政的支援拡大。 
⑤既存の政府資源と民間資源に焦点 
 既存の政府資源・民間資源にてこ入れする方法等を検討。 
⑥排出モニターシステムの整合化 
 排出モニターシステムは、事業体レベルでは顕著な違いがある。こうしたシステムの整合化が重

要。(E&ETV, September 25, 2007)  
 
 
 

Ⅲ 議会･その他 
9 月／ 
6：下院本会議、有害物質副産物の 小化を目標とするグリーンケミストリー法案を可決 

下院本会議は 9 月 4 日、化学産業による環境への影響低下をはかる「2007 年グリーンケミストリー
研究開発法案(Green Chemistry Research and Development Act of 2007)を可決した。同法案は、
副産物として発生する有害物質を 小化するグリーンケミカル・プロセスを研究する科学者を対象
に新たにグラント計画を策定し、08 年度に 5100 万ドル、09 年度に 5500 万ドル、10 年度に 5900
万ドルを認可するもの。(CQ Today, September 4, 2007) 

 
14：包括的なエネルギー法案可決の見通し薄れる 

今年 6 月 21 日に上院が可決したエネルギー法案と下院が可決した法案について、両法案の大きさ
や複雑さ、過密な議会スケジュール、政党間等の政策論争のために、秋に予定されている上下両院
協議会では解決されない可能性があるという。上下両院の民主党指導者によると、両法案の調整を
行う協議会メンバーの指名は早くても 10 月下旬になる可能性があるという。第 110 議会の 優先
課題と言われたエネルギー政策であるが、秋の議会ではイラク戦争をめぐる論争、歳出法案、金融
市場の不安定化、製品安全性といった問題との競争になっている。(New York Times, September 13, 
2007) 

 
27：John Dingell 下院議員、炭素税法案のドラフト概要を公表 

9 月 27 日、下院エネルギー・商業委員会の Dingell 委員長（民主、ミシガン）が炭素税法案の概要
を公表した。Dingell 議員はホームページに掲載した声明で、2050 年までに GHG 排出を 60～80％
削減するということは壮大な事業であり、達成は容易ではないものの、この目標を断じて成し遂げ
なければならないと主張している。このために、多角的アプローチを説き、cap-and-trade 型プロ
グラムに加え、炭素税を導入することを提案している。概要は以下のとおり。 
・炭素への課税（石炭、石油及び石油製品、天然ガスを対象に 1 トン当たり 50 ドルの課税） 
・ガソリンへの課税（1 ガロン当たり 50 セントの課税。バイオ燃料、ディーゼル燃料は対象外） 
・3000 平方フィート以上の大邸宅に対する住宅ローン金利控除を段階的に廃止 
・課税による収入の用途（勤労所得税控除の拡大、高速道路信託基金、高齢者医療保険、省エネル

ギー、再生可能エネルギー研究開発等） 
  炭素税はクリントン政権時に BTU 税として提案されたが、90 年代に見事なまでに大失敗に終わ

っており、政治的困難さを例証する際にもしばしば引用されている。このため、Dingell 議員の
炭素税への関心は観測筋を当惑させている。 (Congressman John Dingell News Release, 
September 27, 2007; CongressNow, September 27, 2007) 
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