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【ナノテクノロジー特集】 

 

昆虫とナノテクノロジー（世界） 
 

NEDO 技術開発機構 ナノテクノロジー・材料技術開発部 
プログラムマネージャー 山口 智彦 

 
1.  テクノロジーは加速する1 

 

情報テクノロジーは 1 年で 2 倍に成長する － 25 年後には？ 
フラットヘッド・スキャナー、OCR、シンセサイザーなど数々の発明で「20 世紀の

エジソン」と呼ばれているレイ・カーツワイルは、未来予言者としても知られていま

す。1988 年の予言からいくつか紹介すると：「1990 年代半ばにはワールドワイドなコ

ンピュータ・ネットワークが登場する」「1998 年頃にはコンピュータがチェスの世界

チャンピオンを打ち負かす」（1997 年、ディープ・ブルーがカスパロフに勝利）等な

ど。未来技術を予測することはなかなか容易ではありません。秘訣があるならあやか

りたいものだと思うのは私だけではないでしょう。 
意外にも、カールワイツの教えは拍子抜けするほど当たり前なものでした。 
 
1) 発明にはタイミングがきわめて大切。早すぎても遅すぎてもいけない 
2) 人間の欲求に適うテクノロジーは必ず普及する 
3) 情報テクノロジーのある分野においては進化の予測が可能である 
 
3)は「ムーアの法則」のようですが、実はこれがなかなか意味深長なのです。 
カールワイツも、人間の歴史や個々人の発明、顧客の行動などの営みを予測するの

は不可能であることを認めています。けれども、ランダムに動く分子の総体としての

気体の変化が熱力学で予測できるように、未来予想が可能な技術分野があるというの

です。それは情報テクノロジーにおけるコンピュータの演算処理能力です。「情報テク

ノロジーの分野は 10 年後には 1,000 倍、25 年後には 10 億倍にも成長し、同時に機器

類も 10 年後には 100 分の 1、25 年後には 10 万分の 1 になる」「2 次元実装で成立す

るムーアの法則も 2020 年には限界を迎え 3 次元コンピューティングという新たなス

テージに移る」とカールワイツは考えています。「知ってるよ」という声が聞こえてき

そうですね。しかし問題はこの先です。 
 
 
 

                                                  
1 レイ・カーツワイル＋徳田英幸、『NHK 未来への提言 レイ・カーツワイル 加速するテク

ノロジー』、日本放送協会(2007.5) 
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Quo Vadis, 情報テクノロジー？ 
情報テクノロジーは何処へ向かうのでしょうか？ 
「今後は遺伝学（バイオテクノロジー）、ナノテクノロジー、ロボット工学の３つの

領域が急成長する」とカーツワイルは予想します。情報テクノロジーの加速機構を享

受する技術が大幅な成長を遂げるのです。ナノテクノロジーについて言えば、「2020
年代には、電子機器と機械技術の多くがナノテクノロジーになる。ナノテクノロジー

によって、あらゆる物質－われわれの身体や脳も含めて－は情報テクノロジーが扱う

領域になる」と。ここで重要な点は、ナノテクノロジーは「今まさに始まりつつある」

分野であって、情報テクノロジーと結びついて初めてその真価が発揮されるのだとカ

ーツワイルが認識していることではないでしょうか。この見解を私も支持します。“ナ

ノテクノロジーは何でもあり”とはしばしば耳にすることですが、裏を返せばあらゆ

る技術につながる、まさに要となる技術だということです。いまは試行錯誤の段階で

あり、「遺伝学の革命に少し遅れを取っているが、やがて非常に強力な技術となる」も

ののように思います。 
 

ナノボットへ 

さらに、「遺伝学、ナノテクノロジー、ロボット工学が融合することでさらに新たな

テクノロジーが生まれる」とカーツワイルは続けます。それが “ナノボット“で、実

用化が見込まれるのは 2020 年頃。現在同氏が も注目している技術です。赤血球より

も小さいナノボットは、ミクロ決死圏さながら人体内で診断・治療や加齢遅延に貢献

する”医薬品”であるのみならず、「破壊されたニューロンを入れ替える」ことすらでき

るというのです。1 包中の何兆個もの薬物分子を飲み込む感覚といえばよいのでしょ

うか、何兆個ものナノボットが体内を駆け巡り、健康維持や身体・頭脳の能力向上に

資する時代が間近に控えているのかもしれません。 
もっとも、ナノボットのイメージは人によって温度差があるだろうと思われます。

医用ナノボットと 新鋭の DDS（ドラッグ・デリバリー・システム）との違いも現時

点ではよくわかりません。けれども、情報テクノロジーに支援された遺伝学とロボッ

ト工学が 25 年後には効率 10 億倍もしくはサイズ 10 万分の 1 を実現するのであれば、

明らかに質の異なる融合技術が生まれるであろうことは疑う余地もありません。もは

や一人や一グループがカバーできる領域ではありません。いきおい分野融合が促進さ

れる、総合技術の世界になります。 
ナノボットが担う機能や倫理等の問題はさておき、どうやって作るのかという問題

設定は比較的取り掛かりやすいところです。ヒントは昆虫にあるかもしれません。地

上で も成功した生物である昆虫の仕組みを学び、ナノテクノロジーにつないでいこ

うという発想が現在国内で育まれつつあります。もちろんナノボットに直結する訳で

はありませんが、以下のような興味深い話題が含まれています。 
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2.  昆虫に学ぶナノテクノロジー 

 
Sendai Symposium on Insect Mimetics and Nano Materials 

「ファーブル昆虫記が出版されて今年で 100 年。昆虫が注目されている。 
昆虫をはじめとする生物は、多様なミクロ・ナノ構造を有している。蛾の複眼表面

にあるサブマイクロメーター周期の凸凹構造（モスアイ構造）は、すぐれた無反射機

能をもたらしその夜間飛行を可能とする。また、モルフォ蝶の羽の持つ神秘な輝きは、

鱗粉が有する階層的な規則構造がもたらす回折現象による構造色であり、テフロン顔

負けの蓮の葉の撥水性は、表面の微細な凸凹構造によるものである。生物が有するミ

クロ・ナノ構造は、単純な繰り返しパターンであっても高い機能が発現されることを

示唆している。「形」がもたらす機能をナノマテリアル設計に反映しようとする動向は

世界的にも注目され始めている」（下村正嗣・東北大教授による） 
標記シンポジウムはこのような趣意のもとに開催されました。 

（主催：科学技術振興機構・戦略的創造研究推進事業、東北大学多元物質科学研究所、 
共催：ＮＴＳ出版、2007 年 6 月 20-21 日） 
 

昆虫の視覚とナノメカニクス 

フランスのニコラス・フランチェスチーニ（Nicolas Franceschini）教授（CNRS＆
Mediterranean 大）の基調講演はまことに圧巻でした。フランチェスチーニ教授は電

子工学と制御理論を学び、生物物理、行動科学、神経サイバネティクスなどに造詣が

深く、1980 年代中ごろにマルセイユでバイオロボティクスのチームを立ち上げていま

す。NEDO や理研（脳科学など）の評価委員を勤めたこともある方です。 
同教授によれば、昆虫の複眼は進化が創り出した も美しく、 も結晶性の高い器

官であるとのこと。ハエの複眼は、高々虫ピンの頭ほどの大きさであるにも関わらず、

非常に強力な情報処理能力を有しています。複眼中の個眼 1 個の直径は 25 μm で、

そこに入った光は 7 個の光受容細胞に伝達されます。7 個のうち中央の 1 個が色を、

周囲の 6 個が光の方向を認識します。光受容細胞には光導波路のような構造があり、

光強度に応じて 100 nm サイズの色素顆粒が位置を変えてエバネッセント光を増強す

るという巧妙さには脱帽です。また、異なる色素顆粒を持つ受容細胞によって、300 nm
以上の紫外光にも感受性があるのです。  

ハエの視覚に関与しているニューロンの数は 100 万個で、階層的なニューラルネッ

トを構成しています。このわずかな数のニューロンが色、方位、距離などを認識する

様々なインテリジェント・センサーを構成し、ハエの飛翔を可能にしているのです。

ハエが飛ぶと、当然背景も変わりますが（オプティカルフロー）、このオプティカルフ

ローを検知するための特別なニューロン（motion detecting neuron）も備わっていま

す。この仕組みを模倣した電子ニューロン（重さ 0.2 ｇ）を搭載したデバイスを積ん

だマイクロヘリコプター（重さ 100 ｇ）は期待通りの自走性（飛行性能）を示すこと

が実証されました。 
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昆虫の飛行 

Hao Liu 千葉大教授は昆虫の飛行のシミュレーションについての興味深い講演を行

いました。ハチドリやスズメガ（～10 cm）＞ショウジョウバエ＞アザミウマ（～mm）

という順に個体サイズが小さくなるとレイノルズ数も小さくなるので、大きさが 2 桁

違うこれらの飛行体を統一的に扱うことのできる理論はまだ無いのだそうです。Lui
教授は昆虫の飛行を複雑系の現象と捉えているとのことでした。 

ショウジョウバエのホバリングのシミュレーションによれば、左右に馬蹄形の渦が

生じ、その真ん中に強い下降流が形成され、その反力として揚力が生じているらしい。

しかもこの揚力はプロペラ理論で予想されるよりも強いものである、という新しい知

見が紹介されました。ちなみに、軍の主導のもとに米国で進んでいる MAV(micro air 
vehicles)の大きさは 8 cm 程度とのことでした。 

 
ノイズを利してシグナルを拾う 

Tateo Shimozawa・北大名誉教授はコオロギの尾にある気流センサ（wind sensor）
の巧妙な仕組みについて講演しました。コオロギは外敵の接近をこのセンサで感知す

るのだそうですが、センサは大変感度が高く、1 個あたり 4x10－21  J (300 K) と熱雑

音と同レベルで働くとのこと。これではシグナルとノイズを区別できる訳がありませ

ん。しかし尾部には多数のセンサがあって、多数のセンサからの情報が集約されるこ

とにより、熱雑音のレベルを下げて肝心のシグナルを拾い出すことができるのです。 
このような現象は、確率共鳴、あるいは確率共振と呼ばれています。生物では、神

経やセンサなどの細胞は単独で機能することはごく稀で、数個～数百個のクラスター

を構成して機能している例が極めて多いのですが、それは熱雑音の中で進化を遂げて

きた生物にとっての必然であったと考えられます。熱雑音はナノテクノロジーの未来

にも同様に立ちはだかる大きな壁ですが、その壁を乗り越えるヒントはこの辺りに見

出すことができそうです。 
 

個と全体 

ほかにも昆虫の構造と材料科学に関する興味深い講演は尽きないのですが、紙面の

都合で割愛させていただいて、ここで話を元へ戻します。 
ナノボットは 3 つの技術が 2020 年頃に統合された姿ではありますが、そこに至る

道には昆虫型のマイクロロボットが分岐点として存在するだろうと思われます。マイ

クロロボットのダウンサイジングを目指すというのが自然な発想で、平行してダウン

サイジングを可能にする部材開発も求められることでしょう。 
けれども、マイクロロボットやナノボットがエネルギー消費を伴う自律的なシステ

ムであるならば、これらの個体を個別にコントロールするのはもはや不可能なので、

全体としての時間的・空間的な制御技術が求められることにもなりそうです。折しも、

今年度のノーベル化学賞はそのような学問領域に光が当てられました。 
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3.  2007 年のノーベル賞から 
 

ノーベル化学賞（G.エルトル教授） 
2007 年のノーベル化学賞の単独受賞の栄誉に輝いたゲルハルト・エルトル

（Gerhardt Ertl）教授は名門フリッツ・ハーバー研究所の前・物理化学部門長で、固

体表面の反応ダイナミクスを通じて物理化学的現象における個と全体という問題を体

系化することに大きく貢献した科学者です。小柄な人ですが、エルトル教授を知る人

の間では尊敬を込めて「巨人」と呼ばれています。私も研究所を訪問した際にお会い

して握手を交わしましたが、にこやかな笑顔と柔らかな掌が印象的でした。 
白金触媒の存在下で一酸化炭素が酸素と反応し二酸化炭素になることはよく知られ

ています。エルトル教授らは一酸化炭素と酸素の白金に対する吸着エネルギーが異な

ることに着目して PEEM（photo-emission electron microscope）という観測装置を開

発し、触媒上で一酸化炭素と酸素が吸着しているサイトを十分広い領域にわたりリア

ルタイムで観測することに成功しました。吸着サイトの一つ一つが「個」で CO か O
を吸着した状態若しくは無吸着の 3 状態をとることができます。その総体としての 2
次元触媒表面に生じるパターンが「全体」に相当します。さて、観察の結果わかった

ことは、触媒表面の吸着状態は必ずしも一様でもランダムでもなく、きれいな渦巻き

パターンが成長しながら反応が進む条件があるということでした。実はこの種の酸化

反応では、時として触媒温度や生成物量が周期的に振動することが知られていて、触

媒表面ではこのようなパターンが生じている可能性が指摘されていたのです。それを

見事な実験で証明し、そのメカニズムを解明することにも成功したのでした。 
 

散逸構造とゆらぎ 

反応を伴いながら形成される渦巻きパターンや周期的な振動現象は、広く散逸構造

と呼ばれています。エネルギーや物質の絶え間ない流れの下で自己組織化される秩序

構造のことです。散逸構造という名称は非平衡熱力学を深く研究したイリヤ・プリゴ

ジン（Ilya Prigogine）教授が提唱したもので、同氏も 1977 年に散逸構造理論でノー

ベル化学賞を受賞しています。そういえば、危うくはち合わせしそうになったプリゴ

ジンもまた小さな巨人でありました。 
螺旋パターンは、時間的な周期性が空間に拡張された同心円パターンの対称性が破

れたものと考えられます。プリゴジンの理論をサポートした事例の一つに、BZ 反応と

呼ばれる溶液反応があります。この反応の発見は 1950 年代に遡ります。均一溶液中に

おいても、密度ゆらぎが核となってパターンが成長するのです。心臓や脳の電位も同

様の螺旋パターンとして組織内を伝わる場合がありますが、これらはいずれも病的な

ケースです。 
散逸構造の研究は、自己組織化という非平衡熱力学の観点から、あるいはパターン

形成という材料科学的な観点から、あるいは非線形ダイナミクスという数理的な観点

から、学際的に展開されています。特に、数理的な視点が加わると、サイズを超えた
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議論が可能になるので様々な知見を統合的に活用できることにもなります。今後、日

亜欧米の熾烈な技術開発競争を制するのは、数学者をいち早く取り込んだものかもし

れません。 
加えて、これからのナノテクノロジーには、ゆらぎの影響を一層意識する姿勢も求

められるでしょう。すでに、密度ゆらぎが引き金となってパターンが成長する、ある

いは熱ゆらぎの存在がシグナルの検出感度を上げるという事例を紹介しましたが、大

きなエネルギーを費やして信頼性を求めるか、さもなければゆらぎを巧みに手なずけ

て積極的に利用する技を磨いてゆくしかありません。 
 

ノーベル平和賞（アル・ゴア氏） 

後に、アル・ゴア氏のことに触れて本稿を終わりたいと思います。受賞理由は地

球温暖化対策への啓蒙活動ではありますが、ゴア氏はクリントン政権の副大統領とし

て、スーパーハイウエィ構想によるインターネットの急速な普及や、2000 年に始まる

ナノテクノロジー国家戦略などの科学政策に大きく貢献したことでも知られています。

地球温暖化対策は化石燃料の使用を極力抑えることに尽きるのですが、地球全体で見

ると太陽光として降り注ぐエネルギーが圧倒的に大きく、化石燃料の使用量はその

1/20,000、地熱の寄与は 1/6,000 にすぎないと言われています。太陽エネルギー変換と

燃料電池が地球規模で実現すれば、温暖化の問題も解消することでしょう。これらが

ナノテクノロジーの直近の実用開発課題と期待されているのも、むべなるかなと思う

次第です。 
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【ナノテクノロジー特集】 

 
欧州のナノテクノロジー研究開発活動（EU） 
－フレームワーク計画におけるナノテク研究開発活動－ 

 
NEDO 技術開発機構 ナノテクノロジー・材料技術開発部 

 
EU のフレームワーク計画は、科学技術分野や技術テーマごとに研究開発活動への

助成を行なうだけでなく、EU の研究開発政策を実施するためのプログラムも実施し

ている。計画の下では何本ものプログラムが実施されており、ナノテク関連の研究開

発活動は従来の工業技術のテーマを引き継いでナノテクノロジーを中心テーマにした

プログラム以外にも、情報通信技術、ヘルス関連など複数のプログラムにおいても実

施されている。これはナノテクノの学際的性格、そのアプリケーションのセクター横

断的性格を反映している。 
 
第 7 次フレームワーク計画は 2006 年 12 月 22 日に、ほとんどすべてのプログラム

において第一回のプロジェクト公募が始まり、実質的に開始されている。第一回公募

の締め切りは 5 月から 6 月であり、それ以降、一段階若しくは二段階の審査評価を通

じプロジェクトが選択された後、実施契約交渉が行なわれる。契約署名によりプロジ

ェクトが開始されるのは、従来の審査選択や実施契約の進行ペースから、早いもので

2007 年内、大部分は 2008 年からの開始になるとみられている。ナノテク関連の活動

につき、第 6 次フレームワーク計画全体における活動規模を見た後、第 7 次の状況を

みる。 
 

1. 第 6 次フレームワーク計画におけるナノテク関連活動 
 
第 6 次フレームワーク計画（2002-2006）においては全体で 550 件以上のプロジェ

クトが、130 億 6000 万ユーロ以上の助成によって実施されている。この数字は第 7
次フレームワーク計画が開始された 2007 年初めのものである。第 6 次計画は 2006 年
に終了しているが、2005 年のプロジェクト公募を通じ準備されているプロジェクトの

中には、2007 年初めにも実施契約を終えていないものもある。このため数字は 終的

なものではないが、全体的な状況は十分に示している。130 億ユーロ強のナノテク関

連活動におけるプログラム別の分布は次のようになっている。 
 
第 6 次フレームワーク計画におけるナノテク関連活動 

プログラム／活動 助成金額(百万ユーロ) 比率 
ナノ科学・ナノテク、材料、生産手法 571 42% 

情報社会技術 466 34% 
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マリー・キュリー（EU 研究奨学金制度） 149 11% 
ヘルス 65 4.8% 

研究インフラ 40 2.9% 
新しい科学技術 22 1.6% 

中小企業研究開発支援 17 1.2% 
その他 32  2.3% 

合計 1362 99.8% 

出典：欧州委員会資料より作成 

 
表のうち、「ナノ科学・ナノ技術、材料、生産手法」、「情報社会技術」、「ヘルス」の

三つは、研究開発プロジェクトに対する助成を優先テーマ分野（第 6 次計画では七つ

設置された）において行なう活動の下でのプログラムである。「マリー・キュリー」、

「研究インフラ」は EU の研究開発能力を全体的に押し上げるための活動で、前者は

研究者に対する奨学金制度、後者は EU 内の大規模研究インフラ施設を域内全体の研

究者が利用できるように支援する活動であり、これらにおけるナノテク関連活動への

支援助成額が計上されている。「新しい科学技術」と「中小企業研究開発支援」は、七

つの優先テーマ分野に限定されない活動で、前者は特に他分野にまたがる新しい研究

トピックスや、研究開発や社会経済上の予期されなかった新しい動向に対応するため

の研究を支援するもの、後者は中小企業が必要とする研究開発を支援助成するために

特別に予算を配した活動である。「その他」の中には、優先テーマ分野のエネルギー関

連プログラム「持続可能な経済発展、地球温暖化とエコシステム」や「食品の質と安

全」におけるナノテク関連活動が中心である。なお注意を要するのは、表の数字はフ

レームワーク計画予算による助成金額とその比率であり、研究開発プロジェクトの実

施コストではないことである。一般的に研究開発プロジェクトに対するフレームワー

ク計画からの助成率は実施コストの 50%と決められており、研究開発プロジェクトの

実施規模はここに示された数字より大きい。 
 
表からは、「情報社会技術」におけるナノテク関連活動の大きさが目に付く。その規

模は優先テーマ「ナノ科学・ナノ技術、材料、生産手法」における活動の 8 割ほどに

達している。「情報社会技術」におけるナノテク関連活動の大部分はナノエレクトロニ

クス分野のものである。 
 
次に優先テーマ「ナノ科学・ナノ技術、材料、生産手法」におけるナノテク関連活

動の比重が注目される。第 6 次フレームワーク計画では同テーマに 14 億 2900 万ユ

ーロが配されており、そのうちの 5 億 7100 万ユーロ（40%弱）がナノテク関連の活

動に使用されたことになる。材料や生産手法のテーマにおいても、ナノテク関連の活

動項目があったことを考慮すれば、この比重は小さいように見える。 
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2. 第 7 次フレームワーク計画におけるナノテク関連活動 
 

このようにフレームワーク計画におけるナノテク関連の研究開発活動は、複数の優

先テーマ分野や活動分野にまたがっており、全体の把握は容易でなかった。工業技術

テーマの流れを引く優先テーマ「ナノテク」は研究開発総局の G 局「工業技術」が運

営しているが、優先テーマ「情報社会技術」は情報社会総局が運営しているように、

ナノテク全体を管轄する組織は設置されていない。現在は欧州委員会内部に総局を横

断してナノテク関連の活動をコーディネートするためのナノテク作業班が設置されて

いるが、その中心は研究総局内の G 局が担当している。 
 
■ 活動規模 
 
第 7 次フレームワーク計画(2007-2013)では、優先テーマ「ナノ科学・ナノ技術、材

料、新しい生産手法」には 34 億 7500 万ユーロの予算が配されている。優先テーマ

における技術テーマごとの予算配分は 7 年間の活動期間全体にわたっては決まってお

らず、一般的には 1－2 年単位の実施計画書にあたるワークプログラムで発表される。

しかし優先テーマ「ナノ科学・ナノ技術、材料、新しい生産手法」の 2007 年に関す

るワークプログラムは、この先に詳しく見るように予算配分を大型研究開発プロジェ

クト、中小型研究開発プロジェクトなどプロジェクトの種類によって決定しており、

ナノテク関連に予定される予算はワークプログラムからは分からない。これに対し

2007 年初めから欧州委員会は、ナノテク関連の会合などで、第 7 次フレームワーク

計画全体におけるナノテク関連の活動規模に言及している。欧州委員会の諮問組織が

ナノ医療における倫理問題に関する答申書を発表した際、欧州委員会が発表したコミ

ュニケによれば、フレームワーク計画全体におけるナノテク関連の活動規模は次のよ

う言われている。 
 
・ 全体活動予算  ：34 億ユーロ 
・ このうちナノ医療：10 億ユーロ 
・ 2007 年の予定  ：3－4 億ユーロ 
 
EU はリスボン戦略とよばれる知識集約型経済社会の確立を目指す政策により、研

究開発は 大優先事項の一つとされ、フレームワーク計画の予算は強化されている。

全体として第 6 次フレームワーク計画に対し 2 倍規模の強化が目安にされている。第

7 次計画の実施期間は第 6 次の 1.4 倍の 7 年であることを考慮すれば、ナノテク関連

では第 6 次の 13 億ユーロの 2.8 倍、36 億ユーロ強がその数字にあたるが、34 億ユ

ーロはそれを幾らか下回る数字になっている。欧州委員会は第 7 次計画におけるナノ

テク関連の活動につき、前期計画の 2 倍の規模と説明している。 
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2007 年の実施予算が 3－4 億ユーロと、7 年間の予算 34 億ユーロに比べ小さいの

は、フレームワーク計画の予算執行ペースを 2007 年から一挙に引き上げる代わりに、

漸次増強することで EU 首脳会議の合意があったためである。 
 
■ 計画全体を通じたナノテク関連研究活動項目 
 
フレームワーク計画における複数の優先テーマや活動分野にまたがるナノテク関連

の活動の全体を提示した資料は、これまで発表されていなかったが、第 7 次フレームワ

ーク計画の立ち上がりには、「ナノ科学」、「ナノテクノロジーの開発」、「インパクト評

価・社会的問題」、「ナノ材料」、「ナノ医療」、「ナノエレクトロニクス」、「研究インフ

ラ」、「養成訓練」、「その他」のナノテク関連の 9 つの技術テーマや活動別に、研究トピ

ックスをまとめた説明が行なわれている。ここにいう研究トピックスは、実施計画書と

してプロジェクト公募の実施要領にもあたるワークプログラムにおいて、公募される研

究開発項目にあたり、具体的には 2006 年 12 月下旬の第一回プロジェクト公募の際に

発表された優先テーマごとのワークプログラムから抜き出されている。第 7 次フレーム

ワーク計画におけるナノテク関連活動の大要を示すこれら 40 ほどの研究トピックスを

以下に表示するが、表中の優先テーマの略号などは次の通りである。 
 
・ NMP：   優先テーマ「ナノ科学・ナノ技術、材料、新しい生産技術」 
・ HELTH： 優先テーマ「ヘルス」 
・ SiS：   優先テーマ「社会経済人文科学」 
・ ICT：   優先テーマ「情報通信技術」 
・ INFRA：  研究インフラ整備活用活動 
・ PEOPLE： 研究人材育成活動 
・ ERC：    欧州研究カウンシル（基礎研究プログラム） 
・ ENERGY： 優先テーマ「エネルギー」 
・ KBBE：  「食料品、農林漁業、バイオ技術」 
 
ナノ科学分野 

 
優先テーマなど 研究トピックス 
NMP-2007-1.1-1 バイオ/非バイオ間のナノスケールの相互作用 
NMP-2007-1.1-2 自己組成と自己組織 
NMP-2007-1.1-3 フレームワーク計画協力国のナノテク研究者支援とナノ科学・ナノ

技術分野の科学技術発表に関するフリーでオープンな電子アーカイブの創設 
NMP-2007-1.1-4 リスク評価と観測所設置を含む、ナノ科学・ナノ技術に関する科

学技術及び社会経済的なデータや調査の収集・作成・メソドロジーの開発 
NMP-2007-1.1-5 ナノ科学に関する ERANET Plus 
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ERANET Plus は基礎的研究分野のネットワーク・プロジェクトのための助成スキ

ームで、特定テーマに関し設置されたネットワークがコンソーシアムとして機能し、

共同研究開発プロジェクトを公募する。 
 
ナノ技術の開発 

 
優先テーマなど 研究トピックス 
NMP-2007-1.2-1 ラボにおけるナノテク・ベースのプロセスを研究開発し利用規模

を拡大するためのパイロットライン 
NMP-2007-1.2-2 ナノ技術のための設備とメソッド 
NMP-2007-1.2-3 ナノ医療に関する倫理、法規制、社会経済環境の分析 
NMP-20071.2-4 ナノ計量学におけるコーディネート 
NMP-2007-1.2-5 ナノ技術におけるキャパシティビルディングの検討 
NMP-2007-3.4-1 少量工業生産用の迅速な製造コンセプト 
NMP-2007-3.5-1 3D ナノ表面の高品質工業生産用プロセスと設備 
NMP-2007-3.5-2 マイクロ製造のための生産技術と設備 
NMP-2007-4.0-2 高付加価値繊維製品用バイオベース・ファイバーを含む新材料の

利用 
 
インパクト評価と社会的問題 

 

優先テーマなど 研究トピックス 
NMP-2007-1.3-1 利用しやすく携帯可能なナノテク専用測定分析デバイス 
NMP-2007-1.3-2 人造ナノ粒子の健康や環境に対するリスク評価 
NMP-2007-1.3-3 人造ナノ粒子の健康、安全、環境に対するインパクトに関するデ

ータや研究調査の科学レビュー 
NMP-2007-1.3-4 人造ナノ粒子の健康、安全、環境に対するインパクトに関する批

判的分析付きのデータベースの創設 
NMP-2007-1.3-5 人造ナノ粒子と名テク・ベースの材料・製品の健康、安全、環境

に対するインパクトに関する調査研究のコーディネート 
HELTH-2007-1.3-4 医療診断に使用されるナノ粒子の毒性概要評価のための代替テ

スト戦略 
SiS-2007-1.2.3.2-CT 社会における科学：ナノ科学とナノ技術 
 
ナノ材料 

 

優先テーマなど 研究トピックス 
NMP-2007-2.1-1 ナノ構造ポリマー・マトリクス・コンポジット 
NMP-2007-2.1-2 ナノ構造コーティングと薄膜 
NMP-2007-2.1-3 ナノ構造材料の特性決定 
NMP-2007-2.2-1 エレクトロニクスとフォトニクス用有機材料 
NMP-2007-2.2-2 オーダーメードの磁気特性を持ったナノ構造材料 
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NMP-2007-2.2-3 エネルギー保存用先進的材料アーキテクチャ 
NMP-2007-2.3-1 繊維エンジニアリング用管発生制御バイオ反応多孔骨格     

Highly porous bioactive scaffolds controlling angiogenesis fortissue 
engineering 

NMP-2007-2.4-2 オーダーメードの機能表面を持ったナノ構造触媒 
NMP-2007-2.4-3 機能性包装用再生可能材料 
NMP-2007-2.5-2 作業条件下での材料プロセスにおけるマイクロ構造変化のモデル化 
 
ナノ医療 

 

優先テーマなど 研究トピックス 
NMP-2007-4.0-4 欧州医療産業における大きな技術革新：インビボ診断と治療用の

ナ ノ テ ク ・ ベ ー ス ・ シ ス テ ム の 開 発 （ HELTH-2007-2.4.1-7 と

HELTH-2007-1.2-3 とのコーディネートにより） 
HELTH-2007-2.4.1-7 遺伝子治療以外のガン治療用にがん細胞に対する標的薬剤投

与の改善 
HELTH-2007-1.2-3 インビボの早期診断と治療対応評価のための新しい標的映像プ

ローブ 
ICT-2007-5.1 モニタリングと治療地点診断用パーソナル・ヘルス・システム 
 
ナノ医療に関しては、この三つの活動項目以外にも、医療映像技術、幹細胞研究、

トランスレーション研究などでもナノ医療に関わる活動が少なくない。 
 
なお情報通信技術における「モニタリングと治療地点診断用パーソナル・ヘルス・

システム」については第一回公募で 7,200 万ユーロの助成予算が組まれている。 
 
ナノエレクトロニクス 

 

優先テーマなど 研究トピックス 
ICT-2007-3.1 次世代ナノエネルギー・コンポーネントとエレクトロニクス・インテ

グレーション 
ICT-2007-8.1 ナノスケールの ICT デバイスとシステム 
 
ナノエレクトロニクス分野は、第 6 次フレームワーク計画において 4 億 6600 万ユ

ーロと大きな規模の活動であったが、第一回公募では上記の「次世代ナノエネルギー・

コンポーネントとエレクトロニクス・インテグレーション」に 8600 万ユーロ、「ナノ

スケールの ICT デバイスとシステム」には 2000 万ユーロ、合計 1 億 600 万ユーロ

が予定されている。すでに見たように、2007 年のナノテク関連活動の規模は 3－4 億
ユーロであり、そのうちの 1/3 から 1/4 に当たる。 

 
研究インフラストラクチャー 
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INFRA-2007-2.2.1.27 ナノ構造のための汎欧州研究インフラ PRINS 
（ESFRI2006 年ロードマップより） 

 
第 6 次までフレームワーク計画における研究インフラ活動は、既存の大型研究イン

フラに対する利用アクセスを域内全体の研究者に保証するため、共同利用プロジェク

トの設置支援などに限られ、新規設置を目指した活動はなかった。第 7 次からは欧州

研究エリア実現の方向で、EU レベルの大型研究インフラの効率的な整備を目指し、

新設プロジェクト支援も実施される。ESFRI は、どのようなインフラ施設をどこに何

時ごろ設置するかに関し、メンバー国間のコンセンサスを形成するため、域内の有識

者代表を集めた諮問機関で、2006 年秋には今後 10 年ほどに実現されるべき研究イン

フラ・プロジェクトを 35 同定したロードマップを発表した。第 7 次フレームワーク

計画の研究インフラに関する第一回プロジェクト公募では、これらのプロジェクトの

立ち上がり準備支援（特に資金組み立て作業の支援）を提案している。 
 
ナノ構造のための汎欧州研究インフラ PRINS は、欧州におけるナノエレクトロニ

クス研究の三大拠点、ベルギーIMEC、仏 CEA-LETI、独フラウンホッファー・マイ

クロエレクトロニクス同盟の三つを中核にして、関連分野のプロトタイプ開発などを

行なうラボのネットワーク化を目指す。ナノエレクトロニクス分野の欧州テクノロジ

ー・プラットフォーム ENIAC の研究インフラ部分ともなる。2008－2013 年にかけ

順次整備される予定で、設置コスト 11 億 1000 万ユーロ、施設の運転コストは年間 2 
億 5600 万ユーロと見積もられている。 

 
研究者の養成訓練 

 

PEOPLE-2007-1-1-ITN マリー・キュリー初期訓練ネットワーク 
（全分野における研究者奨学金） 

その他 

 
優先テーマなど 研究トピックス 
ERC-2007-StG 欧州研究カウンシルによる若手研究者自立支援プログラム（全分野） 
ICT-2007-C 未来技術・新進技術 FET プログラム（自由テーマ） 
ENERGY-2007.1.2.4 水素貯蔵用の新しいナノ構造材料 
KBBE-2007-2-3-04 食品の品質保証、安全、製品特性のためのナノデバイス、 
KBBE-2007-2-4-04 技術革新的かつ安全な包装 
KBBE-2007-2.5-02 食品分野における融合技術とその可能性 
 
「その他」における活動項目のうち、水素貯蔵用のナノ構造材料と食品安全用のナ

ノデバイス以外は、ナノテク関連の活動も対象とするという間接的に関係する活動項
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目である。 
 

3. 優先テーマ「ナノ科学・ナノ技術、材料、新しい生産技術」 
 
第 7 次フレームワーク計画でもナノテク関連の研究開発活動の中心は、工業技術の

流れを引く優先テーマ「ナノ科学・ナノ技術、材料、新しい生産技術」において実施

される。同優先テーマにおけるナノテク関連の研究活動項目は、すでに見たとおりで

あるが、優先テーマ「ナノ科学・ナノ技術、材料、新しい生産技術」では、研究活動

項目ごとに募集するプロジェクトのタイプを規定している。これは第 7 次フレームワ

ーク計画では、助成の対象となるプロジェクトが以下の四種に分けられているのに対

応する。 
 
共同プロジェクト(CP) 
 
・ 中小型共同プロジェクト：助成規模が 400 万ユーロ以下のプロジェクト 
・ 大型プロジェクト：助成規模が 400 万ユーロ以上のプロジェクト 
・ 卓越研究機関ネットワーク・プロジェクト(NoE) 
・ コーディネート及び政策支援活動(CSA) 
 
共同プロジェクトにおける中小型プロジェクトと大型プロジェクトの研究開発内容

の違いは、前者が主に個別の基幹技術の研究開発を行なうのに対し、後者はパイロッ

トライン実現など多くの場合複数の事業メーカーやユーザーの参加が必要若しくは望

ましい段階の技術を対象にする。このプロジェクト規模の違いは、審査方法にも反映

され、大型共同プロジェクトは二段階審査、中小型プロジェクトは一回審査で評価選

択される。 
 
優先テーマ「ナノ科学・ナノ技術、材料、新しい生産技術」では、こうしたプロジ

ェクトの種類ごとに助成予算を配分する一方、研究活動項目毎にこれら四種類のうち

のいずれのプロジェクト・タイプが募集されるかを明記している。 
 
■ 第一回公募の実施規模と活動分野別の予算配分 
 
優先テーマ「ナノ科学・ナノ技術、材料、新しい生産技術」は第一回プロジェクト

公募を、ほぼ 4 億ユーロの規模で実施している。これは 7 年計画の初年、2007 年の

実施予算となるが、活動分野別の予算配分は次のように発表されている。 
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「ナノ科学・ナノ技術、材料、新しい生産技術」の 2007 年指標予算（百万ユーロ） 

  予算配分 
大型総合共同プロジェクト 200.000 
中小型焦点研究プロジェクト  105.723 
中小企業用プロジェクト 44.000 
コーディネート政策支援活動 15.000 

第一回公募 

ERANET Plus 
 

 

その他の活動 
－評価 (3.50) 
－競争入札プロジェクト(1.550)  
 

 5.050 

一般活動 

－Cordis(研究開発活動用ホームページ)(0.787) 
－ユーレカ(0.090) 
－コスト(3.376) 
－ERANET(7.096) 
－RSFF(18.140) 

29.490 

合計   399.263 

出典： Work Programme 2007, Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and New 
Production Technologies 

 
2007 年の年間予算の 90%が第一回公募を通じて選ばれるプロジェクトへの助成に

使用されるのが、そのうちの 3 億ユーロが研究開発プロジェクトへの助成となる。そ

の 3 億ユーロのうち、2/3 が大型共同プロジェクトに、1/3 が中小型の共同プロジェ

クトへの助成となる。2 億ユーロの助成予算を付されている大型総合共同プロジェク

トによって実施される研究トピックスは、次のようになる。ナノテク関連のトピック

スには影をつけておく。 
 
大型総合共同プロジェクトによって実施される研究トピックス 

 
活動／領域 公募トピックス 
ナノ技術と融合技術  

NMP-2007-1.2-1 ラボにおけるナノテク・ベースのプロセスを研究開発し利用規模

を拡大するためのパイロットライン 
ヘルス、安全、環境へのインパクト 

NMP-2007-1.3-1 利用しやすく携帯可能なナノテク専用測定分析デバイス 
材料におけるナノスケールの複雑性の掌握 

NMP-2007-2.1-1 ナノ構造ポリマー・マトリクス・コンポジット 
オーダーメードの特性を持った知識ベースのスマート材料 
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NMP-2007-2.2-1 エレクトロニクスとフォトニクス用有機材料 
新しいバイオ材料とバイオ発想材料 

NMP-2007-2.3-1 繊維エンジニアリング用管発生制御バイオ反応多孔骨格(Highly 
porous bioactive scaffolds controlling angiogenesis for tissue engineering) 

知識ベース材料の高性能開発用エンジニアリング活用 

NMP-2007-2.5-1 極限条件と環境用のオーダーメード新材料 
新しい産業モデルの開発と実証 

NMP-2007-3.1-1 スリムな製造を超えて－製品と生産手法のライフサイクルのため

の新しい産業モデル 
NMP-2007-3.1-3 産業システムにおける総合的リスク管理 
技術融合の開拓活用 

NMP-2007-3.5-1 3D ナノ表面の高品質工業生産用プロセスと設備 
NMP-2007-3.5-2 マイクロ製造のための生産技術と設備 
産業アプリケーション用の諸技術の統合 

NMP-2007-4.0-1 木材ベースの先進的コンポジットとその生産 
NMP-2007-4.0-3 未来の自動車用多機能材料 
NMP-2007-4.0-4 欧州医療産業における大きな技術革新：インビボ診断と治療用の

ナ ノ テ ク ・ ベ ー ス ・ シ ス テ ム の 開 発 （ HELTH-2007-2.4.1-7 と

HELTH-2007-1.2-3 とのコーディネートにより） 
NMP-2007-4.0-5 効率的な資源利用と環境建築 
 
( 出典：Work Programme 2007, Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and 

New Production Technologies ) 
 
このように 2 億ユーロを配された 14 の研究トピックスのうち 8 つがナノテク関連

のものになっている。 
 
中小型共同プロジェクトによって実施される研究トピックス 

 
活動／領域 公募トピックス 
ナノ技術と融合技術 

NMP-2007-1.1-1 バイオ/非バイオ間のナノスケールの相互作用 
NMP-2007-1.1-2 自己組成と自己組織 
ヘルス、安全、環境へのインパクト 

NMP-2007-1.3-2 人造ナノ粒子の健康と環境に対する影響 
材料におけるナノスケールの複雑性の掌握 

NMP-2007-2.1-2 ナノ構造コーティングと薄膜 
オーダーメードの特性を持った知識ベースのスマート材料 

NMP-2007-2.2-2 オーダーメードの磁気特性を持ったナノ構造材料 
NMP-2007-2.2-3 エネルギー変換用先進的建築材料 
化学技術と材料プロセスにおける進歩 

NMP-2007-2.4-2 オーダーメードの表面機能を持ったナノ構造触媒 
NMP-2007-2.4-3 機能的包装用再生可能材料 
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知識ベース材料の高性能開発用エンジニアリング活用 

NMP-2007-2.5-2 作業条件下での材料プロセスにおけるマイクロ構造変化のモデル化 
適応力のある生産システム 

NMP-2007-3.2-1 迅速にコンフィギュレートできる機械と生産システム 
NMP-2007-3.2-2 化学品生産におけるプロセス集約 
ネットワーク化された生産  

NMP-2007-3.3-1 グローバルな環境における顧客志向の製品－サービス・デザイン 
製造プロセスのデザインと運用における新技術の迅速な移転統合 

NMP-2007-3.4-2 技術革新的合成への道－スマートな合成・デザインと反応段階数

の削減による効率性の改善 
 
( 出典：Work Programme 2007, Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and New 
Production Technologies ) 
 
1 億 500 万ユーロを配されている中小型共同プロジェクトにおける研究トピック

ス 13 のうち 8 つがナノテク関連のものである。 
 
中小企業の研究開発支援のためのプロジェクトに対しては、4400 万ユーロの予算が

配され、六つの研究トピックスが指定されている。それらの大部分は新しい技術の生

産プロセスへの統合や生産プロセスやシステムの適応性強化を目指すもので、ナノテ

ク関連の研究トピックスは、「ナノ技術のための設備とメソッド」だけである。 
 
 
コーディネートと政策支援活動におけるトピックス 
 
活動／領域 公募トピックス 
ナノ科学と融合科学 

NMP-2007-1.1-3 フレームワーク計画協力国のナノテク研究者支援とナノ科学・ナノ

技術分野の科学技術発表に関するフリーでオープンな電子アーカイブの創設 
NMP-2007-1.1-4 リスク評価と観測所設置を含む、ナノ科学・ナノ技術に関する科

学技術及び社会経済的なデータや調査の収集・作成・メソドロジーの開発自

己組成と自己組織 
ナノ技術と融合技術 

NMP-2007-1.2-3 ナノ医療の倫理、法規制、社会経済環境に関する分析 
NMP-2007-1.2-4 ナノ計量学におけるコーディネート 
NMP-2007-1.2-5 ナノ技術におけるキャパシティビルディングの検討 
ヘルス、安全、環境へのインパクト 

NMP-2007-1.3-3 人造ナノ粒子の健康、安全、環境に対するインパクトに関するデ

ータや研究調査の科学レビュー 
NMP-2007-1.3-4 人造ナノ粒子の健康、安全、環境に対するインパクトに関する批

判的分析付きのデータベースの創設 
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NMP-2007-1.3-5 人造ナノ粒子とナノテク・ベースの材料・製品の健康、安全、環

境に対するインパクトに関する調査研究のコーディネート 
材料におけるナノスケールの複雑性の掌握 

NMP-2007-2.1-3 ナノ構造材料の特性決定 
 
( 出典：Work Programme 2007, Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and New 
Production Technologies ) 
 
コーディネートと政策支援活動には、活動の性格上 1500 万ユーロと小規模の予算

が充てられているが、活動内容はすべてナノテク関連である。ナノテクに関しては、

研究開発と同時に、政策上の課題が大きくなっている。 
 
以上の第一回公募の研究トピックスに対しては全体で、3 億 6000 万ユーロほどの

予算が見込まれているのはすでに見たとおりである。ワークプログラムはさらに、こ

れは 2007 年の予算であり、2008 年分の予算が第一回公募のプロジェクトに関して追

加されるとしている。現時点では次回のプロジェクト公募に関するスケジュールは一

切示されておらず、数億ユーロ規模の 2008 年予算のうち、どの程度が現在進行中の

第一回公募分に回されるかは不明である。 
 
■ 今後の活動に予定される研究トピックス 
 
優先テーマによっては、第一回公募のワークプログラムにおいて、次回の公募スケ

ジュールを明記しているものもあるが、優先テーマ「ナノ科学・ナノ技術、材料、新

しい生産技術」の今後の公募スケジュールは不明である。しかし、今後の公募におい

て予想される研究トピックスが、優先テーマを構成するテーマ別にリスト・アップさ

れている。優先テーマ「ナノ科学・ナノ技術、材料、新しい生産技術」の構成の確認

もかね、リスト・アップされたトピックスから、ナノテク関連のものを以下に示す。

なお提示されたトピックスは、今後の公募に予定されるもので、次回公募のものとは

限らない。 
 
● ナノ科学・ナノ技術 
 
ナノ科学と科学の融合  
・ 細胞の働きの理解 
・ ナノスケールでの科学の融合 
・ 自然の模倣 
・ ナノスケール・モーターとマシン 
・ 味覚と栄養分の消化を司るメカニズムに関するより深い理解 
・ ナノテク産業用の人材資源の資格付け 
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・ リスク評価を含むナノ科学・ナノ技術に関する科学技術上・社会経済上のデータ

や調査研究のためのメソドロジーの開発、収集・作成 
・ ナノ科学・統合科学に関する倫理、法規制、社会的側面の進展変化 
 
ナノ技術と技術の融合  
・ ナノバイオ・ベースの新しいプロセス 
・ 高価製品保護のためのコスト効率的なナノテク・ベースのソリューションの開発

－フレームワーク計画協力参加国との協力プロジェクト 
・ 社会における科学テーマとの合同プロジェクト公募 
・ ナノテク研究とそれが社会にもたらすものについてのステークホルダーと市民と

の間の討論活発化と的を絞ったコミュニケーション戦略の構築 
・ EuroNanoTruck の欧州循環と情報通知の実現 
・ 受容可能なナノ科学とナノ技術に関する市民会議 
・ ナノバイオ技術におけるコーディネート 
・ 清浄な水のための融合技術 
 
健康、安全、環境へのインパクト  
・ 研究プロジェクト（おそらく域外国との協力プロジェクト） 
・ ナノ粒子とナノテク・ベースの材料や製品の健康と環境へのインパクト 
・ 環境サンプル、環境種被爆、データ作成のための測定設備を含む、ナノ材料のラ

イフサイクルを通じての被爆情報 
・ 新しい化学物に関する入手可能なデータに対する批判的調査 
・ リスク評価手法と戦略の更新 
・ 物理―化学的特性、損害情報、テスト手法の開発 
 
● 材料 
優先テーマ「ナノ科学・ナノ技術、材料、新しい生産技術」では、「ナノ科学・ナノ

技術」の他、「材料」、「新しい生産技術」、「統合技術」の三つのテーマが設けられてい

る。これらのテーマにおいて、明らかにナノテク関連の研究トピックスと分かる「ナ

ノ」を冠したトピックスを抜きだすと次のようになる。 
 
・ ナノ構造メンブラン材料 
・ ナノ構造材料のプロセスと製造規模の拡大 
・ ナノ構造のメタ材料 
 
● 新しい生産技術 
 
・ 表面への機能付与とナノレイヤー化によるナノ表面の製造 
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● 統合技術 
 
・マイクロ－ナノ製造技術システムとプラットフォーム技術 

 
これらのほか、ナノ医療、ナノエレクトロニクス、エネルギー用ナノ技術／融合技

術、安全アプリケーション用ナノ技術／融合技術、農業水産用ナノ技術の領域で、次

のトピックスが予定されている。 
 
● ナノ医療 
 
・ ナノテク・ベースの機能性インビボ映像技術の新しい工業開発に対する支援 
・ 特定の伝染病のインビトロ診断用工業技術とシステムにおけるイノベーション

（おそらくフレームワーク計画協力参加国と） 
・ 糖尿病による条件、もしくは自己免疫に関する条件による炎症と腎炎の治療エー

ジェント投与における産業競争力の支援 
・ ガン治療における産業競争力への支援 
 
● ナノエレクトロニクス 
 
・ナノエレクトロニクスとフォトニクスにおける優先テーマ「情報通信技術」との

合同プロジェクト公募 
 
● エネルギーのためのナノ技術と融合技術 
 
・ CO2 固定のためのナノテク・ベースの解決の開発 
・ 新しい固形燃料もしくは既存燃料への添加剤としてのナノ粒子の利用 
・ アルコールまたは硫化炭素からの直接発電 
 
● 農業水産用のナノ技術 
 
・ 農業水産業支援のためのナノカプセル化技術の開発 
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【ナノテクノロジー特集】 

 
マイクロ／ナノテク製造技術 MINAM の 
ナノテクノロジー・ロードマップ(EU) 

 
NEDO 技術開発機構 ナノテクノロジー・材料技術開発部 

 
マイクロ/ナノテク製造技術に関する欧州テクノロジー・プラットフォームとして、

MINAM(Micro- and Nano-Manufacturing)が設置されようとしている。設置は、2006 
年 9 月のナノテク製造関連の欧州事業者の会合において、ナノテク製造に関する欧州

テクノロジー・プラットフォームの設置の必要性に関する合意に基づいている。この

方向で MINAM は今後、ビジョン・レポート、戦略的研究行動計画、行動計画の実施

プランを作成する予定である。ただし MINAM のステータスは複雑で現在は、製造技

術分野の欧州テクノロジー・プラットフォームとして、2004 年 12 月に設置された

MANUFUTURE の作業班の一つとなっている。MANUFUTURE は、プラットフォ

ームの会長と事務局をダイムラー・クライスラーが担当しているように、同社を中心

にしたテクノロジー・プラットフォームであるが、セクター別・テーマ別に作業班を

設置して、製造技術全般をカバーする活動を行なっている。MINAM は現在、この作

業班の一つとして位置付けられている。 
 
しかし MINAM は予定される活動から、MANUFUTURE の一部というより、それ自

体で独自のテクノロジー・プラットフォームとみなせる。現在 MANUFUTURE の下部

組織のかたちをとっているのは、MINAM の設置の基となったナノテク製造技術に関す

るロードマップの作成作業を、MANUFUTURE の中核メンバーであるドイツ機械工学

連盟 VDMA とフラウンホッファー生産工学・自動化研究所が担当したためである。この

ロードマップは欧州委員会のイニシアティブにより、第六次フレームワーク計画の下の二

つのプロジェクトを介して実施された。ロードマップ作成のために、欧州内の関連事業者

へのアンケート調査が実施され、これがきっかけとなりナノ材料・メーカーや設備メーカ

ー、研究開発機関などのネットワークが生まれ、2006 年 9 月の会合につながった。

MINAM の組織構造は現在、全体としては MANUFUTURE の作業班の一つであり、そ

れ自体としては意思決定組織に事業者管理グループ（事業者代表のステークホルダー）を

もち、その決定を実施する運用支援グループがその下に置かれている。前者の事務局は

VDMA、後者の事務局はフラウンホッファー生産工学・自動化研究所が担当している。 
 
■ MINAM のナノ製造技術ロードマップ 

 
MINAM のナノ製造技術ロードマップは、欧州のナノテク関連の活動者に対し実施

された詳細なアンケート調査に基づいている。回答されたアンケート数は 100 ほどで、
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そのうち企業が 39% 、研究開発組織 53%、その他が 8%となっている。回答企業数は

実数で 39 前後であり、欧州全体からみると多くはない。回答者の国別の分布は、ド

イツ 27%、イタリア 11%、フランス 8%、ベルギー7%、イギリス 7%、チェコ 6%、ス

ペイン 5%、オランダ 5%・・・となっており、ナノテク関連の実際の活動状況に比べ

フランスやイギリスからの回答が少ない。 
 
回答を寄せた活動組織が関わるアプリケーションがどのような事業セクターに属す

るかについては、次のような分布となっている。 
 
関連セクター（複数回答における実数） 

製造業 53 
自動車 24 

情報技術 23 
バイオ 20 

健康医療 16 
エネルギー 16 

宇宙 14 
環境技術 13 
その他 25 

出典：Roadmap, NanoManufacturing 
 
以下には、ロードマップの概要を見た後、製造技術別の状況をまとめる。 後にロ

ードマップが今後の研究開発に対する勧告をみる。 
 
● 概 要 

 
ナノ材料の生産加工技術のうち注目されるものとしては以下がある。 
 
・ 実用化されている製造処理技術：ナノ材料の製造や処理のためにすでに利用さ

れている技術としては、固体相手法と PVD 法が挙げられる。 
・ 応用研究中の技術：今後 5―6 年後に実用化が目指されるもののうち、特に注

目されているのはゾル―ゲル法、先端 PVD 法、プラズマ合成、レーザー焼結

法がある。 
・ 基礎研究段階：基礎研究段階での技術でＣ重視されているのは、自己組成と

in-situ 合成である。 
 

生産加工における自動化、品質、信頼性、コストなどの側面は今後重要になるが、

ナノ粒子の生産、機能付与、バルク材料への統合においては、経済性に関するもの

と自動化が特に重要である。これに対しナノ構造化、コーティング、表面機能付与、
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ナノレイヤーなどにおいては、品質、測定設備、洗浄手法が重要になる。 
 
ナノ製造を必要とする市場としては特に、エレクトロニクス、エネルギー、航空宇

宙、自動車、生命科学／医療が挙げられる。 
 
● 技術別の現状 

 
ロードマップはアンケートの結果を、ナノ生産加工技術をナノ粒子の生産、ナノ機

能付与、ナノコンポジットの統合、ナノ表面の作成という川上からの順に分類したう

え、活動の現状と今後の課題として整理している。 
 
そこから技術系列ごとの活動組織別の数と、生産手法ごとの成熟度などを大まかに

まとめると次のようになる。 
 
ナノ粒子生産技術 

 
ナノ粒子の生産技術に関わる組織数 

企業 17 
研究開発組織 34 

その他 9 
合計 60 

出典：Roadmap, NanoManufacturing より作成 
 

生産手法別の組織数 
化学手法 14 
ガス手法 14 
蒸気手法 7 
固相手法 12 

新しい手法 13 
合計 60 

出典：Roadmap, NanoManufacturing より作成 
 
手法別の活動組織数 

 
手法別の活動組織数 

 
 化学手法 ガス手法 蒸気手法 固相手法 新手法 

企業 5 4 1 4 3 
研究開発組織 9 7 4 7 7 

その他 0 1 2 1 3 
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合計 14 12 7 12 13 
出典：Roadmap, NanoManufacturing より作成 

 
・ 化学手法：三つの化学手法、ゾル―ゲル法、コロイド法、ハイドロサーマル

法のうち、ゾル―ゲル法への取組みが も進んでおり、企業が 4 社、研究開

発組織 7 が活動を行なっている。ゾル―ゲル法は 2011 年にはパイロットラ

イン置が見込まれている。 
・ 蒸気手法：プラズマ蒸気装着法が唯一の手法であるが、開発は進んでおり、

多くの組織が PVD に関する活動を行なっていると予想されていたが、7 組
織のみが取り扱っているアンケート結果になった。2009―2010 年にパイロ

ットライン階に達すると見られている。 
・ 固相手法：ミリング、メカニカル・アロイング、メカノケミカル・アロイン

グ、グライディングの四つの処理法のうち、ミリングとメカニカル・アロイ

ングの開発が進んでおり、2010 年にはいずれもパイロットライン設置の予定

である。メカニカル・アロイングについては 2013 年には生産ラインが見込

まれている。 
・ ガス相手法：プラズマ合成、熱分解、レーザー溶発の三手法があるが、プラズ

マ合成がもっとも有望と見られている。プラズマ合成は五つの企業で取り組ま

れており、2007 年で応用研究とパイロットライン中間にあり、2009―2010 年
にはパイロットライン 2013 年には生産ラインの設置が見込まれている。 

・ 新しい手法：自己組成法と電子装着法とがあるが、研究開発組織における自

己組成法への取組みが多い。2007 年には基礎と応用研究の間にあり、2013 年
にパイロットライン段階に達するペースで開発が見込まれている。 

 
ナノ機能付与技術 
 
機能付与技術としては、コーティングと化学修正の二つがある。 
 
機能付与技術別の活動組織数 

 
 コーティング 化学修正 

企業 4 4 
研究開発組織 11 5 

その他 2 2 
合計 17 11 

出典：Roadmap, NanoManufacturing より作成 
 
コーティング：ゾル―ゲル法、有機合成法、MW-RF プラズマ法、ソノケミトリー

の四つの手法があるが、ゾル―ゲル法への取組みがもっとも大きく進んでいる。開発



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1009,  2007.10.17 
 

 25

レベルは 2007 年に応用研究段階であるが、2010 年にはパイロットライン設置が見込

まれている。 
 
化学的適正化：in-situ 合成法とグラフティング法があるが、前者に対する取組みが

大きく、企業 6 社、研究開発組織 5 つが取り組んでいる。In-situ 合成法は 2010 年
にはパイロットライン 2013 年にはほとんど生産ライン段階にまで開発が進むと見込

まれている。 
 
バルク材料への統合技術 
 
バルク材料への統合技術としては湿式生産法、気相法、統合法、整形法の四つに関

する活動がある。 
 
技術手法別の活動組織数 
 
 湿式生産法 気相法 統合法 整形法 

企業 1 1 2 2 
研究開発組織 8 4 10 10 

その他 1 0 0 0 
合計 10 5 12 12 

出典：Roadmap, NanoManufacturing より作成 
 
湿式生産法：ゾルーゲル法、溶解結合法、湿式混合法の三つがあるが、いずれに

おいても企業における取組みが少ない。この三つのうち、ゾルーゲル法と溶解

結合法が 2013 年にパイロットライン置の段階が見込まれる。 
 
気相法：プラズマ・スプレイ法だけが行なわれているが、2010 年に応用研究を終え

てパイロットライン向かうレベルの開発段階であり、大きな取組みではない 
 
統合法：焼結、レーザー焼結、HIPing、スパーク・プラズマ焼結の四つの手法が

開発されているが、いずれも研究開発組織における取組みが中心である。しか

し開発段階は進んであり、2010 年には焼結法によるパイロットライン期待さ

れる他、2013 年には四つすべてがパイロットライン階をクリアし、焼結法は

生産段階に近づく。 
 
整形法：形状整形技術も開発活動の大半は研究開発組織で行なわれ、企業が実施

しているものは少ない。しかし開発は進んでおり、特にネット・シェイピング

は 2010 年にパイロットライン階に達し、2013 年には事業化に近い段階にあ

ると見込まれている。 
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ナノ表面加工技術 
 
ナノ表面加工技術としては、位相構造化技術やコーティングと、機能付与やナノ層

付加の二種に大別される手法に関する活動がある。 
 
位相構造化技術とコーティングに関する活動組織数 

 
 位相構造化 コーティング

企業 7 5 
研究開発組織 16 9 

その他 1 1 
合計 24 15 

出典：Roadmap, NanoManufacturing より作成 

 
このうち位相構造化では、リソグラフィ、自己組成、インプリント、マイクロコン

タクト・プリント、Fs レーザー整形の五つの手法が開発されている。もっとも開発が

進んでいるのは、五つの企業と 8 つの研究開発組織が取り組んでいるリトグラフィ・

エッチング法で、2007 年にすでにパイロットラインに近い段階にあり、2012 年には

事業化が見込まれている。このほか、インプリント、マイクロコンタクト・プリント、

Fs レーザー整形の三つも 2010 年にはパイロットラインかそれに近い段階にあり、

2013 年には事業化が見込まれている。自己組成法は、技術的に も期待され、多くの

研究開発組織が取り組んでいるが、2007 年に基礎研究レベルであり、2013 年にパイ

ロットラインに近づくとみられている。 
 
コーティング技術では、レーザー・ベース、熱スプレイ、冷却スプレイの三種が開

発されている。このうちレーザー・ベースと熱スプレイによるものは、企業と研究開

発がともに 4 組織ずつ取り組んでおり、開発は進んでいる。2010 年にはパイロット

ラインが設置され、2013 年にはともに生産ライン段階にあるとみられている。 
 
機能付加／ナノ層付与技術としては、薄膜技術と表面適正化技術に大別され、前者

に関して 22 組織、後者に関して 13 組織が取り組んでいる。 
 
薄膜技術と表面適正化技術に関する活動組織数 

 
 

薄膜技術 表面適正化技術

企業 6 5 
研究開発組織 14 9 

その他 2 1 
合計 22 15 

出典：Roadmap, NanoManufacturing より作成 
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薄膜技術は、スピン・コーティング・スプレイ、スパッター装着、原子レイヤー装

着、インクジェット・ピエゾ・プリント、電子プレート装着、PVD、プラズマ CVD と
7 つの手法が開発されている。いずれも 2013 年時点で事業化が見込まれているよう

に、開発が進んでいるが、特にスピン・コーティング・スプレイ法は、取り組む企業

数 7 と多く、2008 年にはパイロットライン期待されている。 
 
表面適正化技術では、洗浄法と大気圧プラズマが取り組まれている。大気圧プラズ

マは 2007 年でパイロットライン近く、2013 年には事業化が確実視されている。洗浄

法もそれよりは遅れているものの、やはり 2013 年には事業化が見込まれている。 
 
● 勧告と結論 

 
個別技術の現状と 2013 年までの開発の見通しを示した後ロードマップは、ナノ生

産技術を大きく、ナノ材料の生産技術とナノ表面加工にわけ、第一に 2013 年までの

大まかな道のりと課題とを提示している。次に今後三年間の課題を細かく説明してい

る。これらのうち特に今後三年間の課題は、第七次フレームワーク計画における第一

回プロジェクト公募（2006 年 12 月 22 日開始）における研究トピックスの選択を意

識したものである。 
 
2013 年までの道のり提示は、2006 年の現状記述と 2013 年のビジョンを示したう

え、両者を結ぶための大まかな課題の説明として行なわれている。 
 
ナノ材料の製造技術 

 
2006 年の現状 

・ 化学大手による大量製品の生産 
・ 中小企業による専用材料の生産欠如 
・ 設備開発用企業の欠如 
・ ナノ粒子の連続生産用のプロセスとしては一つだけが知られている（HPMN 反応炉） 
・ 材料開発から最終製品にいたる生産チェーンにおいて閉鎖プロセスの欠如 
・ 再生産性、凝集、サイズ分布における課題 
・ 小さな生産量プロセスと大きな廃棄物の量 
出典：Roadmap, NanoManufacturing 
 
 

2013 年のビジョン 
・ 教育―欧州ナノ製造者 
・ 標準化された制御システムとパラメータの作動 
・ 輸送におけるロスを持たない材料から生産までの連続プロセス 
・ 生産パラメータ用専門家データベース 
・ 粒子の安全な輸送用設備 
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・ 粒子生産用高エネルギープロセス用メソッド 
・ 連続高圧プロセス 
・ 標準化された生産システムの決定 
・ 評価された生産用材料とプロセス用基礎デザインの実施 
出典：Roadmap, NanoManufacturing 
 
2013 年のビジョンに達するまでの大まかな課題は、ナノ粒子の生産・機能付与とバ

ルク材料への統合とにわけ、次のように示されている。 
 
ナノ粒子の生産・機能付与 
 
・ 第 1 年（2007）：経済的生産と自動化：生産量、作業実施の容易さ、低コストの

材料：スケール・アップ、再生産性、信頼性 
・ 第 3 年（2009）：生産環境：健康治療、安全なハンドリング、容易なハンドリン

グ、環境への影響 
・ 第 5 年（2011）：品質：低コストのツール、シミュレーション・モデル、オンラ

イン制御、使用の簡便さ 
・ 第 7 年（2013）：自動化：スケール・アップ、再生産性、信頼性 

 
・ 対象となる市場セクター：エレクトロニクス、自動車、航空宇宙、エネルギー 
 
材料への統合 
 
・ 第 2 年（2008）：経済的な生産と自動化：生産量、作業実施の容易さ、低コス

トの材料：再生産性、スケール・アップ 
・ 第 4 年（2010）：生産環境：容易なハンドリング、安全なハンドリング、健康

治療、環境への影響 
・ 第 6 年（2012）：自動化：再生産性、スケール・アップ 
・ 第 7 年（2013）：品質：オンライン制御、使用の簡便さ 
 

・ 市場セクター：エネルギー、自動車、航空宇宙、エネルギー、大衆消費品、生

命科学、環境 
 

ナノ表面加工技術 
 

2006 年の現状 
・ ラボ規模の量のプロセス技術 
・ 10nm からサブミクロン・レベルの構造が利用可能 
・ 技術的な成熟度は装着／構造化プロセス部分(プラズマ対自己組成)の成熟度による 
・ 大量生産用アプリケーションへの統合・技術移転の不十分 
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・ 構造と機能の関係を予知するための理論／シミュレーション・ツールの欠如 
・ 付着メカニズムの解明の欠如 
・ 複雑な三次元体のヘテロなコーティングの困難 

出典：Roadmap, NanoManufacturing 
 

2013 年のビジョン 
・ より高い質（頑丈さ、制御された形状／サイズ、幅のある作業域 long range order）
・ よりよい性能（機能性の最適化） 
・ より大きな柔軟性（自己組成、トップダウンとボトムアップの組み合わせ、 

ロボット工学との組み合わせ） 
・ プロセス統合の進展 
・ スループットの改善（自己組成、レプリケーション） 
・ 大きな生産量 
・ より小さな構造とよりスマートな表面 
・ メソドロジーと計量設備を含む品質検査 
・ 表面システム（サブストレート、レイヤー、サーフェース） 

出典：Roadmap, NanoManufacturing 
 
 
ナノ構造化とコーティング  
 
・ 第 1 年（2007）：品質：オンライン制御。低コストのツール 
・ 第 5 年（2011）：自動化と経済的な生産：再生産性、信頼性、スケール・アップ、

生産量、使用の簡便さ 
・ 対象となる市場セクター：エレクトロニクス、生命科学、自動車、航空宇宙、 
 
 
表面機能付与とナノレイヤー  
 
・ 第 3 年（2009）：品質：オンライン制御、低コストのツール 
・ 第 7 年（2013）：自動化と経済的な生産：再生産性、信頼性、スケール・アップ、

低コストの材料、生産量 
・ 対象となる市場セクター：エレクトロニクス、自動車、生命科学、自動車、航空

宇宙、エネルギー、生命科学、消費品 
 
来る 1―3 年の詳細な課題 
 
ナノ材料の製造技術 

第 1 年：ナノ粒子の経済的かつ自動化された工業生産と機能付与のための 
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プロセス技術と設備 
 
I ナノ粒子生産と機能付与 
 
・ ナノ粒子の生産用プロセス技術： 

① コロイド化学、ゾルーゲル、ハイドロサーマル化学手法、グリーン化学 
② プラズマ合成、PVD、熱分解 
③ ミリングとメカニカル・アロイング 

 
・ ナノ粒子の機能付与 
① In-situ 合成、グラフティング、ゾル―ゲル、MW-RF プラズマ 

 
II 経済的な生産 
 
基本的な課題は生産量と自動化と見られている。 
 
・ 大きな生産量、容易な実施と低コスト材料 
・ 自動化：スケール・アップ、再生産性、信頼性 
 
ナノコンポジットやバルク材料に統合されてナノ材料を作り出すための、ベースと

なるのがナノ粒子の生産であるが、そのためのプロセス技術と設備の開発が必要とな

る。さらに特別の機能を持たせるためのナノ粒子は、ベースとなる材料としてコーテ

ィングされ新しい表面機能をもたらすこともできる。 
 
これらのナノ粒子のコスト効率的かつ大量の工業生産を可能にするプロセス技術の

開発において鍵となるのは以下の要因といわれている。 
 
・ 輸送に伴うロスが生じないように材料から生産にいたるまで連続したプロセス 
・ 生産パラメータ用の専門的なデータベース 
・ ナノ粒子の安全や運送設備 
・ 標準化された制御システムとパラメータ 
 
これらをエネルギー・セクターや交通輸送セクターでエネルギー消費節約に効果の

あるナノ粉末の生産を例にして、以下が指摘されている。 
 
効率的な回収：大量のナノ粉末の効率的かつ安全な回収 
 
現時点でもっとも効率的な生産回収手法は、バッチによる生産プロセスであるが、
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これを工業生産用に連続プロセスにする必要がある。単位表面積が大きいことが、ナ

ノ粉末に固有の特性であるため、凝縮密度を大きくすることはできない。生産規模を

kg/時間の重量単位で考える場合、これに対応する分量単位（／時間）に留意しつつ管

理するする必要がある。この問題は溶媒の中でナノ粉末を回収する場合も同じである。 
 
生産ラインの終わりにおいて、ナノ粉末は安全な仕方で貯蔵され、汚染の可能性や

ナノ材料に固有の特性にダメージを与える混合などを回避する必要がある。 
 
全体的な目標は、生産過程のすべてを通じてナノ粒子の放出やロスをゼロにするこ

とにある。 
 
提案される研究成果として要請されるのは、ナノ材料が工業生産規模において、ど

のようにして必要な量を適切なコストで提供できるかを実証することである。プロセ

スの規模拡大と再生産性と信頼性の改善は自動化を通じて実現される。 
 
自動化、容易な生産、安全なハンドリングが必要となる。生産用のシミュレーショ

ンが有効であり、これを通じて、既存の技術や設備の統合の可能性を評価できる。自

動化、安全なハンドリング、オンライン制御の重要性から、材料からバルクへの統合

にいたる全体的な生産アプローチが必要になっている。 
 

第 2 年：バルク・ナノ材料への経済的かつ自動化された工業生産用のプロセス技術と設備 
 

終ユーザーとの関係がもっとも強いバルク・ナノ材料の製造技術に焦点をあてる。

プロセス技術のスケール・アップ、生産量の大きい設備、使いやすさ、高い再生産性

が必要となる。 
 
技術手法としては、ゾル―ゲル、融解結合、燒結、レーザー燒結、HIPing、スパーク・プ

ラズマ燒結、完成品へのネット・シェイピング、ニア・ネット・シェーピングなどがある。 
 
提案される研究の成果としては、バルク・ナノ材料が、工業規模で、大きな生産量

により、利用しやすさ、低コスト材料、再生産性、スケール・アップなどから求めら

れる量だけ適切な価格で提供されうることを示すことが求められる。 
 

第 3 年：ナノ粒子生産と機能付与のための生産環境 
 
研究開発は生産環境に焦点をあて特に、健康治療、安全なハンドリング、容易なハ

ンドリング、環境への影響効果、安全なハンドリングとナノ粒子の輸送、総合的な品

質制御手法などが対象となる。 
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研究開発成果としては、完全に標準化されたナノ物質を完全に標準化したうえ、生

産プロセスの安全のため、制御と品質システムを伴った柔軟な生産技術による、「使用

が容易な」プロセスの提供が求められる。 
 
プロセス技術としては、ゾル―ゲル手法、コロイド化学、ハイドロサーマル化学手

法、PVD、PE-CVD、プラズマ合成、熱分解、自己組成、電子装着、ミリング、メカ

ニカル・アロインング、メカノケミカル生産、ナノ粒子の機能付与などが対象となる。 
 
ナノ表面加工技術 
 

第 1 年：質の高いナノ構造化とコーティング用のプロセス技術と設備 
 
ナノスケールの薄膜のコーティングやナノサイズの孔、柱、段差の表面を行うこと

で、触媒、磁気、電子、光学、抗菌性など様々な専用機能を付与する技術は、大部分

の領域で基礎研究段階を終え応用研究に、さらには材料科学、光学、マイクロエレク

トロニクス、発電技術、センサ・システム、バイオ工学などの新しい領域では基盤技

術となりつつある。当面の課題は、生産プロセスの改善や簡便化により、ナノ表面の

質を高め、生産コストを引き下げることとなる。再生産性、サイズ・かたち・均質性

のコントロール、作られたナノ構造の堅牢性のすべてが、生産プロセスの評価におけ

るパラメータとなる。 
 
単位処理能力、生産量とコスト効率を制御しつつスケール・アップすることが目標で

あり、産業的にもっとも優先度が高い分野でのナノ表面加工技術と設備が開発される。

第一回公募における焦点は、ナノ構造を与えるプロセス技術における品質／信頼性であ

り、この確保のため計量設備の開発と組み合わせられた研究開発がみこまれる。高い質

と信頼性の実現には、全体としてシステムの清潔さが必要となり、空気洗浄、体系的な

材料設計、生産設備の構想デザイン、汚染コントロール、品質保証などが総合的に考慮

されなければならない。開発項目や中心的課題は以下のように整理される。 
 
高い質のプロセス技術と設備 
 
・ 表面機能の 適化と性能改善のためのナノ構造表面の堅牢性強化 
・ かたち／サイズの制御とナノ構造表面の均質性の改善 
・ 単位処理能力の増加 
・ ナノサイズ特性による製品生産用の全体的な清浄システム 
・ プロセス手法としては、レーザー・ベース・コーティング、熱スプレイ、PVD、

PE-CVD、ポリマー自己組成、ゾル―ゲル組織化、リソグラフィとエッチング、
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モールディングとインプリントなど 
 
高品質のための計量設備 
 
・ 表面特性の決定用設備と手法 
・ プロセスの再生産性と信頼性と生産量アップのためのオンライン制御とオンライ

ン制御システム 
・ 解像度の向上 
・ 構造の均質性のコントロール 
 
研究開発成果としては、質を改善したうえ、性能を改善したり新しい性能を提示し、

生産規模を拡大する一方で、オンライン制御や自動化機能を統合し、大量生産に適し

たデモンストレータの実現が求められる。これらは全体として、ナノコンポーネント

用の製造システムへの統合に寄与する。 
 

第 3 年：質の高いナノ構造化とコーティング用のプロセス技術と設備 
 
表面機能付与のために、新しいコーティング技術の開発が中心となる。このために

は薄膜形成メカニズムと形成される薄膜の特性に関するより深い理解が必要になる。

また薄膜特性のオーダーメード化や化学的な機能制御も取り組まれる。 
 
対象プロセス手法：自己組成、大気圧プラズマ、洗浄手法、スピン&スプレー・コ

ーティング、スパッター装着、電子プレート装着、PVD、PE-CVD、低コストのツー

ルと手法による生産ラインに組み込まれた特性決定と品質コントロール 
 
求められる成果：ナノ表面が高い質を確保されつつ加工製造されることの明確な提示 
 
 
参考： 
Roadmap NanoManufacturing, http://www.nanomanufacturing.eu/roadmap.php 
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【ナノテクノロジー特集】 

 
欧州のナノテクノロジー倫理安全関連の動向（EU） 

－「科学・新技術における倫理グループ EGE」の答申－ 
 

NEDO 技術開発機構  ナノテクノロジー・材料技術開発部 

 
倫理安全関連の動きとしては、欧州委員会の科学技術に関する倫理諮問委員会がナ

ノ医療に対する答申を発表した。答申はナノ医療に限られないナノテク全般の安全性

に言及している。 
 
欧州委員会諮問委員会「科学・新技術における倫理グループ EGE」の答申 
 
科学や新技術の利用に伴う倫理的な問題に関し欧州委員会に意見を述べる諮問機関

EGE は、2005 年 11 月のバローゾ欧州委員会委員長の要請を受け、ナノ医療が提示

しうる倫理的な問題に関する答申書を 2007 年 1 月下旬に発表した。 
 
■ 基調 
 
この種の多くの答申のように勧告事項を箇条書きにした書き方は避けられ、答申説

明部分において、グループは提案するなどの仕方で表現されているため、答申内容は

説明から項目を抜き出さないとはっきりしない。全体としては第一に、倫理的側面よ

りも安全性の問題が重視されたうえ、ナノ医療に限定されないナノテク全体に関する

安全性の問題が検討されているテンが注目される。法規制面では、当面、ナノテク専

用の法規措置の必要はないとしているが、既存の法規措置のコーディネートを通じた

効率運用の必要性とナノ医療関連の知的所有権に言及している。説明から細かな項目

を拾っていくと次のようになる。 
 
■ 答申内容 
 
● 安全性 

 
倫理的な観点からも、ナノ医療、ひいてはナノテク全般に関しても安全性の問題が

重要であるとの立場から、グループはナノ医療製品やデバイスの安全性確保が不可欠

とする。また安全性に関し、確かでない点が残っている場合、科学的知識が欠如して

いる場合には、なにがどのように不足しているかを明白にしたうえ、研究開発に取り

組むことが重要としている。 
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この観点からグループは、メンバー国政府や欧州委員会の管轄当局が、既存の枠組

みにおいて、ナノ医療製品やデバイスについて、ライフサイクルのリスク評価を行っ

たうえ、通常の医療製品と同等の安全性レベルを確保するように提案している。より

具体的には、ナノ材料の毒性スクリーニング（被爆量の決定とナノ構造の特性決定用

ツールを含んだ）のためのコスト効率に優れ信頼できるシステムの開発が も重要で

あるとしている。このためナノ医療の安全性に関する総括的な作業を関連当局が実施

したうえ、それらをメンバー国間、欧州レベルのネットワーク化し、共通標準の作成

に取り組むことを提案している。またこうした取組みにおいて発生しうる事故や予期

しない出来事に対する対応能力を予め準備することを提案している。これはこうした

事故や出来事に関する情報などが、欧州レベルや世界レベルで共有されることをめざ

したもので、より具体的には、研究開発の成果について、全体の成否とは別に、安全

に関する内容は発表を義務づける研究開発契約が提案されている。 
 
● リスク評価 
 
グループは研究開発における実施用資金の獲得競争において、リスクの理解と防止

は優先されないことを理解するという言い方で、ナノテクの安全性に対する研究開発

が不足している現状を指摘したうえ、安全性に関する研究開発が 優先事項とされる

こと、及び、ナノテクによるマイナス効果は遅滞なく公表されることを提案している。

ナノ医療製品やデバイスについては、市場化される以前に、安全性の研究が実施され、

その結果が公表されることが必要とし、欧州委員会に対しこの方向で、既存の法規制

に関し修正の余地がないかのチェックを求めている。 
 
さらにグループは、市場に出回る以前に、いかなるナノテク製品もリスク評価を通

じて安全性を保証されることが重要とし、ナノ化粧品につき、メーカーが行なってい

るリスク評価をチェックする必要がないかを検討する作業など、特別の措置の実施に

つき欧州委員会が考察することを勧告している。 
 
これまで英国の王立科学協会などが、化粧品メーカーに安全テストの公表を呼びか

けていたが、公的な諮問委員会がメーカーの安全テストをチェックする可能性に言及

したのは初めてである。 
 
● 予見的(prospective)なテクノロジー評価 
 
ナノ医療分野でのアプリケーション開発が急速であるため、事後的に安全評価を行

なう事態を避けるため、グループは予見的なテクノロジー評価の実施を提案している。

特にカナダのケベック州のナノテク倫理報告書が提案するように、ナノ医療関連のマ

イナス効果が発生した場合の対応も想定したシナリオの作成を提案している。こうし
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た予見的なテクノロジー評価では、食料・環境、安全（軍事やテロ）、社会経済面での

評価も行なわれる。 
 
この他にグループは、欧州委員会がナノ医療の発展途上国に与える影響評価を行な

うプロジェクトに対し助成することを提案している。 
 
● 法規制分野 
 
法規制分野でグループは、ナノ医療に関する特別な法規措置の必要性はなく、既存

の法規制の適切な運用で倫理的な問題に対応できるとしている。この場合、運用の適

切性の確保が重要になる。またナノ医療関連製品のすべてが、なんらかの法規措置の

対象になっているかのチェックも必要となる。また法規措置の適用において、ナノ医

療製品かナノ医療デバイスかの区別は、製品の作用メカニズムによって判断されるべ

きとしている。 
 
運用の適切性確保のため、グループは特に二点を提案している。第一は、ナノ医療

の特質から複数の法規措置の対象となりうる場合である。この場合、同一の事例に対

し異なる法規判断が可能になり、法規環境が曖昧になる恐れがある。グループはこれ

を防止するため、関連当局はこうした恐れのあるナノ医療アプリケーションにつき、

予め適用される法規を考えておくように提案している。この問題にも関連しグループ

は第二に、メンバー国間の法規運用に不整合が生じないように、メンバー国間の連携

コーディネートのためのネットワーク設置を提案している。 
 
これらの提案の他、法規制面で問題を生じる可能性があるものとしてグループは二

つを指摘している。第一はナノ・ベースの DNA チップ、ナノ・センサ、ナノデバイ

スらにより収集された個人の健康情報の管理。第二は製造責任関連法規の運用である。

特に後者は、ナノ医療の場合、科学的知見の不足に基づく製造責任の可否に関わり、

適用には細心の注意が必要となり、十分にフォロー・モニタリングする必要があると

している。 
 
● 知的所有権 
 
現行の特許システムにおいては治療や外科手法に関する特許権に関し、一定の例外

を認めている。除外の理由は、特許が保証する経済的な利益と、患者が必要とする診

断、治療、研究が特許権により妨げられることなく提供されることとの間のバランス

判断にある。しかし、ナノ医療に利用されるナノ材料の特許は、治療や外科手法に限

定されないため、この判断が難しくなる。ナノ材料に関しては広範な領域にわたる特

許付与により、治療の提供が大きく制限される恐れがある。この観点から、発明イノ
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ベーションに対する適切な報酬と治療の提供可能性とをバランスさせる特許システム

を考察する研究が必要になる。グループは、特許に関するこうしたバランスの問題を、

知識の保護と情報の流布というより広い観点から考察される必要を指摘しながら、世

界における主要な特許システムにおける取り扱いの比較調査も必要としている。 
 
● ナノ医療テストの市場への提供 
 
医師による処方箋なしで利用できる医療テストが、インターネットを中心に、様々な

チャンネルを通じて販売されている。近い将来には、こうしたテストの中にはナノ医療

技術を利用したものも現れると予想される。グループはまず、こうしたテストの科学的

な実効性に懸念を表明し、市場投入以前に、実効性のチェックが必要であるとする。こ

の方向でグループは、消費者に対するダイレクト・マーケティングで販売される医療テ

ストの市場導入に関するモニタリングを行うための政策準備を提案している。 
 
● 情報と合意 
 
研究や治療における患者の合意は、倫理的観点から、もっとも重大な要素の一つで

あるが、ナノ医療の場合、知識の欠如と確実性に欠けることから、適切かつ理解可能

な説明が難しく、患者に署名が求めるための条件項目を満たせない可能性がある。こ

の問題に関してグループは、フレームワーク計画の優先テーマ「ナノテク」において、

「倫理、法規、社会的影響」プログラムの設置を提案し、その枠内で、患者と治療者

間の情報提供と合意取得の方法を改善することを提案している。 
 
● 研究助成と経済全般 
 
ナノ医療に対する公的資金による助成につきグループは、ナノ医療が患者のニーズ

に応えるものであることから、その必要性を認めている。しかしこうした助成による

医療研究の目的は、世界の健康水準の全体的な向上と、公正な分配という文脈でみら

れるべきと指摘する。この観点からは特に、公的資金による研究から生じた特許によ

る民間企業への経済利益については、納税者と企業間のコストと利益の分担問題が生

じる。 
 
これらを背景にグループは、メンバー国レベルや EU レベルで、ナノ医療分野での

公的資金投入法に関し、欧州市民に利益が行き届く方向を求めるイニシアティブがさ

らにおこなわれるよう、提案している。 
 
● 情報通知と市民の信頼 
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グループは、市民の信頼獲得には、ナノ医療の安全性だけでなく、研究開発に対する

助成などにもわたる透明性が も重要とし、以下の四つを提案もしくは勧告している。 
 
・ メンバー国と EU レベルでの、ナノテク利用のリスクと恩恵に関する市民の

意識調査の実施し、その中にナノ医療分野も個別に設置する。 
 
・ 定期的に更新され、市民が情報を得ると同時に質問もできる、ナノ医療と倫

理専用の EU のインターネット・ホームページの設置 
 
・ ナノ医療の現在と近未来の可能性と問題に関する学術討論と市民討論の組織 
 
・ ナノ医療製品に関するラベル制度設置案についてグループは、欧州委員会に

対し、総合的な分析作業による検討を勧告している。 
 
● 「ナノ医療の倫理、法規、社会的影響に関する学際的研究 ELSI」の必要性 
 
グループは答申全体における も具体的な提案として、ナノ医療がもたらす倫理、

法規、社会的影響に関する学際的な研究を実施するためのプログラム設置を提案して

いる。プログラムの実施予算には、フレームワーク計画におけるナノテク関連予算の

3%の充当がいわれ、この種のプログラムとしては大きな規模となる。 
 
科学・新技術における倫理グループ EGE はこの種の提案を、第五次フレームワー

ク計画の生命科学テーマと次のヒューマン・ゲノム・プロジェクトにおいても行なっ

ており、これらでは実施予算の 3%を倫理、法規、社会的影響に関する研究に割いてい

た。ナノ医療に関してもこれと同じ措置が提案されたことになる。 
 
● 人類、人権、ナノテクに関する社会的政治的紛争などに関する倫理的な考察 
 
ナノ医療に関わる技術的な側面からの倫理的な考察以外に、より広範な観点から、

自己、人格などの概念の変化、健康治療の社会的な目的など、ナノ医療の発達から問

い直される個人の責任に関する問題を扱う研究の実施。このためにグループは、第七

次フレームワーク計画のもとで、ナノテク倫理に関する欧州ネットワークを設置する

ことを提案している。 
 
● ナノ医療アプリケーションを含む治験 
 
他の臨床研究と同じくナノ医療も、その治験において、メンバー国や EU レベルの

管轄当局による倫理的観点からの承認を必要としている。EU レベルではナノ医療ア
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プリケーションを含む治験プロジェクトが複数実施されている。グループはこれらの

治験に関する倫理委員会間の意見交換促進のためのイニシチブを提案している。特に

グループは、安全性に関する患者からの合意取り付け手続きに関する情報交換を重視

している。 
 
● 医療と医療外の区別 
 
すでにここ数年間、新しい医療技術における医療用と医療外の区別は問題となって

いた。ナノ医療の発達はさらにこの問題を大きくする。ナノ医療の発達は一方で、治

療目的の利用と強化改善目的の利用の境を曖昧にする。他方、化粧品分野でアレルギ

ー用の製品が使用されるように、治療分野で扱われる症状が医療外分野で扱われる例

も出てくる。グループは、このような困難にもよらず、医療用と医療外の区別の維持

が二つの理由から必要という。第一には、脳活動を神経的に刺激するような利用は、

倫理的な観点から、治療や診断用のみに限定するため。第二には、研究開発助成にお

いて、医療用の研究を医療外の研究より優先するためである。このためにグループは、

ELSI 研究プログラムとナノテクの倫理的側面に関する欧州ネットワークにおけるこ

の問題の検討を提案している。 
 
● 情報の分かち合いとデータベース 
 
ナノ医療の技術、および、倫理、法規、社会的側面に関する情報は、常に収集され

一般に公表されているわけではない。このため欧州レベルで、ナノ粒子の生体内分布

や毒性テストの結果といった科学情報のほか、ナノ医療に関する倫理、法規、社会的

側面の情報をもデータベース化するためのイニシアティブ設置を提案している。 
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【ナノテクノロジー特集】 

 
ドイツ連邦政府のナノ電子技術の研究開発助成プログラム 

 
NEDO 技術開発機構 電子・情報技術開発部 

 
ドイツにおける情報通信部門向けマイクロ電子技術開発に対する連邦政府の支援策

は 2004～2009 年を予定するマイクロ･システム研究開発の総合的な枠組み助成プロ

グラム｢マイクロ･システム｣の一部としても実施中にあるが､プログラムの性格からマ

イクロ電子技術の研究開発に対する具体的な施策にはふれない。これに対して BMBF 
から 2002 年 6 月に公開された｢ナノ電子技術開発の助成構想｣では､半導体チップ微

細化の進行に伴ってテクニカル･ノードが近い将来にはナノ電子技術の領域へ侵入す

るものと予想されるマイクロ電子技術をナノ電子技術と共に対象とし､研究開発支援

策の具体的な戦略について述べるため､本節では本構想のドキュメントを情報源とし

て以下に報告する。 
 
連邦政府が IT 研究開発助成プログラムの重点分野としてナノ電子技術を特に選択

したのは下記する理由から既存技術の進展のみでは対処できない学術的な問題

(Roadblocker)の解決手法を検討した結果である。 
 

・ チップのテクニカル･ノードが 100 nm 以下となれば光学式リソグラフィは限界に

達し､量子回路の限界近くにある微細構造まで生産に利用できるようなポスト光学

式リソグラフィへの需要が生じる。 
・ チップの構造微細化と動作速度の高速化から回路導体向けの新素材､高誘電率また

は低誘電率の新しい絶縁体､シリコン親和性のある複合素材､トランジスタやメモ

リー･セルなどの部品向け新規のアーキテクチャ構想が必要となる。 
・ チップの所要電力を低下させるために動作電圧を引き下げることが可能な筈であり､

また 1 チップ上にアナログとデジタル回路を混載すれば更なる節電の可能性が生

まれる。 
・ 総合的な性能に対する要求が絶えることなく高まるためチップ上の集積に加えて､

新しい構成や接続の技術及び他システム部分との組み合わせなどを通じて集積範

囲を周辺にまで拡大することが不可避となる。 
・ チップ設計の生産性を毎年 2 倍向上させるべき挑戦的な課題は､回路の微細化に伴

う有害な寄生現象問題の発生や､システムの混合シグナル化への対応策も必要とな

る。それには既に設計の段階で技術､システム及び回路に関する知識を全て持ち合

わせることが重要な条件となる。 
 
研究開発に対する連邦政府の支援策は技術革新へのテコ効果が大きいテーマ分野に
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重点をおいて実施されるが､今後 10 年間のナノ電子技術開発促進策は下記する 3 分
野に集中され､促進策でモットーとする｢高性能と低消費電力｣なる 終目標は､これら

全ての分野で成果のあがる場合のみ達成可能と考えられる。 
 
1. 電子生産工程用の技術と機器類 
2. 新種の回路と部品類 
3. チップ･システムと設計手法 
 

以下に上記の分野別に定められる研究開発テーマの要点を掲げる。 
 
1. 電子生産工程用の技術と機器類 
ナノ電子技術分野における産業界の競争力は生産技術への依存度が高いため､本テ

ーマ分野の支援策では特に下記する 2 点を重視する。 
・ テクニカル･ノード 100 nm 以下のサイズ領域向け構造微細化､及び 
・ 半導体生産向けの装備､素材及び技術 

具体的な研究開発テーマはリソグラフィ､工程制御､及び 3 次元集積に分けて掲げる。 
 

1.2. リソグラフィ 
 

・ テクニカル･ノード 70 nm の微細構造までに利用するリソグラフィ工法の開発 
‐波長 157 nm のレーザー光を利用する(多分､ 後の新技術となる)光学式リソグ

ラフィ工法の研究開発で､成果は 2006 年に生産が開始される見込みであるノー

ド 70 nm のチップに適用できると予想される 
‐レーザー光源､並びに光学素材､露光装置(ステッパー)､マスク､フォトレジスト及

びウェーファー工程などの光学系に関する研究開発 
・ テクニカル･ノード 50 nm 及び以下の微細構造に利用するリソグラフィ工法の開発 

‐300 mm ウェーファーを理想的とするノード 30 nm までの微細構造に適した､

全く新しい世代にあたるリソグラフィ工法への移行 
‐国際的に有望視される波長 13 nm の超紫外線(EUV)工法を 2010 年の生産利用

を目指して開発する 
・ マスク製造用リソグラフィ工法の開発 

‐マスク製造用及びチップの試作品や少量生産で写像用に利用する電子ビーム工

法の開発 
 
1.2. 工程制御 

・ 革新的な工程技術の開発 
‐マスクを含む生産工程ステップ数の引き下げ 
‐Green Chip & Fab.(資材の倹約とリサイクル､工程利用薬品類の回収､廃棄物の
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無公害処分､ウェーファーやチップのリサイクリング可能性検討など) 
‐環境汚染防止式の工程管理 
‐効率性の高いテスト戦略による試験法 
‐技術的シミュレーション及び装置と技術的工程のモデリングに利用するプロセス 

・ テクニカル･ノード 100 nm 以下向けの素材と薄膜システム 
‐製品や回路に残る(金属コーティング､低及び高誘電率材などの)素材類の新開発 
‐超高周波システム部品やパワー電子部品の特性 適化 
‐部品類のパラレル形成とウェーファー･レベル･テストへの移行 

・ 3 次元集積 
部品密度を高めるための 3 次元集積に関し下記するような革新的技術を開発する 

‐信号処理その他ジョブの並列実行化 
‐高周波及び･又は光学式イントラ･チップ通信技術の導入 
‐従来式半導体素材の炭素ナノ･チューブによる補足または置換 
‐微細化された熱電冷却装置などによる革新的な熱放散対策 
‐上記の新技術に必要な装備類の開発 
 
2. 新種の回路と部品類 
 
半導体チップの構造微細化が中期的にはテクニカル･ノード 50 nm 以下へ進行する

と予想されるが､その場合には従来式の CMOS 技術が限界に達し､例えば量子効果を

利用するような新しい機能性をもった素子が導入されるものと予想される。また半導

体の技術開発･国際ロードマップ(ITRS)に従えば動作周波数と帯域幅に対する需要が

指数関数的に高まるものと予想される。この事情を考慮して本分野における研究開発

の助成は下記する重点テーマ分野に分けて実施される。 
 
・ シリコンを基本とするナノ電子技術 
・ 磁気電子技術 
・ 集積回路の新構想 
 
2.1. シリコンを基本とするナノ電子技術 
 

下記するテーマの研究開発が助成の対象となる。 
・ 例えばアクセス時間の著しい短縮が可能であるか､あらゆる種類の不揮発性メモリ

ーなどナノ電子技術の未来における開発に決定的な影響を及ぼすような革新的な

メモリーのセル､構成､回路など。本テーマには､例えばトレンチ･スタック容量用の

新素材､ワード･ビットのリード及びコンタクト･システムなどナノ電子技術特有の

素材研究も含まれる。 
・ 例えば損失の少ない接続リードなど新種の接続技術､及び(システム性能を決めるよ
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うな極めてクロック周波数の高いチップに適した)実装技術 
・ シリコンとの相容性がある新素材を利用した集積可能なシリコン超高周波回路構造 
・ 携帯電話向け新種の(非プラナー型)パッシブ回路部品や(超高周波の利用に適した)

実装も含めたシリコン超高周波回路システム 
・ システム･オン･チップ(SoC)集積の可能性をもった､集積性が極めて高い論理システ

ム用基本的構造 
・ 消費電力の引き下げという特別な挑戦に対応した(例えば新規の SOI 技術を利用し

た)回路システム 
・ 例えば単一(少数)電子トランジスタ､量子ワイヤー･トランジスタ､RTD､ナノ･リー

ド､及びナノ･パイプなどの 0 及び 1 次元の電荷キャリヤ閉じこめ､及び双安定分

子スイッチなどを利用した､低いナノ･メーター領域における集積性のある基本的

構造と構成 
・ 上記の基本的構造で特に 多数のパラレル情報処理を可能とするような回路や連結

システム､並びに本ナノ電子回路と外部のシリコン･マイクロ電子回路とを仲介す

るインターフェースの設定 
・ シリコンとの相容性がありナノ･サイズ構造が可能な素材､並びに新しい電子機能を

利用した新種の基本的構造を実現するための境界面に関する研究開発 
 
2.2. 磁気電子技術 
 
新しい基礎テクノロジーであるが､半導体電子技術に新規の機能をもたらすものと､

他の非シリコン技術より大きな期待がかけられる磁気電子技術の分野では下記するテ

ーマが助成の対象となる。 
 

・ MRAM(磁気ランダム･アクセス･メモリー) 
DRAM と同等の高いメモリー密度を持ちながらフラッシュ･メモリー同様に不揮

発性で､かつ SRAM と同等な敏速性のある MRAM には大きな期待がかけられ､

初の MRAM 製品は 2005 年に生産されるものと見込まれる(2002 年 6 月現在)。 
・ 不揮発性の論理回路を構成するための磁気電子部品を取り込んだ埋め込みシステム。 

同様な手法でセンサやバイオ･チップの他､従来式のオプト･カップラーより敏速な

磁気カップラーなども構成可能である。本システムは不揮発性である故に消費電力

が僅少なうえ磁気素材と同様に頑丈な特長もあり､特に携帯システムや頑丈性が求

められる用途に将来性が見込まれる。なお､従来の半導体で利用してきた電荷キャ

リヤの電荷と併せて､電荷キャリヤのスピンも半導体の機能に利用する｢スピン電

子技術｣の研究開発も進められているが､2005 年までには考えられる(複数値の論

理構想､偏光を直接発生するための光電子部品その他の)アプリケーション向け助

成構想が決められる予定である(2002 年 6 月現在)。 
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2.3. 集積回路の新構想 
集積回路の革新的な新構想に関する研究開発は以下の 5 分野に分けて助成されるた

め､その対象となるプロジェクトの要点を掲げる。 
 

・ 3 次元の回路構成と基本的構造 
‐寄生現象(妨害作用)が僅少で､集積性のある新種の垂直型トランジスタ構造に関す

る研究 
‐体積密度とパラレル信号処理を大幅に改善するための､垂直方向配線付きの(例え

ば薄型チップを利用する)回路サブ･システムを垂直方向に集積する技術の研究 
・ ｢埋め込み式非電子システム｣と｢非電子インターフェース｣を具備した部品と構造 

‐(例えば電気化学電位の FET 制御電圧･直接変換など)非電気的尺度を電気的尺度

に変換する集積型の変換器を備えたナノ電子基本構造に関する研究 
‐マイクロ光学､マイクロ光電子学､マイクロ音響学､マイクロ磁気学､マイクロ機械

工学､ないしはマイクロ流体学的な特性も備えたナノ電子技術コンポーネント類

の､例えばシリコン･ダイレクト･ボンディング(SDB)による垂直方向集積 
‐シリコンと変換器の両者に相容性のあるシステムに適合された材料に関する研究 

・ 革新的な構成と接続に関する(例えばスマート･カードやスマート･ラベル用の)技術 
‐積層材やプラスチック素材に埋め込まれた(例えば製品 ID 無線タグ､人体エリア･

ネットワークなどの)大量利用向けチップとチップ･システムを対象とする革新

的な問題解決策に関する研究 
‐汎用､高温及び超高周波などの使途をもつ SoP-(MCM)システムに利用するローコ

ストの構成と接続に関する新しい解決策 
・ 革新的なシリコン半導体パワー電子技術 
‐新しい技術､(例えば高温適合性などの)性能パラメータの改善に関する研究 
‐消費電力が 小限に抑えられ損失も 小化され自己安全性の高い信号処理と信号

記憶の電子技術に繋がる研究 
‐適切な(例えば高温耐久性のある実装素材､銅製の底面システムなどの)実装と底面

の素材に関する研究 
・ 新規のベース素材を基本とするマイクロ電子部品類 
‐例えばポリマー材､不定形/ポリ/マイクロ結晶組織のシリコン複合材などを対象と

するが､大量生産に適していることを前提とする 
 
3. チップ･システムと設計手法 
 
チップ生産技術の現状を評価すると､全工程の中で設計のステップが一つのネック

(ロードブロッカー)となっている。従って､その対策には大きな努力を払う必要がある

のと同時に､問題を克服することは自由市場での競争力をつけるチャンスともなる。ド

イツの半導体産業は通信､チップ･カード及び車載などのアプリケーションを中心とす
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るシステム･アーキテクチャ(SoC)の分野でリードしている反面､新しいアイデアの敏

速な製品化では不利な状態にある。その原因としては必要なツール､特にチップの自動

設計に利用するツールの不足が挙げられ､今後とも上記の優位性を確保し､新しい分野

を一番乗りで開拓し､また他の分野で優位を獲得するために､連邦政府は下記する 2 つ
の方針に沿った研究開発を支援する。 

・ 設計生産性の向上と自動化によるデザイン能力の著しいレベルアップ､及び 
・ チップ･システムの構成における新しい構想の開発。 
 

これに従う自動化された設計と新規の設計手法の具体的な課題に先立ち､新しいチッ

プシステムに求められる(多様で一部には矛盾もある)技術的要求を掲げる。 
 

・ 非電子コンポーネントの集積 
・ 低い消費電力(ロー･パワー) 
・ パワー電子に対する高電圧と大電流 
・ 情報電子に対する低電圧と小電流(ロー･ボルテージ) 
・ 総合システムとして考える必要のあるパッケージとチップ 
・ リアルタイム･ソフトがチップ･アーキテクチャに影響を与える 
・ テラ領域(テラ･ビット･システム)にまで及ぶ高い周波数(ギガ技術)とビット処理能

力が新たな問題を生む 
・ 信頼性を格段に高める必要がある 

 
従来式のチップ設計手法やチップの内部構成では今後 10 年間に発生する挑戦にもは

や対処できなくなり回路の設計手法を､信頼性が高くアプリケーション指向型でシス

テム構想からレイアウトに至るまで一貫して高度に自動化された手法へ発展させるた

めに､全く新しい解決策を探す必要が発生する。この根拠から下記する様な研究開発の

課題が生まれる。 
 
・ チップ･アーキテクチャと回路技術 
‐シグナルとデータの分析に関する革新的な演算手法を効果的に実現する新しいア

ナログとデジタルのチップ･アーキテクチャ 
‐消費電力の低減化と処理速度の引き上げに役立つ(高速CMOS を中心とする)新し

い回路技術 
‐光学式の信号伝送と電子式の信号処理とを総括システムへ集積するのに役立つ両

者間のインターフェース､センサ､アクター 
・ 新規のチップ機能 

‐種々考えられるアプリケーション用に柔軟性をもって適合可能なマクロ･ブロッ

クを用意したり､(知的財産を中心とする)複合システムを標準化するのに役立つ

システム･プラットフォーム 
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‐従来は分離式であるサブ･システムの(例えば個人単位の I-centric ネットワーク

用チップ･システムなど)将来性の見込まれるアプリケーションに向けた集積化 
‐小さなスペースで大きな画面を得るための(例えば薄型画面やマイクロ･レンズな

どの)表示技術 
・ 設計の段階におけるチップ複合性の把握と取り扱い 

‐チップの高度な複合化に対応した新しい設計手法やステップの開発。特に､新しい

改善された形の分析､推論､評価及び試験などを通じてチップ設計の信頼性を保

証することが重要となる。 
‐異なった要求に対応するためのアプリケーション特有の設計プロセス導入 
‐電子的､光学的､機械的及び流動力学的な仕様を､これらに属するリアルタイム･ソ

フトと共に上部階層のシステムとして総体的に観察するために統一する。 
・ 新しい技術分野の開拓 

‐新しい物理的な作用メカニズムも併せて考慮できるモデルの形成と新しいシミュ

レーション手法の開発 
‐設計フロー中ないしはチップの設計過程へ寄生現象を取り込むか､場合によって

は活用する手法の開発 
・ 組織化され企業の垣根を越えた国際協力作業 

チップ設計の自動化を進めデザイン能力を高める可能性を得るには､ツールや手

法の開発で企業の垣根を越え国際的に組織化された共同作業を行うことが必要

である。 
 
上に報告した連邦政府が 2002 年 6 月に公開した｢ナノ電子技術開発･助成構想｣は､

その時点で 2006～2010 年には産業界の業績に繋がる様な解決策と成果が得られるも

のとの予測を前提条件とした問題の提起を行う目的で作成された。また助成構想は､対

象となる研究開発のテーマを定期的に再検討し､技術の進歩に対応した施策修正が行

えるようにオープンな形をとる。 
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【ナノテクノロジー特集】 
 

「国家ナノテクノロジー・イニシアティブ」年次報告書（概要） 
―2008 年度大統領予算案に対する補足資料― 

 
NEDO ワシントン事務所 

松山貴代子 
国家科学技術会議（National Science and Technology Council：NSTC）が、大統

領署名をもって 2003 年 12 月 2 日に成立した「21 世紀ナノテクノロジー研究開発法

（21st Century Nanotechnology Research and Development Act：以下「ナノテクノ

ロジー法」という）」注 1 の定める条項に従い、ブッシュ大統領の 2008 年度予算要求を

補足説明する『国家ナノテクノロジー・イニシアティブ：テクノロジーおよび産業界

の革命に繋がる研究開発（The National Nanotechnology Initiative: Research and 
Development Leading to a Revolution in Technology and Industry：以下、「年次報

告書」という）』を 2007 年 7 月 31 日に発表した。 
 

この年次報告書では、（ i）国家ナノテクノロジー・イニシアティブ（National 
Nanotechnology Initiative：NNI）の概観、（ii）2006 年度および 2007 年度の NNI
プログラム活動、および 2008 年度の活動予定、（iii）省庁別およびプログラム構成分

野（program component area ：PCA）別の予算、（iv）「国家ナノテクノロジー・イ

ニシアティブ 戦略プラン（National Nanotechnology Initiative Strategic Plan）」注 2

に設定された目標の達成へ向けた進捗状況、（v）NNI 外部レビュー報告の分析、（vi）
ナノテクノロジー研究・商用化活動を支援する SBIR（中小企業革新研究）や STTR
（中小企業技術移転研究）プログラムの利用状況、を説明している。 
 

ここでは、NNI の概観、省庁別および PCA 別の予算データ、PCA 別投資の変化、

SBIR 計画および STTR 計画の活用状況を概説する。 
 
NNI の概観 
 

NNI は、2001 年に全米科学財団（NSF）、国防省（DOD）、エネルギー省（DOE）、

米航空宇宙局（NASA）、商務省（DOC）の国立標準規格技術研究所（NIST）、厚生省

（HHS）の国立衛生研究所（NIH）という 6 機関で始まった連邦政府省庁間プログラ

ムであるが、2006 年には教育省（DOEd）と労働省（DOL）に続いて、内務省の米国

地質調査局（US Geological Survey：USGS）が加わったことにより、NSTC 技術委

員会のナノスケール科学工学技術小委員会（Subcommittee on Nanoscale Science 

                                                  
注 1 同法令の概要については、NEDO 海外レポート 923 号と 924 号で紹介。 
注 2 同報告書の概要は、NEDO 海外レポート 948 号で紹介。 
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Engineering and Technology：NSET）のメンバーは合計で 26 機関注 3 となった。 
 

NNI のビジョンである、物質をナノレベルで理解・制御する能力がテクノロジーお

よび産業界の革命に繋がる将来を実現させるため、現行の NNI 戦略プランは下記の目

標を特定している： 
1. ナノテクノロジーの潜在性を十分に引き出すため、世界第一級の研究開発プロ

グラムを維持する。 
2. 経済成長、雇用創出、その他公共の利のため、新技術の製品化を支援する。 
3. ナノテクノロジーを推進するため、教材の開発、熟練労働者の育成、および、

支援インフラやツールの開発を行う。 
4. ナノテクノロジーのリスポンシブルな開発を支援する。 

 
NNI 予算の推移 
 
A. 省庁別予算 

ブッシュ大統領の 2008 年度 NNI 予算要求額は 14 億 4,500 万ドルで、2001 年度か

らの NNI 投資総額は 83 億ドルとなった。2008 年度の要求額は、2001 年度の 3 倍以

上、2007 年度要求額（12 億 7,800 万ドル）の 13%（1 億 6,700 万ドル）増となるも

のの、2007 年度推定額（13 億 5,400 万ドル）と比べるとその増加率は 6.7%留まりと

なっている。 
 

省庁別では、NNI 投資の上位 5 省庁である NSF、DOD、DOE、NIH、および、商

務省の NIST の予算が 2001 年度の約 3.2 倍まで伸びている。また、NSF と DOE 科学

部の 2008 年度 NNI 予算は 2006 年度実績の 22%増であり、米国競争力イニシアティ

ブ（American Competitiveness Initiative：ACI）注 4 の一環として 2006 年から 2016
年までの 10 年間で予算を倍増するという大統領のコミットメントに一致した伸びと

なっている。  
 

表 1  NNI 予算の推移（2001 年度－2008 年度） 
(単位：百万ドル) 

省庁名 FY2001
実績 

FY2002
実績 

FY2003
実績 

FY2004
実績 

FY2005 
実績 

FY2006 
実績 

FY2007
推定 

FY2008
要求 

全米科学財団（NSF） 150 204 221 256 335 360 373 390 

                                                  
注 3 2002 年参加：環境保護庁、運輸省、財務省、司法省、USDA の CSREES、インテリジェンス技術革新センター、 

国務省 
   2003～2004 年参加： DOC の技術局、国土安全保障省、原子力規制委員会、HHS の食品医薬品局 
   2005 年参加： HHS の NIOSH、消費者製品安全委員会、国際貿易委員会、特許商標局、DOC の産業安全保障局、

USDA の林野部 
 2006 年参加： 教育省、労働省、内務省の USGS 
注 4 物理科学・工学の基礎研究を支援する、NSF、DOE 科学部、および、商務省 NIST のコアプログラムの予算を 10

年間で倍増するイニシアティブ。 
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国防省（DOD） 125 224 322 291 352 424 417 375 
エネルギー省（DOE） 88 89 134 202 208 231 235 332 
厚生省（HHS）の国立衛生研

究所（NIH） 40 59 78 106 175 192 194 203 

商務省の国立標準規格技術研

究所（NIST） 33 77 64 77 79 78 84 97 

米航空宇宙局（NASA） 22 35 36 47 45 50 25 24 
環境保護庁（EPA） 5 6 5 5 7 5 9 10 
米農務省（USDA）の共同研

究教育普及局（CSREES） 0 0 1 2 3 4 3 3 

HHS の国立労働安全衛生研

究所（NIOSH） - - - - 3 4 7 5 

USDA の林野部（FS） - - - - 0 2 3 5 
国土安全保障省（DHS） 0 2 1 1 1 2 2 1 
司法省（DOJ） 1 1 1 2 2 0 1 1 
運輸省（DOT） - - - - 0 1 1 1 

合計 464 697 863 989 1,200 1,351 1,354 1,445 
出典：年次報告書の表 2 をもとにワシントン事務所作成 

（四捨五入のため、合計値は必ずしも一致しない） 

 
B. PCA 別 2008 年度投資 

2008 年度の PCA 別予算要求では、ブッシュ政権がナノ材料の環境・衛生・安全面

（environmental, health, and safety：EHS）影響の研究を重視していることを反映

し、「社会的局面」の予算が 2007 年度に続いて 13.5%（2007 年度推定予算比）増額さ

れるほか、「ナノテクノロジーのための研究機器、計測基準と標準規格」も 29.6%の増

額となる。また、2007 年度には削減対象となった「ナノスケールで生じる現象とプロ

セスの根本的理解」および「ナノ材料」の予算も各々、12.7%と 20.9%の増額を受け

ることになる。 
 

「ナノスケールのデバイスとシステム」の予算は昨年に続いて削減（2007 年度推定比

13.1%減）となるが、これは、議会が DOD へ計上した指定交付金が 2007 年度推定予算

に加算されているためであって、2007 年度要求額（2 億 6,320 万ドル）と比べれば 5.4%
の増額となる。一方、2007 年度に増額された「ナノマニュファクチャリング」と「主要

研究施設の建設と大型研究機器の調達」は各々、2.4%と 1.6%の削減に転じている。 
 

表 2  各省庁の PCA 別 2006-2008 年度投資計画 
（単位：百万ドル）  

省庁名 

ナ
ノ
ス
ケ
ー

ル
で
生
じ
る

現
象
と
プ
ロ

セ
ス
の
根
本

的
理
解 

ナ
ノ
材
料 

ナ
ノ
ス
ケ
ー

ル
の
デ
バ
イ

ス
と
シ
ス
テ

ム ナ
ノ
テ
ク
ノ

ロ
ジ
ー
の
た

め
の
研
究
機

器
、
計
測
基
準

と
標
準
規
格 

ナ
ノ
マ
ニ
ュ

フ
ァ
ク
チ
ャ

リ
ン
グ 

主
要
研
究
施

設
の
建
設
と

大
型
研
究
機

器
の
調
達 

社
会
的
局
面 

N
N

I

合
計 

142.7 60.2 51.1 14.5 26.9 31.6 62.9 389.9
131.8 58.0 50.3 15.0 27.2 31.9 59.0 373.2NSF 
147.3 52.5 43.7 6.6 20.3 37.2 52.1 359.7
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179.1 91.7 70.6 8.3 1.0 23.0 1.0 374.7
181.0 84.8 107.5 9.5 4.8 28.6 1.0 417.2DOD 
184.6 109.7 110.4 10.8 3.1 4.3 1.0 423.9

85.4 99.8 13.5 26.7 2.0 100.9 3.5 331.5
51.8 58.8 15.6 12.0 0.5 95.9 0.5 235.2DOE 
49.5 57.4 5.5 11.0 0.5 106.1 1.0 231.0
53.3 16.5 114.9 6.7 1.7 0.1 9.7 202.9
43.1 16.7 115.9 6.7 1.7 0.1 9.4 193.8HHS (NIH) 
39.6 16.8 117.2 6.9 1.7 0.1 9.3 191.6
27.1 8.0 13.5 26.4 11.1 4.5 6.0 96.6
25.7 7.8 13.4 20.4 9.6 4.2 3.0 84.2DOC (NIST) 
21.9 8.4 18.7 14.9 6.9 4.7 2.4 77.9

1.0 12.0 10.0 0.0 1.0 0.0 0.0 24.0
1.0 12.0 11.0 0.0 1.0 0.0 0.0 25.0NASA 

11.0 18.0 20.0 0.0 1.0 0.0 0.0 50.0
0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 9.6 10.2
0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 7.9 8.5EPA 
0.2 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 3.7 4.5
0.4 0.8 1.5 0.0 0.1 0.0 0.2 3.0
0.5 0.8 1.8 0.0 0.1 0.0 0.2 3.4USDA 

(CSREES) 0.5 1.0 2.1 0.0 0.1 0.0 0.2 3.9
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 4.6
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 4.9 6.6HHS 

(NIOSH) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 3.8
1.7 1.5 1.0 0.2 0.2 0.0 0.0 4.6
0.4 1.3 0.7 0.0 0.2 0.0 0.0 2.6USDA (FS) 
0.4 1.0 0.2 0.5 0.2 0.0 0.0 2.3
0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0DHS 
0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5
0.0 0.0 0.1 0.8 0.0 0.0 0.0 0.9
0.0 0.0 0.6 0.8 0.0 0.0 0.0 1.4DOJ 
0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3
0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9
0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9DOT 
0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9

491.8 290.7 277.4 83.6 44.0 159.8 97.5 1,444.8
436.5 240.4 319.1 64.5 45.1 162.4 85.9 1,353.9合計 
455.9 265.1 319.6 51.0 33.8 152.4 73.5 1,351.2

出典：年次報告書 8-10 ページの表 3、4、5 をもとにワシントン事務所作成 

（黒字が 2008 年度要求、青字が 2007 年度推定、赤字が 2006 年度実績） 

 

C. PCA 別投資の変化 
 
PCA 1：ナノスケールで生じる現象とプロセスの根本的理解 

 緊縮財政の中で短期ミッションの優先項目を重視する NASA は、同分野予算を

2006 年以来 90%削減。 
 DOE の同分野への予算は 2007 年度推定比 64.9%という大幅増額。これは ACI に

応じたもの。 
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 NSF は、量子現象の理解や、量子現象のデバイスや装置への応用等を特に重視。

情報技術や近代生物学、及び、社会科学にナノテクノロジーを融合することで、発

見やイノベーションの活性化を期待。 
 USDA 林野部では、セルロースのナノスケール特性や構造に関する根本的理解を深

める努力を開始。 
 
PCA 2：ナノ材料 

 DOE 予算の大幅増額の要因は、ACI 関連の研究イニシアティブとエネルギー効率

化・再生エネルギー部からの追加資金。 
 USDA 林野部の重点は、特殊樹皮の細胞壁の特性化、および、木質バイオマスのガ

ス化処理で回収されたナノスケール炭素材料の応用。 
 
PCA 3：ナノスケールのデバイスとシステム 

 NIH 全体としての予算は 2007 年度水準ながら、国立心臓・肺臓・血液研究所

（National Heart, Lung, and Blood Institute）が既存センターでのナノテクノロ

ジー優良プログラム予算を倍増した結果、同分野への投資が 300 万ドル増大。 
 NSF は、ナノデバイス間の相互作用（ナノ構造とデバイスのコンポーネントとの

物理・化学・生物学的な相互作用等）を理解するための新概念を始めとする、活性

ナノ構造（active nanostructure）とナノシステムを重視した研究を継続。 
 
PCA 4：ナノテクノロジーのための研究機器、計測基準と標準規格 

 同分野の予算は着実に増えているが、その増額分の一部は、ナノテクノロジーEHS
リスク研究のための研究機器、計測基準、および、標準規格のニーズに充当。 

 NIST と NASA および厚生省の NIOSH は、ミクロエレクトロニクスや材料加工に

顕著な進歩をもたらすと期待される炭素ナノチューブを含有する材料の残留触媒

含有量（residual catalyst content）についての基準物質（Reference Material）
を策定する努力の調整を開始。 

 NSF は新たに、低温や高磁場といった過酷な条件下でのナノ材料の反応に焦点を

あてる。 
 
PCA 5：ナノマニュファクチャリング 

 DOE のエネルギー効率化・再生可能エネルギー部は 2008 年度に、ナノマニュフ

ァクチャリング関連活動の予算を増額の予定。 
 NIST は、見込みのあるナノテクノロジーを製造可能な製品に転換するために必要

となる、技術面・測量面の基盤整備に努力。 
 NSF の重点は、活性ナノ構造と複雑なナノシステムの創造。具体的には、トップ

ダウン型プロセスやボトムアップ型プロセスまたは自己組織形勢の研究開発と統



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1009,  2007.10.17 
 

 52

合、ナノバイオマニュファクチャリング、ナノ構造やナノシステムの高速合成・高

速処理に関する斬新な概念の策定等。 
 
 
PCA 6：主要研究施設の建設と大型研究機器の調達 

 NSF と DOE の主要研究基盤整備努力が終了に近づき、同分野への投資は横ばいと

なる見通し。 
 DOE の 2008 年度予算額は前年度とほぼ同レベルながら、ナノスケール科学研究

センター（Nanoscale Science Research Center： NSRC）の建設と装置設置の完

了に伴い、プログラムの重点は施設運営活動へと大きくシフトする。DOE の 5 つ

の NSRC は全て、2008 年中盤までにフル運転の予定。 
 NIST は 2008 年予算で、2006 年に開設したスケール科学技術センター（Center for 

Nanoscale Science and Technology）のスタッフを増員。また、プロトタイプのナ

ノデバイスやナノ材料の加工・実験・特性化を行う装置の調達を継続。 
 NSF は大型研究機器調達への資金提供、及び、ナノテクノロジー研究教育ネット

ワーク注 5 の運営を支援。  
 
PCA 7：社会的局面 

 ナノテクノロジーEHS 研究は、NNI に参加する連邦政府全機関にとっての優先事

項。NSET は、ナノテクノロジーの環境・衛生影響に関する作業部会（NEHI 作業

部会）が作成した報告書「人造ナノ材料の為の環境・衛生・安全面での研究ニーズ

（ Environmental, Health, and Safety Research Needs for Engineered 
Nanoscale Materials）」 注 6 を 2006 年 9 月に発表した後、2007 年 1 月には EHS
研究ニーズと優先順位に関する公聴会を開催。2008 年には NEHI 作業部会は、研

究ポートフォリオのギャップを確認し、各機関と協力して優先研究分野に取り組む

予定。 
 ナノテクノロジーの環境・衛生面での影響を取り上げる共同公募に参加する政府機

関が増加。EPA（主導）と NSF の環境影響プロジェクト公募プログラムに、DOE
が 2008 年から参加。また、NIH の国立環境衛生科学研究所（NIEHS）主導で 2007
年に開始されるヒトの健康影響に重点を置いた公募プログラムには、他に NIH の

5 研究所が参加するほか、EPA と厚生省の NIOSH も参加。 
 DOE は 2008 年度予算で新たに、エネルギー技術への利用が可能なナノ材料の環

境・生態面での影響に関する研究費を要求。 

                                                  
注 5 国家ナノテクノロジー基盤ネットワーク（NNIN）、計算ナノテクノロジー・ネットワーク（NCN）、ナノテク

ノロジー習得教授センター（NCLT）、インフォーマルなナノスケール科学教育（NISE）ネットワーク、国立ナ

ノマニュファクチャリング・ネットワーク（NNN）、ナノスケール科学工学センター（NSEC）、および、物質研

究科学工学センター（MRSEC）。 
注 6 同報告書の概要は、NEDO 海外レポート 987 号で紹介。 
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 EPA の 2008 年度 NNI 関連予算の増額分は全て、この分野への充当となる。2008
年度には 160 万ドルを、人造ナノ材料の運命（ fate）、移動、および、変化

（transformation）を理解・特定化する研究に計上。 
 NIST は、人造ナノ材料の健全なリスク評価・リスク管理に必要となる標準につい

てのガイダンスを提供する目的で、今年 9 月に連邦政府研究機関や規制機関、産業

界や医学界、および、環境保護団体の代表を召集してワークショップを開催。 
 NSF の 4 センター－ライス大学の NSEC、ノースイースタン大学の NSEC、ペン

シルバニア大学の NSEC、ミネソタ大学とアリゾナ州立大学の NNIN－が、ナノ粒

子加工の安全性について調査。2008 年には、ナノ粒子と様々な大きさの物質や生

物界との相互作用に関する根本的研究を実施する学際的な新センターの支援を開

始。 
 

表 3  社会的局面 PCA 予算の推移（2006 年度－2008 年度） 
（単位：百万ドル） 

環境面・健康面・安全面の R&D 倫理・法律・他の社会面での問題、及び、教育

活動 
 

FY2006 
実績 

FY2007
推定 

FY2008
要求 

FY2006 
実績 

FY2007 
推定 

FY2008 
要求 

NSF 22.1 25.7 28.8 31.0 33.4 34.2 
DOD 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 
DOE 0.5 0.0 3.0 0.5 0.5 0.5 
HHS （NIH） 5.2 5.4 5.7 4.1 4.0 4.0 
DOC （NIST） 2.4 2.8 5.8 0.0 0.2 0.2 
NASA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
EPA 3.7 7.9 9.6 0.0 0.0 0.0 
USDA 
（CSREES） 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

HHS （NIOSH） 3.8 4.9 4.6 0.0 0.0 0.0 
USDA （FS） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
DHS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
DOJ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
DOT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
合計 37.7 47.8 58.6 35.7 38.2 39.0 

出典：年次報告書 11 ページの表 6 と表 7 をもとにワシントン事務所作成 

 
SBIR 計画および STTR 計画の活用状況 
 

「ナノテクノロジー法」の規定に従い、年次報告書では、ナノテクノロジー開発の

支援を目的とした、中小企業革新研究（SBIR）計画と中小企業技術移転研究（STTR）

計画の活用状況に関する情報が含まれている。国防省（DOD）、全米科学財団（NSF）、
厚生省（HHS）の国立衛生研究所（NIH）、エネルギー省（DOE）、および、米航空

宇宙局（NASA）の 5 省庁が STTR 計画を実施しており、これに、環境保護庁（EPA）、

商務省の国立標準規格技術研究所（NIST）、米農務省（USDA）、および、HHS の
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国立労働安全衛生研究所（NIOSH）を加えた 9 省庁が SBIR 計画を実施している。2006
年度には、NIOSH が初めてナノテクノロジー関連の SBIR 予算を報告している。 
 
 
表 4 SBIR計画とSTTR計画で授与したナノテクノロジーR&D助成金(2005－2006年度) 

（単位：百万ドル） 
SBIR 計画 STTR 計画 

参加省庁 
FY2005 FY2006 FY2005 FY2006 

国防省（DOD） 7.5 12.6 5.5 5.6 
全米科学財団（NSF） 12.1 13.9 2.2 1.8 
HHS の国立衛生研究所（NIH） 11.1 15.1 5.2 2.1 
エネルギー省（DOE） 7.7 18.2 0.4 1.6 
米航空宇宙局（NASA） 6.0 6.8 0.0 0.5 
環境保護庁（EPA） 1.0 1.2 - - 
農務省（USDA） 0.0 0.1 - - 
商 務 省 の 国 立 標 準 規 格 技 術 研 究 所

（NIST） 0.1 0.1 - - 

HHS の 国 立 労 働 安 全 衛 生 研 究 所

（NIOSH） - 0.1 - - 

合計 45.5 68.1 13.3 11.6 
出典：年次報告書の表 8 をもとにワシントン事務所作成 

 
2005 年度の SBIR 計画と STTR 計画の予算は、DOD がナノテクノロジー関連アワ

ード（award）額をリバイズしたことによって、2007 年度大統領予算案を補足説明す

る年次報告書注 7 に記載した数字よりもかなり下方修正されている。2006 年度の SBIR
計画によるナノテクノロジーR&D 支援は前年度よりも 2,260 万ドル（49.7%）増えた

一方で、STTR 計画による支援は前年度よりも 170 万ドル（12.8%減）の減少となっ

ている。2006 年度の SBIR 計画と STTR 計画によるナノテクノロジーR&D 支援総額

は、2005 年度よりも 2,090 万ドル多い 7,970 万ドルであった。 
 

NSF と EPA が 2006 年度から、ナノテクノロジー関連分野を SBIR 計画と STTR
計画の公募分野に正式に指定することを決定していたため、この措置によって、NSF
と EPA における SBIR 計画／STTR 計画の活用が 2006 年度に活発化するのではない

かという期待があったが、実際には、NSF の SBIR 計画／STTR 計画の総額は 140 万

ドル、EPA の SBIR 計画は僅か 20 万ドル増えたに留まった。SBIR 計画／STTR 計画

の活用状況が顕著に拡大した省は唯一、DOE だけであった。 
 

                                                  
注 7 同年次報告書の概要は、NEDO 海外レポートの 986 号と 987 号で紹介。 
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【ナノテクノロジー特集】 

 
米国と欧州のナノエレクトロニクス技術の最近の商業化動向 

 
1. ナノエレクトロニクス基盤メモリー 
2. 太陽電池 
3. 有機太陽電池とエレクトロニクス 
4. ナノフォトニクス 

5. ナノ電極応用 
6. 超キャパシタ 
7. Low-k 誘電体 

 
1. ナノエレクトロニクス基盤メモリー 

 
次世代不揮発性記憶装置代替の中で、PRAM が少なくとも短・中期的に優位を獲得

し始めている。これは、この 18 ヵ月間に、MRAM の商業化が引きずっており(Freescale
社は、4 メガビット装置を持った唯一の実際のベンダーのままである)、そして、PRAM
にさらなる開発が進んでいるからである。欧州と米国での顕著な PRAM 開発は、イン

テル社/ST マイクロエレクトロニクス社、および、記憶メーカーの Qimonda 社(イン

フィネオン社の古い記憶部門)および Macronix 社を含む、IBM コンソーシアムで行わ

れてきた。 
 
－ 2006 年の終りに、IBM、Qimonda 社および Macronix 社は、ゲルマニウムアン

チモン相転移層を持ったセルに基づいた相転移記憶装置を発表した。IBM の

PRAM セルは、3×20 ナノメートルのセルサイズを持っており、IBM は、従来

のフラッシュメモリの 500倍の速度優位性と電力消費で 2倍の改善を報告してい

る。興味があることは、セルのゲルマニウム基盤相転移材料を作成するシリコン

上のゲルマニウム集積化についての実質的な知識にてこ入れできる IBM の能力

である。 
 
－ 2007 年 3 月に、インテル社は 90nm のデザインルールを使用して、128 メガビ

ットの原型を発表し、携帯電話での使用の高速アクセス NOR フラッシュの代替

として素子のサンプリングを開始すると発表した。インテルは、読出し書込みサ

イクル(>108 サイクル)とより小さな占有面積の点から従来のフラッシュに対す

る実質的な利点を報告している。インテル社は、ST マイクロエレクトロニクス

社と共同で暫く PRAM を開発している。しかし、この共同開発は、7 月のその

合弁会社 Numonyx 社の発表以来、さらに商用へ足がかりを置いている。

Numonyx 社は、2 つの企業の NOR フラッシュの資産を組合せている。 
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従来の MRAM の貧弱な拡張性に対する懸念は、過去 3 ヵ月の IBM に関する 2 つの

出来事によって 近あおられた。 
 
第 1 に、IBM(インフィネオン社と共に)は、その合弁会社 Altis Semiconductor SA

社(コルベイユ・エソンヌ、フランス)の株を Advanced Electronic Systems AG 社(チ
ューリヒ、スイス)とロシアの持株会社の子会社の GIS 社(モスクワ、ロシア)に売却し

ている、と発表した。通信、自動車および警備産業(0.18 ミクロンと 0.13 ミクロンの

銅技術へ集中)の技術に注目すると同様に、Altis 社はまた IBM およびインフィネオン

社の共同 MRAM 研究の焦点であった。 
 
第 2 に、 IBM は、 TDK(東京、日本 )との協力を通してスピン転送トルク

RAM(STT-RAM)に注目し始めると発表した。特に、2 つの企業は、次の 4 年に 65nm
サイズに基づいた STT-RAM の原型を開発することを計画している。 

 
STT-RAM は、スピン偏光電子トンネリングをセルのスイッチ機構に使用する点で

従来の MRAM とは異なる。TMR ヘッド(ハードディスクドライブ用の)と STT-MRAM
セルの間の構築に関するいくつかの類似点を考慮すると、TDK さらに日立のようなヘ

ッドスライダの開発者は、特に障壁層蒸着の点から、STT-MRAM の開発でいくつかの

長所を持っている。 
 
他のいくつかの米国/欧州の開発が STT-MRAM で起こっている。STT-MRAM のラ

イセンス戦略に注目する米国の Grandis 社(ミルピータス、カリフォルニア州)は、特

に埋込応用のために、2007 年 5 月に米国の開発ファブの建設を発表した。このファブ

の目的は、ライセンスパートナーへの技術の容易な移転、そしてさらに高度な研究開

発の、両方のために適切な製造工程を開発することである。 
 
欧州で同じわだちを進むもう一つの開発企業には、Crocus Technology 社(グルノー

ブル、フランス)があいる。CEA-LETI(グルノーブル、フランス)のスピン技術研究所

からのライセンスを使用し、さらにポルトガルの INSEC 社と共同で、Crocus 社は

GaSbTe の熱障壁層を使用する熱支援 MRAM 技術の商業化に取り組んでいる。研究者

によれば、熱障壁層は書き込み電流密度を減らし、従来の MRAM 以上にスケーリン

グを向上させる。2006 年 5 月に、Crocus Technology 社は、1700 万ドル相当のベン

チャー資金ラウンドを締め切った。 
 

2. 太陽電池 
 
恐らく、過去 18 ヵ月の太陽電池技術の中で も重要な進展の内のいくつかは、

CIGS(銅、インジウム、ガリウム、セレン)太陽電池の分野で起きている。この材料シ
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ステムは自然の高い効率と長い寿命を持っているので、CIGS は、特にアモルファス

シリコンと CdTe に対して、薄膜太陽電池市場の重要な挑戦者となる見込みがある。 
 
日本に加えて、ドイツは、過去 5 年に太陽電池開発の も好意的な規制環境を持っ

ており、また、多くの大企業および新規企業は CIGS 太陽電池に注目し始めている。

これらの企業には、Wuerth Solar 社、Johanna Solar 社、Avancis and Sulfurcell 社
を含んでいる。しかしながら、これらの CIGS アプローチは、ほとんどの部分は同時

蒸着やスパッタリングを使用し、真のナノテクノロジー基盤ではない。 
 
しかしながら、Nanosolar 社(パロアルト、カリフォルニア州)および ISET 社(チャ

ッツワース、カリフォルニア州)の米国の 2 つの企業は、プリント太陽電池に注目して

いる。これらの企業は、従来の真空蒸着を使用する代りに、ガラス/金属フォイル基板

上にプリントされる CIGS ナノ粒子の調合を使用する。 
 
Nanosolar 社の CIGS 太陽電池の効率値の入手は難しい。しかし、同社は、ベンチ

ャー資金提供で$1 億の獲得に成功し、カリフォルニアでの設備投資と将来のドイツで

の設備投資に使用される。この投資は、同社に 430MW の製造能力を与えると主張さ

れている。それは、シャープや Q Cells 社のような太陽電池産業のリーダーの規模と

同じ大きさである。Nanosolar 社 CEO との 近のインタビューでは、同社は 2007 年

に商業生産を始める目標であると主張している。 
(http://earth2tech.com/2007/07/30/10-questions-for-nanosolar-ceo-martin-scheisen/)。 

 
一般的に、他のナノエレクトロニクス基盤太陽電池の開発は、あまり進展していな

い。しかしながら、過去 12 ヵ月の 1 つの驚きは、色素増感太陽電池 (DSSC： 
dye-sensitive solar cell)を作るために大きな新設工場に投資しているという、G24 
Innovations 社(カーディフ、ウェールズ州、英国)による発表であった。 

 
G24 Innovations 社の技術は、ベンチャーキャピタル資金と共に 2 人の大口株主で

ある、EPFL 社(ローザンヌ、スイス)と Konarka 社から一部分ライセンスされている。

G24 Innovations 社の計画は、2008 年の生産立ち上げを、2007 年に生産開始する予

告をしている。(現在まで、生産に関するニュースはまだ出ていない) 
 

3. 有機太陽電池とエレクトロニクス 
 
有機太陽電池の商業化は、明らかに上記の 2 つのタイプに比べてそれほど進歩して

いない。しかし、多くの進展があちこちで生じており、有機半導体および有機電子材

料でのより一般的な開発とのオーバーラップがさらにある。有機エレクトロニクスは、

ほとんどの有機導電材料や半導体材料が有機ナノ粒子の分散を通してなされていると
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いう意味で、ナノエレクトロニクスとオーバーラップする領域である。また、この技

術に対する価値ある提案の多くは、低価格プリントの可能性から来る。 
 
－ ドイツの化学薬品企業の BASF 社は、その子会社の BASF Future Business 社

を通じて、有機エレクトロニクスでの地位を静かに構築している。BASF 社は、

ベル研究所(ルーセント・テクノロジー社の研究部門; マリーヒル、ニュージャー

ジー州)、プリンテドシステム GmbH 社(ケムニッツ、ドイツ)および Chemnitz
工科大学のプリント・メディア技術研究所と共に、機能電子機器を生産するため

に、ポリマー電子材料と大量プリント方式を使用している。 
潜在的な応用には、RFID タグ、フレキシブルディスプレイ(電子ペーパ)と照明

装置、電子ラベルおよび大面積センサが含まれている。BASF 社は、Rieke Metals
社と Polyera 社からのライセンスを持っており、現在、n 型および p 型の有機半

導体を製造している。 
 
－ 2007 年 7 月に、BASF 社と Bosch 社は、有機太陽電池の開発を共同研究すると

発表した。ドイツ研究省は、Merck 社と Schott 社に 3 億ユーロを費やすのと同

時に、研究と産業のパートナーの BASF 社と Bosch 社に 6000 万ユーロを提供す

る。この開発は、BASF 社が既に Heliatek GmbH 社で行った投資の上に築かれ

る。Heliatek 社は、新しい世代の有機太陽電池の製造を専門とし、ロールトゥロ

ール生産プロセスを使用して、安価なフレキシブル基板に大規模モジュールを構

築する超効率的な技術に取り組んでいる。 
 
－ 2007 年 4 月に、ウェーク・フォレスト大学(ウィンストン・セーラム、ノースカ

ロライナ州)の研究者は、ニューメキシコ大学グループと共に、有機太陽電池で

新記録の効率 6%を発表した。研究者達によれば、このプラスチック太陽電池は、

光の吸収を高めるために働くナノフィラメントを含んでいる。 
 
－ 過去数年にわたり、種々の技術的様相を組合せることにより効率を向上させるこ

とを目指した太陽電池開発へのアプローチが行われてきた。2007 年には、カリ

フォルニア大学サンタバーバラ校(サンタバーバラ、カリフォルニア州)の研究者

が、通常の有機太陽電池の活性層と背面金属基板間の界面で起る光学干渉を向上

させることを目的としたアプローチを発表している。同グループは、内部量子効

率を 50%向上させるため、光生成キャリヤの分布を向上させるスクリーン印刷さ

れた酸化チタン層を加えている。詳細は、http://spie.org/x8505.xml?highlight= 
x2358 を参照。もちろん、そのような酸化チタン層は、DSSC の開発の中でより

一般的に使用されている。 
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4. ナノフォトニクス 

 

光学タグおよびマーカーとしてのナノ粒子の利用を除いて、ナノフォトニクスは、

これまで大きな商用の影響力を示していない。困難な問題は、従来の光学部品を作る

ために、量子ドット(QD：quantum dots)のようなナノフォトニクス構造を使用するこ

とは、しばしばコストの問題にぶつかるということだった。 
 
Zia Laser 社(アルバカーキ、ニューメキシコ州)は、ここの主要な開発者だったが、

集中する同社の戦略を、QD 基盤のパッシブモードロックレーザーと量子井戸構造で

到達することが困難な波長領域に関するものへと変更した。2006 年 12 月に、Innolume 
GmbH 社(ドルトムント、ドイツ)は Zia Laser 社を引継いだが、その戦略は将来のシ

リコンフォトニクスの支援には集中していない。特に、Innolume 社は、現在、その

InAs/GaAs(インジウム・ヒ素/ガリウム・ヒ素)QD 技術を、ほとんどの量子井戸半導体

のスペクトル・ギャップ、すなわち 1.06 ミクロンと 1.31 ミクロン、を埋めるものと

して位置を定めている。 
 
QD レーザーの付加的な量子閉じ込めは、従来の InGaAs 量子井戸レーザー以上に

波長を上げる。その一方で競合するインジウム・リンベース・レーザの方角にはあま

り緊密には関与しない。同社は、遠距離通信セグメントに参加することを選択するよ

うに見える。例えば、広帯域源やモードロックレーザーに注目している一方で、 近

1.3 ミクロンで使用するインジウム・ヒ素ベースの半導体光増幅器の利用可能性を発表

している。 
 
いくつかの QD ナノフォトニクス構造は、他の量子井戸装置で達成するのが難しいい

くつかの特性をもたらす。例えば、量子暗号の開発では、強い反バンチングを示す効率

的な単一光子エミッタの必要性が存在する。現在の量子暗号システムでは、単一光子輻

射は弱い輻射によって達成されている。しかし、繰り返し率が制限されている。 
 
QD 基盤単一光子エミッタは、いまだ比較的幼年期にある。そして、これは、英国

ケンブリッジの日立や東芝の研究センターのように日本の組織が強い領域である。こ

の分野の、特に分子線エピタキシー(MBE)成長技術と関係した他の重要な欧州での

近の進展は、スイス連邦ローザンヌ工科大学(EPFL)(ローザンヌ、スイス)、ベルリン

工科大学(ベルリン、ドイツ)およびシェフィールド大学(シェフィールド、英国)で行わ

れた。主要な目標は、電気的注入を使用して、遠距離通信波長で輻射する構造を作る

ことである。 
 
－ シェフィールド大学の研究者は、高 Q 値多層反射鏡(1.5 ミクロンピラーで 12000)

を持つエッチングされたマイクロピラー中の単一 InGaAs QD から単一光子輻射
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(0.9 ミクロン)の偏光制御を達成した。多光子輻射の確率は、係数 20 分の 1 に低

下している。 
 
－ ベルリン工科大学では、Stranski-Krastanow モードを使用して成長したエミッ

タ構造体が、単一 InAs QD の電気的ポンピングを可能とした。 
 
－ EPFL の研究者は、μm2 当たり 2 個の QD の低い量子ドット密度で、1,300nm

で InAs/GaAs QD からのエレクトロルミネセンスを示す酸化制限 LED 構造を開

発した。 
 
ナノフォトニクスは、さらに、サブバンド間赤外線検出器のようないくつかの斬新

な検出器構造での役割を演じることができる。量子井戸赤外線光検出器 (QWIPs：
Quantum well infrared photodetectors)は、IRnova 社(キスタ、スウェーデン)、BAE 
Systems 社(ロンドン、英国)、Cantronics 社(Coquitlam、ブリティッシュコロンビア

州、カナダ)および Thales 社(パリ、フランス)のような企業から、既に市販で入手可能

であり、より成熟したアンチモン化インジウム (InSb)や水銀テルル化カドミウム

(MCT)検出器とそれらが競合する国防応用で使用されている。しかしながら、光学遷

移の選択則は、回折格子の使用のようないくつかの拘束を押し付ける、そのことは光

学技術をより多くし、そして量子効率は一般に低い。 
 
量子ドット赤外線光検出器(QDIP)は、すでに長所を持つ検出器を生産する際に量子

井戸以上にいくつかの利点をもたらすことができる。その利点は、垂直入射光放射、

より高い量子効率および室温までもの高い運転温度を意味する低い暗電流などを含む。

2007 年 3 月に、ノースウェスタン大学(シカゴ、イリノイ州)の研究者は、150K(度ケ

ルビン)で 45%の量子効率を持った新しい InAs/InGaAs 量子ドット赤外線光検出器

(QDIP)の結果を発表した。また、これまで報告された 高温度の 200K の QDIP アレ

イを使用するサーマルイメージングを実証した。 
 
QWIP と比較として、MCT と InSb 光検出器は典型的には 77K 冷却を必要とする。

究極的な室温 QDIP 検出器は、MCT に対して低い性能であるかもしれないが、そのよ

うな検出器は、低い価格、低い性能、しかしより多くの応用をターゲットとし、マイ

クロ設計されたボロメーターや焦電検出器と競合するであろう。 
 

5. ナノ電極応用 
 
多くの純粋なナノエレクトロニクス装置応用は商用開発が遅れているが、特にナノ

電極材料としてのナノエレクトロニクス材料の開発および供給は、いくつかのかなり

重要な進歩をとげている。顕著な応用には、透明導電性被膜、先進バッテリー用およ
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び超キャパシタ用ナノ電極としての、また燃料電池のための、ナノエレクトロニクス

材料を含んでいる。過去 12 ヵ月の開発のいくつかの例を以下に述べる。 
 
－ 2007 年 2 月に、QuantumSphere 社(サンタアナ、カリフォルニア州)は、直接メ

タノール燃料電池の電力の 45%向上を達成した、白金とコバルトナノ粒子 30%
～40%の混合を含む新しい白金/カーボンカソードを開発したと発表した。 
研究者は、さらに白金にナノコバルトを加えることによって、従来の白金/カーボ

ンカソードと同じ性能を達成できることを発見した。さらに、白金の装填を

2mg/cm2 まで削減することができ、50%近い材料費を減少させた。 
 
－ 2007 年には、ブルックヘブン国立研究所の研究者が、炭素電極上のナノ粒子白

金で、自動車用途の典型的な断続的応用で見られる劣化を減らす方法を発表した。

研究者は、電極に金の層を導入し、金に対して 1.2 ボルトの繰り返しボルタメト

リーを使用することにより、3D 金ナノクラスターの形成をもたらした。このナ

ノクラスターは、白金の酸化を減らし、より安定な性能の電極を作成するように

働いた。 
 
－ A123 Systems 社(ウォータータウン、マサチューセッツ州)のバッテリー技術は、

リチウムイオン電池の通常の酸化反応を置き換えるリチウム金属リン酸塩ナノ

粒子で覆われたアルミニウム電極を使用する。A123 Systems 社によれば、ナノ

メートル寸法の粒子は、通常のリチウムイオン反応よりも多くのイオンと電流を

放出し、また熱を減らす。 
A123 Systems 社は、中国 BAKBattery 社(北京、中国)との製作協定に含まれる、

アジアでの新しい電池化学の製造を計画しており、パワーツールの応用を 初の

目標としている。 
1 月に、A123 Systems 社は、自動車応用と定置応用のニッケルメタルハイブリ

ッド電池の専門開発者である Cobasys 社(オリオン、ミシガン州)との協力を発表

した。ハイブリッド電気自動車(HEV)応用のリチウムイオンエネルギ貯蔵システ

ムを開発、製造、販売、サービスを行う。 
 
－  バ ッ テ リ ー 用 の 高 性 能 リ チ ウ ム 材 料 の も う 一 方 の 開 発 者 は 、 Altair  

Nanotechnologies 社(リノ、ネバダ州)であり、同社は HEV 市場を目標としてい

る。Altair 社のリチウム電池(NanoSafe)は、ナノ構造化チタン酸リチウム電極を

特色とし、長期の繰り返し後の高い再充電率と低い容量損失を実証している。 
2006 年 11 月に、Altair 社はパートナーの Phoenix Motorcars 社と Boshart 
Engineering 社と共に協力して、15000 サイクル後に 10 分の再充電率と 85%以

上の容量保持率を持っているとして、35 キロワット時用 NanoSafe バッテリーの

性能について発表した。 
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6. 超キャパシタ 
 
大型の超キャパシタの典型的な静電容量は、数 1000 ファラッドで、エネルギー密度

が 5～10Wh/kg、また出力密度は 5～10kW/kg である。それに比べると、リチウム金

属ポリマーバッテリは、非常に多くのエネルギー(200～500Wh/kg)を蓄積するが、は

るかに低い出力密度(150W/kg)しか持っていない。ポータブル応用、電力サージ(ハイ

ブリッド車を含む)および予備電力応用で使用される可能性が展開する時、超キャパシ

タの開発が勢いを得ている。 
 
これは、米国の企業および研究組織が特に強い領域で、研究は、新しい大きな表面

積の電極材料および新しい高電圧誘電体セパレータに集中している。いくつかの 近

の開発を以下に述べる。 
 
－ カリフォルニア大学(デイビス、カリフォルニア州)の研究者は、薄膜電極を作る

ためにカーボンナノチューブが高度に集中したコロイド懸濁液を使用し、結果と

しての超キャパシタが、30kW/kg の出力密度を示した。 
フォスターミラー社(ウォルサム、マサチューセッツ州)は、単層カーボンナノチ

ューブに基づいた超キャパシタの開発および生産のための材料製作サービスを

提供している。 
 
－ マサチューセッツ工科大学(MIT： ケンブリッジ、マサチューセッツ州)の研究者

は、また、ナノチューブで向上させた超キャパシタを研究している。彼らの研究

は、電極形成のために垂直に配置したカーボンナノチューブ基質を使用して、エ

ネルギー密度が約 60Wh/kg、で出力密度が 100kW/kg の超キャパシタを達成で

きることを示した。 
この出力密度はリチウムイオン化学のものよりおよそ 3 桁高い値である。MIT の

アプローチは、ナノコロイド酸化アルミニウムの触媒で覆われたシリコン基板上

に、熱化学蒸着法によって単層カーボンナノチューブを成長させることである。 
 
さらに斬新な超キャパシタを開発するのは米国新規企業の EEStor 社である。その

アプローチは、キャパシタに蓄積されるエネルギーは動作電圧の二乗で増加すること

から、超キャパシタの動作電圧を増加させることである。超キャパシタの典型的な電

圧は 2～3V であが、EEStor 社は、動作電圧(3000 ボルト以下)の実質的増加を可能と

する高 k 誘電体として、新しいチタン酸バリウム粉体を開発したことを報告している。 
 
それにより、現在利用可能な超キャパシタ以上に約 10,000 倍も高い蓄積エネルギー

の巨大な増加が可能となる。電圧や温度が上昇する時にそのような高誘電率が維持で

きるかも含めて、同社の主張の妥当性を確認する証拠は現在欠けているが、同社に注
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目する価値はある。 
 

7. Low-k 誘電体 
 

後に注意する価値があるのは、高密度な IC 内部の寄生容量を縮小するために必要

とされる特に低い誘電率を提供するナノ構造化材料の開発がある。約 20 ナノメートル

の空隙が通常の SiO2層に充満した、比誘電率 k=2.0のエアギャップ材料と呼ぶもので、

IBM はここでの先頭に立っている。 
 
IBM の発明の鍵は、20 ナノメートル寸法の穴を持った構造が自己集合するポリマー

の開発であった。ポリマー層を 後に削除する前に空隙を作るために、SiO2 層をエッ

チングするマスクとして、この材料を IBM は使用している。このアプローチは、新し

い特殊な材料は導入されないことを意味するが、この層はポーラス二酸化シリコンで

ある。 
 
2007 年 5 月に、IBM は、このエアギャップ技術を 32nm ノードに使用する方針を

発表し、エアギャップ材料を使用した Power6 試験チップを作った。結果は、標準的

材料で作られたチップより 10～15%性能が向上している。 
 

（出典： SRI Consult ing Business  Intel l igence Explorer Program）  
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【ナノテクノロジー特集】 

 
カーボンナノチューブとシリコンエレクトロニクス統合の開発（米国） 

 
1．はじめに 

 
主流のシリコン CMOS ビジネスに近づくと、より大きな障害が新しい材料やプロセ

スの導入をもたらす。特にムーアの法則の拡張への手段としてナノエレクトロニクス

技術が存在する。特にカーボンナノチューブ(CNT)の小さな直径が電子閉じ込めを可

能にするので、CNT は非常にエレクトロニクス産業からの大きな関心を獲得している。

したがって、導電率は非常に高く、また、電流密度は大きくなるので、ナノワイヤー、

ダイオード、相互接続およびトランジスタ構造への道へと導く。 
 
それ故に、有用な電子部品や装置を作るために、研究者は、主としてハイブリッド

CMOS 技術(シリコン上の統合化)の使用を通じて、従来のシリコンの可能な置換とし

て CNT を見ている。CNT を使用するハイブリッド CMOS 技術は、近い将来の相互接

続にそしてさらに CNT トランジスター・ロジックに、ナノ材料が役割を果たすことが

できるという利益を持つ。例えば、近年、インフィネオン・テクノロジーズ社、イン

テル、IBM、富士通および NEC のような関係企業は、CNT 相互接続やトランジスタ

開発において大きく進歩している。 
 
以下の章は、CNT プロセスの適合、CNT 相互接続および CNT トランジスタおよび

ロジックに関する昨年からのいくつかの重要な開発を取りあげる。 
 

2．CNT プロセスの適合 
 
数多くの要因がプロセスの適合に影響する。そして、問題は、比較しうるプロセス

温度、低い不純物レベル、表面成長の位置決め精度および平坦化とエッチングする能

力を含んでいる。(シリコンプロセス集積化については、蒸着とアニール温度はできる

だけ低くあるべきで、400°C が適切な目標である) 低温 CNT 成長は近年多くの注目

を受けている。 
例えば： 
－  2006 年 に は 、 Nantero 社 ( ウ ォ ー バ ー ン 、 マ サ チ ュ ー セ ッ ツ 州 ; 

www.nantero.com)が、広い面積にわたりカーボンナノチューブ薄膜(カーボン

ナノチューブの導電性繊維より構成)を置く技術および半導体プロセスと互換性

をもつレベル(25ppm 未満の金属汚染)まで CNT を浄化する方法での米国特許

6706402 番を取得した。 
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Nantero 社は、多数の CNT 開発および協力協定を実施し、CNT メモリーに、

耐放射エレクトロニクスに、そして、ON Semiconductor 社との CNT とシリコ

ンの統合を可能とする半導体プロセスの開発などを進めている。 (ON 
Semiconductor 社との協力は、LSI 社が 2006 年に ON Semiconductor 社に売

却したグレシャム、オレゴン州の設備に関する LSI Logic 社と Nantero 社との

以前の協力協定に似ているように見える協定)。しかしながら、CMOS プロセス

のための半導体グレード CNT 材料を開発する Nantero 社の Brewer Science 社

との協定は、恐らく影響の大きさで も重要な協定である。 
 
－ シリコンプロセスとの集積化については、重要な必要性は、蒸着およびアニー

ル温度を理想的に 400°C 以下にできるだけ低く維持することである。CNT に

ついては、この低い温度は一般に困難であると分かっており、700°C 以上の温

度が多くの場合典型的である。 
 
低温 CNT 成長は、CEVP 社(ニューヘブン、英国)およびサリー大学(ギルフォー

ド、英国 )の研究者によって発明され、新しい PECVD プロセスツール

("NanoGrowth")を含んで実質的に 近の開発領域である。また、同じ方向では、

ケンブリッジ大学(ケンブリッジ、英国)および日立製作所ケンブリッジ研究所の

研究者は、触媒駆動熱 CVD プロセスを使用して、350°C もの低い温度で、単

層 CNT 成長の成功を報告している。 
(詳細は下記を参照：http://www.admin.cam.ac.uk/news/press/dpp/2006080901) 

 
－ 2007 年 5 月に、ドイツのカールスルーエ研究センター・ナノテクノロジー研

究所の Aravind Vijayaraghavan および Ralph Krupke は、cm2 当たり数百万

素子の集積密度を持った単層 CNT 素子の正確な直接組み立てを発表した。科学

者達は、水溶液から CNT バンドルを残すために不均一な交流電界を使用する誘

電泳動を使用している。 
 
さらに、開発者によれば、このプロセスは、処理後の技術および現在のマイク

ロヱレクトロニクス製作技術と完全に互換性をもち、基板または CNT の高温ス

テップや化学的修飾を必要とせず、周囲条件の下で行うことができる一段階の

プロセスである。 
(詳細は下記を参照：www.nanowerk.com/spotlight/spotid=1934 .php) 

 
－ 2007 年 9 月に、テルアビブ大学(テルアビブ、イスラエル)の研究者は、単層

CNT の複雑なネットワークを作り、回路基板にそれらを刻印するプロセスを発

表している。特に、研究者はシリコン柱の間に CNT を成長させ、必要なネット

ワークの形と一致するように整えている。CNT は、二酸化ケイ素で覆われたシ
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リコン柱の頂上にくっつき、矯正され、それらの間で直線に成長する。その後、

全ネットワークは、あらかじめ作られた回路基板や様々な基板に刻印すること

ができる。 
(詳細は下記を参照： 

www.rsc.org/chemistryworld/News/2007/ September/18090701.asp) 
 

3．CNT 相互接続 
 
CNT は、国際半導体技術ロードマップが提示するわずかの材料のうちの 1 つであり、

1×107(A/cm2)以上の電流密度を持ち、32nm ノードより先の素子相互接続に適合する。

全ての主な IC 企業は 多層 CNT(MWCNT)相互接続、特にビア(via)相互接続を研究し

ている。ビア相互接続における CNT の大きなアスペクト比は、ビア相互接続の高アス

ペクト比に理想的に適しており、ビア相互接続として必要な電流密度は も高いであ

ろう。 
 
主な問題は蒸着工程とビア製造の方法にある。例えば、いくつかの組織では、シリ

コン上の適切な触媒の上に支持なしで直立する CNT 柱(ビア)を成長させ、次に、頂上

誘電体を成長させる。他の企業では、 初に誘電体にビアをエッチングし、次に、埋

められた触媒の上に CNT を成長させている。 
 
－ インフィネオン AG 社(ミュンヘン、ドイツ)の研究者は、非常によい電流密度

(5×108 A/cm2)を持った MWCNT 相互接続を明らかにしている、しかし、抵抗

はキロオーム・レベルで、銅と比較可能なためにはさらに 2 桁減少させる必要

がある。 
 
－ 富士通研究所(東京、日本)は、0.6 オームの抵抗をもたらす cm2 当たり 1,011

本のチューブを持った 2 ミクロンの CNT ビア・アレイを作成した。それはタン

グステンプラグと似ていると研究者は報告している。 
 
しかしながら、向上した電流密度をもたらす一方で、cm2 当たり 1,011 本のチュ

ーブの CNT 密度が、銅の抵抗レベルまで下げるのに必要であると研究者は述べ

ている。しかしながら、実験結果は、再びプロセス温度が重要な制約であるこ

とを示している。富士通の研究からの 良の相互接続は、500°C の温度で処理

することからもたらされた。しかし、必須の 400°C での結果は劣っている。 
(詳細は下記を参照： 
http://sst.pennnet.com/display_article/279730/5/ARTCL/none/none/Fujitsu- 
reports-progress-toward-CNT- interconnects-for-32nm/) 
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4．CNT トランジスタとロジック 
 

CNT トランジスタおよび論理素子の開発は、現在進行中の CNT 相互接続での、特

に低温プロセスの必要性に関して、多くの研究に依存するだろう。しかし、CNT 相互

接続はたぶん多層ナノチューブであるが、単層 CNT のキラリティ制御は、高性能 n
型や p 型素子の作成に重要である。さらにではあるが、CNT トランジスタ開発では非

常に速く進歩が起こり続けている。 
例えば： 
－ 2006 年には、IBM の研究者が、CNT トランジスタに基づいた 5 段リング発振

器の集積回路を初めて開発したと報告した。この発振器はシリコン相当より遅

かったが、商業化に重大になる p 型と n 型両方の CNT トランジスタを製作し

集積する CNT の可能性を実証した。 
(詳細は下記を参照：http://www.semiconductor.net/article/CA6355805.html) 

 
－ 大阪大学と産業技術総合研究所の研究者は、多くの従来の CNT トランジスタ

より 1000 倍以上も安定動作の CNT トランジスタを作成した。かれらは、CNT
トランジスタの製造工程の変更によりその進歩を達成している。その CNT 電界

効果トランジスター(FET)は、窒化ケイ素保護膜で覆う前の、水、酸素、および

フォトレジスト残滓を CNT 表面から除去するステップで、メタルソースとドレ

ーン電極の間のナノチューブを用いて、シリコンオンインシュレータ基板上で

形成された。CNT 層からの電子を加え差し引くサイトとしてこれらの不純物が

働き、その結果電流を変動させることを研究者は示した。 
(詳細は下記を参照： 
http://www.aist.go.jp/aist_e/latest_research/2006/20060608/20060608.html) 

 
－ 韓国の浦項科学技術大学およびエレクトロニクス・遠距離通信研究所の研究者

は、シリコンウェハ上に 10 ナノメートルより細い回路をエッチングするために

CNT を使用した。この技術は 10nm メモリ・チップ開発の可能性を持っている

と研究者は信じている。伝えられるところによれば、彼らはこの技術をさらに

開発するために米国ベンチャー新規企業と協力している。 
(詳細は下記を参照：http://www.nanowerk.com/news/newsid= 1491.php) 

 
－ 2007 年 3 月に、イリノイ大学アーバナシャンペーン校の研究者が、水晶結晶

板上によく整列した CNT 並びを成長させることにより、高電流トランジスタを

作りだしたというニュースがあった。従来の光リソグラフは、トランジスタ構

造を仕上げるためにソース、ドレーンおよびゲート電極の蒸着に使われた。 
(詳細は下記を参照：http://www.technologyreview.com/Nanotech/18457/ ) 
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研究者によれば、この新しいトランジスタは、約 2000 本のナノチューブを含み、

1A の電流を流すことができる。重要なことは、この研究は、ソースとドレーン

電極の間に接続する良く整列されたナノチューブ配列を鉄触媒とカーボン蒸着

を使用して生成する可能性を実証したことである。 
 
様々なグループによるこれまでの研究は、このようなよく整列した CNT 配列を

作成する際の困難さを強調している。加うるに、CNT トランジスタの平面構造

のために、従来のシリコントランジスタとの直接比較は可能であろう。 後に、

基板をプラスチック(あるいは他の基板)に変更することはナノチューブの特性

を変更しない、と研究者は述べている。 
 
－ また、2007 年 3 月に、NEC は有機溶液の中で CNT を使用して、CNT 基盤の

FET トランジスターコーティングの開発を発表した。NEC の研究者は、チャネ

ル長の拡張によりソースドレイン電流比(金属 CNT はこの比を減少させ短くさせ

る)に関して金属 CNT が持つ影響を削減することができた。さらに、同社は、CNT
の長さを減少させることにより、コーティングの欠陥率を引き下げることができ

ることを見つけた。10 ミクロンの CNT 長さは、0.01%以下まで欠陥率を引き下

げることができる。 後に、この低温プロセスが CNT-FET コーティングをプラ

スチック基板上での使用に対してなじむようにしていると NEC は信じている。 
(詳細は下記を参照： 
http://techon.nikkeibp.co.jp/english/NEWS_EN/20070403/130098/) 

 
－ 英国マンチェスター大学の研究者は、グラフェン単一電子トランジスタの作成

を発表した。 (詳細は下記を参照： 
http://www.rsc.org/chemistryworld/News/2007/February/28020703.asp) 
(グラフェンは、基本的に平面ハニカム配列の単一炭素原子層である。CNT は、

シリンダーを形成するために丸めたグラフェンシートである。グラファイトは、

互いの上に積重ねられたグラフェン層からなっている) 
 

CNT のいとこに似た電子特性を保有しているにもかかわらず、 近までグラフ

ェンはかなり制限された研究でのみ見られた。2004 年に、マンチェスター大学

の研究者が 初のグラフェントランジスターを作成した。しかしながら、この

素子は電流がリークし、電子が炭素原子間を移動することが容易なために、ス

イッチを切断することができなかった。 
 
現在、さらなる研究の後、研究者は、幅 10nm 未満のグラフェンリボンと電子

線リソグラフィを使用して、グラフェントランジスターを作成した。それは、

室温で動作し、リーク電流がなく、また単一電子の流れを制御することができ
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る。非常に興味はあるが、グラフェントランジスター技術はまだまだ研究段階

にある。 
 
－ スタンフォード大学の研究者は、無秩序な CNT からの論理ゲートを組み立て

る 良設計を予測するための非常に役立つと証明されたソフトウェアを 近設

計した。 
(詳細は下記を参照：www.technologyreview.com/Nanotech/ 18893/) 

 
－ 2007 年 7 月に、Nantero 社は、可能な応用として RFID タグでの印刷可能な

NRAM 記憶の開発に、HP のインクジェット技術と Nantero 社の CNT 配合の

組み合わせを研究する、ヒューレット・パッカード(HP)との協力を発表した。(詳
細 は 下 記 を 参 照 ： http://www.smalltimes.com/articles/article_display.cfm, 
article_id=297463) 

 
－ さらに、2007 年 7 月に、フランス原子力機関のエレクトロニクス・マイクロ

ヱレクトロニクス・ナノテクノロジー研究所および固体物理学部門の研究者は、

誘電泳動を使用して、シリコン基板上の CNT トランジスタを作成した。このト

ランジスタは、30GHz の臨界周波数に達することができた。2006 年 8 月の研

究者の以前の記録の 4 倍の改良である。 
(詳細は下記を参照：http://www.nanowerk.com/news/newsid= 2165.php) 

 
5．CNT－シリコン：予測 

 
現在、CNT は も研究された材料の 1 つである。また、CNT がセンサ、ディスプ

レイおよび電子銃のような応用に開発中であるように、多くの面でプロセスの専門的

知識が進展している。 
 
新しい材料や生産アプローチを IC 産業が採用するには、CNT 原材料、蒸着機器お

よびエッチングや平坦化を含んだ蒸着後処理の関連開発と共に、実質的なコンソーシ

アムの取り組みを必要とする。 
 
確認可能な産業コンソーシアムは CNT にはまだ出現していないが、Low-k 材料の

開発で現れたように、この材料は確実に候補者リストに載っている。新しい CNT トラ

ンジスタの開発は大見出しをつかむかもしれないが、この技術がどのように成熟して

来ているかの感覚を得るために、特にプロセス温度や CNT 相互接続の、CNT プロセ

スの進歩に注意するべきである。 
 

（出典： SRI Consult ing Business  Intel l igence Explorer Program）  
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【ナノテクノロジー特集】 

 
イタリアのナノテク研究開発 

 
イタリアにおけるナノテク研究開発は、イタリア各地の大学やイタリア学術会議

（CNR）に属するいくつかの INFM（Istituto Nazionale per la Fisica della Materia /
マテリアル物理学のための国立機関）や民間企業等によって実施されている。 

 
伊産業協会（AIRI）に属する NanotechIT（伊ナノテク研究所）の調査結果による

と、2006 年末時点においてイタリアにはナノテク研究開発のために活動している研究

所が 169 ヵ所あり、その内の 104 ヵ所が公的機関、65 ヵ所が民間研究所である。また

ナノテクに従事している人数は、4,318 名で、その内の 1,958 名が公的研究所、2,360
名が民間の研究所で働いている。更にまた 2006 年におけるナノテクのための公的機関

の投資は 6,000 万ユーロである。 
 
イタリアにはナノテクを研究しているハイレベルの公的研究所がある。そのほとんど

が INFM に属する。例えばピサにあるナノ物理学のための NEST（National Enterprise 
for nanoScience and nanoTecnology）、モデナにあるナノストラクチャーや表面のため

の INFM-S3 (nanoStructures and bioSystems at Surfaces)、トリエステにあるマテリ

アルのための TASC-INFM(Tecnologia e nAno SCienza)研究所等である。 
 
その一方で、現在、官・民共同によるナノテク研究開発も活発になってきており、

ナノテク研究開発のためのディストゥリクト（集積地）も存在している。以下、特に

際立つ集積地であるイタリア北東部に位置するヴェネト州のヴェネト・ナノテク集積

地とイタリア南部プーリア州のレッチェに設立された DHITECH 集積地を紹介したい。 
 
ヴェネト州のナノテク集積地は、かつてはイタリアの代表的石油化学企業の集積地で

あり現在はヴェネツィア科学技術パークとなっているマルゲーラ市のヴェーガ（VEGA）

に本拠が置かれている。ここには、ナノテク集積地の研究開発活動を調整する目的をも

つヴェネト・ナノテク（Veneto Nanotech）社と、プロジェクトを実験するラボラトリ

ーであるナノファブ（NanoFab）社が設置されている。更にナノテクプロジェクトの科

学部分を受け持つヴェネト州の各大学の研究を調整する協会として CIVEN
（Coordinamento Interuniversitario Veneto per le Nanotecnologie）が 2003 年に設立

され、これらの組織がヴェネト・ナノテク集積地の主役を演じている。ヴェネト・ナノ

テク集積地の主要活動は、新マテリアル創出にナノテクを活用することにある。 
 
ヴェネト州のナノテク集積地を運営・調整する目的をもって 2003 年 7 月 31 日に設立

されたヴェネト・ナノテク社は、5,500 万ユーロの総投資額をもって、教育・大学・研
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究省（MIUR/Ministero Istruzione Universita’ Ricerca）、ヴェネト州、ヴェネト州にあ

る大学、ヴェネト州産業連盟、民間企業によって設立された官・民の合弁会社である。 
 
ヴェネト・ナノテクの使命は、①ナノテク部門における国内外の科学者・研究者招集に

照準を合わせつつ、既存の競争力を発展させ、強固にする活動を通して国際的ナノテクエ

リアを創出すること、②ナノテク応用研究プロジェクト開発のためにハイレベルの技術研

究所を設立すること、③非常に高い革新的内容をもつ技術を企業に移転させ、企業の活動

を支援すること、④民間企業のナノテク研究投資を促進させること、⑤工業製品、工業工

程の革新のためにナノテクによってもたらされるチャンスを流布する活動を展開するこ

と、となっている。このヴェネト・ナノテクの主要目標は、ナノテク部門における科学・

企業競争力を増大させ、研究機関・革新的企業さらには官・民の投資家が一体となった優

れた環境を創出しつつ、民間企業をナノテクノロジーに近づかせることにある。 
 
一方、EU・ヴェネト州・ヴェネツィア科学技術パーク（ヴェーガ）による 2,000 万

ユーロの共同出資をもって 2005 年 10 月 7 日に落成されたナノファブ（NanoFab 
/Nanofablication Facility）社は、ナノテクノロジーの研究そのものを展開するのでは

なく、産業化される以前の段階にあるナノテクプロジェクトの研究開発活動を実施し

ているラボラトリー（研究所）である。ナノファブのラボラトリーは、総面積 2,700
㎡で、30 人の技術者・研究者が働いている。このナノファブは、ヴェネト・ナノテク

集積地の心臓部分でもあり、また民間企業の腕ともなっている。 
 
ヴェネト州の産業のうち 40％は、製造業であり、眼鏡・機械・化学・自転車・セン

サ・繊維・薬品産業が主要産業となっている。ナノファブは、既にナノテクを応用し

た新マテリアルによる解決策を研究あるいは実現させており、例えば世界に知られて

いるベッルーノ市の眼鏡産業のためにアンチ・アレルギーマテリアルやメッキなしの

眼鏡枠を実現するための材料研究をしている。機械産業のためには、熱転換に耐える

マテリアルのほか、キズや磨耗に耐える機械の表面のためにナノテクを活用したコー

ティング処理の研究を実施している。 
 
またヴェネト州の自転車産業集積地（約 160 社のメーカーが集まっている）は、イ

タリア自転車市場のシェア 80％をカバーしているが、これらの自転車メーカーは、既

に新マテリアルのためにヴェネト・ナノテクやナノファブと協力し、洗練された高級

な 自 転 車 製 造 を 試 み て い る 。 更 に ナ ノ フ ァ ブ は 、 CIVEN （ Coordinamento 
Interuniversitario Veneto per le Nanotecnologie /ナノテクのためのヴェネト州大学

間調整）の提案によるプロジェクトの実施や民間企業が直接委託するプロジェクトの

実施、ナノファブの技術者・研究者を民間企業に派遣する等の活動を実施している。 
 
CIVEN は、2003 年 3 月にヴェネト州にあるパドヴァ大学、ヴェネツィア大学、ベ



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1009,  2007.10.17 
 

 72

ローナ大学によって設立された非営利組織で、大学間の研究を調整しつつナノテクの

基礎研究、人材育成、産業実験、ナノテク部門における企業への技術移転等のプロジ

ェクトをヴェネト州ナノテク集積地のために展開している。更にまた CIVEN は、国

際プロジェクトやイニシアティブ、また国際組織へのイタリア参加も促進している。 
 
イタリア南部のプーリア州は、プーリア州にナノテク・電子機械・バイオテクの 3

つの技術集積地を創出させる合意を 2005 年 6 月に当時の政府と結んでおり、その合

意の 1 つであるナノテク集積地として DHITECH と命名されたプーリア州ナノテク集

積地が 2007 年 4 月 3 日に正式にレッチェ市に設立された。元々レッチェ市には CNR
（イタリア学術会議）に属する INFM の NNL（Nanotecnolgy National Lab）が以前

から存在していて、非常にハイレベルのナノテク研究を推し進めていた。 
 
官・民の合弁会社である DHITECH には、サレント大学・CNR・Engineering 

Ingegneria Informatica Spa 社・Fiamm Spa 社・StMicroelectronica Srl 社・Leuci Spa
社・Avio Spa 社が参加している。 

 
教育・大学・研究省（MIUR/Ministero Istruzione Universita’ Ricerca）は、こ

の DHITECH に対する予算として 2,200 万ユーロを割り当てている。DHITECH は、

ナノテク・進歩的マテリアル・革新的デジタル・IT の研究開発を促進する目標を持っ

ている。DHITECH は、松とオリーブの木々に囲まれたレッチェ市とモンテローニ市

の中間地点にあり、ここにはイタリア企業のほか多国籍企業も多く存在している。

DHITECH エリアには、ナノテクラボラトリーエリアと、革新的デジタル・エンジニ

ア科学エリア、オーガナイズエリアによって構成されている。 
 
DHITECH が既に開始しているプロジェクトには、①エレクトロニクス・フォトン・

マクロ機械・バイオセンサーに応用されるデバイスや器具製作のための革新的マクロ

あるいは革新的ナノ製造過程を開発するプロジェクト、②自動車や人工照明に応用さ

れる革新的光源を製造するプロジェクト、③宇宙航空分野での高効率計算や新製品開

発プロジェクト等がある。 
 
DHITECH は、プーリア州の宇宙航空・バイオメディカル・非常に複雑な製造物の部品・

IT に関わる高付加価値を有する革新的サービス部門に照準を合わせたハイテク企業の誕生

あるいはスピンオフ企業の誕生をサポートする旨の合意をプーリア州と結んでいる。 
 
出所： イルソーレ 24 オーレ紙、 

コッリエーレ・デッラ・セーラ、 
Veneto Nanotech サイト（www.venetonanotech.it）、 
Infm サイト（www.infm.it）、 
DHITECH サイト（www.dhitech.it）、他 
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【ナノテクノロジー特集】 

 

新梱包材にナノ・ファイバー活用（スウェーデン） 
 
＜環境に優しい新素材開発＞ 
 スウェーデン革新庁は「グリーン・マテリアル」というイノベーション促進プログ

ラムを立ち上げ、環境にやさしい新素材の研究開発に国庫補助を行った。2003 年～

2007 年の期間に行われたこのプログラムは、森林産業の将来の可能性を探ったスウェ

ーデンとフィンランドの共同プロジェクトの一環として行われたもので、森林材から

の新素材開発をその目的としていた。 
同プログラムは基礎研究部門と応用研究部門から構成され、その応用科学研究の一

つに「ナノ構造を持ったセルロース製品」というサブ・プロジェクトがあった。その

研究グループの中で修士論文に結実した研究にアンナ・スバーガン氏の「バイオ活性

化された多糖類ナノ合成および泡」（Bio-inspired polysaccharide nanocomposites 
and foams）がある。これは環境に優しいジャガイモ・デンプンで作ったフォーム（泡）

が壊れ易いという欠点を、パルプから抽出したマイクロファイバー・セルロース

（MFC）を強化剤として、高圧下で触媒を用いた化学結合で貼り付けることにより、

発泡スチロールに代わる梱包剤を作ろうという試みである。 
 
＜デンプンの細胞壁をナノ・ファイバーで強化＞ 
 新素材の強化材となる MFC は、パルプ・ファイバーの触媒による加水分解および

メカニカルな分解と均質化によって得られるもので、堅く、耐久性に富む上に粘着力

も強く、MFC の表面の水酸基は他の物質と結びつきやすいという性質を持っている。

この水酸基の直径がナノスケールあることは、他の MFC の水酸基に対して、化学修

飾反応のための場所を提供するという点で非常に興味深い。その水酸基グループは、

例えば、ナノスケール MFC 同士を引き寄せたり、あるいは遠ざけたりする作用を仕

切るための「ハンドル」のように使用することができる。MFC は表面修飾のためのテ

ンプレートとしてふさわしい働きをする。修飾の効果は化学的変化、および、表面の

織地組織の変化に基づいた物理的なメカニズムの変化となって現れる。 
 MFC はこれまで食品添加物、製紙加工プロセス、あるいは流動学研究上の添加物と

しての有効利用が試行されているものの、製品素材としての試行研究は皆無であった。 
MFC 製造機として高圧のホモジナイザーが使用された。このメカニカルなプロセス

を導入することによって、MFC 製造のためのエネルギーを従来の化学反応のみのとき

の 3 万 kWh／トンから 1,500kWh／トンへと下げることができた。電子顕微鏡でみる

と二つのサイズの MFC が確認された。一つのタイプは 10nm 以下の個別の MFC で、

もう一つは 70nm～数 mm の大きさの束になった MFC であった。束になった MFC は

個別のものよりも厚みがあり、高さ（長さ）は 10nm であった。 
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＜MFC デンプン・フォーム（泡）の製造プロセス＞ 
 MFC デンプン・フォーム（泡）を作るには 初に MFC 懸濁液を作る。まずアミロ

ペクチンを脱イオン化した水に溶解するために、ゼラチン化した 3 重量％濃度のアミ

ロペクチンの分散液の中で 135℃、2 時間煮沸する。アミロペクチンとグリセロール、

MFC を混合した液（懸濁液）が基礎材料となる。 
その MFC 懸濁液を 14 日間スターラー（磁石を液の中に入れ、液体容器の外の機械

に組み込まれた強力磁石の力で液体を攪拌する装置）で攪拌し、その過程の 後に 10
分間のホモジナイザーによる攪拌を経て、テフロン加工したシャーレに移し、滅菌し

たオーブン（30℃）で乾かす。 
 8%の固形内容（重量%、スターチおよび MFC）を得るためには、MFC 懸濁液、ア

ミロペクチン微粒子、脱イオン化した水をマイクロオーブン（510W）で 30 秒熱し、

その後 10 秒ハンドミキサーで混ぜる。ガス抜きをした後、テフロン加工した円筒形の

シャーレに入れて冷蔵庫（4℃）で冷却し、その後－80℃の冷凍庫で一日凍らせ、それ

からフリーズ・ドライヤーをかける。 
 冷蔵庫に入れた時点から 終目的である MFC フォームが完成するまでの工程は 4
日間である。 

 
上記の工程を図式化すると以下のようになる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MFC 懸濁液 
↓ 
14 日間磁気(スターラー)攪拌＋10 分間ホモジナイザーで攪拌 
↓ 
アミロペクチン微粒子と脱イオン化した水を加える 
↓ 
マイクロオーブン（510W）で 30 秒加熱 
↓ 
ハンドミキサーで 10 秒攪拌 
↓ 
ガス抜き 
↓ 
テフロン加工した円筒状のシャーレに入れて冷蔵庫（4℃）で冷却 
↓ 
－80℃の冷凍庫で一日冷凍 
↓ 
フリーズ・ドライヤーをかける 
↓↓ 
8%の固形内容（重量％、スターチおよび MFC）の MFC デンプン・フォーム（泡）の完成
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 このフリーズ・ドライ・プロセスがフォーム（泡）の形成に重要な役割を果たす。

アイス・クリスタル（氷塊）が形成されそれが乾かされることにより泡の穴ができる

のである。  
フォーム（泡）の穴の数や形は水分の量によって左右される。  

 MFC・デンプン混合フォーム（泡）はデンプンのみの場合に比較して 2 倍の強さ（こ

の場合は引張係数を強度の指標としている）を持つとともに、湿気にも強いという結

果が得られた。たとえばデンプンのみの場合は＋65℃で全壊してしまうのに対し、70％
（重量）の混合率2の場合は＋160℃でも低温時とほとんど同じの安定性を保っていた。 

 
 MFC・デンプン・フォーム（泡）を発泡スチロール代わりの梱包材に使用するため

のさらなる応用研究および商品化は、今後、スウェーデンのパルプ企業との連携の下

で行われる予定である。 
 
 
 
＜参考資料＞ 
・革新庁「グリーン・マテリアル」プログラム 終報告書 
http://www.vinnova.se/upload/EPiStorePDF/WMSFinalReport2007.pdf 
 
・アンナ・スバーガン氏の研究論文 
http://www.diva-portal.org/kth/theses/abstract.xsql?dbid=4260 

                                                  
2 MFC 70%、アミロペクチン 15%、グリセロール 15% 
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【個別特集】国際会議参加報告  
 
「第二回中国国際水素エネルギーフォーラム/ 

日中水素エネルギー開発円卓討論会」参加報告（中国） 
 

NEDO 技術開発機構 燃料電池・水素技術開発部 
川村 亘 

 中国工業ガス協会(China Industrial Gases Industry Association)及び国家発展改革委員

会国際合作センター(International Cooperation Center, The National Development 
and Reform Commission)主催による第二回中国国際水素エネルギーフォーラム/中国

水素エネルギー会議 (2nd China International Hydrogen Forum/China Hydrogen 
Energy Conference)及び中日水素エネルギー開発円卓討論会 (Sino-Japan Round 
Table Discussion on Cooperation in Hydrogen Energy)が、2007 年 9 月 6 日～7 日に

上海世界貿易商城で開催された。 

   

本フォーラムには、中国工業ガス協会 何開順理事長や国家発展改革委員会国際合作

センター(ICC-NDIC) 張小沖主任、他中国側幹部を初め、国際水素エネルギー協会 Dr. 
John W. Sheffield 教授（米国ミズーリ大学）等関係産業界や研究機関から総勢約 80 名

が参加し、中国、米国、日本など参加国における取り組み状況等が発表・紹介された。 
日本からは、水素エネルギー協会 太田健一郎会長、日産自動車(株) 飯山エキスパー

トリーダー、(財)日本自動車研究所 岩瀬主任研究員らが参加し、日本における取り組

み状況等について発表・紹介すると共に、併せて行われた円卓討論会にて、今後、情

報交換等両国産業界における一層の協力が進展することへの期待が表明された。 
 また、同日隣接会場にて開催されていた 2007 年第 9 回中国国際ガス技術・設備及

び応用展覧会/2007 年中国国際水素エネルギー・燃料電池新エネルギー源展覧会にお

いても各ブースや展示物など非常に盛況であった。 
 

以下、フォーラム及び円卓討論会の概要について報告する。 

フォーラム会場の様子 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1009,  2007.10.17 
 

 77

1. 名 称：   第二回中国国際水素エネルギーフォーラム 
2. 開催日時：2007 年 9 月 6 日～7 日 
3. 場 所：  上海世界貿易商城 5 号会議室 
4. 主催者：  中国工業ガス協会(CIGIA) 

国家発展改革委員会国際協力センター(ICC-NDIC) 

   
何開順 理事長                  張小沖 主任 

   
John W. Sheffield 教授              太田健一郎 教授 

 
5. 出席者： 中国工業ガス協会 何開順 理事長 
      中国工業ガス協会 孫国民 副理事長 
      国家発展改革委員会国際合作センター 張小沖 主任 
      国家発展改革委員会国際合作センター 郭亭林 外朕主任 
 
      国際水素エネルギー協会  Dr. John W. Sheffield 教授 
      水素エネルギー協会  太田 健一郎 教授 
      日産自動車(株)   飯山 明裕 エキスパートリーダー 
      (財)日本自動車研究所 岩瀬 孝邦 主任研究員 
      (財)エンジニアリング振興協会  岡本 歩 課長 
 (株)ガスレビュー 川副 暁優 記者 
 NEDO 燃料電池・水素技術開発部 川村 亘 主査 
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中日水素エネルギー円卓討論会の様子       中日水素エネルギー円卓討論会出席者 

 
6. 報告結果 
・中国側から、水素エネルギー利用状況の現状や今後の展望、水素関連技術開発状況、

実証状況、水素利用に関する安全検証等が報告された。 
・中国では、「863 計画(ハイテク研究発展計画)」に基づき、燃料電池自動車等を開発

してきており、近年の都市部での環境問題を解決するツールの 1 つとして、燃料電

池自動車を位置づけている。 
・上海でも 2010 年の「万国博覧会」開催に合わせて、「十百千」目標を打ち出し、2005

年の 10 台の開発を初めに、2008 年の北京オリンピック前の 100 台、万国博覧会前

の 1,000 台など、燃料電池自動車の実用化・産業化を目指している。 
・日本側からは、「水素エネルギーの持続的な発展(太田教授)」、「日産自動車(株)にお

ける燃料電池自動車開発状況(飯山エキスパートリーダー)」、「JHFC プロジェクト

における開発状況（岩瀬主任研究員)が報告された。 
・また同フォーラム内の中日水素エネルギー円卓討論会では、中国側から、水素に関する

中国市場状況等が報告され、日本側から、「水素社会構築・普及に向けた取り組み(NEDO
川村)」及び「日本における水素市場動向(川副記者)」が報告された。今後も継続的に情

報交換等、両国産業界における一層の協力が進展することへの期待が表明された。 

   

 
※本記事掲載の写真は、中国工業ガス協会（主催者）の宮本様よりご提供いただきました。 

屋外に展示された燃料電池バス 展覧会の様子 
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7. 参考資料－プログラム 
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【エネルギー】水素・燃料電池 

 
DOE が水素と燃料電池の分析に 158 万ドルを拠出（米国） 

 
米エネルギー省（DOE）は、水素と燃料電池の分析を行う 3 件のプロジェクトに対

し、2 年間（2007～2008 会計年度）で約 150 万ドルを拠出することを決定した。 
 

このうち 2 件は、輸送用と定置用の水素利用が環境に及ぼす影響を分析するもので

あり、水素の製造と利用に関わる様々なプロセスがオゾン層の長期的な安定性や気候

変動などに与える影響に重点を置いている。これらのプロジェクトは、米国学術研究

会議 1 が先日発表した「FreedomCAR と燃料パートナーシップの研究プログラム再考

2」という報告書の提言に対応したものである。この報告書は、様々な原料から水素を

大規模に製造、利用した際に生態系と環境が受ける長期的な影響を特定、分析するこ

とを DOE に提言している。 
 

以下は、選定された実施機関である。 
・ Tetra Tech 社（カリフォルニア州ラフィエット）： 大 60 万ドル、パートナーに

はスタンフォード大学と Potomac Hudson Engineering 社が含まれる。 
・ イリノイ大学アーバナシャンペーン校： 大 60 万ドル、パートナーにはロスアラ

モス国立研究所、パシフィックノースウェスト国立研究所およびクイーンズ大学が

含まれる。 
 

3 件目のプロジェクトでは、DOE からミズーリ大学ローラ校に 2 年間で 大 38 万 7
千万ドルが提供される。このプロジェクトでは、定置型発電に用いる代替燃料の使用

で得られた教訓の他、定置用 PEM 燃料電池の利用可能性についての特定と分析が行

われる。この取り組みは、全米科学アカデミーが発表した「水素経済：機会、費用、

障壁および研究開発の必要性 3」の提言に対応したものである。この報告書は、過去に

市場に受け入れられてきた代替燃料技術から得られた教訓に関する独自の研究を実施

することを DOE に提言している。 
 

これらの 3 件のプロジェクトは、ブッシュ大統領の先進エネルギーイニシアティブ

（Advanced Energy Initiative：AEI）に直接的に貢献するものである。AEI は、エネ

ルギー安全保障を強化し、自動車、住宅および企業活動のエネルギー源を変えること

によって石油の輸入依存度を軽減することを目指している。AEI は、ハイブリッド自

動車用の先進的なバッテリーやセルロース系エタノールを含む輸送技術の短期的な研

                                                  
1 National Research Council：NRC 
2 Review of the Research Program of the FreedomCAR and Fuel Partnership 
3 The Hydrogen Economy: Opportunities, Costs, Barriers, and R&D Needs 
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究を加速化し、水素燃料電池車と水素ステーションの長期的な実用化を目指す水素燃

料イニシアティブの強化に取り組んでいる。また、クリーン・コール、原子力エネル

ギー、太陽光発電、風力エネルギーを含む定置用途の先進的な発電技術のコストを削

減するための研究を支援している。 
 

DOE が実施する水素プログラムの詳細は次に示すウェブサイトを参照されたい。 
http://www.hydrogen.energy.gov/. 
 
出典：DOE to Invest up to $1.58M in New Hydrogen and Fuel Cell Analysis Projects 
http://www1.eere.energy.gov/hydrogenandfuelcells/news_detail.html?news_id=11268 
 

翻訳：山本 かおり 
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【環境】環境モニタリング 

 
水と空気中の揮発性有機化合物を現場で測定する小型センサ（米国） 
 

ジョージア工科大学の研究チームが、水や気体中の汚染物質を測定する小型センサ

を開発した。このセンサは、高分子膜でコーティングした極小のシリコン・ディスク

を使用している。異なる高分子で表面をコーティングしたセンサーアレイにより、様々

な化学物質を屋外で迅速に測定することができる。 
 

 
今回開発されたマイクロセンサーのチップ。中央にディスク型のマイクロ共

振器が 4 つ配置されている。チップの大きさは、3.5 ミリメートル四方である。 

出典：Georgia Tech : Gary Meek 

 
従来の技術では、サンプルを実験室に持ち帰って分析する必要があったが、このセ

ンサは水と空気のサンプルを屋外で分析できるように改良されている。この研究は、

米国立科学財団の資金提供で行われ、8 月 20 日に米国化学会の第 234 回全国大会で発

表された。 
 

このディスク型のセンサの心臓部は、汚染物質の分子質量を測定する微量天秤（マ

イクロバランス）になっている。 
 

ジョージア工科大学の電気・コンピュータ工学部で助教授を務める Oliver Brand は

次のように述べる。「汚染物質がセンサの表面に吸着されると、微量天秤の周波数が変

化して汚染物資の質量を示してくれる。」 
 

飛び込み台のように上下に動く片持ち梁式（カンチレバー式）の天秤は、気相に含

まれる化学物質の量を測定するために広く利用されている。しかし、液体中では質量

の変化を検知する機械的振動が弱まるため、天秤の感度が低下してしまう。このため、
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Brand と大学院生らは、どのような構造にすれば周囲の媒体が天秤の振動に与える影

響を減らすことができるかを研究した。 
 

その結果、研究チームはシリコン・ディスクの基板を使用することにした。このデ

ィスクの共振周波数は、形状により 300～1,000kHz である。適切な作動要素、検出要

素をマイクロストラクチャー（微細構造）に組み込むことにより、共振器を電気的に

励起させ、回転振動を検出することができる。 
 

各センサの直径は約 200～300 ミクロンである。これは、人間の毛髪の平均的な直

径に相当するもので、多数のセンサを配列しても僅か数ミリメートルにしかならない。 
 

同一サンプルに含まれる複数の汚染物質から特定のものだけを検出する方法を決定

するために、Brand は化学・生物化学部の助教授で同学部の応用センサ研究所（Applied 
Sensors Laboratory）で所長を務める Boris Mizaikoff との共同研究を開始した。 
  

Mizaikoff と大学院生らは、商業化されている疎水性の高分子を選び出し、薄いフィ

ルム状にしてセンサの表面をコーティングした。現在、この薄膜をディスク表面にし

っかりと付着させ、長期間の屋外使用でも剥がれないようにするための革新的な手法

が研究されている。 
 

「シリコントランスデューサー（変換器）の表面を異なる高分子膜で被うことによ

り、それぞれのセンサは特定の化学物質のみを検出する」と Mizaikoff は説明する。 
 

異なる化学処理を施された各センサの表面は、それぞれが異なるトランスデューサ

ーとなる。そして、それらのセンサを集めたセンサーアレイは、様々な汚染物質を検

出することができる。その用途は、産業、環境から生物医学に至るまで多岐にわたる。 
 

Brand と Mizaikoff が目指しているのは、水や気体中の揮発性有機化合物（VOC）の

測定である。VOC は、大気、地表水および地下水に広く蔓延する汚染物質である。こ

の発生源は、塗料、掃除用品、殺虫剤、建材、家具、事務用品、工芸用品などである。 
 

代表的な VOC はベンゼンである。米環境保護庁（EPA）は飲料水に含まれるベンゼ

ンの上限を 1 リットルあたり 5 マイクログラムと定めている。VOC の多くはいずれも

極めて低い濃度で存在しているため、僅かな質量の変化を正確に測定できる高性能の

センサが不可欠である。 
Brand は次のように言う。「私達は、同種の共振マイクロセンサーを使った他の研究

の中で も低いレベルの濃度を検出することに成功した。目標とする感度の達成には

至っていないが、私達は絶えず改良を重ねている。」 
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研究室では、一定量の汚染物質を含む水を、センサに取り付けた簡易なフローセル

に流すという試験を行った。 
 

この試験では、まず 初に既知量の汚染物質を含む水を高分子膜でコーティングし

たセンサー上に流す。水がセル内を通るとマイクロストラクチャーの質量が増し、固

有振動数（共振周波数）が下がる。この共振周波数を時間とともに計測することによ

り、水に含まれるベンゼンなどの芳香族炭化水素の量を測定することができる。 
 

研究チームは、様々な汚染物質を現場ですぐに測定できるようにするために、フィ

ールドテストを行って水または気体中のマイクロセンサーの動作を詳しく調査する予

定である。 
 

Mizaikoff は次のように語る。「ベンゼンを始めとした VOC は、EPA が重点的に取

り組む汚染物質リストの中でも高い優先順位がつけられている。VOC 濃度を屋外で素

早く測定できるようになれば、大きな利便性が得られるだろう。」 
 
出典：Sensor Array: New Microsensor Measures Volatile Organic Compounds in Water 

and Air On-site 
http://gtresearchnews.gatech.edu/newsrelease/pollution-sensor.htm 
Copyright 2007, Georgia Institute of Technology. All rights reserved. Used with 
Permission. 

 
翻訳：山本 かおり 
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【環境】地球温暖化対策 

 
EU が発展途上国の気候変動対策を支援する枠組み作りを提案 

 
欧州委員会は、EU と発展途上国が協力して気候変動に取り組むために新たな同盟

を築くことを提案している。発展途上国の中でも特に貧しい国々は、気候変動の影響

を も受けやすく、問題に対処する能力にも乏しい。提案されているのは「世界気候

変動同盟（Global Climate Change Alliance：GCCA）」と呼ばれるものである。EU
とこれらの貧しい発展途上国は、GCCA を通じて気候変動対策を貧困削減の戦略に統

合することを目指す。EU は、これらの国々が気候変動に対処するために必要な資金

を提供する。実施される施策の中には、地球温暖化の影響で強さと頻度が増すことが

予想される自然災害への対策等が含まれる。この同盟により、EU の「気候変動と開

発に関する行動計画 1」に気候変動対策を開発援助に体系的に統合するという新たな目

標が加わることになる。 
 

発展途上国は、気候変動の影響を も強く受けることが予想されている。このため、

気候変動を軽減し、すでに起こっている気候変動に対処するための支援が必要とされ

ている。新しい技術は、開発と生活の質を損なわずに持続可能な社会を築くことがで

きる唯一の選択肢である。この提案は、Louis Michel開発・人道援助担当委員がStavros 
Dimas 環境担当委員および Benita Ferrero-Waldner 対外関係担当委員と共同で提出

したものである。提案の目的は、対話と意見交換を広範な活動に結びつけ、EU と発

展途上国の実務的な協力関係を築くことにある。 
 

気候変動に関する政府間パネル（Intergovernmental Panel on Climate Change：
IPCC）は、世界のほとんどの地域、特に発展途上国が気候変動の影響を次第に受ける

ようになると予測している。貧しい発展途上諸国の中でも特に後発開発途上国 2 と小

島嶼開発途上国 3 は、 も早く影響を受け始め、尚かつ も大きな被害を受けること

が予想される。 
 

EU は、国際的な気候変動対策を主導する役割を担っている。2007 年の春に行われ

た欧州理事会では、2012 年以降の国際的な合意に関して具体的な提案が行われ、EU
の温室効果ガス排出を大幅に削減することが宣言された。世界気候変動同盟は、EU の

対外的な気候変動対策の柱となるものであり、地球温暖化の責任が も小さいにも関

わらず も大きな影響を受ける国々を支援する。 
 

                                                  
1 Action Plan on Climate Change and Development 
2 Least Developed Countries：LDCs 
3 Small Island Developing States：SIDS 
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世界気候変動同盟の下で行われる支援は、次の 5 つの分野に重点を置くことが提案

されている。①具体的な適応策を実施する。②森林伐採による排出を削減する。③貧

しい国々が世界炭素市場を活用できるように支援する。④貧しい国々の自然災害対策

を支援する。⑤気候変動対策を開発援助と貧困削減の戦略に統合する。気候変動は多

くの部門に影響を与えるため、持続可能性を得るためには貧困削減の対策に組み込む

ことが必要である。気候のリスクを体系的に評価し、気候変動を開発の戦略と計画（気

候への適応）に統合することが急務である。 
 

欧州委員会は、2008 年から 2010 年にかけて GCCA に 5,000 万ユーロを投入するこ

とを決定している。しかし、期待する成果を十分に得るためにはさらに多くの資金を

投入しなければならない。欧州委員会は、今後数年で増額することが合意されている

ODA 予算の一部を も気候変動の影響を受けやすい発展途上国の支援に割り当てる

よう加盟諸国に求めている。 
 

11 月 7 日から 9 日にかけて、気候変動と開発について話し合う「欧州開発デー」が

リスボンで開催される。この会議において、世界気候変動同盟のパートナーとなる発

展途上国との 初の話し合いが行われる。 
 

ここ数年で、異常気象の頻度と強さが気候変動と関連していることが十分に明らか

になった。過去 20 年間で も被害の大きかった 10 件の自然災害のうち 7 件が 2000
年から 2006 年の間に発生している。2007 年 7 月以降、欧州委員会は自然災害の被害

を受けた国々に 2,450 万ドルを提供した。これまでに資金を提供した国々は、コロン

ビア、カリブ海諸国、ペルー、ケニア、インド、バングラデシュ、ネパール、北朝鮮

およびスーダンである。世界気候変動同盟は、自然災害に対する備えが も脆弱な国々

を支援することを目指している。 
 
出典：Commission proposes a global alliance to help developing countries most 

affected by climate change 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1352&format=H
TML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en 

 
翻訳：山本 かおり 
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【産業技術】ライフサイエンス グリーンケミストリー  
 

「グリーンケミストリー」技術で最先端の薬剤を搬送(イギリス) 
 

より効果的で害が少なく、何百万もの患者に恩恵をもたらしうる、全く新しいドラ

ッグデリバリー(薬物搬送)の手法を開発するためにグリーンケミストリー(緑の化学)1

が採用されている。 
 
ノッティンガム大学の化学者達は薬剤をプラスチックでコーティングする新しい手

法を開発した。これは、現在の医療 先端である 新世代のデリケートな「生物薬剤

(biopharmaceutical)」に損傷を与えない手法を用いている。 
  

薬剤をコーティングする従来の手法は高温を利用して強い溶媒を用いる。このこと

が、薬剤を患者に届ける前の段階ですでに生物薬剤の活性成分にダメージを与えてい

た。しかし、ノッティンガム大学が開発したグリーンケミストリー技術を用いること

で、薬剤の生物活性成分が完全に有効に残り、患者は治療の 大限の効果を受け取る

ことができる。このプラスチックは制御された期間で薬剤を放出するように設計され

ている。このため、患者への注射回数を 小限に抑え、薬効を 大限にすることがで

きる。 
  

グリーンケミストリーの理念は本質的に新しいアプローチの先駆となっている。新

しいアプローチは、プロセス自体と、患者や環境への影響の、両方の観点から捉えた

「優しい設計(benign by design)」である。グリーンケミストリーは化学工業をよりク

リーンで安全にする見込みがある上に、プロセス面においてもより良質で純正な製品

を製造することにつながるとの期待がかかっている。 
  

2007 年 9 月 12 日にイギリスヨーク市で開催された英国科学振興協会のカンファレ

ンスで、スティーブ・ホードル(Steve Howdle)教授がノッティンガム大学で開発され

たグリーンケミストリープロセス、特に、従来の溶媒(ベンゼン、クロロホルムなど)
の代替となる超臨界流体(supercritical fluid)2 の使用についての概説を発表した。 
  

ホードル教授の研究は超臨界二酸化炭素(supercritical carbon dioxide)の固有特性

を活用することに焦点を当てている。超臨界流体は気体と液体の物理的特性を備えた

                                                  
1 Green chemistry： 環境に与える悪影響を阻止するために、原料から副生成物に至るまで、有害な化

合物をなるべく使用したり発生させないように物質や反応を設計して化学製品を製造すること。 
2 気体と液体が共存できる限界の温度・圧力(臨界点)下にある流体。通常の気体・液体とは異なる性質で

あり、気体の高い拡散性と液体の高い溶解能力を兼ね備える。また、超臨界流体としてよく利用され

る物質は水と二酸化炭素である。 
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溶媒であり、常温下且つ低圧力下にある超臨界二酸化炭素は液体と気体の境界が曖昧

となる。 
  

今回のプロセスはポリマーによる薬剤のコーティングに使用できる可能性がある。

これには手術の吸収性縫合糸で使われているのと同じような生体分解性プラスチック

が用いられる。ポリマーは身体に注射する前段階の薬剤をカプセル化するために使わ

れる。 
  

従来の化学プロセスでは多くの場合、高温を利用したり、揮発性や潜在的毒性のあ

る溶媒（クロロホルム、ベンゼン、その他の揮発性有機化合物(VOC)など）を利用し

たりしている。溶媒の残留物は製造後も製品の中に残り、患者と環境にとって有害と

なる可能性がある。このため、大気中への残留物飛散を防ぐために特別な処理とリサ

イクル対策が必要となる。 
  

さらに、高温や強い溶媒の使用は薬剤劣化の要因にもなりうる。生物活性薬剤化合

物は大抵の場合、高温と従来の溶媒によって悪影響を受けてしまい、多い時は患者を

助ける薬物分子(drug molecules)が半数近くも破壊されてしまう可能性がある。ノッテ

ィンガム大学で開発されたこのクリーンなグリーンケミストリー技術はこれらの溶媒

をプロセスから完全に取り除くことを目指している。超臨界流体は溶媒を使わない化

学プロセスをサポートするために使用することができ、通常の溶媒や従来のプロセス

では達成が困難もしくは不可能であった新しい技術を創った。 
  

ホードル教授の研究は常温下で超臨界二酸化炭素を使用して生体分解性ポリマーを

可塑化できることを実証した。 
 

低温下ということは、デリケートな生物活性成分(成長因子やタンパク質など)を、活

性を全く失わずに可塑化されたポリマーに混合させることができることを意味する。 
  

これは、従来の化学プロセスでは溶媒や熱の影響を受けてしまい残存不可能だった

生物薬剤を患者が受け取れることを意味する。すなわち、このプロセスによって新し

いドラッグデリバリーデバイスを開発する上での主要な障壁が克服される。 
  

ホードル教授は次のように話す。「タンパク質をベースにした効力の大変高い新薬

は頻繁に数多く発見されている。しかし製薬業界が抱える大きな課題は、患者の体内

で薬剤を漸進的に放出するよう制御できるように患者に搬送する薬剤をプラスチック

で覆わなければならないことである。」 
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「これらの新しいタンパク質の殆どは、従来のプロセスで用いられる高温や強い溶

媒によって破壊されたり損傷を受けたりしてしまう。私達のプロセスは二酸化炭素を

ほぼ常温下で働かせるため、混合プロセスにおいて分子が損傷を受けない。さらに、

通常の溶媒も使用しないため、製品に有害な残留物が残ったり、 終的に患者に残留

物が及んでしまったりする恐れもない。」 
  

「プラスチックは固体だが、二酸化炭素の高圧下に置かれた場合は液体に変化し溶

けるため、これらの状況下で生物活性薬剤を混入することができる。このため、皮下

注射用に薬剤の一つ一つの粒子を生体分解性ポリマーで包むことができる。」  
 

注射後、ポリマーは溶け始めて薬剤の放出が開始され、血流へと入っていく。ただ

しこれは漸進的なプロセスであり、数日から 1 週間ほどかかる。このことで、薬剤の

放出を制御でき、有効な治療薬が搬送先で放出される時間を長く延ばすことができる。 
  

「使用されたポリマーは乳酸をベースとした生体分解性プラスチックである。乳酸

は体内で生成される天然の化合物であり、身体は通常の方法で取り除くことができる。

これは吸収性縫合糸に使用されたり、30 年にわたり製薬業界で様々な形で使用されて

きた。」 
  

従来の患者に薬剤を与える手法と比較すると、注射で投与して制御するドラッグデ

リバリーでは、注射回数や毒性の低減、および薬効や利便性の向上など多くの利点が

あるため、患者が服薬を順守する割合も高まる。 
  

ホードル教授は次のように付け加える。「生体分解性ポリマーをドラッグデリバリ

ーに利用するのは大変魅力的である。なぜなら身体に注射した後は回収の必要もなく、

それ以上の操作の必要もない上に、可溶性の無毒な副生成物へと分解されるからであ

る。また、体内で様々なポリマーが異なる速度で分解されるため、ポリマーを選別す

ることで望みの放出速度になるように作ることができる。」 
  

「このため、このプロセスによって薬剤を漸進的に制御して放出することが可能で

あり、副作用を減らして生活の質(quality of life)3 を向上させることができる。患者に

とっては、毎日二回の注射の代わりに一週間に一度の注射ですむようになる可能性が

あることを意味している。」 
  

                                                  
3 生活の質(QOL: quality of life)：生命の質とも訳される。人間としてより充実した生活を送るために、

生活を物質的な面から量的にとらえるのではなく、生活の質や人生の質を重視しようとする考え方。狭

義では、患者の日常生活をいかに苦痛の少ないものにするかという意味で用いられる。 
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グリーンケミストリー技術を用いた薬剤のカプセル化技術は、スピンアウト企業で

ある Critical Pharmaceuticals 社（2002 年にホードル教授と同僚の研究者によって設

立）で現在詳細なテストが行われており、まもなく臨床試験へと進む見込みである。

使用される薬剤とポリマーは既にそれぞれ単独認可が下りているため、プロセス全部

が未テストの場合よりも早く患者への利用が可能になると考えられる。 
   

超臨界流体の利用によって、ドラッグデリバリーの新しい手法のみならず、よりク

リーンで残留物のないプロセスが提供される。このプロセスは他の新しいポリマー物

質の生産に活かせるだろう。それは防弾性が強化されたプラスチックや洗剤、コーテ

ィング、さらには再生医療用の多孔質足場(porous scaffolds)にまで、多岐にわたるだ

ろう。 
  

スティーブ・ホードル氏はノッティンガム大学化学科教授であり、Critical 
Pharmaceuticals 社の 高科学責任者である。ホードル氏は“Royal Society Wolfson 
Research Merit Award”を受賞した。また、英国科学振興協会の会議において英国化

学会“Interdisciplinary Award”の受賞も予定されている。 
  
 
出典：http://www.nottingham.ac.uk/public-affairs/press-releases/index.phtml?men

u=pressreleases&code=USI-177/07&create_date=13-sep-2007 
(Copyright © 2007 The University of Nottingham 
All rights reserved. Used with Permission.）  

 
翻訳：大釜 みどり 
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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 
国防総省高等研究計画局（DARPA） 

 
NEDO 技術開発機構 電子・情報技術開発部 

 
DARPA は、米国政府が旧ソビエト連邦による世界初の人工衛星 Sputnik の打ち上

げに対抗するため 1958 年に設立された。同局は、 先端の科学技術を軍事に応用し、

国家の安全保障を確保することを目的としており、DOD の基礎および応用研究開発プ

ロジェクトを管理・監督している。DARPA は、インターネットの原型となる ARPAnet
を開発した機関としても知られており、軍事技術の開発にとどまらず、社会に貢献す

るあらゆる分野の基礎的な研究開発も行っている。 
 
DARPA は技術的なプログラムを 6 つ展開しており、各プログラムにおいて様々な

R&D プロジェクトが実施されている。 
 

 防衛科学局（Defense Science Office: DSO）1：新しい軍事力につながる技術を

開発しているほか、生物科学、材料・装置、数学など幅広い分野の科学とエン

ジニアリングに関する研究を行っている。 
 情報処理技術局（Information Processing Technology Office: IPTO）2：ネット

ワーキング、コンピューティング、ソフトウェア技術などの開発を中心に、DOD
の軍事的優位を確保するための研究開発を行っている。 

 マイクロシステム技術局（Microsystems Technology Office: MTO）3：軍事用

システム向けに、 先端の電子技術、フォトニクス、マイクロマシン技術の開

発を担当している。 
 情報活用局（Information Exploitation Office: IXO）4：センサーおよび情報シ

ステム技術や、攻撃目標を設定したり、指揮統制のために必要なアプリケーシ

ョン・システムの開発を行っている。 
 戦略技術局（Strategic Technology Office: STO）5：新しい宇宙技術やアプリケ

ーション、戦略的および戦術的なネットワークとコミュニケーション・システ

ム、包括的な防御システム、武器・装置など、戦略的な軍事活動を可能にする

技術やシステムの研究開発を行っている。 

                                                  
1 http://www.darpa.mil/dso/index.htm  
2 http://www.darpa.mil/ipto/index.htm  
3 http://www.darpa.mil/MTO/index.html  
4 http://dtsn.darpa.mil/ixo/default.asp  
5 http://www.darpa.mil/sto/index.html  
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 戦術技術局（Tactical Technology Office: TTO）6：宇宙システム、組み込み式

プロセッサやコントロール・システムを含め、航空宇宙分野を中心に、リスク

は高いが、リターンも大きい軍事的研究開発を行っている。 
 
DSO、IPTO、MTOの3つのオフィスでは軍事アプリケーションを強化するための新

しい能力や部品技術の開発を中心に行っており、IXO、STO、TTOが軍事的問題を解

決するためのソリューションや 終製品につながるような技術プログラムを実行して

いる。 
 

 
図 1： DARPA の組織体制 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
出典：DARPA7 
 
同局は現在、①強力、安全および自己形成型のネットワーク（Robust, Secure, 

Self-Forming Netowrks）、②捕らえどころのない標的の探知、精密同定、追跡および

破壊（Detection, Preccision ID, Tracking, and Destruction of Elusive Targets）、③

都市部における軍事行動（Urban Area Operations）、④ 先端の有・無人システム

（Advanced Manned and Unmanned Systems）、⑤地下構造物の探知、位置付けおよ

び評価（Detection, Characterization, and Assessment of Underground Structures）、
⑥宇宙（Space）、⑦戦闘部隊および戦闘支援を行っているインフラの比率の増加

（Increasing the Tooth to Tail Ratio）、⑧バイオ・レボリューション（Bio-Revolution）、

                                                  
6 http://www.darpa.mil/TTO/  
7 「Strategic Plan」DARPA （2007 年 2 月）を参照。

http://www.darpa.mil/body/pdf/2007StrategicPlan.pdf  
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⑨コア技術（Core Technologies）といった 9 つの戦略分野における研究開発を推進し

ている 8。 
 
戦略分野のひとつであるコア技術は、DARPA における研究開発の中核となっており、

コンポーネント・レベルの様々な新しい技術に対しての投資が行われている。同局に

おける半導体の関連プロジェクトは、コア技術のひとつであるマイクロシステムの一

環として、マイクロシステム技術局（MTO）によって実施されている。しかし、弊社

が実施した今回の調査では、DARPA におけるストレージ・メモリの R&D プロジェク

トに関する情報は入手することができなかった。 
 
半 導 体 

 
DARPA の半導体関連プロジェクトは、電子技術、フォトニクス、マイクロマシンな

どのマイクロシステム技術に関する研究を行っている MTO によって実施されている。

同局は 12 件の半導体関連プロジェクトを実施しているが、これらのプロジェクトに関

する予算規模は公開されていない。 
 
表 1： DARPA における半導体関連プロジェクトを実施している担当局 

担当局 
 

プロジェクトの主要研究分野

 

プロジェクト

数 予算規模 

マイクロシステム 
技術局（MTO） 

半導体サーキット、半導体ト

ランジスタ、半導体レーザー、

半導体装置、半導体ダイオード、

など 

12 

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 

 
＜マイクロシステム技術局（MTO）＞ 
統合マイクロシステムの先駆的な研究を行っている主要研究機関である MTO では、

電子技術、フォトニクス、マイクロマシン技術、アーキテクチャ、アルゴリズムなど

の 5 つのコア技術分野に関する研究開発を行っている。 
 
MTO では、アンチモン系半導体素材を使った集積回路のパフォーマンスの研究から

光源を発出する広バンドギャップ半導体に関する研究まで、多様な半導体関連の R&D
プロジェクトを実施している。 

                                                  
8 同上 
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【ニュースフラッシュ】 

米国－今週の動き(09/26/07-10/09/07) 

NEDO ワシントン事務所 

Ⅰ 新エネ･省エネ 
10 月／ 
1：エネルギー省、プラグイン・ハイブリッド電気自動車の先進バッテリー開発に約 2,000 万ドルのグ

ラントを授与 
エネルギー省は 9 月 25 日、プラグイン・ハイブリッド電気自動車（PHEV）のバッテリーコストと
寿命の問題に取り組むプロジェクト 5 件に総額 1,720 万ドルのグラントを供与すると発表。米国先
進バッテリー・コンソーシアム（United States Advanced Battery Consortium）の拠出額を含める
とプログラム総額は 高 3,800 万ドルになると見込まれる。対象となる 5 件は、ニッケル・マンガ
ン・コバルトの陰極材料選別、ナノ相リン酸鉄の PHEV 用バッテリー開発、マンガン・スピネルを
使用するバッテリー開発などである。(DOE News Release, September 25, 2007) 

 
 
 
Ⅱ 産業技術 
10 月／ 
11：「国家ナノテクノロジー・イニシアティブ」年次報告書（概要） 

2003 年に成立した「21 世紀ナノテクノロジー研究開発法」の規定に従い、国家科学技術会議
(National Science and Technology Council)がブッシュ大統領の 2008 年度予算要求を解説する「国
家ナノテクノロジー・イニシアティブ」年次報告書を 7 月 31 日に発表。報告はこれで 3 回目で、国
家ナノテクノロジー・イニシアティブ（NNI）の概観、2006 年度及び 2007 年度の NNI プログラム
活動、2008 年度の活動予定、省庁別及びプログラム構成分野（program component area=PCA）別
の予算、「国家ナノテクノロジー・イニシアティブ戦略プラン(National Nanotechnology Initiative 
Strategic Plan)」に設定された目標の達成へ向けた進捗状況等を説明している。 
 
○NNI の概観 
2001 年に全米科学財団(NSF)、国防省(DOD)、エネルギー省(DOD)、NASA、商務省の国立標準規
格技術研究所(NIST)、厚生省の国立衛生研究所(NIH)という 6 機関で NNI は始まったが、2006 年
度に教育省、労働省、米国地質調査局が加わったことにより、現在は政府の 26 機関が参加している。 
 
○NNI 予算の推移 
ブッシュ大統領の 2008 年度 NNI 予算要求額は 14 億 4,500 万ドルで、2001 年度の 3 倍以上、2007
年度要求額の 13％増となっている。省庁別では NNI 投資の上位 5 省庁である NSF、DOD、DOE、
NIH、NIST の予算が 2001 年度比較で 3.2 倍まで伸びており、特に NSF と DOE 科学部の 2008 年
度予算は 2006 年度実績の 22％増と、米国競争力イニシアティブで述べられている 2006 年度からの
10 年間での予算倍増という大統領のコミットメントと一致した伸びとなっている。 
プログラム別では、ブッシュ政権がナノ材料の環境・衛生・安全面（EHS）影響の研究を重視して
いることから、社会的側面の予算が 2007 年度に続き 13.5%増額される他、研究機器、計測基準と標
準規格も 29.6%の増額となる。ナノスケール現象とプロセス理解、ナノ材料の予算も各々12.7%、
20.9%の増額となっている。一方、ナノマニファクチャリングは 2.4%の削減に転じている。 
 
○SBIR 計画及び STTR 計画の活用状況 
ナノテク開発の支援を目的とした中小企業革新研究(SBIR)計画と中小企業技術移転研究(STTR)計
画の活用状況としては、DOD、NSF、NIH、DOE、NASA が STTR 計画を実施しており、これに
環境保護庁、NIST 他を加えた 9 省庁が SBIR 計画を実施。2006 年度の SBIR 計画によるナノテク
R＆D 支援は前年度よりも 2,260 万ドル（49.7%）増えた一方で、STTR 計画による支援は前年度よ
り 170 万ドル（12.8%減）の減少となっている。 

 
 
 
Ⅲ  議会・その他 
10 月／ 
1：風力発電の拡大が予想されるアルバータ州、電力網へ連携可能な発電容量の上限を撤廃 

カナダ・アルバータ州で 66 億カナダドルにのぼる風力発電建設のプロジェクトが計画されているが、
このために、州の電力網に連係できる風力発電容量の上限を撤廃することが予定されている。 
アルバータ州系統運用者（Alberta Electric System Operator）は昨年、風力発電所からの間欠的な
電力供給による被害を警戒して、900 メガワットという上限を定めていたところだが、同州の総発
電量に占める風力発電の割合を 2007 年末見込みで 4％という実績から、10～15％に引き上げるとい
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う長期目標を達成するためには、この上限の撤廃が必要となるとのことである。 
(Reuters, September 28, 2007) 

 
4：上院の民主党指導層、エネルギー法案に関する上下両院協議会の開催を希望 

Harry Reid 上院民主党院内総務（ネバダ州）が、今年の夏に上下院をそれぞれ通過した両エネルギ
ー法案の相違点を調整するため、上下両院協議会の上院側協議メンバーを指名する意向であると表
明した。同議員によると、本件について近日中に Pelosi 下院議長（民主党、カリフォルニア州）と
協議する予定であるとのことである。 
一方、下院は Hoyer 下院民主党院内総務（メリーランド州）が記者会見において、今議会が閉会す
るまでの向こう 6 週間で、妥協案を完成させるまでには至らなくとも、大きな進展が見られるもの
と期待していると発言している。 
両法案の間で解決すべき 大の問題は、下院法案の再生可能電力使用基準と、上院法案の CAFÉ 基
準引き上げの二点の調整であるとの指摘が、多くの議員からなされている。 
(Greenwire, October 3, 2007; CQ. Com, October 2. 2007)  

 
4：ケベック州、炭素税を制定 

ケベック州は、カナダの州として初めて炭素税を制定した。本税は、ガソリンでは 1 リットル当た
り 0.8 カナダセント、ディーゼル燃料では 0.9 カナダセント、軽油で 0.96 カナダセント、石炭は 1
トン当たり 8 カナダドルとなっている。 
カナダ経営者評議会は、温室効果ガス排出削減のため環境税導入を強く主張してきたが、エネルギ
ー企業、エネルギー大消費企業はこれに伴うコスト増に不満を表明していた。 
今後、本税により 5 年間で 2 億カナダドル以上の税収がケベック州政府にもたらされることになる
が、この税収はケベック州の GHG 排出削減のグリーンプランに投入される予定である。ケベック州
は京都議定書の下で 2012 年までに、排出量の 1990 年水準 6％減を達成すると誓約している。 
(The Montreal Gazette, October 2, 2007; Reuters, October 1, 2007)  

 
4：エネルギー安全保障と気候変動に関する主要排出国会合に対する、米国議員、非営利団体等の反応 

9 月 27～28 日にワシントンで開催された、米国主催の「エネルギー安全保障と気候変動に関する主
要排出国会合」について、議員、非営利団体等から多くのアナウンスがなされている。これらの一
部を下記に紹介する。 

 
○Barack Obama 上院議員（民主、次期大統領候補） 
世界 大の排出国を集めた会議は、絶好のチャンスを逸したものとなった。気候変動問題への対応
のためには、米国は画期的なリーダーシップが必要であるが、ブッシュ大統領の自主的施策は画期
的でもなければリーダーシップを反映するものでもない。 
 
○Jeff Bingaman 上院議員（民主、上院エネルギー・天然資源委員会委員長） 
国内の GHG 排出を削減するプランを策定しない限り、米国は国際機構条約の交渉でクレディビリ
ティを欠くこととなる。ブッシュ大統領の気候変動の関心が、cap-and-trade システムの法案支持へ
と導くことを期待。大統領は在任中に本法制化に協力すべき。 
 
○Pete Domenici 上院議員（共和） 
米国が本会合を主催し、12 月のバリ会合に向けて作業を開始したことをうれしく思う。大統領は、
世界気候変動とエネルギー安全保障の問題は関係しており、技術という共通の解決策を共有すると
指摘したが同感。クリーンエネルギー技術、特に原子力発電の復活に勇気づけられている。 
 
○Barbara Boxer 上院議員（民主、上院環境・公共事業委員会委員長） 
大統領は地球温暖化対策にコミットしていると主張しているが、 も有効な二つのツール－強制的
炭素排出削減と cap-and-trade システムの導入－を怠っている。 
 
○Nancy Pelosi 下院議長（民主） 
地球を守る効果的なイニシアティブは、ブッシュ政権が支持する自主的目標や付加的アプローチで
なく、強制的な規定に基づくものでなければならない。今回の会議が、12 月のバリ会合を出し抜く
ために利用されることがないよう希望している。 
 
○世界気候変動に関するピューセンター（Per Center on Global Climate Change） 
ブッシュ政権では、自主的国際枠組みという構想へ他諸国を導くことを期待していたが、幸いなこ
とに他諸国は、自主的国際枠組みだけで気候変動目標の達成を可能とするブッシュ政権の見解を拒
絶して、新たな国際コミットメントの必要性を強調している。 
 
○天然資源防護会議（Natural Resources Defense Council） 
ブッシュ大統領は、GHG 排出の上限設定・削減に対する拒絶態度を変えず、時が経つだけとなって
いる。排出削減に関する国内外の進捗を妨げている 大の障壁は、我が国の GHG 排出量制限に対
するブッシュ大統領の反対である。 
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○憂慮する科学者同盟(Union of Concerned Scientists) 
他の先進諸国が拘束力ある枠組み設定を求めたにも拘わらず、ブッシュ大統領の主要排出国会議は
強制的排出削減目標設定に関する合意がないまま終了した。同大統領は、21 世紀中頃までに達成す
べき世界排出削減量、及びその目標達成に向けた米国の行動、という二つの問題に対して何ら新し
い施策を示さなかった。EU や日本その他の諸国は、米国が具体的提案を示すまで、このプロセスへ
の参加を拒絶すべきである。 

 
9：Barack Obama 上院議員、エネルギー・気候変動問題に関する新計画を発表 

大統領候補の Obama 上院議員（民主党、イリノイ州）は、10 月 8 日に、米国をエネルギー問題に
おける世界的リーダーとすることを狙った新プランを発表した。同プランの主要ポイントは下記の
とおり。 
・GHG 排出を 2020 年までに 1990 年水準まで削減し、2050 年までには 1990 年水準の 80％減まで

引き下げるため、cap-and-trade システムを導入する。対象部門は経済分野全体とし、排出クレジ
ットは 100％オークションとする。 

・オークションの収益の一部を、次世代バイオ燃料推進、プラグイン・ハイブリッド自動車の商業
化推進、再生可能エネルギー発電の開発奨励、低公害石炭火力発電所への投資、送電網のデジタ
ル化に投資する。 

・クリーンエネルギーの基礎研究分野の連邦政府予算を倍増、セルロース系エタノール生産のため
の技術開発、クリーン技術普及ベンチャーキャピタル基金の設置等を行う。 

・2030 年までにエネルギー原単位を 50％削減するという国家目標を達成するため、省エネルギーに
投資する。（建物の省エネ目標設定、白熱電球の 2014 年までの段階的廃止等） 

・米国の石油安全供給とエネルギー自立を強化する。（18 年間で自動車燃費を二倍改善、バイオ燃料
給油インフラの構築等） 

・気候変動対策で世界をリードする。（ポスト京都交渉に参加、米国の技術輸出を狙った、技術移転
プログラムをエネルギー省内に設置他） 

(Barack Obama.com News Release, October 8 2007; Barack Obama’s Plan, October 8, 2007) 
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