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【ロボット特集】 

 
海外の次世代サービスロボット R&D 体制・散見（米欧亜） 

 
NEDO 技術開発機構 機械システム技術開発部 

プログラムマネージャー 本多 庸悟 
1. はじめに 

日本のロボット市場実績は 2005 年時点で、生産現場ロボットは産業用ロボットと自動

機械（無人搬送機など）との合計で 7,328 億円と算出されている。これに対して産業の場

以外の第 2 のロボット、すなわち民生用ロボット、ないし次世代サービスロボットは商用

も含め 273 億円とされる [橋本 2007]。ロボット総計 7,601 億円余の 3.6%を占めるにすぎ

ない。わが国の産業の将来を考えるとき、この次世代ロボットの実用化をいかに加速し、

産業として成立させるかが一つの課題である。しかしこのロボットは我々の社会生活・個

人生活という、人間と多様な環境に関わる多様な場を対象とするので、技術的に初めはや

さしいようでいて、いざニーズとの接点に来るといろいろな問題に遭遇する。 
 
海外諸国の事情はどうであろうか。目につくのは、第 3 の区分としての軍事・宇宙関連

ロボットである。欧米で security robot というと災害対策用も含むが、軍事防衛・テロ対

策ロボットでもある。わが国ではこのままの区分はなく、災害対策や特殊環境用のものが

第 2 のサービスロボットに含められる。日本の平和さを感じるところである。 
 
このようないわゆるサービスロボット（この言葉はよく使われるもののやや正確を欠く

が、便宜的に用いる）については、その先進的研究は活発化しているものの、前述の多様

さもあって、その実用化、事業化、まして産業化は思うように進展していない。 
 
ここでは米国、欧州、およびアジア各国のポリシーや科学技術資金ファンドの側にポイ

ントを置きながら、各国関係者から戴いている情報をもとにまとめてみた。ただし、体制

やファンディングにこだわったために、分解能が必ずしも個々の具体的ロボットまでに及

ばないことをあらかじめお断りしておく。また総予算として示した額は、ロボット分野以

外も含むものである。 
 
2. 日本の例 

世界各国を見る前に、参考として我が国の次世代ロボットの研究開発(R＆D)体制のあら

ましを見ておく。わが国の科学技術政策の基本である科学技術基本計画のもと各省庁が施

策を練るが、経済産業省でも新経済成長戦略の中にロボットの項目がある。2004 年からは

各省庁の施策を連携すべく、内閣府の所轄で 14 テーマからなる科学技術連携施策群が設

けられており、その一つにも「次世代ロボット」が取り上げられている。 
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経済産業省と NEDO の場合、戦略の実現に向けて 21 世紀チャレンジプログラムや技術

戦略マップが作られ、プロジェクトが立案、実施される。公募によって産学官の体制が組

まれ、交付金によって実施される。過程の運営、管理、評価はスタッフと外部委員により

マネジメントされる。このプロジェクトは「中長期・ハイリスク研究開発事業」という区

分に属するが、ロボットは技術ロードマップに沿って、実用化、事業化指向の色彩を強め

ている。2007 年度は、①共通基盤開発、②人間支援型実用化、③要素技術開発、④ロボッ

ト知能化技術（新規）の 4 テーマが実施中で、実行予算の総額は約 41 億円である。ただ

し、①と②は 2007 年度で終了、④のロボット知能化技術は、現在は経済産業省の直執行、

NEDO のサポートという体制である[NEDO2007]。 
 
3. 米 国 

ロボットに関係のある代表的公的ファンドを連邦政府内の位置づけとして図示すると、

図１のようになる。米国はロボットの研究開発でも世界をリードしているが、あらゆる分

野でスケールが大きいので、サービスロボットとしてまとまったプロジェクトを取り出す

のは難しい。国防高等研究事業局(DARPA: Defence Advanced Research Projects Agency)
は国防総省の所属機関であるが、国立科学財団(NSF: National Science Foundation)と航

空宇宙局(NASA: National Aeronautics and Space Administration)は連邦政府内の独立

機関である。いずれもロボットのテーマを抱えており、DARPA は軍事、NASA は宇宙航

空関連の内容に特化しているが、その周辺の関連テーマも受け入れられている。 
 
NSF は自前の研究体制を持たず、科学と工学分野全般の研究開発を支援することに専念

する（NEDO と似ている）。NSF 関係者に尋ねた所では、とくにサービスロボットに特化

したプロジェクトというのは無さそうで、NSF 内の CISE(Computer & Information 
Science & Engineering)部局の IIS (Information & Intelligent Systems)課と関連が深い

ので、そこを調べてほしいとのことだった。 
 
すでに 2008 年度の採択テーマを IIS の URL [nsfIIS2007]で見ることが出来る。IIS が

確 か に 多 い が 他 に も 同 じ 部 局 の CNS(Computer & Network Systems) や 、 
HER(Education and Human Resources)部局の DRL(Research on Learning in Formal 
and Informal Settings)などのものが見られる。1 テーマの金額は 1 万ドルから 60 万ドル

程度である。 
 

NASA は例えば宇宙飛行士の緊急手術用の遠隔制御手術ロボットの開発や、RoboCup
大会の支援も行っている。DARPA も路上で自律移動車の走行を競わせるDARPA Urban 
Challengeを行っている。DARPAというより米陸軍のグラントを得ているようであるが、

ヒト型の人命救助ロボット Bear（Vecna 社）[Vecna2007]は、戦場での負傷兵の救助や爆

発物処理を目指すもので、現在、移動は車輪であるが、トラックベルト駆動の関節付きの

脚のものも試作中という。  
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図 1 ロボット研究に関係する米国行政機構と関連機関（部分）[US2008] 
 

NSF、NASA、そして NIBIB（国立生物医学画像・生物工学研究所）の 3 つのファンド

が WTECI,Inc.に委託して 2 年がかりでまとめた、世界各国のロボット事情を綿密に調査

した膨大なレポートがある[WTEC2006 ]。これによれば、その時点で各国ごとに進んでい

るのは、次のように要約されるとしている： 

NIBIB (National Institute of Biomedical Imaging 

and Bioengineering) 

DARPA 

（国防高等研究事業局） 

DOD Science and Technology Dual Use Program 

商務省 

     約 9. 2 億ドル 

NIST(National Institute of Standards and 

Technology 

独立機関 

NASA   約 12 億ドル 

（米国航空宇宙局） 

CISE (Computer and Information Science & 
Engineering) 
----------------------------------------- 
  IIS (Information & Intelligent systems) 

注．金額は、R&D 総予算 

NSF   約 60 億ドル 

(国立科学財団) 
National Science Board 

NIH(National Institute Of Health) 

（米国国立衛生研究所） 

保健福祉省 

     約 287 億ドル 

米国・連邦政府 

約 1,390 億ドル 

国防総省 

     約 779 億ドル 
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米国： 屋外ナビゲーション、アーキテクチャ、宇宙・防衛・水中システム用、サービ

ス・個人用ロボット。 
日本と韓国： 移動ロボット、ヒューマノイド、パーソナルロボット。 
欧州： 屋外も含めた構造環境内での移動ロボットと、高齢者支援やホームサービスロ

ボット。 
オーストラリア： 荷物運搬や採鉱のような屋外商用ロボット。 

また、米国に比べて、韓国と日本は国家戦略主導、ヨーロッパは EC 全体プログラム

を持つ、などとしている。 
 
人の自立支援ロボット研究者のコメント[Dellon2007]によれば、一般に NSF や国立衛

生研究所(NIH) もファンディングはプアだ、むしろ DARPA が「義肢の革新プロジェクト」

で神経と直結して直接上肢を動かす全機能上肢のプロジェクトを始めたということである

が、戦傷軍人への対応のニーズと重なっているのだろう。 
 
軍事ロボットは今の日本では考えにくいものであるが、殺傷力ある自律戦闘ロボットにつ

いて web での意見募集が、ジョージア工科大学(Georgia Institute of Technology) の The 
Mobile Robot Lab.によってなされており、IEEE Robotics & Automation Magazine, Vol.14, 
No.2, 2007 上に囲み記事で参加の呼びかけが掲載されている。対象者は 18 歳以上で、国籍

は問わないというが、かなりショッキングである。将来、戦争は全てロボットどうしで行う

ようになれば、などと考えるのは肯定すべきことなのか、不謹慎なことなのか。上記募集は

10/20 で締め切られ、結果は web[MobileLab2007]で見てほしいとのことである。 
 
4. 欧 州 
4.1 EU（欧州連合） 

EU における研究開発のファンディングを図式化して見ると、図 2 のようになると思わ

れる。EU の行政執行機関である欧州委員会(EC：European Commission) は研究開発の

ファンドとして研究開発フレームワーク計画(FP:Framework Program)を実施している。

これは 5 年単位で 1979 年から継続しており、2007 年からは第 7 次計画(FP7)が始まり

(2013 年まで)、現在、研究助成(grant）先の募集を行っている。この中に、IST (Information 
Society Technologies)というプログラムがあり、ここにロボット・プロジェクトがいくつ

か採択されている。 
 
また 2007 年初め、フレームワーク計画の中のアイデア(Ideas)プログラムに基づいて、

欧州研究評議会(ERC)をスタートさせた。ここには特にロボットのテーマを表に出した部

門はなさそうだが、多分、人間(Human)のキーワードのあるところ当たりが相当するのか

もしれない。ここで興味を惹くのは、5 年の期間の間に 2 度のステージ評価があることで、

終的にはスタート当初の７%くらいにまで絞られるようである。優先度は下げられるが、

第三国にも門戸は開かれている。 
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     図 2 ロボット研究に関係する EU の機構と関連機関（部分）[EC2007] 
 

EURON[Christensen2005]（各種ロボットの研究、普及，教育などの活動をするコミュ

ニティー）、CLAWAR[Verk2005]（車輪、脚双方を含む移動、登坂ロボットのチームの集

まり）、COMET[Olleso2005]（環境調査、災害救助などのために、ヘリコプターや飛行船

などの飛翔体などの自律飛行体プロジェクト）なども、多数の欧州諸国が参加してフレー

ムワーク計画で行われている。 
 
4.2 英 国  

2007 年 6 月 28 日のブラウン政権発足に伴い旧・貿易産業省と旧・教育技能省の 2 省が、

3省に改編され、国のファンドでもある 7つの研究会議(Research Council)は、現在はDept. 
for Innovation, Universities & Skills の所属になっている。図示すると図 3 のようである。 

欧州委員会（EC） 

 1,292 億ユーロ(’08) 

各テーマ 
（含むロボット関

連） 

若手研究者用 

  3 億ユーロ/年 

研究リーダー用 

注. 金額はファンディング総予算（対象年にずれがあることに注意）

欧州連合（EU） 

研究開発フレームワーク計画 

505 億ユーロ(’07-’13) 

IST(Information Society 
Technology)  
約 175 億ユーロ(’02-’06) 

ERC(European Research 

Council) 

 75 億ユーロ(’07-’13) 
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         図 3  ロボット研究に関係する英国行政機構と関連機関（部分）[英国 2005] 

英国政府 
  約 54 億ポンド 

Dept. for Business,Enterprise & 

 Regularity Reform 

EPSRC (Engineering & Physical 

Sciences R.C.)  約 5. 2 億ポンド 

STFC (Science and Technology Facilities 

Council) 

AHRC (Arts and Humanities R.C.) 

BBSRC (Biotechnology and Biological 

Sciences R.C.) 

MRC (Medical R.C.) 

注．R.C.： Research Council 以下、省略 

[政府から独立．産業界主導] 

Technology Strategy Board 

省 庁

研究会議 

注．金額は、科学技術総予算（軍事関係を含まず）

RC 合計で、約 23 億ポンド 

Dept. for Children、Schools & 

Families 

Dept. for Innovation 、  Universities & 

Skills 

ESRC (Economic and Social R.C.) 

NERC (National Environment R.C.) 
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英国のロボットは医療用など先進的なものもあるが、産業用をはじめ全体的には地味に

見える。筆者は 1990 年代に Imperial College の Department of Medicine, Science and 
Technology の手術用ロボットの研究室をたずねて議論をして貰ったことがあるが、その

後、 Acrobot というロボットが開発され、1999 年に Acrobot.Co. Ltd.[Acrobot] として事

業化され、なお試行期間を経て数種類のものを商品化している。活発にマーケティング活

動しているのは、医療支援用ソフトのようである。また、Prosurgics Limited. という企

業は EC などのファンディングを受けて 1999 年に起業しているが、国際規模でロボット

支援システムを医師に販売していると、関係者は言っている。 
  
さきに EU の項で紹介した CLAWAR Project は、EPSRC のサポートも受けており、

CLAWAR Ltd.として事業化もしているようである[Verk2005]。 
 

Dr.Pegman（IARP・英国代表、RURobots）にはいろいろコメントを戴いたが，要約す

ると、次のようである。 
① 工業用ロボットの昨年の出荷額は欧州、特にドイツと比較して低調だった。それは自

動車産業以外への需要の広がりが少ないためであろう。一方で工作機械の販売は増加

している。 
② ロボット R&D へのファンディングは、学術、商用とも増加している。英国内ではまだ

ロボット研究の全体的協調、融合は少ない。ロボット研究で強い関心がある対象分野

は、軍事・国土防衛、医療、食品などである。 
③ 防衛関連の R&D は UK“Grand Challenge”であって、それは市街地における脅威

に対して人を安全に守るロボットシステムと同義である。新世代・爆発物処理ロボッ

トの開発と製造も継続している。 
④ 食品産業のロボット R&D は、Center for Food Robotics and Automation が食品産業

用のプロトタイプロボットの開発にファンディングしている。 
⑤ 学術的研究のファンディングは、水中の位置測定や地図作成などもあるが、認知、バ

イオ関連などに向かっている。英国のロボット研究にとっても、EC の第 7 次研究開発

フレームワーク計画(FP7)は重要で、今後も少なからぬファンディングを与えてくれる

だろう。 
⑥ ロボット企業の創出は、昨年はニッチ市場分野で数企業あり、引き続きベンチャー・

キャピタルの意欲は増しつつあると考えられる。 
⑦ 英国の場合，defense という語は，対テロリズムということで使われることも多くな

っている． 
 

4.3 スペイン 
Dr.E.Garcia (Spanish National Research Council, Spain)による説明を要約すると次

のようである。 
① ファンドを受けているロボット・プロジェクトには、次のようなものがある。 
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(1) プロジェクト名：DYLEMA             
内容：歩行ロボットによる地雷検出 

  ファンド：教育科学省     マネジメント：スペイン国立研究会議・教育科学省 
(2) プロジェクト名：ROBOCLIMBER SAFERDRILL             

内容：登行ロボットによる斜面地固め 
  ファンド：EC         マネジメント：同上 
(3) プロジェクト名：DIAM             

内容：建設産業用知的支援装置 
  ファンド：教育科学省      マネジメント：同上 
(4) プロジェクト名：ROBOCITY2030             

内容：市街地の市民支援用サービスロボット 
ファンド：マドリード国立会議 マネジメント：同上 

② サービスロボットをいつまでに普及させようという目標の年次設定はない。 
③ サービスロボットが社会や個人に受け入れられ、普及するための課題： 

・屋外ロボットの場合： エネルギー源および機能の効率化。 
・個人用ロボットの場合： 人々のロボットへの信頼がまだ無いので、より複雑で

ある。とくに、高齢者はロボットに助けてもらうことには気が進まない。いくら

ロボットを人間らしくする努力をしても、ロボット感は拭えない。安全性と人

間・機械インターフェイスの技術的改善がまだ必要である。 
（Dr.Garcia の URL は参考資料[Garcia2007]） 

 
4.4 ポルトガル 

Prof.P.U.Lima (Instituto Superior Technico, Portgal)から説明を得た。要約すると、次

のようである。 
① ナショナルレベルのロボット・プロジェクトやファディングはない。しかし、

Portguese Fundation of Science and Technology による年次募集で、コンピュータ工学

やロボティクスに関する指定分野の中で、ロボティクスに関する基礎研究がファンディ

ングを受けることは出来る。 
② もう一つは公的ではないが、ポルトガル・ロボット学会のサポートのもと、ポルトガ

ルのロボティクス・ロードマップの作成がなされている。ロードマップでも考えられて

いる主なロボットとしては、次世代産業ロボット、適応的ロボット・サーバント、ネッ

トワーク・ロボティクスと知的ロボットホーム、介護・生活支援、輸送ロボット、安全

と監視システム、エデュテインメント（教育支援）などがある。 
③ サービスロボットが今後、個人の生活や社会に受け入れられていくに当たって何が重

要かという点について、 Prof.Lima は個人的見解として、主たる問題は良質で信頼性の

高い知覚システムを得ることと、人間と共存するようなロボットの性能と安全性を強化

するロボット・タスクの設計・解析手法の確立である、と言っている。 
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5. アジア 
5.1 中 国 
高強副教授（蘇州大学）からの説明を要約すると次のようである。 
中国の工業用ロボットの歴史は、1970 年代初期から始まり、「75 国家プロジェクト」で

中央各省庁、中国科学院、地方の科学研究機構、及び大学が参加して、工業用ロボットの

研究開発が全面的に行われた。その結果、90 年代に溶接用ロボットが実用化され、現在、

全国で約 700 台の国産溶接用ロボットが使われている。 
 

2000 年にはロボットの保有量は 3,500 台になったが国産ロボットはその 20%に過ぎず、

残りは日本をはじめ、世界のメーカーのものである。ロボットの保有量について、2010
年に 17,300 台、2015 年に 10 数万台という見通しが立てられている。 
 
一方で、国家 863 プロジェクト中で、次世代ロボットが研究開発されてきている。863

プロジェクトは 1986 年 3 月に開始されたもので、5 年毎に見直しをしつつ現在も継続中

である。具体的には、人間型ロボット（大刀を振り回す）、潜水ロボット（7,000m まで）、

魚ロボット、警察ロボット（クローラで移動）、手術ロボットなどが研究開発されていると

いう。予算規模等はわからない。 
 
5.2 インド 

Dr.A.Dutta（IIT Kanpur）とのやりとりから要約すると次のようである。 
① ロボットについての現状 
インドではロボットはまだ、自動車産業、原子力エネルギー、防衛および宇宙技術の場

での利用のものに限られている。インドにはスズキ、Hyundai など多くの自動車工場があ

り、ロボットは組立に広く用いられているが、それらの殆どは日本やアメリカから輸入さ

れたもので、インド自身はまだロボットは製造していない。 
ロボットに関する研究は、教育機関、国立研究所、原子力局などで行われている。特に、

IIT(Indian Institute of Technology) Kanpur、 IIT Delhi、 IIT Bonbay、 IIT Kharagpur、 
II of Science などにはロボットの研究環境がある。The Center for Artificial Intelligence 
and Robotics はインド 大の国立研究所で、ロボティクスや AI（人工知能）の研究を行

っている。ただし、ほとんどはシミュレーション、コントローラ設計、経路計画、 適化

などに限られ、ハードウェアの開発に直接携わることはない。人的資源が豊富なので、サ

ービスロボットが期待されることはまだない。 
 
② ビジネスとしての将来 

近、いくつかの企業がロボットを用いる生産プロセスの自動化に努力し始めているが、

それ以外の領域でロボットへの要求が増すことはまだ期待できない。 
 
③ ロボットへのファンディング 
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ロボット分野の研究は、インド政府の科学技術省や企業によって支えられている。ロボ

ット研究者数は少なく（100 人程度）、交付額も多くない。例えば、各テーマ当り 300 万

ルピー（約 900 万円)くらいであろう。 
 
④ 一般の人たちにもロボットはまだポピュラーではなく、 近やっとおもちゃや漫画が現

れ始めたがそれもまだ数が少ない。従って、ロボットに対する心理面、宗教面での感情もま

だないが、仕事の場でロボットが人間に取ってかわるのではという警戒感はあると思う。 
 
5.3 その他 
韓国では、産業資源部や情報通信省が精力的に推進するなどしてさまざまの R&D（例

えば[Cho2005]）が活発になされており注目すべきであるが、筆者は今のところ信頼すべ

き情報を得ていないのでここでは触れない。11 月 28 日～12 月１日の国際ロボット展（主

催：日本ロボット工業会／日刊工業新聞社）には、30 日に「日韓サービスロボットワーク

ショップ」が予定されている。  
 
6．国際標準化 

ロボット技術用のミドルウェアは、産業技術総合研究所、ロボット工業会など関係者の

ご努力と NEDO のサポートにより日本が国際標準を主導しており、2008 年 2 月に OMG 
RTC (Object Mnagement Group, Robotic Technology Component) Specification 1.0 と
して正式にリリースされることが決定された [横町 2007]。ミドルウェアとは何か。コン

ピュータ制御機器（動く機械でも TV のような電子機器でも）では、OS がインターフェ

イスを介してハードウェアを管理・制御する。その OS の外側に人間とのインターフェイ

スとしてアプリケーション・ソフトを組むが、アプリの開発を効率化するには、その分野

のどんなアプリでも OS の外側で共通的に使えるようなモジュール群のソフトを用意して

おけば便利である。ミドルウェアはすでにデータベース、家電、ゲーム機、RFID、デジ

タル TV などに存在、あるいは導入が進められつつある。ロボットも今後いろいろなアプ

リを作っていく上で必要になると考えられ、RT ミドルウェアと称される。 
 
7. 次世代サービスロボット産業化への道・私見 
この原稿を書きながら、海外でも次世代ロボットは多くの人々がいろいろ試みて、すぐ

れたものも生まれているのに、何か混沌としていると改めて感じる（巷間、200 万台以上

売れたとも言われる掃除ロボットというのもあるが）。まだ歴史が浅いということが第一で

あろうが、何かのきっかけでポン！とはじけそうな気もする。まとめに代えて、次世代サ

ービスロボットの実用化、事業化、そして産業化の問題について、私見を書かせて戴く。 
 
① お客の獲得と永続性： 筆者もかつていくつかロボットを研究開発したつもりだが、

残念ながら直接に商品化したものはない。ロボット以外では、「売る」という行為の貴

重な体験のつもりで、一つ売ってナンボという自らの小さなプロダクトを売ったり小さ
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なイベントをしたりの経験をここ何年か敢えてしている（申告など要らないと税務署員

にも笑われる規模です）。そこで感じるのは、お客様というのは気まぐれで勝手なのが

本来の姿であるということと、リピータと新規のお客様双方に来て戴いて、「永続性」

を獲得することの大切さである。 
 

学術分野の方々にはこんな経験をする人も少なくないのではないだろうか。学会で講

習会などを企画する。あるいは何十周年記念出版の書籍の企画をする。いい企画だ、こ

れは売れるぞ、と皆で盛り上がっていると、さっぱりで赤字計上となる。国際会議の主

宰を頼まれ、まず資金集めに走り回る。ついで論文募集、参加者募集となって、少し経

過すると、論文の集まり具合が 大の心配事になる。お金は足りなければ借金してでも

自分で負担できる。論文を出してくれるお客様、参加のお客様がいなければ、いくらお

金があっても店をたたむほか無い。次世代サービスロボットはまだ若く、すぐにはお客

様の永続性は確認出来ない。でも、素人考えではあるが商売、事業を目指すには、単品

売りっぱなしではなく、お客様の永続的確保にどうメドをつけるかではないだろうか。 
 
② ロボット根幹技術の R&D： 基幹技術、というより根幹技術、かつ難開発課題の R&D

に、正面から取り組みたい。その一つは、パワー源（駆動回路、バッテリ）、駆動要素

（アクチュエータ）、躯体材料の開発だと思う。次世代サービスロボットは、技術とし

ての質はともかく、個々の対象製品の寸法・重量のスケールは、既存の産業である軍事、

宇宙航空はもとより、石油化学、船舶、鉄道、自動車などに比べて非常に小さいほうに

寄っている。小さいものは既存の要素技術でも何とかなると思う。 
 

次世代ロボットの中では大きいほう、例えば人間の身体を扱うロボットは、極端に限

られたスペースで重い身体を支え（つまり面積当たり負荷、というと応力と言うことに

なるが少し違う気もする）、大きなパワー（それもアクチュエータ自身の重量あたり）

を出さねばならないという高・機能密度が必要である。これは既存の要素では困難が大

きく、かつて新しいアクチュエータを開発したくてもその術を持たなかった筆者は駆動

法で工夫しようとしたが、本質的解決にはならなかった。ブレークスルーが必要だと思

う[菅 1998]、[本多 2003]。 
 
③ 単なるサービスではないものがある： 高齢者支援ロボット、介護ロボットのように

人間に直接接触するロボットは、単なるサービスロボットではない難しい問題を多く含

む。言うまでもなく倫理への配慮と安全の確保である。また、人はひとりひとり違うと

いう個性への対応の問題もある[櫛橋 2000]。 
 
④ ロボット製造法の体系化： 今はまだほとんどの次世代ロボットは１個、1 台作る、

という段階である。当然ではあるが作り方にまで手がまわっていないのは、海外諸国も

同様と思う。商品化、事業化するには、ロボット独自の製造法も確立させねばならない。
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まして産業化するには、他の産業群とのネットワークに入らなければならない。ロボッ

ト産業自体が他の産業の顧客になり、需要を生み出さねばならない。そうでなければサ

ービスロボット作りはどこかの産業分野に間借りしたままである。ロボットもの作り、

というテーマもあっても良いかも知れない。 
 
⑤ 対岸の軍事ロボット： 軍事関連ロボットに取り組んでいる国は少なくない。欧米な

どはそれがロボットの先端 R&D を引っ張っているという面もある。日本は今は対岸の

問題だが、テロ対策となると微妙になってくる。難しい問題である。  
 
終わりに、本稿の 3～5 章は、各国の関係者から面談、電話、e メールで直接得た情報と、

参照の指示のあった website の情報、および学術雑誌等の記事をもとにまとめたが、もと

より文責は筆者にある。ご助力を戴いた次の方々に感謝の意を表する。 
NSF(USA)、 NIH(USA)、 在日米国大使館、在日欧州委員会代表部、在日英国大使館、

Dr.G.Pegman(UK, National Advanced Robotic Research Centre)、Dr.E.Garcia (Spanish 
National Research Council, Spain) 、 Prof.P.U.Lima(Instituto Superior Technico, 
Portgal)、高強副教授（蘇州大学、中国）、Dr.A.Dutta（IIT Kanpur、インド）、河原崎徳

之准教授（神奈川工科大学）。 
 
なお、今年 11 月下旬～12 月初旬に米国で開催された、IARP(International Advanced 

Robotics Programme、世界 10 数ヵ国の意見交換会議)、IROS(International Conf. on 
Intelligent Robotics and Systems)、および RoboDevelopment（ロボット専門メディア

主催） に NEDO 機械システム技術開発部・安川裕介主査が参加されたが、いずれその報

告が NEDO のサイトにも掲載されるはずである。 
 
補遺（3. 米国）： 
脱稿後に、米国 NSF からさらに詳しい説明があったので追加させて戴く。CISE のプ

ログラム・ディレクタとしてロボティクス研究のマネジメントをしている、パデュー大学 
の Prof.C.S.Gorge Lee からである（Prof.Lee は、1987 年に McGraw-Hill から出版され

た大部な名著 “Robotics - Control, Sensing, Vision and Intelligence” の共著者で、日

本でも 1989 年に日刊工業新聞社から、「ロボティクス」として本多庸悟・監訳で出版され

た）。NSF が助成する研究はミッション型でなくより基礎寄りであり、ロードマップは持

たない。次世代ロボットは知的能力を持たねばならないとして、環境と人間に対応し、環

境変化に適応する、ロバスト知能の実現を目指すよう研究者からのボトムアップな提案を

奨励している（日本の④ロボット知能化プロジェクトの経緯に似ている）。助成対象のテー

マ例には、マイクロ飛行昆虫(カリフォルニア大学バークレー校)、受動的 2 脚歩行（コー

ネル大学）、QOL 技術研究センター（CMU とピッツバーグ大学）、人間・ロボット相互作

用のための遠隔学習（ジョージア工科大）など、60～70 件ある。NSF 内ではほかに、手

術ロボット（ジョン・ホプキンス大学）、ヒューマノイド（バージニア工科大など米国の数
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大学と、韓国の KAIST と KIT）などがあるという。 
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【ロボット特集】 
 

米国におけるロボット技術の 新動向 
―防衛分野に加え、サービス分野での商品化が進む― 

 
米国では幅広い分野を対象にロボット開発が行われており、国防総省国防高等研究事業

局(DARPA)などの防衛関係の組織が、大学などに多額の研究資金を投入している。 
また米国の強力なソフトウェア産業は、サービス用、家庭用、レジャー用などのロボッ

ト分野におけるソフトウェアのプラットフォーム開発を後押ししており、アイロボット社

の各種製品をはじめとしてこの分野での実用ロボットの発売も進んできている。 
NEDO 海外レポートでは、約 1 年前に米国におけるロボット技術の開発状況を 2 回に分

けて紹介したが1、本稿ではその後の 1 年間の 新の動きを紹介する。 
 

目  次 

1. はじめに 

2. 防衛用ロボット 

3.  ロボット用ソフトウェア開発プラットフォーム 

4. サービスロボット、レジャーロボット、家庭用ロボット 

5.  ロボット工学の研究開発 

6.  ロボットの標準化 

 
 
1. はじめに 
 
 昨年の記事で紹介したように、米国では幅広い分野を対象にロボット開発が進められて

いる。2006～2007 年を通して、全国の大学で基礎研究開発が続けられており、国防総省

国防高等研究事業局(DARPA)、陸軍、海軍などの防衛関係の組織は、このような研究開発

に多額の資金を投入している。 
ソフトウェア産業においてもロボット分野に対する関心がさらに高まっており、サービ

ス用ロボット、家庭用ロボット、レジャーロボットなどを対象としたソフトウェア・プラ

ットフォームの開発が進んでいる。米国では、民間企業はロボット工学に対して極めてト

ップダウン的な（そして多くの場合かなり基礎的な）アプローチをとっていることが多い

が、その一方で、研究者達は高度なロボットや先進的な実現技術の研究開発を続けている。 
 
 

                                                 
1 NEDO海外レポート 985号（2006/9/20発行）「米国におけるロボット技術の開発状況（その１）」 

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/985/985-14.pdf 
同 989号（2006/11/15発行）「米国におけるロボット技術の開発状況（その2）」 

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/989/989-01.pdf 
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2. 防衛用ロボット 
 
防衛部門は、ロボット開発を推進する大きな役割を果たしている。図 1 に示すように、

ロボット技術の開発として報告されている代表的なもののうち、約 20%がはっきりと軍事

用ロボットに関係している。防衛ロボット産業には、大学から商業用ロボットの製造業者

まで多数の組織が関わっている。米国で防衛用ロボット開発に積極的に参加している主な

組織を図 2 に示す。 

図 1 米国におけるロボット技術開発の分析 
 

(1) 無人軍事システム 
  米国は軍事用機械の自動化への取り組みを強化している。特に米国内の研究組織は、

先進的なロボットの開発に対して、今後も資金を投入していく予定である。DARPA は

引き続き、高度なロボット研究を推進する中心的な役割を果たしているが、その研究の

多くは、実際に利用するには少なくとも 10～15 年が必要なものである。無人航空機

(UAV)や無人地上車両(UGV)などのロボットは軍事用途ですでに幅広く利用されており、

これらの市場はメーカーの間でも大きな成長が予想されている。この分野に参入する組

織は、特に、現在のシステムよりも自由度が高く、容易に配備できるロボットを開発す

ることができれば、今後の市場の成長を享受できるチャンスがある。2007 年 9 月の時

点で、米国は引き続きこの分野の開発をリードしている。米国企業モバイル・ロボット

社1 によれば、「米国の防衛ロボットは、国際競争のレベルよりも数年分進んでいる」と

いう。 
                                                 
1 MobileRobots http://www.mobilerobots.com/ 

報告されている米国のロボット技術開発（2006～2007）

教育
4%

サービス（一般）
12%

機械視覚
1%

産業
4%

軍事
21%

生体工学と人間の
身体能力の補助
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医療・手術
7%

自律型ロボット
（自動車・航空機など）

13%

マイクロロボット
1%

実現化ハードウェア
3%

ソフトウェアと人口知能
6%

人間とロボットの関係
4%

玩具・娯楽
6%

人型ロボット
2%

宇宙ロボット
2%

家庭用
9%

原典： SRI Consulting Business Intelligence
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 原典： SRI Consulting Business Intelligence

図 2 
米国におけるロボットの軍事利用に関する価値連鎖 
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Southern California 
(USC) 

主な研究開発

組織 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1012,  2007.11.28 

 17

（出典： 

ボストン・ダイナミック社の web サイト）

図 3 BigDog 

この分野における特に重要な開発には、次のようなものがある。 
 

①無人戦闘攻撃機(UCAV) 
米国では、無人航空機(UAV)が急速に普及した影響で、今度は無人の「戦闘攻撃型」

航空機の開発が始まっている。2007 年 8 月 18 日付けの英ガーディアン紙の記事によ

れば、米国学術研究会議(NRC)は、「自律走行する乗り物を戦闘時に利用することで得

られる多大な利益を積極的に生かす」ように助言しているという。また UCAV は廉価

で、多くの人手を必要とせず、米海軍によれば、これらは複雑な任務を遂行する場合

により高い性能を発揮するという。同記事では、UCAV を利用すれば、戦場に兵士が

一人居るだけで、空や陸で大規模なロボット攻撃を開始できるとしている。 
2007 年 10 月 8 日、ボーイング社が、DARPA の開発する新しい偵察システム

ARGUS-IS の初期プラットフォームとして、同社のロボットヘリコプターA160T1 が
採用されたことを発表した。 

 
②新しいプロトタイプ（試作品） 

2006 年には、いくつかの興味深い軍事用プロトタ

イプロボットが登場した。たとえば、ボストン・ダ

イナミック社 2（マサチューセッツ州ボストン）の

BigDog は、戦場でさまざまな役割を果たすことので

きる世界で も進んだ四足歩行ロボットである（図 3
参照）。同社はまた、実質的に BigDog の小型版である

LittleDog も公開している。DARPA が資金を提供して

いる LittleDog 用ソフトウェアの開発プロジェクトには、

マサチューセッツ工科大学、スタンフォード、カー

ネギーメロンの各大学から研究者達が参加している。 
 

③無人地上車両（UGV） 
アイロボット社（後出）は引き続き、米軍から無人地上車両(UGV)システムを大量

に受注している。また同社はさらに、将来戦闘システム・プログラム3のための SUGV
（小型無人地上車両）の開発にも取り組んでいる。 

 
④小型ロボット飛行機 

DARPA は、超小型無人飛行機（NAV）の開発プロジェクトに資金を提供している。

NAV はトンボ程度の大きさであり、2006 年 8 月 1 日付けの Military & Aerospace 
Electronics 誌の記事によれば、秘密情報の収集を主な用途とする。「 大で 1 キロメ

                                                 
1 http://www.boeing.com/news/releases/2007/q2/070618b_nr.html 
2 http://www.bostondynamics.com/ 
3 Future Combat Systems 米国防総省が進めている次世代戦闘システムプロジェクト。 
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ートルの距離を飛び、1 分間滞空し、5 ノットの突風の中で動作し、時速 23 マイルで

移動することのできる、周囲環境の中で目立たない」NAV を開発することが DARPA
の目標である。 

 
(2) 医療用ロボット 

負傷者救助システムや手術支援システムの開発においては、引き続き開発機会が充実

している。たとえば、ベクナ・ロボティックス社 1（メリーランド州カレッジパーク）

は、負傷した兵士を移送する BEAR (Battlefield Extraction and Retrieval Robot) とい

う熊そっくりの顔をしたロボットを新しく開発し、大々的に報道された（図 4 参照）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（出典 Vecna Robotics 社の Web サイト） 

図 4  負傷した兵士を移送する BEAR ロボット 
 

また米軍は、戦闘で負傷した兵士のリハビリテーションや治療を向上させる鍵とし

て、新しい技術に注目している。米国防総省は現在、イラクで即席爆発装置(IED)2によ

り重傷を負って帰還した兵士の治療のために、多額の予算を費やしている。 
 

(3) 人間の補助と生体工学 
人間の身体能力の補助と生体工学の分野は 2006～2007 年を通して大きく注目され

ており、特にこれらの技術を軍事利用するという目的がその開発を後押ししている。

米軍の能力をさらに向上させる技術に対し、DARPA は資金投入を続けている。 
DARPA の進める人工装具開発プログラムである革新的人工装具 2007 

                                                 
1 Vecna Robotics http://www.vecnarobotics.com 
2 Improvised Explosive Device。あり合わせの材料で作られた正規の兵器でない手製の簡易爆発物であり、代

表的なものに路肩爆弾などがある。 
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(Revolutionizing Prosthetics 2007)では、神経インターフェイスを備えた高度な義肢と

義手が開発される。また同 2009 では、米食品医薬品局（FDA）の承認を受けて治験を

開始する準備の整った、神経制御される義肢と義手が開発

される。このような装具には、ストレスの多い環境で作業

する兵士の能力を維持する（あるいは可能であれば向上さ

せる）ことなどが求められる。カリフォルニア大学バーク

レー校とマサチューセッツ工科大学（MIT）では、それぞ

れ下半身用のパワードスーツ（“exoskeleton”）が開発され

ている。 
Popular Mechanics 誌の 2007 年 9 月号の記事1 によれば、

マサチューセッツ工科大学の開発したシステムは「僅か 2
ワットの電力しか消費せず、バネとダンパーによって荷重

を受動的に地面に逃がす」という（図 5 参照）。これらのシ

ステムでは、スーツに搭載されたセンサがユーザーの筋肉

の電気インパルスを感知し、ユーザーの手足にかかる負担

を軽減する。 
（出典 Popular Mechanics 誌の Web サイト） 

図 5 MIT が開発した下半身用パワードスーツ 
 
(4) 自律走行車 

現行の無人航空機(UAV)や無人地上車両(UGV)の多くは、原則的に遠隔操作によって

走行している。しかし、主だった研究開発プログラムでは、さまざまなレベルの自律

走行車の開発が進められている。2006～2007 年の間に自律走行車の研究には進歩があ

ったと考えられるが、多くの場合、この分野の研究開発は、当然のことながら秘密に

進められる。 
ここ数年間のロボットカーの成長ぶりについては、10 月末～11 月冒頭にかけて行わ

れる自律走行車のレースである DARPA アーバンチャレンジ（DARPA Urban 
Challenge）が終了すればはっきりする。今のところアーバンチャレンジは、前身であ

ったグランドチャレンジほどには市民の関心を呼んでいないが、11 月上旬に決勝レー

スが開催される段になって一気に注目を集める可能性が高い。 
（DARPA アーバンチャレンジの詳細・決勝レースの結果については本号の別記事を参

照下さい。） 
 

3. ロボット用ソフトウェア開発プラットフォーム 
 
ロボット用のソフトウェアシステムとその開発プラットフォームは、2006 年に登場した

分野である。マイクロソフト社（ワシントン州シアトル）が子会社のマイクロソフト・ロ

                                                 
1 http://www.popularmechanics.com/blogs/technology_news/4223686.html 
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ボット社1 を通してロボット分野に参入したことは、特に大きな意味を持つ。同社は、次

世代の非産業用ロボット向けに強固な基盤を提供することを目的とし、ソフトウェア開発

プラットフォーム「マイクロソフト・ロボティクス・スタジオ」の開発・発売を行ってい

る。マイクロソフト社がロボット工学を、今後重要な産業分野になると見ているのは明白

である。同社は 2007 年 8 月、カーネギーメロン大学ロボット研究所の革新的ロボットセ

ンターに資金援助したことを発表した。ビル・ゲイツ会長は Scientific American 誌の 2007
年 1 月号へ寄稿し、家庭用ロボット技術の現状が、1970 年代後半に同氏が参入した当時

のパーソナル・コンピュータ産業と同じような発展段階にあると述べている。その他、エ

ボリューション・ロボティクス社もまた、さまざまな非工業用ロボットの基盤を提供する

ために、ロボット開発の主要企業（アイロボット社、WowWee 社、バンダイなど）との連

携を続けている。 
. 
4. サービスロボット、レジャーロボット、家庭用ロボット 
 

2005～2006 年の好調な売り上げを受けて、アイロボット社（マサチューセッツ州バー

リントン）2は引き続き製品のライ

ンナップを拡大している。掃除機

ロボットルンバ(Roomba）は進化

を続けており、従来モデルよりも

格段に高い機能を持つ次世代機も

登場した（図 6 参照）。 
 

（出典 アイロボット社の web サイト） 

             図 6 掃除機ロボット・ルンバ(Roomba)の 新モデル 
 

また同社はさらに、次のような興味深い製品の販売も開始している。 
 
• iRobot Create3 ― ルンバを基盤とした趣味用の開発プラッ

トフォーム 
• Verro4 ― プール清掃ロボット（図 7 参照） 
• Looj5 ― 雨どい清掃ロボット 

 

（出典 アイロボット社の web サイト） 

  図 7 プール掃除ロボット Verro  

                                                 
1 Microsoft Robotics Group http://msdn2.microsoft.com/en-us/robotics/default.aspx 
2 http://www.irobot.com/ 
3 http://www.irobot.com/sp.cfm?pageid=305 
4 http://www.irobot.com/sp.cfm?pageid=316 
5 http://www.irobot.com/sp.cfm?pageid=354 
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（出典： 
ビジョン・ロボティック社の web サイト）

 

図 9 リンゴ収穫ロボット 

• ConnectR1 ― 仮想訪問ロボット2（おそらく今回の新製品の中でもっとも冒険的な

もの）（図 8 参照）  

 

 

※Web サイトによると、視覚、聴覚、発声、

移動、通信などの機能を備えた、恋人、友

達、ペットのようなロボット 

 
（出典 アイロボット社の web サイト） 

 

 図 8 仮想訪問ロボット ConnectR   
 
 
専門的なサービスを行うロボットの分野では、農業用ロボットの発達を後押しする可能

性のある興味深い開発がいくつか見られた。米国では、入国審査の厳格化にともない移民

による労働力が制限されるようになったことから、今後農業ロボットが不可欠になるとい

う声も業界内で出ている。カリフォルニア農業事務所の推定によれば、全米で供給される

果実、野菜、ナッツ類の約半分がカリフォルニア州で生産されているという。この収穫量

を得るには、夏季には 45 万人、夏季以外にはその約半分の労働者が必要であり、これら

は低価格な労働力に大きく依存している。2007 年 9 月 6 日の AP 通信の記事によれば、米

国労働省は、農場労働者の半分以上が不法滞在者で

あると推定している。カリフォルニアの農家では、

過去一年ほど労働力不足が深刻な問題となっており、

果実が収穫されずに畑に放置されて腐ってしまうと

いう事態も発生した。 
 
このような状況が引き金となり、農業ロボットの

開発は活発化している。たとえばビジョン・ロボテ

ィクス社3（カリフォルニア州サンディエゴ）は、カ

リフォルニア柑橘類研究理事会およびワシントン州

リンゴ評議会のために開発を進めている（図 9 参照）。

同社のロボットシステムは、果樹園やブドウ園を走

査して、果物の在処と熟成度を示す三次元(3D)マッ

プを作成するというものである。また、カリフォル

ニア州立大学フレズノ校の研究チームも、果実の化

                                                 
1 http://www.irobot.com/sp.cfm?pageid=338 
2 テレプレゼンスロボット。インターネット経由で遠隔地とのコミュニケーションを可能にする。 
3 Vision Robotics http://www.visionrobotics.com/ 
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（出典：スタンフォード大学の web サイト）

図 11 粘着パッチを装着した 
ヤモリロボット 

学組成を測定して、丁度良く熟した果実を収穫できるようにするシステムを開発している。 
 

 在宅治療分野におけるロボット開発は現在あまり活発ではないが、そのうちのひとつに

キネティク・マッスル社1（アリゾナ州テンペ）のハンド・メントール(Hand Mentor)があ

る（図 10 参照）。この製品は脳卒中発作を起こした患者向けの器具であり、鍵などの日常

的な物を掴む動作の訓練を補助し、ディ

スプレイ表示で患者にフィードバックを

行う。具体的には、患者に対して動作の

開始（この場合、手と手首を使った動き）

を促す働きをする。KMI は 2007 年より

商業的展開を開始しており、この装置は

現在、米国内で 2 つの臨床試験による評

価を受けている 中である。 
 
（出典 キネティク・マッスル社の web サイト） 

図 10 ハンド・メントールの使用風景  
 
 
5. ロボット工学の研究開発 

 
米国で 2006～2007 年の間に実施された 先端のロボ

ット研究開発には、次のような興味深いものがある。 
 
①SRI インターナショナル2とシンシナティ大学が、

メキシコ湾の 34,000 フィート上空を飛行する

NASA C-9 航空機内で、模擬無重力環境下でのロボ

ット外科手術という史上初の試みを行う。この手術

は 2007 年内に実施される予定である。 
 
②スタンフォード大学の研究チームは、ヤモリの足の

裏の複雑な形状を真似た、ねばつかない粘着パッチ

を作り出した3（図 11 参照）。このパッチには 先端

の材料技術が利用されており、特にパッチの製造に

は新しい加工技術が必要である。同チームの 近の

                                                 
1 Kinetics Muscles Inc. http://www.kineticmuscles.com 
2 http://www.sri.com/esd/med_devel/robotic-systems.html 
3 ヤモリは足の裏に密集する微細な毛と接触面との間に発生する分子間の引力によって壁面に張り付くことが

できる。 
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研究発表用ポスター1によれば、4種類のグレードのポリマー、埋め込み用の織布素材、

および局部的な剛性を強化するためのカーボンファイバーを使ってシェイプ・デポジ

ション法（SDM）という製造法によって作成された異方性不均質構造体が利用されて

いる。成形の過程で傾斜構造を持つポリマー成分が作られ、人工の「setae（毛）」の

先端部分がその他の部分よりも柔らくなる。この性質のおかげで壁面に接触する面積

が広くなり、 大の粘着力が実現されることになる。 
 
③ロドニー・ブルックス教授が率いるマサチューセッツ工科大学（MIT）の CSAIL（コ

ンピュータ科学・人工知能研究室）では、レオナルド(Leonardo)やドーモ(Domo)とい

った新しいロボットの開発に取り組んでいる。これらのロボットには、同大学で過去

に開発したロボット（KISMET 
および COG）の要素が組み込ま

れている。Domo は人間の手伝

いをするロボット（図 12 参照）

であり、研究チームによれば、

今のところまだ非常に初期の段

階であるという2。 
 

（出典 MIT の web サイト） 

  
図 12 MIT のロボット Domo 

 
 
④2007 年、マサチューセッツ工科大学マクガバン脳研究所の研究チームは、脳の視覚情

報処理方法のコンピュータモデルを実社会における複雑な作業（混雑した道路で物を

見分ける）に対して応用していると発表した。同大学では、昔からロボット工学の特

許技術が数多く開発されている。CSAIL の研究開発は 90 人以上の著名な研究者によ

って進められており、大学の Web サイトによれば、多数の米国政府機関や国内外の大

手企業から資金提供を受けているという。出資団体には、DARPA、全米科学財団

（NSF）、航空宇宙局（NASA）、中央情報局（CIA）、国立衛生研究所（NIH）、米国

海軍研究局（ONR）、空軍科学研究局（AFOSRR）、ARDA3、シンガポール-MIT アラ

イアンス、ケンブリッジ-MIT 研究所、台湾工業技術研究院（ITRI）、豪州連邦化学産

業研究機構（CSIRO）、Quanta Computer、ヒューレット・パッカード、マイクロソ

フト、NTT、ノキア、フィリップス、エイサー、デルタ電子、シェル、フォード、サ

ン・マイクロシステムズ、IBM、BAE システムズ、ボーイング、インテル、トヨタ、

                                                 
1 http://bdml.stanford.edu/RiSE/Downloads/SWRI_Poster.pdf 
2 詳細は以下 Web サイトを参照 http://web.mit.edu/newsoffice/2007/domo.html 
3 A Realisation of Distributed Analysis for LHC。LHC（世界 大の高エネルギー物理実験用衝突型円形加速

器）用の分散解析システムのプロトタイプを作るプロジェクト。 
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ホンダ、シスコ、ABB などがある（有名な例としては、トヨタの「パートナーロボッ

ト」での協力などがある）。 
 
⑤2006 年、テキサス大学ダラス校ナノテク研究所1の研究チームが、人間の筋肉の 100
倍の強さを発揮するという人工筋肉を開発した。この人工筋肉の開発は、今後のロボ

ットに大幅な進歩をもたらす可能性がある。この筋肉は、燃料をエネルギーに変換す

る燃料電池として機能すると同時に、動作を駆動するアクチュエータとして機能する。 
 
⑥PCWorld 誌の Web サイトに 近掲載された記事2によれば、ダートマス大学とカリフ

ォルニア大学アーバイン校の研究チームは、Cell プロセッサ3を使って人間と非常に近

いレベルの視覚情報処理を実現することに成功した。同チームは、まず 2GHz の Intel 
Core 2 Duo プロセッサを使い、画像中にあるバースツール（椅子）を 3 分間で認識さ

せる取り組みを進めた。その後、3 台のプレイステーション 3（PS3）を PC にネット

ワーク接続することにより、認識にかかる時間を 1 秒に短縮した。つまり、PS3 の

Cell プロセッサを使った場合には、Core 2 Duo の場合と比べて計算速度が 大で 140
倍となった。 

 
 
6. ロボットの標準化 
 
 米国では、JAUS/AS-44などを通して、ロボットの標準化が引き続き積極的に進められ

ている。米国国土安全保障省（DHS）は、都市探索救助活動用（US&R）ロボットの性能

基準の作成機関として全米試験材料協会（ASTM International）を選んだ5。また、ロボ

ットの標準化を目指して OMG（Object Management Group）6に設立されたロボット技

術部会（Robotics-DTF）7に対しても、米国は協力を続けている。 
 

翻訳：桑原 未知子、編集：NEDO 情報・システム部 
（出典： SRI Consulting Business Intelligence Explorer Program） 

                                                 
1 http://www.nanotech.utdallas.edu/ 
2 http://blogs.pcworld.com/digitalworld/archives/2007/09/ps3_keeps_an_ey.html 
3 ソニーのプレイステーション 3 に CPU として搭載されているマイクロプロセッサ。ソニー、IBM、東芝に

より共同開発された。 
4 http://www.jauswg.org  自律走行車両向けの標準。 
5 以下サイトを参照 http://www.isd.mel.nist.gov/US&R_Robot_Standards/ 
6 ソフトウェア関連技術の標準化を推進する国際的な標準化団体。 
7 http://robotics.omg.org/ 

OMG Robotics-DTFには、日本からNEDO等も参加している。詳しくは下記のＮＥＤＯ海外レポート1005
号（2007/8/15発行）の記事を参照。 「ロボット技術国際標準化会議参加報告（ベルギー）」

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1005/1005-16.pdf 
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【ロボット特集】 
 

欧州におけるロボット技術の 新動向 
―産業分野が先行、 近は非産業分野での取組が活発に― 

 
目  次 

1. はじめに 

2. 学術的および産業界でのイニシアティブ 

3. 産業用ロボット 

4. サービス分野と防衛分野のロボット 

5.  家庭用ロボットと家庭用電子機器 

6.  ロボットの標準化 

1. はじめに 
 

過去 10 年間、欧州のロボット分野での活動は、米国、日本、韓国の活動に比べ、比較

的地味であった。欧州では産業ロボットはかなり確立し成功しており、ABB 社（後出）が

その代表的な企業である。しかし他の分野では国際競争に遅れを取っており、過去 10 年

間、欧州の企業達は、世界の他地域の企業達よりもまとまりがなかったように見受けられ

た。しかし現在は進歩の兆しが現れている。 
 
新興のロボット市場において、欧州のプレイヤーが成功するために、幾つかの大きな障

害が立ちふさがっている。欧州のプレイヤー達は、世界の他地域の競争者達と比べると、

全体的に幾分遅れていた。そのような状況を踏まえて、ロボットの研究開発に関する戦略

が作られている。また、欧州には多くの興味深い中小企業が既に存在しており、幾つかの

欧州連合(EU)のプログラムが、欧州の小企業を効果的に成長させることに役立っている。

将来的には、ロボット工学のキープレイヤーとして一つの小企業―米国のアイロボット

(iRobot)社と同様な企業－が生まれるかもしれない。その一方で、大企業達は一般に厳し

い時期に直面しているといえる。 
 
主なプレイヤー達の活動領域の単純な分析により、欧州で開発中のロボット技術の傾向

を得ることができる。図 1 には技術分野毎の欧州のプレイヤー達の活動状況を示している。 
 
このデータには各企業・機関の規模－ABB 社のような産業用ロボットの企業は、他の多

くの非産業分野の企業・機関より遙かに大きい－は考慮されていないものの、欧州で興味

が持たれているロボット分野の明らかな傾向を示している。すなわち、欧州の研究者やプ

レイヤー達は、将来世代のロボットを支える基盤的な技術―ソフトウェア、ハードウェア、

人とロボットの相互関係に関連する研究―の開発に対して活動的である。 
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2. 学術的および産業界でのイニシアティブ 
 

(1) COGNIRON プロジェクト 
近年、欧州で幾つかの興味深い学術的および産業のイニシアティブが現れている。例

えば、EU は第 5 次および第 6 次研究開発フレームワーク計画の予算の下、幾つかの興

味深いロボット工学の研究を推進している。その代表的なプロジェクトが COGNIRON
（Cognitive Robot Companion：認知ロボットコンパニオン）プロジェクト 1 である。

COGNIRON はフランス国立科学センター(CNRS)傘下の研究所 LAAS2 をプロジェク

トコーディネータとし、スイス、ドイツ、スウェーデン、オランダ、英国の 6 ヵ国 9 研

究機関・大学によって構成されるコンソーシアムによって実施されており、主な研究領

域として以下の 6 つが挙げられている。 
 

 ①マルチ・モーダル・ダイアログ※(Multi-modal dialogues) 
   ※注：視覚、聴覚、タッチパネル、触覚など複数の方法（モード）で対話を行う方法 

 ②人間活動の検知と理解 (Detection and Understanding of Human Activity) 
 ③社会行動と統合化された相互作用 (Social Behaviour and Embodied Interaction) 
 ④スキルとタスクの学習 (Skill and Task Learning) 
⑤空間認知とマルチ・モーダルの状況認知 

                                                 
1 COGNIRON: www.cogniron.org 
2 Laboratoire d'Analyse et d'Architecture des Systèmes (LAAS-CNRS)  http://www.laas.fr/laas/ 

原典：SRI Consulting Business

図 1　欧州でのロボット工学の分野別活動状況

産　　　業
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(Spatial Cognition and Multi-modal Situation Awareness) 
 ⑥意図と自発性（Intentionality and Initiative） 

 
このプロジェクトの実施期間は 2004 年 1 月から 2007 年 12 月までで、研究予算は約

800 万ユーロである。 
 

(2)EURON 
また、欧州ロボット研究ネットワーク(EURON)は、ロボット研究に関する欧州全域

を対象とするネットワークであり、現在、欧州の 28 ヵ国から約 210 のメンバーが参加

している。その活動の趣旨・内容は、その web サイト 3 によると、「欧州のロボット研

究への取組を、EURON はより生産的な目標に対して集中することを促進する。そのた

め、アイデアと技術の交換ができるコミュニティ活動の実施や、研究への努力を も払

うべき主題の明確化や、それらについての科学者や政策作成者に対する宣伝活動などに

取り組んでいる。」 
 

(3)EUROP 
2005 年に、欧州テクノロジー・プラットフォーム(ETP)4 の元で、ロボットに関する

一つのイニシアティブ「欧州ロボット工学プラットフォーム(EUROP)5 が始まった。そ

れは、効果的に先進的ロボット産業を発達させるために、欧州のプレイヤー達が共同で

の取組みを促すよう計画されたものである。 
 

2005 年の 10 月 17 日付けの Engineer 誌記事によると、「欧州ロボット工学プラット

フォーム(EUROP)－これには欧州中から 50 以上の企業や研究機関が参加－は、ロボッ

ト研究の将来戦略を策定するために設立され、この分野の中小企業のノウハウの活用に

取り組んでいる。」 
EUROP に参加している多くの企業は小企業であるが、タレス(Thales)社、フィリッ

プ(Philips)社、BAE システムズ社など幾つかの大企業も参加している。  
EUROP の web サイトによると「ロボット工学についての統一的な欧州戦略は新世代

のロボットに備えるため必須である。その新世代ロボットは、労働者達と密接に協力し

て働くとともに、工場の外の新たなサービス、セキュリティ、宇宙利用といった新しい

波に到達するものである。」 
（EUROP については、本特集の別記事を参照頂きたい。） 

                                                 
3 EURON: www.euron.org 
4 欧州テクノロジープラットフォーム（ETP）は、特定の技術テーマについての研究開発を促進するため、欧

州連合(EU)支援の下で、産業界主導で設立・運営される研究開発組合的、フォーラム的な組織である。現

在、個別の技術テーマ毎に30以上のETPが設立されている。 
ETPについてのより詳細なことは「NEDO海外レポート」997号の次の記事を参照。 
「欧州テクノロジー・プラットフォーム」  http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/997/997-02.pdf 

5 EUROP: www.robotics-platform.eu.com 
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3. 産業用ロボット 
 
欧州の産業用ロボット分野は、近年、かなり活発である。2006 年に、ABB グループ 6 は、

ロボット部門の本社をミシガン州のデトロイトから中国の上海に移転した。ABB グループ

は 1995 年以降、中国の産業用ロボット分野

において相当の存在感を示しており、顧客の

中心は自動車産業である（図 2 参照）。 
ABB グループの中国での多くの自動車関

連の顧客（フォルクスワーゲン、ゼネラルモ

ータース等）は国際的な大企業であるが、同

社は、その拡大と、中国の自動車メーカーと

の新たなパートナーシップの形成に対し熱心

である。 
2006年 4月 26日付 China Dailyの記事に

よると、ABB 社の首脳は次のように述べてい

る。「中国は世界の主要な製造基地になりつ

つある。中国政府が第 11 次五ヵ年計画でロ

ボットの開発に重点を置いていることを知り、

私は大変喜んでいる。」 
（出典：ABB 社の web サイトより）  

図 2 ABB 社の産業ロボットの例 
 
4. サービス分野と防衛分野のロボット 
 
欧州でのサービス分野および防衛分野における 近のロボットの開発状況に関するト

ピックスを以下に紹介する。 
 
①米国のように大規模な防衛関係の研究を行うことは、欧州ではそぐわない。しかし欧州

の企業の中には、実入りの好い世界の防衛市場へ参入している企業もある。例えば、キ

ネティク社 7（英国ファンボロー）は、米国を活動拠点とする TALON 軍用ロボット（図

3 参照）などの製造者であるフォスター・ミラー社 8（マサチューセッツ州ワットハム）

を買収した。 
この分野で活動している他の企業としては BAE システムズ社や EADS 社などがある。 

                                                 
6 ABB 社のロボット部門の web サイト：http://www.abb.com/product/us/9AAC910011.aspx 
なお、ABB グループはスイスに本社があり、世界 100 ヵ国以上に 111,000 人のネットワークを擁する電力

技術とオートメーション技術の企業。 
7 QinetiQ  http://www.qinetiq.com/ 

キネティクは英国国防省研究評価庁(DERA)が 2002 年に民営化された欧州 大の研究機関 
8 Foster-Miller  http://www.foster-miller.com/ 
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（出典：Foster-Miller 社 web サイトより） 

 
図 3  TALON 軍用ロボット 

 
 
②欧州企業は専門のサービス業務向けに、多くの興味深いロボットを開発している。例え

ば、KUKA Roboter 社 (独国アウグスブルグ)は、エアバスの航空機の翼を磨くロボット

や、丘の斜面の安全を守り土砂崩れを防ぐロボ・クライマー(Roboclimber)ロボット（イ

タリアでの企業コンソーシアムで製造）を開発した。 
 

③フランスの企業 Cybernétix 社は、原子力分野や海洋分野など多くの応用ができるロボ

ットを開発している。このシステムの詳細な情報は web9 から入手できる。同社は 近

欧州の石油ガス企業の Statoil and Total 社との提携を発表した。 
 

④ラフバラー大学 10 (英国ラフバラー)の研究者はインクジェットプリンターと同様な方法

で作動する家屋建設ロボット 11の開発を行っている(図 4 参照)。同チームは英国工学お

よび物理科学研究評議会から約250万ドルの支援

を受けている。このコンピュータ制御されたノズ

ルはセメントと石膏の混合物を噴射し、層状に家

を作りあげていく。このチームは、このロボット

は埋め込み式の風呂や暖炉などの屋内のいくつか

の複雑な形状を作ることができるかもしれないと

報告している。 
 

 

（出典：ラフバラー大学の web サイトより） 

 
図 4  家屋建設ロボットのイメージ図 

                                                 
9 http://www.cybernetix.fr/ 
10 http://www.lboro.ac.uk/ 
11 http://www.engadget.com/2007/01/15/rival-robots-prepping-to-automate-home-building/ 
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（出典：Rotundus 社の web サイトより） 

図 5  Rotundus 社の球状ロボット 
 

⑤スウェーデンの企業 Rotundus 社 12 の研究者達

は、時速 20 マイルの速度で移動するセキュリテ

ィ分野で利用するための球状ロボットを開発し

た（図 5 参照）。このロボットは米航空宇宙局

(NASA)と欧州宇宙機関(ESA)が、宇宙利用のた

めに開発中のロボットと同様の原理である。

NASA と ESA は、西部劇の映画の砂漠の画面で

よく見かけるタンブルウイード（回転草）のよ

うに、火星表面上を回転しながら移動する球状

のロボットを研究した。 
Rotundus 社のロボットは、進行方向を変更す

るために作動する振り子を内蔵している。進行

方向を変更する際は、その方向に振り子が動く。

研究者達によると、ロボットの形状が球状であ

ることで、硬い地面上を走行するだけでなく、

泥、雪、さらに水上などの複雑な表面を回転移

動することができる。同社は多様なセンサー（熱、

ガス、煙などを検知）やカメラを搭載したロボ

ットを作ることも計画している。Rotundus 社―

スウェーデン大学のオングストローム宇宙技術

センターからのスピンオフ―は現在、このロボ

ットのリモートコントロール版を生産している。それは、ロボットを遠隔的にナビゲイト

し障害物を避けるために GPS システムを使って作動するものである。 
 
 
5. 家庭用ロボットと家庭用電子機器 
 
①プラスチック製の組み立てブロック玩具で著名なデンマークのレゴ社の マインドスト

ーム(Mindstorms) NXT13 は確かに 2006年の も衝撃的な開発製品の一つであった（図

6 参照）。この新しいロボットキット―米国カーネギーメロン大学の研究者達と協力して

この企業が開発―は、その Java14ベースの頭脳、シンプルなプログラムソフトウェア、

および（多分 も重要な）約 250 ドルという低価格によって特に印象的である。 
 
 

 

                                                 
12 http://www.rotundus.se/main.html 
13 http://mindstorms.lego.com/ 
14 プログラム言語の一つ。 
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※コンピュータコントロールブロックを中心に、各種のセン  

サのブロックおよび移動用モータを配置 

（出典：レゴ社の web サイトより） 

図 6  レゴ社のロボットキット「マインドストーム NXT」 
 

②フィリップス社 15 は、絶えず増加している多くの小型電子機器やシステムを、消費者が

会話インターフェイスを用いて簡単に管理することができる擬人化された家庭用電子

機器の開発を行っている。同社はまだ商品化していないが、この Smart Companion（賢

い仲間）は次の 10 年間に、我々が家庭用電子機器の企業から何を期待できるかの前触

れを提供した。 
 
③フランスの玩具のメーカーであるメカノ社 16 はスパイ

キー(Spyke)と呼ばれるロボットを開発した（図 7参照）。

同社の web サイト 17 によると、このロボットは「ウェ

ブカメラ 18 からのビデオ映像を、ワイヤレス接続を通

じて、パーソナルコンピュータ(PC)に送ることが可能

な、三角形のキャタピラで動くあなたが作るロボット

である。この WiFi 管理 19 のスパイロボットは、PC か

らの命令に反応し、ウェブカメラ(320x240、15 fps)、
スピーカー、マイクロフォンを内蔵している。」 

 
（出典：メカノ社の web サイトより） 

図 7  メカノ社のスパイキー 
 

                                                 
15 http://www.philips.com/ 
16 Meccano  http://www.meccano.com/ 
17 http://www.robotadvice.com/meccano-spyke_robot.html 
18 Web 等を通じて撮影された画像にアクセスできるリアルタイムカメラ 
19 ワイファイ無線 LAN。Wireless Fidelity の略。無線 LAN の標準規格である IEEE802.11a、 IEEE802.11b 

の愛称。 
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④欧州の研究者達はまた、農業分野で興味深いロボットの開発に取り組んでいる。英国の

ワーウイック大学 20 の研究チームは損傷を与えずにマッシュルームを収穫することが

できる精巧なロボットを開発した。そして、レリー社 21（オランダ）は家畜の放牧を管

理するロボットシステムを開発した。 
 

⑤エレクトロラックス社 22 とダイソン社 23 はロボット式吸引掃除機を開発したが、両社

はこの製品の開発や－エレクトロラックス社の場合－販売に関連する限られた成功の

ようである。エレクトロラックス社の Trilobite（図 8 参照）は米国アイロボット社の

掃除ロボット「ルンバ」よりもかなり高コストの高性能の製品である。また、ダイソン

社は開発を中止した。 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

（出典：エレクトロラックス社の web サイトより） 

図 8 エレクトロラックス社の 掃除ロボット Trilobite 
 

 
6. ロボットの標準化 
 

EUROP（前出）は、欧州のロボット工学の開発者達が、国際的な競争ができるように、

共通のプラットフォームと標準規格(RoSta: ロボットの標準規格と関連する基本設計概

念)を促進している。日本や韓国のロボット開発者達は、いくつかのロボット工学の分野を

リードしているものの、欧州の標準規格を作成しているグループ達と調整や連絡を活発に

行っている。 
翻訳・編集：NEDO 情報・システム部 林 欣吾 

（出典： SRI Consulting Business Intelligence Explorer Program） 

                                                 
20 http://www2.warwick.ac.uk/fac/sci/eng/meng/wmr 
21 Lely  http://www.lely.com/ 
22 Electrolux  http://trilobite.electrolux.com/ 
23 Dyson http://www.dyson.co.uk/。サイクロン式の高級掃除機で日本でも著名。 
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【ロボット特集】 

 

欧州ロボット工学プラットフォーム(EUROP)の活動状況 
―戦略研究計画(SRA)の概要― 

 

NEDO 技術開発機構 情報・システム部 
本稿では、欧州での産業界主導の組織・取組である欧州テクノロジー・プラットフォー

ム(ETP)の一つ欧州ロボット工学プラットフォーム(EUROP)の活動状況について、20戦略

研究計画(SRA：2006.3発表)を中心にその概要を紹介する。 
 

 
 
 

（出典：http://www.roboticsplatform.com/） 

図 1 EUROP の 3 つの分野のロボット例（①産業用、②サービス、③宇宙・安全） 
 
 
1. 欧州テクノロジー・プラットフォーム(ETP1)および SRA の概要 
 

ETP は、特定の技術テーマについての研究開発を促進するため、欧州連合(EU)支援の

下で、産業界主導で設立・運営される組織・取組である。現在、個別の技術テーマ毎に、

30 以上の ETP が設立されている。 
ETP の活動は通常以下の 3 段階で行われる。 

・産業界主導でステイクホルダー（利害関係者）が一同に集まって会合を開き、対象とす

る技術に関する共通展望（コモンビジョン）の合意に至る（ビジョンレポート作成）。 
・ステイクホルダー達によって、対象技術に関する中長期的な戦略研究計画(SRA 2)を作

成する。 
・ステイクホルダー達がそれぞれ人材や資金を投入して SRA に取り組む。 

 
このように、ETP では、中長期的な観点でそれぞれの技術テーマ毎の SRA の作成や研

                                                 
1 ETP: European Technology Platform 
2 SRA: Strategic Research Agenda 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1012,  2007.11.28 

 34

究開発の優先順位付けなどを行っている。また、それぞれの ETP の活動においては SRA
が重要な役割を果たしている。 

 
 

2. 欧州ロボット工学プラットフォーム(EUROP) 3 
 
欧州ロボット工学プラットフォーム(EUROP)は 2005 年 7 月、ロボット関連の欧州企業

が中心になって、産官学共同のロボット研究開発体制のベースになるものとして設置が決

定された。その際に、他の ETP と同様にビジョンレポートが発表され、今後の約 20 年間

でロボットの研究開発が可能にする社会や経済上のインパクトが明記された。 
 
その約 8 ヵ月後の 2006 年 3 月に、ビジョン実現に必要な中長期の研究開発見通しをま

とめた、戦略研究計画(SRA)が発表された。この SRA には、欧州の研究開発の現実を考慮

して、必要な研究開発をどのように実施すべきかなどの戦略的な判断が加えられている。 
例えば、この SRA の冒頭では、欧州のロボット開発の状況を米国、日本、韓国と比較

し、欧州の現在の位置づけを整理・明確化している。ロボット研究の実施機関についてみ

ると(表 1 参照)、日本と韓国では産業および政府を含めた組織的なロボット研究が活発に

行われており、米国では大学での研究は強力であるが、防衛分野を除いて産業界では広く

行われていない。それと比較して、欧州では各機関でほぼ均等に取り組まれている。 
 

         表 1 世界のロボット開発の比較：実施機関別 

ロボット研究の実施機関  活動レベル   
 米国 日本 韓国 欧州 

基礎：大学ベースの研究 
 

**** ** ** ** 

応用：産業界ベースの研究（国立研究所との共同

研究） 
* **** *** *** 

国または多国間の研究イニシアティブまたはプ

ログラム 
* **** **** *** 

大学―産業―国のパートナーシップ：起業家精神
 

* **** **** *** 

****：卓越している、***：非常に良い、**：良い、*：まあまあ 

（出所：EUROP の SRA の記載内容を加工） 

 
また、ロボットの利用分野別では、産業用ロボットについては、欧州は日本と非常によ

く似た位置づけにあること、日本ではヒト型ロボットに特に力を入れていることなどを把

握・整理している（表 2 参照）。 
このように、ロボット研究について、他国との相違点や類似点を検討し欧州の研究開発

の現状を考慮した上で SRA が作成されている。 
                                                 
3 http://www.roboticsplatform.com/ 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1012,  2007.11.28 

 35

表 2  世界のロボット開発の比較：製品分野別 

主なロボット製品  活動レベル   
 米国 日本 韓国 欧州 
ロボット車： 軍事および民生 *** * * * 
宇宙ロボット ** * - ** 
ヒト型ロボット * **** *** * 
産業用ロボット： 製造分野 * **** * *** 
サービスロボット： 非製造分野 ** ** *** ** 
パーソナルロボット： 家庭用 * **** *** * 
バイオ・医療ロボット *** * * *** 

****：卓越している  ***：非常に良い  **：良い  *：まあまあ 
   （出所：EUROP の SRA の記載内容を加工） 

 
以下では、EUROPのSRAからエグゼクティブサマリ（一部省略）を紹介する。 

 
 
3  EUROP の SRA のエグゼクティブサマリ（一部省略） 
 
(1) 展望 

 
携帯電話やノート型パソコンが人々の生活に変化をもたらしたのと同じように、ロボッ

トもまた遅かれ早かれ我々の日常生活の一部となる。ロボットは人々の道具となり、召使

いとなり、助手となる。人を補助し、高齢者と共に暮らし介護する。医療現場で手術を行

い、有害な環境や極めて危険な場所で捜索・救助を行う。あるものは産業構造の整理や修

復に利用され、またあるものはどこか別の場所で新しい用途に利用される。 
ロボットシステムの将来の展望は、欧州市民を力づける構想だということができる。そ

のために必要なのは、人間から隔離された環境でではなく、人間と同じ場所で一緒に働く

ロボットである。つまり人々と交流し、お互いにやりとりし、作業の必要性や周囲の環境

に合わせて振る舞うことのできるロボットだ。 
ロボットシステムは今後数十年のうちに、人間の意思を自然かつ直感的に汲み取り、補

助するものとなるだろう。ロボットの活躍は主に次のような場面で期待されている。 
 
職場で一緒に働くロボット 

人間とロボットが共生する生産システムの中で、ロボットが人間の作業者を助け、彼

らがより効率的に作業できるように働く。人間を中心として自動化された製造工程でこ

のような助手ロボットが大きな役割を果たすことにより、工場などにおけるオートメー

ション化が大幅に促進される（現状比で 15%の増加が見込まれる）。製造業界の失業率

はより競争力の高い産業分野と同程度にまで減少するが、その一方で、人件費が効率的

に削減されるために欧州の生産力は維持される。 
専門的なサービス業におけるロボットによる補助 

 より質の高いサービスを、より迅速かつ安全に、より低価格で提供できるように人間
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を補助する。手術や理学療法、建築や取り壊し、高度道路交通システムによる人間の移

動や自動輸送システムによる物の移送、また海中での検査・修理や環境調査など、サー

ビス業のあらゆる分野においてこのようなロボットが活躍するようになる。 
 
家庭におけるコンパニオンロボット 

 寝たきりの場合などを含めて高齢者を力づけ、彼らが自立した生活を送る手助けをす

る。日々の雑用のほか、高齢者の移動やリハビリ、マルチメディアサービスなどのさま

ざまな補助を行う。 
 

お手伝いロボットと遊び相手ロボット 

ロボットが家事を代行することで人々の余暇や選択肢が増える。これらのロボットは

また、家族と交流して楽しませ、教育にも利用される。 
 
安全保障・宇宙分野におけるロボット 

敵地や危険な場所で人間の行動を助け、力づける。未知の環境の調査において人間に

代わって業務を遂行する。 
 
 これが人間と交流し、共生する次世代型ロボットのイメージである。しかし技術的に実

現はまだかなり先の話だ。たとえば職場で一緒に働こうにも、現状のロボットでは、周囲

環境や自分の目的や能力などについて理解、判断したり、経験や教育によって学習するよ

うなレベルにはほど遠い。 
 情報社会の発展を特徴づけるのは、どこからでも情報通信にアクセスできるユビキタス

性の向上と、場所や背景、個人のニーズなどに対応したカスタマイズされたサービスの発

達である。これらを体現するもののひとつに、コンピュータや通信機能の搭載された製品

や、各種センサによって構成される「環境知能 4」と呼ばれるアドホック（その場その場

の）・ネットワークの開発がある。ロボットが日常生活で果たす役割は、このような来るべ

き情報通信技術(ICT)5 環境に組み込まれることによってより一層大きな意味を持つように

なる。この分野の標準化が進めば、ロボットは分散型のナレッジベースにアクセスし、他

の ICT 機器やシステムと連携して働くことができるようになる。彼らがネットワークの一

員として物理的に（単独で、あるいはグループで集合的に）活動することにより、ICT の

持つ新しい可能性や利用法、サービスなどが開拓され、人々の家庭や職場、あるいは公共

の環境などに活力を与える。 
これらのことが要因となり、欧州では次世代ロボット技術の構想や、その実現に向けた

取り組みに対して意欲が高まっている。このような活力ある知識集約型社会を実現するた

めには、欧州全体が一致団結した積極的な取り組みが必要不可欠となる。 

                                                 
4 （編集部注）ambient intelligence どこからでもアクセス可能な情報やネットワークに囲まれた生活環境。

日本語化した「ユビキタス社会」とほぼ同じ概念。 
5 （編集部注）Information and Communication Technology  
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(2) 課題 
 
韓国と日本がロボット分野に対して積極的に投資していることから、ロボットの開発・

生産・利用の各分野において欧州の地位が危うくなっている。この状況に対処するために

は、ロボット分野に関連するあらゆる団体（特に技術、システム、市場開発分野の団体）

が協調して一連の取り組みを進めていく必要がある。 
 
技術的課題 

 ロボットの機能や動作は極めて広範囲な技術に支えられているが、今日このような技術

や構成要素はひとつに集約され、工業、家事、専門サービス、安全保証と宇宙など、さま

ざまな分野を含むロボット産業全体で共有されている。 
ロボット技術は以下の 3 つの領域に分けられており、それぞれの領域にいくつかの技術

軸が含まれている。 
 
①ロボットシステム 
②構成要素と小型化 
③複雑な行動 

 
各領域に含まれる技術軸には次のようなものがある。 
 
①ロボットシステム（図 2 参照） 
・器用さと握力（アームとその先端部分） 
・感知と制御（環境や状況の理解、物や人の認識） 
・高度な分散型ネットワーク環境 
・リアルタイム制御と物理的駆動 
・ロボットのシステム工学（特定の機能に関する設計の問題からプラットフォーム設計の

標準化の問題、ネットワークへの統合、信頼性に関する問題など内容は多岐にわたる） 
 

②ロボットの構成要素と小型化（図 3 参照） 
・アクチュエータ（作動装置） 
・センサ 
・処理能力と通信能力 
・ヒューマンマシン・インターフェイス 
・超小型ロボット（マイクロ／ナノレベルのロボット） 
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（出典：EUROP の SRA） 

図 2 技術課題のロードマップ（ロボットシステム） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（出典：EUROP の SRA） 

図 3 技術課題のロードマップ（構成要素） 

器用さと握力 

高度な分散型

ネットワーク環境

感知と制御 

リアルタイム

制御

標準化

信頼性 

アーキテクチャ

設計

アクチュエータ

センサ

通信能力と

処理能力

マンマシン・

インターフェイス
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③複雑な行動（図 4 参照） 
・自律性 
・認知能力 
・集団行動 
・高度な感覚運動機能 
・データの統合とアルゴリズム（情報やデータを瞬時に統合して情報処理に必要なアル

ゴリズムを即座に構築する能力） 
・直感的に操作できる柔軟なインターフェイス 
・直感的なヒューマンマシン・インタラクション 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 （出典：EUROP の SRA） 

図 4 技術課題のロードマップ（複雑な行動） 
 
 
(3) EUROP のもたらす利益 
 

EUROP の戦略が成功すれば欧州社会に大きな利益をもたらすことになる。EUROP は

次世代ロボット産業の活力ある動的なサプライチェーンの創出を推し進めるが、このよう

なサプライチェーンが実現すれば、産業競争力の強化や知識ベースの雇用が進み、リスボ

ン戦略の主目標を達成する助けとなる。逆にロボット産業の発展がなければ、欧州の市民

および産業は国際競争において不利な立場となり、戦略的に不可欠な技術を外国からの輸

入に頼らなければならなくなる。 

認知能力 

自律性

集団行動

ヒューマン

マシン・

インターフェイス

データの統合 

高度な感覚

運動機能
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次世代ロボット産業の強固な供給ネットワークが実現すれば、この分野は強い経済部門に

成長し、国際的にも高い収益をあげるようになるだろう。このような供給ネットワークの誕

生はサービス業や製造業の大幅な進歩にもつながる。これらの産業分野には生産性を向上す

るツールやシステムが導入され、世界市場における競争力の維持や長期的な雇用機会の確保

が可能となる。また欧州を拠点とした次世代ロボット産業の発展は、高い技能を必要としな

い単純労働から知的労働への雇用パターンの移行においても重要な役割を果たす。 
 
EUROP はまた、既存の産業に対しても大きな利益をもたらす。既存産業の製品にロボッ

ト工学や認知科学の技術や手法、構成要素などが組み込まれることにより、これらの産業も

ロボットとユビキタス・コンピューティングの時代に適応し、競争力を維持できるようにな

る。しかし EUROP の構想する強力な供給ネットワークが実現できなかった場合には、欧州

の企業は外国の競合相手のために開発された技術に頼らざるを得なくなる。 
 
強力で活力ある次世代ロボット産業の供給ネットワークが欧州で実現されれば、外国の優

先課題に合わせた技術や標準に頼らずにすむため、欧州にとって重要な社会的課題に照準を

合わせてより自由に政策策定を行うことが可能になる。欧州にとって重要な社会的課題には、

人口の高齢化に関連した諸問題、競争力のある知識ベースの製造業およびサービス業の必要

性、質の高い雇用の創出と維持、社会の機会均等性の向上（特に製造業における性別による

格差の改善）、EU の拡大に伴う加盟国間の経済力・競争力格差への取り組みなどがある。 
また、次世代ロボット産業の発展は、欧州にとって不可欠な安全保障のニーズを満たす

ためにも役立つ。この産業分野の発展により、市民の安全に関する問題に幅広く対応する

ための柔軟なメカニズムが確立され、市民の安心感も高まることになる。EUROP は、こ

の領域では、民生部門におけるデュアルユース・テクノロジー6 の効果的な利用を促進す

るほか、EU のセキュリティ研究プログラム（Preparatory Action in the field of Security 
Research: PASR）など、汎欧州的な安全保障イニシアティブに対して安全かつ効果的に貢

献することができる。 
 
欧州がこれまでに築いてきたロボット工学の多数の成果が、産業的および研究的見地か

ら EUROP の取り組みの中で活用される。さらにまた EU 加盟諸国、欧州宇宙機関(ESA)、
および EU の研究開発フレームワーク計画の支援する国際的なレベルのロボット工学研究

の成果も活用される。EUROP はこれらの成果を利用して、民間で実施されている研究開

発活動の連携をより一層深めるとともに、民間の研究開発と防衛関係の研究開発の連携を

向上させることにより、民間・軍事両部門における技術の共用を促進する。 
 
 
 
 

                                                 
6 （編集部注）軍事・民生の両方に利用可能な高度先端技術。 
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4 SRI 発表後のその後の動き 
 
 SRA 発表の 1 年後の 2007 年 3 月に発表された、ETP の第三次経過報告書 7 によると、

EUROP の今後の予定として以下が示されており、SRA において定められた方法論、プロ

ジェクト、部門別取組などについての進捗状況の評価が行われることになっている。 
 

・ SRA に記載されている方法論の評価 
・ SRA で記載されているプロジェクトの中間評価 
・ 部門別 SRA レポートの評価 
・ 予備的な共通（コモン）SRA の評価  
 

翻訳・編集 NEDO 情報・システム部 
出典・参考資料 
 ○EUROP の SRA 
  http://www.robotics-platform.eu.com/pdf/EUROP_SRA_May_2006.pdf 
 ○EUROP  http://www.robotics-platform.eu.com/ 

○欧州テクノロジー・プラットフォーム 
http://cordis.europa.eu/technology-platforms/home_en.html 

                                                 
7 ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/technology-platforms/docs/etp3rdreport_en.pdf 
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【ロボット特集】 
 

無人ロボットカーレースでカーネギーメロン大学が優勝（米国） 
―DARPA アーバン・チャレンジ決勝結果― 

 
NEDO 技術開発機構 情報・システム部 

1. はじめに 
 11 月 3 日にカリフォルニア州で行われた無人ロボットカーレース「DARPA アーバン・

チャレンジ」で、カーネギーメロン大学のチームが優勝し、賞金 200 万ドルを獲得した(図
1、図 2 参照)。 
 このレースは、国防総省・国防高等研究事業局(DARPA1)が主催したもので、自律走行

を行う無人自動車が、他の参加チームの自動車およびドライバーが運転する多数の自動車

が走行する模擬都市部の道路において、約 60 マイルの距離を 6 時間の規定時間内で走行

することを競うものであった。 
 当初の応募者は 89 チームで、何段階かの審査・予選を経て、この日の決勝には 11 チー

ムが参加し、6 チームが完走した。第 2 位はスタンフォード大学、第 3 位はバージニア工

科大学で、それぞれ 100 万ドル、50 万ドルが授与された。 
 本稿では、主に DARPA の web サイト情報を基に、DARPA アーバン・チャレンジの趣

旨、前身の砂漠走行レースであるグランド・チャレンジを含むこれまでの経緯、参加チー

ム、決勝レースの内容などを紹介する。 

（出典：カーネギーメロン大学の web サイト）        （出典：DARPA の web サイト） 

図 1 優勝したカーネギーメロン大学    図 2 表彰式で 200 万ドルを受け取った 
の自律走行車「ボス」           カーネギーメロン大学チーム 
 

2. DARPA アーバン・チャレンジ 
 (1)アーバン・チャレンジとは何か？ 

DARPA アーバン・チャレンジは、兵士達を、戦場や危険な道路に立ち入らせないよ

                                                 
1 Defense Advanced Research Project Agency(DARPA)： DARPA の任務は、先進の軍事技術の開発。 
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うにするための技術開発を目指す自律式車両研究開発プログラムである。アーバン・チ

ャレンジに参加する車両に求められる機能は、模擬的な軍事支援任務を実行しながら、

流れている交通流に合流したり、円形交差点（図 3 のコース中の環状になっている交差

点）を走行したり、交通量の多い交差点をうまく通り抜けたり、障害を避けたりといっ

た疑似市街環境を走行する自律地上車両であることである。 
アーバン・チャレンジの決勝会場は、カリフォルニア州ビクトロビルの元空軍基地内

に作られている疑似都市（図3参照）であり、普段は市街地作戦の軍事訓練に用いられ

ている。この場所が選ばれた理由は、「米国軍が海外展開することを想定した際に、こ

この市街地道路網が もその地形を模擬することに適しているため2」である。この施設

は、8月に会場の発表を行って以降、10月下旬まで閉鎖され、その期間に会場準備が行

われた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（注）三叉路、円形交差点などがあることがわかる 

図 3 DARPA アーバン・チャレンジのコースマップ(俯瞰写真) 
 

また、決勝参加車両は、会場のあるカリフォルニア州の交通法規を順守しなければな

らないというルールが定められている。 
本プログラムへの応募は 2006 年 3 月に開始され、10 月に締切られたが、応募の際に

は各チームのリーダーは、彼らのチームおよび車両についての基礎情報を DARPA に提

出することを求められた。この時点から、チームは厳しい評価や資格審査プロセスを受

けた。2007 年の 4 月～7 月にかけて、デモンストレーションビデオの提出、技術資料の

提出、審査官によるサイト訪問テストが行われた。 
このような一連の資格審査段階を経て、8 月 9 日に準決勝進出の 36 チームの発表が

行われ、決勝の数日前の 10 月末に行われた 終審査の結果、11 チームが 2007 年 11 月

                                                 
2 DARPA の web サイトより。具体的な国名や地域は明記されていない。 
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3 日の決勝戦へ進んだ。決勝戦の賞金は、第 1 位の車両が 200 万ドルで、2 位、3 位の

車両に 100 万ドル、50 万ドルである。 
 

(2)これまでの歴史 
DARPA アーバン・チャレンジは、過去に 2 回にわたって行われた DARPA グランド・

チャレンジ自律車両競争を発展させたものである。 
初のグランド・チャレンジは、2004 年 3 月に 142 マイルの砂漠コースで開催され

た。15 台の自律地上車両が参加したが、1 台もゴールにたどり着かなかった。 
しかし、1 年後の 2005 年に開催された 2 回目のグランド・チャレンジでは、132 マ

イルの砂漠コースを 10 時間以内に走破することに、4 台の自律車両が成功した。優勝し

たのはスタンフォード大学のチームで 200 万ドルの賞金を獲得した。その時の 2 位、3
位はカーネギーメロン大学であった。 

 
(3)自律地上車両とは？  

自律地上車両(autonomous ground vehicle)とは、人のドライバーや遠隔操作なしで、

ナビゲーションと走行の全てを自身で行う車両のことである。車両は、様々なセンサや

位置確認システムを用いて、与えられた課題を実行するために必要な全ての周囲の状況

特性を判断する必要がある。 
 

(4)自律車両を何故開発するのか？ 
米国議会は、2001 会計年度に「2015 年までに、実戦配備した地上戦闘車両の 3 分の

1 を無人化するために、（地上戦闘車両を）無人で遠隔操作できる技術を開発することを

軍隊の目的とすべき。」と命じている。 
この議会命令を達成するために、DARPA はこのアーバン・チャレンジ・プログラム

を実施した。人の代わりに機械を用いることのできる全ての「退屈で、汚く、危険な」

任務を機械で行うことにより、兵士達を守り、貴重な人的資源をより有効に用いること

ができるとしている。 
 

(5)参加チームは誰？ 
アーバン・チャレンジには、米国以外にも世界中からのチームが参加できる。参加チ

ームは、ロボット技術と人工知能の進歩に対する情熱を共有する多様なメンバーが必要

で、実際の参加チームには、学術的な研究者に加え、ロボット、自動車、防衛といった

産業からのメンバーが含まれている。数チームは組織的な参加であり、他はこのチャレ

ンジのために特に集まったボランティア達のグループである。 
実際に応募したのは 89 チームで、第一次審査で 53 チームが選ばれた。この 53 チー

ムのうち 7 チームが海外からの参加者であり、国別にはドイツ 4 チームと、フランス、

メキシコ、カナダがそれぞれ 1 チームであった。しかしこれらのチームは準決勝進出者

36 チームには選ばれず、準決勝に残ったチームの全ては米国のチームであった。 
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3. 決勝戦の結果および今後の予定 
11 月 3 日に行われた決勝戦には 11 チームが参加した。DARPA の web サイトでは、決

勝戦の内容・結果については、本稿執筆段階では、上位 3 チーム名および決勝や表彰式の

写真が掲載されているだけであるが、現地の新聞等でその結果についてかなり詳しく報道

されているので、それらの情報等を元に決勝結果を以下に紹介する。 
 
優勝したのは、カーネギーメロン大学のタルタンレーシングの「ボス」で、200 万ドル

の賞金を手にした。約 60 マイルのコースを平均時速 14 マイルで走行した。カーネギーメ

ロン大学は第 2 回のグランド・チャレンジで 2 位のチームであり、前回の雪辱を果たした

ことになる。 
第 2 位は、第 2 回のグランド・チャレンジで優勝したスタンフォード大学で、3 位がバ

ージニア工科大学で、それぞれ 100 万ドル、50 万ドルを手にした（上位 3 チームのプロ

フィールは文末の参考資料参照）。 
参加チームは前述したようにカリフォルニア州の道路交通法に従う必要があり、違反し

た場合はペナルティが課せられることになっていたが、上位 3 チームは、無違反であった

ため、タイムによってのみ順位が決まった。1 位と 2 位のタイム差は約 20 分であった。 
この 3 チームを含めて完走車両は 6 チームであったが、そのうち 2 チームが規定時間の

6 時間を超えた。 
なお、レース中のコースには実際の交通状況を模擬するため、プロのドライバーが運転

する数十台の自動車が走行していた。 
優勝したタルタンレーシングチームの、主なスポンサー（後援者）は、ゼネラル・モー

ターズ(GM)社、キャタピラ社、コンチネンタル社（タイヤメーカー）、インテル社などで、

これらの企業からのエンジニアも多数参加している。同チームの web サイトによると、こ

のチームのメンバーとして 45 名が掲載されており、かなり大がかりなチームであった。 
同チームの自律走行車両「ボス」は GM 社の市販 SUV（スポーツ多目的車）シボレー・

タホ(2007 Chevy Tahoe)を改造したものであった（前出図 1 参照）。 
 
なお、DARPA の自律走行車両開発の今後の予定であるが、決勝戦直前に行われたイン

タビューで、本件の責任者である DARPA テサー局長は「現在の所未定である。今回のア

ーバン・チャレンジの結果についての評価を行った上で、今後どうするかを検討する」と

述べている。 
（NEDO 情報・システム部 林 欣吾） 

 

出典・参考資料リスト 

○ DARPA アーバン・チャレンジの web サイト：  http://www.darpa.mil/grandchallenge/index.asp 
○ カーネギーメロン大学 タルタンレーシングチームの web サイト： http://www.tartanracing.org/ 
○ 決勝内容および結果を報じた現地情報 

1) Robots Prepare for the Battlefield by First Fighting City Traffic 
http://www.sciam.com/article.cfm?articleID=01C38F95-E7F2-99DF-3C6192B9EF2D3F1B&chanID=sa003 

2) Carnegie Mellon Tartan Racing Wins $2 Million DARPA Urban Challenge 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1012,  2007.11.28 

 46

  http://www.cmu.edu/news/archive/2007/November/nov4_tartanracingwins.shtml 
3) Carnegie Mellon Takes Darpa Urban Challenge 

http://www.eetimes.com/news/latest/showArticle.jhtml?articleID=202802368 
○ 日本人による決勝の現地レポート 

http://robot.watch.impress.co.jp/cda/news/2007/11/08/733.html 
 
 
 

参考）DARPA アーバン・チャレンジ上位 3 チームのプロフィール（出典：DARPA の web サイト） 

 
 （1）カーネギーメロン大学 
 
 
 
 
 
 
 
 
 （2）スタンフォード大学 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3)バージニア工科大学 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#19 

Tartan Racing 
Boss 

ペンシルベニア州ピッツバーグ 
 
 
 カーネギーメロン大学のロボット研究所はゼネラル・モーターズ（GM）と共同で"Tartan 
Racing"チームを結成した。チームのメンバーは、同ロボット研究所の職員のほか、他の学部の

職員および GM 社の社員で構成された。 
 

後援：カーネギーメロン大学、キャタピラ社、コンチネンタル社、GM 社、グーグル社、IBEO
社、インテル社、McCabe Software 社、MobileEye 社、ネットワーク・アプライアンス社、Tele 
Atlas 社、Vector-CANTech 社、Viewpoint 社 

 
#3 

Stanford Racing Team 
Junior 

カリフォルニア州スタンフォード 
 
 
 チームのメンバーはスタンフォード大学工学部の学生と後援企業の社員の中から選ばれた。 
 
後援：Android 社、Applanix 社、Coverity 社、グーグル社、ハニウェル社、インテル社、Mohr 
Davidow Ventures 社、NXP 社、レッドブル社、Tyzx 社、フォルクスワーゲン・アメリカ 
Electronic Research Lab 

 
#32 

Stanford Racing Team 
Junior 

バージニア州ブラックスバーグ 
 
 
 バージニア工科大学のチーム VictorTango は、同大学の学部生、大学院生、職員、および

自律システムの開発・製造を行う同大学のスピンオフ企業 Torc Technologies 社によって構成

された。 
 

後援：ブラックボックス社、キャタピラ社、フォード社、GM 社、グッドイヤー社、ハニウ

ェル社、IBEO 社、Ingersoll-Rand 社、ロッキード・マーティン社、ミシュラン社、ナショ

ナル・インスツルメント社、NovAtel 社、OmniSTAR 社、QCI 社、ジック社、Tripp-Lite 社、

Ultramotion 社 
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【ロボット特集】 

 

好調なイタリアのロボット産業 
 
1. イタリアのロボット産業は好調 

 
イタリアのロボット産業は、2001 年～2003 年の 3 年間の非常にネガティブ（低調）な

状況から一転して 2004 年以降回復に向かい、2005 年度においては非常にポジティブ（好

調）な状況になり、2006 年及び 2007 年においても好調である。イタリアの工作・ロボッ

ト・オートメーション機械製造企業協会 (UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE 
/Associazione Costruttori Macchine Utensili, Robot e Automazione)は、2007 年第 3 四半

期におけるイタリアのロボットを含む工作機械の注文は、前年の同時期に比べ 13.6％増大

しており、注文のほとんどがロボット機械で海外からのものであったと発表している。 
 
同協会によれば、「海外からの注文は、前年同時期に比べ 21.9％増であったが、国内注

文は、前年同時期に比べたったの 1.8％増のみであった。全体的注文結果は、非常にポジ

ティブであるが、特に 2007 年第 2 四半期の国内注文に比べて第 3 四半期の国内注文が減

少している状況を我々は非常に危惧している」としている。 
 
UCIMU のアルベルト・タケッラ会長は、10 月 2 日に行われた UCIMU の理事会にお

いて、「特に第 3 四半期の国内需要が伸びないのは、かつての産業危機時代に失った客を

再獲得できないためではないかと考えられる。もし国内需要が伸びなければ技術投資に悪

い影響を与えることになり、イタリアの競争力を失わせる危険性を含んでいる。このため

我々は国内需要の増大率の減少を特に心配している。更にまた、現在政府が検討している

『2008 年度予算法』は、一方では法人税の縮小を謳いながら、今まで企業に与えていた優

遇措置である減価償却費の加速した繰上控除措置を廃止しようとしているが、もし実際に

この優遇措置が廃止されたならばイタリア企業の競争力は、完全に消失することになる」

と述べた。現在、UCIMU は、UCIMU として現政府が準備している『2008 年度予算法』

における減価償却費の繰上控除に関する優遇措置廃止に全面的に反対することを公式に表

明している。 
 
非常に好調であった 2006 年におけるイタリアのロボット産業のデータが UCIMU によ

って編集・公開されているので、以下で紹介する。 
 
2006 年におけるイタリアのロボット産業は、総売上高 4 億 3,800 万ユーロで前年比 10. 

3％増を記録した。このポジティブな結果は、特に国内消費増大（前年比 13％増）による

ものである。総輸出高は、1 億 2,500 万ユーロで前年比 4.2％増であった。その結果、総生

産高に対する輸出高の占める割合は、2005 年においては 30.2％であったが 2006 年におい
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ては 28.5％に縮小した。 
 
イタリア国内で消費されたロボットの総消費高は 5億 600万ユーロで前年に比べ 11.5％

増大している。ロボットの輸入も増大しており、2006 年のロボット輸入高は 1 億 9,300
万ユーロで前年比 9％増であった。国内消費高に対し輸入ロボットの占める割合は 2005
年においては 39.0％であったが 2006 年においては 38.1％に減少している。イタリアのロ

ボットの輸入は、輸出を上回っており、輸入と輸出の差額は、2005 年においては 5,700
万ユーロであったが 2006 年においては 6,800 万ユーロに増加している（表 1 参照）。 

 
表 1  イタリアのロボット市場（メカニック・アームを含む） 

   単位：100 万ユーロ 
        変化 ％ 

年 2004 2005 2006 05/04 06/05 
生産 395 397 438 +0.5 +10.3 
輸出 115 120 125 +4.3 +4.2 
国内販売 280 277 313 -1.1 +13.0 
輸入 165 177 193 +7.3 +9.0 
国内消費 445 454 506 +2.0 +11.5 
輸入と輸出の差額 （50） （57） （68） +14.0 +19.3 
輸入/消費 37.1％ 39.0％ 38.1％   
輸出/生産 29.1％ 30.2％ 28.5％   

出所：UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE 
 
2006 年の生産量も前年に比べ増大しており、ロボット生産量（メッカニック・アームを

含む）は、5,286 台で前年比 12％増であった。輸出量は 1,564 台で前年比 20.1％増であっ

た。輸入量も 2005 年の 3,062 台から 3,120 台に達し 1.9％増大した。2006 年における国

内総消費は前年比 5.6％増で、国内で消費されたロボットの数量の 45.6％は国外で生産さ

れたものであった (表 2 参照) 。 
 
    表 2  伊ロボット生産量（メカニック・アームを含む） 

単位：個  
 2005 2006 変化％ 06/07 
生産 4,718 5,286 +12.0 
輸出 1,302 1,564 +20.1 
国内販売 3,416 3,722 +9.0 
輸入 3,062 3,120 +1.9 
国内消費 6,478 6,842 +5.6 

         出所：UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE 
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2006 年におけるメカニック・アームを除いた純然たる意味でのロボット生産高は、前年

比 10.4％増、輸出は 2.5％増、輸入は 9％増、国内消費は 11.9％増と大変ポジティブな状

況にあった。生産量においても同様にポジティブな結果を得ており、生産高 13.1％増、輸

出 17.2％増、輸入 1.9％増、国内消費 6.4％増であった（表 3 参照）。 

 

 表 3  メカニック・アームを除く伊ロボット市場        

単位：100 万ユーロ 
 2005 2006 変化％  

06/05 
 数量 金額 数量 金額 数量 金額 
生産 4,019 389.5 4,545 430.1 +13.1 +10.4
輸出 1,199 116.8 1,406 119.7 +17.2 +2.5 
輸入 3,062 176.9 3,120 192.7 +1.9 +9.0 
国内消費 5,882 449.6 6,259 503.1 +6.4 +11.9
輸出/生産  30.0%  27.8%   
輸入/国内消費  39.3％  38.3%   

 出所：UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE 
 
イタリアにおいて生産されるロボットのタイプは、マニピュレーター・ロボット（2006

年において 2,504 台製造、金額においては 1 億 5,060 万ユーロ、マニピュレーター・ロボ

ットは、ロボット総生産高の 35％、総生産量において 55.1％を占める）と溶接ロボット

（1,097 台製造、金額においては 9,030 万ユーロ、溶接ロボットはロボット総生産高の

21.1％を占める）がより多く生産されている。その次に多く生産されているロボットは、

切断のためのカット・ロボットが続くが、カット・ロボットの総生産量の占める割合は

5.7％と低い。しかし生産高においては総生産高の 29.5％（1 億 2,700 万ユーロ）を占めて

おり、カット・ロボットの 1 個の平均コストは他のロボットに比べて高い。 
 
ロボットメーカーは、イタリア北部ロンバルディア州（58.3％）に多く集中している。

その次にエミーリア・ロマーニャ州（16.7％）、ピエモンテ州（8.4％）、マルケ州（8.3％）、

ヴェネト州（8.3％）となっているが、売上高となると大企業のあるピエモンテ州（43.3％）

が一番で、中小企業の多いロンバルディア州（34.1％）は、売上高では 2 番目となってお

り、エミーリア・ロマーニャ州（15.5％）、ヴェネト州（4.8％）、マルケ州（2.3％）がそ

れに続く。 
 
(出所：イルソーレ 24 オ -レ紙、UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE プレスリリース、

『UCIMU：実際とトレンド・経済報告書』、他。UCIMU の Web サイト:www.ucimu.it ) 
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2. 国際 IT 見本市 SMAU 展においてロボットが紹介される 
 
2007 年 10 月 17 日～10 月 20 日の 4 日間ミラノ県ロー市にあるミラノ新国際見本市会

場において IT のための国際見本市「第 44 回 SMAU 展」が開催された。来場者 45,000 人、

出展社数 476 社、出展面積 35,000 ㎡であった本見本市において工業用ロボットメーカー

も 30 社程出展していた。工業用ロボットの製作ではなく、純然たるロボットを製作して

いる小規模メーカーや医術にロボットを適用する IIT（Istituto Italiano di Tecnologia／伊

技術機関）の出展もあった。来場者の注目を浴びた小規模メーカーNUZOO 社とレーダ・

エレットロニカ社のロボットについて言及したい。 
 
超ミニのヒューマノイド（人型）・ロボットを製作しているミラノの会社、NUZOO 社

のヒューマノイド・ロボットが同社のブースで紹介された。目下、同社は X.Bot と Nice One 
と命名された 2 体のミニ・ヒューマノイド・ロボットを製作しており、両体とも背丈 50cm
以下の小さなロボットである。話すこと、気持ちを表すこと、全関節の動きをもって移動

すること、視覚認識、物体に対処する等の人間が行動しているような動きの多くを実施す

ることが出来るヒューマノイド・ロボットである。 
 
NUZOO 社のロボットは日々の行動をプログラム化することができ、人間との関係（交

際する）をもつ目的を持って開発されたものである。そのために X.Bot と Nice One ロボ

ットは、教育的観点から学校、博物館、会議等において演芸パフォーマンスをし、商業的

観点からはイベント、見本市、テレビのコマーシャルに出演すると言う役目をもつマスコ

ットあるいは証人となっている。更にまた同社のヒューマノイド・ロボットは、イタリア

における研究開発を助成するという重要な役目ももっている。NUZOO 社は、同社のミニ・

ヒューマノイド・プロジェクトがイタリアの革新的製品の研究開発を手助けする一小片に

なるであろうことを確信している。 
 
イタリア北西部トリノに本拠を置く電子機械の企画、プロトタイプの製作等を実施して

いるレーダ・エレットロニカ社(R.E.D.A. Elettronica)は SMAU 展においてサフランの花

を積むためのロボット、アグリ・ロボット・ザッフィー(Agri・Robot・Zaffy)と名づけら

れたプロトタイプを紹介した。このプロトタイプは、EU とアブルッツォ州、レーダ社の

共同出資で実現された。 
 
ザッフィーは、方向転換と駆動する 4 つのタイヤをもつ移動構造(Rover)によって支えら

れたカーテシアン（デカルト）軸システムによる技術が適用されたシンプルな形をしたロ

ボットであるが、デジタル視覚を持って花を認識する。搭載されている工作機械はカッタ

ーと吸引機械で、バッテリーあるいは電力によって供給されるブラシレス・モーターによ

って動く。 
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ザッフィーの革新性は、部品を変えるだけで小さい花・小さい果実・果物・小さい草木

の摘み取り等の異なる作業や困難さの為に今まで人の手で行われていた作業、例えば球根、

反隠花植物の種まきも行うことができる。 
 
更にまたザッフィーのシンプルな基礎的移動構造(Rover)は、たとえば監視カメラを支え

るもの、小規模移動車、道具運搬車の移動構造(Rover)として他の適用も可能である。しか

しながら目下の所、プロトタイプ・ザッフィー開発は、ロボットが工業部門程普及してい

ない農業部門での応用のためにのみ実施される。通常ロボットは、1 つのことだけを行う

が、ザッフィーは、果実の収穫や種まきだけでなく 1 年を通して利用できるロボットとな

り得る特徴を持っている。 
 
また、ザッフィーは、特に温室における労働に適した作業を実施するように製作されて

いる。更にまた 100～200 リットルの水タンクを装備することも可能で、これを利用して

照準を合わせて行う灌漑によって水資源を相当に節約することができる。 
 
(出所：イルソーレ 24 オーレ紙、SMAU2007 サイト：www.smau.it、NUZOO 社サイト：

www.nuzoo.it、レーダエレットリカ社サイト：www.redaelettronica.com、他) 
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【個別特集】非原子力エネルギー研究 
 

欧州におけるエネルギー研究の現状と展望(EU)―概要などー 
 
欧州委員会(EC)は2006年12月に「欧州におけるエネルギー研究の現状と展望－欧州委員

会、欧州連合(EU)加盟国および非加盟国の研究開発ポートフォリオの比較検討1」と題す

る報告書を発表した。この報告書では、原子力を除く全てのエネルギー研究領域（10領域）

における、EC、EU加盟諸国の公的資金を受けた研究のマップ作りや、米国や日本との比

較分析を行っている。 
 
NEDO海外レポートではこれまでに研究領域毎に10回以上に分け、適宜紹介してきた 2。

本稿ではこの報告書の冒頭部分（概要、導入部分など）を掲載する。 
 
 
 
 
 
 
1. 挨 拶 
この報告書は、エネルギー研究の戦略・政策面を所管する当ユニット（ECエネルギー研

究―戦略と政策ユニット）において、2002年に以降に取り組まれてきた一連の幅広い研究

の成果の一部である。 
多くの分析・考察・提案を行っているこの総合的な取組では、欧州においてエネルギー

研究に関係している全てのステイクホルダー（利害関係者）達に共有すべき基礎知識を提

供し、彼らの理解を深めることを目指している。信頼できる量的および質的な情報を提供

することも目的である。これらの情報は以下の点に役立つであろう。 
 ・欧州連合内でのエネルギー研究のよりよい計画、実施、評価のため 
 ・欧州研究領域(ERA)3 のアプローチに沿った協力や連携の強化を通じて、その効率性

を向上させるため 
この研究は、欧州委員会の監督下で、IZT社およびFrost & Sullivan社との契約に基づき

実施された。受託者達に課せられた任務は、以降で示す幾つかの研究領域について、各研

究領域における研究開発フレームワーク計画(FP)4 や主な加盟国での活動状況、および主

                                                 
1 “The State and Prospects of European Energy Research Comparison of Commission, Member and Non-Member 

States R&D Portfolios” 
2 （編集部注）過去の掲載号については、本稿の次頁を参照。 
3 （編集部注） 2000 年、欧州としての総合的な研究活動の統一を目標とした欧州研究領域（ERA; European Research Area）

イニシアティブが提唱された。EU は、加盟国の研究活動がこれまで閉鎖的で、各国の研究開発政策が必ずしも連携がと

れていないという認識をしており、ERA によって欧州加盟国の研究者の協力を促進し、産業技術研究基盤の強化を図ろ

うとしている。 
4 （編集部注）欧州研究開発フレームワーク計画(FP) は、欧州連合（EU）における科学分野の研究開発への財政的支援制

― 目 次 ― 
1．挨 拶 
2. 「欧州におけるエネルギー研究の現状と展望」全体目次 
3．概要（エグゼクティブ・サマリ） 
4．導入（目的、用語の定義、方法論） 
5．非原子力エネルギーの地球的研究：他国と比較してのECのポートフォリオの位置づけ 
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な第三国のプログラム間での、エネルギー研究のポートフォリオの主な違いと共通点につ

いての比較と評価であった。 
ここで示された結果では、それぞれの領域での産業界のコミットメントと関与を促すた

めに、FPと加盟国の活動間でのシナジー（相乗効果）の改善が必要であることを示してい

る。さらに、我々が主な科学技術(S&T)開発に取り組む集団的な能力―特に、我々の主要

な競争者達が行っている「政策と技術のウオッチ」の局面を含む注意深い分析を通じて―

の強化の必要性を強調している。 
この報告書作成の様々な段階において我々と意見を交わし、この報告書作成に貢献した、

多くの産業界の代表者、公的組織の関係者、研究者の方々に感謝する。 
 

 エネルギー研究―戦略と政策ユニット長 ミシェル・ポワロ 
 

 
2.「欧州におけるエネルギー研究の現状と展望」全体目次 

  

序文、エグゼクティブ・サマリ、導入(目的と方法など）（編集部注：本稿） 
 非原子力エネルギーの地球的研究          （ 〃 ） 
 水素・燃料電池     （編集部注：「NEDO海外レポート5」993号に掲載） 
 CO2回収・貯蔵      （同 998号掲載） 
 太陽光         （同 995号掲載） 
 集中型太陽熱      （同 995号掲載） 
 風力          （同 995号掲載） 
 海洋エネルギー     （同 1001号掲載） 
 バイオエネルギー    （同 994号掲載） 
 地熱エネルギー     （同 1001号掲載） 
 配電網         （同 1001号掲載） 
 社会経済研究      （同 1010号掲載） 
 結論          （同 1002号掲載） 

   
 
3．概要（エゼクティブサマリ）： 

欧州エネルギー研究ポートフォリオの現状と欧州のエネルギー研究の展望 
 
本業務は、ECとEU加盟国および米国、日本において行われている公的に資金提供され

た研究への取組をマップ化（図化）し、比較する試みである。 

                                                                                                                                                 
度。その第 7 次計画(FP7)が 2007 年 1 月から始まっている。 

5 （編集部注）NEDO海外レポートのトップ頁は右記参照。http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/index.html 
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このプロジェクトに利用できるリソースの関係で、これらの国々のそれぞれについての

網羅的な状況は図示していないが、 欧州および国際レベルで協力が期待される領域を含む、

様々な研究課題やこれらの課題間の調整と連関（または欠如）を明らかにする多くの興味

ある発見が示されている。 

 
本報告書で示される研究開発の資金額の値は公的な資金のみであり、民間資金は含まれ

ていない。それゆえ、問題となりうるある重要な部分は取り扱われていない。特に、契約

に基づき国の機関から、産業界での研究に対し直接与えられる支援額は含まれていない。

また産業界が自らの資金で実施している取組も含まれていない。 
分析は次に示すエネルギー研究領域毎に行われた。つまり、水素・燃料電池、CO2回収・

貯蔵、太陽電池、集中的太陽熱、風力、海洋システム、バイオエネルギー、地熱エネルギ

ーなどである。この研究を通じて、多くの地球的規模の見解、発見、疑問が生じた。 
 
競争者達（主に米国と日本）と比較すると、総じて、欧州の公的な研究活動は資金提供

の面で重要な役割を果たしている。 
欧州（ECと加盟国）では概して、非原子力エネルギーの研究、特に再生可能エネルギー

の領域において、競争者達よりも、より公的なリソース（資金）に頼っている。 
欧州での研究のスコープ（視野）は非常に広く、多面的である。これは主に、欧州の研

究の断片的性質、加盟国間の文化および国の事情の大きな違い、およびEUの組織的な性

質に関係している。 
 

研究のかなりの部分がECレベルで資金提供されている（テーマによるが15％～25％）。 
ECのFPは欧州エネルギー研究で比較的大きなシェアを占めているが、欧州が世界をリ

ードしている核融合研究の領域で果たしたような構造的効果を達成するほどの規模には遙

かに及ばない。また、米国エネルギー省(DOE)の研究プログラムとインフラへの資金提供

が持っている程の研究局面へのインパクトを持っていない。 
さらに、様々なテーマの決定に至るまでのプロセス上の性質により、議会や理事会を通

じて加盟国からなされる様々な要求に対しての調整を行なわなければならない。それゆえ、

そのリソースの分配は、非常に広い範囲のテーマに広がる。このため明らかに、取り扱う

課題の対象が広いスキームとなっている。 
 

も重要な部分は、加盟国による資金提供である。 
これは特にCO2回収・隔離の場合にあてはまる。この分野への取組は3つの主要加盟国と

ノルウェーによって行われており、それぞれが優れた取組である。しかし、これらのどの

国も、米国DOEが予算10億ドルを支援しているフューチャージェンプロジェクトのような

実証プロジェクトに進むには、いまだ十分な状況ではない。 
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一方では、 
この状況は「中央集権的な」システム実現のフレキシビリティ（柔軟性）を与える。米

国と日本は彼らが取り組んでいるプログラムを容易に優先付けすることができ、日本の地

熱や海洋エネルギーのように、将来が見込めそうにない領域での活動を情け容赦なく打ち

切ることができる。 
バイオエネルギー領域では、米国の研究予算はEU予算とさほど違わないが、フィード

ストック・インターフェイス（原料仲介）、糖プラットフォーム、熱化学プラットフォー

ム、製品、および統合バイオリファイナリーのように限られた案件に強く絞り込んでいる。

それゆえ、欧州の研究課題選択が「手当たり次第（ランダム）」であるように見えること

に比べて、米国におけるこの領域での研究の成功の機会は有望であると思われる。 
 
さらに、米国では様々な省庁間で、国レベルの研究活動のよりよい調整ができる。バイ

オマス分野でのエネルギー省と農務省間での調整への取組はその一例である。 
バイオマス領域では、ECを除くと、重要な研究への取組を行っている も活動的な国は

フィンランド、オランダ、スウェーデンである。しかし、各国は非常に細分化された特定

の研究領域をリードしている自国の技術、つまり全体的に見ればさほど重要度が高いとは

いえない技術を開発している。 
大きな投資が必要な領域（CO2の回収・貯蔵）では、より組織化された集中的なアプロ

ーチが有効であろう。 
 
一方、  
欧州は、域内の様々な地域・国の状況に適応するために、幅広い範囲の技術や機会を持

っている。水素・燃料電池、バイオエネルギー、クリーンコール、太陽電池といった「主

流」研究に加えて、風力、地熱、太陽熱、海洋エネルギーなどを含む幅広い技術に対して、

概して欧州は資金提供を行っている。 
このような政策は風力技術に対して取られてきた。風力技術は、ドイツを除くと、デン

マークやオランダのような小さな国で取り組まれている。そして、ECによる風力産業への

支援により、EUの風力産業は世界をリードしている。また、主に限られた国々（英国、

デンマーク、ポルトガル）によって支援されている海洋エネルギーに対する同様なアプロ

ーチは、将来風力と同様な結果を生み出す可能性がある。 
しかし、産業としてはっきりと経済的な成功を達成している風力を除くと、多くの「マ

イナー」な技術（太陽熱、地熱、海洋エネルギーなど）は、ビジネスとしての成功やエネ

ルギーミックスへの十分な貢献をまだ達成していない。 
 
ECの役割 

この非常に変化に富んだ状況のなかで、EC、特に研究開発フレームワーク計画はどのよ

うな役割を果たすべきかについて迷うかもしれない。 
米国DOEの民生研究の予算規模年間約350億ドルと比べると、ECは、DOEのように戦
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略的選択を行い、それを実施するという積極的な役割を果たすことはできないことは明ら

かである。しかしエネルギー研究の促進における欧州委員会の役割について、このような

状況から引き出される教訓を得ることは重要である。 
それゆえ、補完性原理6 の適用の必要性と、各国が独自の状況に従い 善と思う活動を

行うことの加盟国の正当性との間のバランスを考慮しなければならない。また、欧州の研

究への取組を 適化し、取組の重複を避け、どのように競争力や供給安定性や環境に関し

てのEUの目的を満足させるのかというEUの研究戦略を持つことが必要である。多くの活

動やツール、例えばERAネット、テクノロジー・プラットフォーム、ジョイント・テクノ

ロジー・イニシアティブ、研究プログラムの共同実施はすでにこのプロセスを支援するた

めに利用可能である。 
 

4. 導入 
4-1 目的 

この研究の全般的な目的は、ECの非原子力エネルギー研究開発のポートフォリオの大ま

かな状況を、比較および総合的なアプローチ、加盟国や第三国との比較により、把握する

ことである。 
この分析ではまず、ポートフォリオの大まかな特徴を明確にし、ギャップ（すき間）と

重複をはっきりさせ、サクセスストリーを明らかにすることを目指す。 
この研究では更に、ポートフォリオの構築や方向付けについての提言を行うことを目指

し、そして以下の点でのECの進歩を助けることを目指す。 
  データから、情報と理解に 
  個別のプロジェクトの概観から、ポートフォリオの見通しに 
  EC中心の見解から、主な第三国を考慮した、欧州（ECと加盟国）や世界的な見通しに 

この研究の対象は厳密に研究開発活動のみに限られ、イノベーションプロセスのより市

場指向的な側面は扱わないことに留意しておく必要がある。 
 
4-2 定義と方法論 
(1)方法論 

この研究の核心部分は、幾つかの異なる領域におけるECのNNE研究（非原子力エネル

ギー研究）のポートフォリオを明確化し評価することと、それぞれの領域について、加盟

国、関係国7、主な第三国におけるポートフォリオと比較することである。 
EC全体のポートフォリオの代表的な成果を得るため、また現実的な提言を行うために必

要な綿密な分析を行うために、幅広い量的・質的な分析手法が採用された。  

                                                 
6 （編集部注）欧州では、EU、従来の国民国家、地方政府というように権力が多層化しており、ある課題についてどの階層

が権限を持つかということが大きな問題となっている。この問題に対処するための基本的な考え方が「補完性の原理」で

ある。補完性の原理とは、基本的には住民に近いところの機関が担当することを原則にしながら、より上位が担当した方

が明らかにうまくゆく場合に限って上層の機関が行うというもの。 
7 （編集部注）関係国：フレームワーク計画への予算貢献を含む科学技術協力協定締結国（現在は、アイスランド、イスラ

エル、リヒテインシュタイン、ノルウェー、スイスの5ヵ国と候補国のトルコの計6ヵ国）。 
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関連領域でのEUの研究開発ポートフォリオの特徴を把握するための出発点は、プロジ

ェクトの数や量（公的資金の配分額）、長期間のテクノロジーパスとその開発への（プロ

ジェクト数と量の）配分について、全ての研究活動をマッピングすることであった。 
種々の関連領域におけるECの研究開発ポートフォリオについて、より深い理解と綿密な

調査を行うため、ECの科学分野担当官達に対して大がかりなインタビューが行われた。さ

らに、ECやプロジェクトのwebサイトからの得られた資料に基づく机上研究も行われた。 
この研究にはさらに、加盟国、関係国、第三国の研究開発ポートフォリオの調査も含ま

れる。様々な国における種々領域における、研究に責任ある立場の主な人達に対し電話イ

ンタビューを行ったが、その際には準標準化された質問票が用いられた。また、各国のNNE
研究ポートフォリオについての大まかな見通しを知るために、いくつかの国の研究責任者

や重要な人々に対し、戦略的なインタビューも実施された。可能であれば、主要な加盟国

や主な第三国の現在の資金提供情報も集められた。 
 
注：この研究ではECと国レベルの公的資金提供のみをカバーしている。準国家レベル（連邦州、地方や市）

の公的資金は、産業界での資金拠出と同様に、この報告書ではカバーしていない。我々は、これらの準国家

レベルや産業界での資金拠出を含めた場合、この報告書で示された資金拠出状況の概観が変化する可能性が

あることを認識している。しかしこれらに関する信頼できるデータが得られなかった。質的な根拠（情報）

にのみに基づいて見れば、例えば、米国の州レベルの膨大な資金拠出額は、ドイツ、スペイン、イタリアと

いった主要欧州国の準国家的資金提供に匹敵するかもしれないが、その正味の効果は不明瞭である。 

 
 (2)「灯台」プロジェクトの基準 
この報告書では、分析した関係領域での特定のイニシアティブ（取組）を「灯台プロジ

ェクト」と定めている。これらは、現在のベストプラクティス（成功事例）を反映し、こ

の研究における主要な発見を例示し明らかにするために用いられる。 
灯台プロジェクトは、以下に示す事項のいくつかまたは全てに該当するプロジェクトと

して定義された。  
  大規模な実証を含む 
  重大な技術改善、技術インフラの発達、世界のリーダーシップを促進する 
  研究開発の優先付けの面で政策決定に影響を及ぼす 
  技術のショーケースとして、技術に対する社会の認識や受容性を増加させる 
  将来の研究開発のための道を開く 
  欧州全域にわたる商業化の道を開くための技術的な仕様と標準化で大きな改善を可能

とする 
  既存のインフラと新技術の統合を促進する 
 
 (3)主要国 

関連するそれぞれの領域で、主要な加盟国と第三国の研究開発活動が分析された。この

分析は、各国それぞれの研究ポートフォリオの目的と焦点を明らかにすることに役立った。

この報告書で記載されている「主要国」は、関連する様々な領域における研究への資金拠
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出のレベルに基づき選択された。なお、ブラッセル（EC）の科学担当官との議論を通じた

フィードバックも反映している。資金拠出情報は、各国の技術や戦略の専門家達へのイン

タビューに加え、IEAのデータベースおよび文献レビュー（出版された政策文書、プレゼ

ンテーション資料など）から得ている。 
 
(4)通貨換算表 
比較を容易に行うために、この報告書で用いた全ての海外通貨はユーロに換算している。

通貨レートは以下の2005年3月31日時点の銀行間取引レートを用いている。 
外貨  € ユーロ換算  
1 米国ドル  €  0.84  
1 豪州ドル  €  0.64  
1 カナダドル  €  0.72  
1 ノルウェー クローネ  €  0.13  
1 日本円  €  0.0072  
1 英国ポンド  €  1.455  
1 中国元 €  0.09368  

 
 (4)この報告書で用いられている主な略語  
DOE  US Department of Energy 米国エネルギー省  
DOE-EERE  US Department of Energy Office for Energy Efficiency and Renewable Energy  米国エ

ネルギー省エネルギー効率・再生可能エネルギー局 
EC  European Commission 欧州委員会 
ERA  European Research Area 欧州研究領域 
ERA-NET  European Research Area NETwork  欧州研究領域ネットワーク 
ETPs  European Technology Platforms 欧州テクノロジー・プラットフォーム 
EU  European Union  欧州連合 
FC  Fuel Cells  燃料電池 
FP  Framework Programme  （研究開発）フレームワーク計画  
FP5  5th Framework Programme (1998 – 2002)  第5次 〃 
FP6  6th Framework Programme (2003 – 2006)  第6次 〃 
FP7  7th Framework Programme (2007-2013) 第7次 〃  
IEA  International Energy Agency 国際エネルギー機関 
IP  Integrated Project 統合プロジェクト 
IPHE  International Platform for Hydrogen Economy 水素経済のための国際プラットフォーム 
MCFC  Molten Carbonate Fuel Cell 溶融炭酸塩形燃料電池  
METI  Ministry of Economy, Trade and Industry (Japan)  経済産業省（日本） 
MS  Member States (of European Union)  （EU）加盟国 
NEDO  New Energy and Industrial Technology Development Organisation (Japan)  新エネルギー・

産業技術総合開発機構（日本） 
NNE  Non Nuclear Energy  非原子力エネルギー 
NoE  Network of Excellence  ネットワーク・オブ・エクセレンス 
PAFC  Phosphoric Acid Fuel Cell  リン酸形燃料電池 
PEM FC  Proton Exchange Membrane Fuel Cell  固体高分子形燃料電池 
PV  Photovoltaic  太陽光電池 
RITE  Research Institute of Innovative Technology for the Earth (Japan) 地球環境産業技術研究機構

（日本） 
RTD  Research and Technological Development 研究開発 
SOFC  Solid Oxide Fuel Cell  固体酸化物形燃料電池 
STREP  Specific Targeted Research Projects  特定目的研究プロジェクト 
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(5)研究の展望と焦点 
ECのFP6ポートフォリオがこの研究の分析の焦点である。しかし、FP5からFP6へ研究

の優先度や資金額の変化を理解するために、FP5のポートフォリオも検討された。FP78 に
関するいくつかの先見的コメントも、将来の研究トレンドを分析するために用いられた。 
注：執筆段階で、FP6に関する完全な情報を得ることができなかったため、FP6の第一

次、二次、三次提案書募集に関する資金データが、資金分析で用いられた。しかし、

これらでFP6の資金の約90％を占めている。FP6のポートフォリオ構造の理解を促進

するために、FP6の第四次提案書募集（執筆段階で未実施）に関するいくつかの予見

的コメントが可能な限り述べられている。しかし、FP6ポートフォリオの資金データ

の分析においては、全てのポートフォリオを反映しているものではないことに注意し

なければならない。 
 

研究開発には、技術の改善を目指した長期間の研究である基礎研究と、技術の市場化を

目指す短期的な研究である応用研究の両者を含んでいる。短期から中期的な研究は、2010
年エネルギー政策の目的の達成を目指す研究と定義されている。中期から長期的な研究は、

それに対して、2010年以降に成果の普及を目指す研究と定義されている。 
プロジェクトの実証的な要素(部分)もまた研究開発の一部として考えられている。そし

て、地域（欧州、米国、日本）横断的な研究の性質と目的を説明するために、各技術につ

いてその例が示されている。 
この文書では、プロジェクトとプログラムの両者（の用語）を用いている。プロジェク

トは、通常、事前に定められた期間で、事前に決定された資源を用いて、ユニーク（独特）

かつ既に事前に明確化されたアウトカム（成果）や結果を生み出すために設立される。そ

れと比べて、プログラムは、戦略的に重要な便益を達成するために、プロジェクト群を組

織化した一つの連携（コーディネーション）のことである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 （編集部注）この報告書の作成時点では、FP7 は未策定。 
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5. 非原子力エネルギーの地球的研究： 
他国と比較しての EC のポートフォリオの位置づけ 

 
5-1 欧州委員会(EC)の研究ポートフォリオの展開 
 
背景 

 欧州の研究は構造の脆弱性に難点がある9。欧州は、研究とイノベーション(革新)の双方

で世界的リーダーを目指す米国と日本に、公的研究費の対GDP比や、研究者、および一人

当たりの特許数と先端技術の輸出の点において遅れを取っている。さらに、欧州の研究の

特徴の一つとしてはっきりと挙げられている点に、国が資金提供する研究活動とEU(欧州

連合)が資金提供する研究活動が併存していることがある。この特徴は、研究領域を国が組

織化している日本や米国と全く対照的である。 
 
 複雑で学際的な研究が増えてきていることから、これらの障壁を克服する上で重要なス

テップは、欧州研究領域(ERA: European Research Area)を確立することである。ERAの

総合的な目標は、研究とイノベーションのさらなる統合を促したり、EU全域においてよ

り整合性があり、よりイノベーションを促進する政策・規制環境の実現に向けて努力した

りすることによって、短・中・長期における欧州のイノベーションの成果の具体的向上を

図ることである10。 
 
この戦略に含まれる要素は以下のとおりである： 
・欧州域内レベルと世界レベルという異なるレベルの連携を組織化する。 

  ・欧州における研究活動と政策の整合性を強化することにより、欧州の研究成果を高め

られるような環境作りをする。 
  ・国レベルの研究とEUレベルの研究の間の調整を強化する。 
  ・EU加盟国の研究開発に使われる共有資源をより巧みに利用するために、国の研究プ

ログラムと共同の研究プログラムをネットワーク化するための適切なメカニズムを開

発する。 
・民間の研究投資と研究開発を提携させるための環境改善をする。 
・EUにおける官民の研究への取組みを強化する。 

 
「第6次欧州研究開発フレームワーク計画(FP6)11」はERAを実施するための欧州委員会

の主要な財政的・法律的手段(instrument)である。従って、FP6の主要な目標は、これま

でほとんどばらばらであった欧州の研究の統合・調整を推進することによってERAの構築

                                                 
9 http://europa.eu.int/comm/research/growth/gcc/projects/in-action-virtual-instit.html 
10 OJ L 294, 30.9.2002, p. 48 
11 （編集部注）FP6：第6次欧州研究開発フレームワーク計画（期間：2002～2006年）。 
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に貢献することである12。また同時に、欧州経済の競争性を強め、主要な社会的問題を解

決し、EUの他の政策の策定・実施を支援することも研究の目標となる。FP6の作業プログ

ラム(work program)には、「持続可能な開発、世界の変化および生態系(Sustainable 
development, global change and ecosystems)」など、戦略的研究分野に重点を置いた特

定プログラム(specific program)が組み入れられている。その中の一つである「持続可能な

エネルギーシステム(Sustainable Energy System)」に重点が置かれている。 
 
欧州の高まるエネルギー依存13を低減させることや気候・環境問題14に対応することと同

様に、EUを繁栄させていく上でのエネルギーの卓越性を強化し世界市場におけるEUの競

争力を強化することも、非原子力エネルギーの研究開発を実施するフレームワークを構築

する上での重要な目的である。様々な指令(direcctive)15などの多くの法的手段によって、

目標達成のための取組みが補完されている。 
 

5-2 ECの非原子力エネルギー(NNE)研究戦略の主要目標 
ECのNNE研究の主要な目標と優先順位は、様々な影響評価手法を用いた関連性評価や

設計、および意思決定プロセスによって決定されてきた。これには、FP5から学んだ教訓

が生かされ、EU加盟国や産業界・研究界の利害関係者(ステークホルダー)だけでなく様々

な欧州機関が関与している。 
 
上記で述べた欧州の未来の発展の目標や懸案事項を反映させると、NNEの研究のテーマ

の焦点となるのは、よりクリーンなエネルギーシステム（例えば再生可能エネルギー、エネ

ルギーの経済的かつ効果的な利用、エネルギーの社会経済的側面など）を開発する研究活動

の調整を行うことによって、より持続可能なエネルギーシステムとサービスを実現すること

である。NNE研究開発の照準は、前述した3つの互いに関連した要素によって定まる。 
 
様々な関連分野の研究活動を組織化することによって、多様な有望技術が示されるよう

になるとともに、商業化の予定がある技術のそれぞれのタイムフレームに従って研究開発

が計画されるようになる。 
 

ERAの発展・促進を通じた研究の戦略概要の調整は、以下の新しい手段と併せて取り組

まれる： 

                                                 
12 中でも特に以下を比較されたい：DG Research; DG TREN (2003), Clean, Safe And Efficient Energy For Europe. 

Impact Assessment of Non-Nuclear Energy Projects Implemented under The Fourth Framework Programme. 
Synthesis Report, Brussels, p. 38; Greer, Heather (2002), Assessment of The Development of The European 
Research Area In Non-Nuclear Energy Research. Study Report to the EC Research Directorate-General (Energy 
Programme), Brussels, p. 39 

13 欧州委員会：Green Paper on the Security of Energy Supplies (COM(2000)769) 
14 欧州委員会：Energy for the Future: Renewable Sources of Energy. White Paper for a Community Strategy and 

Action Plan (COM(97)599 26.11.1997) 
15 例：Directive 2001/77/EC on the promotion of electricity from renewable energy sources, 27 Sept 2001 
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・ERA-NET（欧州研究領域ネットワーク）16：国レベルと地域レベルで実施されている

研究活動をネットワーク化し、双方の研究プログラムを公開することによって、国と

地域レベルの研究の連携・調整を強化することを目的としている。 
・NoE（知のネットワーク）17：欧州の研究の断片化を解消するために、関係者の研究

能力（研究資源と専門技術の双方の点において）を永続的に統合することによって、

特定のテーマについての科学的・技術的な卓越性を強化することを目標としている。 
・IP（統合プロジェクト）18：製品、プロセス、サービスなどについての新しい知識を

主要な成果目標に据えた、目的指向型の研究を支援することを目標としている。 
 
国、研究者、産業界間の研究開発の連携を強めることによって、競争力の向上だけでな

く、目標とする成果と国際的な第一線の能力という形での付加価値がもたらされる。 
 
FP5とFP6には、以下のような幾つかの興味深い傾向がみられる： 
・NNEへの資金拠出額が減額されたことを受けて、特定の主題分野、例えば炭化水素や

石炭などは、すでに特別な取り組みは行われていない。 
・情報交換の強化や、EUと加盟国間の研究開発プログラムの連携を更に深めることに

よって、クリティカル・マス19に達することを目的とし、研究開発の調整・クラスタ

ー化についての取組みが増加している。 
  ・ERAではERA-NET計画、調整活動(CA20)、欧州テクノロジー・プラットフォームな

どの新しい措置や手段、イニシアティブを用いて強力な取組が行われている。 
  ・ECの研究開発は、大型化が進み、一層プロジェクトの統合化が進み、より産業界の参

画が進んだものへと変化している。 
  ・作業プログラムは、短中期的に開発する可能性のある研究と、中長期的に影響力のあ

る研究とが明確に区別されている。予算の割当は短中期的研究と中長期的研究に平等

に配分されるよう意図されている。 
   *2010年のエネルギー政策目標に重点を置いた短中期プロジェクトの設計は、 大

約20％まで任意に研究内容を選択でき、以下の事柄を通してより高い効率性、コ

スト削減、技術移転の実現化を目指している： 
     ‐本格的運用状況下における総合的な実証活動（効率的な生産手順を含む）。 
     ‐既存の技術、インフラ、システムへの新技術の実装および統合。 
     ‐個別の利点を備えた様々な技術の組合せ。 
     ‐現行の規制措置の改善に加えて、エネルギーの政策・立法の将来的整備に向け

た推進。 

                                                 
16 European Research Area Network 
17 Network of excellence 
18 Integrated Project 
19 （編集部注）商品の供給量などがある一定水準を超えると、その商品やサービスは急速に市場での普及が拡大し社会に定

着する。その 小限必要とされる市場普及率のこと。 
20 Coordinated Action 
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   *中長期的研究はおおむね2010年以降までに良い結果を出さなければならず、以下

の事柄に取り組むものとする： 
     ‐本格的な商業利用に向けて技術的準備が整う前段階での更なる開発。 
     ‐パイロット・プラントとプロトタイプ（試作品）を利用した技術的・経済的な

実現可能性の検証、ならびに前標準化(pre-normative)的・社会経済的研究。 
     ‐新しい知識の創出、利用および普及。 
 
5-3 ECの研究開発ポートフォリオ：全体の概観と傾向 
 

FP6のNNE研究開発ポートフォリオは以下の5つの技術区分である： 
   ・燃料電池関連(利用を含む) 

・エネルギー担体、輸送、貯蔵に関する新技術（特に水素関連） 
・再生可能エネルギー技術の新しい先進的技術 
・よりクリーンな化石燃料プラントに関連したCO2の回収・隔離 
・エネルギー戦略のための社会経済的ツールおよび技術 

 
NNEの現在の予算は大きく分けて次のように配分されている。再生可能エネルギー：

40％、その他の技術分野：55％、調整活動・分野横断的活動：5％。欧州委員会は全ての

エネルギー技術クラスターについての研究分野とテーマを明確にしている（表参照）。こ

れらは複数回にわたるプロジェクト募集(call)の際に行われる22。各研究分野における特定

の課題を克服し、不足を埋め目標を達成するために、様々な目的に沿った多様な（新しい）

手段が用いられている。これらの手段を用いることで、研究の割り当て（プログラム的ア

プローチ、目的志向、リーダーシップの提供など）や、研究の垂直統合 (vertical 
integration)・水平統合(horizontal integration)が予期される割合、そして資金拠出の見込

額に影響を与えることができる。NNEの研究開発ポートフォリオ構築におけるもう一つの

ステップは、 終プロジェクトの選定段階で行われる。これは、提出された提案書の質に

かかっており、提案書が採択されるかは、募集の対象となる領域全体内での競争になる。

戦略的に重要と評価されている研究分野の提案書が、承認を受けた提案書の中に含まれて

いない場合は、欧州委員会がこのプロセスに介入することがある。 
 

FP6 の完全な情報はこの原稿の作成時点では入手できなかったが、いくつかの主要な傾

向は既に見てとることができる。FP5 と比較すると、FP6 では新しい手段が実施された影

響を受け、プロジェクト数が減少した（表参照）。その一方で、プロジェクト 1 件あたり

の平均資金拠出額は、FP5 の約 140 万ユーロから FP6 では約 350 万ユーロへと増額され

た。入手できた情報の範囲内では、全研究費 23 に占める EC からの研究助成金の割合は、

                                                 
22 今回の分析は FP6 の第三次募集までの情報に基づいている。 
23 （編集部注）原文では“eligible costs（適格費用）”。EC からの研究助成金は、総研究費に対する一定割合分の補助であ

るため、この用語が用いられているものと思われる。 
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FP5 の約 39％より FP6 の約 54％に増加している。予算の数値に関しては、第 3 次募集が

完了していないため一部抜けがあり、第 4 次募集はこの集計値には全く考慮されていない

が、水素、燃料電池、風力、海洋システムなどのいくつかの分野は、既に FP5 よりもかな

り多額の資金拠出を受けている。 
 
ECのNNE研究開発（様々な関連分野）への資金拠出額（概要） 

EC の資金拠出 
FP51 FP62 

持続可能なエネルギーシステム 
技術パス 

(戦略的重要領域と項目) 
プロジ
ェクト
数 

総研究費
用（百万
ユーロ）

EC の総拠
出額（百万
ユーロ） 

プロジ
ェクト
数 

総研究費
用（百万
ユーロ） 

EC の総拠
出額（百万
ユーロ） 

太陽光発電 85 268.26 105.3 19 137.11 75.73
バイオエネルギー 93 549.85 110.48 30 250.97 127.36
風力エネルギー 20 44.69 24.36 10 79.74 31.59
地熱エネルギー 1 24.6 6.5 5 39.49 13.36
海洋エネルギー 7 11.67 6.85 7 30.78 14.03
集中型太陽熱利用 7 25.1 11.79 6 17.35 10.33

再生可能エ
ネルギー技
術の新しい
先進的技術 

再生可能エネルギ
ー合計 213 924.17 258.78 77 555.44 272.4

燃料電池 41 228.52 97.43 33 286.65 153.92
CO2回収・貯蔵 9 31.8 16 18 121.86 68.71
水素 25 72.1 38.57 38 213.99 125.69
電力網 48 121.06 62.61 15 84.76 50.54
社会経済研究 11 8.1 5.99 20 23.57 23.59

その他 

その他合計 134 461.58 220.59 124 730.83 422.45
非原子力エ
ネルギー 合計 347 1,385.75 479.37 201 1,286.28 694.85

1. 様々なプロジェクトの概要、EC担当官の情報、CORDIS24から算出。 
2．暫定的データであり、FP6の第3次募集のプロジェクトは一部が含まれているだけで、第4次募

集分は含まれていない。総研究費用の値が入手できなかった箇所は、平均的割合である60％の

数値を資金拠出額に加算して、総研究費用の数値を算出した。 
 
注：この報告書で述べられているECの資金拠出額の数値は、ECの様々な部局から拠出された資金

が含まれる。（例：研究開発総局(DG-RTD)-J(エネルギー)、H (輸送)、エネルギー・運輸総局(DG 
TREN)など） 

翻訳・編集：NEDO情報・システム部 
出典：The State and Prospects of European Energy Research 

http://ec.europa.eu/research/energy/pdf/portfolios_report_en.pdf (p1 - p17) 

                                                 
24 （編集部注）CORDIS: Community Research & Development Information Service（欧州委員会研究開発情報提供サー

ビス） http://cordis.europa.eu/marketplace/ 
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【エネルギー】太陽光発電 
 

光起電力太陽エネルギー技術の戦略的研究行動計画(その 4) 
・集光型太陽発電技術(CPV)（EU） 

 
5. 集光型太陽発電技術(CPV) 

 
5.1 はじめに 

 
光起電力の電力を起こすために太陽光を集光するアイデアは、それ自体太陽光発電の科

学とほぼ同じくらい古い。その基本原理は、レンズあるいはミラーのような光学素子によ

って太陽光を集光することで、高価な太陽電池セルの面積やそれを収容するモジュールの

部分を縮小し、その効率を増加させる。集光型太陽発電技術(CPV)の太陽光照射に対する

信頼性、ならびにシステムを移動させ、空一面に太陽の移動をトラッキングする必要性は、

日中の太陽光を電池に長い時間照射させることによって一部分補正される。 
 
この技術の も重要な利点は、30%を越えるシステム効率に達する可能性である。これ

は、単一接合で 1 つの太陽(つまり、非集光太陽)の光起電力技術によっては達成すること

はできない。CPV 技術は、25 年間以上 PV 研究開発に小さな役割しか演じてきていない。 
 
米サンディア国立研究所は、1970 年代中頃に 初の集光システムを開発した。それは、

50 倍の太陽光集光で 12.7%の高い効率を持った 1kWp システムであった。ほぼ同時期に、

スペクトロラボ社(米国)は、サンディア国立研究所との契約の下で、25 倍の太陽光で 10.9%
の高い効率を持つ 10kWp システムを開発した。サンディア国立研究所のシステムに似た

設計のプロトタイプは、フランス、イタリアおよびスペインで、すぐ後に続いた。その時

以来、いくつかの集光システムが設置されている。1MWp/年以下の CPV 製造能力しか今

日存在していないが、過去数年にわたって、多くの企業がこの市場に参入している。 
 
CPV 技術への増加した関心の主要な理由を以下に挙げる： 
－ PV 応用は、見えるところに PV 発電所をもたらす規模へと成長した。 
－ III-V 半導体化合物で作られた太陽電池セルの使用は、35%の非常に効率的なシステ

ムへの道を開き、そして将来 40%以上にもなるであろう。(図 1) 
 

5.2 材料および部品 
 
CPV が成功するためには、CPV の研究開発は以下の原則に従うであろう： 
－ CPV は、小規模ではなく中規模から大規模な PV システムに適している。 
－ CPV は、傾斜屋根上ではなく、開放領域かあるいは平屋根上に置かれるべきである。 
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これらの原則を守る CPV システムは、様々な設計に従うことができる。(表 1) 
集光係数は、小さいか、中位か、あるいは大きいかもしれない。集光部品は、反射、屈折

あるいは他の形式の光学操作に基づくであろう。トラッキングシステムは、1 軸、2 軸、

あるいは他のシステムに基づくであろう。システムレイアウトの多様性にもかかわらず、 
 
CPV の研究開発は、以下の活動に分けられるであろう： 
－ 集光型太陽電池セルの生産 
－ 光学システム 
－ モジュール組立てと集光モジュールとシステムの製作技術 
－ システムの側面 － トラッキング、インバーターおよび設置関係 
 
CPV 分野における研究は、全システムに取り組まなければならない。全部品間の相互接

続を考慮する場合のみ、全システムを 適化することが可能である。このことは、種々の

研究グループ間の強い協力を必要とし、協力的な欧州プロジェクトを特に重要にする。 
 
材料研究は、CPV システムでのすべての部品で必要とされる： 
 
1. 高効率シリコン電池セルあるいは III-V-複合多層電池セルが集光型システムで使用さ

れるべきである。これらのセルを作る環境は超クリーンでなければならない。セル製

造の様相は、後に詳細に記述する。 
 
2. 平面鏡や凹面鏡、レンズ、またフレネルレンズと第二集光系を使用して、種々様々の

光学システムが導入されテストされてきた。ここでの課題は、新しい装置はそれほど

多く開発しないが、信頼できる長期的に安定した廉価な方法の既存技術を組合せるこ

とである。さらに、標準化された解決法と試験手順は不可欠である。 
 

どの程度の集光係数が 適であると 終的に考えられるかは、いまだ明らかではな

い。しかし、今日の傾向は、300～1000 の間の集光係数を持ったシステムの方向にあ

る。この範囲では、光学システムは、良い表面と良い表面被覆を持ち、非常に精度が

良くなければならない。特にフレネルレンズ型部品で、90%以上の透過率を示すため

には、非常に鋭いリングセグメント境界で製作されなければならない。屈折部品は、

低吸収率で良い反射防止膜を持ち、反射部品は、入射光の 90%以上を反射できる長持

ちする被覆を持たなければならない。これらの部品は、材料使用を 低限にし、コス

トを押下げるために自動化された方法で製作されなければならない。さらに、加速寿

命テストおよび長期的な実時間の野外試験が光学部品の開発に必要である。 
 
3. モジュール組立て、光学部品は、集光型太陽電池セルに対して固定された配置で動作

する。この配置は、電池セルを高速で正確に設置する完全自動化プロセスでなければ
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ならない。マイクロエレクトロニクスや光－電子装置メーカーの専門技術から借りる

ことにより容易に達成される課題である。 
多くの場合、電池セルは熱放散部品にマウントされる。これらはモジュール組立て

に統合されて、相互に接続されなければならない。ある場合には、光学部品と太陽電

池セルは、耐候性モジュール箱で取り囲まれ、直列か並列の弦で相互に接続される。

これらの集光型モジュールは、長期間にわたる、湿度、凝縮や雨水進入に対して機械

的に安定で耐性がなければならない。さらに、長期安定性を 大限にするが、製造コ

ストおよび設置コストを 小限にするモジュール寸法を見つけることは重要である。

標準化された耐久性試験を開発する必要があり、また、再利用の面も考慮し研究する

べきである。 
 
4. CPV システムの特徴、CPV システムのコストの相当な部分はトラッキングに起因し、

その製造コストの 大は鋼のコストである。エンジニアリング研究開発は、ここでコ

スト低減の可能性を見つけなければならないことは明白である。トラッキングシステ

ムの設計は、寸法と可搬重量、安定性、剛性および材料消費の間の 良の妥協案を見

つけることである。これは、PV コミュニティと耐荷重構造設計者との間の協力を意

味する。橋梁、クレーン、大型テント、船舶のような他の技術部門からのノウハウは

さらに有用であろう。 
 
第二の重要な問題は、野外条件下でのトラッキング精度である。そこでは、温度が変化

し、風が構造に負荷をかける。必要な精度は、システムに必要とされる集光係数に依存す

る。高い集光システムは高度な機械構造と電子制御システムを必要とし、0.1 度より高い

精度でトラッキングしなければならない。CPV システムの電子制御は、誤りを素早く自動

的に分析するルーチンを含んでいるべきである。 
 
数多くのトラッキング構造が既に実証されている。コスト効率の良い標準化されたレイ

アウトへの収束が期待される。 
 
今日、市場に出ているほとんどのインバーターは、結晶シリコンか薄膜の平面モジュー

ルで動作するよう設計されている。CPV システムのために 適化されたインバーターが開

発されるべきである。例えば、CPV モジュールの出力電力はトラッキング制御に使用され

る。トラッキング制御エレクトロニクスとインバーターの 1 つの装置への集積化は、大き

な省エネをもたらすであろう。 
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図 1 予測される CPV 電池セル、モジュールおよびシステムの将来の効率 

Source: Fraunhofer ISE 

図 2 予測される CPV システム(赤)の年間生産量と 
ターンキー設置 CPV システムの価格 ユーロ/Wp(黒) 

Source: Fraunhofer ISE 
 
表 1  CPV システム集光系概略 
 

集光係数 C AI：低集光度 
C = 2 to 100 

B II：中規模集光度 
C = 100 to 300 

CIII： 
中規模から高集光度 
C = 200 to > 1000 
 

集光素子の形式 

A： 
反射 (ミラー) 
二重ミラー、 
(カセグレン式) 
1 to 100 m2 

B： 
屈折 (レンズ、又はフ

レネルレンズ) 
又二次集光系 併用 
屈折 + 反射 素子 
cm2 to m2 
 

C： 
その他 
例えば、蛍光集光 

トラッキング 
システム 

1：一軸  
低集光係数 
(C < 100) 

2：二軸  
高集光係数 
(C >100) 

3：その他,  
例えば、静的集光器、

一軸+ 二次集光系 
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表 2. 集光光学システムの研究優先性 

－ (パイロット)製造と製品で 初に予測される研究結果の応用に対する時間的展望 
 

光学システム 2008～2013 年 2013～2020 年 2020～2030 年 
および以降 

産業の製造局面 

・ コスト低減(レンズ

やミラー)：光学素子目

標コスト  0.5 ユーロ

/Wp 以下あるいは 20
ユーロ/m2 以下、第二

光学系：2013 年までに

0.20 ユーロ/個以下 
・ プロセス自動化と大

量生産 
・ 高光効率で再生可能

な反射防止処理を持っ

た低価格材料 
 

・ 光学系のための目標

コスト：0.3 ユーロ/Wp
以下 
・ 大量生産で光効率

85%に到達が可能なシ

ステム設計と材料 
 

・ 目標コスト：0.1 ユ

ーロ/Wp 以下 
・ 目標光効率 90% 

 

応用/先進技術 
の様相 

・ 第一・第二光学系の

開発、広受光角を持っ

た、中・高集光電池セ

ルマウント光学系へ統

合される 
・ 光学部品とセル集合

体の向上した調整技術

・ 第一・第二光学系生

産プロセスの開発 
 

・ プラスチックやガラ

ス上の薄膜およびコー

ティング 
・ 高度に自動化された

光学ミラーやレンズの

製造概念 
 

・ 大面積コーティング

の新しい技術 
 

基礎研究/基盤 

・ 光学系効率の向上

(年平均 85%以上)、安

定性(20 年以上)および

受光角の向上、そして

全システム同様 
・ フォイルとコーティ

ングのための長期的な

試験手順の開発 
・ 超高集光度の新しい

光学系概念 
 

・ 2500 倍以上の超高

度太陽光集光 
・ 熱伝導問題の解決 
・ ハイブリッド(熱と

電気)応用の光学系開

発 
 

・ 高集光レベルでの高

受光角を持った光学系

・ トラッキングの必要

性を縮小する高度な光

学系 
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表 3. 集光型モジュールとシステム組み立て製造の研究優先性 

－ (パイロット)製造と製品で 初に予測される研究結果の応用に対する時間的展望 
 

モジュール組立て 2008～2013 年 2013～2020 年 2020～2030 年 
および以降 

産業の製造局面 

・ 目標モジュール効

率：25% 
・ 目標組立コスト：0.7
～0.9 ユーロ/Wp 
・ 目標モジュール保証

寿命：20 年以上 
・ モジュール組み立て

製造概念 
 

・ 目標モジュール効

率：30% 
・ 目標組立コスト：0.5
ユーロ/Wp 以下 
・ モジュールの自動化

マウントおよびシール

の概念 
 

大規模用概念(GWp 領

域) 
CPV モジュール生産 

 

応用/先進技術 
の様相 

・ 個々の部品、太陽光

受光体、枠組、配線な

ど、および全モジュー

ルの低価格概念および

プロセス自動化 
・ 高スループット組み

立てのアプローチ 
 

・ 再利用概念 
・ 容易なマウントと交

換の手順 
 

・ 完全自動化生産の概

念 
 

基礎研究/基盤 

・ 安定した長期的な野

外性能のための新しい

シール技術 
・ 長期信頼性に関し

て、接着剤、半田、シ

リコンような材料の調

査 
・ モジュール組み立て

に使用された材料間の

相互影響の調査 
 

・ 大寸法モジュールの

設計 
・ 効率的な受動的冷却

の方法 
・ CPV と太陽熱エネ

ルギーの結合使用 
・ CPV モジュールへ

の種々の技術の組合

せ、例えば、水素生産

のための PV と電気分

解 
 

・ モジュールレベルで

の低コストで高集積用

の新しい材料 
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5.3 素子と効率 
 
CPV 応用では 良の太陽電池セルを使用する正当な理由がある。低い集光度および中程

度の集光度については、結晶シリコンはよい選択である。FZ-silicon1で作られた PERL タ

イプ 2の小さな単一結晶のシリコン太陽電池は、集光しない太陽照射の下で 25%に達して

いる。92 倍の太陽光集光係数では、シリコン点接触型セル 3が、 近 27.6%の効率を示し

ている。この効率は理論的限界に近づいているので、改善の余地はあまりない。(図 1) し
かしながら、高収率でコスト削減された大量工業生産で、これらの結果を達成することは

重要である。 
 
より高い集光度(500 倍の太陽光)へ、そして、III-V 半導体化合物から成るタンデム多重

接合電池セルへの移行が見られる。これらの電池セルは、コンピュータ制御の半自動式プ

ロセスでの MOVPE4 エピタクシーによって成長されたかなり複雑な多層システムから構

成されている 5。 
 

近、GaInP/GaInAs/Ge の 3 重接合電池セルは、600 倍の太陽光で 35.2%の効率を

(ISE/RWE, 欧州)、また、240 倍の太陽光で 40.7%の効率を示した(Spectrolab、米国)。電

池セルへのさらなる接合追加により、恐らくこれらの多重接合電池セルはより高い効率が

得られるという領域が存在すると一般に信じられている。これは、研究結果であり、中期

から長期での商業化でのみ期待できる。 
 
市場に近い技術の短期的研究では、高収率でコスト削減された、36%(集光係数に依存)

の 低平均効率を持った多重接合電池セルの大量生産に集中するべきである。実験室での

電池効率の目標は 45%である。さらなる中期・長期の目標は、Ge 基板をシリコン基板に

取替えることがある。Ge は地殻中に少ない元素の 1 つである。そして、CPV が非常に大

規模生産される時、代替案が必要である。 
 

                                                 
1 FZ-Si: floating zone grown silicon 、浮遊帯成長シリコン。 
2 PERL: passivated emitter and rear, locally diffused、背面局所拡散・不活性化エミッター、この電池セルは、

豪州シドニーの UNSW で開発された。 
3 点接触型電池セルは背面にエミッターとベース接触を持つ。 
4 MOVPE: metal organic vapour phase epitaxy、有機金属気相エピタクシー 
5 IV-CHARACTERIZATION OF DEVICES CONSISTING SOLAR CELLS AND TUNNEL DIODES： 

http://www.ise.fhg.de/veroffentlichungen/2006-1/4-world-conference-on-photovoltaic-energy-conversion-
hawaii/iv-characterization-of-devices-consisting-of-solar-cells-and-tunnel-diodes/at_download/file 
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表 4. 集光システムの側面(トラッキング、インバーター、設置)の研究優先性 

－ (パイロット)製造と製品で 初に予測される研究結果の応用に対する時間的展望 
 

トラッキング/設置 2008～2013 年 2013～2020 年 2020～2030 年 
および以降 

産業の製造局面 

・目標トラッキング機

器コスト：100～150
ユーロ/ m2 
・トラッキング角度精

度 0.2 度以下  
・目標インバーターコ

スト：0.3～0.5 ユーロ

/W 
・トラッキングシステ

ム生産技術 
・高効率・長寿命イン

バーター 
 

・目標トラッキング機

器コスト：100 ユーロ/ 
m2以下 
・トラッキング機器寿

命 30 年以上 
・トラッキングシステ

ムの自動化大量生産の

概念 
・インバーターコス

ト：0.3 ユーロ/W 以下

 

 
 

応用/先進技術 
の様相 

・公益事業用途のため

の容易な輸送と設置の

ための設計 適化 
・トラッキング故障の

素早い検出 
・材料利用の 適化(軽
量構造) 
・発電所設計技術 
・発電所の系統連系 
・CPV のための専用イ

ンバーター 
 

・大規模システム用ト

ラッキング 
・保守不要、低エネル

ギー消費、高信頼性お

よび性能安定性 
・電力品質機能および

能動グリッド安定化を

持ったインバーター 
・短期貯蔵の統合 

 

・インバーター基盤グ

リッド 
・CPV 電力の標準的村

落グリッド 
・長期貯蔵の統合 

 

基礎研究/基盤 

・インバーターとトラ

ッキング・エレクトロ

ニクスの組合せ 
・スマート・トラッキ

ング制御 
・高精度トラッキング

精度 
・風負荷の影響 
・新しいトラッキング

駆動装置 
・ 大電力ポイントと

トラッキング・アルゴ

リズムの結合 
 

・新しいトラッキング

の設計思想 
・トラッキング構造の

鋼の代替 
・センサ無しトラッキ

ング方式 
・グリッド安定化の先

行制御アルゴリズム 
 

・分散インバーター基

盤グリッドの制御アル

ゴリズム 
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表 5. 集光システム太陽電池セル製造の研究優先性 

－ (パイロット)製造と製品で 初に予測される研究結果の応用に対する時間的展望 
 

集光システム 
電池セル 

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

産業の製造局面 

・  シリコンおよび

III-V 半導体集光シス

テム太陽電池セルの高

収率工業生産プロセス

の確立 
・ 目標効率：シリコ

ン：22%以上 @集光率 
10-30 倍、シリコン：

26% 以 上  @ 集 光 率 
100-300 倍、III-V 半導

体：35%以上 @集光率 
500 倍 
・ 2013 年までに 0.25 
～0.5 ユーロ/Wp へ電

池セル製造コストを低

減 

・ 目標セル製造コス

ト：0.2 ユーロ/Wp 以

下 
・ 太陽光集光率 1000
倍以上で 38%の効率を

持った III-V 多重接合

太陽電池の製造プロセ

ス 
・ 適度な集光で穏やか

な気候用のシリコン電

池の低価格設計概念と

製造プロセス(光トラ

ッピングを持った薄

膜) 
 

・ 4～6 重接合電池構

想の製作 
 

応用/先進技術 
の様相 

・ 低集光率：標準シリ

コン技術を使用・適

応・向上 
・ 中集光率：シリコン

背面接触電池セル 
・ 高集光率：III-V 3
重接合電池セル 
・ MOPVE 成長プロセ

スの向上 

・ 大量生産マイクロ電

子技術に由来した生産

技術の応用 
 

・ 電池セル大量生産の

ための完全自動化高ス

ループット・プロセス

 

基礎研究/基盤 

・ 特性と振舞に関して

向上した理解のための

材料研究 
・ 効率向上(1000 倍の

太陽光集光率で 38%お

よび 2000 倍の集光率

で 36%の 3 重接合電池

セル) 
・ 安定性と寿命の増加

・ カプセル化技術 
・ 特性評価技術 
・ 太陽電池セルのモデ

ル化 
・ 集光システム電池セ

ルとしての CIS および

他の代替 
 

・ 4-6 重接合電池セル

応用の研究 
・ III-V 半導体材料研

究と太陽電池セルのモ

デル化 
・  シリコン上への

III-V 半導体の成長 
・ GaInN のような新

しい材料 
 

・ 効率 50%を越す斬

新な電池セル概念 
・ 材料、特性、動作お

よび潜在的応用につい

ての詳細な理解のため

の研究 
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5.4 製造と設置 
 
CPV 産業の規模は、およそ 10～20 年も平面 PV に対して遅れている。しかしながら、累

積的な設備容量が数百 MWp 領域になるであろう 2013 年の地点で、この遅れを補うことは

期待できる。この野望を達成するためには、特に大量生産(つまり高スループット)の領域で

研究開発の労力をそそがなければならない。また材料消費も削減しなければならない。 
 
現在の価格から推測された、将来の直ちに使える CPV システム価格の予測は、図 2 に

示されている 6。 
 
CPV 製造で も重要な研究開発は、以下のものを目指す： 
1. 大量生産された電池セルの効率を、実験室(26%以上)で現在見られているレベルに、

そして、より長期的な 35～45%効率へと向上 
2. 光学素子(光効率、寿命および製品工学)の向上 
3. 自動化した産業モジュール組立て(部品、パッケージングおよびシールの調整)、高収

率を持った高スループット生産、長寿命製品への帰着 
4. 完全な野外気候条件の軽量・強健で正確なトラッキングツールの建設 
5. 実証システムおよび数百 kWp(短期)から数 MWp(中期)領域大型発電所の組み立てと

観測 
6. 20 年以上の予定寿命を持った製品を品質保証する技術、モジュールの標準、インライ

ン試験および再生利用法の開発 
 
このリストは巨大な作業量を包含し、文末参考資料の計画概要(1006-14.pdf)の表の短

期・中期関連の課題へ分類される。 
 

5.5 要約 
 
CPV 技術はすべての PV 技術の中で高変換効率を経験した 良のものであるが、小型

CPV 応用の市場が無いために、CPV システム製造は他の PV 技術と比較して獲得した経

験はいまだ欠けている。CPV の視界は現在向上しつつある。短期(2013 年まで)および中

期(2020 年まで)のすべての PV 技術にわたって共通の目標を満たすために、数多くの研究

開発課題が実施されなければならない。 
 
－ 材料と要素： 
(i) 光学系：信頼できる長期的に安定で廉価な平面鏡と凹面鏡、レンズとフレネルレンズ

                                                 
6 HIGH-CONCENTRATION PV USING III-V SOLAR CELLS 

http://www.ise.fhg.de/veroffentlichungen/2006-1/4-world-conference-on-photovoltaic-energy-conversion-
hawaii/high-concentration-pv-using-iii-v-solar-cells/at_download/file 
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を見つけて、第二集光系と組み合わせる。 
(ii) モジュール組立て：廉価な完全自動化法を使用して、長期間にわたり安定で非常に

正確なモジュールへ集光型電池セルと光学素子を組立てるための材料と取り付け技

術を開発する。 
(iii) トラッキング：寸法、可搬重量、安定性、剛性および材料消費を 適化した構造を

見つける。 
 
－ 素子と効率： 
非常に高効率集光型太陽電池の材料と工業製造技術を開発：26%以上の効率を持ったシ

リコン電池セル、35%(実験室 45%)以上の効率を持った多重接合 III-V 化合物電池セル、

各技術の 適の集光率を見つけること。 
 
－ 製造と設置： 
すべてのシステム部品の集積化のために 適化された設計、製造および試験手順を見つ

けること。CPV システムの設置、野外試験およびコスト評価する方法を開発すること。 
 
これらの研究開発課題は次のように要約することができる：CPV 装置効率を増加させ、

装置製造に必要な材料の量を削減させ、生産コストを低下させる。これは全体のコスト削

減のための 良の組合せである。 
 

(出典：A Strategic Research Agenda for Photovoltaic Solar Energy Technology: 
http://ec.europa.eu/research/energy/pdf/sra_photovoltaic_en.pdf) 

 
参考： 
・光起電力太陽エネルギー技術の戦略的研究行動計画・概要 

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1006/1006-14.pdf 
・光起電力太陽エネルギー技術の戦略的研究行動計画・セル開発 

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1007/1007-13.pdf 
・光起電力太陽エネルギー技術の戦略的研究行動計画(その 1)・既存の薄膜技術(EU) 

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1008/1008-10.pdf 
・光起電力太陽エネルギー技術の戦略的研究行動計画(その 2)・CIGSS 技術 

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1010/1010-15.pdf 
・光起電力太陽エネルギー技術の戦略的研究行動計画(その 3)・新しい PV 技術 

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1011/1011-13.pdf 
 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1012,  2007.11.28 

 76

【エネルギー】太陽光発電 
 

米国エネルギー省は次世代太陽エネルギープロジェクトに 
2100 万ドルを投資 

－ 25 件の 先端プロジェクトは太陽エネルギー効率の向上を目指す － 
 
先進太陽エネルギーの広範囲の使用を加速するための支援で、米国エネルギー省(DOE)

は次世代光起電力(PV)技術に 2170 万ドルを投資すると発表した。この「次世代光起電力

デバイス&プロセス」資金提供公募の一部として DOE が選択した 25件のプロジェクトは、

大統領の「太陽アメリカイニシアティブ」にとって欠くことのできない部分である。この

イニシアティブは、太陽エネルギーを 2015 年までに従来の電力源とコスト競合し得るよ

うにすることを目標としている。 
 
「これらのプロジェクトは、次世代太陽技術開発のためのパイプラインを作成するのを

支援する。エネルギーの安全保障を増し、米国の競争力優位を維持するために、我々の目

標は、太陽エネルギーをエネルギーのより主流のソースにすることである。クリーンな先

端技術を開発し展開するために、この DOE からの連続した関与により、米国がどのよう

に資源を利用し、エネルギーを生産するかという景観を変えることを DOE は支援してい

る」と DOE 長官は述べた。 
 
選択されたプロジェクトは、DOE からの先進 PV(太陽電力)技術の重要な初期投資を示

している。これは、米国の産業の競争力促進を支援する。これらの新しい太陽技術は、グ

リッド供給電力の現在価格より十分低いコストで電力を生産する潜在性を持っている。選

択されたプロジェクトによって使用されるこのデバイスや製造プロセスの研究は、すぐ後

に来るであろう十分な商業化の可能性を持って、2015 年までに試作電池やプロセスを生み

出すと期待される。 
 
25 件のプロジェクトは、PV 技術への高まる期待を示して、大きく多様な応募者のプー

ルから競争的に選ばれた。このプロジェクトは、大学からの 19 件と企業の 6 件で実施さ

れる。個々の助成は、DOE から 3 年(2008 ～2010 年度)にわたり平均 90 万ドルである。 
DOE は、 終のプロジェクト交渉と議会の歳出予算に従い、2,170 万ドル以内の資金を

提供する。コスト・シェアリングにより、研究の総投資額は 3,030 万ドルとなる。 
 
ブッシュ大統領の「先進エネルギーイニシアティブ」の一部として、この「太陽アメリ

カイニシアティブ」は、クリーンな太陽エネルギー技術の広範囲の商業化および展開に拍

車をかけることにより、米国のエネルギー資源を変化させることを目標として、我々の国

家に長期にわたる経済的利点、環境の利点およびセキュリティの利点をもたらすことを支

援する。 
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3 年間のプロジェクト助成の交渉に選ばれたプロジェクトを以下に挙げる。 
 
－ アリゾナ州立大学(テンピ、AZ) 
このプロジェクトは、タンデム薄膜太陽電池を向上させるための新しい材料を開発すること

により、効率を 20%レベルへ増加させることに取り組む。 
DOE はこの 110 万ドルのプロジェクトに 89 万 5,511 ドルを提供。 
アリゾナ州立大学は、別のプロジェクトでも選ばれている。それほど高価でない代替材料で

今日の太陽電池に使用されている高価な材料を置き換える実現可能性の基礎を実証する。 
DOE はこの 120 万ドルのプロジェクトに 88 万 1,152 ドルを提供。 
 
－ カリフォルニア工科大学(パサデナ、CA) 
このプロジェクトは、太陽光電池の性能を向上させるためにプラズモンを使用して、太陽

吸収の向上に取り組む。 
DOE はこの 110 万ドルのプロジェクトに 90 万ドルを提供。 
 
－ マサチューセッツ工科大学(ケンブリッジ、MA) 
このプロジェクトは、これまで利用していなかった部分の太陽エネルギーを使用するため

に、調整された新しい層の追加を通して、従来の太陽電池の性能を押上げる努力を行う。 
DOE はこの 110 万ドルのプロジェクトに 90 万ドルを提供。 
MIT は、別のプロジェクトにも選ばれている。新しい電子品質基準と低価格を設定するシ

リコンウェハ成形技術を研究する。 
DOE はこの 110 万ドルのプロジェクトに 89 万 9,998 ドルを提供。 
 
－ Mayaterials 社(アナーバー、MI) 
このプロジェクトは、農業副産物から太陽グレードのシリコン抽出に取り組む。 
DOE はこの 100 万ドルのプロジェクトに 83 万 7,000 ドルを提供。 
 
－ ペンシルベニア州立大学(ユニヴァーシティーパーク、PA) 
ペンシルバニア州立大学、向上した電極と電解質を持った色素増感型太陽電池を開発する

ために、リチウムイオン電池での成功から学習された教訓を適用する努力。 
DOE はこの 110 万ドルのプロジェクトに 88 万 2,103 ドルを提供。 
ペンシルバニア州立大学は別のプロジェクトにも選ばれている。ガラスのような安価な基

板上に成長させたナノワイヤーからの PV 装置の作成。 
DOE はこの 110 万ドルのプロジェクトに 90 万ドルを提供。 
 
－ ロチェスター工科大学(ロチェスター、NY) 
このプロジェクトは、高性能ナノ構造を使用して、太陽集光型応用の PV 電池を開発する。 
DOE はこの 110 万ドルのプロジェクトに 84 万 3,695 ドルを提供。 
 
－ Solasta 社(ニュートン、MA) 
Solasta 社は、ナノ構造を使用して、電子が通過するパスから光が通過するパスを分離す

ることにより、高効率太陽エネルギーの開発に取り組む。 
DOE はこの 180 万ドルのプロジェクトに 90 万ドルを提供。 
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－ Solexant 社(サニーヴェール、CA) 
Solexant 社は、従来の 大エネルギー効率の限界を越えて収穫する安価な無機 PV 電池に

より、太陽光発電を劇的に向上させることを試みる。 
DOE はこの 110 万ドルのプロジェクトに 86 万 9,435 ドルを提供。 
 
－ Soltaix 社(ロスアルトス、CA) 
Soltaix 社は、コスト効率が高いグリッド接続電力用の極めて高効率の薄膜結晶太陽電池

を実証し 適化することに取り組む。 
DOE はこの 180 万ドルのプロジェクトに 90 万ドルを提供。 
 
－ スタンフォード大学(スタンフォード、CA) 
スタンフォード大学は、高効率で低価格溶液処理の太陽光発電のための電極を作成するた

めにナノワイヤーの網目や網を使用する。 
DOE はこの 110 万ドルのプロジェクトに 90 万ドルを提供。 
スタンフォード大学も別のプロジェクトに選ばれている。CIGS で作られたナノワイヤー

から先進高効率薄膜太陽電池を開発する。 
DOE はこの 110 万ドルのプロジェクトに 90 万ドルを提供。 
 
－ カリフォルニア大学デービス校(デイビス、CA) 
UC デービス校は、多層膜ポリマーフィルムを生産するために、連続した溶液処理で調整

された有機太陽光発電を開発する。 
DOE はこの 80 万ドルのプロジェクトに 61 万 916 ドルを提供。 
 
－ カリフォルニア大学サンディエゴ校(ラ・ホーヤ、CA) 
このプロジェクトは、プラズモンと半導体ナノ構造を組合せる高効率太陽光発電を開発し

ようと努力する。 
DOE はこの 110 万ドルのプロジェクトに 90 万ドルを提供。 
 
－ コロラド大学(ボルダー、CO) 
このプロジェクトは、太陽光の 1 光子から多数個の電子を生成するために色素分子を使用

して、極めて高効率で低価格な太陽電池を実証する。 
DOE はこの 110 万ドルのプロジェクトに 89 万 5,772 ドルを提供。 
 
－ デラウェア大学(ニューアーク、DE) 
このプロジェクトは、薄膜中に非常に効率的な広いバンドギャップを開発するために、レ

ーザー加工を使用して欠陥を制御し PV 電池性能を向上させる。これは低価格の多結晶タ

ンデムデバイスに必要である。 
DOE はこの 110 万ドルのプロジェクトに 90 万ドルを提供。 
 
－ フロリダ大学(ゲインズヴィル、FL) 
このプロジェクトは、効率的なエネルギー収集のために整列させた、有機ポリマーに囲まれ

た無機ナノロッドからの溶液処理可能な低価格のタンデム太陽光発電の開発に取り組む。 
DOE はこの 110 万ドルのプロジェクトに 90 万ドルを提供。 
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－ イリノイ大学(アーバナ、IL) 
このプロジェクトは、自動化印刷と組み込み光学系による多数のマイクロセル相互接続に

よる低価格集光型 PV に取り組む。 
DOE はこの 110 万ドルのプロジェクトに 90 万ドルを提供。 
 
－ ミシガン大学(アナーバー、MI) 
このプロジェクトは、効率的なタンデム結晶性有機光起電力電池の実証に取り組む。 
DOE はこの 90 万ドルのプロジェクトに 79 万 49 ドルを提供。 
 
－ 南フロリダ大学(タンパ、FL) 
南フロリダ大学は、CdTe 電池およびモジュールの標準プロセス/製品設計を変形した高ス

ループットプロセスの新しい柔軟な構成を実証する。 
DOE はこの 120 万ドルのプロジェクトに 88 万 1,972 ドルを提供。 
 
－ ワシントン大学(シアトル、WA) 
このプロジェクトは、有機/無機ナノ構造を持った非常に効率的なポリマーに基づいた光起

電力デバイスを作るために、界面工学の使用を研究する。さらに、電極の界面工学による

付加的な機能強化により、向上した性能の多重層溶液処理可能な有機タンデム太陽電池の

開発に努力する。 
DOE はこのプロジェクトに 90 万ドルを提供。 
 
－ Voxtel 社(ビーヴァートン、OR) 
Voxtel 社は、複合ナノ結晶光起電力デバイスの出力発生で従来の制限を越えることに取り

組む。 
DOE はこの 80 万ドルのプロジェクトに 67 万 2,878 ドルを提供。 
 
－ ワカンダ・テクノロジーズ社(フェアポート、NY) 
ワカンダ・テクノロジーズ社は、大面積、高効率多重接合 PV の生産へ、低価格な従来の

薄膜生産技術を適用することに努力する。 
DOE はこの 210 万ドルのプロジェクトに 89 万 2,735 ドルを提供。 
 

大統領の「太陽アメリカイニシアティブ」および「次世代光起電力デバイス&プロセス」の資

金提供公募に選ばれたプロジェクトの詳細は下記を参照： 
HTML: http://www1.eere.energy.gov/solar/solar_america/future_generation_pv.html 
PDF: http://www1.eere.energy.gov/solar/solar_america/pdfs/future_generation_pv_prospectus.pdf 

 
(出典：http://www.energy.gov/news/5690.htm) 
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【エネルギー】燃料電池 
 

微生物燃料電池が記録的割合で水素を大量生産(米国) 
－ 実験机上のリアクタで廃水からのバクテリアが、 

セルロースと酢や少量の電力により、豊富でクリーンな水素を生産 － 

 
成功裡の廃水燃料電池に少数の改良を加えることによって、ペンシルベニア州立大学の

研究者は、普通のバクテリアをうまく扱ってセルロースや他の生物分解性有機物を直接水

素に変換する新しい効率的な方法を開発した。ペンシルベニア州立大学環境工学教授のブ

ルース・ローガンと同僚は、微生物を使用して電力を生産することで、既に好い結果を示

していた。今回は、理論的にサラダ・バーから調達できるスターター材料を使用して、水

素生成のために同じ微生物をうまく取り扱っている。 
 
陽極は粒状グラファイトで、カソードは白金触媒を持ったカーボンであり、既製の陰イ

オン交換膜を使用している。バクテリアは、酢酸を消費して、電子とプロトンを放出し 0.3
ボルトを発生する。外部から 0.2 ボルト以上を加えると、水素ガスが液体からブクブクと

泡立つ。「このプロセスは、プロセスに加えた電気エネルギーよりも、288%多いエネルギ

ーを水素で生産する」ローガンは述べる。 
 
彼等は設計を一工夫し、バクテリアのための条件を向上させ、小さな電気ショックを加え

ることによって、この形式のシステムで水素産出の新記録を達成した。「我々は、このアプ

ローチで、酢(酢酸)を使用して 91%、またセルロースを使用して 68%の産出をもたらしたよ

うに、種々の有機物資源から、これまでに得られた 高の水素産出を達成した」とローガン

は述べる。 
 
ある構成において、原料物質の分子に含まれている水素のほぼ全てが使用可能な水素ガ

スに変換され、その効率は 終的に大規模なバクテリア水素生産に門戸を開くことが可能

である。ローガンと第一著者ショーン・ チェンは、米国科学アカデミー会報 2007 年 11
月 12 日のオンライン版にこの結果を報告している。 

 
「ブルース・ローガンは、持続可能エネルギーに関するこの研究領域の明晰なリーダー

である。持続可能エネルギーの可能性の進展は、我々の国家セキュリティおよび経済的福

祉に特に重要である。我々は、何年間も彼の微生物燃料電池の 先端の研究を支援してき

ており、また、彼が生み続ける優れた結果を見ることは素晴らしいことである」と全米科

学財団(NSF)環境持続可能性プログラム責任者でローガンの研究助成金の監視オフィサー

であるブルース・ハミルトンは語る。 
 
他のシステムは、大規模なシステムで水素を生産するが、ほとんどは、エネルギー効率で

この新システムを越えるものはない。僅かの電気を加えても、生産された水素はリアクタを



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1012,  2007.11.28 

 81

運転するために必要とされる電力よりも燃料としてさらに多くのエネルギーを提供する。す

べてのエネルギー入出力を考慮に入れて、酢で燃料供給されたシステムの総合効率は 80%
で、先行する代替燃料のエタノール生成効率よりも遙かに高い値である。電力を使用して水

から水素を抽出する方法の電気分解技術さえ、この新方式と比較すると見劣りする。 
 
「我々は、有機物からエネルギーを効率的に抽出するためにバクテリアを使用した。そ

れを可能にしたバクテリアが自然界において前々から行っている環境を整えることによっ

て、この新しいアプローチは標準的な電気分解より 3～10 倍も効率的になりえる」とロー

ガンは述べた。 

(Credit: Zina Deretsky, National Science Foundation)  
図：微生物燃料電池 

水素ガス生成のために、外部から非常に小さな電力を加え、植物廃棄物が発酵した生

産物である酢酸をバクテリアが分解する微生物電池を開発。水素は、その後、燃料電

池での使用あるいは現在天然ガスで走っている自動車の燃料添加物として使用可能。 
 
水素経済は将来のかなり先であると思う人々のために、天然ガス自動車で使用されてい

る天然ガスにセルロースおよび他の再生可能有機物から生産された水素を混ぜ合せること

ができるかもしれないことを、ローガンは示唆する。天然ガスの主成分であるメタンは、

かなりクリーンに燃焼する。さらに水素を加えれば、よりクリーンに燃焼し、既存の天然

ガス燃焼自動車においても正常に動作する、と語った。 
 
ローガンと同僚の全米科学財団プレスリリースでこれまでに特集されている 2 件の研究は、 
－ 「廃棄物ではないし不用物でもない」 
http://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=104098 
－ 「燃料電池微生物の二つの任務：水を処理してエネルギーを作る」 

  http://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=100337 
(出典：http://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=110648&org=NSF&from=news) 
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【環境】地球温暖化対策 

 
米国気候変動科学プログラムが第 3 次報告書を発表 

―気候変動が米国のエネルギー生産・利用に与える影響の詳細について― 

 
米国気候変動科学プログラム(Climate Change Science Program: CCSP1)は 10 月 18 日、

「気候変動が米国のエネルギー生産および利用に与える影響の詳細について」と題する報

告書を発表した。本報告書は「統合およびアセスメント報告書」（全 21 回発表予定）の第

3 次報告書にあたる。米国エネルギー省(DOE)が主導した今回の報告書では、米国のエネ

ルギー生産とその利用に関し、特に気候変動が影響を及ぼす可能性があるとされる分野に

ついて概略を示し、さらに気候変動の影響によって生じる不確実性を研究することで、不

確実性自体が軽減される分野を明示している。 
 
「本報告書は、米国のエネルギー分野に対する気候変動の影響の脆弱性、機会、適応可

能な対応といった諸課題を概観した、初の報告書である」と、主執筆者を務めた DOE オ

ークリッジ国立研究所のトｰマス・ウィルバンクスは述べる。さらに「気候変動に関心の高

い領域（水資源、農業、人体への影響等）とは違い、エネルギー分野は過去 10 年、気候

の影響に関する議論の的ではなかったことを踏まえると、今回の発表は注目に値する」と

の見解を示した。 
 

本報告書は、気候変動が米国のエネルギー分野に与える影響の範囲（米国全体の暖房需

要の減少や冷房需要の増加を含む）を明示した。気候の変化は地域や季節によって異なる

が、ほぼ全ての冷房は電力供給である一方、暖房については天然ガスや燃料油等さまざま

な熱源があるため、温暖化に伴い電力需要の増加が予想される。しかしながら、エネルギ

ー消費に関するそれ以外の影響は、充分な情報が存在しないため、明確な予測は難しい。 
 
エネルギー生産と供給に与える影響には、アラスカ州でのエネルギー探査、生産、輸送

に加え、巨大暴風雨の可能性や水供給の問題も含まれる。特に暴風雨の被害を受けやすい

海岸地域では、気候変動によって深刻な水害の増加がもたらされる事態が考えられる、と

本報告書は述べる。さらに、米国西部の山間部における積雪量の減少は、水力発電に利用

する水量供給の削減につながり、降水量パターンの変化は、火力発電所の冷却用水に影響

が生じる可能性もありうる、と指摘。空気や水は火力発電所の冷却に利用されるため、大

気や河川の温度上昇は冷却要求の増加をもたらし、全体的な発電効率を下げるかもしれな

い、と同報告書は続けている。また、海水面の上昇は、海岸沿いの発電所建設に対し長期

的な影響を及ぼす。再生可能な代替エネルギー（太陽エネルギー、風力、バイオエネルギ

                                                 
1 2002 年、ブッシュ大統領によって設立された。13 の連邦機関が行っている地球規模の環境変化に

関する研究を統合し、気候変動や環境システムの変化がもたらすリスクと機会に対応すべく科学

的知見を国民に提供することが目的。 
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ー等）に対して気候変動が将来的に及ぼす影響も、高い関心を集めているが、現状では充

分な知識が不足しており、今回の報告書では本分野での結論は示していない。 
 
気候変動がエネルギー生産および利用に与える間接的な影響を示す研究は、様々なデー

タが存在するが、同報告書は、エネルギー関連企業の投資行動におけるリスク管理戦略に

も、気候変動が要因となって影響が生じることを示唆している。また、エネルギー資源や

技術の選択、研究開発への投資に対する影響も考えられる。米国のエネルギーシステムに

及ぼすその他の間接的な影響には、エネルギー価格があるが、これはエネルギー関連技術

の進歩に大きく依拠する。さらに、米国のエネルギーシステムと密接な関係をもつ諸外国

にも、影響が生じる可能性があろう。 
 
本報告書の執筆者らは、エネルギー分野は気候変動の影響に対し脆弱であるとしている。

しかし、影響が充分早期に特定された場合、消費者や国内エネルギー需要の充足をめざす

エネルギー関連企業にとって、気候変動の対策コストを 終的に低減する戦略を採用する

ことで、気候変動の影響に対処していくことが可能だろうと述べている。 
 
報告書の執筆は、いくつかの国立研究所の研究員が担当し、自らの専門知識と外部機関（エ

ネルギー企業、電力会社、NGO、コンサルティング企業、州政府および市町村自治体、学

界等）の有する知識基盤を総動員した。他の報告書と同様、本報告書は発表に先立ち、技術

者による度重なる精査を受け、パブリック・コメントの期間を設け、米国気候変動科学プロ

グラム省庁間委員会および国家科学技術会議（NSTC）の 終確認を経たものである。 
 
本報告書の発行は、米国気候変動科学プログラムによる第 1 次、第 2 次報告書 2に続く

ものである（そのうち 1 つはエネルギー省が主導）。連邦政府は気候変動に関する科学的

知見を強化するため、残る 18 の報告書を来年に発表予定である。 
 
出典：Third U.S. Climate Change Science Program Report Issued 
http://www.energy.gov/news/5636.htm 
 

翻訳：京 希伊子 

                                                 
2 第 2 次報告書については NEDO 海外レポート 1008 号「温室効果ガス安定化シナリオ」参照。

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1008/1008-03.pdf 
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【環境】地球温暖化対策 

 

ドイツにおける気候変動、温暖化問題への取組 
 

 今年 3 月の EU 首脳会議と 6 月の G8 サミットで温暖化防止に向けた目標が設定された

のに伴い、ドイツ政府は温室効果ガスの排出量を 2020 年までに 1990 年比で 40％削減す

るという独自の目標を設定した。 

 

計画策定の経緯 

 ただし、この目標を設定するための具体的な施策については、特に経済省と環境省の間

で激しく対立し、なかなかまとまらない状態が続いていた。しかし、8 月中旬にこの問題

で経済省、環境省、建設交通省、財務省の事務次官レベルの作業部会で概ね妥協が成立し

た。それを経て、ドイツ政府は 8 月 23 日、今後 2 年間の政府の政策について協議する閣

議において今後のエネルギー気候変動計画について合意した。 

 計画は、エネルギーの効率利用を中心とする全体で 29 の項目からなるもので、2008 年

から気候変動、温暖化問題に対する予算を、全体でこれまでの年間 7 億ユーロから 26 億

ユーロに引き上げることを予定している（そのうち、4 億ユーロは排出権取引での証書の

売買による収入を想定）。 

 ガブリエル環境大臣は、今回合意された計画では予算が十分に確保されていないことか

ら、40％ではなく、35～36％の削減効果しかないとしている。残りは、州や自治体レベル、

EU レベルの取り組みで削減するほか、2009 年から予算をさらに引き上げることで対応す

るという。 

 

交通・民生部門にもメス 

 今回合意された施策で注目されるのは、現在進行している再生可能エネルギーの振興政

策と EU 排出権取引を土台にして、これまでなかなか手をつけられなかった交通部門と民

生部門にメスをいれていることである。 

 交通部門では、自動車税がこれまで自動車に使用されている EU 排ガス規格レベルに応

じて課税されていたのが、CO2排出量に応じて課税されるようになる。自家用車では、2012
年までに新車の 1km 当たりの CO2平均排出量が 130g に制限される（現在 164g）。また、

バイオ燃料の消費量が 2020 年までに全体の 20%までに引き上げられる（EU の目標設定

に準じたもの）。さらに、これまで排出権取引の対象外となっていた飛行機と船が排出権

取引の対象に算入されるほか、飛行機の空港使用料が飛行機の温室効果ガス排出量に応じ

て規定されるようになる。 

 民生部門では、2008 年から新築建屋においてエネルギー効率をこれまでのレベルより

30%引き上げることが要求され、2012 年からはさらにもう 30％引き上げることが求めら

れる。同時に新築建屋では、熱供給の 15％を再生可能エネルギーでカバーすることが義務

付けられる。例えば、熱供給にソーラーパネルを利用すると、エネルギー効率の引き上げ
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義務が 15％に引き下げられる。反対に、熱供給に再生可能エネルギーを利用しないと、エ

ネルギー効率の引き上げ義務が 45％に引き上げられる。既存建屋では、与えられている条

件に応じてエネルギー効率を引き上げるための改造が求められる。また、夜間電力を利用

する夜間蓄熱暖房器が今後 10 年間の間に撤廃され、エネルギー効率のいい暖房器と交換

しなければならなくなる。 

 

新たな対策をめぐる各界の動き 

 発電部門では、再生可能エネルギーによる発電の割合が 2020 年までに 25～30％に引き

上げられる（現行の再生可能エネルギー法では 25％）ほか、コージェネレーションシステ

ムに対する補助を拡大して発電における割合が 2020 年までに約 25％に引き上げられる。 

 当初、社用車の減価償却を CO2排出量と連動させる案と環境税の課税が免除されている

企業に対してエネルギー管理システムの導入を義務付ける案が検討されていたが、経済省

の反対で今回は見送られた。 

 環境省は、今回の計画によって年間 80 億ユーロ超の負担が発生するが、省エネ効果で

年間 160 億ユーロ弱の便益があるとしている。ベルリンのドイツ経済研究所は、年間の負

担は 30 億ユーロで、年間の省エネ効果は 55 億ユーロと試算している。これに対し、経済

省は今後さらに詳細に費用便益分析を行う必要があるとして、慎重な態度を取っている。 

 今回合意された計画について、ドイツ工業会（BDI）など経済団体は、費用便益分析を

十分行わないまま決定された政府による統制経済的なものとして強く反発している。また、

環境団体や再生可能エネルギー業界は、合意内容には確定されていない部分が多く、失望

しているとした。 

 なお、今回の計画は関連省庁毎に立法化していると時間がかかることから、内閣の共同

法案の形で立法化され、国会に提出される。これは、ドイツ政府が今年 12 月にバリ島で

開催される気候変動枠組条約締約国会議（COP）前に法案を成立させ、ドイツの温暖化問

題に対する姿勢を国際的に明確な形で意思表示しておきたい意向があるものと思われる。 

 

参考資料： 

= Bundesregierung schnürt Klimaschutzpaket、ハンデルスブラット紙 2007 年 8 月 16 日 

= Stadtwerke fordern Bekenntnis zur Kraft-Wärme-Kopplung、ハンデルスブラット紙 2007 年 8 月

17 日 

= Wirtschaft hält Klimaprogramm für dirigistisch、ハンデルスブラット紙 2007 年 8 月 20 日 

= Kabinett setzt auf einen Kompromiss beim Klimaschutzpaket、ハンデルスブラット紙 2007 年 8 月

23 日 

= Glos und Gabriel beenden Streit über Klimapolitik、FAZ 紙 2007 年 8 月 23 日 

= Mühsal der Ebene、FAZ 紙 2007 年 8 月 23 日 

= Klimapaket enttäuscht Ökoverbände、ターゲスシュピーゲル紙 2007 年 8 月 23 日 

= Eckpunkte für ein integriertes Energie- und Klimaprogramm 

略語： 

= BDI：Bundesverband der deutschen Industrie 
= COP：Conference of the Parties 
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【環境】化学物質管理 
 

森林火災で放出される水銀の推定量‐米国の研究所が発表 
－産業活動で排出される水銀の 30％に匹敵する量が、森林火災によって大気中に放出－ 

 
米国で発生する森林火災やその他の火災によって排出される水銀は、国内の産業活動に

よって排出される水銀の 30％と同程度であることが、国立大気研究センター（National 
Center for Atmospheric Research: NCAR）の調査によってわかった。 

 
 本調査によると、特にアラスカ、カリフォルニア、オレゴン、ルイジアナ、フロリダの

各州において火災による水銀の排出値が高く、地域としては米国南東部の排出量が も多

い。調査に参加した科学者たちの推定では、米国本土およびアラスカ州で発生する森林火

災によって、毎年約 44 トンの水銀が大気中に放出されている。 
 

 
アラスカ州やカリフォルニア州で発生する森林火災は、大量の水銀を自然界

に排出している。 
出典：NCAR 

 
 本調査は、NCAR の主要資金提供者である国立科学財団（NSF: National Science 
Foundation）と、電力研究所(Electric Power Research Institute)および環境保護庁の助

成により行われた。 
 
 「自然界で水銀がどのような移動をしているのか、その流れを把握することは重要であ

る」と、NSF のクリフ・ジェイコブス研究員（大気科学担当）は述べる。「今回の研究で、

実態解明に向けた新たな視点がもたらされた。また、不確実性を減少させ、化学的および

物理的処理を行うことの重要性をさらに理解するため、追加調査が必要だと指摘された」

と話す。 
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 NCAR が開発した 新コンピューターモデルに基づいた今回の調査は、水銀の排出量を

州別に推計した初の調査となる。ただし、値はあくまでも推定値であり、50％の誤差があ

り得ると注意を促している。 
 
 調査結果は、「米国の森林火災による水銀放出－第 1 次推計値リスト」と題して、

“Environmental Science and Technology”のウェブ版（10 月 17 日付）に掲載された。 
 
 水銀自体は火災によって生ずるものではない。産業活動から流出するか、自然界の中に

存在するもので、たいていは土壌や植物に蓄積される。激しい火災はそうした水銀を大気

中に再放出し、脆弱な水源などが汚染されるという危険性を生み出す。 
 
 「現在起きていることは、様々な経路をたどって水銀が土壌に蓄積され、それが再び大

気中に放出されるという事態である。大気中に放出された水銀は、風に乗りはるか彼方ま

で飛び、河川流域や脆弱な生態系を汚染する可能性がある」と、本報告書の共著者である

NCAR のクリスティン・ウィーディンマイヤー氏は話す。「連邦および州政府がこのよう

な情報を有し、水銀の排出源を把握することが大切だ。そうすれば、国民の健康や自然環

境を守ることができる。」 
 
 水銀は、人体や生態系に危険を及ぼす可能性のある有毒物質。形状によっては、降雨や

乾燥堆積物を通して、地表に到達するまでに大気中を飛び回ることもある。水流に入った

場合が も危険で、メチル水銀に変質し高濃度化しながら、水中食物連鎖に入り込む。環

境保護庁は、妊娠中の女性や子供に対し、一定水準以上の水銀を含有するとされる特定の

魚や貝類の摂取を控えるように警告している。 
 

 今回の調査を行ったウィーディンマイヤー氏とハンス・フリードリ氏（共に NCAR の研

究者。本報告書の共著者）は、水銀の放出量を測定するために、人工衛星を利用して火災

を観測し、また空中および地上で水銀を測定、さらにウィーディンマイヤー氏自身が開発

した火災による排出をシミュレーションする 新コンピューターモデルを利用した。調査

期間は 2002 年から 2006 年までの 5 年間。対象地域は、データが不十分なハワイ州を除

いた米国全土。 
 
 火災の規模や、火災ごとに放出される水銀量の正確な情報が不足しているため、放出量

の推定値は 50％の誤差があると、報告書では注意を促している。国および州単位の推定値

は中間値であり、例えばアラスカの場合、6.3 から 18.8 と開きがあるため、中間値の 12.5
を採用している。 

 
 「今回の推計値はあくまで初回値だが、一部の州では火災が特に大量の水銀を排出して

いることを指摘できた」と、ウィーディンマイヤー氏は話す。 
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 アラスカとカリフォルニアの両州では、調査が行われた 2002 年から 2006 年の間に大規

模な森林火災があり、他州よりも水銀の放出量が多い。この期間における水銀の年間放出

量は、アラスカが 12.5 トン、カリフォルニアは 3.4 トンと計測されている。続いてオレゴ

ン州の 2.5 トン、ルイジアナ州の 1.95 トン、フロリダ州の 1.89 トンと続く。 
 
 本調査では、国家合同火災対策局の定義による地域別の測定もなされた。南東部（複数

地域をまたぐケンタッキー州とオクラホマ州を含む、13 州。）の排出量が 14.4 トンと 高

値であった。ルイジアナ州とフロリダ州に加え、同じく南東部のジョージア州、テキサス

州、アラバマ州が上位 10 位に入っている。 
 
 一方、中西部や五大湖地域では火災による水銀の排出が比較的少量だった。しかし、西

部で発生する森林火災の影響を受ける可能性もある。 
 
 また、水銀の放出は、森林火災や野焼きの規模によって季節や年ごとに大きな差がある。

一般的に西部の州では、森林火災の発生率が高い夏季と初秋に水銀の排出量が多い。それ

に対し南東部では、春と秋にピークに達する。これは、同地域の慣習としてこの時期に野

焼きが行われることを、反映していると考えられる。 
 
 米国全土（アラスカ州を含む）で、森林火災によって放出される水銀の年間平均は、44
トン。一方、産業活動（発電所、焼却炉、ボイラー、採鉱など）による水銀の年間総排出

量は、108 トンとなっている。それ以外に、火山や海洋など自然起源の水銀も存在する。 
  
研究の次なる段階は、風下地域の近くに堆積する水銀の量と、北半球全体を飛翔する水

銀の量を比較することである。森林火災で放出される水銀は、多くの場合「気体状」であ

ることから、降雨や積雪として少量が地表に届くまで、数千マイルを移動してくることが

ほとんどである。しかしそうした水銀の 15％は、煤煙などの浮遊微小粒子に付着して、森

林火災の現場近隣に降ってくることもある。 
 
「大規模な森林火災が起きた場合、風下となる地域に居住する人々が水銀に汚染される

リスクを特定したい」とフリードリ氏は述べている。 
 

出典：http://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=110320&org=NSF&from=news 
 

翻訳：京 希伊子 
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【環境】生分解性プラスチック 
 

テンサイから生分解性プラスチックを（ベルギー） 
 
ベルギーのワロン地域1の南部、フランスとの国境に近い Escanaffles に本拠を置く

Galactic 社は、世界でも十指に入るベルギーの製糖会社 Finasucre 社（年商：4 億 5,100
万ユーロ、年間 109 万トンの砂糖を生産）の子会社で、乳酸（lactic acid）を生産するバ

イオテクノロジー企業である。同社は、乳酸生産では世界第 2 位の企業で、世界で生産さ

れる乳酸のおよそ 16%を生産する。 
 
Galactic社は2007年9月24日、世界第5位の石油化学会社であるTotal Petrochemicals

社と再生可能な植物起源のバイオプラスチックの生産技術を開発するジョイントベンチャ

ーの設立で合意に達した。両社は 50%ずつ出資し、新会社 Futerro 社を設立する。 
 
すでに米国の Cargill 社が、数年前からトウモロコシのでんぷんから作られた生分解性

プラスチックの生産に乗り出しているが、Futerro 社は蔗糖あるいは小麦のでんぷんを使

用したポリ乳酸（PLA:polylactic acid）タイプのバイオプラスチックの開発を目指す。同

社は、Escanaffles に年 1,500 トンの PLA の生産が可能なパイロット工場を建設する予定

で、同工場は 2009 年には稼働する見込みである。同時に研究開発がスタートし、4～5 年

の期間が見込まれている。また、同社は、ベルギーの Feluy にある Total Petrochemicals
社の研究センターの支援を得て、既存のものよりすぐれたバイオプラスチックの開発に取

り組む。 
 
当初の投資額は 2,500 万ユーロに達するが、このうち 900 万ユーロは、「ワロン地域の

未来のための優先行動（マーシャル・プラン）」の枠内で、ワロン地域政府が拠出する。同

地域政府は、「Galactic 社と Total Petrochemicals 社の合弁事業は、ワロン地域の農産食

品加工部門の競争力拠点に含まれるもので、同部門ではすでに 8 つのプロジェクトが策定

され、総計 4,120 万ユーロが充当されている」としている。 
 
Galactic 社は 1994 年に創設された。当初の生産能力は年産 1,500 トンあまりにすぎな

かったが、現在では 1 万 8,000 トン以上の乳酸の生産能力を持ち、250 人あまりを雇用す

る。2002 年には中国の BBCA Biochemical Company とのジョイントベンチャー「B&G」

を立ち上げ、中国に乳酸やその派生品の生産工場を建設した。また、ブリュッセルには乳

酸や乳酸塩（lactate）に関する研究開発を行う同社の子会社 Brussels Biotech が存在する。

Brussels Biotech は、生分解性ポリマーPLA に関する研究も行っている。同社の製品は、

食品や動物飼料、医薬品、化粧品などに使用されており、世界 65 ヵ国以上に輸出されて

いる。 
                                                 
1 ベルギーの南半分を占める地域で、主にフランス語が公用語である。 
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一方、Total Petrochemicals 社は、フランスの Total グループの石油化学部門の子会社

で 7,000 人あまりを雇用、ヨーロッパのほか米国、中東、アジアで活動している。同社の

製品は、包装、建設、自動車などの多くの部門で使用されている。 
 
Total Petrochemicals 社は、「天然の再生可能な原料からプラスチックを開発するのは、

持続可能な開発が叫ばれる世紀において不可欠な製品となるからである」と強調するとと

もに、「再生可能な製品の研究開発プログラムに参加するのは当社にとっては非常に重要

なことだ」としている。また、同社は、「PLA の特性改善には、まだなすべきことが多い」

と付言している。一方、Galactic 社の Van Gansberghe 専務取締役は、「Futerro 社の課題

は、従来のプラスチックと同等な特性を持ち、コストも同じぐらいの植物起源のプラスチ

ックを提供することにある。まず食品包装や繊維部門向けの製品を開発することになる」

と語っている。 
 
なお、PLA の市場規模は現在約 10 万トン／年で、年 15%の割合で拡大している。現在

の主要な市場は、生体医学（縫合用の糸、骨接合材料、人口皮膚、細胞再生支持体など）

や医薬品（有効成分の放出の延長を可能にするシステム、組織内での有効成分のターゲッ

ト設定）などの部門である。 
 

関連サイト： 
Galactic 社 

http://www.galactic.be/ 
Finasucre 社 

http://www.finasucre.com/fr/finasucre.php 
Total Petrochemicals 社 

http://www.totalpetrochemicals.com/en/index.asp 
http://www.totalpetrochemicals.com/media/92_pla_communique_250907_en.pdf 

ワロン地域政府 
http://recherche-technologie.wallonie.be/fr/particulier/menu/revue-athena/par-nume
ro/numeros-anterieurs/septembre-2005-a-juin-2006/n-216-decembre-2005/actualites/
habillez-vous-bio.html?PROFIL=PART 
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【産業技術】ライフサイエンス 
 
多くの薬剤の分子標的であるタンパク質の構造が明らかに（米国） 

 
ベータ（β）遮断薬 1の臨床利用が開始されてから 40 年以上経った今、この薬の分子標

的であるβ2 アドレナリン受容体の詳細な 3 次元構造がようやく明らかになった。β2 ア

ドレナリン受容体は G タンパク質共役受容体（G protein-coupled receptor：GPCR）と呼

ばれるタンパク質ファミリーに属している。GPCR は生命の維持に必要な生体機能といく

つかの感覚機能を制御する役割を果たしており、現在使用されている医薬品の約半数がこ

の GPCR に作用すると考えられている。今回、人体に存在する GPCR の構造が初めて解

明されたことから、今後の新薬・改良薬開発の加速化が期待されるとともに、ヒトの健康

や病気に対する理解が進むことも期待される。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 10 月 25 日の Science Express2 に掲載されたこの研究は、米国国立衛生研究所

（National Institutes of Health：NIH）の主要イニシアティブである「医学研究ロード

マップ 3」と「プロテイン構造イニシアティブ（PSI）4」による助成を受けて進められた。

またこの研究は、国立神経異常・発作研究所（National Institute of Neurological Disorders 
and Stroke：NINDS）のジャビッツ神経科学賞 5を受賞し、賞金を得ている。 
 
 β2 アドレナリン受容体の構造を解明するには、やっかいな科学的障壁をいくつも克服

する必要があった。これらの障壁の多くは GPCR が膜タンパク質 6であるということに起

                                                 
1 β受容体を遮断することによって交感神経の働きや心臓の興奮などを抑制する薬。高血圧や不整脈などの治

療に使用される。 
2 サイエンス誌のオンライン速報版 http://www.sciencemag.org/sciencexpress/recent.dtl 
3 http://nihroadmap.nih.gov/ 
4 米国国立総合医科学研究所(NIGMS)が進めているプロジェクト http://www.nigms.nih.gov/Initiatives/PSI/ 
5 Javits Neuroscience Award 
6 生体内の膜を構成するタンパク質。全タンパク質のうち約 30%を占め、生体機能において重要な役割を担っ

ている。 

ヒトの体内にある GPCR として初めてその構造が

解明されたβ2 アドレナリン受容体タンパク質の 

結晶構造 

（提供：Stevens Laboratory, The Scripps Research Institute）
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因していた。タンパク質の構造決定には結晶化が必要であるが、膜タンパク質は結晶化す

るのが困難であるため詳細な 3 次元構造を得るのが非常に難しい。 
 
「医学的に重要な生体プロセスにおいて多くの役割を果たすこと、また詳しい研究が極

めて困難であることから、膜タンパク質はこれまで NIH ロードマップにおける焦点のひ

とつとして取り上げられてきた。今回の構造決定の成功はロードマップの資金がもたらし

た喜ばしい成果のひとつだ。」NIH のエリアス・ザフーニー所長はこのように話した。 
 
全米の科学者達は何年も前から GPCR タンパク質の詳細な構造を解明しようと試みて

きた。この試みはこれまでに一度だけ成功しており、2000 年に牛の眼球にある視物質の構

造が解明された 7。このときの研究では視物質のタンパク質が十分に手に入ったため、そ

の意味では今回の研究よりも容易であった。今回の研究における大きな障壁のひとつには、

十分な量のβ2 アドレナリン受容体を手に入れるのが困難だという問題もあった。 
 
スタンフォード大学のブライアン・コビルカ達は、天然状態のβ2 アドレナリン受容体

を結晶化する試みに失敗したのち、タンパク質工学の技術を利用することにした。この受

容体が柔らかい構造を持つタンパク質であるという問題を克服するために、彼らは分子内

の柔らかいループ構造をより硬い構造に置き換えたタンパク質を合成した。またスクリッ

プス研究所のレイモンド・スティーブンス達は、生体膜に存在するこのタンパク質本来の

環境を真似た環境条件の下で、新しく考案した技術を用いてこの扱いにくいタンパク質を

小さな結晶にすることに成功した。今後、同様のタンパク質に対してこれらの DNA 技術

と結晶化技術を幅広く適用することにより、ヒトゲノムにコードされている何百もの

GPCR の構造を解明する道が開かれる可能性がある。 
 
「今回の成果は非常に大きな前進だ。」PSI の陣頭に立ち、膜タンパク質に関するロード

マップで主導的な役割を果たしている米国国立総合医科学研究所(NIGMS)所長のジェレミ

ー・M・バーグ博士はこのように言う。「世界中の研究所でこれらのタンパク質の秘密を解

き明かす試みが進められている。今回重要な構造が明らかになったことにより、この分野は

今後さらに高いレベルに発展するだろう。」 
 
出典：http://www.nigms.nih.gov/News/Results/102507.htm 

翻訳：桑原 未知子 

                                                 
7 ワシントン大学と理化学研究所の共同研究により、牛の網膜にある G タンパク質共役受容体、ウシロドプシ

ンの結晶構造が決定された。 
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【産業技術】 ナノテクノロジー  

 
ナノテク分野で顕著な動きを見せるグラスゴー大学の取組(英国) 
 
英国グラスゴー大学は、30 年来ナノテクノロジーに精力的に取り組んでいるが、近年も、

ナノテクノロジーへの取組を強化している。研究資金もここ数年は、年間約 1,500 万ポン

ドの研究資金を獲得・充当 1 している。研究施設インフラ整備にも力をいれて取り組んで

おり、2007 年 3 月には、政府の支援も受けつつ、 新の装置を含め 700 万ポンドを投じ

て整備した欧州でも屈指の規模と機能を有する「ジェームズ・ワット・ナノ・ファブリケ

ーション・センター」（James Watt Nanofabrication Centre）を正式オープンした。ここ

では常時 10nm レベルでの構造特定が可能である。さらに、2007 年 9 月には、ナノレベ

ルでのチップデザイン実験を行う「異種システム対応電子デザインセンター」

（Electronics Design Centre for Heterogeneous Systems）も正式オープンした。 
 
特に、こうした施設を産業界との連携にも有効に活用しようとしている。「ジェーム

ズ・ワット・ナノ・ファブリケーション・センター」を始めとする施設に企業がアクセス

し易いよう、そのためのスタッフを抱えサービスを専門に提供するスピンアウト企業

Kelvin Nanotechnology を設立している。同社は、外部企業からの依頼に応じ、大学の施

設を用いて、産業界の抱えるファブリケーション上の課題に対処している。既に、複数の

企業に対するサービス・サポートを行っている。 
 
また、グラスゴー大学はもともと学際的な取組に強みを有しており、既にナノテクノロジ

ー分野でも活発に行われている。加えて、大学全体として戦略的に、さらなる学際交流を強

化するための先進的な取組をナノテクノロジー分野で進めている。具体的には、ライフサイ

エンス、バイオロジーからエレクトロニクス、エンジニアリングに至る各種の学部学科の研

究者達がナノテクノロジーを軸に集まって、新たな学際的な研究が進められるよう、50 名

を超える「ナノ・フォーラム」を学内に組織し、情報交流を促進しようとしている。 
 
グラスゴー大学におけるナノテクノロジー研究は、ナノバイオ、ナノフォトニクス、物

質構造・機能物質を実現するナノテクノロジー（化学）、エレクトロニクスデザイン、ナノ

キャラクタライゼーション、ナノエレクトロニクス（超高速電子回路システムの実現）、ナ

ノモデリング等、幅広く行われており 2、企業との共同研究も行われている。日系企業か

らの関心の高いテーマ・研究も行われている。ここでは、研究の具体的取組について、比

較的応用のイメージが湧きやすい例をいくつか示す。 

                                                 
1 英国では、大学の研究資金は研究評議会等への提案・申請に基づき獲得するものが多いため、このような言

い方としている。 
2 グラスゴー大学のナノテク研究領域は下記ウェブで一覧可能。

http://research.map.gla.ac.uk/resmap/business_research_map_menu.php?res=1024 
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(1) ナノバイオ 
 
バイオサイエンスにおいては、微細化による様々な利点がある。例えば、反応速度の向

上、熱容量の低減、容積当たり表面積の向上、マイクロ流体現象の実現、マイクロ・ナノ

サイズレベルの独特な構造・機能の実現が挙げられる。こうした特長に着目し、電子・電

気工学科の Jon Cooper 教授は、ラボ・オン・チップ（Lab-on-a-chip）技術の研究を進め

ている。同教授は、オックスフォード大学が主導する EPSRC からの支援を受けた大規模

な IRC （Interdisciplinary Research Centre）Bionanotechnology プロジェクトや、エジ

ンバラ大学及びダンディ大学と共同のプロテオミクス技術 IRC にも携わるほか、GSK、

ユニリバー等の大手企業から中小企業に至るまで、積極的な対外連携を行っている。 
 
ラボ・オン・チップ技術は、単一細胞の評価分析（Single Cell Assays）（単細胞内の各

種成分を細胞内で分離・検知等）、単一細胞に係るプロテオミクス、バイオ診断、ラボ・オ

ン・ア・ピル（Lab-on-a-pill）の実現に応用される。例えば、ラボ・オン・ア・ピルは、

4 チャネル・センシングの ASIC 技術を利用し、体内に飲み込めるカプセル内に無線通信

機能を設け、例えば、小腸内の血液に関する情報を検知することで、小腸癌予防チェック

のために必要な値を取得することができる技術として開発が進められている。 
 
(2) ナノエレクトロニクス、ナノフォトニクス 
 
従来物質がナノスケールになると、特性が向上したり新たな機能を発現するため、微細

構造がデバイスにおけるスイッチング速度の向上、量子力学効果の向上、新たな共鳴現象

を引き起こすことがある。こうしたナノスケールの構成要素を有するデバイスを組み合わ

せることによって、より大きなシステムに統合し、新たな機能の発現を期待することがで

きる。こうした特長に着目して、電子・電気工学科の Faiz Rahman 博士、Nigel Johnson
博士等のグループが、ナノエレクトロニック、ナノフォトニックの機能性物質やデバイス

の研究を進めている。 
同グループでは、具体的には、ガリウム窒素デバイス、合成オパール、メタマテリアル 3、

伝導性発光高分子、太陽電池に関心を持って研究を進めている。 
 
ガリウム窒素は光電子工学（オプトエレクトロニクス）において、青色／白色発光ダイ

オード製造等の重要物質であるが、同グループでは、ドライエッチング後に、電子ビーム

リソグラフィかナノインプリントリソグラフィを用いることで、ガリウム窒素と窒素関連

物質における光学クリスタル構造の設計及び製作を実証している。また、ガリウム窒素デ

バイスに希土類ドーピングや転位エンジニアリングを施すことによってその発光色を変化

させ、その結果、窒素ベースの発光デバイスから出る波長の範囲を増大させることも実証

している。 
                                                 
3 電気的・光学的に自然界にない特性を有した、人工的な物質。 
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近では、シャープと連携し、ディスプレイ照明用の青／紫外線高輝度フォトニック準

結晶発光ダイオードの工業的量産技術の開発を目指すプロジェクトが、DTI（当時。現

DIUS）が進めるテクノロジープログラムから 120 万ポンドの支援を受け開始したところ

である。 
また、フォトニック結晶を単に照明に応用するに止まらず、安全な通商や金融取引を確

実に行うためのデバイスとしての利用や、安全で確実な知的財産保護や取引プロセスの実

現するための認証用ラベルとしての利用に当たっての安価な方策であるとして、その適用

範囲の拡大を志向している。例えば、光学的な模倣対策技術として、暗号化されたフォト

ニック結晶パターンを用いることで、伝送や反射をレーザーで読みとることができるであ

ろうと考えており、大変興味深い研究分野であるとしている。 
 
同グループでは、高分子ベースの柔軟性の高いエレクトロニクスデバイス及び大面積オ

プトエレクトロニクスデバイスの適切な製造技術開発にも取り組んでいる。また、強い常

磁性を有する伝導性高分子の開発も進めており、これは、高偏光感度のオプトエレクトロ

ニクスデバイスに応用できる可能性を有している。 
現在、他の半導体や機能性物質と共役高分子とのヘテロ構造での組み合わせについての

研究も進められており、王立協会（Royal Society）の資金を受けたプロジェクトにおいて、

大気中のアンモニア及びその他のアミン物質を検知するポリアニリンベースのガスセンサ

ーを開発している。 
 
太陽電池に関しては、ナノテクノロジーは太陽光の取り入れ能力を向上するものとして

期待されているが、同グループでは、量子ドット太陽電池、或いは、表面のテクスチャリ

ング（微細構造化）によって実現すべく研究を進めている。例えば、表面のテクスチャリ

ングによって、太陽の高度が低くなっても太陽光が取り入れやすくなる。また、太陽電池

を高流量下であっても低温に保ち、結果として効率を向上させるため、薄いフィルム干渉

ナノフォトニック色素の研究にも取り組んでおり、これまでのところ、5～6％の効率向上

の結果が得られている。 
 
(3) 超高速ナノエレクトロニクス 
 
超高速ナノエレクトロニクス、すなわち、超高速の電子デバイスの研究開発については、

Iain Thayne 教授が取り組んでいる。同教授が率いる超高速システムグループ（Ultrafast 
Systems Group）は、トランジスタ、モノリシックミリ波集積回路、二次元アンテナ、モ

ードロックの半導体レーザーを含むマイクロ波やミリ波の素子の設計、作製、ウェハー上

でのテストを行っている。 
 
マイクロ波やミリ波の周波数帯は 1～300GHz であり、その範囲でも周波数帯に応じた

用途がある。全ての帯域における用途に十分に対応できるようにするためには、100GHz
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超の周波数で稼働可能な高性能かつ安価な素子が必要となるが、同グループでは、ガリウ

ムヒ素（GaAs）系とインジウムリン（InP）系の高電子移動トランジスタ（HEMT）と

HMOS ベースのトランジスタ技術をゲート長を 30nm まで抑えることを目指し開発する

ことで対応しようとしている。これまでのところ、0.12μm のゲート長のトランジスタを

用いたモノリシック集積回路を用いて、1～140GHz を実現しており、このアプローチの

可能性を実証している。 
 
(4) ナノモデリング 
 
半導体設計のシミュレーション技術（ソフトウェア）の研究開発を Asen Asenov 教授の

グループが取り組んでいる。インテル、IBM 等の世界の大手半導体メーカー、富士通等日

本の電気機器メーカーとも活発な産業界との連携を行っている。 
 
同グループでは、ナノ CMOS デバイスにおける原子スケールでの影響のシミュレーシ

ョン、ランダムドーパント 4、インターフェイス（接触面）ラフネス、ラインエッジラフ

ネスという 3 つの固有パラメータに即した統計的 3D シミュレーション、原子スケール変

動とそれが集積回路に与える影響についてのシミュレーションの開発を行っている。こう

したシミュレーション技術がより小さくより早い半導体開発の実現に繋がる。 
 
また、同グループでは、次世代の設計技術における統計的変動性が与えるインパクトに

焦点を当て、新たな集積回路シミュレーション手法の開発に取り組んでいる。単なる統計

的なシミュレーションでは、複雑なデータと作業フローを要し、データとコンピュータ任

せで、セキュリティの観点からもセンシティブである。このため、同グループでは、統計

コンパクトモデルを用いて、物理的なデバイス変動性のシミュレーションと、統計的な回

路シミュレーションや設計とを階層的に組み合わせるというアプローチによって新たなシ

ミュレーション技術を開発している。 

                                                 
4 半導体の特性を制御するために添加される不純物。 
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【産業技術】 ナノテクノロジー  

 
新しい 60 億ユーロのナノエレクトロニクス研究開発プログラム(EU) 
－新しい CATRENE プログラムはエレクトロニクスをナノスケール時代へもたらす－ 
 
EUREKA 計画「A Europe-wide Network for Market Oriented R&D」の一部でマイク

ロヱレクトロニクスに集中した欧州全体に渡る共同研究プログラムである、MEDEA+は、

CATRENE(Cluster for Application and Technology Research in Europe：欧州の応用と

技術研究のためのクラスター)が、エレクトロニクスをナノスケール時代へもたらすことを

目指した後続プログラムであると発表した。 
 
この新しいプログラムは、2 つの重要な目新しい点を持っている：一つは、輸送、医療、

セキュリティ、エネルギーおよび娯楽のような主要な社会経済的なニーズに取り組む、灯

台プロジェクトであり。もう一つは、必要な技術ロードマップで識別される大きな応用市

場に注目する、新しい骨組みである。 
 
MEDEA+プログラムは、2 万（人×年）と約 450 社の協力組織を含んで、77 件のプロ

ジェクトを支援している。これらのプログラムは、自動車と交通規制、広帯域通信、社会

安全性、省エネルギーおよび医療などを含み、多くの地域内に重要な技術革新をもたらし

てきた。この新しい CATRENE 官民協力が、半導体技術と応用における欧州専門技術の

継続した開発を保証することに注目するべきである。 
 
MEDEA+およびその前身の MEDEA と JESSI のように、この新しいプログラムは、装

置供給者と同様に、応用、技術および材料と連携する人々を含む価値体系においてすべて

の重要な関係者を含んでいる。大小の製造企業、大学および研究所は、公共企業体の支援

のもとに参加するであろう。 
 
MEDEA+の議長で CATRENE 議長に選出されたユゼフ・コルニュは次のように述べて

いる。「10 年間以上、EUREKA JESSI、MEDEA および MEDEA+プログラムは、欧州の

産業が電気通信、家電および自動車エレクトロニクスのような市場への重要な供給者にな

るために、半導体プロセス技術、製造および応用においてその位置を強化することを可能

にしてきた。」 
 
CATRENE の開始日は 2008 年 1 月 1 日に予定されている。CATRENE は、4 年間継続

しさらに 4 年間拡張可能で、EUREKA プログラムの支援により活動する。学術機関がコ

ストの 75%までを得ることができる一方で、EUREKA 計画の商用参加者は、自国の政府

にコストの半分を払ってもらうことができる。この CATRENE プログラムは、拡大プロ

グラム用の 60 億ユーロに相当する資金を、毎年 4,000（人×年）の事業に利用することが
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特別に割り当てられている。 
 
このプログラムに含まれている重要な技術目標は、リソグラフィーとシリコンオンイン

シュレータ材料および部品パッケージングにおけるリーダーシップを維持し高めること、

ならびに、新しいエレクトロニクス応用の効率的な設計へ半導体プロセス技術の適用で欧

州専門技術を強化すると共に、エレクトロニクス供給プロセス全体にわたって欧州の知的

財産(IP)の強さを維持し高めることも含んでいる。 
 
「ナノエレクトロニクスは、 初にマスターし市場に新しい技術と応用をもたらした

人々に巨大な機会を提示する。また、我々は、欧州のマイクロヱレクトロニクス産業がま

すます強力になるのを支援する際に、CATRENE が重要な役割を演ずると考えている」と、

コルニュは強調する。 
 

( 出 典 ： http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?id=/research/headlines 
/news/article_07_11_12_en.html&item= Infocentre&artid=5553 ) 
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【ニュースフラッシュ】 

米国－今週の動き(11/7/07-11/20/07) 

NEDO ワシントン事務所 

 
Ⅰ エネルギー・環境 

米国太陽エネルギー学会、再生可能エネルギー・省エネ投資は好景気をもたらすと予測 
米国太陽エネルギー学会が発表した報告書（「再生可能エネルギー及びエネルギー効

率化：21 世紀の経済牽引役」によると、両分野への積極的投資によって 2030 年まで

に 4,000 万の雇用と、4.5 兆ドルの収益が生まれる可能性があるとのこと。①大きな政

策変更なし、②政府による適度のイニシアティブ、③政府の強力なイニシアティブの

三種類のシナリオで分析している。（上記予測値は、 も強力なイニシアティブを導入

した場合（電力に占める再生可能エネルギー比率は 30％）のもの）。 
(Greenwire, November 8, 2007) 

 
 
Ⅱ サイエンス・テクノロジー 

全米科学委員会、STEM 教育制度に関する行動計画を発表 
全米科学財団（NSF）の全米科学委員会が、「米国の科学技術工学数学（STEM）教

育制度の重要なニーズに対応する国家プラン（A National Plan for Addressing the 
Critical Needs of the U.S. Science, Technology, Engineering and Mathematics 
Education）」という報告書ドラフトを発表した。 

具体的には、STEM 教育のための新しい独立した事務局の設置、科学技術政策局

（OSTP）の国家科学技術会議内に連邦政府内の調整を行う常設委員会を設置、教育省

に担当次官補職を設置、学年毎に必要となる知識等を記述する国家 STEM ガイドライ

ンの規定のための戦略推進、STEM 教員に市場相場で給与を支払う戦略の策定他を提

言している。 
(SSTI Weekly, November 2, 2007) 
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