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【特集：欧米の研究開発制度】組織 資金提供 予算 
 

米国国立衛生研究所(NIH)での研究開発への取組状況 
―医学研究へ毎年 290 億ドル、27 の研究所を持つ巨大組織、8 割が外部研究助成金― 

 
1. 米国国立衛生研究所(NIH)について 

 
米国国立衛生研究所(NIH：National Institutes of Health)は、その前身組織が 19 世紀

末に設立された合衆国で も古い医学研究の研究機関である。 
研究分野は医学分野に限らずライフサイエンス・バイオテクノロジー分野まで広範にわ

たっている。たとえば、ヒトゲノム計画の解読結果にもとづいて癌やパーキンソン病、ア

ルツハイマー病の診断や治療法の確立を進めているほか、2001 年に合衆国が炭疽菌攻撃を

受けてからはバイオテロの予防にも取り組んでいる。また自ら研究を行うだけでなく、世

界中の研究機関に対する助成も行っている巨大な研究助成機関でもある。 
 

NIH の組織的な特徴は、NIH は一つの研究所ではなく、国立がん研究所（略称 NCI）
や国立アレルギー・感染症研究所（同 NIAID）などそれぞれの個別のミッションを持った

27 の研究所・センター(ICs)の集合体であることである。各 ICs には独立した研究所とし

て、予算、人員が配分されている。その一方で、全ての研究所は NIH という一つの集合

体としても活動している 1。 
  
NIH は研究の実施体制、予算の執行形態にも特徴がある。NIH の研究予算は年間 290

億ドル以上と膨大であり、その 8 割以上が米国国内の大学などへの研究助成金（NHI 研究

グラント）などとして配布（所外活動）され、10％以上が NIH に所属する研究者が行う

所内活動として使われる。所外活動、所内活動の両者の研究予算の大部分は 27 の個別の

研究所に配分されるが、一部については NIH 所長室予算としてプールされ、所長裁量で

配分される。 
 

2. NIH の研究活動の内容・体制 
 
NIH の研究内容や研究体制をもう少し詳しく紹介する。 

 
(1)研究所・センター(ICs) 

NIHを構成する27の研究所・センター(ICs)の一覧を表1に示す。 

                                                 
1 NEDO 海外レポートで先日紹介した「生物医学研究のための NIH ロードマップ」（添付資料 1 参照）は典

型的な後者の活動である。 
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表1  NIH傘下の研究所・センター 
略称 名  称 設立年 年間予算 

(百万＄) 

備 考 

NCI 国立がん研究所 1937 4,810 も古く、予算額 大 

NHLBI 国立心臓・肺・血液研究所 1948 2,925  

NIDCR 国立歯科研究所 1948 391  

NIDDK 国立糖尿病・消化器・腎臓研究所 1948 1,858  

NINDS 国立精神異常・発作研究所 1950 1,545  

NIAID 国立アレルギー・感染症研究所 1948 4,569  

NIGMS 国立総合医科学研究所 1962 1,938  

NICHD 国立小児・人間発達研究所 1962 1,256  

NEI 国立眼科研究所 1968 668  

NIEHS 国立環境健康科学研究所 1969 643  

NIA 国立老化研究所 1974 1,048  

NIAMS 国立関節炎・筋肉・皮膚研究所 1986 509  

NIDCD 国立聴覚・伝達障害研究所 1988 395  

NIMH 国立精神健康研究所 1949 1,407  

NIDA 国立薬物乱用研究所 1973 1,002  

NIAAA 国立アルコール乱用・中毒研究所 1970 437  

NINR 国立看護研究所 1986 138  

NHGRI 国立ヒトゲノム研究所 1989 488  

NIBIB 国立生物医学画像・生物工学研究所 2000 300 も新しい研究所 

NCRR 国立研究資源開発センター 1962 1,160  

NCCAM 国立補完・代替医学センター 1999 122  

NCMHD 国立マイノリティー健康・健康格差セ

ンター 1993 200  

FIC ファガティ国際協力センター 1968 67  

NLM 国立医学図書館 1956 323  

CC 臨床センター 1953 （未計上）

CIT 情報技術センター 1964 （未計上）

CSR 科学的レビューセンター 1946 （未計上）

NIH の予算資料では、この 3
センターの予算は明示されて

いない。他の ICs および OD
予算として計上されていると

見られる。 

OD NIH 所長室 1,057 予算には所長裁量で配分でき

る研究予算が含まれる 

B&F 建物・設備 126  

計 29,465  

・年間予算は 2009 会計年度の要求額 
（出典：NIH 資料①などを基に作製） 
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ICsでの研究の活動範囲は生物のシステムや行動の基本的な働きを探求する基礎研究

から、臨床の場での疾患の検査や治療の研究、予防、健康の状態やニーズの集団ベース

の分析まで幅広い。これらの多数のICsとは別に、NIHの本部機能を持つ所長室(OD)が
あり、ここがNIH全体としての研究活動のリーダーシップ、監督、活動の調整を行う。 

 
名称でわかるように、各ICsは特定のミッションを持っており、幾つかのICsは特定の

疾患（がん、糖尿病、アレルギーなど）に焦点を絞っており、幾つかのICsは特定の臓

器・器官（心臓、目、腎臓、間接など）、人生のステージ（子供、高齢者）、理解・解

明の対象（ヒトゲノムの解読など）、診断・治療技術（生物医学画像など）に焦点を当

てている。 
それぞれのICsは、主に外部活動（主に研究助成）を通じて所管分野の研究や研究者

の育成を支援している。また、内部活動を通じて「組織内（インハウス）」の研究と訓

練も行っている。 
 
  表1に戻ると、 も古い研究所は1937年に設立された国立がんセンター(NCI)で、1940

年代後半以降に順次ICsが設立されていき、 も新しい研究所は2000年に設立された国

立生物医学画像・生物工学研究所(NIBIB)である。 
  予算額をみると、NCIが約48億ドル、国立アレルギー・感染症研究所(NIAID)が約46

億ドルと多く、国立心臓・肺・血液研究所(NHLBI)が約29億ドル、国立総合医科学研究

所(NIGMS)が約19億ドルなどとなっている。 
 

(2)外部コミュニティ(The Extramural Community) 
 

外部コミュニティは、米国内外に存在する多くの大学、医療センター、病院、研究機

関に属する、連邦政府公務員ではない科学者達のことを指す。これらの研究者達や研究

組織によって取り組まれている、疾患や身体障害の予防・検知・診断・治療の改善を目

指す研究の大部分は、NIHの支援によって行われている。研究の実施と並んで、外部コ

ミュニティは次世代の研究者を訓練し、研究者達のスキルと能力を強化し、米国の研究

インフラ能力を向上させている。NIH予算の80％以上がこのような外部の科学コミュニ

ティに提供されている。このコミュニティには、3,100以上の機関に属する30万人以上

の科学者が属している。研究機関には、米国全域に加え海外拠点の大学、メディカルス

クール、病院、その他の研究施設が含まれる。 
 

外部コミュニティに対するNIHの研究資金の殆どは、極めて競争的・公平なピアレビ

ュー（同業者による審査）プロセスを通じて審査され、 も有望で生産的な科学者に対

して授与される。審査は、図1に示すように二段階の中立的なレビューシステムで行わ

れ、 良の提案書に対して資金が提供される。2006年度には、NIHは約7万件の研究や

訓練に関する応募書類を審査した。 
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（出典：NIH 資料①） 

図1  NIHに提出された提案書の採択手順の概要 

実際の NIH の助成金のプログラムは、数十にも細分化されており、NIH ではこの多

様な研究関連プログラムを識別するために活動コード（例：R01、R43 など）を用いて

いる。例えば、NIH の助成金の種類は以下のように大きく分類されている。 
 

①研究助成（R シリーズ） 
・ 研究プロジェクト助成金プログラム(RPG) (R01)が、NIH で も一般に用いられて

いる助成プログラム 
・ 他に NIH 小規模助成金プログラム(R03)、小規模ビジネスの革新的研究(R43/R44) 

などがある。 
②キャリア開発奨学金（K シリーズ） 
③研究トレーニングおよびフェローシップ（T および F シリーズ） 
④プログラムプロジェクト／センターグラント（P シリーズ） 
・ 様々な研究活動を含む、大規模でマルチプロジェクト的な取組への助成 
⑤リソースグラント 
・ 研究資源（専門技術者育成等）の支援 
⑥NIH 横断的プログラム 
・ NIHロードマップなどNIHの多くのICsの横断的な幅広い研究プログラムへの助成 

 
(3)NIHの内部研究所(NIH’s Intramural Laboratories)  

 
NIHの予算の約10％分が、NIHに所属する物理学者と科学者によって実施または管

理される基礎研究および臨床研究活動のコアプログラムのために使われている。これ

らは、内部研究プログラムと呼ばれ、約1,250人の研究責任者 (PI：Principal 
Investigators)が部研究プロジェクトをリードしている。 

 
ここには、ワシントンDC近郊のNIHの臨床センター、および各州に設置されている

NIHの研究施設などが含まれている。そして、外部との共同的な取組などにより、米

受 賞 
（助成金受領） 

第一段階： 外部専門家による審

査（NIHの外部の、その分野で

も知識を持ち、尊敬されている科

学者達で構成するピアレビュー委

員会による審査） 

第二段階： 一般

市民を含む中立

的な諮問委員会

による審査 
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国や世界の人々に科学的、臨床的、教育的な利益を提供している。内部研究所で実施

される研究は 高の品質であることを保証するために、NIHの各ICsは外部専門家より

構成される科学カウンセラー評議会を設けており、内部プログラムのレビューや研究

所長への勧告を行っている。 
 

内部プログラムによって、科学者達は、実験室での研究結果を患者の治療に応用したり、

臨床現場で生じた疑問に対する解答を実験室で探したりすることができる。つまり、科学的

発見を、臨床の場での問題を解決するために翻訳するプロセスとその逆のプロセスの2ウェ

イプロセスに取り組むことができる。 
 
3. NIH の研究予算 
 

(1)予算額、予算内訳 
 

国立衛生研究所(NIH)の年間予算額は 2008 年度では、294 億 5,700 万ドルである。1
ドル＝109 円で換算すると約 3 兆 2,100 億円となる。我が国の科学技術予算は 2008 年

度の要求ベースで約 3 兆 5,7000 億円（そのうちライフサイエンス関係は約 3,300 億円）

であり、NIH1 機関のみの予算額が我が国全体の科学技術予算の約 9 割に匹敵すること

になる。 
 
前述したように、NIH の予算の 80％以上は、外部の研究者や研究所への助成金とし

て費やされている。NIH から助成金を受け取っている研究者や研究所は世界各地に存在

し、その数は 3,100 機関、従事している科学者・研究員の数は約 30 万人に上る。また、

NIH の予算の 10％は NIH 内部（傘下の研究所）のプログラムに費やされている。内部

プログラムには約 6,000 人の科学者が参加しており、公衆衛生における優先事項および

先端の研究に焦点が当てられている。内部プログラムの中核となるのは、メリーラン

ド州ベセズダ（ワシントン DC に隣接）にある、世界 大の臨床研究専門の総合施設、

NIH 臨床センター(Clinical Center)である。 
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NIH が発表している予算内訳を図 2 に示す。 
 

 
2008 年度承認額 

294億5,700万ドル 

 
 
（出典： 

NIH 資料②） 
 

図 2 
NIH の予算内

訳(2008 年度) 
 
 

①研究プロジェクト助成金(Research Project Grant = RPG) 
NIH の予算区分の中で も予算規模が大きいものが RPG である。RPG は、個々

の科学者の独立した研究に対する援助を可能な限り維持するための予算である。

NIH 予算の約 53％を占める。 
②研究センター(Research Center) 

全体の約 10％を占め、米国全域の千数百ヵ所の研究機関に対して与えられる助成

金である。 
③その他の研究(Other Research) 

この中には、「自立への道(Pathway to Independence）」と名付けられた研究者育

成プログラムなどが含まれている。全体の約 6％を占める。 
 

上記の 3 区分が研究助成にあたり、全体の約 8 割である。 
 

④研究トレーニング(Research Training) 
NIH での研究者の訓練のための予算で、全体の 3%である。 

⑤研究開発契約(R&D Contract)  
外部機関との契約に基づく研究開発の予算で、全体の約 11％である。 

⑥所内研究(Intramural Research)  
「所内研究」への予算は全体の約 10％である。 

⑦研究管理・支援(Research management and Support)  
「研究管理・支援」の予算は全体の約 5％である。この予算は、データ管理やセキ

ュリティ・システムの改善など、研究ポートフォリオを適切に管理するために必要

な人的資源を確保する目的で使用される。 
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⑧その他(All Other) 
「その他」に区分されるのが全体の約 2％である。この中には、「建物・施設

(Buildings and Facilities)」「所長事務局(Office of the Director）」などが含まれる。

「所長事務局」予算には、所長の裁量により NIH 内で再配分される予算が含まれ

ている。 
 
(2)2009 年度の予算要求額 

 
2008 年 2 月冒頭に、ブッシュ大統領は 2009 年度の予算教書を発表した。その中の

NIH の予算の概要を表 2 に示す。予算要求の総額は前年度（承認額）と同額であった。 
内訳についても、前年度と大きな変化はないが、将来有望な若手研究者への支援、研

究者として確立し功績も挙げているが大きな支援がなされていない研究者への支援、新

しいアイデアや取組を促進するためのコモンファンド（共通資金）の継続などが重点事

項として記載されている。 
 

表2 NIH予算の概要（百万ドル） 
 2007年度

実績 
2008年度

承認 
 2009年度 

見積 対2008年度

 
予算額 

 
$29,128 $29,457 $29,457  $0 

AIDS プログラム 
競争的RPG件数 
RPGsの合計件数  
採択率 
正規職員数  

$2,906 
10,323 
38,845 

21% 
16,997 

$2,913
 9,771 
38,239

 19% 
17,138 

$2,913 
 9,757 
38,257  

18%  
17,254  

$0 
-14
 18

 -1% 
+116 

（出典：NIH 資料①） 
 

(3)取組テーマ別の研究予算 
 

NIH で取り扱う研究テーマは非常に多岐に渡っているが、NIH では各種疾患、身体

状態、研究領域などのテーマを約 220 取りあげ、それぞれの研究予算を集計し、公表し

ている。その資料から予算額の上位約 20 件などを抜粋したものを表 3 に示す。 
予算額が も大きいのは「バイオテクノロジー」の約 98 億ドルで、NIH 予算の 3 分

の 1 に相当する。次いで、「予防」「臨床研究」「がん」「遺伝学」「神経科学」「脳

疾患」などとなっている。 
話題のテーマを拾ってみると「HIV/AIDS」が約 29 億ドル、「ヒトゲノム」が約 11

億ドル、「再生医療」が約 6 億ドルなどとなっている。 
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表 3 NIH のテーマ（各種疾患、身体状態、研究領域別等）別の研究予算 
 
 
 

 
テーマ区分 

 
年間予算（百万＄） 

バイオテクノロジー 9,794 
予防 6,739 
臨床研究 6,688 
がん 5,654 
遺伝学 4,865 
神経科学 4,823 
脳疾患 4,671 
女性の健康 3,461 
小児科 3,188 
行動社会科学 3,057 
伝染病 3,045 
臨床治験 2,958 
HIV/AIDS 2,913 
医療格差 2,732 
加齢 2,461 
少数民族の健康 2,393 
心臓血管 2,361 
心臓病 2,111 
メンタルヘルス 1,849 
新たな伝染病 1,815 
生物兵器防衛 1,748 

上位 20 テーマ

(15 億＄以上) 

薬物乱用 1,522 
ヒトゲノム 1,099 
幹細胞研究 655 
再生医療 574 
食品安全 292 

話題のテーマ 

ナノテクノロジー 226 
※原資料でのテーマ区分数は約 220。 

予算額は 2009 年度予算請求額。 
予算額は複数項目で重複計上されている。 

（出典：NIH 資料③より抜粋） 
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4.研究プロジェクト助成金（RPG）について 
 

 前述したように NIH の研究活動において RPG が大きな位置づけを占めている。ここで

は RPG について、統計データを基にさらに詳しく紹介する。 
 
(1)RPG の実施件数（図 3 参照） 

 
RPGの実施件数（新規分と継続分の計）は、 近5年間は年間約37,000件程度であり、全

体の助成件数の8割程度と大部分を占めている。 
 

 
（出典： 

NIH 資料②） 

 
図 3 
全ての研究助成金に

占める RPG の件数と

割合の推移 (1998 ～

2007 年度) 
 
 
 

(2)RPG への応募件数、採択率（図 4 参照） 
 

RPG への応募件数は年々増加しており 2007 年度で 47,000 件を越えている。一方、

採択件数は年間 1 万件程度であるため、採択率は低下傾向にあり、2000 年度前後は 30％
を越えていたが、ここ 2 年は 20%程度にまで落ちてきており、狭き門の傾向にある。 

 
 
（出典： 

NIH 資料②） 

 
図 4 
RPG への応募件 
数と採択件数の 
推移(1998～ 
2007 年度) 
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(3) 研究テーマ設定型 RPG vs. 研究テーマ非設定型 RPG （図 5 参照） 
 

RPG には、研究テーマを細かく規定した設定型 RPG と研究テーマ非設定型 RPG と

があるが、両者の予算額を比べるとテーマ非設定型が設定型の約 6 倍である。つまり研

究者自身が自由に設定できる研究助成が多いことがわかる。NIH の研究助成の方針とし

て第一に、研究者個人が主導する研究テーマへの支援が挙げられており、それを裏付け

る数値といえる。 
 

 
 

（出典： 

NIH 資料②） 

 
図 5 
テーマ設定型の

RPG vs テーマ非

設定型 RPG の予

算 推 移 (1998 ～

2007 年度) 
 
 
 

5. 終わりに 
 

 以上、NIH の研究開発への取組状況の概要を紹介した。NIH は巨大な研究実施および

研究助成機関であるため、限られた紙面では紹介しきれなかった部分が多数あるが、

NEDO 海外レポートではこれまでにも多数 NIH に関する記事を添付資料 1 に示すように

多数紹介してきたので、ご参照頂きたい。 
また、NIH では web 上で多くの情報を公開している。その主要なものを添付資料 2 に

紹介するので、ご興味のある方は、直接 web サイトを参照頂きたい。 
 
添付資料 1 「NEDO 海外レポート」での過去 NIH 関連記事リスト（2006.11 以降） 

 
国  名 

 

 
記事タイトル 

 
掲載号

「医学研究のためのNIH ロードマップ」の 新状況(米国) 1014 

2008 年度米国立衛生研究所(NIH)予算請求―長官声明 1003 

1)NIH の組織、

予算 
 
 

ブッシュ大統領の2008 年度予算：概要（その2）―全米科学財団、国立衛生研究所、

商務省、内務省― 
996 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1018,  2008.3.5 

 11

 
 

国立生物医学画像・生物工学研究所(NIBIB)の活動状況(米国) 990 

米国立衛生研究所(NIH)がヒト微生物群ゲノム解析プロジェクトを開始 1015 

米国立衛生研究所とインド政府機関が低費用の医療技術開発で提携（米・印） 1011 

2)NIHで実施中

のプロジェクト 

実験用マウスを使った遺伝子研究の国際協力事業の開始（欧米カ） 990 

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） 1012 

今年もNIHの長期グラント受給者がノーベル医学生理学賞を受賞（米国） 1010 

イヌの身体の大きさに関与する遺伝子が特定される（米国） 1003 

骨の微小な構成成分の調査結果（米国） 1002 

初の有袋類のゲノム配列が発表される（米国） 1001 

脳画像検査用の新化合物でアルツハイマー病早期診断への期待(米国) 993 

3)NIH の研究助

成に基づく成果 
 

タバコ中毒に関与する遺伝的因子の解明に役立つヒトゲノム解析が完了（米国) 992 
（注）各記事へは「NEDO海外レポート」のトップ頁からアクセス可能。

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/index.html 
 

添付資料 2 NIH の Web サイト(抜粋) 
名称、URL 

 
本文中の 
引用資料 

NIH のトップページ：    http://www.nih.gov/  

NIH傘下の各研究所・センターの頁： http://www.nih.gov/icd/  

NIHの予算の頁： http://www.nih.gov/about/budget.htm  

NIH2009年度の予算請求：http://officeofbudget.od.nih.gov/ui/HomePage.htm  

・National Institutes of Health; Summary of the FY 2009 President’s Budget 

February 4, 2008 

① 

NIH の外部研究データブック 2007(統計資料)：  

http://grants.nih.gov/grants/award/Research_Training_Investment/Research_Training_

Investment.cfm 

② 

各種疾患、身体状態、研究領域別の予算推移（2004～2008 年度）： 

http://www.nih.gov/news/fundingresearchareas.htm 

③ 

NIHグラントのトップ頁 http://grants.nih.gov/grants/oer.htm  

NIH 助成金受領者のノーベル賞受賞者リスト： 

・DNA の二重螺旋構造の発見者ワトソン博士、日本の利根川進氏を含む、百数十名のリスト。 

http://www.nih.gov/about/almanac/nobel/index.htm 

 

用語解説： http://grants1.nih.gov/grants/glossary.htm  

（NEDO 情報・システム部 林 欣吾） 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1018,  2008.3.5 

 12

【特集：欧米の研究開発制度】 組織 資金提供 プロジェクト  

 

米国国防高等研究事業局(DARPA)の研究開発への取組 
―無人航空機、ロボット技術、薄膜太陽電池など多様な先端的技術開発を実施― 

 
 国防高等研究事業局（DARPA1：ダーパ）は、米国の国防総省傘下の研究機関である。

NEDO 海外レポートでは、DARPA が行った自律型無人自動車レース「DARPA アーバン・

チャレンジ」、各種の軍事関連のロボット技術の開発状況などを紹介してきた 2。 
 本稿では、DARPA の任務・組織、研究開発制度、研究開発プロジェクト例などを紹介

する。 
 
1. DARPA の役割 

1958 年、米国政府は先進研究計画局(ARPA: Advanced Research Projects Agency)（現

DARPA）を設置した。これは旧ソ連が人工衛星スプートニク(Sputnik)の打ち上げに成功

したことに対抗するものであり、旧ソ連の成功は米国が宇宙開発の競争で旧ソ連に一歩遅

れをとったことを示していた。DARPA は設立以降、無人自動車、ステルス(stealth)3 機
能、全地球測位システム(GPS)、インターネットに関する技術の開発を支援してきた。 
 

DARPA は米国国防総省(DoD: the Department of Defense)の中で特別な役割を果たし、

特定の作戦任務とは関係のない「抜本的な技術革新(radical innovation)」を推進している。

軍隊は軍用技術の短期改善を目指すことが多いが、DARPA は軍隊が今直面するニーズに

対応するのではなく、軍司令官達の将来のニーズに対応するための長期的な基礎研究に取

り組んでいる（図 1 参照）。DARPA は通常の軍務(Military Service)が投資を行わない「高

リスク・高利得」のプロジェクトに重点を置いている。DARPA には国防総省の持つ科学 

技術予算の 25％が割り当てら

れている 4。この数値は、産業

界の一般的な慣行（製品改良の

研究開発費に 75％ 、新規構想

及び製品の開発費に 25%）と一

致している。 
 

図 1  
米国国防総省の科学技術研究

における DARPA の役割 

                                                 
1 DARPA: Defense Advanced Research Projects Agency 
2 後出の参考資料 2、3 参照。 
3 電波の反射や赤外線の放射などを可能な限り少なくすることでレーダー等のセンサー類から探知されるのを

困難にする技術の総称。 
4 DARPA の年間予算は約 30 億ドル。別稿で紹介する国立衛生研究所(NIH)の約 10 分の 1 である。 

(出典：資料１) 
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2. DARPA の組織 
DARPA は柔軟性のある自由度の高い組織であり、間接費を低く抑えながら革新的技術

や起業的取組を促進している。この方針は一貫しており、DARPA は内部で研究活動を行

う研究室を保有せず、職員であるプログラムマネージャーの任期も 4～6 年である。また、

失敗する可能性が高い構想の推進にも前向きである。DARPA は技術マネージャー約 20 人、

プログラムマネージャー約 140 人の、フラットな組織(flat organization)5 である。 
 
DARPA は長官室の下に 6 つのテクニカルオフィス(研究室)を持っている（図 2 参照）。 
・ 戦術研究室(Tactical Technology Office: TTO) 
・ 情報活用研究室(Information Exploitation Office: IXO) 
・ 戦略技術研究室(Strategic Technology Office: STO) 
・ 防衛科学研究室(Defense Sciences Office: DSO)  
・ 情報処理技術研究室(Information Processing Technology Office: IPTO)  
・ マイクロシステム技術研究室(Microsystems Technology Office: MTO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 2 
 DARPA の組織 

 
 

DARPA は国防総省、軍隊、情報機関の各部署から多くの特定任務を受けている。民間

の科学コミュニティと連携して有用な技術を発見し、政府機関と連携して有効な解決策の

ない問題を明らかにするのは、プログラムマネージャー達である。プログラムマネージャ

ーは、プログラムの構想に関する情報や知識を、国防総省の諮問グループ、産業界や学界

からの提案（多くの場合 BAA6 に応じて）、小規模なパイロット研究、及び国際的技術調

査などを通じて得ている。2 万 5 千ドル以上のプロジェクトの BAA は、連邦政府ビジネ

ス機会のウェブサイト上 7 で公開されている。 

                                                 
5 階層の少ない、或いは階層のない組織のこと。逆はピラミッド組織。 
6 broad agency announcement: 新技術開発を目的に広く提案を求める制度。 
7 http://fedbizopps.gov/ 

(出典：資料１) 
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3. DARPA の研究資金提供制度 
DARPA のプログラム設立及び研究資金の提供の方法は下記の 4 通りである。 

 
(1)調達契約(Procurement contract) 

DARPA は、提案書募集や BAA に応じた提案を受けて、新しい技術を獲得する

ために民間企業と契約を結ぶ。調達契約は、現在進行中の研究の場合はコスト返済

ベースで、完成技術を入手する場合は定額ベースで締結することができる。 
 
(2)研究助成(Grant：グラント) 

  DARPA は BAA に応じた提案を受けて、期限付き研究プロジェクトに（通常）

一定額の助成を行う。この助成は一般的に学術機関に対して行われる。例外として、

商業化初期段階の技術に対して行われる中小企業技術革新研究(SBIR: Small 
Business Innovative Research)の助成と、商業化可能な技術の学術研究機関から中

小企業への移転などに対して行われる中小企業技術移転(STTR: Small Business 
Technology Transfer)の助成がある。 

 
(3)その他の取引(Other transactions) 
   米国議会は 1993 年にこの特別な区分を増設し、研究や、商品化のための試作品

の作成に対して、DARPA がより柔軟にコスト分担の協定を行えるようにした。試

作品の開発を目指す場合の協定は「845」となる。（この呼称は、このような取引

についての認可を規定した国防認可法令 (P.L. 103-160) 第 845 節 8 からきてい

る。）この区分によって、個別に交渉可能になったため、知的財産所有権の問題へ

の懸念を持つ研究コンソーシアムや軍事産業などが参加するようになった。コスト

分担の協定を個々に行えるようになったため、DARPAは画期的な研究開発に対し、

その成果に基づく資金提供や、他の政府機関との共同助成の下で資金提供が行える

ようになった。この区分が増設されたことによって、これまで DARPA との連携に

消極的だった企業（や機関）との連携や研究開発の契約が促進された。 
 
 (4)賞金(Prizes) 

2003 年、議会は、技術アカデミー(National Academy of Engineering)の報告書

の提言に従って、軍事使用の可能性がある研究、技術開発、及び試作品開発におけ

る優れた功績に対して、DARPA が 大 1,000 万ドルの賞金を授与できることを認

めた。この考えは民間の「アンサリ X 賞(the Ansari X Prize)9」を参考としたもの

であった。この賞は 2004 年に民間による有人飛行で初めて宇宙空間に到達した「ス

ペースシップワン(SpaceShipOne)」の開発を行ったスケールド・コンポジッツ社

                                                 
8 Section 845 of the National Defense Authorization Act for Fiscal Year 1994 
9 Ansari X Prize（アンサリ・エックスプライズ）は、民間のエックスプライズ財団によって運営され、民間

による 初の有人弾道宇宙飛行を競うコンテストの名称。2004 年にアメリカで開催され、規定の条件をクリ

アしたチームに賞金 1,000 万ドル（約 11 億円）が与えられた。 
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に与えられた。この構想は、2004 年に初の民間宇宙船「スペースシップワン

(SpaceShipOne)」の開発を行ったスケールド・コンポジッツ社が「アンサリ X 賞

(the Ansari X Prize)」を獲得したことを基に生まれた。 
 
概して、DARPA が研究資金を提供する目的は、商業化の可能性がある任務を支援する

技術の開発を行うことである。軍用技術を商業化する協定を結ぶことによって、多くの場

合、コスト削減や開発促進などの便益が軍にもたらされる。 
 
4. DARPA の研究開発プロジェクト例 
 以下では幾つかの DARPA のプロジェクトを紹介する。 
 
(1) ナノソーラー社・柔軟な薄膜太陽電池パネル 

DARPA の SBIR（前述）の助成金受領者のうち、著名なのはナノソーラー社である。

同社は 2007 年、従来の電力源に価格競争力がある、柔軟な薄膜太陽電池パネルを量産

できる生産手法を用い、かなり低費用なリール・トゥ・リール式の太陽電池パネルの商

業生産を始めた。SBIR の助成は複数のフェーズで行われる。フェーズ I の助成額は

大 10 万ドル（6 ヵ月間）である。もしプログラムがフェーズ I で十分な成功を収めれば、

フェーズ II に 大 75 万ドル（2 年間で分割）の助成金が DARPA から授与される可能

性がある。 
 
(2) 無人航空機「グローバルホーク」 

第 845 節の試作品に関する協定の下で、テレダイン・ライアン航空は、レイセオン・

システムズ社、アリソン・エンジン社、ボーイング社及び L3 コミュニケーション社の

技術を採り入れ、無人航空機(UAV: Unmanned Aerial Vehicle)「グローバルホーク

(Global Hawk)」の開発で大きな成功を収めた（図 3 参照）。開発と試作の成功後、グロ

ーバルホーク・プログラムの運営は 1998 年 10 月 1 日に DARPA から空軍に引き継がれ

た。グローバルホーク・プログラムは完全とは言えない面もあったが、米軍の総合シン

クタンクであるランド研究所は、「従来の調達方法よりも低コストで短期間という新し

い運用の考え方を実例によ

ってはっきり示しており、

革新的な調達戦略である」

と賞賛している。 
 

注）左下がクローバルホーク 

 
図 3 
DARPA の無人航空機・無

人車両 

(出典：資料 1) 
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(3) 自律型無人自動車レース「グランド・チャレンジ」「アーバン・チャレンジ」 
「DARPA グランド・チャレンジ(DARPA Grand Challenge)」は決められたコースを

走行する能力をもつ自律型無人陸上走行車の競技レースである。参加チームは、大学の

情報工学やロボット工学の研究学科、企業、及び、大学と企業の合同チームなどであっ

た。2004 年はオフロード（砂漠）のコースを完走した車はなかったが、様々なロボット

工学と人工知能の開発に弾みがついた点で成功を収めた。翌年の 2005 年には 4 チーム

がレースを完走し、スタンフォード・レーシングチーム（スタンフォード大学）が一位

となった（図 4 参照）。スタンフォードチームは、先進陸上走行車の開発に資金提供を

行っている DARPA の陸上戦技術(Land Warfare Technology)プログラムから、200 万ド

ルの賞金を獲得した。 
引き続き、2007 年 11 月に市街地（オフロードと反対の環境）で走行できる無人車両

を目標とした「アーバン・チャレンジ(Urban Challenge)」が開催され、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 10。 
 
 
 
 
図 4 
2005 年の DARPA グランド・チャレンジに優勝

したスタンフォード大学チームの車両 
 
 

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

参考資料 
(DARPA) 

1. “DARPA 50years :Bridging the Gap ,Powerd by Ideas” DARPA,2007 
http://www.darpa.mil/body/pdf/DARPA2007StrategicPlanfinalMarch14.pdf 

(NEDO 海外レポート記事) 
2.「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」 
http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1012/1012-05.pdf 

3.「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」 
http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1012/1012-02.pdf 

 

                                                 
10 DARPA アーバン・チャレンジのより詳細については、参考資料 2 参照。 

(出典：資料 1) 
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【特集：海外の研究開発制度】大型プロジェクト 
 

炭素隔離式の石炭火力プロジェクト FutureGen の 新状況(米国) 
―プロジェクト予算の大幅増加のため DOE が見直しを発表― 

 
1. 米国 DOE の炭素回収・貯留技術プログラム 
 
米国エネルギー省(DOE)は、将来の炭素回収・貯留(carbon capture and sequestration：

CCS)に も適した技術を見つけるために幾つかの開発プログラムを実施している 1。CCS
で利用できる技術としてもっとも有望な開発分野は以下の二つである。 

・発電施設などの大規模二酸化炭素(CO2)排出設備からの純度の高い CO2の回収。 
・回収された CO2の、深部塩水層（広範囲に広がっており非常に大きな貯留容量があ

る）あるいは廃油田や廃ガス田（CO2を注入することで石油やガスの増産による経

済的利益があがる可能性もある）への隔離。 
 
このような開発プログラムの中で も規模が大きく、 も野心的な取り組みが

FutureGen プロジェクト 2である（図 1 参照）。 

図 1  FutureGen プロジェクトの設備構成 (出典：FutureGen 産業同盟資料) 
                                                 
1 DOE の取り組みの概要は以下の Web サイトに掲載されている。 

http://fossil.energy.gov/programs/sequestration/index.html 
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2. FutureGen プロジェクトの内容と参加者 
 

15億ドル規模の大型プロジェクトであるFutureGenプロジェクトでは、硫黄酸化物(SOx)、
窒素酸化物(NOx)および CO2を一切排出しない石炭火力発電所のプロトタイプ（試作品）設

備の建設を目指している。2007 年 11 月のプロジェクト 新資料によれば、同プロジェクト

では 275MW 規模のプロトタイプ発電所が設計・建設され、運転されることになるという。

FutureGen の特徴は、石炭ガス化、発電、排ガス抑制、CO2 回収・貯留、水素生産の各技

術が統合されたものだという点にある。プロジェクトの技術的な概要は図 1（前出）に示す

通りである。FutureGen の設備は、さまざまな種類の石炭をガス化してテストすると同時

に、回収した CO2 を地下深部貯留層（例えば深部塩水層など）に注入することができるも

のとなる。発電所の大きさは、科学的、技術的、および商業的なデータ収集の必要性にあわ

せて決定された。たとえば、ガス化プラントと地下深部貯留層を統合的に運転するための条

件として、CO2を年に 100 万～200 万トン生産できる設備である必要がある。プロジェクト

の出資者らは、1012 年初めからこの発電所を稼働させたいとしている。 
 
FutureGen プロジェクトの第一段階を実施するにあたり、DOE は非営利団体である

FutureGen産業同盟(FutureGen Industry Alliance)3と協力協定(cooperative agreement)
を結んだ。この団体は、民間の石炭会社や電気事業者、また州の政府機関や国際組織など

により構成されている。これらの加盟企業・組織により、FutureGen の費用のうち約 4
億ドルが負担されるほか、それぞれの持つ技術的な専門知識がプロジェクトに提供される

予定である。現在、同団体に加盟している企業は次の 13 社である 4。 
• アメリカン・エレクトリック・パワー社(AEP)（米国） 
• サザン社（米国） 
• コンソール・エナジー社（米国） 
• リオ・ティント・エナジー・アメリカ(RTEA) （米国） 
• ピーボディ・エナジー社（米国） 
• E.ON U.S.社（米国） 
• PPL 社（米国） 
• BHP ビリトン社（オーストラリア） 
• ファウンデーション・コール社（米国） 
• 中国 Huaneng グループ 
• アングロ・アメリカン社（英国） 
• エクストラータ・コール社（オーストラリア） 
• ルミナント社（米国）  

  

                                                                                                                                                 
2 http://www.fossil.energy.gov/programs/powersystems/futuregen/index.html 
3 http://www.futuregenalliance.org/ 
4 各社の概要は右記を参照。http://www.futuregenalliance.org/alliance/members.stm 
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FutureGen 産業同盟は、国内外の石炭・電気事業関連企業に対して参加の呼びかけを続

けている。FutureGen 産業同盟によれば、インド政府と韓国政府は FutureGen プロジェ

クトに参加することで合意し、枠組み協定を締結したという。中国、日本、オーストラリ

アもまた、同プロジェクトに参加する意思を表明している。その他、同プロジェクトに関

心を示している国々との間で、現在、話し合いが行われている。 
 
3. 建設地の選定と現在の活動状況 
 
プロジェクトの活動は 2005 年後半に開始された。現在進められている主な取り組みに

は次のようなものがある。 
 

• FutureGen 産業同盟が選んだイリノイ州の建設地に対する DOE の同意を得る取り

組み 
• DOE による環境影響評価の完遂 
• 技術設計作業の実施 

 
2007 年 11 月、DOE は FutureGen プロジェクトに対し、4 ヵ所のプラント建設候補地

（イリノイ州マトゥーン、イリノイ州タスコーラ、テキサス州ブラゾス(Heart of Brazos)、
テキサス州オデッサ）を評価する 終的な環境影響表明書(EIS)を発行した。この 終 EIS
の中で、DOE は 4 つの候補地のすべてが建設サイトとして許容範囲にあると判断してい

る。DOE が次にすべきことは、決定記録(Record of Decision)を発行して調査結果を正式

に公表することである。その後、この決定記録の内容に従い、FurtureGen 産業同盟は環

境緩和策を実施していくことになる。 
 
 2007 年 12 月、FurtureGen 産業同盟はイリノイ州マトゥーンに発電所を建設すること

を発表した。しかしこの選択は、DOE の決定記録の発行によって影響を受ける可能性が

ある。DOE はこの段階では、建設費用が増加するという理由でマトゥーンへの発電所建

設に同意していない。2008 年 1 月 18 日、FutureGen 産業同盟のマイケル・マッド 高

責任者(CEO)はDOEの決定に対する自身の意見を論じた 5。主な論点は次のとおりである。 
 

• FutureGen プロジェクト費用の見積もりは 15 億ドルと公表されているが、実際に

は 18 億ドルに増えることが推定されている（これらの見積もりにはプロジェクト

による収益の還元分も考慮されている）。計画当初の見積もりは 10億ドルであった。 
• 一方マッド CEO の考えでは、鋼鉄、コンクリート、労働力などの値上がりが続い

ていることから、出費を抑える も効果的な方法は、プロジェクトを予定された日

                                                 
5 このインタビューの映像とテキストはそれぞれ以下の Web サイトで閲覧可能である。 

（映像）http://www.futuregenalliance.org/news/mmudd_interview.stm 
（テキスト）http://www.eenews.net/tv/transcript/722 
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程通りに進めることだという。 
• マッド CEO はまた、産業同盟が DOE の同意を待たずに建設を急ぎすぎていると

いう DOE の懸念に対しても意見を述べた。ここでもまた日程の遅れが費用の増加

につながることを強調し、FutureGen プロジェクトはできる限り迅速に進めなけれ

ばならないという意思を表した。 
 
マッド CEO がこの発言を行った時点では、FutureGen 産業同盟は、建設地の問題に関

する DOE の対応を待っている状況にあった。発電所の設計や予算作成は、建設地の選定

および EIS の作業と並行して既に進められている。FutureGen の運転を予定通り 2012 年

から開始するためには、2009 年の夏までに発電所の建設を開始する必要がある。 
 
4. DOE による大幅な見直しの発表 
 

2008 年 1 月 30 日に DOE は、FutureGen プロジェクトの大幅な見直しを発表した。見

直しの主な内容は以下の点である。 
・ DOE は、発電所自体の建設費用ではなく、発電所の炭素回収・貯留(CCS)関連経費

のみを負担する。 
・ 1 ヵ所ではなく複数の石炭ガス化複合発電(Integrated Gasification Combined 

Cycle：IGCC)への CCS 技術の導入を進める。 
・ 当初の計画に含まれていた水素生産は対象から除外する。 
・ FutureGen同盟が 2007年 12月に建設予定地として発表したイリノイ州のマトゥー

ンは新計画の IGCC 発電所の建設候補地とする。 
 
以下では DOE の発表資料の全文を紹介する。 

 
○FutureGen プロジェクトの方向転換を DOE が発表 

―2008 年 1 月 30 日付け DOE プレスリリース資料（全文）― 
• クリーン・コール・テクノロジーに対する投資の続行を確認。 
• 石炭研究・開発・導入に対する 2009 年度の予算要求は 6 億 4,800 万ドル。過去 25

年以上でもっとも大きな数字に。  
 

1 月 30 日、米国エネルギー省(DOE)のサミュエル・W・ボッドマン長官が FutureGen
プロジェクトの方針を変更することを発表した。新しい戦略では、商業規模で石炭ガス

化複合発電(Integrated Gasification Combined Cycle：IGCC)を行う複数のクリーン・

コール発電所に対して、 新の炭素回収・貯留(CCS)技術の導入が進められるという。

DOE はこの戦略の下で、2015 年までに操業可能となる複数の IGCC 発電所に CCS 技

術を据え付ける費用を負担することになる。今回の変更は IGCC、CCS の両分野で過去

5 年間に達成された技術的進歩に対応したものであり、2003 年当初の計画と比べて 2 倍
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以上の量の二酸化炭素が隔離できるようになることが期待される。クリーン・コール・

テクノロジーは、ブッシュ政権の構想する、よりクリーンでより安全なエネルギーのた

めの主要技術である。今回の変更でコスト効率が向上したことにより、IGCC と CCS
を利用したクリーン・コール・テクノロジーの幅広い商業的利用の実現が早まるだろう。 
 
 ボッドマン長官はまた、DOE 化石燃料局の石炭技術研究・開発・実証プログラムに

対する 2009 年度の予算として、ブッシュ大統領が 6 億 4,800 万ドルを要求する予定で

あることを発表した。うち 4 億 700 万ドルは、より効率的なガス化技術やタービン技術

の開発、既存の石炭発電所における技術革新、大規模な CCS 注入テストといった石炭

関連研究に割り当てられ、残りの 2 億 4,100 万ドルが、コスト効果の高い石炭火力発電

所での CCS 技術の実証に割り当てられる予定である。この 2 億 4,100 万ドルのうち、1
億 5,600 万ドルは新方針の FutureGen に、8,500 万ドルは DOE のクリーン・コール発

電イニシアティブに計上される。6 億 4,800 万ドルという予算要求額は、2008 年度の予

算を 1 億 2,900 万ドル上回るものであり、過去 25 年以上におよぶ DOE 石炭プログラム

に対する予算要求の中で も高い金額である。 
 
「FutureGen の方針が変更されたことにより、同プロジェクトへの投資は米国民にと

って更に有意義なものとなる。過去 5 年間の技術の進歩に伴い、CCS 技術を利用した商

業用発電所の実証が望まれてきた。これらの発電所が稼働すれば、世界一クリーンな石

炭火力発電が可能になる。各施設では年に 100 万トン以上の二酸化炭素が隔離される。

これらの発電所は、急増するエネルギー需要に対する一助となるだろう。」ボッドマン

長官はこのように言う。「石炭は我が国で も豊富なエネルギー源であり、全米の家庭

で消費される電力の半分以上が石炭に依存している。クリーンで信頼性と実現性のある

エネルギーの未来を確かなものとするために、DOE は過去 25 年以上の中で 高額の予

算を要求し、炭素回収・貯留などの先進技術の実証に取り組む。これらの取り組みによ

り、完成度の高い技術が実現され、迅速な全国的展開が可能になるだろう。」 
 
DOE は同日、エネルギー産業に対して、FutureGen で必要とされるクリーン・コー

ル施設の建設費用および実現性に関する情報要求(Request for Information：RFI)を発

表した。この RFI への回答の期限は 2008 年 3 月 3 日までである。DOE は、産業側の

回答を検討したのち、資金調達告示(Funding Opportunity Announcement：FOA)を発

表して公募を開始する予定である。この FOA は、IGCC（またはその他のクリーンコー

ル技術）を利用した 300MW 以上の商業用発電所に対して、連邦政府が費用を負担して

CCS 技術を導入するというものであり、CCS 技術を短期間で加速度的に展開すること

がその目的である。産業側から得られた RFI への回答は、FOA で実施する実証の数を

決定するために役立てられる。 
 
 この新しいアプローチにより、DOE は民間部門の革新技術を 大限に生かし、連邦
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政府の寄与を限定的なものに抑えることができるようになる。またブッシュ政権は、ク

リーン・コール・テクノロジーの利用を増やして、増加し続けるエネルギー需要の充足

と温室効果ガスの排出量の削減に役立てることを目指しているが、これらの目標もまた、

FutureGen の新アプローチにより後押しされることになる。新しいアプローチでは、

DOE は、発電所自体の建設費用ではなく、発電所の CCS 関連経費のみを負担する。こ

れは、費用全体のうちの 74%を連邦政府が出資することになっていた 2003 年の計画と

対照的である。今回このように方針が変更されたことにより、これらの発電所が操業可

能になり次第、2015 年から 2016 年の間に商業運転を開始できることになる。 
 
 2003 年に発表された FutureGen の構想では、商業用よりも小さな規模で石炭から水

素と電力を併産する CO2排出ほぼゼロの 275MW の発電所が、技術開発の実験設備とし

て一ヵ所建設される計画であった。2003 年以降に技術が進歩を遂げたことにより、今回

の変更が決定された。新しい計画では、商業的な利用が十分に可能なレベルで、電力生

産と温室効果ガス隔離を行うことができるようになる。この計画では二酸化炭素(CO2)
の隔離に照準が定められており、2003 年の計画に含まれていた水素生産は対象から除外

されている。ただし、DOE のその他のエネルギー・イニシアティブにおいては、水素

の生産は依然として重要な位置を占めている。また、国際社会との関わりも、CCS 技術

を全世界的な規模で発展させるという DOE の取り組みの中で不可欠な部分として残さ

れている。 
 
 2007年11月に発行された環境影響評価の中で取り上げられた4ヵ所の建設候補地（イ

リノイ州の 2 ヵ所とテキサス州の 2 ヵ所）は、新計画の IGCC 発電所の建設候補地とな

る。この中には、FutureGen 同盟が 2007 年 12 月に旧計画の建設予定地として発表し

たイリノイ州のマトゥーンも含まれる。各地域の調査・評価データは、今後、新計画で

環境分析を行う際に利用される可能性がある。CCS 技術の商業利用のための実証は複数

のサイトで実施される可能性があり、DOE は応募企業に対してこれら 4 地域を候補地

として検討に含めるよう推奨する。また、新計画の公募では、FutureGen 同盟に加盟し

ている 13 社の企業も、その他の企業と競うことになる可能性がある。 
 
今回の変更の基礎となったのは、政府が 2001 年以降にクリーン・コール研究に出資

してきた 25 億ドルである。この資金の下で小規模炭素隔離プロジェクトや IGCC の研

究などが実施され、クリーン・コール・テクノロジーの可能性に対する理解の向上が進

んだ。新しい計画はまた、昨年マサチューセッツ工科大学の発表した報告書「石炭の未

来(The Future of Coal)」で示された主な提案と一致している。この報告書では、「CCS
を利用した石炭発電の商業的な実現性を実証することが FutureGen プロジェクトの主

な目的である」としている。政府のクリーン・コール発電イニシアティブや、クリーン・

コール発電に対する税金の優遇措置、借入保証などもまた、先進的なクリーン・コール・

テクノロジーによってエネルギー需要を満たす可能性を実証するという DOE の取り組
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みの一環であるといえる。 
 

（出典） 
1.～3.：SRI Consulting Business Intelligence Explorer Program 
4.： DOE Announces Restructured FutureGen Approach to Demonstrate CCS 

Technology at Multiple Clean Coal Plants 
  http://www.energy.gov/news/5912.htm 

翻訳：桑原 未知子、編集：NEDO 情報・システム部 
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【特集：欧米の研究開発制度】研究開発政策 社会経済政策 
 

成長と雇用のためのリスボン戦略(EU) 
－ 3 年間の成果と今後の取り組み － 

 
 FP7（第 7 次欧州研究開発フレームワーク計画）1を始めとして、欧州連合（EU）の研

究開発レポート、政策レポート、ニュースなどを見ると、リスボン戦略、経済成長、雇用

拡大という言葉に出会うことが多い。この度、海外レポート「海外の研究開発制度」特集

を組むにあたり、 近のリスボン戦略の動きについての記事を取り上げることとしたのは、

この戦略が研究開発から社会経済までのあらゆる分野に跨る、ここ 10 年間の EU の活動

の根幹にある基本的な考え方だからである。 
 戦略の性格上、内容は広範囲にわたるが、研究開発関連に限定せず紹介することとした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
はじめに 
 

成長と雇用のためのリスボン戦略（以下、リスボン戦略）は、2000 年 3 月の欧州理事

会（開催地：ポルトガル・リスボン）で採択された EU の経済・社会政策に関する包括的

な 10 ヵ年の戦略である。この戦略が立てられた背景として、急速に進むグローバル化と

                                                 
1 欧州研究開発フレームワーク計画は、EU における科学分野の研究開発の枠組みである。その第 7 次計画が、

「FP7：the Seventh Framework Programme for Research and Technological Development」である。期

間は、2007～2013 年。総予算額：532 億ユーロ。詳細については、NEDO 海外レポート 997 号の下記記事

等を参照。 
http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/997/997-01.pdf 

  
              目次 
 
    はじめに 
 
    1. 概要 
    2. 過去 3 年間の主要な成果 
    3. 様々な課題 
    4. 次の実施期間（2008～2010 年）に向けた新行動計画 
    5. 対外的な側面 
    6. 国別の実施結果の評価と勧告 
      6.1 現在状態概観（代表例 6 ヵ国） 
      6.2 現在状態と勧告 
       6.2.1 フィンランド 
       6.2.2 スウェーデン 
       6.2.3 ポーランド 
       6.2.4 ブルガリア 
       6.2.5 ドイツ 
       6.2.6 フランス 
 
    おわりに 
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技術革新の中で、EU が取り残されることのないように、また EU 市民の生活を守り向上

させる事がある。 
リスボン戦略は、2010 年までに、知識を基礎に置いた、世界で も競争力と活力があ

る EU 経済圏の構築を目指したもので、①持続的な経済成長、②より多くのより良い雇用、

③社会的結束の強化、という 3 つの政策課題を掲げた。 
その後、2002 年のバルセロナ理事会で、知識を基礎に置いた経済圏に関し、その構築

に必要となる産業の高付加価値化・知識集約化のため、EU の研究開発投資額の目標を対

GDP 比率で設定する等の具体的目標を掲げた。 
2005 年 3 月の中間評価では、戦略の進捗の遅れを取り戻し、拡大 EU においても効果

的に戦略が機能するように、「優先分野の絞り込み、政策間の整合性の重視、EU 加盟各

国と欧州委員会の役割分担の明確化、実行プロセスの簡素化、政治的責任の明確化」など

の見直しが行われた。優先分野として、成長と雇用に、より明確な焦点が当てられ 2、経

済成長率の目標設定と 600 万の雇用創出の達成を打ち出し、戦略は再開された。 
このように、戦略は節目毎に見直しが行われて今日に至っているが、2010 年に向けた

EU 全体の主要な目標値をここで列挙すると、雇用率：70%、研究開発投資額目標：3%（対

GDP 比）、経済成長率：年率 3%の維持がある。なお、国別には、各国の状態に応じて、

目標値と達成年が個別に設定されている。 
 
戦略の年次進捗報告書は、欧州委員会から毎年末頃に発表される。昨年 2007 年 12 月

11 日に発表された報告書は、例年と異なり、戦略報告書（Strategic report on the renewed 
Lisbon strategy for growth and jobs）と名付けられている 3。この理由は、①リスボン戦

略では、実施サイクル 3 年という考え方をしており、2005～2007 年のサイクルが終了し、

2008～2010 年の新実施サイクルに向けた節目の年であること、②過去 3 年間の成果をま

とめて評価し、進捗状況や環境の変化を考慮し、次の 3 年間に向けた欧州共同体と各国の

新行動計画を設定していること等である。 
戦略報告書は二部構成であり、第一部は、新サイクル実施に向けての欧州委員会の提案

に関するものである。第二部は、加盟国（及びユーロ圏 4）の国別改革プログラムの進捗

評価、及びそれに対する勧告である。 
戦略報告書は、この後、欧州委員会から 2008 年春の欧州理事会に提出され、採択され

る運びとなる。 
 
本稿では、戦略報告書や関連文書の内容に基づき、リスボン戦略の過去 3 年間の成果と

今後の行動計画について紹介する。 

                                                 
2 この理由：EU によれば、成長それ自体は目標ではないが、欧州の繁栄を維持し増加させるためには必須で

ある。また、雇用が大切な理由は二つある。失業によって未だに多くの人々が挫折していることが一つ。二

つめは、より多くの人々が働くことが人口の高齢化に対処する方法である。人口の高齢化はより多くの年金

と医療費を必要とし、それらのコストは勤労者が負担しなければならない。 
3 英文で“renewed：改正された、新しい”という言葉が入るのは、2005 年に内容の見直しが行われたことを指す。 
4 統一通貨であるユーロを使用する 15 ヵ国（2008 年 1 月 1 日現在）。 
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1. 概要 
 
戦略報告書（以下レポート）は、下記の主要な結論を出している。 

「リスボン戦略は機能しているが、グローバル化された時代の中で、さらに EU は改革し

なければならない」。レポートはリスボン戦略が 近の EU の経済実績の改善に大きく貢

献しているとしている。構造改革もまた、成長の潜在的な可能性を押し上げ始めている。

しかし、国毎に改革の進捗度には、ばらつきも大きい。一方で改革疲れも過去 12 ヵ月間

で、明らかになってきている。欧州は、世界の金融の混乱と商品価格の上昇を乗り越える

ために、次の実施サイクル（2008～2010 年）で、さらなる経済改革を共同体及び国レベ

ルで推し進める必要がある。レポートは国際化を含むこうした挑戦に対処するために、新

しい政策イニシアティブを提示している。 
 
2. 過去 3 年間の主要な成果 
 

2006 年の EU27 ヵ国の経済成長率は 3.0%であった。2007 年も 2.9%を維持する見込み

である。また、ユーロ圏の GDP 成長率も 2005 年より 0.2%増加し、2007 年には 2.25%
になる見込みである。 
過去 2 年間に、約 650 万人の新規の雇用が生み出された。さらに 500 万人の雇用が 2009

年までに生み出される見込みである。失業率は 7%を下回る見込みであるが、これは 1980
年代半ば以来の も低い値である。この 10 年間で初めて、雇用の堅調な増加と生産性の

向上が両立した。 
EU27 ヵ国の財政赤字は、2005 年の GDP 比 2.5%から、2007 年には 1.1%と大幅に減

少する見込みである。一方、公債残高は、同じく GDP 比で、2005 年の 62.7%から 2007
年には 60%をわずかに下回るところまで減少した。 

現在、一部の加盟国を除いて、行政手続きの簡略化の効果で、事業を一週間以内に立ち

上げることが可能になった。 
約半数の加盟国が、フレクシキュリティアプローチ 5 に基づく政策を展開した（あるい

は展開しつつある）。フレクシキュリティアプローチは各国の事情に応じて調整することが

可能なものであり、EU 加盟各国共通の同意が得られている。 
すべての加盟国が研究開発投資額の目標を定めた。これらの目標がすべて達成されるなら

ば、EU は 2010 年に GDP 比 2.6%の研究開発投資額に到達するであろう。EU の目標 3%
（この内、民間部門は 2%）の達成はさらに先に伸びることにはなるが、大幅な改善である。 
                                                 
5  フレクシキュリティ(flexicurity)は、柔軟性（flexible）と安全性（security）を結びつけた造語であり、新

しい労働市場政策を表すものである。1990 年代からオランダやデンマークを中心に、EU 諸国でよく使用

されている概念である。その意味は、企業や役所等、労働者に対し雇用の機会を提供する組織は、社会の変

遷・景気動向・自組織の業績・方針変更等により、雇用調整をすることがあることを認める。しかしその場

合、政府は、安全網として十分な失業給付、再就職に向けての教育・トレーニング等を行い、再就職を促進

する施策を行うというものである。フレクシキュリティの 良の成功事例はデンマークであるとされる。同

国は労働者が同一組織で働く勤続年月は、他国と比較して短く、転職率が高い。しかし 終的な失業率は低

く、雇用不安はないと言われている。 
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3. 様々な課題 
 
しかし、前節の EU の研究開発費の対 GDP 比率は、実際には 近の経済成長率の上昇

に見合って増加しておらず、2006 年には前年の 1.9%から 1.85%に下がった。しかも加盟

各国の間には大きな差異がある。これが EU 目標である 3%の達成を遠ざけている。 
また、財政赤字と公債残高の問題は改善があったが、特にユーロ圏では、比較的堅調な

成長率が構造的赤字の削減に十分に生かされていない。 
行政的な負担を減らし、ビジネス環境を改善する余地は沢山ある。これが改善されれば、

特に中小企業（SME：small and medium sized enterprise）にとっては恩恵となる。ネ

ットワーク企業とサービスを競争に開放することも遅れている。 
また、労働市場は多数に分割されたままになっており、インサイダーは十分に保護され

る一方で、アウトサイダーは不安定である。教育システムは十分に機能しておらず、若い

人々に、彼ら自身や雇用主が必要とする能力を与えることができていない。労働者の流動

性は比較的低いままであり、労働年齢人口のわずか 2%が母国以外の国で働いているだけ

である。いくつかの国々では労働者は転職に際し、いまだに著しい障壁に直面している。

そこで欧州委員会は、15 の具体的な対策からなる「労働流動性行動計画」6を提案した。 
さらに、欧州は他の優れた経済圏と比較し、情報通信技術への投資、およびその技術を

生産性の向上に適用することに関して、未だに遅れをとっている。 
多数の加盟国は、京都議定書の履行に向けて順調に進捗していない。また、2007 年春の

欧州理事会で合意され、2008 年 1 月に欧州委員会が提案するエネルギー及び気候変動に

関する総合的政策において実施される意欲的な目標 7 を達成するためには、さらに大きな

努力が必要である。 
 
4. 次の実施期間（2008～2010 年）の新行動計画 
 
レポートは 4 つの重要な分野のそれぞれについて、新しい行動計画を設定している。 

行動計画は、欧州共同体の計画(CLP：Community Lisbon Program)、および加盟国の計

画（NRP：National Reform Program）から構成される。 
以下に、4 つの重点分野における行動計画を示す。 

 
 
 
欧州共同体の行動計画 
 
①欧州委員会は2008年中頃までに、改正社会政策を提案する。この政策は機会・アクセ

                                                 
6 IP/07/1879 
7 2020年までに、温室効果ガス排出量を少なくとも20%削減し、また再生可能エネルギーのシェアを20%まで

高める。 

★雇用と教育の問題を人間の生涯に亘る観点からとらえ、人に、もっと投資をする。

また、労働市場を現代化し、社会的一体性を向上させる。 
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スの均等、連帯の精神に基づき、欧州の新しい社会の現実を考慮し、特に青少年、教

育、移民、人口の高齢化対策を包含するものである。 
②欧州委員会は、将来必要になる職務能力を正しく予測し、能力ギャップから生じる雇

用のミスマッチに対処するための提案を行う。 
③欧州委員会は、2008年中に移民に関する共通政策を提案する。 
 
加盟各国の義務 
 
①2008年末までに、フレクシキュリティ実施方法を明確にする。 
②国と共同体の目標を踏まえ、質の良い保育所が手頃な値段で利用できるようにする。 
③青少年の早期学校中退を確実に減らし、基礎的な読解力を改善するための行動計画を

策定する。 
④国と地域のプログラムをエラスムスプログラム8に連携させ、交換学生を増やす。 
⑤2010 年までに、欧州の枠組みと足並みをそろえ、「国家資格認定」の枠組みを策定する。 
 

 
 
欧州共同体の行動計画 
 
①「欧州中小企業法」を採択する。この中で、起業から始まる中小企業の全てのライフ

サイクルに関わる総合政策により、成長可能性を引き出す。 
②EU の行政上の負荷（煩雑さ）を 2012 年までに 25%削減し、意欲的な「簡素化プロ

グラム」を実施する。 
③単一市場を強化し、サービス分野の競争を促進する。また、金融サービス市場の統合

をさらに進める。 
 
加盟国の義務 
 
①持続的で一貫した取り組みにより、サービス指令を2009年末までに実施する。 

  国の法令の審査と評価を2008年末までに終え、並行して電子的な手段の導入により、

国境を越えた行政の連携を実現する。 
②2008年春の欧州委員会までに、国の行政負荷削減目標を設定し公表する。 
③サービス指令およびより良い規制の実施により、行政の現代化に引き続き取り組む。 

 
 
 

                                                 
8  EU 加盟国間の学生交流（留学）を促進する計画で、大学間の協定締結から学生交流までが比較的容易に

行われる。 

★企業の潜在的な可能性を引き出す 

★知識の移動を実現する 
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欧州共同体の行動計画 
 
①特許制度の統一、相互に運用可能な基準の設定、ベンチャー・キャピタルへのアクセ

スを改善する。 
②欧州パスポートを利用して、研究者が国境を越えて自由に移動できるようにする。 
③EU と加盟国の研究開発資源を互いに出し合い、より有効に使う。 

具体的には、2008 年末までに共同研究の分野を定め、2010 年までにプロジェクトを

発足させる。 
④2009 年末までに、合意された 35 のプロジェクトのロードマップを作成し、新世代の

世界レベルの研究施設を立ち上げる。これらの地球規模のプロジェクトについての国

際的な対話を、2008 年中に実施する。 
⑤2009年5月までに電気通信の在り方を見直し、高速インターネットの競争を促進する。 
 
加盟国の義務 
 
①イノベーションの枠組みを改善する。 
②2010 年に向けた国の研究開発投資の目標を実現する方法、研究開発戦略が欧州研究 

領域 9の実現に貢献する方法を明らかにする。 
③ 研究者が、公共および民間の研究センター間を移動することに関する障壁を除去する。 
④2008年末までに、参画する新世代の世界レベル研究施設を特定し、国家戦略を作成する。 
⑤高速インターネットの普及率を、2010 年までに、EU 人口の 30%、学校は 100%とす

るための国家目標を定める。 
 

 
 
共同体の行動計画 
 
①法律を立案し、EU域内の電力、ガス市場を完成させ、気候変動パッケージを採用す

る。これにより、2020年までに、温室効果ガス排出量を少なくとも20%削減し、また

再生可能エネルギーのシェアを20%まで高めるための仕組みを作る。 
②持続可能な生産と消費、特に再生可能エネルギー、低炭素、資源効率的な製品、サー

ビス、技術に焦点を当てた産業政策をさらに推進する。 
③エネルギー税指令を再検討し、EUのエネルギー・環境の目標実現に沿ったものとする。 
④ビルディング指令のエネルギー効率に関する要求水準を引き上げる。 

 
                                                 
9  2000 年に、欧州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 ResearchArea）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あり、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 により、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。 

★欧州を、低炭素でエネルギー効率の良い経済へ変える。 
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加盟国の義務 
 
①課税、交付金など経済関連の法律を見直し、費用対効果の良い方法で確実に気候変動

への対策を実施する。 
②公的調達の契約時は、エネルギー効率が良いことを判断基準に加える。 
③政府の建物に対し、拘束力のあるエネルギー削減目標を定める。 
④エネルギー網の相互接続を進展させる。 

 
5. 対外的な側面 
 
レポートは、対外的な側面を強化し、市場の開放性と欧州の利益の正当な防衛を示して

いる。第三国との対話は、国際的な共通の利益（市場アクセス、規制の統一、人々の移動、

気候変動）に、より明確な焦点をあてて強化し整備する。将来、欧州委員会は、市場アク

セスに関する単一の年次報告書を発行し、顕著な障壁が残っている国々や分野を明らかに

する。問題解決のために、共同体のツール使用や WTO の場を考慮する。 
 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1018,  2008.3.5 

 31

6. 国別の実施結果の評価と勧告 
 
 この章では、レポート第二部の国別の評価について紹介する。 
資料として、欧州委員会の国別の評価・勧告・指摘、各国の現在の状態を示す数表とグラ

フがあるが、ここでは、国別の勧告・指摘、グラフの内容を主に説明する。 
表 1 に、各国の状態を表すのに使用されている様々な指標の定義を示す。 

 
表 1 各種指標の定義 

指標 説明 
一人当たりGDP（購買力基準表示） GDPは、生産されたあらゆる物品、サービスの

価値から、生産に使用された物品、サービスの
価値を引いた値である。「一人当たりGDP（購
買力基準表示）」は、各国の物価の差異を考慮
した購買力平価を使用してGDPを調整し、人口
で除したもの。 

就労者当たり労働生産性 就労者一人当たりのGDP（購買力基準表示）。

雇用率（全体、女性、男性） 15～64歳までの就労者が、同年齢の人口に占め
る割合。 

高齢者雇用率（全体、女性、男性） 55～64歳までの就労者が、同年齢の人口に占め
る割合。 

研究開発向け国内総支出 研究開発費をGDPに対する比率で表現。 
青少年の教育到達度（全体、女性、男性） 後期中等教育卒業以上の学歴を持つ青少年の

割合（20～24歳）。同年齢の人口に対する割合
で表す。 

設備投資 民間部門の総固定資本形成が GDP に占める割
合。 

物価水準 家計 終消費の相対物価水準（間接税を含む）。
個別の購買力平価と市場相場の比率で表現。 

貧困率（全体、女性、男性） 貧困リスク以下の人々の割合 
地域雇用率分散（全体、女性、男性） 15～64 歳の雇用率の地域間のばらつき。全地

域で雇用率が等しければ、0。ばらつきが大きけ
れば、大。ここで「15～64 歳の雇用率」とは、
この年齢の就労者と人口の比率。 

長期失業率（全体、女性、男性） 12 ヵ月以上失業している人（年齢は 15 歳以上）
が労働力人口に占める割合。 

温室効果ガス排出量 6 つの温室効果ガスの人為的な排出量。それぞ
れの温室効果を考慮。 

エネルギー強度 国内の総エネルギー消費量（石炭、電気、石油、
天然ガス、および再生可能エネルギー）と GDP
の比率。低ければ、効率的な経済。 

貨物輸送量（GDP 比） 国内貨物輸送量（道路、鉄道、および水上）。
単位はトン-km。 

                            (出典：参考資料⑦より編集) 
6.1 現在状態概観（代表例 6 ヵ国） 
 
 レポートでは、EU27 ヵ国（及びユーロ圏）の現在状態が掲載されている。これらは、

当然のことながら、国毎にそれぞれ異なるが、筆者の考えでは、3 つの典型的なパターン

（国）があり、他の国々は、これらの中間にあるように思われる。そこで、3 つのパター
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ン（6 ヵ国）を代表例として取り上げることとしたい。各パターンの特徴を下記に示す。 
 
   パターン 1：北欧（フィンランド、スウェーデン） 
         EU27 ヵ国の平均を上回る指標が多い国々である。特に研究開発向け

国内総支出は突出している。 
   パターン 2：東欧（ポーランド、ブルガリア） 
         研究開発向け国内総支出をはじめとして、EU27 ヵ国平均を下回る指

標が多い国々である。エネルギー強度が高く、省エネを通じた温室効

果ガス排出削減の可能性が豊富にあると思われる。 
   パターン 3：G8（ドイツ、フランス） 
         北欧と東欧の中間的な位置である。 
概略は、以上述べた通りであるが、表 2 に他の指標も含めて、その特徴を示す。 
 
表 2 加盟国の現状の特徴 

EU27 ヵ国平均より 備考 
地域 指標 上回

る 同等
下回
る  

一人当たり GDP ●    
就労者当たり労働生産性 ●    
雇用率（全体） ●    
研究開発向け国内総支出 ●    
青少年の教育到達度 ●    
物価水準   ● 高い 
貧困率（全体） ●   低い 

北欧 
・フィンランド 
・スウェーデン 

エネルギー強度 ● 
ﾌ 

●
ｽ   

一人当たり GDP   ●  
就労者当たり労働生産性   ●  
雇用率（全体）  ●   
研究開発向け国内総支出   ●  

青少年の教育到達度 ● 
ﾎﾟ 

●
ﾌﾞ

  

物価水準 ●   安い 

貧困率（全体） ● 
ﾌﾞ  ●

ﾎﾟ
 

東欧 
・ポーランド 
・ブルガリア 

エネルギー強度   ●  
一人当たり GDP ●    
就労者当たり労働生産性  ●   
雇用率（全体）  ●   
研究開発向け国内総支出 ●    
青少年の教育到達度  ●   
物価水準  ●   
貧困率（全体） ●    

G8 
ドイツ 
フランス 

エネルギー強度 ●    
注：EU27 ヵ国平均を上回る：平均よりも 10%以上、優れている 
  同等         ：平均から＋－10%の範囲 
  EU27 ヵ国平均を下回る：平均よりも 10%以上、劣る         (出典：参考資料⑥より作製) 
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 指標「研究開発向け国内総支出」に関して、これら 6 ヵ国の状況をさらに詳しく示した

ものが表 3 である。 
 
表 3 研究開発向け国内総支出実績値と国別目標値 

地域 国 2006 年 
研究開発向け国内総支出実績値% 

2010 年 
国別目標値% 

2010 年 
EU 目標値%

フィンランド 3.45 4.0 
北欧 

スウェーデン 3.82 4.0 
ポーランド 0.56 1.65 

東欧 
ブルガリア 0.48 － 
ドイツ 2.51 3.0 G8 
フランス 2.12 3.0 

3.0 

注：ポーランドの国別目標値は、2008 年目標である。 
(参考資料⑥より作製) 

 
6.2 現在状態と勧告 
 
 欧州委員会の勧告・指摘、各国の現在状態を表すグラフを掲げる。 

勧告 ：重要で緊急性が必要な優先事項に関するものである。 
指摘 ：勧告ほどの優先度はないが、特別な取り組みが必要な分野である。 
グラフ：EU27 ヵ国の平均値を 100（%）として、その国の現状を表したものである。 

      上半分のグラフでは、一人当たり GDP や労働生産性など、100 よりも大き

いほうが望ましいと考えられる指標である。下半分のグラフは、貧困率や失

業率など 100 よりも小さいほうが望ましいと考えられる指標である。 
 
 上記の勧告・指摘であるが、課題が実現されれば、次年度の報告書からは削除される。

新たな課題が発生すれば、追加される。勧告から指摘へ移動したり、逆に指摘から勧告に

移動することもある。 
 
なお、欧州委員会は、 

・勧告の数と全体的な進捗レベル、評価の高低の間には直接の関係は無い 
   ・国別の比較をしたり、優劣を付けたりするものでは無い 
としている。 
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6.2.1 フィンランド 
 
表 4 フィンランドへの勧告・指摘             (出典：参考資料④より編集) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 1 フィンランドの現状              (出典：参考資料⑥より編集) 
 

区分 内容 
勧告 無 

指摘 

・サービス分野の競争と生産性を改善する。 
・物価を引き下げる。 
・京都議定書の目標を達成する。 
・高い構造的失業問題（特に未熟練労働者、若者）に取り組む。 
・経済移民の貢献に配慮する。 

貨物輸送量(GDP 比) 
エネルギー強度 
温室効果ガス排出量 

長期失業率    (全体)

地域雇用率分散  (全体)

貧困率      (全体)
物価水準 

設備投資 

青少年の教育到達度(全体)
研究開発向け国内総支出

高齢者雇用率    (全体)

雇用率      (全体)
就労者当たり労働生産性

一人当たり GDP 

(女性)
(男性)

          (女性)
          (男性)

         (女性)
         (男性)

(女性)
(男性)

(女性)
(男性)

(女性)
    (男性)

EU27 ヵ国平均=100(%)

EU27 ヵ国平均=100(%)

■2000 年  ■2005 年  ■2006 年 ■EU 目標値 2010 年までに雇用率 70%、研究開発向け支出 3% 
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6.2.2 スウェーデン 
 
表 5 スウェーデンへの勧告・指摘             (出典：参考資料④より編集) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 2 スウェーデンの現状              (出典：参考資料⑥より編集) 
 
 

区分 内容 
勧告 無 

指摘 

・サービス分野の競争を促進する。 
・労働意欲の向上。 
・若者の失業への取り組み。 
・移民の雇用率の向上。 

貨物輸送量(GDP 比) 
エネルギー強度 
温室効果ガス排出量 

長期失業率    (全体)

地域雇用率分散  (全体)

貧困率      (全体)
物価水準 

設備投資 

青少年の教育到達度(全体)
研究開発向け国内総支出

高齢者雇用率    (全体)

雇用率      (全体)
就労者当たり労働生産性

一人当たり GDP 

(女性)
(男性)

          (女性)
          (男性)

         (女性)
         (男性)

(女性)
(男性)

(女性)
(男性)

(女性)
(男性)

EU27 ヵ国平均=100(%)

EU27 ヵ国平均=100(%)

■2000 年  ■2005 年  ■2006 年 ■EU 目標値 2010 年までに雇用率 70%、研究開発向け支出 3% 
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6.2.3 ポーランド 
表 6 ポーランドへの勧告・指摘              (出典：参考資料④より編集) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 3 ポーランドの現状               (出典：参考資料⑥より編集) 

区分 内容 

勧告 

①財政再建に努め、歳出を抑制し、財政赤字を許容限度以下にする。 
②規制当局の役割を見直し、ネットワーク産業の自由競争を促進する。また、引き続き、

エネルギー市場の自由化を積極的に進める。 
③公的研究分野の改革を実施し、研究開発とイノベーションの底上げを図る。また民間

分野の研究開発の枠組みを実施し、外国からの直接投資のメリットを 大化する。 
④総合的なフレクシキュリティアプローチを進展させる。 

報酬体系を見直し、労働意欲を改善する。生涯学習戦略の導入、教育・訓練システム
の現代化により、労働市場のニーズを満たす。 

指摘 

・輸送インフラの改善、ビジネスの登録プロセスのスピードアップ。 
・e-ガバメントプログラムのタイムリーな実施。 
・域内市場法規の入れ替えを推進。 
・保育施設の供給を増大。 

貨物輸送量(GDP 比) 
エネルギー強度 
温室効果ガス排出量 

長期失業率    (全体)

地域雇用率分散  (全体)

貧困率      (全体)
物価水準 

設備投資 

青少年の教育到達度(全体)
研究開発向け国内総支出

高齢者雇用率    (全体)

雇用率      (全体)
就労者当たり労働生産性

一人当たり GDP 

(女性)
(男性)

          (女性)
          (男性)

         (女性)
         (男性)

(女性)
(男 

(女性)
(男性)

(女性)
(男性)

EU27 ヵ国平均=100(%)

EU27 ヵ国平均=100(%)

■2000 年  ■2005 年  ■2006 年 ■EU 目標値 2010 年までに雇用率 70%、研究開発向け支出 3% 
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6.2.4 ブルガリア 
 
表 7 ブルガリアへの勧告・指摘              (出典：参考資料④より編集) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 4 ブルガリアの現状                 (出典：参考資料⑥より編集) 

区分 内容 

勧告 

①緊急に、行政当局、司法当局をはじめとする政府の主要機関の能力を強化する。 
②財政緊縮政策により、増加する赤字、インフレ圧力を抑制する。公共支出の質を高め

る。賃金の適正化を推進し、賃金の上昇が生産性の向上に見合うものとする。 
③官僚的形式主義を排し手続きを短縮し、ビジネス環境を改善する（特に中小企業

“SME”、企業の立ち上げ）。これは、腐敗に対する戦いを支援することにも役立つ。
④労働市場政策を、より効率的で有効なものとし、労働力供給の質を高め、雇用率を高

める。さらに教育システムを改革し、労働市場のニーズにマッチするレベルまで能力
を高める。青少年の中途退学を減らす。 

指摘 
・国家財政の長期持続可能性を確保。 
・ネットワーク産業の競争を促進。 
・公的研究開発システムの改善、生涯学習戦略の完成。 

貨物輸送量(GDP 比) 
エネルギー強度 
温室効果ガス排出量 

長期失業率    (全体)

地域雇用率分散  (全体)

貧困率      (全体)
物価水準 

設備投資 

青少年の教育到達度(全体)
研究開発向け国内総支出

高齢者雇用率   (全体)

雇用率      (全体)
就労者当たり労働生産性

一人当たり GDP 

(女性)
(男性)

         (女性)
          (男性)

         (女性)
         (男性)

(女性)
(男性)

(女性)
(男性)

(女性)
(男性)

EU27 ヵ国平均=100(%)

EU27 ヵ国平均=100(%)

■2000 年  ■2005 年  ■2006 年 ■EU 目標値 2010 年までに雇用率 70%、研究開発向け支出 3% 
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6.2.5 ドイツ 
表 8 ドイツへの勧告・指摘                (出典：参考資料④より編集) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 5 ドイツの現状                   (出典：参考資料⑥より編集) 

                                                 
10 需要と供給の間で労働者の能力、地域にミスマッチがあるために起こる失業のこと。 
たとえば、「IT 技術者に対する求人はたくさんあるのだが、失業者の中にはこの能力を備えた人がいないた

めに失業状態が続く」といった状況である。 

区分 内容 

勧告 

①取引と職業の規制を緩和し、サービス分野の競争の枠組みを改善する。公的調達の手
続きを改善する。 

②国別改革計画で設定した方針に従い、構造的失業 10に立ち向かう。再教育や資格付与
を含むフレクシキュリティアプローチにより、未熟練者を労働市場に引き入れること
に焦点を当てるべきである。 

指摘 
・国家財政の長期持続可能性を確保（医療制度改革を含む）。 
・寡占により競争が不十分な、鉄道・ガス・電力分野の競争の枠組みを改善。 
・速やかな起業環境、生涯学習・職業訓練の推進。 

貨物輸送量(GDP 比) 
エネルギー強度 
温室効果ガス排出量 

長期失業率    (全体)

地域雇用率分散  (全体)

貧困率      (全体)
物価水準 

設備投資 

青少年の教育到達度(全体)
研究開発向け国内総支出

高齢者雇用率    (全体)

雇用率      (全体)
就労者当たり労働生産性

一人当たり GDP 

(女性)
(男性)

          (女性)
          (男性)

         (女性)
         (男性)

(女性)
(男性)

(女性)
(男性)

長期失業率    (女性)
長期失業率    (男性)

EU27 ヵ国平均=100(%)

EU27 ヵ国平均=100(%)

■2000 年  ■2005 年  ■2006 年 ■EU 目標値 2010 年までに雇用率 70%、研究開発向け支出 3% 
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6.2.6 フランス 
 
表 9 フランスへの勧告・指摘               (出典：参考資料④より編集) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 6 フランスの現状                 (出典：参考資料⑥より編集) 

区分 内容 

勧告 

①高齢化に留意し、緊縮予算と債務削減により、国家財政の持続可能性を確保する（2010
年の健全財政を視野に入れる）。2008 年に予定されている年金制度の協議は、2003
年の改革によって得られた利益を考慮して行われるべきである。 

②ガス、電気、鉄道貨物分野の競争の枠組みを改善する。 
③総合的なフレクシキュリティアプローチの中で、生涯学習の効率を高め、雇用保護を

現代的なものとする。これは契約の種類によって労働市場が分割されていることに対
抗するためである。有期契約と恒久契約の切り替えを容易にする。 

指摘 ・規制された取引と職業の競争を推進する。 
・労働力の供給を増やす。 

貨物輸送量(GDP 比) 
エネルギー強度 
温室効果ガス排出量 

長期失業率    (全体) 

地域雇用率分散  (全体) 

貧困率      (全体)
物価水準 

設備投資 

青少年の教育到達度(全体) 
研究開発向け国内総支出

高齢者雇用率    (全体) 

雇用率      (全体) 
就労者当たり労働生産性

一人当たり GDP 

(女性) 
(男性) 

          (女性) 
          (男性) 

         (女性) 
         (男性) 

(女性)
(男性)

(女性)
(男性)

長期失業率    (女性) 
長期失業率    (男性) 

EU27 ヵ国平均=100(%)

EU27 ヵ国平均=100(%)

■2000 年  ■2005 年  ■2006 年 ■EU 目標値 2010 年までに雇用率 70%、研究開発向け支出 3% 
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おわりに 
 
 EU のリスボン戦略は、「知識を基礎においた、世界で も競争力と活力がある EU 経済

圏の構築」という言葉からもわかるように、EU のためのものである。しかしながら、我々

日本人にとって参考になる点は多々あると思われ、それは例えば多くの国々が連合を組ん

でプログラム（計画）を実施する場合の手法や実施項目である。また、経済成長と雇用拡

大のどちらか一方を実現するのではなく、それを両方同時に実現することを目標としてい

ることである。さらには、今後の 3 年間の新行動計画の中にある学校教育や再教育、再訓

練の重要性の指摘である。実際、より良い教育無しには、経済成長や雇用拡大を十分に実

現することはできないであろう。 
 

NEDO 情報・システム部  久我 健二郎 
参考資料 
① 
The renewed Lisbon Growth and Jobs Strategy is working, but the EU must reform further to 
succeed in a globalised age, says key Commission Report 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1892&format=HTML&aged=0
&language=EN&guiLanguage=en 
② 
Lisbon Strategy for Growth and Jobs: frequently asked questions 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/07/568&format=HTML&aged
=0&language=EN&guiLanguage=en 
③ 
Strategic report on the renewed Lisbon strategy for growth and jobs: launching the new cycle 
(2008-2010) 
http://ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/european-dimension-200712-annual-progress-report/200
712-annual-report_en.pdf 
④ 
Lisbon Strategy for Growth and Jobs: 2007 Strategic Report Country – Assessment of the 
National Reform Programmes 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/07/569&format=HTML&aged
=0&language=EN&guiLanguage=en 
⑤ 
Proposal for a Community Lisbon Programme 2008 - 2010 
http://ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/european-dimension-200712-annual-progress-report/200
712-annual-report-community-programme_en.pdf 
⑥ 
Statistical Annex 
http://ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/european-dimension-200712-annual-progress-report/200
712-annual-progress-report-Graphs_en.pdf 
⑦ 
Structural Indicators(Quality Profile) 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1133,47800773,1133_47802588&_dad=po
rtal&_schema=PORTAL 
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【特集：欧米の研究開発制度】 産官学連携 組織 資金提供 

 

官民の新たな研究開発のパートナーシップ JTI が開始(EU) 
―EU 理事会が 4 つの JTI(ジョイント・テクノロジー・イニシアティブ)の実施を承認― 
 

1. 概 要 
 2007 年 12 月、欧州連合(EU)の意思決定機関である EU 理事会は、官民の新たな研究開

発のパートナーシップであるジョイント・テクノロジー・イニシアティブ(JTI)の 初の 4
件（表 1 参照）を承認した 1。JTI は昨年から始まった第 7 次欧州研究開発フレームワー

ク計画(FP7) 2において提唱された新たな研究開発への助成制度であり、EU の行政機関で

ある欧州委員会(EC)と産業界が共同で研究開発を進めていこうというものである。 
 
なお、欧州研究開発フレームワーク計画(FP)は、EU における科学分野の研究開発への

財政的支援制度である。FP7 では、これまでの FP ではなかった幾つかの組織や機能が新

たに加わっているが、その一つが JTI による資金提供であり、意欲的かつ長期間な官民パ

ートナーシップを設立する新しい手法とされている。 
 
FP7 の開始段階において、JTI の候補として「革新的医薬品(IMI)」「ナノエレクトロニ

クス 2020(ENIC)」「組み込みコンピューティングシステム(ARTEMIS)」「航空・航空輸送

(Clean Sky)」「水素・燃料電池(FCH)」、および「環境と安全のための地球観測(GMES)」
の 6 テーマが挙げられており、今回はその中の 4 テーマが承認されたもので、この 4 件が

今年から正式にスタートする。 
 
表 1 承認されたジョイント・テクノロジー・イニシアティブ(JTI)の 初の 4 テーマ 
略称 IMI ARTEMIS Clean Sky ENIC 

名称 革新的医薬品 組み込みコンピューテ

ィングシステム 

航空および航空輸送 ナノエレクトロニ

クス 2020 

概要 ・欧州における医薬品の

研究開発を促進する。そ

れに伴い、革新的な医薬

品へ多くの患者がアク

セスできることを強化

する。 
・薬品開発における大き

な障害を取り除くため

の新たなツールと方法

論を提供する。 

・あらゆる電子装置・

設備に見えないように

組込まれるコンピュー

タの開発を目指す。 
・設計方法、ハードウ

ェア、ソフトウエアを

含む、次世代組み込み

式コンピュータシステ

ムのために必要な技術

を提供する。 

・環境に優しく、費用

効果的な航空機のた

めの技術やコンセプ

トの実証。 
・二酸化炭素、窒素酸

化物の排出量低減、騒

音の低減。 

・次世代ナノエレ

クトロニクス技術

の開発。 
 
 

 
                                                 
1 EU 機関の構成・役割については、文末の添付資料参照。 
2 the Framework Programme for Research and Technological Development(FP)。その第 7 次計画が the 

Seventh Framework Programme for Research and Technological Development(FP7)。 
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2. 解  説 
 
 (1)JTI とは 

JTI は欧州レベルで研究を実施するための全く新しいメカニズムである。JTI は長期

的な観点で取り組む官民のパートナーシップであり、欧州産業の競争力強化に大きく関

係する特定の領域での大規模な多国間研究活動を支援する。そのパートナーシップの参

加者には、産業や研究界、公的な諸機関を含む。 
JTI は、一部の欧州テクノロジー・プラットフォーム(ETP)3の戦略研究計画(SRA)を

実施するための手法として提案されたものである。ETP は 30 件以上設立されているが、

その中の一部の ETP においては、ETP での民間主導の取組や、EU の FP での既存の手

法（少数の参加者によって行われる個別プロジェクトへの助成）では十分ではないとい

う認識で、それに代わり、研究目的を達成するためのリーダーシップと連携を可能とす

る新たなメカニズムが求められた。この幾つかの ETP のニーズに合致させるため、JTI
の考え方が生み出された。 
 

(2)JTI の成立要件、実施テーマ 
  FP7 では JTI を行うための要件を次のように示している。 

・ 既存の手段では目的を達成することができないこと 
・ 産業競争力・成長へのインパクトが大きいこと 
・ EU が関与することで付加価値が発生すること 
・ 目指す目的や成果が大きくて、明確に定められていること 
・ 産業界からの資金的・資源的関与が大きいこと 
・ 社会に及ぼす便益を含む政策目的の達成に向けての貢献度が高いこと 
・ 国家レベルの支援を追加的に引き出したり、現在から将来にわたり産業界からの

資金を利用できること 
    

FP7 では、この成立要件に基づいて、6 つのテーマが JTI の候補として挙げられた。

表 1 に示す 4 件以外は下記の 2 件である。 
・「水素・燃料電池(FCH)」 
・「環境と安全のための地球観測(GMES)」 

 
   2007 年 12 月 20 日に表 1 に示す 初の 4 件が EU 理事会で承認された。これを受け

て、2008 年の早い時期に 初の研究提案書の公募が行われる予定である。 
                                                 
3 欧州テクノロジー・プラットフォーム（ETP）： 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、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。 
①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、対象とする技術の関する

共通展望（コモンビジョン）の合意に至る。 
②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)を作成する。 
③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。 
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残りの 2 件については、FCH の実施提案書は既に EU 理事会に提出されており、2008
年中に承認される見込みであり、GMES は提案書が 2008～2009 年に提出される見込み

である。  
 
 (3)JTI の実施体制・参加者 

①JTI の実施機関 
JTI を実施するために、中立的な専門の組織が作られる。そこが、産業界と他のス

テイクホルダー達が協力して統一的に研究プロジェクトを管理する。JTI は専門の予

算とスタッフを持ち、官民のプレイヤー達が一緒に取組んだり、意思決定を行ったり

するための支援組織となる。この専門組織のスタッフ達は、JTI の研究計画に基づく

研究プロジェクトの提案書の募集を手配し、採択手順を監修し、契約手続を行う。ま

た、各 JTI には、運営役員会、執行役員、諮問機関などが設置される。 
 
②JTI への参加者 

JTI の設立メンバーは原則的には欧州委員会と一つの非営利の産業界主導の協会で

ある。ARTEMIS と ENIAC では、数ヵ国の加盟国政府も設立メンバーに加わってい

る。中小企業(SMEs)を含む企業、大学を含む研究機関は、この協会に加盟することで

参加できる。FCH の場合、研究界が、産業グループとは別に、自身のグループを作っ

て参加している。 
 
③産業界の参加者 
産業界からの参加者は、主な意思決定に参加・投票でき、政策や SRA の改訂に係

わることができる。さらに、参加者は対象とする研究分野の研究パートナー達の広範

なネットワークにアクセスできる。 
 
④欧州委員会の役割 
全ての JTI で、欧州委員会は設立メンバーであり、意思決定プロセスに関与する

（ETP でも欧州委員会は参加しているが、オブザーバー的位置づけであった）。 
 
⑤資金提供方法 
欧州委員会（加盟国政府が参加している場合はその国の政府も）は毎年、研究開発

費と事務局経費を拠出し、産業界は資金拠出と（資金以外の）現物拠出を行う。産業

界は研究プロジェクトの 50％以上を資金拠出する。JTI では、他の公的な資金と組み

合わせることができる。 
 
⑥研究プロジェクトの選定法 
 各 JTI では、オープンで競争的な提案書募集を行う。資金提供されるプロジェクト

は、科学的に優れているかどうかの視点で選ばれる。 
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⑦非 EU 加盟国のパートナーと一緒に提案できるのか 
FP7 の関係国 4 の機関は JTI からの資金提供への応募資格がある。他国の機関の応

募はケースバイケースで判断される。 
（NEDO 情報・システム部 林 欣吾） 

 
参考 
 
（JTI の web サイト） 
・JTI のトップ頁： http://cordis.europa.eu/fp7/jtis/ 
 
（過去の NEDO 海外レポート記事） 
・「第7 次欧州研究開発フレームワーク計画(FP7)がスタート（EU）」 

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/997/997-01.pdf 
・「欧州テクノロジー・プラットフォーム－プラットフォーム概要など－」 

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/997/997-02.pdf 
・「EU、水素自動車の開発に官民のパートナーシップを活用」 

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1015/1015-06.pdf 

                                                 
4 FP7 の関係国： アイスランド、イスラエル、リヒテンシュタイン、ノルウェー、スイス、トルコ。EU と

国際協定を結んでいる国々。  
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添付資料 

EU 機関の仕組み(抜粋) 

Structure of EU Institutions 
 

最高政治的機関、EU を政治的に推進し政策の方向性を設定 

Highest political organ to giving to the EU political impetus and defines general political directions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

意思決定･立法 

Decision-taking and law-making 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：「駐日欧州委員会代表部資料」から抜粋） 

欧州理事会 
（EU 首脳会議） 

加盟国首脳+欧州委員会委員長 
 

European Council 
(EU Summit) 

Leaders of Member States + President of the European Commission 

EU 理事会(欧州連合理事会、閣僚理事会、理事会) 
議長国任期 6 ヵ月 

加盟国閣僚+欧州委員会委員 
 

EU Council 
Term of Presidency: 6 months 

Ministers from Member States + European Commissioner 

法案・予算案に関する 
排他的発議権 

政策提案 
Exclusive right to initiate legislative, 

budget and policy proposals 
 

規制･指令等の決定 
Enactment of 

regulations and 
directives 

協議 
Consultation 

共同の参加・協力その他の手続き

Participation in the co-decision, 
cooperation and other procedures

行政 
Administration 

年次報告 
Annual report 

委員会不信任議決権 
意見 

Right to pass a motion of no-confidence in 
the Commission 

欧州委員会 
定数 27 人（任期 5 年） 

ブリュッセル 
 

European Commission 
Commissioners: 27 (term: 5years) 

Brussels 

立法・民主的統制 
Law-making, democratic control 

欧州議会 
定数 785 人（任期 5 年） 
本会議（ストラスブール） 

委員会(ブリュッセル) 
European Parliament 

Members: 785 (term: 5years) 
Plenary Meetings 

(Strasbourg) 
Committee Meetings 

(Brussels) 

議長・副議長は 2 年半ごとに互選 
President, Vice-presidents,  

(term: 2.5years=Mid-term change) 
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【特集：欧米の研究開発制度】 組織 プロジェクト 技術マップ  
 

低炭素社会にむけて(EU) 
－欧州の戦略的エネルギー技術計画－ 

 
2007 年 11 月 22 日、欧州委員会は「欧州エネルギー技術戦略計画（SET－Plan）」を発

表した。EU のエネルギーおよび気候変動に関する目標を達成する上で、低炭素技術は非

常に重要な役割を担う。この戦略計画は、これらの技術開発とその実用化を促進させるこ

とを目標としており、本レポートでは同計画の詳細が示されている。その論拠やバックデ

ータとなる数値や表は、MEMO/07/4941で入手が可能である。 
 

テクノロジー（技術開発）は、エネルギーおよび気候変動に関する目標達成に不可欠 

 気候変動、エネルギー安定供給、企業競争力といった課題は相互に影響し合っており、

多面的かつ調整を必要とする問題である。政策や対応策は以下の通り広範囲におよび、ジ

グゾーパズルをつなぎあわせるようなものだともいえる。例えば、2020 年までに温室効果

ガスの排出を 20％削減する目標と EU のエネルギー構成のうち再生可能エネルギーの比

率を 20％にする目標を結びつけること、2020 年までに EU の一次エネルギー使用量を

20％削減すること、排出権取引やエネルギー関連税制を通じて炭素に価格をつけること、

競争力のある「域内エネルギー市場」、国際エネルギー政策などである。 
 
 上記の目標を達成する上で、テクノロジーは極めて重要である。費用対効果の高い低炭

素技術の開発や普及を促進させるためのひたむきな政策が必要となる。「2020 年目標」達

成のためには、クリーンエネルギーのコストを下げ、成長著しい低炭素技術分野において

EU産業界が 先端を行くようにすべきである。「2050年までに温室効果ガスを 60～80％
排出削減」という、より長期的、野心的な目標をめざすには、研究でブレークスルー（飛

躍的進歩）を起こし、次世代テクノロジーを開発することが不可欠である。 
 低炭素経済への移行には数十年が必要だろうし、経済に関わるあらゆる産業部門に手を

つけることになる。しかし、我々（EU）は行動を遅らせるわけにはいかない。今後 10～
15 年の間に下される決定は、欧州のエネルギー安全保障や気候変動、経済成長、雇用に対

して、深刻な影響をもたらすだろう。 
  
今日のエネルギーイノベーションにおける弱み 

 70 年代、80 年代のオイルショック以降、欧州は安価で豊富なエネルギー供給を享受す

ることができた。エネルギー資源の入手が簡単で、炭素に関する制約や市場の緊急性がな

かったことは、欧州の化石燃料依存を放置したのみならず、新エネルギー技術に対する投

資や技術革新への関心をも減衰させてしまった。すなわち、そのような技術に対して、市

                                                 
1 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/07/494&format=HTML&aged=0&lang

uage=EN&guiLanguage=en 
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場主導による誘因もなければ、短期間のビジネス上のメリットもないという状況である。

こうした市場における需要と供給の差異が、低炭素エネルギー技術に関して言えば、しば

しば「死の谷」と言われる所以である。従って、今となってはエネルギーイノベーション

を支援するための公的介入は、必要かつ正当だといえるのである。 
 
 EU の官民エネルギー関連研究予算は、1980 年代以降、大幅に下降した。これは、エネ

ルギー関連研究の能力やインフラへの投資自体が十分でない状態が積み重なってしまうと

いう事態をもたらした。もし今日、EU 加盟国政府が 1980 年と同比率で投資をしている

とするならば、エネルギー技術開発に対する EU 全体の公的支出は、現在の投資額の 4 倍

となっていたはずである。 
 
 エネルギーイノベーションのプロセスは、構想段階から市場での浸透に至るまでの流れ

の中で、特有の構造的弱点を抱えている。必要とする投資規模が大きいため、市場に大量

に出回るまでのリードタイムが長く（しばしば数十年かかる）、また、既存のエネルギーシ

ステムに元来存在する技術上、規制上の硬直性（惰性）がある。新しい技術は、より良い

エネルギーサービスを伴わないのであれば概して既存技術より高価である。  
 
今後 10 年における主要な技術課題 
 「2020 年目標」を達成するためには、並行した二つのアプローチが必要とされる。①研

究を強化し、コストの低下と性能の向上につなげなくてはならない。②また、先を見通し

た積極的な支援策の実施により、ビジネス機会を創出し、市場の開拓を活性化し、イノベ

ーションや効率的な低炭素技術の市場浸透を阻害する技術以外の問題を解決しなければな

らない。 
 
 完全な脱炭素社会に向けた「2050 年ビジョン」の達成には、広範囲なブレークスルーに

よる次世代テクノロジーの開発が必要となる。仮に 2020 年までの段階ではほとんど影響

をもたない技術開発であるにしても、そうした新しい技術を可能な限り早期に実用化する

ため、今から努力を行うことが死活的に重要である。また、組織やインフラの面でも大き

な変革を計画しなくてはならない。 
 
「2020 年目標」の達成にむけた、今後 10 年における EU の主要な技術課題 
• 第 2 世代バイオ燃料を化石燃料に対して競争力のある代替燃料とする。その際、そ

の生産における持続可能性(sustainability)を順守する 
• 産業規模での実証を通じて CO2回収・輸送・貯蔵技術の商業化を図る。これには全

システムの効率化や 先端研究を含む 
• 大規模の風力発電所の発電容量を 2 倍にする（初期は洋上の風力を利用） 
• 大規模太陽光発電および集光太陽熱発電の商業化移行を実証する 
• 再生可能エネルギーと分散エネルギー源の大規模統合に対応可能な単一で性能の良



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1018,  2008.3.5 

 48

い欧州電力系統を可能にする 
• 建物、輸送、産業などのマス・マーケットに、より効率的なエネルギー変換を行う

末端利用機器・システム（熱電併給や燃料電池など）を導入する  
• 核廃棄物管理の長期的な解決策と併せて、核分裂技術の分野で競争力優位を保つ 

 
「2050 年ビジョン」の達成にむけた、今後 10 年における EU の主要な技術課題 
• 再生可能エネルギー次世代技術に市場競争力をつける 
• エネルギー貯蔵技術の費用効果の面で、ブレークスルーを遂げる 
• メーカーが水素燃料電池自動車の商業化を達成できるような技術を開発し、条件を

創出する 
• より持続可能な社会とするために、新世代（第 4 世代）核分裂原子炉の実証準備を

完了する 
• ITER（国際熱核融合実験炉）の完工と、実証準備に対する企業の早期参画を確実に

する 
• 将来の低炭素経済を支えるために必要な欧州横断エネルギーネットワークや他のシ

ステムの開発に向け、代替ビジョンと移行期の戦略を精緻化する 
• エネルギー効率に関する研究を可能にするブレークスルーを成し遂げる（材料、ナ

ノサイエンス、情報通信技術、バイオサイエンス、コンピュータ計算など） 
 
欧州委員会の提案 

 この「欧州エネルギー技術戦略計画（SET－Plan）」は、次のような結果をもたらすこ

とを企図している。 
1) 新たな戦略的共同計画 
2) より効果的な実施 
3) リソースの増加 
4) 国際協力に向けた新たな強化されたアプローチ 

 
1) 戦略的共同計画 
この計画は、各方面の取り組みにより良い方向付けを与えることを可能にし、研究者と

産業界を結集させるきっかけとなるであろう。 

 
 2008 年の早期に、欧州委員会は「戦略的エネルギー技術運営グループ」を創設する。戦

略計画の実施に向けた舵取りを目的とし、国、欧州および国際レベルでの取り組みの整合

性を高める。同グループは、欧州委員会が議長を務め、加盟国の政府高官で構成される。 
 
 欧州委員会は 2009 年前半、進捗状況を評価するため「欧州エネルギー技術サミット」

を開催する。欧州内の様々な機構、金融機関、その他の国際機関の代表者に加え、産業界

から消費者までを含む、イノベーションシステムに関わる全てのステークホルダーが集う
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こととなる。 
 
 エネルギー技術目標を明確化し、戦略計画におけるコンセンサスを形成するため、欧州

委員会は、エネルギー技術に関する情報公開とナレッジマネジメント（知識管理）のシス

テムを確立する予定である。 
 
2) 効果的な実施 
欧州の産業と研究者の潜在能力に梃子入れすることができる、より強力な仕組みが必要

である。 

 
欧州委員会は 2008 年、以下に示す 6 つの欧州産業イニシアティブを立ち上げる。それ

は、欧州連合というレベルで機能することで も大きな価値を加えることの出来る分野を

対象とするものである。すなわち、障壁や投資規模、関連リスクといった問題が集合的に

対処されうるテクノロジーである。 
 

• 欧州風力イニシアティブ：大型タービンや大規模システムの実証（陸上および洋

上での適用） 
• 欧州ソーラーイニシアティブ：太陽光発電や太陽熱集光発電の大規模実証 
• バイオエネルギー欧州イニシアティブ：総合的なバイオエネルギー利用戦略を踏

まえた「次世代バイオ燃料」 
• 欧州 CO2回収・輸送・貯蔵イニシアティブ：CO2排出ゼロの化石燃料発電所を商

業規模で実証するための、全体システム要件（効率、安全性、国民の支持などを

含む）に焦点をあてる 
• 欧州電力系統イニシアティブ：高性能電力システムの開発（蓄電および欧州送電

網の研究プログラムの実施に向けた欧州センターの設立を含む） 
• 持続可能な核分裂イニシアティブ：第 4 世代技術開発 

 
 中には既に実施されているか、または準備が進んでいるイニシアティブがあるが、それ

らは実例によるサンプルとして捉えることもできる。例えば、「欧州核融合研究計画」と、

その主力施設である ITER（国際熱核融合実験炉）、「単一欧州航空管理研究プログラム」

（SESAR）、「燃料電池と水素に関する共同技術イニシアティブ」（提案済み）、航空の環境

影響に関する「クリーンスカイ共同技術開発イニシアティブ」（提案済み）などである。 
 
 計画を実施する新しいパラダイム（枠組）に向けて、今日の共同研究プロジェクトモデ

ルから動きを引き起こし、こうした計画を戦略計画の優先事項と連携させるために、欧州

委員会は「欧州エネルギー研究連盟」の設立を提案する。 
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欧州技術研究所 2 は、エネルギーおよび気候変動に関する「知識・イノベーション共同

体」3を通じて、この野心的な試みを実現させるための適切な手段を提供するだろう。 
 

 欧州委員会は 2008 年に欧州エネルギーインフラ網とシステム移行計画に着手すること

を提案する。それにより、EU 全土と近隣諸国の低炭素エネルギーシステムの統合・開発

が 適化され、調和されるだろう。また、双方向電力系統、CO2輸送および貯蔵、水素の

流通などの分野で、欧州規模の展望を持った手法とモデルを生み出す助けとなるだろう。 
 
3) リソース 
本戦略計画の実施は、欧州の研究およびイノベーションの基盤が分裂することをくい止

める一助となり、協力と競争の全体的なバランスがとれることにつながる。様々な資金の

調達制度や資金提供源の間の関係を調整することに一層の焦点が置かれ、投資の 適化が

期待される。 

 

以下の 2 つの課題への対応が必要となる。1 つは、研究やそれに関連するインフラ、産

業レベルの実証、模擬市場プロジェクトに関する追加財源の動員である。もう 1 つは、欧

州のエネルギー政策によって生み出される技術機会を十分に活用できるような、人的資源

の量と質を確保する教育や訓練である。 

 

欧州委員会は 2008 年末に、（資金的）リソースの必要性とその供出元の問題を解決する

低炭素技術への資金調達提案を提出する予定である。これは民間投資（プライベートエク

イティ 4 やベンチャー・キャピタルなどを含む）を活性化し、資金提供者間の連携を強化

し、そして追加資金を調達するあらゆる可能性ある手段をくまなく検証するものである。 

 

4) 国際協力 
 欧州戦略の基本的な支柱となるべきエネルギー技術に関する国際協力は、新たな次元に

移行しなければならない。この戦略計画が提案する施策（運営グループ、欧州産業イニシ

アティブ、欧州エネルギー研究連盟など）により、国際協力戦略は強化されるだろう。ま

た、パートナーシップの効果を大きく、一貫性のあるものとするために、国際会議の場で

                                                 
2 European Institute of Technology (EIT)：欧州委員会が設立を提案している独立した研究・教育機関。知識

をイノベーションにつなげることを目指している。小規模な本部組織で運営し、実際の研究・教育活動は

KICs（脚注 3 参照）が行う。 
3 Knowledge and Innovation Community (KIC)：大学、研究機関、企業のパートナーシップによるジョイン

ト・ベンチャーで、EIT の提案募集に応えて形成され、EIT との契約によりその目的を定める。欧州委員会

は 2013 年までに 6 つの KICs の設置を提案しているが、その中でも 初に立ち上がる可能性の高いのが、

「エネルギーと気候変動に関する KIC」である。 
4 新株発行など調達した資金が、バランスシート（貸借対照表）の資本の部に入るものをエクイティファイナ

ンス（負債の部に入るものはデットファイナンス）と言うが、この中でエクイティー（株式等）の発行・取

引形態が私募発行で行われ、取引所や店頭市場に上場・登録されないものをプライベートエクイティと言う。

企業の創業段階への投資であるベンチャー・キャピタルと、成熟企業などの事業再編に伴う企業支配権の買

収等への投資であるバイアウト投資に大別することが出来る。 
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は必要に応じて、EU の意見を 1 つにまとめて発信すべきであろう。 
 

別表 1 各電力源の長所と短所 

 

EU27ヵ国 
輸入依存度 

 費用予測に考
慮された技術 

2005年コス
ト（€/MWh） 

 
 
 
 
 

出典:IEA 

2030年 
費用予測 
(€/MWh) 

 
 CO2単価
€20-30/t 

 
出典:IEA

温室効果
ガス排出 

（CO2換算）
 kg/MWh

2005 2030 

発電効率 燃料価格
の影響度 

確認埋蔵量 
÷ 

年間生産量 
＝可採年数 

開放サイクル
ガスタービン 

45-70 55-85 440 40% 非常に 
高い 

天然ガス 

複合サイクル
ガスタービン 

35-45 40-55 400 

57% 84% 

50% 非常に 
高い 

64年 

石油 ディーゼルエ
ンジン 

70-80 80-95 550 82% 93% 30% 非常に 
高い 

42年 

微粉炭（排煙
脱硫） 

30-40 45-60 800 40-45 % 中 

循環流動床燃
焼 

35-45 50-65 800 40-45 % 中 

石炭 

石炭ガス化複
合発電 

40-50 55-70 750 

39% 59% 

48% 中 

155年 

原子力 軽水炉 40-45 40-45 15 ほぼ100% 
（ウラン鉱） 

33% 低 85 年（妥当
な価格帯の
場合） 

バイオ
マス 

バイオマス発
電プラント 

25-85 25-75 30 30-60% 中 

35-175 28-170 陸上 
35-110 28-80 

30 95-98% 

50-170 50-150 

風力 

洋上 
60-150 40-120 

10 95-98% 

大規模 25-95 25-90 20 95-98% 水力 
小規模 
(10MW未満 

45-90 40-80 5 95-98% 

太陽光 太陽電池 140-430 55-260 100 

ゼロ 

－ 

ゼロ 

再生可能 

 
 
 この技術マップの目的は、技術戦略計画の提案を裏付けすることである。このマップに

基づいて技術戦略計画では、欧州産業イニシアティブを通じて低炭素技術開発や普及を促

進させる行動を提案している。本マップは、主要技術がもつ潜在的な貢献を定量化 5 する

ものである。（例えば、環境面では CO2 の削減、エネルギー供給の面では化石燃料の使用

抑制、企業競争力の面ではエネルギーコストの変化、など。） 
 

                                                 
5 本稿の別表 2 ではこのシミュレーションの数字は割愛してある。 
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 別表 2 は、技術マップの各技術の概要 6を示している。各項目の説明は以下の通り。 
説明： 現状と期待される開発 
潜在性：欧州のエネルギー需要における現在および将来のシェア 
障壁： 欧州のエネルギー市場に浸透させる上での障壁 
ニーズ：可能性の実現や、他の技術および分野との相乗効果へのニーズ 
 
 
 

別表 2 技術マップの概要（抜粋） 

 

技術 説明  潜在性 障壁 ニーズ 
 1）分野 

2）現在のマーケット
シェア 

3） 先端技術 
 

1）基礎シナリオ 
2）普及の可能性 
3）ブレークスルーの可能性 

  

風力 1）発電 
2）需要の3% 

設置容：50 GWe7 
3）陸上：商業化 

 洋上：設置開始 

1）2020年：120 GWe 
    2030年：148 GWe 
2）2020年：120－180 GWe 
    2030年：168－300 GWe 
3）商業化に向けた大規模試験（特

に洋上で） 

・ 柔軟性のない電
力系統インフラ 

・ 大規模試験の可
能な施設の不足 

・ 蓄電装置の未開
発 

・ 財政支援の絶対
的不足 

・ 社会の受容の欠
如 

・ 人材不足 

・ 電力系統インフラ
の改善と系統統合
のための適切な
EU法規 

・ 大規模試験施設／
高性能化に向けた
研究開発 

・ 財政支援策の調整 
・ 人材教育 
・ 中小企業のイノベ

ーション支援 
 

太陽光発電 1）発電 
2）需要の0.1% 

設置容量  
3.4 GWp8  

3）小規模：商業化 
大規模：開発中 
フィルム状電池： 
開発中 

1）2020年：9 GWp 
  2030年：16 GWp 

2）2020年：65－125 GWp 
  2030年：300－665 GWe 

3）・建物内のフィルム状電池の統 
  合 
・大規模システム用の高集光装 
置 

 

・ 電力の高コスト 
・ 技術と経済の関

連 
・ 建物内の統一 
・ 人材不足 
・ 電力系統への接

続 
・ 法規制や行政手

続 
 

・ 研究開発 
・ 市場の自由化 
・ 財政面のインセン

ティブ 
・ 輸出促進の枠組 

 

太陽光暖房・ 
冷房 

1）発熱 
2）需要の2% 

設置容量： 
13 GWth9  

3）小規模の温水装
置：商業化 

1）2020年：52 GWth 
    2030年：135 GWth 
2）2020年：90－320 GWth 
    2030年：200－700 GWth 
3）・建物内の統合 
・冷房 

・ 蓄熱 
・ 財政インセンテ

ィブの欠如 
・ 建物内の統一 
・ 人材不足 
・ 法規制や行政手続 

・ エネルギー貯留と
材料物質の研究開
発 

・ 技術普及への財政
インセンティブ 

 

                                                 
6 編集部注：ここで掲載しているのは原文の表からの抜粋である。 
7 ギガワット＝10 億ワット。We はワットエレクトリカルで電力の出力単位。 
8 ワットピーク。太陽電池モジュール（パネル）の 大出力の単位で基準状態に換算したもの。 
9 ワットサーマル。熱出力の単位。 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1018,  2008.3.5 

 53

技術 説明  潜在性 障壁 ニーズ 
暖冷両用：実証中 
冷房：開発中 
業務用中温システ
ム：開発中 

・業務用中温システム 
 

地熱 1）発熱および発電 
2）需要の1%未満 
3）ヒートポンプ：商

業化 
地域暖房：商業化 
改良地熱発電システ
ム：研究開発中 

1）2020年：1.0  GWe 
    2030年：1.3 GWe 
（暖房熱源としては想定せず） 
2）2020年：1－6 GWe 
    2030年：1－8 GWe 

2020年：38－42 GWth 
2030年：60－70 GWth  

・ 適正な法規の欠
如 

・ 財政インセンテ
ィブの欠如 

・ 行政手続の不透
明、許認可時間の
長さ 

・ 人材不足 
・ 社会の受容の欠

如 
・ 既存知識の

分散 

・ 一貫性のある財政
支援の仕組み 

・ 追加インセンティ
ブ 

・ 適正な法規、基準、
許認可手続き 

・ 研究開発支援 
・ 国際協力と既存知

識の一元化 
・ 職業訓練 

発熱と発電の
コジェネ 

1）発電／地域暖房／
産業 

2）需要の10% 
設置容量  
95 GWe  

3）大・中規模：商業
化 

    超小型CHP10、 
    燃料電池 11：研究

開発評価中 

1）2020年：160 GWe 
    2030年：169 GWe 
2）2020年：165－185 GWe 
    2030年：195－235 GWe 
3）・大・中規模な修理または総合
（電力）効率の高い設備との交換
・バイオマスベースのCHP 
・畜熱および冷却 
 

・ 加盟国における
政策の一貫性の
欠如 

・ 燃料と電力価格
の市場での不安
定性 

・ 既存の多くの老
朽施設の低効率
性と価格競争力
のなさ 

・ 熱需要と電力需
要の相関関係 

・ 超小型CHP 開
発の遅れ 

・ 分野全般（特に電
力）での効率性の
改善 

・ バイオCHP 技術
の改良 

・ 蓄熱技術の革新と
冷却システムの改
良 

・ 地域暖房用熱供給
インフラの高性能
化（技術および経
済性） 

・ 燃料電池と超小型
CHP の大規模導
入に向けた、研究
開発、実証、資金
調達 

・ 分散型エネルギー
供給体制への移行
を支援  

 
CO2排出ゼロ
の化石燃料発
電所 

1）発電 
2）ゼロ 
3）個別の要素につい
ては小規模に商業
化。全体としては、
先端研究および検
証段階で、大規模
実証着手を準備 

1）2020年： 0 GWe 
  2030年：０ GWe 

2）2020年：5－30 GWe 
  2030年：90－190 GWe 

3）2015年までに大規模実証事業
の成功 

 

・ 大規模には実証
されていない技
術 

・ 先例のない種類
の発電所である
ことによるコス
ト高 

・ 非好意的な市場
と規制状況 

・ 財政的支援策の

・ 研究開発 
・ 大規模実証事業 
・ 適正な法規と市場

枠組の整備 
・ CO2輸送・貯蔵イ

ンフラの開発 

                                                 
10 Combined Heat Power：熱電供給。 
11 燃料電池は水素と空気中の酸素を反応させて発電を行うが（水の電気分解の逆）、その際発生する水は高温

であるため、熱電併給のシステムでもある。 
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技術 説明  潜在性 障壁 ニーズ 
欠如 

・ CO2輸送・貯蔵
インフラの不足 

・ 社会の受容 

バイオ燃料 1）輸送 
2）390万トン 
（2005年） 

3）第1世代：商業化 
第2世代：試験的
規模で実証中 

1）2020年： 輸送用ガソリンおよ
びディーゼル需要の7.5% 

  2030年：同上 9.5% 
2）2020年：同上10－14% 

  2030年：同上15－20% 
3）2015年までに、第2世代バイ

オ燃料の大規模実証 

・ 構造的な障壁な
し 

・ バイオマスの入
手可能性と持続
可能性（エネルギ
ー分野間の配分
及び非エネルギ
ー分野との競争
を含む） 

・ 研究開発に対する
国民的支持を国お
よびEUレベルで
強化・集中 

・ 大規模実証にむけ
た資金調達の仕組
み 

・ EU 内での市場、
規制、政策の調和 

水素・燃料電池 1）輸送・発電 
2）ゼロ 
3）大規模水素製造：
商業化または開発
中 
小規模：実証中ま
たは商業化 
燃料電池：実証中 

1）2020－2030年：乗用車におけ
るシェア0%  

2）2020年：乗用車におけるシェ
ア1.5%  
2030年：乗用車におけるシェ
ア6--12%  

3）・低コストかつ耐久性、信頼性
のある燃料電池 

・大容量の水素貯蔵 
・低コストかつ大規模な炭素ゼ
ロ（あるいは少量）の水素供給

・ 長期的かつ破壊
的なCO2排出量
緩和オプション
の存在 

・ 末端利用普及支
援策の欠如 

・ 規制、法体系、基
準 

・ 水素製造と供給
のための高額な
インフラ先行投
資 

・ 中小企業に対す
る不公平 

・ 燃料電池のコス
ト高 

・ 水素製造に必要
な一次原料問題
の先送り 

・ 研究開発の強化 
・ EU レベルでの実

証や市場浸透に向
けた取り組み 

・ 長期の官民協力体
制 

・ 監督体制および資
金調達支援スキー
ムの確立 

・ 教育 
 

 
出典：

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/07/493&format=HT
ML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en 

翻訳：京 希伊子 
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【個別特集】バイオ燃料 
 

バイオ燃料指令に対する主要国の報告書より(EU) 
（第 2 回／ 終回） 

 
前号に引き続き、EU（欧州連合）の「バイオ燃料に関する指令 1」に基づき加盟各国が

欧州委員会に提出した報告書のうち、オーストリアおよびスウェーデンの報告の要点を紹

介する。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. オーストリア 
3.1 輸送分野でのバイオ燃料使用促進の施策 
3.1.1 税制  
 鉱物油税法（官報ⅠNo.180/2004）は 2004 年 12 月 30 日の租税法により改正された。

また 2007 年財政法により、ガソリンおよびディーゼルに課税される鉱物油税は 2007

                                                 
1 DIRECTIVE 2003/30/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 8 

May 2003 on the promotion of the use of biofuels or other renewable fuels for transport  

目次 

 

はじめに（現行指令に基づく進捗状況。改定案のポイント。報告書の性格） 

1.ドイツ 

2.フランス 

                                    －以上前号掲載－ 

－以下本号掲載－ 

3.オーストリア 

3.1 輸送分野でのバイオ燃料使用促進の施策 

  3.1.1 税制 

   3.1.2 バイオエタノール混合令 
  3.1.3 代替燃料供給義務 

3.2 オーストリアにおけるバイオ燃料の販売実績（2006 年） 

3.3 バイオ燃料の生産及び今後の販売数量予測 
  3.3.1 バイオ燃料の生産設備 
   3.3.2 今後の販売数量予測 
4.スウェーデン 

  4.1 バイオ燃料の使用促進のために取られた政策 
   4.1.1 代替燃料のための税制戦略 
   4.1.2 再生可能燃料供給義務 
   4.1.3 クリーン車両の促進 

4.2 燃料販売総量とバイオ燃料の比率等（2006 年） 

4.3 バイオ燃料の供給 
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年 7 月 1 日以降、税率が増加した。この間の 1,000 リットル当たりの税率は次の通りで

ある。 

 

ガソリン 

2004.12.31～2007.6.30 
・硫黄分 10mg/kg 以下                 ：417 ユーロ 
・硫黄分 10mg/kg 超                  ：432 ユーロ 

2007.7.1～ 
・バイオ由来物質を 44 リットル以上含み 
硫黄分 10mg/kg 以下のもの      ：442 ユーロ 

・それ以外のもの           ：475 ユーロ 
ディーゼル 

2004.12.31～2005.10.1  
・ 硫黄分 10mg/kg 以下               ：302 ユーロ 
・ 硫黄分 10mg/kg 超                ：317 ユーロ 

2005.9.30～2007.6.30 以降 
・バイオ由来物質を 44 リットル以上含み 
硫黄分 10mg/kg 以下のもの           ：297 ユーロ 

・それ以外のもの            ：325 ユーロ 
2007.7.1～ 
・バイオ由来物質を 44 リットル以上含み 
硫黄分 10mg/kg 以下のもの           ：347 ユーロ 

・それ以外のもの             ：375 ユーロ 
純バイオ燃料 

・鉱物油税は完全に免除される。 
 

すなわち、バイオディーゼルを 4.4%以上混合したディーゼルおよびバイオエタノールを

4.4%以上混合したガソリンは鉱物油税が減税になる。また B100（100%バイオディーゼル）

は鉱物油税が完全に免除される。 

 

3.1.2 バイオエタノール混合令 
 バイオエタノール混合令（官報Ⅱ No.378/2005）が改正され 2007 年 7 月 1 日より次の

通り施行される（第 1 条(1)）。 

 
 「課税地域内の課税倉庫（事業所）内で生産されたブレンド品に付いては、10 月 1 日～

3 月 31 日まで（秋冬）は容量で 低 70%のバイオエタノールを含むもの、また 4 月 1 日

～9 月 30 日まで（春夏）は容量で 低 80%のバイオエタノールを含むものについては、

ブレンド品に対して課された 442 ユーロ／1000 リットルの鉱物油税は、課税倉庫（事業
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所）保有者の申請によりブレンドされたエタノール分の数量相当分が還付される。」 

 

 つまり、高濃度エタノール燃料は事実上鉱物油税が免除される。市場を効果的に刺激す

ることを可能にするために、混合令の期限は 2011 年 1 月 1 日に設定されていたが、上記

の修正によりこの期限が取りはずされ、無期限に適用されることになった。 

 
3.1.3 代替燃料供給義務 

EU のバイオ燃料指令を踏まえて、2004 年 11 月 4 日、オーストリア国内法である「燃

料令」が変更され（官報Ⅱ No.417/2004）、代替燃料供給義務条項が導入された。2005 年

10 月 1 日より、市場で流通するバイオ燃料またはその他の再生可能燃料の比率目標は、鉱

物油税の対象になる輸送部門のガソリンおよびディーゼル合計の 2.5%（エネルギー含有量

をベースに計算）となった。この目標は 2007 年 10 月 1 日には 4.3%に引き上げられ、EU
指令で設定した 2010 年に 5.75%という目標については、2008 年 10 月 1 日には到達する

ことになっている。 

 

代替燃料供給義務が適用されるのは、オーストリア市場に 初にガソリンまたはディー

ゼルを流通させた者またはオーストリアに輸入した者であり、車両の燃料タンクに給油し

た者ではない。 
 
3.2 オーストリアにおけるバイオ燃料の販売実績（2006 年） 

代替燃料供給義務条項の適用により、2005 年 10 月からバイオディーゼルの普及が急速

に進み、2006 年には全ディーゼル（軽油）販売数量の 94%が平均 4.7%容量のバイオディ

ーゼルを含有したものになった（表参照）。バイオディーゼルの販売量はディーゼルにブレ

ンドされた形態が 288,500 トン、B100(純バイオディーゼル)32,500 トン、合計 321,000
トンであった。さらに Agrarplus2 によれば、10,000 トンの純植物油が農業生産部門で使

用された 3。これらを合計すると輸送部門で使用された再生可能燃料はエネルギー消費量

の 3.54%4となり、「燃料令」で設定した要求値（2.5%）を満たす結果になった。 

 

一方 ARGE Biokraft（オーストリア液体バイオ燃料生産者協会）メンバーからの情報に

よれば、2006 年のバイオディーゼルの生産は 7 生産者による 121,665 トンであった。こ

のうち 11,693 トンは輸出され、77,404 トンが化石燃料にブレンドされた。また、32,568
トンは純バイオ燃料または基準外高濃度バイオ燃料を含有したディーゼルとして（車両運

行者の所有する会社の給油スタンドを通じて 5）オーストリアの輸送部門で使用された。 

                                                 
2 http://www.agrarplus.com 
3 近年、植物油の燃料として使用が増えているが、使用数量の想定は生産数量の記録がないので困
難である。これは元来植物油が農業部門内の自家使用であるため商業的な統計による捕捉が行わ
れていないためである。 

4 トータル燃料量換算 9,560 万 kWh のうちバイオ燃料は 340 万 kWh。 
5 バイオディーゼル含有量が 5%以下のディーゼルは一般の給油所で販売できるが、純バイオ燃料や
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編集部注：上記の内容から、オーストリアは相当量のバイオディーゼルを輸入していると考え

られる。 

生産(121,665t)＋輸入(ｘt) ＝販売(321,000t)＋輸出(11,693t) 
   X  ＝ 211,028t 
 

これに対して、バイオエタノールについては供給義務条項の適用が 2007 年 10 月からで

あるため、2006 年には未だ実績が報告されていない。 

 

表 1 オーストリアの輸送部門の鉱物油販売（全国） 

単位：トン 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
無鉛並級ガソリン 

(91.RON6<95) 

599,831 603,783 597,989 563,869 545,331 512,703

無鉛スーパーガソリン

(95.RON<98) 

1,311,286 1,444,538 1,530,973 1,492,409 1,467,054 1,423,229

無鉛高級ガソリン 

(98.RON) 

87,038 93,445 93,519 77,039 61,054 56,096

ディーゼル（バイオ 

燃料無し） 

4,674,751 5,175,368 5,741,610 5,935,601 5,755,597 353,169

ディーゼル（バイオ 

燃料入り） 

 1,508,539 5,801,416

出典：連邦経済労働省（2006 年） 
 
 
3.3 バイオ燃料の生産及び今後の販売数量予測 
3.3.1 バイオ燃料の生産設備 

(1)バイオディーゼル 
ARGE Biokraft（前出）によれば、2006 年にオーストリアではバイオ燃料工場が 10 あ

り、合計生産能力は 199,000 トンであった。2007 年には能力は 44 万トンに増加の見込み

である。これは 3 新工場で生産が開始され、既存 3 工場で能力増加が予定されているから

である。 

 

(2)バイオエタノール 
 2006 年現在、ニーダーエスターライヒ州ピッチェルスドルフで工場が建設中であり、

2007 年秋に操業開始の予定である。運営者による情報では、この工場は年間 20 万立法メ

                                                                                                                                                 
高濃度バイオ燃料含有ディーゼルは、そうした燃料に対応した車両でしか使えないため、トラッ

クやバスを運行する会社の自家用スタンドで給油する。 
6 リサーチ法オクタン価。 
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ートル（16 万トン）のエタノールを産出する 7。 

 

3.3.2 今後の販売数量予測 

2007 年のブレンド用に必要なバイオ燃料は全体として 30 万トンのバイオディーゼルと

23,000 トンのバイオエタノールがブレンド用として流通すると期待される。バイオエタノ

ールの数量が少ないのは、エタノールのガソリンへのブレンドは、エタノールの関税率の

引き下げが発効した 2007 年 10 月 1 日 8から始まったばかりだからである。 

  

 これらの数量に純バイオディーゼルの数量が加わる。また 2007 年 10 月 1 日にバイオエ

タノール混合令が発効し、E859の販売もまた想定されることになった。 

 

 それにもかかわらず、輸送部門のエネルギー消費トータルの中でバイオ燃料のシェアを

5.75%にするという目標を達成するためには相当な努力をしなければならないであろう。

欧州燃料規格はバイオ燃料のブレンド比率を 5%容量に制限しているので、目標を達成す

るためには純バイオディーゼルの使用または一定の車両群 10へのより高濃度のブレンドを

増やさなければならない。 

 
 

4. スウェーデン 
4.1 バイオ燃料の使用促進のために取られた政策 
スウェーデンにおけるバイオ燃料およびその他の代替燃料の使用の国家目標は、エネルギ

ー含有量ベースで 2005 年が 3%、2010 年が 5.75%に設定された。 

 

4.1.1 代替燃料のための税制戦略 
 ガソリンおよびディーゼル中に含まれるバイオ燃料部分については、燃料課税（エネル

ギー税および二酸化炭素税の合計）が免除される。 

 燃料課税額 

ガソリン ： 4.96 クローナ 11／リットル 

ディーゼル：  3.645 クローナ／リットル 

例えば E5（エタノールを 5%含むガソリン）の場合 4.96 X 0.05=0.248 クローナ／リッ

トルの減税となる。 

 
4.1.2 再生可能燃料供給義務 
 2006 年 4 月 1 日より再生可能燃料供給義務についての新しい法律が施行された。この

                                                 
7 出所：http://www.agrana.com 
8 同時にエネルギー含有量ベースで計算された代替燃料要求値は 2.5%から 4.3%に引き上げられた。 
9 エタノール 85%、ガソリン 15%の混合燃料。 
10 バイオ燃料を高濃度で混合した燃料(E85等)で走行可能なように対応したエンジンを搭載した車両。 
11 1 クローナ＝約 17 円（2008 年 2 月現在）。 
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法律によれば、スウェーデンの大規模な給油所はガソリンやディーゼルと共に再生可能燃

料の販売を提供しなければならない。当初はガソリン／ディーゼルの販売量が 3,000 m3

を超える給油所が対象になっている。これはスウェーデン全体で 3,800 あるスタンドの

15%ほどになる。法の狙いは 2010 年までに再生可能燃料を車両に給油出来るスタンドを

全体の 60%程度にすることである。 

 再生可能燃料の給油を行う給油所への投資に対しては補助金が交付される。2006 年およ

び 2007 年ではこの目的で 1 億 5,000 万クローナの資金が確保された。 

 
4.1.3 クリーン車両の促進 

 新車の販売に占めるクリーン車両（燃費の良い車で CO2排出量が 大 120g/km の車両

および代替燃料が使用可能な車両）のシェアは近年劇的に増加して2005年の 5%から 2006
年には 13%となった。この比率は 2007 年にも上昇を続け、2007 年 5 月の速報値ではシェ

アは 16.6%となった。この発展に貢献した要因は下記に示すとおりである。 

 
①二酸化炭素に基づいた車両課税 
燃料効率の良い車両の購入を奨励し、その結果輸送部門での排出量を減少させるために、

二酸化炭素に基づいた車両課税が 2006 年に導入された。 

 

②国家が所有する自動車に対する環境政策 
 2007 年以降、国家機関によって購入またはリースされる車両の場合、 低 85%はクリ

ーン車両でなければならない。緊急用車両については 2007 年には国家機関によって購入

される車両の 低 25%はクリーン車両でなければならない。 

 

③クリーン車両への報奨金 
 政府は 2007 年春、個人がクリーン車両に切り替えるのを奨励するために報奨金制度を

導入した。報奨金の対象となるのは、従来型車両のうちの燃費の良い車、代替燃料で走る

車、電気ハイブリッドや電気自動車で一定レベルの効率を有するものである。2007 年 4
月 1 日～2009 年 3 月 31 日の期間に新しいクリーン車両を購入する個人は 10,000 クロー

ナの報奨金を受け取る。政府はクリーン車両報奨金のために合計 2 億 5,000 万クローナを

確保した。 

 

④ストックホルムにおける通行料（渋滞税） 
 2006 年 1 月 3 日～7 月 31 日の期間、首都ストックホルムで「渋滞税」の試験課税が行

われた。クリーン車両は除外されたので、ストックホルム地区でクリーン車両の販売を増

やすことに貢献した。試行の結果が肯定的なものであったことを考慮して、スウェーデン

議会はこれを恒久的なものにすることを決定した。この結果 2007 年 8 月 1 日以降、スト

ックホルムではこの渋滞税が課税されることになった。この課税の目的はストックホルム

の環境を改善し、ストックホルム地区の道路網への財政投資を援助することである。クリ
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ーン車両は引き続き除外される。ただし 5 年間だけである。 

 

4.2 燃料販売総量とバイオ燃料の比率等(2006 年) 
①バイオ燃料で走行する車両数 
 2006 年末現在、スウェーデンの道路には私有車が約 420 万台あり、そのうちバイオ燃料

車は約 47,000 台であった。バイオ燃料車の数は近年劇的に増加はしているものの、未だに

車両全体のわずか 1%にすぎない。これをディーゼルエンジンの乗用車と比較してみると、

ディーゼル乗用車は 2006 年末で 5.2%から 6.2%に増加していた。バイオ燃料の使用量はバ

イオ燃料車の数よりも増加した。バイオ燃料の使用形態の大部分は、エタノールやバイオデ

ィーゼルをそれぞれガソリンやディーゼルに低濃度でブレンドしたものであった。 

 

 バイオ燃料走行対応車両を含むクリーン車両の数は増え続けている。2006 年末現在、ガ

ス（天然ガスまたは／およびバイオガス）でも燃料として補給できる軽量の「バイ（2 種

類給油可能な）燃料車」が約 1 万台であった。また軽量の電気ハイブリッド車は約 6,000
台であった。もっとも増えたのは E85 を使用する車両で、これは「フレキシブル燃料車

(FFV: Flexible Fuel Vehicles)12」として知られている。2006 年末現在、路上の FFV は

47,000 台で、前年の 23,000 台から倍増している。 

 

 過去 2 年間で、新しいエタノール車の平均燃料使用量は約 20%増加した。ガソリン車で

は新型エタノール車(FFV)の平均燃料消費は 2004年の 6.9リットル／100kmが 2006年に

は 8.2 リットル／100km になった。これはおそらく近年より大型の車両が導入されたため

で、平均燃料消費量が増える結果になっている。同じ期間で新型ガソリン車の平均燃料消

費量は 3.6%の減少、ディーゼル乗用車では 2.8%減少している。 
 

②給油スタンドの数 
 スウェーデンには 2006 年末現在、約 3,800 のスタンドがあるが、74 の給油スタンドで

ガスを供給し、エタノールの取り扱いは 706 ヵ所であった。何らかの種類の代替燃料を提

供したのは約 20%であった。 

 

③スウェーデンにおけるバイオ燃料の使用量 
 スウェーデンで広く使用されているバイオ燃料は、バイオエタノール、菜種原料のメチ

ルエステル（バイオディーゼル）およびバイオガスである。他にもごく少量使用されてい

るものがある。 

 

 

 

 

                                                 
12 ガソリンでも E85 でも走行可能な車両。 
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表 2 スウェーデンの輸送部門のエネルギー使用 

単位：TWh（エネルギー容量） 

 
ガソリン 

輸送用 

ディーゼル 
エタノール

バイオ 

ディーゼル

バイオ 

ガス 

バイオ燃料比率

（エネルギー含有

量ベース） 

1998 48.96 24.79 0.09 0.09 0.03 0.3%
1999 49.18 25.10 0.09 0.11 0.04 0.3%
2000 48.36 24.44 0.16 0.06 0.05 0.4%
2001 48.63 24.84 0.25 0.03 0.06 0.5%
2002 49.28 28.49 0.45 0.04 0.09 0.7%
2003 48.81 29.83 0.88 0.05 0.11 1.3%

2004 47.75 33.99 1.54 0.09 0.13 2.1%
2005 47.54 36.93 1.68 0.10 0.16 2.2%

2006 46.31 37.25 1.89 0.60 0.17 3.1%
 
 輸送用の市場でガソリンおよびディーゼルを代替したバイオ燃料の総数量は、エネルギ

ー含有量で 2006 年が 3.1%であった(2005 年は 2.2%)。従って 2005 年に 3%という目標は

1 年遅れで達成された。 

  
スウェーデンにおけるバイオ燃料の数量はエタノールを中心に伸びてきたが、2004 年から

2005 年にかけては幾分スローダウンした。ガソリンへのエタノールのブレンド許可濃度は

5%に抑えられているため、2005 年には事実上 大限度に到達してしまったためである。 

 バイオ燃料の比率が 2006 年にかけて再び増加した主要な理由は、前年に発効した法律

の修正によって、ディーゼルへの FAME13のブレンド許可濃度が 2%から 5%に上昇したた

めである。2006 年 12 月時点では、ディーゼルの 64%に 5%濃度の FAME が混合されてい

たが、2005 年 12 月では 2%濃度の FAME 混合品がディーゼルのわずか 11%を占めていた

に過ぎなかった。 

 

既存のガソリン車に 10%までのエタノールをブレンドすることについては車両に関す

る障壁は無い。むしろ現在ブレンド濃度を 5%に制限しているのは EU の燃料品質指令の

ほうである。この EU 指令を改正すると共に、エタノールへの免税を続けていけば、エタ

ノールのブレンド数量は上昇することが期待できる。 

 

なお、スウェーデンの燃料としてのエタノールの使用量（約 32 万 kl）のうち E85 に使

用された数量は約 56,000kl（約 18%）で、2005 年の 18,000 kl から爆発的な増加である。

                                                 
13 Fatty Acid Methyl Esters（脂肪酸メチルエステル）バイオディーゼルのこと。 
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約 19,000 kl(6%)のエタノールはバスの燃料にブレンドされた。 

 

 輸送分野に販売されたバイオガスの数量は 2005 年には 25%増えておよそ 0.16TWh にな

った。エタノール、FAME およびバイオガスの使用量増加は下記のグラフに示されている。 

 

上の図が示すように、エタノールが も広く使用されているバイオ燃料であるが、FAME
の数量も著しく増加した。エネルギー含有量で計算すると、2006 年でエタノールはバイオ

燃料の 71%になっている。バイオガスが 6%、FAME(菜種油原料)が 23%である。 

  

4.3 バイオ燃料の供給 

(1)バイオ燃料の生産 
（エタノールの生産） 

エタノールはアグロエタノール社によって穀物から生産されている。この会社は現在生

産量を 4 倍に増加させる新工場を建設中である。スウェーデンにおける他の生産はエルン

スケルズヴィックにある SEKAB 社によって製紙パルプ生産の副製品を原料にしたもので

ある。 

スウェーデンにおける菜種油原料の FAME の生産能力は 2006 年に大幅にアップした。

これは Karlshamn と Stenungsund の 2 つの主要な工場が操業を開始した結果である。 

 
また新しい工場の建設も決定された。 近建設中の工場あるいは計画中の工場は、エタノ

ール、菜種油原料のバイオディーゼルおよびバイオガス（およびバイオガスの精製のため

の工場）生産の 新鋭の技術を備えたものである。 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1018,  2008.3.5 

 64

 原料へのアクセス、転換の効率および今日の原料栽培の強度（集約度）は、今後数年間

の拡張の可能性に対しておそらく厳しい制限条件となるであろうから、スウェーデン・エ

ネルギー局はセルロースベースの燃料の研究開発に投資をしつつある。努力は 3 つの分野

に集中している。すなわち、セルロースからのエタノールの生産、バイオ燃料のガス化、

および黒液 14のガス化である。 

  
(2)エタノールの輸入 

エタノールの輸入は 2003 年にそれまでの比較的低いレベルから著しく増加した。この

輸入は 2004～2006 年にかけて増加し続けた。スウェーデンの燃料としてのエタノールの

使用量（約 32 万 kl）のうち輸入品はおよそ 80%の構成になっている。主要な輸入先はブ

ラジルでサトウキビ原料エタノールである。また欧州内からのワインや穀類を原料とした

ものもある。 

エタノールの輸入価格は関税込みで 4.20～5.50 クローナ／リットルである。穀類を原料

としたスウェーデン国内生産品のコストは約 5 クローナ／リットルと報告されている。 

  
編集 NEDO 情報・システム部 

                                                 
14 紙の原料となる木材パルプの製造過程で行われる木材の化学分解によって生成される副産物で、

黒色で粘り気のある燃料。従来は紙パルプ工場内で蒸気の生産や熱電併給発電に利用されてきた。 
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【個別特集】NEDO 海外事務所報告 
 

ブッシュ大統領の 2009 年度予算：概要(その 2) (米国) 
－全米科学財団、国立衛生研究所、商務省、内務省、環境保護庁－ 

 
NEDO ワシントン事務所 

松山貴代子 
ブッシュ大統領が 2006 年に発表した、エネルギー省（DOE）科学部と全米科学財団

（National Science Foundation）および、商務省国立標準規格技術研究所（National 
Institute of Standards and Technology）コアプログラムの予算を 10 年間で倍増するとい

う「米国競争力イニシアティブ（American Competitiveness Initiative = ACI）」は、2007
年 8 月に「America COMPETES 法」にて法制化された。しかしながら、米国議会が可決

した 2008 年度歳出予算法の計上予算は「America COMPETES 法」の定める認可額を遥

かに下回るものであったため、ブッシュ大統領は今年 1 月の一般教書演説において、物理

科学の重要な基礎科学を支援する ACI にフル予算を計上するよう議会に求めている。現政

権の強い意向を反映し、ここ数年は前年度並みの予算要求に甘んじていた状況を覆して

2009 年には相当の増額を受ける全米科学財団、「America COMPETES 法」の下で生まれ

変わったばかりの技術イノベーション計画（Technology Innovation Program）が現政権

によって撤廃の対象とされている商務省、および、内務省、環境保護庁、および、運輸省

の予算について概説する。 
 
 
II. 全米科学財団 

 
全米科学財団（National Science Foundation = NSF）の予算はこの 3 年間横ばい状態

であったが、2009 年度には「米国競争力イニシアティブ（ACI）」注 1 の恩恵を受け、68
億 5,400 万ドル（前年度比 13.6%増）まで引き上げられる。研究開発（R&D）予算は 2008
年度比 15.6%増の 52 億 100 万ドルで、NSF 総予算の約 75.9%に相当する。R&D の内訳

は、基礎研究（17.5%増の 43 億 3,600 万ドル）と応用研究（24.1%増の 4 億 2,200 万ドル）

が大幅増額を受ける一方、施設・設備は 5.9%削減の 4 億 4,300 万ドル要求となっている。 
 
NSF の研究関連活動（Research and Related Activities）予算の総額は、2008 年度推

定を 7 億 7,250 万ドル（16.0%）上回る 55 億 9,400 万ドルで、社会学・行動科学・経済学

と米国南極研究委員会を除く全ての費目が 10%以上の増額を受けている。 

                                                 
注 1 ACI の 10 ヵ年倍増計画では 2016 年の NSF 予算を 111 億 6,000 万ドルまで増額することを

終目標としている。2007 年 8 月に成立した「America COMPETES 法」ではこの目標達成に向

け、2009 年度 NSF 予算として 73 億 2,600 万ドル、2010 年度予算として 81 億 3,200 万ドルを

認可している。 
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（単位：百万ドル） 

 FY2007 
予算 

FY2008 
推定 

FY2009 
要求 

FY2009 対 
FY2008 

生物学（BIO） 608.54 612.02 675.06 63.04 
（10.3%）増 

コンピューター・情報科学

（CISE） 526.68 534.53 638.76 104.23 
（19.5%）増 

工学（ENG） 630.00 636.87 759.33 122.46 
（19.2%）増 

地球科学（GEO） 745.85 752.66 848.67 96.01 
（12.8%）増 

数学・物理学（MPS） 1,150.73 1,167.31 1,402.67 253.36 
（20.2%）増 

社会学・行動科学・経済学

（SBE） 214.54 215.13 233.48 18.35 
（8.5%）増 

サイバーインフラ（OCI） 182.42 185.33 220.08 34.75 
（18.8%）増 

国際理工プログラム（OISE） 40.36 41.34 47.44 6.10 
（14.8%）増 

極地研究プログラム（OPP） 438.43 442.54 490.97 48.43 
（10.9%）増 

総合的活動（IA） 219.45 232.27 276.00 43.73 
（18.8%）増 

米国南極研究委員会 1.45 1.47 1.53 0.06 
（4.1%）増 

 
NSF 予算のハイライト： 

1. 主要な研究関連活動 
· 2009 年度の国家ナノテクノロジー・イニシアティブ（NNI）予算は前年度推定を 810
万ドル（2.1%）上回る 3 億 9,680 万ドル。ナノスケールで生じる現象とプロセスの

根本的理解（1 億 3,880 万ドル→1 億 4,120 万ドル）；ナノ材料（6,210 万ドル→6,310
万ドル）；ナノスケールのデバイスとシステム（5,030 万ドル→5,160 万ドル）；主要

研究施設と大型研究機器の調達（3,160 万ドル→3,210 万ドル）；環境・衛生・安全

面（2,920 万ドル→3,060 万ドル）；教育（2,830 万ドル→2,980 万ドル）が増額とな

る一方、ナノマニュファクチャリングおよび社会的側面の予算は前年度同額の要求

となっている。 
· ネットワーキング・情報技術 R&D（Networking and Information Technology 

Research and Development）の 2009 年度予算は 1 億 5,880 万ドル（17.0%）増の

10 億 9,030 ドルで、NSF 予算全体の 15.9%に相当。コンピューター・情報技術が

NSF の理工学系アワードに占める役割が益々重要となっていることを示している。 
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· 2008 年度には 1.5%の微増要求注 2 に留まった NSF の気候変動科学プログラム

（Climate Change Science Program = CCSP）に対する 2009 年度予算は、1,540
万ドル（7.5%）増額で 2 億 2,060 万ドル。 

· コンピューター処理能力により開拓される斬新なパスウェイに沿って理工学の発展

を推進していくサイバー活用の発見とイノベーション（Cyber-enabled Discovery 
and Innovation）イニシアティブの 2 年度予算は 1 億ドル（初年度の 2008 年度は

4,790 万ドル）まで引き上げ。 
· クリーンで安定した海洋環境を保証する活動の支援を目的に昨年新設された海洋研

究優先プラン（Ocean Research Priorities Plan）の 2 年度予算は前年度同額の 1,700
万ドル。 

· 革新パートナーシップ（Partnerships for Innovation）は、2008 年度比 4.0%増の

960 万ドル。 
· 2009 年度から総合的活動（IA）に移譲・統合される EPSCoR（Experimental Program 

to Stimulate Competitive Research）計画の予算は、前年度比 2.2%増の 1 億 1,350
万ドル。 

· 異なる専門分野の研究者を一堂に集める目的で2007年度に新設された研究革新新興

フロンティア（EFRI）の 2009 年度予算は、前年度を 400 万ドル上回る 2,900 万ド

ル。 
· 中小企業革新研究プログラム（SBIR）の予算は 16.1%増額で 1 億 1,360 万ドル。中

小企業技術移転プログラム（STTR）の予算は 16.1%増の 1,340 万ドル。 
· 長期の産官学パートナーシップ構築を推進する産学協同研究センター

（Industry/University Cooperative Research Centers）の予算は前年度を 90 万ド

ル（13.0%）上回る 730 万ドル。 
· 植物ゲノム研究プログラム（Plant Genome Research Program）の 2009 年度予算

は、前年度予算比で 3.4%（340 万ドル）増額となるものの、前年度要求額とは同額

の 1 億 100 万ドル。 
 
2. 主要な教育関連プログラム 
NSF の教育・人材関連予算は、2008 年度比 8.9%（6,500 万ドル）増の 7 億 9,000 万ド

ルまで引き上げられるが、2005 年度・2006 年度の大幅削減と 2007 年度の前年度並み予

算の影響により、2009 年度予算は実質的には 2004 年度レベルに復活したにすぎない。 
· 学部教育（Undergraduate Education）予算は 880 万ドル増額の 2 億 1,980 万ドル：

主要プログラムと予算は、（i）連邦サイバーサービス奨学金計画の 1,500 万ドル

(+350 万)；（ii）数学・科学パートナーシップの 5,100 万ドル(+250 万)；（iii）学科・

教育課程・ラボ改善（Course, Curriculum & Laboratory Improvement）に 3,920
万ドル(+171 万)；（iv）Robert Noyce スカラーシップ計画が 1,160 万ドル(+80 万)。
先進技術教育（Advanced Technological Education）と STEM 人材育成拡充計画

                                                 
注 2 大統領の 2008 年度要求額は 2 億 830 万ドルであったが、議会が計上した予算は 2007 年度より

140 万ドルの削減で 2 億 530 万ドルであった。 
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（STEM Talent Expansion Program）は 2008 年度予算と同額で、5,160 万ドルと

2,970 万ドル。 
· 大学院教育予算は 3,060 万ドル増で 1 億 9,070 万ドル：（i）大学院研究フェローシッ

プ（Graduate Research Fellowships）は前年度比 32.5%増の 1 億 1,670 万ドル。

高 3,075 名（+700 名）のフェローを支援。（ii）K-12 教育の大学院生授業助手制度

（Graduate Teaching Fellows in K-12 Education）は 4.3%増の 4,900 万ドル。（iii）
総合的大学院教育研究養成（IGERT）プログラムは 2008 年度と同額の 2,500 万ドル。 

· 人材開発予算は 9.2%増の 1 億 5,340 万ドル：内訳は、（i）科学技術の優良研究セン

ター（CREST）の 3,050 万ドル（+550 万ドル）；（ii）Louis Stokes 少数民族参加同

盟（LSAMP）の 4,250 万ドル（+200 万ドル）；（iii）大学院教育と教授陣の為の同

盟（AGEP）が 1,675 万ドル（+140 万ドル）。 
· 公式・非公式環境における学習の研究は 1,250 万ドルの伸びで 2 億 2,650 万ドル：

内訳は、（i）K-12 レベルの STEM 教育改善を狙った応用研究とイノベーションを支

援する Discovery K-12 が 1 億 850 万ドル(+850 万ドル)；（ii）非公式科学教育

（Informal Science Education）の 2009 年度予算は 6,600 万ドル(+100 万ドル)；（iii）
プロジェクト・プログラム評価は 1,000 万ドル(+300 万)；（iv）理工学教育の研究と

評価は前年度と同額の 4,200 万ドル。 
 

3. NSF センター・プログラムの 2009 年度予算は、前年度を 3,930 万ドル（15.7%）

を上回る 2 億 9,030 万ドル。内訳は下記の通り。 
（単位：百万ドル） 
 FY07 

センター数

FY07
実績 

FY08 
推定 

FY09 
要求 

FY09 対 
FY08 

分析・合成センター 2 6.67 13.41 18.41 5.00    
（37.3%）増

化学イノベーション 
・センター注 3 8 3.00 7.50 20.00 12.50  

（166.7%）増

工学研究センター 15 47.05 52.86 53.55 0.69      
（1.3%）増

材料研究科学工学 
センター 26 55.97 54.75 62.83 8.00    

（14.6%）増

ナノスケール科学工学 
センター 18 38.61 42.59 44.61 2.02      

（4.7%）増

科学技術センター 17 68.56 64.95 76.02 11.07    
（17.0%）増

学習科学センター 6 12.64 14.94 15.00 0.06      
（0.4%）増

合 計  232.50 250.98 290.32 39.34    
（15.7%）増

（四捨五入につき合計は必ずしも一致しない） 
 

                                                 
注 3 以前は、化学結合センター（Chemical Bonding Centers）と呼ばれていた。 
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III. 商務省 

 
商務省の 2009 年度予算は 81 億 7,670 万ドルで、前年度推定（68 億 3,170 万ドル）と

比べ 13 億 4,500 万ドル（19.7%）という大幅な伸びとなっている。イノベーション、起業

家精神、競争力、スチュワードシップ（stewardship）の促進によって経済成長と経済機

会のための条件を創出することをミッションとする商務省では、①米国競争力を 大化し、

米国産業・労働者・消費者の経済発展を可能にすること；②米国のイノベーションおよび

産業競争力を促進すること；③環境スチュワードシップを推進することを戦略目標に掲げ

ている。 
 
商務省の 2009 年度 R&D 予算は、2008 年度予算を 4,400 万ドル（4.0%）上回る 11 億

5,7600 万ドル。2008 年度予算との比較では、基礎研究費が 83.3%の大幅増額注 4となる一

方、応用研究はほぼ前年度並み、開発と施設・設備は 10.5%と 16.2%の削減となっている。

商務省 R&D 予算の内訳は下記の通り： 
(単位：百万ドル) 

 FY2007 
予算 

FY2008 
要求 

FY2008 
予算 

FY2009 
要求 

FY2009 対 
FY2008 

基礎研究 142 164 96 176 80 
（83.3%）増 

応用研究 637 696 731 737 6 
（0.8%）増 

開発 83 72 76 68 -8 
（10.5%）減 

施設・設備 218 156 210 176 -34 
（16.2%）減 

合 計 1,080 1,088 1,113 1,157 44 
（4.0%）増 

 
国立標準規格技術研究所（National Institute of Standards and Technology = NIST）

の 2009 年度総予算は 2008 年度要求より 279 万ドル、2008 年度予算より 1 億 1,780 万ド

ル少ない 6 億 3,800 万ドル。但し、ブッシュ大統領提案の ACI で要求し、「America 
COMPETES 法」で大幅増額を認可した NIST コアプログラム注 5の 2009 年度予算は、前

年度要求を 1 億 4,090 万ドル（28.6%）、前年度予算を 3,300 万ドル（5.5%）上回る注 66
億 3,400 万ドルとなっている。「America COMPETES 法」では、ブッシュ政権が再三に

および廃止を要求してきた先端技術計画（Advanced Technology Program）を技術イノベ

ーション計画（Technology Innovation Program = TIP）に再編したが、2009 年度大統領

                                                 
注 4 2008 年度大統領要求額との比較では、1,200 万ドル（7.3%）の増額。 
注 5科学的・技術的研究事業（Scientific and Technical Research and Services = STRS）と研究施

設建設（Construction of Research Facilities = CRF）。 
注 6 ブッシュ大統領は今年の一般教書演説で議会に指定予算交付を半減するよう訴えている。商務

省の 2008 年度予算には 8,220 万ドルの指定交付予算が含まれており、これを除くと、コアプロ

グラムの 2009 年度予算は 1 億 1,520 万ドル（22.2%）の伸びになる。 
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要求では TIP の廃止、および、製造技術普及計画（Manufacturing Extension Partnership 
= MEP）の大幅削減を要求している。 

(単位：百万ドル) 

 FY2008
要求 

FY2008
予算 

FY2009 
要求 

FY09 対 FY08 
予算 

STRS 
 NIST 研究所 
 マルコム・ボルドリッジ賞 

500.5 
492.4 

8.1 

440.5 
432.3 

8.2 

535.0 
526.5 

8.5 

94.5 
（21.4%）増 

94.2 
（21.8%）増 

0.4 
（4.5%）増 

CRF 93.9 160.5 99.0 -61.5 
（38.3%）減 

ITS 
 先端技術計画 (ATP) 
 技術イノベーション計画 (TIP) 
 製造技術普及計画 (MEP) 

46.3 
0 

N/A 
46.3 

154.8 
N/A 
65.2 
89.6 

4.0 
0.0 
0.0 
4.0 

-150.8 
（97.4%）減 

0 
-65.2 

（100%）減 
-85.6 

（95.5%）減 

合 計 640.7 755.8 638.0 -117.8 
（15.6%）減 

（四捨五入につき合計は必ずしも一致しない） 

 
NIST 予算のハイライト： 
· 2009 年度 R&D 予算は 2008 年度推定比 6.0%増の 5 億 4,500 万ドル。ブッシュ政権

が基礎研究を優先視している一方で、米国議会が応用研究および開発と施設・設備

を重視していることを、下記の表は浮き彫りにしている。ブッシュ政権の 2009 年度

予算案は 2008 年度要求を踏襲する内容で、基礎研究の増額、他費目の減額を求めて

いる。 
（単位：百万ドル） 
 FY2007 

予算 
FY2008 
要求 

FY2008 
推定 

FY2009 
要求 

FY09 対 
FY08 

基礎研究 142 164 96 176 80 
（83.3%）増 

応用研究 228 225 263 234 -35 
（13.0%）減 

開発と施設・設備 117 126 155 135 -20 
（12.9%）減 

合 計 487 515 514 545 31 
（6.0%）増 

（出典：AAAS の Preliminary Analysis of R&D in the FY 2009 Budget を基にワシントン事務所作成） 
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· 国家の 重要ニーズである①環境・安全・危機管理の急迫したニーズへの対応； 戦

略技術および急進する技術への投資；③米国の理工系キャパシティと能力

（capability）の拡大、に対する予算を 1 億 3,270 万ドル増額。 
① 環境・安全・危機管理の急迫したニーズへの対応（2,620 万ドル増額） 

 ナノテクノロジーの環境・衛生・安全面（EHS）影響に新たに 1,200 万ドル …
（i）正確な測定・検出方法の開発；（ii）ナノテクの持つ多大な経済的ポテンシ

ャルの活用；（iii）ナノテク製品に対する消費者コンフィデンスの持続を図る。 
 気候変動科学プログラム（CCSP）の計量と基準に対する予算を 500 万ドル増額 
…国際データ比較の不確実性を減らすキャリブレーションの標準化、エアロゾ

ルの特性データベースと新測定方法の策定。 
 全米地震危険度低減プログラム予算を 330 万ドル増額 …（i） 新の建築基準；

（ii）新規・既存ビルの耐震度評価ツール；（iii）構造技術者向け技術的資料の

作成等。 
 災害に強い構造およびコニュミティーに 400 万ドルの増額 …（i）台風・地震

等のリスク削減；（ii）危険緩和の科学的ツール策定；（iii）建築基準の改善に繋

がる基準や意思決定支援ツール；（iv）台風予測方法やリスクに基づく嵐マップ

の策定。 
 バイオメトリクス：敵味方の識別への予算を 200 万ドル増額 …顔認識、多モー

ドシステムの実験、生体測定システムの相互運用性、顔認識・指紋・眼球の虹

彩スキャンを同時に行う技術の実現を図る。 
② 戦略技術および急進する技術への投資（4,280 万ドル増額）  

 バイオサイエンスの計量と基準に新規で 1,000 万ドル …ミスの減少・コスト削

減・革新的医療技術の実現を助長し、オーダーメイド医療への道を開き、バイ

オインフォマティックスやモデリングツールの広範な利用を助長する。 
 量子情報科学の予算を 700 万ドル増額 …（i）NIST とメリーランド大学の量子

合同研究所（Joint Quantum Institute）で養成する学生を増数；（ii）テレポー

テーション技術を活用する量子「ワイヤー」の開発；（iii）全光クロック（all 
optical clock）の開発。 
 ナノテクノロジー：発見から製造までの予算を 700 万ドル増額 …産官学のナノ

テク研究スピードを加速し、製品化を短期化し、製品の質および生産高を改善

する。 
 計測学のイノベーションは300万ドル増額 …産業界の新たなニーズを予測して、

次世代技術が必要とする計測学を開発。 
 包括的なサイバーセキュリティー・イニシアティブに新規で 500 万ドル …暗号

化キーの管理改善、相互運用性とユーザー認証の改善、コンピュータ・セキュ

リティ設定の標準化。 
 光通信とコンピューティングに新規で 580 万ドル …（i）信号測定を利用して通

信不通地を遠隔診断する新規の測定ツール・データ分析ツール・モデリングツ

ールの開発；（ii）光回路を分析する新しいナノスケール測定技術の開発。 
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 水素経済の実現に 400 万ドルの増額 …（i）パイプラインの安全性・信頼性に対

する基準を策定；（ii）販売場所での正確な燃料計測を保証；（iii）燃料電池の性

能と耐久性を改善。 
 供給チェーンの統合による製造イノベーションは100万ドル増額 …効率的な供

給チェーンの実現、競争力の維持、および、イノベーションの増進に欠かせな

い基準や計量や試験ツールを開発。 
③ 米国の理工系キャパシティと能力の拡大（6,370 万ドル増額） 

 NIST 中性子研究センターの規模拡大と能力改善に 200 万ドル増額。 
 NIST ボルダーキャンパスの増築に 4,350 万ドルの増額 …原子レベル現象の確

実な操作に必要な環境制御（environmental control）を提供する近代的研究施

設の増築を完了。 
 JILA 増築予算として新規に 1,300 万ドル …根本的エレクトロニクス研究のた

めのクリーンルーム、生物物理学研究のための低温研究室を整備。 
 安全性とキャパシティ、保守と大規模修理の予算は 520 万ドルの増額 …（i）
NIST 職員の安全の保証；（ii）老朽化した機械・電気システムの交換；（iii）危

険物の除去；（iv）構造修理および交換；（v）アクセスビリティの改善。 
 
 
IV. 内務省 

 
2009 年度の内務省予算は前年度よりも 3 億 8,850 万ドル（3.5%）少ない注 7107 億 2,400

万ドル。ミッション別予算は、①エネルギーへのアクセスや再生可能・再生不能資源プロ

グラムの増強によるエネルギー安全保障の強化を目的とする資源利用（Resource Use）が

16 億ドル；②景観や河川流域の改善、文化遺産・自然遺産の保護を目的とする資源保護

（Resource Protection）は 33 億ドル；③リクリエーション（Recreation）予算が 17 億ド

ル；④コミュニティサービス（Serving Communities）は 39 億ドル；⑤優良マネジメン

ト（Management Excellence）が 3 億ドルとなっている。 
 
内務省の 2009 年度自由裁量予算は、2008 年度よりも 4 億ドル（3.7%）少ない 106 億

ドル。また、内務省の R&D 予算も前年度より 5,900 万ドル（8.7%）少ない 6 億 1,700 万

ドルに減額されている。膨らむ一方の財政赤字を抱えるブッシュ政権は 2009 年度予算で 4
省庁注 8の R&D 予算を削減しているが、内務省 R&D は農務省 R&D の削減（15.5%減）に

つぐ、大幅な減額となっている。内務省 R&D 予算の内訳は、開発費が前年度同額となる

ものの、基礎研究と応用研究、および、施設・設備の予算は各々、7.0%、6.6%、90.9%の

削減要求となっている。 
 
 
内務省予算のハイライト： 

                                                 
注 7 2008 年度の補正予算を加算すると、6 億 3,700 万ドル（5.6%）の削減となる。 
注 8 2009 年度予算でR&D 予算が減額される他の 2 省は、復員軍人省（7.9%減）と環境保護庁（1.3%減）。 
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· エネルギー安全保障の強化 
内務省予算に盛り込まれたエネルギー計画の総合予算は、2008 年度比 2.9%（1,510
万ドル）増の 5 億 2,810 万ドル。エネルギー関連計画予算をもつ内務省局は、国土

管理局、鉱物資源管理部、米国地質調査局、魚類野生生物庁（Fish and Wildlife 
Service）、先住民局（Bureau of Indian Affairs）、および、内務長官室。この内、国

土管理局、鉱物資源管理部、および、米国地質調査局の主なプログラムと予算は下記

の通り： 
 国土管理局（Bureau of Land Management = BLM）のエネルギー計画予算は、

前年度より 286 万ドルの増額で 1 億 7,910 万ドル。 
a) アラスカ州ノーススロープに散在する政府掘削廃井の修復活動を継続するため、石

油・天然ガスプログラムの予算を 1,120 万ドル増額。 
b) ガスハイドレート研究は活動の延期に伴い、2009 年度予算は 42.5 万ドルの減額。 
c) オイルシェール（油頁岩）開発プログラムは、オイルシェールの環境影響報告書

（environmental impact statement）完了を反映し、195 万ドルの減額。 
 鉱物資源管理部（Minerals Management Services = MMS）のエネルギー計画予

算は、1,052 万ドル増で 3 億 100 万ドル。 
a) 大陸棚（Offshore Continental Shelf = OCS）5 ヵ年リース計画が定めた、アラス

カとメキシコ湾における新リース地域での環境調査・資源アセスメント・リース協

議を拡大するため、850 万ドルを要求。 
b) 代替エネルギー/在来方式に代わる利用（Alternative Energy/Alternate Use）プロ

グラムの拡大で、100 万ドルの増額。 
c) 資源アセスメントや資源保全分析用の 先端地層科学解析ツールの予算を 110 万

ドル増額。 
 米国地質調査局（US Geological Survey = USGS）のエネルギー計画予算は26万
ドル増額されて2,664万ドルまで引き上げられる。石油、天然ガス、炭層メタン、

ガスハイドレート、石炭、地熱資源、オイルシェール、ウラニウムに関する国内外

の研究やアセスメント、これらエネルギー資源の発生・生産・利用に伴う環境・健

康面での影響評価を行う。 
· 気候変動関連 
内務省の主要科学機関である USGS の気候変動科学プログラム（CCSP）予算は、

前年度より 500 万ドルの増額で 3,140 万ドル。 
· その他 

MMS 管轄の重油漏れ研究（Oil Spill Research）プログラムの予算は 3 年連続の削

減で、610 万ドル。 
 
 
V. 環境保護庁 

 
環境保護庁（EPA）の 2009 年度予算は、2008 年度予算（74 億 7,000 万ドル）を 3 億

3,000 万ドル（4.4%）下回る 71 億 4,000 万ドル。2008 年度大統領要求額（71 億 9,940
ドル）と比較しても 5,940 万ドルの減額要求となっている。戦略目標別の予算配分は、目
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標 1 の「クリーンエアおよび地球気候変動」が前年度比 3.4%減の 9 億 3,900 万ドル；目

標 2 の「クリーンで安全な水資源」が 9.6%減の 25 億 8,100 万ドル；目標 3 の「国土保全

と地力回復」は 0.2%増の 16 億 9,100 万ドル；目標 4 の「健全なコミュニティとエコシス

テム」が 9.6%減で 11 億 9,100 万ドル；目標 5 の「遵守および環境管理」は 2.2%増の 7
億 5,110 万ドル。 

 
2009 年度の EPA 目標別予算 

 
（出典：FY2009 EPA Budget in Brief） 
 
同庁の R&D 予算は 5 億 5,000 万ドルで、2008 年度予算比では僅か 1.3%（770 万ドル）

の削減ながら、2007 年度予算と比較すると 5,600 万ドルの減額となる。2009 年度要求で

は、開発費が微増となる一方、基礎研究も応用研究も僅かながら削減となる。EPA の R&D
予算内訳は下記の通り： 

（単位：百万ドル） 

 FY2007 
予算 

FY2008 
要求 

FY2008 
予算 

FY2009 
要求 

FY2009 対 
FY2008 

基礎研究 101 94 97 95 -2  （2.1％）減

応用研究 415 364 379 370 -9   （2.4%）減

開発 90 104 81 85 4   （4.9%）増

 合 計 606 562 557 550 -7   （1.3%）減

 
EPA 予算のハイライト： 
· 州政府・地方政府への大気質管理グラントは前年度・前々年度並みの 1 億 8,600 万

ドル。                                         

· 温室効果ガス（GHG）原単位を 2012 年までに 18%削減するという大統領計画への

貢献を目的とする気候保護プログラム（Climate Protection Program）の 2009 年予
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算は、9,800 万ドル。主なプログラムは下記の通り： 
 Energy STAR プログラム予算は前年度予算より 400 万ドル少ない 4,420 万ドル。 
 国際的な GHG 排出削減努力を支援するクリーン開発と気候に関するアジア太平

洋パートナーシップ（APP）の予算は 500 万ドル注 9。 
 メタン市場化（Methane to Markets）パートナーシップは 2008 年度並みの 450
万ドル。 

· 州政府・部族政府支援グラント（State and Tribal Assistance Grants）は 1.1%削減

の 26 億 2,200 万ドル。主要なプロジェクトは下記の通り： 
 ディーゼル排出削減グラントの予算は 2008 年度と同額 4,920 万ドル。 
 ブランフィールド計画の予算は前年度予算並みの 9,360 万ドル。 
 議会が 2008 年度に 980 万ドルを計上したカリフォルニア州排出削減グラントは、

廃止要求。 
· 州政府回転資金（State Revolving Fund）グラントは 1 億 2,090 万ドル削減され、

13 億 9,720 万ドル。内訳は下記の通り： 
 クリーンウォーター・グラント予算は、1億 3,400 万ドル削減の 5億 5,550万ドル。 
 飲料水グラント予算は、1,310 万ドル増額されて 8 億 4,220 万ドル。 

· 省庁間イニシアティブである気候変動科学プログラム（CCSP）に対する EPA 予算

は前年度より 400 万ドル少ない 1,600 万ドル。 
· 米国の重要な水資源インフラを守る水資源安全保障イニシアティブ（Water Security 

Initiative）の 2009 年度予算は 3,520 万ドル。 
· スーパーファンド予算は 1,000 万ドル増額の 12 億 6,00 万ドル。 
· ナノ材料の環境運命（environmental fate）を左右するプロセスの理解を深めるナノ

テクノロジー研究は、450 万ドル増額されて 1,490 万ドル。 
 
VI. 運輸省 
 
2009 年度の運輸省全体予算は 2008 年度予算（703 億 3,300 万ドル）比 3.0%（21 億 3,400

万ドル）減の 681 億 9,900 万ドル。5 つの重要戦略目標の比率をみると、環境保護が僅か

に伸びた一方で、安全性の向上、渋滞軽減、世界的交通網連絡の改善、および、国家安全

保障の支援の割合が全て、僅かながらも縮小している。各目標に対する予算配分は下記の

通り： 
(1) 安全性の向上への 2009 年度予算は 202 億 9,500 万ドル（29.7%） 
(2) 渋滞軽減への配分は 367 億 1,500 万ドル（53.8%） 
(3) 世界的交通網連絡の改善は 13 億 8,200 万ドル（2.0% ） 
(4) 環境保護に 70 億 3,000 万ドル（10.0%） 
(5) 国家安全保障の支援に 9 億 1,900 万ドル（1.3% ） 
 
運輸省の 2009 年度自由裁量予算は昨年に続く削減で、2008 年度より 40 億ドル（25.7%）

                                                 
注 9 ブッシュ大統領は 2008 年度予算で 500 万ドルを要求したが、議会が認可した 2008 年度予算に

は APP 予算が盛り込まれていない。 
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少ない 115 億ドル。R&D 予算は前年度比 9.5%（7,800 万ドル）増の 9 億 200 万ドルで、

応用研究と開発の予算が 6.6%と 17.3%増額される一方、基礎研究と施設・設備はほぼ前

年度並みの要求となっている。同省の主要部局別の R&D 予算は下記の通り： 
(単位：百万ドル) 

 FY2007 予算 FY2008 推定 FY2009 要求 FY2009 対 
FY2008 

連邦航空局（FAA） 234 271 335 64 
（23.7%）増

連邦高速道路局（FHWA） 130 147 171 24 
（16.5%）増

連邦交通局（FTA） 8 13 18 5 
（42.1%）増

米 国 高 速 道 路 安 全 局

（NHTSA） 79 83 83 ±0 

連邦鉄道局（FRA） 37 39 37 -2 
  (4.8%）減

研究・革新技術局（RITA） 3 10 10 1 
   （6.3%）増

連邦自動車運輸安全局

（FMCSA） 9 8 6 -1 
（16.7%）減

その他 27 25 19 -6 
（24.0%）減

合 計 768 812 901 78 
 （9.5%）増

（四捨五入につき合計は必ずしも一致しない） 
 
運輸省予算のハイライト： 

· 連邦高速道路局（Federal Highway Administration）予算は 401 億 3,800 万ドル 
 全米幹線道路網、および、都市や地方の道路や橋の建設・改修を行う州政府に対し

て財政支援を提供する連邦支援高速道路プログラム（Federal-Aid Highways 
Program）予算は 394 億ドル注 10。主要プログラムの予算は、（i）渋滞軽減および

大気質改善プログラム（CMAQ）の 18 億ドル；（ii）研究およびインテリジェント

交通システム（ITS）の 5 億 3,980 万ドルで、この内 の 1 億 1,000 万ドルが ITS
予算。 
 米国各地で交通渋滞と通勤時間の削減を狙った、行政府の新イニシアティブ「国

家渋滞軽減戦略（National Strategy to Reduce Congestion）」に 1 億 7,500 万ド

ルを要求。1 億ドルを大都市部の渋滞軽減実証イニシアティブに、7,500 万ドルを

未来回廊（Corridors of the Future）プログラム支援に計上。 
· 米国高速道路安全局（National Highway Traffic Safety Administration）の 2009

年度予算は 8 億 5,100 万ドル。 
 自動車安全性研究（Vehicle Safety Research）の予算として 1 億 2,200 万ドル …

                                                 
注 10 義務的支出と自由裁量支出の合計金額。 
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（i）自動車安全性の研究分析に 2,920 万ドル；（ii）運輸省の「安全性」目標を支

援する、ルール策定プログラムに 1,670 万ドルを要求。 
 高速道路安全性 R&D（Highway Safety Research and Development）の予算は 1
億 550 万ドル …（i）行動研究や技術支援、道路交通法の施行や救命救急システム

といった高速道路安全性 R&D プログラムに 4,200 万ドル；（ii）安全傾向の確認や

代替案の策定を行う研究・分析に 2,690 万ドル。 
 高速道路交通安全性グラント（Highway Traffic Safety Grants）に 6億 100万ドル。 

· 研究・革新技術局（Research and Innovative Technology Administration）の予算

は 3,900 万ドル。 
 国家の経済および環境優先事項を支援しつつ、代替燃料重視の革新的交通技術を改

善・推進する、研究･開発・技術（Research, Development and Technology）に

1,200 万ドル。 
 多様な交通データや情報を提供する交通統計局（Bureau of Transportation 
Statistics）の予算として 2,700 万ドル要求。 
 大統領の水素燃料イニシアティブを支援するため、500 万ドルを拠出。 

· 連邦航空局（Federal Aviation Administration）の予算は 146 億 4,300 万ドル 
 研究・工学・開発（RE&D）予算は 1 億 7,100 万ドル …（i）航空安全問題関係の

研究継続に 9,100 万ドル；（ii）渋滞軽減と環境問題の研究費が 1,400 万ドル。 
 空港改善プログラム（Airport Improvement Program）予算は 7 億 5,000 万ドル

削減されて 27 億 5,000 万ドル。 
· 連邦交通局（Federal Transit Administration）の 2009 年度予算は 101 億 3,500 万

ドル。 
 クリーン燃料グラント（Clean Fuels Grant）プログラムに 5,150 万ドルの要求。 
 国立公園や公有地における輸送代替手段（Alternative Transportation in Parks 
and Public Lands）には 2,690 万ドル。 
 障害を持つ労働者に革新的な交通問題の解決策を提供することによって交通面で

の障壁を軽減する、ニューフリーダム（New Freedom）プログラムに 9,250 万ド

ルを要求。 
· 省庁間プログラムである次世代航空輸送システム（Next Generation Air 

Transportation System = NextGen）イニシアティブの 2009 年度予算は、前年度よ

り倍増されて 6 億 8,800 万ドル。FAA からの投資額は 2 億 3,100 万ドル。 
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【エネルギー】太陽熱利用 スターリングエンジン 

 
スターリングエンジンで太陽からグリッドへの変換効率 

31.25%の世界新記録を達成(米国) 
 
空がいつもより 10％以上も明るい完全なニューメキシコの冬日に、サンディア国立研究

所とスターリングエネルギー・システム(SES)社は、太陽からグリッドシステムへの正味

効率で 31.25％を達成し、新しい変換効率記録を塗り替えた。1984 年の効率 29.4％の記録

は、サンディア国立研究所全米太陽熱試験施設にある SES 社の「Serial#3」ソーラーディ

ッシュ形スターリングエンジンで 2008 年 1 月 31 日に破られた。 
 
この変換効率は、電力グリッドに送られた正味のエネルギーを測定し、皿形反射鏡を照

らす太陽エネルギーで割ることにより計算される。水ポンプ、コンピュータおよび追跡モ

ーターのような補助的負荷は、正味電力の測定で考慮されている。 
 
「この型式のシステムにおける 2 点の本質的な変換効率の向上は驚異的であった。これ

は、我々のディッシュエンジンシステムが、他のソーラーディッシュ集光器の能力をはる

かに越える大きな前進であり、そして手頃なシステムの商業化に一歩近づけた」と SES
社長兼 CEO のブルース・オズボーンが述べる。 

 
Serial#3 は、日中に 150kW のグリッド対応電力を発電する太陽熱試験施設の 6 ヵ所の

実証ディッシュモデル発電所の一部として 2005 年 5 月に組立てられた。各々のディッシ

ュ・ユニットは、太陽の光を強力なビームへ集光させるために、皿形に形成された 82 個

の反射鏡から構成されている。 
 
ソーラーディッシュは、スターリングエンジンに熱エネルギーを送る受光器上に太陽光

を集中させることにより電気を発電する。このエンジンは水素が充填された密閉方式であ

り、水素ガスは、加熱・冷却されるとき、その圧力は上昇・下降する。この圧力変化が、

スターリングエンジン内部のピストンを駆動し、機械エネルギーを発生させる。そして、

次に発電機を回して電力を発生する。 
 
SES 社とサンディア国立研究所の共同でなされたシステムへのいくつかの技術的進歩

が、太陽からグリッドへの記録破りの変換効率ヘと導いた、とプロジェクトを統率するサ

ンディアプロジェクトエンジニアのチャック・アンドラーカは語る。 
 
SES 社がディッシュおよび全てのハードウェアを所有している。サンディア国立研究所

は、10 年以上の長期にわたり SES 社に技術的・分析的支援をしている。 
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第一の恐らく も重要な進歩は、光学系における向上であったと、アンドラーカは述べ

る。スターリングエンジンの皿形反射鏡は、反射率を高めるように銀で裏打ちした低鉄族

のガラスで作られており、入射太陽光の 94％をエンジンパッケージへ集光する。以前の取

り組みでは約 91％しか反射されていなかった。この反射刻面は、サンディア国立研究所と

Paneltec 社(ラファイエット、コロラド州)の特許により製作され、非常に正確で形状の不

完全さは 小となっている。 
 
これらの改良が、損失制御口径を直径 7 インチに減らすことを可能にし、受光器に入る

光を高く集中することを意味している。 
 
サンディア国立研究所と SES 社の新しいエネルギー変換記録達成を助けたソーラーデ

ィッシュ形エンジンシステムへの他の改良には、製作コストがかからない新しく効率的な

冷却器と新しい高効率発電機があった。 
 
改良は全てより良いシステムへと結びついたが、それを達成した 1 つの理由には、美し

いニューメキシコの冬日という天候があった。 
 
「その日は、完全な日であった。我々が記録を達成した 1 月 31 日は、非常に寒く極端

に明るい日で、平年値より 8 パーセントも明るい日であった」とアンドラーカは述べる。 
 
零度付近の気温は、エンジンの低温部分を約 23℃で運転することを可能にし、また、そ

の太陽の輝度は、全ての寄生的な負荷や損失が一定な状態で、さらに多くのエネルギーが

作られることを意味する。このテストは 2 時間半の間実施された。また、一時的効果を除

くために、60 分間の移動平均法が、出力と効率のデータを評価するために使用された。テ

スト段階で、このシステムは 26.75kW の正味電力を発生した。 
 
SES 社は、記録を達成したシステムを商業化するために働いており、サウザン・カリフ

ォルニア・エジソン社とサンディエゴ・ガス・アンド・エレクトリック社の 2 つの主要な

南カリフォルニア公益事業と合計 1,750MW まで電力購買契約に署名した。これは世界

大の 2 件の太陽エネルギー契約を意味している、とオズボーンは述べる。これらの契約は、

合計で約 7 万個のソーラーディッシュエンジンユニットを必要とする。 
 
「この素晴らしい記録は、これらのディッシュの使用が、発電のコスト効率が良く、環

境にやさしい方法であることを示している。SES 社は、「サン・キャッチャー

(SunCatcher)」と呼ばれるシステムの商業化を活動的に行っている。 
 
また、大量生産のための準備を続け、プロジェクト敷地開発および建設前活動を完了し、

コスト効率の良い製造工程およびサプライ・チェーンを開発するために、大量生産企業や
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産業界との協力を確立することが必要である。実証された高い効率は、与えられた投資で

より多くのエネルギーが生産されることを意味し、発電されたエネルギーのコストを低下

させる」と SES 社 CEO のオズボーンは述べた。 
 
SES 社は、高度な太陽技術を開発し商業化するために、1996 年に設立された。同社は、

本社をアリゾナ州フェニックスに置き、カリフルニア州タスティンにプロジェクトと技術

の開発オフィスを持ち、またアルバカーキのサンディア国立研究所でエンジニアリングと

試験場での運転を行っている。 
 

 (出典：http://www.sandia.gov/news/resources/releases/2008/solargrid.html ) 
参考：スターリングエンジン超入門： 
http://www.aist.go.jp/ETL/jp/gen-info/news/etl-news/pdf/1999/01news72.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
サンディア国立研究所全米太

陽熱試験施設のソーラーディ

ッシュ形スターリングエンジ

ン(25kW)を訪問中のブッシュ

大統領 

(Credit: Randy J. Montoya, Sandia National Laboratories) 
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【環境】地球環境 

 
人間が海洋に与える影響についての初の世界地図（世界） 

―世界の海洋の 40%以上に深刻な影響― 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

世界の海洋生態系は人間の活動によって重大な影響を受けている。 
出所：NCEAS 

 
 
人間の活動によって世界の海洋の 40％以上が重大な影響を受けており、影響のない地域

はごくわずかであることが、人間が海洋生態系へ与える影響を研究した初の世界規模の調

査によって明らかとなった。 
 
研究者達は様々な 17 種の活動（漁業、気候変動、汚染など）の地図を重ね合わせて、

人間が海洋に与えている被害の状況を表した合成地図を作成した。 
 

2008 年 2 月に Science 誌で発表されたこの取組みは、カリフォルニア大学サンタバーバ

ラ校内にある米国科学財団(NFS)生態学分析合成センター(NCEAS: National Center for 

極低度の影響(<1.4) 
低度の影響(1.4-4.95) 

中度の影響(4.95-8.47) 
中高度の影響(8.47-12)

高度の影響(12-15.52) 
極高度の影響(>15.52) 

東カリブ海 北海 日本領海 トレス海峡 
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Ecological Analysis and Synthesis)で実施され、様々な大学や NGO、政府機関から 19 人

の科学者達が参加した。 
 

この研究では、海洋生態系（サンゴ礁、海草藻場(seagrass bed)、大陸棚、深海など）

に人間が与えている影響について、全世界のデータが合成された。 
 
 「今回の研究では人間活動が海洋生態系に与える影響を合成する必要が極めて高かった」

と NSF 生物海洋学プログラム長の David Garrison は話す。「今回の取組みは、局地的・

地域的規模で影響を評価するためのモデルとなるかもしれない。」 
 
従来の研究の大半は一つの活動や一つの生態系に個別に焦点を当てたものが多く、世界

規模の研究は殆どなかった。今回の研究により研究者達は全海域にわたる人間活動の総合

的影響を調べることができた。 
 
「今回のプロジェクトによって、私達はついに、人間が海洋に与える影響度の全体像を

捉えることが可能となった」と NCEAS の研究主導者 Ben Halpern は話す。「個別の影

響を集計した結果、恐らく人々が想像する以上に全体的に悪い状況であることが研究によ

り明らかとなった。私自身も大変驚いた。」 
 
 この研究で も強い影響が出ている海域は、北海広域、南シナ海・東シナ海、カリブ海、

北米東海岸、地中海、紅海、ペルシャ湾、ベーリング海、及び、西太平洋（7 ヵ所）であ

った。 も影響が少なかった地域は北極・南極の近海であった。 
 
 「地球温暖化や人間活動の広がりによって両極域の氷床が消失していけば、これらの地

域で比較的原始のまま残っている生態系が急速に崩壊してしまう危険性が高い」と

NCEAS の科学者 Carrie Kappel は話す。人間が海洋に与えている影響は様々な生態系に

かなり広範囲に及んでいる。 も重大な影響を受けているのは、サンゴ礁、海草藻場、マ

ングローブ、岩礁、岩棚、海山などである。 も影響が出ていない生態系は軟底(soft-bottom)
部と外洋表面水である。 
 
 「望みは確実にある」と Halper は補足する。「比較的原始のままの状態の海洋部分を

保護する取組みを行うことによって、これらの地域を良いコンディションで保全できる見

込みが高い。」 
 

この研究は以下の 4 ステップを経て行われた。 
(1) はじめに科学者達は、様々な人間活動が海洋の各生態系に与えている影響を定量化

し比較するための技術を開発した。これにより、例えば、肥料の流出はサンゴ礁に大
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きな影響をもたらすが、大型海藻類の森(kelp forest)への影響はかなり少ないことな

どが判明した。 
 

(2) 続けて、海洋生態系と人間による影響の分布について、世界のデータを収集・処理

した。 
 

(3) その次に、世界の各地域で「人間が与えている影響度」を測るために、上述の(1)と
(2)のステップのデータを組み合わせた。 

 
(4) 後に、従来の研究から海洋生態系の状態を世界規模で推測することで、研究者達

は影響の度合いをグランドトゥルース 1することができた。 
 
しかしこれら全てを行ったにもかかわらず、論文執筆者達はこの地図はまだ不完全だと

述べている。人間活動の多くは研究が不十分であったり、良質なデータが不足しているた

めである。 
 
「より多くのデータが入手可能になって、この地図が精緻化され更新されることを私達

は望んでいる」とスタンフォード大学の科学者 Fio Micheli は話す。「しかし、そうなれ

ばほぼ間違いなく、より深刻な状況が地図に表されるだろう。」 
 
海洋に殆ど影響を与えずに特定の活動を継続できるかどうかや、活動をやめる必要性、

より影響度が少ない地域に活動域を移す必要性について評価する上で、必要不可欠な情報

がこの研究によって提供されている。 
 
海洋の管理保全は、海洋保護区域(MPA2)や、生態系に基づく管理(EBM3)、人間の影響

を管理する海洋区分け(ocean zoning)で行われるため、今回のような情報は海洋の管理を

行う者や政策決定者にとって非常に貴重である。 
 
「海洋の保全管理グループは、どこに、いつ、どのような資源を投じるかを決める必要

がある」とハワイ大学研究者の Kimberly Selkoe は話す。「海洋保護区域の保全、 も大

きな影響を与える人間活動の評価、管理の介入が必要な生態系の優先順位付けなどに関心

があるグループにとっては、私達の研究結果が行動を起こす上での強力な足場となる。」 
 

                                                 
1 Ground truth：リモートセンシングデータによる解析結果と、地表（付近）で収集された情報の

間で、正確さや整合性を比較チェックすること。 
2 marine protected areas 
3 ecosystem-based management 
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「これらの結果が、諦める理由として使われるのではなく、海をより上手に管理・保全

する警鐘として役立ってほしい」と Halpern は付け加える。 
 
「人間はこの先も、レクリエーション、資源の採取、航海などの商業活動に海洋を利用

し続けるだろう。私達の目標、及び、私達にとって本当に必要なことは、私達の海が健全

な状態で存続して必要な資源を提供し続けることができるように、持続可能な方法で活動

を行うことである。」 
 

翻訳：大釜 みどり 
出典：http://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=111113&org=olpa&from=news 
参考：http://www.nceas.ucsb.edu/GlobalMarine 
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【環境】温室効果ガス 
 

米国エネルギー省の「気候ビジョン報告書 2007」 
―温室効果ガス排出原単位 1の削減についての産業界の取組み－ 

 
 米国エネルギー省(DOE: Department of Energy)は 2007 年 2 月、「気候ビジョン報告

書 2007 (the Climate VISION Progress Report 2007)」を発表した。同報告書では、2002
年～2006 年にエネルギー多消費型産業が行った温室効果ガス排出原単位(greenhouse gas 
emissions intensity)の改善が報告されている。報告書によると、電力産業とエネルギー多

消費型産業は、この 4 年間で合わせて排出量原単位を 9.4％改善し、2006 年はこれらの全

部門を合わせた温室効果ガスの実排出量が 1.4％減少となった。 
 
気候ビジョン（VISION は「Voluntary Innovative Sector Initiatives: Opportunities 

Now」の頭文字）は、2003 年 2 月 12 日に設置された官民連携イニシアティブである。こ

のイニシアティブの目的は、2002 年～2012 年に温室効果ガス原単位（国内総生産(GDP)
単位当たりの排出量を計算）で 18％削減を目指したブッシュ大統領の目標に貢献すること

である。気候ビジョンは、米国の温室効果ガス排出量の約 40～45％を占めている、エネル

ギー多消費型産業 13 部門を代表する産業連盟・業界団体、及びビジネスラウンドテーブ

ル 2から構成されている。 
 
「気候ビジョン・イニシアティブは、『 新技術を世界規模で開発・展開し、エネルギ

ー効率を迅速に向上させ、原子力エネルギー・再生可能エネルギー・クリーンコール 3 の

利用を増大させることによって、温室効果ガスの排出量を削減する』という、ブッシュ政

権の包括的戦略の重要要素である」と、DOE 気候変動政策・技術局の Stephen Eule 局

長は話す。「同イニシアティブは産業部門と連携してエネルギー効率向上に対するインセ

ンティブ投資を行っている。この効果により米国の産業界は、2012 年までに温室効果ガス

排出原単位で 18％削減というブッシュ大統領の目標達成に寄与できるような、よりクリー

ンな技術や実践法を採り入れる努力を強めている。」 
 
気候ビジョンの各参加者達は、各部門のエネルギー効率改善や温室効果ガス排出原単位

の改善に尽力してきた。これらの参加者は様々なエネルギー多消費型産業部門（石油・ガ

ス産業、電力産業、石炭・金属産業・鉱業、製造業(自動車、セメント、鉄鋼、マグネシウ

ム、アルミニウム、化学品、半導体)、及び林業）を代表しており、米国 大手の企業も含

まれている。気候ビジョンの参加機関には、エネルギー省、運輸省、農務省、及び環境保

護庁などがある。 
                                                 
1 温室効果ガス排出原単位とは、温室効果ガスの排出量を、排出量と密接な関係を持つ値（生産数
量や建物延床面積など）で除した値のこと。 

2 Business Round Table: アメリカ大手企業の CEO（ 高経営責任者）が参加する経済団体。 
3 酸性雨や地球温暖化に配慮し、環境に対する負荷を軽減した形で石炭を効率的に利用する技術。 
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電力部門と産業部門から報告された排出原単位の削減量は、米国経済全体の温室効果ガ

ス原単位のデータにも反映されている。米国の 新の報告書「温室効果ガス排出量 2006」
によると、DOE エネルギー情報局(Energy Information Administration)の推計では 2005
～2006 年の間に米国の温室効果ガス原単位は 4.2％減少し、単年では 1990 年以降 大の

減少率となった。2006 年は米国経済が 2.9％の成長を遂げながら、実排出量が 2005 年の

総排出量よりも 1.5％減少した。 
 
「気候ビジョン報告書 2006」参照ウェブサイト 
http://www.climatevision.gov/ 

 
「気候ビジョン報告書 2007」参照ウェブサイト 
http://www.energy.gov/media/Climate_Vision_Progress_Report.pdf 
 

翻訳：大釜 みどり 
出典：http://www.energy.gov/news/5982.htm 
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【産業技術】  ナノテクノロジー  

 
磁気共鳴画像(MRI/NMR)をマイクロリアクターに適用(米国) 

 
将来の触媒や触媒リアクター、特にマイクロ流体ラボオンチップ装置の設計の向上に向

けた重要な一歩で、エネルギー省ローレンス・バークレー国立研究所(バークレー研究所)
とカリフォルニア大学(UC)バークレー校の研究者は、磁気共鳴画像(MRI)をマイクロスケ

ールの気相反応に関する研究に適用し成功裡に導いた。 
 
バークレー研究所材料科学部門の学部上級研究者のアレグサンダー・パインならびに

UC バークレー校のグレン・T・シーボーグ化学教授の指導の下で、化学者のルイス・バウ

チャードおよびスコット・バートを含む研究者チームが、MRI 信号を充填床マイクロリア

クター中の活性触媒の気相流の直接画像化をもたらすのに十分な値に増強するため、パラ

水素分極ガスを使用する技術を開発した。 
 
熱的に分極されたプロピレンからの MRI 信号に比べて、パラ水素(原子核の核スピンが

逆平行な水素)の分極プロピレンで得られた信号の信号ノイズ比は 300 倍以上改善された。 
 
マイクロリアクター触媒への気相 MRI の初めての応用であるこの研究は、堅く詰めら

れた触媒リアクター基盤の空スペースと同様にマイクロ流体装置中のガスおよび液体を追

跡するために、パラ水素強化 MRI を使用することができることを示している。 
 
「このような小さな寸法で、またトレーサー粒子やガスを使用せずに、触媒反応生成物

を直接に研究するために過分極ガスが使用されたのは、これが初めてのことである。これ

は、速度測定や空間依存量のような MRI の全てのユニークな利点を利用可能にして、不

均一触媒に関する将来の研究に扉を開くことにつながる」とバウチャードが語る。 
 
「更に、我々の結果は、パラ水素使用への我々のアプローチが、水素化を越えた他の化

学反応まで拡張することができることを示し、この技術のインパクトや潜在的な使用を著

しく拡大することを示している」とバートが加える。 
 
パインズ、バウチャードとバートは、この研究についてのサイエンス誌 2008 年 1 月 25

日号に発表された論文「パラ水素使用によるマイクロリアクター中の接触水素化の NMR
分析」の共同執筆者である。 

 
「この不均一系での反応物や生成物の空間的・時間的分布は、その場での定量的測度の

不足に起因して近年は研究者にあまり取り組まれていなかった。したがって、そのような

システムの数学的モデルの高度化は計算能力が増加する割合で進展していたが、温度や反
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応率などのバルク特性以外の測定と比較することができないので、そのような関連モデル

は曖昧であった。この論文で示された方法とデータは、より効率的なリアクターのための、

測定、モデル化および設計に関する新時代を予告する」と UC バークレー校科学工学部長

のジェフリー・ライマーは論評している。 
 
化学反応を含む、ほぼすべての製造工程は触媒反応により開始されるので、新しく、よ

り優れた触媒や触媒リアクターの設計に対して高い評価がある。これは、成長中のマイク

ロ流体チップ技術の分野では特に言えることである。MRI と、その姉妹技術である核磁気

共鳴(NMR)は、科学分野における も強力な分析ツールの一つで、マイクロ流体装置中の

触媒リアクターおよび反応を評価するために大きな威力を持っている。しかしながら、従

来の MRI/NMR 技術の低い感度はその応用の範囲をマイクロスケールまでの触媒研究に

制限してきた。 
 
パインズ、バウチャードおよびバートのサイエンス論文中に報告された結果では、パラ

水素の使用を通じて MRI/NMR の固有の低い感度を克服することを可能とした。 
 
MRI/NMR 信号は、「スピン」と呼ばれる、ほとんどすべての分子の原子核で見つかる

特性によって可能になる。それは、磁気モーメントを生じさせ、あたかもスピンが南極と

北極を持った棒磁石であるように、核が働くことを意味している。MRI/NMR 信号を得る

のには、一つの方向または他の方向を指し示すスピンを持った試料中の核の過分量に依存

する。 
 
標準の温度・圧力では、水素ガスはオルト水素またはパラ水素のどちらか 2 つの分子形

式で存在し、オルト水素が全体の 75%を占めている。両分子形式は 2 原子分子であるが、

オルト水素では、原子核の中の 2 つのプロトンのスピンは同じ向きを指しているが、パラ

水素では、2 つのプロトンのスピンは逆方向を指し示す。 
 
混合ガス中のパラ水素の割合を増加させることによって、室温でも、また磁界が完全に

無い状態でさえ、パラ・スピンの純粋に過剰な状態が存在する。正しい条件の下では、こ

の過分極は他の核に移り、実質的に MRI/NMR 信号強度を数オーダーの大きさに向上させ

ることに利用できる。 
 
パインズ等は、気相の試料からの強い MRI/NMR 信号を得るために、プロピレンガスと

不均一触媒の組み合わせに、パラ水素強化ガスを使用する方法を発見した。プロピレンと

パラ水素強化ガス(パラ水素 40%)の混合ガスが、改良シリカゲル上に固定された触媒(ウィ

ルキンソン触媒)を持ったリアクターセルを通って流された。 
 
パラ水素強化混合ガスが触媒を通る時に、水素化が起る。これが、MRI/NMR 磁石に転
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送され、スピン分極プロパンガスを生成する。それにより、触媒フリー過分極プロパンガ

スが、MRI/NMR 信号を向上させるために使用できる。 
 
「パラ水素誘起分極によって得られた強化 MRI/NMR 感度は、我々が熱分極気相

MRI/NMR の低感度の固有問題を克服することを可能にした。これが、気相でこのような

高空間分解能の MRI画像を我々が得ることができた理由である。従来の熱分極 MRI/NMR
信号の使用では、これは不可能な課題である」とバウチャードが述べる。 

 
不均一触媒基盤の全体的な形態と活性な触媒領域を関連させることは、触媒を研究する

研究者やエンジニアの執拗な取り組みであった。さらに、それは基盤内で起る多段階反応

をモニタするという難問であった。このことが、 適の性能を与える触媒リアクターの設

計を妨げていた。 
 
「我々の MRI/NMR 技術は、反応の空間依存性を直接に測定する能力を提供する、また

触媒リアクターの設計に使用されるいろいろなシミュレーションや仮定の真偽の確認を行

うことを可能とする。したがって、触媒リアクターの設計を 適性能に収束する反復過程

にすることができる」とバートは語る。 
 
新しい触媒を研究し開発するコストは非常に高価である。パインズ、バウチャード、バ

ートおよび彼等の共同研究者によって開発された、パラ水素強化 MRI/NMR 技術は、実質

的に触媒の開発プロセスを促進すると同様に、これらのコストを削減する潜在性を持って

いる。 
 
潜在的な触媒に関する将来の研究が、より小さくより経済的な規模で行われることを可

能にするだけでなく、それは、「緑の化学」に適合し、生産性と産出を 大限にし、一方で、

コストならびに反応物の量や廃棄物を 小化しようと努力する新しいアプローチである。 
 
パインズ、バウチャードならびにバートは、この技術は水素化反応の研究にすぐにも使

用することが可能である、と語る。今後、彼らは、他のタイプの触媒および化学反応を研

究するために、水素化を越えてこの応用を拡張したいと考えている。バウチャードは述べ

る。「我々はまた、反応中の化学反応のエネルギー力学や流体輸送の機構に関する情報を示

唆する、触媒床の高分解の温度・圧力地図を得る方法の新しいアイデアを持っている。」 
 
「これは、シミュレーション以外にそのような情報をもたらす既存の技術はないので、

とても面白い 近の研究である。また、マイクロリアクターについては、このレベルの詳

細な空間分解能で、そのような気相反応を研究できる競合する方法は全くない」とバート

は述べた。 
 
 (出典：http://www.lbl.gov/Science- Articles/Archive/MSD-MRI-NMR.html) 
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【産業技術】情報技術 省エネルギー型照明 

 
米国エネルギー省は固体素子照明研究開発 

プロジェクトに 2,060 万ドル投資 
－ 産業拠出金と共に合計 2,800 万ドルの資金 － 

 
米国エネルギー省(DOE)は、固体素子照明(SSL：Solid-State Lighting)研究ならびに製

品開発を進めることを目指した合計 13 件のプロジェクト上限に 2,060 万ドルまでを提供

すると発表した。産業界の費用分担と合わせて、これらのプロジェクトへの投資は合計

2,800 万ドルになる。 
 
SSL 照明は、白熱灯や蛍光灯より非常に熱の少ない光を作成する先進技術であり、エネ

ルギー効率の向上を可能とする。これらのプロジェクトは、急速に増加しているエネルギ

ー需要の急速な増加に対応するため、SSL の研究所から市場への移行を加速する DOE の

国家戦略の一部である。 
 
「固体素子照明は、照明システムの効率を 2 倍以上にし、我々の二酸化炭素排出量を著

しく減少させ、建物環境を変える潜在性を持つので、DOE はこの先端技術の研究開発を

進展し加速することを熱望している。全ての分野にわたってエネルギー効率を増加させる

ことは、経済成長を促進し、エネルギー安全保障を向上させ、また地球の気候変動の重大

な課題に取り組む方法で、我々の将来のエネルギーの必要性を満たすための先進技術を商

業化し展開させる大統領の包括的戦略の重要な要素である」と、エネルギー効率・再生可

能エネルギー担当 DOE 次官補アレグサンダー・カースナーは語った。 
 
白熱灯や螢光灯と異なり、SSL は、電力を直接光に変換するために半導体材料を使用し

て光のエネルギー効率を 大限にする。固体素子照明は、発光ダイオード(LED)や有機発

光ダイオード(OLED)を含み、様々な光を発生する半導体素子を包含する。以前はデジタ

ル時計の数字を照らしたり、時計を照明する表示灯にのみ使用されていた LED は、現在、

ブレーキ灯、フラッシュライト、交通信号、そして 近では、街灯を含む様々な専門的応

用で見つかる。OLED 技術は、携帯電話や、ポータブルデジタル音楽プレーヤ、デジタル

カメラおよび現在ではテレビの小さなスクリーンにおいて、より一般的に商業利用されて

いる。 
 
このプロジェクトは、一般照明応用に使用される 先端技術の SSL を進歩させる活動に

関して、DOE の公共/民間の協力を継続させる。研究開発支援に加えて、DOE は、SSL
製品、技術調達と実証、商品試験、バイヤー/ユーザーガイダンス、設計競技、および標準

開発のための"ENERGY STARR"基準開発に国の指導と支援を提供する。 
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これらのプロジェクト選択は、一般照明応用に使用される 先端技術の SSL を進展させ

るための、 優先の研究開発(R&D)活動を行うことを求める、一連の DOE 資金提供機会

の第 4 回目を表している。 
 
プロジェクトのうちの 5 件は、2007 年 5 月に出された DOE のコア技術資金提供公募

(FOA：Funding Opportunity Announcement)に応じて選択された。また、2 件のプロジ

ェクトは、DOE の国立研究所コア技術研究要請に対応した選択である。これらの 7 件の

プロジェクトは、重要な技術的ギャップを埋め、実現情報またはデータを提供し、そして

SSL 技術基盤の重要な進展をもたらす、と予想される。これらのプロジェクトの総費用は、

20%のプロジェクト費用を提供する協同協定の実施者と共に、1,080 万ドルである。 
 
残りの 6 件のプロジェクトは、1,710 万ドルの総費用および産業からの平均 32%の投資と

共に、2007 年 5 月に出された DOE の製品開発 FOA に応じて選択されている。これらの選

択は、商業ベースにのる材料、装置あるいはシステムの開発および改善に注目している。 
 
発表された SSL 研究および製品開発の選択は以下のとおりである。 
 

Ⅰ．DOE コア技術研究プロジェクト 
 
アッドビジョン社(Add-Vision Inc. 、カリフォルニア州スコットヴァリー)： 

安定化 PIN 素子アーキテクチャ基盤の廉価な高効率ポリマーOLED。このプロジ

ェクトは、先進材料合成を使用するポリマーOLED(P-OLED)ランプ技術の開発、

および強健な P-OLED ランプの大規模製造を可能にする改良素子アーキテクチ

ャの開発を目指す。 
チームメンバー：カリフォルニア大学ロサンゼルス校、南カリフォルニア大学 
プロジェクト費用：2,010,076 ドル 
DOE 拠出金見積：1,567,858 ドル以内 
応募者資金分担：20% 
期間：36 ヵ月 
 
クリスタル IS 社(Crystal IS, Inc.、ニューヨーク州グリーンアイランド)： 

コスト効率の良い超低転位密度 III 窒化 LED 用の窒化ガリウム(GaN)対応窒化ア

ルミニウム基板。このプロジェクトは、105/cm^2 以下の欠陥密度を持った GaN
対応基板の開発に努力する。この GaN 対応基板は、その後、高効率青色 LED の

成長によりテストされる。 
チームメンバー：フィリップスルミレッド照明、LLC 
プロジェクト費用：1,286,680 ドル 
DOE 拠出金見積：1,029,343 ドル以内 
応募者資金分担：20% 
期間：24 ヵ月 
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ジョージア工科大学(ジョージア州アトランタ)： 
高効率高出力固体素子照明のための高効率 III 窒化 LED の基礎研究。このプロジ

ェクトは、LED 内部量子効率のユニークなデバイス構造に関して、歪み、欠陥、

分極およびストークス損失の影響を理解し、かつ高信頼の大電流高出力動作を可

能とする高効率 LED の設計および開発にこの知見を利用することを目指す。 
チームメンバー：ルミナスデバイス社 
プロジェクト費用：2,241,097 ドル 
DOE 拠出金見積：1,508,110 ドル以内 
応募者資金分担：20% 
期間：36 ヵ月 
 
リーハイ大学(ペンシルベニア州ベスレヘム)： 

スタガード・インジウム窒化ガリウム(InGaN)量子井戸発光ダイオードの放射効

率の向上。このプロジェクトは、緑色 LED の低放射効率の問題解決に努力する。

それは、量子井戸内部の分極場の存在による縮小した波動関数のオーバーラップ

によって引起される。 
プロジェクト費用：598,899 ドル 
DOE 拠出金見積：479,119 ドル以内 
応募者資金分担：20% 
期間：36 ヵ月 
 
フォスファーテック社(PhosphorTech Corporation、ジョージア州リシア・スプリングズ)： 

SSL のための高抽出発光材料。このプロジェクトは、高輝度 LED のための高効

率燐光体の開発に努める。提案する燐光体は、広範囲のサイズ調整可能な吸収帯、

サイズおよび不純物調整発光帯、散乱効果のサイズ駆動消去、および吸収帯と発

光帯の間の明確な分離などを持つ。 
プロジェクト費用：1,629,614 ドル 
DOE 拠出金見積：1,254,702 ドル以内 
応募者資金分担：20% 
期間：36 ヵ月 
 
DOE パシフィックノースウエスト国立研究所(ワシントン州リッチランド)： 

青色電子燐光素子の電荷バランス。このプロジェクトは、白色 OLED に必要な要

素である、電荷平衡青色燐光 OLED システムを実現するために、両極性ホスフィ

ン・オキシドホスト材料と組み合わせた、新しい有機ホスフィン・オキシド電子

輸送/ホール阻止材料の開発に努力する。 
プロジェクト費用：1,783,000 ドル 
期間：36 ヵ月 
 
DOE サンディア国立研究所(ニューメキシコ州アルバカーキ)： 

改良型緑色LEDのための InGaN材料の斬新な欠陥分光法。このプロジェクトは、
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InGaN バンドギャップ全体にわたって、低不純物準位のアクセスを可能とする、

低不純物準位光分光学(DLOS：deep level optical spectroscopy)に集中した斬新

な欠陥分光プラットフォームを開発する。 
プロジェクト費用：1,340,000 ドル 
期間：36 ヵ月 
 
 

Ⅱ．DOE 製品開発プロジェクト 
 
アーケマ社(Arkema Inc.、ペンシルベニア州キング・オブ・プラシャ)： 

経済的な OLED 照明のために、開発済みの大気圧化学蒸着法 (APCVD：

Atmospheric pressure chemical vapor deposition)による透明導電性酸化物およ

びアンダーコート技術の応用。このプロジェクトは、OLED 基板の商業ベースの

プロセスを開発することに努力する。この OLED 基板は、ソーダ石灰ガラス、障

壁アンダーコートおよび透明導電酸化物の実際の基板から構成されている。 
チームメンバー：フィリップス照明 
プロジェクト費用：2,626,632 ドル 
DOE 拠出金見積：2,101,305 ドル以内 
応募者資金分担：20% 
期間：24 ヵ月 
 
クリー社(Cree, Inc. 、カリフォルニア州ゴレタ)： 

一般明用の高効率白色 SSL 部品。このプロジェクトは、SSL システム効率およ

び耐用年限コスト削減に基づいた、標準ランプ、ハロゲンランプ、蛍光灯、ハロ

ゲン化金属ランプの代替に可能な、固体素子照明応用のための高効率で廉価な

LED 部品の開発に努力する。 
プロジェクト費用：2,558,959 ドル 
DOE 拠出金見積：1,995,988 ドル以内 
応募者資金分担：20% 
期間：24 ヵ月 
 
ゼネラル・エレクトリック(General Electric、ニューヨーク州ニスカユナ)： 

高効率固体素子の低価格で斬新な冷却法を持った代替吊り下げ型照明。このプロ

ジェクトは、LED 基盤の照明品質 SSL 照明装置の開発に努力する。 適化シス

テムパッケージおよびエレクトロニクスを統合した合成噴流の使用により冷却。 
チームメンバー：GE ルミネーション社、メリーランド大学 
プロジェクト費用：2,886,040 ドル 
DOE 拠出金見積：2,164,530 ドル以内 
応募者資金分担：25% 
期間：24 ヵ月 
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オスラム・シルバニア開発(Osram Sylvania Development Inc.、マサチューセッツ州ダ

ンヴァーズ)： 
総合システム効率 73%の高効率吊り下げ照明装置。このプロジェクトは、熱損失、

光損失および電子損失を 小化し、高品質光で 1300 ルーメンの明るい定常出力

を達成する、高効率統合型吊り下げ照明装置の開発に努力する。 
プロジェクト費用：1,092,038 ドル 
DOE 拠出金見積：873,525 ドル以内 
応募者資金分担：20% 
期間：24 ヵ月 
 
フィリップスルミレッド照明(Philips Lumileds Lighting, LLC、カリフォルニア州サン

ホセ)： 
135 ルーメン/W 1050 ルーメンの照明用温白色 LED。このプロジェクトは、135
ルーメン/W の効率を持つ温白色 LED の製品前試作品の開発に努力する。また同

時に、演色評価数 90 以上で、相関色温度範囲が 2800K から 3500K の間の 1050
ルーメンの温白色光を発生させる。 

プロジェクト費用：5,306,000 ドル 
DOE 拠出金見積：2,653,000 ドル以内 
応募者資金分担：50% 
期間：36 ヵ月 
 
ユニバーサル・ディスプレー社(Universal Display Corporation、ニュージャージ州ユ

ーイング)： 
高効率で廉価な燐光性 OLED 照明装置の開発。このプロジェクトは、天井統合型

照明システムの一部分としての高効率 OLED 照明装置の開発に努力する。 
チームメンバー：アームストロング・ワールド・インダストリーズ、ミシガン大学、 
南カリフォルニア大学 
プロジェクト費用：2,662,489 ドル 
DOE 拠出金見積：1,905,467 ドル以内 
応募者資金分担：28% 
期間：24 ヵ月 
 
DOE 固体素子照明ポートフォリオの詳細は、http://www.netl.doe.gov/ssl/ 
 
(出典：http://www.energy.gov/news/5983.htm) 
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