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【ナノテクノロジー特集】 
 

  米国化学会年会（New Orleans）におけるナノ材料研究の動向 

 
NEDO 技術開発機構 ナノテクノロジー・材料技術開発部 

プログラムマネージャー 山口 智彦 
 
ミシシッピ川の河岸に威容を誇る巨大なメモリアル・コンベンションセンターを主会場

として、4 月 6－10 日に米国化学会(ACS)第 235 年会が開催された。 
 

1．米国化学会第 235 年会 

2．自己組織化と非線形ダイナミックス 

3．ポスターセッションの楽しみ 

4．難燃性フィラーとしてのカーボンナノチューブ 

5．ニューオーリンズ近況 
 

１． 米国化学会第 235 年会 
 

ACS は会員数 16 万人を擁する化学系では世界 大の学会で、春と秋に開催される年会

には世界各国から 2 万人が集うと言われている（図 1 を参照）。本年会（第 235 回）は、

学会参加者 6,692 人、学生 4,660 人、出展者等を含め総計 13,314 人。また初めての試み

として、米国化学工学会(AIChE)が同時開催され、AIChEから1,704人の参加があった由。 

図 1．米国化学会参加者数の推移（2000 年以降） （ACS HP：National Meeting Registration Statistics より作表）  



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1022,  2008.5.21 

 2

ポスター発表を含め、全発表論文数は 9,200 件。口頭発表のほとんどはシンポジウム形

式である。本年会では、エネルギー、環境、ナノサイエンスの３大分野でそれぞれ 85、114、
95 件のシンポジウムが企画された（含重複）。AIChE と共催によるシンポジウムは以下の

とおりである。エネルギー分野(3 件)：重油化学／マイクロ波等の産業応用／汚れのマイグ

レーション。環境分野（5 件）：グリーンケミストリーと工学／計算化学とモデリングによ

る環境予測／地球規模の気候変動／マイクロ波等の産業応用(重複)／/汚れのマイグレーシ

ョン（重複）。ナノサイエンス分野では AIChE との共催はなく、シンポジウムを企画した

のは以下の 11 分科会である。セルロース・再生材料／高分子化学／物理化学／コロイド・

表面化学／環境化学／産業・工業化学／高分子材料の科学と工学／無機化学／分析化学／

燃料化学／化学教育。触媒化学、計算機化学、有機化学、生物化学、石油化学 などの分科

会から企画が挙げられていないのは、いささか奇妙な気がしないでもない。 
以上、ACS の HP およびプログラム（今回は出来がいまひとつ）からの抜粋である。 
 

２． 自己組織化と非線形ダイナミックス 
 
高分子の自己組織化構造を電子デバイスのナノ構造の鋳型として使おうというのが、ブ

ロックコポリマー・リソグラフィと呼ばれる手法である。水と油のように混じりあわない

2 種類の高分子 A と B をつないで 1 本にし、適切な溶媒に溶かしてから塗布して乾燥させ

ると、A は A 同士、B は B 同士で分かれて凝集しようとする（相分離）。しかし、1 本に

つないであるので、A も B もそれぞれの特性長より大きく成長することはできない。この

結果、ナノ～マイクロメートル・オーダーで相分離が起こり（ミクロ相分離）、2 次元的に

は縞状や点状、3 次元的には層状あるいは円柱状の構造が自発的に形成される。これがミ

クロ相分離に起因するブロック共重合体の自己組織化である。 
 
とはいえ、これらの構造を広い空間にわたって整然と配列させるのは決して容易ではな

い。それは、ミクロ相分離が始まる「核」にあたる場所や配向性は確率的に決まるものだ

からである。 
 
それでは、ミクロ相分離の始まりや進み具合を人為的に制御すればよいだろう。こうし

て、NIST の A. Karim 等は、コールドゾーン・アニーリングというアイデアにたどり着

いた。アニーリングとは「焼きなまし」のことである。大まかにできあがった構造に熱を

加えて一旦壊してから温度を下げて、より安定な秩序構造へと成長するように分子間の再

配置を促すのである。その際、導火線の火のように、温度変化は狭い領域に限定し、領域

全体をゆっくり掃引するのがポイントである。シリコン単結晶を成長させるゾーンメルテ

ィングに似た手法といえる。 
 
高分子の反応相分離と非線形ダイナミックスの研究で知られる宮田貴章（京工繊大）の

発表からは、新しい導電性高分子フィルムのデザインが伺えた。非線形ダイナミックスの
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詳細は割愛するが、モノマー組成を適切に選んで反応相分離を誘起すると、多数の球状の

相 C を網目状の相 D で包んだ構造が形成される。穴だらけの穴あきチーズをイメージして

ほしい。もしカーボンナノチューブが網目状の相 D とのみ相溶性が高ければ、そして相 C
が可視光的に透明であれば、透明導電性フィルムを得ることができる。カーボンナノチュ

ーブは網目構造部分のみに偏在するのでフィルムは透明度が高く、使用するカーボンナノ

チューブの量も少なくてよい－よいことづくめである。 
 
熱した牛乳の表面にはしばしば薄い皮膜が浮かぶ。この皮膜には皺がよる。湯気に連動

して、皺も生きもののように間隔や配向角を目まぐるしく変える。大園拓也（産総研）は、

この牛乳皮膜の皺の運動のような皺のダイナミックスについて発表した。表面に金属薄膜

を形成したポリジメチルシロキサン（PDMS）・ゲルに応力を与えると、金属薄膜には皺

が生じる。皺の配向角が揃っている領域は一つの相に相当し、相と相の間は結晶の粒界に

相当する。 
 
３．ポスターセッションの楽しみ 

 
いかにもアメリカ的と思われた光景をひとつ紹介したい。それは火曜日の夜、7 時～9

時に開催された計算機化学のポスターセッションで、優秀なポスターを作製した学生に対

しヒューレット・パッカード（HP）社が奨学金を出すというコンペであった。 
 

時間が遅いので、会場には軽食が用

意されていたが、サンドイッチの山が

見る見るうちに小さくなってゆくのは

一種壮観であった（図 2）。ポスターの

多くは生体分子の構造予測に関するも

ので、時代の流行が反映されているよ

うに思われた。見ごたえのあるポスタ

ーの中から 5～6 件のポスターが受賞

対象に選出され、女性も 1 名、選ばれ

ていた。 
 

図 2．HP 賞のポスター会場にて 

 
お目当てのポスターがキャンセルされて、出会えないこともある。しかしその隣で、お

目当て以上に素敵なポスターにめぐり合えたりするのも、ポスターセッションならではの

楽しみである。 
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無機化学のポスターセッションで「光

感受性高分子ナノワイヤーの作成」とい

うポスター(図 3)を掲げていたのは、J. 
Zhang さんという地元ニューオーリン

ズ大学に通う中国人留学生。光異性化す

る高分子フィルムに紫外線を照射すると

皺がよる（ほほう）。その皺を拡大すると、

糸をよった紐のような構造が見える（へ

ぇ～！）。マクロなねじれが分子の異性化

で誘発されるという、興味深い自己組織

化の話であった。 
 
 

 
図 3．紫外光照射で誘起される高分子ナノ

ワイヤの皺とねじれ(J. Zhang et al.) 

 
 
４．難燃性フィラーとしてのカーボンナノチューブ 

 
難燃性ナノ・高分子複合材料のシンポジウムも興味深く聴講した。難燃性フィラーとし

ては粘土や水酸化マグネシウムや水酸化アルミニウム、酸化アンチモンなどの無機酸化物

などが用いられるが、カーボンナノチューブもまた良好な添加剤となる。 
 
カーボンナノチューブを難燃性フィラーとして用いた先行研究例として、T. Kashiwagi

（NIST）の仕事が数件の報告で引用されていた（例えば T. Kashiwagi et al., Polymer 46, 
671(2005)）。M. Claes（Nanocyl SA, ベルギー）らは、PDMS に多層カーボンナノチュ

ーブ（MWNT）をフィラーとして用いると遮熱性が向上することを利用して、

THERMOCYL という商品開発に成功したと報告した。 
ISO2685 の火炎試験では、1～2mm 厚では上面温度が 250～300℃になるが、4mm 厚

あれば上面温度は 90 分間 150～200℃に保たれるという。開発上、MWNT を均一に分散

させることが も困難であったが、NC7500 という MWNT が PDMS との親和性が高く、

もっとも良好な結果を与えたとのことである。 
 
M.T. Smith(ケネディ宇宙センター)は、有機高分子（TEEK）の発泡体と Nanogel 粒子

（Cobat Co.）をコンポジット化した Aero Foam という断熱材について紹介した。体積の

90%は空孔で孔径は可変。Spaceloft という商品名の Aerogel 毛布が Aspen Aerogels Inc.
から上市されているという。水の接触角は 155 度というから、表面は撥水性である。2 層
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化して用いるのがよい。この Aero Foam は 50 KW/m2 で発火する。 
 
カーボンナノチューブ（CNT）を有機・無機高分子やセラミックスと混合してコンポジ

ット材料を開発しようという研究例は枚挙にいとまがない。しかし上述したように、研究

開発上の 大の難関は、CNT を均一分散させる手段であり、それはつまるところ、CNT
と母材の界面自由エネルギーの問題になる。計算化学を援用し、CNT の構造にまで踏み込

んだ M.R. Nyden（NIST）の物理化学的議論は大変聞き応えのあるものだった。 
 

５．ニューオーリンズ近況 
 
北米 長の大河ミシシッピがメキシコ湾に注ぐ河口に開けたルイジアナ州・ニューオー

リンズ(New Orleans)は、デキシーランドジャズとケイジャン料理で知られる米国屈指の 
観光都市である。日没になると

古い街の目抜き通りは人であふ

れ、だれもがジャズの音に酔い

しれる。 
2005 年にアメリカ合衆国東

南部を襲ったハリケーン・カト

リーナは、ニューオルリンズ市

の 80%以上を水没させ大きな

被害をもたらしたが、その災難

をまったく感じさせていない。 
 

図 4．バーボンハウスのジャズライブ。開け放たれたドア越しに路上から楽しむ。 
これもまた N.O.スタイル 

 
ミシシッピ川は今なお水運の大動脈で、巨大な貨物船が悠々と行き交っている(図 5)。こ

の大河は古い町並みをなぞるように東へ流れて急に直角に南へ曲がる。 
このため、川辺の水が川上に遡上するとい

う一見奇妙な現象がおきる。川が直角に曲が

るため横方向に対流が生じているのである。 
「ミシシッピを見に来たんだろ？」河岸を

散歩する人が誇らしげに話しかける。なるほ

ど、ジャズもグルメも素敵だが、地元の人が

誇るニューオーリンズの顔はやはり、ロッキ

ー山脈の一しずくに遡るミシシッピ川なので

ある。 
図 5．ミシシッピ川（右が上流） 
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【ナノテクノロジー特集】 

 
欧州ナノテクノロジー行動計画(2005-2009)進捗報告書 

 
NEDO 技術開発機構 ナノテクノロジー・材料技術開発部 

 
欧州委員会は 2007 年 6 月、2005 年 6 月に発表され実施中の欧州ナノテクノロジー行動

計画（2005-2009）の進捗報告書を発表した。行動計画は二年毎に進捗報告書を予定して

おり、その 初のものであった。行動計画は実施されるアクションを、ほぼ一年前に発表

されていた「ナノテクノロジーの欧州戦略に向けて｣が同定していた六つの分野ごとに、

EU レベルとメンバー国レベルに分けて説明していたが、今回の進捗報告書は EU レベル

とメンバーレベルという区別はなく、まず 6 つの分野ごとに 2005―2007 年までに実施さ

れた事柄を簡略に説明している。この 6 つの分野以外には、「国際協力」と、現在 EU が

進めている科学技術研究開発における域内統合にあたる欧州リーサーチ・エリアの実現に

対するナノテクノロジー・ナノ科学の貢献も説明されている。なお行動計画では、進捗評

価に伴って、必要があれば計画の見直しも行なうとされているが、今回の報告書は簡略な

もので、見直し作業のような踏み込んだ内容はもっていない。以下には、「研究開発」、「イ

ンフラストラクチャーと卓越した研究能力の整備｣、「学際的な人材育成」、「産業イノベー

ション｣、「社会的ニーズの組み込み｣、「健康、安全、環境、消費者保護」に、「国際協力」

と「欧州研究エリアも実現への貢献｣を加えた 8 つの行動分野ごとの達成を概略する。 
 
■ 研究開発とイノベーション 

 
● 重要性を増すフレームワーク計画による助成 

 
欧州におけるナノテクノロジー・ナノ科学に対する公的支援助成は、EU とメンバー諸

国から行なわれるが、EU による助成の大部分を担うフレームワーク計画を通じた助成は

近年大きく増加している。2006 年に終了した第 6 次フレームワーク計画（2002-2006）で

は 550 以上のプロジェクトに対し、14 億ユーロ規模の助成が行われた。第 4 次から第 6
次までのフレームワーク計画におけるナノテクノロジー・ナノ科学に対する助成規模は次

のように増加している。 
 
フレームワーク計画におけるナノテク関連助成金額の推移 
 助成額（百万ユーロ） 
第 4 次フレームワーク計画（1994-1998） 120
第 5 次フレームワーク計画（1998-2002） 220
第 6 次フレームワーク計画（2002-2006） 1,400
 
第 6 次フレームワーク計画期間中、欧州におけるナノテクノロジー・ナノ科学に対する

公的支援の 1/3 ほどがフレームワーク計画を通じてのものであり、この分野における EU
の役割が大きいことを示している。 

 
世界レベルでみると 2004―2006 年の間、民間と公的分野の双方で 240 億ユーロ強の研
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究開発が実施されたが、そのうち欧州は 1／4 以上を占める規模となっていた。EU 予算に

よる研究開発は、世界全体の研究開発の中で 5-6%を占める重要なものとなっている。 
 
● 未だ不十分な民間の研究開発 

 
フレームワーク計画における大きな増加により、ナノテクノロジー・ナノ科学に関する

公的資金による研究開発では欧州は世界 大となった。これに対し民間部門における研究

開発は米国や日本に対し遅れをとっている。EU は 2010 年までに研究開発投資を GDP の

3%に引き上げ、そのうちの 2/3 が民間部門によるものとする目標を掲げている。これに対

し現状は、民間部門の研究開発投資は EU 全体の 55%を占める規模にとどまり、ナノテク

ノロジー・ナノ科学分野でもこの数字は同じレベルとみられている。しかし傾向としては、

ナノテクノロジー・ナノ科学に関する民間の研究開発は大きく増加中である。これは特に、

ナノテク関連の欧州テクノロジー・プラットフォームに負う部分が大きいという。 
 
● 第 7次フレームワーク計画 

 
2007 年に開始された第 7 次フレームワーク計画では、ナノテクノロジー・ナノ科学に

対する支援は、年間助成規模でこれまでの 2 倍以上になる予定である。この大部分は、ナ

ノテクノロジーやナノバイオ、ナノエレクトロニクスなどが関係する技術プログラムを擁

する「協力」プログラムにおいて実施されるが、学術研究プログラム「アイデア」や人材

育成プログラム「人材｣における活動も含まれる。特に人材育成プログラムにおいては、ナ

ノテクノロジー・ナノ科学分野用の予算は、第 6 次に比べて 4 倍に強化される見込みであ

る。また「アイデア」におけるプログラム公募は、提案公募型で実施されるうえ、学際的

な研究が優先されるため、ナノ、バイオ、情報といった分野を横断するナノ関連の研究開

発が多くなると見られている。 
 
第 1 回のプロジェクト公募は 2006 年 12 月下旬に開始され、各種のプログラムを通じて

60 ほどのテーマや研究トピックスの下でナノ関連プロジェクトが募集されている。関連す

るテーマ分野は、ナノ科学、ナノ技術開発、インパクト評価と関連の社会的問題、ナノ材

料、ナノエレクトロニクス、ナノ医療などである。この他、欧州委員会に直属するジョイ

ント・リサーチ・センターにおいて、ナノ材料、ナノバイオ、リスク評価と計量学などに

おける活動が予定されている。 
 
なお健康や環境に対するインパクト評価は、特に研究能力の強化を中心に、すでに第 5

次と第 6 次フレームワーク計画においても重視されており、2,800 万ユーロ規模の活動が

行なわれていた。第 7 次フレームワーク計画では、強化された研究能力をフル活用する方

向で対象分野も規模も拡大される。2006 年には健康環境へのナノテクノロジーの影響に関

し、一般に対する意見聴取が実施され、それを通じて同定された研究トピックスが第 1 回

プロジェクト公募におり込まれた。 
 
● ナノテク関連のテクノロジー・プラットフォームなど 

 
フレームワーク計画に関係するナノテク関連の欧州レベルの体制作りとしては、テクノ
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ロジー・プラットフォームと、メンバー国の助成スキーム間のネットワーク作りを目指す

ERA-NET とがある。ナノテク関連のテクノロジー・プラットフォームとしては、ナノエ

レクトロニクス ENIAC、Nanomedicine、持続可能な化学の三つが重要となる。この他に、

先進エンジニアリング材料と技術、水素・燃料電池、産業安全（ナノ安全ハブ）、フォトニ

クス 21 の三つがナノテク関連の研究開発を行なう。ERA-NET には、ナノ科学の

NanoSci-ERA、マイクロ／ナノテクノロジーの MNT-ERA、材料科学技術の MATERA の

三つがある。これらの ERA-NET は第 7 次フレームワーク計画下では ERA-NET Plus と

して継続される。 
 
■ ナノテクノロジー・ナノ科学用インフラストラクチャー 

 
ナノテク関連の研究開発のため先端設備の増強は不可欠となる。欧州では、個々の先端

設備やインフラの整備はメンバー国政府が担当する活動であり、EU レベルでは既存の設

備に対しほかのメンバー国の研究者がアクセスしやすいように、共同研究プロジェクトの

立ち上げ支援を行ったり、重要なインフラ設備を保有する研究機関間のネットワーク作り

を支援したりしている。ナノテク関連で重要なこの種のプロジェクトとしては、ナノエレ

クトロニクス分野の重要な設備や研究能力を有する仏 CEA-LETI、べルギーIMEC、独フ

ラウンホッファー研究所を結ぶ PRINS プロジェクトが立ちあがっている。この他、卓越

した研究機関のネットワーク化に貢献している EU プロジェクトとして報告書は、

Nanoquanta と Nano2Life を挙げている。 
 
■ 学際的研究人材の強化 

 
欧州委員会は、メンバー国間の教育研究要員の移動を通じて研究開発活動の刺激とレベ

ルの引き上げを目指す教育プログラムと、研究員の学際的プロジェクトへの参加や国外の

研究機関での研究を促進する研究プログラムを通じて、ナノテク関連の学際的研究要員の

育成強化を図っている。この方向でのマリーキュリー奨学金制度では第 6 次フレームワー

ク計画下での 1 億 6,100 万ユーロのうち、8%がナノテク関連の人材育成に当てられた。ま

た奨学金制度の一部になっているマリーキュリー賞は、第 6 次フレームワーク計画におけ

る 20 の受賞のうち 3 つがナノテク関連であった。なお EU レベルではナノテク・ナノ科

学専用の科学技術賞は設置されていない。メンバー国のなかではドイツとイタリアがナノ

テク・ナノ科学専用の賞を設けている。 
 
■ 産業イノベーション 

 
ナノテク行動計画は、欧州の競争力強化への貢献を大きな目標にしているが、関連分野

のイノベーション実現のためには特に、中小企業の共同研究開発への参加を奨励している。

このために欧州レベルではフレームワーク計画への中小企業の参加を容易にする措置が採

られ、第 6 次計画中、中小企業が参加していたプロジェクトの比率は 2003―2004 年の 18%
が 2006 年には 37%にまで改善された。 

 
第 7 次フレームワーク計画では、企業のニーズを反映した研究開発が基本方針の一つと

され、プロジェクト公募の際の研究トピックスの決定が、企業が中心になって結成された
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テクノロジー・プラットフォームの戦略的研究アジェンダに即して行なわれるよ。またフ

レームワーク計画では従来、大型の開発プロジェクトや実証プロジェクトは助成対象には

なっていなかったが、第 7 次フレームワーク計画の予算の一部を基金として欧州投資銀行

(EIB)が運用するかたちで、大型の実証開発プロジェクトに対する融資スキームが新設さ

れ、イノベーション資金の強化が図れている。 
 
またナノテクノロジー・ナノ科学に関する有望なアプリケーションの開発を見通すため

のロードマップが、第 6 次フレームワーク計画におけるプロジェクトの中で重要なセクタ

ーごとに作成され、NanoRoadSME と NanoRoadMap が作成された。またこれらを補完

するかたちで、ナノテクノロジー・ナノ科学に関係するテクノロジー・プラットフォーム

が関連分野における将来の利用アプリケーションを見通している。 
 
標準関連では欧州委員会は第一に、ジョイント・リサーチ・センターの一つでベルギー

に置かれている基準材料・測定研究所(JRC-IRMM)におけるナノ計量と基準材料に関する

作業を通じて、CEN や ISO などの標準機関をアシストしている。 
 
また欧州委員会は標準関連政策の見直しを行なっており 2007 年 4 月に、CEN、

CENELEC、ETSI の欧州標準機関に対し、関連分野別の標準プログラムの作成を要請し

ている。この際、分野別にプログラムに盛り込まれるべき必要事項を明記した指令書が与

えられている。ナノテク関連の指令書も CEN に与えられており、2007 年末までに CEN
はナノテク関連尾標準に必要な作業を同定し、実施予定を明記にしたプログラムを発表す

ることになっている。 
 
規格標準のための研究活動は第 6 次フレームワーク計画においては、Nanostrand（ナ

ノテク関連の標準として必要とされるものの同定など）と Nanotransport（ナノ粒子の製

造を通じて大気中に放出されたアエロゾルの挙動調査）の二つのプロジェクトが 2006 年

に開始されている。これらは欧州レベルの研究をコーディネートしつつ実施されているが、

さらに世界レベルでは VAMAS（規格準備）や CIPM（計量学）とコーディネートされる

予定である。 
 
なおナノテク関連の特許に関しては、複数の技術分野にまたがっているナノテク関連特

許をナノテクのものとしてまとめるため、欧州特許局は、すでに出願登録された特許の番

号を再整理し、分類番号として「Y」を新設し、ナノテク用に「Y01N」をあてている（日

本の ZNM に当たるもの）。ナノテク関連の特許であるかを判断する作業はドイツの研究助

成機関 VDI が実質的に担当したという。 
 
フレームワーク計画における研究開発活動からのナノテク関連特許は、第 5 次と第 6 次

を比べると、第 6 次フレームワーク計画の 初の 2 年間で立ち上がったプロジェクトから

判断すれば、第 6 次においてはほぼ 2 倍に増加しているという。 
 
■ 社会的側面の組み込み 

 
社会的に広範な支持を得られなかったことから開発発達が遅れた GMO の先例を避ける
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ため、行動計画はナノテクノロジーに対する一般の理解が深まることを重視し、各種情報

活動を予定している。この分野では欧州委員会が大きな役割を果たしているが、活動の特

徴は、安全性を初めとするナノテクノロジーに関する不安除去に止まらず、その影響全般

に関してコンセンサスの形成を目指すことにある。この方向での活動としては以下が列挙

されている。 
 
• 説明用のビデオ映画を含む、EU 内のすべての言語においてナノテクノロジーに

関する基礎的な情報を提供する説明資料の作成 
• 科学者による一般に対する情報説明活動の支援：ハンドブック communicating 

Science, a Survival Kit for Scientists の作成 
• 欧州レベルでナノテク専用のホームページの設置 
:http://ec.europa.eu/nanotechnology/, http://www.nanoforum.org 
• 第 6 次フレームワーク計画の下での社会的受容に関する調査プロジェクトの実

施：Nanologue や NanoDialogue など。また NanoBio-Raise は第 7 次フレーム

ワーク計画でも継続される。 
 

ナノテクノロジーによる倫理的な影響に関しては、フレームワーク計画におけるナノテ

ク関連のすべての研究開発プロジェクトに関し、必要とみなされた場合にはすべて、倫理

性評価が行なわれた。2007 年 2 月には、欧州委員会付諮問委員会「科学・新技術におけ

る倫理グループ(EGE)」が、ナノ医療に関する答申を行い、ナノ医療における安全、倫理、

法的、社会的側面に関する研究の必要性を強調し、倫理的側面に関する欧州ネットワーク

の設置を提案した他、現行の関連法制度について更なるモニタリングの実施を勧めている。

ただし答申は現時点でナノテク関連の特別な法的措置の必要はないとしている。 
 
欧州委員会などによるナノテクに関する一般の意見調査によれば、欧州市民のナノテク

に対する意識は未だに十分とはいえないが、市民の意識では、欧州の行政府のナノテク統

治能力は、世界の他の地域に比べて信頼できるとされている。 
 
これらの問題意識から欧州委員会は 2007 年 7 月、ナノテクノロジーの研究における行

動規範の作成に向け、広く一般からの意見を聞くための意見聴取を開始している。 
 
■ 公衆衛生、安全性、環境及び消費者保護 
 
ナノ材料やナノ製品が環境や健康に与える影響は完全には解明されておらず、欧州委員

会はナノテクノロジーの利用発達からいかなる危害も生じないようにするため、法的手段

と法外措置の双方から、次の三つのアプローチを講じている。 
 
• 現行の法規制枠でナノテクノロジーによる影響に十分な対応が可能か否か、及

び、法規制枠の修正や新規設置の必要性のチェック 
• 研究・科学委員会、国際レベルも含めた情報交換や協力を通じた知識ベースの

改善強化 
• ステークホルダーとの対話や自主活動への一般市民の取り込み 
 

● 法規制枠のチェック 
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進捗報告書の発表の際に欧州委員会が行ったコメントによれば、ナノテクノロジーによ

るリスクに関する法規制枠のチェック作業は 終段階にあり、2007 年末までにはナノ材料

の安全性に関し新しい法規制が必要か否かを判断した総括が発表される予定である。この

総括を待たずに言えることとして、以下が指摘されている。 
 
• 健康と環境に対する影響においての主要な懸念は現行の法規制によって対処可

能である。 
• 特定の分野（ナノ材料の製造準備にあたる研究者や作業者の健康など）におい

ては、研究の進展や法規制上の必要に応じて、法規制の修正が提案されうる。 
• 法規制措置の不十分を指摘しているメンバー国の報告書を考慮する。 
 

以上が基本となるが、法規制分野で 初の努力は既存の法規制枠の実施適用の改善にお

かれる。特にリスク評価に関し、法規制、標準、ガイダンスの実施に関する規定が、現在

のままで十分かがチェックされる。チェック作業の間、関連の新しいデータに応じて、ケ

ース・バイ・ケースで現行の規定（REACH）が適用され、申請登録が必要となる量、物

質や成分の許可、廃棄物が有害とみなされるか否かの判断、評価手続きの遵守基準の強化、

市場への導入制限など等につき、REACH の規定が適用される。 
 
なおすでに市場に出回っている製品に関しリスクが同定された場合、予防措置や警報措

置などを通じ管轄当局が介入できるメカニズムの確保に注意が払われる。 
 
● 不足している科学知識への対応 

 
2005 年以降、世界的なレベルで、人造ナノ材料の安全性に関する科学知識が不足してい

るという認識でコンセンサスが成立している。これに関しメンバー国、欧州、世界のレベ

ルを通じて、以下が行われた。 
 
• 健康と環境に対する潜在的なリスクに関するデータと、データ作成のテスト手

法 
• ナノ材料やそれを含む製品のライフサイクルを通じた被爆データと被爆評価手

法 
• 被爆に対処するための、ナノ材料に関する測定・特性決定手法、基準材料、サ

ンプリング、分析手法 
 

欧州レベルでは 2006 年 3 月、欧州委員会の求め（行動計画が定めていた）に応じて「発

生中もしくは新しく同定された健康リスクに関する科学委員会(SCENIHR)」が、ナノテ

クノロジーによるリスク評価に関する答申報告書を発表した。報告書は、現行の毒性評価

や環境毒性評価の手法では、ナノテクノロジーがもたらすすべてのリスクを評価するには

不十分とした。ナノ粒子に関し、その特性決定、探知、測定計量、人体と環境におけるそ

れらのライフサイクルに及ぶ挙動、それに関するあらゆる種類の毒性に関する科学的知見

が不足しているとした。 
 
欧州委員会はこれを受け SCENIHR に対し、化学品用技術ガイダンス文書が定めている

現行のリスク評価手法に関するより詳細な答申を行なうことを要請した。SCENIHR は前

回の答申と同様、一般意見を募った後 2007 年 6 月 21―22 日、答申報告書を採択した。報
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告書は、現存のリスク評価手法には修正が必要とし、技術ガイダンスと手法における諸問

題を指摘しつつ、段階的にリスク評価戦略を確立する方向を提案している。 
 
化粧品に使用されているナノ粒子に関して欧州委員会は、「消費者・消費製品に関する

欧州科学委員会(SCCP)」に、化粧品成分として使用されているナノ粒子の安全性評価と、

化粧品成分のテストのためのガイダンス・ノートの修正の必要性に関し、答申を求めてい

た。SCCP は 2007 年 2007 年 6 月 19 日、一般意見を求めるための答申原案を発表し、日

焼け止め用に使用されているナノ粒子の安全性につき、見直しチェックが必要と結論付け

ている。とくに肌の痛みによる皮下への透過の可能性が指摘されている（3.2.2 参照）。 
 
● 安全性に関する研究開発 

 
第 7 次フレームワーク計画の第 1 回プロジェクト公募では優先研究トピックスとされ、

以下の項目でプロジェクトが募られた。 
 
• 簡単に使用できる携帯探知測定デバイス 
• 従来データに対する批判的検討を加えた人造ナノ粒子の人体と環境に対する影

響 
• ナノ粒子のインパクトに関する批判的な検討を経たデータベース・セット 
• ナノテク・ベースの材料や製品に関するコーディネートされたインパクト調査 
• 医療診断に使用されるナノ粒子の毒性評価用の新しい戦略 
 

これに対しジョイント・リサーチ・センターでは人造ナノ粒子の特性決定手法と毒性テ

ストの調和化、基準材料、毒性を含めたナノ粒子の特性評価のためのコンピュータ手法の

適用可能性、データベースの開発などを行なっている。 
 
テクノロジー・プラットフォームにおいては、関連分野のナノ粒子の製造における安全

性に関し、行動基準や安全ガイドの発表や（SusChem）、ナノ粒子の有毒性に関するモニ

タリング技術の開発（工業安全テクノロジー・プラットフォーム ETPIS におけるナノ安

全ハブ）などの成果があった。 
 
● 健康、環境分野での国際協力 

 
健康・環境問題に関しては、データが比較可能なものとなり、法規制面でも国際的な調

和化が行なえるように、分類整理、標準、テスト手法など複数の分野で国際協力が必要に

なる。欧州委員会は、世界的なコーディネート作業の場として も重要な OECD のワー

キング・パーティに参加している。また標準分野では ISO/TC229 の作業に参加している。 
 
欧州レベルではこの分野でのフレームワーク計画の助成が、潜在的には世界中すべての

国の研究チームに対して可能になっている。特に米国の関連政府機関との間で、共同研究

プロジェクトを実施するための議論が行なわれ、EPA、NSF、DOE が欧州チームとの共

同研究を奨励する決定を行なっている。第 7 次フレームワーク計画の第 1 回プロジェクト

公募では、米国チームとの共同研究が奨励されている。またナノテク・ベースの製品に関

するライフサイクル評価に関するワークショップが、欧州委員会、米 EPA、ウッドロー・

ウイルソン国際研究所により共同開催されている。 
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■ 国際協力活動 
 
EU は研究開発を中心に先進国と、またナノ格差の回避と知識へのアクセスを保証する

理念から開発途上国と協力対話を進めている。 
 
研究開発ではナノ科学、ナノ材料分野での協力が中心であるが、ナノ粒子の安全性や世

界市場でナノテク・ベース製品の世界市場で対等に競争できるために必要な規格準備研究

など、より限定されたテーマ領域でも重要な協力活動がある。また EU は、メリディアン

研究所による「ナノテクノロジーと貧困：チャンスとリスク｣など、EU 以外の地域からの

インプットにも注意している。 
 
第 7 次フレームワーク計画では第 6 次にまして、域外研究者に対する助成可能性が強化

されている。また EU NanoForum-Latin America や EuroIndiaNet のように、地域間協

力のためのパイロット・プロジェクトも開始されている。 
 
ナノテクノロジーに関して、責任ある発達利用は欧州が重視する課題であり行動計画は

その方向で、研究における行動規範の設置を見通していた。これに即して欧州委員会は米

国や日本で対話会合を持ったが、行動規範の設置に関して世界的なコンセンサスは形成さ

れていない。 
 
欧州のナノテク関連の国際協力としては、これまでに説明された分野ごとのものも含め、

以下の五つが挙げられている。 
 
• 標準準備作業として ISO(TC 229)と CEN(TC 352)に参加。その他、ナノテクに

関係する既グループの作業(ISO/TC24、ISO/TC 146 など)にも参加 
• OECD の二つのワーキング・パーティの作業に参加(人造ナノ材料に関する

OECD-WP とナノテクノロジーに関する OECD-CSTP-WP)。 
• 第 7 次フレームワーク計画における健康と環境に対する影響の研究において、

米国当局との協力（欧州委員会と米環境局 EPA はナノテクノロジーを含む協力

実施に合意している） 
• 第 7 次フレームワーク計画の枠内で、第三国のナノテク研究者のネットワーク

設置支援措置と、ナノ格差を防止するため、無料かつアクセス自由のナノテク

ノロジー・ナノ科学に関する電子ライブラリーの設置支援 
• ナノテクノロジーの特定の領域における国際協力の進捗と課題を検討するため、

メンバー国政府代表者とのアドホックの作業班の設置 
 
■ 欧州レベルでの整合的かつ明瞭な戦略の実施 
 
ナノテクノロジー行動計画の目的は、ナノテクノロジーの発達利用を可能な限り 良の

統治によって実施することにある。このために欧州委員会はメンバー国政府と定期的に細

かく連絡を取りながら、構造組織作りとコーディネートに留意してきた。欧州レベルのこ

の方向でのイベントは、EU 議長国の主催により半期ごとに開催された。 
 
欧州委員会内には、進捗報告書が扱っているすべての事柄を対象にする総局間作業班が

設置されたうえ、ナノテクノロジーの発達と利用に関する機動的な評価を実施するための

「観測所」設置のためにプロジェクト公募を行っている。ナノテクノロジーに関係する欧
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州委員会内の総局リストは、http://ec.europa.eu/nanotechnology/に示されている。 
 
さらにナノテクノロジー行動計画の実施は、欧州研究エリア ERA の実現におけるナノ

テクノロジーによる貢献確保に通じる。この観点からは以下が指摘され、進捗報告の結論

となっている。 
 
ナノテクノロジーとナノ科学に関する幅広い欧州戦略の実施と、欧州におけるナノテク

ノロジーに対する公的助成の 1/3 を占めるフレームワーク計画からの研究開発支援により、

欧州内の実効的なコーディネートに成功し、無駄な重複を 少に食い止めている。この活

動においては、しばしばメンバー国に先立って重要なイニシアチブが開始されている。 
 
• ナノテク関連の人材養成や研究者の移動奨励プロジェクトに対する助成により、ナ

ノテク関連分野の人材資源能力が引き上げられている。 
• 第 6 次フレームワーク計画においては、ナノテク関連の研究開発プロジェクトに対

する企業からの参加が増加した。また欧州テクノロジー・プラットフォームの設

置により産官共同が強化された。これらは第 7 次フレームワーク計画ではいっそ

う進むとみられる。 
• 一般市民を組み込むための戦略的な活動が複数開始された。 
• 国際協力のために選定された戦略的な活動が開始され、フレームワーク計画におけ

る第三国からのナノテク関連研究者の参加が、現在は少ないながらも増加し始め

ている。 
• これらの活動が、ナノテクノ発達利用が安全に行なわれるための努力によって、補

われている。 
 

行動計画の実施において今後特に留意される点としては、以下がある。 
 
• 学際的な活動のためのインフラストラクチャーの開発 
• 安全かつ実効的なナノテク利用のための適切な条件整備 
• 倫理的な観点からの研究者の責任に関する市民をも含めた広範な理解 
 

第三の点について欧州委員会は、安全かつ責任のあるナノテク研究の促進と、安全かつ

責任あるそのアプリケーションと利用のため、責任あるナノテク研究のための自主的行動

規範の採択を予定している。 
 
法規制面では、現行法規制のチェックが終了した時点で、新たな科学的知見に基づき、

新しい必要性が確認された分野に関し、法規制の見直しが提案される。 
 
なお次回の進捗報告は 2009 年に行なわれる。 
 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1022,  2008.5.21 

 15

【ナノテクノロジー特集】 

 
第 7 次欧州フレームワーク計画ナノテク関連の進捗 

 
NEDO 技術開発機構 ナノテクノロジー・材料技術開発部 

 
第 7 次フレームワーク計画は 2006 年 12 月下旬、第 1 回プロジェクト公募を開始した。

ナノテク関連の研究開発は、工業技術・材料技術分野の「ナノテクノロジー・材料・プロ

セス NMP」プログラムのほか、情報通信技術におけるナノエレクトロニクス、バイオ科

学関連のナノバイオなどでも行なわれる。中心となる NMP プログラムの第 1 回プロジェ

クト公募は、主に大規模統合プロジェクト IP と中小規模研究プロジェクトに分け、前者

に 2 億ユーロ、後者に 1 億 5,000 万ユーロ（中小企業専用分も含む）の助成予算で、いず

れも二段階審査方式で行なわれている。1 次審査は 2007 年 5 月初めに締め切られ、通過

プロジェクトの審査が 10 月に行なわれ、11 月から 終的な実施契約交渉が行なわれてい

る。こうして契約交渉を終えた採択プロジェクトから実施に移されるが、第 1 回公募分の

プロジェクト開始の大半は 2008 年第 1 四半期になる。 
 
2 次審査が終わるところであり、これまでの審査状況は一般に報じられていないが、中

小規模プロジェクトに関して、テクノロジー・プラットフォーム SusChem の定期刊行物

に統計的な数字が紹介されている。それによれば、中小規模プロジェクトとしては、第 1
次審査に 770 件のプロジェクト応募があり、助成希望額にして合計 20 億ユーロ分の応募

であった。これに対し助成予算は 1 億 5,000 万ユーロであり、近年続いている過剰応募状

況は変わっていない。応募 770 件のうち、企業がリーダーとなっているのは 17%という。

1 次審査は、科学的な質とインパクトによってのみ評価されるが、通過したのは 170 件ほ

どで、助成要望額で合計 5 億 3000 万ユーロであった。1 次審査の通過率は 22%となって

いる。2 次審査ではプロジェクト件数にして 大 50 件、予算 1 億 5,000 万ユーロを目処に

プロジェクトが選択されるという。この場合、選択率は 30%弱になる。 
 
このように第 1 回公募を通じた選択プロジェクトは決定していないが、すでに第 2 回公

募が準備され、 終的に第 2回プログラム公募は 11月末に開始され、助成予算は 2億 1,000
万ユーロ強となっている（第 1 回公募分は 3 億 8,000 万ユーロ強）。 
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【ナノテクノロジー特集】 

 
ドイツのナノ・イニシアティブ－2010 行動計画 

 
NEDO 技術開発機構 ナノテクノロジー・材料技術開発部 

 
イギリスのナノテク調査会社テクノロジー・トランスファー・センター(TTC)によれ

ば、欧州におけるナノテク助成は欧州委員会による年 6 億ユーロ（2007－2013 年）に

ついで、メンバー国としてはドイツの年 3 億 3,000 万ユーロ(2007 年以降)が突出してい

る。このドイツの年間助成予算は、他の欧州諸国を合計したものにほぼ等しいという。

またナノテク関連活動企業数でも、欧州全体で 300 強の中でドイツ企業は 120 弱を数え

圧倒的に多い。ドイツに続いてナノテク関連のハイテク・ベンチャー企業が多いのはイ

ギリスで、大企業、中小企業を合わせて 70 弱である。 
 
このように欧州のナノテク活動の半分ほどを占めるドイツは 2002 年、輸出世界一の

地位を確保するための産業技術政策の一環で、ナノテクを戦略的なテクノロジーに位置

付け、利用セクター重視の発達計画を推進してきた。こうして教育研究省(BMBF)のナ

ノテク研究開発助成は 1998 年に比べ 4 倍の規模にまで強化されてきた。 
 
こうした中、ドイツは 2006 年、研究開発による経済効果を重視する世界的なイノベ

ーション促進の流れに沿って、点火戦略と呼ばれるハイテク戦略を決定し、研究開発成

果の事業化促進のため、2009 年までの研究開発予算を 150 億ユーロに強化した。この

ハイテク戦略のもう一つの大きな特徴は、計画が政府内省庁を横断して一体的に進めら

れる点にある。この一環としてナノテクノロジーに関しては、教育研究省を中心に、経

済技術、防衛、労働社会、環境など七つの省を取りまとめてナノ・イニシアティブ 2010
が、2006 年 11 月に発表された。同イニシアティブは 2009 年まで年 3 億 3,000 万ユー

ロを予算としているが、そのうちの 3 億ユーロが教育研究省の予算である。 
 
 

■ ドイツのナノテクノロジーの現状 

2006 年のハイテク戦略は、特定技術に関するドイツの現状の診断、特に技術利用にお

けるドイツの強みと弱点の診断をベースに決定されている。ナノ・イニシアティブ 2010
はドイツのナノテクノロジーの現状を以下のように概観する。 

 
● 重要な研究開発助成と研究インフラ、及び、活発な企業活動 

ドイツのナノテク研究開発助成は 2006 年 3 億 3000 万ユーロと、米国、日本に次ぎ

世界第 3 の規模である。 近数年間の研究開発への助成額を表 1 に示す。 
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表 1  ドイツのナノテク助成の増加（2001-2006 年、単位：100 万ユーロ） 
予算年度 2001 2002 2003 2004 2005 2006
助成額 210 240 256 273 310 330 
出典：Nano-Initiative－Action Plan 2010 より作成 
 
ナノテクノロジー製品の開発、利用、販売、市場化に関わる企業の数はドイツ全体で

600 を数える（TTC の数字よりかなり大きい）。600 のうち、120 が大企業、480 が中小

企業である。またこのうち 60 強がナノテク関連の活動への融資など、金融サービスを

行なっている。2006 年 9 月時点で、ナノテク関連の雇用数は 5 万人と見積もられてい

る。研究組織も含めたナノテク関連の組織団体は 1,000 近くあり、その内訳は次のよう

になっている（表 2）。 
表 2 ドイツにおけるナノテク関連団体数 

組織団体 数 
中小企業 478 
大学・研究所 142 
大企業 119 
研究センター 92 
金融サービス 65 
行政関係組織 43 
ネットワーク 41 
合計 980 

出典：Nano-Initiative－Action Plan 2010 より作成 
 
● 強み・チャンス、弱点・課題 

このように欧州内では他を抜きん出ているナノテクの開発利用体制と現状であるが、

世界レベルでは、改善が必要な点もいくつかある。その 大のものが、研究開発成果の

製品化に掛かる時間が、米国や東アジア地域より長いことという。このような強みチャ

ンス、弱点と課題は表 3 のように整理されている。 
 
● イニシアティブの狙い 

こうした診断に基づきイニシアティブは次の目標を掲げている。 
• イノベーションの促進：ナノテク研究成果を多様なかたちのイノベーションへ応

用するスピードアップ 
• ナノテクノロジーのより多くのセクター、より多くの企業への導入 
• すべての政策分野における早期の諮問によるイノベーションへの障害除去 
• ナノテクノロジーがもたらすチャンスと同時にリスクの考慮を可能にする一般

市民との密度の高い対話の実現 
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表 3 ドイツにおけるナノテク研究開発の現状と課題 
強み チャンス 

• 強い基礎研究：しかし 近、米日に次

ぐ世界第 3 の地位を中国に奪われた 
• 整備された研究体制：ヘルムホルツ協

会、マックスプランク研究所、ライプ

ニッツ協会、ドイツ研究基金、フラウ

ンホッファー協会、大学、州、企業に

整備された研究開発体制 
• 技術に肯定的な態度：ナノテクによる

技術革新に対する国民のオープンな

態度 
• 若い世代の関心：新しいナノテク訓練

コースやナノテク研究計画に対する

志望増 
• 優れた産業ベース：ナノテク関連分野

での活動企業数 600（うち 480 が中小

企業） 

• 多様でより効率的な材料：従来材料にも

たらされる新しい特性や機能 
• 新しく多様なアプリケーション：特定機

能付き材料、特に自己組織化プロセスの

結果として 
• 競争力上の利点：ナノテクによるイノベ

ーションは全セクターにおいて可能 
• イノベーションに適した環境：チャンス

とリスクに関する議論に社会が参加して

いる 
• 投資家の関心を引き付ける大きな可能

性：ナノテクが持つ大きな可能性 

弱点 課題 
• 利用不足：欧州ではトップとはい

え、利用特許数や参加企業数では米国

や東アジア諸国に大きく遅れている。

• スタートアップの困難：ベンチャ

ー・キャピタル資金の不十分さと手続

事務上の障害 
• 商業上の情報の欠如：潜在的な投資

家にとって現時点では、ナノテクが提

供するチャンスに対する明瞭な見通

しがない 

• 研究成果のすばやい製品化の確保（国

内での生産が可能なように） 
• 科学的なリスク評価：ナノ粒子の毒性

効果の可能性がまだ十分に研究されてい

ない 
• 安全で責任のあるナノテクの操作、消

費者へのアドバイス、消費者保護、労働

者の健康と安全 
• リスクに関するコミュニケーション：

社会内のすべてのグループを含んだ対話

プロセスの設置 
• 標準とテスト戦略：ドイツはより積極

的な役割を担うべき 
出典：Nano-Initiative－Action Plan 2010 より作成 
 
 
イニシアティブはこうした目標に応じて、数多くのアクションを決定している。それ

らのうち、 も重要なものとしては以下がある。 
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1. 将来市場の開拓 

イニシアティブの中核となるもので、ドイツのナノテク支援の特徴となるセクター毎

のアプローチを強化し、すでに助成プログラムが立ち上がっている重要セクターやハイ

テクセクターにおいて大企業を中心にした研究開発支援以外に、セクター単位でセクタ

ーの全体にナノテク利用の拡大を目指す。今回のイニシアティブ以前から導入済みのも

のも含め、主要な措置としては以下がある。 
 

● ナノテク利用拡大ための広範なセクターにおける取り組み強化 

ナノテクの可能性を、ナノテク研究開発の成果が入りにくいセクターにおいて、セク

ター内でのナノテクへの意識を高め、共通の対応を準備させる。具体的には第一に、事

業組合や商工会議所と教育研究省と経済労働省とが協議するスキームを作り、セクター

が必要とする事業化のための研究などを同定する。第二段階として、革新的な製品やプ

ロセス技術の開発に関する共同取組みを立ち上げる。これらのセクターは、中小企業が

多いセクターでもあり、中小企業へのナノテク導入強化措置の側面も持つ。 
 
この方向で 初に、生産エンジニアリング、建設、繊維、建築の 4 セクターでのセク

ター単位協議が行なわれるが、今後、自動車、IT、生命科学、オプティクス、化学、エ

ネルギー、環境などのセクターでも協議が開始される。これらのセクターにはすでに、

先導イニシアティブ・プログラムとして、ナノテク研究開発の助成スキームを持ってい

るものもあるが（例えば自動車）、措置の主眼は各セクターにおいて、大企業などナノ

テク導入に積極的かつ能力がある部分だけでなく、中小企業などセクター全体にナノテ

ク利用を広げることにある。 
 
● 主導的イノベーション・プログラム 

ドイツの経済や雇用に重要な技術分野やセクターとしてすでに電子、自動車、科学、

医学、照明、エネルギーという 6 分野で、大企業を中心とした企業と研究開発機関の共

同研究を促進するための助成スキームが設置済みである(表 4 参照)。 
 
これらの他にも次のように多くのセクターで研究開発助成プログラムが導入済みで

もしくは予定されている。 
• 繊維：NanoTex 
• 建築：NanoTecture 
• 医療／健康：バイオマイクロシステム技術 
• 計量技術 
• 工場エンジニアリングと建設 
• マイクロ／ナノ・インテグレーション 
• 環境 

表 4 ドイツにおける分野別のナノテク推進プログラム 
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● 中小企業支援 

中小企業のナノテク研究開発プロジェクトへの参加支援とナノテク・スタートアップ

への支援という 2 種類の支援措置がある。 
 
①中小企業のナノテク研究開発プロジェクトへの参加支援 
• NanoChance：ナノテク・スタートアップの事業拡大に対する支援スキームで、

2,000 万ユーロが配されている。 
• Pro Inno II：中小企業が他の企業や研究開発機関との共同研究開発に参加するの

を支援するスキームで、対象はナノテクだけではないが、ナノテクが重要な部分を

占めている。1,500 万ユーロほどの予算が充てられている。 
 
②スタートアップ支援 
• EXISTED-SEED：スタートアップの初期を支援するスキームで、2000 年から 400
件ほどのプロジェクトを助成しており、そのうちの 1 割がナノテク関連という。 
• High-Tech Gründefonds：経済技術省と復興金庫ＫfW が中心になって設置したス

タートアップへの資本参加支援の基金で、企業の 初の株式発行時に 5 万ユーロま

での資本参加を行なう。基金規模は 2 億 6,200 万ユーロ。2005 年 8 月から 2006 年

6 月までに 48 件の資本参加を行なっている。 
 

2. ナノテクを取り巻く一般条件の改善 

セクター／ 
技術分野 

プログラム名と内容 開始年 予算 
（百万ユーロ）

電 子 NanoFab：ナノエレクトロニクスの次世

代生産プロセス 
2001 323 

自動車 NanoMobile：超軽量材料、ナノセンサ、

傷のつきにくいワニスなど 
2005 37 

化 学 NanoMikroChem：ナノ・コーティング

やナノ材料用のエネルギー処理プロセス

技術とマイクロプロセス技術 

2005 31 

医 療 NanoforLife：ガン診断やガン組織の破壊

など 
2005 24 

発光照明技

術 
NanoLux：自動車や一般照明用 LED の

開発 
OLED：OLED 生産用の技術ベースの創

設 

2004 
 

2005 

10.6 
 

56（ 終的

に 100） 
エネルギー モバイル用マイクロ燃料電池 2005 20 
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イニシアティブの第二の柱はナノテクの利用発展のための一般的条件の整備で、連邦

政府内の各省及びその政策のコーディネート、ナノテクの利用見通しのためのフォーラ

ム設置、若手研究者の育成、品質保証・標準・規格分野で活動という四つが盛り込まれ

ている。 
 

① 政府各省と政策のコーディネート 
環境省のナノ粒子のリスク評価操縦班に他の省庁からのスタッフが参加するな

どのかたちで、ナノテク関連政策における政府省庁間の取組みをコーディネートす

る。また政府の各種の関連助成機関相互間で調整が図られる。さらに将来的には、

全体を通じた助成政策がまとめられた上、各種の助成スキームが一覧できるように

される。 
 

② ナノテク未来フォーラム 
ビジネス、科学、技術、市民間でナノテクノロジーの将来に関する対話を深める

ためのフォーラを設置し、将来のナノテク利用のあるべき姿に関するコンセンサス

の形成、及び、それに向けた勧告などを行なう。 
 
③ ナノテク分野の若手研究者の育成 

学際的な分野であるため、ナノテク研究者の育成は従来の教育システムだけでは

難しい面がある。これを克服するため独政府は、コンクール形式で、若手研究者に

よる優れたナノテク研究のアイデアやプロジェクト（5 年間）の提案を奨励してい

る。教育研究省は 2003 年から、17 の若手研究者グループを設置しているが 2006
年からの第 2 期に関しても、2,000 万ユーロの予算を配している。 

 
④ 品質保証・標準・規格 

標準や規格は、ナノテク製品の市場化を容易にするだけでなく、科学界から事業

界への技術移転も容易にする。この方向で、ドイツの標準準備作成能力を国際的に

展開できるよう、ドイツ標準協会(DNI)などを支援する。 
 

3. 責任あるナノテク開発 

ナノ粒子の健康・環境への影響に関する考慮をも全体戦略に組み入れることを目指し、

政府による健康や環境に対する影響の調査研究の実施と、健康安全に関する政府の研究

に一般意見をも組み込んだ総合的な戦略の設定が具体的な活動となる。 
 

● 政府による研究調査活動 

• 教育研究省(BMBF)による活動：NanoCare、INOS、Tracer などの毒性評価プ

ロジェクトの実施に、2009 年までに 800 万ユーロほどの助成 
• 環境省(BMU)などによる行動規範の準備：「研究における安全と責任｣及び「環



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1022,  2008.5.21 

 22

境保護のためのイノベーション｣。 
• 労働社会省(BMAS)：ナノテク労働安全に関する調査の実施（独化学産業協会

(VCI)の協力） 
• 食品・農業・消費者保護省(BMELV)：食品、化粧品、一般大衆品におけるナノ

テクノ利用状況の調査 
 
● 健康安全に関する研究戦略の設定 

労働安全健康連邦研究所(BauA)、リスク評価連邦研究所(BfR)、環境局(UBA)のイニ

シアティブにより、非溶解性ナノテク粒子の健康と環境に対するリスクに関する共通研

究戦略がつくられている。これには研究課題の同定などにつき教育研究省も参加してい

る。 
 

4. 一般市民への情報活動 

市民に対する情報活動としては、政府支援による対話集会や会議などのイベント開催、

ナノトラックの巡回、パンフレットなどの一般向けナノテク説明資料の刊行、ナノテク

関連の連邦や州政府の活動を紹介するインターネット・ホームページの設置、ナノテク

がもたらす恩恵とリスクにつき議論するイベントの開催などがある。 
 

5. 将来に必要となる研究課題の同定 

イニシアティブには将来のナノテク研究を見通すため、将来の研究課題の同定とコン

バージョン技術が挙げられている。 
 

● 将来の研究課題の同定 

広範な分野にわたるナノテクノロジーにおいて、将来的に必要となる研究を適宜同定

できるように、政府は科学者と企業代表者と協議を予定しているが、特に以下の分野が

注意される。 
• 情報通信技術における新しいデータの処理、貯蔵、輸送技術 
• 医療技術における映像診断技術、インプラント、バイオ材料など新しい治療技術 
• 自己組成処理による革命的な生産技術 
• 資源保護とより効率的な環境保護とエネルギー供給 
• 労働安全・健康と消費者・環境保護に関する法規制に貢献するナノ材料のヒトと

環境に対する影響に関する基礎研究 
• ナノ材料の利用に伴う潜在的なリスク評価のための特性化手法と実証手続き 
• 安全防衛のための改善技術 

 
● コンバージョン技術 

ナノテク、バイオ、IT、認知科学が一緒になって、将来的には、ヒトの身体能力。感

覚能力、さらには精神能力までを、技術的に改善できる可能性が予見されつつある。こ
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うした科学技術の発達は、倫理的に根本的な問題を引き起こしうる。欧州委員会はすで

に「人類に関する知識｣と呼ばれるイニシアティブを提起して、コンバージョン技術の

発達とそれに伴う社会的倫理的政治的問題に総合的に取り組むことを提案している。独

政府は、社会全体からの広範な議論を通じて、このアプローチに貢献することを目指す

という。 
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【ナノテクノロジー特集】 

 

米国ナノテク政策 PCAST 会議 
 

NEDO 技術開発機構 ナノテクノロジー・材料技術開発部 
 
米国連邦政府・議会のナノテク関連政策について 2007 年 5 月から 8 月における大統領

科学技術諮問委員会（President’s Council of Advisors on Science and Technology: 
PCAST）が 2007 年 6 月 25 日、ナノテクに関する会議を開催し、主にナノテク開発・商

用化、そして環境･健康･安全性にもたらす影響（Environment, Health, and Safety: EHS）
に関する問題について、企業、大学、政府機関などから 10 名の専門家らを招いて議論し

た。 
 
続いて 8月 16日には、国家ナノテクイニシアチブ（National Nanotechnology Initiative: 

NNI）がナノテクの EHS 研究ニーズの優先順位を中間報告書として発表した。同報告書

は、2006 年 9 月に NNI が発表した『人工ナノマテリアルの EHS 研究ニーズ

（Environmental, Health, and Safety Research Needs for Engineered Nanoscale 
Materials）』に対して一般から寄せられたコメントなどを参考に、さらに優先順位を絞り

込んだものとなっている。この中で EHS 研究ニーズは 5 つのカテゴリーに分類され、更

にカテゴリーごとに 5 項目、計 25 項目の優先研究ニーズがリストアップされている。 
 
さらにマイク･ホンダ下院議員（Mike Honda: 民主党、カリフォルニア州選出）が 7 月

31 日、ナノテクの開発と商用化の促進を目的とした法案｢ナノテクノロジーの発展と新た

な機会のための法案（Nanotechnology Advancement and New Opportunities Act: 
NANO Act、H.R. 3235）を提出した。 

 
この他、エネルギー省傘下のサンディア国立研究所（Sandia National Laboratories: 

SNL）が、米国のナノテク業界の将来を担う人材の育成とイノベーションの推進を目指す

産官学提携プログラムとして、米国ナノ工学研究所（ National Institute for 
Nano-Engineering: NINE）を立ち上げた。本章では、これらの政策について詳しく説明

している。 
 

1. PCAST による会議 
大統領科学技術諮問委員会（PCAST）は、2007 年 6 月 25 日、国立科学財団（National 

Science Foundation: NSF）にて、ナノテクを重点テーマとしたミーティングを開催した1。

ミーティングの前半はナノテクをベースとしたイノベーションや商用化について、様々な

分野から 5 名のパネリストが発表し、後半にはナノテクの EHS 問題をめぐり、研究機関

                                                 
1 http://www.ostp.gov/PCAST/Agendas/Jun-07/Agenda6-07.pdf 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1022,  2008.5.21 

 25

や企業などを代表する 5 名のパネリストらが、それぞれの視点について説明した。パネリ

ストは以下の通り。 
 

表 1 PCAST 会議パネリスト一覧 

パネル パネリスト 所属 分野 

①Michael Holman Senior Analyst, Lux Research  産業界 

②Jim von Ehr CEO & Founder, Zyvex 産業界 

③William Moffitt President & CEO, Nanosphere 産業界 

④Lubab Sheet Senior Director, SEMI 産業界 

前半 

⑤Stephen Maebius IP Partner, Foley & Lardner 産業界 

⑥Sally Tinkle Assistant to the Deputy Director, NIEHS 政府 

⑦Günter Oberdörster Professor of Environmental Medicine, 
University of Rochester 

学界 

⑧Andrew Maynard Chief Science Advisor, WWICS Project  
on Emerging Nanotechnology 

NGO 
 

⑨Matthew Hull Principal Investigator, Luna Innovations 産業界 

後半 

⑩Michele Ostraat Principal Investigator & NOSH Consortium 
Technical Leader, DuPont 

産業界 

出典：PCAST 資料をもとにワシントンコア作成 

 
産業界を代表して発言したパネリストらは、主なナノテクの開発に対する懸念要因や商

用化への障害として、スケールアップや知的財産権の保護、優秀な人材の確保や外国との

競争などを挙げ、政府による商用化支援の充実や、米国企業が優秀な外国人を雇用するた

めの査証制度の改革などによって、連邦政府が主体となってこうした障害を取り除くよう

求めた2。また諸外国の中には、米国よりも組織だった産官協力体制を敷いている国家もあ

ることを指摘し、米国のナノテクプログラムやナノテク投資政策について、産業界の参加

を増やすべきであるという声も聞かれた3。以下は、前半部（テーマ：開発・商用化）と後

半部（テーマ：EHS）に分けて、パネリストらの発言要旨をまとめている。 
 

1-1 PCAST 会議前半部（開発・商用化） 
 
①ナノテクを専門とする調査会社のラックスリサーチ社（Lux Research）の上級アナリス

ト、マイケル･ホルマン氏（Michael Holman）4は、主にナノテクの商用化が直面してい

る 3 つの課題（スケールアップの問題、知的財産保護の問題、リスク管理の問題）につい

                                                 
2 ワシントン･コアの会議メモより。 
3 http://www.ostp.gov/PCAST/Agendas/Jun-07/Sheet%20Presentation.pdf 
4 ホルマン氏プレゼンテーション資料
http://www.ostp.gov/PCAST/Agendas/Jun-07/Holman%20Presentation.pdf 
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て以下のように説明している5。 
 

• スケールアップ：スケールアップには、開発したナノマテリアルを、必要に応じた規模

で生産する能力だけでなく、用途や環境に合った製品を作る能力も含まれる。スケールア

ップに成功した会社の例として、アスペンエアロジェルズ（Aspen Aerogels 社）が挙げら

れる。同社は NASA から付与された SBIR を資金源とし開発したナノマテリアルを、まず

高価・小規模で商用化することに成功し、その後本格的に量産の必要な用途に限定して大

規模な商用化を実施した。 
・ナノテクの知的財産権：現在多くのナノマテリアル・ナノ製品は、特許申請の段階から

その保護の段階へと移行しているが、米国特許商標庁（USPTO）でのナノテク関連特許

審査の待ち時間が、その他の特許の 2 倍である約 4 年間と大幅に長引いていることもあり、

知的財産権保護が難しくなっている。 
・EHS 問題：EHS 問題は、危険性の研究調査段階からリスク管理段階へと焦点が移って

いる。商用化の際、企業は以下の 3 つの課題を克服しなければならない。 
1） 自社マテリアルの真のリスク管理 
2） 消費者や社会一般が抱くナノテクへの危険意識（意識上のリスク）への対処（消費

者から危険視されることは、真のリスクと同等かそれ以上の害をナノテク商用化にもた

らす可能性がある） 
3） 規制環境の管理 
 
このため、ホルマン氏は以下の 4 点をナノテク分野における米国の優位性を保つための

対策として挙げた。 
1） 連邦政府省庁のナノテク予算配分の重点を（基礎研究から）商用化における課題の

克服へと移行させる 
2） ナノテクの開発者側とエンドユーザを結びつけるフォーラムや機会を設ける 
3） 規制の整備を迅速に進め、真のリスクと認識的リスクを緩和させる 
4） 優秀な人材とその労働力を確保できるように、H1B ビザの問題に対処する 
 

②次に、ナノテク企業の先駆け的存在であるザイベックス社（Zyvex）の創始者で、会長

兼 高経営責任者（CEO）のジム･ボン･アール氏（Jim von Ehr）6が、エネルギー・医療

分野のナノテク研究を優先させ、また技術移転を促進するよう、連邦政府の支援方針を転

換させるよう提言した7。 
 

• 商用化支援の必要性：米国政府が世界に先駆けて NNI を設置し、学際的分野であるナ

ノテクにおいて世界 高水準の大学研究を支援するとともに、政府省庁間で協力してきた

                                                 
5 ワシントン･コアの会議メモより。 
6 ボン･アール氏プレゼンテーション資料

http://www.ostp.gov/PCAST/Agendas/Jun-07/von%20Ehr%20Presentation.pdf 
7 ワシントン･コア会議メモより。 
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ことは、米国をこの分野のトップに押し上げた。しかし、現在連邦政府はあまりナノテク

の商用化が進んでいない現時点で、その EHS や社会学的面を対象とした研究にばかり注

目している。現段階ではそうした研究はまだ進める必要のない段階であり、それよりも商

用化を重視するべきである。さらに、科学的な知識や発見に重点をおいた研究支援戦略で

は、イノベーションなどの技術面が疎かになり、発見を製品へと結びつけられない（従っ

て工学的な側面を重視した研究を支援すべきである）。 
• 注目分野はエネルギー／医療分野：連邦省庁のナノテク予算を効果的に配分するため、

特にエネルギーと医療をナノテク開発における国家的優先分野とすべきである。また、国

立研究所やその他の研究機関のナノテク予算を、産業界がもっと有効に利用できるのでは

ないか。 
• 特許制度改革：特許制度を改革して、イノベーションを阻害する障壁を取り除くべきで

ある。 
• 規制による弊害：H1B ビザ発行数が非常に限られているため、優秀な人材の確保が難し

く、人材を求めて米企業が外国へ行かなければ外国企業との競争に敗れるような状況にな

っている。また、サーベインズ･オックスリー法（Sarbanes-Oxley Act）の影響で、米企

業が外国へ流出している。 
• EHS 問題：環境への影響についての研究は、科学的根拠に基づいた形で行なわれるべき

である。 
 

③またナノスフィア（Nanosphere）社の社長兼 高経営責任者（CEO）、ウィリアム･モ

フィット（William Moffitt）氏は、同社の技術について説明した。 
 

• ナノスフィア社はノースウエスタン大学国際ナノテクノロジー研究所（International 
Institute for Nanotechnology）のスピンオフとして 2000 年に設立され、医療診断のため

のナノ粒子プローブ技術を基にしている。 
• 現在、ナノスフィア社は核酸とプロテオミクスの両分野の開発プログラムを平行して実

施しており、製品開発と商用化を行なっている。プラットフォームと初期ゲノムアッセイ

は、市場に出す前の FDA による認可待ちの段階となっている。特許の取得件数は 44 にの

ぼり、100 件以上が出願中である。社員数は設立当初の 8 名から現在は 100 名以上へと増

えた。研究の段階では少人数でもかなりの成果を上げることができるが、商用化の段階で

はスケールアップや製造、規則遵守などにも気を配る必要があり、企業が負担する仕事の

量が大幅に増える。このほか、現在使用されているアッセイは複雑で訓練を受けた技術者

が実施する必要があるため、コストがかさんでいる。今、必要とされているのは、簡単で

廉価な、普遍的に利用できるプラットフォームであり、ナノテクによってそうしたプラッ

トフォームが創られ、現在医療診断に用いられている非常に高価なプラットフォームにと

ってかわるようになるだろう。 
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④一方、SEMI8の新技術部門上級ディレクターであるルバーブ･シート氏（Lubab Sheet）
は特に、エレクトロニクス分野とエネルギー分野のナノテク応用技術に関する、米国の競

争力について発表した9。SEMI は、マイクロエレクトロニクス、フラットスクリーンディ

スプレー、MEMS、再生可能エネルギーなどの各業界向けにプロセス技術やツール、マテ

リアル等のサービスを提供する企業による国際的業界団体であり、世界に約 2,000 社の会

員を持ち、そのうちの約 25%（500 社）が積極的にナノテク開発を実施している。これら

500社のうち、北米を本拠地としているのは50%から60%程度であると見積もられている。

以下はその発言要旨である。 
 

• ナノテクの研究開発と商用化には大きな進展が見られるが、克服すべき課題も多い。ナ

ノエレクトロニクス業界が直面している 大の難題は、装置（equipment）やマテリアル

の開発コストの上昇である。米国はまだ首位の座を保っているが、外国政府は製造やマテ

リアル開発の支援を戦略的国家プログラムと位置づけて実施するようになってきている。

また諸外国では、産官が米国よりもよく調整のとれた協力体制を築いている。一方で、カ

ーボンナノチューブなどに関する連邦政府の輸出規制は、米国の業界の負担を増やし、競

争力を低下させている。 
• 注目すべきナノテクの応用分野としては、エレクトロニクスとエネルギー分野が挙げら

れる。まずエレクトロニクス分野では、2010 年までには電子部品（electronics component）
市場の約半分をナノエレクトロニクスが占めるようになると予測されている。ナノテクは

応用方法によって、コスト削減や技術的問題の解決、新しい機能や性能などにつながる上、

電子デバイスを製造するツールや技術にもナノテクの応用が必須となっている。一方ナノ

テクのエネルギー分野への応用についても、ナノテクは再生可能エネルギーの生産にも役

立てられるなど、期待が大きい。中でも、半導体とディスプレー業界の製造技術やツール

に応用できる可能性がある分野として、太陽光発電（PV）技術があり、PV の製造コスト

の大幅削減が実現できるため、注目されている。このほかナノテクはまた、将来的に燃料

電池の商用化にも重要な役割を果たすことになると見られている。 
• ナノテク分野でのトップの座を米国が維持するために政府が実施できる政策としては

以下の通り。 
1）NNI によるリーダーシップのもとで、ナノテク R&D 投資を継続する。 
2）スケールアップと製造に特化した新しいナノテク研究センターを設置する。 
3）SBIR/STTR の予算を適切なレベルに維持する。 
4）ナノインプリントリソグラフィー（NIL）やカーボンナノチューブ（CNT）の輸出

規制に広範な措置を適用する。煩わしい監査義務のない、効率の良い規制を実施する。 
5）装置やマテリアルの供給業者による研究開発の負担を軽減するイノベーション政策

を支持する。 

                                                 
8 SEMI ウェブサイトhttp://wps2a.semi.org/wps/portal/_pagr/136/_pa.136/699 
9 シート氏プレゼンテーション資料
http://www.ostp.gov/PCAST/Agendas/Jun-07/Sheet%20Presentation.pdf 
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6）ナノテクを利用した PV の製造にインセンティブを設け、米国が PV 製造分野で首

位を取り戻せるようにする。 
7）ナノテク EHS 問題について、業界や NGO の関係者などを交え、一貫性のあるア

プローチを取る。 
 

⑤ 後に、フォーリー･アンド･ラードナー法律事務所（Foley & Lardner）の知的財産部

門パートナーで、ナノテク業界チームのリーダーを務めるスティーブン･ミービアス氏

（Stephen Maebius）は、バイ･ドール法（Bayh-Dole Act）10の影響なども交え、ナノテ

クと知財に関して以下のように述べている11。 
 

• ナノテクへの政府の支援は、米国の他の製品に対する支援に比べ、かなり高いレベルに

ある。バイ･ドール法のもとに資金を受けて取得されたナノテク関連特許の率は、2006 年

には全体の 15%となり、他部門の平均が 2%であったのに比べて大幅に高く、連邦政府に

よるナノテク分野への支援の大きさを示している。米国で許可されるナノテク特許の数は、

2000 年の年間 350 件から 2006 年には同 1,100 件へと着実に伸びている。 
• 特許の申請に関する問題はないが、申請後は知的財産権の侵害や、技術移転オフィスと

の忍耐を強いられるやりとり、バイ･ドール法による海外での商用化制限など、様々な課題

が待ち受けている。 
 
 
1-2 PCAST 会議後半部（EHS） 

 
⑥まず、国立衛生研究所（National Institutes for Health: NIH）の研究所の一つである、

国立環境健康科学研究所（National Institute of Environmental Health Sciences: 
NIEHS）のサリー･ティンクル氏（Sally Tinkle）は、同研究所における活動内容を中心

に連邦政府機関の視点から EHS 問題への対応のあり方について、以下のように述べた12 13。 
• 連邦政府機関の究極的な研究目標は、国民の健康保護、およびマテリアルの特性を理解

し、人間や環境への暴露リスクを見定めるために必要な研究を実施することである。毒性

メカニズムの一般化を可能にするためには、体内、大気中、そして水中におけるナノマテ

リアルの特性を明らかにしなければならない。 
• 現在、基礎研究プログラムでは用量反応に注目している。NIEHS は環境保護庁

（Environmental Protection Agency: EPA）や国立労働安全研究所（National Institute 

                                                 
10 連邦政府の助成金を基にした大学の研究成果による特許権は大学に帰属することなどを定

めた法律。同法により、大学から産業への技術移転が促進された。 
11 ワシントン･コア会議メモより。 
12 ティンクル氏プレゼンテーション資料

http://www.ostp.gov/PCAST/Agendas/Jun-07/Tinkle%20Presentation.pdf 
13 ワシントン･コア会議メモより。 
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for Occupational Safety and Health :NIOSH）と協力している他、NIH の 6 つの研究所

とも提携して研究を進めている。 
• 分子生物学、細胞生物学、システム生物学の分野の新しい知識を用いれば、生物学的お

よび環境的に 大限の適合性を持ったナノマテリアルや製品を作り出すことが可能である。 
 

⑦次に、ロチェスター大学（University of Rochester）環境医学部教授のギュンター･オベ

ルドルスター氏（Günter Oberdörster）が、主にナノ毒性学について説明した14。ナノ毒

性学は比較的新しい研究分野で、人工ナノ粒子について、その独特なバイオキネティクス

と毒物学的な可能性を調べる学問であり、ナノ粒子の生理科学的特性（影響やバイオキネ

ティクス）の調査を究極的な目標としている15。 
 

• これまでにも人間は常に空気中のナノサイズの粒子に晒されてきたが、技術的進歩によ

って、近年、暴露リスクが激増した。暴露経路としては、吸入や皮膚吸収、注入などが考

えられる。 
• 現在、（オベルドルスター氏は）ナノ粒子の吸入による肺の損傷を重点的に研究してお

り、吸い込まれたナノ粒子がラットの鼻腔、肺、および脳に蓄積されることが明らかにな

っている。このことから、蓄積によって炎症や脳への損傷、あるいはその他の中枢神経系

障害が引き起こされる可能性があるという懸念も浮上している。 
• ナノテクの使用をやめることが問題解決のための答えでは無いと思うが、健康への悪影

響の可能性について研究を続けることは極めて重要である。リスクについて判断を下す前

に考慮しなければならない問題が多数ある。ナノ毒性学の研究には、学際的なチームアプ

ローチが必須である。 
 

⑧またウッドロー･ウィルソン国際学術センター（Woodrow Wilson International Center 
for Scholars: WWICS）ナノテクプロジェクト（Project on Emerging Nanotechnology）
の主席科学顧問、アンドリュー･メイナード氏（Andrew Maynard）16は、ナノテクの進展

の障壁となっているのは不確実性であると述べ、それにどのように対処するべきかについ

て次のような意見を述べた17。 
 

• ナノテクの進展を阻んでいる不確実性に対処するうえで、21 世紀の事物に 20 世紀の概

念をあてはめようとすると失敗する。ナノは化学的には同じものであっても、機能性には

化学だけでなく構造も関係しており、化学面のみに注目してナノを扱うことは、3 次元の

世界を 1 次元的にとらえているようなものである。 

                                                 
14 オベルドルスター氏プレゼンテーション資料

http://www.ostp.gov/PCAST/Agendas/Jun-07/Oberd%f6rster%20Presentation.pdf 
15 ワシントン･コア会議メモより。 
16 メイナード氏プレゼンテーション資料

http://www.ostp.gov/PCAST/Agendas/Jun-07/Maynard%20Presentation.pdf 
17 ワシントン･コア会議メモより。 
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• 基礎研究から応用研究へと進め、 終的に技術につなげるという現在の研究枠組みが、

リスクベースの研究18にも当てはまるとは限らない。リスクベースの研究は探索的研究と

は異なるため、正しい枠組みをもってナノテクを研究を進めているかどうか今一度確かめ

る必要がある。 
• 21 世紀の技術開発には、1）明確な研究計画、2）研究計画の実施を可能にするメカニズ

ム、3）研究計画を実現させるための資金、の 3 点について、慎重に考慮すべきである。

また、ナノテクは様々なステークホルダーを巻き込み、あらゆる分野に関連する研究であ

るため、官民協力や省庁間協力を通じて、民間と政府の両セクターから専門的知識を寄せ

集めなければ解決できない問題が出てくる。必要な資金の額については様々な意見がある

が、かなりの投資が必要であることは確かである。 
 

⑨ルナ･イノベーションズ（Luna Innovations）社の研究責任者（PI）、マシュー･ハル氏

（Matthew Hull）は、ナノテク中小企業の立場から、ナノテク EHS 問題への対応につい

て見解を述べた19 20。 
 

• ナノテク EHS リスク管理プログラムを取り入れるに当たり、中小企業は大企業に比べ

て、安全性についての技術や専門知識・訓練・資金が不足し、また中小企業のリスク管理

を対象としたイニシアティブも不足している。さらに、中小企業は大企業よりも、環境面

や社会面の責任についての投資対効果に対する理解が不足しており、技術の質の向上や管

理、マーケティング、価格競争など、もっと差し迫った問題を抱えているほか、消費者か

らの圧力が比較的少ないため、危機感が薄いと言える。 
• こうした課題を克服するためには、実際的かつ革新的なプログラムを導入し、中小企業

が収益性を維持しながら新しいリスクを管理できるよう支援することが望ましい。 
• ナノテク産業を支える重要な役割を果たす中小企業が、EHS への対応で遅れを取らない

ようにするためには、革新的なビジネスモデルと柔軟な考え方が必要である。 
 

⑩デュポン社（DuPont）の研究責任者（PI）ミシェル･オストラート氏（Michele Ostraat）
21は、労働環境におけるナノテクの安全性に高い関心を持つ企業や団体、政府機関のコンソ

ーシアムである NOSH（Collaboration on Nanoparticle Occupational Safety and Health）
のリーダーを務めており、同コンソーシアム設立の理由や目的について説明した22。 
                                                 
18 リスクベースの研究とは、ナノテクの応用と適切なリスク管理のために必要な研究が連携さ

れており、リスクに取り組むための予算が適切に分配され、また各研究が新たなリスクにつ
いても指摘できるような枠組みとなっているような研究を指す。WWICS. Nanotechnology: 
A Research Strategy for Addressing Risk. P.32. 
http://www.nanotechproject.org/file_download/77 参照。 

19 ハル氏プレゼンテーション資料
http://www.ostp.gov/PCAST/Agendas/Jun-07/Hull%20Presentation.pdf 

20 ワシントン･コア会議メモより。 
21 オストラート氏プレゼンテーション資料

http://www.ostp.gov/PCAST/Agendas/Jun-07/Ostraat%20Presentation.pdf 
22 ワシントン･コア会議メモより。 
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• デュポン社は 近、ナノ粒子を扱う労働環境の安全性と健康に関心を持つ企業や研究機

関、政府機関など 14 以上の団体から成る NOSH コンソーシアムに参加した。NOSH 結成

の目的は、職場における人工ナノ粒子への暴露評価や管理に関わる要素について更に理解

を深めるための研究を支援することである。このコンソーシアムを通して、メンバーであ

るプロクターギャンブル（Proctor and Gamble）やインテル（Intel）、ダウ（Dow）など

も、雇用主として全ての労働者を保護するうえで、似たような問題に遭遇していたことが

わかった。 
• NOSH の目標は、1）ナノ粒子のエアゾール特性について明確に定義する、2）ナノ粒子

検出用の携帯空気サンプリング装置を開発する、3）既存フィルター技術のフィルター効

果を測定する、の 3 つである。 
• 同コンソーシアムによる研究報告書は 2007 年 7 月に完成予定となっており、見直し作

業の後に公表する予定となっている。 
 
 

1-3 PCAST 会議・質疑応答 
 
前半と後半の発表後には、それぞれ PCAST メンバーからの質疑応答があった。前半の

セッションでは、「EHS 問題に関して、企業が実際にどのような対応をとっているか」に

ついて特に質問があった。これに対し、ナノスフィア社のモフィット氏は、企業として有

している知識を元に、 善と考えられる方法を実施し、同社ではナノテクを伝染性の病気

と同様に扱っていると述べた。また同氏は、業界団体が決めたベストプラクティスといっ

たものは、これまでのところ無いと語った23。一方、ラックスリサーチ社のホルマン氏は

一般に対するリスクについて、ナノ粒子の 終段階（end-of-life phase）に関する情報は

あまりないのに比べ、製造段階におけるリスクついてはより理解が進んでいるため、逆に

安全である可能性が高いとの考えを示した24。 
後半のセッションでは、「ナノ粒子のEHS面での影響の究明作業は現在どの程度の段階

にあるのか」という質問があり、WWICS のメイナード氏は、まだ何を調べれば良いのか

も完全には判っていないと述べ、午前中のホルマン氏よりも悲観的な見解を示している25。

これに対し、ロチェスター大学のオベルドルスター氏は、「リスク研究において基準となる

ナノ粒子の特定はできている」とした上で、「ナノ粒子は外部と直接接触の無い身体部分に

も侵入することが分かってきており、神経細胞のような、まだ完全には理解されていない

細胞に関しても特に慎重に扱うべきである」との見解を示した26。 
 
 

                                                 
23 同上 
24 同上 
25 ワシントン･コア会議メモより。 
26 同上 
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2 NNI による優先度別 EHS 研究ニーズ報告書の発表 
 
2-1 報告書作成の経緯と EHS 研究ニーズ一覧 

 
NNI は 8 月 16 日、必要とされるナノテクの EHS 研究を優先度順に列挙した中間報告

書、『人工ナノマテリアルの環境･健康･安全性（EHS）に関する研究ニーズの優先順位：

一般コメント用中間報告書（Prioritization of Environmental, Health, and Safety 
Research Needs for Engineered Nanoscale Materials: An Interim Document for Public 
Comment）』27を発表した。NNI は 2006 年 9 月に『人工ナノマテリアルの EHS 研究ニー

ズ（Environmental, Health, and Safety Research Needs for Engineered Nanoscale 
Materials、以下ニーズ報告書）』28を発表しており、今回の報告書はこれに対して、文書

や公聴会を通じて一般から寄せられた約 40 件のコメントの内容を反映させ、さらに必要

とされる研究の優先基準をより明確にしている。 
 
NNIの下部組織である国家科学技術委員会（National Science and Technology Council: 

NSTC）のナノスケール科学･エンジニアリング･技術省委員会（Nanoscale Science, 
Engineering, and Technology Subcommittee: NSET）の中の、ナノテクの環境と健康へ

の影響ワーキンググループ（Nanotechnology Environmental and Health Implications 
Working Group: NEHI）は、5 つある研究カテゴリーにそれぞれタスクフォースを設置し

29、各カテゴリーごとに主な研究ニーズを選び、優先順位をつけた30。 
優先的研究ニーズを決定するうえで、複数のカテゴリーにまたがるニーズがある場合に

は、そのニーズが複数の研究カテゴリーに関連することが明示され、また、同じニーズが

様々な形で複数のカテゴリーに登場した場合には、1 回に統一された。その結果、 
 
表 1に示される通り、 終的に 5 つのカテゴリーごとに 5 つ、計 25 の研究ニーズが選

ばれ、優先順位が付けられている。ただし、「ナノマテリアルと健康」の研究カテゴリーに

ついては、5 つの研究ニーズの重要性が同等であるとみなされたために優先順位は付けら

れていない。 
 

                                                 
27 National Science and Technology Council.  Prioritization of Environmental, Health, 

and Safety Research Needs for Engineered Nanoscale Materials.  August 16, 2007. 
http://www.nano.gov/Prioritization_EHS_Research_Needs_Engineered_Nanoscale_Mat
erials.pdf 

28 NNI.  Envionmental, Health, and Safety Research Needs for Engineered Nanoscale 
Materials.  September 20, 2006. http://www.nano.gov/NNI_EHS_research_needs.pdf 

29 NEHI に参加する連邦省庁は全て、いずれかのタスクフォースに参加するよう求められてい
る。 

30 National Science and Technology Council.  Prioritization of Environmental, Health, 
and Safety Research Needs for Engineered Nanoscale Materials.  August 16, 2007. 
http://www.nano.gov/Prioritization_EHS_Research_Needs_Engineered_Nanoscale_Mat
erials.pdf 
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表 1 ナノテク EHS 研究ニーズにおける優先事項の概要 
 
機器、計量、分析の方法 

この研究カテゴリーの優先事項は、他の 4 つのカテゴリーを含む全ての研究ニーズの基礎となるも

のである。尚、以下の優先事項は、ナノマテリアルとその使用に関する専門用語、定義、目録ある

いはデータベースにまつわる研究や関連作業の必要性も考慮に入れられて、決定したものである。 
1 生体内（生物学的マトリックス）、環境中、そして職場におけるナノマテリアルの検出方法

を開発する。 
2 化学的、物理的な変化がナノマテリアルの特性に与える影響について理解する。 
3 粒子サイズ、サイズ分布、形状、構造、表面積について、標準的評価方法を開発する。 
4 ナノマテリアルを化学的･物理的に特性評価するための認定資料を開発する。 
5 ナノマテリアルの空間化学的組成、純度、不均一性について特性を示す方法を開発する。 
ナノマテリアルと健康 

この研究カテゴリーでは、生体系における毒性との関係における、一般化できるナノマテリアルの

特性について理解することに重点がおかれている。 
● 
 

ナノマテリアルへの暴露を数量化し、特性を評価するための方法と、生体におけるナノマテ

リアルの特性を評価する方法を開発する。 
● 人体内全体におけるナノマテリアルの吸収と移動について理解する。 
● ナノマテリアルの特性と、呼吸器、消化器、目、皮膚などを通じた吸収との関係を明らかに

し、身体への負担を見極める。 
● ナノマテリアルと身体の相互作用メカニズムについて、分子、細胞、組織の各レベルで明ら

かにする。 
● ナノマテリアルへの暴露に対する人体内の反応を予測するための、生体外（in vitro）と生

体内（in vivo）の適切なアッセイやモデルを特定、あるいは開発する。 
ナノマテリアルと環境 
この研究ニーズは、環境へのナノマテリアルの影響について研究することを目的としている。 
1 人工ナノマテリアルの影響と、影響を測るテスト方法の適用性について理解する。 
2 主な暴露源と暴露経路を特定し、環境中における暴露について理解する。 
3 非生物的影響と生態系全般への影響を評価する。 
4 ナノマテリアルの環境中の移動に影響する要因を特定する。 
5 異なる環境条件下におけるナノマテリアルの変容について理解する。 
健康と環境の暴露評価 

このカテゴリーはナノマテリアルの有害性よりも、暴露評価に主眼を置いている。 
1 労働者の暴露について特性を評価する。 
2 人工ナノマテリアルに被曝する人口層と環境を特定する。 
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3 産業プロセスおよびナノマテリアルを含む産業製品や消費者製品を通じた、一般の人々の暴

露について特性を評価する。 
4 被曝した人々や環境について、その健康状態の特性を評価する。 
5 ナノマテリアルへの暴露の原因となる労働現場のプロセスと要因を理解する。 
リスク管理方法 

この研究ニーズは、 大のリスクを伴う可能性のあるナノマテリアルを特定するための既存、およ

び新しいリスク管理方法の適切性と効果を評価することを目標としている。 
1 労働現場における 善の慣行、プロセス、環境暴露管理について理解し、開発する。 
2 リスク削減のための意思決定に役立つ情報を得るために、製品やマテリアルのライフサイク

ルを調べる。 
3 ナノマテリアルを物理的特性か化学的特性に基づいて分類するために必要なリスク特性評

価情報資料を作成する。 
4 ナノマテリアルの使用と安全面の事故の傾向について、リスク管理の強化に役立つ情報資料

を作成する。 
5 具体的なリスクコミュニケーションの方法とマテリアルを開発する。 
出典：国家科学技術委員会の報告書『人工ナノマテリアルの EHS 研究の優先順位（Prioritization 

of Environmental, Health, and Safety Research Needs for Engineered  
Nanoscale Materials）』31を参考にワシントン･コア作成 
 

2-2 今後の流れと一般からのコメント 
 
NNI ではこの中間報告書に対する一般からのコメントを 2007 年 9 月 17 日まで受け付

け、寄せられたコメントの内容を参考にして NEHI ワーキンググループが、現在研究支援

を受けていない優先的研究分野の洗い出し作業を行なう段取りとなっている。これらの過

程を経た後 NNI は、 終的な優先的研究、現時点での研究活動内容、これまで支援され

ていない研究、省庁横断的に取り組むべき事項、についてまとめた報告書を発表するとし

ている。これに加え、NNI は報告書が特定した優先的研究の進捗状況の評価と、優先的研

究のアップデートを定期的に実施する予定である。また NNI は、各省庁がそれぞれのミ

ッションに沿ったナノテク研究計画を策定する際にガイドラインとして利用する、科学的

根拠に基づいた（EHS 研究に関する）枠組みを作成する考えを示している32。 
 
この中間報告書について、WWICS のメイナード氏は、「（連邦政府の）作業に進展が見

られることは良いことである」としながらも、同報告書にはすぐに対処すべきニーズと長

期的ニーズの違いが明確にされていない点を指摘している33。 

                                                 
31 同上  
32 同上、P.7. 
33 Robert F. Service.  “Nanomaterials: Promise or Peril?” in ScienceNOW Daily News.  

August 17, 2007. http://sciencenow.sciencemag.org/cgi/content/full/2007/817/3 
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3 NANO Act 法案 
 
連邦議会のマイク･ホンダ下院議員（Mike Honda: 民主党、カリフォルニア州選出）は

2007 年 7 月 31 日にナノテクの開発や商用化を促進することを目的とした法案、｢ナノテ

クノロジーの発展と新たな機会のための法案（Nanotechnology Advancement and New 
Opportunities Act: NANO Act、H.R. 3235）を提出した34。 

 
同法案は、カリフォルニア州政府に対して産学官のタスクフォースが作成したナノテク

研究戦略に関する提言書をベースにしている35。具体的には、ホンダ議員とカリフォルニ

ア州政府は 2004 年 12 月に共同で、ナノテク･ブルーリボン･タスクフォース（Blue Ribbon 
Task Force on Nanotechnology: BRTFN）を設置し、翌年 2005 年 12 月には同タスクフ

ォースは、『小さく考えることについて大きく考える（Thinking Big About Thinking 
Small）』という政策提言報告書を発表した。このタスクフォースは、カリフォルニア州の

ナノテク専門家や業界関係者、調査会社、非営利事業団、学者、政府や医療研究、ベンチ

ャーキャピタルなどの関係者からなり36、提言報告書では、同州のナノテクの開発や商用

化促進政策に関する提言を示している。 
 
NANO Act 法案は主に次のような内容から成っている37。 

• ナノテク商用化を阻んでいる問題に対処するために、同法成立後 2 年以内に民間から 1
億ドルを集め、商務長官が官民協力による投資パートナーシップ「ナノ製造投資パートナ

ーシップ（Nanomanufacturing Investment Partnership）」を設け、ナノ製造技術の進歩

につながる、商用化前の研究開発（基礎研究を除く）の資金を提供する。 
• ナノテク開発業者の株の購入者には、購入額に対し一定の率で税額を控除するなど、ナ

ノテク企業投資のための税額控除制度を設ける。 
• ナノテク･インキュベーターの設立と発展を支援するため、商務省技術局（Technology 
Administration, Department of Commerce）による助成金プログラムを承認する。 
• 国立科学財団（National Science Foundation: NSF）は、競争による選抜形式でナノ

CAD ツール向けのナノスケール科学技術センター（Nanoscale Science and Engineering 
Center）を設立する。 

                                                 
34 “Nanotechnology development bill introduced in U.S. Congress” in Nanowerk News.  

July 31, 2007.  http://www.nanowerk.com/news/newsid=2301.php 
35 同上 
36 BRTFN のプレゼンテーション

http://www.mitstanfordberkeleynano.org/events_past/060322%20%20BRTFN/1%20-%2
0Hubbard-Waitz.pdf 

37 議会図書館資料 H.R. 3235 http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c110:H.R.3235: 
ホンダ議員のブログ”My nanotechnology bill introduced today” July 31, 2007. 
http://mikehonda.blogspot.com/ 
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• エネルギー、環境、国土安全保障、医療などの各分野における具体的な課題に対応する

ナノテク研究向けの助成金プログラムを設ける。その予算としてエネルギー省、環境保護

庁、国土安全保障省、厚生省の各連邦省庁に年間 3,000 万ドルを認める。 
• ナノテクの教育･訓練プログラムの経費を対象とした税額控除制度を設ける。 
• 高等教育機関における学際的ナノテク科目のカリキュラム開発を支援する助成金プロ

グラムを設ける。そのため、NSF に年間（2008 年度から 2011 年度まで）1,500 万ドルの

予算を認める。 
• NSF は、製造業者が職業訓練センターと提携し、ナノテク製造業における訓練プログラ

ム38を開発するプログラムを設置する。 
• ナノテクに関してエネルギー省傘下の国立研究所と科学教育コミュニティとの間のイ

ンフォーマルな交流を増やす戦略の開発を提唱する。 
 
NANO Act 法案の提出に際しホンダ議員は、米国はナノテク研究において世界のリーダ

ーだが、一方で、「競争相手である諸外国では、研究結果の商用化のために米国よりも資金

と努力を注ぎ込んでいる」と指摘する専門家の声が高まっていると述べた39。同法案には、

ナノテク EHS 問題への対処も含まれており、ホンダ議員はこの法案がナノテクの開発と

責任あるスチュワードシップを確実にすることを優先させるナノテク研究戦略を義務付け

る内容となっていると自信を表している40。 
 
 

4 NINE 教育パートナーショップ 
 
エネルギー省傘下のサンディア国立研究所（SNL）は 2007 年 8 月、米国のナノテク業

界の将来を担う人材の育成とイノベーションの推進を目指す産官学提携プログラムとして、

米国ナノ工学研究所（NINE）を立ち上げた。参加大学や企業はサンディアの 先端研究

施設を使用できるほか、世界でもトップレベルの理工系学生を惹きつけることができると

いう利点がある。エネルギー省では、この協力体制によって、ナノテクを応用した技術の

開発を通して国家安全保障における課題を克服し、またナノテク分野の米国の競争力強化

へとつなげることを目指している。 
 
米国ナノ工学研究所（NINE）41によれば、近年米国の理工系学生の競争力が衰えている

との産学官共通した懸念に対する解決策の一つとして、NINE が設置されたという。米国

                                                 
38 これに関する具体的な説明は同法案には記載されていない。 
39 ホンダ議員のブログ”My nanotechnology bill introduced today” July 31, 2007. 

http://mikehonda.blogspot.com/ 
40 Michael E. Heints "Nanotechnology Advancement and New Opportunities Act” in 

Nanotechnology Law Report.  August 1, 2007. 
http://www.nanolawreport.com/tags/hr-3235 

41 NINE News Release "NINE: an Investment in Innovators and in Innovation” 
http://www.sandia.gov/NINE/ 
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では全米アカデミーズ（National Academies）が 2005 年に、連邦議員の要請を受けて米

国の競争力維持に必要な政策を、報告書『巻き起こる嵐を乗り越えて（Rising Above the 
Gathering Storm）』にまとめており、その中で、米国における科学技術教育の現状への懸

念を指摘していた42。この全米アカデミーズの政策提言をベースとした米国競争力法

（America COMPETES Act）は、ブッシュ大統領の署名により 8 月 9 日に成立したが、

NINE はそうした米国の科学技術教育強化の一環であり、大学と企業、政府を結びつける

ハブとしての役割を果たすことになる43。 
 
NINE の具体的なミッションは、学部生や大学院生に協力的かつ教育的な環境の中で、

豊富な経験を積ませ、ナノテク分野における将来のイノベーションの原動力として育成す

るため、国立研究所と産業界の研究者、そして学生や教授らが協力して 先端のナノテク

研究を実施できるような環境を提供し、共同作業を中心とした研究環境の中で、前競争的

な研究を実施することである44。NINE での経験を通じ、学生らがビジネスや法律、政治、

社会など、科学技術に関わりのある他の分野に触れることが期待されている45。 
 
一方、NINE に参加する大学は、SNL の 先端研究施設の使用や共同研究プロジェクト

への参加などが可能となる利点があり、また参加企業はナノテクに関心を持つ世界 高レ

ベルの学生たちとの接点を得ることができる。同時にホストとなるエネルギー省にとって

も、高いナノテク技術を持つ人材を育成し、そうしたナノスペシャリストのネットワーク

を作ることで、国家安全保障に関わる問題を解決する技術研究に携わる人材開発にも拍車

をかけ、さらに、ナノテク分野における米国競争力の維持と強化にも役立つというメリッ

トがある46。SNL のマテリアル科学技術部シニアマネージャーのジャスティン･ジョハネ

ス氏（Justine Johannes）は、「NINE を通じ、学生たちに、切実な問題の解決に向けた

研究に参加するチャンスを与えることでこの分野に興味を持たせ、理工系の学位取得へと

導き、米国のナノテク分野での競争力を伸ばしたい」との意向を語っている47。 
 
立ち上げから NINE に参加している団体は、以下表 2にあるように、7 社、12 大学であ

る。 
                                                 
42 “Sandia spearheads the formation of the National Institute for Nano-Engineering” in 

Nanowerk News. August 15, 2007.  http://www.nanowerk.com/news/newsid=2376.php 
43 NINE News Release "NINE: an Investment in Innovators and in Innovation” 

http://www.sandia.gov/NINE/ 
44 同上 
45 SNL 報道資料 “Sandia spearheads the formation of the National Institute for 

Nano-Engineering” August 15, 2007. 
http://www.sandia.gov/news/resources/releases/2007/nine.html 

46 NINE News Release "NINE: an Investment in Innovators and in Innovation” 
http://www.sandia.gov/NINE/ 

47 R. Colin Johnson. “New U.S. institute eyes next generation of nano engineers” in 
EETIMES online.  
http://www.eetimes.com/news/latest/showArticle.jhtml?articleID=201801525&printable
=true 
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表 2 NINE 参加団体 

企業 大学 
• インテル（Intel Corp.） 
• エクソン（Exxon Mobil 

Corp.） 
• IBM 
• ロッキード･マーティン

(Lockheed Martin Corp.） 
• コーニング(Corning Inc.） 
• グッドイヤー（Goodyear 

Tire and Rubber） 
• プロクター･アンド･ギャン

ブル(Proctor and Gamble） 

• ウィスコンシン大学（University of Wisconsin） 
• レンセラー工科大学（Rensselaer Polytechnic Institute）
• カリフォルニア大学デービス校（University of California 

at Davis） 
• フロリダ大学（University of Florida） 
• イェール大学（Yale University） 
• ハーバード大学（Harvard University） 
• テキサス大学オースティン校（University of Texas at 

Austin） 
• イリノイ大学（University of Illinois） 
• ライス大学（Rice University） 
• ノートルダム大学（University of Notre Dame） 
• ニューメキシコ大学（University of New Mexico） 
• ハービーマッド大学（Harvey Mudd College） 

出典：NINE 資料をもとに、ワシントンコア作成 
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【ナノテクノロジー特集】 

 
エネルギー貯蔵用途へのナノテクノロジー利用の動向(米国) 

 
はじめに 

 
向上したエネルギー貯蔵装置を求める声は、各種用途において増大し続けている。また、

多くの関係者が、現在、この領域の新しい技術的そして商業的な機会を探している。バッ

テリーや超コンデンサー(特にハイブリッド電気自動車[HEV]用途) の性能向上のために、

また燃料電池と共に使用する水素貯蔵材料として、多数の企業が、フラーレン、カーボン

ナノチューブ(CNT)、金属酸化膜ナノ粒子および様々のナノ触媒のようなナノ材料を使用

している。 
 
以下は、ナノ基盤エネルギー貯蔵領域での, 
 

1. バッテリー 
2. 超コンデンサー 
3. 水素貯蔵合金 

 
の技術開発および商用開発のこれまでの例を提供する。 
 

1. バッテリー 
バッテリーの寿命を延ばし、かつ性能を向上させる一つの道は、向上したエネルギー貯

蔵能力を持った電極材料を開発することである。ナノ粒子や炭素基盤ナノ材料など様々な

ナノ材料にその利用を見つけることができる。これらのフラーレンや CNT といった材料

は表面積が大きいため、グラファイトよりも著しく多くのリチウムを蓄えることができ、

より長寿命のバッテリーに結びつくので近年注目されてきている。 
 
ハイブリッド電気自動車や定置用蓄電池用途への関心が増加するにつれて、いくつかの

企業は、リチウム電池の化学反応を向上させるためにナノ材料やナノ粒子プロセス技術を

利用している。こうした市場に取り組む企業としては、アルタイル・ナノテクノロジー社、

A123 システムズ社およびエネルデル(EnerDel)社などがある。 
 

① A123 システムズ社 

A123 システムズ社(ウォータータウン、マサチューセッツ州)は、MIT(ケンブリッジ、

マサチューセッツ州)で開発されたリチウム金属リン酸塩化学反応を商業化するために

2001 年に設立された企業である。このバッテリー技術は、リチウムイオン電池の通常の

酸化反応に取って代わり、リチウム金属リン酸塩ナノ粒子で覆われたアルミニウム電極

を使用する。A123 システムズ社によれば、ナノメートル寸法の粒子は、通常のリチウ
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ムイオン反応よりも電流としてより多くのイオンを放出し、熱の発生が低減する。2007
年 5 月に、BAE システムズ社は、ダイムラー社のオリオン VII ハイブリッドバスの 2008
年バージョンで使用するハイブリッド推進システムの一部として A123 社のリチウムイ

オン電池技術を 2008 年から提供することを発表した48。 
2007 年 8 月に、A123 システムズ社およびゼネラル・モーターズは、シボレーボルト

のリチウムイオン電池を共同開発する計画を発表した49。 
2007 年 9 月には、同社は、セスナ航空機社にリチウムイオンのエンジン始動バッテ

リーを供給すると発表した50。 
より 近の 2008 年 3 月には、A123 システムズ社は米国特許 7338734「導電性リチ

ウムストレージ電極(Conductive Lithium Storage Electrode)」を取得した。A123 シス

テムズ社は 160 件以上の米国および国際特許を出願し、MIT で発見して以来、そのナノ

リン酸塩技術を開発するために 1 億 5,000 万ドル近くを調達した51。 
さらに、2008 年 3 月に、GE は、ノルウェーの電気自動車メーカーの Think 社への

投資を発表したが、Think 社は既に A123 システムズ社との商用供給協定を結んでいる52。

GE エネルギー金融サービスは、A123 システムズ社が Think 社のバッテリーを量産す

るのを支援するために、同社へ投資したと発表した。GE は、A123 システムズ社に 2,000
万ドル以上を投入し、現在同社の 大のキャッシュ投資者である。 

 
② アルタイル・ナノテクノロジー社 

バッテリーのための先進リチウム材料のもう一方の開発者は、アルタイル・ナノテ

クノロジー社(リノ、ネバダ州)である。同社もまた HEV 市場をターゲットとしている。

A123 システム社のバッテリーのような他社のナノテクノロジー基盤バッテリーと異

なり、アルタイル社のナノセーフ(NanoSafe)電池では、従来の陽極が(陰極ではなくて)
ナノ構造化リチウムチタン酸塩スピネル酸化物で置き換えられる。ナノセーフ電池は

スピネル構造を使用する 初のバッテリーではないが、初期のバッテリーでは陰極に

酸化マンガンを使用していた。この技術の価値ある提案は、長期間の繰り返し後の高

い再充電率と低い容量損失の 2 つの要素があるように思われる。2007 年 5 月に、フェ

ニックス自動車(Phoenix Motorcars)は、スポーツ用小型トラックスポーツ多用途車

(SUV)で使用するために、220 万ドルのナノセーフ・バッテリーパック(35kWh)の新し

い注文を出した53。 
2007 年 6 月に、アルタイル社は、ハイブリッド電気自動車や全電気オフロード車輌

に使用するナノセーフバッテリー技術の共同開発と商用供給に関する ISE 社との協定

                                                 
48 http://www.a123systems.com/#/news/news4 
49 http://www.a123systems.com/#/news/news3 
50 http://www.a123systems.com/#/news/news2 
51 http://www.a123systems.com/#/news/news110 
52 http://www.a123systems.com/#/news/news111 
53 http://www.b2i.us/profiles/investor/ResLibraryView.asp?ResLibraryID=19928&GoTopage= 
2&BzID=546&Category=987 
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に署名した54。 
2007 年 12 月に、アルタイル社は、新しい生産能力に投資するために、特に同社が

AES 社と開発している大規模定置蓄電池製品のために、4,000 万ドルの第三者割当(ド
バイのアルユーサフ LLC 社に)を発表した。2008 年 1 月に、アルタイル社は、2MW
エネルギー貯蔵システムで使用するために、AES 社への 100 万ドルのバッテリーパッ

ク供給の注文を完了したと発表した55。 
さらに、2008 年 1 月に、軍用のバッテリーバックアップ電力システムのために、ア

ルタイル社のナノサイズ・チタン酸リチウム電極材料を使用して 適化されたバッテ

リーセルを開発する目的で、米国海軍がアルタイル社へ 250 万ドルの資金を提供する

というニュースが発表された。アルタイル社は、さらに、電池の性能と安全性の特性

を実証し、多数の軍事用途での製品技術の利用モジュラーシステム設計を開発し実証

する56。 
 
③ エムフェーズ・テクノロジーズ社 

エムフェーズ・テクノロジーズ(mPhase Technologies)社(リトルフォールズ、ニュー

ジャージー州)は、そのナノテクノロジー基盤バッテリーの精密制御およびオン・デマ

ンド活性を可能とするために液体の超疎水性効果を使用する。エムフェーズ社は、ル

ーセント・テクノロジー・ベル研究所(マリーヒル、ニュージャージー州)で開発した亜

鉛と二酸化マンガン基盤のスマートナノバッテリー技術を、研究者達が初期の試作品

の実証を行った 2004 年 3 月と 2004 年 9 月にライセンス供与した。エムフェーズ社の

スマートナノバッテリーは、ナノ構造化シリコンフィラメントを使用する。それは、

高さ数 100 ミクロン、直径 300nm の電極で、電解質の液滴を休止状態のフィラメント

上に置くことを可能とする撥水材料で覆われている。熱や電気を使って液滴を破裂さ

せると、電解質がフィラメントの間の空隙に流れ込み、電力を発生する反応を引き起

こすことを可能とする57。 
同社の 100%完全所有の子会社 AlwaysReady 社を通じて、エムフェーズ社は当初は

国防用途をターゲットとしている。例えば、同社は、米国陸軍エイブラムス戦車から 3
マイル先に 120mm スマート砲弾を発射する電力の供給に、そのスマートナノバッテリ

ーを成功裡に使用したと発表した。しかしながら、エムフェーズ社はまもなく商業化

を起こすと確かに表明しているものの、その技術はまだ商用ではない。例えば、2008
年 3 月に、同社は、商用請負製造会社の設備へ、そのスマートナノバッテリー製造に

                                                 
54 http://www.b2i.us/profiles/investor/ResLibraryView.asp?ResLibraryID=20234&GoTopage= 

2&BzID=546&Category=987 
55 http://www.b2i.us/profiles/investor/ResLibraryView.asp?ResLibraryID=22877&GoTopage= 

1&BzID=546&Category=1183 
56 http://www.b2i.us/profiles/investor/ResLibraryView.asp?ResLibraryID=23156&GoTopage= 

1&BzID=546&Category=1183 
57 この技術に関する詳細情報は、http://www.mphasetech.com/technology.html を参照。 
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重要なあるプロセスを移転し、契約した商用製造会社で同バッテリーの生産に必要な

ナノ構造化セパレーターの製造に成功している。 
 

④ Ener1 社 

Ener1 社(フォートローダーデール、フロリダ州)は、ナノテクノロジー基盤エネルギ

貯蔵システムの開発および応用において非常に活発である。たとえば HEV 用のバッテ

リーにそのナノ構造化リチウム酸化マンガン電極を組入れるようなものがある。特に、

Ener1 社は、リチウム電池企業である EnerDel58社の 80.5%、バッテリーのナノテクノ

ロジー基盤材料と製造工程および他の応用を研究している企業である NanoEner59社

の 100%、また、日本のリチウム電池技術企業である EnerStruct 社の 49%を所有して

いる（残り 51%は Ener1 社の戦略的投資者である伊藤忠が所有）。 
2007 年 9 月に、Ener1 社と伊藤忠は、独占的ライセンス協定に署名した。両社の子

会社である EnerStruct 社によって開発された特定のノウハウと、リチウムイオン電池

技術に関する EnerStruct 社と伊藤忠の特定の知的財産を Ener1 社は手に入れること

になる。 
 

⑤ エネルデル(EnerDel)社 

Ener1 社の子会社であるエネルデル(EnerDel)社のバッテリー技術は、アルタイル社

の技術に似ており、どちらもナノ相チタン酸リチウムの使用に依存している。 
さらに、2007 年 9 月に、エネルデル社は、米国先進バッテリーコンソーシアムから

650 万ドル相当のリチウムイオン電池技術開発契約を獲得した。またハイブリッド電気

自動車およびプラグイン・ハイブリッド電気自動車用のリチウムイオン電池技術をそ

れぞれ開発するために、米国エネルギー省からの 250 万ドルの契約を手に入れた。エ

ネルデル社は、2007 年 10 月にハイブリッド電気自動車用リチウムイオン電池パック

を発表し、続いて、その子会社が Think Global 社と 7,000 万ドル相当の供給協定を結

んだ60。 後に、2007 年 12 月に、エネルデル社は、走行中のハイブリッド電気自動車

にリチウムイオン電池を統合することに成功した 初の企業になったと発表した61。ま

た、同社は、そのバッテリー技術は2008年の終わりまでに車に搭載されると表明した。 
 

⑥ アドバンスト・バッテリ・テクノロジーズ社 

アドバンスト・バッテリ・テクノロジーズ社(ABAT：Advanced Battery Technologies; 
ショワンチョン、中国黒竜江省)は、ハイブリッド電気自動車市場へ向けて、そのナノ

基盤ポリマーリチウムイオン電池技術にてこ入れすることを予定している。ABAT 社

は、電気自動車の草分けの ZAP 社(サンタローザ、カリフォルニア州)と長年の協力関

                                                 
58 http://www.enerdel.com 
59 http://www.nanoener.com 
60 www.news.com/8301-10784_3-9797710-7.html 
61 http://enerdel.com/content/view/138/61/ 
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係を持っている。2007 年に、ABAT 社は ZAP 社と北京に共同開発オフィスを開いた。

また、ZAP 社はさらに、同社の XEBRA 電気自動車およびトラックでの使用のために

520 万ドルの ABAT 社バッテリーを購入することに合意した62。 
 

⑦ スタンフォード大学 

スタンフォード大学(スタンフォード、カリフォルニア州)材料科学工学部の准教授イ

ー・キュイをリーダーとする研究者達は、リチウムイオン電池の性能向上のために、

近、電気的接続を提供するステンレス鋼基板上にシリコンナノワイヤーを使用した。

より詳しく言うと、カーボン陽極をシリコンナノワイヤー基盤に取替えることにより、

リチウムイオン電池の貯蔵容量(したがってバッテリ寿命)を 10 倍も向上させた。この

開発は、シリコン基盤陽極の興味ある復帰をもたらした。リチウムイオン電池の貯蔵

容量は、陽極がどれだけのリチウムを保持できるかに依存する。シリコンが、カーボ

ンより多くのリチウムを格納することができることを研究者は長い間知っていた。し

かしながら、シリコン使用に当たってのこれまでの取り組みでの大きな欠点は、低い

貯蔵容量と短いサイクル寿命であった。さらに、開発者は、粒子や薄膜形式のシリコ

ンは荷電リチウム原子の吸収時に拡張し、リチウムが放出される時に縮小することを

発見した。この拡張/縮小サイクルは、シリコン陽極を細切れに破壊し、バッテリー性

能の損失をもたした。キュイのバッテリーは、シリコンナノワイヤーの森林にリチウ

ムを格納することにより、この問題を回避している。シリコンナノワイヤーはその元

の寸法の 4 倍に拡張するが破壊されていない。研究者はこの技術の特許出願を申請し

ており、この技術の商業化あるいはバッテリーメーカーへの技術ライセンスのための

会社を創設することを予定している63。 
 

⑧ レンセラー工科大学 

2007 年に、レンセラー工科大学(トロイ、ニューヨーク州)の科学者が、セルロース

基盤のフレキシブルバッテリーを開発した。より詳しく言えば、この装置はバッテリ

ーの電極としてカーボンナノチューブを使用する。その後、イオン性液体電解質で浸

された紙へ埋込まれる。その結果、似たような形状を持ち、紙と同じように見え、似

た感触で同じような重さの統合バッテリーになる。研究者によれば、この斬新な設計

が、競合するフレキシブルバッテリーに対して、いくつかの利点を誇っている。カー

ボンナノチューブ技術の使用によって、この装置は、従来型バッテリーと同様の長く

安定した電力を提供でき、また、超コンデンサー技術において典型的な高エネルギー

急速放出を可能にする。さらに、バッテリーの電解質として水を含んでいない液体塩

の使用によって、この装置は、 大 150℃、 低-75℃までの温度限界に耐えることが

できる64。 
                                                 
62 http://www.tmcnet.com/green/articles/9153-zap-advanced-battery-technologies-team 

-electric-car-batteries.htm 
63 http://nanotechwire.com/news.asp?nid=5413&ntid=120&pg=1 
64 www.nanotech-now.com/news.cgi?story_id=24429 
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2. 超コンデンサー 
アナリストは、家電や自動車用途で、特にバッテリーの電力放出を向上させる手段とし

て、超コンデンサー利用増加がみられると予測している。バッテリーと同様に、より優れ

た性能を持ち、より低価格のナノ構造化電極の開発に多くの注目が向けられている。 
典型的な超コンデンサーは、使用中に出る有機電解質と共に、活性炭またはエーロゲル

を使用するが、特に、超コンデンサーで使用する材料費は 終コストの約 50%から 60%を

占めるので、多くの研究はコスト縮小と性能向上の方向に集中している。酸化ルテニウム

や酸化ニッケルのような遷移金属ナノ酸化物が、カーボンエーロゲルに挑戦しており、電

荷貯蔵の長所を提示している。 
 

① 2007 年 12 月に、イネイブル IPC(Enable IPC)社(バレンシア、カリフォルニア州)
は、カーボンシート上でナノ粒子を使用する超コンデンサー技術の使用を対象とす

るウィスコンシン大学との 終ライセンス契約を完了し署名した65。 
さらに、イネイブル IPC 社は、同社の超コンデンサー技術は、既に利用可能であ

る超コンデンサーのサイクル寿命に匹敵するか、ある場合にはより優っている、と

発表した。イネイブル IPC 社のコンデンサーは、100 万サイクル以上の寿命を越え、

一方でその初期容量の 80%以上をいまだ維持している66。同社は、さらに、マイクロ

バッテリー生産にナノテクノロジーと薄膜製造を組合せた専用概念に関する特許を

出願している。 
 
②MIT の電磁気・電子システム研究所の研究者は、自動車バッテリー代替のために、超

コンデンサーで典型的に使用されている多孔性活性炭を垂直背向カーボンナノチュ

ーブ配列へ置き換えることを 近発表した67。研究者によれば、「垂直配向ナノチュ

ーブ配列使用によるナノチューブ強化超コンデンサーの予測性能は従来のバッテリ

ーより著しく高く 30～60Wh/kg となる。電気特性が向上し、また、ナノチューブの

直径および間隔が、活性炭が示す不規則細孔とは対照的に、電解質イオンの寸法に

一致するからである」。 
 
 

3. 水素貯蔵合金 
現在の技術での水素ガス貯蔵タンクは、自動車がわずか 100～200 マイル移動するのに

十分な燃料を運ぶためには、自動車のトランクと同じかあるいはより大きくなければなら

ない。一方、液体水素は気体より密度が高く、より少ない空間しか占めないが、液体水素

                                                 
65 www.nanotech-now.com/news.cgi?story_id=26943 
66 http://www.enableipc.com/PR20071218.html 
67 www.popularmechanics.com/science/ research/4252623.html?series=19 及び 
 www.eecs.mit.edu/eecsenergy/storage.html 
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は高価で生産が困難なので、水素自動車の環境上の利益を減らすことになる。 
水素自動車が商業的に広範囲の支持を得られるかどうかは、合理的な寸法で軽量な燃料

タンクに高い容積・重量密度で水素ガスを格納するのが可能な材料の発見にかかっている。

水素を格納し運ぶ実用的方法が導入され、また燃料電池がより安くなれば、そのような燃

料電池は、ハイブリッド燃料電池/バッテリー自動車、あるいは純燃料電池駆動車に動力を

供給するために経済的な商業ベースにのることになる。 
しかしながら、今日、水素貯蔵は引続き燃料電池を効率的に使用する上での問題である。

金属水素化物、金属窒化物およびナノ構造化有機金属構造のような種々様々の材料に水素

を格納するために、様々な研究者が実験について報告している。 
さらに、有用で十分な水素を格納することができないという理由で、多くの研究者によ

ってごく 近あきらめられたカーボンナノチューブやフラーレンは、新しい理論的研究の

結果、別の見方を得ている。ナノテクノロジー基盤水素貯蔵領域の 近の進展を以下に示

す。 
 
• 2008 年に、スタンフォード・シンクロトロン放射施設(メンローパーク、カリ

フォルニア州)の研究者が、カーボンナノチューブを使用して、米国エネルギー

省の水素貯蔵目標を達成した。具体的には、炭素原子を結合した構成によって

カーボンナノチューブに 7%重量の水素を貯蔵することができた68。 
• ライス大学(ヒューストン、テキサス州)の研究者は、ある種のバックミンスタ

ーフラーレン(buckminsterfullerene)69が大容積の水素を非常に高密度で格納

することができ、フラーレンはほとんど金属になることを 近計算している。

この計算は、フラーレンが室温で約 8%重量の水素を格納することができると

予測している70。 
 

（出典：SRI Consulting Business Intelligence Explorer Program）  
 

                                                 
68 http://www.nanotech―now.com/news.cgi?story_id=28315 
69 60 個の炭素原子で構成される構造で極めて安定。 
70 http://www.nanotech―now.com/news.cgi?story_id=28594 
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【ナノテクノロジー特集】 

 
米国と欧州のナノエレクトロニクス技術の 近の商業化動向 

 
1. ナノエレクトロニクス基盤メモリー 
2. 太陽電池 
3. 有機エレクトロニクス 
4. CNT/グラフェンエレクトロニクス研究 
5. 量子ドットフォトニクス 
6. ナノセンサー 
7. 超コンデンサー 

 
1. ナノエレクトロニクス基盤メモリー 
これまでの調査では、(1) 短中期的には、PRAM は MRAM に対して優位を獲得してお

り、インテルとサムスンの両社は 2008 年に PRAM メモリ IC の供給を開始するとみられ

る。 (2) MRAM 研究は、密度増加と従来の MRAM の密度問題を克服する方法として、ス

ピン転送トルク RAM(STT-RAM)へ重点を移しつつあり、IBM の研究もその方向に向かっ

ている。STT-RAM に関しては、 近はあまり動きがない。 
 
－ 2007 年 10 月に、グランディ社は、スピン転送トルク RAM (STT-RAM) 技術の開

発用に、米国商務省国立標準技術研究所 (NIST) から 200 万ドルの先進技術プログ

ラム (ATP：Advanced Technology Program) 助成金を受取ったと発表した。特に、

その資金は、記憶密度を増加させてダイ 1 個当たりのコストを低下させることを目

的に、材料・デバイスおよび回路面での革新がもたらされるかを精査することに使

用される。 
 
－ PRAM については、2008 年 2 月始めインテル社はパートナーの ST マイクロエレ

クトロニクス社および部分的にはその合弁の Numonyx 社と共に、コード名

Alverstone の初期 128 メガビット PRAM 製品の待望の立ち上げを発表した。この

PRAM 装置は 90nm 設計ルールに基づいており、4 つの物理的状態を持ったマルチ

レベル・セル構造を使用することでメモリー容量を 2 倍にする。インテル社/ST 社

は、このデバイスはある種の NOR フラッシュ部品に取って代わるという見解を示

しており、評価の目的で携帯電話およびその関連の顧客へ PRAM 装置を出荷して

いる。 
 

PRAM は価格で NOR フラッシュと競争することは困難であること、また NOR フ

ラッシュの拡張はまだ可能であることから、PRAM 向けの戦略の一環としては、

PRAM の書込時間が NOR よりはるかに速いことを活かし、低密度 NOR と DRAM
の組合せを使用するという方法があるかもしれない。 
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2. 太陽電池 
太陽電池は、特に、市場で供給者が限られていること、また 2007 年に生産能力が 60％

以上成長し、電池レベルで 3400MW 以上になったことから、ナノエレクトロニクス技術

開発の分野において非常に重要である。 
 
CIGS (銅・インジウム・ガリウム・セレン化物) 太陽電池の領域ででは、特に、ナノ粒

子プロセスを使用する 2 つの企業、すなわちナノソーラ (Nanosolar) 社 (パロアルト、カ

リフォルニア州) および ISET 社 (チャッツワース、カリフォルニア州) の研究が注目され

る。この 2 社のうち、ナノソーラ社は 1 億ドル以上の投資を確保し、 も活発に商業活動

を展開した。 
 
－ ナノソーラ社のアプローチに関しては、特に効率面と商業化スケジュールについて

疑問視されていたが、2007 年 12 月に同社は、 初の商品を出荷したこと、またナ

ノ粒子プロセスを使用する 1MW の太陽電池パネルがドイツ東部にある発電所の一

部として使用されることを発表した。2007 年 12 月の、日本の福岡での第 17 回国際

光起電力科学技術会議で、ナノソーラ社は、ガラス上に印刷された太陽電池の効率と

しては新記録を達成したことをはじめ、同社のプリント太陽電池の 新の結果を発表

した。 
 
ナノソーラ社は、特性評価のために同社の電池を国立再生可能エネルギー研究所 
(NREL：ゴールデン、コロラド州) の研究者へ提供した。NREL の研究者は、1 個

の太陽電池の 0.47 cm2の領域で 14%の効率を測定している。この結果は NREL が達

成した、真空プロセスを使用する CIGS 電池で 19.5%という記録的な効率と真空蒸

着によるガラス上の大面積 CIGS モジュールの約 13%という画期的な値と比較して

も優れている。しかし、ナノソーラ社の新記録を出した素子のセル面積は小さく、ま

た、ロールトゥーロール・プロセスの一部として、金属フォイル上にではなくガラス

上に製作されていることに注意されたい。 
 
－ つぎに、G24 イノベーション社 (カーディフ、英国ウェールズ州) の色素増感太陽

電池 (DSSC：dye-sensitized solar cell) の開発に言及する。同社の技術は、ベンチ

ャーキャピタルから資金を得て、大口株主である EPFL 社 (ローザンヌ、スイス) と
Konarka 社から一部分ライセンスされている。その時以来、同社は市場導入計画で

成功を収めている。 
 

2007 年 10 月に、G24 イノベーション社は、世界初の商業用品質の色素増感薄膜を生

産したと発表した。G24 社のアプローチに関して斬新なことは、自動化ロールトゥー

ロール・プロセスの使用で、特に金属薄膜基板上への色素増感薄膜の蒸着であり、ユ

ーザーがモジュールへ実装できる DSSC のドラムを作成できることである。 
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さらにその年に、G24 社は、ケニアの Master IT 社との 初の商業契約を発表し、

Master IT 社が拡大するモバイル市場のユーザー向けに廉価な太陽エネルギー充電

装置を生産するための、色素増感薄膜を提供する。 
 

G24 イノベーション社と Solaronix 社 (オーボン、スイス) だけが商用 DSSC 製品を

持っている。Solaronix 社の電池は固いガラス基板を使用している。 
 

3. 有機エレクトロニクス 
ほとんどの有機導電体および半導体材料は有機ナノ粒子の分散を通じて作られるとい

う点で、有機エレクトロニクスは、ナノエレクトロニクスと重複する領域である。また、

低価格化が期待できることから、今後多くの有用な提案が見込まれる領域でもある。プリ

ント電子デバイスの開発者は一般に、ディスプレイ用のフレキシブルバックパネルと

RFID タグという 2 つの用途に注目している。 
 
－ 2007 年 2 月に、Polymer Vision 社 (アイントホーヴェン、オランダ) および Telecom 

Italia 社 (ミラノ、イタリア) は、折曲ディスプレイ付きの 3G モバイル装置のセルラ

ーブック (Cellular-Book) を発表した。5 インチのディスプレイは、使用されていない

時には装置内部に折り畳まれて格納される。同装置は、Polymer Vision 社からの有機

薄膜トランジスター (OTFT) バックプレーンと E Ink 社 (ケンブリッジ、マサチュー

セッツ州) の高解像度白黒電気泳動フロントプレーンを組合せる。Polymer Vision 社

は、2007 年 10 月に、Innos Limited 社 (サザンプトン、英国) の買収を通じて、社内

でディスプレイ用 OTFT バックプレーンの生産に参入した。 
 
－ Plastic Logic 社 (ケンブリッジ、英国) は、ドイツのドレスデン新設工場でフレキ

シブルアクティブマトリックス・ディスプレイモジュールを商業規模で製造する。

建設は 2007 年の初めに開始され、電子リーダの実際の生産は 2008 年に始まる。電

子リーダのバックプレーンは Plastic Logic 社からのプリント OTFT で、フロント

プレーンは e-ペーパーディスプレイになる。(Plastic Logic 社の開発パートナーの E 
Ink 社は、恐らくフロントプレーンを供給する。) 

 
－ Leonard Kurz GmbH 社 (フエルス、ドイツ) とシーメンス社のジョイント・ベン

チャーである PolyIC GmbH 社 (フエルス、ドイツ) は、2007 年 9 月に 2 つの製品

を発表した。13.56MHz で作動するプリント RFID (PolyID)、および「スマート・

オブジェクト」のためのラベル PolyLogo である。導電率の増加により、業界標準

13.56MHz の周波数での運転が可能になる。 
 
－ ナノアイデント・テクノロジーズ (Nanoident TechnologiesAG) 社 (リンツ、オース

トリア) もまたプリント・エレクトロニクスを開発しているが、治療の場での(医学) 診
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断ルーチンおよび携帯分析システムをターゲットとしている。2007 年 3 月に、同社は

世界初の有機半導体大量生産工場を公表した。工場はトランジスター、フォトダイオ

ード、OLED および他の電子部品を生産するために、独自仕様のインク (ポリマー、

ナノ粒子および他の有機電子材料の溶剤ベースの調合物) および標準プリント方式(ス
クリーン、オフセットおよびインクジェット印刷)を使用する。 

 
バイオアイデント・テクノロジーズ  (Bioident Technologies) 社  (Nanoident 
Technologies の子会社; メンローパーク、カリフォルニア州) からの使い捨てラボオ

ンチップシステムが、同工場のプリント電子部品の 初の適用例となった。2007 年

5 月に、同社は、マルチウェルチップ、携帯型デバイスコントローラおよび読出しソ

フトウェアから成る分析装置を発表した。このチップは、各ウェルの下部に専用ピク

セルを装着した統合光検出器アレイになっていることを特色としている。このアレイ

のフォトダイオードは、光を電気に変換する光活性有機材料を組み込んで、複合成分

の迅速な分析を可能にする。 
 
4. CNT/グラフェンエレクトロニクス研究 

－ CNT  
カーボンナノチューブ (CNT) は、将来の CNT トランジスター用に、また、銅に代わ

る相互接続として、エレクトロニクス応用のために長い間研究されている。CNT の従来か

らのボトルネックの 1 つは、プロセス温度両立性である。シリコン IC との適合には現実

的には 400℃以下で加工することが必要である。しかし、実際の CNT の加工温度は多く

の場合 700℃よりも高い。 
 
－ ケンブリッジ大学 (ケンブリッジ、英国) と日立ケンブリッジ研究所の研究者が、触

媒によって促進された熱 CVD プロセスを使用して、350℃の低い温度で単層 CNT の

成長に成功したとの報告を契機として、2007 年に CNT 加工に進展がみられた。 
 
－ その後、この温度問題を克服するために、スタンフォード大学の研究者は、溶液処

理多層 CNT と金電極を使用した電気泳動効果を使用する製作技術を開発した。要点

は、金電極が溶液中のナノチューブを引き寄せ、整列させて間隙を埋め、直径 70 ナ

ノメートルで長さ 5 ミクロンの相互接続が作成されたことである。 
http://www.semiconductor.net/article/CA6532529.html 参照 

 
－ グラフェン  
グラファイトの 2 次元単分子層であるグラフェンは、シリコンに代わりうるものとして

開発中の材料であり、2004 年にマンチェスター大学 (マンチェスター、英国) の研究者に

よって発見されて以来、注目に値する研究が欧州と米国で行われている。グラフェン・エ

レクトロニクスと改良型グラフェントランジスタ構造についての研究が、特に欧州と米国



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1022,  2008.5.21 

 51

の多くのグループで、2007 年以来急速に行われている。 
 
近の開発の抜粋を次に示す、 

 
－ Advanced Microelectronic 社アーヘンセンター (AMICA) と AMO GmbH 社(ア
ーヘン、ドイツ) のグループは、マックス・レム教授によって率いられて、2007 年

4 月に 初の上部ゲート制御電界効果デバイスを作ったことを報告している。機械剥

離技術によってシートとして分離されたこの薄いグラフェン層は、金をソース－ドレ

イン・コンタクトに、またゲート・コンタクトに金－SiO2 を使用して熱酸化シリコ

ンウェハに取り付けられた。しかし、この電界効果デバイスは漏洩や雑音が多かった。

同様の電界効果デバイスは、2007 年にハーバード大学、スタンフォード大学および

コロンビア大学でも開発され、ハーバード大学の研究者は pn 接合を作成するために

静電気制御したゲート技術を使用した。 
 
－ 2008 年 1 月に、グラフェン基盤ナノエレクトロニクスデバイスのための新しい欧州

コンソーシアム (GRAND：Graphene-based Nanoelectronic Devices) が設置され

た。同コンソーシアムには、AMO GmbH 社、ケンブリッジ大学 (ケンブリッジ、

英国)、CEA Leti (グルノーブル、フランス) および ST マイクロエレクトロニクス社 
(グルノーブル、フランス) などからの研究者が加わっている。このプロジェクトは、

「Beyond CMOS」のスイッチおよび相互接続のためのグラフェン開発を進めるよう

に計画されており 3 年間実施される。 
 
－ マンチェスター大学のグラフェンのオリジナル発見者は、単一電子デバイスを作成

し、それらが室温で動作する 初の実用的なトランジスターであると述べている。こ

れらのデバイスでは、中心のグラフェン量子ドットへ電気接点を作るために 2 個の

グラフェン・ナノサイズ・リボンが形成された。これらのデバイスは、電流の切替え

時に、漏洩特性が向上していた。しかし実際の問題は、シリコン上にリボンを形成す

るためにグラフェンの幅を制御する能力にある、と研究者は述べている。ナノリボン

は僅か数ナノメートル幅であるので、幅が広すぎたり、ナノリボンが壊れたりする可

能性がある。 
 
－グラフェンのもう一つの重要な開発者は、IBM (ヨークタウンハイツ、ニューヨーク) 

である。同社は、DARPA の RF 応用カーボンエレクトロニクス (CERA：Carbon 
Electronics for RF Applications) プログラムの一部として、高周波デバイスの材料

開発を研究している。IBM は当初、バンドギャップを拡大するために、リボンを 20
ナノメートルまで細くすることにより、グラフェン FET を作った。しかし、将来の

室温動作には、約 2 ナノメートル幅のナノリボンが必要であると IBM は考えている。

他の研究者と同様、同社は機械剥離技術を利用した。しかし、今後は、加熱により炭
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化珪素基板上にグラフェンを成長させることを計画している。ジョージア工科大学と

フランスの CNRS の研究者も、同様の技術を使っている。特にグラフェンシートを

作成する剥離方法では、細いグラフェンリボンは作成が困難であるだけではなく、ま

た、単一グラフェン・ナノリボンは、電流チャネルにかなりの電子ノイズを示す。 
2008 年 2 月に、IBM が二層構造を使用するアプローチについて説明した時に、こ

の 前線での進歩を発表した。結果として、2 グラフェン層は、背面ゲート制御電界

効果トランジスターのチャネルとしてお互いに重なる。IBM の研究者は、グラフェン

層が互いに結合して、ノイズレベルが 10 分の 1 に縮小する様子を発見した。 
 

5. 量子ドットフォトニクス 
量子ドット(QD) 分野の開発で実際に商業化されたものは限定されており、ほとんどは

分析的診断での蛍光性バイオマーカーの開発である。QD 開発のもう一つの領域は、新し

い白色光 LED の開発であった。白色光 LED 開発で QD はピンダイオード構造へ単一体で

統合されるか、または、光ポンピングの外部被覆として使用される。この応用として、出

力光の修整、特に白色光相関色温度 (CCT) 改善が有望視されている。例えば、多くの白

色光 LED は、白熱電球の暖かい色ではなく、冷たく青みを帯びた色をしている。 
 
－ 近、ビルケント (Bilkent) 大学 (アンカラ、トルコ) の研究者は、光ポンプの役

割をする GaN LED をポリマー基質中の CdSe/ZnS ナノ結晶で覆い、出力光の広範

囲の調和が可能なことを示した。研究者は、エビデント・テクノロジーズ社 (トロイ、

ニューヨーク州) の 4 つの形式の CdSe/ZnS ナノ結晶を使用し、PMMA および UV
硬化樹脂から成るホスト樹脂の中でそれらを混合し、表面処理した後で GaN LED
の 上層にそれらを適用した。 

異なったナノ結晶は、各々異なるルミネセンススペクトル(青色、赤色、緑色の領

域)を出すので、ナノ結晶の比率を調整することによって合成光出力を白色にするこ

とができる。 
2008 年 1 月の"Applied Physics Letters"誌の論文では、同じ研究者が、10～30mA

のすべての電流注入レベルで驚異的な効率である 323 ルーメン/W、CRI 82.4 および

CCT 3228 K をもたらすナノ結晶被膜 GaN LED からの白色光輻射を実証した。さら

なる情報については、研究主任の Hilmi Demir のホームページから利用可能である： 

www.bilkent.edu.tr/~volkan/ biography_long.html 
 

6. ナノセンサー 

多くの純粋なナノエレクトロニクスデバイス応用は、商用開発で遅れているが、ナノエ

レクトロニクス材料の開発および供給で、特にナノ電極材料はいくつかのかなり大きな進

歩をとげた。 
注目すべき応用例としては、透明導電被膜、高性能バッテリーおよび超コンデンサー用

ナノ電極、および燃料電池用ナノ電極のようなナノエレクトロニクス材料がある。 
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7. 超コンデンサー 
大型の超コンデンサーの典型的な静電容量は、数千ファラッドで、5～10Wh/kg のエネ

ルギー密度および 5～10kW/kg の出力密度を持つ。因みに、リチウム金属ポリマーバッテ

リは、非常に多くのエネルギー(200～500Wh/kg)を蓄積するが、はるかに低い出力密度

(150W/kg)しか持たない。 
 
超コンデンサーの開発は進歩しており、ポータブル応用、電圧サージ (ハイブリッド車

を含む) および予備電力用途への可能性が期待されている。これは、米国の企業および研

究機関が特に優勢な分野であり、新しい大表面積電極材料および新しい高電圧誘電体セパ

レータが集中的に研究されている。 
 
以下、 近の動きをいくつか示す。 
 
－ カリフォルニア大学 (デイビス、カリフォルニア州) の研究者は、薄膜電極を作る

ためにカーボンナノチューブの高密度コロイド懸濁液を使用した。作られた超コンデ

ンサーは、30kW/kg までの出力密度を示した。フォスター・ミラー社( ウォルサム、

マサチューセッツ州) が、単層 CNT 基盤超コンデンサーの開発および生産のための

材料製作サービスを提供している。 
 
－ マサチューセッツ工科大学 (MIT; ケンブリッジ、マサチューセッツ州) の研究者も、

また、ナノチューブ強化超コンデンサーを研究している。彼らの研究は、電極を形成

するために垂直配向カーボンナノチューブ基質を使用することで、リチウムイオン反

応よりおよそ 3 桁高い約 60Wh/kg のエネルギー密度で出力密度 100kW/kg を持った

超コンデンサーが得られることを示した。MIT のアプローチは、ナノコロイド酸化

アルミニウムの触媒で被膜されたシリコン基板上の単層CNTを熱化学蒸着法によっ

て成長させるものである。 
 
－ また、斬新な超コンデンサーを開発しているのは、米国の新規企業の EEStor 社で

ある。同社のアプローチは、超コンデンサーの動作電圧を増加させるものである。と

いうのも、コンデンサーに蓄積されたエネルギーが動作電圧の 2 乗で増加するから

である。超コンデンサーの典型的な電圧は 2～3V である。しかし、EEStor 社は、動

作電圧 (3000 ボルト以内) の実質的増加を可能にする高 k 誘電体として新しいチタ

ン酸バリウム粉末を開発し、これにより、現在利用可能な超コンデンサーの約 1 万

倍にまで蓄積エネルギーを増加させ得ると報告した。電圧や温度が上昇した時にその

ような高誘電率が維持できるかを含めて、同社の主張の妥当性を確認する証拠はまだ

みつかっていないが、注目する価値がある。 
 

（出典：SRI Consulting Business Intelligence Explorer Program）  
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【ナノテクノロジー特集】 
 

環境技術へのナノテクノロジー利用の動向(米国) 

 
はじめに 

汚染は、地域の環境および地球環境の両方に対して、またクオリティー・オブ・ライフ

に対しての重大な脅威である。人間の健康および環境を傷つけることなく、産業経済を可

能にする新技術の開発は、現在、非常に重要である。 
環境問題は、環境への被害を改善させるか、少なくとも 小化することができる、触媒

を含んだ先進材料およびプロセスを開発する様々な団体の必要性を正面に押し出した。 
 

ナノテクノロジーと環境技術 
ナノテクノロジーとナノ材料は、特に下記に述べる問題のために、水や環境に関する産

業からの重要な注意を引きつけている、 
 
－土壌、空気および水の汚染防止と改善 
汚染防止と改善の用途での、ナノテクノロジーに基づいたシステム(薄膜やフィル

タ) の商業化が多くの関係者により可能になった。 
例えば、地下水改善への濾過媒質に組み入れる特別なナノ粒子の使用に多くの関係

者が目を向けている。鉄のナノ粒子は、DDT やリンデンのような様々な殺虫剤を分

解し、地下水からヒ素、重金属およびフッ化物を除去する。このような場合、鉄の

ナノ粒子は、自然に発生する環境上良性の物質であるサビへと鉄を酸化させるプロ

セスにより還元剤の役割をする。 
 
－淡水化 
淡水化は海水から塩を取り除く過程で、それによって、真水を提供する。薄膜淡水

化の広範な使用を妨げる要因は、そのプロセスのエネルギー必要量である。淡水化

の運転費用の 50%以上はエネルギーに起因している。エネルギー必要量の削減は進

歩しているが、もしその必要量がさらに減少すれば、薄膜淡水化のより速い成長が

可能になる。 
 
例えばカリフォルニア州、ロングビーチ市水道局は、逆浸透法よりも 20%から 30%
少ないエネルギー使用量の 2 段階ナノ濾過淡水化プロセスの特許を獲得した。(逆浸

透技術は、今日、淡水化応用の主要な選択技術である) 初のナノ濾過段階は、12%
以上の全ての塩分を取り除き、次の第 2 段階目で残りのすべての塩分を処理する。

このナノ濾過プロセスは、 初の段階では、525 ポンド/1 平方インチ(psi)で、第 2
段階は 250psi の、低い圧力で作動するので、1,000psi で作動する逆浸透法よりエ

ネルギー必要量は本質的に低い。 
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－需要の場での浄水 

飲料水の汚染はいかなるところでも生じる。配水システムの処理設備からは、バク

テリアがパイプの割れ目を通り抜けて汚染する場合や、鉛、銅および鉄のような金

属がパイプから水の中へ溶ける可能性がある。 
その結果、飲料水だけでなく工業用水においても、需要場所での浄水処理の商機が

出現している。現在の需要場所での浄水システムは、セラミックや高分子薄膜と同

様に活性炭も含んでいる。 
 
－汚染の感知と検出 

ナノテクノロジーは、より高感度で、安定的で、反応が良くかつ選択的なセンサー

の開発を可能にすることにより、既にセンサー産業に影響をもたらしている。 
例えば、金属酸化膜ナノ粒子やカーボンナノチューブは、ガスや化学センサーで利

用されている。このようなセンサーが、リアルタイム情報を提供し、特に遠隔用の

居ながら見られる連続監視装置で、分子レベルの汚染物質を検知することができる

と、環境管理を著しく強化する。例えば、NanoSelect 社(フィラデルフィア、ペン

シルバニア州)は、市営の水道システムの水質および安全性をモニターするために、

一連の CNT 化学薬品や生物学センサーを開発している。 
 

吸着剤として、また薄膜や濾過装置として、水や環境産業からの注意を引きつけて

いるのは、ナノ材料の大きな表面積と化学反応を調整する能力（そのためにナノ材

料は対象となる巨大材料より活性が高い）である。特に、研究の主な焦点は、既存

の薄膜や濾過材よりも高い選択性と浸透度を持ち、温度、化学反応への向上、ある

いは汚染に強い、新しい薄膜や濾過材の開発にある。例えば、ナノ濾過技術が、汚

染された土壌や空気から様々な毒素や汚染物質を取り除くために開発中である。 
 
さらに、ナノ薄膜および濾過材は、水中の薬やパーソナルケア製品の追跡を含んで、

汚染された産業用水や家庭用水を浄化するために開発されている。また、ゼロ価の

鉄や亜鉛ナノ粒子、デンドリマー、カーボンナノチューブ、ナノファイバーおよび

沸石のような様々なナノ材料は、水や地下水の浄化に有効であると証明されている。 
 

(環境応用でのナノテクノロジー利用の詳細な概観のためには、以下を参照) 
① www.sric-bi.com/Explorer/NM/NM-2007-07 .shtml  
② http://cohesion.rice.edu/CentersAndInst/cben/emplibrary/NanotechnologiesForE

nvironmentalCleanup.pdf 
③ http://cohesion.rice.edu/CentersAndInst/cben/emplibrary/NanomaterialsAnd 
   WaterPurificationOpportunitiesAndChallenges.pdf 
④ www.nanowerk.com/spotlight/spotid=4662 .php 
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⑤ www.nano.gov/html/res/ GC_ENV_PaperZhang_03-0304.pdf  
（膜材料へのナノテクノロジー効果の概観のためには、さらに次も参照） 
⑥ www.sric-bi.com/Explorer/MS/MS-2006-03 .shtml ) 
 
濾過システム、検知装置および触媒を含む一連のナノ対応水処理装置は、かなり開発が

進んだ段階の数多くのものが既に市場に出ている。例えば、メタマテリアパートナー社(ナ
ノダイナミックス社の子会社)は、水改善用途にそのナノピュリティ媒質を提供している。

アルゴナイド社はナノセラム濾過システムを販売し、また、さらに、Generale des Eaux
社と Filmtec 社、FluXXion 社、Berghof 社、Seldon Technologies 社および Saehan 社の

ような関係企業は、ナノ濾過および膜システムの開発および商業化に活動的である。 
 
表 1 は、濾過と汚染除去のような環境用途でのナノテクノロジー利用の簡略な概観を示

したものである。水の濾過と処理技術、およびシステム応用領域でのナノテクノロジー研

究活動のより詳しい説明は、「2006 年ナノテクノロジー、水および開発に関する国際ワー

クショップ(チェンナイ、インド)」の発表および議事録で利用可能である。 
(www.merid.org/nano/waterworkshop/を参照) 

 
表 1：ナノテクノロジーの環境応用例 

ナノテクノロジー解決策 概  要 応 用 例 
 
ナノ濾過と淡水化 

ナノ濾過膜は、塩分並びに一連

の汚染物質の除去、硬水軟質化

および排水処理に、既に広く利

用されている 
 
 
商業的に も利用可能なナノ濾

過膜は、自然発生のナノスケー

ル細孔あるいはエッチング加工

の細孔を持ったバルクスケール

固体材料の使用に依存する。 
ナノフィルタのための原料物質

には、自然発生のゼオライトお

よびアタパルジャイト粘土を含

んでいる。ナノ細孔高分子材料

を使用して作られた新しいクラ

スの膜が開発中である。 
 
 
ナノ濾過膜の使用は、淡水化の

エネルギー必要量を減らし、そ

れにより低価格の濾過解決策に

導く。 
 

・ダウ子会社の FilmTec 社(エディナ、

ミネソタ州)、ナノ膜濾過技術 
・SolmeteX 社(ノースバラ、マサチュー

セッツ州)、金属や金属複合物除去用の多

量結合金属樹脂剤 
・Argonide 社(サンフォード、フロリダ

州)、ガラス繊維基板上の酸化アルミニウ

ムナノ繊維フィルタ 
・レンセラー工科大学(トロイ、ニューヨ

ーク州)、カーボンナノチューブフィルタ

・バナーラス・ヒンドゥー大学(バラナシ、

インド)、カーボンナノチューブフィルタ

・ノースウエスト大学(ポチェフストルー

ム、南アフリカ)、ナノ膜濾過技術 
・ステレンブーシュ大学(マティランド、

南アフリカ)、ナノ膜濾過技術 
・ロスアラモス国立研究所(ロスアラモ

ス、ニューメキシコ州)、ナノ細孔高分子

材料 
・ロングビーチ水道局(ロングビーチ、カ

リフォルニア州)、廉価な 2 段階ナノ濾

過プロセス)  
・アルタイルナノテクノロジー社(リノ、

ネバダ州)、ナノチェック(Nanocheck)
は水系環境からリン酸エステル除去に

ランタンナノ粒子を使用し、藻類の増大

を防ぐ 
・メタマタリアルパートナー社(バッファ
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ロー、ニューメキシコ州)、ナノピュリテ

イ(NanoPurity)媒質はナノ粒子、ナノ繊

維あるいはナノ結晶を含んだ多孔質セ

ラミックスから成る。水中の様々な汚染

物質を、除去、触媒作用化、不活性化あ

るいは中和する。 
・セルドンテクノロジーズ社(ウィンザ

ー、バーモント州)、水から病原体を除去

ためのカーボンナノチューブ膜を開発

するために米国空軍と研究 
 

ナノ触媒と磁気ナノ粒子 ナノ触媒や磁粉は、効果的でコ

スト効率的であると同時に、汚

染物質を選択的に目標化して除

去し化学的に分解する。 
 
 
磁気ナノ粒子は、例えばフィル

タ基板材料の固定ベッドで循環

されるか、あるいは埋込まれる。

 

・インフラマット社(ファーミントン、コ

ネチカット州)、超多孔性ナノ繊維構造よ

り成る材料 
・エンバイロメンタルケア 
(EnvironmentalCare)社(香港)、ナノ光

触媒酸化技術 
・インド工科大学およびユーレカ・フォ

ーブズ社(ムンバイ、インド)、殺虫剤や

他の有機汚染物質を除去する化学反応

に触媒作用を及ぼす金属ナノ粒子(アル

ミナ支持 60～80nm 銀ナノ粒子)を含ん

だフィルタ 
・モナードナノテクノロジー (Monad 
Nanotech)社(ムンバイ、インド)、微生

物や有機汚染物質を除去するためにカ

ーボンナノチューブや酸化鉄(III)の自

然な光触媒特性を活性化するために光

を使用 
・PARS 環境(PARS Environmental)社
(ロビンズビル、ニュージャージー州)、
微生物や有機汚染物質除去の現場改善

用ナノスケールのゼロ価鉄 
・ライス大学(ヒューストン、テキサス

州)、トリクロロエチレンおよび有機芳香

性汚染物質除去用ナノ触媒、ヒ素除去用

マグネタイトナノ結晶 
・オクラホマ州立大学(スティルウォータ

ー、オクラホマ州)、水からヒ素を取除く

ために酸化鉄の替わりに酸化亜鉛ナノ

粒子を使用 
・イェシバー大学(ニューヨーク、ニュー

ヨーク州)、イリノイ大学(アーバナ、イ

リノイ州)、ピッツバーグ大学(ペンシル

ベニア州)、硝酸塩のような酸化汚染物質

から汚染を減らすナノ触媒 
・VeruTEK テクノロジーズ社(グラスト

ンベリー、コネチカット州)、カンタムス

フィアー(QuantumSphere)社(サンタア

ナ、カリフォルニア州)、VeruTEK 社の

界面活性剤および QuantumSphere 社

のナノ触媒に基いた新しい環境改善溶

液を開発する戦略的パートナーシップ

の形成 
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ナノセンサー ナノスケールセンサーは検出標

識として比色分析や電子読出し

に使用可能である。 
 

・欧州連合資金提供のバイオフィンガー

プロジェクト(Biofinger Project)、携帯

型分子生物検出システム 
・バッファロー大学(バッファロー、ニュ

ーヨーク州)、毒素の存在を検知する携帯

型検出システム 
・ナノセレクト(NanoSelect)社(フィラデ

ルフィア、ペンシルペニア州)、上水道の

品質および安全性をモニターするため

の機能性カーボンナノチューブセンサ

ー設計 
 

( 出典：Meridian Institute, SRI Consulting Business Intelligence ) 
 
ナノ対応環境技術の 近の例 

近の例としては以下のものがある、 
 
－ノルウェー科学技術大学(トロンヘイム、ノルウェー)の研究者は、二酸化炭素を捕

え他の廃ガスは自由に通過させるナノ構造化プラスチック膜を開発し特許を取得

している(詳細は以下を参照)。 
www.engineerlive.com/features/19694/new-membranes-improve-carbon-dioxide- 
capture.thtml 

 
－欧州委員会資金提供の「NANOGLOWA コンソーシアム」は、発電所排気から効率

的に二酸化炭素を取除く、5 つの種々の形式のナノ構造化膜に取り組んでいる。 
これらの膜は洗浄システムより著しく低価格で排気流に設置可能と

NANOGLOWA は信じている。現在、開発中であるが、発電所の予備テストはおよ

そ 5 年間は開始されそうもない(詳細は以下を参照)。 
www.nanoglowa.com/ 

 
－VeruTEK テクノロジーズ社および米国環境保護庁(EPA)研究開発局の全米リス

ク管理研究所は、共同研究と開発協定を 近結んだと発表している。 
この合意の一部として、環境保護庁の研究所は、安全なナノ粒子のグリーン合成に

ついてのその専門技術を、VeruTEK 社の土壌改善と上・排水処理技術のためのグ

リーン化学を使用する専門技術と結合する（下記参照）。 
http://www.verutek.com/PR_VERUTEK+NRMRL.pdf 
 

展 望 
もし、開発者がエネルギー効率、ナノ材料コスト、大量生産性、およびナノ材料の環境

に対する影響を含んだナノ材料安全性評価のような多くの問題に取り組めば、ナノテクノ

ロジーとナノ材料の利用は、今後数年間に、環境からの毒素の除去や上水の供給に重要な

効果を及ぼすし、特に貧しい世界に役立つにちがいない。 
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これらの技術が、より多くの形の汚染物質を除去できる向上した濾過速度を持った完全

なナノ基盤システムによる置き換わるという結果を見るまでは、当初は、ナノ材料の既存

の汚染改善および水処理システムでの使用が見られるであろう。 終的には、様々な汚染

物質を感知し、分離し、解毒するような多数の機能を行うことが可能な高機能膜の出現を

期待することができる。 
 

（出典：SRI Consulting Business Intelligence Explorer Program）  
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【ナノテクノロジー特集】 

 
エレクトロニクスデバイス用有機分子の誘導自己組織化(米国) 

 
米国立標準技術研究所(NIST)の研究者とペンシルベニア州立大学およびケンタッキー

大学との協力によって実証された簡単な表面処理技術は、フレキシブルディスプレイや機

能紙および現場診断用バイオセンサー配列のフレキシブルシートを含む広範囲な応用のた

めに、ポリマーシート上に有機電子トランジスターの大規模配列を大量生産する廉価な方

法を潜在的に提供する。 
 
新しく発表した論文*の中で、電気接点の化学的前処理が、有機半導体デバイスの性能

を向上させ、またデバイス間の電気絶縁をもたらすように、分子結晶の自己集合を誘導す

る方法をチームは報告した。 
 
有機電子デバイスは市場化へ向かって少しずつ進展している。5,11-ビス(トリエチルシ

リル・エチニ)アントラ・ジチオフェン、"5,11-bis(triethylsilylethynyl)anthradithiophene"、
のような舌のもつれるような名前を持った化合物は、従来型の半導体の多くの電気的特性

を設計することができる。しかし、高温の加工ステップを必要とする従来の半導体と異な

り、有機半導体デバイスは室温で製造することができる。有機半導体デバイスは、固いシ

リコンウェハの代りに柔軟なポリマー上に構築することができる。 
 
クルクルと巻いたりポケットサイズに折畳むことができるマガジンサイズのディスプ

レイや、現場の医学モニタリングあるいは診断用の大規模配列検出器を組み込んだプラス

チックシートが、興味をそそるいくつかの可能性である。1 つの未解決な問題は、それら

をどのように効率的に低価格で製造するかである。溶液中の有機化合物薄膜で大きな面積

を素速く被膜することができ、乾くと半導体膜になる。しかし、ディスプレイのような大

きな配列では、ディスプレイ層は電気的に分離されたデバイスへパターン化されなければ

ならない。これを行うには、費用がかかり、時間を消費し、また、正確に行うのが困難で

ある 1 つあるいは複数の追加工程を必要とする。 
 
NIST チームとパートナーは、例えばコンピューターディスプレイでピクセルをオンオ

フするスイッチとして一般に使用されている主力デバイスである電界効果トランジスター

(FET)の有機バージョンを研究した。その基本的な構造は、その間に半導体のチャネルを

持った 2 つの電気的コンタクトからなっている。 
 
有機半導体溶液を塗布する前に、コンタクトに特別あつらえの前処理化合物を加えるこ

とによって、溶液中の分子が自己集合してコンタクト個所で秩序立った結晶になるように

誘導できる、ということを研究者は発見した。 
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これらの構造は、FET サイトに良好な電気的特性をもたらすように、FET チャネルを

横切って結合するように外側へ成長する。しかし、処理コンタクトから遠く離れると分子

はよりランダムに乱雑な配列で乾燥し、電気特性が劇的に貧弱な特性を持つ。そのため、

なんらの追加加工工程なしで、各デバイスに必要な電気絶縁を事実上もたらす。 
 
この研究は、低価格な製作を可能にするデバイス構造と機能の併合の一つの例であり、

また有機材料が大きな利益をもたらす分野である。商業的に重要な製造工程としての可能

性に加えて、この有機半導体分子の化学的操作による自己組織化は、電荷輸送の基礎研究

のためのテスト構造、および一連の有機電子システムの他の重要な特性のためのテスト構

造を作るために、使用することができると著者は述べている。 
 

* D.J. Gundlach, J.E. Royer, S.K. Park, S. Subramanian, O.D. Jurchescu, B.H. Hamadani, 
A.J. Moad, R.J. Kline, L.C. Teague, O. Kirillov, C.A. Richter, J.G. Kushmerick, L.J. Richter, 
S.R. Parkin, T.N. Jackson and J.E. Anthony. Contact-induced crystallinity for 
high-performance soluble acene-based transistors and circuits. Nature Materials 
Advanced Online Publication, 17 February 2008. 

 
(出典：http://www.nist.gov/public_affairs/techbeat/tb2008_0219.htm#organic ) 
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【ナノテクノロジー特集】 

 
ナノチューブを長さで選別する新しい技術(米国) 

 
米国立標準技術研究所(NIST)の研究者は、高速遠心分離機を使用して、長さでカーボン

ナノチューブの束を選別する新しい技術を報告した*。カーボンナノチューブの多くの潜在

的な用途は、その微細なシリンダーの長さに依存している。また、この新しい技術の も

重要な特徴の 1 つは、高品質ナノチューブを工業規模の量での生産まで拡張することが容

易であることだと NIST の研究者は述べている。 
 
いわゆる単層カーボンナノチューブ(SWCNT：single wall carbon nanotube)は、本質的

に炭素原子だけでできた 1 原子分の厚さのシートで、およそ 1 ナノメートルの直径を持っ

たチューブへと自身を巻きつけている。カーボンナノチューブは熱的特性、機械的特性、

光学的・電子的特性のユニークな組合せを持っていて、種々様々の用途の可能性を示して

いる。例えば分子エレクトロニクス回路素子、医療の診断や治療用途の蛍光性タグ、コン

パクトで効率的な平面パネルディスプレーのための光源などで、その他多くの用途の可能

性がある。 
 
残念ながら、カーボンナノチューブを生産する方法は、常に大きな割合でナノジャンク

の混合を伴う。カーボンの塊、通常の煤、触媒として使用した金属粒子、そして数 10～数

100 ナノメートルさらに数 1000 ナノメートルの長さの大きな範囲からなるナノチューブ

が混合する。殆どの利用ためには、生産ロットから不純物を取り除くことが不可欠である。 
 
多くの潜在的な用途に対して、長さでナノチューブを区分する必要性がある。バイオ医

学用途では、例えば、ナノチューブが細胞の中へ取り込まれるか、取り込まれないかは、

長さに決定的に左右されることが示されている。 (「研究：細胞は短いナノチューブを選

択的に吸収」"Longer is Better for Nanotube Optical Properties",  
http://www.nist.gov/public_affairs/techbeat/tb2007_0330.htm#nanotubes を参照) 

 
将来の超小型回路の中で部品として使用されるナノチューブは、明らかに決まった位置

に適合する必要がある。また、光学用途では、ナノチューブの長さは、それがどれくらい

強く光を吸収するか、放射するかを決定する。 (「ナノチューブ光学的性質には長いほう

がより良い」"Longer is Better for Nanotube Optical Properties",  
http://www.nist.gov/public_affairs/techbeat/tb2007_0830.htm#nanotube を参照) 

 
2006 年に、研究者は、キラルと浮力の間の関係により、高速遠心分離機チューブ中の高

密度流体の中でナノチューブを回すことにより、「キラル」(炭素原子シートのねじれの尺

度)によりナノチューブを選別できることを発見している。NIST の研究者チームは、この
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新しい研究で、同じ技術を変化させることでナノチューブを長さで選別できることを実証

した。ナノチューブは、遠心分離機チューブ中の浮力によって決定される平衡ポイントに

終的に移動するが、摩擦のため、その長さによって異なる割合で移動することを彼らは

発見した。 
 
「遠心分離機を回すと、より長いものがより速く移動することが判明した。私たちは基

本的にちょうどレースを走っているようなもので、同じ時間で長いものはより速く移動す

る。そのうちに、ナノチューブは長さによりお互いの位置が十分に離れて、その層を簡単

に取り出すことができ、異なる長さのカーボンナノチューブを得ることができる」と研究

者のジェフリー・ファーガンが語った 
 
特に素晴らしいことは、他の技術でも長さでナノチューブを選別できると示されている

が、この我々の方法は、定まった長さの範囲のナノチューブを商業的に重要な分量を生産

する規模まで拡張可能なものとしては初めてものである、と彼らは語った。このプロセス

は、さらにナノチューブの混合束から、望まれない多くのジャンク、特に金属粒子を除去

できる。 
 

* J.A. Fagan, M.L. Becker, J. Chun and E.K. Hobbie. "Length fractionation of carbon 
nanotubes using centrifugation". Advanced Materials. 2008. 20. 1609-1613. 

 
(出典：http://www.nist.gov/public_affairs/techbeat/tb2008_0513.htm#nanotu ) 

(Credit: NIST)  
 

NIST のカーボンナノチューブ長さ分離技術の概略図(左)、 
ナノチューブは高密度流体の底部に置かれる。 遠心分離機で回されると、ナノチューブはその浮力

によって駆動されて流体中を移動し始める。長いものはより速く移動し、長さによって散開しはじ

める。  
カーボンナノチューブの分離写真(右)、 
開始時と、1257 ラジアン/秒(およそ 12,000RPM)で回転した、94 時間後の典型的な例を示す。  
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【ナノテクノロジー特集】啓発活動 

ナノテクノロジー技術を啓発する「ナノトラック」（ドイツ） 

 

 ナノテクノロジーは、多くの分野において応用可能な新しい技術で、その可能性に対

する期待も大きい。ただし、その可能性の大きさと同時にそのリスクについても、市民に

正確な情報を伝えて、新しい技術に対する市民の理解を得ることができないと、原子力や

遺伝子組み換え技術などの場合と同様に、技術開発が進んでも、技術の普及に大きな障害

が生まれる危険性がある。 

  

新しい技術であるナノテクノロジーの技術

開発に当たり、こうした問題に対処すると

同時に、若い世代のナノテクノロジーに対

する関心を増やし、人材を確保していくた

め、ドイツ政府は連邦教育科学省（BMBF）
を中心として、ナノテクノロジーの情報キ

ャンペーンを展開している。その情報キャ

ンペーンの中心になるのが、「ナノトラッ

ク（nanoTruck）」と呼ばれる移動型情報セ

ンターとして機能する展示トラックである。       

  

ナノトラックによる情報キャンペーンは、連邦教育科学省を中心として連邦健康省、連邦

経済技術省、連邦環境省など関連省庁 7 省によって 2006 年に発表されたドイツ政府のナ

ノテクノロジー活動計画「ナノイニシアティブ、2010 年活動計画」でも重要な位置を占

めている。ナノトラックは「ナノ宇宙への旅」と称されるプロジェクトの下で実施され、

これまで約 3 年間で約 340 ヵ所に出向き、約 27 万人の訪問を受けた。 
  
そのナノトラックの第二世代（写真 1 参照）が 2008 年 2 月 19 日、シュツットガルトで行

われたナノテクノロジー関連のイベントにおいて、はじめて一般公衆の前に登場した。新

しいナノトラックは 2 階建て。1 階では、ナノテクノロジーがいかに日常生活に有用なの

かを、実際に実験しながら体験することができる。例えば、薬が目の内部に入っていく様

子をシミュレーションしたり、太陽電池をナノ薄膜でコーティングするとなぜ効率が上が

るのか、実体験できるようになっている。トラック内の展示品、実験装置は 60 品以上に

のぼり、関連企業や研究開発機関、大学などから提供され、訪問先の訪問者層に応じて展

示を交換できるようになっている（ナノトラックの内部、写真 2 参照）。2 階はイベント

エリアとなっており、セミナーやワークショップ、ディスカッションなどを開催できるス

写真１（連邦教育科学省） 
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ペースが設けてある。イベントは、訪問先地元の教育担当官庁や関連団体、企業などと密

接に調整しながら実施される。 
  

ナノトラックの展示やイベントは、ナノテクノロジーの基礎知識や応用分野についての

理解を増し、その可能性の大きさを認識してもらうと同時に、そのリスク研究の状況につ

いても正確な情報を提供することを目的としている。さらに、若い人材を確保するため、

ナノテクノロジーについての高度な教育を受けるための方法や、企業向けにナノテクノロ

ジー技術開発の補助制度に関する情報も提供される。 

  

ナノトラックは、主にナノテクノロジー関

連のイベントに出展されるが、プロジェクト

を実施していく機関（エージェント）に申し

込むことによって出展を依頼することもで

きる。例えば、中学、高校、大学などの教育

機関、研究開発機関、自治体、商工会議所な

どの団体、企業などが、独自の催し物のため

にナノトラックを予約することもできる。 

  

 

なお、ナノトラックの情報サイト（www.nanotruck.de）が設置されている。サイト上で

は、ナノトラックの予定を閲覧できるほか、出展の予約申し込みもできるようになっている。 
    

  略語： 

BMBF = Bundesministerium für Bildung und Forschung 
 

参考資料： 

= Nano-Initiative – Aktionsplan 2010、ナノイニシアティブ、2010 年活動計画、 連邦教育科

学省、2006 年 
= Die Nanotechnologie geht auf Deutschland-Tournee、連邦教育科学省プレスリリース 2008 年

2 月 19 日、http://www.bmbf.de/press/2239.php 
= 連邦教育科学省ホームページ、ナノテクノロジー関連ページ、

www.bmbf.de/de/nanotechnologie.php 
 
参考サイト： 
= www.nanotruck.de 

写真 2（連邦教育科学省） 
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【個別特集】環境 省エネ 

 

「エコプロダクツ国際展 2008」出展報告（ベトナム） 

 
NEDO 技術開発機構 研究評価広報部広報室 

 桜井洋子 

 
1. エコプロダクツ国際展 2008（EPIF2008）の概要 

2008 年 3月 1 日～3月 4日にベトナム ハノイの National Convention Centre にて「エ

コプロダクツ国際展 2008：Eco-products International Fair 2008」が開催され、NEDO
技術開発機構が出展を行った。 
 本展示会は、毎年東京ビッグサイトで開催されている「エコプロダクツ展」の国際展示

会と位置づけられており、2004 年のマレーシア、05 年タイ、06 年のシンガポールに続き、

今回のベトナムは第 4 回を数え、アジア生産性機構（APO）・ベトナム科学技術省標準品

質総局・ベトナム生産性本部・ベトナム自然保護協会主催により開催された。 
 出展者数は、ベトナム、韓国、中国、シンガポール、ラオス、ドイツなどから 91 の企

業・団体が参加し、入場者数は 4 日間で約 98,000 人超と過去 多の来場者を迎え、盛況

であった。日本からも、自動車、家電、流通、鉄鋼、IT 等さまざまな分野から 25 の企業・

団体が参加した。本展示会では、環境ベストプラクティスを広く普及させるために

「Promotion of Eco-products for Competitiveness and Sustainable Consumption」と題

した国際会議も同時に開催された。 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

■エコプロダクツ国際展 2006 会場入り口    ■開会式でのアトラクション 

 
2. NEDO の出展概要 

 NEDO ブースでは、環境技術開発部が取り組んでいる 3R（Reduce, Reuse, Recycle）
関連技術、省エネルギー型廃水処理技術、ベトナムで実施している共同研究、フロン対策
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技術をパネルと試料などのサンプル品展示により紹介を行った。また、NEDO の役割や事

業全般をパネルと DVD 映像を用いて紹介した。 
NEDO ブースへも 4 日間共多数の来訪者があった。中高生の団体見学はもちろん、小学

校の団体見学者も多く訪れ、動物型のサンプル品を用意しておいたエコセメントには特に

子どもたちの関心も高く、学生が来るたびに黒山の人だかりができ、子どもたちの歓声で

賑わった。工学系の大学生はベトナム語で書かれているパネルを時間をかけて読み、技術

内容について納得がいくまで説明を求めるなど熱心な姿が見られた。また、展示会場の近

くに大型ショッピングセンターがあるためか、買い物帰りの主婦のグループや家族連れな

ど、一般市民の来場者も目立った。 
終日（3 月 4 日）には、ベトナム科学技術省科学技術局局長のグェン・チュン・ホア

氏が展示会場内を視察され、NEDO ブースではベトナムで実施している廃水処理技術の共

同研究や、エコセメントの展示を高覧された。 
    
     
 
 
 
 
 
 
 
 

            ■多くの来場者で賑わう NEDO ブース 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
■NEDO ブースにて事業紹介に熱心に耳を傾ける科学技術省科学技術局ホア局長 
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【展示パネルの概要および展示品】 

① エコセメント製造技術 
  都市ゴミ焼却灰や下水汚泥などの廃棄物を主原料にして、セメントを製造する技術 
 
 
 
 
 
 
 
 
② ケナフによる環境保全の取り組み 
  成長速度が速く二酸化炭素の吸収能力が高いケナフから繊維を取りだし、ボード加

工する技術により、森林資源の保護及び CO2の固定化を目指す 

 
③ ペットボトルリサイクル 
  使用済みペットボトルをポリエステル樹脂原料に化学的に分解して、異物や色を取

り除き、再び重合させてバージン品と差異のない高純度ポリエステル樹脂にリサイク

ルする技術 

 
④ 省エネルギー型排水処理技術解説  
   高濃度オゾンを利用して、活性汚泥の発生を抑制し、難分解性化学物質を分解、 

省エネルギーを可能とする高度水処理技術 
⑤ 温室効果が高いフロンガスの排出削減技術の開発 

脱フロン化、温暖化係数の低い新規代替ガスの探索・実用化、フロン回収技術など、

これまでの NEDO の取り組みを紹介 
⑥ ベトナムにおけるエネルギー回収型排水処理技術の共同研究 
  UASB 法と強力参加分解菌法とを組み合わせたエネルギー回収型廃水処理技術を推進 
⑦ 廃水データベースの開発に関する研究協力 

（展示） 
ケナフ素材、加工プロセスとケナフボード 

（展示） 
ペットボトルのリサイクルプロセス 

（展示） 
ごみ焼却灰と動物型のエコセメント 
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  水環境コンサルタント技術移転センターの廃水データベース開発を支援 
⑧ 難分解性排水・堆積物のオゾン 微生物処理による合理的分解技術の開発 

日本が保有するオゾンや炭化材を活用した水質浄化技術と、ベトナムの保有する微

生物による水質浄化技術を融合した廃水処理システム 
⑨NEDO の概要 
 
3. 全体を通じて 

 ベトナムは現在急激な経済成長を続けており、生活レベルの向上に伴う水、大気、温暖

化対策等の環境問題も顕著になりつつある。各ブースでは、省エネタイプの新製品やエコ

製品を紹介するほか、独自の環境活動についての報告や、リサイクル等市民レベルでの啓

蒙を促すなど、来場者に環境やエコへの関心を高める興味深い展示が並んでいた。今回の

展示会は、過去 高の来場者を迎えただけあって、ベトナム国民の環境問題に対する関心

の高さが伺われる。特に次世代を担う若い世代にとって多数の国々が集まる本展示会で得

た知識は今後の日常生活の場や地球温暖化について考えるよい契機となることだろう。

NEDO としても今回のようなアジア諸国での展示会出展は、日本の技術開発への理解促進

と同時に、開催国及び国際機関との連携を通じ、現場のニーズを聞くことで、NEDO のア

ジア地域での協力の可能性や事業実施の可能性について検討する良い機会となる。NEDO
のエネルギー・環境技術の更なるアピールの場として実りの多いものであり有意義であっ

た。 
 次回は、フィリピンのマニラで開催される予定である。 

  
                           

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ エコプロダクツ 2008 事務局の方々と 

NEDO ブース運営スタッフ 
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【エネルギー】廃棄物発電・熱利用 バイオガス 水素生産  

 

ゴミのエネルギー源としての再利用（ドイツ） 
 
埋め立て処理の廃止をめざす 

ドイツでは、2004 年時点で一般家庭から排出される年間のゴミの量（企業から排出さ

れる一般廃棄物も含む）は約 4,850 万トンで、そのうち約 58%がリサイクルされていた。

リサイクルされているのは、古紙、廃プラスチック、ガラス瓶、缶などの資源ゴミが主流

である。残りのゴミは主に埋立て処分されているが、ドイツ政府は、現在埋立てなどによ

って処分されているゴミのリサイクル率をさらに引き上げて、2020 年からはできるだけ全

てのゴミをリサイクルして、地上での埋立てを廃止する計画である。 
 特に、2005 年 7 月からは、ゴミを埋立て処分する場合、ゴミを前処理し、埋立て後に

発酵作用によってゴミから温室効果ガス（メタンなど）が発生して大気に排出されないよ

う配慮することが義務付けられている。これは、ゴミ処理コストの増大を招くだけに、そ

れを避ける方法として、ゴミを焼却したり、生ゴミの分別を徹底する傾向が強くなってき

ている。 
 
 こうした中で、ゴミをエネルギー源としての活用する方策が伸張する傾向にある。 
 
①ゴミ燃焼による発電と熱供給 

 一つは、ゴミを燃料として燃焼させ、それによって発電するとともに、発生する熱を地

域暖房熱源として利用する方法である。単純計算すると、現在ドイツでは、まだ全体の約

4%の市民しかゴミ発電された電力／熱の供給を受けていないが、連邦環境庁は、ゴミ発電

／熱利用には資源有効利用の面で大きな可能性があり、それによって年間 大 300 万トン

の二酸化炭素の排出を削減する可能性があると見込んでいる。 
既に、ドイツ電力大手 Eon 社もゴミ発電に進出しており、その子会社である BKB 社（今

後、Eon Energy from Waste という社名に変更される予定）によると、年間約 30 万トン

のゴミ焼却能力のあるゴミ焼却設備で、人口 10 万人の都市に必要な電力／熱を供給でき

るという。 
 

②ゴミのバイオガス化 

 もう一つの方法は、生ゴミを分別回収して発酵させ、バイオガスを回収し、そのガスで

ガス発電を行って電力と熱を供給したり、ガスを都市の天然ガス網に供給する方法である。

現在ドイツでは、生ゴミの分別を行って市民は全体の約 50%であり、生ゴミは主にコンポ

スト化されて肥料などとして再利用されている。生ゴミからバイオガスが回収されている

割合は、連邦環境庁によると、回収された生ゴミの 15%程度に過ぎないという。 
 例えば、生ゴミの分別回収が進んでいるベルリンでは、5 世帯のうち 4 世帯が生ゴミの
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分別に参加し、年間 5 万トンの生ゴミが回収されているが、現在はまだ回収された生ゴミ

はすべてベルリン近郊でコンポスト化されている。こうした中、ベルリンゴミ処理公社

BSR は 2007 年 11 月、生ゴミからバイオガスを発生させる設備を 2 基建設する計画を発

表した。2010 年からそのガスをコージェネレーションシステムに利用して電力と熱を供給

する計画という。また、地元のガス供給会社にそのガスの一部を供給することについて、

現在交渉中という。 
 
③下水処理場のスラッジの燃料電池の水素源としての利用 

 これら二つの方法に加え、有効な資源として見直されてきているのが、下水処理場に堆

積するスラッジである。 
 ドイツ南西部シュツットガルトの近郊では、2007 年 12 月に下水処理場のスラッジを 35
度 C で加熱してメタンガスを発生させ、それを燃料電池の燃料として利用して、下水処理

場に電力と熱を供給する設備が運転を開始した。この種の設備は、ドイツでは 2 基目に当

たり、3 基目がまもなくドイツ南部のモースブルクで運転を開始する予定である。 
 さらにドイツ西部のドゥイスブルクでは、下水処理場に集まった排水からバクテリアで

水素を分解、回収して、その水素を燃料電池の燃料として利用する技術の開発が行われて

いる。すでに小型の試験装置では成果を上げ、今後大型機で試験することが計画されてい

る。 終的には、下水処理場で自動車用の水素燃料を製造することを目指している。 
 
資料： 
・連邦環境省パンフレット、ドイツの廃棄物経済、2006 年 7 月 
  Abfallwirtschaft in Deutschland 
・ハンデルスブラット紙 2007 年 10 月 15 日付け 
  Wettlauf um das begehrte Gär-Gas 
・ターゲスシュピーゲル紙 2007 年 11 月 30 日付け 
  BSR will die Stadt für biogas erwärmen 
・ハンデルスブラット紙 2007 年 12 月 7 日付け 
  Klärgas treibt Brennstoffzellen an 
・ハンデルスブラット紙 2007 年 12 月 13 日付け 
  Strom und Fernwärme aus Müll 
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【エネルギー】電力  

 
発電所建設への障害に直面するドイツ 

 

 ドイツは発電の約 45％を石炭火力発電に依存しているが、特にドイツ西部において現在

稼働している石炭火力発電所の老朽化が目立っている。そのため、ドイツでは 2020 年ま

でに、設備容量の 3 分の 1 以上に相当する発電所が、新しい設備に更新されなければなら

ないと見られている。これは、約 35,000MW の発電容量に相当するという。さらに、脱

原発政策によって原子力発電所が段階的に停止されることから、現在ある 17 基の原子炉

のうち 14 基が 2020 年までに停止するものと見られる。そのため、約 16,000MW の代替

発電所も必要となる見込みだ。 
 こうした状況の中で、送電網の接続料金などを監督する連邦送電網庁は、毎年行ってい

る発電所新設計画のモニタリングの結果、2016 年までに約 30,000MW に及ぶ発電所の新

設が期待されると予測している。連邦エネルギー水経済連盟（BDEW）の調査では、さら

にそれよりも多い約 34,000MW の新設計画があると報告されている。そのうち、大型の

発電所の建設は 60 件にも上るという。 
 
新設の主力は火力発電所 

 これら発電所の新設計画の多くは、瀝青炭、褐炭、及び天然ガスを燃料とした火力発電

所である。多くの火力発電所の新設が計画されている背景には、ドイツ政府が当初、現行

の EU 域内排出量取引制度(EU-ETS)が終了する 2012 年までに発電所が稼働していれば、

排出権証書の交付で優遇するとしていたことがある。 
 ところが、ドイツ政府はこの優遇措置の撤廃を決定した。さらに、今年 1 月に発表され

た欧州委員会提案によれば、2013 年から始まる新しい EU-ETS の下では、電力会社はま

ず 初に排出量証書をオークション（入札）により排出権取引市場で購入するよう義務付

ける計画となっているため、2012 年までに駆け込み建設することのメリットがなくなっ

ている。 
 さらに、火力発電所の新設には、いくつもの不安定要素がつきまとう。ドイツは天然ガ

スをロシアに依存していることから、今後さらに天然ガス価格の高騰と供給の不安定に悩

まされる危険が高い。また、中国、インドでの鉄鋼需要の急増で鉄鋼価格が高騰するのに

伴い、発電所の建設費が高騰し、すでに現段階でも 1～2 年前に算出された建設費では発

電所を建設できない状況となっている。 
 
火力発電所への住民の反対運動 

 もう一つの大きな問題は、石炭火力発電所建設に対する住民の反対である。地球温暖化

問題が人類の重要な課題となっている現在、その原因とされる二酸化炭素をより多く排出

する石炭火力発電所に対して、住民の反対が大きくなる傾向が出てきた。例えば、2007



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1022,  2008.5.21 

 73

年 11 月末にドイツ西部ザールランド州のエンスドルフで行われた住民投票では、住民の

約 70%が出力 1,600MW の瀝青炭火力発電所の建設に反対票を投じた。新設される発電所

のエネルギー効率が 46％と、現在運転されている既存発電所のエネルギー効率 34%／

36％（2 ブロック）から大幅に改善するにもかかわらずである。 
 ドイツの環境団体の一つドイツ環境支援協会（DUH）は、石炭火力発電所は二酸化炭素

分離回収システムなしには建設すべきではないと主張している。 
 
再生可能エネルギー発電施設に対しても反対運動 

 ドイツの環境団体 BUND（ドイツ環境自然保護連盟）によると、住民の反対でこれまで

に 6 つの大型石炭火力発電所の建設が中止されたという。BUND によると、住民は環境

にやさしいたくさんの小型発電所が建設されることを望んでいるとする。実際、世論調査

機関アレンスバッハ研究所の調査では、住民の 4 分の 3 が再生可能エネルギーの拡大を支

持しているという結果が出た。 
 ただし、自分の近辺で再生可能エネルギー発電施設が建設されることになると、住民の

反対で建設が難しくなるのも事実である。風力発電は景観問題や低周波公害などで反対さ

れ、バイオガス発電施設では、例えば、ドイツ北東部メクレンブルク・フォアポムメルン

州ズッコウのように、悪臭問題で住民のほとんどがバイオガス発電施設の建設に反対して

いる。 

 こうしたことから、市場調査会社トレンドリサーチのスタディは、ドイツの電力需要が

今後停滞して増加しないとしても、早ければ 2015 年にもドイツが電力輸入国に転じてし

まうと警告している。 

 

略称： 

BDEW = Bundesvervand der Energie- und Wasserwirtschaft 
DUH = Deutsche Unwelthilfe 
 

参考資料： 
= FAZ 紙 2007 年 11 月 27 日、Ensdorfer stoppen Kohlekraftwerk 
= ハンデルスブラット紙 2007 年 11 月 28 日、Konzerne in der Klemme 
= ハンデルスブラット紙 2007 年 12 月 27 日、Klimaschutz setzt Versorger unter Druck 
= ターゲスシュピーゲル紙 2007 年 12 月 27 日、Widerstand im ganzen Land 
= ハンデルスブラット紙 2008 年 1 月 21 日、Deutschland droht Stromlücke 
= ハンデルスブラット紙 2008 年 1 月 24 日、Steile Vorlage 
= ハンデルスブラット紙 2008 年 2 月 13 日、Umweltschützer nehmen Kohlekraft ins 
Visier 
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【エネルギー】再生可能エネルギー 電力 
 

州レベルの再生可能エネルギー使用基準(RPS)政策の概況調査（米国） 
 
再生可能エネルギー使用基準(RPS: renewable portfolio standards)71を策定している米

国の州は増えており、再生可能エネルギー発電の支えとなっている。米国エネルギー省

(Department of Energy)のローレンス・バークレー国立研究所（バークレー研究所）が発

表した報告書では、州の RPS 政策の初期実績について、包括的概観が報告されている。   
    
「州の RPS 政策では再生可能エネルギーの一定量を購入することが電力小売事業者に

求められており、これらのプログラムは米国で再生可能エネルギーが導入される上で も

重要な推進要因の一つになってきた」と、バークレー研究所の環境・エネルギー技術部門

(EETD: Environmental Energy Technologies Division)に在籍し、この報告書の第一著者

の 1 人 Ryan Wiser は話す。「しかし、RPS の普及が進んで重要性が増すにつれて、これ

らの RPS プログラムの計画や初期の実績、予想される影響に遅れずに対応する必要も増

している。その必要を満たすことが私達の報告書の目的である。」 
   

RPS政策は現在25の州とワシントンDCで実施されており、米国の総電力負荷量の50％
弱に RPS が適用されている。2007 年には、新たに 4 つの州が RPS に参加した。   
   
 「これらの政策の多くは 近策定されたものであり、政策の内容はそれぞれ異なってい

る」と、バークレー研究所 EETD の一員であり、同報告書のもう 1 人の第一著者、Galen 
Barbose は話している。「結果的に、実績も様々であった。」 
 
主な研究結果には以下のようなものがある： 
 
・1998～2007 年に米国に追加された再生可能エネルギー発電の容量（水力発電を除く）

のうち、50％以上は州の RPS 政策により導入されたものであった。また、導入された

これらの容量の 93％が風力発電であった。 
 
・州の既存の RPS 政策を完全に達成するためには、2025 年までに新しい再生可能エネル

ギー発電容量が約 60GW 必要である。これは、予測される電力需要増加量の 15％に相

当する。 
 
・州の RPS 政策では、太陽光発電の促進策としてセットアサイド(set-aside)72の採用が一

                                                 
71 RPS: 発電事業者または電力小売事業者に対して、電力販売量の一定の割合を再生可能エネルギ
ー源から供給することを義務付ける制度。 
72 注釈1で述べたように、RPSは電力販売量の一定の割合を、再生可能資源を利用した発電でまか
なうことを義務付けたものであるが、特に規定のない場合、利用する再生可能資源は、地熱、風
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般的になってきている。このセットアサイドにより、これまでに新たに 165MW 以上の

太陽光発電容量の導入が支援された。各州のセットアサイドの目標を完全に達成するに

は、2025 年までに太陽光発電容量を合計で約 6,700MW 設置することが必要である。 
 
・大部分の州では、RPS の導入初期年の再生可能エネルギー購入目標が、完全、もしくは、

ほぼ完全に達成された。2006 年に RPS を順守した事業者数は平均で 94％であった。 
 
・しかし、導入初期年の RPS 目標達成にさえ苦労した州もいくつかあった。また、順守

しなかった事業者への罰則を積極的に行わなかった州も多かった。 
 
・再生可能エネルギー電力証書(REC: renewable energy certificate)の追跡システムは引き

続き拡大している。4 つの州を除く全ての州では、REC の分離販売分73を、RPS に準拠

するものとみなすことが可能である（末尾の図参照）。 
 
・RPS 政策にかけるコストは州によって様々である。しかし、これらのプログラムを実施

している州の多くでは、これまでに電力料金が 1％弱増加した。幾つかの州では、RPS
政策で必要とされている再生可能エネルギー源を用いた電力が、化石燃料発電との価格

競争力を持ち始めている。 
 
再生可能エネルギー市場は急速に変化しており、その成長を支援しようとする州が増え

てきている。「州の RPS 政策は大きな役割を果たしているため、この報告書が次世代のプ

ログラムの改善に役立つことを私達は願っている」と Wiser は締めくくる。 
 
バークレー研究所はこの報告書への協力に際して、米国エネルギー省のエネルギー効

率・再生可能エネルギー局、及び、配電・エネルギー信頼性局(the Office of Electricity 
Delivery and Energy Reliability)から資金の後援を受けた。 

バークレー研究所 (http://www.lbl.gov./）はカリフォルニア州バークレーにある米国エ

ネルギー省の国立研究所である。同研究所では未分類(unclassified)の科学研究を行い、カ

リフォルニア大学によって運営されている。 
 
                                                                                                                                                 
力、太陽光発電等、どの資源で達成してもよいことになる。そうした場合、設置コスト等のため
に導入される技術に偏りがでる可能性もある。（例えば、RPSの目標は達成されたが、内訳がほ
とんど地熱や水力であった、など。）これを解決する手段として、一部の州では、再生可能資源
を利用した発電のうち一定量、例えばRPS 20％のうち5％を太陽光発電でまかなう、といった条
項を定めている州政府がある。こうした条項を「セットアサイド条項」という。 

73 米国内の REC 市場には州の RPS（再生可能電力）義務に見合って販売される規制（コンプライ
アンス）市場と、追加収入を得るために REC を分離して販売することが可能なグリーン電力市
場とがある。追跡システムがあることで分離販売された REC の所在を確認することが可能にな
る。 

 参照：NEDO 海外レポート 1005 号「米国エネルギー省による風力発電年次報告（第 3 回）」 
http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1005/1005-15.pdf 
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補足情報： 
・報告書「米国の再生可能エネルギー使用基準：2007 年概況 (Renewables Portfolio 

Standards in the United States: A Status Report with Data through 2007)」： 
http://eetd.lbl.gov/ea/ems/reports/lbnl-154e.pdf  

・この研究の主要な結果の概要：http://eetd.lbl.gov/ea/ems/emp-ppt.html. 
  ・Ryan Wiser の研究の詳細：http://eetd.lbl.gov/EA/emp/staff/Wiser.html 
 
出典：http://www.lbl.gov/Science-Articles/Archive/EETD-RPS.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      （出所：バークレー研究所） 
 
Wiser と Barbose により 25 の州とワシントン D.C.が義務的な再生可能エネルギー使用

基準政策を策定していることが明らかとなった。それ以外の 4 つの州では、法的拘束力の

ない目標が策定されている。RPS は対象となる再生可能エネルギー電力を、規定された

低量以上調達することを電力小売業者に求めた政策である。 

 
図： 州の RPS 規制における REC 分離販売の認可状況 

REC の分離販売が許可されている州 

REC の分離販売が許可されていない州 

未決定の州 
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【環境】地球温暖化 
 
2006 年の米国の温室効果ガス排出量が 1.1％減少したとの EPA 報告 

 

Copyright: Courtesy of Kevin Gurney and the Vulcan Project, 
 (Credit: C.C. Miller), Purdue University） 

 
米国環境保護庁(EPA: Environmental Protection Agency)は、「温室効果ガス排出量年

次報告書」74を発表した。同報告書は気候変動枠組み条約事務局75に提出する米国の公式報

告書となる。この報告書によれば、2006年の米国の温室効果ガス排出量は 1.1％減少した。

その原因は、穏やかな気候や燃料消費の減少、再生可能エネルギーと天然ガスの使用量が

増加した76ことによる複合的なものである。2007 年 11 月に DOE エネルギー情報局(EIA: 
                                                 
74 annual inventory of GHG emissions and sinks 
・http://www.epa.gov/climatechange/emissions/usinventoryreport.html 
・「INVENTORY OF U.S. GREENHOUSE GAS EMISSIONS AND SINKS: 1990 – 2006」 
  http://www.epa.gov/climatechange/emissions/downloads/08_CR.pdf（2008 年 4 月） 
75 Secretariat of the United Nations Framework Convention on Climate Change 
76 編集部注：EIA（後出）のレポートによれば 2006 年の天然ガス消費量は 2005 年よりも減少し

ている。「再生可能エネルギーの増加と天然ガス使用量の減少
．．

」の間違いであろう。 
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Energy Information Administration)が作成した年次報告書77では、2006 年の米国の温室

効果ガスの総排出量が 2005 年比で 1.5％減少となっていたが、今回の EPA 報告ではこの

数字が若干修正された。 
 
米国の国内総生産(GDP)は、1990 年以降 59％増加したが、温室効果ガス排出量は 14.7％

しか増加しなかった。米国の温室効果ガス排出量で圧倒的な割合を占めているのは二酸化

炭素(CO2)であり、総排出量の 84.8％を占めている。排出された二酸化炭素の大部分は、

化石燃料の燃焼によるものである。 
EPA の「Climate Change（気候変動）」のページのプレスリリース78、報告書79を参照

されたい。また比較として、EIA の 2007 年 11 月のプレスリリース80も参照されたい。 
 
米国の温室効果ガス排出量の状況を把握するために、パデュー大学、コロラド州立大学、

DOE ローレンス・バークレー国立研究所の研究者達は排出量の地理的分布を推定した。

「Vulcan」と名付けられたこのプロジェクトでは、温室効果ガスの固定排出元（発電所や

産業施設など）について連邦政府の情報が使用されており、それらの情報が家庭や商業施

設、車両の推定排出量と合体されて、ほぼ完全に近いデータセットが作成された（ただし、

航空機と非公道車両の使用による排出量は、現在含まれていない）。DOE と NASA（米

国航空宇宙局）の資金提供を受けたこのプロジェクトによって、米国東南部の排出量が予

想されていたよりかなり多いことが明らかとなった。 
詳細については、パデュー大学のプレスリリース81、及び、Vulcan プロジェクト82のウ

ェブサイトを参照されたい。 
 
 

翻訳・編集：NEDO 研究評価広報部 
本文出所：http://www1.eere.energy.gov/vehiclesandfuels/news/news_detail.html?news_
id=11732 

図出所：http://www.purdue.edu/eas/carbon/vulcan/plots.html 
(Copyright: Courtesy of Kevin Gurney and the Vulcan Project,  (Credit: C.C. Miller),  
Purdue University）.  Used with Permission. All rights reserved.) 

                                                 
77 EIA「Emissions of Greenhouse Gases Report」（2007 年 11 月）：  

http://www.eia.doe.gov/oiaf/1605/ggrpt/index.html 
78 http://yosemite.epa.gov/opa/admpress.nsf/7ebdf4d0b217978b852573590040443a/109768980d

df452e8525742c005dd608!OpenDocument 
79 http://www.epa.gov/climatechange/emissions/usinventoryreport.html 
80 http://www.eia.doe.gov/neic/press/press291.html 
81 http://news.uns.purdue.edu/x/2008a/080407GurneyVulcan.html 
82 http://www.purdue.edu/eas/carbon/vulcan/plots.html 
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【産業技術】 ロボット 
 

ドイツにおける介護ロボット開発の課題 
専門家アンケートにみられる意識 

 

ロボットを構成する機械技術の進展を土台に、IT 技術の進歩が加わることにより、従来

工場での製造用ロボット中心であったロボット技術は、新しい領域に進出する可能性が生

まれてきている。その中でも、大きな関心を集めているのは介護の分野で、例えば、日本

では、高齢化社会へ向けて、21 世紀の先端技術として老人介護ロボットが期待されている。 

 

 ドイツでも、フラウンホーファー製造技術自動化研究所が「Care-O-Bot」という介護ロ

ボットを開発している。このロボットは人間の姿を追求しない機械型ロボットで、日本に

おいて二足歩行ロボットの開発に関心が集中しているのとは対照的である。 

 

 この種の介護ロボットは人間の生活をサポートするという意味で、ドイツでも有意義な

ものと見られているが、技術的な課題よりむしろ、社会福祉制度や人間の生活環境に大き

な影響を及ぼしかねないという問題を孕んでいる。 

 

ドイツ南西部バーデン・ヴュルテンベルク州の MFG 財団が 2007 年 5 月、厚生分野に

おける情報技術の将来の実用可能性に関するスタディを発表したが、このスタディでは、

介護ロボットの実現可能性についても取り扱われている。 

 

このスタディは、フラウンホーファー・システム技術革新研究所を中心に作成されたも

ので、IT 技術が 2030 年までに厚生分野でどのような技術上の可能性をもたらすかについ

て、関係する専門家に対して 2006 年にアンケート調査を行った結果についてまとめてい

る。 

 

アンケート調査結果によると、回答した専門家の 23.8%が介護ロボットは実現不可能と

答えている。一方、実現可能と答えた専門家では、実現可能時期を 2016 年から 2020 年の

間とした者が 39%と も多く、次に 2011 年から 2015 年の間(26%)、2021 年から 2025
年の間(24%)と続き、2030 年以降になると答えた者は誰もいなかった。 

 
介護ロボットの実現が望ましいか、どうかという質問に対しては、54%と半数以上が望

ましいと答えているものの、31%が望ましくないとし、15%がどちらとも答えていない。

「介護ロボットは非人間的」、「介護の非人間化で危険」とコメントする者から、「高齢

化社会では、ロボットなしには介護は成り立たない」とする者まで、専門家の間でも意見

が分かれている。 
介護ロボットの効用については、「介護コスト削減」が 81%と一番多く、「生活の質を
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高める」や「介護の質を高める」とした者はごくわずかであった。また、それによって技

術の進歩がもたらされるとした者はほとんどいなかった。 
 

 介護ロボット開発で障害となると見られているのは（複数回答可）、「介護を受ける者

のアクセプタンス」とした者が 91%と も多く、次に「技術上の問題」(65%)、「コスト」

(54%)、「ユーザ側のアクセプタンス」(43%)と続く。また、既得権益団体の影響が介護ロ

ボット開発で障害になるとした者が 25%もいた。 
 
このアンケート調査の結果から、ドイツでは、介護ロボットには介護コストを削減する

便益があると見られているものの、介護ロボット導入の障害として、技術的な問題に加え、

技術が受入れられない可能性を指摘する声が少なくないことが分かる。 

 

アンケート調査では、むしろ、生検組織診断や手術の時などに利用されるバイオプシー

ロボットシステムの開発が望ましいとした者が多く(70%)、この種の技術が 2011 年から

2015 年の間に実現されるとした者が半数近くとなった。さらに、流通業などで現在利用が

注目されている RFID(Radio Frequency Identification)が、例えば、アルツハイマー患者

用に忘れた物を見つけ出すために応用されたり、病院での治療経過や医薬品の投与を記録

するために応用されるべきだとした者が 84%にものぼった。ここでも、約半数が技術の実

現時期を 2011 年から 2015 年の間としている。 

 
参考資料： 

= Zukünftige Informationstechnologie für den Gesundheitsbereich、 
Forschnungsbericht/Band 6、2007年5月、バーデン・ヴュルテンベルクMFG財団 
= Pflegeroboter stoßen aus skepsis、ハンデルスブラット紙2007年9月10日付 
 
関連サイト： 
Care-O-Bot介護ロボットのサイト：www.care-o-bot.de 
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