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【環境特集】化学物質規制 
 

REACH - 欧州化学物質庁(ECHA)が運用を開始 
 
1. ECHA の運用開始 
 
欧州化学物質庁(ECHA)1は創設から 1 年が経過した。当初の職員数は数人であったが、

現在では 200 人の職員を抱える組織へと発展した。2008 年 6 月 1 日、ECHA は REACH-IT
（ポータルサイト）を開設し、産業界からの予備登録(pre-registration)とその他のデータ

提出の受け入れを開始した。準備期間から運用段階に移行したことを祝し、ECHA の公式

な開庁式が 2008 年 6 月 3 日、ヘルシンキ・シティホールで開催された。 
 
1.1 ECHA のこれまでの成果 
この 1 年間、ECHA は、職員の募集、組織と体制の構築、標準の運用手続きの策定、お

よび REACH 関連書類の受理と REACH プロセス運用のために必要となる REACH-IT シ

ステムの構築を進めた。 
 
 職員数は、開設当初はほんの数人であったが、2008 年 6 月までに約 200 人に増えた（ほ

ぼ全ての EU 加盟国から職員が採用された）。職員の募集と新規採用者の訓練は、これま

でも今後も ECHA の主要な活動の一つである。加盟国から採用されたトレーナーとヘルプ

デスクオペレーターを訓練するために幾つかのトレーニングセッションが体系化された。

これまでに EU 中から 100 人を超えるトレーナーがこれらのトレーニングセッションに参

加している。 
 
 ECHAでは管理評議会(Management Board)、REACH施行に関するフォーラム、3つの

科学委員会（リスク評価委員会、社会経済分析委員会、加盟国委員会）が設立されている。

これらの組織において、ステークホルダー（利害関係者）の参加を確実なものにするため

の規定が整えられている。これまでに60の外部組織がECHAとの共同運営の推進に興味を

表明している。 

                                                 
1 ・ECHA（欧州化学物質庁 European Chemicals Agency）、 
・REACH（化学物質の登録、認可、評価、制限に関する規則 Registration,Evaluation,Authorization,and 

Restriction of Chemicals)、 
については、下記資料やウエブページ等を参照されたい。 
①NEDO海外レポート1006号（2007.9.5発行）：欧州化学物質庁(ECHA)とREACH規制についてのQ&A(EU) 

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1006/1006-02.pdf 
②経済産業省 

http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/reach.html 
③環境省 

http://www.env.go.jp/chemi/reach/reach.html 
④REACHの基本的な説明については、経済産業省のサイトに掲示されている以下の資料等がある。

http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/files/reach/REACH080516.pdf 
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 ECHAは2007年6月1日からガイダンスとヘルプデスクのサービスを提供してきた。登録

実施に必要なガイダンス文書は、ECHAのウェブサイトの「ガイダンス」のページで公表

されている。 
 
 ECHAのヘルプデスクはREACHに関する約2,000件の質問について企業をサポートし

てきた。また、IUCLID 52に関する質問には2,500件以上回答している。さらに、ECHA
のヘルプデスクは、EU域内で一貫した回答を行うために、各国のREACHヘルプデスクの

ネットワークの運営を行っている。 
 
 ECHAのウェブサイトの言語は開設当初4言語だったが、現在は22言語対応となった。

予備登録とデータ提出には新しいセクションが追加された。新しいウェブページの翻訳は

漸進的に進められている。またそれと並行して、主要な情報冊子やガイダンス文書、その

他の刊行物の翻訳も行われている。ECHAは、産業界への「ECHA News Alert」配信だけ

でなく、REACH伝達ネットワークの設立、国毎のREACHヘルプデスクおよび加盟国の関

係当局を介したニュースの配布などを行うことによって、情報の提供を行っている。 
 
 運用開始に向けた登録準備に際し、ECHAの 優先事項は、2008年6月1日時点で産業界

が全ての義務を確実に履行できるようにすることであった。予備登録、PPORD届出3、問

い合わせ、及び登録に関するデータの提出手順が作成された。ECHAのデータ管理の基盤

となるREACH-ITシステムは、企業のサインアップ、オンライン登録、及び予備登録の提

出に使われる予定である。開始初期の期間、PPORD届出、問い合わせ、及び登録のデー

タ提出は、暫定的な提出手続きを用いて行う必要がある。ECHAはできるだけ早く

REACH-ITを完全稼動させるために、努力を重ねている。 新情報はECHAのウェブサイ

トで入手可能であり、「ECHA News Alert」の購読者に配信される。 
 

ECHAは、REACHの会議やワークショップに参加することによってステークホルダー

（利害関係者）との交流を行ってきた。職員は既にEU全域で20以上のプレゼンテーショ

ンを行っている。欧州委員会はECHAに対し、REACH下における企業の義務について、

第三国の企業の認識を高めることを目的とした国際的な交流を増やすことを求めた。 
 
1.2 次の課題 
 2008年6月1日から12月1日まで、ECHAは 初の運用課題に直面する。ECHAは物質お

                                                 
2 産業界の REACH における化学物質の登録、技術一式文書作成に必要な公式ソフト。また ECHA が産業界

による登録を受理、処理、管理することも可能にしている。2007 年 6 月から配布されている。 
3 PPORD: product and process oriented research and development 
 製品、工程指向研究開発。 
 製品や工程の検討の為に行われる研究開発において使用される化学物質は、ECHA に届け出ることにより、

登録を 5 年間免除される。この期間は申請により、さらに 5 年間（化学物質によっては 10 年間）延長する

ことができる。この届出書の技術的な完全性をチェックするツールが、2008 年 8 月 ECHA ウエブサイトか

ら入手可能となっている。 
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よび中間体(intermediate)の予備登録書を処理することとなるが、予備登録書類数は約20
万件と予想されている。それと合わせて、2008年6月1日から企業のPPORD届出、問い合

わせ及び登録の提出が可能となる。2,000件以上のこのような提出物が年内に届くものと

予想される。登録の評価も2008年中に開始され、ECHAは年内に 初の評価決定を行う予

定である。 
 
 その他の優先事項には、REACH-ITシステムの完成、年末までに予備登録物質リストの

発表、及び、高懸念物質(SVHC: substances of very high concern)の 初の候補リストの

発表などがある。 
 
出典： 
EUROPEAN CHEMICALS AGENCY IS OPERATIONAL 
http://echa.europa.eu/doc/press/080603PR_08_11_Inauguration-final.pdf 
 
2. 欧州化学物質庁（ECHA）について 
 
2.1 ECHAの役割 
・REACHの技術面、科学面、運用面の管理・実施：ECHAは予備登録及び登録の申請

書を受け取る。評価(evaluation)、認可(authorisation)、及び制限(restriction)のプロ

セスを調整する。 
・技術面、科学面、運用面に関してEU加盟国内の一貫性を確実なものにする。 
・REACHに関わる化学物質についての質問に対する、 良の科学的・技術的アドバイ

スを加盟国及びEU機関に提供する。 
・ITベースのツール、データベース、及びガイダンス文書の管理を行う。 
・国毎のヘルプデスクの支援、および登録者に対するヘルプデスク機能の提供 

 
2.2 ECHA と産業界・ステークホルダーとの協力関係 
 ECHA にとって、全てのステークホルダー（化学界、その他の産業界を含む）との協力

やコミュニケーションは大切である。多くの場合、それは REACH 規則の中でも規定され

ている。 
 化学物質の製造者・輸入者は、ECHAの主要なクライアントだとみなすことができる。

事業者はREACHの様々な手続きに料金を支払わなければならないが、その代わり事業者

には、登録書類一式の効率的且つ正確な処理をECHAに求める権利がある。 
 ECHAは、事業者（大企業から小企業まで、できる限り）がREACHを実施できるよう

なツールとガイダンスの作成も実現しなければならない。そのため、産業界とガイダンス

の準備・更新に関する対話を行うことが必要不可欠である。 
 産業界と労働組合、環境NGO等は、ECHAの管理評議会にオブザーバーとして出席でき

る。将来、ステークホルダーは委員会の会議にもオブザーバーとして参加する権利を持つ
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可能性がある。ステークホルダーとの会議、セミナー、及び非公式な意見交換の場におけ

るプレゼンテーションも、ECHAの活動の一部である。 
 
2.3 動物実験の削減 
 同じ物質を登録している事業者は、動物実験から得られた利用可能なデータを共有する

ことが求められており、その他の実験から得たデータの共有も推奨されている。このこと

が動物実験削減の一助となることが期待される。また、新しい動物実験は全て、事業者が

ECHAから明白な同意を得た後にのみ実施することができる。 
 もし新しいテストの実施が計画されている場合、事業者はテスト計画書を用意すること

を求められる。ECHA はその後、その計画されているテストが本当に必要かどうかと、特

定の化学物質の情報を完成させるのに有益かどうかを評価する。ECHA はどの新しい動物

実験の場合でも、同意する前に、別の類似物質のテスト結果の読み取りや、代替となる実

験法やコンピュータ・シミュレーションを用いることによって、信頼できるデータを得ら

れないかどうかを評価する。 
 
下記出典より抜粋： 
European Chemicals Agency ECHA 
http://echa.europa.eu/doc/press/press_memo1_en_20080603.pdf 
 
3. 予備登録等の状況 
 

項目 数 備考 
登録企業数 4,627  
予備登録 32,191 化学物質数では13,883 
PPORD通知文書 278  
照会 
(非段階的導入物質) 

145  

化学物質登録 9  
中間体登録4 40  

7月28日現在 
下記出典より抜粋： 
Newsletter of the European Chemicals Agency 
http://echa.europa.eu/doc/press/newsletter/echa_newsletter_2008_07_08.pdf 

翻訳・編集： NEDO 研究評価広報部 

                                                 
4 他の化学物質を製造するために使用される化学物質 

NEDO 海外レポート 1006 号 
http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1006/1006-02.pdf 
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【環境特集】化学物質規制 
 

REACH - 欧米企業の取り組み事例 
 
本稿は、欧米企業・機関の、REACH1における化学物質予備登録開始日（2008 年 6 月

1 日）にいたるまでの取り組みを紹介するもので、欧州化学物質庁（ECHA）のウエブペ

ージに掲載されているドキュメントを翻訳・編集したものである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 大企業 
  

ダウ・ヨーロッパ（Dow Europe）社は、初期段階から REACH に関わってきた欧州に

強い基盤を持つ大手多国籍企業である。同社の製品の 1/3 は欧州で生産され、年間売り上

げ 540 億ドルの 37%は欧州で生み出されたものである。同社は、約 1 万ある REACH 規

則に関わる製品の中から 大 800 の物質を予備登録しなければならない。 
 
ダウ社は欧州委員会の協議プロセスに 2004 年に参加し、欧州化学工業連盟（CEFIC）

運営委員会で活動している。その結果、同社はかなり早い段階から、規制がどのようなも

のか、また、それを適切に実施することの必要性を認識していた。同社はまた、グリコー

                                                 
1  ・ECHA（欧州化学物質庁 European Chemicals Agency）、 
・REACH（化学物質の登録、認可、評価、制限に関する規則 Registration,Evaluation,Authorization,and 

Restriction of Chemicals)、 
については、下記資料やウエブページ等を参照されたい。 
①NEDO海外レポート1006号（2007.9.5発行）：欧州化学物質庁(ECHA)とREACH規制についてのQ&A(EU) 

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1006/1006-02.pdf 
②経済産業省 

http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/reach.html 
③環境省 

http://www.env.go.jp/chemi/reach/reach.html 
④REACHの基本的な説明については、経済産業省のサイトに掲示されている以下の資料などがある。

http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/files/reach/REACH080516.pdf 
 

目 次 
1. 大企業 
2. 小企業 
3. 協会（化粧品・洗面用品・洗剤） 
4. 化学物質の川下ユーザー 
5. 販売業者 
6. 加盟国の REACH ヘルプデスク 
7. 欧州化学物質庁ヘルプデスク 
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ルエーテルの模擬登録にも参加した。 
 
 2006 年後半、ダウ社は社内に Hans-Norbert Adams 氏率いるグループ全体のための実

施チーム（REACH プログラム管理室)を立ち上げた。その役割は、REACH の確実な遵守

に向けて設置された様々なプロジェクトを調整することにある。 
 
  こうした状況下で、同社は IT 面で重大な課題に直面した。将来の REACH の要件を

同社の既存のシステムのデータフロー、内部フロー、財務フローに組み込まなければなら

なかったからである。このことは、業務プロセスを確立、調整することを意味する。予備

登録、顧客とのやり取り、および物質の取引量に対する第三者機関によるトレースなどを

対象とする、全部で 20 以上の新しい業務プロセスを導入する必要性が出てくる。これら

に対応するための作業は 2007 年 6 月に始まった。 
 
 REACH 規則の下で社員が新しい業務プロセスと追加的な責務を確実に理解できるよう、

社内にトレーニングセッションとワークショップを開設した。トレーニングには、第三国

から仕入れた品目に適用されるルールを知っている必要がある EU 域外の従業員も参加す

る。ダウ社はまた、社内で利用するための REACH ウェブサイトを立ち上げた。 
 
 ダウ社の多数の仕入先が物質を予備登録するかどうかを決めるために、同社は仕入先に

連絡し、確認を行っている。EU の域内ではこの作業は比較的容易であるが、同社の非 EU
子会社から購入する（域外から欧州に流入する）製品に関しては問題がずっと複雑になる。

全流通経路のいずれかの段階で関わる物質とその取引量を把握するシステムを構築するこ

とは、企業秘密などを含む広範な障壁によって、より複雑な問題になる。 
 
 ダウ社は、数千の顧客と連絡を取るための二段階のプロセスを導入した。 
・第一段階（すでに完了している）では、同社は顧客に予備登録および登録を意図して

いることを通知する。同社はまた、独自のデータベースを構築し、ダウ社製品に関す

る情報を提供した（www.reach.dow.com）。こうしたデータベースは、化学産業での

先駆となりうる。 
・今年後半から始まる第二段階では、化学物質の使用と、化学物質への暴露に関するデ

ータを提供する。ダウ社は、業界全体での統一を図るために、CEFIC が設定するガイ

ダンス（指針）を待っている。 
 
「企業によって状況が異なるので、業界全体での統一を図ることは大変です。」Adams 氏

はこう説明する。「会社の組織構成や導入されているデータシステムが各企業で異なるか

らです。企業同士で話し合って、簡単に更新できますか？REACH の実施にあたっては、

組織を作り、社内の専門家を直ちに招集できることが鍵になります。準備を早くから始め

ることも重要なのです。」 
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「 後に、私たちにとって重要な点は、プロジェクトの初めから役員が深く関わり、プロ

ジェクト全体を強く支持してくれたことなのです。REACH の目標は、我々の『2015 年グ

ローバル持続可能目標』2に組み込まれます。そこで、2018 年の登録の 終締め切りまで

に REACH の要件を満たすことが我々の目標となります。」 
 
(出典：http://echa.europa.eu/doc/press/reach_case1_en_20080603.pdf) 
 
 
2. 小企業 3 
  

Freudenberg Evolon社の環境安全および品質マネージャーの Jean François Chilles氏
は、以前から REACH について聞き、規則案に関する記事を読み、フランスの化学産業連

合から情報を受け取っていた。 
しかし 2006 年 12 月、ストラスブールで経営者向けに行われた 3 時間のセミナーに出席

した後、具体的な意味合いが更に明確になった。このセミナーは地元のユーロ・インフォ・

センターが組織し、同市の商工会議所が主催し、欧州委員会が費用の 大 50％を負担した。 
 

Chilles 氏自身は、REACH 導入に伴う社内措置の実施を担当している。このプロジェク

トは 2007 年 1 月に開始された。彼は、データベースに必要な情報を収集し、必要な基礎

作業を行うなど実務面で彼を支える研修員を雇った。 
 
取り組み内容 
  

Freudenberg Evolon 社は分割割繊（マイクロフィラメント）技術を利用した不織布を

生産しており、50 名の従業員を雇用している。同社はすでに化学物質の包括的な品目リス

ト（毎年更新）をもっており、工場で使用される有害物質に関する安全情報と環境情報を

更に収集することが大きな課題となっていた。これは、社内の製品については比較的容易

                                                 
2  編集部注：環境、健康と安全性を向上させるという 1995 年に同社で設定した目標で、2006 年に更に強化

する目的で更新している。同社の 2015 年持続可能目標には、持続可能な化学、世界的な課題の解決、エネ

ルギー効率、気候変動への取り組み、共同体の繁栄への寄与、製品の安全面でのリーダー的地位の確保、地

域社会における人の健康と環境の保護が挙げられている。（参照：Dow Chemical 社 HP
（http://www.dow.com/commitments/sustain.htm）） 

3  編集部注：Freudenberg Evolon社のホームページ 
（http://www.evolon.com/evolon-freudenberg-nonwovens-group,10437,en/）によると、Freudenberg 
Nonwovens社は、世界13ヵ国に23の製造拠点を持つ世界 大の不織布メーカーで、昨年の売上高は8億ユー

ロ超、全世界の従業員は4,800名である。同社は、Freudenberg Groupの企業である。Freudenberg Group
は、グループ全体で売り上げ高53億ユーロ、従業員は33,000名となっている。この記事で取り上げている

Freudenberg Evolon社は、Freudenberg Nonwovensの一部である。原文では、Freudenberg Evolonをsmall 
enterprise（小企業）と表現しているが、正確には、「大企業グループに所属する小企業」と呼ぶべきであろ

う。 
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であるが、外注している品目についてはより困難である。 
 規則で設定されている締め切りに確実に間に合わせるために、Chilles 氏は日程表を作成

し、2008 年 6 月 1 日の予備登録開始日から逆算して、当日までに達成されるべき様々な

要因を特定した。Chilles 氏は 2004 年以来、ストラスブール商工会議所からの外部支援に

加え、REACH への対応を調整する専任担当者を指名した親会社からの支援を受けている。

彼はまたドイツの本部に対して、進捗状況を定期的に報告しなければならない。 
 
 2007 年 4 月および 5 月に、Chilles 氏は全ての仕入先に対して、彼らが REACH やそれ

が導入された際に発生する義務について知っているかどうかを書面で尋ねた。 
 
 「わたしが一つアドバイスするとすれば、あなたの施設を入出する全ての物質について

包括的な品目リストを作るようにということです。そうすれば明確な図式が描けるし、そ

れが基本的な出発点になるからです。もう一つの重要な教訓は、早く準備を始め、明確な

日程表を作成し、支援がほしいときに誰に相談すればよいかを知っていることです。」

Chilles 氏は、こう述べる。 
 
(出典：http://echa.europa.eu/doc/press/reach_case2_en_20080603.pdf) 
 
3． 化粧品・洗面用品・洗剤協会 

－ 会員のための協会の闘い － 
 
 フィンランドの化粧品・洗面用品・洗剤協会(TY)には、55 の会員が登録している。ほと

んどの会員が小企業であるが、より規模の大きい企業も存在する。会員の大半は輸入業者

であるが、若干のメーカーも含まれる。協会の事務局は 3 人のみで運営されている。 
 
協会は、REACH 規則の第一草案が発行された段階で、REACH 導入によりもたらされ

る影響について、協会内の会議（特に技術委員会）で検討を始めた。こうした会議の議事

録は会員に回覧され、将来導入される規制による影響について早期に警戒を発信したので

ある。 
 協会はフィンランドの化学工業界、およびブリュッセルに本拠があるヨーロッパ化粧品

トイレタリー香水協会 (European Cosmetic Toiletry and Perfumery Association：

COLIPA)や、欧州石けん洗剤工業会(The European Soaps, Detergents and Maintenance 
Products Industry Association)といった外部の組織と連携している。フィンランド化学工

業界からの基礎情報の提供は非常に有益であった。会員の特殊な性格上、全ての情報が直

接、関係のあるものではない。しかし、欧州支部組織からの情報は極めて貴重なものであ

った。 
 
協会のスタッフは、REACH についてのいくつかのセミナーに化学産業界の人々と共に
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出席し、問題点についての知識があり REACH の要件を実施に移す企業の専門家と接触し

ていた。また、より規模の大きい組織からの情報を、広範な製品を扱う自分たちの会員独

自の必要性にあうよう調整してきた。コーディネーターの Eeva-Mari Karine 氏は、「私た

ちは受けとった情報を、どのように会員に発信するか決めます。COLIPA と欧州石けん洗

剤工業会は、ファクトシートやニュースレターを送ってくるので、それを評価し、何を翻

訳、変更して発信するかを決めるのです。」と説明している。 
  

昨年の夏、協会は会員のためにガイドライン 2 セットを準備した。一つは化粧品につい

て、もう一つは洗剤についてであり、REACH がそれぞれの部門にどのような影響を与え

るかについて解説している。殆どの企業は川下ユーザーで、彼らが扱う全ての製品に含ま

れる物質の量を計算しなければならない。これは、一つの洗剤には多くの物質が含まれて

いる可能性があるので、困難な任務である。 
 
協会は会員に対して定期的にニュースレターを送っている。過去 4 年以上、ほぼ毎号

REACH 関連の 新情報が掲載された。協会は REACH に関するウェブサイトを開設して

いないが、5 月までに全ての会員が情報（たとえば REACH の詳細）を即座にやりとりす

ることができるよう、ウェブサイトを設置する計画である。企業はまた、もし質問があれ

ば協会の事務局に連絡するよう促されている。 
  

協会は将来の規制に関するセミナーを企画し、国内および欧州のレベルでの関連する規

制について、識者を講演に招いた。多くの会員は国際的な企業の子会社でそれぞれの本社

から情報の提供があるが、Karine 氏は、地元の状況と、フィンランドで REACH がどの

ように実施されるかについての知識が重要であると強調する。 
  

「会員ではない企業をどうするかという問題があります。こうした企業は、洗剤部門の

10％で、殆どが小企業です。彼らは必ずしも REACH について、また、自分たちが何をし

なければならないかを知っているわけではありません。フィンランドでは、潜在的な問題

についてまだわかっていない人々全員にメッセージを行き渡らせる強力な情報キャンペー

ンが必要になるでしょう。」と Karine 氏は述べる。 
 
(出典：http://echa.europa.eu/doc/press/reach_case3_en_20080603.pdf) 
 
4．化学物質の川下ユーザー 

－ REACH は「消費者の信頼を一層強める機会」に － 
  

世界的な消費財企業の 1 つ、P&G 社は様々な分野の専門家から構成される堅実なチー

ム、新しい IT ツール、および仕入先との緊密な協働作業が、REACH 遵守計画の重要な

要素であると考えている。 
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同社は、REACH を化学物質に対する消費者の信頼を更に深める機会として活かすつも

りである。EU 域内に 30 ヵ所以上の生産拠点を持ち、200 以上のブランド製品を生産して

いる P&G 社は、川下ユーザーとして REACH の下で重要な役割を果たすと考えられる。 
 

P&G 社はまた、輸入業者として EU 域内に持ち込まれる物質を登録しなければならな

い。 
 「私たちは初期段階から REACH の策定に深く関わってきました。そして、弊社の 15
名以上の科学者が、REACH の実用面での実施を支援するガイドラインの準備に積極的に

貢献してきました。」と、同社の REACH チームのリーダーGenevieve Hilgers 氏は述べる。 
 
 2005 年以来、堅実で多機能な REACH「遵守チーム」が P&G 社内に立ち上げられ、様々

な部門が関与している。たとえば、調整部門、安全部門、職業衛生部門、購買部門、法務

部門、IT 部門、品質保証部門および研究開発部門である。 
 
事業を守るために P&G 社は物質の品目リストを作り、現在、REACH 実施戦略を策定

している。予備登録および登録される物質についてはすでに関係書類(dossiers)を準備し、

産業連盟とともに作業している。 
  

「社内ではこれらの物質のほとんどに関して相当量の作業がすでに済んでいます。製品、

および操業において、安全を確保・遵守するために、実際に、世界中の P&G で 400 名以

上の毒物学者がフルタイムで働いています。今現在の課題は、全てのデータを『REACH
の書式』に入力することです。」と Hilgers 氏は言う。 
 
 P&G 社のような革新的な企業にとってのもう一つの課題は、同社の製品の構成や組成、

物質の使用、トン数、生産工場、これらが変化するので、REACH の要件は動く目標であ

るということである。しかし REACH によって影響を受ける物質の品目リストを進行中の

状態で更新し、データ収集および書類準備のプロセスをできる限り自動的に行えるよう、

社内でいくつかの IT ツールが開発されつつある。 
 
 これと並行して、P&G 社は REACH に対する意識を高めるために仕入先と緊密に連携

し、彼らが確実に P&G 社に供給している物質を予備登録および登録するよう指導してい

る。これは、サプライチェーンの連続性を保証する上で、不可欠なことである。P&G 社

は、同社の全ての仕入先にメールを送り、重要なパートナーとは直接会うことにしている。

仕入先とのコミュニケーションは、P&G 社製品の化学物質使用について、情報を共有す

るのに必須である。 
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同社は、欧州石けん洗剤工業会や COLIPA4 のような産業協会とともに積極的に暴露シ

ナリオを準備した。 
 
標準化されたアプローチを進めることは、調和のとれた条件から仕入先が恩恵を得るの

を助け、P&G 社のような川下ユーザーの負担を軽減するのに決定的に重要である。 
また同社の科学者は、REACH の実施に際して求められることになる化学物質のリスク

評価のための主要な技術的ガイダンスとツールを作成するために、引き続き ECETOC5と

積極的に作業を進めている。 
 
 「もしきちんと実行可能な方法で実施されれば、REACH は、化学物質に対する消費者

の信頼を確立し、安全で有効な利用方法を広める上で素晴らしい機会になり得ると信じて

います。」と Hilgers 氏は述べる。2002 年以来 P&G 社は、同社の製品の化学的知識や安

全性についての情報を提供するウェブサイトを設けている6。将来的には、P&G 社は AISE、

ECHA7および産業団体と共に、リスクと製品の安全な使用に係る消費者との有効な情報交

換に関するガイドラインを準備する用意がある。 
 
(出典：http://echa.europa.eu/doc/press/reach_case4_en_20080603.pdf) 
 
5. 販売業者 

－ 積極的な REACH 戦略を持って － 
 
 Bang & Bonsomer はフィンランドの工業用特殊薬品、プラスチック、および基礎化学

品の大手販売業者である。1927 年に設立され、同社は今日では 9 ヵ国で操業し、270 名程

度を雇用している。 
  

「私たちは、REACH 規則と実施プロジェクトの進展を注視することにより、輸入業者

として、また販売業者として REACH によりもたらされるであろう課題に対して準備して

きました。技術貿易協会は初期段階からこの課題に関するトレーニングを主催し、化学薬

品産業連合が組織した講習会にも参加しました。」Bang & Bonsomer Group Oy の 高経

営責任者 Johan von Knorring 氏はこう述べる。 
 
Bang & Bonsomer Group Oy は、REACH 導入による課題に積極的に取り組んできた。 
・Bang & Bonsomer では 2 年にわたり REACH タスクフォース（特別作業部会）が活

動しており、経営陣は 新情報を把握している。 

                                                 
4 The European Cosmetic Toiletry and Perfumery Association (ヨーロッパ化粧品トイレタリー香水協会) 
5 European Center for Ecotoxicology and Toxicology of Chemicals (化学物質のエコトキシコロジー・トキシ

コロジー欧州センター) （http://www.env.go.jp/chemi/end/hyoka/mat00.pdf） 
6 http://www.pg.com/company/our_commitment/product_safety.jhtml 
7 European Chemicals Agency（欧州化学物質庁） 
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・職員のトレーニングが行われ、顧客に対し REACH に関する説明会が開かれた。 
・EU 域内・域外の仕入先との連絡が図られた。 
・REACH の要件に対応するために、データシステムが改善された。 
・グループのウェブサイトにREACHに関するページを設け、顧客はREACHの要件や、

これに対する Bang & Bonsomer の準備状況についての情報を得た。 
・中国およびロシアの商工会議所と連絡を取り、両国からの輸入に対する REACH の影

響について情報提供した。 
 
 Navigator ツール、欧州化学物質庁（European Chemicals Agency：ECHA）が準備し

た第三国向けのパンフレット、および国内の REACH ヘルプデスクへのアクセスは特に有

用であった。また von Knorring 氏は、社会保健省のウェブサイトは有益な情報源である

と述べる。 
 

Johan von Knorring 氏にとって、次の課題は REACH のプロセスと方法についての数

千ページに及ぶ REACH ガイダンス文書を習得することである。彼は、規則の実施スケジ

ュールを考慮すればガイダンス文書の仕上がり時期はあまりに遅いと考えている。 
 「その上、この書類は母国語で書かれていないのです。」と von Knorring 氏は言う。「そ

れに、我々の質問に対する当局からの答えは、部分的にあまりにあいまいなのです。その

原因の一つは REACH ガイドラインの遅れにあると思っています。我々の仕入先でさえ、

必要な全ての製品を将来供給できるかについて、我々に通知することができないのです。

それで、数ヶ月後（2008 年 6 月）には予備登録が始まるというのに、顧客に対して我々

の製品が入手可能かどうか通知することがまだできません。」 
 
(出典：http://echa.europa.eu/doc/press/reach_case5_en_20080603.pdf) 
 
6.  加盟国の REACH ヘルプデスク 

－ ベルギーの REACH ヘルプデスクは地元企業を支援 － 
 
 REACH に関する欧州の法律は、企業がこの規則を遵守するのを支援するため、各加盟

国に対して国レベルのヘルプデスクを設けるよう求めている。ベルギーでは 2005 年 3 月

に、連邦公共サービス(FPS)、経済、中小企業、自営業、およびエネルギーを担当する省

内にREACHヘルプデスクが開設され、Jean-Pierre Feyaerts氏によって率いられている。

彼は、特に複雑な問題が提示された場合には、チームの同僚の他に FPS および他の省庁か

ら関係者を招聘し、支援を求めることができる。 
 
ヘルプデスクの役割は、純粋に事実を伝え説明することである。関連する義務について

の情報を提供するが、それをどのように実現するかについてのアドバイスを与えることは

できない。実施する責任は企業自身にあるからである。「我々は生の情報を提供しますが、
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もし何か重要なことがあれば、それを伝えるようにします。規則は、読んだだけでは分か

らないこともありますから。企業に対して、たとえば、『仕入先に連絡しなさい』と伝える

のは、我々の役割ではありません。貿易連合ならできますが。」Feyaerts 氏はこう説明す

る。 
 
パートナーシップ 
  

ヘルプデスクは特に初期段階で、ベルギー企業連合(Federation of Enterprises in 
Belgium：FEB)や化学薬品産業と協働作業を実施した。2005 年 5 月以来、彼らの間には

事実情報を提供するインターネットサイトが開設されている8。 
 
政府と産業界のパートナーシップにより、4 枚のエクセルシートから成る品目管理ツー

ルとマニュアルが作成された。これらは無料で入手することができ、企業が物質を項目別

に整理し、予備登録や登録に向けて準備し、REACH における自らの役割と規則導入によ

る影響を判断するのを支援するものである。 
 
ヘルプデスクは特に中小企業を対象に情報提供活動を行っており、REACH に関する

18 ページのパンフレットを作成した。これはインターネットからでも書面でも手に入れる

ことができる。ヘルプデスクは、自らイベントやセミナーを開催することはない。それは

たとえば FEB など他の組織の役割である。しかし、そうしたイベントやセミナーには、

これまでに 30 回ほど参加してきた。 
 
問い合わせ 
  

ヘルプデスクは数ヵ国語で運用しなければならない。問い合わせの 60％程度はオランダ

語、20％がフランス語、残り 20％は英語である。これは、ベルギーにある企業の多くは多

国籍企業の子会社で、グループ全体での情報共有を希望している可能性があることを反映

したものである。質問は、手紙、E-mail、またはフリーダイヤルを使って行うことができ

る。 
  

質問の多くは貿易業者から寄せられる。欧州の全化学物質の 13％がアントワープ港を通

過することを考慮すれば、これは驚くべきことではない。彼らは特に、「唯一の代理人」の

責任に関する情報、および REACH でいう輸入業者や輸入の定義が関税法上の定義と同じ

かどうかに関する指針を求めている。また多くの質問が、塗料、化粧品、あるいは金属を

生産する企業など化学物質の使用者からも寄せられている。 
 
 ヘルプデスクの仕事量は 2007 年初頭から増大し始めた。1 月および 2 月に、過去 2 年

                                                 
8 http://eonomie.fgov.be/reach.htm 
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分の問い合わせに匹敵する問い合わせを受け付けた。現在では、月に 60～70 件受け付け

ているが、たった一つ質問をする人もいれば、多くの質問をまとめてする人もいる。 
 各問い合わせは直ちに受け付けられ、ヘルプデスクは平均して 1 週間以内に返答してい

る。しかし Feyaerts 氏が説明するように、返答の期間にもばらつきがある。「2 日で回答

できる質問もありますが、2 週間かかる質問を受けることもあるのです。」 
  

彼はまた、答に窮する質問があることも認識している。「ベルギーでは、REACH ユニッ

トを、化学セクターそのものを扱う部門ではなく、産業・中小企業を扱う省庁に設置する

ことにしました。我々は、経済一般を扱っていますが、REACH や、REACH と既存の法

律との関係についての細かい質問を受けたときには助けてくれる同僚がいます。」 
 
 彼は、同部署が 2008 年末までの予備登録期間中、これまでと同じような質問を受け続

けるだろうと思っている。しかし 2009 年の 1 月以降は、「間違いが見つかったのですが、

どのように修正すれば良いですか」といった質問を受け付けることになるだろうと予想し

ている。 
 
(出典：http://echa.europa.eu/doc/press/reach_case6_en_20080603.pdf) 
 
7．欧州化学物質庁ヘルプデスク 

－ REACH 規則に対する理解を共有するために － 
 
 欧州化学物質庁(European Chemicals Agency：ECHA)は REACH 規則 77 条 2 項の下

で、規則が発効した日から、物質を登録する製造者および輸入者にアドバイスを与え、支

援する義務を負う。ヘルプデスクは 2007 年 6 月 1 日から運営されている。 
 
ヘルプデスクには今や 12 名のスタッフがおり、REACH、REACH-IT9（化学物質に関

する登録書類一式を提出する企業のためのオンライン機能を提供）、および IUCLID5
（International Uniform Chemical Information Database；化学物質に関するデータを

蓄積し、ECHA への登録を準備するための企業向けソフトウェア）に関するアドバイス

を提供する責任がある。 
  

当初、ECHA はオンラインで単一の申請書式を提供していた。しかし現在は、企業の利

害に直接関連する 3 つのサービスのそれぞれについて特定の書式を持っている（REACH、

REACH-IT、および IUCLID5）。このサービスは無料で、EU 域内の製造者、輸入者ある

いは川下ユーザー、または世界中の他の利害関係者が利用することができる。 
 また、ECHA は事前登録パッケージを作成した。これには、ウェブサイト、宣伝用資料、

                                                 
9 REACH-IT に物質ごとの必須データを入力することにより、オンラインで登録することができる。 
（http://echa.europa.eu/doc/pre-registration/080403%20ECHA-08-B-01-EN_PracticalSteps-web.pdf） 
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注記、規則遵守方法に関するオンライン・チュートリアルが含まれる。 
 
 ECHA ヘルプデスクの責任者 Joachim Ball 氏は次のように説明する。「私たちは質問

者に対して、REACH のもとでの義務を彼らが自分で判断できるように、各種情報を利用

してアドバイスと指導を行います。」 
 
問い合わせ 
 

ECHA は、自らの役割を企業および輸入者への支援であるとしつつも、EU 域内で情報

を求める人は誰でも、まず自国のヘルプデスクに連絡すべきであるとサイト上で明言して

いる。 
 
 ECHA への全ての問い合わせのうち、半数弱は域外、特に中国、日本、北米およびロシ

アからのものである（表 1 参照）。 
 

表 1 問い合わせの発信源 
地域 ％

EU 46
欧州経済領域(EEA)10 1
他の欧州諸国  9
アジア 24
北米 10
その他 3
不明 7

 
ヘルプデスクは、2 週間以内に問い合わせに対して回答することを目指している。現在、

も多い問い合わせは、EU 域内への化学製品の輸入、化学物質の登録、輸入者および「唯

一の代理人」の役割についてである。また予備登録の開始と共に、予備登録および物質の

識別に関する関心もますます高まっている。 
  

ECHA は、ウェブサイト上の FAQ (よくある質問)コーナーを常に更新している。FAQ
の内容は、加盟国の REACH ヘルプデスクと協議、同意されたものである。過去に 3 回更

新されているが、より広範な利用者に対して情報発信する上で効果的な方法である。同コ

ーナーでは関連するガイダンスパッケージへのリンクも備わっている。 
  

現在、問い合わせの数は、2008 年初頭の倍で推移している。2007 年 6 月以降、ヘルプ

                                                 
10 アイスランド、リヒテンシュタインおよびノルウェー。 
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デスクは約 4,400 件の問い合わせに応じたが、そのうち 1,900 件は REACH、2,500 件は

IUCLID5 に関するものであった。 
 
その他の責務 

 
ECHA のヘルプデスクは、REACH ネットワークおよび IT プラットフォームを通して

各国のヘルプデスクを支援している。実際問題として、英語でやり取りが行われることも

多い。 
 ネットワークにより、参加者は情報や 良事例を交換することができる。加盟国のヘル

プデスクが、他のメンバーにも影響のある難しい問い合わせに答える場合や似たような質

問に答える場合に、これは特に有用である。返答案が作成され、調整される。 
 こうした連携は、各加盟国のヘルプデスクが提供する回答の整合性と一貫性を確保し、

REACH 規則に関する問い合わせに対してアドバイスする際に、欧州全体で共通のアプロ

ーチを策定するのに役立つ。 
 
 予備登録期間の終了が近づくにつれ、ECHA は規則の次の実施段階に関する質問が増え

ると見ている。すなわち、物質情報交換(substance information exchange)と、物質の識

別(identification of substances)である。 
 
(出典：http://echa.europa.eu/doc/press/reach_case7_en_20080603.pdf) 
 

翻訳：吉野 晴美  編集：NEDO 研究評価広報部 
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【環境特集】化学物質規制 

 
REACH - ドイツにおける規則導入をめぐる動き 

 
EU の歴史上 も野心的なプロジェクトである REACH1の化学物質規制は、順調なスタ

ートを切った。 
初の１ヵ月で、およそ 16,000 もの物質が、ヘルシンキの欧州化学機関に予備登録さ

れた。 
Sigmar Gabriel 連邦環境大臣は「この規則は、産業界に新たな投資機会を生み出すとと

もに、環境保護と消費者保護のための重要な第一歩となる」と述べた。 
この規則の主要な目的は、それぞれの物質のもつリスクの可能性に関する認識のギャッ

プを縮めることにあり、各化学物質に対する新しい規制システムの導入を通じて、個別の

項目に対して、きめ細やかな知識の蓄積がなされることを狙いとしている。 
このシステムを通じて新たに得られる知識は、革新的な製品開発や製造システムの開発

を行う企業のビジネスにおいても活用されることが望ましいと考えられている。 
また、市民の生活に直結する環境保護、労働者保護、消費者保護の各分野においては、

高いレベルの規制が保証される。 
2006 年末にこの規則が採択されてから、重要な条文が発効するまでの間、主に必要な組

織の設立、付則の整備や実行ガイドの作成に時間が費やされてきた。EU 全体のレベルで

は、欧州化学機関（ECHA）が設立され、関係者に詳細な情報を提供している。ドイツで

は、REACH 適合法が 2008 年 6 月 1 日に発効し、REACH 規則の効率的で健全な実施の

ための共通基盤が提供された。この法は、連邦政府及び州政府に対して、罰則的制限や罰

金を課す権限を与える条文も含んでいる。 
具体的には、10 万ユーロ以下の罰金または 2 年以下の懲役に相当する罰則が、REACH

規則の不遵守に対して課せられている。また、人々の健康・生命・財産を危険に晒すよう

なケースでは、 大 5 年の懲役が科せられる。また、所管官庁の強化策として、所管官庁

を REACH の法令の下にある役割を全うする立場に置き、例えば第三者機関に介入する権

利や、監視目的で異なる機関から情報を得る権利を与える。 

                                                 
1 ・ECHA（欧州化学物質庁 European Chemicals Agency）、 
・REACH（化学物質の登録、認可、評価、制限に関する規則 Registration,Evaluation,Authorization,and 

Restriction of Chemicals)、 
については、下記資料やウエブページ等を参照されたい。 
①NEDO海外レポート1006号（2007.9.5発行）：欧州化学物質庁(ECHA)とREACH規制についてのQ&A(EU) 

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1006/1006-02.pdf 
②経済産業省 

http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/reach.html 
③環境省 

http://www.env.go.jp/chemi/reach/reach.html 
④REACHの基本的な説明については、経済産業省のサイトに掲示されている以下の資料などがある。

http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/files/reach/REACH080516.pdf 
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欧州全体のディシジョンメイキングに貢献する機関として、連邦労働安全衛生研究所

(BAuA)内に、連邦化学物質局が設立された。その役割は以下の通りである。 
・登録時の提出物として登録者が提出した試験結果資料の評価 
・欧州化学機関、欧州連合および加盟国の所管官庁と協働した化学物質の分類、ラベリ

ングの調整 
・研究開発における REACH 規則の除外規定に関して、欧州化学機関の原案に対する助

言・提言 
・連邦環境省や連邦リスクアセスメント研究所、他の専門家や所管官庁と連携協力し、

環境問題、健康問題、労働安全問題など特定の分野における、個別のケースに対する化

学物質の評価 
連邦化学物質局はまた、企業に対して、彼らが遵守べき義務についてのガイダンスを行

う「REACH ヘルプデスク」の運用を開始した。 
現在、このヘルプデスクには多数の問い合わせが寄せられており、この問い合わせの数

の多さが、REACH に関する情報提供に対する企業の関心の大きさを示しているとともに、

REACH が大きな効果を持つべく始動していることを物語っている。 
また、この制度を後押しする動きとして、既存の化学物質規制法(Chemikaliengesetz)

を改訂する形で REACH 規則と国内法との調整作業を行う予算が、2007 年 12 月にドイツ

連邦政府によって決定された。 
この予算は現在、REACH 規則に関してさらなる法改正を求める連邦参議院（ドイツ連

邦各州の代表者による議会）にて審議中であるが、遅くとも今年度中には議会を通過、実

行に移されることになる。この予算はまた、ドイツにおける REACH 規則を実施するため

の所轄官庁の決定・アレンジと制度設計に係る調査費に充当される。 
 

 
参考文献 
連邦環境省プレスリリース 
Guter Start für europäische Chemikalienverordnung 
Berlin, 02.07.2008 

http://www.bmu.de/pressemitteilungen/aktuelle_pressemitteilungen/pm/41930.php 
 

Clifford Chance Global Environmental Group 
01.07.2008 
Germany: REACH UPDATE: German Cabinet Proposes A National Implementation 

And Enforcement Regime For REACH 
http://www.mondaq.com/article.asp?articleid=63076 
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【環境特集】環境政策 
 

2007 年の環境政策レビューと今後の見通し（EU） 
 

 欧州委員会は 7 月 2 日、「2007 年環境政策レビュー(2007 Environment Policy  
Review)1」を採択した。この内容は、昨年の EU 及び加盟国の主な環境政策の進展状況、

EU の主要な環境目標（第六次環境行動計画 2 による）の進捗状況について述べたもので

ある。また新しい知見と加盟各国の環境実態に焦点を当て、次の年の主要な課題を指し示

している。 
 
 環境レビューでは、「2007 年は EU 環境政策の転換期であった」としている。また、第

六次環境行動計画の主要なコミットメントは実行されたこと、環境問題は政策の中心課題

である、としている。 
環境政策レビューの付属文書として、「委員会スタッフ作業文書（Commission Staff 

Working Paper）」があり、こちらは統計データ、各国の状況を含む、より具体的な内容と

なっている。記述対象の分野として、(1)気候変動、(2)自然と生物多様性、(3)環境と健康、

(4)天然資源と廃棄物、(5)環境政策におけるより良い規制、の 5 分野がある。 
 
本稿では、付属文書の中から、(3)環境と健康、(4)天然資源と廃棄物、の 2 つの内容を紹

介する 3。また統計データについては、(1)大気汚染（PM10）、(2)大気汚染（オゾン）、(3)
有害化学薬品の生産量、(4)自治体廃棄物、(5)包装廃棄物のリサイクリング、(6)環境税、

の 6 つを取り上げる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 COM(2008)409 
2 6th Environment Action Programme 
3 (1)の気候変動については、NEDO 海外レポート 1030 号（地球温暖化特集号：2008.10.1 発行）で取り上げ

る予定である。 

目 次 
1. 環境と健康 
2. 天然資源と廃棄物 
3. 統計データ 
 3.1 都市部人口の大気汚染（粒子）への暴露 
 3.2 都市部人口の大気汚染（オゾン）への暴露 
 3.3 有毒化学薬品の生産量 
 3.4 人口 1 人あたりの自治体廃棄物発生量 
 3.5 包装廃棄物のリサイクリング率 
 3.6 税収入における環境税の割合 
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1. 環境と健康 
 

2007 年の重要な出来事 

 きれいで健康的な環境は人の幸福にとって不可欠なものである。人の健康に対する環境

からの脅威を抑制するため、欧州委員会は 2007 年も化学物質、水や大気質を含む様々な

分野で活動した。 
 
 「2004～2010 年 環境および健康行動計画（中間報告）（2004-2010 Environment & 
Health Action Plan）」は、「環境政策、厚生政策および関連する研究分野の間で、より緊

密な連携を実施できたことが、この 3 年間の主要な業績の一つである」と結論づけた。欧

州委員会は今後も引き続き、環境問題と健康問題について、他の政策との関連性を考慮し

つつ、総合的な立場で取り組む。 
中間報告への対処として、EU 加盟各国の環境大臣は、「環境問題における健康関連面の

さらなる進展を求める決議」を採択した。 
 
 6 月には、欧州の化学物質に関する新規則「REACH（Registration, Evaluation, 
Authorization and Restriction of Chemicals：化学物質の登録・評価・認可及び制限に関

する規則）が発効した。REACH は、化学物質の安全な使用を確実にするリスク管理措置

特定のために、今日使用されている約 3 万の化学物質を登録することを求めている。ヘル

シンキにある新しい欧州化学物質庁がシステムを運営し、評価を調整し、化学物質に関す

る情報への一般からのアクセスを可能にするために、データベースを管理している。

REACH を充足するために、欧州委員会は、化学物質の分類・ラベリング・包装を、国連

の基準に沿って整理する法律を提案した。 
 
 「残留性有機汚染物質（Persistent Organic Pollutant：POP）に関するストックホルム

条約」の欧州共同体実施計画が 2007 年 3 月に採択された。これは、条約で課された義務

を果たすために POPs を管理する措置を検討し、その効率性および十分性を評価し、追加

措置の必要性を明らかにしている。 
 
 2005 年以来、ナノ素材の安全面に関する知見が緊急に必要であるとのコンセンサスが形

成され、「ナノテクノロジー行動計画 2005-2009 年（2005-2009 Nanotechnologies Action 
Plan）」で提起された。2007 年の第 1 回実施報告書は、全ての利害関係者がこのアプロー

チに関係していることを示した。 
 
 12 月、欧州委員会は、産業排出に関する新法規の提案を採択した。これは、特定の産業

部門における排出制限を厳格にし、環境査察のための基準を導入し、中規模の燃焼工場に

まで規制の範囲を拡大するものである。同提案は、改正総合公害防止管理指令（revised 
Integrated Pollution Prevention and Control Directive）と他の 6 つの部門別指令（大規
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模燃焼工場に関する指令、廃棄物焼却に関する指令、溶媒放出に関する指令、および二酸

化チタンの製造に関する 3 つの指令）を融合するものである。12 月にはまた、欧州理事会

と欧州議会が、「欧州の環境大気質および清浄な空気に関する指令（Directive on ambient 
air quality and cleaner air for Europe）」について合意に達した。この新指令も、別々の

指令を融合し、加盟国に対してより柔軟性を与えて、基準を満たすことを容易にしている。

加盟国は、都市部における微小粒子状物質（PM2.54）の暴露レベルを、2020 年までに対

2010 年比で平均 20％削減することを求められる。 
 
 これに先立ち、新しい車両排出基準（ユーロ 5：Euro 5、およびユーロ 6：Euro 6）が

欧州理事会と欧州議会により正式に採択され、これにより、粒子については 2009 年から、

窒素酸化物については 2014 年から排出基準が更に厳しいものとなる。ユーロ 5 により、

ディーゼル車両には粒子フィルターが導入されることになるだろう。欧州委員会は更に、

ヘビーデューティービークル用の新しい排出基準（ユーロ 6）を提案した。欧州理事会と

欧州議会が採択すれば、これにより、トラックやバスからの排ガスが軽減されることにな

る。  
また、欧州委員会は、2007 年 9 月に「都市部の移動性に関するグリーンペーパー（Green 

Paper on urban mobility）」を採択し、フォローアップ活動に関する公的な協議を開始し

た。これは、2008 年秋に「都市部の移動性に関する行動計画（Action Plan on urban 
mobility）」で示されることになる。委員会はまた、都市部の持続可能な輸送計画に関する

意見公募について、ガイダンスを提出した。公共調達に関しては、公共輸送サービス用の

車両調達に環境的側面を導入する指令が提案された。 
 
 水政策に関しては、「欧州水情報システム（Water Information System for Europe：
WISE）」が 2007 年 3 月に立ち上げられ、EU 全域から広範なデータが集められる。「水枠

組み指令（Water Framework Directive）」の第 1 回実施レポートは、加盟国が顕著な進

捗を見せたものの、「2015 年までに全ての水域において優良な水質」という目標を達成す

るためにはより一層の努力が必要であることを示した。2 つの相互に関連する実施報告書

（都市廃水処理指令に関するもの、および硝酸塩指令に関するもの）は、重大な欠点があ

ること、及び実施が不完全であることを示した。すなわち、①EU 域内の全ての処理プラ

ントの 51％しか基準に達していなかったこと、②硝酸塩による汚染の悪化が地下水観測地

点の 36％、地表水観測地点の 14％で認められたこと、である。欧州委員会は、いくつか

の加盟国に対して、主要な水指令を適切に導入または実施しなかったことを理由として提

訴した。しかし、2007 年の「水浴び場報告書（bathing water report）」は、EU 全域の水

浴場の多くが 2006 年には EU 衛生基準を満たしていたことを明らかにした。 
 
 

                                                 
4 編集部注：PM（particulate matter）。PM2.5 は直径 2.5μm 以下の微小粒子状物質で、肺ガン、ぜんそく、

気管支炎などを引き起こすと考えられている。  
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新しい知見 
 
● 水中への窒素、大気へのリンやダイオキシン、といった産業汚染物質の排出は、顕著に

減少したが、その他の汚染物質は増加し続けている。2009 年以降、「欧州汚染物質排出･

移動登録（European Pollutant Release and Transfer Register）」が現行の「欧州汚染

物質排出登録（European Pollutant Emission Register：EPER）」に置きかえられ、よ

り広範な物質と活動分野に適用される 5。 
● 高圧線の近辺で長期間生活することにより、ある種の癌を発症するリスクが増加する可

能性がある。特に、幼少期に高圧線から 300 メートル以内に住んでいた人は、白血病や

リンパ腫といった癌の発症可能性が 大 5 倍高くなっている 6。 
● ある種の病気、特に昆虫を介した伝染性の病気が爆発的に広がる可能性は、気候変動に

伴い増加している。この 10 年で病気を媒介する昆虫（媒介生物）の一部は大幅に分布

を変化させている。たとえば、チクングニヤ熱（かつてはアフリカ、南アジアおよび東

南アジアでのみ見られた病気）が近年北イタリアで大発生し、北欧でブルータング病が

畜牛に広まった 7。 
 
2008 年の見通し 

 
● 欧州委員会は、「国別排出量上限指令(National Emission Ceilings Directive：NECD)」

8 の改正を提案予定である。 
● 多くのオゾン層破壊物質（ozone depleting substances）の使用は減少、あるいは段階

的廃止になっているが、オゾン層破壊物質に関する規制条項の一部は明確化、簡素化の

ために、更新あるいは撤廃する必要がある。 
● 飲料水指令（Drinking Water Directive）の改正が 2008 年に計画されている。現在、

全部で 48 種類の微生物および化学物質パラメータが定期的に監視、検査される必要が

ある。 
● REACH 規則の運用が始まる。2008 年 6 月に運用を開始し、段階的に導入される物質

の予備登録を 2008 年 6 月から 12 月まで受け付ける。 
 
2. 天然資源と廃棄物 
 
2007 年の重要な出来事 
                                                 
5 EPER Review 報告書（http://www.eper.cec.eu.int） 
6 Lowenthal et al. (2007) Internal Medicine Journal. 
7 Patz et al., (2005) Nature; Chretien and Linthicum (2007), The Lancet 
8 編集部注：EU 全域及び各国の施策を通して、2010 年までに達成しなければならない SO2(二酸化硫黄)、

NOx(窒素酸化物)、NH3(アンモニア)及び VOC(揮発性有機化合物)についての国別の排出量上限を規定した

もの。（参照：環境大気質に関する新指令、NEDO 海外レポート 1016 号、2008 年 2 月 6 日発行、 
（http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1016/1016-04.pdf）） 
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現在の消費・生産パターンにより、ある種の天然資源は急速に枯渇する可能性がある一

方で、廃棄物などにより環境に深刻な影響を招きつつある。欧州委員会は 2007 年に、資

源効率と環境技術革新を域内および国際的に推進するための戦略一式を策定した。同戦略

では、廃棄物政策も更に改善されている。 
 
改正された「EU 持続可能な開発戦略（Sustainable Development Strategy）」に盛り

込まれた要件に対応して、欧州委員会は「持続可能な消費と生産に関する行動計画（Action 
Plan on Sustainable Consumption & Production：SCP）を策定中である。 初のステッ

プとして、2007 年には様々な協議ラウンドが開かれた。新たな行動が必要であることが十

分に理解され、消費が行動計画における 重要分野であると考えられている。 
 
欧州委員会の環境技術行動計画（Environmental Technologies Action Plan：ETAP）9

実施に関する第 2 回報告書は、進捗状況を評価し、将来のための優先順位を設定する。21
の加盟国は、対策を盛り込んだ国別ロードマップを提出した。これは、自国の対策が、他

の加盟国で導入される可能性も考慮したものである。中小企業の環境対策を支援するため

の「競争と革新のための枠組み計画（Competitiveness and Innovation Framework 
Programme：CIP）」10の下で想定された 3 つのツールのうち、 初のものは、2007 年に

立ち上げられた。高成長で革新的な中小企業機関（欧州投資基金が管理）により、資金調

達が容易になるものと考えられる。2 億 2,800 万ユーロが 2007－2013 年の環境技術革新

のために割り当てられている。EU 全域に及ぶしくみには様々な選択肢がある。そこで欧

州委員会は 12 月、環境実績と新技術の環境に対する潜在的な影響を検証するために意見

募集を開始した。 
 
国連環境計画（United Nations Environment Programme：UNEP）との協力のもと、

世界の政策立案者に信頼できる科学的アドバイスを提供するために、欧州委員会は 11 月、

「持続可能な資源管理に関する国際パネル（International Panel for Sustainable 
Resource Management）」を設置した。 

 
使用されていないほとんどの船舶は、現在、危険な条件下で深刻な汚染リスクを伴いな

がら、南アジアで解体されている。高まる懸念に対応し、欧州委員会は「より安全な船舶

                                                 
9 編集部注：気候に優しい技術など、EU におけるエコ技術の開発促進と、その用途の拡大を支援するもの。2004

年策定。（http://ec.europa.eu/environment/etap）（参照：気候変動に立ち向かうための EU の研究開発、

NEDO 海外レポート 1020 号、2008 年 4 月 9 日、

（http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1020/1020-03.pdf）） 
10 編集部注：欧州企業の競争力強化を目的としたプログラムで、主に中小企業を対象とする。期間は 2007 年

から 2013 年。http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm (欧州委員会が中小企業の環境対策を支援するプログ

ラムを提案、NEDO 海外レポート 1011 号、2007 年 11 月 14 日、p.98 注 2 を引用

(http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1011/1011-13.pdf)) 
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の解体に関するグリーンペーパー（Green Paper on better ship dismantling）」11を発表

した。このグリーンペーパーは、EU および国際的なレベルの双方で様々な選択肢を提示

している。たとえば、港におけるよりよい廃棄物輸送法の施行、技術協力および軍艦の解

体に関する模範的な手順などである。新しい EU 廃棄物輸送法は 7 月から適用になり、出

航時から目的地に着くまでの廃棄物の適切な処理を確実にすることを目的としている。規

制は、EU 域内および非 EU 諸国への廃棄物輸送に関する既存の法的枠組みを強化し、明

確にする。規制はまた、有害廃棄物の輸出、または他国での処分を目的とした廃棄物の輸

出を禁じている。 
 
欧州議会による第一読会に続き、欧州理事会は 12 月に、「廃棄物枠組み指令（Waste 

Framework Directive）」のための欧州委員会の提案に関する共通の立場を全会一致で採択

した。同指令は、欧州における循環型社会の創設を促進するために、既存の規定を明確に

し、簡素化することを目的としている。 
 
「廃棄物輸送法（Waste Shipment Regulation）」および「埋め立てに係る指令（Landfill 

Directive）」については、加盟国により実施状況に差があること、また、環境に対して深

刻な影響を及ぼす可能性があることから、2007 年に数々の自覚を促すイベントが開催され

た。欧州委員会はまた、主要な廃棄物関連の指令（埋め立てに係る指令、廃電気電子機器

指令（Directive on the Waste Electrical and Electronic Equipment：WEEE）、電気・電

子機器における特定有害物質の使用制限に関する指令（Directive on the Restriction of 
the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment：
RoHS）、および廃自動車に係る指令（Directive on the End-of-life Vehicles：ELV））を適

切に実施、導入しなかったことを理由として一部の加盟国の提訴を開始した。 
 

新しい知見 
● 近の研究は、 も費用効果の高い環境改善の方法を明らかにした。2006 年のライフ

サイクルアプローチでは、輸送、食物、建物の 3 つが、 も汚染を引き起こす効果が

高いものであるとされた。乗用車では、エンジンの改善、重量削減、ハイブリッド自

動車への移行が、環境上の利益は、特に高い。肉、及び乳製品では、 も大きい改善

の可能性として、農業生産方法の改善（例えば豚用の飼料）や、より良い家庭管理に

                                                 
11 編集部注：2007 年 5 月 22 日発表。船舶の解体される状況を憂慮し、安全な船舶のリサイクルに関する

国際条約が策定・実施されるまでの間、EU レベルで取るべき行動が示されている。この中には海運業界

に課税して「船舶解体基金」を創設する案も盛り込まれている。 
（参照：プレスリリース Environment: Commission issues Green Paper on safer ship dismantling, 
IP/07/693, 22 May 2007 

（http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/693&format=HTML&aged=0&language
=EN&guiLanguage=en）；Green Paper On Better Ship Dismantling (presented by the Commission), 
COM(2007)269 final, 22.5.2007, 
 (http://ec.europa.eu/environment/waste/ships/pdf/com_2007_269_en.pdf）) 
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より、食物を無駄にしないということがあげられる。建物に関しては、断熱方法が環

境改善の主役であることが示された。12。 
● 埋め立てに関わる指令（Landfill Directive）の要件に沿った埋め立ては、新規加盟の

10 ヵ国で同じように進展しているわけではない。違法投棄、投棄場所に関する法的責

任は主として自治体レベルにあり、行政能力の欠如からほとんど強制措置が取られな

かった13。 
 
2008 年の見通し 
 
● 欧州委員会は以下を行う。 

－持続可能な消費および生産に係る行動計画（Action Plans on Sustainable 
Consumption & Production）、および持続可能な産業政策に係る行動計画（Action 

Plans on Sustainable Industrial Policy）を提示する。エコ表示や EMAS 規則

（Eco-Management and Audit Scheme Regulation）14の改正を含む既存の手段やイ

ニシアティブを、環境に配慮した公共調達、エコデザインへと更に発展させ、 
強化する。また流通経路の改善に向けて、小売業者と連携する計画である。 

－WEEE および RoHS 指令を改正し、効率と効果を高め、実施と強制力を向上させる。 
－EU 環境技術検証のしくみに関する法案を提示する。 
－船舶の解体に関する EU の戦略を提示する。 
－特に査察と抜き取り検査に関して、新廃棄物輸送法にさらなる強制力を持たせる。 
－6 月に、持続可能な消費と生産に関するマラケシュプロセス(Marrakech Process)15

に基づいて地域会議を組織する。 
 

－規制を受けない廃棄物投棄を撲滅し、特に EU12 ヵ国での埋め立てを EU の基準に

従わせる努力を続け、必要に応じて法的措置に訴える。 
 
● 欧州議会と欧州理事会は、2008 年初頭に廃棄物枠組み指令（Waste Framework 

Directive）の第二読会を開始する。共同決定手続きは 2008 年中に完了する計画。 
 
3. 統計データ 
 

                                                 
12 2007 年 IPTS-IMPRO（製品による環境改善）調査。2006 年の EIPRO（製品による環境への影響）調査の

続き。 
13 環境総局の委託による「廃棄物の埋め立てに係る指令 1993/31/EC」の実施に関する追跡調査、2007 年 6

月。 
14 環境管理・監査スキーム規制。環境保護には法規制だけでは限界があることから、企業や組織が自発的に環

境政策を推進することを目的に、1993 年に欧州理事会で採択された制度。 
15 編集部注：マラケシュプロセスとは、2002 年 9 月に南アフリカのヨハネスブルグで開催された「持続可能

な開発に関する世界首脳会議」での成果文書の１つ「持続可能な消費と生産に関する 10 年枠組み」の通称。 
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3.1 都市部人口の大気汚染（粒子）への暴露 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

出典：欧州委員会環境理事会、情報公開決定 1997/101/EC および指令 2002/3/EC に基づく加盟国による報告義務 

図 1 都市部人口の大気汚染（粒子）への暴露(μg PM10/m3)16 
 
粒子状物質(PM:particulate matter)への暴露は健康にとって重大なリスクとなる。都市部

における PM10 のバックグラウンド濃度の年間平均(汚染に曝された人口による重み付け

済)を示す(図 1)。EU 加盟国間で大きな差異が見られる。アイルランドとフィンランドで

は 15μg/m3以下であるが、10 ヵ国（ベルギー、チェコ共和国、ギリシャ、スペイン、イ

タリア、オランダ、ポーランド、ポルトガル、スロベニアおよびスロバキア）では 30μg/m3

以上の汚染レベルを記録した。 
 EU25 ヵ国のデータをみると、2005 年は 2003 年より若干改善している。しかし、2004
年のデータと比較すると、EU 域内およびほとんどの加盟国で状況が悪化していることが

わかる。特に、ギリシャ、イタリア、スロバキアで大気質が明らかに悪化したが、ベルギ

ー、ドイツ、オランダ、スロベニアおよびスペインで、改善の兆しが見られた。 

                                                 
16 都市部のバックグラウンド地域における、人口による重み付けを行った粒子状物質の年間平均濃度（PM10：

直径 10μm 以下の粒子状物質）。正確な比較を行うために、3 年間を通して動作した測定ステーションのデ

ータのみを使用している。このため、対象国は 18 ヵ国に留まっている。          
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 2005 年に大気質が悪化した 大の原因は、交通量にあると考えられる。すなわち、PM10

の環境基準超過分の半分以上 (そして、オゾンの環境基準超過分の少なくとも 1/5 以上) は、 
地域の交通量によって引き起こされている17。 
 
3.2 都市部人口の大気汚染（オゾン）への暴露 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

出典：欧州委員会環境理事会、情報公開決定 1997/101/EC および指令 2002/3/EC に基づく加盟国による報告義務 

図 2 都市部人口の大気汚染（オゾン）への暴露18 
  
対流圏での高濃度のオゾンは、人の健康にとって重大なリスクとなる。すなわち、夏のピ

ーク濃度時だけでなく、低濃度であっても持続的に曝されていると、我々の健康にかなり

有害な影響を与える。オゾンの指標は複合的なリスクを測定したもので（低濃度からのも

のを含む）、ゼロ以上の数字であれば健康へのリスクが考えられる(図 2)。 
 
                                                 
17 加盟国による環境大気質に関する年次報告 2005 年版。EEA 2008 年 1 月。 
18 都市部のバックグラウンド地域における、人口による重み付けを行ったオゾンの年間平均濃度

（SOMO35：Sum of Means over 35 ppb ozone）。正確な比較を行うために、3 年間を通して動作した測定

ステーションのデータのみを使用している。このため、対象国は 17 ヵ国に留まっている。 
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 オゾンの濃度は加盟国により大きな差が見られる。これは、地理的・気候的な条件、地

域の大気放出、国境を越えた要因に左右されるからである。ギリシャ、イタリアおよびス

ロバキアは 2005 年の上位 3 ヵ国である。 
 
 ほとんどの加盟国で、2003 年の熱波によりオゾンの濃度上昇が見られた一方、2004 年

には低下した。しかし 近のデータによれば、EU 域内で再び悪化傾向が見られる。特に、

2005 年はスロベニア、ポーランドおよびイタリアで対 2004 年比 20％以上、上昇した。 
 
3.2 有毒化学薬品の生産量 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

出典：Eurostat 

図 3 有毒化学薬品の生産量（100 万トン）、毒性クラス別19 
 
 2006 年、EU25 ヵ国は 2 億 700 万トンの毒性産業化学物質を製造したが、これは製造

された全化学物質の 60％に相当する。図 3 に示された毒性化学物質は、5 つの毒性クラス

に分類されている。 も危険なものは CMR 化学物質（発癌性：carcinogenic、突然変異

誘発性：mutagenic、生殖毒性のある化学物質：reprotoxic）で、以下、慢性毒性化学物質、

毒性の高い化学物質、毒性化学物質、有害化学物質と続く。危険性の高い上位 3 クラスの

化学物質で、製造された全毒性化学物質の 40％を占める。  
 
                                                 
19 分類は、危険化学物質指令（指令 67/548/EEC、2001 年に 終修正）の付属文書 6 に記載された個々の物

質に割り当てられたリスク用語による。この指標の一部を構成する物質は、中間体から、消費者に利用され

ることを目的とした家庭用化学物質まで、広範である。中間体の場合、製造および合成に関わる作業者のみ

に暴露が起こり得るものから、処理や輸送中に環境中に放出される可能性があるものまで様々ある。 

CMR 
化学物質 

慢性毒性 
化学物質 

毒性の高い 
化学物質 

毒性 
化学物質 

有害 
化学物質 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1028,  2008.9.3 

29 

 

イ
ギ
リ
ス 

 

ス
ロ
バ
キ
ア 

 

ス
ロ
ベ
ニ
ア 

 

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン 

 

ル
ー
マ
ニ
ア 

 

ポ
ル
ト
ガ
ル 

 

ポ
ー
ラ
ン
ド 

 

オ
ラ
ン
ダ 

 

マ
ル
タ 

 

ラ
ト
ビ
ア 

 

ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク 

 

リ
ト
ア
ニ
ア 

 

イ
タ
リ
ア 

 

ア
イ
ル
ラ
ン
ド 

 

ハ
ン
ガ
リ
ー 

 

フ
ラ
ン
ス 

 

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド 

 

ス
ペ
イ
ン 

 

ギ
リ
シ
ャ 

 

エ
ス
ト
ニ
ア 

 

デ
ン
マ
ー
ク 

 

ド
イ
ツ 

 

チ
ェ
コ
共
和
国 

 

キ
プ
ロ
ス 

 

ブ
ル
ガ
リ
ア 

 

ベ
ル
ギ
ー 

 

オ
ー
ス
ト
リ
ア 

 
 

 
 
 

 
 

 

Ｅ
Ｕ
１
５ 

 

Ｅ
Ｕ
２
７ 

 
 

 このデータ（EU15 ヵ国が対象、2004 年からは EU25 ヵ国が対象）は、1995 年から 2006
年の間に EU15 ヵ国で製造された毒性化学物質は 19％増加（すなわち、年間平均約 1.7%
増加）したこと、また特に、 も毒性の強い化学物質の減少が見られなかったことを示し

ている。更に、EU15 ヵ国で毒性化学物質の製造が、報告期間の 後の 5 年間（2002 年か

ら 2006 年）で 4.5%増加したが、2006 年には若干減少した。 
 
 もし毒性化学物質グループにおける CMR 化学物質の高い増加（1995 年～2006 年で

18％増、年間平均では 1.6%増）が続くのであれば、懸念材料であるといえる。ライフサ

イクルアプローチに基づく REACH は、毒性化学物質の製造を 大限に削減することを目

指している。 
 
3.4 人口 1 人あたりの自治体廃棄物発生量 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

出典：Eurostat 
図 4 人口ひとり当たりの自治体廃棄物発生量(kg) 

廃棄物の排出と管理は、天然資源の利用方法と深く関連している。過度の廃棄物排出は

資源の非効率的利用の表れであると見なされる一方で、廃棄物に含まれる物質やエネルギ

ーの回収は資源のより良い利用につながる。 
 EU は、廃棄物排出量を削減し、リサイクルされ回収される（すなわち、経済生産サイ

クルへ再投入される）廃棄物の割合を増加させることにより、資源利用に伴う全体的な環

境負荷を削減することを目標に掲げている。「自治体廃棄物の排出を 2000 年までに一人あ
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たり 300kg まで削減する」という EU の目標は、達成されなかった。以来、新しい数値目

標は設定されていない。 
 廃棄物処理に関する EU 全体の統計は、全廃棄物排出量の約 14%を占める自治体廃棄物

20についてのみ入手可能である。2006 年には EU27 ヵ国で一人あたり平均 517kg の自治

体廃棄物を排出したが、EU15 ヵ国では同 563kg であった。2006 年全体では、EU27 ヵ

国で排出した自治体廃棄物は 2 億 5500 万トンで、そのうち 41％は埋め立てられ、19％は

焼却された。 
 加盟国間で、廃棄物の排出量には大きな差異がある。アイルランドでは、一人あたりの

自治体廃棄物排出量は 804kg で、キプロスとデンマークが同 730kg 以上でこれに続く。

ポーランドは同 259kg で EU27 ヵ国平均の 50％、スロバキアとチェコ共和国は同 300kg
程であった。 
西ヨーロッパ諸国における一人あたりの自治体廃棄物排出量は、高レベルであるものの

安定している。2006 年まで、対 2004 年比で約 10％増加し続けている加盟国もある(たと

えば、ルーマニアとスロバキア)。一方、2004 年から 2006 年にかけて 4％あるいはそれ以

上、一人あたりの自治体廃棄物排出量を削減した国もある(たとえば、ブルガリアとスペイ

ン)。ラトビアで 2006 年に排出量が増大したのはレポートシステムが改善され、より正確

なデータが把握できるようになったからである。 
 

                                                 
20 自治体廃棄物（municipal waste）は、地方自治体当局によって、あるいは当局の委託を受けて収集された

廃棄物を指す。この廃棄物のほとんどは家庭から排出されるが、商業施設、オフィスおよび公共機関からの

排出も含まれる。 
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3.5 包装廃棄物のリサイクリング率 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：欧州委員会環境理事会、欧州委員会決定 97/138/EC および 2005/270/EC に基づく加盟国による報告義

務；2004 年のデータは EU25 ヵ国が対象；スロバキアは 2005 年のデータを提出していない。；マルタ

はいかなるデータも報告していない。 
図 5 包装廃棄物のリサイクリング率 

 
 リサイクルは、より責任ある天然資源の管理に益する。それは、埋め立てや焼却される

原材料を節約し、また未使用の（virgin）原材料の代わりにリサイクルさてた原材料を使

用することにより、環境に与える影響を減少させることができるのである。包装廃棄物は

全廃棄物量の 5％を占めている。 
 
 2005 年には、EU27 ヵ国で 55％の包装廃棄物がリサイクルされたが(図 5)、これは、す

でに 2008 年の目標を達成したことを意味する。特に、紙および複合材板からできた包装

廃棄物の 73.5%がリサイクルされたが、プラスチック容器のリサイクルは 24.8%にとどま

った。個々の加盟国によりリサイクルの実績が異なることは、更に改善する可能性がある

ことを示唆している。ベルギーとドイツはリサイクリング率 68％以上を維持する優良国で

あるが、いくつかの国（キプロス、ルーマニア、ポーランド）ではリサイクル率は 30％以

下に留まっている。 
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 2003 年から 2005 年の期間中、リサイクル率だけでなくリサイクルの傾向にも違いが見

られた。すなわち、ほとんどの加盟国でリサイクル率が増加した。特にスロベニアは 11％
ポイント（34%から 45%）増加したが、減少した国も見られた。特に、キプロスは-11％
ポイントおよびスウェーデンは-12％ポイントであった。 
 
 市場に投入される一人あたりの包装の量は全般的に増加しているが、これは、包装およ

び包装廃棄物の生産・発生を抑制しようとする指令の目的とは相容れないものである。 
 
3.6 税収入における環境税の割合 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

出典：欧州委員会、Eurostat、および課税関税連合理事会、「EU における課税動向：加盟国および 

ノルウェーのデータ」、2007 
図 6 税収入における環境税の割合 

 
 環境税は、環境政策の目的を達成するための市場原理に基づく効率的な方法である。

2005 年の EU27 ヵ国の全税収入に占める環境税の割合は 6.6%であった(図 6)。環境税の

使用用途には加盟国間で大きな差異が見られる。全税収入に占める環境税の割合は、ベル

ギー、フランス、スペインおよびスウェーデンでは 6%以下、デンマーク、オランダは 10%
以上であった。労働で得られる収入にかかる税と比べると、環境税の比率は低いといえる。 
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 2003 年から 2005 年の期間中、全 EU27 ヵ国の環境税の比率は 6.9%から 6.6%へ減少し

ている。2006 年の第 1 回目のデータでも、減少傾向が確認された。加盟国間でも傾向は

かなり異なっている。エストニアは 1%ポイント（6.1%から 7.1%）、デンマークは 0.9%ポ

イント、ルクセンブルクとオランダは 0.6%ポイント増加したが、キプロスとルーマニアは

1.5%ポイント、マルタは 1%ポイント減少した。 
 

翻訳：吉野 晴美  編集：NEDO 研究評価広報部 
 
出典：http://ec.europa.eu/environment/pdf/sec_2008_2150.pdf 
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【環境特集】環境都市 

 
ストックホルム市の環境先進プロジェクト（スウェーデン） 

 
ストックホルム市中心の南地区に位置する（都心部から南東約 4km ）ハンマルビー・

ショースタッド（Hammarby Sjöstad）地区は、環境汚染問題にも取り上げられた古い工

業地区であった。90 年代初頭、ストックホルムを 2004 年開催オリンピックの選手村候補

地にするため、ストックホルムの市議会はこの地域を都市として環境保護の先進モデルと

することに同意し、市主導のプロジェクトが開始された。これは、古い工業地区にあった

港や運河を再開発し､特に環境問題に焦点を絞って､ウォーターフロント型環境先進エコ住

宅都市を建設するものであった。建設は 1993 年に始まり、現在も継続中である。 
 

ハンマルビー・ショースタッドの全景 
出所）ストックホルム市ウェブサイト 

 
この新都市開発プロジェクトは､現在スウェーデンに於いて手掛けられているものでは

大規模のもので、2018 年の完成時には、およそ 11,000 戸のマンションが建ち並び、2
万人以上が居住する予定である。 
現在、中心の大通りには、商店、レストラン、オフィス、学校、保育園などが立地し、

街区ごとに保育園や高齢者のデイサービスが配備され、その周辺には高さが統一された集

合住宅が立ち並んでいる。また、川や街路樹など調和がとれた景観が作られている。こう

した環境から、小さな子供を持つ家庭から高齢者まで幅広い世代が居住している。 
この地区では住宅地域、オフィス街など機能毎の明確なゾーニングではなく、街の賑わ

いを醸し出すため両者を混在させる多用途開発が実践されている。このように、環境ばか

りでなく、都市デザインや住環境の快適性も追求したプロジェクトとなっているのが特徴

的である。 
ハンマルビー・ショースタッド・プロジェクトにおける主な環境対策とそのポイントを

以下に示す。 
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①排水、家庭廃棄物から消費エネルギーの 50％を賄うシステム 
キッチンで使用される燃料として､下水汚泥や生ごみから発生させたバイオガス（96～

98％がメタンガス）が都市ガス､天然ガスとともに使用されている。また、バイオガスの

一部は車や燃料電池の燃料としても活用されている。 
マンションや道路に取り付けられたカラフルな円筒形の分別用ゴミ箱は地下に繋がっ

ており、分別されたゴミはコンピュータ制御によって定期的に、地下に設置されたパイプ

ラインを通して、負圧により時速 70km で処理場に運搬され、生ゴミはバイオガス生産用

燃料として使用される。これらのシステムは Envac 社の Underground Waste 
Management System（下図）である。 

 
 

Envac 社のゴミ回収システム（Underground Waste Management System） 
出所）Envac 社ウエブサイト 

 
②水消費量を半分に節約するエコシステム 
各家庭の蛇口に空気混入フィルターを付け、50％の泡状の空気を含んだ水を供給するこ

となどで水の使用量を半分にしている。 
 
③燃料電池、太陽電池、屋上緑化などの導入 
スウェーデンに於いて初めて燃料電池が住宅用に使用されている。設置された 3 基（各

5kW 出力）のうち 2 基は SOFC (固体酸化物型燃料電池)で、１基は PEFC（固体高分子形

燃料電池）､それぞれアトリエ風邸宅、集合住宅、展示施設に設置されている。 
太陽電池と太陽熱温水器が設置され、太陽エネルギーが利用されている。太陽電池は集

会所の屋根に瓦の代わりに設置され､太陽電池の躯体が半透明であるため採光性が高く、部
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屋が非常に明るくなっている。太陽熱温水器はアパートの屋根に設置し､温水をアパートの

125 戸に供給している。その他、多くの建物に屋上緑化が施されている。 
 
④省エネ型交通システム 

カーシェアリングや市バス、フェリー、トラムなど多様な交通手段が整備されているほ

か、歩道や自転車道の充実が図られている。 
 
（出典） 
1.Sweden.se ウエブサイト（Jun 27, 2008 ,Hammarby Sjöstad — living green in central 

Stockholm by: Anna Sandelin） 
http://www.sweden.se/templates/cs/Article____19685.aspx 

2.Jetson Green ウエブサイト(Hammarby Sjöstad, A Legitimate Eco-City) 
http://www.jetsongreen.com/2007/10/hammarby-sjstad.html 

3.Cool Town Studios ウエブサイト 
http://www.cooltownstudios.com/2007/09/20/stockholm-swedens-eco-city/ 

4.ストックホルム市ウエブサイト 
http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Fackforvaltningssajter/Exploateri
ngskontoret/Ovriga-byggprojekt-i-innerstaden/Hammarby-Sjostad/In-english/ 

5. Envac 社ウエブサイト 
http://www.envac.net/frameset.asp 
http://www.envac.net/documents/uploaded/Envac_HS_folder_eng.pdf?fileName=Env
ac_HS_folder_eng.pdf 

他 
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【環境特集】ディーゼルエンジン 排気ガス 

 

ディーゼルエンジン NOx 除去用の画期的な触媒技術（米国） 
アルゴンヌ研究所が開発した技術により NOx 排出を 95％削減 

 
 米国エネルギー省(DOE)アルゴンヌ国立研究所の科

学者が開発した、ディーゼルエンジンからの窒素酸化

物（NOx）排出を確実にかつ経済的に 95~100％削減

する特許を取得した新しい触媒が、Integrated Fuel 
Technologies（IFT）社にライセンス供与された。同

社はワシントン州のカークランドに本拠を置く新興企

業である。 
 
 IFT 社はその技術（ディーゼル NOx 除去触媒）を、

温室効果ガス排出を削減する同社の既存の製品に組み

込む計画である、とRobert Firebaugh社長は述べた。

触媒を装着した製品は、相手先商標製品の製造会社

(OEM)へ販売される可能性がある。 
 
 「PACCAR、Cummins、Siemens、BASF、Corning、
John Deere のような OEM は、ディーゼル NOx 除去

触媒で強化された我が社の製品に興味を示していま

す。」と Firebaugh 氏は言った。「こうした企業は、こ

の技術が耐久試験に耐え得るかを知りたがっていま

す。」 
 
 「触媒は、既存のディーゼルエンジン車に簡単に装着することもできます。」技術の開発

を率いたアルゴンヌ国立研究所の科学者 Christopher Marshall 氏は、こう述べている。

「現在 1,100 万台のディーゼルエンジン車が走っていることを考えれば、この技術に対す

る潜在的な顧客数はかなり多いといえます。」 
 
 NOxの排出は、米国環境保護庁(EPA)によって 2007年 1月 1日から規制が強化された。

この規制は、年間 260 万トンのスモッグ誘発公害物質の排出を 2010 年までに段階的に削

減するという、厳格なものである。 
 
 カリフォルニア大気資源委員会（California Air Resources Board：CARB）によって設

定された排出基準は米国の中で も厳しいものである。アルゴンヌ研究所と IFT 社は、 
ディーゼル NOx 除去技術が CARB 基準を満たすことを目指している。 

 
NOx キラー： 
ワシントン州カークランドにある
Integrated Fuel Technologies 社は、デ
ィーゼル排気ガスから有害な酸化窒
素物の除去に取り組んでいるディー
ゼルトラックメーカーにとって有用
な、アルゴンヌ国立研究所が開発し
た触媒のライセンスを獲得した。ア
ル ゴ ン ヌ の 科 学 者 Christopher 
Marshall 氏（写真前面）は、触媒を披
露している。アルゴンヌ研究所の研
究員 Sundar Krishnan 氏（写真左奥）
と Steve Ciatti は実験の準備をしてい
る。 

（写真：アルゴンヌ国立研究所）
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IFT 社はまた 2 年間の研究協定の下、アルゴンヌ研究所と協力して、さまざまな種類の

輸送用アプリケーションにも適用可能かどうかをみるために、同技術の寿命をテストし、

実際に適応可能であることを実証する予定である。 
 
 ディーゼル NOx 除去触媒は、触媒コンバータのようにセラミックれんがをコーティン

グしたもので、車両の排気システムに装着する。この技術は、粒子状物質（particulate 
matter：PM）捕捉フィルターと連動して機能する。PM 捕捉フィルターがディーゼルの

排ガスからすすを除去し、さらにディーゼル NOx 除去触媒が NOx の排出を抑える。 
 
 「ディーゼル NOx 除去触媒技術にとって重要なのは、還元剤です。」と Marshall 氏は

言った。「興味深いことに、NOx を窒素に還元するのはディーゼル燃料なのです。窒素は

無害な化合物で、地球の大気の大部分を占めています。ディーゼル燃料中の炭化水素と反

応するので、この触媒はこれほど高い還元率を達成できるのです。NOx が窒素へ還元され

た結果、NOx 排出が減少します。」 
 
 更に、ディーゼルNOx除去触媒は、水蒸気のある所では性能が向上する。「この特徴は、

自動車やトラックの排気システムに使用するのに理想的です。そこにはいつも水が含まれ

ているからです。」Marshall 氏はこう言う。 
 
 Marshall 氏とアルゴンヌ研究所の研究者たちはまた、ディーゼル NOx 除去触媒は生産、

使用にあたり経済的であることを発見した。この技術は安価な金属である銅とセリウムを

使うのである。ディーゼル燃料を還元剤として利用することにより、既存の技術が還元剤

として使っているアンモニアや尿素といった化合物を車両内に貯蔵する必要がなくなる、

とのことである。Marshall 氏によれば、既存の技術と比べると、ディーゼル NOx 除去触

媒の導入により車体を軽量化でき、燃費を更に上げることができるようになるのである。 
 
 「その上、近日中にオフロードでの使用が義務づけられ、また現在ハイウェイでの使用

が義務づけられている超低硫黄のディーゼル燃料により、実は触媒の寿命が延びるのです。

触媒は硫黄に曝されると劣化しますから。」 
 
 約 40 万マイル走行可能な触媒の寿命を考えれば、ディーゼル NOx 除去触媒は低コスト

技術である。 
 
米国トラック協会によれば、典型的なセミトラクター・トレーラ(semi-tractor trailer)

や、出荷・運送サービス用トラックは年間 45,000 マイル走行するとのことである。 
 
 ディーゼル NOx 除去触媒の開発には、アルゴンヌ研究所研究開発プログラムの資金が
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使用されている。 
 
 アルゴンヌ国立研究所は、科学技術分野における国レベルの喫緊の問題に対する刺激的

で創造的な新しい解決法を見つけるために、世界中の も優秀な科学者やエンジニアを結

集している。アメリカ初の国立研究所であるアルゴンヌは、ほとんど全ての科学領域にお

いて 先端の基礎および応用科学研究を行っている。アルゴンヌの研究者たちは、数百の

企業、大学および連邦・州・自治体機関の研究者がある特定の問題を解決するのを支援し、

アメリカの科学面でのリーダーシップを推進し、よりよい未来のために準備している。60
ヵ国以上の国籍の職員を雇用するアルゴンヌは、米国エネルギー省科学局の委託を受けて

UChicago Argonne, LLC1によって運営されている。 
 

翻訳：吉野 晴美 
 
出典：http://www.anl.gov/Media_Center/News/2008/news080701.html 
 
 

                                                 
1 シカゴ大学関係の有限責任会社 
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【環境特集】水不足 
忘れられた世界の水危機 

－ 国際農業研究協議グループ(CGIAR)1のニュースより － 
 
 本年 6 月 3～5 日、ローマで開催された国連食料農業機関(FAO)主催による世界食料サミ

ットでは、原油高・バイオ燃料・消費パターンの変化・不安定な気候が、基礎的な食料品

価格上昇にどのような影響を与えているかについての活発な議論が展開された。しかし不

思議なことに、この数十年間で利用可能な水が減少しているという憂慮すべき事実に、参

加者はそれほど注意を払わなかったのである。 
 
 参加者はもちろん、より少ない水で育つ高収量な作物を品種改良で作り出すことの重要

性を認識している。しかし、より生産的で効率的な食糧生産、繊維およびエネルギー作物

のための水はどこにあるのか、という決定的に重要な問いを発することはなかったのであ

る。 
 
警告の旗振り 

 2007 年に国際水管理研究所(International Water Management Institute : IWMI)2は、

利用可能な水が不足しているか、ダムや貯水池など水関連のインフラに十分に投資してこ

なかった等により、多くの国がすでに深刻な水不足に直面していると報告した。こうした

知見は、「農業における水管理の包括的評価(The Comprehensive Assessment of Water 
Management in Agriculture)」と題する 5 年にわたる研究で発表されており、約 700 名の

専門家が過去 50 年にわたる水政策とその実施の影響に関して調査した。この研究は、水

不足は主として、世界中のおよそ 8 億 4000 万人の栄養不良状態にある人口の大多数が住

む発展途上国に影響を与えていると強調した。 
 
 「水不足の原因は、食糧価格高騰の危機の原因と殆ど同じです。」IWMIの Colin Chartres
事務局長はこう述べる。増加する需要が限りある供給量を上回るにつれ、水は食糧同様、

確実に使い果たされつつある。我々が消費する食糧 1 キロカロリー分を生産するのに水は

1 リットル必要である。そこで、典型的な欧米型の食生活では 1 日に 2,500～3,000 リット

ルの水を使用することになる。 
 

                                                 
1 国際農業研究協議グループ（CGIAR：Consultative Group on International Agricultural Research）は、

世界銀行、FAO、UNEP（国連開発計画）により設立された。64 のメンバーで構成されており、数百のパ

ートナー機関の協力を得ている。同グループは、貧困層のための食糧確保、栄養と健康の改善、所得向上、

自然資源の管理改善のための研究を行い、持続可能な農業を促進している。（参照：①外務省多国間協力課、

国際農業研究協議グループ（CGIAR）の概要  
（http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/bunya/agriculture/pdf/CGIAR.pdf）、②CGIAR  HP 日本語版 

(http://www.cgiar.org/languages/lang-japanese.html)） 
2 スリランカのコロンボに本部を置く、主としてかんがい、水資源管理を研究対象とする研究機関で、CGIAR
の一員。 
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 2030 年までに、地球の人口は今日の 60 億人からおよそ 85 億人になると考えられてい

る。増加した人口を養うためには、2,000km3以上の水が新たに必要である。食糧生産のた

めに現在使われている水の量がすでに年間 7,500km3 に達し、しかも供給量が次第に不足

つつある状況では、それだけの水を見つけるのは非常に困難である。 
 
 既述の「包括的評価」によれば、我々の現在の水の使い方を根本的に変え、その生産性

を上げない限り（つまり、水 1 滴当たりの収穫高を上げない限り）、25 年以内に増加し続

ける人口を養うだけの水がなくなってしまう。「水不足の甚大な影響を防ぐための時間は

そんなに残されていません。気候変動を克服するのに必要な、より長期的取り組みにかか

る時間と比べるとずっと少ないのです。それにも拘わらず、ほとんどの国は差し迫った水

危機に対してこれまでほとんど何もしてこなかったのです。もし、今の食糧価格危機を永

続的な食糧不足にしたくないなら、こうした姿勢は変えなければなりません。」と Chartres
は指摘する。 
 
農業における水生産性の改善 

 国連ミレニアム開発目標(the United Nations Millennium Development Goals)が設定

されてから 8 年、水問題の焦点は主として飲料水や公衆衛生に置かれてきた。こうした目

的に使われる水は、農業用に使われる水と同じ水源なのである。従って、途上国が都市化

し、住民の生活水準が向上するにつれ、飲料水を巡る競争が激化し、農業用の水供給に対

する圧力が強まるのである。「飲料水の質が良くなり公衆衛生が改善することは、途上国の

人々の健康と生活水準の向上に極めて重要です。しかし、それは農業における水の生産性

を高める必要性を無視し続けるということであってはならないのです。」と Chartres は言

う。 
 
 解決策の一つとして、貯水量を増加させることがある。エチオピアを例に挙げてみよう。

ここは、水資源とその管理という点において、多くのサハラ砂漠以南のアフリカ諸国の典

型例で、同国の貯水能力は 38m3/人にすぎず、気候変動の影響を考慮すれば不十分な量で

ある。これに比べ、オーストラリアの貯水能力は 5,000m3/人である。 
 
決定的に欠乏している貯水能力の問題に対処するために、アフリカには新規の大規模お

よび中規模のダムが必要になるだろう、と Chartres は説明する。しかし、小規模な貯水

池の建設、持続可能な地下水の使用（人工的な地下水の補充を含む）、小規模な野菜畑用の

雨水貯留といった、より簡単な対策も同時に行わなければならない。 
 
 年間を通じて水へのアクセスが改善されれば、農民は簡単な補助的かんがい技術を利用

して、地域の食糧安全保障をより良く維持することができるようになる。大規模で時に機

能しないかんがいスキームのいくつかを物理的にも制度的にも再設計することにより、水

生産性のさらなる改善が期待できる。発展する都市からの安全で、リスクのない排水の再
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利用も必要になるであろう。もちろん、こうした活動は、干ばつに強い穀物の開発、新鮮

な食糧を市場へ届けるためのインフラや施設の整備と同時に行われなければならない。 
 
 農業の研究開発における他の分野と同様、水資源に関する供給と管理改善のための支援

は、1960 年代から 1980 年代の緑の革命 3以降、着実に減速している。「もし我々が、悪化

する水不足という状況下での世界の農業の悲惨な結末を避けたいのであれば、研究と水関

連のインフラ整備にかなり投資することが不可欠です。」Chartres はこう述べる。 
 

翻訳：吉野晴美 
 
出典：http://www.cgiar.org/monthlystory/july_august2008.html 
（©2007-2008 CGIAR. Story courtesy of the CGIAR. July 2008.） 
 
 

                                                 
3 1968 年にアメリカ国際開発庁(USIAID)の年次報告書で、「緑の革命」という語が使用されたことが語源とい

われ、1960 年代に成果がみられた高収量品種(High Yielding Varieties : HYV 種)を導入した農法。これによ

り、小麦（メキシコ、インド、パキスタン）、とうもろこし（メキシコ）、米（フィリピン）などの収穫高が

増大したが、その一方で、大量の農薬、化学肥料、（地下）水を使用したことにより、農薬や化学肥料を購

入する資金を持つものと持たざるものとの貧富の差の拡大や水利権を巡る争いが顕在化しただけでなく、環

境に対する負荷の結果として 1970 年代には収穫量の減少がみられた。しかし、1983-1984 年に 200 万人の

犠牲者を出したエチオピアでの大飢饉を契機に、アフリカ諸国に緑の革命が導入された。 
（参照：http://www.eonet.ne.jp/~snake/zemi/2003/mexico/greenrevolution.html； 
http://econgeog.misc.hit-u.ac.jp/excursion/00bengal/column/hyv.html； 
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B7%91%E3%81%AE%E9%9D%A9%E5%91%BD） 
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【環境特集】汚泥処理 
 

中国における汚泥処理にかかる規制強化の動き 
－ 水質浄化を重要視し、汚泥処理を蔑ろにする「重水軽泥」政策の見直し － 

 
NEDO 技術開発機構 

北京事務所 曲 暁光 
 
はじめに 
 
 中国では経済成長に伴うエネルギー消費量が急速に伸びる一方、産業開発、市民生活の

向上、食生活の多様化･高度化等により、水の消費量は大幅に増え、水の供給能力に限界が

見られている。一人当たりの水資源量が世界平均水準の四分の一しかない中国にとって、

水処理を適切に行い、中水利用の拡大等を含む水の循環利用はもっとも有効な手段である

と考えられる。 
 しかし、中国の主要な河川は未処理の産業廃水、生活廃水の大量な垂れ流しにより汚染

が深刻になっている。その結果、全国四割の淡水が飲料水に適しておらず、灌漑用水とし

てしか使用できないのが現状である。 
米国の有力な雑誌「Newsweek」の本年 7 月 14 日号では、米国エール大学研究チーム

が行った環境パフォーマンス･インデックス（Environmental Performance Index, EPI）
の導入による世界各国の環境実態の評価結果に関するレポートが掲載されている。その中

で、中国政府は環境･省エネルギーを第十一次五ヵ年計画の 大課題ととらえ、経済発展よ

り環境･省エネルギーを 優先する政策を打ち出して真剣に環境問題に取り組んでいるに

もかかわらず、中国の環境対策の不十分さは痛烈に批判され、先進国との格差は当然のこ

とながら、同じ所得水準にある他の途上国に比較しても、かなり低く採点され全世界の 113
番にランクされているという皮肉な結果である。 
 
環境保護部は水質対策に本腰 
 
 本年 3 月に北京で行われた全国人民代表大会では所掌事項の重複を避け、政府組織の効

率化等をターゲットとする組織改革案が可決された結果、複数の政府組織が統廃合され、

権限等が大幅に縮小されている中、環境問題を 重要視する観点から今まで弱小官庁と言

われていた旧国家環境保護総局は「環境保護部」（中国の「部」は日本の「省」に相当）に

格上げされるとともに、その機能･権限が一層強化されることになった。現在、環境保護部

は水質対策をあらゆる環境問題の中核と位置付けて、その一環として全国の「水質汚染マ

ップ」を整備する一方、主要な河川等の汚染状況をリアルタイムに監視する体制を築き上

げ、飲料水の安全確保、排水処理等に力を入れている。 
 とりわけ、「三湖」（太湖、巣湖、滇池）及び松花江、遼河、淮河等主要な河川の周辺に
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ある小規模な製紙会社、皮革、染料、醸造酒等の工場を対象に抜き打ち検査等を通じて各

工場の排水処理の実行状況を厳しくチェックする。当局は排出基準を満たさない工場に対

して改善または操業中止を命令する。 
近年来、水の循環利用を促すため、中国各地で BOT 方式等の導入による民活事業、外

国政府・国際機関からの低利融資の活用を含む多数の排水処理施設が作られている。環境

保護部の統計によると、2007 年末に全国で稼動中の排水処理施設は約 1,200 ヵ所に上り、

総設計能力は 7,200 万トン/日以上、実際に一日当たりの排水処理量は 5,300 万トン以上に

達する。 
 
三峡ダムは活性汚泥の巨大な湖と化す危険性 
 
 中国の排水処理施設では有機汚染物資が含まれている汚泥が大量に発生している。2007
年に汚泥の年間発生量は 1,460 万トンに達する。一部の汚泥には POPs 類（残留性有機汚

染物質）、重金属、発癌物質も含まれているが、多くの排水処理施設には汚泥処理のための

施設は併設されていない、または汚泥処理の設備が完備してもコスト低減を目的にその設

備を稼動させないケースが沢山見られる。その結果、水だけがきれいになっても、未処理

の汚泥による二次汚染問題は避けられない。 
 とりわけ、近年三峡ダムの建設に伴い、ダムの周辺には排水処理施設が 18 ヵ所に設置

されているが、それらの排水施設から年間約 10万トンの汚泥が発生すると言われている。

将来、排水処理施設の増設により、汚泥発生量は年間100万トンに増加する見込みである。

特に、三峡ダムの上流地域にある重慶市周辺の排水処理施設では排水に含まれている汚泥

は簡単に脱水した後、無害化のための処理もせず、直接、埋め立て処分場に搬入される。

これらの黒い汚泥は水分が高く（80％以上）、粒子が細かく凝固しやすい性質を有する。

このような汚泥が大量に埋め立てられた処分場は搬入された後、処分場内部で発生したメ

タンガスの抽出システムが機能しなくなった。様々な有機物の腐敗により、処分場全体は

悪臭を放つ黒い「沼地」と化しているため、新規の汚泥の埋め立ては継続できなくなって

いる。その結果、埋め立て処分場付近、空き地等に汚泥は投棄されており、随所に汚泥の

固まりが見られる。 
黒い汚泥からなる「沼地」の内部では大量に発生したメタンガスが抽出できず、長期間

に滞留する場合、大きな爆発事故が起きる恐れがある。また、汚泥処理を適切に行わない

場合、三峡ダム周辺にある 18 ヵ所の排水処理施設から大量の汚泥が三峡ダムに流入する

結果、将来三峡ダムは活性汚泥の巨大な湖と化す危険性さえあると考えられる。 
 
汚泥処理は新たな喫緊の課題 
 
 排水量の増加に伴い、乾燥汚泥の発生量は年間 130 万トンに達し、今後年平均 10％程

度増えていくと予想されている。また、現在中国では既設のゴミの埋め立て処分場数は 500
未満であり、近い将来 800 に増加する見込み。今まで通り含水率が高く、有害物質が沢山
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含まれている汚泥の「垂れ流し」を続ければ、将来三峡ダム周辺だけではなく、全国の各

地にあるほかのゴミ埋め立て処分場は同様に「泥沼化」し、その汚泥が土壌、地下水等へ

の二次汚染を引きこすとともに、その中に含まれている有機物発酵により発生したメタン

ガスが「爆弾化」し、地球温暖化の原因にもなる。  
汚泥の減容化、無害化と脱水率の向上等を図るため、2007 年に建設部は「都市部におけ

る汚水処理所の汚泥の取り扱い － 埋め立て汚泥の性質」を発表した。その中では、汚泥

を埋め立てる際、その含水率を 60％以下に抑えなければならないと規定している。 
また、土壌、地下水等への汚染防止を強化するため、2008 年 7 月に環境保護部は「生

活ゴミ埋め立て所の汚染抑制基準」を公表し、埋め立て時の汚泥の含水率が建設部の定め

たルールと同じ水準の 60％ を上限としている。 
中国政府の規制を厳格に守るために、効率的な汚泥の減容化、無害化の技術･ノウハウ

を確立させるとともに、排水処理コストを反映させる水道料金の引き上げ、政府によるイ

ンセンティブ措置の給付等を通じて排水処理施設、埋め立て処分場の採算性が取れるよう

なシステムを整備することも必要不可欠であると考えられる。特に、現在平均含水率が

80％ となる汚泥を中国政府が定めた規制値 60％以下に抑えるべく、従来の機械による脱

水法ではなく、より高度な技術を導入しなければ、規制をクリアできない。しかし、中国

では一般的に利用されている加熱･蒸発による汚泥乾燥の方法はエネルギー消費量が多く、

コストが高いため、処理施設の経営を圧迫すると指摘されている。 
今後、日本は技術的な優位性を十分に生かし、中国の汚泥処理に貢献できると期待され

ている。 
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【環境特集】水質管理 汚染物質排出権取引 
 

水質取引によるメキシコ湾の汚染削減事業（米国） 
 
米国環境保護庁(EPA: Environmental Protection Agency)は、メキシコ湾北部の低酸素

区域を減らすため、特定流域助成金による 大 420 万ドルの支援を計画している。EPA は、

特にオハイオ川、ミシシッピ川上流および下流から流入する栄養物による環境負荷を低減

するために、「水質取引(water quality trading)」プログラムを用いた提案を公募している。

メキシコ湾に流入する栄養物が も多いのはこれら三つの流域であり、低酸素区域の発生

原因となっている 1。過剰な栄養物は様々な汚染源（造成地からの流出や、大気降下物、

土壌の侵食、農業用肥料、下水の排出、産業廃棄物など）から生まれている。 
 
 「今回の助成は、栄養素による汚染(nutrient pollution)を革新的な方法によって解決し、

メキシコ湾の『死のゾーン』を減らすためのシードマネー（元手資金）である」と EPA
の水質局担当補佐官 Benjamin Grumbles は話す。 
 
 革新的なキャップ・アンド・トレードプログラムを用いた水質取引などの市場ベースの

アプローチは、メキシコ湾の汚染からの回復を早め、より少ないコストで大きく汚染を減

らすことができる。汚染削減目標を設定し、目標達成のためにクレジットを売買すること

を汚染源 2 に認めることによって、水質改善目標をより早く、容易に、安価に達成するこ

とができると期待される。 
 
提案申請の締め切りは 2008 年 9 月 9 日。州知事と部族長が提案の中から良いものを選

定する。国の審査委員会は公募基準に則り、申請案件の評価および順位付けを行う。選定

された助成金の交付先は 2008 年秋に発表される。 
 
特定流域助成金プログラムでは、2003 年以降、61 の組織に 5,000 万ドル近くの資金を

助成してきた。2008 年は、メキシコ湾北部の低酸素区域を減らすことを目的とした、地域

の水資源を保護する水質取引の支援に重点が置かれている。 
 
 
 
 

                                                 
1 編集部注： 水中の過剰な有機物（栄養素）は腐敗し、水中の酸素（溶存酸素）の低下をもたらし、魚類等

の生物が生存できない状態となる。さらに低下が進むと「水が腐り」、悪臭が発生する。 
2 編集部注： 汚染を排出する会社、施設、個人等。 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1028,  2008.9.3 

47 

水質取引 Q＆A 
 
 (1) 水質取引とは？ 
 水質取引(water quality trading)は、水質目標をより効率的に達成するための革新的手

法である。取引は、流域内の汚染源間で、同じ汚染物質の抑制にかかるコストに大きな差

がある場合に行われる。取引プログラムは、汚染抑制コストの高い施設が、他の汚染源か

ら環境への負荷を相殺する（もしくは上回る）汚染削減クレジットを購入することによっ

て、課せられた規制義務を達成することを認めている。結果として、全体的な水質の改善

を、より低い総コストで達成することができる 3。 
 
 (2) 水質取引の仕組みは？ 
取引は様々な形態で行うことができる。ただし、水質取引目標が策定されていること、

流域内の汚染源により同じ汚染レベルの抑制にかかるコストに大きな差があることが、取

引が行われる基となる。 
 
(3) 水質取引はどのような場合に行われるのか？ 
 取引実施に適した流域環境の場合、取引はより早く安価に汚染物質の削減を達成するた

めの強力なツールとなり得る。しかし、どんな場合でも水質取引が有効なわけではない。

取引を行うのに も適しているのは以下の場合である。 
 
a) 施設に、汚染物質を削減させるための動機付けとなる要因がある場合。 

通常、その要因となるのは、「一日当たり総合 大許容負荷量(TMDL: Total Maximum 
Daily Load)」や、「国家汚染物質排出削減制度(NPDES: National Pollutant Discharge 
Elimination System)」等の認可に厳しい水質要件がある場合である。 

 
b) 当該汚染物質の抑制コストに、流域内の汚染源ごとで大きな差がある場合。 
 
c) その流域の汚染源の全てが必要な総削減量を実現するために、可能な限りの削減努力を

しなければならない程には、削減の必要度が高くない場合。 
 
d) 流域のステークホルダー（利害関係者）と州の管理機関に、革新的手法の試行、ならび

に、取引の計画・実施に取り組む意思がある場合。 

                                                 
3 編集部注： この場合、クレジットの購入価格は、その施設が自ら汚染抑制のために対策を講じる場合の費

用を下回っている。一方、汚染削減目標を上回って汚染を削減し、その分のクレジットを売る側にとっては、

販売価格は、汚染削減に要する費用よりも高い。このようにして経済的なインセンティブが生まれる。 
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翻訳・編集：NEDO 研究評価広報部 
出典：（本文）http://yosemite.epa.gov/opa/admpress.nsf/bd4379a92ceceeac8525735900

400c27/cf9d52d77288d2bd85257464004d0780!OpenDocument 
（水質取引 Q＆A）：http://www.epa.gov/owow/watershed/trading.htm 
（図）：http://www.epa.gov/msbasin/taskforce/pdf/factsheet.pdf 
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出所：EPA (courtesy of N. Rabalais and A. Sapp)
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【環境特集】廃水処理 

 
製紙業における水処理技術（ドイツ） 

－ 逆浸透膜プラント/メンブレン・バイオリアクター(MBR)による廃水処理設備 － 
 
ドイツ連邦環境省は EU 排出権取引の利益で運営される温暖化対策イニシアティブのパ

イロット事業として、ドイツ南西部、バーデン・ビュルテンベルク州のアルバート・ケー

ラー（Albert Köhler GmbH & Co. KG）社の古紙再生プラントでの汚水処理事業に 55 万

ユーロ（約 9,000 万円）の支援を行なってきた。 
ケーラー社（従業員約 120 人）は原料の 96%に古紙を使用し、事務用品、製本、包装用

や自動車産業、建設業、木工業、広告業界向けの高品質ボール紙を年間約 4 万トン生産し

ている。同社は、近年のエネルギー料金と水料金の上昇に対し、環境配慮形の対応を行う

ことを目的として 2007 年、シーメンス社産業技術事業部にメンブレン・バイオリアクタ

ー技術／逆浸透膜技術を併用する排水処理プラント（新型汚水処理プラントパイロット事

業）を発注した。 
この処理プラントでは再生ボール紙の生産にともなって排出される廃水を工場内で回

収、再利用するほか、廃水に蓄えられた熱も回収する。廃水の一部を処理する実証試験が

成功裏に終了したことから、ケーラー社はこの技術を生産プロセス全体に利用することを

決定した。 
 
廃水処理プラントの概要 

 
廃水は既存の沈殿槽を経て、プレート式熱交換器（外部から補給された水を予熱）で冷

却された後、3 段階のカスケード型活性汚泥槽内で浄化される。分離装置としてはメンブ

レン・オペレーティング・システム（Membrane Operating System, MOS）が用いられ

ている。 
MOS システムでは活性汚泥と空気が廃水に噴入され、メンブレン表面の水流を 適化

し、表面の連続洗浄、面積あたり処理能力の改善と洗浄インターバルの延長を可能とし、

炭酸カルシウム（CaCO3）濃度や汚泥濃度が高い場合にも、製紙業で不可欠の条件とされ

る効率的かつ経済的なメンブレン処理装置の運転を行なうことができる。 
MOS システムは同一の 3 つの系統で構成され、運転を中断せずにメンブレンの自動洗

浄を行うことができる。メンブレン・バイオリアクターの後段には廃水の脱塩を行う逆浸

透膜（Reverse Osmosis, RO）処理装置が設置されている。この装置は製品の品質に影響

を与えることなく廃水を回収し、プラント内で再利用することができる。精密濾過された

浄化済みの廃水は生産プラントへの給水を行う貯水槽に還流する。 
浄化プラント全体は 6 個のコンテナ内に収まるモジュール方式の構成であるため、現場で

の工事は配管の接続と活性汚泥の調整作業のみであり、設置には 2 ヵ月程度しか要しない。 
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製紙業界への影響 
 
この設備の完成によりケーラー社はメンブレン・バイオリアクター廃水処理設備を持つ

はじめての製紙工場となった。シーメンス社によるとこの廃水処理施設はプロセス用水の

約 94%を回収し、廃水量・水消費量を約 90%程度削減するほか、廃熱回収によりエネルギ

ーコストを大幅に削減する。実用プラントはすでに 2008 年前半に運用を開始しており、

ケーラー社のプラントだけで年間約 2,000 トンの二酸化炭素排出削減が可能になるという。 
 
連邦環境省はこの技術を環境保護、温暖化対策ならびに経済性の向上を同時に実現する

技術として、連邦の助成事業を通じて普及を推進している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図：逆浸透膜／メンブレン・バイオリアクター廃水処理プラント（CG） 
 
出典： 
連邦環境省研究助成ニュース（2008 年 7 月 14 日） 

http://www.bmu.de/foerderprogramme/pilotprojekte_inland/doc/41998.php  
連邦環境省プレスリリース（2008 年 7 月 14 日） 

http://www.bmu.de/pressemitteilungen/aktuelle_pressemitteilungen/pm/41978.php 
ケーラー社プレスリリース（2008 年 7 月 29 日） 

http://www.koehlerpappen.de/Neuigkeiten.81.0.html  
シーメンス社製紙機械事業部（2008 年 3 月 7 日） 

http://www.industry.siemens.de/paper/DE/news/press_release.htm?pressArticleId=171
3&languageId=1  
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【環境特集】 廃棄物 

 

家庭ゴミを減量する試験的な取り組み（英国） 
 
 政府は、財政的なインセンティブを通して地方自治体が家庭ゴミを減量するために、試

験的な取り組み（パイロットスキーム）の実施案を作成し、意見募集を行っている。 
 
地方自治体からの要請に応じて、環境食料農業省(Defra)は 2007 年 11 月、イングラン

ド内の 大 5 つの地方自治体に対する試験的なインセンティブ方式の実施を認める旨、発

表した。この取り組みを実施する権限は、気候変動法の一部として審議されている。環境

大臣による承認を得て、 初の試みは 2009 年 4 月から開始の予定である。 
 
 このスキームは、家庭から出るリサイクルされないゴミの量に応じて、課徴金を課す、

あるいは払い戻しを行うというものである。すなわち、 もゴミの量が少ない家庭への払

い戻しのみになるか、 も多くのゴミを出した家庭に課徴金を課し、ここから得られた課

徴金を もゴミの量が少ない家庭に払い戻す方式になるかが議論されているのである。こ

のスキームは「税収中立」でなければならない。従って、課徴金によって得られた資金は、

払い戻しに使われる。地方自治体は自ら収入を手元に置いておくことはできない。 
 
 Joan Ruddock 環境大臣は、地方自治体に書簡を送りスキームのための計画を募る予定

である。締め切りは、気候変動法案が女王の裁可（Royal assent）を受けてから 8 週間後

である。 
 
Joan Ruddock 氏は以下のように述べている。 

 「こうしたスキームをすでに実施している国々を見れば 50 ポンド(約 1 万円)程度の課徴

金・払い戻しで十分に人々の行動が変わり、ゴミ減量化という利益をもたらすことが分か

ります。 
 どのような方式にするかは地方自治体が決めることになります。というのも、彼らがそ

の地域の状況に もふさわしい方法を知っているからです。しかし、守るべきいくつかの

重要な原則があります。たとえば、良質なリサイクルサービスが必要なこと、また、経済

的に不安定な家庭に対する配慮が必要なことです。この実施案は、どのような方式を採用

しようと、スキーム実施のプロセスを通じて地方自治体当局を支援することを目的として

います。 
 私たちは、ゴミ減量のためのスキームがどのように機能するかについての考えを共有し、

人々の意見を聞きたいのです。私はこの問題に関心のある全ての人に、非公式な協議に貢

献するよう奨励しています。この実施案は現段階のものなので、得られたコメントに照ら

して修正・改正するつもりです。」 
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 指針は 6 部構成で、それぞれがスキームの異なる要素を扱っている。 
 ・申請と指名 
 ・技術的な問題 
 ・財務 
 ・適用範囲と不利益を被るグループ 
 ・権限のない保管または処分（不法投棄防止） 
 ・良質なリサイクルサービス 
 このスキームのモニタリングと評価に関する詳細は、年内に利害関係者と共有される。 
 

Joan Ruddock 氏は更にこう付け加えた。 
「私たちは、実施案の発表が法案を審議している議会とスキームへの提案を策定している

地方自治体の双方に役立つと期待しています。」 
 
 実施案の「良質なリサイクルサービス」に対するコメントの締め切りは 7 月 11 日で、

その他の部分については 7 月 25 日が締め切りである。 
 実施案の更新版は気候変動法案が女王の裁可を得た後で発表される予定である。 
 
注釈 

実施案は、Defra のウェブサイト 1から得られる 
 
世帯主がゴミの排出量に応じて料金を支払う国も多くあり、これによりリサイクル率が

上がっただけでなく、第一にゴミが減量された。 
たとえば、オランダのマーストリヒト(Maastricht)では世帯主はゴミを処分するための

特別な袋を購入する。リサイクル率は 15％ポイント向上し、自治体の総ゴミ処理費用が

20％減少した。 
 イタリアのトレビーゾ(Treviso)では、世帯主はリサイクルされないゴミの排出頻度に応

じて料金を支払う。この方式により、ゴミの排出量が 12％削減された。 
 スウェーデンのビューブ（Bjuv）では、世帯主はリサイクルされないゴミの重量に応じ

て請求される。この方式が導入された年にゴミの排出量は 19％減少し、リサイクル率は

49％上昇した。 
 

翻訳：吉野 晴美 
 
出典：http://www.defra.gov.uk/news/2008/080619b.htm 

                                                 
1 http://www.defra.gov.uk/environment/waste/strategy/incentives/ 
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【個別特集】エネルギー政策 
 

国家能源局の設立を巡る動き（中国） 
 

NEDO 技術開発機構 
北京事務所 曲 暁光 

 
はじめに 
  

本年 3 月全人代で可決された行政機構改革の目玉の一つである国家能源局 1の設立につ

いて、近く内部組織、所掌事項、人事等が 終的に決定される見込みである。情報筋、各

種新聞報道から同局の設立をめぐる一連の動きを簡単に纏めてみた。 
 
1. 国務院常務会議（6 月 25 日） 
  

国務院を構成する部門・直属機関・部委の管理する国家局の「主要職責・内部設置機構・

人員編制規定（三定）」を審議・決定した。 
 その要点は次のとおりである（新華網 2008 年 6 月 25 日）。 
 
(1)政府機能の転換という核心を踏まえ、 

①政府・企業の分離 
②政府・資本の分離 
③政府・事業単位の分離 
④政府・市場仲介組織の分離 

という 4 つの分離原則に基づき、政府が管理すべきでない事項については規定を取消す

とともに、下部組織へ権限の移譲を行う。エネルギー管理、環境保護、一般大衆の利益

に関して、国が担当すべき社会管理・公共サービスの職責を強化する。 
(2)「1 つの事項については 1 つの部門が責任を負う」という原則に基づき、部門の職責分

担を明確にし、長期にわたり存在する職責交錯の問題を解決した。実際に多くの部門が

処理する必要のある事項については、リードする主要部門を明確にし、第 1 次的な責任

を明らかにし、健全で協調的な編成のメカニズムを確立する。 
(3)「権限と責任を一致させるという原則」に基づき、各部門に機能を賦与すると同時に、

受け持つべき責任を明確化し、権限には必ず責任が伴い、権限と責任が対等となること

とする。 
(4)「簡素・統一・機能的という原則」に基づき、人員編制・指導的ポストの数を厳格に抑

制する。 
 
                                                 
1 能源とは中国語でエネルギーのこと。 
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 常務会議は、「わが国経済社会の発展情勢は総体としては良好である。しかし、改革・発

展の任務は困難を極めるものであり、マクロコントロールの改善・公共サービスの強化の

面でなお、大量の重い仕事がある。内外情勢は複雑な要因が新たに出現しており、政府活

動は少なからず新しく峻厳な試練に直面している。我々は総合的な協調能力とリスク防御

能力を全面的に高める必要がある。各部門は新規定をできるだけ速やかに実施し、国務院

の活動の全体としての機能を向上させ、各方面の任務の全面的達成を確保し、実践・人民・

歴史の検証に耐えうる実績の創造に努めなければならない。」と強調している。 
 本会議の結果を踏まえて、7 月末に終了することを目処に行政機構の改革の対象となる

各部門の再編、新設等作業が加速された。 
 
2. 国家能源局をめぐる動き（7 月 29 日） 

 
7 月 29 日、国家発展改革委員会公式 HP には国家能源局に関する「三定（主要職責・内

部設置機構・人員編制規定）」の記事が掲載された。 
過去に中国政府の関係部局の公式な英語名称が統一されておらず、しばしば混乱が起き

ていたが、今回組織の確定と同じタイミングで同局の公式な英語名称が「National Energy 
Administration」と定められているので、中国政府の海外とのエネルギー分野の対話、協

力等を非常に重視する傾向が見て取れる。 
主な内容は下記のとおり。 
 

(1)内部機構 9 の司 
 総合司、政策法規司、発展企画司、省エネ・科技装備司、電力司、石油・天然ガス司 

、新エネ･再生可能エネルギー司、国際合作司を置く。 
 これらは、基本的に以前国家発展・改革委の能源局内にあった主要エネルギー源別の 

処（日本の課に相当）を司へ格上げし、また、国家能源指導グループ弁公室、国防科学 
工業委主管の核エネルギー系統プロジェクト関係の 2 司を再編するものである。 

 
(2)国家能源局の主要な職責 
 エネルギー産業別の計画・産業政策・基準の策定と組織的実施、新エネルギーの発展、

省エネの推進等である。 
 特に、国家発展改革委員会、新しく設立された工業･情報化部との所掌業務の重複を避け

るべく、国家能源局の所掌業務は下記のとおりに定められた。 
  ○石油精製、石炭を原料とする燃料及び燃料用エタノールにかかる行政 
  ○エネルギー価格について、国家能源局がエネルギー製品の価格調整に関する提案を

行う。提案を受け、国家発展改革委員会は審査の上、決定する。または国務院に審

査結果を報告し、判断を仰ぐ。また、国家発展改革委員会はエネルギー製品の価格

調整を行う際、国家能源局に意見を求めなければならない。 
  ○石炭、石油、天然ガス、電力（含む原子力）、新エネルギー･再生可能エネルギー等
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エネルギー産業にかかる業界の管理、エネルギー産業における基準作り、エネルギ

ーの発展状況の観測、エネルギー生産、建設及び需給バランス、農村におけるエネ

ルギー発展（開発）にかかる業務 
  ○国家能源局はエネルギーに関する国際協力を統括し、外国政府または国際エネルギ  

ー組織と交渉、協定の締結等を行う。 
  ○中国企業による海外でのエネルギー開発・利用プロジェクトに対する許認可を行う。 
  ○エネルギー技術、設備に関する研究開発、技術導入、国産化、イノベーション及び

新製品、新技術、新設備にかかる導入促進のためのデモンストレーション･プロジェ

クトの推進、普及 
 
(3)人員 
  当初 200 人近くを想定したが、激しい論争を経て、中央編制弁公室は 112 人に査定し

た。一司当たりの人員は十数人であり、様々な業種を所管するには人手不足との不満が

出ている。 
  人事的には以前の国家能源弁公室 24 人、国家発展・改革委能源局 30 人前後及びその

他の司局の一部の人員、国防科学工業委の二司から人員が移ることになるが、うまく調

和を図ることができるか懸念されている。 
 
(4)トップの体制・党組織 
  国家発展・改革委の張国宝副主任（閣僚級）が国家能源局の局長を兼任し、これを前

国家発展・改革委エネルギー局長の趙小平、前国防科学工業委の孫勤副主任の 2 名が補

佐する。 
  また、国家能源局は単独の党組織を設置する。これは部委が管理する国家局では稀な

ことであり、今後、この局が組織・人事面で更に大きな自主権をもつことを意味する。 
 
(5)設置場所 
  地震対策等で政府機関の一般管理費は大幅に減額されているため、国家能源局の設置

場所はまだ確保できていないが、国家発展改革委員会の敷地内（北京市西城区）ではな

く、ビジネスが集中する北京市朝陽区に移転する可能性があるとのこと。 
 
3. 主な問題点 
  
次の点が未解決と指摘されている。 
 
① エネルギー価格の決定にかかる発言権があるものの、その決定権が無く、従来通り国

家発展改革委員会の価格司等が所管する。 
② エネルギープロジェクト新設にかかる許認可の権限が無く、その権限は国家発展･改革

委に残る。 
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③ 国家発展改革委員会内にマクロ的にエネルギー問題と交通インフラの両方を所管する

「基礎産業司」が復活の見込み。同司は実質的にエネルギー問題を統括する。 
④ 電力産業にかかる送･配電会社、発電会社の管理･監督等を行う国家電力監管委員会、

国有の三大石油会社（中国石油、中国石化、中国海上石油）等との関係が整理できず、

曖昧な点が多い。 
 
特に、①、②、③は国家能源局を骨抜きにし、将来、国家発展改革委員会と国家能源局

の間にエネルギー問題をめぐる対立を招く可能性が生じると思われる。 
今後、試行錯誤を繰り返すと考えられるが、能源部（エネルギー省）設立への第一歩と

も見られている。 
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【エネルギー】バイオ燃料  
 

セルロース系バイオ燃料原料の研究に 1,000 万ドル助成（米国） 
 
 米国エネルギー省(DOE)科学担当次官の Raymond L. Orbach 博士および米国農務省

（USDA）研究・教育・経済担当次官の Gale Buchanan 氏は、セルロース系バイオ燃料

開発のための基礎研究を促進するために 10 件の研究に対して総額 1,000 万ドル以上を助

成する計画を発表した。 
 
 「輸入石油に対する依存度を低下させ温室効果ガスの排出を削減する一方で、輸送に必

要なエネルギー需要を満たすために、セルロース系バイオ燃料はエネルギー生産の点で短

期的・中期的には 良の選択肢の一つといえます。全国規模でのセルロース系バイオ燃料

生産の費用効率的な方法を確立することは、科学的な難問です。これを実現するのに必要

な基礎科学分野での飛躍的進歩をもたらすのに、これらの助成金が役に立つでしょう。」と

Orbach 次官は言う。 
 
 「農務省は、アメリカの農村地帯で持続可能なバイオ燃料の地場産業を育成すると約束

しました。これらの助成により、多くの穀物からのエネルギー源が多様化するだけでなく、

再生可能燃料の効率性が改善され、選択肢を増やすことになるでしょう。」と Buchanan
次官は述べた。 
 

助成は、2006 年に始まった DOE-USDA 協同プロジェクトの下で行われる。このプロ

グラムは、バイオマス・ゲノミクス基礎研究を促進し、セルロース系植物原料のバイオエ

ネルギーおよびバイオ燃料への使用を推進することを目的としている。以下の研究機関に

対して 3 年にわたり、エネルギー省生物学・環境研究局が 880 万ドル、農務省協同州研究

教育普及局が 200 万ドル拠出する予定になっている。 
 
①ボイス・トンプソン植物研究所（ニューヨーク州イサカ）88 万 2,000 ドル 
研究テーマ：タルウマゴヤシ（マメ科ウマゴヤシ属）およびセイヨウヤマカモジ（イネ

科）におけるリン酸塩摂取を規制する遺伝子の特定と、アーバスキュラー菌根菌 1 との

共生下での特性 
 
②コロラド州立大学（コロラド州フォートコリンズ）150 万ドル 
研究テーマ：コメを用いたバイオマス生産を制御する遺伝子の特定 

 
 

                                                 
1 植物の根に共生する菌類であり、土壌中のリンを吸収し植物へ供給することによって、植物の生育を改善す

る。 
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③ジョージア大学（ジョージア州エイセンズ）129 万 5,000 ドル 
研究テーマ：アワ（粟）のゲノムおよび遺伝子的手段の開発、およびこうした手段を使

用したバイオエネルギー穀物のバイオマス生産改良 
 
④ジョージア大学（ジョージア州エイセンズ）120 万ドル 

研究テーマ：木質形成のゲノム解析およびヒマワリにおけるセルロース系バイオマスの

遺伝形質 
 
⑤マサチューセッツ大学（マサチューセッツ州アマースト）120 万ドル 

研究テーマ：バイオ燃料原料の品質改良のための植物細胞壁生合成のシステムレベルで

の工学 
 
⑥ミシガン州立大学（ミシガン州イーストランシング）54 万ドル 

研究テーマ：バイオ燃料原料種のコンピューターによる遺伝子解析 
 
⑦ペンシルバニア州立大学（ペンシルバニア州ステートカレッジ）58 万 7,191 ドル 
研究テーマ：草の細胞壁における架橋形成を制御する遺伝子の特定 

 
⑧パデュー大学（インディアナ州ウエストラファイエット）120 万ドル 

研究テーマ：スイッチグラス改良のためのゲノム解析応用（Translational Genomics for 
the Improvement of Switchgrass） 

 
⑨オレゴン州立大学（オレゴン州コーバリス）120 万ドル 

研究テーマ：セイヨウヤマカモジ（イネ科）の全体的遺伝子配列と遺伝子発現図表

(Transcriptome Atlas)  
 
⑩オレゴン州立大学（オレゴン州コーバリス）120 万ドル 

研究テーマ：ポプラの成長におけるエピゲノム（後成的遺伝子解析）2（Epigenomics of 
Development in Populus） 
 
セルロース系バイオ燃料は広範な植物原料または非食料ベースの原料やエネルギー穀

物から生産される。 
 
 

                                                 
2 DNA の塩基配列には変化を起こさないで、DNA のメチル化等の化学修飾によって遺伝子の発現を制御する

「エピジェネティクス」が、発生・分化、がん化等を説明するメカニズムの一つとして注目を集めている。

ヒト・ゲノム解読後の重要な研究課題として位置づけられ、ゲノム全体に渡ってエピジィネティクスを調べ

る研究や、疾患との関係を探る研究等が盛んに行われている。エピゲノムとはゲノム（全遺伝子情報）とエ

ピジェネティック情報の総体を指す。 
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 個別のプロジェクトおよび DOE-USDA のバイオマス・ゲノミクス研究プログラムの詳

細は Genomics : GTL research program3から入手可能である。 
 

翻訳：吉野 晴美／編集：NEDO 研究評価広報部 
 
出典：http://www.energy.gov/news/6444.htm 
 
 

                                                 
3 http://genomicsgtl.energy.gov/research/DOEUSDA/index.shtml 
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【環境】気候変動 
 

気候変動科学プログラムが気候モデルの報告書を発表（米国） 
 
 米国の気候変動科学プログラム(CCSP: Climate Change Science Program)1は 2008 年

7 月末に、報告書「気候モデル：長所・短所の評価(Climate Models: An Assessment of 
Strengths and Limitations)」を発表した。この報告書は、米国連邦政府の諸機関が監督

している一連の統合評価報告書(SAP: Synthesis and Assessment Products)のうちの一つ

である。米国エネルギー省(DOE: Department of Energy)の主導で策定された同報告書

SAP3.1 では、地球の気候のコンピュータモデルと、現在の気候変化(climate change)2を

シミュレートする能力について記載されている。  
 
 「複合的な気候モデルは、気候が将来どのように変化していくかについての見通しや知

識を提供するためのツールである。将来の気候予測が適正に行われるようにするためには、

現行モデルが上手くシミュレートできるものは何か、及び、モデルのどこを改良する必要

があるかについて理解することが大切である」と、DOE 傘下のローレンス・リバモア国

立研究所に在籍し、この SAP 報告書の統括執筆責任者である David Bader は話す。「この

報告書は、専門家でない人に高性能の気候モデリングの現況を詳しく説明する一助として、

重要な貢献を果たす。」 
 
 この SAP3.1 の報告書には、 も高性能な幾つかのスーパーコンピューター上で地球の

気候のシミュレートに使われた、複雑な数学モデルが記載されている。また、この報告書

では、観測された気候の特徴を再現する能力と、状況の変化（二酸化炭素の大気中濃度な

ど）に対する感度が評価されている。同報告書では、「気候モデリングの科学は、より多く

の物理的過程が含まれている高精度の空間分解能を通じて、また、急速に数が拡大してい

る観測と比較することを通じて、成熟してきた」と述べられている。著者達は「モデルに

はそれぞれ重要な長所と短所がある」ことを発見した。同報告書では、各モデルが 近の

観測期間の気候をどれくらいシミュレートできるかについて評価を行っている。気候変化

の予測は行われていない。 
 
 同報告書は一連の質問（*以下に参考例）に関するモデルの長所・短所の考察をまとめて

いる： 

                                                 
1 2002 年、ブッシュ大統領によって設立された。13 の連邦機関が行っている地球規模の環境変化に関する研

究を統合し、気候変動や環境システムの変化がもたらすリスクと機会に対応すべく科学的知見を国民に提供

することが目的。 
2 気候変動（気候変動性）(climate variability)と気候変化(climate change)は同じ意味で使われることが多い

が、区別されることもある。国連の気候変動枠組条約(UNFCCC)では、人為的変動を climate change、非人

為的変動を climate variability と使い分けている。また、時間的スケールの比較的短い変動を気候変動と呼

び、比較的長い場合を気候変化と呼ぶ場合がある。 
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・現在の 先端の気候モデルに含まれている気候システムの主要な要素及びプロセスは

何か？ 
・気候モデルの結果の不確実性の度合いは？ 
・気候モデルは気候の自然的可変性(natural variability)をどの程度シミュレートできるか？ 
・気候モデルは地域の気候変動(climate variability)や気候変化をどの程度シミュレート

できるか？ 
 
 同報告書では、過去 10 年間に気候モデルの精度が改善されたと書かれている。気候変

動に関する政府間パネル(IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change)が強調し

ているように、現代のモデルは 20 世紀に観測された温度パターンと温度傾向について大

陸規模から全球規模に至るまで忠実なシミュレートを行う。しかしこのような進歩を遂げ

たにもかかわらず、気候モデルのセット全般には（特に地域の降雨量のシミュレーション

において）多くの組織的バイアスが残っている。より小さな地理的規模では、現在の気候

と比較した場合、モデルによってシミュレートされた気候の結果に大きな違いが出る。同

報告書では、「モデルのセットを平均化したものは明らかに、どの個別モデルよりも優れた

気候シミュレーションを提供している」と述べ、次のように結論付けている。「現在のモデ

ルの中で全ての面が他よりも勝っているものはない。各モデルはそれぞれ、異なった長所

と短所を持ち合わせている。」 
 
 同報告書では、「ダウンスケーリング」についても述べている。ダウンスケーリングとは、

地域規模・局地的規模に利用するために、全球モデルの結果からより高い解像度の情報を

作成する手法を用いたものである。幾つかのダウンスケーリングの例（水資源や、地表気

候の変化に重点を置いた利用など）が説明されており、様々な問題にモデルの結果をどの

ように適用できるかについて実証している。 
 
 報告書 SAP3.1 を作成するために、DOE は学界、政府系科学者、非営利組織・営利組織

から選ばれた 29 人のメンバーで構成される連邦諮問委員会の設立を許可した。この委員

会は、CCSP のガイドラインに従って同報告書の見直しの原案を書き、その統括を行った。 
以下が主執筆者である。David Bader（統括執筆責任者）及び Curt Covey（ローレンス・

リバモア国立研究所）、William Gutowski Jr.（アイオワ州立大学）、Isaac Held（NOAA3

地球物理流体力学研究所）、Kenneth Kunkel（イリノイ州立水質調査所）、Ronald Miller 
（NASA ゴッダード宇宙機関）、Robin Tokmakian（海軍大学院校）、 Minghua Zhang（ニ

ューヨーク州立大学ストーニー・ブルック校）。報告書 SAP3.1 は CCSP のために DOE の

主導で作成された SAP の中では 3 番目 4のものであり、今回の報告書が 終版である。 

                                                 
3 National Oceanic and Atmospheric Administration。国立海洋大気庁。 
4 DOE 主導の 初のものについては NEDO 海外レポート 1008 号「米国が気候変動科学プログラムの第 2 回

報告書を発表」参照。http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1008/1008-02.pdf 
DOE 主導の 2 番目については NEDO 海外レポート 1012 号「米国気候変動科学プログラムが第 3 次報告書

を発表」参照。http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1012/1012-11.pdf 
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 SAP3.1 の報告書と CCSP についての詳細は CCSP のウェブサイトから入手できる 5。 
 
 DOE の気候変化についての研究の情報は、生物学・環境研究局のウェブサイトから入

手できる 6。 
 

翻訳：NEDO 研究評価広報部 
出典：http://www.energy.gov/news/6442.htm 

                                                 
5 http://www.climatescience.gov/ 
6 http://www.sc.doe.gov/ober/CCRD_top.html 
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【産業技術】ライフサイエンス 

 
画像化技術により HIV が細胞に感染する仕組みが明らかに(米国) 

 
ヒト免疫不全ウイルス(HIV)が免疫細胞や抗体と結合したときにウイルス粒子上のスパ

イク（突起）1 と呼ばれる重要な部位が変形する様子が、高度な撮像技術を利用して画像

化された。スパイクを構成する個々の要素はこれまでにも画像化が実現されていたが、ス

パイク自体の構造が画像化されたのは今回が初めてである。これは非常に大きな成果であ

り、HIV 感染と闘うための新しいワクチンや新薬の開発につながる可能性がある。この研

究は、米国国立衛生研究所(National Institutes of Health：NIH)の一部である国立ガン研

究所(National Cancer Institute：NCI)によって実施され、2008 年 7 月 30 日の Nature
オンライン版で発表された。 
 
「HIV のスパイクの構造がわかれば、ウイルスが免疫細胞へ侵入する仕組みを理解し、

治療や予防の方法を開発するために役立つ可能性がある。そのため、10 年以上にわたって

集中的な取り組みが行われてきた。」NCI の John E. Niederhuber 所長は言う。「今回の研

究で利用した高度な撮像技術は、HIV だけでなく、ガンなど他の多くの病気に対する理解

を深めるためにも役立てることができるだろう。」 
 
「これまで、HIV と免疫細胞および抗体の相互作用を調べる研究がワクチン開発に役立

ってきた。」今回の研究チ－ムを率いた NCI ガン研究センターの Sriram Subramaniam
博士はこのように言う。「しかし、スパイクの構造が完全に解明されれば、HIV の攻撃を

受けやすい標的が他にも明らかになる可能性がある。それがわかれば、ウイルスの侵入に

対する根本的な対策を見つけるための鍵になるだろう。」 
 

HIV は、ウイルスの持つスパイクと細胞表面にあるレセプター（受容体）の相互作用を

通して、標的細胞に結合し、感染する。HIV ウイルスのスパイクは、gp120 と gp41 と呼

ばれる 2 種類のタンパク質が一組となったもので構成されており、ウイルスの表面上でこ

れらのペアが三組結びついて三量体 2 と呼ばれる構造を形成している。スパイクの先端部

は gp120から成り、この部分が標的細胞の表面にあるCD4というレセプターに結合する。

gp41 はウイルスの外膜から伸びて、スパイクの柄（え）、あるいは茎のような形状になっ

ている。HIV の遺伝物質は、gp41 によって宿主細胞（標的細胞）へと注入される。スパ

イクの三量体構造は、下方に位置する gp41 同士の強い結合によって維持されており、先

端部における gp120 同士の結びつきは小さい。 

                                                 
1 HIV のウイルス粒子はエンベロープと呼ばれるタンパク質の膜で覆われている。エンベロープ上にはスパイ

クあるいはエンベロープスパイクなどと呼ばれる突起物が無数に存在し、HIV はこの突起物を介して標的細

胞に結合し、感染する。 
2 三量体：trimer. 同種の分子やサブユニット（この場合は gp120 と gp41 のペア）が 3 つ結合したもの。 
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研究チームは、低温電子断層撮影法(cryo-ET)3 などの撮像技術を利用して、スパイクの

3D 画像を作成した。まず、ウイルスを冷凍し、さまざまな角度から撮影した。その後コ

ンピュータで高度な画像処理を行い、個々のスパイクを撮影した数千もの高分解能画像を

平均化して、原子構造の 3D 画像に変換した。この結果から、CD4 レセプターとの相互作

用で gp120 の構造が変化し、スパイクが「開く」ことによって、ウイルスの感染に必要な

gp41 やその他の構造が露出するということがわかった。また gp120 の構造変化はウイル

スと標的細胞の距離を接近させ、このことが gp41 の標的細胞への貫通を助けている可能

性もあるという。ウイルスの遺伝物質は、標的細胞に貫通した gp41 から細胞内に注入さ

れる。 
 

HIV と闘うために体内で作られる抗体の殆どは役に立たないが、中には HIV を中和す

る能力を持つものもある 4。このような抗体の働きをよりよく理解するため、研究チーム

は、広範な中和作用を持つ b12 と呼ばれる抗体に HIV スパイクが結合する様子を画像化

した。この取り組みからは、b12 と結合した gp120 タンパク質にも CD4 の場合と同様の

構造変化が生じるものの、スパイクが完全に開くのをb12が妨げるということがわかった。

スパイクは開きかけた状態で b12 によって固定され、その結果、HIV が標的細胞に感染す

るために必要な一連の活動が遮断された。 
 
「もっとも効果的で広範な中和能力を持つ抗体のひとつとスパイクがどのように結合

するかを理解することにより、HIV の感染を阻止する、より効果的な方法を開発するため

の土台となる知識を得ることができる」と Subramaniam は言う。「HIV の感染では中和

抗体は非常に希であり、殆どのエイズ患者の体内で見つかっている抗体は中和能力を持た

ない。我々は、構造分析の分解能を向上させて、これらの抗体の間にある違いを明らかに

する取り組みを積極的に進めている。HIV を中和するよりよい方法を開発し、HIV・エイ

ズを打倒するための武器となる戦略を新たに増強していくためには、これらの違いを理解

することが必要不可欠だ。」 
 

Subramaniam の研究室では電子断層撮影やその関連技術など三次元電子顕微鏡を用い

た先駆的な研究を行っており、これらの新技術を利用して、ウイルス－宿主細胞間の相互

作用のほか、ガン細胞と通常細胞の構造の違いを理解する取り組みも進められている。 
 
HIV スパイクの構造変化を示す図および動画は下記 URL を参照： 

http://www.cancer.gov/images/newscenter/top.jpg 
http://www.cancer.gov/images/newscenter/schematic_spike_opening_380X380.mov 

 

                                                 
3 cryo-electron tomography. 
4 抗体が抗原と結合してウイルスの細胞内への侵入および細胞内での増殖を防ぐことを「中和

(neutralization)」、そのような働きをする抗体を「中和抗体(neutralizing antibody)」と呼ぶ。 
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翻訳：桑原 未知子 
 
出典：Imaging Techniques Yield New Information on How HIV Infects Cells and 

Provides Clues to Vaccine Design 
http://www.nci.nih.gov/newscenter/pressreleases/HIVspikeSubramaniam 
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【産業技術】 ナノテク  
 

柔軟なナノアンテナ配列で豊富な太陽エネルギーを捕獲(米国) 
－太陽光や廃熱からの赤外線を捕獲するナノアンテナを試作－ 

 
太陽光や他の発生源により生成された熱エネルギーを集める何 10 億個ものナノアンテ

ナを含んだプラスチックシートを生産する安価な方法が考案された。米国エネルギー省

(DOE)アイダホ国立研究所(INL)で開発された、この技術は、柔らかい材料上に大量加工す

ることができる太陽エネルギー集光器に向けた 初のステップである。 
 
利用可能な電力へのエネルギー変換方法を開発する必要があるが、このシートは、従来

の太陽電池より高い効率でハイブリッド自動車から iPods まですべてに電力を供給する軽

いスキンとして製造することがやがて可能であろう、とアイダホ国立研究所の研究者が米

機械学会 2008 の第 2 回エネルギー持続可能性国際会議でこの発見を報告している。 
 
さらに、このナノアンテナは、電力を使用せずに、建物やエレクトロニクスからの廃熱

を取出す冷却機の役割をする可能性を持っている。このナノアンテナは中間赤外線領域

(THz 波)を目標としている。地球は、日中に太陽からエネルギーを吸収した後に、熱とし

てそれらを連続的に放射している。対照的に、これまでの太陽電池は可視光線のみしか使

用しておらず、日没後はその利用は無効となる。 
 
さらに、赤外線は、石炭火力発電所のような生産プロセスにおいて発生されるので、特

に豊富なエネルギー源である。「我々の産業界のすべてのプロセスは廃熱を発生している。

まさに、赤外線は我々が単に投げ捨てているエネルギーである」と INL の物理学者スティ

ーヴン・ノーバックは語る。 
 
研究チームは、INL エンジニアのデール・ケッター、マイクロコンティニューム社(ケン

ブリッジ、マサチューセッツ州)の W.デニス・スレィファーおよび現ミズーリ大学のパト

リック・ピンヒローからなり、ノーバックが研究チームを取りまとめている。 
 
ナノアンテナは、小さな金の正方形あるいはスパイラル状で、ビニール袋に使用されて

いる材料である、ポリエチレンの特殊処理された上に組み込まれている。このナノアンテ

ナの寸法はおよそ 5 ミクロンで、直径 15cm におよそ 10 億個のアンテナが含まれる) 
 
マイクロ波のような電磁スペクトルのより低い周波数領域からのエネルギーを集める

アンテナは、成功裡に発明されているが、赤外線はより集光しがたいことが分かっていた。

この理由の一部は、材料の特性が高い周波数の波長では極端に変化するということであっ

た、とケッターが述べる。 
 
研究者はナノアンテナの計算機モデルを構築するために、赤外線での、金、マンガンお

よび銅を含む様々な材料の振る舞いを研究し、その結果のデータを使用した。その結果に
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よる模擬ナノアンテナは、正しい材料、形およびサイズで、赤外線波長のエネルギーの 92
パーセントを捕獲することを発見した。 

 
その後、チームは、この計算機モデルを試験するために実際の試作品を作成した。まず

初に、かれらは、ナノアンテナパターンを持ったシリコンウェハをエッチングするため

に従来の生産方式を使用した。このシリコン基盤ナノアンテナは、対象とする波長領域の

エネルギーの 80 パーセント以上を吸収して、コンピューターシミュレーションとの一致

をみせた。 
 
次に、かれらは、ナノアンテナをプラスチック薄板に浮き彫り加工するために、繰り返

し型押しプロセスを使用した。このプラスチック試作品はいまだテスト中であるが、初期

実験は、それが予定された赤外線波長でエネルギーを捕えることを示している。 
 
赤外線を吸収するこのナノアンテナの能力は、冷却機としての可能性を有望にしている。

物体は熱を赤外線として放出するので、ナノアンテナはその輻射光を集め、無害な波長で

再度エネルギーを放射することが可能である。このようなシステムは、エアコンやファン

が必要とする外部からの電力源無しで、建物やコンピューターを冷却することが可能であ

る。 
 
しかし、ナノアンテナが利用可能な電力へそのエネルギーを集めることができる前には、

かなり多くの技術的進歩が必要である。赤外線は、ナノアンテナに毎秒数兆回振動する交

流を発生するので、交流を直流に変換する整流器と呼ばれる部品が必要となる。今日の整

流器ではこのような高い周波数を取り扱うことはできない。 
 
「我々は、ナノアンテナと共に動作するナノ整流器を設計する必要がある」とケッター

は述べて、ナノスケール整流器は現在の商用装置のおよそ 1000 分の 1 以下のサイズであ

り、新しい製造法を必要とすると語った。別の可能性は、使用可能な周波数へと電流を遅

くする電気回路を開発することである。 
 
これらの技術的なハードルを克服することができた時、このナノアンテナは太陽電池の

より安価でより効率的な代替となる可能性を持っている。従来の太陽電池は、集光した可

視光線の 20 パーセント程度までしか機能しない化学反応に依存している。科学者は、よ

り高い効率を持ったより複雑な太陽電池を開発している。しかし、これらのモデルは広範

囲の使用には非常に高価すぎている。 
 
ナノアンテナは、一方、その形とサイズに依存する特定の波長を捕獲するために調整す

ることができる。この柔軟性は、太陽のスペクトルの種々の部分からのエネルギーを捕獲

するために、両面ナノアンテナシートを作成することを可能とするであろう、とノーバッ

クは語る。 
 
このチームの繰り返し型押しプロセスは、1 分間に数 m の割合でアンテナ配列を印刷す
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ることが可能な大規模ロールトゥロール生産技術へと拡張することができるであろう。こ

のシートは、やがて建物の屋上を覆い、あるいは携帯電話や iPods のような消費者機器の

表面を形成し、連続的で安価な再生可能エネルギー資源を提供する可能性を持っている。 
 

参考資料： 
Solar Nantenna Electromagnetic Collectors(太陽ナノアンテナ電磁波集光器)： 
Proceedings of ES2008 Energy Sustainability 2008 August 10-14, 2008, Jacksonville, Florida 
USA, ES2008-54016, http://www.inl.gov/pdfs/nantenna.pdf 

 
( 出 典 ： https://inlportal.inl.gov/portal/ server.pt?open=514&objID=1555&mode= 

2&featurestory=DA_144483 ) 
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【産業技術】 IT  

 
欧州のグリッド・コンピューティング市場の拡大(EU) 

 
インターネットを通じた情報共有が可能になることで、ウェブシステムは我々の生活を

大きく変化させた。既に我々は今、広大なネットワーク網を有しており、究極的にはコン

ピュータのグローバルなネットワークが、１つの情報処理システムのリソースに組み込ま

れることになる。 
 
その手法としてのグリッド・コンピューティング 1 は、データの分析・蓄積・共有の方

法を大きく変革させている。このグリッド・コミュニケーションの新たな場が「GridTalk」
である。これは近年開始された革新的なプロジェクトであり、FP7 の枠組の下で欧州委員

会が共同出資している。 
 

グリッド・コンピューティングは、多くのコンピュータのリソースを一つのネットワー

クに結びつけ、単一の課題の解決に用いている。そのためには、一つのプログラムを分割

し、そのかけらを数千ものコンピュータに配分できるソフトウェアが必要となる。 
 
このシステムの広がる範囲は、単一の企業内部におけるワークステーションのネットワ

ーク内に限定されてしまう可能性があるが、一方でいくつかの公的機関や民間企業が共同

でシステムを構築することも考えられる。 
 
グリッド・コンピューティングによって、コンピューターリソースのより効率的な利用

が可能になる。また、グリッド・コンピューティングの導入によって、大容量コンピュー

タを大量に使用せざるを得ない事態を、ネットワークを通じた相互連携により回避するこ

とができる。 
 
「GridTalk」の狙いは、欧州の電子基盤整備プロジェクトと協働し、グリッドに関連す

る記事を含む政策レポートや、議論ペーパーを、明確かつ専門用語を排した形でまとめた

記事・文書を創り出すことである。こうした文書類は、科学者や一般市民と同様、政府や

産業界における非技術系の政策企画立案者を対象にしたものである。 
 
「GridTalk」は、また”International Science Grid This Week” (iSGTW)というニュー

スレターを著しく普及させるのにも貢献している。このニュースレターは毎週 15,000 人

以上に読まれ、100 ヵ国の 3,600 以上の機関に購読されている。iGTSW は米国の”Open 
Science Grid”と欧州の”EGEE”の初の共同プロジェクトとしてはじまったものである。

「GridTalk」によって、iSGTW は欧州においてより多くのグリッド・プロジェクトを網

羅し、グリッド関連の研究開発者に対する情報提供や支援ができるようになった。 

                                                 
1 ネットワークを介して複数のコンピュータを結ぶことで仮想的に高性能コンピュータをつくり、利用者はそ

こから必要なだけ処理能力や記憶容量を取り出して使うシステム。 
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EGEE は世界 45 ヵ国の 240 以上の研究機関の科学者と技術者双方を結集し、科学者が

24 時間利用することのできる、電子科学研究のためのシームレスなグリッド基盤を提供し

ている。そして、現在では、世界で も大きな、領域横断的なグリッド・インフラストラ

クチャーとなっており、たとえば気候変動のような、数多くのトピックに関する情報を蓄

積している。 
 
「GridTalk」はまた、有名な GridCafé のウェブサイトにもいい意味での緊張感をもたら

し、このサイトを現在でもグリッド普及のための、先端的な情報源にしている。欧州原子力

研究機構（CERN）の開発によって、GridCafé は”GridCast”という電子フォーラムの運営

を行っている。このフォーラムは、グリッド関連の活動を行っている科学者が、ブログやポ

ッドキャストで自らの経験を投稿することができる。このフォーラムは 2003 年に、グリッ

ドについて一般社会に周知するために作られ、以来国際的な賞をいくつも獲得している。 
 
グリッド・コンピューティングそれ自身とはことなり、「GridTalk」は広域に分散して

いる参加者がそれぞれ持っているコンピューターリソースを統合し運用している。

「GridTalk」のプロジェクトマネージャーであるサラ・ピアース氏は、欧州におけるグリ

ッド・コンピューティングの取り組みの成功を継続させるためには、この、共同的な手法

が不可欠であると語っている。「グリッドという概念への驚きは、それを導入することので

きる個々のグループに対して速い勢いで広がっている」とピアース博士は強調する。 
 
「欧州におけるグリッドへの支援策は、新たな科学的な成果をもたらし、すでに科学的研

究の実践の方法を変えてしまった。「GridTalk」のチームは、こうした科学技術の個々の

成果の橋渡しをし、グリッドが可能にした科学技術上の成果を広く、出版物やオンライン

で公表することを約束する」 
 
「一般の人々も、グリッドが可能にした健康学、化学、生物学やその他諸々の科学上の発見

から、多大な恩恵を受けることであろう。「GridTalk」は、このようなグリッド・コンピュ

ーティングが持つ、より人間的な側面を示していく。我々は、グリッド・コンピューティン

グを世の中の表舞台に出し、科学における多くの新たな発見の縁の下の力持ちを担っている

グリッド・コンピューティングに、スポットライトをあてたい」とピアース博士は語る。 
 
参考文献： 
1. “GridTalk spreads the word on European grid computing” EU Commission Research  
Headline, http://ec.europa.eu/research/headlines/news/article_08_05_30_en.html 
2. GridTalk Project Website   http://www.gridtalk-project.eu/ 
3. GridCafé Website  http://gridcafe.web.cern.ch/gridcafe/ 
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【産業技術】 IT  

 

スタンフォード大学、IT 大手企業と協力して 
パラレルコンピューティング研究を開始（米国） 

 
スタンフォード大学は、IT 大手企業との協力の下、2012 年までにパラレルコンピュー

タプラットフォームを開発することを目標とする研究センターを、2008 年 5 月 2 日に新

設した。この研究所は「Pervasive Parallelism Laboratory（PPL）」と呼ばれ、現在以下

のようなアプリケーション、言語、システムソフトウェア、コンピュータアーキテクチャ

を得意とする企業 6 社がメンバーとなっている。 
 

＜創設メンバー（Founding Member）＞ 
• Sun Microsystems 
• AMD 
• NVIDIA 

＜関連メンバー（Affiliate Member）＞ 
• IBM 
• Intel 
• HP 
 
PPL では、コンピュータパフォーマンス拡大の鍵となるパラレルプログラミングを向上

させるため、新規手法、ツール、トレーニング教材などの研究開発を 3 年間で 600 万ドル

をかけて行うことが計画されている。基礎ハードウェア開発からユーザーフレンドリーな

プログラム言語開発といった幅広い活動を通じて、ソフトウェア開発者がパラレルシステ

ムを自動的に活用できるような技術躍進が目指されている。 
 
研究所のトップは、マルチコアコンピュータアーキテクチャを長年に渡って研究してき

た Kunle Olukotun 電子工学・コンピュータサイエンス教授で、まず 2008 年夏終わり頃

までに FARM（Flexible Architecture Research Marchine）と呼ばれるテストベッドの開

発を終了し、これを利用して研究が進められることになる。FARM は再プログラム可能な

チップと従来型プロセッサーを併用したもので、パフォーマンスだけでなく、融通性（バ

ーサティリティー）にも優れたものとなる予定である。 
 
パラレルコンピューティングは 近まで、数百・数千ものコンピュータシステムを備え

た大規模コンピュータセンターにおいてのみ実現可能であり、一部でしか利用がされてこ

なかった。しかし、GPU のような Many-core プロセッサやマルチコア CPU が出てきた

ことで、 近のコンピュータシステムには複数のプロセッサを搭載するものも増えてきた

が、これまでパラレルコンピューティングが一般的でなかったこともあって、パラレリズ
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ム（並行処理能力）を活かしたソフトウェアの開発ができるプログラマーはほとんどいな

い状況となっている。このため、パラレルコンピューティングに 適な新しいソフトウェ

ア手法が開発されない限り、コンピュータや計算能力の進歩が止まってしまうという懸念

が各方面から 近上がっていた。 
 
スタンフォード大学ではこの問題を「過去 40 年以上に渡って向上してきたコンピュー

タパフォーマンス、さらには、演算応力の拡大に伴って進展してきたコンピュータ産業そ

のものが直面している 大の難関」（スタンフォード大学コンピュータサイエンス学部長

Bill Dally による発言）と考えており、パラレリズムに伴って発生している問題の解決を、

PPL の使命として託している。また、PPL の研究開発結果を活用することで、人工知能

やロボット、ビジネスデータ分析、バーチャルやゲームに利用できるソフトウェアの開発

がより簡単になると期待が高まっている。 
 
PPL はこれまでに参加を表明している 6 社以外にも民間メンバーを募っているが、民間

メンバーは PPL で得られた成果に対する知財権は所有できない取り決めとなっている。

なお、パラレルコンピューティング研究に対しては、スタンフォード大学以外にも、カリ

フォルニア大学バークレー校やイリノイ大学アーバナシャンペーン校も、マイクロソフト

やインテルからの支援を得て取り組むことが発表されている。 
 

出典： 
1． Stanford University, Pervasive Parallelism Laboratory – PPL ウ ェ ブ サ イ ト 

http://ppl.stanford.ed/ 
2． Michael Singer, “Stanford, Chipmakers Team on Simplifying Multi-Core Apps.” 

Information Week, May 1, 2008.  
http://www.informationweek.com/news/hardware/processors/showArticle.jhtml;jsessio
nid=FWRFZMVI3MG3WQSNDLPCKHSCJUNN2JVN?articleID=207404128&subSec
tion=News 

3． Suzanne Deffree, “Stanford Pervasive Parallelism Lab Backed by Intel, Nvidia, IBM”. 
Electronic News, May 1, 2008.  
http://www.edn.com/index.asp?layout=article&articleid=CA6556719&ref=nbsa 

4． David Orenstein, “Tech Giants Work Together to Enable Software to Power Parallel 
Computing”. Stanford Report. April 30, 2008.  
http://news-service.stanford.edu/news/2008/may7/parallel-050708.html  
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