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【地球温暖化特集】政策レビュー    
 

2007 年の気候変動政策のレビューと今後の展望 (EU) 
 
本年 7 月 2 日に欧州委員会が採択した「2007 年環境政策レビュー(2007 Environment 

Policy Review)1」は、2007 年の EU および加盟国の主な環境政策の進捗状況や 2008 年の

主要な課題について述べたものである。NEDO 海外レポートでは「地球温暖化特集」とし

て、このレポートの付属文書である「委員会スタッフ作業文書」から「気候変動」に関す

る部分を抜粋して紹介する。 
 
2007 年の重要な出来事 

気候変動は、地球が直面する 大の脅威のひとつである。気候変動に関する政府間パネ

ル(IPCC)の第 4 次評価報告書は、気候システムの温暖化が明白なことを確認した。この脅

威に取り組むために、欧州連合(EU)加盟国は 2007 年 3 月の欧州理事会で、欧州のための

新エネルギー政策導入に向けたエネルギーおよび気候変動パッケージに合意した。これは、

もし EU の削減努力に匹敵するような努力を他の工業国でも行うとの国際的な合意があれ

ば、EU が 2020 年までに温室効果ガスの排出を 30％（たとえそうした合意がない場合で

も、EU 単独で少なくとも 20％）削減することを約束するもので、エネルギー消費におけ

る再生可能エネルギーの割合を 20％、輸送用燃料におけるバイオ燃料使用の割合を 10％
にするという目標を設定している。このパッケージは、気候変動に関する国際交渉での画

期的な現状打破に向け地ならしをするものである。EU は、12 月にインドネシアのバリ島

で行われた第 13 回国連気候変動会議（UNFCCC COP13）の締約国会議における主たる

目的を達成した。すなわち、2012 年以降の気候変動に関する、効果的かつ世界的な行動に

むけた地球規模での包括的合意を目指して集中的に交渉し、2009 年に交渉をまとめること

で合意したのである。欧州委員会は、2008 年 1 月 23 日に気候変動に対する行動と再生可

能エネルギー実施パッケージ（後出）を採択し、パッケージの内容から具体的な行動を導

き出した。これは、欧州が低炭素経済への道を確実に歩むことを目的としている。 
 
 欧州委員会は 2007 年、EU 排出枠取引制度(ETS)の 2008～2012 年の取引期間における

CO2排出アローワンス2の割当にあたり、加盟国の国別計画を評価し、厳格な排出制限を決

定した。3 アローワンスは ETS の第一期間（2005～2007 年）の割当より 12.5％、2005
年に測定された排出量より 6.8％減少する予定である。12 月に環境大臣たちは、2012 年か

ら航空機からの排出も同制度に含めることで政治的合意に達した。2008 年から、ノルウェ

                                                 
1 COM(2008)409。NEDO 海外レポート 1028 号（2008 年 9 月 3 日発行）「2007 年の環境政策レビューと今

後の見通し」参照。(http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1028/1028-04.pdf) 
2 １アローワンス＝1 トンの CO2排出量 
3 国別計画の評価については、「EU の省エネルギー国別行動計画の第１回評価」、NEDO 海外レポート 1024

号、2008 年 6 月 18 日を参照。 
（http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1024/1024-05.pdf） 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1030,  2008.10.15 
 

2 

ー、アイスランド、リヒテンシュタインの企業も ETS に参加できる見込みである。 
 
 道路輸送からの CO2排出は 1990 年以降 26％増加し、EU の総排出量の約 1/5 を占めて

いる。2 月の CO2 および乗用車戦略レビューにより、自動車業界の自主的努力だけでは、

2012 年に新車からの CO2排出を 1km あたり 120g にするという目標を達成するには限界

があることが示された。そこで欧州委員会は 12 月に、自動車メーカーに対して必要なイ

ンセンティブ、たとえば、限界値に達しなかった場合の過剰排出割増金（ペナルティ）4を

与える法的枠組みを提案した。燃料品質指令の修正案も、燃料供給者に対して、供給した

燃料から排出される温室効果ガスをライフサイクル全般にわたって削減するよう義務づけ

ている。バイオ燃料の使用を拡大するために、新しいガソリンへの混合率も設定される計

画である。それと同時に、塵埃粒子を削減するためディーゼル燃料油の硫黄含有レベルも

下げる予定である。第 7 次研究枠組みプログラム(FP7)の下で欧州委員会により資金援助

されている研究活動は、全輸送システムとそのライフサイクル評価を視野に入れて、輸送

の気候変動に対する影響を軽減するための短期的および長期的解決策に焦点を当てている。 
 

 2007 年の「ポスト炭素社会に向けて」と題する会議は、長期的な行動パターン（たとえ

ば、移動の点で）やエネルギー消費と土地利用の関係といった、気候変動とエネルギー変

化に関連するいくつかの主要な社会的経済的問題を確認した。 
 
 欧州委員会は、低炭素で高効率な既存技術の費用を削減し、そうした技術の市場への導

入を加速させる一助となるよう新戦略的エネルギー技術計画5を採択した。新計画はとりわ

け、6 つの欧州産業イニシアティブの着手を提案している。これは、風力、太陽、バイオ

エネルギー、炭素回収・貯留、電力網および核分裂の分野の技術開発に焦点を当て、また、

欧州エネルギー研究連合を立ち上げて欧州全域でより密接に協力できるよう、適切な資源

と人材を結集しようとするものである。 
 
こうした措置にも拘わらず、何℃かの気候変動はもはや避けることができない。そこで、

気候変動への適応に関するグリーンペーパー6は、経済的、社会的、環境的混乱を 小限に

するために、気候変動による影響に対する早期適応に向けさまざまな政策行動を提案して

いる。そうした状況の下で欧州委員会はまた、水不足と干ばつに対処し、その影響を軽減

                                                 
4 CO2排出量が 120g/km を超えた場合、超過分 1g/km につき 2012 年には 20 ユーロ、2013 年には 35 ユーロ、

2014 年には 60 ユーロ、2015 年には 95 ユーロのペナルティが提案されている。

(http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1965&format=HTML&aged=0&langua
ge=EN&guiLanguage=en)  

5 2007 年 11 月 22 日発表。詳細は「低炭素社会にむけて(EU)」、NEDO 海外レポート 1018 号、2008 年 3 月

5 日を参照のこと。 
（http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1018/1018-06.pdf） 
6 Adapting to climate change in Europe – options for EU action, COM(2007)354 final 、2007 年 6 月 29 日

発行、 
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0354:FIN:EN:PDF) 
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するための政策選択肢を列挙した水不足と干ばつに関する提案を採択した。選択肢の核心

は、水の適正価格を設定する必要性にある。どこから取水されたかにかかわりなく「利用

者負担」の原則がルールになる必要がある。EU には節水できる非常に大きな余地のある

ことを考慮すれば、節水と水効率は推進されなければならない。10 月の環境理事会は、こ

の点（節水と水効率の推進）および水に対する適正価格設定の必要性を支持した。11 月に

は洪水に係る新司令が発効した。これにより加盟国は、洪水マップと危険にさらされる地

域のための洪水管理計画を作成しなければならない。 
 
これらの域内的なイニシアティブは、2012 年以降の包括的合意に向けた気候変動に関す

る国際交渉（12 月、於：バリ）で主導的役割を果たし続けるという、EU の意欲を裏打ち

するものである。EU の目的は、温室効果ガス排出削減について拘束力のある数値目標に

ついて先進国で合意に達すること、また途上国、特に新興工業国によるより一層の貢献に

ついて合意に達することであり、EU の目的（地球の気温上昇を産業化前のレベルから 2℃
以内に抑えること）と両立できるよう促すことである。 
 
新しい知見 
・IPCC は第 4 次評価報告書の中で、過去 100 年の間に地球の温度は平均して 0.76℃上昇

し、温度上昇が拡大傾向にあると述べている。 も温暖な記録のある 11 年は、過去 12
年の間に起きている（別紙参照）。追加的対策を取らないと仮定した場合、2100 年まで

に地球の平均気温はさらに 1.8～4.0℃上昇すると考えられる7。同報告書は、将来の気候

変動による影響を確認すると同時に、気候変動の影響に適応し温室効果ガス排出を 小

限に抑える努力を強化する必要性を訴えた。一層の研究活動により、将来の気候変動に

よる影響を定量化する際の不確定要素に対処し、低炭素技術への移行を強化、加速しな

ければならないだろう。 
・ EU15 ヵ国の 2005 年の CO2排出は 2004 年対比で 0.8％減少する一方で、GDP は 1.6%

成長した。基準年レベルと比較すると、全体として 2%の CO2排出削減が達成された。

EU27 ヵ国の CO2排出は 2004 年対比で同様の減少を示し、2005 年の CO2排出は基準

年対比で 11％減少していた。予測によれば、EU は京都議定書の目標に近づきつつある

が、目標達成を確実にするためには追加的なイニシアティブを早期に採択、実施する必

要がある8。暫定的なデータでは、2006 年の温室効果ガスの排出は減少傾向にある。 
2008 年見通し 
・2008 年 1 月の気候変動に対する行動と再生可能エネルギー実施パッケージ9で、欧州委

員会は以下を目的として提案を提出した。 

                                                 
7 EU の目的は、地球温暖化を産業化以前のレベルから 2℃以内に制限することである。なぜなら、この閾値

を超えると、不可逆的で、場合によっては壊滅的な変化の起こるリスクが劇的に高まるからである。 
8 COM/2007/0757 
9 NEDO 海外レポート 1017 号（2008 年 2 月 20 発行）「欧州の気候変動とエネルギー対策総合政策 －欧州

委員会の具体的提案（2008 年 1 月）－」参照。 
（http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1017/1017-12.pdf） 
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－2013 年以降の第 3 約束期間のための ETS の改善。より多くの排出源を対象とし、あ

る加盟国の企業が別の加盟国の企業からアローワンスを購入できるようにする。 
－道路輸送、建設、サービス業および農業など ETS 対象外の部門に対する協同の排出

削減努力。 
－エネルギー構成における再生可能エネルギーの比率増加のための、法的強制力のある

目標を持つ指令。その目標は各国の必要性と可能性を反映したものになる。 
－炭素回収および地中貯留の安全な実施に向けた技術開発および諸問題に取り組むため

の法的枠組み。 
・パッケージには環境保護のための国家支援に関する改正ガイドライン（特に気候変動と

エネルギーに関するルールを修正）も含まれる。 
・適応に係る白書は、気候変動に適応する方法を特定し、国際的側面を考慮しつつ、適応

原則を通常の政策（農業、漁業、輸送、エネルギー、地域開発、研究および健康）に組

み込む方法を検討する計画である。 
・2008 年末までに、水不足と干ばつに関するフォローアップレポートで、2007 年の提案

で確認された対策の実施の締め切りが設定され、必要かつ費用効果的であると欧州委員

会が評価した水管理対策が加えられる予定である。 
・途上国や経済移行期の国でのエネルギー効率や再生可能エネルギー使用を促進するため

に、欧州委員会は世界エネルギー効率および再生可能エネルギー基金（Global Energy 
Efficiency and Renewable Energy Fund：GEEREF）を設立する計画である。この官

民の投資基金は、小規模および中規模のプロジェクトへの投資に特化している地域の基

金にリスク資金を提供する。 
・2008 年 12 月、ポーランドのポズナニ(Poznan)で開催される国連気候変動会議(COP14)
で、バリ・ロードマップ10に関する進捗状況が評価され、ポスト 2012 年の交渉に向けた

追加的な政治的ガイダンスが発表される。これは他の気候変動に関するハイレベル会議、

特に G8 や主要経済国会議の結果を考慮したものになる。 
 

翻訳：吉野 晴美 
 
出典：http://ec.europa.eu/environment/pdf/sec_2008_2150.pdf 
 

                                                 
10 2007 年 12 月に COP13 および京都議定書第 3 回締約国会議で合意された（於：バリ）、2013 年（ポスト

京都）以降の次期枠組みについての正式な交渉プロセスを指す。交渉は 2009 年末までに開始されることに

なっている。 
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別紙 世界の気温変化 

 

図：世界的な気温変化（1850～1899 年の平均気温対比の気温変化。℃） 

出典：欧州環境庁、イーストアングリア大学気候調査部門の HadCRU3 データを基に作成。 
 
「世界的な規模で大気や海洋の平均気温の上昇、広範な融雪・融氷、および平均海面の上

昇が観察されていることから明らかなように、気候システムの温暖化は疑う余地がない。」

11 
 
 2007 年は 1850 年以降で８番目に温暖な年であった。これを超えたのは 1998 年、2005
年、2003 年、2002 年、2004 年、2006 年、および 2001 年だけである。12 更に 2007 年

は、北半球だけみると 2 番目、南半球では 9 番目に温暖な年であった。13 

                                                 
11 気候変動に関する政府間パネル第４次評価報告書。 
12 も温暖だった年から、降順に示してある。 
13 英国気象庁ハドレーセンターおよびイーストアングリア大学気候調査部門 
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 欧州は産業化前のレベルより２℃以内の上昇に抑えるという目標を設定した。 
 
 図は、1850 年から 2007 年までの世界の陸地と海面の気温をあわせたものを示している

が、20 世紀中に気温の上昇が加速していることがわかる。1850～1899 年から 2007 年の

世界規模（陸地および海面）の気温上昇は 0.74℃で、欧州14では世界平均よりも上昇が大

きかった。欧州の陸地での気温上昇は 1.22℃で、陸地と海面をあわせた気温上昇は 0.98℃
であった。 
 
 も温暖だった 13 年のうち 12 年は、過去 13 年のうちに起きている（1995～2007 年）。

特に、2001～2007 年は 1991～2000 年の 10 年に比べて 0.21℃気温が高かった（1990 年

代は連続した 10 年毎の年代で見た場合 も温暖）。科学的な分析は、北半球では 20 世紀

後半が少なくとも過去 1300 年で も温暖な局面にあることを確認したが、気候システム

の温暖化は二酸化炭素やその他の温室効果ガスが大気中に蓄積したことが原因であると結

論している。 
 
 世界の平均気温は 21 世紀中に、シナリオによっては更に 1.1℃～6.4℃上昇すると考え

られている。 も控えめな推定でも、世界の気温上昇は 1.8℃～4℃、欧州の気温上昇は 1℃
～5.5℃である。この予測は、 大の温暖化は東欧およびスカンジナビアでは冬に、南西ヨ

ーロッパと地中海ヨーロッパでは夏に起こることを示している。その上、猛暑、熱波、大

量の降雨がより頻繁に発生し、欧州全域で寒冷になることが更に少なくなる可能性が極め

て高いのである。 
 

                                                 
14 欧州の定義は以下の通り。北緯 35～70 度、西経 25 度～東経 30 度＋トルコ（北緯 35～40 度、東経 30～45

度） 
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【地球温暖化特集】政策レビュー 京都議定書目標進捗状況 
 

欧州主要国の京都議定書目標達成の見込みと対応政策 
 

NEDO 海外レポートでは「地球温暖化特集」として、本号の別稿「2007 年の気候変動

政策のレビューと今後の展望 (EU)」にて、本年 7 月 2 日に欧州委員会が採択した「2007
年環境政策レビュー(2007 Environment Policy Review)」の付属文書である「委員会スタ

ッフ作業文書」から「気候変動」に関する部分を抜粋して紹介しているが、本稿では同文

書より EU 主要国（フランス、ドイツ、イタリア、スペイン、スウェーデン、英国）の進

捗状況や課題について述べた部分を抜粋し紹介する。 
 
京都議定書第 4 条(共同達成)に基づき、EU15 ヵ国 1の温室効果ガス削減目標は 2008～

2012 年の第 1 約束期間において基準年（1990）対比でマイナス 8％となっている。一方、

EU 域内では国別に削減目標を設定したが、この国別目標では各国の事情を反映して、8%
を大きく上回って削減する国（ドイツ、デンマーク等）、排出量を現状維持にとどめる国（フ

ランスおよびフィンランド）、上限は設定されているが排出量を 1990 年よりも増加させる

ことが認められている国（スウェーデン、スペイン、ポルトガル等）などかなりの違いが

ある。 
 
表は各国の目標と 2005 年の排出量実績を示したものである。この国別目標を現行の政

策の延長線上でも達成できると見られているのは、ドイツ、スウェーデン、英国の 3 ヵ国

である。フランスとイタリアは追加措置が必要（イタリアはそれでもかなり厳しい）とさ

れ、スペインの場合は目標達成はほぼ絶望的である。 
 

表 EU 主要国の温室効果ガス削減目標と実績（CO2換算） 
 2008-2012 年目標（1990 年比） 2005 年実績（1990 年比） 
フランス 0% -1.9% 
ドイツ -21% -18.7% 
イタリア -6.5% +12.1% 
スペイン +15% +52.3% 
スウェーデン +4% -7.4% 
英国 -12.5% -15.7% 
EU15 ヵ国 -8% -2% 

 
 

                                                 
1 2004 年 4 月までの EU 加盟国。オーストリア、ベルギー、ドイツ、デンマーク、スペイン、ギリシャ、フィ

ンランド、フランス、アイルランド、イタリア、ルクセンブルグ、オランダ、ポルトガル、スウェーデン、

英国（国名略号アルファベット順）。 
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①フランス  
2007 年の主要な出来事 
気候変動 
 2005 年のフランスの CO2排出量は 1990 年の排出量より 1.9％低かった。しかし 近の

予測によれば、追加的な措置を取らない限り 1990 年の排出レベルで安定させるという京

都議定書の目標を達成できないとのことである。 
 
 2006 年の総電力消費量のうち 12.4％は再生可能エネルギー源からであった。しかし、

2010 年には再生可能エネルギーの割合を 21％にするという目標を達成するには、進捗が

遅いといえる。エネルギー効率の点では、2005 年のエネルギー強度 2は GDP1,000 ユーロ

当たり石油換算にして 185kg で、EU の平均値に近いものであった。 
  
・「国内プロジェクト」と呼ばれる新しいイニシアティブが導入され、排出量取引制度(ETS、

全経済部門の 30％のみが対象)の対象外になっているセクターが、温室効果ガス削減に

より経済的利益を追求することができるようになった。これにより、経済のより広範な

部門が、温室効果ガスの排出削減を目指す市場メカニズムに組み込まれる。 
 
・2004 年に採択された気候計画を強化しアップデートするため、2007 年に新しい対策が

実施された。特に、建設および運輸部門は主要な CO2排出源であることから、この 2 部

門に対する追加的規制の必要性が議論されている。新築および既存の建物に対する一層

厳格なエネルギー効率要件が、エネルギーおよび気候変動政策を展開する上で、重要か

つ新しい推進力になっている。運輸部門については、バイオ燃料へのインセンティブ向

上、乗用車に対するエネルギーラベリング、代替輸送手段の開発、民間部門の輸送イニ

シアティブに対する公的資金援助などに関する政策の全てが気候変動に取り組む中心的

戦略を構成しているのである。 
 
・1 月以降、「産業発展のための預金口座」が「持続的発展のための預金口座」に改められ

た。銀行は建築物の省エネ作業に対する融資の際、この口座に集められた金額の一部

（2008 年 2%、2009 年 5%、2010 年 10%）を使用しなければならなくなる。投資家を

集めるために、この口座の利子に対する税は免除される。 
 
・フランスはまた 2007 年に、影響を受ける広範な部門や利害関係者と協議した後、気候

変動に適応するための国家戦略を打ち出した。 
 
  
②ドイツ 

                                                 
2 エネルギー強度は、国内のエネルギー総消費量をGDP（国内総生産）で除したものであり、経済のエネルギ

ー効率を表す。 
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2007 年の主要な出来事 
 EU 理事会と G8 の議長国として、ドイツの政策課題は 2007 年前半に国際的な関心を集

めた。双方のフォーラムにおいて、ドイツはより意欲的な気候変動政策を推進した。同国

は現在、そうするのに適した環境にある。京都議定書の約束を達成できる見通しで、再生

可能エネルギーの比率が急速に伸びており、意欲的なエネルギー効率目標が設定されてい

るからである。 
 
 ドイツ政府は、この分野でのリーダーとしての自負を強化する国内政策イニシアティブ

を提示した。統合エネルギー・気候プログラムは、その重要な要素である。この包括的プ

ログラムの一環として、14 の法律が施行された。 
 
気候変動 
 2005年の温室効果ガス排出は10億トン（CO2換算）で、基準年(1990)の排出量より18.7%
低かった。 近の分析によれば、ドイツは現在スウェーデンおよび英国とともに、既存の

国内政策と措置だけで排出量削減目標を順調に達成できる見込みである。 
 
 2006 年の総電力消費量のうち 12％は再生可能なエネルギー源からで、2010 年に 12.5％
にするという目標を順調に達成しつつある。2005 年のエネルギー強度は GDP1,000 ユー

ロ当たり石油換算にして 157kg で、EU の平均値より低い。 
 
・（CO2排出量）割当法 2012 は、オークション 3に着手するための枠組みを策定し、排

出量アローワンス 4 の割当を規制する。エネルギー設備に対する割当は、効果的な設

備に報いるベンチマーキングシステムへ移行することになっている。総アローワンス

の 1/10 程度、たとえば年間 4,000 万アローワンスが売却される予定である。 
  
・8 月、連邦政府は統合エネルギー・気候プログラムを採択した。これは 2020 年に温

室効果ガスの排出量を 1990 年対比で 40％削減することを目的とした 29 の措置を含

む。包括的な実施パッケージは 12 月に採択された。2007 年末までに 14 の法律が施

行された。重要な要素としては、エネルギー効率の向上、再生可能エネルギーの拡大、

および運輸部門における一層の気候保護が挙げられる。 
 

・行動パッケージの一環として、ドイツは熱電併給（コージェネ）発電所の比率を 2020
年までに 2 倍にする目標を立てている。建築物の省エネについては、年間 14 億ユー

ロ以上を拠出して、エネルギーシステムを近代化することにより、エネルギー消費を

2009 年までに 30％削減、2012 年までに更に 30％の削減を達成する計画である。新

                                                 
3 EU-ETSは2013年からはオークション（入札）方式にすることを欧州委員会は提案している。（NEDO海外

レポート1017号「欧州の気候変動とエネルギー対策総合政策-欧州委員会の具体的提案（2008年1月）-」参

照。http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1017/1017-12.pdf） 
4 １アローワンス＝1 トンの CO2排出量 
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規発電所からの窒素酸化物排出を対象に、さらに意欲的な基準が導入される予定であ

る。 
 

・再生可能エネルギー源法あるいは再生可能エネルギーのためのインセンティブプログ

ラムといった既存の措置は、経済効率の向上の観点から見直しの対象になっている。

海上の風力エネルギー利用は拡大される予定である。再生可能熱エネルギー法では、

熱供給部門における再生可能エネルギーの比率を、現行の 6％から 2020 年には 14％
に引き上げる計画である。家の所有者は、新築の建物には再生可能エネルギーを使用

することが義務づけられる。支援プログラム用に、2008 年には 3 億 5,000 万ユーロ、

2009 年からは 5 億ユーロの予算が計上された。 
 
環境技術 
 今期の、持続可能な発展に関する研究への総予算はおおよそ 12 億ユーロである。2007
年には、気候行動プログラムへ 2 億 5,500 万ユーロが、エネルギー研究プログラムヘ約 1
億 5,000 万ユーロが割り当てられた。 
 
市場ベースの手段の活用 
・統合エネルギー・気候プログラム実施のための行動パッケージの一環として、9 月か

ら改正自動車税および改定高速道路使用料金が重量車両に適用された。これらは、車

両の環境に対する影響を考慮したものである。連邦政府は、低公害の大型トラック(新
車)を購入する際に経済的なインセンティブを導入した。 

 
2008 年の見通し 
・2008 年には、気候保護のための連邦予算から総額 26 億ユーロ（排出量アローワンス

のオークションからの 大 4 億ユーロを含む）が割り当てられる予定で、これは 2007
年の予算から倍増した。 

 
 
③イタリア 
2007 年の主要な出来事 
 2007 年の も重要なイベントのひとつは 9 月の全国気候変動会議であった。この会議

で、省エネインセンティブの強化や、自然災害に対する早期警戒システムの開発といった

案件が提案された。 
  
気候変動 
 イタリアの 2005 年の温室効果ガス排出量は 5 億 8,220 万トン（CO2 換算）、すなわち

1990 年対比で 12.1％増加しており、現在京都議定書に定められた目標を達成するにはほ

ど遠い状況にある。同国は 2008～2012 年期に温室効果ガスの排出を 1990 年対比で 6.5%
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削減することを約束した。 近出された予測によれば、もし追加的な政策が実施されなけ

れば目標値に 12.7%及ばない可能性が示唆された。特に懸念されるのは、電力消費の伸び

と、2010 年には総電力消費における再生可能エネルギーの比率を 25％にする目標と現実

（2006 年は 14.5%）との間の大きな乖離である。エネルギー効率という点では、イタリ

アは EU の平均に近く、2005 年のエネルギー強度は GDP1000 ユーロ当たり石油換算にし

て 190.7kg であった。 
 
・2005～2009 年の省エネ目標が設定されたことに伴い、エネルギー効率に対する関心

が高まってきている。エネルギー効率安全、あるいは「ホワイト・サーティフィケイ

ト」5と呼ばれる新メカニズムが導入されつつある 
 
・財政法は、建設部門に特別な注意を払っており、建築物におけるエネルギーの無駄を

削減し、再生可能エネルギーのより広範な使用（湯沸かし器用の太陽熱パネルの設置

や太陽光発電技術など）を促進するための費用の 大 55％を援助するという経済的な

インセンティブを導入した。 
 
・コージェネの推進、発電および熱源としての再生可能エネルギー源の利用、産業用電

気モーターの高効率モーターへの置きかえ、産業プロセスからの二酸化窒素(NO2)の
除去、新規の低公害エネルギー源の研究開発パイロットプロジェクト、などの措置を

対象に年間 2 億ユーロが拠出されている。 
 
  
④スペイン 
2007 年の主要な出来事 
 スペインは全加盟国の中で、京都議定書に定められた目標と現実の排出量と間の乖離が

大になっている。追加的な政策を策定したとしても、目標達成には 14%及ばないとみら

れる。2007 年には気候変動に取り組むいくつかの重要な措置が導入された。10 月に開催

された気候変動のための全国評議会で、気候変動のための国家戦略と緊急対策計画を承認

した。この計画は、198 の措置と進捗状況を監視する 75 の指標から成っている。 
 
気候変動 
 基準年(1990)から 2005 年の間に温室効果ガスの排出量は 52.3%増加した。スペインは

現在、2010 年の予想排出量と京都議定書の目標との間にかなり大きな乖離がみられる。た

                                                 
5 EU のエネルギー効率向上策を推進する措置の一環で、一定のエネルギー消費が削減された場合、それを証

明する書類のこと。権限のある機関により発行される。現段階では、通常エネルギーの卸または販売会社に

一定の省エネ義務を負わせることとセットになっている。 小限の費用で目標を達成することを可能にする

ために、市場での売買が可能になっている。 
(出典：Euro White Cert Project, White Certificates: concept and market experiences,  
(http://www.ewc.polimi.it/documents/EWC_brochure.pdf）） 
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とえ全ての追加的政策措置が取られ、京都メカニズムを利用し、（森林などによる）炭素吸

収を行ったとしても、スペインは京都議定書の排出目標には 14.2%及ばないと考えられる。

スペインは、一層の排出削減政策とその実施措置を策定する必要に迫られるであろう。 
 
・10 月に行われた気候変動のための全国評議会（全ての地方政府が参加）で、気候変動

のための国家戦略と緊急対策計画が承認された。この計画は、2008～2012 年期に年

間 2,710 万トンの CO2を削減するという目標を達成する目的で策定された。ただし、

現段階では達成には遥かに及ばない状況である。 
  
・更に、スペインの国家気候変動適応計画が 2007 年末に準備され、現在審議されてい

る。 
 
・2007 年に着手されたその他のイニシアティブは、エネルギー効率の向上、コージェネ

や海上風力エネルギープロジェクトの推進を目的としている。2005 年の総電力消費の

うち再生可能エネルギー源の比率は 15%で、2010 年に 29％にまで引き上げる計画で

ある。 
 
・バイオ燃料指令 6 に基づき、新しく制定された「炭化水素法」は、バイオ燃料の強制

的導入に向け基準を設定した（2008 年に 1.9%、2009 年に 3.5%、2010 年に 5.83%）。 
 
2008 年の見通し 
・法的枠組みと主要な環境戦略が 2007 年、あるいはそれ以前に採択されている。2008 年

の焦点は、それらが実施に移されるかどうかにある。すなわち気候変動のための国家戦

略と緊急対策計画の完全な適用、再生可能エネルギー計画、大気質戦略などの適用であ

る。 
 
 
⑤スウェーデン 
2007 年の主要な出来事 
気候変動 
 スウェーデンは、温室効果ガスの排出を基準年(1990)対比で 大 4％の増加に抑えると

いう EU の負担分担約束を順調に達成しつつある。予測によれば、スウェーデンは既存の

国内政策および措置のみで、目標を達成できるとのことである。同国の 2005 年の温室効

果ガス排出は、CO2換算にして 6,700 万トンで、基準年対比では 7.4％の減少 7であった。 
  

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

on the promotion of the use of biofuels or other renewable fuels for transport 
7 目標は 1990 年比+4％なので 11.4%分の余裕があることを意味する。 
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 2006 年の総電力消費に占める再生可能エネルギー源からの発電は、48.2%であった。

2010 年には 60％にまで引き上げる計画である。バイオ廃棄物、固体バイオマス、海上風

力および太陽エネルギーから生成された再生可能エネルギーは、近年顕著な伸びを見せて

いる。2005 年のエネルギー強度は GDP1,000 ユーロ当たり石油換算にして 204kg で、EU
の平均値より若干低いものであった。 
 
・政府は、2020 年に 1990 年対比で 25％の排出削減を達成するという前政権の約束に

拘束されることなく、新規の長期的目標を近日中に設定すると発表した。 
 
・政府は 4 月、拡大しつつある風力発電業界に対する支援策を導入した。今後 2 年にわ

たり、年間 3,000 万クローナ（330 万ユーロ）が拠出され、地方自治体や投資家によ

る風力発電に適した場所の特定に役立てる。 
 
2008 年の見通し 
・政府は、2008～2010 年期に更に 10 億クローナ（1 億ユーロ）を拠出する予算案（近

日中に審議予定）によって気候変動対策を強化する計画である。この対策には、気候

に関する調査、エネルギー効率措置、第二世代のバイオ燃料に対するパイロットおよ

び実証プロジェクト、風力発電網、農林業におけるバイオエネルギーの持続可能な生

産、気候関連の海外投資、および持続可能な都市のためのプログラムなどがある。 
 
・政府は、2008 年予算案で、総額 30 億クローナ（3 億 2,200 万ユーロ）に上る気候税

パッケージを提案した。二酸化炭素税は、CO2排出 1kg につき総額 1.01 クローナ（0.11
ユーロ）に引き上げられる。すなわち、消費者はガソリン 1 リットルにつき 0.29 クロ

ーナ（0.03 ユーロ）負担が増えることになるのである。 
   
 
⑥英国 
2007 年の主要な出来事 
 英国政府は 2007 年、エネルギーおよび環境政策を積極的に推進した。2020 年および

2050 年までの CO2 排出量削減目標を設定した気候変動法案が 11 月に発表された。2007
年 5 月、エネルギー白書が刊行され、この中に、長期的なエネルギー問題に取り組むため

の英国政府の国際的、国内的エネルギー戦略と 4 つのエネルギー政策目標が示されている。

4 つのエネルギー政策目標は、以下の通り：①2020 年までに現実の進展を達成しつつ、2050
年までに CO2の排出量を 60％削減する、②エネルギー供給の信頼性を維持する、③国内、

海外での競争的な市場を促進する、④確実に、各家庭が適切にかつ手ごろな価格で暖房で

きるようにする。 
 
気候変動 
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2005 年の温室効果ガス排出量は 6 億 5,740 万トン（CO2換算）で、基準年(1990)の排出

量より 15.7%低いものであった。英国は京都議定書に定められた排出削減目標 12.5%を達

成できる見込みである。また、スウェーデンやドイツとともに、既存の国内政策および措

置のみで目標を達成できる 3 加盟国のうちの 1 ヵ国である。エネルギー強度は減少してお

り、2005 年は GDP1000 ユーロ当たり石油換算にして 202.6kg で、EU の平均より若干低

かった。2006 年の総電力消費に占める再生可能エネルギーの割合は 4.6%で、2010 年にそ

の割合を 10％にするという目標を達成するには、さらなる対策が必要となろう。 
 
・気候変動法案は、2020 年までに CO2排出量を 1990 年対比で 26～32%、2050 年まで

に少なくとも 60％削減することを提案した。独立機関である気候変動委員会は、政府

に対して炭素予算（3～5 年更新）という形で 2050 年の目標に向けて「 適な軌道」

を助言することになっている。 
 
・ボイラーの効率と窓の熱性能を対象とする建築規制の変更により、住宅部門でのエネ

ルギー効率がさらに増加した。 
   
市場ベースの手段の活用 
・経済界に 大の排出量削減をもたらした経済的措置は、2001 年に発効した気候変動税で

あった。これはエネルギーを使用する工業、商業、公共部門に対する税である。 
 
2008 年の見通し 
・政府は、2007 年 11 月に議会に対して気候変動法案を提出し、2008 年年央までに承認

されるとみている。政府はまた、エネルギー白書の法的側面を実施するために、2008
年夏までに成立することを目指して、エネルギー法案を提出しようとしている。 

 
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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【地球温暖化特集】 排出量取引 

 
EU 排出量取引(EU-ETS)の実施状況 

 
1. EU-ETS と CDM の連結 

EU の排出量取引制度（EU Emissions Trading System：EU-ETS）は、対象事業所の

排出量の目標達成にあたって、一定比率に限定して CDM1の排出削減クレジット（Certified 
Emission Reduction：CER2）の利用を認めている。CER を EU-ETS において利用するた

めには CDM 理事会が管理する CER の登録簿（ITL3）と EU-ETS 登録簿(CITL4)をネッ

トワークで接続することが必要である。 
 
EU の CITL と国連の ITL は、炭素市場で取引している企業の排出アローワンス 5また

は炭素クレジットを追跡する電子会計システムである。2005 年から運用されている CITL
は、EU-ETS でのアローワンスの所有者を追跡する中心的なレジストリーである。一方

ITL は京都議定書に署名した国々の間で取引される様々な種類の国連のクレジット 6 を追

跡する。 
 
両システムが連結することで、企業は CDM で発行される認証取引削減量(CER)を EU

加盟国のレジストリーにある自己の口座に移転できるようになる。CDM は、京都議定書

の下で排出削減を約束した国々が、途上国で排出削減プロジェクトを実施することを認め

ている。こうしたプロジェクトを実施することにより、プロジェクト実施企業は売買可能

な CER（クレジット 1 単位は 1 トンの CO2に相当）を得ることができ、京都議定書に定

められた削減目標を達成するための削減努力とみなされるのである。CER は EU-ETS の
下で CO2排出分と相殺できるため、炭素市場参加者が豊富に供給される炭素クレジットへ

確実にアクセスするのに、国際取引ログとの連結は決定的に重要なのである。 
 
両システムは連結後は共同で排出量取引を管理、追跡することになる。現在 EU 加盟各

国のレジストリーは CITL と連結している。ITL と CITL が連結した後は、各加盟国のレ

                                                 
1 クリーン開発メカニズム（Clean Development Mechanism）のこと。温室効果ガス排出を削減するための

京都メカニズム（クリーン開発、共同実施、および排出量取引）の一手法。先進国が資金的技術的支援を行っ

て、途上国で温室効果ガス削減事業または二酸化炭素吸収促進事業を実施した場合、排出削減量の一部をその

先進国の排出削減量としてカウントできる制度。 
2 CDM で発行されるクレジットのこと。クレジット 1 単位は CO2削減量 1 トンに相当し、1 トン単位で取引

される。 
3 International Transacting Log。国連（CDM 理事会）の国際取引ログ。 
4 Community Independent Transacting Log。EU-ETS のための共同体独立取引ログ。 
5 EU ETS の下で登録された対象施設に交付される排出枠をアローワンスという。各施設に排出量(Cap)を設定

するので「キャップ・アンド・トレード制度」といわれる。これに対して CDM による排出権は「クレジッ

ト」と呼ばれている。 
6 京都メカニズムに基づいて発生するクレジットには CDM の他に以下の 3 種類がある－①各国に割り当てら

れる排出量（Assigned Amount Unit：AAU）、②吸収源活動による吸収量（Removal Unit：RMU）、③

共同実施で発行されるクレジット（Emission Reduction Unit：ERU）。 
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ジストリーは ITL とのみ連結され、加盟国による各取引は記録と追加チェックのために

CITL へ通知されることになる。 
 

連結試験の実施 
EU 委員会の発表によれば、EU と CDM 理事会は共同で、本年 5 月 15 日～30 日の EU5

ヵ国を対象に接続実験を行い、さらに 7 月 18 日～8 月 4 日の間に全ての EU-ETS 加盟国

に加え、ロシア、日本、ニュージーランドを含めた接続実験を実施した。この結果、ITL
と CITL の接続は成功し、遅くとも本年 12 月までに正式に接続が開始されることになっ

た。これにより EU-ETS の対象事業者は、2008 年の EU-ETS の排出枠遵守に CER を利

用することが可能となった。 
 

2. EU-ETS の国別進捗状況 
EU-ETS 第 2 期(2008 年～2012 年）の国別排出枠配分計画の進捗状況は下表に示すとお

りであり、排出枠の事業者への配分が可能な状態となっている国は、27 ヵ国中 12 ヵ国に

留まっている。 
 

表：第 2 期国別排出枠配分計画（NAP7）の進捗状況（2008 年 9 月 10 日時点） 
 NAP 修正版 

EC8提出 
NAP 配分表 
EC 提出 

NAP 修正版 
EC 承認  

NAP 配分表 
EC 承認 

排出枠登録簿

整備状況 
オーストリア ■  ■  ■  ■  ■  
ベルギー ■  ■  ■    
ブルガリア       
キプロス       
チェコ ■  ■  ■  ■  ■  
ドイツ ■  ■     
デンマーク ■  ■   ■  ■  
エストニア ■  ■     
ギリシャ ■  ■  ■  ■   
スペイン ■  ■  ■  ■  ■  
フィンランド ■  ■  ■  ■  ■  
フランス  ■  ■  ■  ■  ■  
ハンガリー      
アイルランド ■  ■  ■  ■  ■  
イタリア ■  ■     
 NAP 修正版 

EC 提出 
NAP 配分表 
EC 提出 

NAP 修正版 
EC 承認  

NAP 配分表 
EC 承認 

排出枠登録簿

整備状況 
                                                 
7 National Allocation Plan 
8 European Committee：欧州委員会 
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リトアニア ■  ■     
ルクセンブル

ク 
■  ■  ■  ■  ■  

ラトビア ■  ■  ■    
マルタ ■  ■  ■  ■   
オランダ ■  ■  ■    
ポーランド ■  ■     
ポルトガル ■  ■  ■  ■  ■  
ルーマニア ■  ■  ■    
スウェーデン ■  ■  ■  ■  ■  
スロベニア ■   ■    
スロバキア ■  ■  ■  ■  ■  
英国 ■  ■  ■  ■  ■  
リヒテンシュ

タイン*  
■  ■  ■  ■   

ノルウェー*       
* リヒテンシュタインとノルウェー（EU 非加盟）の NAP と NAP Table は EU－ETS
により承認済みである。 

 
 
出典 
・ITL と CITL の接続：Emissions Trading: Commission to connect EU with UN carbon 
credit registry before December 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1246&format=HTML&
aged=0&language=EN&guiLanguage=en 
・EU-ETS の国別排出枠配分計画の進捗状況：Emission Trading Scheme (EU ETS) 
Community Independent Transaction Log 
http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/citl_en.htm 
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【地球温暖化特集】 排出量取引 

 
米国の地域別排出量取引制度の進捗状況 

 
米国は、連邦レベルにおける排出量取引制度の導入については議会に多数の法案が提出

され審議中の段階であるが、州レベルでは、北東部州、中西部州、西部州の 3 つの地域別

の排出量取引制度の導入準備が着々と進んでいる。 
 
このうち、 も先行している北東部 10 州が参加する RGGI（Regional Greenhouse Gas 

Initiative）は、発電所を対象にキャップアンドトレード型の排出量取引制度を 2009 年か

ら導入することにしている。RGGI では多くの州が排出枠の配分をオークション（入札）

方式で行うことにしており、第 1 回のオークションに向けての準備が進んでいる。第 1 回

のオークションの要領は 7 月 24 日に発表されたが、これによれば、オークションの実施

日は 9 月 25 日、参加する州は、コネティカット州、メイン州、メリーランド州、マサチ

ューセッツ州、ロードアイランド州、バーモント州の 6 州である。オークションはインタ

ーネット上で実施され、参加希望者は 8 月 8 日までに参加申し込みをしなければならない。

1 社が取得できる排出枠は上限が 25％と定められており、入札単位は基本的には 1,000 ト

ン CO2単位である。1 社で応札量を複数の価格に分けて応札できることになっているので、

オークションでは応札価格の高い案件から順番に並べられ、累積応札量がオークション総

量に達した順位の案件の応札価格が今回の落札価格となる。落札価格以上で応札した案件

は入札価格ではなく、落札価格で排出枠を購入することが出来る仕組みとなっている。今

回の各州別のオークション量は下表の通りである。 
 

州 2009 年排出枠オークション量

(トン CO2) 
比率 （％） 

コネティカット 1,372,530 11.0 
メイン 872,506 6.9 
メリーランド 5,331,781 42.6 
マサチューセッツ 4,347,534 34.6 
ロードアイランド 438,774 3.5 
バーモント 202,262 1.6 

合計 12,565,387 100.0 
 

このようなオークションの実施と並行して、ニューヨーク商品取引所(New York 
Mercantile Exchange)はRGGIの排出枠の先物取引及びオプション取引市場を8月に開設

した。 
 
一方、カリフォルニア州を中心とする WCI（Western Climate Initiative）は、対象を発
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電所に限定しない EU 型の排出量取引制度を導入することにしている。この WCI に 8 月

にカナダのオンタリオ州が正式に参加することを決定した。オンタリオ州の参加により、

WCI はカナダ経済の 73％、米国経済の 20％をカバーすることになる。オンタリオ州政府

は、WCI への参加と同時に、2014 年までに全ての石炭火力発電所を閉鎖することも決定

した。 
 
参考文献： 
RGGI オークション資料：http://www.rggi.org/co2-auctions/information 
ニューヨーク商品取引所：

http://www.nymex.com/notice_to_member.aspx?id=ntm383&archive=2008 
WCT: http://www.westernclimateinitiative.org/ 
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【地球温暖化特集】 気候モデル 
 

米国「気候変動科学プログラム」の「気候モデル」 
－DOE作成リーフレットより－ 

 
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：強み・弱みの評価(Climate Models: An Assessment of 
Strengths and Limitations)」を発表した2。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)3をシ

ミュレートする能力について記載されている。 
 
NEDO海外レポートでは「地球温暖化特集」として、DOEが報告書の内容をコンパクト

にまとめたリーフレットを翻訳し紹介する。 
 

★★★★★ 
 
米国の気候科学プログラム 
気候モデル 
 
コンピューター気候モデルとその使用、及び強み・弱みについての Q&A 
 複雑なシステムのシミュレーションを目的としたコンピューターの使用は、過去数十年

間で増加してきており、多くの科学分野で中心的な役割を果たしている。気候モデリング

はこの たる例の一つであり、科学シミュレーションの大きな成功例の一つでもある。 
 
複雑な気候システムの全ての面を備えた、実験用の地球気候システムの相似物を構築す

ることは不可能である。その代わり、気候モデリングの成功によって、私達はシミュレー

ション（すなわち、気候システムの数学モデル）で調査を行い、気候についての多くの問

題に取り組むことができる。 
 

                                                 
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 NEDO 海外レポート 1028 号「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）」参照。

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1028/1028-14.pdf 
3 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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①全球気候モデルとは何か？ 
 新のコンピューター気候モデルは、モデルの要素を連携させたシステムで構成されて

おり、各モデルは気候システムの異なる部分をシミュレートしている。その各部分は、特

定の応用のために独立してシミュレートすることができる。モデルは一般に4つの主要素

（大気、陸面、海洋、海氷）を含んでいる。大気要素と海洋要素は、大気と海洋の大規模

な全球循環を明確にシミュレートできるため、「大循環モデル(GCM: general circulation 
model)」として知られている。気候モデリングは天気予報とは異なり、長い時間スケール

では予測できない短期的な個別の天気事象には重点が置かれておらず、これらの事象の統

計や、海洋と氷床の漸次的変化など長期的なスケールの予測に重点が置かれている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 気候モデルには幾種かの「クラス」があり、それぞれ異なる目的のために使用される。

大気海洋結合モデルは も複雑なモデルであり、大気、陸面、海洋および海氷の詳細な表

示が組み込まれている。地域気候モデルは、限られた地域用に、より高い分解能のシミュ

レーションを作成する。地球システムモデルとして知られている、複雑さが中度のクラス
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気候モデルの発展：過去、現在、将来

図：気候モデルの歴史的変遷 
（出所：“ Climate Models: An Assessment of Strengths and Limitations 

(Final Report, Synthesis and Assessment Product 3.1)” of  US Climate 
Change Science Program, p9. Used with permission from CCSP.） 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1030,  2008.10.15 
 

22 

もある。このモデルは結合モデルよりも簡易ではあるが、幅広いメカニズムを調査する際

や、将来の気候変化の予測を広範に取得する際に有用であり、それを結合モデルによって

精緻化することができる。 
 
 コンピューターの性能が向上するにつれて、気候モデルは長い間に着実に改善されてき

た。気候関連の物理的過程に対する私達の理解は増し、モデル評価に有益なデータセット

が開発されて、計算アルゴリズムは改良されてきた。しかし、地球の複雑さにより、既存

の気候モデルには重要な弱みがある。 
 
 
②全球気候モデルの正確性はどの程度か？ 
 気候モデルによって、私達は「実際の」データではできない方法で全球の気候を試験す

ることができる。例えば、私達は、人為的要因の温室効果ガスがある場合とない場合の将

来の気候をシミュレートして、その違いを見ることができる。このことは、任意の駆動力

(driving force)の変化に対する気候応答の規模を特定するのに役立つ。 
  
 しかし、将来の気候条件を予測するモデルの能力を信頼できるものにするためには、モ

デルは現在と過去の気候をシミュレートできなくてはならない。気候モデリングを一番現

実的に利用するためには、地表付近の気温と降水量について現在の気候を正確にシミュレ

ートすることが必要である。季節サイクル、及び、地表付近の気温の大きな地理的変動は、

新モデルで実によくシミュレートされている。しかし、降水量と雲についての地域の詳

細など、まだよくシミュレートされていない気候の要素がある。この一因としては、大部

分の全球気候モデルの一般的なグリッド・スクエア（地域メッシュ）4よりも小さなスケー

ルで発生する雲の過程が挙げられる。 
 

20世紀末の気候をどの程度シミュレートできるかについて様々なモデルで評価を行っ

た結果、全てのモデルがこれまでのバージョンで改良されてきたことが判明した。全ての

モデルの平均をとることによって、より正確な気候表示が出来る。これは、アンサンブル

法として知られており、全球の気候をシミュレートする有用な手法として、現在広く認め

られている。 
 
 
③地域スケールで気候をシミュレートすることは可能か？ 
 現在大きな注目を浴びているモデリングの主要素の一つは、地域の気候特性がより正確

にシミュレートされるように、モデルの分解能を高めることである。地域のシミュレーシ

                                                 
4 調査対象地域を縦、横に等分割した区画で、空間データの処理方法として広く用いられている。我が国では、

「網」などと訳されるメッシュ(Mesh)という呼び方が定着している。海外では、「格子」を意味するグリッ

ド(Grid)と呼ばれることが多い。 
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ョンを実施する主な理由は、全球モデルでは解明できない、地域の気候にとって重要だと

考えられる特性を解明するためである。もし全球の気候変化による影響の多くが、特に地

域スケールで感知されるとすれば、モデルの分解能を高めることは、経済面、社会面、環

境面の影響をより正確に評価するために大切な重点課題となる。（地域モデリングの幾つ

かの応用例については④「全球気候モデルの地域への利用例は？」を参照。） 
 
 地域シミュレーションには様々な種類があり、それぞれに強みと弱みがある。より地域

の正確性を高める方法を決めることは、一般的には次のようなトレードオフ（二律背反関

係）を含んでいる。すなわち、大気と海洋の小規模な気候特性の分解能を高めると、妥当

な時間で結果を提供する能力が低下してしまうというコンピューターの処理能力上の限界

があり、これは避けなければならない。コンピューターの性能が高まるにつれてこのトレ

ードオフは制限が減り、より小さなグリッドサイズを地球全体もしくは一部に用いること

ができるようになるだろう。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
④全球気候モデルの地域への利用例は？ 
 気候モデルシミュレーションの出力の利用可能性や影響、用途が増すにつれて、各自の

需要に合わせてモデルの結果を利用するユーザーは急速に増えてきている。これと同様に、

気候の変動が続けば、用途の幅と種類は将来急速に増えていくと考えられる。 
 
利用例1：米国西部の水資源 
 気候の変化は、米国西部の大部分の乾燥地帯や半乾燥地帯の限られた水資源に様々な影

響を与え、その地域の繁栄にとって脅威になる可能性がある。大学と政府の科学者達のグ

ループは、米国エネルギー省(DOE: Department of Energy)が助成している気候予測加速

化イニシアティブ(ACPI: Accelerated Climate Prediction Initiative)のパイロットプロジ

ェクトの援助の下で、この課題についての徹底した評価を行う組織的研究を実施した。こ

気候モデルの感度 
 
 気候モデルの感度は一般的に、モデルが作成した、二酸化炭素が二倍になった場合の

気温の変化量に応じて計算される。平衡応答（気候システムが再平衡化、もしくは安定

化するのに十分な長い時間（何百年）を経過した後に予測される応答）は、 も良く使

われる手法である。大部分の 新モデルでは、二酸化炭素の倍増に対して2℃以上

（3.6°F）の感度がある。一般的に、観測から推測された感度は1.5～4.5℃（2.7～8.1°F）
とされている。モデルが作成したこの気候感度の範囲の不確実性を減らす妨げとなって

いる根本の要因は、地球の雲のシミュレーションと雲の気候変化への応答のシミュレー

ションが難しいことにあると考えられている。 
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のプロジェクトは、大循環モデルのシミュレーションの作成と、影響をモデリングする必

要性との間で密接な調整が図られているため、注目に値する。 
 
より高い分解能の地域情報を取得するために、全球の気候シミュレーションをダウンス

ケーリングする間ずっと、気温と降水量の毎日の時系列データが、水資源への影響を評価

する一連の研究に使用された。温室効果ガス排出量の継続的増加を推計する研究では、気

温が高くなることで、北米西部全域で21世紀末までには、約１ヵ月早く雪塊氷原が融解す

る可能性が示唆されている。雪の融解時期が早まると、コロンビア川流域では夏期の間、

流量が減り、水不足となる。サクラメント川流域とサンウォーキン川流域では、4月1日の

雪塊氷原の平均的な大きさが半分に減少すると予測されている。また、コロラド川流域の

総降水量が減少することは、水系における水の必要量の合計が、河川への流入量を上回る

ことを意味する。 
 
利用例2：都市部の猛暑 

猛暑の頻度と強さの変化は地表付近の気温のみを用いて予測できる。猛暑は大規模な現

象であるため、地域のダウンスケーリングでは、猛暑の分析は通常必要ない。2080～2099
年の全球気候モデルの出力は、猛暑の度合いを算出するために使用された。そしてこの研

究により、猛暑の強さ、頻度、期間が増加する見込みであることが判明した。 
 

翻訳・編集：NEDO研究評価広報部 
出典： 
・リーフレット：http://downloads.climatescience.gov/sap/sap3-1/sap3-1-brochure.pdf 
・図 "Figure 1.1. Historical development of Climate Models"(p9)： 

http://www.climatescience.gov/Library/sap/sap3-1/final-report/sap3-1-final-all.pdf 
(Copyright© US Climate Change Science Program, 

All rights reserved. Used with Permission.)  
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【地球温暖化特集】 気候モデル 
 

気候モデル：強み・弱みの比較（米国） 
－「気候変動科学プログラム」の「気候モデル」報告書より－ 

 
米国の気候変動科学プログラム1は、2008年7月末に報告書「気候モデル：強み・弱みの

評価」を発表した2。NEDO海外レポートでは「地球温暖化特集」として、この「エグゼク

ティブサマリー（大要）」部分を抜粋して紹介する。なお。別稿「米国気候変動科学プログ

ラムの気候モデル（DOE作成リーフレットより）」も参照されたい。 

 

この報告書の全体の構成は次のようになっている。 

第1章 序文  
第2章 全球気候システムモデルの説明 
第3章 地域の気候モデルシミュレーションに対する付加価値 
第4章 気候モデルの感度 
第5章 主要な気候特性のモデルシミュレーション 
第6章 将来のモデル開発 
第7章 気候モデル結果の応用例 

 

エグゼクティブサマリーの記述は各項目別にQ&A形式になっているが、必ずしも上記の

各章の大要を順番に並べたものではない。 
 
 なお、文中の下線および脚注は全てNEDO海外レポート編集部によるものである。 
 

★★★★★ 
 
 科学者達は利用可能な 先端のコンピューターで地球の気候の数学モデルを幅広く利用

し、過去と現在の気候の仮説を調査している。気候モデルの開発は、他の多くの科学分野

でとられている大変複雑なシステムを扱う手法と完全に整合性がとられている。これらの

気候シミュレーションは、解明の進んだ気候の諸過程と、改善された観測とが、整合性が

とられた将来の気候変化(climate change)3 の予測へと融合されていく基盤を提供してい

                                                 
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 NEDO 海外レポート 1028 号「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）」参照。

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1028/1028-14.pdf 
3 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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る。この報告書では現在の気候をシミュレートするモデルとその能力について述べられて

いる。 
  

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結果と比較することを通じて、成熟してきた。

モデルにはそれぞれ重要な強み・弱みがある。これらのモデルによって、近年数が増えて

いる諸過程や現象のシミュレーションが成功している。以下は、報告書「気候モデル：強

み・弱みの比較」の情報を要約したものであり、2006 年の「概略(Prospectus)」4 に記載

された質問から構成され、モデルの強み・弱みが重点的に述べられている。 
 
 
 (1) 現在の最新の科学気候モデルに含まれている気候システムの主要な要素と過程は何

か。気候モデルでは、気候システムの主要な要素と過程がどのように示されているか。 
  
 報告書の第二章では、現代の結合気候モデルの4つの主要素（大気、海洋、陸面、海氷）

について述べている。また報告書では、要素を気候システムモデルに結合するために使わ

れる戦略についても詳述されている。例として、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)
の「2007年気候変化の科学評価(IPCC 2007)」に貢献した、米国の3つのモデリンググルー

プの開発の道筋がとり挙げられている。専門家の判断と経験は気候モデリングシステムを

構築・評価する上で必要不可欠であるため、 先端科学を完全に科学的に評価するために

は、依然として複数のモデリング手法が必要である。 
 
  新の気候シミュレーションのセットはCMIP3モデルと呼ばれ、IPCC第4次評価の第

一作業部会と第二作業部会の報告書でも多く使われているが、同モデルは何百もの調査員

によって、今まで前例のないような、様々な専門分野における精査が行われた。気候モデ

ルのセット全般にわたり組織的バイアス（偏り）は多く存在しているが、現在の気候と比

較した場合、シミュレーションの強みと弱みは一般的にモデルごとで大幅に異なっている。

多くの観点から見て、モデルのセットを平均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。このため、 近の多数の気候特性と気候予測

の研究においては、複数モデルを用いる手法が支持されている。 
 
 過去数十年間にわたり気候モデリングは着実に改善されてきた。しかし、シミュレーシ

ョン目標を達成する上で、気候システムには特に大きな問題が幾つか存在していたため、

改善は順調には進まなかった。 
 
 
(2) 地球のエネルギーバランスの変化は地球モデルにどのように組み入れられているか。 
                                                 
4 http://www.climatescience.gov/Library/sap/sap3-1/sap3-1prospectus-final.pdf 
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エネルギーバランスに影響を与える要素の変化に対し、地球の（モデル化された）気候感

度(climate sensitivity)5はどの程度であるか？ 
 

大気上端における地球放射のエネルギー収支は気候を決める一因となる。第二章では、

モデルの（特に大気成分の）エネルギー転換シミュレーションについての簡単な説明が含

まれている。より重要なのは、第四章に含まれている、気候変化の放射強制力(radiative 
forcing)6と気候感度(climate sensitivity)についての幅広い考察である。二酸化炭素が二倍

になった場合の地球の平均気温の応答(response)は、気候感度の有用な評価基準である。

平衡応答(equilibrium response)（気候システムが再平衡化するのに十分な長い時間（何百

年）を経過した後に予測される応答）は、 も良く使われる手法である。モデルから取得

された平衡気候感度の範囲はこの 30 年間一貫性があり、現在や過去の気候の観測から得

た推測とおおむね整合性がとれている。不確実性は漸次的に 3 倍の範囲へと広がった

（1.5°C～4.5°C）。下限値は長い間ほとんど変化しておらず、 近のモデルで 2℃未満の

ものはほとんどない。モデルが作成したこの気候感度の範囲の不確実性を減らす妨げとな

っている根本の要因は、地球の雲のシミュレーションと雲の気候変化への応答のシミュレ

ーションが難しいことにある。 
  
 他の一般的な気候感度の測定手法には、100年よりも短い時間スケールで気候応答を測

定するものがある。この手法によって、モデル間の差はかなり小さくなる（3倍までいか

ず約2倍程度）。雲のシミュレーションが難しいことや、海洋による熱の吸収率の不確実

性もあることから、依然として差は大きく、すぐには減らない。このより短い時間スケー

ルでの応答を考慮する場合は、不確実性の重要度は増す。 
  
 モデルの気候感度は、観測的制約を使ったテストによって決まる。テストには以下のも

のが含まれる：火山噴火への気候応答、気候の「復元力」の強さについての情報を提供す

る内在的な（地球内部の）気候変動の各側面、日射照度の11年サイクルへの応答、古気候

(paleoclimate)の情報（特に、約2万年前の 後の氷河期のピーク時）、季節サイクルの各

側面、過去100年にわたり観測された温暖化の規模。各テストはデータの限界と、システ

ムのフィードバックの複雑な問題の影響を受けやすいため、単独ではモデルの気候感度の

終的なテストとならない。気候感度に関するこれらの制約を分析する場合、モデルの気

候応答について複数のテストを同時に考察する研究が必要不可欠である。 

                                                 
5 単位放射強制力（後出の注 6 参照）に対する全球平均地表気温変化量であるが、一般には CO2濃度倍増によ

る全球平均年平均気温の平衡昇温量（平衡気候感度 equilibrium climate sensitivity)のことを指す。すなわち

CO2濃度が倍増した放射強制力の下で十分時間が経過した後の平衡状態での気温変化量である。（参照：

http://www.jamstec.go.jp/ipccwg1/meeting/040726kikou.html） 
6 気候学における用語で、地球に出入りするエネルギーが地球の気候に対して持つ放射の大きさのこと。対流

圏界面（上端の成層圏との境界面）における放射強度の正味の変化（下向き放射と上向き放射の差）であり、

単位は W/m2（ワット毎平方メートル）である。正の放射強制力は温暖化、負の放射強制力は寒冷化を起こす。

IPCC（気候変動に関する政府間パネル）では 1750 年を基準とし、特に断りがなければ世界年平均値に対す

る変化である。 
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(3) 気候モデルの結果の不確実性はどの程度か？ 
気候システムについての知識が増加するにつれて、モデルをベースとしたシミュレーショ

ンと予測の不確実性はどのように変化してきたか？ 
 
 第一章では、観測された気候のシミュレーションにおける完全性と能力の双方について、

モデル改善の概観が説明されている。気候モデルは多数の手法を用いて平均的気候の観測

結果と比較されており、観測された気候変化（特に過去100年間）をシミュレートするモ

デルの能力は広く研究が重ねられてきた。第二章の 後には、長期にわたってモデル改善

の評価に使われる可能性のある数的指標についての考察が書かれており、注意として、現

在のモデルの中で全ての面で他よりも勝っているモデルはないということと、各モデルは

それぞれ異なった強みと弱みを持ち合わせていることが述べられている。 
 
 第五章で考察されているように、米国や世界で開発された気候モデルで実施されたシミ

ュレーションと将来の予測では、多数の気候特性に一貫性がみられる。気候モデリングを

実用化するためには、地表付近の気温と降水量を、現代の気候学で正確にシミュレートす

ることが必要である。季節サイクル、及び、地表付近気温の規模の大きな地理的変動につ

いては、近年のモデルで非常に良くシミュレートされており、モデルと観測の標準的な相

関性は95％以上ある。 
 
 降水量の気候モデルのシミュレーションは長年にわたり改良されてきたが、依然として

課題が残っている。モデルと観測の相関性は数百kmスケールの気候の季節平均で50～
60％である。降水量の経緯度別分布図をシミュレーションと観測結果とで比較したところ、

世界のほとんどの地域では規模とパターンが相似していることが分かった。一番大きな違

いがあったのは熱帯地方だった。ほとんどのモデルにおいて、赤道太平洋の熱帯収束帯

(ITCZ)7の雲量や降水量の出方には誤差があり、また、アマゾン流域の降水量は大幅に少な

く見積もられている。これらの誤差からは、多数のモデルを予測すること（例えば森林に

よる大気中のCO2吸収など）が大切であることが分かる。 
 
 中緯度の嵐とジェット気流のシミュレーションについては、関連する主要な尺度が比較的

良く解決されていることから、大気モデルの強みの一つだと考えられる。このため、これら

の温帯低気圧とジェット気流の変化を気候変化としてシミュレートするモデルの能力には

かなり高い信頼が置かれている。不完全性が依然として残っている理由の一部として、気候

特性（前線など）の解決が不十分なことや、湿潤の物理過程の強制項(forcing term)の誤差

があること、あるいは熱帯地方・中緯度地方の間および成層圏・対流圏の間の相関性シミュ

レーションが不完全であることなどが挙げられる。これらの不完全さの度合いは依然として

                                                 
7 Inter-Tropical Convergence Zone。赤道低圧帯ともいう。大気循環の中で赤道付近に形成される低気圧地帯

のこと。 
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大きく、海洋循環や、幾つかの地域気候のシミュレーション・予測に影響を与えている。 
 海洋の気候シミュレーションの質は、より優れた数値アルゴリズムと、モデルのグリッ

ドよりも小さな規模で起こる混合(mixing)についてのより現実的な仮定のおかげで、近年

着実に改善されてきた。CMIP3クラスのモデルの多くは、前世代のモデルで一般に使用さ

れていた大気海洋間フラックスに対する人為的な補正を行わなくても、観測された大まか

な強度だけで、大西洋の鉛直循環(overturning circulation)の再現を行うことができている。

このため、循環の安定性の分析については、より優れた基盤が提供されている。海洋が大

気からCO2を吸収するために極めて重要と考えられている南洋の循環については、シミュ

レートされた風と塩分が不完全な場合に影響があるが、サブセットモデルでも南洋の実際

の循環を作ることができる。 
 
 地球上の濃度が一様な温室効果ガス8濃度の観測、火山性エアロゾル、太陽光エネルギー

の入射光の変化の推定値、及び、人為的エアロゾル濃度の影響を受けたモデルは、記録さ

れた20世紀の地球の平均気温を妥当な方法でシミュレートすることができる。過去数十年

間に衛星により直接観測された太陽変動は、同期間の温暖化に対して大きな貢献をしてい

ない。ただし、20世紀早期の太陽変動は、不確かではあるが、同期間における温暖化の一

因である可能性が考えられている。 
 
 人為的なエアロゾル（大気中に浮遊する液体・固形の粒子）の気候への影響が不明瞭で

あることは、量的要因の研究を行う場合や、気候感度（CO2濃度倍増による全球平均年平

均気温の平衡昇温量。脚注5参照）を抑制するために観測記録を用いようとする場合の、

主要な障壁となっている。エアロゾルの温度を下げる効果により温室効果ガスによる温暖

化がどの程度抑制されてきたかは不明である。エアロゾルは、雲と相互作用を起こして、

雲の放射特性と雲量を変化させる可能性があることが知られているため、雲に関する不確

実性は、エアロゾルの気候への影響をシミュレートする上での難しさを増加させている。 
 
 この数十年で観測されている南半球の低気圧経路およびジェット気流の南下は現在のモ

デルでかなりよくシミュレートされている。温室効果ガスだけでなく、成層圏のオゾンホ

ールもこの南下の一因である。過去数十年間における北半球の循環の変化を現在のモデル

でとらえるのはより難しくなってきたことが分かっているが、これはおそらく、北半球の

成層圏と対流圏の複雑な相関関係が原因である。 
 
 海洋の熱の吸収の観測では、気候変化シミュレーションに直接関連がある海洋循環の直

接テストが実施され始めている。結合モデルは、海洋で観測された熱の吸収についての妥

当なシミュレーションを提供しているが、過去数十年にわたり観測されている海洋面の上

                                                 
8 Well-mixed greenhouse gases： 代表的な温室効果ガスである二酸化炭素濃度は世界中でよく混ぜ合わされ

ているため、大気中の条件や場所によってほぼ濃度が変わらない。専門家はこのように呼んで、水蒸気のよ

うな場所や条件により濃度が様々に変化する温室効果ガスと区別している（水蒸気も温室効果ガスだが大気

中に長期間残留しない）。 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1030,  2008.10.15 
 

30 

昇は過小評価されている。モデルの異常気象の傾向についてのシミュレーションはおおむ

ね観測結果と合致しており、極端な降水量と厳しい干ばつの世界的増加、及び、極端に低

い 低気温と冬日の減少を予測している。 
 
 
 (4) 自然的可変性(natural variability)は気候モデルによってどの程度シミュレートされ

るか？また、長期の自然的可変性についてはどうか？ 
 
 第五章には、気候変動のシミュレーションも記載されている。エルニーニョ現象9のシミ

ュレーションは近年大幅に改良されてきており、気候モデルの大きな成功例となっている。

新モデルは、精度は様々だが、自然発生的なエルニーニョ・南方振動(ENSO)10の変動を

自動で作成する。モデルのサブセットにおける振動の空間構造と継続期間は優れているが、

周期がかなり短いという傾向がある。結合モデルにおける熱帯収束帯のバイアスは、これ

らのモデルのさらなる改善の妨げとなっている主要因の一つである。将来のエルニーニョ

の変動と太平洋の状態についての予測は、熱帯地域全域と北米地域における地域気候の変

化を予測する際の重要な軸となる。 
 
 現行モデルにおける熱帯地方のシミュレーションについては、他にも不十分な点がある。

マッデン・ジュリアン振動(MJO: Madden- Julian Oscillation)11は、降水域が約30～60日
周期で大規模に東進する熱帯地域の気候特性の一つであり、シミュレーションの信頼性を

テストするのに有用である。この手法を使うモデルの性能はまだ十分なものではない。「熱

帯収束帯と冷舌(cold tongue)の二重バイアス」（赤道付近で過剰に水温が低く、降水域が

赤道をまたがる二つの区域に人為的に分けられている）は、現在の大気海洋結合モデルの

不変のバイアスの一つとして残っている。熱帯地方の気候変化の予測は、熱帯対流活動の

シミュレーションにおけるこれらの不完全な面によって悪い影響を受けている。モデルは

熱帯地方と中緯度地方の両地方において、少ない降水量を多く、多い降水量を少なく予測

しすぎてしまうのが一般的であるが、これによって、異常気象を研究する際にバイアスが

                                                 
9 赤道付近の東太平洋（ペルーやエクアドル沖合）で、海面温度が数年に一度、大規模に上昇する現象。時間

スケールが長いため、エルニーニョ現象が起こると降水量や気温の変化が顕著に現れ、世界各地の異常気象

との関連が指摘されている。反対に、東部太平洋赤道域の海面水温が平年に比べて低くなる現象を「ラニー

ニャ現象」と呼んでいる。（出典：気象庁「海洋の健康診断表（海洋の総合情報）」）。

http://www.data.kishou.go.jp/kaiyou/shindan/sougou/html/2.3.html#ancher2 
10 太平洋熱帯域の海面気圧には、東部で平年に比べて高い（低い）ときにはインドネシア付近で平年に比べて

低い（高い）という、シーソーのような変動があり、南方振動（the Southern Oscillation）と呼ばれている。

南方振動にともなう気圧の変化は、エルニーニョ/ラニーニャ現象発生時に起こる東風の変化に対応している

ため、現在ではこの南方振動とエルニーニョ現象は、大気と海洋が密接に結びついた同一の現象のそれぞれ

大気側、海洋側の側面として認識されており、両者をあわせたエルニーニョ･南方振動（ENSO: El 
Niño–Southern Oscillation: エンソ）という言葉がよく使われている。（出典：前出、注 7 参照）。 

11 熱帯域における対流活動を伴い赤道を一周する規模をもった大気の波動。熱帯低気圧の発生やモンスーンの

活動、エルニーニョ現象など、世界の気象・気候にも多大な影響を及ぼすことが明らかになってきたことか

ら、熱帯域のみならず世界的な気候予測の精度向上のため、マッデン・ジュリアン振動の適切な予測が期待

されている。 
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生じる可能性がある。 
 
 十年～数十年スケールの低周波変動のシミュレーションの質は、地域やモデルによって

も異なる。平均的に、北太平洋と北大西洋についてのモデルのシミュレーションの質はか

なり良い。その他の海洋地域では、これらの低周波のシミュレーションの質を評価する際、

データが欠落しているために不確実性がある。大気中の低周波変動の基本モード（北半球

環状モード(NAM)及び南半球環状モード(SAM)という呼称）は、現在のモデルで大変良く

捉えられている。これらのモードは、北上・南下している温帯低気圧の経路を含んでおり、

ここ数十年で観測された大気循環の傾向を決定づけている。環状モードをシミュレートす

る能力は高いため、全球気候モデルは両半球の極域の経年変動をかなり良く捉えることが

できる。より小規模な地域のシミュレーションについては、分解能を高めるにつれて全球

モデルのシミュレーションが改善される見込みが示されているが、極域の毎日の天候の変

動については殆ど成功していない。 
 
 
(5) 気候モデルは、地域の気候変動と気候変化をどの程度シミュレートするのか？ 
 
 第三章では、より高い分解能を地域にも応用するために、粗分解能全球気候モデルの出

力をダウンスケーリングする技術が述べられている。このダウンスケーリング手法は、主

に二つの区分に分けられる。 
 
一つ目の区分：限定地域に用いるより高い分解能の数値気象モデルは、側面境界におけ

る全球気候モデルの出力によって稼動する。これらの力学的ダウンスケーリング戦略は、

適切に海面と大気の境界条件が与えられる時には有用であるが、全球モデルで与えられる

情報の不確実性により数値が限られている。より大規模な気候予測をするため、複数モデ

ルの集合体の数値が与えられると仮定すると、明確に整合性がとられたダウンスケーリン

グは、1～2つのモデルから得た結果に重点を置くよりも、全球モデルのシミュレーション

の代表的セットで入力して実施される必要がある。このような複数モデルの力学的ダウン

スケーリングの研究は比較的少数ながらも今日まで行われている。 
 
 二つ目の区分：大規模な観測と小規模な観測の間の経験的な関係が開発されてから、全

球モデル出力に応用されて地域の詳細が提供される。気候シミュレーションから適切な小

規模構造を作り出す統計技術は、「統計的ダウンスケーリング」と呼ばれている。これは、

新の全球モデルで分解されていない地域の気候変化の情報を提供する上で、高い分解能

の数値シミュレーションと同じくらい効果的となる可能性がある。これらの技術は計算効

率が高いため、複数モデルの集合体の完全なセットをより容易に用いることができる。し

かし、統計手法は、全球モデルから作られる局所的な循環パターンの正確性に完全に依存

している。力学的モデルは、より高い分解能、もしくは、より重要な物理学的過程の再現
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を通して、シミュレートされた地域循環の物理的なリアリズムを頻繁に改善することがで

きる。このため、力学的モデルと統計的手法の強み・弱みは、多くの場合補完関係になる。 
 
 異常気象の地域的傾向を現在のモデルで必ずしも捉えられるわけではないが、これらの相

違の重要性を評価することや、モデルの不完全さと自然的可変性を見分けることは難しい。 
 
 
(6) 気候モデルのさらなる開発で起こるトレードオフ（矛盾、二律背反）は何か？（例え

ば、空間／時間分解能の向上と、追加された物理的／生物的過程の再現など。） 
 
  第六章は、気候モデルの開発傾向が書かれている。コンピューターの高性能化と観測結

果についての理解が進むことによって、将来のモデルはより高い分解能とより多くの過程

を有するようになるだろう。 
 
 分解能が確実に向上すれば、大気大循環と海洋大循環の再現を改良することにつながる。

現在の気候モデルにおける海洋要素では、海洋のとても活発な動き（「中規模渦(mesoscale 
eddies)」と呼ばれる）は直接シミュレートされない。これらの小規模な流れのパターンを

シミュレートするには、10km以下のサイズの水平グリッドが必要である。現在の気候モ

デルの海洋要素は、乱流よりも層流に有効であり、これらの渦の影響は、不完全な理論で

見積もらなければならない。コンピューターの性能が向上するにつれて、これらの渦を分

解する新型モデルは気候モデルに組み込まれ、熱や炭素の吸収だけでなく十年変動の影響

が調査されるだろう。同様に、大気大循環モデルは、数km未満の空間分解能の「雲分解モ

デル(CRM: cloud-resolving model)へと進化するだろう。現在の大気モデルのサブグリッ

ド規模では現在満足に表示されない多くの雲の特性を明確にシミュレートすることを通し

て、雲分解モデルがより良い結果を提供することが期待される。雲分解モデルは、新しい

基盤ではなくて、中規模の嵐や積雲対流のシミュレーションを目的としたモデルを基盤に

している。 
 
 氷河氷のモデルは初期段階にある。大気海洋モデルと直接結合された氷河モデルは一般

的に、直接の融解や、氷床の表面への堆積で占められており、氷河流による力学的な流出

は含まれていない。より詳細な現行モデルでは一般に、何百年～何千年にわたって変化す

る流出が作成される。このような 近の氷河流出についての急速な変動の証拠から、より

実際に近い氷河モデルが将来の海水面の変化の推測に必要であることが示されている。 
 
 物理的気候モデルを、大気中の温室効果ガスとエアロゾル濃度に影響するフィードバッ

クを内蔵した完全な地球システムモデルに変えるためには、炭素循環過程、及びその他の

生物地球化学的循環が含まれていることが必要である。植生パターンを予測する大陸モデ

ルは活発に開発されているが、シミュレートされた降水量パターンの質に関してこれらの
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モデルに要求されることは、漸次的に発展して地域気候のシミュレーションの改善と結び

付くようにすることだろう。しかし、より実際に近い将来の気候変化の予測を行うために

は、陸上のみならず、海洋における炭素フィードバック過程の不確実性を減らさなければ

ならない。 
 

翻訳・編集：NEDO研究評価広報部 
 
出典： 
・「Climate Models: An Assessment of Strengths and Limitations -Final Report, 

Synthesis and Assessment Product 3.1-」エグゼクティブサマリー 
http://www.climatescience.gov/Library/sap/sap3-1/final-report/sap3-1-final-exec-sum
.pdf 
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【地球温暖化特集】 気候変動 エアロゾル 

 
大気環境の共同研究によって気候変動と闘う(米国) 

－エアロゾル 1化学の専門家、ツール、コンピュータモデルを集結させた研究所の設立－ 
 
大気中に含まれるエアロゾルと呼ばれる微粒子は、スモッグの原因や雲形成の核となり、

地表へ届く日射量を決定づける要因となっている。しかしながら、これらの微粒子につい

ての研究は、気候研究の中でもっとも遅れた分野である。今回、2 つの研究所が共同で、

エアロゾルによる気候変動への影響、特に汚染、海、山火事から生じたエアロゾルが天候

の変化に与える影響を明らかにする研究に取り組むことになった。 
 

 
海の景色：PNNL と UCSD の研究

者らは 初の共同プロジェクトと

してスクリップス海洋研究所の桟

橋に観測所を建設する。 
 
Courtesy of University of California, 

San Diego. 

 
 
 

 
気象の変化により山火事の発生が増加し、それらの火事によって発生したエアロゾルが

気候に影響を与えている。今回設立されるエアロゾル化学・気候研究所(Aerosol Chemistry 
and Climate Institute)では、このような地域的な気候変化への理解を深めるために、より

一般的な温室効果ガスではなく、これらの微粒子に焦点を定めた研究が実施される。この

研究所は、米国エネルギー省(Department of Energy：DOE)のパシフィックノースウェス

ト国立研究所(Pacific Northwest National Laboratory：PNNL)とカリフォルニア大学サ

ンディエゴ校(University of California, San Diego：UCSD)によって運営され、PNNL の

Charlette Geffen と UCSD の Kim Prather が共同で所長を務めることになる。 
 
「気象科学において、大気エアロゾルはこれまで鍵のかかった箱のようなものであった。

今回この研究所ができたことにより、この箱が開き、気候の変化とその影響を予測する手

法が大きく進歩することになるだろう。」PNNL の大気科学・地球変動部門(Atmospheric 
Sciences and Global Change division)の部長でもある Geffen はこのように言う。 
 
                                                 
1 気体中に浮遊する液体あるいは固体の微小粒子。 
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 150 年ほど前に工業化が始まって以来、地球の気候は変化してきた。工業化による影響

に対する理解はこれまでに大きく進歩したが、エアロゾルの研究は大気科学の中でもっと

も遅れた分野のひとつとなっている。エアロゾルは、水、凝縮気体、煤（すす）、塵（ちり）

などでできており、その大きさや構成物は非常に多岐にわたる。この多様性こそが、エア

ロゾルの現地調査や、大気中を浮遊するエアロゾルのモデル化を非常に複雑なものにし、

研究の進展を遅らせる原因となっている。 
 
地球システムのダイナミクスの中では、海洋もまた大きな役割を果たしている。海は、

水、気体、粒子状物質が大量に貯蔵されている場所である。海とエアロゾルおよび雲との

相互作用、またこれらの関係が気象に対してどのような影響を与えているかは、地域的・

地球的な気候変動研究において鍵となる問題である。 
 
新しい研究所で 初に実施されるプロジェクトのひとつに、スクリップス海洋研究所の

桟橋に観測所を建設するというものがある。この観測所は、サンディエゴにおける大気汚

染の主な原因を特定し、アジア、メキシコ、ロサンゼルスから入ってきたエアロゾルが同

地域の気象にどのような影響を与えているかを解明するために役立てられる。ここで得ら

れた観測結果は、都市部の廃棄物が海洋エアロゾルとどのように混合して雲を形成するか、

またこれらが南カリフォルニア沿岸部の気象パターンにどのような影響を与えているかを

理解するために利用される。 
 
地球温暖化は山火事の増加を引き起こすと考えられており、山火事が発生すると大気中

にエアロゾルが放出される。この新しい研究所では、地球の温度上昇に伴うエアロゾル放

出の増加に起因する複雑な天候サイクルを明らかにする取り組みも行われる。 
 
「エアロゾルの変化は、温室効果ガスよりも遙かに短い期間で地球の温度に影響を与え

る可能性がある。」UCSD の科学・生物科学部 (Department of Chemistry and 
Biochemistry)とスクリップス海洋研究所の両方に在籍する Prather はこのように言う。

「気象におけるエアロゾルの役割を整理することができれば、エアロゾルレベルの制御に

取り組んで温度変化を遅らせることができるようになるかもしれない。」 
 
エアロゾル化学・気候研究所はまた、PNNL と UCSD でこれまでに実施されてきたエ

アロゾル化学、大気・海洋科学、気候変動モデルに関する補足的な研究も活用するという。

PNNL と UCSD は、どちらもエアロゾル粒子の大きさや形状、化学的性質などの研究を

得意としており、世界中のさまざまな地域でエアロゾルを調査することのできる、移動式

の高度なツールを数多く所有している。 
 

PNNL は気候モデルの分野で豊かな経験を持ち、PNNL および PNNL 構内にある DOE
の環境分子科学研究所(Environmental Molecular Sciences Laboratory)では複数の新し
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いツールが利用されている。一方 UCSD は、海洋化学と海洋生物学の分野で高い専門性を

誇る。 
 
「共同研究の枠組みを通してより幅広いツールの利用が可能になり、従来よりも大規模

な調査が可能になるだろう」と UCSD の物理科学部(Division of Physical Sciences)学部長

である Mark Thiemens は言う。「我々はこの連携を通して、正常な地球環境を維持する方

法を見つけるためにこれまで以上に貢献できるようになる。」 
 
 この共同研究には、ノーベル賞を受賞した UCSD の大気科学者らも参加する。研究所の

メンバーとなる Mario Molina と Paul Crutzen は、オゾンの形成と分解に関する研究によ

って 1995 年にノーベル化学賞を受賞している（共同受賞者の F. Sherwood Rowland はカ

リフォルニア大学アーバイン校に在籍）。 
 
さらにこの研究所はまた、人の行き来を促進する役割も果たす。研究所が設立されると、

UCSD の大学院生らはワシントン州南東部にある PNNL 構内へ移ることになり、PNNL
の研究者らは UCSD の非常勤教授として環境化学および気象科学の学生への助言を行う

ことになる。 
 
第一弾として非常勤教授の職務に就くことが予定されているのは、PNNL でエアロゾル

中有機物について研究する Jean Futrell と、雲の形成を引き起こすエアロゾルについて研

究する Dan Cziczo である。また、共同研究所で 初に実施される各研究には、このほか

UCSD の Thiemens と Lynn Russell、スクリップス研究所の V. Ramanathan、PNNL の

Phil Rasch、Ruby Leung、Steven Ghan などが参加する。 
 

翻訳：桑原 未知子 
 
出典：Outpacing climate change with atmospheric research collaboration 

http://www.pnl.gov/news/release.asp?id=325 
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【地球温暖化特集】気候変動 
 
世界のピーク・オイル 1が気候に与える影響―NASA の研究結果―（米

国） 
 
 化石燃料（特に石炭、石油、ガス）の燃焼により排出される二酸化炭素は、前工業化時

代以降に上昇した大気中の二酸化炭素量の約 80％を占めている。NASA の研究者達は、

一部の科学者達が気候に対して危険と見なしている二酸化炭素レベルより少ないレベルを

維持できる、実現可能な排出量シナリオを特定した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 世界の石油生産量は、いつどのようにピークを迎えるかについて議論されているものの、

燃料燃焼による排出量の予測や、気候への影響について正確に予測することは難しい。ニ

ューヨークにある NASA ゴッダード宇宙研究所の Pushker Kharecha と James Hansen
                                                 
1 ピーク・オイル：石油生産のピークがやがてやってくるという問題。 

地球の大気二酸化炭素の排出源及び吸収源の衛星図（2003 年観測） 
高濃度は赤、低濃度は青で示されている。 
Credit: NASA 
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は、排出量が将来どのように変化するかについて理解を深めるために、様々な化石燃料の

消費シナリオを検討した。米国地球物理学連合(American Geophysical Union)の雑誌

「Global Biogeochemical Cycles」8 月 5 日号で発表された彼らの研究 2によると、石炭に

よる二酸化炭素排出量が今後数十年以内に世界で段階的に低減されるならば、化石燃料の

燃焼による二酸化炭素の増加量を、有害なレベル以下で維持することが可能であることが

示された。 
 
 「この論文は、世界のピーク・オイルの生産量と人為的な気候変化という極めて重要な

二つの課題をはっきりと融合させた、初の科学文献である」と Kharecha は話す。「私達は

目標とする二酸化炭素レベルを達成するために必要な行動の種類を説明している。」 
 
 二酸化炭素は何世紀にもわたって大気に残存する可能性があるため、気候科学者達が懸

念している温室効果ガスである。そして気候科学者達の研究は、人間が何十年にもわたる

化石燃料の燃焼により、既に二酸化炭素量の増加を引き起こしていることを指摘している。

さらに、大気中のあらゆる人為的な温室効果ガスの半分以上は二酸化炭素によって占めら

れている。 
 
 これまでに発表された研究では、地球温暖化の危険レベルは大気中の二酸化炭素濃度が

約 450ppm3を超えた場合であると示されている。これは前工業化時代のレベルの 280ppm
から約 61％の増加に相当し、現在のレベルの 385ppm からはわずか 17%増加した数値で

ある。この二酸化炭素の上限値である 450ppm に達した場合、地球気温は上昇して世界の

2,000 ヵ所の気温が約 1.8°F（1゜C）高くなる。また、450ppm を超えた場合は、西南極

氷床(West Antarctic ice sheet)と北極海氷の崩壊により反応が起こって、融解が促進され

る可能性がある。 
 

「Kharecha と Hansen は、将来の二酸化炭素について可能性のある曲線（軌道）の理

解を深めるために、1850～2100 年の期間で 5 つの二酸化炭素排出シナリオを作成した。

各シナリオは、化石燃料の世界的な生産量のピーク（ピークの時期は、埋蔵量の規模、回

収の可能性、及び技術に依存する）について、それぞれ異なる予測を反映している。」 
  
 「もし埋蔵量が多いと予測され、在来型(conventional)の石油やガスからの排出が制限

されないと仮定した場合でも、在来型の石油やガスの燃料の燃焼だけでは 450ppm を超え

るほどの二酸化炭素量にはならないことが判明した」と Kharecha は話す。 
 
 
 

                                                 
2 「Implications of “peak oil” for atmospheric CO2 and climate」 
3 parts per million：百万分の一。1ppm=0.001%、10,000ppm=1%。 
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 初のシナリオ(a)では、化石燃料からの排出が制限されずに「何も対策が講じられなか

った場合(BAU4)」の二酸化炭素の排出量を予測した。各燃料の埋蔵量の半分が採掘される

までは排出量は年間 2％増加し、ピークを迎えた後、年間 2％減少しはじめる。 
  
 二つ目のシナリオ(b)では、石炭の燃焼による排出量が、まず先進国で 2013 年から低減

され、その後 10 年間で途上国でも低減されるケースが検討された。石炭の燃焼により大

気圏に到達する排出量は、2050 年までに世界で段階的に低減されることとなる。このケー

スの場合、大気への排出量の減少は、石炭の消費量の減少か、もしくは大気圏に到達する

前段階で二酸化炭素を回収・貯留することによってもたらされる。 
 
 残りの 3 つのシナリオには先述した石炭の段階的低減が含まれているが、石油の使用・

供給については異なるシナリオが考えられている。一つのケース(c)では、石油のピークが

約 21 年遅れて 2037 年になるケースについて考察されている。別のケース(d)では、埋蔵

量が予想より少なかった場合、あるいは、排出に関わるコストが追加でかかるために、燃

料の生産コストが非常に高くなってしまう場合が考慮された。 後のシナリオ(e)では、異

なる時期にピークがある油田からの排出ケースが検討されており、2020～2040 年の期間

のプラトー(plateau)（生産量の高原状態）にピークが延長されている。 
                                                 
4 BAU: business as usual 
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BAU 

ﾋﾟｰｸ･ｵｲﾙ ﾌﾟﾗﾄｰ 

石炭の段階的低減 

石油埋蔵量が予測

より少ない場合 

ﾋﾟｰｸ･ｵｲﾙが遅く石油の

消費ﾍﾟｰｽが早い場合 

全燃料＋陸使用 1 
全燃料 2 
石炭 2 
石油 2 
天然ガス 2 

1 燃料CO2+陸使用CO2＋285.2ppm 
2燃料CO2+285.2ppm 

研究により作成された 5 つの化石燃料シナリオ（大気二酸化炭素の経時変化） 
(a)未対策(BAU)、(b)石炭の段階的低減、 
(c)～(e)石油の使用・供給パターンの違いによる各ケース 
Credit: NASA/Kharecha and Hansen 
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 次に同チームは、単純化された数学モデル（ベルン炭素循環モデル）を使用し、各シナ

リオで推計された二酸化炭素排出量から将来の大気中の二酸化炭素濃度の予測を出した。 
 
 (a)の排出が制限されない「BAU」シナリオでは、大気二酸化炭素のレベルは前工業化時

代の二倍以上のレベルとなり、2035 年頃以降から 450ppm の限界値を超える。埋蔵量が

少ないと予測して仮定が立てられた場合でさえも、限界値はだいたい 2050 年以降から超

過する。 
しかし、その他の 4 つのシナリオでは、二酸化炭素レベルがピークになる年は様々では

あるが、遅くても 2080 年頃までには全てのシナリオで、規定の 450ppm の上限値より下

方へと減少する。(b)と(d)の 2 つのシナリオの排出レベルは、常に 450ppm の限界値を下

回るレベルを維持している。 
 
 各シナリオの結果から、石炭からの二酸化炭素排出量を低減することは、はっきりとし

た影響があることが示されたと研究者達は提唱している。これは「非在来型

(unconventional)」燃料（メタンハイドレートやタールサンドなど）についても同様であ

り、これらの燃料は全て、在来型の石油やガスよりも化石炭素を多く含んでいる。 
 
 「石炭は石油やガスよりも量が豊富であるため、450ppm を超える大気中の二酸化炭素

濃度によってもたらされる『危険な』気候変化を回避するためには、石炭からの排出量を

低減させることが絶対に必要不可欠である」と Kharecha は話す。「私達が推す 重要の軽

減戦略―つまり、今後数十年以内に石炭から排出される二酸化炭素を段階的に削減するこ

と―は、現在もしくは近未来の技術を用いて実現可能である。」 
 

翻訳：大釜 みどり 
出典：http://www.nasa.gov/centers/goddard/news/topstory/2008/peakoil.html 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1030,  2008.10.15 
 

41 

【地球温暖化特集】二酸化炭素回収   
 

先端の二酸化炭素回収技術に 3,600 万ドル助成（米国） 
 
 米国エネルギー省(DOE)は本年 7 月 31 日、既存の石炭火力発電所群から排出される二

酸化炭素（CO2）を回収するための、新しくて費用効率の良い技術の開発を目的とする 15
件のプロジェクトに対して 3,600 万ドル助成することを発表した。 
 
 「現在、この国の電力の半分以上は石炭火力発電所で発電されています。本日発表され

たプロジェクトは、既存の石炭火力発電所からの CO2の排出を抑制することによって気候

変動に対処する一方で、現在および将来のエネルギー需要を満たすのに役立つものです。」

とエネルギー省 Samuel W. Bodman 長官は言う。 
 

CO2の回収と貯蔵は、よりクリーンでより安全なエネルギーの未来というブッシュ大統

領のビジョンにとって重要な要素である。2001 年以来、ブッシュ政権はクリーンコールの

研究および開発に 25億ドル以上を投資してきた。今回助成を受ける 15のプロジェクトは、

CO2固定の 5 つの関心領域、すなわち膜分離法、溶媒法、吸着剤、酸素燃焼法（燃焼排ガ

スの浄化とボイラーの開発）、およびケミカルループ燃焼に焦点を当てている。研究領域と

プロジェクトは以下の通り。 
 
膜分離法 
 分離膜ベースの CO2 回収は、燃焼排ガスから CO2 を選択的に運搬し分離することが可

能な透過性あるいは半透過性の材料を用いる。この分野の研究プロジェクトは、大量の燃

焼排ガス、比較的低い CO2濃度、低燃焼排ガス圧力、燃焼排ガス汚染物質および分離膜の

表面積拡大といった分離膜ベースシステムの利用に対する主要な技術的問題に取り組むこ

とになろう。 
 
・Membrane Technology and Research (カリフォルニア州メンロパーク) 

Membrane Technology and Research の研究者たちは、国立エネルギー技術研究所

（National Energy Technology Laboratory：NETL）との先の協定の下で開発された

CO2分離膜を用いて、圧力損失を 小限にとどめ、膜を透過させるときの密度を上げる

という成果目標にみあう商業規模の膜モジュールを作製する計画である。実際の石炭火

力燃焼排ガスを用いた 6 ヵ月のパイロットスケールの実地試験で使用することを目的に、

1 日におよそ 1 トンの CO2を回収する分離膜を建設する。（DOE の負担：3,437,119 ド

ル、受領側の負担：957,630 ドル、期間：24 ヵ月） 
・Research Triangle Institute（ノースカロライナ州リサーチトライアングルパーク） 

Research Triangle Institute は、膜ベースの CO2分離技術の総合的なプロセス設計、

および既存の石炭火力発電所への統合に焦点を当てた新しいフッ素化ポリマー膜を研
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究する計画である。研究者たちは、新しい高性能の膜素材、改良型中空膜繊維モジュー

ル設計、および CO2回収システムの既存の石炭火力発電所への効率的な統合のためのプ

ロセス開発に重点的に取り組む。（DOE の負担：1,944,821 ドル、受領側の負担：486,205
ドル、期間：24 ヵ月） 

 
溶媒法 

溶媒ベースの CO2 回収は、燃焼排ガスの CO2 を化学的あるいは物理的に液体の担体に

吸着させるのが主流である。溶媒ベースシステムは、工業燃焼排ガスやプロセスガス中の

CO2を洗浄してガスを精製する手法で、今日商業的に利用されている。しかしこのシステ

ムは、大容量の CO2の除去に適用されていない。というのも、石炭火力発電ボイラーから

の大量の燃焼排ガスへの対処という問題に直面するからである。この領域のプロジェクト

は、大容量の燃焼排ガス、比較的低い CO2濃度、燃焼排ガス汚染物質、溶媒の再生に必要

な大量の電力、という溶媒ベースの CO2回収に対する技術的な問題に取り組むことになろ

う。 
  
・Georgia Tech Research Corporation（ジョージア州アトランタ） 

このプロジェクトの目的は、石炭火力発電所から排出される燃焼排ガスから CO2を回

収するための、「可逆性イオン液」と呼ばれる新しいクラスの溶媒を開発することにあ

る。可逆性イオン液は、ある種の刺激に反応して突然特性を変化させる、本質的に「高

性能」な分子である。研究者たちは新規可逆性イオン液の合成、特性分析、試験に焦点

を当て、さらに構造・特性関係を使って、可逆性イオン液の物理的、熱力学特性を CO2

回収にとって 適化する。（DOEの負担：1,6020,479ドル、受領側の負担413,072ドル、

期間：36 ヵ月） 
・GE Global Research（ニューヨーク州ニスカユナ） 

このプロジェクトでは、コンピュータ解析および実験の双方により、石炭火力発電所

から排出された CO2の燃焼後回収のために新規のオリゴマー溶媒を特定し生産する。オ

リゴマーは比較的少数の構造ユニットを持つポリマーである。分子モデリングとシステ

ムモデリング、高度な合成方法、および実験室での試験により、低エネルギー使用とい

う条件下で高い CO2回収能力を示す可能性のあるオリゴマー溶媒が特定される。（DOE
の負担：2,546,303 ドル、受領側の負担：636,575 ドル、期間：24 ヵ月） 

・イリノイ大学評議員会、イリノイ州地質学調査（キャンペーン 3） 
イリノイ州地質学調査は、CO2 の燃焼後回収のための統合真空炭酸塩吸収プロセス 

(integrated vacuum carbonate absorption process：IVCAP)を発展させることを計画し

ている。このプロセスはカリウム炭酸塩を吸着剤として使用し、発電所からの廃蒸気ま

たは低品質の蒸気を利用することにより、独自に発電所の蒸気サイクルへ統合すること

ができる。実験室試験で IVCAP プロセス・パラメータを確認し、CO2 の吸着率を加速

させる効果的な触媒を特定し、放出熱を削減するための添加剤を開発することを目的と

している。（DOE の負担：691,191 ドル、受領側の負担：339,259 ドル、期間：36 ヵ月） 
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固体吸着剤 
 固体粒子は、化学吸着、物理吸着あるいは両者の組み合わせを介して燃焼排ガスの CO2

回収に使うことができる。燃焼排ガスと固体粒子を接触させるには固定床、移動床、流動

床という形態が考えられる。この関心領域で選定されたプロジェクトは、大容量の燃焼排

ガス、比較的低い CO2濃度、燃焼排ガス汚染物質、吸着剤の再生に必要な大量の電力とい

う、吸着剤ベースシステムに対する主要な技術的課題に取り組むことになる。 
 
・ADA-ES 社（コロラド州リトルトン） 

このプロジェクトの目的は、吸着剤ベースの CO2回収の開発と規模拡大の実行可能性

を評価、促進することである。研究者たちは、CO2回収プロセスにおける吸着剤の効果

を実験室からベンチスケールの規模で評価する予定である。 適な吸着剤の基準として

は、原材料の入手可能性、処分費用の安さ、CO2回収能力、燃焼排ガス中の成分との相

互作用、摩耗を軽減するための十分な強度などが考えられる。実験結果は、吸着剤シス

テムを石炭火力発電所へ適用するための概念設計の開発に資するであろう。（DOE の負

担：200 万ドル、受領側の負担：50 万ドル、期間：36 ヵ月） 
・SRI International (カリフォルニア州メンロパーク) 

SRI International は、吸着材を再生させる適度な熱条件を備えた新規の高容量炭素吸

着剤を開発する計画である。特定の目的は、ベンチスケールシステムで吸着剤の概念の

有効性を確認すること、 適な運用条件を探るためにパラメータ実験を行うこと、そし

て技術の手法的、経済的実現可能性を評価することである。（DOE の負担：1,799,962
ドル、受領側の負担：45 万ドル、期間：36 ヵ月） 

・TDA Research Inc.（コロラド州ウィートリッジ） 
このプロジェクトで TDA Research 社は、先の実験室試験で開発された低価格の固体

吸着剤を生産、評価する予定である。開発された吸着剤を使用するベンチスケールのCO2

回収ユニットが設計、建設され、石炭由来の燃焼排ガスを用いて試験される。CO2回収

システムを後から据え付けた商業規模の石炭火力発電所の物質収支およびエネルギー

バランスも測定される。（DOE の負担：1,097,839 ドル、受領側の負担：276,541 ドル、

期間：36 ヵ月） 
 
酸素燃焼、燃焼排ガス精製 
 酸素燃焼法は、純酸素もしくはそれに準ずる状態の中で燃料を燃やし、高濃度の CO2

の燃焼排ガスを発生させるものである。しかし、この燃焼排ガスには水分、余分な酸素、

窒素、硫黄酸化物、窒素酸化物、水銀他の汚染物質が含まれている可能性がある。この研

究領域のプロジェクトは、燃焼排ガスに含まれるこれらの不要な成分の量を削減する方法

を開発することになる。 
 
・Air Products and Chemicals Inc.（ペンシルバニア州アレンタウン） 
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このプロジェクトでは、酸素燃焼法で実際に発生させた燃焼排ガスから CO2を精製で

きることを示す予定である。回収された CO2に含まれる、硫黄酸化物、塩化水素、窒素

酸化物といった酸性不純物に特に注目する。商業規模で適用する際には、腐食や地中貯

留場所での問題が発生しないよう、精製された CO2をパイプラインに投入する前にこれ

らの酸性不純物を除去することが必要になると考えられる。（DOE の負担：1,003,995
ドル、受領側の負担：25 万 1,000 ドル、期間：24 ヵ月） 

・Praxair Inc.（ニューヨーク州トナワンダ） 
Praxair 社は、酸素燃焼技術を後から取り付けた既存の微粉炭発電所向けに、CO2 を

ほとんど排出しない燃焼排ガス精製技術を開発する予定である。このプロジェクトの目

的は、ボイラーから排出された CO2 の 95％以上を費用効果的に回収することである。

湿式排煙脱硫装置を取り付けたり選択的触媒還元を行わなくても、硫黄酸化物や水銀の

大気中への排出は 99％以上、窒素酸化物の排出は 90％以上削減される予定である。

（DOE の負担：3,241,989 ドル、受領側の負担：2,161,326 ドル、期間：36 ヵ月） 
  
酸素燃焼用のボイラー開発 
酸素燃焼法の特色は、まだ完全には開発されていない。酸素燃焼火炎の特性、バーナー

や石炭投入の設計、および酸素燃焼による生成物とボイラーの材料との相互作用について

の分析は、すべて今後の研究が必要な分野である。この関心領域から選ばれた研究プロジ

ェクトは、酸素燃焼ボイラーの特性と革新的な酸素バーナー設計の研究を、実験室および

ベンチスケール規模で行うことになる。 
 

・Alstom Power Inc.（コネチカット州ウィンザー） 
Alstom Power 社はこのプロジェクトで、T 型石炭ボイラーユニット用の酸素燃焼シ

ステムを開発するための試験プログラムを実施する。T 型ボイラーは、世界中の発電所

の 44％、アメリカの発電所の 41％が採用している（設置ベース）。プロジェクトは、

既存の T 型ボイラーユニット向けに革新的な酸素燃焼システムを構築し、これらシステ

ムの成果を測定することにより投資額と運転費用を全体として 小限にすることを目

的としている。この測定は、同社の 15MW の T 型ボイラー模擬施設および 15MW 工業

規模バーナー施設において、パイロットスケールで行われる。（DOE の負担：500 万ド

ル、受領側の負担：2,229,966 ドル、期間：24 ヵ月） 
・Foster Wheeler North America Corp.(ニュージャージー州リビングストン) 

Foster Wheeler 社は、酸素燃焼が発電所のボイラー管材料の寿命にどのように影響を

与えるかを評価するために、徹底した試験を実施する予定である。酸素燃焼ボイラーの

壁に残っているガスの組成を予測するコンピュータによる流体力学モデリング、酸素燃

焼条件の従来のボイラー管材料と被覆に対する効果、および従来の材料に替わる高炭素

合金管材料と被覆に対する酸素燃焼の効果をみるための実験室試験が行われる。（DOE
の負担：1,593,437 ドル、受領側の負担：398,357 ドル、期間：36 ヵ月） 

・Reaction Engineering International（ユタ州ソルトレイクシティー） 
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このプロジェクトでは、既存の石炭火力発電所のボイラーを酸素燃焼用に改良した場

合の影響を解明するために、メカニズム開発やコンピュータによる流体力学モデリング

とともに、さまざまな規模の実験を実施する予定である。データは、0.1kW、100kW、

1.2MW 規模の酸素燃焼実験から収集する計画である。（DOE の負担：2,376,443 ドル、

受領側の負担：617,767 ドル、期間：36 ヵ月） 
 
ケミカルループ燃焼 1 

ケミカルループ燃焼は、固体酸素担体粒子を燃料の燃焼に用いるものである。酸素担体

粒子は第 1 反応容器内で酸素を発生させ、第 2 反応容器で燃料を燃やすために使用される。

この関心領域におけるプロジェクトは、固体の取り扱いや酸素担体の容量、反応性、およ

び摩滅といった主要な問題に取り組むことによってケミカルループシステムを発展させる。 
 

・Alstom Power Inc.（コネチカット州ウィンザー） 
このプロジェクトは、CO2の回収・分離のための Alstom Power 社のケミカルループ

技術の開発を進める。この技術は、石炭から発電するために石灰石ベースの酸素担体を

使用するが、一方で高濃度の CO2 が含まれる燃焼排ガスを発生させる。研究者たちは、

完全に一体化し、かつ全ての主要システムが作動する状態でケミカルループプラントを

運転するのに必要な全ての設備を備えた、プロトタイプの施設を設計、建設および運転

する予定である。（DOE の負担：4,999,614 ドル、受領側の負担：1,249,900 ドル、期間：

24 ヵ月） 
・オハイオ州立大学研究基金（オハイオ州コロンバス） 

石炭直接ケミカルルーピング（Coal direct chemical looping：CDCL)技術は、このプ

ロジェクトの下で更に発展するであろう。CDCL 技術は、特許を取得した酸化鉄ベース

の合成酸素担体粒子の働きにより石炭を効率よく変換する一方で、CO2を回収するため

に既存の微粉炭発電所向けに後から据え付けられる可能性がある。CDCL システムの開

発は、ベンチスケールおよびサブパイロットスケールの試験で実施される。（DOE の負

担：2,860,141 ドル、受領側の負担：1,126,513 ドル、期間：36 ヵ月） 
 
今日の発表は、DOE 化石エネルギー局の既存施設革新(Innovations for Existing 

Plants：IEP)プログラムの一環であり、国立エネルギー技術研究所(National Energy 
Technology Laboratory：NETL)によって管理されている。IEP プログラムは、アメリカ

の既存石炭火力発電所群が直面する環境問題に取り組むために、研究プログラムのリスト

を保存している。 
 

                                                 
1 燃焼法の一種として、発電システム等に適用可能な化学ループ燃焼法が知られている（特開 2000-37168 号

公報）。この燃焼法では、金属酸化物と燃料とを第１反応容器内で還元反応させるとともに、金属酸化物の

還元体を第２反応容器に移動させて酸化剤と酸化反応させる。（出典：J-STORE 科学技術振興機構研究

成果展開総合データベース。特許コード P06A009586「膜燃焼方法及び膜燃焼装置」（朝倉祝治、島野 哲）

http://jstore.jst.go.jp/cgi-bin/patent/advanced/detail.cgi?pat_id=13331） 
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DOE の先進的なクリーンコールへの取り組みについての詳細は、化石エネルギー局の

ウェブサイトから入手可能である（http://www.fossil.energy.gov/）。 
 

翻訳：吉野 晴美 
 
出典：http://www.energy.gov/news/6443.htm 
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【地球温暖化特集】クリーンコール 二酸化炭素固定  
 
クリーンコール発電イニシアティブの第３次研究助成を公募（米国） 

 
 米国エネルギー省(DOE)は、クリーンコール発電イニシアティブ（Clean Coal Power 
Initiative：CCPI)第 3 次助成対象の公募（ 終版）を発表した。CCPI は、クリーンで、

豊富に存在する手頃な価格のエネルギーを供給するために、先進的な石炭技術の商業的導

入を加速させようとするものである。DOE はこの公募の下で複数の案件に対して助成を

行う考えで、2009 会計年度の予算に応じて、 大 3 億 4,000 万ドルが助成対象研究に割

り当てられる予定である。プロジェクトは費用分担型で、助成受領側がプロジェクトの費

用の少なくとも 50％を負担する。この公募は、石炭火力発電所から排出される二酸化炭素

（CO２）を回収し、それを隔離するか有効利用する新技術を商業規模で実証するために、

政府と産業界が協力協定を結ぶことを意図している。 
 
 「エネルギー省は、増加するエネルギー需要を満たす一方で、環境に負荷をかけずに石

炭を使用する技術を開発することにより、米国のエネルギー安全保障を高め、世界的な気

候変動という問題に対処することを約束しています。この公募により、温室効果ガスを排

出しないクリーンな石炭由来のエネルギーが、市場や消費者に一歩近づくことになりま

す。」化石燃料担当の Jim Slutz 次官代理はこう述べた。 
 
 Grants.gov1と DOE の e-Center2から入手可能なこの公募資料には、申請書の準備と提

出に関する指示、ミッションの必要性と背景、プロジェクトの概要、主要技術目標、およ

び遂行要件が書かれている。また、申請書が評価される基準、モデル協力協定の契約条件、

および政府と産業界との協力に必要な費用分担がまとめられている。 
 
 第 3 次公募用に、目標と要件を詳述した公募草案が、コメント受け付けのため 2007 年

10 月に公表された。コメントを得るために、2007 年 11 月 1 日に公開のワークショップが

開催され、公益事業者、技術会社、およびプロジェクト開発業者から 105 名が参加した。

公募 終版に反映された修正には、以下が含まれる。 
  
・炭素回収技術は、90％の炭素回収率で作動（機能）しなければならない。 
・年間少なくとも 30 万トンの CO２を回収し、それを隔離するか有効利用しなければな

らない。 
・プロジェクトは、電力のコスト増加を 10％以下に抑え、炭素の回収および隔離に向け

顕著な進展を示さなければならない。 
・プロジェクトは、国内で採掘された石炭もしくは石炭くずをエネルギー投入量の 75％

                                                 
1 http://www.grants.gov/ 
2 http://e-center.doe.gov/ 
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以上使用しなければならない。 
・プロジェクトは、生産されたエネルギー総量のうち 50％以上を電力に生産しなければ

ならない（発電効率 50%以上）。 
・プロジェクト費用の政府負担分の返金義務は発生しない。 

 申請書の締め切りは 2009 年 1 月 15 日で、DOE へ提出のこと。選考結果は 2009 年 7
月に発表の予定。 
 
 CCPI は 2002 年に着手された、先進的な石炭ベースの発電技術を商業規模で実証する多

年度プログラムである。前 2 回の公募により、現在 8 つのプログラムが進行中である。 
一連の競争的公募を通して実施されているイニシアティブの目標は、先進的石炭技術の商

業化の準備を加速し、クリーンで信頼でき、かつ手ごろな価格で電力を確保することにあ

る。 
 
 石炭は も豊富なエネルギー源であり、国内電力の 50％以上をまかなっている。環境に

対する 低限の負荷で石炭を利用する技術は、よりきれいでより安全なエネルギーの未来

というブッシュ政権のビジョンにとって極めて重要な要素である。 
 
 公募内容の閲覧および DOE のクリーンコールの進捗状況についての詳細は、Office of 
Fossil Energy で入手可能である（http://www.fossil.energy.gov/）。 
 

翻訳：吉野 晴美 
 
出典：http://www.energy.gov/news/6474.htm 
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【地球温暖化特集】 二酸化炭素回収・貯留 

 

海底ガス田からの CCS（CO2回収・貯留）など（ノルウェー） 
 
ノルウェーでは商業的に二酸化炭素(CO2）回収・貯留（CCS：Carbon dioxide Capture 

and Storage）が実施されており、Sleipner ガス田において CO2回収累計量が 2008 年 4 月
に 1,000 万トンを達成し、Snohvit ガス田において 2008 年 4 月 22 日より CO2の貯留が

開始されている。 
また、ノルウェーの小規模プラント会社である Sargas 社は、2008 年 6 月に実証試験に

よって画期的な CO2回収技術商用化の見通しを確認したと発表した。さらに、三菱重工業

はノルウェー国営のガスノバ（Gassnova）社から、火力発電所に設置する世界 大規模の

CCS 設備の初期設計を受注したと 2008 年 8 月 20 日に発表した。 
こうした、ノルウェーにおける 近の CCS 関連動向についてレポートする。 

 
1. Sleipner（東、西）ガス田 
＜概要＞ 
ノルウェー沖合 250ｋｍに位置し、天然ガスには高い濃度（9％）の CO2 が含まれてい

るため、欧州ガス市場における販売基準(CO2含有量 2.5%未満)を満たすべくアミン法によ

って CO2 を分離している。また、CO2 を大気に放出すると炭素税（1991 年導入時で CO2 
1 トン当たり 50 米ドル相当）が課せられることも CO2 を貯留している理由である。 
この分離プロセスをプラットフォーム上に収めるためにシステムをコンパクト化する

ことが経済性の向上の一つのポイントであった。分離・回収はプラットフォーム上で行い、

その場で CO2 は海底下 1,000m の Utsira 層と呼ばれる砂岩層に圧入されている。 
1993 年より原油・天然ガスを生産しており、CCS は 1996 年より実施されている。CO2 

回収量は年間 100 万トンであり、これは、1990 年時点のノルウェー全体の年間放出量の

3％にあたる。 
 

 
      Sleipner 西 ガス田 （出典）StatoilHydro 社ウエブサイト 
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＜2008 年の動向＞ 
CO2回収累計量は、2008 年 4 月に 1,000 万トンに達している。2008 年 8 月に Sleipner

ガス田近くで新たに埋蔵石油（可採埋蔵量 1～1.25 億バレル）が発見された。 
 
2. Snohvit ガス田 
＜概要＞ 
ノルウェー北部のバレンツ海で発見され、世界初の LNG プロジェクトとして開発され

た。生産設備は海底にあり、天然ガスは Hammerfest という町の近くの小さい島

(Melkoya) にある LNG プラントまで、145km のパイプラインで運ばれている。 
天然ガス（CO2濃度 5～8％）は LNG プラントでの冷却前にアミン法によって CO2 を

除去し、除去された CO2 は CO2用パイプライン（145km 長）で Snohvit ガス田まで戻

され、海底下 2,500m の Tubåen 層に年間 70 万トン貯留される。 
モニタリングプログラム（この一部は EU の補助金が使用されている）によって貯留

CO2の挙動を観察している。操業開始は 2007 年 10 月。 
 

 
Snohvit ガス田 

（出典）StatoilHydro 社ウエブサイト 
 
＜2008 年の動向＞ 

2008 年 4 月 22 日より CO2の貯留が開始されている。年間 70 万トンの貯留は自動車

28 万台分の排出量に相当するとしている。 
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3. Sargas 社の二酸化炭素回収技術 
ノルウェーの小規模プラント会社である Sargas 社は、画期的な二酸化炭素回収技術を

実証試験で確認したと 2008 年 6 月 17 日に発表した。炭酸カリウム(25%)を用いる化学吸

収法である。 
同社の発表によると、二酸化炭素の回収率は 95%、NOｘ5ppm、回収費用は CO2 1 ト

ン当たり約 1,550 米ドル相当(1 セント／kWh）であり、回収費用を含めた発電コストは 4
～6 セント／kWh とのことである。 

実証試験は 2007 年 11 月から 2008 年 2 月までストックホルムの Värtaverket 石炭発

電所 (出力 400MW)において実施された。実証試験は Swedish Royal Institute of 
Technology (KTH)、Massachusetts Institute of Technology (MIT) 、Siemens の 3 者の

協力のもとで実施された。 

 
システムフロー 

（出典）Sargas 社ウエブサイト 

 
システム全景 

（出典）FORTUM´s ACTIVITIES IN CCS- CASE STOCKHOLM,Workshop on CO2 
Capture, Utilisation and Storage ,February 5, 2008 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1030,  2008.10.15 
 

52 

4.  三菱重工業 GTCC 発電所に世界 大規模 3,000 トン／日の CO2 回収設備 
 三菱重工業は、ノルウェー国営のガスノバ（Gassnova）社から、火力発電所に設置する

世界 大規模の CCS 設備の初期設計(FEED)のコンペの参加受託を得たことを 2008 年 8
月 20 日に発表した。 

同国南西沿岸のカルスト（Karsto：首都オスロの西）に立地する、出力 42 万 kW の液

化石油ガス(LPG)焚きガスタービン・コンバインドサイクル（GTCC）発電向けで、FEED
が承認されれば本工事の入札資格が与えられる。他の選定企業 2 社と、回収能力約 3,000
トン／日の回収設備について、回収技術、性能、建設・運営コストを競い、本工事の受注

を目指す。 
 ガスノバ社はノルウェー政府により、温暖化防止に向け CO2 回収・輸送・貯留に関す

る技術開発を推進していく目的で設立された。 
 燃焼排ガス中の CO2 を特殊な吸収液（KS－1）と蒸気で分離回収する同社の技術は、

他の技術に比べて少ない消費エネルギーで済むのが特長で、1999 年にマレーシアへ初号機

を納めたのを皮切りにインド、アラブ首長国連邦、バーレーン、パキスタンに回収技術を

供与している。 
 
5. 独首相、ノルウェーを訪問し気候変動対策で協力関係強化 

ドイツのアンゲラ・メルケル首相は 2008 年 04 月 25 日にノルウェーを訪問し、両国が

気候変動対策で協力関係を強化していくことで合意した。ノルウェーのイェンス・ストル

テンベルグ首相との会談後、メルケル首相は、ノルウェーと協力して新しい気候変動対策

を実施する決意を語り、特に、CCS 技術について言及し、「両国は協力して、二酸化炭素

を北海に貯留する可能性を探る」と語っている。 
 
（出典） 
①StatoilHydro 社ウエブサイト 

http://www.statoilhydro.com/en/TechnologyInnovation/ProtectingTheEnvironment/C
arbonCaptureAndStorage/Pages/CarbonDioxideInjectionSleipnerVest.aspx 
http://www.statoilhydro.com/en/TechnologyInnovation/ProtectingTheEnvironment/C
arbonCaptureAndStorage/Pages/CaptureAndStorageSnohvit.aspx 
http://www.statoilhydro.com/en/NewsAndMedia/News/2008/Pages/CarbonStorageSt
artedOnSn%C3%B8hvit.aspx 
http://www.statoilhydro.com/en/NewsAndMedia/News/2008/Pages/TwoFinds25Augu
st.aspx 

②N.Sea CO2 store at 10 million tonnes: StatoilHydro Tue Apr 29, 2008 5:28am EDT 
http://www.reuters.com/article/idUSL2915061620080429 

③宮本善文、ノルウェー：二酸化炭素の分離・回収、貯留(CCS) の現状、2008/5/19、
JOGMEC 
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http://oilgas-info.jogmec.go.jp/pdf/2/2008/0805_out_h_no_carbon_capture_storage_sn
ohvit_sargas.pdf 

④Unique CO2 capture test results achieved at Värtaverket plant in Stockholm, 17 
June 2008 
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/Commands/Release.aspx?rItem_id=3623
14 

⑤Sargas 社ウエブサイト 
http://www.sargas.no/index.htm 
http://www.sargas.no/technology.htm 

⑥FORTUM´s ACTIVITIES IN CCS- CASE STOCKHOLM,Workshop on CO2 Capture, 
Utilisation and Storage ,February 5, 2008 
http://akseli.tekes.fi/opencms/opencms/OhjelmaPortaali/ohjelmat/ClimBus/fi/Dokum
enttiarkisto/Viestinta_ja_aktivointi/Seminaarit/CCS_Seminar_050208/Eva-Katrin_
Lindman.pdf 

⑦三菱重工ニュース 2008 年 8 月 20 日 発行 第 4732 号 
http://www.mhi.co.jp/news/story/0808204732.html 

⑧温暖化 NEWS 
http://daily-ondanka.com/news/2008/20080425_1.html 
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【エネルギー】 省エネルギー  

 
DOE は施設の省エネルギー化で 1 億 4,000 万ドルに達する契約を発表

(米国) 
－エネルギー節約により支払う「TEAM」省エネ・プロジェクト－ 

 
米国エネルギー省(DOE)エネルギー効率担当次官補代理デービッド・ロジャーズは、米

国連邦政府のエネルギーおよびエネルギー関連コストを 1 年当たりおよそ 1300 万ドル節

約するのを支援する、 初の 4 件の省エネルギー実績契約(ESPC：Energy Savings 
Performance Contracts)を発表した。 

 
この契約は、また、DOE のエネルギー転換行動管理(TEAM：Transformational Energy 

Action Management)イニシアティブの一部として、DOE 施設へのエネルギー効率改善に

1 億 4000 万ドルの費用を使用可能とする。 
 
エネルギー浪費や温室効果ガスを削減するブッシュ政権の包括的なエネルギー戦略の

一部として、TEAM イニシアティブは、DOE の全国の複合施設にわたって、エネルギー

量を少なくとも 30 パーセントまた水消費量を少なくとも 16 パーセントを、両方とも 2015
年までに削減することを求め、また、2010 年までに全エネルギーの少なくとも 7.5 パーセ

ントを再生可能資源から得ること求めている。 
 
向上したエネルギー効率に起因する費用の節約から支払われる契約であるESPCの利用

によって、TEAM イニシアティブは、エネルギー・システム改善を 大限にするよう努力

する。 
 
「1 年前に、ボードマン DOE 長官は、エネルギー効率を増加させて、温室効果ガス排

出量を減少させ、連邦政府内の再生可能エネルギーの使用を増加させるために、大統領の

目標を達成し追い越すことを米国エネルギー省全体に促した。私は、DOE が連邦支出の

必要性を縮小する代替資金調達手段で業務を遂行することの発表を誇りにしている」と次

官補代理のデービッド・ロジャーズは語った。 
 
米国エネルギー省長官サミュエル W.ボードマンは、連邦政府のエネルギー性能を改善さ

せる大統領の目標に応じて、TEAM イニシアティブを 2007 年 8 月 8 日に立ち上げた。ブ

ッシュ大統領の目標は、実質的に省エネルギーと再生可能エネルギー技術の使用を増加さ

せ、持続可能な設計手段を採用し、全連邦政府での石油使用を削減することを含んでいる。 
 
すべての主要 DOE 施設でエネルギー・システム評価を実施し、かつ性能を向上させる

ための戦略を考案するために、DOE は、民間の省エネ支援企業(ESCO：Energy Service 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1030,  2008.10.15 
 

55 

Companies)と協力した。ESPC は、省庁が施設のための必要な省エネルギープロジェクト

の成就を可能にするユニークな契約手段である。 
 
これらの契約手段の下で、ESCO と公益事業は、機器購入やシステム向上に必要な民間

融資を提供する。また、ESCO はその後向上したエネルギー効率に起因するエネルギーコ

ストの節約から返却される。施設の省エネルギーの可能性を調査した後に、ESCO は、提

案するエネルギー節約指標、提案されるプロジェクト投資コスト、そして省エネルギー提

案を明らかにする 初の提案を準備し、 後に 終提案を用意する。 
 
施設側の念入りな調査の後に、以下の DOE 施設での提案に記述されたエネルギー節約

指標を実施するために、4 件の ESPC が ESCO に与えられた。 
 
－ アイダホ国立研究所(INEL：アイダホフォールズ、アイダホ州) 
 
このプロジェクトは、ボイラーのエネルギー源を切替えて、燃料油購入を 1 年当た

り 60 万ガロンからゼロにし、施設のカーボン排出を劇的に削減することを含んで

いる。プロジェクトは、およそ 530 億 Btu/年のエネルギー消費量を削減する。 
NORESCO社(ウェストバラ、マサチューセッツ州)がこのプロジェクトを遂行する。

プロジェクトの実施は、およそ 3300 万ドルかかり、毎年およそ 170 万ドルの節約

をもたらす。 
 
－ ローレンス・リバモア国立研究所(LLNL：リバモア、カリフォルニア州) 
 
このプロジェクトでの省エネルギーの大部分は、エネルギー管理制御システムの大

きな改良から来ると予想され、加熱・換気・空調(HVAC：Heating, Ventilation and 
Air Conditioning)システムに関する問題を分析・解決し、そして、効率的な HVAC
システムの運転を保証する際の強力なツールをもたらす。プロジェクトは、ほぼ

1000 億 Btu/年を節約すると推測される。 
ジョンソン・コントロールズ社(ミルウォーキー、ウィスコンシン州)が、このプロ

ジェクトを行う。プロジェクトは、実施におよそ 1100 万ドルかかり、毎年およそ

130 万ドルの節約をもたらす。 
 
－ 国立エネルギー技術研究所(NETL：ピッツバーグ、ペンシルバニア州) 
 
このプロジェクトは、以下を含んだ革新的な技術のモデルを提供する；バイオガス

ボイラー、緑化屋上、ハイブリッド照明、高度な計量、太陽照明、屋上風力タービ

ン、および、天然ガスの高度脱水など。これらは、270 億 Btu/年以上のエネルギー

消費量を削減し、また、水の使用を 300 万ガロン以上減らす。 
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コンステレーション・エナジー社(ボルティモア、メリーランド州)がこのプロジェ

クトを行う。実施コストは、およそ 600 万ドルで、毎年およそ 80 万ドルの節約を

もたらす。 
 
－ オークリッジ国立研究所(ORNL：オークリッジ、テネシー州) 
 
このプロジェクトは、バイオマス蒸気プラントの作成、建物管理システムの拡張お

よび他のいくつかの省エネルギー手段の実施をもたらす。プロジェクトは、8500
億 Btu/年エネルギー消費量を削減し、水消費量を 1 億 7000 万ガロン減少させる。 
ジョンソン・コントロールズ社(ミルウォーキー、ウィスコンシン州)がこのプロジ

ェクトを行う。プロジェクト実施の概算コストは 8900 万ドルである。また、毎年

の節約はおよそ 870 万ドルになる。 
 
DOE は、追加の ESPC と再生可能エネルギープロジェクトを含めて、開発中のいくつ

かの潜在的なプロジェクトを持っている。それらは、DOE の大統領目標の 50 パーセント

以上を達成することを支援する。10 億ポンド以上の二酸化炭素が、現在展開中の可能な

ESPC プロジェクトによって取り除くことができる。これは、83,000 台以上の自動車から

の毎年の温室効果ガス排出と等価である。 
 
連邦政府は米国で 大の単独エネルギー使用者であり、提案プロジェクト投資の全費用

が 10 億ドル以上となる、展開中の ESPC プロジェクトを持っている。連邦機関は、2003
会計年度以来、既に施設のエネルギー量を 7 パーセント以上削減している。 

 
DOE の連邦エネルギー管理プログラムは、ESPC、公益事業省エネルギー契約や他のメ

カニズムにより連邦機関の施設改善と同様に、連邦機関の省エネルギー化の支援を提供し

ている。より詳細は、DOE エネルギー効率・再生可能エネルギー局を訪問のこと： 
http://www.eere.energy.gov/ 

 
(出典：http://www.energy.gov/news/6449.htm ) 
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【エネルギー】 再生可能エネルギー  省エネルギー   商業化支援  

 
DOE はクリーンエネルギー技術の移転加速に 700 万ドル助成(米国) 
 
米国エネルギー省(DOE)省エネルギー・再生可能エネルギー担当のジョン・ミズロフ主

席次官補代理は、DOE の世界一流の国立研究所から市場へ、クリーンエネルギー技術の

移転を加速するために 700 万ドル提供することを発表した。 
 
この資金提供は、試作品開発、実証プロジェクトおよび市場調査のような活動のための

ベンチャー前投資資金を提供することにより、研究後の技術を商業化に向けて移転するこ

とを支援するものである。 
 
資金提供は、研究者や企業家にクリーンエネルギー技術の新しい世代を開拓する力を与

えることにより、我々の国家の外国石油への依存度を減らし、かつ温室効果ガス排出量を

削減するためのブッシュ大統領の包括的戦略を進展させる。 
 
「我々の DOE 国立研究所は、新しい効率的な技術や生物燃料から太陽エネルギーまで、

とてつもない技術革新に関与している。技術の商業化のための、この資金提供は、我々の

研究所と米国の消費者の間のギャップを埋めることを支援する。クリーンエネルギー技術

を、その問題の大きさに相応する割合と規模、で市場へ移転させることは、極めて重要で

あり、我々の、環境福祉、国家安全保障および経済競争力はそれを待っている」と主席次

官補代理ミズロフは語った。 
 
提出された申請書に基いて、DOE の 7 国立研究所が資金提供受賞に選ばれた： 
 
オークリッジ国立研究所         $150 万 
パシフィックノースウエスト国立研究所  $150 万 
ローレンス・バークレー国立研究所    $150 万 
アルゴンヌ国立研究所           $70 万 
サンディア国立研究所           $70 万 
ローレンス・リバモア国立研究所      $50 万 
ロスアラモス国立研究所          $60 万 
                    * 数値は概数 

 
DOE の国立研究所は、再生可能エネルギーおよび省エネルギー技術研究の 先端に立

っている。 終的な目標は、市場へのこれらの技術の広範な移転であり、究極的には、経

済の効率向上、温室効果ガス排出量の削減、およびエネルギー安全保障の増大である。 
 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1030,  2008.10.15 
 

58 

技術商業化のための、これらの資金は、市場へ新しいクリーンエネルギーや省エネルギ

ー技術を 終的にもたらす DOE の国立研究所と協力する民間産業を勇気づけることによ

りその進展を加速する。この商業化資金は、さらなる研究開発ではなく、試作開発、実証

および展開のような活動にのみ費やされるように意図されている。 
 
この商業化資金提供は、国立研究所の運営契約に従って各国立研究所を運営する契約者

によって使用される。 
 
エネルギー効率および再生可能エネルギー局の商業化チームに関しての詳細は、 

http://www1.eere.energy.gov/office_eere/vc.html  
2008 年度の提案 
省エネルギー・再生可能エネルギー局の商業化概観： 

http://www1.eere.energy.gov/office_eere/pdfs/2008_eere_commercialization_overview.pdf 
バイオマス：http://www1.eere.energy.gov/office_eere/pdfs/2008_biomass.pdf 
建物：http://www1.eere.energy.gov/office_eere/pdfs/2008_building_technologies.pdf 
地熱：http://www1.eere.energy.gov/office_eere/pdfs/2008_geothermal.pdf 
水素：http://www1.eere.energy.gov/office_eere/pdfs/2008_h2_fuel_cells.pdf 
産業：http://www1.eere.energy.gov/office_eere/pdfs/2008_industrial_technologies.pdf 
太陽：http://www1.eere.energy.gov/office_eere/pdfs/2008_solar.pdf 
自動車：http://www1.eere.energy.gov/office_eere/pdfs/2008_vehicle_technologies.pdf  
風力：http://www1.eere.energy.gov/office_eere/pdfs/2008_wind.pdf 
基礎科学：http://www1.eere.energy.gov/office_eere/pdfs/2008_basic_sciences.pdf 
非技術イニシアチブ：ttp://www1.eere.energy.gov/office_eere/pdfs/2008_initiatives.pdf 
技術ライセンス：http://www1.eere.energy.gov/office_eere/pdfs/2008_technology_licensing.pdf 

 
 (出典：http://www.energy.gov/news/6493.htm ) 
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【エネルギー】エネルギー効率 再生可能エネルギー 建築規定  
 

州主導の省エネプロジェクトに DOE が 660 万ドル助成（米国） 
  

米国エネルギー省(DOE)エネルギー効率担当の David Rodgers 副次官補は、全米州エネ

ルギー担当官協会の年次総会で、競争の結果選ばれた、州レベルでのエネルギーの効率や

再生可能エネルギーの利用率を上げる画期的な政策およびプロジェクトに対して、約 660
万ドルを助成すると発表した。DOE が支援する州主導のプロジェクトは、再生可能エネ

ルギーの実用規模での生産能力の構築とエネルギー需要の削減に焦点を当てるとともに、

先進的な建築物エネルギー規定を求めている。 
 
 「これらのプロジェクトは、州の革新的な政策活動や投資マインドを刺激し、エネルギ

ー効率の良い市場、再生可能エネルギー比率の高い市場へ移行する役に立つでしょう。我々

の目的は、エネルギー効率の向上や再生可能エネルギーの分野で 大限の効果を上げるこ

とです。」と Rodgers 副次官補は言った。 
 
 DOE のエネルギー効率および再生可能エネルギー局(EERE)および配電・エネルギー信

頼性局は、再生可能エネルギーまたはエネルギー需要の削減を通じてギガワット（GW）

規模のクリーンエネルギー容量を実現する政策や規制枠組みを策定、実施しようとする州

のために 9 つのプロジェクトを選定した（DOE の負担分 400 万ドル相当）。州側は費用負

担を求められないものの、プロジェクトに対して 大 180 万ドルを拠出する計画である。

プロジェクトには、需要側資源への影響を評価、測定、検証および報告するための州内手

続き（プロトコル）から、再生可能エネルギーの送電体制を構築する際の主要な問題点や

インセンティブに取り組む報告書まで、さまざまなものがある。 
 EERE はさらに、先進的な建築規定を策定するために、州主導の 6 つのプロジェクトを

選定した（DOE の負担分 260 万ドル相当）。この助成は、住居および商業ビル部門のモデ

ル建築規定を実現させる計画を立てて実施している州を支援して、エネルギー効率を 30％
以上向上させる建築規定を実現しようというものである。DOE は財政的な支援だけでな

く、これらの州に対する継続的な技術援助も行う。 
 
 州が提案した個別のプロジェクトの概要は以下の通り。 
 
ギガワット(GW)規模のクリーンエネルギー生産能力の構築 (400 万ドル)  

交付金は、州が再生可能エネルギーの増加またはエネルギー需要の削減を通じて GW 規

模のクリーンエネルギーの生産能力を実現する政策枠組みを策定し、規制環境を創設する

一助となる。州は、再生可能エネルギーあるいはエネルギー効率の分野への投資を加速さ

せた革新的な法制度、政策、プログラム、戦略を開発する予定である。次の 9 つのプロジ

ェクトが、助成対象として選ばれた。 
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・アリゾナ州は、既存の住宅に対する合理的かつ費用効果的な性能向上プログラムのた

めの基礎を築く計画である。これは、州の全域で実施される。合理化アプローチを既

存の住宅の評価・修繕に組み込むことにより、プログラムへの消費者参加費用を削減

するとともに、広範な参加者を募る計画である。州は、耐気候構造への改修を行う代

表的な作業チームと請負業者によって費用効果的な省エネを達成する可能性がある 5
つの代表的な都市の住宅に焦点を当てる予定である。（50 万ドル） 

・コロラド州は、再生可能エネルギーの送電容量を構築する際の主要な問題点やインセ

ンティブに取り組む報告書を作成する予定である。この報告書には、州内における再

生可能エネルギーの開発と送電網の拡大にとって主要な障壁となっている許諾、立地、

関連する環境問題に対処するための一連の政策提言が盛り込まれることになっている。

（397,000 ドル） 
・ジョージア州は、現行のさまざまな活動を基にインフラを整備する予定である。これ

により、ジョージア州、サウスカロライナ州、ノースカロライナ州がクリーンエネル

ギーの供給者を、自己の電力供給網に統合できるようになる。（257,459 ドル） 
・ハワイ州は、革新的な需要家側の管理、蓄電、スマートグリッド技術および送配電技

術を利用した、再生可能エネルギー用の電力網インフラための政策枠組みを確立する

予定である。電力網インフラは、同州の人口の 80％以上が住むオアフ島で特別に整備

される。（50 万ドル） 
・メイン州は北東エネルギー効率パートナーシップと連携して、北東部および大西洋岸

中部諸州がエネルギー効率を含む需要側資源への影響を評価、測定、検証および報告

するための共通の州内手続きを開発、利用することを支援する予定である。（50 万ド

ル） 
・ミシガン州は、Pay-As-You-Save(PAYS)1を支援し、 大 4 件の PAYS パイロットプ

ロジェクトを実施するために、州横断的なインフラを開発する予定である。交付金は、

需要側の削減または再生可能エネルギーの配分を通じて、少なくとも 1GW の新エネ

ルギー容量の実現を可能にする枠組み、規制環境、および政策を構築するのに使用さ

れる。この戦略は、費用効果的なエネルギー効率および再生可能エネルギー対策の費

用を、電気料金への上乗せという方法で支払う選択肢を消費者に提供する。また、エ

ネルギー費用節約分の一部を改善のための投資の元本および金融費用（利子等）にあ

てる。（491,100 ドル） 
・メリーランド州は、同州におけるスマートグリッドプログラムの規制的要素および政

策要素を特定、分析、設計する。これは EmPower Maryland と呼ばれるプログラム

                                                 
1 「PAYS®とは『消費者、事業者、出資者が、初期投資を行うことなく自己の利益を求めて行動しながら、

公益のために資源効率的な投資を行う市場ベースのシステム。』のことである。PAYS®製品は資源効率の

よい節約型商品で、消費者は先行投資する必要もなく、負債を負わされることもなく、電気料金に上乗せ

して（分割で）支払うが、この上乗せ分は節約額以下に抑えられる。」 
（出典 
（http://www.deq.state.mi.us/documents/deq-ess-p2-agp2-TomStanton.ppt）） 
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の実施を通して行われる。もし完全に実施されれば、少なくとも 1GW の容量を実現

するための規制および政策枠組みの確立を通じて、州に対して積極的に影響を与える

ことになる。（461,793 ドル） 
・サウスカロライナ州は、沿岸部において風力、波力、および潮力エネルギープロジェ

クトなどのクリーンエネルギーを開発するに当たり、現存する障壁の解決を模索する

予定である。交付金は、送電、資源の（妥当性）確認、および規制障壁に関する調査

に使用される。また、州内で風力、波力、および潮力エネルギー開発を促す規制環境

を整備するために、サウスカロライナ沿岸クリーンエネルギー規制タスクフォースを

設置する予定である。（492,648 ドル） 
・ウィスコンシン州は、再生可能エネルギーやエネルギー効率分野への投資を加速させ、

GW 規模のクリーンエネルギー容量を構築する政策および規制枠組みを開発する計画

である。州は、公称容量が 85 メガワット以下の 25 の古い石炭ボイラを評価して、必

要に応じて石炭ボイラを木材焚きボイラに転換する計画を、再生可能エネルギーのた

めの低利子ローンを州のエネルギー当局に対して求める草案とともに準備する予定で

ある。（40 万ドル） 
     
先進的な建築規定（260 万ドル） 
 交付金は、州がモデル建築規定を達成するための計画を策定、実施する一助となる予定

である。モデル建築規定は、米国暖房冷凍空調技術者協会 2 および北米照明協会 3 が確立

した基準 ASHRAE 90.1-2004、あるいは 2006 年国際省エネルギー規定（IECC）4よりエ

ネルギー性能が 30％向上した基準を定めている。次の 6 つのプロジェクトが、助成対象と

して選ばれた。 
 

・ カリフォルニア州は、カリフォルニア建築物エネルギー効率基準学習管理システム

(California Building Energy Efficiency Standards Learning Management 
System)を構築する計画である。これは、Building Media 社と提携して開発したオ

ンラインシステムで、建設部門の専門家を教育することを目的としており、2008 年

建築物エネルギー効率基準を執行し、同基準の次期改訂を促すものである。（50 万

ドル） 
・フロリダ州は、商業および居住部門を対象としたエネルギー規定を前進させて現行の

基準より少なくとも 30％エネルギー効率を向上させようとしている。交付金は、行政、

法制度、遵守（コンプライアンス）ツールの開発およびトレーニングタスクなどに使

用される。（495,708 ドル） 
・マサチューセッツ州は、北東部および大西洋岸中部の他州と連携して、ASHRAE 

90.1-2004 あるいは 2006 年 IECC よりエネルギー性能が 30％向上した建築エネルギ

                                                 
2 American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers：ASHRAE 
3 Illuminating Engineering Society of North America：IESNA 
4 International Energy Conservation Code 
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ー規定をアップグレード、実施および強制するための計画を策定、実施する予定であ

る。（50 万ドル） 
・ネブラスカ州は、同州の経済およびエネルギーに対する自律性を高め、エネルギー効

率およびエネルギー建築規定イニシアティブ分野における米国のリーダーになること

を目指す。これは、ASHRAE 90.1-2004 および 2006 年 IECC で設定された建築物お

よび照明に関する規定を 30％以上改善した商業ビルエネルギー規定を採択すること

によって実施する予定である。（303,065 ドル） 
・ノースカロライナ州は、同州のエネルギー規定を 2009～2010 年期に改訂する予定で

ある。交付金は、将来の建物をよりエネルギー効率的にすべく、州エネルギー規定の

見直し、改訂への支持を取り付けるために、利害関係者を組織し管理するプロセス支

援に使用される。州はまた、規定を執行するレベルを決め、規定を執行する公務員、

建物の設計士、および建設の請負業者にとっての主要な問題領域を確定するためのメ

カニズムを策定する。（499,190 ドル） 
・ワシントン州は 2009 年の規定修正プロセスで、規定実施支援を行うことにより、州

のエネルギー規定をASHRAE 90.1-2004および 2006年 IECCで設定されたエネルギ

ー効率より 30％改善したものに改訂する予定である。規定実施支援には、2009 年の

修正を実施するための建築材料の開発と見直し、および規定を確実に実施するための

建築業界に対するトレーニングと支援が含まれる。（30 万ドル） 
 

DOE の州エネルギープログラムの詳細については、EERE のサイト 5を参照のこと。 
 

翻訳：吉野 晴美 
 
出典：http://www.energy.gov/news/6515.htm 
 
 

                                                 
5 http://www.eere.energy.gov/ 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1030,  2008.10.15 
 

63 

【産業技術】ライフサイエンス 

 
DNA1バーコードは常に正確か？(米国) 

－信頼性の疑わしいデータがあることを示す研究－ 
 
標準化された簡単な遺伝情報タグを使って地球上の全生物の目録を作ることを目指す

DNA のバーコード化という取り組みが進んでいる。この取り組みは、誰でもできる簡単

な食品検査の実現、国境警備の強化、病気を媒介する昆虫に対する防御の増強など、さま

ざまな用途に役立つことが期待されている。しかし、ブリガムヤング大学で 近実施され

た研究によれば、現行の方法では、スーパーマーケットのレジでリンゴがオレンジと誤認

識されるのと同じくらい不正確なデータが大量に作成されてしまうことになるという。こ

の研究は、今週の米国科学アカデミー紀要オンライン版(Proceedings of the National 
Academy of Sciences：PNAS)に掲載された。研究者らによれば、取得した遺伝子情報が

正しいことを確認するためには、特定の品質管理手順を定める必要があるという。 
 

 
サギとその「DNA バーコード」。このバー

コードからサギとその他の動物との関連

性がわかる。 
 
Credit: Biodiversity Institute of Ontario 

 
 

 
 「科学的なツールにはどれも限界があり、それらを検証することが重要だ。バーコード

の利用にも向き不向きがある。」この研究を支援している米国国立科学財団(National 
Science Foundation：NSF)環境生物学部のプログラムディレクターRick McCourt はこの

ように言う。「今回の研究は、この疑問に対する答えを見つける手がかりになりうるもの

だ。」 
 

生物は、一生のうちのどの段階にあるかに関係なく、遺伝子情報によって種類を識別す

ることができる。たとえばマラリアを媒介する蚊の幼虫は、駆除対象であるその成虫と同

じ DNA を持つ。DNA バーコードのデータとして利用されるのは、世界共通で、生物のミ

トコンドリアの中にあるゲノムの一部とされている 2。しかし今回の研究によれば、現行

のやり方では、細胞内の原子核に含まれる遺伝子の「壊れた」コピーが誤って記録される

                                                 
1 デオキシリボ核酸。デオキシリボース、リン酸、塩基から成る高分子であり、遺伝情報を担う生体物質。 
2 生物の細胞内にあるミトコンドリアのDNAに含まれる cytochrome c oxidase I (COI)という遺伝子が利用さ

れている。 
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可能性があるという。このような壊れた遺伝子コピーは元の配列と似ているためバーコー

ド化の際に一緒に取り込まれるが、その僅かな違いから本来の種とは別種のものとして認

識されてしまうという。 
 

 
ブリガムヤング大学の科学者 Hojun Song
らは DNA バーコードのデータには正確で

はないものも含まれているということを明

らかにした。  
 

Credit: Brigham Young University 

 
 
 
 
国際バーコードオブライフプロジェクト 3 では、これまでに「バーコード化された」と

される 40 万の生物種を今後の基盤としていく予定であるが、この取り組みはもっと注意

深く進める必要があると研究チームは主張する。 
 
「この種のデータは非常に価値があり、生物学のすべての分野において利用できるほど

その用途は広い。」ブリガムヤング大学の生物学者であり、論文の著者のひとりである

Keith Crandall は言う。「しかしそれには、正確なデータベースが構築されることが前提

となる。今回の研究は、やるのならば正しいやり方でやるべきだという注意を促す忠告の

ようなものだ。」 
 

DNA バーコードの推進者らは、従来の外観的な特徴による判断に加えて、短い遺伝子

断片を解析することにより種を特定するという手法の確立を目指している。彼らの目標は、

そのような遺伝子情報の巨大なライブラリーを構築することにある。科学者達の予見する

未来の社会では、スーパーマーケットで使われているスキャナーのようなハンドヘルド機

器を利用して、生物の持つ DNA の一部が解析され、既知の情報と比較してその生物の種

類が特定される。 
 

DNA バーコードで必要とされるのは、DNA サンプルの一部のみである。たとえば鳥が

飛行機に衝突した場合、一本の羽さえ残されていれば、その鳥の種類を特定し、そのよう

な衝突事故を避ける対策をたてるために役立つ。 
 

                                                 
3 International Barcode of Life Project. 地球上に存在する全生物種の DNA をバーコード化する研究を実施

する国際的なプロジェクト。本拠地はカナダ。 http://www.dnabarcoding.org/ 
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「DNA バーコードの 終的な目標は、すべての動物の遺伝子ライブラリーを構築する

ことにある。」今回の研究を実施した Song は言う。「しかし我々は、これらのライブラリ

ーに含まれるデータが正確であることを注意深く確認しなければならない。」 
 
ブリガムヤング大学の Michael Whiting は次のように言う。「科学者達は、生物のバー

コード化という考えに夢中になり過ぎて、その基盤となるデータの正確性を注意深く監視

することを怠ってきたのだ。」 
 

翻訳：桑原 未知子 
 
出典：DNA Barcodes: Are They Always Accurate? 
http://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=112113&org=NSF&from=news 
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【産業技術】 IT  
 

印刷可能エレクトロニクス用のよりよい有機半導体(米国) 

 
米国立標準技術研究所(NIST)および韓国ソウル国立大学(SNU)の研究者は、混合成分の

位置と配列をよりよく制御するポリマー基盤半導体の新しいクラスをカスタマイズする方

法を発見した。 
 
ポリマー薄膜の上部から下部にどのようにして活性領域を移動させるかに関する、彼ら

の 近の結果は、広範囲の印刷可能で柔軟な電子表示ディスプレイや他の装置のために、

実際的な大規模製造技術の設計を可能にするであろう。*  
 
有機半導体は、シリコンやゲルマニウムのような従来の半導体材料と同様の電気的特性

を持つ斬新なカーボン基盤分子であり、現実的な高性能有機半導体は、将来の電子機器に

まったく新しい分野を開くので、 新の研究主題である。ポケットに折り畳むことができ

るタブロイド版の「デジタルペーパー」や、格安な太陽電池の巨大なシートが、基本的に

インクジェット印刷で製造することができる。 
 
問題は性能である。アモルファスシリコン半導体によって設定されたベンチマークに近

い主要な電気的パラメータを持つ、小さな有機分子が開発されている。しかしながら、重

要な製造要件である安定で一様な薄膜を作ることは非常に難しい。一方、大きな分子ポリ

マー半導体は、優れた薄膜を作れるが、半導体特性が制限されている。 
 
2005 年に英国の研究者の特許、「ポリマーに小さな半導体分子を混合」が、有望な方法

を提示した。この方法は驚くほどうまくいくが、問題があった。テストの結果は、この混

合で作られた実際の素子の電界効果トランジスターは、いわゆる「トップゲート」構造で

のみしか動作しないことを示した。 
 
薄膜の重要な活性領域は上部にあり、素子のスイッチング領域の「ゲート」は、その上

の層になければならなかった。脆弱な薄膜を破壊せずに、大規模に作成するには難しいか、

不可能なプロセスである。 
 
NIST の中性子研究センターで研究する SNU/NIST 研究チームは、中性子画像技術を使

用し、ポリマー薄膜(厚さ 100 ナノメートル未満)に埋込まれた小さな有機半導体分子が深

さに対してどのように分布しているかを、ナノメートル分解能で観測可能にした。 
 
特許で元来説明された薄膜では、半導体分子の大部分は 終的に薄膜上部に落ち着くと

推察された。しかしながら、SNU/NIST 研究チームが、非常に高い分子量を持ったポリマ
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ーに替えた時に、興味あることが発生した。その有機半導体の小さな分子は、薄膜全体に

それら自身均一に分布したことである。 
 
薄膜の下側に活性領域を持つことは大規模製造にとり重要である。それは、素子の残り

の、ゲート、ソース、ドレインを、まず構築することができ、そして微妙な薄膜層を 後

に加えることができることを意味しているからである。 
 
さらに、ポリマーと有機半導体の 適化混合は、実際に有機半導体そのままよりもよい

性能特性を持っている、と彼らは報告している。 
 
* J. Kang, N. Shin, D.Y. Jang, V.M. Prabhu and D.Y. Yoon., "Structure and 
properties of small molecule-polymer blend semiconductors for organic thin film 
transistors",  
「有機薄膜トランジスター用の小さな分子ポリマー混合半導体の構造と特性」, 
Journal of the American Chemical Society, Published on the Web Aug. 23, 2008. 
 
(出典：http://www.nist.gov/public_affairs/techbeat/tb2008_0903.htm#organi ) 
 

 
 

有機半導体の積層替え： 
改善されたポリマー混合半導体の設計は、活性

層の下部に重要な半導体分子を移動させ、チッ

プ設計者がトップゲート構造(a)から、製造が容

易なボトムゲートボトム接続構造(b)に置き換

えることを可能にする。 
 
 
 
 
 

Credit: Yoon, SNU/Talbott, NIST 
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