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【環境特集】オゾン層保護 地球温暖化 
 

HFC(ハイドロフルオロカーボン)の使用量増加と温暖化(米国) 
 
米国海洋大気庁(National Ocean and Atmospheric Administration: NOAA)地球システ

ム研究所の研究者とその同僚は、2009 年 6 月発行の米国科学アカデミー紀要に、オゾン

層注1の破壊を回避するのに役立つある物質が今後次第に、気候温暖化の一因になる可能性

があると発表した。 
 
 著者は、世界でのハイドロ

フルオロカーボン (HFC)の
使用量が今後数十年でどのよ

うに増加するかについて改め

て評価した。 新の HFC 使

用量推定値を用いて、また、

過去の予測よりも長期間（～

2050 年）にわたり検討した結

果、特に開発途上国から排出

される HFC が、将来の気候

温暖化に対して次第に大きな

影響を与えるであろうことを

突き止めた。 
 
 「HFC はオゾン層保護の点

では良いが、気候（地球温暖

化）にとって良いものではな

い。もしこのままなんの対策

も取らなければ、HFC の気候

に対する影響は、予測してい

たよりもずっと大きくなる可

能性がある。」NOAA の研究

者で論文の第二著者である

David W. Fahey は、このよ

うに述べる。 
 
                                                 
注1 オゾン層とは、地球の大気中でオゾンの濃度が高い部分のことであり、地上から約 10～50km

ほどの成層圏に多く存在する。オゾン層は、太陽からの有害な紫外線（皮膚がんや結膜炎などを
増加させる）の多くを吸収し、地上の生態系を保護する役割を果たしている。塩素原子や臭素原
子によってオゾン層は破壊される。極端にオゾン濃度が低くなった部分をオゾンホールという。 
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推定使用量
  多 

現在の規制では、HFC の需要は世界的に増加するとみられ
る。発展途上国での HFC の総使用量は 2050 年までに先進
国の 800％にまで達する可能性がある。これは 50～90 億
トンのCO2を排出した場合にもたらされる温室効果に匹敵
する。 (Credit: NOAA) 

 
図 1 2050 年までの HFC の推定使用量 

推定使用量 
  少 
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 現在 HFC の気候変動効果は、二酸化炭素(CO2)排出による気候変動効果の 1％未満と小

さい。著者によれば、2050年までにHFCの気候変動効果はCO2の気候変動効果の 7～12％
にまで増加する可能性があるとのことである。もし国際的な取り組みにより、CO2排出量

を安定化させるのに成功した場合には、HFC の気候変動に対する相対的な影響度は更に高

くなる。 
 

HFC はオゾン層を破壊する塩素原子や臭素原子を含んでおらず、クロロフルオロカーボ

ン (CFC)のようなオゾン層を破壊する化合物の代替品として、使用されている。用途は、

冷蔵庫、エアコンなどの冷媒、あるいは断熱材の生産である。モントリオール議定書（1987
年の国際合意）では、CFC や他のオゾン層破壊物質の使用を段階的に削減し、長期的に

HFC などに置き換えていくことを定めている。 
 
 しかし、HFC はオゾン層を破壊しないものの、強力な温室効果ガスである。全ての HFC
類は、CO2 より温暖化効果が高く、中には CO2 の数千倍の温室効果を持つものもある。

HFC は、京都議定書（温室効果ガス排出を削減する目的で 1997 年に採択された議定書）

の下で規制対象となっている温暖化ガスの一つである。 
 
 今回発表された研究では、先進国および途上国における空調、冷媒、その他の技術分野

における需要の伸びの予測を組み入れている。モントリオール議定書では、発展途上国で

はオゾン層破壊物質の消費を 2012 年以降段階的に廃止していくこと、また、先進国では

2020 年に全面禁止することを定めている。このことも、HFC や他の代替物質の使用量増

加を招く要因になっている。 
 
 HFC が気候に及ぼす影響を制限するために、欧米の政策決定者は、実行可能な措置を検

討し始めた。米国科学アカデミー紀要に掲載された研究では、HFC の使用量を抑えるため

の複数のシナリオを検討している。たとえば、世界での使用量の上限を年間 4％削減すれ

ば HFC による気候変動のピークは 2040 年になり、2050 年以前に気候変動効果が減少し

始める。 

 
 「HFC の使用量増加に対して何の制限も行わなければ、2050 年までに気候に与える影

響は重大なものになる可能性があるが、我々は HFC の影響を効果的に削減できる使用量

上限案をいくつか提示した。」この論文の共著者である NOAA の John S. Daniel は、こう

語る。 
 
米国科学アカデミー紀要に掲載された論文「HFC の排出が将来の気候温暖化に与える大

きな影響の予測」の著者は以下の通り：Guus J.M Velders （オランダ環境アセスメント

機関）、 Fahey and Daniel（NOAA 地球システム研究所）、 Mack McFarland （デュポ

ン社フルオロ製品部門）、および Stephen O. Andersen（米国環境保護庁）。 
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翻訳：吉野晴美 

 
出典：Beyond CO2: Study Reveals Growing Importance of HFCs in Climate Warming 

(http://www.noaanews.noaa.gov/stories2009/20090622_hfc.html) 
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【環境特集】助成制度  
 

LIFE－政策－EU の環境プロジェクト助成制度 
 

NEDO 海外レポート 1050 号「環境特集」では、EU の LIFE プロジェクトの成果を二

つ紹介する。ここではそれに先立ち、LIFE の概要について説明する。 
 
1. LIFE の概要 
 

LIFE は、EU 域内とその近隣諸国における環境及び自然保護プロジェクトを支援する

EU の助成制度である。1992 年以来、約 2,750 のプロジェクトに対し、13 億 5,000 万ユ

ーロを共同融資してきた。1 プロジェクト当たり約 49 万ユーロであり、比較的少額な、実

用レベルに近いプロジェクトに対する助成となっている。プロジェクトのテーマは下記の

9 つである。 
①自然、生物多様性 
②大気 
③エネルギー、気候 
④環境管理 
⑤産業、生産 
⑥都市環境、生活の質 
⑦土壌、土地利用、農業 
⑧廃棄物 
⑨水 
 
2005 年には LIFE プロジェクトの評価基準が EU 加盟国、および欧州委員会(EC)によ

って定められ、それ以降毎年、完了したプロジェクトの中から「良いプロジェクト(Best 
Projects)」、「 良のプロジェクト(Best of the Best Projects:BoBs)」が選定されている。

評価の基準は、次のようになっている。 
①「環境」、「経済」、「社会的な改善」に関する緊急および長期的な貢献度合 
②イノベーションと技術移転の度合 
③政策への関与の度合と、費用対効果 

 
 評価は、技術面から「LIFE 外部支援チーム」によって行われ、ここでまず「良いプロ

ジェクト」が選定される。その後、 終的な決定までは EU 加盟国が行い、「 良のプロ

ジェクト」が決定される。 
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2. 2008～2009 年の LIFE 最良プロジェクト 
 

2008 年夏～2009 年春の間に終了したプロジェクトに対し評価が実施され、22 のプロジ

ェクトが「良いプロジェクト」に選ばれ、さらに 5 のプロジェクトが「 良のプロジェク

ト」に選ばれている。表 1 は、 良と評価されたプロジェクトの一覧である。 
 

表 1 2008～2009 年の LIFE 良プロジェクト 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

略称 
実施国 概要 

プロジェクトの予算 

総額(ﾕｰﾛ) LIFE からの

助成率(%) 

CO2REF 
デ ン マ ー

ク 

自然冷媒に CO2を採用した 
冷蔵システムプロトタイプの開発と実証 

555,945 30

ECOSB 
ル ク セ ン

ブルグ 

環境にやさしい新しい 
配向性ストランドボード（建築材料） 

1,875,343 22

ESD イタリア 環境にやさしい鋼材の製造方法 3,848,250 25

MAD but 

better 
英国 

安全で環境に優しいスラッジ処理手法 

「高速酵素加水分解技術」を用いた土壌のリ

サイクル 
4,867,592 30

N.E.S.S. イタリア 安全で環境にやさしい皮なめし方法 3,237,800 26
出典 参考①より、NEDO 総務企画部作成 

 
3. 事例紹介 
 
 今回の環境特集号では、表 1 のプロジェクトの中から、下記 2 プロジェクトを別記事に

て紹介する。プロジェクト略称：「記事名」、で示す。 
 
CO2REF：「LIFE－事例－自然冷媒を使用した冷蔵システムの開発（デンマーク）」 
MAD but better：「LIFE－事例－下水スラッジの利用（英国）」 
 

久我 健二郎 
 
参考： 
①Welcome to LIFE 
http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm 
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【環境特集】自然冷媒 オゾン層破壊 地球温暖化 

 
 

LIFE－事例－自然冷媒を使用した冷蔵システムの開発（デンマーク） 
 
はじめに 
 本稿では、EU の環境プロジェクトに対する助成制度「LIFE」で実施されたプロジェク

トの事例を紹介する。この事例は、2008 年夏～2009 年春にかけて終了したプロジェクト

の内、 良と評価されたものの一つである。「LIFE」については、本環境特集の別記事「LIFE
－政策－EU の環境プロジェクト助成制度」を参照していただきたい。 
 
 冷凍・冷蔵機器、空調機器の冷媒、断熱等に従来使用されてきたクロロフルオロカーボ

ン(CFC)やハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)は、大気中に放出された場合、オゾン

層を破壊する効果を持つ注1。 このため、モントリオール議定書により、生産・使用の段階

的削減が義務づけられている。その代替物質として利用されてきているのが、オゾン層を

破壊する効果を持たないハイドロフルオロカーボン(HFC)である注2。しかし、HFC は二酸

化炭素(CO2)の数千倍に及ぶ地球温暖化効果を持つガスであり、京都議定書において排出

削減対象ガスに定められている。このため、大気中への放出は抑制されなければならない
注3。 
 
 我が国においては、業務用の冷蔵・冷凍機器に関する冷媒回収破壊法、冷蔵庫やルーム

エアコンからの冷媒回収を義務付けた家電リサイクル法、カーエアコンに関する自動車リ

サイクル法、地球温暖化対策推進法等があり、下記のような対策が実施されている。 
 

(1)HFC の製造時や HFC 使用機器の製造時の HFC 漏洩対策を実施する。 
(2)HFC 使用機器を利用する時の漏洩対策をする。 
(3)HFC 使用機器の廃棄時に HFC を回収する。 

回収冷媒管理センター等のインフラを各地に設けるなどして、使用済 HFC の回収 
を実施する。回収後の HFC は、破壊する、あるいは再生して再利用する、という 
二つの選択肢があるが、資源の有効活用、HFC の生産抑制の観点から再生・再利用 
が望ましい。 

                                                 
注1 オゾン層とは、地球の大気中でオゾンの濃度が高い部分のことであり、地上から約 10～50km ほどの成層

圏に多く存在する。オゾン層は、太陽からの有害な紫外線（皮膚がんや結膜炎などを増加させる）の多くを

吸収し、地上の生態系を保護する役割を果たしている。塩素原子によってオゾン層は破壊される。極端にオ

ゾン濃度が低くなった部分をオゾンホールという。 
注2 我が国では、HFC と PFC（パーフルオロカーボン）、SF6（六フッ化硫黄）の 3 つを合わせ「代替フロ

ン等 3 ガス」と呼んでいる。 
注3 HFC の使用量増加と温暖化に関しては、本環境特集号の記事「HFC(ハイドロフルオロカーボン)の使用量

増加と温暖化（米国）」も参照されたい。 
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さらに今後は次の取り組みが望まれる。 
 (4)HFC の代替物質（自然冷媒注4など）を使用した機器を開発する。 

  
(4)に関連して、NEDO においては、環境安心イノベーションプログラムの一環として、

平成 17 年より 5 年間のプロジェクト「ノンフロン型省エネ冷凍空調システムの開発」を

実施しており、この中でオゾン層の破壊やその他の環境影響が少なく温室効果も小さい非

フロン等冷媒物質（自然触媒）を用いた新しい冷凍サイクル、冷凍空調機器システム技術

の開発を幅広く実施してきたところである注5。 
以下に紹介するデンマークの冷蔵システムの開発プロジェクトは、自然冷媒として二酸

化炭素(CO2)を利用した事例である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. プロジェクト情報 
 

プロジェクト実施者：Knudsen Koling A/S 社 
組織の種類：中小企業 
説明： Knudsen Koling A/S 社は、スーパーマーケットや同様の場所向けの商業用冷蔵

システムを製造、設置するデンマークの中規模企業である。同社は、CO2を冷媒

に使用することに関する集中的な研究開発を行った。 
 
プロジェクト・パートナー： 

Alu Heat Exchanger A/S 社 （デンマーク） 
Danfoss A/S 社  （デンマーク） 
Rema 1000 Danmark A/S 社 （デンマーク） 

                                                 
注4 冷媒となり得る性質を持つ自然界に存在する化学物質。例えば、二酸化炭素、アンモニア、炭化水素、空

気、水など。 
注5 詳細については、下記 NEDO 資料を参照。 
環境安心イノベーションプログラム「ノンフロン型省エネ冷凍空調システムの開発」基本計画 
http://www.nedo.go.jp/activities/portal/gaiyou/p05029/kihon.pdf 
平成２１年度実施方針 
http://www.nedo.go.jp/activities/portal/gaiyou/p05029/h21jisshi.pdf 

 

目次 
 
1.  プロジェクト情報 
2.  冷媒の歴史 
3.  プロジェクトの範囲 
4.  プロジェクトの結果 

4.1 経済的、環境的便益 
4.2 プロジェクトの移転性 
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自然冷媒 

アンモニア、CO2、炭化

技術的問題 

安全性 

モントリオール議定書 

オゾン層破壊の防止 

京都議定書 

地球温暖化防止 

図 1 冷媒のサイクル 

Bock Compressors 社（ドイツ） 
     
プロジェクト管理 
総予算： 55 万 5,945 ユーロ 
LIFE による出資額：16 万 6,784 ユーロ 
助成年度: 2005 年 
プロジェクトの実施期間：2005 年 10 月 1 日～ 2007 年 10 月 1 日 
欧州委員会のプロジェクト参照番号: LIFE05 ENV/DK/000156 

 
2. 冷媒の歴史 
 二酸化炭素(CO2)は、いわゆる古くて新しい冷媒である。1850 年代から 1930 年代まで、

CO2は炭化水素やアンモニアなど他の冷媒とともに、あらゆるタイプの冷蔵システムに広

く使用されていた。これらは皆、非常に良い特性を持つ優れた冷媒である。しかし 1930
年代に、クロロフルオロカーボン(chlorofluorocarbon: CFC)ガスやハイドロクロロフルオ

ロカーボン(Hydrochlorofluorocarbon: HCFC) ガスに取って代わられ、市場から姿を消し

た。というのも、CFC や HCFC ガスは毒性が低く不燃性で、動作圧力が低かったからで

ある注6。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1956 年に初めてオゾンホールが発見され、1974 年に Rowland および Molina が CFC
ガスとオゾンホールに関係があることを発見した。これが後のモントリオール議定書へと

つながった（1987 年署名、1989 年 1 月 1 日発効）。CFC ガスは禁止され、HCFC ガスは 
2010 年以降新たなシステムに使用することができない。欧州連合(European Union: EU)
諸国では 2015 年から全面的禁止になる。 
                                                 
注6 安全で扱いやすいという意味である。 
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図 2 冷媒ごとの地球温暖化係数 

 CFC および HCFC ガスに代わるものとしては、オゾン層を破壊する塩素を含まないハ

イドロフルオロカーボン(hydrofluorocarbon: HFC)ガスが有力であると考えられてきたが、

HFC は代わりにフッ素を含む。HFC は 1990 年代に市場に登場した。この時期は、地球

温暖化問題が注目され始め、1997 年の京都議定書への署名が始まった時期であった（発効

は 2005 年）。京都議定書の目的は、地球温暖化を招く可能性のある CO2や他の物質の排出

を抑制することである。 
 HFC が長期的に地球温暖化効果をもつことが、図 2 から読み取れる。通常、排出後 100
年間の温暖化効果が指標として使われるが、地球温暖化の初期の影響が見られるようにな

ってきた今日の状況では、おそらく 20 年という期間が も興味深い指標となろう。図 2
では、よく使用されている様々な冷媒が取り上げられているが、スーパーマーケットで一

般的に使用されているのは R404a である。R404a の地球温暖化係数(GWP)注7は、期間 20
年の場合は 6, 010、100 年では 3,920 になる注8。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注記：R404a、R410a、R407c、R134a はいずれも HFC 類。 

                                                 
注7 R404a の GWP が 6,010 であるということは、R404a（1kg）が持つ地球温暖化効果は、CO2（6,010kg）

に相当するということを意味する。また、期間により GWP が異なる理由は、温暖化ガスの大気中における

寿命が関係するためである。 
注8 出典注：GWP の値は、情報源により異なる。詳細は、以下の文献(IPCC 報告書)の pp.33~34 を参照されたい。 

A report accepted by Working Group I of the Intergovernmental Panel on Climate Change but not 

approved in detail (http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg1/ar4-wg1-ts.pdf ) 
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HFC を段階的に使用禁止することに焦点を当てている国は数多くある。デンマークでは、

新しい設備に対して HFC を使用することは一般的に禁止されており、HFC は課税されて

いる。ノルウェーでは HFC に高額の税金が課され、スウェーデンでは設備に対する HFC
の使用量が制限されている。ドイツも、2020 年には CO2の排出量を 40％削減するという

目標を発表した。また、コカ・コーラ、テスコ、M&S、マクドナルド、ネスレ、マスター

フーズ、ユニリーバといった企業は、自然冷媒を使用する方向に動いている。 
 現在使用されている炭化水素は非常に可燃性が高く、またアンモニアは毒性があり可燃

性であることから、多くの人は、不燃性且つ無毒性に分類されている CO2が 良の代替冷

媒になると考えている。 
このプロジェクトでは、CO2のみを冷媒として使用するディスカウント・スーパーマー

ケット向けの冷蔵システムの開発に主眼が置かれている。 
 
 
3. プロジェクトの範囲 
 このプロジェクトで開発されるシステムは、以下の条件を満たさなければならない。 

・CO2のみを冷媒として使用すること 
・通常の冷媒を使用するシステムと同様の信頼性と機能性を持つこと 
・エネルギーの消費量が通常の冷媒と同様か、または下回ること 
・保守の必要度合いは通常のシステムと同等であること 

 
これらの条件を満たすために解決しなければならない主たる障壁は以下の通り。 
・入手可能な部品の数が限られており、現時点ではプロトタイプ（試作品）しか存在

しないものもある 
・これまでにシステムの基本的な考え方がテストされていない（ブースター） 

  
また、新システムは、スーパーマーケットの所有者や顧客に、HFC 冷蔵システムとの違

いが分からないように、代替できなければならない。 
 
 
4. プロジェクトの結果 
新システムは、検証用のスーパーマーケットで 2007 年 3 月 1 日から稼働している。エ

ネルギー消費量を測定し、類似装置のエネルギー消費量と比較した。 
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図 3 試験を実施しているスーパーマーケットとシステム 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1 経済的、環境的便益 
  
地球温暖化係数から見ると、1kg の R404a の 100 年間の温室効果は二酸化炭素 3,920kg、

20 年間では 6,010kg に匹敵する。小規模なスーパーマーケットで使用するシステムには約

100kg の、大規模なスーパーマーケットで使用するシステムには約 1,000kg の R404a が
含まれており、平均して年間約 10％が漏れ出ているとみられている。 
 
ところで、輸送分野が CO2排出に大きく寄与しているということは、一般的に知られて

いることである。HFC の温暖化効果の大きさを確認するために、以下では自動車の走行距

離、それに対応する CO2排出量と対比させてみよう。Skoda Octavia 2.0 TDI（車種）で

何キロメートル走ると、スーパーマーケットの冷蔵庫で も一般的に使用されている HFC
冷媒(R404a)1kg と同等の温室効果をもたらすか、試算してみる。 
 
例： 

Skoda Octavia 2.0 TDI で何キロメートル走ると、1kg の R404a が大気中に排出され

た場合と同程度の温室効果がもたらされるか？ 
 試算結果： 

・CO2の排出は 149g/km（Skoda 社のデータ） 
・20 年単位でみた HFC の地球温暖化係数(6,010)を使用すると 40,335km、100 年単位

でみた地球温暖化係数(3,920)を使用すると 26,310km 走行することができる。 
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図 4 CO2冷媒システムと R404a システムの電力消費量比較 

 従って、R404a や他の合成冷媒の使用を削減することが温室効果に大きく影響すると考

えられる。そしてこのプロジェクトは、冷蔵システムにおける温室効果軽減のための技術

的、経済的に適切な解決方法があることを示している。 
 
さて、HFC の直接排出だけが、冷蔵システムの温暖化ガス排出なのではない。電力消費

量の如何も、間接的に温暖化ガス排出量に影響する。この 2 種類の排出の比率は、おおよ

そ 50％ずつになっているため、冷媒からの温暖化ガス排出を除去することは大きな意味が

ある。さらに、電力消費量が従来のシステムと比べて同程度もしくは下回ることは、この

システムが消費者にとって魅力的なものであるための条件であり、またトータルの温暖化

ガス排出量にも影響することである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CO2 冷媒システムおよび R404a システムの電力消費量のモニタリングを行った結果、

CO2冷媒システムの電力消費量は、従来の R404a を使用するシステムと比較して約 4％低

いことが示された（図 4）。 
 
次に、デンマークにおけるこの新たな CO2 システムの価格であるが、HFC システムと

同程度、あるいは若干高くなる。これは、①HFC 冷媒に対する課税、②CO2システム用に

小型のパイプを取り付ける必要があること、これらを総合的に勘案した結果による。 
 

新システムの価格は従来のシステムとほぼ同じであり、電力消費量もほぼ同じか低いのであ

るから、新システムのライフタイムを通じた運用・保守コストも、従来のシステムより低いこ

とが望まれる。このコストは、数多くの試験を実施した関係で、まだモニタリングしていない。

しかし冷媒が低価格であることを考慮すると、およそ 15％程度低下すると思われる。 
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以上により、この新たな CO2システムは、カーボンフットプリントを削減する費用効果

的な方法であると考えられる。 
 
4.2 プロジェクトの移転性 
  
このプロジェクトで建設されたスーパーマーケットは比較的小規模で、建設場所も気候

が比較的寒冷なデンマークである。大型のシステムでは部品がずっと簡単に手に入り、ま

た動的効果の多くはより簡易に扱えるため、新システムの技術をより大型のシステムに移

転させるのは極めて容易である。気候との関係では、このシステムは寒冷な気候向けに設

計されているが、簡単に、より温暖な気候向けに再設計できる。より温暖な場所では、エ

ネルギー消費量が高くなるとみられる。 
 初のシステムはデンマークで 2007 年 3 月 1 日に設置され、2007 年末の時点で、同国

内でおよそ 20 のシステム（総設置容量 30kW~200kW）が稼働している。2007 年末時点

で、このタイプのシステムは週に 1～2 基のペースで設置されている。 
 
 他の企業はすでに我々のシステムの設計をコピーし、システムを設置している。従って、

2008 年中には、この技術を使用する 100~150 以上のシステムがデンマークに設置されて

いるとみられる。 
 

編集：久我 健二郎 翻訳：吉野 晴美 
 
出典： 
Development and demonstration of a prototype transcritical CO2 refrigeration system 
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.creat

ePage&s_ref=LIFE05%20ENV/DK/000156&area=2&yr=2005&n_proj_id=2823
&cfid=29961&cftoken=85a2d807f56210a4-00DBC7AC-BB24-6BD8-882160155D
9C1C19&mode=print&menu=false 

 
Development and demonstration of a prototype transcritical CO2 refrigeration system 
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.show
File&rep=laymanReport&fil=LIFE05_ENV_DK_000156_LAYMAN.pdf 
Pictures used with permission from Knudsen Koling A/S 
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【環境特集】下水スラッジ  
 

LIFE－事例－下水スラッジの利用(英国) 
－ 高速酵素加水分解技術による農業肥料の作成 － 

 
はじめに 
 
 本稿では、EU の環境プロジェクトに対する助成制度「LIFE」で実施されたプロジェク

トの事例を紹介する。この事例は、2008 年夏～2009 年春にかけて終了したプロジェクト

の内、 良と評価されたものの一つである。なお、「LIFE」については、環境特集の別記

事「LIFE－政策－EU の環境プロジェクト助成制度」を参照していただきたい。 
 
 下水スラッジ（汚泥）とは、排水処理や下水処理の各過程で、沈殿またはろ過等により

取り除かれる泥状の物質で、有機物と無機物からなる。この処理方法には下記がある注1。 
① 埋め立て処分 

ただし、この方法には環境問題、埋め立て処分地の確保など多くの問題がある。 
② 建設資材化 
下水道工事の埋め戻し、セメント原料、コンクリート、骨材、ブロック、れんが等の原料 

③ 緑地・農地利用 
肥料や地力増進資材として農作物の生産力の維持に役立てる。下水スラッジには肥料の

原料となり得る物質が含まれている。 
④ 発電燃料・加温用ボイラー燃料（下水処理場内での利用） 

汚泥の有機分解などによって発生するメタンを発電用の燃料、加温用ボイラーの燃料と 
して使用。 

 
本稿で紹介する英国の事例は、上記の内、③の肥料への利用に関するものである。 

 
ここで、下水処理場への入力となる汚水には、下記のような種類がある。 

① 家庭排水 
② 工業排水 
③ 農業排水 
④ し尿 

 
種類により差があるものの、これらの汚水の中には、健康リスクを引き起こす病原菌や

重金属、有害物質が含まれるおそれがあるため、下水スラッジから肥料を作るにあたって

は細心の注意が払われなければならない。このため我が国でも安全を確保するための規制

                                                 
注1 社団法人日本下水道協会の Web 情報等を参照。http://www.jswa.jp/05_arekore/06_use/riyou/odei.html 
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があり、また様々な検討が行われている注2。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. プロジェクト情報 
 

プロジェクト実施者：United Utilities 社 
組織の種類：国際的企業 
説明： United Utilities 社は英国 大の上下水道事業者であり、安全で清潔な水を約 300

万戸の家庭や企業に供給している。 
 
プロジェクト・パートナー：AnoxKaldnes 社（スウェーデン） 

 
関連する EC（欧州委員会）指令 
・土壌 

   Directive 86/278/EEC -"Protection of the environment, and in particular of the  
soil, when sewage sludge is used in agriculture”（下水スラッジ指令） 

・水 
   Directive 91/271/EC - "Urban waste water treatment" (21.05.91)（都市廃水指令） 
 
プロジェクト管理 
総予算：486 万 7,592 ユーロ 
LIFE による出資額：144 万 6,648 ユーロ 
助成年度：2005 年 
プロジェクトの実施期間：2005 年 1 月 15 日～2007 年 6 月 30 日 

                                                 
注2 農林水産省消費・安全局 汚泥肥料の規制のあり方に関する懇談会 報告書を参照。 

http://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/kome/k_hiryo/odei_hiryo/index.html 

目次 
 

1.  プロジェクト情報 
2.  概要 
3.  序論 
4.  背景 
5.  酵素加水分解を使った処理 
6.  プロジェクトの実施 
7. 性能 
 7.1 技術面での指標 
 7.2 環境面での指標 
 7.3 環境面での指標 
8. 普及活動 
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欧州委員会のプロジェクト参照番号：LIFE05 ENV/UK/000124 
 
2. 概要 

 
先進国では下水スラッジ（汚泥）処理が大きな問題となっている。欧州連合(EU)の LIFE 

(The Financial Instrument for the Environment)の一環として実施された「MAD 注3 but 
better」プロジェクトは、持続可能な開発に対する欧州委員会の強い期待を満たすスラッ

ジ処理の新しい方法として、酵素加水分解技術(Enzymic Hydrolysis)の開発、導入、実証

に取り組むことを目指したものであった。2006 年からは英国ブラックバーン(Blackburn)
において実証試験が行われ、この新技術によって健康リスクを引き起こす病原菌の

99.999%を破壊できるということが示された。処理後の生成物は重金属含有量が少なく、

EC 指令 6/278/EEC の改正案の内容に合致したものとなった。この技術を用いると、従来

の消化処理技術と比べて 2～3 倍の速度で処理が可能であり、再生可能エネルギーの生産

量も 24%程度増加する。また、その他の同様の技術と比べて単位原価がもっとも低いうえ

に、二酸化炭素の排出量も も少ない。 
 
3. 序論 
 
欧州では毎年 900 万トンの下水スラッジが発生しており、これらのスラッジには、1,700

万世帯分の電力および暖房の需要を満たせるだけのエネルギーが含まれている。また、こ

れらの残留固形物を肥料として使えば、英国とウェールズで生産される穀物の半分を育て

ることが可能であり、農家は肥料にかかる費用を 2 億 6,000 万ポンド以上節約できるよう

になる。しかしスラッジの処理が環境上、細心の注意を払うべき問題であるということが、

このような利用に対する障壁となっている。 
 
下水スラッジの発生量は欧州各国で増え続けており、スラッジの土地材料としての利用

は、この問題に対するもっとも適切な解決方法だと考えられている（「Urban Waste Water 
Directive 91/271/EEC（都市廃水指令）」を参照）。また 近では、土壌を改良する肥料と

して、スラッジの農業的な価値に対する認識も高まってきた。しかし、排泄物由来の病原

菌や、工業由来の重金属が含まれることから、スラッジはしばしば健康リスクの原因とし

て認識されている。スラッジの農業用製品への利用は環境上、細心の注意を払うべき問題

であり、市民の支持を得るとともに、規制の順守を通して信用を得ることが必要である。 
 

EU の LIFE の一環として実施された「MAD but better」プロジェクトは、持続可能な

開発に対する欧州委員会の強い期待を満たす新しい処理方法の開発、導入、実証を目指し

たものであった。同プロジェクトは特に、この技術により以下のことが可能であると示す

ために実施された。 
                                                 
注3  Mesophilic Anaerobic Digestion. 中温嫌気性消化。 
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• 安全で高品質な土壌改良材や肥料が作製できることを保証する。 
• 今後予測されるスラッジの増加に対応することのできる処理能力を実現する。 
• 重要な再生可能エネルギー源としてバイオガスの生産量を 大限に高める。 
 
4. 背景 
 
欧州では、下水スラッジの処理が大きな課題として論議や政治討論のテーマとなってい

る。より高度な処理技術を開発・導入する必要性が明らかになっており、この問題はまた、

下水スラッジの農業への利用に関する重要な規制である Directive 86/278/EEC の改正に

際しても主要な論点となった。近年スラッジの処理技術では、生成物の品質の向上、病原

菌の分解速度の改善、処理量の増加といった新しい目標に重点が置かれるようになった。

現在、欧州各地で採用されている下水スラッジ処理技術には、乾燥や石灰添加、また従来

の中温嫌気性消化(Mesophilic Anaerobic Digestion：MAD)処理など、さまざまなものが

ある。しかし、これらの手法はいずれもコストがかかる上にエネルギー消費量が多く、発

生する臭気のために社会的な迷惑となっているケースも少なくない。 
 

1998 年、スラッジを農業に利用することによって生じる健康リスクの問題に取り組むた

めに、英国政府は、水道業界、食糧生産業者、その他の関係者を結集させた。この結果、

各関係者らは自主的な実施基準に同意し、この基準は「Safe Sludge Matrix」として知ら

れるようになった。「Safe Sludge Matrix」では、スラッジ処理基準に関する要件が、次の

ように定められている。 
 
• 「conventionally treated（従来の処理）」 
スラッジ中に含まれる大腸菌の数を 99%以上減らし、 終的な生成物において乾燥固形

物1グラム(g)あたりの大腸菌数が100,000未満になるようにスラッジが処理されること。 
 
• 「enhanced treated（強化された処理）」 

大腸菌を 99.9999%以上減らし、 終的な生成物に含まれる大腸菌の数が、乾燥固形物

1g あたり 1,000 未満になるようにスラッジが処理されること。また、これらの生成物に

は、サルモネラ菌も含まれていてはならない。 
 
「従来の処理」の施されたスラッジ(conventionally treated sludge)を農業で利用する場

合、それらは耕地において、耕されなければならない。土地の表面に散布する場合には「強

化された処理」の基準に従って処理されたスラッジを利用する必要がある。これらの要件

は、北米における現行の規制と類似している。 
 
新しくより厳しい規制の施行が予想される中で、リスクを克服し、社会の懸念に対処す

るために、United Utilities 社は、高速酵素加水分解(High Rate Enzymic Hydrolysis：
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HREH)による前処理消化技術を開発した。この技術は、欧州で一般的な既存の技術である

「嫌気性消化(anaerobic digestion：AD)」のプラントに組み込みことができるように設計

されている。高速酵素加水分解は、これまでの技術の欠陥を克服するための打開策をもた

らした。 
 
5. 酵素加水分解を使った処理 
 

United Utilities 社は 1990 年代に、下水スラッジの消化処理の特性と性能を見直す研究

プログラムを開始した。この取り組みにより、この工程が温度と処理時間によって著しく

影響を受けるということが解った。中温菌に適した温度範囲（摂氏 32 度～42 度）におい

ては、大腸菌やサルモネラ菌などの病原菌は短ければ 2 日間で効果的に根絶された。MAD
を使った従来の手法では、この処理に 30 日もかかっていた。 
 
図 1 は、(a)従来の消化処理、(b)酵素加水分解を用いて従来の基準を達成する場合の消化

処理、(c)酵素加水分解を用いて「Safe Sludge Matrix」で定められた高い基準を満たす場

合の消化処理のそれぞれの工程を示している。 
 
酵素加水分解の原理 
 
嫌気性消化とは、臭気、病原菌、質量の減少を可能にしたスラッジの安定化処理であり、

一連の複雑な生化学反応によって有機化合物をメタンと二酸化炭素に変換するものである。

これらの反応性を 大限に高めるために必要とされる温度条件および酸・塩基（アルカリ）

の条件は、それぞれの生化学反応によって異なる。従来の消化技術では、通常、大型の単

一処理槽が利用されるため、個々の反応に合わせた条件を実現することができなかった。

United Utilities 社の特許技術では、6 つの小型の処理槽を連結することで、各反応に適し

た条件に制御することが可能になっている。この技術により、作業の加速化と、ガス生産

の増量が可能になった。 
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図 1 さまざまな消化処理の工程経路図 
 
 
プラグフロー型反応器注4 
 

複数の反応器で構成されており、各反応器内の条件を個別に管理できることから、さま

ざまな成分の反応に応えることができる。6 つの別々の反応器を連結してプラグフロー型

の処理を行い、微生物と 適な反応が自然に選択されるように、必要な条件を整える。プ

ラグフロー型の設計ではまた、消化に必要な反応器の合計容積が 小化される。 
 
病原菌の破壊 
 

消化反応容器内の液体は大腸菌などの病原菌に対して毒性を持っており、反応時の温度

が少しでも上昇すると、これらの菌の破壊が加速される。 
 

                                                 
注4 plug flow reactor. 供給された原料が、その前後に供給された（される）原料と混ざることなく、ピストン

で押し出されていくように流れる反応器。日本語で「押し出し流れ反応器」などとも呼ばれる。 

従来の消化技術 

酵素加水分解 

強化酵素加水分解 

原料 

原料 

原料 

一次処理

摂氏 35 度

で 16 日間

二次処理

14 日間

消化処理

摂氏 35 度

で 12 日間

消化処理

摂氏 35 度

で 12 日間

摂氏 42 度で 2 日間

摂氏 42 度で 1 日、 
摂氏 55 度で 1 日 

熱 

熱 熱

スラッジケーキ

とバイオガス 

Safe Sludge Matrix におけ

る「conventional(従来の処

理)」の基準を満たしたスラ

ッジケーキとバイオガス

Safe Sludge Matrix におけ

る「enhanced(強化された

処理)」の基準を満たしたス

ラッジケーキとバイオガス
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6. プロジェクトの実施 
 

EU LIFE プロジェクト「MAD but better」は、ブラックバーンの実環境でこの新技術

の本格的なテストを行い、高速酵素加水分解(High Rate Enzymic Hydrolysis)のもたらす

利益を実証する目的でスタートした。ブラックバーンは英国北部の主要なスラッジ処理セ

ンターである。ここでは、ブラックバーンおよびサウスランカシャー州南部に暮らす 50
万の人口のために毎年 13,500 トンのスラッジが処理され、土壌改良材や肥料として農業

用に安全にリサイクルされている。1998 年末に「Safe Sludge Matrix」が導入されたこと

により、スラッジ内の病原菌の処理に対する新しいガイドラインが示された。2003 年以降、

病原菌の破壊を強化し、安全性を向上させるために、消化処理後に石灰が添加されるよう

になった。石灰を利用すると、費用が嵩（かさ）み、生成物の臭気が増し、土壌の pH 値

が影響を受けるほか、処理終了後の生成物の容積も増えることから、スラッジ処理に対す

る石灰の長期的な利用は持続可能なものではない。酵素加水分解処理を用いれば、スラッ

ジに必要な品質基準が達成できるだけでなく、バイオガス生産量の増加、処理時間の短縮、

輸送されるスラッジ重量の削減、臭気の低減などといった追加的な利益も実現できること

から、この処理技術は既存の消化技術に組み込むのに理想的なものだといえる。 
 
このプロジェクトは、 2004 年 3 月に開始された Blackburn Sludge Quality 

Improvement Programme という 700 万ポンド（1,000 万ユーロ）の投資を受けたプログ

ラムの一環として実施された。United Utilities 社は技術サービス業の Montgomery 
Watson Harza 社とともに、設計およびプロジェクト管理に取り組んだ。この複雑な技術

プロジェクトは、実際に稼働している既存の運転現場で進められ、Alliance Framework 
Contractor という提携請負契約に基づいて実施された。この契約を受託したのは Kier 
Construction、Murphy Pipelines、Interserve からなる共同事業体であり、これらの企業

が、研究設備の配備にあたって必要な全ての資源を提供した。United Utilities 社はさら

に、酵素加水分解のプラント設備と、そこでのプロセス制御に必要な支援を受けるために、

専門請負業者である Monsal とも包括的な契約を結んでいる。プラントの建設は 2005 年 1
月 15 日に着工し、同年 8 月 1 日に完成した。 
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図 2 - ブラックバーンに建設された強化酵素加水分解(Enhanced Enzymic Hydrolysis)の

プラント設備 
 
プロジェクトのパートナーは、スウェーデンの Lund に拠点を置く大手研究開発企業、

AnoxKaldnes AB である。AnoxKaldnes は、下水スラッジ処理に関わる生化学的プロセ

スに関する高度な独自のノウハウをプロジェクトに取り入れ、処理性能の評価・報告を可

能にした。同社は、プロジェクト・パートナーとして、実証モニタリング・プログラムお

よび普及活動に全面的に参加している。実証モニタリング・プログラムは United Utilities
社と AnoxKaldnes 社の連帯責任の下で実施され、チームは、双方の組織のメンバーによ

って構成された。プログラムは 18 ヵ月間（2006 年 1 月～2007 年 6 月）にわたって実施

され、期待どおりの成果が得られたかどうかが評価された。このプログラムにはまた、開

発された技術が既存の処理設備に簡単に組み込めるかどうかを実証するという目的もあっ

た。 
 
7. 性能 
 
7.1 技術面での指標 
 

プロジェクトが終了した時点で、具体的な目標の多くが達成されていた。ブラックバー

ンのスラッジ処理工程は、実証期間を通して問題なく動作した。消化処理にかかる時間は

10.2 日～16.8 日であった。病原菌をさらに減らすための二次的な消化処理が必要ないこと

から、従来の技術と比べて消化処理の時間が 2～3 倍速くなった。 
 
前処理技術が強化されたことで大腸菌除去率が 99.9999%となり、サルモネラ菌の除去
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率も Directive 86/278/EEC 改正案の基準を満たすようになったことが、このプロジェク

トによって証明された。 
 

 
図 3 - 酵素加水分解および強化酵素加水分解を使った前処理によって消化されたスラッ

ジ内の大腸菌注5 
（ブラックバーンには 4 つの消化槽があり、D の右側の番号は異なる消化槽を示している。） 

 
ブラックバーンの消化プラントにおけるエネルギー回収効率は、57～63%の範囲内であ

った。従来の消化処理におけるエネルギー回収効率は通常 30～50%であったことから、こ

の数字はかなり高いものであった。ブラックバーンのスラッジを分析した結果、炭水化物

のレベルが高く、脂肪含有量が少ないために熱量が低くなっていることがわかった。脂肪

とタンパク質は、消化処理の中でそのままバイオガスに変換できるが、細菌細胞壁を構成

する炭水化物は、酵素の攻撃に対して極めて強い耐性を持つ。そのため、食品廃棄物など、

細菌性細胞をほとんど含まない廃棄物を使った場合には、より高いエネルギー回収率の実

現が期待できる。 
 
合計 8,490 トンの処理済みスラッジ（乾燥固形物）がケーキ状の製品として生産された。

この 終生産物は、品質保証プロセスの全ての要件を満たしていた。このプロセスとは、

法規制・基準の不履行によるリスクを減らすために、HACCP 注6のガイドラインによって

                                                 
注5 横軸の数値については説明がないが、年月日を表しているとも考えられる。 
注6 Hazard Analysis Critical Control Point. 食品製造における危害（食中毒や異物混入など）の発生を予防す

ることを目的として NASA（米国航空宇宙局）によって開発された衛生管理システムであり、国際標準とし

ての導入が進んでいる。「ハサップ」、「ハセップ」などと呼ばれる。 

大腸菌(cfu/乾燥固形物 1g 当たり) 

強化された処理 従来の処理 
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定められているものである。 
 
栄養レベル注7の測定値は、消化処理されたスラッジケーキとしての正常範囲内にあった。

また重金属の含有量は、欧州理事会(European Council)の指令 86/278/EEC「下水スラッ

ジ金属レベル基準( Sewage Sludge Metal Level Standards)」で定められている上限と、

米国環境保護局(Environmental Protection Agency：EPA)の定める農業用バイオソリッド

に対する重金属含有量の上限を大幅に下回っていた。この 終生産物は、環境に優しく安

全な、非常に優れた土壌改良材であることが証明された。ブラックバーンで作られたスラ

ッジケーキは、主にランカシャー地方のフィルデ(Fylde)地域内でリサイクルされている。

これらの強化された処理を施されたスラッジケーキは、2006 年を通して、トウモロコシや

ムギなどの穀物の苗床用肥料として利用された。これらのケーキは、臭気が著しく改善さ

れている。臭気が少ないことが確認され、住宅地域に極めて近い場所で草地の表面に散布

することも可能になった。 
 
7.2 環境面での指標 
 

ブラックバーンにおけるスラッジ処理計画の環境アセスメント(Environmental Impact 
Assessment：EIA)は、United Utilities 社のために WRc のコンサルタントによって実施

された。評価は、この技術が「利用可能な 高の技術(best available technology：BAT)」
であるかどうか、また「 善な実用的選択肢(best practical environmental option：BPEO)」
であるかどうかを判定することによって行われた。WRc は MASTAR のコンピュータモデ

ルを使って、さまざまなスラッジ廃棄方法にかかる費用と、それらによる環境に対する影

響の推定、比較を行った。この調査により、費用と環境影響を総合的に考えて、既存の消

化設備に組み込む技術として酵素加水分解がもっとも好ましい選択肢であることが明らか

になった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
注7 窒素、リン酸、カリ等 
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       図 4 - 主要なスラッジ処理手法毎の二酸化炭素排出量の比較 
 
7.3 経済面での指標 
 

英国では、スラッジの 65%以上が農業用地へリサイクルされている。しかし、リサイク

ルをさらに増やす方法や、それらのリサイクルを環境的にも経済的にも社会的にも持続可

能なやり方で行っていく方法を見出すことが今後の課題となっている。ブラックバーン・

プロジェクトに関する経済面の分析が実施された。ブラックバーンには 初から従来のイ

ンフラがあり、設備機器があったため、設備資本コスト(Capital Expenditure：CAPEX)
は推定の交換コスト（精度+/- 30%）となっている。表 1 は、ブラックバーンに建設された

新しいスラッジ処理センターの推定資本コストである。表 2 は、同処理センターの推定運

用コストである。消化処理のプロジェクトでは、通常、消化処理にかかるコスト（加熱を

含む）が資本投資の約 30%を占める。設備資本コストが高いということはまた、収益の半

分近くが利子の支払いに充てられるということを意味している。リサイクルにかかる費用

（輸送および散布）は、収益からの支出のうち 15.7%に過ぎない。興味深いことに、維持

費の 25%以上が、再生可能クレジット付の電力販売によって相殺されている。 
 
全体で、単位あたりの処理コストは、乾燥固形物 1 トンあたり 166 英ポンド（240 ユー

ロ）である。現在の平均的な埋め立て処理費が乾燥固形物 1 トンあたり 288 ポンド（418
ユーロ）（この数値は、スラッジケーキ 1 トンあたりの処理費 60 ポンド（86 ユーロ）に、

ケーキの圧縮費と輸送費を加えたもの）であることを考えると、これは非常に好ましい数

字だといえる。注目すべきは、英国においては通常、スラッジ製品が農家に無料で供給さ

従来の消化処理 強化酵素加水分解

を使った消化処理
石灰添加 焼却 

温室効果ガスの排出量 
乾燥固形物 1 トンあたりの二酸化炭素排出純量(kg) 
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れるという点である。スラッジには植物栄養素と、土壌の構造、水はけ、保水力などの改

良に役立つ有機物が含まれており、窒素、リン、硫黄などといった微量元素の優れた供給

源となる。下水スラッジを肥料の代わりに使うことによって、農家は通常、1 ヘクタール

あたり 120 ポンド（175 ユーロ）を節約することができる。 
 
表 1 - ブラックバーンにおける新しいスラッジ処理プロジェクトに対する推定資本コスト 
（平均処理量：一日 540 立方メートル（ピーク時は、一日 740 立方メートル）） 

項目 費用の内容 費用（1,000 ポンド） 
GBT ユニット 交換（推定） 1,684
EEH プラント 実費用 2,200
消化槽 交換（推定） 3,006
遠心分離機 交換（推定） 2,384
ボイラー加熱混合 交換（推定） 1,071
CHP ユニット 実費用 1,477
スラッジ貯蔵・ポンピング 交換（推定） 509
ガス貯蔵・処理 実費用 916
フレアスタック注8 実費用 57
土地購入 N/A 
小計  13,304
内部配管  2,114
地盤整備  337
立地コスト  90
設計・管理 小計の 7.5% 998
設備・委託料 小計の 12.5% 1,663
総資本コスト  18,506
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
注8 flare stack. ガス処理施設や製油所などで出た余剰ガスを無害化するために焼却する処理や、そのための設

備、あるいはその処理によって出る炎のこと。 
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表 2 - ブラックバーンにおけるスラッジ処理工程の推定運用コスト 
項目 費用の内容 費用（1,000 ポンド） 

利息 総資本コストの 6% -1,110
減価償却 定額法 -420
人件費 1.5 人 -75
ポリマー 8kg/tds -295
電力 0.05 ポンド/kWh -153
維持費  -384
リサイクル費 10 ポンド/ケーキ 1 トン -348
電力による収入 ROC 注9クレジットを含む 566
収益からの支出の合計  -2,220
単位原価 ポンド/乾燥固形物 1 トン -166
 
8. 普及活動 
 
この処理技術について、またこの技術の可能性について、政策担当者、水道業者、エネ

ルギー業界、農家に情報を提供すること、また、下水スラッジの農業への利用に対する国

民の信頼を確保することという両方の意味で、普及活動はプロジェクトの重要な側面であ

った。規制機関や水道会社の水道技術者および科学者、エネルギー技術者、農家、一般市

民など、プラントはさまざまな人の訪問を受けた。Blackburn Enhanced Enzymic 
Hydrolysis プロジェクトが完成し、実証試験が行われている間に、欧州諸国ほか世界の 9
ヵ国から約150人がこの場所を訪れた。サイト内にはビジターセンターが開設され、英語、

ポーランド語、ドイツ語のパンフレットが用意された。 
 
LIFE のプロジェクトが終了した後も、種々の会議で発表される技術論文に関連して、

また、サイト訪問者の受け入れなどを通して、普及活動は続けられる。 
 
英国には 500 以上の消化処理プラントが存在しているが、これらの施設では現在、前処

理がまったく行われていない。これらの施設は、病原菌の除去性能が不十分であり、エネ

ルギー回収率も低い。この EU LIFE の「MAD but better」プロジェクトによって、強化

酵素加水分解が既存の処理プラントに簡単に組み込める技術であるということが実証され

たことは、英国内、ひいては EU 全体の産業に対し、処理されたスラッジの安全性を高め

つつ、エネルギー回収率を改善するチャンスをもたらした。また、酵素加水分解技術を導

入すれば、この業界における二酸化炭素排出量の大部分を占める、二次消化処理による温

室効果ガスの排出もなくなる。実証期間中、この新技術の稼働状況を見るために多くの人々

がブラックバーンを訪れた。その結果、スラッジ前処理用の酵素加水分解プラントが 5 基、

United Utilities 社以外の水道会社によって購入された。今後さらに、欧州各国や北米な

                                                 
注9 Return On Carbon. 炭素利益率。 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1050,  2009.8.26 
 

27 

どで既存の処理施設への導入が進んでいく可能性が大いにある。 
 

2007 年 8 月の時点で、4 基の Enzymic Hydrolysis プラントが United Utilities 社によ

って建設され、運転が開始した。またこのほか、5 基のプラントが英国のほかの水道会社

によって注文され、うち 3 基の試運転が実施された。英国国外からもまた、関心が寄せら

れている。 
 

United Utilities 社はまた、小さな農村社会の需要を満たすためや、豊富なエネルギー

源になりうる生産工程を持つ産業（たとえば食品、医薬品、製紙など）向けにこのプラン

トの小規模化にも目を向けている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

編集：久我 健二郎 翻訳：桑原 未知子 
 
 
 
 

図 5 消化処理されたスラッジケーキ 図 6 スラッジケーキの土地への散布 

図 8 下水スラッジで施肥された土地で 
育つ小麦（中央の小区画は調整用） 

図 7 ブラックバーンの熱電併給プラント

（容量 1MW） 
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出典： 
The demonstration of high rate enzyme hydrolysis as the safest and most 
environmentally friendly way to treat sewage for theland recycling   
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.creat
ePage&s_ref=LIFE05%20ENV/UK/000124&area=2&yr=2005&n_proj_id=2831&cfid=2
9961&cftoken=85a2d807f56210a4-00DBC7AC-BB24-6BD8-882160155D9C1C19&mod
e=print&menu=false 
 
LIFE – “MAD but better” Layman’s report.   
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.show
File&rep=laymanReport&fil=LIFE05_ENV_UK_000124_LAYMAN.pdf 
Pictures used with permission from United Utilities. 
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【環境特集】水処理 
 

浄水処理技術の進展(米国) 
－ 原子一つで大きな差 － 

 
 水の浄化用に広く使用されている物質分子中の原子一つを置換することにより、米国サ

ンディア国立研究所の研究者は、現在市販されている製品よりも保存期間が長く、はるか

に効果的な汚染除去剤を作製した。この物質は、細菌、ウイルス、その他有機／無機の汚

染物質を川の水から取り除き、人間の利用に適したものにする。また、廃水処理施設にお

いて、自然界に廃水を戻す前に、こうした汚染物資を除去するのに使用される。サンディ

ア国立研究研究所は、この物質の特許を申請している。 
 
「人間が利用するのに適した水の供給量がより不十分になってきているため、様々な処

理を施す必要のある水の消費量が世界中で増加している。今回の技術的進展は、先進国及

び開発途上国において水処理施設が抱える問題を解決するのに役立つだろう。」サンディア

の研究責任者、May Nyman は言う。この研究は 2009 年 6 月、「環境科学と技術

(Environmental Science & Technology)誌注1」において発表され、また、「化学及び工学ニ

ュース(Chemical & Engineering News)」の 6 月 22 日号で大きく取り上げられた。サン

ディア国立研究所は、水処理薬品の大手製造者と連携し、作製した化合物の商業的な可能

性を探求している。 
 

 「凝固剤と通常呼ばれているこの水処理用の試薬は、酸化アルミニウム注2クラスター（こ

れ自体が浄水に広く使用されている凝固剤である）の中央にある一つの原子を、ガリウム

原子で置換することにより作製される。」Nyman は述べる。置換はナノスケールのピンセ

ットを利用して原子毎に行なわれるのではなく、アルミニウム塩を水に溶解し、またガリ

ウム塩を水酸化ナトリウム溶液に溶解し、次に熱を加えながら水酸化ナトリウム溶液をア

ルミニウム溶液にゆっくりと加えるという、むしろ単純な化学処理を利用して行われる。 
 
「一つのガリウム原子への置換が、大きな違いを生み出す。このことにより、試薬の安

定性と効率が大幅に改善される。我々はこれまで、様々な市販製品との比較実験を行って

きた。様々な条件下において、ほとんど全ての場合に、我々の試薬の性能が も優れてい

た。自然の水資源（川の水など）を扱う際に、この「様々な条件下」ということは必須の

前提である。なぜならば、水の pH や温度、濁度、化学的性質には、季節や日々の変動が

ある。そして、ニューメキシコ州中部の川の水は、例えばオハイオ州の川の水とは極めて

異なる水質を有する。」Nyman は言う。 
 

                                                 
注1  米国化学会(the American Chemical Society)の出版物。 
注2  アルミナとも呼ぶ。 
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サンディアの凝固剤は極めて良く汚染物質を引き寄せ、束縛する。この理由は、静電帯

電(electrostatic charge)を、従来のガリウム無しで作製した凝固剤よりも、より確実に維

持するからである。また、この新しい物質は、使用前に、より大きなより反応性の低い凝

集体にならない。このことは、時間経過とともに凝集するという市販の製品が抱える問題

がなく、保存期間が長いことを意味する。 
 
「アルミニウム原子をガリウム原子で化学的に置換することは、サンディアの研究の協

力者（カリフォルニア大学デービス校）により、これまで継続して研究されてきた。しか

し、いまだかって、この知識を微生物のような水の汚染物質の除去へ、応用しようとした

人は誰もいなかった。この水処理の研究プロジェクトはサンディアで着想され、実施され

てきた。」Nyman は言う。 
 
彼女は、サンディアの微生物学者 Tom Stewart と共に研究してきた。バクテリオファー

ジがこの新物質に拘束される様子が、ニューメキシコ大学で透過型電子顕微鏡を用いて成

功裡に撮像された。溶液中の酸化アルミニウムクラスターの質量分析は、カリフォルニア

大学デービス校で実施された。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1 リオ・グランデ川 野生型バクテリオファージ(pfu/ml) 
 
この棒グラフは、野生型バクテリオファージをリオ・グランデの水から除去する効果について、

3 つのケースを比較している。黄色は全てアルミニウムからできた凝固剤、赤はガリウム・アル

ミニウム凝固剤、そして緑はゲルマニウム・アルミニウム凝固剤である。ガリウム・アルミニウ

ム凝固剤が も有効であり、ゲルマニウム・アルミニウム凝固剤は、アルミニウム凝固剤よりも

劣る。ガリウムは、汚染物質をより安定して効果的に拘束する活性成分である。 
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翻訳： 久我 健二郎 
 
出典： 
Purer water made possible by Sandia advance  
A single atom makes a big difference 
http://www.sandia.gov/news/resources/releases/2009/waterpurity.html 

図 2 リオ・グランデ川にて 
 
サンディアの研究者 May Nyman と Tom Stewart が、リオ・グランデの土手の上でサンプル水を

手にしている。二人は特許申請中の水の浄化技術を開発したが、この成果は商業的な関心を呼ん

でいる。 
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【環境特集】 LED 照明  
 

自治体の LED 街路照明コンソーシアム（米国） 
 
 LED 注1街路照明の評価を計画している自治体を支援するために、DOE（米国エネルギ

ー省）は、「自治体ソリッドステート街路照明コンソーシアム（共同事業体）」を設立する

と発表した。コンソーシアムでは実証データを収集・解析し、LED 街路照明に関する技術

情報と経験を共有する。 
 コンソーシアムのメンバーになれるのは、自治体、公益事業、エネルギー効率に関連す

る組織である（詳細は今後、明らかにされる）。DOE は製造業者の参加は想定していない

ものの、時にはコンソーシアムの会合に招待し、特定のテーマについて情報提供を受ける

こととしている。コンソーシアムの発足は、2009 年 9 月を予定している。 
 
コンソーシアムについて 

 
 米国の多数の都市が、LED 街路照明製品への改修や従来の街路照明との比較に関し、大

規模な計画を発表している。特に、米国経済再生・再投資法（ARRA)による財政的支援が

受けられるようになったこともあり、これらの都市の多くが DOE の GATEWAY 実証プロ

グラムとコンタクトし、実証試験の主催都市になっている。GATEWAY プログラムは、

ARRA の予算が利用できる期間内注2で、これらの取り組みのすべてを個別に支援すること

はできない。これは下記の理由による。 

 ・すべてのプロジェクトがそれぞれ別々に実施されるならば、不必要な重複が生じるこ 

とになる。大部分の実証計画は、実施場所が異なるのみで、似通ったものである。 

 ・LED 照明はまだ比較的新しい技術分野であり、長期間にわたり使用された実績はない。 

そこで、まだ十分に検証されていない製品では、実使用条件下で、性能、寿命に関す 

る障害が発生する可能性がある。 

 

自治体 LED 街路照明コンソーシアムは重複を 小限にし、また同様の障害があちこち

で発生することのないよう、関係する都市、電力事業者、行政当局で、協調的な取り組み

を行うことにしている。このような協調により、各参加都市には次のような利益がもたら

される。 
 
・参加する都市のそれぞれは、ひとつの製品で実証を行い、リスクを抑制する。こうして 

得られた結果を集めることで、広範な実証データが作成される。 

                                                 
注1 LED とは発光ダイオード(light emitting diode)のこと。LED 照明は、水銀などの有害物質を含

まず、高照度、省電力、長寿命であるが、コストが高い。しかし、これらの要素をまとめて勘案
すると、コスト削減になるという考え方もある。LED 照明を、ソリッドステート照明とも呼ぶ。 

注2 2009 年度(2008 年 10 月 1 日～2009 年 9 月 31 日)、2010 年度(2009 年 10 月 1 日～2010 年 9 月
31 日)。 
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・プロジェクト間の協調は評価方法や前提条件の一貫性を確保するのに役立つ。同時に同 
じ製品の異なった動作環境下における性能の比較も実施できる。 

・コンソーシアムでは参加者を対象にフォーラムを開き、質疑応答等を通して互いに経験 
を共有しあう。このことにより、ノウハウの取得が加速される。 

・コンソーシアムに参加することにより、小さな自治体でも多くの知識や経験に学ぶこと 
ができ、このことは実証試験に費やされるコストの も効果的な使用につながる。 

・コンソーシアムでは、新たな技術情報のニーズを特定するために、DOE と共同する。

DOE はこれらのニーズに対処する。またコンソーシアムに参加する自治体は、今後の

街路照明評価に自分達の意見を反映させることができる。 
 

翻訳：久我 健二郎 
 
出典： 

DOE Municipal Solid-State Street Lighting Consortium 
http://www1.eere.energy.gov/buildings/ssl/gatewaydemos_consortium.html 
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【環境特集】リサイクル 
 

地デジへの移行とテレビのリサイクル(米国) 
 
米国では、2009 年 6 月 12 日以降、フルパワーテレビ局(full power television station)

注1と呼ばれる主要テレビ局がすべて、地上デジタル放送へ完全に移行する注2。 
 
米国環境保護庁(Environmental Protection Agency：EPA)は、室内用の V 字アンテナ

や屋上アンテナを使ってアナログテレビで無料放送を受信しているすべての米国市民に対

し、有料放送サービスに加入する（選択肢①）、あるいはアナログ－デジタル変換器（コン

バータ）を利用する（選択肢②）ことによって、所有しているテレビを引き続き利用する

よう奨励している。エネルギースター注3の認証を受けた複数のコンバータが販売されてお

り、消費者はこれらを購入することができる。新しいテレビを購入する（選択肢③）消費

者に対しては、エネルギースターの認証を受けた製品を購入すること、また、不要になっ

たテレビをリサイクルすることを奨励している。回路基盤や金属配線、鉛ガラス、プラス

チックなどのテレビ部品は、価値の高い材料に再生することができる。 
 
昨年、米国市民によって廃棄されたテレビの数は 2,000 万台以上にのぼったが、これは、

銅や鉄などの天然資源がそれだけ節約できるはずであったということを意味している。 
 
古いテレビのリサイクルを希望する消費者は、地域の家庭有害廃棄物収集・リサイクル

プログラム(household hazardous waste collection and recycling program)に連絡を取り、

リサイクルへの支援を受けることが可能であるかどうかを調べることができる。 
 

EPA は「Plug-In To eCycling」と呼ばれるプログラムを通して、リサイクルによる環境

利益の促進と、古くなったテレビ、コンピュータ、携帯電話などの家電製品の安全なリユ

ース（再利用）およびリサイクルに関する情報を市民に提供する取り組みを進めている。

「Plug-In To eCycling」は、EPA と電子機器の製造・販売業者らが連携して進めているプ

ログラムであり、消費者が中古の電子機器を寄付、あるいはリサイクルしやすい環境作り

を行っている。 
 

                                                 
注1 full power television station. 大型の商業テレビ局。これに対して LPTV (low power television station)と

呼ばれる低出力のテレビ局も存在し、フルパワー局の視聴が難しい地域などにおいてコミュニティレベルで

の放送を行っている。今回アナログ停波の対象となったのはフルパワー局のみであり、LPTV は依然として

アナログ放送を続けることが許可されている。 
注2 この記事は 6 月 11 日に発表されたものである。 
注3 Energy Star. エネルギー効率の高いオフィス機器の製造を促進する目的で、1992 年に EPA が主体となっ

て開始された制度。一定の省エネ基準を満たしたオフィス機器には、エネルギースターのロゴ使用が認めら

れる。現在ではオフィス機器の範囲にとどまらず、テレビ、エアコン、照明器具などの家電製品や、住宅、

ビルなどの建物も対象となっている。 
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デジタルテレビへの移行に関する詳細は下記 Web サイトを参照： 
http://www.epa.gov/epawaste/conserve/materials/ecycling/tv-convert.htm 
 
テレビのリサイクルが可能な場所に関する詳細は下記 Web サイトを参照： 
http://www.epa.gov/waste/conserve/materials/ecycling/tv-challenge.htm 
 
Plug-In To eCycling に関する詳細は下記 Web サイトを参照： 
http://epa.gov/plug-in 
 

翻訳：桑原 未知子 
 
出典：The Digital Television Transition: Don’t Kick Your TV to the Curb – eCycle Instead 
http://yosemite.epa.gov/opa/admpress.nsf/bd4379a92ceceeac8525735900400c27/4e82cf
227f701313852575d20056d38d!OpenDocument 
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【環境特集】化学物質規制 
 

REACH－欧州化学物質庁が 7 種類の認可対象物質を勧告 
 

2009 年 6 月 2 日、欧州化学物質庁(European Chemicals Agency：ECHA)は、7 種類の

高懸念化学物質(substances of very high concern：SVHC)を特定の認可を受けなければ利

用できないようにするべきだと勧告した注1。勧告の対象とされているのは、生殖毒性物質

が 3 種類、発ガン性物質が 1 種類、難分解性で生体内蓄積性を持つ毒性物質(PBT)あるい

は難分解性で極めて高い生体内蓄積性を持つ物質(vPvB)が 3 種類である。これらの物質は

すべて、消費者や作業者が触れる（曝露する）可能性のある製品に利用されている。 
 
「今回、認可対象物質に関する科学的な根拠に基づいた勧告が初めて発表された。これ

は重要な節目となるだろう。ヒトの健康および環境の保護は REACH の中核をなすテーマ

であるが、これら 7 種類の問題ある物質の利用に認可を必要とすることによって、我々は

この目標に一歩近づくことができる。」ECHA の事務局長である Geert Dancet はこのよう

に言う。 
 
この認可プロセスは、高懸念物質により生じうるリスクを適切に管理することと、これ

らの物質を代替物へ漸進的に移行させることを目指すものである。 
 

ECHA は、候補として上がっていた 15 種類の物質の中から、有害性、利用量、ヒトや

環境への曝露の可能性に基づき、優先度の高いものとして 7 種類の物質を選んだ。選択に

あたっては、今年前半に実施された意見公募(public consultation)期間中に関連団体から寄

せられた意見が考慮された。また、これらの 7 物質の重要性に関して ECHA と見解を共

にする加盟国委員会(Member State Committee)の意見も取り入れられた。 
 
これらの物質を認可物質リスト(Authorisation List)に含めるかどうかの 終的な決定

は、コミトロジー手続き注2(regulatory procedure with scrutiny)を経て、欧州委員会によ

り決議されることになる。同リストに含まれる物質は今後、特定の目的で利用するために

認可を受けた場合以外には、EU 内では使用できないことになる。 
 
勧告の対象となった 7 種類の物質は次のとおりである。 
 

                                                 
注1 NEDO 海外レポート 1038 号の記事「EU の化学物質規制(REACH)の進捗状況」中の「3.認可対象物質草

案に関する意見募集を開始」を参照。 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1038/1038-01.pdf 
意見募集、及びその結果に対する ECHA の検討・対処作業が終了し、欧州委員会に対し勧告を送るに至っ

た、というのが今回の発表の主旨である。 
注2 comitology procedure. 欧州委員会が加盟国の代表等からなる専門家会合で議論を行い、内容を決定して、

欧州委員会指令として採択するプロセス。（議会や理事会の審議プロセスを経ない。） 
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・ムスクキシレン(vPvB)：洗剤、衣服用の柔軟剤や仕上げ剤などに利用される香料増強剤。 
 
・4,4`-ジアミノジフェニルメタン(MDA) (発ガン性物質)：エポキシ樹脂、接着剤などに利

用される硬化剤。 
 
・短鎖塩素化パラフィン類(SCCPs)（PBT および vPvB）：高機能性ゴム、シーリング材、

塗料、織物コート剤などに使われる難燃剤や可塑剤。 
 
・ヘキサブロモシクロドデカン(HBCDD)(PBT)：断熱パネル、断熱板、梱包材などに加工

されるポリスチレンや織物などに使われる難燃剤。 
 
・フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)(DEHP)（生殖毒性物質）：床材、屋根材、コーティン

グ布、医療機器、医薬品の一次包装材などに利用される PVC（塩ビ）その他の各種ポリ

マー製品や、シーリング材、接着剤、インクの調剤などに利用される可塑剤。 
 
・フタル酸ブチルベンジル(BBP)（生殖毒性物質）：床仕上げ材や、織物、皮革のコーティ

ングなどのポリマー製品、およびシーリング材、コーティング剤、インク、接着剤の調

剤などに利用される可塑剤。 
 
・フタル酸ジブチル(DBP)（生殖毒性物質）：PVC その他の各種ポリマー製品（床仕上げ

材、一次包装材、医療製品など）および各種接着剤や塗料の調剤などに利用される専門

的な可塑剤。 
 
詳細情報 
勧告に関するリンク 
http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/annex_xiv_rec_en.asp 
 
加盟国委員会(MSC)の意見に関するリンク 
http://echa.europa.eu/doc/about/organisation/msc/opinion_draft_recommendation_annex_xiv.pdf 
 
REACH による認可プロセスの概要 
http://guidance.echa.europa.eu/authorisation_en.htm 
 

翻訳：桑原 未知子 
 
出典：ECHA RECOMMENDS STRICT CONTROL FOR SEVEN SUBSTANCES OF 

VERY HIGH CONCERN 
http://echa.europa.eu/doc/press/pr_09_07_annex_xiv_rec_20090602.pdf
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【エネルギー】再生可能エネルギー 
 
再生可能エネルギー事業に直接資金補助を行う制度を新設（米国） 
資金の直接供給により経済発展の促進と再生可能エネルギーの利用拡大を目指す 

 
 2009 年 7 月 31 日、米国エネルギー省(DOE)および財務省(DT)は、全米の再生可能エネ

ルギープロジェクト開発の拡大と新規雇用の創出を目的として、再生可能エネルギー生産

施設を建設・稼働させる企業を対象に、税額控除の代わりに資金を直接供給するプログラ

ムを新設し、申請を受付けることを発表した。両省はバイオマス、太陽光、風力その他の

再生可能エネルギーを生産するおよそ 5,000 ヵ所の施設に対し、少なくとも約 30 億ドル

の財政的支援を行うことを予定している。今回の取組みの資金は米国再生・再投資法

(ARRA: American Recovery and Reinvestment Act)から拠出される。 
 
 エネルギー省のチュー長官は次のように話す。「このプログラムは、クリーンエネルギ

ーの開発に民間企業が資本投資する上で大きな役割を果たし、外部委託されない新たな雇

用を産み出すだろう。この投資は、この先も米国経済の成長を助け、クリーンで再生可能

なエネルギーの開発を確実に促進させるものである。」 
 
 「私達は速やかに行動し、米国経済を回復させ、金融システムを修復させながら、より

強い将来の経済基盤を築くための投資を行わなければならない」と、財務省のティモシー・

ガイトナー長官は話す。「大変多くの再生可能エネルギープロジェクトが、資金繰りに困

り、行き詰まっている。今回の再生法のプログラムは、米国の長期的なエネルギー需要に

対する投資につながり、米国をエネルギー自立の道に進ませるだろう。さらに、エネルギ

ー分野での事業における雇用の増加や、環境保護にもつながるだろう。」 
 
 再生法は、2009 年 1 月 1 日以降に再生可能エネルギー施設を建設・稼働させる企業に

対して、財務省が直接資金を供給することを認めた。それ以前の 2008 年までは、こうし

た企業は、再生可能エネルギープロジェクトのコストの一部をカバーするために税額控除

を申告することができた。今回の新しいプログラムでは、申請者は将来の税額控除を待た

ずに、すぐに設備コストの一部の払い戻しを受ける方を選択できる。エネルギー省は各申

請の技術的メリットを精査することで、財務省がプログラムを実施する支援を行う。 
 
 これまでは税額控除が広く利用されてきた。しかし、不況になってから、プロジェクト

の資金調達が難しくなり、再生可能エネルギー施設の新規導入ペースは落ちてきている。

両省は、税額控除の代わりに直接の資金供給を申請する事業が急速に拡大し、地域経済を

早急に活性化できると見込んでいる。 
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 2009 年初頭、両省は同プログラムに申請する企業を支援するために、広く関係者らを含

めた電話会議を行った。また、プログラムの資金を対象事業に速やかに支給するため、企

業がオンライン申請に向けて準備できるよう、プログラムの諸条件やガイダンス、申請書

のサンプルを事前入手できるようにした。 
 
 同プログラムの申請に関心がある企業は米国財務省の申請用ウェブサイト注 1で詳細を

閲覧できる。 
 

編集：NEDO 総務企画部、原訳：大釜 みどり 
出典：http://www.energy.gov/news2009/7726.htm 

 

                                                 
注 1 https://treas1603.nrel.gov/ 
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【エネルギー】 太陽エネルギーグリッド統合システム      

 
太陽エネルギーグリッド統合システムに 1,100 万ドル助成（米国） 

 
 米エネルギー省(Department of Energy: DOE)のスティーブン・チュー長官は 2009 年 7
月、太陽エネルギーグリッド統合システム(Solar Energy Grid Integration Systems: 
SEGIS)の開発を次の段階に進めることを目的とした 5 つのプロジェクトに対して、 大

1,180 万ドルを投資すると発表した（その内 500 万ドルは米国再生・再投資法からの拠出）。

今回選定されたプロジェクトは、同省が継続的に行っている事業注1の一環として実施され

るものであり、太陽エネルギー技術が価格競争力と、グリッドとの高次な統合レベルに到

達するように、国の電力系統の信頼性の維持および改善を確実にすることを支援するため

のものである。 
 
「太陽エネルギーは、クリーンエネルギー経済の役割の 1 つとして新しい雇用を創出す

るという、大統領の目標を達成するための非常に重要な要素である。再生可能エネルギー

を系統に統合することにより、我々は電力をより安定的かつ効果的に供給し、米国の家庭

の光熱費を下げ、我々の経済の立て直しに役立てることができる。」とチュー長官は述べた。 
 

2008年に着手されたSEGISプログラムは、DOEと同省傘下のサンディア国立研究所、

産業界、電力事業者および大学のパートナーシップにより実施されるもので、完成したシ

ステムを開発することに主眼を置いている。今回選ばれたプロジェクトは、 も有望な技

術（知能システム制御の開発を含む）の進展に焦点を当てている。これらのプロジェクト

は 終的には、米国の電力系統への太陽電池設備の統合のレベルを高める一方で、経済的

価値を保ちつつ、電力の質と信頼性を保つ、あるいは改善することを目指している。 
 

 選定されたプロジェクトは以下の通り。 
 
①PV Powered 社（オレゴン州ベンド） 
  PV Powered 社は、Portland General Electric 社(オレゴン州ポートランド) 、サウス

ダコタ州立大学 (サウスダコタ州ブルッキングス ) 、Northern Plains Power 
Technologies 社 (サウスダコタ州ブルッキングス) 、 シュバイツァー工学研究所(ワシ

ントン州プルマン) 、Sensus Metering Systems 社(ノースカロライナ州ローリー)とパ

                                                 
注1 この事業は太陽エネルギー技術プログラム(Solar Energy Technologies Program: SETP 又はソ

ーラープログラム)と呼ばれる。このプログラムを構成するイニシアティブの 1 つが、2015 年
までに米国内の太陽光エネルギーの市場競争力を強化するという目標を掲げたソーラー・アメリ
カ・イニシアティブ(Solar America Initiative：SAI)で、この SAI を実現するための重要なプロ
グラムが SEGIS である。 

参照：Solar Initiatives (http://www1.eere.energy.gov/solar/initiatives.html)；および「DOE 
は飛躍的な太陽エネルギー製品開発に 2,400 万ドル投資(米国)」NEDO 海外レポート 1029 号、
2008 年 9 月 17 日 (http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1029/1029-12.pdf)） 
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ートナーを組む予定である。このプロジェクトは、革新的なシステム統合を通じて、新

規に開発される太陽光起電力(PV)モジュール装置の全領域内での相互接続を 適化す

るという SEGIS プログラムの基本的な目標を支援しようとするものである。 
(DOE の負担額：最大 300 万ドル) 

 
②Petra Solar 社（ニュージャージー州サウスプレインフィールド） 

Petra Solar 社は、セントラルフロリダ大学（フロリダ州オーランド）およびニュー

ジャージー州、ペンシルベニア州、オハイオ州、デラウェア州、メリーランド州、コロ

ンビア特別区、フロリダ州、テキサス州で稼働している 15 の電力事業者と協力してプ

ロジェクトを進める。このプロジェクトは、ソーラープログラムのミッションである太

陽エネルギーの広範な導入の達成を補完する。また、高レベルでの PV 統合が導入でき

るよう、系統の信頼性と弾力性の向上を支援する。 
(DOE の負担額：最大 290 万ドル) 

 
③Princeton Power Systems 社（ニュージャージー州プリンストン） 

Princeton Power Systems 社は、TDI(Transistor Device Inc) Power 社（ニュージャ

ージー州ハケッツタウン）、ラガーディアコミュニティーカレッジ（ニューヨーク州ニ

ューヨーク）、Idyllwild Municipal Water District（カリフォルニア州サンディエゴ）、

国立海洋大気庁[NOAA]（ニュージャージー州プリンストン）｛こくりつ かいよう たい

きちょう｝、プリンストンプラズマ物理学研究所（ニュージャージー州プリンストン）、

Premier Power 社（カリフォルニア州エルドラドヒルズ）、SPG Solar 社（カリフォル

ニア州ノバト）および Spire 社（マサチューセッツ州ベッドフォード）と協力してプロ

ジェクトを進める。このプロジェクトは、エネルギー貯蔵の統合制御を通じて製造コス

トを下げることに焦点を当て、新たなインバータの設計を行う。 
(DOE の負担額：最大 280 万ドル) 

 
④Apollo Solar 社（コネチカット州ベセル） 

Apollo Solar 社は、米国 Saft 社（ジョージア州バルドスタ）、米国電力研究所（テネ

シー州ノックスビル）およびカリフォルニア独立システム運用事業者（カリフォルニア

州フォルサム）と協力してプロジェクトを進める。このプロジェクトは、エネルギー貯

蔵や、ソーラー電力システムと事業者との間の双方向通信を利用して革新的なインバー

タを作り上げる。 
(DOE の負担額：最大 150 万ドル) 

 
⑤セントラルフロリダ大学フロリダ太陽エネルギーセンター 

フロリダ太陽エネルギーセンターは、SatCon Technology 社 (マサチューセッツ州ボ

ストン)、 SENTECH 社. (メリーランド州ベセダ)、 SunEdison 社 (メリーランド州ベ

ルツヴィル)、 Cooper Power Systems 社 Energy Automation Solution (EAS) グルー
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プ(ミネソタ州ミネアポリス)、Northern Plains Power Technologies 社および Lakeland 
Electric 社 (フロリダ州レイクランド)と協力してプロジェクトを進める。このプロジェ

クトは、より大規模な電力システムに PV をより多く導入する際の技術的課題の克服に

焦点を当てる。 
(DOE の負担額：最大 130 万ドル) 

 
翻訳：吉野 晴美 

 
出典：DOE Announces Awards for up to $11 Million for New Solar Energy Grid 

Integration Systems 
(http://www.energy.gov/news2009/7720.htm) 
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【エネルギー】 バイオ燃料 

 
エネルギー省と農務省はバイオ燃料の研究に 630 万ドルを助成（米国） 

 
 エネルギー省（DOE: Department of Energy）のチュー長官と農務省（USDA: U.S. 
Department of Agriculture）のヴィルサック長官は、2009 年 7 月、バイオ燃料製造用の

植物原料の適用範囲の改善を先導する、ゲノムを活用した基礎研究に対して、 大 630 万

ドルの賞を共同で選定したことを発表した。発表された 7 つのプロジェクトは、グリーン

雇用とバージニア州政府の 2 人の長官が主催した再生可能エネルギー農村ツアーに続くも

のである。これらの投資は、国家のエネルギーの選択肢を広げると共に、外国産の石油へ

の依存度を減らそうというオバマ政権の取り組みをさらに進めることになろう。 
 
「エネルギー問題の解決策の一つとして、国産のエネルギー穀物があるといえる。これ

らのプロジェクトは、先進的なバイオ燃料の真の可能性を解明する手掛かりを与え、わが

国の外国産石油への依存を減らし、新しい雇用とアメリカにおけるバイオ燃料産業の繁栄

創出を支援するであろう」とチュー長官は語った。 
 
ヴィルサック長官は次のように語った。「バイオ燃料生産の拡大と多様化を援助するこ

とは、外国の石油への依存を減らしつつ、アメリカの農村強化を支援することが可能な、

持続可能な国産バイオ燃料産業を開発するという、オバマ政権のコミットメント（約束）

の一つである。」 
 
これらの支援策は、2006 年に始まった、バイオマスのゲノム解析の基礎研究に責任を持

つ DOE と USDA 共同のプログラムに基づくもので、バイオエネルギーやバイオ燃料への

リグノセルロース原料使用を促進する科学機関に与えられる。リグノセルロース作物は集

約生産的ではなく、より痩せた土地での生育が可能であるため、食物生産用に生育される

作物との競争は回避される。DOE は 4 つのプロジェクトに対して計 400 万ドルを支援し、

USDA は 3 つのプロジェクトに値して 230 万ドルを支援する。初期投資資金は、 大 3
年間の研究プロジェクトを支援することになる。 

 
選定された支援対象は次の通り注1 
• 農務省農業研究局(USDA-ARS 注2)。 北部平原地域 (ネブラスカ州、リンカーン) 

「スイッチグラスの適応性に影響を与える要因」：118 万 2,000 ドル  
• 農務省農業研究局。西部地域研究センター（カリフォルニア州オールバニー） 

                                                 
注1 原文の DOE リリースには対象テーマが記載されていなかったので、DOE-USDA biomass 

genomics research programのサイト（後述）を参照してテーマ名を補足した。 
注2 Agricultural Research Service 
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「セイヨウヤマカモジ（Brachypodium distachyon：イネ科の草本）における自然

変異及び誘発的変異現象分析」：130 万ドル 
• ジョージア大学（ジョージア州アセンズ） 
「バイオ燃料製造用のミスカンザス栽培の促進」：120 万ドル 

• ジョージア大学（ジョージア州アセンズ） 
「バイオ燃料原料としてのアルファルファの改良」：70 万 5,000 ドル 

• ミシガン工科大学（ミシガン州ホートン） 
「ポプラの根発達の調節を解明するシステム生物学的アプローチ」：90 万ドル 

• フロリダ大学（フロリダ州ゲインズビル） 
「木質作物ポプラにおける第 13 染色体炭素分割規則のメカニズム」：64 万 3,000 ドル 

• ネブラスカ大学（ネブラスカ州、リンカーン) 
「スイートソルガムにおける窒素使用効率の特徴付け」：39 万ドル 

 
チュー長官は 近、次世代バイオ燃料の大きな可能性を議論するために「フェイスブッ

ク注3」と YouTube 注4チャンネルにビデオ情報を提供した。個別プロジェクトについては

下記の DOE-USDA ゲノム研究プログラムのサイトを参照のこと。 
http://genomicsgtl.energy.gov/research/DOEUSDA/index.shtml 
 

翻訳 清水太郎 
 

出典：http://www.energy.gov/news2009/7683.htm 

                                                 
注3 もともと全米の企業・大学・高校をつなぐアメリカのソーシャルネットワーキングサービス

(SNS)。2004 年 2 月にサービス開始。2006 年に一般にも公開され利用者が拡大した。
http://www.facebook.com/ 

注4  ビデオや録画映像をウェブで公開しているサイト。2005 年 2 月よりサービス開始。
http://www.youtube.com/ 
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【エネルギー】 再生可能エネルギー 省エネルギー 

 

「研究開発 100 選」に選ばれた DOE の研究プロジェクト（米国） 
-全体で 46、クリーンエネルギーで 19- 

 
エネルギー省(DOE: Department of Energy)傘下の国立研究所は「R＆D マガジン」誌

による本年の「研究開発 100 選」のうち 46 を獲得した。これは今後の商業化が有望視さ

れる、 も傑出した技術開発に与えられるもので、このうち、エネルギー効率および再生

可能エネルギーに関するものが 19 ある。この誰もが欲しいと思う「研究開発 100 選」の

賞は、世界中で開発された特別に優れた新製品、製造プロセス、材料、あるいはソフトウ

ェアで、前年において上市の実績が確認されたものに対して毎年与えられる。この賞は独

立した審査委員会によって、技術的な重要性、独自性およびプロジェクトと技術の有用性

に基づいて産官学横断的に選考される。DOE が資金提供したプロジェクトでの受賞者の

リストは DOE のプレスリリース注1で、また 100 のすべての受賞者のリストは「R＆D マ

ガジン」のウェブサイト注2で見ることが出来る。 
 
再生可能エネルギー関係（受賞数 3） 

100 選のうち再生可能エネルギーに関して DOE は 3 つを受賞した。その 1 つはローレ

ンスバークレー国立研究所(LBNL: Lawrence Berkeley National Laboratory)と Solexant
社が共同開発したナノクリスタル太陽電池で、５分の１にコストカットが期待できる。こ

の太陽電池は、小さな半導体粒子を採用している。この粒子は大量生産、液体中の分散、

および、安価な製造技術を用いた基板への塗布(による薄膜生成)が可能である。 
 

2 つめは、国立再生可能エネルギー研究所(NREL: The National Renewable Energy 
Laboratory)と SkyFuel 社が共同で受賞した「スカイトラフ(SkyTrough)」という、重い

ガラスの鏡に替えて軽量で全天候型の反射鏡材料

を使った放物線状の集光器である。この技術革新

は支持構造と太陽追尾システムの改善を可能にし、

設置コストを 35%削減した。スカイトラフ集光器

のようなパラボラトラフ（放物線状の凹面）は、

一般に集光型太陽発電システムの も高価な部分

である。 
 

集光型太陽発電システムのパラボラトラフ集光器のコスト削減を約束する、国立再生可能エネルギ

ー研究所でテスト中の「スカイトラフ」集光器。 
Credit: Pat Corkery 
                                                 
注1 http://www.energy.gov/news2009/7689.htm 
注2 http://www.rdmag.com/rd100home.aspx?CommonCount=0 
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3 つめは分類の難しい分野だが、パシフィック・ノースウェスト国立研究所(PNNL: Pacific 
Northwest National Laboratory)と Perpetua Power Source Technologies 社が受賞した 
「パワーパック（Perpetua Power Puck）」という、周囲の環境の温度差からの発電であ

る。このパワーパックは、従来の化学バッテリーに取って換わり、ダム、橋、およびパイ

プラインの構造の完全性を監視するような、遠隔部（リモートサイト）でのデータ収集に

使用可能である。 
 
各研究所のプレスリリースは下記を参照されたい。 

 LBNL: http://newscenter.lbl.gov/press-releases/2009/07/20/rd-100-award-2009/ 
  NREL: http://www.nrel.gov/news/press/2009/704.html 
  PNNL: http://www.pnl.gov/news/release.asp?id=384 
 
エネルギー効率関係 

オークリッジ国立研究所(ORNL: Oak Ridge National Laboratory)はエネルギー効率関

連技術で も多い 5 つの賞を獲得した。その 1 つが史上初の、耐火性の相変化材料で、建

物の壁や天井に組み込まれると蓄熱が可能になるというものである。 
 

 ORNL はまた、材料加工技術でも 2 つの賞を獲得した。1 つは材料の熱処理に使われ

るエネルギーを削減するために超電導磁石を使用する技術である。もう 1 つは、蒸着させ

る紙やプラスチックの回路基盤を過熱させないように、インクとフィルムを急速に高温に

加熱するために光パルスを使用するシステムである。  ORNL はさらに、高温での耐食

性があるステンレス鋼、および送電網におけるエネルギー損失を減らす改良型高温超電導

ケーブルを開発した。ORNL のプレスリリースは以下を参照のこと。 
 
http://www.ornl.gov/info/press_releases/get_press_release.cfm?ReleaseNumber=mr20
090720-00                                          

 
エネルギー効率に関しては他に 6 つの技術革新が「研究開発 100 選」に選ばれた。その

1 つはエームス(Ames)研究所、国立エネルギー技術研究所および Reaction Engineering 
International 社によるもので、高効率工業プラント設計のためのプロセス・シミュレータ

ーを全パートナーが共同で開発した。 
 
アルゴンヌ国立研究所(ANL: Argonne National Laboratory)はエネルギー効率に関す

る 2 つの賞を獲得した。1 つはエンジンのようなすべてのタイプの機械システムがより効

率的に運転可能となる滑らかなハードコーティングであり、もう 1 つは Envia Systems
社と共同開発した改良型リチウムイオンバッテリーである。 
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そして、サンディア国立研究所(SNL: Sandia National Laboratories)はエネルギー効率

に関して 3 つの賞を獲得した。1 つめは、今日の電力モジュールよりも電力損失を半分に

して電気を交流から直流に、あるいは反対に直流から交流に変換出来る電力モジュールで

ある。2 つめは、従来の電子的な方法よりも 100 分の 1 の電力消費での光学データ送信と

ルーティング（経路指定）を可能にする通信プラットフォーム。そして 3 つめは白金触媒

を生産するための革新的なナノテクノロジーで、燃料電池や太陽電池に使用される。 
 
各研究所のプレスリリースは次を参照のこと。 
Ames 研究所：http://www.ameslab.gov/final/News/2009rel/R&D100.html 
ANL：http://www.anl.gov/Media_Center/News/2009/news090720.html 
SNL：http://www.sandia.gov/news/resources/releases/2009/rd_2009.html 

 
 

翻訳 清水太郎 
 
出典 
http://www1.eere.energy.gov/vehiclesandfuels/news/news_detail.html?news_id=12676 
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