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【特集】  環境  

 

UNEP 環境技術展への NEDO 出展概要報告（インドネシア） 

 

NEDO 技術開発機構 ジャカルタ事務所 

山 田 史 子    

2 0 0 5 . 1 .12 
 

国連環境計画（UNEP）は、環境技術支援を含むキャパシティビルディング（履行能力構築支

援）をその礎石として位置づけ、途上国の開発計画に適合した環境政策、プログラム実施ならびに

国際的環境プログラムへの参画支援に努めてきた。1992年にリオ・デ・ジャネイロで開かれた「国

連環境開発会議（地球サミット）」での「アジェンダ 21」（同サミットで採択された「環境と開発

に関するリオ宣言」の行動計画）および2002年の「持続可能な開発に関する世界首脳会議（WSSD:

通称ヨハネスブルグ･サミット）」の結果を受け、地球規模の課題への取り組みの中でその役割をさ

らに発展させるべく、各国政府間のワーキンググループを設置（第1回会合は2004年6月ニュー

ヨークで開催）し、環境技術に係るキャパシティビルディングおよび受け入れ国のニーズに沿った

環境技術支援を主眼としたプログラム作りを目指し議論を重ねてきた。  

    

今般、その一環としてインドネシア（外務省、環境省のイニシアティブの下にナショナル・コミ

ッティーを設置）をホスト国に迎えUNEPの技術支援戦略計画のための関係国間ワーキンググル

ープ（UNEP High-Level Open Ended Intergovernmental Working Group on Strategic Plan for 
Technology Support）を約 100 カ国、300 名の参加を得て 12 月 1 日から 4 日まで開催し、サイ

ドイベントとして環境技術展（Environmental Technology Expo）がバリ島ジンバランにおいて

同時開催された。 

 

本件については、バリにおける同ワーキンググループ開催の構想がまとめられつつあった 2004
年6月にNEDOに対してもインドネシア国外務省からジャカルタ事務所を通し参加協力の依頼が

あり、開催期間中出展したので、以下にその概要を紹介する。 

 

同環境技術展では、国際会議との併催という点に鑑み出展者を厳選、入場資格も本会議の会期中

においては本会議出席者および事前に登録された関係者に限定された。 

会議場前に特別設置された展示場には 10 月 20 日の政権交代で新任となったラフマット・ウィ

トラール環境大臣、スジャドナン・パルノハディニングラット外務事務次官、スサント・ストヨ外

務省多国間関係第2（経済・財務・開発）総局長らインドネシア政府関係者、在インドネシア各国

大使館関係者およびUNEP評議員会会長、UNEP総裁ならびに同副総裁が訪れた。また各国代表
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団および環境関係マルチ・バイ機関からの本会議出席者も会議の合間の時間を利用し各ブースを訪

れ、熱心に質問する姿が見られた。 

 

NEDOとしては今回の出展を通し、NEDO事業ならびに日本における環境関連技術の紹介を行

い、インドネシアおよび各国からの参加者に紹介することにより、案件発掘の可能性および事業展

開に必要なネットワークを広げる機会とすることを目指した。 

 

展示の内容は、3R（Reduce, Reuse, Recycle）関連のケナフ建材や古紙利用発泡成形パルプ

ボード、ペットボトルリサイクル技術など 11事業に絞り、これら事業で確立された技術の紹介

と併せて、産学官の総力を結集して日本の産業技術およびエネルギー・環境技術の開発を推進する

中核機関としてのNEDOの役割について参加者に理解してもらえるよう努めた。 

 

本展示においては一般展示会とは異なり参加者の関心および目的意識が明確であったため、紹介

されているうち特定の技術に集中して質問し理解を深めようとする参加者も多く、これらの質問に

は環境技術開発部の松岡主研（3R 担当）が中心となって対応した。またインドネシアからの参加

者は3Rへの関心がかなり高く、自国での環境関連活動に日本の技術を導入・利用したいとの意欲

が伺えた。 

 

会期中2日目（12月2日）の夕方にはNEDOの組織・事業紹介および日本の3R政策ならびに

関連事業、活動の紹介が行われた。松岡主研によるプレゼンテーションの内容に関し、特にスサン

ト総局長を初めとするインドネシア外務省関係者からNEDOによる国内での事業、海外での取り

組みおよび事業スキーム、海外事務所の役割から個別の技術の内容等に至るまで多くの質問があり、

松岡主研およびジャカルタ事務所小林所長からの説明・回答を受けて熱心にメモを取る参加者の姿

も見られた。 

 

また質疑応答の 後にスサント総局長から、インドネシアでのNEDOジャカルタ事務所の活動

および取り組み姿勢について高く評価している旨の発言があり、ングラ(Ngurah)国連開発・経

済・環境局長（外務省において京都議定書関連を含めた環境分野を担当）から今後も協力関係を深

めて行きたいとの意向が示された。 

 

会期中 3 日目（12 月 3 日）、インドネシア政府および非同盟諸国南々技術協力センター

（Non-Aligned Movement Centre for South-South Technical Cooperation; NAM CSSTC）と

UNEP との間で途上国での環境保全に取り組みながら持続的開発活動を進めていく活動を共同で

推進する、との意向確認文書（Letter of Intent）が取り交わされた（署名者はインドネシア外務

省事務次官およびUNEP総裁。なお出席者の多くが12月6-17日に開催された国連気候変動枠組

条約第10回締約国会議(COP10)への出席も予定しており、本会議終了後アルゼンチンへ向かった

ことを付記させていただく）。 
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会期中 終日（12 月 4 日）には展示が一般公開され、バリ島を初めとするインドネシアの教育

研究機関ならびにNGO等から多くの参加者が会場を訪れた。 

 

UNEP では、今後、本ワーキンググループにおいて議論、強調された関係機関との連携による

協力内容の重複回避、受入国のニーズにあった技術移転、受入国のオーナーシップの重視等を念頭

にセミナー、経験・情報の交換および技術援助・普及等具体的なプログラムを推進していく考えで

あり、NEDO にとっても、今後の事業展開を進める上で同様の取り組みが必要であることを示唆

されたことは大いなる成果であると言えよう。 

以上

 

 

 
プレスコンファレンスに出席する外務省関係

者；中央左手がスサント総局長、右端がングラ

局長 
 

 
NEDO および３R についてプレゼンテーショ

ンを行う松岡主研と小林所長 
 
 

 
 

 
ゲストブックに記帳するアルカド・ンタガズワ

UNEP評議員会会長と小林所長、松岡主研 
 
 

 
NEDO ブースの紹介をする小林所長と、ラフ

マット環境大臣 
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【特集】製造技術  

MANUFUTURE―欧州製造業 2020 年の展望 

  
MANUFUTURE 2020 は欧州委員会が中心となり、研究機関、産業界のハイレベル･グルー

プによる EU 製造業の将来的な共通ビジョンへの提言をまとめたレポートである。本レポート

は下記Web サイトに公開されている。 
http://europa.eu.int/comm/research/industrial_technologies/pdf/manufuture_vision_en.pdf 

ここでは本レポートの概要を紹介する。 
 
欧州の製造業は EU 経済の一部として大きな可能性を持つが、その成功は製品･製法のたゆ

まぬ革新次第であり、民間企業の努力に加え、欧州委員会の取り組みを EU 加盟国、加盟候補

各国の取り組みと統合する必要がある。 
欧州では近年、製造業生産活動の低賃金経済への移行が進み、生産的雇用の損失が懸念され

ている。製造業部門の活性化は雇用機会を増やすだけでなく、産業変革を促進し、世界クラス

の製品やサービスが欧州内で調達可能になると考えられる。アイルランドやスペインの経済的

成功が主に製造業の急成長によるものとの認識から、製造業の活性化が重要課題となってきて

いる。 
 
MANUFUTURE イニシアチブの基盤となるのは、2000 年 3 月リスボン欧州理事会で提示

された「リスボン戦略」である。この戦略はEU を世界でも 強の知識集約型経済にすること

を目標に、経済･社会政策についての包括的な方向性を示している。｢リスボン戦略｣の目標を

達成するためには、一層複雑化する世界経済環境の中で、欧州産業の競争力を維持する必要が

あり、製造基盤の近代化や研究･技術革新の緊密な連携が重要となる。 
MANUFUTURE の使命は、研究と革新に基づく戦略を提案することである。現在主流であ

る資源集約型製造業の産業変革を促進し、高付加価値雇用を安定させ、世界的製造業生産高で

大きなシェアを占めることが可能になるような戦略が検討され、EU 全体での協調的な取り組

みを統率する戦略的な共通ビジョンが MANUFUTURE 2020 で提示された。 
 

MANUFUTURE のビジョンは、一つの視点、あるいは高度に専門化したアプローチではな

く、多くの人材や投資家を含めた知識コミュニティを統合し、製造業界の利益以外の環境や社

会的な目標を含めた多様な観点を組み合わせたアプローチ( multi-perspective approach )を採

用し、製造業の持続可能性と知識集約型労働文化を反映する新しいパラダイムを構築すること

が可能となる。新しいパラダイムで展開するビジネス･モデルに必要な点を次にまとめる。 
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・需要側と供給側の緊密な協働関係 
・新技術の効率的な製品化 
・知識共有の一般化 
・中小企業のネットワーク化 
・ 大限に効率化された作業手順と仕様の標準化 
・意思決定における社会･環境･経済的配慮 
・持続可能性を促進するサービス供給 
 
新パラダイムでは、「製造( manufacturing )」という言葉の広義の意味は、創造･生産･流通･

廃棄製品の処理といった全体的なサイクルを含む統合システムとなり、消費者･ユーザーが主

体となる革新的なシステムが実現する。従来の、研究―開発―デザイン―製造―組み立てとい

う直線的アプローチではなく、グローバルな需要を満たし、製品化までに要する時間を短縮で

きるような、あらゆる分野での同時的な活動となる。ネットワーク化された知識集約型企業の

発展には、特に情報通信技術(ICT)が重要となる。 
 

MANUFUTURE 2020 の提言は、産業変革の促進、雇用の安定化と付加価値化、世界的な

製造業生産高の可能な限りのシェアを確実にするためには、研究と革新に基づいた欧州製造業

戦略の構築と実施が必要であると強調している。主要な結論は以下の 4 点に集約される。 
 
(1) サービス産業依存型経済は長期的に生き残れない 
 製造業の直接雇用の損失は、サービス関連製造業および一般的サービス産業の雇用増加によ

って補填され、サービス産業への経済的依存が顕著となってきている。しかし、競争力のある

製造業が無くては、顧客の期待に応えるサービスの品質向上は達成されず、サービス産業に対

する信用を維持できない。 
 
(2) 産業的変革は絶対必要 
グローバル競争に勝ち抜くために、また環境･社会の問題に対応するためにも、各国の協調

的な取り組みによって、欧州製造業を資源集約型から知識集約型へ、世界市場での技術的･生

産量のリーダーシップを達成･維持できる革新的な産業部門への転換が必要となる。 
 
(3) 製造業の新しいアプローチ(革新的生産)が必要 
製造業の伝統的構造は、土地･労働力･資本を基礎に成り立っている。今後は、知識と資本に

基づく「革新的生産」構造に移行する必要がある。構造変革には、知識の獲得･配置･保護･蓄

積へ持続的な姿勢が必要となる。 
 

(4) 競争力のある研究開発システムは複数要因によって作られる 
知識主導型経済には、競争力のある研究開発システム、知識生成･革新の新アプローチ、教

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
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育･訓練の基本構想の調整、アクセスしやすい研究技術開発･革新基盤(インフラ)の整備、新し

い社会的ニーズと高齢化社会の需要に対応する解決策確立等が必要となる。 
 

 MANUFUTURE 2020 では、まず今日の欧州製造業界の長所･短所を総括し産業変革の必要

性を説明、引き続き MANUFUTURE のアプローチによって製造業界が経験する変化、産業変

革推進に向けての戦略について説明されている。以下、その内容を紹介する。 
 
1. 欧州製造業の現在 

 
EU には 2600 万の企業が存在し、その中で製造業は約 10%の 250 万社、その 99%が中小企

業である。製造業は EU の GNP の約 22%を占めている。 
欧州は多くの部門で主導的な立場にあるが、現在、２つの課題に直面している。まず、特に

ハイテク部門で他の先進国と競合関係にあること、次に、伝統的な製造業においては、低賃金

経済圏の台頭が著しいことである。 
  
欧州の長所と短所を以下にまとめる。 

長所 
・産業の多くの分野が近代的で競争力がある。 
・ 先端の研究が加盟国どこからでも利用可能。科学分野で優れている。 
・ビジネスの 99%は中小企業で、柔軟性･敏捷性･革新的精神･企業家精神に優れている。 
・持続可能性を考慮した環境保護、クリーン技術、環境に配慮した生産プロセスへの多額な投

資が製造業と消費の新パラダイムになっている。 
・加盟国間の歴史的･文化的相違が視点と技術の多様性となり、協調することで新しい解決策

を生み出せる。 
短所 
・近年、生産性において米国よりも低いレベルとなっている。情報通信技術分野、新技術分野

への投資が少なく生産性向上に至っていない。 
・革新活動が弱すぎる。新しいアイデアは豊富だが、それらの新製品･新製法への転換がうま

く行われていない。産業分析によれば、欧州で展開する製造業者のフレームワーク条件が原

因であると指摘されている。 
 

以上のような欧州の長所を活かし短所を克服して、成長のチャンスとするために必要なこと

は、1) 研究と革新への持続的投資、2) 労働コストの問題をクリアするための、工場のオート

メーション化と生産性の向上、3) 知的財産の保護、4) 革新･企業家精神を刺激するフレームワ

ーク条件の確立、5) 高付加価値製品による市場戦略への移行を支援する革新的技術の向上、等

である。 
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2. MANUFUTURE のアプローチ 

 
予測される製造業界の劇的な変化に対応するために、MANUFUTURE は研究指向的戦略を

推進する。研究指向的戦略は、製造業の科学･技術を基盤とした成長を推奨し、グローバルな

競争力の発展、持続可能な成長、高付加価値雇用をサポートする。 
製造業は地域的ニーズに応える段階から、グローバルな需要に柔軟に対応できる生産パター

ンの段階に進んでいる。この流れに沿って、生産概念と開発のタイムスケールが長期から短期

へと移行し、 終的にはリアル･タイムに近い対応となりつつある。 
また、製造業はより一層サービス集約型になる可能性がある。サービス指向と高まる消費者

の期待が、サービス要素自体と同様に、競争力のある生産組織、価値連鎖管理、顧客関係にと

って重要な要因となるだろう。 
 

Figure 1: MANUFUTURE のシナリオ 

新しい市場 

 

現在の市場 

 

新しい製品 

 

現在の製品 

 

① 集権的生産、現地生産 

② 分散生産、グローバル市場 

③ 新技術でのリーダーシップ 

④ 戦略的革新のための 

      新ビジネスモデルと新技術 

 

③ 

 
② 

 

① 

 

④ 

 

  
新しい状況への適応方法は、Figure 1.のように、4 つの方向( シナリオ )がある。シナリオ 1

は、企業がマス･カスタマイゼーション、高品質、短期間での商品化によって競争上の優位性

を獲得しようと努力している現状を表す。しかし、短期間の優位性にのみ集中していると、長

期的な競争力を失うことになる。研究集約型企業でない場合は、明らかにシナリオ 2 に進む必

要がある。シナリオ 2 では、生産がグローバル化した市場で多くの選択肢を享受する消費者の

需要と適合する。これは、すき間産業にも大量の顧客基盤を持つ産業にも適用できる。 
研究集約型組織は、既に、新しい製品を刷新する手段として、技術的リーダーシップ( シナ

リオ 3 )に向けて動き出している。しかし、革新技術から 大限の利益を得るためには、技術的

アプローチと新しい市場状況への適応を組み合わせる必要がある。シナリオ 4 は長期的･ハイ

リスクの投資が必要となるため、特に中小企業にとってはチャレンジとなる。しかし、短期主

義( short-termism )やいつも通りの仕事( business as usual )を続けていては、リスクはもっと

高くなる。 
 

EU 各国の出発点は同じではない。異なる要求事項に中期的に対応するためには、断続的な

進歩を目指す研究活動と、画期的な技術革新を目的とする研究活動とのバランスを保つことが

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート947号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/947/
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重要である。長期的には、共同研究への支援の比重を革新的進展の達成を目標とするイニシア

チブに移行しなくてはならない。EU 製造業部門が生き残り、今後 20 年間繁栄するためには、

組織は従来のやり方に劇的、破壊的な変化をもたらす新しいシナリオに順応しなくてはならな

い。 
 
製造業界が経験するであろう変化は、次の 6 点にまとめることができる。 

 
(1) 資源に基づく製造業から知識に基づく製造業へ 
 生産コストだけの競争を避けるために、欧州製造業は高付加価値製品と技術に一層集中する

必要がある。高付加価値製品や技術は、世界的な顧客のニーズ、製品満足度だけでなく、環境

や社会的期待を満たす幅広いサービスを提供できる。知識集約型製造は材料とエネルギーの経

済的な使用を可能にする。また、顧客の本当のニーズに応えるサービスを盛り込んだインテリ

ジェント･デバイスの生産が可能となる。未来の消費者は、車を買うのではなく機動性を、ボ

イラーではなく家の快適性を購入するのである。 
 
 持続する競争力を確かなものにするために、生産調査は製造の基本的プロセスの革新的転換

に焦点を合わせ、プロセスが順応型、デジタル化、ネットワーク化、知識集約型となる必要が

ある。 
 
順応型とは、操作環境での変化に自動的に対応可能なこと。現存する限界を革新的なプロセ

スの統合で乗り越え、全く新しい製造関連方法への転換が必要となる。 
 
デジタル化は、幅広いプランニング･ツール、ソフトウェア、情報通信技術を活用し、新し

い技術を製造プロセスの設計と運用に統合することである。複雑な生産のモデリングやプレゼ

ンテーション･ツールを使って、全建築物、資源、機械類、システム類、設備等を含めた全工

場の仮想「デジタル工場」を作成すれば、必要な情報をシミュレーションで獲得でき、新しい

施設導入の時間とコストを劇的に削減することができる。 
 

 ネットワーク化は企業や国を超えた操業を可能にする。また、生産プロセスを動的な協同製

造と付加価値的なネットワークに統合できる。製造過程で必要な識別･認証方法の決定と、必

要なプロセスと情報通信技術システムの特定が課題である。 
 
 知識集約型とは、特定の生産資源とプロセスを 適化するために知識を利用するだけでなく、

知識プラットフォーム( knowledge platform )と能力ネットワーク( competence network )を
使って獲得した知識を他分野へ移転できること。企業間ネットワークの新しい可能性を実現す

る方法、あるいは、変化の多い環境での迅速な対応を可能にする唯一の方法は、製造に関わる

あらゆる分野からの知識が統合され、製造ネットワークから製造システムの個々の構成要素を
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連結することである。 
 
(2) 直線性から複雑性へ 
 予見される製造プロセスの変化に適応するために、企業は組織的構造を再検討する必要があ

る。生産とプロセス更新という従来の直線的アプローチではなく、相互に関連する全局面に同

時に取り組む「生産工学」の戦略へ転換しなくてはならない。 
欧州にとって、伝統的な製造業分野での専門性を維持し、伝統的製造方法についての知識に

投資することも重要である。新技術は伝統技術の強力な知識を基礎にしてこそ発展できるから

である。しかし、知識集約型製造業への円滑で効率的な転換への取り組みは依然必要である。

例えばアジアのような低賃金、低コスト生産との競合関係の中で欧州の製造業の基盤はどのよ

うに変貌できるのか明確に理解する必要もある。 
 規模の経済から利益を得る単一大量生産工場へのこれ以上の投資は意味がない。知識集約型

製造業への転換には、供給側の並列ネットワークを活用し、変化する需要にタイムリーに対応

する製品を的確に製造する技術を集約可能な、柔軟性のある企業が必要である。 
 ｢製造｣への統合的アプローチは、設計、生産、物流、サービスに同時に価値を付加するという

新しい概念であり、水平的な実現技術に裏打ちされた新しい知識を全ての製造段階に組み込むも

のである。その結果、欧州内での付加価値を高め、雇用機会を増やすことになる。この新しい概

念を理解し、実施することは産業にとって非常に重要である。 
 
(3) 個人競争から組織的競争へ 
会社がそれぞれ単独で動いても、根本的な変革を必要とする大きな課題に対応することはできな

い。また、国家レベルで見ても、必要な人材や財源に問題を抱えることになるために、協力が絶対

不可欠なのである。研究成果の排他的所有権をめぐる個人間の争いは感心しない。製造システム全

体での知識の共有とネットワーク化が、公正な知的財産権規定と共に、欧州全体として競争力を獲

得するための合理的な方法なのである。 
 今後のビジネスの成功に必要となるのは、1) 地域センターや分散型仮想機関を活用するマル

チスケールネットワークでの研究開発への集中、2) 技術･品質･持続可能性のグローバル･スタ

ンダードとの協調、3) 標準的な情報通信技術インターフェイスの適用、4) 新しいビジネスモ

デルを採用しているヴァーチャル・エンジニアリングやヴァーチャル・製造パートナーが構築

するオープンネットワークへの参加である。 
 
(4) 単一分野から複合分野へ 
一つの技術を中心とする技術革新過程は多専門分野に渡る技術革新に取って代わられるだ

ろう。中期的に見ると、3 つの も革新的な産業分野、マイクロエレクトロニクス、ナノテク

ノロジー、バイオテクノロジーの収斂が主に付加価値を作ることになる。 
 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート947号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/947/
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(5) マクロからマイクロ、さらにナノスケールへ 
 エレクトロニクスとバイオテクノロジー産業は、材料設計と生産プロセスにおける巧みな操

作で既に前進している。装置サイズの縮小化は、知識集約型材料によって提供される付加機能

と共に、資源の節約となる。しかし、この縮小化がナノスケールに近づくと、従来の技術では

物理的限界に達しようとしている。次の段階に進むためには、画期的な研究が必要である。 
 
(6) トップダウン生産からボトムアップ生産へ 
恐らく、20~50 年以上もの長期的なタイムスケールで考えると、自然を再現する問題が解決

され、今日のトップダウン方法から、原子や分子一つ一つのボトムアップ操作への移行が可能

になるだろうと期待されている。 
これまでにない知的多機能を有するハイブリッド有機物・無機物の組み合わせによって、ナ

ノスケールの構造化に依存する特性をもつ材料の全く新しい活用方法が見つかるだろう。例え

ば、色の変化や電気抵抗の変化によって、疲労や過重積載を自己診断する合金が建造物に使用

されると、予防保守の必要性を削減することができるようになる。 
 
産業の革新的変換は長期的に取り組まなくてはならないが、成熟した製造業分野での欧州各

国の競争力を維持することも保証する必要がある。成熟した製造業分野では、劇的な技術革新

や新しい特許等がもはや牽引役とはならず、むしろ持続的成長と新技術の漸進的適用が重要と

なり、無駄のない管理方法や、熟知されているが十分に活用されていない原理を使って競争力

を確保することが必要となる。 
 
3. 成功のための環境作り 

 
競争力のある持続可能な製造業への変革は、成功する環境を整備する必要がある。以下にそ

のポイントをまとめる。 
 

革新の奨励 
適切な財政奨励や支援がなくては、投資回収が不明確な長期的イニシアチブのリスクを負う

ことに伝統的な産業は躊躇するため、強力な統率が必要となる。政治指導者たちは、個人や企

業のモチベーションとなるフレームワークの条件を率先して確立しなくてはならない。欧州、

国家、地域、民間の各レベルで、特に、知的財産権、規格の調整、意欲のある企業への資金調

達に関して、法的、規制的環境の合理化･簡素化の視点を持ち、協調的で統合的な取り組みが

重要となる。コミュニティ・リサーチに産業パートナーが関与することも持続的な成功の要因

であり、新規事業と技術移転センターが飛躍的進歩や伝統的製造業イメージの変化に貢献する

ことになる。 
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社会問題への取り組み 

2015~2020 年の製造業界は、新しい社会的ニーズや高齢化社会の需要に対する解決策を提供

する責任を問われる。労働力供給に関しては、製造と研究部門の現役層の引退と全く新しい技

術を持つ労働力の必要性が問題となるだろう。 
持続可能な経済の創生には、倫理、健康、安全に関する問題が優先事項となる。例えば、遺

伝子組み換え食品や幹細胞研究に関する 近の議論では、科学と新技術の活用には倫理的な懸

念に配慮する必要性が強調されている。 
環境・安全規制の強化は明らかに製造業の変化につながり、省エネルギー、資源保全、クリ

ーン技術適用を促進することになる。研究の役割は、競争力の優位性を失わずに新しい要求事

項を満たすことができる材料、製法、技術を提供することである。 
様々な取り組みは、「リスボン戦略」に合わせて、欧州製造業の重要性に対する一般の意識

を高めるものとなるべきである。自主規制の中で、洗練された豊かなライフスタイルを享受す

るような持続可能な消費パターンに適合するよう、一般市民を教育することで技術のエコロジ

カルな使用が可能になる。 
 
知識生成の促進 
革新に価値を置くアプローチは知識生成を促進し、製造部門に知識による利益をもたらし、

大学、研究センター、知識集約型中小企業、製造企業など、産学コミュニティ間での緊密な協

力が相互の利益になることを、明確に認識する必要がある。新しいアプローチは、関係者間の

障壁を崩し、個々の研究者の専門性を適材適所に活用できる流動性を与えることで、相互作用

と並列的な革新を促進するものでなくてはならない。 
知識は「製品」として、特に知識集約型中小企業にとっては、より一層重要となる。研究成

果を共有する場合には、知的財産権を保護する新しいアプローチが必要となる。 
 
 知識集約型中小企業の機敏性と柔軟な構造は、製造企業との関係を保ち、研究開発機関のた

めの時間と資源を省くことができると同時に、国や国際的なプロジェクトの競合前研究の仕事

を請け負うことを可能にする。製造企業にとっては、いわゆる「知識」や「教育」工場である

大学や研究開発センターに直接関わる中小企業に専門的な仕事を任せ、自らは製造業の中核的

活動に専念することができる。また、知識集約型中小企業の持つ広範囲なネットワークは、

先端の知識と革新的サービスを求める製造企業にとっても価値がある。そして、知識集約型中

小企業は個人の成長や創造的な才能が強く刺激される肥沃な土壌を形成することにもなる。 
 知識集約型ではない多くの中小企業にも知識が利益となるように、製造業全体への知識の浸

透を促進する国や地域レベルでの対策も重要となる。 
 
教育とトレーニングの調整 
教育機関は、次世代「知識労働者」に必要な技術育成の教育とトレーニングを提供しなくて

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート947号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/947/
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はならない。知識労働者は技術的専門性と企業家精神を持ち合わせる必要がある。 
 教育カリキュラムの開発は、複雑化する産業・経済に追いつかず、新技術の急速な進歩にさ

え遅れをとっている。製造は大学の教室の中だけで取り扱えるテーマではない。教育を製造業

の現状に合わせることが欧州製造業教育の戦略的課題となる。そのためには、工場環境と教室

の統合が 良の方法だと考えられる。 
 研究者やエンジニアの流動性を促進することも重要である。高齢化社会などを考慮すると、

生涯教育も強調されるべきであり、産業と教育組織が戦略的に提携することが必要となる。労

働力の継続的トレーニングの確保は企業自身のためだけでなく、個人も自分の技術レベルを向

上させる機会として活用しなければならない。欧州製造業全体にこのトレーニングの枠組みが

整備されれば、EU 労働者の技術と能力が格段に向上することになる。 
 
インフラ整備 
 産業界、特に中小企業が新しい技術と組織的実践を迅速に、手頃なコストで展開するために

は、ネットワーク化したアクセス容易な研究技術開発革新( RTDI )基盤の開発を支援する必要

がある。 
 第 6 次フレームワーク計画は、拡張ネットワーキングを奨励するエクセレンス・ネットワー

ク( Network of Excellence )と統合プロジェクト( Integrated Projects )を通じて必要な資金を

提供し、幅広い協力を後押ししている。第 6 次フレームワーク計画の成果に基づき今後第 7 次

フレームワーク計画が策定される。第 6 次フレームワーク計画は、欧州産業繁栄のために 適

な環境を定義する貴重なアドバイスとしてMANUFUTURE の検討に貢献するだろう。 
 
4. MANUFUTURE の戦略 

 
このレポートで説明されている対策を実施すれば、欧州は世界クラスの研究を通して知識基

盤を拡大し、人生を豊かにする新製品と製品関連サービスの開発に研究成果を 大限に活用で

きる。2020 年までに、EU は製造における効率性、品質、持続可能性のグローバル・スタンダ

ードを設定することになるだろう。EU は地域内に 新の生産施設を整備すると共に、技術と

知的財産の所有権は維持しつつ、 先端の製法と資源を世界各地に輸出することになる。 
 
 MANUFUTURE の 終目標は、共通の理解を形成し、欧州製造業の未来のために 優先の

研究テーマを特定し、このテーマを EU の研究フレームワーク計画、ユーレカ計画のような欧

州イニシアチブ、および国家、地域プログラムに含めることである。 
 このような活動は、「MANUFUTURE プラットフォーム」の創設によって円滑になる。こ

のプラットフォームは、全ての投資家とそのニーズを統合し、製造業全体の問題に取り組む水

平的な特徴を持たなくてはならない。その主要な役割は、欧州製造業を 2 つのレベルで変革す

ることを目的とした研究技術開発・革新(RTDI)の取り組みを統率することである。2 つのレベ

ルとは MANUFUTURE ビジョンの確立とリスボン戦略の推進を目標とする政策レベルと、科
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学技術統合による相乗効果を 大限に活用する技術的アプローチを用いた業務計画レベルで

ある。技術的アプローチは、実施中、あるいは策定中の分野別プラットフォームが現在直面し

ている共通の問題や障害に注意を向けることから始めるべきである。 
 
 EU 全体を見ると、製造活動が多様であり、様々な関係者が関与し、国・地域毎にニーズに

大きな違いがあるため、一つの普遍的な解決策では問題は解決できない。よって、本レポート

に添付されている MANUFUTURE 戦略的研究アジェンダ(現在 EU サイトで準備中)は、以下

に基づく多様な観点を持つアプローチを想定している。 
・産学間で緊密に連携した知識共有型コミュニティの創造 
・ワールドクラスの研究開発インフラ構築 
・新しいビジネス･モデル、組織コンセプト、作業方法の採用 
・研究投資と企業家精神を奨励する良好な状態の経済･規制環境の確立 
・次世代知識労働者の生涯教育の必要性を反映した教育と訓練の再構築 
・科学の価値、知識集約型製造業で作られる働きがいのある就業機会、持続可能な生産･消費

パターンの重要性、等に対する市民意識の向上 
 

 戦略的研究アジェンダの目的は、投資家に情報を提供し、議論を奨励、合意見解に導くこと

である。また、MANUFUTURE のビジョンは長期的なものであるが、実施の延期を正当化す

るものではない。数々の実施計画が戦略的研究アジェンダの段階的な発展と一致し、 適レベ

ルでの投資家と資源の動員を目的とするよう、今後、数々の実施計画が策定されることになる

だろう。 
以上 

 (出所) 
http://europa.eu.int/comm/research/industrial_technologies/manufuture/documents_en.html 
http://europa.eu.int/comm/research/industrial_technologies/pdf/manufuture_vision_en.pdf  

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート947号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/947/
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【新エネルギー】 
 

米国各州で急増する再生可能エネルギー支援プロジェクト 
 

米国立ローレンスバークレイ研究所（LBL）の新しいレポート（注１）によれば、国内

における再生可能エネルギーの普及過程を追跡したところ、各州当局が関連プロジェ

クトへの投資を増加していることが分かった。 
 
 現在までに 9 つの州が 163 の「大規模」プロジェクトを実施し、3 億 4,500 万ドル

以上の支援を行ってきた。その規模は合計 2,288MW 以上となっており、80 万世帯分

の電力を十分まかなうことができる。風力・バイオマス・地熱発電を含んだ再生可能

エネルギーの場合、1MW 以上のプロジェクトを「大規模」と定義している。 
 
 この研究は、LBL 環境エネルギー技術部門の Mark Bolinger 氏、Ryan Wiser 氏、

Garret Fitzgerald 氏が主導し、クリーンエネルギー州連合（CESA：Clean Energy 
States Alliance）（注 2）との連携で実施された。CESA は新しい非営利の州連合で、ク

リーンエネルギー基金の大半がこれに参画している。 
 
 クリーンエネルギー基金は 14 の州で設立されている。通常は一般消費者が支払う電

気料金に少額の上乗せをすることにより、再生可能エネルギー技術の発展と商業化を

促進しており、合計金額は年間 3 億ドル以上となっている。各州は、本研究の対象で

ある大規模プロジェクトへの直接支援に加え、消費者の敷地内に設置される小規模の

太陽熱発電設備等、分散型の再生可能エネルギー発電プロジェクトに対しても、重要

な支援を行っている。また、関連する市場と商業活動についても同様である。 
 
 「このような早期の取り組みによって、各州のクリーンエネルギー基金は、今後数

年間の再生可能エネルギー発展に関して、強力なけん引車としての位置を占めること

になった。」と Bolinger 氏は述べる。LBL の研究チームはこれらの基金の多くに、直

接または CESA 経由で分析・評価サポートを提供している。 
 
 各州当局はクリーンエネルギー基金とその他の政策を通して、再生可能エネルギー

市場の構築に係る重要な役割を担ってきた。大規模プロジェクトへの支援は 1998 年以

降堅調に増加している。出資対象となる再生可能エネルギーの新規設備合計 2,288MW
のうち、707MW 分がこれまでに建設済みで、残る 1,500MW 余は建設中である。 
 
 Wiser 氏は次のように述べる。「開発過程において予見不可能な困難があること、ま
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た、風力発電の優遇税制措置が 9 ヶ月間失効していたことなどが、プロジェクトの未

処理分にある程度反映されている。しかし、再生可能エネルギーの堅調な上昇傾向は

今後も続くだろう。」 
 
最大規模の基金はカリフォルニア州 
 レポートによれば、カリフォルニア州が 大規模の基金を設立しており、現在まで

の出資金額・発電設備規模合計の半分以上を占める。他の州においても、再生可能エ

ネルギー支援プログラムは重要であり、 近はカリフォルニア州の出資金額を上回る

ケースもある。大規模プロジェクトとして も好まれている技術は風力発電で、出資

金額全体のおよそ 60パーセント、発電設備の規模では全体の 80パーセントを占める。

LBL の本研究対象には含まれていないが、太陽熱発電も、各州基金の主要なターゲッ

トである。 
 
 より独創性のある資金調達の手法も報告されている。多くの州がプロジェクトを支

援するため、発電量を基準とした奨励金制度を効果的に継続している。その一方で、「革

新的な奨励金制度を利用する州が増えてきている。」と CESA 事務局長の Lewis 
Milford 氏は述べる。 
 例えば、劣後ローン借入による資金調達や価格保険等、資本市場に倣った手法を活

用する州もある。これは、特定の購買者との間で電力販売の長期契約を結べない場合

に収益性のリスクを緩和するものである。  
 
 分析を進めるために、レポートを執筆した研究者たちは新たに一般公開されたデー

タベースを使用した。このデータベースは、CESA の加盟各州が出資する再生可能エ

ネルギー大規模プロジェクトの情報を、もれなく追跡できるように設計されている。 
 
 CESA の調査対象は次各州である。：カリフォルニア、ニューヨーク、ペンシルバニ

ア、ミネソタ、イリノイ、マサチューセッツ、ニュージャージー、オレゴン、ロード

アイランド 
以上 

翻訳：千葉 朗子 
（出典：http://www.lbl.gov/Science-Articles/Archive/sb/Nov-2004/06-state-supported-energy.html） 
 
（注1）レポート名”The Impact of State Clean Energy Fund Support for Utility-Scale Renewable 

Energy Projects”（http://eetd.lbl.gov/ea/ems/cases/EMP_case.htmlからレポートとデータベ

ースのダウンロード可能） 
（注2）CESA のウェブサイト参照先：http://www.cleanenergystates.org/ 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート947号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/947/
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【新エネルギー】 
 

ENEL がスロバキア HSE の株式 66%を取得（イタリア） 

 
ENEL は数ヶ月前から 66%民営化されることになっていたスロバキア共和国の電力

公社、Holding Slovenske Elektrarne（HSE）購入に照準を合わしていたが、2004 年

11 月 12 日スロバキア共和国の首都ブラチスラバにおいて、遂に HSE と同社購入のた

めの合意を結んだ。 
 

1.イタリア企業の国外原発市場進出の背景 
1986 年のチェルノブイル原発事故に伴い、1987 年の国民投票によってイタリアは

国内の原発を全面的に閉鎖したが、電力不足や原油の高騰による電力料の値上げ等の

問題が起こる度に、原発復帰の声が上がるのが常である｡ 
昨今の極端な原油価格の高騰により、いつもの如くこの度も原発復帰の声が、与党

の政治家や産業連盟を中心に高々と上がった。 
原発復帰を唱える理由の１つに、イタリアの電力輸入の増大が取り上げられる。特

にイタリアは、原発に反対していながら原発で生産された電力をフランスやスイスか

ら輸入していること、しかもイタリアとの国境近くにある原発で生産された電力をイ

タリアが輸入していると言う“矛盾”が取り沙汰される。 
とはいえ、2004 年 7 月末に承認された『イタリアのエネルギー政策再編成法（マル

ツァーノ法）』は、「イタリアの電力生産企業は生産された電力をイタリアに輸出する

目的で、国外において外国企業と共に発電所を建設、運営することが出来る」ことを

認める他、SOGIN 社（注）の活動と権力範囲を増大させたため、同社は原発問題に関わ

るコンサルタント、研究、サポートの他、一般的環境問題におけるサポートも出来る

ようになった｡ 
（注）Societa’ Gestione Impianti Nucleari Spa /原子力設備管理株式会社｡ 

原発の撤去、放射性廃棄物の管理問題の解決を課題に、1999 年 11 月に ENEL
から分離した財務省保有の機関｡ 

 
この結果、今やイタリア企業は国外の原発活動のために外国企業と提携を繰り広げ

るようになり、特に ENEL は 66％が民営化されることになっているスロバキア共和国

の電力公社 HSE 購入に照準を合わせてきた。 
一方 SOGIN 社は、伊企業 ANSALDO 社、DUFERCO 社、FINCANTIERI 社とと

もに、ロシアの古い原子力潜水艦の解体と撤去、ロシア(Beloyarsk と Bilibino)、アル

メニア（Medzanmor）、ウクライナ（Khmelnitsky）、カザフスタン（Aktau）の原発

の西洋スタンダード化改善入札を獲得している。更にまた SOGIN 社（55％）は、ス

ペインの IBERDROLA 社（45％）とともにロシア北西部コラ半島の原発のための技
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術サポートの入札も獲得している。 
 

2.HSE の取得 
ENEL と HSE の合意は、スロバキアの関係当局による 終認可を必要とするために、

11 月 12 日時点においては合意のみで契約書署名には至らなかった。しかしながらその

後、スロバキア関係当局は HSE 売却に関わる 終審査を終了させ、2004 年 12 月 8 日

スロバキア政府の PAVOL RUSKO 経済相は、ENEL の HSE 購入を正式に認可したこ

とを発表した。  
発表によると ENEL の同社株取得額は 8 億 4,000 万ユーロで、この結果同社の株主

構成は ENEL66%、スロバキア政府 34%になる。 
HSE 売却告示は 2 年前から開始されたが、入札に参加した国外企業の当初の入札価

格は大変低く、今回の ENEL の落札に至るまでの経過は相当紆余曲折したものであっ

た。 
ENEL とともに 後まで入札競争に参加していた企業に、入札価格 6 億 9,000 万ユ

ーロを提出したチェコの CES 社と、5 億 4,700 万ユーロの入札価格を提出したロシア

の Inter Rao 社がいたが、ENEL は問題無く両社を負かした。 
  

HSE は、スロバキア共和国の電力市場シェアの 85%を占める、同国 大の電力会社

である。発電所の総出力は 7,000MW で、その内の 3 分の 1 は原子力発電所（3 基、総

出力 2,640MW）である。3 分の 2 は火力発電所（2 基）と数多くの水力発電所（34 基）

で構成されている。従業員は約 1 万人いる。 
2003 年の純利益は約 3 億 2,000 万ユーロあり、東欧においては非常に有望な電力会

社である。 
 

ENEL はイタリアの SOGIN 社とともに、購入したスロバキアの原発を近代化させ運

営する。購入した原発の内の 2 基は、旧ソ連時代の技術による古くて使えない原発で、

スロバキア政府自身が直接同 2 基を閉鎖することになっている。この 2 基は ENEL 自

身がその建設を完成させる超近代的な新原発 2 基（出力 880MW）に取って代えられる

ことになっている。 
 

イタリア電力市場自由化に伴い、ENEL は同社の民営化を余儀なくされ、自社の発

電所を既に 15,000MW 売却しているが、今回のスロバキアの発電所購入によって同社

は売却した約半分の総出力に相当する 7,000MW を再獲得したことになる。 
今回の購入は、東欧における ENEL の存在を確固とさせ、また 1987 年の国民投票に

よって失われていた原発技術・知識を新たに回復させ、低コストによる電力供給を確保

させることを意味するものである。 
以上 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート947号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/947/
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【新エネルギー】 

 
動き出したドイツの地熱発電計画 

 
 ドイツではこれまで、地熱は熱供給源としてだけ活用されてきたが（現在の総出力

は約 6 万 kW）、2003 年 11 月にはじめて地熱発電施設が稼動した。地熱発電を開始し

た施設は、ドイツ北東部メクレンブルク・フォアポムメルン州ノイシュタット・グレ

ーヴェの施設。当初の計画より約 1 年遅れでの発電開始である。 
 

同施設は 1995 年に熱源供給施設として稼動したが、夏期の熱需要が少ないことから、

余った熱で発電することが当初から考えられていた。コスト上の問題から、地熱発電

計画はなかなか実現しなかったが、地熱によって発電された電力の買取りを推進する

再生可能エネルギー法が 2000 年 4 月に施行することになって、ようやく発電計画が

進行した。熱源供給施設には、当時で 1,800 万マルク投資されているが、今回、発電

のために 80 万ユーロが追加投資された。 
 ノイシュタット・グレーヴェの地熱発電は、熱需要の少ない夏期に 高 230kW の出

力で発電し、熱の需要の高い冬期は熱源供給を優先させるため発電は停止される。年

間の発電量は、140 万～160 万 kWh であり、発電の立ち上げ時と停止時にだけ職員が

立ち会い、それ以外はすべて自動運転されている。 
 ノイシュタット・グレーヴェの施設では、地下 2,250 メートルから塩分を含む熱水

（塩分：227g/l）が汲み上げられ（地熱流体）、活用後 2,335 メートルの地下深部に戻

される（還元熱水）。発電に利用される熱水は 71～98℃だが、この温度ではタービン

を回転させるだけの蒸気が発生しない。そのため、熱水は ORC（Organic Rankine 
Cycle）（注 1）発電システムに回され、蒸発器で加圧された有機作業媒体（常圧での沸点

は 31℃）を加熱・気化させ、蒸発した媒体ガス（約 75℃、4 バール）がタービンを回

転させて発電する。運転会社によると、施設で活用される塩水温度は、この種の目的

に利用されるものとしては世界で 低温度だという。 
  

ノイシュタット・グレーヴェでの地熱発電はまだ小規模なものだが、それに続いて

実現される施設としては、ドイツ南部バイエルン州のミュンヒェン近郊に位置するウ

ンターハッヒング（出力 540kW）や、南西部ラインラント・プファルツ州のオッフェ

ンバッハ（出力 5,000kW）（注 2）がある。 
ウンターハッヒングではボーリングの結果、2004 年 9 月末に予測通り、地下約 3,500

メートル地点に 120℃を超える熱水が発見された。湧出量は 1 秒当たり 150 リットル

である。オッフェンンバッハでは、地下約 2,800 メートル地点から約 150℃の熱水が

汲み上げられる予定で、2004 年末までに熱水を送出する坑井が完成する見込みだ。同

時に、発電所部分の設計も同時期に終了する予定で、その後ジーメンスの小会社によ

って発電所部分が建設される。 
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 いずれの施設も 2006 年から地熱発電が開始される予定となっており、方式としては

ORC または、アンモニアと水の混合媒体を利用する方式（「Kalina Cycle」と呼ばれ

る。）が使用される見込みである。なお、オッフェンバッハでは、Kalina Cycle の利用

が決定された。Kalina Cycle は、ロシア人エンジニア、アレキサンダー・カリーナ

（Alexander Kalina）が考案したもので、水とアンモニアの混合体を加圧・加熱して

気化させ、その蒸気によってタービンを回転させる。同方式では、温度が低い方が ORC
より作用効率が高い。設備コストは ORC に比べると高額だが、作用効率が高い分、

ORC より経済的になる可能性があるとされる。現在は、アイスランドのフセイヴィク

（Husavik）でしか利用されていない。 
  

ドイツ政府は 2002 年から将来投資事業の枠内で地熱利用を積極的に支援しており、

政府の推定では、今後 10 年から 15 年の間に全体で 100 万 kW 規模の地熱発電施設が

誕生するものと見込まれている。 
 

 なお現行の再生可能エネルギー法によると、地熱によって発電された電力の 低買

取り価格は、出力が 500kW 以下の施設で 15 セント／kWh、 
500kW 超，1 万 kW 以下の施設で 14 セント／kWh、 
1 万 kW 超，2 万 kW 以下の施設で 8.95 セント／kWh、 

2 万 kW 超の施設は、ドイツでは現在考えられていないが、7.16 セント／kWh とな

っている。 
以上 

 
（参考資料） 
・ターゲスシュピーゲル紙 2004 年 11 月 24 日 
・BINE 情報サービス、projektinfo 09/03 
・geoscience-online.de、Geothermale  Zukunft 
  www.o-o.de/inc/artikel_drucken.php?id=2488&a_flag=2 
・連邦環境省冊子、Geothermie – Enerige fuer die Zukunft、2004 年 9 月 
・www.erdwaerme-kraft.de 
・www.energieportal24.de/artikel_1066.htm 
・www.energieportal24.de/artikel_1107.htm 
（注 1）Rankine Cycle：蒸気エンジンの標準循環過程の１つ。断熱変化二つと等圧変

化二つからなる。Clausius Cycle ともいう。 
（注 2）正確にはオッフェンバッハ・アン・デア・クヴァイヒで、マンハイムの南部。

ヘッセン州フランクフルト・アム・マイン近郊のオッフェンバッハとは異な

る。 
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【環境】 
 

カナダにおけるハイブリッド機関車の開発 
 

カナダは 2002 年 12 月に京都議定書を批准した結果、2008 年から 2012 年の間に温

室効果ガス排出量を、1990 年と同レベルにすべく 6％削減することが義務付けられて

いる。これは、現在の排出量から 20～30％の削減を余儀なくされることを意味してお

り、そのため政府や企業はこれに対応した様々な手段を講じつつある。 
 その一つとして、温室効果ガスの発生を著しく減少させる機関車が、カナダ・ブリ

ティッシュコロンビア州バンクーバーの会社によって開発され、カナダ国内だけでな

くアメリカにおいても注目されている。 
 
温室効果ガス抑制に向けてハイブリッド機関車を開発 
 電化が行き届いている日本とは異なり、北米の鉄道はディーゼル油が鉄道の主要な

燃料であり、燃焼に伴って発生する二酸化炭素をはじめ種々の温室効果ガスの排出量

は相当な量に達している。温室効果ガス排出量で世界一のアメリカは京都議定書を批

准していないものの、アメリカ環境省はすべての機関車に対して、2005 年までに 1990
年代半ばの排出量の 3 分の 2 まで削減するよう義務付けており、カナダ政府も鉄道か

らの温室効果ガス排出量を、京都議定書の許す範囲まで削減すべきであるとの覚書を

発表している。現在北米の鉄道産業では、低コストで利益性が高く、しかも競争力の

あるガス排出削減法を見出そうと努力しているが、その中の一つとしてカナダ・ブリ

ティッシュコロンビア州バンクーバー市に本社を持つレールパワー・テクノロジー社

の技術が注目されている。 
 
 レールパワー・テクノロジー社は、主として入換え用に使われているディーゼル・

エレクトリック機関車（ディーゼル油を燃焼させて発電した電力で走る機関車；英語

では switcher という）が、絶えず走行や停止を繰り返すことから、機関車の中でも大

量の燃料を消費し、その結果大気汚染の元凶となっていることに注目した。しかも入

換え用機関車は、入換え作業中にエンジンを始動させたり停止させたりするのが面倒

なため、常時アイドリング状態にしておくことが多く、その結果 2,000 馬力の機関車

では年間 25,000 ガロン（１アメリカガロンは約 3.8 リットル）のディーゼル油を消費

し、5,000 トンもの汚染物質を大気中に放出しているといわれる。 
 もと鉄道会社のエンジニアだった同社のフランク・ドネリーさんたちのグループは、

入換え専用機関車を改良し、「グリーンゴート（緑のヤギ）」と名づけたハイブリッド

機関車を作り出した。この機関車は燃料消費が極めて少なく、その結果大気汚染も著

しく減少できるという利点を持っているために、多くの鉄道関係者の関心を集めてい

る。なおこの機関車は入換えだけでなく長距離の運搬用としても使用できるという。 
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ハイブリッド機関車は、ガソリン、電力、蓄電池の組み合わせで走る自動車である

ハイブリッドカーのトヨタ・プリウスやホンダ・インサイトと同じ考えに基づいて作

られている。すなわち、この機関車には 42 の棚に合計 6 万ポンド（1 ポンドは約 454
グラム）の鉛バッテリー336 個が搭載されてあり、これらのバッテリーは機関車のデ

ィーゼル発電機によって充電される。機関車の出力をいつディーゼル燃料から電気に

変換するべきかをモニターするデジタル制御系が備わっていて、自動的に切り換える

ことができる。これらのバッテリーは必要なときに 70～285 馬力のディーゼルエンジ

ンによって充電されるが、従来のディーゼル機関車に比べて消費燃料は少なく、総排

気ガス量は 85％減り、温室効果ガスは 50～80％も削減できるとのことである。ハイ

ブリット自動車の場合には、バッテリーは高エネルギーを必要とし、しかもその容積

は少なく重量も軽いことが必須であるのに対し、機関車の場合には重量の大きいこと

は逆にメリットとなる。（重いほど粘着係数（車輪とレールとの粘着）が大きくなり牽

引力が増す。） 
 
なお、レールパワー・テクノロジー社には、現在 2000 馬力の「グリーンゴート」と

小型で 1,000 馬力の「グリーンキッド」の 2 種類の機関車がある。ただし、この会社

は製造設備を持っておらず、機関車の改造は外部の会社に委託して行われている。 
 

「グリーンゴート」は、北米 大の鉄道会社の一つ、ユニオンパシフィック社にお

いて 16 ヶ月間にわたり試験が行われた結果、カリフォルニアは勿論、シカゴのような

寒冷地でも良い成績を示している。このほか、カナディアンナショナル・レールウエ

イ社によるサスカチェワン州での寒冷地試験、ロサンゼルスのパシフィックハーバ

ー・ライン、カリフォルニアのバーストー・マリンコープス、ロサンゼルスのバーリ

ントン・ノーザンサンタフェなどの鉄道でも現在試験が行われている。なお、「グリー

ンゴート」の重量は 26 万ポンド（従来型 26 万 7,000 ポンド、以下カッコ内は従来型

の機関車）、燃料容量 2,100 ガロン（同 2,600 ガロン）、1 台あたりの価格 45 万から 65
万 US ドル（同 100 万から 200 万 US ドル）、一日平均燃料消費量 18 ガロン（同 250
ガロン）で、燃料消費が著しく少ないことが分かる。 

一方小型の「グリーンキッド」は、カナダ・ブリティッシュコロンビア州サザンレ

ールウェイ、ロサンゼルスのシェブロンテキサコ社のエル・セグンド精錬工場、アイ

ダホにある大肥料企業アグリウムの工場、運送会社である CSX 社などで試験が繰り返

されている。 
 
レールパワー・テクノロジー社は 近、テキサス州排気ガス削減プログラムによる

政府資金の援助を受けたレールサーブ社からこのハイブリッド機関車 7 台の注文を受

けており、6 台の「グリーンキッド」と 1 台の「グリーンゴート」をテキサス州で建

造することになった。なおこの「テキサス州排気ガス削減プログラム」とは、大型ト

ラックや農耕機などからの排気ガス量を削減するために、年間 1 億 3,000 万 US ドル
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が政府から援助される補助金制度である。 
カナディアンナショナル・レールウエイ社が所有するカナック社（本社モントリオ

ール）もこのプログラムを通じて 2 台の「グリーンゴート」を購入したほか、今年度

内にニューヨークシティの都市交通などに更に 10 数台の機関車が販売される予定で

ある。現在、北米には大体 4,800 台の入換え用機関車があり、この他にも約 5,000 台

が鉱業、農業などの産業あるいは軍隊などで使われている。更に通勤用として 1,000
台、長距離運搬用として 4,000～5,000 台が走行しているとのことで、その市場規模は

メキシコ、欧州その他の地域を除いた北米だけでも 100 億ドルはある。 
 
なお、レールパワー・テクノロジー社の競争相手にはゼネラルモーターズ社がある。

カナダ・オンタリオ州ロンドンにある同社の電気運輸部門では、騒音や汚染物質を出

さない燃料電池機関車の開発を進めている。 
またペンシルバニア州エリーにあるゼネラルエレクトリック社の運輸システム部門

では、同様な装置についての実験が行われている。しかし未だ実用化には遠いようで

ある。 
 

レールパワー・テクノロジー社（RailPower Technologies Corp.）については、下記

URL を参照。 
www.railpower.com 
住所：50 Fell Ave., #202 North Vancouver, BC, Canada  V7P 3S2 

以上 
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【環境】 
 

画期的な技術が、酸性土壌に根付く（オーストラリア・日本） 
 

オーストラリア科学・工業研究機構（CSIRO）植物産業部（Plant Industry）と岡

山大学の研究チームは、世界で初めてアルミニウム耐性遺伝子をコムギから単離した。

これにより、オーストラリアでは 1 億ドル規模の土壌酸性化被害に対抗しうる作物の

開発が促進されるだろう。 
 
土壌酸性化の影響は世界の農耕地の 40 パーセント以上に及んでおり、アルミニウム

が自然溶出する際にデリケートな植物の根の成長を阻害するため、農業生産が制限さ

れてしまう。 
 
Manny Delhaize 博士と Peter Ryan 博士率いる CSIRO のチームが日本の共同研究

者と連携して単離したコムギの遺伝子は、植物細胞の通常の構成成分であるリンゴ酸

を根から放出させる。リンゴ酸はアルミニウムと結合して無毒性の物質を形成するの

で、根が阻害作用から保護される。 
 
「石灰の添加で酸性土壌を改良できるが、地中の深い場所を中和するには数十年か

かる。石灰と耐酸性作物・牧草を併用すれば、栄養素の浸出を防ぎ、土壌酸性化を効

果的にコントロールできる」と Ryan 博士は語る。 
 
「アルミニウム耐性遺伝子を持つ作物と牧草の品種はそれほど多くなく、オオムギもこ

の遺伝子を持たない。したがって、従来の品種改良で耐性を向上させることは不可能だ。

しかし、一つの遺伝子がアルミニウム耐性を担っている以上、遺伝子工学技術を用いて形

質を導入する方法が非常に有効である。」 
 
有効性を確認するため、研究チームは遺伝子工学技術を利用しアルミニウム耐性遺伝子

をオオムギに導入した。通常、オオムギはアルミニウムの毒性に非常に敏感である。 
 
Delhaize 博士は「実験対象のオオムギは、水耕培地と酸性土壌の両方で高レベルの

アルミニウム耐性を示した。」と述べる。 
 
CSIRO ではこの酸性土壌耐性を持つ遺伝子組換えオオムギを市場に出す予定がな

いが、この遺伝子はオオムギの標準的な品種改良試験において、アルミニウム耐性を

計測するための分子マーカーとして既に利用されている。 
 

「アルミニウム耐性を持つ遺伝子そのものが分子マーカーとなるため、品種改良の
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過程において耐性の形質を選別するための完璧なマーカーとして利用できる。遺伝子

組換ではない方法によって、酸性土壌へのオオムギの適応性を改善するものである。」 
 
この研究は岡山大学資源生物科学研究所と共同で行われた。詳細は 3 月に発行され

た「The Plant Journal」誌（注：Vol.37, Issue5／2004 年 3 月）と 10 月発行の「全米

科学アカデミー会報」（注：Vol.101,No.42／2004 年 10 月 19 日）に掲載されている。 
以上 

翻訳：千葉 朗子 
（出典：http://www.csiro.au/index.asp?type=mediaRelease&id=acidsoil&style=mediaRelease 

Copyright 2004, Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation.  
All rights reserved. Used with permission） 
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【環境】 
 

英国、EU 排出権取引の国内割当計画訂正版提出 
 

英国政府は 2004 年 10 月 27 日、EU 排出権取引（European Union Emissions 
Trading Scheme：EU ETS）の国内割当計画（National Allocation Plan：NAP）を

変更すると発表し、11 月 10 日欧州委員会へ提出した。 
英国政府は、3 月 31 日の提出期限に遅れ、4 月 30 日に欧州委員会に NAP を提出し

ていた。この NAP によって、英国に割り当てられる排出総量（2005～2007 年）、国

内排出源（設備単位）に対する排出量の計算法・配賦の方法、業種単位での排出量の

切り分け量を報告している。 
 
欧州委員会は、NAP を審査した結果、以下の条件付で英国案を承認した。 
・新規参入者（2004 年・第 1 期間 2005～2007 年に操業を開始する設備）の取扱い

について詳細を明らかにすること。 
・ジブラルタル（英領）の設備も含めること。 

 
これらの条件がクリアされれば、再度欧州委員会の審査を経ることなく、自動的に

承認されることになっている。 
10 月 27 日の変更点は、排出総量の訂正（4 月 NAP：736.3MtCO２⇒訂正：756.1 MtCO

２。19.8 MtCO２の増）である。EU ETS により取引の対象となる量はその中の 56.1 
MtCO２と見積もられている。 

 
今回排出総量を変えた理由は、以下のように説明されている。 
・石炭からガスへの燃料転換の影響の見直しを行ったため（転換により CO2 排出量

は抑制される。2004 年前期から影響が出始めた。） 
・電力需要の計画値を見直したため（4 月値より上方修正） 
・気候変動プログラム（2000 年より始めている温室効果ガス排出を抑制し、エネル

ギー効率を上昇させる政策。Climate Change Programme：CCP）の与えるイン

パクトの見積値を見直したため。これには、CCP と同目的で締結される業界団体

に対する協定（Climate Change Agreement：CCA）が決着したことも含まれる。 
 
総排出量は増加したものの、現状維持ケース（Business as Usual case：BAU case）

からの削減幅は大きく（4 月 BAU： 741.1MtCO２⇒訂正：797.6 MtCO２。削減幅 0.75%
⇒5.2%）、今なお英国は気候変動対策を主導していると主張している。 

英国政府は 4 月に NAP を提出した際に、割当排出量の数字は 1)策定中であるエネ

ルギー計画 2)2006 年をターゲットとする CCA 3)排出者からの証明されたデータの受

領 4)鉄鋼業での各種燃料の使用割合の大きな変更、次第で 終計画提出時に変更され
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得ると明言している。 
 

新規参入者の取扱いについて決定 
欧州委員会の指摘を受け、英国政府は 7 月 27 日、新規参入者・新規参入者に準ずる

参入者（2003 年に操業を開始した設備）・操業廃止者についての取扱い案を公表し、

意見徴収（Consultation）を行っていた。 
11 月 18 日、英国政府は意見徴収結果を踏まえた新規参入者等の取扱い（New 

Entrants, Closures and Auctioning：NECA）を公表した。 
 
主な内容は、以下の通り。 
・資格を持つ新規参入者（準ずるものも含む）は、新規参入者用として取り置いて

いた割当排出量（New Entry Reserve：NER）から無料で排出権を割り当てられ

る。 
・操業廃止者に割り当てられていた排出量については、廃止の翌年以降分を配賦し

ないものとする。 
・NER から割り当てられる資格取得のための条件 
・NER からの割り当てられる量の計算法 
・NER がなくなってから新規に参入する場合は、排出権を市場で購入しなくてはな

らない。 
 
2005 年 1 月 1 日から EU ETS が開始されることになっているが、これ以後の NAP

に関するスケジュールは以下のようになっている。 
1 月 5 日  業種毎・排出設備毎の割当量、NER の公表 
2 月 21 日 NAP 終案（総排出量変更・業種毎・排出設備毎の割当量、NER につ

いての欧州委員会の承認が得られることを条件として）決定 
 
EU ETS に対する英国政府の取組みの内容については、下記のウェブサイトから入

手できる。 
http://www.defra.gov.uk/environment/climatechange/trading/eu/index.htm#News 
http://www.dti.gov.uk/energy/sepn/euets.shtml#allocation 

 
以上 
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【産業技術】ライフサイエンス  

癌のパーソナル医療（米国） 

患者と薬剤をマッチング 

 
癌を治療する医師達は、肺癌患者への「パーソナル医療」が近々現実となる可能性

に久しぶりに心から興奮している。 
 
薬剤イレッサ(Iressa)が市場に出てから一年半が経つ。イレッサは肺癌患者の約 10%

には見事に作用するが、その他には効き目がない。その理由を誰も説明できなかった。 
 
昨春、イレッサの効果が現れた患者の多くが同じような遺伝子変異を持つことが、2

つの研究グループによって明らかになった。その後の研究で、近種の薬タルセバ

(Tarceva)でも同様のことが分かった。タルセバは現在、米国食品医薬品局の承認申請

中である。 
 
いくつかのケースに関しては、これらの薬剤の有効性を説明できるようになったこ

とで、患者の効果を予測することが将来的に可能となり、イレッサとタルセバから得

た知識を他の癌にも応用できるようになると期待されている。 
 
ほんの数ヶ月前、2 つの病院の研究所で、EGFR と言う遺伝子の変異を調べる検査

が始まった。現在までのところ、200 名弱の患者が検査を受け、今後 3～6 ヶ月以内に、

より広く利用されるようになるだろうと研究者達は推測している。 
 
「要は患者と薬剤を適切にマッチングするということである」と言うのは、薬剤グ

リベック(Gleevec)の開発者、オレゴン健康科学大学(ポートランド)のブライアン･ドゥ

ルカー氏。 
 
「私達は全ての選択肢が明らかになっていない過渡期にいるのである。しかし、患

者と薬剤をマッチングする時代はそう遠くない」と、ドュルカー氏。 
 
問題の一つは、全ての患者がきっちりと枠に収まるわけではないことである。そし

て、恐らく今後もそうはならないだろう。例えば、理由は不明だが、遺伝子変異が見

られなくてもイレッサの効果がある人もいる。研究者達は、これを説明する手がかり

となる遺伝子変異の探求を展開している。 
  
「EGFR 遺伝子変異のない腫瘍にもイレッサの効果が現れる理由を説明できる別の

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート947号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/947/
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遺伝子変異を探している。また、腫瘍のイレッサに対する耐性がなぜ、どのように生

じるようになるかについても検討している」と、マサチューセッツ総合病院 (ボスト

ン) のダニエル・ハーバー氏。 
 
ハーバー氏のマサチューセッツ総合病院での同僚であるトーマス・リンチ氏もイレ

ッサに関する研究を行っている。彼は初期治療として投与するイレッサの効果を予測

するために、患者の遺伝子変異を検査する臨床試験を行っている。イレッサは通常、

第一のオプションではなく、一般的には化学療法に効果がなかった肺癌患者へ投与さ

れるものである。 
 
イレッサとタルセバは比較的新しいクラスの薬剤、標的薬剤であり、癌細胞を特異

的に攻撃するように作られている点が従来の化学療法薬とは異なっている。健康な細

胞も癌細胞も一緒に殺してしまう化学療法薬と違い、標的薬剤は癌細胞のみを殺すと

考えられる。 
 
標的薬剤は癌に対する「特効薬」と考えられていたが、長所も短所も持ち合わせて

いた。 
 
イレッサは臨床試験でほとんどの人には効果がなかったが、少数の人には素晴らし

い、非の打ち所のない結果を示したため、2003年 5 月に米国食品医薬品局は承認した。 
 
イレッサは一般的な肺癌である非小細胞肺癌の患者用に認可された。米国では非小

細胞肺癌は癌の中でも致死率が も高く、毎年 140,000 人が死亡している。

AstraZeneca 社がイレッサを製造している。 
 
その後 1 年経ち、イレッサの一貫性のない成功の理由を解明する研究が開始された。 
 
ハーバード大学の 2 つの研究グループが、イレッサの効果があった患者となかった

患者の肺腫瘍の EGFR(Epidermal Growth Factor Receptor: 上皮細胞増殖因子受容

体)遺伝子の塩基配列を地道に解析した。効果のあった患者のほとんどに遺伝子変異が

見られたが、効果のなかった患者に変異は見られなかった。 
 
ハーバー、リンチ両氏はマサチューセッツ総合病院での研究に従事した研究者であ

る。もう一つの研究はダナファーバー癌研究所で行われた。 
 
「諸研究は大変な話題となった。癌治療の新しい標的を開発するためにゲノムを利

用しようとする者にとって、とても重要であり有望であった」と、米国立癌研究所癌
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ゲノム局のダニエラ･ゲルハルト氏は語る。 
 
患者にも評判となった。研究が発表された後、自分の腫瘍に遺伝子変異があるのか、

イレッサは自分に効くのか、という患者達からの問い合わせを研究者達は受けた。 
 
問題は研究者達には遺伝子を解析する時間や設備がないことだった。 
 
そこでハーバード大学医学部パートナーズ･ヘルスケア･センター遺伝学･ゲノミク

ス部門(HPCGG)が研究に参加することとなった。HPCGG は、DNA 解析装置を持つ

ハーバード大学との提携機関であり、マサチューセッツ総合病院とダナファーバー癌

研究所の医師達が「実費」で利用できる遺伝子検査法を開発した。 
 
この検査は 8 月に完成し実施された。同センターでは現在、1 ヶ月に 高で 50 件の

腫瘍を 1 件につき約 850 ドルで検査している。 
 
「この(EGFR 遺伝子変異)が発見され、比較的短期間で臨床試験を実施することが

できた」と言うのは HPCGG のランドール・メイソン氏。 
 
同時に、カリフォルニア州デュアーテのシティ・オブ・ホープ国立医療センターで

は、ハーバード大学での 2 つの研究から知見を得て、イレッサの遺伝子検査に関する

研究を開始した。こちらも 8 月に検査が準備でき、今日までに 14 件の検査を行ってい

る。大部分はシティ・オブ・ホープ病院の医師が行った。検査の結果が出るまで約 2
週間かかる。 

 
「これらの論文に私達はとても興奮し、データは有意義であると考えた。だから、

すぐさまこの遺伝子変異を調べる検査の開発を開始した」と言うのは、シティ･オブ･

ホープ医療センター研究室共同ディレクターであるユアン－セバスチャン・サルディ

バー氏。 
 
患者からもこの検査は要求されている、と彼は言う。例えば、2 人の患者がイレッ

サの副作用を懸念して、シティ・オブ・ホープ医療センターの医師に検査を要求した。

イレッサは時として間質性肺炎と呼ばれる致命的な肺炎を副作用として起こすことが

ある。 
 
「現段階で、イレッサ投与の決定にこの検査を使用すべきだ、と私達は主張してい

るのではない。しかし、この検査法は有益な診断ツールであり、治療方法を決定する

道具としての価値もあるだろう」と、サルディバー氏。 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
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この検査法に関して、現在、答えよりも疑問の方が多く提起され、広く利用できな

い状態である。誰が検査を受けるべきか？その情報はどのように利用されるべきなの

か？ 
 
残されている疑問点は、非喫煙者や女性などの特定グループの患者に遺伝子変異が

見られ、イレッサやタルセバが効果的である可能性が高いのは何故か、ということで

ある。ほとんどの肺癌患者が喫煙者である一方で、肺腫瘍の数パーセントは喫煙した

ことのない人々に発症し、しかも、イレッサが効果的に作用する傾向にある。 
 
このような疑問や、薬剤の効果が人によって違うのは何故か、などの問いに答える

ためには長い時間が必要だろう。しかし、適切な薬剤を適切な患者に投与するという

目的を医療が達成するためには、このような疑問点に答えることが重要となる。 
以上 

翻訳：御原 幸子 
( 出典: “Personalized Medicine in Cancer” at Genome News Network 
http://www.genomenewsnetwork.org/articles/2004/10/28/matchingpatients.php 
Copyright 2000-2004, Craig Venter Institute. Used with permission.) 
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【産業技術】ライフサイエンス  

免疫タンパク質と黒色腫患者の延命の関係を解明（米国） 

 
致命的な皮膚癌である黒色腫の転移を予防・遅延する免疫反応に関して、患者の免

疫細胞の表面に特殊なマーカーがある場合、延命率が高くなる可能性がある、とヴァ

ージニア大学ヘルス･システムの研究チームが報告した。研究成果は Cancer Research
誌 11 月 1 日号で発表され、電子版は http://cancerres.aacrjournals.org/で見ることが

できる。 
 
過去 10 年間のヴァージニア大学での実験臨床試験に参加した転移性悪性黒色腫患

者 52 名を調査したところ、免疫細胞表面上の特殊なマーカーの有無と患者の生存との

相関関係が認められた。患者の T リンパ球(腫瘍を殺す免疫細胞)がケモカイン受容体

CXCR3 という特定のタンパク質を持つと、患者の生存率は 50%高いことが判明した。 
 
病期Ⅲ期の転移性黒色腫患者にはこのタンパク質と生存率の相関関係は認められた

が、(所属リンパ節を越えた転移、内臓への転移が認められる)Ⅳ期の患者には認められ

なかった。これは黒色腫の早期発見･治療の重要性を強調している。 
 
「免疫学者は癌の転移性に注目し続けているが、この研究は、免疫細胞に腫瘍の見

つけ方を指示すると同時に、癌を攻撃する免疫細胞の『スイッチを入れる』ワクチン

の開発に役立つ新しいヒントを示している。これらを同時に行うと、将来、抗癌ワク

チンの有効性が向上するだろう」と言うのは、ヴァージニア大学ヘルス･システムの微

生物学助教授で、同大学ヒト免疫治療センター(HITC)研究員である、本研究の研究責

任者ディヴィド･W･マリンズ博士。 
 
このタイプのワクチンが意図することは、黒色腫に対抗する体内の免疫反応を活性

化することである。マリンズ博士は次のように説明している。従来、医師達は循環系

の中で行方が定まらないワクチンを使用してきたが、今では、CXCR3 のようなケモカ

イン受容体を持つ T 細胞を産み出す特定リンパ節を目標にワクチンを投与することが

可能となった。CXCR3 が腫瘍へ自動誘導することで、免疫細胞は腫瘍を見つけ出し、

殺すことができるのである。 
 
「初期の黒色腫にはワクチン接種が必要不可欠であること、腫瘍へ自動誘導するこ

とができる特定の T 細胞を誘発するワクチンが患者の生存率を大きく変える可能性が

あることなどを、このデータは示している」と本研究の共同著者、ヴァージニア大学

の健康評価科学部アイリーン･マリンズは述べた。 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
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例えば、肺病は手術が難しいため、手術の代わりにワクチンで治療し、患者を延命

させることができる」とディヴィド･マリンズ博士は言う。「T 細胞表面にある特定ケ

モカイン受容体の誘発という簡単なことで、生存率の向上が可能になるということは、

かなり意味深いことかもしれない。」 
 
研究所の科学者、臨床医、統計学者らによる協力など、ヴァージニア大学ヘルス･シ

ステムにある資源を独自に組み合わせることで、この発見は可能となった。ヴァージ

ニア大学ヒト免疫治療センターの組織編成は、数ヶ月、数年単位ではなく、数日で実

験室での基礎研究が病院での臨床研究へと移行可能であることを意味している、とデ

ィヴィド･マリンズ博士は強調した。「ヴァージニア大学では、この研究成果を活用し

て、臨床使用を目指したワクチンの開発へ早急に新たな目標を設定し直しているとこ

ろである」とマリンズ博士。 
 
昨年、ヴァージニア大学の手術科教授で HITC のディレクターであるクレッグ･スリ

ングラフ博士は、黒色腫ワクチンの臨床試験フェーズⅡで黒色腫治療にペプチドとい

う分子を使用したところ、患者の 75%から免疫反応が得られたことを報告した。この

ワクチンは腫瘍の緩解とも関係があった。 
以上 

翻訳：御原 幸子 
( 出典: http://www.healthsystem.virginia.edu/internet/news/Archives04/melanomavaccine.cfm 
Copyright 2004, By the Rector & Visitors of the University of Virginia. All rights reserved. Used 
with permission. ) 
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【産業技術】ライフサイエンス  

遺伝子組換え幹細胞を用いた抗癌治療用デリバリー･システム（米国） 

腫瘍に狙いを定め、薬物を運搬する新しい「細胞運搬法」 
 
腫瘍に照準を合わせ、支持組織の一部となる抗癌治療用のデリバリー･システムが、テキサス大

学M.D.アンダーソン癌センターで完成した。この新しい「細胞運搬法 (Cellular vehicle)」は薬剤

を直接癌細胞に噴出し無能にするが、健康な組織はそのままにする。 
 
National Cancer Institute誌に発表された研究は、ヒトへの適用も有望であることをマウス実

験で実証した。 
 
「この方法は、これまでの中で も効果的な自動誘導方法 (homing strategy) であり、今までに

試験されたウィルスを使ったどのデリバリー･システムよりもはるかに良い結果を示している」と

言うのは、血液・骨髄移植および白血病科のマイケル･アンドリーフ教授。「どこに腫瘍があろうと

も発見することができ、その一部になることができる細胞は注目するに値する。」 
 
この新しい方法は、自然に体の組織を再生するヒト間葉幹細胞 (MSC) を使用する。損傷した組

織が未分化の前駆細胞に信号を送ると、前駆細胞が損傷部分に移動し、修復を必要とするあらゆる

種類の組織―骨、脂肪、筋肉、軟骨組織、腱等に形を変える。 
 
腫瘍もこのような幹細胞に信号を送る「治癒しない傷」であり、腫瘍を構造的に支援し栄養を与

える間質組織、すなわち結合組織を形成するためにこの幹細胞が利用される、とアンドリーフ教授

は言う。「このような特別な幹細胞の助けを得て、腫瘍は常に自らの構造を改造している。」 
 
アンドリーフ教授と、同教授の研究室研究員で本研究の筆頭著者マツ･スタデニー医学博士、お

よびその他6名の研究者からなる研究グループは、MSCをひきつける腫瘍の能力を利用して、癌

に打ち勝つチャンスを得た。 
 
研究者達は、骨髄から少量の MSC を抽出し、新しいデリバリー･システムを開発した。採取し

たMSCは実験室で大量に培養された。抗癌作用のある特定の遺伝子を幹細胞に導入するためにウ

ィルスが使用された。遺伝子操作された間葉前駆細胞が静脈注射で体内に戻されると、何百もの前

駆細胞が信号を発する腫瘍に生着し、治療効果のある遺伝子を活性化する。 
 
多様な「搭載物」を運搬するために、研究チームは既に白血病以外にも、複数の固形癌でこのデ

リバリー･システムを試験している。しかし、今回の研究では、インターフェロンβを運ぶように
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遺伝子操作されたMSCが、ヒト乳癌やヒト黒色腫を移植されたマウスを治療できるかどうかに焦

点が当てられた。 
 
実験室試験では、インターフェロンβの癌の成長抑制作用は確認されているが、高濃度を投与す

る必要がある臨床的治療の場合には過剰な毒性と短命であることが問題となる、とアンドリーフ教

授。研究チームは、インターフェロンβを発現するように遺伝子操作されたMSCが直接癌細胞を

標的とした持続的効果をもたらすかどうかテストした。 
 
この 2 種類の癌それぞれに、次のような 3 グループのマウスで試験した。治療しないコントロ

ール･グループ、3 週間毎日インターフェロンβを皮下注射したグループ、週に 1 回 3 週間インタ

ーフェロンβを発現するように遺伝子操作されたMSCを静脈注射で投与したグループである。 
 
遺伝子操作されたMSCは、すぐに腫瘍間質組織に生着し、増殖した。この細胞は、また、長期

間に渡り薬剤を供給し続け、マウスの生存率は明らかに向上した。特に、MSCで乳癌を治療した

マウスは 60 日生存したのに対し、インターフェロンβ注射で治療したマウスは 41 日間、コント

ロール･グループのマウスは 37 日間生存した。さらに、MSC で黒色腫を治療したマウスは 73.5
日間生存し、インターフェロンβ注射で治療したマウス (32 日間) や治療しなかったマウス (30
日間) と較べても2倍以上生存したことになる。 

 
アンドリーフ教授は、この研究でインターフェロンβ治療を使用したことは、MSCの治療効果

を証明したことほどには重要ではない、と述べた。「今回の も重要な発見は、MSC が実際に腫

瘍へ自動誘導し、抗癌作用のある搭載物を運ぶことができることである。これからは、どれが も

効果的か確認するために、他の治療効果のある搭載物を何種類も試験することができる」と同教授。 
 
放射線療法や化学療法は癌細胞にダメージを与え MSC を緊急に必要とする状態にするため、

MSCを使用する新しい抗癌方法は、これらの治療を受けた患者に特に効果があるだろう、とアン

ドリーフ教授は推測し、転移した癌治療の新しい方法の確立につながる可能性もあると期待してい

る。教授は次のように述べている。「このドラッグ･デリバリー･システムは、癌細胞がどのような

形状で、どこにいても、探し求めて見つけることができるのである。」 
 

以上 
翻訳：御原 幸子 

( 出典： 
http://www.mdanderson.org/departments/newsroom/display.cfm?id=4AD854D3-820E-46DD-BB60E
3EDAD5A3CDC&method=displayFull&pn=00c8a30f-c468-11d4-80fb00508b603a14 
Copyright 2004, The University of Texas M.D. Anderson Cancer Center All rights 
reserved. Used with permission.） 
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【産業技術】  ライフサイエンス  

ドーピング判定新技術(スウェーデン) 
 
スウェーデン、ウプサラ大学のオングストレーム研究所、ストックホルムの王立工科大学等に所

属する一連の研究者達が現在、ドーピングテストに応用できる新技術を開発している。この技術が

実用化されれば、たとえばオリンピックや世界選手権などで競技直前にフィールドで指先をチップ

に触れるだけの簡単な検査によって、競技後には薬物反応の有無のほとんどすべての結果が出てい

るくらいの短い時間（約15分）で判定が可能となる。 
 
 同プロジェクトの責任者であるフレドリック・ニコライエフ、ウプサラ大学助教授に話をきい

た。以下はそのまとめである： 
 
体力を競うテレビ番組や街のジムなどで、筋肉増強剤や興奮剤を使っている若者が増えており、

それは一種の流行にもなっている。一方国際競技ではドーピング・チェックをいくら強化しても今

のままの技術では時間がかかりすぎたり、選手に負担をかけたりする一方、「敵」はますます巧妙

になっていき、判定が難しくなっている。我々の研究の発端はそのような「流行」に歯止めをかけ

ることと、簡単に 初のチェックを可能にすることによって国際競技等の手間と費用を削ることに

あった。 
 
我々のグループは素材工学、ナノテクノロジー、バイオ医学、薬学、分析化学の専門家から成り

立っている。 
 
技術の原理は、現在の携帯電話に使用されているような約 50mm 四方の極小の剣山に似た形を

したマイクロチップに選手が指先を押し付ける。マイクロチップは使い捨てのバイオチップで、先

端がプラスチックの空洞の針となっており、そこに極く少量の血液が収集される。針の先は も外

部の血管には届くが、神経までの深さには至らないので痛みはまったく感じない。その血液をマイ

クロ空気ポンプによって別の場所に設置された分析器に流す。固まらないように溶解液を加えなが

ら血液が流れていく過程で血球などのたんぱく質を取り除く。するとステロイドだけが残るのでそ

こに電流を通し、電荷をかけながら酸化させ、電子反応でなにが含まれているかを分析するという

ものである。 
 
その15分ほどの時間でできる 初のチェックで「灰色の結果」が出た場合は、そのチップを実

験室に送ってガス化し電磁波によって分類するという詳細な第二次分析に移る。それには1～2日

かかる。 
 
ファイナンシング問題が順調に解決すれば、あと3～4年で製品化ができるはずで、北京オリン

ピックには間に合うかもしれない。 
以上 

＜参考＞ Ny Teknik nr.36, 2004-09-01、http://www.medchip.uu.se 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート947号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/947/
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【産業技術】  IT  

世界初、電子 DNA チップの開発（ドイツ） 
 
2004 年 11 月 11 日、世界で初めて電子 DNA チップを開発したドイツ人研究者 3 名

が、2004 年の「ドイツ将来賞 2004」に選ばれた。ドイツ将来賞は、優れた技術と技

術革新に贈呈されるドイツ大統領の賞で、研究開発者の開発意欲を刺激するとともに、

研究開発の意義・重要性を広く国民に啓蒙することを目的としている。特に、単なる

研究開発の成果ではなく、実用化に向けて大きな可能性のある技術を対象とするとい

うのが、同賞の特徴である。 
 
受賞したのは、フラウンホーファー・シリコン技術研究所のヒンチェ氏（Hintsche）

とジーメンス社のグムブレヒト氏（Gumbrecht）、半導体メーカ・インフィネオンのテ

ーヴェス氏（Thewes）の 3 人。3 人のそれぞれの研究開発チームが共同開発したのは、

完全電子型の DNA チップである。 
 
DNA チップ自体は、すでに市販されているが、これまでの DNA チップは、基板上

に固定する一本鎖 DNA（DNA プローブ）を蛍光色素で標識しておいて、二本鎖にな

った時に発する蛍光が光学的に解析される。ただこの方式では、工程が蛍光標識と光

学解析と二段階で行われることから、高価とならざるを得ないという問題がある。 
 
それに対して、今回受賞した研究者らが開発した電子 DNA チップは、それを電気

化学的に処理するのが特徴である。人間の手の爪程度のチップ上に、金でできた多数

の超微細電極が超高密度に設置され、その上に DNA プローブが固定される。DNA プ

ローブは塩基を 1 つずつ分離して基板上で合成される。DNA プローブは試料の塩基と

結合すると、電気信号を発するが、電気信号は微弱であるので、その場で測定されな

ければならない。 
 
この問題を解決するため、チップ上のセンサーの真下にトランジスタを入れること

で、センサーの間近で電気信号を増幅する回路が実現された。ここでは、特殊な半導

体加工技術が使用されるのではなく、現在半導体のほとんどを作製する CMOS の標準

加工技術が使用されるため、作製コストが安くなるほか、金の特性と CMOS 集積回路

の性能に影響が出ないという特徴を有している。 
 
電子 DNA チップの基本構想は、フラウンホーファー・シリコン技術研究所のヒン

チェ氏が連邦教育研究省と EU からの公的補助を受けながら長年の研究で蓄積したも

のをベースにしている。同氏はまず、特殊な目的で用途の狭い電子 DNA チップを開

発しており、その過程でスピンオフも誕生した（たとえば、E-Biochip Systems 社な
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ど）が、電子 DNA チップを製品としてさらに魅力あるものにするには、多用途化さ

せて大量生産できるようにしなければならないと考えた。 
 
このため、用途の狭い電子 DNA チップで応用範囲の可能性を示すことに力を注ぎ、

大企業が電子 DNA チップの魅力を認識してくれるのを待っていたという。こうして、

研究開発者とジーメンス/インフィネオンという大企業の組み合わせが生まれ、100 以

上の検査を同時に実施できるなど多目的に利用でき、大企業にも製品として魅力のあ

る電子 DNA チップを開発するための協力関係が成立した。 
 
電子 DNA チップはすでに、2 キログラムと比較的大きな分析装置として実現され、

現在 15 の大学や企業の研究開発の場で使用されている。しかし将来的には、小切手大

程度まで小型化して、臨床医学や食品安全、環境保全などの分野で小型実験室として

機能することが期待されている。たとえば、医師は患者の血液をごく少量、電子 DNA
チップにのせるだけで、すぐにインフルエンザなのか、単なる風邪なのか判断できる

ほか、処方すべき薬やその適切な量も判断できるようになるという。 
以上 

（参考資料） 
・ハンデルスブラット紙 2004 年 10 月 27 日 
・フラウンホーファー協会プレスリリース 2004 年 11 月 12 日 

www.fraunhofer.de/fhg/press/pi/2004/11/Pressinformation12November2004.jsp 
・ドイツ将来賞プレスリリース 2004 年 11 月 11 日 

www.deutscher-zukunftspreis.de/aktuell 
・ドイツ将来賞ノミネートプロジェクト紹介と背景 

www.deutscher-zukunftspreis.de/archiv/04_team01_info.htm 
 
略語：CMOS = Complementary Metal Oxide Semiconductor（相補性金属酸化膜半導体） 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート947号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/947/
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【産業技術】  IT  

マイクロチップ産業は時間タイミングに努力（米国） 
 
エレクトロニクスメーカーは、 新マイクロチップを大量に作り出すために非常に

精巧な設備を使用している。しかしながら、時間タイミングの問題を抱えている。製

造ラインで、組立てツールすべてを時間的に一致させることは非常に難しいことであ

る。時間同期が欠如しているために、単一ツール内の構成要素でさえ 大 2 分間も時

間を合致させることができない。 
 
国立標準技術研究所（NIST）および国際セマテック（SEMATEC）による新しい報

告書によれば、デバイス寸法および誤差範囲が縮小し続けるとともに、時間タイミン

グの欠陥が問題となってきている。企業がリアルタイムオートメーションおよびイン

テリジェント制御のような e－製造の概念を進めるとともに、時間タイミングはさらに

重要となってくる。 
 

近は、ツールを約 100 ミリ秒の精度で同期できるが、しかし大幅な変動がある。

報告書によれば、これらの問題は無数に存在している。例えば、供給業者によって作

られたサブシステムは、オリジナルの設備メーカーによって作られたホスト時計に時

間を一致させるために必要とされるインターフェースを欠いているかもしれない。工

程エラーを診断するためのタイムスタンプに依存する品質管理ソフトウェアは、組立

てシステムのコンピュータ資源に過負荷をかける可能性があるので、タイムスタンプ

の精度を下げている。 
 
この問題に対する背景には、さらに、 

・工程は近い将来に 1 ミリ秒の精度に達することができる。しかし、サブミリ秒の精

度が 終的に必要となる。 
・この精度レベルの達成を支援するために、NIST は国際セマテックの e－製造イニシ

アチブと共同で、産業の時間同期基準の開発のために、計時専門技術を活用させる。 
・米国電気電子学会（IEEE）により開発中の次世代時間同期プロトコルは、この見通

しを改善させるであろう。 
・また、NIST は主要な問題および潜在的な解決策を概括するための教育プレゼンテー

ションおよび白書を開発した。 
・さらに、NIST は、恐らく米国半導体製造装置材料協会(SEMI)の新しい時間同期ワ

ーキンググループの下で、将来の時間同期標準の開発を促進することを計画中であ

る。 
以上、Y.M 

(出典：http://www.nist.gov/public_affairs/techbeat/tb2004_1208.htm#microchip) 
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【科学技術】 

イタリア技術による超大型双眼望遠鏡(LBT)がアリゾナに設置 
 
合衆国アリゾナ州にあるグラハム山（Mount Graham）、標高 3,200 メートルの山頂

に新タイプの巨大天体望遠鏡 LBT（Large Binocular Telescope）が設置され、2004
年 10 月 16 日にその落成式が行われた。 

 
合衆国、イタリア、ドイツ 3 国の共同で実現された LBT の落成式には合衆国とドイ

ツの同僚とともにイタリア側として LBT 実現に関与した伊企業 17 社とレティーツィ

ア・モラッティ伊文部相が出席した。LBT 投資額は 1 億 2,000 万ドルで、イタリアは

その 4 分の 1 である 3,000 万ドルの費用を負担した。 
 
重量 700 トン、高さ 52ｍの箱型キューポラをもつ巨大天体望遠鏡 LBT は、伝統的

望遠鏡では得られない性能をもった革新的な天体望遠鏡であり、一つの骨組み台に直

径 8.4ｍのミラー（鏡）2 個が平行して配置されている。LBT は、ハッブル宇宙望遠鏡

のような、膨大な費用のかかる、また維持管理が困難な宇宙望遠鏡とは異なり、地球

から直接に宇宙の構造、ブラックホール、太陽系外の惑星を観察、研究する目的で作

られ、あの非常に素晴らしいハッブル宇宙望遠鏡よりも更に 10 倍も鮮明なイメージが

得られる事に成っている。 
 
LBT に装備された光学レンズ（Large Binocular Camera /LBC）は伊宇宙物理学国

家機関（INAF/ Istituto Nazionale Astrofisica）によって作られ、直径 81ｃｍ、重量

100ｋｇあり、紫外線もキャッチし、今までかつてこのように大きなレンズは作られた

ことはなく、（月に木があれば）月の木を見ることが出来る程の性能を持つものである。

LBT の色は、メイドインイタリーを代表するスポーツカー、フェラーリの赤色である。 
 
LBT 製作には INAF の他に民間企業 17 社が参加した。主要企業としてミラノの

Ansaldo‐Camozzi Energy Special Components 社がいるが、同社は LBT の主要構造

製作と望遠鏡の予行組み立てを実施した。European Industrial Engineering 社は、構

造、機械、補助機械部品等の全ての企画を実施しただけでなく、製作、予行組み立て、

解体、グラハム山までの運搬等の全てのプロジェクト運営に従事した。また、ボルツ

ァーノ市の Microgate 社は、次世代の地球上の天体望遠鏡となるノウハウを獲得しつ

つセコンダリーミラー・アダプト電子部分に従事した。 
 
今回の LBT プロジェクト実施経験を通して、目下イタリアの公的機関と民間企業は、

革新的技術による望遠鏡の製造・販売会社設立を準備している。新テクノロジーノウ

ハウを販売するために公的機関の INAF（正確には INAF に属する Arcetri 宇宙物理学

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート947号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/947/
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観察所）、ミラノ工科大学、民間企業である Microgate 社、レッコ市にある Ads 
International 社の 4 社によって（まだ会社名は決められてないが）有限会社が設立さ

れることになっている。 
 
実際に彼等は既に欧州と合衆国の主要天体観測所からコンタクト、打診されている。 

新有限会社は欧州や合衆国にある天体観測所へ新テク・ノウハウを販売するだけでな

く、次世代の望遠鏡創出に間違い無く繋がるであろう大市場にも照準を合わせるつも

りである。 
 
LBT 参画によって伊企業は新技術ノウハウを獲得したが、Ads International 社は、

LBT のために製作したエサポード（6 架設と言う意味 / 10 分の 1 ミクロンまで正確な

動きをする 6 フリー・アクション・メカニズム・アーム）を既に 6 個（１個の値段は

約 20 万ユーロ）販売しており、また近々韓国に 3 個販売する予定である。ヴェローナ

の Tomelleri 社も LBT の主要ミラーを固定したハイテクによる同社の天体望遠鏡を既

に 21 個売っている。 
以上 

（参考：http://lbtwww.arcetri.astro.it ） 
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【産業技術】 

産業界研究モニタリング： 
2004 年 EU 産業研究開発投資スコアボード 

EU 研究総局共同研究センター 

 
はじめに 

 
"2004 年 EU 産業研究開発投資スコアボード"は、EU 産業界の研究をベンチマークテストし、

また特にバルセロナ3%目標（2002 年バルセロナ会議で決定した、EU 内で研究開発投資をGDP
の3%に引き上げるという目標）との関連で企業レベル研究関係政策決定者に関連情報を提供する

ために、企業や組織向けのツールを提供することを目標としている。 
 
この"スコアボード"は、EU内に本社事務所を持つトップ500企業と共に、EU外に本社事務所

を持つトップ 500 企業の、研究開発投資を大きさによって並べた速報を提供する。これらの企業

は、グローバルな企業投資研究開発の割合に大きく関与している。 
 

注：この報告書の中で使用される「研究開発投資」の項目は、企業自身および子会社が資金提供した研究

開発の企業投資に言及している。したがって、政府あるいは他企業のような第三者によって融資され

た研究開発は除外している。さらに、ある企業の関係会社または少数所有合弁会社の研究開発投資の

シェアも除外している。企業が使用する「研究開発」の定義は、公認国際会計基準に従い、OECDの

「フラスカーティ・マニュアル」の中で述べられているように、公式統計で使用される定義と一致し

ている。 

 
このスコアボードの第一報を編纂するために、2004 年 7 月 31 日までに公表された 新の監査

された企業報告書および企業会計からデータを集めた。また、これまでの3年間の報告データが包

含されている。 
 
公式の証券取引所に上場された企業、個人および国有の企業を含んでいるが、二重計算を回避す

るためにその企業の子会社である企業は除外されている。過半数所有されている従属会社は親企業

の計算に統合されている。しかし、2社のパートナーで50%ずつ所有されるジョイント・ベンチャ

ーは独立した企業として含まれている。 
 
ここで使用される情報は企業報告書および企業会計書から直接に得られており、有意な方法によ

る公式な研究開発統計とは異なる。これについては、報告書の 初の章でより詳細に記述されてい

る。ここで使用されるデータの基本的な価値は、企業レベルでの研究開発へのグローバルな企業投

資の指標を提供するということである。主な制限は、企業の研究開発投資の開示に対する信頼性と

研究開発実施の地域的次元の欠如である。 
 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート947号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/947/
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主要な結果 
 
2004年スコアボードでは、EU企業トップ500の研究開発投資は合計1,008億ユーロであった。

スコアボードにリストされた非EU企業トップ500の研究開発投資は、1,956億ユーロ相当である。

過去 4 年にわたる、EU スコアボード企業の研究開発投資は、1 年当たり 1.2%の成長で、非 EU
企業の3.7%成長よりも著しく低い結果である。 

 
注：この報告書の全体にわたって使用される「EU 企業」、「非 EU 企業」という項目は、その公認の本社

事務所がEUに、あるいはEU以外の世界の他の場所に位置する企業にそれぞれ言及している。 

 
長期間の EU および非 EU における傾向の比較は、企業間の、物価水準と為替レートの変化、

景気循環の差、および世界的販売パターンの違いにより複雑である。しかしながら、データは、

EU および非EU 企業の両者の収益性は 2001-2002 年の景気後退から回復しているが、非EU 企

業がEU企業より速い速さで研究開発投資を増やしていることを示唆している。 
 
スコアボード研究開発投資は三つの特徴を示している: 
 

1.  研究開発は大企業に集中 

スコアボードの EU および非 EU 企業の両者共、小グループの企業が、研究開発投資総計の大

きな割合を占めている。EU企業トップ20社は、EU企業500社による研究開発投資の合計の55%
以上を占めている。非EU企業では、トップ20社は37%を占めている。 

 
2. 研究開発投資は僅か31のFTSEセクターに集中 

非EU 500企業と同様にEU-500企業にとっても、研究開発投資総計の4つの 大セクターは、

自動車&部品、製薬&バイオテクノロジー、ITハードウェアおよびエレクトロニクス&電気機器で

ある。また、これらの4つのセクターは、スコアボード企業による世界的な総売上高のわずか37%
しか占めていないが、研究開発投資では67%を占めている。 

 
注：この報告書本文内の項目「セクター」は、FTSE(フィナンシャルタイムズ証券取引所インデックス)分

類による経済活動のセクターを指し、企業がその主な活動を宣言するセクターに相当する。 

 
EUおよび非EU企業の2つのグループによる研究開発投資を見ると、これらの4つのセクター

の総シェアは 68%に対する 64%で、概略的に同じである。しかしながら、2 つのグループ間のこ

れらのセクターの相対的な規模に鋭い違いがある。非EUの 大シェアが ITハードウェアにある

一方、EUの 大の研究開発投資は自動車&部品にある。 
 
3. ヨーロッパの研究開発は地理的に集中 

ドイツ、フランスおよび英国の EU3 ヶ国に本社事務所を持つ企業は、EU500 研究開発投資の

74%を占める。一方、これらの国々はEU25ヶ国GDPの54%を占めている。 
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下記のテーブルは、各セクターの研究開発（R&D）/販売比率と共に、ヨーロッパのトップ 10

研究開発実施セクター内の研究開発投資のEUおよび非EU企業のシェアを概括している。 
 
注：ここで使用されている項目「研究開発/販売比率」は、純売上高に対する企業の研究開発投資の比率を

意味している。 

 
このテーブルが示しているキーポイントは、 

－ 研究開発実施セクタートップ10の中の7セクターで、EU企業が非EU企業と同等かより高い

研究開発/販売比率を持っているということである。特に、EU 企業は EU 研究開発実施セクター

トップ5の各々でより高い研究開発/販売比率を持っている。 
 

－ それでも、全面的な産業研究開発強度（全企業グループの平均研究開発/販売比率）は、EU500
企業においては非EU500企業より低い。EUの値は、日本の4.2%および米国の4.5%より著しく

低い値の3.2%である。 
 

－ セクター比較は非常に好ましいのに、なぜ全体比率は低いのか？主な理由は、EU 産業界の構

成が非 EU 産業界と異なるということである。EU は、高い研究開発/販売セクターから出る生産

高の割合が少ない。これは、IT ハードウェアおよびソフトウェア&コンピュータサービスにおい

て特に顕著である。また、このスコアボードのEU 企業の IT ハードウェアおよびソフトウェア&
コンピュータサービスの生産高は、非EU企業の15.5%と比較して、売上高のわずか3.2%しか占

めていない。 
 

－ 全面的な研究開発/販売比率の差の多くは、EU および非 EU 世界の間の IT ハードウェアおよ

びソフトウェア& コンピュータサービスの規模の差で説明できる。これらの 2 つのセクターはま

た他のセクターに対して高い研究開発/販売比率を持つので、非EU の大きな規模が全非EU 企業

グループの平均研究開発/販売比率を高めている。これらの構造の違いは、重要であるが今後注目

に値する複雑な問題を引き起こしている。 
以上、Y.M 

出典：http://eu-iriscoreboard.jrc.es/index.htm 
Vol.Ⅰ 解析  

http://eu-iriscoreboard.jrc.es/docs/Final_2004_Scoreboard_VOL%20I.pdf 
Vol.Ⅱ 企業データ  

http://eu-iriscoreboard.jrc.es/docs/2004_Scoreboard_%20VOL%20II.pdf 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート947号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/947/
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テーブル 

 

EU/非 EU 企業研究開発投資セクター分類 

                                       

EU トップ 500 企業  非 EU トップ 500 企業  
                                       

セクター   R&D/   セクター   R&D/ 
R&D 投資 販売比率    R&D 投資  販売比率 

(%)       (%)     (%)          (%) 
(対セクター全体)     (対セクター全体) 

                                       

（FTSE セクター）         

自動車&部品       23.8    4.6   15.7    4.1 
製薬&バイオテクノロジー    17.0   15.2   18.5   15.1 
IT ハードウェア      12.4   15.6   22.9    8.6 
エレクトロニクス&電気機器   10.3    6.5   10.9    5.7 
化学薬品         7.2    4.2    4.2    3.8 
航空宇宙&防衛       6.8    8.0    2.1    2.7 
エンジニアリング&機械類     4.6    2.5    2.5    2.8 
電気通信サービス       2.8    1.0    2.0    2.5 
ソフトウェア&コンピュータサービス  2.6   12.8    7.8   10.0 
石油&ガス        1.9    0.3    1.2    0.5 
その他(21 セクター)     10.6    1.5   12.2    2.1 
                                        

全体(31 セクター)       100.0   3.2   100.0   4.5 
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【ニュースフラッシュ】 

米国―今週の動き(12/07/04～01/05/05) 

NEDO ワシントン事務所 
 
Ⅰ 新エネ･省エネ                                                                      
12 月／ 
8：国家エネルギー政策委員会、エネルギー政策に関する超党派提言を発表 

国家エネルギー政策委員会(NCEP)が 12 月 8 日、調査報告「エネルギー政策膠着状態の終結：米国
のエネルギー課題を満たす超党派戦略」を発表。元環境保護庁長官、ハーバード大教授、大手電力・
自動車幹部など超党派・産官学の専門家 16 名が 3 年間検討した成果で、議会法案の土台になるこ
とを期待。世界気候変動リスク等に対応しつつ手頃なエネルギー安定供給するため、1)石油供給確
保改善(供給多様化、企業平均燃費(CAFÉ)基準の改正強化等)、2)気候変動リスク削減（2010 年まで
に強制的 GHG 排出権取引システムを導入等）､3)エネルギー効率の改善、4)手頃で信頼の高いエネ
ルギー供給確保（天然ガス、先端石炭技術、原子力、再生可能エネルギー）､5)エネルギー供給基盤
の強化、6)将来に備えたエネルギー技術開発の 6 項目を提言。(NCEP Report; New York Times) 

 
8：カナダ政府、エタノール拡大プログラムの第 2 ラウンドを開始 

カナダ政府は 6 日、国内のエタノール生産能力増強を狙い、エタノール拡大プログラムの第 2 ラウ
ンドとして、エタノール生産施設新設提案または既存施設拡張提案の募集を発表。カナダ政府では、
第 2 ラウンドのグラントとして 2,750 万カナダドルを予定。エタノール拡大プログラム(2003 年 10
月開始、総額 1 億カナダドル)は、第 1 ラウンドで 6 件のエタノール生産施設新設プロジェクト (推
定年間総生産量 6.5 億リットル)を選定。第 2 ラウンドでは、エタノール燃料生産拡大の効率性や温
室効果ガス排出の削減度が選定要素。第 2 ラウンドの提案受付期限は 2005 年 2 月 22 日。(Natural 
Resources Canada News Release) 

 
9：商務省とビッグ 3、米国自動車産業の製造競争力改善の為、新パートナーシップを形成 

商務省の技術局 (TA) と米国 3 大自動車メーカーは 9 日、ミシガン州の米国自動車研究協議会 
(USCAR) 本部で、米国自動車産業の製造競争力改善を目的とする新パートナーシップ「米国自動
車製造技術工学同盟 (U.S. A-TEAM)」の合意書に調印。1)商務省 NIST とビッグ 3 の科学者･工学
者が集結した競争前技術研究活動の実施、2)商務省技術政策部(OTP)と業界が協力し、新研究開発
課題やグローバルな自動車製造パラダイムとその意義の検討、3)ハイレベル産官運営委員会の創設、
4)USCAR 本部に NIST 連絡事務所の設置、5)OTP と新設の製造担当次官補室との間の調整、等。
(Technology Administration Press Release) 

 
9：カナダ国家研究会議の燃料電池革新研、再生可能資源利用の水素生成装置を実証公開 

カナダ国家研究会議の燃料電池革新研究所(NRC-IFCI)が 12 月 9 日、バンクーバーの研究施設で太
陽光を利用する水素生成システムを公開。同プロジェクトは、水素技術分野におけるカナダのリー
ダーシップ実証計画の一環であり、システム要素はすべてカナダ製。ブリティッシュ・コロンビア
技研（BCIT)が設計した太陽光パネル（ 高 7 kW）で発電した電気を使ってハイドロジェニックス
社（オンタリオ州）製の HyLYZER 電解槽モジュールを動かし、水から水素を生成、これをバラー
ド・ネクサ RM シリーズの燃料電池モジュールの燃料として利用し、NRC-IFCI 施設に予備電力を
提供。 (Fuelcellstoday.com) 

 
9：コロラド州、コロラド燃料電池イニシアティブの提案募集中  

コロラド州知事のエネルギー管理・省エネ室(OEMC)が、州内で燃料電池の研究開発、教育、商品
化を推進する同州燃料電池センター (CFCC) 設立計画案の入札を公募。OEMC は 2 ヵ年で 低 200
万ドルの資金調達を保証しており、計画案に 低 100 万ドルのマッチング資金保証を要請。計画案
には、作業、主要管理点、CFCC の運営、見積費用予算明細書、当初の 2 年以降の CFCC の持続可
能性の確保方法の説明が必要。入札申込受付期限は 2005 年 3 月、落札者は 4 月中旬発表予定。
(Colorado Governor’s Office Press Release) 

 
13：GM とダイムラー、新型ハイブリッドシステムの開発で提携 

GM とダイムラー・クライスラーが、新型ハイブリッド技術の開発・商品化で提携関係を結ぶ覚書
(MOU)に調印。他自動車メーカーの既存ハイブリッド車よりも優れたハイブリッドシステムの開発
協力を目的に、共同開発チームをミシガン州に設置、世界各地からチームメンバーを招集。合意条
件の詳細は不明。ハイブリッド市場のポテンシャルに懐疑的だった両社だが、トヨタ「プリウス」
の成功や自動車排気ガス規制強化の可能性から立場を変更。両社は他自動車メーカーに数年間遅れ
ているが、両社の特許取得技術である 2 モード・ハイブリッドシステムの技術的優位性、世界第 1
位と第 5 位の提携によるコスト削減を通じて競争していける可能性がある。(GM Media Online; 
Wall Street Journal(12/14)) 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート947号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/947/
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13：米国国際開発庁、アフリカ貧困地域の電力化プロジェクトで非営利団体にグラント授与 

米国国際開発庁(USAID)が、Solar Light for Africa (SLA) に 30 万ドルのグラントを授与。SLA は、
米国とアフリカの政府機関、非政府機関及び教会と協力し、アフリカ僻地の病院や学校、教会や孤
児院等の電力化に努めるバージニア州の非営利団体。SLA では、ウガンダのカクウト病院（エイズ
流行を初めて確認）やタンザニアの地方保健所、学校及び公共施設等 100 ヵ所に太陽光発電装置を
設置する予定。(RenewableEnergyAccess.com)  

 
16：カリフォルニア州エネルギー委員会、家電製品のエネルギー使用合理化基準を承認  

カリフォルニア州エネルギー委員会(CEC)が 12 月 15 日、家電製品メーカーに消費電力量削減を義
務付ける規制を承認。対象製品は、オーディオ・ビデオ機器、家庭用プール用ポンプ、天井扇・換
気扇、業務用製氷機・冷蔵庫・冷凍庫、自動販売機、業務用給水器、食品保温棚等（連邦政府が既
にエネルギー使用合理化基準を導入済みの家電製品（家庭用冷蔵庫、洗濯機、皿洗機等）を除く）。
新基準は 2006 年から段階的に導入、2008 年までに完全準拠を義務付け。家電製品の待機時電気消
費量も 1～3W（電話やコンピュータ等の AC パワーアダプターは 0.5W）への削減を義務付け。新
規制による節電量は今後 15 年間で 高 1,000MW、約 30 億ドルの電気代節約と推定。(Greenwire; 
San Jose Mercury News)  

 
21：再生可能エネルギーの利害推進を目的に結成された再生可能エネルギービジネス同盟 

米国風力エネルギー協会、地熱エネルギー協会、太陽エネルギー産業協会、米国バイオマス発電業
者同盟、統合ゴミ発電協会、全米地域電力協同組合、米国公営電力協会及び米国固体廃棄物処理業
者協会が、ロビー活動の影響力強化のため、再生可能エネルギービジネス同盟を形成。新同盟は、
様々な再生可能エネルギー協会の「統一代弁者」として、エネルギー供給確保や雇用拡大等の利益
推進や、再生可能エネルギー促進政策の奨励を予定。当初目標は、議会への生産税控除恒久化の働
きかけ。(RenewableENergyAccess.com) 

 
 

Ⅱ 環 境                                                                          
12 月／ 
8：窒素酸化物規制の強化を見越し、オハイオ州立大学がガス検出用新型センサーを開発中 

環境保護庁(EPA)が発電所及びディーゼル車から放出される窒素酸化物の規制を強化することを予
期し、オハイオ州立大学化学部の Prabir K. Dutta 学部長はガス検出用新型センサーを開発中。特
定部位の漏洩検出により、ボイラーやエンジン全体の交換の代わりに、余分な排出を減らす小型の
修復が可能となる。5 年前に開発開始、GE 社やダウ・ケミカル社がテストを行っているほか、TI
社も将来提携可能性がある。(Wall Street Journal,) 

 
9：グリーンフュエル・テクノロジー社、 発電所の排気物を処理する光合成プロセスを開発 

グリーンフュエル・テクノロジー社が発電所の排気物を捕獲し、バイオディーゼルを生産する斬新
なバイオテクノロジー・プロセスを開発し、国際的に特許を受けた。藻類の懸濁液の入った回転式
チューブを運動させ、藻にあたる日光量を調節、窒素酸化物などの有害排気物がチューブに注入さ
れると、藻が発育・繁殖過程でこれを光合成によって分解する仕組み。効率的かつ二酸化炭素捕獲
という付加的メリットも。藻はバイオリアクターでバイオディーゼルに加工することが可能。
(USEA Luncheon Symposium) 

 
13：エネルギー省と米国電力部門、温室効果ガス排出削減の自主努力を謳った覚書に調印 

電力会社同業者組合連合 Power Partners とエネルギー省が、電力部門の温室効果ガス(GHG)排出
自主削減のための覚書に調印。両者は GHG 排出削減技術の研究・開発・実証・導入における優先
分野の確認プロセスを共同策定。また Power Partners は 2010-2012 年排出量を、2002-2002 年基
準より GHG 原単位で 3～5%削減。(DOE News Release) 

 
13：エネルギー情報局、「2003 年米国温室効果ガス排出」という報告書を発表 

エネルギー省(DOE)のエネルギー情報局(EIA)が、『2003 年米国温室効果ガス排出』を発表。EIA
は、米国の温室効果ガス排出量は 2003 年に前年度比 0.7%(CO2 は 0.8%)の増加をみたものの、2003
年の 3.0%という経済成長率を遥かに下回り、1990 年来の平均年間温室効果ガス排出増加率(1.0%)
をも下回った、また米国における温室効果ガス原単位(greenhouse gas intensity)は、2003 年に 2.3%
低下したと報告。(EIA News Release) 

 
15：イヌイト・エスキモー、地球温暖化問題を基本的人権の侵害問題として告訴予定 

イヌイト族のリーダーが、米国は地球温暖化を大きく助長し自分たちの存在を脅かしているという
判決を米州人権委員会に求める計画を発表。人為的な気候変動を単なる環境問題ならぬ基本的人権
の侵害と捉え、人為的気候変動にまつわる討議に新展開をもたらす可能性も。米国がイヌイト族の
権利を侵害したとの判決が下りれば、国際裁判所や連邦裁判所において米国政府･企業相手の訴訟が
行われる強力な前提となる可能性がある。米国務省は、法的強制力のある温暖化ガス排出上限を設
置せずとも、今後の温暖化ガス排出の削減に注力する数々の政策を採択したと論じる可能性が高そ
う。(The New York Times) 
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17：環境保護庁、リサイクルを推進する「資源保護チャレンジ戦略計画」を発表 
環境保護庁(EPA)が、同庁のエネルギー回収及び廃棄物再生利用イニシアティブのために初の「資
源保護チャレンジ(RCC)戦略計画」草案を公表。RCC は、米国の現在の廃棄物処理制度を物質管理
型の制度（破棄処分を も望ましくない 終選択肢に位置づける制度）に変容させることを目指し
た EPA 活動。RCC 戦略計画では、「揺籠から揺籠へ」というパラダイムへの移行を理想とし、(1)
基本目標として 1)汚染防止・材料再生及び再利用の推進、2)有害化学物質の使用削減、3)省エネ及
び材料節減を、また(2)優先事項として 1)製品管理（設計から使用・破棄に至る全段階で「製品のグ
リーン化」を考慮、特に電子機器のリサイクル）、2)原料節減・リサイクル及び有効利用、3)省エ
ネルギー、4)有害化学物質の削減、5)政府グリーン化を掲げている。  (Inside EPA; Draft 
Plan(11/29)) 

 
Ⅲ 産業技術                                                                      
12 月／ 
1：UC バークレー校、ナノテク研究センターの創設で全米科学財団からグラント受領 

カリフォルニア大バークレー校は総合ナノ機械システムセンター(COINS)を創設し、NSF から
1,190 万ドルのグラントを受領。同校は世界トップレベルの施設、80 名以上の専門教授を抱え、1)
低価格太陽電池の製造；2)分子大トランジスターの設計；3)世界 小モーターの作製といったプロ
ジェクトを実施中だが、COINS 新設によりナノ科学分野における世界的リーダーとしての地位を
確実に。ナノテクノロジーへの連邦政府支援は 4 年間で 2.7 億ドルから 9.6 億万ドルに激増。(Small 
Times) 

 
7：サンディア国立研究所、飲料水の安全性を確認するセンサー開発の契約に調印 

サンディア国立研究所のカリフォルニア州リバモア施設が、CH2M Hill 社(コロラド州) および
Tenix 社 (オーストラリア) という防衛関連エンジニア企業 2 社との研究契約に調印。同研究所は
飲料水中の毒素を検出する化学・バイオセンサーの試作品を 6 ヵ月以内に 2 社に納入、両社はコン
トラ・コスタ水道局施設でこのセンサーの実地試験を行う予定。色層分析法によりバクテリアの分
泌毒素を確認し、細菌の化学的「指紋」をデータベースと比較して、汚染物質の正体を確認する仕
組み。同プロジェクトの目的は、水源を 1 時間に 2 回リアルタイムでモニター出来る無人装置を作
製すること。(Oakland Tribune) 

 
8：米国議会、全米研究委報告を受け、ハッブル望遠鏡修理計画に関する公聴会開催を発表 

全米研究委員会 (NRC) は 12 月 8 日、ハッブル宇宙望遠鏡の修理は、米航空宇宙局(NASA)が計画
中のロボットミッションではなく、有人シャトルミッションによって実施されるべきであると主張
する報告書『ハッブル宇宙望遠鏡延命オプションの査定評価』を NASA に提出。下院科学委員会及
び上院商業委員会は、NRC 報告書と NASA の取るべきハッブル宇宙望遠鏡修理手段を検討するた
め、来年の早い時期に公聴会を開催する予定と発表。NRC と NASA とは、ロボットミッションの
技術的実現可能性や推定コスト、有人シャトルの安全面の懸念の妥当性等につき見解を異にしてい
る。(CQ Today; Washington Post(12/9)) 

 
13：イリノイ大学の研究チーム、新型カーボンナノチューブ系バイオセンサーを実証中 

イリノイ大学アーバナ-シャンペン校の Michael Strano 博士が率いる研究者達が、全米科学財団
(NSF)の支援を受けて、体内の化学物質レベルを探知できる、埋込型の新型カーボンナノチューブ
(CNT)系バイオセンサーの実証研究を実施中。同研究では、グルコースで分子外装した CNT をバイ
オセンサーとしてヒトの細胞に埋め込み、濃度の違うグルコースに対する CNT の発光度を観測。
同センサーの活用により、血液検体をとらずに糖尿病患者の血液中グルコース濃度の安全・継続的
な測定が可能になると期待。 (NSF Press Release) 

 
14：全米行政アカデミー、米航空宇宙局の技術移転活動改善に必要な改革案を提言 

全米行政アカデミー(NAPA)が、米航空宇宙局(NASA)の依頼で作成した報告書『技術移転：民間イ
ノベーションの NASA 及び国家導入』を発表。NAPA によると、技術移転は NASA の主要業務の
一つだが、昨今は、NASA 技術が民間移転・商業化されるよりも NASA が民間技術を導入している
状態。報告書では、NASA が技術移転で再度優位を回復する為には大規模な変革が必要であると指
摘し、技術移転部の NASA 局長室直轄化、国家技術移転ネットワークの再構成・合理化等を提言。
(NAPA News Release; NAPA Report(12 月)) 

 
15：競争力委員会、『国家イノベーション・イニシアティブ』を発表 

競争力委員会(COC) が 12 月 15 日、報告書『国家イノベーション・イニシアティブ』を発表。同
報告書は、技術が世界市場を急激に変化させているため、米国企業の競争力維持のためには、新市
場の開拓、製品の選択肢や価値の拡張、世界的規模での継続的イノベーションの重視が必要と指摘。
1)研究開発費に対する税控除の拡大、2)教育のある外国人の米国就労を可能とする移民法改正、3)
企業コストを下げるための民事訴訟制度、ヘルスケア、年金プログラム等の改革、4)従業員の「生
涯教育」充実のための国家イノベーション労働力法案の可決、5)国防省科学技術予算の 20%の長期
研究への計上、6)米国製造業者による 善慣行(best practice)の共有や合同製造センターの創設等を
提言。COC 報告書は http://www.compete.org/pdf/NII_Final_Report.pdf で入手可能。(Wall Street 
Journal) 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート947号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/947/
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17：米航空宇宙局、2004 年のトップ革新技術を紹介する「Spinoff 2004」を発行  
米航空宇宙局(NASA)が、NASA から商業市場に移転された 新革新技術を特集する 2004 年度のト
ップ革新技術情報誌「Spinoff 2004」を発行。年一回発行の Spinoff は、NASA の技術革新パート
ナーシップ・プログラム（IPP）が運営する NASA 商業技術ネットワークの参考文献。「Spinoff 2004」
は、NASA 研究から生まれた成果で 2004 年に製品化された 51 件の技術や NASA の 近の研究開
発活動等を紹介。「Spinoff 2004」オンライン版は http://www.sti.nasa.gov/tto/spinoff.html で閲
覧可能。 (NASA News Release) 
 

17：労働省、新世代の熟練労働者養成を目指し、先端製造技術イニシアティブを設置 
労働省(DOL)が、労働者に先端製造技術の技能訓練を提供する組織にグラントを給付する先端製造
技術イニシアティブ（総額 2,420 万ドル）を新設。産業界の必要とする訓練プログラムを判定する
為に商務省の協力を仰いでおり、第 1 回目のグラントは、オレゴン州・アイダホ州・ワシントン州・
ペンシルバニア州の製造技術普及計画(MEP)センター等に授与。DOL からは「DOL は、雇用の生
まれている分野や需要の高い技能を理解している MEP センターなど他組織とのパートナーシップ
拡大を希望」との発言もあり、MEP を DOL が救済するつもりなのかという疑問も惹起している。
(Manufacturing and Technology News) 

 
21：行政管理予算局、「ピア・レビュー指針」を発表 

連邦省庁が主要規制の理由付けに利用する科学研究に関し、外部機関によるピア・レビューの手順
を正式に定める「ピア・レビュー指針」を、ホワイトハウス行政管理予算局(OMB)が発表。OMB
は、新指針の対象となる科学を、1)産業界・州政府・地方政府に年間 5 億ドル以上の負担をかける
規定・政策を支持する科学、2)リスク評価、環境・天然資源のコンピュータモデリング等の「影響
力の大きい科学情報」の二つに分類し、各連邦省庁に対し、1)新しい科学か否か、2)過去のピア・
レビューの状況、3)予想費用便益効果といった要素に基づいて、適切なピア・レビュー方法を選択
するよう指示。 (Greenwire) 

 
Ⅳ 議会・その他                                                                      
12 月／ 
6：エネルギー法案を巡る攻防、来年の焦点は上院 

上院エネルギー・天然資源委員会の Pete Domenici 委員長 (共) は、包括エネルギー法案の可決を
確実にするため、第 109 議会では 1)北極圏野生生物保護区域(ANWR)条項を包括エネルギー法案か
ら切り離し、2006 年度財政調整法案に添付する、2)この春の同氏の提案議案を基にした新包括エネ
ルギー法案を両党の上院議員等と協力して策定していく意向。下院エネルギー商業委員会の Joe 
Barton 委員長 (共) は、クリーンエア法の改訂に関心を抱いていると伝えられるが、上院が包括エ
ネルギー法案を可決させた場合には、下院はその法制化で助力する用意があると語っている。
(Greenwire) 

 
７：大統領が指名した国家科学評議員会新メンバー、近々就任予定 

ブッシュ大統領によって国家科学評議員会(NSB)の新メンバーに指名されていた 8 名が、12 月 15
～16 日の NSB 会合で宣誓式を行い就任する。NSB は、全米科学財団(NSF)の政策策定機関で、科
学工学問題で大統領や議会に助言を行う、24 名構成の評議員会。新たに NSB 評議員に就任する 8
名は、パーデュー大学名誉教授 Steven C. Beering 学長、ジョージア工科大学の G. Wayne Clough 
学長、オクラホマ大学暴風雨分析予告センター局長 Kelvin K. Droegemeier 気象学教授、ニュージ
ャージー工科大学の Louis J. Lanzerotti 物理学教授、CH2M Hill Companies, Ltd.社主席技術担当
官 Dan Arvizu 氏、全米科学振興協会(AAAS)の 高経営責任者である Alan I. Leshner 氏など。(NSF 
Press Release) 

 
10：ブッシュ大統領、次期エネルギー長官に現財務副長官の Samuel Bodman 氏を指名 

ブッシュ大統領が 12 月 10 日、Samuel Bodman 財務副長官をエネルギー省の次期長官に指名。
Bodman 氏は､1965 年に MIT で理学博士号取得、MIT で教えた 6 年間に、技術系新会社への経営
コンサルタント業を開始。Fidelity Investments や Cabot Corp の要職を経て、2001 年ブッシュ大
統領による商務副長官任命を契機に政権入り、2004 年 2 月から財務副長官。大統領は Bodman 氏
を「目標を設定し、設定目標を達成する方法を心得た問題解決者」と高く評価。同氏はエネルギー
業界には馴染みが薄く意外な人事だが、同業界の反応は肯定的。議会の承認審議も比較的容易に進
む見込み。 初の課題は、包括エネルギー法案の議会可決への助力及びヤッカマウンテン核廃棄物
貯蔵所問題の解決。(Greenwire) 

 
17：ブッシュ大統領の海洋政策行政命令、効果は如何に 

ブッシュ大統領は 12 月 17 日、海洋関連問題の調整及び海洋政策の助言を行う閣僚級諮問委員会を
新設する大統領命令に署名。諮問委は、環境保護庁(EPA)、商務省等 18 省庁の代表と、環境問題委
(CEQ)委員長、副大統領補佐官及び数名の大統領補佐官で構成。検討事項や将来予算の詳細は殆ど
不明。新諮問委委員長を務める Connaughton CEQ 委員長は、委員会主要業務の一つとして、統括
的海洋研究アジェンダの策定をあげ、今後数ヵ月間で優先事項の検討・実施戦略策定を見込んでい
る。行政府計画は大雑把で効果が疑問との批判もあるが、海洋政策が第 109 議会で優先的に審議さ
れる可能性は極めて低い。(CQ Today)  
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【ニュースフラッシュ】                         947 号 

今週の Web Headlines から 

NEDO 情報・システム部 
Ⅰ LS：ライフサイエンス 
 
1. 「人工生命」に一歩近づく(2004/12/18) 
- ロックフェラー大学が作製した原始的な人工細胞。細胞壁は卵白から抽出した脂肪分子、細胞の中身
は E.coli から抽出した遺伝物質で構成。DNA 転写を可能にするウィルス由来酵素を加え、タンパク質産
生が可能に。現時点では、単純な化学反応を起こすだけで、限られた環境でのみ活動が可能、危惧され
る人工生命の危険性はないと研究者は考える。 
'Artificial Life' Comes Step Closer 
http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/4104483.stm 
 
2. 癌を引き起こす DNA 破損の研究に有望な新分析法を開発(2004/12/16) 
- 生体細胞内の染色体の DNA 破損部分を可視化する新しい顕微鏡分析法。DNA が損傷すると瞬時に特
定のタンパク質が召集され、染色体を完全な形に維持するとの仮説を支持する証拠が、この新分析法で
今回初めて確認された。染色体損傷、自然修復メカニズム、治療的修復方法等の理解が深まる。 
UNC Scientists Develop Promising New Sssay for Studying Cancer-Causing Breaks in DNA 
http://www.unc.edu/news/archives/dec04/bloom121604.html 
 
3. タンパク質制御の新しい方法(2004/12/16) 
- 細胞活動を制御する基本的機構についての新発見。細胞内で機能するタンパク質はリン酸塩と呼ばれ
る化学基の付加によって活性化･不活性化する。ATP のリン酸塩が酵素によってタンパク質に付加される
プロセスが唯一のタンパク質制御と考えられていたが、今回 IP7 分子のリン酸塩が酵素の作用無しでタ
ンパク質に付加される新たな制御が確認された。 
Proteins Come Under New Control 
http://www.nature.com/news/2004/041213/full/041213-11.html 
 
4. 神経再生研究に新しい道を開くフェムト秒レーザー技術(2004/12/15) 
- 精密に焦点を絞れるレーザー技術で C.elegans の神経軸索一つを切り離すことに成功。応用物理学者と
生物学の学際的研究で実現。切断された神経は 24 時間以内に再生、機能も回復した。このレーザーはビ
ーム径 300 ナノメーター、50 兆分の 1 秒間のパルスを１秒間に 1000 回照射する。神経再生に重要な遺
伝子の発見が可能になると期待。 
Femtosecond Laser Technique Opens New Opportunities for Research on Nerve Regeneration 
http://www.ucsc.edu/news_events/press_releases/text.asp?pid=614 
(Opening the Way for Nerve Regeneration Studies in Worms 
http://www.hhmi.org/news/jin.html) 
 
5. タンパク質構造研究の新しいアプローチで薬剤開発が進展(2004/12/09) 
- 高分子化合物の結晶構造解析に使用される広角 X 線散乱法を、リガンド誘発性タンパク質構造変化解
析に使用したところ、X 線結晶学によって予想されていたタンパク質構造に見合う結果が得られた。リ
ガンドがタンパク質表面に付着しているだけなのか、タンパク質構造の変化も伴うのか判別が可能とな
り、簡単で短時間の薬剤効果検査法として期待。 
New Method Studying Protein Structure Could Advance Drug Development 
http://www.anl.gov/Media_Center/News/2004/news041210.html 
 
6. 全ゲノム解析のプロトタイプを開発(2004/12/09) 
- 全ての遺伝子をたった 4 つのスライド･ガラスで検査する装置の試作品がホワイトヘッド研究所で作ら
れた。RNA 干渉を利用。それぞれ特定の遺伝子を標的とするように作られた小さな RNA 分子で各遺伝
子のタンパク質発現を阻害し、遺伝子機能を調べる。遺伝子と同数の RNA 分子を作製する必要があるが、
今回そのプロセスがさらに簡略化された。 
Researchers Develop Prototype for Whole Genome Analysis 
http://www.whitehead.mit.edu/news/archives/2004/ds_1209.html 
 
7. 「遺伝子砂漠(gene desert)」の謎を解くヒント(2004/12/08) 
- 異種生物ゲノムを比較して遺伝子制御を解明するコンピュータ･ツールを開発。タンパク質を発現しな
い塩基配列の反復領域について、遺伝子制御に関与、大幅に除去しても影響はない等、逆説的な結果が
報告されているが、このツールで不変な部分と常に変化している部分に区別できた。不変的な遺伝子砂
漠に制御的機能があると考えられる。 
Scientists Uncover Clues to The Mystery of 'Gene Deserts’ 
http://www.llnl.gov/pao/news/news_releases/2004/NR-04-12-03.html 
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8. タコの目を真似たプラスチックの目(2004/12/07) 
- 生物の目のレンズは何百、何千ものナノ層から成り、ガラスのレンズよりも強力であり、同時に軽量
で柔軟性を持つ。高い屈折率に対応するため強力なレンズを持つ水中生物であるタコの目のレンズを模
倣し、異なる屈折率の 2 種類の高分子ナノ層を 6000 層にしたレンズを作製。層の数を変えることで屈折
率を調節できる。 
Plastic Eye Mimics Octopus Vision 
http://origin.www.nature.com/news/2004/041206/full/041206-5.html 
 
9. スクリプス研究所が中心となる研究コンソーシアムが生物学の新ツールを開発(2004/12/07) 
- 機能グリカン･マイクロアレイが開発された。何百種類もの多糖鎖がプリントされたスライド･ガラス
を使用してタンパク質と結合するグリカン(GBP)の特性を分析する多糖構造解析ツール。生体機能で重要
な複合糖鎖(グリカンや炭水化物)の理解が深まるとして、急成長のグリコミクス分野での重要な前進とな
る。 
Research Consortium Led by Scientists at The Scripps Research Institute Develops New Tool for 
Biology 
http://www.scripps.edu/news/press/120704.html 
 
10. 重度身体障害者のコミュニケーションを向上する非侵襲的 BCI を開発(2004/12/06) 
- 脳の電気信号から物理的なアウトプットを実現するブレイン･コンピュータ･インターフェース(BCI)。
複雑な動きを可能にするには電極を脳に埋め込み、正確な信号検知が必要だったが、埋込み型と同レベ
ルの性能を持つ非侵襲的な BCI が開発された。電極付きキャップで頭皮から脳波を測定。手術が不必要
な BCI として期待が高まる。 
Communication Option for the Severely Disabled Improves 
http://www.health.state.ny.us/nysdoh/commish/2004/wolpaw_release_12-06-2004.htm 
 
11. 人工細胞が形になる(2004/12/06) 
- 原始的な人工細胞が米国で作製された。アミノ酸からタンパク質を生成できる分子機構を人工膜内に
入れたもの。栄養や高エネルギー分子を細胞内に取り込めるように、膜には小さな穴を開けた。人工膜
で覆ったため、タンパク質産生が数日間可能となる。複製･進化はできず生命とは言えないが、極小タン
パク質生産工場として実用化に期待。 
Artificial Cells Take Shape 
http://www.nature.com/news/2004/041206/full/041206-2.html 
 
12. ゲノム暗号の解読―原子レベルでの遺伝子解読プロセスが明らかに(2004/12/02) 
- DNA の遺伝情報がどのように解読され、タンパク質が産生されるのか、原子レベルでの遺伝情報解読
プロセスが解明された。リボソームで行われる解読プロセスを、X 線結晶解析法によって原子レベルで
確認。tRNA は修飾ヌクレオシドによってゆらぎ塩基を認識し遺伝情報を解読しているという「ゆらぎ
説」の具体的な証拠となる。 
Cracking the Genomic Code: Gene Decoding Revealed at Atomic Level 
http://www.ncsu.edu/news/press_releases/04_12/307.htm 
 
13. 癌治療用の新しいドラッグ･デリバリー･システム(2004/12/03) 
- 抗癌剤を染み込ませたビーズを大腿動脈に挿入したカテーテルで腫瘍に注入する方法。ウサギを使っ
た実験で効果が認められた。動脈に直接薬剤を注入する場合に較べて、薬剤の放出が持続するため効果
が高まり、また、薬剤が腫瘍内に留まるため全身毒性の危険性を低減できる等の点で優れていた。 
New Drug Delivery System for Treating Cancer Tested in Animals 
 
14. 脊髄損傷回復への希望(2004/12/03) 
- パデュー大学で犬の脊髄損傷の治療に成功。重度の脊髄損傷を被ってから 72 時間以内に液体高分子ポ
リエチレン･グリコール(PEG)を注入すると、ほとんどのケースで永久的な損傷を防いだ。損傷時に麻痺
状態となっている場合でも、PEG は神経細胞の決定的な破裂を阻止し治癒する能力を残すことが出来た。
ヒトへの適用に期待。 
Purdue Research Offers Hope for Canine, Human Spinal Injuries 
http://news.uns.purdue.edu/UNS/html4ever/2004/041203.Borgens.PEG.html 
 
15. 精子なしで卵子が受精(2004/12/02) 
- 英国で、精子を使わずにヒト卵子を受精した状態にする方法が開発された。PLC-zeta という精子由来
酵素が胚盤胞期の卵子を活性化し受精を促すと判明。この段階の卵子から幹細胞が抽出できる。この酵
素で活性化された卵子は精子の染色体を持たず、ヒトには成長しないことから倫理的に問題のない ES
細胞作製方法として期待される。 
Eggs 'Fertilised' Without Sperm 
http://news.bbc.co.uk/1/hi/health/4061477.stm 
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16. 調子はどう？―全国的な幸福度を測定(2004/12/02) 
- 人々の QOL の評価である「国民幸福度評価(National Well-Being Account)」を算定する新しい調査方
法「1 日再現法」が米国で試された。これは、心理学者、経済学者などが協力する学際的な研究チームに
よって作られ、人々の幸福度を測定し社会的な幸福度を評価するもの。被験者はその日 1 日の出来事を
思い出しながら、一連の質問に答える。 
How Are We Doing? Researchers Aim to Measure National Well Being 
http://www.nih.gov/news/pr/dec2004/nia-02.htm 
 
17. 前立腺癌を阻止する緑茶ポリフェノール(2004/12/01) 
- ウィスコンシン、ケース･ウェスターン･リザーヴ両大学の研究チームが緑茶ポリフェノールと前立腺
癌の関係を報告。マウスを使った実験で、インシュリン様成長因子-1(IGF-1)が関与する分子経路の調節、
腫瘍の成長を助ける血管形成の抑制等、様々なレベルで前立腺癌の進行を阻止することが判明した。 
Green Tea Polyphenols Thwart Prostate Cancer Development at Multiple Levels 
http://www.aacr.org/2004pressdec1.asp 
 
18. NIH がノースカロライナ大学のゲノム指紋読取検査プログラムに百万ドル授与(2004/11/30) 
- ゲノム指紋読取検査(GFS:Genome Finger Scanning)プログラムの開発を進め、一般的に利用可能にす
ることが目的。GFS が実用化すると、タンパク質同定や新しい遺伝子の位置特定のために、質量分析デ
ータと注釈なしの遺伝子配列を適合することが可能となる。ゲノム解読で得た膨大なデータを十分に活
用することが望まれている。 
NIH Awards $1 Million to UNC for Genome Fingerprint Scanning Program 
http://www.nih.gov/news/pr/nov2004/ncrr-30.htm 
 
Ⅱ IT：情報技術 
 
1. 新興の分子エレクトロニクス分野で飛躍的な進歩が報告された(2004/12/16) 
- 分子エレクトロニクス分野は絶好調であり、明るい未来を持っている、とカリフォルニア大学ロサン
ジェルス校とカリフォルニア工科大学の化学者が、サイエンス誌 12 月 17 日号で結論している。分子エ
レクトロニクス部品は既に機能しており、また、電子回路に能動部品として分子を組み入れる進歩は、
過去 5 年にわたって急速に進んだ。 
Rapid Progress Reported in Emerging Field of Molecular Electronics 
http://newsroom.ucla.edu/page.asp?RelNum=5718 
 
2. 分子の拡大鏡としての LCD(2004/12/16) 
- オランダの研究者は、クリーンルームの必要性なしで LCD(液晶ディスプレイ)を作るための技術を開
発した。この技術は現在の方法より簡単でより安価であり、全て表面上の分子の自己秩序化に基づいて
いる。更に、化学者は、DNA を肉眼で見えるようにするためにこれらの LCD が使用できることを示し
た。 
LCD As a Molecular Magnifying Glass 
http://www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/NWOP_677HYH_Eng 
 
3. シリコンリングは光チップを高性能化(2004/12/13) 
- コーネル大学の研究者が、コンピューターチップ上に大量に統合できるほどに十分に小さい全光学シ
ステムのシリコンスイッチを開発した。このデバイスは、光ビームを断続するのに、別の低出力光ビー
ムを導入し、450 ピコ秒で断続し、新しいシリコン電気機械光学スイッチより約 70 倍速く、数ピコ秒へ
の高速化の可能性を持っている。 
Silicon Ring Boosts Light Chips 
http://www.technologyreview.com/articles/04/12/rnb_121304.asp?p=1 
 
4. 英国エレクトロニクス産業が次の 10 年間の青写真を提出(2004/12/13) 
- 英国貿易産業省(DTI)エレクトロニクス革新および拡張チーム(EIGT)は、エレクトロニクス分野が今後
どのように進展できるかについての勧告を公表した。EIGT は将来の産業が直面する重要な競争的課題を
識別するために 2003 年 7 月に設けられた。また、EIGT はこの勧告を前に進めるために、エレクトロニ
クス・リーダーシップ評議会(ELC)を設置することを望んでいる。 
UK Electronics Provided with Blueprint for the Next Ten Years 
http://www.eetuk.com/bus/news/showArticle.jhtml;jsessionid=ECGTJ0RN11ITAQSNDBGCKH0CJU
MEKJVN?articleID=55301265 
 
5. EU は産業研究開発の業績優秀者を識別(2004/12/10) 
- 初めての EU 産業研究開発投資スコアボードの結果は、EU のトップ 500 企業は、2003 年に研究開発
で合計 1 億ユーロを投資した、しかし、2003 年の投資は 2002 年より低く、非 EU 企業はもっと投資し
ている。このスコアボードは、グローバルな研究開発環境の EU 企業の競争的な状況の全体像と同様に、
企業間、セクター間および地理的地域の間の有益で 新の比較を提供する。 
EU Identifies Top Performers in Industrial R&D 
http://europa.eu.int/comm/research/press/2004/pr1012en.cfm 
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6. マイクロチップ産業はその適時性を完全にするために奮闘(2004/12/08) 
- 特に半導体産業においては、時は金なりである。国立標準技術研究所(NIST)および国際 SEMATEC に
よる新しい報告書は、半導体産業で現在の適時性同期化の問題が、デバイス寸法や誤差範囲が縮小し続
けると共により重要になる、と述べている。特に、企業がリアルタイムオートメーションやインテリジ
ェント制御のような e-製造の概念を進める時に、適時性がさらに重要となる。 
Microchip Industry Strives to Perfect Its Timing 
http://www.nist.gov/public_affairs/techbeat/tb2004_1208.htm#microchip 
 
7. IBM がストレインドゲルマニウム技術を発表(2004/12/06) 
- IBM は、半導体中で使用される標準トランジスターの性能を 3 倍にするストレインドゲルマニウム技
術を実証したと発表した。この新しい技術は 32 ナノメーター以下の回路サイズで、チップの継続的な性
能向上を支援する。ゲルマニウムはシリコンより良い電気伝導度を持つと長い間知られている。また、
ストレインドゲルマニウムはシリコンあるいはストレインドシリコンより著しく良い輸送特性を持つと
示されている。 
IBM Describes Strained Germanium Technique 
http://www.eetimes.com/semi/news/showArticle.jhtml?articleID=54800642 
 
8. 光の量子メモリ(2004/12/03) 
- 情報の世界を革新するかもしれない量子通信や量子計算の分野での、すべてのプロトコルやアルゴリ
ズムの基礎である量子情報の操作と転送は、物理学や情報科学の非常に活動的な研究分野である。ドイ
ツ、ガルヒンのマックス・プランク量子光学研究所とコペンハーゲンのニールス・ボーア研究所の研究
者は、1 組の原子上に光のパルスの量子状態を転送する計画を提案し、それを実験的実証に成功した。 
Quantum Memory for Light 
http://www.mpg.de/english/illustrationsDocumentation/documentation/pressReleases/2004/pressRel
ease20041203/ 
 
9. NIST が量子コンピューター用データ修復ツールを実証(2004/12/01) 
- 国立標準技術研究所(NIST)の物理学者は、量子コンピューターのデータハンドリングエラーを自動的
に修復するための実用的方法を開発、実証した。この NIST の成果は、処理データの 1s と 0s として原
子や粒子の量子特性を利用する、未来の潜在的に非常に強力な計算形式である量子コンピューターの誤
り訂正の全ステップの初めての実証である。 
NIST Demonstrates Data 'Repair Kit' for Quantum Computers 
http://www.nist.gov/public_affairs/releases/quantum_repairkit.htm 
http://physicsweb.org/articles/news/8/12/1/1 
 
10. パデュー大学のエンジニアがトランジスターの信頼度テストのモデルを創出(2004/11/30) 
- パデュー大学の研究者が、新しいシリコントランジスタ設計の信頼度予測のための一体化モデルを作
り出した。産業が新製品のコストを調べるための数千万ドルを毎年節約することを可能にするツールで
ある。このモデルは、現在使用されている も一般的な集積回路である CMOSコンピューターチップの、
基本的な 2 つのタイプのトランジスターの信頼度の同時評価が可能な初めての方法である。 
Purdue Engineers Create Model for Testing Transistor Reliability 
http://news.uns.purdue.edu/UNS/html4ever/2004/041130.Alam.model.html 
 
Ⅲ EV：環境 
 
1. アフリカの気候変動に関する調査報告書が発行される(2004/12/16) 
- 英国環境食糧農村地域省（DEFRA）と国際開発省は「アフリカ気候報告書」を発行。アフリカ大陸の
気候変動と貧困・開発問題の関連に焦点を置き、気象観測、気象予報、気候変動予測モデル等の総合的
な分析結果を掲載。2005 年 3 月に英国が議長国となり開催する G8 環境大臣会合において本報告書のフ
ォローアップが行われる。 
Africa Climate Change Research Report Published 
http://www.defra.gov.uk/news/2004/041216b.htm 
http://www.defra.gov.uk/environment/climatechange/ccafrica-study/index.htm（PDF ファイルダウン
ロード可能：178KB） 
 
2. 環境に関する研究に金融機関が取り組む(2004/12/8) 
- 英国のニューキャッスル大学が、世界 大級の香港上海銀行（HSBC）と提携し「環境技術革新 HSBC
パートナーシップ」を展開する。HSBC が 3 年間で 65 万ポンドを出資し、気候変動を含む環境問題や持
続可能性に関する研究活動を行う。HSBC は大手銀行として初めてグリーン電力購入、植樹プロジェク
ト等 CO2 排出量削減への取り組みを表明した。 
Banking on Better Environmental Research 
http://www.ncl.ac.uk/press.office/press.release/content.phtml?ref=1102510036 
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3. 国際財務報告解釈指針委員会（IFRIC）、温室効果ガス排出権の計上に関する指針を公表(2004/12/3) 
- IFRIC は、政府の温室効果ガス排出削減スキームに参画する企業に対し、政府から受領する排出枠を「無
形資産」として「公正価値」で計上すべきとの解釈指針を発表した。欧州排出権取引が 2005 年に開始す
ることから、このように会計基準への適用方法を説明することは時機にかなっている、と IFRIC 議長が
コメント。 
IFRIC Issues Guidance on Accounting for Greenhouse Gas Emissions and Scope of Leasing Standard 
http://www.iasb.org/news/index.asp?showPageContent=no&xml=10_262_25_02122004_31122009.htm 
 
4. 米サンディア国立研究所（SNL）、Tenix 社、CH2M Hill 社と共に水質安全性の自動センサーを開発
(2004/12/6) 
- SNL は無人水質センサーを開発するため、Tenix 社、CH2M Hill 社との複数年にわたる数百万ドル規
模のパートナーシップを発表した。既存の水質監視システムは計測項目が溶解固形物、pH、濁度等に限
られているが、SNL が開発するセンサーは細菌、ウイルス、原生動物等も検出できる。初期の商用モデ
ル導入予定は 2005 年後期～2007 年中期。 
Sandia, Tenix, and CH2M Hill will Develop Automated Water Safety Sensor Units 
http://www.sandia.gov/news-center/news-releases/2004/tech-trans/tenix.html 
 
5. 中国科学院（CAS）の生分解性プラスチックに関する技術が工業化される(2004/12/06) 
- CAS 広州分院傘下の化学会社と江蘇省 Taixing 市の Golden Dragon 社が技術提携を結び、Taixing 市
が地下貯留している豊富な CO2 を利用して生分解性の高いプラスチックの生産を行なう。新たに建設さ
れたプラントは、脂肪族ポリカーボネートを 大で年間 2,000 トンまで生産可能。試験操業は既に開始
されており、今年末までの年間総売上高は 2 千万元の見込み。 
Industrialization of CAS Technology on Bio-degradable Plastics 
http://english.cas.ac.cn/eng2003/news/detailnewsb.asp?InfoNo=25273 
 
6. 建築における持続可能性を地球規模で学際的に研究する施設(2004/11/30) 
- 米スタンフォード大学「持続可能性及び総合構築環境研究センター（SIBRES）」の紹介。中国で 2009
年完成予定の三狭ダムのように、橋梁、道路、高層ビルといった大規模な建築物は環境に多大な影響を
及ぼす。SIBRES ではこれらの建築物に焦点を絞って研究を進める予定。建設計画は「環境・資産価値・
経済性」の 3 つの観点から評価するよう提唱。 
Multidisciplinary Center Tackles Issues of Sustainable Construction Around Globe 
http://news-service.stanford.edu/news/2004/december1/sibers-1201.html 
 
7. 米ノースイースタン大学の研究者が大気中に現れない二酸化炭素の行方を解明－環境工学者の発見
による地球温暖化予想モデル改善の可能性(2004/11/30) 
- オークリッジ国立研究所（ORNL）との共同研究。温帯地域で高濃度の CO2 にさらされているカシの
木について、生育期間 4 期にわたりその地点の土壌を調査したところ、炭素の平均含有量が通常より 14%
多かった。地球温暖化の進展は予想よりも遅く、研究者たちの疑問となっていたが、この結果は温暖化
予想の改善につながるかも知れない。 
Northeastern Researcher Finds Missing Atmospheric Carbon Dioxide-Northeastern Environmental 
Scientist Finding Could Improve Global Warming Forecast Models 
http://www.nupr.neu.edu/11-04/co2.shtml 
 
8. 古い携帯電話を堆肥化して花を咲かせる研究(2004/11/29) 
- 英国ワーウィック大学は、PVAXX Research and Development 社、モトローラ社と共に、製品として
の寿命が短い携帯電話の画期的なリサイクル方法を開発。容易に生物分解される樹脂で携帯電話の筐体
を製作、花の種を埋め込む透明の小窓を付けた。堆肥の中に入れると数週間で分解されて種が発芽する。
試作機第 1 号はミニひまわりを使用している。 
Researchers Compost Old Mobile Phones & Transform Them into Flowers 
http://www2.warwick.ac.uk/newsandevents/pressreleases/NE1000000097300/ 
 
Ⅳ NT：ナノテクノロジー 
 
1. DNA は情報処理やデータ記憶で重要になる(2004/12/17) 
- ミネソタ大学の率いるチームは、データ処理や記憶回路の組み立てをガイドできる、規則的で緊密な
間隔の結合場所を持った合成 DNA 足場材料をあらかじめ定めたパターンへ組み立てるために、DNA の
能力を使用した。 
DNA may Hold Key to Information Processing and Data Storage 
http://www.ur.umn.edu/unsreleases/find.php?ID=2005&from=umnnews 
 
2. UCSB の科学者が RNA で作られたナノスケールのジグソーパズルを作る(2004/12/17) 
- バイオナノテクノロジーの 先端に取り組むカリフォルニア大学サンタバーバラ校の科学者は、ナノ
スケールの美しくかつ有用な可能性がある人工構造を構築するために、自然な RNA(すなわちリボ核酸)
の組み立て折り畳み原理を使用している。可能な応用には、ナノ回路、医学移植および先端医学テスト
の開発を含んでいる。 
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UCSB Scientists Build Nanoscale 'Jigsaw' Puzzles Made of RNA 
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2004-12/uoc--usb121704.php 
 
3. ヨーロッパ研究者がプロトタイプの DNA マジックテープを作る(2004/12/14) 
- ドイツ、ドルトムント大学の研究者のチームは、ナノ粒子を結合・分離するために、いわゆる DNA マ
ジックテープ(velcro)を作り出すことに成功した。この実験は「自己構築」材料に結びつくであろう。 
European Researchers Build Prototype DNA 'velcro' 
http://europa.eu.int/comm/research/headlines/news/article_04_12_14_en.html 
 
4. ジョージア工科大学は効率的な有機太陽電池開発にペンタセンを使用(2004/12/13) 
- ジョージア工科大学の研究者は、軽量有機太陽電池を作り出す新しいアプローチを開発した。ペンタ
センの使用によって、3.4%の高効率で太陽光を電気に変換することができ、近い将来には 5%に達する
と語る。 
Georgia Tech Uses Pentacene to Develop Efficient Organic Solar Cells 
http://www.gatech.edu/news-room/release.php?id=497 
 
5. 生体細胞はナノ外科を手に入れる(2004/12/13) 
- 単一生体細胞で鍵穴手術を行なうことができる小さな針が、遺伝子治療を研究し新薬を開発する生物
学者を助ける。産業技術総合研究所(AIST)の細胞研究者が、原子間力顕微鏡(AFM)を、細胞を傷つけず
に細胞内部の正確な位置に分子を加えたり削除したりできる細胞用の手術道具に転用した。 
Living Cells Get Nanosurgery 
http://www.nature.com/news/2004/041213/full/041213-2.html 
 
6. 選択的コーティングがカーボンナノチューブから生物センサーを作り出す(2004/12/12) 
- 特定の生体分子の存在状態で蛍光を変化するタンパク質封入単層カーボンナノチューブが、多くの新
しいタイプの移植可能な生物学センサーを作り出す、とカプセル化技術を開発したイリノイ大学アーバ
ナ・シャンペン校の研究者が語っている。 
Selective Coatings Create Biological Sensors from Carbon Nanotubes 
http://www.news.uiuc.edu/news/04/1213strano.html 
 
7. ナノチューブは生物細胞内で光る(2004/12/09) 
- 生体細胞によるカーボンナノチューブの体内摂取についての初めての報告書で、ライス大学とテキサ
ス大学健康科学センターは、低濃度のナノチューブについて実験細胞培養で研究した。白血球が食べた
超微粒子を追跡するために蛍光を使用した。その結果は、白血球が他の細胞外粒子のようなナノチュー
ブをとらえ、それらを摂取し、食胞内で密封することを示唆している。 
Nanotubes Glow, Even Within Biological Cells 
http://media.rice.edu/media/NewsBot.asp?MODE=VIEW&ID=6854&SnID=1066545391 
 
8. ナノファイバーチューブが神経再生を加速(2004/12/09) 
- シンガポール国立大学の研究者は、神経の再生を促進させるためにポリマーナノファイバーチューブ
を使用した。このチューブは神経再生のガイドチャンネルの役割をし、試験サンプルの 45%で神経が再
正することを可能にした。 
Nanofibre Tube Boosts Nerve Regeneration 
http://www.nanotechweb.org/articles/news/3/12/6/1 
 
9. ナノサイエンスのための緑のブレークスルー(2004/12/05) 
- 韓国の国立ソウル大学化学工学部の科学者は、無毒な塩類を使用して、環境を害さずに、大量の単分
散ナノ結晶を生産する安価な方法を見つけ出した。韓国は、昨年この分野の研究開発のために 20 億ドル
を投資している、世界のナノテクノロジーの主要な投資者のうちの一つである。英国ケンブリッジ大学
のナノテクノロジー教授は、韓国の研究者の研究に関する も重要なことは、商業的にアクセス可能で、
環境に適したものにすることにより、ナノテクノロジーに関する 2 つの大きな問題を取り扱ったという
ことであると語る。 
Green Breakthrough for Nanoscience 
http://www.cnn.com/2004/TECH/12/06/explorers.nano/index.html 
 
10. ナノ製作技術の新しい様式(2004/12/03) 
- ドイツの物理学者は、古典的回析限界を 2 倍以上越えることができる原子リソグラフへの新しいアプ
ローチを開発した。ハイデルベルグ大学とコンスタンツ大学によって開発されたこの技術は、光と物質
間の相互作用の量子的側面を活用する。 
New Look for Nanofabrication 
http://physicsweb.org/articles/news/8/12/3/1 
 
11. インフィニオンが世界 小のナノチューブトランジスターを作製(2004/12/02) 
- ドイツのインフィニオン・テクノロジーズの研究者は、直径 0.7-1.1 nm の単層ナノチューブを使い、
わずか 18nm のチャンネル幅の電界効果トランジスターの世界 小のナノチューブトランジスターを作
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った。これまで、研究者は 先端技術のシリコントランジスタよりはるかに長いチャンネル幅のナノチ
ューブトランジスターのみを研究していた。 
Infineon Creates "World's Smallest" Nanotube Transistor 
http://www.nanotechweb.org/articles/news/3/12/2/1 
 
12. DNA のマジックテープがナノ粒子を固定(2004/12/02) 
- 基本的に自己構築材料の開発に結びつく実験でナノ粒子を固定、分離するために DNA のらせん構造が
利用された。ドイツのドルトムント大学で、人工的に合成された DNA のセクションが、バラバラの金の
ナノ粒子をお互いに結びつけるために使用された。 
DNA 'Velcro' Binds Nanoparticles 
http://www.newscientist.com/news/news.jsp?id=ns99996749 
 
13. 有機分子が表面に固定(2004/12/01) 
- デンマークのオルフス大学とブラジルのカンピナス国立大学の研究者は、銅基板上で、ある大きな有
機分子の表面拡散が方位に依存することを発見した。この結果は、自己組み立て分子素子の開発と密接
な関係を持つ。 
Organic Molecules "lock Into" Surface 
http://www.nanotechweb.org/articles/news/3/12/1/1 
 
14. MEDEA+ フォーラムは、ヨーロッパのナノエレクトロニクス産業への強い貢献を強調(2004/12/01) 
- EUREKA クラスターのメーディア+(MEDEA+)は、ヨーロッパのマイクロ(急増するナノ)エレクトロニ
クス産業におけるその重要な役割を強調して、11 月 23 日および 24 日にパリで 2004 年フォーラムを開
催した。来年は、2005～2008 年に渡って MEDEA+の第 2 段階を開始する。また、MEDEA+は、シリコ
ン技術、遠隔通信、自動車、家電とスマートカードでのヨーロッパのリーダーシップを維持するために、
力強い産業界の声を提供し続けている。 
MEDEA+ Forum Highlights Strong Contribution to European Nanoelectronics Industry 
http://www.eureka.be/inaction/viewNews.do;jsessionid=0a00001750df0344e94fb44cda8d2fe132651a
4f69?docid=114228 
 
Ⅴ EN：エネルギー 
 
1. しなやかな太陽電池パネルの開発に成功(2004/12/18) 
- 欧州連合（EU）の研究プロジェクト「H-Alpha Solar」により、軽量で柔軟性に富む太陽電池パネル
が開発された。3 年以内には市場で流通する可能性。変換効率は 7%と低いが、写真用フィルムとほぼ同
じ薄さで、丸めたり裁断するのが容易であるため応用範囲が広い。ロール状に大量生産できるので価格
も安い。 終的には変換効率を 10%に高める予定。 
Pliable Solar Cells Are on a Roll 
http://www.newscientist.com/article.ns?id=dn6802 
 
2. 発電設備から廃熱を回収する淡水化の新技術(2004/12/16) 
- 海水の淡水化は水不足解消の解決策だが、現行の蒸留法は海水を蒸発させる際に大量のエネルギーを
消費し、コストもかかる。米フロリダ大学は、淡水化プラントの発電設備で発生する使用済み冷却水を、
海水の蒸発に再利用する方法を実証。試算によれば 100MW 規模のプラントで現在 1,000 ガロン（約
3.8Kl）あたり 10 ドルのコストが 2.5 ドルとなる。 
New Desalination Technology Taps Waste Heat from Power Plants 
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2004-12/uof-ndt121604.php 
 
3. 深海の炭化水素工場(2004/12/10) 
- ミネソタ大学の研究成果。大西洋中央海嶺と同様の環境（400 気圧、華氏 700 度）を実験で再現した
ところ、鉄やクロムを豊富に含む岩石の表面でメタン、エタン、プロパン等の炭化水素が生産される可
能性を発見した。海底の熱水孔で起きている現象と、大陸・海洋の地殻での炭化水素ガス発生の経緯を
解明する手がかりとなる。 
A Deep Sea Hydrocarbon Factory 
http://www.ur.umn.edu/FMPro?-db=releases&-lay=web&-format=umnnewsreleases/releasesdetail.h
tml&-RecID=34640&-Find 
 
4. 太陽電池で稼働する水素発電システム - カナダ国立研究機構の燃料電池イノベーション・センター
（NRC-IFCI）が紹介する再生可能エネルギー発電システム(2004/12/09) 
- NRC-IFCI が発表したこのシステムは、太陽電池パネルで生産した電力で「HyLYZER」という電気分
解装置を稼働させ、水素と水を生産する。水素は直ちに燃料電池に蓄えられて電力が生産される。排出
物は水と酸素だけなので、完全なクリーン・エネルギーによる発電システムである。 
Solar Powered Hydrogen-Vancouver's NRC Institute for Fuel Cell Innovation Showcases Renewable 
Hydrogen Generation System 
http://www.nrc-cnrc.gc.ca/newsroom/news/2004/solarhydrogen04-nr_e.html 
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5. 米国レンセラー工科大学の研究者が太陽電池で稼働する水中ロボットの試験を行う(2004/12/6) 
- レンセラー工科大学は、米国立科学財団（NSF）の出資する「RiverNet」計画の一環として、太陽電
池で稼働する自動走行水中ロボット（SAUV）の実地試験をニューヨーク州ジョージ湖で実施している。
2 台の SAUV による相互の無線通信に成功しており、今後、リアルタイム・三次元の水質監視を実行す
るための大きな進歩となった。 
Rensselaer Researchers Experiment With Solar Underwater Robots 
http://www.rpi.edu/web/Campus.News/features/120604-robots.html 
 
6. 水素経済(2004/12/1) 
- 米国物理学会の機関誌「Physics Today」の記事。世界のエネルギー需要は発展途上国の人口増加と産
業発展を背景に、2050 年までに倍増すると見込まれている。化石燃料に代わるエネルギー源として有望
な水素エネルギーを図表と共に解説。水素と電力を基盤にした水素経済の構築に必要なのは、政治的手
段ではなく技術力である。 
The Hydrogen Economy 
http://www.physicstoday.org/vol-57/iss-12/p39.html 
 
7. 電力構造基盤の転換(2004/12/1) 
- 米国物理学会の機関誌「Physics Today」の記事。米国の電力供給網は 1950 年代に整備され老朽化し
ているが、1990 年代、電力業界の設備投資は全収益のわずか 12%程度であった。電力研究所（EPRI）
は 1999～2009 年に電力需要が 20%増となる一方で供給網の規模は 3.5%しか増加しないと予想。将来に
向けてのあるべき供給網の形態を示唆。 
Transforming the Electric Infrastructure 
http://www.physicstoday.org/vol-57/iss-12/p45.html 
 
8. 原子力エネルギーから効率的に水素を生産する方法について、米国 DOE の研究者が実現可能性を実
証(2004/11/30) 
- アイダホ国立工学環境研究所（INEEL）と Ceramatec 社が、原子力エネルギーを利用して水から水素
を生産する効率的な方法を実証。新型のリアクター（反応炉）から発生する高温の蒸気を利用して水の
電気分解を行うと、従来約 30%であった分解の効率が 45～50%まで上昇する。燃料電池車に補給する水
素の生産に向け新たな可能性が期待できる。 
DOE Researchers Demonstrate Feasibility of Efficient Hydrogen Production from Nuclear Energy 
http://www.energy.gov/engine/content.do?PUBLIC_ID=16901&BT_CODE=PR_PRESSRELEASES&
TT_CODE=PRESSRELEASE 
 
9. 米国エネルギー情報局（EIA）のレポート「グリーン価格制度とネット・メータリング・プログラム
2003」(2004/11/29) 
- 再生可能エネルギー源で生産された電力の購入に際し、消費者の支払い料金が上乗せされる「グリー
ン価格制度」と、太陽光・風力等、小規模発電設備を所有する消費者に対して割引が適用される「ネッ
ト・メータリング・プログラム」。両制度に関する米国内の概況を報告。利用者数等について、2002 年
修正値と 2003 年予想値を掲載している。 
Green Pricing and Net Metering Programs 2003 
http://www.eia.doe.gov/cneaf/solar.renewables/page/greenprice/grnprc.html 
http://www.eia.doe.gov/cneaf/solar.renewables/page/greenprice/grnprcov.pdf(概要) 
http://www.eia.doe.gov/cneaf/solar.renewables/page/greenprice/grnprcreport.pdf(レポート全文) 
 
Ⅵ PL：政策 
 
1. 技術プラットフォームについての Q&A(2004/12/16) 
- EU の研究開発の推進体制において重要な役割を果たしている「技術プラットフォーム」についての基
礎的知識。 
Technology Platforms: Questions and Answers 
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/04/298&format=HTML&aged=
0&language=EN&guiLanguage=en 
 
2. 2005 年度研究開発及び政策プログラムに係る政府歳出予算の決定(2004/12/15) 
- ブッシュ政権と米国議会は 12 月 8 日、研究開発費として過去 高の 1322 億ドル(前年対比 60 億ドル、
4.8%の増加)を盛り込んだ 2005 年連邦予算案を承認した。基礎及び応用研究にその内の 570 億ドル(前年
対比 2.5%増)が割り当てられ、他に目立つ増加としては、農務省(USDA)や海洋大気庁(NOAA)があるが、
時勢を反映し、非軍事研究開発関連予算の伸びは過去に比べて鈍いと言える(内訳一覧参照)。 
R&D Budget and Policy Program/FINAL Status of FY 2005 Appropriations 
http://www.aaas.org/spp/rd/approp05.htm 
 
3. 韓国、独力で初の水素燃料電池車を開発(2004/12/09) 
- 韓国エネルギー研究機関(KIER)は、一部米国製の燃料電池部品を使用しているものの、 高速度 210
キロの水素燃料電池車を初めて独自の技術で開発したと発表した。 
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Hydrogen-Fuel Car Crafted in Korea 
http://joongangdaily.joins.com/200412/08/200412082216425109900090609062.html 
 
4. 英国政府、エネルギー効率向上推進のための 5 カ年計画を発表(2004/12/08) 
- 英国環境・食糧・農村地域省(DEFRA)は、今年 4 月に策定されたエネルギー効率アクションプランに
基づき、新イニシアティブを盛り込んだ 5 カ年計画を発表した。内容は、貧困家庭に対する熱供給や、
気候変動の危険性に係る啓蒙活動など。 
Five Year Strategy - Promoting Energy Efficiency 
http://www.defra.gov.uk/news/2004/041208c.htm 
 
5. 北京で「AsiaNano2004」が開催される(2004/12/03) 
- 2002 年に東京で初めて開かれた「AsiaNano」(ナノサイエンス及びナノテクに関する専門家会合)に続
く第 2 回目の会合が北京大学で 11 月 24-27 日、米国を含むアジア太平洋地域の専門家 260 人余りを集め
て開催された。今後も続く予定で次回は 2 年後に韓国の釜山(Pusan)で開かれる予定。 
AsiaNano2004 Held in Beijing 
http://english.cas.ac.cn/Eng2003/news/detailnewsb.asp?infoNo=25271 
 
6. IEA、加盟国エネルギー政策年鑑 2004 年度版を発表(2004/12/02) 
- 国際エネルギー機関(IEA)が設立 30 年を迎えた今年発表した 新版の内容は、過去 30 年の各国エネル
ギー需給の動向を横断的に振り返る特別版であるとともに、経済成長著しい非加盟国である中国、ロシ
ア、インド、東南アジア、ラテンアメリカ、中東についても頁を割いている。 
“Energy Policies of IEA Countries - 2004 Review" Special Edition Review of the Last 30 years - 
Cross-Country-Overview 
http://library.iea.org/Textbase/press/pressdetail.asp?PRESS_REL_ID=138 
 
7. 中国、再生可能エネルギー法案を審議中(2004/11/26) 
- 中国初の再生可能エネルギー法は来年後半に施行される見通しである。政府主導で水力発電、風力発
電、バイオマス、太陽光などの再生可能エネルギー利用を推進し、2020 年までの導入量を現在の 1%か
ら 10%まで増やす計画。 
Renewable Energy Law Under Consideration 
http://english.people.com.cn/200411/26/eng20041126_165288.html 
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