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【特集】  産業政策   

米国「国家イノベーション・イニシアティブ」の報告書 
『Innovate America』：（概要） 

 
NEDO ワシントン事務所 

松山貴代子 

2005.2.3 
 
競争力協議会（Council on Competitiveness = CoC）（注 1）が 2004 年 12 月 15 日に

首都ワシントンで、国家イノベーション・イニシアティブ（National Innovation 
Initiative = NII）サミットを開催し、産業界・学界・政府・労働界を代表する 400 名

以上のリーダーが 15 ヶ月かけて作成した報告書『Innovate America：Thriving in a 
World of Challenges and Change』（注 2）（通称、パルミサーノ・レポート）を発表し

た。 

 
同報告書は、多くの諸国が市場経済を採用し、コストや質という面で米国と競争可

能になっている 21 世紀の世界において、コンペティティブ・エッジ（競争の優位性）

を授けてくれるのはイノベーション以外にはないと結論づけている。また、米国は優

れた研究所や大学、有能な労働者、安定した政府、強力なテクノロジー基盤を有し、

堅固な土台の上に立っているとはいうものの、イノベーションによる生産性向上や生

活水準の向上を目指して新たに台頭してきた世界各地のイノベーション・ホットスポ

ット（注 3）からの厳しい競争に直面しているため、この土台が揺るぐ可能性もあると警

告している。一方で同報告書は、世界経済の統合とテクノロジーの進歩が、グローバ

ルな経済環境で各国が競争しつつも協調するという、これまでとは異なる複雑な現実

を生み出していることを踏まえ、イノベーションの重要性はある国が他国との競争で

勝利を得るということよりも、全地球人のためにより良い世界を築いていくことにあ

ると指摘している。こうした観点から、繁栄の牽引力となり、変化の駆動力となる力

を持つ米国は、イノベーションを促進する環境作りのために米国社会そのものを 適

化していく必要があるとする。「パルミサーノ・レポート」では、イノベーションを

基盤とした経済構築に向け、(1)人的資源（Talent）面；(2)投資面；(3)インフラ面の 3
点から具体的政策を提言している。ここでは、同報告書が作成されるまでの過程、具

体的政策提言、および、今後の展望について概説する。 

                                                  
（注 1） 競争力協議会は、米国が世界 大の債権者から 大の負債者へと落ち込み、テクノロジ

ーやイノベーションのリーダーとしての地位が揺らぎ、米国産業が海外競争者に市場シェアを

奪われる等の経済的課題に立ち向かう目的で、産業界・学界・労働界のリーダーによって 1986
年に創設されたフォーラムである。現議長は、BellSouth 社の 高経営責任者 兼 社長の F. 
Duane Ackerman 氏。 
（注 2） Council on Competitiveness, Innovate America, December 2004. 
http://www.compete.org/pdf/NII_Final_Report.pdf 
（注 3） 報告書では、インド、中国、ロシア、イスラエル、シンガポール、台湾、韓国を挙げて

いる。 

< 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949号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/949/
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A. レポート作成プロセス 
 

「パルミサーノ・レポート」の作成グループは、Samuel J. Palmisano 氏（IBM
高経営責任者）と、ジョージア工科大学（Georgia Institute of Technology）の G. Wayne 
Clough 学長を共同委員長とする本部委員会（Principals Committee、業界・学界・労

働界の著名リーダー約 20 名）と、それをサポートする諮問委員会（Advisory 
Committee、イノベーションに造詣の深いビジネス界、学界、労働団体や政府の代表

約 30 名）、名誉委員会（Honorary Committee、上院議員や下院議員、大統領府高官や

州知事の約 20 名）、および、提言策定を実際に担当した 7 つのワーキンググループ

（working group = WG）から構成（注 4）されている。7 つの WG の目的は下記の通り： 
1. 21 世紀のイノベーション WG： 21 世紀におけるイノベーション、及び、イノ

ベーションの成功とは何かを理解するため、メトリクスを定義・作成すること

を目的としたワーキンググループ。 
2. イノベーションフロンティア WG： 米国が全てのイノベーション、研究、科学

技術の主要 先端分野で国際的リーダーシップを取るために必要な政策提言や

活動を確認するワーキンググループ。 
3. イノベーションスキル WG： 米国が、21 世紀のイノベーションに必要な研究

の実施、技術の商用化、 新式の製造、前例のないサービスの提供を行うこと

ができる労働力を常時維持するために必要な政策提言や活動を確認することを

目的とするワーキンググループ。 
4. 公的セクターにおけるイノベーション WG： 公的セクターが民間セクターと共

に、国家のイノベーションで重要な役割を果たしていくために必要な特定の政

策と活動を確認するワーキンググループ。 
5. イノベーションのファイナンス WG： 米国がイノベーティブな製品、プロセス、

サービスに投資するために必要な資本環境を整えることを目的とした政策提言

や活動を確認するワーキンググループ。 
6. イノベーションと市場 WG： 米国がイノベーション活動による効果を国内外で

得られるような環境を整えるために必要な政策提言や活動を確認することを目

的としたワーキンググループ。 
7. イノベーション環境とインフラ構築 WG： テクノロジーや人材や資本がグロー

バル化するにつれ、投資を惹きつける上で重要な決定要素となる各国の規制や

法律、政策の枠組みといった問題を検討するワーキンググル－プ。 
 

上記 7 つの WG は 2004 年 2 月、5 月、9 月に会合を開催し、各担当分野を分析して

終報告書をまとめ、これを昨年 10 月に本部委員会に提出している。今回発表となっ

た「パルミサーノ・レポート」は、各 WG の 終報告書に盛り込まれていた 3～5 つ

の優先的提言…内 2 つは実行可能な公共政策改正もしくはイニシアティブ…を、本部

委員会が諮問委員会や名誉委員会との協議を経て、一つに集約大成したものである。 

                                                  
（注 4） Council on Competitiveness. Background documents 参照。

http://www.compete.org/docs/pdf/NII_Consolidated_Background_10-21-04.pdf 
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B. 提言 
1. 人的資源の確保  

(1) 「国家イノベーション教育戦略」の策定 
 米国の科学・工学を専攻する大学生に対して、民間セクターによる税額控

除可能な奨学金「将来への投資（Invest in the Future）」を創設する。 
 イノベーター育成のため、R&D に関わる連邦政府省庁からの資金援助に

より、新たに 5,000 人分の移動通算可能な大学院生向けの奨学金を創設

する。 
 「専門科学修士(Professional Science Masters: PSM)」（科学と経済学を

同時に修了する修士号）と訓練制度を全州立大学に拡大する。 
 世界中から も優秀な科学・工学専攻の学生を集めるため、入管制度を改

革し、米国の大学研究機関を卒業した外国人科学者・工学者に就労許可

を与える。 
(2) 次世代イノベーターの触発 

 小・中・高・大学教育において、問題解決型の学習を通じ、創造的思考法

とイノベーション能力を触発する。 
 研究と実用化の間を橋渡し出来るよう、学生にイノベーションについて学

習する機会を与える。 
 企業家や中小企業経営者向けのイノベーション・カリキュラムを設置する。 

(3)世界経済で成功するための労働環境強化 
 生涯学習の機会を通し、労働者の柔軟性と能力を触発する。 
 医療保険や年金手当ての資産移動通算性を高める。 
 連邦・州政府の能力ニーズと訓練資源をより緊密に対応させる。 
 テクノロジーや貿易が原因で失業した人への支援を拡大する。 

 
2. 投資による支援 

(1) 先端的・学際的領域研究の再活性化 
 連邦省庁の R&D 予算の 3%を「イノベーション加速」助成金に再分配し、

リスクの高い研究を触発する。 
 国防省の R&D 予算の 20%を長期的研究に振り分け、かつて同省が基礎研

究に果たしてきた役割を復活させる。 
 国家レベルでの活力ある R&D ポートフォリオを構築するため、物理学・

工学への支援を強化する。 
 R&D 税額控除を恒久化・再構築し、産学連携研究にも適用するよう法制

化する。 
(2) 企業家経済の活性化 

 地域資産を活用し、民間の投資をテコとする、イノベーション拠点を向こ

う 5 年間で 10 箇所開設する。 
 イノベーションをベースとする成長促進のため、連邦レベルでの経済開発

政策とそのプログラムを調整する主管省庁及び省庁間協議会を指名する。 
 税インセンティブ、エンジェルネットワークの拡大、州政府と民間のシー

ド資本資金により、早期段階のリスク資金の利用可能性を広げる。 
 

< 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949号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/949/



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.949,  2005. 2. 9 

 4 
 

(3)リスクをいとわない、長期的な投資の強化 
 長期的な価値創造に報いるよう、民間セクターのインセンティブと報酬の

構造を調整する。 
 無形資産の自発的情報公開を促進するため、セーフハーバー条項を設定す

る。 
 不法行為の訴訟にかかる費用を GDP の 2%から 1%に引き下げる。 
 「金融市場仲介委員会（Financial Markets Intermediary Committee）」

を召集し、リスクをいとわない新しい規制のインパクトを評価する。 
 

3. インフラの整備 
(1) イノベーション成長戦略に対する国家的コンセンサスの形成 

 大統領府を通じて連邦レベルでのイノベーション戦略を制定する。 
 イノベーション政策の実行とイノベーション主導成長の実現に向け、国

家・地域間の連携を触発する。 
 イノベーションをより効率的に理解・管理するため、新しい指標を開発す

る。 
 素晴らしいイノベーション業績を認識するため、「米国イノベーション賞

（National Innovation Prizes）」を創設する。 
(2) 21 世紀の知的財産体制を構築 

 特許審査の全過程において質を確率する。 
 特許データベースをイノベーションのためのツールとして活用する。 
 協力的な標準設定のベスト・プラクティスを策定する。 

(3) 米国の製造業の能力強化 
 共有施設やコンソーシアムを含めた、「優良生産センター（Centers for 

Production Excellence）」を創設する。 
 互換性のある製造・物流システムのために産業界主導の標準開発を助長す

る。 
 中小企業を第一線の製造パートナーに引き上げるため、「イノベーション

普及センター(Innovation Extension Center)」を創設する。 
 産業界主導の R&D 優先事項ロードマップを拡張する。 

(4) ヘルスケアを試金石とした 21 世紀のイノベーションインフラの構築 
 電子的な医療報告を拡充する。 
 統合した医療データシステムの標準を策定・促進する。 
 国際間の、医療関連研究・医療サービスに関する電子的なやり取りの試験

プログラムを設置する。 
 業績ベースの調達契約の利用を拡充する。 
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C. 今後の展望 
 

NII サミットが開催された 2004 年 12 月 15 日に、大統領府が同じく首都ワシント

ンで、社会保障制度改革、手頃な医療保険、税制改革、不法行為法改革（Tort Reform）

を始めとする政治色の強い問題をとりあげたホワイトハウス経済会議（White House 
Economic Conference）を主催した。CoC の NII サミット開催日程がかなり前から大

統領府に通知されていたにも拘らず、大統領府がわざわざ経済会議の開催日を 12 月

15 日とした真意が問われるところであり、前政権ほどには科学技術政策に熱心でない

ブッシュ政権は、イノベーションの重要性を声だかに唱える「パルミサ－ノ・レポー

ト」を重視していないのではないかと疑われる所以でもある。 
 

ブッシュ大統領は 2 月 2 日に年頭教書演説を行い、「米国経済の成長速度は主要先

進国の中で 高であり、..海外に新市場を開拓し、..昨年一年間で 230 万の新雇用を創

出した」と述べたほか、米国経済の競争力や生産性を更に向上させる政策として、規

制緩和、法制改革、手頃な医療保険、医療過誤訴訟改革等を呼びかけた。これらは、

大統領府が NII サミットに対抗して主催したホワイトハウス経済会議の課題を殆どそ

のまま反映するものであり、大統領のイノベーションに対する姿勢を覗かせているよ

うに思える。 
 

一方、民主党を代表して反論演説をした Harry Reid 上院院内総務（ネバダ州）は、

大統領の計画は真の解決にはならないと主張し、将来雇用創出に向けた新技術研究開

発の推進、大企業の海外アウトソーシングを奨励している特別税控除の廃止、21 世紀

の世界経済で必要となる世界一流の教育や技能を米国民が受ける権利、といった民主

党ビジョンを披露した。 
 

この Reid 上院民主党院内総務の発言と、Joseph Lieberman 上院議員（民、コネチ

カット州）が 2004 年 7 月に「米国経済の将来を考える委員会を設置する法案（Bill to 
Establish Commission on the Future of the United States Economy：上院第 2747
号議案）」（注５）を提出したことを鑑みると、大統領府よりも米国議会の方が「パルミ

サーノ・レポート」提言を歓迎することは十分にありうると思われる。事実、CoC の

議会アウトリーチ担当者が、同報告書の回覧を議員に働きかけているという。また、

Lieberman 上院議員のスタッフによると、同議員は「パルミサーノ・レポート」を綿

密に考察し、議案化に相応しい項目があるか、上院にとっての関心項目があるかを検

討中であるが、未だ決定にいたっていないという。同報告書の提言が米国政府の政策

にどのように取り込まれていくか、興味深いところである。 
以上 

                                                  
（注５）レーガン元大統領時代に設置された「ヤング委員会」に類似した委員会を設置して、米

国経済、米国企業、および、米国労働者の競争力を調査し、競争力低下に歯止めをかける為に

必要な技能基盤やイノベーション・キャパシティの構築に関する提言を提出させるという法案。

上院に提出されたが、審議にいたらず、消滅している。 

< 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949号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/949/
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【特集】  ナノテク   

ドイツのナノテクノロジー戦略（1/2） 
 

NEDO 技術開発機構 パリ事務所 

深澤 和則 

2005.1.28 

 

現在、ドイツは連邦体制の責任遂行力と効率性を高めることを目的とした連邦体制

の再構築の一環として「教育と研究システムの改革」を進めている。 
そのなかで連邦教育研究省(BMBF)は経済と雇用拡大に大きな成果が期待される研

究分野への助成に焦点を当てる。自動車、機械、サービスなどの多くの応用分野が期

待できる基盤技術としての情報技術（ICT）への支援強化。既存市場での拡大を目指

すマイクロシステム、光学技術、材料研究、及び環境調和型のプロセス・生産技術の

支援。そして、新たな成長分野であるバイオテクノロジーとナノテクノロジーへの支

援を行う。 
そのための研究政策の基本的な役割としては、以下のことが挙げられている。 
・研究助成により革新を促進させる 
・研究システムの効率を向上させる 
・革新が未成熟な分野への支援をする 
・教育と研究の環境を改善する 
また、持続的開発の観点から、研究開発の助成政策は長期の技術的、経済的、及び

社会的情勢に連携させていく。 
 
このような「教育と研究システムの改革」の基本方針を反映させて、2004 年に連邦

研究教育省が「ナノテクノロジーが市場を席巻する。ナノテクノロジーに関するドイ

ツの未来挑戦」と題して今後 10 年間のナノテクノロジー戦略を公表した。 

具体的なアクションプランは以下の通り、 

―先ずはドイツの得意分野である電子、自動車、光学、および薬学・医療産業におい

て先導革新( Leading-edge Innovation)プログラムを開始する。産学連携によりナノ

テクノロジーの基礎研究成果を生かした新製品を開発する。次に波及効果により他

の産業分野へも応用していく。 

―研究開発密度の高いナノテク中小企業の支援を強化する 

―プロジェクト助成と公的研究機関助成の調和を組織的な施策を通して 適化する 

―すべての基礎となるナノテク人材の育成を強化する 

―欧州レベルの「フレームワークプログラム」(FP)や「ユーレカ」(EUREKA)などに

よる研究体制で国際連携を図る 
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―ナノテクノロジーのチャンスとリスクについて国民との対話を図る 

ここでは次号と 2 回に分けて「ドイツのナノテクノロジー戦略」について紹介する。 
 

1.ナノテクノロジーの発展 

ナノテクノロジーの特性は新しい物理的、化学的及び生物学的な作用原理の目標を

達成させるために、寸法・形状及び組成を如何なる手法で利用するかに大きく依存す

る。ナノテクノロジーは集積化の方向にあって根本的には図 1 に示すような 3 つの方

向から発達を遂げ、 終的にナノレベルで合流する。 

 
  図 1：科学研究の発達とナノテクノロジーとの関連性 
 

―物理的なアプローチにより電子技術の分野では過去数十年間に電子回路の複合化､

マイクロ電子技術による微細化(トップダウン努力)が進んだ。市場には､より高いク

ロック周波数のプロセッサーや容量の大型化がすすむ記憶パーツやハード･ディス

クが並ぶようになった。この間にチップのゲート長は 100 ナノメーターを下回って

いる。 

―複合化学と超分子化学の分野で得られた知識が､触媒､薄膜技術､センサー及び積層

技術で膨大な応用可能性のある､機能性の高分子化合物の構造設計(ボトムアップ努

力)へ導いた。 

―生物学的プロセスに関する理解が 近になって細胞ないしは分子のレベルにまで決

定的な拡張を見せた。これに属するものには､例えば遺伝子から蛋白質に対する情報

の流れ､分子の自己組織機能や光合成など多数の過程､ないしは多数の技術的には未

組織サイズ 

 物 理  

マ
ク
ロ 

マ
イ
ク
ロ 

ナ
ノ

電気技術 

電子技術 

マイクロ 
エレクトロニクス

生物学 材料 
  デザイン 

細胞生物学 
量子効 果  

分子生物学 

機能性分子の  
  デザイン  

化 学 複合化学 超分子化学 

現  在  西暦年  

ナノテクノロジーの応用 

電子機器類
光量子素子
バイオチップ
センサーなど

物理学的法則、 

生物学的原則、 
化学的特性などの 
集積的な活用 

< 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949号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/949/
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到達な機能性や複合性などがある。将来にやるべきことは､基礎となる生物学的な原

理を更に力を入れて技術的システムに転用することである。 
 
2.ナノテクノロジーの応用分野 

図 2 に示すナノテクノロジーの製品と応用分野の展望では、研究開発活動の焦点が

当面は､むしろ既に固まっている応用分野における製品を改善し､その競争力強化にお

かれることを示す。典型的｢ナノ製品｣の製造は未だ基礎研究の域にある印象が強く､そ

の実用化は数年先､また一部には数十年先にもなるものと予想される。 
 

ナノテクノロジーの開発現状と応用分野 

   発見と解明    技術的実用化と試作品   応用と技術革新   普及と浸透 

 長期：10－15 年  中期：5－10 年   短期：0－5 年   成熟期：市場投入 

図 2：幾つかの事例に基づくナノテクノロジーの製品と応用分野の開発展望 
 
ここに示す成熟期に至るまでの時期的な区分は単なる概略にすぎないものもある。

特に目下､未だ基礎研究の段階にある応用の場合は成熟期に関する予測の不確実性が

高い。 
 
3.ナノテクノロジー予算 
 教育研究省によるプロジェクト助成と公的研究機関助成と調和を組織的な施策を通

じて 適化を図っていく。特にドイツの中心的な国立研究センターであるヘルムホル

ツ共同体(HGF)の研究機関助成からプロジェクト指向型助成への転換と大学研究共同

精密機械､光学､分析術

化学、新素材 

エネルギー､環境技術

医学､ライフサイエンス

自 動 車 製 造  

電子技術､情報技術

NEMS 
Sub 50 nm 
組織形成 超 精 密 加 工  

SMX ナノ分析術 X 線 光 学

白色発光ダイオード 

CNT 複合素材 磁 性 流 体  機 能 性 薄 膜  

ナノチューブ ナノ微粒子コロイド 

量子ドット太陽電池 ナノ組織化された  
水 素 蓄 積 装 置  

色素太陽電池

ナ ノ 薄 膜  

Drug Delivery Lab on a chip システム 
バイオチップ配列  ティシュー・エンジニアリング 機能性ナノ微粒子による 

磁性ハイパー発熱療法 X 線コントラスト剤  
分子的ガン早期発見 

干渉ラッカー タイヤ向けナノ微粒子 
可変式ラッカー色彩 

ナノスケール複合素材  反 射 防 止 膜  

分子エレクトロニクス Strained Silicon CNT-FED GMR センサー類  
OLED 

LED レーザー  MRAM･FRAM スピントロニクス 
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体(DFG)によるナノ科学助成の両者の相乗効果を狙ってプロジェクト助成と公的研究

機関助成の調和を図っていく。この HGF の研究機関助成からプロジェクト指向型助成

への転換はドイツ研究支援政策の大きな仕事の一つである。 
 
3.1. 連邦教育研究省のプロジェクト助成 

連邦教育研究省は既に 1980 年代末期以降から｢材料研究｣及び｢物理的技術｣プログ

ラムの一環としてナノテクノロジー分野における研究を助成してきた。その重点は当

初の時点でナノ粉末の製造､シリコン上での格子構造形成､並びにナノ分析の手法開発

などにおかれた。 
そして今日ではナノテクノロジーと関連性のある多数のプロジェクトが助成を受け

ている。例えば、「産業界と社会のための素材革新(WING)」､「情報通信研究プログラ

ム 2006」､「光学技術助成プログラム」､「バイオ技術枠組みプログラム」など一連の

プログラムが助成を受けている。 
一般的に民間企業の場合は助成率 50％、公的機関は助成率 100％である。 
1998 年から 2004 年にかけてナノテクノロジー分野のプロジェクトに対する助成金

規模は 4 倍へ増額され現状は約 1 億 2000 万ユーロになっている（表 1）。 

表 1 : 種々異なる重点テーマ分野別に見る連邦教育研究省のナノテクノロジー関連予算 

（注）1998 年の分野別の予算内訳は無し 

連邦教育研究省のナノ

テク助成（100 万€単位） 重 点 分 野 1998 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 

ナノ材料 
ナノ分析､ナノバイオテクノロジ

ー､ナノ構造材料､ナノ化学､コン

ピタンスセンター､ナノ若手科学

者コンテスト､ナノチャンス 

 19.2 20.3 32.7 38.1 

製造技術 超薄膜層､超精密表面  0.2 0.8 2.2 2.2 

光学技術 
ナノ光学､超精密加工､顕微鏡技

術､フォトニック結晶､分子エレク

トロニクス､発光ダイオード･レー

ザー､OLED 

 18.5  25.2 26.0 26.0 

マイクロシステム技術 システム集積化、ナノセンサー  7.0 7.0 9.4 10.2 

通信技術 量子組織システム､フォトニック

結晶 

 4.3 4.0 3.6 3.4 

ナノエレクトロニクス 
EUVL､リソグラフィー､マスク技

術､e バイオチップ､磁気エレクト

ロニクス､SiGe エレクトロニクス 
 19.9 25.0 44.7 46.2 

ナノ･バイオ技術 マニピュレーション技術､機能性

ナノ粒子､バイオチップ  4.6 5.4 5.0 3.1 

革新と技術の分析 ITA 調査  0.2 0.5 0.2  

合計 （100 万€単位）  27.6 73.9 88.2 123.8 129.2 

< 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949号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/949/
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3.2. 連邦経済労働省のプロジェクト助成 
物理技術連邦機構(PTB)と材料研究･検査連邦機構(BAM)におけるプロジェクト関連

投資､並びに中小企業向け革新コンピタンスプログラム PRO INNO の中でナノテクノ

ロジーと関連性のあるプロジェクトは連邦経済労働省の予算で賄われ､このために毎

年約 2500 万ユーロの予算が組まれている。 
 

3.3. 組織化された公的研究機関の予算 
ドイツで大学研究共同体(DFG)以外の部門における公的研究機関のナノテクノロジ

ー関連研究はライプニッツ科学共同体(WGL)、ヘルムホルツ共同体(HGF)、 マックス･

プランク研究協会(MPG)、フラウンホーファー研究協会(FhG)からなる 4 大研究共同

体が主体となって実施している。これらの共同体は加盟する多数の研究機関ないしは

作業グループを運営する。更には､これらのパートナー機関が DFG による多数の特別

研究領域や重点プログラムにも参加する。表 2 に示すのは大学研究共同体(DFG)のプ

ロジェクト助成、および教育研究省が州政府と協同実施する公的研究機関助成におけ

るナノテクノロジー関連研究向けの公的資金である。 
 

3.3.1. ドイツ大学研究共同体(DFG) 
科学技術振興のための研究助成を行う。年間総予算は約 12 億ユーロでそのうちの約

80％が大学研究者を助成している。ナノテク予算は約 6 千万ユーロ。 

表 2：DFG 助成と研究機関助成のナノテクノロジー研究予算 

 
3.3.2. G.W.ライプニッツ科学共同体(WGL) 

WGL は「応用を目指した基礎研究」を目指す。81 機関が所属し約 1 万 3 千人の人

員で年間総予算は約 10 億ユーロでそのうちナノテク予算は 23.5 百万ユーロ。各研究

所ではナノテクノロジー分野の基礎分野に近い研究と並んで産業界指向型の研究も実

施される。その重点はナノ材料研究、及び表面加工にある。固体電子技術に関する基

研究機関向けナノテクノロジー助成金

（100 万€単位） 
2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 

DFG ドイツ大学研究共同体 60.0 60.0 60.0 60.0 

WGL G.W.ライプニッツ科学共同体 23.7 23.6 23.4 23.5 

HGF ヘルムホルツ共同体 38.2 37.1 37.4 37.8 

MPG マックスプランク研究協会 14.8 14.8 14.8 14.8 

FhG フラウンホーファー研究協会 4.6 5.4 5.2 4.9 

Caesar 欧州アドバンスト研究センター 1.8 3.3 4.0 4.4 

合計額（100 万ユーロ単位） 143.1 144.2 144.8 145.4 
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礎研究はベルリンのパウル･ドルーデ研究所 PDI で実施される。 
 
3.3.3. ヘルムホルツ共同体(HGF) 

ドイツの中心的な国立研究センターで、15 研究センターからなり職員数 24 千人、

年間総予算は 22 億ユーロ、そのうちナノテク予算は 37.8 百万ユーロである。HGF 共

同体での研究重点は材料技術上の重要な問題とナノ電子技術の分野におかれる。ここ

で特に優れているのはカールスルーエ(FZK)及びユーリッヒ(FZJ)両研究センターの研

究活動が挙げられる。またゲーストハハト研究センター(GKSS)やベルリンにあるハー

ン･マイトナー研究所(HMI)などでもナノ材料や膜技術に関する研究開発が実施されて

いる。 
 
3.3.4. マックス･プランク研究協会(MPG) 

79 の研究所・施設からなり基礎研究に重点を置いている。構成人員は 12 千人で年

間総予算は約 12.7 億ユーロ、そのうちナノテク予算は 14.8 百万ユーロ。ナノテクノ

ロジー研究の新しい基礎研究は MPG の諸研究所によりなされている。シュツッツガル

トにある固体･金属研究所､ハレにあるマイクロ構造物理研究所 MPI などがナノ材料及

び新機能性などの領域で研究を続けてきた。研究開発成果はマインツにあるポリマー

研究所､ゴルムにあるコロイド及び境界面研究所､ミュンヘンにあるバイオ化学研究所､

ミュールハイムにある炭素研究所及びベルリンのフリッツ･ハーバー研究所などでも

生み出されている。 

 
3.3.5. フラウンホーファー研究協会(FhG) 

58 の研究機関からなり応用研究を主体にしている。人員は約 9 千人で年間総事業費

は 9 億 6 千万ユーロ、そのうち公的なナノテク助成は 4.9 百万ユーロ。ナノテクノロ

ジー分野のほぼ全てで今日産業界からの要望があるため､フラウンホーファー研究所

では具体的な応用目標を定めた多数のナノテク･プロジェクトが産業界との協同作業

により進められている（民間からの受託研究）。 

薄膜・表面の領域には､連邦教育研究省による助成に基づき､活動の一重点がおかれ

る。この分野ではドレスデンにある素材･噴射技術研究所(IWS)､ヴュルツブルクにある

珪酸塩研究所(ISC)、イエナにある光学･精密機械研究所(IOF)､シュツッツガルトにあ

る境界面研究所(IGB)などがある。 
ナノ材料研究を優先的に推進するのはブレーメンにある応用材料研究所(IFAM)､フ

ライブルクにある応用固体物理研究所(IAF)､及びプフィンツタールにある化学テクノ

ロジー研究所(ICT)などである。 
ナノ･バイオテクノロジーに関してはイングベルトにあるバイオ医療技術研究所

(IBMT)の業績が挙げられる。 

 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
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3.4. ドイツのナノテクノロジー総予算 
ドイツにおけるナノテクノロジー助成の総支出額を表 3 に示す。 

プロジェクト助成に際して産業界が注ぎこむ自己資金を除外した場合､ナノテクノ

ロジーの公的助成にドイツで支出される金額は 2004年に約 2億 9000万ユーロとなる。

また､この数字には各州の政府が大学に対し基本的運営資金の一環として支給する公

的資金は含まれない。 

表 3：ドイツにおけるナノテクノロジー研究計画に対する公的助成策の支出金額 

 

3.5. 国際比較に見るドイツのナノテク予算 

欧州､米国及び日本での助成金を助成策の詳細に立ち入ることなく大まかな評価で

比較すると､全体として類似の高額助成金であるのが分かる。 

米国では 2002 会計年度に｢National Nanotechnology Initiative｣施策の一環として

凡そ 5 億 7000 万ユーロが､2003 年度には約 7 億 7000 万ユーロが支出されている。 

日本の｢Governmental Budget Plan for Nanotechnology｣（「ナノテクノロジー・材

料分野の政府予算」）では 2002 年向けに約 7 億 5000 万ユーロ（NEDO データでは 850
億円）の助成金予算が組まれ､2003 年以降は毎年凡そ 8 億ユーロ(NEDO データでは

920 億円)が助成に供される。 

 
表 4：ドイツ､欧州､米国及び日本におけるナノテクノロジー助成向けの支出額。 

（注）通貨の換算率は 1 米ドル､1 ユーロ､100 円を夫々等価と簡略化した。ここに表示
する金額を比較する意義には､総額と正味金額を区別する国際的な統一定義が存在せ
ず､産業界の自己負担金も殆ど確定できないなどの理由から､課題が残る｡ 

 

ドイツにおけるナノテクノロジー助成 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 
連邦教育研究省のプロジェクト助成 73.9 88.2 123.8 129.2 
連邦経済労働省のプロジェクト助成 21.1 24.5 24.5 23.7 
公的研究機関予算 143.1 144.2 144.8 145.4 
助成金合計 （100 万ユーロ単位） 238.1 256.9 293.1 298.3 

助成金(100 万ユーロ単位) 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 

ド イ ツ 210 240 250 290 

欧州(ドイツ国内分を含む) 360 480 700 740 

米 国 420 570 770 850 

日 本 600 750 800 800 
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EU 委員会の研究担当によると 2003 年の欧州におけるナノテクノロジー助成金は総

額で約 7 億ユーロになるものと予想される。EU 委員会自身も(ナノテクノロジーが実

質的にテーマ別優遇の第 3 番目として支援を受ける)第 6 次 EU フレームワークプログ

ラム(FP6)に従い 2006 年までを予定して実施する助成施策で､2003 年以降に毎年約 2
億 5000 万ユーロを見込む。したがって、欧州 7 億ユーロの内訳はドイツ 2.5 億ユーロ、

FP6 が 2.5 億ユーロ、そして加盟国合計が約 2 億～2.5 億ユーロ程度と考えられる。 
（欧州全体のナノテク予算については NEDO 海外レポート No.937「欧州のナノテク

ノロジーに関する動向」を参照されたい。） 
                                 （つづく） 

< 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949号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/949/
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【新エネルギー】 
 

新型カソードで次世代固体酸化物型燃料電池を開発（米国） 
 
 

燃料電池は、化学エネルギーを電気エネルギーへと直接、効率的に変換させるもの

である。様々なタイプの燃料電池のうち、固体酸化物型燃料電池（Solid Oxide Fuel 
Cell：SOFC）は発電効率が高く、そして多様な燃料を使用できるのが特徴であり、将

来は、家庭、産業に確実な電源を供給し、また温室効果ガスやその他汚染物質の排出

を劇的に減らすと期待されている。しかし、固体酸化物型燃料電池は摂氏 1,000 度に

も達する、非常に高温で作動することがコスト面でネックになっている。この燃料電

池は高温度下にて効率的であるものの、これほどまでの高温度に耐える材料は、非常

に少なくそして高価である。そのため、ここ数年、米国エネルギー省も、固体酸化物

型燃料電池の作動温度を下げることへの研究をさかんに提唱してきた。 

 
今回、米カリフォルニア工科大学にて、材料科学と化学工学の教鞭をとる Sossina 

Haile 助教授が、この問題を解決したと米ネイチャー誌に研究を発表。同助教授の研

究チームは、作動温度を摂氏 600 度にまで落とすことに成功し、また同時に出力を１

平方センチメートルあたり 1.0 ワットまで上げることも達成した。同助教授は、燃料

電池の専門家であり、これまで長年、この固体酸化物型燃料電池の熱の問題に取り組

んできた。 
 

この研究成果が掲載されている 2004 年 9 月 9 日号のネイチャー誌の記事中におい

て、Haile 助教授チームは、「今回の成果は燃料電池の一部であるカソードの化学成分

を変えたことによる」と述べている。燃料電池では、カソードは空気の供給をし、ま

た酸素が電気化学的に酸素イオンへと還元されるのもカソードにおいて行われる。酸

素イオンはその後、アノードと反応するために、電解質間を移動する。酸素の電気化

学的還元は、燃料電池が電気を生み出すプロセスにおいて重要なステップである。し

かしこれまで、摂氏 500 度から 700 度で固体酸化物型燃料電池を機能させることで問

題となっていたのは、カソードが摂氏約 800 度以下になると不活性になってしまうこ

とであった。 
 
そこで、Haile 助教授と博士研究員である Zongping Shao 氏は、この従来のカソー

ドを、BSCF という化合物（バリウム［Ba（元素記号）］、ストロンチウム［Sr］、コ

バルト［Co］、鉄［Fe］、酸素から成る化合物）に置き換えることを考えついた。BSCF
が、従来のカソードと異なる点は、酸素の拡散を非常に速く行わせることができる点

である。「従来のカソードだと、酸素はゆっくりと拡散されるために、電気化学的反応
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が速くても、酸素イオンが電解質に到達するには時間がかかる。」と Haile 助教授は言

う。さらに同助教授は、「BSCF においては、電気化学的反応は速くまた、酸素イオン

の移動も速い。ベストの特性の組み合わせである」と述べている。 
 
 また同助教授は、今回発表した方法において、カソード部以外は、これまでと同様

のアノードと電解質を用いているため、既存の燃料電池システムから容易に変換でき

ることも強調している。そして、同助教授にとって次のステップは、この研究を利用

した次世代固体酸化物型燃料電池を生産していくための、パートナー企業をみつける

ことと述べている。 
以上 

（参考資料） 
http://www.azom.com/news.asp?newsid=2161 
http://carambola.usc.edu/AME514F04/Lecture4/ShaoHaileNature2004.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949号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/949/
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【新エネルギー】 
 

EU、太陽光エネルギーおよびバイオマスに関する研究を推進 
 
原油価格の高騰、環境保護への関心の高まり、エネルギーや環境に関する法的環境の変化等々、

化石燃料に代わる再生可能エネルギーの開発を急がなくてはならない理由には事欠かない。 
欧州連合（EU）も再生可能エネルギーの利用促進に力を入れているが、欧州委員会は 2004

年 11 月 16 日、スウェーデンのウプサラで太陽光エネルギー、バイオエネルギー技術分野の研究

成果を発表した。 
ウプサラでは、以下のような研究が紹介されている｡ 
 

・PROCIS 計画：シリコンの代替物 
スウェーデン、ドイツ、フランス、スイスの研究者は、太陽電池モジュールの生産にシリコン

（CIS）に代わる物質を使用した安価で効果的な技術を開発している。 
 

・H-Alpha-Solar 計画：太陽電池モジュール“Roll-to-Roll” 
太陽光エネルギーの利用には、シリコンが非常に重要な物質となるが、これをより安価で柔軟

なものにする必要がある。フランス、ポルトガル、オランダの研究者は、シリコンをベースとし

た太陽光エネルギー機器を費用効果の高い方法で量産する新薄膜技術を開発している。 
 

・TIME 計画：バイオマスによるガソリンの代替 
EU では、エタノールを製造、あるいは燃料電池用の水素を生産するための木材や農産物、有

機廃棄物に事欠かない。デンマーク、フィンランド、ハンガリー、イタリア、スウェーデン、オ

ランダの研究者で構成されるチームは、バイオマスをエタノールに変換（植物や樹木のセルロー

スを使用）して、ガソリンの代替物とする研究を行っている｡（http://timeproject.vt.fi） 
 

・BIOELECTRICITY 計画：バイオマス発電 
フランス、ギリシャ、イタリア、オランダ、英国の主要な研究所や燃料電池生産業者で構成さ

れるチームが、バイオマスを利用したバイオマス発電に関する研究を行っている｡

（http://www.bio-electricity.tnw.utwente.nl） 
 
太陽光発電は、風力発電とともに、EU の再生可能エネルギーにおいて大きな割合を占めてい

る。2003 年末におけるEU15 カ国の太陽光発電施設の総出力は 562.31MWp であり、停滞する

という予想に反して、前年（392.15MWp）に比べ 43.4％増加した。EU15 カ国では、風力発電

同様に、太陽光発電の分野でもドイツが大半を占め、全体の 70.5％に達している。これにオラン

ダやスペイン、イタリアが続く。ルクセンブルクも小国ながら健闘しており、デンマークやベル

ギーを上回っている。 
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EU は、2003 年以降の年間成長率を 15％とし、2010 年には太陽光発電による総出力は

1,400MWp と予想している。一方、欧州太陽光発電産業協会（EPIA）はより楽観的な予想を行

っており、EU が目標とする「2010 年度の総出力 3,000MWp」の達成は可能だとしている。 
 

表 EU における太陽光発電 
                             （単位:MWp） 

2002 年度 2003 年度  
On grid Off grid 合計 On grid Off grid 合計 

ドイツ 258.00 19.60 277.60 375.00 22.60 397.60 
オランダ 21.69 4.63 26.33 43.69 4.93 48.63 
スペイン 7.71 12.71 20.42 13.20 14.06 27.26 
イタリア 10.34 11.67 22.00 14.34 11.69 26.02 
フランス 1.63 15.42 17.05 4.39 17.32 21.71 
オーストリア 8.36 1.98 10.34 14.66 2.17 16.83 
英国 3.57 0.57 4.14 4.91 0.62 5.53 
スウェーデン 0.16 3.14 3.30 0.17 3.40 3.56 
ルクセンブルク 1.57 0.00 1.57 3.50 0.00 3.50 
フィンランド 0.13 2.92 3.05 0.16 3.24 3.40 
ギリシャ 1.04 1.33 2.37 1.11 2.14 3.25 
ポルトガル 0.39 1.28 1.67 0.40 1.67 2.07 
デンマーク 1.38 0.22 1.59 1.68 0.22 1.89 
ベルギー 0.73 0.00 0.73 1.06 0.00 1.06 
EU 合計 316.69 75.46 392.15 478.27 84.04 562.31 
出典：EurObserv’ER 2004 
 
欧州委員会のミッシェル委員（研究開発担当、当時）は、「EU の運輸部門の石油依存度は 97％

に達している。しかもその大部分を輸入に頼っている。我々は、環境を保護しながら、域外国へ

の依存を減らすため、新エネルギーや再生可能エネルギーを開発するという難しい課題に取り組

まなくてはならない」ことを強調しながら、「我々はまた、 新の研究成果を日常的な利用に適

した競争力ある代替策に変換する方法を見いだす必要がある」としている。 
以上 

（参考資料） 
欧州委員会 
http://europa.eu.int/comm/energy/res/sectors/photovoltaic_en.htm 
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/04/1368&format=PDF&aged
=o&language=EN&guiLanguage=fr 
http://www.energies-renouvelables.org/observer-er/stat-baro/comm/baro160.asp 

< 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949号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/949/
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【新エネルギー】 
 

エネルギー研究の優先分野発表（スウェーデン） 
 

 スウェーデンエネルギー庁は 2004 年 10 月 31 日、エネルギー研究・開発・試験的

導入に関して、2005 年以降補助金配布を優先する 6 つの分野を発表した。これは 9 月

に発表された 2005 年度政府予算案で、今後 7 年間にわたる期間のエネルギー研究開

発補助金が前回のほぼ半分のレベル（年間換算 4 億 4000 万クローナ）まで大幅に削

られたことを反映してのものである。優先される 6 つの分野は以下のとおりである。 
 
＜エネルギーシステム研究＞ 
 エネルギーシステム研究は、エネルギー・気象システムと機能についての基礎的な

知識を与えるものである。これはまた、環境に関する判定をも含めた、技術志向の研

究投資の全体像を判定するより良い基礎ともなるものである。特に以下のカテゴリー

を優先する： 
・エネルギー政策的操作手段とその結果の分析 
・エネルギー市場の機能の分析 
・エネルギー政策の視点からの気象研究 

 
＜建設・建築物のエネルギー使用＞ 
 エネルギー政策は建築物の暖房に関して石油と電気を閉め出し、住居と公共施設に

おけるエネルギー使用の効率化、特に管理のための電気使用の効率化を目指す。研究

が必要なカテゴリーはたとえば以下のようなものである： 
・暖房配送のための新しい簡便なシステムの開発 
・小規模バイオ燃料燃焼や太陽熱・ペレット併用使用等の再生可能なエネルギー源

からの代替暖房形態 
 システムの開発、実行、商品化により重点を置くものとする。 
 
＜エネルギーを大量に必要とする工業＞ 
 エネルギー使用を減らす可能性は大きい。以下の活動が優先される： 

・エネルギーと資源の効率化に貢献する、エネルギーの流れを記述し対策を講じる

ためのモデルと道具の開発 
・効率的なエネルギープロセスの新規開発 

 二酸化炭素排出権売買やエネルギー効率化プログラム等の新しい経済的操作手段に

よって企業の方向性を操作する。 
 
＜交通分野＞ 
 交通分野だけが二酸化炭素排出増加を続けている分野である。EU 審議会は「バイ
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オ運転燃料指令」において、加盟国が 2005 年から少なくとも 2%の再生可能なエネル

ギーを交通分野で使用し、その割合が 2010年までに毎年 0.75%増加し、 終的に 5.75%
を占めることを推奨している。スウェーデンはそのレベル以上の割合を目指している。 
 エネルギー庁はそのため、森林原料に基づいたバイオ運転燃料研究開発の、パイロ

ット施設の操業に力を入れている。優先される施設は以下のとおりである： 
・エーンショルズヴィーク市のエタノール生産施設 
・ヴァルナモ市のガス化施設の拡張 
・ピテオ市のブラックリカーのガス化パイロット施設 

 再生可能な運転燃料への投資と平行して、運転システムのエネルギー効率化とエネ

ルギー転換への努力も重要である。優先される投資は、特に可能性の大きい、燃焼技

術、電気ハイブリッド、充電技術である。 
 
＜電力システム＞ 
 電力配送分野は全体のシステムおよび部分的な構成の両方において、発展の可能性

に富む分野である。制御がしにくい再生可能エネルギー源からの電力生産が増えてく

るにつれ、制御がしやすい水力発電の重要性が増している。風力発電に関しては電力

網への統合、不均衡な電力生産のバランス、洋上風力発電が優先される。 
 
＜バイオ燃料に基づいたエネルギーシステム＞  
 バイオ燃料はスウェーデンでは有力なエネルギー源である。スウェーデンにおいて

は年間約 100TWh のバイオ燃料が使用されている。バイオ燃料の必要性が増すにつれ、

原料からエネルギー生産までの過程（栽培－技術－輸送）全体の研究が必要になって

くる。過程研究と競争力、環境への影響を判断することが重要である。優先分野の例

は以下のとおりである： 
・他の森林産業と統合されたバイオ燃料生産の増加と開発 
・燃料生産とエネルギー生産の統合 
・貯蔵、準備、加工等における燃料の品質 

 熱電併給分野においてはバイオ燃料に基づいた熱電生産を促進する。認証電気、二

酸化炭素排出権売買、熱電併給・再生可能エネルギー・農業に関する EU 指令やエネ

ルギー税等がバイオエネルギー発展の牽引力となろう。そのためには長期的な市場開

発のための努力とみあった継続的な分析・調査研究が必要である。 
 以上 

 
（参考資料） 
エネルギー庁レポート ER 29:2004  
”FOKUS-Prioritering av stasningar pa forskning, utveckling och demonstration pa 
energiomradet” 

< 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949号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/949/
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【新エネルギー】 
 

中国各地の再生可能エネルギー開発推進・導入普及状況 
 
 中国は「再生可能エネルギー法」法案の全国人民代表大会での立法手続きに入って

おり、2005 年には正式に公布される見通しとなっている。 
また、中国では独自のエネルギー保安戦略を策定しているところで、主に国内にお

ける「多元化」を中核に、資源の探査及び開発、適度な原子力エネルギーの開発、エ

ネルギー需給構造の調整、石油及び石油精製・備蓄メカニズムの構築、省エネルギー

技術の強力な推進、エネルギー利用効率の向上や代替エネルギーに係る研究の推進、

導入普及、及び国際協力の強化を目指している。  
この政府の動きと並行して、現在国内各地において再生可能エネルギーの開発推進

と導入普及に力を入れており、その一部をここに紹介する。 
 
1. 山東省での先進的な太陽精密追跡型太陽光発電システムの開発 

 山東省で太陽を精密に追跡して光を集める太陽光発電システムが開発された。この

システムの発電量は 600W から 30kW 以上となっており、電力変換効率は 19％-35％
に達する。また同省は河北省と共に中国初のわら類を燃料とする発電所を河北省石家

荘の晋州市及び山東省菏沢市単県に建設予定で、その規模はそれぞれ 2×1.2 万 kW 及

び 2.5 万 kW とされる。   
 

2. チベットでの太陽光、太陽熱の導入・普及 

チベットの 7 県において、10－100kW 規模の太陽光発電所が完成し、現在太陽光発

電施設の総容量は 2.3MW を超えている。 
また、太陽熱集光器（ソーラーコレクター）の暖房、温室及び酪農への導入実績は

総面積で 20 万平方メートル余りに達し、すでにソーラーボイラー10 万基余り、ソー

ラー温水器 10 万平方メートル余りが普及しており、チベットの産業全般において太陽

光、太陽熱の大規模な導入が見られる。 
 
3. 寧夏回族自治区の大型風力発電 

寧夏回族自治区ではすでに賀蘭山に 24 基の大型風力発電機が据えつけられている。

これらの設備はそれぞれオランダから購入したもので、1 基あたりの容量は 850kW、

見積価格は kW あたり 8,000 元となっている。短期において 15 万 kW の発電を計画し

ており、 終的には 50 万 kW にまで引き上げる予定だ。 
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4. 福建省のごみ発電 

福建省建瓯市では目下、「ごみ燃焼発電所」プロジェクトの準備作業が進められて

いる。当該プロジェクトの総投資額は 8,821 万元で、1 日あたり生活ごみ 100 トン以

上を処理し、年間 4,000 万 kWh の発電を可能にするというものである。 
 

5. 浙江省のメタンガス－ディーゼル発電 

浙江省では、定格出力（Rated Input Power）50kW の「メタンガス－ディーゼル油」

双燃料発電機ユニットの建設・据え付けが完了し、作動を開始した。当該ユニットは

ディーゼル油 75％を節約することができ、コストを kWh 当たり 1.1 元から 0.275 元

に引き下げることが可能となる。 
  
6. 北京市の水素燃料電池使用バス導入 

首都北京では、市がダイムラー－クライスラー社と水素燃料電池使用バス 3 台の購

入契約を行い、排出ゼロの公共バスが登場する。こうした動きを始め、中国政府は燃

料電池の早期実用化を目指している。 
 
7. その他 

山東省煙台市では海外から導入した「プロトン交換膜型燃料電池（Proton Exchange 
Membrane Fuel Cell）プロジェクト」が多大な成果を挙げ、チップ当たりの電力生産

がすでに 500 ワットを達成し、また広州・香港では、共同研究により開発中の新型合

成メチルアルコール触媒の、触媒性能の指標である生成ガス（CO+H2）が従来のもの

より優れた活性を示すなどの研究成果が報告されている。 
以上 

（参考資料） 
http://www.china5e.com/ 
http://qnck.cyol.com 
http://www.xinhuanet.com/ 
http://www.newenergy.org.cn/ 
http://unn.people.com.cn/ 
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【環境】  

グリーン・カー、最高速度を更新する（欧州）  
 
 非営利法人 IdéeVerte Compétition は、環境に優しいレーシングカーを開発する際、

安全性を高めるため宇宙技術を採用することにした。低汚染燃料の一つである液化石

油ガス（LPG）で走行し、潤滑油としてひまわり油を使用するこの車は、宇宙船材料

で火災の危険性から防護されている。「グリーン・カー」はもはや「のんびり走る車」

を指すのではなく、先週（注 1）は時速 315km という速度 高記録を達成している。 
 
 IdéeVerte Compétition 会長の Alain Leburn 氏によれば「未来の車両は環境の尊重

に努めなければならない。持続可能性のある交通システムを我々の世界で構築するた

めには、それが唯一の道だ。現在、環境に優しい新技術が数多く利用可能となってお

り、液化天然ガス（LNG）、液化石油ガス（LPG）、バイオ燃料、水素燃料電池等持続

可能なエネルギー源も増えている。」とのことであり、また、 
 

「新技術や燃料を一つ残らず試験することよりも、社会一般の認識を高める有効な

手段は何か。レーシングカーの開発はどうだろうか」とも問いかける。「サーキットは

究極の実験場で、グリーン・カーの 新技術を披露するには 適の場所だ。」 
 
レースに活かす、環境に優しい発想  
 非営利法人 IdéeVerte Compétition は、1993 年に設立された。構成メンバーは、環

境問題と現代の自動車が生み出す公害に関心を寄せる独立した技術者たちである。モ

ータースポーツのファンでもある彼らの目標は、無公害レーシングカーの開発だった。 
 
 欧州宇宙機関（ESA）技術転換・振興室長の Pierre Brisson 氏は次のように説明す

る。「2002 年に、我々は先端宇宙技術の実用化によって、このプロジェクトを支援す

ることを決定した。環境保護関連のプロジェクト支援には常に力を入れてきたが、特

に自動車の分野では、IdéeVerte Compétition のレーシングチームと協力し、車両の安

全性向上、中でも火災の危険性軽減に役立つ宇宙技術を数種類特定した。」 
 
有効な宇宙技術  
 合計 4 種の宇宙計画関連技術がレーシングカーに適用され、車両火災とその影響に

よるリスクを軽減し、全体的な車両安全性の向上に寄与している。 
 
 「この車のように LPG で走行する高性能レーシングカーの場合、主な火災の原因と

して考えられるのは、エンジンから発生する熱と、排気ガスによる部品の発火だ。そ

こで我々が初めに行ったのは、ESA の人工衛星打ち上げロケット、アリアンのために
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設計した優良な断熱材の導入だった。」こう説明するのは、Bertin Technologies 社の

Nicolas Masson 氏である。Bertin Technologies 社は、ESA 技術転換・振興室の技術

仲介ネットワークの一員で、異業種パートナーとの連携に参画している。 
 
 主要な排気系統からエンジン部分に伝わる摂氏 1,000 度もの高熱を防ぐため、排気

系統は断熱材で覆われている。エンジンのオーバーヒートを防ぎ、漏れたガスへの引

火の危険性を回避するもので、更には排気系統の熱を保持し馬力も増加させる。この

断熱システムは、レーシングカーの標準的な装備に、アリアン向けに開発された素材

を組合せて機能を強化している。 
 
 Masson 氏は「この断熱技術をガソリン車に応用するのも良い発想だろう。標準的

な排気系統周りで触媒コンバータとして利用すれば温度上昇が速くなり、作動性も高

まる」と語る。 
 
 LPG 燃料タンクの保護については、もう一つの断熱技術が選ばれた。アリアンのエ

ンジン向けに開発された特別な熱シールドである。エンジン火災が発生した場合、燃

料タンクまで熱が伝わり圧力で安全弁が開く前の段階で、少なくとも 45 分間はこのシ

ールドが熱を遮断する。同じく宇宙技術で開発された消火装置で鎮火させるのに十分

な時間である。 
 

「アリアンの熱シールドが無ければ、炎で素早く燃料タンクが熱せられ、5 分以内

には圧力で安全弁が開いてしまう。そこから漏れたガスに火がつけば、壊滅的な結果

を招く可能性が大きい。この技術は LPG 車の安全性向上のために、今すぐ適用すべき

だろう」と、Masson 氏は強調する。 
 
宇宙技術は LPG 燃料タンクと消火装置にも使われている。燃料タンクは宇宙航空技

術者が開発した超軽量のチタン製で、衝撃耐性は鋼鉄を上回る。車両に搭載された 3
つの消火装置はロシアのロケット技術から転用されたもので、エアバッグの作動装置

も同様である。ドライバーによる手動操作の他、エンジンの温度、炎、ガス漏れを感

知するセンサーに接続した安全制御ユニットで自動的に作動させることも可能である。 
 
速度の計測に至るまで、ESA の技術が採用されている。IdéeVerte Compétition の

車両は Race Logic 社の「V-Box」という追跡システムを搭載している。V-Box は、

EGNOS（注 2）に対応しており、信号を受信してリアルタイムで車両の速度、加速、位

置を測定する。 
 
注釈（豆知識） 
LNG（液化天然ガス）：液体の天然ガス。天然ガスが摂氏マイナス 161 度に冷却され

< 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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ると無色透明、無臭の液体となる。LNG は腐食せず、毒性も無い。天然ガスは化石燃

料の中で もクリーンである。石炭、石油に比べ排出されるガスと汚染物質が少ない。 
 
LPG（液化石油ガス）：天然ガスからの抽出や石油の精製過程で得られるプロパン、ま

たはブタン（あまり一般的ではない）を指す。金属製のボンベやタンクに圧縮封入し

て容易に取り扱うことができる。燃料、冷却剤やエアゾール缶用の高圧ガス等、適用

範囲も幅広い。LPG 車の排ガスは、ガソリン車よりもはるかに少ない。 
 
バイオ燃料：樹木、廃棄物、燃料用アルコール等、化石燃料ではない再生可能な有機

物質を燃焼させて生産する代替エネルギー全般。エタノール、バイオディーゼル、メ

タノールも含む。バイオ燃料は大気中に放出される CO2 の量を増やすことがない。 
以上 

翻訳：千葉 朗子 
（出典：http://www.esa.int/export/esaCP/SEMWV0WJD1E_index_0.html  

Copyright 2004, European Space Agency. All rights reserved. Used with permission） 
 
  
（注 1）2004 年 11 月第 2 週 
（注 2） European Geostationary Navigation Overlay Service、静止衛星を利用した

ナビゲーション精度向上サービス 
 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.949,  2005. 2. 9 

 25 
 

【環境】 
 

英国、予算案で気候変動に対する施策の継続を発表 
 

英国財務省は 2004 年 12 月 2 日、2005 年度予算案（Pre-Budget。来年度以降の歳

入歳出を公表）を発表した。環境相は気候変動に対する全世界的な取り組みにプライ

オリティーを置く予算案を歓迎した。 
来年度予算案において環境対策について言及されたのは以下の通りである。 
 
・英国の掲げる目標（温室効果ガス排出削減・再生可能エネルギー導入）の達成の

ためには、需給両サイドからの努力が必要。従来行ってきた供給サイドの施策（環

境変動税（CCL：Climate Change Levy）・再生可能エネルギー使用義務（RO：

Renewables Obligation））については、効果的であったと予測できるが、予算策

定までに 終評価を確定する。その評価を確認し、これらの施策を継続する。 
また、排出権取引制度も英国に求められている目標と独自に掲げている目標を

達成することに貢献するとの考えであり、EU ETS（EU Emissions Trading 
Scheme）に参加できるよう準備を進めている。 

・需要サイドの施策としては、CCA（Climate Change Agreements：省エネルギー

についての協定を政府と結ぶことによって CCL の軽減を受けられる制度）・エネ

ルギー向上技術の進展を図るため 2000 万ポンドの基金によりこれらの技術の採

用・開発への投資をサポート、がある。前者については EU の補助金規制をクリ

アするかどうか判断待ちである。 
・上記 2 点は、企業に対する施策であるが、民生部門での省エネルギーに対する施

策も今年度より導入している。地熱ヒートポンプに対する VAT（付加価値税）の

軽減・家主のエネルギー効率増加のための改築投資への補助がそれである。省エ

ネ商品の VAT の軽減による購入奨励については EU メンバーとの話し合いが必要

なので今後も継続する。 
また、EEC（Energy Efficiency Commitment。エネルギー効率向上施策）の次

期（2005～08）目標が制定され（現行のほぼ倍。0.7MtC／年の削減）、新たにエ

ネルギー供給者は民生部門において省エネルギー対策（機器）の導入目標を達成

する義務を負うことになった。環境省は EEC をサポートするために 300 万ポンド

を投じてインフォメーションキャンペーンを行う。 
また、建築基準を改正し、断熱の水準も上げることによって 25％のエネルギー

効率の向上を期待している。 
・英国内で第 2 位の CO2 排出部門である運輸部門に関しても、自動車本体への課金・

燃料に対する課金・対環境優良車両の社有車への採用についての財務面での優遇

などの手法をとり、温室効果ガス・大気汚染ガスの排出の削減に取り組んできた。 
ただし、近年の石油･ガス価格の高騰に伴い、今年度予算で予定していた自動車

< 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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燃料税の増額は見送った。増税と同時に行うはずであった低硫黄油に対する税軽

減（従来の燃料油と税額差をつけ、低硫黄油利用を促す施策）も見送った。ただ

し、バイオエタノールに対する課金は約半分にする（2005 年 1 月 1 日より。47.1p
／L→27.1 p／L）。 

・運輸部門については更に、自動車燃料油に対する RO 制度（RTFO：Renewable 
Transport Fuels Obligation）の導入を検討し、バイオフューエルの利用拡大を目

指す。早期に一般からの意見徴収（コンサルテーション）とフィージビリティス

タディを行う。 
・航空部門について、今年度予算でも言及しているが、総量としても CO2 排出が大

きく（2001 年同部門の CO2 排出量は全体の 3％）増加傾向にある。同部門を EU
排出権取引制度に引き入れるべく、EU 他諸国・航空業界と話し合いを進める。 

 
全体としては、前年の施策を継続することとしており、環境相もそのことについて

歓迎している。産業部門に関しては、従来の施策が効果を挙げているとの評価のよう

で、その評価の確定と更なる推進に資するためレビューを行うことが明記されたが、

追加する目新しい施策はなかった。 
従来の施策が効果的とは言えない民生部門・運輸部門に対しては、従来の施策の見

直し・新施策（RTFO など）の導入を図る傾向にある。2005 年は総選挙の実施が予想

されており、票の取り込みのためにも自動車燃料油に掛かる税の増額を見送ったと言

う見方もあり、直接有権者に負担を強いる施策を明記しなかった可能性はある。 
また、EU の規制（特に国家補助に対する）が、英国独自の対温暖化施策の創設・

施行を妨げている点を Pre-Budget は指摘している。明記はされていないが、来年度、

英国は EU の議長国であり、EU としての対温暖化政策に関して、他の構成国に対し

何点かの提言を行うと思われる。 
 
Pre-Budget の内容については、下記のウェブサイトから入手可能である。 
http://www.hm-treasury.gov.uk/pre_budget_report/prebud_pbr04/prebud_pbr04_

index.cfm 
以上 
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【環境】 
 

革新的技術で都市ゴミ処理コストが 4 分の 1 に（イタリア） 
 
処理済み都市ゴミの保管場所面積を半減し、汚染ガス・汚染液を排出せず、しかもゴミ処理

コストが 4 分の１に激減、という画期的な新技術による都市ゴミ処理設備がロンバルディア

州コモ県グランドーラ・エドゥニーティ市の Simi Enviroment 社によって作られた。 
 
本設備は TPE（Termo-presso‐essicazione /熱・圧縮・乾燥）と呼ばれ、生産活動省から

約 400 万ユーロの補助金を得て実現したが、研究・実験段階は既に終了しており、今や地方

自治体の客に設備を納品して実際に市場で使用される段階に達している。 
第 1 号機はボローニャ市営電力会社 HERA 社に納品され、2004 年 11 月末にボローニャ

県イーモラ市にあるゴミ捨て場に設置された。第 2 号機はゴミ焼却による電力生産のために

コモ市営電力会社 ACSM 社に納品され、2005 年第 1 四半期にその操業が開始されることに

なっている。また第 3 号機はヴァレーゼ県に納品され、都市ゴミがゴミ置場へ移動される前

の段階である場所、ゴミ回収センターに設置される。 
 
 ローマ“サピエンツァ大学”のアントーニオ・ラ・ジョイア教授の特許をベースにして

開発された TPE は、熱と圧縮の組み合わせをうまく作用させた技術によってゴミの容積を縮

小、殺菌、乾燥させる機械設備である。ゴミを灰にせずに、また有毒物を排出させないでに

ゴミを乾燥させるために、ゴミ“焼き”は、 180 度までの温度で実施される。 

 Simi Environment 社のレオ・ルッキーニ会長とジュゼッペ・マルカーリオ社長は、「こ

の処理はゴミ置場やゴミ燃焼による発電設備と競合するものではない。ゴミに含まれている

水分の量、つまり水分乾燥に必要な電力量によってコストも変わるが、TPE 処理によるゴミ

1 トンの処理コストは 10～14 ユーロである。また機械償却費用が更に 1 トンにつき 10～14
ユーロかかるため、よってゴミ 1 トンの処理総コストは 20～28 ユーロとなる。この金額は、

現在実施されているイタリアのゴミ国外運送に関わる梱包費用の半分の額に相当する。更に

また、今日ゴミ置場に 1 トンのゴミを保管するのに 110 ユーロかかる。我々の処理はゴミの

容積を半減させるためにゴミ置場の収容能力を倍増させる。経済的観点から TPE は非常に経

済性のあるものである。焼かれ、押されてコンパクトになったゴミは練炭のような概観をし

ている。殺菌されたゴミ燃料は悪臭を放たず、問題なく保管あるいは電力生産のために焼却

できる」と説明する。 

 本設備機械の値段は約 230 万ユーロで、1 日 45.9～135 トンのゴミを処理することが出

来る。機械は国外企業（Siemens、Eaton、Babcock Wanson、アイルランドの Bord Na Mona
社）の部品も使用されている。 

                  出所：伊経済紙『イル・ソーレ・24 オ‐レ』 

< 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949号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/949/
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【環境】  

冬の季節予報を改善するには（米国）  
－シベリアでの秋の積雪に答えが見出せるか－  

 
 冬の気候は米国経済を大きく左右するが、エネルギー価格が過去 高となっている今季は、更にその

影響が強まるかも知れない。 
 
 マサチューセッツ州レキシントンにあるAtmospheric and Environmental Research（AER）社のユ

ダ・コーエン（Judah Cohen）氏は、国立科学財団（NSF）の助成を受け、実験的な気候モデルを開発

した。このモデルは冬季季節予報の精度を高める可能性があり、冬の気候による影響をどのように処理

するか、その対応策を練る助けとなる。 
 
 季節予報のための大多数の気候モデルは、地球全体の海面水温に専ら依存しており、特に重視されて

いるのは、エルニーニョ現象に関連した太平洋熱帯地域の海面水温である。エルニーニョは、地球全体

の地表面温度と降雨パターンにリンクしている。ところが、エルニーニョは頻繁に起こるわけではなく、

4～5 年に 1 度しか発生しないため、その予報への活用には限度がある。エルニーニョが発生しない年、

あるいは発生しても勢力が弱いか中程度の年の冬季予報については、精度にばらつきがあった。 
 
 他の気候モデルは、地表面と下層大気から得られるデータをさほど活用していないが、コーエン氏は

この冬の米国とヨーロッパの気象状況に関する手がかりを見出した。彼はシベリアの秋の降雪量に特に

注目し、冬季の気候に大きな影響を及ぼす潜在力があると主張する。衛星観測による積雪量が平均値を

逸脱していたため、このデータがコーエン氏の予報モデルに組み込まれた。 
 
 コーエン氏は、リアルタイムでの予報モデルを作成したが数例は限られたもので、 終的な結論を導

くには時期尚早であると警告しつつも、初期段階で有効に働き、気候モデルとしての可能性が見出せる

としている。予報の的中事例には、次のとおり、過去 2 回の冬が含まれている。2002～2003 年につい

て、コーエン氏は米国東部の厳冬を正確に予測した。この時期、多くの政府組織や民間の気象予報士は

エルニーニョ現象に基づき、暖冬となる予報を出していたにも関わらず、である。また、2003～2004
年の冬に関して、公的予報機関は暖冬、厳冬、あるいは平年どおりの気候となる確率はいずれも同等で

あると発表していたが、コーエンのモデルは米国北西部の厳冬を予報した。 
 
 コーエン氏は、自身が開発した冬季季節予報の基本的事項、並びに従来型の手法との相違点について

述べる予定である。（注） 
以上 

翻訳：千葉 朗子 
（出典：http://www.nsf.gov/od/lpa/news/04/ma0435.htm） 
（注）2004 年 11 月 17 日に NSF で記者会見が行われた。  
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【産業技術】ライフサイエンス  

宇宙飛行士の目が血流を見る窓になる（米国） 

網膜の毛細血管で放射線被曝を検査 

 
もし、ミシガン大学の学際的研究チームがナノ粒子と超高速パルスレーザーの巧妙な組み

合わせで、血流中を高速で過ぎ去る細胞の一つ一つを観察することに成功すれば、私達の目

は心を映し出す窓以上のものになるかもしれない。 
 
物理学者、科学者、エンジニア達によるミシガン大学の研究チームは宇宙飛行中の放射線

被曝検査方法の開発を目的に、NASA から 3 百万ドルを授与された。損傷した細胞を一つ一

つ検知する検査方法である。現在、このような細胞計測を行うためには、血液を採取し、高

価な機械装置である血球計算機を熟練実験技術者が使用しなくてはならない。 
 
一定量の細胞死は正常であり、(血球計測で細胞死を示す)蛍光は常にノイズとして存在す

る。研究者達が求めているものは、放射線中毒の特徴の一つである、白血球死の急増を検出

することである。 
 
NASA は長期宇宙旅行における健康上の主なリスクの一つとして、放射線被曝に関心を向

けている。放射線―超高速で移動する素粒子―が宇宙の全方向に飛び交っているが、この放

射線が細胞を殺し、細胞内の DNA にダメージを与え、結果として長期的な健康問題、特に

癌の原因となる。 
 
血流中の各細胞に血液細胞よりもずっと小さなデンドリマーと呼ばれるナノ粒子を印とし

て付与する。デンドリマーは、樹木の様に枝分れした分子層を形成する合成物質。これらの

枝先に白血球に特異的親和性を持つ生体分子を付着させることができる。別の枝には、白血

球が死んだ時に光る蛍光物質を持たせる。 
 
リアルタイム細胞計測法にデンドリマーを使用するというアイデアは、生物学ナノテクノ

ロジーのルース･ドウ･ドーン教授職でミシガン大学生物学ナノテクノロジーセンター長、ジ

ェイムス･R･ベーカーJr.博士が思いついた。彼の研究グループはドラッグデリバリーや高性

能医療映像化技術へデンドリマーを活用する研究も行っている。 
 
血流中で流れる細胞を観察するためには、ミシガン大学超高速光科学センターのセオドア･

ノリス物理学博士によって開発された、細胞よりも小さな焦点を絞ることが可能なパルスレ

ーザーが使用されている。「ジム(･ベーカー)は生体内の血球計測については疑問を持ってい

たが、私達が研究に参加し (パルスレーザー技術が)光学的解決となった」とノリス博士。両

< 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949号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/949/
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博士はミシガン大学に創設された NASA 生物科学･工学研究所の一員である。 
 
スポット焦点レーザーは、直径が血球数個程度の毛細血管を可視化し、素早く流れ去る蛍

光発光を計測することができる。電子工学と応用物理学のノリス教授によると、近赤外線レ

ーザーの焦点面積は非常に小さいため、蛍光の各フラッシュが一つの細胞によるものである

ことが確実となる。 
 
「放射線被曝だけでなく、この検査法の活用はもっと広範囲に渡るだろう。どのような原

因にしろ細胞死の持続的監視は可能になるべきである」とベーカー博士は述べた。 
 
地球上では磁場と地球自体の厚みによって、私達は宇宙線の大部分から守られている。し

かし、地球から遠く離れた宇宙飛行士の身を守るものは宇宙船と宇宙服しかない。 
 
2 年半を要する火星探査で宇宙飛行士の被曝量はNASA が許容する一生涯の被曝量に相当

すると推定される。宇宙飛行中の強烈な太陽フレアの放射線は、1 回の爆発でさえ致死量と

なる。 
 
「NASA によると、火星への旅は片道となるということだ。それでも、火星行きのミッシ

ョンに志願する人々はいる」とノリス博士は言う。 
 
生きたマウスを使ったミシガン大学での研究では、マウスの半透明の耳に光を当てて、蛍

光発光する毛細血管内のデンドリマーを見た。NASA への提案では、眼球奥の網膜の毛細血

管で行うこととしているが、人の耳でも同じようにうまくいくだろう。「私達はただ毛細血管

を見ることが必要なだけで、目に限定する必要はないのである」と、ノリス博士は述べた。 
 

研究の詳細について: http://www.umnbei.umich.edu/ 
ベーカー教授の詳細情報: http://ipumich.temppublish.com/public/experts/ExpDisplay.php?ExpID=945 
ノリス博士の詳細情報: http://www.eecs.umich.edu/OSL/Norris/ 

 
以上 

翻訳：御原 幸子 
( 出典: http://www.umich.edu/news/index.html?Releases/2004/Nov04/r112904c 
Copyright 2002, The Regents of the University of Michigan. All rights reserved. Used with 
permission.) 
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【産業技術】ライフサイエンス  

霊長類のクローンが前進（米国） 

幹細胞の治療目的クローニング技術の重要な進展を示す研究結果 

 

2004 年初め、ヒト ES 細胞株のクローンを初めて作製したと報告した韓国の研究で

は「そっと搾り出す( gentle squeeze )」方法が使用されたが、ピッツバーグ大学の科

学者達がその方法を含む新しい技術を使って人間以外の霊長類の治療目的胚クローン

成功に重大な一歩を進めた。 
 

ソウルの研究所で開発された方法を人間以外の霊長類の卵子に適用したのはこれが

初めてである。結果として得られた胚のクローンは胚盤胞期まで分割した。この発生

段階の胚は、細胞の単一層で囲まれた空洞に液体が満ちたようなものである。内細胞

塊と呼ばれるこの層は ES 細胞を含んでいる。マギー･ウーマンズ研究所のピッツバー

グ発達センター長であるジェラルド･シャッテン博士らの報告によると、霊長類のクロ

ーン卵を胚盤胞期まで成長させることは今まで達成されていない領域である。 
  
ピッツバーグ大学医学部 

産婦人科・生殖科学准教授 
で本研究の筆頭著者である 
カルヴィン･シマリー博士が 
12 月 6 日『細胞生物学 2004』 
米国細胞生物学学会 
( American Society for Cell  
Biology )第 44 回年次会合で 
研究成果を報告する。学術 
会議は 12 月 4 日～8 日ワシ 
ントン･コンヴェンション･ 
センター( ワシントン D.C. ) 
で開催される。 
 

「私達は韓国研究チームの方法をいくらか適用して私達の技術を改良し、これまで

直面していた障害のいくつかを克服することができた」と言うのは本研究の首席著者

で、ピッツバーグ大学医学部の産婦人科･生殖科学、細胞生物学、生理学教授のシャッ

テン博士。「これは重要な一歩前進であり、いずれは治療目的のクローンを行い ES 細

胞を採取することが可能になるとの希望をもたらすものである。」 

   

第一卵割か ら胚 盤胞期までの 発生過程  

(C.Simerly et al, 2004) 

< 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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治療目的のクローンでは、ES 細胞を作り出すために未受精卵細胞を限定的な細胞分

化に誘導する。生殖目的のクローンでは、妊娠するために、提供者の細胞核を導入し

た卵細胞が代理女性に移植される。 
 

幹細胞は、生体内の自己修復システムの重要な原料―神経、血液、骨、筋肉などの

複数細胞タイプに分化可能な「空白の石版／blank slate ( 白紙の状態 )」であると信

じられている。幹細胞を使用した治療法は、糖尿病、パーキンソン病、筋萎縮性側索

硬化症(ALS)、心臓病、脳卒中、脊髄損傷、遺伝病の治療として期待されている。ES
細胞は潜在的な細胞治療の中で も用途が広いと考えられているが、ES 細胞と成体幹

細胞のどちらの研究も盛んに行われている。 
 

シャッテン博士らは人間以外の霊長類から ES 細胞を採取する方法に焦点を当てた

研究を行っている。霊長類の ES 細胞は、ヒト ES 細胞研究のテンプレートとして使用

でき、どのように ES 細胞が機能し、疾病や損傷に安全で効果的に使用することがで

きるのかといった多くの疑問に答えることができるだろう。 
 

ピッツバーグ大学の研究チームはまた、少数の実験動物でより正確な結果を得るこ

とができるような、ヒト疾病用の優れた研究モデルを作る方法としても霊長類のクロ

ーンを試みている。 
 

現在の研究が重要な前進を見せている一方で、人間以外の霊長類のクローンにはま

だ多くの障害が残っている。 
 

2003 年 4 月の Science 誌に掲載された論文で、シャッテン、シマリー両博士らは羊

のドリー、マウス、その他の家畜動物のクローンで成功している核移植方法を使用し

ているにもかかわらず、霊長類の胚発生で見られた根本的な欠陥を説明した。2003 年

の研究では、タンパク質の欠損、迷走する紡錘体構造、位置がずれて配列した染色体

などの、正常な細胞発生を阻害する基本的な分子障害が発見された。細胞分裂が表面

的には正常に見えても、一つ一つの細胞内の染色体には問題があった。 
 

今回の研究がこの難局を乗り越えたようだ。 
 

「私達は実験室での細胞培養で、胚盤胞期まで発生させることができた。これは、

霊長類のクローン ES 細胞を達成する助けとなる」と、シマリー博士。「現在、霊長類

の ES 細胞は存在するが、クローン ES 細胞はない。」 
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霊長類のクローン幹細胞は、前臨床的安全性と幹細胞移植の免疫耐性を評価するた

めに極めて重要である。治療目的のクローンを行う第一の医学的理由は、拒絶反応を

避けるために、患者自身の細胞と遺伝的に―できれば、免疫的にも―適合する幹細胞

を作製することである。核移植によって霊長類の幹細胞を作り出すことができれば、

この方法で作製された幹細胞が本当に免疫的に適合しているかどうか、移植検査で分

かるようになる。 
 

遺伝物質をピペットで除去する従来の方法ではなく卵子の核をそっと搾り出す韓国

の手法を再現することに加えて、ピッツバーグ大学の研究者たちは、完全に成熟して

いない卵子を使った核移植を行った。細胞分裂で実際に分かれる前に、細胞は減数分

裂の数段階を経て分裂の準備を行う。 
 

減数分裂段階Ⅰの 終段階、すなわち精子による受精の準備として卵子の染色体数

が半分に減っていく段階で、卵子は除核される。精子を受精することで、同様の染色

体が補充されることになる。他の動物クローン研究では、卵子は分裂中期Ⅱ、減数分

裂の第二段階の一部で除核されてきた。 
 

母方の遺伝物質が除去されると、ドナーとなるアカゲザルの卵丘細胞と線維芽細胞

から抽出した細胞核が代わりに導入される。卵丘細胞は発生中の卵を取り囲み、線維

芽細胞は結合組織を構成するものである。 
 

ところが、生殖目的のクローンはまだよく分かっていない。ピッツバーグ大学の研

究は、これまでのところ霊長類の( 恐らくヒトも )クローンの成功は以前に考えられて

いたよりもかなり難しいことを示している。シャッテン博士のグループは 135 個のサ

ルのクローン胚を作製し、25 匹のアカゲザルの代理メスに移植したが、妊娠は確認で

きなかった。 
 

ピッツバーグ大学で霊長類のクローン胚を胚盤胞期まで発達させることができたこ

とは、従来霊長類のクローン胚を作製するために使用されてきた第一世代核移植技術

をしのぐ意味のある前進である。過去において、このようなクローン胚は通常、8～16
細胞期で発生が止まってしまった。たとえ発生が進んでも、細胞はどこかしら欠陥の

あるものとなり、不適切な核の再プログラミングおよび／またはその他の不適合が見

られる。紡錘体の異常、運動欠陥、その他染色体異常が観察された。核移植によって

作製された胚は受精胚よりも劣っているようだ。 
 

シャッテン博士は次のように述べた。「ヒト体細胞核移植に有効だった韓国メソッド

は、同様にヒト以外の霊長類にも有効であり、ヒトの生態に匹敵する動物モデルの確

< 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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立に向けて、さらなる前進となることを本研究は示している。この方法は連邦法にも

州法にも違反しないし、ヒトで行うには倫理的に実現不可能な前臨床検査も可能とな

る。幹細胞の提供を受けて行われる臨床試験が今後 10 年以内に確実に検討されるため

に、前臨床的、原理的な知識を正確に迅速に深めることにこの研究を役立てることが

私達の希望である。 
 

この研究はクローン技術の科学もさらに解明している。 
 

「私達の目的の一つである疾病研究用の遺伝的に同一な霊長類モデルの作製が実現

することは大変重要なことであるが、私達は幹細胞の治療目的クローンの実現可能性

についても研究している。もし私達が治療目的のクローン技術をアカゲザルでテスト

できれば、免疫適合する幹細胞作製の可能性を見極めるのに大いに役立つだろう」と、

シマリー博士は述べた。 
 

以上の研究成果の詳細を説明する研究論文は Developmental Biology 誌 12 月 11 日

号で発表される。論文は UPMC News Bureau の Michele D. Baum ( 電話 ( 412 ) 
47-3555、あるいは E-mail：baummd@upmc.edu )に連絡すれば入手可。  

以上 
翻訳：御原 幸子 

( 出典: http://newsbureau.upmc.com/Magee/SchattenPrimateCloneStudy2004.htm 
Copyright 2004, UPMC All rights reserved. Used with permission. ) 
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【産業技術】ライフサイエンス  
 

抗癌剤研究に役立つタンパク質（米国） 

「最後の切り札」タンパク質 

 

ライス大学の新しい研究で、DNA が修復されている間、鍵となるタンパク質がライバルを

出し抜き、細胞分裂を阻止する仕組みが初めて示され、生化学者達は DNA 複製時に見られ

るタンパク質相互作用の重要な階層組織を理解することができるようになってきた。 
 
全米癌協会によって資金援助されたこの研究は、Structure 誌 12 月 8 日号に掲載される。

この研究は癌細胞の増殖を阻害する標的治療法を開発している製薬会社を支援することにな

るだろう。 
 
「全ての癌は何らかの DNA 複製異常という特徴を持つため、抗癌剤の開発者にとって、

DNA 複製の基本的な理解は非常に重要である」と言うのは、筆頭著者である生化学･細胞生

物学のユーシフ･シャム助教授。「さらに、細菌を含めほとんど全ての生命体は、私達が研究

したタンパク質の変異体を利用しているため、この研究は新しい種類の抗生物質を開発して

いる製薬会社を助けることにもなると考えられる。」 
 
この研究で、シャム助教授と大学院生ジョン･ブルーニン氏は X 線結晶学と等温滴定熱量

測定法を活用して、ヒト核内増殖抗原( PCNA )というタンパク質の 2 つの変異体構造を分析

した。 
 
PCNA は独特な形状と機能から｢スライディング･クランプ( sliding clamp )｣と呼ばれるタ

ンパク質ファミリーの一つである。スライディング･クランプはリング状のタンパク質で、

DNA 鎖に沿ってスライドし、DNA は中央の穴を通って供給される。PCNA は、DNA の修

復･複製やその他の遺伝子制御機能に関与するためにDNAとの相互作用が必要な他タンパク

質の結合メカニズムとして機能する。スライディング･クランプ･タンパク質をコード化する

遺伝子はいくつかのウィルス以外全ての生物に存在する。 
 
ヒトでは少なくとも 12 個のタンパク質が PCNA と結合することが知られている。各タン

パク質はPCNA相互作用タンパク質( PIP-box )という鍵のようなタンパク質を挿入すること

で PCNA と結合する。PIP-box は化学的に PCNA と結合し、結合タンパク質を DNA 鎖上

に留める働きをする。 
 
 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
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「PCNA と結合するタンパク質は、それぞれ独自の形の鍵( PIP-box )を持つが、全ての鍵

は同じ錠に合致する。PIP-box の中でも階層があり、中には他を出し抜いて優先的に結合す

るものがある。錠に収まっている状態のこのような(他を出し抜く)鍵の中から２つの構造を

解明し、結合エネルギーを決定、一番強力な鍵― 後の切り札―がどのように他を妨害し

DNA 複製を阻止するのか理解することができた」とシャム助教授は述べた。 
 
後の切り札となる鍵、すなわち、p21という細胞制御タンパク質のPIP-boxを持つPCNA

の構造がロックフェラー大学の研究で解明された。P21 は DNA を損傷した細胞によって産

出され、重要な役割を果たす。健康な細胞ならばDNAの損傷が修復されるまで、p21はPCNA
と強固に結合し、細胞が DNA を複製しないようにするのである。 

 
シャム助教授とブルーニン氏は、その他の 2 タイプの PIP-box を持つ PCNA の構造を解

明した。どちらも DNA の複製に関与するものである。弱い鍵の化学的構造とより強力な鍵

p21 を比較することで、どのように p21 は PCNA への連結を 適化するのか割り出すことが

できた。 
 
もし製薬会社が標的抗癌化合物で p21 の戦略を再現することができれば、 も基本的なレ

ベルでの癌細胞の増殖能力を攻撃することができるだろう。 
 
「細菌によって使用されるスライディング･クランプ･タンパク質はヒトの PCNA と同じ

機能を持つが、細菌の鍵はヒトのものとはかなり違っている。もし細菌が PCNA にアクセス

するために同じような階層を使っているのならば、ヒト細胞に全く影響することなく細菌に

だけ作用する 後の切り札となる抗生物質の開発が可能になるだろう」とブルーニン氏。 
 
本研究は全米癌協会、ウェルチ財団、ヒューストン地区分子生物物理学プログラムによっ

て助成された。 
以上 

翻訳：御原 幸子 
( 出典：http://media.rice.edu/media/NewsBot.asp?MODE=VIEW&ID=6846&SnID=332283510 
USA Copyright 2004, Rice University All rights reserved. Used with permission.) 
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【産業技術】  ライフサイエンス   

サンディア国立研究所が心臓病と歯周病を 
即座に検知する携帯機器を開発（米国） 

ラボオンチップ技術に基づいた技術 
 
まもなく、患者が診療室を訪れ、唾液または血液の検体を提供し、それが心臓病、

歯周病あるいは癌に関係しているかどうかを、その場で数分以内に判断できるように

なるかもしれない。分析のために検体を離れた試験施設へ送り、重要な情報を得るた

めに数日間待つ必要は無くなるであろう。国家核安全保障局サンディア国立研究所で

開発された、重さ 5 ポンドの携帯型医療診断デバイスは、何百万ものアメリカ人のよ

りよい健康へのチケットを約束する。 
 
「我々は、数年間取り組んでいるサンディアのラボオンチップデバイス技術を使い、

医学診断での利用にそれらを適合させている。我々は、歯周病に関して健康な患者か

らの唾液検体のテストを完了している。また、次の数ヶ月で、病気の検体をテストす

るために診断ツールを使用し始める」とプロジェクトリーダーのアナップ・シンは語

る。 
 

この研究の多くはサンディア国立研究所/カリフォルニアで行われた。研究資金は国

立衛生研究所(NIH)によって提供されている。 
 
ラボオンチップ技術は、1990 年代中頃に生物毒素や化学物質を検知するために開発

された。新しい利用法では、ある疾病の検知のために、唾液や血液のような体液の分

析にラボオンチップ技術が利用されている。 
 
確立したマイクロチップ基盤分離技術を拡張して、研究チームは、免疫測定として

知られている方法をチップへ適合させた。ラボオンチップと免疫測定技術の組み合わ

せは、ある疾病に特有なバイオマーカーの高速高感度の分析を可能にする。 
 
免疫測定プロセスの一部として、歯周病や心臓病のような疾病に関係したバイオマ

ーカーに特異的な抗体に蛍光色素のタグを付けて、次に、患者の唾液や血液に混合す

る。検体中のバイオマーカーは蛍光性抗体に付着する。その混合物を注射器を使用し

てマイクロチップに注入する。 
 
印可電場は、長さ 2～5 センチメートル、深さ 10 ミクロン、幅数百ミクロンのマイ

クロチャンネルを検体が流れることを強制する。検体がチャンネルを通って移動する

時に、マイクロチャンネルに加えられた多孔性ポリマーは、分子をそのサイズおよび

< 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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電荷に基づいて選別する。 
 
もしある病気のバイオマーカーが患者の検体の中にあれば、ラボオンチップ分析は、

バイオマーカーに結合していない抗体から、バイオマーカーに結合した蛍光性抗体を

分離する。その後、光電子増倍管が、高感度で蛍光放射を検知する。結合した抗体と

結合していない抗体の 2 つの種類の相対的な蛍光の量を計った後、研究者は、患者の

検体の中にあるバイオマーカーの定量を決定できる。 
 
バイオマーカーがあるレベル以上存在することを示して、検体が結合した抗体から

の大きな蛍光放射を含んでいる場合、医者はテストしている疾病を患者が持つと結論

を下すであろう。テストの結果では、患者がまだ病院にいる間に、予防や治療の処置

が始まるかもしれない。 
 
チャンネルが掘られたガラスのチップ、光電子増倍管および電子回路を含むデバイ

ス全体は、重さ 5 ポンド未満で、携帯型のパッケージに入る。「このデバイスの美しさ

は、感度、携帯性、およびテストを迅速に行う機能など必要なものすべてを持ってい

るということである。それは小さく、容易にほとんどどこへでも運ぶことができる。

さらに、非常に高感度で、素早く作動する。数分以内で、病気の検体を持っているか

どうかが分かる」とシンは語る。 
 

サンディア生物・エネルギー・サイエンス・センター所長のテリー・ミカルスキー

は、 初は経口診断に近づく新しい方法を開発するために、NIH の１部門である国立

歯・頭蓋顔面研究所による提案要請にチームを招集した。 
 
「シンと彼のチームが遂行した結果は本当に世界一流である。医学診断法を革新す

る可能性を持っているものを達成するために、 先端科学と工学を組み合わせること

に彼らは成功した」と彼は研究結果について語る。 
 
サンディア国立研究所の研究者は、歯周病の専門家である、ミシガン大学歯科学校

の準教授ウイル・ジアンノビルと協力している。チームはまた、コーネル大学応用工

業物理学教授のハロルド・クレーグヘッド、およびミシガン大学工学部教授のマーク・

バーンズおよびチャーリー・ハッセルブリンクを含んでいる。 
 
研究の多くは、患者の唾液および歯と歯肉の間の液体である歯肉溝液からの歯周病

の検知に集中している。歯周病の早期発見は、医学界に大きな意味を持つ。約

2,000-4,500 万人のアメリカ人が歯周病に苦しみ、その病気を診断し治療するために、

一年あたり 20 億ドル以上を費やしている。 
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「唾液は血液の鏡であると仮定している。唾液の中のすべてのものは血液に存在す

る、しかし密度は血液より 100～1,000 倍低い」とシンは語る。 
 
唾液は、HIV や麻薬乱用検知のための市販の装置では既に使用されている。唾液は

患者の検体として意味を持つ。唾液の入手は、注射針を必要としないで、従来の血液

入手よりはるかに我慢できる非侵入性プロセスである。今後、歯周病から心臓病、癌

までのすべてを検知するために唾液が使用されるとシンは予測している。 
 
歯周病バイオマーカーに加えて、サンディアの研究者は、さらに C-反応性タンパク

質のような心疾患マーカーのためのテストを開発している。シンは、第一目標は唾液

を分析することであるが、この装置は血液でも同様に作動できることを示したと語る。

多種類の体液を分析する能力を持っていることは、装置を種々様々の臨床応用に役立

つようにする。 
 
既に健康な人々からの唾液検体を検査し終え、サンディアの研究者は 1月に 50～100

人の病気の患者からの検体を調査し始める。「実際の患者からの検体を調査することは、

我々の免疫測定法がどれくらい正確か確かめる機会を与えてくれる」とシンは語って

いる。 
以上、Y.M 

( 出典： 
http://www.sandia.gov/news-center/news-releases/2005/elect-semi-sensors/medical.html ） 
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【産業技術】  科学政策  

研究者の創造性を刺激する NEST プロジェクト(EU) 
 
欧州連合（EU）は、第 6 次研究開発フレームワーク計画（2003～2006 年）の枠内

で、NEST（New and Emerging Science and Technology）と命名されたプロジェク

トを推進している。NEST プロジェクトは、科学分野において新たな展望を探ったり、

新たな挑戦を行う、あるいはリスクの高い学際的な研究を促進するためのもので、従

来の研究プロジェクトを超えた先端的研究を広範にカバーする。EU は、4 年間で 2 億

1,500 万ユーロを拠出する。 
 
NEST のプロジェクトは、以下の 3 つの相互補完的な範疇に分類される： 

• ADVENTURE プロジェクト：新たな科学的、技術的な展望を探る「先見的な」

研究プロジェクト。 
• INSIGHT プロジェクト：社会へのリスク、あるいは問題を引き起こす可能性

のある新たな発見や新たに観察された現象の評価を行う。 
• PATHFINDER イニシアティブ：新興の科学、技術分野における特殊で高度

な挑戦的目標に焦点を当てる。 
 
2003 年 4 月と 10 月に実施された研究テーマ募集では、それぞれ 170 件、265 件の

提案が提出された。また、2004 年度の研究テーマ募集では、自由なテーマのほかに、

特定の 3 つのテーマに関する募集が行われた。1 つは「総合生物学」。これは、ゼロか

ら新しい亜細胞モジュールや組織（sub-cellular modules and organisms）を作り出す

事を可能にするもので、生物工学の発展に必要な EU の知識、能力の基盤整備を目的

としている。このほか、人間の認識能力の特性に焦点を当てた学際的な研究「人間で

あることの意味するもの」、複雑な問題を単純化し解決する方法を探る「科学における

複雑さの解決」の 2 つのテーマがある。 
 
NEST の主要な研究プロジェクトは、以下の通り： 

• バイオディフェンス：バイオテロ兵器による攻撃の際、組み換えの行われた

GRAS（Generally Regarded As Safe）を使用して、迅速に免疫化を図る全く

新しいメカニズムを見いだすことを目的とする。この研究には、遺伝子組み換

えを行った乳酸桿菌から抗体を作りだすことも含まれる。 
• EA-バイオフィルム： 薄膜を形成し、電極面に自ら“plug in”する EA（electro 

active）微生物を活用することを目的とする。これらの微生物はバイオ・レメ

ディエーションやバイオセンサーなどの分野で触媒作用や化学反応をコント

ロールする革命的な手段を提供することになる。 
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• オプティカル・ノーズ：3,000 以上の揮発性有機化合物が含まれる人の吐く息

の分析により、病気の症状を探るため、レーザーをベースとする新型の分析方

法の開発、利用を目的とする。 
• INA-Imaging with neutral atoms：ヘリウム原子顕微鏡の解像度を 1 ミクロ

ンから 0.02 ミクロンに引き上げることを目的とする。 
• CHIRALTEM-次世代の電子顕微鏡：二色性キラル（chiral dichroism）の正

確な測定手法の開発を目的とする。 
• ATOM3D-原子のレーザー操作：“optical tweezers”のための新光学操作技術

の開発を目的とする。 
• BIOPLASMA：低コストのバイオアクティブ・コーティング手法の開発を目

的として、バイオ分子の結合に低温プラスマ（イオン化ガス）を使用する新技

術の開発を目指す。 
• PERFORCE：産業活動に起因すると考えられる過フッ素ハイドロカーボン

（PFCs）の環境濃度が増加しており、人の健康への影響が懸念されているが、

PERFORCE プロジェクトでは、EU 域内における PFCs が人体へ及ぼす影響

や罹患率の評価を行う手法の開発を目指す。 
 
欧州委員会の研究総局は、「NEST は、我々の科学、技術分野の潜在力を活用する好

事例である」ことを強調するとともに、「NEST では、すでに認められた研究を基盤と

するプロジェクトよりも、むしろ意外性の高いプロジェクトを優先することで、将来

性のある研究者に新たな展望を切り開く。昨日のサイエンス・フィクションは、今日

の科学となった」としている。 
以上 

（参考資料） 
欧州委員会： 
http://www.cordis.lu/fp6/nest.htm 
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/04/191&format=

PDF&aged=1&language=EN&guiLangage=fr 
 

< 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949号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/949/
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【産業技術】  IT  

英国エレクトロニクス・セクタ支援レポート発表 
 
2004 年 12 月 13 日、科学技術政務次官センズベリー卿（Lord Sainsbury）は、「エ

レクトロニクス 2015 年－目に見える成果をあげるために (Electronics 2015-Making 
a Visible Difference) 」を発表した｡このレポートは、1 年間に及ぶ調査とパブリック・

コメント等を取りまとめたもので、英国のエレクトロニクス産業が直面する課題の全

体像を示すと共に同産業が抱える主な課題を選別、イノベーションと成長を中心とす

る将来を見据えた戦略を提案するものである。 
 
レポートの取りまとめにあたっては新しくエレクトロニクス産業を主体とする

Electronics Innovation and Growth Team（以下 EIGT）が形成された。有識者グル

ープという位置付けによりエレクトロニクス産業界の主な関係者並びに政府高官から

メンバーが選考されている。今回のレポート作成の指揮を取った運営グループ議長は、

ソレクトロン社（Solectron）部長を経て現在はインテレクト社（Intellect）のエレク

トロニクス部門部長を務めるディビッド･キナストン（David Kynaston）である。 
 
レポートは、英国のエレクトロニクス産業セクタの特徴を以下のように述べている。 
 

- 独立したセクタとして重要であるばかりでなく、他のセクタにおいてもイノ

ベーションや成長の原動力としての役割を果たしている 

- しかし、本セクタが多分野にまたがっていることから、産業界、政府、並び

にその他のキープレイヤーは、エレクトロニクス・セクタを独立したセクタ

としてほとんど認識していない 
- 技術力には自信があるが、それを十分に応用して商品化するといった点では

自信がない 
- 問題に対処する姿勢は示しているが、選択と集中が不十分であり、クリティ

カル･マスに欠ける 
- 特に公共調達が鍵を握る分野において、計り知れないほどの機会があるが、

様々な障壁によりそうした機会を生かせずにいる 
 
先にも述べたように、エレクトロニクス産業は、様々なセクタにまたがって存在し

ている。EIGT 運営グループは、このように広範な産業分野から適切な分析に基づい

た所見を引き出し、徹底的に考査された結論を引き出すため、問題点や解決策等につ

いて先入観に囚われることのないよう特に留意して調査を行った。 
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EIGT 運営グループが調査の一環として行った活動は以下の通り。 
 
- 主要な市場として認識されている国々に駐在する英国大使館にレポートを委託

すると共に、詳細な経済及び市場分析を委託 
- The Sector Skills Council for the electronics sector (以下 SEMTA)と緊密に協

力 
- 主要分野の検証にあたっては分野別にグループを編成 
- 一流企業の重役と 50 件を超える対面インタビュー 
- 地域開発公社や自治政府、またおよそ 60 の中小企業と協力し、地方において 6
つのワークショップを開催 

- Skills Workshop の開催 
- このワークショップには SEMTA のエレクトロニクス・セクタ戦略グループ会

員等も参加 
- 様々な同業者組合、労働組合、異分野のセクタ･スキル評議会、また専門職組織

や学界関係者のためのワークショップの開催 
 

レポートは、今後の戦略として、以下の提案を行っている。 
 
- 企業主導のエレクトロニクス評議会という位置付けで Electronics Leadership 

Council を設立し、レポートの提言を推進してゆく 
- 30 を超える企業組織から成る新しい英国エレクトロニクス連盟（ UK 

Electronics Alliance）を設立し、エレクトロニクス産業に対する支援を強化す

るよう務めると共に、これを同産業の代表組織とする 
- エレクトロニクス関係の規制を扱う Electronics Regulatory Group を開発し、

EU の様々な規制に対する影響力を高める。同時に、規制が産業に及ぼす累積的

な影響に対する理解を深める 
- 政府、及び企業は、同産業における優れた人材の不足、並びに科学や工学を学

ぶ若者の減少問題に取り組むべきである 
- 重要課題であるグローバル・サプライ・チェーンに対する戦略を策定したり、

決定をするにあたって利用できるようなツールを開発し、産業を支援する 
 

以上 
 
（参考資料） 

http://www.dti.gov.uk/industries/electronics/eigt.html 
 http://www.gnn.gov.uk/environment/dti/ 
 http://www.dti.gov.uk/industries/electronics/5803-DTi-EIGT_Report.pdf 
 www.ssda.org.uk 

< 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949号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/949/
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【産業技術】  ナノテク  

温和な処理がよりよい分子デバイスを産出（米国） 
 
国立標準技術研究所(NIST)の研究者が、分子スケールの電子部品に電気的接触を付

ける簡単な化学的方法を開発した。 近特許を取得したこの方法は、従来の技術で多

く生じる部品への損傷を回避するために、微細な分子部品の末端に銅の層を取り付け

る。 
 
ワイヤー、ダイオード、トランジスター、その他のマイクロエレクトロニクスデバ

イスとして動作する炭素基盤の分子を設計する分子エレクトロニクスは、ナノテクノ

ロジーで も精力的なフロンティアの 1 つである。人間の髪の毛の断面と等しい面積

に、現状の先端技術では約 1,000 個の半導体トランジスターを収納しているが、分子

トランジスターは 1,300 万個を詰め込むことができる。 
 
分子エレクトロニクスの大きな問題は、脆弱な分子の簡単に壊れやすい化学鎖へ電

気的接触を作ることである。現在は、金属基板上に草の葉のように立っている分子上

に、金属を蒸着させることが主に行われている。 
 
蒸発した金属原子は、分子の先端部に定着すると思われている。しかし、しばしば

デリケートな構造を侵食したり、分子の谷間に落ちてデバイスをショートさせたりす

る。うまく動作するデバイスの産出率は、典型的に僅か数パーセントである。 
 
NIST の研究者は、付加的な化学基を分子の先端部へ合成し取り付ける技術を設計し

た。チップは、追加した化学基に選択的に結合する銅イオンを含む溶液に浸され、強

固な化学的に結合した電気的接触が形成される。それは、さらに金属蒸着段階におい

てはその下部にある分子を保護する。 
 
この技術がマイクロ接触印刷パターンが作られた表面上で非常にうまく働き、クリ

ーンで輪郭のはっきりしたエッジを作ることを NIST のテストは実証した。このこと

は、実用的なデバイスの組立てにとって重要なことである。 
以上、Y.M 

(出典：http://www.nist.gov/public_affairs/techbeat/tb2005_0126.htm#Molecular ) 
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【産業技術】  ナノテク  

カーボンナノチューブのレーザー計測応用（米国） 
 
多くの応用への可能性を持つ話題のナノテクノロジーであるカーボンナノチューブ

は、製造、医学、通信、リソグラフィー、空間基盤センサー等の技術に広く使われて

いるレーザシステムにとり不可欠である光パワー測定の次世代標準の場で、その利用

がまもなく現れるであろう。 
 
アプライドオプティックス誌に報告されているように、国立標準技術研究所(NIST)

と国立再生可能エネルギー研究所(NREL)は、カーボンナノチューブをコーティングし

た焦電検出器(パイロ検出器)のプロトタイプを開発した。 
 
焦電検出器や他の熱検知器は、すべての主要な標準の基本であり、レーザーパワー

やエネルギー測定を基本単位に移すために使用される。検知器前面のコーティングは

レーザー光線を吸収し、それを熱に変換し、その真下にあるパイロ電気材料で作られ

た検知器にその熱を導く。検知器の温度上昇が電流を発生し、レーザーパワーを決定

するために測定される。 
 
炭素原子で作られた小さな円筒のカーボンナノチューブは、現在使われている検知

器コーティング材より何百倍も熱伝導が良く、さらに、ナノチューブはレーザ損傷に

強く、その構造や結晶特性のために、光を効率的に吸収する。 
 
ナノチューブの劣化や硬化に対する抵抗力は、NIST のレーザーパワー標準の範囲を、

紫外線波長まで拡張することを可能にし、化学・生物兵器の検知のためのセンサー開

発および測定を支援すると科学者は期待している。また、この研究はさらに燃料電池

でのカーボンナノチューブの利用にも寄与するであろう。 
 
NIST の率いる研究チームは、カーボンナノチューブを熱検知器に適用するために、

エアブラシ技術の利用をはじめて実証した。チームは、さらに、NIST で開かれるカー

ボンナノチューブに関するワークショップで、化学蒸着法プロセスにより検知器上に

多層ナノチューブを直接成長させる方法を報告する予定である。 
 
現在チームは、従来方式よりはるかに高速である独特のアプローチを使用して、様々

なチューブの構成やトポロジーの光学的・熱的特性を測定している。 
以上、Y.M 

(出典：http://www.nist.gov/public_affairs/techbeat/tb2005_0126.htm#laser ) 

< 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949号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/949/
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【産業技術】 

数百万年待たずに木を化石にする（米国） 
 

パシフィックノースウエスト国立研究所の研究者が、記録的短時間で木を鉱石化 
 

エネルギー省パシフィックノースウエスト国立研究所(PNNL)のヤングスーン・シン

と同僚が木を鉱物に変換した。コロンビア川上流の 1 時間の所にあるイチョウ石化森

林国立公園のような場所で、自然が何百万年もかかってやることを、僅か数日間で達

成した。自然では、木が大変動の噴火で倒され、溶岩の下へ酸素なしで埋められ、そ

の木質化合物がにじみ出し、長い年月を経て土の鉱物を吸収して作る。 
 
シンのグループは先端材料誌の 新号でこのことを報告している。シンの化石森林

への旅は、数分先のロウズ日曜大工店から、それほど劇的でないやり方で始まる。ロ

ウズの日曜大工の材木置場で、彼等は松の木やポプラの木の板の素材を拾い上げる。 
 
彼等は PNNL へ戻り、1 立方センチメートルの木片を酸に 2 日間浸け、さらに 2 日

間シリカ溶液に浸ける( 良の結果は、このステップを 3 回繰り返す)、そして空気で乾

燥させ、アルゴンを封入した炉に放り込んで、摂氏 1,400 度まで徐々に加熱して 2 時

間後に、室温のアルゴン雰囲気中で冷却する。 
 
この急速インスタント化石木のシリカは、新しい炭化ケイ素(SiC)セラミックを形成

するために、セルローズに残された炭素と結合しそこに留まる。シンによれば、この

物質は木の構造を正確に複製している。 
 
この SiC チップは恐らくコンピューターチップには置き替わらないが、材料科学者

達は、木材やシンの実験室の花粉やもみ殻などの他の自然な材料のテンプレートで構

築されたセラミックスの斬新な特性に興味を持っている。 
 
植物のマイクロチャンネルや気孔のような複雑なネットワークは、巨大な表面を提

供し、産業のガス状廃棄物からの汚染物質の化学分離あるいはろ過に役立つと判明す

るだろう。例えば、木の場合、1 グラムの材料を平坦にすればフットボール場を覆う

ぐらいの表面積を提供できる。 
以上、Y.M 

(出典：http://www.pnl.gov/news/2005/05-03.htm ) 
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【ニュースフラッシュ】 

米国－今週の動き(01/15/05～02/03/05) 

NEDO ワシントン事務所 

Ⅰ 新エネ･省エネ 
1 月／ 
14：エネルギー省、自動車エンジンの効率改善プロジェクト提案を募集中 

エネルギー省(DOE)が 1月 14日に、FreedomCARおよび自動車技術プログラムの競争公募を発表。
DOE は、学究機関が民間部門や国立研究所と提携した研究チームの応募を奨励。今回公募では、(1)
エネルギー効率の更に高い内熱機関の開発の推進、(2)大学院自動車技術教育(GATE)と呼ばれるプ
ログラムの下での将来の自動車エンジニアの養成を目的としている。高効率内熱機関の開発支援で
は、(1)低温燃焼；(2)排出制御装置；(3)エンジン効率改善；(4)先端燃料配合物という 4 分野を重視
し、 高 6 件までのプロジェクトに総額 300～500 万ドルの費用分担型グラントを交付の見通し。
一方、自動車エンジニア訓練への支援額は総額 250 万ドルで、GATE の下で様々な大学に 6～10 件
のグラントが交付される見込み。提案の募集締切日は 2005 年 3 月 10 日。 
(DOE Solicitation Annoucement) 

 
24：使用済み自動車潤滑油から水素生成 

フロリダ州ソーラーエネルギー・センター(FSEC)の科学者 2 名が、使用済み自動車潤滑油から水素
を生成するプロセスを開発。潤滑油は重質な炭化水素の複雑な混合物を含むため、熱エネルギーだ
けでは分解が困難だが、FSEC では、高温・高圧の超臨界水を使用して熱触媒反応炉で潤滑油の改
質を行う方法によって水素生成に成功。同プロセスによって、水素生成資源・廃棄物削減への貢献
が期待。(Renewableenergyaccess.com) 

 

Ⅱ 環 境 
1 月／ 
5：コンピュータ・モニターのエネルギー効率基準を引き上げた環境保護庁 

環境保護庁(EPA)ではエネルギー効率向上のため、Energy Star 製品の基準引上げを実施中だが、
コンピュータ・モニターの新基準も 2005 年 1 月 1 日に発効。従来規定は「スリープモード」と「オ
フモード」の場合だけを対象としたが、新規定では「オンモード」の際の 大許容消費電力達成も
義務付け。現在出荷品の約 95%は従来基準を満たし、新基準を遵守しているものも既に多種販売。
EPA は、新基準により 2010 年までに約 500 万メトリックトンの炭素排出回避を推定。EPA は、プ
リンター、コピー機、スキャナー、ファックス機、コンピュータ他の事務機器のエネルギー効率基
準強化も既に検討中。(EPA News Brief) 

 
10：カナダ政府とカナダ鋼鉄工業会、気候変動対応で協力する覚書に調印    

カナダ政府、オンタリオ州政府及びカナダ鋼鉄工業会が 1 月 10 日、気候変動への取組に係る協力
覚書(MOU)に調印。この MOU に基づき、同国鉄鋼業界は、競争力への支障がないことを条件にカ
ナダ政府の気候変動コミットメント達成に協力。一方、同国政府は現実的な排出削減目標を設定す
るほか、革新的な CO2 排出の抑制・排除・回収プロセス開発のための国際プログラムに積極参加
（第 1 フェーズに 30 万ドル拠出予定）。同国の鉄鋼製造業者がオンタリオ州に集中しているため、
同州政府も参加。(Natural Resources Canada) 

 
11：北米環境協力委員会、北米 3 国の発電所からの大気汚染を比較分析した報告書を発表 

北米環境協力委員会(CEC)が、米国・カナダ・メキシコ 3 国の化石燃料火力発電所からの大気排出
に関する報告書『北米発電所の大気排出量』を発表。2002 年に北米で 1,000 ヶ所を超える化石燃料
発電所から放出された NOX・SO2・水銀・CO2 を調査したもの。北米 3 ヶ国は各々特有の燃料構
成と発電技術構成を有する（米国が電力の約半分を石炭で発電、メキシコは 3 分の 2 以上を石油と
天然ガスで発電し石炭での発電量は約 8%。カナダは水力発電が大半）一方、北米の汚染物質のう
ち NOX 排出の 90%、SO2 排出の 86%を石炭火力発電所が放出。このため、3 ヶ国の燃料構成に見
られる石炭依存度の相違は、各国の電力部門からの排出が自国総排出量に占める割合に顕著に体現。
(CEC News Alert) 

 
19：環境修復研究に一役かうナノテクノロジー 

ローレンスバークレー国立研究所の研究者が、地表で起きる環境汚染物質の反応の動力学をモデリ
ングするために、ナノテクノロジーを活用する研究プロジェクトを開始。実環境における汚染物質
反応に影響を与える、土壌粒子の被膜における生物地球化学的反応や微生物的反応を真に理解する
ため、直径約 100nm という汚染物質の気孔の観測及びモデリングが必要。同研究者は同研究所の
走査型透過 X 線顕微鏡を使用して収集したデータをスーパーコンピュータのモデリングに利用予定。 
(Greenwire; The Daily Californian) 
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20：Martin カナダ首相、京都議定書の目標達成は困難と発言 
1 月 19 日、Paul Martin 首相が、同国は合意期日までに排出削減目標を達成出来ない可能性がある
と発表。産業部門に多大な負担をかけずに同国の排出を削減する方法として、カリフォルニア州の
自動車排出新規制の採用を検討中だが、これだけでは排出目標遵守は不可能とのこと。環境保護者
達は、不可能と決め付けてしまえば、目標を達成しようとはしないし、必要な施策をとるわけもな
いと批判。(Greenwire) 

 
24：国際気候変動 TF、気候変動の対応には G-8 プラス主要途上国の参加が必要と報告 

国際気候変動タスクフォース(ICCT)が、「気候変動に取り組む」と題した報告書を発表した。この
中には、京都議定書では実現しなかった米国、オーストラリア、発展途上国の国際気候条約への参
加を推進する提言が盛り込まれている。報告書は、世界全国の政府や政策決定者を対象として、「先
進 8 カ国の政府が 2025 年までに 低 25%の国家再生可能エネルギー使用基準を設定」、「先進 8 カ
国政府は、省エネ及び低（無）炭素排出エネルギー源のための先進技術研究・開発・実証予算を 2010
年までに倍増」等を含む 10 項目の提言を行っている。(Institute for Public Policy Research Press 
Release) 

 
24：ブルックヘーブン国立研究所の科学者、工業触媒よりも優れた自然発生の触媒を発見 

ブルックヘーブン国立研究所の科学者等が自然発生する触媒を発見、現在、この触媒を再生する研
究を実施中。鉄原子と硫黄原子から成るこの触媒は、空気の無い硫黄の豊富な環境に生殖する還元
細菌から隔離された生物酵素の理論的調査の一環として発見。水素生成や大気汚染物質抑制に現在
使用されている工業触媒より、高効率かつ化学反応を予想しやすい。同研究は、エネルギー省(DOE)
科学部の支援で新設される機能的ナノ材料センター (CFN)の研究中心課題になる見込み。
(Brookhaven National Laboratory Press Relase) 
 

Ⅲ 産業技術 
1 月／ 
12：肉眼で見る通りの画像を見せる、新型画像センサー 

カーネギーメロン大学のスピンオフ企業 Intrigue Technologies 社の研究者 Vladimir Brajovic 氏が、
全米科学財団(NSF)からのグラントで、ロボットビジョンが自然界の光の明暗を正確に識別するこ
とを可能にする新技術を開発。センサーで見る照度面を推定するためのオンチップ画像処理が中核
技術で、画像をとらえる前にオンチップ計算によって知覚情報を 適化。センサーの用途は、全自
動やロボット介助付きの車椅子用の視覚誘導システムや、インテリジェント交通システム等。(NSF 
Press Release) 
 

14：マサチューセッツ州の大学、ナノスケール製造技術研究で全米科学財団からグラント受領 
全米科学財団(NSF)は製造業基盤強化努力の一環として、マサチューセッツ大学ロウエル校(UＭ
ass-Lowell)に 1,240 万ドルのグラントを交付。同校の高速ナノマニュファクチャリング・センター
は、ニューハンプシャー大学およびノースイースタン大学と共同で、ナノスケール製造技術の研究
を実施する予定。同技術を職場に効率的に統合する方法を探って雇用を創出することや、テレビを
利用した広報等による大学生・大学院生の参加の増大が期待される。(Small Times, January 14､
2005) 
 

14：液体水銀に浮かぶ、有機鎖状分子の超薄膜 
エネルギー省(DOE)傘下のブルックヘイブン国立研究所、イスラエルのバル・イラン大学、及びハ
ーバード大学が、液体水銀表面に、自己組織性の有機鎖状分子の超薄膜を成長させた。この研究成
果は、先進バイオテクノロジー材料やコンピュータ・チップ、フレクシブル電子ディスプレイなど
の分子エレクトロニクス用のナノスケール回路開発方法を理解する上で一助となる可能性がある。 
(Brookhaven National Laboratory Press Release) 
 

19：DARPA と NIST、マスクレスリソグラフィ支援の縮小を発表 
 ナノベースの斬新な半導体を製造する為に利用されるマスクレスリソグラフィの研究開発を支援し
てきた連邦政府 2 省庁が、予算制約を理由に同プロジェクト予算の削減を発表。国立標準規格研究
所(NIST)は、2005 年には新プロジェクトを行わず、現行の進行中のプロジェクトを先端技術計画
(ATP)を通じ引き続き支援。一方、防衛先端研究計画局(DARPA)は、マスクレスリソグラフィのプ
ロジェクト支援を 2006 年で中止。業界代表等は、ナノベースのコンピューターチップという新興
分野において、政府支援なしでは米国は日欧他の諸国に半導体産業で遅れてしまうと主張。(EE 
Times) 
 

20：Ehlers 下院議員、製造技術競争力の強化を狙った法案を提出 
Vernon Ehlers 下院議員(共)が 1 月 6 日に、「2005 年製造技術競争力強化法案」を提出。同法案は、
(1)連邦政府製造技術研究開発努力の調整；(2)製造部門の技術革新と人材育成を支援する現行計画の
強化；(3)製造部門と研究機関との協力の奨励を目的とし、製造技術研究開発における連邦政府の努
力を調整する省庁間委員会、研究グラント・パイロット計画(2008 年度まで年間 1,000 万ドル)、製
造業フェローシップ計画(2009 年度まで総額 750 万ドル)の創設などを図るもの。国立標準規格技術
研究所(NIST)がプログラムの調整リーダー役を務める。同法案の文言は、Ehlers 議員が第 108 議
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会第 2 会期に提案した法案に類似しており、下院で承認が予想されるが、上院における運命は不明。
(CQ Bill Analysis) 
 

1 月／2 月：ナノテクノロジーに対する輸出規制を検討する大統領諮問委員会 
大統領の輸出協議会輸出管理小委員会(PECSEA)では、他国のナノテクノロジー能力とその競争力、
及び、ナノテクノロジーが国家安全保障に与える影響を査定評価するため、2005 年初旬に評議会を
結成する予定。ナノテクノロジーの中でも、化学兵器や生物兵器他を助長、または、妨害すること
の可能な製品が、特に厳しい監視対象になると予想されるほか、規制の方は、国際貿易に関する規
制から外国人雇用に関する規制まで、幅広いものになる可能性がある。評議会の答申提出期限は設
定されていないが、報告書案の完成は 2005 年末または 2006 年になると予想。評議会の評価結果が
大統領の輸出協議会に提出された後で、一般市民にもコメントの機会が与えられる予定。(Small 
Times Magazine) 
 

Ⅳ 議会・その他 
1 月／ 
6：中小企業庁のトップ課題に浮上した、小規模製造会社支援 

米国議会が昨年 11 月 20 日に可決し、12 月 8 日に大統領の署名をうけて成立した「2005 年度包括
歳出予算法」には、「2004 年小企業再認可・製造業支援法」が含まれる。小規模製造会社の繁栄に
一層の注意を払うよう中小企業庁 (SBA) に指示する同法令には、小規模製造業者への迅速な貸付
プログラム（ 高 35 万ドル）の設定、国内の小規模製造会社へのローン貸付 高額の増額（ 高
400 万ドルまで）、高等教育機関が調達検討時にアクセス可能な、全国小規模製造業者データベース
の作成可能性の調査、小規模製造業者タスクフォースの新設等が含まれる。(Manufacturing & 
Technology News) 
 

20：エネルギー長官に指名された Samuel Bodman、上院での承認間近か 
上院エネルギー天然資源委員会が 1 月 19 日、Samuel Bodman 現財務副長官のエネルギー省(DOE)
長官承認審議公聴会を開催。同氏は公聴会で、(1)北極圏野生生物保護区域(ANWR)の石油掘削解
禁；(2)原子力発電 R&D 及び原子力発電所建設の推進；(3)クリーンコール・テクノロジー計画；(4)
送電系統への投資促進インセンティブなど、ブッシュ政権エネルギー政策への支持を表明。包括エ
ネルギー法案を今議会の 重要課題の一つと見ていることなども明言。両党議員は同氏の DOE 長
官指名を支持しており、承認審議公聴会は順調に進み、1 月末までの承認が予想される。 
(Environment and Energy Daily; Reuters) 
 

20：元 EPA 長官、ブッシュ政権の新排出源査定や CO2 政策決定の実態を批判する書籍を出版 
Christie Whitman 元環境保護庁(EPA)長官が 1 月末、ブッシュ政権の大気質及び地球温暖化政策施
行方法を批判する本を発表し、同政権内での重要環境政策対応の実態を明らかにするだろう。同元
長官は、新排出源査定(NSR)の改正の必要があったと認めつつ、議会共和党指導層による NSR 完全
撤廃への固執や、自ら取り組もうとするチェイニー副大統領エネルギータスクフォースからの圧力
を紹介。気候変動問題では、ブッシュの 2000 年選挙公約だった発電所への CO2 排出削減義務付け
の撤回を求めた複数の共和党上院議員からの圧力や、電力業界への更なる負担を回避したいとの大
統領判断等を回顧。(Greenwire) 
 

25：上院、Carlos Gutierrez 氏を新商務長官として承認 
上院本会議は 1 月 25 日、発声投票によってケロッグ社の元 高経営責任者である Carlos Gutierrez
氏を新商務長官として承認。長官就任後は、商務省予算の約 60%を占める国立海洋大気局(NOAA)
を同氏がどう管理するかが注目の的。同氏自身も、上院商業委の承認審議公聴会で、NOAA が自ら
にとり、 大の重要課題の一つと発言。海洋研究奨励者達は、同氏の経験不足を指摘し、指名に懐
疑の念を表明していた。(Energy & Environment Daily) 
 

25：Frist 上院院内総務が優先事項トップ 10 リストを発表、包括エネルギー法案は第 10 位 
上院の Bill Frist 院内総務(共)が、第 109 議会第 1 会期における優先審議事項のトップ 10 を概説。
税制改正や社会保障制度の改革、連邦判事の任命といった議題に続き、包括エネルギー法案の可決
が第 10 位に入っている一方、クリアスカイ法案の方は同リストに入っていない。 (Environment 
and Energy Daily) 
 

26：Jeffords 上院議員、クリーン発電法案を議会に再提出 
クリアスカイ法案が再提出 (1/24,James Inhofe 上院環境・公共事業委員長(共))されたばかりの上
院に、Jim Jeffords 上院議員(無所属)がクリーン発電法案（クリアスカイ法案よりも窒素酸化物・
二酸化硫黄・水銀の排出許容上限を厳しく設定。二酸化炭素をも規制）を提出。Tom Carper 上院
議員(民)も別途複数汚染物質規制法案を提出予定といわれ、クリアスカイ法案審議の際に、これら
の法案が修正案として検討される可能性も。一方、カリフォルニア州・ニューヨーク州両知事は、
上院環境・公共事業委員会あてに書簡を送り、州政府が連邦政府よりも厳格な基準設定を定めうる
と認めている現行クリーンエア法の条項を廃止しないよう要請。(Environment and Energy Daily; 
Greenwire) 
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26：包括エネルギー法案への関心が議会で再熱、最大のネックは MTBE 条項か 
連邦議会では包括エネルギー法案可決への関心が再熱。一部の共和党上院議員達は、法案可決のた
めガソリン添加物 MTBE に係る条項での妥協の準備ありと発言。一方、民主党上院院内総務は、
MTBE と北極圏野生生物保護区域の掘削解禁が 大の障害と認めつつ、同法案可決に全力を尽くす
ことを約束。下院でもエネルギー・商業委員会委員長も当初包括エネルギー法案審議を盛り込んで
いなかった 2005 年審議計画を改訂する意向の模様。下院案が 2 月中旬までに提出される可能性も。
(Environment and Energy Daily) 
 

26：新厚生長官の承認を受けた Leavitt 氏に代わり、環境保護庁長官代理に Johnson 副長官 
上院本会議は 1 月 26 日、発声投票により、Michael O. Leavitt 前環境保護庁(EPA)長官を Tommy G. 
Thompson 厚生長官の後任として承認。 Leavitt の後任の EPA 長官職には、Stephen Johnson EPA 
副長官が着任と見られているが、ブッシュ大統領が未だ新 EPA 長官を指名していないために、正式
な任命ではない。業界筋によると、ブッシュ大統領は上院本会議のクリーンエア法案改正作業の終
了まで指名を遅らせる可能性も。(CQ Today(1/26&1/27)) 
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【ニュースフラッシュ】 

                                    949 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. MetaChip で迅速･効率的な薬剤候補毒性検査が可能に(2005/01/21) 
- カリフォルニア大学バークレー校とレンセラー工科大学が、解毒作用･化学物質分解･薬物活性のよう
なヒト肝臓の酵素が行う代謝反応を模倣したバイオチップ(MetaChip)を開発。肝臓の解毒酵素シトクロ
ム P450 を抽出し、チップに付着。特定の細胞タイプに対する毒性をテストし、毒性を取り除くことがで
きる。 
MetaChip Provides Quick, Efficient Toxicity Screening of Potential Drugs 
http://www.berkeley.edu/news/media/releases/2005/01/21_metachip.shtml 
(New Technique To Analyze Drug Compound Toxicity Developed Through Rensselaer Polytechnic 
Institute and University of California at Berkeley Collaboration 
http://news.rpi.edu/update.do?artcenterkey=623&setappvar=page(1)) 
 
2. 男女の知能は灰白質と白質の問題(2005/01/20) 
- 一般的な知能に男女差はないが、知能に関する脳部位の性差がカリフォルニア大学アーヴィン校の研
究で見つかった。女性は白質、男性は灰白質で知的技能を行う傾向を確認。白質は神経ネットワークが
発達、灰白質は神経細胞の集まりで情報処理を行う部位。この神経経路･活動部位の性差によって男性は
数学などの局所的処理に、女性は言語能力等の統合的処理に優れているという一般的傾向を説明できる
可能性大。 
Intelligence in Men and Women Is a Gray and White Matter 
http://today.uci.edu/news/release_detail.asp?key=1261 
 
3. アルツハイマー病のプラーク除去でマウスの脳細胞が急速に回復(2005/01/20) 
- ワシントン大学セント･ルイス校医学部でのマウス･モデルを使った研究。疾病原因とされるプラーク
(βアミロイド)の抗体をマウスに注入しプラークを除去すると、神経細胞の構造的ダメージが改善。プラ
ーク除去治療の効果が確認された。プラークは原因となるだけでなく、ダメージを維持している可能性
があり、既存理論の再考が必要か？ 
Mouse Brain Cells Rapidly Recover after Alzheimer's Plaques Are Cleared 
http://mednews.wustl.edu/news/page/normal/4548.html 
 
4. プリオンが予想外の臓器で見つかる(2005/01/20) 
- 「脳･脊髄･免疫系以外にプリオンは広がらない」という BSE の前提が、スイスのチューリッヒ大学病
院の研究で反証された。BSE と同様の状態にしたマウスが炎症反応を起こすと、膵臓、腎臓、肝臓など
でプリオンが急増。炎症反応に関与する細胞がプリオンの複製や移動を促進すると考えられる。 
Prions Discovered in Unexpected Organs 
http://www.nature.com/news/2005/050117/full/050117-11.html 
 
5. 皮膚や骨の特注品を作るインクジェットプリンター(2005/01/19) 
- 「ヒト細胞インクジェット･プリンティング･プロジェクト」の一環としてマンチェスター大学で開発。
プリンターで三次元構造の「組織再生足場」を作りながら、その中に直接細胞を注入、必要な組織を作
製できる。組織の寸法を予め決めることができ、軟骨組織等の大きな組織の作製、複数細胞タイプの同
時プリント等も可能。 
University of Manchester Makes Made-to-Measure Skin and Bones a Reality Using Inkjet Printers 
(18, Jan) 
http://www.manchester.ac.uk/press/title,10639,en.htm 
(Printed parts 
http://www.e4engineering.com/story.aspx?uid=2d82c6dc-dcc1-4179-973b-4e72f7623b87&cuid=b96da
d81-0ef4-4fcc-9e3d-a7bd9b6a4258) 
 
6. 世界初の高輝度光源 X 線レーザーが財政的支援を獲得(2005/01/18) 
- スタンフォード線形加速器センターが計画している「リニア干渉性光源(LCLS)」計画に、連邦議会が
5 千 4 百万ドルの拠出を 2005 年度予算で承認。LCLS は世界初の X 線自由電子レーザーで、SPEAR3
のようなシンクロトロン光源で現在可能なパルスに較べ、パルス幅(発光時間)が 1000 分の 1 に短縮、100
億倍の輝度を実現する。 
First X-ray Laser Gets Funding 
http://www.stanford.edu/dept/news/pr/2005/pr-lcls-011905.html 
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7. 甘くて環境に有益な発見―オレンジの皮と温室効果ガスで作るプラスチック(2005/01/17) 
- コーネル大学が開発した触媒「お助け分子(helper molecule)」でオレンジの皮から抽出されるオレン
ジオイルを酸化した酸化リモネンと CO2 を混合し、ポリリモネン･カーボネートという高分子化合物を
合成する方法が報告された。石油由来プラスチック、ポリスチレンの特徴を多く持つため、石油を使う
代わりに CO2 を使用できる。 
Sweet and Environmentally Beneficial Discovery: Plastics Made from Orange Peel  
and a Greenhouse Gas 
http://www.news.cornell.edu/releases/Jan05/Oranges.plastic.deb.html 
 
8. 植物を工場として使用する―コスト効率の良いバイオ医薬品製造の大きな潜在能力(2005/01/17) 
- 植物分子工場(Plant Molecular Farming)世界市場の戦略分析。微生物･哺乳動物発酵システムが現在主
流だが、遺伝子組換え植物を使用することで効率化、コスト削減が実現できる。バイオ医薬品の需要は
今後高まると予測され、植物分子工場市場の潜在能力は大きいが、遺伝子組換え作物に対する否定的な
一般認識に取り組む必要も有る。 
Using Plants as Factories Holds Massive Potential for Cost-Effective  
Biopharmaceutical Manufacturing 
http://www.frost.com/prod/servlet/press-release.pag?docid=30889298&ctxixpLink=FcmCtx1&ctxixp
Label=FcmCtx2 
 
9. ミトコンドリア DNA 変異が前立腺癌に重要な役割を果たす(2005/01/14) 
- エモリー大学とカリフォルニア大学アーヴィン校の研究で癌患者のミトコンドリア DNA(mtDNA)を
解析したところ、シトクロム酸化酵素遺伝子の変異など様々な変異の確率が健康な人と較べて高いこと
が判明。mtDNA 変異の腫瘍形成能力を調べた結果、酸素からエネルギーを産出する際の副産物である酸
素ラジカルが関与していると考えられる。 
Mutations in Mitochondrial DNA Play Significant Role in Prostrate Cancer 
http://www.whsc.emory.edu/press_releases2.cfm?announcement_id_seq=2659 
 
10. 癌の原因となるタンパク質の活性化プロセス解明(2005/01/13) 
- 腫瘍タンパク質 STAT3 を活性化する化学修飾のチロシンリン酸化は既知であるが、リジンアセチル化
も同様に活性化すると判明。STAT3 のリン酸化を阻害する抗癌剤が完全に癌を抑止出来ない理由が明ら
かに。STAT3 はシグナル伝達分子の一つで、胚発生時に細胞成長を助けるが、成体では通常不活性。活
性化すると乳癌、前立腺癌を引き起こす。 
Surprising Study Reveals How Cancer Causing Protein Activates 
http://www.brown.edu/Administration/News_Bureau/2004-05/04-072.html 
 
11. 在宅看護の質を追跡する方法(2005/01/12) 
- ケアの改善とケアに対する有意義なフィードバックをもたらすことを目的とした、在宅看護の質を測
定する新しいツールが開発され、22 の測定に基く在宅看護指標が報告された。新しい指標は主に、イン
フルエンザワクチンの投与、患者の投薬の再検討、日常生活の活動における患者の機能の評価などプロ
セスを評価するものとなっている。 
Researchers Develop Way to Track Quality of Home Health Care 
http://www.umich.edu/news/index.html?Releases/2005/Jan05/r011205a 
 
12. 肉眼が見えてカメラが見えないものを映し出す画像センサー(2005/01/12) 
- 人の網膜に近い人工視覚を可能にする新技術。画像全体の露出バランス、画像ノイズ除去、コントラ
スト増強等を行うソフトウェアが入力された視覚情報を明確に映し出す。神経細胞の視覚情報処理同様、
各ピクセルは互いに何を見ているのか「話し合う」ことで不適切な照明にも適応。悪条件下での人工視
覚センサーとして応用できる。 
New Image Sensor will Show What the Eyes See, and a Camera cannot 
http://www.nsf.gov/od/lpa/newsroom/pr.cfm?ni=15300000000144 
 
13. 長期間の赤身･加工肉消費は大腸癌のリスクを高める(2005/01/11) 
- 全米癌協会が行った、1982 年･1992/1993 年･2001 年に 50-74 歳の成人約 14 万人を対象とした大規模
な追跡調査の結果。鶏肉･魚の長期に渡る消費は癌リスクを減少することも分った。肉の摂取と癌は以前
から関連付けられていたが、関連の強さと肉の種類についての一貫性が得られ、長期に渡る摂取の影響
が明らかになったのは今回が初めて。 
Long-Term High Consumption of Red and Processed Meat Linked with Increased Risk for Colon 
Cancer 
http://pubs.ama-assn.org/media/2005j/0111.dtl#long 
(Eating Lots of Red Meat Linked to Colon Cancer 
http://www.cancer.org/docroot/NWS/content/NWS_1_1x_Eating_Lots_of_Red_Meat_Linked_to_Colon
_Cancer.asp 
Red Meat is Strongly Linked to Cancer 
http://www.nature.com/news/2005/050110/full/050110-7.html) 
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14. スタワーズ医学研究所が細胞死の根本的な問題に答える(2005/01/07) 
- アポトーシス(プログラム細胞死)を抑制するタンパク質発現遺伝子 Bruce の経路を解明。Bruce は腫瘍
抑制遺伝子 p53 を抑制することで、その下流経路であるミトコンドリア経路を制御する。抗腫瘍治療の
ために Bruce を不活性化し p53 のレベルを維持する、神経変性疾患から細胞を守るために活性化するな
ど、治療的用途が広がる。 
Stowers Researcher Answers Fundamental Question of Cell Death 
http://www.stowers-institute.org/ 
 
Ⅱ IT：情報技術 
 
1. マシンが人間のようにゲームを学習(2005/01/24) 
- 人間を観察し真似をして、ジャンケンの遊びかたを学ぶコンピューターは、侵入者を見分けたり、生
死にかかわる作業を行なう方法を自動的に学習するマシンに結びつくかもしれない。英国リーズ大学の
科学者によって開発された"CogVis"は、人間が動作しているビデオやオーディオから、パターンを探索
することによりゲームをする方法を自分に教え、次にゲームのルールに関する自身の「仮説」を構築す
る。 
Machine Learns Games 'like a Human' 
http://www.newscientist.com/article.ns?id=dn6914 
 
2. ポリマー・ナノインプリント技術で分子スケール分解能を達成(2005/01/21) 
- カーボンナノチューブに由来したモールドを使用して、広く用いられているポリマー・ナノインプリ
ント技術で、分子スケール寸法によって定義される究極の分解能に到達した。精密にナノメーター寸法
の特徴を複製することによって、この技術は、マイクロエレクトロニクス、ナノ流体工学およびバイオ
テクノロジーのような多様な分野の構造を作り上げる時に、将来の役割を果たすであろう。 
Molecular Scale Resolution Achieved in Polymer Nanoimprinting Technique 
http://www.news.uiuc.edu/news/05/0121nanotube.html 
 
3. MEDEA+はマスクレス・リソグラフィーの諮問委員会を設置(2005/01/21) 
- EUREKA クラスタの MEDEA+は、マスクレス・リソグラフィーの様々なヨーロッパのイニシアチブ
に、ガイダンスを提供するためのヨーロッパの諮問委員会(EAB-ML2)を設置した。この新しい MEDEA+
諮問委員会は、サプライヤーとユーザの間のアイデアを交換するプラットフォームとして役立ち、マス
クレス・リソグラフィー実装の応用シナリオを探究する。 
MEDEA+ Sets Up Advisory Board on Maskless Lithography 
http://www.eureka.be/inaction/viewNews.do;jsessionid=7f00000122b884961822e25f4cff8431e306370
63067?docid=210972 
 
4. EUREKA は全ヨーロッパ革新の 20 年を迎える(2005/01/18) 
- EUREKA は、ヨーロッパの研究開発構築での成果および持続的な役割を全ヨーロッパ革新 20 年で祝
う予定である。1985 年以来、重要なヨーロッパの公的および個人の資金調達は、国境を越えた共同プロ
ジェクトによる 先端の市場志向型研究開発を支援するために、EUREKA イニシアチブによって展開さ
れてきた。EUREKA は、研究センター、大学および国の機関と同様に、中小企業(SME)が 40%を占める
産業からの 11,000 のパートナーを含んでいる。投資された公的資金は、平均してプロジェクト完了 2 年
以内に戻っている。 
Marking 20 Years of Pan-European Innovation 
http://www.eureka.be/inaction/viewNews.do;jsessionid=7f00000122b884961822e25f4cff8431e306370
63067?docid=202367 
 
5. サンディア国立研究所のオンラインデータベースは知的財産を認可する機会を強調(2005/01/18) 
- サンディア国立研究所の知的財産の利用を認可する機会を高めるために作り出された、新しいオンラ
インデータベースが一般市民に利用可能となった。 
Online Database Highlights Opportunities to License Sandia Intellectual Property 
http://www.sandia.gov/news-center/news-releases/2005/comp-soft-math/ipal.html 
 
6. 思考で制御されるデバイスが近づく(2005/01/18) 
- ワシントン大学セントルイスの科学者は、外部デバイスを操作するために脳からの「皮質脳波」信号
を使用できることを示した。開発されたこの技術は、やがて思考のみによってコントロールできる義肢
に結びつくかもしれない。 
Devices Controlled by Thought Move Closer 
http://physicsweb.org/articles/news/9/1/9/1 
 
7. バンピーなガラスは自己清浄化ウィンドウや巧妙なマイクロマシンに結びつく(2005/01/18) 
- オハイオ州立大学のエンジニアは、ハス葉の構造を模倣して、超滑らかで撥水性の表面を設計してい
る。この特許出願中の技術は、自己清浄化ガラスに結びつくかもしれないし、またマイクロ装置内部の
小さな可動部分の摩擦をさらに減少させるだろう。 
'Bumpy' Glass Could Lead to Self-Cleaning Windows, Slick Micromachines 

< 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949号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/949/



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.949,  2005. 2. 9 

 54 
 

http://researchnews.osu.edu/archive/lotleaf.htm 
 
8. 脳の長期記憶保存の新説が現在の見解に挑戦(2005/01/14) 
- どのように自分の名前を思い出すのか。それを忘れることはいったい可能なのか。脳に永久に記憶さ
れたように、記憶痕跡(すなわちエングラム)は感じて、決してそれを忘れない。ノースウェスタン大学の
神経科学者は、どのように長期記憶が保存されるかの 40 年来の見解と論争する挑発的な新説を提出した。 
New Theory Chalenges Current View of How Brain Stores Long-Term Memory 
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2005-01/nu-ntc011405.php 
 
9. 情報統合研究は緊急対応を管理するために災害をシミュレート(2005/01/12) 
- 意志決定者が、 近の津波あるいは化学事故やテロリスト攻撃のような人災事故のような、災害の
初の報告に従い、数分から数時間内にどのように対応するのかを改善することが、バッファロー大学マ
ルチソース情報統合センターの研究計画の焦点である。 
Information Fusion Research Simulates Disasters to Manage Emergency Response 
http://www.buffalo.edu/news/fast-execute.cgi/article-page.html?article=70790009 
 
10. コロンビア大学は、医者と患者をオンライン・リンクするためにリレイヘルス社を選択(2005/01/11) 
- コロンビア大学医療センターの管理医療機関(CPPN)とリレイヘルス(RelayHealth)社の間の新しい協
定で、リレイヘルスは、症状などに関して担当内科医とオンラインで診断を受けるのと同様に予約、処
方箋の再発行などのため、安全なウェブサイトの使用を患者に可能とする安全な内科医患者通信用ソフ
トウェアを提供する、 コロンビア大学医療センター産科・婦人科医学部がこの新技術の初公開の一番
目である。 
RelayHealth Selected by Columbia University to Link Doctors and Patients Online 
http://www.cumc.columbia.edu/news/press_releases/relayhealth_cppn.html 
 
Ⅲ EV：環境 
 
1. 気候温暖化研究の突破口(2005/1/19) 
- 英国ブリストル大学等の研究。過去の実験結果では、微生物が土壌中の有機質炭素を分解し大気中に
CO2 を排出するが、その量は微生物の生物学的適応能力によって一定に保たれていると報告されていた。
しかし、実際の地球温暖化は予測よりも進展が速い。研究チームは、土壌中の有機質炭素の特性にばら
つきがあり、微生物の分解速度に影響していることを解明。 
Breakthrough in Climate Research 
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2005-01/uob-bic011905.php 
（Climate research breakthrough 
http://www.bristol.ac.uk/news/2005/605） 
 
2. リサイクル－英国が過去最高の国内記録を達成(2005/1/18) 
- 英国環境食糧農村地域省（DEFRA）は、2003/2004 年の各地方自治体における一般廃棄物のリサイク
ルとコンポスト化率について、前年比 3%増の国内 高記録を達成したと発表。同年度の目標値である
17%を上回る結果となった。 もリサイクル・コンポスト化率が高いのはスタフォードシャー州リッチ
フィールド地区で、46%を超えていた。2005/2006 年度の英国全体の目標値は 25%。 
Recycling: England Achieves a Personal Best 
http://www.defra.gov.uk/news/2005/050118a.htm 
 
3. 環境データの嵐を鎮めるウェブサイト(2004/1/21) 
- 米国のアルゴンヌ国立研究所環境アセスメント部門（EAD）の業務内容紹介。EAD の使命は革新的な
ウェブベースのアプリケーションを開発し、環境に関する意思決定を行う人々に対し正確な情報を提供
することである。1995 年以降 DOE、国防総省、内務省等スポンサーの環境関連プロジェクト向けに、
既に 100 以上のウェブサイトを開発した。 
Web Harnesses Storm of Environmental Data 
http://www.anl.gov/Media_Center/News/2005/EAD050121.html 
 
4. 米国電力研究所（EPRI）、Texas Genco 社、URS 社が革新的な水銀除去法の試験を実施(2005/1/11) 
- 石炭火力発電所から排出される水銀の量を削減する革新的な手法について、EPRI は初期段階の試験を
完了した。少量のハロゲンをボイラーに注入して水銀を酸化させ、既存の二酸化硫黄除去装置を利用し、
水に溶けた酸化水銀を取り出す。Texas Genco 社のプラントで実施した試験では、排出される水銀の 50
～65%を除去できることが判明。 
Texas Genco, EPRI, and URS Corporation Test Innovative Mercury Control Method at Limestone 
Station Technology Aims to Capture More Mercury from Power Plant Exhaust 
http://www.epri.com/highlights.asp?objid=297006 
 
5. もはや廃水は何も流さない(2005/1/10) 
- 欧州委員会（EC）の TOZELIWA プロジェクトは、表面処理加工業からの液体産業廃棄物削減のため、
蒸発器と薄膜技術を利用した廃水処理の実証試験を行ってきた。TOZELIWA に参画したフランスのある
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中小企業は、2000 年にこの技術を導入、10 年前には毎時 15,000L の廃水を放出していたが、現在の量
はゼロである。 
Nothing Goes Down the Drain 
http://europa.eu.int/comm/research/industrial_technologies/articles/article_1853_en.html 
 
6. 汚染された地下水の浄化に役立つバクテリアのゲノムを解読(2005/1/6) 
- 米国メリーランド州のゲノム研究所（TIGR）は、地下水の汚染物質、塩素系溶剤を分解する土壌細菌
のゲノムを解読した。ドライクリーニング工場等から排出される塩素系溶剤は PCE、TCE という 2 種の
汚染物質を含んでおり、これらを分解する土壌細菌が「D.ethenogenes」である。今回の成果によって
「D.ethenogens」の代謝機構が更に解明されることになる。 
Scientists Decipher Genome of Bacterium That Helps Clean Up Major Groundwater Pollutants 
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2005-01/tifg-sdg010405.php 
 
Ⅳ NT：ナノテクノロジー 
 
1. フラーレン：耐摩耗応用の表面最適化(2005/01/24) 
- TEKNIKER 技術センターは欧州連合委員会と、フラーレン利用に基づいた強健工学開発の可能性や耐
摩耗応用の表面 適化の「FOREMOST」というプロジェクトを取り決める 終段階中である。材料摩擦
の振る舞いの問題は、摩擦を向上させるかまたはより少ない損耗を優先的にするかに注目した。 
Fullerenes: Optimising Surfaces for Anti-Wear Applications 
http://www.basqueresearch.com/berria_irakurri.asp?Gelaxka=1_1&hizk=I&Berri_Kod=644 
 
2. 新しい自動化ツールは未曾有の方法でタンパク質を分類し関連づける(2005/01/24) 
- 初めて、研究者は、細胞の高解像度画像からの蛍光タグ付きタンパク質を自動的にグループ化した。
この技術的な功績は、細胞内部でどのタンパク質が相互にクラスターになるかを示すことを支援して、
疾病タンパク質および薬目標を識別する新しい道を開く。 
New, Automated Tool Successfully Classifies and Relates Proteins in Unprecedented Way 
http://www.cmu.edu/PR/releases05/050124_proteins.html 
 
3. 半導体ナノ粒子をエーロゲルに変換(2005/01/21) 
- ウェイン州立大学の科学者が、金属カルコゲニド・ナノ粒子をエーロゲルに組み立てた。この半導体
材料はナノ粒子の成分と同じ光学的性質を持っている。研究者によれば、大きい表面積、量子閉じこめ
効果およびホトルミネセンスの組み合わせが、金属カルコゲニド・エーロゲルを光触媒、光起電力や検
知応用などの有力な候補にしている。 
Scientists Transform Semiconducting Nanoparticles Into Aerogels 
http://www.nanotechweb.org/articles/news/4/1/12/1 
 
4. DNA 分子をナノ粒子組み立てに使用(2005/01/21) 
- ミシガン大学の研究者は、粒子を相互に結び付けるために DNA 分子を使用して、種々様々のナノ粒子
薬剤搬送システムを作る、より速く、効率的な方法を開発した。 
DNA Molecules Used to Assemble Nanoparticles 
http://www.umich.edu/news/index.html?Releases/2005/Jan05/r012105b 
 
5. 半導体ナノワイヤーを相互に固着させるタンパク質接着剤(2005/01/20) 
- ミシガン大学およびオクラホマ州立大学の研究者は、ナノワイヤー構造の組み立てを制御するために
生物分子を利用した。生物は、細胞内で自己組織化する種々のタンパク質構造に素晴らしい解決策を提
供している。この技術は、将来ナノスケール電子回路を作る際に利用できるであろう。この分野での
も大きな挑戦は、どのように、ナノワイヤーの組み立てという複雑な仕組みが、いかに構築ブロックの
レベルで構造的にコード化できるかということを学ぶことである。 
Proteins Glue Semiconductor Nanowires Together 
http://www.nanotechweb.org/articles/news/4/1/11/1 
 
6. ナノスケールパターンが歪みを検知(2005/01/18) 
- サウスカロライナ大学の研究者は、サブミクロン・スケールでポリマーの機械的歪みを測定するため
に、ポリマー表面にナノスケールの金のネットワークを作製した。それらは、金で被覆された多孔性の
アルミナのスタンプでパターン化された。 
Nanoscale Pattern Feels the Strain 
http://www.nanotechweb.org/articles/news/4/1/10/1 
 
7. マイクロマシンはそれ自身の筋肉を育てる(2005/01/17) 
- それ自身で成長する筋肉を使用して歩くマイクロマシンがカリフォルニア大学ロスアンジェルス校で
開発された。この注目すべきデバイスは、やがて麻痺患者を吸気装置なしで呼吸させる筋肉基盤の神経
刺激装置や、あるいは人間の冠状動脈の壁内部からプラークを取り除くナノボットなどに結びつくかも
しれない。同校の研究者は、ラットの心臓から細胞を得て、自然な生物学的条件を模倣する培養液で長
さ約 100 ミクロンの長さの筋肉を成長させた。筋肉は溶液中でグルコースを摂取することにより収縮、
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弛緩する。 
Micromachine Grows its Own Muscles 
http://www.newscientist.com/article.ns?id=dn6887 
 
8. 蛍光性ナノ粒子は植物性タンパク質の解明に役立つ(2005/01/14) 
- カリフォルニア大学リバーサイド校の研究者は、植物性タンパク質にラベルを付けるために、蛍光性
半導体のナノ粒子(または量子ドット)を使用した。これは、植物システムのライブイメージに量子ドット
を使用した 初の例である。この方法はこれまで生体哺乳類の細胞培養に適用されていた。 
Fluorescent Nanoparticles Shed Light on Plant Proteins 
http://www.nanotechweb.org/articles/news/4/1/8/1 
 
9. 液体水銀上に浮いた薄膜(2005/01/14) 
- ブルックヘブン国立研究所で、液体水銀の表面上に有機鎖状分子の極薄のフィルムを成長させ、その
分子は秩序だった構造を形成することが発見された。シリコンに関する基本的研究が半導体電子工学時
代への道を開いた 60 年前と類似して、この結果は、多くの電子応用の将来であると考えられる分野の有
機分子(モレキュラーエレクトロニクス)を使用して作られる微小回路の開発のための基礎を構築するこ
とを支援するであろう。 
Floating Films on Liquid Mercury 
http://www.bnl.gov/bnlweb/pubaf/pr/PR_display.asp?prID=05-07 
 
10. ナノ結晶高分子複合材料は赤外線波長域を検知(2005/01/13) 
- カナダのトロント大学の研究者は、赤外線に応答する世界初の溶液工程による光起電力デバイスを作
製した。この太陽電池は、太陽光を電気エネルギーに変換する効率を高める可能性がある。 
Nanocrystal-Polymer Composites Detect Infrared Wavelengths 
http://www.nanotechweb.org/articles/news/4/1/7/1 
 
11. 他元素の特性を持つアルミニウム原子クラスタは化学の新しい形式を示す(2005/01/13) 
- ペンシルバニア州立大学の研究チームは、ヨウ素と反応する場合、金属や非金属元素の単一原子に似
た化学特性を持つアルミニウム原子クラスタを発見した。この発見は、以前には見られない際だった特
性を持つユニークな化合物を作り出すために、クラスタ元素の新しい周期表に基づいた「超原子化学」
を使用することに門戸を開く。 
Clusters of Aluminum Atoms Found to Have Properties of Other Elements Reveal a New Form of 
Chemistry 
http://www.science.psu.edu/alert/Castleman1-2005.htm 
 
12. カーボンナノチューブの衝撃吸収材は振動抑止に優れる(2005/01/12) 
- レンセラー工科大学の研究者は、振動を止める斬新なカーボンナノチューブ基盤の材料を開発した。
大小のデバイスに応用できるであろう。 
Carbon Nanotube 'Shock Absorbers' Excel at Dampening Vibration 
http://www.nsf.gov/od/lpa/newsroom/pr.cfm?ni=15300000000146 
 
13. ナノシェルは化学ナノセンサーとして理想的(2005/01/11) 
- 全米科学アカデミー会報の新しい研究は、ナノシェルと呼ばれる特別製のナノ粒子が、分子規模での
材料のユニークな光学的特性をもたらすラマン散乱として知られている光散乱効果を 100 億倍高めるこ
とが発見された。この研究は、薬分子、タンパク質、化学兵器あるいはバイオ毒素のような目標物質の
僅かな分子さえ検知できる超高感度な化学センサーへの道を開くであろう。 
Study Shows Nanoshells Ideal As Chemical Nanosensors 
http://media.rice.edu/media/NewsBot.asp?MODE=VIEW&ID=6935&SnID=619624741 
 
14. ナノ針が細胞に入る(2005/01/11) 
- 産業技術総合研究所(AIST)細胞工学研究所と東京農工大学の研究者は、原子間力顕微鏡(AFM)に取り
付けたナノ針を使用し、生体細胞の核に侵入した。タンパク質あるいは他の化学薬品のような分子を核
へ搬送したり、さらに細胞外科手術を実行するために、ナノ針を使用できると研究者は考えている。 
Nanoneedle Gets Into Cells 
http://www.nanotechweb.org/articles/news/4/1/6/1 
 
Ⅴ EN：エネルギー 
 
1. バイオ燃料植物を徹底的に調査する新しい研究施設(2005/1/19) 
- 米国の再生可能エネルギー研究所（NREL）内に「バイオマス表面特性研究室（BSCL）」が開設され
た。285 万ドルを投じ、先進機器を備えた前例のない施設で、バイオ燃料の生産プロセスに関し原子・
分子レベルの研究を行う。再生可能エネルギーを国家のエネルギー基盤に統合するという DOE の方針を
実現するもの。 
New Lab Delves into Plants for Fuels 
http://www.nrel.gov/news/press/2005/0305_plants_for_fuels.html 
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2. 日光を追いかける「知的な」太陽電池(2005/1/18) 
- ベルリン工科大エネルギー・オートメーション技術研究所は「Sonnenfinder」という新型の太陽電池
を開発した。バックパックほどの大きさで、太陽光の注ぐ方向を感知する。電気ケーブルもなく、自由
に方向転換して太陽光を追跡し、位置を自動的に調整できる。ボートやキャンピングカー等にも搭載可
能。 
Intelligent Solar Cell Follows Sunlight 
http://www.german-renewable-energy.com/www/main.php?tplid=6&aktuell_id=66 
 
3. 中国、独立型波力発電システムの試運転に成功(2005/1/17) 
- 中国科学院（CAS）広州エネルギー変換研究所は、2005 年 1 月 9 日、独立型波力発電システムの洋上
試運転に成功、その実用性を実証した。出力は 6kW と小規模だが、照明やパソコン、エアコン等に直接
電力を供給できる。本研究は国家ハイテク開発計画の助成を受けており、今後は電力貯蔵や海水淡水化
のサブシステムも追加装備する予定である。 
Trial Operation of a Stand-alone Wave Power System Successful 
http://english.cas.ac.cn/Eng2003/news/detailnewsb.asp?infoNo=25327 
 
4. 英国でガイドブック「エネルギーの未来：風力発電の役割」が発行される(2005/1/12) 
- 英国与党労働党系のシンクタンク SERA が、英国風力協会（BWEA）等と共同で議員向けのガイドブ
ックを発行。政府の再生可能エネルギー政策目標の達成に資する、風力発電の役割を概説。「景観を損な
う」「効率が悪い」「土地の資産価値を下げる」といった「神話」の数々を列挙し、誤解を解くために風
力発電の実態を説明している。 
Our Energy Future ? the Role of Wind Power 
http://www.britishwindenergy.co.uk/media/news/sera-launch.html 
 
5. 政府・企業が推進する適正価格の燃料電池開発で画期的な進展(2005/1/3) 
- 米国 DOE は 2010 年までに低コストの燃料電池を開発し市場に流通させる計画である。DOE が目標と
するコストは 1kW あたり 400 ドル、現在販売されている燃料電池の約 10 分の 1 である。ミシガンに本
社を持つ Delphi 社が、この目標値を上回る低コストの固形燃料電池を開発した。電力の出力密度は 1 平
方センチメートルあたり 575 ミリワットである。 
Major Milestone Met in Government-Industry Drive to Develop Affordable Fuel Cell - Achievement 
Brightens Prospects for Environmentally Clean Technology to Move into Mainstream Energy 
Markets 
http://fossil.energy.gov/news/techlines/2005/tl_seca_delphi.html 
 
Ⅵ PL：政策 
 
1. 中国科学者が選定した、2004 年の科学技術成果ベスト 10(2005/01/18) 
- 中国科学院と中国技術アカデミーに所属する科学者 384 人が選定した結果が 1 月 13 日に発表された。
結果は 1 位から順に、 (1)中国の 速スパコン Dawning-4000A が 11 月に上海で本格稼働 (2)泰山
（Qinshan）原子力発電所の中国製原発第 2 期 2 号機が 5 月に商業運転開始(3)「西気東送」計画におけ
る 4 千キロの天然ガスパイプラインが 12 月に商業利用開始．．．．などとなっている。 
Scientists Select 2004 Top 10 S&T Achievements in China 
http://english.cas.ac.cn/eng2003/news/detailnewsb.asp?InfoNo=25329 
 
2. ロスアラモス国立研究所と州立大学、技術移転教育で協力(2005/01/18) 
- 米国ロスアラモス国立研究所とニューメキシコ州立大学は、ニューメキシコ大学の企業家・改革研究
所（CEI）において、ロスアラモス研究所の研究成果を民間企業へ移転し、商用利用に資することを目
指すプログラムで協力することに合意した。このプログラムはニューメキシコ大学の学生に限らず、起
業家志望者に広く門戸が開かれる。 
Los Alamos National Laboratory and the University of New Mexico Collaborate on Tech-transfer 
Education 
http://www.lanl.gov/worldview/news/releases/archive/05-003.shtml 
 
3. EU の新大気汚染防止規制に関する Q&A(2005/01/18) 
- 1999 年の EU 指令において定められた、人体に非常に有害な粒子状物質 PM10 を含む 5 つの大気汚染
物質に係る排出上限値の遵守が 2005 年 1 月より加盟国に義務付けられる。ここで今一度、PM10 などに
ついての基礎知識をおさらいする。 
Questions and Answers on New EU Limits for Air Pollution 
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/05/15&format=HTML&aged=0
&language=EN&guiLanguage=en 
 
4. カナダ政府、製鉄業界と気候変動対策で合意(2005/01/10) 
- カナダ政府(天然資源省)はカナダ製鉄製造者連合と 1 月 10 日、気候変動対策に係る協力のための覚書
に調印し、手始めに国際協力による温室効果ガス削減技術の FS 調査に 30 万ドル拠出する。 
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Climate Change: Government and Canadian Steel Industry Reach Agreement 
http://www.nrcan-rncan.gc.ca/media/newsreleases/2005/200502_e.htm 
 
5. 韓国、2005 年度の科学技術予算に 5.6 兆ウォン(47 億ドル)を計上(2005/01/07) 
- 内訳は経済成長の牽引産業に 2.92 兆ウォン、基礎研究に 9,917 億ウォン、研究機関育成に 1.69 兆ウォ
ン、部品材料関連技術に 1.37 兆ウォン、科学文化普及に 859 億ウォン 
MOST Allocates W5.6 Trillion for 2005 Science/Technology Projects 
http://www.most.go.kr/ 
 
6. Energy Star の基準適用により、米国での省電力を推進(2005/01/06) 
- 米国環境保護庁(EPA)は 1 月 6 日、「ENERGY STAR (EPA が推進する、電気機器の省電力化プログラ
ム。Energy Star の基準を満たすよう設計された製品やパーツには Energy Star のロゴマークを付ける
ことが認められる)」を携帯電話や、デジカメ用の充電アダプタ製品にも適用することを発表した。充電
アダプタは現在米国で 15 億個以上使われており、「ENERGY STAR」の適用により、大きな省エネ効果
が期待できるとされる。 
ENERGY STAR Power Adapters Could Dramatically Reduce America's Electric Bill 
http://yosemite.epa.gov/opa/admpress.nsf/b1ab9f485b098972852562e7004dc686/960b8aaadbab5ca08
5256f81006aad8c!OpenDocument 
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