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【特集】政策  
 

ブッシュ大統領の 2006 年度予算：概要（1/3） 

NEDO ワシントン事務所 

松山貴代子 

2005.2.10 
 

ブッシュ政権が 2005 年 2 月 7 日に、総額 2 兆 7,500 億ドルという 2006 年度大統領

予算教書を発表した。2005 年度予算提案では、①対テロ戦争での勝利；②国土安全保

障の強化；③経済成長と雇用創出の推進を国家三大優先事項としていたが、2006 年度

予算提案では、財政赤字（注 1）を 2009 年までに半減するという誓約の達成を考慮し、

経済成長と雇用創出の推進に代わって、支出制約にコミットしている。防衛関連予算

と国土安全保障関連予算を含めた裁量的支出（discretionary spending）の伸び率は、

ブッシュ大統領が今年 2 月 2 日の年頭教書演説で示唆した通り、推定インフレ率を下

回る 2.1%に抑えられ、その総額は 8,403 億ドルとなっている。但し、防衛関連予算と

して前年度比の 4.8%、国土安全保障関連予算として 3.0%の増額を要求しているため、

防衛・国土安全保障関連以外のプログラムは 2006 年度に約 1%の削減に直面すること

になる。 

 

ブッシュ政権は防衛・国土安全保障関連以外のプログラムを、3 つのクライテリア …

①プログラムは国家優先事項に適っているか；②プログラムは税金の適切な利用とい

う大統領の根本方針に適っているか；③プログラムは意図された成果をあげているか

… によって評価し、これを満たさない約 150 のプログラムの廃止または大幅縮減を提

案している。商務省の先端技術計画（Advanced Technology Program）、運輸省の次世

代高速鉄道、米航空宇宙局のハッブル宇宙望遠鏡補修等が廃止対象にあげられている

ほか、省庁間 R&D プログラム（注 2）、および、Even Start 識字教育事業や州政府への

職業訓練グラントといった教育プログラム（注 3）が削減の対象となっている。ブッシュ

政権ではこれによって、2006 年度に約 200 億ドルを節減できると指摘している。しか

しながら、廃止対象プログラムの殆どは、議会に強力な支持者を持ち、過去の廃止論

                                               
（注1） 2004年の財政赤字は史上 高の4,120億ドルに達したが、経済成長による予想以上の歳入増収で、5,210億ドルという当初

推定を1,090億ドル下回った。2005年の財政赤字は、2004年の記録を更新する4,270億ドルになると予想されている。 
（注2） 国家ナノテクノロジー・イニシアティブ（NNI）、ネットワーキング・情報技術R&D（NITRD）、および、気候変動科学

プログラム（CCSP）がすべて削減となる。また、2005年度予算案に盛り込まれ、昨年始めて150万ドルの予算がついた気候変動

技術プログラム（CCTP）は省庁間イニシアティブから外されている。 
（注3） 2005年度予算教書でブッシュ大統領がNo Child Left Behindといった教育改革への予算増額を求めていたことを考えると、

今回の廃止・大幅削減の対象プログラムの約3分の1が教育関連プログラムであることは、特筆に値する。 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート950号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/950/
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争にも生き残ったプログラムであるため、行政府の廃止提案は非現実的（注 4）であると

いう批判も出ている。 

 

大統領の提案する 2006 年度研究開発（R&D）予算は、2005 年度予算 1,315 億 7,100
万ドルを約 7 億 3,300 万ドル（0.6%）上回る 1,323 億 400 万ドル（注 5）であるが、イ

ンフレ率を遥かに下回る伸び率であるため、実質的には、連邦 R&D 予算は 1996 年以

来始めて減少（注 6）することになる。基礎研究費は前年度比 1.2%減で 266 億 800 万ド

ル、応用研究が前年度とほぼ同額の 282 億 3,200 万ドル、R&D 施設・装置は 47 億 9,800
万ドル（前年度比 3.7%減）に削減となる一方で、開発予算は 1.7%増額され 726 億 6,600
万ドルに引き上げられている。省庁別では、国土安全保障省（DHS）の R&D 予算が

23.8%、米航空宇宙局（NASA）が 4.9%、運輸省が 8.0%、そして、全米科学財団（NSF）
が 2.7%の増額となるほか、国防省と厚生省（HHS）の国立衛生研究所（NIH）の R&D
予算が各々0.6%と 0.5%という微増をうける。一方で、エネルギー省（DOE）、商務省

の国立海洋大気局および国立標準規格技術研究所、環境保護庁（EPA）他の R&D 予

算は軒並み削減となっている。 

 

R&D 予算の内でも、新知識や新技術の発見を目的とする研究に充てられる「連邦科

学技術（FS&T）」予算に対するブッシュ政権の要求額は、前年度を 8 億 7,700 万ドル

下回る 608 億 1,900 万ドルであり、NIH（前年度比 1%増）、NASA（4%増）、NSF（2%
増）、および、EPA（2%増）以外は、全て減額となっている。ブッシュ政権よりも米

国議会の方が FS&T 予算の重要性を認識しているようであり、昨年、大統領の 2005
年度 FS&T 予算削減案を覆して逆に増額（注 7）を行ったことから判断して、2006 年度

予算で議会が要求通りの削減に応じる可能性はかなり低いものと思われる。 

 

2006 年度大統領予算教書では、増額または新設される 37 のイニシアティブを特記

している。主要なイニシアティブは下記の通り： 

・防衛関連予算の 4.8%増額 … 2001 年度比では 41%の増 

・危険な作業を行う無人車両・無人機（unmanned vehicle）に 17 億ドル 

・途上国において健全な経済および統治政策を奨励する海外支援基金「ミレニアム・

チャレンジ会計（Millennium Challenge Account）」に前年度比 15 億ドル増の 30
億ドル 

                                               
（注4） ブッシュ大統領は2005年度予算で65のプログラムの廃止を求めたが、実際に廃止されたのは7プログラムであった。 
（注5） 内、防衛関連R&D予算は総予算の約56.8%を占める752億800万ドル（前年度比0.4%増）で、非防衛関連R&D予

算は残りの570億960万ドル（前年度比0.7%増）。 
（注6） AAAS Preliminary Analysis of R&D in the FY 2006 Budget の算出。 
（注7） ブッシュ政権は2005年度FS&T予算として前年度予算を2億ドル以上下回る604億1,300万ドルを要求したが、議

会はこれを616億ドル9,600万ドルに増額した。 
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・DHS、DOE、および、HHS の放射能・核兵器探知システムや対抗技術の R&D 予算

を前年度比 45%増の 5 億 8,100 万ドル 

・効果のない重複した 18 のプログラムを統廃合して新設される経済・コニュミティ開

発プログラムに 37 億ドル 

・2015 年までに、Pell Grant 等の学生支援プログラム予算を 280 億ドル増額 

・No Child Left Behind 改革を高等学校にも広める「大統領の高等学校イニシアティ

ブ（President’s High School Initiative）」に 15 億ドル 

・低所得家庭の児童数百万人を低所得者医療保険（Medicaid）や州政府児童健康保険

プログラムに登録する新キャンペーン「Cover the Kids」に 2 年間で 19 億ドル 

・2014 年までに米国民の大半が電子カルテを所有するという大統領目標の達成を支援

する医療情報技術（Health Information Technology）に 1 億 2,500 万ドル 

・健全な結婚を促進する斬新なアプローチを策定する州政府へのグラントに 1 億ドル 

・研究実証税額控除の恒久化 … コストは 2010 年までで 270 億ドル 

・NSF の科学・教育・基礎研究プログラムに 1 億 3,200 万ドル増の 56 億ドル 

・ 新型原子力発電技術の推進に 5 億 1,100 万ドル 

・大統領の水素燃料イニシアティブに 2 億 6,000 万ドル 

・FutureGen イニシアティブを含む大統領のクリーンコール研究イニシアティブに 2
億 8,600 万ドル 

・NIST の重要基礎研究や施設に前年度比 7.5%増の 4 億 8,500 万ドル 

 

このレポートでは、エネルギー省予算の概要を報告し、第 2 レポートで国防省、厚

生省、内務省、環境保護庁、および、運輸省を、第 3 レポートで全米科学財団、米航

空宇宙局、商務省、国土安全保障省、および、省庁間 R&D プログラムの予算概要を

報告する。 

 

 

Ⅰ エネルギー省 

ブッシュ政権は、電力系統の改善・近代化、海外エネルギー資源への依存度軽減、

環境の保護、省エネ推進、エネルギー効率の改善、再生可能エネルギー資源や新技術

の利用拡大を盛り込んだ、国家エネルギー政策を 2001 年に提案したが、米国議会にお

ける包括エネルギー法案の審議は行き詰ったままである。大統領は今年の年頭教書演

説において、こうした審議行き詰りを打破し、今年こそ包括エネルギー法案を可決す

るよう連邦議員に要請している。大統領はまた、米国経済の成長維持にはエネルギー

の安定供給が重要であるため、自分の予算案では水素燃料自動車から再生可能資源に

至る先端技術に確固たる予算を提供すると発言し、エネルギー政策への熱意を示した

かにみえたが、非防衛関連プログラムの削減という運命を逃れることは出来ず、2006
年度のエネルギー省（DOE）全体予算は、2005 年度予算を約 4 億 7,500 万ドル（2.0%）

< 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950号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/950/
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下回る 234 億ドルとなっている。 

 

防衛関連の核プログラムは、昨年よりも伸び率が低いものの、2.5%の増額で 93 億

9,700 万ドル。昨年度に数千万ドルの削減を受けたエネルギー関連予算は、2006 年度

には化石エネルギーと原子力科学技術の予算増額により、全体では約 7,370 万ドルの

増額となっている。一方、昨年増額された環境関連予算の方は 5 億 170 万ドル（6.4%）

削減され、科学予算は昨年に続く削減となっている。エネルギー省全体の予算内訳は

下記の通り： 

（単位：1,000 ドル） 

 2005 年度予算 2006 年度要求
2006 年度  

対 2005 年度 

国 家 核 安 全 保 障 局

（NNSA） 
9,163,801 9,397,241  233,300 増

(2.5%増)

エネルギー関連 2,493,072 2,566,750      73,678 増

(3.0%増)

科学 3,599,546 3,462,718       136,828 減 
(3.8%減) 

環境関連 7,844,257 7,342,550      501,707 減

(6.4%減)

その他 832,155 686,331 145,824 減

(17.5%減)

合 計 23,917,971 23,442,590     475,381 減

(2.0%減)

 

1. エネルギー関連予算の内訳： 省エネルギーの 8 億 4,677 万ドル（前年度比 2.5%減）；

再生可能エネルギー・エネルギー効率化の 3 億 5,364 万ドル（(7.0%減)；化石エネル

ギーの 7 億 5,995 万ドル（18.7%増）；原子力科学技術の 5 億 1,077 万ドル（5.2%増）；

送配電（Electric Transmission and Distribution = ETD）の 9,560 万ドル（19.4%減）

となっている。以下、①省エネルギー；②エネルギー効率化・再生可能エネルギー；

③原子力科学技術；④化石エネルギー；⑤送配電の各予算につき解説する。 

 

① 2006 年度の省エネルギー予算は、2005 年度予算を 2,146 万ドル下回る 8 億 4,677
万ドル。燃料電池技術が昨年度の二桁台の増額に続いて、2006 年度予算でも約 866
万ドル（11.5%）の増額を受けるほか、バイオマス・バイオ精製 R&D 予算が前年度

の 725 万ドルから 2,180 万ドルまで引き上げられる。一方で、分散型エネルギー源、

ビルディング技術、産業技術の予算は昨年に続く削減となったほか、自動車技術は

ほぼ前年度並みの要求となっている。エネルギーR&D の主要プログラムの予算内訳

は下記の通り： 
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（単位：1,000 ドル） 

 2005 年度予算 2006 年度要求 
2006 年度  

対 2005 年度 

自動車技術 

（FreedomCAR・21世紀トラック）
165,409 165,943    534 増

(0.3%増)

燃料電池技術（注 8）  

（水素燃料先導策・FreedomCAR）
74,944 83,600    8,656 増

(11.5%増)

分散型エネルギー源 60,416 56,629 3,787 減

(6.3%減)

ビルディング技術 65,464 57,966 7,498 減 
(11.5%減) 

産業技術 74,801 56,489 18,312 減 
(24.5%減) 

バイオマス・バイオ精製 R&D 7,253 21,805 14,552 増

(200.6%増)

 

燃料電池技術プログラムの増額は、実環境下で燃料電池の性能と耐久性を評価する

技術認証（Technology Validation）活動向け支援の増額（630 万ドル増）等を反映

している。また、バイオマス・バイオ精製 R&D が 200.6%という大幅な増額になっ

ているのは、昨年度はエネルギー効率化・再生可能エネルギー予算で計上された一

部プログラムが今回、省エネルギー予算へと移譲されたことに起因している。一方、

産業技術プログラムは昨年度同様に、林産・ガラス・鋳造・スチール・アルミニウ

ム・鉱業・化学薬品という特定産業との既存プロジェクトが終結に向かっているた

めに予算削減が提案されている。ビルディング技術プログラムでは、住宅ビル統合

R&D（かつての Building America）が 150 万ドル増額されるものの、住宅用・業務

用ビルのエネルギー基準、建造物建築躯体 R&D（Building Envelope）、窓 R&D 等

は軒並み削減となる。 

 

② エネルギー効率化・再生可能エネルギー（EERE）予算は 3 億 5,364 万ドルで、

前年度比 7.0%（2,670 万ドル）の減額要求となっている。大統領の水素燃料イニシ

アティブを支援する水素技術プログラム予算と風力エネルギー予算が昨年度に続い

て増額要求となっているほか、昨年度削減を受けた DOE 国立研究所の研究開発活動

を支援する施設・基盤整備予算が 43.3%増額され 1,630 万ドルまで引き上げられて

いる。一方、水力発電とバイオマス・バイオ精製 R&D の予算が大幅に削減されるほ

か、ソーラーエネルギーと地熱技術も各々1.3%、7.8%の削減となる。EERE の主要

                                               
（注 8） 省庁間プログラムである大統領の水素燃料イニシアティブの 2006 年度総予算は 2 億 6,000 万ド

ルで、リード機関である DOE の予算は 2 億 5,770 万ドル。省エネルギー予算からの 8,360 万ドルのほか

に、エネルギー効率化・再生可能エネルギー予算で 9,910 万ドル、原子力科学技術予算から 2,000 万ド

ル、化石エネルギー予算で 2,200 万ドル、そして、科学予算の基礎エネルギー科学から 3,300 万ドルと

なっている。 

< 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950号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/950/
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な研究開発関連予算の内訳は下記の通り： 
                            （単位：1,000 ドル) 

 2005 年度予算 2006 年度要求
2006 年度  

対 2005 年度 

水素技術 94,006 99,094 5,088 増 
(5.4%増) 

ソーラーエネルギー 85,074 83,953 1,121 減 
(1.3%減) 

風力エネルギー 40,804 43,249 3,445 増 
(8.4%増) 

地熱技術 25,270 23,299 1,971 減 
(7.8%減) 

バイオマス・バイオ精製 R&D 80,846 50,359 30,487 減 
(37.7%減) 

水力発電 4,862 500 4,362 減 
(89.7%減) 

施設・基盤整備 11,389 16,315 4,926 増 
（43.3%増) 

 

2006 年度大統領予算案は、国家エネルギーニーズを効果的に満たすという理由で、

幾つかの EERE プログラムの変更を提案している。バイオマス・バイオ精製 R&D
予算削減の一因は、省エネルギー予算の部分で述べた通り、プログラムの一部が移

譲されたことにある。水力発電プログラムの前年度予算比 89.7%という大幅削減は、

同技術が業界による採用段階まで進み、同プログラムの 2006 年度終了を DOE が計

画していることを反映している。更に、2005 年度に 300 万ドルの新規予算が要求さ

れた全米気候変動技術イニシアティブ（NCCTI）プログラムが EERE から姿を消し

ている。DOE の気候変動技術プログラム（CCTP）担当者によると、これは、CCTP
調整事務局が DOE の政策・国際問題部（Office of Policy and International Affairs 
= PI）に置かれることになったためで、2006 年度予算の 100 万ドルは PI 予算で要

求されているという。 
 

③ 原子力科学技術予算は、ブッシュ政権および米国議会が原子力発電を国家の重要

なエネルギーミックスの一つとみなしていることを反映し、昨年度の 8,280 万ドル

増額に続いて、2006 年度予算でも 2,510 万ドル増額され、5 億 1,080 万ドルまで引

き上げられている。原子力科学技術の研究開発予算も昨年度予算（注 9）を 2,040 万ド

ル（11.9%）上回る 1 億 9,100 万ドルとなる。研究開発費目では、ブッシュ政権が昨

年同様に、原子力発電所 適化プログラムと核エネルギー研究イニシアティブの廃

                                               
（注 9） ブッシュ政権は 2005 年度予算で、研究開発費を前年度 3,394 万ドル減の 9,600 万ドルを要求し

たに過ぎなかったが、行政府の希望とは裏腹に、議会がこれを大幅に増額、1 億 7,060 万ドルを計上した。

従って、2006 年度予算は 2005 年度大統領要求額と比べると、9,500 万ドルの増額要求となる。 
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止を望んでいる以外は、第四世代原子力システム・イニシアティブ（Generation IV 
Nuclear Energy Systems Initiative）に 4,500 万ドル（前年度比 13.4%増）、原子力

利用水素イニシアティブ（Nuclear Hydrogen Initiative）に 2,000 万ドル（124%増）、

先端燃料サイクル・イニシアティブ(Advanced Fuel Cycle Initiative)に 7,000 万ド

ル（3.8%増）、原子力発電 2010 プログラムに 5,600 万ドル（12.9%増）と、全て増

額要求となっている。この他、大学の研究・訓練用原子炉の運転およびアップグレ

ードを支援し、優秀な学生にフェッローシップや奨学金を提供する、大学原子炉基

盤整備・教育支援（University Reactor Infrastructure and Education Assistance）
プログラムの予算も 19 万ドルの増額で 2,400 万ドルに引き上げられている。 

 

④ 化石エネルギー計画の全体予算は、2005 年度予算（6 億 4,020 万ドル（注 10））比

18.7%（1 億 1,970 万ドル）増の 7 億 6,000 万ドル。内、化石エネルギーR&D 予算

は 8,040 万ドル（14.1%）減の 4 億 9,150 万ドルとなっている。ブッシュ大統領は

2003 年 2 月に、未来の無公害発電所構想として FutureGen イニシアティブを発表、

これに総額 10 億ドルを約束した。昨年 2 月に提出した 2005 年度予算案では、

FutureGen を含む大統領のクリーンコール発電イニシアティブ（Clean Coal Power 
Initiative = CCPI）に前年度比 18.1%増の 4 億 4,700 万ドルの要求を行ったが、議

会承認額は前年度予算を 9,600 万ドル、大統領要求を 1 億 7,400 万ドル下回る 2 億

7,280 万ドルにとどまっている。ブッシュ政権は 2006 年度予算で、CCPI に 1,320
万ドル（4.9%）増の 2 億 8,600 万ドルを要求している。一方、天然ガス技術と石油

技術は、全活動が撤廃に向かうことになり、2006 年度には環境修復・コントラクト

終結・終結によって発生する法的義務を満たす予算として、各々1,000 万ドルづつが

要求されているにすぎない。化石エネルギーR&D 予算の主要な内訳は下記の通り： 

・炭素隔離 R&D 予算は前年度比 2,180 万ドル増の 6,720 万ドル … 炭素隔離地域

パートナーシップの第 2 フェーズを支援する。 

・材料研究や石炭利用研究を含む先端研究プログラム予算は、1,220万ドル減の 3,050
万ドル … 同予算削減は FutureGen 研究支援への予算移譲を反映している。 

・石炭ガス化複合発電（IGCC）等の研究を含むセントラル・システム（Central 
Systems）プログラムの予算は、1,280 万ドル増額で 9,830 万ドル … 新型ガス化

炉、複数汚染ガス浄化プロセス、 新型水素／二酸化炭素分離技術等の開発努力

を助長する。 

・燃料プログラム予算は 1,010 万ドル減で 2,200 万ドル … 固体燃料、フィードス

トック、先端燃料研究プログラムは、優先事項が低い為に廃止。同予算は、石炭

利用の水素生産研究に充てられる。 

                                               
（注 10） ブッシュ政権は 7 億 2,890 万ドルを要求したが、議会によって大幅に削減され、同レベルとな

った。 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート950号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/950/
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⑤ 送配電（ETD）計画の 2006 年度全体予算は、前年度予算（1 億 1,860 万ドル）比

2,300 万ドル（19.4%）減の 9,560 万ドル（注 11）。ETD プログラムは、米国の送配電

システムを拡大・近代化する国家努力を指導するもので、安定した電力供給を保証

し、停電等の影響を 小限に抑えることを目的としている。2006 年度には研究開発

予算として、前年度予算より 1,970 万ドル（21.5%）少ない 7,180 万ドルが要求され

ている。研究開発予算の主要内訳は下記の通り： 
・高温超伝導 R&D は 960 万ドル削減の 4,500 万ドル … 2005 年度に 1,070 万ドル

計上された議会指定の活動を撤廃。超伝導パートナーシップや戦略的リサーチの

予算を増額。 

・既存の電力連係システムを情報時代へと前進させる GridWise イニシアティブ予

算は、前年度比 0.9%減の 550 万ドル。 

・ケーブルや導線、変電所や補助設備、および、パワーエレクトロニクス分野の研

究を支援する GridWorks の予算は、50 万ドル削減で 500 万ドル。 

 

2. エネルギー省の科学関連予算の内訳： ブッシュ大統領は 2004 年度、2005 年度の

予算案で DOE 科学関連予算の削減を要求したが、米国議会は逆に科学関連予算を増

額し、2004 年度には要求額を 2 億 2,550 万ドル上回る 35 億 3,640 万ドル、2005 年

度には要求額より 1 億 6,780 万ドル多い 35 億 9,960 万ドルを承認している。ブッシ

ュ政権は 2006 年度予算で、これを 1 億 3,680 万ドル削減し、34 億 6,270 万ドルまで

引き下げることを提案している。科学関連予算の主要費目の内訳は下記の通り： 

（単位：1,000 ドル） 

 2005 年度予算 2006 年度要求 2006 年度  
対 2005 年度 

高エネルギー物理学 736,444 713,933 22,511 減 
(3.1%減) 

原子物理学 404,778 370,741 34,037 減 
(8.4%減) 

生物・環境研究 581,912 455,688 126,224 減 
(21.7%減) 

基礎エネルギー科学 1,104,632 1,146,017 41,385 増 
(3.7%増) 

先端科学演算研究 232,498 207,055 25,413 減 
(10.9%減) 

科学研究所基盤整備 41,998 40,105 1,839 減 
(4.5%減) 

核融合エネルギー科学 273,903 290,550 16,647 増 
(6.1%増) 

 

                                               
（注 11） ブッシュ政権の2005年度要求額は9,090万ドルであった為、昨年度要求よりは470万ドルの増額となる。 
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科学関連予算のハイライト： 

・高エネルギー物理学の内、フェルミ研究所の予算は 60 万ドルの増額、スタンフォ

ード線型加速器センター（SLAC）の予算は 2,220 万ドルの削減。大型ハドロン加

速器（LHC）プロジェクトは修了間近の為に 2,510 万ドルの削減を受ける一方で、

研究プログラム参加準備費が 2,320 万ドル増額されるため、LHC プロジェクト全

体では 190 万ドルの削減となる。 

・原子物理学の予算は、トーマスジェファーソン国立加速器施設（TJHAF）、ブル

ックヘイブン国立研究所の相対論的重イオン衝突型加速器（RHIC）等の予算が軒

並み削減となっている。 

・生物・環境研究の内、ライフサイエンス分野では、ヒトゲノム予算が前年度とほ

ぼ同額、Genomes to Life（GTL）予算が 1,960 万ドル増となる一方で、その他の

ライフサイエンス研究は 1,800 万ドルの削減となる。環境分野では、気候変動研

究関連の予算が 200 万ドル増額で 1 億 4,300 万ドルとなる反面、環境修復関連予

算が 980 万ドル削減される。 

・基礎エネルギー科学： 大統領の水素イニシアティブに、材料科学工学費目から

180 万ドルの増額、化学・地球科学・エネルギー生物科学費目から 150 万ドルの

増額が計上されている。ナノスケール科学研究には、材料科学工学で 1 億 2,660
万ドル、化学・地球科学・エネルギー生物化学で 2,690 万ドルを計上している。 

・核融合エネルギー科学は、国際熱核融合実験炉（ITER）の準備、装置調達、ITER
関連 R&D 開始の予算が 5,060 万ドル増額される一方、その他の有効 R&D
（Enabling R&D）活動等の予算が削減となっている。 

（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950号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/950/
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【特集】  ナノテク   

ドイツのナノテクノロジー戦略（2/2） 
 

 

NEDO 技術開発機構 パリ事務所 

深澤 和則 

2005.01.28 

 

4.連邦教育研究省によるナノテクノロジー助成の戦略的な新規見直し 

研究連合体への従来式プロジェクト助成に加えて、より戦略を重視して計画された

「先導革新プログラム」への助成を強化する。これはドイツの世界的にも競争力があ

る組織化された学術部門の「ナノテク基礎研究成果」を活用してドイツの「重要産業

分野で実用化」を図るプログラムである。これによりドイツの経済の中長期的な成長、

雇用と福祉の将来を確保することが可能となる。 

重要分野選定に当っては、革新的で実用化に間近い技術分野を認識し､グローバルな

分業化が進む中で持続性のある競争優位性が達成できるような分野を(焦点を絞るの

に勇気を要するが)一貫して開拓することが決定的な重要性を持つ。次に波及効果によ

り他の産業分野へも応用していく。 

この様なプロジェクトは工業界の指揮下と多額の自己資金を投入する形で実施され

る必要がある。先導革新プログラムは産業界と学術界から名乗りをあげたパートナー

の協同プロジェクトとして助成される。教育研究省の約 1 億ユーロのプロジェクト助

成が拡充されて 2005 年度から開始され、代表的な実施期間は 5 年間が見込まれる。 

学術界と工業界を交えた多数回にわたる討議を重ね先ずは以下の 4 分野の先導革新

（電子技術 NanoFab、自動車技術 NanoMobil、光学産業 NanoLux、薬学・医療技術

Nano for Life ）が取り決められた。これらドイツの主要産業である電気・電子産業、

自動車産業、光学機械産業、化学・医薬産業が GDP に占める割合は約 36％に達する。 

 

4.1. 電子技術 

電子技術はほぼ全ての革新的な技術の基礎をなしており､電子コンポーネントなし

で機能する機器は殆ど存在しないのが現状。電子部品の市場規模はドイツだけでも約

200 億ユーロ､部品産業の従業員総数は 7 万人以上に達する。電子産業は全世界で製造

業界をリードし、自動車産業さえ追い越した状態にある。重要なことは電子技術が基

盤技術的な性格を持つことによる革新への触媒効果である。 

電子産業ほど高い付加価値を創造する製造業部門は他にないことで､これが国民経
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済の立場から見たキー･ポジションを占める特別な性格として特徴づけられる。革新製

品で世界市場の先導的地位を獲得したい者にとって電子技術は不可欠で､その重要性

は将来とも急激に増大する。 

 

先導革新： NanoFab 

教育研究省が既に着手した先導革新の一例として、次世代ナノエレクトロニクス製

造方法がある。これには 2001 年初めより 5 年間にわたって 5,000 万ユーロを超える

助成を受ける「超紫外線(EUV)リソグラフィー」プロジェクトが含まれている。この

プロジェクトへの産業界出費は、政府予算の 2 倍を超える 1 億 2,000 万ユーロである。

他の助成の中心は共同研究プロジェクトである「イメージング技術」である。この枠

組みではヨーロッパの先導的マスクセンターと共に、チップ生産のための戦略的な先

端研究が行われている。設計ルール 65nm 以下のナノエレクトロチップに対するさま

ざまな製造技術とマスク技術との研究に、教育研究省の予算 8,000 万ユーロが費やさ

れている。 

こうしたナノエレクトロニクスは(特に選ばれたニッチ市場に限らず､デスクトッ

プ･パソコンから自動車に至るまでの)、幅広い前線でナノテク実用化に突入する 初

の技術である。またナノテクノロジーにかけられる期待として、価格が低下する傾向

の中で著しい性能改善が進められることが挙げられる。 

電子産業はナノスケールの技術をロードマップの形（国際半導体ロードマップ ITRS
のこと）にし、すべてのチップメーカーや機器メーカーがそれに従う唯一の技術分野

である。このロードマップに従うと設計ルール 90 nm のメモリ第 1 号が 2004 年以降

に市販される予定である。 

C-MOS ナノエレクトロニクスは従前に言われていた限界に反して、更なる小型化の

可能性を秘めていることが今日でも既に判明している。素子の微細化が 15nm や場合

によっては 10nm 以下まで可能か否かの問題に対しては､当然ながら確かな回答はで

きないが､C-MOS 時代に次ぐ時代に向けて新素材をベースとし、新たな物理的効果を

利用した解決策が既に開発中である。 

 
4.2. 自動車技術 

ドイツの自動車メーカーとパーツメーカーによる売上高は、過去 10 年間に約 80％
増加した。この成長率は他の産業分野のおよそ 4 倍に相当し､2001 年には 77 万人の従

業員が 2,020 億ユーロの年間売り上げを達成した。自動車産業はドイツ経済にとって

も重要な牽引車のひとつである。ドイツ自動車産業の生産高が全世界の生産高に占

める割合は、企業合併も考慮に入れると 23％となる。全世界では約 7 億 3,000 万台の

自動車が走り回り､自動車の需要は中国とインドのみでも 6 億台に達するものと推定

される。 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート950号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/950/
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ドイツ自動車メーカーの成功を実質的に支えたのは国内のパーツメーカーであり､

ドイツが市場の地位を確保するのに決定的となるパーツメーカーのテクノロジーコン

ピタンスを安定化させることを 大の挑戦とする。 

 

先導革新： NanoMobil 

ドイツ連邦議会が実施した調査によると未来の自動車製造業界におけるナノテクノ

ロジーコンピタンスは､国際的な競争力を維持するために無条件で必要な核心的能力

である。燃費､有害物質排出､リサイクル及び交通量などの問題に関わる分野もドイツ

自動車産業にとってもチャンスが生まれる分野となる。 

ドイツ自動車産業は市場のリーダーでありその強みは､この種の先導革新を通じて

他の応用分野における将来の展望が開かれるようなテクノロジー推進者としての役割

を果たすことができることである。 

新しい機能性を目指すナノテクノロジーのノウハウを利用して自動車産業分野で実

施される先導革新の目標は、持続可能性･安全性･快適性の 適化を図ることにある。 

ナノテクノロジー基礎分野の知識を噛み砕いて未来の自動車向けに実用化を図るに

留まらず､他の広い分野にまで及ぶ産業界での利用価値を考えて､新製品を開発するよ

うな革新的なパーツメーカーと研究開発機関とが先導革新 NanoMobil に参加する必

要がある。 

先導革新 NanoMobil 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

持続可能性

快適性

安全性

省潤滑剤式の 
シリンダー､ 
PEM セル 

軽量構造 
水素貯蔵 

腐食防止 ､  
EMC 

触媒､ナノ細孔
フィルター 

眩しくない 
窓ガラス張り 

車内と周辺条件
のセンサー感知 

清浄が容易な
窓ガラス､ 

車体デザイン

可変色彩効果､ 
布地気温調節 
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4.3. 光学技術 

2002 年にドイツの光学､医療及びメカトロ産業界は合計額にして約 310 億ユーロの

売上高を達成し、総計 21 万 6,000 人の従業員を擁していた。光学産業は例えば情報･

通信技術､医療保健部門､バイオ科学､照明技術及びセンサー技術など､多数の未来産業

部門をユーザーとする。これらの分野の多くでドイツの光学産業は世界的なトップの

座にあるが､この地位を維持するため同部門では毎年､支出額の約 9％を研究開発に投

資する。 

 

先導革新：NanoLux 

多数にのぼる革新的な光利用の分野では、半導体ベースの高効率光源が将来には不

可欠なキーコンポーネントとなる。従来式の光源とは対照的に､これらの発光ダイオー

ド(LED)は極めてコンパクトな形状で製造できるため､小型化､損失熱などが決定的な

システム特性となる多数の光学機器への利用に際立って適しており､これらは堅牢性､

長寿命及び可変的な色彩マネージメントなど､全く新しい光処理を可能にする特質が

ある。 

新の研究はナノ薄膜､ナノ組織及び新規の分子デザインなどを利用して､全スペク

トル色彩の光源で高い光束密度､高い変換効率､極めて小サイズ及び長寿命の実現を目

標としている。また半導体技術とナノテクノロジーの組み合わせにより全く新しい形

の汎用照明技術が生まれる可能性もある。 

白色発光ダイオード市場の牽引役となるのは目下のところは従来式ヘッドライトを

置換したい自動車産業である。このステップが成功を収めた後には汎用照明向けの市

場も開けることとなる。 

 

4.4. 薬学・医療技術 

バイオ技術分野では 1990 年代半ば以降､世界的規模のダイナミックな発展を見たが､

米国が今もなお欧州をリードしている。それでも、国際市場での地位固めに成功した

ドイツの革新的なバイオ技術会社が多数存在する状態となり､全世界に存在するバイ

オ技術企業 4,300 社のうち 360 社はドイツに立地している。そして、これらの多くは

従業員総数 50 人未満の中小企業である。 

バイオ技術分野は高額にのぼる研究開発投資が特徴で､主として医療関連バイオ技

術の分野で活動する約 600 社の上場企業のみを見ても､2002 年には総額約 220 億米ド

ルを研究開発に投資し､総額 450 億米ドルの売上高を達成している。 

ナノテクノロジーでもバイオ技術と類似の幸先よいスタートを推進するためには､

革新的な起業活動と当該企業の成長を初期の段階で助成する必要がある。ナノテク中

< 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950号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/950/
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小企業を支援することは技術移転に実質上役立つだけでなく､むしろ新しい分野や市

場の開拓を可能にすることにもなる。 

 

先導革新：Nano for Life 

先導革新｢Nano for Life｣ではナノ素材研究とナノ･バイオ技術の分野で得られた技

術と知識の利用を強化して社会における医療保健へ決定的に役立てることを目標とす

る。 

高感度の診断術が利用可能となれば、重い病気の予防や早期治療に関するチャンス

が改善される。例えば DNA や蛋白質の配列を利用すると、特定の医薬品に反応を示

す可能性が高い患者を特定することが可能となる。この処置法は医薬品副作用の緩和

につなげることができる。ナノ医学的な利用に見る他の事例には､腫瘍の発熱療法また

は遺伝子療法向けの遺伝子フェリーとして利用される Drug-Delivery システムの機能

をもつナノ粒子がある。 

 

5.欧州レベルでの連携 

 欧州の研究開発提携で掲げられる本質的な目標は共通の標準を開発することであり、

これは成功裏に研究開発を進める者のみが急速に発展する市場で標準への影響力と決

定力を持つ事実による。 

現在の二国間提携協定、ユーレカ（EUREKA）や第 6 次フレームワーク計画（FP6）
などの多国間提携協定において、特に FP6 のインテグレーテッドプロジェクト(IP)や
ネットワーク・オブ・エクセレント(NoE)に積極的に参加すべきである。特に FP6 で

導入されたインテグレーテッドプロジェクト(IP)はドイツの先導革新プログラム助成

に相応している。将来的にはドイツ国内助成と欧州助成施策とのバランスをとること

が重要となる。 

 

6.中小企業支援 

教育研究省は、中小企業向けプロジェクトをより魅力的にするための施策改善を実

施した。例えば応募テーマの制約を除き、より広いテーマの助成を可能にする。テー

マ応募締切日がなくいつでも応募申請が出来る。統一的な予算算定や電子決済による

事務手続きの簡素化などである。 

起業を安定化させる助成として教育研究省、経済労働省が実施中の｢若者が事業を起

こす｣EXIST,「研究者の起業支援」EEF-Fonds などを強化する。   

研究開発密度の高い中小企業の市場参入の支援としては、教育研究省のバイオ支援

「Bio Chance」にならってナノテク支援「Nano Chance」が開始予定。 
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中小企業向けのナノテクノロジーのプロジェクト助成として、革新コンピタンスプ

ログラム(PRO INNO)助成が経済労働省から行われている。 

また、各地方にあるナノテクノロジーコンピタンスセンター（教育研究省が支援し

ているナノテクノロジーに関するプラットフォーム）の産学連携活用が強化される。 

 

7.人材養成 

人材養成が将来のナノテク産業の鍵を握っていることから、若手科学者への助成を

目的として創設された「ナノテクノロジーの若手科学者コンテスト」を継続する。こ

れは既に海外へ流出した若いトップ科学者たちをドイツへ引き戻す効果も期待される。 

 また、専門人材の再教育の場としてナノテクノロジーコンピタンスセンターの活用

が強化される。 

 

8.ナノテクのチャンスとリスク 

一部には批判論もある、ナノテクノロジーのチャンスとリスクに関する議論を客観

的な論拠により方向づけるため、経済的な可能性と社会環境的なチャンスとリスクの

アセスメントに着手。ユーザーなど社会の関係者間におけるナノテクノロジーのチャ

ンスとリスクに関する対話を進め、ナノテクノロジーを社会にとって望ましい形で活

用するための施策選択肢を開発する。 

                                    （完） 

 

（参考資料） 

・Nanotechnologie erobert Markte – Deutsche Zukunftsoffensive fur Nanotechnologie – 

Perspektiven und Handlungsfelder fur das nachste jahrzehut BMBF Marz 2004 

http://www.bmbf.de/pub/nanotechnologie_erobert_maerkte.pdf 

・Nanotechnology Conquers Markets – German Innovation Initiative for Nanotechnology 

http://www.bmbf.de/pub/nanotechnology_conquers_markets.pdf 

・OECD Sience,Technology and Industry OUTLOOK 2004: Country Response to Policy 

Questionnaire(GERMANY) 

http://www.oecd.org/dataoecd/30/42/34242808.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950号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/950/



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.950,  2005. 2. 23 
 
 

 16  

付録 各部門で重要なナノテクノロジー応用目標の事例 

自動車部門 

- センサー式イモビザイラー(盗難防止､酒気帯び運転防止など) 
- 多機能センサー(加速､空気圧､タイヤ摩耗､温度､ガスなど) 
- 傷付き難いプラスチック材によるスライダー 
- 多重機能コーティング(デザイン性､熱反射､清掃容易､自己修復) 
- 機能オンオフ可能な接着剤(他に航空機、列車など) 
- ナビゲーション(高性能 I&C システムによる支援) 
- 機能オンオフ可能な表面―背景照明(光学特性､能動･受動特性を持った自己適応性

材料) 
- 軽量支持･構造部材､知能的な緩衝材､低摩擦ベアリング及び滑動部材(省エネ高速

車両に適する) 
- 燃料電池システム(膜性能､蓄電池など) 
- 耐摩耗性のスリップ防止タイヤ 
- 長寿命で故障の少ない省エネ型の高性能照明エレメント(発光ダイオード式) 
- 摩擦の 少化 
- 操縦の電子化 

化学･薬学･医学部門 

- 予防医学的診断(例えば吸気分析､SNP 分析など) 
- 長時間薬剤投与が可能な医薬品インプラント(センサー付のキャリヤー･システム) 
- 遺伝子療法向け遺伝子ベクター 
- 新種の癌治療法(デリバリーシステムやアクティブ要素としてのナノパーティクル) 
- 安全な日焼け防止(センサー付の日焼け止め､知能的な A 及び B 紫外線の検出) 
- 人工組織･臓器機能(ナノ構造の体内移植体表皮､サポート組織(人工筋肉)など) 
- 患者の負担を軽減できる高解像度の画像診断 
- 機能性衣類(人体機能センサー､高発汗吸収､芳香ディスペンサー､薬剤ディスペン

サーなど) 
- プログラマブル材料(柔軟から硬直へ､透明から不透明などへ､自己組織機能など) 
- 排気ガス浄化用薄膜(化学反応装置､石炭焚き火力発電所など) 
- 健康リスクが少なく使用感も改善された化粧品(ナノ球面クリームなど) 
- ナノ微粒子ビタミン 
- スーパー･アブソーバー 
- 触媒 
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光学関係 

- オプトエレクトロニクスを利用する照明技術(例えば発光ダイオードによる高効率

の白色光源､各色光源(例えば交通信号､自動車ランプ)など) 
- オプトエレクトロニクスを利用する家電技術(DVD､レーザー式 TV など) 
- ナノ構造の電子媒体(DVD, CD) 
- ナノ構造部品を利用したディスプレー用エレメント 
- 機能膜を利用した光学装置(センサー付き紫外線フィルターサングラス､傷付き難

いプラスチック光学装置など) 
- 写真フィルム用ナノパーティクル 
- レントゲン装置 

情報通信技術･電子工学 

- 高密度・高速度のデーター伝送及び処理技術 
- 軽量で省エネ型の高解像度ディスプレー 
- 移動式情報通信センター(腕時計型など) 
- 多機能機器(例えばデジタル･カメラ､アルコール･センサー､デジタル･キー､タイマ

ー･日程表などが集積された携帯電話など) 
- ナノ構造ポリマー電子部品の低コスト大量生産技術(高性能の使い捨て電子部品､

製造からリサイクルまでの追跡用 ID ステッカー､DNA ラベルなど) 
- 完全にデジタル化された家庭用電子装置（ミニアチュア化されて機器に内蔵され、

音声による操作） 
- シミュレーターや家電向け大画面、三次元画像ディスプレー 
- 携帯式の汎用翻訳機 
- 自動車の多様機警告･アシスタントシステム（デジタル･コックピット） 

バイオ技術 

- 携帯用バイオ･チップ､ ラボ・オン・チップ、個別診断用テストシステム(法医学､

アレルギー反応､予防医学､ラボ用) 
- 新 DNA シーケンサー 
- 改良型顕微鏡(AFM) 
- 細胞組織の直接操作 
- 新しい遺伝子移植 
- 細胞バンク向けシステム(ナノ分析とマイクロ･システム技術) 
- 人工神経 
- 生物分子ベースのデーター記憶、光学及びオプト･エレクトロニクス部品 
- 生体認証用の生物分子技術 
- 環境調和型の化学製品製造のためのバイオ触媒 

< 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950号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/950/



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.950,  2005. 2. 23 
 
 

 18  

- バイオ技術に基づく細胞マシーン(自立システムであることが理想) 
- DNA ラベル､マーカー 
- 薄膜技術(S-Layer など) 

食品部門 

- 知覚センサー(鮮度を表示する)機能付きの不浸透性の食品透明包装材 
- 食品中へのナノパーティクル利用(色素､凝縮剤､添加剤､有毒物質の検出など) 
- 浄水処理用の薄膜(海水淡水化用のナノチューブ、濾過用の薄膜など) 
- 食品鮮度を保つプラスチック包装(気密式の軽量 PET ボトル) 

エネルギー部門 

- 低価格ソーラーセル(色素増感､変換効率は低いこともあるが性能/価格は高い) 
- 高効率コンパクトエネルギー貯蔵(高速な充・放電特性をもつナノパーティクル・

キャパシタ) 
- 石油への非依存性を高める 

建設部門 

- 知能的な建物壁面(多機能で制御可能､例えば光線で色彩が変化するコーティング､

熱伝導調整､採光調整、壁面照明及び広告利用) 
- 汚れ防止や殺菌機能のある壁面材(例えばシステム･キッチン､洗面所の壁などに利

用) 
- スチールや銅その他の素材表面への透明な保護コーティング 
- 暖房システム(構成部品としてのセラミックス材､燃料電池の薄膜材) 
- 太陽電池(TiO2 表面､グレツェル･セルなど) 
- 高断熱な軽量建材(アエロゲル､高分子コンポジット、防火壁､潜熱蓄熱など) 

レジャー部門 

- スキー用ワックス 
- スポーツ靴 
- レジャー用衣類 
- テニス用ラケット 
- 各種の高強度スポーツ用品 

以上 
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【新エネルギー】 
 

韓国政府が進める新・再生可能エネルギー開発の動向 
 
 
1.技術開発推進戦略 
 新・再生可能エネルギー供給増加を通じエネルギー源を多様化し、国連気候変動枠

組条約など外部環境に積極的に対応するため、技術開発強化および支援体系を調整す

る必要が台頭している。政府は 2003 年に「第 2 次新・再生可能エネルギー技術開発

および利用・普及基本計画」を樹立し、2006 年まで全エネルギーの 3％を新・再生可

能エネルギーで供給するべく、戦略的な技術開発を持続的に推進する計画である。 
 
 先進国との技術差がそれ程大きくなく、かつ市場潜在力が大きい 3 大分野である水

素・燃料電池、太陽光、風力をプロジェクト型技術開発事業に拡大、改編を推進する。

また、技術が相当なレベルに達しており、短期間で普及が容易とされる太陽熱、廃棄

物、バイオ技術開発を併行して進める計画である。さらに、技術開発結果を普及と連

動させるインフラを構築・運営するため、性能評価、実証研究などの実用化研究を拡

大、推進する計画である。 
 
2.技術開発の現状 
 新・再生可能エネルギー技術開発の早期常用化と市場経済性確保のため、水素・燃

料電池、風力、太陽光を拡大・改編し、「技術開発－商品化－普及段階」のすべてに対

する支援を含むプロジェクト型技術開発事業に転換推進している。また、普及および

常用化のため、そして連携機能を確保するため、実用化評価事業を持続的に拡大支援

している。 
 
 政府は 1988 年から 2003 年まで技術開発と実用化のため計 2,991 億ウォン(政府支

援 61.4％、民間支援 38.6％)を投入した。内訳では、燃料電池分野に 815 億 7,400 万

ウォンを投資、総支援額の 27.3％を占め、 も多く、次いで太陽光 383 億 1,100 万ウ

ォン(シェア 12.8％)、バイオ 309 億 2,700 万ウォン(同 10.3％)、石炭利用 293 億 2,600
万ウォン(同 9.8％)などが多い。なかでも、燃料電池技術開発に 429 億 2,900 万ウォン

と 多額を投入した。その他では、太陽光 232 億 7,400 万ウォン、バイオ 200 億 2,500
万ウォンなどへの支援が多い。これらの分野は、韓国の地域環境に適合し、今後エネ

ルギー需給に寄与する可能性が大きいと判断され、技術研究開発に重点支援されてい

るものとみられる。 
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3.政府の支援策 
 第 2 次オイル・ショック以降、新・再生可能エネルギー研究開発機関(現 韓国エネ

ルギー技術研究院)の設立、代替エネルギー開発促進法の制定、利用促進のための研究

開発、長期低利融資支援、施設費の補助などを実施した結果、新・再生可能エネルギ

ー利用量は 2003 年末現在 325 万 8,000TOE に達して、総エネルギーの 1.51％を占め

た。新・再生可能エネルギーの年平均伸び率(1992～2003 年)は 17.6％となって、エネ

ルギー全体の増加率の 3 倍に達している。 
 
 また、新・再生可能エネルギー普及のため、1983～2003 年の間支援した融資額は合

計 3,470 億ウォンに達している。1988 年以前までは、主に小水力発電施設とメタンガ

ス発生利用施設を中心に支援が行われたが、1988 年以後は、廃棄物焼却熱利用施設と

家庭用太陽熱温水機を中心に行われている。 
 これまでの支援実績は、上から順に、太陽エネルギー利用施設に 1,545 億ウォン、

廃棄物焼却熱利用施設に 816 億ウォン、小水力発電施設に 304 ウォンとなっている。 
 

以上 
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中国各セクターが進める再生可能エネルギー開発の現況 

 

1. 科学技術部：政府による再生可能エネルギー産業化の強力な推進 

 2001 年から 2005 年にかけての、中国における再生可能エネルギー開発の総目標は、

エネルギー変換効率を引き上げ、生産コストを引き下げ、産業化を大いに進めると同

時に、再生可能エネルギー技術の多くを先進各国のレベルに近づけ、あるいは追い着

かせ、一部の分野で製品の生産体制を強化して大規模事業化を実現し、再生可能エネ

ルギーが国家のエネルギー需給構造に占める割合を高めていくことであった。  

 2005 年までの個別目標については、風力発電ユニット据付総容量が 150 万 kW、太

陽光発電ユニット据付総容量が 8 万 kW、太陽熱利用温水器が 6,000 万 m2、バイオマ

スによるガス発電ユニット据付総容量が 8 万 kW、わら類によるガス、メタンガスの

年間ガス供給量が 200 万トン基準石炭、地熱発電及び地熱の直接利用総量が 100 万ト

ン基準石炭、潮流発電及び波力発電の年間開発能力が 2 万 kW となっている。その他、

水素の生産、抽出、保存及び利用技術と設備の研究開発を急ぐ。  

 

2. 中国の風力発電ユニットが 1,000 台を超える  

 中国電力企業連合会がこのほど明らかにした統計によると、2003 年末の時点におい

て中国全土で既に 40 ヵ所余り風力発電所が建設され、風力発電ユニットは 1,042 台、

ユニット据付総容量は合計 56.7 万 kW に達したという。関発計画によると、2005 年

における中国の風力発電ユニット据付総容量は 100 万 kW、2010 年には 400 万 kW、

そして 2020 年には 2,000 万 kW に達するとされている。計画通り実現すれば、風力

発電の中国の電力エネルギー需給構造に占める割合は 2％となる計算である。現在、

中国ではフランチャイズという方法を使って風力発電の導入・普及の促進を図ってお

り、既に 2003 年に 2 つの 10 万 kW の風力発電所建設に係る公募を実施し、引き続き

2004 年には総容量 10 万 kW に上る風力発電フランチャイズによる 3 プロジェクトの

国際公募を行った。 

 

3. 広東省が風力発電への投資を今後 6 年間で 60 億元増大  

 広東省がこのほど明らかにした風力発電価格が今後、風力発電プロジェクトに対す

る投資ブームを引き起こすと期待される。今後 6 年間で、広東省では新たに風力発電

を 80 万 kW 増大し、1kW 当たりの投資額を 8,000 人民元として試算すれば、2010 年

には、広東省における投資増加額は 60億元を上回る計算になる。更に 2010年から 2020
年で新たに 200 万 kW 増え、投資額は 160 億元を超えるとされる。   

 広東省がこのほど明らかにした風力発電ネット価格である 1kWh/0.528元(税込)(粤

< 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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価 2004 第 110 号文)は風力発電業界に大きな利益をもたらすと見られ、この価格は先

に「国家惠来風力発電フランチャイズプロジェクト」で決められたネット電力価格の 1 
kWh/0.5013 元よりもさらに高いものとなっている。この電力価格には風力発電設備の

設置費用は含まれていないが、一方で風力発電所は送電による電線損失を負担しない

仕組みになっている。このような投資家にとって魅力的ある措置が、これまでゆっく

りと進められてきたいくつかの大型風力発電投資プロジェクトを加速することとなっ

ている。 

 

4. 国内 7 省でアルコールガソリンのモデル事業を開始 

 2004 年 10 月 31 日より、遼寧省、吉林省、黒龍江省、河南省、安徽省他 7 省におい

て、一般車両におけるアルコールガソリン使用が開始された。  

7 省全てでの導入に先駆け、2004 年 7 月 1 日より、遼寧省鉄嶺市及び葫芦島市のガ

ソリンスタンドでまず、一般ガソリンがアルコールに切換えられた。これは「遼寧省

の車輌用アルコールガソリン販売及び使用についての暫定規定」に基づく措置で、10
月 31 日以降は、遼寧省の全てのガソリンスタンドでアルコールガソリンが販売された。

同品質のガソリンとアルコールガソリンと比較すると、価格面での差はない。以前は

流通システムに乗せることができなかったことがアルコールガソリンの導入・普及の

主な阻害要因となっていたが、現在はガソリンスタンドで大々的に販売されたことに

より、導入・普及に大きく弾みが着いた。  

  

以上により、現在中国が再生可能エネルギー開発を非常に重視していることが分か

る。中国政府は目下「再生可能エネルギー法」の準備を進めており、国家発展及び改

革委員会及び国家科学技術部はそれぞれ再生可能エネルギー発展のための産業計画と

技術計画を制定し、中央政府の関係部門や各省では資源探査に力を入れており、同時

に優遇措置をより高めた新しい再生可能エネルギー発展奨励政策を発表している。関

連政策も効果を上げてきており、各地で次々とプロジェクトが進められるとともに、

新しいプロジェクトも積極的に計画されている。同時に、各地の状況は地域によりそ

れぞれ異なり、開発の重点も一様でなく、例えば風力エネルギーを柱に、多様な再生

可能エネルギー開発を並行的に行うというような状況が各地で見られる。 

 

（参考資料） 

http://news.xinhuanet.com/zhengfu/   
http://china5e.com/news/ 
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自由に折り曲げられる軽量太陽電池（カナダ） 

  
地球に降り注ぐ太陽からのエネルギーは、地球の緯度によって異なるが北緯 40 度の

地方では午前 8 時から午後 4 時までの 8 時間に、1 平方メートル当たり平均 4.8 キロ

ワットアワー（kWh）である。これはガソリン 0.5 リットルを燃焼させたときのエネ

ルギーに相当するという（注 1）。また、地球が受けている僅か 1 時間分の太陽エネルギ

ーは、世界が 1 年間に使うエネルギーに相当するとのことである。しかし、その利用

は世界の主要エネルギー需要の 0.01%にも満たないのが現状である。 
 
太陽光利用装置の大量生産設備を Spheral Solar Power 社がオープン 

日本、ドイツ、アメリカは 2003 年度で世界の太陽電池（photovoltaic, PV）市場の

75％を占めており、これらに比べてカナダの市場は極めて小さい。現在、世界の半分

以上の太陽電池は 近アメリカを追い越した日本で生産されており、その価格も過去

15 年間で年平均 4％の割合で下落している。 
 

 カナダ・オンタリオ州ケンブリッジ市にある Spheral Solar Power 社は、昨年 6 月

カナダで 初の太陽光利用装置の大量生産設備をオープンさせた。1990 年代初頭にア

メリカの Texas Instruments Inc.が開発した技術で生産された PV 製品は、クリーン

で再生可能源を利用するにもかかわらず、コストが高くつきしかも重く折り曲げ難い

といった問題から、実用化が進んでいなかった。Spheral Solar Power 社ではこれら

の問題の解決に成功したものである。 
 
 Spheral Solar Power 社の技術はユニークなものである。太陽電池の 90％は結晶シ

リコンウエファーを基としたもので、これは一般に高価で生産に時間がかかる。残り

は新しい薄層技術によるもので、容易に折り曲げることが出来るものの効率性が悪く、

しばしば有毒物質が含まれていることがある。これらが開発上のネックとなっていた

が、Spheral Solar Power 社は両者の長所を採り入れており、結晶ウエハーよりも 1
割以上効率が良く、しかも大量生産が可能な技術を開発した。 
 

同社の技術の核は、ポピーの種子のようなシリコンボールを利用するもので、原材

料は半導体産業から出る屑のシリコンである。このシリコンボールが太陽光をキャッ

チし、そのエネルギーを電気に変換することが出来る。シリコンのユニークな性質は、

溶かすと自然に球体を形成することで、容易に折り曲げることの出来るアルミニウム

シート上の、あらかじめ開けておいた穴の中にこの小さなシリコンボールを落とし入

れる。次いで別のアルミニウムシートを上に載せて接着し、全体をテフロンで保護さ

れたプラスチックコーティングで覆ってしまう。この方法で 900 平方センチメートル
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のシートの中に約 8 万 5 千個のシリコンボールが埋め込まれるという。同社のオンタ

リオ州ケンブリッジ市にある 19 万 3 千平方フィートの工場では、年間 2,500 億個のシ

リコンボールを使用したシートが製造でき、これらは年間 20 メガワット（MW）の電

力エネルギーに相当するとのことである。 
 既存の太陽光パネルは紫色か青色が普通であるが、同社のものはブルー・緑色・褐

色より黒ずんだ色など黒色以外に塗装することが可能で、消費者の好みによって色付

けすることが出来ることも利点である。 
 
 Spheral Solar Power 社の製品は軽量であり、ハイブリッドカーに使われているだ

けでなく、家屋やビルの屋根に載せることも容易で、アメリカやカナダの軍隊ではテ

ントや軍服に貼り付けて利用することも考えられている。先月、この会社は世界で

大規模の建築会社の一つである Elk Premium Building Products Inc.と提携すること

となった。試算では家屋やビルへの設置費用は、従来のシステムの約半分くらいで済

むとのことである。（注 2） 
以上 

（注 1）佐藤正知・蛭沢重信著「エネルギー」ナツメ社 
（注 2）The Toronto Star、Nov. 29, 2004 
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電力の安定供給が求められるドイツの風力発電 
 
 ドイツでは 2004 年上半期に、再生可能エネルギーが総発電量に占める割合がはじめて 10％を

超えた。その中でも風力発電の伸びが著しく、再生可能エネルギーによって発電された電力の半分

以上を占め、今後その割合は益々拡大するものと見込まれる。これに伴い、電力の安定供給におけ

る風力発電の役割はより一層大きくなるが、天候によって発電量が大きく変動するという問題があ

る中で、発電量の変動をどう調整するかが今後の重要な課題となっている。 
 
 この問題に対処するため、ドイツでは2つの課題に取り組んでいる。一つは、小地域単位で素早

く反応する送電系統を確立して、これらの送電系統をつなげて大地域単位で連系を構築するという

方法である。ここでは、風力発電パークをネットワーク化させてバーチャル発電所と見なし、バー

チャル発電所から大地域単位の連系へ電力を送電するというシステムが検討されている。 
 もうひとつの課題は、予想される電力消費と、風力発電によって発電される電力量をできるだけ

正確に事前予測する情報システムを確立することである。供給地域毎の消費電力については現在す

でに、長年蓄積されたデータとコンピュータ・シミュレーションによって、比較的正確な予測が可

能となっている。問題は、風力発電によって発電される電力量をいかに正確に事前予測するかであ

る。特に、風力発電によって給電される電力量の翌日予測と分単位、時間単位の短期事前予測の信

頼性が重要となっている。 
 この問題を解決するため、太陽エネルギー供給技術研究所（ISET）は電力大手のEon社などと

協力して、オンラインで風力発電によって給電される電力量を把握する風力発電予測ツール

AWPTを開発した。AWPTはまず1999年中にEon社の系統圏内で試験利用を開始し、2003年1
月からはもう一つの電力大手RWE社の系統圏内でも利用されている。 
 AWPT は、基準風力発電パーク（当初16 箇所、現在50 箇所）のデータをベースにして、 高

72時間先までの風力発電給電量を予測する。 
予測は、 

（1）基準風力発電パークにおけるドイツ気象サービス協会発表の風速、風向予報 
（2）人工ニューロンネットを利用した基準風力発電パークでの風力発電出力の確定 

（注：人工ニューロンネットとは、過去の風に関するデータと風力発電出力を連結させなが

ら、人間の脳のように学習させるシステム。ただし、長期の学習期間が必要） 
（3）当該調整エリアにおける風力発電による総給電量の予測 
の3段階で実施される。 
 現在、AWPTの予測誤差は翌日予測で8～10％、1-8時間事前予測で6％である。今後、ローカ

ル予測の精度を上げるほか、AWPTの利用をドイツ全国に拡大させることが計画されている。 
  
また、風力発電で発電される電力量の変動を調整するため、発電された電力で水素を製造して、

水素エネルギーとして貯蔵することも考えられている。すでにノルウェーのウトラスタ島では、風
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力エネルギーによって発電された電力で水素エネルギーを生産するプロジェクトが実施されてい

る。またベルリンでは、オープンしたばかりの水素スタンドで、グリーン電力によって気体水素を

製造し、燃料電池自動車用燃料として供給している。ドイツではこうした技術を特に洋上風力発電

に応用することが期待されている。 
 

 エネルギーの高効率利用と再生可能エネルギーの分野でプロジェクトや事業の実施を奨励、支援

する全国組織として、連邦経済労働省と政府金融機関の復興金融公庫の資金で設置されたドイツ・

エネルギーエージェント（dena）が現在、大手電気事業者とともに風力発電に関する調査研究を

進めている。本年1月、調査研究報告書の一部が新聞で報道された。報道によれば、欧州の高圧送

電線連系網ではすでに予備電力の容量に限界があるとして、風力発電を拡大すればするほど電力の

安定供給が保証できなくなると警告している。特に2010年以降洋上風力発電の拡大によって風力

発電依存がより拡大することが予想されている。そうした場合、従来の化石燃料による火力発電の

割合が大幅に減少し、それによって電力の安定供給がより保証できなくなるという。 
 このため調査研究報告書は、風力発電を送電線系統にシステム的に統合していく必要性を強調し、

今後、送電線網の拡充に 2015 年までに 11 億 5,000 万ユーロの資金が必要だとしている。年間平

均で、約1億1,500万ユーロの投資が必要となる勘定である。 
 しかし風力発電業界団体の風力エネルギー連盟は、この投資額は大手電気事業者が送電線網の維

持、拡充に毎年投資している額のほんの一部にしか過ぎず、投資額の増大を単に風力発電のせいだ

けにするのはおかしいと反論している。 
 また本調査研究の参加者の中には、風力発電の拡大によって起こる可能性のある安定供給の問題

について建設的に考察すべきであったと、調査の中立性に疑問を呈する研究者もいる。 
 調査研究報告書の作成は既に終了し、本年1月前半に公表される予定であったが、新聞報道で報

告書の一部内容が公表された後、ドイツ・エネルギーエージェント側は、調査研究はまだ 終検討

されている段階として公表を延期した。 
以上 

（略語） 
AWPT: Advanced Wind Power Prediction Tool 
dena: Deutsche Energie Agentur 
ISET: Institut für Solare Energieversorgungstechnik 

 
（参考資料） 

ベルリン新聞2005年01月10日 
ターゲスシュピーゲル紙2005年01月11日 
denaプレスリリース2005年01月18日 
FAZ紙2005年01月19日 
ハンデルスブラット紙2005年01月20日 
BINE projektinfo 14/03, Leistungsprognose für Windenergieanlagen 
Künftige Schwerpunkte in der Windenergieforschung, Stand: September 2004 
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【省エネルギー】 
 

燃料貧困問題を克服する住居暖房計画（英国）  
 
 年金受給者と各家庭が暖房設備を維持できるよう、予算と政策を増強して支援する

ことは、燃料貧困問題と闘う英国政府の新しい行動計画の一部である。 
 
 環境食糧農村地域省（DEFRA）のマーガレット・ベケット（Margaret Beckett）大

臣は「英国の燃料貧困問題に関する政府行動計画」を本日（注 1）発表した。子ども、高

齢者、障害者、長期療養者といった社会的弱者を含む世帯で、2010 年までに燃料貧困

問題を根絶するための政府の目標設定が明示されている。 
 
 燃料貧困は、世帯の低収入とエネルギー効率の悪さが一体化した問題である。英国

の燃料貧困世帯数は推定で 1996 年の 430 万世帯から 140 万世帯へと減少している。 
 
 1 億 4,000 万ポンドの追加拠出により、政府の燃料貧困対策の切り札「ウォーム・

フロント（Warm Front）」が推進される。これはセントラル・ヒーティングと断熱材

を提供する計画である。 
 
 2000 年以降、社会的弱者を含む 94 万以上の世帯が「ウォーム・フロント」の援助

を受け（次頁：地域・地方別の数値を参照）、DEFRA は 6 億ポンドの助成を行った。 
 
 DEFRA の燃料貧困対策年間費用は、2007/8 年に 2 億 5,100 万ポンドへと増額され

る。 
 
 「ウォーム・フロント」は政府行動計画に基づき、下記の項目を含めて改善・拡大

される。 
・有資格の全世帯へセントラル・ヒーティング設備を供給 
・助成金の増額 
・燃料貧困の比率が高い地域に、より焦点を絞った施策展開 
・エネルギー効率向上の可能性がある建物については、燃料貧困のリスクを 小

レベルにする 
 
 多数の申請者が、平均約 1,500 ポンド／年の助成金受給資格を追加で得ることにな

るだろう。 
 
 更に、地方自治体に新たな介入権限を付与する案もある。これは、家屋所有者が「ウ

ォーム・フロント」を支持しない場合、賃借人を寒さや湿気から保護するため、物件

< 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950号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/950/
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に造作を加える必要があるかどうか、地方自治体が査定を行うというものである。 
 
 ベケット大臣は次のように述べた。  
 
 「政府は、燃料貧困問題に終止符を打つべく真摯な取り組みを行っている。寒冷な

住居に住む人々は健康を損ない、生活の質にも悪影響を受ける。我々は、特に高齢者

と子どものいる世帯のために、暖かく健康な居住環境を創出したい。」 
 
 「1 億 4,000 万ポンドの追加出資が、我々のコミットメントの証である。そして、

住居の改善、子どもと年金受給者の貧困からの救済、エネルギー効率向上等、広範囲

にわたる政府の努力を伴った新しい行動計画により、目標達成が導かれる。」 
 
「ウォーム・フロント」ヘルプデスク・フリーダイヤル：0800（952）0600 
 
注釈 
 
・2000 年以降「ウォーム・フロント」の援助を受けた世帯数 

北東イングランド        101,912 
北西イングランド        228,452 
ヨークシャー・ハンバーサイド  142,101 
イースト・ミッドランズ       84,414 
ウェスト・ミッドランズ     127,644 
南西イングランド           61,926 
東イングランド            55,485 
グレーター・ロンドン       61,964 
南東イングランド           80,027 
合計              943,925 

 
・地方区別の詳細は下記をクリック： 

www.powergen-warmfront.co.uk/media/pdf/Constituencies.pdf 
www.eaga.co.uk/Parliamentary/assisted_by_region.htm. 

 
・「英国の燃料貧困問題に関する政府行動計画」はオンラインで閲覧可能： 

www.DEFRA.gov.uk/environment/energy/fuelpov. 
 
・追加拠出された 1 億 4,000 万ポンドが 2005～2008 年の「ウォーム・フロント」計

画に配分される。DEFRA の燃料貧困対策費用は 2005/6 年に１億 7,200 万ポンド、

2006/7 年に 2 億 100 万ポンド、2007/8 年は 2 億 5,100 万ポンドとなる。 
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・「ウォーム・フロント」の詳細は下記 URL 参照： 

www.DEFRA.gov.uk/environment/energy/hees 
 
・政府は、2010 年までに子どもの貧困問題を半減させることを目指している。 
 
・昨年は、1,100 万人以上の高齢者が 200 ポンドの冬季燃料手当を受給、大半がクリ

スマス前に入金された。80 歳以上の世帯員がいる家庭は、100 ポンドの追加支給を受

ける資格がある。 
 
・「適正住居基準（Decent Homes Standard）」に合致する民間住宅の比率は、2010
年までに順調に増加していくだろう。 
 
・政府は、家庭のエネルギー効率向上のために、エネルギー供給業者に目標設定を課

す「エネルギー効率コミットメント（Energy Efficiency Commitment）」の延長と規

模拡大を計画している。 
 
・副首相府内の社会的疎外対策部（Social Exclusion Unit）は、高齢者を含む社会的

弱者が、援助のための各種公共サービスに確実にアクセスし利点を享受できるよう、

新しい事業計画を開始した。 
 
・詳細は下記 URL 参照： 

http://consultations.socialexclusion.gov.uk/consult 
以上 

翻訳：千葉 朗子 
（出典：http://www.DEFRA.gov.uk/news/2004/041130a.htm ） 

 
（注 1）2004 年 11 月 30 日 
（訳注）"Warm Front Scheme"の対象地域にウェールズ、スコットランド、北アイル

ランド、は含まれない。ただし、これらの地域でも類似の施策が展開されて

いる。詳細は下記URL参照 
http://www.defra.gov.uk/environment/energy/fuelpov/pdf/fuelpov_2nocover.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950号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/950/
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【省エネルギー】 
 

省エネ奨励に 300 万ユーロ－ブリュッセル首都圏地域政府（ベルギー） 
 

「 良のエネルギーは消費されなかったエネルギーである」との考え方から、温室

効果ガスの排出を削減し、気候変動に関するベルギーの国際的な約束を履行するため、

さらには持続可能な発展分野での国際的な努力に寄与するため、ベルギーの連邦政府

や地域政府（ワロン地域政府、フラマン地域政府、ブリュッセル首都圏政府）は、減

税や奨励金といった形でエネルギー消費を削減するための政策を実施している。 
 

ブリュッセル首都圏地域では、排出される温室効果ガスの 3／4 は、建物の暖房によ

るものである。また、同地域の各家庭のエネルギー支出（ガス、電気、燃料油）は、

2002 年度に平均 1,100 ユーロに達している（当時の原油価格は 20 ユーロ前後）。 
 

こうした状況を踏まえブリュッセル首都圏地域政府は、住民にエネルギー消費の少

ない、あるいは再生可能エネルギーを使用する設備の購入や設置を奨励するため、2005
年度に個人への省エネ奨励金として 86 万ユーロの予算を充当する。エネルギー消費の

少ない家電製品は、通常の家電製品に比べ割高だが、奨励金により家庭の負担を軽く

する。また、投資時には多少高くついても、エネルギー消費の削減により、長期的に

はエネルギー支出も減ることになる。 
 

奨励金の対象となるのは、ブリュッセル首都圏地域にある住居の権利を所有する者

（所有者、共同所有者、用益権者、居住権者等）、並びに同地域にある住居の賃借人で

ある。奨励金の対象となる設備は、ブリュッセル首都圏地域内の住居に設置されなけ

ればならないこと、また奨励金の対象となる工事は、同地域にある住居で実施されな

ければならないなどの条件が課せられる。 
 

奨励金の申請は、2005 年 1 月 1 日から可能となり、奨励金予算がなくなるまで申請

を受け付ける。申請には、省エネ支出を証明する請求書を添付する必要があり、その

日付は、2005 年 1 月 1 日から 12 月 31 日までのものとする。 
申請が多く、予算が底をつく可能性がある場合、その旨を官報や報道機関、地域政

府のホームページ等を通じて通知する。その際、奨励金支払の対象となる請求書の有

効期日を明示する。官報への通知の掲載日から請求書の 終有効期日の間には、少な

くとも 2 週間の期間が設けられる。 
 

奨励金の対象となるのは、冷蔵庫や冷凍庫、洗濯機の購入、低温ガスボイラ（圧縮

ガスボイラも含む）やガス瞬間湯沸かし器、温度制御装置（サーモスタットなど）、太

陽熱湯沸かし器の設置。 
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一部の家電製品は、電力消費量に応じ、A から G までのカテゴリーに分類される。

カテゴリーA が も電力消費が少ないが、 近では、さらに高性能の A+、A++の製品

が登場している。例えば、カテゴリーA の製品の電力消費は、カテゴリーD の製品に

比べ 45％少ないのに対し、A++の製品の場合は 70％少ない。 
 

冷蔵庫、冷凍庫、あるいは冷凍冷蔵庫の場合、A+のカテゴリーの製品には 75 ユー

ロ、A++のカテゴリーの製品には 100 ユーロの奨励金が支給される。洗濯機に関して

は、エネルギー効率、洗濯効率、脱水効率がそれぞれ A である AAA のカテゴリーの

製品に 100 ユーロの奨励金がでる。 
 

一方、低温ガスボイラ（カテゴリーHR＋）、圧縮ガスボイラ（カテゴリーHR TOP）、
ガス瞬間湯沸かし器（種火がないなどの条件を満たすもの）の設置にはそれぞれ 100
ユーロ、300 ユーロ、100 ユーロの奨励金が支給される。 
 

太陽熱湯沸かし器を設置する場合、992 ユーロ（付加価値税込み）を上限として、

設置費用の 35％の奨励金が出る。太陽熱湯沸かし器の住宅への設置については、首都

圏地域の一部の区（コミューン）が奨励金を出しているほか、連邦政府も省エネ投資

に対する 750 ユーロを上限とする減税措置を実施しており、これらを併用することが

できる。温度制御装置の設置に関しては、請求書の額（付加価値税込み）の 30％が奨

励金として支給され（上限：300 ユーロ）、やはり連邦政府の減税措置の対象となる。 
 

ブリュセッル首都圏地域政府はこのほか、企業や非営利団体の省エネへの奨励金と

して 123 万 5,000 ユーロ、区役所など公共の建物の省エネに 90 万 5,000 ユーロの奨

励金の支出を予定しており、同地域の 2005 年度の省エネ奨励予算は総額 300 万ユー

ロに達する。 
以上 

（参考資料） 
ブリュッセル首都圏地域政府環境省： 
www.ibgebim.be/francais/contenu/content/acp?ref=577 
www.ibgebim.be/francais/pdf/Etreactif/emploiprimes-fr.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950号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/950/
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【環境】 
 

大気中に消えた CO2 の発見（米国） 
－地球温暖化予測モデルを改善するノースイースタン大学の研究成果－  

 
 ノースイースタン大学の研究者による本日付（注 1）の発表で、高濃度の CO2 にさらさ

れたカシの木を調べたところ、直下の土壌に含まれる CO2 濃度が周囲の環境に比べ極

めて高いことが判明した。この発見は「高レベルの CO2 濃度が陸生生態系の CO2 貯蔵

量を増加させ、CO2 が大気中に蓄積される速度を緩和している」との仮説に合致する。

CO2 は地球から放出される熱を吸収し、温暖化を引き起こすと見なされてきた。 
 
 この成果は、地球温暖化研究に重要な進展をもたらすものとして、学術誌「Earth 
Interaction」オンライン版の 新号（注 2）に掲載された。論文「CO2 肥沃化効果がもた

らすカシの根茎成長促進による土壌中 CO2 蓄積濃度上昇に関する考察」の主執筆者は、

ノースイースタン大学地球環境科学部の科学者 Kevin G. Harrison 氏である。共同研

究者はオークリッジ国立研究所（テネシー州）の Richard J. Norby 氏、Wilfred M. Post
氏、ハワイ大学の Emily L. Chapp 氏らである。 
 
 土壌に CO2 が蓄積されるメカニズムは、CO2 の「肥沃化効果」によるものか否かを

研究チームは見極めようとした。この肥沃化効果とは、高濃度の CO2 を浴びて植物の

成長が一層促進される過程を指す。また、カシの下の土壌に含まれる CO2 濃度を上昇

させる肥沃化効果の限界も解明しようとした。温帯地域でカシの生育期間４サイクル

にわたり調査したところ、カシが高濃度の CO2 にさらされて生育している土壌につい

ては、CO2 含有量が平均で 14%多いことが明らかになった。 
 
 「大気中の CO2 濃度の上昇が予測よりも遅いという観測結果に、研究者たちは長い

間困惑してきた。そのために将来の CO2 濃度、言い換えれば地球温暖化の予測が進歩

しなかったのである。調査対象となったカシの下の土壌に含まれる CO2 濃度が平均的

に上昇していることを十分実証できたので、我々は地球温暖化予測の改善策を見出し

たと言えるかもしれない。とはいえ、他の生態系においても、CO2 濃度が高い場合同

様の反応があるかどうか、更なる調査が必要である」と、Harrison 氏は述べた。 
以上 

翻訳：千葉 朗子 
（出典：http://www.nupr.neu.edu/11-04/co2.shtml 
Copyright 2004, Northeastern University. All rights reserved. Used with permission） 
 
（注 1）2004 年 11 月 30 日 
（注 2）「Earth Interaction」Vol.8、Issue14、2004 年 12 月発行 
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【産業技術】ライフサイエンス  

「遺伝子砂漠」の謎を解くヒント（米国） 

 

 実際に存在し、誰もが知っている南西部の砂漠のように、私達のDNAの「遺伝子砂漠」も生命

活動に満ちている。どちらも見る場所によってその活動が見えたり見えなかったりするだけである。 
 
本日(2004.12.8 付現在)ローレンス･リバモア国立研究所(LLNL)の研究者によって発表された研

究から、医療、生物学、進化学的研究にとって有意義となる、DNAセグメントの位置を特定する

新しいロードマップが浮かび上がってきた。同研究はGenome Research誌の電子版で報告された。 
 
遺伝子砂漠は遺伝子と遺伝子の間に存在する長く延びたDNAで、かつて生物学的機能はないと

考えられ「ジャンク DNA」として無視されていた。しかし、DNA の二重らせんを詳しく調べて

いくと、実際にはこれらの「非コード」部分の多くが遺伝子活動を制御する重要な役割を果たして

いることが明らかになりつつある。 
 
例えば、昨年(2003年)米国エネルギー省傘下共同ゲノム研究所(JGI)とローレンス･バークレー国

立研究所(LBNL)の研究で、遺伝子砂漠にはDNA 上のかなり遠く離れた遺伝子の発現を制御する

塩基配列が存在することが明らかになった。 
  
これと矛盾する結果として、同じJGIとLBNLの研究では遺伝子砂漠のDNAの巨大な塊―「生

命の書(ゲノム)」の章全体に匹敵する―を実験用のマウスから除去しても、明白な影響はなかった。

除去された塩基配列の多くはマウスとヒトと共通するものであるため、ヒトでも同様に機能を持た

ない配列と考えられる。 
 
この矛盾を解決し、研究者が遺伝子砂漠の巨大な伸張鎖の中で重要なセグメントを簡単に特定す

ることができるように、LLNL、LBNL、ペンシルベニア州立大学の研究者達は様々な生物ゲノム

を比較し遺伝子制御を解読するコンピュータ･ツールを開発した。 
 
このツールを使用してヒトゲノムと 近配列が決定されたニワトリゲノムを比較したところ、遺

伝子砂漠は、実際に二つの際立ったカテゴリーに分類できることが分った。長い年月の進化を通し

て比較的安定しつづけている部分と、著しく変化している部分である。 
 
本研究の指導者、LLNL計算部生命情報工学のイワン･オフチャレンコ博士によれば、ゲノム再

編成に耐え、ジャンクDNAの反復性セグメントによる侵害を回避することができる安定した砂漠

域には驚くほど大きなゲノムの非コード制御要素領域の存在を一連の研究結果は示している。 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
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「安定した遺伝子砂漠が傍らにある遺伝子本来の複合機能を守る複数遺伝子制御要素の宝箱で

あることを暗示する証拠は多い」とオフチャレンコ博士。 
 
その反対に、遺伝子砂漠の3分の2を形成し、ヒトゲノム30億の塩基対全体の20%を占める多

変化領域は生物学的機能を持たない可能性があり、ゲノムのかなりの部分が絶対に必要なものでは

ないことを示唆している。 
 
「疾病との関連性のないゲノムの大きな断片を明らかにすることは、疾病関連遺伝子変異を探し

ている研究者達にとって非常に重要である」とオフチャレンコ博士。 
 
本研究以前の研究でも機能する／機能しない遺伝子砂漠両方の存在が示唆されていた。その研究

を指導した遺伝学者で物理学者の JGI の責任者エディ･ルビン博士も次のように述べた。「もしあ

なたが疾病の遺伝子的解決を求める遺伝子ハンターならば、例えばJGI･LBNLのマウス実験で除

去された部分のような、重要な機能や重要性を持たない部分は避けて通るほうが賢明だろう。」 
 
今年初頭に一般公開されたニワトリゲノム塩基配列を発端として始まった多くの研究が

Genome Research電子版とNatureで本日発表されている。この遺伝子砂漠研究はその中の一つ

である。LLNLの生物学･生物工学研究プログラムのリサ･スタブスとJGIのスーザン･ルーカス両

博士をリーダーとした LLNL と JGI の研究者達は、LLNL のオフチャレンコ、ローリー･ゴード

ン両博士とJGIのティワナ･グラヴィーナ、アンドレア･アーツ両博士と共に、Natureに掲載され

たニワトリゲノムの主要な塩基配列決定と比較分析を説明する研究論文に貢献した。 
 
スタブス博士の研究チームは2002 年にヒトとニワトリのゲノムを比較するJGI の研究に参加、

ヒトゲノム計画における DOE の担当分として JGI によって塩基配列が解読された 3 つの染色体

の一つ、ヒト第19染色体に焦点を当てた。LLNLとJGIのチームが発表した第19染色体に関連

するニワトリゲノムの質の高い塩基配列決定はNatureで発表された2つの論文で使用されている。 
 
遺伝子砂漠研究及び、複数の霊長類･哺乳類･魚類とニワトリのゲノムを比較して進化の道筋を解

き明かすのに役立つ塩基配列比較ツール「Mulan」の開発にオフチャレンコ博士と共に参加した

のは、LLNLのスタブス博士とガブリエラ･ルーツ、LBNLゲノミクス部のマルチェロ･ノブレガ、

ペンシルベニア州立大学のロス･ハーディソン、ウェブ･ミラー、ベリンダ･ジャルディーン、ミン

メイ･ホウ、ジャン･マである。両プロジェクトについての論文は1月にGenome Research 印刷版

に掲載される。 
 

以上 
翻訳：御原 幸子 

( 出典：http://www.llnl.gov/pao/news/news_releases/2004/NR-04-12-03.html) 
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【産業技術】ライフサイエンス  

DNA 切断研究のための新検査法を開発（米国） 

 
ノースキャロライナ大学(UNC)チャペル･ヒル校の研究者達が新しい顕微鏡検査法

を開発した。この検査法は遺伝子で満ちた複雑な構造体である生体細胞の染色体にダ

メージを与える DNA 切断の可視化を初めて可能にした。 
 
開発された検査法は、染色体損傷に関する理解と、自然に、あるいは治療によって

修復されるプロセスの理解を深めるために役立つ新しい検査法となる可能性があり、

本研究の成功は大変興味深いものである、とケリー･S･ブルーム UNC 生物学教授は語

った。染色体損傷は少なくとも何百もの致命的な、あるいは消耗性疾患の原因となる。 
 
「複雑な二重鎖構造のらせん状分子である DNA 鎖の片方、あるいは両方ともに切

断が起こると染色体は分割されないことを、私達はこの研究を進める中で発見した。

DNA 損傷部分にタンパク質が速急に補強され、染色体を無傷に留めるというプロセス

は仮説として考えられていたが、これまで実証されていなかった。私達はこのような

特別なタンパク質のいくつかも同定した」と、ブルーム教授は述べた。 
 
ヒト細胞は、体内の無数の仕事を行うタンパク質を作り出す膨大な量の DNA を含

有している、とブルーム教授。「実際に細胞内の DNA を全て取り出して伸ばしたとし

たら、地球･太陽間を往復する程の長さになる。ものすごいことだ。」 
 
本研究報告は Current Biology 誌 新号に掲載される(2004 年 12 月 16 日現在)。ブ

ルーム教授以外の論文執筆者は、元国立環境健康科学研究所(NIEHS)分子遺伝学研究

室、現ジョージア工科大学のキリル･ロバチェフ氏、UNC 生物学専攻大学院 1 年のエ

リック･ヴィトリオールと南カリフォルニア大学生物学専攻大学院 1 年のジェニファ

ー･ステンプル、NIEHS のマイケル･A･レズニック博士。本研究に従事している時、

ヴィトリオールとステンプルは UNC 人文科学部の学部生であった。 
 
「これが、染色体切断と DNA 切断を区別する初めての論文である。染色体切断は

遺伝子の配置が入れ替わる染色体転座によって起こる多くの疾病において重要とな

る」とブルーム教授は述べた。 
 
ブルーム教授によれば、染色体異常は枯葉剤等の DNA を損傷する化学物質への曝

露や、日光や放射線を過剰に浴びた場合などに一般的に起こる。また、なんらかの方

法で中断された複製が原因となり染色体異常が起こり、白血病、リンパ腫、肉腫、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950号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/950/



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.950,  2005. 2. 23 
 
 

 36  

皮腫瘍といった病気を引き起こす可能性がある。 
 
「DNA 修復の失敗によって染色体異常は大幅に増加するだろう。二重鎖切断の誘

発･修復に関する分子事象については膨大な情報があるが、染色体転座･欠失を招く染

色体の切断･再連結を引き起こす事象については少しも理解されていない」とブルーム

教授。 
 
教授は染色体転座を、間違って再配線された回路や、うっかり静脈を動脈に接合し

てしまった外科医に例えた。 
 
「私達の新しいシステムによって、生体細胞の DNA 二重鎖分断部分の末端が可視

化される。タンパク質複合体 RMX が DNA の切断端をつかみ、損傷した染色体にとっ

て破壊的となる力に拮抗することを私達は明らかにした」と、ブルーム教授は語った。 
 
一連の研究は米国立衛生研究所と米国エネルギー省からの助成金によって支援され

た。ブルーム教授は人文科学学部教授であり、ラインベルガー総合癌センターのメン

バーでもある。 
以上 

翻訳：御原 幸子 
(出典: http://www.unc.edu/news/archives/dec04/bloom121604.html 
Copyright 2003, Official Web Page of the University of North Carolina at Chapel 
Hill. All rights reserved. Used with permission. ) 
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【産業技術】ライフサイエンス  

骨質検査ツールの開発（米国） 

宇宙と地上での骨診断に使用 

 
現在米国宇宙生物医学研究所(NSBRI)で開発中の携帯式の画像化装置を使うと、骨

と組織の鮮明で極めて詳細な画像が撮影できるようになり、宇宙でも地球上でも骨の

健康を管理することに役立つようになる。この走査型共焦点音波診断システム(SCAD)
で非侵襲的に撮影される高画質画像の助けを得て、医師による骨損失率判定や治療選

択肢策定が可能になるだろう。 
 
宇宙飛行士は、毎月平均で 1～2%の骨量を損失し、大腿骨や腰などの下肢部の損失

が も大きくなる可能性があることが、宇宙ステーション･ミールで数ヶ月間滞在した

米ソ宇宙飛行士の研究で明らかになった。 
 
宇宙飛行士だけが、骨損失を懸念される訳ではない。全米骨粗鬆症財団によると、

米国では少なくとも 1 千万人が骨粗鬆症という形で骨損失に苦しんでいる。 
 
「骨が弱くなることが、長期間宇宙飛行の潜在的に重大な副作用である。私達は、

宇宙での骨量･骨密度･骨強度を監視･診断できる高解像度超音波画像化装置を開発中

である。現在は開発の初期段階であるが、この技術は 終的に多くの骨障害診断を支

援するものとなるだろう」と、NSBRI 技術開発チームの共同チームリーダーである

Yi-Xian Qin 博士は述べた。 
 
このリアルタイム携帯式高解像度画像化装置（SCAD）は走査型共焦点超音波を使

用し、対象部位の画像を作成、問題点や危険因子を特定する。SCAD は、骨損失率、

損傷の重さ、回復の見込みを宇宙飛行中に医師がその場で速やかに判断するのに役立

つだろう。 
 
「瞬時に骨の画像を提供し、密度と強度を両方測定する」と、ニューヨーク州スト

ーニーブルック大学の生医学工学部の Qin 准教授は説明した。 
 
骨損失を測定する現行の超音波技術と較べて異なる点は、SCAD システムでは対象

部位の画像を基にした骨質変数が得られることである。骨質変数は直接骨強度の診断

と関係すると考えられる。このシステムでは超音波の精度が向上し、骨の位置を瞬時

に特定することで軟組織と臨界領域からの音響雑音を低下させることができる。これ

は、コンピュータ制御された小型のスキャナーとストーニーブルック大学の研究者、

< 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950号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/950/
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物理学者、大学院生などから成るチームによって開発されたデータ取得･解析ソフトウ

ェアから構成されている。将来的に、このシステムは、簡単なデータ送信のための無

線出力が含まれるように開発されるだろう。装置全体は軽量で簡単に持ち運べる。 
 
Qin 准教授は 2 段階でこのプロジェクトを考えている。(1)装置の小型化と精度の微

調整を中心とした開発段階と、(2) 終的な臨床試験と商業化、である。シャトル飛行

や国際宇宙ステーション(ISS)での任務から将来の惑星間飛行まで、SCAD 装置によっ

て、任務を中止するしかないような負傷や病気に対応する即時の緊急診断が可能にな

るだろう。 
 
「飛行中の使用の他にも、骨異常や骨粗鬆症の診断を改善するために、この装置を

他分野の医師達も利用できるようにすることが私の目的である。このような疾病は基

本的に初期段階では痛みがないため、特定するのが難しく診断が遅れることがよくあ

る」と Qin 准教授は述べた。 
 
SCAD プロジェクトは他にも、十分な睡眠、心理社会的要因、心血管の変化、筋肉

疲労、バランスと方向性の問題、放射線曝露などの宇宙でのその他の健康問題を研究

する NSBRI チームによって構成されている。宇宙での健康問題に焦点を当てる一方

で、NSBRI は解決策を同様な症状に苦しむ地球上の患者へ素早く転送することになる。 
 
NASA によって資金援助された NSBRI は、長期間の宇宙飛行に関する健康リスク

を研究する研究機関のコンソーシアムである。NSBRI の研究と教育プロジェクトは全

米 70 以上の研究所で行われている。 
以上 

翻訳：御原 幸子 
(出典: http://www.nsbri.org/NewsPublicOut/Release.epl?r=81 
Copyright 2000-2005, National Space Biomedical Research Institute. All rights 
reserved. Used with permission.) 
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【産業技術】ライフサイエンス 

ガン治療ワクチンの実験が開始される(イタリア) 
 
2004 年 11 月 27 日欧州腫瘍外科研究協会（ARECO/Associazione per la Ricerca 

Europea in Chirurgia Oncologia）によってオーガナイズされた、ミラノ腫瘍機関

（Istituto dei tumori di Milano）の直腸ガン科、エルマンノ・レオ・ディレクターが

議長を務める《直腸ガン研究のためのシンポジウム》がミラノで実施された。本シン

ポジウムにおいて直腸ガン患者のための新ワクチンについての研究や腫瘍の進行を予

測できる“マーカー（印をつける者の意）”の研究テーマが取り上げられた。 
 
「動物において既に実験され、非常に良い結果を得ている本ワクチンは、免疫シス

テム刺激物 CEA と呼ばれている癌胚抗原部分や補助物質と共に腫瘍細胞の生存を保

障する腫瘍蛋白 survivina の断片によって構成されている。本ワクチンのアイデアは、

腫瘍細胞とともに survivina を中性化させる特殊抗体の生産を促すと言うものである」

とレオ医師とともにワクチン物質研究に従事した同ミラノ腫瘍機関の免疫治療科のジ

ョルジョ・パルミアーニ・ディレクターは説明する。 
 
第 1 段階の実験は、12 月上旬に既存の治療方法では治療が全く不可能な 15 人の重

病患者を対象にして、如何にワクチンが組織に反応するか、また有毒かどうかの実験

が開始され、結果が期待した通りのものであれば何ヶ月後かに第 2 段階実験として、

ワクチンの量、ワクチンの効果のあった患者の究明等の臨床試験が開始される。 
 
レオ医師は「腫瘍細胞を破壊するワクチン（あるいは炎症の場合のように、病気を

引き起こさない免疫システム反応を強化して病気を治す物質）は、ケミオ治療や放射

線治療前後において非常に重要な手助けとなる」と説明する。 
 
更に彼等の推し進めている他の研究に腫瘍の進行を予測できる“マーカー”研究が

あるが、マーカー研究は腫瘍診断において非常に前途有望な研究である。“マーカー”

は腫瘍の薄片から派生する DNA で、マーカーの一部は血液の周囲に蓄積され、腫瘍

の進行状況を示すことが出来る。 
 
ミラノ腫瘍機関において既にマーカー・テストは 167 名の患者の腫瘍手術前後に実

施されており、本テストの結果は、まさに 167 名の全員が平均より 150～350 倍のマ

ーカーを集中的に蓄積していたと言う結果を出している。そして手術後はマーカーの

数は減少したが、再発した患者のマーカーは再び増大したと言う結果も得ている。 
 
レオ・ディレクターとパルミアーニ・ディレクターは、「本テストは、直腸ガン患者、

直腸ガンの疑いのある者のためにも、また不愉快で検査費も非常に高い直腸検査器の

利用を 小限に押さえるためにも 1 日も早く適用されるべきである」と述べた。 
以上 

(出所：イルソーレ 24 オ‐レ紙) 
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【産業技術】ライフサイエンス 

30 分で入れ歯入植完了(スウェーデン) 
 
チタンが生きている骨になじみやすいことを利用してチタン・ネジの根を持つ入れ

歯を顎の骨にドリルで穴を開け直接植え付ける技術が世界各国で試されている。スウ

ェーデンのヨーテボリ市にあるノーベル・バイオケア社はその技術をさらに改良して

コンピュータ解析によって も相応しい「植付け場所」を決定し、示唆する方法によ

って、今では 30 分以内に新しい歯を植え付けることを可能にした。 
 
この技術の元になった学術的発見はすでに 1950 年代にスウェーデンのペール＝イ

ングヴァル・ブローネマルク教授によってなされ、1965 年に 初のチタンの根を持つ

入れ歯が実際の患者に植付けられた。その後 1990 年代に表面の歯の部分のセラミック

素材が改良され、2000 年代に入ってからは IT 技術改良による即効入植が可能になっ

た。そのコンピュータ解析技術の学術的基礎はストックホルムのカロリンスカ研究所

のマッツ・アンデション専任講師（ノーベル・バイオケア社の科学技術顧問を兼任）

とベルギーのルーベン・カソリック大学のダニエル・フォン・スティーンベルゲ教授

によって開発されたもので、3 年前から実際に適用され始めた。 
 
それまでは「チタン・ネジの根を持つ入れ歯」を植え付けるためには何度も手術を

重ねなければならず、 終的に手術が完了するまでに平均 9 ヶ月間もかかり、患者に

とっても医者にとっても忍耐と費用のかかるものであった。現在の技術は顎の部分の

コンピュータ解析図で植付け場所と深さが確定されると、手術自体もコンピュータに

よる指示に基づいて一気に簡単に済んでしまう（ノーベル・バイオケア社ホームペー

ジで手術のビデオと解析図が見られる）（注 1）。 
 
アンデション氏は、彼が担当した 30 人の患者のうち、一人として手術後に痛み止め

を必要とした人はいないとスウェーデンの有力朝刊紙であるスヴェンスカ・ダーグブ

ラーデット紙（注 2）記者に語っている（手術中はもちろん麻酔がかかっているが）。 
 
現在までベルギー、スイス、スウェーデン各国で合計約 130 人がこの方法によって

入植を受け、そのうち 40 人ほどがスウェーデン人である。スウェーデンにおいては

2002 年の価格で、この「チタン・ネジの根を持つ入れ歯」は平均 1 本 12,932 クロー

ナ（プライベートのクリニックの場合）、または 9,217 クローナ（公共のクリニックの

場合）であった。スウェーデンでは 65 歳以上は医療費用上限額規定が適用されるので

高で 7,700 クローナ（プライベートでも公共でも）となる。 
 
スウェーデンでは現在、まったく歯の無い人々へのこの技術の適用が優先されてい

るが、将来は 1 本だけでも簡単に植え付けられるようにしたいとアンデション氏は望

んでいる。 
以上 

（注 1）ノーベル・バイオケア社ホームページ：http://www.nobelbiocare.com 
（注 2）Svenska Dagbladet 紙、2004 年 8 月 25 日付 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.950,  2005. 2. 23 
 
 

 41  

【産業技術】ライフサイエンス 

骨で聞くコミュニケーション(スウェーデン) 

 
スウェーデン産業開発庁（NUTEK）と革新庁（VINNOVA）では毎年産業技術に優れ

た新製品に賞を授与しているが、2003 年秋に同賞を受賞したオイード（OIIDO）社の「骨

で聞くマイクロフォン＆スピーカー」が好調で、2004 年秋にはスウェーデン道路庁による

道路工事作業にも使用されるようになった。 
 
この「骨で聞くコミュニケーション」はスウェーデンのヨーテボリ市にあるシャルメシ

ュ工科大学のボー・ホーカンソン教授によって開発された技術＝電磁波分離骨伝導変換

（BEST=Balanced Electromagnetic Separation Transducer）＝をもとにしたものである。 
 
ホーカンソン教授の新技術の優れた点は、従来の大型で、聞こえの悪い伝導変換率を、

電磁波を効果的に加味して使用することによって効率化し、携帯電話のハンドフリー・ヘ

ッドセットのような非常に小さい装置にしたことである。また、耳を全部覆うマフの形で

はないので他の音も同時に本来の耳で聞き分けられることから、騒音に満ちる環境下でも

確実に音を拾い、相互コミュニケーションができることを可能にしたことも大きな進歩で

ある。すなわち、従来の「補聴器」としての骨伝導変換器を、産業用の新たなコミュニケ

ーション・ツールとしての用途に拡大したことが注目される。 
 

        <BEST の原理> 

  
（出所： J.Acoust.Soc.Am.,Vol.113,No2.,February 2003） 
 
同社の技術開発主任であるトビアス・グッド氏によれば、似たような製品は日本製のも

のが先に市場に出ているものの、オイード社の基本技術の方が優れているのでやがて追い

抜くであろう、とのことである。 

< 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950号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/950/
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（参考資料） 
・オイード社ホームページ http://www.oiido.com 
・ホーカンソン教授の学術論文 http://www.oiido.com/pdf/best_jasa_feb03.pdf 
 
 
ヘッド・セットの写真（オイード社提供） 
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【産業技術】ナノテク  

原子連鎖のアンカーの存在を実験が証明（米国） 
 
国立標準技術研究所(NIST)の物理学者による新しい測定によれば、自己集合した原子連鎖

の終端原子は、連鎖の結合部より低いエネルギー準位にあり、アンカーのように作用してい

ることを明らかにした。原子連鎖の終端状態の形成に関するはじめての証拠は、予定した電

気的特性を持つ原子を積み重ねたワイヤーのようなナノ構造を設計することを支援するであ

ろう。 
 
サイエンス誌の 2 月 4 日号に記述された NIST の実験は、シリコン表面上で組み立てられ

た短い連鎖中の金原子の電子特性を測定し比較することを行ない、連鎖の終端原子の電子エ

ネルギー準位は、内部の原子より低かったことを示した。 
 
連鎖の構造的、化学的、電子的対称性が各終端で破れ、連鎖のエネルギーを低下させるた

めに原子の電子を再分配するので、この状況が発生する。原子連鎖の電子構造は、バルクの

結晶の電子構造に類似し、その表面原子は結晶内部の原子とは異なった特性を持っている。 
 
「過去 30 年間、結晶の表面エネルギー準位に関する研究は、世界中の研究グループの重要

な研究目標であった。我々の研究は、単一原子連鎖終端の局在化状態の形成を初めて示した。

終端状態の存在は、1 次元ナノ構造に関する将来の研究に影響を及ぼすであろう」とサイエ

ンス誌の筆頭著者であるジェーソン・クレインは語る。 
 

NIST の測定は、走査型トンネル顕微鏡(STM)で行われ、またある部分はシリコン表面上

の金原子連鎖の自己集合化によって可能となった。単一原子連鎖に関する従来の STM 研究

で使用された金属表面とは異なり、シリコン表面は絶縁体として働き、研究者が容易に連鎖

を単離でき、原子の電子エネルギー準位の測定の向上を可能にした。 
 
3～9 個の原子で構成されている多数の連鎖の測定に、様々なレベルの電位を加えることが

できる針状のチップを持つ STM が使用された。 初に、STM チップとシリコン上の金表面

の間に一定の電流を流すことにより、STM は表面形状の立体画像を作り出す。チップが試料

を横切って走査する時、一定の電流を維持するためには表面状況の変化によりチップを上下

させる。 
 
その後、表面から一定の距離で STM チップを保持することにより、チップ電位の関数と

して電流の変化を測定した。原子連鎖の電子のエネルギーおよび空間の分布を決定するため

に電気伝導度測定が使用され、内部原子と終端原子との間の差が観測された。 
以上、Y.M 

（出典：http://www.nist.gov/public_affairs/releases/atomic_anchors.htm） 

< 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950号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/950/
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【産業技術】ナノテク  

光学顕微鏡にナノ視覚を考案（米国） 
 
これまでの事実に反して、無視できるくらいに小さな分子や原子の領域への技術の進歩

が、伝統的な光学顕微鏡の視覚を拡張する。実際、国立標準技術研究所（NIST）の研究は、

光学顕微鏡のハイブリッドバージョンが、可視光の波長のほんの僅かな 10 ナノメートル

未満の特徴を画像化し計測することができることを示唆している。 
 
生まれたてのこの技術の予備テストで、NIST の研究者は、波長 436 ナノメートルの紫

色の光を使用して、従来の光学顕微鏡で可能な大きさの 5 分の 1 より小さい 40 ナノメー

トルの小さな特徴を画像化した。 
 
大まかに言うと、このような芸当は、ぎこちないトラクタショベルでただ一個のコイン

を拾い上げることと似ている。もし成功裡に開発されれば、この画像化技術は、ナノメー

トルスケールの大きさの部分や製品を作るために、チップ作製や商業規模プロセス等に容

易に組み込むことができるだろう。 
 
可視光スペクトル部分の波長は、ナノスケールの寸法を大きく上回っている。従って、

従来の光に基づいた結像方式の分解能は、定義によって波長の半分の大きさの約 200 ナノ

メートルまでに制限されている。ナノテクノロジーの細部を解明するにはあまりにも大き

すぎる。 
 
しかしながら、NIST が新しく開始した 5 年間の研究取り組みは、照明と検出ならびに

計算技術の斬新な組合せが、この制限を回避することができることを示している。成功す

れば、拡大するナノテクノロジー領域で不可欠である画像化と計測ツールとして、この 400
年の長さの技術の記録をさらに拡張するだろう。 

 
NIST が開発中の位相検知散乱場光学画像法と呼ばれる、このコンピューター集約技術

は、角度方向や偏光のような特定した特性に 適化された、動的に調整された一組の光波

を使用する。各タイプの試料の特定な形状を強調するために特別に調整されたこの構造化

照明光が、対象を照らした後の光の散乱の仕方により、細部の非常に小さな特徴を示すこ

とができる。 
 
散乱パターンは、散乱物体の形およびサイズの小さな変化に非常に敏感である、と NIST

精密工学部の物理学者は説明する。 
以上、Y.M 

（出典：http://www.nist.gov/public_affairs/techbeat/tb2005_0210.htm#vision） 
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【ニュースフラッシュ】 

米国－今週の動き(02/04/05～02/17/05) 

NEDO ワシントン事務所 

Ⅰ 新エネ･省エネ 
1 月／ 
25：ロングアイランド電力公社、Shoreham 原子力発電所跡に風力タービン 2 基を設置 

 ニューヨーク州の市営電気事業が、Shoreham 原子力発電所跡に 2 基の風力タービンを設置。風力
タービンはいずれも高さ 100 フィートで、長さ 25 フィートのブレードが 3 枚付いており、2 基を
合わせた年間発電容量は 15万～20万 kWh。当該風力タービンは、ロングアイランド電力公社(LIPA)
のクリーンエネルギー先導策の一環として設置されたもの。ニューヨーク州エネルギー研究開発公
社が設置資金を援助。今回設置は、公共政策上の重点が、「環境に破壊的な発電技術」から安全でク
リーンなエネルギーへと次第に転換しつつあることの証拠と再生可能エネルギーの唱道者等は指摘。
(LIPA News Release) 

 
31：加政府、自国の排出削減義務達成のため、5 年間で 24 億ドルの優遇税制や補助金を提案 

カナダ政府が、国家の温室効果ガス排出削減につき、2002 年ブループリントで提示したよりもビジ
ネス寄りの戦略を採用する可能性がある。カナダ首相の 2006 年度予算には、コジェネや省エネビ
ル改装投資に係る短期減価償却、再生可能技術への投資優遇税制やインセンティブの創設、石炭か
らの脱却等発電の大規模なグリーン化努力のための「戦略基盤整備投資等、向こう 5 年間で 24 億(カ
ナダ )ドルという優遇税制と補助金が盛り込まれる見込み。 (Toronto Globe and Mail、 
Greenwire(2/1)) 

 
2 月／ 
1：バイオエネルギー生産者協会、カリフォルニア州で結成 

バイオベース技術の開発と商用化を奨励・推進するため、新組織「バイオエネルギー生産者協会」
がカリフォルニア州で結成。(i)石油依存度軽減、(ii)温室効果ガス排出削減、(iii)有毒ガス削減等の、
バイオエネルギー及びバイオ製品の幅広いベネフィットを同州政策策定者に提言する。主要目標は、
(1)同州による包括的バイオエネルギー政策の策定推進、(2)バイオベース産業の環境面・経済面での
ベネフィットの州民への啓蒙、 (3)バイオベース産業を推進するための幅広い同盟の形成。 
(RenewableEnergyAccess.com) 

 
2：燃料電池製造コスト低下へのブレークスルーになると期待される、微細加工技術 

ミシガン大学の研究者チームが、マイクロエレクトロニクスの製造に使われる微細加工技術を応用
したマイクロ燃料電池製造に取り組んでいる。研究者等は、微細加工と安価な材料使用によって、
燃料電池のコストを一桁削減でき、リチウムイオン電池と競合できる製品として商品化への道が開
かれると予想。さらに、製造技術が似ているために、半導体製造工場を難なくマイクロ燃料電池製
造工場に改造できるとの利点も。第三者評価を受けるための試作品製作が、同研究チームの次のス
テップ。(RenewableEnergyAccess.com) 

 
Ⅱ 環 境 
1 月／ 
14：長期的気候データ収集の為の予算を失った、国立海洋大気局 

議会の可決と大統領署名をもって成立した 2005 年度包括歳出予算法は、国立海洋大気局(NOAA)
の気候レファレンス・ネットワーク(CRN)予算を削除していた。CRN は 2001 年に創設、110 箇所
の観測所をネットワークして、米国の長期的な気候データを収集しようとするプログラム。大統領
は 300 万ドルを要求し、両院の各歳出予算案にも盛り込まれていたが、上下両院協議会が膨大な包
括歳出法案を完成させたところ、CRN 予算が消えていた。CRN の既存施設を維持するため、他の
プログラムから 150 万ドルをかき集めたものの、今年開始予定だった 16 ヵ所の新設観測所は「冬
眠状態」に。(Science) 

 
28：米国公益研究グループの報告書「増え続ける汚染」 

米国公益研究グループ(US PIRG)が、1995～2003 年に発電所が放出した窒素酸化物(NOX)・二酸
化硫黄(SO2)・二酸化炭素(CO2)排出に関する環境保護庁(EPA)のデータを分析、報告書「増え続け
る汚染：発電所汚染の地域的動向 」を発表。同報告書は、新排出源査定も含めた既存のクリーンエ
ア法計画の実施、CO2 排出の全国的キャップの可決、米国東部諸州の発電所からの SO2 と NOX 排
出を制限する EPA のクリーンエア州間規定提案の強化、発電所の放出する NOX・SO2・CO2・水
銀排出を更に削減するためのクリーンエア法の既存プログラムの強化を提言。(U.S. PIRG News 
Release) 
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2 月／ 
2：気候変動対策でリーダーシップを発揮するカリフォルニア州公益事業委員会 

カリフォルニア州公益事業委員会(CPUC)が、自らの規制下にある全事業所（発電所、ガス会社、
電話局、水道局及び交通局）がエネルギー節減と温室効果ガス排出削減のために採用可能な 良の
慣行を確認するため、2 月 23 日に会合を開催予定と発表。同会合には、学界や研究所、ビジネスや
保険業界、利害関係者や州政府機関の代表者が参加し、排出削減を通じビジネス・同州消費者・世
界環境にベネフィットをもたらす現実的で明確な行動を確認する見込み。同会合の後で、CPUC に
提出する共同報告書が作成され、産業界の取るべき気候変動対応活動及び必要な CPUC 政策を提言
する予定。(CPUC News Release) 

 
7：ネオコン(新保守派)、企業平均燃費基準の強化で環境保護団体と協力 

ネオコン(新保守派)の国家安全保障専門家達が、海外石油への依存度軽減は国家安全保障を助長す
るという立場から、環境保護団体と協力して、企業平均燃費(CAFE)基準の引き上げを呼びかけてい
る。ガソリン消費削減のために CAFE 基準の強化が必要であるという見解は、世界安全保障分析研
究所や全米エネルギー政策委員会といったネオコン・グループの先頃の報告書でも明示されていた。
 CAFE 基準強化を主張してきた環境保護団体は、ネオコンのこうした関心に勇気づけられている模
様。米国議会では 2 月の第 2 週目に、CAFE に関する公聴会を開催する予定。(Greenwire) 

 
9：Hagel 上院議員、気候変動法案の詳細を概説 

Check Hagel 上院議員(共)が、新たなエネルギー技術の開発と先進国への普及に財政的インセンテ
ィブを提供するというブッシュ政権の地球温暖化へのアプローチと整合性の高い気候変動法案を推
進するという自らの計画について、その詳細を発表。 
(1)第一の法案は、途上国の温暖化ガス「原単位」削減を援助する「新権威」を国務省に付与し、地
球規模の気候変動を外交問題として捉えるよう国務長官に指示。温室効果ガス原単位削減技術の輸
出に係る通商上の障害の撤去を交渉するよう米国通商代表に指示。 
(2)第二の法案「気候変動技術普及法案」は、気候関連先進技術に投資する米国企業に融資、投資保
護、発電インセンティブを提供。(3)第三の法案は、今年末で満期終了となる研究開発優遇税制を恒
久化。この施策は大統領の 2006 年度予算案でも提案。 
Hagel 上院議員は、ブッシュ政権同様、強制的上限設定に反対であり、上記施策は総排出量の削減
目標はおろか、温暖化ガス原単位の明白な目標値設定さえ回避。(Greenwire) 

 
10：下院科学委員会、企業平均燃費(CAFE)に関する公聴会を開催  

下院科学委員会の公聴会に、Wiiliam Reilly 元環境保護庁 (EPA) 長官や未来の為の資源 (Resouces 
For the Future = RFF) の Paul Portney 所長等が出席し、企業平均燃費（CAFE）基準引上げの実
施可能性について論じた。同公聴会では、(1)燃費を 1 ガロンあたり 10 マイル引き上げることは、
業界の立場から実行可能であり、燃料消費にも好ましい効果が生じる、(2)排出クレジット取引制度
の創設により、業界の遵守コストが 17%低減、(3)現存の技術によって自動車メーカーは企業平均燃
費を 33 マイル/ガロンまで改善可能、(4)CAFE にいかなる変更を加える際も、自動車メーカーが変
更を実施できるよう十分な時間を与える必要がある、等の指摘がなされた。(Environment and 
Energy Daily) 

 
Ⅲ 産業技術 
1 月／ 
7：IEEE の研究グループ、カーボンナノチューブの品質基準確立に向け作業開始 

米国電気電子学会(IEEE)が、ナノチューブの品質と特性に対する一定基準を確立するため、カーボ
ンナノチューブ品質検査研究グループを結成。同グループでは、単層カーボンナノチューブの (1)
純度、(2)分散系(dispersion)、(3)物理的特性、(4)機能的特性を明らかにする方法を検討し、1 年以
内にナノチューブの初期基準を設定する意向。提案される基準は、(i)サンプルの準備、(ii)装置の仕
様、(iii)テスト条件、(iv)実験結果の記録方法と判定方法を取り上げるものと見られている。(IEEE 
Press Release) 

 
19：触媒コンバータのコスト削減に役立つナノマテリアル 

スタンフォード大学の科学者 KJ Cho が、連邦政府助成金による基礎研究と材質をナノスケールで
調べるモデリングソフトを利用して、極めて効率的で廉価な触媒コンバータ用プラチナ・メッキの
代替物を開発する会社「Nanostellar Inc.社」を起業。エンジニアが先進技術用の投入資材を開発す
るナノマテリアルを適切に選択できるようにすることを通じて、例えば、廉価で、排出削減能力が
プラチナと同等以上のナノマテリアルを導入し、触媒コンバータのコストの 30％削減が可能となる。
究極目標は、触媒コンバータのコストの約 65％を占めるプラチナの半額のナノマテリアルの製造。
同社は 12 月に第一弾となる 2 種の試作品を自動車メーカーに納入。某自動車メーカーが早ければ
今年第 4 四半期にも、同社のコンバータ用ナノマテリアルを使用する計画との話も。(San Jose 
Mercury News) 

 
26：Lux Research、米国各州のナノテク競争力ランキングを発表：マサチューセッツ州が 1 位 

ナノテクノロジーによる経済影響の調査機関 Lux Research が、米国各州のナノテクノロジー競争
力ランキングを発表。ナノテクノロジー活動(州政府予算、関連特許数等)及び技術開発力（R&D イ
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ンプット、科学技術系労働力等）の 2 つの軸に分類される 16 項目の主要要素に基づき、州人口を
基準にして各州のナノテクノロジー活動を評価した結果、トップ 10 は、マサチューセッツ州、カ
リフォルニア州、コロラド州、バージニア州、ニューメキシコ州、ニュージャージー州、コネチカ
ット州、メリーランド州、イリノイ州、そして、ニューヨーク州の順。(Greenwire、 Lux Research 
Statement of Findings(1 月)) 

 
26：カーボンナノチューブでコーティングした焦電検出器 

国立標準規格技術研究所(NIST)と国立再生可能エネルギー研究所(NREL)の科学者等が、カーボン
ナノチューブでコーティングした焦電検出器の試作品を製作。化学兵器や生物兵器の探知センサー
の開発と較正に不可欠な、紫外線レーザーの出力測定と基準につながる可能性が期待される。カー
ボンナノチューブは、熱伝導率の高さ、耐損傷性、高い光吸収力等により既存の検出器の性能を飛
躍的に高める可能性がある。 (NIST Tech Beat) 

 
2 月／ 
1：政府倫理局、国立衛生研究所の科学者による外部コンサルティング業禁止を発表予定 

政府倫理局(OGE)では 2 月 1 日に、国立衛生研究所(NIH)の科学者と民間製薬会社及びバイオテク
ノロジー企業との間の私的コンサルティング契約の禁止を発表する見込み。この発表は、1 年以上
におよんだ下院エネルギー商業委員会や OGE 及びメディアによる利益相反に関する激論に終止符
を打つことになる。下院エネルギー商業委員会のメンバーである Diana DeGette 下院議員(民)は、
新指針を「わが国トップ研究機関に対する国民の信頼を回復するための重要な一歩」と称賛する声
明を発表。(New York Times) 

 
Ⅳ 議会・その他 
1 月／ 
31：技術開発の推進と途上国支援を柱とする Hagel 上院議員の気候変動対応法案 

Hagel 上院議員(共)が、強制的な CO2 排出キャップを設定する現行提案の代替案として、温室効果
ガス排出を削減する新技術の研究開発の推進と新興技術の途上国移転を奨励する気候変動対応法案
を、2 月 16 日（京都議定書の正式発効日）前後に提出する予定。同法案はブッシュ政権のアプロー
チと近く、①温室効果ガス排出削減技術の研究開発(R&D)に対する税額控除の恒久化、②中国、イ
ンド等の途上国への技術移転を支援するためのインセンティブ・財政支援の 2 条項を含む見通し。 
(Energy & Environment Daily) 

2 月 
1：上院商業委員会、Stevens 委員長提案の小委員会再編成計画を正式に承認 

上院商業委員会が Ted Stevens 委員長(共)提案の小委員会再編成を 2 月 1 日の隔年組織会議で正式
に承認。同委員長は通信問題を本会議扱いとすることを望んだため、10 の小委員会構造には通信小
委員会が含まれなかった。新設小委員会(委員長は未発表)は、気候変動小委員会(気候変動問題を専
門に扱う初の委員会)、海洋政策小委員会、災害予防小委員会(昨年末の大津波が一要因となって設
置された委員会)及び陸路輸送小委員会。気候変動小委員会委員長には、John McCain 元商業委委
員長(共)の就任を予想した者が多かったが、彼は既に軍事委員会空陸軍小委員会委員長を受諾して
おり、共和党党則上、商業委員会小委員会委員長に就くことはできない。(CQ Today) 

 
4：エネルギー法案を時間をかけて超党派で作成する予定の米国上院議会 

下院の包括エネルギー法案は、Dennis Hastert 下院議長(共)がエネルギー商業委員会の Joe Barton
委員長(共)に、上下両院協議会が昨年合意したエネルギー法案(下院第 6 号議案)をファストトラック
で可決するよう圧力をかけていることから、Presidents Day(2/21)の議会休会までに可決される可
能性があると見られる。これに対し、上院は、エネルギー法案の支持者であった Tom Daschle 前上
院民主党院内総務が再選選挙に敗れ、昨年下院第 6 号議案に反対した Harry Reid 上院議員(民)が代
わって院内総務となったため、上院でのエネルギー法案作成は遅々たるプロセスになると予想され
ている。上院エネルギー天然資源委員会 Pete Domenici 委員長(共)の主席補佐官である Alex Flint
氏は、上院では超党派の法案作りを目指すことになるため、北極圏野生生物保護区域での石油・天
然ガス掘削解禁条項の切り離しなどエネルギー法案にかなりの変更を加えることになるだろうと語
っている。(Environment and Energy Daily) 

 
9：Granholm ミシガン州知事、ハイテク雇用創出の為に 20 億ドルの公債発行を提案 

Jennifer Granholm ミシガン州知事(民)は 2 月 8 日、同州の現況報告演説において、先進自動車技
術、クリーンエネルギー、ライフサイエンス等の研究プロジェクトに融資するため 20 億ドルの公
債を発行することを提案。同州知事は同提案を「21 世紀雇用創出イニシアティブ」と呼び、今年
11 月 8 日の州選挙で州民投票にかける意向。同イニシアティブは、今後 10 年間、(i)ベンチャーキ
ャピタル、(ii)研究所のアップグレード、(iii)有能な研究者を同州に勧誘するイニシアティブ等に年
間 2 億ドルを配分し、72,000 の新雇用創出を期待するもの。多くの共和党議員が、不安定な州財政
への更なる負担増大の観点から、反対を表明。同提案を州民投票にかける為には、共和党主導の州
議会で 3 分の 2 の賛成を勝ち取ることが必要であり、困難が見込まれる。(Greenwire) 
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10：クリアスカイ法案支持者、二酸化炭素条項を外した改訂版を提案 
2 月 9 日にクリアスカイ法案の改訂版を提案した上院環境公共事業委員会の James Inhofe 委員長
(共)と George Voinovich クリーンエア・気候変動小委員会委員長(共)は、スタッフを動員して同委
員会メンバー議員のスタッフに法案を売り込み中。同法案改訂版は、賛否の分かれる条項が幾つか
削除されているものの、二酸化炭素排出の問題が取り上げられていないため、審議の出発点にもな
らないという意見も。 (Environment and Energy Daily) 
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【ニュースフラッシュ】                           

950 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. 癌治療に希望をもたらす細胞研究(2005/02/03) 
- マンチェスター大学の研究で、白血病に関係のあるノッチ受容体が関与する複雑な細胞間シグナル伝
達が明らかに。この受容体は一度信号を受け取ると 2 つに分かれ、一部がシグナルとなって細胞核へ伝
わる。その際の正常･異常なシグナル伝達の理解が進めば、シグナルの誤作動により形成される癌の治療
法開発に役立つことになる。 
Cell Research Signals Cancer Hope (3 Feb, 2005) 
http://www.manchester.ac.uk/press/title,13369,en.htm 
 
2. 心不全は「エネルギー欠乏」状態であると画像化研究で実証(2005/02/03) 
- ジョンズ･ホプキンス大学医学部で磁気共鳴スペクトル法(MRS)を使いヒト生体心臓のエネルギー合成
(心臓内のクレアチンキナーゼによるアデノシン三リン酸変換量)が初めて測定された。その結果不全状態
の心臓は重度のエネルギー欠乏状態であると判明。心臓のエネルギー必要量の抑制やエネルギー伝達の
補強等、新しい治療法を示唆。 
Special Imaging Study Shows Failing Hearts are "Energy Starved" 
http://www.hopkinsmedicine.org/Press_releases/2005/02_03_05.html 
 
3. ゲノムを肉付けする(2005/02/03) 
- シアトル地域の非営利研究センターBIATECH と DOE パシフィック･ノースウェスト国立研究所の共
同研究で、遺伝子と重要な細胞機能とを結び付け、生物の分子構造を比較する強力な新システムが考案
されている。実験解析とコンピュータによる解析を統合して、ゲノムの塩基配列と生物学的目的を結び
つけるもの。 
Fleshing out the Genome 
http://www.pnl.gov/news/2005/05-08.htm 
 
4. ウィスコンシン大学マジソン校の研究チームが幹細胞研究 125 万ドルのグラントを獲得(2005/02/03) 
- W.M.ケック財団からジェイムス･トムソン教授率いる ES 細胞研究チームの「多分化能」に焦点を当て
た 3 ヵ年プロジェクトへ供与された。ES 細胞の多分化能の理解が進めば、成体幹細胞に再び多分化能を
持たせる研究が前進すると期待される。連邦政府による幹細胞研究への助成金が十分でない今、民間に
よる財政的支援は重要。 
Team Receives $1.25 Million Grant for Stem Cell Research 
http://www.news.wisc.edu/10654.html 
 
5. 細胞分裂中の遺伝的相続の重要なメカニズムを特定(2005/02/01) 
- ローレンス･バークレー国立研究所、カリフォルニア大学バークレー校、ハワード･ヒューズ医学研究
所の共同研究で、親細胞から娘細胞へ遺伝物質を渡す際の重要なメカニズムが特定された。確認された
のは微小管の周りにリング状に形成されるキネトコアタンパク質(Dam1 リング形成)で、細胞分裂時に染
色体を正常に分離する為に必要。 
Key Mechanism in Genetic Inheritance during Cell Division Identified 
http://www.lbl.gov/Science-Articles/Archive/LSD-genetic-inheritance.html 
 
6. カスタム･デリバリー―用途に合わせたゲルで臓器細胞を運ぶ(2005/01/31) 
- マサチューセッツ大学アマースト校で開発中の新ポリマー材。臓器細胞等の物質を封入し体内にデリ
バリーするゲルを用途に合わせて加工する。酸素を大量に必要とする肝臓･膵臓組織用にはフルオロカー
ボンを混合、軟骨組織置換用には軟骨組織の緩衝作用を模倣、抗炎症剤用には持続放出性を持たせる等、
可能性は広がる。 
Custom Delivery 
http://www.e4engineering.com/story.aspx?uid=58f209e0-4637-4f0b-bd91-606b8276e14b&type=news 
(UMass Professor Researching Polymer Material 
http://www.dailycollegian.com/vnews/display.v/ART/2005/01/31/41fdb27b7072f) 
 
7. CardioMEMS 社が心臓病患者用の革新的センサーの商業化に近づく(2005/01/28) 
- ジョージア工科大学 Advanced Technology Development Center(ATDC)のメンバーである同社が、無
線通信技術と微小電気機械システム(MEMS)製造技術を組み合わせ、非侵襲的な埋め込み式心臓監視装
置「EndoSensor」(腹部動脈瘤患者の血圧を測定)と「HeartSensor」(鬱血性心不全患者の心内圧を測定)
を市場化に向けて準備中。 
CardioMEMS Moves Closer to Commercializing Innovative Sensors for Heart Patients 
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http://gtresearchnews.gatech.edu/newsrelease/cardiomems.htm 
 
8. 細胞の「エネルギー工場」と癌の関連が明らかに(2005/01/28) 
- 英国の研究チームがミトコンドリア遺伝子変異と腫瘍形成を関係付ける分子機構を初めて解明。琥珀
酸デヒドロゲナーゼを発現する遺伝子 SDH が変異すると、代謝生成物である琥珀酸が過剰に蓄積。する
と低酸素状態等の危機的状況で活性化するタンパク質 HIF-1 のレベルが上昇し血管成長が活発化、腫瘍
形成･転移を促進することになる。 
Scientists Reveal Cells' 'Energy Factories' Linked to Cancer 
http://www.gla.ac.uk:443/newsdesk/pressreleases/stories.cfm?PRID=3133 
 
9. ガス放出プラスチックが血栓を阻止(2005/01/28) 
- 一酸化窒素(NO)を放出するポリウレタン製人工血管を考案中。冠動脈バイパス手術などで血管の代わ
りに使用されるプラスチックチューブは直径 6mm 以下になると血栓ができやすくなるが、NO を放出す
ることで血小板が固まるのを防ぎ、血管内の細胞の成長を刺激することもできる。現在、動物実験が始
まっている。 
Gas-emitting Plastic Stops Blood Clots 
http://www.nature.com/news/2005/050124/full/050124-15.html 
 
10. 緑茶エキス(GTE)が運動に対する耐久力を高める(2005/01/27) 
- GTE の定期的摂取で運動耐久能力が高まると花王･生物科学研究所が報告。10 週間食事の 0.2%、0.5%
のGTEを摂取したマウスは呼吸商の低下と脂質酸化率の上昇と供にそれぞれ耐久力が 8%、24%増加し、
筋肉中の脂肪酸活用が耐久性を向上するという仮説を支持。体重 75kg の人ならば毎日 4 杯の緑茶を飲む
と実験と同じ効果があると推測される。 
Green Tea Extract Boosts Exercise Endurance 8-24% 
http://www.the-aps.org/press/journal/05/4.htm 
 
11. 眼の細胞に光感受性を与える方法を発見(2005/01/26) 
- インペリアル大学ロンドン校とマンチェスター大学の研究チームが、マウス神経細胞のメラノプシン
遺伝子を活性化すると、光に対する感受性を持つようになると報告。メラノプシンは近年、杆体、錐体
に次ぐ第三の光覚システムとして注目。理解が深まると、網膜色素変性症などの治療法や人工網膜の視
覚情報処理の開発に役立つ。 
Researchers Discover Way to Make Cells in the Eye Sensitive to Light 
http://www.ic.ac.uk/P5952.htm 
(Cells see the light with melanopsin 
http://www.nature.com/news/2005/050124/full/050124-13.html) 
 
12. 『光あれ』―レーザーを使った新しい遺伝子導入方法(2005/01/25) 
- セント･アンドリュー大学で開発された安価で強力な新技術。小型のバイオレット･レーザーを細胞膜
上にほんの一瞬照射すると、膜が開き外来遺伝子を導入できる。顕微鏡下で任意の細胞を思いのままに
操作することも可能。膜の損傷は細胞の内部機構によってすぐに修復され、遺伝子導入後も正常なまま
培養できた。 
Let There Be Light 
http://calvin.st-andrews.ac.uk/external_relations/news_article.cfm?reference=748 
 
13. 生体脳の神経細胞が行う情報処理を可視化―脳機能の画像化で脳研究が前進(2005/01/19) 
- 新しい顕微鏡検査技術による神経細胞の複雑な活動パターンを可視化することにハーバード大学医学
部で成功。神経興奮を示すカルシウム濃度の上昇で発光する染料を神経細胞に注入。実験動物が画像を
見ている間に、視覚処理中の神経細胞が点滅発光する様子を経時的画像として撮影、視覚神経回路の詳
細を初めて明らかにした。 
First View of Many Neurons Processing Information in Living Brain 
Images of brain function will allow scientists to study brain development and diseases at an 
entirely new level 
http://www.hms.harvard.edu/news/releases/1_19Reid.html 
 
Ⅱ IT：情報技術 
 
1. 光学は単一サイクル領域に入る(2005/02/07) 
- スタンフォード大学の物理学者は、光周波数でこれまでで 短のレーザーパルスを生成した。パルス
はちょうど 1.6 フェムト秒間続き、中心波長 650nm の光パルスはわずか 0.8 サイクル分に相当する。 
Optics Enters the Single-Cycle Regime 
http://physicsweb.org/articles/news/9/2/4/1 
 
2. 低い圧力はインクジェットを向上(2005/02/07) 
- 真空中のスプレーはシブキを作らない、ということをシカゴ大学の研究者が発見した。シブキなしで
インクジェットプリンターからスプレーされた各々の小滴は、滑らかな円形ドットを作る。また、気圧
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が通常の約 3 分の 1 に減らされる場合、シブキのコロナは消滅することを発見した。 
Low Pressure Improves Ink Jets 
http://www.nature.com/news/2005/050207/full/050207-1.html 
 
3. ケースウエスタンリザーブ大学のセンサー技術がパッケージ不正改ざんの検出で支援(2005/02/01) 
- セキュリティ強化が必要な世界で、消費者に不正改ざんや不良製品の疑いを少なくさせる素材が開発
されている。少量の特別あつらえの蛍光染料と一般のポリマーとの混合を使用して、色素が自然な分子
センサーとして機能し、素材を変形した時に色が変化することにより機械的ストレスを示すことを発見
し、光放射ポリマーブレンドを作り出した。 
Sensor Technology at Case Western Reserve University Can Help Uncover Package Tampering 
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2005-02/cwru-sta020105.php 
 
4. サンディア国立研究所が学生 MEMS デザインコンペを主催(2005/02/01) 
- サンディア国立研究所によって後援された MEMS デザインコンペは、8 つの大学生チームに、世界
先端のシリコン表面マイクロ機械加工組立てプロセス(SUMMiT V TM)を使用して、無料で MEMS デザ
インを作製する機会を提供する。 
Student MEMS Design Competition Hosted by Sandia 
http://www.sandia.gov/news-center/news-releases/2005/gen-science/mems.html 
 
5. プラスチックチップが IR ソーラーパワーを開発(2005/01/31) 
- トロント大学グループによる廉価なプラスチック赤外線光起電力材料の開発は、太陽エネルギーシス
テムがさらに赤外線放射の収集を可能にすることにより、ソーラーパワーの大きな前進を予告する。こ
の材料は、様々なサイズのナノ粒子あるいは量子ドットを高分子支持体に埋め込んである。物理的に柔
軟なプラスチックデバイスとして設計され、溶液に入れ塗装により薄膜を作ることができる。 
Plastic Chips Tap IR, Solar Power 
http://www.eetimes.com/at/showArticle.jhtml?articleId=57703983 
 
6. 意味のための Google 探索(2005/01/28) 
- コンピューターは、単にグーグルに接続することにより言葉の意味を学習できる。例えば「乗り手」
と「馬」を識別し、またそれらが互いにどのように関係があるかを訓練するなど、コンピューターに言
葉の意味を教える試みは、人工知能研究の長年の問題である。しかし、グーグルのような検索エンジン
の 80 億ページ以上のインデックス付きの巨大テキスト本体が利用可能になったおかげで、この長年の問
題は解決する。この発見は真の人工知能開発の日を早めるだろう。 
Google's Search for Meaning 
http://www.newscientist.com/article.ns?id=dn6924 
 
7. 温和な処理がよりよい分子素子を産出(2005/01/26) 
- 国立標準技術研究所(NIST)の研究者は、分子スケールの電子部品に電気的接触を取り付ける簡単な化
学的方法を開発した。従来の技術で生じ易い部品への損傷を回避するために、 近特許を取得したこの
方法は、微細な分子部品の終端に銅の層を取り付ける。 
Gentler Processing may Yield Better Molecular Devices 
http://www.nist.gov/public_affairs/techbeat/tb2005_0126.htm#Molecular 
 
8. IBM、HP、インテル、サンは「グリッド」コンピューティングのコンソーシアムを結成(2005/01/25) 
- HP、IBM、インテルおよびサン・マイクロシステムズを含む技術系企業のグループが、ビジネス用グ
リッドコンピューティング・ソフトウェアを開発し促進するために、新しいコンソーシアムを組織した。
グローバスコンソーシアムと呼ばれるこのグループは、業界基準を促進し、大企業にとってより魅力的
にする、グリッドコンピューティング・ソフトウェアのための新しい機能の開発を試みる。 
IBM, HP, Intel, Sun Form "Grid" Computing Consortium 
http://www.eetuk.com/bus/news/showArticle.jhtml;jsessionid=DFK1UG3HKL4AMQSNDBCCKH0CJ
UMEKJVN?articleID=57703848 
 
9. ホームページ・リーダ 3.04 を出荷(2005/01/19) 
- IBM は新しい「話すウェブブラウザ」を発表した。ますます複雑になるウェブサイトの利用を可能に
することにより、増大する法規制と、盲目や視覚障害あるいは初老の顧客と従業員の必要性との両方を
満たし、ビジネスを支援するために設計された。 
Home Page Reader 3.04 Launch 
http://domino.research.ibm.com/comm/pr.nsf/pages/news.20050119_reader.html 
 
Ⅲ EV：環境 
 
1. 気候変動に関する世界規模の連携体制(2005/2/3) 
- 米・英・中・欧州の大学で構成する世界大学ネットワーク（WUN）は、気候変動の人為的要因を明確
にする研究イニシアティブ「1ACE」を展開している。このほど WUN は、共同研究をスムーズに進める
コミュニケーション・ツール「WUN grid」を開発した。従来の TV 会議は通常の対話に比べ 25%程度の
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意思疎通しかできないが、このツールでは 大 80%となる。 
Worldwide Collaboration on Climate 
http://www.bristol.ac.uk/news/2005/616 
 
2. CO2 の排出量を劇的に削減しなければ、気候変動に歯止めはかからない(2005/2/3) 
- 地球の平均気温の上昇を 2℃以下にするため、EU が 2050 年の 終目標として推奨する CO2 濃度は
550ppm である。しかし、スイス国立技術研究所の Malte Meinshausen 氏は 450ppm までに抑えるべき
との研究成果を発表した。Meishausen 氏によれば、2050 年までに CO2 排出量を 1990 年レベルの 30～
50%に削減すれば平均気温上昇が 2℃以下となる確率はほぼ 50%となるとのこと。 
Only Huge Emissions Cuts will Curb Climate Change 
http://www.newscientist.com/article.ns?id=dn6964 
 
3. 生物学的・化学的汚染の恐れがある大気を浄化するプラズマ技術(2005/2/1) 
- 米国パシフィック・ノースウエスト国立研究所（PNNL）は、プラズマを利用した大気浄化システムを
開発した。当初は軍事用に設計されたものだが、今後はビルや航空機でも使用できるように試作機を大
型化する。フィルターを通過した汚染物質がプラズマで破壊される仕組みで、青酸ガス、塩酸といった
有毒の工業用化学薬品の他サリン等も除去可能。 
Plasma Technology Offers Breathable Air in Biological and Chemical Threat Situations 
http://www.pnl.gov/news/2005/05-05.htm 
 
4. 豪州科学工業研究機構（CSIRO）が廃車から多くの材質をリサイクルする方法を開発(2005/1/31) 
- 廃車から回収・再利用される金属はわずかで、大部分は汚泥として埋立処分になる。CSIRO 鉱物部門
は、この乾燥汚泥 1 トンにつき再生可能な銅が約 3.1kg、鉄鋼が約 33kg 含まれていることを解明、低コ
ストの金属選別方法を開発した。まずゴム等の非金属を除去、磁石により鉄鋼を分離、 後に比重の差
を利用して高密度の銅を選別する。 
CSIRO Finds Way to Get More Out of Old Cars 
http://www.csiro.au/index.asp?type=mediaRelease&id=carcycle&style=mediaRelease 
 
5. 環境に優しい国家のランキング(2005/1/27) 
- スイスで「世界経済フォーラム」が開催され、2005 年の「環境持続可能性指数」が発表された。イェ
ール大学とコロンビア大学が開発した指数で、温室効果ガス排出量や水質等 21 項目の指標で 146 ヶ国を
ランク付けする。1 位は人口密度が低く環境政策が手厚いフィンランド、2 位はノルウェー、日本 30 位、
ドイツ 31 位、米国 45 位、英国 66 位であった。 
Nations Ranked in Order of Greenness 
http://www.nature.com/news/2005/050124/full/050124-12.html 
(Finland Tops Environmental Scorecard at World Economic Forum in Davos 
http://www.yale.edu/opa/newsr/05-01-26-02.all.html) 
 
6. 気候変動に関する世界規模の実験で厳しい結果(2005/1/27) 
- 英国オックスフォード大学が率いる「climateprediction.net」は、150 ヶ国から 9 万 5 千人以上の協力
を得て気候変動に関する実験を行った。参加者は英国気象庁から気象モデルの無料ソフトをダウンロー
ド、各自のコンピュータで作動させた。地球の平均気温上昇幅は 大で従来の説の 2 倍、 終的には 11℃
に達するという結果が出た。 
Bleak First Results from The World's Largest Climate Change Experiment 
http://www.nerc.ac.uk/publications/latestpressrelease/2005-09climatechangenet.asp 
 
Ⅳ NT：ナノテクノロジー 
 
1. ブッシュの予算はナノテクノロジー資金調達で 3 億 4,400 万ドルを要求(2005/02/07) 
- ブッシュ政権の 2006 年度予算案は、ナノテク研究開発のための 3 億 4400 万ドルを含んでいる。ナノ
テクノロジー研究開発予算要求は、製造、材料、情報技術および医学分野での進歩を目標とする。発表
された予算案の他の先端技術の研究予算は、全米科学財団(NSF)のために 56 億ドルを含み、軍事と民間
研究開発のために 1320 億ドルを含んでいる。IT のための全財政支出は、国土安全保障省のための 24.7%
の増加がリードし、2006 年要求で 651 億ドルまで 7%分増加する。 
Bush Budget Seeks $344 Million in Nanotech Funding 
http://www.eetimes.com/at/news/showArticle.jhtml;jsessionid=3KBUQIGH1NU1AQSNDBGCKHSC
JUMEKJVN?articleID=59301622 
 
2. 自己組み立てナノサイズプローブは皮膚を通して腫瘍の観察を可能に(2005/02/07) 
- ペンシルバニア大学の研究者は、明るい光放射分子を埋め込んだナノサイズ粒子と赤外光を使用して、
皮膚表面下 1 センチメートルを越える深さの腫瘍を視覚化することを可能にした。人工細胞状小胞のポ
リメソームは、腫瘍の表面上の特定なマーカーをターゲットとする。近赤外線に照らされた時、ポリメ
ソーム内に埋め込まれた分子は検知可能な赤外線信号で応答する。 
Self-Assembled Nano-Sized Probes Allow Penn Researchers to See Tumors through Flesh and Skin 
http://www.upenn.edu/pennnews/article.php?id=744 
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3. 物理学チームはスピンホール効果に新しい展開をもたらす(2005/02/07) 
- テキサス A&M 大学の物理学者の国際チームは、半導体チップの新しいスピントロニクス効果である固
有スピンホール現象の発見を発表した。それは未来技術に新しい展開をもたらし、低エネルギー消費の
斬新な回路を可能とする。 
Physics Team Puts New Twist on Spin Hall Effect 
http://www2.eurekalert.org/pub_releases/2005-02/tau-ptp020705.php 
 
4. 小さな超電導体が強磁界に耐える(2005/02/04) 
- 超薄膜の超電導線は同じ材料から作られたより太いワイヤーに比べてより強い磁界に耐えると報告さ
れた。この発見は、核磁気共鳴映像法のような超電導電磁石を使用する技術に役立つ。 
Tiny Superconductors Withstand Stronger Magnetic Fields 
http://www.news.uiuc.edu/news/05/0204nanowires.html 
 
5. 原子チェーンアンカーの存在を実験が証明(2005/02/03) 
- 国立標準技術研究所(NIST)の物理学者による新しい測定によれば、自己組み立て原子チェーンの終端
原子は、チェーンのリンク部より低いエネルギーレベルでアンカーのように作用する。原子チェーンの
終端状態の形成に関する初めての証拠は、希望の電気的特性を持つ原子を積み重ねた電線のようなナノ
構造を設計することを支援するだろう。 
Experiments Prove Existence of Atomic Chain 'Anchors' 
http://www.nist.gov/public_affairs/releases/atomic_anchors.htm 
 
6. ナノテクはトランジスターがねらい(2005/02/01) 
- HP 研究所の量子科学研究(QSR)ユニットの研究は、トランジスター代案としてクロスバーラッチを提
案している。小さなデバイスの「クロスバーラッチ」は、ジャンクションに置かれた立体構造の酸性分
子と交差したプラチナワイヤーの組み合わせで構成されている。現在の 小のシリコントランジスター
はおよそ 90nm である。このクロスバーラッチは 2-3nm の空間で動作する。ただ現在のクロスバーラッ
チは寿命と速度に問題がある。 
Nanotech Takes Aim at Transistors 
http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/4226305.stm 
 
7. ナノ規模での摩擦(2005/02/01) 
- ナノマシンの可能性は原子レベルの摩擦、熱伝導およびエネルギー散逸に関する知識に依存する。ノ
ースカロライナ大学のジャクリン・クリムがナノレベルの摩擦についてレビューしている。 
Friction at the Nano-Scale 
http://www.nanotechweb.org/articles/feature/4/2/1/1 
 
8. ポリマーテンプレートがナノ粒子の堆積を指示(2005/01/28) 
- MIT の研究者が、ポリマーテンプレートの特定の位置にカドミウムセレン化物(CdSe)ナノ粒子を置く
ために電気泳動堆積法を使用した。この技術はやがてナノデバイスの製作に役立つであろう。 
Polymer Templates Direct Nanoparticle Deposition 
http://www.nanotechweb.org/articles/news/4/1/17/1 
 
9. NETL とカーネギーメロン大学が水素生産用の新しいパラダイムで協力(2005/01/27) 
- DOE 国立エネルギー技術研究所(NETL)とカーネギーメロン大学は、米国が代替エネルギー供給の構成
を拡張しようと努力する中、水素生産をより廉価にすることができる新しい計算モデルツールを開発し
た。 
NETL and Carnegie Mellon Team Up to Create New Paradigms for Hydrogen Production 
http://www.cmu.edu/PR/releases05/050127_hydrogen.html 
 
10. カリフォルニア大学ロサンジェルス校、サイエンス誌に量子ドット画像化の進化を詳述(2005/01/27) 
- 量子ドットとして知られているナノ結晶の 近の 20 年間にわたる進歩は、電子材料科学分野から、単
一分子レベルで細胞プロセスを調査することを可能にする広範囲にわたる生物応用まで、この革命的な
新しいツールの成長に見られる。カリフォルニア大学ロサンジェルス校とスタンフォード大学の化学と
生化学の研究者チームによれば、蛍光性半導体量子ドット(すなわち q ドット)は、高解像度の細胞画像化、
および個々の分子ならびに細胞内での移動の長期的な観測に見込みがある。 
UCLA Researchers Detail the Evolution of Quantum Dot Imaging in the Journal Science 
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2005-01/uoc--urd012605.php 
 
11. 量子ドット研究が植物のタンパク結合に関する新しい知識をもたらす(2005/01/26) 
- UC リバーサイド校化学環境工学部、機械工学部および植物学・植物科学部の研究者は、成長中の花粉
管先端のタンパク質結合に関する新しい情報を明らかにするために、量子ドット・バイオ活用を利用す
る方法を発見した。このタンパク質は、胚珠で見つかった卵に精子を満載した花粉管をガイドする際に、
別のタンパク質と共に重大な役割を果たす。 
Quantum Dots Research Leads to New Knowledge about Protein Binding in Plants 
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http://www.newsroom.ucr.edu/cgi-bin/display.cgi?id=975&type=print 
 
12. 顕微鏡で見たナノ粒子の毒性(2005/01/26) 
- 身体へのナノ材料の影響は、この数か月に 新のトピックになった。ほとんどの細胞毒性研究は、現
在まで、肺臓によるナノ粒子吸収の影響を調査してきた。ドイツのルートヴィヒ・マクシミリアン大学
およびナニオン(Nanion)テクノロジーズ社の研究者は、水溶液中のコロイド性ナノ粒子の細胞への毒性
を定量化する分析法を開発した。 
Nanoparticle Toxicity Under the Microscope 
http://www.nanotechweb.org/articles/news/4/1/15/1 
 
Ⅴ EN：エネルギー 
 
1. 化石燃料発電設備に対抗できる Pyron Solar 社の太陽光発電システム(2005/2/3) 
- カリフォルニア州の Pyron Solar 社等は 20 年の共同開発期間を経て、エネルギー変換効率とコスト効
果の高い太陽光発電システムを完成した。Boeing-Spectrolab 社が宇宙飛行用に設計した太陽電池セルを
改良、同サイズの従来型シリコン・セルに比べ 1,200 倍の発電量を実現。冷却の役目も果たす浅い池に
金属枠を固定、その上にセルが配置されている。 
Pyron Solar Power Plant-can It Compete with Coal and Oil-fired Power Plants? 
http://www.german-renewable-energy.com/www/main.php?tplid=6&aktuell_id=69&PHPSESSID=fa
aff387f83a011120f370c0fc26f12a 
（http://www.pyronsolar.com/US/home.htm） 
 
2. NETL とカーネギーメロン大学、水素生産の新しいパラダイムに取り組む(2005/2/3) 
- クリーンエネルギー源の水素を生産する際、不純物の分離は重要な工程である。NETL とカーネギー
メロン大学は、分離膜の素材を予め吟味するコンピュータ・モデルを開発。多種の合金による実験が不
要になり、時間とコストを節減可能。新素材の候補としては、硫化水素等の汚染を受けずに純度の高い
水素を生産できる銅パラジウム合金を研究中。 
The National Energy Technology Laboratory and Carnegie Mellon University Team Up To Create 
New Paradigms for Hydrogen Production 
http://www.netl.doe.gov/newsroom/index.html 
 
3. 停電のコストは米国内で年間 800 億ドルの見込み：ローレンス・バークレー研究所が調査(2005/2/2) 
- ローレンス・バークレー研究所（LBL）の試算によれば、米国内で停電により発生するコストは年間
約 800 億ドル（誤差の幅は 100 億ドル）で、73%が商業部門、25%が産業部門で発生している。この金
額は米エネルギー情報局（EIA）等のデータを基に算出されたが、現在、停電に関する詳細データは有
効性が不明確な部分もあり、配電網近代化に向け国家レベルの正確な情報が必要。 
Berkeley Lab Study Estimates $80 Billion Annual Cost of Power Interruptions 
http://www.lbl.gov/Science-Articles/Archive/EETD-power-interruptions.html 
 
4. 海中の緑藻が光エネルギーを利用して水素を生産(2005/1/31) 
- 中国科学院大連物理化学研究所は、海水中の光合成微生物である緑藻と太陽光を利用した水素の生産
方法を開発中。Platymonas subcordiformis という緑藻は海水 250ml の培養システムで 5 時間以内に
0.2%の水素を生産可能。光エネルギー変換効率はまだ低いが、10%に向上すれば経済的にも実現可能性
がある。 
Photo-Producing Hydrogen with Marine Green Algae 
http://english.cas.ac.cn/Eng2003/news/detailnewsb.asp?infoNo=25349 
 
5. 天然ガスの生産を制限する法規制(2005/1/27) 
- 米国では天然ガスの需要が高まっており、国内資源で十分にまかなえるかが疑問視されている。アル
ゴンヌ国立研究所（ANL）の環境アセスメント部門は DOE の委託を受け「天然ガスの生産を制限する
環境政策と法規制」という報告書を作成した。天然ガスの探査、生産、輸送等に影響を及ぼす現行の環
境政策と法規制多数を網羅している。 
Constraints to Natural Gas Production 
http://www.ead.anl.gov/new/dsp_news.cfm?id=75 
 
6. 水素エネルギーと燃料電池の研究に関する新情報(2005/1/24) 
- ドイツの再生可能エネルギー分野における研究機関の共同体、FVS が年次総会を開催、各研究機関の
成果が発表された。目立ったところでは、PEM 型燃料電池を監視し誤作動を即時に修正するシステム（ド
イツ航空宇宙センター）、PEM 型燃料電池向けカソード触媒（Hahn Meitner 研究所）等。ドイツ連邦
政府は 2005 年に研究関連予算を 30%増額する。 
News from Hydrogen and Fuel-cell Research 
http://www.german-renewable-energy.com/www/main.php?tplid=6&aktuell_id=67 
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Ⅵ PL：政策 
 
1. EU 直営の研究開発情報提供サイト CORDIS 利用にあたってのハウツー(2005/02/04) 
- EU の実施する各種研究プログラムの告知など研究開発に係るあらゆる情報が掲載される CORDIS サ
イトは、特に EU 第 6 次研究技術開発枠組み計画(FP6)開始以来、内外からのアクセス数や問い合わせが
倍増している。ここで、ユーザーの様々な疑問に答えるべく、CORDIS 利用にあたっての基礎知識をお
さらいする。(注: FP6 は EU が 2002 年から 2006 年までの 5 年間で総額 175 億ユーロを投じて進めてい
る研究開発計画で、EU 加盟国に限らず枠組みが適用される。) 
A User's Guide to CORDIS, the European Commission's Source of Information on Science and 
Research 
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/05/35&format=HTML&aged=0
&language=EN&guiLanguage= 
 
2. ドイツ DFG、革新的研究の推進のため、6 つの研究ユニットを設立(2005/02/04) 
- ドイツの中核的民間研究機関である DFGは、「多面体の表面: 幾何学と組み合わせ理論」、「L関数の代
数的なサイクルと値」、「シナプス抑制: 特定されたネットワークの中での抑制ニューロンの分子決定要
因」、「極端な気象条件の土壌熟成の力学」、「土中の生物製生薬: 危険分析のための基礎研究」、「有機物
質と生物膜の地球生物学: 細菌利用を通して地盤と生物圏の結合」を研究テーマとする 6 つの研究ユニ
ットを立ち上げた。研究ユニットは 6 年単位で存続し、 初の 3 年で各々870 万ユーロを受ける。 
Six Research Units Given the Go-ahead 
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2005-02/df-sru020405.php 
 
3. サンディア国立研究所、スピンオフ企業育成のための「起業家囲い」イニシアチブを進める
(2005/02/03) 
- サンディア研究所は、同研究所の技術を活用したスピンオフ・ベンチャーなどを研究所が本拠を置く
アルバカーキ周辺に在留させ、インフラ提供や知的所有権の活用などを通じた企業家育成を図ると同時
に、同研究所が担う、米国国家安全保障戦略の一翼も担ってもらうことを目的とした、新イニシアティ
ブを策定した。 
Sandia Establishes Entrepreneur in Residence Initiative to Stimulate Spin-off Companies 
http://www.sandia.gov/news-center/news-releases/2005/gen-science/entreprenuer.html 
 
4. 米国議会、2005 年の展望(2005/01/31) 
- 今月招集された第 109 回米国議会のアウトライン; 今後の審議予定として、エネルギーについては、上
院下院ともに、天然ガスに係る公聴会を手始めに、4 年目に入ったエネルギー法案の継続審議を開始し、
また昨年上院に撥ねられた北極野生生物保護区(ANWR)での油田開発を含む予算案を通過させたい意向。
また、環境関連では、上院が発電所からの SOX、NOX、水銀の排出を規制するクリアスカイ大気汚染防
止法案の審議を開始したが、効果の程を疑問視する声や、下院の反対が予想され、また産業界の反発が
ある二酸化炭素削減関連の予算成立の可能性は低く、実現するとしても、エネルギー予算案またはクリ
アスカイ法案に対する変更としてであろうとのこと。 
CONGRESSIONAL OUTLOOK 2005 
http://pubs.acs.org/cen/coverstory/83/8305congressional.html 
 
5. 中国、基礎研究分野に係るプロジェクトの一般公募開始(2004/01/28) 
- 中国政府は、バイオ、資源、医療、環境、IT 等に係る基礎研究分野に係るプロジェクトの一般公募を
開始した。一件あたりの 高拠出額は 363 万ドルで、本公募は EU の研究機関も 低 2 つの中国の研究
機関とチームを組むことにより、応募できるとする。 
China's Basic State Research Projects Open to Public Bidding 
http://english.cas.ac.cn/eng2003/news/detailnewsb.asp?InfoNo=25347 
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