
ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.954,  2005. 4. 20 

46 

【ニュースフラッシュ】 

米国－今週の動き(04/01/05～04/14/05) 

NEDO ワシントン事務所 

Ⅰ 新エネ･省エネ 
3 月／ 
30：北米初の大型ソーラーヒーティング実証プロジェクト  

カナダの Stephane Dion 環境大臣と Tommy Banks 上院議員は 3 月 30 日、連邦政府、アルバータ
州政府及びカナダ地方自治体連合による、北米初の季節的蓄熱利用の大型太陽熱システム実証プロ
ジェクト協力を発表。カルガリーの南、オコトクスに建設される新興住宅地の家屋 52 戸に太陽熱
パネルが設置され、自家で必要な温水の 60%を供給。また車庫と屋根付き通路の屋根に装備された
ソーラーコレクター(2,300 平方メートル以上)が夏に集め、公園地下のボアホールに蓄えられた太陽
熱エネルギーが冬に温水として回収分配される仕組み。同システムは、家屋 52 戸が必要とする暖
房の 90%以上を供給のほか、年間計 260 トンの温室効果ガス排出削減の達成が期待。(Natural 
Resources Canada News Room) 
 

30：ENERGY STAR 洗濯機の基準を強化するエネルギー省 
エネルギー省(DOE)が 3 月 30 日に、ENERGY STAR ラベル表示洗濯機の基準の強化を発表。2007
年 1 月 1 日に発効する洗濯機の新効率基準では、修正エネルギー係数を現在の 1.42 から 1.72 に引
き上げ、また従来対象外だった節水基準も設定。1997 年には ENERGY STAR ラベルの基準をみた
す洗濯機は 1%以下だったが、今では国内販売総数の 30%以上まで拡大。またエネルギー効率が更
に改善された新型洗濯機が毎年市場にお目見えしている。DOE では、新基準によって、年間 1 億
8,570 万 kWh を超える節電と約 89 億ガロンの節水が可能となるほか、年間 5,280 万ドル以上の節
約を達成可能と予測。(DOE News Release)  

 
4 月／ 
4：ロングアイランド電力公社、太陽電池-燃料電池複合発電システム実証プロジェクトに着手 

ロングアイランド電力公社(LIPA)が、Hauppauge にある国際電気労働者組合の第 25 支部に、太陽
電池と燃料電池の複合発電システムを設置。天然ガス燃料型の 5kW の燃料電池及び同支部屋根に
設置された 81 個の PV パネルから成る 15kW の PV システムが、同支部に電気と温水を供給。ロン
グアイランド初の同複合発電システムプロジェクトは、電気技師や技師見習いが PV 技術や燃料電
池技術を学ぶ「実地の」訓練センターを提供。また PV パネルの耐用年数の間に 56.3 万ポンドの
CO2 と 749 ポンドの NOX、及び 2,458 ポンドの SO2 の排出回避が期待。 
(RenewableEnergyAccess.com)  
 

6：FugureGen へ投資するよう中国を説得する米国 
エネルギー省の Mark Maddox 次官補代理が、FutureGen プロジェクトへの参加で中国を説得する
べく、北京を訪問中。米国は海外のパートナーに、同プロジェクトへの参加機会を 8,000 万ドルで
提供するが、中国は関心あるものの、高価格の為に躊躇の様子。また、中国政府高官は、多くのエ
ネルギーを可能な限り安く生産することに熱心であり、発電をクリーンに行う必要を認めつつも、
非常に切り詰めた予算で対応しようとしている。米国政府は、FutureGen 技術は高額ではあっても、
発電効率の改善、汚染の削減、安全性の向上に役立つとの説明で、中国の説得に務めている。(San 
Francisco Chronicle)  
 

8：ブリティッシュ・コロンビア州のアンモール村に建設される水素実証センター  
カナダ、ブリティッシュ・コロンビア州のアンモール村(バンクーバー近郊)は、豊かな水力・太陽
光・風力資源を利用して水素を生産する「エネルギー・センター」の建造を計画中。水素は村の所
有する車両の燃料や冷暖房に利用予定。同センターは、再生可能エネルギー業界や政府及び国民へ
の啓蒙・実演機関の役割も果たす。同センターは、エネルギー環境設計リーダーシップ(LEED)の
グリーン建築基準のうちの最高基準に沿って設計・建設され、省エネかつエネルギー自給自足のビ
ルとなる見込み。プロジェクトは再生可能エネルギーや代替エネルギーの革新技術とメリットを実
演宣伝し、他の自治体のモデルになるものと期待される。(RenewableEnergyAccess.com) 
 

Ⅱ 環 境 
4 月／ 
5：カナダ政府と自動車業界が、温室効果ガス排出削減に関する覚書に調印 

カナダ政府とカナダ自動車業界は 4 月 5 日、気候変動活動に関する画期的な覚書(MOU)に調印。同
自主協定の下、自動車メーカーは、新車の温室効果ガス排出量を削減し、2010 年までに年間排出量
を 1999 年水準よりも 5.3 メガトン削減することを目指すほか、排出削減目標達成に向けた業界の
進捗状況をカナダ政府と共同で毎年モニターする。目標達成のため、カナダ自動車業界は、ハイブ
リッド型伝動装置や可変気筒システム、材料軽量化やタイヤの空気圧モニター装置、エタノールや
バイオディーゼルや水素等の代替燃料といった、多様な燃料節約技術を提供・促進予定。(Natural 
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Resources Canada News Release)  
 

8：国家規制を誘発する可能性のある、米国北東部地域の電子廃棄物リサイクル法案 
北東部リサイクル連合(NERC)と州政府協議会(CSG)の東部地域支部が、電子廃棄物リサイクルに関
するモデル州政府法案策定の為のアイディア収集のため、4 月 29 日に利害関係者との意見交換会を
開催と発表。NERC と CSG では、7 月 15 日までに法案草稿を完成、7 月 25 日には一般市民から
コメントを受ける公聴会を開催、10 月までに法案を完成、2006 年には法案提出の意向。電子廃棄
物リサイクルに関しては、環境保護庁(EPA)が現在、ブラウン管に関する規制策定で最終段階だが、
費用負担で意見が対立。NERC／CSG の法案が他州の雛形となる可能性もある一方、カリフォルニ
ア州とメイン州では既に同リサイクルに関する州法案を可決済み。メーカーにとっては、州毎に異
なる規制よりも、統一化された国家規定の方が望ましく、国家的解決策への関心を高めている。
(Inside EPA) 

 
Ⅲ 産業技術 
3 月／ 
14：共同宇宙物理学研究所、強集束ビームを発生可能な極紫外線レーザー光線を開発 

国立標準規格技術研究所(NIST)とコロラド大学が共同運営する共同宇宙物理学研究所(JILA)の研
究者等が、従来技術では不可能だった電磁スペクトラム領域に属する強集束光線(tightly focused 
light)を発生可能な、極紫外線(EUV)のレーザービームを開発。極紫外線の輻射は可視光線より波長
が 10～100 倍も短く、ナノスケールの形体を「見」たり、それらに極小パターンを刻印したりする
可能性を秘め、顕微鏡検査、リソグラフィー、ナノテクノロジーといった分野への用途が期待。同
研究は、全米科学財団を中心にエネルギー省や NIST から総額 224 万ドル以上のグラントを享受。
(NSF Discovery News)  
 

25：パーデュー大学、太陽電池と燃料電池を動力源とする静止飛行船を開発中 
パーデュー大学の研究チームが米空軍研究所の支援を受け、太陽電池と燃料電池を動力源とする静
止飛行船を開発中。世界中で打上げ可能で、地上に近く監視性能に優れる静止飛行船は、国土安全
保障やミサイル防衛及び天気予報に利用可能だが、長ければ 1 年間地上約 65,000ft という高高度に
留まるため、革新的な電力源システム（一般家庭の電力消費量の約 10 倍の 500kW）が必要。昼間
は太陽電池、夜間は燃料電池で発電する宇宙用燃料電池システムとして、高高度での燃料電池性能、
及び、燃料電池と宇宙船システムとの相互作用に係るシミュレーション・モデルを開発のほか、強
風に強い空気力学的設計や制御システム、耐紫外線性に優れる飛行船外皮材料を開発予定。 
(RenewableEnergyAccess.com)  
 

4 月／ 
2：研究費交付で大学よりも従来の軍事請負会社を優先、防衛先端研究計画局(DARPA) 

防衛先端研究計画局(DARPA)が、大学対象の基礎研究支援を削減して、即成果に繋がる特殊プロジ
ェクトや機密研究への支援を拡大。DARPA のコンピュータ科学研究は、2001 年度 5.46 億ドルか
ら 2004 年度に 5.83 億ドルまで拡大したが、大学研究者への支援額は 2.14 億ドルから 1.23 億ドル
に縮減。この方向転換は、軍事請負会社幹部職を経て 2001 年に DARPA 局長になった Anthony J. 
Tether 博士の指導によるもの。新アプローチは、多くの大学のコンピュータサイエンス学部を規模
縮小に追い込むのみならず、NSF など情報技術基礎研究を支援する連邦他省庁をも圧迫(応募が激
増)。DARPA の変貌に対する懸念は、大統領の情報技術諮問委員会が今年 3 月に発表した国家サイ
バーセキュリティの現状に関する報告書にも明記。 (The New York Times)  

 
7：国立衛生研究所(NIH)の研究インスティテュート所長等、連邦政府の幹細胞政策を批判 

国立衛生研究所(NIH)の幾つかの研究インスティテュート所長が、連邦政府の現行胎性幹細胞研究
規制に対する不満を公式に表明。国立心臓・肺臓・血液研究所や国立小児保健・人間発達研究所の
所長等数名が、4 月 6 日に開催された上院歳出委員会の労働省・厚生省・教育省担当小委員会で証
言し、規定緩和で、有能な研究者は研究資金が豊富な場所へと移り去り、NIH と米国は幹細胞分野
での落伍者になる可能性があると警告。米国議会では今夏、不妊治療クリニックで破棄処分が決ま
っている胎芽を使った研究に連邦政府グラント給付を認めるという法案を検討予定。(Washington 
Post) 

 
Ⅳ 議会・その他 
3 月／ 
23：下院科学委員会、ブッシュ政権予算案に対する「予算案評価報告書」を超党派で共同発表 

下院科学委員会の委員達は 3 月 7 日、2006 年度ブッシュ政権予算案に対する「予算案評価報告書」
を共同発表。議会予算法により義務づけられている同報告書は、共和・民主両党が各々提出するの
が通例だが、大統領 2006 年度研究開発予算要求が党派ラインを超えて深刻な懸念を引き起こした
ため、今回は異例ながら両党が超党派・共同で提出。指摘される同予算案の問題点は、(1)基礎研究
の予算が不十分、(2)エネルギー省(DOE)科学部の予算が大幅に不十分、(3)全米科学財団(NSF)への
支援も不十分、(4)先端技術計画(ATP)の予算がゼロ要求、(5)製造技術普及計画(MEP)予算も大幅削
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減という点。(Manufacturing News)  
 

24：エネルギー未来連合、石油代替燃料を推進する新イニシアティブを求める書簡を送付 
米国エネルギー政策の改変を目的とする無党派同盟「エネルギー未来連合」が、大統領・副大統領、
国防省・エネルギー省・国務省各長官及び議会議員達に、エネルギー効率改善と再生可能エネルギ
ー重視型のイニシアティブへの着手を求める書簡を送付。署名者達は、(1)米国の石油輸入依存の国
家安全保障・経済成長リスク、(2)中国やインド等の石油消費増大によるリスクの悪化、(3)国内生産
拡大だけでは石油輸入ニーズを排除不可能、(4)国産の石油代替燃料の開発・導入と、運輸システム
効率改善が必要不可欠、と指摘。また、バイオマス等石油代替燃料の迅速な開発普及、及びエネル
ギー効率の向上によって石油消費を削減する新イニシアティブを立ち上げ、他の国防関連優先事項
に匹敵する投資を行うべきと主張。(Energy Future Coalition Letter) 
 

25：下院指導層、幹細胞研究の規制緩和を本会議採決にかけることに同意 
下院の指導層は、2001 年にブッシュ大統領が課した胎性幹細胞研究規制に対し、規制緩和法案を、
下院本会議の採決にかけることに同意。2 月 15 日に Michael Castle(共)と Diana DeGette(民)の両
下院議員が共同で再提出した「幹細胞研究推進法案 (下院第 810 号議案)」は、不妊治療用の胎芽を
無報酬で寄付した親が細胞の使用方法を認識している場合、この胎芽から抽出した新しい幹細胞系
の研究に科学者が連邦グラントを使用することを認めるとの内容。下院では、今まで 183 名の共同
スポンサーを獲得。一方、上院でも同議案と同内容の上院第 471 号議案が Arlen Specter(共)と Tom 
Harkin(民)両上院議員によって 2 月 28 日提出され、上院本会議での可決に必要な票が存在する見
込み。下院本会議における同法案採決方法はまだ不明だが、審議・投票はここ 2～3 ヵ月以内か。 
(Washington Post) 
 

4 月／ 
4：下院の Barton 委員長がエネルギー法案マークアップ開始を宣言 

下院エネルギー商業委員会は、エネルギー法案のマークアップを今週開始との意向を発表。Joe 
Barton 委員長(共、テキサス州)によると、マークアップ会合では、超党派のオープンなプロセスを
採用予定。マークアップの土台となる公式な委員会草案（4 月 1 日にウェブ上で公開）は、数週間
前発表の Barton 委員長草案に概ね沿った内容だが、精製業者のライセンス認可手順を迅速化する
条項（低所得地域を対象とし、環境面での不平等を理由に民主党議員が反対）や、連邦エネルギー
規制委員会(FERC)に、地元や州政府の LNG ターミナル建設反対を覆す権限を与える条項など、幾
つかの論争の的となる条項も含む。エネルギー法案の中には、下院の他委員会（歳入委員会、資源
委員会）の管轄下に入る条項が幾つかあるが、他委員会によるマークアップ日程は 4 月 4 日時点で
未発表。(Greenwire) 
 

6：ナノマテリアル標準用語辞典を編纂する米国試験・材料協会(ASTM) 
米国試験・材料協会(ASTM)インターナショナルの Vicki Colvin ナノテクノロジー技術委員会委員
長が、同委員会の手がける新プロジェクトとしてナノマテリアル標準用語辞典の編纂を発表。ASTM
インターナショナル理事会は一両日中にプロジェクトを正式承認する模様である。 委 員 会 の 指
導的メンバー等は、4 月末までに初稿を終了し、7 月までに最終稿を仕上げる計画。この辞書は、
リソグラフィーを使って作られる「トップ・ダウン」のナノ構造よりも、ナノチューブや量子ドッ
トなど、「ボトム・アップ」のナノマテリアルの術語命名に注力予定。Colvin 委員長は、寸法、組
成、表面被覆を始め、他の数々のパラメータを具体的に示す標準的な術語集を構想中。(Chemical & 
Engineering News) 
 

8：下院エネルギー・商業委員会、エネルギー法案に夏時間延長修正法案を添付  
下院エネルギー・商業委員会が、Fred Upton(共、ミシガン州)と Ed Markey（民、マサチューセッ
ツ州)両下院議員の提出した包括的エネルギー法案への修正案を承認。同修正案は、夏時間の開始日
を 3 月の第一日曜日、終了日を 11 月の最終日曜日に変更するもので、エネルギー省に夏時間の効
果を調査研究するよう命じている。法案提唱者によれば、夏時間延長によって照明用燃料の需要を
比較的容易に減らすメリットが修正案の根拠。提唱者等は、1970 年代半ばに夏時間が延長された際、
60 万バレル分の石油が節約されたとの運輸省推計も引用。(Greenwire) 
 

8：2 月に発表したばかりの新規制を再検討する、国立衛生研究所 
国立衛生研究所(NIH)の Elias Zerhouni 所長が上院歳出委員会の労働省・厚生省・文部省担当小委
員会で証言し、今年 2 月発表された、NIH 科学者による民間企業への関与を制限する新規制を部分
緩和したいという意見を表明。具体的には、NIH 職員による医薬品・医療企業の株所有の禁止規定
の改正を同所長は要望。一部上院議員は同改正を支持。同所長は、本件について厚生長官が倫理指
針の当該部分の実施を遅らせることに同意したと述べている。しかし、医薬品企業やバイオテクノ
ロジー企業、医療機器企業や NIH と取引の多い他機関とのコンサルティングを禁止する新規定に
ついては、同所長は繰り返し強い支持を表明。(The Wall Street Journal) 
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