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【特集】新エネルギー  

「再生可能エネルギー発電：欧州のグリーン電力振興」（2/2）（EU） 
－欧州委員会（EC）が新しいパンフレットを発行－ 

 
4. RES-E 指令の詳細  
  RES-E（訳注：Renewable Energy Sources to Generate Electricity、再生可能エ

ネルギー源より生産された電力）指令の目的は、電力生産における再生可能エネルギ

ー源の貢献度を高めると共に、将来のより包括的な枠組みに向けて土台を構築するこ

とである。本指令は、1）グリーン電力消費量の国別目標値設定、2）各国のグリーン

電力生産者支援計画の評価、3）グリーン電力生産者が国内送電網へのアクセスを希望

する際、透明性のあるルールと公平な対応を確実にするための施策実施、4)共通認識

を得た、電力発生源認証制度の確立、5）グリーン電力新規生産者に関する行政手続き

の合理化、以上 5 分野をカバーしている。 
 
国別目標値－我々の道標 
 RES-E 指令では、電力消費量全体に占めるグリーン電力の割合を 2010 年までに欧

州全体で 21%にするという重要な目標値を定めている。欧州連合（以下 EU）加盟各

国は、10 年間の直接目標値を設定する必要があり、その際には欧州全体の目標値を考

慮すると共に、京都議定書に基づく自国のコミットメントとの両立を確保することが

求められた。本指令の国別目標設定によって、加盟各国が現状に即した 適な施策を

計画／導入するための数量的な枠組みが構築される。 
 加盟国は、グリーン電力消費量の目標達成状況を 2 年毎に報告する。初回のレポー

トは 2003 年に欧州委員会（以下 EC）宛提出された（注 1）。翌年の 2004 年、EC は報

告結果を基に、「2010 年までにエネルギー消費量全体に占める再生可能エネルギーの

割合を 12%、電力消費量全体に占める割合を 21%」とする目標値に照らして加盟国の

進捗状況を精査した。 
 国別目標値の設定は新規加盟国の加盟条約にも包含されている。加盟国が 15 ヶ国の

時点では当面の目標として「2010 年までに 22.1%」という数値を設定したが、加盟国

が 25 ヶ国に増えて 21%に修正された。エネルギー供給安全保障の観点から言えば、

EU が拡大してもその展望は変わらない。老朽化した原子力発電所の閉鎖、固形燃料

部門の衰退は、新規加盟国がエネルギー・インフラの改善という課題に直面している

ことを意味する。言い換えれば、再生可能エネルギー源を各国のエネルギー戦略全般

に統合する好機が訪れている訳である。更に、新規加盟国の主要産業である農業部門

ではバイオマスが重要な可能性を持っており、雇用機会の創出も期待できる。 
 
支援計画－再生可能エネルギー生産者の手助け 
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 エネルギー技術及び資源開発は、常に政策と資金の援助を受けている。現在 EU 加

盟国は、再生可能エネルギー源に関する多様な支援計画を展開しているが、その内容

は国毎に異なる。エネルギー安全保障、地域雇用、温室効果ガス排出量削減等の政策

面、また技術面においても各国が独自の方針を支持しているためである。主な支援計

画は、コラム「グリーン電力支援計画」と関連の図に記した。 
 RES-E 指令では、こうした支援計画の多様性を、グリーン電力推進のための適性規

範に関する豊富な情報源と見なしている。支援計画は、国や地域特有の状況を反映し

た複数の施策の組合せとなるケースが多い。主なものは供給サイドの支援策であるが、

例としては、1 種類の再生可能エネルギー源を電力買い上げ制度（フィード・イン・

タリフ）に盛り込むことを条件とする投資補助金が挙げられる。あるいは、需要サイ

ドの支援策もあり得る。その例は、購入割当量の義務付けと取引可能グリーン証書と

の組合せ等である。再生可能エネルギー源の多様性は技術面に限らず、経済性や開発

段階、その他の側面においても同様である。これは重要な点で、段階に応じた個別支

援計画の採用が適切であることを示唆している。国内市場におけるグリーン電力シェ

アの拡大を促進する上で、支援計画の効果を高めることが欧州の電力ネットワーク、

並びに国境を越えた将来のグリーン電力取引市場にとっての課題である。RES-E 指令

に基づき、EC は加盟各国の支援計画がどのように適用されているか、また再生可能エ

ネルギー発電を促進する過程でどれだけのコスト削減効果があったかを 2005 年に報

告する。 
 外部費用の取扱いは、支援計画の重要な側面である。外部費用は「外部性」という

言葉でも知られており、消費者が支払う料金には含まれない財務的・社会的・経済的

なコストを指す。例えば、化石燃料発電所からの公害に起因する健康被害や環境汚染

のコスト等である。消費者宛の電気料金請求書には含まれていないが、実在するコス

トで、支払い義務がある。通常、この支払い義務は公共の医療サービス、建物の清掃、

気候変動対策等により幅広く社会一般が負っている。「環境保護のための加盟国補助

金に関する欧州共同体のガイドライン」（注 2）では、加盟国における外部費用の内在化

を認めている。 
 
送電網へのアクセス－グリーン電力を利用可能にするには 
 再生可能エネルギー発電事業者は規模が小さく、発電設備も小規模水力発電所や森

林・農業地帯に隣接するバイオマス発電所のように、広い範囲に点在しているケース

が多い。再生可能エネルギー発電事業者が適切なコストで送電ネットワーク（送電網）

に接続することは重要で、場合によってはアクセスの優先権を付与する必要がある。

したがって、送電網の運営主体は、接続コスト並びに発電事業者間の固定費配分方法

に関して客観的で透明性のあるルールを確立すべきであり、このルールによって再生

可能エネルギー発電事業者が差別を受けることがあってはならない。送電・配電料金

の支払いに関しても同様で、特に、都市から離れた地域や人口密度の低い地域にある
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再生可能エネルギー発電事業者については配慮が求められる。更に、配電事業者は、

送電網の運営主体が許可する範囲内で 大限のグリーン電力を、非再生可能エネルギ

ー電力に優先して供給すべきである。 
 ドイツ政府の「電力買い取り法」は、送電網アクセスに関する法規制を供給サイド

に課すことにより、グリーン電力消費量の増加を達成した模範事例の一つである。こ

の法律では、送電網の運営主体に対し、再生可能エネルギー電力が利用可能な場合に

はその購入を義務付けている。また、発電コストと技術、施設の立地を踏まえた 低

購入価格を保証し、再生可能エネルギー電力供給者の採算性確立に寄与している。加

えて 20 年間の価格協定があるため、投資家は確実に計画を立案でき、結果として再生

可能エネルギー発電への更なる投資が促進される。更に、市場の歪みを回避すべく、

個々の送電網運営主体において発生する追加コストは国家全体で負担し、単一レート

で消費者が支払う料金に上乗せされる。「電力買い取り法」が施行された 2000 年以降、

ドイツの電力消費量全体に占めるグリーン電力の割合は 5.3%から 8%へと上昇した。

主な増加要因は風力発電の新規導入であった。 
 
保証されたグリーン電力－消費者の新たな選択肢を増やす 
 グリーン電力の取引を支援するため、RES-E 指令は再生可能エネルギー電力の発生

源の認証を要求している。場合によっては、独立した認証機関を採用することになる。

再生可能エネルギー源から生産された電力であることが明確に認証されれば、透明性

が向上し、消費者の選択肢も増える。正真正銘の「グリーン電力」供給によって、産

業界と国内消費者のグリーン電力需要が創出され、電力事業者・取引業者にとっての

追い風となる。購入割当量をいくらかでも上回る公的需要が創出されれば、再生可能

エネルギー発電の新技術及び新規設備への投資促進につながるだろう。 
 RES-E 指令は、消費者が使用する電力の成り立ちを知ることができるよう、情報提

供戦略の一部としてこのグリーン電力認証制度を定着させる。新しい EU 指令「域内

電力市場の共通指令」（注 3）はこの戦略を更に発展させ、消費者が受け取る電気料金の

請求書に、発電に用いたエネルギー源の構成、消費した電力が環境に及ぼす影響を情

報として掲載し、消費者に選択の権利を与えるよう要求している。 
 
行政手続きの簡素化－書類を減らす 
 従来、電力生産は少数の大規模発電所で集中的に行われていた。この産業構造が、

今日の加盟国における電力産業部門の法規制と行政手続きとを大きく左右してきた。

しかし、再生可能エネルギー源による発電設備は規模の小さいものが多数点在してい

る。そこで、グリーン電力を速やかに利用可能とするためには、現行のルールと手続

きを変更しなければならない。RES-E 指令は、加盟各国に対しグリーン電力の発電設

備を稼働させる上で必要となる各種のルールや法規制の見直しを求めている。目的は、

グリーン電力生産の障壁を削減し、必要な行政手続きを簡素化し、スピード化を図る

< 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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ことである。また、再生可能エネルギーに係る技術の性質を考慮した上で、いかなる

ルールに関しても公平性と客観性、透明性を確保すべきである。行政手続きには時間

がかかり発電設備の経済状況にも影響が及ぶので、これを簡素化すれば事務手続きに

要する時間の節約となり、再生可能エネルギー発電設備への投資促進につながる。そ

の実現に向けて、加盟各国は規制の見直し結果を EC に報告する。EC はこれらの事例

に基づき、法規制と行政手続きに関して RES-E 生産者の負担を軽減した 優良事例を

評価する。 
 
5. 次のステップ－グリーン電力部門の強化に向けて  
  RES-E 指令は 2001 年以降、電力消費量に占めるグリーン電力のシェアを増加させ

るための目標設定と支援計画について、その枠組みを提示してきた。2004 年、EC は

本指令に基づき、加盟各国の再生可能エネルギーに関する目標達成状況、並びに欧州

全体への影響を評価した。その評価内容は同年 5 月にコミュニケーション文書「EU
における再生可能エネルギーのシェア」（注 4）として発行され、エネルギー消費量全体

に占める再生可能エネルギーの割合を 2010 年に 12%とする全体的な目標値について

も、併せて評価を行っている。この文書に付随して、加盟国 25 ヶ国のプロフィール並

びに再生可能エネルギー源の状況を網羅した EU の内部資料も発行されている。（注 5） 
 RES-E 指令の評価によれば、4 加盟国（デンマーク、ドイツ、スペイン、フィンラ

ンド）が積極的な施策展開を進めており、再生可能エネルギー及びグリーン電力の目

標を達成する構えである。その他 EU 諸国はそれほど楽観視できる状況ではない。EU
拡大以前の加盟国 15 ヶ国は現在諸政策を実施しているが、2010 年までに達成可能な

再生可能エネルギー電力のシェアは 18～19%程度だろう。その他の加盟国は、目標達

成に向けて、より積極的な政策を早急に導入すべきである。 
 風力発電は期待されていた規模を上回り、今後も多くの加盟国並びに洋上で更なる

成長が見込まれる。一方、小規模水力発電と太陽エネルギーは未だ長期的な選択肢と

見なされており、報告文書で強調されているのは、バイオマスエネルギー発電を行う

ために、実施すべき対策が数多く積み残されている点である。バイオマスエネルギー

を確実に発展させるためには、原材料、技術等幅広い範囲に及ぶ支援計画が求められ

ているが、まだ実現していない。短期的には、バイオマスエネルギーによるグリーン

電力生産を促進する特定の施策が必要となる。そこで EC は、2005 年末までにバイオ

マスエネルギーに関する行動計画を作成し、EU に提案する予定である。更に、EC は

再生可能エネルギー発展に向けての具体的な活動をいくつか提案している。再生可能

エネルギーの冷暖房分野での利用は大きな可能性があるため、これらの利用方法も開

発されるだろう。太陽エネルギーの分野は、別途、調査研究や技術開発活動に沿って

強化していくことになる。洋上風力発電は、グリーン電力生産の莫大な潜在能力を秘

めており、その能力活用に不可欠な送電網のインフラ整備を強化するための施策が今

後開発される。ECは 2004年以降、EUの主要な金融手段「構造基金（Structural Fund）」
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と「結束基金（Cohesion Funds）」の対象事業として再生可能エネルギーを加えるこ

とを主張しており、これは関連の農村地域開発政策とも一致している。（共通農業政策

の第 2 番目の柱である。） 後に、輸送部門向けのバイオ燃料開発を強調する施策は価

値の高いものであり、2010 年までに全ての輸送機関で使用される燃料の 5.75%をバイ

オ燃料で賄うという目標を設定した EU 指令が 2003 年に採択されている。（注 6） 
 RES-E 指令が導入された 2001 年以降、設定目標値と支援計画によって、グリーン

電力生産・供給に現実的な進歩をもたらすための枠組みの条件整備がなされてきた。

近の評価によれば、特に風力発電を中心に現時点においての進歩が認められる。更

に問題点がどこにあるのか、また、欧州の再生可能エネルギー戦略を支援し、持続可

能性ある発展を達成するために、我々がどの分野に関して行動を起こすべきか、とい

うことが重要な評価内容として提示されている。 
 
コラム：グリーン電力支援計画 
 EU 加盟国は特定の入札制度を設置する可能性に加えて、下記のような支援計画を 1
種類、あるいは複数導入している。 

電力買い上げ制度（フィード・イン・タリフ）： 
グリーン電力生産者に対し割増買い上げ価格を保証し、送電網の運営主体に対

しては、グリーン電力の購入義務を課す。割増買い上げ価格は通常長期に渡って

保証される。これは、新規再生可能エネルギー発電設備への投資を促進するため

である。電力買い上げ制度は、グリーン電力の市場展開を後押しする供給サイド

の施策である。 
取引可能グリーン証書（TGCs：Tradable green certificates）： 

再生可能エネルギー源による発電に伴い、売買可能なグリーン証書を発行する。

電力事業者と大口の消費者には購入割当量が義務付けられ、実際にグリーン電力

を使用するか、グリーン証書の購入によって割当量を充足できる。TGC は割当量

を義務付けることでグリーン電力を市場に導入する需要サイドの施策である。 
財政・金融措置： 
 グリーン電力の生産・消費・投資に対する減税は、需要または供給を促進する

財政措置の端的な例である。化石燃料源に関して適用される「環境税」や「炭素

税」の減免、という形で実施される可能性がある。この他に、借入金の金利を低

く設定することで投資コストを削減し、再生可能エネルギーによる新規発電容量

を増加させる金融措置も含まれる。 
投資補助金： 
 再生可能エネルギーによる発電容量を増加させるための直接補助金がこれに該

当する。供給サイドの支援策で、国家／地域政策に則り特定の再生可能エネルギ

ー源を振興する場合に調整のし易い施策である。 
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コラム：汚水と太陽から生まれるバイオマスエネルギー 
 バイオマスエネルギー源と関連する技術には多様性があり、地域特性に応じて適用

できるため、複数のメリットを持つ解決策をもたらす可能性がある。 
 英国ウェスト・ミッドランド地方のミンウォース（Minworth）には欧州 大の内陸

汚水処理施設があり、130 万人の住民と地元企業の汚水を処理しているが、2001 年、

この施設の処理工程が改善された。（汚水処理中に沈殿する）汚泥は熱を必要とする嫌

気性消化装置で発酵し、日々75,000m3 のバイオガス（大半はメタン）が発生する。こ

のバイオガスを精製・圧縮してガスエンジン 5 基を稼働させ、1 基につき 1.5MW の発

電を行う。エンジンの廃熱は嫌気性消化のプロセス促進に再利用し、発生した電力は

処理施設全体に供給している。ミンウォースの汚水処理施設は、今や施設に必要な電

力と熱を「自給自足」するだけでなく、その 12%増の余剰電力を英国の送電会社に販

売している。この電力はすべて、再生可能エネルギー源によるものである。また、新

型の嫌気性消化装置を経て地域の河川に放出される水は、従来よりも浄化度が高い。

この汚水処理施設は化石燃料の使用を控えるだけでなく、電力販売による副収入も得

ている訳である。 

関連図：EU 加盟国 15 ヶ国の RES-E 支援計画 

電力買上げ制度 RES-E 購入割当量義務付制度 

入札制度 
財政・金融措置 

認証システム 

国名略号（アルファベット順）

AT オーストリア 

BE ベルギー 

DE ドイツ 

DK デンマーク 

ES スペイン 

FI フィンランド 

FR フランス 

GR ギリシャ 

IE アイルランド 

IT イタリア 

LU ルクセンブルグ 

NL オランダ 

PT ポルトガル 

SE スウェーデン 

UK 英国 
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 スウェーデン中央部に位置するエンシェーピン（Enköping）市周辺では、林産業が

盛んである。森林と近代化された製材工場からは枝、おがくず、樹皮、木片等多数の

木質残渣が排出されるがこれらは全て、バイオマスエネルギー源となる。エンシェー

ピンの熱電併給プラント（CHP）はこの木質残渣を回収・燃焼し、生産した電力を国

有の送電会社に販売、タービンの廃熱は地域住民 20,000 人の暖房用途に供給している。

この熱電併給プラントは、通常の冬季にエンシェーピン市で必要とされる暖房用途の

全熱量と、全消費量の半分に該当する電力を供給している。また、市当局は地元農業

者と共同でヤナギの植林を実施しており、農園の灌漑用水として、市の汚水処理施設

で発生する処理済み排水を利用している。この農園では汚水処理施設の窒素やリンが

数トン単位で固定され、付近の湖やバルト海への流出を防いでいる。また、成長した

ヤナギは熱電併給プラントの燃料源にもなっているのである。 
 
コラム：課題に取り組む地域 
 再生可能エネルギー源とグリーン電力の消費量を増加させるという課題に、欧州の

多くの地域が挑戦している。課題に取り組む際、地域のリーダーシップによって疑念

をいかに払拭し、どのように障壁を克服するか、各地域のプロジェクトは注目度の高

い実践例となっている。 
 デンマークのエーロ（Aero）島及びサムソ（Samso）島の地域コミュニティは、全

エネルギーを地域内資源で賄うことを目指している。両地域は輸送、暖房、発電の各

部門に関する行動計画を通して目標達成を目指している。エーロ島の風力発電及び地

域暖房プロジェクトは、島民への供給割合に応じた助成金を受けており、住民の関与

と地域による高レベルの支援体制を確立している。サムソ島では、11 基の風力タービ

ンが島全体の需要を満たすグリーン電力を発電しているが、更に、洋上の風力タービ

ンによって、増加しつつある輸送部門の電力需要を賄っている。長期的には、水素燃

料プラントからの電力供給も実施する予定である。 
 スペインのナバーラ（Navarra）州も、再生可能エネルギーのプログラムに関する

住民の合意形成に力を注いできた。社会経済面の利益を提供することで住民からの容

認を目指し、明確かつ長期的な再生可能エネルギー戦略により個人投資家の信頼を確

立している。スペインで 大のバイオマスエネルギー発電所、風力タービン、並びに

107 ヶ所の小規模水力発電所がナバーラ州の電力需要のうち 55%を賄っているが、州

のエネルギー戦略によれば、この割合は 2005 年までに 97%へと上昇させる予定であ

る。 
 スウェーデンのゴトランド（Gotland）島の戦略は、100%の発電を再生可能エネル

ギーで行うというものである。こうした戦略を明確に提示するメリットは、強力な支

援を受けたエネルギー関連イニシアチブの枠組みが形成されるという点である。イニ

シアチブの一例は、風力発電設備に対する投資補助金、省エネルギー施策、グリーン

電力生産者のアクセスを可能にするための送電網再構築、グリーン電力生産者に対し
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余剰電力の販売を許可すること等である。また、雇用創出と島内世帯への持続可能な

電力供給という利益を通して、住民から容認される結果となった。現在、ゴトランド

島の電力の 20%は再生可能エネルギーによって賄われている。 
 
詳しい情報の参照先 
・RES-E 指令に関する情報 

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/809/caddet-809.html 
・再生可能エネルギーに関する EU の政策（2004 年 5 月発行のコミュニケーション文

書「EU における再生可能エネルギーのシェア」並びに EC 内部資料「加盟国のプロ

フィール－拡大後 EU 域内における再生可能エネルギーの概況」を含む） 
  http://europa.eu.int/comm/energy/res/documents/index_en.htm 
・電力市場に関する EU の政策 
  http://europa.eu.int/comm/energy/electricity/index_en.htm 
・欧州委員会グリーンペーパー「欧州のエネルギー安全保障政策に向けて」 

及び関連資料 
http://europa.eu.int/comm/energy_transport/en/lpi_lv_en1.html 

・欧州のエネルギーに関する統計資料 
 http://europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport/figures/index_en.htm 
・直近の国際的な進展状況：「再生可能エネルギー国際会議」（開催期間：2004 年 6 月

1～4 日、開催地：ドイツ・ボン） 
 http://www.renewables2004.de 
・再生可能エネルギー源に関する世界全体の一般情報（国際エネルギー機関のサイト） 
 http://www.iea.org 

以上 
翻訳：千葉 朗子 

（出典：http://www.europa.eu.int/comm/energy/res/publications/doc/2004_brochure_green_en.pdf） 
 
 

First published in English as 
Electricity from Renewable Energy Sources 

by the Office for Official Publications of the European Communities 
© European Communities, 2004 

 
Japanese translation: © NEDO, 2005 

Responsibility for the translation lies entirely with NEDO. 
 
（注 1）このレポートは下記 URL に掲載されている。 
 http://www.europa.eu.int/comm/energy/res/legislation/electricity_en.htm 
（注 2）「環境保護のための加盟国補助金に関する欧州共同体のガイドライン」 
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（OJC37、3.2.2001、p.3） 
（注 3）2003 年 6 月 26 日、欧州議会と欧州理事会が制定した国際電力市場に関 

する指令（Directive2003/54/EC）並びに指令 96/92/EC の撤廃（OJL176、
2003 年 7 月 15 日、p.37） 

（注 4） 欧州委員会から欧州理事会／欧州議会へのコミュニケーション文書「EU にお

ける再生可能エネルギーのシェア」（COM(2004) 366 Final、2004 年 5 月 26
日） 

（注 5）欧州委員会スタッフ・ワーキング・ドキュメント「加盟国のプロフィール－

拡大後 EU 域内における再生可能エネルギーの概況」（SEC(2004)、547、2004
年 5 月 26 日）は、下記 URL で閲覧可能 

   http://europa.eu.int/comm/energy/res/documents/index_en.htm 
（注 6）欧州議会並びに欧州理事会による指令「輸送部門におけるバイオ燃料または

その他再生可能エネルギー燃料の利用促進」（OJL123、2003 年 5 月 17 日、

p.42） 
（完） 
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【特集】環境 

 
残留性有機汚染物質（POPs）対策への研究協力（中国） 

 

                             NEDO 技術開発機構  
              国際事業部 志村和俊        

  
１．はじめに 

2004 年 11 月 11 日に「残留性有機汚染物質（POPs：Persistent Organic Pollutants）
に関するストックホルム条約」注）（以下「条約」という。）が正式に発効した中国に

おいては、現在、国家環境保護総局を中心に条約を履行するための国内実施計画（NIP）
の策定及び同計画に盛り込むべき各措置について、地球環境ファシリティ（GEF）、世

界銀行、国際連合工業開発機関（UNIDO）等の支援を受けつつ準備中である。 

条約においては、締結国が講ずべき対策として、POPs に関する調査研究、モニタ

リング、情報提供、教育等及び途上国に対する技術・資金援助の実施等、国際的に協

調して廃絶、削減を図ることの必要性が掲げられている。 

日本においては、既に 2002 年 8 月 30 日に条約を批准しており、POPs の製造・使

用等を規制する化学物質審査規正法（1973 年制定、2003 年 終改正）やダイオキシ

ン類対策特別措置法（1999 年制定）等、対策に係る諸法令により条約が規定している

加盟国への履行義務を担保してきた。現在は、削減対策に係る取組みとして、ダイオ

キシン類の排出インベントリ整備及びモニタリング調査、農薬無害化処理実証試験の

実施、PCB 適正処理の実施等に加え、条約で求められている NIP を策定中であり、

NEDO 技術開発機構においても、ダイオキシンや PCB 等の分解・無害化に関する技

術開発をはじめ、化学物質のリスク評価及びその手法の開発に取り組んでいる。   

かような背景を踏まえ、NEDO 技術開発機構では、中国政府との協議を経て、2004
年末から具体的な研究協力プロジェクトに着手したところである。 
 本稿では、中国における POPs 対策の現状と、当機構の研究協力について概括する。 
 
2. 中国の条約への対応 

中国と条約への関係は 2001 年 5 月 23 日のストックホルムにおける条約署名に始ま

る。2002 年 10 月 17 日には、温 家宝 国務院副総理（当時）は、国家環境保護総局に

対し、POPs 問題について率先して関連部局と協調し、早急に対策を取るよう指示。

これを受け 2003 年 4 月には同局内に POPs 条約履行準備弁公室（現 POPs 条約履行

弁公室）が設立され、同条約に関連する政策、プロジェクト、基金の活用、情報収集・

提供など、条約履行準備作業に着手。さらに、同年 9 月には、外交部、国家発展改革

委員会、財政部、科学技術部、商務部、農業部、建設部、衛生部など関連する 11 の部・

委員会により、条約実施プラン作成指導チームが組織され、POPs 条約履行弁公室が

事務局を務めることとなった。中国が条約を実施するために発生する課題（国家プラ

ンの作成、準備作業等）及び各組織間の調整は、本チームにより対応している。これ
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らの取組みを経て、条約への加盟は 2004 年 6 月 25 日に開催された全国人民代表大会

常務委員会において承認され、同年 11 月 11 日をもって中国国内において正式に発効

した。        
中国における条約実施に関する作業は、国家環境保護総局 POPs 条約履行弁公室を

窓口に、各国際機関や欧米各国との資金面及び技術面での協力を得つつ進められてい

る。特に、世界銀行、国連開発計画（UNDP）及び国連環境計画（UNEP）を実施機

関とする地球環境問題の解決に資するプロジェクトを実施する開発途上国等への資金

供与メカニズムである GEF は、条約第 13 条に規定する国際的資金供与機関として、

中国における POPs 対策上、重要な位置を占めている。                  
具体的には、条約第７条に定める NIP の策定、PCB の管理と廃棄に関する実証、

POPs 殺虫剤の代替品開発実証等の計画が進行中である。 
NIP については、その制定に向けた資金計画やプロジェクトを確定する準備作業が

2003 年 3 月に終了し、GEF は同年 5 月にその内容について承認するとともに、総予

算規模 1100 万ドルのうち 440 万ドルの拠出を決定した。条約締結国は当該国におけ

る条約発行後 2 年以内に NIP を締結国会議に提出することとされており、現在策定作

業中である中国の NIP は 2006 年 2 月に完成予定である。イタリア、カナダ両国政府

も本 NIP 策定に係る資金を拠出している。 
PCB の管理及び廃棄に係る実証については、GEF の拠出によるプロジェクトドキュ

メントを作成中。コンデンサーやペンキ添加剤として生産・輸入・使用された PCB の

廃棄物は 1980 年代から 90 年代にかけて集約化された上で地下保存されていたが、保

存データの紛失等もありその保存場所の特定、モニタリング及びその処理が喫緊の課

題となっている。このため浙江省及び遼寧省の 2 ｹ所をモデルとして PCB のモニタリ

ング及び無害化・焼却処理を行う予定。総予算規模は 4,300 万ドルを予定しており、

うち GEF が 2,600 万ドル、イタリア政府が 150 万ドルを拠出する予定である。 
その他イタリア、カナダ等先進各国との二国間協力も進められている。我が国も国

際協力事業団（JICA）専門家により、日中友好環境保全センターにおいて、ダイオキ

シン分析技術移転の支援が行われている。 
 

3. 中国における環境問題を取り巻く課題 
NEDO 技術開発機構及び中国国家環境保護総局は、POPs に係る中国側が抱える問

題点を抽出するとともに日本が有する対策技術及び管理制度との連携の可能性を探る

ことを目的に、2004 年 7 月「残留性有機汚染物質（POPs）対策技術に係る日中共同

セミナー」を北京において開催するとともに、当該セミナー開催等を通じて中国にお

ける POPs 等環境政策をとりまく課題を、「中国における有害物質の計測・対策技術支

援研究協力の可能性調査」（委託先：神鋼リサーチ㈱）として取り纏めた。 
当該調査結果によると、中国における環境政策を取り巻く課題として、経済発展に

重点が置かれた政策、企業における非効率性及び環境意識の低さ並びに政府の財源不

足に加え、制度的な問題として、法制度の不備、具体的には環境関連法の実効性の欠

如、行政法規・条例・基準・指導方針等の間における整合性の欠如及び法律を執行す

る強制力の欠如並びにモニタリング体制の不備を指摘している。 
国家環境保護総局も、かような課題を踏まえ法律執行の強化を図るとともに、2003
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年 9 月には「全国危険廃棄物及び医療廃棄物処理設備建設計画」を策定し、同計画に

基づく「ダイオキシンモニタリングセンター」を全国７ヶ所に設置することを決定す

る等の対策を講じている。しかしながら、環境保護関連法令の実効性に向けた取組み

は、未だ途に着いたばかりであり、モニタリング体制についても、先進的な技術の導

入及び人材の育成が急務であるとされている。 
 

４．NEDO 技術開発機構における取組み 
日中共同セミナー及び「中国における有害物質の計測・対策技術支援研究協力の可

能性調査」を踏まえ、NEDO 技術開発機構及び中国国家環境保護総局は「中国におけ

る残留性有機汚染物質分析管理システムの構築に関する研究協力」を日中共同研究の

テーマとして選定し、2004 年 12 月 15 日付けで基本協定書を締結した。 
本研究協力の概要は、以下のとおりである。 

(1) 目的 
日本国内で適用されている POPs に関する適切な分析管理技術を用いることによ

り、中国における計測及びモニタリング機能の向上を通じた適切な POPs 分析管理

システムの構築に資することを目的に、主にダイオキシンを対象に、中国に適した

測定精度管理及び分析データ処理に係る手法を開発するとともに、当該手法の標準

化を目指す。 
(2) 実施内容 

(ｱ)測定精度を確保するためのサンプリング、分析及びデータ処理に関する手法の開

発及び当該手法の標準化 
(ｲ)中国における普及性を考慮した迅速又は簡易な分析手法の適用可能性の検討 
(ｳ)設備及びその運用の安全管理手法の確立とその標準化の検討 
(ｴ)人材育成及び成果普及  

(3) 実施場所 
(ｱ)国家環境保護総局危険廃棄物管理研修・技術移転センター（北京市） 

清華大学環境学部内に設置された研修技術移転センターであり、1995 年にはバ

ーゼル条約に基づくアジア太平洋地域の研修技術移転センターとして指定され

た。 
(ｲ)遼寧省環境観測センター 
(ｳ)浙江省環境観測センター 

遼寧省と浙江省の環境観測センターは、いずれも「ダイオキシンモニタリング

センター」が設置される予定になっている全国の環境観測センター7 ｹ所のうち、

も研究が進んでいるセンターである。 
(4) 実施体制 

日中それぞれ、以下のとおりプロジェクト実施機関を選定。 
・日本側：国土環境株式会社、財団法人産業環境管理協会及び財団法人日本環境

技術協会 
・中国側：国家環境保護総局 POPs 条約履行弁公室 

 
５. 今後の見通し 
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現在、中国政府（国家環境保護総局）、遼寧省環境観測センター、浙江省環境観測セ

ンター等の研究者を招聘し、日本におけるダイオキシンモニタリングの手法及び日本

における法制度、基準等に係る研修を実施中である。 
当該研究者が帰国する 5 月以降、北京、瀋陽及び杭州等において実際にダイオキシ

ン等の計測を実施するとともに、取得したデータを基に、中国における法制度、基準

等に係る検討を国家環境保護総局とともに行う予定である。 
 

６.おわりに 
経済発展著しい中国と日本とでは、お互い切磋琢磨すべき分野は多いものの、本研

究協力を始めとする環境分野については、両国間の協力により大きな成果が期待でき

ると考える。中国における環境協力に長年従事してきた小柳 秀明 日中友好環境保全

センター日方代表は、2004 年 7 月のセミナーにおいて「長期的な日中間の協力体制を

維持するためには、一方的な援助型ではなくパートナーシップ型となる必要がある。」

と述べている。このパートナーシップ型の協力関係を確立するためには、中国におけ

る有害物質分析を含めた環境分析ビジネス、ひいては有害物質処理ビジネスの育成に

関連して、日本企業が協力できる余地は少なからず存在するのではないだろうか。 
本研究協力が、日中間の継続的な環境分野における協力体制構築の一助になることを期 

待する。 
 

 
注）ストックホルム条約（POPs条約）の概要（環境省HPから抜粋） 
 
1. 背景 

環境中での残留性が高いPCB、DDT、ダイオキシン等のPOPs (Persistent Organic     
Pollutants、残留性有機汚染物質）については、一部の国々の取組のみでは地球環  
境汚染の防止には不十分であり、国際的に協調してPOPsの廃絶、削減等を行う必要 
から、2001年5月、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」が採択さ 
れた。 
 
2. 条約の概要 
(1) 目的 

リオ宣言第15 原則に掲げられた予防的アプローチに留意し、残留性有機汚染物質か 
ら、人の健康の保護及び環境の保全を図る。 
(2) 各国が講ずべき対策 

①製造、使用の原則禁止(アルドリン、クロルデン、ディルドリン、エンドリン、ヘ

プタクロル、ヘキサクロロベンゼン、マイレックス、トキサフェン、PCB）及び

原則制限(DDT) 
②非意図的生成物質の排出の削減(ダイオキシン、ジベンゾフラン、ヘキサクロロベ
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ンゼン、PCB) 
③POPsを含むストックパイル・廃棄物の適正管理及び処理 
④これらの対策に関する国内実施計画の策定 
⑤その他の措置 
・新規POPsの製造・使用を予防するための措置 
・POPsに関する調査研究、モニタリング、情報公開、教育等 
・途上国に対する技術・資金援助の実施 

3. 条約の発効 
50ｹ国の締結により条約が発効 
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【新エネルギー】 
 

燃料電池自動車の普及に向けた取り組み（ドイツ） 
 
 自動車メーカーが現在競って開発している燃料電池自動車を普及させるには、水素燃料を供給

するための水素スタンド網の整備が重要なポイントとなる。こうした水素インフラ整備について

討議するための国際水素会議が、2005 年 2 月 24 日、ベルリンで開催された。会議は国連環境計

画（UNEP）後援で、ドイツの産業ガスメーカー、リンデ（Linde）社主催によって行われた。 
  
会議では、欧州で燃料電池自動車を普及させるために必要となるインフラ整備の投資コストに

関する調査結果が注目された。本報告書は、リンデ（Linde）社の委託で英国・スイス系のコン

サルティング会社 E4tech 社によって作成（注 1）されたものであり、どうすれば水素スタンド

網を安く整備、確立できるかが考察されている。 
まず欧州全体で人口 100 万人超の都市 50 箇所に水素スタンドを設置することからはじめ、そ

の後都市をグループ化させながら、需要の拡大に応じて都市間を結ぶ主要道路に水素スタンドを

設置していくことを提案している。 
 たとえばドイツの場合、現在すでにベルリン、ミュンヒェン、ケルン、シュツットガルト、ヴ

ォルフスブルクなどに水素スタンドがあることから、まず第一段階としてこれらの都市を中心に

主要都市を結ぶ高速道路沿いに水素スタンドを設置する。それによって、水素スタンドの設置さ

れた高速道路をドイツ全体で 1 つの輪として環状化させ、『水素試験道路（約 1800km）』として

利用する。 
 高速道路の経路の選定では、自動車メーカーの製造工場や開発センターなどのある地域が優先

的に選出される。これは、自動車メーカーによるテスト走行を容易にすることを目的としている。

水素スタンドは約 50km 間隔で設置することが提案され、そのためには全体で約 35 箇所に液体

水素と気体水素の両方を供給する水素スタンドが必要となる。設置場所としては、できるだけ既

存のサービスエリアを選出して、インフラ整備コストをできるだけ抑えるようにする。 
 
本調査では、第一段階の水素試験道路における水素インフラ整備には約 3000 万ユーロと見積

もっているが、2020 年までにドイツにおいて約 190 万台の燃料電池自動車が普及しているもの

と予測した場合には、それまでに水素インフラの整備に全体で 8 億 7000 万ユーロの投資が必要

になると試算している。燃料電池自動車 1 台当り約 470 ユーロの投資コストとなる。 
 欧州全体では、2020 年までに燃料電池自動車が約 610 万台普及すると推測した上で、このた

めに必要となる水素スタンドが約 2800、水素インフラ整備に必要な投資コストを約 35 億ユーロ

と見積もった。このコストは、各国の人口密度や水素製造・供給状況に依存することから、燃料

電池自動車に対する需要が高いが人口密度の低い国、たとえばフランスやポーランドなどでは、

燃料電池自動車 1 台当りの投資コストが高くなると推定している。 
  
水素の製造については、 
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1) 工場の大型メタン水蒸気改質器で中央集中製造してスタンドに納入する、 
2）50％をスタンド内に設置された小型メタン水蒸気改質器で製造し、残りを工場から納入す

る、 
3）50％をスタンド内に設置された電解水素製造装置で製造し、残りを工場から納入する、 
の 3 つの方法について検討されているが、分散型製造方式では各スタンドで設備投資コストが

かかることから、全体として中央集中型で水素を製造したほうが投資コストを抑えることがで

きる、と結論付けている。 
2030 年までに欧州全体で 4100 万台の車両の需要を見込み、中央集中型の水素製造・貯蔵に

185 億ユーロの投資が必要になると見積もられた。 
 リンデ（Linde）社の調査結果は、燃料電池自動車の普及に向けて水素スタンド整備を始めと

した水素インフラへの投資が莫大な規模になると一般的に推測されていることから、そうした憶

測に反論するとともに、水素インフラ整備を加速させることを目的として作成された、と言われ

ている。ただドイツBP 社などは、水素インフラ整備にドイツだけで 低 750 億ユーロの投資が

必要との見方をしており、リンデ（Linde）社との差はかなり大きいといわざるを得ない。 
 リンデ（Linde）社は、今後燃料電池自動車を普及させるためには、水素燃料を非課税とする

などの政策的なインセンティブが必要としているが、本会議に出席したクレメント連邦経済労働

大臣は、“燃料電池自動車が実用化するかどうかは自動車業界次第だが、今のところまだ自動車

業界に燃料電池自動車実用化に向けた強い意欲が感じられない”とコメントした。 
以上 

 
（注 1）報告書（英文）は、国際水素会議のホームページからダウンロードできる。

www.hydrogenday.de で国際水素会議のホームページを開いた後、“downloads“のメニューを

選択し、さらに“weitere downloads“をクリックして、“E4tech study“を選択する。 
 
（参考資料） 
・ベルリン新聞 2005 年 2 月 24 日 
・ハンデルスブラット紙 2005 年 2 月 24 日 
・FAZ 紙 2005 年 2 月 25 日 
・Hintergrundinformation für Medien, Der Hart-Report 
・The economics of a European Hydrogen Automotive Infrastructure 
・Linde-Pressemitteilung, Linde-Vorschlafg: Wasserstoffautobahn quer durch Deutschland 
・ Linde-Pressemitteilung, Linde-Studie zeigt: Kosten kein grosses Hindernis bei 
Infrastruktur für Wasserstoff-Autos 
 
（略語） 
・UNEP：United Nations Environment Programm 
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【新エネルギー】 

スウェーデン南西部で波力エネルギー実験進む (スウェーデン) 

 

 ウプサラ大学技術学部電気研究科の研究グループ（代表：マッツ・レイヨン教授）が、スウェ

ーデン南西部で波力エネルギー研究を進めている。 
 リーセシル市のイスランズベリ半島沖合い2kmの地点の海底（水深約25m）に、下図のような

ピストンで動く発電機を設置し、海面のブイとワイヤで結ぶ、というのが試行プロジェクトの根幹

である。発電機は互いに標準ケーブルで連結される。 
 波力で作られた電気は標準ケーブルを通して陸に運ばれ、通常の電力ネットに連結される。 
 発電機は、環境に優しく、安価で、頑丈で、海底の様々な圧力や刺激に十分耐えるものとみられ

ている。  
 今回の実験では、発電機の技術・機能的変数ばかりでなく、海中の生物環境への影響なども科学

的に分析される。ベステル・ヨートランド県当局は40のブイの設置を許可した。試行施設は段階

的に増設され2008年に完成、2013年／2014年に全面稼動する予定である。 
 発電能力は合計で約100kW、全面操業時には年間約30万kWhの発電量が見込まれ、約20 世

帯強に電力を供給できると予測される。 
ちなみにノルウェーやスコットランドなどの「外海」では、この実験地の約10倍のエネルギー

取得が可能と試算されている。そのかわり、発電機ユニットの重量も、このイスランズベリ半島プ

ロジェクトで使用される約20トンをはるかに超えるものとなろう。 
  

初のブイが2005年2月に設置された。10年間のプロジェクト全体コストは、約4000万クロ

ーナかかるものと予想されている。 
以上 

 

＜ウプサラ大学電気学科、カール・オストランド氏による波力電力パークのイメージ図＞ 
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＜ウプサラ大学電気学科、オスカル・ダニエルソン氏によるブイと発電機の仕組みの

イラスト＞ 

 

（参考） 同プロジェクト解説： 

http://www.el.angstrom.uu.se/forskningsprojekt/Islandsberg.html 
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【新エネルギー】 
 

PROINFA プロジェクト開始期限が 2 年延期に（ブラジル） 
 
1. PROINFA とは？ 

No.926 でもご紹介したように、代替エネルギー源多様化プログラム（PROINFA：

Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica）は、風力発電、

小型水力発電、バイオマス発電による電力を 3,300MW まで政府が買い上げる仕組み

を作り、電力供給源の多様化を図ろうとするものである。このプログラムは 2002 年 4
月 26日付法令 10,438号および 2003年 11月 11日付法令 10,762号により制定された。

国家社会経済開発銀行（BNDES）は PROINFA 採択プロジェクトの支援のために 55
億レアル（注１）の資金を用意している。採択されたプロジェクトを実施する事業者はプ

ロジェクトが採択された後、電力買い上げを行うエレクトロブラスと契約を結び、2006
年 12 月までにプロジェクトを開始させる必要があった。 

ところが、2004年 12月 30日付け法令 11.075号によりプロジェクト開始期限が 2008
年 12 月となり、２年延期された。そのため、各事業者は融資や設備購入にかかわる交

渉に時間をかけることができる。 
 
2. なぜ延期に？ 

プロジェクト支援融資の承認プロセスが遅れていたことも指摘されている。 
PROINFA プロジェクトに係わる企業の一つであり、発電・通信プロジェクト関連

サービス業のスペイン系企業 Gamesa 社のペドロ・カバルカンチ部長は、BNDES 融

資承認の遅れの一因として、プロジェクトに設備などを供給する国内業者との価格交

渉が難航していることを挙げている。同プログラムではプロジェクトに関わる資材に

ついて、60％の国内調達率を設けている。価格交渉難航の理由について、3,300MW の

発電設備を設けた後、政府が同プログラムを継続するのかどうか不透明な点を上げて

いる。同氏によると、「発電機を製造している業者は、継続性が疑われる事業に対して

新たに資材を供給することに警戒感がある。業者の生産能力からして既存の市場で十

分に採算の取れる状況にある。また、国内製造業者が供給する資材は、海外の製造業

者の販売価格に比べて 2～3 割割高であり、決められた国内調達率と採算性の問題に直

面している。」とのことである。 
コスト高の問題に際して、事業者は BNDES の融資基準の見直しを求めている。具

体的には債務の償却期間を 10 年から 12 年に延長、また、プロジェクトにかかわる資

産と融資の比率を 30：70 から 20：80 に変更するなどである。地元報道によれば、

BNDES による融資承認を得られる見込みのプロジェクトは、2005 年 1 月現在、風力

発電で 150MW の案件が 1 件、バイオマス発電で 2 件（27MW）のみとされる。一方、

小規模水力発電に関しては、不況によりタービンなど関連資材の生産能力が大幅に低

下しており、新たな受注に対応するには人員・設備の増強が必要である。しかしこれ
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も先に指摘した通り、プログラムの継続性の問題で新たな投資の可能性は低いだろう。 
このように様々な要因が複合的に重なって、プログラムに全体的な遅れが見え始め

ている。特に風力発電においてプロジェクトに遅れが見られ、業界関係者はそもそも

当初の開始期限を守れる状況にはなかったとしている。 
 
3. 今後はどうなる？ 

政府は 2004 年 12 月に、ペンションファンドからの出資を募り、ブラジル・エネル

ギー投資基金（FIP）の創設を発表している。同基金は PROINFA 採択プロジェクト

への投資を目的としたもので、事業者を財政面で支援する意図がある。現在のところ

出資額は 7 億 4,000 万レアルで、今後増額されることが期待されている。ルーラ大統

領は同基金創設の発表の場で、「このような発電分野に向けた基金の発足は、ブラジル

の長期的な発展に投資をすることを良いビジネスであると金融市場が見直し始めた結

果を反映したもの」とし、インフラ構築等のための長期プロジェクトにおける安全性

をアピールしている。 
以上 
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【エネルギー一般】政策  
 

天然ガスの生産を制限する法規制（米国） 

 
 米国の天然ガス需要は増加の一途をたどっているが、国内資源でどれだけ賄うこと

ができるのか、資源・政策の専門家たちは疑問視している。米国エネルギー省（DOE）

はアルゴンヌ国立研究所（ANL）環境アセスメント部門（EAD）に対し、国内で天然

ガスの増産を制限する環境政策及び法規制の特定を要請した。その目的は、国内の天

然ガス生産に対する各種規制について理解を深め、その影響力を軽減する能力を開発

支援することである。調査結果は ANL 内外の資源・産業専門家によって精査され、報

告書「天然ガス生産を制限する環境政策と法規制」として先頃エネルギー省（DOE）

が公表した。 
 
 本報告書の土台は、全米石油審議会（NPC）が行った 1999 年／2003 年の調査、そ

して「エネルギー政策・節約法（EPCA）」が義務付けた連邦政府所有地内での資源ア

クセス制限に関する省庁間の調査（2003 年）である。今回の報告書は更に踏み込んだ

内容になっており、単に資源へのアクセス制限だけでなく、掘削や生産、輸送に対す

る規制も取り上げている。また、連邦政府所有地と私有地、陸上と洋上の両方に適用

される規制も対象に含めた。環境保護庁（EPA）や陸軍工兵隊等の諸官庁が開発・導

入した現行の（あるいは今後導入予定の）規制の中で、天然ガス増産の阻害要因を含

むものについても対象とした。今回の調査は政策上の選択肢を推奨する訳ではなく、

規制の影響を緩和する方策を提案するため、追跡研究を実施する際の基礎知識を提供

している。 
 
 本報告書は、現時点で天然ガスの探鉱・生産・輸送に影響を及ぼしている数々の環

境政策と法規制、今後更に環境関連の法規が発効した場合に、付随して発生すると思

われる規制を網羅し、検討している。個々の法律や条例、大統領の政策、諸官庁によ

る法的措置等がこれに含まれる。法律の一例として、「沿岸地域管理法」はその一貫し

た条項によって、連邦政府承認済みの開発計画を州当局が事実上凍結できる。「絶滅危

惧種保護法」では、裁判所の判断により保護地域の定義が拡大され、連邦政府所有地

と共に私有地での開発も制限することが可能である。「魚類の基本的生息環境規制」

（EFH：Essential fish habitat regulations）のように、満たすべき要件が他の連邦規

制と重複する場合には、リース契約や許認可の決定に遅れを生じることがある。この

他にも資源へのアクセスと生産に直接影響する規制がある。例えば、（農務省森林局が

定める）「ロードレス法」（the Roadless Rule）は the National Forest System がカバ

ーする地域の約 3 分の 1（5,850 万エーカー）で道路建設を禁止しており、アクセス制

限を受ける天然ガスの埋蔵量は推定で 11 兆立方フィート（tcf）である。 
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 地方の執行機関も、独自の政策や実施要領に基づき資源の生産活動を制限できる。

例えば、連邦政府所有地を管理する各官庁は（申請者の）土地利用計画書に基づき開

発を統制している。計画段階で開発する資源が石油かガスか特定されていない場合に

は、担当官庁は（申請者が）計画を更新するまでの間、掘削自体を禁止することがで

きるので、リース契約成立済みの土地において、採掘開始が延長されることになる。

こうした問題が重なると、一つの許可が下りる前に別の連邦政府機関、州当局、地方

執行機関の承認を得る必要が出てくる。許認可申請の書類が増えるほど、様々な官庁

とのやりとりをタイムリーに調整する能力が減退し、更に手続きの遅れが生じる。国

土全体に天然ガスを輸送するための基幹設備である各州間のパイプライン建設にとっ

て、この問題は特に重要な要素である。新規パイプラインの建設に際し、連邦エネル

ギー規制委員会（FERC）は、環境規制を管轄する他の連邦政府機関、州当局、地方

執行機関の承認を受けた後に、初めて認定を付与している。 
 
 連邦議会や大統領が推進するイニシアチブも、天然ガスにアクセスする機会を削減

している。連邦議会が法制化した洋上掘削のモラトリアム（一時停止）期間は、複数

の大統領の任期に渡り延長されてきた。この措置は天然ガスの採掘を禁止するだけで

はない。米国沿岸部沖合の資源埋蔵量について、連邦政府機関その他諸官庁が判断す

る能力を奪うものでもある。 
 
 現在開発中の環境規制がいくつかあるが、その潜在的な影響力を積極的に監視する

必要がある。EPA は国立公園と原生自然環境保全地域の視界を維持するため、局地的

な煙霧規制を作成中である。この規制は掘削・生産設備にも適用され、タイムリーで

コスト効率の良い天然ガス生産に影響する可能性がある。運輸省（DOT）が整備して

いるのは、ガスパイプラインの構造上の安全性を確保する規制である。企業は所定の

手法で実施される検査を期日までに完了する義務があり、合格するまではパイプライ

ンの使用が認められないため、この規制の施行後はガス供給が中断する恐れもある。 
 
 天然ガス生産は、単独の法規制に多大な影響を受けることがある。メキシコ湾東部、

西海岸、大西洋では「連邦管轄大陸棚（OCS：Outer Continental Shelf）モラトリア

ム法案」により推定 60tcf の天然ガスがアクセス禁止となっている。その他の規制は、

単独ベースではさほど大きな影響がないものと見込まれる。しかし、別の規制や政策

との組合せ次第ではコスト高や手続きの遅れを引き起こし、ビジネスから手を引く小

規模独立系企業が現れるかも知れない。 
 
 高いコスト効率で、かつ環境保護実現を目指す手法で天然ガスを採掘し、消費者に

供給していく能力を更に増強することは難しいとしても、少なくとも現状で維持する

ために、規制の影響力を緩和するアプローチを開発すべきである。本報告書ではこの
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ような提言がなされている。 
 
 DOE 政策・国際協力局は、国内のエネルギー供給・需要問題に関心を寄せる上院・

下院のスタッフに本報告書を配布すると共に、ウェブサイトにも掲載した。（注 1）下院

資源委員会は本調査結果に基づくニュースリリースを発行しており、ウェブサイトで

閲覧できる。（注 2） 
 
詳細問い合わせ先 
Debbie Elcock 
電話：（202）488-2451、e-メール：elcock@anl.gov  

以上 
翻訳：千葉 朗子 

（出典：http://www.ead.anl.gov/new/dsp_news.cfm?id=75） 
 
（注 1）http://www.pi.energy.gov/pdf/library/NaturalGasFinal.pdf 
（注 2）http://resourcescommittee.house.gov/ 
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【環境】 
 

2013 年以降の気候変動問題に関する戦略策定に向け始動（EU） 
 

京都議定書が 2 月 16 日に発効したが、欧州委員会（EC）は 2 月 9 日、気候変動問

題に関する EU の将来の行動を定義するコミュニケーションを採択した。2004 年 3 月

の欧州理事会では、中長期的な温暖効果ガスの排出削減戦略に関する討議のための準

備として、環境問題と競争力の問題をともに考慮する「費用・便益分析」の実施を求

める要請があったが、同コミュニケーションは、これに応えるもの。 
 
20 世紀における地球の平均気温は約 0.6℃、欧州の平均気温は 0.9℃以上の上昇を記

録するなど、気候に変化が見られる。また、今日の温室効果ガスの濃度は、過去 45 万

年のどの時期に比べても高く、今後も上昇を続けると予想される。 
このため地球の気温は 2100 年までに、1990 年に比べ 1.4～5.8℃、また欧州の気温

は 2.0～6.3℃上昇する可能性がある。なお、EU は 1996 年の欧州理事会において、産

業革命以前の平均気温に比べ、世界の平均気温の上昇を 大 2℃に抑えることを目標

としている。 
 
欧州委員会はこのコミュニケーションにおいて、気候問題を重視する社会に移行す

ることで、「EU を世界でも有数の知識基盤型経済にする」ことを目標とするリスボン

戦略を補強する新たな経済的展望が EU に開かれることを強調している。欧州委員会

の提案は、エネルギー効率並びにエネルギー供給安定性を高める手段に重点が置かれ

ているが、これを実現するには研究関連の支出の増額や、環境を保護する新技術の開

発が必要となる。 
 
また、同コミュニケーションには、2013 年以降の気候変動問題に関する将来の国際

的な交渉のガイドラインとなるべき一連の提案が含まれている： 
・参加国の拡大：EU が、気候変動に関する多角的なアプローチにおいて、主要な

役割を演じ続けるのは勿論、発展途上国を含む温室効果ガスの大量生産国が、国際的

な温室効果ガス排出削減努力に積極的に参加するよう促す必要がある。EU、米国、カ

ナダ、ロシア、日本、中国、インドだけで、世界の温暖化ガスの約 75％を排出してい

ることを考えると、特に米国の参加が不可欠となる。 
・分野の拡大：温室効果ガスの排出削減に関する国際的な行動の適用分野を、ガス

の排出が急激に増えている航空輸送や海上輸送に拡大する必要がある。また、一部の

地域では、森林伐採が大気中の温室効果ガスの濃度の上昇に寄与しており、林業も適

用分野に加える必要がある。 
・EU 域内でのイノベーションの促進：気候を保護する新技術の開発や採用を可能

にし、エネルギーや運輸、建設インフラのための長期的な投資に関する 良の決定を
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行うため、域内でのイノベーションの促進が至上命令となる。 
・柔軟な経済的手法の利用継続：EU 域内排出権取引制度のような柔軟な経済的手

法を EU レベル、あるいは世界レベルでの温室効果ガス排出の削減に利用する。 
・EU レベル、世界レベルで政策の適応を図る：気候変動に効果的に適応するため、

気候変動問題に関する域内の財源を強化する必要があるほか、発展途上国の適応努力

を財政的に支援しなくてはならない。 
 
なお、欧州委員会は、将来の交渉における EU のポジションを決定する前に、2005

年度内に世界の主要なパートナーと 2013 年以降の気候変動問題に関する戦略につい

て討議することを勧めている。こうした討議における気候変動問題に関心を持つ国々

との対話を通じ、これらの国々が一定の期間、一定の条件のもとに適用する用意のあ

る行動を明らかにすることが望まれる。 
 
欧州委員会のディマス委員（環境政策）は、「気候変動との戦いは、もはや選択の余

地のない至上命令である。EU は今後もこの問題で模範を示すと同時に、EU の全ての

国際的なパートナーの参加を促すため、圧力をかけ続ける」と発言。また、同委員は、

「世界の平均気温の上昇を 大 2℃に抑えるという EU の目標の遵守は可能である」

ことを強調している。 
以上 

 
（参考資料） 
欧州委員会： 
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/155&format=
PDF&aged=0&language=EN&guiLanguage=en 
http://europa.eu.int/comm/environment/climat/future_action.htm 
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【環境】 

閾値（しきいち）が気候変動に対する経済分析の手法を変える（米国） 
 
 ペンシルバニア州立大学の研究者によれば、地球温暖化に対応した通常の経済分析

は、気候変動の閾値（しきいち：threshold、訳注：特定の現象において、ある種の反

応を起こさせるのに必要なエネルギーの 小値）を考慮していないため、その内容に

は偏向性がある。 
 
 「多くの経済モデルでは、気候変動を徐々に発生する可逆的な現象と仮定している。

ところが、環境に影響を及ぼす現象の中には、スムーズな変化ではなく、閾値に対す

る反応を示すものもある。つまり、変化の無い状態が長期間続いた後で、突然大きな

変化が発生するのである。」ペンシルバニア州立大学の地球科学助教授、Klaus Keller
博士はこのように述べている。 
 
 Keller 博士は、同大学の環境研究所所長である地球科学教授の William E. 
Easterling 氏と共に、温室効果ガスの人為的排出による閾値反応と考えられる 2 つの

現象を分析した。対象は、広範囲に及ぶサンゴの白化と海洋循環システムの崩壊であ

る。これらの現象は突発的に起こり、発生の有無や時期を確実に予想することができ

ない。 
 
 2005 年 2 月 18 日にワシントン D.C.で開催された全米科学振興協会（AAAS）年次

総会において「気候変動に関する閾値の存在は、これまでの経済分析の結果に疑問を

投げかけるものである」と、Keller 博士は聴衆に向けて語った。 
 
 「温室効果ガスの排出は、気候変動が閾値を超える引き金となり、環境・経済両面

に多大な影響を及ぼす可能性があるが、通常の経済分析ではこの点を考慮していない。

温室効果ガス排出による悪影響の可能性を無視した経済分析は、温室効果ガスが絶え

ず過剰に排出されているとの先入観を伴うものとなっており、より実態に即した環境

面の閾値反応を経済分析に反映させる必要がある。」 
 
 閾値反応の不確実性による事象の突発性によって、気候変動政策の立案に際しいく

つかの特別な課題が生じる。例えば、海洋循環の変化について、現行の観測システム

が実用的な早期警告を発することが可能かどうか、という点等は鍵ともなる疑問の一

つである。 
 
 Keller 博士は更に次のように述べる。「滝がある川の中で、カヌーを漕いでいる状況
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を想像していただきたい。余裕を持って滝を避けるためには、前もってその場所を知

っておきたいものだ。気候変動の状況もこれに似ている。閾値反応を避けられなくな

る前に、早めに警告をキャッチしたいと人は考えるだろう。」 
 
 つまり、観測システムについて言えば、実際の行動に移るための判断を下す前に、

早期警告にどの程度の信頼性を置くべきか、効果的な警告を発する観測システムをい

かに設計し、導入するか等が重要な課題と言える。 
 
 また、「気候変動の閾値について効果的な警告をもたらす観測システムは、気候変動

対策を大幅に改善する可能性を秘めている。また、このようなシステムの導入は将来

の世代にとって、非常に収益性の高い投資となるだろう。」Keller 博士はこのように述

べた。 
以上 

翻訳：千葉 朗子 
（出典 http:// http://live.psu.edu/story/10454 Copyright 2005, 
The Pennsylvania State University. All rights reserved. Used with permission） 
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【環境】 

CO2 排出に歯止めをかける南洋理工大学の研究開発（シンガポール） 
 
 シンガポールの南洋理工大学（NTU）は現在、地球規模の環境保全活動に積極的な

役割を果たしている。同大学は、これまで地球温暖化と気候変動の影響を緩和する、

費用対効果の優れた解決手法の開発に関わる数々のプロジェクトに取り組んできた。 
 
 プロジェクトの一つに、NTU の環境科学・環境工学研究所（IESE）が一翼を担っ

ている、CO2 の排出量を削減するための画期的な技術開発を目指すものがある。IESE
は国際エネルギー機関（IEA）（注 1）傘下で、このプロジェクトのシンガポール代表とし

て IEA メンバー国の機関等と共同で高効率 CO2 回収技術の開発に取り組んでいる。 
 
 IESE の上級研究員、Wang Rong 博士は「費用対効果の高い CO2 回収技術の開発は、

現時点で CO2 排出に歯止めをかける 良手段と見なされており、世界中でしのぎを削

っている状態だ。IESE の研究もクリーン・エネルギーに重点を置いていることから、

IEA の各種エネルギー関連プロジェクトへの参画を求められている」と述べる。 
 
 現行の CO2 回収システムは、CO2 の吸収面に気泡塔や充填塔を使用しているがその

表面積には限度があり、CO2 の吸収効率はさほど高くない。加えて、巨額の初期投資

固定費用が企業にとっては CO2 回収システム導入の障壁となっている。 
 
 Wang 博士は更に次のように説明する。「IESE では、中空糸膜を使用した接触装置

の開発に取り組んでいる。従来型に比べ CO2の吸収能力は 30 倍と見込まれており（注 2）、

耐久年数も長くなる設計だ。現在は概念設計の段階だが、この中空糸膜を用いた接触

装置が完成すれば、すぐに実用化が進むものと期待している。装置のサイズが 65%縮

小され（注 3）、コストを 25%削減でき（注 4）、既存の設備に容易に組み込むことができる

ためである。」 
 
 環境保全研究の一環として、NTU は 2005 年 1 月 19 日に米国イェール大学から招

聘する James Gustave Speth 教授の公開講義を計画中である（2005 年 1 月現在）。

Speth 教授は気候変動問題、並びに先進国と発展途上国との架け橋として環境保全の

分野でシンガポールが果たすべき役割について講義を行う。現在 Speth 教授はリー・

クアン・ユー（訳注）賓客招聘プログラムに基づく一連の公開講義を行うため、シンガポ

ールに滞在中である。 
 
（NTU での公開講義、Speth 教授のプロフィールとリー・クアン・ユー賓客招聘プロ

グラムの詳細については、NTU ウェブサイトのファクト・シートを参照。） 
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以上 
翻訳：千葉 朗子 

（出典： 
http://www.ntu.edu.sg/corpcomms2/releases/14%20Jan%20LKYDV_Speth_NR.pdf 
Copyright 2005, Nanyang Technological University. All rights reserved. Used with 
permission） 
 
NTU について（大学当局による紹介文）： 

NTU は先頃「Times Higher Education Supplement」（英国の新聞タイムス紙の別冊）が発

表した大学ランキングで世界の 200 校中 50 位、地域別ではアジアで 7 位にランクされた。 
本校は英連邦諸国内で 高レベルの工学部を有し、経営大学院は MBA（経営学修士）世界

トップ 100 プログラムに名を連ねている。また、情報コミュニケーション学部もアジア圏内の

大学では 高レベルに属する。生物科学部はシンガポール国内のライフサイエンス分野におけ

る主導的役割を担っている。更に、人文社会科学部、物理数理科学部、芸術デザイン・メディ

ア学部も新設された。 
詳しい情報の参照先：http://www.ntu.edu.sg/ 

 
（注 1）IEA の詳細についてはこちらへ http://www.iea.org 
（注 2）E.L.Cussler. Hollow fiber contactors in “Membrane processes in 
 separation and purification”,  

edited by Jao G. et al. Kulwer Academic Publishers, 1994 
（注 3）H.J.Herzog. What future for carbon capture and sequestration? 

Environmental Science and Technology 35（7）（2001）, 148A-153A 
（注 4）CO2 Capture Project: Annual Summary 2002,  

http://www.CO2captureproject.org 
（訳注）Lee Kuan Yew（李光耀）シンガポールの元首相、現上級相。 
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【産業技術】ライフサイエンス  
 

集中治療室（ICU）のリモート･プレゼンス･ロボット（米国） 

 

カリフォルニア大学ロサンゼルス校（UCLA）が神経外科集中治療室（ICU）で実

施するRP-6移動ロボットシステムの初期臨床試験について発表した。InTouch Health
社（サンタバーバラ、カリフォルニア州）によって開発された RP-6 ロボットによっ

て、医師は病院から遠く離れた場所からでも患者、家族、医療従事者と「ヴァーチャ

ル」に話すことが可能となる。 
 
ICU に集中治療専門医が居ると、罹患率、死亡率、在院日数、治療費が抑制される

ことを示す研究を踏まえ、UCLA 神経外科部の集中治療専門医―危篤患者の治療を専

門に行う医師―は、家やオフィスから ICU の患者を補助的に監視するために RP-6 を

活用する。このプロジェクトは米陸軍衛生研究資材本部、テレビ電話医療・高度技術

研究センターの支援協定に基づく研究資金を受け、メリーランド州フォートデトリッ

クで立ち上げられた。UCLA デヴィド･ゲフィン医学部神経外科長で教授のニール・マ

ーティン博士、准教授のポール・ヴェスパ博士とヴァレーリー・ネノフ博士がこのプ

ロジェクトを進める。 
 
集中治療専門医は全国的に不足している。現在、米国で稼働している集中治療専門

医は 6 千人以下であるが、年間 ICU に入る患者は 5 百万人以上となっている。訓練を

受けた集中治療専門医が ICU に配置されていると、患者の予後は良好で、ICU や病院

での滞在期間が短くなるが、実際には ICU 患者のたった 37%しか専門医による集中治

療を受けることができない。集中治療専門医は起こりうる合併症について精通し、医

療ミスを 小限にすることができる。 
 
UCLA は集中治療専門医の診療可能な地理的範囲を広げる方法として RP-6 ロボッ

トを試験する。患者は高さ約 1.7m（約 5 フィート 6 インチ）のロボットを通じて医師

の顔を見、声を聞いて対話する。ロボットは頭部のモニターに医師の顔のライブ・ビ

デオ画像を表示する。医師は、ControlStation というコンピュータ装置の前に座り、

モニター上に映し出されるライブ・ビデオ画像で患者の様子を見聞きする。

ControlStation に装備されたジョイスティックで、医師はロボットを患者のベッドサ

イドに移動させ、ロボットの頭部の動きをコントロールし、患者やベッド脇のモニタ

ー類をより詳しく調べるためにズームすることもできる。 
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マーティン博士は次のように述べた。「RP-6 ロボットによって、患者、その家族、

病院職員が医師へのアクセスを増やすことができるだろう。UCLA は集中治療チーム

に補強する 新の助っ人の試験に期待を高めている。ヘルスケア専門家の時間を有効

利用することは患者の治療改善、入院期間の短縮、費用削減の可能性につながること

を私達は認識している。UCLA は私達の病院内電子医療情報システム（GCQ）とリモ

ート・プレゼンス・システム（RP-6）を統合し、従来不可能であった方法で、自宅や

オフィスからいつでも患者をモニターし、アクセスすることを可能にする。」 
 
マーティン、ネノフ、ファザード・バクシイ各博士らによって構築された GCQ

（Global Care Quest）社のシステムは UCLA 医療センターが開発したリモート無線

可動式患者情報システムで、既に製品化されている。 
 
このロボットに対する患者とその家族の反応はかなり好意的である。ジョンズ・ホ

プキンス病院（メリーランド州、ボルティモア）で行われた研究では、患者の半数は

担当医の遠隔回診の方が他の医師が直接回診するより好ましいと答えている。さらに、

80%の患者がロボットによって医師へのアクセスが容易になったと感じている。 
 
ジョンズ・ホプキンス病院泌尿器科副学科長、ルイス・カヴォジ博士は次のように

話した。「患者はとても気に入っている！ロボットを通じた遠隔ビデオでのやり取り

を患者達がどんなに楽しんでいるか、私には大変な驚きだった。」 
 
十数ヵ所の他機関が遠隔医療を行うため RP-6 ロボットを緊急治療室や患者病棟で

使用しているが、UCLA は初めて ICU での使用を試験する。 
 
U.S. News & World Report 誌が全国の 2,550 名の有資格専門医を調査した結果、

UCLA 医療センターは 15 年連続で米国西部の 優秀病院にランクされている。UCLA
医療センターはベッド数 668 の非営利・独立経営の病院で、あらゆる医学上の専門分

野で患者治療を行っている。同医療センターは UCLA デヴィド・ゲフィン医学部の主

要な大学附属病院である。臨床プログラムに関する情報、かかりつけの医師の選択に

役 立 つ 情 報 は 電 話 （ 800-UCLA-MD1 ） ま た は イ ン タ ー ネ ッ ト

（http://www.healthcare.ucla.edu）で入手可能。 
 

InTouch Health 社は、カリフォルニア州サンタバーバラを本拠地とする民間企業。

同社はヘルスケア専門家の実効性を格段に伸ばす技術的解決策を提供する。また、

RP-6 ロボットシステムを使ったヘルスケアでリモート・プレゼンス技術の第一人者と

して、救急治療における切迫した専門家不足に取り組んでいる。独自に開発した通信・

移動ロボット・プラットフォームによって、患者や世話をする介護師がいる所、職員
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を指導・訓練する所、ヘルスケア・サービスを監視する所等の（専門家が常駐できな

い）様々な状況に熟練した医療専門家を配置することが可能となる。InTouch Health
の解決策は複数治療機関のヘルスケア専門家の時間と専門性を活用し、治療の効率と

効 果 を 改 善 す る こ と が で き る 。 こ の 企 業 に 関 す る 詳 細 な 情 報 は 、

http://www.intouchhealth.com/で得られる。 
 
GCQ 社は、カリフォルニア州トランスに拠点を置く民間の医療ソフトウェア企業で

ある。同社の 先端のソフトウェア技術は、臨床医が患者モニター、画像化システム、

医学研究の結果や報告書等の医療データを遠隔から見ることを可能にした。データは

新式の も一般的な携帯端末やスマートフォンの WiFi や携帯無線ネットワークを

通じてアクセス可能。GCQ はポケベルや携帯電話を遥かに超えた機能を提供できる、

次世代の無線医療通信と遠隔患者モニタリング技術分野の代表格であり、UCLA とラ

イセンス契約を結び、この技術を製品化する予定である。 
 
詳細な情報はオンラインで入手可能（http://www.globalcarequest.com）。 

以上 
翻訳：御原 幸子 

(出典：http://newsroom.ucla.edu/page.asp?RelNum=5966) 
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【産業技術】ライフサイエンス  

DNA チップを使って抗生物質合成方法を研究（米国） 

 

カミーラ・カオ化学工学助教授にバクテリアを説明してくれと頼んだら、彼女は化

学者には合成できない抗生物質、免疫抑制剤、抗癌剤を産生することができる工場に

例えるだろう。バクテリアは普通、資源を巡って競合する他種バクテリアを抑制する

ために抗生物質を産生する。製薬会社はこの特性を利用し薬剤を製造するのだが、バ

クテリアを培養するプロセスは時間と費用がかかる。 先端のバイオ技術を使いバク

テリアの分子合成を乗っ取ることで―更にバクテリアに抗生物質を過剰産生させるこ

とで―カオ助教授は薬剤開発を大幅に加速することを目的としている。 
 
「製薬会社は 20 年以上の研究で独自に開発した（バクテリアの）変異体株を所有し

ているが、多くの変異はまだ明らかになっていない。このような過剰産生バクテリア

を改変して別のものを作るために、（製薬会社が持つ）バクテリアから得ることができ

る知識は何もない」と、カオ助教授。 
 
そこで、カオ助教授の登場となる。Metabolic Engineering 誌で 優秀学術論文と認

められ 2004 年度ジェイ・ベイリー若手研究者賞を受賞した研究を中心に、今週日曜日

（2005 年 3 月 11 日現在）全米化学会第 229 回年次総会（サンディエゴ）にて同助教

授の 新の研究進捗状況が報告される。 
 
全米科学財団と米国立衛生研究所によって助成されたカオ助教授の研究は「リバー

ス・エンジニアリング（注 1）」の手法で、製薬会社が所有する変異体―この場合は抗生

物質エリスロマイシンを産生するバクテリア種―を参考にし、活用する。エリスロマ

イシンは気管支炎、ジフテリア、百日咳、肺炎等の疾病治療で投与される。リバース・

エンジニアリングは、何かを細かく解体してどのように機能するのか調べることであ

る。カオ助教授にとっては、特定の Saccharopolyspora erythraea 株がどうして通常

よりも 10 倍ものエリスロマイシンを産生するのか調べることである。 
 
その答えは抗生物質を産生する遺伝子群にではなく、抗生物質産生遺伝子が発現す

るタイミングを相互制御する別の遺伝子変異にあるようだ。結果は？その変異体はエ

リスロマイシンを 5日間産生するのに対して、非変異体はたった 1 日しか産生しない。

カオ助教授は具体的な遺伝子変異を特定できれば、それを他の抗生物質産生バクテリ

アに導入し、産生量を増やすことができるだろうと考えている。 
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DNA マイクロアレイ（注 2） 

DNA マイクロアレイ（あるいは DNA チップ）として知られるツールが無ければ、

カオ助教授の研究成果はありえなかったであろう。DNA マイクロアレイはスタンフォ

ード大学のパトリック・ブラウン生化学教授の研究室で初めて作製された。何千もの

遺伝子発現を同時に追跡するために、コンピュータ技術と DNA 塩基対合の両方を使

う技法で、数多くの遺伝子が一斉に機能する―抗生物質合成の適切な表現である―生

体内作用の研究に多大な可能性を持つ。 
 
DNA マイクロアレイは切手程の大きさの基板上に一本鎖 DNA が配置されている。

既に遺伝子配列が分っている DNA をチップに固定し、配列が分っていない DNA 分子

に蛍光染料でラベルした試料を加える。試料の 1 本鎖 DNA の塩基対は、チップに固

定された DNA の相同部位に結合する。結合する塩基対は遺伝子 1 つに相当する。結

合した二重鎖 DNA の存在で、加えた試料の塩基対の配列と量が分る。 
 
遺伝子発現を測定する 1 つの方法として、メッセンジャーRNA レベルを測定するこ

とがある。メッセンジャーRNA は DNA の遺伝情報をタンパク質に翻訳する。そこか

ら逆行して、培養した変異バクテリアの全 RNA 転写の DNA コピーを作ることができ

る。この賢明な方法で、マイクロアレイ上に配置された DNA と結合する DNA を得る

ことができ、その濃度は正確に遺伝子発現を反映する。 
 
カオ助教授の実験で、培養エリスロマイシン産生バクテリアの RNA から得た DNA

コピーに蛍光染料を注入し、DNA マイクロアレイで調べた。 
 
「この実験で Saccharopolyspora erythraea の変異株ではエリスロマイシン産生遺

伝子の RNA 転写が長時間に渡って盛んに行われていることが明らかになった」とカオ

助教授。 
 

変異体の探索 
変異体がどのように抗生物質を過剰に産生するのか明らかになっても、本当の研究

はまだ始まったばかりである―新しい菌株で解明された過剰産生メカニズムを再現し

て初めて、リバース・エンジニアリングは成功したと言える。理想としては、変異を

引き起こす塩基対の正確な配列を見つけ、新菌株に直接導入することである。 
 
DNA にダメージを与え変異を誘発するために、製薬会社は化学物質と放射線を使用

する。しかし、このようにして誘発された一塩基対変異を産業用変異株で検出するこ

とは簡単なことではない。カオ助教授のグループは、例えば、エリスロマイシン産生

のタイミングを変える未確認の制御遺伝子の存在をつきとめたが、具体的に変異を特
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定することはできなかった。 
 
カオ助教授による類似した研究では、抗生物質チロシンを過剰産生する 2 つの遺伝

子が特定された。バクテリアの抗生物質―この場合はエリスロマイシン―産生時間を

延ばす代わりに、この 2 つの遺伝子によってバクテリアは産生速度を上げる。しかし、

カオ助教授の研究チームはこの具体的な変異も捉えることができなかった。 
 
現在、研究者達は、DNA を数個の遺伝子を含む程度に細かく切り刻み、通常のバク

テリアに挿入して抗生物質遺伝子群の発現、あるいは 終的な抗生物質産生の変化を

探そうとしている。 
 

DNA シャフリング（注 3） 

既に存在する変異株の研究は、カオ助教授の研究の半分でしかない。彼女は自分で

変異体も作製している。独自の変異体の作製は 2 点において利点となる。まず、化学

物質や放射線で変異体を作る代わりに、彼女の研究グループは、トランスポゾン（注 4）

―自分自身のコピーを複製しゲノムのどこにでも挿入できる小さな DNA 断片―を使

用している。トランスポゾンによって生じた変異は極めて特定しやすい。 
 
近年、レッドウッド市を拠点とする Maxygen 社によって開発された DNA シャフリ

ング技法は、カオ助教授に第 2 の利点―スピード―をもたらす。トランスポゾンで変

異体を一通り作製すると、作製した変異体のほんの少数しか抗生物質産生を増加しな

い。遺伝子組換えのように、当初産生量を増加した全ての変異体の組み合わせを DNA
シャフリングによって作り、複数の変異がある塩基配列をより一層短時間で作ること

ができる。 
 
ゲノムを一組のトランプと考えてみると、有益な変異体を誘発することはジョーカ

ーをそっと潜り込ませるようなものである。どのトランプの組がジョーカーを持って

いるのか―すなわち、どの株が抗生物質を多産するのか―簡単に分る。それぞれ 2 枚

のジョーカーを持つ 10 組のトランプを混ぜ合わせ、再び 10 組に分けることを何度も

繰り返す内に、20 枚のジョーカーを持つトランプの組―言わば、20 の有益な変異体を

持つバクテリア―ができるだろう。 
 
「従来の方法では 20 年間の研究が必要である高生産能力を持つバクテリアの作製

を、私達は 1 年以内で可能にしなくてはならない。その上でなければ、特定可能な変

異体を研究することができないのである」とカオ助教授。 
 
既存の変異体を研究するにしても、変異体を独自に作製するにしても、カオ助教授

< 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954号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/954/
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の関心は自由に細胞を操作できる方法を習得することである。カオ助教授が焦点を当

てている土壌中のバクテリアファミリー、放線菌類は何千もの生体活性分子を産生す

るので、将来的にさらに多くの発見につながるであろう。 
 
「このファミリーの生物が作る新分子が発見されれば、私たちの研究を利用して新

分子を過剰に産生する変異体株が短期間で作製されると期待している。普通、製薬会

社は新しい抗生物質が発売になるまで 20 年も待ちたいとは思わない」と、Kao 助教授

は語った。 
 
 
（注 1）機械やソフトウェアを分解・解析して構造や仕様の技術的情報を明らかにし、

製造方法や設計図、ソースコードなどを推測する技術。 
 
（注 2）スライドガラスやシリコン基板上にDNA配列断片を高密度に整列、固定化し、

ハイブリダイズした RNA 試料のハイブリッド形成強度を指標として、各遺伝

子の転写量を測定する技術。DNA チップと同義。 
 
（注 3）DNA 分解酵素で断片化した遺伝子を、プライマ―無添加状態でポリメラーゼ

連鎖反応（PCR）させ、新規キメラ遺伝子を得る進化分子工学技術。米国

Maxygen 社は、複数のファミリー遺伝子を用いて DNA シャフリングを行い、

酵素の性能を大幅に向上させることに成功している。 
 
（注 4）一定の構造を保ったまま DNA 上を転移する転移性遺伝要素（DNA 断片）。遺

伝子単離などを行う際の指標として利用される。 
以上 

翻訳：御原 幸子 
(出典: http://www.stanford.edu/dept/news/pr/2005/pr-acs_kao-031605.html 
Copyright 2005, Stanford University. All rights reserved. Used with Permission.) 
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【産業技術】ライフサイエンス  

癌退治に秀でた「賢い」免疫細胞（米国） 

 

癌を撃退するように身体を教育する試みの中で、研究者達はある免疫細胞が他のも

のより「賢い」ことを発見した。採取したヒト細胞を使った研究でジョンズ・ホプキ

ンス・キンメル癌センターの研究者達は、初回抗原刺激を受け骨髄の癌である骨髄腫

に狙いを定めている T 細胞 2 種類の癌殺傷率を調べた。その結果、骨髄に存在する T
細胞は血中を循環するものよりも 90%以上効率が良いことが判明した。 
 

「免疫系が長い間無視してきた癌細胞を、認識し殺傷させるように免疫系を仕向け

る癌治療法の開発はとても困難である」と言うのは、腫瘍学助教授、本研究の責任者

であるイワン・ボレロ医学博士。この研究は Cancer Research 誌 3 月 1 日号に掲載さ

れた。「今回、私達は骨髄にある T 細胞を『教育すること』で、 も効果的に抗腫瘍反

応を得ることができるという証拠を掴んだ。」 
 

自然状態では、T 細胞は遺伝子変異した癌細胞等、体にとって異物である細胞を特

定し破壊する役目を果たす。血中、骨髄両方の T 細胞を使ったジョンズ・ホプキンス

の研究では、T 細胞の癌殺傷方法を活性化し拡充する「人工知能」として、電磁ビー

ズに腫瘍抗体をコーティングし T 細胞と混ぜ合わせた。 
 

骨髄 T 細胞は成熟した骨髄腫細胞だけでなく、骨髄腫を引き起こす原始的な細胞も

識別した。活性化した骨髄 T 細胞は骨髄腫幹細胞群増殖の 86%を阻止したのに対して、

循環血液から抽出された活性化 T 細胞では 47%に留まった。培養皿では癌の増殖を抑

えることができたが、本研究の次段階では患者でも同様の働きをするのか確認する必

要があり、同センターの研究者達は、活性化骨髄 T 細胞だけの場合と骨髄腫ワクチン

と組み合わせた場合を、骨髄腫患者少数で調べることを計画している。 
 

「抽出し培養するのが簡単という理由で、循環血液の T 細胞がこれまで免疫治療に

使用されているが、この T 細胞では腫瘍を認識しないことが多い」と、ボレロ助教授。 
 

「骨髄腫の場合、骨髄 T 細胞は腫瘍の場所に戻るために特定の細胞表面マーカーを

持っていると考えられる」と同助教授は述べた。「さらに、骨髄自体がこの T 細胞を惹

きつける刺激剤を含んでいる」と、研究者で本論文の筆頭著書であるキンバリー・ヌ

ーナン氏が語った。 
 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
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患者を治療するために、患者から比較的簡単に採取した少量の骨髄から大量の T 細

胞を培養、活性化する。培養した細胞は静脈注射で患者に戻される。しかし、ボレロ

助教授は骨髄腫ワクチンを追加することで骨髄 T 細胞の全体的な抗腫瘍効果は増大す

る可能性があると考えている。 
 

その他の血液や骨髄の癌、乳癌等の固形癌を持つ患者にとってこのタイプの免疫治

療は効果があると考えられている。他グループの研究では、乳癌患者が乳癌に特異的

な T 細胞を骨髄中に持つことが分っている。 
 

毎年 1 万 6 千人近くのアメリカ人が骨髄腫を発症し、11,300 名が死亡している。 
 

以上 
翻訳：御原 幸子 

(出典: http://www.hopkinsmedicine.org/Press_releases/2005/03_01b_05.html) 
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【産業技術】科学政策 

EU 研究開発フレームワーク計画、知識基盤の発展に貢献（EU） 
 
欧州委員会は 2005 年 2 月、「研究開発フレームワーク計画の 5 年間（1999～2003）

の評価」に関する報告書を発表した。同報告書は、ノキア社のオルマラ副社長を議長

とする 13 人の専門家グループが作成したもので、研究開発フレームワーク計画の実施

状況や成果の評価を行っている。 
 
同報告書は、「研究開発プログラムは、EU の知識基盤の発展に重要な貢献を行うと

ともに、EU のイノベーションの潜在力に良好な影響を及ぼした」と結論づけている。

しかし、こうした良好な影響を持続するためには、研究開発予算の大幅な引き上げが

必要であると指摘している。 
 
専門家グループのメンバーは、2007～2013 年度の中期予算で、研究開発予算を倍増

するとする欧州委員会の提案を支持している。ただし、同グループは、EU レベルの

予算を増やすだけでは有効とはいえず、加盟国レベルでも同時に研究開発支出が増額

されなければならないとしている。 
 
同報告書は、EU の研究開発分野における今後の挑戦課題として以下の 4 つを挙げ

ている： 
・優秀な才能を EU に引きつけ、才能に相応しい待遇を行う。 
・商業的、工業的な研究開発に適した環境を作る。 
・イノベーションや持続可能な成長のために財源を充当する。 
・化学や技術に対する市民の信頼を強化する。 
 
また、専門家グループは同報告書で、第 7 次研究開発フレームワーク計画（FP7）

のための勧告を行っている。同グループは、産業部門、特に中小企業のより積極的な

参加を促す必要性を説くとともに、フレームワーク計画への参加に関連する煩雑な手

続きや監査を簡素化すべきであるとしている。また、「欧州研究委員会」の設立を支援

し、重要な分野での EU の地位確立のため、技術プラットフォームや官民パートナー

シップを奨励するよう勧告している。 
 
欧州委員会のポトチュニック委員（科学・研究担当）は、「フレームワーク計画が、

EU の知識基盤の強化に貢献した」との評価に満足の意を表明、「評価レポートを FP7
の策定に活かしたい」としている。同委員は、3 月に入って、「研究開発予算の倍増」

という欧州委員会の提案に変化のないことを確認している。同委員は、「研究開発への

投資増のみが、この分野で EU がトップグループに残ることを可能にする」ことを強

< 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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調、今後、研究開発予算に関する政治的な決断を行う加盟国の首脳が、「同じ結論に達

することを信じたい」としている。 
 
EU レベルでの研究開発促進の動きに呼応するかのように、加盟国でもこうした動

きが見られる。特に積極的な動きを見せているのはフランスで、シラク大統領の後押

しで「産業イノベーション庁」の創設が決まっている。 
 
2005 年 6 月 3～5 日にはパリで、EU では初めてとなる「欧州研究開発・イノベー

ション展示会」が開催される。CNRS（国立科学研究所）のオドゥーズ博士（宇宙物

理学者）が中心となって開催されるこの展示会には、シラク大統領の積極的な後押し

があるほか、欧州委員会も支援を行う。 
 
欧州委員会の研究総局は、この展示会でブースを設置し、EU の研究開発に関係す

る政策や財源、規則の説明を行う。このほか EU の新規加盟国や主要な大学、研究機

関なども研究の成果を披露するとともに、域外の研究者、大学、研究機関との交流を

深める。 
 
展示会の開催期間中には各種の講演会が予定されており、「気候変動」、「宇宙探査」、

「情報通信関連の新技術」、「未来の医薬品」、「ナノテクノロジー」、「持続可能な研究

開発」、「バイオテクノロジーと遺伝子組み換え作物」、「21世紀の食物」、「新エネルギ

ー」、「廃棄物管理・公害との戦い」、「コンピュータと人口知能」、「脳」といった広範

囲なテーマについて専門家が講演を行う。 
以 上 

（参考資料） 
欧州委員会： 
http://europa.eu.int/comm/research/reports/2004/fya_en/html 
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/162&format=
PDF&aged=0&language=EN&guiLanguage=en 
 
「欧州研究開発・イノベーション展示会」： 
http://www.salon-de-la-recherche.com 
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【産業技術】科学政策  

科学技術と社会－ヨーロッパの取り組み（英国） 
 
2005年3月9～11日の3日間にかけて、ブリュッセルのシャルルマーニュ会議場において、

欧州委員会（European Commission）による、Science in Society Forum 2005 と題された会

議が、主としてＥＵ諸国から 1,000 名を超える参加者を集めて開催された。 
 
会議の目的は、科学者、政策の企画立案担当者、市民グループその他の利害関係者が一同に

集い、科学と社会の関係の議論が展開されている現状について、また、そうした議論が現実に

世の中に与えている影響、また、そうした議論に参加している各層の役割を、それぞれ検討す

ることにあった。 
 
会議では、政策的な重要性及び欧州社会の将来にとって関係の深い事項かといった観点から、

「科学,社会とリスボン戦略（Science, Society and Lisbon Strategy）」、「科学，技術と民主主

義（Science, Technology and Democracy）」、「科学コミュニケーションの土壌確立に向けて

(Towards a culture of science communication)」、「科学分野における多様性,包括性及び公平

性の涵養（Fostering diversity, inclusiveness and equality in science）」、という４つのコアと

なる論点が設定され、それぞれについて議論が行われた。また議論と並行して、現在各国で行

われている本分野に関する様々な取り組みについて紹介する展示が、「科学の普及」、「公開討

論及び参画のプロセス」、「社会の多様なグループとの関わり」、の３つの分類で行われた。 
 
この会議の背景には、欧州委員会による「リスボン戦略」及び「科学と社会・行動計画」

（Science and Society ActionPlan）がある。前者は、2000 年に策定され、欧州統合が進む中

で、より多くの質の高い職を確保しながら持続的な経済発展を続けるために、2001 年までに

欧州が世界で も競争的で活力のある知識経済社会（knowledge-based economy）となること

を謳い、科学技術面について言えば、欧州域内の GDP に占める科学技術研究開発費の割合を

3%に引き上げることをターゲットとしている。 
 
後者は、リスボン戦略の達成を支えるための一つの手段として、2001 年に策定され、欧州

における科学教育を充実・強化すること、科学技術政策を市民に身近なものにすること、政策

決定において的確な科学的知見を活用すること、の 3 つの目的が示されている。 
 
つまり、科学と社会の問題が議論される背景には、産業の空洞化、頭脳の米国への流出、学

生の科学技術分野離れといった状況に欧州として適切に対応し、統合欧州が将来的にも国際社

会で一定の地位を保つために、競争力の源泉の一つである科学技術分野の健全な発展を促す必

要があるとの認識の下、その担い手として必要となる科学的人材の育成を図る一つの前提とし

て、科学と社会の関係を改めて見つめなおし、科学に対する理解、興味を促すという狙いがあ
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るように考えられる。事実、上述の 3％目標を達成するためには、数十万人の科学者の増加が

必要になるとの見方がある。 
 
もちろんこのほかにも、科学技術的な知見の活用が市民社会の生活と切り離せない時代とな

っており、政策形成において科学的知見が適切に利用されることや、市民社会に科学技術に対

する適切な理解が定着することの必要性についての認識もあるものと考えられる。 
 
遺伝子組換え体やナノテクノロジーの利用に対する市民の不安に対応していくためにも、科

学と社会の関係を議論することが必要とされているわけである。展示の部でも、SINAPSE と

呼 ば れ る 、 欧 州 に お け る 政 策 支 援 の た め の 科 学 情 報 デ ー タ ベ ー ス の 公 開

（http://europe.eu.int/sinapse）、ナノ・ダイアローグ（Nano dialogue）、ナノ・フォーラム（Nano 
Forum）といった取り組みなどが紹介された。 

 
会議の議論においては、従来の技術予測（Foresight）が、科学者中心の、また、進歩史観

によるものとすれば、技術評価（Technology Assessment）は、市民も参画し、また、科学

的な進歩が全て善とは限らない、という観点を含み得るものであることにも言及した上で、市

民参画それ自体は科学の発展にとって障害となるものではなく、むしろ科学の健全な発展の上

で重要な視点を与えるものだ、との認識が示された。 
 
これは、リスボン戦略及びそれに連なる行動計画の流れを踏まえれば、科学技術と社会が一

体不可分のものとなりつつあり、また、それを担う人材の育成を考えた場合、当然の流れと言

えるのかもしれない。つまり、科学における市民参画、民主主義の徹底、そしてその結果とし

て、科学が支持を受けるようになること、という観点から、このような認識が必要とされるの

であろう。かかる観点からは、科学分野における女性やエスニック・マイノリティの登用に関

する議論も多く見られた。 
 
こうした科学における市民参画の推進、民主的な運営の推進の必要性がＥＵ加盟国間におい

て共有されることは、拡大するＥＵにおいて科学技術人材の流動性が高まっていくためにも、

必要不可欠な前提条件であると考えられる。 
 欧州委員会の科学研究担当理事からも、第 7 回目となる、欧州の次期フレームワークプロ

グラムにおいて、科学と社会の関係は益々重要な論点となり、欧州の持続可能な発展のための

大きな鍵の一つであるとの認識が示された。 
以上 

（参考） 
この会議の詳細については、次のウェブサイトから情報が入手可能である。 
http://europa.eu.int/comm/research/conferences/2005/forum2005/index_en.htm 
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【産業技術】政策 

韓国版ニューディール事業に 7 兆ウォン投入（韓国） 

 

1. 新公共投資事業 

産業資源部は世界経済の統合が加速化される中での、知識基盤経済時代に向けた市

場の先取りと経済活性化をめざし、2004 年 11 月中旬に「産業分野ニューディール政

策課題」を発表し、4 大分野 36 課題での成果を上げるべく総額 7 兆 1,859 億ウォンの

投入を決定した。 
 同投資事業に対しては、政府関係部署との協議を経て 2005 年第 1 四半期からの財

政早期執行を予定している。同事業は、以下の 4 分野について実施される。 
 
(1) 公的企業の大規模新規投資プロジェクトの推進および早期執行 

(18 課題：3 兆 4,546 億ウォン) 
・韓国石油公社、韓国ガス公社、韓国電力公社などの備蓄基地建設事業、LNG の全国

供給事業、発電所 12 ｹ所建設など 18 プロジェクトを推進 
 

(2) 中小企業の技術開発および設備投資資金調達支援の強化 
(7 課題：1 兆 9,665 億ウォン) 

・中小企業の設備投資に対する特例保証供給の実施および大・中小企業需給ファンド

の調整 
・技術事業化投資組合(今後 5 年間で 5,000 億ウォン規模)の結成・運営 
・その他、圏域別中小企業共同物流センター構築、無線周波数認識技術(RFID)モデル

事業、在来市場活性化事業などを推進し、中小企業向けの技術開発および投資活性

化を図る 
 
(3) 産業団地革新クラスターなど地域均衡発展事業投資の拡大 

(3 課題：4,000 億ウォン) 
・産業団地活性化のため、産業団地革新クラスターの拡大 
・地域の革新力強化のための地域革新産業基盤の構築および地域革新 特性化事業の

拡大 
 

(4) 新・再生エネルギー開発、省エネルギー融資およびインフラ造成の拡大 
(8 課題：1 兆 3,648 億ウォン) 

・原発施設周辺地域でのテーマパーク造成、京都議定者の発効に対応した温室効果ガ

ス排出削減事業および新・再生エネルギー開発事業の拡大 

< 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954号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/954/
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・省エネルギーおよび新・再生可能エネルギー生産のための施設資金の融資増加 
・大学との連携、国立研究所の設立およびモデル村造成など、燃料電池開発推進のた

めの産業化基盤の構築 
 
2. 産業育成戦略 

一方で韓国政府は 1995 年以後、国民所得が 1 万ドル程度に止まっている状態であ

り、政府は競争環境の変化に能動的に対応し、国民所得 2 万ドルを達成し、他の先進

国と並ぶため、知識と技術に基盤を置き、多様な革新主導型成長動力の創出を求めて

いる。産業資源部は公共投資と併せ、以下の分野での産業育成戦略(成長動力別推進戦

略)を策定した。 
 
(1) 次世代電池(2 次電池世界シェア 1 位、燃料電池世界シェア 15％) 
・市場規模が大きいモバイル機器および自動車用 2 次電池を開発 
 －核心素材と製造技術確保を通じ、日本企業との格差を縮小 
・次世代水素・燃料電池に対するオリジナル技術の確保およびインフラ造成(2005～

2012 年に 4,558 億ウォン投入) 
・早期産業化のためのインフラ構築 
 －次世代電池性能・安全性評価センターの設置および 2 次電池 B2B 事業 
 
(2) ディスプレイ(LCD に続き PDP、OLED など次世代製品で世界シェア 1 位) 
・LCD：PDP は応用技術、OLED は次世代オリジナル技術開発 
 －OLED 寿命延長および大型化技術開発 
 －TFT-LCD の生産費 小化(1 インチ当り 7 ドル以下)および PDP 超大型化化技術の

開発 
・大規模投資およびクラスター造成による世界市場リーダーシップ確保 
 －LCD：坡州(京畿道)、亀尾(慶尚北道) 
 －PDP：亀尾 
 －OLED：天安(忠清南道)、坡州 
・ディスプレイ部品・素材・装備産業の並行育成 
 
(3) 次世代半導体(非メモリ(SoC)世界シェア 3 位へ跳躍) 
・メモリ分野の技術パワーを基に SoC など非メモリ分野への進出 
 －自動車用半導体、遠隔監視用半導体(Telemetrics)などの市場が大きく、高付加価

値である SoC 分野に集中 
・無線周波数認識技術(REID)の技術開発およびモデル事業の拡大 
・半導体産業発展インフラ構築 
 －需要大手企業と装備生産中小企業の間での購買協力および核心部品の開発 
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 －需給企業の投資ファンド造成、半導体 R&D 集積化団地造成：坡州(京畿道) 
 
(4) 未来型自動車(環境・エネルギー技術の保有し、世界 4 大自動車強国入り) 
・ハイブリッド・燃料電池・知能型車の 3 大未来型自動車の開発 
 －ハイブリッド用動力制御システムなど次世代核心技術の選定・開発 
 －産業用 R&D 連携体系および常用化 Testbed 構築 
・「環境に優しい自動車開発および普及促進に関する法律」の制定 
・公共購買・補助金支払いなど官主導による初期市場造成 
 －車輌取得・保有税および各種通行料の免除を検討 
 
(5) 知能型ロボット(世界シェア 10％で 3 位) 
・産業用ロボットの知能化および個人用サービスロボットの集中開発 
 －知能型監視ロボット開発推進および 2004 年から自動車製造用先端ロボット、家庭

用ロボット(警備用など)の開発に着手 
・知能型ロボットの安全性と信頼性確保のため、安全規格、認証制度など関連法制度

の整備 
・官主導による知能型ロボットの需要創出 

－施設等での監視、点検、補修および災害探知などの用途向けに需要拡大 
以上 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート954号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/954/
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【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 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 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

< 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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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 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 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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【ニュースフラッシュ】 

                                     954 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. 'ボディートーク'で携帯機器を制御(2005/04/04) 
- グラスゴー大学で、体の動き（うなずき）と音を利用して携帯機器を制御する技術が開発された。従
来の携帯オーディオ機器のようにポケットから出して画面を見て操作する必要がなく、移動中でも安全
で容易に操作できる。加速時計を利用し体の動きを検知して機器に指示を与え、骨伝導で 3D 音を耳に伝
える。 
'Body talk' Could Control Mobiles 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/4398439.stm 
 
2. 新しいマルチ・チャンネル CT スキャナーの出現が診断能力の向上とスピードアップをもたらす
(2005/04/01) 
- 米国で初めて、世界で 2 台目のフィリップス製 64 スライス型断層撮影装置がシカゴ医科大学に設置さ
れ、診療に使われている。従来のものに比べ、4 倍の検出器を備えているので、高速で高質な画像が得ら
れる。数秒間の撮影により血管等どんな組織の画像でも 3 次元映像として詳細に映し出せる。 
New Generation of Multi-Channel CT Scanners Brings Diagnostic Power and Speed 
http://www.uchospitals.edu/news/2005/20050401-64CT.php 
 
3. 高齢者の生活支援のための「枕」型と「椅子」型の 2 種類の新型ロボットがニューヨークで初公開
(2004/03/31) 
- カーネギーメロン大学の開発チームは、高齢者の生活支援のため、「枕」型と「椅子」型の 2 種類のロ
ボットを開発し、同大学のマルチメディアイベントで初公開する。「枕」型ロボットは振動、熱、光、音
響信号の知覚体感技術と無線電信を組み合わせた通信システムで、「椅子」型ロボットは各種センサを備
えており、微振動モーターや音声、ライトなどの信号を用いることにより、利用者との間でコミュニケ
ートを図り、利用者にとり快適な利用環境を提供する能力を備えている。 
The Hug and the SenseChair, Robotic Prototypes Designed to Improve Quality of Life for Aging 
Population, on Display in New York City 
Carnegie Mellon technology exhibited as part of Da Vinci Effect Program April 12-13 
http://www.cmu.edu/PR/releases05/050331_chairhug.html 
 
4. fMRI（機能的 MRI）を用いて人が互いを信頼する脳活動を追跡(2005/03/31) 
- fMRI で脳画像の“hyperscanning”という新技術を利用して、互いに知らない人同士が経済ゲームを
していくなかで信頼関係を築いていく過程の脳活動を初めて観察した。本研究結果は脳の進化や社会的
行動の理解を深めるために役立ち、自閉症や統合失調症などの他人との交流に重大な問題のある疾患に
新たな見識をもたらす可能性もある。 
Scientists Use fMRI to Catch Test Subjects in the Act of Trusting One Another 
http://pr.caltech.edu/media/Press_Releases/PR12671.html 
 
5. MIT の研究者が脳形成に関与する遺伝子を特定(2005/03/30) 
-“Nature Neuroscience”3 月号に発表された MIT の研究成果で、遺伝子 CPG15 が脳の形成初期段階
において神経幹細胞維持のカギになっていることを見出した。CPG15 が、皮質の神経細胞をアポトーシ
スから守ることにより、 終的には哺乳類動物の前脳の大きさと形を決める役割を果たすとしている。 
MIT Researchers Identify Gene Involved in Building Brains 
http://web.mit.edu/newsoffice/2005/brainmolecule.html 
 
6. ブドウに含まれる成分が癌細胞増殖のカギとなる酵素を抑制する(2005/03/29) 
- イリノイ大学の研究成果が“J. Agri. Food Chem.”誌上掲載前にインターネットで公表された。ブド
ウに含まれる数種類のフラボノイドが癌細胞の増殖に不可欠な酵素を劇的に抑えることを見出した。１
成分のみの効果は少ないことから、いくつかの成分の相乗効果としている。現在、この効果を実証する
ための動物実験を行っている。 
Components in Grapes Inhibit Enzyme Key to Proliferation of Cancer Cells 
http://www.news.uiuc.edu/news/05/0329grapes.html 
 
7. 髪が幹細胞の豊富な供給源(2005/03/28) 
- 成長が早く持続的に補強される毛髪の毛嚢幹細胞は治療用幹細胞の供給源として期待されている。毛
嚢幹細胞による脱毛治療は既に検討されているが、カリフォルニア大学サンディエゴ校の研究で神経性
疾患治療への可能性も示された。マウスのヒゲから採取した幹細胞を皮膚に移植すると神経細胞になり、
他にも皮膚細胞、平滑筋細胞、メラニン形成細胞になる能力もあった。 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
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Hair is Good Source of Stem Cells 
http://news.bbc.co.uk/1/hi/health/4378941.stm 
 
8. 「色を識別しない」方法で DNA 塩基配列分析の新たな扉を開く(2005/03/28) 
- ベイラー医科大学とライス大学が開発した蛍光検出器は携帯式で処理能力も高く、患者のベッドサイ
ド、医師の診療室、犯罪現場、戦場での DNA 分析が可能。各塩基の蛍光染料に対応する 4 本のレーザー
を使用する pulsed multiline excitation 方式を採用、分光が不必要であるため、現行方法で問題となる
蛍光 4 色の相互干渉を解決できる。 
'Color-blind' Method Opens New Doors in DNA Sequencing 
http://www.bcm.edu/news/item.cfm?NewsID=382 
 
9. ジョンズ･ホプキンス大学で成体幹細胞による心筋修復臨床試験が始まる(2005/03/25) 
- 全米初となる成体幹細胞を用いた心筋損傷治療の臨床試験。フェーズ I では治療の安全性を確認する。
試験開始までの 10 日間以内に心筋梗塞の初回発作を起こした 48 名の患者にドナーの骨髄から採取した
成体幹細胞を注入、その後 2 年間、安全性、副作用をモニターし、3 種類の幹細胞濃度の相違を確認す
る。 
Johns Hopkins Begins Human Trials with Donor Adult Stem Cells to Repair Muscle Damaged from 
Heart Attack 
http://www.hopkinsmedicine.org/Press_releases/2005/03_25_05.html 
 
10. 心臓病患者の脆弱なプラークを識別する光学技術(2005/03/25) 
- マサチューセッツ総合病院の光干渉断層画像技術(OCT)を使用した研究で、心臓病患者の冠状動脈プラ
ークの特徴が明らかになった。OCT は光ファイバー･カテーテルで赤外線光を照射、血管の高解像度断
面画像を撮影できる。プラークの生体内構造変化を研究することや、早期診断･予防が可能となる。 
Optical Technique Identifies Vulnerable Plaques in Cardiac Patients 
Imaging technology may someday guide therapy designed to prevent heart attacks 
http://www.massgeneral.org/news/releases/032505jang.htm 
 
11. ウォーリーの DNA を探せ!―NIST の新標準試料(SRM)が探索に加わる(2005/03/24) 
- 米国立標準技術研究所(NIST)が開発した SRM2394「ヘテロプラズミック･ミトコンドリア DNA 変異
検出標準」は、1 塩基だけが異なる 2 つの DNA 断片の混合試料が 10 段階の濃度で用意されている。膨
大な DNA 情報からミトコンドリア DNA の低頻度変異を検出できる高感度探索方法の開発に役立つ。 
Where's Waldo's DNA? New NIST SRM Joins Search 
http://www.nist.gov/public_affairs/techbeat/tb2005_0324.htm#dna 
 
12. 新しい前立腺癌抑制遺伝子をエモリー大学が発見(2005/03/22) 
- 発見されたのは遺伝子 ATBF1 で遺伝子発現を制御する転写因子。ATBF1 が変異あるいは不活性化す
ると、発癌遺伝子をコントロールできなくなる。これまでの研究で第 16 染色体上に腫瘍抑制遺伝子の存
在は認識されていたが、遺伝子が特定されたのは今回が初めて。 
Emory Scientists Find New Prostrate Cancer Suppressor Gene 
http://www.whsc.emory.edu/press_releases2.cfm?announcement_id_seq=3379 
 
Ⅱ IT：情報技術 
 
1. 思考により制御するチップを実証(2005/04/04) 
- サイバーキネティックス社(マサチューセッツ州)は、デジタル信号処理システムと組み合わせた移植可
能な微小電極アレイの使用で、思考がテレビをコントロールすることを可能にするために使用する、い
わゆるブレインゲイト(BrainGate)インターフェースを形成できることを実証した。同社は、さらにニュ
ーロポート(Neuroport)と呼ばれる類似のインターフェースの制限利用に関して米国食品医薬品局の承
認を得た。患者の思考でコンピューターをコントロールすることができるようにはニューロポートは設
計されていない。 
Firm Demonstrates 'Control-by-Thought' Chip 
http://www.eetimes.com/news/latest/showArticle.jhtml?articleID=160403453 
 
2. 脳チップは人の考えを読む(2005/03/31) 
- 米国の麻痺した人は、心を読む脳チップから恩恵を得る 初の人になった。ニューイングランド・シ
ナイ病院(マサチューセッツ州)の先駆的な外科は、昨年の夏、思考するだけで日常の問題を解決できるこ
とを語っていた。脳チップは心を読み、判読するべきコンピューターへその考えを送る。テレビをオン
オフし、チャンネルを変更し、またボリュームを変更することが考えでできる。家庭のデバイスにリン
クされた技術とソフトウェアのおかげである。 
Brain Chip Reads Man's Thoughts 
http://news.bbc.co.uk/1/hi/health/4396387.stm 
 
3. オレゴン大学の研究者がナノ粒子に基づいた電子デバイスの特許を取得(2005/03/30) 
- 室温で効率的に作動する超小型のトランジスターが、オレゴン大学(UO)が取得した特許によるナノス
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ケールエレクトロニクスやオプトエレクトロニクスで可能である。特許で扱ったようなナノスケールト
ランジスターは、例えば直径 1.5 ナノメーターの化学機能を持つ金のコアのナノ粒子構築ブロックおよ
び古典的および量子力学的な特性の混合に基づいた機能から構成される。 
UO-ONAMI Researcher Gets Patent for Nanoparticle-Based Electronic Devices 
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2005-03/uoo-urg033005.php 
 
4. フィリップス社とペンシルベニア州立大学が新しいトランジスターを発表(2005/03/30) 
- オランダのフィリップス社とペンシルベニア州立大学の専門家は、表面電位の正確な算定および広範
囲な利用に基づいた、先端金属酸化膜半導体電界効果トランジスター(MOSFET)のモデルを共同開発し
た。これはトランジスターの物理的振る舞いの 良で可能な近似として見なされ、特に連続する技術世
代でデバイスを縮小したり、高周波領域での利用のように、その限界動作へ緊迫している場合に、他の
モデル式で可能であるよりさらに良い性能の集積回路予測を産出する。 
Philips and Penn State University Submit New Transistor 
http://physicsweb.org/press/8694 
 
5. 新 EU 研究フレームワークプログラム 2007-2013 へ(2005/03/29) 
- 欧州委員会(EC)は、2005 年 4 月 6 日に EU の第 7 次研究フレイムワークプログラム 2007-2013 の提
案を採択する。これは、評議会と欧州議会による採択のための共同決定手順を開始させる。 
Towards the New EU Research Framework Programme 2007-2013 
http://europa.eu.int/comm/research/press/2005/pr2903-2en.cfm 
 
6. チップレベルの銅回路用に開発された改良誘電体(2005/03/28) 
- マイクロ電子デバイスの多層内部相互接続構造を、アルミニウムから銅に取り替えることは、小型化
と性能の両方を高めることができる。 しかしながら、細い銅線の利用は、相互に接近したワイヤー間の
クロストークを減少させるよい誘電体を要求する。イリノイ大学アーバナ・シャンペン校の研究者によ
って開発された熱的に安定した芳香族ポリマーの新しい誘電体は、1.85 の低い誘電率と、良い機械的性
質と優れた付着性を持ち、チップレベルで銅回路の使用を促進するであろう。 
Improved Dielectric Developed for Chip-Level Copper Circuitry 
http://www.news.uiuc.edu/news/05/0328dielectric.html 
 
7. デジタル保存メディアの持続期間(2005/03/24) 
- CD や DVD といった保存メディアの寿命が何年かを知ることは、光ディスク上に大量の重要なデータ
を保存する病院、銀行およびその他の組織と同様に多くの政府系機関にとっても重大なことである。国
立標準技術研究所(NIST)が記録可能光学メディアの寿命評価の標準テストを開発することを支援するた
めに、DVD 協議会(DVDA)および政府情報保存ワーキンググループ(GIPWoG)は、光学メディアの寿命に
関する非常に簡潔な調査に答えるように連邦機関および他の組織に求めている。参加は、
www.itl.nist.gov/div895/gipwog/index.html を参照。 
How Long Should Digital Storage Media Last? 
http://www.nist.gov/public_affairs/techbeat/tb2005_0324.htm#digital_media 
 
8. ハーバード大学とテキサス A&M 大学の研究者が新しいレーザーを開発(2005/03/23) 
- ハーバード大学とテキサス A&M 大学のエンジニアおよび応用物理学者が、ラマン注入型レーザーの新
しいタイプの「プラグ・アンド・プレイ」レーザーの基礎を築き、そのプロセスで、レーザー技術のい
くつかの重要な革新を果たした。このデバイスは、コンパクトな設計で非線形光学デバイスと半導体注
入型レーザーの利点を組み合わせ、やがて画像化や検知で広範囲な応用に結びつくであろう。 
Harvard, Texas A&M Scientists Develop New Laser 
http://www.science.tamu.edu/story3.asp?storyID=452 
 
9. UCLA の研究者は初めて捉えがたい稲妻の迅速な波形を捕らえる(2005/03/23) 
- UCLA の研究者は初めて 1 秒間に 1 兆回の割合の電気的信号を捕らえディジタル化することに成功し
た。研究者が高出力マイクロ波兵器の攻撃に対する防御開発を支援し、物理学者が自然の基本構築ブロ
ックを観察することを可能にする発明である。 
UCLA Researchers First to Capture Elusive Lightning-Quick Waveforms 
http://www.newsroom.ucla.edu/page.asp?RelNum=6000 
 
Ⅲ EV：環境 
 
1. 木炭と森林管理に焦点を当てた、アフリカ大陸のエネルギーと健康に関する研究(2005/03/31) 
- カリフォルニア大学バークレー校等の研究によれば、アフリカ大陸では調理・暖房に利用する樹木と
木炭の排煙によって、2030 年までに 1,000 万人以上の子供と女性が早期に死亡し、2050 年までに 70 億
トンの CO2 が排出される。研究チームは温室効果ガス排出量が少なく、効率の高い木炭生産技術の導入
をアフリカの選択肢として推奨。 
Study of Energy and Health in Africa Focuses Spotlight on Charcoal and Forest Management  
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2005-03/uoc--soe032805.php 
(Charcoal Fuel Gets Green Light-Africa will Win Environmental and Health Benefits If It Stops 
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Burning Wood 
http://www.nature.com/news/2005/050328/full/050328-7.html) 
 
2. 足下の雑草は野放しにしないで - 経済的で環境に優しいバイオ燃料としての利用を米コーネル大学
研究者が提言(2005/03/31) 
- 雑草類をペレット（固形）化しバイオ燃料として利用することは、経済・環境・エネルギー効率の面
でメリットがあるが、米国では政府の補助金や支援団体が無く普及度が低い。コーネル大学は木質ペレ
ットと雑草ペレットの比較燃焼試験を実施、雑草ペレット燃焼時の熱量は木質ペレットの 96%に相当す
ることを明らかにした。生産性の低い耕作地の有効利用と農業者の収入増加にもつながるため、今後の
バイオ燃料源として期待できる。 
Don't Let Grass Grow Under Your Feet -- Burn It As Economical, Environmentally Friendly Biofuel, 
Cornell Expert Urges  
http://www.news.cornell.edu/Stories/March05/grass.fuel.ssl.html 
 
3. 食べ残しを燃料に(2005/03/28) 
- シンガポールでは毎年 500 万トンもの食物残渣が発生するが、再利用率はわずか 6%である。南洋理工
大学（NTU）は、食物残渣 1 トンから 50～60 立方メートルのメタンを発生させる嫌気性消化システム
を開発した。焼却処理のコストは残渣 1 トンにつき 77 ドルだが、このシステムでは 30 ドルで済む。研
究チームによれば、1 年半以内の商業化が可能。 
Food Waste to Fuel  
http://www.ntu.edu.sg/corpcomms2/news/TODAY-28.03.05-6%20FOOD%20WASTE%20TO%20FUEL
.pdf 
 
4. 「国連持続可能な開発のための教育の 10 年」(2005/03/22) 
- 2005 年 2 月 24 日、国連教育科学文化機関（UNESCO）は新しい教育プログラム「持続可能な開発の
ための教育の 10 年」を開始した。環境問題や文化遺産等に関する分野は必ずしも各国の教育カリキュラ
ムに含まれていない。本プログラムは各国間の格差を是正し「持続可能な開発」に関する教育カリキュ
ラムの導入を世界規模で促進する。 
A Decade of Education for a Lifetime of Sustainable Development  
http://europa.eu.int/comm/research/headlines/news/article_05_03_22_en.html 
 
5. 英国の CO2 排出量増加は「許容範囲内」(2005/03/21) 
- 2005 年 3 月 21 日、英国環境食糧農村地域省（DEFRA）は 2003 年の英国の温室効果ガス排出量を発
表。その量は 1990 年レベルの 13.4%減となっており、京都議定書の目標値（2008～2012 年までに 12.5%
減）は達成の見込み。ただし CO2 排出量は昨年比 2.2%増であった。石炭の価格が 8%下落し、発電用途
の消費量が増加したことが主な要因。 
UK Emissions Rise 'Within Target' 
http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/4371793.stm 
（GREENHOUSE GAS EMISSIONS FIGURES RELEASED TODAY 
http://www.defra.gov.uk/news/2005/050321d.htm） 
 
6. 一般市民の気候変動に対する理解度は非常に低い－マサチューセッツ工科大学（MIT）の調査で明ら
かに(2005/03/16) 
- マサチューセッツ工科大学（MIT）は、地球温暖化と気候変動を緩和する技術についての調査を実施、
1,200 名の回答を分析した。その結果、CO2 回収・貯留技術を知らない人が半分以上、水素燃料自動車
や風力エネルギーの認知度も低かった。「今日米国が直面している 重要課題は」との問いで、環境問題
は 22 の選択肢中 13 位であった。MIT は一般市民への教育の重要性を示唆。 
Climate Change Poorly Understood, MIT Survey Finds 
http://web.mit.edu/newsoffice/2005/climate-0316.html 
 
Ⅳ NT：ナノテクノロジー 
 
1. 磁気ナノ粒子が詰まったカーボンナノチューブ(2005/04/01) 
- ドレクセル大学および TRI/プリンストン研究所の研究者が、カーボンナノチューブを磁気ナノ粒子で
満たした。作られた磁気ナノ構造は、メモリ素子、医学および衣服エレクトロニクスに応用がある。 
Carbon Nanotubes Fill Up with Magnetic Nanoparticles 
http://www.nanotechweb.org/articles/news/4/4/1/1 
 
2. 金のナノ粒子がタンパク質折り畳みをモニター(2005/04/01) 
- タンパク質折り畳みの欠陥は、アルツハイマー病、嚢胞性繊維症および BSE(狂牛病)のような医学的状
態に関与している。現在、スタンフォード大学の科学者は、金のナノ粒子を付着させた酵母タンパク質
の折り畳みの変化がモニターできることを発見した。タンパク質の立体構造変化は、ナノ粒子を集合さ
せ、色変化を起こす。タンパク質の構成が変化したことを決定する簡単で低価格なセンサーの開発が可
能となる。 
Gold Nanoparticles Monitor Protein Folding 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.954,  2005. 4. 20 

53 

http://www.nanotechweb.org/articles/news/4/4/3/1 
 
3. ミトコンドリアのレーザー散乱(2005/04/01) 
- サンディア国立研究所の研究者が、連続的に分析中の容器へ単一のヒト細胞をつぎ込むアルミニウム
ガリウム砒素基盤設計のバイオ共振レーザーの 新の用途を報告した。細胞の「発電所」であるミトコ
ンドリアのレーザー散乱は、直ちに初期の肝臓癌細胞を識別し、それらが様々な発展段階を経る時に、
潜在的に幹細胞をモニターできる。 
Laser Scattering of Mitochondria 
http://www.aip.org/pnu/2005/split/725-2.html 
 
4. 分子トランジスターの新様式(2005/03/31) 
- アリゾナ大学の理論物理学者が単一分子トランジスターを作る新しい方法を提案。量子干渉効果トラ
ンジスターが、ナノスケールまで既存のトランジスター技術を拡張する現実的な方法かもしれない。こ
のデバイスは、量子干渉を切り替えることにより炭化水素環を通る電流の流れを変調させる。 
New Look for Molecular Transistors 
http://physicsweb.org/articles/news/9/3/18/1 
 
5. ナノテクノロジーを開発する英貿易産業省の助成(2005/03/31) 
- 英国を横断した 8 件のプロジェクトは、マイクロ・ナノ技術(MNT)のための先端的生産設備の構築を
支援するために、英貿易産業省(DTI)の MNT 主要設備プログラムのおおよそ￡2000 万からの利益を得
る。バンゴア UK-LMC(ウエイルズ大学)に、現在使用されている高精度レーザー加工を利用して新製品
を作り出すための革新的で向上した方法を開発させるために￡180 万を、またカーディフ大学のマイク
ロブリッジ社には、産業界に LCD や医療診断設備のような新製品を開発する方法を調査する機会を与え
させるための￡250 万など。 
DTI Grants to Develop Nanotechnology 
http://www.eetuk.com/tech/news/showArticle.jhtml;jsessionid=15FXNSK3AJU30QSNDBGCKH0CJ
UMEKJVN?articleID=160400188 
 
6. カーボンナノチューブの静電容量が化学蒸気を検知(2005/03/30) 
- 米国海軍研究所の研究者は、化学蒸気の存在を検知するために、単層カーボンナノチューブ・ネット
ワークの静電容量変化を利用した。この技術は高速応答を提供し、広範囲のガスを検知できる。単層カ
ーボンナノチューブ個々の静電容量の直接計測は困難であるので、単層カーボンナノチューブの 2 次元
ネットワークを利用している。 
Carbon Nanotube Capacitance Detects Vapours 
http://www.nanotechweb.org/articles/news/4/3/14/1 
 
7. ヨーロッパのナノ粒子研究が必要とするものは何？(2005/03/29) 
- ナノテクノロジーおよびナノ粒子研究に関する 近の EC 委員会主催のワークショップ代表は、この分
野の研究と、目的化され、証明された、使いやすく、関係者間で自由に直ちに共有されるツールの大き
な必要性を明らかにした。しかし、そのような開発の危険性および障害をあからさまに注意深く分析す
るべきであるということにも全員が合意した。 
Just What Nanoparticle Research in Europe Needs 
http://europa.eu.int/comm/research/headlines/news/article_05_03_29_en.html 
 
8. ナノテクで米国は優位にあるが、アジア、ヨーロッパも追いついている(2005/03/28) 
- 大統領科学技術アドバイザー評議会(PCAST)によって準備されている初期技術に関する重要な研究の
事前プレビューによれば、ナノテクノロジーの米国のリードは徐々に減ってきている。さらに、この技
術は、広範囲の学問分野において全面的にブレークスルーの大きな可能性がある一方で、ナノテクノロ
ジーの有毒な危険性の潜在性を検討する必要があることをアドバイザーは指摘する、とワシントンポス
トは報道した。 
U. http://www.eetimes.com/news/latest/showArticle.jhtml?articleID=159907136(S. Leads in 
Nantotech, but Asia, Europe Gaining) 
http://www.ostp.gov/PCAST/agenda_3-22-05.html 
 
9. ナノモータの新しい様式(2005/03/22) 
- UC バークレイ校の物理学者が、表面張力の効果を利用する初めてのナノメカニカルデバイス(NEMS)
を組み立てた。この緩和オシレーターは、カーボンナノチューブで作られた基板上の液体金属の 2 つの
小滴から成り、僅かな電界の印可でコントロールできる。このデバイスは、アクチュエーターやモータ
を含む様々なナノ機械応用に利用できるであろう。 
New Look for Nanomotors 
http://physicsweb.org/articles/news/9/3/14/1 
 
10. ナノ粒子は熱を伝達(2005/03/23) 
- イリノイ大学とミネソタ大学の研究者は、ポリマーの被覆を施した金のナノ粒子の熱の輸送を研究し
ている。ポリマーコーティングを膨張させる溶剤を加えることで、層の熱伝導率の予想外に大きな上昇

< 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954号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/954/



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.954,  2005. 4. 20 

54 

に結びつくことが発見された。 
Nanoparticles Transmit the Heat 
http://www.nanotechweb.org/articles/news/4/3/12/1 
 
11. ナノスケール組み立てのためにバクテリアを捕捉する電極(2005/03/22) 
- ウィスコンシン大学の研究者は、2 つの電極間のギャップでバクテリアを操作するために電界を利用し
た。デバイスの電気的特性の変化を測定することにより、バクテリアの位置を検知することができた。 
Electrodes Trap Bacteria for Nanoscale Assembly 
http://www.nanotechweb.org/articles/news/4/3/10/1 
 
Ⅴ EN：エネルギー 
 
1. 中国、持続可能なエネルギー開発プロジェクトを開始(2005/03/31) 
- 2005 年 3 月 26 日、北京にて中国科学院（CAS）の「石油補完・代替エネルギーの中長期戦略的研究プ
ロジェクト」第 1 回会合が開かれた。1)石油の需要・供給予測、2)石炭・天然ガス由来の液体燃料、3)
バイオマス燃料、4)輸送機関の電化、5)水素燃料で稼働する輸送機関、6)新たなエネルギー源に対応する
車両を対象分野とし、研究報告は 2006 年前半に国務院へ提出される。 
Advisory Project on Sustainable Energy Development Initiated  
http://english.cas.ac.cn/eng2003/news/detailnewsb.asp?InfoNo=25428 
 
2. 水素社会の障害を回避する新しい燃料電池(2005/03/31) 
- 米国ノースウエスタン大学の S.Barnett 教授等は、新型の固形酸化物燃料電池（SOFC）を開発。従来
型 SOFC の欠点は、燃料中の炭素が高温下で負極の全面に付着することだったが、研究チームは多孔質
触媒層に安定化ジルコニア並びに少量のルテニウムとセリウムを使用して、この欠点を克服した。フル
サイズの燃料電池に展開すれば燃料効率は 50%になる見込み。 
New Fuel Cell Drives Around Hydrogen Economy Roadblocks  
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2005-03/nu-nfc033105.php 
 
3. 水素社会を発展させるナノテクノロジー(2005/03/28) 
- 米国ラトガーズ大学等の共同研究。イリジウムの表面は平滑だが、酸素のある状態で 300℃以上の熱を
加えると 5 ナノメーター大のピラミッド状のファセットが多数出現する。アンモニアを分解して水素を
生産する際、この状態のイリジウムを触媒に用いると、アンモニア分子がジグソーパズルのコマのよう
にイリジウム表面に密着して分解が促進され、水素の生産効率が高くなる。 
Nanotechnology Could Promote Hydrogen Economy  
http://ur.rutgers.edu/medrel/viewArticle.html?ArticleID=4426 
 
4. メキシコ湾北部の海底堆積物は、メタンハイドレートの生成に適さない(2005/03/24) 
- ジョージア工科大学、スクリプス海洋研究所等の共同研究。メキシコ湾北部で海底堆積物コアを採取
し温度、堆積物に含まれる水の成分、間隙流体が移動する速さ等を分析した。その結果、この地域の海
底堆積物は高温で塩分が多いため、メタンハイドレートの生成には適さないことが判明した。 
Sediments in Northern Gulf of Mexico Not Right for Methane Gas Hydrate Formation  
http://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=103145&org=NSF&from=news 
 
5. 英国の「再生可能エネルギー使用義務（RO）」に関するコンサルティング文書(2005/03/22) 
- 英国エネルギー相は「再生可能エネルギー使用義務（RO）」に関するコンサルティング文書（暫定版）
を発行した。2002 年に導入された RO は電力供給事業者に対し、一定の再生可能エネルギー使用量を義
務付けるものだが、その原則を損なわずに効果を上げる政策上の選択肢について述べたもの。 
Consulting on the Renewables Obligation   
http://www.gnn.gov.uk/environment/detail.asp?ReleaseID=153044&NewsAreaID=2&NavigatedFrom
Department=False 
 
6. 小型で用途が広い電解質膜の無い燃料電池(2005/03/22) 
- イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校は、電解質膜の無いマイクロ流体燃料電池を開発した。Y 字型
のマイクロチャネル（微小流路）の負極側に液体燃料を、陽極側に液体の酸化剤を投入すると、液－液
界面で陽子と電子の拡散が起こる仕組み。電解質膜が無い分、部品が少なくサイズも小さいため、小型
コンピュータの電源や充電装置等多用途に利用できる。 
Membraneless Fuel Cell is Tiny, Versatile  
http://www.news.uiuc.edu/news/05/0322fuelcells.html 
 
Ⅵ PL：政策 
 
1. 中国科学技術部、生態系ネットワーク研究所及び資源環境科学データセンターを設立(2005/04/04) 
CAS Sets Up an Ecosystem Network Lab 
http://english.cas.ac.cn/eng2003/news/detailnewsb.asp?InfoNo=25433 
Data Center for Resources and Environmental Sciences Established 
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http://english.cas.ac.cn/eng2003/news/detailnewsb.asp?InfoNo=25432 
 
2. 英国の新エネルギー統計(2005/03/31) 
- 英国貿易産業省(DTI)は 3 月 31 日、英国のエネルギー動向及び 2004 年第 4 四半期のエネルギー価格を
網羅したエネルギー統計の新刊「Energy Trends and Quarterly Energy Prices」を発表 
Energy Statistics 
http://www.gnn.gov.uk/environment/detail.asp?ReleaseID=153995&NewsAreaID=2&NavigatedFrom
Department=False 
 
3. 中国科学技術部、5 年計画で研究ネットワークを構築(2005/03/24) 
CAS to Build Research Networks 
- 国務院科学技術部(CAS)は 2010 年までに傘下の IT、近代農業、生命科学、ハイテク製造及び新材料に
係る研究開発機関をネットワークで統合し、国家研究基盤の強化を図る計画。 
http://english.cas.ac.cn/Eng2003/news/detailnewsb.asp?infoNo=25418 
CAS to Build Innovation Bases 
http://english.cas.ac.cn/eng2003/news/detailnewsb.asp?InfoNo=25411 
 
4. EU の持続可能な開発戦略を数値で表す(2005/03/22) 
- EC の統計局である EUROSTAT は、3 月 22-23 日の欧州理事会の決定に基づき、2001 年に EU で採択
された「持続可能な開発戦略(Sustainable Development Strategy)」のリバイス版を EUROSTAT のウ
ェブに掲載し、現在閲覧可能である。「持続可能な開発戦略」は経済発展、貧困と差別、高齢化人口、国
民の健康、気候変動・エネルギー、生産・消費パターン、天然資源の管理、交通、機能的な統治、及び
国際連携の 10 分野に係る 120 種類の指標について、1990 年以来の全欧及び各国別レベルの数値をデー
タベース化して EU 及び各加盟国の政策担当者向けに提供するもの。 
EU Sustainable Development Strategy: Sustainable Development in Figures 
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/05/40&format=HTML&aged=0&
language=EN&guiLanguage=en 
EUROSTAT の頁  
http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=1998,39223398,1998_39994175&_dad=portal&_s
chema=PORTAL 
 
5. EU のエネルギー・環境関連出版の紹介(2005/03/01) 
欧州委員会(EC)の環境研究プログラムの閲覧頁 
http://europa.eu.int/comm/research/environment/newsanddoc/other_pubs_en.htm 
近刊:「EU のエネルギー・交通・環境に係る社会・経済研究プロジェクト概要」 
Socio-Economic Projects In Energy, Transport and Environment 
http://europa.eu.int/comm/research/environment/pdf/socio_ec_projects_en.pdf 
近刊:「EU の持続可能な地球観測に係る研究」 
EU Research for Sustainable Earth Observation - Watching the World for a Better Tomorrow 
http://europa.eu.int/comm/research/environment/pdf/eo_envt_en.pdf 
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