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【特集】新エネルギー  
 

米国その他数ヶ国の再生可能エネルギー振興政策（1/3） 
－ 米国エネルギー情報局（EIA）による報告書（2005 年 2 月）より－ 
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3. 各国の水力を除く再生可能エネルギー政策 

3.1 ドイツ 
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3.1.2 研究開発並びに実証活動（1974年
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3.2.1 背景 
3.2.2 投資補助金（1979～1989） 
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（以下次々号） 
 3.3 オランダ 
  3.3.1 背景 
  3.3.2 投資補助金（1986、1991） 
  3.3.3 ウィンドプラン（Windplan） 
  3.3.4 需要けん引型環境税システム 
 3.4 日本 
  3.4.1 背景 
  3.4.2 政策 

3.5 水力を除く再生可能エネルギー振興政策

の比較 
4. 結論 

4.1 政策上のコミットメント 
4.2 国民の反対 
4.3 政策の構造 

 
1. 序論 
 1970 年代のエネルギー危機以降、多数の国が、発電用再生可能エネルギーの技術開

発に興味を持ち始めた。当初は、この戦略を化石燃料の輸入依存度を低下させる目的

で推進する国が多かったが、1980～1990 年代に環境問題への関心が高まると、再生

可能エネルギー戦略は環境保護の一手段として継続されるようになった。本報告書は、

ドイツ、デンマーク、オランダ、日本の 4 ヶ国で水力を除く再生可能エネルギー開発

促進に向けて立案された政策を調べ、これらの国々と、1970～2003 年の間に米国で

導入された政策との比較検討を行う。各国の政策展開は水力を除く再生可能エネルギ

< 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957号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/957/
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ー発電の過去のデータに照らして分析し、 も効果的な政策のタイプを判断する。本

報告書は、政策の効果を評価する目的でデータを利用しているため、ごく 近の政策

（再生可能エネルギー導入基準制度等）については綿密な分析を行っていない。水力

を除く再生可能エネルギー発電に関し 終的な効果を判定するデータがまだ十分に整

備されていないためである。 
 
 米国を含むこれらの国々においては、天然資源の賦存量、政治経済の仕組み、伝統

文化等多くの条件に差があることは明らかで、国内でも地域差がある。いずれの要素

も、エネルギー価格の差を発生させる可能性を持つが、天然資源の賦存量は国家のエ

ネルギー選択に影響を与えるので重要性が高い。例えば、デンマークには事実上水力

資源の潜在力が無く、日本は化石燃料資源をほとんど持たない。一方、ドイツは石炭

の相対的存在量が豊富である。また、本報告書で検討する 4 ヶ国は、米国に比べて電

気料金が高い傾向にあり、再生可能エネルギー振興政策に沿って関連コストを削減で

きる余地がある。 
 
 その他で注目に値するのは、上述した国家間の条件差が政策選択にも影響を及ぼす

可能性があり、国によっては馴染まない政策も存在するという点である。本報告書で

取り上げた 5 ヶ国中、米国を除く全ての国のエネルギー選択に対し、 終的に直接影

響を及ぼすことになった主要政策は京都議定書である。2004 年 11 月のロシア政府に

よる批准を受けて 2005 年 2 月に発効したこの国際条約は、加盟する先進工業国が

1990 年のレベルを基準に温室効果ガス排出量を削減するというものである。 
 
 本報告書は各国の考察を行う上で、特定の話題に関する情報提供のために、各種エ

ネルギー源別の発電容量のデータを引用している。比較用に掲げる表 1 は、国際エネ

ルギー機関（IEA）による 2002 年末現在の数値である。 
 

表 1. 2002 年 12 月 31 日時点の正味 大発電容量（単位：GW） 

  

化石燃料 原子力 水力 

水力を除く 

再生可能 

エネルギー 

米国 758 105 96 20
ドイツ 81 23 10 12
デンマーク 10 0 0.01 3
オランダ 20 0.45 0.04 1
日本 173 46 46 1
出典：国際エネルギー機関（IEA）「電力情報 2004」OECD/IEA、2004 
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 これらの国を考察対象に選んだ理由は、再生可能エネルギーに関する経験と政策が

いずれかの側面において、多国に比べ傑出しているからである。例えば、デンマーク

では 2003 年に電力の 21%を風力発電で賄った。水力を除く再生可能エネルギーをこ

れほどの高比率で送電網に導入した国は他に無い。デンマークの政策は、再生可能エ

ネルギーの発電容量と市場シェアを共に増加させるという成果を達成しており、この

国の再生可能エネルギー開発の歴史、特に風力発電産業の発展過程を検証することに

意義がある。 
 
 ドイツは、デンマークに比べかなり面積が広く、2003 年の経済規模は欧州 大であ

った。風力発電の導入容量は 2002 年の 12GW（ギガワット）から 2003 年には 14.5GW
以上へと増加し、世界一を誇る。風力の強い地域では、送電網に送り込まれる全電力

の 大約 20%を風力で賄うことができる。ドイツ全体を見ると、再生可能エネルギー

電力の割合は約 5%である。 
 

オランダでは 2002 年、水力を除く再生可能エネルギー電力の割合が約 8%となり

1990 年代に比べ著しく上昇した。また、近隣諸国から再生可能エネルギー電力の輸入

も行っている。オランダは再生可能エネルギー開発に向け、ドイツやデンマークより

も多くの自発的アプローチを取っており、顕著な成果を達成している。中でも特筆す

べきは廃棄物とバイオマスによるコージェネレーション分野である。 
 
日本は世界第 4 位のエネルギー消費国であり、第 2 位のエネルギー輸入国である。

1990 年代以降は積極的に太陽光発電（PV）関連プログラムを導入し、成功を納めて

きた。 
 
本報告書はまず、米国の再生可能エネルギー振興に関する連邦法を概説、次いでカ

リフォルニア州の状況を検証する。1990 年代初頭、この州では連邦法と州法の両者を

適用して米国のほぼ全量に該当する風力発電設備を導入した。米国並びにカリフォル

ニア州の再生可能エネルギー政策を確実に理解した上で、他国の政策と米国で規定さ

れている類似の法規とを比較する。 後に、似通った政策であっても国により成果が

著しく異なるのははなぜか、その理由に触れてまとめとする。 
 
2003 年のデータが整備されている米国とカリフォルニア州を除き、本報告書に掲げ

る発電容量は 2002 年の数値である。再生可能エネルギーの詳細データの中で、利用

可能なものとしてはこれが 新の数値である。 
 
2. 米国の水力を除く再生可能エネルギー政策 

2.1 背景 

< 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957号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/957/
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 米国は世界 大の経済規模を誇り、国土面積は西ヨーロッパのほぼ 2.5 倍、人口 2
億 9 千万人の国家である。2003 年の発電量は合計 3 兆 8,830 億 kWh であった。その

内訳は、化石燃料発電が約 71%、原子力約 20%、水力約 7%、残りの約 2%が再生可

能エネルギーである（図 1）。この年、発電用途に使用された再生可能エネルギー（水

力を除く）の 71%を占めたのがバイオマスで、地熱、風力がこれに続き、太陽熱・太

陽光発電は合わせて 1%以下であった。 
 
 米国のエネルギー政策は、連邦政府と各州の政策から成る。カリフォルニア州は国

内で も積極的な再生可能エネルギー振興政策を実行しているので、本報告書の考察

対象に取り上げた。 
図 1. 米国の電力内訳（2003 年） 

 
出典：米国エネルギー情報局（EIA）「電力年報 2003」2004 年 12 月、「電力月報」2004 年 11 月 
 
2.2 連邦政府の水力を除く再生可能エネルギー政策 

 連邦政府の再生可能エネルギー振興政策には奨励金制度、法規制、研究開発（R&D）

プログラム等が含まれる。 
 
2.2.1 法規制と奨励金制度 
 1970 年代半ばのエネルギー安全保障問題に対応して、1978 年に「国家エネルギー

法（National Energy Act：NEA）」が成立した。これは石油の輸入依存度を削減し、

省エネルギーとエネルギー効率化を増進する法律である。同じ年に NEA の一環とし

て制定された「公益事業規制政策法（The Public Utility Regulatory Policies Act：
PURPA）」は、電力事業部門における省エネルギー・エネルギー効率化を目的として

おり、この法律も再生可能エネルギーの開発に大きな影響を与えた。 
 PURPA は、電力事業者に対し「適格認定設備（Qualifying Facilities：QFs）」か
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らの電力購入を義務付けることによって米国内の電力供給に競争をもたらし、自由化

の扉を開いた。QFs の定義は、コージェネレーションあるいは再生可能エネルギー発

電を行う設備容量 80MW 以下の非電力事業者である。電力事業者は「回避可能コスト

（Avoided Cost）」に相当する金額で QFs から電力を購入しなければならない。回避

可能コストの解釈は各州に任せられ、その結果、様々な運用方法が取られることにな

った。例えばカリフォルニア州やニューヨーク州の政策は、再生可能エネルギー振興

に有利なものであった。カリフォルニア州では、回避可能コストの算定基準に天然ガ

スと石油の予想価格を用いたが、これが実勢価格よりも高かったために、再生可能エ

ネルギー電力への投資に関する好条件が整った。しかし、1995 年、連邦エネルギー規

制委員会（FERC）の責任において回避可能コストの解釈が統一され「電力事業者が

（QFs から購入せずに）発電した場合、あるいは他の供給業者から電力を購入した場

合に発生するコスト」と直接的な定義付けがなされた。この解釈によりカリフォルニ

ア州を含む一部の州では、回避可能コストの金額が低下する結果となった。 
 
 米国では再生可能エネルギー発展の刺激策として、奨励金制度の導入も実施してき

た。1978 年に NEA の一環で制定された「エネルギー税法（Energy Tax Act：ETA）」

には、太陽／風力エネルギー発電機器を使用する民生部門ユーザーに対する 30%の投

資税額控除、太陽／風力／地熱／海洋温度差発電技術を導入する商業部門ユーザーに

対する 10%の投資税控除等が含まれていた。税金の控除率は、1985 年に失効するま

での長期に渡り変更を重ねたが、基本的な政策は ETA の成立に伴い進展した。 
 
 1990 年代、再生可能エネルギーの振興に関する も重要な法律は、1992 年の「エ

ネルギー政策法（Energy Policy Act：EPACT）」であった。この法律により、課税対

象の企業が風力またはバイオマス発電を実施した場合、1994～1999 年の間に送電網

に供給した電力量 1kWh につき 1.5 セントの生産税控除（Production Tax Credit：
PTC）を 10 年間適用し、控除額にはインフレ調整を行う、という規定が設けられた。

この制度は 1999 年に一旦期限切れとなったが、同年及び 2001 年に更新され、2003
年末に失効した。その後、2004 年後半には再度延長され、期限は 2005 年末までとな

っている。 後の期限延長に際しては、PTC の対象となる再生可能エネルギー技術の

分野が拡大された。 
 
 図 2 は、米国の風力発電設備導入容量と PTC の相関を表している。図に示されて

いるのは国内全体の導入容量だが、1990 年代までその大半はカリフォルニア州が占め

ていた。また、EPACT に基づいて「再生可能エネルギー生産インセンティブ

（Renewable Energy Production Incentive：REPI）」も創設された。対象は、非課

税の公営電気事業者と地域協同組合営電気事業者によるバイオマス／地熱／風力／太

陽エネルギー発電である。PTC とは異なり、REPI はインセンティブの年間予算を国

< 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957号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/957/
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会で議決することが条件となっている。そのため、制度の利用可能性とインセンティ

ブの金額には不確定要素が生じる。 
 

図 2. 風力発電設備導入容量と連邦政府、各州の主要政策（1980～2003 年） 

 
出典：風力発電設備導入容量（1981～1989）：カリフォルニア州エネルギー委員会（CEC）「カリフォルニア州エネ

ルギー統計」1998 年 1 月、風力発電設備導入容量（1990～2002）：米国エネルギー情報局（EIA）「エネルギー年報

2002」 
 
 EPACT により風力発電の経済性が著しく改善される一方、太陽光発電に関しては

更に利点の多い政策「ネットメータリング（Net Metering）制度」が各州レベルで導

入されていた。これは、指定された再生可能エネルギー資源を用いて小規模の発電を

行う当事者が電力を送電網に販売できるという制度である。買い戻し価格は法律で定

められるが、大抵は電力小売価格と同等か、わずかに下回るケースもある。ネットメ

ータリング制度は規模の小さい電力ユーザー（民生部門または小規模商業部門）向け

に設定され、対象ユーザーは自家発電を行う一方、余剰電力を送電網に供給し、逆に

電力不足の場合には必要に応じて送電網から供給を受ける。2004 年 9 月現在、この

制度は 32 の州とコロンビア特別区で実施されている。大半の州並びにコロンビア特

別区は、制度の対象となる発電設備容量に 25kW 前後という制限を設けているが、ニ

ューメキシコ州の 10kW からカリフォルニア州の 1,000kW に至るまでかなりの幅が

ある。 
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2.2.2 研究開発 
 連邦政府によるエネルギー分野の RDD&D（研究・開発・実証・展開）が目指すも

のは、エネルギー安全保障やコスト削減、エネルギー消費に伴う公害の低減等、社会

的な利益をもたらす技術・実践方法の開発と導入である。エネルギー省（DOE）の再

生可能エネルギー関連プログラムは、民間企業の既存の奨励策や利益に専ら依存した

ままでは開発が遅れたり、あるいは開発自体が行われないような技術に焦点を当てて

いる。その結果、DOE によるこれらの投資は、発展の初期段階にある産業に対しての

支援計画として機能している。研究開発が成功すれば、新製品や新プロセスの資本コ

スト、そして操業コストを削減できるためである。 
 
 DOE の再生可能エネルギー関連プログラムは、国立研究機関が行う研究開発への直

接投資、大学との提携と助成金交付、産業パートナーに対する様々な財政・技術支援

といった各手法で導入されている。1980 年代中盤以降、再生可能エネルギー研究開発

出資の中で全般的に見て突出しているのは、費用分担型の産業パートナーシップであ

る。これは、研究開発に要する資金やその他資源の一部を産業パートナーが負担する

というものである。費用分担の方法は研究開発コストの直接支出、または「物納」、つ

まり施設や機器の提供というパターンがあり得る。産業パートナーが DOE 傘下の国

立研究機関を利用する場合には、政府側からの「物納」ということになる。費用分担

の比率はその都度協議され、多くの要素に左右される。例えば、技術面のリスク（リ

スクが高いほど政府の負担比率が高まる）、商業化実現可能性の度合い、自力で研究開

発を行おうとする産業パートナーの意欲に対する政府の信頼度、そして産業パートナ

ーの規模等である（規模の小さい企業は、少なくとも技術開発の初段階においては、

大企業に比べ高い割合の費用を負担することがある）。国立研究機関は、開発した技術

のライセンスを産業パートナーに供与する場合、ライセンス料やロイヤリティの支払

いを交渉する。しかし、共同出資による研究開発で商業ベースの成功が導かれた場合、

再生可能エネルギー関連プログラムは、産業パートナーに対し一切の払い戻しやロイ

ヤリティを要求しない。プログラム参画に際し DOE は、エンドユーザーと共同で理

想とされる製品の特性を判断し、その情報を産業パートナーへのフィードバックする

ことも行っている。 
 
2.3 カリフォルニア州 
 1990 年代初頭まで、水力を除く再生可能エネルギー発電設備導入容量の増加は、そ

のほとんどがカリフォルニア州で起こっていた。 近では他の州も水力を除く再生可

能エネルギー発電の振興政策に着手し始め、特に「再生可能エネルギー導入基準

（Renewable Portfolio Standards：RPS）」の整備が進んでいる。しかし、こうした

イニシアチブの大半は導入後日が浅いため、水力を除く再生可能エネルギー発電への

影響力は未知数である。現在各州で実施されている RPS の評価に関しては「各州の再

< 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957号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/957/
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生可能エネルギー導入の義務と目標：2003 年の状況」（EIA のウェブサイト

http://www.eia.doe.gov/oiaf/analysispaper/rps/index.html）が参考になる。また、「各

州の再生可能エネルギー奨励策に関するデータベース」には、総合的な概要が掲載さ

れている（http://www.dsireusa.org）。本報告書は、水力を除く再生可能エネルギー

の現在に至るまでの動向を考察している。そこで、連邦法規と両輪となって再生可能

エネルギー開発を促進したカリフォルニア州の政策を検討することは意義深い。言う

までもなく、前述の連邦法規各種（特に PURPA 並びに EPACT）は同州の再生可能

エネルギー開発に著しく影響を及ぼしたが、州レベルで導入された法規もカリフォル

ニアでは効果が大きかったのである。 
 
2.3.1 背景 

カリフォルニアは米国 多の 3,500 万人の人口を擁する州で、面積は 15 万平方マ

イル強である。同州は 2003 年に 2,770 億 kWh の電力を生産し、電力需要の 22%を

輸入した。州内で発電した電力の内訳は、化石燃料 58%、原子力 15%、大規模／小規

模水力発電 18%、そして約 9%が再生可能エネルギーであった（図 3）。再生可能エネ

ルギー電力は大半が地熱エネルギーによるもので、バイオマス／風力／太陽エネルギ

ーによる発電は地熱に比較して少量であった。 
 

図 3. カリフォルニア州の電力内訳（2003 年） 

 
出典：カリフォルニア州エネルギー委員会（CEC）「カリフォルニア州電力総計 2003」2004 年 8 月 12 日 

 
2.3.2 カリフォルニア州における水力を除く再生可能エネルギー政策の歴史 
初期対応 
 1976 年、カリフォルニア州は再生可能エネルギー技術、特に太陽エネルギー発電機
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器の導入に対し 10%の投資税額控除を始めた。2 年後、税額控除の率は 55%に引き上

げられた。この制度は風力発電プロジェクトに関しては 1986 年まで、その他の再生

可能エネルギーに関しては 1990 年代まで延長されたが、断続的な延長は市場に不確

実性をもたらした。再生可能エネルギー技術の構築と利用促進に関し、1978～1985
年に実施された連邦政府の奨励策に加えて、この州レベルの奨励策が導入された。

1978 年、カリフォルニア州は「風力発電プログラム」を開始し、1980 年代半ばまで

に 500MW の設備導入容量達成を目標に掲げた。同じ時期、連邦政府も風力発電技術

の開発研究に出資していたが、カリフォルニア州エネルギー委員会（CEC）は連邦政

府のプログラムよりも適用範囲を拡げようとした。この方針に基づき、異なる設計の

風力タービンの有効性を評価するために、複数のプログラムに対し投資が実施された。 
 
市場開発 

1980 年代初期、風力エネルギーの研究開発に限定されていたカリフォルニア州の投

資対象は、風力タービンの実証プロジェクトへと移行した。その結果、設計方法が改

良され、風力エネルギー開発事業者にとってコスト削減の一助となった。この間、連

邦政府レベルでは MW 級の大型機器導入を目指す研究開発が行われていたが、同州は

比較的規模の小さい機器に焦点を当てていた。 
 

 1982 年、カリフォルニア州公益事業委員会（CPUC）は同州における「回避可能コ

スト」の解釈について、公益事業規制政策法（PURPA）で使用されているものと同義

である旨明言した。この解釈は、長期回避可能コストが、天然ガス並びに石油の予想

価格に一部由来するという考え方に基づくものであった。こうして算定された金額は、

初めの 10 年間を経過した後に実際の回避可能コストに反映されることとなった。し

かし、1980 年代半ばに石油価格が大幅に下落したため、実際の回避可能コストは協定

上の価格をかなり下回る結果となった。その結果、初めの 10 年間が経過した後に風

力発電事業者が（電力を販売して）受け取ることのできる金額は非常に少なくなった。

この現象は「11 年目の落とし穴」とも呼ばれている。1982 年、CPUC は再生可能エ

ネルギー電力を保障するため「標準提供価格協定 No.1～3」を創設した。これは、10
年間に及ぶ価格協定で、金額は 1kWh 当たり 6.9 セントであった。電力事業者あるい

は QFs のどちらで発電が行われても、電気の販売価格に格差があってはならないとい

う概念がこの協定の基礎になっている。 
 
 翌年、CPUC は「暫定標準価格協定 No.4（ISO4）」を認定した。協定の適用期間は

15～30 年間、価格が保障されるのは初めの 10 年間である。カリフォルニア州の風力

発電設備容量の大半はこのプログラムによって導入された。1992 年、同州の風力エネ

ルギー関連プロジェクトは「11 年目の落とし穴」に足を踏み入れつつあった。これに

より稼働後 10 年を経た風力エネルギー開発プロジェクトの収益性は減少していった。 

< 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957号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/957/
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 それでもなお、カリフォルニア州の風力発電設備は主に ISO4 によって、1985 年ま

でに 1,000MW 導入された。1990 年の時点では 1,799MW に増加し、当時世界の導入

容量の半分以上が同州で占められていた。 
 
 1996 年、同州は、1MW までの太陽エネルギーまたは小規模風力エネルギー発電を

実施する民生部門ユーザー向けに、新しいネットメータリング法を制定した。2002
年には試験的プログラムの下、バイオガス発電も適用範囲に含まれた。電力事業者は、

大でもピーク電力需要の 0.5%までのユーザーをネットメータリング制度に登録さ

せることだけが義務付けられている。この条件は電力会社の財政上の負担を制限する

ために設けられている。 終的に、電力買い戻し価格は小売価格と同額となり、電力

事業者が配線手数料の支払いをユーザーに要求することは州法により禁じられている。 
 
 更に、小規模の再生可能エネルギー関連プロジェクトを支援するため、カリフォル

ニア州は「新興再生可能エネルギー初期投資費用返戻プログラム」を 1998 年に開始

した。民生部門または小規模商業部門に対し、再生可能エネルギー技術の初期投資費

用を援助する制度であり、払い戻し価格は導入設備の規模と利用する技術の種類に応

じて 1kW 当たり 2,000 ドルから 3,600 ドルまでの幅がある。 
 
 1999 年には再生可能エネルギー電力のユーザーに対し、1.5 セント／kWh の料金

控除を開始した。2000 年に控除額は 1 セントに減額となり、年間 1,000 ドルの上限

も設定された。この奨励金制度は後述のオランダで活用されている需要けん引型の施

策（環境税支払い免除）に類似しているが、水力を除く再生可能エネルギー電力の需

要を増加させるまでには至っていない。 
 
 2002 年、カリフォルニア州は RPS 法を導入し、電力事業者に対して 2017 年まで

に 20%の再生可能エネルギー電力購入を義務付けた。適用対象となるのは水力を除く

全ての再生可能エネルギー、小規模水力発電、一般固形廃棄物による発電である。20%
という目標を達成するためには、電力事業者は 2017 年までの間に毎年 低でも 1%ず

つ、再生可能エネルギー電力の比率を高めていく必要がある。カリフォルニアエネル

ギー委員会（CEC）の試算によれば、同州は 2003 年に発電された水力以外の再生可

能エネルギー電力約 250 億 kWh に加え、2017 年までに 306 億 1 千万 kWh を発電す

れば、RPS 法に定める目標値を達成できる。 
（つづく） 

編集：情報・システム部 
（参考資料） 
http://www.eia.doe.gov/cneaf/solar.renewables/page/non_hydro/nonhydro_toc.htm
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【特集】環境  

インドネシアの京都議定書と CDM をめぐる動き（第 3 報） 
 

NEDO 技術開発機構 ジャカルタ事務所 
山 田 史 子   

  
 インドネシア CDM（クリーン開発メカニズム）については、NEDO 海外レポート

941、943 両号において「インドネシアの京都議定書と CDM をめぐる動き」として報

告した。さらに同 956 号に第 2 報(注 1)としインドネシア CDM の 新動向を、環境大

臣の署名を待つばかりとなっている CDM 国家委員会設置にかかる同大臣令(注 2)の法

案を中心に概観するとともに、NEDO「インドネシア CDM 調査報告書」(注 3)の概要

を紹介した。 
 本稿においては、第 2 報に引き続き、同大臣令の 終案を紹介する(注 4)とともにイ

ンドネシア CDM が抱える制度上の課題について考察する。 
 
1.「CDM 国家委員会に関する環境大臣令」法案 

本法案の構成は以下のとおりである。 
・基本条文 
・CDM 国家委員会および常置技術チームの構成(注 5) 
・申請手続の流れを示すフローチャートおよび各審査過程の説明一覧(注 6) 
・持続的開発のクライテリア(注 7) 

 
第 2 報では、インドネシア CDM 審査体制の中心となる CDM 国家委員会および同

技術チーム(注 8)の構成を紹介した。以下、インドネシア CDM の法的枠組の基本となる

同法案の全条文、および次項において申請手続の流れを紹介する。 
 なおクライテリアに関しては前掲 943 号で紹介した内容から基本的に変更がない(注

9)ため、ここでは省略させていただく。 
 

以下について考慮する。 
a．気候変動のネガティブな影響に対応するメカニズムのひとつが CDM にかかる活

動である。 
b．CDM プロジェクト実施にあたっては DNA の設置が義務付けられている。 
c．b 項に掲げた条件を満たすためには、提案されている CDM プロジェクトがインド

ネシアでの持続的開発を支援するという観点に照らし適正なものであるかどうかに

ついて審査を行う国家委員会の設置が必要である。 
d．以上を踏まえ、CDM 国家委員会について環境大臣令により定めることが必要であ

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957号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/957/
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以下について銘記する。 
1) 気候枠組み変動条約の批准に関する 1994 年第 6 号法（インドネシア共和国官報

1994 年第 42 号、同追補第 3557 号） 
2) 環境管理に関する 1997 年第 23 号法（インドネシア共和国官報 1997 年第 68 号、

同追補第 3699 号） 
3) 京都議定書の批准に関する 2004 年第 17 号法（インドネシア共和国官報 2004 年

第 72 号、同追補第 4403 号） 
4) インドネシア共和国各省の組織体制、規則、機能、任務および位置づけに関する

2005 年第 9 号大統領令 
5) 環境省の組織体制および Echelon I(注 10)の任務に関する 2005 年第 10 号法 
6) 気候変動国家委員会に関する 2003 年第 53 号環境大臣令 
 

以下について決定する： 
第1 CDM 国家委員会に関する環境大臣令。 
第2 CDM 国家委員会は指定国家担当機関（DNA）であって以下本法文中において

は Komnas Mekanisme Pembangunan Bersih(注 11)とする。 
第3 CDM 国家委員会（の構成）は本決定の別紙 I に示すとおりであり、次の関係各

省の Echelon I レベルの代表による。(注 12) 
(1) 環境省(注 13) 
(2) エネルギー・鉱物資源省 
(3) 森林省 
(4) 工業省 
(5) 外務省 
(6) 内務省 
(7) 運輸省 
(8) 農業省 
(9) 国家開発企画庁 

第4 CDM 国家委員会の組織体制は次のとおり： 
(1) CDM 国家委員会は委員長 1 名および委員 9 名からなり、委員のうち 1 名は

事務局を兼務する。 
(2) CDM 国家委員会委員長は環境省事務次官がこれを務める。 
(3) CDM 国家委員会事務局は環境省気候変動問題担当次官がこれを務める。 

第5 CDM 国家委員会の委員資格は以下(注 14)に相当する場合無効となる。 
(1) 当該委員が代表する機関から委員交代の提案があった場合。 
(2) 当該委員自身が委員辞任の意を表明した場合。 

第6 CDM 国家委員会の任務は以下のとおり： 
(1) プロジェクト申請者から提出されるプロジェクト申請について、持続的開発

のクライテリアと指標、および技術チームおよび／あるいは専門家(注 15)なら
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びに／あるいは必要に応じステークホルダーの見解に基づき承認を与える。 
(2) CDM 国家委員会が承認した CDM プロジェクト申請の審査経過および結果

を伝える。 
(3) CDM 国家委員会が承認した CDM プロジェクトのモニタリング・評価結果

のレビューを行う。 
(4) UNFCCC 事務局に対し年次報告を行う。 

第7 第 6 項に述べた任務を遂行するために CDM 国家委員会は以下の会議を開催す

る。 
(1) 内部調整会議および決定会議。 
(2) 必要に応じ開催される CDM ステークホルダー・フォーラムの会議。 

第8 個々の CDM プロジェクトの申請手続の流れは本決定の別紙 II に示すとおりで

ある。 
第9 持続的開発のクライテリアおよび指標は本決定の別紙 III に示すとおりである。 
第10 国家 CDM委員会がその任務および機能を果たすにあたり以下の支援を受ける。 

(1) 常置技術チームおよび非常置技術チーム。 
(2) 事務局。 

第11 常置技術チームのメンバー構成は次のとおりである。 
(1) 常置技術チームのメンバーは第 3 項に掲げた各省から提案されるメンバーに

非政府組織を加えたものとする。 
(2) 常置技術チームのメンバー構成は本決定の別紙 IV に示すとおりである。 

第12 常置技術チームの委員資格は以下に該当する場合に終了する。 
(1) 当該委員が代表する機関によって交代となった場合。 
(2) 当該委員自身が委員辞任の意を表明した場合。 

第13 非常置技術チームおよび事務局の構成については CDM 国家委員会に委ね決定

されるものとする。 
第14 技術チームの任務は次のとおり： 

(1) 持続的開発のクライテリアと指標による枠組みに沿って CDM プロジェクト

申請を評価する。評価の実施に際し、技術チームは専門家および関係するス

テークホルダーの支援を必要に応じ受けることができる。 
(2) 事務局を通じ CDM 委員会に対して技術的評価結果および勧告を提出する。 

第15 CDM 国家委員会事務局は環境省気候変動担当次官に属す。 
第16 CDM 国家委員会、常置技術チーム、非常置技術チームおよび事務局の組織体制

に関する詳細は CDM 国家委員会の決定に委ねられる。 
第17 任務遂行にあたり： 

(1) 国家委員会は環境大臣に対しその責を負う。 
(2) 事務局および技術チームは CDM 国家委員会に対しその責を負う持続的開発

のクライテリアおよび指標は本決定の別紙 III に示すとおりである。 
第18 CDM 国家委員会は少なくとも 6 ヶ月に 1 度環境大臣に対し報告を行う。 

< 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957号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/957/
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(ix) 

第19 本決定により生じる必要経費については、環境省予算および義務付けを伴わな

いその他の資金源により手当されるものとする。 
第20 根本的に状況が変化し本決定がその妥当性を失った場合には、本決定の内容を

見直すことができる。 
第21 本決定は定められた日付を以て発効する。 
 
 
2．インドネシアの CDM 審査手続の流れ 
 インドネシアの CDM 審査手続の流れについては上掲 941 号において「CDM プロ

ジェクト・サイクル案」としてその概要を紹介済であり、同概要に比較し大幅な変更

は見られないが、上述の条文とあわせ理解を深めていただくため、あえて全訳のかた

ちで環境大臣令 終案に含まれているフローチャートおよび説明を以下に記す。 
CDM 審査手続フローを以下に示す。 
 
 

                            (i) 

                                                                              

                                                         ＊ウエブサイトへの掲示 

                                                    (ii) 

                              (iii) 

 

                                    (viii)           (iv) 

        

                                 (v) 

                                                                            (vi) 

 

                                                     (vii) 

 

                                 ＊＊ウエブサイトへの掲示 

(xiii) 不足データの補足；3 ヶ月以内                     (x) 

 

 

(xiv)               NO            YES (xi) 

 

                                        (xii) 

図 1：CDM 審査手続フロー（CDM 国家委員会設置に関する環境大臣令（案）別紙 II） 

プロジェクト申請者 

1) 事務局受付* 

2) CDM 国家委員会 

調整会合 

3) 技術チームによる評価 

21 日間 (3a),3b)含む） 

3b) 専門家による評価 

（選択制） 

3a) 技術チーム（専門セクター）による評価

（選択制） 

2a) 専門家による評価 

（選択制）5 日間 

4) 事務局による評価報告書**の受理 

5)CDM 国家委員会決定会合 

1 日間 

5a) ステークホルダー・フォーラム 
特別会合 

（選択制）１日間 

承認文書 
申請差し戻し 

プロジェクト申請者 
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表１： CDM 審査の流れ（CDM 国家委員会設置に関する環境大臣令（案）別紙 II） 
ステップ 説明 
０ ・プロジェクト申請者は、必要に応じコンサルタントの支援を受けつつ、申請

に必要な以下の文書を電子ファイルおよび紙で用意する： 
A．当該プロジェクトが持続的開発のクライテリアの全てを満たしていること

をはじめとする必要事項記入済の指定申請様式による申請書 
B．ＰＤＤ 
C．環境影響評価(注 16)が義務付けられるプロジェクトの場合はその報告書  
D．公聴会の実施に関する記録 
E．森林 CDM プロジェクト申請の場合は森林省からの推薦状 
F．プロジェクトの妥当性を証明するのに必要と判断されるその他の文書 

・申請書一式は事務局に提出される(矢印 i)。 
１ ・事務局で受け付けられた申請書一式はステップ０に掲げた要件を満たしてい

るかどうかのチェックを受ける。 
・事務局は受付済の申請書をステークホルダーからの意見を集めるためにウエ

ブサイト上で公開する。 
・集められた意見はすべて事務局から CDM 国家委員会の各委員に届けられる

(矢印 ii)。 
２ ・CDM 国家委員会は申請内容について議論する内部調整会議（RKI）を開く（期

限 1 日以内）。 
・RKI において常置技術チームが申請内容を評価するにあたり非常置技術チー

ムの支援を必要とするかどうかを判断する。 
・RKI において追加的評価を実施する専門家グループ(注 17)（2a）についても判

断される（矢印 iii）。追加的評価の期限は 5 日以内。 
・RKI の結果は当該評価の基礎とされるべく技術チームに伝達される（矢印 iv）。 

 ・常置技術チームは非常置技術チームの支援を受けつつ持続的開発のクライテ

リアと指標に拠り評価を行う。 
・必要と判断される場合は、技術チームは技術的に関係する省により構成され

るセクター別技術チーム(注 18)（3a）に意見を求める（矢印 v）。 
・必要と判断される場合は、技術チームは専門家（3b）に評価の支援を要請す

る（矢印 vi）。 
・（3）、（3a）および（3b）の全過程について期限は 21 日以内。 
・技術チームおよび専門家が提出されているデータが不十分と判断した場合は

CDM 国家委員会に提出する評価報告書にその旨を記したメモを添付する。 
・技術チームはプロジェクト申請評価報告書を事務局に提出する。 

４ 
 
 

・事務局は以下の文書を接受する。 
A．技術チームによる報告書（矢印 vii） 
B．追加的評価報告書（矢印 viii） 

< 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957号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/957/
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ステップ 説明 
４（続き） C．ステークホルダーからのインプット（インターネットサイトおよび文書に

よる） 
・以上の報告書およびインプットの全てが CDM 国家委員会の決定会議（RPK）

の資料として委員全員に届けられる（矢印 ix）。 
５ ・CDM 国家委員会は当該 CDM プロジェクトについて CDM 国家委員会として

の承認文書を発出するかどうかを議論するために RPK を開催する。RPK の期

限は 1 日。 
・当該 CDM プロジェクトについてステークホルダー（FPK）間において甚だ

しく意見が相違する場合は、CDM 国家委員会は FPK 特別会議の開催を要請す

ることができる（矢印 x）。 
・FPK 特別会議において CDM 国家委員会は FPK 特別会議への参加者から要

望、支持および批判等の意見聴取を行う。FPK 特別会議の期限は 1 日。    

・決定会議におけるあらゆるインプットを検討後、CDM 国家委員会は当該プ

ロジェクトに関する承認文書を発出するかどうかを決定する（矢印 xi）。 
６ ・CDM 国家委員会の承認文書は全要件を満たし評価のプロセスを終えたプロジ

ェクトに対し発出される。承認文書は事務局から申請者に手交される（矢印

xii）。 
・CDM 国家委員会が当該 CDM プロジェクト申請にあたってのデータ不足によ

り承認文書を交付できない場合はプロジェクト申請者が同データ不足を補い修

正した申請書を事務局に提出するために 3 ヶ月の猶予が与えられる（矢印 xiii）。 
・事務局は修正済の申請書を新規申請と同様に扱う。ただし技術チームあるい

は専門家は申請書のうち追加された箇所だけを対象に評価を行う。 
・技術チームあるいは専門家による申請書の差し戻しは申請 1 件につき 1 回ま

でとする。 
・クライテリアを満たさないプロジェクト申請については国家承認を得るため

に再申請を行う前にプロジェクトの設計変更を含む修正の要がある（矢印 xiv）。 
 
 
3．インドネシアの CDM 審査体制―制度上の課題 

 以上「CDM 国家委員会の設置に関する環境大臣令」法案に沿って CDM 審査の具

体的な手順および関連する各組織の機能を紹介してきた。 
 インドネシアの CDM 審査体制は 1 年越しの立案と検討を経て未だ成立にさえ至っ

ておらず、その妥当性を論じるのは時期尚早と思われるが、関係者の参考としていた

だくために、同法案に関し今後課題となる可能性がある点をいくつか指摘しておきた

い。 
 

(1) 組織体制が、たとえばマレーシアの審査体制に比較して複雑である。 
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(2) 関連する個々の組織および審査活動の定義ならびに位置づけが不明確であ

る。 
(3) かろうじて定義されているメインコンポーネントのうち事務局および非常

置技術チームに関しその詳細を CDM 国家委員会の決定に委ねるとしている。

また CDM 国家委員会により開催される会議の成立条件等当初案にあった有

用な条項が削除されている。このため、初期 CDM 国家委員会の時間および

労力を審査体制を整えることに費やす必要がある。 
(4) CDM 審査体制に関わる運営費は環境省予算およびその他の独立財源から手

当されることとされているが詳細は不明。 
(5) 当初のクライテリア案(注 19)では定義されていたプロジェクト評価の対象域が

定められていない(注 20)。 
 

 (1)について、「小さな政府」および DNA である天然・環境省(注 21)のイニシアティブ

による CDM 審査体制の運営が可能な隣国マレーシアとは異なり、関係機関およびス

テークホルダーが多岐にわたるインドネシアにおいて、ある程度やむを得ない措置で

はある。しかしながら、CDM プロジェクトの審査には DNA と定義されている CDM
国家委員会および技術的審査の中心となる常置技術チーム以外に 多で 5 つの審査支

援グループが介在することとなり、インドネシア DNA ウエブで「 長 11 週間」(注 22)

とされている審査期間もしくはこれに準ずる期間内での審査が果たして実行可能なの

かどうか、危惧されるところである。 
  
 以上 5 点が法案自体に見られる審査体制上の課題である。この他の懸案事項として、

環境省の組織体制上の問題が挙げられる。 
 第 2 報で報告済のインドネシア政府による省庁再編の一環としての環境省の組織再

編および高官レベルの人事異動については、6 月 5 日の「世界環境デー」前後にほぼ

定まったようである(注 23)。CDM のフォーカルポイントであり事務局のトップとなる

環境保護担当次官(注 24)も交代が内定しており、これに伴い大気及び気候変動担当次官

補も交代する可能性があると言う。 
 環境省気候変動ユニットでは、インドネシアが京都議定書批准の議論および DNA
の検討を加速的に進めてきた過去 1 年数ヶ月の間、スタッフの数が絶対的に少ないだ

けでなく、次官補および気候変動ユニット長の空席という異例の状況が続き、気候変

動ユニット長については今日に至るまで 1 年 3 ヶ月の間空席のままであった。関係者

の間では、短いサイクルでの人事異動は好ましくないものの、この機会に CDM を含

む気候変動問題のフォーカルポイントの人員強化を望む声が高まっており、環境省も

これに応えようとしているようである。(注 25)。 
 これまで見てきたように、インドネシアの CDM は関係者の努力にも関わらず、諸

条件が十分に整っているとは言えず、必ずしも楽観できる状況にない。このままでは、

本来投資の呼び水となるべき CDM についてインドネシアがそのポテンシャルを生か

< 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957号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/957/
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せるかどうか、不安が残る。そしてそのポテンシャルを生かせないとなった場合、そ

れはインドネシアにとってのみでなく、この国で CDM 事業に参入しようと準備を進

めてきた日本の民間事業者にとっても決して好ましくない。この状況を打開するため

に、日本政府が JKAP プログラム(注 26)による CDM 支援事業を実施するにあたり様々

な機会を捉え、インドネシア環境省を初めとする関係各政府機関に対し、現状認識を

促しインドネシアが上掲の課題を克服するよう求めていく必要がある。その際、他の

外国機関とも協力しつつキャパシティビルディング等の支援を具体的なプロジェクト

の案件形成、実施と平行し進めていくことが望まれる(注 27)。  
以上 

 
(注 1) 第 2 報（注 16）で「マレーシア政府の資源・エネルギー長期計画策定にも関わっ

ているデンマークの会社」としたが、正しくは「ノルウェーの会社」。お詫びして訂正

する。 
(注 2) 英語では Ministerial Decree だが、インドネシア語では Surat Keputusan Menteri

で直訳すると「大臣決定文書」。 
(注 3) NEDO Jakarta, comp. CDM Development in Indonesia-Enabling Policies, Institutions 

and Programmes, Issues and Challenges, 2005.  
同報告書の PDF ファイルは現在以下のウエブサイトで入手可能。 
http://www.kyomecha.org/index.html 

(注4) 法案の条文および別紙内容の訳にあたっては極力平易な日本語に直訳することを心

がけた。なお、法案は組織改編後 6 月中旬時点で若干の修正が加えられており、報告済

の審査体制のメンバー構成を含め変更の可能性があることをお含み置き願いたい。 
(注 5) 法案中各々別紙 I(CDM 国家委員会)および別紙 IV（常置技術チーム）に該当。 
(注 6) 法案中別紙 II に該当。 
(注 7) 法案中別紙 III に該当。 
(注 8) 紹介済の技術チームは本法案では「常置技術チーム」にあたる。本法案における「技

術チーム」は「常置技術チーム」と「非常置技術チーム」の総称である。「非常置技術

チーム」は法案が関係各省との間で検討、修正を繰り返す中で後から追加された組織で

ある。 
(注 9) クライテリアおよび指標自体に変更はまったくないが、その他の点で若干問題が予

想される。この点については本稿第 3 項「制度上の課題」にて触れる。 
(注 10) インドネシア語では Eselon。Eselon (Echelon)I は通常次官レベル。 
(注 11) National Commission of CDM. Komnas は Komisi Nasional の略語。 
(注 12) NEDO 海外レポート 956 号 p.10 図 1 参照 
(注 13) 法案では正式名称の Kementerian Lingkungan Hidup=State Ministry of 

Environment が使われており、厳密には他のいわゆる「省」と同格ではないが、環境

省関係者が Ministry of Environment の語を好んで用いる傾向があり、かつその他の関

係者も慣用的にそうしていることから、ここでもあえてその違いは訳出していない。 
(注 14) 構築済の CDM 国家委員会のウエブサイト http://dna-cdm.menlh.go.id の説明で

は、この他に委員本人が遵守すべき規範から逸脱した場合等も言及されているが、おそ

らく主観性を排除するために法案では削除されたものと思われる。 
(注 15) 原文では Para Pakar(=Experts)。「複数の専門家」を指すが、後出の「専門家グ

ループ」との違いは不明。 
(注 16) EIA。インドネシアでは AMDAL(Analysis Mengenai Dampak Lingkungan)と呼

ばれる。次のウエブサイトで環境影響評価に関する 1993 年第 51 号法の全訳を入手す

ることができる。http://sunsite.nus.edu.sg/apcel/dbase/indonesia/regs/inreia.html 
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(注 17) 原文では Kelompok Pakar(=Expert Group)。後出の「専門家」とともに法案の中

でその定義は明確にされておらず、資格要件、ステイタス等に関する両者の違いも曖昧。 
(注 18) 原文では Tim Teknis Sektoral。この語もフローチャートには示されているが、他

の技術的審査組織との関係およびその定義は明確にされていない。 
(注 19) 既出 NEDO 海外レポート 943 号参照。 
(注 20) たとえば「地域住民の福祉」に関し評価する場合、定義がないために「地域」を

どこまでとするのかをプロジェクトごとに議論しなくてはならない可能性がある。 
(注 21) マレーシアでは、天然資源・環境省を DNA、フォーカルポイントを環境保護管理

局としその下で CDM 国家委員会が審査を行う体制をとっている。NEDO 海外レポー

ト 937 号「マレーシアの京都議定書と CDM をめぐる動き 1/2」参照。 
(注 22) 訳出したとおり、法案では全体の審査期間は明示されていない。 
(注 23) 私信による。 
(注 24) 旧。組織改編による新しい職名は天然資源・環境保全担当次官（Deputy for 

Natural Resources Conservation and Environmental Degradation 
Management/Deputi Bidang Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam dan 
Pegendalian Kerusakan Lingkugan）。別名「第 3 次官」（DeputyⅢ）。（同日「第 6
次官」（DeputyⅥ））。私信による。以下環境相の CDM にかかる組織体制については、

既出 NEDO 海外レポート 941 号参照。 
(注 25) その一巻として、環境省旧気候変動ユニットを廃止するとともに同ユニット下の

Sub-Division であった旧排出削減班および旧気候変動適応班を課に昇格させ、それぞ

れ排出削減課（Division for Mitigation）気候変動適応課（Division for Climate 
Change Adaptation）となった。私信による。 

(注 26) Japan Kyoto Mechanisms Acceleration Programme. 
http://www.kyomecha.org/jkap/jkap.html 

(注 27) 注 3 の報告書参照。 
 
 

< 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957号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/957/
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【特集】エネルギー一般  
 

中国政府のエネルギー組織改革（速報） 
－国家エネルギー指導グループの設立－ 

 
NEDO 北京事務所 

                                曲 暁光 
 

2005 年 5 月 26 日に、温家宝総理がトップを兼任し､多省庁を跨る横断的な組織「国

家エネルギー指導グループ」(中国名「国家能源領導小組」)が設立された。その直後

の 6 月 2 日に、「国家エネルギー指導グループ弁公室」(「弁公室」は日本で事務局に

相当)が国務院の了承を得て、副省級組織として国家発展改革委員会（NDRC）の中に

設置され、国家発展改革委員会主任(大臣)の馬凱氏が弁公室主任を兼任し、弁公室の

常務副主任(筆頭副主任)、副主任には中国石油天然ガス総公司(CNPC)の前総経理の馬

富才氏と国家発展改革委員会能源(エネルギー)局の局長徐錠明氏（兼任）がそれぞれ

就任した。 
中国では近年来、経済成長に伴うエネルギー消費の急増で、エネルギーの安全保障、

対外依存度の高まり、石油備蓄、電力不足、エネルギー価格の国際価格へのリンク等、

過去の計画経済時代には経験のなかった様々なエネルギー問題が噴出している。一方

でエネルギーが中国経済の持続的な成長を支える も重要な要素で、一政府機関では

到底対応し得ないことから、昨年以来政府内部で(1)よりレベルの高いエネルギー行政

を所管する組織の新設、または(2)現在エネルギー政策を所管している国家発展改革委

員会能源(エネルギー)局の格上げという二つの改革案を検討した結果、結果として(1)
に近い形での決着が図られたと言えよう。 

一方、国家発展改革委員会能源局は引き続き国家発展改革委員会の担当部局として、

石油･天然ガス、石炭、再生可能エネルギー等の分野におけるエネルギー実務を所管す

る。 
因みに、中国政府においては 1950 年代から「石炭省」、「石油省」、「電力省」、「水

電省」等主要エネルギー分野別に省レベルの組織が長らく存在し、1980 年代に関係各

部門を統一した「エネルギー省(中国名：能源部)」が作られたが、エネルギー業界の

御三家と言われる石炭、石油、電力を旨く融合できず、数年後にエネルギー省は解体

され、石炭省、石油省、電力省等が「復活」した状態になった。その後、中央政府の

組織改革が数回行われた後、2003 年に国家発展改革委員会の中でエネルギー行政を取

りまとめる「能源局」が新設された経緯がある。 
   

上述した「国家エネルギー指導グループ」と「国家エネルギー指導グループ弁公室」

の所掌と構成等は下記の通りとなっている。 
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1．「国家エネルギー指導グループ」（「国家能源領導小組」）： 
(1) 概要： 
・国務院が国家エネルギー政策のハイレベル協議・調整機関として設立。 
・国家発展改革委員会内に設置された「エネルギー指導グループ弁公室」が事務局を務

め、同グループの決定事項の実施と監督を行う。 
(2) 業務内容： 

① エネルギー戦略・企画強化 
② エネルギー開発及び節約 
③ 安全保障及び緊急時対応 
④ エネルギー対外協力 
⑤ エネルギーに係る中長期的 
⑥ 戦略的な政策策定 
・同グループは必要に応じて国有エネルギー関連企業や関係部門の責任者を招聘して会

議を開催するとともに、関係方面の非常設の専門家グループを諮問機関として活用。 
(3) 構成メンバー： 
・グループ長：温家宝総理 
・副グループ長：黄菊副総理、曾培炎副総理。 
・メンバー（関係各部・委員会の長から構成）： 

馬 凱  国家発展改革委員会主任   
李 肇星 外交部部長 
徐 冠華 科学技術部部長    
張 雲川 国防科学技術委員会主任 
金 人慶 財政部部長    
孫 文盛 国土資源部部長 
杜 青林 農業部部長    
薄 熙来 商務部部長 
李 栄融 国有資産管理委員会主任   
解 振華 環境保護総局局長 
李 毅中 国家安全監督管理総局局長  
柴 松岳 電力監視会主席 
葛 振峰 人民解放軍総参謀部副総参謀長 

 
2．「エネルギー指導グループ弁公室」（「能源領導小組弁公室」）： 
(1) 概要： 

・5 月メーデー連休の直後に仮設置。   
・6 月 2 日に同弁公室は国家発展改革委員会の中に正式設置され、委員会に次ぐ副省

< 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957号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/957/
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級という位置づけだが、重要事項については国務院の承認が必要となっており、国

務院直属の機関でもある。 
・一方で能源局は引き続き国家発展改革委員会内の局として存続し、当面エネルギー政策

立案に係る実務を担当。 
(2) 構成メンバー： 

・主任：馬凱（国家発展改革委員会主任兼任） 
・常務副主任：馬富才（前中国石油天然ガス総公司(CNPC)総経理）         
・副主任：徐錠明（国家発展改革委員会能源局長兼任） 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

工業司 

     

劉 鉄男 司長 

（代替燃料） 

環境･資源  

綜合利用司 

 
趙 家栄 司長 

（企業の省エネ、環境産

業、リサイクル等） 

呉 貴輝 副局長 

(新エネ、石油・天然ガス担当）

呉 吟 副局長 

(石炭担当） 

王 駿 副局長

(電力担当）

地区経済司 
(国家気候変化対策協

調小組弁公室) 

 

郭 培章 司長 

（GAP及びCDM）

許 永盛 助理巡視員 

 (全体取りまとめ、部門調整）

能源局 
(国家石油備蓄弁公室) 

      

徐 錠明 局長 
所管:エネルギー政策全般

兼任 

 
総理： 温家宝 
副総理4名： 黄菊・呉儀・曾培炎・回良玉     
国務委員5名 
 
 
 
 
 

   

 
グループ長： 温家宝 
副グループ長： 黄菊・曾培炎 
メンバー： 各部・委員会ヘッド（主任・部長クラス） 

       (国家発展改革委員会、外交部、科学技術部、国防科学技術委員会、財政部国土資源部、商務部等) 

国国家家エエネネルルギギーー指指導導ググルルーーププ（（22000055年年55月月設設置置））  

徐徐  錠錠明明  副副主主任任  

（（能能源源局局長長兼兼務務））  

馬馬  凱凱  主主任任  
((大大臣臣）） 

国国  務務  院院  

馬馬  凱凱  主主任任  

（（NNDDRRCC主主任任兼兼務務））  

馬馬  富富才才  常常務務副副主主任任  

（（前前CCNNPPCC総総経経理理））  

張 国宝 副主任
(大臣級） 

所管:産業・エネルギー 

劉 江 副主任 

(大臣級)   

 

兼任 

  

エネルギー指導グループ弁公室 
（2005年6月設置／副省級） 

国家発展改革委員会 
（NDRC/National Development and Reform Commission）
 

直属（重要事項承認）

中国政府エネルギー関連機関組織図（2005 年 6 月現在）

< 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957号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/957/
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【新エネルギー】 
 

カナダ初の燃料電池車がブリティッシュ・コロンビア州に登場 

 
 ガソリンに代わり水素で稼働する 5 台の乗用車が、カナダをよりクリーンなエネル

ギー社会へと導く「バンクーバー燃料電池車プログラム（Vancouver Fuel Cell Vehicle 
Program：VFCVP）」のために提供された。本日（訳注 1）車両を引き渡したのは、

フォード・モーター・カンパニー研究・先端技術担当副社長の Gerhard Schmidt 博

士、並びにフォード・カナダの社長兼 高経営責任者 Joe Hinrichs 氏である。 
 
 フォード・カナダから 5 台分のキーを進呈されたカナダ政府は、この種の実証プロ

グラムを今回初めて開始し、VFCVP の実施期間 5 年のうち 3 年が費やされる。 
 
 「水素エネルギー及び燃料電池技術の採用は、温室効果ガスの排出量を減らし気候

変動対策に取り組む際の重要な要素である。カナダ政府当局が今回のようなプロジェ

クトに参画し、20 年近く技術革新の支援を実施してきたことを誇りに思う。我々の協

力体制によって、こうした技術の実用化にかけては、カナダが引き続き世界のリーダ

ーであるという認識が確立されるに違いない。」天然資源省の John Efford 大臣はこの

ように述べた。カナダ政府は本プロジェクトに対し 450 万ドルを拠出している。 
 
 VFCVP は 5 年間に及ぶ 900 万ドル規模のプログラムであるが、これに共同参画す

るのはカナダ政府、フォード・モーター・カンパニー、フォード・カナダ、フュエル

セルズ・カナダ（FCC）（訳注 2）、そしてブリティッシュ・コロンビア州政府である。 
 
 3 年間に及ぶ水素燃料技術実証プログラムでは、電力会社の BC ハイドロ社、交通

機関 B.C.トランジット、燃料電池開発・製造・販売業者のバラード・パワー・システ

ムズ社、バンクーバー市、FCC、カナダ国立研究機構（NRC）、天然資源省、ブリテ

ィッシュ・コロンビア州政府が、フォード提供の 新鋭の燃料電池車「フォーカス

FCV」を日常業務に利用する予定である。 
 
 ブリティッシュ・コロンビア州政府は、クリーンで再生可能な代替エネルギー資源

の利用促進と同州の技術産業発展に取り組んでおり、その一環として VFCVP の支援

に特に力を入れている。2010 年にバンクーバーとウィスラーで開催される冬季オリン

ピック／パラリンピックに先駆けて多数の水素エネルギー関連プログラムが導入され

ているが、VFCVP もその一つである。 
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 「本プログラムは、水素エネルギー及び燃料電池技術開発に関するブリティッシュ・

コロンビア州のリーダーシップを際立たせるものだ。また、2010 年開催の冬季オリン

ピック／パラリンピックに合わせて世界初の「水素ハイウェイ」を開設するという方

針が土台となっている。我が州の 2002 年エネルギー計画は将来のエネルギー消費と

生産についての構想を示しているが、その中核は水素燃料電池を含む代替エネルギー

である。環境面の持続可能性を実現する代替燃料は、今後 10 年間の重要なターゲッ

トとなっている。」同州の Richard Neufeld エネルギー・鉱業相はこのように述べた。 
 
 VFCVP は、カナダ国立研究機構（NRC）の燃料電池イノベーション・センターに

本部を置く FCC によって運営され、プログラムに提供された燃料電池車の整備と燃

料補給もここで行われる。 
 
 FCC の Chris Curtis 臨時会長は次のように述べた。「カナダ国内と国際的な関係機

関が VFCVP を支援していることは称賛に値する。関係機関は一体となって、交通機

関に適用するための水素エネルギー並びに燃料電池技術の開発を進めている。 新型

燃料電池車をバンクーバーのプログラムで評価しようとするフォードの決断は、カナ

ダとブリティッシュ・コロンビア州が本領域における世界のリーダーであると認めた

上でのことだ。」 
 
 フォード・モーター・カンパニーの Schmidt 副社長は「画期的な本プログラムによ

って、燃料電池が世界に通用するエネルギーとして、また交通機関の代替エネルギー

としても利用できる状態に我々は一歩近付いた。広範囲な水素社会の実現までには未

だ多くの課題があり一層の協力体制が求められるが、フォードがこの先駆的なプログ

ラムにパートナーとして参画できるのは大変喜ばしい。弊社の車両を実証活動に提供

することで、未来のエネルギーと交通機関の展望が拡がり、より良い世界の構築を目

指す弊社の使命達成にもつながる」と語った。 
 
 「フォードのエンブレムであるブルー・オバールに裏打ちされたグリーン（環境に

優しい）技術と表現してもよいだろう。燃料電池と水素エネルギー産業分野における

カナダのリーダーシップは折り紙付きであることから、革新的なフォーカス FCV を

実証活動に投入する上で、バンクーバーは 適な場所だ。」フォード・カナダの

Hinrichs 社長はこう述べた。 
 
 フォーカス FCV は第 3 世代のハイブリッド車で、バラード・パワー・システムズ

社がカナダ国内で生産した Mark 902 シリーズ燃料電池スタックと、ダインテック社

製の水素貯蔵タンク（圧力 5,000psi、約 340 気圧）を搭載している。それぞれの車両

の性能は今後 3 年間詳細にモニターされ、燃料電池技術の継続的な発展に不可欠なデ

< 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957号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/957/
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ータが提供される。 
 
 カナダ政府は、国にとって正しい選択をするというポイントに焦点を当て気候変動

問題に取り組んでいる。この方針によって、現時点で講じる対策が永続的な効果を生

み出すと同時に、成長を続ける強い経済力の維持が可能になる。VFCVP を始めとす

るプログラムは、燃料電池関連技術のように、環境に優しく持続可能性のある交通機

関を選択するカナダのリーダーシップを示す優良事例である。 
 

関連資料「VFCVP のパートナー」は、下記 URL に掲載されている。 
http://www.nrcan-rncan.gc.ca/media/newsreleases/2005/200521a_e.htm 
 

以上 
翻訳：千葉 朗子 

（出典：News Release – “First Fuel-cell Cars in Canada Hit B.C. Streets”,March 31, 2005  
http://www.nrcan-rncan.gc.ca/media/newsreleases/2005/200521_e.htm.  
The Department of Natural Resources Canada. Translated from the original English/French 
language with the permission of the Minister of Public Works and Government Services 
Canada, 2005.） 

 
（訳注 1） 2005 年 3 月 31 日 
（訳注 2） カナダを代表する全国規模の非営利な燃料電池業界団体。68 社・団体の

メンバーで構成。 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.957,  2005. 6. 15 
 
 

 27  

【新エネルギー】 

デンマークの研究開発が軌道に乗る 
 
 デンマークの西ユトランド地方では、欧州で初となる水素電車の実用化を目指して

いる。この計画を始め、国内及び欧州全土で実施している意欲的なプロジェクトから、

研究開発に対するデンマークの前向きな姿勢がうかがえる。ここでは、デンマークの

研究活動の展望を手短に解説する。 
 
 水素エネルギーで稼働する電車は、西ユトランド地方に新設された「水素技術革新・

研究センター（Hydrogen Innovation and Research Centre：HIRC）」の特徴的なプ

ロジェクトとなるだろう。HIRC は発展途上の水素技術応用分野において、デンマー

クが第一線に躍り出るために設置された機関である。 
 
 HIRC の代表、Jens-Christian Moller 氏は「水素電車商用化を欧州で 初に実現す

ることが私たちの目標です」と述べる。今日、乗用車やバスに水素エネルギーを利用

する国際プロジェクトは数多く存在しているが、水素電車はほとんど例が無く、進行

中のプロジェクトは主に米国と日本で実施されている、と Moller 氏は補足する。「だ

から、ここ西ユトランド地方の国際的な価値を高めるチャンスがある訳です。」 
 
 西ユトランド地方の自治体 Vemb、Lemvig、Thyboron は、この 3 地域を結ぶ全長

59km の路線を運行する水素電車への出資を確約している。デンマーク研究・技術革

新情報サービス（Danish Research and Innovation Information Service：DRIIS）
の報告では、欧州連合（EU）並びに自治体として Ringkobing も出資に興味を示して

いるとのことである。 
 
 目下のところ HIRC は、このプロジェクトが鉄道車両製造企業の興味を引き、参画

を促すことを期待している。Moller 氏によれば、HIRC は本プロジェクト及びその他

の技術移転活動を実施し、長期間のエネルギー供給確保とクリーンな環境の構築を支

援して行く。 
 
 水素動力は燃料電池技術の発展に伴い普及したが、1960 年代以降その用途はバスや

乗用車等に限られてきた。そして今、電車に適用されようとしている。水素は無色・

無臭の気体である。1 つの水素原子が持つ原子核には 1 つの陽子があり、その陽子の

周りを 1 つの電子が周回している。 
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活用可能な成果 
 DRIIS が運用するデータベース「活用可能な成果」は、EU 研究開発フレームワー

ク計画の下で実施されたプロジェクトの中で展開可能なもの、あるいは今後の開発促

進によって欧州に利益をもたらす新技術・製品・サービスとして展開が可能なものを

網羅している。データベースの集約時点では合計 138 の成果が報告された。 
 
 成果リストのトップには「欧州テレワーク・オンライン（ETO）」が掲載されてい

る。これは 20 ヶ国のウェブサイトから成るネットワークで、在宅・リモートオフィ

ス勤務並びに電子商取引分野に関する資源と情報の入手先を提供している。ETO では、

現在寄せられている個別のカスタマイズへの要求を削減するため、システムの試験運

用を行うユーザーを募っている。 
 
 EU の BIOMED2 研究プログラムにより助成を受けた複数のプロジェクトは、情報

交換、研修、研究開発インプットに関するパートナーを探している。その一例が、脳

疾患研究に際し、種々の磁気共鳴（MR）技術を活用する共同プロジェクトである。 
 
 これまでにデンマークが参画した EU 研究開発フレームワーク計画のプロジェクト

は「生活の質並びに生活資源の管理（LIFE）」、「情報社会技術（IST）」、「競争力のあ

る持続可能な成長（GROWTH）」等、様々な分野で顕著な成果を上げてきた。例えば、

第 5 次研究開発フレームワーク計画（FP5）では、デンマークのパートナーが少なく

とも 1 者参画したプロジェクトは合計で 1,570 件あり、そのうち実に 422 件はデンマ

ークに拠点を置く組織が主導したものである。 新の FP6 についても、この国は積極

的な取組方針を継続する模様である。 
以上 

翻訳：千葉 朗子 
（出典：http://europa.eu.int/comm/research/headlines/news/article_05_04_26_en.html） 
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【エネルギー一般】 
 

韓国政府の進める資源技術開発の現状 

 
産業資源部は現在、鉱物資源の安定的供給及び高付加価値化を目的に、非金属資源

活用技術、金属資源活用技術、エネルギー資源技術など 5 分野を中心とした資源技術

開発事業を推進しており、 近の動向について紹介する。 
 
1．事業概要 
(1) 事業目標 

1) 国内外資源の付加価値向上と資源素材化技術革新を通じて NT（ナノテク） 
ET（環境技術）、BT（バイオ技術）、IT 産業およびエネルギー節約、クリーンエ

ネルギー、再生可能エネルギー等に利用する基礎原料・素材の技術確保と安定供

給 
2) 分離精製と加工技術の向上による鉱物資源の高付加価値化 
3) 有効価値資源回収技術の開発による天然鉱物資源の代替 
4) 国内外の天然・低級エネルギー源利用のための技術開発を通じたエネルギー資源

の安定供給 
(ア) 国内低品位無煙炭を利用した燃料・非燃料用転換技術の開発 
(イ) 地下熱資源利用のための基盤技術 

(2) 事業内容 
 鉱物資源の高付加価値技術およびエネルギー資源の安定的供給のため次の 5 分野に

ついて、資源技術開発事業を推進する。 
 

資源技術開発事業の内容 
 事業範囲(開発の対象) 

非金属資源の

活用技術 
非金属資源から有効な資源の分離および加工、処理を通じた付加価

値向上と原料素材製造に関する技術 
金属資源の活

用技術 
金属資源から有効な資源の分離および加工、処理を通じた付加価値

向上と原料素材製造に関する技術 

資源回収技術 休・廃資源から現在利用されている地下資源を代替することができ

る有効資源の回収と利用に関する技術 

エネルギー資

源技術 
エネルギー資源(石炭、ウラニウム、トリウム、石炭層内メタンガ

ス)の探査、開発、応用など全般に関連する技術 

地熱資源 
技術 

地熱資源の探査、開発、応用など全般に関連する基盤技術 
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2．推進実績 
 資源技術開発事業は、1995 年に着手して以来、2003 年まで計 168 課題に総計 530
億ウォン(政府 403 億ウォン、民間 127 億ウォン)を投入した。このうち 141 課題が終

了しており、2003 年以降は 5 つの中大型事業と 1 つのモデル示範適用事業 (ETDP)
および 21 の一般技術開発課題など計 27 課題に対する支援を行ってきている。 
 
3．主要開発成果 
 資源技術開発計画に基づき基礎・基盤中心の初期課題を終了したことにより、付加

価値向上効果が大きい技術を中心に実用化を推進中であり、現在まで技術料徴収対象

72 課題のうち 37 課題が技術料支払い協約を締結し、94 件が特許登録を行い、322 件

が国内外で研究論文を発表した。 
 
4．2004 年以降の技術開発事業の実施状況 

2004 年には継続推進されていた 15 課題に加えて、非金属、金属、資源回収技術、

エネルギー資源、地下熱的資源の 5 分野に関するプロジェクトを以下の事業形態で実

施し、総額 82 億ウォンの支援を行った。 
 
(1) 中大型技術開発事業 
 輸入技術の代替効果と実用化の可能性が大きい中大型技術を発掘。今後 5 年程度の

間に 1、2 段階に区分し、産学研コンソーシアム体制により推進し、普及促進策と関

連インフラ構築などを含むパッケージ形態で技術開発を推進し、開発プロジェクト終

了と共に常用化を達成する計画。 
 
(2) 一般技術開発事業 
 基盤技術が確立されており、事業性が高い実用化技術開発事業を実施（ボトム・ア

ップ方式） 
1) 企業の求めによる緊急の原料、素材技術開発 
2) 輸入代替効果が高い高付加価値原料、素材技術開発 
3) 基盤技術の開発後、収益性が期待される技術開発 

 
(3) モデル示範適用事業 
 技術開発成果が優秀であるにもかかわらず、技術需要者からの信頼不足、新技術適

用による危険負担などで実用化ができない技術に対する支援策として、政府支援によ

り実規模設備をモデルに、 適運転条件下での経済性を検証し、技術の信頼性向上と

実用化普及を促進している。 
以上 
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【環境】 
 

欧州の土壌を保護する統合戦略（EU） 

 
 土壌研究は、水資源や陸生生態系も含め、主題に沿って（研究分野を）統合し、人

間活動と自然が及ぼす影響など無数の相互作用を反映させるべきである－先頃、

「Trends in Analytical Chemistry」誌上で発表されたレポートの中で、欧州委員会

（EC）の専門家らはこう指摘し、合わせて EC の 新動向について紹介を行った。 
 
 レポートの中で執筆チームは、欧州の土壌保護の研究に関しては、より主題的で戦

略的なアプローチが必要で、「欧州の自然資源管理を行う上で、土壌研究は総合的な研

究分野（例：水資源や堆積物を含む）に統合すべきだ」、と強く主張している。 
 
 レポートの執筆者であるウィーン土壌研究所所属の Winfried Blum 氏、及び EC の

Jürgen Büsing、Luca Montanerella 両氏は、浸食・汚染・塩化・重金属汚染・洪水・

地滑り・有機物の減少等から土壌を保護するために、EU レベルでの首尾一貫したア

プローチについて更に報告した（以下概要）。 
 
 EC は「土壌保護の主題的戦略に向けて」（2002 年）と題するコミュニケーション

文書でこの課題を詳述している。この文書は欧州連合（EU）の「第 6 次環境行動計

画」（2001 年）の影響を受けたもので、加盟国 15 ヶ国の環境閣僚が批准している。 
 
 コミュニケーション文書によれば、土壌は社会と環境の中で 1)食糧とバイオマス生

産、2)貯蔵・ろ過・変換、3)生物の生息場所・遺伝子プール、4)人間にとっての物理

的・文化的空間、5)原材料資源、といった 5 つの機能を持っている。 
 
 土壌資源管理は重要性が非常に高く、農業・輸送・環境・研究といった多様な要素

との関わりがある。この分野の政策決定には詳しい情報と「将来の土壌劣化防止策を

土台にした予防的アプローチ」の実施が求められるとコミュニケーション文書は指摘

する。 
 
土壌と社会を巡る課題 
 従って、主題的アプローチには利害関係のあるすべての要素（例えば、採掘・廃棄

物・下水・汚泥・コンポストや、その他土壌保護の関連法規）を統合することが 適

と見なされている。EC は今後の関連法規立案に際し情報提供を行うための、モニタ

リング並びに調査計画を提案する 5 部門の「技術ワーキンググループ（Technical 

< 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957号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/957/



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.957,  2005. 6. 15 
 
 

 32  

Working Groups：TWGs）」を設置した。 
 
 TWGs は、土壌劣化の背後に潜む原因と結果の相関を分析するため、DPSIR と呼

ばれる有用なツールを用いた。分析結果は、単純な図表の形にまとめられ、報告書で

読むことができる。具体的には、どの「要因（Driving Forces）」が土壌に「負荷

（Pressure）」をかけ、どのような「現状（State）」（例：塩化・栄養分減少・その他

の土壌劣化）に至り、結果として生じた直接的・間接的な「影響（Impacts）」（例：

人口の増減・気候変動・生物多様性の減少等）、求められる「対応策（Response）」と

いう様に記載される。 
 
 DPSIR ツールは、政策立案者が複雑な土壌／環境システムを理解し、問題の緩和あ

るいは解決につながる手法や対応策を導入する上での一助となる。このアプローチに

基づき、TWGs は土壌研究の新しいコンセプトを開発した。それは、既にある情報を

確認・より良く体系化し、既存のデータと政策を 大限に活用する際の障壁を識別し

て克服を目指し、調査研究の隙があればそれらをすべて特定するというものである。 
 
 執筆チームは DPSIR を導入した生態系と土壌の統合研究事例を紹介し、当該分野

における「タイアップ」研究の必要性を強調している。紹介事例は、機能的な管理シ

ステムを必要とする土壌・堆積物・地表面・地表水の複雑な相互作用に焦点を当てて

いる。実際のところ、EU が支援する第 6 次研究開発フレームワーク計画（FP6）の

「水界・陸生統合プロジェクト（AquaTerra Integrated Project）」等は、既にこうし

た相互作用に着目している。 
 
 また、執筆チームによれば「つまり、将来の土壌研究は、水界・陸生生態系とそれ

らの持続可能な管理を課題とする他の研究分野との連携を目指すべきである。そのた

めには、総合的な研究コンセプト構築に向けての新たな努力が今後必要になるだろう」

とのことである。 
以上 

翻訳：千葉 朗子 
（出典：http://europa.eu.int/comm/research/headlines/news/article_05_05_04_en.html） 
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【産業技術】ライフサイエンス  

細胞信号伝達ネットワークをマッピング（米国） 

細胞内の分子間の会話を解読 

 

数十年もの間、外部からの情報が細胞内部の制御センターに伝達し、特定の反応を

起こす仕組みが研究されてきた。しかし、細胞信号伝達ネットワークは大変複雑なも

ので、マッピングするには時間も労力も必要であった。 
 
ところが、スタンフォード大学、マサチューセッツ工科大学、ハーバード大学の研

究チームは細胞の信号伝達ネットワークを短時間で正確に図式化する新手法を開発し

た。その研究成果は Science 誌 4 月 22 日号に掲載された。 
 
細胞が適切に機能するためには、環境の変化を感知し適宜反応する必要があり、通

常、細胞は行動を変えることで環境に反応している。反応と監視をリンクする洗練さ

れたコミュニケーション・ネットワークを持つため、細胞は多様な仕事、例えば、ホ

ルモン反応による成長、栄養素源に向かう移動、体内の侵入者への反応等を行うこと

ができるのである。外部からの信号は全て、分子から分子へ順次渡される細胞間メッ

セージに変換される。標準的な実験方法で細胞内の情報経路を一つ一つ追跡すること

は困難な作業である。様々な分野の研究者が協力する同研究チームは、この困難な作

業をより速く、より簡単に行うための新しいアプローチに取り組んでいる。 
 
研究チームの一つ、スタンフォード大学のゲイリー・ノーラン博士と MIT のダグラ

ス・ラオフェンバーガー博士が主導するグループによって「信号経路の体系的なマッ

ピングの道が開かれた」と、メンバーの一人であるダナ・ピア博士は語った。同研究

チームが開発したアプローチは、 新の実験的手法と計算的手法を組み合わせたもの

で、両手法はまさに「ぴったりと合った」。このアプローチを、既に十分研究されてい

るヒト免疫系 T 細胞の信号ネットワークのマッピングで検証した。T 細胞の信号ネッ

トワークは、従来の手法で数十年かかって解明されたものである。 
 
これまで、科学者達は信号ネットワークをパズルのように扱ってきた。一つずつ調

べたネットワーク経路の情報を統合することで、細胞内信号伝達の全体像を組み立て

てきた。しかし、信号ネットワークの個別経路を構成する分子は、単独で作用するこ

とはほとんどなく、お互いに「話し合い」、協調して情報を処理している。そこで必要

となるのが、（個別経路の情報を統合して）信号伝達ネットワーク全体を一度にモデル

< 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957号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/957/



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.957,  2005. 6. 15 
 
 

 34  

化する実験的・計算的ツールである。今回の新しい研究がこのギャップを埋めること

に役立つはずである。 
 
ノーランとラオフェンバーガー両博士の研究チームは、開発したアプローチの妥当

性検証のためにヒト T 細胞を利用した。ヒト T 細胞は複雑な信号ネットワークによっ

てウィルス等の病原体から身体を守っている。T 細胞は異物に遭遇すると、細胞中に

危険信号が伝わり、素早い反応に備えて活性化する。危険信号によって T 細胞は急速

な増殖を始め、「遭難信号」分子を放出する。「遭難信号」分子は、感染と闘うために

他の免疫系分子を呼び集める。信号経路の各構成要素は、信号が伝達される中で化学

的に変化していく。 
 
このような化学変化は、ネットワークの中でもアクティブな信号伝達部分だけで起

きる。T 細胞内分子が信号に反応して変化する位置を信号経路の中で特定するために、

変化した信号伝達分子の量を測定した。化学変化した分子量の増加は もアクティブ

な部位を示していた。 
 

数千もの細胞内で同時に活動する複数の信号伝達分子のデータをベイジアン・ネッ

トワーク（注 1）と呼ばれる強力な計算的手法で分析した。ベイジアン解析は、統計的に

ネットワーク内分子間の関連性と依存状態を割り出すことができる。例えば、十分な

実験データがあれば、ベイジアン解析は信号伝達分子 A と B の間にある関連性を特定

するだけでなく、B の信号転送が A に依存しているかどうかも示すことができる。 
 

 
 
研究チームの解析から、既に研究が進んでいる T 細胞の 18 ネットワークの中で 3

経路以外全てを予測することができた。同研究は、主としてチームが開発した手法の

実用性を実証する「原理的な実証」を報告するものであったが、2 つの信号経路を連

結する T 細胞の信号伝達相互作用を新たに同定したことも報告した。 

外部からの信号（黄色）は細胞膜の感覚受容

分子（水色）を通じて細胞内に伝達される。 

図中の矢印はA、B、C、D信号伝達分子間の

情報フローを示している。ベイジアン・ネッ

トワークモデルによって、A とB が同じ経路

にあること、B の活性がA からの信号によっ

て始まることなどを判定することができる。 

信号は信号伝達経路に従って核に届き、遺伝

子を活性化することで細胞反応を制御する。 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.957,  2005. 6. 15 
 
 

 35  

 
予測が―特に、膨大なデータが生成されるポストゲノム時代では―ベイジアン・ネ

ットワーク解析の卓越した力である。統計的アプローチで分子間の関係を明らかにす

るために、事前に信号経路について理解している必要がない。これは特筆すべき長所

であると、ピア博士は考え、次のように述べている。「古典的な生化学アプローチでは

ネットワーク内の全ての中間要素を理解する必要があったが、このアプローチは（分

子間の中間要素を特定しなくても）間接的な影響を見つけることができる。」 
 
ピア博士は、似たような技法を用いて正常な細胞と異常な細胞の相違を研究できる

のではないかと考えている。そのような研究にこの技法を用いることは、癌や自己免

疫等の信号伝達不全が主要因となる病状を理解するのに特に有益となるだろう。 
 
現在までのところ、この技法でタンパク質ネットワークを解析するには大量のデー

タが必要となるため、実現していない。何千もの細胞の複数要素を同時に観察可能に

なることが、同チームの研究が成功する鍵である。技術的な障壁はあるものの、組織

や器官等、複数タイプの細胞と細胞同士の相互作用によって構成されるシステムが類

似したアプローチで研究されることになるだろうと、同研究チームは考えている。 
 
NSF プログラム・マネージャーのカーター・キムジー氏は、この研究によって幅広

い研究の機会が生まれると考え、「この数学的ツールは健康関連分野だけのものでは

なく、生物学でも様々な研究用途に使用可能だ」と述べている。 
 
ダナ・ピア博士は、全米科学財団ポストドクトラル研究・バイオインフォマティク

ス分野で特別研究員賞を受賞。本研究は、国立衛生研究所、ブリストル・マイヤーズ ス
クイブ社、青少年糖尿病財団等、複数組織によって後援された。 

以上 
 

（注 1）非循環有向グラフで表される確率ネットワーク。定性的な因果関係のネット

ワークと定量的な確率を組み合わせたモデルで、事象の結果から原因を推定できる。

データ・マイニング（膨大な量のデータから特徴や意味を見つけ出す技術）、ロボット

工学、ゲノム解析、医療診断、故障診断、意思決定支援システム等、幅広い分野に応

用されている。 
翻訳：御原 幸子 

(出典： 
http://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=104085&org=NSF&from=news) 

< 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957号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/957/
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【産業技術】ライフサイエンス  

免疫系実験モデル（米国） 

ヒト造血幹細胞研究の倫理的制約を克服する 

 

聖ジュード小児研究病院は他の研究機関と共に、ヒト免疫系の実験モデル開発研究

に参加した。この実験モデルがあれば、患者にリスクを負わせることなく、造血幹細

胞（HSC）移植の成績を向上させる方法を研究できる。 
 

このモデルはまた、幹細胞が T リンパ球等の様々な免疫細胞への分化研究、免疫細

胞の癌細胞殺傷や感染と闘う仕組みの研究、癌治療の主流である放射線・化学療法に

対する免疫細胞の反応研究などの有用なツールとなると考えられている。この研究の

成果は Journal of Immunology 誌 5 月 15 日号に掲載された。同研究はジャクソン研

究所（メイン州バー・ハーバー）、テネシー大学（テネシー州メンフィス）、EMD レキ

シジェン研究センター（マサチューセッツ州ビルリカ）、マサチューセッツ大学（マサ

チューセッツ州ウースター）の協力の下に行われた。 
 

この研究の飛躍的な前進が特に重要であるのは、ヒト免疫系の研究者が直面する倫

理的ジレンマを解決するからである、と言うのは聖ジュード小児研究病院幹細胞移植

部門の責任者であり、移植・遺伝子治療プログラムの共同責任者であるルーパート・

ハントグレティンガー医学博士。 
 

「患者自身の血液系を入れ替える造血幹細胞移植を行えば、さらに多くの血液癌や

遺伝・免疫疾患患者を治すことができる可能性がある」と、ハントグレティンガー博

士。「残念ながら、造血幹細胞移植治療は潜在的な能力を発揮するに至っていないが、

その理由の一つとして、ヒトで行う幹細胞移植研究に対する倫理的制約がある。私達

の新しい実験モデルがあれば世界中の研究者は（倫理的制約を受けずに）免疫系の機

能や、成功率の高い造血幹細胞移植方法について多くの重要な実験を行うことが可能

になり、有益な知見を得ることができるようになる。」 
 

「この新しいヒト化マウス・モデルがあれば正常な幹細胞機能の研究が可能になる

ため、再生医療研究にとって重要なツールとなるだろう」と、ジャクソン研究所上級

研究員であり、本研究論文の筆頭著者であるレオナルド・D・シュルツ博士は述べた。 
 

従来のヒト免疫系モデルは造血幹細胞の生着率が相対的に低く、生着した細胞も完
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全に機能する免疫細胞を作り出すことができなかった。細胞の生着とは、体内に移植

された幹細胞が拒絶されずに生体組織の一部になり、体内に存在する様々なタイプの

血液細胞を産み出すようになるプロセスである。 
 

NOD-scid IL2Rγnull と名付けられたこのモデルでは、ヒト造血幹細胞が直ちに生

着し、T 細胞、B 細胞、骨髄性細胞、ナチュラルキラー（NK）細胞、樹状細胞（DC）

に分化する、とハントグレティンガー博士は説明した。NK 細胞はリンパ球と言う大

型の白血球で、感染した細胞と腫瘍細胞の両方を攻撃する。DC はバクテリア等の異物

を捉え T 細胞に提示し、免疫系を活性化し調整する白血球である。骨髄性細胞は顆粒

球や単核白血球等の免疫細胞である。 
 

研究者達はこのモデルの有効性を次の 3 点を示すことで実証した。多種多様な潜在

的標的物に反応するために必要な、各種 T 細胞を作り出せること、T 細胞があらゆる

受容体を表面に持つこと、免疫細胞が刺激に対して正常に反応し増殖することである。

受容体とは、免疫系を刺激するバクテリア、ウィルス、癌細胞等の潜在的な標的が持

つ特定分子を認識するタンパク質である。 
 

このモデルが造血幹細胞を胸腺で効率よく T 細胞に変換していることが判明し、ヒ

ト免疫系を再現している証拠となった重要な点は、いわゆる「T 細胞受容体切除サー

クル（胸腺で T 細胞受容体再配列が行われる時に胸腺細胞に生じる環状 DNA：TREC）」

が確認できたことだった。 
 

受容体を構成するタンパク質成分は、それぞれ特定の遺伝子によって作られる。

TREC が形成されるのは遺伝子再配置が行われる時である。遺伝子再配置とは、無数

の組み合わせの中から（抗原を認識できる受容体を作る）遺伝子の組み合わせが選び

出されるプロセスである。（TREC の）サークルとは、特定の受容体を作る遺伝子の組

み合わせが試される中で、染色体から切り離された DNA 断片のことである。各 T 細

胞は再配列された遺伝子で特定標的を認識する受容体を作る。刺激を受け増殖すると、

それぞれの親 T 細胞は指定された標的を攻撃する同一細胞を増殖し軍隊のような一団

を作るのである。 
 

これまでに、ハントグレティンガー博士のチームは、子供における血中 TREC の高

レベル状態は、胸腺で大量の幹細胞が特定の異物を標的とする親 T 細胞に変化してい

るためであることを実証している。 
 

NOD-scid IL2Rγnull モデルは、他モデルの重要な特徴を併せ持っている。造血幹

細胞の生着や完全なヒト免疫系の様々な機能を研究するためには、他のモデル単独で

< 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957号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/957/
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は不十分だった、と同プロジェクトの研究に貢献した医員であるスタンリー・シャレ

フ医学博士が説明した。「このようにそれぞれの特徴を合わせることで造血幹細胞の

生着が成功する。私達のモデルは他モデルのように癌を発症することがないため、一

層効率のよいヒト免疫系研究用ツールなのである」と、シャレフ博士。 
 

同研究論文の著者は他に、レオナルド・D・シュルツ、ボニー・L・ライアンズ、リ

サ・M・ブルゼンスキー、ブルース・ゴット（ジャクソン研究所、メイン州バー・ハ

ーバー）、シャオファ・チェン、スタンリー・シャレフ（聖ジュード小児研究病院）、

マラク・コトブ（テネシー大学、メンフィス）、ステファン・D・ギリズ（EMD レキ

シジェン研究センター、マサチューセッツ州ビルリカ）、マリー・キング、ジュリー・

マンガダ、デール・L・グライナー（マサチューセッツ大学、マサチューセッツ州ウー

スター）である（敬称略）。 
 

本研究は、米国立衛生研究所（NIH）、NIH の糖尿病・内分泌研究センター、小児

糖尿病研究財団、メンフィス・アッシジ財団並びに ALSAC（American Lebanese 
Syrian Associated Charities）によって一部資金援助された。 
 
聖ジュード小児研究病院について 
 

聖ジュード小児研究病院は、癌等の重度疾患を患う子供達の治療法を確立し、命を

守る先駆的な研究を行っていることで世界的に知られている。今は亡きエンターテイ

ナーのダニー・トーマスによってテネシー州メンフィスに設立された同病院は、研究

成果を世界中の科学・医学コミュニティに公表している。患者の家族は保険の効かな

い治療費を支払う必要がなく、保険に入っていない家族は治療費を払う必要もない。

同病院のために募金活動を行う ALSAC が資金援助をしている。 
以上 

翻訳：御原 幸子 
(出典：http://www.stjude.org/media/0,2561,453_2816_18189,00.html 
Copyright 2005, St. Jude Children’s Research Hospital. All rights reserved. Used 
with Permission.) 
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【産業技術】ライフサイエンス  

細胞小器官Vault：生物学的ミステリーからナノテク主力商品へ？（米国） 

ドラッグ・デリバリー、電気スイッチ、電気回路として有望な天然ナノカプセル 

 

天然素材のナノカプセル「ヴォールト（vault）」が、治療薬や DNA を運ぶ、これ

までにない新しいクラスの運搬体となる可能性を 近の研究が報告した。確かに、ヴ

ォールトはナノテク分野での幅広い応用が可能である―例え自然界でどのような役割

を担うのか全く理解されていなくとも。 
 

理解できないのは、努力が足りないからではない。ヴォールトが発見されてから 20
年近くの間に、空洞で樽型をしたこの構造体がヒトの体細胞一つ一つの中で何万もの

数で巡廻しているのが発見されている。サル、ラット、カエル、シビレエイ、粘菌変

形菌にも同様に存在するので、ヴォールトは何らかの重要な働きをしていると推測で

きる。そうでなければ、何百万年という進化の過程で残存してきたとは考えられない。 
 

しかし、遺伝子操作でヴォールトを作れないようにしたマウスにも全く悪影響はな

い。マウスはただ元気に成長し、世界中の実験マウスのようにマウス用のエサを食べ

ている。ヴォールトが存在しない細胞も完全に正常のように見える。 
 

ヴォールトの機能は未だに謎だが、実用化を探る努力は衰えることはなかった。カ

リフォルニア大学ロサンゼルス校の生化学者で、1986 年にヴォールトを発見した研究

所を指揮するレオナルド・ローム博士によると、博士らヴォールト研究者はまず、こ

の粒子の構造や、更に小さなタンパク質分子（と、ほんの少しの RNA を加えたもの）

からの自己組織化プロセスについての理解を深めた。そのため、バイオテクノロジー

の標準技法を使用して「ヴォールトに望むような特性を持たせるように設計できる」、

すなわち、ヴォールトをナノスケール・マシンの構造要素、例えば、ナノスケールの

電気回路のスイッチとして使用できる可能性がある、とローム博士は述べている。 
 

さらに良いことに、ローム博士らは 近、ヴォールトがナノスケールのトロイの木

馬として機能することを実証した。侵入者を透過させない細胞膜をヴォールトは通過

し、細胞内部に外来分子を運搬できるのである。博士らの実験は全米科学財団（NSF）
から、ナノスケール学際研究チーム・グラントとして資金を援助されている。同研究

の成果は 2005 年 3 月 7 日に米国アカデミー会報の電子版で発表された。 
 

< 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957号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/957/
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まず重要な一歩として、研究者達は外来分子をヴォールトの空洞に確実に導き入れ

る「郵便番号（zip code）」分子を特定した。「郵便番号」とは、ヴォールトのタンパ

ク質構成要素の一つから実際に単離した約 100 個のアミノ酸配列のことである。この

アミノ酸配列の本来の機能は、タンパク質を化学的にヴォールトの内壁に結合するこ

とである。従って、一度、アミノ酸配列を任意の分子に付加すれば、自己組織化プロ

セスでヴォールトの天然タンパク質と混ぜ合わせると、アミノ酸配列を付けた分子は

ヴォールトの内側に入り込む。 
 

「概念実証として、これは大変面白いことである」と言うのは、NSF のカリフォル

ニア大学ロサンゼルス校研究グループの・プログラム・オフィサーであるイブ・バラ

ク氏。しかしもちろん、ヴォールトが実際に細胞膜を通過し細胞内に侵入できること

を実証する二番目の重要なステップもあるのだが、「それは、これまでに実証されたこ

とはない」と、バラク氏は付け加えた。 
 

実際には、ヴォールトに細胞膜を通過させることはかなり簡単だと分った、とロー

ム博士。「ただ細胞にヴォールトを与えればよい」のであって、浮遊ヴォールト粒子で

満ちた液体を実験用培養皿に置いた組織サンプルの上に注ぐ方法を説明し、「後は細

胞が吸収する」と博士は言った。 
 

そして次に、ヴォールトと内包分子が細胞内で生き残り、機能することを検証する

後の重要なステップがある。ここでも、良い結果が得られている、とローム博士。

「緑色に光る」蛍光タンパク質を運搬するヴォールトを加えると、細胞内に侵入し内

側から緑色に光った。別の実験では、蛍の発光酵素を内包するヴォールトを試験管に

入れ、発光酵素を活性化する化合物を加えると、確かに光った。その反応は遅かった

ものの、ローム博士によれば、ヴォールトは確かに細胞を通過した―ナノスケールの

分子レベルでは、細胞壁はまるで金網のように出入り自由な格子造りになっている。

実用化する上で、ヴォールトが内包する薬物や DNA 等の分子が細胞内物質と相互作

用できることを、この事実が強く示唆している。 
 

今後の実験では、特定の細胞表面上にある受容体を目指すようにヴォールトをバイ

オ工学処理し、特定タイプの細胞だけに侵入するようにしたい、とローム博士は述べ

ている。また、「そうすれば、検討されている用途のいくつかは実用化に取り組むこと

ができるようになる」とも語っている。医学分野だけでなく、その他の分野にも応用

範囲が広がるため、実用化が考えられる用途は多数ある。以下にその例を挙げる。 
 

・健康組織を害せず、腫瘍細胞に直接作用する抗癌剤等の治療用デリバリー 
・テイ・サックス病等の代謝障害の原因となる、欠損あるいは障害のある酵素を置
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き換える酵素デリバリー 
・遺伝子変異を修正する DNA デリバリー 
・薬物、酵素、DNA の持続放出 
・タンパク質の寿命を延ばすための固定化 
・細胞内の状態をモニターするようなセンサー等の生物学的感知 
・有毒金属やその他の細胞毒を抽出、封じ込める解毒処理 
・重金属の隔離、あるいは解毒酵素を含むバイオリアクターによる環境浄化 
・ヴォールト内部で隔離された磁性金属の作用で行うナノスケールのスイッチ切替え 

 
以上 

翻訳：御原 幸子 
(出典：  
http://www.nsf.gov/discoveries/disc_summ.jsp?cntn_id=104106&org=NSF&from=news) 
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【産業技術】ライフサイエンス  

針要らずの注射器を開発（米国） 
 
カリフォルニア大学州立バークレー校（UC バークレー校）のバイオエンジニアリ

ングの学生が、電子アクチェータを用いた、新型の針を必要としない注射器「マイク

ロジェット」を開発した。これが実用化すれば、患者の肌に触れることなく、現在の

皮下注射には比べ物にならない程少ない痛みで、ワクチン、インシュリン、その他の

薬を投与できるようになる。現在、すでに利用されている同様の針無しジェット型の

注射器に比べて、マイクロジェットは薬を注入する量と速さをコントロールできる点

で勝っている。 
 
マイクロジェットの開発プロジェクトに携わる 3 人の学生、Laleh Jalilian、Marcio 

von Muhlen、そして Menzies Chen はいずれも UC バークレー校にてバイオエンジ

ニアリングを学ぶ学部生である。この度、マイクロジェットのプロトタイプを用いて

3 月 17 日から 19 日の間にカリフォルニア州サンディエゴで開催された National 
Collegiate Inventors and Innovators Alliance(NCIIA)にてデモンストレーションを

行った。 
 
「世界保健機関（WHO）は、針無しのドラッグ・デリバリーの技術開発を推奨し

ている。なぜなら、注射に針を使う限り、感染と処分の問題があるからだ」と Laleh 
Jalilian はいう。マイクロジェット以外にも、ジェット方式の注射器は市場にあるが、

これらは実際の患者への注入量のばらつきに悩まされている。しかしマイクロジェッ

トでは、電子回路を利用し、現存のものよりも、より高いレベルのコントロールを実

現している。 
 
マイクロジェットにて、チューブから液体を押し出すのは、小さな圧電アクチュエ

ータである。このアクチュエータが、印加電圧に応じて拡張、縮小する。電圧制御で

あるためコントロールの範囲は連続的で、今日使われるジェット注射器に比べ、はる

かに高いレベルでのカスタマイズが可能である。 
 
UC バークレー校バイオエンジニアリング学部で教鞭をとり、同学部生アドバイザ

ーである Dan Fletcher 助教授は「他のジェット方式の注射器では、3 つか 4 つの出荷

時設定しかない。しかし、人間の肌は非常に変化に富んでいて、個人間で違いがある

だけではなく、部位においても非常に違いがある。例えば同じ人であっても、手のひ

らの肌は手の甲よりも堅く、また、大人の肌は、子供の肌よりも堅い」と言い、この

ような変化にも対応できる注射器の必要性を説いている。 
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今回、UC バークレー校の 3 人の学部生が開発したマイクロジェットでは、液体の

噴出速度を秒速 33 メートルから秒速 140 メートルまでコントロールできる。また、

噴出できる液体の量も、45 ナノリットルから、140 ナノリットルの範囲で調整可能で

ある。また、液体の侵入度についても、人間の肌のかわりにアガロース・ゲルを使用

してテストしたところ、1 ミリメートルから 8 ミリメートルに調節できることも分か

った。人体への試験は未だに行われていないが、開発者達は、これらの結果から、マ

イクロジェットはすでに人間の肌に注入するのに十分すぎる仕様を備えているとして

いる。 
 
さらに von Muhlen は、「マイクロジェットのもう一つの素晴らしい点は、ノズルの

直径がわすか 70 ミクロンで、これは現在の皮下注射針の も細いものよりもさらに 3
倍ほど小さいことだ」と述べる。ジェットの噴出の範囲は、直径に乗じて減っていく

ため、注射の際に影響のある肌の範囲が、少なくとも 9 倍の減少になる。よって、よ

り小さな直径のノズルを使用していることと、針を皮膚下に差し込む必要がないこと

により、影響を与える皮膚組織の神経レセプターの刺激が 小限になる。これにより、

従来の皮下注射器に比べ、マイクロジェットを使用すれば、痛みが比較的少なくなる

ということになる。 
 
Fletcher 助教授は、このプロジェクトを思いついたきっかけを、どこにでもあるイ

ンクジェット・プリンターにあったと説明する。プリンターのインク・カートリッジ

は、インクをとてもコントロールされた状態で反復的に紙上に吹き付けている。イン

クジェットのカートリッジ内の液体は、比較的遅いスピードで放出されるが、マイク

ロジェットの基本的なアイデアは同じである。 
 
一方で、von Muhlen は「やがてマイクロジェットが、完全に注射針にとってかわ

るとは思わない。しかし、医師や患者に治療への新たな選択肢を提供することになる

はずだ」とはいう。マイクロジェットの正確さは、いずれマイクロ手術や、皮下注射

には浅すぎる手や膝の関節炎治療のための良い候補になるとみている。また、冗談半

分で刺青の痛みをもっと少なくできるだろうともいう。今後は、動物テストや死体の

皮膚を用いて、機器の手直しを行っていく予定である。 
 
このマイクロジェットのプロジェクトは 2 年前に、バークレー夏季バイオエンジニ

アリング研究プログラムの一部としてスタートした。これはガイダント基金（Guidant 
Foundation）によりスポンサーされたプログラムである。このプログラムを通じて、

UC バークレー校の学部生は学部教授陣とともに資金援助を得ての研究プロジェクト

に参加するチャンスを獲得するために競争している。 
 
Julian、von Muhlen そして Menzies Chen はこのプログラムの一環としてマイク

< 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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ロジェットのプロジェクトに参加した。このプログラムが終わりしだい、さらなる研

究を続けるため、マイクロジェットのプロジェクトの学生達は、NCIIA の 2 万ドルの

補助金に応募し、これを獲得した。彼らはまた UC バークレー校工学部の学部研究機

会プログラムのサポートも受けている。このプログラムは学内の工学部研究ラボの

様々な学生の研究に資金援助を行っている。 
 
「このような革新的な研究プロジェクトが完全に学部生により行われていることは

普通ではない。彼らはこの研究において、すばらしい成果を上げているだけでなく、

プロジェクトの資金集めのために補助金プログラムに応募し、さらにこれを獲得する

ことが出来た。これは通常の学部カリキュラムを越えて、このようなイニシアチブを

もつ学生達に機会を与えるプログラムを大学をもつ大切さを示している」と Fletcher
はいう。 

 
このプロジェクトは、また California Institute for Quantitative Biomedical 

Research(QB3)の一部である。QB3 は UC バークレー校 3 つのキャンパスにまたがる

工学、物理学、数学、生物学、そして医学を人間のヘルス分野研究の促進のためにス

キームである。 
以上 

（参考資料） 
http://www.berkeley.edu/news/media/releases/2005/03/16_microjet.shtml 
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【産業技術】ナノテク  

トリノはナノテクの首都を目指す（イタリア） 
 
2005 年 3 月 7 日ピエモンテ州の州都トリノにおけるナノテクに関わる国際会議に

おいて『トリノ市は、電子機械から新マテリアル、また繊維から医薬品まで非常に幅

広い分野において適用されるナノテクノロジ－の首都となる事を目指す』との発表が

なされた。 
 
ピエモンテ州の州投資機関である ITP（Invest in Turin and Piemonte）のマルコ・

ボリオーネ会長は同会議において「ピエモンテ州にはナノテクノロジー従事に必要な

構造、人材、金融資源を持っている。2005 年から 2007 年の 3 ヵ年としてピエモンテ

州はナノテク部門における公的研究費として 300 万ユーロの予算を計上させた。更に

またナノテクノロジーに従事できる、実際に既にノウハウを持っている研究者が約３

00 人存在している」と説明した。実際トリノ工科大学にはスイスのローザンヌ大学と

フランスのグルノーブル大学とともにナノテクノロジー科が設置されている。 
 
特にピエモンテ州には、公民の研究所ネットワークが存在しており、トリノ工科大

学のエンジニア第 1 学科の学部長フランチェスコ・プロフーモ教授は、「ピエンモン

テ州におけるそれぞれ異なる専門分野の大学と産業の関係は、非常に密接であり、ま

た大変根を張った関係にある」と説明する。 
 
バイオメディカル部門の Sorin Biomedica 社は、バイオ互換マテリアルのためのコ

ーティングシステムを開発しており、FIAT 研究センターは、自動車のナノストラク

チャーマテリアルは勿論のこと照明、情報システムに適用されるナノテクノロジー開

発も実施している。ガリレオ・フェッラーリス国立電子機関と、グスタヴォ・コロン

ネッティ度量衡機関は、ナノメートルレベルの研究に必要な特殊測定器具,テスト、証

明書を提供している。FIAT 社、Telecom‐Olivetti 社、Agilent Techonologies 社は、

マイクロコンポーネント,マイクロデバイスにおける彼等のコア－ビジネスにおいて

Mems（Micro Electro-Mechanical Systems）センサーに傾注している。 
 
ジョヴァンニ・デル・ティン・トリノ工科大学長は、「トリノ工科大学と東部ピエモ

ンテ大学は非常に密接な協力関係によってナノテク研究を推し進めている。またトリ

ノ・ワイヤレス財団の会長ロドルフォ・ズィックとマリオ・ボエッラ・スペリオーレ

機関（サンパオロ銀行、トリノ工科大学によって設立され、モトローラ社、

STMicroelettronics 社、Telecom Italia 社も参加する特にワイヤーレスや e-security
部門の技術開発をしている IT 部門の会社）のマリオ・ボエッラ会長は「これらの異

種混交の経験は、ナノテクノロジー開発にとって非常に特権的な条件を創出している」

< 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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と述べている。 
 
トリノ工科大学とマリオ・ボエッラ・スペリオーレ機関の研究所には約 30 社の企

業が関与している。何社かは設立されたばかりの会社であり、多くは競争力を持つ新

テクノロジー部門の会社である。 
 
これらの研究所において、多大のパーフォマンスをもつメタル上塗りのためのナノ

テクノロジー、潜在的汚染を縮小させつつ繊維マテリアルの表面をナノストラクチャ

ーにする事の出来るプラズマ技術が研究されている。更にまた、自動車の排気ガスを

モニター化するためのセンサーや汚染排気ガスを削減させるナノストラクチャーキャ

タリライザ－を実現させる研究も推し進められている。 
 
前記のトリノワイヤーレス財団には、ピエモンテ州の企業 6,000 社が集まっている、

また総従業員 53,000 人いる情報テクノロジー産業集積地の機関であるが、2005 年 3
月末に MIUR(教育、大学、研究省)は、トリノワイヤーレス財団に 2004 年～2006 年

の 3 ヵ年研究プロジェクトのために 2,600 万ユーロを割り当てた。 
以上 
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【産業技術】ナノテク  

斬新なマルチ・カラー発光ダイオードの開発（米国） 
 
ロスアラモス国立研究所のカリフォルニア大学研究者チームは、窒化ガリウム

(GaN)半導体に封入されたコロイド状量子ドットに基づいた完全無機多重色発光ダイ

オード(LED)を初めて開発した。この研究は、固体素子照明開発の新しい「ハイブリ

ッド」アプローチをもたらす。固体素子照明は、運用経費の縮少、低エネルギー消費

ならびに信頼性向上という長所がある。 
 
ナノレター誌 新号に、完全無機ナノ結晶に基づいた構造によるエレクトロルミネ

センスの初めての成功裡な実証を、同チームがレポートしている。この構造では、半

導体 GaN 注入層から形成された PN 接合に半導体ナノ結晶が組み入れられた。この

新しい LED は、斬新なタイプの色選択可能なナノエミッター、コロイド状量子ドッ

トを使用し、 近発展中の GaN 生産技術を利用している。 
 
ナノ結晶 LED の研究協力を取りまとめる、クリモフによれば、「この技術は、自動

車や航空計器ディスプレイから交通信号やコンピューターディスプレイまでに及ぶエ

ネルギー効率的で色選択可能な固体光照明に役立つであろう。さらに量子ドットとし

て知られている半導体ナノ結晶は、魅力的なナノスケール発光体であり、化学的柔軟

性と優れた光安定性を持っており、サイズによりコントロールされる放射色および高

い放出効率をもたらす。 
 
しかしながら、光放射技術へのナノ結晶の利用は、ナノ結晶へ電気的に直接接続す

るという難しさによって常に影響されてきた。しかし GaN 注入層の間に量子ドット

を置くことによって、我々はこの困難に打ち勝つことが出来た」 
 
量子ドットへ電気的接続をする秘訣は、GaN 薄膜を成長させるために高エネルギー

中性窒素原子ビームを利用するロスアラモス国立研究所のマーク・ホッフバウアーの

チームによって開発された技術の利用である。ENABLE(高エネルギー中性原子ビー

ムリソグラフ/エピタキシー)と呼ばれるこの技術は、そのルミネセンス特性に悪影響

を及ぼさずに、半導体の GaN 中へナノ結晶の低温カプセル化を可能とする。 
 
1 つのナノ結晶層あるいは異なるサイズの 2 層ナノ結晶をカプセル化することによ

って、研究者は、この LED が単一色あるいは 2 つの異なる色のいずれかの光を放射

できることを実証した。この 2 色動作領域は白色光を出力するデバイス作製に向けて

の重要なステップである。 
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マルチカラーLED の開発は、 先端ナノスケール加工技術を開発する、クリモフの

量子ドットチームとホッフバウアーのチームの 2 つの研究所グループ間の協力の結果

である。プロジェクトの成功に関与した研究者はさらにアレグサンダー・ミュラー、

メリッサ ペトルスカ、マークエイカーマン、ドナルド・ウェルダーおよびエルシャン 
アカドフを含む。サンディア国立研究所のダニエルコルスキーは、LED 構造に使用さ

れた GaN 基板を提供した。 
 
ロスアラモス国立研究所の研究所指定研究開発(LDRD)プログラムは、探索的研究

(ER)プロジェクトとしてこの研究に資金を提供した。この研究は、ロスアラモス国立

研究所のナノテクノロジー分野一般に、また特に量子ドット研究を維持する専門知識

のより広い分野の研究として適している。 
以上 

（出典： 
http://www.lanl.gov/news/index.php?fuseaction=home.story&story_id=6597 ） 
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【産業技術】 

サービス部門研究開発の計量を検討する研究（米国） 
 
レストランから銀行の電気通信までのすべてを含む米国のサービス部門は、経済の

主要な推進力であり、米国の国内総生産の約 80 パーセントを生み出している。従っ

て、サービス部門の革新を追跡することは、将来の経済健全性の重要なインジケータ

になる。 
 
しかしながら、国立標準技術研究所(NIST)と全米立科学財団(NSF)の新しい共同研

究プロジェクトによると、サービス部門の革新をもたらす研究開発(R&D)を分類する

ことが次第により困難になっていることが発見された。 
 
「製造部門とサービス部門の相違は、ますます不鮮明になっている」、と RTI イン

ターナショナルのマイケル・ギャラハーと共同執筆者により執筆された研究開発活動

分析報告は大きな影響を提示している。 
 
あるケースでは、親会社がサービス経済の一環であるので、NSF の「産業研究開発

年次調査」で収集されたデータはサービス研究開発として分類されるが、記載されて

いる研究開発の内容は新しい商品の製造を示している。また他のケースでは、製造業

はますますサービスそのものを提供し、また製造用研究開発として 終的に分類され

るサービス関連研究開発を実施している。 
 
この研究は、調査の精度を向上させるために、調査設問の定義改善や改訂した言葉

遣いに多くの助言をする。この研究はまた、電気通信、金融、システム・インテグレ

ーションならびに研究開発や試験サービスからの詳細な事例研究を含んでいる。例え

ば、電気通信の研究開発は、ビデオや他のマルチメディアの携帯電話への配信に必要

な研究が含まれている。バイオテクノロジーのような新興分野の小企業は、ますます

相補的な調査サービスを提供する医薬品開発受託試験機関(CRO)を利用している。 
 
戦略的計画が技術サービス部門革新の促進を支援するインフラ改良を明確にするた

めに、この研究結果を使用することを NIST は意図している。 
 
M.Gallaher, A.Link, J. Petrusa,  RTI インターナショナル： 
"サービス部門研究開発の計量"、2005 年 3 月 
http://www.nist.gov/director/prog- ofc/report05-1.pdf 

以上 
(出典：http://www.nist.gov/public_affairs/techbeat/tb2005_0505.htm#r&d) 

< 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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【ニュースフラッシュ】 

米国－今週の動き(05/27/05～06/09/05) 

NEDO ワシントン事務所 

Ⅰ 新エネ･省エネ 
5 月／ 
25：エネルギー省、水素研究開発プロジェクトの交付先を発表 

エネルギー省(DOE)の科学部が 5 月 25 日、水素燃料電池自動車・燃料補給所の 2020 年実用化に
向けた研究開発における支援プロジェクトを発表。今回選定の 70 件のプロジェクトの重点は、基
礎科学、及び、水素の製造・貯蔵や新型燃料電池技術分野における革命的ブレークスルーの実現。
学術機関・民間企業・国立研究所等 50 以上の機関が参加。選定プロジェクトは、1)水素貯蔵用材
料(17 件､助成金 1980 万ドル)；2)薄膜(16 件､1230 万ドル)；3)ナノ触媒の設計(18 件､1580 万ドル)；
4)太陽光利用水素製造(13 件､1000 万ドル)；5)生体に啓発された材料とプロセス(6 件､700 万ドル)
という 5 つの技術分野に分類される。グラント期間は 3 ヵ年で、総額は 6,400 万ドル。 (DOE News 
Release) 
 

31：カナダ太陽エネルギー産業協会、オンタリオ州に太陽光発電インセンティブ導入を進言 
カナダ太陽エネルギー産業協会(CanSIA)が、2006 年から 2015 年までの 10 年間でオンタリオ州に
1 万 5 千台の太陽光発電(PV)システム設置を呼びかける報告書『系統連系型太陽光発電の評価：オ
ンタリオ州の市場拡大』を発表。PV で発電した電力を系統連系に逆送電する PV 所有者に売電料
金としてソーラーkWh あたり 42(カナダ)セントを支払うという、太陽光発電インセンティブの採
用をオンタリオ州に提言。CanSIA によると、同インセンティブの導入は、系統連携型住宅用 PV
システムの販売台数･平均的設備容量･年間新設設備容量の大幅増、PV システム価格や設置価格の
大幅低下などの多数のベネフィットをもたらす。(RenewableEnergyAccess.com; CanSIA Position 
Paper "Valuing Grid-Connected Solar Electricity: Priming the Market in Ontario" (5/25)) 
 

31：Bodman エネルギー長官、米印の二国間エネルギーダイアログを発表 
Samuel Bodman エネルギー省  (DOE) 長官とインド総理府計画委員会の Montek Singh 
Ahluwalia 副委員長は 5 月 31 日、新たな米印エネルギーダイアログの開始を発表。同ダイアログ
は、ブッシュ大統領と Manmphan Singh インド首相の 2004 年 9 月会談で表明されたコミットメ
ントを履行するもので、1)石油と天然ガス；2)電力；3)石炭とクリーンコール技術；4)エネルギー
効率化や再生可能エネルギー及び水素等の新技術；5)原子力発電という 5 つの作業部会に分かれて
進められる。これら作業部会を監督する運営委員会は、DOE の David Garman エネルギー効率化・
再生エネルギー担当次官補とインドの Shyam Saran 外務長官が共同議長を務め、作業部会の目
標・スケジュールの設定や、横断的問題の調整等を行う予定。(DOE News Release) 
 

6 月／ 
1：SHEC 研究所、ゴミ埋立地における太陽光利用水素製造パイロットプラントを計画中 

カナダのサスカトゥンに本拠を置く Solar Hydrogen Energy Corporation (SHEC 研究所) が先頃、
太陽光を利用して、メタンガスと二酸化炭素(CO2)と水を水素に変換する太陽光利用水素製造装置
「Dry Fuel Hydrogen Generation System」の実証試験を実施。SHEC が設計・建設した同装置は、
採光ミラー・アレー/新型集光機/シャッター装置と、二基の熱触媒反応炉から成り、触媒劣化等の
問題もなく、これまでに約 1,200 時間作動。採光ミラー・アレーで加熱された反応炉に CO2 とメ
タンガスを注入し、水素と一酸化炭素(CO)を発生させ、この CO を水と反応させて、更なる水素と
CO2 を製造するという仕組み。この水素生成装置の水素製造は、理論的極限である 66%に近く、1
基の 大水素製造量は年間推定約 3,500 キログラム。同装置は、小規模の分散型水素製造に適して
いるほか、埋立地のメタンガスや廃水処理施設のバイオガスといった再生可能資源利用にも有効。
SHEC では次のステップとして、年間 4 万キログラムの水素生成モジュールを使って、カナダのゴ
ミ埋立用地で商業規模の実証試験を実施予定。(SHEC Labs News Release) 
 

2：カリフォルニア州議会の上院、ソーラールーフ 100 万件イニシアティブを可決 
カリフォルニア州議会の上院が 6 月 2 日、ソーラールーフ 100 万件計画 (上院第 1 号議案) を 28
対 3 という圧倒的多数で可決。Kevin Murray 上院議員 (民、ロサンジェルス) と John Campbell
上院議員 (共、オレンジ郡) が共同で草案した同法案は、太陽光発電 (PV) システム普及を狙った
10 ヵ年インセンティブ計画を設置するほか、住宅建築業者に PV システムをオプションとして住
宅所有者に提示するよう義務づけるもの。一方、この法案からは、昨年同様の法案が僅差で否決さ
れる原因となった、全ての新住宅に PV システム設置を義務づけるという強制条項が除外されてい
る。同法案は今後同州下院で審議されるが、上院可決の内容がそのまま法制化されることになれば、
カリフォルニア州の PV 設備容量は 3,000 メガワットを達成するものと見られる。
(RenewableEnergyAccess.com) 
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Ⅱ 環 境 
5 月／ 
20：米航空宇宙局、極軌道環境人工衛星の打ち上げに成功 

米航空宇宙局(NASA)が先頃、国立海洋大気局(NOAA)の為に新しい気象衛星を打ち上げた。NOAA
はこの極軌道環境人工衛星 (POES) により、天気予報を改善し、世界の環境上の出来事をモニタ
ーする予定。この気象衛星は NOAA-18 と呼ばれ、5 基予定されている POES の内の 4 基目にあた
るもの。地球の表面や大気に関する情報を収集し、データは NOAA の長期気候見通しや季節別見
通しにインプットされる。NOAA-18 には、COSPAS-SARSAT と呼ばれる捜索救助衛星システム
に使用される装置も搭載。 (NASA News) 
 

23：下院議員 4 名、電子廃棄物問題への注意を喚起する目的で議会 E-廃棄物作業部会を創設 
カリフォルニア州を始めとする約 20 の州政府が電子廃棄物法案を可決または検討するにつれ、連
邦政府ガイドラインの必要性を主張する環境保護団体や産業グループが増えている。こうした中で、
Mike Thompson(民、カリフォルニア州)、Randy Cunningham(共、カリフォルニア州)、Mary 
Bono(共、カリフォルニア州)及び Louise Slaughter(民主党、ニューヨーク州)の 4 下院議員が、電
子廃棄物問題への注意を喚起するため、連邦議会 E-廃棄物作業部会を創設。同作業部会は、議員
啓蒙によって同問題への認識を高めることを目的としており、特定法案の推進よりも一般的な E-
廃棄物目標に焦点をあてる予定。ちなみに米国議会には現在、3 本の「E-廃棄物」法案が提出され
ている。(Greenwire) 
 

25：ニューヨーク市議会、電子機器のリサイクル法案を検討中 
ニューヨーク市議会では、破棄された装置の収集とリサイクルをエレクトロニクス製造業者に義務
づける新法案を検討中。これが成立すれば、米国内で も厳しい電子機器リサイクル法の一つとな
る。検討されている法案は製造業者に対し、古機器の収集・リサイクル計画を 2008 年までに公衆
衛生局へ提出するよう義務づけるほか、販売する装置の 30%に相当する古機器の収集を 2010 年ま
でに義務づけることになる。製造業者や小売業者は当然反対であり、全米家電協会の Gary Shapiro
会長は、全米各地にばらばらに出現し始めた様々な法令の個別遵守は不可能であるため、リサイク
ルのイニシアティブは全米基準で行うべきと主張。また、ニューヨーク市の同法案は、リサイクル
費用を補う目的で消費者にリサイクル料金を課すことを厳格に禁じ、古機器回収責任の分担を小売
業者に命じていないため、製造業者にとって非常に負担が大きいと指摘。(New York Times) 
 
環境防衛、責任あるナノテクノロジー開発についての見解を発表 
ナノテクノロジーのリスクを特定する自発的プロジェクトについての公開討議を環境保護庁(EPA) 
が 6 月 23 日に予定。これを目前に控え、環境保護団体の環境防衛(Environmental Defense) が責
任あるナノテクノロジー開発についての提言書を発表。主な提言は、1)政府は 低でも 1 億ドルを
投資して、ナノ材料使用製品の市販化に先立ってナノ材料のリスクを明らかにすべき、2)政府は労
働者の安全、製造廃棄物、製品の使用、製品の廃棄というライフサイクル全体を考慮しつつ、特定
されたリスクを包括的に管理すべき、3)業界は責任あるナノテクノロジー開発のために、「取扱基
準」を策定し、普及を奨励すべき、4)政府・業界は、労働者、保健機関、消費者保護団体、環境保
護団体等様々な利害関係者との対話を強化すべき、という 4 点。 (Environmental Defense 
Publications)  
 

6 月／ 
1：メリーランド州、電子廃棄物法を制定 

メリーランド州は、カリフォルニア州とメイン州に続き、米国で電子廃棄物法を制定する第 3 番目
の州となった。同法は、ノート型とデスクトップ型のコンピューター(モニターも含む)のみを対象
とし、2002 年以降年間平均 1,000 台以上のコンピューターを生産する製造業者にメリーランド州
政府へリサイクル料金を支払うよう義務づける。該当製造業者は 2006 年 1 月 1 月までにメリーラ
ンド州政府への登録を行い、初年度のリサイクル料金として 5,000 ドルを支払う。但し、それ以降
に製造業者が消費者から無料でコンピューターを回収するプログラムを設置した場合は、この料金
は年間 500 ドルに引き下げられる。メリーランド州の採用した製造業者に比較的少額なリサイクル
料金の支払いを義務づけるというアプローチは、カリフォルニア州（処分費を消費者から徴収）と
もメイン州（回収・リサイクル費用を製造業者に課す）ともアプローチが異なるが、製造業者や小
売業者はこの方策を穏当であると歓迎。(Washington Post) 
 

2：カリフォルニア州、連邦規制よりも厳格な温室効果ガス排出削減目標を設定 
Arnold Schwarzenegger カリフォルニア州知事(共)は、行政命令 S-3-05 を発布し、カリフォルニ
ア州の温室効果ガス排出削減目標を設定。京都議定書よりは穏やかだが、連邦政府よりも厳しい内
容で、1)2010 年までに 2000 年の水準まで削減、2)2020 年までに 1990 年の水準まで削減、3)2050
年までに 1990 年比 80％の削減を達成という目標。同行政命令には、上記の目標達成の方策につい
ての説明はなく、目標実現に向けた具体的な政策の策定を同州の環境保護庁に一任。州環境保護庁
がこの排出目標や期日の達成に向けた州の活動を監督し、知事や州議会に定期的に報告書を発表す
る予定。同州の高官や環境保護団体はこの計画を歓迎し、企業は幾分懐疑的な態度。(Greenwire; 
Wall Street Journal) 

 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
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Ⅲ 産業技術 
5 月／ 
18：大統領の科学技術諮問委員会、ナノテクノロジー研究開発に関する報告書を発表 

 大統領の科学技術諮問委員会(PCAST)が、国家ナノテクノロジー・イニシアティブ(NNI)の下
での連邦政府の研究努力に関する評価報告書を発表。同報告書『国家ナノテクノロジー・イニシア
ティブの 5 年間：国家ナノテクノロジー諮問委員会による評価及び提言』は、米国のナノテクノロ
ジー研究プログラムの現状を査定評価し、NNI を強化する為の提言を行ったもの。PCAST は全体
的に NNI プログラムを肯定的に評価・支持し、同プログラムは、米国がナノテクノロジー分野に
おける世界的リーダーとなるために大きく貢献したと結論。一方で、PCAST は、欧州や日本、そ
して中国といった競争国が精力的に追いあげていることも指摘。(OSTP Press Release) 
 

18：原子の世界を測定する、世界初の紫外線「定規」 
共同宇宙物理学研究所(JILA)の科学者等が、世界で も正確だとされる「定規」を作成・実証。こ
の定規は波長の短い紫外線光源と、フェムト秒(1000 兆分の１秒)の超高速レーザー・パルスを発す
る装置から出来ており、化学、物理学、天文学など、多くの科学分野で極めて正確な測定を行う重
要な器具となると期待。この装置が作成する画像によって、例えば原子を同定する原子発光のエネ
ルギー・レベルの違いや、化学反応の所要時間など、緻密な構造と動態を詳しく把握できるように
なる可能性がある。(NIST Tech Beat) 
 

19：小型ロボット群を開発する、ワイオミング大学の科学者 
ワイオミング大学コンピューター科学部の Dianna Spears 博士と William Spears 博士が先頃、化
学的・生物的危険源を発見できる探知ロボット群(robot swarms)の開発で、全米科学財団(NSF)か
ら 10 万ドルのグラントを受領。両博士は既に、流体力学に基づいた理論を確立し、これをコンピ
ューターシミュレーションで実証しているが、NSF グラントによる実験を通じてこの理論を確認
する意向。同プロジェクトでは、多数の小型ロボットが同時にデータ収集を行い、互いに交信しあ
って航行決定するため、一体のロボットよりも効果的であることが期待されている。一年以内に実
用ロボットを作製し、軍関係者やその他関係団体を対象とする実証試験を行う予定。(Laramie 
Boomerang Online) 
 

20：テネシー州東部、ナノテクノロジーを利用した経済開発を狙い、新キャンペーン開始 
オークリッジ国立研究所(ORNL)とテネシー州東部の複数の学術機関や経済開発機関の職員等が、
同地域に蓄積されつつあるナノテクノロジー研究能力を経済開発戦略に利用することを狙った新
たなマーケティング・キャンペーン「東テネシー・ナノ・イニシアティブ」を発表。ORNL の諸施
設で行われる研究がこのイニシアティブの柱となる。キャンペーンには、技術移転、企業誘致、起
業家援助、観光産業･コンベンション産業の育成を始めとする数々の活動が含まれる。このイニシ
アティブの予算として新たな資金が提供されるわけではないが、キャンペーン・パートナー機関が
各機関の予算の一部を充当し、時間やサービスもこのイニシアティブに割り当てている。(Small 
Times)  
 

20：最も小さなテストキット：期待される炭素ナノチューブの医療用途 
イリノイ大学で化学・生物工学担当の Michael Strano 教授が、炭素ナノチューブを基にした新種
の医学用センサーを設計。このセンサーは「人体内で稼動し、体外に光信号を送る」もので、教授
は特許出願したが、現在も NSF のグラント(2 件、総額 723,800 ドル)によってセンサーの試作品を
開発中。このセンサーは、グルコースを分解する酵素で被膜した一連の単層ナノチューブから成る、
微小な針のようなチューブで、皮膚のすぐ下に埋め込まれるよう設計。これを使えば、糖尿病患者
が採血を行わずに血糖値を継続的にモニターすることが可能。 (NSF Discoveries) 
 

20：ナノレベルの光技術が一歩前進 
エネルギー省(DOE)傘下のローレンスバークレー国立研究所 (LBNL)とカリフォルニア大学バー
クレー校 (UC バークレー校) の科学者等が、独立に化学合成されたナノワイヤーやナノリボンを
使用して、様々な複雑構造や液体にレーザー光線の個々のパルスを送ることに成功。データの高速
処理・伝送を大幅に改善する可能性。「Proceedings of the National Academy of Sciences」の 2005
年 5 月 20 日号に掲載された研究報告によると、ナノワイヤーのレーザーでレーザー・パルスを創
り、これを酸化スズで作ったナノリボンに転送したところ、ナノリボンは光波の方向を指示する「導
波管」として機能。研究チームは 終的には、光の system-on-a-chip の作製を目標としているが、
高度な統合技術が市場化に至るまでには、多数の問題の解決が必要と指摘。チームリーダーの
Peidong Yang UC バークレー校教授によると、ナノワイヤーやナノリボンは先ず、センシングや
エネル ギー 変換と いっ た、統 合を あまり 必要 としな い分 野に実 用化 可能性 があ る。
(PhysicsOrg.com) 
 

27：エネルギー省、ロス・アラモス国立研究所管理契約の公開入札を発表 
ロス・アラモス国立研究所を管理するカリフォルニア大学(UC)の現行契約は 2005 年 9 月 30 日に
満期となるが、同研究所のその後 7 ヵ年の管理契約について、エネルギー省(DOE)が公開入札を発
表。入札参加予定者として 1)カリフォルニア大学とベクテル・コーポレーション、2)ノースロップ・
グラマン（提携学究機関は未発表）、3)ロッキード・マーティンとテキサス大学の 3 チームが名乗
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りを上げているが、いずれも学究的色彩の濃い現行の管理者(UC)より軍事請合産業への絆が強い。
DOE では、国立研究所における管理部門のスキャンダルや秘密漏洩等の問題報道を踏まえ、安全
性とセキュリティーの強化を主眼として契約先を決定する見込み。この結果、新たな指導者が焦点
を科学的探究から監視と企業収益の強化へと転じることを科学者の多くが恐れている。このような
懸念に対し、企業や政府の幹部は優れた管理と健全な科学研究は共存しうると反論。(Science) 
 

5 月/6 月 
Small Times 誌、マイクロ・ナノテクノロジー分野の 2005 年大学番付を発表 
Small Times 誌が、マイクロ・ナノテクノロジー分野の 2005 年大学番付を発表。この番付は、今
年初めに米国の 100 以上の大学を対象に行ったアンケート調査で集まった結果を、Small Times 誌
の Candace Stuart 編集長が分析して決定したもの。「研究」「教育のオポチュニティー」「施設」
「産業界へのアウトリーチ」「商用化」という 5 つの主要カテゴリー毎に、トップ 5 大学が選ばれ
ている。メリーランド大、アルバニー大、ライス大、ミシガン大などが複数カテゴリーで上位を占
めている。 (Small Times Magazine) 
 

6 月／ 
2：メリーランド州・バージニア州・ワシントン DC、ナノテク推進でパートナーシップ形成 

Robert Erlich メリーランド州知事  (共 )、Mark Warner バージニア州知事  (民 ) と Anthony 
Williams ワシントン DC 市長 (民) が 6 月 1 日、ナノテク分野における科学的進歩と事業育成の加
速化を目的とする、チェサピーク・ナノテク・イニシアティブ (CNI) を公式に開始する合意覚書
に調印。これら地域には、国立標準規格技術研究所(NIST)やゴダード宇宙飛行センター、海軍研究
所(NRL)、陸軍研究所(ARL)や全米科学財団(NSF)といった連邦政府のナノテク研究資源が存在し、
3 州の州議会議員や経済開発リーダー達は数ヵ月にわたり、同地域のこうした既存資源を 大限に
活用する方法を検討していた。合意覚書に基づき、12 名構成の運営委員会が設置され、CNI の監
督に携わるほか、ナノ-バイオテク、産業クラスター形成、 良慣行という 3 つの作業部会が設置
される。CNI は、今年末までに戦略計画を策定する見通し。(Baltimore Sun) 

 
Ⅳ 議会・その他 
5 月／ 
12：下院科学委員会、米国コンピューター科学研究の現状について討議 

下院科学委員会は、米国におけるコンピューター科学の将来、特に、防衛先端研究計画局(DARPA)
の状況について討議するため、5 月 12 日に公聴会を開催。同委員会の Sherwood Boehlert 委員長(共、
ニューヨーク州)は、連邦政府コンピューター科学予算の基礎的長期研究離れは、米国の情報技術
産業及び経済全体に将来、害を与える可能性があると懸念を表明。公聴会では、全米工学アカデミ
ーの William Wulf 博士と Akamai Technologies 社の共同創設者 Tom Leighton 博士が、DARPA
が軽視している研究分野を指摘したのに対し、DARPA の Anthony Tether 局長は自局の方針を擁
護。Boehlert 委員長は公聴会終了後、Tether 局長の提示した DARPA プログラムに関する重要情
報を、科学界にレビューして回答してもらう必要があると発言。(Committee on Science Press 
Release) 

 
20：下院本会議、幹細胞研究を拡大する法案を可決 

下院本会議が 5 月 24 日、連邦政府支援研究で利用可能な胎性幹細胞系(embryonic stem cell line)
の数を増やす「幹細胞研究推進法案(下院第 810 号議案)」を 238 対 194 で可決。同議案は、連邦政
府支援を受ける研究者が、寄付された胎芽の余剰分を利用して新たな幹細胞系を創る（結果的には
胎芽を破壊する）ことを認めるもの。胎性幹細胞研究への連邦資金利用に厳しい制限をかけている
ブッシュ大統領は既に、同法案に対する拒否権発動(もし実行されれば、同大統領就任以来発の拒
否権発動)を主張。同法案提唱者 Michael Castle 下院議員(共、デラウェア州)は、大統領拒否権を
覆す（3 分の 2 の賛成が必要）ことが可能とは思わないものの、大統領との妥協の可能性を期待と
語っている。(CQ Today) 

 
20：今秋開催予定の政府サミット、目標は米国競争力の復興 

Frank Wolf 下院議員(共、バージニア州)が「科学、革新、製造に関する全米会議」を今秋、ワシン
トン DC 地域で開催すると発表。先頃の総額 820 億ドルの補正歳出予算案には、この「革新サミッ
ト」に 高 100 万ドルを充当するという文言が挿入されており、イベント資金は商務省の 2005 年
度予算から拠出される予定。同イベントはまだ計画段階初期にあり、開催日も開催日数も決まって
いないが、11 月より前に開かれ、2 日かそれ以上の会議となると考えられている。一部の議員等は、
この会議を利用してアメリカの今後の科学・技術革新に関する全国的なプランを作るよう提案。
(Manufacturing & Technology News) 

 
20：アリゾナ州、エンジェル投資家に税控除を提供する法令を制定 

Janet Napolitano アリゾナ州知事(民)が先頃、「アリゾナ州小規模ビジネス好機拡大プログラム」
の創設法案 (上院第 1335 号議案) に署名。同プログラムは、同州小規模ビジネスへの早期株式投
資拡大のために州税控除を設置するもので、早期の「適格小規模ビジネス」を支援する投資家が対
象。控除率は、通常は適格投資 の 30%、バイオサイエンス企業への投資や同州の田舎にある企業
への投資の場合には 35%。同法令では、適格小規模ビジネスを、1)ビジネス活動の一部をアリゾナ
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州で行い、2)同州に 低 2 名の常勤従業員または常勤コントラクターを持ち、3)主要事業が小売、
レストラン、不動産、サービス、ヘルスケア以外で、4) 低 200 万ドルの資産を有し、5)税控除対
象となる投資が 200 万ドルを超えないビジネスと規定。税控除には 5 年間で 2,000 万ドルという上
限が設定されており、税控除を受ける投資家は 2006 年 7 月 1 日より先着順で決定。(Yahoo! News) 

 
27：Barton 下院エネ・商業委員長、クリアスカイのエネルギー法案への添付可能性を示唆 

下院エネルギー・商業委の Joe Barton 委員長(共、テキサス州)が 5 月 26 日に初めて、エネルギー
法案にクリアスカイ法案を添付する戦略への支持を表明。同委員長はインタビューで、下院にはク
リアスカイ法案を可決するに十分な票があると信じると語った。ただし、上院にクリアスカイ法案
可決の兆しがない限り、同委員長が行動を起こすことはないと見られる。ブッシュ大統領のクリー
ンエア法改正計画をエネルギー法案に盛り込むという議論は、共和党の主要議員によって過去 3 年
間行われてきたが、既に問題だらけのエネルギー法案に論争の的となる事項がまた一つ追加される
ことになるという反対に直面。上院では、今年になって、エネルギー・天然資源委員会の Pete 
Domenici 委員長(共、ニューメキシコ州)や環境公共事業委員会の James Inhofe 委員長(共、オク
ラホマ州)が、エネルギー法案審議に支障が生じない限りは、クリアスカイ法案添付の可能性あり
と発言。ブッシュ政権はこの戦略の支持如何についてコメントを辞退。(Environment and Energy 
Daily) 

 
全米研究委員会、気候変動プログラムの業績評価メトリクスに関する報告書を発表 
全米研究委員会(NRC)のグローバルチェインジ研究メトリクス委員会が、気候変動科学プログラム
(CCSP)及びその先駆計画である米国グローバルチェインジ研究プログラム(USGCRP)の業績の体
系的評価の可能性に係る報告書『戦略的な思考：気候変動科学プログラムの為の適切なメトリクス
利用』を発表。米国がグローバルチェインジ研究を支援し始めて約 15 年、この複雑なプログラム
の体系的評価はされてこなかった。CCSP ディレクターの James Mahoney 博士は、業績の定量的
評価が必要な分野の確認、及び、当該分野の進捗状況の記録や将来の実績評価の為のメトリクス提
言等を行うため、上記委員会を招集。CCSP 戦略プランの数百にのぼる目標や目的を 8 項目に分類
し、ケーススタディ等を行った結果、CCSP 全体の進捗状況の評価及び戦略的思考の指導に当たり、
一連のメトリクスの策定・利用が可能との結論。 (NRC Report "Thinking Strategically: The 
Appropriate Use of Metrics for the Climate Change Science Program (2005)" Executive 
Summary) 

 
6 月／ 
1：ブッシュ大統領、NIST 所長に William Jeffrey 博士を指名 

過去 15 ヶ月にわたり空席であった国立標準規格技術研究所 (NIST) の所長に、ブッシュ大統領が
William Alan Jeffrey 氏を指名。上院で承認されれば、Jeffrey 博士は現在所長代行を務めている
Hratch Semerjian NIST 副所長から任務を引き継ぐ。Jeffrey 博士は専門が天文学だが、その職歴
は、防衛先端研究計画局(DARPA)や現在勤務中のホワイトハウス科学技術政策局(OSTP)など、主
に連邦政府内で築かれてきた。Sherwood Boehlert 下院科学委員会委員長（共、ニューヨーク）は
「Jeffrey 博士のホワイトハウスとの絆によって、NIST の可視性（と予算）の向上を期待」と表明。
(Manufacturing & Technology News) 
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【ニュースフラッシュ】 

957 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. 白色光レーザーが光ピンセットと顕微鏡の基礎技術となる(2005/05/27) 
- ペンシルベニア州立大学が、白色光レーザーを使って新しいタイプの光ピンセットを作製。これは、
微小な物質をつかみ、動かすだけでなく、幅広い波長帯を持つ白色光の特質を活かし、光学分光分析で
物質の特性を同時に明らかにすることができる。大きさの異なる 3 種類の高分子ミクロスフェアを使っ
て性能が検証された。 
White-Light Laser is Basis of New Optical Tweezers and Microscope 
http://www.psu.edu/ur/2005/tweezer.html 
 
2. PET/CT で初期段階の癌病変を識別し、迅速な治療が可能に(2005/05/27) 
- PET/CT とは代謝機能を映す陽電子放射断層撮影(PET)と、解剖学的構造を映すコンピュータ断層撮影
(CT)を同時に行い、両情報を重ね合わせた画像表示が可能な検査装置。ジョン･ホプキンス医学研究所
では、癌患者 2000 名の PET/CT 全身スキャンを改めて再評価し、PET/CT は検査対象以外の悪性病変
を初期段階で検知することに役立つと結論付けている。 
Positron Emission Tomography/Computed Tomography (PET/CT) can Identify New Cancer Lesions 
at Early Stage, Allowing for Prompt Treatment 
http://interactive.snm.org/index.cfm?PageID=4013 
 
3. DNA 修復プロセスの新しい理解が癌治療の道を開く(2005/05/26) 
- バーナム研究所がタンパク質 ATF2 の新しい機能を発見した。ATF2 は細胞サイクル、プログラム細
胞死をコントロールする遺伝子制御を行うことが知られていたが、癌細胞で変化する ATF2 の研究で偶
然、DNA 修復プロセスを開始するタンパク質キナーゼ ATM が ATF2 を制御するメカニズムが明らかに
なった。癌治療の新標的として期待。 
New Understanding of DNA Repair Processes May Pave Way to Cancer Treatments 
http://www.burnham.org/NewsAndInformation/News/05-26-2005.asp 
 
4. デューク大学が 3 次元心臓画像化プローブを開発(2005/05/26) 
- 開発された新型プローブは、従来の経食道エコー検査で 2 次元の断面画像一枚を撮影する時間で心臓
全体の 3 次元画像を撮影できる。心臓検査だけでなく、患者の体内に挿入する治療用装置のガイドや、
食道、直腸、結腸、前立腺の画像化にも使用できる。現在、動物実験が終了している。 
Duke Engineers Develop New 3-D Cardiac Imaging Probe 
http://www.pratt.duke.edu/news/releases/index.php?story=202 
 
5. 幹細胞研究で 2 倍の勝利(2005/05/25) 
- 韓国での治療目的クローンによるヒト ES 細胞作製に続き、米国の生殖遺伝学研究所が、別の方法
「stembrid」で患者と適合する ES 細胞作製に成功したと報告。現存する ES 細胞株の核を遠心分離で
除去、患者の成体細胞と融合させることで、患者の遺伝情報を持つ ES 細胞を作製。免疫適合等、今後
確認すべきことは多いが、成功すればクローン法よりも安価で簡単、倫理問題も回避できる。 
Double Triumph in Stem Cell Quest 
http://www.newscientist.com/channel/sex/mg18625014.100 
 
6. 細胞の老化が動脈を詰まらせる(2005/05/25) 
- ワシントン大学医学部の研究で、低脂肪･低コレステロールの食事を守っても、血管細胞の老化で動脈
硬化になることが説明された。細胞が老化するとミトコンドリアのエネルギー変換効率が低下し、活性
酸素が漏洩、血管に損傷を与える。それを修復しようとする免疫系がコレステロールを集めるためにプ
ラークが形成されてしまう。 
Ageing Cells may Lead to Clogged Arteries 
http://www.nature.com/news/2005/050523/full/050523-7.html 
 
7. プリオンを血液から除去する新技術が発売される(2005/05/25) 
- Pall 社の Leukotrap Affinity Prion Reduction Filter System が CE マーキングを取得し、欧州内での
販売が可能になった。このシステムは赤血球から変異型クロイツフェルト･ヤコブ病を引き起こす感染性
プリオンを除去する初めての技術で、輸血の安全性を高めると期待される。 
First Technology to Remove Prions that Cause vCJD from Blood Launched 
http://www.pall.com/news_articles_36769.asp 
 
8. 薬物スクリーニングに応用できる検査方法(2005/05/20) 
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- 先端の画像化技術を駆使し、クラスリンを介するエンドサイトーシスの可視化に成功した米英仏の
研究。成体細胞のクラスリン被覆ピットから放出されるクラスリン被覆小胞の形成を数秒の時間分解能
で画像化した。クラスリンを介するエンドサイトーシスの基本モデルは 41 年前に提唱されていたが、
不明な点が多かった。 
Researchers Develop Assay That Could Be Applied to Drug Screening 
http://www.yale.edu/opa/newsr/05-05-20-01.all.html 
 
9. 柔らかい触覚センサーでロボットを改良(2005/05/19) 
- ポリマー製の触覚センサーが開発されている。現在のロボットはグリップに圧力センサーが付いてい
るだけで、物体の形、固さ、質感などは通常認識できない。イリノイ大学では、フォトリソグラフィの
パターン作成技術を使って安価なポリマーシートを加工してセンサーを作製。複雑な処理を高速に行う
ためのアルゴリズムも開発中。 
Flexible Tactile Sensors Could Help Robots Work Better 
http://www.news.uiuc.edu/news/05/0519tactile.html 
 
10. 幹細胞移植患者の長期間に渡る追跡調査(2005/05/19) 
- シティ･オブ･ホープ癌センターとミネソタ大学の調査結果。幹細胞移植を受けた 854 名の癌患者を対
象に、治療後数年に渡る影響を生存率、死亡原因等の詳細について調べた。その後、374 名の患者が生
活の質に関する調査にも参加し、結婚、保険、教育、収入、雇用等の問題について回答している。 
Long-Term Outcomes Studied for Stem Cell Transplant Recipients 
http://www.hematology.org/news/press/press_05_19_05.cfm 
 
11. 幹細胞研究の進展で称賛される韓国研究チーム(2005/05/19) 
- 昨年 2 月のヒト･クローン胚からの ES 細胞作製に続き、韓国ソウル大学の研究チームが幹細胞研究で
大きな前進を見せた。ドナー卵子に幹細胞治療を希望する患者の体細胞核を移植して作ったクローン胚
から ES 細胞株を作製。いずれの細胞株も患者の遺伝子配列と一致している。 
Korean Team Lauded for Stem-Cell Advance 
http://www.nature.com/news/2005/050516/full/050516-11.html 
(日本語記事：患者のクローン胚からＥＳ細胞、韓国チーム作製 
http://www.asahi.com/science/news/TKY200505190351.html) 
 
12. 医師の視線の先に超音波画像を映し出す「Sonic Flashlight」(2005/05/19) 
- ピッツバーグ大学が開発した Sonic Flashlight は患者の皮膚上に超音波画像を映し出し、カテーテル
留置をガイドする超音波装置。超音波検査の経験が無い医学生と静脈注射を行う看護師が実際に使用し
た結果、従来の超音波方法よりも同装置の方が速く上手く処置が行えると報告。この研究成果は米国 X
線学会年次総会で報告される。 
'Sonic Flashlight' Puts Ultrasound Images in Physician's Line of Sight For Placement of 
Long-Term Catheters 
http://www.arrs.org/scriptcontent/pressroom/archive/2005/r050519c.cfm 
 
13. マンチェスター大学が新世代「ヒト型」ロボットの人工視覚チップを開発する(2005/05/17) 
- BAE システムズ社と英大学数校が参加する REVERB プロジェクトの一環。ヒトの眼の網膜機能を参
考にして、複雑な画像を瞬時に処理しリアルタイムに反応できる人工視覚チップを開発する。同プロジ
ェクトは、脊椎動物の脳機能を解明し、環境に対する反応、自己選択行動、マルチタスク遂行等、ヒト
や動物に近い行動が可能なロボットの作製を目指している。 
Manchester Develops Vision Chip for New Generation of 'Human' Robots 
http://www.manchester.ac.uk/press/title,26468,en.htm 
 
Ⅱ IT：情報技術 
 
1. PC ウォーム大発生の震源 PC が突き止められる(2005/05/28) 
- 2004 年 3 月の大規模なウォーム発生開始に関与したコンピュータが、そのコードの決定的な欠陥を用
いて、トレースされた。将来、同じ技術が、インターネット上にウイルスコードを配布した責任を負う
人々を正確に示すために法執行機関を支援できる、と研究者は語る。「ウィッティーウォーム (Witty 
worm)」は、2004 年 3 月 20 日 0445GMT に 初に出現し、75 分以内で地球上の 12,000 を越えるコン
ピュータ・システムズを感染させた。 
'Patient Zero' Pinpointed in PC-Worm Outbreak 
http://www.newscientist.com/article.ns?id=dn7441 
 
2. オンライン・ニュースの寿命は短い(2005/05/27) 
- ハンガリーとアメリカの科学者チームが、大多数のオンライン・ニュース記事は僅か 36 時間の寿命
しかないことを発見した。この結果は、記事がどれだけのインパクトを持っているか、また、読者のオ
ンライン習性にどのように依存しているかを、報道機関が知ることを助けるかもしれない。 
Life is Short in Online News 
http://www.nature.com/news/2005/050523/full/050523-10.html 
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3. ナノスケール光で膨大な DVD 記憶が可能(2005/05/26) 
- 米国のアイオメガ社に出された特許により、ほとんど 1 テラバイトあるいは数 100 本の映画のデータ
を保存できる DVD の興味をそそる可能性が発表された。この米国特許は、ナノメータスケールの光を
回折する傾斜を使用して、現在の DVD の 40～100 倍以上もの情報を保存できるディスクについて記述
している。 
Nanoscale Light Tricks Promise Huge DVD Storage 
http://www.newscientist.com/article.ns?id=dn7432 
 
4. 固体素子照明はエネルギー効率が高くスマート(2005/05/26) 
- 現在開発中のスマート固体素子照明は大幅な省エネルギーを提供する可能性を持っているだけでなく、
従来の白熱灯や蛍光灯光源によって提供される照明をはるかに越えた応用による新たな機会を提供する。
サイエンス誌に掲載された記事に、レンセラー工科大学の研究者は、現在の照明を、医学、交通、通信、
画像および農業のような多様な分野で期待される利益を持ったスマートな照明に変容させる現在進行中
の研究について記述している。 
Solid-state Lighting Sources Getting More Energy Efficient and Smart 
http://news.rpi.edu/update.do?artcenterkey=740&setappvar=page(1) 
 
5. 固体水素燃料貯蔵の進展(2005/05/25) 
- 自動車用水素燃料貯蔵の固体材料の促進がはかられている。数年前は、車両に搭載されたメタノール
のような液体の炭化水素から改質器により水素を化学的に抽出できると考えられていた、しかし、その
構想は成功しなかった。その時以来、この水素貯蔵問題の解決策は、ゼネラル・モーターズ(GM)、トヨ
タ、BMW などの長期的研究計画にも欠如していた。 近、進展の手掛かりが現れている。GM と提携
先の HRL 研究所の研究者が、低温吸着非安定化複合金属水素化物による 2 件の水素貯蔵技術の進展を
報告している。 
Solid (State) Progress 
http://www.sciam.com/article.cfm?chanID=sa006&colID=5&articleID=000BCFA2-450E-1289-837D8
3414B7FFE9F 
 
6. ベル研究所の幹部はナノテクノロジーが新しい通信時代を可能にすることを予測(2005/05/24) 
- ベル研究所々長は、ナノサイエンスがユビキタス通信を電話やテレビに似かよった変換技術にするか
もしれないと予測する。ナノビジネス会議の基調演説者の同所長は、通信に適用されたナノテクノロジ
ーは、他の技術がこれまで行っていない方法で、他の産業を変容させると予言している。 
Bell Labs Exec Sees Nanotech Enabling New Communications Era 
http://www.eetimes.com/news/latest/showArticle.jhtml?articleID=163700570 
 
7. グリッド計算をより使いやすくする(2005/05/23) 
- より対話型にヨーロッパの科学者はなり、そして、より彼等の学問分野は複雑化し、計算と通信のよ
り強力な手段の必要性がより大きくなっている。 近完結した CrossGRID プロジェクトのような、IT
基盤研究インフラのための EU 資金提供のおかげで、この必要性が満たされている。 
Making GRIDs Easier to Use 
http://europa.eu.int/comm/research/headlines/news/article_05_05_23_en.html 
 
8. データ保存のためのドット(2005/05/19) 
- ドイツのコンスタンツ大学と米国日立サンホセ研究所の物理学者は、磁気記憶デバイスの記憶容量を
2 倍に拡大する新しい方法について報告した。標準リソグラフ技術と互換性をもつこの方法は、通常の
磁気記憶の限界を乗り越えて、1 平方インチ当たり 1 テラビットの記録密度を可能とする。記憶容量の
増加は、マルチ磁気レイヤーと磁気ドットアレイを組み合わせることにより可能とした。 
Dots for Data Storage 
http://physicsweb.org/articles/news/9/5/12/1 
 
9. エレクトロニクスからフォトニクスへリンクするナノスケールスイッチ(2005/05/19) 
- コーネル大学の研究者は、電気信号で光ビームを変調することを可能にする、マイクロメートル寸法
のシリコンデバイスの開発により、フォトニクスを大きく前へ進めた。 
Nanoscale Switch Links Electronics to Photonics 
http://www.news.cornell.edu/stories/May05/LipsonElectroOptical.ws.html 
 
10. 斬新なマルチ・カラー発光ダイオードの開発(2005/05/18) 
- ロスアラモス国立研究所のカリフォルニア大学研究者チームは、窒化ガリウム(GaN)半導体に封入さ
れたコロイド量子ドットに基づいた完全無機多重色発光ダイオード(LED)初めての開発した。この研究
は、固体素子照明開発への新しいハイブリッドアプローチをもたらす。固体素子照明には、運用経費の
縮小、低エネルギー消費および信頼性向上という長所がある。 
Scientists Develop Novel Multi-Color Light-Emitting Diodes 
http://www.lanl.gov/news/index.php?fuseaction=home.story&story_id=6597 
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Ⅲ EV：環境 
 
1. 欧州 CO2 排出権取引制度（EU-ETS）：英国の登録簿システム稼働で取引開始にゴーサイン
(2005/05/24) 
- 英国政府は、欧州 CO2 排出権取引制度（EU-ETS）の中核を成す「登録簿システム」が 2005 年 5 月
24 日の週の後半に稼働を開始すると発表。これにより、参加企業は炭素クレジットをウェブベースで取
引できるようになる。英国は、このスキームの第一段階（2005～2007 年）において約 650 万トンの CO2
排出量を削減するという目標を設定している。 
EU Emissions Trading Scheme: Trading Gets the Green Light with Opening of Uk Registry 
http://www.defra.gov.uk/news/2005/050524a.htm 
 
2. 英国「農薬フォーラム 2004 年次報告書」が発行される(2005/05/25) 
- 英国の「農薬フォーラム 2004 年次報告書」が発行された。このフォーラムは農業・環境部門を始め
とする関係者で構成され、責任ある農薬使用方法について政府と産業界への助言を行っている。2004
年は、植物保護製品開発に関する政府の戦略立案への助言、農薬安全使用規範（Green Code）の改定等
に取り組んだ。 
Pesticides Forum 2004 Annual Report 
http://www.defra.gov.uk/news/2005/050525a.htm 
http://www.pesticides.gov.uk/uploadedfiles/Web_Assets/Pesticides_Forum/Pesticides_%20Forum_%
20Annual_%20Report_%202004.pdf（報告書ダウンロード：PDF ファイル 423KB、32 ページ） 
 
3. 生態系、経済の選択、そして人間の健康(2005/05/19) 
- ミレニアム生態系評価（MA）が発行した「総合報告書」の紹介。生物多様性が損なわれると、人間の
経済・健康両面が脅かされ、発展途上国では特にそのダメージが大きい。生態系がもたらす資源への依
存度が高く、代替物を購入する経済力が不足しているためである。政策決定や資源管理に際し、生物多
様性のメリットはこれまで正確に認識されていなかった。 
Ecosystems, Economic Choices and Human Well-being 
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2005-05/ci-eec051905.php 
http://www.millenniumassessment.org/en/index.aspx 
 
4. 排出権取引への要望(2005/05/17) 
- 国連気候変動枠組条約(UNFCCC)事務局が主催する地球温暖化対策のセミナーがドイツ・ボンで開催
された。150 ヶ国の専門家が参加したが、パプアニューギニアの代表者は「熱帯雨林の保護によって回
避された CO2 の排出量も排出権取引の対象にすべき」と発言。京都議定書は発展途上国が排出権取引
市場に参画する機会を奪っていると批判した。 
Request for Forest Carbon Credits 
http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/4557541.stm 
 
5. 石油流出事故の解決策としてバイオレメディエーションに期待(2005/05/16) 
- スペイン科学研究高等会議(CSIC)の研究成果。2002 年、ガリーシア沖でタンカー「プレスティージ」
号が座礁し石油流出事故が発生したが、汚染地域のその後の状況を調べたところ、正常細菌叢（フロー
ラ）が原油の分解を促進していることが判明した。 
A Hope for Oil Spill Bioremediation 
http://www.blackwellpublishing.com/press/pressitem.asp?ref=378&site=1 
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2005-05/bpl-ahf051605.php 
 
Ⅳ NT：ナノテクノロジー 
 
1. エレクトロニクス用結晶の製作を簡単化する材料マジック(2005/05/30) 
- ラトガーズ大学の材料科学者は、電子デバイス用に薄い結晶類似材料を作るために斬新で容易な技術
を考案した。この技術は、今日不可能なサイズや形の材料を製作するという付加的利益を持ち結晶を成
長させる退屈で骨の折れる方法を補完する。個々の結晶の何千もの微視的な穀粒を、ぎっしりと詰まっ
た層へ組み立てるための取り扱い法に関して報告してる。 
Rutgers Scientists Perform 'Materials Magic' to Simplify Crystal-Making for Electronics 
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2005-05/rtsu-rsp052705.php 
 
2. マイクロリアクションの利用(2005/05/30) 
- マイクロリアクターで行われたプロセスが、精密化学と中間化学に役立つより効率的でより斬新な化
学へのドアを開くことが研究者により見出された。西安・恵安ケミカル社は、ドイツのマインツマイク
ロ・テクノロジー研究所(IMM)の協力支援によって、中国の中央にあるプラントで毎時 10kg 程度のニ
トログリセリンを生産し始めた。酸性反応物を極端に使用し大きな発熱を伴う、潜在的に危険な生産工
程が効率的に安全に運転されているこの生産工程の鍵はマイクロリアクター技術である。この技術は、
マイクロメートル寸法(10～500μm)の内部構造を持つ、小型化したリアクター、混合器、熱交換器およ
びその他の処理部品からなるシステムを使用する。 
Harnessing Microreactions 
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http://pubs.acs.org/cen/coverstory/83/8322finechemicals.html 
 
3. 物理学者が電子スピンの反転を制御(2005/05/27) 
- 今日のコンピューターや他の技術的装置は、電子の電荷により動作している。しかし、別の科学的概
念である電子スピンに基づいた、より小さく、より高速で、より効率的な新しい世代デバイスを開発す
ることが可能である。しかしながら、問題はスピンをコントロールしたり予測することが困難であり、
その実用化を遠ざけている。 近、英国のヘリオット・ワット大学の物理学者が、電圧により電子のス
ピンを操作する方法を発見した。この新しい研究では、小さいナノメーターサイズの半導体である量子
ドットの電子へ電圧を印可し、電子のスピン方向を変更することが出来た。 
Physicists Control the Flip of Electron Spin in New Study 
http://www.ohiou.edu/researchnews/science/spin_flip.html 
 
4. 高温超電導体の境界を押し上げる(2005/05/26) 
- DOE ブルックヘブン国立研究所の科学者の率いる協力は、なぜ高温超電導体にカルシウムを加えると
その導電容量が増加するか説明する新しいメカニズムを明らかにした。この発見は現在の解釈に反論し、
潜在的によりよい電流促進能力を持つ類似添加物への扉を開く。 
Pushing the Boundaries of High-Temperature Superconductors 
http://www.bnl.gov/bnlweb/pubaf/pr/PR_display.asp?prID=05-60 
 
5. フォトニック結晶が進展(2005/05/26) 
- 京都大学の物理学者がフォトニック結晶内の光の自然放出を操作できることを示した。光の誘導放出
はレーザー動作の基礎であるが、自然放出はオプトエレクトロニクス・デバイスにエネルギーを浪費さ
せている。しかしながら、この自然放出を削減し有用な光としてそれを取り出す方法が見つけられた。
この結果は、発光ダイオード、レーザーおよび太陽電池の性能改良に結びつくであろう。 
Spontaneous Improvements on the Horizon 
http://physicsweb.org/articles/news/9/5/18/1 
 
6. ナノ結晶は LED チップを照らす(2005/05/25) 
- ロスアラモス国立研究所とサンディア国立研究所で、単純化された効率的な白色光放射ダイオード
(LED)が、外部のカラー変換蛍光物質を PN 接合に直接組み入れられた CdSe 基盤ナノ結晶の交換によ
り作られた。 
Nanocrystals Light Up LED Chips 
http://www.nanotechweb.org/articles/news/4/5/13/1 
 
7. ライス大学は環境に優しいマイクロカプセル生産方式を発表(2005/05/25) 
- ライス大学の化学工学者は、マイクロカプセルと呼ばれる小さな中空の球体を作るために考案された
これまでで も環境に優しいアプローチを明らかにした。多くの企業が、薬から画像剤、香料や調味料
のすべてを運ぶために、通常生体細胞より小さなマイクロカプセルを開発している。アドバンストマテ
リアル誌 新号に、ライス大学チームは、室温標準圧力下の水中でまた弱 pH 値で、マイクロカプセル
を簡単に生産する混合攪拌法について記述している。 
Rice Unveils 'Green' Microcapsule Production Method 
http://media.rice.edu/media/NewsBot.asp?MODE=VIEW&ID=7467&SnID=899507061 
 
8. 単一ナノ粒子観測に十分に強い光を放射させるために金粒子を使用(2005/05/23) 
- ボストン・カレッジの科学者は、分子のサイズの金粒子が非常に強く光を放射するので、単一のナノ
粒子を観察することが可能であることを実証した。多光子イメージングで一般に使用される蛍光分子と
異なり、金粒子は明滅しないし数時間の観測にも消耗せず、容易に準備でき、低毒性で、生物学的に興
味のある分子に容易に付着することができる。 
BC Scientists Coax Gold Particles to Emit Light Strong Enough to View Single Nanoparticles 
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2005-05/bc-bsc052005.php 
 
9. 電子デバイス材料にアミノ酸を付加(2005/05/20) 
- ルーセント・テクノロジーのベル研究所の研究者は、電子デバイスに使用される半導体、金属および
絶縁体へのアミノ酸の付着をテストした。チームは、その結果を特定のプライマリーペプチド連鎖へ選
択的に結合する無機ナノ構造に設計に利用した。 
Attaching Amino Acids to Electronic Device Materials 
http://www.nanotechweb.org/articles/news/4/5/10/1 
 
10. コーネル大学のドットは標識、画像化および光コンピューティングに使用(2005/05/19) 
- 保護膜の珪酸シェルで蛍光染料を囲むことによって、コーネル大学の研究者は、量子ドットより安価
で化学的に不活性な蛍光ナノ粒子を作成した。ディスプレイ、生物画像化、光コンピューティング、セ
ンサーおよび DNA チップなどでの応用の可能性がある。 
'Cornell Dots' for Tagging, Imaging and Optical Computing 
http://www.news.cornell.edu/stories/May05/CUdots.ws.html 
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11. PCAST が NNI5 年間のレビューを発表(2005/05/18) 
- 大統領科学技術アドバイザー評議会(PCAST)は、国家ナノテクノロジーイニシアチブの 5 年間報告書
「全米ナノテクノロジー諮問委員会の評価と勧告」を発表した。この報告書は、全米ナノテクノロジー
諮問委員会(NNAP)の役割としての連邦政府ナノテクノロジー研究協力に関する PCAST の 初の評価
である。 
PCAST Releases NNI 5 Year Review 
http://www.nano.gov/ 
 
12. EPA はナノスケール材料市民集会を告げる(2005/05/10) 
- 特定なナノスケール材料の潜在的で自発的な試験プログラムとこのプログラム実施を適格に通告する
ために必要とされる情報について議論するために、米国環境保護局(EPA)は 2005 年 6 月 23 日に 1 日間
の市民集会を開催する。 
EPA Announces Public Meeting on Nanoscale Materials 
http://www.nano.gov/Nano5-10-05.pdf 
 
13. 次世代宇宙船のプロトタイプ電力ケーブル製作のために、NASA はライススモーリー研究所と 1100
万ドルの"量子ワイヤー"を契約(2005/04/22) 
- NASA は、完全にカーボンナノチューブで作られた試作の電力ケーブルを製作するために、ライス大
学のカーボンナノテクノロジー研究所に 4 年間 1100 万ドルの契約を与えた。このプロジェクトは、量
子ワイヤーとして知られる純粋なナノチューブ電力ケーブルを生産する方法を開拓することをねらう。
量子ワイヤーは銅より 10 倍以上電気を良く導き、およそ 6 分の 1 の重さである。 
NASA Awards $11M 'Quantum Wire' Contract to Rice 
http://media.rice.edu/media/NewsBot.asp?MODE=VIEW&ID=7336&SnID=238090438 
 
Ⅴ EN：エネルギー 
 
1. ローレンス・バークレー研究所、発展途上国における照明用燃料のコストと汚染問題を緩和する決定
打を提案(2005/05/27) 
- 米国立ローレンス・バークレー研究所（LBL）の試算では、照明用の燃料により年間 1 億 9 千万トン
の CO2 が排出されている。電力網が整備されていない発展途上国では、灯油等の燃料を照明器具に使
用しているがエネルギー効率が低くコスト高である。LBL は代替案として白色 LED（発光ダイオード）
の利用を提案。小型で寿命が長く、単 3 サイズの電池で稼働できるため発展途上国に適している。 
Berkeley Lab Scientist Proposes Solution to Reduce Developing World’s Expensive, Polluting 
Fuel-Based Lighting 
http://www.lbl.gov/Science-Articles/Archive/EETD-diode-lighting.html 
 
2. 英国エネルギー相の就任演説：風力・波力・太陽等、再生可能エネルギー振興の目標を語る
(2005/05/25) 
- 英国の M.Wicks エネルギー相が就任後初の演説を行い、2010 年までに電力の 10%を再生可能エネル
ギーで賄うという政府の目標値に向け、具体的な方針を述べた。太陽電池関連プロジェクトについては
今週新たに 14 件、計 135 万ポンドの出資を決定する等、特に風力・波力・太陽エネルギーの振興に傾
注する。 
Wicks: No Turning Back on Renewables Minister Reaffirms Targets with News on Wind, Tidal and 
Solar 
http://www.gnn.gov.uk/environment/detail.asp?ReleaseID=157467&NewsAreaID=2&NavigatedFro
mDepartment=False 
 
3. ジョージア工科大学と Southern Company が米国初の洋上風力発電共同プロジェクトに向けて取り
組む(2005/05/26) 
- ジョージア工科大学と電力会社 Southern Company は、ジョージア州サバンナ市沖の洋上風力発電共
同プロジェクトに取り組む。第一段階は 7 月に開始され、風力タービン・潜水式のケーブル敷設船・電
力網への接続等、様々な関連技術の評価を行う。本プロジェクトは 3～5 基のタービンから成る 10MW
規模の設備建設を予定しており、米国初の洋上風力発電設備となる可能性もある。 
Southern Co., Georgia Tech Partner on Southeast's First Wind Power Project 
http://www.gatech.edu/news-room/release.php?id=569 
 
4. 2002～2004 年に飛躍的成長を遂げた中国の太陽電池(PV)製造業(2005/05/20) 
- 中国では世界的な需要の高まりを背景に、2002 年以降、太陽電池(PV)製造業が急成長している。2003
年に比べ 2004 年のモジュール生産量は 150%、セルは 93%以上の増加率である。2004 年末時点の生産
量はセル 80MW、モジュール 160MW に達し、中国の PV 生産量は世界第 5 位となった。国内の普及率
は低いため、大半が輸出されている。再生可能エネルギー法の施行は、業界の発展を更に加速すると期
待されている。 
2002-2004: Explosive Growth of the Chinese PV Manufacturing Industry 
http://wire0.ises.org./wire/CurrentAffairs/RENews.nsf/H/O?Open&E8DEFFC938EF2A9BC1257007
0051FB93 
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5. 持続可能な開発委員会(SDC)の報告書で強調される英国風力発電の重要性(2005/05/19) 
- 英国政府の諮問機関、持続可能な開発委員会(SDC)は報告書「英国の風力発電」を発行した。報告書
では、エネルギーミックスに占める風力発電の重要な役割が強調され、2020 年までには国内電力需要の
15%以上を賄う可能性があると指摘。また、2020 年までには風力エネルギー発電が石炭・ガス・原子力
より安価になると予想。 
Noise and Carbon SDC Report Underlines Critical Importance of Wind Power for the UK 
http://www.britishwindenergy.co.uk/media/news/190505.html 
http://www.sd-commission.org.uk/pages/media/list/wind.html（SDC のウェブサイト、報告書の紹介） 
http://www.sd-commission.org.uk/news/resource_download.php?attach_id=ENILFIX-SEUWJ78-N9
277OA-BE2Y669（報告書のダウンロード：PDF ファイル 1,768KB） 
 
6. 波力発電－海洋のエネルギーを電力に変換する新型ブイ(2005/05/17) 
- 米オレゴン州立大学は、波のうねりのエネルギーを電力に変換する「永久磁石発電ブイ」を開発した。
ブイは海岸から 1～2 マイルの洋上に浮かんでおり、内部の磁石製シャフトは海底に固定されている。
シャフトを渦巻き状に取り囲む電気コイルはブイに固定されており、波によってコイルが上下し電力が
発生する。発電容量はブイ 1 基につき 250kW。 
Waves of Power - New Buoys Convert the Ocean's Energy Into Electricity 
http://www.nsf.gov/discoveries/disc_summ.jsp?cntn_id=104183&org=NSF&from=news 
http://www.nsf.gov/news/mmg/media/images/waveenergy_h.jpg（ブイの画像：jpg ファイル、555KB） 
 
Ⅵ PL：政策 
 
1. 環境週間 2005：環境問題に関する統計(2005/5/30) 
- 6 月 5 日の世界環境デーに先駆け、5 月 31 日-6 月 3 日での EU における「環境週間 2005」に際して、
Eurostat (EC の統計局)が EU25 ヵ国のエネルギー消費、廃棄物処理や貨物輸送など環境に係る多様な
項目について、2003 年のデータに基づく統計数値を発表。因みに、2003 年のエネルギー消費に占める
再生可能エネルギーの割合は 6％であった。 
Green Week 2005: A Statistical View of Environmental Issues 
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/05/69&format=HTML&aged=0&
language=EN&guiLanguage=en 
http://europa.eu.int/comm/environment/greenweek/index_en.htm 
 
2. EU の産業技術(2005/05/19) 
EU's Industrial Technologies 
http://europa.eu.int/comm/research/industrial_technologies/index_en.html 
ヨーロッパ技術プラットフォームは FP7 の準備に重要な役割を果たす 
European Technology Platforms play key role in FP7 preparation 
http://europa.eu.int/comm/research/industrial_technologies/articles/article_2463_en.html 
有機半導体、エレクトロニクスのフレキシブルな友達 
Organic semiconductors - electronics' flexible friend 
http://europa.eu.int/comm/research/industrial_technologies/articles/article_2464_en.html 
ナノドット材料はレーザーの寸法を縮小 
Nano-dot materials shrink laser dimensions 
http://europa.eu.int/comm/research/industrial_technologies/articles/article_2469_en.html 
 
3. EU のバイオ社会(2005/05/10) 
Biosociety 
http://europa.eu.int/comm/research/biosociety/index_en.htm 
幹細胞、医学：幹細胞は患者が再び視力を得ることを助ける 
Stem Cells, Medicine: Stem Cells Help Patients See Again 
http://europa.eu.int/comm/research/biosociety/news_events/news_stem_cells_help_en.htm 
研究開発、政策：EIRO フォーラムは、ヨーロッパ研究のためのコースを策定 
R&D, Policy: EIROforum plots a course for European research 
http://europa.eu.int/comm/research/biosociety/news_events/news_course_research_en.htm 
バイオテクノロジー、研究：報告書は、ヨーロッパおよび米国の生命工学の度量を調査する。 
Biotechnology, study: Report explores how European and US biotech measure up 
http://europa.eu.int/comm/research/biosociety/news_events/news_biotech_measure_en.htm 
 
4. EPA はナノスケール材料市民集会を告げる(2005/05/10) 
- 特定なナノスケール材料の潜在的で自発的な試験プログラムとこのプログラム実施を適格に通告する
ために必要とされる情報について議論するために、米国環境保護局(EPA)は 2005 年 6 月 23 日に 1 日間
の市民集会を開催する。 
EPA Announces Public Meeting on Nanoscale Materials 
http://www.nano.gov/Nano5-10-05.pdf 
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