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【ニュースフラッシュ】 

米国－今週の動き(06/10/05～06/23/05) 

NEDO ワシントン事務所 

Ⅰ 新エネ･省エネ 
5 月／ 
26：エネルギー省と米国自動車研究協議会、自動車用材料の研究開発パートナーシップを発表 

エネルギー省(DOE)と米国自動車研究協議会(USCAR)が 5 月 26 日、燃費向上を可能にする軽量・
強靭材料の研究開発を目的とした、総額 7,000 万ドル・5 ヵ年の「米国自動車用材料パートナーシ
ップ」を発表。本件は、DOE の FreedomCAR プログラムと USCAR によって運営され、コスト
は両者の分担。但し、DOE 負担額は、政府研究所や大学やサプライヤーへ給付され、自動車メー
カーには提供されない。DOE は、10%の車両重量軽減が約 7%の燃料節減に繋がると推定し、炭素
繊維系・樹脂系複合材料、アルミニウム・マグネシウム・チタニウム系の新合金、高強度スチール
等の有望材料の開発を狙う。(DOE Press Release) 
 

6 月／ 
2：ウィスコンシン大マジソン校、バイオマスを液体アルカンに変換するプロセスを開発 

ウィスコンシン大学マジソン校の研究チームが、4 段階方式の触媒反応炉を使用して、トウモロコ
シ他のバイオマス由来の炭水化物を、無硫黄の液体アルカン(alkane)に変換する新プロセスを開発。
トウモロコシの発酵・蒸留を要するエタノール製造と違い、同プロセスではアルカンが自然に水か
ら分離し、加熱や蒸留が不要となるため、効率よくアルカンを製造可能。研究チームによると、液
体アルカンはディーゼル燃料に対する理想的な燃料添加物になりうるという。(The University of 
Wisconcin-Madison News Release) 
 

 
Ⅱ 環 境 
6 月／ 
6：ブレア英首相とブッシュ大統領、気候変動問題の討議では殆ど進展なし 

ブレア英首相とブッシュ大統領が 6 月 7 日に会談し、G8 サミット（7 月、スコットランド）に備
えて主要問題を討議。ブレア首相が優先事項とする気候変動問題に係る意見調整には殆ど進展なし。
ただし両者が互いの主張の妥当性をある程度認めた点が共通点探しの第一歩になる可能性も。ブッ
シュ大統領は会談後の記者会見で、気候変動は「深刻な長期的問題」と考えると述べたものの、人
間活動が地球温暖化の原因と認めるには至らず。また、水素燃料電池・クリーンコール技術・原子
力発電・バイオディーゼル等の代替技術プロジェクトへの投資実績を強調。一方ブレア英首相は、
米国が同問題で異なる見解を持っていることを認めつつ、米国が研究開発やクリーン技術に最大の
投資国である旨指摘。更に、米国・欧州・日本、及び、中国やインドという大途上国が一丸となっ
て、環境調和型で持続可能なエネルギー需給方法を発見出来るか否かが重要と発言。(Greenwire) 
 

8：温室効果ガス排出削減に取り組む米国産業界 
6 月 8 日の下院科学委員会で、業界指導者等が、温室効果ガス排出削減に向けた各社の自主的取組
について証言。全般的に、同分野への投資は環境改善のみならずエネルギー消費節減と廃棄物削減
による経済的メリットをも各社にもたらすとの主張。また、将来、排出上限が規制で義務付けられ
た際に有利となる可能性も指摘。公聴会で証言した業界代表は、シナジー社、デュポン社、バック
スター・インターナショナル社、ユナイテッド・テクノロジーズ・コーポレーション等の幹部。
(House Science Committee Press Release) 
 

9：世界の大企業 23 社、G8 会合に時を合わせ、エジンバラで気候変動サミットを開催予定 
世界の大企業 23 社の指導者が気候変動影響に対する世界的アクションプラン策定のため、G8 会合
と時を合わせて、7 月 6 日から 8 日までスコットランドのエジンバラで、「G8 気候変動ラウンドテ
ーブル」を開催予定。フォード自動車やヒューレット・パッカード、Cinergy や Cisco といった米
国大企業も関与。23 社の指導者は書面で、G8 の政府指導者等に検討を求める政策枠組みとして、
1)長期的価値（2030 年までを見越した長期的な市場志向型の政策枠組み）の設定、2)実績志向型
インセンティブ計画による技術革新の推進、3)新興市場(中国、インド、ブラジル、メキシコ、南
アフリカ等)における低炭素経済への投資拡大の推進、4)温室効果ガス排出削減の実績測定・報告
の共通指標の設定、5)政府・産業界の調達・供給力の活用等を提示。(Statement of G8 Climate 
Change Roundtable) 
 

9：DOE、地域炭素隔離パートナーシップの第 2 フェーズ、7 件に約 1 億ドルのグラント給付 
Samuel Bodman エネルギー省(DOE)長官が 6 月 8 日、温室効果ガス回収・貯留に必要な炭素隔離
技術の開発推進を目的とする地域的炭素隔離パートナーシップの第 2 フェーズについて、7 件のプ
ロジェクトに、4 年間、約 1 億ドルのグラントを給付する旨発表。今回のグラント受給者は、2003
年の第 1 フェーズに選ばれた 7 つのパートナーシップと同じ。第 2 フェーズ(4 年間)では各地域に
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最も適した炭素隔離技術の実地試験と確認を行うほか、各地域の最有望な CO2 貯留場所を査定評
価することになる。 (DOE Press Release) 

 
Ⅲ 産業技術 
6 月／ 
2：化学産業パートナーシップ、連邦政府との協力でナノテクノロジーR&D 投資を最適化 

化学産業ビジョン 2020 技術パートナーシップ(Vision2020)が先頃、「2004 年年次報告」を発表。
同報告書によると、Vision2020 の活動は昨年、9,300 万ドルを超える公共及び民間研究開発(R&D)
投資を生み出した。同活動は、国家ナノテクノロジー・イニシアティブ(NNI)の要請を受けて策定
された「化学産業研究開発ロードマップ」の実施が中心で、昨年の業績は、1)連邦政府とのナノテ
クノロジーR&D を調整する機関として「NNI-化学産業ナノテクノロジー推進諮問委員会(CBAN)」
の設立、2)Vision2020 策定ロードマップの重要要素が、昨年 12 月発表の「NNI 戦略プラン」に
採用、3)ナノ材料に関して、半導体研究組合(SRC)と米国化学工業協会(ACC)の協力関係の立ち上
げ等。(Vision2020 Press Release) 

 
 
Ⅳ 議会・その他 
5 月／ 
カリフォルニア州エネルギー委員会、燃料消費削減オプションに関する調査報告を発表 

カリフォルニア州エネルギー委員会(CEC)が、自動車用燃料消費を削減するオプションの対費用便益
を分析したスタッフレポート『石油燃料使用削減オプション』を発表。自動車用燃料需要を 2020 年
までに 2003 年水準の 15%減にするとの同州目標の達成のため、燃料効率の改善と代替燃料使用の拡
大の２オプションの組合せが必要と結論。同レポートは、両オプションについて石油消費節減量の算
出、環境面・非環境面の直接的ベネフィット・政府歳入変化・石油依存による経済的損失等を総計し
て直接的な純ベネフィットを算出。エネルギー効率改善の方が石油代替燃料利用拡大よりも効果があ
り、前者のオプションの中では、新型車の燃費基準強化が最大の直接的純ベネフィットと石油需要削
減をもたらすと指摘。(CEC Staff Report "Options To Reduce Petroleum Fuel Use") 
 

6 月／ 
6：McCain 上院議員と Lieberman 上院議員、「気候管理およびイノベーション法案」を提出 

John McCain (共和アリゾナ州)と Joe Lieberman(民、コネチカット州)両上院議員が、共同提案であ
る「気候管理法案(上院第 342 号議案)」を拡大し、「気候管理及びイノベーション法案 (上院第 1151
号議案)」として 5 月 26 日に再提出。同議案は、2010 年までに温室効果ガス排出の 2000 年レベルま
で削減する旨の目標を設定。当初案通り cap-and-trade 条項の保持に加え、代替エネルギー技術の推
進インセンティブを追加。同法案に盛り込まれた原子力推進条項 （原子力発電所の新設に係る政府
の費用支援等）は、原案支持者だった環境保護者達の間に懸念を巻き起こしている。同法案は、6 月
13 日から上院本会議で審議予定のエネルギー法案に対する修正法案として提案予定。(CQ Green 
Sheets) 
 

8：重要性が増してきた、米国州政府のエネルギー研究開発投資 
連邦議会がエネルギー法案を審議しているのを尻目に、州政府は燃料価格高騰や地球温暖化に対応す
る自らの方策を続々と実施。代表例は 1998 年に設立された準州政府組織「マサチューセッツ再生可
能エネルギー基金」で、再生可能エネルギー事業に年間約 4,000 万ドルを投資。米国の州政府は、エ
ネルギー研究開発プロジェクトに年間 3億ドル以上（エネルギー省の研究開発費にほぼ匹敵）を投資。
マサチューセッツ州を含め 27 州がエネルギー研究に熱心であり、再生可能エネルギー使用基準(RPS)
の制定(19 州)や、電力会社が売買できる再生可能エネルギー証書制度の採用なども多い。州政府の再
生可能エネルギープログラムはベンチャーキャピタリストや新規のエネルギー会社に好評。多くは風
力発電開発向けだが、一部北東部州では波力発電向け投資も。 (The Wall Street Journal) 
 

9：上院財務委員会のエネルギー優遇税制、200 億ドルまで増える可能性 
上院財務委員会は、エネルギー優遇税制条項の案文作成を開始（2005 年 6 月中旬完了予定）。上院予
算委はエネルギー関連施策への予算配分を最高 110 億ドルと定めたが、上院財務委はこの上限を超過
して最終的に 200 億ドル近くのエネルギー優遇税制を可決する可能性も。上限超過となりそうな要因
としては、1)緊縮予算のために歳出法案審議過程でプロジェクトへの資金を獲得できなかった議員達
がエネルギー法案に資金を要求、2)高速道路法案や農業法案にプロジェクト予算を盛り込めなかった
議員もエネルギー法案に向かう可能性が大、3)クリーンコール技術や石油精製所規模拡大など、特定
のプログラムへの資金拠出等。ただし、現時点では、具体的にどの問題がエネルギー優遇税制のコス
トを吊り上げることになるかは不明。(Environment and Energy Daily) 
 

9：James Inhofe 上院議員、二酸化炭素排出削減コストの消費者への転化の禁止法案を提出 
上院環境公共事業委員会の James Inhofe 委員長(共、オクラホマ州)が 6 月 8 日、CO2 排出削減コス
トの消費者への転化禁止を目的とした法案(上院第 1205 号議案)を提出。同法案は議会予算局に、CO2
削減を図る発電所の活動が恵まれない市民に及ぼす影響を調査するよう義務づけるもの。消費者への
転化コストが相当額であると調査で判明すれば、発電所が CO2 排出削減コストを低所得者に課すこ
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とを禁じることになる。気候変動科学の懐疑者として名を馳せる Inhofe 上院議員は、同法案提出の
理由を、安定した手頃な価格のエネルギーに依存する貧困家庭や恵まれない市民を不公平なコスト転
化から守ることと説明。しかし、John McCain 上院議員(共、アリゾナ州)らが気候変動関連法案の提
出を予定していることを考慮すると、今回の Inhofe 法案提出が気候関連法案に対する同議員の反対
と関連することは否定できないと言える。(Environment and Energy Daily) 
 

14：Clinton と Graham の両上院議員、上院製造業コーカスを設立 
Hillary Clinton 上院議員(民、ニューヨーク州)と Lindsey Graham 上院議員(共、サウスカロライナ
州)は 6 月 14 日に、米国製造業界の直面する問題に対応するため、超党派の上院製造業コーカスの設
立を発表。新コーカスでは、ビジネス界や労働界のリーダー、経済学者やその他利害関係者を招集し
て米国製造業界の重要課題（医療保険コスト・年金コスト・製造業 R&D 投資拡大の必要性等）を討
議し、同業界が抱える問題の根本原因に対処する方法及び同業界の雇用創出や雇用保護を助長する施
策を検討予定。両議員は、同問題を経済及び国家安全保障と結び付けているほか、健全で競争力ある
製造業基盤を維持していく為にはイノベーションと生産性を持続する必要があると主張。尚、新コー
カスの委員長は両議員が共同で務める見通し。(White House Bulletin) 
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