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【特集】ナノテク  
 

米国「国家ナノテクノロジー・イニシアティブの 5 年間」（概要） 

－ 国家ナノテクノロジー諮問委員会（NNAP）報告書 － 

 
NEDO ワシントン事務所 

松山貴代子 
2005.6.22 

 

大統領の科学技術諮問委員会(President's Council of Advisors on Science and 
Technology = PCAST)は 2005 年 5 月 18 日、国家ナノテクノロジー・イニシアティブ

(National Nanotechnology Initiative = NNI)の下における連邦政府の研究努力を評

価する報告書『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および提言(The National Nanotechnology Initiative at 
Five Years: Assessment and Recommendations of the National Nanotechnology 
Advisory Panel)』を発表した。同報告書では、米国のナノテクノロジー研究プログラ

ムの現状を評価し、NNI を強化する為の提言を行なっている。全体としては、NNI
プログラムは肯定的な評価を受けており、米国がナノテクノロジー分野において世界

的リーダーとなるうえで大きく貢献したと称賛されている。その一方で、欧州や日本、

そして、中国といった競争相手国が精力的に追いあげていることに注意を喚起してい

る。ここでは、同報告書作成に至った背景とその内容を概説する。 

 
1. 報告書作成の背景 

PCAST が NNI プログラムの評価を開始したのは、ブッシュ大統領が 2003 年 2 月

3 日に 2004 年度大統領予算案を発表した直後のことである。全米研究委員会

（National Research Council）が 2002 年の報告書（注 1）で提言した外部機関による

NNI 評価の必要性を認めたブッシュ大統領が、大型研究開発プログラムの管理に長け

た PCAST に、NNI プログラムの評価、および、戦略方針の助言を行うよう要請した

のが始まりであった。この要請を受け、PCAST はナノテクノロジーに関する専門情

報の提供源として、学界と産業界のナノテク有識者から成るナノテクノロジー技術諮

問グループ（Nanotechnology Technical Advisory Group = TAG）（注 2）を形成した。

                                             
（注 1） Small Wonders, Endless Frontiers: A Review of the National Nanotechnology Initiative. 
2003. 
（注 2） TAG メンバーは現在、総勢 45 名であり、その任期は 2005 年 9 月 30 日までとなっている。 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート958号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/958/
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PCAST は電子メール交信を活用（注 3）して TAG メンバーから知識や情報を入手しな

がら、NNI プログラムの見直しと評価に着手したわけである。 
 

ブッシュ大統領が 2003 年 12 月 3 日に署名して成立した「21 世紀ナノテクノロジ

ー研究開発法（21st Century Nanotechnology Research and Development Act：以下

「ナノテクノロジー法」という）」では、国家ナノテクノロジー諮問委員会（National 
Nanotechnology Advisory Panel = NNAP）という外部機関を創設し、少なくとも 2
年に一回の頻度で NNI を下記の分野で評価し、改善案を提言するよう定めている。 

①ナノテクノロジーの動向と発展 
②NNI プログラム実施の進捗状況 
③NNI プログラム改正の必要性 
④NNI プログラムの各構成分野の予算レベル等、各構成分野のバランス 
⑤国家科学技術会議（NSTC）ナノスケール科学工学技術小委員会（Subcommittee 
on Nanoscale Science, Engineering and Technology = NSET）の策定した各構成

分野・優先事項・技術目標が、米国のリーダーシップ維持に役立っているか否か 
⑥NNI プログラムの管理、調整、実施、および、活動 
⑦NNI プログラムは、社会面・倫理面・法制面・環境面・労働面での問題を十分

に取り上げているか否か。 
 

「ナノテクノロジー法」の同条項を満たすため、ブッシュ大統領は 2004 年 7 月、

外部諮問委員会を新設する代わりに、2003 年から既に NNI プログラムの評価に携わ

っていた既存の PCAST を NNAP に任じることを決定した。こうして、PCAST が TAG
（注 4）の助力を得て準備中であった評価報告書は、「ナノテクノロジー法」の定める

NNAP 第一回報告書として、その内容が 2005 年 3 月 23 日に開催された PCAST ミー

ティングで承認され、5 月 18 日に発表に至ったものである。 
 
2. 報告書の概要 

報告書では、①米国のナノテクノロジーにおける国際的競争力はどうか；②ナノテ

クノロジーの予算は適切に利用され、プログラムは適切に管理されているか；③社会

的問題や懸念、潜在的リスクに取り組んでいるか；④改善点は何か、の 4 つの質問に

答える形でそれぞれ評価が行われている。 
 
 

                                             
（注 3） 科学技術政策局（OSTP）の Celia Merzbacher 博士によると、全国各地に散らばる TAG メンバ

ーは定期的に会合を開くわけではなく、通常は電子メールで意見を交換しているという。 
（注 4） OSTP の Merzbacher 博士によると、PCAST の NNAP 兼任に伴ない、TAG を引き続きナノテク

ノロジーに関する情報源として活用できるよう、TAG メンバーの任期は延長される可能性が高いという。 
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2-1. 米国のナノテクノロジーにおける国際競争力 
報告書ではまず、ナノテクノロジー分野における米国の競争力を諸外国と比較分析

している。ナノテクノロジーが未だ初期段階にあって公共・民間支援の研究開発

（R&D）活動を中心としていることから、市場シェアなどの経済指標ではなく、R&D
投資額や論文数および特許数といった指標を比較し、結論として米国がナノテクノロ

ジーR&D 競争力において現時点ではトップであることを確認した上で、各国の競争

力が高まり、投資額・論文数・特許数という全カテゴリーで米国のリードが崩れつつ

あることを警告している。 
 
2-1-1. R&D 投資額 

世界各国政府によるナノテクノロジーR&D 投資額は 2005 年において約 41 億ドル

に達すると推定されている。これは、世界的な政府投資額が 1997 年から 2005 年の間

に 8 倍以上増えたことを示すもので、特に、2000 年以降の投資額の急増が顕著であ

る。現在トップの座にあるのは米国連邦政府で、投資額は全体の約 4 分の 1 に当たる

10 億 8,100 万ドル。これに欧州連合の 10 億 5,000 万ドル、日本の 9 億 5,000 万ドル

が続いている（表 1 参照）。 
 

表 1 ナノテクノロジーR&D への政府投資額の国際比較（1997-2005 年、推定） 

（単位：100 万ドル） 
地域 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
EU 126 151 179 200 ~ 225 ~ 400 ~ 650 ~ 950 ~ 1,050 

日本 120 135 157 245 ~ 465 ~ 720 ~ 800 ~ 900 ~ 950 
米国 116 190 255 270 465 697 862 989 1,081 

その他 70 83 96 110 ~ 380 ~ 550 ~ 800 ~ 900 ~ 1,000 
合計

(1997
年との

比較) 

432 
(100%) 

559 
(129%) 

687 
(159%) 

825 
(191%) 

~ 
1,535 

(355%) 

~ 
2,350 

(547%) 

~ 
3,100 

(720%) 

~ 
3,700 

(866%) 

~ 4,100 
(945%) 

出典：The National Nanotechnology Initiative at Five Years をもとにワシントンコア作成 
 

この他、米国の R&D 競争力として見落とされがちであるが、州・地方政府が実施

するナノテクノロジー・イニシアチブは連邦 R&D 投資を補強するだけでなく、商用

化や経済開発活動において極めて重要な役割を果たしている。ナノテクノロジー専門

の調査会社ラックスリサーチ（Lux Research）社の調査（注 5）によれば、米国の州・

地方政府は、ナノテク分野の研究、施設、インキュベーションプログラムに対して 2004
年に 4 億ドルを投資しているという。こうした州・地方政府による資金は、民間セク

                                             
（注 5） Lux Research. Statement of Findings: Benchmarking U.S. States in Nanotech. 2005. 

< 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958号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/958/
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ターや大学、連邦政府機関、その他の地域組織とのパートナーシップによってさらに

強化されている。 
 

民間部門による投資は、企業内研究とベンチャーキャピタル活動に大きく分けられ

るが、同部門の正確なデータは入手が困難である。ラックスリサーチ社は、2004 年の

世界全体のナノテクノロジーR&D 投資（連邦・州・地方・民間の合計）を 86 億ドル、

その内の 38 億ドルが民間部門による投資であったと推定している。民間投資の内訳

は北米（46%の 17 億ドル：主に米国企業による）、アジア（36%、14 億ドル）、EU（17%、

6 億 5,000 万ドル）、その他（1%未満、4,000 万ドル）となっている。 
 
2-1-2. 論文数 

科学分野におけるリーダーシップを示す指標として論文数がしばしば利用される。

5,400 種類以上の専門定期刊行物を収録した科学情報研究所（Institute for Scientific 
Information = ISI）の科学データベースから、「nano*」をキーワードに検索したとこ

ろ、米国人による論文数は一貫して増加しているものの、全体に占める割合は 1990
年初頭の約 40%から 2004 年には 30%以下に落ち込んでいることが判明した。ただし

論文の質を考慮した場合、科学出版物の中でも高い評価を得、影響力の大きい①サイ

エンス誌、②ネイチャー誌、③フィジカルレビューレターズ（Physical Review 
Letters）の 3 誌においては、ナノテクノロジー関連論文の 50%以上が米国人による

ものとなっている。 
 
2-1-3. 特許件数 

技術革新のリーダーシップを計るもう一つの指標が特許数と特許申請数である。米

国特許商標局（U.S. Patent and Trademark Office = USPTO）のデータベース（フ

ルテキスト検索）によると、2003 年に付与されたナノテクノロジー関係特許数は、

2000 年よりも 50%以上増え、8,600 件を超えている。また、1976 年から 2003 年に

付与されたナノテクノロジー関連特許の内 60%以上は、米国人や団体に付与されたも

のであった。2003 年にナノテクノロジー関係の米国特許を取得した上位 5 ヶ国は、

①米国（5,228）、②日本（926）、③ドイツ（684）、④カナダ（244）、⑤フランス（183）
となっている。この他、オランダ、韓国、アイルランド、中国の個人・団体による特

許取得数が増加している。 
 
2-1-4. 今後有望と考えられる分野 

NNAP は、ナノテクノロジー関連論文、特許、民間部門の活動から、今後有望と考

えられるナノテクノロジー分野を分析している。 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.958,  2005. 6. 29 

5  

・ナノテクノロジー関連論文は、1981 年から 2001 年までは半導体分野に関するも

のが も多かったが、近年では、バイオ、医療、化学、学際的分野に関する論文

が大幅に増加している。 
・USPTO が付与したナノテクノロジー関連の特許は 1996 年から 2003 年に 217%

増加した。特に、化学／触媒／製薬分野におけるナノテクノロジー関連特許の増

加が目覚ましい。 
・ナノテクノロジーの R&D、製造、販売、技術利用を行なう企業がターゲットとす

る二大産業は、バイオメディカル／ライフサイエンスと材料（金属を含む）とな

っている（図 1 参照）（注 6）。化学製品、プラスチック、フィルム（薄膜）も材料

として数えた場合は、この分野が 大のターゲット産業となる。 
 

図 1 ナノテクノロジーに関与する企業のターゲット産業 

 
出典：同上 

 
2-1-5. 技術的見地から見た有望分野 

NNAP は NNI プログラム評価の一環として、大きな影響力を持つと思われる有望

な研究分野について、専門的見地を有する TAG メンバーにアンケート調査を行った。

TAG メンバーの特定した、短期（1-5 年）、中期（5-10 年）、長期（20 年以上）的な

研究分野は下記の通り。 
                                             
（注 6） Small Times の調査部門である EmTech Research 社が、小規模（10 人未満）から大規模（1,000
人以上）まで幅広く 599 社を対象にして行った調査の結果。 

< 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958号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/958/
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・短期（1-5 年） 

＊重量あたりの強度の割合が大きく改良されたナノ複合体 
＊浄水、脱塩などで使用するナノ膜とフィルター 
＊含有する貴金属の量が１桁以上少ない改良型触媒 
＊感度が高く、選択的で信頼できる固体化学/バイオセンサー 
＊医療現場で利用できる（point-of-care）医療診断機器 
＊再充電可能で、寿命の長いバッテリー 

・中期（5-10 年） 
＊ピンポイントな薬物治療 
＊より改良された医療画像  
＊高効率でコスト効率のよい太陽電池 
＊改良された燃料電池 
＊水から効率的に水素を生成する技術 
＊炭素隔離 

・長期（20 年以上） 
＊細胞壁を介した投薬 
＊分子エレクトロニクス 
＊全光情報処理（all-optical information processing） 
＊麻痺や失明他の症状を治療するための神経系の人工装具 
＊環境中の熱源や化学資源のエネルギー転換 

 
2-2. ナノテクノロジー予算配分、および、NNI プログラム管理 

NNAP は、米国連邦政府のナノテクノロジー予算が非常に有効に利用されており、

ナノレベル現象に対する知識拡大と、ナノ構造を持つ材料やデバイスやシステムの発

見に注目すると同時に、こうした研究の支援基盤を構築するという NNI の戦略は適

切かつ賢明であると評価している。NNI はまた、連邦 R&D プログラムを企画・実施

する調整の行き届いた省庁間アプローチ、および、産業界や市民との相互交流への努

力を通して、米国のリーダーシップ維持の為に非常に的確な舵取りを行っている。ナ

ノテクノロジーは、イノベーションを推進し、それによって産業全部門における米国

のリーダーシップの維持を可能にする多大な潜在性を秘めている。従って、堅調な予

算の継続は米国の長期的な経済繁栄と国家安全保障にとって非常に重要である。 
 
2-2-1. NNI 予算とプログラム管理 

年間 10 億ドルを超えるナノテクノロジーR&D 予算を複数省庁に配分する際の課題
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の一つは、NNI の 7 つの投資対象分野（Program Component Area = PCA）（注 7）の間

のバランスを保つだけではなく、短期的研究と長期的研究、基礎研究と応用研究、技

術革新のための研究と社会的局面への影響を理解するための研究などの間でもバラン

スが必要だということである。NNAP は、TAG メンバーを始めとするナノテクノロ

ジー有識者の間に、将来ナノテクノロジーから多大な貢献を受けると予想される幾つ

かの連邦省庁…農務省（USDA）、運輸省(DOT)、および、国土安全保障省（DHS）…

の参加レベルの低さに対する懸念があることを承知しており、特に、センサーや材料

で先端技術を必要とする DHS の年間予算が僅か 100 万ドルであることを危惧してい

る。NNAP は NNI に、DHS や運輸省にナノテクノロジーR&D への一層の参加を働

きかけるよう奨励している。 
 

NNI プロ グラムの 管理面で は、 NSET の下に 先頃「社 会参画作 業部会

（Nanotechnology Public Engagement Group）」が新たに設置され、作業部会は既存

の①ナノテクノロジーの環境・衛生影響に関する作業部会；②業界連絡作業部会；③

ナノマニュファクチャリング作業部会に加え、4 つとなった。新設された社会参画作

業部会は、今後ナノテクノロジーの商用化が進むことが予想されるにも拘わらず、そ

の知識が一般に普及していないことから、社会一般との効果的な橋渡しという役割を

果たすことになる。 
 
2-2-2. NNI の成果 

報告書は、NNI の現在までの成果を以下のようにまとめている。 
・2004 年には、500 以上の大学、国立研究所、その他の研究機関が実施する 2,500

件以上の研究に対して支援を行い、ナノレベルでの物質制御に対する理解を深め

た 
・学際的な「ナノテクノロジー・コミュニティ」を創りあげた 
・ナノテクノロジー研究センター、ネットワーク、ユーザ施設を 35 以上も設立し

た 
・ナノテクノロジーのもたらす社会的影響への理解を深めた 
・大学院レベルだけでなく、大学、高校、中学レベルでもナノテクノロジー教育プ

ログラムを設置した 
・NNI のウェブサイト（www.nano.gov）を定期的に更新し、一般社会への啓蒙を

支援した。 
 
 
                                             
（注 7） ①ナノスケールで生じる現象とプロセスの根本的理解；②ナノ材料；③ナノスケールのデバイス

とシステム；④ナノテクノロジーのための機器研究、計測基準および標準規格；⑤ナノマニュファクチ

ャリング；⑥主要研究施設の建設と大型研究機器の調達；⑦社会的局面の 7 つ。 

< 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958号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/958/
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2-3. 社会的影響や懸念、および、潜在的リスク  
NNI は、社会的局面に対する取り組みを PCA の一つとし、2006 年度予算の内の

8%（約 8,200 万ドル）をナノテクノロジーによる社会的影響の研究に充当しており、

NNAP は同予算配分を含めて NNI の取り組みを適切であると評価している。その上

で NNAP は、健康や環境面での影響に関する情報を規制当局と共有するよう NNI に
勧告し、更には、教育基盤の構築が極めて重要であると強調している。 
 
2-3-1. 環境、健康、および、安全性 

社会的局面に対する予算の内の半分は、ナノテクノロジーが健康や環境にもたらし

うるリスクの理解を主目的とした研究に充てられている。特に厚生省（Department of 
Health and Human Service）内の米国毒物検査プログラム（National Toxicology 
Program）が特定のナノ材料の毒性検査に取り組んでいる他、国立労働安全衛生研究

所（National Institute for Occupational Safety and Health）が労働者の安全に関す

る研究を行なっている。 
 
2-3-2. 教育、および、労働者育成 

ナノテクノロジーの応用・利用が普及するにつれ訓練された人材が必要となるため、

NNI の教育・訓練支援は不可欠である。教育における NNI の主要な支援方法はグラ

ントであるが、全米科学財団（National Science Foundation = NSF）が中心になっ

て実施している。NSF は 2006 年度の予算の内 2,800 万ドルを、大学のカリキュラム

開発、研究と教育の統合、遠隔教育、専門家集団によるコースやテュトリアル

（tutorial）を含む、教育プログラムに投資する計画である。NNAP は、こうした努

力が労働者育成に有用であると期待するものの、ナノテクノロジー専攻の卒業生や教

師の数を増やすためには一層の努力が必要であるとも考えている。 
 
2-4. 改善点と今後の方針 

NNAP は、NNI を改善するため、以下の提言を行っている。 
 
2-4-1. NNI 戦略計画 

2004 年 12 月に発表された『国家ナノテクノロジー・イニシアティブ 戦略プラン

（National Nanotechnology Initiative: Strategic Plan）』は、NNI プログラムの実施

に適切な枠組みを提供しており、PCA も現時点では適切であるといえる。しかしなが

ら、今後も確実に NNI の R&D ポートフォリオを網羅していくため、定期的に PCA
を評価すべきである。また、PCA の進展を加速化するため、①連邦政府全体における

活動を評価し、②各 PCA の研究目標を確認すべきである。 
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2-4-2. 技術移転 
産業界のナノテクノロジーへの関心と投資が増大し、米国政府投資を追い越すのは

時間の問題となっている。NNAP では、連邦政府は技術移転支援に貢献可能ではある

ものの、ナノテクノロジー技術の商品化を狙った資金投入は主として、民間部門が州・

地方政府の適切な支援を活用しながら行うべきものと考えている。技術移転を推進す

るため、NNI はユーザー施設、研究機器、研究結果や知的財産といった NNI 資産の

管理を改善する方法を検討すべきである。また、民間部門のナノテクノロジー研究ニ

ーズを把握するために産業界と緊密なコミュニケーションをとるほか、連邦政府研究

の実用化推進で重要な役割を担う州・地方政府との連携強化を図るべきである。 
 
2-4-3. 環境・健康への影響 

NNI は環境・健康への影響に対する取り組みを今後も継続すべきであり、規制当局

は危険に対する恐怖ではなく、入手可能な科学に基づいた規制を行うべきである。 
 
2-4-4. 教育・職業訓練 

十分な数の研究者、教育者、技術労働者を教育・訓練するインフラの設置はナノテ

クノロジーの経済的利益を実現させる鍵であるため、NNI は教育省や労働省との協力

関係を構築すべきである。 
 
2-4-5. 社会的影響 

NNI は社会的影響を理解するための研究を支援し、更には、一般への啓蒙活動を積

極的に行うべきである。 
 
2-4-6. NNAP 報告書 

NNI 戦略プランの 3 年毎のアップデートは適切である。NNAP は NNI 戦略プラン

のアップデートで今後も NSET と協力していく意向である。NNAP による NNI 評価

は現在 2 年毎と定められているが、これを NNI 戦略プランをアップデートするサイ

クル同様に 3 年毎とすることを提言する。NNAP による評価は、NNI 戦略プランに

NNAP 提言を組みこむ時間を与えるために戦略プラン改定の 1 年前に実施する。従っ

て、次回の NNAP による評価は 2 年以内となるが、それ以降は 3 年毎に行われるべ

きである。 
以上 

 
（参考資料） 

米国「国家ナノテクノロジー・イニシアティブ」戦略プラン（概要） 
http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/948/948-01.pdf 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート958号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/958/



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.958,  2005. 6. 29 

10  

【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（2/3） 
－ 米国エネルギー情報局（EIA）による報告書（2005 年 2 月）より－ 

 
 

目次（前号：No.957） 
1. 序論 
2. 米国の水力を除く再生可能エネルギー政策 

2.1背景 
2.2 連邦政府の水力を除く再生可能エネルギー

政策 
2.2.1 法規制と奨励金制度 
2.2.2 研究開発 

2.3 カリフォルニア州 
2.3.1 背景 

 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 

 
（本号） 
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 
3.1.1 背景 
 3.1.2 研究開発並びに実証活動

（1974年～現在） 
3.1.3「電力買い取り法」（1991）と「再

生可能エネルギー法」（2000） 

 
 

 3.2 デンマーク 
3.2.1 背景 
3.2.2 投資補助金（1979～1989） 
3.2.3 生産助成金並びに他の直接支

援メカニズム（1981、1992） 
3.2.4 国内市場開発支援（1990～
2000） 

 
（以下次号） 
 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 

 
3. 各国の水力を除く再生可能エネルギー政策 
 この章では、ドイツ・デンマーク・オランダ・日本の計 4 ヶ国における再生可能エ

ネルギー政策と米国の類似政策とを比較する。 
3.1. ドイツ 
3.1.1 背景 
 ドイツの人口は 8,200 万人であり、国土面積はモンタナ州より多少狭い。経済及び
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送電網共に米国の規模を下回るが、世界の経済大国の一つである。この国では水力以

外の再生可能エネルギーによる発電量が 1980～1987 年にかけて減少し、1980 年の

52 億 kWh から 1987 年には 38 億 kWh となった。しかし、1987 年以降は堅実に増加

し、1991 年の時点で 1980 年のレベルまで回復した。1990 年代初頭までは、水力を

除く再生可能エネルギー発電設備の導入容量は非常に小規模だったが、風力タービン

と太陽電池パネルの導入に伴い増加し始めた。1987～1997 年の間に、水力を除く再

生可能エネルギー発電量は毎年約 10%の成長率を達成し、約 100 億 kWh となった。

この間、設備導入容量は 20 倍となり、1987 年の 100MW 以下から 1997 年には

2,000MW 以上に増加した。また、ドイツは世界 大の風力発電設備導入容量を誇る

国でもあり、2003 年末時点の容量は 14,500MW 以上である。 
 
 2002 年、ドイツは 720 億 kWh の電力を発電したが、約 63%が化石燃料によるもの

であった（図 4 参照）。その他の内訳は原子力約 29%、水力約 4%、水力を除く再生可

能エネルギーが約 5%である。2001 年以降再生可能エネルギーの割合は主には風力発

電の増加により高まっている。2002 年には 3,200MW を超える風力発電設備が追加で

導入され、2003 年は更に 2,645MW 増加した。その結果、合計容量は 14,609MW と

なっている。 
 

図 4．ドイツの電力内訳（2002 年） 

 
出典：国際エネルギー機関（IEA）「OECD 加盟国のエネルギー統計 2001～2002」OECD/IEA、2004 

 
 ドイツが再生可能エネルギーの振興に興味を持ち始めたのは、石油の輸入コスト高

騰によりエネルギー危機が発生した 1970 年代のことである。政府は石油の輸入依存

度を低下させるために様々な政策を活用した。例えば、国内の石炭生産への助成、石

炭輸入量の増加、原子力発電の拡大、新エネルギー（主に再生可能エネルギー）技術

< 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958号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/958/
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の研究開発促進等である（図 5 参照）。当初、再生可能エネルギー電力の開発は、国

外の石油資源に依存する割合を低下させるという動機に基づき進められていたが、現

在の政策は大気汚染と CO2 排出量の削減が目標になっている。政府は先頃、今後 20
年間で原子力発電から段階的に脱却するという意向を明らかにした。この動きにより、

将来における再生可能エネルギー需要の増加が続いていくであろう。1998 年からは

「緑の党」が連立政権に加わり、国家のエネルギー／環境政策に大きな影響を及ぼし

ている。 
 
 再生可能エネルギー振興について、ドイツと米国は類似の政策を実施した。しかし、

ドイツは送電網の規模が小さいにもかかわらず、風力発電設備導入容量は米国を上回

っている。この節では再生可能エネルギーへのアプローチについて、ドイツと米国の

類似点と相違点を検討する。 
 
図 5．ドイツの水力を除く再生可能エネルギーの成長と関連政策（1980～2002 年） 

 
出典：（発電量）EIA「国際エネルギー年報」、（政策）EIA 石炭、電気、代替燃料局が様々な出典から収集・引用したデータに

よる 

 
3.1.2 研究開発並びに実証活動（1974 年～現在） 
風力 
 ドイツは再生可能エネルギーの開発に極めて多額の投資を実施している。米国と同

様に、風力発電に関する初期の研究開発は全て政府の出資によるもので、航空産業が

実施した。1975～2000 年の間に、ドイツ政府は風力タービン技術に 2 億 1,500 万ド

ル（1995 年当時のドル換算）を投資した。出資額は年ごとに差があり、1980 年並び
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に 1981 年のピーク時は 2,800 万ドル以上（1995 年当時のドル換算）、その後 1990 年

代初頭には減額、もしくは頭打ちとなり、毎年約 600 万ドル（1995 年当時のドル換

算）が投じられている。風力発電に関する研究開発への出資額は米国の方が多かった

が、毎年の研究開発費は両国で同様の経緯をたどり、1981 年度にピークを迎え、次の

10 年間で減額もしくは横ばい状態となり、1992 年度に増加し始めた。 
 
 1986 年、ドイツは風力タービンについて「250kW 試作機プログラム」を開始した。

このプログラムは、企業が試作機を設置し試験を行った後に、タービン 5 基までを対

象に政府が助成金を交付するというものである。本プログラムにより 50 基以上の商

用風力タービンが導入されたが、当時の国内市場におけるコストは依然として非常に

高額であった。1989 年には「100MW 実証プログラム」に引き継がれ、認定を受けた

風力タービンで発電した電力 1kWh につき 0.08 ドイツマルク（DM）（米国の 4.3 セ

ントに相当）の助成金が交付された。プログラムの参画者はこの発電助成金か、設備

投資費用の 60%をカバーする助成金のいずれかを選択できた。この政策は好評だった

ため、1991 年の「250MW 風力発電プログラム」として拡充された。同年半ばまでに

2,300 件以上、設備容量にして 520MW 分の申請が受領され、1998 年までには 350MW
以上の風力発電設備からの電力がドイツの送電網に供給された。これらの施策の中で、

大容量の設備（100MW、250MW）を対象とするプログラムは、米国の風力エネルギ

ー振興策に似通っていた。従って、両国の風力発電に関する研究開発プログラムはそ

の出資パターンや目的が酷似している。 
 
太陽電池（PV） 
 1990 年、ドイツ政府は「1,000 世帯ルーフトップ・プログラム」を開始した。これ

は、再生可能エネルギー関連政策の目的を研究開発から実証試験に移行しようとする

政府の動きを反映したものであった。1991～1994 年の間に、本プログラムに基づき

約 5.25MW の太陽電池（PV）パネルが実地試験に成功し、2,000 以上の PV システム

が送電網に接続された。1994 年以降、多くの連邦州政府と地方自治体が PV システム

の開発促進に取り組むようになり、地域レベルの奨励策が功を奏して 1999 年までに

新たに導入された PV システムの容量は 6MW であった。 
 
 更なる進展を目指して、ドイツ政府は「10 万世帯ソーラー・ルーフ・プログラム」

を 1999 年に開始し、PV システムを設置する対象者に低金利の融資を実行した。この

プラグラムと 2000 年に制定された「再生可能エネルギー法（Renewable Energy 
Law）」の組合せにより、1997 年の時点で 50MW 以下だった PV の設備導入容量が増

加し、2003 年末には約 400MW となった。 
 
 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
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3.1.3 「電力買い取り法（1991）」と「再生可能エネルギー法（2000）」 
 1991 年に成立した「電力買い取り法（Electricity Feed-In Law）」は、再生可能エ

ネルギー電力の購入を電力事業者に義務付け、価格を確定したことにより、再生可能

エネルギー電力生産者を取り巻く市況に変化をもたらした。電力事業者は、再生可能

エネルギー電力を一般電気料金の 90%に相当する額で購入するよう義務付けられた。

ドイツ国内の再生可能エネルギー電力生産者にとって、この法律は二つの重要事項を

達成した。第一に、再生可能エネルギー電力の市場を創設したことである。第二に、

電力生産者に長期コストを十分賄えるような持続可能な価格を保証したことである。

この二つの要素が一体となり、再生可能エネルギー発電設備は良い投資対象となった。 
 
 米国の「公益事業規制政策法（The Public Utility Regulatory Policies Act：
PURPA）」は、ドイツの「電力買い取り法」と多くの類似点を持っている。非電力事

業者が発電した再生可能エネルギー電力の購入義務を電力事業者に課している点、取

引に際し電力の価格が（米国ではおおまかに）定義付けられている点などである。た

だし、電力事業者が再生可能エネルギー電力生産者に支払う価格の設定については、

二国間で相違がある。米国で算出される「回避可能コスト」は、ドイツの固定価格に

比べて安く、電力の市場卸売価格により近い傾向にある。つまり、ドイツでは再生可

能エネルギー電力生産者に支払われる金額が高かったので、関連する新技術がいち早

く競争力を持つようになった。更に、ドイツでは買い戻し価格が将来の「小売価格」

に関連付けられていたが、カリフォルニア州の買い戻し価格は初期の 10 年間に限り、

石油並びに天然ガスの「予測価格」に基づいて算出された。10 年を経過した後、買い

戻し価格は実際原価と同額に変更されたが、これがかなり低額であったため、電力生

産者に支払われる金額も減額された。 
 
 ドイツの「電力買い取り法」と米国の PURPA には、もう一つ大きな違いがある。

それは、前者が再生可能エネルギー資源の利用促進を主な目的としていたのに対し、

後者はエネルギー効率向上を目指していた点である。米国の連邦エネルギー規制委員

会（FERC）が「回避可能コスト」の解釈を統一する 1995 年まで、PURPA は再生可

能エネルギーの振興にとって有利な「回避可能コスト」算出方法を採用していた（例：

カリフォルニア州）。ところが、FERC の解釈統一後、この法律が再生可能エネルギ

ー電力生産者にもたらすメリットは少なくなった。それでもなお、非電力事業者によ

る効率の良い発電促進という本来の目的については、有用性があった。 
 
 米国の「ネットメータリング（Net Metering）制度」は、電力事業者に再生可能エ

ネルギー電力の購入義務を課していることから、ドイツの「電力買い取り法」と比較

できる。ネットメータリングはユーザーが余剰電力を送電網に販売できる制度だが、

ドイツの政策とは異なる点がある。ドイツの場合は、電力事業者が再生可能エネルギ
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ー電力を購入する際、生産者（民間発電事業者）の規模は問われない。つまり、民間

発電事業者により発電された再生可能エネルギー電力を、送電網により多く供給でき

るような法律となっている。 
 
 ドイツで 2000 年に制定された「再生可能エネルギー法」は、限られた期間内では

あるが、再生可能エネルギー源に応じて、独立系の電力生産者が受領する固定価格を

設定した。例えば、同年新たに設置された風力タービンのプロジェクトについては、

1kWh 当たり 0.178DM（米国の 11 セント）が 初の 5 年間支払われ、以降はその金

額が引き下げられた。これは、再生可能エネルギー関連プロジェクトのコスト競争力

向上を、ドイツ政府が期待していたことの表れである。PV システムで発電した電力

の買い戻し価格は 0.51 ユーロ／kWh（米国の 45 セント）に設定され、毎年 5%ずつ

減額された。 終的にこの法律は、再生可能エネルギー電力の送電網接続コストを電

力事業者の負担とし、消費者の電気料金に上乗せすることも可能であると規定した。

この新しい法律は、電力事業者による買い戻し価格の設定を規定しているが、再生可

能エネルギーの更なる進展を目指し、それぞれの技術分野についてより適切な価格設

定を行う余地がある。というのも、技術分野によりその発生コストに差があり、多様

化した市場の中で競争力を維持するためには相応の支援策が必要となるからである。 
 
 ドイツの「電力買い取り法」が、再生可能エネルギー発電振興にあたり絶大な効果

を発揮したことは明らかである。一方、PURPA は米国全土に同様の効果を及ぼさな

かった。カリフォルニア州のように、再生可能エネルギー発電設備の導入容量が増加

した地域も一部には存在し、PURPA は不可欠な政策であった。しかし、新たなプロ

ジェクトへの投資促進に関しては、十分な奨励策とは言えなかった。 
 
 PURPA がドイツの「電力買い取り法」と同等の効果を発揮できなかった原因の一

つは、おそらく法整備のタイミングである。風力発電産業が技術・コストの両面で飛

躍的に発展したのは、PURPA が制定された 1978 年当時ではなく「電力買い取り法」

が制定された 1991 年であった。つまり、米国の風力タービンの開発は 1980 年代初期

の、およそ効率的とは言い難い機器で行われたことになる。一方、ドイツではより安

価で先進的な風力タービンが「電力買い取り法」制定後に導入された。仮に、両国に

おける政策導入のタイミングだけが問題だったとすれば、風力タービン設計技術の発

展に伴い米国市場が成長し始め、結果としてコストダウンにつながることも期待でき

ただろう。しかし、風力タービンの先端技術を持ってしても、PURPA が「電力買い

取り法」のように市場を発展させるきっかけにはならず、1992 年の追加の奨励策（特

に、生産税控除等）が登場するのを待たなければならなかった。 
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3.2. デンマーク 
3.2.1 背景 
 デンマークは米国に比べると小さな国で、人口は 530 万人、マサチューセッツ州の

約 2 倍（16,000 平方マイル）の国土面積を持つ。欧州の大規模な電力系統と相互接続

しているが自国の送電網は米国よりはるかに規模が小さい。デンマークの発電量に占

める再生可能エネルギーの割合は 18%に上り、この比率は世界 高である。 
 

図 6．デンマークの電力内訳（2002 年） 

 
出典：国際エネルギー機関（IEA）「OECD 加盟国のエネルギー統計 2001～2002」OECD/IEA、2004 

 
 2002 年の発電量は 390 億 kWh、うち 83%が化石燃料によるものであった（図 6 参

照）。デンマークの水力発電設備容量は 10MW を下回っており、これ以外の再生可能

エネルギー資源による電力（17%）は主として風力発電によるものである。 
 
 デンマークは 1970 年代半ば、石油輸入価格上昇の対応策として再生可能エネルギ

ー資源の開発に着手した。政府の政策展開は研究開発への出資に始まり、1979 年には

風力タービン／バイオガス発生装置／ソーラーパネルについて 大 30%の投資補助

金制度を設置し、産業振興を目指す方向へと移行した。石油依存度の低減は、現在も

再生可能エネルギー振興政策との関連があるが、この目的はデンマークが導入した環

境保護政策によって影が薄くなりつつある。デンマークが特に重要視する目標は、CO2

の排出量を削減し、欧州連合（EU）への公約を順守することである。 
 
 1970 年代以降、政府は再生可能エネルギー開発事業者にとって確実性のある環境を

醸成するために、一貫性のある政策の制度化と出資に取り組んできた。このような首

尾一貫した政策決定は二つの要因によって導かれた。まずは、環境保護に関し国民の
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合意形成ができているため、「より持続可能性が高い」と見なされる手法でのエネルギ

ー開発が促進された点である。次に、デンマークの風力エネルギー産業は、風力ター

ビンを地域の協同組合が所有するという仕組みを構築したため、地元の農業者や土地

所有者がプロジェクトへの興味を示した点である。国内で陸上に設置されている風力

タービンの約 3 分の 2 は、個人あるいは地域協同組合が所有している。協同組合の存

在によって風力発電に対する地域からの反発が減り、風力エネルギー産業に出資する

住民も出てきた。 
 
 1975～2000 年にかけて、デンマークは再生可能エネルギー振興に関する主要 5 政

策を遂行した（図 7：太字(1)～(5)参照）。加えて、一般的なエネルギー政策も立案さ

れた。例えば、1985 年には原子力発電所の廃止を決定しており、この決定もデンマー

クの再生可能エネルギー振興に影響を及ぼした。この節ではそれぞれの政策を検証し、

米国における類似の政策と比較する。 
 
図 7．デンマークの水力を除く再生可能エネルギーの成長と関連政策（1979～2002 年） 

 
出典：（発電量）EIA「国際エネルギー年報」、（政策）EIA 石炭、電気、代替燃料局が様々な出典から収集・引用したデータに

よる 

 
3.2.2 投資補助金（1979～1989 年） 
 デンマークの投資補助金は、風力タービン／ソーラーパネル／バイオガス発生装置
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の資本コストを個人に直接払い戻す仕組みであった。この補助金制度は 1979～1989
年に実施され、補助率は 30%から 10%へと徐々に削減された。1978 年、米国では「エ

ネルギー税法（Energy Tax Act：ETA）」が成立し、風力／太陽／地熱／海洋温度差

発電技術への投資に対し 10%の税額控除が適用された。この投資税額控除制度

（Investment Tax Credit：ITC）は改定を重ねたが、基本的方針は保たれていた。ITC
は 1980年代初頭、カリフォルニア州で起こった風力発電設備建設ブームに貢献した。

PURPA で規定された「回避可能コスト」を、再生可能エネルギー振興に際し有利な

方向に解釈したことと、連邦政府による複数の投資奨励策が一体となり、風力エネル

ギーは収益性のある投資対象となった。しかし、ITC の性質上、風力発電設備の建設

自体は促進されたが、効率の高い機器の開発が前進した訳ではなかった。建設完了後

も、多くの風力タービンは遊休状態にあった。 
 
 両国の制度には、もう一つの相違点がある。それは、デンマークの投資補助金が補

助率を固定し、対象者に直接払い戻しをした点である。デンマークはこの制度によっ

て風力エネルギー産業の構築に成功したが、米国の ITC で風力発電設備の導入容量が

増加したのは、カリフォルニア州だけであった。適切に調整された投資補助金があれ

ば、投資家は節税目的というよりも、むしろ再生可能エネルギー振興のために関連プ

ロジェクトを進めていくのである。これは、風力タービンの稼働率を高める上で重要

な要素である。再生可能エネルギー関連プロジェクトを推進する上で効果の出なかっ

た例は、1980 年代初頭、風力発電プロジェクトを対象とした米国連邦政府並びにカリ

フォルニア州の税額控除制度である。連邦政府とカリフォルニア州の両者の制度を併

用すると税額控除率はプロジェクトに要するコストの 50%近くになった。その結果、

多数の風力タービンが建設されたものの、稼働率は非常に低くなった。カリフォルニ

ア州公益事業委員会が電力の価格を保証した「暫定標準価格協定 No.4（ISO4）」が

1990 年代初めに効力を失うと、これらのプロジェクトは中止された。基本的に、ITC
受給要件の設定が不十分であったか、税額控除率が高すぎたのである。効果の低い奨

励策の実例である。 
 
3.2.3 生産助成金並びに他の直接支援メカニズム（1981、1992 年） 
 デンマークで生産助成金制度が導入されたのは 1981 年のことで、風力発電事業者

に課税されるエネルギー税の相殺という形式であった。1992 年には、風力エネルギー

産業に大きな利益をもたらす法律が相次いで成立した。一番目に、電力事業者は民間

の発電事業者から再生可能エネルギー電力を購入することが義務付けられ、その価格

は電力小売価格の 70～85%（民間発電事業者が化石燃料から発電する電力の卸売価格

よりも高い金額）に固定された。二番目に、1981 年に制定されたエネルギー税が CO2

の量を基準とする課税システム「炭素税」に置き換えられ、従来の助成金は再生可能

エネルギー技術全般を対象とし、CO2 排出量削減に関連付けられた生産助成金制度に
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変更された。金額は 1kWh 当たり 0.10 デンマーク・クローネ（DKK）（1992 年時点

の米ドル換算で約 1.6 セント、2000 年時点のレートでは 1.2 セント）で、民間発電事

業者と電力事業者の両者に適用された。この制度が目指した 終的な効果は、CO2 の

排出を伴う発電のコストを引き上げ、相対的に再生可能エネルギー発電のコストを下

げることである。三番目は、民間の風力発電事業者に対する追加の生産助成金制度で

ある。その金額は 0.17DKK／kWh（1992 年時点の米ドル換算で約 2.8 セント、2000
年時点のレートでは 2.1 セント）であった。従って、民間の風力発電事業者は、CO2

排出量削減に関連した生産助成金と追加の生産助成金とを合わせて 1kWh 当たり

0.27DKK（1992 年時点の米ドル換算で約 4.4 セント、2000 年時点のレートでは 3.3
セント）の受給を期待できた訳である。加えて、電力事業者への販売価格も保証され

ていた。 
 
 1992 年、これら 3 種類の政策は個別に導入されたが、デンマークの風力発電設備

容量がそれぞれの政策につきどの程度増加したかは特定できない。しかしながら、お

そらくは 1992 年に施行されたこれらの政策が一体となって多大な効力を発揮したた

め、この国の風力発電設備容量は 1996 年から 2001 年にかけて毎年 30%成長した。

デンマークの基本的な電力価格保証制度と電力事業者の購入義務はドイツで導入され

たものと酷似しているが、追加で導入された生産助成金制度は、デンマークにおける

再生可能エネルギー関連技術の経済性を高めた。 
 
 米国では 1992 年、「エネルギー政策法（Energy Policy Act：EPACT）」に基づき、

「生産税控除（Production Tax Credit：PTC）」並びに「再生可能エネルギー生産イ

ンセンティブ（Renewable Energy Production Incentive：REPI）」が導入された。

しかし、これらはデンマークの生産助成金制度とは多くの側面で根本的な違いがある。

まず、米国の PTC は連邦議会の議決を経て定期的に更新される必要があった。当初、

この制度は 1994～1999 年に建設された発電設備が適用対象であった。短い失効期間

の後、PTC は 1999 年に 2 年間、更に 2001 年に 2 年間延長されたが、制度の将来性

が確実でなかったことが主な要因となり、再生可能エネルギーの継続的な発展が阻害

された。とはいえ、対象となる発電設備の建設が完了していれば、PTC の期限が切れ、

新規設備が適用対象にならなくとも、10 年間の生産税控除は確実に保証されていた。

また、REPI については年度ごとに連邦議会での予算承認を受けることが条件となっ

ており、その効果には限度がある。なぜなら、公共電力事業者は、仮に発電設備の建

設を完了していても、REPI による資金を再生可能エネルギー関連プロジェクトの財

務計画に予め盛り込むことが不可能なためである。 
 
 REPI と PTC の両制度は、米国の風力発電設備導入容量の増加に確かに貢献したと

言える。制度が導入された 1994 年当時 2,000MW 以下だった導入容量が、2003 年に
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は 5,500MW 以上に達している。しかし、PTC の不確実性は米国風力エネルギー産業

の発展プロセスに好況・不況の循環をもたらした。つまり、PTC 期限切れの前年には

設備導入容量が大幅に増加し、失効している間は事実上風力発電設備が建設されない、

という状態である。米国とは対照的に、デンマークの生産助成金制度は 1992～2000
年の間変更されることがなく、より着実な成長を可能にした。一部に異論はあるが、

国内の風力エネルギー産業が強固なものとなったのである。2003 年に開始された「グ

リーン証書取引制度」によって、デンマークの助成金システムは何らかの変化を遂げ

ると期待されている。 
 
 更に、米国の PTC とデンマークの生産助成金には相違点がある。前者は税額控除

だが、後者は直接支払われる助成金という点である。税引き後の直接助成金が税額控

除の金額と同額という前提で、税額控除が制度の適用対象となる発電事業者の課税金

額を上回るなら、PTC は大規模・多角的経営を行う発電事業者に有利な制度となる。

例えば、ある風力発電事業者が生産した電力 1kWh 当たり 3 セントの支払いを受け、

課税率が 33%（課税額 1 セント）、そして 1.8 セント／kWh の税額控除を受ける資格

があれば、税額控除は課税金額を 0.8 セント／kWh 上回る。しかし、この事業者が多

様なエネルギー源から発電を行っており、他部門の収益にも課税されているなら、税

額控除は他部門の収益にも適用され、制度の恩恵を 大限享受することになる。この

ように、米国の PTC は小規模の発電事業者にとっては不利な制度である。一方、デ

ンマークの生産助成金は、大規模で多様なエネルギー源から発電を行う事業者を優遇

する効果がない。実際のところ、デンマークの風力タービンの大半は、小規模の共同

組合が所有している。また、送電網に供給される電力買い戻し価格の固定制度や国内

の銀行による柔軟性のある融資条件も、地域の風力タービン個人所有者にとって非常

に有利なものとなっている。 
 
3.2.4 国内市場開発支援（1990～2000 年） 
 1990 年の「デンマーク国産風力タービン保証制度」は、国産風力タービンを導入す

る大規模風力発電プロジェクトに対する政府の長期債務保障システムを確立した。こ

の制度は、当該プロジェクトの財務上のリスクを著しく低減させ、国内における風力

タービン及び関連部品製造業の成長を促した。デンマークで導入されている風力ター

ビンはほとんどが国内企業で生産されたものである。 
 
 1994 年、政府は地方自治体に対し、将来の風力発電設備立地計画を示すよう指令を

出したが、地方自治体に設備導入のノルマを課すものではなかった。また、政府は同

じ時期一般市民の風力発電設備に対する抵抗感を少なくするため、旧式で効率が悪く、

騒音が大きいタービンの撤去と新型機器への交換に助成金を拠出した。そしてついに、

1994 年と 1996 年には国会の議決を経て、風力発電設備を所有する地域協同組合への
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個人出資について、規制緩和がなされた。規制の本来の趣旨は、多くの近隣住民が、

風力タービンを所有する地域協同組合に対し、各々少額の出資をすることであったが、

デンマーク国内全域にわたり、より多くの出資をしたいという投資家の要求がこの規

制緩和に反映されている。1996 年時点までは、デンマーク国籍の成人であれば年間発

電量 3 万 kWh までの出資をすることができた。 
 
 水力を除く再生可能エネルギーによる発電量は 1990～1991 年にかけてやや減少し

たが、その後 1996 年まで、発電設備の導入容量・発電量共に堅実な伸びを見せた。

1991 年～1996 年の間に発電量は 10 億 kWh から 23 億 kWh に、設備容量は 343MW
から 619MW へと増加した。そして、1996 年以降、再生可能エネルギー発電産業の

成長は更に加速し、少なくとも 2002 年までは年間 30%以上の成長率を達成した。こ

の間、特に目新しい政策が施行された訳ではなかったが、産業界が 1990 年代初期に

導入された奨励策を活用したことが急成長の要因であろう。 
 
 1990 年代後期、デンマークは「エネルギー21」という新しい戦略を打ち出した。

これは CO2 排出量と風力発電設備容量について 1996 年時点の目標値を示すと共に、

2030 年までの長期計画に関しても目標を設定したものである。デンマークは 2030 年

までに風力発電設備容量を 5,500MW（4,000MW の洋上発電設備を含む）にすること

を目指している。この値を達成すれば、2030 年の時点で国内電力需要の 50%を風力

で賄うことになる。2003 年末現在、電力需要に占める風力発電の供給割合は 21%で

ある。 
 
 2000 年以降、デンマークは価格保証制度からの脱却を図り、「グリーン電力証書取

引制度」を導入した。新たな目標は、この証書取引を通じての再生可能エネルギー電

力の市場構築であるが、この政策は十分な効果の検討期間を待たずに開始されたもの

である。 
 
 デンマークのタービン製造業の優位性は現在も続いている。2002 年の時点で、世界

の風力タービン製造業で も規模が大きいのは Vestas 社と NEG Micron 社であった

が、いずれもデンマーク企業である。同年、全世界の新規設備導入容量に占める両社

のシェアは合計で 36%、累計導入容量は 12,131MW に上る。 近の集計によれば、

2003 年の同シェアは両社合わせて 32%とのことである。Vestas 社と NEG Micron 社

は 2003 年後期に合併を発表したが、今後も世界の風力タービン市場において重要な

役割を果たしていくであろう。国内の風力タービン産業が発展したもう一つの重要な

要因は、1980 年代と 1990 年代を通して、国内市場が堅実な成長を続けていたことで

ある。これらのことから、デンマークが遂行してきた政策が風力産業を発展させ、世

界の風力タービン市場で中心的な役割を果たす企業を育成したことがわかる。 

< 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958号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/958/
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 ただし、デンマークで成功したこれらの政策も、別の国に適用することは難しいか

も知れない。ここで述べた各種政策が初めに展開されたのは 1990 年代で、EU が現在

の形に組織される以前のことである。EU は、「デンマーク国産風力タービン保証制

度」が不当競争の発生要因と判断しており、この制度は EU 域内においては現在無効

となっている。 
（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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【新エネルギー】 
 

波の力－海洋のエネルギーを電力に変える新型ブイ（米国） 

 
 破壊的な大波、ゆったりとしたうねり、魅惑的なリズムで浜辺にうち寄せる波－目

に見える姿は様々だが、いずれにしても海洋が秘めるエネルギーは膨大である。事実、

専門家の試算によれば、海洋エネルギーのわずか 0.2%を波力、潮力、塩分濃度差発電

等の形で利用するだけで、世界全体に電力を供給できるとのことである。風力に比べ

ると技術面では 15～20 年遅れているものの、海洋エネルギーは予測性・利用可能性・

エネルギー密度の点で風力に優っており、有望なクリーン・エネルギー源である。 
 
 米国オレゴン州立大学（OSU）の Annette von Jouanne 氏と Alan Wallace 氏が率

いる研究チームは、海洋エネルギーの膨大な潜在力の活用方法を見出した。波が上下

する海面に浮かべるだけで発電が可能なブイシステムを開発したのである。このシス

テムは、海岸線から 1～2 マイル離れた場所に「永久磁石リニア発電ブイ」を配置す

る。ブイの内部には磁気シャフトがあり、電気コイルがその周りを囲んでいる。コイ

ルは直接ブイに取り付けられ、磁気シャフトは海底に固定されている（イラスト参照

先 http://www.nsf.gov/discoveries/disc_images.jsp?cntn_id=104183&org=NSF）。波

でコイルが上下すると、固定されている磁気シャフトに電圧が生じ電流が発生する。

ブイ 1 基につき発電可能な電力は 250kW と見込まれており、必要に応じて発電容量

は調整可能である。およそ 200 基のブイがあれば、ポートランド市のビジネス街に電

力を供給できるだろう。 
 
 OSU が太平洋岸に近いこと、また、モーターシステム・リソース施設内の戦略的な

研究設備並びに O.H.Hinsdale 波研究所が学内に存在することから、OSU はこの新技

術に関しての主導的立場にある。研究チームは、開発途上にあるこのブイシステムの

試験を米国電力研究所（EPRI）等と共同で行うため、実証施設の建設を計画している。 
以上 

翻訳：千葉 朗子 
（出典：http://www.nsf.gov/discoveries/disc_summ.jsp?cntn_id=104183&org=NSF&from=news） 
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【新エネルギー】 
 

光合成による水素生産システムの研究開発が本格化（米国） 
 

石油をはじめとする化石燃料を代替する将来の有力エネルギー源として様々な技術

開発や社会システムの検討等が進められている水素エネルギーについて、生物学的生

産手段を用いた水素製造の研究が進められている。 
 
微小な緑藻「クラミドモナス」(Chlamydomonas reinhardtii)と呼ばれる微小な緑

藻をある条件下に置くと時折水素を生成するという現象自体は、ドイツ人研究者のハ

ンス・ガフロン氏によって既に 1930 年代にシカゴ大学で発見されていたが、カリフ

ォルニア大学バークレー校の微生物学の専門家であるアナスタシオス・メリス教授は、

国立再生可能エネルギー研究所（NREL：http://www.nrel.gov/）の研究者たちととも

に、硫黄のない状況を作ることで、藻が一定時間継続して水素を生成することを発見

した。同教授は、これを用いて緑藻類や細菌などの光合成生物を生体触媒として用い、

光合成反応によって、太陽エネルギーを燃料として使用できる形態のエネルギーであ

る水素燃料に変換するプロセスの研究を進めている。既に初期段階の実験は成功して

おり、将来は、大規模な面積で藻類を繁殖させて水素を製造すれば、供給面でも石油

や石炭の代替燃料として利用することが十分可能になると期待されている。 
 
但し、現時点では、未だ十分な結果が得られているわけではない。研究対象として

いる光合成細菌を 40 アールほどの広さに拡散させ適切な条件を与えると、当初の期

待としては 1 日あたり約 3 万 8000 立方メートルの水素を生産できると考えていた。

しかし、実験してみると、およそ 8000～1 万 1000 立方メートルの生産量しか得られ

なかった。これは、理論的には 1 個のブドウ糖分子には 12 個の水素（原子）を作り

出す十分なエネルギーを有しているが、実際には 2～3 個程度しか得られていないこ

とによるもので、理論値と現実のギャップは、有機体の代謝作用と、水素の生成につ

ながる有機体の生化学の機能が未だ正確には解明されていないことによる。 
 
メリス教授は、太陽光で藻に水素を製造させる技術を実用化すべく、バークレーに

メリス・エネルギー社（http://www.melisenergy.com/）を立ち上げた。同社では、500
リットルの水の中に藻を投入し、1 時間に 大 1 リットルの水素を生産できるバイオ

リアクターを建設した。サイフォン式のシステムによって水素が抽出され、気体とし

て貯蔵される。同社は、工程の精度を更に高めることにより、生産量を増加すること

が必要であり、また、藻の理論上の生産能力をまだ 3 割弱しか活用していないため、

その能力を 大限引き出すためのより先進的なプロセス、場合によっては藻自体の遺

伝子操作による変換効率向上を研究することも必要としている。生産能力の 5 割以上

の活用が達成されれば、化石燃料の商業レベルでの代替が可能と見ている。 
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化石燃料代替の 有力候補である水素の 大の課題はコストであり、コストを抑え

て再生可能エネルギーから水素生成が可能となれば、水素需要は飛躍的に増大すると

予測されている。イギリス、ドイツ、フランス、ニュージーランドでも同様の研究開

発が進行している。 
 

一方中国でも海中の緑藻と光エネルギーを利用して水素を生産するプロセスを開発

している。 
中国科学院大連物理化学研究所で開発している、海水中の光合成微生物である

Platymonas subcordiformis という緑藻と太陽光を利用した水素の生産方法（注）は、2
段階のプロセスである。1段目ではこの緑藻に光を当て、2段目は光を遮蔽し嫌気性培

養で水素代謝を操作し水素を製造する。光エネルギー変換効率はまだ低いが、10%に

向上すれば経済的にも実現可能性がある。 
以上 

（注）Photo-Producing Hydrogen with Marine Green Algae 
http://english.cas.ac.cn/Eng2003/news/detailnewsb.asp?infoNo=25349 
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【省エネルギー】 
 

中国におけるエネルギー資源節約の実施状況 

 
前号（957号）の特集記事の速報でご紹介したように、中国政府のエネルギー組織改

革が行われ、2005年5月26日に、温家宝総理がトップを兼任する「国家エネルギー指

導グループ」が設立され、6月2日に「国家エネルギー指導グループ弁公室」が国家発

展改革委員会の中に副省級組織として設立され、複数省庁を跨ぐ横断的な体制でのエ

ネルギー政策の推進体制が図られつつある。 
今回は、951号に続き、中国のエネルギー問題の現状を総覧した上で、省エネルギー

政策の技術的側面に言及する。 
 
1. 国家発展改革委員会が省エネルギー技術政策大綱を改訂  

中国電力報によると、中国の 3 部門委員会は、1984 年に「中国省エネルギー技術

政策大綱」（以下、「大綱」）を公布し、12 年後の 1996 年に「大綱」の改訂を行った。

当時の国内社会経済発展の動向に基づいて制定された 2 通の「大綱」は、各業界の省

エネ技術の開発、規範化及び普及において、積極的な効果を発揮した。しかしながら

その後 8 年余が経過した現在、エネルギー供給はひっ迫し、水不足や電力不足、石油

価格の値上り及びエネルギー不足問題が経済の持続的発展の足かせとなっている。政

府は省エネ事業をこれまでになく重視し、2004 年には、2010 年までの省エネ工法、

技術の改良及び設備構築の目標を定め、同時に 2020 年以降の中長期的省エネ技術発

展方針を示したことから、国家発展改革委員会と科学技術部は 1996 年の「大綱」の

再改訂を行った。   
この中で、各業界における省エネ技術の発展の現状、現実問題及び先進諸国との差

に照らし、短期及び中長期的視点に立った重点技術開発課題を明らかにし、規制すべ

きエネルギー多量消費工法、技術・設備などを列記している。中国におけるエネルギ

ー浪費は深刻であるが、産業技術面で有効な指導及び支援を行えば、ある程度企業の

省エネ意識を刺激することができると考えられている。又、国家発展改革委員会は政

策上、循環型経済社会の発展・推進を目指す中で「エコロジー産業の発展」に重点を

置いていると言える。 
新華社によれば、2002 年の下半期以降、中国の一部地域では電力供給が追いつかず、

2003 年と 2004 年に需給問題はさらに悪化したが、この点においても産業技術の発展

が待たれている。電力不足を解決するには、電力源の確保、電力ネットワークの構築、

資源配置の 適化などが必要であるが、このため執るべき措置としては、法規の制定、

電力利用者に必要なシステム管理を容易にするための長期的かつ効果的な仕組みを作

ることに加え、産業に係る新技術の研究開発や新しい設備技術の思い切った導入など
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が挙げられる。 
 
2. 省エネに貢献する産業技術の発展 
 電力の需給バランスが悪化する一方で、産業技術の進展に伴い電力エネルギー蓄積

の発展も見られる。例えば人民日報によれば、国家電網公司の代表は南京で開催され

た電力エネルギー蓄積技術応用交流会の席上で、中国の電力エネルギー蓄積技術はこ

こ数年で急速に発展し、2003 年末の時点で既に全国 20 省市余りが電力の保冷・蓄熱

技術を利用し、ピーク負荷転換量は合計 80 万 kW となったとコメントした。   
現在、中国では既に建設中の物も含め、電力保冷プロジェクトが 300 余り存在して

おり、エネルギー蓄積におけるエアコンの一部技術及び設備は既に世界のトップレベ

ルに達している。また「中国技術市場報」によれば、建設部は北京で低温空気源熱ポ

ンプユニットテクノロジー成果鑑定会を開催したが、この鑑定会において、清華同方

人工環境有限公司が 5 年をかけて研究・開発した低温ポンプユニットシリーズは、先

進的設計やサンプル機能の面で国の基準に見合う、もしくはそれ以上の性能を有し、

省エネ・環境対策の面で顕著な社会的効果を上げていると報じた。 
また、河北日報によれば、「秦皇島耀華ガラス股份有限公司」が、総合評価で世界の

トップ水準の省エネ效果が認められた新製品 LOW-E ガラスと SUN-E ガラスの生産

に成功したとのことである。 
 
（参照資料） 
・中国電力報 
・河北日報 
・中国技術市場報 
・新華社 
・人民日報 
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【環境】 
 

韓国の 21 世紀における自然環境保全政策の推進方針 

 
1. 自然環境保全管理の実態 
(1)持続的な開発需要の増加 
 2002 年末に行った調査結果によれば、韓国の全国土の 94.4％を非都市用地である

山林(65.3％)、農耕地(22.4％)、河川等(7.3％)が占めている。反面、都市用地である敷

地(2.4％)、工場敷地(0.5％)、学校・道路など公共用地(2.7％)は 5.6％を占めるに過ぎ

なかった。このため、利用可能な土地不足の解消のため、国土開発が避けられない状

態が現在に至っている。 
 第 4 次国土総合計画(2000～2020 年)における予想では、2020 年における韓国の人

口は 2000 年末時点の 4,496 万 4,000 人から 5,235 万 8,000 人に増加し、都市用地に

対する開発需要も 5.6％から 9.1％に増加すると見られている。 
 
(2)有望な自然環境を有する地域（自然環境優秀地域）に対する観光地・レジャー開発

の増加 
 国民所得の増加および週休 2 日制勤務制度の実施により、山地、海岸、川辺、都市

外郭の自然環境および景観が秀麗な地域を中心に、各種観光レジャー分野に対する開

発需要が飛躍的に伸びている。このため、快適かつ利便性のある公園等施設の設置等

に対する国民の期待が高まると予想されている。 
 
(3)国の生物圏環境研究の加速化 
 1994年の生物の多様性に関する条約(Convention on Biological Diversity)加盟以降、

及び近年のバイオ産業の発達により、国の固有生物種保全の重要性に対する認識が高

まり、遺伝子組み替え生物の国家間移動規制など、各国の政策の動きに呼応するとと

もに、国主導の生物圏環境研究の動きが活発になるとみられる。 
 
(4)快適な自然環境に対する市民の期待 
 21 世紀は自身の存在と生活に対する価値観が重視されると予想され、持続可能な発

展と快適かつ住みやすい環境に対する国民の期待が一層高まるとみられる。 
 
2．政策の基調および基本目標 
(1)政策の基調 
(2)21 世紀は所得増加により自然環境に対する価値が新たに認識される。また、快適

な生活に対する国民の要求が増加し、持続可能な発展と共に自然と共生する自然環
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境保全に対する国民的期待が高まる状況である。そこで政府は、自然環境保全の政

策基調を「人間と自然が共に生きる生命共同体」、すなわち「人間と自然が共生する、

生きている自然の実現」と定めた。政策目標および政策推進課題は以下の通り。 
 

政策目標 政策推進課題 
全国を統合した朝鮮

半島生態ネットワー

ク構築 

全国自然環境調査を推進、全国土の統合的生態系保全管理の

ため全国生態ネットワークを構築 

自然環境優秀地域の

持続可能な保全・利

用体系の確立 

国土の主要山脈、非武装地帯などの自然環境および生態系優

秀地域保全対策の推進、自然に優しい国立公園の保全・利用・

管理体系の確立、自然景観保全・管理対策の強化、国土計画

および土地利用開発の際「先に自然保全－後で開発計画を樹

立」体系の確立、生態系変化観察対象地域の拡大および管理

強化、自然環境保全・利用施設の拡充 
生物多様性および生

態系保全維持 
固有生物種保全および生態系危害外来種の管理強化、滅種危

機および保護野生動・植物の保護対策強化、狩猟制度の改善

および密猟・闇取引の根絶対策を推進、遺伝子組み換え生物

体の環境危害性管理の強化、生物多様性管理契約制度の拡

大・施行、山林・河川・湖沼などの生態系復元対策の推進 
南・北間(韓国と北朝

鮮 )および国際交流

の協力増進 

非武装地帯一帯のユネスコ接境生物圏保全地域の指定などの

ため、南・北間自然環境保全協力の強化、渡り鳥保護など自

然環境保全と関連、国際協力の強化、国際的環境変化に対す

る能動的対応体系の構築 
科学的な自然環境保

全維持体系の構築 
自然環境保全法令の整備、自然環境総合 GIS(地理情報システ

ム)－DB および活用体系の構築、生態系保全、復元技術開発

および関連産業の育成、国の長期生態研究調査始業の推進、

生態系保全協力金制度改善および定着 
先進化への土壌環境

保全・基盤構築 
土壌汚染基準の強化、土壌測定網運営体系の改善、土壌環境

評価制度の定着、土壌危害性評価制度の導入、給油所・廃鉱

地域など特定汚染誘発施設の土壌汚染管理体系の強化 
自然環境保全広報・

教育および対国民の

参加 

「3 大自然の愛実践運動(国土清潔、自然の愛、緑色文化運動)」
の発展、小・中・高等学校・大学および一般人に対する自然

保全の教育広報および関連プログラムの開発普及、関連民間

団体に対する支援および参加拡大 
以上 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
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【産業技術】ライフサイエンス  
 

梗塞患者のリハビリテーションに活用される触覚技術（米国） 

 
50 歳女性の脳梗塞患者は、3D ゴーグルをかけて、ペンのようなスタイラスのハンドルを握

り、手首をひねり、コンピュータ画面上の小さなボールを迷路のようなチューブの中に通す。

チューブの壁にぶつかると、手には抵抗感を感じ、画面上のボールの色が変わる。 
 
それ以上の衝突を避けるために、彼女はフォース・フィードバック（注1）のスタイラスを強く

握り、慎重に手首を回転し、チューブを通り抜けるようにボールを動かす。画面上部にあるメ

ニュー・バーには、彼女の得点が表示され、この課題を完成するまでの所要時間と、どの程度

の力を使ったのか分かる。 
  
別の脳梗塞患者、80 歳の男性は障害の残った左手でアンズ大のボールを掴み、ヴァーチャル

環境で一組のブロックを別のセットの上に積み上げるために、ボールを回転する。患者はブロ

ックが触れ合うことは感じないが、手首の動きは追跡されて正確に測定される。その測定は、

担当の理学療法士が次の治療の難易度を判断することに役立つ。 
  
このような脳梗塞患者は四肢の機能を回復する為に、何ヶ月にも及ぶ退屈なリハビリテーシ

ョンを行わなくてはならないが、触覚技術―触覚を仮想コンピュータ環境に加えるインターフ

ェース―の台頭で、恩恵を受けている。コンピュータ・ゲームのように、ヴァーチャルな治療

環境は従来のリハビリテーションよりも断然面白く、握る、絞る、押す、手首を廻すなど、個

人の特定運動能力に的を絞ったカスタマイズも可能である。 
 
つねる、握る、打つ、そして絞る 
南カリフォルニア大学（USC）ヴィタビ工学部の総合メディアシステムセンター（IMSC）

内にあるハイテク・ラボでは、楽しいことがたくさん行われている。そこでは、工学部と USC
アネンバーグ・コミュニケーション学部の研究者で構成される学際研究チームが、USC ケッ

ク医学部の研究者と協力して、脳梗塞患者がリハビリに意欲的に取り組めるような、多種多様

な新しい触覚装置を開発している。 
  
患者は全て USC 大学病院での神経リハビリテーションを行っている。実際に、患者は斬新

な新型ヴァーチャル・リアリティの課題に取り組むことで、押したり、握ったり、つねったり、

絞ったり、物を投げたりすることがすぐにできるようになる。 
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「触覚技術は 3D コンピュータ技術に触覚を加えるもので、脳梗塞患者は感触でヴァーチャ

ルな世界と接触できる」と言うのは、USC アネンバーグ・コミュニケーション学部の教授で、

『Touch in Virtual Environments』の共同編者であるマーガレット・マクラフリン教授。 
  
安価で非没入型の触覚技術をいち早く取り入れた産業分野の一つは、商業ゲーム業界だった。

レーシングカー・ゲームで加速に併せて振動するようなフォース・フィードバック・ジョイス

ティックやハンドル等にこの技術は使われている。しかし、大学の研究室では、3 次元での触

覚を可能にするさらに感度の高い高性能装置が利用可能となり、娯楽以外のまじめな研究に応

用されることになった。 
  
「失明者や視覚障害者のために触覚技術を使うことは、誰もが考えうることだったが、医

療・外科トレーニング・プログラム、航空学校、遠隔操作、科学的視覚化（注2）でも、直ちに触

覚技術は使われるようになった」と、マクラフリン教授。 
  
マクラフリン教授の同僚で、USC クリエイティブ技術研究所の研究専門員であるアルバー

ト・“スキップ”・リッツォ氏は、現在実現可能な感覚的ヴァーチャル環境は、高性能の航空機

シミュレーターと同じだと述べている。 
  
「パイロットをテストし、訓練する航空機シミュレーターを作るのと非常に似ているが、私

達は様々な刺激条件下で脳梗塞患者を評価し、リハビリを施すことができるシミュレーション

を開発したのである。そのような刺激条件は、現実世界で実施し、制御することは簡単ではな

い」と、リッツォ氏は話した。 
 

米国立衛生研究所（NIH）グラント 
2004 年に、IMSC とテキサス大学オースチン校心理学部の研究チームは、様々な新型触覚

インターフェースを開発する USC ケック医学部との共同研究を開始するために、米国立衛生

研究所から 180 万ドルを供与された。 
  
NIH のグラントは「神経リハビリテーションの新しい方向性を探る」ことを目的としている、

と話すのはケック医学部細胞・神経生物学、神経学、神経老人病学教授で、研究責任者である

トーマス・マクニール教授。 
  
「必要性はあった。毎年 70 万人以上が脳梗塞を患い、45 万人近くは命が助かっても何らか

の神経機能障害や身体障害を持つことになる」と、マクニール教授。 
  
この数は人口の老齢化と肥満・心臓病の増加と共に伸びるために、革新的な神経リハビリテ

ーション・プログラムを作成することが、今後 50 年間での「国家的優先課題」になるだろう、

< 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958号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/958/
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とマクニール教授は予測している。 
  
IMSC 触覚技術・ヴァーチャル環境研究室で働く才能ある教職員と博士課程の学生達の研究

グループ―マクラフリン教授、リッツォ教授、ヤンボ・ユング氏、ウェイ・ペン氏、シンチン・

イェー氏、ウェイロン・チュウ氏―が新しい用途の研究を始めた。 
 
同グループは興味深い利用方法を考え出した。その中の一つが「pincher（ペンチ）」である。

この装置は 2 本の指先でヴァーチャルな物体に触ることができる、と同システムのコンピュー

タ・プログラムを作成したチュウ、イェー両氏は話している。 
  
このゲーム（あるいはサイバー・タスク）は次のように行う。ユーザーは 3D ゴーグルを着

用し、人差し指に指サックを着ける。この指サックはロボット型フォース・フィードバック装

置 PHANToM に連結している。もう一つの PHANToM のスタイラスは親指用である。ユーザ

ーはコンピュータ画面上で、3D の立方体を持ち上げ、小さな穴に通るように圧縮すると、こ

の 2 つの PHANToM がユーザーの指先に力を感じさせる。 
 

相互触感 
別のインターフェースは、対象物に手を伸ばす運動と把持運動を行う「mutual touch（相互

触感）」課題である。この治療環境では、「cyber grasp」外骨格型装置を利用する。この中に手

の位置と方向性を 3 次元測定するデータグローブが収まる。 
 
コンピュータ・グラフィックに一層集中したイェー氏は次のように述べた。「そのグローブ

で患者は手のひらに固形物を感知することができる。患者が行えるであろう課題の一つは、グ

ラスを持ち上げ、液体を注ぐために傾けることや、本を拾い上げて適切な本棚に積み重ねるこ

とである。」 
  
触覚インターフェースによって、理学療法士は脳梗塞患者の運動プログラムを的確にコント

ロールできるようになる、それが回復には重要なのである、とマクラフリン教授は付け加えた。 
  
「リハビリ訓練を、ちょうどグラスにミルクを注ぐように、患者の障害レベルに合わせて調

整することが可能となる。患者の能力に関する情報を即座に得ることもでき、療法士が段階毎

に難易度を上げていくリハビリテーション・プログラムを計画する際の役に立つ」とマクラフ

リン教授。 
  
生物運動療法と理学療法の教授であり、NIH グラントの研究共同責任者であるカロリー・ウ

ィンシュタイン教授と、博士課程の学生ジル・スチュアート氏が行った USC ケック医学部で

の予備的な臨床試験で、脳梗塞患者は新しいコンピュータで行う課題について「総合的に満足
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している」と報告している。一例として、スペース・チューブ課題に「極めて熱中した」患者

は家でもそのシステムを使いたいと話している。 
  
患者がそのように熱心になることは、脳梗塞後の回復にとって大変重要なことである。「患

者のモチベーションを維持させ、毎日繰り返すリハビリ訓練を受けさせるのは簡単なことでは

ない。課題を楽しんでいるのならば、リハビリ中に上達する可能性が高い」と、マクラフリン

教授は説明した。 
  

遠隔リハビリテーション 
現在開発中の「Telerehabilitation（遠隔リハビリテーション）」インターフェースはウェブ・

ベースになり、療法士と患者双方から専用ウェブ・サイトにログインでき、患者の回復段階に

合わせた目標を設定できる。 
  
患者は、個人のライフスタイルに合わせて目標を選択でき、療法士に送信すれば再検討して

もらえる、と研究者達は説明している。療法士はウェブページに組み込まれたピア・ツー・ピ

ア型の音声会議機能によって患者と目標について話し合うことができる。 
  
「遠隔リハビリテーションがあれば、患者は回復に向けた自分自身のゴールを主体的に設定

することができる。その後、その目標についてさらに話し合い、交渉することができるように

なる。患者に療法士とのつながりを保たせ、患者が自らの目標を設定し、自分自身の回復に一

層責任を持たせることを促す方法である」と、マクラフリン教授は述べた。 
 

（注 1）ゲーム機のコントローラなどの入力装置についている機能の一つで、入力に反応して

振動や力を手に加える機能。フィールシミュレーションとも言われる。 
（注 2）目に見えないものを科学的に視覚化し、事象の科学的理解を深める技術。 

以上 
翻訳：御原 幸子 

(出典: http://viterbi.usc.edu/news/news/2005/2005_05_24_haptics.htm 
Copyright 2005, University of Southern California Viterbi School of Engineering. All rights 
reserved. Used with Permission.) 
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【産業技術】ライフサイエンス  

ピクピク動いて作用する風邪薬が効く？（米国） 

 

風邪ウィルスの中に小刻みに震動しながら侵入する抗ウィルス化合物が、感染を食い止める

解決策の一つとなる可能性がある、とパデュー大学の研究者は述べている。 
 
キャロル・B・ポスト教授率いる研究チームは、コンピュータ・シミュレーションを使った

研究でWIN 化合物―風邪治療用試薬―が大変有望である理由を明らかにした。WIN 化合物は

分子構造が柔軟であるため、ウィルスの外殻を形成するタンパク質内で震動し、ウィルスの感

染プロセスが完遂できない状態にすると考えられる。コンピュータ・シミュレーションによる

動画ビデオは、研究チームが研究論文で説明している結果のいくつかを表現している。同研究

論文は米国科学アカデミーの会報誌 5 月 24 日号に掲載された。 
 
「大半の風邪の原因であるライノウィルスを無力化することができるのならば、柔軟性が薬

剤にとって重要な特質であると思う」と、ポスト教授は話した。ポスト教授は、パデュー大学

薬学・看護・健康科学部の医薬品化学と、理学部生物科学の教授である。「WIN 化合物で風邪

が治癒するように近いうちになる訳ではないが、化合物の動きを分析することで、ウィルスの

感染を阻害するのに何故効果があるのか分ってきた。この化合物の柔軟性がウィルス外殻の弱

い部分への到達を可能にしているのである。」 
 
ポスト教授は、パデュー大学医薬品化学・分子薬理学科の博士研究員チーカン・チョウ博士

と、パデュー大学博士研究員として本研究に参加し、ノース・カロライナのイースト・カロラ

イナ大学で教授職を得たユーミン・リ博士と共にこの研究を行った。ポスト教授とリ博士は動

画を作成した。 
 
ライノウィルスは恐らく風邪の原因として も良く知られているウィルスであり、その表面

は複雑で、タンパク質分子がモザイク状になっている。このようなタンパク質グループは、五

角形や六角形の形に組織化され、ウィルスの保護殻であるサッカーボールのようなキャプシド

を形成している。しかし、このサッカーボールのような外殻表面は微妙に外見を変化すること

ができるため、身体の防衛システムは認識できなくなる。 
 
「通常、私達の身体システムは抗体を作り、ウィルスのような侵入者を排除することができ

る。しかし、ライノウィルスは多くの顔を持っている。新しくライノウィルスが感染する毎に、

ウィルスの外殻は前回風邪を引き起こしたウィルスから変異しているため、私達の身体が作る

抗体は新しいウィルスを認識できない。ライノウィルスは常に何か他の物に変装して、群集の
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中に隠れることができる、まさに百の顔を持つウィルスである」と、ポスト教授。 
 
ウィルスの外殻は、一つのライノウィルス粒子のライフサイクルでも形を変化する。外殻の

中で形状変化を誘導していると思われる場所は、タンパク質 VP-1 の襞の中にある小さなタバ

コ型の空洞である。VP-1 はキャプシドの五角形グループの周囲で形成される。 
 
「この空洞を埋めることが風邪の治療に重要であることは既に分っていた。現在その理由を

調べているのである。重要な時期におけるウィルスの形状変化を、空洞を埋めることで阻止す

るというのが、その答えのようである」と、ポスト教授。 
 
細胞を攻撃する場合、ライノウィルス粒子は、恐らく、細胞内に侵入した後に も重要な形

状変化を行う。細胞の内部に一度入ってしまうと、キャプシドの五角形部分が物語にある「ト

ロイの木馬」の跳上げ扉のように開き、ウィルス内の RNA が吹き出され、細胞にライノウィ

ルス粒子を増殖するように指示する。形が変化できるのは、VP-1 を含むキャプシド・タンパ

ク質自身が跳上げ扉を開き、遺伝物質を外に出すことができる程度に柔軟だからである。 
 
「私達が何をしたいのかと言えば、このような VP-1 タンパク質を固定化させる方法を見つ

けたいのである。VP-1 タンパク質を固定化すれば、跳上げ扉は開くことができない。そこで、

WIN 化合物が有力候補となった」と、ポスト教授は説明した。「基本的に、この化合物はタン

パク質の中で絡み合い、タンパク質の柔軟性が奪われ、RNA を外に出す動きが不可能になる。

タンパク質を効果的にもつれさせることが可能な部分は、本来接近困難な場所に位置するが、

WIN 化合物が有望視されているのは、そこに到達することができるためである。」 
 
その場所はタンパク質内のタバコ型の空洞内に位置し、その空洞に到達するためには、小さ

な穴を通らなくてはならない。穴は一見、糸のようなWIN 分子でも身をよじって通るには狭

すぎるように見える。ポスト教授によれば、2 つの分子が熱エネルギーで常に震動していなけ

れば、狭すぎて通れないとのことである。 
 
「タンパク質も WIN 化合物もどちらも、常に動いているため、化合物は身をよじって震動

しながら、その穴を通過することができる。一瞬、はまり込んで動けなくなってしまっても、

WIN 化合物は身体全体を原子サイズのちょうつがいやスイベル（旋回継ぎ手）として利用し

て、穴を通り抜けることができる。分子の世界でも身体が柔らかいということは役に立つこと

が分った」と、ポスト教授。 
 
研究チームは、分子挙動を短編映画のような動画に表すコンピュータ・シミュレーションを

使って、その効果を明らかにした。実際には、WIN 化合物が空洞を出る方法を分析したのだ

が、分析結果は空洞に入る動きにも当てはまる、とポスト教授は説明した。 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
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「化合物は、ポケットのような空洞に入ることも出ることも可能で、どちらの方向に進むに

も、同じねじりの動きを見せる。動画はWIN 化合物が空洞に入るのを映し出すが、それは単

に逆再生したシミュレーションと同じである」と、同教授は言う。 
 
コンピュータ分析によると、WIN 化合物は一度空洞の中に定着すると、かなり遠くにある

タンパク質の剛性にも影響を与える。それは、ウィルスの動きを止めるためには も有益な効

果であるのだが、研究チームはまだその理由を説明できない。 
 
「WIN 化合物は空洞周囲の限られた範囲だが、重要な領域のタンパク質の剛性に影響して

いるのだと、私達は考えていた。しかし、分析によると、タンパク質の剛直化は跳上げ扉自体

の領域よりも更に広い範囲に及んでいる可能性が示されている。これが、扉を開こうとするウ

ィルスを、WIN 化合物が効果的に防ぐことができる理由であると考えられる。そのような長

距離に及ぶ効果についての科学的説明はまだできない。けれども、一つ考えられるのは、人は

食べ過ぎた後に運動したいとは思わないのと同じように、空洞に WIN 化合物があると、VP-1
タンパク質も満腹で動きたくないのではないか、ということである」と、ポスト教授は説明し

ている。 
 
ポスト教授は、WIN 化合物の動きを分析することによって、抗ウィルス化合物に必要な特

性が明らかになる一方で、本研究の成果だけでは風邪の治療薬が開発される訳ではない、と論

じている。 
 
「（WIN 化合物を実用化する上での）障害となるものの一つに、身体に対するWIN 化合物

の潜在的な毒性がある。しかし、動いている分子を研究すること自体は、私達の薬剤開発アプ

ローチを改善するのに役立つし、実際に、ウィルスの働きに関する詳細な基本情報も明らかに

している」と、ポスト教授は述べている。 
以上 

翻訳：御原 幸子 
(出典：http://news.uns.purdue.edu/html4ever/2005/050523.Post.wiggle.html 
Copyright 2005, Purdue University. All rights reserved. Used with Permission.) 
 
（注）ビデオ画像は、http://news.uns.purdue.edu/UNS/mov/2005/postwiggle.mpg で参照で

きる。ビデオでは、WIM 分子（赤色）が、ライノウィルスの外殻の一部を形成している VP-1
タンパク質（青色）に入り込む様子が映し出されている。 
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【産業技術】ライフサイエンス  

偏頭痛の開始を察知して、痛みを取り除く装置（米国） 

 

アメリカ人の 8 人に 1 人が慢性偏頭痛に苦しんでいる。慢性偏頭痛の非常に強烈な

痛みがあると、気持ちのよい晴天の 1 日を外で過ごすことなどできなくなり、痛みを

和らげるためには暗い部屋に閉じこもっていなくてはならなくなる。 
 

どうにかして偏頭痛に悩む人を痛みから解放しようと、オハイオ州立大学（OSU）

医療センターの研究者達は、偏頭痛が始まる前に痛みを取り除いてしまう装置の全国

的な試験に加わっている。 
 

OSU 医療センター神経学部は、偏頭痛治療用の非侵襲的な経頭蓋磁気刺激（TMS）
装置の安全性と有効性を評価する臨床試験に参加している。この試験には多くの研究

機関が関与している。 
 

脳の電気的な嵐と描写される偏頭痛の前兆を、頭痛が始まる前に克服することを目

的に TMS は作られた。前兆とは偏頭痛開始の合図になる神経の撹乱である。偏頭痛

に悩む人々は多くの場合、降り注ぐ流星、ジグザグの線、閃光等が「見える」、その後

視覚を失い、脱力感、ヒリヒリする痛み、意識混濁を経験すると報告している。この

ような初期症状に続いて、無限に続くように思えるズキズキする頭痛、嘔気、嘔吐が

起こる。 
 

OSU 医療センターの神経学者であるユスフ・モハムマド博士は、この装置は、現在、

調査目的でのみ利用可能であるが、先に行われたパイロット研究の予備データでは、

多大な利益をもたらすことが示された、と説明している。 
 

TMS は金属製コイルを通して強い電流を流し、約 1 ミリ秒の強力な磁場を作る。

この磁気パルスが、患者の頭に向けられると、脳のニューロンに電流が発生する。こ

の電流で、ズキズキする痛みが始まる前段階の偏頭痛の前兆を遮断するのである。 
 

「TMS の発するパルスは痛くない。患者は圧力を少し感じるかもしれないが、それ

だけである」と、OSU の研究責任者であるモハムマド博士は述べた。 
 

大部分の偏頭痛薬はいくらかの副作用がある、例えば、吐き気、胸部の不快感、目

眩、顔面紅潮、不眠、その他胃症状等である。さらに、患者は麻薬依存になりやすく、

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート958号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/958/
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市販の鎮痛剤を頻繁に使用することで鎮痛薬反跳性頭痛を発症することが多い。しか

し、TMS の使用では、副作用は確認されていない。 
 

「偏頭痛患者のたった 50～60%にしか治療の効果がないため、私達は TMS 装置の

磁気パルス刺激が治療効果のない患者にとって有効であることを期待している」と、

モハムマド博士は述べている。 
 

偏頭痛は血管収縮によって始まると以前は考えられていた。血管収縮が前兆として

現れ、それに続く血管拡張がズキズキする拍動的な頭痛の原因になると言われていた。 
 

しかし、1990 年代後半、この血管説は（大脳皮質の）拡延性抑制理論に置き代わっ

た。この理論は、神経電気活動が拍動性の頭痛に至ることを示唆している。この偏頭

痛メカニズムの新しい理解が TMS 装置の開発を後押しした。 
 

同研究の被験者として参加するためには、年齢 18 歳以上、偏頭痛による少なくと

も中程度の痛みを経験している必要がある。詳細については、電話 614-293-4972 ま

で。 
以上 

翻訳：御原 幸子 
(出典: http://medicalcenter.osu.edu/mediaroom/press/article.cfm?ID=2093 
Copyright 2005, The Ohio State University Medical Center. All rights reserved. 
Used with Permission.) 
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【産業技術】IT 

ナノスケール・フォトニック技術が近づく（米国） 
 
電子操作に基づく現在の電子技術は、ある日、光波(光子)の操作に基づくフォトニ

クスに取って代わるであろう。もしフォトニック技術の可能性が実現できれば、今日

のデータの高速処理や転送はミミズのように見え、将来の人々は現在の我々はどのよ

うにやっていたのかと思いを巡らすであろう。フォトニック技術はまだ長い道のりで

ある。しかし、 近、ゴールが数歩近づいてきた。 
 
米国エネルギー省ローレンス・バークレー国立研究所(バークレー研究所)およびカ

リフォルニア大学バークレー校の研究者は、自立する化学合成されたナノワイヤーや

ナノリボンを研究し、様々の複雑な構造を通してレーザー光パルスをガイドすること

ができるようになった。さらに、彼等は、液体中でそのパルスを伝送することを初め

て可能とした。 
 
「我々は、能動的及び受動的なナノスケール径の空洞間を、どのように光が送信で

きるかを示す多重ワイヤーモデル構造へナノワイヤーレーザーおよび半導体ナノリボ

ン導波管を組み立てることができた。さらに、液体媒質中のナノスケール光導波管と

して、我々は、ナノリボンおよびナノワイヤーの主な新しい応用分野を発表した、そ

れはマイクロ流体と生物学にとり重要である」とこの研究をリードしたペイドン・ヤ

ン UC バークレー化学部教授でバークレー研究所材料科学部門の化学者は語った。 
 
ヤンと彼の研究グループは、長さ 1 ミリメートルで幅と厚さがわずか数 100 ナノメ

ートル以下の単結晶の、半導体ナノワイヤーやナノリボンの開発で 先端に立ってい

る。かれらは、回路類を通して光波の転送に通信路を開き導くための「導波管」とし

てナノサイズリボンが使えることを実証した。今日の超小型回路の 1000 分の 1 のナ

ノスケール集積回路は、フォトニック技術にとって非常に重要な要件である。 
 
「過去 2、3 年にわたって、我々は、フォトニック応用の目的で構築ブロックとし

てナノワイヤーを使用することに向けて一生懸命研究してきた。これまでのところ、

我々は、フレキシブルなサブ波長光導波管として役立つナノスケールレーザー、光検

出器およびリボンを開発した。 終的に、我々は、化学、生物学および医学の研究の

ために即座に詳述な分析を行なうために使用できるチップ上の光システムへこれらの

個々の構成部品をすべて相互に統合する予定である」とヤンは語る。 
 
米国科学アカデミー(PNAS)会報の 2005 年 5 月 20 日版に、ヤンと共同研究者は、

窒化ガリウムか酸化亜鉛のいずれかから作られたナノワイヤーレーザーと酸化スズか

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
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ら作られたナノリボンのカップリングについて報告している、ナノスケール構成部品

で光子および電子の両方を転送するために使用する異例な可能性のための素晴らしい

技術的な興味がある半導体である。ヤンの研究グループによって開発されたナノワイ

ヤーレーザーは、「光ポンピング」と呼ばれるプロセスによって可干渉性のある紫外線

を放射する純粋なナノ寸法の結晶である。 
 
PNAS の論文では、ヤンと共同執筆者は、ナノワイヤーからリボン導波管までレー

ザー光の個々のパルスを転送することが可能なことを示している。フォトニックデバ

イスが通信や計算応用に役立つ場合の 1 つの必要条件である。さらに、かれらは、白

色光の構成色を分離し個々のチャンネルを通してそれらを転送するために多重チャン

ネルフィルタとして酸化スズナノリボンのネットワークを使用できることを実証した。 
 
また、彼らは、ナノワイヤーエレクトロニクスのクロスバーと類似している、急峻

な 90 度の角度を通して光を導びく、2 ペアの直交リボンでできた光クロスバーグリッ

ドの創造について報告している。そのようなクロスバーは光ナノワイヤー論理の基盤

を形成できることを著者は示唆している。 
 
恐らく、PNAS 論文で報告された結果で も興味あることは、水や他の液体中で光

をガイドするために高い屈折率のナノワイヤーおよびナノリボンが使用できるという

彼等の実証だった。1 つのテストでは、レーザー染料の小滴をナノリボンの先端に埋

め込み、次に、リボンの端へ青い光のナノパルスを送った。このパルスは、小滴の内

部から強い蛍光を作りだし、その一部分がリボンの空洞に捕らえられて、リボンの逆

の端に戻された、この導波管は液体間で両方向の転送ができることを証明している。 
 
「我々の自立する柔軟なワイヤーおよびリボンの波を導く能力が液体媒質中でも生

き残るという事実は、統合オンチップ化学分析や生物分光学のナノワイヤー光搬送の

役割を示唆している。リボンの端と表面に沿った消衰波場での蛍光を検知するために、

ナノリボンによってガイドされた光を使用することができる。吸収率の検知は、さら

に、ピコリッター容量の溶液と接するナノリボンによって広帯域の光を送信すること

により可能かもしれない」とヤンは語った。 
 
今日の光ファイバー通信にフォトニクスの法外な可能性が垣間見ることができる。

そこでは、単一光ファイバーは、30 万件の通話相当を同時に運ぶことが出来る。しか

し、完全に実現されたフォトニクスの力はこれをはるかに越える。電子は一度に 1 個

の電子毎に情報を順次に伝えなければならないが、光子では、事実上同時に送信でき

る情報パケットの数に制限はない。 
 
例えば、フォトニック・インターネットは今日の代表的な高速接続より何 1000 倍
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も高速な毎秒 160 ギガビットのデータを送信できると推測されている。別の可能性は

光コンピューターである。それは、計算に今日の電子計算機が数か月どころか数年か

かる問題を数秒で解くことができる。 
 
ナノスケールフォトニック技術が 盛期となるための準備の時間枠は、幾何学的に

精密なナノワイヤーやナノリボンを化学的に合成し大量生産する方法の必要性を含め

て、まず解決しなければならない多くの問題があるので、予測することが困難である。

ヤンと彼のグループはナノスケールフォトニック技術を成し遂げるために、光学トラ

ップの使用やハイブリッドのボトムアップ/トップダウン・アプローチを含むいくつか

の有望な技術を探究している。 
 
「我々はまもなく、検知やエネルギー変換のような、統合が必要でない分野にナノ

ワイヤーやナノリボンの商業応用を見出すことができると考えている。しかしながら、

ハイレベルの統合を要求する応用については、はるかに長い時間がかかるであろう」

ヤンは語っている。 
以上 

(出典：http://www.lbl.gov/Science- Articles/Archive/MSD-photonic-tech.html ) 
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【産業技術】IT 

米標準技術国立研究所の最高効率の光子検知器 
 
光の 小単位である単一光子を検知し計数する 88 パーセントの効率を持った検知

器が、標準技術国立研究所(NIST)の物理学者によって実証された。この記録的効率は、

通信チャンネルのプライバシー保証で も確実な方法として知られている、実用的な

量子暗号システム利用のために信頼できる単一光子検知器の開発に向けた重要なステ

ップである。 
 
フィジカルレビューA 誌 6 月号速報に報告された、NIST の検知器は、通常の電気

伝導度と超伝導の間の遷移温度である約 110 ミリ度 Kelvin に冷却された、25×25 マ

イクロメートルで 20 ナノメーター厚の小さな正方形のタングステンフィルムで構成

されている。 
 
光ファイバーラインがタングステンフィルムに光子を渡すと、温度が上昇し電気抵

抗の増加が生じる。温度の変化は光子エネルギーに比例し、検知器が単色光パルスで

の光子数を決定することを可能にする。 
 
この形式の検知器では、ある光子は表面から反射しまた別のものはタングステンを

通過してしまうので、一般には効率が制限されて来た。NIST の研究者は、タングス

テン層により多くの光の吸収を可能とするために、金属ミラー上にタングステンを蒸

着し反射防止コーティングで覆うことにより、過去 2 年にわたって検出効率を 4 倍以

上に高めた。 
 
NIST の検知器は、光ファイバー通信に使用される近赤外線波長で作動し、エラー

または不感計数は無視できる。同論文によれば、計算シミュレーションは、層の数お

よび層厚に対するより精密なコントロールにより、光学構造を構築することにより、

紫外線から近赤外線領域のどの波長でも 99 パーセント以上の効率増加が可能である

ことを示した。 
 
量子通信および暗号システムは、1と 0を表わすために光子の量子特性を使用する。

NIST の検知器は、量子通信システム用受信機、単一光子源用較正ツールおよびシス

テムセキュリティ試験用の評価ツールとして使用できる。さらに、超微弱光の光学シ

ステムの性能研究や、量子物理学の法則をテストするために、この検知器を利用する

ことが可能である。 
以上 

(出典：http://www.nist.gov/public_affairs/techbeat/tb2005_0602.htm#photon) 
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【産業技術】  

環境毒素浄化可能なセルフクリーニングの「賢い」織物の開発(米国) 
 
米海軍研究所(NRL)バイオ/分子科学工学センター(CBMSE)の研究者は、接触した

殺虫剤や関連化学物質を能動的に破壊し自己浄化する、新しいコスト効率の良い極薄

の材料被膜を開発した。 
 
この被膜は、即座に毒素を中和し、危険な残留物を残さない。それは軍関係者や民

間人のための保護服の利用に際して理想的である。この被膜はまた浄水用フィルター

や化学的流出物の掃除のための雑巾として使用する材料に応用できる。 
 
層間にゴムや人工代替物をはさむ合成織物と異なり、NRL のアプローチは、織る前

に個々の糸を被膜するので、織物全体が処理される。これはいくつかの面で重要であ

る。それは、暖かい気候で使用された時、体の湿気を取り去る快適で軽い防護服を意

味する。また、この被膜はどの個所でも能動的なので、浸透に対してよりよい保護を

提供し、布片の織物の継ぎ合わせた場所の保全性を保証する。 
 
軍が直面する 1 つの難問は、危険性物質の清浄化と処分の問題であり毒物の被爆が

生じる、と NRL の主任研究者のアルコ・シン博士は語る。単純に環境から分子や毒

素を収集する被膜は、非常に重点的に収集を行い、いずれ自己分解プロセスの間に実

のところ有害物質を生ずる。その後、有害物質は織物で濃縮されるので、結果として

その有害物質はより強力な毒素になりえる。 
 
NRL の被膜は分解プロセスの間に接触した分子を実際に中和するので、潜在的に危

険で高価な浄化手段の問題を解決する。 
 
NRL の被膜は、実際に積極的に化学の毒素を下げる酵素を含んでいる、極薄で層状

の合成フィルム(500nm)である。他の分解方法と比較して、酵素はより長い活性時間

と大きな安定度を示す。 
 
さらに、特定の目標毒素に対する活性を選ぶことができるので、酵素は用途が広い。

NRL の研究者は、神経ガス模擬メチルパラチオンを含む殺虫剤を使用する綿織物やガ

ラス繊維の上に被膜を成功裡にテストした。 
 
さらに、NRL の被膜は製造と利用の両方においてコスト効率が高い。この被膜は、

浸漬被覆、スピン被覆あるいはスプレー被覆のような低価格な方法により、ビーズ、

織物あるいは紙のような基板に容易に適用できる、とプロジェクトに取り組む研究者
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のウォルター・ドレシック博士が付け加えた。 
 
この被膜で作られた織物は、水の繰り返し洗浄に持ちこたえ、したがって再使用可

能である。「我々は、現実の世界の環境で機能するためにこの被膜を開発した」、とシ

ン博士は語った。 
 
2 つ の 特 許 出 願 が 米 国 特 許 局 で 審 査 中 で あ る 。 米 国 特 許 出 願 番 号 は 、

10/750,637(2003 年 12 月 23 日)、10/849,621(2004 年 5 月 20 日)。 
 

「有機燐殺虫剤および関連化学物質の汚染除去セルフクリーニング織物」の技術的詳

細は以下に記述されている。 
Advanced Materials, vol. 16, pp 2112 (2004), by Alok Singh, Yongwoo Lee, and 
Walter J. Dressick. 

 
NRL の技術は、研究所の技術移転プログラムによって興味を持つ企業に許可するこ

とにより現在利用可能である。 
以上 

(出典：http://www.nrl.navy.mil/pressRelease.php?Y=2005&R=27-05r ) 
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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 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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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 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 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 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 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) 

< 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】 

958 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. 乳房検査を行うロボット･アーム(2005/06/13) 
- ミシガン州立大学が開発した触診可能な遠隔乳房検査用のロボット技術。手の部分に取り付けられた
センサーで、ロボット･アームを操作する医師にしこり等の異常が感触として伝わる。超音波振動子も装
備され、画像での確認もできる。ビデオやオーディオ装置で患者と医師の対話も可能。 
MSU Developing Robotic Arm Capable of Doing Breast Exams 
http://newsroom.msu.edu/site/indexer/2437/content.htm 
 
2. 癌と密接な関係のあるミクロ RNA―癌の遺伝学を刷新する重要な発見(2005/06/09) 
- タンパク質をコード化せず遺伝子発現制御を行っているミクロ RNA が癌の発症と関係があることを
示す 3 つの研究論文が Nature 誌 6 月 9 日号に掲載された。(1)癌に特異的なミクロ RNA の指紋に関す
るダナ･ファーバー癌研究所の研究。(2)コールド･スプリング･ハーバー研究所がミクロ RNA の特定クラ
スターが癌の原因となることをマウス実験で確認。(3)ジョンズ･ホプキンス･大学医学部が癌と関連があ
る遺伝子とそれに連携するミクロ RNA を発見。 
MicroRNAs Intimately Involved in Cancer 
http://www.hhmi.org/news/golub.html 
(Cancer jigsaw includes tiny genetic molecules 
http://www.nature.com/news/2005/050606/full/050606-9.html) 
 
3. プリオン研究(2005/06/09) 
- アルツハイマー病、プリオン疾病等の神経変性障害と関連があるアミロイド原線維の構造を明らかに
する 3 つの研究が Nature 誌 6 月 9 日号で報告された。(1)アミロイド微結晶の X 線結晶構造解析でアミ
ロイド原線維の「背骨」の原子構造を解明。(2)多くの技法を使ったアミロイドの中心部の折り畳み構造
の研究。(3)糸状菌の HET-s プリオンの感染構造の解明。各研究はそれぞれ異なるアプローチを採用し
ている。 
Probing Prions 
http://www.nature.com/nature/journal/v435/n7043/edsumm/e050609-01.html 
 
4. 有害なバクテリアを捕らえる装置(2005/06/08) 
- 過敏性肺炎等の原因となるバイオエアロゾルは病院内の治療用プールを汚染し、プールでの治療の大
きな障害となる。ワシントン大学とコロラド大学の研究チームは超高性能エアフィルター(HEPA フィル
ター)と紫外線を組み合わせたフィルターを開発。フィルターの有無でバクテリアと内毒素の濃度を比較
すると、バクテリアの濃度は減少したが、内毒素濃度には影響しない結果となった。 
Device Traps, Disables Harmful Bacteria 
http://news-info.wustl.edu/tips/page/print/5356.html 
 
5. 欧州と米国のバイテクを比較した産業レポート(2005/06/08) 
- 欧州バイオ産業協会(EuroBio)が実施した新しい調査で、欧州のバイオ技術部門は米国と比べても健全
な状態であることが報告された。米国同様、活力はあるものの、相変わらずの資金不足が問題となって
いる。 
Industry Report Compares European and US Biotech 
http://europa.eu.int/comm/research/headlines/news/article_05_06_08_en.html 
http://www.europabio.org/events/BioVision/CriticalI%20studyBiotech-Europ.pdf(EuropaBio のレポ
ート) 
 
6. 欧州：ライフサイエンスの主要プロジェクト(2005/06/07) 
- 欧州委員会(EC)研究総局の『所要プロジェクト･ライブラリ』が更新された。健康に関するライフサイ
エンス、ゲノミクス、バイオテクノロジー等に関するプロジェクトが、統合プロジェクト(Integrated 
Projects)、優良ネットワーク(Network of Excellence)を合わせて 50 以上となった。新たにエントリー
されたのは、MolTools(マイクロアレイをベースにした 新式分子分析ツール開発プロジェクト )、
Eurosca(脊髄小脳失調研究プロジェクト)、Apopis(神経変性障害の病因となる異常タンパク質研究プロ
ジェクト)等。 
Life Sciences, Projects, Major Projects in the Life Sciences 
http://europa.eu.int/comm/research/headlines/news/article_05_06_07_en.html 
http://europa.eu.int/comm/research/fp6/projects.cfm?p=0(欧州委員会の Major Projects Library サイ
ト) 
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7. 薬剤開発期間を短くする新型装置(2005/06/07) 
- ジョージア工科大学が開発した AMUSE(Array of Micromachined Ultra Sonic Electrospray)技術に
より、タンパク質の質量分析の短時間化、簡便化、低コスト化の実現が可能。試料のエアロゾル化と帯
電プロセスを切り離したことで、幅広い溶媒が使用可能、低電圧で操作できる。また、高性能処理が可
能なマイクロアレイ装置でもあり、プロテオミクス研究や製薬産業にとって利用価値が高い。 
New Device Could Shorten Drug Development 
http://www.gatech.edu/news-room/release.php?id=573 
 
8. 道徳問題をなくす幹細胞研究の進歩(2005/06/06) 
- ES 細胞研究で倫理的な問題となるヒト胚の人為的操作･破壊を回避する方法の複数のを研究を紹介。
Advanced Cell Technology 社の 8 細胞期胚からの細胞抽出、ハーバード大学、豪･モナシュ大学、生殖
遺伝研究所の細胞融合による成体細胞の再プログラミング等の研究が現在進行中。 
Stem Cell Advances May Make Moral Issue Moot 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/06/05/AR2005060500872.html 
 
9. 成熟期に入ったバイオテクノロジー(2005/06/06) 
- 企業コンサルタント会社 Ernst&Young 社のグローバル･バイオテクノロジーに関する第 19 回年次報
告書『Beyond Borders: Global Biotechnology Report 2005』で、2004 年のバイテク産業の成長が報告
された。企業間の国際提携、ベンチャー投資等の増加が見られ、急速にグローバル産業となってきてい
ることが分る。 
Biotechnology Seen Coming of Age 
http://pubs.acs.org/cen/news/83/i23/8323biotechnology.html 
(報告書概要： 
http://www.ey.com/global/content.nsf/International/Biotechnology_Report_2005_Beyond_Borders ) 
 
10. 金ナノ粒子で癌検知を実証(2005/06/03) 
- カリフォルニア大学サンフランシスコ校とジョージア工科大学の父･息子の研究者による癌検知研究。
金ナノ粒子に癌細胞の抗体を結合し癌細胞への親和性を持たせる方法は、顕微鏡での確認がしやすく、
光量変化の測定も可能。他にも、粒子の形状を変えることで複数色のプローブを同時に使用可能、白色
ライトを使用するため簡単･安価、結果がすぐに出る、毒性がない等の理由からも有望視されている。 
Researchers Demonstrate Use of Gold Nanoparticles for Cancer Detection 
http://pub.ucsf.edu/newsservices/releases/200506033/ 
 
11. 偏頭痛の開始を察知して、痛みを取り除く装置(2005/06/06) 
- 慢性偏頭痛治療用の経頭蓋磁気刺激装置(TMS)。偏頭痛は神経電気活動の撹乱による前兆(閃輝暗点等)
の後に起こることが多く、TMS の強力な磁気パルスで前兆となる電気活動を遮断し、頭痛が始まるのを
防ぐ。偏頭痛は血管収縮ではなく、大脳皮質の拡延性抑制が関与するため、従来の治療では効果のない
患者に有効かもしれない。 
Device Designed to Zap the Pain Out of Migraine Headaches 
http://medicalcenter.osu.edu/mediaroom/press/article.cfm?ID=2093 
 
12. 不整脈を正確に捉えるハイテク・ソフト(2005/06/02) 
- ロヨラ大学は Biosense Webster社の CartoMergea Image Integration Moduleを不整脈の原因となる
心組織の異常電気パルスを特定する新画像化ソフトウェアとして採用。同社の電気生理的ナビゲーショ
ン･システムと併用すれば、忠実な心臓構造と電気活動の表示が可能。不整脈のカテーテル･アブレーシ
ョン治療や心房細動診断に威力を発揮すると期待。 
Loyola Employs High-Tech Software to Target Irregular Heartbeat More Accurately 
http://www.lumc.edu/Template/luhs/newsrelease/reportdetail.cfm?autonumber=976 
 
13. 新世代レンズでメガネが必要でなくなる(2005/06/02) 
- テキサス大学医療センターは、老眼鏡も遠近両用メガネも不必要になる Alcon 社の新型眼内レンズ
ReSTOR レンズを使用することにした。主に白内障手術で移植されることになるが、毛様筋に依存しな
いため、老眼矯正も可能。白内障手術用眼内レンズとして医療保険でカバーされることになったことも
高年齢層には朗報。 
New Generation of Lenses Makes Evolutionary Leap in Eliminating Need for Glasses 
http://www8.utsouthwestern.edu/utsw/cda/dept37389/files/226609.html 
 
14. DOE･JGI が高性能ゲノム解析システムを発表(2005/06/01) 
- 米国エネルギー省(DOE)の共同ゲノム研究所(JGI)が、総合微生物ゲノム情報の新ヴァージョンの管理
システム(IMG 1.1)を発表。微生物ゲノム 46 種を新たに加え計 337 種のデータを収載、ゲノム解析プロ
セスの効率化等、機能が強化されている。6 月 26 日に開催されるバイオインフォマティクスの国際会議
で IMG 1.1 を実演する予定。 
DOE Joint Genome Institute Releases Enhanced Genome Analysis System 
http://www.llnl.gov/pao/news/news_releases/2005/NR-05-06-01.html 

< 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958号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/958/
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15. 遺伝的に癌になりやすい人の癌発症リスクを「発達再プログラミング」で説明(2005/05/31) 
- 性ホルモン依存性癌を発症しやすい遺伝的体質を持つ人の癌発症を決定する要因が、テキサス大学
M.D.アンダーソン癌センターの研究で明らかになってきた。発達中のラットの胎児をエストロゲンに曝
露すると、組織の永久的な「再プログラミング」が行われ、成体になってから腫瘍を形成するようにな
ることを実証した。 
In Those Genetically Predisposed, "Developmental Reprogramming" Could Explain Cancer Risk 
http://www.mdanderson.org/departments/newsroom/display.cfm?id=654b3bce-d8dc-40fb-8b32148d3
150a360&method=displayfull&pn=00c8a30f-c468-11d4-80fb00508b603a14 
 
Ⅱ IT：情報技術 
 
1. CPU パワー問題でチップフォーラムは加熱(2005/05/10) 
- パワーマネージメント戦略に関する見解の違いは、知的財産セミコインパクト会議でその議論が加熱
した。MIPS テクノロジーの CEO 会長はキーノートで CPU 速度、メモリーバンド幅とハードウエア支
援マルチスレディングの長所について語った。CPU の実行速度は急速にメモリサイクル時間を引き離し、
現在この差は 5000 倍に達している。その結果は、GHz クラス CPU がその CPU 時間の半分以上が使用
されず、パワーが浪費されている。これに対する解決策はハードウエア・マルチスレディングである 
Power Issues Heat Up Chip Forum 
http://www.eetimes.com/news/latest/showArticle.jhtml?articleID=164302132 
 
2. 中国は 2008 年までに 20 ヶ所の新しいファブ工場を構築(2005/05/09) 
- 半導体製造装置材料協会(SEMI)の業界団体からの新しい報告書によれば、IC 装置産業の次のブーム
は、中国が 2005～2008 年の間に 20 ヶ所の新しいファブ工場を構築すると予想される。中国の半導体
生産は、現在、世界全体の比較的小さなシェアである、しかし、SEMI(サンホセ)によれば、新しいファ
ブ工場およびパッケージ工場の数は他の市場地域に比べて増加している。また、その全体の IC 消費は、
中国内で国内用に作られたチップの成長を追い越し続けている。これは、次には、2006 年までに合計 5
ヶ所の新しい 300mm 工場を持つ可能性を含み、中国の大量のファブ工場拡張プログラムに火を付ける。 
China to Build 20 New Fabs by 2008 
http://www.eetimes.com/news/semi/showArticle.jhtml?articleID=164301951 
 
3. コンピューターウィルスがハッカー情報提供者に(2005/05/09) 
- 安全対策の専門家が、コンピューター・ネットワークの 新の弱点に関する情報をハッカーに提供さ
せ続けるコンピューターウィルスの新しい種類を発見した。このウィルスはコンピューター・ネットワ
ークを感染させて、セキュリティ脆弱性をスキャンし、次に、インターネットチャットルームを通って
ハッカーに報告する。この「ボット」ウィルスに感染したたくさんのコンピューターは、チャットルー
ム接続によって定期的にコントロールされる。 
Computer Viruses Become Hacker Informants 
http://www.newscientist.com/article.ns?id=dn7500 
 
4. プロパンが燃料電池にエネルギー供給(2005/05/08) 
- カリフォルニア工科大学の研究者は、大きさがわずか約 1 センチメートルのマイクロ燃料電池を作っ
た。同じ大きさの従来のバッテリーより数倍以上高い出力密度を持っているプロパンによって燃料供給
される、この新しいデバイスは様々な医療機器、ラップトップコンピューターやカメラの電源として使
用することができる。 
Propane Powers Fuel Cells 
http://physicsweb.org/articles/news/9/6/5/1 
 
5. 量子暗号ネットワークが無線リンク接続(2005/05/07) 
- 世界初の量子暗号化コンピューター・ネットワークは、量子通信コードを使用する無線リンクを含め
るために拡張した。マサチューセッツの地下に埋められた量子光ファイバーネットワークの DARPA 量
子ネットワークに無線リンクが加えられた。国防総省国防高等研究計画局(DARPA)からの資金提供で、
米国の BBN テクノロジーズ社がこのネットワークを組み立てた。現在 BBN のオフィス、ハーバード大
学およびボストン大学を含む 10 ヶ所の異なるサイトをリンクしている。 
Quantum Cryptography Network Gets Wireless Link 
http://www.newscientist.com/article.ns?id=dn7484 
 
6. 単一分子の電気伝導度(2005/06/06) 
- カナダの研究者は、個々の分子を通って流れる電流を表面イオンの電荷状態が制御する新しい方法を
発見した。この研究は、基本的な分子プロセスについての理解を広げ、単一分子基盤検知器や他のタイ
プの分子電子素子の開発を促進するであろう。僅か数分子に基づいた電子回路は、今日の小型化したシ
リコン基盤エレクトロニクスを、さらに小型、高速、高密度の電子部品へと前進させる可能性がある。 
Single-Molecule Conductivity 
http://pubs.acs.org/cen/news/83/i23/8323notw1.html 
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7. 燃料電池用の金触媒(2005/06/06) 
- 鉄(III)酸化物で支持された金のナノ結晶から成る触媒は、高分子電解質燃料電池に触媒改質器を組み
合わせた電力発生システムの効率を潜在的に高めることができる。英国カーディフ大学で注意深く調整
された金の触媒は、現実的な燃料電池条件の CO2、H2 および H2O の存在状況下で CO の優先的酸化に
有効な触媒であることが示された。 
Gold Catalyst For Fuel Cells 
http://pubs.acs.org/cen/news/83/i23/8323notw7.html 
 
8. NRL が自己クリーニングする賢い布地を開発(2005/06/06) 
- 海軍研究所(NRL)バイオ/分子科学工学センター(CBMSE)の研究者は、触れた殺虫剤や関連化学物質を
積極的に破壊する、新しいコスト効率が高く自己浄化する極薄の材料被膜を開発した。この被膜は、即
座に毒素を中和し、危険な残留物を残さない。軍関係者や民間人のための防護服利用にとり理想的であ
る。 
NRL Develops Self-Cleaning 'Smart' Fabrics 
http://www.nrl.navy.mil/pressRelease.php?Y=2005&R=27-05r 
 
9. IBM と EPFL は認識知能の解明で協力(2005/06/06) 
- IBM のブルージーンスパコンは、脳の複雑なディジタル 3D モデルを作り出すという、重要な科学的
挑戦に取り組む。 
IBM and EPFL Join Forces to Uncover the Secrets of Cognitive Intelligence 
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2005-06/epfd-iae060305.php 
 
10. NIST のフォトン検知器は効率記録を達成(2005/06/02) 
- 88 パーセントの効率で、単一フォトンを検知し計数するセンサーが国立標準技術研究所(NIST)の物理
学者によって実証された。この記録的効率は、通信経路のプライバシー保証で も安全な方法であると
知られている、実用的な量子暗号システムに使用可能な信頼性ある単一フォトン検知器開発に向けた重
要なステップである。 
NIST Photon Detectors Have Record Efficiency 
http://www.nist.gov/public_affairs/techbeat/tb2005_0602.htm#photon 
 
11. 自己配線スパコンは利口でコンパクト(2005/05/31) 
- 異なるソフトウェア問題に取り組むために、それ自体を再構成できるハードウェアから作られた実験
用スパコンがスコットランドの研究者により構築された。英国エディンバラ大学エディンバラ並列計算
センターで建築中のこのシステムは、従来のマイクロプロセッサーの代わりにフィールドプログラマブ
ル・ゲートアレイ(FPGA)チップを使用する。FPGA チップはそれぞれ、異なるタイプの回路へ電子的に
構成できるプログラマブル論理ゲートブロックから成っている。 
Self-Wiring Supercomputer is Cool and Compact 
http://www.newscientist.com/article.ns?id=dn7448 
 
Ⅲ EV：環境 
 
1. 火山がバクテリアを利用して気温を下げる(2005/06/09) 
- 英国オープン大学の研究成果。火山の噴火後、噴煙中の二酸化硫黄が雨に溶け酸性雨となって湿地に
降り注ぐと、硫黄を養分とするバクテリアの勢力が増し、メタンを排出するバクテリアを凌駕する。そ
の結果、湿地から大気中に排出されるメタンが減少し気温の上昇が抑制される。今後研究者は、噴火に
よる間接的な地球温暖化抑制効果の実態を詳しく把握する。 
Volcanoes Cool Climate through Bacteria 
http://www.nature.com/news/2005/050606/full/050606-14.html 
 
2. 環境政策の統合には改善の余地あり(2005/06/09) 
- 欧州環境局（EEA）は技術レポート「欧州における環境政策の統合」を発行。欧州連合（EU）では
1973 年以降、環境分野の政策を他分野に統合することが重要課題となっている。本レポートでは EU 域
内と加盟各国の政策統合を評価するための共通枠組みを提案。政策上の公約、リーダーシップ、進捗状
況のモニタリング等 6 項目が成功の鍵を握ると指摘。 
Room for Improvement in Environmental Policy Integration 
http://org.eea.eu.int/news/Ann1118298498 
http://reports.eea.eu.int/technical_report_2005_2/en/Tech_2_2005_web.pdf 
（レポート全文：PDF 形式、1,367KB、69 ページ） 
 
3. 米国 DOE、気候変動対策技術の商業化を前進させる(2005/06/09) 
- 米国 DOE は炭素隔離技術の開発促進に 1 億ドルを拠出することを発表した。2012 年までに温室効果
ガスを 18%削減することを目指すブッシュ大統領の気候変動イニシアチブの一環。7 件のプロジェクト
が選定されており、今後 4 年間、DOE から 200～400 万ドル／年の出資を受けて炭素隔離技術の実地試
験と地域適合性の評価を行う。 
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Department of Energy Advances Commercialization of Climate Change Technology 
http://www.energy.gov/engine/content.do?PUBLIC_ID=18031&BT_CODE=PR_PRESSRELEASES&
TT_CODE=PRESSRELEASE 
 
4. 環境に優しい先進 8 ヶ国首脳会議－英国はアフリカでの CDM で CO2 排出量相殺を目論む
(2005/06/05) 
- 2005 年 7 月の先進 8 ヶ国首脳会議（G8）は英国が議長国を務めるが、関連する諸会合や航空機等によ
る国内外の移動で CO2 の排出量は合計 4 千トンに達する見込み。政府は、南アフリカで実施するクリ
ーン開発メカニズム（CDM）によってこの排出量を相殺する。拠出金額は約 5 万ポンド、ケープタウン
を拠点に低所得者層の住宅に太陽熱温水器や天井断熱を導入する。 
The Green G8 Presidency - African Project to Benefit from UK Offsetting of Carbon Dioxide 
Emissions 
http://www.defra.gov.uk/news/2005/050605a.htm 
 
5. 有害化学物質の管理を行う新しいソフトウェアツール(2005/05/31) 
- 国連環境計画（UNEP）が運営するバーゼル条約事務局は、「PCB インベントリー並びに管理計画支
援ツール（DST）」を開発した。有害物質である PCB の排出量目録（インベントリー）作成の他、国や
地方自治体が PCB の関連データを収集・整理し、廃棄計画や越境汚染防止策を立案する上での支援を
行うソフトウェア。英語・フランス語・スペイン語版を希望者に無償で配布する。 
New Software "Toolkit" for Control of Hazardous Chemicals 
http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=433&ArticleID=4803&l=en 
 
6. 2003 年、売上高 20 億ユーロを超え成長し続けるフィンランドの環境技術産業(2005/05/30) 
- フィンランド統計局によれば、2003 年、国内の環境技術産業部門の売上高は約 21 億ユーロ、同部門
の雇用者数は約 9,000 人と 5 年前から横ばい状態にも関わらず、1990 年代後半以降の成長率は約 16%
であった。売上高に占める割合が 40%と も高かったのは大気・気候保全の関連技術であった。また統
計によれば、国内には約 300 の環境技術関連企業が存在する。 
Turnover of Environmental Technology Already Over EUR 2 Billion 
http://www.environment.fi/default.asp?contentid=134359&lan=en 
 
Ⅳ NT：ナノテクノロジー 
 
1. 世界最小の歯ブラシは毛細管をきれいに洗浄(2005/05/12) 
- レンセラー工科大学の研究者が、非常に小さな表面を清潔にすることができるナノ寸法の歯ブラシを
開発した。何百万ものカーボンナノチューブから作り上げられたこの微小ブラシは、人間の髪の毛より
細い毛細管の内部を塗装することさえも出来る。このブラシは炭化ケイ素ファイバー基板から成り、カ
ーボンナノチューブが歯ブラシのように一列の剛毛として成長している。ブラシ径の大きさは数マイク
ロメーターである。 
World's Smallest Toothbrush Scrubs Capillaries Clean 
http://www.newscientist.com/article.ns?id=dn7507 
http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/4085214.stm 
 
2. ナノチューブで作られた携帯電話コンピューターの世界最速データ送信法(2005/05/09) 
- UC アーヴィン校の研究者は、カーボンナノチューブがチップ上の電気信号を従来の銅あるいはアルミ
線より速い 10GHz 以上の高速度で送ることができることを初めて実証した。このブレークスルーは、
より速くより効率的なコンピューターそして向上したワイヤレスネットワークおよび携帯電話に結び付
き、ナノテクノロジーの革命的な可能性への期待を高める。 
World's Fastest Method for Sending Data in Cell Phones, Computers Created with Nanotubes 
http://today.uci.edu/news/release_detail.asp?key=1337 
 
3. ナノスタンプに成功(2005/05/09) 
- MIT およびバージニア・コモンウエルス大学の研究者は、彼等の超分子ナノスタンプ印刷技術がナノ
デバイスの大量生産を可能にすると考えている。この方法は、パターンを複製するために DNA ハイブ
リダイゼーションを利用した 3 ステップ工程で、40nm 未満の解像度がある。マイクロアレイ当たりの
コストは以前の 10 分の 1 の 50 ドルに低下した。 
Nano-Stamping Makes Its Mark 
http://www.nanotechweb.org/articles/news/4/6/7/1 
 
4. ガラス状金属は圧力下で好ましい性能(2005/05/09) 
- アモルファス金属と呼ばれる斬新な合金は、やがて、通常の金属の強さおよび電気伝導率にプラスチ
ックの万能性と低価格性とを組み合わせるであろう。ドイツのダルムシュタット技術大学と北京の中国
科学院のチームは、銅基盤合金に適量のアルミニウム原子を加えることによって、圧力下でより強度が
増加する 初のアモルファス材料を産み出した。超強度と超順応性の両方の特性を持つアモルファス金
属が物理的に可能かもしれないことを示唆している。この超高強度材料は、鋼のように、圧力下で軟化
するよりむしろ強度が増加する 初のアモルファス金属である。 
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Glass-Like Metal Performs Better Under Stress 
http://focus.aps.org/story/v15/st20 
 
5. ピッツバーグ大学は運動中の電子波を初めて観測(2005/05/09) 
- 光がナノ寸法金属粒子を照らす時、金属表面上に表面プラズモンとして知られる電磁界を励起し、そ
の電子を波で振動させる。ピッツバーグ大学の研究者は、従来の技術より 1 兆倍も高い解像度で、初め
てプラズモンの移動を観察することを可能にする顕微鏡技術を実証した。 
Pitt Researchers See Electron Waves in Motion for First Time 
http://www.umc.pitt.edu:591/m/FMPro?-db=ma&-lay=a&-format=d.html&id=2086&-Find 
 
6. 3D ナノ材料(2005/05/06) 
- ブルックヘブン国立研究所、中央ミシガン大学およびミシガン州立大学の研究者は、より効率的な太
陽電池およびバイオセンサーならびに薄型テレビ/コンピューターディスプレイを含む様々な現実世界
の応用に非常に有望な材料の 3 次元分子構造を決定した。この材料はポリマーナノ化合物で、独特な有
機ポリマーと無機領域から成り、1 ナノメーターのオーダーの寸法を持つ化合物構築ブロックへ自然に
自己組織化する。この基本構築ブロックは、統合するとバルク材を形成する。 
A Nanomaterial in 3-D 
http://www.bnl.gov/bnlweb/pubaf/pr/PR_display.asp?prID=05-X9 
 
7. DNA ナノチューブ(2005/06/06) 
- フロリダ大学で、ほとんど完全に DNA から作られた、初めての層状ナノチューブが合成され特徴化
された。一連の DNA 鎖のハイブリダイゼーションによって、ナノチューブ内の DNA 層は繋ぎ合って
いる。加熱された時にナノチューブは分解し、単一 DNA 鎖を放出する。ほとんど全部が DNA で作ら
れたこの DNA ナノチューブは遺伝子治療に役立つかもしれない。 
DNA Nanotubes 
http://pubs.acs.org/cen/news/83/i23/8323notw8.html 
 
8. 光を制御する(2005/06/03) 
- 光がガラスや水のような媒体に入ると、光は速度を落とし、その速度はその材料に依存する。しかし
ながら、新しい方法で光速度をコントロールできることが計算された。ギャップを持つ一連の金属片が、
平坦なガラス板のように働き、その光速度は材料ではなく細片の寸法に依存することが見つけられた。
ギャップを狭くすることによって、従来のどのような材料よりも光を遅くする構造を作ることが提案さ
れている。 
Putting the Reins on Light 
http://focus.aps.org/story/v15/st19 
 
9. 金属ナノワイヤーの電子ビーム彫刻(2005/06/03) 
- イリノイ大学アーバナ・シャンペン校は、電子ビーム彫刻ナノ組み立て技術が、約 3nm の分解能を持
った構造の彫刻を可能とすることを報告した。これは、典型的には約 20nm の電子線リソグラフィの通
常の分解能よりはるかに良い。 
Electron-Beam Sculpting of Metallic Nanowires 
http://www.nanotechweb.org/articles/journal/4/6/2/1 
 
10. 量子ドットが単一フォトン源を作り出す(2005/06/03) 
- 量子通信やコンピューティングの実験は、1.3μm の遠距離通信ウィンドウの半導体単一フォトン源の
開発で、はるかに容易になった。 
Quantum Dot Creates Single Photon Source 
http://www.nanotechweb.org/articles/news/4/6/4/1 
 
11. ポリマーがナノエレクトロニクス生産のために協力(2005/06/02) 
- ウィスコンシン大学マディソン校、韓国先端科学技術研究所およびスイスのポール・シェレル研究所
の研究者は、ポリマーの混合物を利用したシリコンパターン化のハイブリッド方法を見つけ出した。
先端露光ツールと共に使用して自己集合材料が、現在の製造方法を 10nm より小さな寸法へ拡張するこ
とを可能にするかもしれない。この技術は、ディブロック共重合体と 2 つの構成ホモポリマー付加物を
含んだ混合物を使用する。シリコン基板の化学的に修飾された領域上への、ポリマー混合物のパターン
化は、非常に精細な特徴サイズを作り出している。 
 
Polymers Team Up for Nanoelectronics Manufacturing 
http://www.nanotechweb.org/articles/news/4/6/3/1 
 
12. 分解能の新しい法則は蛍光顕微鏡に未曾有の鮮明さを可能とする(2005/06/02) 
- ドイツ、ゲッチンゲンのマックス・プランク生物物理化学研究所の研究者は、蛍光顕微鏡の無制限の
光学分解能を可能とする新しい法則を確立した。 
New Law for Resolution Allows Unprecedented Sharpness in Fluorescence Microscopy 
http://www.mpg.de/english/illustrationsDocumentation/documentation/pressReleases/2005/pressRe
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lease20050602/ 
 
Ⅴ EN：エネルギー 
 
1. 米エール大学の調査で多くの米国市民がエネルギー政策の新しい方向性を求めていることが判明
(2005/06/09) 
- 米エール大学は国内の成人 1,000 名を対象に政府のエネルギー政策に関する意識調査を実施。その結
果、回答者の 92%が石油の高い輸入依存度を懸念しており、86%が再生可能エネルギー分野の研究に多
額の投資を望んでいる。また、太陽エネルギー発電設備の増設に賛成する回答者は 90%、風力発電に関
しては 86%であった。 
Yale Poll Reveals Overwhelming Public Desire for New Energy Policy Direction 
http://www.yale.edu/envirocenter/enviropolljune05final.pdf 
 
2. 低迷と活況を繰り返すブラジルのバイオ燃料(2005/06/08) 
- 1980 年代中盤、ブラジル政府は石油依存度を低下させるためアルコール燃料の生産を振興した。その
結果 1985～1986 年には国産自動車の 75%以上がアルコール燃料仕様車として製造されたが、石油価格
の低下等で状況が一変、1997 年にはその割合がわずか 0.06%となった。その後、政府は汚染物質の排出
削減という観点からアルコール燃料仕様車の税率を引き下げ、現在ではアルコール・石油の両方を利用
できる新世代の車両がシェアを伸ばしつつある。 
The Rise, Fall and Rise of Brazil's Biofuel 
http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/4581955.stm 
 
3. 地中海沿岸地域における太陽エネルギー発電設備の大きな可能性(2005/06/07) 
- ドイツ航空宇宙センターは「地中海地域に太陽エネルギー発電設備を集中させる」という研究レポー
トを発表。地中海地域並びに中東の 26 ヶ国では 2050 年までに電力需要が約 3 倍になる見込み。この地
域では再生可能エネルギーの中でも特に太陽熱発電が有望視されている。ドイツが当該分野の先進技術
を提供し、この地域から電力を輸入すれば両者にメリットがある。 
Great Potential for Solar Power Plants in the Mediterranean 
http://www.german-renewable-energy.com/www/main.php?tplid=6&aktuell_id=92&PHPSESSID=ab
949570749cfc77fc4e04bbd279de10 
http://www.dlr.de/tt/MED-CSP/Executive%20Summary/MED-CSP_Executive_Summary_Final.pdf 
（英語版のレポート概要：PDF 形式、853KB、18 ページ） 
 
4. 米国環境保護庁（EPA）、カリフォルニア／ニューヨーク／コネチカット各州に対し改質ガソリンの
使用基準を堅持(2005/06/02) 
- 米国では 1990 年の「大気汚染防止法（Clean Air Act）」に基づき、改質ガソリン（RFG）の使用並び
に RFG の重量の 2%に相当する含酸素添加剤の使用が義務付けられた。ほとんどの州では含酸素添加剤
として MTBE（メチル・ターシャリー・ブチルエーテル）を用いているが、カリフォルニア／ニューヨ
ク／コネチカットの各州は MTBE が水質を汚染するとして使用を禁止している。3 州は EPA に対し含
酸素添加剤の使用義務撤回を求めていたが、EPA はこの陳情を退けることを決定。 
EPA Upholds Reformulated Gas Requirement in California, New York, and Connecticut 
http://yosemite.epa.gov/opa/admpress.nsf/b1ab9f485b098972852562e7004dc686/51bb348c6569e2aa
85257014006059da!OpenDocument 
 
5. 環境に優しいディーゼル：植物から交通機関向けの液体燃料を生産する新プロセス(2005/06/02) 
- 通常、トウモロコシからエタノールを生産する際に必要となるエネルギーの 67%は発酵の過程で消費
されている。米国ウィスコンシン大学マディソン校工学部は、植物由来の炭化水素から 4 段階の触媒反
応を経て、硫黄分の少ない液体アルカンを生産するプロセスを開発した。加熱や蒸留をしないため従来
の手法に比べ、同量の原料から 2 倍のエネルギーを得ることができる。 
Green Diesel: New Process Makes Liquid Transportation Fuel from Plants 
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2005-06/uow-gdn052505.php 
 
6. 燃料の多様化がエネルギーの未来を左右する(2005/05/31) 
- 英国政府の諮問機関、科学技術委員会（CST）はエネルギー源の移行と気候変動対策についての提言
を記載したレポート「英国の電力供給戦略」を発行。原子力エネルギーは選択肢として残し、炭素隔離
と波力発電に重点を置くこと、再生可能エネルギー源に関する政府の研究開発投資を行うこと等、様々
な提言を記載。 
Diverse Fuels Key to Energy Future 
http://www.gnn.gov.uk/environment/detail.asp?ReleaseID=157958&NewsAreaID=2&NavigatedFro
mDepartment=False 
http://www.cst.gov.uk/cst/reports/files/energy/report.pdf 
 
Ⅵ PL：政策 
 
1. 環境政策の統合には改善の余地あり(2005/06/09) 
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- 欧州環境局（EEA）は技術レポート「欧州における環境政策の統合」を発行。欧州連合（EU）では
1973 年以降、環境分野の政策を他分野に統合することが重要課題となっている。本レポートでは EU 域
内と加盟各国の政策統合を評価するための共通枠組みを提案。政策上の公約、リーダーシップ、進捗状
況のモニタリング等 6 項目が成功の鍵を握ると指摘。 
Room for Improvement in Environmental Policy Integration 
http://org.eea.eu.int/news/Ann1118298498 
http://reports.eea.eu.int/technical_report_2005_2/en/Tech_2_2005_web.pdf 
（レポート全文：PDF 形式、1,367KB、69 ページ） 
 
2. 刊行物案内:エネルギー情報局(EIA) 発行:｢米国エネルギー効率化政策の部分評価書｣(2005/06/08) 
Assessment of Selected Energy Efficiency Policies 
http://www.eia.doe.gov/oiaf/servicerpt/aseep/pdf/sroiaf(2005)03.pdf 
 
3. 欧州：ライフサイエンスの主要プロジェクト(2005/06/07) 
- 欧州委員会(EC)研究総局の『所要プロジェクト･ライブラリ』が更新された。健康に関するライフサイ
エンス、ゲノミクス、バイオテクノロジー等に関するプロジェクトが、統合プロジェクト(Integrated 
Projects)、優良ネットワーク(Network of Excellence)を合わせて 50 以上となった。新たにエントリー
されたのは、MolTools(マイクロアレイをベースにした 新式分子分析ツール開発プロジェクト )、
Eurosca(脊髄小脳失調研究プロジェクト)、Apopis(神経変性障害の病因となる異常タンパク質研究プロ
ジェクト)等。 
Life Sciences, Projects, Major Projects in the Life Sciences 
http://europa.eu.int/comm/research/headlines/news/article_05_06_07_en.html 
http://europa.eu.int/comm/research/fp6/projects.cfm?p=0(欧州委員会の Major Projects Library サイ
ト) 
 
4. トップ研究者に研究創造性と革新に関する検討を求める調査(2005/06/06) 
- 誰が、ヒト遺伝学やナノテクノロジーの分野において も革新的で も重要な研究を行っているか。
1,200 人の主導的研究者、企業研究者、編集者および研究計画管理者が 6 月に受け取る調査を通して、
米国とヨーロッパの研究者チームはこの質問を受ける。 
Survey Seeks Top Scientists for Study of Research Creativity and Innovation 
http://gtresearchnews.gatech.edu/newsrelease/crea.htm 
 
5. 刊行物案内:欧州委員会(EC)発行:｢エネルギー・運輸年鑑｣(2005/06/03) 
2003 Annual Energy and Transport Review 
http://www.europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport/figures/energy_review_2003/doc/part_1.pdf 
 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
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