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【ニュースフラッシュ】 

米国－今週の動き(07/07/05～07/20/05) 

NEDO ワシントン事務所 

Ⅰ 新エネ･省エネ 
6 月／ 
29：エネルギー省、燃料電池研究開発の公募を開始 

エネルギー省（DOE）は、燃料電池関連研究開発に関する二種類の提案公募を発表。一つ目は、
固体酸化物燃料電池(SOFC)に関するもので、素材・パイロットシステムの研究開発（2 年間、最
大 248 万ドル）と水素・電気の共同製造技術実証試験（2 年間、最大 248 万ドル）の二つの技術課
題に取り組む。もう一つは、高温(120℃)及び低湿度(25-50%)で機能する高分子電解質膜（PEM）
の開発に係るもので、新 PEM 素材の研究開発（5 年間、約 1,500 万ドル､最大 10 件）と高温・低
湿度膜に関する先導的プログラム研究開発（5 年間、約 250 万ドル）に取り組む。(DOE News 
Release) 
 

7 月／ 
5：エネルギー省、北京に事務所設置 

6 月 30 日、米中エネルギー政策対話第 1 回会合がワシントンで開催された際、米国エネルギー省
（DOE）Samuel Bodman 長官は在中国北京米国大使館内に DOE のオフィスを設けることとした
と発表。当該事務所はエネルギー・原子力安全保障分野における DOE の協力活動の指導・支援を
行い、エネルギー効率向上やエネルギー供給の多様化、クリーンエネルギー技術利用の拡大、原子
力安全保障の増進に向けた相互努力などの促進をめざす。(DOE News Release (6/30); Renewable 
EnergyAccess.com) 
 

5：米国陸軍、IdaTech 社と実施中の携帯用燃料電池プロジェクトを継続 
米国陸軍は、燃料電池企業 IdaTech LLC 社との間で新たな契約を結んだ。この契約は 2004 年から
の契約の継続で、同社は、軍事プログラムにおいて人間が携帯可能な 250W クラスの統合型水素イ
オン交換膜(PEM)燃料電池システムの開発改良を行う。同システムは、搭載・一括型液体燃料改質
器をエネルギー源として用い、10 キログラムに満たない軽量小型の燃料電池システムとなる見込
み。(IdaTech LLC)  
 

5：農務省(USDA)、連邦調達向けバイオベース品目を初めて指定 
米国農務省(USDA)は 7 月 5 日、2002 年農場法により創設された「連邦バイオベース製品優先調達
プログラム」のもとで、全連邦政府省庁が優先的に調達する対象となりうるバイオベースの品目を
初めて指定する規則を提案。提案された規則において指定されたバイオベースの品目は、可動式設
備の作動液、ウレタン製屋根の被覆剤など 6 品目。今次提案は 2005 年 9 月 6 日まで、パブリック
コメントを受け付け。(USDA News Release)  
 

5：コーネル大他研究者、穀物由来のエタノール等はエネルギー収支がマイナスと結論 
とうもろこし、大豆、ひまわりなどの植物由来のエタノールやバイオディーゼルは、実はエネルギ
ーを節約するのではなく浪費しているという結論を、コーネル大の David Pimental 教授及びカリ
フォルニア大バークレー校の Tad W. Patzek 教授が新たな研究結果として主張。穀物の生産やエタ
ノールの発酵･蒸留に必要なエネルギー（消費者向け補助金や、環境コスト等は含まず）のほうが、
エタノール、バイオディーゼルから得られるエネルギーより大きく、結局化石燃料の消費をより必
要としてしまう。Pimentel 教授によれば、バイオマスは熱エネルギーの生成には効率的だが、液
体燃料の製造には非効率的。政府支援は、エタノール製造よりも、太陽光、風力、バイオマス燃焼、
水素等から電力を得る技術に向けたほうがよいとのこと。 (Cornell University)  
 

6：カナダ、エタノールプラントに更なる資金供与 
カナダは、第 2 期エタノール拡大計画のもとに総額 4600 万カナダドルの資金供与を発表。この資
金は 5 つのエタノールプラントの建設・拡張を可能とするもの。この５プロジェクト及び、第 1
期計画で承認されたプロジェクト（6 件、7200 万加ドル）をあわせれば 2007 年末には年間エタノ
ール燃料生産高が 12 億リットルになることとなる。このため、カナダの年産エタノール生産高は
2007 年までには 14 億リットルとなり、国としての気候変動に係るエタノール製造目標を 2 年ほど
前倒しで達成可能。 (Natural Resources Canada)  
 

7：エネルギー省、大学石炭研究グラントの受賞者を発表 
エネルギー省（DOE）Samuel Bodman 長官は、7 月 7 日、大学石炭研究プログラム（学生－教師
間の研究に対するグラントで、1979 年の創設以来累計で 1.16 億ドル）に基づく研究グラント 300
万ドルの受賞者を発表。今年は 15 の州にまたがる 19 の大学が、「主要プログラム」、「革新的概念
第 1 期プログラム」、｢革新的概念第 2 期プログラム｣の 3 主要分野において受賞。受賞 19 プロジ
ェクトのうち、5 つは化石燃料ベースの原料から水素を製造する研究に関連。(DOE Press Release)  
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11：輸出入銀行、再生エネルギー関連輸出プロジェクト向けに 15 年償還期間を提案 

米国輸出入銀行（Ex-Im Bank）は再生エネルギー関連輸出に関し、従来より好条件の輸出金融期
間の提供を公表。再生エネルギー関連の一定の案件には 15 年の融資償還期間を認めるというもの。
この新償還期間は、Ex-Im Bank が経済協力開発機構（OECD）との間で合意に達した後に公表さ
れた。新条件は、とりわけ世界中で急速な成長を経験している太陽エネルギー産業界には朗報。こ
の新償還期間は､2005 年 7 月 1 日から始まる 2 年間、試行的に有効なものとなる。(Ex-Im Bank)  
 

14：エネルギー省、国内自動車業界（USCAR）と高エネルギー効率車の開発に係る新協力へ 
エネルギー省(DOE)は７月 14 日、米国自動車研究評議会(USCAR)との間で、電気自動車・ハイブ
リッド電気自動車・燃料電池自動車用途の先進・高性能バッテリーの研究開発に関する新たな 5 年
契約を結んだと公表。契約金合計額は最高 1 億 2,500 万ドルで、業界（USCAR の先進バッテリー
コンソーシアム）と DOE（FreedomCAR プログラム）がこの費用を共に負担の予定。もともと両
者は 5 月には燃料効率向上のための軽量･高強度の自動車材料開発に最高 7,000 万ドルかける研究
開発契約を結んでおり、今次契約により 5 年間で総額 1 億 9,500 万ドルの自動車技術開発投資とな
る可能性がある。(DOE)  
 

15：ニューハンプシャー州、再生エネルギー開発促進へ 
John Lynch ニューハンプシャー州知事（民主党）が、州内での再生可能エネルギー資源の開発を
推進するインセンティブについて検討する委員会を設立する法案に署名。委員会は 2005 年 11 月 1
日までに評価及び報告を完了予定。この委員会の検討は第一ステップとして、さらに多くの法律が
制定され、究極的に何らかの再生可能エネルギー使用基準(RPS)が確立される可能性がある。ニュ
ーハンプシャー州は東北部で RPS のない唯一の州。これまでは再生可能エネルギーの伝統的支持
者ではなかった。(Renewableenergyaccess.com) 
 

 
Ⅱ 環 境 
6 月／ 
20：商務省技術局、電子廃棄物の技術リサイクルが議会の関心を集める 

5 月 24 日、下院の超党派グループが電子機器リサイクルに関する議会作業部会を新設。深刻さを
増す電子廃棄物問題の解決策の模索と議員への啓蒙が目的。議会でコンセンサスを形成しようとす
る分野は、電子部品の収集と管理、対象にする製品の範囲の定義、各種のプログラムや活動への資
金調達、業界の自主的なリサイクル活動を促すインセンティブの形成等。発表に続いて、Benjamin 
Wu 技術政策担当次官補は、今後の技術リサイクリング法案の議会審査に貢献する意図から、コン
ピュータ・リサイクリングに関する報告書を商務省技術局が刊行する計画を発表。 (TA Press 
Release)  
 

27：CCSP と NRC、気候関連研究活動の助言・評価のためのレビュー委員会創設に合意 
米気候変動科学プログラム(CCSP)と全米研究委員会(NRC)が CCSP 戦略プランの実施に独立の立
場からアドバイスを提供する新たな NRC 委員会を設立することに合意。同委員会の今後 3 年間の
主眼は、所定の目標実現に向けた CCSP の進捗状況の測定、研究に関する指令を実践する戦略の
評価、重点的に実施すべきプログラムの特定、そして CCSP の戦略プランに概説されている CCSP
による意思決定支援資料の作成の評価。(CCSP Press Release)  
 

30：環境保護庁－自動二輪車の排出試験に国連基準の採用を提案へ 
環境保護庁（EPA）は、自動二輪車の排気試験に関し、2006 年から新規則を採用するとの提案を
発表。新規則は、最近の国連の世界自動車規制整合化フォーラムにおいて、加・中・仏・独・米・
日等が協力して作成された試験基準に添ったもの。排出制御技術の製造業者や自動二輪車の乗り手
などの意見も踏まえ、最新の検査技術を採用し、現実の運転条件を正確に反映した基準である。新
規則は、既存の自動二輪車には適用されず、最終的基準の採用後のモデルに適用される。(EPA Press 
Release) 
 

30：会計検査院(GAO)、添加剤混合燃料の効果に関する報告書発表 
政府会計検査院(GAO)は、添加剤混合ガソリンについて、その使用状況、大気の質への影響、ガソ
リン供給や価格への影響といった基本的な問題に答えるための研究を実施。研究結果によれば、
2004 年夏時点において、全米で 11 種類の添加剤が使用され、多くは散在する大都市圏内で使用。
モデル上は、添加剤混合ガソリンを用いたほうが大気汚染が少なくなるにもかかわらず、実車ベー
スでその排出削減への貢献度を他要因と分離して定量化するのは困難。また、散在した地域でのみ
同ガソリンが使用される場合は、輸送や運搬を他と分離する必要があるため、効率が下がり、コス
トが上がると指摘。(GAO)  
 

7 月／ 
1：自発的ナノテク規制を検討する環境保護庁(EPA) 

米国科学振興協会（AAAS)は、6 月 23 日に環境保護庁(EPA)が主催した、ナノ材料開発企業から
製造物質の内容・量・労働者の潜在的暴露量に関する情報に係る自発的報告を求めようとする試験
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的制度を作るとの同庁提案に関する公開会合の状況を、サイエンスの 7 月 1 日号に報告。環境保護
主義者・健康主義団体は、自発的プログラムは新たな化学品の危険から人々を保護するには不十分
との主張文書を会議前に公表。一方、製造企業は、ナノ粒子の潜在的危険性についての知見が極め
て少ないことを理由に、EPA の当初案は適切との見解。ほとんどすべての関係者が、もっと多く
の情報が必要とし、また多くの団体がナノ粒子の毒性及び健康に関する研究にもっと資金を投じる
べきと主張。(Science)  
 

6：ブッシュ大統領、人間活動が温暖化を招くと認めつつ、「ポスト京都」戦略を呼びかける 
スコットランドで G8 会合が開催される 1 日前、ブッシュ大統領は地球温暖化問題に関し、初めて
人間活動が気温上昇に貢献していることを認めた。しかしながら大統領は、サミットの結論として
排出量削減を求めるような気候変動関連計画を米国が支援することには疑問を投げかけ、京都議定
書に反対する立場を繰り返した。ブッシュは「ポスト京都時代」に向けて、代替エネルギー開発へ
の更なる投資を呼びかけた。ロンドンへの爆破攻撃があったため、気候変動関係の声明発表は当初
予定より 1 日遅い 7 月 8 日となった。(Greenwire)  
 

8：G8 の行動計画はクリーンエネルギー投資を奨励する 
G8 最終日に、主要国代表等は温暖化ガス削減と地球温暖化対策の行動計画を発表。共同声明では、
「我々は、化石燃料エネルギーの需要・使用の増大やその他の人間活動が多くの点で地球表面の温
暖化を伴う温暖化ガスの増加に貢献するということを認識している」と述べた。同文書は、クリー
ン・エネルギー技術への投資を支持し、また中国・インドなど、発展途上国との「対話」形成を奨
励する一方、京都議定書についてほとんど言及がない点が特徴。会議後、ブレア英首相は発展途上
国の関与の必要性を言及したが、中国の胡主席は、気候変動問題に関してはＧ8 及び先進国が引き
続き先頭に立つように求めた。ブレア首相は、11 月 1 日から英国で、気候変動に関する会議を開
催する計画を発表。(Greenwire) 
 

8：G8 サミット、環境問題委員会（CEQ）議長は成功とし、環境主義者は不快感 
G8 サミットの気候変動行動計画に対して、多くのグループから賛否両様の反応が聞こえている。
環境問題委員会(CEQ)の Jim Connaughton 議長らホワイトハウス関係者は、クリーンエネルギー
技術への支援と途上国との間の「対話」が盛り込まれたことを歓迎。一方、環境主義者は同計画が
温暖化ガス排出量に関する上限設定についての支持を書き込まなかったことについて、事態の緊急
性を理解していないのではないかと立腹している。しかしながら、ブレア首相が気候変動が優先課
題としたことにより、同問題に関する一般の認識が向上したことをよしとする意見もある。 
(Energy & Environment Daily)  
 

11：環境主義者、環境保護庁（EPA）の発電所水銀放出規制を差し止めるべく提訴 
環境主義者は、環境保護庁（EPA）が最近公表した水銀規制の執行を差止めるべく、連邦裁に対し
提訴。「水銀に関しては、大気浄化法に基づき、火力発電所は最大限達成可能な制御技術を導入す
べき」とのクリントン時代の決定をブッシュ政権が覆したのは、法的権限の逸脱だとした。彼らに
よれば、本請求は、EPA が不合理にも水銀を有毒物質リストから外し、その結果公衆の健康リス
クが生ずるなど、裁判所が｢差し止め｣を認めるに必要な 4 つの条件を満たすとの由。連邦裁が行政
府規制の執行差止めを命じるのは稀だが、大気浄化法関係では、過去 10 年に 2 例ほど事例あり。
(Greenwire) 
 

12：環境主義者と産業界、それぞれ環境保護庁（EPA）のクリーンエア州間規定（CAIR)を提訴 
電力業界の 12 の請願者が、環境保護庁（EPA）のクリーンエア州間規定(CAIR)を連邦裁判所に提
訴。この提訴は、EPA が CAIR の下に汚染クレジットを割り当て、特定地域・特定工場の排出に
上限を課すおそれがあると懸念。一方、環境保護主義者もノースカロライナ州とともに CAIR を提
訴。この提訴は CAIR の執行阻止が目的ではないが、CAIR のクレジット取引システムが予期され
る結果をもたらさないのではないかと主張。CAIR は、ブッシュ政権がこの 3 年間以上議会で進捗
を見せない「クリアスカイ法案」の代替案としてこの 3 月に発表した規則で、市場取引制度を通じ
て、発電所からの 2010 年、2015 年の SO2,NOx 放出量上限を厳しくしようとするもの。(Greenwire; 
Environment and Energy Daily (7/11)  
 

13：ブッシュ政権は、10 億ドルかかるディーゼル排気法案を支持せず 
ブッシュ政権担当者は 7 月 12 日、上院クリーンエア・気候変動・公共事業小委員会において、デ
ィーゼル排気の削減に 10 億ドルの支出を認める｢2005 年ディーゼル排気削減法案｣について、政権
としては同法案の目的は賛同しうるものの費用がかかりすぎるため、これを支持しないだろうと述
べた。政権の反対にもかかわらず、本法案を導入した小委員会 Voinovich 委員長（共和、オハイオ
州）は、経済･環境面での便益は当面のコストを上回るとして法案の通過、さらには、個別独立の
法案としての成立を目指すとしている。上院環境･公共事業委員会の James Inhofe 委員長（共和、
オクラホマ州)は、来週には委員会全体で取りまとめ審議を行うと述べた。(Environmental and 
Energy Daily)  
 

15：東北 10 州で販売される電子製品に廃棄物手数料を課すことが提案される 
北東部リサイクル協議会(NERC)及び州政府協議会・東部地域委員会(CSG/ERC)が、北東 10 州の
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間で電子廃棄物(e-waste)管理のための統一的な法案を公開。手数料の金額は明記されていないが、
負担は製造業者に課すことを宣言。対象は、カドミウムを含有する集積回路抵抗器及び半導体、鉛
を含有するコンピュータモニター及び集積回路基板、集積回路基板及びプラスチック･カバー上の
臭化難燃剤。これまでカリフォルニア州、メイン州及びメリーランド州が電子廃棄物計画を採用し
たが、製造業者から資金を集めてリサイクル費用を賄うメカニズムが不統一で、さらに他州も独自
の電子廃棄物法制を検討中。米国電子工業会（EIA）の担当者は、まずは全国的な一貫性を検討す
べきで、その次に地域的なアプローチの検討とすべきと指摘。NERC 及び CSG/ERC は、今月後
半コネチカット州で法案に関する公開会合を開催予定。(Energy & Environment Daily) 

 
 
Ⅲ 産業技術 
6 月／ 
27：会計検査院、国防総省の技術移転プログラムを検査 

政府会計検査院(GAO)は最近、国防総省（DOD）の小規模プロジェクトを扱う３つの技術開発・
移転関連プログラムの検査（2005 年度予算は総額 6400 万ドル）を実施。検査対象は①防衛調達チ
ャレンジプログラム（調達を通じた DOD 内外の技術移転に焦点、実績 30 件、3 年以内）、②技術
移転イニシアティブ（軍隊のオペレーション能力向上のための新技術導入に焦点、実績 21 件、2-4
年。）、③早期対応基金（即時・新規開発が必要とされる戦闘員ニーズに焦点、実績 17 件、6－12
ヶ月。）の３つ。GAO は影響度評価は時期尚早と述べているが、報告書は、ターゲット設定は的確
と結論。長期的な成功度は同省のマネジメント次第。(SSTI Weekly Digest) 
 

7 月／ 
7：オレゴン大学、Voxtel 社と提携 

Voxtel 社がポリマーにナノ結晶(量子ドット)を埋め込んだ高速マイクロ波回路の開発のために、米
国空軍研究所から、2 ヵ年 750,000 ドルの中小企業革新研究(SBIR) 第 2 フェーズのグラントを受
領。オレゴン大学のオレゴン・ナノテクノロジー・アンド・マイクロテクノロジー研究所(ONAMI)
と材料化学研究所が、このプロジェクトで Voxtel 社の主要提携機関を務める。ニューヨーク州ト
ロイのエビデント・テクノロジーズ社もプロジェクトに寄与する予定。(Small Times; Voxtel Press 
Release(6/8)) 
 

7：米航空宇宙局（NASA）の衛星、海水位を計測･監視 
米航空宇宙局(NASA)の高官によれば、TOPEX/ポセイドン、ジェイソン、ICESat、GRACE とい
った重要な新型人工衛星や観測システムによって、海水位がどれほど急速に変化しているかが史上
初めて把握可能となる。TOPEX/ポセイドンはレーダーによる海洋面の特徴のマッピング､ジェイ
ソンは海面高の測定と海洋循環のモニター、ICESat は極域氷床とその地球全体の海水位変化への
寄与度の調査、GRACE は地球重力場のマッピングによる地球全体での水の動きの理解などにそれ
ぞれ貢献。前世紀には、海水位の直接測定は可能だったが、観測された変化値を真の変化と陸の上
下動による見かけの変化とに分けられなかった。今日では、陸の動きを除いた海水位上昇の速さを
より正確に予測可能。(NASA News) 
 

8：中小企業革新研究（SBIR）プログラム、ゆっくりと製造業指向に 
大統領府科学技術政策局（OSTP）、中小企業庁（SBA）及び行政管理予算局（OMB）は、2004
年 2 月の大統領命令第 13329 号に基づき、中小企業革新研究(SBIR)プログラムが、製造関連の研
究開発により高い優先度を置くべく、政策規定を書き改めつつある。しかしながら、「SBIR グラ
ントのうち何パーセントが製造関連プロジェクトに投じられればよいのか？」、「実際に個別のプ
ロジェクトが製造業関連かどうかを判断する上で鍵となる、「製造」関連用語の分類上の定義はど
う定めればよいのか？」といった多くの質問が依然として不明確であり、連邦政府は製造技術･プ
ロセスへ支援をどの程度真剣に考えているのか疑問。 (Manufacturing & Technology News) 
 

13：ブッシュ政権、研究開発支出の調整を要請 
ホワイトハウスは 7 月 8 日、政府の研究開発における優先度を特記するとともに、科学技術の優秀
性と指導性を維持するため、マネジメントとパフォーマンスを改善すべきことを強調した覚書を公
開。OSTP 局長と OMB 局長とが署名。同文書には、研究開発プログラムの中で優先度付けを行う
場合の一般的なガイドライン、省庁間の研究開発協力で予算要求時に特に焦点が当たる案件、各省
庁が研究開発プログラムの投資決定や管理を改善するために用いるべき研究開発投資クライテリ
アの再掲などが提示されている。(Washington Technology) 

 
 
Ⅳ 議会・その他 
6 月／ 
30：国立標準技術研究所（NIST）、新たなウェブサービスで外国技術基準を追跡 

国立標準技術研究所(NIST)が、「米国通報（Notify US）」という名前の新しいウェブ方式の通報シ
ステムを発表。同システムは、米国の輸出市場へのアクセスに影響を与える可能性のある、世界貿
易機構(WTO)メンバー国による技術基準や適合性評価手続きに係る提案について、情報提供を行う
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もの。利用者の関心国や関心産業領域に関連する規制の変更があると、電子メールでメッセージを
送り、利用者は、同システムから当該規制の全文を入手可能。(NIST Tech Beat) 

 
7 月／ 
7：エネルギー法案近況 

下院エネルギー商業委員会の民主党筆頭委員である John Dingell 上院議員（ミシガン州）が、下
院エネルギー法案の様々な条項が、州の権利と権限に影響すると指摘する書簡を各州知事に送付。
一方、上院では、7 月 1 日午後、エネルギー法案に関する両院協議会の上院側メンバーを 14 名指
名。下院の指名は未定。エネルギー省の Samuel Bodman 長官は、議会は 8 月休会の前にエネル
ギー法案をまとめて大統領に送るだろうとの楽観的見通しを述べた。他方、ロビイスト等は、最高
裁判所判事の指名の問題などの他の政治問題もあり、時間が限られていることから、エネルギー法
案の可決の成否はのるかそるかという状況になるだろうと述べている。  (Environment and 
Energy News PM(7/8,7/1); DOE (7/7)) 

 
13：エネルギー法案：ブッシュ、ドメニチ･バートン両委員長と面談、MTBE が引き続き焦点 

ブッシュ大統領は 12 日、上院エネルギー委員会 Pete Domenici 委員長と下院エネルギー商業委員
会 Joe Barton 委員長との間で会合を開催。大統領は依然として、協議会を 8 月上旬予定の議会夏
期休暇以前に完了させるよう主張。協議会は、下院メンバーが指名され次第、今週にも開始が期待。
協議会早期完了の最大の障害は、MTBE 問題。一案として、製造業者の責任を免除する代わり、
汚染サイト浄化のための信託基金を創設するとの考えがあるが、基金の規模が不透明なまま、2 週
間、特段の進展なし。他にも、再生可能エネルギー使用基準や洋上の石油･ガス資源調査等が論点
か。(Environment and Energy Daily) 

 
13：共和党議員、幹細胞に関する代替法案を提案 

上院与党院内総務の Bill Frist 他の共和党議員は、来週投票予定の幹細胞法制のリストに新しい法
案を付け加えようと画策。現在有力な Specter-Harkin 法案(下院第 810 号議案、上院第 471 号議
案)は幹細胞研究への連邦財政支援拡大を図るもので、下院を 238 対 194 で通過。しかし大統領は
胚幹細胞研究への連邦財政支援規制を弱める法案には拒否権を発動すると公言。これに対して
Frist らが推進する新法案は、受精卵を破壊することなく多分化能を持つ幹細胞を得るための新手
法に向けての研究を促進するもので、大統領生命倫理審議会が 5 月に発表した政策提言にも合致。
しかし、このような手法は科学的に立証されているわけではないため、幹細胞支持者からは、むし
ろ Specter-Harkin 法案への共和党支持をそらし、大統領の拒否権発動から法案を守るために必要
な 60 票の支持を減らしてしまうのではないかとの声も。(The New York Times) 

 
15：ナノ粒子が癌退治の薬をネズミの腫瘍細胞まで運ぶ、効果は高く毒性は低く 

ミシガン・ナノテクノロジー研究所の研究者は、動物実験を用いて、dendrimers と呼ばれる球状
ナノテク高分子が、腫瘍を標的として抗癌薬を直接運搬し、治療に効果的なデバイスとして利用可
能であると初めて示した。ミシガン大は、特定目標を持ったナノ粒子技術として特許申請を登録。
実施契約についても現在 Ann Arbor にあるバイオ製薬企業との間で交渉中。将来には、同研究所
の科学者たちは、実験動物に関する、ナノ粒子が目標とする抗癌薬の最大限の治療投与量を決定す
るとともに、2 年以内に開始予定の人間対象の最初の治験の準備のための予備研究も完了するだろ
う。(National Cancer Institute News)  

 
15：エネルギー法案、下院のメンバー指名を受け、両院協議会が開始される 

７月 14 日、エネルギー法案に関する両院協議会の参加者が下院で選ばれ、同日、両院協議会の初
回会合が開催。下院の協議会参加者は 12 の委員会から選抜。大半は下院エネルギー商業委員会の
メンバー。2005 年 7 月末までに 4 回の会議を予定。下院の Barton 議長は、7 月 19・21 日に難問
を処理し、翌週には最終的結論を得ようという意欲的なスケジュールを立てている。週末（23、
24 日）の会合開催の可能性も。協議会は従来より超党派的な色合いが濃く、下院も従来より譲歩
する態度を示唆。Barton 議長は、最も論争が予想される MTBE の責任問題に関して提案を行った
模様だが、詳細不明。他の論点に、再生可能エネルギー使用基準（RPS）や、中国の国営石油企業
CNOOC による Unocal Corp.の買収提案問題など。クリアスカイ法案関係の文言については、エ
ネルギー法案に含めない方向。(Environment and Energy Daily; E&E News PM (7/14)) 
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