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【特集】新エネルギー  
 

地中海地域における集光型太陽熱発電（MED-CSP）（1/2）（ドイツ） 

－ドイツ航空宇宙センター（DLR）による研究報告（訳注 1）（概要）－ 
 

序文 
 ドイツ連邦政府地球気候変動諮問委員会（WBGU）は、気候変動に関する政府間パネ

ル（IPCC）のシナリオを基にした 新の研究報告書の中で「地球温暖化を許容範囲内に

とどめておくためには、2050 年までに CO2排出量を 30%削減すべき」と提言している。

WBGU の研究によれば、発展途上国と市場経済移行国では社会基盤の整備が現在も進行

中であることから CO2排出量が約 30%増加する可能性があり、一方先進国においては排

出量の 80%削減を迫られることになる。なぜなら、全ての人が公平にエネルギー源を入

手できるということも持続可能性の条件であり、2050 年までに地球全体で CO2排出量を

1 人当たり 1～1.5 トンにしなければならないからである。環境面の持続可能性は経済的

な利益とビジネスの機会、開発と共に実現すべきものだが、温室効果ガス排出の主要因

である電力産業部門に対しては格別な関心が寄せられている。更に注目すべき点は、人

工的に淡水化した水資源の需要が高まっていることである。海水淡水化技術によって、

水供給部門が必要とするエネルギー投入量は増加するであろう。 
 

 
図 1. MED-CSP 研究の分析対象となった 

欧州連合（EU）－中東・北アフリカ（MENA）諸国 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
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 このような背景から、WBGU は世界のエネルギー政策を変革する「てこ」として、再

生可能エネルギーを大規模に導入するモデルプロジェクトの構築を推奨している。欧州

連合加盟国（以下、EU）と中東（ME）・北アフリカ諸国（NA）（以下、MENA）間の

戦略的パートナーシップは、再生可能エネルギー政策の鍵を握る要素であり、EU・MENA
の両者にメリットがある。MENA は、地域の経済発展に役立つ太陽エネルギーを豊富に

有しており、これは輸出品としての価値もある。一方、EU は MENA に対する技術と資

金の提供によって太陽エネルギーの潜在力を活性化し、気候変動対策について国内・国

際社会における責任を協力して果たすことが出来る。このように地球規模で再生可能エ

ネルギーの導入割合を大幅に増加させるという方策は「持続可能な開発に関する世界首

脳会議（WSSD、ヨハネスブルグサミット）」の合意文書にも優先目標として記されてい

る。 
 
 再生可能エネルギーの推進に向けて、各国及び国際社会は適切な枠組み条件を備えた

政策を立案する必要がある。そこで初めて、産業界や投資家はプロジェクトを支持し多

額の投資を行うことができる。その実例が、ドイツ及びスペインで成功した再生可能エ

ネルギー関連法規の導入である。 
 
 EU と MENA において、再生可能エネルギーの市場導入に向けた適切な手法と戦略を

確立するためには、エネルギー需要／資源／技術／適用方法に関する根拠の確かな情報

が不可欠である。再生可能エネルギーの普及によって MENA 地域の経済状態が逼迫する

恐れがあるかどうかについては、より入念に調査すべきである。 
 
 本研究成果は、持続可能性があり長期に及ぶエネルギー／水資源安全保障を

EU-MENA 地域で実現するための戦略的開発に関する情報をデータに基づき提示するも

のである。 
 
MED-CSP（Concentrating Solar Power for the Mediterranean Region）研究の主要な成果 
 本研究「地中海地域の集光型太陽熱発電（以下、MED-CSP）」は、図 1 のとおり、北

アフリカを含む下記各国・地域の電力と水資源供給に重点を置いている。 
対象地域：南欧（ポルトガル、スペイン、イタリア、ギリシャ、キプロス、マルタ） 

北アフリカ（モロッコ、アルジェリア、チュニジア、リビア、エジプト） 
西アジア（トルコ、イラン、イラク、ヨルダン、イスラエル、レバノン、シ

リア） 
アラビア半島（サウジアラビア、イエメン、オマーン、アラブ首長国連邦、

クウェート、カタール、バーレーン） 
 

MED-CSP 研究の主な成果をまとめると次のとおりである。 
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・エネルギー部門における環境、経済、社会面の持続可能性は、再生可能エネルギー

によってのみ達成できる。現行政策は持続可能性の目標達成には不十分である。 
・再生可能エネルギー技術をバランス良く構成することで、従来のピーク／中間／ベ

ースロード電力に対応することが可能となる。その結果、環境保護と両立する方法

で、地球の全地域において将来の化石燃料の利用可能期限が延長される。 
・再生可能エネルギー資源は豊富であり、EU-MENA 地域で増加している需要にも

対応できる。利用可能なエネルギー資源量が非常に多いため、欧州中部・北部へ

の追加供給も実行できる。 
・EU-MENA 地域のエネルギー／水資源供給に関しては、再生可能エネルギーが

もコストのかからない選択肢である。 
・再生可能エネルギーは、MENA の社会経済開発と持続可能な繁栄にとっての鍵で

ある。MENA が環境面・経済面のニーズを両立させる取り組みを行っているため

である。 
・再生可能エネルギーとエネルギー効率の向上は、環境との両立型の経済発展を目

指す上での二本柱である。両者とも、初期段階においては公共投資による後押し

が必要だが、化石／原子力エネルギーのように長期に渡る助成金制度は不要であ

る。 
・EU-MENA 地域において再生可能エネルギーの導入を振興するためには、適切な

政策手段を早急に整備しなければならない。 
 
「MED-CSP 終報告書」の概要 
第 1 章「EU と MENA における持続可能性目標」（訳注 2） 

この章では、EU-MENA がエネルギー部門で持続可能性を実現するための現時点にお

ける取り組みと達成状況の概況を示している。これまでに実施された政策では、電力部

門が排出する温室効果ガスの増加を十分に抑制できないという実態を表しているのが図

2 である。 
 気候変動はもちろん憂慮すべき問題だが、経済、技術、健康、社会の各側面を互いに

適合させながら持続可能性を達成することも必要である。電力／水資源の安全保障に関

する戦略は、少なくとも 50～100 年以上の対象期間を見越して、持続可能性に関するす

べての側面との整合性を持たせなければならない。短期間に道筋をつけようとする戦略

は方向性の誤りにつながるかも知れない。なぜなら、長期間で目標達成をする上で必要

な施策が検討されなかったり、見送られたりする可能性があるためである。 
 
 WBGU は大幅な気候変動を回避するべく、2050 年までに人口 1 人当たりの CO2排出

量を 1 トン未満にするという持続可能性目標を掲げているが、これは難題である。EU 加

盟国は現在このレベルを遙かに上回っており、MENA の多くの国においても、CO2排出

量は 1 トン／人のレベルにあり、今後もエネルギー需要は増加していくからである。受

< 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960号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/960/
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け入れられる価格でエネルギー／水資源を入手することは、人口増加中の国が経済面の

持続可能性を実現する必須条件である。MENA では、人口急増中の国々において、公平

かつ適正な価格でエネルギー／水資源を入手することが、重要な持続可能性目標の一つ

となっている。 
 

 
図 2. EU 加盟 15 ヶ国の温室効果ガス排出量 

（2002 年までの実績並びに 2010 年までの予想値）／Lefevere2004 
 
 現在、再生可能エネルギーの市場拡大を目指して欧州で主に適用されている政策は、

京都議定書の排出枠割当協定からドイツ及びスペインの電力買い取り法（Feed-in 
Tariffs）に至るまで多岐に渡っており、電力市場も時を同じくして、全般的に自由化に

向かう傾向にある。気候変動対策では主導的役割を担う EU だが、長期の目標達成を実

現する上で、その政策は十分とは言えない（図 2 参照）。 
 
 一方 MENA では、気候変動対策は補助的な責務でしかない。京都議定書の批准国も少

なく、経済・社会的開発が 優先課題である。一見すると、再生可能エネルギーは初期

投資費用が高いので、環境面と経済面の持続可能性目標を両立させることは矛盾してい

るように見受けられる。しかし、再生可能エネルギーを早急かつ広範囲に適用するため

の適切な政策手段を導入すれば、環境保全と経済発展の両立は可能である。 
 
 集中的な国際協力は成功の必須条件である。国家間の共同作業は通常、自国政府の処

理能力を超越するものだが、そのような国こそ遅滞なく国際協力体制を確立しなければ

ならない。 
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第 2 章「再生可能エネルギー技術とその応用」 
 この章は、再生可能エネルギー技術の全容を概説すると共に熱電併給（コジェネレー

ション）、海水淡水化等を含む電力部門における再生可能エネルギーの適用方法について

述べている。 
 
 MED-CSP 研究の重点は集光型太陽熱発電であるが、風力、水力、バイオマス、波力・

潮力、太陽電池（PV）、地熱といった他の再生可能エネルギーについても触れている。

これらのエネルギーも大部分は太陽エネルギーが蓄積されたものである。ただし、地熱

は例外で、その 50%は地球内部における放射性物質の分裂が発生源である。バイオマス

エネルギーは一般廃棄物と農業残渣、固形バイオマス（主に樹木）から得ることができ

る。エネルギー植物の栽培と食糧・水の自給は地域によっては競合することがあるので、

エネルギー植物は選択肢から除外されている。再生可能エネルギー関連技術は、その他

全ての技術面の選択肢と切り離して見ることはできない。化石燃料でさえ、太陽エネル

ギーが数百万年かけて蓄積され、貯蔵に理想的な形状になったものである。本研究の主

眼は、持続可能性があり、エネルギー供給の安全保障につながるバランスの良い技術構

成を見出すことである。 
 
 電気は需要に応じて送電する必要がある。風力並びに太陽電池（PV）発電の変動性は

バイオマス、水力、地熱、太陽熱等、需要対応型の発電設備で補完することにより、ベ

ース／中間／ピーク電力需要に対応できる体制にすべきである。それぞれの電力技術は、

導入容量に対してどれだけの発電容量を保障できるか、その割合を示した「容量クレジ

ット」という数値によって特徴付けられる（表 1 参照）。2050 年には、化石燃料を使用

する火力発電所は、ピーク電力需要に対応するという 適用途に限って利用されるであ

ろう。その理由は、主要機能を限定することで環境保全と両立した化石燃料の利用が可

能になり、資源の枯渇も数世紀先延ばしになるためである。発電所の燃焼排気から CO2

を隔離する技術は、コストが高くエネルギーを消費するので使われなくなるだろう。 
 
 核となるベースロード／中間負荷電力は再生可能エネルギーで供給することになるが、

すべての再生可能エネルギーは制限を受けることなく、この機能を果たせる。従来のベ

ースロード電源の供給量は、時間帯に関わらず典型的に平坦なカーブを描く。これに比

べ、再生可能エネルギーは時間帯別の電力負荷に応じて、よりふさわしい適用方法が可

能な場合もある。太陽熱発電設備の中でも蓄熱機能や、太陽熱／化石燃料ハイブリッド

機能を備えたシステムであれば堅実な電力供給が可能である。そこで、送電網の安定化

と電力供給の安全保障を図る上で、このシステムはバランス良い電源構成の主要な要素

となる（文末の図 5～8 参照）。 
 
 大規模な原子力発電設備は、経済・技術面の制約が厳しくピークロード電源として安

< 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960号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/960/
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易に適用できず、エネルギー供給システムの重要な役割を担うことはないだろう。 
 

表 1. 現在の発電技術の特徴（一部） 
 発電容量／1

ユニット 
容量クレジッ

ト 
設備利用率 エネルギー資

源 
適用例 コメント 

風力 
1kW 
～5MW 0～30% 15～50% 

風力の運動エ

ネルギー 
電気 

変動性有、供

給量はエネル

ギー資源の量

により確定 
太陽電池 
（PV） 1W～5MW 0% 15～25% 

傾斜した固定

面への太陽光

直接／拡散放

射 

電気 

変動性有、供

給量はエネル

ギー資源の量

により確定 
バイオマス 

1kW 
～25MW 50～90% 40～60% 

有機残渣、固

形廃棄物、樹

木の分解で発

生するバイオ

ガス 

電気、熱 

季節によって

変動性有、貯

蔵性に優れ需

要に応じて発

電可能 
地熱 
（高温岩体） 25～50MW 90% 40～90% 

地下数千メー

トルに位置す

る高温岩体の

熱 

電気、熱 

変動性無、需

要に応じて発

電可能 

水力 

1kW 
～1,000MW 50～90% 10～90% 

水流の運動エ

ネルギー並び

に圧力 

電気 

季節によって

変動性有、ダ

ムは貯蔵性が

高く、揚水は

他のエネルギ

ー資源の貯蔵

にも利用され

る 
ソーラーチム

ニー 100 
～200MW 

10～70% 
（貯蔵性によ

る） 
20～70% 

平面への太陽

光直接／拡散

放射 電気 

季節による変

動性有、貯蔵

性に優れたベ

ースロード電

源 
集光型太陽熱 

10kW 
～200MW 

0～90%（貯蔵

性並びに化石

燃料とのハイ

ブリッドシス

テムの状況に

よる） 

20～90% 

太陽光を追跡

する平面への

直接／拡散放

射 電気、熱 

変動性は蓄熱

機能と化石燃

料発電とのハ

イブリッドシ

ステムで補

完、需要に応

じて発電可能 
ガス 
タービン 

0.5 
～100MW 90% 10～90% 天然ガス、燃

料油 電気、熱 需要に応じて

発電可能 
蒸気 
タービン 5～500MW 90% 40～90% 

石炭、亜炭、

燃料油、天然

ガス 
電気、熱 

需要に応じて

発電可能 

原子力 1,000MW 90% 90% ウラン 
電気、熱 ベースロード

電力 
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第 3 章「EU-MENA の再生可能エネルギー資源」 
 この章は、EU-MENA 地域における再生可能エネルギー資源の潜在力を技術・国別に

分析している（図 3 並びに 4 参照）。分析結果は、資源の詳しい分布状況と、再生可能エ

ネルギー電力の技術的・経済的潜在力を国別に定量化したデータとして示されている。

国によって異なる再生可能エネルギー資源別の特性は、本研究独自の評価指標で表され

ている。 
 
 MED-CSP 研究で分析対象となった各国の再生可能エネルギー資源は、経済が発展途

上にある国々の需要に対応できる。風力、地熱（高温岩体による）、水力、バイオマス電

力の潜在力はそれぞれ約 400 テラワット時（TWh）／年である。これらの資源は多かれ

少なかれ局在しており、全地域で調達可能なものではないが、送電網を経由して供給で

きる。MENAにおいて、 も豊富な再生可能エネルギー資源は強度の大きい日射であり、

その潜在力は世界全体の電力需要を遙かに超えている。この日射エネルギーは、分散型

太陽光発電システムと大規模集約型の太陽熱発電基地の両者に利用可能である。従って、

再生可能エネルギーは地方における分散した電力需要と共に、都市部での集中した電力

需要も賄うことができる。 
 

 

図 3. EU-MENA における各種再生可能エネルギー資源量 
（色が濃い程単位面積当たりの潜在量が多いことを示す。 

色の凡例は報告書本体に記載。） 

< 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960号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/960/
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図 4. EU 南部と MENA における年間直達日射強度 
（土地 1m2が 1 年間に受ける一次エネルギーは、1～2 バレルの石油に相当する。） 

 
第 4 章「電力と水資源に関する需要サイドの分析」 
 この章は、各国・各地域における電力と水資源の需要サイドの見込みを定量化してい

る。MENA 諸国では人口増加と経済成長に伴いエネルギー需要が大幅な伸びを見せてい

る。2050 年までに MENA 諸国の電力需要は 3 倍に増加し、EU と同程度（3,500TWh
／年）になるであろう。本研究のシナリオは、省エネルギー効果や人口増加率の鈍化、

一部対象国の人口減少等も考慮しているが、それでもなお、MENA の電力需要は現在の

約 1,500TWh／年から 2050 年には 4,100TWh へと、およそ 3 倍増になると見込まれる

（図 5 参照）。過去 20 年間も電力需要は 3 倍増加しており、この予想値は控えめなもの

となっている。 
 
 MENA 諸国の水資源の需要は、現在の 3,000 億 m3／年から 2050 年には 5,000 億 m3

に増加するであろう。ほとんどの国で農業部門の需要は横ばいか減少傾向にあるが、民

生部門・産業部門では需要が著しく伸びている。MENA の多くの国々と南欧のいくつか

の国では、天然水資源は既に持続可能な量を超えて開発されている。 
 
 淡水資源の過剰な消費は一時的な経過措置に限られる。水資源の需要が増加していて

も、過剰な開発は中期的には削減し、 終的に中止すべきである。そこで、効率が良く

環境保全と両立できる海水淡水化技術と、量が豊富で、持続可能性のある適正な価格の

エネルギー資源が必要となる。 
 
 化石燃料と原子力はこれらの条件のいずれにも合致しない。そればかりでなく、コス

トが高いため現在も助成金が拠出されており、国内外で深刻な利害の対立と気候変動を

誘発している。今後 50 年以内には、石油、ガス、ウランが次第に欠乏し、その価格は上
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昇すると見なされている。石油輸出国でさえ、輸出量と国内消費量とのバランスを保つ

上であつれきが生じている。従って、化石燃料資源をエネルギー／水資源の供給安全保

障戦略の土台に据えるのではなく、持続可能性実現に向けての戦略の一手段とすべきで

ある。 
 

 
図 5. MED-CSP シナリオの対象各国における年間発電量 

 

 
図 6. MED-CSP シナリオの対象各国における発電設備導入容量とピークロード 

 

< 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960号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/960/
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図 7. 発電量に占める各技術の割合（2000 年） 

 

 

図 8. MED-CSP シナリオの対象国における電力消費量の合計 
並びに発電量に占める各技術の割合（2050 年） 

図 7・8 の国名は次のとおり 
(1)ポルトガル、(2)スペイン、(3)イタリア、(4)ギリシャ、(5)マルタ、(6)キプロス、 
(7)モロッコ、(8)アルジェリア、(9)チュニジア、(10)リビア、(11)エジプト、(12)トルコ、 
(13)ヨルダン、(14)イスラエル、(15)レバノン、(16)シリア、(17)イラン、(18)イラク、 
(19)サウジアラビア、(20)イエメン、(21)オマーン、(22)バーレーン、(23)アラブ首長国連邦、 
(24)カタール、(25)クウェート 
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つづく 
翻訳：千葉 朗子 

（出典： 
http://www.dlr.de/tt/MED-CSP/Executive%20Summary/MED-CSP_Executive_Summ
ary_Final.pdf, Copyright 2005. German Aerospace Center (DLR), All rights reserved. 
Used with permission） 
 
（訳注 1） 本研究は、ドイツ連邦環境・自然保護・原子力安全省（BMU）の委託と出資

を受けて、ドイツ航空宇宙センター（DLR）が実施したものである。 
（訳注 2） 報告書本体の各章参照先 URL は下記のとおり 
（報告書本体の序文と概要） 

Introduction and Summary 
http://www.dlr.de/tt/MED-CSP/Final%20Report%20on%20PDF/WP00_Introduction
%20and%20Summary_Final.pdf 
 

（第 1 章「EU と MENA における持続可能性目標」） 
Sustainability Goals in Europe and MENA 
http://www.dlr.de/tt/MED-CSP/Final%20Report%20on%20PDF/WP1%20Sustainab
ility_Final.pdf 
 

（第 2 章「再生可能エネルギー技術とその応用」） 
Renewable Energy Technologies and Applications 
http://www.dlr.de/tt/MED-CSP/Final%20Report%20on%20PDF/WP2%20Technologi
es_Final.pdf 
 

（第 3 章「EU-MENA の再生可能エネルギー資源」） 
Renewable Energy Resources in EU-MENA 
http://www.dlr.de/tt/MED-CSP/Final%20Report%20on%20PDF/WP3%20Resources
_Final.pdf 
 

（第 4 章「電力と水資源に関する需要サイドの分析」） 
Demand Side Assessment for Electricity and Water 
http://www.dlr.de/tt/MED-CSP/Final%20Report%20on%20PDF/WP4%20Demand_
Final.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960号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/960/
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【新エネルギー】 
 

新エネルギー政策の方向付けを大多数の米国市民が要望 

－エール大学森林・環境学部による調査結果－ 
 
・米国市民の 92%が石油の海外依存を懸念 
・大多数の米国市民（93%）が政府に対し新エネルギーの技術開発を望み、自動車産

業界に燃費の良い乗用車・トラック製造を要求 
 
 米国市民の意見は実に多様性に富んでいるが、石油の輸入依存度に関しては、大多

数が「高すぎる」と確信している。 近のエール大学の調査でこのような結果が明ら

かになった。米国全土の成人 1,000 名を対象にしたこの調査によれば、水素燃料自動

車と同様に、太陽・風力等「クリーン」な新エネルギー源の開発に向けて政府に行動

を起こして欲しいと願っている市民も非常に多かった。 
 
 現行のエネルギー政策、特に石油の輸入依存度に対し、米国市民は高い関心を寄せ

ていることが調査結果には色濃く反映されており、全回答者の実に 92%が「深刻な問

題」と答えている。そして「極めて深刻な問題」と回答した者は 68%であった。 
 
 全地域・人口統計学上の全集団に渡り幅広い支持を得たのは、代替エネルギー源の

開発に新たに重点を置くことである。太陽エネルギー発電設備の増設を「良い発想」

と認識する市民は 90%、風力発電設備拡大の支持率は 87%、再生可能エネルギーの研

究開発に対し、出資金額の増額を望む割合は 86%であった。 
 
 エール大学森林・環境学部の Gus Speth 学部長は次のように述べた。「米国市民が

求めているのは、単にエネルギーの自立だけではありません。地域の大気汚染や地球

温暖化等の環境破壊とエネルギー消費との連環を断ち切る方法を見出したいという要

望も持っています。今回の調査ではこうした傾向が際立っていました。」 
 
 自動車業界に燃費の良い車両の製造を要求するのは良い発想だ、と答えた市民は

93%、悪い発想と答えた者はわずか 6%であった。この設問に関しては政治的傾向に

よって回答に多少のばらつきがあり、民主党支持者の 96%、共和党支持者の 86%がよ

り燃料効率の高い車両を希望している。 
 
 米国連邦議会は、SUV（スポーツ用多目的車）とミニバンの燃料効率を高め、乗用

車と同じ燃費を達成するという法案を否決したが、今回の調査結果はその直後に明ら
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かになった。 
 
 「政府と市民の認識には隔たりがあることが分かります。共和党・民主党・無所属

議員いずれの支持者であっても、老若男女を問わず、SUV ドライバーでさえ、車両の

燃費向上を含めて新しいエネルギー技術への投資を容認しているのです。」本調査に関

与しているエール大学環境法・政策センターの Dan Esty 所長はこのように述べた。 
 
 大気質・水質改善を目指す活動が多くの支持を得る一方で、いわゆる「環境保護論

者」に対する市民の不快感は増大していることも判明した。また、テレビのニュース

番組は環境に関する市民の情報源としては、著しく信用度が下がっていることも分か

った。 
 
 本調査は、環境問題に関する人々の姿勢と行動に焦点を当てた、エール大学森林・

環境学部の大規模な調査プロジェクトの一環である。Dan Abbasi 副学部長が指揮を

執ったこのプロジェクトは Betsy and Jesse Fink 財団、コネチカット州ハートフォ

ードに拠点を置く United Technologies 社から資金提供を受けている。United 
Technologies 社は、フォーチューン誌の「 も尊敬される企業」で、社会的責任度等

の観点から、航空宇宙産業の中では 高位にランキングされている。 
 
 今回の調査は、エール大学森林・環境学部の委託を受けた調査会社 Global Strategy 
Group 社が 2005 年 5 月 15～22 日にかけて、専門の電話調査員を雇用して実施した。

対象者は米国全土から RDD（ランダム・デジット・ダイヤリング）方式で抽出し、年

齢制限（18 歳以上）により選別した。 終的な許容誤差は±3.1%、信頼水準は 95%
であった。設問内容と回答結果はエール大学環境法・政策センターのウェブサイト

（www.yale.edu/envirocenter）に掲載されている。 
以上 

翻訳：千葉 朗子 
 
（出典：http://www.yale.edu/envirocenter/enviropolljune05final.pdf  
Copyright 2005, Yale University. All rights reserved. Used with permission） 

< 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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【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 
 
1. 中国初の省エネルギー中長期専門計画 
 近年、中国経済は長期に渡り高度成長を維持しており、人口の増加、工業化及び都

市化が加速するにつれ、重化学工業及び交通輸送が急速な発展を遂げ、エネルギー及

びエネルギーを多量に消費する工業製品の需要量が大幅に増大した。中国は 2003 年

に世界で生産されたセメントの 50％、鉄鋼の 34％、石炭の 30％及び電力の 13％を消

費したと言われる。 
 中国経済の急速な成長が直面するエネルギー制御矛盾及びエネルギー環境問題は今

後、更に深刻な事態になり、中国の石炭、石油、ガスなどの１次エネルギーは全体的

に不足し、この 20 年間で も深刻な電力不足に陥ると見られている。電力不足によ

り、国内の全ての工場の経営に深刻な影響が出るものと予想され、 近浙江省の杭州

市では 8 時間労働制の公私営企業で毎週 4 日間の操業停止を義務付け、外資企業も毎

週 3 日間操業を停止するとした。上海においては、市政府が数千に上る企業に毎月順

番で 1 週間生産の停止を求めるなどの措置を執っている。 
 エネルギー制御問題の解決には、国内の資源探査開発力を高め、エネルギー施設建

設を急ぎ、海外資源を十分活用しなければならない。その一方で、節約のための産業

技術の発展を優先し、省エネルギー型社会の構築を堅持する姿勢が重要である。この

ため、2004 年に国家発展改革委員会は、国務院の同意を経て、国家発展改革委員会が

中国初の「省エネルギー中長期専門計画」の公布を明らかにした。これは中国が始め

て制定し、公布する省エネルギー中長期専門計画である。またこの計画は「第 11 次

5 ｹ年計画（2006～2010）」において 初に公布した専門計画であり、中国政府の省エ

ネルギー事業重視の姿勢を十分に体現したもので、国家のエネルギーの持続的発展戦

略の重要な構成要素である。 
 省エネルギー中長期専門計画では以下の 4 種類の目標を掲げている。 
 
（1）マクロ省エネ量基準 

2010 年における GDP1 万元当たりのエネルギー消費を 2002 年の 2.68 トン標準石

炭から 2.25 トン標準石炭へと引下げ、2003～2010 年の年間平均省エネルギー率を

2.2％とする。2020 年の GDP1 万元当たりのエネルギー消費は更に 1.54 トン標準石

炭へ引下げ、2003～2020 年の年間平均省エネルギー率を 3％とし、これは同期間に計

画されているエネルギーの総生産増大量 12.6 億トン標準石炭の 111％に相当する。 
 
（2）主要製品のエネルギー消費基準 

2010 年には総体的に 1990 年代初めの国際トップ水準を達成、またはそれに近づけ

る。 
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（3）主要なエネルギー消費設備のエネルギー効果基準 

2010 年の主要エネルギー消費設備のエネルギー効率の伸びを国際トップ水準達成、

またはそれに近づけ、また、一部車両、電動機、家電用品などを国際的トップ水準に

引き上げる。 
 
（4）マクロ管理目標 

2010 年に社会主義市場経済体制に見合った省エネルギー法規基準体系、政策支援体

系、監督管理体系、技術サービス体系の基礎を構築する。  
「第 11 次 5 ｹ年計画」における省エネルギーの重点分野は工業、交通、建築、サー

ビス、住民関連部門であるとしている。 
工業省エネルギーの重点は電力、鉄鋼、非鉄金属、石油、石油化工、化学、建材、

石炭及び機械などエネルギー高消費業界とし、交通省エネルギーの重点は増大する自

動車への対策であるとする。また、建築省エネルギーの重点は厳格な省エネルギー設

計基準の執行であり、サービス業及び住民省エネルギーの重点はエネルギー使用設備

における省エネルギー基準の引き上げとしている。各々の分野において、エネルギー

効率利用のための技術発展が期待される。 
 

2. 建築分野における省エネルギー産業技術 
 ここ数年中国の建設業は急速な発展を見せ、都市部においては毎年 8～9 億 m2 相当

の住宅建設及び公共建設が行われている。それに伴い建築関連エネルギー消費も拡大

の一途を辿っている。「建築エネルギー消費」とは、建築物中の空調、電気、照明、炊

事、温水供給などが消費するエネルギーのことを指し、その総量は毎年増大しており、

目下、中国の建築エネルギー消費のエネルギー総消費量に占める割合は 28％にも達し

ている。中国の建築エネルギー消費は気候条件の似通った他の先進国の 2～3 倍に相

当する。このため、中国初の「公共建築省エネルギー設計基準」が 2004 年末に公布

される予定で、これにより建築ガラス、カーテンウォール（Curtain Wall）、壁（Wall）
材料の保温基準が引き上げられ見通しで、当該分野における産業技術の進展が期待さ

れる。 
「第 11次 5 ｹ年計画」期間において、住宅及び公共建築物でのエネルギー消費を 50％

節約という基準が掲げられており、建築エネルギーを節約するための産業技術の進展

を急ぐ必要がある。また、政府機関庁舎の建築物及び空調、照明システムを省エネル

ギー型に改造し、「公共建築省エネルギー設計基準」に基づいて改造した政府機関庁舎

の建築面積が総面積の 20％となることも目標としている。  
 中米両国が共同で建設した中米省エネルギーモデルビルの例として挙げられるのが

科学技術部のオフィスビルである。このビルは 2001 年 3 月に着工し、2004 年 2 月に

オープンした。この省エネルギーモデルビルに使用されている技術は国内ではトップ

クラスで、今後 10～15 年間は国際的にも 先端の位置をキープすると期待される。

< 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960号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/960/
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しかしながら、一般のビルに比べて、省エネルギービルではエネルギー消費を 70％以

上押さえる代わりに、建設コストは 8％増となっている。 
 
3. 交通分野における省エネルギー産業技術 
 中国は 2003 年時点で世界第 2 位の石油消費国に躍り出て、世界の総消費量の 7.6％
を占めた。国際エネルギー機関(IEA)の予測では、2010 年には中国の石油総輸入量は

1 日当たり 420 万バレルに達し、石油輸入依存度は 61％となり、2030 年には 980 万

バレルとなり、石油輸入依存度は 82％となるという。 
 また中国は現在、世界第 4 位の自動車市場であり、近い将来ドイツを抜き、アメリ

カ、日本に続く世界第 3 の自動車市場となるとされる。中国の原油輸入量の約 30％は

自動車により消費されている。従って中国は現在、様々な措置により、原油消費の増

加を制御し、さらに大都市において日増しに深刻となっている大気汚染問題の解決に

向けても行動をとっている。 
 産業技術政策としての特筆事項として、2004 年 10 月に中国の国家質量監督検験検

疫総局、国家基準委員会が共同で公布した「乗用車燃料消費量制限値」があり、これ

は自動車のガソリン消費を制御する、中国における初めての強制型国家基準である。

これにより中国で新たに生産され、この基準に達しない車輌は例外なく生産や販売が

認められない。それゆえ、メーカー側は国の求める基準を達成すべく技術を向上させ

る必要がある。同基準は 2 段階に分けて実施され、新たに開発される車種は 2005 年

7月１日からの第 1段階制限値と 2008年１月１日からの第 2段階制限値が適用され、

現在生産されている車種に対しては、新たに開発される車種よりそれぞれ 1 年遅れで

適用される。但し同基準は 9 座席以下の乗用車のみに適用され、工事車輌などに対し

ては今後関連ガソリン消費基準が制定されることになる。 
 中国の新基準はアメリカに比べて非常に厳しく、日本のそれに類似しており、車輌

の重量別にさまざまな基準が制定されており、メーカーが生産する各車両に対して基

準達成を求めており、中国における省エネルギー技術の進展に大きな影響を与えそう

だ。 
以上 

 
（参考資料） 

国際金融報、改革委員会報、新華ウェブサイト、経済参考報、中新ウェブサイト、 
中国自動車報 
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【省エネルギー】 
 

太陽熱を利用する建材で 48%の省エネルギーを実証（カナダ） 

 
 カナダのアルバータ研究審議会（ARC）は、住宅の断熱効率を高め、暖房費用を節減する

技術を確認するためのパイロット試験を完了した。研究チームは、太陽熱集熱パネル並びに蓄

熱技術を既存の構造断熱パネルシステム（Structural insulated panel system：SIPS）と組み

合わせ、暖房に要するエネルギー消費量を 48%節減する可能性を実証した。 
 
 このパイロット試験は、エネルギー消費量がピークとなる季節にその消費量を計測すること

を目的として、2005 年 2 月 1 日から 5 月 15 日にかけて実施された。ARC は既存の SIPS 工

法と太陽熱収集外壁パネルを併用し、テストモジュールの中にエネルギー効率の高い外装を施

した住宅を建設した。 
 
 ARC 先端材料ビジネスユニットの研究者である Kaz Szymocha 氏は次のように述べる。

「住宅のエネルギー関連費用の中でも も高い暖房費を節減する技術に焦点を合わせました。

実社会での適用性を十分証明し得る、決定的なデータを収集するためにこの研究プロジェクト

を計画しました。我々が目指したのは、既に市場に導入されているSIPS工法の改善です。SIPS
工法と太陽熱集熱パネルの併用によって大幅なコスト削減が可能になることが研究成果から

はっきりと示されています。」 
 
 カナダの住宅では、エネルギー消費量の平均 65%が暖房用途である。その他は 20%が給湯、

15%が電気用途となっている。 
 
 「本プロジェクトは、代替エネルギー利用技術を市場に導入するという我々の使命達成を支

えるものです。また、屋根・建材一体型の太陽熱利用システムを開発、試験、実証し、エネル

ギー消費量と温室効果ガス排出量の削減を目指す ARC の戦略の一環でもあります。同時に、

消費者が抱える高額なエネルギー費用の問題に対して、画期的な解決策を提供しています。」

ARC 工業製品・サービス部門の Paul Layte 氏はこう述べている。 
 
 今回の研究では、ワンルーム形式のテストモジュール 3 基が使用された。一基目のモジュー

ルは R-20 断熱材を用いたツーバイシックス（2”×6”）枠組み壁工法による標準建屋である。

二基目は、建築業界で急速に普及しつつある SIPS 工法によるモジュールである。SIPS は、6
インチの発泡ポリスチレン（EPS）製断熱芯材（商品名 PlastiSpan）を 2 枚の OSB ボード（断

熱構造用合板）で挟み、壁材として使用する工法である。三基目は、SIPS と蓄熱機能を有す

る太陽エネルギー収集パネルを併用したモジュールである。エネルギー消費量の計測には電力

< 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960号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/960/
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計を使用した。エネルギー消費量を標準モジュールと比較すると、二基目の SIPS 工法モジュ

ールは約 75%、三基目の SIPS 工法・太陽熱パネル併用モジュールはわずか 52%であった。 
 
 カナダ天然資源省（Natural Resources Canada：NRCan）のデータによれば、標準的な住

宅の暖房に要するエネルギー量は平均 115 ギガジュール（GJ）である。SIPS 工法と太陽熱利

用技術を組み合わせれば、平均的な消費者の場合、約 55GJ を節減することができるであろう。 
 
 本プロジェクトの経費 25 万ドルは 75%を ARC が負担し、残額はカナダ天然資源省が拠出

した。研究活動の初期段階においては、地元の SIPS 製造業者、Plasti-Fab 社も出資を行った。 
 
 天然資源省 John Efford 大臣の代理として、Anne McLellan 副首相兼公安緊急対策大臣は

次のように語った。「カナダ政府は喜んでこの画期的なプロジェクトを支援します。本プロジ

ェクトは、温室効果ガスの排出量を削減し気候変動対策として貢献する現実的な可能性を証明

しています。エネルギー効率の高い、優れた断熱技術とクリーンな再生可能エネルギーを併用

し、ARC は今日そして次世代の消費者に大きな利益をもたらすシステムを考案しました。」 
 
 ARC は産業界並びにアルバータ州政府等が求める優先順位に対応した革新的な科学／技術

面の解決策を提供している。ARC の学際的な研究チームは、実験段階から現場への技術展開

を支援し、顧客並びに研究パートナーの競争力と持続可能性強化を促している。ARC はエネ

ルギー／ライフサイエンス／農業／環境／森林／製造部門における製品・プロセス・サービス

の開発促進を行っている。 
 
 更に詳しい情報、取材申し込み、写真提供についての問い合わせ先 

ARC コーポレート・リレーション担当：Bernie Poitras 
電話：780-450-5145、e-メール：poitras@arc.ab.ca 

ビジネスまたは投資に関する問い合わせ先 
ARC ベンチャー部門ディレクター：Raymond Off 
電話：780-450-5381、e-メール：off@arc.ab.ca 

カナダ天然資源省（オタワ）の問い合わせ先 
広報担当：Ghyslain Charron、電話：613-992-4447 

以上 
翻訳：千葉 朗子 

（出典：http://www.arc.ab.ca/whatsnew/newsreleases/solar_sip.asp,  
Copyright 2000, Alberta Research Council Inc. All rights reserved. Used with permission.） 
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【環境】 
 

多量の CO2 を吸着する耐熱性ポリマー（米国） 

 
 産業プロセスにおいて効率良く CO2 を分離・吸着する新技術が、大気中に排出され

る温室効果ガスの量を大幅に削減する可能性がある。米国エネルギー省（DOE）傘下

のロスアラモス国立研究所（LANL）は、CO2 を分離・吸着して大気中への放出を防

ぐ耐熱性ポリマーを開発した。この研究は、DOE の「炭素隔離プログラム」の一環で

ある。 
 
 化石燃料の燃焼で発生する大量の CO2 が引き起こす地球温暖化や海洋の酸性化等、

地球環境に対する潜在的影響への懸念が高まり、炭素隔離技術の研究開発が促進され

るようになった。米国の調査によれば、人為的要因で排出される CO2 の約 30%が発電

産業に由来するとされている。 
 
 本日（訳注：2005 年 5 月 29 日）、米国地球物理学連合（AGU）の会合がワシント

ン D.C.で開催され、LANL の「CO2 膜分離プロジェクト」研究責任者である Jennifer 
Young 氏は、新型のポリマー／金属複合膜に関するデータを発表した。この膜は 370℃
という高温下で安定作動する。現在、商業利用可能な気体分離膜の耐熱温度は 150℃
が限界である。 
 
 Young 氏は次のように述べた。「CO2 を他の気体から分離する現行の技術は、ガス

流を 150℃以下まで冷却する必要があるためにエネルギー効率が落ち、炭素隔離・回

収のコスト高につながる。高温下で機能する分離膜を開発することにより、産業規模

で使用する場合の実用性と経済的な実現可能性が高まる。」 
 
 Young 氏によれば素材が高価なため、効率の良さと経済性を兼ね備えた分離膜の開

発は困難である。また、分離膜の生産性と効率の良さとの両立も同様に困難である。

一方、商業利用可能な高分子膜でも安価なものは、耐熱温度の上限が 150℃までであ

る。 
 
 「我々のアプローチは既存技術の改良である。CO2 膜分離プロジェクトの技術適用

例として も有望なものは、合成ガス中の CO2 から水素を分離する技術だが、気体の

組合せはこの二種に限らず、メタンから CO2 を分離する際にも活用できるかも知れな

い」と、Young 氏は語った。 
 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
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 Young 氏の研究チームは、ポリベンゾイミダゾール（PBI）を基材に、多孔性金属

の支持基材を結合して高温耐熱性の分離膜を開発した。出来上がった複合分離膜は他

の高温耐熱性分離膜に比べると、CO2 から水素を分離する選択性において も優れて

いる。また、実証された作動温度は 370℃と高分子膜の中で も高く、化学耐性があ

り、製造も容易である。金属製の支持基材と高分子膜という独自の組合せで形成され

る複合薄膜は、従来の分離膜に比べ高圧にも強い。 
 
 本プロジェクトは、パール・コーポレーション（Pall Corporation）、コロラド大学、

アイダホ国立工学環境研究所（INEEL）、シェル・オイル（Shell Oil Co.）等との共

同研究である。 
 
 本プロジェクトは、DOE 傘下の国立エネルギー技術研究所（NETL）が実施する「炭

素隔離プログラム」から助成金を受けている。 
 
 LANL は米国内の核保有に関する安全性と信頼性を確立し、大量破壊兵器の脅威を

削減し、環境面、並びに冷戦の遺産である核物質の管理を改善することにより、地球

規模の安全保障を推進する。LANL の国家支援機能はエネルギー、環境、社会基盤、

バイオテロリズム対策に重点を置いている。 
 
 LANL は DOE 国家核安全保障庁（NNSA）の委託を受けたカリフォルニア大学に

よって管理され、サンディア国立研究所（SNL）、ローレンスリバモア国立研究所

（LLNL）と連携し NNSA のミッション達成を支援している。 
以上 

翻訳：千葉 朗子 
（出典：http://www.lanl.gov/news/index.php?fuseaction=home.story&story_id=1289） 
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【産業技術】ライフサイエンス 

超高速カメラで捉えたハチドリのホバリング（米国） 

小さな鳥の飛行の航空力学を解明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ハチドリは空中の達人である―長時間空中で静止する能力を持つことは鳥類の中では珍しい。ハ

チドリの飛行における航空力学が、 先端のデジタル画像化技術を使って解明された。数多くの先

行研究では、筋肉と骨格に大きな違いがあるものの、ハチドリは昆虫と同じ様な飛び方で空中に静

止する、と結論付けられていたが、この新データはその結論が誤りであることを証明している。 
 
研究チームは、ハチドリの静止飛行では翼を下げる動きで体重の75%を、上げる時に25%を支

えていることを見出した。昆虫の翅では、上下運動で揚力の差はない。 
 
オレゴン州立大学、ポートランド大学、ジョージ・フォックス大学の研究者達による同研究成果

はNature誌6月23日号に掲載された。 
 
共同著者であるブレット・トバルスク氏は次のように述べている。「静止飛行するハチドリの翼

研究に使用されたデジタル粒子画像流速測定法（DPIV）は、レー

ザー光源を使用するデジタルカメラと、空中に散布された微細オイ

ル粒子を追跡し記録するコンピュータを組み合わせたもの。鳥の羽

ばたきによって空気が流れると、各粒子の動きを追うことができる。

Credit: Nicolle Rager Fuller, National Science Foundation
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は、下向きよりも上向きの動きの方が活動量の少ないことに驚いた。この発見によって、鳥類が長

時間の静止飛行能力を獲得するに至った進化過程に関する新しい知見を得ることができる。」 
 
ハチドリの翼の負担配分は、その他の鳥類とは異なっている。通常、鳥は低速飛行や短時間の空

中静止では、上から下に翼を動かす時に体重の100%を支えている。 
 
昆虫は上下の動きでそれぞれ50%の体重を支えている。ハチドリと昆虫は進化的起源が異なる

ものの、柔軟性の無い昆虫の翅では不可能な屈曲・ねじり・弓なり等の動きができる鳥の翼で、ハ

チドリは昆虫のような飛行性能を獲得したと、トバルスク氏は指摘する。 
 

 
 
 
 

 
 
 
ハチドリの静止飛行方法を明らかにしようとした先行研究では、高速ビデオが使用された。しか

し、翼の動作分析だけでは、飛行の基本的な航空力学を解明できなかった。 
 
今回の研究では、「デジタル粒子画像流速測定法（DPIV）」で翼の羽ばたきを調べた。DPIV は、

液体やガスの流量特性を調べる様々な用途で使用されている。レーザー照射を行う、特別なコンピ

ュータ接続カメラで画像を撮影し、液体や気体中に撒かれた各粒子の移動距離を連続画像で追跡す

る。DPIVを使うと、例えばハイテクのフリップブック（パラパラ漫画）のように、1画像毎に粒

子の動きを追うことができる。 
 

静止飛行中の翼の動く方向で体重を支えている割合を、昆虫、ハチドリ、

その他の鳥で比較。ハチドリは体重の75%を下向きの動き（実際は体が垂直

になるため前方への動き）が支え、昆虫とも他の鳥とも異なっている。本研

究成果は、小型自律飛行機の改良モデルの開発につながる可能性がある。 

Credit: Nicolle Rager Fuller, National Science Foundation



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.960,  2005.7. 27 
 

23  

静止飛行中のハチドリを観察するために、風洞内の空気にオリーブ油の微細粒子を撒き、給餌器

のところで静止飛行するハチドリのデジタル画像を300マイクロ秒毎に撮影した。翼の羽ばたき

によって空気の循環が起こり、空中に浮遊するオリーブ油粒子が移動する。連続撮影した各オリー

ブ油粒子の位置がコンピュータ支援画像解析で分析され、翼の上下の動きの揚力と特性を再現でき

た。 
 
ヘリコプターの発明者であるイゴール・シコルスキー氏は数多くの設計修正を行う中でハチドリ

の飛行を考慮した、と言われている。今回明らかになったハチドリの航空力学を参考にして、エン

ジニア達は将来、小型自律飛行機開発用の洗練されたモデルを確立するだろう、とトバルスク氏は

述べている。 
 
ハチドリは、世界的な人気を集めているようである。ちょうど、1960年代にデュポン社クロフ

ォード・グリーンワルト前社長が新しいストロボ・フラッシュ技術を使用して、鳥のカラー写真を

撮影した時のように、本研究の成果からハチドリの高度な静止飛行能力についての一般的な理論が

導き出され、ナショナル・ジオグラフィック誌で数多くの記事が書かれると思われる。 
 
「ハチドリを見て驚かない者はほとんどいない」と、ハチドリ協会の創立者であり常任理事であ

るH・ロス・ホーキンス氏は語る。「虹色の配色とその小さなサイズ、あるいは、日中の心拍数が

500であるのに、夜には40まで下がることに誰もが目を見張る。」 
 
ホーキンス氏は、科学者も愛鳥家もハチドリが同サイズの昆虫のように飛ぶと考えていたことに

ついて、理にかなっていたが、多分単純過ぎたのだ、とコメントし、この研究成果について「非常

に興味深い！」と述べている。 
 
全米科学財団統合有機生物学部が本研究を支援した。 
 
本研究についての詳細はオレゴン州立大学のニュースサイト

http://oregonstate.edu/dept/ncs/newsarch/2005/Jun05/hummingbird.htm を参照。 
以上 

翻訳：御原 幸子 
(出典: http://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=104263&org=NSF&from=news) 
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【産業技術】ライフサイエンス  

血管を持つ人工筋肉（米国） 

 

長年、人体の「交換部品」を作るという希望は、一つの大きな障害によって打ち砕かれてきた。

それは、人工的に作製する組織には内部に栄養を供給する血管組織がないということである。血

管組織がないと厚みのある組織は成長できず、組織工学の実用的用途は、事実上、下層組織から

血管を補充できる薄い皮膚に限られている。 
   
今回、マサチューセッツ工科大学（MIT）ロバート・ランガー教授の研究室では、ヒト ES 細

胞由来の内皮細胞を含む新しい細胞の混合物を使用して、試験管内の筋肉組織に血管ネットワー

クを成長させる、すなわち、前血管新生と呼ばれるプロセスを誘導することに成功した。このよ

うにして作られた組織を生きているマウスやラットに移植すると、血管を持たない移植組織より

も、一層頑強に生体本来の組織と統合した。 
 
「再生手術用の骨格筋作製や、先天性筋肉欠損の修復が可能になることもさることながら、さ

らに刺激的な点は、その他の複雑な組織の作製にも応用できる一般的な方法だということである。

本当に素晴らしいことができるようになるだろう」と、共同研究者である、MIT客員研究員でハ

ーバード大学医学部小児科のダニエル・コハネ助教授は述べた。 
 
ヒト由来の内皮細胞であるという点が、臨床用途では免疫拒絶反応を避けるために重要であり、

今回初めて、このタイプの細胞を単離した。その功績は研究員シュラミット・レーヴェンバーグ

氏に帰するものである。生きている動物への移植には、ヒト由来内皮細胞を拒絶しない免疫不全

マウスとラットが使用された。 
 
同研究成果はNature Biotechnology誌に掲載、電子版では6月19日に公表された。同誌同号

のNews and Viewsでは、この『画期的な研究論文』は、大型の組織片を作製するために前血管

新生が有益であることを、説得力を持って実証した、と解説している。 
 
「博士過程終了後の研究者としてボブ・ランガー教授と共に研究を始めた時、組織に血管を作

ることが私の夢だった」と言うのは、同論文の筆頭著者であるレーヴェンバーグ氏。同氏は現在、

イスラエル・ハイファのテクニオン工科大学生医学工学部で教職に就き、一連の研究はそこで完

成された。同氏によると、筋肉には血管が微細に組み込まれた筋線維が必要で、肝臓、心臓、肺

等の血管組織が高度に発達した臓器のモデルになるという理由から、筋肉に取り組むことにした

と言う。 
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レーヴェンバーグ氏は、3 種類の細胞を組み合わせる必要があると理論付けた。すなわち、筋

線維を形成する筋芽細胞、単独で血管に自己組織化する内皮細胞、粘性が高い細胞外基質の中に

血管を固定する平滑筋の前駆体である線維芽細胞、の以上3種類である。「これまで、誰も3次元・

3種培養の組織再生用足場（スキャフォールド）を試したものはいなかった。1つの細胞タイプを

扱うのも難しいのに、3 種類など論外なのである」と、論文指導者であり、MIT の教授で組織工

学第一人者のランガー教授は語った。 
 
試験管内での実験で、レーヴェンバーグ氏の仮説は実証された。「内皮細胞は血管を形成し、線

維芽細胞を呼び集めて平滑筋に分化させた。分化した線維芽細胞は、血管内皮細胞増殖因子

（VEGF）を発現し、それが更に血管新生を刺激した」と同氏は述べた。出来上がった構造体は

5mm×5mm×1mmの大きさだった。 
 
動物実験は段階的に進行した。まず、一片の筋肉構造体を皮下に移植、次の一片は脚の筋肉に

挿入、 後にラットの腹筋の一片を構造体と置換した。これは、例えば、外傷患者に当てはまる

状況である。その後、組織を染色すると、移植片の血管が宿主組織の中へと成長し、宿主組織の

血管が構造体の中へ成長していくことが確認できた。 
 
しかし、血液を運ばない血管では全く役に立たない。2 つの非侵襲的な生体画像化技術（尾の

静脈への標識レクチン注入法と、発光酵素のルシフェラーゼを活用した方法）を用いて、研究者

達は宿主組織の血液が、人工組織の血管に流れ込むのを観察できた。人工組織の血管の約 41%が

宿主組織の血液を流すようになり、生体で機能することが確認された。「初めての試みとしては、

なかなかよい結果」と、レーヴェンバーグ氏は断言した。 
 
重要なことは、内皮細胞を含まない移植片と比べて、3 種類の細胞で培養した移植片では、定

着した細胞の数が2倍となったことである。「移植した筋芽細胞も更に長い管となり、宿主の筋繊

維と協調し始めた」と、レーヴェンバーグ氏は説明した。 
 
「この 3 種培養システムは、組織に血管ネットワークを作る全く新しい方法を示している。同

時に私達は、ヒトES細胞の有力な活用法も示したのである」と、ランガー教授は言及している。 
以上 

翻訳：御原 幸子 
(出典: http://web.mit.edu/newsoffice/2005/langer-muscle.html 
Copyright 2005, Massachusetts Institute of Technology. All rights reserved. Used with 
Permission.) 
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【産業技術】ライフサイエンス 

タンパク質構造研究に 5 千万ドルのグラント（米国） 

 

タンパク質は成長を可能にする分子マシンであり、その構造を理解することが医薬品開発に

は重要である。タンパク質構造解明への新しい扉が、米国エネルギー省（DOE）のアルゴンヌ

国立研究所への 5 千万ドルのグラントによって開きつつある。 
 
米国立衛生研究所（NIH）が供与するこのグラントによって、ミッドウェスト構造ゲノム科

学センターが研究資金を獲得する。同センターはタンパク質構造イニシアチブ（Protein 
Structure Initiative: PSI）の大規模拠点であり、PSI の研究代表者であるアルゴンヌ国立研究

所のアンジェイ・ヨアヒミアック氏がリーダーを務めている。この研究資金を使って、アルゴ

ンヌ国立研究所は世界各地の生物学者と協力し、研究に利用できるヒトから病原体までの生医

学的に重要なタンパク質に関する情報を拡充する。 
 
タンパク質を理解するためには視覚化が重要である。タンパク質は非常に小さいために、ア

ルゴンヌ国立研究所のAdvanced Photon Source（高度光子源：APS）等の高輝度X 線光源を

使用しなくては見ることができない。X 線でタンパク質の画像を撮影することをタンパク質の

「構造決定」と言う。 
 
研究者達は従来の構造決定方法を改良し、以前は数年間必要であったプロセスを数週間で完

了できる自動化されたパイプライン（自動解析処理）にした。従来、構造決定には 1 件につき

50 万ドル以上の費用が必要であったが、プロセスを自動化することで費用は 5 万ドル以下にな

る。 
 
現在、この自動化したプロセスで毎年 250 以上のタンパク質構造が決定されている。 
 
終的に PSI が目指すのは、解析済みのタンパク質構造を基にして未知のタンパク質構造を

決定できるような（コンピュータ・モデリングの構築が可能となる）十分な数のタンパク質構

造を決定することである。 
 
「構造ゲノム科学研究を進めるための本プロジェクトは、生物学、コンピュータ・サイエン

ス、物理学分野を組み合わせた複雑なものとなっている。生物学者は解析用のタンパク質を短

時間で複製する新しい方法を確立しようとしている。コンピュータ・サイエンスの学者は、膨

大な量のデータを処理し、その情報からコンピュータモデルを提供することができる高速コン

ピュータとコンピュータ・プログラムを開発している。物理学者は、研究を支援するための、



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.960,  2005.7. 27 
 

27  

第 3 世代シンクロトロンと呼ばれる、世界 高輝度を誇る X 線装置を開発した」と、アルゴン

ヌ国立研究所ロバート・ローズナ所長は話している。 
 
アルゴンヌ国立研究所の第 3 世代シンクロトロン装置APS は、世界に 3 台しかない第 3 世代

放射光施設の一つで、西半球では唯一のものである（注1）。 
 
APS を使用した研究で、これまでのところ、300 近くの多種多様な 3 次元タンパク質構造が

決定され、国際タンパク質データバンクに画像と情報が提供されている。同データバンクは、

タンパク質構造を利用して、疾病の特定や疾病予防・治療用薬剤を開発している世界中の研究

者に構造情報を提供している。データベースに登録されているタンパク質構造は、炭疽菌から

SARS に及んでいる。 
 
PSI は今後、微生物、植物、動物、ヒトの遺伝子や遺伝子断片のクローン作製・発現、タン

パク質の精製・結晶化、データ収集、構造解析等に、新たに取り組む予定である。 
 
「中期的目標は、未解析の基本的なタンパク質構造を短時間で決定する技術的基盤の提供で

ある。これは、包括的なゲノムデータが明らかになり、第 3 世代シンクロトロンのデータ生成

能力、コンピュータ・サイエンスとコンピュータ技術の進歩によって実現可能になった構想で

ある」と言うのは、アルゴンヌ国立研究所バイオサイエンス部リー・マカウスキー部長。「この

目標を達成するためには、タンパク質発現、結晶成長、構造決定、構造モデル構築・改良を行

う全ての手法を強化する必要がある。」 
 
「このアプローチは、新しい研究分野である構造ゲノム科学の発展を促進するという当面の

目標と同様に、多くの生医学研究にとっても、長期に渡る様々な重要性を持つ。私達は、多数

の「簡単な」対象を直ちに解析する計画を立てている。そのプロセスの中で、更に困難な未解

決の課題に適用できる、一段と性能が高い新規ツール、手法、アプローチを開発していく予定

である」と、マカウスキー氏。 
 
5 年間に渡って 52,720,000 ドルが授与されるこのグラントは、本日（2005 年 7 月 1 日現在）

NIH が発表した 10 件の中の一つである。この発表で、PSI は広範囲に渡るタンパク質の 3 次

元構造を明らかにする全米的な取り組みの第 2 段階を始動する。ここで得られる構造情報は、

健康と病気で果たすタンパク質の役割を解明し、新薬開発の方向性を示すのに役立つことにな

るだろう。 
 
「イリノイ州には、全米初の国立研究所であるアルゴンヌ国立研究所等の類稀な研究機関が

複数存在するため、活気のあるアメリカ中西部ライフサイエンス地域の中心となっている。NIH
からのグラントがバイオサイエンス分野での将来的な発見や革新につながり、イリノイ州は

< 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960号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/960/
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先端科学研究分野のリーダーとしての威信を保ち続けることができるだろう」と、ロッド・R・

ブラゴジェヴィッチ・イリノイ州知事は話している。 
 
イリノイ州が行ってきたアルゴンヌ国立研究所への長期支援は、過去 20 年間に渡って重要な

連邦政府の予算を活用することに役立ってきた。同州がAPS に 2 千万ドルを投資して支援を行

い、APS は構造ゲノム科学の画期的な研究を提供し、PSI へのNIH グラントを獲得するために

役に立っている。この協力関係によってイリノイ州は、アルゴンヌ国立研究所での多岐に渡る

重要な研究プロジェクトが取り組むバイオテクノロジー、ナノテクノロジー分野のリーダーと

して発展し続けている。同州はこれまで 6 千万ドル以上を、ナノスケール材料センター、発展

型タンパク質結晶成長装置、リケッツ地域生物学的封じ込め研究所（Ricketts Regional 
Biocontainment Laboratory）に投資し、米国の大型科学技術プロジェクトの一つである、10
億ドル相当のRare Isotope Accelerator（RIA）計画（注2）の誘致を後援している。 

 
今後 5 年間で約 3 億ドルを受け取る予定のNIH センターの選定からPSI の後半期が始まる。

PSI の期間は 10 年間で、その大部分をNIH の国立一般医学研究所（NIGMS）が資金援助して

いる。 
 
PSI が 2000 年にパイロット・センターを創設した時、2 つの目標があった。それは、タンパ

ク質構造解析の多くのステップを合理化し加速するロボット装置類等の革新的なアプローチと

ツールを開発すること、開発した新しい方法をDNA 塩基配列情報からタンパク質構造を決定す

るパイプラインに組み込むこと、である。 
 
現在、PSI は本格稼働段階に移行している。この段階では、バクテリアからヒトまで、多岐

に渡る生物の何千ものタンパク質構造を迅速に決定するために、新たに選定された研究センタ

ーが、準備段階で開発された方法を使用することになる。このような取り組みによって、コン

ピュータ・モデリングでより一層多くのタンパク質構造決定が円滑に行われるだろう。 
 
「PSI の研究でタンパク質構造決定は高度に自動化したプロセスになり、限られた対象だけ

でなく、構造全体をより短時間で解析することができるようになった」と言うのは、NIGMS
のディレクターであるジェレミー・M・バーグ博士である。「これらの成果を踏まえて、新しい

センターは PSI を次のレベルに進め、多数のタンパク質構造を解析し、新たな重要課題に取り

組むことになる。重要なことは PSI の一環として開発された技術が、PSI に関連するタンパク

質構造研究だけでなく、それ以上に影響を与えつづけることである。」 
 
PSI の本格稼働段階には、2 種類の研究センターが関与する。準備段階で設立された 4 ヵ所の

大規模研究センターが 3～4 千のタンパク質構造を解析し、6 ヶ所の専門研究センターが、従来

の研究では困難だった、細胞膜に結合するタンパク質や、ヒトを含む高等生物のタンパク質等、
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小さなタンパク質複合体の構造を迅速に決定する新手法を開発する予定である。 
 
「私達は既に、PSI の前半期で 1300 以上のタンパク質構造を決定できる程の大幅な技術的進

歩を達成したが、大規模な研究センターがこの技術的進歩をさらに進めると期待している。高

性能アプローチで解析できないタンパク質も存在するのだが」と、PSI のディレクターである

ジョン・ノーヴェル博士は述べている。 
 
PSI プロジェクトの重要な 4 要素は次の通り。 
 
遺伝子のクローニング・発現：実績のある方法論の確立、液体処理のロボットシステムによ

る、自動化・高速並列遺伝子クローン法、遺伝子改変・発現のための新しい方法の開発を行う。

また、ロボットの液体処理能力を向上する微調整方法も開発する。 
 
タンパク質発現：細胞培養からタンパク質濃縮・分子間相互作用解析までを行う一つのプロ

セス・フローを設計し、タンパク質精製の自動化システムの開発を行う。 
 
結晶生成とその調整：結晶化の大規模複数サンプル検査を行うロボット装置類の使用、結晶

成長を効率的にモニターする新手法の導入、タンパク質結晶化の新しい極低温処理法の開発を

行う。 
 
構造決定と改良：データ収集・分析の品質管理の改善、並列処理とマルチプロセッサー・コ

ンピュータ環境による構造決定のスピードアップを行う。 
以上 

翻訳：御原 幸子 
 

注1） X 線領域の第 3 世代放射光施設は、現在、日本のSpring-8、米国アルゴンヌ研究所

のASP、そして欧州のESRF がある。 
 
注2） 米国で計画推進中の大型RI ビーム研究施設計画。地球上では自然に存在しないレア

同位元素を発生させ、大型線形加速器で加速する 10 億ドル規模の装置となる。現在、ミ

シガン州立大学とアルゴンヌ国立研究所が建設候補地。 
 
(出典: http://www.anl.gov/Media_Center/News/2005/news050701.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960号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/960/
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【産業技術】 ナノテク 

半導体ナノ結晶ドーピング機構の発見がナノテクの可能性を進展(米国) 
 
半導体ナノ結晶に不純物(すなわちドーパント)を計画的に組み入れる方法の解明に

より、ナノテクに基づいた斬新な電子デバイスがまもなく可能となるであろう。 
 
海軍研究所(NRL)およびミネソタ大学(UMN)の研究者によって発表された、この発

見は、高性能太陽電池やレーザーから、未来のスピントロニクスや超高感度バイオ検

知デバイスまでに及ぶ様々な新技術を可能にすることを支援する。詳細な研究結果は、

ネイチャー誌 2005 年 7 月 7 日号で報告されている。 
 
ナノ結晶は、幅がわずか 100 万分の 1 ミリメートルの小さな半導体粒子である。そ

の小さな寸法により、様々な技術に利用できる珍しい電子的、光学的および磁気的特

性を示す。このような目的のために、非常に純粋なナノ結晶を合成する化学的方法が

過去 20 年間にわたって 適化されてきた。 
 
問題は、これらの粒子内に選択された不純物を制御可能な方法で組み入れる事にあ

った。トランジスターのような従来の半導体デバイスは、そのような不純物なしでは

動作しない。さらに、理論はドーパントが半導体ナノ結晶にさらに大きな影響をもた

らすと予測している。したがって、ドーピングは特定応用にその特性を調整するため

の重大なステップである。 
 
長い間解けなかった謎は、なぜあるタイプの半導体ナノ結晶には不純物を組み入れ

ることができないのか、であった。NRL と UMN の研究者による発見は、これらの問

題の根本的な原因を確立すると共に、種々様々なナノ結晶システムでこの問題を解決

するための合理的な基盤をもたらす。 
 
「鍵はナノ結晶の表面にある」と NRL の物理学者でプロジェクトの先導理論家で

あるスティーヴン・アーウィン博士は語った。「もし不純物原子が、表面へ十分に強く

突き刺さるか吸着されれば、ナノ結晶が成長する時に不純物を 終的に組み入れるこ

とができる。もし不純物のナノ結晶表面への結合が弱すぎるか、あるいは強く結合し

た表面が全体の僅かな部分だけの場合、ドーピングは困難である」 
 
この基本概念に基づいた計算から、チームはドーピングにとって好ましい条件を予

測することができるようになった。その後の UMN の実験では、かってはドーピング

できないと考えられていたナノ結晶の中へ不純物の組み入れを含み、この予測を確認

している。これにより、様々な新しいドーピング・ナノ結晶が現在可能になり、将来
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のナノテクへの重要な進歩をもたらすであろう。 
 
UMN 化学工学・材料科学部準教授でチームの指導実験家のデービッド・ノリス博

士によれば、「この結果のエキサイティングな面は、ナノ結晶はなぜか内部から不純物

を吐き出すことにより自己浄化するので、本質的にドーピングすることが困難である、

という通常の確信をひっくり返したことである。 
 
この見方によれば、非常に純粋なナノ結晶を成長させることを可能にするのと同じ

メカニズムが、またナノ結晶をドーピングすることを非常に困難にしている。我々は、

ドーピングの困難性は本質的でなく、物理化学からの直接的な方法を使用することに

より、確かに系統的な 適化に従がうことを示した」 
 
将来の取り組みは、特定な応用で使われる不純物を組込むことに注目する。例えば、

太陽電池やレーザーは、付加的な電荷をナノ結晶に加えるための不純物から利益を得

るであろう。さらに、スピンエレクトロニクス(あるいはスピントロニクス)でのナノ

結晶の使用を探究するために不純物を探索する。 
 
スピントロニクスデバイスは、電子は電荷を所有するだけでなく、量子力学スピン

を保持するという事実を利用する。スピンは、不揮発性の"瞬間オン"コンピューター

から、いわゆる"再構成可能論理"要素などの、多数の新しいスピントロニクス技術を

実現するデバイスで使用できる付加的な自由度を提供する。 
以上 

(出典：http://www.nrl.navy.mil/pressRelease.php?Y=2005&R=41-05 ) 

< 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】 ナノテク  

シリコンナノワイヤー・トランジスターの新設計法を開発（米国） 
 
ナノスケールエレクトロニクスの進展で、米国立標準技術研究所(NIST)の研究者は、

プロセスを単純化し、より容易にオンオフを切り替えるデバイスを可能にするシリコ

ンナノワイヤー・トランジスターの新しい設計法を実証した。 
 
ナノテクノロジー誌 6 月 29 日号の論文に報告された NIST の設計は、ナノワイヤ

ー・チャネルとトランジスターの陽極・負極との間の単純化された形式のコンタクト

を使用している。この設計は、より多くの電流がシリコン内外に流れることを可能に

し、「トップダウン」アプローチを利用して、ナノワイヤー・トランジスター構築に「シ

ョットキーバリアー」形式のコンタクトを初めて実証したと研究者は主張している。 
 
電子トンネル遷移を可能とする形成が容易な金属コンタクトであるこの障壁は、従

来のオーム接触より非常に少ない不純物ドーピングしか必要とせず、その結果、プロ

セス要件を単純化する。ショットキー接触は、さらにトランジスターがオフの場合に

より大きな抵抗をもたらし、一方向への電流を制限する。 
 
この NIST トランジスター設計の 60 ナノメートル幅チャネルは、5 マイクロメータ

ー幅の大きな基準チャネルよりも、オンオフ状態の電流に大きな差を示している。こ

れは、ナノ領域までチャネルを縮小した場合、この極めて狭い部分がシリコンの欠陥

に関連した漏電電流を著しく減少させることを示唆している。その結果、このトラン

ジスターは、チャネルの電子ノイズにそれほど敏感でなく、より効果的にオンオフを

行うことができる、と論文の第一著者の NIST 客員研究者のサーグモ・クーは語る。 
 
シリコンナノワイヤー素子は、非常に小さな寸法を持った構造や素子の基本特性研

究だけでなく、統合ナノスケールエレクトロニクスでの利用可能性のために 近大き

く注目を集めている。この NIST の研究は、ナノスケール寸法の信頼できる素子やテ

スト構造の作成に関するいくつかの重要な問題点を克服する。 
 
この結果はさらに、従来のリソグラフ組立て法で作られたナノワイヤー・トランス

ターは、ナノスケールエレクトロニクスの性能を向上させ、半導体産業が既存のシリ

コン技術インフラを保持することを可能にすることを示唆している。 
以上 

*S.M. Koo, M.D. Edelstein, Q.Li, C.A. Richter and E.M. Vogel.："エンハンスメントモー

ド・ショットキーバリアー電界効果トランジスターとしてのシリコンナノワイヤー" 
Nanotechnology 16. Posted online June 29. 

(出典：http://www.nist.gov/public_affairs/techbeat/tb2005_0630.htm#transistors ) 
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【産業技術】 ナノテク  

ブルックヘブン国立研究所で新しいナノ構造を作成（米国） 

 
米国エネルギー省ブルックヘブン国立研究所の科学者が、ナノチューブに隣接した

極薄リボン状ナノベルトという新しい興味あるナノ構造を作り出す方法を考案した。 
 
この研究は、1 メーターの 10 億分の 1 の規模の材料に関する研究であるナノサイエ

ンス分野でいくつかの 高の成果をあげている。ナノレター誌 2005 年 6 月 4 日号オ

ンライン版に記述されたこの新しい構造は、珍しい電気的・機械的性質を持ち、数多

くの開発中のナノテクノロジーに役立つであろう。 
 
「我々は、約 2～5 ナノメーターの制御可能な厚さを持つナノベルトを製作した。

制御性、厚み、および使用した方法は、すべて新しい成果であり重要な研究である。

しかし、我々は、真に新しいタイプのナノ構造を作り出したことに も興奮している」

とブルックヘブン国立研究所材料科学者で研究主任のウェイキン・ハンは語る。 
 
ゲルマニウム元素で作られているナノベルトを成長させるために、ハンと同僚は、

初に銅で作られた格子表面の上にナノチューブを設置する。 初は、カーボンナノ

チューブを使用し、その後、炭素類に非常に良く似ている窒化ホウ素ナノチューブに

切り替えている。 
 
次に、ナノチューブを組織化されてないあるいは非晶質のゲルマニウム原子層で覆

った、それらは露出した上半分だけをカバーした。原子層の厚さは、1 ナノメートル

の僅か 10 分の 1 の変化を容易に検知できる装置でモニターされている。 
 

後に、非常に強力な顕微鏡の内部で、ゲルマニウム被覆ナノチューブを摂氏 750
度まで加熱した。加熱中に、非晶質ゲルマニウム原子は結晶化し、同時に、ナノチュ

ーブ側面から引き離されて、半分の円筒曲面から厚さ約 4 ナノメートルの堅い平面の

片に変化した。 
ナノベルトは化学的にナノチューブに結合し続け、例えばボール紙の筒の側面に付

着した定規に似ている。 
 
「この方法は、典型的に 10 ナノメートル以上の厚みのナノベルトを生ずる他の技

術よりはるかに好ましい。薄いナノベルトは、例えばより高い導電率のような物理的

特性を持ち、ナノスケール電子回路のコンポーネントの応用により適しているので、

薄い厚さの達成は重要である。 
 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
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さらに、我々のナノベルトはナノチューブに結合しているので、スタンド・アロン

のナノベルトあるいはナノチューブとは恐らく異なった特性を有している。この新し

い構造がナノテクノロジーに多くの新しい進展を可能にするものと我々は考えてい

る」とハンは語った。 
 
将来の研究では、ハンと同僚は、電子輸送機能のようなナノ構造特性を研究するこ

とを計画している。この構造の伝導方法を理解することは、ナノ電子回路コンポーネ

ントとして利用することができるかどうかの判断を助けることができる。 
以上 

（出典：http://www.bnl.gov/bnlweb/pubaf/pr/PR_display.asp?prID=05-X12 ） 
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【産業技術】 IT 

新 Web サービスは外国の技術規制を追跡（米国） 
 
ブラジル、英国、韓国や世界貿易機構(WTO)メンバー148 国のどこかの国での、技

術規制の変更懸案についての情報は、国立標準技術研究所(NIST)により 2005 年 7 月

1 日に発表された"米国通知サービス(Notify U.S. service)"に登録すれば入手できる。 
 
この"米国通知サービス"は、米国商務省の NIST と国際通商局によって提供されて

いた e-mail 規制通知システムの"エクスポートアラート"の後継である。 
 
この新しいウェブ基盤サービスは、懸案の技術的規制案に対する、素早く、包括的

で、国際的な見通しを、さらに、米国の輸出市場アクセスに影響を及ぼす可能性があ

る適合性評価手順を提供する。 
 
"米国通知サービス"は、ユーザーに WTO メンバー国によって提出された規制の届

出および全文へのアクセスを可能とする。さらに、ユーザーは、選択した国々に関す

る変更案や、41 分野の産業および技術的取り組みの変更案をモニターできる。 
 
"エクスポートアラート"でのように、ユーザーは、各国であるいはモニターしてい

る技術的取り組み分野で規制案が出された時に通知する、電子メール・メッセージが

受け取れる。 
 
NIST の米国標準・認可情報センター(NCSCI)が、この新しい無料サービスを運営

している。NCSCI は、WTO の合意の下の米国政府指定の技術的貿易障壁に関する問

い合わせ事務局である。"米国通知サービス"ユーザの要求により、当センターは、届

出に参照された規制案の全文を入手する。 
 
より詳細な情報と登録には、www.nist.gov/notifyus の"米国通知サービス"ウェブサ

イトをアクセスのこと。 
以上 

 
(出典：http://www.nist.gov/public_affairs/techbeat/tb2005_0630.htm#regulations ) 

< 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】 IT 

半導体産業のための次世代基準材料計画（米国） 
 
半導体とツール製造工業のための次世代基準材料の開発および評価に、国立標準技

術研究所(NIST)および半導体製造技術協会(SEMATECH)と共同研究する企業や研究

組織の参加が勧誘されている。 
 
この研究は、チップ形体の測定に標準の物差しを提供している NIST の取り組みの

継続である。新しい基準材料はいくつかの点において前世代と異なっており、現在の

計画は、200 ミリメートル・ウェーハに形成される、各々が 40～500 ナノメートルの

認定された限界寸法を持った多面的なテスト構造を持つ、各基準材料を求めている。 
 
基準材料の設計、組立ておよび較正は NIST-SEMATECH チームにより指導される。

参加企業および組織の主な役割は、基準材料の評価になる。さらに、専門知識、設備

の時間あるいは他のリソースの点で貢献する。参加者は、作業完了後、1 つ以上のウ

ェーハおよび全ての関連測定文書を受け取ることができる。 
 
詳細情報および登録様式は、以下からオンライン利用可能である。 
https://www.sematech.org/membersite/MServlet?mtgId=7682 

 
今年の初めに SEMATECH 会員企業に配布された、以前の基準材料セットに関する

情報は、www.nist.gov/public_affairs/releases/ atom_rulers.htm から入手可能である。 
以上 

 
(出典：http://www.nist.gov/public_affairs/techbeat/tb2005_0630.htm#reference ) 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.960,  2005.7. 27 
 

37  

【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、
大 248 万ドル）と水素・電気の共同製造技術実証試験（2 年間、 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､ 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 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 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、 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、 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、 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 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 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 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 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、 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 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 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 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 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、 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)) 

 
 
 

 

< 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960号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/960/


	目次
	地中海地域における集光型太陽熱発電（MED-CSP）(1/2）(ドイツ）
	新エネルギー政策の方向付けを大多数の米国市民が要望（米国）
	中国におけるエネルギー資源節約の実施状況（中国）
	太陽熱を利用する建材で48%の省エネルギーを実証（カナダ）
	多量のCO2を吸着する耐熱性ポリマー（米国）
	超高速カメラで捉えたハチドリのホバリング（米国）
	血管を持つ人工筋肉（米国）
	タンパク質構造研究に5千万ドルのグラント（米国）
	半導体ナノ結晶ドーピング機構の発見がナノテクの可能性を進展(米国)
	シリコンナノワイヤー・トランジスターの新設計法を開発（米国）
	ブルックヘブン国立研究所で新しいナノ構造を作成（米国）
	新Webサービスは外国の技術規制を追跡（米国）
	半導体産業のための次世代基準材料計画（米国）
	米国-今週の動き

