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【再生可能エネルギー特集】 

2004年米国における再生可能エネルギー動向(概要) 

 
 米国エネルギー省（DOE）エネルギー情報局が発表した“Renewables Energy Trend 
2004”（August 2005）より、その概要を紹介する。（※文中の図表番号は原本のものを踏襲） 
 
再生可能エネルギー消費量 

再生可能エネルギーの消費量は、2003年から2004年にかけて1%を若干下回る増加

を示した（表1:文末の参考資料を参照、表2以下同様）【注１】。消費量は6.1×1015 Btu（英

サーマルユニット）を記録し、米国のエネルギー消費全体に占める割合は6.1%であっ

た(図H1)。エネルギー全体の消費量は、再生可能エネルギーよりも高い伸び率を示し、

2004年には2%近く増加して100.3×1015 Btuであった【注２】。石油と天然ガスが増加の

大部分を占めた。 
 
  

 

 
 
 

2004年の再生可能エネルギーは、輸送部門が前年比24%増と最も高い伸び率を示し

たものの、電力および工業部門が引き続き消費の大部分を占めた(表2)。これは、多く

の州でMTBE（訳注：ガソリンの添加剤として使用される）が廃止の方向に向かって

おり、これに代わる燃料用エタノールの利用が拡大したことによるものである(図H2)。 
 

 2004年の発電に占める再生可能エネルギーの総消費量は、従来型の水力発電が減少

したものの、3%増加し4.3×1015 Btuであった(表3)。発電以外の利用(熱電併給プラン

トにおける有効熱出力、暖房、自動車燃料を含む)は、4%減少して1.8×1015 Btuであ

図H1. 2004年の米国内のエネルギー供給に占める再生可能エネルギー消費量 
出典：表1 

 

合計＝100.278×1015 Btu 合計＝6.117×1015 Btu 

< 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963号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/963/
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った(表4)。減少分の大半を占めたのは、住宅および工業部門におけるバイオマスエネ

ルギーであった。水力発電の重要性から、再生可能エネルギーの70%が発電利用され、

発電以外の利用は30%にとどまった。 
 

 

 
図H2. 輸送部門におけるエタノールおよびMTBE消費の推移(1992～2004) 

出典:エタノール:表5,MTBE:1992-2004EIA,Petroleum Supply Monthly 
DOE/EIA-0109 付録D,表34 

 
 2004年のバイオマスの消費量は、4%増加して105×1012 Btuであった(表6)。工業部

門の木質エネルギーと輸送部門のアルコール燃料が、増加を牽引した。住宅部門にお

ける木質エネルギーの消費量は、暖冬の影響により減少した。バイオマスの主なエネ

ルギー源は木材(70%)で、廃棄物(20%)、アルコール燃料(10%)がこれに続いた。廃棄

物については独立系発電事業者による消費が最も大きく、2003年には自治体の固形廃

棄物240×1012 Btu、埋立地ガス59×1012 Btuを消費している(表7)。公益発電事業者の

廃棄物によるエネルギー消費への寄与は比較的小さく、2003年の消費量は20×1012 

Btuにとどまり、2002年の38×1012 Btuと比較して減少した。 
 

米国全体の工業部門におけるエネルギー消費量は、2003年から2004年の間に2%増

加し、33,447×1012 Btuであった。一方、工業部門におけるバイオマスエネルギーの

消費量は6%増加し、1,620×1012 Btuであった【注３】。工業部門におけるバイオマスエネ

ルギー消費の大部分は、木材および紙パルプ産業で利用される黒液および木材廃棄物

が占めた。これらは、プロセスを支える有効熱出力(熱蒸気処理など)に利用される(表
H3,8)。また、工業部門で利用されるバイオマスには、(数量は少ないが)農業副産物あ

るいは農作物、汚泥廃棄物、タイヤその他も含まれる。産業別、バイオマスエネルギ

ーの種類別の詳細なデータは、2002年については表H3、2003年については表8に示さ

1×1012 Btu 
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れており、最終用途を除いて年による違いはほとんどない。2003年の有効熱出力によ

るエネルギー利用は、71×1012 Btu増加した。一方、発電によるエネルギー利用は103
×1012 Btu減少した。 
 
 2003年、バイオマスと石炭を併用した発電所は106ヶ所であった(表9)。バイオマス

エネルギーの消費比率が石炭と比較して非常に小さい施設では、大規模な追加設備投

資をせずに排出削減を行う混焼方式が一般的である。それ以外の施設では、供給、需

要あるいは価格に応じて複数の燃料を使い分ける燃焼方式が採用されている。 
 
電力 

2004年の米国における総発電量は、2%増加し3,953TWhであった【注４】。これに対し、

再生可能エネルギーによる発電は、水力発電およびバイオマスエネルギーの減少によ

り、1%減少して359TWhであった(表11)。風力発電は、27%増加し急速な伸びを示し

たが、全体から見ると0.36%にとどまっている。公益発電事業者や独立系発電事業者

などが電力生産の中心であった。 
再生可能エネルギーによる電力容量の概算予測は、2004年の電力容量が若干増加し

たことを示しているが、EIAの最終データ発表時には増加率が上がる可能性がある(表
12)。2003年12月の税控除 (Production Tax Credit:PTC)の期間満了がなかった場合、

増加率はさらに高くなったと考えられる。2004年になってもPTCの存続は定まらず、

同年10月になって公法(Public Law)108-311条の「2004年の共働き世帯減税措置」の

一部として更新されたが、2004年のデータ作成には間に合わなかった【注５】。2005年の

概算は当初、同法が次の期間満了(2005年12月31日)まで延長されることを想定し、風

力発電の高い伸び率を予測していた。 
 
 再生可能エネルギーによる発電の48％は、太平洋隣接地域に集中した(表13)。同地

域には、水力発電、地熱発電、風力発電、その他のバイオマスおよび太陽エネルギー

発電の集中が最も見られた。黒液および木材・固形状木材廃棄物が、産業部門におけ

るバイオマス発電の主なエネルギー源で、それぞれの割合は63%と32%であった(表14)。
また、大西隣接南部地域の産業部門におけるバイオマス発電の23%は、黒液によるも

のであった。 
以上 

翻訳・編集：NEDO情報・システム部 
 
 (出典：

http://www.eia.doe.gov/cneaf/solar.renewables/page/trends/highlights04.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963号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/963/
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【注1】報告書のデータは、入手可能な最新の情報に基づいている。各分野の合計につ

いては2004年の概算データによるものであり、分野別の内訳については2003年のデー

タに修正を加えたものである。 
 
【注2】EIA「月刊エネルギーレビュー」2005年4月号DOE/EIA-0035(2005/01) 
(2005年4月、ワシントン)、表2.4,p.31  
 
【注3】EIA「月刊エネルギーレビュー」2005年4月号DOE/EIA-0035(2005/01) 
(2005年4月、ワシントン)、表2.4,p.31  
  
【注4】EIA「月刊エネルギーレビュー」2005年4月号DOE/EIA-0035(2005/01) 
(2005年4月、ワシントン)、表7.2a,p.99  
  
【注5】米国風力エネルギー協会、2004年9月27日付記事参照

http://www.awea.org/news/news040924wti.html 
 
 
（参考資料） 
文中に引用した表は以下を参照のこと 
H3: http://www.eia.doe.gov/cneaf/solar.renewables/page/trends/table_h3.pdf 
表1: http://www.eia.doe.gov/cneaf/solar.renewables/page/trends/table01.pdf 
表2: http://www.eia.doe.gov/cneaf/solar.renewables/page/trends/table02.pdf 
表3: http://www.eia.doe.gov/cneaf/solar.renewables/page/trends/table03.pdf 
表4: http://www.eia.doe.gov/cneaf/solar.renewables/page/trends/table04.pdf 
表6: http://www.eia.doe.gov/cneaf/solar.renewables/page/trends/table06.pdf 
表7: http://www.eia.doe.gov/cneaf/solar.renewables/page/trends/table07.pdf 
表8: http://www.eia.doe.gov/cneaf/solar.renewables/page/trends/table08.pdf 
表9: http://www.eia.doe.gov/cneaf/solar.renewables/page/trends/table09.pdf 
表11: http://www.eia.doe.gov/cneaf/solar.renewables/page/trends/table11.pdf 
表12: http://www.eia.doe.gov/cneaf/solar.renewables/page/trends/table12.pdf 
表13: http://www.eia.doe.gov/cneaf/solar.renewables/page/trends/table13.pdf 
表14: http://www.eia.doe.gov/cneaf/solar.renewables/page/trends/table14.pdf 
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【再生可能エネルギー特集】 
 
再生可能エネルギーを含めた電源多様化を進める大手電力企業（ベルギー） 
 
ベルギー最大の電力会社 Electrabel（エレクトラブレル）社は現在、電源多様化を推進

しており、再生可能エネルギーにも力を入れている。グリーンピースによると、再生可能

エネルギーによる発電量は、同社のベルギー国内での総電力生産の 1%を占めている。

Electrabel社がベルギーで生産するグリーン電力の大部分はバイオマスを利用したもので、

その割合は 91%に達している。ただし、バイオマスの 4 分の 3 は、木材などの「純粋なバ

イオマス」ではなく、焼却された有機廃棄物が占めている。これは、フラマン地域政府が、

廃棄物の焼却をグリーン電力生産源と認めていることによる。バイオマスの他は水力 5%、

風力 4%となっている。 
 
Electrabel 社のベルギー以外の国々でのグリーン電力生産では、水力が最も多く、63％

を占めている。これにバイオマス（36％）、風力（0.21％）が続く。主要な水力発電所はフ

ランスにあり、ベルギーの水力発電所が小規模なものであるのに対し、フランスの水力発

電所は出力 20MW 以上の大規模なものが多い。 
風力発電については、Electrabel 社はベルギーの他、イタリア、ポルトガル、フランス

で行っている。ポルトガルでは、2007 年からの稼働を目標にとして、22 の風力発電施設（総

出力 442MW）を建設する大規模な計画が進行している。総投資額は 4 億 8,000 万ユーロ

で、欧州投資銀行などの銀行団が大部分を出資し、発電設備の建設、運営を行う Generg
社の株主である Electrabel 社は 1,100 万ユーロを拠出する。 

 
Electrabel 社は、ベルギーでは 8 ヶ所の風力発電施設を所有しているが、7 月 19 日にド

イツとの国境に近い Bullingen に風力発電施設を建設することを決めた。高さ 100m、ロー

ターの直径 80m、出力 2MW の風力発電機 6 基を設置し、総出力は 12MW となる。6,500
世帯の消費電力に相当する年間 2,300 万 kWh が発電され、電力供給は、2007 年初頭の開

始となる予定。投資総額は 1,400 万ユーロである。 
Electrabel 社は、風力発電機の設置に適した候補地探しに余念が無いが、その一環とし

て、企業に設置場所の提供（200m2あまりの土地が必要）を呼びかけている。企業側は場

所を提供するだけで、風力発電機の設置や維持に要する費用は Electrabel 社が負担する。

また、企業には、場所の提供に対する補償金が支給されるほか、ローターなどに広告を掲

げることもでき、持続可能な開発プロジェクトに参加するということで、企業イメージの

向上にもつながる。手続きとしては、相互協定に調印し、フィージビリティースタディー

などを経て、15 ヶ月程度で稼働する。 
 
一方、Electrabel 社が、Jan de Nul 社（浚渫事業を行っている企業）と共同で計画して

いた海上風力発電計画「Seanergy」（Electrabel 社：80％、Jan de Nul 社：20％）には、

< 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963号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/963/
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次々と障害が立ちはだかっている。「Seanergy」計画は、北海沿いのクノック・ヘイスト市

の沖合約 15km に位置する“Vlakte van de Rann”と呼ばれるゾーンに出力 2MW の風力

発電機 50 基を建設するとういもので、投資総額は 2 億 2,000 万ユーロに達する。実現する

と、年間発電量 3 億 kWh となり、8 万 5,000 世帯に電力を供給することが可能になる。 
ベルギーの環境・国民健康・消費者保護省は 2002 年 6 月 25 日、同計画に対して建設・

運営許可を与えたが、「景観を損なう」とする住民の訴えを受け、最高行政裁判所は 2003
年 3 月 27 日、「視覚的な公害」の可能性を指摘し、建設・運営許可を与えた、環境・国民

健康・消費者保護省の省令の効力を停止する裁定を下した。Electrabel 社は 2003 年秋、国

を相手取り、損害賠償を求める訴えを起こしたが、2005 年 7 月 25 日には、連邦政府が、

「Seanergy」計画への建設・運営許可を取り消しを決めた（取り消し決定は 8 月 5 日の官

報に掲載）。 
 
ベルギーでは、再生可能エネルギー源の開発は、地方政府の管轄に属するが、海上での

エネルギー生産は、連邦政府の管轄下にある。このため海上での風力発電は、連邦政府の

所轄当局の許可が必要となる。連邦政府で北海を担当するファンデラノット副首相は、

「Seanergy 計画は最終的に葬られた」と明確に述べたが、Electrabel 社側は「如何なる可

能性が残されているかを検討したい」としている。 
 
ベルギーでは、2010 年までに総電力消費の 6％を再生可能エネルギーで賄うことを目標

としている。このためにも海上での風力発電の促進は理想的な解決策といえるが、海岸か

ら 15km 程度の距離では、「視覚的な公害」の名のもと計画が葬り去られるケースが多い。

初めてゴーサインの出た海上風力発電施設建設計画は、クノック・ヘイストの沖合 30km
あまりの距離に位置する、「Thorntonbank」と呼ばれるゾーンでの C-power 社の計画だっ

た（出力 3.6MW×60 基）。 
ファンデラノット副首相は、海上での風力発電計画を Thorntonbank へ集中させる意向

があると言われ、Electrabel 社にも「Thorntonbank での計画なら歓迎する」とのメッセ

ージを送っている。また副首相は、Thorntonbank は長期的に、欧州でも有数の海上風力

発電施設となる可能性について述べている。 
なお、Thorntonbank 海域では、Colruyt 社（流通大手）の系列会社 WE-Power、

Electrawinds、Depret の 3 社からなるコンソーシアムがタービン 30 基からなる風力発電

施設の建設を計画している。 
 
＜参考＞ 
Electrabel 社：http://www.electrabel.be 
ファンデラノット副首相のホームページ：http://www.johanvandelanotte.be/ 
グリーンピース：http://energie.greenpeace.org/supplier?language=fr&supplierid=21&region=vl 

 
以上 
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【再生可能エネルギー特集】 

EU におけるバイオマス研究開発の主要課題（EU） 

EC の報告書「Key Tasks for future European Energy R&D（EU における将来のエ

ネルギー研究開発の主要課題）」からバイオマスに関する記述を抜粋し、紹介する。こ

の報告書は、2002 年 10 月にエネルギー諮問グループ（Advisory Group on Energy：
AGE）が、EU における短期・中期・長期にわたるエネルギー分野の研究開発戦略を策

定することを EC から依頼され、AGE に属する戦略ワーキンググループ（Strategic 
Working Group：SWOG）が 2005 年にまとめた最初の報告である。（URL は文末に示

す。） 
 
背景 
バイオマス・エネルギーは、植物が光合成によって太陽光エネルギーを炭水化物に固定

したものを供給源とするエネルギーで、人類の多くは伝統的にこのエネルギーを活用して

きた。化石燃料が到来するまで、人類は調理や冬の暖房に必要な燃料の大部分を森林から

得ていた。 
 
ところが、EU 加盟 15 ヶ国では、木質燃料は長い間、石炭、石油、ガスに取って代わら

れていた。バイオマスは西ヨーロッパの最も重要な再生可能エネルギー源であるにもかか

わらず、現在、EU 全体の一次エネルギー消費の約 5%に過ぎない。加盟国の中でもバイオ

マスの重要度は異なっている。例えば、ポルトガルでは一次エネルギーの 15%以上を、ル

クセンブルク、フィンランド、スウェーデンでは 20%以上をバイオマスが占めている。 
 

EU におけるバイオマス・エネルギーの供給源は今でも大部分が木材である。木材は、家

庭用暖房、地域暖房プラントや工業用の熱供給として、また、フィンランドやスウェーデ

ンでは主に発電プラントで発電用に燃焼されている。しかし、麦藁や、家庭／商／産業固

形廃棄物等の農業残渣を燃料として使用することが増えてきている。全ての農業残渣と商

業・家庭固形廃棄物の大部分は本来有機物であるため、一般的にバイオマスとして類別さ

れる。大雑把に分別された都市廃棄物の多くもバイオマスと考えられる。湿った農業・都

市廃棄物を処理するためには、燃焼する代わりに嫌気性分解を行うことができ、農場、食

品・家畜飼料産業・埋め立てゴミ処理地で使用するための開発が進んでいる。 
 
林業や製紙業から出る間伐材や廃材等の木材を、廃棄物を効率良く焼却するための燃料として

利用することも多い。この点が重要である。というのも、必要不可欠な産業活動（都市ゴミ処理）

あるいは収益の高い産業活動（材木・木製製品・紙製品の生産）の一環としてバイオマス燃料を

収集することでバイオマス活用の経済性が大幅に向上し、多額の助成がなくてもEU のエネルギ

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート963号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/963/
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ー供給に占めるバイオマスの割合を 5%レベルに維持することが可能になったからである。 
 

木材やその他のバイオマスを燃焼すると CO2 が大気中に排出されるが、一般的にバ

イオマス燃料は CO2 を増加させることがなく、地球温暖化に関与しない（カーボン・

ニュートラル）と考えられている。動的均衡を保つような適切な管理が行われている

森林では、新しいバイオマスが成長することで、燃焼時に排出するのと同量の CO2 を

吸収する。かつて、単純なストーブで木材を燃やすことはエネルギー効率が悪く、CO
やその他の汚染物質を大量に排出するものであったが、現在のボイラーは効率性が格

段に向上し（設計からのアウトプットでは最大 90%）、排出量も低くなっている（CO
排出量は 0.2g／m3 以下）。 
 

しかし、バイオマスは大部分が炭水化物（CXHYOZ）であり、幾分湿っていることが

多いため、エネルギー含量（13～20 GJ/トン）が石油（CXHY：45 GJ/トン）と比べて

かなり低く、石炭（CH0.7：25～30 GJ/トン）と比較しても若干低くなっている。かさ

密度に関しても、木材は石油や石炭よりも密度が低いペレットやチップの形状である

ことが多く、木質燃料の長距離輸送のコストは高くなる。 
 

現在、EU のバイオマスによる熱生産は年間約 1.8EJ であり、発電量は約 22TWh
となっている。この供給電力は 80PJ に相当し、一次エネルギーで言うと 0.25EJ 程度

になる。 
 
潜在能力 

EU 加盟 15 ヶ国内の現存する森林から、燃料用木材をより一層活用するための潜

在量は少なくないが、非常に大きいわけではない。例えば、オーストリアの資源は

230 PJ/年と推定されるが、その中で約 122 PJ/年が現在使用されている。この比率

は広大な森林を有する加盟国としては標準的なものだが、多くの加盟国の潜在量はず

っと少ない。潜在能力の高さを示すのはフィンランドだけで、潜在量（350 PJ/年）

に対して現在の使用量（94 PJ/年）が大幅に下回っている。 
 

しかし、地球規模でのバイオマス生産の潜在能力は約 450 EJ/年と概算され、現在の地

球全体で消費される 50 EJ/年と地球全体での化石燃料消費の約 350 EJ/年と比較しても、

かなり大きいと評価されている。 
 

バイオマスの潜在能力が EU におけるエネルギー供給に今後一層貢献出来るかは、

次の 4 分野の進捗状況にかかっている。4 分野の中で一つでも進展が見られれば、実

現の可能性がある。 
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・ 現在使用されている以上のバイオマス燃料の活用、すなわち、熱あるいは電力、可

能ならば両方とも同時に供給する木材、農業残渣、商業／工業／家庭廃棄物の燃焼

を奨励する。 
 

・ 都市部の人口が多く、木材を供給する広大な森林が消失している加盟国でのバイオマス

供給を増加する。 
 

・ バイオマスの液化で、より柔軟な使用と経済的な長距離輸送が可能になる。これにより、

輸送用のバイオ燃料が可能になり、あるいは消費者からは遠く離れているが、生育環境

が良く、多くの土地が利用可能な場所でのバイオマス生産も可能になる。 
 

・ EU 域外でのバイオマス使用拡大を奨励する技術と設備を供給する。これにより、EU
内で使用するために輸入される化石燃料の世界的な軋轢の軽減、エネルギーを輸入する

ための外貨獲得にもなり、結果として地球温暖化を緩和することにもなる。 
 
木材と廃棄物のより一層の活用 

水力発電と同様に、しかし、他の大部分の再生可能エネルギーとは異なり、現

存する燃料用木材・廃棄物資源の従来通りの用途には助成金の支援がないことが

多い。ところが、木質残渣が手近に入手でき、小規模分散型プラントで燃焼する

ことが可能な農村地域等では、木材・廃棄物資源は石油に対抗できる。あるいは、

商業・都市廃棄物を焼却することで希少な埋め立て廃棄物処分場への輸送・処理

コストを節約できるような都市部では、石油やガスと競合できる状況もある。結

果として、多種多様の設備開発が進み、既に利用可能となり、様々な供給網も利

用されている。木材・廃棄物の従来どおりの用途を促進するために、製造業者は

今後もボイラー、燃料供給システム等の改良を続け、研究開発への税金控除等の

通常の方法で製造業者は奨励されるべきだが、現在のところ EU 全体での研究・

開発の貢献度はそれ程高くない、と戦略ワーキンググループ（SWOG）は考えて

いる。例えば、商業設備で見られる燃焼排ガスの汚染物質、重金属廃棄物、ボイ

ラー腐食等の問題を信頼性の高い方法で明確に対処することができれば、都市廃

棄物燃焼はより一層魅力的なものになる。EU 全体で行う研究開発、すなわち先進

技術や供給網概念を実証するプロジェクトによってこのような問題が解決できれ

ば、木材・廃棄物資源の活用は加速度的に進むと考えられる。さらに、ガス化燃

焼あるいは一連の混合燃焼オプションを実証し評価する必要もある。  
 
材木・廃棄物利用を拡大する効果的な方法は、経済的条件を平等にすることである。そ

のために、EU が CO2 隔離を行わずに燃焼する化石燃料に課す現実的な炭素税を導入し、

バイオマス・エネルギーが地球温暖化に与えるメリットを認識させることが必要である。

これは既にデンマークで実施され、天然ガス・エネルギーの基本的な費用が約 3.3 ユーロ

< 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963号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/963/
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／GJ、ウッドチップが 4.6 ユーロ／GJ であるのに対して、税制度によって、消費者が負担

する天然ガスの費用は 10 ユーロ／GJ となる。 
 
EU のバイオマス資源を増やす  

EU のバイオマス燃料供給は、エネルギー源となる作物を栽培することで確実に

増加する。多年生植物がエネルギー供給用作物として有望視されているが、それ

は一年生植物よりも肥料や農薬の投入量が少ないことから、大量のエネルギーを

必要とする肥料・農薬等の農業用化学物質の生産を削減することができるからで

ある。従来の農業と比べても、低投入型多年生作物は安定した生育環境を作るこ

とができ、その地域の植物・動物群の多様性が増すと予測される。  
 
草類は従来の刈り取り機で収穫できるという利点がある。しかし、北ヨーロッパでは、2

～4 回帰年で成長する早生樹種として知られるヤナギが好ましい。現在、エネルギー作物の

栽培は経済的に採算が合っていないが、食糧生産用農地を生産調整のために休耕する奨励や、

農業多角化促進等のために農業経営者に対して助成を行う必要がこれからもあるのであれば、

エネルギー作物栽培は経済的に継続可能となるだろう。 
 

SWOG が考える EU 全体での研究・開発の貢献は、多収穫量と環境への局地的

な影響とのバランスを取りながら、エネルギー利用に最適化した植物の栽培を目

指すことである。また、実地試験の結果を公表すること、そして、利用可能な技

術を駆使して少数の地域社会で完全なバイオマス供給網の運用実証を奨励するこ

とも EU 全体での研究開発の貢献である。  
 
バイオマス液化技術 
エネルギーを大量に輸送する最良の手段は、液体燃料としてタンカーやパイプラインで

運搬することである。液体燃料は固定的な用途だけでなく、輸送機関にも簡単に使用可能

であるために用途も広く、炭水化物である固形状のバイオマスを液体に変換することはこ

れまでも強く望まれていた。 
 
菜種由来のエステル・バイオ燃料は確かに製造可能だが、現在のところ、今後も経済性、エ

ネルギー回収率共に低いと予測されている。同様に、植物の糖質を発酵して製造するエタノー

ルも、ブラジルでは公的支援によって盛んに使用されているが、EU の寒冷・乾燥した国々で

推進するのは難しいだろう。EU で幅広く適用できるのは、バイオマス液化技術（BTL）によ

って糖質、スターチ、セルロース等、植物全体を液体燃料に変換する方法であると考えられる。 
 

BTL を行うためのガス化と熱分解には様々な選択肢があり、フィッシャー・トロプシュ

反応等の BTL に必要な化学反応も全て知り尽くされている。しかし、バイオマス由来液体



 11

燃料のコストは現在、12 ユーロ／GJ 以上であるのに対して、EU での原油は 1 バーレル当

たり 30 ユーロ（5 ユーロ／GJ に相当）で入手できる。コストの多くは、原料にかかるの

ではなく技術的なものであり、原油の生産コストは 0.5 ユーロ／GJ 以下であるため、海外

で生産されるバイオマス液体燃料が近い将来競合してくることはないと予測される。 
 

しかし、現地供給あるいは外部の供給源からカーボン・ニュートラルな液体燃料を

製造する BTL に潜在的可能性はあり、EU の研究開発、特に、木本のリグノセルロー

ス部分の生物変換プロセスを解明しようとする研究開発はもっともなことである、と

SWOG は考えている。固形状のリグニンから液化可能な糖質やスターチを分離する化

学的あるいは生物学的プロセスの代替的アプローチを追求する必要もある。この分離

によって固形状のリグニンは固形燃料としても使用可能となる。EU 内外で入手可能

な様々なバイオマス原料に合わせて、従来の BTL プラントの設計・運用を最適化する

研究開発は、BTL 燃料の変換技術とコストを軽減し、少なくとも不確かではないもの

にするために有益である。 
 
輸出用バイオマス燃焼・処理装置 

EU 以外のアジア、アフリカ、南／中央アメリカでのバイオマス・エネルギーの潜在

量は非常に大きい。このような貧困国では、木材や農業廃棄物を燃料として使用してい

るため、よりクリーンに効率よくバイオマス資源を活用することで多大な利益を得るこ

とができる。木材等のバイオマスは入手できるが石炭や天然ガスは入手できず、石油も

高額である農業過疎地では中規模分散型バイオマス発電プラントで電力を生産するこ

とが良い方法であるだろう。 
 

EU で使用するために既に開発されている、あるいは今後開発されるボイラー、発電、液

化等プラントが十分に役目を果たし、競争力を持ちえるならば、海外でも大きな市場を持

つはずである。SWOG は海外市場獲得を目的とした EU の研究開発プログラムは必要ない

としているが、欧州委員会（EC）は有益な情報を提供することで企業がベスト・プラクテ

ィスを採用できるように、また、研究開発の税金控除、輸出信用保証等の支援を行うこと

で企業は優れた製品を開発できるように奨励するべきである。 
 
SWOG 判定基準に対する評価 

同レポートで SWOG はバイオマス・エネルギーを含む 8 エネルギー分野の技術につ

いて評価し、当該技術の今後の重要性を判定している。助成する研究開発の優先度を決

定することに役立ち、同時に研究開発によって克服すべき EU におけるエネルギー技術

の弱点を明らかにするものである。表 1 は、バイオマス・エネルギーを評価した結果で

ある。評価基準は以下の 10 項目である。（1）EU 内における潜在的な経済的貢献度（当

該技術を使用することで、どれ位の電力、ガス、液体燃料、石炭等のエネルギーが節

< 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963号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/963/
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約でき、経済的に利用可能になるか）（2）供給されるエネルギーの日常的な運用や事

故が与える健康・安全面への影響（3）環境への配慮（供給されるエネルギーが地域的

には排気・土地利用・廃棄物処理、世界的には CO2 や温室効果ガスに関して、環境に

与えるライフサイクル・インパクト。）（4）投入される燃料・原料の持続可能性（EU
内だけでなく世界的な長期にわたる資源の利用可能性）（5）供給の安全保障（燃料・

原料供給や設備機器運用の安全性）（6）EU ニーズとの適合性（消費者ニーズや、現

状の需要曲線、供給方法との適合性）（7）技術の適性（どのようなサイズにもできる

テクノロジー・モジュール、商品化に必要な研究開発、計画開始や地方計画承認取得

に必要な介入等）（8）EU 全体での研究開発の必要性（欧州委員会の支援、EU 全体で

の取り組み等の必要性）（9）輸出市場や非エネルギー利益などの二次的（スピン・オ

フ）利益（10）その他の重要な特殊要因。 
 

表 1 判定基準によるバイオマス・エネルギーの評価 

判定基準 コメント 

(1) 潜在的な経済的貢献 
現在のエネルギー価格の場合： 

現在の 2 倍となる場合： 
現在の 4 倍となる場合： 

 
・小規模― しかし化石燃料に炭素税が課せられると

EU 需要の数パーセントとなる） 
・大きい― 総需要の 5～10%を増加 
・ 恐らく大きい― EU 内からと輸入 

(2) 健康・安全面への影響 
作業員に： 
一般的に： 

 
・ 良― 農業と同様 
・優良 

(3) 環境への配慮 
             地域： 
          地球温暖化： 

 
・ 良― 近代的な設備であれば 
・ 良― ライフサイクルにわたる慎重な監視が必要 

(4) 燃料・原料の持続可能性 ・ 優良 

(5) 供給の安全保証 ・優良― 現地供給が高まり、中東からのエネルギー

輸入が無くなる 

(6) EU ニーズとの適合性 ・かなりある― 燃料貯蔵が簡単になるが都市部への

エネルギー輸送は容易ではない 

(7) 技術の適性 ・ かなりある― 新規インフラが必要になる 

(8) EU 全体の研究開発の必要性 ・良― 長期的研究と現在のベスト・プラクティスの

拡大が必要 

(9) 二次的利益（スピン・オフ利益） ・ 優良― 関連設備の大きな市場が EU 外に存在する 

(10) 特殊要因 ・ 優良 ― 強力な公的支援 

 
エネルギー価格が顕著に上昇するか、あるいは大型炭素税が導入された場合には、

飛躍的な技術的進歩がなくとも、バイオ燃料の使用は EU エネルギー需要の 5～10%
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の範囲でかなりの量が伸びると予測される。より安価で効率的なバイオマス液化プロ

セスが開発されること、あるいは、現在のエネルギー価格が大幅に上昇することでバ

イオ燃料の使用はより一層拡大するだろう。 
以上 

翻訳・編集：NEDO 情報・システム部 
 

（出典：http://europa.eu.int/comm/research/energy/pdf/swog_en.pdf） 
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【再生可能エネルギー特集】 

バイオエタノール工場の拡充と新設（カナダ） 

カナダ政府が 5 工場に 4,600 万カナダドルの資金を供与 

 
カナダ政府が行うエタノール拡大プログラム（Ethanol Expansion Program: EEP）

第 2 期資金供与が発表され、カナダの輸送用再生可能燃料生産量はこれまで以上に増

加すると見込まれる。カナダ国内 5 ヶ所のエタノール・プラントの建設・拡張のため

に、カナダ政府は 4,600 万カナダドル（訳注：1 カナダドル≒94 円）を計上する。 
 
7 月 6 日、カナダ政府を代表してアンディ・ミッチェル農務・農産食品相が選考結

果を発表した。 
 
第 2 期 EEP の助成を受ける企業は以下の通り。 
 
・Commercial Alcohols 社―オンタリオ州ウィンザーの新プラントに 1,500 万カナダドル 
・Husky Oil Marketing 社―マニトバ州ミネドーサにプラントを建設するための

1,040 万カナダドル 
・Integrated Grain Processors Co-Operative 社―オンタリオ州ブラントフォードの

新プラントに 1,190 万カナダドル 
・Permolex 社―アルバータ州レッドディアの現施設拡張に 110 万カナダドル 
・Power Stream Energy Services 社―オンタリオ州コリングウッドの最近閉鎖した

スターチ・プラントを改修するために 730 万カナダドル 
 
以上のような助成金は、第 1 期 EEP で 6 件のプロジェクトに既に供与されている

7,200 万カナダドルに追加するものである。 
 
「このプログラムに関心が持たれていることは、カナダのエタノール産業の成長と

潜在的可能性の徴候である。このプログラムによってエタノール生産が拡大すれば、

新しい市場が形成されるために、カナダの農業従事者によっては朗報なのである」と、

ミッチェル大臣は述べた。 
 
ミッチェル大臣は、第 1 期および第 2 期 EEP で支援されるプロジェクトを合わせる

と、2007 年末にはエタノール燃料生産量が年間 12 億リットルとなる予定であること

にも言及した。これにより、カナダ全体の年間生産量が約 14 億リットルに達し、プロ
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グラム開始以前の 7 倍となり、カナダ政府のエタノール生産に関する気候変動目標を

予定よりも 2 年早く達成できることになる。カナダ政府の気候変動目標では、2010 年

までにエタノール 10%混合ガソリンの割合を全ガソリンの 35%にすることを目指して

いる。また、カナダ政府は EEP として 1 億 1800 万カナダドルを拠出するのだが、プ

ロジェクト参加企業自らもプロジェクトに対して出資を行うため、結果としてプロジ

ェクトの資金は総額 10 億カナダドル近くになる。 
 
オンタリオ州のプロジェクト 3 件は、第 1 期 EEP で助成金を得たプロジェクトと併

せると、同州でのエタノール生産を年間 8 億リットル近くに増量する予定である。こ

の容量は、オンタリオ州政府が発表した要求事項（同州内で販売されるガソリンは

2007 年までに平均 5%のエタノールを含むこととする）を十分満たすものである。 
 
「本日（7 月 6 日）発表されたプロジェクトによって、カナダはエタノール生産に

おいて世界のトップクラスに入ることになるだろう。産業分野の急速な発展と EEP の

成功が、より良い環境と新しい経済機会を作り出すために、私達がどのように一丸と

なって取り組むことができるかを示している」と、R・ジョン・エフォード カナダ天

然資源相は話した。 
 
エタノール燃料供給を拡大することは気候変動対策に役立つ。エタノールは穀物等

の植物性原料から生産できる再生可能燃料である。ガソリンに混合すると、交通輸送

から排出される温室効果ガス（GHG）を削減できる。1980 年代以降に製造されたあ

らゆるガソリン車は、10%までのエタノールを含むガソリンを使用することができる。

このようなエタノール混合ガソリンは、カナダの 1 千ヶ所以上の給油所で入手できる。 
 
エタノール生産の促進はカナダの農業を多様化し、農産物の新規市場を開拓、地域

経済に新しい活力を吹き込む機会となるため、特に地域共同体にとっては経済発展に

新たな道を開くことにもなる。 
 
トウモロコシや小麦等の穀物からエタノールを生産するこれらのプロジェクトに加

えて、カナダ政府は産業界と共に、農業残渣（麦藁、トウモロコシの茎等）や林業副

産物からエタノールを生産する新技術の開発・商業化に取り組んでいる。このような

技術で生産されたエタノールは、結果として GHG（温室効果ガス）をより一層削減す

ることになると期待されている。 
 
1 億 1,800 万カナダドルのエタノール拡大プログラムは、研究開発、連邦燃料税免税、

消費者啓蒙活動等を含むカナダ政府の再生可能燃料戦略の一環として行われている。 
 

< 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963号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/963/
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カナダ政府の気候変動に対する取り組みは、カナダのために正しい選択を行うこと

を中心に考えられている。世界の中でのカナダの位置を確認しながら、実施される対

策が 21 世紀の持続可能な経済、健全な環境、強固な共同体を構築するという長期目標

に貢献することを目指している。 
 
このプログラムの最初の資金は 2003 年度予算で拠出され、カナダ政府の総合的な気

候変動対策の一環として行われている。 
 
再 生 可 能 燃 料 と エ タ ノ ー ル 拡 大 プ ロ グ ラ ム （ EEP ） に 関 す る 詳 細 は 、

www.vehiclefuels.gc.ca で参照できる。 
 

以上 
翻訳：NEDO 情報・システム部 

 
（出典：http://www.nrcan.gc.ca/media/newsreleases/2005/200550_e.htm 

Copyright 2005, the Minister of Public Works and Government Services Canada. 
All rights reserved. Used with permission.） 
カナダ天然資源省のニュースリリース「Five Ethanol Plants Receive $46 Million 
in Government of Canada Funding（2005 年 7 月 6 日）」をカナダ公共事業・政府

事業省の許可により英文を翻訳。 
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【再生可能エネルギー特集】 
 

燃料エタノールは米国の石油依存度を低減できない 

 
 燃料エタノール生産用のサトウキビ及びトウモロコシの栽培に伴う CO2 排出量、耕

作地必要面積、その他環境面への影響を調査した新しい研究成果によれば「（これらの

エネルギー作物を）栽培・収穫し、バイオマスをエタノールに転換することによって

生じる環境への影響は、このエネルギー資源を大規模に開発する価値を遙かに上回る」

と示唆している。米国生物科学学会（American Institute of Biological Science：AIBS）
の学術誌「BioScience」2005 年 7 月号に掲載された本研究は「環境影響範囲（Ecological 
Footprint）」（訳注：自然環境に及ぼす人為的な負荷の経年変化を表すための尺度）と

いうコンセプトに基づき、エネルギー作物からエタノールを生産する際に要するエネ

ルギー量を評価している。現在、燃料エタノールの原料としてはブラジルではサトウ

キビが広く普及しており、米国ではトウモロコシの使用が増加している。 
 
 ブラジルでは、サトウキビの発酵によって生産したエタノールをそのまま燃料とし

て、またはガソリンに 24%混合したガソホールとして使用している。米国の燃料エタ

ノールはトウモロコシを原料としており、ガソリンへの混合率は 85%で「E85」と呼

ばれている。トウモロコシの生産については手厚い助成金制度がある。2003 年、米国

のガソリン売上高に占めるエタノール混合ガソリンの割合は 10%以上であった。 
 
 本論文の著者は作物の栽培、燃料生産と流通に要するエネルギーを評価した。米国

の場合、燃料エタノールから得られるエネルギーは、生産プロセスに要したエネルギ

ーのわずか 10%増しであった。ブラジルの燃料エタノールは異なるプロセスを採用し

ており、生産過程に比較すると 3.7 倍のエネルギーが得られていた。研究チームの

Marcelo E. Dias de Oliveira 氏、Burton E. Vaughan 氏、Edward J. Rykiel Jr.氏らは、

燃料エタノールの消費が CO2 排出、土壌浸食、生物多様性の損失、そして水と大気の

汚染等に及ぼす影響も測定した。その際、各国における典型的なエタノールの消費用

途として自動車を想定した。様々な仮説に対応する推論の正確さを検証するため、分

析には特別なソフトウェアを利用した。 
 
 その上で Dias de Oliveira 氏と研究チームは、燃料エタノールの大量消費に移行し

た場合の影響に注目したが、いずれの国においても燃料エタノールにとっては不利な

結果が出た。ブラジルでは、大気中 CO2 の削減には、砂漠化の割合を低減させる方

が効果的と見られており、米国で自動車燃料をエタノールに依存するなら、実現不可

能なほど膨大な広さのトウモロコシ畑が必要になり、環境への影響はエタノール利用

< 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963号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/963/
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のメリットを上回ることになる。「エタノールは、米国の石油依存度を低減させるこ

とは出来ない」と研究チームは結論付け、石油代替燃料の開発について複数の選択肢

を論じているが、深刻な環境汚染問題を抱える地域や都市部においては、エタノール

の利用価値は依然として失われておらず、農業残渣の有効利用にもつながると述べて

いる。 
以上 

翻訳：千葉 朗子 
 
（出典：

http://www.aibs.org/bioscience-press-releases/050701_fuel_ethanol_cannot_allevia
te_us_dependence_on_petroleum.html Copyright 2005, All rights reserved. Used 
with permission. American Institute of Biological Sciences） 
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【再生可能エネルギー特集】 
 

太陽エネルギー技術の向上に必要な基礎研究（1）（米国） 
 

ブッシュ政権の太陽や他の再生可能エネルギー利用増加の目標達成を支援するため

に、米国エネルギー省(DOE)科学局は、エネルギー市場に十分に使用可能な太陽エネ

ルギーをもたらす革新的な進歩をもたらすために必要な基礎研究について記述した報

告書を公表した。この報告書は、今年の初めに開催された 200 名の研究者のワークシ

ョップの結果である。 
 
「ブッシュ大統領によって署名された歴史的なエネルギー法案に含まれる税額控除

は、再生可能エネルギーの利用増加を大幅に支援するであろう。この研究は、今後の

再生可能エネルギーの重要な構成要素である太陽技術の向上を支援するものである。

再生可能エネルギーの利用を増加させることは、環境にやさしいエネルギー源を使用

して、我々の増大するエネルギー需要への対応を支援するための明瞭な道である」と、

DOE 科学局々長のレイモンド L オーバッハ博士は語った。 
 
「この報告書は、新しい持続可能なエネルギー資源の開発に全科学界ができるであ

ろう重要な貢献を明示している。科学と基礎研究は、国家のエネルギー安全保障の必

要性にアドレスする際に重要な役割を果たすことが可能で、また果たさなければなら

ない」とオーバッハは続けた。 
 
地球上で一年間に消費される量より多くのエネルギーが毎時間太陽から地球へ届く。

しかしながら今日、太陽の電力は全供給電力の僅か 1000 分の 1 しか提供していない。

この報告書は、太陽エネルギーの現在の利用とその膨大な未開発の可能性との間の大

きなギャップは、エネルギー研究の壮大な挑戦を定義し、また太陽光が将来のクリー

ンで豊かなエネルギー源の必要性への真の解決法であることを言及している。 
 
この報告書で提案された研究における進歩は、 
－ 太陽光を化学燃料に変換する人工の分子機械、 
－ 集めた太陽エネルギーを無損失で転送する自然の能力に基づいた賢い材料、 
－ 自己修復する太陽光変換システム、 
－ エネルギー変換が太陽の一部分だけでなく全スペクトルを吸収するデバイス、 
－ ナノテクノロジーを使用して作り出されるはるかに効率的な太陽電池、 
－ また、高容量持続放出の熱貯蔵用新材料 
等に結びつくと指摘している。 
 
報告書はさらに、革命的なブレークスルーは基礎研究からのみ可能であり、太陽エ

< 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963号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/963/
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ネルギー変換の根本原理を理解して、利用するための新しい材料開発をしなければな

らないことに言及している。 
 
太陽エネルギー変換システムは、太陽光電力、太陽燃料および太陽熱システムの 3

つのカテゴリーに分類される。ワークショップ参加者は、3 つのアプローチすべての

可能性を議論している。太陽エネルギー利用の材料およびプロセスにおいて、漸進的

ではなく、革命的なブレークスルーを起こすための可能性を持つ 13 項目の優先的研究

方向が識別された。 
分野横断的な研究方向としては、 
－ 高価な材料と同様な性能を持つ安価な材料の創出、 
－ 従来の効率範囲を越える新しい太陽電池設計の開発、 
－ 化学燃料への太陽エネルギーの低価格で効率的な変換を可能にする触媒の発見、 
－ そして透明導体や強健で低価格な熱管理材料の太陽エネルギー変換インフラの

ための材料開発、 
などを含んでいる。 
 
DOE 科学局基礎エネルギー科学部は、太陽エネルギー研究ニーズに関する 2005 年

ワークショップを開催した。米国、ヨーロッパおよびアジアからの 200 名の研究者が、

優位性のあるエネルギー源としての太陽エネルギーの開発に対する問題点を検討し、

これらの難題克服の可能性を示す基礎研究の方向を識別した。 
 
このワークショップは、2002 年基礎エネルギー科学諮問委員会の「将来のエネルギ

ーを確実に確保するための基礎研究の必要性」研究に続いたシリーズの第 2 番目であ

った。最初のワークショップは、水素経済のための基礎研究の必要性を調査している。 
 
この「太陽エネルギー利用のための基礎研究の必要性」報告書は、下記で閲読なら

びにダウンロードが可能である： www.sc.doe.gov/bes/reports/files/SEU_rpt.pdf 、
また報告書のハードコピーは、基礎エネルギー科学部の www.sc.doe.gov/bes サイトか

らのリクエストで入手可能である。 
以上 

 
（訳注：上記報告書のエグゼクティブサマリを次項で紹介する） 

 
(出 典： http://www.doe.gov/engine/content.do?PUBLIC_ID=18521&BT_CODE=  
PR_PRESSRELEASES&TT_CODE=PRESSRELEASE ) 



 21

【再生可能エネルギー特集】 
 

太陽エネルギー技術のために必要な基礎研究（2）（米国） 

 
- 太陽エネルギー利用に関する基礎エネルギーサイエンス・ 

ワークショップ報告書(2005 年 4 月 18-21 日) ‐  

エグゼクティブ・サマリー 

 
世界のエネルギー需要は 2050 年までに 2 倍以上に、また 21 世紀の終わりには 3 倍以

上に達すると予測されている。持続可能な方法でこの需要を供給するのには、既存のエ

ネルギーネットワークにおける増加量の向上だけでは不十分である。将来のクリーンエ

ネルギーの十分な供給源を見つけることは、社会の最も困難な挑戦の 1 つである。 
 
太陽光は、すべてのカーボンニュートラル・エネルギー源の中で最大のものを提供

する。地球上の一年間の全エネルギー消費量(4.1x10^20 J)より多くのエネルギーが、

太陽から僅か 1 時間で地球にやって来ている(4.3x10^20 J)。我々は現在、この太陽資

源を毎年 35－40%の割合で成長している太陽光電力と、そして 10 億人以上に一次エ

ネルギー資源を提供するバイオマスからの太陽起源燃料により利用している。 
 
太陽光電力は、まだ、現在の電気供給総計のおよそ 1000 分の 1 以下しか提供して

いないし、また、再生可能バイオマスは、全エネルギー消費量の 0.1%以下しか提供し

ていない。太陽エネルギーの現在の利用とその巨大な未開発の可能性の間の大きなギ

ャップは、エネルギー研究の壮大な挑戦を定義する。 
 
太陽光は、将来のクリーンで豊富なエネルギー源の必要性への有力な解決策である。

太陽光は、容易に利用可能で、地政学的な緊張に対して安全で、汚染による環境への

あるいは温室効果ガスによる気候への脅威を引き起こさない。 
 
太陽エネルギー利用に関する基礎エネルギー科学ワークショップ報告書は、21 世紀

半ばまでに世界の一次エネルギーのかなりの割合を作り出すために太陽資源の効率

的・経済的利用を可能にする重要な科学的挑戦および研究方向を識別している。この

報告書は、米国および海外の学究界、国立研究所および産業、そして米国エネルギー

省基礎エネルギー科学局およびエネルギー効率・再生可能エネルギー局を代表する

200 人の科学者を含んだワークショップ参加者の総合的な結果を反映している。 
 
太陽エネルギー変換システムは、一次エネルギー産物により、太陽光電力、太陽燃

料および太陽熱システムの 3 つのカテゴリーに分類される。 
 

< 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963号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/963/
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太陽資源開発の 3 つの包括的アプローチの各々は、現在の利用を越えた将来の可能

性を持っている。ワークショップ参加者は、斬新な学際的パラダイムへ個々の技術の

重要要素を統合するハイブリッドシステムの可能性と同様に、3 つのアプローチすべ

ての可能性を検討した。 
 

太陽光電力 

光起電力太陽電池によって太陽光を電力に変換する挑戦は、太陽光電力の発電コス

トの価格/電力を劇的に低下させているが、一次化石エネルギーと比べて 25－50 倍、

化石エネルギーや原子力エネルギーの電力と比べてほぼ 5－10 倍である。 
 
効率的に太陽光を吸収する新素材、太陽光の波長の全スペクトルを利用する新しい

技術、およびナノ構造化アーキテクチャーに基づいた新しいアプローチが、太陽光電

力を生産するために使用される技術を革新することができる。単結晶太陽電池の技術

開発および商業化の成功は、太陽光発電の可能性と現実性を実証している。その一方

で薄膜、有機半導体、染料増感および量子ドットを活用する斬新なアプローチが、よ

り低価格で効率的でより長寿命のシステムという魅力的な新しい機会を提供する。 
 
ワークショップ参加者が報告した新しいアプローチの多くは、 
(1) 斬新なトップダウンおよびボトムアップ技術によるナノスケールアーキテクチ

ャー組立ての注目すべき最近の進歩、 
(2) 電子、中性子およびＸ線散乱分光学を使用するナノスケール特徴化の進展、 
(3) 密度関数理論を使用した、ナノスケール半導体組み立てにおける電子・分子の振

る舞いの精巧なコンピューター・シミュレーション、 
によって可能となる。 
 
太陽光電力変換の基礎科学のこのような進歩は、現在利用可能な新しい半導体と連

携して、太陽電池をその着想、設計、実装、製造する方法に革新をもたらすであろう。 
 

太陽燃料 
太陽放射の日中－夜間および晴れ－曇りの固有サイクルは、その後の配送や分配の

ために、変換された太陽エネルギーを貯蔵する有効な方法を必要とする。最も魅力的

で経済的な貯蔵方法は化学物質燃料への変換である。太陽燃料技術の挑戦は、強健で

費用効果が高い方法で太陽光から化学燃料を直接生産することである。 
 
数千年間にわたるバイオマスからの安価な太陽燃料の生産が地球上の一次エネルギ

ー資源であった。しかしながら、過去 2 世紀の間で、エネルギー需要はバイオマス供

給を追い越して来た。既存のタイプの植物の使用は、一次エネルギー要求の大きな部

分をまかなうには非常に大きな土地を必要とする。現在化石燃料から毎年消費されて
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いるエネルギー量を生産するためには、地球上の耕地のほとんどすべてがスイッチグ

ラスのような最も急成長する既知のエネルギー作物で覆われる必要がある。 
 
従って、重要な研究目標は、 
(1) 効率的なエネルギー変換「マシン」である植物や生物の設計へ生物学およびバイ

オ技術の革命的な進展の応用と、 
(2)自然な光合成の法則を利用する非常に効率的で、全人工分子レベルのエネルギー

変換マシンの設計である。 
 
両アプローチの重要な要素は、太陽放射の糖や炭水化物への生物学的転換に関与す

る仕組みとダイナミクスを構造生物学、ゲノム配列決定およびプロテオミクスにより

継続して解明することである。 
 
最先端の実験や理論による自然界の太陽光変換の長く保持された秘密を明らかにす

ることによって、太陽燃料生産へ導く多くの新しい素晴らしいアプローチが可能とな

る。新しい有機・無機材料の人工ナノスケール組み立てや天然植物や藻に替える形態

学が、大気の CO2 を還元し水と炭化水素を分割することにより、直接 H2 を生産する

ために現在太陽光が使用できる。 
 
これらの実験室での成功は人工分子マシンによる直接太陽燃料生産の魅力ある可能

性を実証しているが、現在の最先端技術と展開可能な技術の間に大きなギャップが存

在する。現在の実験室のシステムは長時間の安定性がなく、安価でなく、実際の実装

には非効率すぎる。 
 
基礎研究は科学的なフロンティアと実際的な技術の間のギャップを埋めるアプロー

チおよびシステムを開発するために必要である。 
 

太陽熱システム 

太陽熱技術の主要な挑戦は、太陽光を貯蔵可能で配送可能な熱エネルギーに変換す

る費用対効果の高い方法を識別することである。熱タワーに集光集中させた太陽光に

よって加熱した太陽炉は、3,000℃を超過する温度に達して、高価な触媒無しで素材か

ら効率的な化学物質燃料の生産を可能にする。 

 

太陽熱炉の高温度に耐える新素材はこの技術の応用を促進するために必要である。

核分裂炉からの熱を使用して H2 を生産するために水を分解するような新しい化学変

換シーケンスは、集光した太陽熱エネルギーを先例がない効率およびコストパフォー

マンスで化学燃料に変換するために使用できるであろう。 

< 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963号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/963/
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より低い太陽集光温度では、太陽光発電の現世代より高い効率で電力を機械的に生

産するタービンを運転するためにこの太陽熱が使用できる。アンモニアの解離と合成

に基づくような太陽駆動の化学貯蔵/放出サイクルと結合する時、ソーラー・エンジン

は電力を連続的に一日 24 時間生産できる。 

 

相転移が埋め込まれた斬新な蓄熱物質は、高い蓄熱能力および長い放出時間の可能

性を提供し、日周サイクルを可能とする。ナノワイヤーや量子ドットアレイの形のナ

ノ構造化熱電材料は、摂氏数 100 度の温度差で 20－30%の効率で直接電力生産の可能

性を提供する。太陽熱炉のはるかに大きな温度差はさらに高い効率を可能とする。 

 
集光システムの新しい安価で高性能な反射材料は、すべての集光太陽熱技術の費用

対効果を最適化するために必要である。 
 

優先的研究の方向 

ワークショップ参加者は、電力、燃料および熱の最終用途に太陽エネルギーの変換

を劇的に進めることができる科学的ブレークスルーを起こす高い可能性を持つ 13 項

目の優先研究課題 [注 1] を識別した。これらの優先研究課題の多くは、1 つのアプロー

チあるいは技術より多くのものに関係した問題を取り扱う。 

 
これらの分野横断的課題は、 
(1) 電気、光、化学および物理特性の点からみて高価な材料と同様な性能を安価な材

料で作り出すこと、 
(2) 従来の効率の限界を越える太陽電池設計の新しいパラダイムの開拓、 
(3) 化学燃料への太陽エネルギーの安価で効率的な変換を可能にする触媒の発見、 
(4)機能統合されたシステムへ分子構成要素を自己集合化させる斬新な方法の識別、 
(5) 透明導体や強健で安価な熱取り扱い材料のような太陽エネルギー変換インフラ

材料の開発、を含んでいる。 
 
このワークショップの重要な結果は、学究界、政府および産業界にわたる太陽エネ

ルギー科学者の学際的社会の楽観的な見解である。21 世紀半ばまでは、大きな障壁が

現在の技術で太陽光から我々の一次エネルギーのかなりな割合を生産することを妨げ

るが、ワークショプ参加者は実現可能な範囲に目標をもたらすことができる基礎研究

の有望な手段を識別している。この楽観論の多くは、ナノサイエンスにおける世界の

継続的で迅速な進歩に基づいている。 
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ナノスケール組立て、評価およびシミュレーションの新しい強力な方法は、5 年ほ

ど前には利用可能ではなかったツールを使用して、太陽エネルギー変換の分子・電子

の経路を理解し操作する新しい可能性を創り出す。 
 
他の楽観論は、まもなく光合成や自然なバイオ触媒の秘密を明確にする遺伝子配列

検索、タンパク質生産および構造生物学における目覚ましい進歩から出ている。この

特に効率的な自然のプロセスを詳細に理解することは、我々の既存のエネルギー・ネ

ットワークにシームレスに適合する太陽光派生燃料を直接生産する分子反応を改良し

拡張することを可能にする。 
 
ナノサイエンスと分子生物学の科学的なフロンティアの迅速な進展は、太陽エネル

ギー変換での将来のブレークスルーに強固な土台をもたらす。 
以上 

(出典： 
BASIC RESEARCH NEEDS FOR SOLAR ENERGY UTILIZATION,  
Report on the Basic Energy Sciences Workshop on Solar Energy Utilization,  
www.sc.doe.gov/bes/reports/files/ SEU_rpt.pdf ) 
 
[注 1] 13 項目の優先的研究課題 
 
1. 革命的な光起電力デバイス：50%効率の太陽電池 
2. 低価格な太陽光からのエネルギーの最大化：設計プラスチック光起電力構造 
3. 太陽エネルギー変換ナノ構造：低価格で高性能 
4. 水と太陽光からの燃料：効率的光電気分解用の新しい光電極 
5. 生物燃料の持続可能な太陽生産用光合成へのてこ入れ 
6. 太陽燃料生産のエネルギー展望を高めるためにバイオ着想の賢い母材の使用 
7. 高エネルギー燃料形成用太陽エネルギー触媒 
8. 光子から燃料への経路を統合するバイオ着想の分子集合体 
9. 欠陥耐性で自己修復する太陽変換システムの達成 
10. 太陽の熱化学燃料生産 
11. 変換研究を可能にする新しい実験的・理論的なツール 
12. 設計による太陽エネルギー変換材料 
13. 太陽エネルギー用材料アーキテクチャ：複合体構造の組み立て 

< 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963号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/963/
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【再生可能エネルギー特集】 
 

水素燃料電池車関連研究開発とインフラ整備状況（EU、北米） 

 
水素社会を構築するための有効な取り組みが多くの国で大いに行われており、この

分野における先進国のインフラ整備、技術開発を支援する政策および政府資金による

プロジェクトの進捗状況に関する情報を提供する。これらの情報はいろいろな会議お

よびインターネットから得られたものである。有力な情報源の一つとしては、Fuel Cell 
Today（http://www.fuelcelltoday.com）がある。このウェブサイトの「ナレッジ・バ

ンク（Knowledge Bank）」欄には各国あるいは世界の水素と燃料電池に関する研究開

発についての多くの調査結果が公開されている。他の情報源としては、Fuel Cells 2000 
(http://www.fuelcells.org/).があり、世界中における水素燃料供給ステーションのリス

ト（注１）も公開されている。 
 水素経済の定義は実にさまざまである。例えば、ある燃料電池は天然ガスを、他の

燃料電池はメタノールを、別の電池は水素含有燃料をそれぞれ直接使うことがある。

政策立案者達は、水素が単体に分離されること無く炭化水素から供給されて使用され

る場合を水素経済に入れるべきかそうでないかについて意見が合わない。ここでは、

エネルギー源として利用するために単体水素を供給するインフラに焦点をあてて検討

し、天然ガス燃料電池のような炭化水素から生成する水素を使用するシステムについ

ては除外する。この理由により、輸送部門利用のための水素燃料電池とインフラ整備

技術開発について主に述べる。 
 
ヨーロッパ 
 
 水素と燃料電池の研究開発は地域および国レベルで行われている。25 ヶ国を含む欧

州連合（EU）は水素と燃料電池を含む広い領域の研究を支援する重要な地域機関であ

る。EU 加盟国以外の西ヨーロッパの国の中で水素経済の構築に向かって大きく前進

しているのはアイスランドである。 
 
インフラ整備 

ヨーロッパは長年の間水素に関する研究を行ってきた。Solar-Wasserstoff-Bayern 
GmbH は 1986 年に Neunburg vorm Wald（ドイツ、ミュンヘン近郊）で開始された最

も初期のプロジェクトであり、太陽－水素エネルギーを利用するために、太陽電池、水

電解による水素製造、貯蔵、水素利用（燃料電池、ボイラー、液体水素スタンド、燃料

                                               
（注１）http://www.fuelcells.org/info/charts.html  
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電池フォークリフト、触媒燃焼）など一貫したシステム技術研究と装置開発を行うプロ

ジェクトである。  
Fuel Cell 2000 のリストによると、現在、ヨーロッパの 18 都市に 21 の水素燃料供給

ステーションがある。ステーション用の水素は種々の方法で製造されている。オンサイト

電気分解（オランダのアムステルダム；スペインのバルセロナ；ドイツのベルリンとハン

ブルグ；スウェーデンのマルメとストックホルム；アイスランドのレイキャビク）、オン

サイト水蒸気改質（スペインのマドリッド；ドイツのシュトゥットガルト）、精油所から

の輸送された水素（英国のロンドン；ルクセンブルグ；ポルトガルのポルト）、ガス企業

から輸送された液体あるいは圧縮水素（デンマークのコペンハーゲン；ドイツのベルリン、

エルランゲン、ハンブルグ、ミュンヘン、Nabern と Russelshelm；ポルトガルのリスボ

ン）。これらのうち 9 カ所のステーション（アムステルダム、バルセロナ、ハンブルグ、

ロンドン、ルクセンブルグ、マドリッド、ポルト、ストックホルムおよびシュトゥットガ

ルト）は CUTE (Clean Urban Transport Europe)バス実証プログラムのためのものであ

り、アイスランドのステーションは ECTOS (Ecological City Transport System)バス実

証のため建設された。残りのステーションも種々の実証プログラムのためのものである。

ロンドンのステーションは CUTE 用であるが、問題が生じ操業開始が遅れている。 
ヨーロッパでは産業用インフラもまた比較的良く整備されてきており、これらも水素経

済の構築に役立っている。インフラとしては、オンサイト使用水素の製造工場、パイプラ

イン輸送、高圧シリンダー輸送、チューブ・トレーラー、あるいは液体状態での輸送が含

まれる。  
 2005 年 2 月の国際水素デーにベルリンで、リンデ AG 社の会長・最高経営責任者で

ある Wolfgang Reitzle 博士は水素ハイウェー・ネットワーク構想を提唱した。ベルリ

ン、ライプチヒ、ミュンヘン、シュトゥットガルトおよび Cologne を結ぶ 1,800 キロ

メートルのアウトバーンリングに約 50 キロメートル間隔で水素供給ステーションを

設置して水素電池燃料車に水素燃料を補給しようとするものである。既設の５つの水

素ステーションを組み込むのはもちろん、ガソリン給油所に設置することを主体にし

て、水素ガスおよび液体水素の供給ポンプを新しく 35 カ所に建設することにしている。

リンデはこの投資費用を約 3 千万ユーロと見積もっている。計画されているルートは

ドイツの主要開発振興地帯とドイツ自動車製造産業地域を通ることになる。 
 この初期インフラは水素インフラ整備発展の核になるものである。リンデ社は、水

素燃料電池車実現に関する 12 の異なるシナリオについてその費用を見積もるための

研究をコンサルタント企業の e4tech およびインペリアル・カレッジ（ロンドン）に委

託した。報告書によると主要な結論は下記のとおりである： 
・ 高い値の得られたシナリオによると、2020 年までには 6.1 百万台の水素燃料電池

車がヨーロッパの道路を走るようになる。年間約 1.1 百万トンの水素が必要とな

り、約 2,800 カ所のステーションから供給される。 
・ 既存の技術を使ってヨーロッパの主要都市・大都市圏および幹線道路に 2020 年ま

< 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963号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/963/



 28

でに水素インフラを建設するのに 35 億ユーロ必要である。  
・ 水素燃料コストによるが、10 年後には投資に対する利潤を、製造業者、販売業者

および小売業者等はヨーロッパの大部分の市場で期待できるようになる。 
 

リンデ社によると、これらの見積もり額は他の総合的インフラシステムの投資額に

比較すると対応しやすいとのことである。例えば、EUの欧州横断輸送ネットワーク

(Trans-European Network for Transport : TEN-T) は2020年までに2,200億ユーロの

費用が必要である。 
水素需要量が変化した場合の検討の他、水素製造法および水素輸送方法の違いにつ

いても検討された。その結果によると、水素の集中型製造は、供給ステーションにお

ける分散型製造に比べはるかに経済的であることが分かった。分散型製造のための初

期投資は集中型製造に比べて低いけれども、分散型製造スキームにおいては水素燃料

電池車の数量が増えるに従って投資額は急激に増加して行くであろう。 
 

技術開発支援のための政策 
 2004 年 11 月、EC の Hugues Van Honacker 氏は 2004 年燃料電池セミナー（2004 
Fuel Cell Seminar）で「EU における燃料電池と水素技術に関する研究：Research on 
Fuel cells and Hydrogen Technologies in the European Union」と題する講演（注２）

を行った。講演によると、水素と燃料電池に関するヨーロッパ戦略の目玉は下記のと

おりである： 
・第 6 次フレームワーク・プログラム(FP6) 

EU のフレームワーク・プログラム(FP)はヨーロッパにおける研究の主要な財政的

支援手段である。第 6 次 FP の期間は 2003 年 1 月 1 日に始まり、2006 年末で終了す

る。1 回目の申し込みで、水素関連技術分野で 20 件の研究が契約され、予算額は 70.4
百万ユーロであった。その後、燃料電池関連技術分野で 22 件の契約が、予算 32.9 百

万ユーロで結ばれた。その他の情報はウェブサイト（注３）で得られる。 
・第 7 次フレームワーク・プログラム(FP7) 

FP7 は 2007 年から 2013 年の期間における学術的研究と技術開発のための主要な

財政的支援手段である。EC は、2005 年 4 月 6 日に FP7 の提案を発表した。詳細はウ

ェブサイト http://www.cordis.lu/fp7/を参照されたい。 
・ヨーロッパ水素燃料電池技術プラットホーム(European Hydrogen and Fuel Cell 
Technology Platform) 

2002 年 10 月、EC の副総裁(Vice-President) である Loyola de Palacio 氏および研

究担当委員である Philippe Busquin 氏は、「High Level Group on Hydrogen and 

                                               
（注２）http://www.fuelcellseminar.com/pdf/2004/720%20Von%20Honacker.pdf 
（注３）http://fp6.cordis.lu/fp6/home.cfm  
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Fuel Cells(HLG)」を正式に立ち上げた。HLG はヨーロッパ中の投資家を呼び集め、

水素と燃料電池が持続的エネルギー達成にどのような役割を果たせるかについての

EU の全体構想を明確に説明した。 
HLG の提言により、EC は、ヨーロッパにおける国・地域・地場レベルの研究・開

発・展開プロジェクトおよびイニシアティブを統合・協調させる一助とするために「ヨ

ーロッパ水素・燃料電池技術プラットホーム」を設立した。その他の情報および 2004
年 12 月に発表された報告書「展開戦略(Deployment Strategy)」および「戦略的研究

行動計画(Strategic Research Agenda)」は、ウェブサイト（注４，５）で見られる。「展開

戦略(Deployment Strategy)」は 2020 年までの燃料電池の展開に幾つかの想定をした

上でまとめられている。表 1 に、「戦略的研究行動計画(Strategic Research Agenda)」
に提案された相対的な予算配分を示す。 
 

表１ 戦略的行動計画のための予算配分案 

研究分野 予算割当て 
(%) 

主な検討事項  

水素製造 22 全分野における技術的進歩のための必須条件。炭酸ガスの固
定および隔離と共に炭酸ガスを排出しない製造方法を確立す
ること。 

水素貯蔵と供給 18 貯蔵時の密度は重要。特に輸送用および携帯用の貯蔵は効率
的に。. 

定置型利用 20 コジェネレーション由来の炭酸ガス排出削減は重要。市場形
成時に参入チャンスを提供。  

輸送用としての 
利用 

27 環境と調和した輸送手段解決に欠かせない技術。燃料電池開
発の推進力となっている。 

携帯用としての 
利用 

10 市場形成時で重要。市場拡大のためには目新しい小型機器や
小型の輸送用装置の開発が必要。  

社会経済学 3 技術的進歩の長期的指針  

出典：The European Hydrogen and Fuel Cell Technology Platform Steering Panel Strategic 

Research Agenda, 諮問委員会ドラフト、2004 年 12 月 8 日  
 
・ヨーロッパ成長イニシアティブ（European Growth Initiative）、クイックスタート・

プログラム（Quick Start Program） 
2003 年 7 月に EC は EU 経済発展を引き上げるために、成長イニシアティブを立ち

上げた。11 月にこのイニシアティブの一部として、EC はヨーロッパにおけるインフ

ラ、ネットワークおよび情報を整備するための民間および公共投資によるプロジェク

トを含むクイックスタート・プログラムを提示した。水素燃料電池技術プラットホー

ム構想達成のための水素製造と利用に関する 10 年間のイニシアティブに公的資金と

                                               
（注４，５）https://www.hfpeurope.org/ および

http://europa.eu.int/comm/research/energy/nn/nn_rt/nn_rt_hlg/article_1261_en.htm 

< 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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民間資金を合わせ 28 億ユーロ計上している。約 1 億ユーロが FP7 の第 1 次提案に使

われた。2004 年 3 月に EC 研究担当委員の Phillipe Busquin 氏は公共投資と民間投

資による 3 億ユーロ（EU 資金 1.5 億ユーロ）の研究開発の提案を公募した。これらの

プロジェクトはクイックスタート・イニシアティブの初期段階にあたるものである。

クイックスタート・イニシアティブは、域内の水素製造と利用に関する研究・開発・

実証・展開を含む 10 年間の二つの主要なパートナーシップからなっている。水素製

造・発電ための“Hypogen”プロジェクトの予算は約 13 億ユーロであり、水素コミュニ

ティー（Hydrogen Communities）ための“HyCom”プロジェクトの予算は約 15 億ユ

ーロである。“Hypogen”プロジェクトには、化石燃料の改質による水素製造および発

電の大規模実証装置や炭酸ガスの回収隔離も含まれている。“HyCom”プロジェクトは、

戦略的な場所数ヶ所に単独で機能する水素コミュニティーを構築するための支援を行

う。これらのプロジェクトのための公的資金と民間投資はほぼ同額になるであろう。

その他の情報は下記ウェブサイト（注６）で見られる。                     

・国際協調 
EC は、米国、日本、カナダ、ロシア、中国、オーストラリア、ブラジル等を含む

多くの国と二国間協調合意を交わしている。EC は国際エネルギー機関にも参加して

いる。EC および加盟国の数カ国は、米国の水素経済のための国際パートナーシップ

（International Partnership for the Hydrogen Economy : IPHE）にも参画してい

る。 
 
政府資金によるプロジェクトの進捗状況 

資金援助を受けた EC プロジェクトを最も良くまとめた要約は、EC が 2003 年に

発表した「European Fuel Cell and Hydrogen Projects 1999 – 2002」である。この

レポートはウェブサイト（注７）でダウンロードできる。それぞれのプロジェクトの情

報は、ヨーロッパ水素関連分野のネットワークである“HyNet” ウェブ（注８）の中に

あるサイト（注９）で見られる。その他の情報源としては、国際エネルギー機関(IEA)
の水素プログラムに関するウェブサイト（注１０）がある。  

IEA は既に下記 13 件の研究課題を終了している：  
• 熱化学的分解 
• 高温反応装置 
• 将来の市場の見込み 
• 電気分解による水素製造 

                                               
（注６）http://europa.eu.int/comm/research/transport/news/article_955_en.html  
（注７）http://europa.eu.int/comm/research/energy/nn/nn_pu/article_1260_en.htm  
（注８）http://www.hynet.info/site  
（注９）http://www.hyweb.de/pro/  
（注１０）http://www.ieahia.org/  
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• 固体酸化物による水の電気分解 
• 光触媒による水の電気分解 
・貯蔵、改質および安全 
• 水素の技術－経済的アセスメント  
• 水素製造  
• 光による水素の製造 
• 集積システム 
• 水素貯蔵合金 
• 集積システムの設計と最適化 

次の 6 課題については現在進行中である：  
• 光触媒による水素製造 
• 光合成細菌による水素製造 
• 炭素含有物質からの水素分離 
• 固体および液体水素貯蔵物質 
• 集積システム 
• 安全 

 

北 米 
 

米国とカナダはそれぞれ水素と燃料電池に関する技術開発を発展させている。米国

にとっては外国産の石油依存を低減することがその要因であり、カナダにとっては環

境保全、経済発展および技術開発そのものも要因に含まれている。 
2005 年には、ウェブサイト「http://hydrogen.gov/」が開始された。このサイトは水

素と燃料電池の研究開発に関する米連邦政府の中心となる情報源として企画された。

カナダの水素社会に対する取り組みについては、http://www.hydrogeneconomy.gc.ca/ 
にまとめられている。 

 
インフラ整備 
 Fuel Cell 2000 には、米国の 25 の都市にある 26 カ所の水素供給ステーションと、

2005 年に建設予定の施設がリストアップされている。米国における水素インフラは、

2005 年に始まるエネルギー省(DOE)の「燃料電池車及び水素関連設備実証プロジェク

ト（Controlled Fleet and Hydrogen Infrastructure Demonstration and Validation 
Project）」より急速に開発されるであろう。 元々、2004 年 4 月に DOE は、水素燃料

電池車、インフラ、およびシステム全体を巧く調和させるための車とインフラとのイ

ンターフェースにつての試験・実証・認証を事前に行うための 5 つの参加チームを選

択した。DOE によると、各実証プロジェクトは総合的な安全プラン、コードと基準を

策定する活動および総合教育・訓練キャンペーンをも含んでいる。これらの実証活動

< 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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は、研究プログラムの進展により 2015 年までに燃料電池車が商業化できるかどうかを

DOE が評価するために使われることになる。このプログラムは、燃料電池車と水素供

給インフラが実際に何時実現するかを判断するに最も分かり易いものの一つになるで

あろう。 
米国 DOE の「エネルギー効率化および再生可能エネルギー（Energy Efficiency and 

Renewable Energy）」ウェブサイト（注１１）には、米国と他の地域の運輸部門以外で行

われている技術検証プロジェクトがリストアップされている。 
連邦政府プロジェクトに加え、幾つかの州は水素・燃料電池イニシアティブを開始

している。 
カリフォルニア州は、カリフォルニア州燃料電池パートナーシップ(California Fuel 

Cell Partnership；http://www.fuelcellpartnership.org/) により、どの州よりも大規

模な車のための水素インフラを適切に既に構築している。このパートナーシップによ

ると、65 台の燃料電池車がカリフォルニア州にはあり、15 ヶ所の稼動中の水素供給ス

テーションを利用している。さらに 9 ヶ所のステーションが計画されている。カリフ

ォルニア州におけるインフラの地図はウェブサイト（注１２）で見られる。 
2004 年 4 月、アーノルド・シュワルツネッガー・カリフォルニア州知事は、2010

年までにカリフォルニア州内に水素ハイウェーを建設するためのパートナーシップに

関する行政命令に署名する意向を表明した。州政府によると、州内に建設するたった

150～200 の水素供給ステーションからなる初期のネットワーク（幹線ハイウェー約

20 マイル毎に 1 ステーション）でカリフォルニア住民のほとんどに水素燃料を供給で

きるとのことである。知事は、このネットワークを 75～200 百万ドルかけて 2010 年

までに完成するとしている。2005 年 3 月にカリフォルニア環境保護局（庁）は、「Draft 
Final California Hydrogen Highway Blueprint Plan」文書を知事に送付した。この

プランは、水素供給ステーション 250 カ所と水素燃料電池車 20,000 台達成のプロセス

についてまとめてある。これらの文書は、http://hydrogenhighway.ca.gov/からダウン

ロードできる。 
Fuel Cells 2000 によると、カナダにはトロントとサリーの 2 都市に水素供給ステー

ションが 5 カ所ある。カナダにおける主要な実証プロジェクトは下記のとおりである。 
 

・ブリティッシュ・コロンビア水素ハイウェー（BC Hydrogen Highway） 

このプロジェクトの目的は、コンソーシアムを立ち上げて、バンクーバーからウィ

スラーまでの重要な交通路とそれを延長してヴィクトリアまでのハイウェーに水素燃

料インフラをつくるための設計、建設、稼働、実証および評価を行うことである。こ

のハイウェーの完成目標は、バンクーバー／ウィスラーで 2010 年に行われる冬季オリ

ンピックとパラリンピックまでとされている。カナダの水素ハイウェー計画は、2004

                                               
（注１１）http://www.eere.energy.gov/hydrogenandfuelcells/tech_validation/  
（注１２）http://www.fuelcellpartnership.org/fuel-vehl_map.html  
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年 4 月にポール・マーティン首相から発表された。 
・水素村（Hydrogen Village） 

このプロジェクトの資金は数百万ドルで、投資・技術提供・技術統合の 3 分野を代

表する 38 のメンバーが集まり、水素－燃料電池技術の実証を行うものである。Fuel 
Cells Canada は 2003 年 12 月 9 日にこのパートナーシップの成立について発表した

が、その後の進捗状況についてははっきりしていない。 
・バンクーバー燃料電池車プログラム（Vancouver Fuel Cell Vehicle Program：

VFCVP） 
VFCVP は、予算 580 万ドル、3 年の期間で 4 台の水素燃料電池車をカナダにおいて

初めて試験・実証するものである。これに共同参画するのはフュエルセルズ・カナダ

（FCC ）、フォード・モーター・カンパニー、カナダ政府、そしてブリティッシュ・

コロンビア州政府である。2005 年 3 月 31 日のバンクーバーにおけるパシフィック・

国際オートショウの開会式に先だって、フォード・モーター・カンパニーは 5 台のフ

ォード・フォーカス燃料電池車(FCV) を実証試験のために VFCVP に引き渡した。フ

ォード・フォーカス FCV は第 3 世代のハイブリッド車で、バラード・パワー・シス

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

ック社製の水素貯蔵タンク（圧力 5000psi、約 340 気圧）を搭載している。それぞれ

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

欠なデータが提供される。 
 

技術開発支援のための政策 
米国においては、2005 年 2 月に発表された「Hydrogen, Fuel Cells & Infrastructure 

Technologies Program Multi-Year Research, Development and Demonstration 
Plan」が水素と燃料電池に関する 2010 年までの研究・開発・実証の活動計画につい

て述べている。この計画はウェブサイト（注１３）で見られる。この計画は、エネルギー・

水資源開発・内務省・関連省庁を含む多くの政府機関からの予算によって支援されて

いる。主要な活動と予算額は表 2 に示されている。 
 水素と燃料電池技術開発プログラムに含まれるものの他に、水素燃料電池車開発を

支援するものに“FreedomCAR”プログラムがある。米国エネルギー省水素・燃料電

池 ・ イ ン フ ラ 技 術 局 （ Office of Hydrogen, Fuel Cells, and Infrastructure 
Technologies）の Amy L. Manheim 氏の 2004 年 11 月の声明によると、米国政府は、

2004～2008 年度間の“FreedomCAR”および水素燃料電池イニシアティブのために

全体として 17 億ドルを要求した。 
 米国は 2003 年 11 月 20 日に 15 カ国および EC と水素経済のための国際パートナー

シップ（International Partnership for the Hydrogen Economy : IPHE）設立の枠組 

                                               
（注１３）http://www.eere.energy.gov/hydrogenandfuelcells/mypp  
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文書に署名した。パートナーシップの目的は水素経済への移行を促進することである。 

2004 年 11 月のプレス発表によると、IPHE の 2 年目に、各国の水素と燃料電池に

関する研究開発プログラムをより良く連携させるために総合ロードマップを作成し、

世界における水素－燃料電池関連技術の実証プロジェクトをリストアップし、さらに 2
回の国際会議を開催するとしている。 
 カナダは、これまでに 20 年以上も水素と燃料電池の研究開発を行ってきた。2003
年 3 月にカナダ政府は燃料電池商業化のためのロードマップを発表した。このロード

マップは、 http://www.hydrogeneconomy.gc.ca/publications_e.html からダウンロー

ドできる。 

表２ 米国の水素・燃料電池関係研究予算（百万ドル）                 

 2004年度 2005年度  2006年度 
要求額 

水素関連技術 

 製造と輸送・供給 10.1 14.2 32.2 

 貯蔵  13.2 23.7 29.8 

 インフラ評価 5.8 9.5 14.9 

 安全、コードおよび標準 5.6 6.0 13.1 

 教育 2.4 0.0 1.9 

 システム分析 1.4 3.4 7.1 

  水素関連技術 
計 

80.41 94.02 99.1 

燃料電池技術 

 輸送システム 7.3 7.5 7.6 

 分散型エネルギーシステム 7.2 6.9 7.5 

 燃料処理装置R&D 14.4 9.7 9.9 

 燃料電池スタックR&D 24.6 32.5 34.0 

 技術認証 9.8 17.8 24.0 

 技術プログラム支援 0.4 0.5 0.6 

  燃料電池技術 
計 

63.8 74.9 83.6 

水素、燃料電池およびインフラ技術 
総計 

 
144.2 

 
169.0 

 
182.7 

1. 議会案件 42 百万ドル分を含む。 
2. 議会案件 37.3 百万ドル分を含む。 
注記：2004 年度および 2005 年度の予算額は、年々の予算額の増減を直接比較出来るように仕分・

調整されている。  
出典：http://www.eere.energy.gov/hydrogenandfuelcells/budget.html  
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2004 年 5 月 26～27 日に中国・北京で開催された IPHE 第 2 回運営委員会議におい

て、カナダは連邦政府および州政府レベルにおける水素と燃料電池の研究開発活動に

ついて下記のようにまとめた： 
連邦政府 
・この分野への政府の 1980 年代初期からの投資は 200 百万ドル以上になる。 
・今後の 5 年間の投資は年約 70 百万ドルの見通し 
・国内および協調戦略の策定と、主要処置の実施 
・カナダ水素・燃料電池委員会（Federal Hydrogen and Fuel Cell Committee：H2FCC）

の設立  
州政府 
・ブリティッシュ・コロンビア州は大規模な総合実証プロジェクト支援し、水素戦略

を策定する。 
・アルバータ州は水素製造戦略を策定する。 
・マニトバ州の水素戦略は発表されて、実施に移っている。 
・オンタリオ州の戦略は策定中であり、実証と展開を支援している。 
・プリンスエドワードアイランド州は水素燃料電池を再生可能エネルギー源として取

り扱っている。 
 
政府支援プロジェクトの進捗状況 
 米国 DOE の水素プログラムの資金援助を受けた組織は毎年その進捗状況を報告し

なければならない。2005 年プログラム・レビュー委員会（2005 Annual Program 
Review meeting）は 2005 年 5 月 23～26 日にヴァージニア州アーリントンで開かれ

た。2004 年度の水素と燃料電池に関する研究開発成果をまとめた「2004 年度 DOE 水

素プログラムのプログレス・レポート（FY 2004 Progress Report for the DOE 
Hydrogen Program）は、ウェブサイト（注１４）で見られる。 
                                    以上 

編集：情報・システム部

（出典：SRI Consulting Business Intelligence Explorer Program） 

                                               
（注１４）http://www.eere.energy.gov/hydrogenandfuelcells/annual_report04.html  
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【個別特集】 
 

国際エネルギー機関（IEA）マンディル事務局長にインタビュー 

 

                       NEDO 技術開発機構 パリ事務所 

      

2005.9.12       

 
近年の石油価格の高騰、そして米国におけるハリケーン「カトリーナ」による石油

供給ストップなど、緊迫したエネルギー情勢と今後の国際エネルギー機関（IEA）（注１）

の活動について、IEA マンディル事務局長にインタビューした。 
 

 

経歴 
G7 原子力安全ワーキンググループ議長（1996 年）、IEA 理事会議長（1997 年～1998 年）、ガ

スドフランス(GDF)マネージングディレクター（1998 年～2000 年）、仏石油研究所 CEO（2000
年～2003 年）、2003 年２月より現職 

 
写真 

2005 年 9 月 12 日 IEA マンディル事務局長へのインタビューにて 
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―石油価格の高騰や石油供給の逼迫、特にハリケーン「カトリーナ」による石油供給

ストップと IEA 加盟国の備蓄石油の放出など、最近の国際エネルギー情勢について

伺いたい。 

 

―マンディル事務局長 

 まず、ハリケーン「カトリーナ」前の状況ですが、年毎に石油価格が高まっています。

これは悪しき状況でして世界経済にダメージを与えています。特に最貧国にとっては深

刻です。この状況については国際通貨基金(IMF)との共同調査レポートで説明していま

す。 
近年の石油価格は市場の指標からはまったく説明がつかないものでした。なぜな

ら、供給は適正で、需要より供給が多かったわけです。そして石油ストックは増え

ていました。ならば、なぜこのように高価格になったのかというと、それは市場が

石油供給に“柔軟性が無い”ことに気が付いた為です。 
つまり、石油生産などのアップストリーム（上流部門）には余力が無いか、あっ

ても非常に少ないと言うことです。例えばサウジアラビアは日産 150 万バーレルあ

りますが十分ではありません。また精製（などダウンストリーム：下流部門）にも

余力はありません。世界中のほとんどの精製設備はフル稼働でした。特にアップグ

レーディング（残油などの重質成分を分解して軽質製品を作る工程）がボトルネッ

クになっています。 
このような状況から、市場は予期しない事態が石油供給ストップを引き起こす可

能性があることに気づいた訳です。イラン、イラク、サウジアラビア、ナイジェリ

アの政治状況が考えられています。 
 そして予期しない事態が起きました。ハリケーン「カトリーナ」です。供給減は

およそ日量２百万バーレルです。おそらくトータルで５千万～１億バーレルが供給

減になると思っています。これは原油生産と石油製品供給の両方です。米国の精製

能力も落ちましたが、しかし代替できる精製の余力はありませんでした。 
その結果、IEA は戦略備蓄の放出を決定したわけです。これは IEA の設立趣旨そ

のものでして、IEA 設立から３１年の間で２回あります。１回目は 1991 年の湾岸戦

争の時です。仮に強い石油供給ストップがあっても、市場に石油供給が出来ること

をデモンストレーションする、すなわちセーフティーネットが働くわけです。 
すでに月量６千万バーレルの放出が決まりました。内訳は３分の２が原油、３分

の１がガソリンなどの製品です。IEA の重要メンバーである日本も含めて、IEA メ

ンバー26 カ国は満場一致で IEA の提案を受け入れ備蓄石油の放出を行っています。

今週９月１５日の IEA 理事会で市場をレビューし、必要あれば追加対策をとります。 
私のコメントとしては、まず、今回の備蓄石油放出がセーフティーネットが機能

< 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963号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/963/
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しているというデモンストレーションをしていること、つまり IEA 設立当初にメン

バー国が作り上げた政策的保険は良い決定であったことです。 
次は、アップストリーム、ダウンストリームの余裕を改善することがより重要に

なったこと。原油生産能力の増強が必要です。もし出来るならば軽質重油の増産が

望まれる。そして精製の増強も必要です。特に、軽質製品の生産を可能にする改質

能力の増強です。お話したようなことで、石油価格が低下することを願っています。 
 
―先のグレンイーグルズ G８サミットでは、IEA は国際エネルギー問題の専門機関と

して、“気候変動、クリーンエネルギー、持続的開発”に関する G８アクションプ

ラン（注２）への貢献を求められていますが、これから IEA 理事会で議論されること

とは思いますが、要請に対するこれからのIEAの作業方針を教えていただきたい。 

 

―マンディル事務局長 

 緊急を要するのですでに作業を始めています。G8 で決定したアクションプランの

一部を IEA が担うことは大変喜ばしく名誉なことです。G8 が緊急課題であると認

識していることを歓迎しております。それは良いニュースであり新しいことです。 
IEA の主要なスキルにメンバー国間でベストプラクティス、グッドプラクティス

を共有することがあります。これが IEA に G8 から要請があった理由だと考えてい

ます。G８は、CO2 排出抑制の手段として直ちにとりかかれる最も良い方法がエネル

ギー効率改善だと認識しています。G8 は IEA に規格、標準化、政策を通してなに

がエネルギー効率改善に貢献するかを探すために民生、産業、輸送､電気製品の分野

でのベストプラクティスを見つけ出すことを要請しています。これは、全ての国に

省エネルギーを展開していくために、ある国でどう省エネルギー対策が上手く機能

しているかを知ることが目的です。 
 例えば、世界中で多くの電気製品が待機で多量の電力を消費しています。最近の

優れた商品の中には待機時消費電力が多くても１W というデバイスも出てきていま

すが、世界中ではほとんどこのような電気製品は使用されていません。大抵の製品

は待機時消費電力が１０W 程度となっています。そこで、IEA は“待機時消費電力

が１W を越える電気製品は販売しないというスタンダードを世界中の国々で採用す

るように提案しています。IEA の“１W イニシアティブ”と呼ぶこの提案は、G8
で承認されました。IEA は、まず G8 カントリーがこれを採択することを期待して

います。 
 次のトピックスとしては、G8 は IEA に中長期のエネルギー技術の展望を作る作

業を要請しています。最も有望なのは原子力、風力、バイオマスのどれでしょうか？

IEA はどの技術も有効だと考えています。なぜなら挑戦することはまだ沢山あるか

らです。 
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IEA はコスト面でどの技術が最も有望かということを探し出すために、これらの

作業を IEA の実施協定（注３）を通じ、これに参加する NEDO も含めた世界中の機関

とのネットワークと緊密に連携しながら進めます。 
 G8 から IEA への次の要請は世界銀行(World Bank)との共同で技術移転のメカニ

ズムを改善する作業です。例えば、クリーン開発メカニズム(CDM)（注４）には大変興

味があります。NEDO は CDM について多くの活動をしていますね。IEA はメカニ

ズム自身の効果は大変高いとは考えておらず、改善の余地があると思っています。

これから世界銀行と共同でメカニズム改善に取組んでいきます。 
最後の G8 のトピックですが、グレンイーグルズ G8 には G8 以外の中国、インド、

メキシコ､ブラジル、南アメリカの国が参加していました。IEA はこれら５カ国に

IEA と G8 の作業に参加するように働きかけています。IEA は中国とインドとの協

議を開始しており、２週間以内に南アフリカ政府と協議し、その後、ブラジル、メ

キシコを予定しています。 
 
―エネルギー、環境、技術などの様々な分野において開発途上国の重要性が増してき

ていますが、IEAのこれら開発途上国との協力関係についてお話を伺いたい。 

 

―マンディル事務局長 

 これまでもIEAはいくつかの開発途上国と仕事を一緒にしています。主に中国とイ

ンドですが、先ほどの話とは別です。IEAはこの２カ国の政府と良好な関係を築いて

きました。主に、石油、電力、ガスのマーケットの課題です。と同時に温暖化問題に

ついての共同作業を試行するための良好な関係を構築して行こうとしています。 
IEAが考えている主要な課題はこれらの国での投資を育成するために、どうやって

CDMの効果を高めていくかです。開発途上国の温暖化対策の課題の多くは、投資がエ

ネルギー効率の改善には十分でないという事実です。例えば、パワープラントは安い

が､しかしエネルギー効率は良くない。車は古く、エネルギー効率は悪いなどです。そ

こで、おそらくCDMになると思いますが、これを通してどうやってエネルギー効率に

対して投資を行うか、開発途上国の政府と共同で見つけることが必要です。 
またIEAは非IEAメンバー国にもオープンであるIEA実施協定に開発途上国の研究

所が参加するように働きかけています。すでに中国の研究所が実施協定に参加してい

ます。 
 
―将来のエネルギー需給の安定には新エネルギー、省エネルギー技術の開発が重要

となりますが、どのような技術の重要度が高いと考えておられるか。 
 
―マンディル事務局長 
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 チャンピオン技術を選ぶには早すぎると思います。おそらくこれからの挑戦は非常

に大きいだろうということです。全ての技術を必要としており、完璧な技術があると

は考えていません。多くの異なる技術を利用してエネルギー効率の改善を図る必要性

を重視すべきです。 
また、再生可能エネルギーは重要な役割を担うでしょう。しかし、それには太陽電

池、バイオマスなどの再生可能エネルギーコストの大幅な低減が必要となります。バ

イオ燃料はすこし楽観的に考えています。新しい発酵技術によってコスト低減が可能

との展望がありますが、まだ多くのR&Dが必要です。 
将来の原子力の役割についても楽観していますが、もし核廃棄物問題が解決できな

ければ、原子力は市民には受け入れられないでしょう。やはり、さらなるR&Dが必要

です。 
しかし、エネルギー効率、再生可能エネルギー、原子力の急速な増加があっても化

石燃料の大量使用を防ぐことができるとは考えていません。そこで、CO2回収隔離を

コスト的に有効な技術にするために、多くのR&Dが必要となります。 
今、最も難しいチャレンジの一つは輸送部門です。現在、石油に代わって多量に供

給できる代替品がありません。これがバイオ燃料が重要と考えている理由ですが、そ

れでも石油代替の一部にしかなりません。 
水素燃料電池自動車の開発には注意すべき点があります。それはCO2を排出せずに

水素をどうやって製造するかです。恐らくベストな方法は天然ガスから水素を製造し

て、その際発生するCO2は回収し貯留する方法だと思います。また原子力と水電気分

解による水素製造のような技術もありますが、これは非常に効率が悪いプロセスです。

したがって水素はイージータスクではありません。 
 
―対処しなければならない現在の問題、及び今後増える新たな問題のことを考慮する

と、IEA の役割は益々重要になると考えられますが、IEA の今後の進むべき方向を

どう見ておられるか？また、IEA と他の国際機関との協力関係についても伺いたい。 

 

―マンディル事務局長 

 IEA 設立から３１年が経ちました。今も組織の効率を高めるように努めています。

IEA メンバー国の閣僚が２年毎に集まる閣僚理事会が３ヶ月前に開催されました。

その際、IEA の仕事により良く優先順位をつけるように要請されました。また閣僚

からは IEA の有益な役割を拡大すべきとの考えが示されました。しかし、追加的な

予算をどうするのかは議論されませんでしたので、これに関してはすこし難しい問

題が存在するかも知れません。 
確かに「カトリーナ」以降、エネルギーセキュリティーの必要性や IEA の緊急時

の役割を議論する人はだれもいないでしょう。また、G8 が IEA のスキルを認めて
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いる現在、経済・エネルギー展望や地球温暖化問題に対する IEA の役割を議論する

人はだれもいないでしょう。 
IEA が合理化しなければならない事は非メンバー国と実施している作業です。残

念ながら資金不足で作業が難しくなっている国の中から、IEA が協力する国を選択

しなければなりません。 
 また、IEA はさらに多くの国際機関と協力して作業しなければなりません。機関

には経済協力開発機構(OECD)（IEA は OECD のファミリー）、世界銀行(World 
Bank)また国連の枠組機関である気候変動枠組条約 (UNFCCC) 事務局、国連環境

計画(UNEP)、国連開発計画(UNDP)、国連欧州経済委員会(UNECE)などがあります。 
また、IEA は石油輸出国機構(OPEC)、アジア太平洋経済協力(APEC)、ラテンア

メリカエネルギー機構(OLADE) （残念ながらこの機関は活動資金が足りない状況で

す。）と緊密な関係にあります。そして、アフリカ諸国のニーズにあった地域の組織

の開発に IEA はアフリカ諸国を支援する試みを行っています。 
 

―最後に IEA と NEDO、また日本との協力関係について、マンディル氏が期待すると

ころを伺いたい。 

 

―マンディル事務局長 

 日本はメンバー国の中で２番目の大国です。日本との関係は IEA にとって非常に

重要です。日本政府が IEA は重要と考えていただく必要がある。私は経済産業省、

外務省など日本のカウンターパートへの訪問で日本にはしばしば行きます。 
日本は技術大国です。また開発途上国への興味ある多くの技術移転も行っていま

す。そのようなことで、NEDO は日本のキー組織です。IEA は NEDO が幾つかの

実施協定に参加していることに喜んでおります。しかし、NEDO にもっと多くの実

施協定に参加していただきたい。 
IEA は技術移転に関する日本との共同作業が出来ればと思っています。特に CDM

の改善の課題に関して、どの技術はどのタイプの国に合っているか？中国にはどの

技術が良いか？アフリカにはどの技術が良いか？おそらく同じではなく異なるでし

ょう。 
IEA と NEDO との関係は良好ですが、共同作業を通してもっと関係を促進し改善

が出来ると思います。日本の技術開発への努力を賞賛しています。例えば、輸送分

野の課題では、日本はトップです。代替燃料に関して言えば、DME（ヂメチルエー

テル）、バイオ燃料､ハイブリッドカー、水素など、日本はリーディングカントリー

です。IEA は日本を大切なパートナーと考えています。 
（取材：深澤和則、クリストフ ドゥブイ） 
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（注釈） 
（注１）IEA（International Energy Agency）国際エネルギー機関は、第 1 次石油

危機後の 1974 年に世界のエネルギー安定供給への対応など国際エネルギープログ

ラムを執行する機関として、経済協力開発機構（OECD）の枠内に設立された。 
事務局所在地はパリ１５区。現在の加盟国は 26 カ国。 詳細はhttp://www.iea.org 
 

IEA 事務局組織図（概要） 

 

理事会 

Governing Board 
 

事務局長 

Executive Director 
 

 

長期協力・政策分析局 

Long-term Cooperation and Policy Analysis 
 

石油市場・緊急時対策局 

     Oil Markets & Emergency Preparedness 
 

 

非加盟国局 

Non-Member Countries 
 

エネルギ－技術・研究開発局  

Energy Technology and R&D 
 

 

（注 2）グレンイーグルズ G8 アクションプラン 
  詳細はhttp://www.fco.gov.uk/Files/kfile/CC%20PoA_jpn.pdf 
   

（注 3）実施協定（Implementing agreements） 
 プログラム毎に実施協定があり、必要と考える実施協定に参加することができる

（分担金が必要）。実施協定の総数は 42。そのうち日本は 31 に参加している。

 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.963,  2005.9.21 

43 

現在 NEDO は以下の 3 作業部会に分かれた 13 の実施協定（名称は略名）に参加してい

る。 
 

 [最終用途技術作業部会(EUWP)] 
・高温超伝導、・自動車用先進燃料、・燃料電池、 

・輸送用用途先端材料、・ヒートポンプ 

[再生可能エネルギー作業部会(REWP)] 
・太陽電池、・バイオエネルギー、・地熱エネルギー、・水素製造 

[化石燃料作業部会(FFWP)] 
・クリーンコールセンター、・流動床燃焼、 

・クリーンコールサイエンス、・温室効果ガス R&D 

 

（注 4）クリーン開発メカニズム(CDM) 
京都議定書のフレキシブルメカニズムであるクリーン開発メカニズム(CDM)は、

先進国と途上国が、GHG 削減プロジェクトを共同で実施し、投資国である先進国が

削減分を排出枠として獲得できる仕組み。 
                                  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/ >
　海外レポート963号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/963/
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【産業技術】ライフサイエンス  

「スマート」なバイオナノチューブを開発（米国） 

薬物送達に役立つ脂質タンパク質ナノチューブ 

 

カリフォルニア大学サンタバーバラ校（UCSB）の材料科学者と生物学者の共同研

究から、「スマート」なバイオ・ナノチューブが作られた。このナノチューブは端がオ

ープンエンド、あるいはクローズエンドの状態になり、薬物や遺伝子を送達するため

に使用される可能性がある。 
 

 
 

「スマート」バイオ・ナノチューブは、微小管（赤・青・黄・緑で示され

ているチューブリン・タンパク質サブユニットで構成）、その周りの脂質二重

層（黄の糸状部分と緑・白の球状部分）、さらにその外側の環状や螺旋状のチ

ューブリン・タンパク質で構成された脂質タンパク質のナノチューブ。脂質

とタンパク質の相対量を調節することで、オープンエンド（中央）、脂質のフ

タがついているクローズドエンド（左）に切り替え可能。このプロセスが化

学物質や薬剤の封入・放出制御の基礎技術となる。右側はチューブの断面図

とその拡大図。（Created by Peter Allen） 

 
このナノチューブが「スマート」である理由は、体内の特定部位に薬物や遺伝子を

送達するために、薬物・遺伝子の封入・放出の制御が将来的に可能になるからである。

細胞の脂質二重層膜と微小管の電荷を操作することで、オープンエンドやクローズド
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エンドを持つバイオ・ナノチューブ、すなわち、ナノスケールのカプセルを作製でき

ることが明らかになった。この研究成果は全米科学アカデミー会報誌 8 月 9 日号の研

究論文で報告され、現在、PNAS 早版の電子版

（http://www.pnas.org/cgi/content/abstract/0502183102v1）に掲載されている。 
 
材料科学と物理学のサイラス・R・サフィーニャ教授（分子・細胞・発生生物学部

所属）と生化学のレスリー・ウィルソン教授（分子・細胞・発生生物学部と生分子科

学・エンジニアリングプログラムに所属）の各研究室の協力でこの研究成果が生まれ

た。本研究論文の筆頭著者は、サフィーニャ教授の研究室で博士課程終了後の研究を

行い、国際ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム機構のフェローでも

ある、ウリ・ラヴィヴ博士である。その他の共同著者は、ダニエル・J・ニードルマ

ン博士（以前サフィーニャ教授の大学院生であり、現在ハーバード大学医学部で博士

課程終了後の研究員）、ユーリ・リ博士（材料科学研究所の研究員）、そしてハーバー

ト・P・ミラー博士（分子・細胞・発生生物学部のリサーチ・アソシエイト）である。 
 
実験では、ウシの脳組織から精製した微小管が使用された。微小管は細胞骨格にあ

るナノスケールの中空状円筒体である。微小管とそれらが集まった構造体は生物の細

胞内で、物質輸送の軌道形成から細胞分裂時の紡錘体形成まで、幅広い細胞機能に関

係する重要な要素である。神経細胞での神経伝達物質前駆体の搬送も微小管の機能の

一つである。 
 
「私達の論文では、プラスとマイナス両方の帯電を利用してナノチューブを形成する

脂質の自己組織化について新たなパラダイムを報告している」と、サフィーニャ教授。 
 
ラヴィヴ博士は次のように説明している。「私達が注目したのは、マイナスに帯電し

た微小管―細胞骨格に由来するナノスケールの中空状円筒体―と、プラスに帯電した

カチオン性脂質膜の相互作用である。条件が整うと、自発的に脂質タンパク質のナノ

チューブが形成されることが判明した。」 
 
研究者達は水で濡れた自動車を例として、ナノチューブの形状の相違を説明した。

自動車にワックスを塗布すると水は球状になるが、塗布しないと水は球状にならず表

面全体をコーティングしたようになる。脂質も同様に、電荷によっては微小管の表面

で球状になるか、あるいは平らになり微小管の円筒形の表面全体を覆うようになる。 
 
この新しいタイプの自己組織化は、微小管とカチオン性脂質膜の電荷密度の極端な

ミスマッチによって生じる、とラヴィヴ博士は説明する。「これは、平衡系の自己組織

< 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963号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/963/
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化における新たな発見である。」 
 
ナノチューブは 3 層の壁で構成されているため、この電荷密度のミスマッチが補正

されているようである、と論文の著者達は述べている。 
 
「大変興味深いことに、脂質タンパク質ナノチューブの過帯電の度合いをコントロ

ールすることで、ナノチューブの 2 つの状態を切り替えることができる。オープンエ

ンド（マイナスの過帯電状態）、クローズドエンド（脂質のフタがあるプラスの過帯電

状態）のいずれにしても、このナノチューブは化学物質・薬物のカプセル化・放出制

御の基礎技術となるだろう」と、サフィーニャ教授。 
 
一連の実験で作られたナノチューブの内径は約 16 ナノメートル（1 ナノメートルは

10 億分の 1 メートル）、ナノチューブ全体の直径（外径）は約 40 ナノメートルであ

る。 
 
抗癌剤タキソールはこのようなナノチューブで送達可能な薬物の 1 つである、とラ

ヴィヴ博士は説明した。タキソールは脂質タンパク質ナノチューブの安定化、伸長を

目指した研究に既に使用されている。 
 
本研究は、スタンフォード・シンクロトロン放射光施設（SSRL）の最先端のシン

クロトロン X 線散乱技術を UCSB の電子顕微鏡と組み合わせて使用した。また、同

研究は米国立衛生研究所（NIH）と全米科学財団（NSF）によって資金援助されてい

る。SSRL は米エネルギー省が支援している。ラヴィヴ博士は国際ヒューマン・フロ

ンティア・サイエンス・プログラムと欧州分子生物学機構（EMBO）からの支援も受

けている。 
 

以上 
翻訳：NEDO 情報・システム部 

 
( 出典: http://www.ia.ucsb.edu/pa/display.aspx?pkey=1325 
Copyright  2005,  Board of  Regents  o f  the University  o f  Cal i fornia .  Al l  
r ights  reserved.  Used with permission. )  
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【産業技術】  IT  

有機電子デバイス構造の新しい計測法(米国) 
 
まだ、試験中の段階であるが、米国の研究者は大きなソーラーパワー配列から曲

げたり折り畳むことができる電子新聞まで、低価格の有機電子材料に基づいた多く

の製品を商業化する廉価な方法の開発レースにメーカーが勝つために支援している。 
 
"Advanced Materials"誌のオンライン版で、米国立標準技術研究所(NIST)とカリフォル

ニア大学バークレー校の研究者は、炭素の多い有機半導体の薄膜を使った信頼性ある電子

デバイス作製に重要である 3 つの構造特性の詳細を調べるために非破壊測定法を成功裡に

使用したことを報告している。[注 1]この新しい機能は、産業が有機材料の広範囲にわたる商

業応用への道を阻止している高い製造開発費に関連する障害を取り除くことを支援する。 
 
軟Ｘ線による吸収微細構造分光学(NEXAFS)と呼ばれる技術により、NIST チームは化

学的反応、分子の並べ換えおよび一連の処理温度範囲にわたる欠陥形成を追跡した。 
 
その後、電子回路の基礎デバイスである有機電界効果トランジスターの薄膜組成およ

び構造のプロセスにより引き起こされた変化が、電子あるいは電子ホールの荷電粒子の

移動にどのように影響を与えるかを評価した。室温から摂氏 300 度までの範囲にわたっ

て行われた NEXAFS 測定により、NIST チームは、プリカーサー化学物質の有機半導体

のオリゴチオフェンへの転換をモニターした。摂氏 250 度で達成された分子構成および

組成が、最高水準の荷電粒子移動を、従って最大の電流量を産み出した。 
 
化学転換が進むと時に、分子が絶縁体の上でどのようにそれら自身を整えるかが算定

された。最高のトランジスター性能は分子の垂直整列に対応していた。さらに、化学結

合の角度を決定し、また性能に重要である薄膜領域の厚さおよび均質度を評価するため

に NEXAFS が使用された。 
 
「NEXAFS は、有機電子材料の体系的調査に理想的な測定プラットフォームになる可

能性を持っている。有機半導体フィルムの電子性能に化学・物理的な骨組みを関連させ

る直接的な方法は、非常に必要とされるツールである」と NIST の主任材料研究者のデ

ィーン・デロングチャンプは語る。この研究は、全国シンクロトロン光源の NIST/ダウ・

ケミカルの材料評価施設で行われた。 
 
[注1] D.M. DeLongchamp, S. Sambasivan, D.A. Fischer, E.K. Lin, P. Chang, A.R. Murphy, J.M.J. Frechet, 
and V. Subramanian, "Direct Correlation of Organic semiconductor film structure to field-effect mobility," 
Advanced Materials, published online Aug. 30, 2005, DOI number (10.1002/adma.200500253). 
 

(出典：http://www.nist.gov/public_affairs/techbeat/tb2005_0909.htm#organic ) 

< 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963号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/963/
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【産業技術】  ナノテク  

ナノスケール材料による触媒(米国) 
 

－ 国家ナノテクノロジーイニシアティブ・グランドチャレンジ・ワークショップ 
「エネルギーのためのナノサイエンス探求」分野横断的テーマ その１－ 

 
1．はじめに 

触媒は、化学結合の形成・分裂の頻度を制御することにより、化学反応において

より多くの希望する生成物の産出を高めることができる。触媒はしたがって、健全

経済にとって重要であると同様に、エネルギー変換や環境保護にとって特に重要で

ある。触媒は、石油や化石燃料の転換、自動車や化石燃料発電所の排気の清浄化に

とって非常に重要である。触媒に依存する石油、化学、製薬産業は、米国の国民総

生産に毎年 5000 億ドル分を貢献している。 
 
今日、我々は、代替燃料開発、環境浄化、地球温暖化の原因への対処および有害

物質や病原菌から我々を安全に保つための新しい挑戦に直面している。触媒は、我々

がこれらの問題に対処することを支援することができる。しかしながら、触媒の複

雑性および多様性は、それらを設計し使用する方法に革命を求めている。この革命

は、ナノサイエンスから出現する新しい材料や方法の利用によって可能にすること

ができる。 
 
触媒が基礎的なレベルでどのように作用しているかを理解し予測する可能性は、

密度関数理論、高解像度ナノスケール画像計測、また産業プロセスで使用される高

温や高圧力で動作する触媒を試験する専用施設のような強力な予測方法の出現によ

り過去 20 年に劇的に進展してきた。迅速な処理能力の触媒試験方法およびテラスケ

ール規模の計算技法のような新しいアプローチが、ナノサイエンスの出現とそれを

支援する研究施設と一体となって、触媒科学をエネルギー変換の新しい理解および

新しい技術の入り口に位置付けている。 
 
触媒のナノサイエンスによる研究挑戦は、ナノ構造化触媒材料と関係を持ちなが

ら、化学反応物質のエネルギー環境を調整することを習得している。生物学の教訓

から引き出して、我々は、希望の生成物への反応物の構造的配位を調和させ、反応

経路を制御するようにナノ構造化材料を設計しなければならない。このことを遂行

するために、その場評価の新しく効率的な方法および触媒特性の迅速な処理能力を

持った試験が必要である。ナノ構造化触媒の構造機能関係についての基礎的な理解

を絶えず改善することにより、材料、構造パラメータおよび実験計画の選択がガイ

ドされなければならない。 
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２．背景/最先端技術 

国家の主要なエネルギー源は、当面の間、化学結合の形で見つけられる。このエ

ネルギー源へのアクセスおよび使用は、我々が効率的で選択的かつ経済的な触媒を

開発することに大きく依存している。ナノ材料は触媒の開発のために新しいパラダ

イムを提供する。バルクの形ではほとんどまたは全く触媒作用をしない材料が、ナ

ノスケールの形式では優れた触媒現象の振る舞いを示すことができる。最良の例は、

二酸化チタン基板上に担持された金ナノ粒子システムである。バルク形式の金は不

活性な特性で知られており、耐腐食性の被膜や芸術および歯の詰め物として役立っ

ている。しかしながら、チタニア基板上に分散させた 5nm の大きさの金のナノ粒子

が、低温で炭化水素のエポキシ化および一酸化炭素の酸化のような重要な反応に著

しく活性になることが発見された [1]。この最初の研究は、金のナノ粒子サイズと基

板担体の役割の重要性の研究に拍車をかけた。 
 
しかしながら、これらの材料は、複雑で、非一様であり、またあまりよく分かっ

ていないナノ構造を持っている。もし研究者やエンジニアが正確にそのような材料

の構造を設計できるならば、触媒構造と触媒化学の関係をコントロールできるであ

ろう。エネルギー生産や民生や産業応用での使用に対する影響ははかりしれない。

ナノサイエンスはこのような精密な設計のための機会を提供する。自然の触媒すな

わち酵素は、基本的にすべての生物反応を可能とし、驚くほど効率的な触媒が存在

し得ることを示している。今日の技術と比較すると酵素はどれだけの改良の可能性

が存在するかを提示している。触媒がどのように作用するかを理解し、また特定の

反応のための触媒を設計する方法を知ることにより、自然によって実証されている

ものに匹敵する化学的変換の制御および効率が、無数の既知や未知の反応にとって

期待できる。これまでに考えることも出来ないような目的や利益のために、完全に

新しい触媒や触媒プロセスを設計する壮大な挑戦に我々は直面している。ナノサイ

エンスの新しく現れたツールが、この挑戦を可能とする中心となるであろう。これ

らのツールにより、セルロースや炭酸ガスの液体燃料へのワンステップ変換、水素

経済のための水素(また酸素)へ水の経済的な光触媒変換、および自動車の動力供給や

家庭の暖房のために水素を変換する効率的な燃料電池のような技術の構想を描くこ

とを可能とする。 
 
３．主要な技術的挑戦 
ほとんどの触媒は高温と高圧力下で作用させる必要がある。したがって、これら

の条件の下で安定しているナノ材料が要求される。触媒はまた安定に分散していな

ければならない。すなわち反応物分子にアクセス可能である固体担体上に存在する

こと。担体は、単位体積当たりに高い表面積を提供し、したがって通常ナノスケー

ルの多孔性材料である。触媒は、通常これらの担体の表面上に存在するか、あるい

< 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963号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/963/
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は部分的に埋め込まれている。したがって、触媒は典型的にはナノ多孔性材料内の

ナノ粒子である。 
 
触媒の性能は、ナノ粒子の構成、サイズ、形態および均一性の度合い、担持材な

らびに両者の間の界面で決定される。したがって、触媒を理解し、かつそれらの性

能を予測するための基礎を発展させるために、ナノ材料およびナノ材料界面科学を

理解する必要がある。ナノ材料科学は、この報告書内に要約されているように重要

な挑戦を提供する。ナノ触媒材料の科学は、それ自身に固有な問題をもたらし、そ

のいくつかはこの材料の反応的な性質や隠れた界面の存在に関係している。 
 
ナノ触媒材料によってもたらされる 1 つの大きな問題は、反応環境でその構造を

決定しなければならないことである。環境が変化するとともに構造や構成さえが変

わるので時には非常に重要となり、構造や構成の小さな変化がしばしば反応に大き

く影響するので本質的な問題である。更に、ナノ構造と構成の微細な変化が触媒の

性能に非常に大きな結果を持たらすので、応用のための最良の触媒を見つける過程

で、多くの候補の性能をテストする迅速で効率的な方法を開発しなければならない。 
 

水素化触媒 MoS2 ナノクラスタ 
燃料加工技術で大規模に使用される触媒は、高温と高圧力での H2との反応である水素化により、

燃料の性能を高めるために使用される金属担体硫化物である。数 10 年間にわたり、これらの触媒

のナノ相の性質を理解するために研究が行われてきている。また、産業界では、触媒を向上させ

るために主に経験的方法を適用してきた。アーザス大学、デンマーク工科大学、またデンマーク

企業の協力グループによって報告された最近の研究では、触媒のナノクラスタを画像化するため

に STM を使用し、化学的性質を解析するために DFT を使用している。 
画像は個々の原子を示し、ナノクラスターのサイズおよび形態を図示する。この観察は、ナノ

クラスター形態が触媒環境に敏感でバルクの MoS2 と一般に異なることを示している。初期の分光

器データと一致する DFT 計算は、化学的性質の詳細を示し、分子レベルでの触媒の作用に対する

洞察を与える。産業界の研究者は、向上した触媒を作るためにこれらのナノ構造評価からの洞察

を使用している [2]。 
 

４．燃料電池触媒 

燃料電池技術の現状に関する最近のワークショップやレビューはすべて、燃料電

池のすべての構成要素の新しい材料がナノ技術の広範囲の導入が重要である、と結

論を下している [3-6]。これらは、価格低下と同様に、例えばより高速な反応や毒性

へ不感性などの性能および信頼度や耐久性の大幅な向上を強く要求している。向上

した電極触媒は、陽極や陰極さらにおよそ 150 度 C 以下の低温燃料電池の向上した

イオン伝導膜にとり不可欠である。より明確には、新しくより多くの錯体触媒材料

を探究する時に、現実的な燃料電池構成および設計で規定通り迅速に材料を評価で

きるように、3～5nm までの直径のナノ粒子形成への効率的で一般に適用可能な手
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段を見つけなければならない。 
 
５．向上したナノ粒子プラチナ基盤触媒 

エネルギー関連分野の最先端の合成の例は、燃料電池の水素酸化ナノ触媒の合成

に関係している。ブルックヘブン米国立研究所の研究者は、電気化学からの技術を

利用して、水素経済用の燃料電池の水素酸化用触媒として、表面上にプラチナ原子

のサブ単分子層を持ったルテニウムナノ粒子を合成した。すべてのプラチナ原子が

表面上に現れるので、潜在的に少ないプラチナ装填量となり、この触媒の利用は魅

力的である。この合成技術は、燃料電池試験のためのナノ触媒の注意深い制御およ

び量的生産を可能とする。 
 
このナノ触媒の燃料電池への効果が、燃料電池が非常に高濃度の一酸化炭素に暴

露された時間の関数として電流が示された。商用触媒の一酸化炭素被毒に起因する

電流の減少と比較して、ナノ触媒が一酸化炭素被毒に対して 5 倍以上という著しく

向上した耐性を実証している。この高められた一酸化炭素毒性に対する耐性は少な

いプラチナ装填と結びついて、この種のハイブリッドナノ触媒を非常に興味のある

ものとしている。 
 
６．触媒選択性の挑戦 

ナノ触媒の重要な挑戦は、酵素と競合できる性能特性を持った触媒の開発である。

これらの触媒は、生物内のほとんどすべての反応操作に関与している。それらは構

造的に非常に複雑で作用は巧妙である。室温で多種類の反応分子が混合した状態の

希薄な水溶液中で作用し、酵素は高度に活性でありまた 100%選択的で、生体合成に

よって生物内で必要なときに置き換えられる。酵素に近い特性を持った合成触媒は、

真にエネルギー変換技術を革新するだろう。例えば、人々はバイオマスを燃料に変

換する際に、廃棄物フリーやグリーン化学の構想を描く。この目的のために、自然

は莫大な手引きや洞察を提供できる。また、ナノ材料による触媒の将来は生物学か

ら無数の着想を間違いなく引き出すことができる。 
 
７．インフラ整備の必要性 
新しい変換用の新しい触媒を予測する究極の挑戦への対応は、我々の科学インフ

ラの大幅な増強を必要とする。 
 
反応的環境でのナノ材料についての基本的理解は、斬新な方法およびナノ粒子や

ナノポーラス材料また界面を含むその組み合わせの構成、構造および形態を解明す

る設備を必要とする。特に、すべて同じ条件の下で、原子の規模でこれらの材料を

画像化し、多種類のスペクトルを解析し、計算および理論を適用することが必要で

ある。この大きな挑戦は、ナノ材料合成のための新しい方法、新しく向上した機器
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や設備、および実験家と理論家の間の広範囲な協力を必要とする。画像やスペクト

ル測定と同時に触媒の性能をすべて高速で高効率に測定する方法が開発されなけれ

ばならない。3 次元の材料および界面の画像化の進歩が必要で、分光法はナノ規模に

適応させなければならない。進むべき重要な方向は、高解像度透過型電子顕微鏡

(TEM)および走査型プローブ顕微鏡(SPM)による画像化の新しい機能の効率的利用、

専用実験装置の改良と同様に光源および中性子源での分光評価および先端計算機に

よる理論的解釈を含んでいる。これらの組み合わせ技術による同一条件下で同じ試

料の研究を保証する試料取り扱い方法ならびに機器の進歩と同様に施設の重要な改

良を要求する。触媒の性能が画像やスペクトルにどのようにリンクするかを同時に

実証するために、触媒が作用する時に、ナノ触媒の構造変化の空間的時間的分解を

持つ画像化を可能にするための技術が必要である。 
 
実験と協力して計算や理論の応用によって促進されるナノサイエンスの進歩は、

触媒の飛躍的進歩を促進する。触媒科学は、一連の触媒特性を持つ非均一な材料の

複雑さの無い、基本的な理解を可能とする均一な触媒を作る新しい能力から大きな

利益が得られる。単一のナノ触媒粒子を画像化し、操作し、かつ分光的に調べる新

しい機能は、一様なナノ粒子での研究を補足する。ナノ粒子アレイの研究は、ナノ

粒子の相互作用および触媒材料の反応物および生成物の輸送を含み、ナノアーキテ

クチャーの影響についての理解を促進する。フェムト秒科学の進歩は、超高速の時

間スケール分解で構造変化の観測を可能とし、それにより、重要な化学反応の理解

に新しい次元を加える。理論は、現在、モデル触媒反応のために熱力学と力学の信

頼できる計算を提供できる。組み合わせ合成および迅速なスクリーニング法は、既

に信じられない速さの新しい触媒へと導いている。また、画像化とこれらの方法の

統合および作用中の触媒の分光学は、この分野を前進させる。走査型トンネリング

顕微鏡、シンクロトロンや中性子源、テラスケール計算手法さらに特に新しいナノ

サイエンス研究センターような新しく強力な技術はすべて、触媒科学を新しい理解

や新しい技術の入り口と位置付けている。構造生物学の進展は触媒の作用に対する

洞察を既に提供してきており、水性の環境でさえ、生物にヒントを得た将来の触媒

が穏やかな条件の下での、希薄な反応物の迅速で選択的な変換をもたらすという予

想に結びついている。 
 
不規則性の重要性 

エネルギー貯蔵や変換での向上した性能が、バッテリー化学や触媒電極燃料電池反応で、非常に

不規則なナノスケール無機材料を使用して実証されている。例えば、Li を V へ多量の化学量で V2O5

エーロゲル中へのリチウムイオンの挿入。ナノスケール Pt-RuOxHy は、ナノスケール Pt50Ru50 合

金よりメタノールの直接酸化が 250 倍以上活発である。この大きさの向上は、高結晶や高規則性材

料ではないこの高性能特性の評価を必要とする。 
ほとんどの標準材料科学的評価ツールは、バルクや規則性あるいは結晶構造材料についての高品

質情報を提供する。同様に、特にナノスケールでは、機能に関連した不規則性の高品質評価を必要

とする。さらに、エネルギー貯蔵や変換デバイスの使用時に、電界、磁界、フォトニックエネルギ

ー、温度、圧力そしてまた化学ポテンシャルに直面しているナノ材料およびナノアーキテクチャー
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の機能に関連する不規則性を安定させる物理化学的な手段を見つける必要がある。ナノスケール設

計および不規則性高機能エネルギー材料の合成の将来の 1 つの進路は、ガラス科学を模倣すること

かもしれない。しかしながら、技術的に重要であるが不安定なガラス構成を安定させるために、別

の成分材料を必要とするかもしれない。安定化化構成材を選択する際には計算機化学が重要になる。 

 
８．触媒ナノサイエンス研究から何が出現するか？ 
我々は、メタノールや他の液体燃料へメタンの経済的なワンステップ変換を可能

とする新しい触媒の構想を描くことができる。同様に、セルロース原材料あるいは

炭酸ガスが液体燃料に変換されるかもしれない。向上した燃料電池触媒は、水素や

メタノールの変換さらにガソリン変換の経済的な燃料電池への道に結びつくであろ

う。さらに向上した触媒は、燃料電池の水素を液体燃料から変換する小型で軽量の

車載改質器を可能とし、水素貯蔵の必要性を取り除くであろう。 
以上 

(出典)  
     Nanoscience Research for Energy Needs, Report of the March 2004 National  

Nanotechnology Initiative Grand Challeng Workshop, 2nd Edition, June 2005 
http://www.nano.gov/nni_energy_rpt.pdf,  pp13-18） 

 
(参考文献) 
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[2]  J.V.Lauritsen, M.V.Bollinger, et.al, Atomic-scale insight into structure and morphology 
changes of MoS2 nanoclasters in hydrotreating catalysis, J.Catal. 221, 510(2004). 

[3]  U.S. Department of Energy, Basic Energy Science Advisory Committee, Basic Needs to 
Assure a Secure Energy Future (2003).  
http://www.sc.doe.gov/bes/reports/files/SEF_rpt.pdf 

[4]  B.C.H.Steele, A.Heinzel, Materials for fuel cell technologies, Nature 414, 345(1002). 
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[6]  S.Haile, Materials for fuel sells, Matter, Today 6(3), 24(2003). 
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< 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963号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/963/



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.963,  2005.9.21 

54 

【環境】 
 

地球温暖化解明のための温度測定に修正を（米国） 
 

エール大学の研究者らと米国海洋大気庁(NOAA)がまとめた報告によると、地球温

暖化が起こっているかどうかをめぐり、長い間、議論を引き起こしてきた測定デー

タの不一致は、太陽熱が気象観測気球に与える影響に原因があるということである。 
 
大気中の温度は1970年代以降変わっていないとする報告と、地球表面の温度は上

昇しているとする報告の間に生じている不一致は、気象観測気球(ラジオゾンデ)の温

度計への直射熱によるものである可能性が高いとのことである。 
ラジオゾンデによる気温データは、過去40年間にわたり世界各地の観測地点で1

日に2度、グリニッジ標準時の0時と12時に相当する現地時間に収集されてきた。つ

まり、測定は昼間に行われる場合と夜間に行われる場合があった。 
 
「いくつかの気候モデルでは大気温と地表温度との密接な関連性が予測されては

いるが、実際の測定では大きな不一致が生じている。」こう語るのはエール大学の地

質学・地球物理学の准教授で本記事の筆頭著者であるSteven C. Sherwood氏である。

「このことが、これまで報告されてきた温暖化の解釈を複雑化している。研究者の大

半は地表面の温暖化の一因を大気中の温室効果ガス増加にあると結論づけてきた。」 
 
この研究によると、気候変動予測の誤差を紐解く鍵は測定器の型にある。センサ

ーが露出しているため、昼間には測定温度が高くなる。また古い型では太陽熱の影

響が大きくなるが、最近の型になるほどそういった影響は小さくなる。 
「暑い日に外にいるようなものだ、つまり日陰にいるよりも直射日光にあたって

いる時の方が暑さを感知するのである。」Sherwood氏はこう説明する。「いつまでも

古い型に頼っているわけにはいかない。」 
 
この問題を考慮に入れた上で、研究者らは過去30年間について、地球の平均気温

は10年につき摂氏0.2度上昇していると予測している。来世紀中には地球の表面温度

は2度から4度上昇することが予想される。しかし、年によって、あるいは地域によ

って、上昇の程度は大きく変化すると思われる。熱帯地方では上昇が少ないが、極

地方の一部では10度以上上昇する可能性もある。 
 
「残念ながら、温暖化は加速する傾向にある。我々が大気中に放出してきたもの

に気候は追いついていない。」Sherwood氏はこう続ける。「我々にはとるべき行動が
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ある。しかし現状に安住している人々の意識を変えるには強い動機づけが必要だ。」 
以上 

 
翻訳 NEDO情報・システム部 

 
(出典：http://www.yale.edu/opa/newsr/05-08-11-02.all.html Copyright 2005, Yale 
University. All rights reserved. Used with permission.) 
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【ニュースフラッシュ】 

米国－今週の動き(09/01/05～09/14/05) 

NEDO ワシントン事務所 

Ⅰ 新エネ･省エネ 
8 月／ 
24：米国エタノール推進連合、燃費調査の研究結果を発表 

米国エタノール推進連合(1988 年設立の非営利団体)が 8 月 24 日、無鉛ガソリン、エタノール 10%
混合燃料(E10)、同 20%混合燃料(E20)、同 30%混合燃料(E30)といった異なる混合燃料の「燃費
調査 (Fuel Economy Study)」の結果を発表。(1)燃費(1 ガロンあたりの走行距離)については、
無鉛ガソリンよりも E10 が 1.5%悪く、E20 では 2.2%悪化、E30 では 5.1%悪化したが、E10 を
イソペンタンと大豆バイオディーゼルで変性させた混合燃料の場合は 1.7%改善、(2)マイル当た
りのコストについては、エタノールの含有量が高いほどコストが低下、(3)走行性能（ドライバビ
リティ）については、搭載されているエンジン・コンピュータはエタノール混合ガソリンを問題
なく認知（故障インジケータの点灯は発生せず）との結果。(American Coalition for Ethanol 
News Release) 
 

29：エネルギー省、自動車技術教育の優良センター支援で 470 万ドルのグラント給付 
エネルギー省(DOE)が 8 月 29 日に、大学院自動車技術教育(GATE)プログラムの優良センターイ
ニシアティブの一環として、アラバマ大学バーミンガム校、イリノイ大学ウルバナ・シャンペン
校等 8 大学に総額 470 万ドルのグラントの給付を発表。同プログラムは、コスト効率と燃費に優
れた自動車の開発・生産を妨げている技術的障壁を克服することに照準を定め、将来の自動車工
学の専門家育成を目標。助成金は、大学院生対象のフェローシップ、教科課程及びラボ実習の創
設・拡大・アップグレードに使用予定。(DOE News Release) 
 

30：エネルギー省、州政府エネルギー節減プロジェクトに 1651 万ドルのグラントを授与 
エネルギー省(DOE)の Samuel Bodman 長官は 8 月 30 日に、州政府エネルギー計画特別プロジ
ェクトの競争グラントに関し、42 州 178 件の再生可能エネルギー及びエネルギー効率化プロジ
ェクトに総額約 1,651 万ドルの供与を発表。クリーンシティー（代替燃料や代替燃料車の支援、
70 件、総額約 544.4 万ドル）、産業技術プログラム（産業施設におけるエネルギー節減及び環境
パフォーマンス改善の支援、21 件、約 199.7 万ドル）、ビルディング基準（住宅・業務用ビルの
エネルギー基準の更新・導入・施行・評価等の支援、19 件、約 199.5 万ドル）、Rebuild America
（Rebuild America の州計画プロジェクト・パートナーシップの支援、37 件、約 352.8 万ドル）
等。(DOE News Release) 
 

31：環境保護庁、燃料供給増大を狙い、夏用ガソリンやディーゼル燃料の基準を一時撤回 
環境保護庁(EPA)は 8 月 31 日、ハリケーン・カトリーナの影響によるガソリン供給不足を最小限
に抑え、ガソリン供給量を増やすために、揮発性の低い「夏用ガソリン」の販売義務を強制しな
い意向を発表。EPA はまた、硫黄含有量が 500ppm を超えるディーゼル燃料の使用も容認。ガ
ソリン基準及びディーゼル燃料基準の一時的撤回は、全米 50 州・コロンビア特別区・米国領土
を対象として直ちに発効となり、9 月 15 日まで継続。(EPA Newsroom) 
 

31：パーデュー大学の研究チーム、水と有機物質から水素を生成 
パーデュー大学の研究チームが、水と有機物質から水素を生成する新しい手法を発見。8 月 31
日号の米国化学会誌に発表された研究報告によると、水と有機シランの混合液にレニウム系触媒
を加えたところ、約 1時間で有機シランが完全にシラノールに変化したほか、純粋の水素が発生。
同研究チーム推定によると、約 7 ガロンの水と 7 ガロンの有機シランから 6.5 ポンドの水素が生
成可能。同プロセスは、極低温・高圧環境が不要、化石燃料を使用しない、有機シランの貯蔵と
輸送が容易等の利点を有し、安全かつ効率的な水素貯蔵技術の開発に繋がる可能性が期待される。
課題は、有機シラン燃料の製造コストであり、現時点ではこの工程に採算性があるか否かは疑問。
(Purdue University News Release) 
 

9 月／ 
1：エネルギー省、戦略石油備蓄からの原油貸付を発表 

ハリケーン・カトリーナの被害によるガソリン価格の高騰を受けて、Samuel Bodman エネルギ
ー省(DOE)長官は 9 月 1 日、予想されるガソリン供給不足を最小限に抑えるため、戦略石油備蓄
(SPR)からの原油貸付の承認を発表。DOE は 9/1 時点で、Exxon Mobil 社へ 600 万バレル、Placid
精製会社に 100 万バレル、Valero Energy 社へ 150 万バレルの合計 850 万バレルの貸付を承認。
SPR から石油・精製会社への原油貸付は短期契約合意の下で行われ、供給状況が平常に戻った時
点で原油は SPR に返却される。(DOE News Release) 
 

2：Bodman エネルギー長官、国際エネルギー機関(IEA)の原油・石油精製品放出決定を称賛 
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Samuel Bodman エネルギー省(DOE)長官は 9 月 2 日の記者会見の席で、6,000 万バレルの原油
及び石油精製品を市場に流すという国際エネルギー機関 (IEA) の決定を称賛。3,000 万バレルの
原油が米国の戦略石油備蓄 (SPR) から放出される一方、独・仏・日本等の IEA メンバー諸国か
ら放出される 3,000 万バレルは石油精製品が主体になる見込み。SPR からの 3,000 万バレルの売
却は、同長官が既に発表した石油・精製会社への原油貸付とは別途実施するもので、一日平均 200
万バレルが向こう 1 ヵ月間放出される予定。(Greenwire) 
 
 

 
Ⅱ 環 境 
9 月／ 
5：アジア太平洋パートナーシップよりも目標の明白な、中国-EU 気候変動パートナーシップ 

欧州連合(EU)と中国が 9 月 2 日に、ブリュッセルで行われていた中国-EU サミットの成果の一
つとして、気候変動パートナーシップ (Partnership on Climate Change) に合意と発表。EU と
中国は共同声明で、国連の気候変動枠組条約 (FCCC)、京都議定書、及び地球温暖化に由来する
問題への対応努力拡大に対するコミットメントを強調。同パートナーシップでは、2020 年まで
に達成すべき目標として、(1)先進的な「無公害」石炭技術を中国と EU で開発・実証すること、
(2)主要なエネルギー技術のコストを大幅削減して、その導入と普及を推進することを掲げ、(a)
エネルギー効率化・省エネルギー・再生可能エネルギー、(b)クリーンコール、(c)メタン回収と
利用、(d)炭素回収と貯蔵、(e)水素及び燃料電池、(f)発電・送電等の分野における技術協力で合
意。世界野生生物基金 (WWF) は、今回の合意を歓迎し、WWF 気候変動プログラム局長は、EU-
中国の合意は米国と他国が先頃結んだ「クリーン開発と気候に関するアジア太平洋パートナーシ
ップ (Asia-Pacific Partnership on Clean Development and Climate)」 とは違い、本当に意義
のある活動へ結びつくものと評価。(Reuters; EU and China MEMO (9/2)) 
 

5：中国市場への進出と GHG 排出削減を助長する豪中パートナーシップの合同プロジェクト 
豪州と中国が 9 月 5 日、中国の温室効果ガス排出を削減することを狙った新たな合同プロジェク
ト 4 件に合意。豪州の二国間気候変動パートナーシップ計画の下で結ばれたこれらの合同プロジ
ェクトは、豪州企業が中国の再生可能エネルギー市場へ進出する機会を提供すると期待される。
合同プロジェクトの概要は、①農業部門から放出される窒素酸化物排出の削減 (生産量を維持し
つつ肥料使用量を削減、300 万ドル)、②中国の再生可能エネルギー事業開拓（13.8 万ドル)、③
中国のエネルギー消費・排出モデルの改良 、④再生可能エネルギー研修枠組みの策定及び共同
プロジェクト。(Australian Department of Environment and Heritage Media Release) 
 

 
 
Ⅲ 産業技術 
8 月／ 
29：ノースカロライナ州、SBIR/STTR のインセンティブ計画とマッチング計画を設置 

ノースカロライナ州が 2005-2006 年度予算を可決。同予算に盛り込まれた条項によりノースカロ
ライナ州は、SBIR/STTR インセンティブ計画及び SBIR/STTR マッチング基金計画に最高 300
万ドルを計上する「One North Carolina Small Business Fund」という特別基金を創設。
SBIR/STTR インセンティブ計画は、SBIR (中小企業革新研究) 計画や STTR (中小企業技術移転) 
プログラムへの提案申請に伴う企業側コストに関する適格企業へのグラント（提案準備・申請コ
ストの最高 50% (最大 3,000 ドル)）であり、SBIR/STTR マッチング基金計画の方は、SBIR・
STTR の第 1 フェーズ適格企業に連邦グラントと同額の助成金を付与し、第 2 フェーズへの申請
を奨励するもの（最高 10 万ドル）。(SSTI Weekly Digest) 
 

 
 
Ⅳ 議会・その他 
8 月／ 
29：国立衛生研究所、倫理問題最終規定を発表 

国立衛生研究所(NIH)が先週、倫理問題に関する最終規定を発表。最終規定は、NIH 職員による
私的コンサルティングを禁止し、NIH 上級職員及び妻子に対し、NIH の影響下にある企業関連
持ち株（1.5 万ドル以上）の全株譲渡を強制する一方で、事前承認を前提に、NIH 職員が 外部
機関から賞金を受領することや、専門職協会や科学機関との外部活動等、既存の政府規定の認め
る範囲内での講義や教科書執筆・科学誌のレビュー等の学術的外部活動（報酬あり）を容認する
もの。(SSTI Weekly Digest) 
 

9 月／ 
1：エレクトロニクス業界、技術イノベーション不足を討議するフォーラムを開催 

国際エレクトロニクス製造イニシアティブ(iNEM；エレクトロニクス業界指導のコンソーシアム。
メンバーはエレクトニクス製造業者・部品製造業者・組合・政府省庁や大学の約 70 名。世界エ
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レクトロニクス業界の研究開発動向の確認と分析を目標)が、エレクトロニクス業界のイノベーシ
ョンと製造技術研究を促進するイニシアティブを立ち上げるため、9 月 15－16 日にバージニア
州 Herndon でフォーラムを開催予定。開会の辞を行なうのは、下院歳出委員会の Frank Wolf (共
和党、バージニア州) 委員長。同フォーラムの主要トピックは、(1)イノベーションの課題、(2)
新分野の技術ロードマップ等で、関係者達は、同フォーラムが、12 月 6 日に首都ワシントンで
開催予定の「科学・イノベーション・製造業に関する国家会議 (National Conference on Science, 
Innovation, and Manufacturing)」に貴重なインプットを提供すると期待。(Manufacturing & 
Technology News) 
 

2：ハリケーン・カトリーヌの影響で、米国議会は省エネ・エネルギー効率化の議論を再開か 
夏季休会後に再開される米国議会ではハリケーン・カトリーナの被害を中心に扱う可能性が高く、
エネルギー問題が議題のトップに並ぶことが予想される。議員等は米国エネルギー市場の現況に
ついて情報を収集するため、2 回の公聴会を予定。エネルギー省(DOE)のガソリン価格吊上げ操
作ホットラインには既に 5,000 件以上の苦情が入っているため、特に、ガソリン価格高騰とその
原因が取り上げられる見込み。また、省エネと環境保全の唱道者等が、これを好機に各自の懸念
を表明する可能性も高い。さらに、ハリケーン・カトリーナの大惨事が気候変動対策の導入に拍
車を掛ける可能性も。(Greenwire) 
 

6：上院エネルギー・天然資源委員会委員長、企業平均燃費(CAFE)基準引上げの再検討を示唆 
上院エネルギー・天然資源委員会がガソリン価格の高騰とその原因に関する公聴会を本日開催。
公聴会では、Pete Domenici 委員長(共和、ニューメキシコ州)が、自動車の燃費基準を再度検討
し、洋上掘削と精製能力を拡大する法案を検討すべきと発言。企業燃費(CAFÉ)基準は包括エネ
ルギー法案可決時(今年 7 月)には引き上げられなかったが、同委員長は、ハリケーン・カトリー
ナによりメキシコ湾岸のエネルギーインフラが破壊された現在、議会内の意見が同じかどうかは
不明と発言。Jeff Bingaman 上院議員(民主、ニューメキシコ州)は、同発言を歓迎。海洋掘削に
関しては、賛成派の George Allen 上院議員(共和、バージニア州)が歳出予算法案を利用して海洋
掘削禁止問題に対処可能と発言する一方、反対派の Mel Martinez 上院議員(共和、フロリダ州)
は、問題は生産能力ではなく精製能力であると反論。下院エネルギー・商業委員会は明日、ガソ
リン価格高騰問題に関する公聴会を開催予定。(E&E PM News) 
 

7：Nussle 下院予算委員長、財政調整法案審議の 2 週間延期を発表 
下院予算委員会の Jim Nussle 委員長(共和、アイオワ州)は 9 月 7 日、ハリケーン・カトリーナ
に対応するため、財政調整法案の審議を 2 週間延期する旨発表。これにより、北極圏野生生物保
護区域(ANWR)における石油掘削禁止令を撤回する努力も先送り。上院予算委員会の Judd Gregg
委員長も、昨日、財政調整法案の審議予定は流動的との見解を報道陣に伝えている。(Greenwire) 
 

13：連邦管轄大陸棚(OCS)での石油・天然ガス探査条項、財政調整法案に追加か？ 
Bill Frist 上院共和党院内総務(テネシー州)と上院予算委員会の Judd Gregg 委員長(共和、ニュ
ーハンプシャー州)によると、上院予算委員会は 10 月 26 日に財政調整法案を審議予定。Gregg
予算委員長は 9 月 12 日の上院本会議で、上院はハリケーン・カトリーナの被害に対応すると同
時に、財政赤字削減の努力も進めなければならないと指摘し、10 月 26 日までに財政節減施策を
予算委員会へ提出するよう各委員会に要請。ハリケーン・カトリーナに起因する石油・天然ガス
の供給不足及び価格高騰への対応策として、連邦管轄大陸棚(OCS)の一部を石油・天然資源の探
査に解禁することが取りざたされている。一部議員等は、OCS からロイヤルティ収入が入ること
を指摘し、北極圏野生生物保護区域(ANWR)の掘削解禁条項同様に、これを財政調整法案に追加
すべきであると主張。Pete Domenici 委員長(共和、ニューメキシコ州)も 10 月末の節減施策提出
までに同文言が検討される可能性を示唆。(E&E Daily; E&E PM News) 
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