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【ナノテクノロジー特集】

海外のナノテクノロジー技術政策の動向 
 

NEDO ナノテクノロジー・材料技術開発部 

 
ナノテクノロジーは、物質の構造をナノレベルで操作・制御することでナノサイズの物

質が持つ特別な性質を引き出し、従来得られなかった全く新しい機能や優れた特性を実現

し、新たな産業技術のパラダイムシフトを引き起こす可能性を秘めた、従来技術の限界を

超えるための戦略的技術分野と考えられている。 
 
日本では、第 2 期科学技術基本計画（2001 年 3 月）や総合科学技術会議の分野別推進

戦略（2001 年 9 月）にて「ナノテクノロジー・材料分野は“広範な科学技術分野の飛躍

的な発展の基盤を支える重要分野であるとともに、21 世紀の基幹をなすもの”“産業競争

力の強化と経済社会の特続的発展等に不可欠な重点領域”」として、研究開発を進めるべき

重点 4 分野の一つに位置づけた。 
 
一方、国外に目を向けると、例えばナノテクノロジーを国家戦略プロジェクト(NNI : 
National Nanotechnology Initiative)（2000 年）として取り上げた米国では国家的な取

り組みにより日本を大きく上回る数の関連特許を取得するなど、欧米諸国は続々とナノテ

クノロジーに関する研究開発資金を投入し、日本の脅威的な競争相手となっている。これ

に加え近年、アジア（特に韓国・中国）各国が猛追を見せており、全世界のナノテクノロ

ジー関連状況は群雄割拠と言える。また昨年以降、欧米を中心に安全性を巡る活動も急速

に活発化している。 
 
このような状況を鑑み、経済産業省においてナノテクノロジー政策研究会を設置し、こ

れまで入手した日本および欧米等のナノテクノロジーに関する研究開発や技術政策の状況

を整理し、また状況変化の激しい近年の各国情報を必要に応じ収集・分析し、検討を行う

とともに、同研究会で蓄積された技術情報をもとに第３期科学技術基本計画への情報提供

にも資することとした。これらの取り組みには、NEDO 技術開発機構も積極的に参画し、

情報提供を行った。 
 
この海外レポート版報告書「海外のナノテクノロジー技術政策の動向」の内容は、ナノ

テクノロジー政策研究会中間報告である NEDO 調査報告書「ナノテクノロジーの各国の

技術政策状況調査」(平成 16 年度)から海外関連情報の一部を抜粋したものである。 
以下に、各国のナノテク研究開発状況、ナノテク国際競争力比較、ナノテクノロジーを

巡る政策面の世界動向・分析、各国のナノテクノロジー政策比較を示す。 
 
 

出典：NEDO 調査報告書「ナノテクノロジーの各国の技術政策状況調査」平成 16 年度 
書誌バーコード番号 100004945  http://www.tech.nedo.go.jp/index.htm 
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日米欧亜のナノテク研究開発政府予算の比較

出典：International Dialogue on  Responsible Research and Development of Nanotechnology, June 2004 Virginia，
韓国のみCommercialise 2003 Delivering Technology to Global Marketsより
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2000-05年度の機関別ﾅﾉﾃｸ関連Ｒ＆Ｄ予算推移

NSF-3億500万ドル、国防総省-2億7,600万ドル、エネルギー省-2億1,100万ドル
NIST-5,300億ドル、NASA3,500億ドル、この6機関で予算全体の6割以上を占めている。

出典：表「機関別ﾅﾉﾃｸ関連Ｒ＆Ｄ予算」をもとにﾜｼﾝﾄﾝ･ｺｱにて作成
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「産業技術戦略」の１１０重要技
術課題のうち、「将来のフロンティ
アを切り拓く技術の研究開発」（革
新的シーズ技術）に３１課題が分
類されている。このうち、アンケー
トで重要度が高いと判断された１
８課題に対して、「対米国」および
「対欧州」それぞれに「我が国が
優位」「同等」「我が国が劣位」と
いう３つの選択肢を用いてアンケ
ート調査し、選択肢をそれぞれ「
＋１」「０」「－１」とした加重平均を
とり、米国、欧州に対する我が国
の技術水準をプロットした。

出典：NEDO「優先的重要技術課
題の抽出に関する調査（平成１３
年３月）」

重要技術課題の国際的位置付け（革新的シーズ技術）

ナノテクノロジー・材料は日本が強いとされる分野
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ナノテク国際競争力比較（技術領域/技術区分別評価）
新素材・デバイスが優勢

（注）NPはナノ粒子の略
（資料）世界技術評価センター（WTEC）
出典：産業構造審議会産業技術分科会評価小委員会「革新的技術分野（ナノテクノロジー）における分野別評価報告書」2001年8月

http://www.meti.go.jp/policy/tech_evaluation/pdf/e00/03/h13/091.pdf

技術領域 1st 2nd 3rd

合成とアセンブリ 米 欧 日

ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰからのｱﾌﾟﾛｰﾁによる応用 欧・米 日

分散とコーティング 欧・米 日

触媒、高表面材料 米 欧 日

機能的ナノデバイス 日 欧 米

高密度の新素材の創製 日 欧・米

○合成とアセンブリ領域の技術区分別評価

技術区分 1st 2nd 3rd 4th

NP for Nanophysics 日・米・欧

NP for Functional Devices(金属) 欧・米 日

NP for Functional Devices(半導体) 欧・米 日

炭素系薄膜とデバイス 日 欧 米

強化セラミック新材料 日 欧 米

触媒 日・米 欧

○ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰからのｱﾌﾟﾛｰﾁによる応用領域の技術区分別評価

技術区分 1st 2nd 3rd 4th

合成 日・米・欧

アセンブリ 欧・米 日

分散とコーティング 米 欧 日

高表面積材料 日・欧 米

機能的ナノストラクチャー 日・米 欧

バイオエレクトロニクス 日 欧・米

○分散とコーティング領域の技術区分別評価

技術区分 1st 2nd 3rd 4th

ナノ分散粒子調整技術 欧・米 日

安定化 欧・米 日

スケールアップ（生産性向上）

キャラクタリゼーション（信頼性向上） 欧・米 日

コーティング 日・米・欧

生産製品管理 米 日・欧

工程管理 米

モデリング 日・米

○触媒、高表面材料領域の技術区分別評価

技術区分 1st 2nd 3rd 4th

ナノスケール触媒材料 日・米 欧

ナノストラクチャー化学 米 欧 日

鋳型を用いた自己アセンブリ（ゼオライト） 米 欧 日

自己アセンブリ 日 欧・米

微小多孔質材料 米 欧 日

ナノテク分野別の「日米特許累積数」（過去10年間）

実際、日米の分野別の特許累積数を見ても、日本は「材料」まわりの基礎構造・製法特許
を重んじ、一方米国は用途・アプリケーションの特許を重んじる傾向がある。

出展：「ナノテクビジネス最前線」（すばる舎・2002年）からADL加工

「材料を中心とする基礎構造・製法特許の確保」が事業優位性に繋がるとの認識が根強い
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急増する米国ﾅﾉﾃｸ関連特許
1976～2002年のﾅﾉﾃｸ関連特許のうち、約80％に当たる56,828件

を米国が取得し、更に近年急増。

 

国別ナノテク特許取得数の変化

出典：Longitudinal Patent Analysis for Nanoscale Science and Engineering

米国ﾅﾉﾃｸ特許取得数が多い企業・機関
ＩＢＭの取り組みが目立つ。

  
特許取得数 

特許取得後の 

平均経過年 

1 IBM 2,092 6.6 

2 Xerox Corporation 1,039 7.1 

3 Minnesota Mining and Manufacturing Company 

(3M) 

809 6.9 

4 Micron Technology, Inc. 781 1.9 

5 Eastman Kodak Company 738 9.3 

6 Motorola, Inc. 705 7.1 

7 Texas Instruments Incorporated 694 6.9 

8 NEC Corporation 608 3.7 

9 University of California 540 3.0 

10 United States Government 525 10.0 

 

（1976～2002年）

出典：Longitudinal Patent Analysis for Nanoscale Science and Engineering
５

maejima
図7

maejima
図6



電子顕微鏡発明

第４次フレームワーク計画

第５次フレームワーク計画

ｶｰﾎﾞﾝﾅﾉﾁｭｰﾌﾞの
ﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ作製

フラーレン（C60）発見

１９３０

１９７０

１９８０

１９９０

２００１

２０００

１９５０

年代 米 国 欧 州

「２１世紀を拓くナノテクノロジー」提言

総合科学技術会議発足（CSTP）発足

ｶｰﾎﾞﾝﾅﾉﾁｭｰﾌﾞ発見

造語「ﾅﾉﾃｸﾉﾛｼﾞｰ」創出

ｱﾄﾑﾃｸﾉﾛｼﾞｰﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

日 本

1974 東京理科大 谷口

紀男が初めて使う

1991 NEC 飯島澄男

1992～02 METI
総額250億円

2000 経団連

1985
英ｻｾｯｸｽ大
ｸﾛﾄｰ、米ﾗｲｽ
大 ｽﾓｰﾘｰ、
ｶｰﾙ

微小世界に関する講義

分子線ｴﾋﾟﾀｷｼｰ法

走査トンネル顕微鏡

「創造する機械ﾅﾉﾃｸﾉﾛｼﾞｰ」出版

単一電子ﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ作製

原子の配列に成功

IWGN設置

WTECﾅﾉﾃｸ国際比較調査

IWGN報告書取り纏め

国家ﾅﾉﾃｸﾉﾛｼﾞｰ計画（NNI）

NNI：先導策と実施計画提出

1968 ﾍﾞﾙ研究所 半導体の結晶成長に使用可

1981 IBM
ﾋﾞﾆｯﾋ、ﾛｰﾗｰ

1989 IBM ｱｲｸﾞﾗｰがｷｾﾉﾝ原始を並べてIBM
の文字を書く

1998
蘭ﾃﾞﾙﾌﾄ工科
大 ﾃﾞｯｶｰ

1931 ｸﾉｰﾙ、ﾙｽｶ（独ﾍﾞﾙﾘﾝ工科大）
nm以下の分解能を実現

ナノテクノロジーに関する国内外の重要トピックス①

1959 ﾌｧｲﾝﾏﾝ

がﾅﾉﾃｸﾉﾛｼﾞｰ
の概念を提唱

1986
ﾄﾞﾚｸｽﾗｰ
ﾅﾉﾃｸの概
念が普及

1987 ﾍﾞﾙ研究所 ﾌﾙﾄﾝ､ﾄﾞﾗｰ

1998
NSTC下のﾅﾉ
省庁間作業G
1998 公式報

告書として
IWGNへ提出

1999
2000
IWGN報告書を

基に策定

1994～98 ﾅﾉ関連80ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

1998～02 ﾅﾉ関連予算230億円

2001.１

６

maejima
３．ナノテクノロジーを巡る政策面の世界動向・分析ナノテクノロジーに関する重要トピックスと政策強化の動向を示した。・ナノテクノロジーに関する国内外の重要トピックス①（図8.）・ナノテクノロジーに関する国内外の重要トピックス②（図9.）・ナノテクを巡る各国の政策強化の動向（図10.）米国ナノテクノロジー政策ならびに我が国の現状との比較を示す。・米国ナノテクノロジーイニシアティブ（図11.）・米国21世紀ナノテクノロジー研究開発法（図12.）・米国のナノテク法と我が国の現状の比較（図13.）
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NNIレビュー委員会の提言

NNI実施計画改訂版提出

第６次フレームワーク計画

「２１世紀ﾅﾉﾃｸﾉﾛｼﾞｰ研究開発法」制定

第７次フレームワーク計画

日 本 米 国 欧 州

２００１

２００２

２００３

２００４

２００６

年代

「分野別推進戦略」策定

「府省「連携」プロジェクト」開始

「ﾅﾉﾃｸﾉﾛｼﾞｰﾋﾞｼﾞﾈｽ推進協議会」発足

「産業発掘戦略」策定

「n-Plan２００２」提言

「ナノテクサミット」開催

「第３次科学技術基本計画」策定

「n-Plan２１」提言

「第２期科学技術基本計画」策定 2001.3 ﾅﾉﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･材

料分野が重点分野に

2001.3 経団連

2001.9 CSTP

2001.3 経団連

2002 内閣府

03.7 CSTP

2003.7
産業界有志

2004.5
与党、経団連、CSTP

CSTP

2002 ﾅﾉﾃｸ諮問委員会の創設等10の提言

2003 NRC評価を踏まえたNNI実施計画改訂版

2005～09の予算、推進体制を規定
総額4000億円

ﾅﾉ関連予算1690億円

ナノテクノロジーに関する国内外の重要トピックス②

○ＥＵ全体の研究開発プログラムである第6次フレームワーク計画（ＦＰ６）において、ナノテク予算
を拡大（350百万ユーロ）。

○欧州の2003年のナノテク公的予算は約10億ユーロであり、国別内訳を観ると1位はドイツ250、
フランス180、英国130の順。

○2000年、クリントン政権下において、次世代の国家の戦略分野として、ナノテクノロジー分野を
選定し、国家ナノテクイニシアティブ（ＮＮＩ：National Nanotech Initiative）を策定。

○さらに、2003年１２月には、研究開発と人材育成、商業応用等を総合的に加速するための「２
１世紀ナノテク研究開発法」を制定。予算の確保を図るとともに、大統領の諮問会議の設置、
政府間調整部局の設置等、ナノテク政策を一層強化。

○2005年度の米国ナノテク関連連邦予算要求は982百万ドル。

○韓国
世界のトップ５に入ることを目標に、2001-2010のナノテクノロジーマスタープランを策定。予算
総額＄１，２４０Ｍ、研究開発（Ｒ＆Ｄ）、教育訓練（Ｅ＆Ｔ）、設備インフラ（Ｆ＆Ｉ）を３本柱。

○中国
2000年に、国家ナノテクノロジー委員会を設置し、２００５年までの５年間で約３００億円を政府
から予算投入。中国全土に４０カ所程度のナノテクのロジセンターを設置する予定。

欧州

米国

アジア

ナノテクを巡る各国の政策強化の動向

７
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米国ナノテクノロジーイニシアティブ
The National Nanotechnology Initiative

-Leading to the next Industrial Revolution

○1990年代にﾅﾉﾃｸ分野で日欧に“遅れ”との認識
○1996年頃から各省庁、ﾎﾜｲﾄﾊｳｽ、民間、学会の代表者が参加し、当時のﾅﾉﾃｸR&D
の現状を査定 評価しﾅﾉﾃｸﾉｼﾞｰ投資戦略を策定
○その調査レポートとして「ﾅﾉ構造科学技術」、「ﾅﾉﾃｸﾉﾛｼﾞｰ研究指針」発表(1999)
○「ﾅﾉﾃｸﾉﾛｼﾞｰ研究指針」は、民間部門の著名ﾒﾝﾊﾞｰからなる大統領の科学技術諮問委
員会で圧倒的な支持を受ける
○同レポートに基づき、クリントン政権がNNIを策定し予算要求の一環として議会へ提出
（2000年2月）

○NNIを実施するにあたり、「先導策と実施計画」を作成・発表（2000年7月）。
○支援テーマを5つ設定

A) 重点分野を設定した基礎研究の実施
B) ９つのグランド・チャレンジ
C) 優良センターと優良ネットワークの構築
D) 研究基盤整備
E) 倫理的・法的・社会的意味および労働者の教育・訓練

背景

概要

米国21世紀ナノテクノロジー研究開発法

The 21st Century Nanotechnology Research and Development Act

○日韓欧等、各国のナノテクノロジー戦略の充実に対抗し、世界のリーダーとしての競争
力確保を目的

○2002年9月17日に、４名の上院議員により、民主・共和両党連携で第107議会で上院に
提出。同年9月19日、上院商務・科学・運輸委員会において、同法案が審議され、賛成
多数により上院本会議に送付されたが、会期満了につき法案消滅。その後、2003年1
月第108議会に同様の法案が上院・下院同時に再提出され、2003年12月3日に「２１世

紀ナノテクノロジー研究開発法」として大統領の署名により成立

○国家ナノテクノロジー研究計画の実施
－連邦政府によるナノテクノロジーに関する研究開発、教育、商業応用等を加速。

○関係省庁に以下の歳出権限を付与（16～18FYで毎年8億＄以上の予算措置を担保）
－NSF（3.9億＄）、DOE（3.2億＄）、NASA（0.3億＄）、NIST（0.7億＄）、EPA（0.06億＄）

○国家ナノテクノロジー諮問委員会の設置
－大統領は国家ナノテクノロジー諮問委員会を設置し、議会、産業界、科学界の意見
を聴取し、大統領及びNSTC(National Science and Technology Council)に意見具申と、

議会への情報提供を行う。年２回以上開催。
○国家ナノテクノロジー調整部の設置
－大統領は国家ナノテクノロジー調整部を設置し、専任のスタッフを配置して、産学官
の関係機関間の十分な調整を図る。

背景

概要

８
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・ＮＮＰに対する３年ごとの外部評価と議会への
報告（第５条）

外部評価

・２００３年１２月２５日総合科学技術会議の下にナノテクノロ
ジー・材料研究開発推進プロジェクトチーム（ＮＴＰＴ）設置

・国家ナノテクノロジー諮問委員会（ＮＮＣＰ）の
設置（第４条）

諮問委員会の設置

・各政府機関のナノテクノロジー関連歳出予算
の認可等（第６条～第９条）

歳出予算の認可

・内閣府総合科学技術会議事務局にナノテクノロジー・材料グ
ループ設置

・国家ナノテクノロジー調整事務局（ＮＮＣＯ）の
設置（第３条）

事務局の設置

・２００１年３月３０日閣議決定「第２期科学技術基本計画」

・２００１年９月２１日総合科学技術会議決定「分野別推進戦略
『ナノテクノロジー・材料』」

・２００３年１２月５日経済財政諮問会議決定「ナノテクノロジー・
材料分野産業発掘戦略」

我が国の現状

・国家科学技術会議による連邦議会への年次
報告（第２条（ｄ））

・国家ナノテクノロジー・プログラム（第２条（ａ）
（ｂ）（ｃ））

米国２１世紀ナノテクノロジー研究開発法

（２００３年１２月）

年次報告書

基本計画

米国のナノテク法と我が国の現状の比較

９

maejima
４．各国のナノテクノロジー政策比較最後に、日本、米国、EU、欧州諸国、中国、韓国のナノテクノロジーに関する国家計画、推進本部、研究開発プログラム、2004年度予算額、インフラ整備、人材育成、産官学連携/技術移転、ベンチャー支援/中小企業支援、地域展開/地域振興等の政策を比較した一覧表を掲載した。・各国のナノテクノロジー政策比較（図14.）
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日本 米国 欧州委員会 欧州諸国 中国 韓国 その他(アジア諸国)
国家計画 ●科学技術基本法(1995)

●分野別推進戦略
●ナノテクノロジーイニシアティブ（2000）
●ナノテクノロジー研究開発法（2003）
●同法に基づく戦略計画(2004)

●ナノテクノロジー戦略(欧州委員会コミュ
ニケーションTowards a European strategy
for nanotechnology）

●英国ナノテクノロジーイニシアティブ
（2002）
●ドイツナノテク戦略(Nanotechnology
conquers Markets)(2004)
●フランスRMNT（フランスマイクロ・ナノテ
クノロジー研究ネットワーク）(1998)
●アイルランドStatement of
Nanotechnology (2004)
●オランダナノテク国家イニシアティブ
Nanoned（2003?）

●国家ハイテク研究発展計画
（863計画）
●国家重点基礎研究発展計画
（973計画）
（これらにナノテク分野を含む）

●ナノテクノロジー技術開発促進法
(2001-2010)*10

推進本部（事務局） ●総合科学技術会議(CSTP)ナノテクノロ
ジー・材料グループ

●国家ナノテクノロジー調整事務局
(NNCO)

●ECナノサイエンス・ナノテクノロジーユ
ニット本部

研究開発プログラム ●第２期科学技術基本計画 ●国家ナノテクノロジープログラム(NPG) ●第６次フレームワークプログラム(FP6)
にて7分野の一つとして位置づけ

●ナノサイエンスプログラム（仏国）
●Micro and Nanotechnology
Manufacturing Initiative Applied Research
Program(2004,英国）*7
●TOPNANO２１プログラム（スイス）

●国家ナノ科技協調指導委員会
設立

●ナノテクノロジーマスタープラン
(2001-2010)
●科学技術基本計画(2002) NTは
重点分野は6Tのうちの一つ

●National Program on
Nanoscience and Technology
(2003-2008)(台湾）*11

2004年度予算額 940億円 1056億円 455億円 1053億円（各国合計） 53億円（5年間で264億円） 86億円（10年で860億円）*10 100億円（台湾）

インフラ整備 ●ナノテク総合支援センター(nano net)に
よる共通設備の利用促進

●施設や拠点のネットワーク化
●学際的な研究センターの設立*4
・NSRC（DOE附置研に併設、学際セン
ターと共同利用施設の両機能を持つ、5セ
ンターが建設中でFY2006以降順次開設
予定）
・NNIN(NSFの共同利用施設)
・NSEC（NSFの学際センター）
・AML（NISTの共同利用施設、FY2006頃
開設予定）

●国境を越えた欧州全体のインフラの開
発と活用の促進（注)*6

●カールスルーエ研究センターを中心に
産学官ネットワークの形成（nanomat）（独
国）*5
●ナノテクプランのコンペ（独）
●科学アカデミー「ナノ科学テクノロジー
庁」設立宣言（仏国）*5
●MINATEC（Center for Innovation in
Micro & Nanotechnology)設立(仏国）*8
●ナノテク技術者養成プログラム（英）
●ナノテク専門教育学校（スイス）

●全国に40箇所のナノテクノロ
ジーセンター設立*5
・国家ナノメータ科学センター設
立*8）（北京）
・ナノテクノロジー普及促進・発展
センター（SNPC）（上海）
・国家ナノ商業化基地（天津）

●ﾅﾉﾌｧﾌﾞﾘｹｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ、MOCIE
（Centers for Supporting
Commercialzation of
Nanotechnology)の設立*11
・ナノファブセンター　（テジョン、科
学技術部）  (2004) $250M
・ナノファブセンター（スウオン）
（主にIIIーＶ系） (2005?)  $80M
・ナノ装置開発センター
（Kwangju、Jonju）　(2004)　$40M
・ナノ材料センター　（ポハン大学 ）
(2004)   $40M

●National Core Facility Centerを
設立（台湾）*11

人材育成 ●ナノテクＣＯＥの認定（文部科学省）
●ナノテクＭＯＴの実施（経済産業省）

●学際的教育のための研究者に対する
効果的な教育・訓練機会の提供*4
●ナノテク大学院専攻の設置
●ナノテクKIDS（中学生のナノテククラブ
活動）
●NCLT（ナノテク技術者訓練コース）
●NSRC（ナノスケール科学研究センター）
●NNIN（ナノテク技術者訓練コース）

●大学教員のためのナノテク養成プログ
ラム
●ナノテク報奨制度（European award
inNanotechnology）

●民間企業での研究による人材育成（イ
ンターンシップ：予算枠あり）（仏国）(注)*6
●訓練された人々の利用が成功のシナリ
オの鍵、これにはNNFCs（National
Nanotechnology FabricationCentres ）の
寄与が重要（英国）*9

●大学院のナノテク専攻の設置 ●新しい成長の原動力となる人材
を集め活用、科学・工学の人材の
機会拡大*12

●Education Programにおいて、ﾅ
ﾉｻｲｴﾝｽとﾃｸﾉﾛｼﾞｰの学際的ｶﾘ
ｷｭﾗﾑを設立（台湾）*11

産学官連携
/技術移転

●政産学官によるナノテクサミットの開催
（２００４年５月）
●産官学連携サミットの開催による産官
学相互理解の増進と信頼関係の構築*1

●国家科学技術会議（NSTC)／ナノ小委
（NSET SC)の下に産業リエゾンWGを設置
し、連邦全体から産業界への技術移転を
強化

●研究者のEU内の移動、訓練、専門性の
開発、他分野を含めた知識の移転を支援
（予算枠あり）(注)*6

●産業界と公共機関の研究開発の相互
協力を支援する全国マイクロ・ナノテクノロ
ジー研究ネットワーク（RMNT）を構築（仏
国）*8

●国家ナノメータ科学センター
は、中国科学院、北京大学、清華
大学の３機関が合同で設立*8
●SNPCは、上海科技委員会、上
海市政府、企業の資金で設立。
大学、企業が共同利用。
●国家ナノ商業化基地は、天津
経済開発区からの資金で設立。
企業への技術移転の促進。企業
が投資とマネジメントを担う。

●強力な政府の関与、政学民の密
接なｺﾗﾎﾞﾚｰｼｮﾝを形成（例、ナノテ
ク技術シーズとニーズをコーディ
ネートするNTRA（Nano Technology
Research Assosiation）を設立*5

ベンチャー支援
/中小企業支援

●創業支援・ベンチャー企業関連減税、IT
投資促進減税の創設（注）
●大学発ベンチャーの育成*2
●提案公募型ナノテク商品化推進ファンド
*3

●スタートアップ企業への研究開発支援
（ナノテクプログラム中に明記）→ベン
チャー企業の当面の投資確保*4
●VC支援：ナノテクマニュファクチャリング
法案議会提出(2004)（US108 Congress)

●ユーロインフォセンター（EIC）を設立し、
様々な専門家を揃え、資金調達からパー
トナー探しまで情報提供とアドバイスを行
う。*6
●FP6で研究活動を行う者に対して欧州
投資銀行のローン、欧州投資基金のベン
チャー支援の債務保証の優遇措置(注)*6

●研究開発投資優遇税制の導入→中小
企業が効果的に利用（仏国）（注)*6

地域展開
/地域振興

●各地域におけるものづくり産業クラス
ターの形成

●各地でナノテククラスター形成
●ナノテク振興のためのアライアンス設立
（地方政府の積極的取り組み）

●グルノーブルのMINATEC（仏国）など
EU各国で地域ナノテククラスター形成

各国のナノテクノロジー政策比較
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日本 米国 欧州委員会 欧州諸国 中国 韓国 その他(アジア諸国)
標準化/安全性 ●AISTにおいて討論会「ナノテクノロジー

と社会」を開催中
●NEDO環境部においてナノテクの安全
性に関する調査を実施
●日本規格協会にてナノテクの規格に関
する検討を開始

●American National Standards Institute
（ANSI）がナノテクに関する標準化会合を
設置
●NTP(National Toxicology Program)：
Nanotechnology Safely Initiative(2003)
●NSF：環境及び社会的影響に関する研
究資金の交付、FY2005に”社会における
ナノテク”センターを設立予定（NSECとし
て公募中)
●NIH：ナノ材料の人体への影響に関する
研究
●NIST：ナノ粒子の測定法の標準化の確
立*5
●ナノロボットが生き物を餌食とし、繁殖
するという筋書きの「Prey（獲物）」がベスト
セラー２００万部

●CEN(Comite Europeen de
Normalisation)がナノテク標準化推進委員
会を設置（事務局：British Standard
Institution）
●NANO-PATHOLOGY Project：
ナノ材料の人体への影響に関する研究
●NANODEARM Project：
ナノ材料の皮膚への影響に関する研究
●NANOSAFE Project：
ナノ材料のリスクアセスメント*5

●「ナノテクの有益性とリスクに関する詳
細スタディ」の立ち上げ（英国）*6
●ナノテクノロジー応用に関する英国諮問
グループの英国ナノテクノロジー戦略に関
する報告と提言（英国）*9
●ナノテク啓蒙キャラバン（独）

●アジア地域の政府・企業・研究
所間のネットワーク構築のために
Asia Nanotech Forum Summitを
開催（第１回タイ）

調達活用 ●ナノテクソルジャー（DOD）

ビジネス団体等 ●民間４００社が参加するナノテクビジネ
ス協議会（NBCI）の設立。
●Nanotech2005の開催（２００５年２月）

●ナノビジネスアライアンス

(注）：研究開発全般（ナノテク以外も含む） *4：海外技術動向調査（米国編）：JETRO *9：A UK Strategy for nanotechnology (2002) (http://www.dti.gov.uk)
(情報源） *5：ナノテクサミット要旨集 *10：Commercialise 2003 Delivering Technology to  Global Markets
*1：総合科学技術会議（第15回）資料 *6：海外技術動向調査（欧州編）：JETRO *11：naoto tech 2003 proceedings
*2：総合科学技術会議（第9回）資料 *7：http://www.dti.gov.uk/nanotechnology/ *12：Science and Technology in Korea (http:/www.most.go.kr)
*3：総合科学技術会議ナノテクノロジー・材料開発推進プロジェクト第1回会合資料 *8：NEDO調査

１
１
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【ナノテクノロジー特集】 

『ナノ材料への被爆がヒトの健康に及ぼし得る影響を特定する為の原則』 

報告書発表会見と報告書の概要 
 

NEDO 技術開発機構 ワシントン事務所 
松山貴代子 
2005.10.26 

 
多種類の人造ナノ材料（engineered nanomaterials）の急速な普及は、毒性確認とい

う面で世界各国の規制関係者達を悩ませている。米国においては環境保護庁

（Environmental Protection Agency = EPA）が中心となって、ナノ化学品に関する自主

報告プログラムを検討注１しているほか、非営利団体の国際生命科学協会（International 
Life Sciences Institute= ILSI）、業界連合であるナノビジネス同盟（NanoBusiness 
Alliance）、ライス大学付属のナノテクノロジー生物環境センター(Center for Biological 
and Environmental Nanotechnologies = CBEN)、ロチェスター大学等もナノテクノロジ

ーの安全性問題に関する研究を行っている。 
 

ILSI 付属、リサーチ財団／リスク科学研究所（Research Foundation/Risk Science 
Institute = RF/RSI）では、ナノ材料の毒性をスクリーニングするために必要な重要要

素を検討するため、 EPA との共同研究開発協定（ Cooperative Research and 
Development Agreement = CRADA）を行っている。ILSI RF/RSI のナノ材料毒性ス

クリーニング作業部会（Nanomaterial Toxicity Screening Working Group）はこの

                                                  
注１ EPA の汚染防止・毒物部（Office of Pollution Prevention and Toxics = OPPT）では、

ナノ材料リスク管理のために新たな規制を策定するのではなく、既存の化学物質統制法で

ある『有害物質規制法（Toxic Substance Control Act = TSCA）』を使うことを検討し、

「ナノ材料自主的パイロット計画（nanoscale materials voluntary pilot program）」を

草稿した。2005 年 6 月 23 日には首都ワシントンでこのパイロット計画に対して利害関係

者から広く意見を聴取するため公開会合が開催され、EPA はその結果を踏まえて、米国汚

染防止・毒物諮問委員会（National Pollution Prevention & Toxics Advisory Committee = 
NPPTAC）の下にナノ材料に関する特別作業部会（Interim Ad Hoc Working Group on 
Nanoscale Materials）を設置。この特別作業部会の策定したナノ化学品に関する自主報

告プログラム草案は 2005 年 9 月 29 日の公開会合で紹介され、そこで得られた一般からの

インプットを考慮に入れた自主報告プログラム案が 10 月 12 日に NPPTAC 本委員会へ上

程されるに至っている。しかしながら、10 月 12～14 日に開催された NPPTAC 会合では、

同プログラムの名称、目的、対象者、インセンティブ、実施期間やスケジュール等で合意

が得られず、11 月末または 12 月初めに公開の電話会合を開催して 終提言をまとめるこ

ととなった。ナノ化学品の自主報告プログラムに関する NPPTAC の 終提言は首都ワシ

ントンで 2005 年 12 月 7 日から 9 日まで開催される「ナノ化学品の安全性の取り扱いに関

する OECD ワークショップ」において紹介される見通しである。 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート966号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/966/
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CRADA プロジェクトの下で 2005 年 2 月に設立されたグループで、その研究結果をま

とめた報告書が人造ナノ材料の毒性をテストするための国際戦略案として 2005 年 10
月 6 日に公表された。ここでは、同作業部会がウッドロー・ウィルソン国際センター

で 10月 20日に行った、『ナノ材料への被爆がヒトの健康に及ぼし得る影響を特定する

為の原則：スクリーニング戦略の要素（Principles for characterizing the potential 
human health effects from exposure to nanomaterials: elements of a screening 
strategy）』注 2 という報告書の発表会見、および、報告書の内容を概説する。 
  

1. 報告書発表会見の概要 
 

2005 年 10 月 20 日に行われた発表会見には、ILSI RF/RSI のナノ材料毒性スクリー

ニング作業部会注 3 を代表して ILSI RF/RSI の Julie Fitzpatrick 女史、デュポン社ハ

スケル衛生科学研究所の David Warheit 博士、および、ウッドロー・ウィルソン国際

センターの Andrew Maynard 博士（司会者）が出席したほか、EPA を代表して OPPT
化学物質管理室の Jim Willis 室長注 4 が列席した。 

 
【出席者の発言】 
· Andrew Maynard 博士：ナノ材料は、様々なベネフィットが期待される一方で、

人体や環境へ危険な影響をもたらす可能性が懸念されている。ILSI のこの研究プロジ

ェクトは、①米国内外の多分野の専門家から意見を聴取し；②ナノ材料の毒性問題に

対応する方法を明確に打ちだし；③共通の評価ベースを設定するために実施された。 
 

· Julie Fitzpatrick 女史：この報告書を作成するため、作業部会は 2005 年 2 月に 3
日間の会合を開催し、吸引（inhalation）、経皮(dermal)、経口（oral）、注入（injection）
というナノ材料の人体侵入経路を調査した。この報告書では毒性スクリーニング戦略

の重要 3 要素として、①物理化学的特性確認（physicochemical characterization）；
②in vitro 試験手法（assay）；③in vivo 試験手法を挙げている。この報告書がナノ材

料のリスク評価に大きな貢献をするものと信じている。 
 

                                                  
注 2 同報告書の全文は、http://www.particleandfibretoxicology.com/content/pdf/1743-8977-2-8.pdf 
で入手可能。 
注 3 発表会見に出席しなかった同作業部会のメンバーは、ロチェスター大学の Gunter 
Oberdorster 博士（作業部会議長）、エジンバラ大学（英）の Ken Donaldson 博士、国立労働

安全衛生研究所（NIOSH）の Vincent Castranova 博士、ライス大学の Kevin Ausman 博士、

Procter ＆ Gamble 社の Janet Carter 女史、EPA の Barbara Kaｒｎ女史、GSF 国立環境衛

生研究センター（独）の Wolfgang Kreyling 博士、EPA の David Lai 氏、ノースカロライナ大

学の Nancy Monteiro-Riviere 博士、ロチェスター大学の Hong Yang 博士。 
注 4 EPA が 2005 年 6 月 23 日に主催した公開会議では、同氏が司会を務めた。 
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· David Warheit 博士：同報告書の主要提言は産業界にとても適切なものである。報

告書は 2005 年 11 月にスペインのバルセロナで開催される ECETOC（European 
Centre for Ecotoxicology and Toxicology of Chemicals）主催のナノ材料ワークショッ

プに提出される予定である。この報告書は、①物理化学的特性確認；②in vitro 試験手

法；③in vivo 試験手法を答申している。報告書では in vitro 試験手法を幾分強調して

いるが、これは未だに立証されていない試験方法であるため、個人的には、in vivo こ

そが基本的に重要な試験手法であるとみている。現時点では、人造ナノ材料に関する

データは極僅かであるが、今後数年でこのデータベースを大幅に拡張する必要がある。 
 
· Jim Willis 室長：EPA は、自庁のナノテクノロジー専門家達を招集して、白書注 5

を作成している 中である。この白書の発表予定は 2006 年 1 月であるが、それに先

立って 2005 年 11 月には EPA の科学政策委員会（Science Policy Council）へ上程さ

れ、検討される予定である。ILSI が今回発表した報告書は、EPA 白書で取り上げてい

ない幾つかのトピックを取り扱っているため、EPA 白書にとって価値ある補足資料に

なると考えている。白書とはいかぬまでも、何らかのドキュメントを 2005 年 12 月中

に発表したいと考えているが、時間的制約のために 2006 年へとずれ込む可能性がある。

EPA ではまた、産業界にセイフティーネットを提供するため、既存化学物質 対 ナノ

材料の問題についても検討している。米国汚染防止・毒物諮問委員会（National 
Pollution Prevention & Toxics Advisory Committee）のナノ材料に関する特別作業部

会が 2005 年 11 月に公表予定の 終提案には、基礎プログラム（Basic tier）と詳細プ

ログラム（In-depth tier）という 2 つの自主報告プログラムが盛り込まれる見通しで

ある。 
 

【質疑応答】 
· 同報告書のピアレビューの如何  …  報告書を掲載した Particles and Fibre 
Toxicology という専門誌はピアレビュー誌であるが、この報告書はピアレビューされ

ていない。これは、多数の異なる分野の専門家によって書かれた ILSI 報告書をピアレ

ビューする必要はないと同誌が判断したためである。 
 

                                                  
注 5 Willis 室長に問い合わせたところ、この白書は、ナノテクノロジーが人体や環境に及ぼし得

る影響、および、ナノテクノロジーの環境目的利用について検証する白書であって、NPPTAC
のプロセスおよび自主報告プログラムとは全く異なるものだという。EPA の科学政策委員会は

2004 年 12 月に、この白書策定を担当する庁内ナノテクノロジー作業部会を招集しており、

Willis 室長と EPA 研究開発室（Office of Research and Development）の Jeff Morris 室長が

その共同議長を務めている。同白書では、ナノ材料が環境にもたらし得るリスクを理解し、ナ

ノテクノロジーのもたらす環境保護面での進歩から社会が利益を得ることを保証するために、

EPA が取り上げねばならない課題を説明するという。 

< 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966号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/966/
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· これまでに発表された他の報告書と ILSI 報告書との違いは、①多分野の専門家が

この報告書策定に貢献して、コンセンサス作りに努力した点と、②重要要素として物

理化学的特性が追加された点である。 
 
· 12 月 OECD ワークショップへの期待 …欧州の数ヶ国が、EPA の自主的アプロー

チに関心を示している。NPPTAC 文書と ILSI 報告書が OECD ワークショップで討議

の出発点となることを期待している。ILSI 報告書は、ナノ材料の試験・評価アプロー

チを調整する上で有用である。 
 
· NPPTAC や TSCA は、ナノ材料の環境面の懸念に十分対応していないという批判 
… TSCA は化学物質の為に設置された規定であって、ナノ材料を念頭においたもので

はない。しかしながら、化学物質とナノ材料の双方には共通部分があり、EPA ではナ

ノ材料の安全性に関しても TSCA を土台として使うことが出来ると考えている。この

ため、産業界や環境保護団体、その他の利害関係者を一同に集めて、幅広く意見を聴

取してきた。 
 
· ナノ材料には多くの不明点があるため、同報告書の提言する試験アプローチがナノ

材料毒性スクリーニングに有効であるとは断言できない。しかしながら、これら試験

アプローチは、現状下で可能な 善のアプローチであるといえる。 
 
· EPA が新規ナノ材料を認可したと聞いたが、EPA は NPPTAC が基準・規定を策定

している 中に、新規ナノ材料をどうやって評価・認可出来るのか？ … 現行法によ

り、EPA では提出された物質の査定評価を一定期間以内に行うよう義務付けられてい

る。EPA では、これまでに蓄積してきた化学物質の評価法に基づいて新規ナノ材料の

評価・認可を行っている。  
 
2. 報告書の概要 

 
人造ナノ材料注 6 は、既存製品の性能改善やユニークな新製品の開発に新たな好機を

提供している。これまでは、金属酸化ナノ粒子（metal-oxide nanoparticles）や炭素

ナノチューブといった比較的シンプルなナノ構造材料を高性能材料やエネルギー貯

蔵・変換、自己清浄コーティング剤や防汚性繊維等に利用することが中心であったが、

今後は、より複雑な構造を持つナノ材料の研究が医療診断や治療、および、先進エレ

クトロニクス等への応用に繋がるものと期待されている。新たなナノ材料が出現する

                                                  
注 6 ILSI 報告書では、少なくとも物質の一面が 100 ナノメーター（nm）未満の構造特性を

持つように造形・加工された材料を、人造ナノ材料と定義づけている。 
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につれ、その潜在的な毒性を評価できる枠組みを整備することが重要となる。ILSI 報

告書ではナノ材料毒性スクリーニング戦略要素を、リスク査定評価プロセスにおける

第一ステップとして説明している。ここでは、同報告書の目標とスコープ、および、

スクリーニング重要 3 要素と、各々の研究課題、それに対する ILSI 作業部会の提言を

概説する。 
 

【目標とスコープ】 
• ILSI RF/RSI のナノ材料毒性スクリーニング作業部会では、詳細な試験プロトコル

を設定するというよりも、むしろ、人造ナノ材料の毒性スクリーニング戦略の重要要

素を確認することを目標とする。 
• 吸引、経肌、経口、注入によって体内に侵入したナノ材料の影響を調査し、ナノ粒

子の毒性メカニズムが同一化学物質の大きな（100nm 以上の）粒子のそれと如何に異

なるかを討議し、健全なスクリーニング戦略を策定する為のデータニーズを確認する。 
 
【ナノ材料スクリーニング戦略の重要要素】 
① 物理化学的特性確認：材料の特性と関連させてデータを解明し、異なる調査研究

との比較を行い、危険性に関する結論を下す為には、毒性スクリーニング試験に使用

されるナノ材料の適切な物理化学的特性確認が必要不可欠である。 
＜研究課題＞ 
· 実用的な in vivo ナノ材料検出技術の開発 
・エアゾール質量濃度、表面密度、粒子径分布（particle size distribution）用の廉     

価なリアルタイム測定装置や手法の開発 
· 特性が十分確認されたナノ材料サンプルの作成 
・放射能標識（radio-labeled）ナノ材料サンプル、および、中性子放射によって観測・

検出の可能なサンプルの作成 
· 表面化学（surface chemistry）の特性確認技術の改善 
· ナノスケールでの分析を行うための電子顕微鏡技術の開発 
＜提言＞ 
・有意義とみられる全てのナノ材料特性を毒性スクリーニング試験の際に測定すべき

である。 
· ナノ材料の毒性スクリーニング試験において、 (i)粒子径分布； (ii)集塊性  

（agglomeration state）；(iii)形状；(iv)結晶構造；(v)化学的組成；(vi)表面積；(vii)  

表面化学；(viii)表面電荷；(ix)多孔性といった特性を明らかにすべきである。 
・製造者や供給者の提出する情報で満足せず、可能な限り、独自のナノ材料特性確認

を行うべきである。 
· 新のナノ材料特性確認装備を有する研究グループと分析グループの間の学際的な

協力を推進すべきである。 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート966号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/966/
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· 全てのナノ材料毒性スクリーニング研究において、ナノ材料の造成、準備工程、貯

蔵、変質（heterogeneity）、集塊性に関する情報を記録すべきである。 
 
② In vitro 試験手法： In vitro 手法は、特定の生物学的経路（biological pathway）
と機械学的経路（mechanistic pathway）を隔離し、制御された環境下で実験するこ

とが可能であるため、肺や皮膚や粘液膜を対象とする局所的毒性、および、内皮・血

液・脾臓・肝臓・神経系統・心臓・腎臓を対象とする標的器官毒性の検査に適してい

る。 
＜研究課題＞ 
· ナノ粒子の毒性やトランスロケーションをまねくパラメーターの確認には in vitro
が必要。 
· in vitro パラメーターの測定値に基づいて毒性を予測する、ナノ粒子毒性パラダイ

ムの策定で、in vitro データが必要。 
· 適切な細胞や組織の選定、および、in vitro 試験手法で使用すべき適用量の決定で、

トキシコキネティック的データの利用が必要。 
· in vitro テストに適したベンチマーク材料の選定と準備。 
· in vivo モデルから得られる適切な機械学的情報がないままに、in vitro 調査結果を

如何に判読するか？ 
＜提言＞ 
· ナノ粒子の潜在的毒性を迅速かつ比較的廉価に評価できる in vitro テストを推奨する。 
· 結晶性シリカや吸入性 TiO2 を始めとする全研究において、「ベンチマーク」粒子照

査規準（particle controls）を活用すべきである。 
· ナノ粒子の耐久性、補体活性化（complement activation）、吸収、フリーラジカル

生成といった非細胞（non-cellular）テストは、ナノ粒子の潜在的な危険性に関する貴

重なデータを提供できるため、これを活用すべきである。 
· 肺は重要な標的器官（target organ）であるため、肺の上皮細胞、マクロファージュ、

免疫細胞、ファイブロブラストが、炎症・線維症・遺伝子毒性等に重点をおくナノ粒

子影響調査で重要細胞となる。 
· ナノ粒子は脈管系統へ入り込む傾向があるため、この in vitro 調査に特別な注意を

払うべきである。 
· ナノ粒子の脳への移動、および、ナノ粒子と肺内自律神経系との相互作用が報告さ

れている。ナノ粒子がこうした重要な神経細胞に及ぼす影響を調査するため、in vitro
モデルを活用すべきである。 
 
③ In vivo 試験手法：ナノ材料の in vivo テストは二段階アプローチで行われる。Tier 
1 では、吸引、経口、経皮、注入という被爆経路の全てを評価し、Tier 2 の肺を冒す

被爆の評価では、蓄積、転位、生体内蓄積性（biopersistance）、マルチ被爆の影響、
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生殖機能や胎盤、胎児への潜在的影響等も調査する。ナノ材料の in vivo 試験には、上

記①に記したテスト材料の特性確認が必要不可欠である。 
＜研究課題＞ 
· ナノテクノロジー業界では何がどれほど造成されているのか？ 
· 仕事場での被爆レベルはどれほどか？ 
· 被爆経路は何か？ 
· 蓄積、転位、生体内蓄積性の調査には放射能標識粒子が必要であるが、これは、標

識材料を認知・取り扱うことの出来る特殊な研究所が必要であることを意味する。 
· 研究者には、レファレンスとなるナノ材料が必要である。 
＜提言＞ 
· Tier 1 試験では、in vitro、および、吸入・経口・注入・経皮という被爆経路を含む

研究を実施すべきである。 
· 動物実験での被爆は、ヒトの被爆に相応するものであることが重要である。 
· 被爆が肺を冒す場合、炎症、酸化ストレス、細胞分裂、および、肺以外の器官への

ダメージを測定するほか、肺の生検を行うべきである。 
· Tier 2 試験では、a)敏感なモデル（susceptible model）の使用；b)マルチ被爆；c)
蓄積、転位、生体内蓄積性；d)生殖機能への影響；e)機械論的手法、ゲノム解析、プ

ロテオーム解析、を含んだ研究を検討すべきである。 
以上 
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【ナノテクノロジー特集】 

将来のエネルギー貯蔵と発電へのナノテクノロジー利用（米国） 
 
ブリティッシュ・ペトロリゥム社(BP)の「2005 年世界エネルギー統計調査」によれ

ば、国際的なエネルギー消費は 2004 年に 4.3%増加した。これは、過去 10 年にわた

って経験してきた年平均成長率の 2 倍であり、一部分は中国とインドの好景気によっ

て増加している。 
 
ナノテクノロジー、そして特にナノ材料は、世界の化石燃料資源が減少する時に、

今後数年間に増加する研究開発の勢いを持ってエネルギー生成に重要な役割を果たす

であろう。したがって、将来のエネルギー貯蔵、生産そして変換の分野で、カーボン

ナノチューブ(CNT)に基づいた斬新な水素貯蔵システム、量子ドットに基づいた太陽

電池および有機光放射デバイス、水素生成用ナノ触媒、そしてナノ構造化バッテリー

電極などの多様性を持った大幅な開発が現在生じている。 
 
さらに、銅送電技術よりはるかに低い電力損失を提供するカーボンナノチューブフ

ァイバーバンドルで、送電時にエネルギーの約 7%を失っている現在の銅基盤送電線の

置き換えが行われるであろう。ある研究者は、ナノテクノロジーがある日カーボンナ

ノチューブ容器の使用により核融合を可能にすることさえもあるだろうとほのめかし

ている。 
 
以下は、将来のエネルギーの生成、貯蔵また変換応用でのナノテクノロジー利用の

活発な研究領域のいくつかを展望した概要を提供している。 
(ナノテクノロジーエネルギーの分野における活発な企業のリストと簡潔なプロフ

ィールや企業ウェブサイトへのリンクが、www.nanovip.com/Energy/index.php で提

供されている) 
 
太陽電池 

光電池または太陽電池は光エネルギーを直接電力に変換する。メーカーは、わずか

数センチメートル角の電池モジュールを作ることができ、大きな寸法のアレイへその

モジュールを組み合わせることができる。 
 
太陽電池は 3 つの重要な要素より構成されている。 
1. 光を吸収し、電子とホールのペアに変換する半導体物質、 
2. 光子で生成されたキャリアー(電子とホール)を分離する半導体接合部、 
3. そして、電流を外部回路に流すことを可能にする、電池の表面および裏面の電気

接触、からなる。 
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太陽電池の開発にナノテクノロジーを使用することにより 3 つの大きな利点が生じる。 
1) 廉価で柔軟な太陽電池による真空が不要な分散工程の利用、 
2) 吸収と電荷移動の分離、 
3)バンドギャップ操作と光の吸収、である。 
 
シリコンと銅インジウムガリウムセレン化物太陽電池は典型的には、蒸気相からの

真空蒸着処理に依存している。このような処理は太陽電池基板の寸法に制限を設け、

湿式処理法と比較してコストを増加させる。 
 
理論的には、ナノ粒子形式で も適切な太陽電池材料を生産し、溶液にそれらを分

散させ、次に、ゾルゲル技術を使って基板上かあるいは薄膜ロール状に塗布する。も

ちろん、そのような薄膜の光学的・電気的特性、またその結果の太陽電池効率は、真

空蒸着した薄膜より恐らく劣っているかもしれない。しかし、そのコストははるかに

廉価でかつフレキシブルになりえる。 
 
太陽電池開発での革新は現在しきりに起こっているが、スイス工科大学で 1990 年にマ

イケル・グレッツエルによって開発された色素増感太陽電池が、標準的な太陽電池材料の

p-n 半導体ダイオード構造からの根本的な離脱を示したことがほとんど忘れられている。 
 
グレッツエルの発明は、自然界に生じる光合成プロセスを模倣して、光吸収とエネ

ルギー(電子)移動プロセスを分離したことであった。半導体太陽電池では、バンドギャ

ップエネルギーの吸収と、p-n 構造を横切った電荷分離を同じ半導体が分担している。 
 
色素増感太陽電池におけるナノ粒子の役割は二つの要素からなる。それらは、光吸収色

素と併せて大きな表面積の提供により光吸収のプロセスを支援し、また電荷を移動させる

メカニズムとして働く。多くの色素増感太陽電池は二酸化チタンを使用しているが、他の

アプローチでは電荷移動においてナノ粒子やナノロッドの役割を採用し、拡張している。 
 
グレッツエルの研究の重要なポイントの 1 つは、吸収と電荷移動プロセスの分離で、

そのことが光吸収を 大限にするためにたくさんの戦略を利用できる考えをもたらし

た。従来の太陽電池では、半導体バンドギャップが、電池の吸収の開始とオープン・

ソース出力電圧の両方を決定していた。 
 
もちろん、バンドギャップの操作は、合金へ半導体を混合することにより、あるい

は量子閉じ込めエネルギーレベルを生じる高価な多層構造によって従来の半導体科学

においても可能ではある。 
 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート966号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/966/



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.966,  2005.11. 2 

21 
 

しかしながら、ナノ粒子量子ドットやナノロッドのようなナノ構造化材料は、バン

ドギャップ操作への別の可能なルートをもたらし、さらにこのルートは有機材料との

組込を可能にする。この戦略の 終段階では、緊密に太陽のスペクトルと接近した吸

収スペクトルの材料を開発することである。 
 
GE グローバルリサーチ社(ニスカユナ、ニューヨーク州)、ST マイクロエレクトロニ

クス社(ジュネーブ、スイス)、コナーカ社(ローウェル、マサチューセッツ州)、ナノソー

ラ社(パロアルト、カリフォルニア州)およびナノシス社(パロアルト、カリフォルニア州)
のような様々な企業が、ナノ材料基盤太陽電池の商業化に近づいている。例えば、 

 
ナノソーラ社は、太陽電池で使用される印刷可能なナノ構造化半導体ペイントを開

発している(http://www.nanosolar.com)。 
 
ハイブリッド太陽電池を作るために、金属箔にアルコール中のチタン化合物と界面

活性剤の分散が塗布される。溶媒が蒸発するとともに、チタン化合物は複雑なナノス

ケール構造へ自己集合する。その後のアニーリングは界面活性剤にテンプレートされ

た二酸化チタン基質を固定する。その後、この二酸化チタン足場の微細孔を、3-ヘキ

シルチオフェンポリマーのような p 型の導電性高分子材料で満たし、電極を付けた後、

電池は酸素から保護するために密閉される。 
 
SolarPly(ナノソーラ社の 初の商品)は 2006 年にデビューする。10×14 フィート

の厚膜太陽電池モジュールは、特許の基板上に量子ドット基盤半導体ペイントを組み

込んでいる。各々のパネルは 110 ボルトを出力する。同社は、PV モジュールの製造コ

ストが 1 ワット当たり 2 ドル以下に下がることを期待している。 
 
ナノソーラ社は、次世代太陽電池を開発するために米国 DARPA(国防総省国防高等

研究計画局)から 1030 万ドルの契約を受け取った。同社は、さらに、スタンフォード

大学、カリフォルニア大学バークレー校とローレンス・バークレー校およびサンディ

ア国立研究所と協力している。さらに、ナノソーラ社は、カリフォルニア州エネルギ

ー委員会および全米科学財団から研究助成金を受け取っている。個人の投資家には、

Google の創立者セルゲイ・ブランやラリー・ページがいる。 
 
ナノシス社もまたハイブリッド太陽電池にも注目している(http://www.nanosysinc.com)。 
 
同社は、3-ヘキシルチオフェンポリマーのような導電性高分子材料に、ナノ構造化され

た無機材料、ナノロッド、ナノワイヤー、ナノテトラポッドあるいはナノドットを埋め込

んでいる。同社は、柔軟な(また硬い)基板に材料を塗布するためにスピンコーティング、

ブレード・キャスティングおよびスクリーン印刷のような廉価な加工技術を使用している。 
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ナノシス社は、他の企業との提携によって同社の技術プラットホームの応用を開発して

おり、軽量で柔軟な太陽電池を開発するために松下電工(大阪、日本)との提携を組んでい

る。松下電工は、2007 年までにアジアの建築市場へ PV 屋根瓦を導入することを計画し

ている。 
 
さらに、ナノシス社は DARPA を含むいくつかの米国政府のグラントの受賞者であ

る。同社およびカリフォルニア大学バークレー校、バテル記念研究所および SAIC な

どのパートナーが有するフレキシブル有機太陽電池を開発するために、ナノシス社は 5
年にわたって潜在的に 1400 万ドルを DARPA から得ている。DARPA は、 初の年に

220 万ドルの資金を提供し、その後 DARPA の裁量で追加融資を行う。 
 
燃料電池および水素生産/貯蔵 

燃料電池は化学エネルギーを直接電気エネルギーに変換するので、燃焼技術より高い効

率で少ない雑音や少ない汚染で電気を発電する。開発中のほとんどの燃料電池は燃料とし

て水素ガスあるいは水素の豊富なガスを使用する。これは、水素は、陽極反応の高い反応

性を持ち、広範囲の化石および再生可能燃料からまた電気分解によって化学的に生産でき

るからである。 
 
燃料電池の開発におけるナノテクノロジー利用の例は多数あり、触媒、電極および

膜組織の開発を含んでいる。例えば、支持有り/無し両方のコロイド性ナノ材料は、燃

料電池の触媒としての利用が見つかっている。 
 
ナノ構造化金属コロイドは、本当にナノ寸法(<3nm)であり、高い金属装荷量(金属の

30 重量%)を持っており、複合金属燃料電池触媒を製造するための非常に有望な前駆物

質である。ナノコロイド触媒は、典型的に 2 種または 3 種の金属粒子に基づき、高い

効率と汚染からの耐性を提供する。 
 
それらは、低温固体高分子型燃料電池 (PEMFC)および直接メタノール燃料電池

(DMFC)の触媒として研究されている。陽極および陰極の両側で PEMFC と DMFC の

効率的な電気触媒の役割を果たすために、様々な構成の貴金属ナノ粒子が 適化され

ている。例えば、超微粒子のコロイド性プラチナゾルが燃料電池電極の開発で使用さ

れている。したがって、高価なプラチナの必要量を減らす。 
 
ポリフェール(PolyFuel)社(マウンテンビュー、カリフォルニア州)は、陰極から陽極を

離して、片側から反対側までの陽子の移動を制御するナノ構造化炭化水素高分子電解質膜

を開発した。この電解膜は横切るメタノール燃料の移動を効果的に妨げて、それによって

水と熱の発生を減らし、現在の膜技術と比較して、3 分の 1 運転時間を増加させている。 
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同社によれば、この膜組織を使用した燃料電池はまた、小型で軽くまた低価格であ

る(PolyFuel 社の技術に関するより詳細は www.polyfuel.com を参照)。さらに、カー

ボンナノテクノロジーズ社、ジョンソン・マッセイ燃料電池社およびモトローラ研究

所は、ポータブル応用のカーボンナノチューブ基盤マイクロ燃料電池を生産するため

に共同研究している。 
 
多くの国々がエネルギー資源を変化させ、かつ汚染を減らすために、エネルギーキ

ャリアーとして水素を検討している。純粋な水素によりエネルギーを出す燃料電池の

ただ一つの副産物は水であるので、水素は燃料電池に 適な燃料である。 
 
貯蔵分野では、金属水素化物、化学水素化物および炭素基盤ナノスケール材料のよ

うな斬新な材料の新しい貯蔵技術を開発するために、基本的な水素貯蔵機構について

の理解を向上させるために基礎研究を実施すると共に、従来の高圧圧縮や低温液化技

術も向上させている。 
 
1990 年代以来、水素貯蔵研究開発は、カーボンナノチューブ、ナノマグネシウム基

盤水素化物や金属水素化物－炭素ナノ化合物を含むナノ構造化水素化物の利用に注目

している。特別に興味があるのは、水素貯蔵のためのカーボンナノチューブの使用で

あり、水素はその空洞の中心に格納され、燃料電池へ徐々に放出される。 
 
純粋な水素ガスの貯蔵密度を増加させる試みが、カーボンナノチューブや 1 ナノメ

ーター間隔に重ねられた黒鉛層ならびに炭素泡を使用して行われている。もし成功す

れば、ガソリンを使用する車両のように、同じような距離の同様の重さやタンクサイ

ズの車に水素を貯蔵させることができる。 
 
単層カーボンナノチューブ成長用の触媒中心として使われている金属ナノクラスタ

が、水素貯蔵装置として研究されている。さらに、Ti13-THF ナノクラスタは、アラ

ネイトで可逆的な水素貯蔵に利用可能な 良の触媒の 1 つであることが発見された。

他のいくつかの開発には以下のものがある。 
 
ラトガーズ大学(ニューアーク、ニュージャージー州)の研究者は、5 ナノメーターも

の小さな刻面を持ったピラミッドに置かれたイリジウムの微細に織られた表面を作り

だした。その表面はアンモニア分子が窒素と水素へ効率的に完全に分解するのを助け、

アンモニア燃料供給車両にオンデマンドで燃料電池水素を供給する(より詳細に関し

ては www.physorg.com/news3534.html を参照)。 
 
ミシガン大学と BASF(ルーヴィッヒハーフェン 、ドイツ)の研究者協力は、小型燃
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料電池に水素を貯蔵するために使えると企業が信じている有機金属化合物基盤のナノ

立方体を開発した。BASF によれば、わずか 2 グラムの材料が、標準のサッカーフィ

ールドの表面積と等しい内部面積を持っている。 
 
嘗て、ハイドロジェンソーラ社(ギルフォード、英国)は、ナノ結晶化金属酸化膜を使

用するタンデム電池技術の性能を 2 倍にし、太陽光エネルギーの 8%以上を直接水素燃

料に変換したと発表した。(同社の技術とこの応用分野についてのより多くの情報は、 
www.hydrogensolar.com/basics.html と www.wired.com/news/print/0,1294,65936,00.html 
を参照) 2004 年 11 月に、ネバダ大学ラスベガス研究財団は、タンデム電池を使用し

て太陽水素生産を実証する同社に対し多年度プロジェクトの 初の年に 40 万ドルを

与えた。(タンデム電池概念は、ローザンヌ工科大学とジュネーブ大学の研究者と共に

共同発明された) 
 
ノースカロライナ州立大学(ローリー、ノースカロライナ州)の科学者は、現在の水素

生産法のエネルギーの半分しか必要としないで水から水素を抽出するナノスケールの

方法を発見した。欠陥部位があるカーボンナノチューブが、水分子をより簡単に壊し、

水素を抽出することが発見されている。(詳細な情報は、 
www.zpenergy.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1539 を参照) 
 
カリフォルニア大学サンタクルーズ校の研究者は、ナノ構造化材料を使用して水素燃料

の生産および貯蔵のための新技術を開発するために、米国エネルギー省(DOE)から 53.5
万ドルのグラントを受け取っている。(より詳細に関しては、www.physorg.com/news4843. 
html を参照) 

 
バッテリーとコンデンサー 

運転時間を拡大し、かつバッテリーやコンデンサーの性能を向上させる 1 つの方法は、

従来の電極材料の能力より大きなエネルギー蓄積容量を持った電極材料を開発すること

である。ナノ粒子や炭素基盤のナノ材料を含む様々なナノ材料を利用することができる。

例えば、近年注意を引きつけた炭素基盤ナノ材料にフラーレンとカーボンナノチューブが

ある。 
 
莫大な数のリチウムイオンを蓄えているリチウムグラファイト電極のグラファイト

を CNT と交換して、より長寿命なバッテリーに結びつけることができる。確かに、そ

のナノ構造および大きい表面積のために、CNT はグラファイトより著しく多くのリチ

ウムを蓄えられることを、研究は示している。 
 
従来の電極材料は、さらに非炭素基盤ナノ材料からの競争にも向かい合っている。こ

れらのナノ材料の小さな寸法は、材料重量に対する電極表面積を増加させる。例えば、

< 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966号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/966/
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ナノ寸法のチタン酸リチウムを使用したリチウムイオン電池は、現在の通常のバッテリ

ーより 10～100 倍も大きな充放電速度を提供できる。確かに、高い出力電力および充放

電速度が、リチウムイオン電池のより高い要求性能を求める開発者の重要な要素である。 
 
さらにそのようなナノ構造化材料の使用がエネルギー密度における改良に結びつく

ことがあることを結果が示している。しかしながら、ナノ粒子電極材料のコストは、

現在、従来のバルク材からの電極のコストより 50～100 倍以上も高価である。したが

って、広範囲の応用に合致する技術としてはコストの著しい低下が必要である。 
 
この分野において活動的な企業は、NanoEner 社の子会社 Ener1、アルテアナノテ

クノロジー社、東芝およびエムフェーズテクノロジーズ社などである。 
 
例えば、アルテアナノテクノロジー社(リノ、ネバダ州)は、次世代リチウムイオン超キ

ャパシターのための炭素被膜ナノ構造化電極を開発している。目的は、バッテリーのエネ

ルギー貯蔵能力とコンデンサーの高速能力を組み合わせた強力な急速充電デバイスを設

計することである。 
 
アルテア社は、ホソカワミクロンナノパーティクル技術センター(サミット、ニュー

ジャージー州)と協力してナノ寸法チタン酸リチウムスピネル材料を開発した。この材

料は、リチウムイオン充放電速度を、現在の市場で得られる材料と比較して著しく大

きくすると同社は主張している。 
 
この材料を使用して構築したプロトタイプのハイブリッドバッテリーは、ラトガー

ズ大学とニュージャージー州立大学のエネルギー貯蔵研究グループのテストで、電気

自動車およびハイブリッド電気自動車用の補助動力バッテリーとしての DOE 作業基

準を満たしていた。この 2 社は、この材料の一層の開発および商業化を支援するため

にバッテリーメーカーと交渉している。 
 
2004 年 9 月に、エムフェーズテクノロジーズ社(mPhase Technologies、ノーウォー

ク、コネチカット州)およびベル研究所は、彼らのナノ草による原理実証ナノバッテリ

ーを立証した。この直径 300nm 高さ数 100 ミクロンのナノ構造化シリコンフィラメ

ント(電極)を製作するためには標準リソグラフィ法が使用されている。 
 
MIT(ケンブリッジ、マサチューセッツ州)の研究者は、DLC 電極として垂直配置カ

ーボンナノチューブ基質を研究している。この構成が燃料電池より 4 桁以上も越える

高い出力密度とリチウムイオン電池に匹敵するエネルギー密度の組み合わせを提供で

きることを、彼等の分析は示している。 
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達成可能な DLC 出力密度の大きな増強は、CNT で得られる高い電気伝導度に由来

する。それは長さ 4 ミクロンの範囲で弾道的な電導度を示している。ナノチューブ強

化電極のエネルギー密度向上は、活性炭上の垂直配置ナノチューブに基づいた構造で

得られる大きな有効表面積による。 
 
化石燃料の回復 

ナノテクが化石燃料の回復を促進することに使われるという重要な指摘がある。例

えば、ヘッドウオータ・ナノキネティックス社(ローレンスヴィル、ニュージャージー

州)の NxCat 技術は、より高い性能を達成するために原子規模で触媒を設計し実行す

ることを可能にし、またある条件では廃棄物や副産物のない非常に選択的な触媒プロ

セスであるグリーンケミストリーを可能とする。 

 
NxCat 触媒と技術は次のもので使用できる：化学薬品および製薬の生産、燃料電池、

NOx および VOC 廃棄物の減少、水処理と改善、充填物と被膜、貴金属触媒再生およ

び他の応用。(より詳細は、www.htigrp.com/nano.asp を参照) 
 
LED 照明 

自動車や航空計器ディスプレイから交通信号灯やコンピューターのディスプレイまで

に及ぶ様々な応用のための、色選択可能な固体素子照明(SSL)を作り出すために量子ドッ

トを用いる研究が行われている。異なる寸法の量子ドットを組み合わせることによって、

さらに白色光を作り出すことも期待できる。 

 
白色光 LED の一端としての光変換媒体としてのナノ結晶(量子ドット)の利用は、さら

に従来の蛍光灯や白熱光に置き換わるであろう。従来の照明技術と比較して、SSL は、

エネルギー消費が低く、実際上熱を生成せず、優れた光の品質を持ち、小さな設置設備し

か必要としない。フィラメントを持っていないのでより丈夫であり、低い電圧で動作する

のでより安全で、潜在的により長い寿命の長所がある。 
 
サンディア米国立研究所によれば、将来の白色光の光源は、照明のための電気のグ

ローバルな消費を 50%以上減少させることにより、電力消費の合計を 10%以上減少さ

せ、炭素放射を 10%以上減少させることを支援する。 
 
ロスアラモスとサンディア米国立研究所の 近の共同研究は、革新的な白色光 LED を

作りだした。そこでは、ナノ結晶は、現在のように外部的にコーティングするのではなく

LED 構造自身に組込まれている。 
以上 

【出典：SRI Consulting Business Intelligence Explorer Program】 
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【ナノテクノロジー特集】 

 
カーボンナノチューブのグローバル・リーダーNanocyl（ベルギー） 

 

ベルギーのワロン地域（仏語圏）には、世界でも有数のカーボンナノチューブを生

産する企業がある。もともとはナミュール市のノートルダム・ド・ラペ大学の核磁気

共鳴研究所だったものが、2002 年 2 月、リエージュ大学をはじめ個人や機関投資家の

投資により、同研究所のスピンオフベンチャーとして「Nanocyl」という名前で誕生

したのがこの企業で、ベルギーにおいて初めてカーボンナノチューブの生産を行った。 

資本金 56 万 5,000 ユーロ、従業員 6 人あまりでスタートした Nanocyl は、2004 年

には 300 万ユーロの増資を行った。増資には、ベルギー経済界の大物アルベール・フ

レール氏の率いるホールディング CNP（Compagnie Nationale a Portefeuille）も参

加している。従業員は現在 12 人だが、2006 年までには更に 10 名余りを雇用する計画

がある。同社の売上の 80%以上は EU 域外でのもので、日本や米国がその主要な市場

となっている。 

2005 年 3 月には、ワロン地域などの支援を受け、200 万ユーロを投じた新しい工業

用反応炉が完成した。これは、総額 500 万ユーロの投資計画の第一段階となる。反応

炉は、リエージュ大学の化学エンジニアリング研究所の手によるもので、カーボンナ

ノチューブの連続生産が可能となり、1 日の生産量を 15kg まで引き上げることが出来

る。Nanocyl はこの反応炉の完成により、カーボンナノチューブ生産のグローバル・

リーダーとしての第一歩を踏み出したことになる。 

Nanocyl は米国では戦略的なパートナーとして、米国のナノテクノロジー分野、と

りわけ高品質のナノマテリアル製造部門のリーダー的存在である NanoDynamics 社

と提携している。NanoDynamics はこれまで Nanocyl は Single  Wall  Carbon  
Nanotubes（SWNT）及び Multi  Wall  Carbon  Nanotubes（MWNAT）を生産し

てきたが、2003 年に生産を開始した Double  Wall  Carbon  Nanotubes（DWNT）
については、NanoDynamics との提携により、製品の北米でのアプリケーションなど

の商業展開の拡大を図っている。 

Nanocyl は欧州では EU レベルのプロジェクトに積極的に参加している。同社は、

EU の第 6 次研究開発フレームワーク計画（FP6）の枠内で、2005 年 3 月から 2007
年 2 月までの期間実施される「Nanotox プロジェクト」に参加している。同プロジェ

クトは、ナノ微粒子の人の健康や環境への毒物学上のインパクトを探るもので、英国

の Chalex Research がコーディネーションを担当、CMP Cientifica、マンチェスター

大学、ヘルシンキ大学などが名を連ねている。 

また、Nanocyl は、同じく EU の第 6 次研究開発フレームワーク計画（FP6）の枠

内で実施される「Nanomed プロジェクト」にも参加している。同プロジェクトには、
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British Healthcare Trading Association（BHTA）を中心に、欧州 6 カ国から Nanocyl
のほか、Ortopedijo  technika（エストニア）など 13 企業が参加。実施期間は、2005
年 3 月から 2008 年 2 月で、「医療テクノロジーとして使用するためのカーボンナノチ

ューブ・アクチュエーターの開発」の名の元に人工筋肉の開発を行う。 

EU 市場での医療テクノロジー関連部門は、年 10%の高い成長率を示し、年間売上

は 800 億ユーロに達している。平均寿命が伸びるにつれ、医療技術機器やプロテーゼ

（医療用シリコン樹脂製の人工軟骨で、身体の欠損部分の代用品として使用）のよう

な医療補助器具のニーズが高まっており、市場では既に需給のギャップが見られる。 

例えば欧州では、年に 4 万 7, 000 件余りの足の切断手術が行われているが、義足の

供給を受けられる患者は被手術者全体の約 50%でしかない。しかも多くの患者は、義

足を装着するには虚弱な体質であり、義足を適切に使用することができない。 

こうした問題の将来への解決策の一つとして、アクチュエーター（作動装置）が注

目されている。アクチュエーターは、既にロボティクスやオートメーションの一部と

して組み込まれており、プロテーゼとしての使用も期待されている。しかし、アクチ

ュエーターについては現時点で重量など多くの課題が残されており、カーボンナノチ

ューブのような新素材の導入が解決策として注目される。 

Nanocyl は、「様々な医療分野にカーボンナノチューブ・アクチュエーターが導入さ

れれば、医療システムに劇的な変化をもたらすことになろうし、カーボンナノチュー

ブを利用したプロテーゼは、医療コストや看護コストを大幅に削減するだろう」とし

ている。 

 
＜参考＞ 
Nanocyl 
http://www.nanocyl.com/news/index.php 
Nanotox 
http://www.impart-nanotox.org/ 
NanoDynamics 
http://www.nanodynamics.com/ 

以上 
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【ナノテクノロジー特集】 

ナノテクノロジーの社会的アクセプタンス向上のための取り組みが加速

（イギリス） 
 
英国では、遺伝子組み替え食物の導入の際に呈された国民の 新科学技術等に対す

る深い不信感を踏まえ､今後幅広い分野での応用が期待されているナノテクノロジー

に対しては、社会的アクセプタンスが得られるよう様々な活動が行われている。 
 
昨年、政府の委託を受けて王立協会（The Royal Society）と､王立工学アカデミー

がまとめた｢ナノサイエンスとナノテクノロジー：機会と不確実性（Nanoscience and  
nanotechnologies: opportunities and uncertainties-summary and recommendations）
では、ナノテクノロジーの定義､現状を調査し、政府に対する提言を発表したが､その

中でも、国民と科学者の対話及び 新科学技術知識の周知策が議論されている｡また、

この報告書に対する政府の反応として 2005 年 2 月 25 日に発表された｢王立協会と王

立工学アカデミーの報告書に対する政府の対応方針（Response to the Royal Society 
and Royal Academy of Engineering Report）｣では、セインズベリー科学技術担当大

臣（Lord Sainsbury of Turville, Minister for Science and Innovation）が｢ナノテク

ノロジー分野において英国が世界的に影響力を持ち、この分野の形成において統率的

な役割を担い、世界にベストプラクティスのモデルとして認識される｣よう取り組んで

いく意向を示し、こうした方針のもと、政府として国民との対話を通じて、国民が未

来技術を含む科学技術に対しどのような懸念を持っており､どの程度の理解を示して

いるのかを認識することが重要であるとしており､社会的アクセプタンス確立のため

の政策確立を重要視している。具体的には、関係省庁及び地方政府が参加し、科学技

術庁が議長を務める NIDG と呼ばれるナノテクノロジー問題検討グループ（The 
Nanotechnology Issues Dialogue Group）を設立し、当該グループがナノテクノロジ

ーに係る様々な研究や利害関係者の調整の他、国民との対話促進活動も管轄し、2005
年秋には活動に係る報告書をまとめることとされている。 

 
こうした流れの中、今般、英国政府は｢国民におけるナノテクノロジーに対する関心を

高める｣活動の一環として、2005 年 7 月､NEG と呼ばれるナノテクノロジー実行グループ

（The Nanotechnology Engagement Group）を発足させた。NEG は政府の助成を受け

た独立組織ということで､Core Team と呼ばれる中核組織には、インボルブ （Involve）、
ケンブリッジ・ナノサイエンスセンター、イースト・アングリア大学､政策研究インステ

ィテュート（The Policy Studies Institute）が名を連ねており､これをサポートする組織

である Forum には、特定のプロジェクトや組織の代表者ら 20 名が参画している｡ 
 
NEG は今後、政府及び公的団体が活発にナノテクノロジーに関する国民の関心と理解

を高める活動を行っていくにあたり、社会的､倫理的視点から一貫性のある活動プログラ
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ムを策定し、政府､科学者､国民間の対話を促進していけるよう支援する他、こうした過程

から得た知見をナノテクノロジー以外の科学･テクノロジー分野にも移転、応用していく

ことを目的としている。 
 
NEG は、今年秋本格的に活動を開始する予定であるが、まずこれまで行われてきたナ

ノテクノロジーに係る対話活動が国民の間にもたらした影響を分析し、現行の活動の全貌

を明らかにして行く意向である。また、一般に「アップストリーム」と呼ばれているコン

セプトへの理解を深め､政府が推進する「国民におけるナノテクノロジーに対する関心向

上」策のあるべき姿を明らかにしていく。同時に、関心向上活動を行うプロセスにおける

活動と組織の関係や、情報提供におけるメディアの役割などについても研究を進め、研究

結果を政府をはじめとした関連団体に提供していく。また、上述の観点に基づいた４つの

報告書を今後２年間のうちにまとめ、発表することとしている。 
 
先般、9 月 19 日には､シェフィールド大学物理学部のリチャード･ジョーンズ教授

（Professor Richard A.L. Jones）が議長を務め、発足後初めての会議が開かれた。初

回会議を終え､同教授は、NEG が今後陥る可能性のある｢落とし穴｣として、国民との

対話活動が専門家同士の意見交換の場と化すことのないよう、また、「国民との対話」

というコンセプトのもと、国民を必ずしも代表しないナノテクノロジー関係者との対

話に陥らないよう今後の活動を展開していかなければならないとコメントした｡また、

国民との対話を行い､国民にどのような意思決定を望んでいるのかということについ

ても、今後ナノテクノロジーがどのようなシナリオのもとで展開していくのかという

幾つかの青写真のもと、明確化される必要があることを指摘した。 
 
2004 年 7 月の王立協会、王立工学アカデミーの報告書が発表されて以来、英国各地

で行われてきたナノテクノロジーに係る政府､科学者､国民の対話は、今秋の NEG の

活動の本格化に伴い､ますます活発化するとともに、将来幅広く先端科学技術に係る国

民の理解を高めるに当たっての知見の蓄積が進むことが期待される。 
以上 

 
参考資料： 

- Nanoscience and nanotechnologies: opportunities and uncertainties, July 2004,  
The Royal Society. http://www.nanotec.org.uk/finalReport.htm 
- Response to the Royal Society and Royal Academy of Engineering Report: “Nanoscience 
and nanotechnologies: opportunities and uncertainties,” February 2005, HM Government. 
http://www.ost.gov.uk/policy/issues/nanotech_final.pdf 
- ”UK sets up nanotechnology engagement group” 9 August 2005.  
http://nanotechweb.org/articles/society/4/8/1/1 
- The Nanotechnology Engagement Group: An Introduction, Involve, July 2005. 
 www.involving.org  
- ”Nanotechnology Engagement Group,” 21 September 2005. 
http://www.softmachines.org/wordpress/index.php 
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【ナノテクノロジー特集】 

ナノ結晶太陽電池の明るい未来（米国） 
 

－バークレーの科学者が廉価で作製が容易な極めて薄い太陽電池薄膜を合成- 
 
太陽光を効率的に電力に変換し、実質的に必要とされる電力を提供できる廉価な超

薄膜のナノ寸法半導体で、住宅や商業ビルの屋上が積層される将来が想像できる。こ

の明るい未来は、米国エネルギー省ローレンス・バークレー国立研究所で達成された

科学的研究の成果のおかげで、実現に一歩近づいた。 
 
バークレー研究所およびカリフォルニア大学バークレー校の研究者が、完全に無機

のナノ結晶から構成されて、溶液からスピンキャストされる、極めて薄い太陽電池を

初めて開発した。この 2 重ナノ結晶太陽電池は、有機ポリマーから作られた太陽電池

と同じくらい製作が安価で容易である。また、有機材料を含んでいないので、大気中

において安定であるという追加的な長所がある。 
 
「このコロイド状無機ナノ結晶は、従来の太陽電池半導体の広帯域吸収と優れた輸

送特性を保持する一方で、拡張可能で制御された合成法、溶液処理の能力および置換

型不純物への過敏性低下などの、有機材料の基本的な利点をすべて共有している」と

バークレー研究所材料科学部の研究者で UC バークレー校材料科学工学部の 4 年目の

大学院生であるイラン・グルは語った。 
 
グルは、この新しい開発を報告したサイエンス誌 10 月 21 日号の論文の筆頭著者で

あり、バークレー研究所材料科学部長で UC バークレー校の化学材料科学工学部の学

部長であるポール・アリビサト教授の研究グループの博士課程にいる。アリビサトは、

ナノ結晶についての代表的な権威者でサイエンス誌論文の共同執筆者である。他の共

同執筆者には、バークレー研究所のニール A.フロマーと UC バークレー校のマイケ

ル・グリーアーがいる。 
 
この論文では、セレン化カドミウム(CdTe)およびテルル化カドミウム(CdSe)の 2 つ

の半導体のロッド状のナノメートル寸法の結晶が、別々に合成され、次に溶剤で溶か

されて、導電ガラス基板上にスピンキャストされた技術に関して記述している。人間

の毛より約 1,000 倍も薄い、この作られた薄膜は、太陽光を約 3 パーセントの効率で

電気に変換することを示した。これは、これまで 高の有機太陽電池の変換効率に匹

敵しているが、まだ従来のシリコン太陽電池薄膜よりはかなり低い。 
 
「エネルギー変換効率の点から、明らかにまだ長い道のりを要する。しかし、この 2
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重ナノ結晶太陽電池は極めて薄く、また溶液処理できる。それは従来の半導体太陽電

池に対して有機太陽電池を非常に魅力的にしているコスト低下の可能性を持っている

ことを意味する」とグルは語った。 
 
米国のすべての国民は切実に気がついているように、化石燃料のコストは高くなっ

ている。ガソリンステーションでの価格高騰から、北極氷冠の融解まで、メッセージ

ははっきりとしている。代替エネルギー源を見つけなければならない。 
 
太陽エネルギーは多くの点で理想的な選択である。ソースとしての太陽エネルギー

は豊富であり、太陽は、毎日地球表面の 1 平方メートル当たりおよそ 1,000 ワットの

エネルギーを降り注いでおり、地球の生涯中続くであろう。太陽エネルギーは大気に

汚染物質をもたらさず、地球の気候変化に影響せず、しかもタダである。そのコスト

は太陽エネルギーを電力に変換した時に生ずる。 
 
今日のほとんどの商用の太陽電池はシリコンから作られている。従来の多くの半導

体のように、シリコンは優れており、よく確立された電子特性を提示する。しかしな

がら、太陽電池としてシリコンあるいは他の従来の半導体の使用は、現在まで、その

高い生産コストによって制限されている。 も単純な半導体太陽電池の組立てでさえ、

高真空と摂氏 400～1,400 度の間の温度のような正確な制御条件の下に行われる複雑

なプロセスである。 
 
ある複合有機ポリマーグループ材料が電気を導くように作ることができることが

1977 年に発見された時、すぐにこの材料を太陽電池で使用することに関心がもたれた。

僅か数セントで大量にプラスチック太陽電池を作ることができることが示された一方

で、このデバイスが光を電気へ変換する効率は、半導体から作られた太陽電池の電力

変換効率と比較すると常に貧弱であった。 
 
2002 年にアリビサトと彼の研究グループのメンバーが、有機ポリマーと CdSe のハ

イブリッド太陽電池を作ることができるブレークスルーを発表した。このハイブリッ

ド太陽電池は半導体とプラスチック太陽電池の 良の特徴のいくつかを提示する一方

で、有機物を含んでいるので大気中では傷つきやすかった。 
 
「全てがコロイド性ナノ結晶に依存する太陽電池が、 近、理論的に予測された。

我々は、現在、そのデバイスを実証して、その動作メカニズムを示した」とアリビサ

トは語った。 
 
電流が n 型と p 型半導体薄膜層の間を流れる従来の半導体太陽電池と異なり、この

新しい無機ナノ結晶太陽電池では、ドナーアクセプター・ヘテロ接合として知られて

< 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966号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/966/
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いるドナーとレセプターの電荷として働く 1 対の分子により電流は流れる。これは、

プラスチック太陽電池で電流が流れるのと同じメカニズムである。 
 
「この無機ナノ結晶太陽電池は、典型的な有機システムのドナーアクセプター・ヘ

テロ接合モデルに主として基づいて動作するように見える。このようなデバイスを作

るために必要とされる特定の材料特性をよりよく理解することは非常に役に立った。

この研究は、またポリマーとナノ結晶薄膜との間のいくつかの重要な類似点を解明し

た」とグルは語った。 
 
CdSe や CdTe の薄膜は、暗いところでは絶縁体であるが、太陽光にさらされた時に

その導電率は 3 桁ものオーダーの劇的な上昇を起こす。ナノ結晶を焼結させると、こ

の薄膜の性能が著しく向上することが発見された。時間とともに性能が低下するプラ

スチック太陽電池と異なり、エージングはこの無機ナノ結晶太陽電池の性能を改善す

るように見える。 
 
「そこにはまだ分かっていないことがたくさんあるので、次のステップは、我々の

原型のシステムを詳細に評価し、さらに発展させることである。その後、システムア

ーキテクチャーや半導体材料の選択を変えるなど、多くの方向を追求する予定である」

とグルは語っている。 
 
エネルギー財団によれば、もし米国の可能な住宅や商用ビルの屋根をこの太陽電池

薄膜で覆うことになると、米国中で概算 710 ギガワットの電気を供給することができ

る。それは、米国が現在発電できるすべての電力の 4 分の 3 以上にあたる。その好ま

しい太陽照射レベルのために、カリフォルニアはこの技術に対する第 1 の候補地と考

えられる。 
以上 

より詳細な情報については、http://www.cchem.berkeley.edu/~pagrp/ へ。 
 

(出典：http://www.lbl.gov/Science-Articles/Archive/MSD-nanocrystal-solar -cells.html ) 
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【ナノテクノロジー特集】 

全米科学財団センターは材料設計にナノ界面制御と生物工学を使用 
 
全米科学財団(NSF)は、次の 6 年にわたり 1400 万ドルの NSFK 共同研究資金により、

エール大学とワシントン大学に 2 個所の新しい材料研究科学工学センター(MRSEC)を設

立する。これらのセンターは、さらに、参加する学術機関、州政府および産業界から実質

的な支援を受ける。 
 
エール大学の"界面構造・現象研究センター"は、磁気記憶、スピントロニクスおよび化

学材料検知への潜在的な応用と共に、複合酸化物材料の電子特性、磁気特性および化学的

特性ならびにその界面を研究する。このセンターは、エール大学とブルックヘブン米国立

研究所およびサウスコネチカット州立大学の間の協力である。 
 
ワシントン大学の"遺伝子操作材料科学工学センター"は、従来の生物学あるいは化学に

よって実現できないハイブリッド材料を構築するために 先端技術の化学合成と現代の生

物学を統合する革新的な研究および教育を支援する。 
 
資金提供は、それぞれ 初は 6 年間である。NSF 支援の更新は、資金提供の 5 年目の競

争的評価によって可能である。2 個所の新しいセンターに加えて、他の 11 個所の既存の

MRSEC が、2005 年度の公開競争で成功裡に支援を更新した。(現在、合計 29 個所のセン

ターが年間 5250 万ドルの NSF 資金の MRSEC プログラムで支援されている) 
 
両センターは、効果的にその科学研究プログラムとその教育活動を統合し、かつ十分に

その人的資源の潜在能力を開発するという約束をしている。教育的支援活動は、小学校か

ら大学院のレベルまでに広がっている。さらに、MRSEC は、1 つのセンターの予定され

ているプログラムを越えて、材料科学・教育への増加する影響を求める全国センターネッ

トワークを構成する。 
 
「先端材料は隠された能力であり、現代の世界を機能するように働く。材料の基礎研究

は、国の健康、繁栄および福祉にとって不可欠なものである。新しい材料は、エネルギー、

コンピューターおよび通信、交通、また増加する健康と医学関連技術のような急速に変わ

る技術の全分野への鍵である。この新しい 2 個所の研究センターは、材料研究のフロンテ

ィアで画期的な研究をしており、次世代の材料研究者を育てている NSF 資金提供の学際

的センターの活発なネットワークに参加する」と材料研究部門管理者のランス・ホーワー

スは語った。 
 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート966号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/966/
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新しい NSF 材料研究科学工学センター 

 

遺伝子操作材料科学工学センター：ワシントン大学、6 年間、648 万ドル 

この新しい MRSEC は、斬新なフォトニック、電子、化学特性を持ったナノ構造化ハイ

ブリッド材料の合成および組み立てに利用する新しいタンパク質基盤の材料構築ブロック

を研究する。このセンターは、分子バイオミメティックスの共通する興味を共有する国際

研究所ネットワークを確立し、産業界および国立研究所と協力する。 
またこの MRSEC は、アメリカ先住民への独特の支援計画を行う。 
 
界面構造・現象研究センター：エール大学、6 年間、750 万ドル 

この新しいセンターは、複合酸化物界面とその豊富な新しい科学と応用に注目する。こ

のセンターは、3 個所の共同研究所の実験的・理論的資源を効果的に使用する。 
また科学的教養を高めるための手段として、材料科学を使用する広範囲な教育および支

援活動を行なう。 
 
更新 NSF 材料研究科学工学センター 

 
電子構造材料のマイクロ・ナノ力学：ブラウン大学、6 年間、936 万ドル 

この MRSEC は、電子・構造材料のマイクロおよびナノ力学に関する実験的・理論的研

究を行なう。産業界との活発な協力が存在し、現在、光学電子セクターの産業パートナー

と協力を強化している。 
センターはこの活動を、中学校に拡張する計画とともに、高等学校のために一連の物質

科学モジュールを開発している。 
 
材料化学工学センター：カリフォルニア工科大学、6 年間、960 万ドル 

当センターは、大学以前および大学レベルの両方のカリフォルニア少数民族への支援、

および大学以前レベルの教育資材の開発を含む、広範囲の教育活動と同様に先端材料の学

際的な研究計画を支援している。 
カリフォルニア工科大学は、材料研究・教育協力(PREM)助成を通してカリフォルニア

州と関連している。 
 
材料研究所：カリフォルニア大学サンタバーバラ校、6 年間、2052 万ドル 

当センターは、マイクロエレクトロニクス用の新しい半導体、高速通信装置用の斬新な

ナノ構造および高度な高分子材料を含む広範囲の材料を研究する。 
重要な努力は、支持されている K-12 および国際支援プログラムに専念している。活発

な協力は種々の小企業から大企業との間とで存在している。これらの取り組みは、広域サ

ンタバーバラ社会に対して直接の利益をもたらしている。 
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材料研究科学工学センター：カーネギーメロン大学、6 年間、650 万ドル 
この MRSEC は、界面が支配する材料特性の理解と制御に専心している。特に、多くの

多結晶体の性能を決定する粒界ネットワークに関する研究に重点を置いている。センター

は、重要な国際協力と同様に、産業界および国立研究所と広範囲な協力を持っている。 
教育プログラムの重要な特色はフロリダ A&M 大学との材料研究および教育の協力

(PREM)である。 
 
材料研究センター：コーネル大学、6 年間、18280 万ドル 
コーネル大学 MRSEC の主なテーマは、材料の原子・分子レベルでの専門技能である。

原子・分子のスケールで界面および表面を合成、評価、理解する新しい方法は、多くの分

野での 先端の発見を可能にするために、その発明・開発を継続しなければならない。セ

ンターはこれらの研究のために、特定の MRSEC プロジェクトを大きく越えて、広い学際

的な材料社会に維持されるキャンパスの広範囲な共有施設により支援されている。 
センターは、K-12 以前、大学生および大学院学生、および市民のために非常に強力な教

育プログラムを支援している。 
 
材料研究科学工学センター：ジョンズ・ホプキンズ大学、6 年間、720 万ドル 
当センターは、構成要素の複雑な構造および構成する材料の相互作用により向上した磁

気電子特性を示すナノ構造の基礎研究を行なう。当 MRSEC は、特に磁気記録の産業パー

トナー、国立研究所および研究機関と活発な協力関係を持っている。 
大学生、高校教師および学生、中学生および地域社会に教育の支援を向ける。 
 
材料研究科学工学センター：メリーランド大学、6 年間、1005 万ドル 
メリーランド大学の MRSEC は、全国的に認識されている次世代の光-電子デバイスおよび

ナノ電子デバイスに潜在的影響を持つ材料の表面と界面の基礎研究、ならびにメモリー、スイ

ッチまたセンサーへの潜在的な応用を持った複合酸化物の基礎研究を実施している。 
この研究は、緊密に、K-12 の学生および教師の種々のグループの教育に直接的な影響を

持っている持続的教育支援プログラムを統合している。 

< 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966号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/966/
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材料研究科学工学センター：ノースウェスタン大学、6 年間、1280 万ドル 
当センターは、ナノスケールに対して強調した材料の学際的研究プログラムを支援している。 
センターは、優秀な大学生や大学院生の教育の機会と同様に、広く散在する材料社会モ

ジュール(MWM)を含んで、強力な大学以前教育プログラムを特色とする。夏季研究プログ

ラムに参加する理科の教師は、中学、高校および地域短期大学を代表している。また、多

数の教師が学期全体にわたり積極的にセンターに協力している。 
 
ナノ構造半導体物理センター：オクラホマ大学/アーカンソー大学、6 年間、780 万ドル 
当センターは、オクラホマ大学とアーカンソー大学間の協力であり、半導体ナノ構造科

学および応用の学際的な研究プログラムを支援している。 
センターは、中学、高校の理科の教師のためのワークショップの支援を含む、大学院生

から中学レベルまで多くの教育活動に従事している。 
 
材料構造研究所：ペンシルバニア大学、6 年間、2160 万ドル 
当 MRSEC は、自然からアイデアを得たアーキテクチャと機能を持ったハイブリッド高

分子や新規のタンパク質から、ユニークな特性を持つナノやマイクロ構造の硬軟材料の範

囲に及ぶ材料の、設計、合成、評価、理論とモデル化を統合する。  
当 MRSEC は多くの教育と人材育成のプログラムを支えている。その影響は K-12 学生

および教師から大学生と少数民族支援機関の教員までに及ぶ。それは、材料研究・教育協

力(PREM)によりウマカオのプエルトリコ大学と結びついている。 
 
ナノ構造化界面 MRSEC：ウィスコンシン大学、6 年間、14760 万ドル 
この研究は、シリコン上の材料統合に関連した機構、高温超伝導体の粒界の研究、および細

胞やウイルスのような生物系の成長と動作に関するナノ構造化織り目表面の役割に注目する。 
当センターの強力な教育支援は、教材の開発、試験および普及を特色とする。それらは

高校また大学の理科課程へ統合できる。センターは、少数民族支援機関との煩雑な接触を

通して代表者がいないグループの参加を増加させる積極的なプログラムを実行しており、

また産業界との広範囲な協力関係を持っている。 
以上 

(出典： 
http://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=104462&org=NSF&from=news ) 
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【ナノテクノロジー特集】 

ダイヤモンド・ナノチューブ技術は新しいエレクトロニクス製品に有望
（米国） 

 
先端技術応用で期待されている 新の材料はダイヤモンド・ナノチューブである。

米国エネルギー省アルゴンヌ国立研究所の研究は、ナノダイヤモンドの性質に対する

新しい洞察を与えている。アルゴンヌ国立研究所の研究者でナノスケール材料センタ

ー理論家のアマンダ・バーナードは、革新的なダイヤモンド被膜ナノチューブを生産

した 2 人のイタリアの大学の同僚と共同で研究をしている。 
 
ダイヤモンド被膜チューブは、厚さ 20～100nm のダイヤモンド層を保持した、氷砂

糖のスティックに似ている。1nm(ナノメーター)は 1 ミリメートルの 100 万分の 1 で

ある。この文章の終端のピリオッドは長さ約 100 万ナノメーターである。このまだ未

開発な技術は、現在のフラットパネルテレビのコストの数分の 1 でブラウン管類似の

高品質な画像を持つ、超薄型テレビの可能性のためにエレクトロニクス産業の目を引

き付けている。 
 
ダイヤモンドは、驚くべき多くの医学的・技術的な可能性を提供している。このダ

イヤモンド・ナノチューブにはワイヤー分子を付けることができ、またダイヤモンド

は優れた光放射特性を持っている。 
 
ダイヤモンドは絶縁材料であるが、表面は高度の負電荷状態にある。ナノダイヤモ

ンド被膜は純粋な表面のダイヤモンドを構成している。このことは、ダイヤモンド被

覆ナノワイヤーにナノチューブからの電気伝導度を与え、ダイヤモンドからの優れた

熱伝導性を与える。この優れた光放射特性と非常に低電圧要件を加えて、非常に平坦

な低エネルギーディスプレイの存在を可能とする。 
 
「より効率的な導体であるナノチューブの使用によって、ナノダイヤモンド被膜の

より効率的な電界放出により、効率的なデバイスが可能となる。多くのグループが、

電子ディスプレイを作るためにより良い材料を捜しており、これは非常に有望な一つ

の候補である」とバーナードは語った。 
 
イタリアの La Sapienza 大学と Tor Vergata 大学からの研究者は、ナノチューブが

ある条件下でナノダイヤモンドを成長させる能力を 2004 年に発見した、しかしナノダ

イヤモンドがどのようにして成長したのかの詳細は判らなかった。この発見をもたら

した条件をよりよく理解するために、グループの研究者はこの発見をバーナードに持

ち込んだ。 

< 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966号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/966/
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ロイヤル・メルボルン工科大学の Phd であったバーナードは、ナノレター誌 2003

年 10 月号でダイヤモンド・ナノワイヤーのモデル化に関する彼女のオリジナル結果を

報告している。イタリア・グループは彼女の理論を見つけ、彼等の発見に関する計算

を支援してもらうために 2004 年 3 月に彼女に申し入れた。 
 
「彼等はそれを作った。しかし、何が起こっているのか、あるいは、どのように形

成されたのかを正確に理解していなかった。彼等はそれが何かを知っており、それを

評価することができた。しかし、成長がどのように進行するかを知らなかった」とバ

ーナードは語った。 
 
バーナードは、ナノチューブの浸食をするエッチング・プロセスに関して理論計算

を行った。水素原子は、ナノチューブの炭素原子間の化学結合のハイブリッド形成を

変化できる。通常、水素環境では、カーボンナノチューブはバラバラに分解する。し

かし、なにか変わったことが起こっていた。もし水素の量が正確な割合にあるならば、

エッチングされる前に、ダイヤモンドの中へ欠陥の核が形成されるということを、バ

ーナードは実際に証明した。 
 
ナノチューブの表面を横切って一様に生ずるこの欠陥は、ダイヤモンド分子の結合

を可能にし、その後、チューブの長さを成長させ始める。追加ボーナス特性は、ナノ

ダイヤモンドの厚い球でナノチューブの終端が覆われているということである。そし

て、形成に際してその構造は操作の必要なしに直立する。 
 
バーナードは、現在、オクスフォード大学の特別研究員であるが、現在建築中のナ

ノスケール材料センター(CNM)で研究を続ける予定である。バーナードは、新しいセ

ンターがナノスケール研究のために開く機会へ大きな期待を持っている。 
 
「私は、CNM が実験グループと協力するより多くの機会を与えることを望む。私は

実験に関連した理論を行うのが好ましいという主張者である。また、CNM は、それを

行うための素晴らしい場所になる」とバーナードが語った。 
 
アルゴンヌ・ナノスケール材料センターは、エネルギー省科学局とイリノイ州から

の資金提供で建設されている。施設の建設および機器に各々3500 万ドルを提供してい

る。 
以上 

 
（出典： http://www.anl.gov/Media_Center/News/2005/news050909.html ） 
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【ナノテクノロジー特集】 

世界で最も小さな万年筆（米国） 
 

－ 数10ナノメーターのパターンの印刷に毛管現象を使用する新しい顕微鏡チップ － 

 
原子間力顕微鏡(AFM)のこの微小チップは、研究者が観測を行いながらナノスケー

ル環境を操作することを支援する。このような微小チップが、ウイルスほど小さな特

徴を書くことができ、またダイヤモンドの弾性によりその酷使に耐えることができる

という、2 つの斬新な技術が作り出された。 終的に、このようなナノ万年筆プロー

ブの大規模アレイが、タンパク質配列や複合半導体のような複雑なシステムを巧妙に

作るのに役立つと判明するかもしれない。 
 
万年筆のインクを流れさせるのと同じ毛細管力の利用によって、ノースウェスタン

大学の研究者は、微小 AFM チップへ小さな貯蔵場所からインクを注ぐ特別な構造を

作った。既存のディップペン技術は、パターンを作り出すための絵の具から、センサ

ーを作り出す有機物質までに及ぶインクを利用する。しかし、その場合一定なインク

供給の維持という問題に苦しむ。この新しいナノ万年筆プローブは、40 ナノメーター

もの小さな特徴を描くことができ、それ自身のインク壷を持っている。 
 
全米科学財団(NSF)の統合ナノパターン化検知技術のためのナノスケール科学工学

センターのオラシオ・エスピノサと同僚は、標準的な微細加工技術を使用して、この

プローブを巧妙に作った。したがって、このデバイスの生産は拡張可能である。 
 
ノースウェスタン大学、シカゴ大学、イリノイ大学アーバナ・シャンペン校およびアル

ゴンヌ国立研究所の研究者間の協力によるこのセンターは、また別の AFM ブレークスル

ーである単一片の超ナノ結晶ダイヤモンド片持ち梁とチップの開発も行っている。 
 
既存の市販チップは、片持ち梁に接着されたダイヤモンドチップや、工作が困難な

部品や、ダイヤモンド層で覆われた耐久力のないシリコンチップを組み込んでいる。

この新しいチップは、非常に丈夫なことに加えて、標準的微細加工技術を使用して巧

妙に作られ、またナノ万年筆プローブと同じ製造上の長所を提供する。 
 
この両方の開発は"スモール誌"に報告されている。ナノ万年筆プローブに関する報

告書は"スモール誌"2005 年 4 月号に、超ナノ結晶ダイヤモンドチップに関する報告書

は 2005 年 8 月号に発表されている。 
以上 

(出典： 
http://www.nsf.gov/discoveries/disc_summ.jsp?cntn_id=104501&org=NSF&from=news ) 

< 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966号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/966/
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【ナノテクノロジー特集】 

ナノ構造化等の斬新な水素貯蔵材料（米国） 
 

－ DOE 水素生成、貯蔵と利用に関するエネルギー基礎科学ワークショップ 

「水素経済のための基礎研究の必要性」報告書より － 

 
科学的挑戦 

近の 20 年間にわたる 2,000 件を越える水素貯蔵材料の広範囲な研究は、自動車搭

載用の水素貯蔵の有望な候補材料をいまだ作り出していない。大きな貯蔵容量、迅速

な完全充填サイクルならびに長寿命サイクルなどの同時に必要となる条件は、従来の

材料発見や開発技術からはいまだ答えが得られていない。 

 
急速に展開中のナノスケール材料の科学は、粒子寸法や内部構造の長さスケールが

縮小する時に、原子構造、結合強度および反応速度に劇的な変化をもたらしている。

ナノスケール材料科学は、従来の材料から新しい機能を作り出すための革新的で有望

なアプローチである。このアプローチは、水素経済を可能にする水素貯蔵材料のブレ

ークスルーを探索する自然な方向である。 
 
大きな対表面積比と独特な寸法特有の化学的性質および短いバルク拡散距離は、高

い水素貯蔵性能をもたらす。有望な可能性は、期待されているナノ構造バルク水素化

物やカーボンナノチューブ、ナノホーンやフラーレン誘導体、有機－無機化合物、エ

ーロゲルならびに有機－金属構成のようなナノ細孔材料などを含んでいる。 
 
燃料電池自動車に適した水素貯蔵システムの開発は、重要な挑戦である。研究の展

望から、焦点は以下の 3 点の基礎的な必要条件になる。高い貯蔵容量、材料から水素

を取り出す(脱着)容易な方法ならびに材料に水素を高速で経済的に充填する(吸着また

は吸収)方法である。 
 
ナノスケール材料の限定された寸法は、水素吸着の熱力学や動力学にプラスの影響

を及ぼす。この事実は、これらの材料が水素の速い吸着・脱着を示すと期待される一

つの理由である。ナノサイズは材料特性の調整のために自由度を付加する。この材料

の長さスケールおよび曲率は、貯蔵材料の熱力学に影響を及ぼす。 
 
水素貯蔵に関する文献で も注目されているナノ構造化材料は、炭素基盤の材料であ

る。ナノポーラス軽元素や広範囲のナノポーラス構造の水素貯蔵特性を調べる体系的研

究が必要である。カーボンナノチューブ、カーボンナノホーンおよびポーラスカーボン

のような材料が期待されているが、実験結果は判然とせず論争の的になっている。 
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水素貯蔵目標に近づくための目標の吸着材は、非常に大きな表面積を必要とする。

しかしながら、水素が大きな表面積に単分子層の炭素として吸着されるとすると、

大の貯蔵量はわずか 4.1 wt%である。したがって多層吸着が必要である。しかしなが

ら、このプロセスを行なう方法はまだ解っていない。 
 
全体として、これまでに知られている基本原理は、バルク相当物に対するナノ寸法

材料の独特な特性は水素貯蔵性能を高めている。ナノ化合物の独特な表面および界面

の理解およびそれらが水素貯蔵のエネルギー的、動力学的および熱力学的にどのよう

に影響するかの理解に注目する必要がある。 
 
水素を原子的や分子的に格納するという、利点および損失は調査されなければなら

ない。実験において使用するために、既知の一様なナノ構造化材料合成の新しい方式

を開発する必要がある。ナノ材料の水素貯蔵、吸収および放出における触媒の役割は、

潜在的な可能性を持つ重要な領域である。 
 
材料の正しい評価および合成プロセスの制御が重要な必要条件である。走査型プロ

ーブ顕微鏡、透過型電子顕微鏡法および電子回折を使用して、ナノスケールでの材料

評価についての大幅な研究が必要である。水素の存在状態でのナノスケール挙動を研

究する実験技術を開発することは、先行すべき科学的な挑戦である。 
 

研究の方向 

この研究の目標は、新しい水素貯蔵合金設計においてナノスケールで利用可能とな

る基本的に異なった物理的・化学的性質を利用することである。ナノレベルで化学化

合物の構造を変更することによって、異なる特性を備えた材料が得られ、材料構造に

よって決定される特性が制御可能となる。 
 
－ナノ材料の寸法と曲率 

水素貯蔵の熱力学に関するナノ材料の寸法と曲率の影響の体系的研究が必要である。

さらに、水素貯蔵強化のためにナノ形式でどの程度向上が可能かを確かめるために、

バルク形式で可能性を持つ材料の電子的・原子的構造に対する寸法の影響の研究が必

要である。一つの例は、与えられた温度で水素を放出する圧力の範囲を決定する水素

相互作用に対する細孔寸法と曲率の影響を理解することが必要となる。同じパラメー

ターに対する粒子寸法の影響を理解する補足的なアプローチがある。 
 

－ハイブリッド水素貯蔵の新しいクラス 
適切な触媒反応や熱力学的特性を持った異なる材料を組み合わせることによって、

ハイブリッド水素貯蔵材料の新しいクラスが出現するであろう。例えば、熱力学的性

< 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966号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/966/
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質に関して核となる材料を選択し、触媒反応のための材料を外殻として選ぶことがで

きる。階層的な方法による機能材料の組み合わせは、貯蔵材料の総合性能を 適化す

るためのまったく新しい道を開くであろう。粒子形式での三次元層状化の前に、モデ

ルシステムとして薄膜を研究するべきであろう。 
 

－解離性貯蔵材料の化学的・機械的安定性 
水素貯蔵材料は吸着・脱着サイクルの繰り返しに耐えなければならないので、解離

性貯蔵材料の化学的・機械的安定性は非常に重要である。被毒や酸化に強く化学的に

安定で、析出に強く、焼結等に強い構造の点からも安定している、適切なナノ粒子開

発の研究が必要である。特に粒界を横切って、ナノ基盤材料の熱輸送を研究する必要

がある。 
 

－表面積の大きい水素吸着用ナノポーラス材料 
整然としたあるいはバラバラな構造の内面に、水素を吸着できる大きな表面積のナ

ノポーラス材料が探究される必要がある。有機金属構成、エーロゲル、および現在水

素貯蔵の可能性が期待されている層間化合物のような多くの材料の例がある。モデル

化とシミュレーション技術で多くの可能な安定構造が効率的に調べることができるの

で、この問題への統合した理論的・実験的アプローチは特に有益である。 
 

－様々な温度と圧力での水素貯蔵 
炭素基盤材料でこれまで報告された様々な結果を考慮して、うまく特徴づけられた

理想的なナノ炭素材料を使用して、1%を越える貯蔵が標準的温度や圧力で可能かどう

か判断する必要がある。一方では、多層吸着が可能な温度および圧力条件および多層

吸着が生じるかもしれない炭素構造の種類を探究する必要がある。機能化できた時、

炭素システムは水素貯蔵および放出の補足的な可能性を持っているかもしれない。他

の貯蔵材料のバルク特性とナノポーラス炭素の表面特性を組み合わせるハイブリッド

材料合成の可能性もある。 
 
潜在的効果 

ナノ材料の独特な構造および寸法に依存する化学を利用する水素貯蔵材料の合理的

なデザインは、水素貯蔵システム開発の成功に結びつくであろう。 
以上 

 
(出典)  Basic Research Needs for the Hydrogen Economy 

Report on the Basic Energy Sciences Workshop on Hydrogen Production, Storage,  
and Use, Second Printing, February 2004 
http://www.sc.doe.gov/bes/hydrogen.pdf, pp99-101） 
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【ナノテクノロジー特集】 

ナノスケール触媒の設計（米国） 
 

－ DOE 水素生成、貯蔵と利用に関するエネルギー基礎科学ワークショップ 

「水素経済のための基礎研究の必要性」報告書より－ 

 
科学的挑戦 

多くの形式の触媒が水素エネルギー技術の成功に不可欠である。化石燃料の改質か

ら水素生産の効率的でコスト効率の良い方法の開発が不可欠である、そして、光電気

化学や光化学アプローチの開発が鍵である。それはまた燃料電池技術の基礎であり、

固体形式の貯蔵のための水素活性化において重要である。 
 
運動障壁を下げ、水素の生産、化学的貯蔵および燃料電池での様々な反応の熱力学

的効率を増加させるためにより高い活性度の触媒が必要である。寄生する腐食性副反

応によるエネルギーや材料の損失を減らすためにより高い選択性の触媒が必要となる。

現在利用可能な触媒の多くは、反応物質や不純物が存在する状態で、被毒、劣化ある

いは腐食が問題となる。 
 
これらの問題が、白金や他の貴金属触媒に対する大きな信頼に結びつけている。し

かし、これらの材料の供給は非常に制限されていて、その価格はあまりにも高く水素

エネルギー経済の要求を満たすのに必要な現在の触媒依存プロセスの拡張を支援する

ことができない。それほど高価でなく一般に利用可能な非金属触媒による白金の置換

には、触媒のメカニズムや構造および製造の集中的な研究なしでは対処できない困難

な挑戦を出現させている。 
 
触媒開発は大部分が試行錯誤に基づいていたが、新しいアプローチは新しい触媒を設

計し評価かつテストする能力の本質的な飛躍をもたらすことが決定的に必要である。基

礎研究のいくつかの流れは、これらの問題に対応するために、革命的な進歩をもたらす

骨の折れる触媒科学を開発するための先例がない機会を提供することに集中している。

この分野の研究は、ナノサイエンスとナノ製作技術、触媒特性に関する理論とモデル化、

ナノから原子規模の評価方法論および高生産性組み合わせ合成の進歩を含んでいる。触

媒の問題を研究するためにこれらの進歩をもたらす研究戦略が必要である。 
 

近のナノテクノロジーの進展は、目的に合わせた構造を持ったナノ材料の制御さ

れた合成のために新たな可能性を開いた。これらの新しい材料は、大きな表面積で制

御可能な高密度および触媒の活性点の形成に関係する一種の結晶欠陥個所の構成など

を含んで、触媒にとって重要ないくつかの特性を持っている。 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート966号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/966/
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ナノサイエンスから発生する概念、技術および合成の能力は、斬新なカテゴリーの

触媒の制御された製造にまったく新しい手段を提供する。これらのナノ触媒は、触媒

の活性と選択性における大きな改良を提供する可能性を持っている。さらに、表面と

ナノ構造化材料に関する実験的・理論的な研究に対する向上した能力が、触媒に含ま

れる原子・分子プロセスを解明するために必要である。 
 
電子構造計算や分子力学およびモンテカルロ・シミュレーションに基づいた理論的

な方法は、全ての反応の経路を識別でき、簡単な反応の 1 つのシステムから次への反

応における基本的な流れを理解する点まで開発された。また電子構造計算および統計

や動力学の方法の組合せに基づいた表面の熱力学および触媒反応の動力学の取り扱い

に新しい開発がある。モレキュラーシーブや他の多孔性固体の吸着および拡散をより

良く理解する方法が開発されている。 
 
関連する表面の幾何学的・電子的構造の詳細解析を可能とするたくさん新しい実験

的方法が開発されている。走査型プローブ顕微鏡は、現在、表面およびナノ粒子の構

造および組成に対する先例がない洞察力を提供し、特に、欠陥や界面化学に対する影

響の 初の詳細な解析を可能にした。多くの場合、欠陥が触媒プロセスの活性点であ

るので、この走査型プローブ顕微鏡の能力は非常に重要である。 
 
動作中の実際のナノ構造化触媒を評価するための新しい原位置での実験的方法が開

発された。 近、反応環境下の触媒の構造およびダイナミクスの初めての直接画像を撮

るために、高圧条件下で電子顕微鏡法を使用することが可能になった。また、シンクロ

トロン放射または中性子放射を必要とする分光技術が原位置法にまで拡張されている。

シンクロトロン放射に基づいた分光法は、現在、表面での結合形成の非常に詳細な画像

を提供し、いくつかの新しい方式は、高圧ガス下や液体中の表面評価を可能とする。非

弾性中性子散乱分光法のような中性子散乱法もまた高温・高圧力での構造と結合形成の

情報を提供する。これらの方法は、電解触媒の理解にとって特に重要である。 
 
ナノ触媒を含む設計触媒の開発を加速するために理論と高度な測定能力を結合して

活用できる新しい高生産性組み合わせ合成法が出現している。 近の低炭素の改質に

よる水素生産のための斬新な非白金触媒の開発は、この能力の重要性を強調している

(Huber et al. 2003)。広範囲の組成を迅速に作り評価する能力は、触媒プロセス・モデ

ルへ広大な実験結果のフィードバックの実質的な利用を提供する。 
 
理論と実験の間のこの相互作用は、水素エネルギープロセスの特定ステップに 適

化された触媒の開発支援に必要な予測力を持ったモデルの開発を加速する再帰的なプ

ロセスを形成する。この関係での不可欠な問題は、大きなデータ量の合理的な使用を



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.966,  2005.11. 2 

46 
 

可能とするインフォーマティックス方法の開発である。この多重パラメーター空間の

分析および視覚化の両方のためのよりよいツールが必要である。 
 
これらの 近の実験的・理論的な開発はすべて、触媒の基礎となる詳細な原子的プ

ロセスを明らかにし、活性触媒部位の識別のための新しい基礎を提供する。一度、触

媒の構造および組成の変性が活性部位の化学的性質および安定性をどのように変更す

るかを知れば、原子規模の精度を持った材料合成を制御することが必要となる。その

ような合成法の開発は、モデルをテストし、触媒およびその支持構造の重要な性質に

ついての理解を進める重要な部分になる。さらに、この新しい設計触媒の実用化のた

めのコスト効率の良い製造方法が重要となる。 
 
実験と理論を結合したアプローチは、水素技術用触媒のより選択的で、強健で、不

純物に耐える設計のための新しいプラットホームを提供するために必要である。この

新しいプラットホームは、ナノおよび原子規模の支持構造ならびに触媒粒子の物理

的・化学的特性の設計および制御を可能とする。 
 

研究の方向 

触媒の基礎研究努力は、触媒の設計、合成および評価のための新しい方法を提供す

る。しかしながら、次のものを含むいくつかの基本的問題は解明が必要である。 
 

・1 つのシステムから次への触媒作用の理解、 
・選択性と選択動向の理解、 
・非活性化メカニズムの理解、 
・触媒作用中の活性部位の化学的・構造的状態の定義と理解、 
・金属支持の相互作用の理解、 
・触媒の寸法効果の理解、 
・2 重-多重金属触媒の金属－金属相互作用の理解、そして、 
・斬新なマイクロおよびメゾポーラス固体を設計する方法の発見、である。 

 
水素技術の基礎としての触媒研究の目標は次のものを含む。 
 

・より効率的な炭素性改質触媒、 
・より活発で低温度化触媒、 
・よりよい電解触媒、 
・よりよい光触媒、 
・硫黄および一酸化炭素(CO)を含む汚染物質のより効率的な除去、 
・プロトン交換膜(PEM)燃料電池用のより CO 耐性陽極材料、 
・PEM 燃料電池の低い過電圧を持つよりよい陰極材料、 

< 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966号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/966/
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・貴金属にあまり依存しない水素活性化触媒の開発、そして、 
・多機能触媒、である。 

 
潜在的効果 

触媒の開発は、水素エネルギーシステムの経済実現可能性の重要な鍵を握る。より

能動的で選択的で丈夫な触媒は、与えられた量の水素を与えられた期間に、小さい長

寿命の生産・利用プラントで生産・使用することができることを意味するだろう。従

って、水素システムの拡張はより少ない投資ですむであろう。 

 
向上した触媒は、水素生産、貯蔵および使用の熱力学的効率を高め、さらに、経済

効率を改善するであろう。それにより、一次エネルギー資源である化石、太陽、原子

力エネルギーは我々のエネルギーーの必要性を満たすことができる。 
 
現段階では、白金は、水素技術に関与するプロセスの多くにとって好ましい触媒で

ある。不運にも、この元素は供給が非常に制限されている。もし、より容易に利用可

能でそれほど高価でない材料から成る触媒が発見されなければ、国家のエネルギー需

要の輸入資源への依存性を取り除く水素経済戦略の目標は、白金の戦略的依存性の展

開により敗退するだろう。 
 
そのような触媒を開発するための合理的な戦略は、触媒のメカニズムについてのよ

り進んだ基礎的なナノおよび原子スケールでの理解、ならびにナノそして原子スケー

ルでコントロールされる特性を備えた触媒の改善された方法に依存する。この研究方

向は、必要な理解を獲得する際の大きなギャップを埋めるであろう。 
以上 

参考文献： 
G.W. Huber, J.W. Shabaker, and J.A. Dumesic, "Raney Ni-Sn Catalyst for H2 

Production from Biomass-derived Hydrocarbons," Science 300, 2075-2077 (2003). 
 

(出典)  Basic Research Needs for the Hydrogen Economy 
Report on the Basic Energy Sciences Workshop on Hydrogen Production, Storage,  
and Use, Second Printing, February 2004 
http://www.sc.doe.gov/bes/hydrogen.pdf, pp85-88） 
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【個別特集】 
 

「エコプロダクツ国際展 2005（タイ）」に 3R 技術開発事例を出展 
 

NEDO 技術開発機構 総務部広報室 
橋田 邦廣 

 
1. エコプロダクツ国際展 2005（タイ）の概要 

2005 年 10 月 6 日～9 日にタイ・バンコク近郊インパクト・エキシビションセンタ

ーにて「エコプロダクツインターナショナルフエアー2005（タイ）」が開催され、NEDO
技術開発機構も参加しました。 

 NEDO ブース風景 

本展示会は 1999 年以来毎年、東京ビッグサイトで開催されている「エコプロダクツ

展」を日本国外で開催したものと位置づけられ、「地球社会のための新たな環境への挑

戦」とし、アジア生産性機構（APO）・タイ工業連盟（FTI）・タイ生産性本部（FTPI）
共催により開催されました。 

出展者は、総勢 50 以上の団体・企業が参加し（日本からは 21 の団体・日本企業）、

入場者は 4 日間で合計 2 万人以上（主催者発表）と盛況でした。また展示会場では国

際会議「エコプロダクツによる世界市場での競争力強化」も同時開催されました。 
 
2. NEDO の出展概要 

NEDO ブースでは、NEDO 環境技術開発部の 3R（Reduce, Reuse, Recycle）プロ

グラム関連のパネル 8 点、NEDO 全般の紹介パネル 1 点の展示とサンプル展示、及び

DVD 映像での NEDO の事業紹介を行いました。 
 展示パネル内容： 
(1) 冷媒フロンのケミカルリサイクル 

廃冷蔵庫から、フロンを回収し、回収フロンの精製を行い、フッ素樹脂としてリ

< 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966号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/966/
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サイクルする。 
(2) 塩ビ高炉原料化リサイクル 

廃塩ビを高温で処理し、塩酸を回収するとともに、脱塩素された樹脂を高炉原料

として使用。 
(3) エコセメント（図１参照） 

都市ゴミの焼却灰を原料の一部として使用し、セメントを製造する技術。 
(4) ケナフボ－ド（図２参照） 

成長速度が早く、従って二酸化炭素吸収速度の早いケナフから繊維を取り出し、

ボ－ド加工する技術。 
(5) ＰＥＴボトルリサイクル（図３参照） 

使用済み PET ボトルを化学分解し、精製の後、PET 原料とする。その後重合し、

PET 樹脂として PET ボトルにリサイクル 
(6) 建築廃材リサイクル技術開発 

建築廃材、廃プラスチックを利用して、耐水ボードに成型加工する技術。 
(7) 省エネルギ－型廃水処理技術開発 

高濃度オゾンを利用して、活性汚泥の発生を抑制し難分解性物質を分解、省エネ

ルギーを可能とする高度水処理技術。 
(8) 光触媒利用高機能住宅用部材プロジェクト 

光触媒を塗布した外壁部材に散水システムを加え夏場の冷房負荷を低減する技術。 
 
(9) NEDO の活動全般の紹介             

NEDO ブースへの来場者数は 4 日間共多数で、NEDO カラーのブルーと白が調和し

た大変明るく落ち着いた雰囲気と、サンプル等もシンプルに配置したこともあり、来

場者に良い印象を与えていると感じました。 

                

NEDO ブースの運営スタッフ：エコセメントの展示用 
サンプルを囲んで（左から 3 人目が筆者） 

 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.966,  2005.11. 2 

50 
 

今回ブース展示したエコセメント、ペットボトルリサイクル及びケナフボ－ドなど

に対する関心は各階層を問わず非常に高いものがあり、この人々の環境への関心度の

強さを感じました。 
 

3. 全体を通じて 

展示会全体の印象としては、日本の自動車メーカーや、日本の家電メーカーのブー

スに来客が集中する傾向が見られ、また、無農薬野菜飲料などフード類を配った地元

機関等のブースも賑わいを見せていました。 
来場者層は (1)学界関係者、(2) 地元の産業界関係者、(3) 若手研究者、理工系学生、

(4)家族連れ、カップル、中高生団体、買い物客などが目立ちました。 
総じて技術情報交流の一環として、本展示会のような場でプロジェクト紹介を行う

ことは、NEDO（及び日本）の先端技術開発や方向性への理解を深めていただくのに

役立つと同時に、開催国及び国際機関との連携を通じ、今後当該地域でプロジェクト

等を実施する際の有効な側面支援となり得ると感じました。故に国内同様、海外、特

に今回のようなアジア諸国等での展示会・セミナーの定期開催は大変意義があること

だと考えます。 
以 上 
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５１

図１　ＮＥＤＯブース展示パネル（エコセメント）



 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

   

 

５２

図２　ＮＥＤＯブース展示パネル（ケナフ）
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図３　ＮＥＤＯブース展示パネル（ＰＥＴボトルリサイクル）
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【新エネルギー】 

プラスチック製太陽電池の実用化を目指す（米国） 

    
米国で石油とガソリンの価格が記録的な高騰を続ける中、再生可能エネルギーへの関

心が再び高まりを見せている。カリフォルニア大学ロサンジェルス校（UCLA）のヘン

リー・サミュエリ工学及び応用科学部（UCLA Henry Samueli School of Engineering 
and Applied Science）では、高まる需要に応えるべく、ごく普通のプラスチックから作

る太陽電池パネルを用いて、太陽光をより手頃な価格で利用するための新しい方法が研

究されている。 
 

10 月 10 日に「Nature Materials」誌で発表された論文において、UCLA 工学部の

Yang 教授、ポスドク研究員の Gang Li 氏と大学院生の Vishal Shrotriya 氏は、これ

までにないプラスチック(ポリマー)を使った新しい太陽電池に関する研究成果を紹介

した。彼らは、いずれは従来型太陽電池のわずか 10～20%での製造コストが実現する

ことを見込んでおり、これにより技術が広く普及することに期待をかけている。 
 

Yang 教授は、「太陽エネルギーはクリーンな代替エネルギー源だ。昨今の危機的な

エネルギー状況を考えると、地球に優しい再生可能な新エネルギー源を取り入れる必

要があることは明らかだ。私は、全ての消費者が無理なく利用できるような、手頃な

選択肢を提供してくれる技術が必要であると強く確信している。」と語る。 
 

従来型の高品質太陽電池モジュールの価格は、化石燃料と比較して 3 倍から 4 倍高

いのが一般的である。1980 年代初め以降は価格が下がったものの、太陽電池モジュー

ル本体は今なお、太陽エネルギーシステム設置コストの半分近くを占める。 
 

現在、世界の太陽電池の 90%近くが、高純度の精製シリコンから製造されている。

これは、集積回路やコンピュータチップの製造に用いられるのと同素材である。コン

ピューター産業の高い需要により、高品質シリコンは急激に品薄の状態となり、価格

の著しい高騰につながった。このため、太陽エネルギーは一般消費者の選択肢から除

外される結果となったのである。 
 

UCLA 研究チームの太陽電池は、二つの電極に挟まれた単一層のプラスチックで出

来ており、容易に大量生産できる上、製造コストは従来のシリコン製太陽電池のおよ

そ 3 分の 1 と大幅な低コスト化を実現している。使用されるポリマーは大量に流通し

ているため、Yang 教授は、世界中の価格に敏感な消費者がこの技術に飛びつくだろう

と期待している。 
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UCLA 研究チームの太陽電池は、すでに第三者機関による試験も行われており、高

い評価を得ている。コロラド州ゴールデンの国立再生可能エネルギー研究所（National 
Renewable Energy Laboratory : NREL）は、太陽エネルギー技術の認証を行う米国

唯一の公的認証機関である。NREL が実施する試験により、UCLA 研究チームが取り

組む太陽電池の正確な変換効率が認証された。変換効率とは、太陽電池がエネルギー

総量すなわち実際に電池に入射する太陽光からどれくらいのエネルギーを集めるかを

示す割合である。Yang 教授によると、プラスチック製の太陽電池に関しては、UCLA
が達成した 4.4%という数値が、これまで発表されてきた中で も高いとのことである。 
 

Yang 教授は、「どの研究にも当てはまることだが、変換効率のベンチマークに正確

に到達することは極めて重要なステップだ。」と言う。「特にこのような研究において

は、どこで報告されたかによって変換効率の数値が大幅に変わる可能性がある。私達

は、NREL の協力のおかげで研究成果を正確に確認することができることに感謝して

いる。」 
 

Yang 教授は、研究チームがこれまでに成し遂げた研究成果を踏まえた上で、今後極

めて短期間のうちに変換効率の数字を倍にできると見込んでいる。ポリマー製太陽電

池の 終的な性能の目標は、およそ 15～20%の変換効率と 15～20 年の寿命を実現さ

せることである。一般的に、同寿命の大型シリコンモジュールの変換効率は、14～18%
である。プラスチック製の太陽電池が消費者の手に届くまでにはまだ数年はかかるが、

UCLA の研究チームは商業化に向けて熱心な研究を続けている。 
 

「私達は、太陽エネルギーがいずれは民間部門だけでなく商業部門においても広く

普及することを望んでいる。従来のディーゼルやガソリンの利用に代わって、車に取

り付けられた太陽電池が太陽エネルギーを吸収する様子を想像してみてほしい。人々

は太陽の下で車の充電ができるように競って駐車場の 上階に向かうようになるだろ

う。同じ原理を使って、携帯電話も太陽エネルギーで充電することができる。使い道

は多岐にわたる。」と Yang 教授は語る。 
 

以上 
翻訳 NEDO 情報・システム部 

 
（出典：http://www.newsroom.ucla.edu/page.asp?RelNum=6518  Used with permissi
on of UCLA） 
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【新エネルギー】 

世界初の商用波力発電プロジェクトに英国企業のデバイスを採用（英国） 
 
英国スコットランドの波力発電デバイス開発・製造会社 Ocean Power Delivery 社（以

下、OPD 社）は、ポルトガル北方沖の世界初の波力発電プロジェクトに同社が開発した発

電デバイス『ペラミス』が採用され、販売契約を締結したと発表した。 
 
これを受け、OPD 社の本プロジェクトのコンタクト窓口 Max Carcas 氏にインタビュー

を行った。 
 

Ｑ：世界初のコマーシャルベースのプロジェクトが、国外ポルトガルで行われるこ

とになってしまったが、なぜ、英国ではなくポルトガルであったのか。 
Ａ：OPD 社がプロジェクトを立ち上げ、そのプロジェクト向けに OPD 社の機器を売る

というビジネスモデルからすれば、売り先の国にこだわることはない。だが、理由の一

部としては国の助成政策もある。ポルトガルは波力発電に対して非常に良い助成金を設

定した。これによって、消費者は波力によって発電された電気を高くない価格で購入す

ることができる。 
 

Ｑ：英国外のプロジェクトとなったことに対してはどう考えるか。 
Ａ：企業である以上、どこの国でも受注したことは喜ばしい。OPD 社は英国内のパート

ナー企業と共に市場開拓のために政府に問題提起しており、将来英国内でプロジェクト

が立ち上がることには、楽観的である。 
 

Ｑ：現在、他に受注の予定はあるか。 
Ａ：現在のところはない。しかし、南アフリカ・オーストラリア・ニュージーランドが有

望であると見ている。しかし、プロジェクト立ち上げまでは長いプロセスが必要であろう。 
 

Ｑ：波力と言う自然エネルギーを利用することで、電力供給の安定性に疑問を持っ

てしまうが、今回採用されたペラミスはこれを克服しているのか。 
Ａ：波のエネルギーは、非常にゆっくり変化するエネルギー源であり、また、非常に予

測しやすいエネルギー源でもある。北海油田を持つ英国の海上油田（ガス田）業界は多

くの予測技術を開発してきており、OPD 社もその技術と経験の上に成り立っている。波

力エネルギーの利点は１、２日前に予測できると言うことである。また、変化しにくい

ことから、出力の予測も可能である。予測と実際のずれは 5～10％でありこれはかなり

よい成績であると言える。風力や太陽エネルギーのように変わりやすく予測しがたいエ

ネルギー源よりは優れていると考える。また、秒単位の不安定性の問題を解決するため

に、ペラミスでは 大 100 秒間エネルギーを蓄える仕組みを持って対処している。（注：
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油をシリンダーポンプによって送出・循環させることにより発電機を回転させているが、

油圧累積装置を設けていることを指す） 
 

Ｑ：どのような海域がペラミスには適しているのか。 
Ａ：50～60m の深度がある海上が好ましい。それは、波のエネルギーの減衰がないため

である。英国の場合、50m 深度の等深線は、海岸から 2～15km くらい沖である。また、

他の重要な要因は送電網が近くにあるかということ、製作・補修する場所から遠くない

ことである。波の強さ（高さ）に関しては、OPD 社がデバイスのデザインにおいて重視

しているのは、『破壊されない』ということである。15～20 年の機器の寿命の内で起こ

りうる何ものにも耐えるということが重要だと考える。別会社にペラミスの耐久性を調

査してもらい、実証試験を行ったオークニーでの 100 年に 1 度レベルの波（28.5ｍ）に

も耐える事が証明された。 
 

Ｑ：ペラミスの適地と洋上風力の適地は競合しないのか。 
Ａ：洋上風力の適地は、もっと浅い（深度 10ｍ以内）波の小さい海域であり、競合しない。 

 
Ｑ：ペラミスが、洋上風力に対して優位に立つ事項とは何か。風力の１機１MW 超の発

電機に対しペラミスの 750kW では分が悪いのではないか。 
Ａ： ①建設工事が不要であること（海底に基礎を設置し、その上に構造物を建てるよ

うな）②現場でのメンテナンスが不要であること（異常があれば曳航して検査のできる

所で行う）。洋上風力では 60～90MW のプロジェクトでは 10 平方キロの海域を占める

ことになる、しかしペラミスの場合、30MW のプロジェクトでは 1 平方キロの海域でよ

い。すなわち占有面積当りの出力では３～５倍に当ることも優位点となる。 
以 上 

 
OPD 社・ペラミスの情報については、下記のウェブサイトから入手可能。 
http://www.oceanpd.com/default.html 
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【環境】 

CO2貯留が気候変動緩和に貢献する可能性 

 
気候変動に関する政府間パネル（ IPCC： Intergovernmental Panel on Climate 

Change ；以下 IPCC）は新しく作成した報告書の中で、CO2 回収・貯留が気候変動に対

処していく上で重要な役割を果たす可能性があることを確認した。但し、主要課題を解決

していくことが必要である。 
 
IPCC は 9 月 26 日、モントリオールで新しい報告書をまとめ、発電所や工場から発生す

る二酸化炭素（CO2）を大気中に放出される前に回収・貯留することが、気候変動を 小

限に食い止めるために重要な役割を果たす可能性があるという結論を出した。 
 
「気候変動に対する も重要な対処法は、エネルギー効率化とよりクリーンなエネルギ

ー源の利用であることに変わりはなく、報告書は、二酸化炭素の回収・貯留はこれらの取

り組みを補完するものであることを論証している。」このように述べるのは、国連環境計画

（United Nations Environment Programme : UNEP）の Klaus Töpfer 事務局長である。 
 
「気候変動の も重要な要因である二酸化炭素の排出量は世界的に増え続けている。し

たがって、地球への影響を抑えるために考えられる選択肢を出来る限り行っていくことが

必要不可欠である。CO2 回収・貯留が補助的な役割を果たす可能性を持っていることは明

らかであろう。」世界気象機関（World Meteorogical Organization : WMO）事務総長の

Michel Jarraud 氏はこのように述べる。 
 
一連の研究によると、CCS（Carbon-dioxide Capture and Storage）と呼ばれる二酸化

炭素の回収・貯留技術は、気候変動を緩和するために今後 100 年間に必要とされるコスト

を 30%以上削減する可能性を持つ。さらに、地層へ貯留される CO2 量は、大気中の温室効

果ガス濃度安定化のために今から 2100 年までに必要とされる総排出削減量（二酸化炭素

換算 220～2,200 ギガトン）の 15～55%になる可能性がある。 
 
CO2 回収・貯留に関する要素技術の大部分は成熟段階に入っている。これらには、CO2

回収の応用技術、地層中へのパイプライン敷設やガス注入技術などが含まれる。アルジェ

リア、カナダおよびノルウェー沖合の北海において、3 件の CCS プロジェクトがすでに進

行中である。大規模な発電所からの CO2 回収については、今後数年から数十年かけてさら

に研究を進めていく必要がある。CO2 の海洋貯留や安定炭酸塩として固定化を行う技術等

については、未だ研究段階にある。 
CO2 回収・貯留の可能性は、技術面ではない幾つかの重要な制約を受ける。特に、CO2
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排出削減に予算を投入する政策がとられない限り、このような技術を利用するインセンテ

ィブは働かないことになる。 
 
さらに、地層内に貯留できる許容量は十分にあるとされているが、実際の許容量はまだ

明らかになっていない。このことは、南アジアや東アジアなどの急速な経済成長の 中に

ある地域において特に当てはまる。 
 
CCS のプロセスはエネルギーを要するため、導入によって化石燃料の消費が増える可能

性がある。同程度の発電を行う場合について考えると、CO2 回収を行う発電所では、回収

を行わない発電所と比べて 10～40%余計にエネルギーが必要である。 
 
現状では、発電にかかるコストは kWh 当たり 0.04～0.06 米ドル程度である。現在の

CCS 技術を導入することにより、コストは kWh 当たり 0.01～0.05 米ドル上昇することが

予測される。CCS にかかるコストは、技術の進歩やスケールメリットにより、将来的には

下がっていくと考えられる。具体的には、研究開発と技術活用が持続すると仮定した場合、

今後 10 年間で 20～30%程度下がると言われている。一方、高騰を続ける石油価格は CCS
のコストに影響する可能性がある。報告書は、このような現在および将来のコスト予測は

かなり大きな不確実性を持つものとしている。 
 
 発電からの排出量低減に寄与する CCS システムは、この技術の中でも格段に大きな可

能性を持つ分野であるが、二酸化炭素削減の価格はプロジェクト期間を通じて二酸化炭素

1 トン当たり 25～30 ドル（2002 年時点）以上となることが必要である。CCS は排出権取

引あるいは京都メカニズムの実施において役立つと考えられるが、排出量を削減する方法

についてはさらに踏み込んだ研究が必要であろう。 
 
 CO2 貯留の選択肢として経済的に も現実的な方法は地層への貯留である。特に石油お

よびガス産業のこれまでの経験を勘案すると、この方法が も実現性が高い。幸い、既存

の発電所とその他“排出拠点”の多くは、油田、ガス田、採掘不可能な石炭層および地中

深部の塩分を含む帯水層などの貯留の可能性がある場所から 300km 以内に存在している。 
 

回収した CO2を海洋に注入する技術も可能性を持っているが、現時点では研究段階にあり、

本格的な実験はまだ行われていない。これらの技術は、固定式のパイプラインあるいは航行船

舶から海洋に CO2放出を行うか、もしくは CO2の密度が水より高くなる水深 3,000 メートル

以上の深海底に堆積させるという方法をとる。この技術が海洋の生態系にどのような影響をも

たらすのかという点については懸念されており、海洋生物が悪影響を受ける恐れがあることが

知られている。このような海洋の化学的変化に関する長期的影響についてはまだ解明されてい

ないが、大規模な CO2注入が行われた場合には、海洋が大幅に酸性化する可能性がある。 
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 CO2 を無機炭酸塩化して事実上永久に貯留する技術も研究段階にあり、特定の用途に関

して小規模な実験がいくつか行われている。しかし、この技術に要するエネルギーは現時

点では好ましい水準に至っておらず、現実的な選択肢となるまでにはさらに技術の向上が

求められる。回収した CO2 を産業における化学工程で利用することについては、技術的に

可能であるが、CO2 排出量の実質的削減に寄与する可能性はほとんどない。 
 
 技術およびコストとならんで重要な課題は、健康、安全、環境および法的問題である。

社会の支持を得るためにはこれらについても取り組んでいく必要がある。起こり得るリス

クには、回収、輸送および注入における漏洩（既存の類似した産業装置の運転に見られる

リスクと比較可能）あるいは貯留場所からの緩やかで長期にわたる漏洩（貯留場所が慎重

に選定され、 善の技術が選択された場合のリスクは低い）が含まれる。主な法的問題は、

公海への CO2 注入行動を国際法がいかに処理していくかである。 
 
 IPCC の「二酸化炭素の回収と貯留に関する特別報告書(Special Report on Carbon 
Dioxide Capture and Storage)」は、30 ヶ国以上からの専門家 100 名により執筆され、多

くの専門家および政府により精査された。報告書は、世界の科学技術専門誌から 新の文

献を検証しており、国連気候変動枠組条約（United Nations Framework Convention on 
Climate Change : UNFCCC ）の参加諸国の要請により作成された。IPCC は、1988 年に

世界気象機関（WMO）および国連環境計画（UNEP）により設立された。 
以上 

翻訳 NEDO 情報・システム部 
 

（出典：http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=452&
ArticleID=4960&l=en） 
 
注記：政策立案者向けの要約版および報告書の全文は下記の IPCC ウェブサイトで閲覧で

きる。IPCC ウェブサイト：http://www.ipcc.ch/ 、要約版：http://www.ipcc.ch/activity/c
csspm.pdf 、報告書全文：http://www.ipcc.ch/activity/srccs/index.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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【産業技術】ライフサイエンス  

NIH 助成研究者が 2005 年ノーベル化学賞を受賞（米国）  

 
2005 年ノーベル化学賞は、仏石油研究所イブ・ショバン名誉研究部長と共に、米国立衛

生研究所（NIH）から長年におよぶ助成を受けてきた米カリフォルニア工科大学ロバート・

H・グラッブス教授と米マサチューセッツ工科大学リチャード・R・シュロック教授が受賞

した。この 2 名の研究者の業績は、化学・製薬工業で重要化合物製造に日常的に使用され

ている金属含有分子を開発したことである。 
 
NIH の国立一般医学研究所（NIGMS）は 1983 年から両教授それぞれに、受賞理由と

なった研究の実施から発表までの期間にわたる資金支援を行った。NIGMS は両教授がそ

れぞれ独立した研究経歴を開始する以前のトレーニング期間から援助を行い、これまでに

およそ 1,200 万ドルを供与している。今回の受賞は初期トレーニング段階での資金援助や

研究者主導型アイデアへの持続的支援が重大な発見を生み出すことを明示している。 
 
「発見への新しい経路（New pathways to discovery：NIH が生物医学研究推進に向け

て取り組んでいるロードマップの主要テーマの一つ）は新しい技術によってもたらされる

ことが多い。今回のノーベル賞受賞者達はメタセシス（位置交換）という化学反応の制御

方法を開発した。メタセシスによって 2 つの化学物資が位置を変え、全く新しい分子を作

り出すことが可能になる。教授らの研究によって制御が可能となり、メタセシスは有機化

学の も重要な化学反応の１つとして、効果・効率性が高く、環境に配慮した新材料や医

薬品の製造方法に利用されている」と、エリアス・A・ザーホウニ NIH 所長。 
 
両教授はそれぞれ独自にメタセシスを促進する触媒の開発に取り組み、1990 年にシュ

ロック教授、1992 年にはグラッブス教授が触媒を開発した。これらの触媒によって、薬

剤から防弾チョッキ素材まで、様々な材料の製造にメタセシスが活用されることになった。 
 
「メタセシスのプロセスは興味深いが不明点が多かった。そのメカニズムを綿密に調べ

ることで、グラッブス、シュロック両教授は新しい触媒を合成し、このプロセスを非常に

有益なものにした。これらの触媒は創薬プロセスで大いに役立ち、先端材料の開発に甚大

な影響を与えてきた」と述べるのは、NIGMS 所長ジェレミー・M・バーグ博士。 
 
なお、NIH は 1954 年以来、36 名のノーベル化学賞受賞者への援助を行っている。 

 
以上 

翻訳：NEDO 情報・システム部 
（出典： http: / /www.nih.gov/news/pr /oct2005/od-05.htm）  
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【産業技術】ライフサイエンス  

カナダ・トロント市に医学研究科学センター(MaRS Center)設立 

 

 カナダで 古かつ 大規模を誇り、優秀な学生が集まるトロント大学（the 

University of Toronto）は、トロント市の中心部に広大な敷地を占めている。その一

角、カレッジ通り（College Street）とユニバーシティ通り（University Avenue）に

面した、いわゆる「発見地区（Discovery District）」と呼ばれる場所に、いま大きな

ビルが建設されている。 

 

MaRS センターへの入居予定概要 
 

このビルは、医学研究科学センター(Medical and Research Sciences Centre、略し

て MaRS Centre)と名付けられ、現在その第 1 期の建物がほぼ完成している。引き続

き建設工事が進められ、第 1 期ビルに隣接した北西部にも新しい建物が姿を現そうと

している。工費 1 億 8,300 万カナダ・ドル（以下 C ドル）を費やした第 1 期ビルには、

合計 7 万平方メートルの実験室とオフィスができている。（注：1 カナダ・ドル＝約 100
円、2005.11.） 
 このうち東側のビルには、トロント病院、マウントサイナイ病院などトロント大学

に付属する 6 大病院を結ぶユニバーシティ・ヘルス・ネットワーク(University Health 
Network)及び小児科病院(Hospital for Sick Children)に所属する研究者が入居する予

定の研究室のほか、弁護士や会計士、投資会社などがそれぞれオフィスを構える。 
また南側の建物には、ベンチャー企業(start-up company)及び中規模のハイテク企業

が、実験室やオフィスを借りて研究開発活動を行うことになっている。ここには、テナ

ントであるベンチャー企業のインキューベーターとして、設備の完備した 42 の研究室

と 44 の家具付きオフィスが準備されている。そのほか各種ビジネスサービス、各種イ

ンキュベータープログラムなどが用意されており、現在その 55％がリースされている。 
なお MaRS センター内での活動に対しては、既に連邦政府が 2,000 万ドル、州政府

が 2,900 万ドル、更に研究から得られると予想される収入 6,300 万ドルが充てられる

他、いくつかの民間企業も出資する予定である。 
 第 2 期工事では工費 1 億 7,000 万ドル、総面積 6 万～8 万平方メートルの 17 階建てビ

ルが 2007 年半ばに完成する予定で、ここには主に大企業が入居することになっている。 
 
MaRS センター今後の予定 
 

MaRS センターの目的は、連邦・州政府及びトロント大学などの研究機関、民間企業

が協力し、革新的でレベルの高い医薬や医療に関する研究と開発活動を実施することで

< 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966号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/966/
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ある。すでに同センターの総責任者としてジョン・R・エヴァンス医学博士(Dr. John R. 
Evans)が就任している。同博士は若くしてトロント大学総長となり、その後バイオテク

ノロジー研究会社アリレックス社 (Allelix Inc.)、  ロックフェラー財団(Rockefeller 
Foundation)、世界的アルミニウム企業のアルカン社(Alcan)、カナダ 大の発行部数を

誇る新聞「トロントスター紙」を抱えるトルスター社（Torstar Corporation）などの会

長を務めた。カナダにおいて も信頼されている経営者の一人である。 
今年 5 月 1 日には MaRS センターの 初の業務が開始され、夏には MaRS 協力セ

ンター(MaRS Collaboration Centre)がオープンした。今秋、正式な開所式が催される

予定である。また 2008 年には第 2 期の MaRS センターの開所が予定されている。 
以 上 

 
出典： 
・ MaRS NEWS Vol.1 No.5    www.marsdd.com 
・ TORONTO STAR No.24 2004  Sunday Special 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.966,  2005.11. 2 

64 
 

【産業技術】  ロボット   

米国国土安全保障省救助ロボット基準 
 
米国立標準技術研究所(NIST)の推奨で、米国国土安全保障省(DHS)は、都市探索救

助(US&R)ロボットの自発的合意基準を開発するために、全米試験材料協会(ASTM 
International)に NIST や他の利害関係者と共に作業をするよう求めた。 

 
ASTM は、国土安全保障適用 E54 委員会による 終合意認可基準ならびに検査法を

普及させる。 
 
この取り組みを支援するために、NIST のエンジニア、初期応答者、技術開発者およ

びロボット・ベンダーは、この基準の適格性を証明するために必要とされる検査と共

に潜在的なタイプの基準も検討し始めた。 
 
DHS によって支持された包括的な US&R 基準の推進は、この未来技術への連邦、

州および地方公務員の信頼を増やすことを目指し、この潜在的な救命具の購入・配備

に拍車をかける。 
 
性能用件を明らかにするため開かれた一連のNIST主催のワークショップ参加者は、

倒壊したビルディング内の犠牲者を捜索する R2D2 タイプ・マシンから空中危険個所

作業や水面下捜索用まで、探索・救助に適用可能な少なくとも 13 種類の異なったロボ

ット品種を識別した。 
 
さらに、マンマシン相互作用、後方支援、操作環境ならびに筐体、通信、移動性、

積載量、電力および探査などを含むシステム要素のカテゴリーから 100 点を越える可

能な個々の性能用件が数えだされた。標準化プロセスの間に追加する必要条件が発生

すると予想されている。 
 
ロボット・カテゴリーおよび特定調査分野は、このプロジェクトのウェブサイト 

www.isd.mel.nist.gov/US&R_Robot_Standards でリストされている。 
以上 

(出典：http://www.nist.gov/public_affairs/techbeat/tb2005_1007.htm#dhs ) 
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【ニュースフラッシュ】 

米国－今週の動き(10/13/05～10/27/05) 

NEDO ワシントン事務所 

Ⅰ 新エネ･省エネ 
10 月／ 
11：アトランタのブラウンフィールド再開発プロジェクト 

米国 大のブラウンフィールド再開発プロジェクト「アトランティック・ステーション・プロジェ
クト」は、その一環として多様な先端エネルギー技術を実証。南部燃料電池連合(SFCC)、運輸省の
連邦輸送局、エネルギー省、ジョージア州等が提携パートナー。中でも、SFCC が召集した同地域
のエネルギー及び燃料電池の専門家（ジョージア工科大学の Tom Fuller 教授、オークリッジ国立
研究所の Tim Armstrong 博士ら）から成る諮問委員会が、約 8.2MW の熱併給発電を行う革新的な
燃料電池システムの企画・設置の指揮をとる。同プロジェクトは、ジョージア州アトランタの中心
部に立地する総面積 138 エーカーの用地を再開発し、小売店やレストラン、住宅、ホテル及び公園
などを建設し、燃料電池や太陽光発電によってこれらに電力を供給予定。(FuelCellToday) 
 

 
Ⅱ 環 境 
10 月／ 

6：パシフィック・ノースウェスト国立研究所、2045 年～2055 年の大気質をモデリング 
パシフィック・ノースウェスト国立研究所(PNNL)が、気候変動が米国各地域の大気質に及ぼす 2045
年から 2055 年の影響を予測するため、環境保護庁(EPA)からの財政支援を受けて、シミュレーショ
ンを実施。その結果と 1995～2005 年のデータを比較分析したところ、「米国西部諸州では、気温が
摂氏 4 度上昇し、秋期には空気のよどんだ日が倍増」、「米国中西部諸州では、雲量が増え、気温は
現状維持か幾分低下、空気のよどんだ日は減るが、降雨量が増える」等の結果が判明。(PNNL News 
Release) 
 

11：環境保護庁と司法省、有害大気汚染物質の大幅削減でエクソンモービル社との調停成立 
環境保護庁(EPA)と司法省(DOJ)がエクソンモービル社と、同社の事業活動に起因する有害大気汚染
物質を大幅削減することで合意に達したと発表。EPA-DOJ の 17 番目の共同調停となった今回の共
同合意は、5 州に所在する 7 ヶ所のエクソンモービル精製所（全米精製能力の約 11 パーセントに相
当）が CO2 排出量を年間 42,000 トン以上、NOx 排出量を年間 11,000 トン以上削減することを規
定。漏洩検知システムへの投資、修理慣行のグレードアップ等、ガス炎上を低減し、排出削減に役
立つ他の方策も導入。プログラム経費は年間約 5.71 億ドル。(EPA News Release) 

 
 
Ⅲ 産業技術 

10 月／ 
3：国立癌研、癌ナノテクノロジー優良センター7 ヶ所新設に 2,630 万ドルのグラント授与 

国立癌研究所(NCI)が 10 月 3 日、癌研究ナノテクノロジー(Nanotechnology in Cancer)を推進する
約 1.4 億ドルの 5 ヵ年イニシアティブの第一弾として、7 つの癌ナノテクノロジー優良センター
(CCNE)の新設を支援するために 2,630 万ドルのグラントを授与すると発表。グラント受賞校は、
ノースカロライナ大学チェペルヒル校 （癌治療やイメージング用の「スマート」ナノ粒子やナノデ
バイスの加工）、カリフォルニア大学サンディエゴ校（標的である腫瘍に治療薬を投与する多機能ス
マート・プラットフォーム）、さらにエモリー大学とジョージア工科大学、MIT とハーバード大学、
ノースウェスタン大学、カリフォルニア工科大学、ワシントン大学セントルイス校。(NCI Press 
Release) 
 

6：全米科学財団、ナノテクノロジーの社会的影響を調査するプロジェクトにグラントを授与 
全米科学財団(NSF)が、環境リスクやプライバシーへの脅威を含むナノテクノロジーの社会的影響
に関する研究に対して 1,400 万ドルを上回るグラントを授与。NSF ではナノスケール科学工学プロ
グラムの予算を使い、アリゾナ州立大学テンピ校とカリフォルニア大学サンタバーバラ校の構内に
「Centers for Nanotechnology in Society (CNS)」を新設。またサウスカロライナ大学及びハーバ
ード大学で実施中の nanotechnology-in-society プロジェクトを拡張する意向。連邦政府は 2000 年
以降、大型のナノテクノロジーセンターやネットワークを 21 設置したが、全てが技術進歩を狙っ
たもので、今回の社会的局面の研究投資グラントは NSF にとっての新たな出発点と言える。(NSF 
Press Release) 
 

14：ナノテクノロジーの倫理問題に専心する新グループ誕生 
ナノテクノロジーの潜在的なマイナス面や意図しない弊害について研究するナノエシックス・グル
ープが 10 月 10 日、カリフォルニア州サンタバーバラ市で結成。この超党派シンクタンクはナノテ
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クノロジーの社会的・倫理的意味合いや政策上の意味合いを検討する予定。グループの共同設立者
の 1 人 Patrick Lin 氏は、ナノテクノロジーの負の影響について、「まだ回答の出ていない気がかり
な問題を幅広く扱う」ためにこの団体が必要と考えている。グループは倫理的懸念を一蹴する企業
の見解と、ナノテクノロジーによる大惨禍を予測する反対派の見解の「中道」を探る計画。(Small 
Times) 
 

14：米国汚染防止･毒物諮問委員会（NPPTAC）、ナノ材料自主報告プログラムの検討を継続 
EPA の汚染防止・毒物部（OPPT）では、ナノ材料リスク管理に向けて、既存の化学物質統制法で
ある『有害物質規制法（TSCA）』をベースとした「ナノ材料自主的計画(仮称）」を検討中。EPA は
2005 年 6 月 23 日に開催された公開会合の結果を踏まえて、米国汚染防止・毒物諮問委員会
（NPPTAC）の下にナノ材料に関する特別作業部会を設置して検討を進めていた。2005 年 9 月 29
日の作業部会公開会合を経て 10 月 12～14 日に開催された NPPTAC 会合では同自主報告プログラ
ム案が上程。しかし、同プログラムの名称、目的、インセンティブ、実施期間やスケジュール等で
合意が得られず、11 月末または 12 月初めに公開電話会合を開催して 終提言をまとめることとな
った。ナノ化学品の自主報告プログラムに関する NPPTAC の 終提言は首都ワシントンで 2005 年
12 月 7 日から 9 日まで開催される「ナノ化学品の安全性の取り扱いに関する OECD ワークショッ
プ」において紹介される見通し。 
 

17：胚を破壊することなく胚性肝細胞を樹立させる新技術 
ネイチャー誌が、米国人科学者等が胚を破壊せずにマウス由来の胚性幹細胞を樹立する 2 つの新技
術の開発を報告。1 つは、Advanced Cell Technology 社の Robert Lanza 博士の技術で、マウス受
精卵が 8 細胞（割球）になった段階（受精卵の子宮着床前）で、当該 8 細胞の１つを取り出して人
工発育させるもの。取り出した単独細胞の本質的特性が胚芽幹細胞と同じである一方、残りの 7 細
胞から成る胚を子宮移植されたマウスも健康長寿を達成。もう 1 つは治療目的のクローニング（患
者自身の細胞から作った新たな組織を用いて患者を治療）の代替技術で、Whitehead Institute の
Alexander Meissner と Rudolf Jaenisch の両博士が開発。従来技術（核を除去した卵子に患者の
皮膚細胞から取り出した細胞核を注入）に対し、新プロセスは、胎盤を作るドナーの核の遺伝子を
「オフ」にして、子宮着床を不可能とする。ヒト胚が「破壊・廃棄や、意図的損傷・死の危険にさ
らされる」研究を連邦政府が行うことを禁ずるディッキー・ウィッカー修正法に照らした場合、
Lanza 博士の技術が連邦助成金の受給資格を持つか否かは不明。さらに、上院が今後の幹細胞研究
についての討議をいつ再開するのかも、未報告。(New York Times) 
 

20：ILSI、『ナノ材料への被爆がヒト健康に及ぼし得る影響の特定の為の原則』報告書発表 
ILSI 付属、リサーチ財団／リスク科学研究所（RF/RSI）は、ナノ材料の毒性をスクリーニングす
るために必要な重要要素を検討するため、EPA との共同研究開発協定（CRADA）を実施。当該
CRADA の下 2005 年 2 月に設立された同研究所のナノ材料毒性スクリーニング作業部会の研究結
果をまとめた報告書が、人造ナノ材料の毒性をテストするための国際戦略案『ナノ材料への被爆が
ヒトの健康に及ぼし得る影響を特定する為の原則：スクリーニング戦略の要素』として 10 月 6 日
公表、20 日に会見。同部会の目標は、詳細な試験プロトコルの設定ではなく、リスク査定評価プロ
セスにおける第一段階として、人造ナノ材料の毒性スクリーニング戦略の重要要素の確認。ILSI
報告書ではこの戦略要素を、物理化学的特性確認、In vitro 試験手法、In vivo 試験方法に分けて説
明。報告書全文は、http://www.particleandfibretoxicology.com/content/pdf/1743-8977-2-8.pdf で
入手可。 

 
 
Ⅳ 議会・その他 
10 月／ 
11：自動車メーカー、「米国安全保障の為のガソリン法案」に懸念を表明 

自動車メーカー等は、下院本会議で可決された「米国安全保障の為のガソリン法案」が法制化され
た場合、使用燃料の品質に関連する悪影響が出ることを懸念。下院法案は、2 種類のみのディーゼ
ル燃料ブレンドを許可するものであるため、他の配合のディーゼル燃料に合わせて製造・較正され
ているエンジン触媒システムや電子システムに問題が発生し、クリーンディーゼル技術のもたらす
恩恵が大きく減殺される可能性があると自動車メーカー等は主張。(White House Bulletin) 
 

11：上院共和党議員、財政削減策として DOE のエネルギー使用合理化地方事務所閉鎖を検討 
連邦歳出削減のため、上院の共和党議員がエネルギー省(DOE)の 6 つのエネルギー使用合理化地方
事務所（ボストン、シカゴ、フィラデルフィア、デンバー、シアトル、アトランタ）を撤廃する方
向との報告あり。DOE 地方事務所の主要業務は、(1)連邦政府ビルの省エネ慣行実施、(2)再生可能
エネルギーや省エネプログラムに従事する民間企業への技術支援、(3)低所得家庭を援助する耐候化
グラントの給付とモニター。上院の 2006 年度 DOE 歳出予算法案には、この 6 事務所を閉鎖し、当
該業務をコロラド州とウェストバージニア州の DOE 施設に廃統合する条項が盛り込まれている。
DOE は、これらグラント管理業務は DOE 本部でより能率的・効果的に実施可能と説明。一方、Dan 
Reicher 氏(クリントン政権時代のエネルギー効率化担当次官補)ら DOE 元高官達は、地方事務所の
持つ独自のネットワークや専門的知識が失われるとして、事務所閉鎖に反対。(Washington Post) 

< 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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