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【バイオマス特集】 

木質エネルギー・バロメータ 2004 年（EU） 

－EU の 2003 年生産量は石油換算 430 万トンに－ 

 

木材をエネルギーとして使用することは、化石エネルギーと異なり、燃焼時に排出

される二酸化炭素が森林に再吸収されるため、地球温暖化対策に一役買うことができ

る。このような環境的、エネルギー的な利点を考慮して、森林資源の豊富な欧州連合

（EU）加盟国は木質エネルギーの技術と用途を開発するプログラムを準備している。 
 
木質エネルギーに由来する一次エネルギーの大部分は、熱エネルギーとして利用さ

れている（図１参照）。EU 全体の一次エネルギーの比率では、熱エネルギーが 83.4%、

電力が 16.6%と概算されている。 

図1　木質エネルギー由来一次エネルギーの利用別内訳

83.4%

16.6%

熱

電気

 
出典：EUROBSERV’ER 2004 

 
家庭用暖房 
 第一の熱エネルギー用途は、家庭用の木質燃料暖房装置（ボイラー、前面ガラス張

りルームヒーター、薪ストーブ、暖炉）である。このような装置の数を欧州全体で把

握することは困難であり、実際の状況を反映しているとは限らないが、次のような数

が報告されている：フランス 600 万台、イタリア 450 万台、オーストリア 47 万台、

フィンランド 27 万台。数値の大きな違いは、フランスとイタリアではエネルギー効率

の低いインテリアとしての暖炉を暖房装置に含めているからである。一方で、このよ

うな木質燃料暖房装置の性能は改善し、既存の装置よりも更に性能のよい装置が使用

されるようになってきている。例えば、フランスでは、木質燃料暖房装置の効率性を

< 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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保証する「Flamme verte（Green Flame）」 ラベルが作られた。オーストリアとスウ

ェーデンでは、木材チップを燃焼する自動暖房装置が積極的に使用されている。木材

チップは非常に高エネルギーで、燃料として実用的である。 
 
集合・工業用暖房 
 都市型集合用ボイラープラントは家庭用とは異なる用途に使用される。住居や公共

施設（病院、学校、スイミング・プール等）に直接熱を供給する地域熱供給として使

用される。工業用ボイラープラントは、一般的に、企業が自社の製造工程で排出する

廃材を活用する。 
 集合用・工業用を問わずボイラープラントは CHP（Combined Heat and Power）
原理で機能できる。CHP とは、熱と電気、可能ならば製造過程で必要となるスチーム

を同時に発生させることである。このようにして発電された電気は、重要であり無視

できない量となる。固形バイオマスからの発電量は、旧 EU 加盟国 15 カ国で約

31.4TWh となっており、2002 年から 13.6%の伸び率となっている（表 1 参照）。 も

顕著な発電増加量を示しているのはスウェーデン（+1.1TWh、28.9%増加）、イタリア

（+1TWh、32%増加）そしてフィンランド（+0.8TWh、7.8%増加）である。 
 

表 1 EU15 カ国とポーランドにおける木質エネルギー総発電量（TWh） 

国名 2002 年 2003 年 増加率 

フィンランド 10.30 11.10 7.8% 
スウェーデン 3.80 4.90 28.9% 

イタリア 3.22 4.25 32.0% 
スペイン 1.83 2.09 14.2% 
ドイツ 1.30 1.50 15.4% 

オーストリア 1.30 1.50 15.4% 
フランス 1.32 1.34 1.5% 

デンマーク 0.93 1.26 35.3% 
ポルトガル 1.21 1.22 1.2% 

英国 0.87 1.00 14.9% 
オランダ 1.26 0.93 -26.3% 
ベルギー 0.27 0.27 -2.2% 

EU15 カ国合計 27.61 31.36 13.6% 
ポーランド 0.50 0.55 10.0% 

注：ギリシャ、アイルランド、ルクセンブルクの木質由来発電量は含まない。 

出典：EUROBSERV’ER 2004 

 
2003 年の生産量は 43Mtoe となる 
  
 2003 年における木材からの一次エネルギー生産量は、旧 EU 加盟国 15 カ国全体で
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43Mtoe であった（表 2 参照）。この数字は、2002 年から 6.1%の大幅な伸びとなって

いる。木質エネルギーは、主に住居暖房用として使用されているため商業循環に乗ら

ないこと、数量集計方法が国によって異なっていること等から、この分野のエネルギ

ーを把握することは依然として困難な作業である。 
 

表 2 EU の木質エネルギー由来一次エネルギー（Mtoe） 
国名 2002 年 2003 年（推定） 増加率 

フランス 8.50 9.28 9.2% 
スウェーデン 7.40 7.92 7.0% 
フィンランド 6.25 6.31 1.0% 

ドイツ 4.33 4.81 11.1% 
スペイン 3.60 3.73 3.6% 

オーストリア 2.84 3.19 12.3% 
ポルトガル 2.45 2.41 -1.6% 
イタリア 1.46 1.46 0.0% 

デンマーク 1.01 1.09 7.9% 
英国 0.74 0.94 27.0% 

ギリシャ 0.87 0.85 -2.3% 
オランダ 0.54 0.46 -14.8% 
ベルギー 0.38 0.40 5.3% 

アイルランド 0.14 0.14 0.0% 
ルクセンブルグ 0.01 0.01 0.0% 
EU15 カ国合計 40.52 43.00 6.1% 
ポーランド 4.10 4.10 0.0% 

出典：EUROBSERV’ER 2004 

 

フランスは先進生産国であるが… 
 フランス産業省の 新の報告によると、フランスは 2003 年に 9.19Mtoe を生産し、

2002 年と比べて 9.2%増となった。生産量としてはトップだが、国の関与や政策の度

合いを明らかにする指標である国民一人あたりの生産量に換算すると、フランスは第 6
位に落ちてしまう（図 2 参照）。 
 家庭内で使用される薪が大部分を占める一方で、フランスは新しい「Plan 
bois-énergie （木質エネルギー計画）2000-2006」プログラムを通じて、木材の集合

的利用を発展させようと努力している。この計画の目的は 1,000 基の発電装置をさら

に稼動させることである。350MW の発電容量となる 600 基が集合あるいは第 3 セク

ターで、650MW となる残り 400 基は工業分野で計画されている。集合ボイラープラ

ントと地域熱供給に対するフランス環境エネルギー管理庁（ADEME）の支援は、適

正な査定額に対する固定上限率（ 高 30%）に基づいている。査定においては、地域

熱供給の有無、あるいは容量によって 1toe 当たりの 高額が決まっている。 

< 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969号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/969/
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・ 容量 300kW 未満：地域熱供給をしない場合は 1toe 当たり上限 4,000 ユーロ。地域

熱供給をする場合は 1toe 当たり上限 6,000 ユーロ。 
・ 容量 300kW 以上 2000kW 未満：金額は 300kW と 2000kW の上限値の間で比例す

る。 
・ 容量 2000kW 以上：地域熱供給をしない場合 1toe 当たり上限 2,000 ユーロ。地域

熱供給をする場合 1toe 当たり上限 3,200 ユーロ。 
産業分野の上限補助金率は、企業が自社から排出した廃棄物を使用する場合、15%

が 高となっている。 
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図 2 2003 年 EU15 カ国とポーランドの国民一人当たりの 
     木質エネルギー由来一次エネルギー（Mtoe） 

 

同プログラムは、2003 年末時点で目標の過半数に達成したと考えられる。木質エネ

ルギー計画により、578.8MW（集合分野では 202.4MW、産業分野では 376.4MW）の

容量に相当する 762 基のボイラープラントが設置されたと推定できる。ボイラープラ

ントの総容量を概算するのは更に困難である。ADEME の算定によると、2003 年の終

わりには、集合用ボイラープラントは合計 856 基で累積発電容量 540MW、さらに、

工業用ボイラープラントは合計 380 基で容量 530MW となる。 
 
国民一人当たりの消費量における欧州のリーダーであるフィンランド 
 フィンランドは、木質エネルギー分野では特に積極的な国であり、2003 年の生産量

は 6.3Mtoe となった。国民一人当たりの消費量を比較すると、フィンランドは EU 内
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でもずば抜けている。材木部門だけで国民 510 万人の熱需要量の 50%を賄い、一次エ

ネルギー消費量の 20%を占めている。フィンランドでは、1999 年に重要な 5 ヵ年計画

「木質エネルギー技術プログラム 1999-2003（Wood Energy Technologies Program 
1999-2003）」を始動した。このプログラムは、木材チップの大規模生産・使用のため

の技術を開発し、大型 CHP（熱電併給）木質ボイラープラントを建設することを目的

としている。また、1990 年に導入された化石燃料に適用される炭素税と、1992 年に

設定された再生可能エネルギー由来電力に対する助成制度も、フィンランドにおける

木質エネルギー成功の要因である。 
 フィンランドのボイラープラントの全容量は、約 900MW（集合用ボイラープラン

ト 400MW、工業用ボイラープラント 500MW）になる。フィンランドには、多数の

CHP 設備が存在し（約 80 基）、累積容量は約 1 万 MWth、3,500MWe であり、発電

量としては約 11TWh となっている。 
 
もう一つの森林大国スウェーデン 
 フィンランド同様に、スウェーデンにおける木質エネルギーは相対的に一次エネル

ギーの大きなシェアを占めている（7.92Mtoe）。スウェーデンでは、2003 年 5 月に、

バイオマス CHP 発電の発展を目指してグリーン認証制度を導入した。この制度では、

グリーン電力供給者は発電量 MWh 毎に認証を得ることができ、通常の電気とは別に

販売することができる。電力消費者は一定のグリーン電力購入が義務付けられ、認証

の需要を作り出している。この認証の価格は、現在、北欧電力プール（Nordpool：北

欧 4 カ国の電力関連企業によって設立された電力取引所）市場で約 25 ユーロとなって

いる。 
 この制度によって、バイオマス・エネルギー生産は人々の関心をさらに集めるもの

となり、バイオマス燃料 CHP 分野への投資を刺激している。電気容量 3,200MW を目

指したスウェーデンのグリーン認証制度の枠内で、2003 年末には 108 基のバイオマス

CHP ユニットが稼動中であった。また、スウェーデンには、木質エネルギーによって

一部分あるいは全体的に稼動する 150 基の地域熱供給網がある。 
 
木質ボイラープラントを整備するオーストリア 
 オーストリアもまた、豊富な森林資源を有し、2003 年は 3.19Mtoe の木質エネルギ

ーが生産された。オーストリアの木質ボイラープラント設備の設備容量は突出してい

る。省エネルギー連合会（ESV）によると、197MWth を出力する 400 基近くの新規

ボイラープラント（工業用、集合用）が 2003 年に設置されている。2003 年末には、

オーストリア全体で、合計 3,943 基のボイラープラント（工業用 3,100 基、集合用 843
基）が存在した。全プラントの累積設備容量は 1,865MWth であり、2002 年に比べて

11%以上の増加となっている。CHP ユニットの設備容量も注目に値する。累積設備容

量が 100MWth、35MWe の約 20 基の発電設備が 2003 年に導入され、全 CHP 設備容

< 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969号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/969/
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量は、13,900MWth、285MWe になった。 
 木材チップの使用を促進するフィンランドの「木質エネルギー技術プログラム

1999-2003」を雛型にして、アッパーオーストリア州では、家庭用・集合用設備を対

象とした「アッパーオーストリア・木材ペレット・プログラム（Upper Austria Wood 
Pellets Programme）」を始動した。アッパーオーストリア州は、再生可能エネルギー

消費に対して積極的であり、一次エネルギー消費の 30%（その内 15%がバイオマス由

来）が再生可能エネルギーによって占められている。 
 
自国のプログラムを待望するポーランド 
 一次エネルギー生産量（4.10 Mtoe）から分かるように、ポーランドもまた、欧州の

中で木質エネルギーに関して重要な役割を果たしているものの、ポーランドには首尾

一貫した確固たるバイオエネルギー研究・開発プログラムが存在しない。これは、エ

ネルギー、環境、CHP、研究政策の相互間に緊密な関係がないことも一因として考え

られる。しかし、研究資金を提供する国家科学委員会によって、バイオ工学分野での

研究・開発拡大を目指したプログラム創設に向け、その取り組みが進められている。 
 
競争力を持つようになる経済セクター 
 
 EU 内の格差は存在するものの、木質燃料には化石燃料と競合する力がある（表 3
参照）。木質燃料の価格は、種類（チップ、木屑、丸太等）や使用方法（大規模使用、

家庭用）等のパラメーターによって変動するが、原材料（価格の 15%）、粉砕・処理（25%）、

輸送（30%）、償却装置・設備（10%）、管理費用・課税等、多様な原価要素によって

も決まってくる。市場（販売路を含む）、支援・助成制度、有利な法律等の存在も燃料

価格に影響する。 
 木質燃料が化石燃料よりも優れているもう一つの点は価格の安定性にある。化石燃

料価格は大きく変動する可能性があるのに対して、木質燃料の価格変動幅はかなり小

さく、激しい上方変動はほとんど見られない。オーストリア、デンマーク、フィンラ

ンド等の国々ではエネルギーや二酸化硫黄（SO2）／二酸化炭素（CO2）排出に課す税

制度を導入し、化石燃料との価格差を広げることで熱供給における木質燃料の競争力

を高めている。 
 木質燃料燃焼ボイラープラントの初期投資コストは、化石燃料燃焼ボイラープラン

トよりも 3～4 倍となってしまうことが、大きなハンディキャップである。消費者が支

払う実際の金額にこのコストを反映することで、化石燃料と木質燃料の価格差が相殺

される。木質燃料と化石燃料に対して異なる投資支援制度を整備することが、木質燃

料燃焼ボイラープラント設置の意思決定には非常に重要である。また、環境汚染物排

出への課税制度の制定などによっても、このような意思決定は促進される。 
 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.969,  2005.12. 14 
 

7 

雇用と富を創出するセクター 
 ボイラープラントによる発電の kWh 当たりの価格が同程度に設定できれば、木質エ

ネルギー分野の 大の利点は地域レベルでの雇用の創出である。伝統的な産業分野と

比較しても 3～4 倍多いことが分かる（表 4 参照 ）。木材廃棄物の収集・選別作業で多

くの雇用が見込まれるが、林業／材木伐採業の廃棄物の利用・輸送、ボイラープラン

ト開発などでの雇用もある。木質エネルギー分野の発展を目指す EU 主要国の雇用数

は、フランスで 5 万（直接雇用 3 万、間接雇用 2 万）、ドイツで 3 万、スウェーデンで

29,700、そして、オーストリアで 15,300 と概算される。木質エネルギー関連事業に対

する売上高も非常に多くなる。ボイラー販売に加えて、ボイラープラントの設置にお

いても、建築家、コンサルタント会社、建設会社などの地域活動を行う多くの関係者

が参加する必要がある。木質エネルギー分野の売上高は、ドイツで 28億 5千万ユーロ、

スウェーデンで 12 億 6 千万ユーロ、オーストリアで 5 億 3 千万ユーロとなっている。 
 
表 3 欧州における木質エネルギー燃料価格の比較 （ユーロ／MWh） 

国 木屑 木材チップ 木材チップ 薪 炭 天然ガス 

 （大規模使用） （大規模使用） （家庭用） （家庭用）     

ドイツ 9 28 34 28 - 43 
オーストリア 17 - 35 24 27 45 
ベルギー 12 28 47 14 - 43 
デンマーク 17 27 41 38 57 58 
スペイン 6 - 38 22 4 42 
フィンランド 9 19 26 28 12 16 
フランス 15 24 44 21 15 18 
ギリシャ - - - 7 - 20 
アイルランド 4 - - 58 7 22 
イタリア 14 34 44 34 - - 
オランダ 23 23 - - - - 
ポルトガル 4 - 41 13 - 29 
英国 6 - 33 18 36 22 
スウェーデン 12 17 34 34 32 38 
出典：EUBIONET Fuel price in Europe 2002/2003 

 

表 4 エネルギー消費量 1,000toe 当たりの（直接・間接）雇用創出数 

産業部門 雇用数 

林業 4.2～6.3 
木廃材業 2.3～3.7 
石油業 1.4 
ガス業 1.2 

出典：NATURELLEMENT 2003 
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密度が高く変化に富んでいる産業構造 
 
 欧州の木質エネルギー関連の産業は、基本的に中小企業によって形成されている。

大手企業は参入していないこともないが、設備の運用（地域熱供給）あるいはボイラ

ー建設などに関与する傾向がある。 
 表 5 は、ボイラー建設に従事する主な欧州企業の一覧である。拠点とする国名と市

場規模が示されている。 
 
表 5 木質エネルギー分野の企業 

国名 会社名 
売上高 

（百万ユーロ） 
従業員数 発電規模 

ドイツ Nolting n.c 120 45kW～2MW 
ドイツ HDG Bavaria n.c 100 49kW～100kW 
ドイツ WVT-Bioflamm n.c 60 100kW～6MW 
オーストリア Okofen nc 40 3kW～64kW 
オーストリア Froling 55 400 10kW～30kW 
オーストリア ETA Heiztechnik 9 45 15kW～30kW 
ベルギー Vyncke n.c 65 300kW～60MW 
フィンランド Kvaerner Pulping n.c n.c 150MW 以下 
フィンランド Sermet nc 60 5MW～20MW 
フィンランド Thermia Oy 58.3 365 10kW～20kW 
フランス Compte R. 7.8 48 200kW～4.6MW 
フランス Weiss France 1.65 22 580kW～7.2MW 
スイス Schmid S.A. 9.15 120 700kW～3.2MW 
出典：EUROBSERV’ER  

 
Kvaerner Pulping 社：高容量ボイラープラントのスペシャリスト 
 Kvaerner Pulping 社は依然として高容量設備の代表的な企業である。同社は、循環

流動層技術を使用した高容量ボイラー生産で主導的立場にある。この技術は、元来、

石炭燃焼用として開発されたものだが、現在では、バイオマス／石炭混焼用として使

用されている。同社の代表的な設備は、Alholmens Kraft ユニットである。同ユニッ

トは、世界で 大のバイオマス CHP ユニットであり、550MWth 出力可能なボイラー

は、240MWe の電力、100MWth の地域熱供給システム、木材パルプ蒸解工場への

60MWth のスチームを供給できる。 
 
Fröling 社：中小設備容量のスペシャリスト 
 オーストリアの企業 Fröling 社は、同社のカタログにある木質燃料（丸太、ペレッ

ト等）の全タイプを使用できる様々なタイプのボイラーを取り扱い、10kW から 大

1MW までの設備容量が提供されている。同社は、衛生施設の暖房・温水に関するあら
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ゆる要素技術を提案している。今年度、同社は環境を考慮した 2 つの燃焼新技術に対

して賞を受けた。Turbomat 木質廃棄物燃焼ボイラー（150kW～500kW）に対してオ

ーストリア・イノベーション賞が、P3 小容量ペレット燃焼ボイラー（3kW と 10kW）

に対してエネルギー・グローブ賞がそれぞれ授与された。社員数 400 名の同社は、オ

ーストリアとドイツの 2 工場で、2003 年の売上は 5,500 万ユーロであった。主に輸出

が多く（売上高の 60%を占める）、ドイツ、フランス、英国、スイス、スウェーデン、

イタリアで事業を展開し、更に中欧諸国での事業を模索している。 
 
Schmid S. A.社：個人用から集合用まで 
 スイスの企業 Schmid S.A.社は、欧州でも 大手の木質燃焼ボイラー製造会社であ

る。木質エネルギー関連の 2003 年の売上高は 915 万ユーロであり、木質エネルギー

関係の人員は 120 名である。同社はスイス、ドイツ、オーストリア、イタリアの市場

でビジネスを行い、フランス（Schmid France SARL 社）とチリに子会社がある。

Schmid 社は、家庭用ボイラーからマルチメガワット木質燃焼ボイラープラントまで、

あらゆる木質燃焼ボイラー市場で事業を展開している。特に、乾燥あるいは湿潤燃料

用火格子付の Volcan 炉、燃料供給装置、コンベア―および排ガス処理フィルターシス

テムを備えたフルライン化を実現している。 
 
新技術に再投資する Compte R 社 
 フランスの企業 Compte R 社は、木材産業や集合用熱供給の装置を設計する企業で

ある。同社は、廃棄物の焼却処理に関する新しい EU 指令に適合したものを提供して

いる。これまで、木製パネルのような低レベル添加剤で加工された木材はバイオマス

燃料には含まれていなかったが、現在、「ハロゲン含有有機廃棄物、あるいは重金属を

含まない木材廃棄物」と定義が拡大され、大部分の木製パネルが該当するようになっ

ている。同社は、新しい定義の燃料に対応した「コンパクト」タイプのボイラーの製

品を一通り揃えている。Compte R 社は、この分野ではフランスでナンバーワンであ

り、同社はこの技術革新力によって、2003 年には 820 万ユーロの売上高を達成してい

る。 
 
2010 年の目標生産量 100Mtoe 
 

欧州委員会が刊行した 1997 年の白書には、木質エネルギーに関する 2010 年の具体

的な目標値はなく、唯一、バイオマス部門（木質エネルギー、バイオガス、バイオ燃

料）の総計（135Mtoe）を表す指標が記載されているに過ぎない。他のバイオマス部

門の目標値を総計から引くと、木質エネルギーの目標値は 100Mtoe になる。一方、各

国の目標値と専門家による推計、および過去 3 年間の分野別平均成長率を考慮し、2010
年の予測値（69Mtoe）が算出された。この数値は、目標を達成するために適切なペー

< 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969号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/969/
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スで現在進んでいないことを示している。しかし、この状況は改善することは不可能

ではない。EU の中で も人口が多いフランス、ドイツ、スペイン、イタリアの各国

は、国内に豊富な森林資源を保有し、一次エネルギー消費に占める木質エネルギーの

割合を増加させる努力を強化しなくてはならなくなるだろう。木質エネルギー市場の

形成、木質 CHP 発電や地域熱供給の開発等の観点と同時に、技術革新の視点から行っ

たフィンランドやスウェーデンの取り組みは、欧州委員会の設定する目標が達成可能

であることを示している。 

40.4 43
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40
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80

100

120

2002年 2003年 2010年

白書の目標

現在の傾向

100

 

   
以上 

翻訳：NEDO 情報・システム部 
 

出典： 
http://www.energies-renouvelables.org/observ-er/stat_baro/comm/baro164.pdf  
フランスの Observ’ER（Observatoire des énergies renouvelables：再生可能エネル

ギー観測所）が作成した刊行物を許可の基に翻訳・掲載した。この刊行物は

「EurObserv’ER プロジェクト」の成果であり、その詳細は下記のとおりである。 
This barometer, prepared by Observ’ER in the scope of  “EurObserv’ER” Project, 
groups together Observ’ER, Eurec Agency, Eufores and O.ö. EnergieSparverband 
with the financial support of the Ademe and DG Tren (Altener Programme). 

図 3 現在の傾向と白書の目標の比較

（Mtoe） 
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【バイオマス特集】 

バイオガス・バロメータ2005年（EU） 

－2004年生産量石油換算400万トン超に－ 

 

EU諸国におけるエネルギー利用目的のバイオガス開発の重要性はこの12年ほどで

大きな高まりを見せている。バイオガスの経済面、効果面、財政面における妥当性は、

EU20カ国（25の加盟国中）の2004年の総生産量がおよそ4,265,000toe（ ton oil 
equivalent：石油換算トン）に達した事実となって現れている。 
 

バイオガスは主にごみ処理施設（集積場）や都市下水処理施設、産業排水処理施設

などの施設において生成される。その他重要性の順に自治体の廃棄物メタン化施設、

農業施設、汚水分解施設などでも生成される。図１はEU内における未精製バイオガス

生産施設の種別による生産量の内訳を示したものである。注目すべきは、バイオガス

を利用する農業施設（動物の飼育を通じて出される廃棄物を利用する）が近年急激に

増えている点である。2001年に1,500であった施設数は2004年には2,000を超えている。

全ての施設を合わせるとバイオガス生産施設の数は4,000以上になる。しかし、これら

の施設全てが必ずしもバイオガスを 終エネルギー（熱、電気、燃料もしくはガス供

給網）として利用しているわけではない。 
バイオガスは通常、「必然的に」生じる副産物であるとされており、これまでは利用

が考えられたことはなかった。現在では、EUで生産されるバイオガスの半分強が利用

され、残りは焼却処分されている。 
 

図1 EUにおける未精製バイオガス生産施設のエネルギー生産量内訳（%） 
出典：EUROBSERV’ER 2005 

都市下水処
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設
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  バイオガスは様々な利用法により有効利用される。代表的な利用法として、熱を生

産して施設内で直接利用する例が挙げられるが、熱供給網による利用も行われる。熱

利用は特に下水処理施設で行われる。もうひとつの代表的な利用法は発電であり、主

にごみ処理施設で行われる。またこの両方を同時利用することも可能である（熱電併

給）。この たる例が都市の下水処理施設における利用である。またこれらほど一般的

ではないが、バイオガスはバイオ燃料としても利用可能である。フランスのリールや

スウェーデンにおける車両に利用された事例が挙げられる。さらに、バイオガスは天

然ガス供給網の中でも利用されている。この利用分野ではオランダが も進んでいる。 
 
2004年の生産量、4.265Mtoeへ 
 

EUにおける2004年の未精製バイオガス生産量は4.265Mtoeに上った（表1）。2003
年の数字にはチェコ、ハンガリー、スロバキア、エストニアなど新規加盟国の生産量

も反映され、2003年から2004年にかけての伸び率は9％となった。 
 

表１ EUにおける未精製バイオガスからのエネルギー生産量（ktoe） 
国 名 2003年 2004年※

英国 1,253 1,473 
ドイツ 1,229 1,291 
フランス 344 359 
スペイン 257 275 
イタリア 201 203 
スウェーデン 119 120 
オランダ 109 110 
デンマーク 83 93 
ポルトガル 76 76 
チェコ 41 50 
ポーランド 35 43 
ベルギー 42 43 
オーストリア 38 42 
ギリシャ 32 32 
アイルランド 19 19 
フィンランド 16 17 
スロベニア 6 7 
ルクセンブルグ 4 5 
スロバキア 3 3 
エストニア 3 3 
ハンガリー 2 2 
合計 3,912 4,265 

※：2004年については推定値 
出典：EUROBSERV’ER 2005 
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表2 EUにおけるバイオガスによる 終エネルギー生産量（ktoe） 
 

2003年 2004年※ 

国名 電気 熱 計 電気 熱 計 

英国 311.2 66.1 377.3 349.5 68.0 417.5 
ドイツ 251.1 129.0 380.1 277.0 83.4 360.4 

フランス 40 56.0 96.0 42.0 56.0 98.0 
イタリア 86.9 0.0 86.9 93.0 0.0 93.0 
スペイン 65.2 13.6 78.8 70.9 14.7 85.6 

デンマーク 20.9 22.7 43.6 21.9 26.7 48.6 
スウェーデン 5.2 26.1 31.3 5.5 33.4 38.9 

チェコ 9.3 18.6 27.9 11.9 23.1 35.0 
オランダ 25.4 2.1 27.5 25.0 2.0 27.0 

オーストリア 8.9 5.7 14.6 10.5 6.1 16.6 
ギリシャ 9 6.0 15.0 9.0 6.0 15.0 
ベルギー 12 0.6 12.6 12.3 0.6 12.9 

アイルランド 6 3.0 9.0 6.0 3.0 9.0 
フィンランド 3.4 3.6 7.1 4.6 3.8 8.4 
ポーランド 4.8 0.1 4.9 5.6 0.2 5.8 
スロベニア 2 0.8 2.7 2.7 1.2 3.8 

ルクセンブルグ 1.5 1.0 2.5 2.8 0.9 3.7 
ハンガリー 1.1 0.7 1.8 1.6 0.7 2.3 
ポルトガル 0.3 0.0 0.3 0.3 0.0 0.3 
スロバキア 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 

合計 864 356 1,220 952 330 1,282 

※2004年については推定値 
出典：EUROBSERV’ER 2005 

 
EUの主要生産国イギリス 
イギリスはEUを代表する未精製バイオガス生産国である。同国における2004年の生

産量は1,473ktoeを記録し、うち大部分が発電に利用されている（4TWh、349.5ktoe
に相当）。未精製バイオガス生産量と 終的な発電量とは異なるものであり、電気を作

り出すためには3倍の熱量を要する点には注意が必要である。 
 
もうひとつの主要生産国ドイツ 
イギリスとは異なる支援策によって開発が進んでいるドイツもまた、イギリスと並

ぶ主要生産国である。2004年の総生産量は1,291ktoeに上り、主に発電利用されている。

昨年の生産施設数は、EEG（再生可能エネルギー法）の 終エネルギー利用条件が増

えたことにより著しく増加した。ドイツでは特に農業分野でのバイオガス利用が盛ん

である。同国のバイオエネルギー協会の試算によると2004年のバイオガス利用施設数

はおよそ2,000（430ＭＷの出力に相当）を数え、2006年の終わりには4,000（600から
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800ＭＷの出力に相当）に達することが予想されている。 
 
EUでの足場を固めるフランス 

フランスは2004年には359ktoeを生産しEUで3番目の位置についた。同国では熱利

用が主流のため（42ktoeの電気に対して56ktoe）、イギリス、ドイツの両首位国とは状

況が異なっていたが、生産量の増加とともに熱利用で発生する電力量も増加傾向にあ

る。 
 

新規加盟諸国 
EUのその他の国々での生産量は、上記3国に比べると非常に少ないレベルである。

新規加盟国の中ではゴミ埋立地と都市下水処理工場で生産される未精製バイオガスの 
利用が進んでいるチェコが注目される。一方、ポーランドでは未精製バイオガスの利

用はわずかしか行われていない。 
 
バイオガスの生産者 
 

EUのバイオガス生産者の数は、ここ2年間でかなりの減少傾向にある。集中化が進

み、小規模な生産者は大規模な生産者に統合されるようになった。中でも も重要な

生産者は、Valorga International社 とLinde KCA社である。両社は現在発展の著しい

家庭用廃棄物メタン化の分野を代表する生産者である。 
 

表3 EUの主なバイオガス生産企業 
会社名 国名 処理プロセス ごみの種類 工場数 生産能力（トン/年） 

Linde AG Wies-Baden ドイツ Linde BRV/KCA 生ごみと乾燥ごみ 20 990,000 

Veolia Environment フランス Krueger 生ごみと乾燥ごみ 14 950,000 

Valorga international SAS フランス Valorga 乾燥ごみ 11 850,000 
Biotechnische Abfallvertung 
GmbH&Co KG ドイツ BTA 生ごみと乾燥ごみ 22 406,000 

Kompogas AG スイス Kompogas 乾燥ごみ 20 315,000 

CITEC Environment フィンランド Wassa 生ごみと乾燥ごみ 10 288,000 

Organic Waste Systems ベルギー Dranco 乾燥ごみ 13 195,000 

Schmack Biogas AG ドイツ Euro/Coccus 生ごみ 100   

出典：EUROBSERV’ER 2005 
 

Valorga International社 
同名のフランス式プロセスで発展を遂げたValorga International社は、その技術を

EU内の11の工場に採用してきた。うち2カ所がフランスにある（EU初のValorga方式

工場であるAmiens工場とVarenne-Jarcy工場）。Valorga社がUrbaser社を傘下に迎え

たことは、同社の家庭ごみメタン化分野での主導的立場保持に対する強い意欲を表し
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ている。Urbaser社（売上高11億ユーロ）はスペインの家庭ゴミ収集における 大の

民営工場（メタン化施設９カ所を含む56の処理工場）である。また、ごみ処理施設の

資金調達、建設および開発のノウハウを持つ唯一のEU籍企業である。これらの企業特

性が同社の産業活動にさらに弾みをつけている。同社はドイツのハノーヴァーに新工

場を完成させたばかりである（昨年４月）。この工場ではメタン化を用いた生物学的安

定化法により家庭ごみ100,000トンの処理が可能である。さらに2005年5月にはカレー

でSEVADECバイオメタン化工場の建設がスタートした。同工場は2006年末の操業予

定で、年間処理能力はバイオ廃棄物27,000トン、油脂1,000トンとなる。また2007年
にはこの他に2つの工場が稼動予定である。１カ所はスペインのSaragossa工場で、処

理能力260,000トンの家庭残渣物処理工場である。もう1カ所はポルトガルのTonleda
工場で、年間35,000トンの有機廃棄物が農家向けの電気あるいは堆肥として利用され

る予定である。 
 モンペリエに本拠地を置く同社のノウハウは世界的にも評価されている。昨年10月、

同社は中国での２カ所の工場建設について中国企業と契約を結んだ。うち１カ所は年

間処理能力240,000トンで上海市の家庭ゴミの一部を処理することとなる。またもう１

カ所は年間処理能力100,000トンで北京に建設される。両工場とも2005年の操業予定

である。 
 
Linde-KCA社 
 Linde AG グループの子会社であるLinde KCA Dresden GmbH（売上高13億ユー

ロ）は、製薬、化成品・ガスおよび環境の3つの分野で活動している。同社は現在家庭

ごみメタン化市場においてValorga社の 大の競合企業である。昨年、同社はリスボン

に年間の家庭ゴミ処理能力40,000トンとなるメタン化工場を新たに稼動させた。さら

に、スペインに建設中の工場が２つあり今年中に操業予定である。これらはBurgos工
場（年間処理能力40,000トン）とSalto del Negro工場（75,000トン）で、家庭ゴミの

うち生物分解性を持つものを処理する。これらの工場新設により、2005年のLinde社
のごみ処理能力はおよそ990,000トンに増加した。同社の次なる大事業はフランスのリ

ールでの工場新設計画である。同工場の処理能力は110,000トンで、主に植栽廃棄物（公

園や緑地の維持管理のため）や家庭有機ごみの処理工場として機能する予定である。

また操業開始は2006年に予定されており、リール都市部での熱電併給方式やバス燃料

のためのバイオガス利用を見込んでいる。その他、ルクセンブルクのMondercange工
場（年間ごみ処理能力25,000トン）新設も計画されている。 
 
白書の目標にはほど遠いが・・・ 
 

昨年と同じ増加率が2010年まで続いた場合（図2）、未精製バイオガス生産量は約860
万toeになることが予想される。これは欧州委員会の白書が掲げる、2010年までに1,500

< 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969号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/969/
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万toeを目指すという意欲的な数値からは程遠いものである。しかしながらバイオガス

開発の行方には大いに議論の余地が残されている。ごみ廃棄の制限と課税に関するEU
規則の強化によって、政策決定者らは有機ごみを回収後できるだけ早く処理できるよ

うにする新たな方法に目を向け始めている。この問題にあたっては有機ごみのメタン

化が も現実に即した解決法のひとつである。バイオガス生産はごみ処理施設の自立

と余剰エネルギーの有効利用を同時に実現させる可能性を持っている。 

15
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図2 現在の傾向と白書の目標の比較 
出典：EUROBSERV’ER 2005 

 
廃棄物のエネルギー価 
40％の乾燥固体から成る発酵可能な廃棄物1トン分のメタン化によって、メタン3分の2と
二酸化炭素3分の1から成る100立法メートル分のバイオガスが生産される。これを発熱量

に換算すると0.065toe、即ち700thermal kWhに相当する。また発電量は230kWheとなる。

   以上 
 

翻訳：NEDO情報・システム部 
出典：http://www.energies-renouvelables.org/observ-er/stat_baro/comm/baro167a.pdf 
フランスのObserv'ER(Observatoire des énergies renouvelables：再生可能エネルギー観測

所)が作成した刊行物を許可の基に翻訳・掲載した。この刊行物は「EurObserv’ERプロジェ

クト」の成果であり、その詳細は下記のとおりである。 
Biogas barometer was prepared by Observ’ER in the scope of the “EurObserv’ER” Project 
which groups together Observ’ER, Eurec Agency, Erec, Jozef Stefan Institute, Eufores, 
Systemes Solaires with the financial support of the ADEME and DG Tren (“Intelligent 
Energy-Europe” programme). This document is the result of the investigation and 
research work of its authors.  
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【バイオマス特集】 

バイオ燃料バロメータ2005年（EU） 

－EUの2004年生産量は約242万トンに－ 
 

2004年、EUは2,424,440トンのバイオ燃料を生産し（新規加入国を含む）、2003年
の1,928,750トンと比べて25.7％の増加を記録した。2005年末までに2％以上のバイオ

燃料導入を目指すEU指令の成立により、2005年には一層の増加が見込まれている。 
 

バイオ燃料は、植物または動物由来の有機物から得られる液体及びガス燃料全てを

含むが、主にバイオエタノールとバイオディーゼルの二つに分類される。欧州委員会

は、バイオガス、植物油、バイオメタノール、バイオDME（ジメチルエーテル）、バ

イオETBE（エチルターシャリーブチルエーテル）、バイオMTBE（メチルターシャリ

ーブチルエーテル）、合成バイオ燃料、バイオ水素などその他のバイオ燃料についても

言及しているものの、現時点ではごく僅かしか開発が行われていないか、或いは開発

段階に至っていないのが現状である。中でも燃料としてのバイオガス利用は非常に限

られており、ごくわずかな地域での利用にとどまっている（スウェーデンにおける2004
年の消費量は10,836toeであった）。フランスのリールなど数都市のみが車両のための

バイオガス利用を決定している。純正植物油は改造したディーゼルエンジンでも機能

する（間接注入あるいは直接注入によっても可能である）燃料で、ドイツではバイオ

ディーゼルやバイオエタノールと同様によく認知された燃料である。しかしながら、

純正植物油燃料は適合するエンジンが市場に不在であるため定着には至っていない。 
バイオエタノールは、小麦や大麦、あるいはとうもろこしなどの穀類から製造され

ると共に、甜菜から抽出される砂糖からも得られる。バイオエタノールは純正のまま

ガソリンに混合して利用したり、エタノール50%とガソリン由来のイソブチレン50％
からETBEに変換して利用される。バイオディーゼル（またはRME：菜種油メチルエ

ステル）は菜種やヒマワリといった油糧作物から作られる。植物油はメタノール（天

然ガス由来）を利用したエステル化のプロセスを経てRMEへ変換される。さらにその

後、純正のまま、またはディーゼル油と混合してバイオディーゼル燃料として利用さ

れる。バイオディーゼルはEU域内で生産されるバイオ燃料のうち も大きなシェアを

占めている（図１参照）。2004年には市場シェアの79.5%にあたる1,933,400トンを生

産し、これに続くバイオエタノールは残りの20.5%に相当する491,040トンを生産した。 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート969号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/969/
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バイオエタノール20.5%
(497,040トン）

バイオディーゼル79.5%
(1,933,400トン）

 
図１ EUにおける2004年バイオ燃料生産の内訳 
出典：EUROBSERV’ER 2005 

 
バイオディーゼル 
 

EUは世界のバイオディーゼル開発における主要地域である。2004年には、チェコ、

スロバキア、リトアニアの3カ国が新たに加わり生産国は11カ国を数えた。 
EUにおけるバイオ燃料の重要性は過去10年間で高まってきたが、2004年には一層

の高まりを見せた（図2参照）。生産量は2003年の約150万トンに対し約200万トンに達

し（新規加盟国を含む）、この一年間で28.6%の増加を記録した（表1参照）。欧州バイ

オディーゼル委員会(European Biodiesel Board：EBB)によると2004年の生産能力は

およそ240万トンで、現在の生産量はこれをはるかに下回るレベルである。 
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図２ EUにおける1992年以降のバイオ燃料生産量の推移（トン） 
注：バイオディーゼル１トンは0.9toeに相当する。2004年はEU25カ国を含む数値である。 

出典：EUROBSERV’ER 2005 

 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.969,  2005.12. 14 
 

19 

表１ 2003年および2004年におけるEUのバイオディーゼル生産量（トン） 
 

国名 2003年 2004年 増加率 

ドイツ 715,000 1,035,000 +44.8% 
フランス 357,000 348,000 -2.5% 
イタリア 273,000 320,000 +17.2% 
デンマーク 41,000 70,000 +70.7% 
チェコ 70,000 60,000 -14.3% 
ストリア 32,000 57,000 +78.1% 
スロバキア 0 15,000  
スペイン 6,000 13,000 +116.7% 
英国 9,000 9,000 0.0% 
リトアニア 0 5,000  
スウェーデン 1,000 1,400 +40.0% 
合計 1,504,000 1,933,400 28.6% 

注：デンマーク及びチェコの数字は±10％の誤差あり 
  出典：EUROBSERV’ER－EBB 2005 

 

ドイツの生産量100万トン超へ 
ドイツでは2004年に初めてバイオディーゼル生産量が100万トンを超え（正確には

1,035,000トン）、引き続きEUにおける主要生産国の位置を占めた。2003年に比較して

生産量は44.8％増加し、EU全体のバイオディーゼル生産量の半分以上（53.5％）を生

産している。このような高い増加率の背景にはこれを後押しする法律の存在がある。

2004年1月1日、燃料の課税を定める鉱油税法の改正が行われた。これによりバイオ燃

料は、純正であるか化石燃料との混合であるかを問わず全面的に非課税となった。ド

イツでは1999年に石油製品への税額加算を定めた環境税が制定されたが、同様にバイ

オ燃料は同法の適用を受けない。 
 
フランスにおけるバイオディーゼルの復興 

フランスはEUを代表する生産国であったが、2001年以降は生産量の低下が続いてい

る。2004年のバイオディーゼル生産量は2.5％減少し、348,000トンとなった。一方、

同年の生産割当量は前年比70,000トン増の387,500トン（100リットルあたり33ユーロ

の免税措置が適用）であった。販売業者が生産割当の全量（バイオディーゼル、ETBE
あるいは純正バイオエタノール）を市場に出す動機づけとして、2005年の金融法

（Finance Law）ではバイオ燃料が使用されない分に対して汚染事業総合税(General 
Tax on Polluting Activities：TGAP)）という新税が導入された（コラム参照）。また、

昨年9月に同国首相により発表された計画によりバイオ燃料を取り巻く環境は今後一

層好意的なものとなりそうである。この計画では2007年までにバイオ燃料（バイオデ

ィーゼル及びバイオエタノール）の認定を800,000トンに増やすことを目指しており、

< 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969号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/969/
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燃料の内訳はバイオディーゼルが480,000トン、エタノールが320,000トンとなってい

る。さらに2004年5月にはセット市に建設中のエステル化設備に対し80,000トン分を

認可することが発表された（セット市は2005年の金融法によりすでに30,000トン分の

認可を受けている）。こうして将来的には2007年までに947,500トンのバイオディーゼ

ル生産が認可されたことになる。 
フランスは、植物油と蛋白質の分野でSofiproteol industrial pole社による大規模な産

業開発を計画している（SAIPOLが精製と粉砕、Diester産業がバイオ燃料生産をそれぞ

れ担当する）。3つのプロジェクトが予定されており、それぞれLe Meriot(200,000トン)、
Montoir/Saint Nazair(120,000トン)、コンピエーニュエステル化工場の増設(100,000ト
ン)である。また同様に他の企業でもそれぞれのプロジェクトが進行中である。 
 
フランスの新燃料税TGAP 

TGAPは販売済み燃料1立方

メートルごとに適用される。

2005年1月1日以降、すべての販

売業者は製品価格の1.2%の税

負担を義務付けられている。こ

の料率は今年のバイオ燃料混

合比率目標に対応しており、

2010年に5.75%となるまで毎

年税率が引き上げられて 
 

いく計画である。またこの料率

は2つのバイオ燃料領域、即ち

ガソリンに混合されるエタノ

ールとディーゼル油に混合さ

れる植物油エステルそれぞれ

に適用される点には注意が必

要である。2005年の評価につい

ては2006年4月に作成される予

定である。 

 今後販売業者は、販売済み燃

料各立法メートルにつき1.2%
のバイオ燃料が混合されてい

たことを個別に証明しなけれ

ばならなくなる。証明されない

場合にはTGAP料率に応じた税

免除の適用が受けられなくな

る。 

 
イタリアの2005年認可量は減少 

イタリアのバイオディーゼル生産は2004年中増加を続け320,000トンを記録した

（2003年比17.2％の増加）。生産量の90％以上が燃料市場向けであり、残りは主にバ

チカン市国向けの暖房装置用である。フランスやドイツとは逆に、イタリアでは2005
年におけるバイオディーゼルの認可量は100,000トンの減少が見込まれており、生産認

可量は200,000トンとなる見通しである。この生産割当ての減少はバイオエタノール生

産には追い風となりそうだ。バイオエタノールは現在年間10万キロリットル（79,300
トン）相当の認可を受けており、これは3年間に渡る年間7,300万ユーロの税免除に相

当する。イタリアは穀類やワイン由来のアルコール生産能力を十分に有しているが、

バイオディーゼルは主に輸入植物油を利用して生産される。このような背景事情が同

国の決定を根拠付けている。 
 
その他の地域におけるバイオディーゼル 

その他のバイオディーゼル生産国の中でもデンマークは生産量レベルにおいて注目

される。同国の生産量は2年間で7倍に増加した（2002年の10,000トンに対して2004
年には70,000トンに増加）。同様にオーストリアでは2004年に57,000トンを生産し、

78.1％の増加を示した。ヨーロッパのその他の国々もバイオディーゼルの生産開始を
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決定している。スペインでは昨年5月、カルタヘナ地域において同国 大のバイオディ

ーゼル生産工場（生産能力250,000トン）が稼動した。ドイツのSauterグループの一員

であるBiodiesel Productionという企業がこのプロジェクトに5,000万ユーロを投資し

ている。ポルトガルでも同国初の生産能力100トン規模のバイオディーゼル生産工場が

来年8月に稼動する予定である。ドイツの食品企業グループNutasの子会社である

Ibersol社が同プロジェクトに対する2,500万ユーロの投資を引き受けている。イギリス

とフィンランドにおいても生産工場が建設中あるいは計画段階に入っている。 
 
バイオディーゼルの生産者 
 

EU 大のバイオディーゼル生産者はフランスのDiester産業グループである（表2参
照）。同グループはGrand-CouronneとCompiegneにそれぞれ生産能力260,000トンと

83,500トンの工場を保有しており、今年の年末にはセット市に生産能力160,000トンの

3番目の工場ができる予定である。またDiesterグループはトゥールーズに程近い

BoussensのCognis France工場（生産能力33,000トン）で生産されるRMEも保有して

いる。同グループに続くEUで2番目の生産者はADM（Archer Daniels Midland 
Company）である。同社はドイツにOlmuhle Hamburg AG工場（生産能力120,000ト
ン）とOlmuhle Leer Conneman工場（生産能力110,000トン）の2工場を保有している。

EBBによると2004年のEUのバイオディーゼル生産能力はおよそ2,246,000トンであ

った。 
 

表2 2004年におけるEUのバイオディーゼル主要生産者 
 

会社名 国名 生産量（トン）※

Diester Industrie フランス >300,000 
ADM 米国（ドイツ子会社） >250,000 
Novaol フランス >250,000 
Natur Energie West ドイツ <100,000 
Fox Petroli イタリア >100,000 
MUW Mitteldeutsche Umesterungs Werke ドイツ >100,000 
Campa Biodiesel GmbH ドイツ >70,000 

※：生産量の数字は概算である 
出典：EUROBSERV’ER 2005 

 
バイオエタノール 

バイオエタノールはEUのバイオ燃料市場で2番目に大きな市場である。2004年の自

動車燃料用のエタノール生産は前年の424,750トンに対して491,040トンに達し（新規

加盟国を含む）、15.6％の伸び率を示した（図3、表3参照）。2003年以降、ワインの一
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般市場で欧州委員会(EC)によってEU市場で売買されたバイオエタノール燃料一貫生

産分についても統計に取り込んでいる。農業共通政策(Common Agricultural Policy：
CAP)の枠組みの中で欧州委員会はワインの余剰生産分の買い取りおよび備蓄を義務

付けられている。また、当該ワインのアルコール分の一部をエタノールとし、それを

再びバイオ燃料市場に流通させることも認められている。 
 

表3 2003年及び2004年のEUにおけるエタノールとETBE生産量(トン) 
 

 2003年 2004年 
国名 エタノール ETBE  エタノール ETBE 

スペイン 160,000 340,800 194,000 413,200
フランス 82,000 164,250 102,000 170,600
スウェーデン 52,000 0 52,000 0
ポーランド 60,430 67,000 35,840 n.d
ドイツ 0 0 20,000 42,500

EC取扱いバイオエタ

ノール 70,320 n.d 87,200 n.d
合計 424,750 572,050 491,040 626,300

注：ワイン一般市場の枠組みの中で、欧州委員会はEU市場で自動車燃料用にバイオ 
エタノール転換したワインのアルコールを売買している。 
出典：EUROBSERV’ER－UEPA 2005 

 
スペインにおけるバイオエタノール生産の成功 

スペインはEUにおけるバイオエタノール主要生産国である。2003年に160,000トン

であった生産量は2004年には194,000トンに達した。フランスと同様に生産されたバ

イオエタノールはガソリンの派生物であるイソブチレンとエタノールとの反応により

生産されるETBEへと転換されており、生産量は413,200トンとなった。同国の成功は

エタノールに課税を行わないという選択によるところが大きい。同国のAbengoaグル

ープは現在、同グループで3カ所目にあたる生産能力160,000トンの生産工場を建設中

で、これにより2006年のスペインにおけるバイオエタノール燃料生産は著しく増加す

る見通しである。当該設備はスペイン第一の食品加工企業グループであるEbro Puleva
と共同で建設中で、完成後の呼称はBiocarburantes de Castilla Y Leonとなり、また

稼動予定は今年の年末である。同グループの 初の設備2カ所とは異なり、この3カ所

目のカスティリャ工場ではETBEへの転換はされず、主にガソリンとの直接混合用と

して利用される。 
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フランス、割当量を引き上げ 
フランスでは、アルコール農業生産者組合 (National Agricultural Alcohol 

Producers Association：SNPAA)が2003年のバイオエタノール生産量82,000トン（約

10万キロリットル）に対し2004年の生産量が102,000トン（約13万キロリットル）で

あったと発表した。フランスのバイオエタノール市場においては消費量が生産量を下

回っている。税関の記録によると2004年のバイオエタノール消費量は80,887トンで、

ETBEの消費量は170,602トンであった。バイオディーゼルの場合と同様、バイオエタ

ノールをETBEの形態で混合する場合には認可量上限の199,000トンまで100リットル

あたり38ユーロ相当の税免除を受けることができる。2004年にはバイオエタノールを

ガソリンに直接混合させる場合についてさらに12,000トンの認可が下りた（100リット

ルあたり37ユーロの税免除に相当）。実際にはこの認可分は現時点ではほとんど未利用

のままである（コラム参照）。 
 
バイオエタノールの直接混合：ひとつの障害が他をカバーする 
現在フランスで市販されてい

る燃料の場合、バイオエタノー

ルのガソリンへの直接混合は現

時点では実現していない。EUで

は燃料の揮発性に関して基準を

定めており、バイオエタノール

の混合は5%が上限とされてい

る。バイオエタノールは酸素を

多く含むため製品の揮発性が著

しく高まるのである。この欠点

を解決する方法は2つ考えられ

る。ひとつはEUの燃料揮発度に

関する許容レベルを引き上げる

ことである。しかしこの方法 

をとる場合、結果的に考えられ

る環境上の制約についての調査

が必要である。もうひとつは技

術的側面からの方法で、より揮

発しにくい特定の性質を持つガ

ソリンを用いてバイオエタノー

ルとの混合を行うという方法で

ある。 

 残念ながら、バイオエタノー

ルの直接混合開発における障害

はこの揮発性の問題だけではな

い。石油会社は採算性の理由か

らこの製品を市場には出したが

らない。つまり自社製品にバイ

オエタノールを直接混合するこ

とにより市場シェアを失うこと

を考慮に入れているのである。

そのため石油会社は、石油精製

工場の副産物であるイソブチレ

ンを安価に利用できるETBE生産

の方を重視する。現在スウェー

デンのみがエタノール比率5%で

ガソリンとの混合を行うことに

ついて石油会社各社と合意に達

している。同様の問題を抱える

フランスとスペインでは状況の

進展は見られない。 

 
さらにバイオエタノールは、2007年までの間に320,000トンの追加認可を行うとい

う内容を盛り込んだ国の「バイオ燃料計画」の始動によっても恩恵を受けることとな

る。金融法によりフランス政府はすでに2005年分に130,000トンの追加認可を行って

おり、これによって同年のエタノール生産は倍増する計算となる。 
 
スウェーデン、生産量を上回る消費 

EUで3番目のバイオエタノール燃料生産国であるスウェーデンは2004年に52,000
トンを生産し、2003年と比較して安定した生産量を記録した。フランスやスペインと

異なり、スウェーデンは市販のためのエタノールのETBE転換を行っていない。また

生産量をはるかに上回る量を消費している点においてもスウェーデンは特徴的である。

年間バイオエタノール消費量は206,000トン（26万キロリットル）に上る。 
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ポーランド、バイオ燃料法が待たれる 
ポーランドはEUで唯一、2004年のバイオエタノール生産量の急激な減少を記録した

（2004年は40.7%の減少で35,840トン）。これには、2003年11月に可決されていたバ

イオ燃料法が2004年に憲法裁判所で承認されなかったという背景がある。この法律は

ガソリン混合のエタノール生産に対して免税措置を盛り込んでおり、 終的な免税率

と対象となる数量については年間予算が承認された後に年間ベースでの決定が行われ

ることとなっている。同法律は現時点では修正段階にある。 
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図3 EUにおける1993年以降のエタノール生産量推移（トン） 

  注：エタノール1トンは0.64toeを供給。2004年はEU25カ国の数字である。 
出典：EUROBSERV’ER 2005 

 
ドイツ、バイオエタノール生産を開始 

ドイツでは、年間バイオエタノール生産能力500,000トンに相当する3カ所のバイオ

エタノール生産工場の建設が予定されている（２カ所はSauter グループ、1カ所は

Sudzucker グループの工場）。この3カ所の工場では穀類からエタノール生産を行うこ

ととなるが、いずれもポーランドとの国境近くの東ドイツに建設される。Sauterグル

ープのZorbing工場は昨年9月に操業を開始し、2004年にドイツで唯一バイオエタノー

ル生産（20,000トン）を行った。SchwedtにあるSauterグループの二番目の工場は2005
年初頭の稼動、またZeitzにあるSudzucker工場は2005年春に稼動したばかりである。 
 
バイオエタノールの生産者 
 

バイオエタノール市場は砂糖やアルコールの大企業グループや農業協同組合の影響

を大きく受ける。前に述べたように、スペインのグループ企業Abengoaは226,000トン
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のバイオエタノールを生産するEU 大の生産者であり、また米国では325,000トンを

生産する5番目の生産者である。EU内で、Abengoaはスペインに2カ所の生産工場を保

有している。それぞれカルタヘナのEcocarburantes Espanoles工場（生産能力150,000
トン）とTeixeroのBioethanol Galicia工場（生産能力176,000トン）である。今年の終

わりに同グループの3番目の工場が稼動すると、全体の生産能力はさらに増強されるこ

ととなる。さらに、同グループは、Pardies（フランス南西部）の生産工場に対する

180,000トン分の認可を受けて、同グループの子会社、ABバイオエナジーフランス（株

式取得率51％）を通じて、EUの求める「フランスバイオ燃料計画」事業の入札に応じ

た。 
フランスでは、Tereosグループ（Union SDとBeghin Sayとの連合）がOrigny 工場

と Provins 工場、MorainsおよびArtenay蒸留所において小麦と甜菜からバイオエタ

ノール生産を行っている。年間生産能力48,000トンを有する同グループは、フランス

国内でバイオエタノールの市場シェア40％を占めており（砂糖市場では32％を占有）、

2004年には約 17億 1000万ユーロの売上高を計上した。今後、同グループは

Lillebonne(Seine-Maritime)において生産能力200,000トンの生産工場の建設、さらに

Aisne県のOrignyにおいて生産能力160,000トンの工場建設を新たに進めるため、フラ

ンスバイオ燃料計画からの生産認可を待っている状態である。シャンパーニュ、アル

デンヌ地域の甜菜協同組合に属するCristal Unionもまたマルヌ県のランスに程近い

Bazancourtに生産能力238,000トンの工場建設計画を申請している。 
スウェーデン市場には、 Agroetanol AB （生産能力 40,000 トン）と Svensk 

Etanolkemi(生産能力15,000トン)という生産者がいる。エタノールのETBEへの転換

はフランスのTotalなどの大規模な石油企業グループが担っている。Totalグループは、

エタノール生産者や甜菜や穀類の栽培者を代表する関係機関らとともに、生産能力

219,000トンに相当する3カ所の生産工場（Feyzin工場,Nord ETBE工場 およびOuest 
ETBE工場）の運営を行っている。 
 
2010年までに18石油換算メガトン(Mtoe)を目指して 
 

バイオ燃料市場は、その開発がガソリン製品の全面的あるいは一部の免税措置と密

接に関わっているという点において他の市場とは異なっている。バイオ燃料のコスト

は税免除に関連しているので、ある国では免税措置を認可された生産量だけに対応し

て総合的パッケージとして考えられている。バイオ燃料はある場合には閉鎖的な市場

で、あるいは異なる部門間での競争が行われる市場で取り扱われる。イタリアがその

好例である。同国はバイオエタノール優遇のためバイオディーゼルの認可制限を決定

している。今日こういった制限は純粋に政治的要因からなされている。というのもEU
は加盟国に対し、認可を受けた場合はいかなる生産制限も受けずにバイオ燃料消費の

全面的な免税を受けることを認めているからである。ドイツとスペインは数量認可な
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しの全面的な免税を選択することによって両分野の急速な発展を可能にしている。ガ

ソリンへのエタノール直接混合もまたヨーロッパのバイオ燃料開発には不可欠である。

というのもETBE生産は石油産業の供給によるイソブチレンの生産量に制限されるか

らである。 
バイオ燃料のEU指令を尊重しようとする多くの加盟国の政治的意思は未だ明確に

定まっていないというのが現状である。さらに昨年3月16日、欧州委員会はEU指令に

規定された2005年の市場シェア目標値の報告書が未提出の9カ国に対し通告を行った。

これらの国はベルギー、イタリア、ルクセンブルク、ポーランド、スロベニア、エス

トニア、キプロス、それに報告書の目標が明確性を欠いていたフランスおよびポルト

ガルである。 

      図4 現在の傾向と白書の目標の比較（100万TOE） 
出典：EUROBSERV’ER 2005 

 
しかし「バイオ燃料計画」によりフランスがEU指令の目標 低値を達成することも

可能になりそうである。 
現在の動向から欧州委員会による目標を見てみると、2010年までに輸送部門におけ

るバイオ燃料のシェアを5.75%まで高めるという目標の達成は難しいものと思われる。

欧州委員会の共同研究センターは指令の目標を満たすのに必要なバイオ燃料の消費量

を2005年で590万toe、2010年で1,820万toeと予測しており、2010年の目標を18Mtoe
としている白書の数値に非常に近いものとなっている。現在進行中の開発を考慮に入

れると2005年には280万toe、2010年には940万toeのバイオ燃料生産が見込まれる（図

4）。しかしそれでもなお状況の急速な進展は可能である。イギリス、ポルトガル、ベ

ルギー、フィンランド、チェコ共和国など他のEU諸国における開発の進展がフランス

やイタリアにおける数量認可の減少をカバーしてEU全体で目標を達成することがで
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きるであろう。すでに可能性は存在しており、バイオ燃料産業界の準備も整っている。

あとは政治的意思の問題を残すのみである。 
以上 

 
翻訳：NEDO情報・システム部 

 
出典：http://www.energies-renouvelables.org/observ-er/stat_baro/comm/baro167b.pdf 
フランスのObserv'ER(Observatoire des énergies renouvelables：再生可能エネルギー観

測所)が作成した刊行物を許可の基に翻訳・掲載した。この刊行物は「EurObserv’ERプロ

ジェクト」の成果であり、その詳細は下記のとおりである。 
Biofuels barometer was prepared by Observ’ER in the scope of the “EurObserv’ER” 
Project which groups together Observ’ER, Eurec Agency, Erec, Jozef Stefan Institute, 
Eufores, Systemes Solaires with the financial support of the ADEME and DG Tren 
(“Intelligent Energy-Europe” programme). This document is the result of the 
investigation and research work of its authors.  
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【バイオマス特集】 

新燃料の可能性を秘めるハイブリッド品種（米国） 

 
イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校の研究者らによると、イネ科ススキ属植物

のハイブリッド新品種であるジャイアント・ミスカンザス（Giant Miscanthus）が、

再生可能な燃料として大きな可能性を秘めているとのことである。この植物は13フィ

ート（約4m）の高さまで生長する。 
 

この研究結果は、作物学および植物生物学の教授であるStephen P. Long によって、

英国科学振興協会（British Association for the Advancement of Science）が毎年主催

する科学フェスティバルで発表された。フェスティバルは、アイルランドのダブリン

で9月3日から10日まで開催された。また、地元イリノイ州では、Long教授のもとで研

究を行う博士課程のEmily A. Heaton と Frank G. Dohlemanが、このミスカンザス

に関する研究結果をイリノイ大学で毎年開催される「第49回農学デー」の会場で発表

した。この催しは8月18日に行われ、中西部全域から1,100人以上が集まった。 
 

「米国ではエネルギーの40％が電力として使われている。 も簡単に電力を得る方

法は、石炭のような固形燃料を利用することだ。」とHeatonは語る。乾燥した葉のな

いミスカンザスの茎は固形燃料として利用できる。ミスカンザスは、アジアが原産で

サトウキビと同系統の植物である。冬になると細長い葉を落とし丈の高い竹状の茎が

残るが、この茎の部分を春先に刈り取って燃料として燃やして利用することができる。 
 

植物生物学の博士課程で学ぶDohleman は、「ミスカンザスのような根茎を持つ植

物は、非常にクリーンな燃料だ。」と説明する。窒素などの養分は根茎に運ばれて次の

生長期まで蓄えられるという。「ミスカンザスの燃焼により生じる二酸化炭素は、生長

時に大気中から取り込む二酸化炭素と同程度にしかならない。」と作物学の博士課程で

学ぶHeaton は説明する。この均衡により、化石燃料とは異なり大気中の二酸化炭素

レベルに実質的な影響を持たない、とHeaton は言う。 
 

「ミスカンザスは効率のよい燃料でもある。出力に対する入力の割合を示すエネル

ギー効率は0.2以下だ。」とHeaton は続ける。一方、同じく植物由来のエネルギー源

であるカノーラ（菜種）から作られるエタノールやバイオディーゼルは0.8を超える。 
 

「クリーンで、効率がよく、再生可能な燃料源であることに加えて、ミスカンザス

は非常に育てやすい植物だ。雑草より生長が早く、ほんの少しの水と肥料を与えれば

よく、未耕作の土地でもよく育つため生長するまでほとんど手がかからない。」と
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Heaton は説明する。未耕作の土地では様々な野生生物がミスカンザスの生い茂った

葉の下や周囲の土壌内に生息することができる。 
 

Long教授によると、イリノイ州で栽培されたミスカンザスの方が数年前から商業利

用されているヨーロッパのものよりも収量が多いことが、イリノイ州の研究者らの調

査により分かったとのことである。十分に生育した植物からは、エイカー当たり年間

10～30トン（乾燥重量）の収量が得られるが、ミスカンザスからは、中西部とよく似

た気候のアルプス周辺の低地において少なくとも25トン（乾燥重量）の収量が得られ

るという。Heaton らはこの研究に関する論文を執筆し、2004年発行の学術誌

「Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change」で発表した。昨年、イ

リノイ州の研究者らは、ヘクタール（2.47エイカー）当たり60トン（24.3トン／エイ

カー）を収穫した。Long教授は前述の科学フェスティバルでこの報告を行った。 
 

Heaton は、コンピュータのシミュレーションにより、イリノイ州の10%の土地が

ミスカンザス栽培に充てられると、イリノイ州の電力需要の50%を賄うことができる

と予測している。ミスカンザスのエネルギー利用は、短期的には必ずしもエネルギー

コストを下げるわけではないが、二酸化炭素の発生を大幅に抑えることにつながるだ

ろうとHeaton は語る。 
 

イリノイ州のミスカンザス栽培は、3年前にHeaton が400本の根茎を植えたことか

ら始まった。これらの根茎は、天然資源・環境科学部の「芝草プログラム（Turfgrass 
Program）」から寄贈された3本の根茎から繁殖したものである。ミスカンザスは種を

つけないため、新しい植物を栽培するためには根茎を切って使わなければならない。 
 
ミスカンザスの圃場は、SavoyにあるSouth First通りと空港道路が交差する場所に3

カ所あり、それぞれ33フィート四方の広さがある。栽培も3年目に入り、圃場で育つミ

スカンザスも十分に大きくなっている。高さ10フィートになる茎は、イリノイ州原産

で草原地帯に生育するスイッチグラスと比べて2倍の丈がある。ミスカンザスはスイッ

チグラスと比べて2倍以上のバイオマスを生産できる、とHeatonは言う。 
 

ミスカンザスがこれほどまでに豊富な収量をもたらす理由を調査するため、

Dohleman らは、一日に行われる光合成の量を測定した。葉を測定器に入れ、真昼の

太陽光によって行われる光合成の量を測定できるようにした。予備実験では、ミスカ

ンザスの光合成はスイッチグラスと比べて27%多く行われているという結果が出た。 
 

Heaton によると、イリノイ州全体で9カ所の圃場がミスカンザスの収量調査のため

の実験圃場として使われている。Champaign郡とChristian郡に2エーカー以上の圃場

< 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969号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/969/
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があり、これより小規模の圃場が、DeKalb、Pike、Pope、Wayne、Fayetteおよび

Masonの各郡にある。Long教授がこの実験の後援団体である「イリノイ州食農研究協

議会（Illinois Council on Food and Agricultural Research）」に対して行った2004年
の経過報告書によると、Champaign郡の圃場で も年間の収量が多かったとのことで

ある。「イリノイ州が再生可能エネルギーを主導し、それがひいては州に恩恵をもたら

すことを願っている。」Long教授はこのように語る。 
 
「インディアナ州、ミシガン州、オハイオ州では、ミスカンザスの他品種の栽培も

順調に行われている。しかし、収量が多く、種をつけず雑草化しないことから、イリ

ノイ州の研究者らが栽培するジャイアント・ミスカンザスが燃料源として も大きな

可能性を持っている。」とHeaton は言う。「イネ科ススキ属のオギ（Miscanthus 
sacchariflorus）やその他の種をつけるミスカンザス種は雑草化する恐れが大きい。」 
 

デンマークのHornumに程近い研究所には、ヨーロッパで も古くから実験を行っ

ている圃場があり、22年にわたってミスカンザスの栽培が行われている。「ミスカンザ

スは、一度も雑草化したことがなく、根茎は1.5メートル（4.92フィート）を超えて延

びたことはない。」デンマーク農業科学研究所（Danish Institute of Agricultural 
Sciences）で主任研究員を務めるUffe Jorgensenはこのように述べる。 
 

Long教授が次に目指すのは、ミスカンザスを植物から電力源にする過程を実証する

ことである。「米国の発電所を、ヨーロッパで行っているように、ミスカンザスを燃料

として利用するように改造することが出来るだろう。」とLong教授は言う。 
Long教授はGenomic Biology研究所の研究員らと共同で、ミスカンザスのアルコー

ル変換とエネルギー利用の可能性について研究を行っている。 
 

以上 
   翻訳：NEDO情報・システム部 

 
（出典：http://www.news.uiuc.edu/news/05/0927miscanthus.html Copyright 2005, 

All rights reserved. Used with permission.University of Illinois at 
Urbana-Champaign） 
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【バイオマス特集】 

ノースカロライナ州のエタノール含有燃料 E85 導入促進政策（米国） 

 
米国・ノースカロライナ州では、本年、E85(エタノール 85％、ガソリン 15％)の導

入を促進するための複数の法律が成立しており、すでに一部は実行に移されている。

また、2006 年 1 月 1 日に施行される法律が１本、今後承認が予定されているが現時点

では未成立の法律案も３本ある。これらの各法律に基づけば、ノースカロライナ州関

連機関、大学及びコミュニティーカレッジのうち、州所有の乗用車を 10 台以上管理運

用している組織は、規定に基づき、2010 年までに州所有の乗用車による石油の消費量

を 20％減少させるという目標を達成させることを義務付けられることになる。  
 
ノースカロライナ州としては、この目標を達成するために、具体的な計画を実行に

移さなければならない段階に来ていると認識している。バイオディーゼル、エタノー

ル、合成潤滑油・潤滑剤の利用、代替燃料、ハイブリッド電気自動車その他の燃費の

良い低公害車の導入等の方策が、目標達成に必要な手段として今後州議会に承認され

ていくことになる。本年 8 月 13 日には、こうした燃料代替や燃費効率化のための具体

的行動を進めるための予算が承認された。上述の通り、州が所有者である乗用車を 10
台以上利用している州機関や大学等は、目標達成のための具体的行動を要求され、2006
年 9 月 1 日までに州にその成果を報告する義務を負う。その後も毎年 9 月 1 日までに

年次報告を提出しなければならない。  
 

州のエネルギー規制当局によると、これらの燃料代替等に必要な資金は、既に成立

済みの法律（S1149）に基づいて設立されるエネルギー・クレジットの超過分の売買

銀行から得られるファンドと、1992 年のエネルギー政策法(EPAct)によって認められ

たエネルギー・クレジットの超過分の販売によって賄われるとしている。92 年のエネ

ルギー政策法は、各州は石油代替燃料を燃料とする自動車を購入することを義務付け

ている一方で、余剰のエネルギークレジットは他に転売可能としている。また、2011
年までは、再生可能エネルギー導入のための固定資産に対して 33％の税額控除を認め

ている。  
 
今後の承認を待っている 3 つの法案とは、まず 1 つ目（S1150/H1296）は、再生可

能な燃料に対する免税措置で、燃料中に混合されたエタノールについて 1 ガロン当た

り 0.27 ドルの州モータ燃料税を免除するというものである。 2 つ目の法案

（S1038/H1595）は、自動車から発生する排気ガスの量を削減するプログラムに関す

るもので、本法案では、自動車登記の際に、各自動車排気ガスの環境影響のレベルや

燃料価格に応じて自動車登記料に付加料金を課し、それを排気ガス削減プログラムの

< 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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資金に充当するというものである。そして 3 番目の法案（S1015/H1766）は、代替燃

料自動車、ハイブリッド車を購入する企業等に税額控除措置を講じるという内容とな

っている。 
 
ノースカロライナ州は、西海岸のカリフォルニア州と並び環境エネルギー対策に熱

心な州で、産学官それぞれが協力しつつ環境エネルギー対策に対する取り組みと経済

メカニズムへの導入努力の進んでいる地域の 1 つである。本年初めには、ジョージア

州のバイオマス電力発電会社がノースカロライナ州の EPA リサーチ・トライアング

ル・パークに対して年間 1 億キロワット時の再生可能エネルギー証書を今後 3 年間供

給する契約が結ばれる等、様々な試みが現実に進められている。 
以 上 

 
（参考資料） 

http://www.renewableenergyaccess.com/rea/news/story?id=37106 
http://www.dsireusa.org/documents/Incentives/NC20Fa1.htm 
http://www.energync.net/epc/docs/minutes/050519/2005%20Proposed%20Legisla

tion%20Current.doc 
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【バイオマス特集】 

 
世界初のバイオガス列車運行(スウェーデン) 

 
ディーゼル車両を改良 

 スウェーデンで 10 月 24 日、世界初のバイオガス列車が運行された。当初はスウェ

ーデン中部のリンシェーピング市からヴェステルヴィーク市までの全長約 120km の

ローカル線を約 1 時間 45 分かけて走るが、今後ガス・ステーションの拡大などのイン

フラ整備が進めば、カルマル市など南部スウェーデンにも延長される見込みである。 
 
 アマンダという名のバイオガス列車車両はもともと 1981 年にイタリアで製造され

たディーゼル車（フィアット社製、1334 号、YF1 型：全長 24.4m、47 トン、54 座席）

で、当時のスウェーデン国鉄（SJ）が購入した 100 車両のうちの一つ。北部特別仕様

として車両内にスーツケース置き場が備わっていた。2005 年 1 月にバイオガス列車プ

ロジェクトの主要責任者であるスウェーデン・バイオガス社に購入される直前は中部

スウェーデンのヨンショーピング市のローカル線で使用されていた。 
 
 ディーゼルのかわりにバイオガスで走るアマンダには車両の下に 6 本、もともと荷

物置場だったところをガスボンベ置き場に改良したスペースに 4本と計 10本のバイオ

ガス・ボンベを搭載している。これはリンシェーピング～ヴェステルヴィーク間を 2
往復半できるエネルギー量に相当する。エンジンには現在バイオガス使用バスに使わ

れているエンジンと同じものをボルボ社が提供した（VolvoGH10B 二基）。 高時速は

130km/時であるが、現在の運行路線の線路が古いため、実際は 110km/時で走るとの

ことである。 
 
環境に優しいバイオガス 

 環境への悪影響を軽減する度合いは著しく、アマンダの新しいバイオ・ガスエンジ

ンともともとあったディーゼル・エンジンを使用した場合との比較は表 1 のとおりで

ある。 
表 1 バイオガス・エンジンとディーゼル・エンジンの大気汚染（単位：g/kWh） 

 
 

 

 バイオガス・エンジン ディーゼル・エンジン 

一酸化炭素 0.01 0.60 

窒素酸化物 2.00 6.15 

非メタン炭化水素 0.10 0.35 

微粒子 0.01 0.16 

EU 基準 Euro5 Euro1 
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スウェーデン・バイオガス社のリリエヘーク社長は、10 月 24 日の記者会見の席上、

「バイオガスのメリットは三つある。つまり、環境に優しいこと、エネルギー供給が

確保されることおよび地域に雇用を創出することである。」と強調した。同社のバイオ

ガス生産プラントはリンシェーピングでフル稼働しており、隣接するノルシェーピン

グ市のプラントでも生産が開始され、カルマル市で共同プロジェクトが進行中である。

同社のバイオガスは農業廃棄物（穀物殻等）と有機廃棄物（畜産廃棄物等）を原料と

したもので、リンシェーピング市内および周辺地域のバイオガス・バスとバイオガス・

タクシーのガス需要を満たしている。同社によれば今後インフラの急激な拡大が予想

される。 
  
世界的にも注目 
 バイオガス列車運行にはスウェーデン国内ばかりでなく、外国も注目している。コ

ストの高い電気を使う電車は使えないようなローカル路線で現在もディーゼルを使用

しているところは、バイオガス供給さえ確保できれば基本的にどこでもバイオガス列

車に転換可能である。10 月 24 日の運行試乗にはドイツ、ポーランド、南米など各国

メディアも集まった。運転手にインタビューしたところ、ディーゼルに比べて非常に

音が静かだということであった。 
以上 

 
(参考資料) 
スウェーデン・バイオガス社ホームページのバイオガス列車情報 

http://www.svenskbiogas.se/pdf/en/Biogastrain_produktblad_2005.pdf 
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【個別特集】 

中国の省エネルギー情勢 
 

NEDO 技術開発機構 北京事務所 
曲 暁光 

2005.11.30 
1. はじめに 

 中国では経済成長、モータリゼーションの到来等に伴い、エネルギー消費量が急速

に伸びてきている。特に、石油輸入は増加の一途をたどり、2004 年には石油輸入が

1.2 億トンに達しており、石油の対外輸入度は 40％以上になっている。また、一昨年

以来、全国各地で相次いで起こった電力不足に加えて、従来は無尽蔵と思われていた

石炭も不足している。中国のテレビでは昨年末に、暖房に石炭が必要となる冬季到来

前に、主要産炭地である山西省の貯炭場に各地からの石炭トラックが列を成している、

衝撃的とも言える映像を映していた。 
 1993 年以来、中国は純石油輸入国になったが、1990 年代後半から中国政府が長年

堅持してきたエネルギーの「自力更生」政策から、自国の資源開発を行うとともに積

極的に海外の資源開発に打って出る「走出去」という政策への転換が行われている。

また、従来もっぱら地質探査による新油田とガス田開発に重きを置いてきた供給サイ

ド寄りの政策も大幅に見直され、省エネルギー等消費サイドと供給サイドのバランス

の取れたエネルギー政策が掲げられている。 
 このような背景の下、2004 年 3 月に政府は「政府活動報告」の中で省エネルギーを

初めて中国のエネルギー政策の柱として位置づけた。また、2004 年 11 月には、国家

発展改革委員会を中心に「省エネルギー中長期計画」が作成され、エネルギー多消費

産業での省エネルギーを重視するとともに、急速に伸びている住宅、商業施設の冷暖

房をはじめとする民生部門のエネルギー消費の抑制、自動車の燃費向上、軽自動車の

奨励等運輸部門の省エネルギーを推進している。なお、詳細については後述するが、

本年政府は省資源、省エネルギーおよびリサイクル等を含む、より広範な意味での「資

源節約型社会」の構築という政策目標を打ち出している。 
 
2. 省エネルギーの現状 
 下図に示されるように中国のエネルギー消費原単位は先進国と比較すると、大きな

差があり、今後省エネルギーのポテンシャルが非常に高いと思われる。因みに、政府

の予測ではこのまま対策を取らない場合、2020 年まで中国のエネルギー消費量は標準

炭ベースで 40 億トンに達し、2003 年のエネルギー消費量の約 2 倍に相当するとの見

通しである。 
ただし、中国における省エネルギーの推進には依然として大きな政策課題が残され

ており、その問題点と対策について以下に紹介する。 
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エネルギー利用効率の国際比較 
       

GDP 当たりのエネルギー消費原単位比較（中国を 100 とする） 

出典:日本エネルギー経済研究所 2000 年 

  
(1) エネルギー価格が十分に自由化されておらず、市場メカニズムが機能していない 
 中国では従来から石炭、電力、ガソリン、食料など市民生活に深く係わる基本物価

については中央政府が統一的に価格を決定してきた。 
1990 年代後半から石炭工業省と統配炭鉱（過去に政府が指定した大手の国営炭鉱）

が廃止され、炭鉱の所有が各地方政府に移管された後、石炭価格が徐々に自由化して

きているが、発電用石炭が電力価格に直結し、電力価格の急激な上昇により、産業競

争力の低下、市民の負担増、ひいては社会不安にまで発展しかねないことを考慮し、

政府は発電用石炭と電力の価格を両方低く抑えている政策を採っている。このため、

炭鉱側が国有の発電会社に石炭を売り惜しんでおり、積極的に統制価格の対象外の民

間発電会社または地方自治体が所有する発電所に石炭を販売するといういびつな状況

になっている。しかし、 近、需給関係等により変動する発電用石炭価格を電力価格

に反映・リンクさせる価格制度が出来てきている。 
また、ガソリン、ディーゼル等の価格も政府主導で決定されるものであるが、政府

の統制価格に不満を持つ石油会社の売り惜しみにより、上海、広州等主要都市では今

年の春から秋までガソリン、ディーゼルの品薄状態が長く続いていた。 
このような事情により、企業は意欲的に省エネルギーの設備投資を行うモチベーシ

ョンに欠けていると言われるが、現在政府は、例えば新技術と脱硫設備等環境設備が
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導入される新規の発電所に対して、採算性が合うように通常より高い電力料金設定を

許可する「同網同価」政策（環境設備への投資、グリーン電源を考慮の上、電力の卸

価格を統一する政策）を着実に推し進めている。 
また、 近政府主導で市民、企業の参加による物価改正を行う公聴会制度が整備さ

れ、このように政府が利害関係者の意見を尊重しつつ、エネルギー価格等が徐々に合

理的な水準までに上がるべく努力する姿勢は評価すべきであろう。 
 

(2) 分散電源の系統連係についての法整備が遅れている 
 2006 年１月から施行される「再生可能エネルギー法」では、電力系統を所有する電

網公司は再生可能エネルギー発電の電力を買い取る義務が課されているが、再生可能

エネルギー以外の分散電源の系統連係については法整備がなされていない。政府は各

事業所の廃熱回収を奨励しているものの、電網公司は電力系統の安定、電力の品質保

障等を理由に積極的に事業所の自家発電、廃熱回収発電、効率的な中･小型コジェネレ

ーション導入等の分散電源の系統連係に対応していないため、事業所で廃熱発電事業

を行う際、系統連係の許認可、余剰電力の販売等については、個別に政府、電網公司

と協議の上、それぞれの了承を取り付けなければならない。それにより、各企業が省

エネルギー投資に踏み切れないケースが多々あると推測される。 
 
(3) 省エネルギーに関するインセンティブ措置が少ない 
 企業は旧国営企業の杜撰な経営から脱皮し、市場経済に相応しい責任ある経営を目

指す一方、政府は今までのように企業に対して人事、予算面等をすべて管理する「過

保護」状態から、政府がマクロ的な視点から経済運営を行うものの、企業活動は企業

自身と市場に任せる方針に転換している。新規プロジェクトの許認可をする際、政府

は優先順位の高い省エネルギープロジェクトを先にするものの、企業に対して資金支

援の制度、税制面の優遇制度がほとんど無い。生産性向上につながる設備を除いて、

経済性の面から高効率な省エネルギー設備を導入するより、老朽化した設備を維持す

る方が採算が合うと判断する企業は数多くある。現在、多くの中国企業では 1950、60
年代に旧ソ連が生産したプラントが稼動している。 
 今後、政府が企業の省エネルギー投資を支援する実効性のある優遇制度を作れば、

中国企業における省エネルギー設備の刷新が一気に加速すると期待される。 
 
(4) 法整備の遅れと実行面の不徹底 
 1997 年 11 月に政府が省エネルギー法を公表し、1998 年 1 月より同法が施行された

ものの、法律内容を実行、監督する体制が整っておらず、省エネルギー法の実施細則

と各分野別の省エネルギー関連の法律が未整備のため、法の遵守が全くといっていい

ほど徹底されていなかった。特に、近年エネルギー消費が急速に伸びている民生建築

物や、自動車の燃費等運輸部門における省エネルギーを省エネルギー法に反映させ、

同法の見直しをするとともに、法律の適正な実行を保証するための体制整備も早急に
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行わなければ、法律の存在意義が問われかねない状況にある。 
 近、政府は新たに鉄鋼、セメント、精錬等従来のエネルギー多消費産業のより厳

しい省エネルギー基準を部門別に作っており、建築物の省エネルギー基準も制定し、

ESCO (Energy Service Company)等省エネルギーの新しいビジネスモデルを通じて

建築物におけるエネルギー消費の抑制を図ろうしている。因みに、過去 NEDO が中国

でモデル事業として実施してきた製鉄所の省エネルギー技術、セメント廃熱回収技術

等の成果は着実に普及しつつある。 
また、自動車の燃費についての新たな法整備が始まっており、更に、今年米国が包

括エネルギー法案を可決したのを受け、中国政府も今後 1～2 年かけて個別のエネルギ

ー関係法律を総括し、全体の整合性が図れるエネルギー基本法の制定に向けて事務レ

ベルでの準備作業を開始した。 
 
3. 省エネルギーを含む資源節約型社会の構築 
 今年の 11 月 18 日に、温家宝総理を責任者とする国家発展改革委員会、国有資産管

理委員会、国家統計局、財政部等主要官庁をメンバーとする研究会が三年間をかけて

作成した「中国生産力発展研究」の報告会が北京で行われた。その報告会の中で、将

来中国の更なる発展を妨げる潜在的な危機としてエネルギー安全保障、金融安全、社

会保障が挙げられている。中国の石油輸入依存度は年々高まりつつある。今までのよ

うなベースで石油を輸入すれば、2010 年 54.4%、2015 年 57.4％、2020 年 59.7％ と
石油の輸入依存度は猛烈に増加し、中国経済に致命的な打撃を与える可能性を秘めて

いるとも指摘される。 
 エネルギー安全保障の問題を解決するため、今後中国政府は「総合的エネルギー戦

略」を実施する中、省資源、節水、省エネルギー、リサイクル等を含む、より広範な

意味での省エネルギー、すなわち「資源節約型社会の構築」を 重要視している。政

府が自ら「資源節約型社会」を実践し、知見を蓄積するため、本年華建敏国務院秘書

長（内閣官房長官に相当する）を責任者とする「資源節約型社会」に向けた政府のタ

スクフォースが作られており、各政府部門に省資源、省エネルギー、節水等を呼びか

けるとともに、不定期的に実施状況について監査を行う。また、 近、「資源節約型社

会」を実現させるため、従来から消費サイドの省エネルギー行政を所管する国家発展

改革委員会環境・資源節約総合司の中に「節約型社会弁公室」（注：「弁公室」は日本

語の「事務局」と同等の意味）を新設するといった体制強化の動きも見られる。 
 いずれにせよ、今後も高い経済成長が続く中国がより大量のエネルギーを消費する

ことにより、世界のエネルギー供給のバランスが崩れると懸念される中、中国におけ

る省エネルギーの成否は日本を含む東アジア、ひいては世界のエネルギー供給に大き

く影響すると考えられる。既に省エネルギーに関する豊富な知見を有する日本はハー

ド、ソフト両面からいかに効率的に中国に協力できるかが世界のエネルギー供給バラ

ンスにとっても非常に重要な要素であると言えよう。 
以 上 
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【個別特集】 

国際オゾン協会・PAG 地域会議への出張報告 

- 2005Annual Conference International Ozone Association - Pan American Group - 
 

NEDO 技術開発機構 環境技術開発部 
藤原 一郎 

 
1. はじめに 
国際オゾン協会・PAG 地域会議（Annual Conference of International Ozone 

Association - Pan American Group：以下、IOA-PAG 地域会議）は、オゾン利用範囲

の拡大を目指し、オゾン利用技術にかかわる研究者が各々の取り組み状況、研究成果

について発表、意見交換を行う場である。 
国際オゾン協会は、アメリカを中心とする Pan American Group（P.A.G.）、ヨーロ

ッパ、アジアを活動の中心とする European African Asian Australasian Group
（E.A3.G）、日本のNippon Island Group(N.I.G)の 3地域グループで構成されており、

隔年に開催される世界会議と毎年開催される地域会議がある。世界会議は各グループ

が持ち回りで実施している。この度、本年 10 月 8 日～12 日に、米国ジョージア州ア

トランタから車で 1 時間ほどの郊外にある Lake Lanier Islands で開催された PAG の

地域会議に参加した。Lake Lanier Islands は、森と湖に囲まれた風光明媚な土地で、

夏場はゴルフや、ウォータースポーツのリゾート地として多くの観光客が訪れる地区

である。 
 
2. IOA 年次総会の状況 

地域会議は、米国にて行われたということもあり、参加者の中心は米国からの出席

であり、参加者は全部で約 100 名であった。なお、日本からは NEDO および日本オゾ

ン協会からそれぞれ 1 名の計 2 名が参加した。 
 
3. テクニカル・セッションでの発表内容 

2 日間にわたり行われたテクニカル・セッションに参加したが、セッションの構成

は以下の通りであった。セッションごとに 4～5 つの発表が行われた。 
 
・ 現地の浄水施設におけるオゾン処理導入事例 
・ 食品、農業分野へのオゾン処理の適用事例 
・ 浄水処理におけるオゾン処理 
・ 促進酸化処理 
・ 殺菌と副生成物について 
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・ オゾンの物質移動と反応のモデル 
・ オゾン処理のオペレーション 
・ オゾン処理に伴う新たな汚染物質 
・ 実規模施設でのオゾン処理の適用状況 
・ 廃水処理におけるオゾン処理 
 
オゾンは、酸化力の強い物質で、近年日本の浄水場においてもにおい成分の除去や

トリハロメタン生成能抑制を目的に、適用が広がりつつある。また、 近問題視され

ているクリプトスポリジウムについては、オゾンによる不活化が有効であるとされて

おり、水処理分野においては注目を浴びている物質である。 近は、オゾン処理に伴

う副生成物、消費エネルギーの低減、高効率化にむけた研究開発が進んできており、

本地域会議においても関連する分野において多くの発表がなされた。また、食品等へ

の新たなる利用先についても関心が高い。 
 

4. NEDO 事業「省エネルギー型廃水処理技術開発事業」についての発表 
廃水処理のセッションにて、NEDO の推進する事業「省エネルギー型廃水処理技術

開発」についての発表を行った（添付資料参照）。同事業は、高濃度オゾンを適用する

ことにより、余剰汚泥発生量の削減、難分解性物質の除去および省エネルギー化を目

指している。 
本技術開発では、テーマのひとつに余剰汚泥発生量の削減を謳っているが、米国で

は汚泥削減の必要性が当面ないため、日本オリジナルのオゾン利用技術であるといえ

る。しかし、米国でも今後汚泥処理の必要性が高まるとの見通しがあり、その中でオ

ゾンによる余剰汚泥発生抑制技術が、一部の専門家の間で注目されている。そのため、

出席者には特殊な利用技術として興味を持ってもらうことができた。 
 
5. 米国におけるオゾン処理技術 

終日には会場の近くにあるショールクリーク浄水場と建設中のスコットキャンド

ラー浄水場の視察を行った。米国では 2002 年現在で約 400 カ所のオゾン処理が導入

された処理場があるといわれており、オゾン利用に関しては先進的であるといえる。2
カ所とも大規模、かつ 新のオゾン設備を保有しており、非常に興味深い見学会であ

った。 
米国では、オゾンの利用先については、上水ばかりでなく、化学分野、食品分野な

どに広がりを見せており、今後もその拡大が期待されている。 
以 上 
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【エネルギー】 

世界エネルギー展望2005－中東・北アフリカの見通し 

 
「世界の石油とガスの市場にとって、中東と北アフリカの重要性は決して過小評価

できるものではない。これらの国々は莫大な資源を有しているが、その資源は今後さ

らに開発していかなければならない。投資を先延ばしにするべきではない。」パリに本

部を置く国際エネルギー機関（International Energy Agency：IEA）のウィリアム・

C・ラムゼイ事務次長は11月7日ロンドンで、「世界エネルギー展望2005－中東・北ア

フリカの見通し（World Energy Outlook 2005：Middle East and North Africa 
Insights）」の調査結果を発表し、このように述べた。ラムゼイ事務次長は、上流およ

び下流部門の投資不足が過去数カ月間の世界石油市場における極度の緊張を招いたこ

とを指摘し、世界のエネルギー需要の増加に対処していくうえで同地域が極めて重要

な役割を担っていることを強調した。 
 

「世界エネルギー展望2005」は、世界のエネルギー市場は2030年まで力強さを持続

すると予測している。政策の変化がなければ、世界のエネルギー需要は現在から2030
年までに50%以上増加することが予測される。世界のエネルギー資源はこの需要を満

たすのに十分であるが、これらの資源を消費者に供給するためには17兆ドルの投資が

必要となる。IEA加盟国および中国やインドなどの輸入大国の依存度はさらに高まり、

中東と北アフリカからの石油とガスの輸入は増加することが予想される。エネルギー

に起因するCO2排出量も増加が予想され、2030年までに現在より52%増加することが

見込まれる。「予測されるこれらの傾向は重大な影響をもたらすものであり、エネルギ

ー安全保障あるいは環境の点から見て持続可能ではない未来に通じるものである。

我々はこのような結末を変え、地球を持続可能なエネルギーの軌道に乗せなければな

らない。」とラムゼイ氏は述べた。 
 

「世界エネルギー展望2005」は、2030年までの中東・北アフリカ地域のエネルギー

の見通しに焦点を当てており、アルジェリア、エジプト、イラン、イラク、クウェー

ト、リビア、カタール、サウジアラビアおよびアラブ首長国連邦の情勢を詳細に取り

上げている。内需、資源、政策、投資、生産、輸出、さらには塩水脱塩のためのエネ

ルギー利用に至るまで調査が実施された。「我々の知る限り、中東と北アフリカに焦点

を当てた出版物の中で同地域のエネルギー部門についてこれほど広範に国別の調査を

行ったものは初めてである。エネルギーの枯渇が専門家により議論されている時勢に

おいて、この調査結果は極めて今日的な意味を帯びるものである。」とラムゼイ氏は述

べる。 
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中東・北アフリカ地域におけるエネルギーの国内需要は、人口増加、経済成長およ

びエネルギー部門への多額の補助金により増加している。一次エネルギー需要は2030
年までに2倍以上になることが予想される。また、中東・北アフリカ地域における石油

の生産は2030年までに75%増加することが予測され、天然ガスの生産は3倍に増えるこ

とが予測される。これにより天然ガスの輸出も増加することが予想される。世界の石

油生産に占める同地域のシェアは、2030年に現在の35%から44%に上昇することが予

測される。しかし、これは中東・北アフリカ諸国がエネルギーのインフラに年間560
億ドルの投資を行う必要があることを意味している。上流部門で必要とされる石油の

投資水準は、過去10年間と比べて2倍以上になることが予想される。 
 

一方、十分な投資が行われなかった場合や消費国の政策が変わった場合はどうなる

であろうか。これらのリスクを評価するために「世界エネルギー展望2005」はいずれ

も現実に起こりかねない二つのシナリオをさらに展開している。一つ目の「投資遅延

シナリオ（Deferred Investment Scenario）」は、意図的か否かを問わず生産国におけ

る投資が遅れることを想定している。もうひとつの「世界代替政策シナリオ（World  
Alternative Policy Scenario）」は、価格上昇、環境あるいは安全保障上の目標、もし

くはこれら全ての影響によって、エネルギー輸入諸国が需要抑制を断行し、燃料の消

費パターンを変えることを想定している。 
 

これら二つのシナリオは、中東・北アフリカ諸国に重要な影響をもたらすものであ

る。「投資遅延シナリオ」の場合、エネルギーの価格は急激に上昇する。世界のエネル

ギー需要は落ち込み、同地域の石油とガスの輸出収入は2004年から2030年までに1兆
ドル以上減少することが見込まれる。世界のGDP成長率も鈍化する。投資の遅れは多

くの要因によりもたらされる可能性があるが、いずれの要因であれ価格の上昇、先行

不安の増大および市場の混乱をもたらす。 
 

「世界代替政策シナリオ」は、消費諸国で考慮されている新たな政策の影響につい

て検討している。「2005年7月のグレンイーグルズサミットで合意されたG8行動計画

によって、よりクリーンなエネルギー利用促進と気候変動への対応に向けた詳細なイ

ニシアチブが開始された。IEAはこの中で重要な役割を果たすことを求められている。

この行動計画は強力な世界的責務であり、G8が掲げる目標を達成するために各国政府

は代替政策（代替政策シナリオで示されているものなど）をすでに導入しつつある。」

とラムゼイ氏は説明する。このシナリオによると、世界の石油とガスの需要の伸びは

より小さくなるが、中東・北アフリカの石油とガスに世界が大きく依存する状況は続

くものとされる。CO2排出量は基準シナリオの水準よりも16%減少するが、それでも

2030年までにおよそ30%の増加が予測される。 
 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
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国際的なエネルギー価格の予測は「世界エネルギー展望2005」において大幅に上方

修正された。これは、石油の生産および精製部門で数年にわたり過小投資が続いたこ

とを受けて市場の予測が変化したことによるものである。国際価格の一つとされてい

るIEAの原油輸入価格は、2004年に平均36.33ドル／バーレルであり、2005年9月に65
ドル前後（2004年時点ドル価値）の 高値をつけた。基準シナリオにおける価格は、

原油の生産および精製の新たな生産量が見込まれる2010年に35ドル程度（2004年時点

ドル価値）に落ち着くものとされている。その後は緩やかに上昇することが予測され、

2030年に39ドル近くまで上がることが予想される。「投資遅延シナリオ」における石

油価格は2030年に52ドルに達するものとされている。 
 

「世界エネルギー展望2005」は、600ページに及ぶ詳細な統計と綿密な分析を収め

ている。報告書はIEAにより作成され、生産諸国、産業界およびOPECを始めとする諸

機関など世界各国からの多くの専門家が協力を行った。IEAが毎年刊行する「世界エ

ネルギー展望」シリーズは世界のエネルギー市場の長期的な分析を行っており、信頼

ある情報源として長年にわたり評価されている。またその優れた分析は数々の栄誉を

受けており、ロシア科学アカデミー、米国エネルギー省など数多くの公的あるいは民

間の機関から数々の賞を受けている。 
以上 

翻訳：NEDO情報・システム部 
（出典：http://www.iea.org/Textbase/press/pressdetail.asp?PRESS_REL_ID=163） 
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【新エネルギー】 

2005 年においてイタリアの風力エネルギー増大中（イタリア） 
 
予期に反し 2005 年に入ってイタリアにおける風力発電設備設置が増大している。2005

年上半期において既に総出力 225MW の風力発電設備が設置されており、2005 年下半期

においても既に何社かの風力発電設備が完成、あるいは建設されている 中である。 
 
よって 2005 年における風力発電設備設置総出力は、前年の設置総出力 357MW を

大幅に上回るであろうと考えられている。なお、イタリアの 2005 年 6 月末までの総

出力は約 1,500MW に達している（2004 年末におけるイタリアの風力発電設備総出力

は 1,261MW）。 
 
2005 年 1 月から 6 月末までに設置された風力設備について特に際立つこととして、

出力 1.5MW と 2MW の大型風力設備が多く設置されたことが上げられる。2005 年 6
月末時点におけるイタリアの大型風力発電設備の市場普及率は全体の 14％を占めてい

る。しかしながらなんと言ってもイタリアにおいて一番普及している風力設備の規模

は、出力 850ｋW の中型設備であり、今も常に増大し続けている。 
 
イタリアの主要風力発電設備メーカーはイタリア南部ターラント市に本拠を置く

VESTAS ITALIA 社であるが、同社は現時点においてイタリアの風力発電設備市場シ

ェアの 62％を獲得している。他のメーカーとしては ENERCON社(市場シェア 14％)、
GAMESA 社（市場シェア 10％）、GE Energy Wind 社、Repower 社等がある。 

 
一方風力発電企業としては IVPC（Italian Vento Power Corporation）社がイタリ

アで一番多くのシェア（41％）を獲得しており、ENEL(18%)と EDISON 社(16%)を
大幅に引き離している。 

 
風力発電設備をイタリアで一番多く設置している州は、イタリア中南部のカンパーニ

ャ州である。2005 年 9 月 15 日に完成されたアッヴェリーノ県アンドレッタ市とビザッ

チャ市間に設置された風力パーク（総出力 70MW）によって同州は約 360MW の風力発

電設備を保有することになった。このアヴェッリーノ県の風力パークは、イタリア北部

の新エネルギー源電力会社、FRI-EL Green Power 社とフランスの EDF グループの会

社、EDF Energies Nouvelles 社間のジョイントベンチャ－によって実現された。 
 
風力発電機の製造からインフラ完成まで全て VESTAS ITALIA 社によって実現され

た本風力発電所は、プロペラの直径 80 メートル、出力 2MW による大型発電機 35 基

で構成されている。年間 1 億 9,000 万ｋWｈ（6 万戸の家庭の電力を賄う）の電力を

< 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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生産し、また年間 12 万 4,000 トンの CO2 の排出削減を実現させる。 
 
更にまた FRI‐EL Green Power 社と EDF Energies Nouvelles 社は、イタリア南

部プーリア州フォッジャ県サンタガタ・ディ・プーリア市に風力パークを設置するプ

ロジェクトを現在推し進めている。2005 年末～2006 年 1 月に完成が予定されている

総出力 72MW のフォッジャ県の風力パークは、アヴェッリーノ県の風力パークと同様

に VESTAS ITALIA 社の大型風力発電機（出力 2MW、プロペラの直径 80ｍ）36 基で

構成される。 
 
一方 2005 年 10 月 7 日には Gamesa Energia Italia 社の風力発電所がイタリア中部

アブルッツォ州アクイラ県の山岳地コクッロ市で完成された。総出力 31.45MW（1 万

戸強の家庭の電力需要を賄うことができる）の本風力パークは、出力 850ｋW の風力

発電機 37 基で構成されている。 
 
スペインの GAMESA グループの会社であるイタリア企業、Gamesa Energia Italia

社のコクッロ市の風力発電機は、同グループ会社の風力部門における世界的リーダー

会社、Gamesa Eolica 社によって製造されたものである。Gamesa Energia Italia 社

は既にサルデーニャ州のフロリナス市に 20MW の風力発電所を設置しており、また現

在カンパーニャ州ラルディーノ市（14MW）とバジリカータ州（60MW）においても

風力発電所を建設している 中である。 
 

以上 
 

出所：イルソーレア 360 グラーディ月刊誌、イルソーレ 24 オーレ紙、GAMESA 社

WEB サイト 
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【新エネルギー】 

海洋エネルギー電力網がマンションに接続される（イタリア） 
 
イタリア半島とシチリア島間のメッシーナ海峡の海流を利用した海洋エネルギー実

験設備“ENERMAR（エネルマル/ 海のエネルギーと言う意味）”が、2002 年 6 月に

メッシーナ海峡に設置され、3 年間の諸々の実験テストをクリアした後、今や

“ENERMAR”は ENEL の電力網に接続されることになった。 
 
ナポリの技術研究開発会社“ポンテ・ディ・アルキメーデ株式会社”によって実現

され、EU 補助金の範疇におけるシチリア州の補助金 50％の出資を得て実現された

“ENERMAR”にはポンテ・ディ・アルキメーデ社が特許を持つ KOBOLD（コボル

ド/ドイツ語で小妖精と言う意味）と言う名の発電タービンが設置されている。 
 
KOBOLD の出力は海流の早さによって異なり、 低 15ｋＷ、 高 70ｋＷある。こ

の出力は 1 戸のマンションとして必要な電力を充分に賄うことが出来る出力である。

KOBOLD は、今後、シチリア島地域に存在している小さい島、特にまだ電力網が設置

されておらず、且つ環境保護のために（火力発電所のような）従来の発電所を作れな

い小さい島に電力を供給する可能性を開くものである。 
 
10 月上旬にメッシーナ市においてポンテ・ディ・アルキメーデ社主催による海洋エ

ネルギー利用会議が開催された。同社の海洋エネルギープロジェクトに関与するイタ

リアと国外の関係者が参加した本会議において「KOBOLD プロトタイプは既に諸々の

実験テストを全て乗り越えているために第 2 世代のタービンが設置・実験される」こ

とが明らかにされた。 
 
更にまた、ポンテ・ディ・アルキメーデ社のエリオ・マタチェーナ会長は、「第 2 段

階の海洋エネルギープロジェクトは、メッシーナ県ガンズィッリ市（メッシーナ海峡

に面した町）の環境技術のための新公園、オルチヌス・オルカ公園（Parco Horcynus 
Orca）内で実験される。更にまた海洋エネルギー利用第 2 段階として、より良い効率

を保証する 1 秒 8 メートルの海流を有する中国、フィリピン、インドネシアのいくつ

かの島々において KOBOLD が実験される」と述べた。 
 
ポンテ・ディ・アルキメーデ社のアベルト・モローゾエンジニアは、「イタリアの外

務省とポンテ・ディ・アルキメーデ社は、海洋エネルギー利用第 2 段階のために既に

80 万ユーロの資金を用意している」ことを明らかにした。 
 
現在の KOBOLD は、直径 10 メートルのプラットフォームと直径 6 メートルの羽を
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3 つ持つ縦型タービンによって構成されている。モローゾエンジニアは、「このプラッ

トファーム 10 個で、住人 1,000 人の島の電力需要を充分に賄うことが出来る」と保証

している。 
 
なお、ポンテ･ディ･アルキメーデ社と CNR (イタリア学術会議)に属する ITAE（ エ

ネルギーのための進歩的技術機関 / Istituto di Tecnologie Avanzate per Energia）は、

数年前から燃料電池部門や“ENERMAR プロジェクト”において協力関係にあるが、

両者は更に大きな野望も持って、自動車やボートを動かすために海洋エネルギーを水

素燃料電池に転換させると言う先見的研究も推し進めている。 
 

以上 
 

出所：コッリエーレ・デッラ・セーラ紙、イルソーレ24オーレ紙、テレビRAI 3環境番組、他 
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【省エネルギー】 

大型ビルの冷却エネルギーを節約する添加剤（米国） 
 
米国立標準技術研究所(NIST)の研究者は、米国の大型商業ビルを冷却する水冷却機

のエネルギー効率を改善する設計方法を見つけ出した。 
 
この技術を開発した NIST の機械技師マーク・コズルスキーによれば、フルスケー

ル冷却機システムの実験によって確認された場合、この NIST の方法は冷却機により

毎年使用される電力の 3200 億 kWh の 1 パーセントあるいは等価的に 550 万バレルの

石油を節約することが可能になる。 
 
この進歩は、潤滑剤と冷却機冷媒の混合を 適化するために設計された過去の NIST

の研究に基礎を置いている。ある潤滑剤が少量注入された時、蒸発器の熱伝達を著し

く向上させることができることを研究者が発見し、冷却機の効率が増加できた。 
 
このプロセスをより入念に調べた結果、追加した油の表面張力、粘性、組成および

化学的特性が、冷却機の基盤潤滑剤を補足する時に も効率的な熱伝達が生じるとい

うことを発見した。 
 
この方法について報告した 近の論文*では、コズルスキーは、正しい添加剤がどの

ように蒸発器表面に非常に薄いカバーを生ずるかに関して報告している。沸騰中にバ

ブルの促進を生じさせ、冷却分子が蒸気へより一層変換し、ヒートポンプに似て冷却

機の冷却能力を増加させる。 
 
コズルスキーは、冷却機の潤滑剤タイプに従い異なるタイプの油添加剤を選択する

法則を開発し、運任せな計画ではなくエネルギーの改良促進を成功させた。法則によ

って識別された、いくつかの油添加剤と潤滑剤の組合せのエネルギー改善の可能性を

調べるテストが実験室の研究で進行中である。 
 
「実験室内の成功から日常の大規模な冷却機へ応用への飛躍は大きい。NIST は、メ

ーカーがこの理論を適切な製品にできるだけ早く取り入れることに期待している。

我々は、理論とその応用への民間企業の関心を歓迎している」とコズルスキーは語っ

ている。 
以上 

 
*M. Kedzierski: Method and transport properties for enhancing the nucleative heat 
transfer of refrigerant chiller evaporators. PriorArt Database, ip.com. Online publication 
date, Sept. 28, 2005. 
 
この NIST の研究の詳細は以下にも記述されている： 
http://www.bfrl.nist.gov/pdf/NISTIR7132.pdf 

 
( 出典：http://www.nist.gov/public_affairs/techbeat/tb2005_1117.htm#energy ) 
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【環境】 

地球温暖化の影響を地域レベルに絞り込む新手法（EU） 

 
近い将来、新しく開発された手法によって、人々は自分が暮らす地域がどれくらい

地球温暖化の影響を受けやすいかを知ることができるようになりそうである。 
 

STARDEX（Statistical and Regional dynamical Downscaling of Extremes for 
European regions）プロジェクト（注１）に参加するイーストアングリア大学（University 
of East Anglia : UEA）を代表としたEUの７つの研究チームが、気候パターンが変化

している徴候を地域レベルに絞り込むという研究を行った。この取り組みは、イギリ

スおよびヨーロッパ全土における洪水、熱波および干ばつの発生を細分化した地域毎

に予測するために行われたものである。 
 
この新しい分析手法は、予測される洪水の増加に政府が備えるうえで、さらにはそ

れらを未然に防ぐうえでも役に立つ可能性を持っている。予測される洪水の増加は、

今世紀末までにライン川の一部地域で50%、イギリス北西部などの地域で25%になる

とのことである。 
 

EUが支援する同プロジェクトは、地域毎の気候変動がもつ複雑な影響力を解明する

ために、ヨーロッパ全域から専門知識を集結して行われた。 
 
同プロジェクトの報告書は、11月28日から12月9日までカナダのモントリオールで

行われる京都議定書と気候変動の影響を話し合うための国連気候変動会議で発表され

る。 
 
これまで行われてきた気候変動の分析は、地球温暖化が気温と降雨に与える影響を

250kmごとに測定される気候変動モデルのデータ分析から予測することにとどまって

いる。このような広範囲の分析では気温や降雨の傾向が平準化され、結果として各地

域における気候変動の影響が一般化されてしまう。 
 

STARDEXは、多種多様な 良の統計・モデリング技術を応用して特定の場所で起

こりうる気候変動の影響を明らかにすることを目的としたプロジェクトであり、ヨー

ロッパ全域を対象にした初の研究である。プロジェクト名には細分化（downscaling）
を掲げており、使用される手法は地域レベルの気温と降雨の変化について以前よりも

格段に精度の高い情報を提供する。 
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研究グループは、ヨーロッパ全域から6つのケーススタディ地域を選び、その地域の

過去40年の気候傾向を分析し、21世紀末時点で起こり得る変化を予想した。分析には、

ヨーロッパ全域の491カ所の観測所の観測日誌から特別に作成したデータセットを活

用した。  
 
イギリスに拠点を置く研究グループによる報告書は、2100年までにイギリス南東お

よび北西部において冬に洪水を引き起こすような5日間におよぶ大雨が降る確率が

大25%増加するとともに、夏の降雨が 大25%減少して干ばつをもたらす恐れがある

ことを明らかにしている。これらの新たな統計は特定の地域における異常気象の可能

性を判断する一助となることが期待できる。また、これらは地域の地形を考慮してお

り、地域住民が洪水や干ばつなどの災害に備え、さらにはそれらを防ぐ上でも役に立

つ可能性がある。現時点で、少なくとも500万人がイングランドおよびウェールズの洪

水発生リスクが高い地域に暮らしている。 
 

STARDEXの報告書は、地域毎の影響を予測するためにさらに効率の良い手法を開

発する必要があると結論づけている。このための取り組みはすでにENSEMBLES（注２）

という総合プロジェクトの一環として始まっている。このプロジェクトは気候変動予

測の理解を深め、不確実性を減らしていくことを目指している。 
 

STARDEXのプロジェクトコーディネーターを務めるUEA気候研究部（Climate 
Research Unit）のClare Goodess博士は次のように述べる。「STARDEXの予測は、ヨ

ーロッパの各都市および地域で起こることが予想される異常気象の頻度と規模の変動

性について、人間活動による地球温暖化を抑制するための行動がとられない場合を想

定して数値化を行っている。冬に洪水が増えるという予測は、洪水で被害と混乱が生

じた 近の経験とともに、イギリス北西部のカーライルやドイツのケルンなどの都市

住民に警報を発することになるだろう。」 
 
「夏の降雨予測についての確信を深めるにはさらに研究を進めていかなければなら

ないが、洪水、干ばつおよび熱波の危険が増すという予測に対して我々は十分な確信

を持っており、気候変動対策の必要性はかつてないほどに差し迫ったものであると強

く感じている。」Goodess博士はこのように語った。 
 
ヨーロッパ地域のケーススタディ 

ドイツ・ライン州：21世紀末までに異常気温の発生が大幅に増加することが予測され

る。特に夏に著しい増加が予想され、年ごとの変動性の増大を伴う。冬に発生する大

雨の規模および頻度は、ドイツのライン川の一部流域で21世紀末までに40～50%増加

することが予想される。  

< 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969号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/969/
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エミリアロマーニャ州（イタリア）：冬、春および秋に異常気温の発生が大幅に増加す

ることが予測される。この結果、特に秋において熱波と干ばつの日数が増えることが

予想される。冬日は減少することが予測される。 
 
ギリシャ：気温の平均値と極値は上昇することが予測される。ギリシャの大陸中央部

およびエーゲ海の一部で冬の大雨が増加することが予測される。 
 
イベリア半島：西部で夏の気温が上昇し、冬日が減少することが予測される。 
 
アルプス：全体的に冬の降水量が増加し、特に異常降水の増加が予想される。夏は降

水量が少なくなる傾向が予想される。 
以上 

翻訳：NEDO情報・システム部 
 

( 出典：http://comm.uea.ac.uk/press/release.asp?id=578  ©UEA 2001, all rights 
reserved. Used with permission from the University of East Anglia ) 
 
注１）STARDEXプロジェクトの詳細は以下のウェブサイトで知ることができる。 
http://www.cru.uea.ac.uk/projects/stardex/ 
注２）ENSEMBLESプロジェクトの詳細は以下のウェブサイトで知ることができる。 
http://www.ensembles-eu.org/ 
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【環境】 

北京の大気汚染と温室効果ガス対策（中国・米国） 

 
米国が支援する中国の研究チームが、2008年の夏季オリンピックとその後に向けて

温室効果ガスと地域の大気汚染物質を大幅に削減するための戦略概要をまとめた。ク

リーンエネルギー技術と政策を導入することにより、北京市は2010年の二酸化炭素排

出量を年間22%まで削減できる可能性があることがこの研究で明らかにされた。健康

に悪影響を及ぼす粒子状物質の排出についても年間40%の削減が可能であるとのこと

である。この北京プロジェクトは、EPA（Environmental Protection Agency : 環境保

護庁）が中国およびその他の発展途上諸国とともに持続可能な環境を推進するために

行っている取り組みの中の一つである。 
 

「この画期的な研究は、温室効果ガス排出と地域の大気汚染物質を削減しつつ持続

可能な成長を促進する上で国際協力が有効であることを示している。」とEPAの大気・

放射線担当官補佐（Acting Assistant Administrator for Air and Radiation）のBill 
Wehrumは述べる。「現在我々が中国の中央政府および地方政府と行っている協力は、

人々の生活に大きな変化をもたらす方法を協力によって広めることができることを証

明している。近いうちにこれまでの取り組みの成果を「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）」を通して広めることができるだろう。」 
 

上記パートナーシップは、1月にオーストラリアのシドニーで行われる閣僚会議の場

で正式に発足する予定であり、中国、インド、オーストラリア、日本および韓国が参

加することになっている。 
 

EPAの協力のもと、中国の研究チームは「北京オリンピック大気質行動計画（Beijing 
Olympic Air Quality Action Plan）」を支援する相互利益に関する詳細な分析をまとめ

た。この研究では、2008年の夏季オリンピックの前に北京の大気質を改善するための

施策について検討が行われた。これらの施策の中には、天然ガスの利用拡大、エネル

ギーの効率化および環境に優しい輸送などが含まれている。輸送の中にはタクシーや

拡大している公共交通機関の燃料をよりクリーンなものにすることが含まれている。 
 

この研究で検討された施策が実施された場合、1400万人近くの市民を抱えて急成長

を続ける北京は、人々の健康改善と二酸化炭素排出量の抑制によって恩恵を受けるこ

とになるであろう。同研究の調査結果は中国の政府首脳部に広く通知されることにな

っている。 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート969号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/969/
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同研究の報告書は、 EPA の「統合的環境戦略（ Integrated Environmental 
Strategies : IES）プログラム」が後援となり、北京で行われた温室効果ガスと大気汚

染の抑制政策に関する国際ワークショップの開催中に発表された。 
 
EPAのIESプログラムは、発展途上国の研究チームおよび政策立案者らと共同で温

室効果ガスおよび大気汚染物質の排出を削減する政策がもたらす環境・健康および経

済の相互利益に関する分析と定量化を行っている。 
 

IESの北京プロジェクトおよびこの程発表された報告書「エネルギー選択肢と健康上

の利益、北京の事例研究（Energy Options and Health Benefit Beijing Case Study）」
の詳細は、ウェブサイトhttp://www.epa.gov/ies/ を参照のこと。 
 

また、EPAが中国で行っている大気と気候に関するプログラムの詳細は、ウェブサ

イト http://www.epa.gov/oia/airandclimate/byregion/chinaair.html を参照のこと。 
以上 

翻訳：NEDO情報・システム部 
( 出典：http://yosemite.epa.gov/opa/admpress.nsf/d9bf8d9315e942578525701c005e
573c/bd4072c883d41326852570c20059d17d!OpenDocument ) 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.969,  2005.12. 14 
 

55 

【産業技術】ライフサイエンス  

生物テロ攻撃に備える研究へのグラント（米国）  

 
ローチェスター大学医療センターの研究チームが、1,000 万ドルのグラント 2 件を獲

得した。同グラントの目的は、ウィルスやバクテリアを兵器として使用するテロ攻撃

に対する自己防衛の国家的な準備を支援することである。ダーティ・ボム（注 1）の攻撃

を受けた場合の応急治療の改善を目指すグラント（9 月）と今回（11 月）の新しいグ

ラントを合わせて、同医療センターはテロ対策研究の資金として 4,100 万ドルを 2 カ

月後に受け取る。 
 
米国立アレルギー感染病研究所（NIAID）がこの 2 件の新グラントを拠出する。同

研究所は、バイオテロに使用される可能性がある生物剤のワクチン研究で米国をリー

ドしている。1 件目のグラントによって、生物兵器防衛免疫モデリングセンター

（Center for Biodefense Immune Modeling）が設立される。同センターは、 も脅

威となる 2 つの病原体、A 型インフルエンザと天然痘に対するヒト免疫反応の数理モ

デルとコンピュータ・シミュレーションの開発を目指す。このようなシミュレーショ

ンは、疾病と闘うヒトの体の能力を高める新しい方法等の対抗手段を考案するのに役

立つだろう。 
 
「感染シミュレータを使用すれば、私たちはバイオテロリストになったつもりで考

えることが可能になり、さらに殺傷能力を高めるように設計されたウィルスに対して、

人体がどのように反応するのかをサイバースペースでテストできるようになる」と述

べるのは、生物統計学・コンピュータ生物学部長・教授であり、また新しいモデリン

グセンター長でもある Hulin Wu 博士。「私たちは、もし対策を講じなければ、何千万

もの人々の命を奪うことになる世界的な感染を引き起こす可能性を持つバイオテロ攻

撃に対して、前もって手を打たなくてはならない。生物兵器が実際に使われないとし

ても、この研究は自然に発生する、恐らく鳥インフルエンザという形の将来的な攻撃

に対する 善の準備に貢献できる。」 
 
2 件目のグラントは、免疫不全患者のための生物兵器防衛プログラムを創設する。こ

のプログラムの目標は、免疫系が弱いために、バイオテロ攻撃に対して も脆弱な人々

を救うための新しい方法を見つけることである。子供やお年寄りとともに、癌やリウ

マチ関節（RA）などの疾病を患う何百万もの患者もまた、主要な治療法の副作用によ

って免疫系が弱まるという理由で、バイオテロ攻撃の被害を受けやすい。研究チーム

は、RA の治療がどのようにして重要な免疫細胞を損なうのか、また、患者に合わせた

ワクチンによってどのようにこのプロセスを無効にできるのかを見極めることを目指

す。 
 

                                                  
（注 1）放射性物質を散布することにより、放射能汚染を引き起こすことを意図した爆弾。 

< 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969号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/969/
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バイオテロリストの心の中 
 
遺伝子操作したウィルスを研究する も正確な方法は、実際に、殺傷能力を高めた

実験用のウィルスを作ってみることである。この新しく作られた致死的な病原体は、

いくら用心しても、漏れてしまう危険性をゼロにすることはできないため、コンピュ

ータ・モデリングが も安全な方法となる。しかし、現実に即した有益な予測を可能

にする精度の高いモデルを構築することは可能なのだろうか？ 
 
新設される生物兵器防衛免疫モデリングセンターでは、ウィルスに対する生体反応

の包括的なコンピュータ・シミュレーションの開発が試みられる。プロジェクトのリ

ーダー達は、シミュレーションによって何百万ものバーチャル免疫細胞の相互作用か

ら生じる免疫反応の予期せぬ特質が明らかになると期待している。 
 
「現在、一般的なウィルスをより致死的なものに変えることは難しくない。知能的

なテロリストは、免疫系を逃れる病原体、あるいは（宿主を）他者に感染させるキャ

リアとするのに十分な時間、免疫力を弱めておける病原体を作り出すだろう。適切な

コンピュータモデルならば、生物兵器に対する生体系の反応や、生体の防衛機能の強

化に関する私たちの理論の正しさを測定できる精度の高い、実際的な方法となりうる」

と話すのは、医療センターの腎臓・膵臓移植プログラムの医療責任者であり、新設さ

れた免疫モデリングセンターの共同センター長である Martin S. Zand 博士。同博士が

この取り組みに関心を持つのは、生物兵器に対する防衛という観点だけでなく、臓器

移植における免疫系の拒絶反応を克服するための知見となる可能性があるからである。 
 
数理モデルは、一連の変数や変数間の関係を規定する方程式で生体系の反応を捉え

る。特定の事象が起こる可能性や事象が生じたタイミングなどが変数となる。ウィル

スに対するヒト免疫反応をシミュレートするためには、関与する細胞の行動を数学の

方程式や確率計算式で捉える必要がある。 
 
外からの侵入者を認識し、死滅させる免疫系の中心は、2 種類の白血球細胞、B 細胞

と T 細胞である。このモデルによって、免疫細胞がどのように巧妙に、また素早くウ

ィルスを認識（活性化）し、認識後はどれ程の速さで自己を複製（増殖・分化）し、

さらに、どれ程の速度でウィルスやウィルスに感染した細胞を死滅させる（除去）の

か解明できる。 
 
シミュレータが稼働して、多数の免疫系研究の進行中の臨床試験や新しい実験から

得たデータの入力が可能になり、シミュレーションがいかに現実を再現するのか調べ

られた。 
 
弱者を守る 
 
免疫不全患者のための生物兵器防衛プログラムは、まず、関節リウマチ（RA）患者

を対象とする。というのも、RA 患者は、免疫系が弱まるあらゆる病気の患者の代表と

なるからである。RA は免疫系が関節を攻撃し、炎症を起こす慢性自己免疫疾患である。
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免疫系の要となるタンパク質である腫瘍壊死因子（TNF）は、通常ならば認識した侵

入者に対する攻撃を増幅するが、自己の組織を誤って標的とする場合に病気を引き起

こす。 
 
TNF を阻害する薬物が、RA 患者の関節炎の主な治療法に使用されている。RA 患者

の多くは定期的なインフルエンザの予防接種も受けるため、免疫系、（ワクチンに使用

する弱毒化した形の）インフルエンザ、そして免疫細胞を弱める抗 TNF 療法の効果の

相互作用を観察できる。抗 TNF 療法が、インフルエンザから作られた生物兵器の予防

接種の効果を損ねてしまうのだろうか？ もし、そうであれば、それを防ぐことはで

きるのか？ 
 
具体的に言うと、抗 TNF 療法で損なわれた免疫細胞機能は、記憶細胞（注 2）の生成・

存続に干渉することで、患者のワクチンへの反応を損なう可能性がある。免疫系の機

能として重要なのは、一度遭遇した病気（訳注：病原体）を記憶するように特化した

細胞の能力である。記憶細胞は同じウィルスに対して、2 回目の感染ではより速く、

より激しく反応する。ワクチン製造会社はこの特性を活用している。生体系がより強

力な実際の病気と遭遇したその瞬間に活性化する記憶細胞を作るために、弱毒化した

ウィルスを免疫系に導入するのである。抗 TNF 療法によって損なわれた免疫細胞機能

を正常にする方法として、記憶細胞の強化を目的とした予防接種のタイミングや構成

の変更などがある。 
 
「RA 以外にも、抗 TNF 薬は乾癬、乾癬性関節炎およびクローン病の治療に現在使

用されている。従って、ますます増加するこの領域の患者に、私たちの研究を適用す

ることができる」と、Iñaki Sanz 医学博士は述べている。同博士は、ローチェスター

大学医療センターの臨床免疫学・リウマチ学部長であり、同プログラムのディレクタ

ーである。「私たちが RA 患者について学ぶことは、子供やお年寄りを含めた、脆弱な

免疫系を持つ患者全てにとって、大変有益なものになるだろう。」 
 

以上 
翻訳：NEDO 情報・システム部 

 
（出典： http: / /www.urmc.rochester .edu/pr/news/story.c fm?id=936 

Copyright  2005,  University o f  Rochester  Medical  Center.  Al l  r ights  
reserved.  Used with Permission.）  

                                                  
（注 2）特異的な抗原によって敏感になったリンパ球で、１次の免疫反応の間、リンパ系器

官に保たれている。これらは初期反応には関与しないが、速やかに血流に放出され、

後に同一抗原が存在するときに活性化し、おもに 2 次反応に関与する。（Oxford 分
子医科学辞典, 共立出版）  
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【産業技術】ライフサイエンス  

マイクロ機械加工で精密な人工内耳を作製（米国）  
 

 

哺乳類の内耳と人工内耳の比較 

Courtesy: Zina Deretsky, National Science Foundation 

 
ミシガン大学の研究者達が、ヒトの耳の中にある蝸牛とそっくりに機能する機械製

の蝸牛（内耳）を開発している。この装置は、マイクロ加工部品と集積回路で構成さ

れているため、安価に製造することができ、また、ヒトの聴覚を遙かに超える周波数

帯域を感知できる可能性がある。 
 
この機械製の蝸牛は当初、水中の音波を検知する高性能センサーとして設計された

が、将来的には、マイクロフォンや人工内耳で使用される多くの電子機器に置き換わ

る低価格の装置になる可能性がある。 
 
米国立科学財団（NSF）の学生フェローであるロバート・ホワイト氏（現在はタフ

ツ大学の助教授）と NSF CAREER 賞受賞者であるカール・グロシュ氏が開発してい

る「マイクロ加工ハイドロメカニカル蝸牛モデル（microengineered hydromechanical 
cochlear model）」は、2005 年 1 月 21 日、米国科学アカデミー会報誌にて初めて報告

された。研究者たちはその中で、広範囲の特定周波数の感知能力を有するシステムで

ある彼らが開発した数理モデルと装置について説明した。 
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「グロシュとホワイトが開発した機械製の蝸牛は、聴覚障害者のニーズと同様に、

緊急に必要とされている効率的な音響感知の必要性を満たすものであり、人工内耳の

ハードウェアとしての安価な代替品となる可能性がある」と言うのは、NSFシビル・
メカニカルシステム課（CMS）代理課長のケン・チョン氏 
 
同課は、グロシュ氏が受賞した CAREER賞の資金を出し、最近、このような研究を
促進するためにナノ・バイオメカニクスの新しいプログラムを立ち上げた。 
 
このハイドロメカニカル蝸牛は、

マイクロ・エレクトロ・メカニカ

ル技術（MEMS）で作られた装置
である。すなわち、数百万分の 1
メートルの大きさで製造される－

そして機能する－装置である。電

気信号を発生することはまだでき

ないが、4,200～35,000 ヘルツの
周波数帯域の音データを正確に集

めることが可能である。この周波

数帯域は、ヒトの耳の可聴域（20
～20,000ヘルツ）の大部分と重複
している。 
 
「これは、人工蝸牛開発への重要なステップである。私たちは制御可能で再現可能

な手法を用いて、液体で満ちたヒト蝸牛と基底膜の機能を模倣した液体入りのチェン

バーと膜を作製した。このような装置がもし完成すれば、低電力が条件となるあらゆ

る種類の音感知用途に使用できると、私たちは期待している」とグロシュ氏。 
 
蝸牛は全哺乳類の内耳に存在する液体で満ちた渦巻管状の器官であり、中耳骨から

の音波を受け取り、脳へ送る電気信号に変換する。 
 
この新しい装置は、この種としては初めてのものではないが、現在ある人工内耳よ

りも次のような 3 点で優れている：1）この装置の製造方法は大量生産に適している、
2）まっすぐに伸ばしたヒト蝸牛と同じ 3 cmの長さであり、これは補聴器として使用
するためには重要な点である、3）このセンサーは可動部分がないので大変効率がよい。
これは、バッテリー電源で動く無人軍用艇のような自律型水中船に使用するためには

必要不可欠な特性である。 

ミシガン大学の研究者が開発した人工内耳の 

初期モデル 

Courtesy: Karl Grosh, University of Michigan 
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「マイクロフォンを作製する場合は、耳と同じようには作らない。しかし、耳は極

めて成功したデザインとなっている。私たちの関心は、その成功を再現できるのか調

べることにある」と、ホワイト氏

は話した。 
 
部分的にヒト網膜に基づいた光

学チップ、あるいはヒトの動きを

模倣した歩行ロボットのように、

ヒトの体についての理解が深まる

ことで、この新しい蝸牛の設計が

可能になった。ホワイト、グロシ

ュ両氏は、蝸牛の内部構造を解明

しようと試みている。もっと正確

に言えば、彼らは蝸牛に関する知 
識から新しい装置を設計しようと

している。さらに、相似物の設計

を通して、研究者たちは、生物学

的な蝸牛の機能について理解し、

場合によっては、これまで考えら

れていたよりも聴覚に大きく影響

する可能性のある外有毛細胞のよ

うな耳の中の構造を明らかにして

いるのである。 
 
「多くの研究者が、物理的モデルを使用して蝸牛の機能を模倣しようと試みてきた。

私たちが行っているのは、マイクロマシン技術によって可能になる膨大な制御を利用

した新しい取り組みである」と、グロシュ氏は述べた。 
 
このようなプロセスによって、微細で精密な機能を組み込んだ安価な装置を大量に

作製することが可能になるだろう。 
 
この新しい装置は、最も単純な形では、マイクロ加工した硬いパイレックス・ガラ

ス・チャネルで構成されている。このチャネルはシリコーン油で満たされ、先が細く

尖った窒化ケイ素の膜でできている。この膜は、最も細い先端部分で高周波振動を感

知し、幅が広くなるにつれて低周波の振動を感知するようにできている。 
 

① 音が耳から入る 

② 小さな内耳骨が音を増幅 

③ 蝸牛が音を周波数によって分類 

④ 信号が神経を通って蝸牛から脳に伝わる 

⑤ 信号は脳を通過する間に解読される 

⑥ 聴覚皮質が音を認識・処理する 

 
Courtesy: Zina Deretsky, National Science Foundation 
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同じ材質でできた、約 1 mm×2 mmの大きさの小さな分離した膜が、液体で満ちて
いるチェンバーのもう一つの「窓」となる。窒化ケイ素のこの小さな断片が、まず到

達する音波を受け、耳の中のアブミ骨が蝸牛に音を伝えるのと同じように、メイン・

チェンバーに音波を伝送する。 
 
音を立てると、この装置は発生した振動に反応して、特定の位置で共鳴する。膜の

各部分が特定の周波数に共鳴するようにできているため、音波が装置に当たると、入

力波に対応する位置の膜が最も強く振動する。その部分が音波の「最高位に達する

（crest）」位置であると、ホワイト氏は述べた。 
 
この装置の構成部品は音を感知することはできるが、その情報で何かをすることは

できない。次のステップは、音の振動エネルギーをプロセッサーが認識できる電気イ

ンパルスに変換できる膜センサーを取り付けることである。 
 
電子出力用の多チャネルを加え、ヒトの耳の蝸牛が行うような能動的制御を開発す

ることを目指すことが次のステップであり、それを達成するために役立つのが、マイ

クロ電子技術とマイクロ加工である」とグロシュ氏。「この目標を成し遂げるために支

援してくれる無線統合マイクロシステムセンターとの共同研究を楽しみにしている」

と、同氏は付け加え、ミシガン大学の研究者である Kensall Wise、Khalil Najafi両氏
が主導するエンジニアリング研究センターについて言及した。なお、同センターはNSF
によって資金支援されている。 
 
グロシュ、ホワイト両氏は、32チャネル装置用の電子機能部品と検出材料を近いう
ちに実証したいと考えている。能動的制御を構造に加えることはさらに困難となるが、

装置の性能が画期的に改善すると彼らは期待している。 
以上 

翻訳：NEDO情報・システム部 
 

 
（出典：

http://www.nsf.gov/discoveries/disc_summ.jsp?cntn_id=104071&org=NSF&from=news） 
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【産業技術】  ナノテク  

水素充填ナノ・ケージ（米国） 
 
国立標準技術研究所(NIST)研究者の新しい結果によれば、亜鉛ベースのボックスで

作られたナノスケール足場材料へ、より多くの水素を充填する戦略は水素貯蔵の実行

可能なアプローチをもたらし、 終的に将来の自動車の化石燃料を水素に切り換える

であろう。 
 
解析プローブとして中性子ビームを使用して、NIST の科学者は、有機金属フレーム

ワーク(MOF)として知られている特別仕様の材料の亜鉛と酸素クラスターの格子状配

列上に水素が固定された場所を決定した。 
 
ターナー・イルディリムとマイケル・ハルトマンによって研究された MOF5 と呼ば

れる特別のナノスケール材料は、他の場所が水素で詰め込まれた後に形成される、ナ

ノ・ケージの驚くべき 3次元網目構造を含む 4つのタイプの結合サイトを持っている。 
 
フィジカルレビューレター誌に報告された*この発見は、通常の自動車の動作条件下

で、水素貯蔵および放出の両方を 適化するために、MOF 材料を操作できる可能性を

示唆している。 
 
さらに、水素ナノ・ケージを連結させる鋳型として MOF が使用でき、量子閉じ込

めとして知られている現象による珍しい特性を持った材料を生み出す可能性がある。

ある意味では、この発見はボーナスである。 
 
イルディリムとハルトマンは、足場材料の 2 カ所の も安定した場所がすでに水素

貯蔵の相当な空間を提供することを発見し、興味を引く MOF が既に期待できること

を説明している。 
 
初期の研究では、MOF5 はおよそ 200℃で水素をその重量の 2 パーセント未満しか

保持できなかったことが報告されている。NIST の研究は、改良のための十分な余地が

あること指摘している。 
 
非常に低い温度では、水素吸収量は材料の重量の 10 パーセントに近づいた。DOE

と米国 3大自動車メーカーによるフリーダムカー(FreedomCar)と燃料に関する協力で

は、経済的に実行可能な水素貯蔵のために 低容量として約 6 パーセントのレベルを

設定している。 
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水素の大部分は、亜鉛と酸素クラスターのボックス状配置内のナノメートル寸法の

空洞に保持された。 
 
「中性子回折測定は水素分子が、りんごやオレンジが小鉢を満たす方法に似たやり

かたで詰め込まれていることを明白に示している」とイルディリムが説明する。 
 
予想外のナノ・ケージは、いわば過剰容量の可能性をもたらす。10 パーセントの水

素貯蔵レベルは有望であるが、この結果は非実用的な低温で達成されている。 
 
MOF へ水素分子を束縛する方法のより良い理解が、実用化に適した改善された材料

に 終的に導くことを望むとイルディリムとハルトマンは語っている。 
以上 

 
*T. Yildirim and M.R. Hartman, Direct observation of hydrogen adsorption sites 

and nano-cage formation in metal-organic frameworks (MOF). Phys. Rev. Lett., 95, 
215504 (2005). 

 
( 出典：http://www.nist.gov/public_affairs/techbeat/tb2005_120105.htm#cages ) 
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【産業技術】  ナノテク  

エネルギーナノサイエンスの理論・モデル化・シミュレーション（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」報告書、分野横断的テーマ その 5－ 

 
1．はじめに 

国家ナノテクノロジーイニシアティブ(NNI)の 初の計画で予測されているように、

理論、モデル化およびシミュレーション(TMS: theory, modeling, and simulation)の組

合せはナノサイエンスの全体にわたって重要な役割を果たしている。 
 
ナノサイエンスの挑戦に対応し、かつ将来のエネルギー安全保障を可能にすること

を期待する時に、このワークショップから出現した影響力の大きい研究方向に関連す

る以下の 6 項目の TMS ニーズを識別した。 
 
Ⅰ. ナノスケール実験の計測に対する洞察力を提供すること、 
Ⅱ. ダイナミクスと揺動の機能と影響を理解すること、 
Ⅲ. 触媒を含む新しい材料を実質的に評価すること、 
Ⅳ. 電子輸送を含むナノスケールの輸送機構を定量化すること、 
Ⅴ. 自己集合を予測すること、 
Ⅵ. オプトエレクトロニクス材料を含んだ新しい材料を設計し実質的に合成すること。 
 
今日、これらのニーズを満たす TMS の機能は、熟度の程度により存在し、また熟度に

従いほとんどリストアップされている。これらのニーズの全てを満足させるには、理論、

シミュレーション方法論およびアルゴリズムの基礎研究への本質的な投資を必要とする

であろう。 
 
特に識別された将来の研究投資が必要な TMS 機能の中で、将来のエネルギー安全保

障のために必要な TMS に特別に関連するものとして以下の 4 項目が際立っている。 
 
1. 時間と空間スケールに橋渡しする方法、 
2. 多体電子構造計算、 
3. 界面を含む電子輸送、 
4. 光学的性質のための電子構造方法論、 
 
上に識別された 6 項目の TMS ニーズに関する各重点分野の重要性は以下のテーブ

ルに要約されている。これらの多くの機能の適用は、リーダーシップクラスの高性能
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コンピューターの計算を必要とする。 
 
この章では、各重点分野の技術的現状ならびに進歩を成し遂げるために克服されな

ければならない障壁について記述し、DOE の新しい大規模コンピューティング・イニ

シアチブの一部としてナノサイエンスを支援する計算インフラストラクチャー開発の

ためのパラダイムを説明して締めくくる。 
 

将来のエネルギー安全保障のための TMS ニーズに関する 

基礎となる TMS 機能とその相対的影響の関係 

将来のエネルギー安全保障のための TMS ニーズ
基礎となる TMS 機能   

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 
1.時間的・空間的スケールに橋渡しする方法 1 3 4 2 5 5 
2.多体電子構造計算 5 1 5 5 3 4 
3.界面を含む電子輸送 5 1 4 5 2 4 
4.光学的性質のための電子構造方法論 4 4 3 5 2 3 

(スケール 1－5 は相対的重要性を示す) 

 
2．時間と空間スケールに橋渡しする方法 

デバイスを巨視的スケールで役立つようにしなければならない点において、ナノテ

クノロジーは特に難問である。我々は、ナノスケールの特性が巨視的な性質にどのよ

うに影響を与えるかを理解しなければならない。同様に、合成中の巨視的規模の変数

の操作がナノスケール構造にどのように影響するかを知る必要がある。 
 
異なるレベルの空間・時間の詳細な相互作用は、材料計算科学や計算化学などの分

野よりも通常ナノテクノロジーにおいて重大になる。この問題のスケールは大規模解

法となるので、例えばエネルギー変換デバイスのような、エネルギーの必要性を満た

すためのデバイス開発において特に問題となる。 
 
巨視的な長さや時間スケールに達するシミュレーションに重要な原子スケールの詳

細を組入れる際に大きな課題が存在する。このような機能から利益を得ることができ

るアプリケーションは、燃料関連分子の処理や変換や固体照明合成のための化学反応

器の設計、自己集合の予測とモデル化、触媒の原子スケール構造と反応性や選択性と

のリンク、化学分離のモデル化、および化学分離を実現する材料合成などがある。 
 
長さと時間スケールの橋渡しに関して、個々の関連スケールでの個別シミュレーシ

ョンを含む、逐次結合スケール、ならびに異なるスケールで同時に相互作用するシミ

ュレーションによる、並列結合の両者を通じて大きな進展がなされた。 
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まれな事象の力学を含むダイナミックな固体シミュレーションでは、急速に遷移状

態を検知し、オンザフライ動的モンテカロルシミュレーションを行う能力の進歩は、

触媒、多孔質材料内の輸送、薄膜エピタクシーのような分野での長時間シミュレーシ

ョンの達成に有望である。しかしながら、これらのシミュレーションはまだナノメー

トルをはるかに越える空間スケールには到達していない。また、初期エネルギーが関

係する場合、そのコストは非常に高価となる。 
 
一方、固体中の急速な亀裂伝搬シミュレーションでは、大きな長さスケールが、量

子、原子ならびに連続スケールでの同時シミュレーションを結合することにより加え

られている。しかしながら、これらのシミュレーションはピコ秒の時間スケールをは

るかに越えては拡大していない。 
 
エネルギー応用の多重スケールモデル化の 2 番目の問題は、ナノスケール構築ブロ

ックの自己集合の予測にある。この分野の問題は、基本原理計算、ファンデルワール

ス分散力を含む様々な相互作用の相対的寄与、水素結合およびナノ粒子表面での動的

構造と化学作用を通した詳細な分解にある。 
 
これらの力がどのようにシームレスの多重スケールモデル中の溶媒化、枯渇および

相挙動に影響するかを理解することは、さらに難題である。組み立ての相挙動を信頼

性を持って予測するために、多重正規シミュレーションのような効率的なシミュレー

ション技術を開発する必要がある。 
 

3．多体電子構造計算 

エネルギー応用における電子構造計算は至る所に存在する。それは、必然的に一つ

の物質またはエネルギーの形式から別の形式への変換を含んでいる(例えば触媒作用)。
化学変化を理解し制御する際に計算上のモデル化およびシミュレーションの十分な可

能性を実現するためには、著しい理論的問題、数学的問題および計算上の問題を克服

しなければならない。 
 
シミュレーションは、信頼性を持って予測精度および実行速度の両者の特別な基準

を満たさなければならない。例えば、触媒効率における 2～4 倍の改善は、化学プロセ

スが経済的に実現可能かどうかの判断を決定するかもしれない。それは室温(25℃)で
1kcal/mol の精度に対応する。電子波動関数のシュレーディンガー方程式を解く多体初

期値分子の電子構造計算のみがこの精度提供することができる。 
 
TMS の挑戦は、化学システムとその環境の実在的モデルの厳格な精度の要求を満た

すことであり、また同時に構造、力学および統計を研究するために実際に必要となる
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非常に膨大な計算を可能とする。これはまだ可能ではない、そして分子シミュレーシ

ョンのコストを低減する際に既になされてきた進展を拡張しなければならない。 
さらに、大規模システム(例えば量子力学領域の埋め込んだ大きな古典的モデル)の縮

小したモデルを形成する現在のアプローチは少なくとも経験的であり、信頼できるテ

クニックが、電子構造計算とより高いレベルの手法との間を橋渡しするために必要で

ある。 
 

4．界面を含む電子輸送 

将来のエネルギーの必要性を満たすナノサイエンス応用は、必然的にナノスケール

デバイスの開発に帰着する。そこでは、特に全く相異なる性質の界面を横切る電子の

輸送が行われている。(例えば生体分子から金属接触へのナノ界面を横切った電子輸送

がある) 

 
ナノスケールでは、新しい電子輸送現象が現れるが、古典的記述は、トンネル効果、

揺動、閉じ込め次元数および電荷離散性のような量子現象に直面して不適当となる。

さらに、ナノスケールデバイスは、典型的にはほとんどその表面によって支配される。

これは、電子材料のさらなる複雑化を示し、しばしば強い複雑な再構成を伴う。 
 
理論およびシミュレーションのレベルでは、例えば、ナノエレクトロニクスデバイ

スではそうであるが、大きな電場が存在する状態で電子輸送を計算する適切な方法論

に関する統一見解は存在していない。また対応する実験の難しさは方法の検証が困難

であるということを意味する。 
 
界面を横切る電子輸送の付加的問題は、しばしば、界面が全く評価されていないと

いうことである、従って計算上構築した界面に頼る必要がある。つまり、実験システ

ムにおいて予期されるに違いない界面構造を作り出すために、計算上のナノスケール

実験を行うシミュレーション法を使用する。仮定した界面を作り出した後、実際にさ

らなる界面の構造変化があるかもしれないことを認識して、電子輸送が計算さる。従

って、界面のモデルを開発し、電子輸送計算を行う過程は、実際上反復的である。 
 
上の議論は特定な例を示したが、不完全に評価されているシステム上での完全で決

定的な実験を設計する困難さ、および不確かな方法論の問題が、ナノスケールの電子

輸送研究において遍在している。これらの問題の解決は、TMS および実験の両方への

大幅な投資から得られるであろう。この投資に対する利益は、エネルギー応用の新し

いナノスケールデバイスの設計を可能とするツールとなる。 
 

5．光学的性質のための電子構造方法論 

< 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969号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/969/
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ナノ構造の光学的性質の開発は、将来のエネルギーの必要性に重要な影響を及ぼす

かもしれない、例えば、現在の技術を固体照明や有機発光ダイオードに置き換えるこ

とにより照明で消費されているエネルギーを減らすことができる。 

 
ナノスケール寸法では、材料の光学的性質はしばしば劇的に変化する。例えば、バ

ルクのシリコンは太陽電池やレーザーのようなオプトエレクトロニク素子としては劣

った光学的性質を持っているが、小さなスケールにおいては、シリコン中のバンドギ

ャップを赤外線領域から可視光領域へブルーシフトすることができる。その結果、多

孔質シリコンは注目すべき室温ルミネセンスを示すことになる。このような現象を適

切に利用するために、材料の光学的性質についてのより深い定量的理解が必要である。 
 
光学的性質と励起の理解に対する理論的な問題の 1 つは、密度関数理論のような一

般に用いられている構造エネルギー計算方法が、励起状態特性の予測にあまりよく適

合していないということである。多体効果が励起の物理的な閉じこめによって向上さ

せられる場合、この問題はナノスケールシステムで悪影響を与える。 
 
光学的性質に注目した新しい理論的技術および計算的方法論は、相補的な実験の検

証と同様に、ナノ構造の光学的性質を予測するために必要とされる設計ツールを開発

するために日常的に必要となる。 
 

6．ナノサイエンスを支援する計算インフラストラクチャー 

ナノサイエンスの現実の問題を解く高性能コンピュータ・インフラの必要と相まっ

て計算ナノサイエンスで使用される手法の多様性は、大きな挑戦を提起する。従って、

新しいコンピュータアーキテクチャー上で多くのコードを 適化し、強く結合した方

法で使用されなければならない。 

 
これまで協力やコード共有を一般にしなかった科学者の間で、学際的研究チームを組

織する必要がある。特別な手法や計算コードを開発するために投資されなければならな

い多くのマンパワーを考慮すれば、計算ナノサイエンスを発見のツールにするためには、

手法や対応する計算コードのシームレスな統合や再利用を可能とするためにアルゴリ

ズムやソフトウェア開発を明示的に調整する必要があることは全く明らかである。 
 
したがって、コミュニティベースのソフトウェアのレポジトリーや計算エンドステ

ーションを作るために協調した努力が必要である。それは、科学者が新しいシミュレ

ーション法を作成し、新興のナノサイエンスの必要性に素早く対応することを可能に

するナノサイエンスのための大きな実験施設、例えば、大きな中性子散乱施設に付け

られパウダー回折エンドステーションのようなものと類似している。 
 
そのようなレポジトリーでは、例えば、異なった電子構造法を共通のインターフェ

イスや入出力システムを使用するカーネルに入れることが出来る。電子輸送や光学的
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性質などのようなナノサイエンスの特別な様相を実行する他のコードと同様に、ユー

ザーも共通インタフェイスを通してこのカーネルにアクセスできるであろう。 
 
それにより、特定のコンピューターアーキテクチャーに も適している手法や対応

するカーネルが、計算エンドステーションで選択され、 適化され維持できる。これ

は、ソフトウェアレポジトリー全体をナノサイエンス分野の発展とともに、理論、モ

デル化およびシミュレーションの変化する要求を満たすように十分に柔軟にしておく

ことにより、高性能コンピュータインフラストラクチャーの 適な使用が可能となる。 
 
DOE は 2004 年 5 月に、オークリッジ国立研究所とアルゴンヌ国立研究所が、日本

の地球シミュレーターを越えて、世界で も強力なコンピュータ施設になると意図す

るリーダーシップクラスの科学コンピュータ施設 (LCSCF: Leadership-Class 
Scientific Computing Facility)を協力して運営すると発表した。 

 
LCSCF は機能コンピューティングに専心する。つまり、そのような大型コンピュー

タ施設によって、十分に時機を得たまた科学的に厳格な方法でのみ取り組むことがで

きる未解決の問題を解決する。計算エンドステーションの支援は LCSCF の提案に含

まれている。提案されたエンドステーションのうちの 1 つは、コードや確認され再使

用可能なライブラリの開発のためのデータ交換用の XML 基盤基準の開発を通して、

計算ナノサイエンスで使用される重要な計算クラスのためのコミュニティベースのコ

ードの強化、 適化およびサポートなどにより計算ナノサイエンスを支援する。 
 
DOE 基礎エネルギー科学局および先端科学計算研究局からの、ナノサイエンスのため

の LCSCF エンドステーションへの重要な投資は、今後数年間にわたって予定されている。 
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,  pp51-61） 

(参考) 
・NEDO 海外レポート第 961 号「エネルギーのためのナノサイエンス探求 その１」、 

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/961/961-15.pdf 
・NEDO 海外レポート第 962 号「エネルギーのためのナノサイエンス探求 その２」、 

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/962/962-14.pdf 
・NEDO 海外レポート第 963 号「ナノスケール材料による触媒」、 

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/963/963-12.pdf 
・NEDO 海外レポート第 964 号「エネルギー担体を操作するための界面の利用」、 

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/964/964-12.pdf 
・NEDO 海外レポート第 967 号「ナノ材料の拡張可能な合成」、 

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/967/967-15.pdf 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート969号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/969/
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【産業技術】ナノテク  
 

スウェーデンのナノテク研究を支える基礎研究 
－ヨーテボリ大学キャラメル・プロジェクト－ 

 
 ナノテク研究・開発に関しては、スウェーデンはどちらかといえば後発国であったが、

現在ではルンド大学のナノメーター・コンソーシアム注１）、リンシェーピング大学注２）、ウ

プサラ大学注３）をはじめとする各大学の関係学部あるいは付属研究所のさまざまな学問分

野で「ナノテク」が進められている。スウェーデンの場合、他の学問分野に関しては、大

学毎に得意とする研究領域があることが一般的だが、ナノテクはその性質上元来非常に学

際的なものであり、分子レベルのことを研究対象とする学問すべてが関連するので、各大

学でいろいろな分野の研究が混在的に進められているのが実情である。 
  

応用研究を大別すると、スウェーデンの基幹産業である金属・機械・化学産業から

の資金を得るもの、医学・医薬品産業関係のバイオ技術研究、テレコム・エレクトロ

ニクスのための開発研究などがある。 
 

 スウェーデンにおいても基礎研究のための資金繰りは、ナノテクに限らずかなり厳

しいが、ヨーテボリ大学を拠点にする「キャラメル・プロジェクト(CARbon Allotropes 
for Micro ELectronics：CARAMEL)」は、その苦しい中で基礎研究を主体に、研究(技
術)者養成を第一義的目的としている。応用研究ほどには研究費をとりにくい状況の中、

製品開発・販売を考慮した「企業体」の形をとり、非常に健闘している。 
  
 キャラメル・プロジェクト・リーダーであるエレアノール・キャンベル教授は、ス

コットランド出身で、ドイツで分子物理学の研究を行った後に、1997 年よりヨーテボ

リ大学の教授を勤めている。キャンベル教授によると、キャラメル・プロジェクトの

初の 2 年間はカーボン・ナノチューブの形成の理論と実際に関する研究者の育成を

第一目的としたとのこと。その後は、CVD 技術によるカーボン・ナノチューブ・リレ

ー形成など商品化に繋がる研究に焦点が移行している。研究者の育成は効果を挙げて

おり、キャラメルのグループの中から数人がスウェーデンだけでなくヨーロッパの各

大学に移って精力的に研究を進めているとのことである。 
 
 キャラメル・プロジェクトは表 1 に示すグループで構成されており、グループ・リ

ーダーの転職などにより、グループの統廃合も行われる。 

                                                  
注１）2 年前に創設されたスウェーデン国内では 大規模のナノテク研究グループ。同大のいろ

いろな学部の 15 人の教授が参加している。http://www.nano.ftf.lth.se/ 
注２）http://www.ifm.liu.se/biorgel/ 
注３）http://personal.teknik.uu.se/Teknikvetenskaper/nfm/ 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.969,  2005.12. 14 
 

71 

 
表１．キャラメル・プロジェクト構成グループの概要 
グ
ル
ー
プ 

  リーダー   大 学  学 部   プロジェクト・タイトル 

キャラメルから

の資金 (単
位：1,000 クロー

ナ※) 

期  間 

1 Eleanor 
Campbell ヨーテボリ 物理 CNT の成長と操作、ナノ・リ

トグラフィーと移転方法 5,744 2001-2005

2 Paul Bruhwiler ウプサラ 物理 紫外線とＸ線の特徴 1,075 2001-2004

3 Lena Falk シャルメシ

ュ 応用物理 電子の顕微鏡分析 1,920 2001-2005

4 Helena 
Grennberg ウプサラ 化学 化学的デリバティゼーション 1,215 2001-2005

5 Jari Kinaret シャルメシ

ュ 応用物理 移転の特徴の理論的分析 2,292 2001-2005

6 Magus Persson シャルメシ

ュ 応用物理
ナノ・リトグラフィーと移転

の方法   68 2001-2002

7 Arne Rosen ヨーテボリ 物理 成長メカニズムと電子構造計

算 1,686 2001-2005

 ※ 1 スウェーデン・クローナ≒15 円（2005 年 12 月現在）   

 
2004年には特に第 7グループが米国のペンシルベニア州立大学とのシミュレーショ

ンに関する共同研究で国際的な注目を集めた。また、実験サイド（第一グループ）で

は、シリコン・ウエハース上にプラズマ CVD により金属的カーボン・ナノチューブを

成長させることに成功した。金属的なものと半導体的なものを分別する方法も改良し

た。また、カーボン・ナノチューブ・リレーのデモンストレーションも行っている。

第一グループは比較的 近、フィンランドのテレコム大手ノキアのための開発研究も

請け負った。日本企業からの引き合いも来始めている。しかし、実験グループでの研

究成果が実際に製品に反映されるのは数年先になるものと見られる。 
 
 その他に、王立工科大学、ソウル国立大学（韓国）、オスロ大学（ノルウェー）およ

びトロンドハイム大学（同）との共同研究も進行中である。さらに、スウェーデン王

立アカデミーの支援の下で、ノボシビリスク（ロシア）の熱物理学研究所との共同で

CVD 技術の改良が進んでいる。 
      

以上 
 
(参考資料) 
1. ヨーテボリ大学＆シャルメシュ工科大学カーボン・ナノチューブ研究所 

http://fy.chalmers.se/f3a/Fullerenes/Nanotubes/Nanotubes.html 
2. キャラメル・プロジェクト 

http://www.fy.chalmers.se/caramel/ 
 

< 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969号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/969/
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【産業技術】 

 
新産業戦略、研究・イノベーションの行動計画を矢継ぎ早に発表（EU） 
 
世界でも有数の知識基盤型経済の形成を目指す欧州連合（EU）だが、研究開発集約

度（Research & Development Intensity：国内総生産に占める研究開発予算の割合）

の伸び率が鈍化している他、外国からの EU への研究開発投資も減少しており、現状

の打破が急務となっている。 
 
こうした中、欧州委員会（EC）のフェアフォイゲン副委員長（企業・産業担当）は

10 月 5 日、グローバル化が進み、競争が激化する世界への EU 産業の適応を促進する

ための新産業政策を発表した。EU の製造業は 3,400 万人以上を雇用し、EU の輸出の

4 分の 3 を占めている他、民間部門の研究開発支出の 80%を占めている。また、EU
経済の産業構造は、現在のグローバル化の進行に対応するのに理想的とは言えず、EU
の貿易も中レベルのハイテク部門に集中する傾向にある。 

 
EU は、2000 年 3 月に定めた「リスボン戦略」（雇用と成長のための包括的な経済・

社会計画）の枠内で、「EU を投資と労働にとってより魅力的な地域とする」、「知識と

イノベーションを EU の成長に役立てる」、「質の高い、より多くの雇用の創出を企業

に可能にするための政策を策定する」ことを優先課題と定めた。新産業政策は、これ

らの課題を実現するための重要なステップとなるもので、加盟国が国内で実施する努

力を補完する。 
 
欧州委員会は、EU の製造業（建設業を含む）の各部門の取り組むべき課題を精査、

これに基づき、以下のような課題達成のためのイニシアティブを提案した： 
 
（1）部門横断的なイニシアティブ 

・知的財産権と模造品に関するイニシアティブ（2006 年初頭） 
・競争力、エネルギー、環境に関するハイレベルグループの創設（2005 年末） 
・競争力と市場アクセスの対外的側面（2006 年春） 
・EU 法規の新簡素化プログラムの策定（2005 年 10 月） 
・部門別競争力の改善（2006 年） 
・製造業の構造的変化の管理（2005 年末） 
・研究、イノベーションに関する EU レベルの統一的アプローチ 

（2）部門別イニシアティブ 
・新製薬フォーラムの設置（2006 年に 初の会合） 
・ライフサイエンス、バイオテクノロジーに関する戦略の中間レビュー（2006-2007 年） 
・化学産業、防衛産業に関する新ハイレベルグループの設置（2007 年） 
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・欧州宇宙計画 
・情報通信技術の競争力に係るタスクフォースの設置（2005-2006 年） 
・機械産業のための政治対話（2005-2006 年） 
・ICT、食品、ファッション、デザイン産業などに関する一連の競争力調査 
 
フェアフォイゲン副委員長は、「製造業は、EU の将来の繁栄にとって非常に重要な

部門である。保護主義や補助金の時代は終わったし、政治家は雇用を創出しない。し

かし、我々は、産業の発展を可能にする適切な枠組みを策定することはできる」と強

調、「新産業戦略は、投資を誘致し、雇用を創出するのに必要な一連の新イニシアティ

ブを含んでいる」としている。 
 
また、同副委員長は 10 月 12 日、EU における研究やイノベーションを活性化する

ための方策を発表した。EU の研究開発への投資は、米国や日本に比べ遅れをとって

いる。一方で中国やインドなどの新興国が、研究やイノベーションの中心地となろう

としている。こうした状況を踏まえ欧州委員会は、EU における研究・イノベーショ

ンの条件を根本的に改善するため、研究・イノベーション統合行動計画を策定した。 
 
同行動計画は、研究とイノベーションに関する EU の諸政策に、初めて統合的なア

プローチを導入するもので、特に研究開発、イノベーションへの民間部門の投資条件

の改善に重点が置かれている。行動計画には 19 の行動が盛り込まれており、これらの

行動は「研究とイノベーションを EU の政策の中心に」、「研究とイノベーションを EU
の予算編成の中心に」、「研究とイノベーションを企業の中心に」、「研究、イノベーシ

ョン政策の改善」という四つの枠組みに分類されている。具体的には、研究やイノベ

ーションの障害となる法制度の特定、研究やイノベーションへの補助金の再配分、知

的財産権のより良い保護、研究のための追加資金の投入、イノベーション拠点の創設、

産学間のパートナーシップの改善といった行動が挙げられている。 
 
副委員長は、「行動計画は、研究、イノベーション分野における EU の弱点の改善に

取り組むためのものである。しかし、 良の戦略も、加盟国が必要な資金を出し惜し

みするようでは実現は難しい」とし、加盟国の積極的な対応を求めている。 
 
10 月 27 日には、英国で EU 首脳会議が開催されるが、議長を努めるブレア首相は、

EU 予算の 3 分の 1 を研究・イノベーション予算に充当したい意向を示している。EU
予算の 40%を占める農業予算の維持を強硬に主張するフランスの抵抗は激しく、コン

センサスの形成は難しい情勢にあるが、「古いヨーロッパ」の代表格に祭り上げられた

格好のシラク大統領が、研究開発予算の倍増を提案すると見られる。大統領の提案は、

欧州投資銀行（EIB）の財源 100 億ユーロを利用する形で、EU 予算への負担増を回

避し、加盟国や、民間部門などの資金と合わせ 300 億ユーロあまりを 2007～2013 年

< 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969号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/969/
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の期間に充当するというもの。 
 
なお、欧州委員会は 9 月 16 日、欧州テクノロジー研究所（European Institute of 

Technology：EIT）の創設に関する公聴を開始した。これは、EIT の創設が EU にお

ける知識移転の状況を改善し、産学の協力を促進するかを関係者に問うもので、11 月

中旬まで続けられる。欧州委員会は、公聴の結果に基づき、EIT 創設に関する結論を

下す。創設に賛成する意見が多数を占めた場合、欧州委員会は 2006 年春の EU 首脳会

議に、EIT 創設に関する文書を提出する。首脳会議でゴーサインがでれば、欧州委員

会の教育・職業研修総局が、EIT 創設に関する法案を作成し、理事会並びに欧州議会

に提出することになる。 
以上 

＜参考＞ 
欧州委員会 
新産業政策： 
http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/industry/index_en.htm 
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/1225&type=HTML&ag
ed=0&language=EN&guiLanguage=en 
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/05/352&type=HTML
&aged=0&language=EN&guiLanguage=en 
 
研究・イノベーション統合行動計画： 
http://europa.eu.int/comm/enterprise/innovation/index_en.htm - com 
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/1252&format=HTML&
aged=0&language=EN&guiLanguage=en 
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/05/366&format=HTM
L&aged=0&language=EN&guiLanguage=en 
 
欧州テクノロジー研究所： 
http://europa.eu.int/comm/education/eit/index_en.html 

以 上 
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【ニュースフラッシュ】 

米国－今週の動き(11/24/05～12/04/05) 

NEDO ワシントン事務所 

Ⅰ 新エネ･省エネ 
11 月／ 
23：エネルギー省高官、クリーンコールのプロトタイプ技術導入で大幅排出削減が可能と発言 

エネルギー省（DOE）傘下の国立エネルギー技術研究所（NETL）の高官が、DOE 助成によるク
リーンコール・プロジェクトが過去 10 年間に実証した技術が全国導入された場合の排出削減効果
について、SO2 は現在水準から 45%削減、NOx は 33%削減、粒状物質 20%削減、水銀 44%削減、
CO2 は 1.3%削減と発言。この NETL の評価には、クリントン時代のクリーンコール・プログラム
に由来する技術及びブッシュ政権のクリーンコール発電イニシアティブ（CCPI）第一・第二ラウン
ドで助成を受けたプロジェクトが含まれる。(Greenwire) 
 

30：Millennium Cell 社、燃料電池・水素バッテリー技術評価で、米陸軍から SBIR 契約獲得 
米陸軍の戦車自動車・兵器部隊（TACOM）が 11 月 30 日、水素バッテリー技術開発のトップ企業
である Millennium Cell 社に中小企業革新研究（SBIR）の第 1 期コントラクトを授与。同社では、
様々な不純物を含む水を用いて 5 キロワット級固体高分子型（PEM）燃料電池を水素バッテリー技
術と共に作動させる可能性について査定評価予定。Millennium Cell 社が実施した予備テストは、
塩水他の非飲料水が同社製 Hydrogen on Demand® 技術での使用に適する可能性があることを示
しているという。PEM 燃料電池と水素バッテリー技術が不純水でも作動可能となれば、軍隊の供
給網で取り扱う重量の大幅削減が期待される。(Millennium Cell, Inc. News Release) 
 

12 月／ 
2：フロリダ州が水素研究プロジェクトのデータベースを公表 

フロリダ州の環境保護局と同州ソーラーエネルギー・センターが先頃、「H2 フロリダ」という同州
水素イニシアティブの一環として、州内で実施中の水素研究プロジェクトのデータベースを公表。
同データベースでは、同州内の私立と国公立の大学が実施するプロジェクトを列挙。今後随時更新
し、大学の新たなプロジェクト及び、産業界や政府機関によるプロジェクトも徐々に追加予定。フ
ロリダ州の水素研究プロジェクトの主導団体と資金提供元も記載。同データベースは
http://dbase.fsec.ucf.edu/pls/hr/hr.hr_main からアクセス可能。(RenewableEnergy Access.com) 
 

 
Ⅱ 環 境 
11 月／ 
16：環境保護庁、2005 年度の実績とアカウンタビリティに関する報告書を発表 

環境保護庁（EPA）は、行政実績成果法(GPRA)や他の管理法令の義務条項に従い、「2005 年度実績
及びアカウンタビリティ報告書（FY 2005）」を 11 月 16 日に発表。2005 年度における EPA の主な
実績は、クリーンエア州間規定(Clean Air Interstate Rule = CAIR)とクリーンエア水銀規定(Clean 
Air Mercury Rule = CAMR)の発表、ディーゼル排出物削減のための自主的な取り組みと規制を含
むクリーンディーゼルキャンペーンの開始、ブラウンフィールド 40 カ所の浄化、11 億ポンドの汚
染物質の削減・処理・排除など。(EPA News Release) 
 

21：環境保護庁、自動車の燃費テストを改正すると発表 
環境保護庁（EPA）は 11 月 18 日、より正確な燃費情報を消費者に提供するため、自動車の燃費テ
ストを改正する予定と発表。環境保護者、消費者団体及び一部の立法者は、現行テストは制限速度
が今よりも遅く、道路の混雑も少なかった 1970 年代の運転事情に基づいたもので、非現実的であ
ると批判していた。今回の EPA 発表はかかる批判に応えたもので、EPA は 2005 年末までに改訂案
を発表するものと見られている。EPA はテスト手順の具体的な変更については触れなかったものの、
テスト時における高速道路の平均制限速度や平均的市内走行距離の見直し、エアコン使用等の要素
を検討している模様。(Greenwire) 
 

26：ニューヨーク州、自動車の温室効果ガス排出削減を狙い厳格なカリフォルニア基準を採択 
ニューヨーク州環境局が、自動車から放出される温室効果ガス（GHG）排出の削減を狙ったカリフ
ォルニア州の野心的な新規制を導入することを全会一致で採択。新規制の目標は、2016 年型車から
放出される CO2 他の GHG 排出量を現行水準より約 30%削減することで、2009 年型車から段階的
に適用。新規制はまた、ニューヨーク州で販売される車両の燃費を 40%改善することも義務づける。
カリフォルニア州の規制は、北東部及び太平洋岸の 10 州で採用されるものと見られているが、自
動車業界は既にニューヨーク州規制の阻止に動きだしたほか、他州においても規制実施阻止を計画
中。(The New York Times) 
 

12 月／ 

< 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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1：メイン州とワシントン州、カリフォルニア州の自動車排出基準を採択 
ワシントン州の Christine Gregoire 州知事（民主党）が 11 月 30 日、自動車から放出される温室効
果ガス（GHG）排出の削減を義務付けるカリフォルニア州基準を自州基準として採用することを認
める法案に署名。新規制は 2009 年に発効し、同州で販売される新型乗用車と軽トラックに GHG
排出の 30%削減を義務付ける。但し、発効は、隣のオレゴン州が同基準を採択することが条件。オ
レゴン州知事はカリフォルニア基準を支持しており、近々（2005 年終盤から 2006 年序盤）採択の
見込み。一方、メイン州の環境保護委員会も 12 月 1 日、自動車 GHG 排出の削減を義務付ける規制
を満場一致で承認。メイン州は、カリフォルニア州排出規制を採択する全国 6 番目の州に。同規制
は 2009 年に発効し、自動車の GHG 排出を 2016 年までに 30%削減する予定。米国の主要自動車メ
ーカーは、メイン州の規制にも反対の立場を表明。(Greenwire) 

 
 
Ⅲ 産業技術 
11 月／ 

22：IBM の科学者、炭素ナノチューブは情報通信機器用光源として使用可能と発表 
IBM の科学者等が、炭素ナノチューブを情報通信製品用の超高輝度光源として使用可能であると発
表。光源に炭素ナノチューブを用いる試みは、従来はナノチューブの両端から同時に正負の電荷を
入れようとしたために失敗。今次設計は、表面を酸化したシリコンウェハにナノチューブを浮遊さ
せ、ナノチューブに電子を注入することにより、ナノチューブとウェハの接合部近くにできた強い
電界によってナノチューブに注入された電子がエネルギーを増し、正負電荷の反応を起こして光を
形成。生成される光子は従来型 LED の 10 万倍であり、これまでの炭素ナノチューブ・デバイスよ
りも効率が 1000 倍も高い。この研究結果は 11 月 18 日号のサイエンス誌に発表予定。(United Press 
International) 
 

12 月／ 
2：環境保護庁の諮問委員会、ナノテク規制のタイムフレームは答申しない方針 

ナノテクノロジーの自主的データ報告プログラムの策定方法を環境保護庁（EPA）に答申する米国
汚染防止・毒物諮問委員会（NPPTAC）のナノ材料に関する特別作業部会では、規制公布のタイム
フレームを提言しない意向。NPPTAC の産業界メンバーによると、特別作業部会が草稿している書
簡は、規制枠組み実施タイムフレームの策定を EPA に委ねる内容。原案では EPA に、自主的デー
タ報告プログラムの開始 12 カ月後にはナノ粒子に関する規制を提案するよう提言していた模様だ
が、このタイムフレームは産業界の圧力によって土壇場で削除された。NPPTAC の特別作業部会は、
12 月 7 日から首都ワシントンで行なわれる OECD 化学委員会の会合までに、 終提案を EPA に提
示予定。(Inside EPA Weekly) 
 

2：外部燃料タンク断熱材にヒビ、更なる打ち上げ延期の可能性もでてきたスペースシャトル 
米航空宇宙局（NASA）の内部メモによると、スペースシャトル「ディスカバリー」の外部燃料タ
ンクの断熱材に先頃見つかったひびは、「許容できない安全への脅威」である恐れがあるため、
NASA がシャトルの打ち上げをさらに延期する可能性が出てきた模様。先月上旬に行われた検査で、
電線と液体水素配管の PAL ランプ（打ち上げ中の風除けとなるフォーム配管カバー）に縦方向のひ
びが発見。NASA は今年 7 月の打ち上げ中に、シャトルの外部燃料タンクの PAL ランプから 1 ポ
ンドほどのフォーム断熱材が脱落して以来、ディスカバリーの打ち上げを延期中。N. Wayne Hale
シャトル・プログラム・マネージャーらのチームは現在、当該損傷を修理すべきか、PAL ランプを
すべて取り外すべきか検討中。後者の方針が採られた場合、シャトルの次回打ち上げは現行予定よ
り 4 カ月以上遅れ、来年秋まで持ち越される可能性も。(Washington Post) 

 
 
Ⅳ 議会・その他 
11 月／ 
20：ニューヨーク州知事、バイオ燃料の州内生産・使用を拡大するイニシアティブを発表 

George Pataki ニューヨーク州知事（共和党）が、州内におけるバイオ燃料の生産と使用の増加を
狙ったイニシアティブを概説する行政命令を発布。州機関と公共機関に対して、バイオ燃料を給湯、
暖房、輸送に使用するよう義務づけるもので、2012 年までに実現すべき基準を設定。ニューヨーク
州省庁は、2012 年までに暖房燃料に占めるバイオ燃料の割合を 5％以上とする、2007 年までに州
政府所有車両が使用する燃料の 低 2%をバイオディーゼルとし、2012 年までにこの割合を 10％ま
で引き上げる、などの義務付けを課せられることになる。(New York State News Release) 
 
：政府説明責任局（GAO）、電気事業再編努力の現状を報告 
政府説明責任局（GAO）は、下院政府改革委員会の Darrell Issa エネルギー・資源担当小委員会委
員長（共和党、カリフォルニア州）に、米国電気事業再編成の状況を調査した報告書『電気事業の
再編成：残る重要課題』を提出。（1）電力業界と卸売電力市場の再編成の為に連邦政府が実施した
施策、（2）再編成開始以来の電力市場の変化、（3）電気事業再編成において残された重要課題につ
いて情報提供。連邦政府による過去 13 年間の電力業界再編施策は、卸売電力市場の競争促進をも
たらす一方、一時的な料金高騰といった否定的な結果も招いた。GAO 報告書は、電気事業再編成の
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ベネフィットの 大化のためには、卸売市場の機能改善と細分された状況の改善、低廉な市場価格
確保のための卸売市場と小売市場をつなぐ消費者需要プログラムの増加等の重要課題の解決が必要
と指摘。(GAO) 
 

12 月／ 
2：Bingaman 上院議員、気候変動法案を 2006 年早々に議会へ提出する意向であると発言  

Jeff Bingaman 上院議員（民主党、ニューメキシコ州）は 11 月 30 日、未来の為の資源（RFF）が
ニューヨーク市で開催した排出権取引と気候変動に関する会合で基調演説を行い、2006 年早々にも
新たな気候変動法案を議会に提出し、同問題を 2006 年選挙の主要課題に押し上げていく意向と発
言。同上院議員が今年夏に草稿した気候変動法案は、全米エネルギー政策委員会（NCEP）の提言
に基づき、絶対削減値ではなく、経済成長に比例した排出削減に基づいて気候変動プログラムを設
定することが主な内容。今年 6 月の上院本会議審議では、同草案は採決に至らなかったが、同議員
が別途提出した「気候変動規制の義務づけを原則として支持する」との議案の方は発声投票で可決
された経緯もある。RRF 主催の同会合で Bingaman 上院議員は、義務的プログラムを 2～3 年で成
立するためには、政治的に可能性のあるオプションは NCEP プランに沿ったプログラムしかないと
発言。Bingaman 議員はまた、北東部・西部諸州による独自の気候変動対応努力を評価しつつも、
全国的アプローチの合意を遅らせる可能性についての懸念も表明。 (Inside EPA Weekly) 
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