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【省エネルギー特集】 

 

DOE が 200 工場での省エネルギー評価を実施（米国） 
 

米国エネルギー省（DOE）は、「Save Energy Now」の中心的な取り組みとして米

国で もエネルギー消費量の多い製造工場に同省のエネルギー専門家を派遣し、200
にのぼる省エネルギー評価を実施している。この評価の目的は省エネとコスト削減に

結びつく当面の処理を特定することであり、主にスチームシステム（steam system1）

とプロセス加熱システム（process heating system2）に重点を置いている。これらの

システムで消費されるエネルギーは、米国の産業部門で消費されるエネルギーの 80%
近くを占める。第 1 回目の評価申請受付は 2005 年 11 月 8 日に始まり、2006 年 1 月

20 日に終了した。 
 
評価を受けることが決まった工場のリストは下記の URL3に掲載されている。また、

これまでに行われた評価実施の状況と報告書については下記の URL4を参照されたい。 
 

2006 年 5 月 22 日現在の状況は下記のとおりである。 
・結果が報告されている評価の数：50 件 
・節減の可能性がある天然ガスの総量：年間 14.9 兆 Btu 

この量は一般的世帯 207,234 戸で消費される天然ガスに相当 
・節減の可能性があるエネルギー総費用：1 億 5,270 万ドル 

 
3M 社、アルコア社、デュポン社、J.R. Simplot 社、ウェアーハウザー社を始めとす

る数々の企業が数年前に既に行われた評価結果の恩恵を享受している。評価はエネル

ギー専門家が DOE のソフトウェアツールや技術情報を活用しながら行ったものであ

る。エネルギー価格が上昇する現在、これらの評価は企業に大きな実利的利点をもた

らし続けている。以下、過去に実施された評価の事例研究を紹介する。 
 

エネルギー評価の事例研究 

 
「Save Energy Now」イニシアティブは、米国企業の省エネとコスト削減に役立つ

ものであり、「Energy Savings Assessments（省エネ評価）」を通じて操業の改善に

貢献する。ここに紹介する事例研究を読めば、過去の評価に参加した企業が DOE の技

                                                  
1 参照：http://www1.eere.energy.gov/industry/bestpractices/pdfs/39156.pdf 
2 参照：http://www1.eere.energy.gov/industry/bestpractices/pdfs/39155.pdf 
3 参照：http://www.eere.energy.gov/industry/saveenergynow/partners/selected_plants.cfm 
4 参照：http://www.eere.energy.gov/industry/saveenergynow/partners/results.cfm 
 

< 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979号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/979/
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術専門家と協力して省エネとコスト削減に成功していることが分かる。「省エネ評価」

の結果は企業や工場により異なるが、どの企業も評価を受ければいずれかの結果パタ

ーンに当てはまる可能性がある。過去の事例研究の詳細については、下記の「BestPr
actices」のウェブサイト5を参照されたい。 
 
アルコア社－DOE と連携してエネルギー消費量を削減 

 

世界的なアルミニウム製造業者であるアルコア社が競争力維持のために掲げる長期

戦略には、より効率的にエネルギーを利用することが目標に掲げられている。この目

標を達成するため、アルコア社は 1999 年に DOE と共同で同社のアルミニウム加工工

場におけるエネルギー消費量の削減に向けた取り組みを開始した。工場全体のエネル

ギー評価、従業員の研修、DOE のソフトウェアツールおよび技術的資源の活用により、

アルコア社は会社全体で 6,000 万ドル以上の節減が可能であることを確認し、1,500
万ドル以上の操業コスト削減に成功した。 

 
アルコア社がアルミニウムの製錬プロセスで消費した燃料およびエネルギーは 200

3 年末時点で年間 7 億ドルであった。同社の環境計画は、エネルギー効率化と環境管

理による年間 1 億ドルの節減を掲げている。アルコア社は、2006 年までに 6,000 万ド

ルをエネルギー効率の向上によって、また 4,000 万ドルを環境管理によって節減する

計画である。 
この事例研究の全文は下記の URL6で閲覧できる。 

 
表  アルコア社の評価結果（2004 年 5 月報告） 

評価実施場所 プロジェクト コスト 年間節約 現在までの

    ($) 見込額($) 節約実績($)
2000 年 

ラフィエット 空冷圧縮装置 75,000 50,000 50,000
(インディアナ州) 
  

ジャストインタイム式 
ビレット加熱 10,000 25,000 25,000

  溶解炉熱回収 450,000 400,000 *
  溶解炉チューニング 36,000 75,000 75,000
  
  

インゴット冷却水システ

ムのポンプシステム改善
10,000 18,000 18,000

  
  

直接燃焼式加熱システム

によるボイラー交換 1,800,000 1,300,000 1,300,000

  

  

押し出しプレスポンプシ

ステムのポンプシステム

改善 
12,000 80,000 *

                                                  
5 参照：http://www1.eere.energy.gov/industry/bestpractices/case_studies.html 
6 参照：http://www1.eere.energy.gov/industry/bestpractices/pdfs/36152.pdf 
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2001 年 
スパニッシュフォ

ーク 圧縮空気改善 25,000 40,000 40,000

(ユタ州) Go to Pilot on Melter 1,000 75,000 75,000
  
  

垂直浮遊溶解装置 
－チップ溶解 800,000 450,000 *

  均一化炉の熱電併給 800,000 710,000 *

  溶解炉の装填システム改

善 400,000 500,000 500,000

  ドロスプレス 150,000 125,000 125,000
2002 年 

プラントシティ 圧縮空気分配システム 150,000 130,000 130,000
(フロリダ州) 溶解装置への蓄熱式 
  バーナー導入 500,000 300,000 *

  照明費削減のための 
  昼光利用 5,000 25,000 20,000

  ペイントライン水ポンプ

  への可変速度運転導入 50,000 35,000 35,000

  
  

溶解炉の電磁ポンプ

(EMP)技術 600,000 250,000 *

クレソナ  
(ペンシルベニア州) 

冷却塔ポンプ 
プロジェクト  75,000 100,000 50,000

エリザベストン 
(テネシー州) 圧縮空気利用の見直し 100,000 120,000 60,000

クレソナ 
(ペンシルベニア州) 

垂直浮遊溶解装置 
－チップ溶解炉 1,200,000 500,000 *

Halthorpe 
(バルティモア、 
メリーランド州) 

照明効率化プロジェクト 200,000 125,000 125,000

Bauxite 
(アーカンソー州) 

圧縮空気その他システム

の改善 649,000 1,070,000 1,000,000

Halthorpe 
(バルティモア、 
メリーランド州) 

DC クレーン電源装置 50,000 75,000 75,000

  合計 8,148,000 6,578,000 3,703,000
（出典：脚注 6） 

 
 

表 アルコア社のエネルギー効率化への取り組みによる排出削減量 
排出ガスの種類 排出量年間削減量見込み 排出量年間削減実績 
  (単位：MT) (単位：MT) 
NOX 2,600 770 
SOX 5,600 1,600 
CO2 1,300,000 420,000 

（出典：脚注 6、2004 年 5 月報告） 

< 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979号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/979/
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J.R. Simplot 社－バーナー改善プロジェクトで大規模な食品加工工場のパフォーマン

ス向上と省エネを実現 

J.R. Simplot 社は、エネルギー消費とコストを削減するためのプロジェクトを 200
3 年に終了し、アイダホ州コールドウェルにある同社のジャガイモ加工工場において

蒸気システムの効率を向上させることに成功した。このプロジェクトは、蒸気システ

ム評価手法（Steam System Assessment Tool：SSAT）を用いて Steam Engineeri
ng 社の認定スペシャリスト（Qualified Specialist）である Bill Moir 氏が実施した

評価を基準にしている。SSAT は DOE の「BestPractices」のために開発された手法

である。コールドウェル工場では年間 52,000MMBtu と 526,000kWh の節減に成功し

ている。エネルギーと維持管理コストの節減は全体で年間 329,000 ドルに達する。プ

ロジェクトの総費用は 373,000 ドルであり、単純に計算しても 14 ヵ月未満で回収する

ことができる。同社の他の工場においても、SSAT を使用した分析が行われ、省エネ

のための同様のプロジェクトが 2003 年と 2004 年に実施された。これらのエネルギー

効率改善により、同社は年間 176,000MMBtu の天然ガス節減に成功している。 
この事例研究の全文は下記の URL7で閲覧できる。 

 
ばらつきを抑制して利益率を上げる－デュポン社の企業内共同エネルギー管理 

デュポン社が実践する「Corporate Energy Management（企業内共同エネルギー

管理）」は、 高レベルの 2 つの戦略に支えられている。その 1 つは、エネルギー節約

を組織の 重要課題として位置づけることであり、もう 1 つは、シックス・シグマ品

質管理手法をエネルギー管理のプロセスに適用することである。2002 年中に同社は世

界中の事業活動の現場でこれらの戦略の周知を図り、75 を超えるエネルギー向上プロ

ジェクトを実施した。同社がシックス・シグマによって実施する平均的なプロジェク

トは、年間 250,000 ドルの節減を見込んでいる。 
この事例研究の全文は下記の URL8で閲覧できる。 

 
ウェアーハウザー社－ロングビュー工場で実施されたエネルギーと水の評価で年間 3
10 万ドルが節減される見通し 

2002 年、ウェアーハウザー社はワシントン州のロングビューにある同社の紙パルプ

製造工場において工場全体のエネルギー評価を実施した。この評価では、エネルギー

の効率化と水の消費量削減を目的とした 9 つのプロジェクトが認められた。これらの

プロジェクト実施による節減量は、DOE エネルギー情報局（EIA）が予測する地域ご

との天然ガス価格を基準として年間 310 万ドルになることが見込まれている。また、

工場で使用される水が 1 分あたり 3,600 ガロン削減されることも予想されている。こ

れらの改善策に要するコストは 500 万ドル～1,100 万ドルであると試算されている。

                                                  
7 参照：http://www1.eere.energy.gov/industry/bestpractices/pdfs/simplot.pdf 
8 参照：http://www.ase.org/uploaded_files/industrial/DuPont%20Case%20v08.pdf 
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上記の 9 つのプロジェクトに加えて、評価チームは工場内の発電出力が 大 15MW 増

える可能性もあるとしている。 
この事例研究の全文は下記の URL9で閲覧できる。 

 
表 評価で提案されたプロジェクトと予想される節減量注１ (2004 年 6 月報告) 

プロジェクト 概要 節水 天然ガス節減 年間節約額 
    (gpm 注２) (MMBtu/yr 注３) 予測 
ロングビュー工場 ダイジェスタ洗浄改善と

プロジェクト 1 希釈係数低減 200 310,000 $580,000

ロングビュー工場

プロジェクト 2 エバポレーター配置変更 1,750 570,000 $650,000

ロングビュー工場

プロジェクト 3 ダイジェスタ熱回収導入 0 130,000 $280,000

ロングビュー工場

プロジェクト 4 温水システム改善 0 80,000 $150,000

ロングビュー工場

プロジェクト 5 
白水再利用と水システム

の改善 1,250 100,000 $220,000

ロングビュー工場

プロジェクト 6 
凝縮液ポリッシャー改善

と復水回収率向上 200 190,000 $390,000

ロングビュー工場

プロジェクト 7 
焼却炉排気管への廃熱 
ボイラー設置 0 110,000 $180,000

ロングビュー工場

プロジェクト 8 
Recaust 溶解用タンクの

温度制御導入 200 0 $0

NORPAC 工場 暖房・空調のための水／

グリコールシステム導入
0 310,000 $650,000

合計   3,600 1,800,000 $3,100,000 
注１：予想されるコスト削減量は、米国エネルギー省が作成する地域毎の天然ガスおよび電力価格

に基づく。注 2：ガロン／分。注 3：100 万英国熱量単位（Million British thermal units）／年 
(出典：脚注 9) 
 
3M 社－ハッチンソン工場のエネルギー効率評価における熱回収と熱電併給への取り組み 

3M 社はミネソタ州ハッチンソン工場において工場全体のエネルギー効率評価に着

手した。この評価で確認されたのは同工場の操業や設備条件に応じた省エネの方法で

あるが、これらは他の地域にある類似した工場やプロセスにも応用できる可能性を持

っている。評価担当者はこの評価中に特定された様々なエネルギー効率プロジェクト

を組み合わせて 4 つの実施パッケージを作成した。この中から、各パッケージ全体の

資本回収期間の比較に基づき 1 つが採用された。そのパッケージには、冷却装置の整

理統合、空気圧縮機の冷却効率向上、熱電併給のための蒸気タービン、さらに熱回収

ボイラーを同工場の焼却炉のうち 2 つに導入するプロジェクトが盛り込まれている。

                                                  
9 参照：http://www1.eere.energy.gov/industry/bestpractices/pdfs/fp_cs_weyerhaeuser.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979号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/979/
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担当者の試算によると、このパッケージに含まれる省エネ対策を実施することにより、

同工場は年間 570 万 kWh の電力と年間 214,499MMBtu の天然ガスおよび燃料油を節

約することができる。この評価中に認められた特定のプロジェクトの幾つかは、他の

テープ製造工場および揮発性有機化合物を分解するための焼却炉（Thermal oxidizer）
を使用する施設に適用することができる。 

事例研究の全文は下記の URL10で閲覧できる。 
 
表 提案されたエネルギー効率化プロジェクト(2003 年 6 月報告) 
  エネルギー節減     

プロジェクト 電力 天然ガス #6 石油 エネルギー節減 プロジェクト 

  (kWh/yr) (MMBtu/yr) (MMBtu/yr) 初年実績($)注 コスト($) 

冷却装置整理 
統合 1,552,750 該当なし 該当なし 87,420 292,545

空気圧縮冷却 
北プラント 609,000 該当なし 該当なし 22,168 65,340

空気圧縮冷却 
南プラント 393,750 該当なし 該当なし 34,287 170,775

焼却炉熱回収 
ボイラー 該当なし 38,093 172,557 772,191 913,275

蒸気タービン 3,166,000 該当なし 該当なし 163,999 604,035
相対湿度 該当なし 695 3,145 14,200 0
合計 5,721,500 38,788 175,702 1,094,265 2,045,970

注記：2 年目以降の節減量はエネルギー費用により異なる。 
(出典：脚注 10) 

以上 
翻訳・編集：NEDO 情報・システム部 

 
(出典：http://www.eere.energy.gov/industry/saveenergynow/ 

http://www.eere.energy.gov/industry/saveenergynow/case_studies.html) 
 

                                                  
10 参照：http://www1.eere.energy.gov/industry/bestpractices/pdfs/ch_cs_3m_pwa.pdf 
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【省エネルギー特集】 

 
アイドリング削減設備付きトラック駐車場を探す新電子地図(米国) 

         －運転手休息時のアイドリング削減のために－ 

 

 インターネットで利用できる新しい電子地図により、トラック運転者がアイドリン

グ削減設備のあるトラック駐車場を見つけやすくなっている。このシステムは燃料の

大幅な節約と同時に大気汚染も減らすことができる。 
 
 アイドリング削減設備はアメリカ合衆国で現在使用されている寝台付長距離トラッ

ク約 50 万台にとって大いに効果が期待される。アイドリング削減技術によってディー

ゼル燃料の使用を年間約 8 億ガロン減らすことができ、トラック運送業で毎年 20 億ド

ルの経費削減が見込まれる。さらに、アイドリング削減戦略により窒素酸化物の排出

を年間約 15 万トン削減でき、粒子状物質の排出も年間約 3 千トンまで削減できる。 
 
 通常一晩 6 時間のトラックのアイドリング時間を減らすことにより、運転手はエン

ジンの磨耗を減らし、その結果メンテナンスコストを削減することができる。定期保

守の回数はより少なくてすみ、エンジンの分解修理が必要になるまでに走行できるト

ラックの距離もこれまでより長くなる。 
 
 アイドリング削減設備付トラック駐車場探索手法(TSE :Truck Stop Electrification 
Station Locator) の 省 庁 間 合 意 に よ る 開 発 は 、 運 輸 省 (DOT :Department of 
Transportation)連邦道路管理局(FHWA :Federal Highway Administration)からの財

政支援を受け、エネルギー省(DOE :Department of Energy：DOE)再生可能エネルギ

ー研究所(NREL :National Renewable Energy Laboratory)によって行われた。このプ

ロジェクトは FHWAと DOEクリーンシティ(Clean Cities)活動の共同開発によって生

まれたものである。地図探索はクリーンシティのウェブサイト注１から無料で行える。 
 
 「私達は、アイドリング削減機能を持つ駐車場の場所をトラック運転手達に案内す

るためにこの手法を開発した。なぜなら、大型トラックのアイドリングを削減するこ

とは、燃料消費を全体的に節約し、我が国のエネルギー安全保障を改善する重要な一

歩になるからである」と、NREL 科学技術部の Stan Bull 副部長は述べた。 
 
 トラック運転手はアイドリング削減設備付トラック駐車場で長距離用トレーラトラ

ックにプラグを差し込むことができる。それにより、運転手達は国で定められた必要

な休息時間を取る間、ヒーターやエアコン、および冷蔵庫やテレビ等の電気機器を使

                                                  
注１http://www.eere.energy.gov/cleancities/idle/station_locator.html 

http://afdcmap2.nrel.gov/tse/ 

< 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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用できる。アイドリング削減設備付トラック駐車場の設備には、トラック駐車場に設

置された単独型システムと、トラック搭載機器と駐車場設置機器の両方を必要とする

組み合わせシステムがある。 
 

TSE で探せるトラック駐車場のアイドリング削減設備の型式は主に二種類あり、そ

れは IdleAire 社注２と Shurepower 社注３のものである。この両社の設備により、トラ

ック運転手達はトラックのエンジンを停止している間もトラック内の機器に電気を供

給し彼らの必要を満たすことができる。TSE と他のアイドリング削減設備についての

詳細は、クリーンシティのウェブサイトで手に入る。 
 

 現在、11 の州（アラバマ、アーカンソー、カリフォルニア、ジョージア、メリーラ

ンド、ニュージャージー、ニューヨーク、ノースカロライナ、サウスカロライナ、テ

ネシーおよびテキサス州）において、TSE の駐車場が 50 近くあり、近い将来新たな

施設を多く開設する予定である。 
 
 DOE のクリーンシティ活動は、FreedomCAR &Vehicle Technologies プログラムの

一部であり、我が国の輸入石油への依存を減らすことを目的に代替燃料や先進自動車

技術の実現を促進している。このプログラムは 90 近くに上る公的／私的機関の連携で

行われており、代替燃料と代替燃料車、混合燃料、燃料節約、ハイブリッド車および

アイドリング削減を推進している。 
以上 

                       翻訳：NEDO 情報・システム部 
（出典：http://www.nrel.gov/news/press/release.cfm/release_id=35 ） 
 

                                                  
注２ http://www.idleaire.com/ 
注３ http://www.shurepower.com/ 
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【省エネルギー特集】 

米国のグリーンビルディング評価制度 

   
米国建築業界を中心とする民間企業によって組織・運営されている「米国グリーン

ビルディング協議会（USGBC：U.S. Green Building Council1）」は、より効率性の高

い次世代建築物の構築を目指し、新しい製品、素材、設計、ポリシー、教育・トレー

ニング、展示会など幅広い活動を実施している団体である。 
 
米国において商業・住居用ビルが消費する電力量は、米国総消費量の 65.2％に達し

ており、これは米国全体の温室効果ガス排出量の約 30％に相当することから、ビルデ

ィング等の建築物の環境負荷軽減が様々な観点から課題となっている。こうした背景

を踏まえ、同協議会が推進しているプログラムの１つに LEED（Leadership in Energy 
and Environmental Design）という評価制度がある。「グリーンデザイン」は、「ビル

を主体として環境面でのマイナス要因を大幅に縮小又は取り除く」ことと定義付けさ

れ、具体的には、ビル等の各建築物が環境改善にどの様に貢献しているかの指標を明

確にし、それに基づく対象建築物の点数方式によるレイティングを行う。これにより、

省エネ対策による環境負荷の少ない建築物の普及を促すのみならず、飲料水の使用量

の削減、代替エネルギーの導入、建築材料の有効利用、室内環境の品質改善（快適性）

といった観点からの評価も点数化し、経済的効果や健康・安全面の改善、更には地域

住民の利益にも貢献することを狙っている。 
 
LEED 制度には、評価する建築物に応じて以下の 6 種類の規格が定められている。 

1. LEED-NC: 2000 年にリリースされた規格で、商業、工業用ビルを対象にした

新築、主要な改築、増築を対象 
2. LEED-EB: 2004 年にリリースされた規格で既存のビルを対象 
3. LEED-CI: 2004 年にリリースされた規格で商業ビルのインテリアを対象 
4. LEED-CS: 2005 年にリリースされた規格で構造と設備を対象 
5. LEED-H: 2006 年にリリースが予定されている規格で住宅を対象 
6. LEED-ND: 都市宅地開発を対象 

 
 昨年発表された資料によれば、LEED 制度の普及率は、LEED-NC で見ると認定取

得件数が 289 件、登録済みのプロジェクト数は 2,069 件に達している。産業セクター

としては、民間企業への普及が全体の 28%を占めている。政府機関の建築物の

LEED-NC 認定取得総数は全体の 42％で、連邦、州、地方自治体別に見ると、地方自

                                                  
1 www.usgbc.org/ 

< 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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Emissions – 2% 

Water – 1% 

Waste – 0% 

Reduced O&M – 16% 

Productivity & Health – 70% 

Energy – 11% 

Breakdown of Green Building Financial 
Benefits (LEED Certified & Silver levels)

Source: Capital E Analysis
www.cap-e.com

治体の 22%が も高く、連邦、州政府機関よりも積極的な姿勢が見受けられる。連邦

政府関係の施設では、空軍、陸軍、海軍、州政府機関、エネルギー省、環境保護庁と

いった機関で採用されており、カリフォルニア州をはじめ、メリーランド州、マサチ

ューセッツ州、ニュージャージー州、ニューヨーク州、オレゴン州、ペンシルベニア

州、ワシントン DC などを含め、全米を対象にその普及が広がっている。 
 
民間企業における経済効果を示す数字として、ウィスコンシン州にある保険会社が

紹介している事例によれば、15 万平方フィートの床面積を有する新しいグリーンビル

を採用した場合に、従業員の生産性は 16%向上し、これによって年間 1,300 万米ドル

の人件費が、年間で 200 万米ドル削減され 1,100 万米ドルにまで減少し、エネルギー

費用においては 40%削減したと報告されている。2005 年 10 月に合衆国グリーンビル

ディング審議会より発表された LEED-NC 産業セクター別分布を下記に示す。 
LEED-NC 産業セクター別分布 

 
出典：米国グリーンビルディング協議会資料(2005) 

 
 

左記の図表は、LEED 規格認定取

得ビルにおける財政的利点を示して

いるが、 も高い効率、利点としてあ

げているのは、従業員の生産性と健康

管理で、全体の 70%に達している。 
 

 
 

以 上 
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【省エネルギー特集】 

 

省エネ型社会の実現：分散型発電の展望（EU） 
 
分散型発電とは 

今日発電されている電力エネルギーの大半は、化石燃料（石炭、石油、ガス）や水

力および原子力を使用して大型集中発電所で生産され、エネルギーは長い距離を経て

消費者に送電・配電される。この場合では、電力は一方方向のみ（中央発電所からネ

ットワークを通して消費者）に送られている。 
 
 

 

このようなシステムには多くの欠点がある。例えば、輸入燃料への高い依存度、温

室効果ガスや他の汚染物質による環境への影響、伝送損失、送電／配電所の整備や交

換を継続的に行う必要性などである。 
 

それに対し、分散型のエネルギー源から成り立つ電力システムでは、たいていの場

合数多くの小さいモジュール式エネルギー変換設備が 終需要地に近い位置に存在し

ており、それらの設備から生産される個々のエネルギー量は大変少ない。また、これ

らの設備は独立運転することもできるし、電力系統に連系することもできる。 
 

従来 

 中央発電所 

送電ネットワーク

配電ネットワーク 

商業ビル
工場 

家庭
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未来の電力システム構造 

電力システムの未来構造モデルは、基本的な事実に基づいている。分散型発電が普

及してくると、配電ネットワークはもはや送電ネットワークの受動的な添え物である

と考えることはできない―システム全体が統合された一つのユニットとして設計され、

機能しなければならない。さらに、複雑さが増した運用は複数の管理下に置かれた一

つの組織により行われなければならない。 
 

3 つの概念モデルが想定されてきた：1）マイクロ（もしくはミニ）グリッドモデル、

2）ICT（Information and Communication Technology：情報通信技術）に支えられ

るアクティブネットワークモデル、3）「インターネット」モデル。これら全てのモデ

ルの利用は、地理的な制約や市場展開の状況に依る。 
 

新しいビジネスの役割 

単一市場で、新しい配電例が出現し、分散型発電（DG）が普及してきたことにより、

新しいビジネスの機会がもたらされた。エネルギー市場を運用するために必要とされ

る情報伝達システムは開かれた制度になり、エネルギーに関する株式市場も有効に機

能するであろう。そのためには、エネルギーと情報を橋渡しするインターフェースを

設ける必要がある。多分インターネットを使用した情報ネットワークになるであろう。 
 
エネルギー販売者がこれらの情報を利用することにより新しい役割が生じるであろ

う。それは「仮想発電所」と種々のエネルギー税の設立である。エネルギーの先物取

引や他の金融証券取引は、現在よりももっと広がりを見せるだろう。 

将来 
統合ネットワークで管理される 

分散型／オンサイト発電 

CHP での自家発電  

風力 

発電所

太陽光発電所 

電力

貯蔵

 

 

フロー制御

電力変

換設備

 

 

ローカル 

CHP 設備

電力

貯蔵

電力

貯蔵

電力

貯蔵

電力変

換設備
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1）マイクログリッドモデル 
マイクログリッドは、複数の発電元と電力貯蔵元から配電された電力と複数の顧客

とを結ぶ、小さな電力配電システムのことである。マイクログリッドの特徴は一般的

に、全エネルギー需要が一日につき数千ｋWh までで、且つ、低電圧ネットワークを

介してつながっている、世帯数 500 未満の地域社会への汎用な電力サービスである。

これらのハイブリッドシステムは、電力供給には非経済的な遠隔の地域に確実に電力

を供給できる可能性を秘めている。このハイブリッドシステムを使った実証プロジェ

クトがギリシャの島々で多数実施されてきた。 
 

2）アクティブネットワークモデル 
アクティブネットワークは現在のパッシブ配電ネットワークが将来進化した形とし

て想定されており、規制が緩和された市場で 初に分散型発電を促進するのに、技術

的にも経済的にも 善である可能性がある。アクティブネットワークは特に、分散型

発電の普及を促進するのではないかと推測されてきた。また、このネットワークでは、

新しい ICT 技術や戦略をネットワークの管理に積極的に利用できると考えられている。 
 

このモデルは今までにない二つの概念を採り入れている。一つ目は、ネットワーク

の主となる役割が相互接続性を持つことである。つまり、電力の供給側と需要側間を

複式でつなぐ、両方向に使えるネットワークである。二つ目は、このネットワークは

消費者と情報をやりとりできなければならないことである。現在のシステムは基本的

に、供給側や需要側に何が起こってもネットワーク自体は殆ど影響を受けないシステ

ムである。 
 

このモデルの構造は、現在のものが線状／放射状の接続であるのに対して数多い相

互接続、比較的小さな地域の管理、そして相互接続によるサービスへの料金の支払い

から成り立っている。アクティブネットワークは電話回路網と同じような共通点を持

っており、オームの法則により電力経路が決まる従来のパッシブネットワークと違っ

て、混雑状態に対する積極的な管理を必要とされる。分散型発電のために入力分岐点

が増加し、双方向にエネルギーを送ることが可能となり、直接の電力経路を決める新

しい技術が浮上してきた。新しいパワーエレクトロニクスシステムは電力経路の制御

方法と、ネットワークに対する柔軟性がある分散型発電のインターフェースを提供す

る。フレキシブル交流送電システム(Flexible AC Transmission Systems: FACTS)と低

電圧のCustom Power Devicesにより、アクティブネットワークにおいて電力供給経路

を管理できる見込みがある。 
 
ギガワット規模の天然ガス発電所であろうと太陽光発電パネル一枚であろうと個々

の分岐点は制御される必要があり、複合制御タスクの数も必要なら増やさなければな

らない。FACTS 装置や類似技術の利用により制御パラメーターが増えている。ネット

< 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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ワークの状況および地域の制御センター間の調整について正確な情報を知るには 先

端の ICT を利用することが必要不可欠である。 
 

このシステムによる電力送電では、１つの電力経路に頼っていないため１つの要素

が原因の障害は少なくなる。ただし、相互接続ネットワークに内在する固有のリスク

は、連鎖反応である。すなわち、システムの不具合がネットワークの一箇所で起こる

と、その影響が瞬く間に他の箇所に広まってしまう。そのため、アクティブネットワ

ークには、適切な設計基準や、構造の迅速な保護や、よりひどい故障になる危険性の

ある要素に対処する自動再設定装置などが必要となってくる。 
 

アクティブネットワークモデルにおける も大きな変化は、地域の制御範囲内で起

きており、定められた地域毎で各自の電力制御システムを持つと同時に、境界を越え

た電力の流れも管理している。システム制御をするリモート作動装置により、ICT を

使ってこのシステムを管理することが可能であろう。中央の制御コンピューターは電

力の交換を行うために近接地域と「交渉」をする。もしある地域が電力不足になれば、

このシステムは正しい電力バランスを維持するため、充分な負荷の電源を切るか発電

することで対処する。このことは全体的に見て、電力供給の信頼性に大きな進歩を与

えている。このモデルのためのインフラ整備は比較的少ない投資額ですむが、地域に

よってはネットワーク強化のため相互接続と自動開閉装置の費用を増やす必要がある。 
 
3）インターネットモデル 

インターネットモデルはアクティブネットワークを世界的規模に拡大したものであ

るが、制御はシステム内に分散されている。世界中のインターネットとウェブによる

情報の流れには、分岐点やホストコンピュータ、メールサーバーおよびルーターそれ

ぞれが世界的プロトコルに基づいて独自に作動している分散型制御の概念を使ってい

る。電力システムと同じように、全ての供給点、利用者および開閉設備は分岐点に対

応している。 
 
インターネットは新しい多くの機会をもたらす。従来型の発電所は一つの場所で、

（通常）一つの発電技術を用いて、一つの法人組織によって所有されて、発電してき

た。仮想発電所は、複数の燃料を使い、複数の場所で、複数の所有者による発電所で

ある。 
 

どちらの発電所もあらかじめ決められた時間に、確実にエネルギーを供給している。

これは、現在では時間単位で次の日の電力供給の契約ができるということを意味する。

発電所は電力出力を速やかに変えられなければならなく、この機能を付帯的サービス

として系統運用者に売らなければならない。 
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系統運用者やエネルギー売買者にとって、仮想発電所からのエネルギー購入や付帯

サービスは、従来の発電所から電力を購入することと等しい。仮想発電所の概念は、

仮想発電所自体が新しい技術なのではなく、生産された電力の価値を 大限に利用す

るために、分散型発電・電力貯蔵を組織化する方法のことである。分散型発電、再生

可能エネルギー源（Renewable Energy Sources: RES）および貯蔵エネルギーを用い

た仮想発電所は、持続可能なエネルギーミックスが開発されるまで従来の発電所を少

しずつ置き替えていく可能性を持っている。 
以上 

翻訳：NEDO 情報・システム部 
（出典：http://ec.europa.eu/research/energy/nn/nn_rt/nn_rt_dg/article_1158_en.htm） 
 
 
補足資料： 
（1）分散型エネルギー源の主要な利点とは。        

http://ec.europa.eu/research/energy/nn/nn_rt/nn_rt_dg/article_1159_en.htm 
（2）なぜ分散型エネルギー源の R&D は必要なのか。 

http://ec.europa.eu/research/energy/nn/nn_rt/nn_rt_dg/article_1160_en.htm 
（3）欧州委員会が支援する R&D。 

http://ec.europa.eu/research/energy/nn/nn_rt/nn_rt_dg/article_1161_en.htm  

インターネット 

家庭 産業 商業 

エネルギー
サービス

プロバイダ 配電会社
エネルギー

小売市場

・ビジネス提携 
・エネルギー管理 

／エネルギー交換システム 
・計画／運用 
・システム導入／管理 
・資産運用／サービス 

分散型 
発電所 

発電所 

 

仮想電力会社
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【省エネルギー特集】 

 
家庭用自動車のエネルギー消費－最新のデータと傾向（米国） 

 
序  文 

報告書「Household Vehicles Energy Use: Latest Data & Trends(家庭用自動車のエ

ネルギー消費－ 新のデータと傾向)」は、家庭用自動車による米国のエネルギー消費に

ついて詳細なデータを提供する。この報告書の主な目的は、家庭用自動車とこれに関連

した支出について消費者を基準とした 新のデータを公表することであり、報告書は米

国運輸省(U.S. Department of Transportation)が 2001 年に公表した「全米世帯移動調

査：National Household Travel Survey (NHTS)」および当時の自動車の走行距離（1
ガロンあたり）と燃料価格に関する独自の試算に基づいている（図 ES1.参照）。 

図 ES1. エネルギー統計作成の図解（2001 年） 
(出典： NHTS - National Household Travel Survey, EPA - Environmental Protection  
Agency, EIA - Energy Information Administration, and NHTSA - National Highway  
Trafffic Safety Administration) 

 
なおこの報告書は普通自動車と RV 車のみを扱っており、EIA が過去に公表した 
「Residential Transportation(世帯の交通調査)」シリーズとの整合性を保つため、

オートバイ、原動機付き自転車、大型トラックおよびバスは除外されている。 
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報告書は、連邦政府諸機関から EIA（エネルギー情報局）に提供されたデータプロ

グラム、過去に EIA が公表した 5 つの「家庭用自動車によるエネルギー消費の実態調

査(Residential Transportation Energy Consumption Surveys：RTECS )1」、さらに

EIA が保有するその他のデータと予測も使用しており、1983 年から現在および近い将

来までの家庭用自動車のエネルギー消費を評価している。この報告書のデータと分析

は、自動車の利用傾向を表す幾つかの重要な項目に重点を置いている。具体的には、

世帯あたりの自動車保有台数および車種、世帯あたり／自動車あたりの年間走行距離、

燃料の消費量および消費された燃料の種類、燃料に支払われた金額・総支出および燃

料効率が含まれる。 
 
表 1. エネルギー需要の予測基準 
  年 年間変化％ 

  1988 1991 1994 2001 88-91 91-94 Jan-94

世帯数 
(単位：100 万) 91.6 94.6 97.3 107.4 1.1 0.9 1.4
自動車数 
(単位：100 万) 147.5 151.2 156.8 191 0.8 1.2 2.9
自動車全体の走行距離 

(単位：1 兆マイル) 1.5 1.6 1.8 2.3 2 3.8 3.5
エネルギー消費量 
(単位：10 億ガロン) 82.4 82.8 90.6 113.1 0.2 3 3.2
エネルギー効率 
(ガロン/千マイル) 54.6 51.8 50.5 49.5 -1.8 -0.8 -0.3

(出典：Energy Information Administration Household Vehicles Energy Use: Latest Data & Trends - Nov 2005) 
 
重要項目 

1. 普通自動車のエネルギー消費量に関しては、環境への影響のほか、原油価格の乱

高下および石油の輸入依存度軽減の見通しに関心が集まっている。 

米国の普通自動車が 2001年に消費した燃料はガソリン換算(GEG)で 1,131億ガロン

であり、906 億ガロンを消費した 1994 年から毎年 3.3%の割合で増加した。この消費

量をフットボール競技場と同じ大きさのタンクに貯蔵すると仮定した場合、タンクの

高さは約 50 マイルにもなる 2。運輸部門は 2 番目に多くのエネルギーを消費する部門

であるだけでなく、 近では米国で も多くの二酸化炭素を排出する部門でもあり、

1999 年に産業部門の排出量を抜いて第 1 位となっている。これは主に、運輸部門が自

動車用ガソリン 3 などの石油製品に大きく依存していることに起因する。 
                                                  
1 RTECS は、EIA によって 1983 年、1985 年、1988 年、1991 年および 1994 年に実施されて

おり、その後は行われていない。 
2 ft3＝ 7.48 ガロン 競技場の寸法は下記の URL を参照。

http://www.ncaa.org/champadmin/football/football_field.gif 
3 1 ガロンのガソリンを燃焼すると 8.9kg(373.8kg/bbl)の二酸化炭素が大気中に排出される。 
参照：National Research Council, Effectiveness and Impact of Corporate Average Fuel 
Economy (CAFE) Standards (Washington, DC: National Academy of Sciences, 2002), p. 85. 
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現在、米国は石油需要のすべてを国内で生産した原油で賄うことができない。国内

における石油生産の減少と石油消費量の増加が組み合わさった結果、原油および石油

製品の純輸入は 2004 年に 1,180 万バレル／日を超え、輸入量の 高値は 1,290 万バレ

ル／日に達した。このうち 40%以上は OPEC(石油輸出国機構)加盟諸国からの輸入で

あった。さらに、自動車用ガソリンは 2004 年に国内で消費された石油製品 2,000 万バ

レル／日のうち約半分(890 万バレル／日)を占めた。運輸部門で消費された石油製品は

1,360 万バレル／日であった。 
 

2. エネルギー価格の上昇は消費者の支出を増加させる一因となっており、消費者は

家庭内の光熱費とほぼ同程度を自動車の燃料費として支払っている。 

消費者にとってエネルギー費用は 大の関心事である。輸送費用は、旅行や輸送燃

料の価格に関連した様々な要因により上がってきているが、燃料効率の改善により相

殺されている側面もある。2001 年に消費者が支払った家庭内の光熱費(調理、給湯、

冷蔵庫、照明など)は自動車の燃料費とほぼ同程度であった。平均的世帯が輸送燃料の

購入に費やす金額は 1,520 ドルであり、家庭内の光熱費に支払う金額は 1,493 ドルで

あった。燃料購入費の方が名目ドル計算で年間 27 ドルを上回ったに過ぎない。 
 
一方、1994 年に平均的世帯が支払った自動車燃料費は 1,174 ドルであったが、1993

年における家庭内の光熱費は 1,620 ドルであった。なお、同年の夏季および冬季は 30
年間の平均的な気象条件の範囲内にあった。 

図 ES2. 実質個人可処分所得、走行距離、都市部消費者物価指数(CPI-U)およびガソリ

ン平均実質小売価格の年間指数（1978 年～2004 年、1985 年を 100 とする） 
* = 不況年 
(出典：Energy Information Administration, Annual Energy Review 2004; Bureau of Economic Analysis) 
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これらの統計資料から、自動車によって道路 4 を移動することが、エネルギー有効

利用の点において暖房装置や電気製品の選択と同じ位の重要性を持つようになったと

言うことができる。 
 

ガソリンの実質小売価格は過去 20 年の間に上昇と下降を繰り返したが、全体的には

1983 年から 2001 年までに 1 年あたり 1.3%下降している。1986 年と 1998 年には大

幅に下落し、1991 年と 2001 年にはこれよりも小幅な下落が見られた。(図 E15「世界

の石油価格年表(Chronology of World Oil Prices)」参照。この年表は、精製ガソリン

の価格変動の大部分を網羅している)。一方、その他の消費財 6 の価格は著しく上昇し

ており、消費者の家計への負担は実質的に増大している。燃料価格が自動車利用の判

断に与える影響が小さいことを考慮すれば、自動車の走行距離が小売価格よりも可処

分所得に密接に関連することは極めて当然のことである。さらに、燃費の改善により、

消費者は１ドル分の燃料でより遠くまで移動できることになるため、燃料価格変動の

影響をより一層弱めてきた可能性もある。小売価格が原油価格を主な基準として決め

られることを考慮すると、消費者から見た価格変動は世界の原油価格と同じ動きをす

ると考えられる。原油価格は１バレルあたり 50 ドルを超えており、数度にわたり 1 バ

レルあたり 60 ドルを上回っている 7。 
 
3. 他の条件がすべて同じであると仮定した場合、自動車燃料の支出は短期的に増加

することが予想される。 

予想される将来のエネルギー価格は部分的に製造業者の取得原価を反映しているが、

この価格を基準にした場合、自動車の燃料費と家庭の光熱費の格差は増大する可能性

がある。2001 年から 2006 年にかけて、自動車用ガソリンの支出は世帯あたり年間 1,
370 ドルから 2006 年には約 960 ドル多い 2,327 ドルに増えることが予想される。一

方、2001 年のガソリン平均価格は 1.43 ドル／ガロンであったが、2006 年には平均 2.
43 ドル／ガロンとなることが予想される（名目値 71%の増加、インフレ調整後 52%
の増加 8）。 
 
4. 自動車の利用は全体的に増加している。 

2001 年の米国の世帯数は 1 億 740 万であり、このうち 1 台以上の自動車を保有する

世帯は約 9,890 万(92%)であった。1983 年に 1 台以上の自動車を保有していた世帯は

                                                  
4 米国の道路長の合計は 830 万レーンマイルになる。参照：Federal Highway Administration, 

Highway Statistics 2003 (U.S. Department of Transportation, Washington, DC), bleHM-60. 
5 http://www.eia.doe.gov/emeu/rtecs/nhts_survey/2001/tablefiles/e0464(2005).pdf 
6 米国労働統計局(Bureau of Labor Statistics)作成の消費者物価指数を参照。 
7 参照：連邦取引委員会による Gasoline Price Changes: The Dynamic of Supply, Demand, 
and Competition(2005 年 7 月 5 日、ワシントン) 
http://www.ftc.gov/opa/2005/07/gaspricefactor.htm 

8 参照：エネルギー情報局(EIA)「短期エネルギー展望：Short-Term Energy Outlook(2005 年
11 月 14 日)」http://www.eia.doe.gov/emeu/steo/pub/contents.html 
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86%すなわち 8,440 万世帯中 7,220 万世帯であり、年間 1.8%の割合で増加したことに

なる。世帯数の増加と自動車保有率の上昇は、他の条件がすべて同じであると仮定し

た場合、国全体のエネルギー需要の増加につながる。 
 
1983 年以降、若干の偏差を伴うものの、自動車の走行距離の増加は実質可処分所得

の増加を反映してきた。例えば、1983 年から 1985 年にかけて年間ガソリン実質価格は

1 年につき 4.4%低下したが、自動車の走行距離（走行距離の総計）と可処分所得の年間

伸び率はそれぞれ 5.4%と 5.5%であった。走行距離の伸びが可処分所得の増加速度を上

回る場合も若干あるが、1983 年から 2001 年までの全体的な伸び率に両者の開きは殆ど

なく、実質可処分所得は年間 3.2%増加し、走行距離は年間 3.6%のペースで増加した。 
 
5. 新車の販売台数から見ると消費者が SUV を好む傾向は明白であるが、依然とし

て一般乗用車が米国の自動車市場で最大の比率を占めており、米国の道路を走る

車 10 台のうち 6 台近くを占めている。 

米国で SUV（Sports-Utility Vehicles：スポーツ用多目的車）の人気は高まっている

が、全体的には依然として一般乗用車が主流であり、米国の道路を走る車の大半を占め

ている。EPA の報告によると、ステーションワゴンを含む乗用車は 2001 年には新車販

売台数の約 50%を占有したが、2002 年以降は SUV に市場シェアを譲り渡している。景

気が後退した 2001 年時点で、家庭用自動車の流通量は総計 1 億 9,100 万台であった。

このうち乗用車は 1 億 1,240 万台（58%）、ヴァンは 1,840 万台（10%）、SUV は 2,320
万台（12%）、ピックアップは 3,560 万台（19%）、RV 車は 140 万台（1%）であった。 
 
6. 消費者に好まれる自動車は、過去 15 年から 20 年の間に、より重く、力強く、速

い自動車へと変化している。より強力なエンジンが搭載されるようになってお

り、エネルギー性能（1,000 マイルの走行に必要な燃料ガロン数または 100km の

走行に必要な燃料リッター数）は全般的に例外なく向上している。 
経済のエネルギー集約度（エネルギー効率の指標の 1 つ）を追跡評価することはエ

ネルギー経済において一般的な手法であり、運輸部門にも応用することができる。具

体的には、GDP あたりのエネルギー比率あるいは環境効率を表す GDP あたりの二酸

化炭素排出量 9 が指標として用いられ、GDP に対する経済全体のエネルギー消費率の

代わりに、全車両の走行距離に対するガソリン換算ガロン (gasoline-equivalent 
gallons：GEG)の比率を算出する。エネルギーの集約度が も大幅に低下（改善の意

味）したのは 1991 年前であるが、エネルギー消費の全体的な集約度は 1983 年以降着

実に改善している。1991 年以降の集約度(即ちエネルギー効率)の改善は著しく鈍化し、

1983 年から 2001 年の改善率は年間 1.6%であった。一方、1983 年から 1985 年の改

善率は 3.2%であり、1985 年から 1988 年にかけては 4.2%であった。米国におけるエ

                                                  
9 ガソリンを燃料とする自動車からの温室効果ガス排出量はエネルギー消費量に正比例する。 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.979,  2006.6.7 

21 

ネルギー効率の改善に見られる不均衡を明らかにするため、この報告書はエネルギー

消費の長期的な推移についても分析を行っていく。 
 

図 ES3. 普通自動車(新車)の馬力と道路走行時の燃費(1975 年式～2004 年式) 
(出典：Environmental Protection Agency, Fuel Economy Trends 2004) 

 
 

図 ES4. 普通自動車(新車)の重量と道路走行時の燃費(1975 年式～2004 年式) 
(出典：Environmental Protection Agency, Fuel Economy Trends 2004) 
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エネルギー消費量の分析 

7. 年を経るに従い、燃料効率向上がエネルギー消費量の低下に与える影響は減少し

た。エネルギー消費量の変化を要因ごとに分解することにより、エネルギー消費

量の増減に影響を及ぼす様々な要因を浮き彫りにし、絶えず石油の影響に晒され

ている米国経済の状況を明らかにすることができる。 
 
 

図 ES5.(左) エネルギー消費実質年間増加率－全ての影響を含む 
図 ES6. (中央) 燃料効率向上が年間のエネルギー消費増加率に与える影響 
図 ES7. (右) 調整後エネルギー消費年間増加率－燃料効率向上の影響は含まない 
 

自家用車による走行のためのエネルギー需要は 1988 年から 2001 年にかけて不規則

に増加し、平均で年間 2.46%増加した。 
技術の向上がエネルギー消費量の変化に与える影響を分析した結果、燃料効率向上

によりエネルギー消費量は抑制されるが、この影響は年を経るに従い急速に弱まるこ

とが分かった。エネルギー消費量の大幅な低下は 1991 年以前に見られ、それ以降は遙

かに小幅な低下にとどまっている。燃料効率向上に影響を与える技術進歩の要因を除

外した場合、エネルギー消費はより一層高い水準まで上昇し、実際の消費量を上回っ

たと推測された。除外前と比較すると、1988 年から 1991 年までは 0.16%に対して

2.30%となり、1991 年から 1994 年までは 3.03%に対して 4.35%、1994 年から 2001
年までは 3.22%に対して 4.03%となる（上記の左図と右図の比較）。つまり、数 10 億

ガロンのエネルギーが節減されたことになり、結果的に米国が晒されている石油の影

響をある程度小さくすることにつながった。 
 
燃料効率の影響の他にもエネルギー消費の変化に影響を与える要因は数多くあるが、

必ずしも相殺的に作用するわけではない。分解法は、長期にわたる変化を総合的に分

析するための手法の 1 つである。分析のポイントは中間要因を特定することにある。

これらの要因は測定可能で尚且つ測定可能な比率において密接に絡み合っている必要

があり、さらに全体の比率は二つ或いはそれ以上の影響に分解され、互いを効果的に
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関連づけることができなければならない。このようにして、これらの構成要素がそれ

ぞれの変化要因に寄与しており、全体の変化に対する構成比率で表されるという結論

を導き出すことができる。 
以上 

翻訳・編集：NEDO 情報・システム部 
(出典：http://www.eia.doe.gov/emeu/rtecs/nhts_survey/2001/index.html) 
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【個別特集】 

 
日中省エネルギーサービス(ESCO)シンポジウムの開催報告 

 
                            NEDO 技術開発機構 

エネルギー・環境技術本部 国際事業統括室 
梁 驍 

 
1. 開催趣旨 

 
2006 年から実行に移されている中国の「第十一次五ヵ年計画」では、「資源節約型

社会の構築」と「環境友好型社会の構築」が最重要政策に掲げられており、GDP あた

りのエネルギー消費量を今後 5 年間で 20％低減することが目標とされる等、省エネル

ギーへの取り組みは、従来にも増して極めて重要なものとして位置づけられている。 
エネルギー消費の増加が続いている中国では、省エネルギーへの取り組みが進展し

つつあるが、今後、更なる成果を上げるためには、省エネルギーサービス（ESCO）

事業を始めとする省エネルギーの普及が果たすべき役割は大きく、中国の自助努力の

みならず、国際協力が必要不可欠な状況にある。 
 本シンポジウムは、ESCO をテーマとして、同分野における日中両国の政府と民間

事業者による取組に関する情報交換を行い、積極的に将来の日中協力の方向性につい

てディスカッションを行った。以下、その概要について紹介する。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

シンポジウム会場 
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2. 開催概要 
 
【日時】2006 年 4 月 7 日（金）9:00－16:30 
【会場】北京市 好苑建国商務酒店 
【主催】独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO） 

中国国家発展改革委員会 環境資源総合利用司 
【実施機関】株式会社 日本総合研究所 

中国省エネ協会省エネサービス産業委員会(EMCA) 
【対象】中央政府（建設部、環境保全部など）、地方政府、関連公共団体、ESCO 事業

者、ESCO 事業に係わる金融機関、施設管理者など 
【出席者】約 200 名（中国側参加者約 150 名、日本側参加者約 50 名） 
 
【プログラム及び講演内容】（発表順：敬称略） 
 
主催者挨拶（9:00～9:20） 
 
1. 趙 家栄（国家発展改革委員会 環境資源総合利用司長） 

・中国の「第十一次五ヵ年計画」において2010年までにエネルギー消費原単位を

20％削減する目標を掲げ、今後全国民がこの目標達成に向け取り組んでいくこ

ととしている。 
・中国ESCO（中国ではEMC：Energy Management Companyと称している。）

の取り組み及び市場形成は初期段階であるが、施策を講じ市場・サービスは拡

大することを確信。 
・既にESCO市場が拡大している日本のビジネスモデルや技術を学びつつ、日中協

力の拡大につなげたい。 
 
2. 山本 隆彦（NEDO 理事/エネルギー・環境技術本部長） 

・日本は石油危機以降、官民一丸となった省エネルギーの取り組みにより、GDP
当たりのエネルギー消費原単位が約70％までに低下し、欧米に比しても約半分

程度となっている。 
・しかし、民生、運輸部門のエネルギー消費は増加しており、ESCOは民生部門で

の取り組みとして有効と考える。 
・ 民生部門の省エネルギーモデル事業の検討も含め、本日のシンポジウムを緒と

して、省エネルギーサービス分野での日中協力関係を深化させたい。 
 
第 1 部：基調講演①「政府の省エネルギー推進策及び中日協力の提案」（9:20～11:00） 
 
1. 楊 鉄生（国家発展改革委員会 環境資源総合利用司処長代行） 

< 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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http://www.nedo.go.jp/kokusai/kouhou/esco/1_1_1.pdf   
・「第十一次五ヵ年計画」における省エネルギー目標 
・省エネルギー目標の達成に向けた具体的な施策（規制、補助策等について） 
・中国における省エネルギーサービスの現状及び課題 

2. 高見 牧人（経済産業省 資源エネルギー庁 省エネ新エネ部政策課室長） 
http://www.nedo.go.jp/kokusai/kouhou/esco/1_1_2.pdf  

・日本におけるエネルギー消費動向 
・省エネルギー政策・対策 
・ESCO 事業の促進策等 

3. 陈 金海（上海市経済委員会省エネ環境保護处处长） 
http://www.nedo.go.jp/kokusai/kouhou/esco/1_1_3.pdf  

・省エネルギーへの取り組み 
・ESCO モデル事業への取り組み 
・ESCO 事業者の育成策、管理方法・管理体制 

 
第 1 部：基調講演②「ESCO 事業の先進事例の紹介」（11:15～12:35） 
 
1. 谌 树忠（中国省エネ協会省エネサービス産業委員会(EMCA)常務副主任） 

http://www.nedo.go.jp/kokusai/kouhou/esco/1_2_1.pdf  
・EMCA の概要（目的、組織体制、活動概要など） 
・中国の ESCO 事業の現状、課題及び解決に向けた方策 
・今後のアクション 

2. 筒見 憲三（株式会社ファーストエスコ（FESCO）代表取締役社長） 
http://www.nedo.go.jp/kokusai/kouhou/esco/1_2_2.pdf  

・会社概要（設立経緯・理念、事業概要） 
・事業展開の経緯、戦略（ESCO、オンサイト、スーパーまるごと、バイオマス発

電事業・PPS 事業、総合エネルギーサービス） 
・事例紹介（オンサイト事業、スーパーまるごと） 

 
第 2 部：ワークショップ①「ESCO 事業の事業ストラクチャー」（13:50～15:15） 
 
モデレーター：井熊 均（株式会社 日本総合研究所 創発センター所長） 
1. 江 源富（北京佩尔优科技有限公司（PowerU Tech Ltd）執行役員） 

http://www.nedo.go.jp/kokusai/kouhou/esco/2_1_1.pdf  
・設立及び ESCO 事業への参入の経緯 ・事業内容 ・事例紹介（ヒートポンプ） 

2. 李 刚（遼寧能発偉業集団社長） 
http://www.nedo.go.jp/kokusai/kouhou/esco/2_1_2.pdf  

・事業内容 ・事例紹介 
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第 2 部：ワークショップ②「ESCO 事業のファイナンス」（15:30～16:35） 
 
モデレーター：井熊 均（株式会社 日本総合研究所 創発センター所長） 

http://www.nedo.go.jp/kokusai/kouhou/esco/2_2_1.pdf  
1. 徐 明（中国経済技術投資担保有限公司プロジェクトマネージャー） 

http://www.nedo.go.jp/kokusai/kouhou/esco/2_2_2.pdf  
・業務内容 ・世界銀行／GEF プロジェクトの紹介（※） 
・具体プロジェクトでの審査方法、与信管理方法など 
・これまでの投資・保証実績、今後の展望 

（※）世銀プロジェクトについては、ストラクチャーの詳細な説明を行った。 
2. 高 玉辉（北京銀行ベンチャー管理部総経理） 

http://www.nedo.go.jp/kokusai/kouhou/esco/2_2_3.pdf  
・世界銀行／GEF プロジェクトでの融資スキームについて 
・実績を積んだ ESCO 事業者に対する融資スキームについて 
・中国の ESCO 事業に対する融資の問題点について 

3. 粕谷 典行（日本国際協力銀行北京代表処首席代表） 
http://www.nedo.go.jp/kokusai/kouhou/esco/2_2_4.pdf  

・業務内容 ・これまでの環境事業向け投融資 ・ESCO ファンドの紹介 
・日本の ESCO 事業の資金調達について 

 
ワークショップ内容の取りまとめ（16:35～16:50） 

・井熊 均（株式会社 日本総合研究所 創発センター所長） 
 
閉会挨拶（16:50～17:00）  

・井上 宏一（NEDO 国際事業統括室長） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開会挨拶：左から：国発改委 何副司長、NEDO 山本理事、国発改委 趙司長、METI 高見室長 

< 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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3. 所感等 
 
各者のプレゼンの後、パネリスト間での意見交換及び参加者からの質疑応答が活発

に行われた。 
 (1) 本シンポジウムの中国側の主催者である国発改委関係者から日本の改正省エネル

ギー法に強い関心が示され、特に工場内の省エネルギー管理体制やエネルギー管理

士制度等についてシンポジウム終了後の日中主催者等による夕食会においても多く

の質問等が寄せられた。 
(2) また、日本のファイナンス(リース)方式にも会場から関心が示され、金融機関によ

る支援状況、ESCO事業におけるリース会社の位置づけ等、多くの質疑応答がなさ

れた。 
(3) 一方、日本側参加者からは、中国におけるESCO事業の投資回収年数やESCO事業

者とサイト企業（ビルオーナー等）との役割分担及び利益配分率等の質問をそれぞ

れ行うなど具体的な質問が多数あった。 
(4) 全体として、本シンポジウムでの中国側講演者のプレゼン内容を見るに、中国ESCO

事業はまだ緒についた段階であるとの印象が持たれるが、今後、中国ESCO市場は大

化けする可能性も強く感じられ、引き続き、同市場を注視すると同時に、民生分野に

おける日中協力の可能性について前向きに検討する必要があると感じられた。 
(5) 本シンポジウムの良好な結果を踏まえ、本シンポジウム第2弾の開催に対する期待

が寄せられた。 
以 上 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.979,  2006.6.7 

29 

【新エネルギー】 

 

菓子廃棄物を食べるバクテリアによる水素生産の試み（英国） 
 

甘いお菓子を好物とするバクテリアが環境に優しい有益なエネルギー源となる可能

性があることが、新しく行われた研究により明らかになった。 
 

バーミンガム大学の生物科学者らが工学物理科学研究審議会（Engineering and 
Physical Sciences Research Council：EPSRC）の後援で予備的研究を行い、これら

のバクテリアが菓子産業から出される糖分を多く含んだ廃棄物を食べる過程で水素ガ

スを放出することを実証した。 
 

水素は燃料電池１によってクリーンな電力を生産するために使われている。将来的に

は、水素を燃料とする自動車の動力源としての利用も期待されている。今後数十年の

うちに水素が化石燃料に代わる安全で環境に優しいエネルギー源の主流になるという

認識が徐々に高まっている。 
 

菓子廃棄物を原料としてバクテリアから水素を生産するという今回の実証試験は大

きな成功をおさめた。廃棄物は、バーミンガムに拠点を置く国際的な菓子・飲料会社

であり、このプロジェクトのパートナーでもある Cadbury Schweppes 社から提供さ

れた。経済予測は同じくプロジェクトのパートナーである C-Tech Innovation 社が行

い、今後このプロセスをより大規模に繰り返し行っていくことに十分な現実性がある

ことを示した。 
 

エネルギーと環境上の利点に加えて、この方法は菓子産業やその他の食品製造業者

に対し、製造過程で生じる廃棄物の有益な使い道を提供してくれる可能性もある。現

在、このような廃棄物の多くは埋立地で処分されている。 
 

このプロジェクトでは、希釈したヌガーとカラメルの廃棄物が容量 5 リットルの実

証用リアクター（反応槽）に投入された（この他にも類似した廃棄物が利用可能であ

る）。そして、研究チームにより糖を分解して水素を放出する性質を持つことが確認さ

れたバクテリアが加えられた。 
 

バクテリアは糖を食べて水素と有機酸を放出する。ここでもう 1 つのリアクターに

別の種類のバクテリアを投入し、有機酸を水素に変換してさらに水素を作り出した。

取り出した水素は燃料電池に送られ、その中で空気中の酸素と反応させて電気を生産

した。 初のリアクターから発生した二酸化炭素は、回収してから大気中に排出する

ことなく安全に処分した。 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
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この過程で廃棄物として残ったバイオマスは、回収してパラジウム２を表面にコーテ

ィングしたうえで別のプロジェクトで触媒として利用された。このプロジェクトはバ

イオテクノロジー・生物科学研究審議会（Biotechnology and Biological Sciences 
Research Council：BBSRC）の後援で行われており、クロム(VI)やポリ塩化ビフェニ

ル(PCBs)などの汚染物質を環境中から取り除くための方法を開発することを目的とし

ている。この同時進行のプロジェクトで使われたリアクターも水素を必要としていた

が、その供給も菓子廃棄物のプロジェクトによって行われたため、この水素生産の新

手法がもたらす環境上の利点がより一層明らかにされる結果となった。 
 

研究チームを率いるバーミンガム大学生物科学部の Lynne Macaskie 教授は次のよ

うに述べる。「水素は二酸化炭素を排出しないエネルギー源として極めて大きな可能

性を持っている。まだ今は 初の段階だが、私達は水素を生産して廃棄物を減らすこ

とのできる技術を実証した。この技術は、5 年から 10 年の間に大型化されて産業部門

の発電や廃棄物処理プロセスなどに利用される可能性がある。」 
 

研究チームは現在、次の段階に取り組んでいる。これは、基礎技術を用いてより多

くの糖含有廃棄物をクリーン・エネルギーに変換し、その可能性の全体像をより明ら

かにしようとする取り組みである。 
 

下記のウェブサイトでこの新技術に関する動画を観ることができる。このビデオク

リップは、リアクターから放出された水素ガスが燃料電池に送られ、電気を発生して

扇風機が回転する様子を紹介している。 
http://www.biochemsoctrans.org/bst/033/bst0330076add.htm 
 
注釈： 

15 カ月間にわたって行われた予備的研究「作物、糖廃棄物からの生物学的水素生産

（Biological Hydrogen Production from Crops and Sugar Wastes）」には、EPSRC
からおよそ 24,000 ポンドの資金が提供された。 

 
バクテリアは環境中に自然に存在しており、実験室で新しい形に作り変えることも

可能である。この研究で使用したバクテリアは次のとおりである。 
1. ドイツで開発された無害化した大腸菌の一種。研究チームはこのバクテリアを菓

子廃棄物の分解に利用した。 
2. 紅色非硫黄細菌（Rhodobacter sphaeroides）。これは自然界に存在するバクテリ

アであり、有機酸を水素に変換するために利用した。 
 
 
注 1：燃料電池は空気中の酸素と水素の電気化学反応を利用して電気を生産するため
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の装置であり、唯一の副産物は環境に害のない水と熱である。この技術は熱電

併給(CHP)の設備で利用される見通しであり、数年後には応用範囲が広がるこ

とが期待されている。当初はニッチ市場での利用にとどまることが予想される

が、コスト面の競争力が向上するにつれてより広範に普及することが予想され

る。商業的な浄水供給の減少に伴い、副産物として生成される水が有効活用さ

れることも考えられる。 
注 2：パラジウムは柔らかく耐食性を持つ銀白色の金属元素で、プラチナと共に自然

界に存在しており、特に金、ニッケルおよび銅の原鉱に含まれている。パラジ

ウムは水素を大量に吸収できることから、水素分離膜や水素化触媒として利用

されている。 
 

この研究では、菓子廃棄物の他にジャガイモの抽出物を使ってバクテリアによる水

素生産を行う可能性についても試験されたが、ジャガイモに含まれる澱粉がこの試験

で使用したバクテリアでは分解しにくいことが判明し、良好な結果は得られなかった。 
 

工学物理科学研究審議会（Engineering and Physical Sciences Research Council：
EPSRC）は、工学および物理科学の研究資金を供給する英国の主要機関である。

EPSRC は研究と大学院研修に年間 5 億ポンド以上を拠出しており、次世代の技術進歩

への対応に貢献している。EPSRC が扱う領域は、情報技術から土木建築工学、数学、

材料科学まで多岐にわたる。この研究は、将来の英国経済を発展させ、全ての人の健

康、生活様式および文化を向上させるための基盤をつくるものである。EPSRC は科学

と工学に対する人々の意識を高めるための活動も積極的に行っている。EPSRC は他の

研究領域を管轄する各研究審議会と協力体制にあり、各研究審議会が共同で共通の課

題に取り組んでいる。 
以上 

翻訳：NEDO 情報・システム部 
（出典：

http://www.epsrc.ac.uk/PressReleases/SweetSuccessForPioneeringHydrogenEnerg
yProject.htm Copyright © EPSRC 2000-2005, All rights reserved. Used with 
permission.） 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート979号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/979/
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【新エネルギー】 

 

未来のバスはエタノールで走る(スウェーデン) 

 
 スウェーデンの首都ストックホルム市とストックホルム県を含む周辺地域住民 200
万人の生活移動の大部分を受け持っている交通機関は大ストックホルム・ローカルト

ラフィック株式会社（Storstockholm Lokaltrafik AB：以下 SL と呼ぶ）である。地下

鉄、バス、路面電車およびローカル鉄道を所有している SL の一日の利用客は 60 万人

以上である。各交通機関の運営は 6 社の下請け会社に委託しており、SL はインフラ整

備と首都交通に関する大枠を決定する役割を担っている。 
 
 SL はストックホルム市とストックホルム県の環境問題に密接にかかわっている。こ

れはバスからの排気ガスによる大気汚染の問題ばかりでなく、環境問題改善の視点か

ら自家用車を使用する代わりに公共交通を移動手段に選んだ人々がより満足できるよ

うな明確な環境政策・環境対策を打ち出す必要があるからである。政府やストックホ

ルム地方自治体当局も有効に機能する環境重視の公共交通機関を支援している。 
 
 SL 事業のうちの 大のものは、一日の乗客 60 万人のうちの 45%が利用する地下鉄と

40%が利用するバスである。電気で動く地下鉄に関しては、その電力はすべて風力ある

いは水力による「再生可能エネルギー源から得られる電気」を購入・使用している。 
 
 SL の環境政策の中で、特に注目されるのはバスに関する環境目標である。SL には

2004 年現在で約 1,800 台のバスがあり、乗客数の増加に伴って今後もその数が増える

ことが予想される。2004 年の SL 環境政策決定段階では、再生可能エネルギー源から

の燃料で走るバスの割合を 2015 年までに 50%、2022 年までに 100%にする環境目標

が掲げられていたが、2006 年年頭に、それらを 2011 年までに 50%、2020 年までに

は 100%と前倒しされた。 
 
 2004 年時点における SL 所有のエタノール・バスは 250 台であり、2006 年には 370
台になる見込みである。また、廃棄物処理場から供給されるバイオガスで動くバスは

21 台で、2009 年には 130 台になる見込みである。 
 
 SL は EU の CUTE(Clean Urban Transport For Europe)プロジェクトに参加し、燃

料電池使用のバスを 3 台運行させ、非常に良い結果を得た。しかし、燃料電池バスは

1 台が 1,100 万クローナ（約 1 億 8,000 万円）するのに対し、エタノール・バスは 250
万クローナ（約 4,000 万円）で済むことから、SL は当面はエタノール・バスを優先す

るとしている。 
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 また、SL ではストックホルム市南部のハンマルビー地区の廃棄物処理場に隣接して

大きなバイオガス・バス・ステーションを建設し、夜間半日を掛けてバイオガスをバ

スに注入するようになっているが、現在ガスの原料となる生活ゴミが不足気味である。

このため中期的には原料供給がより確かなエタノール・バスの方により投資がなされ

るものとみられ、エタノール・バス増産を促すべく、EU の BEST プロジェクトの一

環であるエタノール・バス購入のための組織「エタノールバス・バイヤーズ・コンソ

ーシウム(Ethanol Bus Buyer’s Consortium)」でも SL は主要なリーダーの一員となっ

ている。 
 
 さらに、SL はエタノール燃料によるハイブリッド・バスの運行もテスト中とのこと

である。 
                          以上 

 
〈参考資料〉 
1. SL ホームページ 

http://www.sl.se/english/ 
2. SL アニュアル・レポート 

http://www.sl.se/cs-media/eng_text/uploads/000015407/arsred2004.pdf 
3. エタノールバス・バイヤーズ・コンソーシウム 

http://www.miljobilar.stockholm.se/templates/MIB_default____2271.aspx 
 

< 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979号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/979/
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【環境】 

 

南アジアの気候に影響を及ぼす大気汚染と温室効果ガス 
－スクリップス海洋研究所の研究成果－ 

 

サンディエゴのカリフォルニア大学スクリップス海洋研究所（Scripps Institution 
of Oceanography）の研究チームが新しく行った分析により、大気汚染、地球温暖化を

もたらす温室効果ガスおよび自然起因の気候変動が世界で も人口密度の高い地域に

一連の重大な影響をもたらす可能性があるという驚くべき結果が明らかになった。 
 
5 月 15 日に発行された米国気象学会（American Meteorological Society）の学術専

門誌「Journal of Climate」に掲載された論文の中で、スクリップス海洋研究所の Chul 
Eddy Chung と V. Ramanathan は、海面温度を始めとするインド洋海域の一連のデ

ータを分析した結果について述べている。この分析によって、海洋北部の温度が通常

よりも低いことがこの地域の自然な気候循環およびモンスーンをもたらす条件を妨げ

ており、結果としてインドの降雨量減少とアフリカのサハラ砂漠南に位置するサヘル

地域の降雨量増加につながっていることが明らかになった。 
 

彼らの見解によると、熱帯インド洋が温室効果ガスによって暖められる一方、人口

密度の高い地域に接するインド洋北部の海域では海洋の他の部分ほど急速には温度が

上昇しない。これによって干ばつが増加する状況がもたらされ、南アジアで暮らす 20
億人以上の人々が影響を被る恐れがあるとのことである。これらの現象は農業から淡

水の供給可能性に至るまで様々な産業や資源に影響をもたらす。 
 
このような変化が起きる原因は、大気汚染、温室効果ガスおよび自然起因の気候変

動が複雑にぶつかり合っていることにある、と彼らは主張する。 
 

「この地域の熱帯全域が様々な方向に引っ張られている。」とスクリップス海洋研究所

雲・化学・気象センター（Center for Clouds, Chemistry and Climate）の Ramanathan
センター長は述べる。「茶色の靄とも称される汚染により地表に届く太陽光が減少し

ていることが確認されている。この傾向はインド洋北部の温暖化を覆い隠していると

思われるが、その間もインド洋南部では温暖化の勢いが弱まることはない。大気汚染

が太陽光に影響を及ぼし、降雨の傾向に大きな乱れが起きる恐れがあることが分かり

始めている。ある地域では降雨量が増え、また別の地域では降雨量が減少する可能性

がある。」 
 
Ramanathan と Chung は研究仲間らと共同でこれと関連する別の研究を行ってお

り、2005 年に発行された全米科学アカデミー会報（Proceedings of the National 
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Academy of Sciences：PNAS）に論文が掲載されている。この研究に参加したのは、

国立大気研究センター（National Center for Atmospheric Research）、ワシントン大

学、さらにインドおよびスイスからの研究者らである。彼らはこの研究の中でシミュ

レーションを行い、エアロゾルと呼ばれる大気汚染によって生じる微粒子が温室効果

ガスによる温暖化の影響を覆い隠していることを発見した。 
 

「温室効果ガスは 1 つの影響をもたらそうとする。すなわち海洋の温度を上げて降

雨量を増やそうとする。一方、エアロゾルもこれとは別の影響をもたらそうとする。

すなわち海洋の温度を下げて降雨量を減らそうとする。この結果、モンスーンの降雨

領域が南アジアから赤道海域と南の海洋に追いやられてしまうことになる。」と

Ramanathan は説明する。「ある年にはエアロゾルの影響の方が強いかもしれないが、

ある年には温室効果ガスの影響の方が強いかもしれない。したがって私達は、これか

ら数十年の間にこの 2 つの変動が大きくなり、急速な変化への対応が年を追って難し

くなるのではないかということを懸念している。」 
 
これらの研究はいずれもスクリップス海洋研究所に拠点を置く国際的イニシアティ

ブ「茶色雲に関する研究プロジェクト（Project Atmospheric Brown Clouds：ABC）」

を支持している。このプロジェクトは国連環境計画（United Nations Environment 
Program：UNEP）の後援によるものであり、塵や汚染粒子がどのように運ばれて行

くのか、また環境、気候、農業サイクルおよび生活の質にどのような影響を与えるの

かについて研究を行っている。中国、インド、日本、韓国、スウェーデン、タイおよ

び米国からこのプロジェクトに参加した国々により、インド・アジア太平洋地域で大

気汚染と気候を調査するための観測所の設置が進められており、科学と影響評価の統

合によって政策立案者に科学的知見を提供することを目指している。 
 
このような汚染雲（茶色い靄状の雲）は、アジアの他にも米国のロサンゼルスやデ

ンバーといった大都市の上空を始めとして世界の様々な地域で見ることができる。 
 

「5 年から 10 年ほど前まで、汚染は都市の問題だと考えられてきた。現在では、人工

衛星のデータなどから得られた新しい観測結果により、このような汚染雲はあっとい

う間に移動して海洋全体を覆う可能性があることが分かっている。研究者達は、汚染

雲はほんの 5 日ほどで中国から米国に到達し、3 日から 4 日で米国からヨーロッパに

達することを明らかにした。」と Ramanathan は語る。 
 
Chung と Ramanathan は学術専門誌「Journal of Climate」に掲載された論文の

中で、インド上空のモンスーンによる降雨は 1950 年代以降およそ 5～8%減少してい

ると指摘する。この論文の中で言及されている実地調査の多くは 2,500 万ドルの国際

的活動「Indian Ocean Experiment (INDOEX)」の中で、スクリップス海洋研究所の

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート979号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/979/



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.979,  2006.6.7 

36 

主導により 1999 年春に行われたものである。INDOEX には、米国立科学財団(Natio
nal Science Foundation）、米国エネルギー省、米国海洋大気庁(National Oceanic a
nd Atmospheric Administration：NOAA）が資金を提供している。 
 

「これらの注目すべき研究によって、地球の気候すなわち人間活動のほぼ全ての領

域に深い影響を与える毎日の気象条件が、自然と人間の力の微妙な均衡の狭間で宙ぶ

らりんの状態に陥っていることがより一層明らかになった。」とプログラム責任者であ

る国立科学財団大気科学部（Division of Atmospheric Sciences）の Jay Fein は述べる。

「気候の均衡を崩してしまう恐れのあるプロセスを正しく理解することは、知識およ

び技術の面において人類が直面している も難しい課題の 1 つである。」 
 
INDOEX やその他の時間的な制約を伴う実地調査は不定期に行われているに過ぎ

ない。Chung は継続的で年間を通じたエアロゾルの観測によって人工衛星データの充

実を図る必要があると確信しており、これによってエアロゾルがアジアなどの地域に

及ぼす影響が季節あるいは一年の中で高い変動性を持つことに関して研究者の理解を

深めることにつながると考えている。アフリカから飛来する塵の粒子も重要な影響力

を持つが、その影響についてはまだ完全には解明されておらず、これについてもさら

なる調査と分析を進める必要がある。 
 
INDOEX 活動とこれに続く Ramanathan らによる研究の結果から、南アジアとイ

ンド洋北部の上空に見られる人為起源のエアロゾルにより 1930 年から 2000 年までに

地表に届く太陽放射がおよそ 7%減少していることが明らかになった。この現象は地球

薄暮化 (dimming effect）とも呼ばれる。Chung と  Ramanathan は「Journal of 
Climate」に掲載された論文の中で、海面温度の変化と靄を構成する粒子がもたらす影

響の結果、インド上空の降雨量減少およびインド洋とアフリカのサハラ砂漠以南の上

空における降雨量増加が引き起こされると述べている。 
 

しかし、研究者らはこれとは逆の影響についても警告している。「温室効果ガス自体

はシミュレーションが行われたインドの降雨に明らかに大規模な異常をもたらす。こ

のことから推測されるのは、南アジアでエアロゾルによる汚染が大幅に減少した場合、

インドではモンスーンによる降雨量の大幅な増加（10～20%）が見られる一方、温室

効果ガスの影響により地表の温度が大きく上昇する可能性が高いということである。

これらの研究結果の重要性から鑑みて、ABC プロジェクトが継続的に行う定期的な観

測に加えて地域ごとの気候モデルを用いたシミュレーションを一刻も早く実施し、大

気汚染に対するモンスーンの反応に見られる不確実性と複雑性への理解を深める必要

がある。」 
 
PNAS で発表された研究の中で、研究チームは大気中の茶色雲（atmospheric brown 
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clouds：ABC）の役割を解明するために海洋と大気に関する一連のシミュレーション

を行った。このシミュレーションの結果、茶色雲に含まれるエアロゾルは地域の気候

と水循環の変化に大きな役割を果たしている可能性があることが分かった。また、温

室効果ガスが現在と同じペースで排出され続けた場合、インド亜大陸では今後数十年

のうちに干ばつが倍増する恐れがあることも指摘された。 
 

「茶色雲がモンスーンの降雨に及ぼす影響は、大気汚染が健康に及ぼす影響とともに、

発展途上諸国で大気汚染を減らすことに対する強い理由づけになる。」Ramanathan と 
Chung は PNAS に執筆した論文でこのように結論づける。「しかしながら、温室効果ガ

スの削減を行わずに大気汚染が急激に減った場合、南アジアの温暖化が加速する可能性

もある。これは茶色雲が温室効果ガスによる地表面の温暖化のおよそ 50%を覆い隠して

いることをシミュレーションの結果が示しているからである。」 
 

「Journal of Climate」で発表されたこの研究は、米航空宇宙局（NASA）と国立科

学財団（NSF）の後援により行われた。PNAS の研究論文の執筆陣には Chung と 
Ramanathan の他に D. Kim (スクリップス海洋研究所)；T. Bettge, L. Buja,、J. T. 
Kiehl 、 W. M. Washington (国立大気研究センター)； Q. Fu (ワシントン大学)； D. 
R. Sikka (インド熱帯気象研究所名誉所長) および M. Wild (スイス連峰技術研究所)
が含まれる。 

 
また、PNAS で発表された研究は NSF 大気科学部および NOAA の後援により行わ

れた。本文中で引用したこれらの論文に関する発言、研究成果、結論および提言はい

ずれも著者によるものであり、必ずしも後援機関あるいは UNEP が支援する ABC プ

ロジェクトの見解を反映するものではない。 
 
注記：2006 年 4 月、Ramanathan を始めとする研究チームは、大気汚染による雲を

調査することを目的とした無人飛行機の技術的な実証に成功したことを発表した。詳

細については下記のウェブサイトを参照。 
http://scrippsnews.ucsd.edu/article_detail.cfm?article_num=724 
 
スクリップス海洋研究所について 

 

サンディエゴにあるカリフォルニア大学のスクリップス海洋研究所は、科学研究と

大学院研修の分野において世界で も歴史のある大規模で重要な拠点の一つである。

米国学術研究会議（National Research Council）は、教授陣の質において同研究所を

全米の海洋学課程の中で第 1 位にランク付けしている。スクリップス海洋研究所が扱

う科学領域は 1903 年の創設以来拡大しており、現在では生物学、物理学、化学、地質

学、地球物理学、さらに一つの体系としての地球大気の研究を包含している。現在、

< 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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広範な科学領域に及ぶ数百の研究プログラムが 65 カ国で行われている。研究所のスタ

ッフは約 1,300 名であり、連邦政府および民間から拠出される年間支出額はおよそ 1
億 4,000 万ドルである。スクリップス海洋研究所は、海洋調査船 4 隻と研究拠点 1 カ

所を擁する米国で 大規模の学術的な海洋調査の拠点である。 
以上 

翻訳：NEDO 情報・システム部 
 
（出典：http://scrippsnews.ucsd.edu/article_detail.cfm?article_num=731 
Copyright © Scripps Institution of Oceanography , UCSD. All rights reserved. 
Used with permission.） 
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【産業技術】ライフサイエンス  
 
次期研究開発計画 FP7 で胚性幹細胞研究の合意が得られず（EU） 

 
次期第７次研究開発フレームワーク計画下 1での胚性幹細胞 2を含む研究への資金提

供が EU の研究大臣間で合意に至らず、そのため現行の断片的なシステムがそのまま

据え置きになっている。 
 

3 月に開かれた閣僚理事会の会合では、胚性幹細胞研究（ES 細胞）への EU の資金

拠出に関する提案に対して、6 カ国が反対を表明したため膠着状態に陥った。なお、

15 カ国が賛成を表明、4 カ国が中間の立場に立った。 
 
ドイツ、オーストリア、イタリア、ポーランド、マルタおよびスロベキアは、胚性

幹性細胞を用いた研究について、EU レベルでの完全禁止に対する更なる支持を集め

ようと試みたが、多数決の必要数を集められなかった。しかしながら当面はこれら 6
カ国の「少数派による阻止」により、現行のシステムはそのまましばらく据え置かれ

ることとなる。 
  

今年終了の予定の現行の FP6 では、この分野の研究はケースバイケースの原則で評

価されている。8 プロジェクトがこの方法で資金援助されてきた。研究者達は EU か

らの資金援助を受ける前に、例えばより異論の少ない成体幹性細胞 3 を用いずに、胚

性幹細胞を使う以外の別の選択肢がないこと、そして、その研究から明確な公共の利

益が得られることを証明しなければならない。さらに、EU はその研究が許可されて

いない国での研究には資金提供を行わない。膠着状態が続けば FP7（2007-2013 年）

の承認が相当遅れてしまう可能性がある。 
 
命を救う研究か、命を奪う研究か 
 
 幹細胞研究に対してはますます多くの国が参加を表明しているが、この分野につい

ては依然として国民的に激しい議論が行われている。その潜在的な治療可能性の大き

さにもかかわらず、胚性幹細胞の研究はいくつかの倫理的問題を提起している。 

                                                  
1 Seventh Framework Programme (FP7)：欧州研究開発フレームワーク計画 
 1984 年に設立され、これまで 6 次まで実施されている。第 6 次（FP6）は 2002―2006 年。

次期 FP7 は 2006-2013 年の 7 ヵ年計画で検討されている。欧州委員会が提案し、欧州議会

と欧州閣僚理事会の承認を得て実施される。 
2 Embryonic stem cell：ES 細胞、多能性幹細胞ともいう。受精卵が分化して胎児に発展する

までの状態である胚の初期段階から取り出される。 
3 Adult stem cell：体の中に既に形作られた組織の中から採れる分化する前の状態の細胞。 

自らと同じ細胞を複製・製造できる。万能性は ES 細胞に劣るが、倫理問題はない。 
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人体の「万能細胞」として知られる胚性幹細胞の大きな潜在的可能性は、その柔軟

性にある。胚性幹細胞は、人体の 200 種類の異なるタイプの組織の殆どへ成長するこ

とができる。提唱者達は、胚性幹細胞はいつかパーキンソン病やアルツハイマー病、

癌や糖尿病といった致死的な疾病の治療につながる可能性があると語っている。 

しかし、「妊娠中絶」の反対論者達と保守的な宗教界は、胚性幹細胞は、たとえそ

の も初期の発育の段階であったとしても、人の命を形成するものだから使うべきで

はないし、その研究自体を廃止すべきだと論じている。 

有名なスーパーマンの映画のスターである故クリストファー・リーブ氏 4 は、落馬事

故により首から下が麻痺状態になった。彼は、けがや病気で損傷を受けた組織や細胞の

修復や置換を行う新たな手法の開発への期待から、胚性幹細胞の研究への支持を訴え、

その研究が麻痺状態で生きている何百万人という人々に希望を与えると信じていた。 

 幹細胞 5 研究は、どのように病気が進むかを理解し、より安全でより効果のある薬

の開発にとって重要なばかりではなく、基礎科学にとっても同じく重要であると期待

されている。  

以上 
翻訳：NEDO 情報・システム部 

（出典：http://ec.europa.eu/research/biosociety/news_events/news_genetics_research_e
n.htm） 

                                                  
4 Christopher Reeve（1952-2004）：アメリカの俳優・監督・作家。代表作は映画「スーパー

マン」。1999 年クリストファー・リーブ麻痺財団を設立。 
5 Stem cell：分裂増殖によって別の機能を持つ細胞になることができる特殊な細胞。 
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【産業技術】ライフサイエンス                      
 

生物の体内時計を管理する時計蛋白（フランス） 
 

体内時計は、通常サーカディアンリズム（概日リズム）1 と呼ばれる一日のサイクル

で、殆どの生物の生理機能と行動を規則正しく管理している。人間の概日リズムが乱

れると、病気や睡眠障害といった症状を引き起こす場合がある。2006 年 5 月 5 日に

「Cell」に掲載された、遺伝・分子・細胞生物学研究所 2 の Paolo Sassone-Corsi 博士

の研究チームによる 新の研究結果によると、概日時計の中心的な調節要素、すなわ

ち時計蛋白（CLOCK 蛋白）3、は DNA の凝縮度を変化させる酵素活性を持ち、それ

により遺伝子へのアクセス性も変化させることが明らかになった。体内時計と DNA
凝縮度合変化による遺伝子発現 4 調節の間に直接の関連があることが立証されたのは

初めてである。 
 
概日時計は 24 時間の昼夜の交替リズムに従い、環境状態における日変化に同調する。

哺乳類では、その中枢時計 5 が視床下部前部にある。Sassone-Corsi 博士のチームやそ

の他の複数の研究チームも、様々な組織や、個々の細胞の中にさえその末梢時計 6 が

存在することを発見した。 
 

生物リズムの確立や維持に関与するその概日時計の分子機構が理解されはじめてきた。

その機構が研究された全ての生物では、各々異なる要素群でコントロールされていた。

しかしその主要な一つの要素は同じ CLOCK という名の遺伝子によってコードされて

いる CLOCK 蛋白であった。この蛋白質は遺伝子発現の調節に関与する。さらに、概

日時計の基盤である調節ループ 7 の一部でもある。 

                                                  
1 生物は約 1 日（24～25 時間）ごとの周期で繰り返される生物学的リズム（体内時計）を持つが、その

リズムのこと。サーカディアンとは、ラテン語の circa（およそという意味）と、di（１日という意味）

が合成されてできた言葉。（概日：「概」＝およそ、「日」＝1 日）。その生物リズムを作っているの

は、生物が持っている体内時計である。 
2 研究所：Institute of Genetics and Molecular and Cellular Biology Strasbourg University 1. 

(Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire et Cellulaire (IGBMC, CNRS – Inserm – 
Université Strasbourg 1))  URL: http://www-igbmc.u-strasbg.fr/  

3 体内時計のリズム形成に関わっていると考えられている。時計遺伝子（clock gene）の一種の遺伝子

CLOCK から作られる。BMAL1 という時計遺伝子からできた BMAL1 蛋白と対になり、フィードバッ

クループに関与する。 
4 DNA から RNA に情報が写し取られ（転写）、ｍRNA の配列情報を基に蛋白質が合成されること（翻

訳）、その現象。遺伝子のスイッチをオン／オフにすること。 
5 中枢時計：哺乳類では前視床下部の視交叉上核（SCN）に存在する。ここを電気破壊すると、概日リ

ズムが消失することが知られている。中枢時計が末梢時計を支配している可能性が示唆されている。 
6 末梢時計：SCN にある中枢時計によって、何らかの因子を介して制御されていると考えられている。

心臓、肺、肝臓、末梢白血球など多くの末梢組織で日周発現している。SCN を破壊すると、末梢時計

間の同調が失われる。 
7 フィードバックループ。時計蛋白が自身の発現や抑制を行い、蛋白質の量を調節。この 1 サイクルが

約 24 時間ではないかと考えられている。 
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Sassone-Corsi 氏のチームは、CLOCK 蛋白は細胞の中心部で DNA の凝縮度を変化

させる酵素活性も保持していること、また、それにより CLOCK 蛋白が遺伝子へアク

セスし遺伝子発現の度合も調整している 8 ことを明らかにしたところだ。この発見に

より、CLOCK は遺伝子レベルでの DNA の再構築を引き起こし、概日時計によってコ

ントロールされる遺伝子の発現を調節していることがわかった。 
 

したがって、生物リズムと遺伝子発現は、DNA の凝縮度合を変化させる CLOCK の

作用によって結びついていると言える。この蛋白質が酵素であるという事実は、多く

の生理学的意義を持つ。つまり、CLOCK 蛋白の酵素活性と、その活性による DNA 凝

縮度への作用は、成長因子やホルモンもしくは神経伝達物質によって活性化された

様々な細胞内信号伝達ルートと同じく、細胞代謝によって調節することができる。 
 

研究者達は現在 CLOCK の酵素活性と細胞分裂の間に関連性がないかを研究してい

る。癌のような病気に対する（主として細胞分裂に作用する）治療の効果は体内時計

に左右されるとみられているので、一日のある特定の時間帯に治療を行えばより効果

が上がることがわかっている。CLOCK は時計生物学 9 と細胞分裂の間を繋ぐために欠

かせないものである可能性がある。 
以上 

翻訳：NEDO 情報・システム部 
（出典：http://www2.cnrs.fr/en/482.htm 

Copyright 2006, CNRS10. All rights reserved. Used with Permission.)   
 
 
参考資料：Circadian Regulator CLOCK is a Histone Acetyltransferase  

― Masao Doi, Jun Hirayama and Paolo Sassone-Corsi.  
「Cell」2006 年 5 月 5 日号 

                                                  
8 CLOCK は、HAT（ヒストンアセチル化酵素）蛋白質のこと。アセチル基があるヒストンに追加され、

その蛋白質が DNA になる。これらの蛋白質がアセチル化されることにより、DNA 凝縮度に影響を与える。 
9 Chronobiology：時間生物学。時間の関数として表すことのできる生命現象のうち、特に周期性を持つ

生命現象、すなわち生物の持っているリズムを扱う学問分野。 
10 発行元：CNRS（フランス国立科学研究センター） 
：Centre National de la Recherche Scientifique (National Center for Scientific Research) 
URL：http://www.cnrs.fr/index.html 
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【産業技術】ナノテク 

水素生産の太陽エネルギーと風力エネルギー技術  
その 5 熱化学水素生産（米国） 

 
3.0 熱化学(水分解)水素生産 

 
熱化学水分解反応サイクルは、水と反応して水素を生産し、次に 初の化合物を再

生成するための 1 つ以上の反応を行いサイクルを完了し、再びサイクルに入るための

化合物を使用する。太陽集光型システムは、現在太陽電力生産で も廉価な技術を提

供し、水素生産の熱化学プロセスの駆動に経済的な高温度の熱を供給する可能性を提

示している 1。 
 

3.1 熱化学技術の現状 
 
水分解化学サイクルを使用する太陽駆動高温熱化学水素生産は、まだ研究の初期段

階にあり、したがって、現在の水素コストを正確に評価するにはあまりにも未成熟で

ある。太陽集光技術は利用可能であるが、資本費用は高くまた化学反応サイクルとは

リンクされていない。 
 
文献で識別された 150 件以上の潜在的な化学反応サイクルのうち、いくつかのサイ

クルが太陽集光器との研究に向けて選択された。 も有望なものを表 3.1a にリストア

ップする。 
 

表 3.1a：見込みある熱化学水分解反応サイクル 2 

 LHV*効率(%) 温度(°C) 装 置 

硫酸サイクル 35-43 900-1570 皿形/改良タワー

金属硫酸塩サイクル 35-46 1000-1100 皿形/改良タワー

揮発性・不揮発性金属酸化膜サイクル 42-49 1560-2000 皿形/改良タワー

* LHV は低位発熱量 

 
サイクルの 1 つの例を以下に示す 
酸化亜鉛サイクル：    ZnO → Zn + 1/2 O2             1800°C 

Zn + H2O → H2 + ZnO         50°C 
                                                  
1 Basic Research Needs for Solar Energy Utilization, Office of Science, April 2005, p. 149. 
2 Solar Thermochemical Hydrogen (STCH) Generation Project, University of Colorado, see U.S. Department of 

Energy Hydrogen Program 2005 Annual Progress Report, pp. 377-388 
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水素プログラムの目標は、2015 年までに、システム・エネルギー効率およびコスト

に関する技術目標の達成し、長期的に競合し得る、太陽駆動高温熱化学水素生産の予

備的な実現可能性を確認することである: 
 

表 3.1b：太陽駆動高温熱化学水素生産の技術目標 3  
特  性 単位 2010 年目標 2015 年目標(a)

太陽駆動高温熱化学サイクル水素コスト $/GGE H2 6 3 
太陽集光器資本コスト(据え付け後コスト) $/m2 150(b) 130 

プロセスエネルギー効率 % 40 45 
a) これらの研究目標を確認するには、後続の技術実証段階が必要である。 
b) パラボリック半円筒および太陽エネルギータワー発電技術コストと性能予測(SL-5641)の評
価、サージェント&ランディ LLC コンサルティンググループ、米国エネルギー省および再生可
能エネルギー研究所(2003 年 5 月)。www.solarpaces.org/csp_docs.htm 参照 
さらに NREL/SR-550-34440 として公表された。 

 
これらの太陽集光器資本コストの目標は、成長している市場シナリオのために、独立し

た工学的評価 4の予測と一致している。受光器だけではなくヘリオスタット場とタワーを

含んでいるが、熱化学応用には本質的に異なっているかもしれない。水素生産のための熱

化学サイクルと高温材料を研究する DOE エネルギー効率・再生可能エネルギー局の活動

は、DOE 核エネルギー科学技術局の活動と緊密に調整されている。例えば硫酸サイクル

で低温での太陽や原子力駆動サイクルの間での強力な研究調整が必要である。 
 

3.2 熱化学の障害 
 

も重要な研究開発の必要性は、 
(1) 効率的でコスト効率の高い熱化学サイクルを研究し開発すること、 
(2) 化学反応に高温熱源を供給する集光型太陽ヘリオスタットと効率的にリンクでき

る、リアクター設計および熱システムを開発すること、そして、 
(3) コスト効率の高い極端な化学的・熱的環境で両立しうる材料を開発することである。 

 
より詳細な議論は、"水素経済のための基礎研究の必要性"、DOE 科学局、2003 年 5

月、pp.26-27、また、"太陽エネルギー利用のための基礎研究の必要性"、DOE 科学局、

2005 年 4 月、pp.149-154、で見られる。 
これらの取り組みが成功すると、高温熱化学プロセスは水から水素を生産するクリ

ーンで効率的で持続可能な方法を提供するであろう 5。 

                                                  
3 Hydrogen, Fuel Cells & Infrastructure Technologies Program: Multi-Year Research, Development and 

Demonstration Plan - Planned program activities for 2003-2010, DOE Office of Energy Efficiency and 
Renewable Energy, March 2005, p. 3-18. 

4 Ibid. 
5 Ibid, p. 3-9. 
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表 3.2a：水素の太陽駆動高温熱化学生産への障害 6 
- 高温熱化学技術 
太陽駆動水分解の 150 件以上の可能な熱化学サイクルが存在している。これらのサイ

クルの適合性を評価しランク付けする必要性がある。研究開発のための少数のサイクル

を選択し、 も有望なサイクルをより完全に調査し確認する必要性がある。多くのサイ

クルは、高温反応を高速に停止し水素を分離する技術、さらに他の高温材料技術を開発

する必要性がある。 
 

- 高熱耐性材料 
熱化学システムでは高温が使われる。この高い温度と太陽集光器システムの熱負荷サ

イクルに耐えることができる、コスト効率が良く耐久性のある材料が必要である。 
 
- 集光型太陽エネルギー資本コスト 
集光した太陽エネルギーの収集は、現在高価で広い面積の土地を必要とする。材料を

含んで、改善された低価格太陽集光器/収集技術が必要である。DOE 太陽プログラムは、

次の項目に取り組んでいる*。 

 
- 性能向上 
この領域の活動は、新しいシステム概念、要素部品、運用戦略および材料の開発に

より、システムの技術的性能を改善する研究開発に集中している。活動は、基盤の確

立、集光器/エンジンシステムの信頼性および性能の改善を含んでいる。 
 

- コスト低減 
システムおよび個々の要素部品の両方のコスト低減は、性能には依存しないが、新

しい要素部品ならびにシステムや材料の選択を促進する。活動は、総合システムのコ

ストを削減する改良された熱効率の次世代半円筒形レシーバの設置場所の検証を含ん

でいる。 
 

- 展開支援 
この分野は、商用前および商用システムの展開過程にある集光型太陽エネルギー産

業パートナーの緊急必要性に取り組む。これらの必要性は、システムの製造、設置、

設計と運転に関連した問題および展開を成功させるためのベストな取り組み方法を

含んでいる。活動は、直接蓄熱技術の設置場所の検証を含んでいる。 
 
- 集光型太陽エネルギーと熱化学サイクルの結合 
熱化学サイクルと集光型太陽エネルギーとの結合は、多くの問題を提示する。太陽光

の日周期性の性質に有効に対処する、コスト効率の良い方法およびシステムを研究し開

発する必要性がある。 
* 太陽エネルギー技術プログラム多年度技術計画 2003-2007、DOE エネルギー効率・再生可

能エネルギー局、2004 年 1 月。 

                                                  
6 Hydrogen, Fuel Cells & Infrastructure Technologies Program: Multi-Year Research, Development and 
Demonstration Plan - Planned program activities for 2003-2010, DOE Office of Energy Efficiency and 
Renewable Energy, March 2005, pp. 3-26 and 3-27. 
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集光型太陽エネルギー(CSP)技術は、水素の熱化学生産に必要とされる高温を発生する

ために使用できる。DOE 太陽プログラムは、歴史的に皿形スターリングシステム、パラ

ボリック半円筒および太陽発電タワーの 3 件の CSP 技術の研究開発を支援してきた。 
 
例えばパラボリック半円筒の分野で作動するCSPシステムからの現在エネルギーコ

ストは、12～14 ￠/kWh の範囲にある 7 。CSP サブプログラムの長期目標は、従来

の市場の化石エネルギー技術の電力と競合し得る電力を生産できる太陽エネルギープ

ラントを開発することである。 
 
パラボリック半円筒および太陽エネルギー発電タワーシステム技術は、蓄熱の利用

可能性により実行可能である。また、同等な電力コストは、$5/MMBtu 天然ガス価格

に基いた 5～8￠/kWh の範囲にある 8。より長期的な市場は、公益グリッド支援や僻地

電力および地域電力のようなニッチ市場を含むと思われるが、次の 5 年間の皿形スタ

ーリングシステム市場は、中央ステーション大規模発電所である。 
 
3.3 熱化学研究の集中分野 

 
表 3.3：熱化学研究の集中分野 

 

研 究 集 中 分 野 DOE 実施プロジェクト(a) 

効率的で費用効率の高い太陽熱化学サイク

ルの研究開発 

 

コロラド大学 

サイエンス・アプリケーションズ・イン

ターナショナル社(b) 

ラスベガス研究基盤大学 

効率的なリアクタ設計および熱変換方式の

開発 

 

コロラド大学 

サイエンス・アプリケーションズ・イン

ターナショナル社(b) 

ラスベガス研究基盤大学 

低価格ヘリオスタット技術の開発 サンディア国立研究所 

超高温反応化学と互換性をもつ新素材およ

びプロセスの識別と開発 

コロラド大学 

 

a) これらのプロジェクトは DOE が立ち上げて、研究集中領域を支援する議会指示プロジェク

トを含んでいる。全てのプロジェクトは付録で見つけることができる。 

                                                  
7 Ibid. 
8 Solar Energy Technologies Program Multi-Year Technical Plan 2003-2007, DOE Office of Energy Efficiency 

and Renewable Energy, January 2004. 
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b) このプロジェクトの実施者は競争的に選ばれた。しかし、プログラムの目標に寄与しない議

会指示プロジェクトのために、現在プロジェクトに資金は提供されていない。 
c) このプロジェクトは議会指示プロジェクトで、競争的に与えられていない。 

 
3.4 熱化学への提言 

 
熱化学サイクル分野の 近の業績を、文献で確認した 150 件以上のサイクルからふ

るい分けして、研究取り組みに も有望な 9 件のサイクルへ真剣な選択を行った。選

択されたサイクルは、硫黄基盤、揮発性金属、金属酸化物、フェライトおよび硫酸塩

の、5 つのファミリーに分類される。 
 
さらに、これらの有望なサイクルのうちの 2 サイクルの酸化亜鉛揮発性金属サイク

ルと酸化マンガンサイクル、ほぼ 1800℃の高温相は、実験室で初めて成功裡に実証さ

れている。 
 
DOE は、歳出予算の充当を条件に、太陽集光装置によって駆動される水素生産の熱

化学サイクル使用の評価継続を提言する。 
以上 

 
(出典：Solar and Wind Technologies For Hydrogen Production - Report to Congress, 
December 2005 (ESECS EE-3060), pp19-22, 
http://www.eere.energy.gov/hydrogenandfuelcells/pdfs/solar_wind_for_hydrogen_dec20
05.pdf ) 
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【産業技術】  ナノテク  

 

ナノの世界を照らす輝くナノワイヤーを育てる（米国） 
 
ナノの世界はどんどん明るくなっている。半導体材料で作られたナノワイヤーが、

従来よりも約 50 分の 1 の小さな直径の、およそ 100 ナノメートル(nm)の放射口径に

しかすぎない試作品のレーザーや発光ダイオードを作るために使用されている。 
 
ナノ光源は、化学薬品や生物学的因子を識別するラボオンチップ装置や、現在可能で

あるよりさらに小さな物体を画像化する走査プローブ顕微鏡の先端チップに、あるいは

レーザー手術用や電子機器製造のための超精密ツールなどを含む多くの応用がある。 
 
米国立標準技術研究所(NIST)の研究者は、窒化ガリウム合金からなるナノワイヤー

を成長させ、試作素子やナノ計測ツールを作っている。このナノワイヤーは、高真空

中のシリコン結晶上に原子を層単位で置くことにより成長させる。 
 
NIST は、結晶設計で発光や自由度を向上させると考えられる方法で、金属触媒を使

わずにこのような半導体ナノワイヤーを成長させることができる数少ない研究所の 1
つである。 

 
このナノワイヤーは、通常、直径が 30～500nm で、長さが 12 マイクロメーター以

下である。レーザーや電流で励起すると、このナノワイヤーは、合金組成に依存して、

紫外線あるいは可視部分のスペクトルの強い光を放射する。 
 
アプライドフィジックスレター誌*5 月 22 日号の論文で、NIST の作ったこの独特の

ナノワイヤーは、重要な特性の信頼性ある室温測定を可能にする十分に強い光を出力

することを報告している。 
 
例えば、ナノワイヤーの長軸に平行な電場で放射された光のピーク波長は、ワイヤ

ーに垂直な電場で放射されたピーク波長に対してシフトする。このような輻射波長の

差が、ナノワイヤー材料を評価するために使用でき、またセンサーや他の素子を作る

ために使用できる。 
 
NIST は様々なナノワイヤーを開発しており、僅かな欠陥、歪みあるいは不純物を見

つけ、その構造・光学的性質を詳しく評価して、バルク材料に対してより高輝度の光

出力を作り出した。**  
 
さらにこのナノワイヤーは、シリコン結晶からサファイアのような他の基板まで繋
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ぐことができ、電場を使用して配置することができる。 
 
このように NIST チームは、発光ダイオード、電界効果トランジスター、またセン

サーやナノスケール機械共振器に役立つナノワイヤー・ブリッジ構造を含む、多くの

試作素子を作るためにナノワイヤーを使用している。 
以上 

 
*J.B. Schlager, N.A. Sanford, K.A. Bertness, J.M. Barker, A. Roshko and P.T. 
 Blanchard. 2006. Polarization-resolved photoluminescence study of individual  
GaN nanowires grown by catalyst-free MBE. Applied Physics Letters. May 22 

 
** K.A. Bertness, N.A. Sanford, J.M. Barker, J.B. Schlager, A. Roshko, A.V.  
Davydov and I. Levin. 2006. Catalyst-Free Growth of GaN Nanowires. Journal  
of Electronic Materials 35, 576. April. 

 
(出典：http://www.nist.gov/public_affairs/techbeat/tb2006_0525.htm#growing ) 
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【産業技術】  I T  
 

無線 Lan ジグビーの大型製造業への応用(スウェーデン) 
 
ジグビーとは？ 

 

 ブルートゥース（Bluetooth）に似たワイアレス・ネットワーク技術の一つにジグビ

ー（ZigBee）がある。 
 
 ブルートゥースは近距離の無線 Lan の通信規格であり、エリクソン（Ericsson）社

やノキア（Nokia）社など 5 社が提唱し、1998 年に標準化団体（Bluetooth SGI）が

設立され、現在では 2,000 社以上が参加している。ブルートゥースという名はデンマ

ークとノルウェーを統一した 10 世紀の北欧の王であったデンマークのハーラル青歯

王(ブルートゥース)から命名された。ブルートゥースを使用すれば、たとえば、パソコ

ンとキーボード、携帯電話と PDA などの間を 10m 以内であれば、壁や家具などの障

害物があっても無線でつなぎデータのやり取りができるようになる。 
 
 これに対し、ジグビーは「ジグザグ（ZigZag）に飛ぶ蜂（Bee）」という意味で、ブ

ルートゥースよりは低速であるが、コストが低く、消費電力が少ない特徴を持ってい

る（下表参照）。米国にジグビー・アライアンスという標準化団体がある。対応モジュ

ール・サンプルが数ヵ国の研究所や企業で生産されており、スウェーデンではリンシ

ェーピング（Linkoping）大学で生産・配布されている。 
  
    表 ジグビーとブルートゥースの比較 

     ジグビー ブルートゥース 

準拠仕様 IEEE802.15.4 IEEE802.15.1 

通信速度 20-250 KB/s  720 KB/s 

電池寿命 100-1000+ 日 1-7 日 

ネットワークサイズ 無制限 7 個 

周波数帯域 
2.4GHz, 868MHz, 
915MHz  

2.4GHz 

通信距離 1-100+ m 1-10+ m 

応用目的 モニタリング＆コントロール 無線通信 

（出所：ジグビー・アライアンス・ホームページ基礎データより作成） 
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リンシェーピング大学のシャオファン・ゴング（Shaofang Gong）教授によれば、

ジグビーは元来米国の技術なので、米国での研究に一日の長があるが、スウェーデン

はそれに続く第二集団のヨーロッパ諸国の中でのトップに近い位置にあるとのことで

ある。 
 
 ジグビーは日本では家電センサー技術と捉えられているが、スウェーデンでは産業

用やシステム管理センサーとしての使用が目指されていることが注目される。 
 
三大学と地域製造業との連携－産業アプリケーション 

 
 スウェーデンでは前述のゴング教授が率いるリンシェーピング大学の研究グループ

が主導的存在で、サーブ・ボフォーシュ・ダイナミックス（Saab Bofors Dynamics）
社との共同開発により 100 個のモジュールを生産し、リンシェーピング大学、ヨンシ

ョーピング（Jonkoping）大学、ミッド・スウェーデン大学（Mittuniveristet）に配

布している。 
  
 リンシェーピング大学の近くにあるシーメンス・インダストリアル・ターボマシネ

リー・フィンスポンガ(Siemens Industrial Turbomachinery Finspanga)社は、発電設

備のボイラー、ガスタービンを製造している企業であり、発電所のエネルギー管理ト

ータル・システム用にジグビーを使用している。 
 
 ヨンショーピング大学は、サーブ・コンビテク(Saab Combitech)社、ミッド・スウ

ェーデン大学はアゼント(Azent)社と協力している。 
 
 リンシェーピング大学のジグビー研究はマイクロセンサーとトランシーバー機能に

焦点が当てられているのに対し、ヨンショーピング大学の研究はコンピュータ・ネッ

トワークに、ミッド・スウェーデン大学の研究はセキュリティーに焦点が当てられて

いる。 
以上 

 
〈参考資料〉 
1. リンシェーピング大学、コミュニケーション・エレクトロニクス・プロジェクト 

http://staffwww.itn.liu.se/~parha/proj.html 
2. ミッド・スウェーデン大学、STC リサーチ・プログラム 

http://www.miun.se/mhtemplates/MHPage____18970.aspx 
3. ヨンショーピング大学、コンピュータ・ネットワーク・リサーチ・プログラム 

http://www.ing.hj.se/doc/1323 
4. ジグビー・アライアンス 
   http://www.zigbee.org/en/ 
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【産業技術】製 造 

イタリア南部の中小企業 MER MEC 社がハイテク列車をスイスに売却 
  
イタリアの南部と北部の貧富の差は日本の常識では良く理解されにくい。イタリア

の産業のほとんどがイタリア北部、中北部に集中しており、イタリア経済はイタリア

北部・中北部の中小企業によって全て支えられていると言われている。 
 
歴代のイタリア政府は税控除等による優遇措置によって南部への企業誘致を図って

きたが、地理的問題、マフィア問題等によってその効果はほとんどない。イタリア中

央統計局（ISTAT）によると 2004 年におけるイタリアの失業率は北部が 4.3％、中部

が 6.5％、南部が 15％であったと言うデータを発表しており、相変わらずイタリア南

部の失業率は高く、南部の若者の失業率の高さは大変深刻な問題となっている。 
 
とはいえ 近、南部において 新技術をベースとするメイド・イン・イタリア製品

を世界に販売している中小企業が増えている。イタリアのシリコンバレーと言われて

いるシチリアの活火山エトナ山麓の町、カターニャ市にはエトナ・バレーと呼ばれて

い る IT 産 業 が 創 出 さ れ て お り 、 既 に 世 界 的 に 著 名 な 企 業 と な っ て い る

STMicroelectronics(株)社は、System-on-Chip（SOC：システム統合チップ）技術を

持ってマイクロ電子機器に適用される半導体を世界に輸出している。 
 
イタリア半島 南部のプーリア州バーリ県のモノポーリ市に本拠を置く、名前が全

く知られていない Mer Mec（株）社も 新技術によるデータ推敲・分析ソフトウエア

ーをもって鉄道システムを安全にさせるディアニョスティック（診断）機関車インフ

ラ・ソフトウェアを世界に販売している。 
 
列車の故障は時に鉄道システム全体を長時間、場合によっては何日もストップさせ

てしまうが、ディアニョスティック機関車は、故障を前もって非常に素早く正確に知

らせるシステムを装備している。 
 

新の受注は時間が正確で有名なスイス国鉄からのもので、受注価格は 1,000 万ユ

ーロであった。スイス国鉄の責任者達はチューリッヒとモノポーリ間を何回も往復し

て同社の製品を何回も何回も見て、また何回もテストして 終的に Mer Mec 社のディ

アニョスティック機関車インフラ・ソフトウェアを購入した。Mer Mec 社は、1996
年に第 1 番目のディアニョスティック機関車をノルウェー鉄道に売っている。 

 
Mer Mec 社（当初の会社名である南部機械 Meridionali Meccanica の合語名）は

1960 年代に現社長ヴィート・ペルトーザ（46 歳）の父親アンジェロ・ペルトーザに
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よってトラックの牽引機械製造会社として誕生し、1980 年代には列車部門にも入り、

1990 年代にはイタリアの主要研究機関と協力して鉄道のインフラ状況を自動コント

ロールする光学電子学開発を開始させ現在に至っている。 
 
現在同社には世界各地から来ているエンジニア 150 人が働いている。イラン人、パ

レスチナ人、デンマーク人、フランス人等、その国籍は多岐に渡る。 近中国人のエ

ンジニアが同社で働いているが、Mer Mec 社が中国市場進出を図っているからだけで

なく、既に鉄道建設工事が進められている標高 5,000 メートルのチベット山岳地帯を

走るハイテク列車のために同社は既に中国政府よりディアニョスティック機関車のた

めのインフラ・ソフトウェア、価格 1,500 万ユーロの発注を受けているからである。 
 
また同社はオーストラリアの入札も落札している。ヴィート・ペルトーザ社長は「入

札価格が他の全プレイヤー価格より 1 番高かったにも拘わらず我々はオーストラリア

鉄道のためのインフラ・ソフトウェア入札を 700 万ユーロで落札させた。我々は我々

自身を非常に誇り高く思っている」と述べている。 
 
同社は目下 SCMT（Sistema controllo marcia treno/列車運行コントロールシステ

ム）に賭けている。SCMT は、列車の進行を安全保証するために地上のインフラ設備

と運行している列車間を繋ぐ統合システムである。更にまた、同社は目下国際宇宙ス

テーションのロボット用特殊遠隔カメラを製作しており、宇宙部門にも挑戦している。 
以上 

 
出所：Mer Mec 社 URL サイト(www.mermec.it)、イルソーレ 24 オーレ紙 
 

< 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979号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/979/
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【ニュースフラッシュ】 

米国－今週の動き(05/18/06～05/31/06) 

NEDO ワシントン事務所 

Ⅰ 新エネ･省エネ 
5 月／ 
16：エネルギー省の水素プログラム年次メリット評価：全体会議の概要 

エネルギー省（DOE）が年一回の水素プログラム・メリット評価を 5 月 16-19 日に開催。2006 年
度成果及び 2007 年度計画の評価、技術課題対応を反映する機会の提供、知識・技術の移転推進、
産学官関係者間の交流助長等が目標。全体会議では、DOE の各プログラム・マネージャーが、水素
貯蔵、燃料電池、原子力利用水素製造等の各プログラムにつき、研究開発の主眼・現状・課題・計
画等を簡単に発表。炭素隔離と FutureGen の概説も。水素貯蔵では、有望な高容量新材料が出つ
つあるが、 適作動温度に課題。2006 年には、単層ナノチューブ・プロジェクトの継続／中止の方
針を決断予定。燃料電池では、耐久性とコストが課題。特にスタックの電極コスト削減研究に焦点。
原子力利用水素製造では、2020 年までの商業的水素生成実証のため、熱化学サイクルや高温電解等
の R&Dを実施。水素運搬では、議会の認可予算が行政府要求の 1／6と資金不足に悩む。（DOE/Live 
Webcast；DOE Hydrogen Program 2006 Annual Merit Review Peer Review Plan Final(5/12)） 
 

25：国際金融公社、省エネ融資で中国を支援 
世界銀行の国際金融公社（IFC）の Lars Thunell 長官が、中国経済の主要三大プレーヤーである公
益事業者、省エネ装置供給業者、商業銀行を一致団結させ、省エネを推進する新規融資モデルを創
設する合意書に署名。エネルギー需要の急増と深刻なエネルギー源不足に直面する中国では、省エ
ネを国家優先事項としつつも、省エネ装置マーケティングの経験不足、ローンへの馴染み不足、及
び商業銀行の省エネ融資経験不足のために、同分野への投資は危機的障壁に直面。このため、中国
政府は IFC に、市場本位の省エネ推進解決策の策定支援を要請。これに応えて IFC が設計した省
エネ融資モデルは、公益事業者を省エネプロジェクトの販売エージェント及びワンストップ・ショ
ップとして活用。またリスク管理の新慣行で商業銀行と提携するもの。温室効果ガス（今後 6 年間
で 500～1,000 万トン削減）他の汚染物質排出の削減、商業銀行の省エネローン提供能力の向上・
リスク管理慣行の改善、中小企業によるエネルギー使用合理化設備投資の促進、5 年間でエネルギ
ー消費 20%削減との中国政府目標の達成の支援、等の効果が期待。(IFC Media Release) 

 
 
Ⅱ 環 境 
5 月／ 
11：カナダの Ambrose 環境大臣、環境・気候変動に関する保守党政権の新たな指針を発表 

カナダでは保守党政権が新たに選出されたが、Rona Ambrose 環境大臣は 5 月 11 日のカナダ下院議
会において、京都議定書の目標達成は不可能と認め、気候変動及び環境問題に対する保守党政権の
新指針を概説。同大臣の発言概要は、(1)国連気候変動枠組条約（UNFCCC）に同日提出した『カ
ナダの 2004 年温室効果ガス目録』 によると、同国の排出量は自由党が政治的理由で合意した京都
目標値を 35%上回り、非現実的で達成不可能、(2)保守党政権は、同国の環境浄化及び温室効果ガス
排出削減における真の進歩並びに現実的かつ達成可能な目標の策定にコミット、(3)カナダ国民の税
金は、海外からの排出クレジット購入には使わず、国内の環境改善の為に使用、(4)結果志向型の
「Made-in-Canada」解決策を重視し、このため、公共交通手段の利用奨励プログラムへの投資（17
億ドル）、国家再生可能燃料戦略の実施に係る州政府との対話の開始、カナダ環境保護法の改訂、「ク
リーンエア法」策定に向けた州政府及び医療機関との協力等を実施、(5)カナダの国内事情を正確に
反映し、国益を守る方法で温室効果ガス排出を削減するメカニズムを検討の上、引き続き国際舞台
で指導力を発揮、(6)中国・インド等大規模放出源が自らの温室効果ガスや汚染の削減にコミットす
ることを奨励、というもの。(Environment Canada Minister Speech) 
 

 
 
Ⅲ 産業技術 
5 月／ 
15：国立標準規格技術研（NIST）の先端技術計画（ATP）閉鎖決定に困惑する ATP 諮問委 

先端技術計画（ATP）の段階的閉鎖プランが、大統領の議会に対する 2007 年度 ATP 予算打切り要
請の 2 ヵ月も前の 2005 年 12 月から既に実施中であることが、5 月 9 日開催の ATP 諮問委員会の
会合で判明。Marc Stanley ATP 部長によると、既に ATP スタッフの約 25%（21 名）が辞職・転
属する一方、ATP の誕生から閉鎖までを網羅した報告書（①ATP の歴史的変化、②重点プログラム、
③産業界の役割、④評価システム、⑤プロジェクト管理方法等を記録）を作成中（今秋完成予定）。
一方 ATP 諮問委員会メンバーは、進行中のプログラム廃止に断固反対を表明。Alan Russell 博士
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（ピッツバーグ大学）が、議会の 2007 年度予算決定前のプログラム取壊し開始行為は不適当と批
判。Ross Armbrecht 委員長（デラウェア科学数学教育財団）も、米国の貿易相手国が自国への導
入を試みるほど評価の高い ATP の廃止は国家的悲劇と断言。William Jeffrey 国立標準規格技術研
究所（NIST）所長は、ブッシュ政権の 優先事項が「連邦財政赤字の半減、対テロ戦争、米国競争
力イニシアティブに基づく NIST コア研究所の予算増額」であると指摘して ATP 閉鎖要求を擁護し
たが、Maria Thompson 委員は、ATP 廃止は米国の競争力と国土安全保障に打撃と反論。Michael 
Borrus 委員（Mohr, Davidow Ventures）も、中国やインド等が ATP を学ぼうとする時にブッシュ
政権が閉鎖を提案するとは皮肉と発言。(Manufacturing & Technology News) 
 

19：ローレンス・リバモア国研と加大バークレー校、高効率の炭素ナノチューブろ過膜を開発 
ローレンス・リバモア国立研究所とカリフォルニア大学バークレー校の科学者が、高効率な炭素ナ
ノチューブ（CNT）ろ過膜を開発。2006 年 5 月 19 日号『サイエンス誌』掲載研究論文「Fast mass 
transport through sub-2 nanometer carbon nanotubes」によると、新設計の CNT ろ過膜は、大
量の海水塩分の除去能力を持つほか、発電所排出物から CO2 を隔離できる可能性も。この膜は、シ
リコンチップの上に CNT を配置し、ナノチューブ間の隙間に不浸透性の窒化ケイ素 (Si3N4)セラミ
ック基質を充填の後、生成された中空シリンダーの両端を切り落としナノチューブ形状とし、1～
2nm 幅のフィルターを作成する方式で生成。科学者等は、気・液体が予想より圧倒的に大きな速度
でこの膜を通過し、しかも塩分子は阻止されることに気づいた。ナノチューブの流量が大きい理由
は不明確だが、非常に滑りやすい表面と関係がある模様。(Science)   
 

25：クレムソン大学の化学者等、炭素製の量子ドットを作製 
クレムソン大学の化学者等が、史上初の炭素製量子ドットを作製。炭素製量子ドットは、重金属製
量子ドットよりも低毒性・低環境影響・安価で、生物学的センサー、医療用画像装置、微小発光ダ
イオード（LED）等の多様な用途で有望視。同大学研究チームは、グラファイト・ナノ粒子の両面
を特殊ポリマーでコーティングして作製した量子ドットを使い、(1)炭疽菌等の胞子を量子ドットで
標識化し、生物学的センサーに使用する研究（顕微鏡下で簡単に確認できる光る胞子が作製可能）、
(2)量子ドットの光ルミネッセンス（光の照射を受けて発光する能力）の効能研究（光の存在下で量
子ドットの継続的発光を発見）、等を実施。“Quantum-sized carbon dots for bright and colorful 
photoluminescence” という研究論文は、『米国化学会ジャーナル』6 月７日号に掲載予定。 
（Nanotechwire） 

 
 
Ⅳ 議会・その他 
5 月／ 
16：環境保護団体、ナノ材料含有サンスクリーンのリコールを食品医薬品局に要請 

消費者団体及び環境保護団体 8 グループから成る同盟は 5 月 16 日、規制上の監視強化と、ナノ材
料含有の数種のサンスクリーン製品・化粧品に係るリコールとを、食品医薬品局（FDA）に申し立
て。本請願は、先頃の Friends of the Earth による「ナノ材料含有のパーソナルケア製品が増加傾
向」との報告書の発表直後に実施。グリーンピース、Friends of the Earth 及び国際技術アセスメ
ント・センターは、二酸化チタンと酸化亜鉛のナノ粒子を含むこれらの製品は、人体に有害の恐れ
と論調。FDA のスポークスマンは FDA がこのリコール請願について審査する意向と述べつつも、
「規制方針を変更させるような安全懸念は発見されていない」とも指摘。FDA は 6 ヵ月後に正式回
答予定。（Associated Press） 
 

18：新たなエネルギー法案を 6 月に押し進めるため、戦略固めに忙しい共和党議員 
Bill Frist 上院共和党院内総務（テネシー州）提案のガソリン税 100 ドル払戻し案は冷笑をかい、
これを柱とした共和党のエネルギー先導策は発進前に崩壊。しかし上院共和党議員連合会では、メ
モリアルデー(5/29)休会明けの上下両院でのエネルギー法案推進を目指し、現在、共和党として戦
略固め中。上院エネルギー作業部会議長の Rick Santorum 上院議員（共和、ペンシルバニア州）と
上院エネルギー・天然資源委員会の Pete Domenici 委員長（共和、ニューメキシコ州）が、Frist
院内総務と毎週会談。共和党案には、エネルギー国内生産の助長、パイプライン・精製所等インフ
ラの拡張、省エネ・エネルギー効率化の奨励等の施策が含まれる見通し。一方下院では、連邦取引
委員会（FTC）に石油価格便乗値上げの調査・追訴権限を付与する下院第 5253 号議案が 5 月 3 日
に可決。また、乗用車の燃費基準強化権限を運輸省に付与する下院第 5359 号議案も審議予定。John 
Boehner 下院共和党院内総務（オハイオ州）の Kevin Madden 報道官によると、下院の各委員会で
は、6 月の「エネルギーウィーク」の週に下院本会議へ持ち込む提案を現在策定中。(CQ.com) 
 

18：Lamar Smith 下院議員、プラグイン・ハイブリッド法案を提出 
下院科学委員会エネルギー小委員会が 5 月 17 日に開催した公聴会で、Lamar Smith 下院議員（共
和、テキサス州）が、プラグイン・ハイブリッド技術開発の加速化を目的とする「2006 年プラグイ
ン・ハイブリッド電気自動車法案」の草案を提出。同小委員会で超党派の支援を得ている同法案は、
(1)州政府や地方政府にプラグイン・ハイブリッド車購入グラントを提供、(2)大学や民間企業にプラ
グイン・ハイブリッド車の効率を改善する新技術の研究開発を奨励、(3)2007 年～2016 年までプラ
グイン・ハイブリッド車の研究開発に年間 2.5 億ドルを認可、(4)2007 年～2016 年までプラグイン・
ハイブリッド車普及の為のパイロット計画実施に年間 5,000 万ドルを認可といった概要。

< 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979号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/979/
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(Environment and Energy Daily; Representative Lamar Smith News Release (5/17)) 
 

23：Hillary Clinton 上院議員、「戦略的エネルギー基金」の設立を提案 
Hillary Clinton 上院議員（民主、ニューヨーク州）は 5 月 23 日の演説で、2025 年までの石油輸入
量半減（一日約 800 万バレル）を提唱。目標達成のため、クリーンエネルギー技術研究・投資に向
けた「戦略的エネルギー基金」設立法案を提出の意向。法案では、2000～2004 年利益ベースライ
ンを超える大手石油会社収益への 2 年間暫定課税（精製施設拡張、エタノール生産、再生可能資源
利用発電への投資企業は免除）のほか、石油会社対象税額控除の廃止、公有地石油掘削からのロイ
ヤルティ徴収を通じ、同基金に 500 億ドルの資金を調達。同基金は、米国の海外石油依存度軽減や
温室効果ガス排出削減に資するエネルギー技術の研究・開発・導入を支援。主要条項は、(1)再生可
能エネルギー発電税額控除の 10 年間延長、(2)ハイブリッド車等先進自動車の購入税額控除の倍増、
(3)業務用省エネ車の購入に係る税制優遇措置の新設、(4)商業的セルロース系エタノール生産（ 初
の 10 億ガロン）への借入保証、(5)セルロース系エタノール研究支援（10 億ドル）、(6)E-85 ポンプ
設置ガソリンスタンドへの［設置］税額控除(50%)、(7)自宅やオフィスのエネルギー使用合理化に
係る税制優遇措置の延長・拡大、(8)エネルギー先端研究計画局（ARPA-E）への資金提供（向こう
5 年間・90 億ドル）、(9)炭素地中隔離テスト(5 件)の実施と炭素隔離税額控除の提供、等。(Green Car 
Congress.com; Senator Hillary Clinton News Release) 
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