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【ライフサイエンス特集】

米国ヒトゲノム研究所が新しいシークエンシングターゲットを発表
―ヒトゲノムの構造変化の特定を追求する包括的戦略―
国立衛生研究所(NIH)傘下の研究所の一つである国立ヒトゲノム研究所（NHGRI）1
は、2006 年 3 月に健康・疾病のリスクに影響を与えるヒト遺伝子の機能や、個体間の
ゲノムの差異について理解を深めることに重点に置いた、最新のシークエンシング 2タ
ーゲットを発表した。
ヒトゲノム研究諮問評議会 3は、NHGRI に対しプログラムの優先順位と目標の助言
を行う政府認可の委員会である。最近 NHGRI の大規模塩基配列研究ネットワーク 4の
包括的戦略の一環としての目標が明記された 3 つの計画を承認した。
「シークエンシング計画の目標は、人間の健康増進のために利用できる最強のツー
ルボックスを作ることだ。私達の知識の重大なギャップを探して特定することにより、
新シークエンシング計画がその目標へ向かうさらに重要な一歩を示す」と、NHGRI
所長のフランシス・S・コリンズ医学博士は述べた。
（1）ヒトゲノムの構造変化特定計画
最優先に位置づけられた計画はヒトゲノムの構造変化 5 を特定するプロジェクトで、
ヒト DNA の最も一般的な構造変化タイプの特徴を明らかにする。その研究には、最
近完了した国際 HapMap プロジェクト 6に提供された 48 のヒト DNA サンプルが使用
される予定である。国際 HapMap プロジェクトでは、一般的な疾病 7の遺伝子の検索
が早くできるよう、人間の遺伝子変異（すなわちハプロタイプ）の総合目録が作成さ
れた。HapMap は、人間の疾病が含まれうる DNA の微小な変化の区域（一塩基多型
（SNPs）8）を特定した。この構造変化の研究では、大きな DNA 断片が削除・複製・
1
2

3
4
5

6

7

8

The National Human Genome Research Institute (NHGRI)
シークエンシング：DNA の構成成分であるアデニン（A）、グアニン（G）、シトシン（C）、チミン
（T）の 4 塩基の正確な配列を実験により解明する作業。現在、DNA の塩基配列を短時間で決定する
方法としてはキャピラリー電気泳動が主流。
The National Advisory Council for Human Genome Research
NHGRI's Large-Scale Sequencing Research Network
ゲノム構造の変化は、自然突然変異によって引き起こされる。突然変異は、染色体突然変異（染色体
の数や構造の変化）と遺伝子突然変異（DNA の塩基レベル）の二つがある。欠失、重複、逆位など。
国際 HapMap プロジェクト：ヒトの病気や薬に対する反応性に関わる遺伝子を発見するための基盤を
整備するプロジェクト。この計画は、カナダ、中国、日本（理化学研究所）、ナイジェリア、英国、
米国の科学者と各国政府、財団などの協力により行われている。
一般的な疾病：複数の遺伝的要因と環境要因の組み合わせによって起こる。喘息や癌、糖尿病、心臓
病など。
SNP(s)：single nucleotide polymorphisms。DNA 内の塩基配列において個人差がある部分。ヒトゲノ
ム 30 億塩基対のうち、一塩基多型は約 300 万個存在する。DNA 配列中に見られる多型のうちもっと
もよく見られる多型。
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再配列される事例―これらは全て、遺伝子の構造と作用の異常により病気を引き起こ
す可能性がある―を特定していく。
最近の解析により、これらの大規模な構造変化はこれまで考えられていたよりもは
るかに頻繁に起こることが明らかになった。実際、任意の二人の人間のゲノム間には、
挿入・欠失・逆位の差異が数百あると考えられている。
（2）霊長類種の DNA 配列情報追加計画
2 番目の計画は、いくつかの霊長類種の既存のドラフト配列に DNA 配列を追加し、
さらにそれら霊長類種のゲノムの生物学的に高い関心領域の配列情報を追加していく
ものである。その増加した領域―高密度ゲノム配列―により、ヒトゲノムの進化をも
たらした要因の理解を深めることができる。この「指標種」研究に選ばれた霊長類は、
アカゲザル、マーモセット、オランウータンである。NHGRI は将来このリストに、
高密度ゲノム配列が指標種として妥当な他の生物を追加していく予定である。
（3）新たな 8 種の哺乳類のゲノム配列解析・作成計画
3 番目の計画には、低密度のドラフト領域にある 8 種の新たな哺乳類のゲノム配列
解析が含まれ、それらの哺乳類のゲノム配列が 2 倍のカバー率（coverage）で解析・
作成される。NHGRI が支援する研究機関によって配列決定され、公開データベース
から無料で利用可能なゲノム配列（ドラフトまたは完了）は、人類に加え 7 種の哺乳
類である。これらに加えて、この計画により、2 倍のカバー率で配列決定される哺乳
類ゲノムの数は 24 になる。科学者はその総合データを人類と他の霊長類のゲノム間で
類似している特徴や、保存 9されている特徴を探すために使用できる。
その配列解析される 8 種の新たな哺乳類は、次の 10 種の中から選定される：1）イ
ル カ （ バ ン ド ウ イ ル カ ）、 2） ハ ネ ジ ネ ズ ミ （ Elephantulus 種 ）、 3） ヒ ヨ ケ ザ ル
（Dermoptera 種）、4）ネズミキツネザル（Microcebus murinus）、5）馬（Equus
caballus）、6）ラマ（Llama 種）、7）モグラ（Cryptomys 種）、8）ナキウサギ（Ochotona
種）
：ウサギの近縁、9）カンガルーネズミ（Dipodomys 種）、10）メガネザル（Tarsier
種）：早期の霊長類で、猿／類人猿／人類の進化過程の近縁類。NHGRI は配列解析を
行う 8 種の哺乳類の選択を、高品質 DNA サンプルの入手可能性、生物医学的モデル
としてのその生物の有望性、その存在の独自性、進化の過程を通じてヒトゲノムに影
響を及ぼした可能性のある革新的な生物学的過程の程度を基に決める予定である。
このような哺乳類のゲノム間の比較は、30 億塩基対のヒトゲノムのうち最もはっき
り機能している約 5％を特定するための最も効果的な方法の一つと言える。コンピュ
9

保存（Conserved）：進化の過程で保存され、異種生物間でよく似ている遺伝子は生物にとって大切な
ものだと考えられている。
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ータのモデリング結果によると、24 ゲノム配列間での比較により、6 塩基対の大きさ
と同じくらいの保存配列が確実に特定されることが期待される。6 塩基対は大体、転
写因子結合部位―遺伝子の転写・調節に関わる遺伝子の近くで生じる小さな DNA 配
列―くらいのサイズである。
シークエンシング計画は NHGRI が支援する大規模塩基配列研究ネットワークによ
って実施される。このネットワークは 5 つの研究センターで構成される。すなわち、
アジェンコート・バイオサイエンス社（マサチューセッツ州ビバリー）、ベイラー医科
大学（ヒューストン）、マサチューセッツ工科大学（MIT）とハーバード大学のブロー
ド研究所（マサチューセッツ州ケンブリッジ）、J・クレイグ・ベンター研究所（メリ
ーランド州ロックビル）、ワシントン大学医学部（セントルイス）である。それぞれの
生物の担当機関は後日決定される予定。
NHGRI のシークエンシングターゲットの選定プロセスは、関連研究分野全域にわ
たる専門家達から構成される 3 つの作業部会を設置することから始まる。それぞれの
作業部会は、次の 3 つの重要な科学分野のそれぞれ一分野における知識向上に役立つ
配列決定のためのゲノムセットの提案書を作成する責任を負う。3 つの重要な科学分
野とは、1）高性能配列解読装置リソースの利用によって重要な医学の進歩を急速に導
く遺伝子研究領域の特定、2）ヒトゲノムの理解、3）ゲノムの進化生物学の理解であ
る。次に、調整委員会がその作業部会の提案書を再検討し、細部を調整し、科学的な
優先順位付けがされた総合的な提案書として一つにまとめる。調整委員会の勧告は、
NHGRI の諮問グループであるヒトゲノム研究諮問評議会によって再検討・承認され
る。その後は、NHGRI のリーダーシップに任される。選定過程の詳細については、
以下の URL 先から参照できる：
www.genome.gov/Sequencing/OrganismSelection
以上
翻訳・編集：NEDO 情報・システム部
（出典：http://www.genome.gov/18016538）
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【ライフサイエンス特集】

米国国立衛生研究所（NIH）2007 年度予算教書の概要
米国国立衛生研究所（NIH ：National Institutes of Health）は、19 世紀末に設立
された合衆国で最も古い医学研究の研究機関である。その傘下には、国立がん研究所、
国立ヒトゲノム研究所など多数の研究所が所属している。
研究分野は医学分野に限らずライフサイエンス・バイオテクノロジー分野まで広範
にわたっている。たとえば、ヒトゲノム計画の解読結果にもとづいて癌やパーキンソ
ン病、アルツハイマー病の診断や治療法の確立を進めているほか、2001 年に合衆国が
炭疽菌攻撃を受けてからはバイオテロの予防にも取り組んでいる。また傘下の研究所
で研究するだけでなく、世界中の研究機関に対する助成も行っている巨大な研究機関
である。
本稿では 2007 年度予算請求に関する NIH 長官の声明（4 月）および大統領予算教
書（2 月）の概要を紹介する。
1．NIH 長官声明の概要
2006 年 4 月にゼローニ NIH 長官が下院の委員会において「NIH と医学の変革」と
題する声明を行った。この声明では、NIH がこれまでに取り組んできた研究の成果を
アピールするともに今後の研究の必要性や方針を明らかにしている。以下ではこの長
官声明の概要を紹介する。
（1）NIH の取り組みの実績
①米国人の平均寿命の伸張
米国人の平均寿命は引き続き上昇しており過去最高の 78 歳となっている。平均寿命
は、過去 30 年の間、5 年ごとに 1 歳ずつのペースで伸びている。
米国人はまた、寿命が伸びただけではなく、その健康状態も改善されている。例え
ば、高齢者で障害を持つ人の割合は、過去 20 年間で 30%低下した。
②心疾患・脳卒中医療の進歩
30 年前と比較すると、心疾患による死亡率は 63%、脳卒中による死亡率は 70%低下
している。
NIH の助成による心疾患の研究には、例えば最近では薬剤をコーティングしたステ
ント（人工血管）や、血圧とコレステロールを安全なレベルまで下げる治療法の開発
などがある。
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NIH における心疾患の研究に対する過去 30 年間の累計投資額は、米国人 1 人あた
り約 110 ドル、年間約 4 ドルと推定される。
③癌医療の進歩
癌は米国で 2 番目に多い死亡原因だが、その死亡率は近年低下している。1999 年か
ら 2003 年までの予算増加にともない、米国国立がん研究所では癌治療のパラダイム変
換などを促進してきた。
NIH における癌の研究に対する過去 30 年間の累計投資は、米国人 1 人あたり約 258
ドル、1 年間あたり 1 人 9 ドルと推定される。
④HIV／エイズ医療の進歩
NIH の助成を受けている科学者達と、薬品業界における研究から発展した、HIV／
エイズの患者の高活性抗レトロウイルス療法などが大きな効果を上げている。
新薬が導入されたことによって HIV 感染者の生存率が向上し、その潜在的価値は
2000 年全体では 4000 億ドル近いものであったと推定される。
⑤汎発性インフルエンザの脅威に対する進歩
ウイルスに関するゲノミクスおよび遺伝子工学の基本が進歩したおかげで、NIH は、
季節的インフルエンザと汎発性インフルエンザの両方に対して治療法の開発を進める
ことができるようになった。
NIH では、ワクチンの製造方法を卵を使った方法から細胞培養による方法に変換す
るなど、製造プロセスを迅速化するための研究開発などに資金を投入している。
⑥生物兵器防衛に関する研究の発展
2001 年以降、NIH では生物テロから米国民を守るために 100 億ドル以上を費やし
ている。現在、エボラ・ウイルスと天然痘ウイルスのワクチン候補に対して、臨床試
験が行われている。
⑦糖尿病／糖尿病関連疾患治療の進歩
2,100 万人近い米国人が糖尿病を患っているが、NIH の研究がなければ、過去 20 年
間の糖尿病治療の発展はなかった。
45 万人もの糖尿病性網膜症患者が 5 年以内に失明する危険にさらされていたが、新
しい治療法のおかげで、失明する可能性がある患者が 9,000 人に減少した。
⑧画像誘導マイクロ手術の進歩
NIH の予算が増額されたことにより、CAT スキャンや MRI、超音波検査などの画
像技術を使用した、新しいマイクロ手術技術の開発に費用を割り当てることが可能と
なった。
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これらの低侵襲的な治療法のひとつに脳深部電気刺激法があるが、この方法は、た
とえばパーキンソン病患者の治療に利用される。
⑨科学者や一般の人々に公開される健康関連情報の充実
NIH の国立医学図書館では、質の高い信頼のおける情報を米国民に対して公開して
いる。NIH の Web サイト (www.nih.gov) は、複数の第三者機関によって、最も成功
している健康関連の Web サイトだと認められており、毎日 200 万もの質問が寄せられ
ている。
⑩新しい研究ツールの開拓
NIH の研究者達は、DNA の高速・大量解析、質量分析による蛋白質の特定、遺伝
子発現アレイ、何千もの新しい蛋白質構造の決定、画像技術など、強力な新しい研究
ツールや研究方法を開拓してきた。これらは、NIH の予算が倍増される前には不可能
であった。
⑪診断および治療の新しい技術
NIH は、新しい医療技術においても成果をあげている。研究が進むにつれて、製品
化のために企業にライセンス供与された技術の数が増加している。2004 年には、連邦
政府の資金による研究施設と世界中の企業の間で、数千にのぼる有効なライセンスが
交わされた。
⑫NIH の戦略的な展望：治療から予防へ
NIH は予定よりも 2 年早い 2003 年にヒトゲノムの解読に成功した。また 2005 年
には、各個人間の差異を示すハプロタイプ地図の作成が、やはり予定を前倒しして完
成した。
ゲノム設計図は、システム生物学およびプロテオミクス、並びにライフサイエンス
における革命的な時代の原動力となっている。 我々は、予測的で予防的なオーダーメ
イド医療の時代の先駆けになりたいと考えている。
NIH ではそのために、初期の分子段階における疾病の根因を理解し、疾病の発生す
る状況、時間、および発症者を確実に予測するための研究に戦略的に投資している。
オーダーメイドの医療は現在行われている「治療」とは全く異なり、最終的には病気
の発症自体を回避することを目指す。
⑬ゲノム時代の急速な進歩
遺伝子工学にかかる費用が 100 分の 1 に低減したことにより、病気の人と健康な人
の違いを無理のない価格で研究できるようになった。最近では、この革命的な研究に
よって、高齢者の失明の原因として増加している加齢性黄斑変性症を発症する危険の
ある人の特定と、発症の予防法の特定につながる新しい要因が発見された。
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⑭経営革新
NIH によって主導または助成されている研究では、ごく一般的なものからごく珍し
いものまで、6,600 以上の病気や健康状態が対象となっている。NIH の助成を受ける
ためには二段階の厳しい審査を通過する必要があるが、2005 年には 43,000 件の研究
に対する助成申請が行われ、そのうち 22 パーセントが助成金を受け取った。
NIH では、医学研究のために今年１年間で米国人一人につき 95 ドルを費やす予定
である。NIH では経営戦略および意思決定プロセスを積極的に変換してきた。組織全
体に影響する意思決定を能率化し、より円滑な連携を目指すために、2003 年に NIH
運営委員会が発足した。
NIH では、膨大な数の研究の全体像を見渡すためには、より強力な方法が必要であ
ることを踏まえて、NIH 内の各組織の枠を越えたイニシアティブの計画、開始に取り
組んでいる。NIH はこれまでにも「医療研究のロードマップ」「肥満研究のための戦
略的プラン」および「神経科学の青写真」などの組織の枠を超えた重要なイニシアテ
ィブを開発してきたが、今後さらに強力で透明性のあるプロセスを導入し、NIH が助
成する研究の分析、評価、管理のための最先端のツールを開発するために役立てよう
としている。
NIH の各プログラムは、議会で可決された行政実績成果法（GPRA：Government
Performance and Results Act）に基づいて、政管理予算局による審査を受け、それぞ
れ効果があることが証明された。NIH は連邦組織の上位 15 パーセント以内に格付け
されている。
⑮若い世代の科学者の育成
新しい世界には新しい才能が必要だが、NIH の助成を受けるには激しい競争を勝ち
抜く必要がある。斬新なアイデアを持つ若い科学者の能力を保護し、助成対象に取り
込むことを NIH は何よりも重視している。このために、NIH では新しく「Pathway to
Independence」というプログラムを開始した。このプログラムでは、今後 5 年の間、
毎年、教育を終えたばかりの 150～200 人の科学者による独立した斬新な研究をサポ
ートする。
（3）まとめ
NIH における過去 30 年間の累計投資額の合計は、倍増期間を含めて米国人１人あ
たり約 1,334 ドル、1 年あたり 44 ドルと推定される。この見返りとして、米国人の平
均寿命は 6 年以上伸び、高齢者の健康状態もこれまでにないほど改善された。
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2．NIH の予算構成
国立衛生研究所（NIH）の 2007 年度予算要求額は、285 億 8700 万ドル 1 であり、
これは前年度と同額である。
NIH の予算の 80％以上は、外部の研究所への助成金として費やされている。NIH
から助成金を受け取っている研究所は世界各地に存在し、その数は 3,100 機関、従事
している科学者・研究員の数は約 20 万人に上る。また、NIH の予算の 10％は NIH 内
部（傘下の研究所）のプログラムに費やされている。内部プログラムには約 6,000 人
の科学者が参加しており、公衆衛生における優先事項および最先端の研究に焦点が当
てられている。内部プログラムの中核となるのは、メリーランド州ベセスダ（ワシン
トン DC に隣接）にある、世界最大の臨床研究専門の総合施設、NIH Clinical Center
である。
以下では予算区分毎に概要を説明する(下図参照)。

出典(1)

①研究プロジェクト助成金（Research Project Grant = RPG）

NIH の予算区分の中で最も予算規模が大きいものが RPG である。RPG は、個々の
科学者の独立した研究に対する援助を可能な限り維持するための予算である。総予算
額は約 151 億ドルで、そのうち約 33 億ドルが競争的 RPG である。2007 年度には 9,337
1

１ドル＝113 円とすると約 3 兆 2,300 億円。なお、我が国の 2006 年度の科学技術予算は要求ベースで
約３兆 8,000 億円、そのうちライフサイエンス関係は約 5,000 億円であり、NIH１機関のみの予算額
が我が国全体の科学技術予算にほぼ匹敵することになる。
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件の競争的 RPG（1 件当たり約 35,000 ドル）が交付される予定となっている。
②研究センター(Research Center)

2007 年度の予算要求では、全国に 1,373 ヵ所ある NIH 傘下の研究センターに対して、
28 億ドルが充当される。
③その他の研究(Other Research)

「その他の研究」の予算要求額は約 17 億ドルである。この中には、「自立への道
(Pathway to Independence）」と名付けられたプログラム（前出）1,500 万ドルが含ま
れている。
上記の３区分が研究助成にあたり、総額で約 196 億ドル（全体の約７割）である。
④研究トレーニング(Research Training)

「研究トレーニング」の予算要求額は７億 6,000 万ドルである。2007 年度で支援が
予定されているフルタイムのトレーニング・ポジションの数（Full-Time Training
Positions： FTTPs）は、約 17,500（1 ポジションあたり約 43,000 ドル）である。
⑤研究開発契約(R&D Contract)

外部機関との契約に基づく研究開発の予算は約 27 億ドルである。
⑥所内研究(Intramural Research)

「所内研究」への予算割り当ては約 28 億ドルである。
⑦研究管理・支援(Research management and Support)

「研究管理・支援」の予算請求額は約 11 億ドルである。この予算は、データ管理や
セキュリティ・システムの改善など、研究ポートフォリオを適切に管理するために必要
な人的資源を確保する目的で使用される。
⑦その他(All Other)

「 そ の 他 」 は 約 16 億 ド ル で あ る 。 こ の 中 に は 、「 建 物 ・ 施 設 (Buildings and
Facilities)」「所長事務局(Office of the Director）」などが含まれる。所長の裁量で予算
産配分される「所長事務局」予算は、前年より増額され 6 億 6,800 万ドルである。こ
のうち 1 億 1,100 万ドルは NIH ロードマップのための NIH 所長裁量基金（Director’s
Discretionary Fund）に充当される。
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3．主な研究テーマ、プログラム

ここでは主要な研究テーマ、プログラムの予算要求内容を紹介する。
①生物テロ防衛
NIH の生物テロ防衛の予算総額は、前年度と比べ 6.2%高い 18 億 9100 万ドルである。
②新しい研究者に対する支援の強化
新 し い 研 究 者 に 対 す る 援 助 の 促 進 を 目 的 と す る 「 自 立 へ の 道 （ Pathway to
Independence）」プログラムに 1500 万ドルの予算が割り当てられている。「自立への
道」は新人研究者が独立してキャリアを開始することを応援する。同プログラムにおけ
る助成は 2 つのフェーズで構成されており、最長で 5 年間の援助が行われる。
③NIH 生物学研究ロードマップ（NIH Roadmap for Biomedical Research）
NIH は、20 世紀の医療から 21 世紀の医療への移行をめざし、戦略的なイニシアテ
ィブを中核として NIH の組織全体を融合させるという大規模な計画に乗り出した。科
学者達とさまざまな協議を行った結果、NIH Roadmap（NIH ロードマップ）が策定さ
れた。
NIH ロードマップには、下記の三つのテーマがあり、NIH 内の組織の枠を超えた 28
のイニシアティブによって構成されている。
○発見への新しい経路(New Pathways to Discovery)
1 億 8100 万ドル
このテーマの下のイニシアティブでは、最先端の技術によって、可能性の限界に挑
戦する。可能な限り小さな原子レベルのスケールで作業を行い、可能な限り速いスピ
ードで処理を行い、さまざまな種類の膨大なデータ・セットを総合的に扱う。
○未来の研究チーム(Multidisciplinary Research Teams of the Future)
8100 万ドル
さまざまな技術や分野を統合する新しい方法の模索や、学際的な環境で研究を行う
ための研究者達の訓練、またこれらを促進するための新しい支援体系の開発などを行
う。
○臨床研究活動の再構築(Re-engineering the Clinical Research Enterprise)
1 億 8100 万ドル
このテーマ下のイニシアティブでは、新しい IT 技術の臨床研究への適用、臨床研
究ネットワークのさらなる統合、臨床研究方針の連携の促進、臨床研究スタッフの訓
練の向上、およびトランスレーショナル・リサーチの基盤を構築するための支援など
を行う。
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2007 年度、NIH ではこれらのロードマップ・イニシアティブに 4 億 4,300 万ドルを
充当する。
④遺伝子、環境、健康イニシアティブ(Genes, Environment and Health Initiative)
このイニシアティブでは、遺伝的な要因と環境的な要因（食習慣や運動なども含む）
の両面からアプローチすることによって、心臓病、脳卒中、変形性関節症、癌、糖尿
病、アルツハイマー病などの一般的な疾病に関連する主な遺伝的感受性因子を特定す
る。2007 年度には 6,800 万ドルが充当される。
⑤エイズ
エイズ研究プログラムの予算は 28 億 8,800 万ドルとなる。NIH はまた、世界エイズ・
結核・マラリア対策基金（Global Fund for HIV/AIDS, Malaria and Tuberculosis）へ
の援助を継続し、2007 年度には総予算額のうち 1 億ドルを提供する。
⑥汎発性インフルエンザ
NIH は、汎発性インフルエンザ事前対策計画(Pandemic Influenza Preparedness
Plan）の策定と併せて、2007 年度では、汎発性インフルエンザ研究の特定のイニシア
ティブに対して 1,700 万ドルの予算を要求している。
以上
翻訳・編集：NEDO 情報・システム部
（参考資料）
(1)Summary of the FY2007 President's Budget, February 6, 2006
http://officeofbudget.od.nih.gov/pdf/Press%20info%20final.pdf
(2)FY 2007 Budget Request, House and Senate Subcommittee on Labor - HHS Education Appropriations, April 6, 2006 and May 19, 2006
http://www.nih.gov/about/director/budgetrequest/fy2007directorsbudgetrequest.htm
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【ライフサイエンス特集】

アメリカ合衆国バイオサイエンス部門の成長(1/2)
－2006 年バイオサイエンス・イニシアティブ、エグゼクティブ・サマリー(前半)－
世界中で 21 世紀は「バイオの世紀」だと考えられている。20 世紀後半に情報技術
が経済発展を促進したのと同様に、情報技術や工業技術および生物科学の高度な技術
が集結することにより、薬剤開発、医療器具・装置、農業、食品加工技術、バイオセ
キュリティー、生物燃料、および他の多くのバイオサイエンス、そしていまだ開発や
想像もされていないバイオ関連分野に従事する企業が発展・成長する機会が広く創出
されている。その結果、世界中の国・州・地域が、経済成長と国民の利益を得るため
に、人間や動植物に関係するバイオサイエンスの飛躍的進歩を目指して、資本を投下
しようとしているのは驚くべきことではない。
2004 年に、BIO（Biotechnology Industry Organization：バイオテクノロジー産業
協会）は、 Battelle 研究所などの支援を受け、米国全体のバイオサイエンス産業の規
模と構成、および地理的分布を評価するためのデータを初めて整備した。そのデータ
により、地理的に見るとバイオサイエンスに関する雇用は 50 州にわたっているが、州
によってバイオサイエンスの基盤構成が非常に多様であることが明らかになった。ま
たこの時の報告書では、バイオサイエンス企業を支えるビジネス環境を生み出す政策
の実施や投資を促すためには、州レベルでの取り組みが大きいことを明らかにしてい
る。
今回の 2006 年の報告書では、2004 年の報告書で分類されたバイオサイエンスの副
部門それぞれについて、データが更新され、成長の動向が調査され、最も規模が大き
くて、最も多く雇用が集中している大都市圏を明らかにしている。副部門とは、1)農
業用原料・化学薬品、2)薬剤・製薬、3)医療器具・装置、および 4)研究・試験・臨床
検査の 4 つである。バイオサイエンス活動の 5 番目の部門である「学術健康センター・
研究病院部門」は含まれていない。なぜなら、現在の産業分類や利用可能なデータは、
大きな病院部門の分類から、研究指向の病院を分離することが認められていないから
である。またこの報告書では、バイオサイエンスを支援する州と地域のイニシアティ
ブの、現在の主要な動向も明らかにしている。以下に重要な発見の概要について示す。

「バイオサイエンス」の定義付け
バイオサイエンスは、動植物や人間の機能に関する知識を応用するという共通的な結びつきのある産業や活動の
多様な一つのグループである。その分野は異なる市場間にわたり、製造・サービス・研究活動が含まれる。この定
義によると、バイオサイエンスは独特の産業集団であり、最新の研究や科学的発見が取り入れられ、常に変化して
いる。
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データに関する説明
2004 年の BIO 報告書では、バイオサイエンス部門の雇用者は、2002 年で 50 の州の 1 万７千施設で、88 万 5
千人であると報告されている。プエルトリコはバイオサイエンスの十分な基盤がある地域だが、この 2002 年のデ
ータには含まれていない。バイオサイエンスの副部門の定義もまた、修正されてきた。例えば、研究・試験の副部
門は、臨床検査が加わり拡大した。その結果、この報告書のデータは単純に 2004 年の同部門のデータと比較がで
きない。入手できた最新の 2004 年データでは、プエルトリコの追加と定義の変更を加味すると、4 万以上の組織
で 120 万人が働いていることがわかった。この年の報告書で掲載されている全ての成長データは、2001 年から 2004
年の期間をベースにしている。新しい定義とプエルトリコの追加を踏まえると、2001 年には、バイオサイエンス
関連の 37,000 以上の施設で 122.7 万人の労働者が働いていた。

重要な発見：合衆国バイオサイエンス部門
アメリカ合衆国でバイオサイエンス部門の総雇用は、2004年、50 州とコロンビア特
別区およびプエルトリコにおいて120万人に達している。この雇用のうち3分の2は医療
機器・装置と研究・試験・臨床検査の副部門であり、それぞれの副部門で40万人以上
が働いている（図ES-１）。薬剤・製薬副部門は31万3千人以上、農業用原料・化学薬
品副部門は約10万5千人(表ES-1、図ES-2)。バイオサイエンス部門の雇用は2001年以
降ちょうど1％を越える増加であるのに対し、同じ期間合衆国の総雇用は0.7%減少し
ている。これらの雇用先は、4万以上の施設にわたっている。（注：これらのデータは
2004年の報告書で述べられている同データ：施設の革新―2004年州バイオサイエン
ス・イニシアティブ（Laboratories of Innovation: State Bioscience Initiatives 2004）
と直接比較できるものではない。詳しくは前述の「データに関する説明」を参照。）
図ES-1：バイオサイエンス副部門、合衆国雇用内訳
農業用原料・化学薬品
薬剤・製薬
医療器具・装置
研究・試験・臨床検査

表 ES-1：2001 年と 2004 年の、主要部門における合衆国バイオサイエンス雇用と施設
バイオサイエンス副部門
農業用原料・化学薬品
製薬・薬剤
医療器具・装置
研究・試験・臨床検査
アメリカ合衆国バイオサイエンス合計

2001
雇用

2001
施設

2004
雇用

2004
施設

112,693
304,829
426,949
382,105
1,226,576

2,103
2,606
15,163
17,222
37,094

104,893
313,207
411,460
413,550
1,243,110

2,111
2,589
15,190
20,565
40,455

出所：Battelle研究所がアメリカ労働統計局と、Minnesota Implan Group社のQCEWプログラムデータを基に計算。
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図 ES-2：2001 年と 2004 年の、主要部門における合衆国のバイオサイエンス雇用
2001 年雇用
2004 年雇用

農業用原料・化学物質

薬剤・製薬

医療器具・装置

研究・検査・臨床検査

出所：Battelle研究所がアメリカ労働統計局と、Minnesota Implan Group社の
QCEWプログラムデータを基に計算。

研究・試験・臨床検査副部門は2001年から2004年の間に3万1千以上の雇用先が増え、
8％の伸び。同期間、薬剤・製薬副部門は3％の成長。農業用原料・化学薬品副部門は
6.9％、そして医療器具・装置副部門は3.6％減少した。これら2部門の減少は2001年の
不況に伴う全体的な経済の弱さからきたもので、特に問題があるわけではない。
経済活動においては、国家の120万のバイオサイエンス部門の直接雇用先が、新たに
580万の雇用先を生じさせた。つまり、バイオサイエンスにより、合わせて700万の雇
用が生じたことになる。経済全体でのバイオサイエンス部門による影響を測るため、
Battelle研究所は直接的な影響を測る雇用乗数を用いた。雇用乗数は、1産業部門の雇
用が他の部門の雇用先の増加に、どのように影響を与えたかを数値化する。これは、
バイオサイエンス部門（企業と労働者）が商品とサービスを供給産業から購買するこ
とにより生まれる（間接的影響）。更に、これらの供給産業に従事する労働者達は、
増加した所得を購買のために使うため、結果として経済活動および雇用の増加につな
がっている（誘発雇用先）。米商務省経済分析局（Bureau of Economic Analysis：BEA）
による乗数を使用してBattelle研究所が合衆国における各バイオサイエンスの雇用先
を計算した結果、雇用先は5.7倍に増加していた。
合衆国でバイオサイエンス部門に従事している労働者の平均年間給与は、2004年で6
万5千ドルで、民間企業の平均より2万6千ドル以上多かった(表ES-2)。バイオサイエン
ス部門の労働者が平均給与よりもかなり多く稼いでいるだけではなく、バイオサイエ
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ンス労働者の実質賃金（インフレ調整額）においても、合衆国の民間企業の平均実質
賃金はたった1.4％の増加だったのに対し、2001年から6.4％増加している。バイオサ
イエンスの副部門では、薬剤・製薬副部門が最も高額の給与であった。また、4つ全て
のバイオサイエンス副部門は各々、製造部門や民間企業トータルよりも高い平均賃金
だった。
表 ES-2.
2004年合衆国主要産業の年間平均賃金
U.S. Average Annual Wages per Employee, 2004
薬剤・製薬
金融・保険
バイオサイエンス全体
研究・試験・臨床検査
農業用原料・化学薬品
専門／科学／技術サービス
情報
医療器具・装置
製造
建設
合衆国民間企業トータル
輸送・倉庫
ヘルスケア・レンタル・リース
小売業

$79,303
$69,889
$65,775
$65,414
$63,383
$62,411
$60,530
$56,449
$47,705
$39,003
$38,758
$37,167
$36,606
$24,337

出典：Battelle研究所がアメリカ労働統計局と、Minnesota Implan Group社の
QCEWプログラムデータを基に計算。プエルトリコはデータに含まれる。

総じてバイオサイエンス産業は極めて収益が高い。一連のバイオサイエンスの関連
産業の最新部門―もともと赤字を抱えてきた研究・試験・臨床検査機関―に高い注目
があてられる一方で、農業用原料・化学薬品や医療器具・装置、および薬剤・製薬は、
長きにわたって研究・試験・臨床検査機関の赤字をはるかにしのぐ収益があった。お
まけに、順調な研究・試験・臨床検査会社は、しばしば完全統合しバイオ医薬品会社
になる。このような合併を遂げた会社の例としては、数十の会社のうち、Amgen社、
Biogen社、Genentech社およびGilead社がある。
半数近くの州において、かなり大きなバイオサイエンス部門での雇用が見られる。
19の州とプエルトリコでは、バイオサイエンスの副部門の少なくとも一つの副部門で、
かなり大きな雇用（全副部門雇用者の3％）。また、13の州とプエルトリコはライフサ
イエンス副部門の中の一つで、大きな雇用（全副部門労働者の5％）がある。カリフォ
ルニアとニューヨークの二州では、4つの副部門のうち3つの部門で雇用が多い。4つ全
部の副部門において雇用が多かった州は一つもない。
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多くの州でバイオサイエンス部門が存在しているが、各州の構造は独自で多様であ
る。37の州とプエルトリコは、バイオサイエンス副部門の少なくとも１つの部門が特
化している（1.2以上の特化立地係数）。集中の度合いは副部門での州の活動を国の平
均と比較して評価する重要な方法である。特化立地係数（LQ） 1は、州や地方での集
中の度合いを測り、国と比較するものである。1.00以上のLQの州は、国の産業の集中
度合いと等しいかそれ以上であることを表し、その産業が「集中している」と言われ
る。LQが1.20かそれ以上（20％か、20％以上平均より上）で平均を著しく超えている
場合は、その州はその産業が「特化している」と言われる。これは、もしある州が薬
剤・製薬副部門でLQが1.35だったとしたら、国全体と比較して雇用者のシェアが35％
高いことを意味する。ニュージャージー州―つだけが、4つのバイオサイエンス副部門
の全部が特化している。コネティカット、インディアナおよびプエルトリコ州は3つの
副部門が特化している。また、9つの州が2つの副部門で、残りの25の州は1つの副部
門でのみ特化している。
11の州とプエルトリコは雇用が大きく、副部門の少なくとも一つが特化している。5
つの州（カリフォルニア、イリノイ、マサチューセッツ、ニュージャージーおよびペ
ンシルベニア）には、少なくとも２つの副部門が特化し、雇用が大きい。
大都市圏はその規模にかかわらず、バイオサイエンス活動に深く従事している。バ
イオサイエンス産業の最も大きな５つの大都市圏は、どの地域も1つの特定の副部門に
おいて国の全雇用者の20％から40％近くの割合を占めている。ただし、合衆国中の何
百もの大都市圏で、バイオサイエンスに商業的もしくは研究へなんらかの関わりを持
っており、これらのバイオサイエンス活動は広まっている。事実、合衆国の316の大都
市統計地区のうちの193地区で、バイオサイエンスの4つの副部門の中で少なくとも1
つが特化している。
各バイオサイエンスの副部門の概況を次頁以降に示す。
（次頁の地図後、2/2（次号以降）に続く）
翻訳：NEDO情報・システム部
（出典：http://www.bio.org/local/battelle2006/executive_summary.pdf
Copyright (c)2006 Biotechnology Industry Organization. All rights reserved.
Used with permission. (Included the following 4 pages.)）

1

特化立地係数（LQs）は、国全体（参照地域）と比較して、ある地域での特定の産業の集中度を測る
一般的な方法である。LQ は、その地域の特定産業の雇用の割合を、国全体（参照地域）のその産業の
雇用の割合で、割ったものである。ある特定産業で LQ が 1.0 よりも大きい場合は、その地域は比較的
集中していることを指すが、LQ が 1.0 より小さいときは、比較的集中していないことを意味する。1.20
を越す時は、国の平均をはるかに超えて雇用者が集中していることを示す。
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農業用原料・化学薬品
農業用原料・化学薬品副部門で
は、農産品の加工や有機薬品・農
薬の生産へ、ライフサイエンスの
専門知識やバイオテクノロジー
を利用する。

副部門
農業用原料・化学薬品
雇用規模（総雇用に占める割合）

主な構成
有機薬品・農薬
農業用原料と加工

製品例
エタノール・バイオディーゼル燃
料
植物性原料から合成された生物
分解性物質
肥料・農薬
生体触媒
食料・飼料添加物と成分

大(5% +)
中(3~4.9%)
小(1~2.9%)
極小(0~0.9％)

農業用原料・化学薬品
雇用集中度（対全国平均）

企業例
Archer Daniels Midland社
Bayer CropScience社
Cargill社
Dow AgroSciences社
DuPont社
Genencor International社
Monsanto社
The Scotts社
特化(LQ>1.20)
集中(1.20>LQ≧1.00)
平均(1.00>LQ≧0.80)
平均未満(LQ<0.80)

雇用規模が大きく特化して
いる州*
テキサス州
イリノイ州
オハイオ州
アイオワ州

農業用原料・化学薬品
雇用の増減（2001→-2004 年）

*州は、副部門の雇用規模が大きい順に
上から並べた。

副部門で、大規模な雇用が
ある大都市圏
ヒューストン-ベイタウン-シュガ
ーランド、TX
ジケーター、IL
ニューヨーク-ニュージャージー
北部-ロングアイランド、
NY-NJ-PA
レークランド、FL
バトンルージュ、LA

大幅増(1,000+)
増加(1~999)
現状維持/減少(0~ -999)
大幅減(-1,000 以上)
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薬剤・製薬

副部門
薬剤・製薬

薬剤・製薬副部門では、商業的に
入手可能な薬剤と診断物質を生
産している。この副部門の特徴
は、薬剤の市場化のための研究開
発活動に深く従事している多国
籍の大企業が多いことである。

雇用規模（総雇用に占める割合）

主な構成
治療
診断物質

製品例
ワクチン
腫瘍・神経・心臓の治療
ハーブ系サプリメントと
ビタミン
組織・細胞の培養
皮膚・膏薬療法
診断物質

大(5% +)
中(3~4.9%)
小(1~2.9%)
極小(0~0.9％)

薬剤・製薬
雇用集中度（対全国平均）

企業例
Abbott Laboratories社
Amgen社
Biogen Idec社
Genentech社
MedImmune社
Merck & Co. 社
Novartis社
Pfizer社
Roche Diagnostics社
Sanofi-Aventis/Sanofi Pasteur
社

雇用規模が大きく特化して
いる州
ニュージャージー州
プエルトリコ
ペンシルベニア州
ノースカリフォルニア州
イリノイ州、インディアナ州

特化(LQ>1.20)
集中(1.20>LQ≧1.00)
平均(1.00>LQ≧0.80)
平均未満(LQ<0.80)

薬剤・製薬
雇用の増減（2001→-2004 年）

副部門で、大規模な雇用が
ある大都市圏
ニューヨーク-ニュージャージー
北部-ロングアイランド、
NY-NJ-PA
フィラデルフィア-カムデン-ウィ
ルミントン、PA-NJ-DE-MD
シカゴ-ネーパービル-ジョリエッ
ト、IL-IN-WI
インディアナポリス、IN
ロサンゼルス-ロングビーチ-サン
タアナ、CA

大幅増(1,000+)
増加(1~999)
現状維持/減少(0~ -999)
大幅減(-1,000 以上)
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医療器具・装置

副部門
医療器具・装置

医療器具・装置企業は、診断・手
術・患者ケア・実験室のための、
様々なバイオ医学装置やその他
のヘルスケア製品、必需品を製造
している。

雇用規模（総雇用に占める割合）

主な構成
医療装置と供給
医療器具

製品例
バイオイメージング装置
整形・人工のインプラント・装置
歯科装置・矯正装置
眼のレーザー手術装置
自動体外式除細動器（AED）
血管ステントと他の埋込型装置

大(5% +)
中(3~4.9%)
小(1~2.9%)
極小(0~0.9％)

医療器具・装置
雇用集中度（対全国平均）

企業例
Bausch & Lomb社
Boston Scientific社
Ethicon社
GE Healthcare社
Medtronic社
Siemens Medical Solutions社
Stryker社
3M Health Care 社

雇用規模が大きく特化して
いる州

特化(LQ>1.20)
集中(1.20>LQ≧1.00)
平均(1.00>LQ≧0.80)
平均未満(LQ<0.80)

カリフォルニア州
ミネソタ州
マサチューセッツ州

医療器具・装置
雇用の増減（2001→-2004 年）

副部門で、大規模な雇用が
ある大都市圏
ロサンゼルス-ロングビーチ-サン
タアナ、CA
ミネアポリス-セントポール-ブル
ーミントン、MN-WI
ニューヨーク-ニュージャージー
北部-ロングアイランド、
NY-NJ-PA
ボストン-ケンブリッジ-クインシ
ー、MA-NH
サンノゼ-サニーベール-サンタク
ララ、CA

大幅増(1,000+)
増加(1~999)
現状維持/減少(0~ -999)
大幅減(-1,000 以上)
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研究・試験・臨床検査
研究・試験・臨床検査副部門には、
広い活動分野―新薬の発見・ドラ
ッグ・デリバリーシステムの開
発・商品化に取り組む研究志向の
高い企業から、医療業務や他の実
験サービスに取り組むよりサー
ビス志向が高い企業まで―が含
まれる。

副部門
研究・試験・臨床検査
雇用規模（総雇用に占める割合）

主な構成
研究機関
臨床検査所・診断所
試験所

製品例
機能的ゲノム科学・創薬技術
診断テスト
前臨床薬物療法
蛋白質受容体
ドラッグ・デリバリー技術
研究モデル・実験支援サービス

大(5% +)
中(3~4.9%)
小(1~2.9%)
極小(0~0.9％)

研究・試験・臨床検査
雇用集中度（対全国平均）

企業例
Cellomics 社
Charles River Laboratories 社
Diversa 社
Invitrogen 社
Laboratory Corp of America
Pharmacopeia Drug Discovery
社
ViaCell 社

雇用規模が大きく特化して
いる州

特化(LQ>1.20)
集中(1.20>LQ≧1.00)
平均(1.00>LQ≧0.80)
平均未満(LQ<0.80)

研究・試験・臨床検査

カリフォルニア州
ペンシルベニア州
マサチューセッツ州
ニュージャージー州

雇用の増減（2001→-2004 年）

副部門で、大規模な雇用が
ある大都市圏
ニューヨーク-ニュージャージー
北部-ロングアイランド、
NY- NJ-PA
ロサンゼルス-ロングビーチ-サン
タアナ、CA
フィラデルフィア-カムデン-ウィ
ルミントン、PA-NJ- DE-MD
ボストン-ケンブリッジ-クインシ
ー、MA-NH
A

大幅増(1,000+)
増加(1~999)
現状維持/減少(0~ -999)
大幅減(-1,000 以上)
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【ライフサイエンス特集】

エネルギー科学技術の指標と基準―革新的バイオテクノロジー（EU）
―欧州委員会「エネルギー科学技術の指標と基準」より―
1．導入
バイオテクノロジーを用いたプロセスは、様々な原材料や資源からエネルギー源を
生産することに応用できる。水素、エタノール、メタノール、ブタノールおよびエタ
ノール混入アセトン（ABE）を生産するために、既成のプロセスでバイオマスが用い
られる。以降では、エタノールやABEなどのプロセスについて、将来の産業的な商品
化を行うために必要な革新的な進歩についての重要事項を明らかにする。
革新的な最適化プロセスは安価な炭素源の使用に焦点を当て、遺伝子工学による菌
株の改良と菌株の代謝を目指す。革新の3番目の領域は生産物の回収の効率性の改善で
ある。
バイオテクノロジーは、エネルギー生産のために用いられるバイオガスおよびバイ
オマスにも利用できる。しかしながら現在、ハイテク化を目指した改善にはほとんど
努力が払われていない。
革新的バイオテクノロジーの将来の潮流は、エネルギー生産を目指した光合成への
応用である。現在このプロセスは純粋な基礎研究段階である。専門家達によると、産
業的な利用を行うためには、商業化をめざした長期的な視点を持つことが求められて
いる。ここでは、基本的な原理と産業利用に向けての動向について概要を記述する。
2．革新的バイオテクノロジーの評価のための指標
エネルギー生産のための革新的バイオ・プロセス（例えば人工光合成による水素製
造や光の利用）は、エタノール製造などの既に確立しているバイオ・プロセスについ
ても、多くのボトルネックがある。将来、産業利用を行うためには以下の点が改善さ
れなければならない。
・プロセスの安定性（例、生物学的汚染、菌株の劣化）。
・代謝経路における最終生産物および副生産物の阻害。
・希望する最終生産物の全代謝生産物中の割合、および／もしくは副生産物の高度
な利用。
・石油化学生産物と比較しての、バイオ生産物の生産コスト。特に必要な炭素源（例：
グルコース、糖蜜、スターチ、リグノセルロース、液体廃棄物、固体廃棄物）に
最も影響される生産物の生産コスト。
・製造プラントの運転コスト（例：水、蒸気、電気、添加剤（ビタミン、追跡元素））。
・石油化学プロセスと比較しての、後処理プロセス／生産物回収のコストおよび実
用性。
・バイオ・プロセスを実施することに対する人的資源の意欲と可能人員。
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・バイオ・プロセスのためのフレーム条件（例：大気および水質汚濁の閾値、CO2
排出量）。
表1は選ばれたプロセスのボトルネックを要約したものである。このレポートのこの
後の項ではこれらのプロセスについて、技術の現状、将来展望および改善のための重
要事項についてさらに詳細に記述している。
表１

革新的なバイオテクノロジープロセスの産業的商品化のための
最も重要なボトルネック

技術要素
水素製造

今後の進展の手段と重要指標

ボトルネック
主要酵素であるヒドロゲ

1.生産菌株の遺伝子工学

ナーゼ、ニトロゲナーゼ

・主要酵素の特定の活動の増加

の低活性

・競合的な代謝経路の不活性化

計画期間
長期

2.無細胞系の開発
プロセス

現在

目標

5％

10％

中期

効率
十分な量の有機化合物の

様々な基質に対するプロセスの開発（例、廃水

供給

の有効利用のためのプロセスの調節）

発酵副産物の処理

1.CO2 及び H2 へ完全な転換を行うための混合

中期
中期

培養を含むプロセスの開発
2.遺伝子工学による一つの有機体基質特異性の

長期

拡大
エタノール

高価な炭素源

製造

1.リグノセルロースで成長させる生産菌株の遺

長期

伝子工学
・エタノール生産バクテリア（例、E.col）への
セルロース遺伝子の統合
・植物病原微生物（例、エルウィニアへのエタ
ノール代謝の統合
現在

目標

リグ ノセ ルロ

＞90％

90-95％

ース のエ タノ

（基質に

ール回収率

依存）

2.発酵が行われるセルロースの余分な細胞加水

短期

分解を伴う 2 段階プロセスの開発
現在
酵素のコスト
副産物による抑制

目標

0.18US$/ ㍑ -

0.018US$/ ㍑ -

エタノール

エタノール

1.解毒のための生物学的、物理的、化学的プロ

短期

セスの開発
2.遺伝子工学による副産物の耐性生産菌株開発
現在

2007 年

目標

エタノー

0.32US$/

0.262US$/

＞

ル生産コ

㍑ EtOH

㍑ EtOH

0.21US$/
㍑ EtOH

スト
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ABE 製造

菌株の劣化

遺伝子局在性の決定と、任意遺伝子をゲノムに

高価な炭素源

1.リグノセルロースで成長させる生産菌株の遺

中期

固定して組み入れる
長期

伝子工学
2.発酵培養液の再利用
現在

目標

ブタノール

0.55US$/kg ブ

＞

生産コスト

タノール

0.44US$/kg
ブタノール

高価な生産物の回収

ナノろ過のように生産物をより効率的に回収す

耐久性不足

新鮮なタンパク溶液を使って細胞洗浄をするプ

中期

る方法の開発
光合成

長期

ロセスの開発
より厚いタンパク質層の開発

低効率

効率

長期

現在

目標

1％

20％

全てのバイ

伝統的な化学産業の人的

1.技術者向けの特別上級者コース

短期

オ・プロセス

資源はバイオ・プロセス

2.バイオテクを既存カリキュラムに組み入れる

中期

規則やフレーム・コンデ

1.環境効果を含む原価計算の義務化

短期

ィションはしばしば石油

2.環境にやさしく、保持され／もしくは、拡大

短中期

化学への代替を好む

できるエネルギー源への助成金

の導入に対する能力を欠
いている

3．水素
技術の現状
生物学的に水素を製造するためには、3つの異なる代謝原理が利用できる。この全て
は基礎研究の段階である。産業的な利用は2030-2040年頃に期待される。
表2

3種類の生物学的水素製造の特徴

種類
生物光分解水
素製造

水素の光生成

代謝
好気的光合成

嫌気的光合成

バイオマスか
らの発酵によ
る水素製造

発酵

生物体
緑藻類、シアノ
バクテリア

光の必要性

電子の供与体

必要

水
有機化合物

光合成バク

必要

テリア

または還元
硫黄物

発酵バクテ

不要

リア

（出典：Reiß and Hüsing 1993 ）
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将来展望
・生物光分解による水素製造は、生物学的水素製造の理想的な方法である。しかしな
がら、主要な酵素であるヒドロゲナーゼとニトロゲナーゼの複雑な調節機能 1のため
効率が悪い。遺伝子工学（例えば、水素製造酵素の特定活動を強化する、競合する
代謝経路を不活性化する）を用いたり、無細胞系 2を開発することにより生産菌株は
最適化されるであろう。
・電子供給源として有機化合物が求められるので、光生成と廃水処理で用いられる発
酵とのカップリング。
・基質と発酵生産物の統合的な利用のための戦略の整備。
・生体電子的燃料電池の開発。
水素のための重要事項
・理論的最大値を目指したプロセスの効率の向上（現在の効率は5％、経済的競争力と
して望ましい効率は10％）。
・プロセスの長期的な安定性の向上。
・環境に優しい基質、水、栄養物の供給。および最終的に生じるバイオマスの使用を
含む商業的な製造プラントのコンセプトの開発。これまでの経験は、実験室規模の
研究からしか得られていない。
4．エタノール
技術の現状
・世界では年間3,100万m3のエタノールが生産されている。その90％以上が発酵によ
って生産されている。国別では、米国が世界の65％を生産している。
・バイオエタノールプログラムや特定の規制（例、EUのガソリン混合に関する指令）
の拡大により、（2001年に比べ）2006年までに40％以上の増加が見込まれる（図1
参照）。
・世界の生産量の3分の2が燃料部門で用いられている（図2参照）。

1

2

シアノバクテリア（別名ラン色細菌、ラン(藍)藻）の水素代謝に関係する酵素はヒドロゲナーゼとニト
ロゲナーゼである。ラン色細菌や緑藻を利用する場合、ヒドロゲナーゼは水素発生だけでなく水素の
再吸収にも働く。また、ラン色細菌は、ニトロゲナーゼによって生じる水素をヒドロゲナーゼにより
再吸収、再利用している。ヒドロゲナーゼはニトロゲナーゼ反応により生成する水素の再吸収に働く
ので水素生産の妨害となっている可能性が高く、その活性抑制が水素生産性向上につながると考えら
れている。
Cell-free system(s)：細胞から取り出した細胞質と／もしくは核成分のことを指す。試験管内での蛋白
質合成や転写、DNA 複製および他の目的で使用されている。
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図1

世界のエタノール生産量(2001年、2006年)

単 位／ ビン リッ トル

その他
アメリカ
ブラジル

出 所 ）F.O.ICHT 社

図2

エタノールのセクター別使用割合

化学・製薬産業
21％

食品部門
13％

燃料部門
66％

・サトウキビ、テンサイ、トウモロコシ、ジャガイモを原料とするプロセスは確立し
ている。発酵は一般的には、大規模発酵槽で酵母発酵が行われ、その後、生産物を
取り出すために蒸留が行われる。製造コストは生産物ベースでリットルあたり0.85
―1.20ユーロ、原料ベースでリットルあたり0.24–0.32ユーロである。
・現在、安価な生原料としてリグノセルロースを用いる発酵の基礎研究が行われてい
る。これにより、エタノールの製造コストが15セント／㍑まで低下するだろう。こ
のプロセスでは、炭水化物を単糖類へ変換するために、セルロースの機械的破砕、
硫黄酸加水分解、酵素加水分解の統合が必要である。
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将来展望
・新たな（遺伝子を導入した）生産生物により、リグノセルロースを原料とするエタ
ノール発酵が可能になるだろう（例、大腸菌類、クレブシェラ属オキシトカ、ザイ
モモナス属モビリス）。経済的に安定したプロセスでは、砂糖からエタノールへの
変換率は90―95％が求められる。
・1.5g／㍑･時間の体積生産性を持った植物病原性細菌（エルウィニア）へのエタノー
ルの生合成機能の統合、またはエタノール生産性大腸菌類へのセルロース遺伝子の
統合による、エタノール生産段階でのセルロース加水分解の統合。
・ラッカーゼ（酵素の一種）や菌類を用いる生物学的処理、化学処理（沈殿）、物理
的処理（抽出、イオン交換）の（フェノール系）副産物の解毒方法の開発、または
副産物耐性生産菌株の開発。
エタノールのための重要事項
・抑制物質を形成せず、コスト効率の高い、リグノセルロースから発酵性糖への加水
分解（バイオエタノールの現在の製造コストは、約0.3ユーロ／㍑（エタノール）で
あり、原油由来の燃料と競争するためには、0.18ユーロ／㍑以下に下げる必要があ
る。）
・副産物（例えば、グリセリンやコハク酸塩）を生成せずに、全ての糖分（ヘキソー
スとペントース）を完全にエタノールへ発酵させる。
・汚染の回避。
・プロセスの段階数を最小化する。
・副産物の利用。
・年間を通じた生産プロセスを維持するための基質の多様化。
5．ブタノールおよびエタノール混入アセトン(ABE)
技術の現状
・発酵によるブタノールおよびエタノール混入アセトン(ABE)の製造は、20世紀前半
においては産業的に重要であった。しかし現在では、石油化学プロセスに対し、経
済的な競争力を失っている。
・ある程度の経済的なニッチ（すき間）戦略の下では、国家的な重要性は存在するか
もしれない（例えば中国）。
・規則的なプロセスを明らかにするための、微生物クリストリジウム・アセトブチリ
カムに関する基礎的研究。
・伝統的なABE発酵は、炭素源として糖蜜、トウモロコシ、マッシュポテトを用いる
厳密な嫌気性バッチ・プロセスである。このプロセスは汚染しやすいので、殺菌す
る必要がある。初期の成長期の後、静止期に繋がる過渡期でソルベント生成が起き
る。最終生産物濃度は、ブタノールを最大12g/㍑含んだ20 g/㍑である。アセトン、
ブタノール、エタノールの比率は3:16:1である。
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・最終生産物濃度は、クリストリジウム・ベイジェリンキの特異な変異菌によって、
33 g/㍑のABE（比3:16:1）まで増加する可能性がある。
・後処理プロセスおよび生産物の回収は蒸留によって行われる。
将来展望
・無限（または非常に多くの）の培養経路のため、ソルベント生成能力を維持する生
産菌株の開発。生物体に関する知識とソルベント生成に含まれる遺伝子の配置が、
遺伝子工学による安定的な菌株の生産を可能とする。
・改善された発酵技術またはファージ抵抗性菌株（ファージ免疫性）の開発による、
ファージ汚染回避のための効率的な方法の開発。
・蒸留やナノろ過による生産物回収の最適化。
・例えばバイオテクノロジーを用いたポリヒドロキシアルカノエート（PHA）の製造
のような、将来の発酵の基質として用いるために、残存発酵培養液（酪酸塩、酢酸
塩、非回収ブタノール、バイオマス、蟻酸塩、乳酸塩を含む）のリサイクル。濃度
が低いので、培養液を濃縮する方法の開発が必要。
ABEの重要事項
・より安価で利用が容易な原材料の産業的開発による生産コストの低減。
・コストを抑えた生産物回収のための、エネルギー効率の高い後処理プロセスの開発。
・長期プロセスの安定性と再生産性の改善（例、ファージ汚染および生産菌株劣化の
回避）。
・産出量および最終製品濃度の理論限界値への実用プロセス値の接近。
・全ての発酵生産物の完全かつ高度な利用。
6．光合成
技術の現状
・原理：ほうれん草から取り出した光合成タンパク質（約20億個）と細菌ロドバクタ
ースフェロイデスが集められ、ガラスサポート（支持台）の上に置かれる。ガラス
基板は透明な電極であるインジウム・スズ酸化物でコーティングされている。タン
パク質は合成膜に内包され、有機半導体の柔らかな層で覆われる。そして、この上
を銀電極で覆う。
・寿命：3週間
・効率：1％（従来型のシリコン電池は20％）、期待される効率：20-30％
・主な課題：タンパク質層が非常に薄いため、光がデバイスを通り抜けてしまう。
将来展望
・自己修復タンパク質から作られ、かつ新鮮なタンパク溶液で満たされた、より耐久
性の長い光電池。
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・より安価で環境に優しい生物電池の製造。
光合成のための重要技術
・発電量を増加させるためにはデバイス中に多くのタンパク質を密封する必要がある
生物太陽電池の効率は、従来型のシリコン太陽電池に比べ非常に小さい。
・生物太陽電池の寿命は、現在のところ従来型のシリコン太陽電池に比べ非常に短い。

図３ー人工光合成太陽電池

銀

有機半導体

グリーンマシーン。このプロトタイプの
太陽電池では、光合成タンパク質（黄色
のペプチドに組み込まれた球）は光を吸
収し、電子（e-）を銀電極へ供給する。
ガラス基板

光合成
タンパク質

(出所：M. Baldo)

インジウム
スズ酸化物

以上

翻訳・編集：NEDO情報・システム部
（出典：EUROPEAN COMMISSION：Energy Scientific and Technological Indicators and
References,

http://europa.eu.int/comm./research/energy/pdf/estirbd_en.pdf、pp.91-97.

この報告書の完全版は以下で利用可能である：
http://www.eu.fraunhofer.de/estir/ESTIR_summary.pdf）
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【ライフサイエンス特集】

カナダ西部 2 州のバイオ産業
カナダにおけるバイオテクノロジー産業の動向については、同国の政治・経済の中
心地で人口が最も多いオンタリオ州、ならびにこの産業の発展に特に力を入れている
ケベック州のみに関心が寄せられている傾向があるが、カナダ西部のブリティッシ
ュ・コロンビア州とアルバータ州のバイオ産業は、20 年以上の歴史を有している。
1．ブリティッシュ・コロンビア州（British Columbia） 1
太平洋岸のブリティッシュ・コロンビア州にある 200 に及ぶ生命科学関連企業が加
盟している組織、BC Biotech2 によれば、これらの企業の 70％はバイオ医薬、残りは
海洋や林業関連バイオ、醸造産業などと関連している。これらのうち約半分は、バン
クーバーにあるブリティッシュ・コロンビア大学(University of British Columbia)か
らのスピンオフ企業で、カナダで最も利益を上げているバイオ企業のうちの 3 社がこ
の州にある。
QLT Photo Therapeutics 社 3 は、400 人の従業員を擁し、1999 年に医薬として承認
された加齢と関係する同社の黄斑変性疾患治療薬 Visudyne は、大製薬会社 Novartis
社を通じて販売されている。
同じくバンクーバーの Angiotech Pharmaceuticals 社

4

は、アメリカの Boston

Scientific 社と協力し、2004 年に市場に出した抗がん剤タキソールを体内に徐々に投
与する装置、Taxus stent によって、発売第 1 年目に 14 億ドルを売上げた。
同州ビクトリアの Aspreva Pharmaceutical 社 5 は、臓器移植拒否反応を防ぐ目的で、
1995 年に承認された免疫抑制剤の Cell Cept を生産している。
同州では、ブリティッシュ・コロンビア大学やブリティッシュ・コロンビアがん研
究所のような科学研究機関が存在していることと、米国より 35％程度安価に臨床試験
が実施できることが、同州の生命科学に関連した研究開発の発展を促進している。
ブリティッシュ・コロンビア州政府は、税制優遇制度によりバイオテクノロジー産
業を支援しているが、現在民間からの投資も活発になっている。また、幾つかの研究
1

2
3
4
5

カナダ最西端の州で太平洋に接している。面積 94 万 7,800km2。人口約 400 万人。主な都市は、バン
クーバー（カナダで 3 番目の人口）、ビクトリア（州都）。
www.bcbiotech.ca
www.qltinc.com
www.angiotech.com
www.apreva.com
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パークではインキュベーター 6 のための場所を提供している。
1993 年にブリティッシュ・コロンビア大学からのスピンオフ企業として創られた
Migenix 社

7

では、感染症や機能退行性疾患の治療剤を開発し、アメリカ・サンディ

エゴの Cadence Pharmaceuticals 社と協力して、体内に挿入されるカテーテルを汚染
する細菌やカビによる感染を防ぐ CPI-226 の第三段階（フェーズⅢ）の臨床試験を行
っている。この物質は陽イオン性抗菌ペプチドで、広範囲の抗菌スペルトルを示す。
現在までにその効果は極めて優れているとの結果が得られている。この会社では C 型
血清肝炎治療用薬剤の臨床試験も実施している。
同州バーナビーの Protiva Bio 社 8 は、干渉 RNA を他の核酸分子に運搬することの
できる安定な核酸リピッド粒子を利用する SNALP 技術を考案した。この技術を応用
することで、将来癌や感染症などの病気治療を可能とするのが目標である。
バンクーバーの Forbes Medi-Tech 社 9 は、主として植物から有用な物質を取り出し
ているが、植物ステロール由来のコレステロール低下剤 FMVP4 の臨床試験を開始し
ている。この会社では既に Reducol というコレステロール低下作用のあるサプリメン
トも生産している。
不整脈の一種、心房細動の治療薬、RSD1235 を開発したのは Cardiome Pharma 社
10 で、臨床試験の結果は極めて有望で、経口投与の出来る新しい医薬として期待されて

いる。ブリティッシュ・コロンビアがん研究所から 1999 年に生まれた Perceptronix
Medical 社

11 は、体内に入れることなく肺がんの検出と診断が出来る

ClearSign Test

を考案し、今年中にはカナダとヨーロッパで販売する予定である。
2．アルバータ州（Alberta） 12
エドモントンにあるバイオ企業関連組織、BioAlberta

13 によれば、アルバータ州に

は、100 社近くの生命科学関連企業が育ちつつあるという。その内訳は、ヘルスケア
関連が 61 社、農業関連が 19 社、環境関連が 7 社などである。バイオ医薬を含めた医
薬関連企業の多くは、エドモントンにあるアルバータ大学(University of Alberta)とカ
ルガリーにあるカルガリー大学(University of Calgary)周辺に多く、ここ 5 年ほどで成
長 し た も の が 多 い 。 特 に エ ド モ ン ト ン に あ る 州 立 の ア ル バ ー タ 研 究 審 議 会 （ The
Alberta Research Council）は、これら若い企業の育成や支援に力を入れている。
6

事務所スペースの提供など起業家育成、起業化支援のための仕組み
www.migenix.com
8
www.protivabio.com
9
www.forbesmedi.com
10 www.cardiome.com
11 www.perceptronix.com
12 ブリティシュ・コロンビア州の東隣の州。カナダの平原 3 州の西端の州でもある。面積は 66 万
1,190km2 で、アメリカのテキサス州とほぼ同じ。主な都市はエドモントン（州都）、カルガリー。
人口約 300 万人。
13 www.bioalberta.com
7
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Biomira 社 14は、20 年ほど前にアルバータ大学からスピンオフして設立された同州
最古のバイオ企業で、現在 120 名の社員ががん治療用ワクチンの開発を行っている。
同社の肺がん治療ワクチン BLP25 は、ドイツのメルク社と共同開発中である。
エドモントンの Isotechnika 社 15は、市販の製剤サイクロスポリンより安全な新しい
免疫抑制剤 ISA247 を発見し、開発中で、臓器移植に利用されることが期待されてい
る。その作用は T-cell の活性化に必要な酵素を阻害するもので、年間市場 20 億ドルの
サイクロスポリンより効果が強く毒性が少ないという。
Altachem Pharma 社 16では、光と音波に基づいた SonoLight 技術によるがん治療法
を発見、最近臨床試験に入った ACP-SL017 は、皮膚がん治療に使われるものと期待
されている。
カルガリー大学の研究者によって 1998 年に設立された Oncolytics Biotech 社

17 は、

ある種の良性レオウイルスが選択的にがん細胞を殺すことを発見、その製品 Reolysin
によりヒトの癌を持ったマウスの腫瘍が破壊されることを確かめた。現在 Reolysin 単
独、もしくは放射線療法と組み合わせることで、ヒトによる臨床試験が行われている。
2004 年に同大学から生まれた Antibe Therapeutics 社

18 は、
既存の医薬品の改良に

力を入れている。大腸疾患治療剤 mesalamine(5-amino salicylic acid)から同社が誘導
して得た ATB-249 は、明らかにもとの薬剤より強力に前炎症性サイトカインの生産を
抑えることが示されている。2006 年中には臨床試験に入る予定である。
以上
参考： Genetic Engineering News： Vol.25, No.19、Nov.1 2005

14
15
16
17
18

www.biomira.com
www.isotechnika.com
www.altachempharma.com
www.oncolyticsbiotech.com
www.antibe-therapeutics.com
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【ライフサイエンス特集】

増加するバイオテクノロジー部門への投資 （ベルギー）
ベルギーでは 2005 年、バイオテクノロジー関連の企業が市場で 1 億 2,060 万ユー
ロあまりの資金を調達、業界にとっては記録的な年となった。まず、Devgen 社、
Galapagos 社の 2 社が Euronext （2000 年 9 月に、パリ証券取引所・アムステルダム
証券取引所・ブリュッセル証券取引所の 3 つ取引所が合併して設立された新しい証券
取引所）に上場した。バイオテクノロジー部門の企業が上場を行うのは、1996 年の
Innogenetics 社以来のこととなる。両社はそれぞれ 3,370 万ユーロ、2,240 ユーロの
資金を調達した。

また、民間投資により Innogenetics 社が 4,150 万ユーロの資金を調達したほか、
OncoMethylome Sciences 社も 1,500 万ユーロの調達に成功している。2006 年度には、
バイオテクノロジー部門への投資はさらに伸びると予想されている。OncoMethylome
Sciences 社は、証券市場の状況次第では 2006 年にも Euronext に上場する可能性があ
る。このほか Tigenix 社などが上場すると見られている。

バイオテクノロジー部門への投資増は、ベルギーのみならず欧州各地で見られてお
り、2004 年度には、欧州のバイオテクノロジー部門に 12 億ユーロあまりの投資が行
われたという。市場や銀行がバイオテクノロジーへの理解を深めたことや、バイオ企
業の経営がより厳格なものとなったことなどがその背景にある。さらには、バイオテ
クノロジーが未来の科学ではなく、より現実味を帯びたものとなり、医薬品部門の大
企業もバイオテクノロジー部門の企業との戦略的な提携を進め、研究のアウトソーシ
ングを行っている。特に癌研究の分野でこの傾向が顕著である。

2006 年にも上場する可能性のある OncoMethylome Sciences 社は、2002 年にエイ
ズ関連の治療・診断部門のベルギー企業 Tibotec-Virco 社のスピンアウトとして誕生し
た。Tibotec-Virco 社が 2002 年にジョンソン＆ジョンソン社に買収された際、スポル
ダー氏（現専務取締役）をはじめとする 3 人の幹部が同社を飛びだし、OncoMethylome
Sciences 社を設立した。

Tibotec-Virco 社はフラマン地域（メヘレン）の会社だが、ワロン地域からの資金提
供のオファーがあったことから、研究に必要な医療機器が手近にあるリエージュの大
学病院の近くに会社を設立した。主要な株主には、SRIW（ワロン投資地域会社）や
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SIBL（リエージュ盆地投資会社）、Meusinvest 社などが名を連ねている。

同社は、癌の早期発見、個別治療のための分子腫瘍学的な診断を専門とする。細胞
の DNA を分析することで、非常に早い段階で癌細胞を発見する。また、同社は、患
者の個別の要求にあった治療を提供する医療分野でも活動しており、患者にどのよう
な医薬品を投与すべきかを知るためのテストの開発にも取り組んでいる。

同社の経営部門と研究開発部門はリエージュ市に置かれ、臨床開発などは米国のノ
ースカロライナ州にあるリサーチ・トライアングルパークにある。また、オランダの
アムステルダムにも研究所が置かれ、オランダでも有数の癌研究機関と密接な協力関
係を構築している。従業員は 50 名で、半数はリエージュにいる。

2005 年の資金調達では、株主である ING 社（銀行）や Polytechnos 社 のほか、
Edmond de Rothschild 社（金融）も同社に投資している。同社にとって 2006 年度は、
前立腺癌発見のための製品と脳腫瘍患者に最も適した治療方法を見つけだすための製
品の販売を開始することもあり、非常に重要な年となる。Veridex 社（ジョンソン＆ジ
ョンソン）、Schering-Plough 社が販売を支援する。

同社は、2007-2008 年度に収支均衡を達成することを目標としている。2006 年には、
Euronext に上場される可能性があるが、同社では、医薬品会社に買収される可能性も
否定していない。

表 1 ベルギーにおけるバイオテクノロジー（2003 年）
企業数

ブリュッセル首都圏
フラマン地域
ワロン地域
合計

24
39
69
132

収入全体
収入
に占める
（単位：
割合（％）
100 万
ユーロ）
109
4
403
14
2,376
82
2,888
100

33

雇用数

481
1,912
5,227
7,620

雇用全体に
占める割合
（％）
6
25
69
100
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表 2 ワロン地域のバイオテクノロジー
1997 年
25
企業数
1,034
収入（単位：100 万ユーロ）
3,034
雇用数

2001 年
55
1,994
4,461

2003 年
69
2,376
5,227

表 3 ワロン地域の部門別に見たバイオテクノロジー（2003 年）
雇用全体
収入全体に 雇用数
企業数
収入
に占める
（単位：100 占める割合
割合（％）
万ユーロ） （％）
28
1,878
79
3,346
64
医療
22
306
13
668
13
農産食品加工
7
15
1
70
1
環境
12
177
7
1,143
22
サービス、
テクノロジー
69
2,376
100
5,227
100
合計
出典：CRGB（バイオ産業経営研究センター、リエージュ大学）
以上
＜参考＞
OncoMethylome Sciences：

http://www.oncomethylome.com/

ワロン地域（バイオテクノロジー）：
http://recherche-technologie.wallonie.be/xml/doc__fr-IDC-764-PROFIL--.html
ワロン地域におけるバイオテクノロジー（2005 年）
http://recherche-technologie.wallonie.be/servlet/Repository/Les_biotechnologies_en
_Wallon.PDF?IDR=860
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【ライフサイエンス特集】

医療用 IT 製品の認定システム導入に向けた最終段階へ （米国）
医療 IT 認定委員会（CCHIT1）は、外来診療用ＩＴ製品向けの認定システムの導入
に向け最終段階を迎えており、一般からの意見を聴衆している。インディアナ大学
(Indiana University School of Medicine)は、AHRQ2 National Resource Center for
Health Information Technology（2005 年 12 月）の中で、医療システムが分散化して
いることによって、近年様々な重複や非効率な問題が生じていることを指摘している。
具体的な数値として、鼻炎の子供への抗生物質投与の 3 割、2 割から 5 割の外科的処
置、背痛検査の X 線検査の 5 割が本来は不必要であるにも関わらず実施されている可
能性があるとし、検査の重複、不適当な書類処理、判読不明の書類によって生じた事
故、医療利用の肥大化によって治療費が増大したこと、そして治療時間が短縮化され
過ぎていること等に警告を発している。こうした問題を抜本的に改善するために、医
療の IT 化を更に進めることが必須の状況にある。
2004 年 4 月に、米大統領は 10 年以内に様々な分野の健康情報技術(HIT3)の開発が
必要であるとし、この方針を受け、政府は全米医療 IT コーディネータ室(ONCHIT4)
とアメリカ健康情報コミュニティ(AHIC5)を米国厚生省(HHS6)内に設立した。同年に
まとめられた健康情報技術報告書は、医療向け IT 製品を一層普及させるために、民間
セクターが医療用 IT 製品を認定する手法の開発が必要である旨を謳っている。これを
受け、健康情報管理協会(AHIMA7)、健康情報と管理システム・ソサエティ(HIMSS8)、
健康情報技術全米同盟（Alliance9）の 3 機関は一昨年 7 月に共同で医療 IT 認定委員
会を設立し、民間セクターの立場から医療向け IT 製品認定のイニシアティブを取るこ
ととした。昨年 9 月、CCHIT は米国厚生省から 3 年契約の受託を得て、医療機器の評
価方法の開発、外来看護や入院患者に関する電子医療記録（EHR10 ）導入に向けたイ
ンフラ整備、ネットワーク・コンポーネント（相互運用性）といった 3 領域に対する
開発を行うこととなった。これにより、米国では 2024 年までに電子医療記録（HER）
の普及率が 86.6%に達すると予測している。
1

The Certification Commission for Healthcare Information Technology
Agency for Healthcare Research and Quality's (AHRQ)
3
The Health Information technology
4
The Office of the National Coordinator for Health Information Technology
5
The American Health Information Community
6
The Department of Health and Human Services
7
The American Health Information Management Association
8
The Health Information and Management Systems Society
9
The National Alliance for Health Information Technology
10
Electronic Health Record
2
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CCHIT の作成したロードマップによれば、フェイズ１は 2005 年 10 月から 2006 年
9 月までであり、外来看護を対象とした電子医療記録関連の製品の認定方法の開発及
びその評価を行うとしている。本年 6 月までには、認定を受けた EHR 製品の市場投
入、同年 9 月には電子処方箋及び電子医療記録のラボ間での相互運用性への認定を開
始するとしている。フェイズ 2 は 2006 年 10 月から 2007 年 9 月とされており、この
間に入院患者を対象とした電子医療記録関連製品の認定方法の開発、初期テスト及び
評価を実施する。そして、フェイズ 3 は 2007 年 10 月から 2008 年 9 月までとなって
おり、電子医療記録の採用に向けたインフラ、ネットワーク上の相互運用を可能とす
る電子医療記録関連製品の認定方法の開発、初期テスト及び評価までを実施するとし
ている。
CCHIT によれば、フェイズ 1 の認定テストに約 30 社からの申請があり、この中か
ら任意に 6 社を選定し、本年 3 月に評価、その結果は 6 月に発表予定となっている。
今回選定された企業の１社
INC.12 は、1986

11

である ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTIONS,

年にイリノイ州に設立、主に外来病院の医師を対象に電子的な医療記

録と病院情報ソリューションを提供しており、既に HP iPAQ Pocket PC 上で動作する
TouchWorks ソフトウェアを提供している。TouchWorks はワイアレス端末、タブレ
ット PC、デスクトップ PC などを通じ、処方箋の記載、料金、医療指示、トレーニン
グ、患者への教育、医療処置の記録などの機能を有している。今回認定を受けること
により、同製品の全米内への普及促進に大きな効果があると見ている。
図表：TouchWorks

イメージ画像

出典：ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTIONS, INC.

CCHIT 初期プログラムに 21.9 万ドルの基金を提供しているカリフォルニア医療財
団(CHCF13)は、2005 年 5 月 Electronic Health Record (EHR) Product Guide と題す
る調査報告書をまとめており、Community Clinics Initiative (CCI)との共同作業によ
11

12
13

CCHIT としては、6 社の名を公開していない。しかし、企業による情報開示にも制限をかけておらず
Allscripts のように自社プレスを発表している場合もあった。
http://www.allscripts.com/
http://www.pharmalive.com/News/index.cfm?articleid=314988&categoryid=23
The California HealthCare Foundation
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り 12 社

14 の

EHR 製品の評価を実施している。
以上

参考資料
○The Certification Commission for Healthcare Information Technology
http://www.cchit.org/
○The Certification Commission for Healthcare Information Technology
Presentation
http://www.cchit.org/files/CCHIT_Town_Hall-HIMSS_Conf-060214.pdf
○The Certification Commission for Healthcare Information Technology
A Briefing for the American Health Information Community
http://www.cchit.org/files/CCHIT%20-%20Mark%20Leavitt%20-%20AHIC%20J
an%2017%202006.pdf
○Getting Started with
Health IT Implementation
Indiana University School of Medicine
http://healthit.ahrq.gov/portal/server.pt/gateway/PTARGS_0_74907_0_0_18/H
ealth%20IT%20Implementation.ppt
○Equinox News January 2006
http://www.chsbuffalo.org/documents/EQNews%20Jan06.pdf
○The Certification Commission for Healthcare Information Technology (CCHIT)
Certification Process Description
DRAFT V1.0 September 7, 2005
http://www.cchit.org/files/Certification%20Process%20Narrative.pdf
○Electronic Health Record (EHR) Product Guide
http://www.communityclinics.org/files/791_file_EHR_Product_Guide_051105.
pdf

14

Allscripts Healthcare Solutions 社、Companion Technologies 社、eClinicalWorks 社、e-MDs 社、
GE Healthcare 社、InteGreat 社、MDServe 社、Misys healthcare Systems 社、NextGen Healthcare
Information 社、Systems 社、Physician Micro Systems 社、WebMD Practice Services 社。
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小腫瘍を発見するポータブルハイテク装置を
イタリア学術会議が発明
発生初期段階の腫瘍を正確に見極める小型診断装置がローマのイタリア学術会議
（ CNR/Consiglio Nazionale delle Ricerche ） の バ イ オ メ デ ィ カ ル 技 術 機 関
（ISIB/Istituto di Ingegneria Biomedica）によって発明され、特許を取得した。装置
は完全に持ち運びの出来る“ポータブル電池ガンマ・カメラ（イタリア名：
gamma-camera portatile）”で、持続時間 5 時間の再充電できる電池で機能する。
CNR の ISIB 研究者アレッサンドロ・ソルーリ氏は「何秒かで約 2 ミリの小さい腫
瘍も究明でき、ハイレベルの画面イメージを獲得できる」と説明する。分析エリアが 5
㎝ｘ5 ㎝バージョンの診断器の重さは 2 キログラム、2.5 ㎝ｘ2.5 ㎝バージョンの重さ
は 1 キログラムで非常に軽い。コントロールユニットは、Ａ４の紙の大きさと同サイ
ズの 10 インチの液晶モニターが装備されている。
本診断装置は、小さい腫瘍（乳房、甲状腺、他）を非常に明確に究明でき、また外
科における無線誘導による場所（乳房、リンパ腺）の究明もでき、しかも診断イメー
ジを著しく短時間で獲得することができるものである。
ソルーリ氏は更に「既に病院で実験されており、手術室において非常に簡単に操作
できるものである。非常に正確に病気場所を究明しつつ甲状腺、副甲状腺、糖尿病状
態、リンパ腺、睾丸や乳房のバイオプシー（生態組織検査）等の適用に特に有効であ
ることが分かった」と説明する。
コンパクトで明確で素早くイメージを提供する本診断装置は、大型で場所を多く取
る。また値段の高い従来の装置とは異なり、外科手術のガイドとして手術室で使用で
きる。
本診断器はウーディネ市にある LI-Tech（Life Imaging-Technologies）社を CNR が
スピンオフ 1 して実現された。CNR は Li-Tech 社の株を保有しているだけでなく CNR
の科学者達も同社で活動している。Li-Tech 社の社長はまさにアレッサンドロ・ソルー
リ氏自身である。研究所内での研究成果であるノウハウを生産システムに容易に、直
接移転出来るようにさせるには研究所と産業界の直接な連結を必要とする。
1

スピンオフ：親会社が子会社に資産の一部を譲渡するのと引き換えにその株を受け取り、株主に配分
すること
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「ポータブル電池ガンマ・カメラは新しい事柄である。小さい腫瘍予防のための画
期的解決策を提供しつつ現行の技術を改革する革新的技術であることを示している。
小型化、機能性においてイタリアの技術は海外企業、特に日本の製品と比べ常に苦し
い立場に置かれている。今回の例は、ハイテク・メイドイン・イタリアも非常に重要
な資源を持っており、研究所から産業界への技術移転は機能することを証明した」と
ソルーリ氏は述べた。
ポータブル電池ガンマ・カメラは 2006 年 2 月にローマ見本市で行われた国際メデ
ィカル見本市《SANIT 展》で紹介されている。
以上
出所：CNR 公式声明文
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研究開発が進む植物バイオテクノロジー (ドイツ)
ドイツ・バイオテクノロジー工業会のデータによると、2004 年時点の遺伝子組み換
え作物の栽培面積は、ドイツではトウモロコシの 300 ヘクタールのみであるのに対し、
米国では全体で 4760 万ヘクタールに上っていることがわかった。これは、ドイツの消
費者の約 70％が遺伝子組み換え食品を拒否する消費性向があるほか、遺伝子技術法に
基づき、遺伝子組み換え作物の栽培によって遺伝子汚染が発生した場合には栽培者側
に損害賠償が義務付けられていることなどにより、同作物の栽培がほとんど進まなか
ったと見られている。2005 年 11 月に誕生したキリスト教民主・社会同盟（CDU）と
社民党（SPD）の連立政権では連立協定において、この問題に関して一定の規制緩和
を進めるため遺伝子汚染に備えるための基金を設置することで合意したものの、基金
はいまだに実現されていない。
こうした状況下ではあるものの、旧東独地域である「ザクセン・アンハルト州」と
「ベルリン・ブランデンブルク地域」はこの分野の研究開発を積極的に進めている。
具体的には、ザクセン・アンハルト州では、連邦栽培植物品種改良施設（クヴェトリ
ンブルク市）やガータースレベン植物遺伝子工学栽培植物研究所を中心に地元の研究
開発力を集約させて植物バイオテクノロジーの研究開発クラスターInnoPlanta を構
築している。主な研究開発分野は、植物の機能ゲノム解析、栽培植物のための分子マ
ーカーの開発、穀物の抵抗性の強化や栄養素を増大させるための品種改良、病原菌抵
抗性評価法の開発、分子農業化を目的として医薬品、化成品用に植物（たとえば、ジ
ャコウソウ、ダイオウ、シソ化の植物など）から物質を生産するための品種改良など
である。
また、ベルリン・ブランデンブルク地域では栄養ゲノム研究ネットワークが形成さ
れ、肥満や糖尿病など栄養に関連した病気の予防法･治療法を開発することを目的に植
物ゲノム研究、分子栄養研究、植物バイオテクノロジー研究が行われている。たとえ
ば、植物、食品に関連するプロジェクトでは、ガンを予防する自然物質の解明、DNA
チップをベースとして食品のアレルギー抗原を早期発見するシステムの開発などが行
われている。また、環境保全、農業、バイオテクノロジー分野での応用を目的にバク
テリアのゲノム研究を行っているビーレフェルト大学では、植物の品種改良を目的に
窒素を固定する能力のあるバクテリアから植物の成長を促進する遺伝子を解析するほ
か、植物病を発生させるバクテリアから植物に害を与える遺伝子を解析する研究など
が産学連携のもとで行われている。
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一方で近年、この分野に関連した国際共同研究も盛んに実施されており、例えば、
植物 のゲノム解 析を産学共 同で行う植 物ゲノム研 究事業 GABI(Genomanalyse im
biologischen System Pflanze)が現在、進行している。本事業はドイツ連邦教育研究省
と民間企業の支援を受けながら、欧州レベルで約 30 機関、約 350 人の研究者が共同
で植物ゲノム研究を行うものである。まず、オオムギ（Hordeum vulgare）とシロイ
ヌナズナ（Arabidopsis thaliana）を実験材料として 11 の植物ゲノムが研究されてい
る。また、セイヨウアブラナ、テンサイ、ジャガイモ、ライムギ、トマト、タバコ、
ピーニエ（マツ属の一種）、ブドウ、トウモロコシのゲノム研究も行われている。すで
に本事業の成果をもとに、G.A.G.Bioscience 社、Genetic Concepts 社、Trait Genetics
社が起業している。Trait Genetics 社は InnoPlanta クラスターからの起業でもある。
本事業では得られた研究開発成果に関して特許を出願したり、それを商業化すること
を専門とするエージェントも設置されている。また、GABI は国際協力にも力を入れ
ており、フランスの植物ゲノム研究事業である G’enoplante と協力しているほか、
2004 年に設置された欧州の植物ゲノム研究ネットワーク（European Research Area
Net Plant Genomics）をベースとしたプロジェクトにも参加している。
以上
〈参考資料〉
1. Biotechnologie-Statistik 2005
2. www.kompetenznetze.de/navi/de/Kompetenznetze/innoplant,did=57614.html
3. www.innoplanta.com
4. www.kompetenznetze.de/navi/de/Kompetenznetze/gabi-genomanalyse,did=92934.html
5. www.gabi.de
6. www.kompetenznetze.de/navi/de/Kompetenznetze/nutrigenomforschung,did=3218.html
7. www.nutrigenomik.de
8. www.kompetenznetze.de/navi/de/Kompetenznetze/genomik-bielefeld,did=4344.html
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【個別特集】

インドネシアの CDM をめぐる動き
NEDO 技術開発機構 ジャカルタ事務所
山田史子
インドネシアにおける京都議定書と CDM（クリーン開発メカニズム）をめぐる動向に
ついては、これまで NEDO 海外レポート 941、943、956 各号で紹介し、さらに同 957 号
に第 3 報とし CDM 国家委員会設置に係る同大臣令の法案を中心に概観するとともに、
NEDO「インドネシア CDM 調査報告書」の概要を紹介してきた。
本稿においては、
2006 年 7 月以降の動向を概観し、
今後の展望およびインドネシア CDM
が現時点で抱える制度上の課題について考察する。
1.「CDM 国家委員会に関する環境大臣令」の成立と事務局の設置
「CDM 国家委員会に関する環境大臣令」
（2005 年第 206 号、2005 年 7 月 21 日付、以
下「DNA 法）が 2005 年 7 月に成立・施行されたのを受け、インドネシア CDM 国家委員
会1（以下、
「委員会」
）が DNA（指定国家担当機関）として国連に登録される2とともに審
査業務を開始した。同審査業務の開始にあたり、大臣令においては組織の詳細が定められ
ていなかった事務局の設置について委員会の第 1 回会議3で審議されるとともに、環境省第
3 次官令 2005 年第 1 号（2005 年 10 月 20 日付）によりその構成等が定められた。
同法の構成は以下のとおりである。
・基本条文
・CDM 国家委員会事務局業務手順
・CDM 国家委員会事務局の構成
＜以下、同法の全文（仮訳4）を紹介する＞
以下について考慮する。
a．CDM プロジェクト実施にあたり、CDM に関する国家指定機関（DNA）が必要である。
b．上記 a 項を満たすため、申請される CDM プロジェクトの妥当性を評価する国家委員
会が設置された。
c．同委員会の円滑な任務の遂行を支援する委員会事務局が必要である。
d．以上を踏まえ、CDM 国家委員会事務局について CDM 国家委員会委員長による決定が
必要とされる。
以下について銘記する。
1) 京都議定書の批准に関する 2004 年第 17 号法
2) 環境省の組織体制に関する環境大臣令 2005 年第 1 号
3) CDM 国家委員会に関する環境大臣令 2005 年第 206 号
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以下について決定する：
第1

CDM 国家委員会事務局に関する CDM 国家委員会委員長の決定。

第2

CDM 国家委員会事務局は以下本法文中においては Sekretariat KOMNAS MPB5と
する。

第3

CDM 国家委員会事務局は当次官の下で気候変動を担当する職員により構成され、
CDM 国家委員会委員長により任命あるいは罷免されるコーディネーターが調整役
を務める。

第4

CDM 国家委員会事務局コーディネーターは、CDM 国家委員会事務局業務について
責任を負う。

第5

事務局コーディネーターは事務長 1 名および気候変動対策担当次官補ならびに天然資
源保全および環境悪化対策保担当次官の下にある事務局の構成員による支援を受ける。

第6

事務局の構成は本決定の別紙 2 に記すとおりである。

第7

事務局構成員としての地位は当該構成員について以下の事実が認められた場合に解
消される：
(1)

当該構成員が、自ら辞任を申し出た場合。

(2)

当該構成員がその任務を遂行する能力が不足していると判断され、気候変動問題
担当次官により辞任を命じられた場合。

第8

事務局は以下の機能を持つ：
(1)

CDM 国家委員会の作業委員会にかかる事務業務、すなわち
a. プロジェクト申請取り扱い業務に関連する公文書および私文書を保管する
b. 3 ヵ月に１回開催される国家委員会開催を準備する
c. その他必要となる事務機能を担う

(2)

委員会および技術チーム会議開催を準備する

(3)

申請されたプロジェクト（事業者）が定められた持続的開発のクライテリアおよ
び指標を満たし、かつ関連法ならびに AMDAL6の義務付けがあるプロジェクト
に関しては AMDAL を遵守するとともに利害関係者の意見を考慮しようとする
中で、当該 CDM プロジェクト申請評価のプロセスを支援する

(4)

利害関係者との相談を経ていない申請あるいは追加的に利害関係者との相談が
必要となった申請について、国家 CDM 委員会と当該利害関係者との間で特別会
議を開催する

(5)

（インドネシア DNA の）ウェブサイト上で CDM プロジェクト関連課題に関す
る情報、CDM のポテンシャル推進、CDM プロジェクト申請承認手続およびプ
ロジェクト申請手続状況に関する情報を提供する

第9

事務局は以下の任務を負う：
(1)

プロジェクト申請者から提出される申請文書を受理し文書が所定どおり整えら
れているかを確認する

(2)

プロジェクト申請、利害関係者の見解、および CDM 国家委員会のウェブサイト
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に掲載されたプロジェクト申請に関し事務局に一般市民から届いた見解のひと
つひとつを CDM 国家委員会のウェブサイト上に整理、提供する
(3)

CDM プロジェクト申請評価業務を依頼できる専門家グループを確認しリストア
ップする

(4)

CDM 国家委員会によるプロジェクト申請評価および最終決定の準備を支援する

(5)

CDM 国家委員会の内部調整会議を支援する

(6)

プロジェクト申請に関する利害関係者を確認し利害関係者による特別会議の開
催を支援する

(7)

CDM 国家委員会の評価結果決定調整会議の開催を支援する

(8)

CDM 国家委員会の決定結果通知文書をプロジェクト申請者に手交する

第10 CDM 国家委員会事務局の業務手順については本決定文書の別紙に定めるとおりで
ある。
第11 事務局はその機能と任務遂行に関し、CDM 国家委員会に対して責任を負う。
第12 事務局は少なくとも 3 ヵ月に１回 CDM 国家委員会に対し文書にて報告しなければ
ならない。
第13 本決定により生じる必要経費に関しては、CDM 国家委員会運営にかかる環境省予
算および拘束力のない外国からの資金援助により賄うものとする。
（第 14 条はない）
第 15 本決定は 1 事業年度の間有効であり、更新可能とする。
第 16 本決定は定められた日付より発効する。後日誤謬が認められた場合には、本決定を
見直すこととする。
（以上にて本文終わり、日付および DNA 委員長として第 3 次官の署名）
＜別紙１

CDM 国家委員会の会議開催全般に関する事務局の業務手順／2005 年＞

ステップ 1:
1. プロジェクト申請者から提出される申請文書を受理し文書が以下のとおり整えられて
いるかを確認する：
a. プロジェクト・ディベロッパー7が作成した申請様式が F1 と称される所定様式に相違
ないか
b. PDD※1
c.（AMDAL が義務付けされるプロジェクトについて）AMDAL 報告書
d. 公聴会の経過報告8
e.（森林 CDM プロジェクトについては）森林省からの推薦書9
f. その他プロジェクト申請内容の妥当性の証明に必要と考えられるその他の文書
2. 国家 CDM 委員会のウェブサイトに申請されたプロジェクト申請を掲載する。
3. 事務局に寄せられたパブリックコメントを国家 CDM 委員会のウェブサイトに掲載す
る。
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4. CDM プロジェクト申請評価業務を依頼できる専門家グループを確認しリストアップす
る。
ステップ 2:
1. 申請書一式を国家 CDM 委員会の全委員に提出、報告する。
2. 国家 CDM 委員会の内部調整会議の開催を支援する。
3. 国家 CDM 委員会の内部調整会議の記録を作成する。
4. 国家 CDM 委員会により定められた技術チームの長および構成員に対し連絡を取り（当
該案件評価業務の）任命書を手交する。
5.（当該案件評価業務の）任命書、申請文書一式、および F2 と称される既定の評価様式
を技術チームに手交する。
6. 専門家グループ10による追加評価が必要と認められる場合、国家 CDM 委員会が定める
これらグループの専門家各位に連絡を取り（当該案件評価業務の）任命書を手交する。
7. 任命された専門家グループに依頼文書、申請文書一式および F3 と称される所定の評価
様式を手交する。
ステップ 3:
1. 技術チームの専門家グループに対する依頼を支援する。
2. 専門家グループへ依頼文書、申請文書一式および F3 と称される所定の評価様式を手交
する。
ステップ 4:
1. 申請書一式を国家 CDM 委員会の全委員に提出、報告する。
2. 国家 CDM 委員会の内部調整会議の開催を支援する。
3. 当該プロジェクト申請に不足しているデータに関する技術チームあるいは専門家グル
ープからの文書を受理する。
4. F2 および F3 に記載済の評価結果を CDM 国家委員会のウェブサイトに掲載する。
ステップ 5:
1. 当該プロジェクト申請の利害関係者を確認する。
2. 利害関係者特別会議の開催を支援する。
3. F4 と称される利害関係者会議開催の結果記入様式により利害関係者特別会議開催結果
を報告する。
4. 技術チームの評価結果である F2 および専門家グループの評価結果である F3 と同様、
CDM 国家委員会のウェブサイトに 利害関係者特別会議開催結果を記載した F4 を掲載
する。
ステップ 6:
1. 記入済 F2、F3、F4 を国家 CDM 委員会に提出する。
2. 当該プロジェクト申請に不足しているデータに関する技術チームあるいは専門家グル
ープからの文書があれば提出する。
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3. 国家 CDM 委員会決定会議の開催を支援する。
4. 国家 CDM 委員会決定会議の記録をとる。
ステップ 7:
プロジェクト申請者に対し国家 CDM 委員会からの結果通知文書を手交する。
＜別紙 2: CDM 国家委員会事務局の構成/2005 年＞
コーディネーター: Ir. Gunardi
事務長：

Prastetyadi Utomo

スタッフ：

1. Chomsinawati, S.Sos
2. Ruthy Eleonora, S. Si
3. Fitriah Yuliana, ST
4. Joselito Gellidon
5. Katty N Danni, MCom

（DNA 委員長として第 3 次官の署名）
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ほぼ同時期に再編成された環境省の CDM 関係部局組織図は以下の通りとなっている。
環境大臣
Minister for Environment
Mr. Rahmat Witoelar
環境省筆頭次官
(Executive Secretary,
Ministry of for Environment)
環境省技術・持続的開発担当大臣顧
問
(Senior Advisor to the Minister,
Technology and Sustainable
Development,
Ministry of Environment）

Ir. Dana A. Kartakusuma, M.Sc

Mr. Ir. Arief Yuwono, MA

環境省天然資源保全および環境悪化対策保担当
第 3 次官(Deputy Minister for Natural Resources
Conservation and Environmental Degradation
Management,
Ministry of Environment;
Deputi III, LH）

Ms. Masneliyarti Hilman, Msc (Ms.Nelly)

環境省地球環境問題担当大臣顧問
(Senior Advisor to the Minister,
Global Environment Affairs,
Ministry of Environment）

Ms. Liana Bratasida*

*CDM 理事会の alternate 兼務

環境省気候変動対策担当次官補(Assistant to the
Deputy Minister for Climate Change Impact
Control,
Ministry of Environment; Asdep 2/III, LH)

Ms.Sulistyowati, MM (Ms. Listi)

大気保全課長**
(Director, Division for
Atmospheric
Preservation)

Ms. Sulistyowati, MM
**兼任

気候変動緩和課長
(Director, Division for Mitigation of
Climate Change)
Mr. Haneda Sri Mulyanto

気候変動適応課長***
(Director, Division for
Climate Change
Adaptation)
***空席

図：インドネシア環境省気候変動対策関連部局組織図11
（2006 年 6 月 15 日現在12）

2. インドネシア CDM 審査の現行サイクルと所要期間
次項の内容と前後するが、環境省関係者によれば初回案件審査の経験を踏まえつつ、イ
ンドネシア環境省として今後の CDM 案件の審査を 3 ヵ月ごと年 4 回のサイクルで実施す
る考えである。その際、DNA による第 1 回審査から技術チームによる審査、技術チーム
から DNA への当該案件推薦状の提出を経て DNA による最終審査の終了まで 2 ヵ月を目
途とする、とのことである13。しかしながら、後述するように、第 2 回審査に半年近く（事
業者側の準備期間を差し引いても 4 ヵ月以上）を要しており、設定された審査にかかる標
準所要期間の有効性には若干疑問が残る。実際は審査の過程で持ち帰り検討となるような
質問、指摘等がまったくなければ最短で 2 ヵ月という解釈が妥当であろう。
なお審査サイクルについては前掲 957 号で紹介した DNA 法のフローチャートに示され
ているが、以下にこれまでの審査の実際に基づいた注を 2 点付したのでご参考に願いたい
14。
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プロジェクト申請者

(i)
1) 事務局受付*
＊ウェブサイトへの掲示

(基本要件に問題が認められる場合)* →
2a) 専門家による評価

(ii)

(iii)

2) CDM 国家委員会
調整会議

（選択制）5 日間
(viii)

(iv)

(要説明事項ありの場合) **→
3a) 技術チーム（専門セクター）による評価

(v)

3) 技術チームによる評価
21 日間

（選択制）

(vi)

(3a),3b)含む）

3b) 専門家による評価

(vii)

(xiii) 不足データの補足；3 ヶ月以内

（選択制）

4) 事務局による評価報告書**の受理
＊＊ウエブサイトへの掲示
(ix)
(x)
5a) ステークホルダー・フォーラム
5)CDM 国家委員会決定会議
特別会議

1 日間
(xiv)

NO

YES

申請差し戻し

（選択制）１日間
(xi)

承認文書

(xii)

プロジェクト申請者

図 1：CDM 審査手続フロー（CDM 国家委員会設置に関する環境大臣令の別紙 II に加筆）
*第 3 回案件審査のケース（後述）

**第 2 回案件審査のケース（後述）

3. 初回案件審査の経過
DNA による第 1 回審査は 2005 年 10 月 23 日、5 案件（4 事業者15）を対象に実施され、
その後技術チームに対するプレゼンテーションおよび審査を経、12 月 23 日に 5 案件とも
に承認された16。各案件の概要についてはインドネシア DNA のウェブサイトをご参照い
ただくとして17、案件名のみ以下に参考転載（仮訳）する。
a. アチェにおける CDM ソーラー・クッカープロジェクト
b. インドセメント・燃料転換プロジェクト
c. インドセメント・代替材料混合セメントプロジェクト
d. MNA バイオマス 9.7MWe 高圧蒸気タービン発電プロジェクト
e. MSS バイオマス 9.7MWe 高圧蒸気タービン発電プロジェクト

55

ＮＥＤＯ海外レポート

ＮＯ.980, 2006. 6.21

このうち、
「アチェにおける CDM ソーラー・クッカープロジェクト」は、2006 年 2 月
6 日に国連登録されており、2006 年 6 月 15 日現在、国連登録済の案件はこの１件のみに
とどまっている18。
4. 第 2 回案件審査の経過
上記 5 案件に続いて DNA に提出されたのが、インドティルタ・スワカ社が三井物産(株)
と共同で実施計画中の「インドネシアにおける養豚場糞尿貯蔵池からのメタンガス回収・
燃焼プロジェクト」19で、案件形成の初期段階において、NEDO が CDM/JI（共同実施）
の FS スキームにより支援している。
同案件の審査経過を概観すると以下のとおりである20。
2005 年 12 月下旬

申請

2006 年 1 月

委員会による第 1 次審査

2006 年 2 月

技術チームによる審査（事業者によるプレゼンテーション）

2006 年 2 月

技術チームから補足説明を事業者あて文書にて要請

2006 年 4 月

事業者から補足説明文書を提出

2006 年 4 月

技術チームによる追加審査（事業者による再プレゼンテーション）

2006 年 5 月

技術チームから委員会あて当該案件に関する推薦状提出

2006 年 5 月 23 日

委員会による最終審査、インドネシア政府として当該案件を承認

5. 第 3 回案件審査の経過
ここでは、当該案件の審査が終了していないことに鑑み、案件名、分野、事業者名等は
伏せた上で経緯のみ概略紹介する。
1) 当該案件（1 件のみ）の申請を事務局にて受理。
2) DNA の第 1 次審査実施。
DNA から事務局経由で申請を事業者に差し戻し、PDD※1 修正指示。
環境省関係者に確認したところ、DNA は当該案件に関し「経済的持続性のクライテリ
アに関連して地域住民のプロジェクトへの関わりが明確でない」と判断、その明確化のた
め PDD※1 を修正するよう指示をし、差し戻したとのことである21。
6. インドネシアの CDM 審査体制－制度および運用上の課題
以上 DNA 法の成立から 11 ヵ月間の審査動向を概観した。ここで、これら経緯に鑑み、
前掲 957 号において指摘したインドネシア CDM 審査体制の制度上の課題を再検証し審査
実施上比較的問題がなかった事項および今後課題として解決が望まれる事項について考察
する。
前掲稿にて指摘済のとおり、インドネシア CDM 審査体制においては必要に応じ選択的
に活用するとされているものを含めると関係する審査グループ22が最多で 5 つにのぼり、
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かつ成立、施行済の DNA 法ではこれらの組織および審査活動の定義ならびに位置づけが
不明確であり、そのことが審査上の混乱や審査の長期化を招くのではと懸念されていた。
しかしながら、これまでの対応を見ていると、各案件の審査過程で実際に活用されたの
は基本である委員会、技術チームが主であった。第 2 回案件審査の過程で「専門家グルー
プ」の活用が見られたが、その「専門家グループ」は環境省を含めた関係者が対外的に説
明してきた外部有識者ではなく、環境省内の関連部局の担当官等であった模様である。仄
聞するところでは、審査上の混乱（DNA が審査すべき持続性や持続的開発に貢献する技
術移転の有無等以外のことがら、あるいはプロジェクトのスコープ外の事項について質問、
議論を試みるなど）や審査の長期化の兆しがなかったとは言えないが、それは組織体制の
複雑さではなく、各審査組織内のメンバー間の審査能力および関連分野についての知見の
差に起因するものと思われる23。
また CDM 審査体制に関わる運営費、人件費等の問題については、事務局に必要な人員
をすべて環境省から配置し上述のとおり選択的に活用した「専門家グループ」についても
内部からの起用とすることで既存の予算のみでの対応を可能にしているようである。
この他、クライテリア案にプロジェクト評価の対象域が定められていない点については、
これまでの審査でそれが問題となるような局面がなく、現時点では特段の懸案と考える必
要はなさそうである。
なお、前掲稿にて合わせて指摘した環境省の組織体制強化については、同稿でも報告済
のとおり、環境省が空席のポストを整理し、CDM を含む気候変動問題に関する第 3 次官
－担当次官補－気候変動緩和課（旧排出削減班）のラインを強化するとともに事務局を環
境省からの人員で固める（但し一部は事務局設置にともなう新規採用）ことで、環境省排
出削減課との連絡を緊密にする、という努力を続けてきた。また DNA 設置とほぼ同時に
立ち上げた専用サイトを充実させ関係機関および事業者とのコミュニケーションの機会を
増やすように務めており、この専用サイト掲載事項に関連し照会等を行った日本の関係者
への対応も比較的迅速かつ良好であったとの評が少なくない24。
では、現時点で国連承認案件がたった 1 件であるインドネシアにおいて今後 CDM 案件
の形成を加速させていくために DNA およびこれを所掌する環境省が取り組むべき課題は
何か。
これまで見てきたように DNA の設置にかかる大臣令から冒頭に紹介した次官令まで、
事細かに規定されていながら必要な説明が十分でないというのがインドネシア内外関係者
の共通した印象である。その結果、第 5 項で見てきた第 3 回審査のように、審査フローに
ないパターンで申請書が差し戻され、そもそも差し戻しの決定をした根拠およびそのプロ
セスに透明性が欠如する事態となっている25。このような事態が続けば事業者と DNA と
の相互不信を招きかねない。したがって環境省が中心となって不明確な点等に関し補則を
設ける等の措置が求められる26。
また、事業者に時間的、金銭的に不要な負担を強いることがないよう、審査の効率化は
喫緊の課題であり、そのために DNA および技術チームを中心とした審査メンバーの能力
向上が必要である。
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今後申請案件も漸増あるいは急増すると思われる中、審査の効率化、円滑化が望ましい
が、その際以上に述べたように審査組織内メンバーの能力向上および今後活用があり得る
審査組織も含め機能および権限、ならびにクライテリアをより明確化する努力が環境省に
求められている。
7. インドネシアの CDM に関する各国および関連機関の動向
2005 年 6 月までのマルチ・バイ関連機関の動向については前掲 941 号および同 956 号
を、また日本の関係各機関の動きについては、
「京都メカニズムプラットフォーム」のウｪ
ブサイト27をぜひご活用願いたい。ここでは 2006 年 7 月以降におけるインドネシア CDM
の支援、促進に関わる動きに簡単に触れることとする。
1) 各国政府による CER 買取に係る二国間協定締結の動き
オランダ政府が二国間 CER※2 購入契約（BCPA）を 2005 年 2 月に締結したことは前掲
956 号にて報告済であるが、この他にカナダ、オーストリア、デンマークが同様に二国間
協定を締結しようとしているが、別途専門家を投入、キャパシティビルディングを組み込
み案件獲得を主眼としたカーボン・ファシリティ28を発足させているデンマークに比べ、
ベースの弱いカナダ、オーストリアがどれだけ実効性のある協定を締結できるのかについ
ては若干疑問が残る。なお先行しているオランダについては、担当コンサルタント選定等
諸手続に時間がかかり、現時点で具体的な案件は出てきていない29。
2) ADB による DNA 支援
ADB はかねてよりインドネシア DNA に対する包括的なキャパシティビルディングを計
画していたが、2005 年 7 月から 2007 年 3 月までの予定で、国家開発企画庁（BAPPENAS）
を管轄機関、環境省およびエネルギー・鉱物資源省電力・エネルギー利用総局を実施機関
とする DNA キャパビルプログラムをスタートさせた。同プログラムはプロジェクト進行
過程で選択される 3 案件（再生可能エネルギー利用発電）を「教材」とし DNA のレベル
アップを主眼としつつ、これまで取り組みが少なかった金融セクター等に対する CDM キ
ャパビルも視野に入れたものであった。しかしながら、関係者間の調整上の問題でプログ
ラムの実施自体が数ヶ月間停止される等した30ため、現時点で上記 3 案件の選定を含め特
に目立った進捗を見るに至っていない。
3) デンマークによる DNA 支援
デンマークは前掲稿にて紹介のとおりカーボン・ファシリティによる案件候補の獲得を
着実に進めてきている。しかしながら、上述の ADB による DNA 支援が思うように進ま
ず、一方でこれまでの審査において DNA およびその審査を支える各組織の能力が十分で
ないことも分かってきたため、大規模ではないが、関連の各審査組織を含めた DNA に対
するスポット的かつ短期間のキャパシティビルディングを計画中である31。
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4) 世界銀行による CDM キャパビル・イニシアティブ
世銀は、インドネシア「CDM 戦略研究」
（NSS）32が作成された 1990 年代から一貫し
てインドネシアの CDM を支えてきた。上述の第 1 回審査で承認されたインドセメントの
2 件は世銀が早期に PCF33の下で支援してきたが、DNA 正式設置前のキャパシティビルデ
ィングとして実施された「リハーサル」審査で用いられ、インドネシア CDM の代表案件
と多くの関係者が目し国連承認が心待ちにされている案件でもある。
このため、従来よりインドネシア CDM のプレーヤーであるマルチ・バイ機関のみでな
く、若干遅れて CER 獲得競争に乗り出したオーストリア、カナダ等各国政府も比較的ニ
ュートラルな立場にある世銀とのコンタクトを強める傾向にある。
以上の状況に鑑み、世銀が 2005 年以降関係機関間の調整役を務め、具体的な案件促進
を図ろうとする動きが見られる。2005 年 9 月にはランドフィルガス※3 にターゲットを絞
ったワークショップ34を、続いて 2006 年 1 月には CDM プロジェクトの実施段階を意識し
た地方首長向けハイレベルワークショップ35を NEDO 技術開発機構を初め、各国関係機関
との共催で実施している。
8. NEDO「インドネシア CDM 報告書」第 2 版
NEDO ではインドネシア CDM に関する最新動向を調査した報告書を作成しているが、
今般、その第 2 版が近々に公表される見込である。平成 17 年度（2005 年度）後半に実施
された調査結果をまとめた第 2 版では、インドネシアでの CDM プロジェクト案件形成・
実施を検討、あるいは実際に取り組み中である事業者を意識し、環境影響評価（AMDAL36）
の詳細等 CDM 案件の実施に際し有用な情報が充実している。第 1 版と同様広く関係者に
ご利用いただくべく、関係機関のウェブ上にて公開を予定している37。
以上
委員会の構成は 956 号で紹介した案にほぼ相違ないが、1 点、委員長が環境省事務次官とされていたのが第
三次官（天然資源・環境保全担当）に変更、またこれに伴い技術チームの委員長は気候変動担当次官補とさ
れた。
2
実際に UNFCCC への登録が確認されたのは 2006 年 11 月初旬。
3
2005 年 8 月 23 日開催。2005 年 12 月、私信による。
4 極力意訳は避けた。
5 KOMNAS MPB は CDM 国家委員会、Sekretariat は事務局の意。
6 インドネシアの関連法に定められた環境影響評価。
7 プロジェクト申請者と同義で用いられていると思われる。
8 原文では“メモ”であり、必ずしも公式なものを意味していないと考えられる。
9 別途報告済のとおり、森林 CDM については森林省にて受付、事前審査後に DNA 提出することとされてい
る。
10 DNA（国家 CDM 委員会）の設置に関する環境大臣令文中および DNA ウエブサイト掲載のフローチャート
では 2 種類の専門家グループが存在するが、ここではそれらが渾然一体化（？）して記述されており、特に
技術グループが評価業務を遂行する中でどの時点でどのように専門家グループを任命あるいは専門家グル
ープへの業務を依頼するのかは明確にされていない。
11
環境省各部局の組織図および組織機能の法的根拠については、以下を参照（インドネシア語）
。
http://www.menlh.go.id/publik/peraturan/Peraturan_Menteri/artikel.php?article_id=1705
12
改編当時環境省関係者から提供された資料を基に仮訳、さらに以下を参考にして修正。
なお課長職より下位の役職については省略した。http://www.menlh.go.id/deputi/dep3/
13
2005 年 12 月、私信による。
1

59

ＮＥＤＯ海外レポート

ＮＯ.980, 2006. 6.21

14

後述のとおり、環境省は現行の審査フロー図では説明不足との認識をすでにもっており、現在補則を制定す
るなりの対応を検討中である。ここで試みたフローの修正は、審査の実態に基づいて今後起こり得るパター
ンを示そうとするものであって公認されたものではないのでご留意願いたい。
15
パーム廃棄物発電の 2 件は、同様の案件を異なるパームオイルミルにて実施するもの。
16
承認文書の交付は数日後になったもよう。2005 年 1 月、私信による。
17
http://dna-cdm.menlh.go.id/en/projects/
18
http://dna-cdm.menlh.go.id/en/news/?id=3
19
http://dna-cdm.menlh.go.id/en/projects/?pg=projects&prj_id=8
なお同案件は 2005 年 12 月 27 日に日本政府により承認されている。
http://www.meti.go.jp/press/20051228004/20051228004.html
20 2006 年 5 月、環境省関係者との私信による。
21 2006 年 6 月、私信による。
22 技術チーム（専門セクター）を除く。
23 以上、2006 年 2 月から同 6 月まで、環境省を含む複数機関の関係者との私信による。
24 私信による。
25 第 3 回審査の対象となり差し戻された案件に関し、環境省関係者の説明に食い違いが生じている。2006 年
6 月、私信による。
26 環境省関係者との交信において現行法に定められた審査フローが不十分であるとの問題点を指摘したとこ
ろ、何らかの対応を検討しているもよう。2006 年 6 月、私信による。
27 http://www.kyomecha.org/index.html
28 デンマーク・カーボン・ファシリティでは実際の案件推進およびキャパビルは民間企業との間で行われるが、
MOU は環境大臣とデンマーク大使との間で署名・交換されている。MOU の内容は非公開であるが、仄聞
するところでは、特に CER の総量について数値目標を明示しない努力規定となっている由。想定購入単価
は４－７ユーロ。2006 年 6 月、私信による。
29 進捗が芳しくないのを憂慮したオランダ政府は、世銀に当該二国間協定下でのプロジェクト推進を委ねるこ
ととし、現在世銀にて調整中だが現時点で特に目立った進捗はない。2006 年 3 月および同 5 月、私信によ
る。
30 この DNA キャパビルプログラムは ADB から Ecosecurities Indonesia を中心とするチームに委託されてい
た。仄聞するところによると、コンサルタントチーム内部およびコンサルタント－ADB、コンサルタント－
環境省ならびに関係政府機関の間での意見調整がうまくいかなかったことが停滞の原因と思われる。2006
年 5 月、私信による。
31 2006 年 5 月、私信による。デンマーク関係者に対し、 “案件獲得競争”に入った現段階で特定国のキャパ
ビルが DNA に入ることについて疑義を呈したところ、予定されているキャパビルは比較的基本的な事項を
審査に役立つように伝えていくことが主眼であって透明性およびアカウンタビリティ上の問題はないので
はないか、とのことであった。またキャパビル実施に際し場合によっては各国機関等との連携も検討する由。
32 NEDO 海外レポート 941 号参照。
33 Prototype Carbon Fund. 世銀の炭素基金については、以下を参照。http://carbonfinance.org/
34http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/EASTASIAPACIFICEXT/INDONESIAEX
TN/0,,contentMDK:20630809~menuPK:287092~pagePK:64027988~piPK:64027986~theSitePK:226309,0
0.html
35http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/EASTASIAPACIFICEXT/INDONESIAEX
TN/0,,contentMDK:20810889~menuPK:224605~pagePK:64027988~piPK:64027986~theSitePK:226309,
00.html
36 http://www.menlh.go.id/amdalnet/
37 同 NEDO 報告書の照会先は次のとおり：
NEDO 技術開発機構エネルギー・環境技術本部京都メカニズム対策室吉岡恒（E-mail:
yoshiokahss@nedo.go.jp）
、同塩谷滋（E-mail: shiotanisgr@nedo.go.jp）、もしくは NEDO ジャカルタ事務
所山田史子（E-mail: yamada@nedojakarta.org）
。
※1
※2
※3

PDD（Project Design Document）= プロジェクト設計書
CER（Certified Emission Reduction）= CDM クレジット
ランドフィルガス（landfill-gas）= 最終処分場において廃棄物埋め立て処理の際に発生するメタンガスを
回収すること
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【個別特集】

モンゴルにおける最近のエネルギー事情
NEDO 技術開発機構 北京事務所
エネルギー・環境技術本部
国際事業統括室
一次エネルギー
モンゴルにおいて発電に利用される一次エネルギーの割合は、石炭が 93％、石油あ
るいはガスが 6.8％、残りの約 0.2％が再生可能エネルギーになっている。

石油とガス燃
料 6.8%

再生可能エネルギー
0.2%

石炭 93.0%

図 1. 発電に使われる一次エネルギーの割合(2005 年)
(出典：モンゴル燃料・エネルギー省(MFE))

エネルギー源として重要な石炭の鉱区・有望地域が国内に 300 カ所以上あるが、そ
の内 80 カ所では地質探査が実施済みである。石炭の推定合計埋蔵量は 1,500 億トンで、
その内 200 億トンは詳細な探査により正確な埋蔵量が確認されている。
2006 年現在では、30 カ所以上の大小炭田から採炭され、40 以上の企業が操業して
いる。2005 年の生産実績総量は 780 万トンであった。
また、最近は民間企業による無煙ブリケットの製造が活発になっている。20 社以上
の企業が小規模の商売をしているが、製造方法、技術レベルが低いので、製品の品質
が水準に達していない場合が多い。
2000 年からモンゴルではエコ燃料としてロシアおよび中国から輸入される液化石
油ガス(LPG)を生活や産業分野に導入・使用している。LPG のサービスは権利を持つ
15 の民間企業により提供されている。現在、設備等としては、ガス・ガソリンハイブ
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リッド車 450 台、車用ガスステーション 3 カ所、ガスステーション 7 カ所、ガスボン
ベ注入所 10 カ所、ガスボンベ倉庫 20 カ所等がある。
LPG とそれに関する設備の輸入関税・付加価値税の免除とサービスを提供している
企業の所得税免税措置があるため、2005 年におけるガス売上量は 2000 年度に比べて
18 倍増、ガス関連設備の売り上げ量が 30％も伸びている。これらの施策が LPG 消費
拡大の重要な推進力になっている。
電 力
モンゴルにおける発電設備の出力は 878.4MW であり、年間 32.5 億 kWh 以上の電
力と約 7,200T カロリーの熱エネルギーを生産している。その他に約 1.68 億 kWh の
電力を輸入し、0.18 億 kWh の電力を輸出している。電力供給のシステムは中部、東
部および西部の 3 つの主電力系統からなっている。モンゴルにおける電力のほとんど
は中部地域で消費されており、東部および西部地域では電力は主に照明に使われてい
るのみである。これら 3 つの系統に連系していない 2 つの県の中心街と 130 以上のソ
ムセンターはデイーゼル発電機（出力 60kW、100 kW）を利用して電気を供給し、熱
供給には中小型の熱供給ボイラーを使っている。
中部電力システムでは 5 つの主火力発電所が需要電力の 90％以上を発電し、6～
220kV の全長 14,700km の高圧送電線により供給している。
西部地域電力システムではロシアから電力を輸入し、年間 4,000 万 kWh の電力を配
電している。このシステムはモンゴルの総消費量の 1.2％を供給している。
東部地域電力システムはチョバルサン火力発電所を拠点に「東部地域電力システム
株式会社」が運営し、ドルノドとスフバートル県の中心町とその近郊のソムセンター
へ電力供給している。このシステムもモンゴルの総消費量の 1.2％を供給している。
再生可能エネルギー
現在では総発電量に再生可能エネルギーの占める割合は 0.2％であるが、さらに電力
生産に再生可能エネルギーの占める比率を段階的に増やす目的で、再生可能エネルギ
ー関連施設を導入し、2010 年に電力総生産量の 3～5％に、2020 年の時点では 20～25％
に達成する計画を立てている。
表 1 と 2 にモンゴル内の水力発電、太陽光発電および風力発電施設の場所と出力等
を示す。
その他の再生可能エネルギー源発電としては、非定住の遊牧民を対象にした携帯型
太陽光発電システムがある。このシステムがモンゴルに幅広く導入されるようになっ
たきっかけは 1992～1996 年度に行われた NEDO 事業である。移動型テント（ゲル）
で利用可能な携帯型太陽光発電システム(200W)を 200 セット設置し、小型軽量化、可
搬性、信頼性の向上を実証した結果、遊牧民達はこのシステムが移動生活に最も適し
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ていると高く評価した。モンゴル政府もこの実証研究の成果を高く評価し、「遊牧民
10 万戸ゲル電化計画」に発展した。現在では、45,000 世帯の遊牧民が合計出力 2,250kW
の太陽光発電設備を持っていると推定される。
2006 年 6 月 14 日、モンゴル政府は 5 万世帯の遊牧民世帯対象に太陽光発電システ
ムを 2006 年度に導入するための予算を確保した。さらに、ポーランド政府から世界銀
行経由で 3 万 5 千世帯分の太陽光発電システムの資金を調達する協議を始めていると
のことである。
表１．モンゴルの水力発電施設の場所と出力
注1

県

ソム、集落等

出力
528kW

ウブルハンガイ県

ハラホリン

ゴビ・アルタイ県

グリーン集落

400kW

ホブド県

マンハンソム

150kW

ホブド県

ムンフハイルハンソム

ウブス県

ウンデルハンガイソム

ザブハン県

ボグド川

150 kW
200 kW
2,000 kW

表２．モンゴルの太陽光発電と風力発電施設の場所と出力
県

ソム、集落等

出力等

ウムニゴビ県

ノヨン村

200kW 太陽光発電

スフバートル県

エルデニツァガーンソム

100kW 風力発電

ゴビ・アルタイ県

ブガトソム

ホブド県

ゼレグソム

ザブハン県

ツァガーンチュルート

スフバートル県

ナランソム

80kW 風力発電
6kW 太陽光発電
80kW 太陽光・風力
ハイブリッド発電
80kW 太陽光・風力
ハイブリッド発電

ソムおよび集落への電力供給の現状
モンゴルでは合計 316 のソム（県の中心地でのソムは含まない）がある。2006 年 2
月 1 日現在では集中化電力系統に 185 のソムを繋がっている。その内訳は次のように
なっている。
・中央電力系統に
・西部地域電力システムに

146
21

注1

日本の県にあたるアイマグ (aimag) が 21 あり、その下に郡にあたるソム (soum) が属する。各ソ
ムの人口は 3,000 人ほどであり、ソムの中心となる集落はソムセンターと呼ばれる。
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・東部地域電力システムに

9

・ダランザドガドの火力発電所に

4

・ロシア連邦共和国から

3

・その他に

2

（ザフハン県とゴビ・アルタイ県の中心地からそれぞれ一つのソムに電力系統から
供給している。）
2006 年には残りの 131 のソムのうち 14 ソムセンターを集中化電力系統に接続する
予定である。その他の 106 ソムセンターではデイーゼル発電機のみ、13 カ所では再生
可能エネルギーとデイーゼル発電機のハイブリッドシステムがそれぞれ稼動している。
デイーゼル発電機と太陽・風力のハイブリッドシステムを設置したところではデイー
ゼルオイル高騰のためソムの予算では燃料を買えなくて、例えばノヨン村のように昼
だけ電力供給する所もある。これらソムのデイーゼル発電機は 1998～2002 年にかけ
て日本政府の無償資金協力で更新したものである。
以 上
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【エネルギー】太陽熱発電

太陽熱によるクリーンな電気を米国南西部の家庭に供給する
－米国立再生可能研究所の取り組み－
国立再生可能エネルギー研究所（National Renewable Energy Laboratory：NREL）
の研究者達が、米国南西部で太陽エネルギー技術の復活に貢献している。米国では 16
年前から集光型太陽熱発電設備（Concentrating Solar Power (CSP) plant ）の建設が
進められているが、2005 年 12 月にアリゾナ州で初めての CSP 設備が操業を開始した。
アリゾナ州で初となるこの発電設備は 200 世帯が使用する電力を十分に賄うだけの生
産能力を持つ。ネバダ州で建設が進められている CSP 設備はこれよりも大規模になる
予定であり、11,000 世帯の電力を十分に供給する能力を持つ。ネバダ州ボールダーシ
ティに建設中のこの太陽熱発電設備の広さは 300 エーカー（約 1.2km2）に及び、同タ
イプでは 1990 年以降最大の設備となる。NREL の研究者達は最先端の実地試験と詳
細にわたる評価を行い、新しく始まったこれらの大規模な太陽熱開発を支援している。

パラボラ・トラフ型集熱器
（出典：NREL）

これらの設備には、CSP 技術としてパラボラ・トラフ（Parabolic-trough）システ
ムが用いられている。パラボラ・トラフ型集光・集熱器は樋状に伸びた放物面鏡から
なり、樋の長さと同じ集熱管で効率良く太陽熱を集めることができる。熱伝動流体
（heat transfer fluid）には一般的に合成油が用いられることが多く、集熱管内を循環
させることにより温度を 400 度まで上昇させる。熱伝導流体はいくつかの熱交換器を
通り、過熱蒸気が生成される。そして、蒸気がタービン／発電機に充満して電気が作
られる。太陽光を最大限に捕らえるため、集光器は終日にわたり太陽を追尾する。こ
の詳細は下記の NREL のウェブサイト 1 に説明されている。
NREL の研究者達は CSP システムに用いる集光器の開発・試験の一翼を担っており、

1

http://www.nrel.gov/learning/re_csp.html
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産業界と協力して新しい集熱器を市場に送り出すための準備に取り組んでいる。新し
く立ち上げられたこれらのプロジェクトは、NREL と米国に拠点を持つ太陽熱技術企
業 Solargenix Energy 社が共同で取り組んでいる。両者の緊密な協力関係により、数
世代の型に及ぶ Solargenix Energy 社製パラボラ・トラフ型集光器の光学性能が評価
され、鏡の形状がどれくらい放物線に沿っているか、また反射した太陽光を集熱管に
入射させるための鏡の調整がどれくらい正確に行われているか等の試験が行われた。
これらの評価は、NREL の試験ツール「VSHOT（Video Scanning Hartmann Optical
Test）2」を使用して行われた。Solargenix 社は VSHOT を活用して同社の集光器を微
調整し、最終的には、同社の光学的条件を満たすとともに、設置時に調整を殆どある
いは全く必要としない集光器の設計に成功した。最小限の調整で集光器の配列を行う
ことは、プロジェクト費用の節約とともに集光器のより効率的な利用にもつながる。
このシステムのために開発された Solargenix 社の集熱器 SGX-1 は全面的に技術改
良された。この集熱器は Gossamer Space Frames 社と共同で開発された今までにな
いアルミニウム製のハブシステムを使用している。これまでに設計された構造と比べ
ると、重量は 30%、部品の数は 50%削減されており、必要な締め具の数も大幅に少な
くなっている。アルミニウム製の構造は耐食性の向上にもつながっており、鏡が構造
に直接取り付けられるように設計されているため、現場で調整をする必要がない。こ
の集熱器は Schott 社の新しい集熱管を使用しており、集熱管の寿命と性能を向上させ
るための幾つかの改良が加えられている。改良の結果、集熱器の性能は約 15%向上し、
投資コストは約 15%削減され、最終的に部品の信頼性は費用効果全体で 35%向上した。
このシステムは次世代の CSP 技術である。先日、同システムは R&D 誌が主催する
「R&D 100 選」の候補に選ばれたことで大きな注目を集めたばかりであり、新たに太
陽熱発電設備が建設される契機となった。
アリゾナ州における発電設備の構想は、NREL と Arizona Public Service (APS)の
連携から始まった。発電設備は APS が所有、管理している。この CSP 設備は、パラ
ボラトラフ・システムを用いる太陽熱技術と ORC（Organic Rankine Cycle：ランキ
ンサイクル）発電を統合することにより、無人で稼動する小規模なモジュラー式の設
備を開発したものである。NREL はこの設計の実現可能性を評価するための予備調査
の大部分を受け持った。また、APS に協力して変温層を用いた熱エネルギー貯蔵シス
テムの将来的な追加導入についての評価も行っている。このシステムが導入されると、
日没後もピーク時の需要を満たすだけの太陽エネルギーによる電力を供給できるよう
になる。

VSHOT の詳細は次に示す NREL のウェブサイトと報告書を参照：
http://www.nrel.gov/csp/lab_capabilities.html#oplab_bcs（NREL のウェブサイト）
http://www.nrel.gov/docs/fy05osti/37101.pdf（報告書）
2
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米国西部はパラボラトラフ・システムが普及する大きな可能性を持っている。現在、
同システムは大規模な太陽発電システムに用いられる CSP 技術の中で最も費用効率に
優れたシステムであり、既存のインフラへの導入も容易である。NREL は CSP 技術の
導入に適した「太陽エネルギー資源マップ 3」を作成し、この技術の莫大な可能性を実
証している。また、報告書「カリフォルニア州における集光型太陽発電（CSP）の経
済、エネルギーおよび環境上の利点：The Economic, Energy, and Environmental
Benefits of Concentrating Solar Power in California4」を発表し、天然ガスの発電所
に投資するよりも CSP 技術を使った発電所に投資する方が経済活動や雇用の面でカリ
フォルニア州により大きな利益をもたらすことを説明している。さらに、このほど西
部州知事連合(Western Governor's Association)のために作成された報告書 5 は、適切
な政策が整えば、近いうちに CSP 技術による最大 4GW の発電容量を南西部に導入す
ることができると述べ、長期的には遙かに大きな可能性があると示唆している。
NREL の高度な開発・試験法により、次世代のパラボラ・トラフ型集光器は急速に
進化を遂げている。NREL と連携し、その世界レベルの研究開発技術を活用すること
によって、この共同プロジェクトは大きな成果をおさめた。アリゾナ州初の太陽熱発
電施設の他、ネバダ州における画期的な 64MW 級の発電施設や先進的な集熱器の設計
を手がけた Solargenix 社は、これまで外国企業に独占されてきた市場において発電所
規模の太陽熱技術を提供する初めての米国企業となった。
米国のトラフ・イニシアティブについて

NREL と Solargenix 社の連携は、米国トラフ・イニシアティブ（USA Trough
Initiative6）の下で結成されたパートナーシップのほんの一例である。NREL は、米
国エネルギー省(DOE）を代表して同イニシアティブを立ち上げ、その運営を担ってい
る。米国トラフ・イニシアティブは、コスト削減とパフォーマンスおよび信頼性の向
上に努めており、パラボラ・トラフ技術の分野における米国の競争力強化を目指して
いる。この他、NREL は民間の産業界および大学と共同で CSP に関する研究を進めて
おり 7、より低価格で効率的なパラボラ・トラフ型の太陽熱技術を開発することを目的
としている。NREL の研究チームは、パラボラ・トラフ型の集光器、集熱器、鏡面の
構造改良とこれらの部品の増産に取り組んでいる。
以上
翻訳：NEDO 情報・システム部
（出典：NREL Research Helps Deliver Clean, Solar Electricity to Thousands of Homes
in the Southwest, contributed by Gretchen Menand
http://www.nrel.gov/features/）
3
4
5
6
7

http://www.nrel.gov/csp/maps.html
http://www.nrel.gov/docs/fy06osti/39291.pdf
http://www.westgov.org/wga/initiatives/cdeac/Solar-full.pdf
http://www.nrel.gov/csp/usa_trough.html
http://www.nrel.gov/csp/
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【エネルギー】バイオマス

植物の多様性が持続可能な燃料の鍵を握る （米国）
ガソリン価格がじりじりと上昇する中、植物による再生可能な燃料が求められてい
る。植物から作る燃料は、生産にエネルギーを必要とする化学肥料や殺虫剤の使用を
省いてくれる。
ミネソタ大学の生態学者 David Tilman 氏と二人の研究仲間は、答えは身近にある
と考えている。彼らは、燃料となる作物を 1 種類だけ栽培するのではなく、様々な種
類の作物を一緒に栽培する方が望ましいと主張する。このような栽培地は、1 種類の
作物を栽培する栽培地と比べてより多くの収量を安定的に生産することができるとの
ことである。
生態学の世界的な第一人者である Tilman 氏は、様々な種の共生を意味する生物多
様性の素晴らしさを長年にわたり唱えてきた。
そして今回、Tilman 氏と二人の研究仲間（ミネソタ大学森林資源学部教授の Peter
Reich 氏とネブラスカ大学の Johannes Knops 氏）はネイチャー誌に研究論文を発表
し、その中でミネソタ大学の Cedar Creek Natural History Area で 12 年にわたり行
われている実験について概説した。この実験は、他の場所で行われているものと比べ
て最も長く継続されているものであり、数多くの種を栽培する農地は 1 種類あるいは
数種類しか栽培しない農地よりも遙かに多くのバイオマスを生産し、生産量の変動も
少なくてすむことを明らかに示している。このことから、多様な種の栽培はバイオ革
命を推進するうえで最も有力な選択肢となる可能性が高い。
この論文は、バイオマスからエネルギーを生産しようとするすべての人に、種の多
様性という考え方に目を向けるように呼びかけている。バイオマスは、燃やしてエネ
ルギーにするほか、エタノール等のバイオ燃料やガソリン、ディーゼル等の合成燃料
に精製される。エーカーあたりのバイオマス収量が増えることは望ましいことであり、
Cedar Creek の実験場から得られたデータは、多様な種の栽培によってそれがもたら
されることを示している。
「多様な種の植物が生育する草地は、1 種類の植物が生育する草地よりも 240%も生
産性が高い。」と Tilman 氏は述べる。同氏は Cedar Creek 実験場を管理する生物科学
部で生態学の指導教授を務めている。「つまり、1 種類または 2 種類の植物を育てる栽
培場の年間収量が 100 ポンドだとすると、16 種類の植物を育てる栽培場（Cedar Creek
で最も多くの種類が植えられている栽培場）の年間収量は 340 ポンドになると予想さ
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れる。このような大きなメリットを生み出すには、数多くのイネ科・マメ科の植物や
草原に花を咲かせる様々な植物を一緒に育てる必要がある。」
Cedar Creek における研究成果は、草原に生育する多様な植物を栽培してエタノー
ルなどの燃料を生産した場合、そこから得られるエーカーあたりの純エネルギー量は、
トウモロコシ、大豆、そして有望なバイオマス源としてもてはやされているスイッチ
グラスよりも多いことを示唆している。しかし、得られるエネルギー量の多さは生産
性の高さだけに起因するものではない。つまり、多様な植物を栽培すれば、生産と散
布に多大なエネルギーを要する化学肥料や殺虫剤を殆どあるいは全く使う必要がなく
なるのである。Tilman 氏によれば、ドイツとオランダで行われている実験でも、栽培
している種こそ全く異なるが、種の多様性が収量に及ぼす影響について同様の結果が
出されているとのことである。また、草原に生育する植物は多年生のため、年ごとに
植え替えをする必要もなく、栽培者は秋に畑を刈り取るだけでよい。
バイオマスを燃やして使えば、二酸化炭素や水銀を大気中に排出する石炭の一部に
取って代わる可能性がある。
Tilman 氏は次のように説明する。「石炭を燃料とする発電所で使われている流動床
技術を用いて草原地帯に生育する草を燃やし、それを石炭に混ぜて使うことが可能で
ある。バイオマスのエネルギー密度は石炭の 60%から 70%に相当する。発電所がバイ
オマスを買いたいと考え、農家がバイオマスを栽培したいと考えるようになれば、そ
れが実現する可能性はあるが、そこに到達するまでには多大な努力を要するだろう。」
種の多様性が持つ有用性が明らかになった今、次の段階は経済的な分析だ、と
Tilman 氏は言う。Tilman 氏らが主張する考え方が実践された場合、バイオマス生産
農家、エネルギー生産業者およびバイオマス輸送業者それぞれがうまく収益を上げる
ことができるかどうかはまだ明らかではない。最良の結果を生むためには、どのよう
な植物種の組み合わせがその地域に特有の土壌や気候の中で最も大きな効果を生むか
ということを地域および世界レベルで研究する必要がある。
「ミネソタ州には、土壌保全留保計画（Conservation Reserve Program：CRP）に
より使われなくなった農地が 100 万エーカー以上もある。この大半は数種類のみの草
系植物が植えられている土地であり、将来バイオマスを栽培する農地としての可能性
を持っている。」と Tilman 氏は語る。
より多くの種を植えれば、植物の収穫量が増えるだけでなく、収穫の予測も立てや
すくなる。Cedar Creek の実験が示すように、多様な植物種を一緒に育てると季節毎
の収量の変動は小さくなる。このような確実性がもたらされる点は重要だ。なぜなら、
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年によってエネルギー供給が変動することを望む人などいないからだ。
Tilman 氏は次のように続ける。「この論文は、栽培地をより自然な環境に戻すこと
によって思いがけない利点がもたらされる可能性があることを示唆している。バイオ
燃料を生産するために栽培地を自然な状態に戻すという考えはこれまでにないものだ
が、これには多くの理由がある。私達は安定的に多くの収穫が得られるバイオエネル
ギーを必要としている。そして、種の多様性は私達にそれをもたらしてくれる。世界
中の使われていない農地がその可能性を持っており、育てる植物は草だけである必要
はない。化石燃料から脱却しようとしているいま、私達は多様な取り組み方を検討し
ていく必要があるだろう。」
注記：実験が行われている Cedar Creek Natural History Area の詳細はウェブサイト
http://www.lter.umn.edu/ を参照されたい。
以上
翻訳：NEDO 情報・システム部
(出典：Natural prairie holds key to sustainable fuels by Deane Morrison
http://www1.umn.edu/umnnews/Feature_Stories/Natural_prairie_holds_key_to_su
stainable_fuels.html#
Copyright © 2006 Regents of the University of Minnesota. All rights reserved.
Used with permission of the University of Minnesota）
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【環境】

気候変動対策および新・再生可能エネルギーの最新動向 （韓国）
1. 新・再生可能エネルギー普及・拡大のための予算の大幅な拡大
韓国政府は 2006 年度に新・再生可能エネルギー部門に 4,095 億ウォン(約 500 億円)
の予算を投入する計画である。これは、新・再生可能エネルギー元年である 2003 年の
1,193 億ウォン(約 150 億円)に比べ、大きな増額となっている。これはまた、2005 年
の 3,242 億ウォン(約 400 億円)から、26.3%増額されたものである。
部門別に見ると、新・再生可能エネルギーの技術開発に 1,244 億ウォン、普及事業
に 1,375 億ウォン、普及融資に 1,213 億ウォン、そして発電差額に 263 億ウォンを各々
支援することになる。この内、技術開発部門においては、商業用燃料電池、太陽電池
素材の大量生産技術開発、海上風力開発など、未来型核心技術を確保するために大型
プロジェクトを中心に支援する計画である。さらに、普及事業は太陽光住宅普及事業
に 490 億ウォン、普及補助事業に 280 億ウォン、地域エネルギー事業に 475 億ウォン、
新・再生可能エネルギーのテーマパークに 130 億ウォンなど、計 1,375 億ウォンを支
援する計画である。新・再生可能エネルギーを利用した発電電力への発電差額支援の
ための予算としては 263 億ウォンが支援される。
2003 年～2006 年の部門別新・再生可能エネルギー関連予算の推移

区

分

〇技術開発
〇普及事業
普及補助
太陽光発電住宅の普及
地域エネルギーの開発
新・再生可能 エネルギー
〇普及融資
〇発電差額支援
計

374
284
21
263
478
57

732
669
97
63
369
140
500
63

940
923
233
160
400
130
1,170
208

2006
年
(B)
1,244
1,375
280
490
475
130
1,213
263

1,193

1,964

3,242

4,095

2003
年

2004
年

2006 年
(A)

(単位：億ウォン)
増減
(B-A)

%

304
452
47
330
75
43
55

32.3
48.9
20.1
206.3
18.8
3.7
26.4

853

26.3

出所：産業資源部ホームページ

2. 韓国の CDM 事業第 3 号、4 号、5 号の承認
韓国政府は 2005 年 12 月に、江原(カンウォン)風力発電団地事業を 3 番目の CDM(ク
リーン開発メカニズム)事業として承認した。CDM は京都議定書 12 条で規定された制
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度（柔軟性措置、京都メカニズムの一つ）で、先進国と開発途上国間の重要な協力方
式である。
韓国政府は 2004 年 7 月に、韓国の CDM 事業第 1 号として、蔚山化学の HFC23｢熱
分解事業｣を承認した。この事業の温室効果ガス排出削減規模は、年間 140 万 tCO2 に
達するものと見ており、2005 年 2 月に CDM 理事会により CDM 事業として正式に承
認された。CDM 事業第 2 号は 2005 年 9 月にロディアエネルギーコリア社の N2O 排
出削減事業を CDM 事業として承認した。この事業の温室効果ガス排出削減規模は、
915 万 tCO2 に達するものと推測される。3 番目の CDM 事業である江原風力発電団地
事業の参加会社は韓国の(株)ユニソンや(株)江原(カンウォン)風力、日本の丸紅(株)など
である。この事業は、2MW 容量の風力タービン 49 機を設置する風力発電事業である。
予想される年間の発電量は 24 万 4,400MWh であり、これにより、年間 14 万 9,536tCO2
の温室効果ガス削減をもたらすものと見られている。江原風力は、国内最大規模(2MW
級)の風力発電機を一次的に 14 機設置した。CDM 事業第 4 号は 2006 年 1 月に盈德(ヨ
ンドク)風力発電団地事業を承認した。これは、前述した CDM 事業第 3 号の江原風力
発電団地事業と類似しており、参加会社も同じである。温室効果ガス排出削減規模は 6
万 tCO2 である。
そして、2006 年 1 月に CDM 事業第 5 号として韓国水資源公社が参加する始華湖潮
力発電事業を承認した。この事業は、254MW 規模の潮力発電事業として予想される
年間の発電量は 55 万 2,700MWh であり、年間 31 万 593tCO2 の温室効果ガス削減を
見込んでいる。潮力発電事業は、これまでの 4 件の CDM 事業とは違って先進国の企
業が参加せず、韓国企業が独自に進める最初の CDM 事業である。
韓国は、前述した 5 件の CDM 事業を通じて温室効果ガスの排出量で年間 1,107 万 t
の CO2 を減らすことができるものと見積もっている。これは、2003 年における、韓国
の年間全体温室効果ガス排出量 5 億 8,220 万トンの 1.9%に当たる量である。
3. 自動車燃費改善協約の締結
韓国政府と自動車メーカーの代表は、2005 年 12 月 12 日に第 12 次「国家エネルギ
ー節約推進委員会」で｢自動車燃費改善に関する協約｣を締結した。これにより、ヒュ
ンダイ、キア、GM デウ、ルノーサムスン、サンヨンの 5 つの主要自動車メーカーは
2010 年までに自動車の平均燃費を 2004 年比 15%以上の改善を目指すとともに、高効
率自動車及びハイブリッド自動車、燃料電池自動車など、環境にやさしい自動車を開
発することにした。自動車燃費の改善は輸送部門のエネルギー消費量を根本的に減ら
し、温室効果ガスの排出を削減する核心的な手段である。自動車業界はこの目標が達
成された場合、年間 22 万ｋℓ (約 3,130 億ウォン)のエネルギー節約ができるものと見
込んでいる。
また、国家エネルギー節約推進委員会はバイオエネルギー普及の拡大に向け、2002
年から試験的に普及しているバイオディーゼル(BD20)とともに BD5 の全国的普及に
推進し、バイオエタノールの常用化に向けての流通システムづくりや実証事業を行う
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ことにした。また、地域開発事業の一環としての地域冷房普及の活性化に向け、従来
の電気冷房に比べて電気消費量が 1/4 程度の地域冷房を普及するための計画を立てる
ことにした。
4. アジア太平洋地域における韓国の積極的なパートナーシップ構築
韓国は、2005 年 7 月に米国、中国、インド、オーストラリア、日本の 6 カ国で構成
された「クリーン開発と気候に関する新たなアジア太平洋地域パートナーシップ」に
参加した。これは京都議定書とは別にアジア太平洋地域内で温室効果ガスを多く排出
する 6 ヵ国が気候変動に対応するため、技術開発及び技術移転に関する協力強化を目
指して発足させたものである。
韓国はこのパートナーシップを重視し、積極的に参加をしており、2006 年 1 月にオ
ーストラリアのシドニーで開かれたパートナーシップ閣僚会議では、「アジア太平洋
エネルギー技術協力センター」の設立を提案した。また、パートナーシップの 8 つの
部門(再生可能エネルギー、発電、鉄鋼、セメント、クリーン化石燃料、アルミニウム、
建物・家電設備、石炭採鉱)のうち、再生可能エネルギーと建物・家電機器の二部門で
議長を務めるなど、活発な動きを見せている。
5. 社内排出権取引制度の施行
2006 年 2 月の京都議定書発効 1 周年を迎え、韓国政府は「気候変動 WEEK」を開
催した。これに当たり、産業資源部と東西(トンソ)発電、SK(株)、LG 化学の間で「社
内排出権取引制度に関する基本協定書(MOU)」が締結された。社内排出権取引制度は
企業が自発的な温室効果ガス削減戦略の一貫として取り組む制度で、削減目標の設定
を企業自らが決める制度である。これは温室効果ガス削減が義務づけられていない韓
国にとっては非常に画期的な制度と言える。今後、社内排出権取引制度により、企業
の自発的な温室効果ガス削減への取組みがこれまで以上に拡大すると期待される。
以上
参考資料：産業資源部ホームページ
http://www.mocie.go.kr
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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 6 光バイオ水素生産 （米国）
5.0 光バイオ水素生産
微生物は、有機化合物や水から水素を生産するために光合成の経路を使用すること
ができる。太陽資源からの水素の効率的な生産を促進するためには、これらの経路は
単細胞の緑藻類やシアノバクテリアの合理的な設計、菌株開発、さらに菌株の最適化
などを必要とする。光合成微生物はもう一つの興味ある経路を提供する。しかし、こ
の技術は非常に初期の研究段階にあるので、この報告書ではその詳細は検討しない。

5.1 光バイオ技術の現状
光バイオ水素生産は研究の初期段階にあるため、現在の水素コストを正確には評価
できない。この経路は、高速で高変換効率で水素を生産できる微生物を、識別しある
いは設計することから始まるいくつかの技術的な挑戦を示す。
光バイオ水素生産は、高純度の水を必要とせず、有毒な副産物や汚染副産物を生成
しない。1

光バイオ水素生産は、バイオマス生産に関係する生化学ステップでの非効

率性を回避できるので、バイオマスを育てるために太陽エネルギーを使用し、その後
にバイオマスから水素を生産するよりも、理論上より効率的である。しかしながら、
そのような効率的な生物学的能力は、これまで知られているどのような自然に発生す
る生物でも起きていない。太陽光の下での連続水素生産のためのこのアプローチを十
分に評価するために、制限因子を識別し改善するために基礎的な分子研究が必要であ
る。 2
光バイオ水素生産は、将来の水素経済に大きく貢献する可能性を持つが、試験規模
の光バイオシステムを評価する前に主要な問題を克服しなければならない。水素への
光エネルギーの変換における水素生産および効率の向上した動力学を含んで、強健な
代謝経路を持つ微生物を識別し開発するための、実質的な生物工学への取り組みが実
施されている。 3
1

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. 3-9.
2
The Hydrogen Economy: Opportunities, Costs, Barriers, and R&D Needs, Committee on Alternatives and
Strategies for Future Hydrogen Production and Use, National Research Council and National Academy of
Engineering, 2004, p. 233.
3
Ibid.
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"水素プログラム"の目標は、システム持続可能性のための下記の技術的目標の達成
により、2015 年までに、他の技術に対して長期的にかつ競争的である水素の生物学的
生産の実現可能性を確認することである。

表 5.1：水からの光分解バイオ水素生産の技術目標

特

性

(継続/中止の決定)

15

20

%

0.1

1

5

時間単位

利用不可

30 min

4h

時間単位

1s

10 min

2h

エネルギー効率(E0*E1*E2)

(空気中での半減寿命)

2015 年目標

10

水から水素への入射光

酸素耐性

2010 年
目 標

%

利用効率 (E0*E1)

連続光生成の持続時間

2003 年
の状況

単位

入射太陽光エネルギーの

4

注：効率は下記の変換ステップに関係している：

E0

E1

E2

太陽光→吸収光→電子→H2
表中の E0 は、光反応器の光収集効率ならびに太陽入射光の一部分のみが光合成で活性であ
るという事実を反映している。理論的な最大値は 45%である。
E1 は、藻類が吸収した光子のエネルギーを化学エネルギーに変換する効率である。つまり、
化学ポテンシャルで、 理論的な最大値は 71%である。
E0*E1 は、化学ポテンシャルに入射太陽光の変換効率を表す。理論的な最大値は 32%であ
る。
E2 は、吸収された光子によって生成された化学ポテンシャルが水素に変換される効率を反
映する。理論的な最大値は 41%である。
E0*E1*E2 は、入射太陽光の水素への転換効率を表す。水が基材である場合の理論的な最大
値は 13%となる。数字はすべて最大効率である。

水素のコストは、将来の資金提供を保証するかどうか判断するために、2015 年の研究開
発プロジェクトの継続/中止の決定の一部として評価される。この表の目標は研究の進み具
合を確認するためのものである。この技術の最終目標は、将来の自動車や燃料技術と競合
し得るコストに達することである。

4

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. 3-16.
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光バイオ水素生産において、連続的水素生産を達成するという主要な研究の挑戦は、酸
素耐性ヒドロゲナーゼによるかあるいは付随酸素の発生による活性培養操作によって、好
気状態の下で作動する生物システムを開発することである。光合成微生物の場合には、主
要な研究の挑戦は、より多くの水素をより少ない副産物で生産するために、ヒドロゲナー
ゼと競合し得る生物学的メカニズムに減らすことである。

水素の生成に触媒作用を及ぼすヒドロゲナーゼ生物酵素に特有の 4 つの障壁が、現在生
物学基盤光合成水素生産の難問として存在する。
(1)プロトン勾配の集積による光合成水素生産の制限、
(2)二酸化炭素による光合成水素生産の拮抗的阻害、
(3)効率的な光合成活性のための炭酸水素イオン結合の必要性、そして、
(4)藻の水素生産での酸素による電子の競合的排出、である。
これらの難問に取り組むために生物システムでこれらの変更を設計可能とする一方で、
生物システムによって行われる分子レベルプロセスの理解が、非バイオ基盤光合成プロセ
スを設計するためのドアを開くであろう、それによりこれらの難問を回避することが可能
かもしれない。バイオ模倣材料やシステムにおける自然プロセスの利用は、代替エネルギ
ー戦略においてこれらのプロセスをより広く応用可能にする効率および頑健性への必要な
改良をもたらすであろう。

5.2 光バイオ技術の障壁
バイオ水素生産の多くの技術は利用可能である。しかし、現在はまだ開発の非常に初期
段階にある。個々の技術と関係する技術障壁は克服されなければならないし、統合モデル
が開発されなければならない。また、システムを設計する前に、集積システムに関係する
障壁が識別されなければならない。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.89-94、ならびに、"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.121-133 に掲載されている。
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表 5.2：水素のバイオ生産への障害

5

- 光利用効率
光バイオ水素生産に使用される微生物は、光を捕捉するアンテナ色素分子の大きな配列
を持っている。明るい太陽光の下では、アンテナ色素、光合成電子装置によって利用する
ことが可能な量よりも、さらに多くの光を吸収する。その結果として、吸収した太陽光の
80%以上が熱放散や損失ということになる。水素生産のためのより良いまたは改良した光
合成生物の同定を含み、光変換効率を増加させるための方法を識別するための研究が必要
である。
- 水素生産速度
光合成微生物による現在の水素生産速度は商用化には低すぎる。低い生産速度は、
(a) 光合成膜を横切るプロトン勾配の非散逸性。この勾配は嫌気条件の下で水からヒド
ロゲナーゼ(水素を生産する酵素)への電子伝達中に作られる。また、
(b) 還元体のための競合する代謝フラックス経路の存在、による。
水素生産の速度を大きく増加させるために、チラコイド膜を横切るプロトンチャネルの
挿入のような、抑制代謝経路に打ち勝つ遺伝子的手段を使用しなければならない。水素生
産に触媒作用を及ぼす酸素耐性ヒドロゲナーゼを持つ好気条件の下で、炭酸固定とヒドロ
ゲナーゼの競合が取り組まれなければならない。
- 光生産の連続性
水素を生産する藻類は酸素を同時に生産する。それはヒドロゲナーゼ酵素活性を抑制す
る。可能性としては、(a)それほど酸素に敏感でない酵素を識別したり設計することにより、
または、(b) 酸素と水素の生産サイクルの分離により、あるいは、(c) 様々な手段によって
呼吸(P/R)に対する光合成の比に影響を与えることにより、酸素を媒質に蓄積させないで、
光合成の量子収量を維持し、また、十分なヒドロゲナーゼ活性を達成させることにより、
この抑制を緩和する必要がある。
- システム工学
光分解水素生産技術のコスト効率の高い実証のための動作環境は、十分に評価されてい
ない。水素格納用の安価な透明材料、水素収集システム、水素/酸素混合ガスの蓄積阻止、
同時生産される水素と酸素ガスの分離、連続バイオリアクター運転、単一培養の維持、必
要な土地面積および資本費用などに関する解析と研究が必要である。
- 日周期性運転の限界
光分解プロセスは、太陽光に依存するので不連続であり、夜間は利用不可能で、曇りの
日の低い強度でのみ利用可能である。高い短期生産率および大きな水素貯蔵の必要性を提
供するためには、大型施設用の資本費用増大ということになる。必要資本量を最小化する
ために設計オプションを注意深く解析する必要がある。

5

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. 3-22 and 3-23.
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5.3 光バイオ研究集中領域
DOE は、多くの研究機関で水素光バイオ経路に関する研究に資金提供している。
研究は、連続生産プロセス効率および持続時間を含む非常に重要な問題を目指して
いる。

表 5.3：光バイオ研究集中領域

研 究 集 中 領 域

DOE 設 立 プロジェクト(a)

光利用効率

カリフォルニア大学バークレー校

水素生産速度

オークリッジ国立研究所
モンタナ州立大学(b)

光生産の連続性

国立再生可能エネルギー研究所
J. クレイグ・ベンター研究所

システム工学

アドバンストバイオニュートリション社(b)
国立再生可能エネルギー研究所

バイオ着想生産の基礎研究

ワシントン大学
ジョージア大学
ペンシルベニア州立大学
ペンシルバニア大学
オクラホマ大学
国立再生可能エネルギー研究所

日周期性の運転限界

無し

a) このプロジェクトは DOE によって立ち上げられ、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。すべてのプロジェクトは付録で見つけることができる。
b) このプロジェクト実施者は競争的に選ばれている。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提供されていない。

5.4 光バイオ技術への提言
光バイオ分野の最近の業績は、太陽光吸収エネルギーの光バイオ効率を 2003 年の 5%に
比較しておよそ 15%までに増加させた。また、酸素耐性は 40%-50%の増加を達成したこ
とを含む。
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DOE の提言(歳出予算が前提)：
1. 科学的基礎を改善し、バイオ経路が直面する技術的な問題を克服するために、基礎お
よび応用研究と開発の連結を継続すること。
これらの経路は、将来の持続可能な水素生産ルートの見込みを提供する。
2. 2010 年の中間技術目標を目指すに際して、太陽スペクトルの利用を最大限にするた
めに、異なるバイオ水素生産プロセスを統合するための実現可能性を調査し、バイオ
マスと発酵製品を効率的に再利用し、日周期性の運転限界に打ち勝つことを含んでプ
ロセスの経済性を改善する。

以上
翻訳：NEDO 情報・システム部
(出典：Solar and Wind Technologies For Hydrogen Production - Report to Congress,
December 2005 (ESECS EE-3060), pp28-31,
http://www.eere.energy.gov/hydrogenandfuelcells/pdfs/solar_wind_for_hydrogen_d
ec2005.pdf )
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【産業技術】 半導体

米国エネルギー省は固体素子照明の製品開発に 700 万ドルを助成
米国エネルギー省(DOE)長官は、DOE が固体素子照明(SSL)の製品開発のためのコ
スト共有プロジェクト 5 件に合計 700 万ドルを提供すると発表した。開発資金は企業
拠出金との合計で 1000 万ドルになる。
固体素子照明は、一般照明システムの効率を 2 倍以上にする可能性を持っており、
全体的な米国のエネルギー消費量を削減し、消費者のお金を節約する。選ばれた企業
は、カリフォルニア州、マサチューセッツ州およびニューヨーク州の 3 州からである。
参加企業は、平均 30 パーセントの共有プロジェクト費用を準備し、この技術に対す
る強い産業界の関与を示している。「固体素子照明は、エネルギー効率を増加させると
いうブッシュ大統領のエネルギー政策および DOE の全体戦略の重要部分である。さら
に、この技術は、米国のビルディングの照明用エネルギー消費量を大幅に削減する可
能性があるだけでなく、我々のエネルギー安全保障を向上させる」とエネルギー省長
官は述べた。
エネルギー省長官は、地域電力同盟(CPA)の信頼性リーダーシップ会議へ参加する一
方でこの発表を行った。会議では、長官は、電力信頼性の重要性および米国が手頃で
信頼できる電力供給を持っていることを保証するための 2005 年エネルギー政策法が
果たしている重要な役割について議論した。
これらのプロジェクトは、一般照明応用に使用する最先端技術の固体素子照明を進
展させる最優先度の活動への DOE の社会/個人のパートナーシップを継続させる。白
熱灯や蛍光灯と異なり、固体素子照明は熱を生成せずに光を作成する。半導体材料は、
電力を直接光に変換するので、光のエネルギー効率は最大になる。固体素子照明は光
を生産する様々な半導体素子を含んでいる。
固体素子照明には発光ダイオード(LED)および有機発光ダイオード(OLED)が含ま
れている。LED はすべての種類の装置で見られる。LED は、デジタル時計上で数を
表示し、時計を照らし、またリモコンから情報を送信する。消費者は、さらに、ブレ
ーキランプ、交通信号および出口標識などで LED を見るであろう。有機 LED 技術は、
例えば携帯電話、ポータブルデジタル音楽プレーヤおよびデジタルカメラの小さなス
クリーンでより一般に商業利用されている。
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固体素子照明のユニークな特質は、研究、開発および商業化支援を包含する全米の
統合アプローチの必要性を促進する。DOE の商業化支援戦略は、"未来の照明"や固体
素子照明製品の"ENERGY STARR"基準の展開のような設計競争の利用を含んでいる。
さらに、エネルギー省は、固体素子照明のための試験手順や基準の展開を調整し加速
する重要な基準生成組織と緊密に取り組む。DOE 固体素子照明ポートフォリオについ
て詳細は、http://www.netl.doe.gov/ssl/ を参照のこと。
固体素子照明製品開発プロジェクトの選考結果は、以下のように発表されている。
カラーキネッテイックス社(ボストン、マサチューセッツ州)：
－ 一般照明用の統合固体素子発光ダイオード照明装置
この提案は、1 ワット当たり 80 ルーメンで 4 倍の効率増加を持つ、60 ワット白熱
光源置換ランプを開発することを求める。この提案は、蛍光の波長変換光と直接発光
源を組み合せた斬新なハイブリッド LED 源の開発により、パッケージとシステムの統
合化技術を目指す。
プロジェクト・コスト：$2,217,508
応募者コスト分担

：25 %

期間

：18 ヵ月

イーストマン・コダック社(ロチェスター、ニューヨーク州)：
－ 有機発光ダイオード照明素子アーキテクチャ
この提案の目的は、有機 LED 素子の性能を 1 ワット当たり 50 ルーメンに増加させ
ることである。これは、光抽出効率の増強、低動作電圧材料と構造、斬新な積層技術
の長寿命高性能有機 LED の作成に注目することにより達成される。
プロジェクト・コスト：$1,945,473
応募者コスト分担

：40 %

期間

：24 ヵ月

ゼネラル・エレクトリック・グローバルリサーチ社(ニスカユナ、ニューヨーク州)：
－ 照明品質の固体素子製品のための蛍光システム
この提案は、紫色 LED から白色光を作成するための斬新なナノ蛍光体の使用を組み
込んだ、これまでに成功した結果の上に構築しようと努力する。プロジェクトの目標
は、白熱電球と交換するための LED ランプを作成することである。このランプは、現
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在の蛍光灯とほぼ同じくらいの効率で、同様なカラー品質を持つ。
プロジェクト・コスト：$3,718,430
応募者コスト分担

：35 %

期間

：36 ヵ月

OSRAM シルバニアデベロップメント社(ベヴァリー、マサチューセッツ州)：
－ 高パッケージ抽出効率の蛍光白色発光ダイオード
光は LED ランプの内部で作成されるが、LED ランプや他の光学部分から漏れる時
がある。目標は、生成された光をできるだけ逃がさずに、よく多く用いることである。
逃る光の量を減らすには色々な方法がある。この提案は、遠隔蛍光体を使用し、散乱
した光が装置から逃る確率を減らすための多層薄膜塗布技術を使用して、外部量子効
率を増加させることを追求する。このランプのチーム目標は 80 ルーメン/ワットであ
る。
プロジェクト・コスト：$603,705
応募者コスト分担

：20 %

期間

：24 ヵ月

SRI インターナショナル社(メンローパーク、カリフォルニア州)：
－ 耐久性のある高輝度で高効率の照明応用のためのキャビティー発光ダイオード
この提案は、有機 LED の効率を増加させるために、表面キャビティーインジェクシ
ョン工程を開発することを追求する。その結果は、装置外への光を導くことにより光
損失を削減して効率を増加させる。チームの目標は、2 倍の輝度で標準有機 LED の外
部量子効率を 5 倍に増加することをねらう。
プロジェクト・コスト：$2,607,966
応募者コスト分担

：20 %

期間

：36 ヵ月
以上
翻訳：NEDO 情報・システム部

(出典：http://www.energy.gov/news/3710.htm)
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【産業技術】ロボット

米国におけるロボティックス研究開発状況
米国マサチューセッツ工科大学(MIT)では、人間の筋肉よりも 1,000 倍早く動作する
人工筋肉の開発に関する研究成果が発表されている。現在のロボット技術において、
ロボットが動作するスピードは人間の 1/100 のスピードである。MIT が打ち出した新理
論によると、余分なエネルギーを消費することなく、簡単なデザインを補填するだけ
で人間の筋肉よりも早い動作が可能になるという。基本的な原理は、火災時に作業す
るスプリンクラーに類似した動きを利用し、ロボットの筋肉が動作を行うデバイスに
連動した動作を行わせるように制御することで高速動作が可能になるとしている。MIT
のロボット筋肉のコンセプトを下記画像１に示す。赤とブルー縞のソリトン（波動の
一種）は、水素とカーボンの重合体連鎖に従い移動する。ソリトン・ブロブ（球状の
小さな塊）は、連鎖帯の中で屈折を引き起こす。従来の方法では、重合体を作動する
ためには赤で表示されているソジュームなどのイオンを、物質にドープする必要があ
った。
[画像１: MIT ロボット筋肉コンセプト]

出典：Robotics Trends1

この数年間、人口筋肉には、接合した重合体

2

を用いたデバイスの開発がなされて

きた。接合した重合体には導電性があることから、導電性重合体 3 とも呼ばれている。
ソリトンを形成する重合体連鎖に、ある特定の場所に電荷を送ることができれば、接
合した重合体は指示に従って作動することができる。
1
2
3

http://www.roboticstrends.com/personalarticle712.html
conjugated polymers
conducting polymers
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ロボティックス研究開発の特徴を国別に見る場合、アメリカは、アウトドア向け輸
送型ロボット(Outdoor Vehicular Mobility)に特徴を持ち、日本・韓国はインドア向け
人間型ロボット、欧州は地図情報とナビゲーションをベースとしたセンサー技術を生
かした都市近郊型移動型ロボット(Mobility in Urban)に特徴をもっている。国が支援
する研究開発予算には、各国間で大きな開きがあり、アメリカは、米国科学財団が支
援する年間開発予算は、1,000 万米ドル以下であり、DARPA(国防総省国防高等研究事
業局)の支援は軍事用に限定されている。一方、韓国では経済を引っ張る主幹産業とし
てロボティックスの研究開発を位置づけ、研究開発予算は年間 8,000 万米ドル規模で
行われている。欧州は、「Advanced Robotics」というプログラムを策定し、3 年間で 1
億米ドル規模の研究開発が行われている。
したがって、ロボットの各分野における研究開発は、いずれも日本、韓国、ヨーロ
ッパが米国より先んじているが、そうした中で米国が研究開発に力を注いでいる分野
は、輸送用ロボット（Robotic Vehicles）である。防衛用、宇宙用への用途需要がある
ことが背景にある。
例えば、米軍は軍事用アプリケーション向けとして地上、空、水面下で使用する輸
送用ロボットの開発に力を注いでいる。多くのシステムは、遠隔操作を採用しており、
コントローラーを通じ双方向で位置情報、ビデオ画像、その他のセンサーによる情報
収集を行うことができる。加えて、自律的に他の（軍事用）システムを認識する機能
を有している。複雑なコンピュータとの統合、コミュニケーションアーキテクチャは、
これらのシステムで必要不可欠な機能であり、SLAM アルゴリズムなどを使用して実
現に成功している。宇宙環境下での組立、建築、メンテナンス等のサービスを行うこ
とを目的に開発されている「Space Robotics」は、ローカルのコントロールコンソー
ルから操作するタイプのロボット（例えば、宇宙船内からの操作）と地球から人間が
オペレータとなり操作するリモートタイプに分かれている。その他、フィールド用ロ
ボット（農業、採掘、建築、有害物質処理、海中作業等）も開発が継続されている。
以上
翻訳：NEDO 情報・システム部
＜参考資料＞
○ Assessment of International Research and Development in Robotics
http://www.wtec.org/robotics/
○ Robotics Trends
MIT Closes in on Bionic Speed
http://www.roboticstrends.com/personalarticle712.html
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【ニュースフラッシュ】

米国－今週の動き (06/01/06～06/14/06)
NEDO ワシントン事務所

Ⅰ

新エネ･省エネ

5 月／
8：ニューヨーク州知事の包括エネルギー計画
ニューヨーク州立大学シラキューズ校を 5 月 8 日に訪問した George Pataki ニューヨーク州知事（共
和党）は、「セルロース系エタノールの生産パイロット施設建設プログラム」を紹介。現在セルロー
ス系エタノールの商業生産施設は、世界中でカナダに 1 社（オタワ市の Iogen 社）のみだが、ニュ
ーヨーク州は柳やスイッチグラス、林産・製紙廃棄物等が豊富で、エタノール増産への期待大。同
州知事は上記プログラムを含む包括エネルギー計画を 2006 年 1 月 16 日に発表、現在同州州議会で
審議中。(1)「再生可能燃料生産・使用奨励イニシアティブ」では、上記パイロット施設建設（2,000
万ドル）、石炭ガス化複合（IGCC）発電所の推進（5,000 万ドル）等一部が採択、(2)「高燃費自動
車利用推進イニシアティブ」では、ハイブリッド車・高燃費自動車向けの有料高速道路使用料割引
パスの新設が採択。（NY Governor’s Press Release (5/8 & 1/16))
24：全米水素協会、水素燃料ステーションに関するインターアクティブな DB を立ち上げ
全米水素協会（NHA）が 5 月 24 日に、オンラインの水素燃料補給ステーション・データベース（DB）
を立ち上げ。同 DB は、米国内の水素燃料補給ステーションについて、ステーションの地図、操業
中／計画中、水素充填圧力、水素ポンプの数、キャパシティ、水素製造方法やフィードストック等
の情報を掲載。現時点で、全米の水素燃料ステーションに関する最も包括的なデータ。同 DB 記載
の米国内水素ステーションは 53 ヵ所。28 ヵ所はカリフォルニア州で、8 ヵ所がミシガン州。カナ
ダのデータも近い将来採用の予定で、6 月 6 日時点で既にブリティッシュ・コロンビア州の 6 ヵ所
の情報が追加。（National Hydrogen Association Announcement; Canadian Hydrogen Association
News Release (6/6)）
31：軍や民間企業の関心を引く、石炭由来の液化燃料
米空軍は、石炭由来液化燃料(CTL)の研究を重視。今年 9 月には、在来型ジェット燃料と天然ガス
由来合成燃料の混合燃料を使用した爆撃機試験飛行を準備中。合成燃料使用という点で CTL にも
重要。在来型燃料と石炭由来合成燃料の混合燃料は、南アフリカのヨハネスバーグ国際空港で過去
7 年間使用実績あり。CTL 精製企業の Sasol 社(南ア)によると、米国防省との合同実験で、自社製
の合成ジェット燃料のクリーンさと熱的安定性を確認。国防省は現在、同社のフィッシャー・トロ
プシュ法を始め、石炭の液化燃料変換手法を探究中。民間ではペンシルバニア州のＷＭＰＩ Pty 社
（くず炭からの硫黄無含有ジェット燃料生成施設を計画）、Pioneering Pennsylvania 社（GE 社製
石炭ガス化技術利用の CTL 施設をワイオミング州に建設予定）等が関心。石炭埋蔵量 1,200 億ｔ
のモンタナ州も積極的。米航空輸送協会（ATA）は、国防省 CTL 燃料プロジェクトを注視するが、
合成燃料が「近い将来」利用可能となるとは予想せず。(The Wall Street Journal)
5 月：ローレンス・バークレー国研、州政府クリーンエネ基金の再生可能 PJ 支援状況を報告
ローレンス・バークレー国研（LBNL）が、報告書 『州政府クリーンエネルギー基金の事業用再生
可能エネルギープロジェクト支援の影響』を発表。米国では最低 14 州が再生可能エネルギー技術
の開発・商業化推進基金を設置。小売電力料金に賦課する少額追加料金を財源とし、総額は年間 5
億ドル以上。報告書の焦点は、クリーンエネルギー州政府同盟（CESA）参加州の当該基金から支
援を受ける、太陽光発電以外の、事業規模（1MW 以上）の新規再生可能エネルギープロジェクト。
CESA メンバー14 州の内 8 州が、かかるプロジェクトの建設・運転を支援。1998 年以来、250 件・
計 2,642 MW のプロジェクトに 4.75 億ドル以上の支援を確約。現時点では、完成プロジェクトが
178 件・1,116 MW、懸案中が 56 件・1,133 MW、中止が 16 件・393 MW。充当資金・発電容量と
もカリフォルニア州がトップだが、2001 年以降同州は新財源を徴収せず困難に直面。8 州全体でも
発電容量の成長率は減速。風力発電が財政支援の 60%以上を獲得し、完成分の約 87%、検討中の約
80%が風力発電、等。(LBNL Case Studies of State Support for Renewable Energy)
6 月／
5：カナダの Trillium Power Energy 社、五大湖洋上風力プロジェクトを発表
カナダのトロント市に本拠を置く Trillium Power Energy 社は先週、五大湖付近（オンタリオ州沖
合い 15 キロ）に最高 142 基、710MW の洋上風力発電施設の建設計画を発表。実現すれば、北米
第 1 号の洋上風力プロジェクト。かつ米大陸最大の風力プロジェクトの可能性も。洋上風力施設は
オンタリオ州では稀。米国マサチューセッツ州沖の計画は地元住民や議会立法者の反対に直面。対
照的に、オンタリオ州の洋上風力が可能になった理由は、最適な風条件、十分な送電網、経験豊か
な技術・開発チームという要素の他に、同州の（i）長期売買契約を通じた再生可能エネルギー開発
奨励策、（ii）Crown Land を風力発電開発用地に登録した政策も。20 万戸以上の家庭の電力需要を
満たす同プロジェクトは、同州の大気質改善や京都議定書目標達成への貢献が期待。
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(RenewableEnergyAccess.com)
5：GE Energy 社、ハワイ島の風力発電プロジェクトにタービンを供給
ハワイ州ハワイ島最南端のバキニヌイで、風力電力所の地域電力網への統合問題に取り組む実験的
な風力発電プロジェクトが実施へ。GE Energy 社製 1.5MW の風力タービン 14 基が使用予定。パ
キニヌイの 21 MW プロジェクトがハワイ島の 300 MW 未満の発電総容量に占める割合は大きく、
電力系統全体の信頼性に影響を及ぼすため、同プロジェクトでは GE の電力系統に優しい革新技術
として、(1)100%の電圧降下の際にもタービンを継続的に作動させる技術、(2)風速の変化に応じて
風力タービンの出力を制御する加減速制御装置、(3)電気会社が風力施設の発電量削減を必要とする
際に、風力タービンの出力に優先順位をつけるセグメント制限システム、等を採用予定。(General
Electric News Release)

Ⅱ 環 境
6 月／
2：クリーンエア法諮問委・大気質管理小委、気候変動が大気に及ぼす影響調査を EPA に要請
クリーンエア法諮問委（CAAAC）の大気質管理小委が 5 月 18～19 日、気候変動が大気質に及ぼす
影響の評価を環境保護庁（EPA）に勧告する旨合意。同勧告は、CAAAC 全体会議で承認されれば、
今年の終盤に EPA に提出見込み。同小委勧告は、(1)気候変動が、オゾン汚染増大や森林火災等、
将来大気質に関連する目標にどう影響するかを分析、(2)各州による温室効果ガス目録の作成更新を
援助する取組みを新たに開始、(3)オゾン基準と粒状物質基準を満たすための各州の計画が、副次的
に温室効果ガス排出削減にどう役立つかに係る州の評価を援助、等。複数の自動車メーカー役員等
は、気候変動研究と二酸化炭素規制は EPA の権限外として反対、CAAAC 全体会議中も圧力をか
ける予定。(Inside EPA)
2：環境保護団体、ナノテク規制の草稿を環境保護庁に要請
環境保護団体の環境防衛（ED）が 5 月 22 日、「環境保護庁（EPA）には有毒物質規制法（TSCA）
の下でナノ材料を規制する権限がない」とする米国化学工業協会（ACC）の主張に異議を唱え、「人
造ナノ材料は TSCA の新化学物質に該当」と主張する書簡を EPA の総合委員会に送付。ED と ACC
は、EPA が昨年主催したナノテク公開会合では、ナノテク対応策策定に係る一般原則を概説した共
同声明を発表。しかし今年 3 月に ACC のナノテク・パネルが、TSCA の「化学物質」定義は化学
物質構造に関し EPA が要求可能な情報を制限していると主張する書類を送付後、両者の共同努力
は挫折したかのよう。ED は EPA 総合委員会宛書簡で、TSCA 下で人造ナノ材料を「新」物質に指
定することは TSCA の文言及び EPA の規定・慣行に一致するほか、「化学物質」の定義に際し化学
構造以上の多様な要素を検討するのは当然で、ナノ特有の要素を無視すれば、人造ナノ材料の真の
ナノ性の無視につながると指摘。EPA の総合委員会は今年後半、TSCA 下で EPA がナノ材料を規
制する権限、及び事前通告を必要とする材料に関して指針を発表見込み。(Inside EPA)
9：カーネギーメロン大研究チーム、TiO2 のナノ粒子が脳細胞の毒性反応を誘発と報告
カーネギーメロン大の Greg Lowry 博士等の研究チームが、二酸化チタン（TiO2）のナノ粒子は脳
の小グリア（microglia）細胞に酸化ストレス惹起の可能性ありとの研究論文を発表。培養した脳の
小グリア細胞を、濃度 2.5～120ppm の TiO2 ナノ粒子に晒すと、同細胞はこの異物質除去のため、
直後から 2 時間にわたり活性酸素種を放出。TiO2 ナノ粒子が同細胞の「酸化的破壊」を誘発する
上、ミトコンドリアのエネルギー生成にも有害であることを示唆。TiO2 ナノ粒子はサンスクリー
ンや化粧品等の消費者製品に広く使用。これがもたらし得る神経毒性を調査したのは本研究が初。
論文 ”Titanium Dioxide Produced Reactive Oxygen Species in Immortalized Brain Microglia:
Implications for Nanoparticle Neurotoxicity ” は Environmental Science & Technology's
Research ASAP のウェブサイトに発表。(Greenwire; Environ. Sci. Technol., ASAP Article Web
Release (6/7))

Ⅲ 産業技術
6 月／
7：ハーバード大学、ヒトのクローン胚から幹細胞をつくるプロジェクトを発表
ハーバード大学は 6 月 6 日、民間資金数百万ドルをもとに複数機関が協力し、ヒトのクローン胚か
ら幹細胞をつくるという世界初のプログラムに取り組むと発表。ハーバード大学関連医療研究セン
ター数機関、ニューヨーク幹細胞財団及びコロンビア大学が参加するこの合同プログラムは、米国
の超一流研究機関が幹細胞研究に反対する保守派運動に対抗する姿勢を示し、米国内の幹細胞研究
論争は新局面を迎えた。プロセスはまだ理論段階で賛否が分かれるが、ヒトの体細胞に DNA を取
り除いたヒト卵子を融合し、新しい卵細胞をペトリ皿で数日間成長させ、必要な胚芽幹細胞を作っ
た上で、この胚を実験室で成長させ、操作して、異なるヒト組織を形成させるもの。2 人のチーム・
リーダーの 1 人、Douglas Melton 博士は、初めての記者会談で、同作業は厳格な倫理的ガイドラ
インに沿って実施されると述べた。ハーバード大は行動規範を定めるために 2 年をかけて大規模な
倫理審査を 8 回開催。卵子を寄付する女性への報酬の是非については、卵子取得の困難化を承知の
上で、卵子寄付のプロセスに直接起因する経費だけを償還し、卵子自体には報酬を支払わないと決
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定。(Boston Globe; Washington Post)
5/6 月：Small Times 誌、マイクロ・ナノテクノロジー分野の 2006 年大学番付を発表
昨年初めて、マイクロ・ナノテクノロジー分野の大学番付を導入した Small Times 誌が、2006 年 5・
6 月号の Small Times Magazine で、2006 年大学番付を発表。今年は 1 月初旬に電子メールで 100
以上の大学にアンケート調査を送付、50 大学から回答。5 つの主要カテゴリーと各トップ３はそれ
ぞれ、「研究」(ペンシルバニア大、ピッツバーグ大、ケース・ウェスタン大がトップ３、以下同じ)、
「教育のオポチュニティー」（NY 州立大アルバニー校、ミシガン大、ルイジアナ工科大）、「施設」
（NY 州立大アルバニー校、コーネル大、オハイオ州立大）、「産業界へのアウトリーチ」（NY 州立
大アルバニー校、ミネソタ大、パーデュー大）、「商用化」(コーネル大、ハーバード大、バージニア
大・ラトガー大(同点))。 (Small Times Magazine, May/June, 2006)

Ⅳ 議会・その他
5 月／
23： Obama 上院議員、石油会社に代替燃料ポンプ設置への投資を義務付ける法案を提出
米国石油会社の上位 5 社が 2006 年第 1 四半期に収益 282 億ドルを記録。Barack Obama 上院議員
（民主、イリノイ州）は 5 月 23 日、同四半期の収益が 10 億ドル超の石油会社に対し、収益の最低
1%を投資して米国各地のガソリンスタンドに E-85 等代替燃料用のポンプの設置を義務付ける法案
を提出。米国では現在、E85 対応のフレキシブル燃料車（FFV）が 500 万台以上走行し、米国自動
車メーカーが更に数十万台の FFV 生産にコミット。しかし E85 販売ガソリンスタンドは全国約 16.5
万ヶ所の内僅か 700 ヵ所。フォード自動車副社長も「今日の約 30 倍の E85 ポンプが必要」と発言。
Obama 上院議員の「長期的石油利用の削減を目指す将来投資法案(FILL-UP Act：上院第 2984 号
議案）」が可決されれば、米国各地に新たに 7,000 以上の E85 ポンプが整備と推定。 (Senator Barack
Obama Press Release)
6 月／
7：Bunning 上院議員と Obama 上院議員、石炭液化油にインセンティブを提供する法案を提出
Barack Obama 上院議員（民主、イリノイ州）と Jim Bunning 上院議員（共和、ケンタッキー州）
が 5 月 26 日に、石炭液化油（CTL）生産インフラ整備の推進法案を提案。「2006 年石炭液化油推
進法案（上院第 3325 号議案）」には、(1)CTL 施設の企画、認可申請、設計に係る費用に対するマ
ッチングファンドとして、最高 2,000 万ドルの融資プログラムを創設、(2)コストが 10～20 億ドル
になる大規模 CTL 工場への投資家を支援するため、CTL 技術投資税額控除を新設、(3)2005 年エネ
ルギー政策法の借入保証を拡大し CTL 施設も対象化、(4)CTL 燃料に対する燃料消費税の税額控除
を 2020 年まで延長、(5)国防省に CTL 燃料利用の長期契約の締結権限を付与、(6)米国空軍に対し、
2006 年度の研究・開発・試験・評価予算の内の 1,000 万ドルを CTL 燃料の試験・評価に充てるこ
とを認可、(7)エネルギー省と国防省が戦略的石油備蓄（SPR）の貯蔵用として CTL 燃料を評価す
ることを認可、等のインセンティブが含まれる。(Platts Coal Trader)
9：ホワイトハウス、アジア太平洋パートナーシップ予算の復活を議会に要請
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（APP）の予算に 5,200 万ドルを要求
中のブッシュ政権は、下院がこの予算要求額を次々に拒絶していることをうけ、APP 資金獲得のた
めに議会に圧力。下院本会議は既に、（1）「2007 年度内務省・環境保護庁歳出法案（下院第 5386
号議案）」内の APP 予算 500 万ドル（EPA 予算）；（2）「2007 年度エネルギー・水資源開発歳出法
案（下院第 5427 号議案）」内の 1,500 万ドル（エネルギー省）を撤廃。下院本会議は 6 月 9 日に「2007
年度対外活動歳出法案（下院第 5522 号議案）」を審議するが、下院歳出委員会の可決案は、APP
予算 4,600 万ドル（国務省 2,600 万ドル及びアジア開発銀行（ADB）への拠出分 2,375 万ドルの内
の 2,000 万ドル） を削除。ホワイトハウスは 6 月 8 日、「2007 年度対外活動歳出法案」の下院本
会議審議に先立ち施政方針声明を発表し、議会が APP を「2005 年エネルギー政策法」で認可済み
と指摘のほか、APP 予算 4,600 万ドルの復活を要求。下院での修正見込みはないが、両院協議会交
渉で要望 APP 予算が認められる可能性はある模様。大統領の APP 要求額 5,200 万ドルの内の、残
りの 600 万ドルを盛り込んだ「2007 年科学・国務・司法・商務・関連省庁歳出法案」は 6 月 12 日
の週に下院歳出委員会でマークアップの予定。（Environment and Energy Daily）
11：エタノール需要の増加で、トウモロコシ価格が昨年の倍に上昇
シカゴ商品取引所で、トウモロコシの先物価格が 1 ブッシェルあたり 3 ドルの大台に到達。昨秋の
価格の倍以上で、ここ 10 年間でも最高水準。米国の農家からの供給見込みが今年約 107 億ブッシ
ェルに対し、消費は 115 億ブッシェルに到達の可能性があるため。エタノール生産の為のトウモロ
コシ需要が価格上昇の一因。米国農務省は、国内のエタノール生産向けトウモロコシ消費は 2010
年までに年間 26 億ブッシェル（2005 年比 12 億ブッシェル増）まで拡大と推定。今年はエタノー
ル 生 産 に 消 費 さ れ る 国 産 ト ウ モ ロ コ シ の 量 が 、 海 外 へ の 輸 出 量 を 上 回 る 見 通 し 。 (Milwaukee
Journal Sentinel; Greenwire (6/12))
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