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【水素・燃料電池特集】 
 

欧州連合(EU)の水素・燃料電池技術開発の動向 
―第７次フレームワーク計画への準備― 

 
                  NEDO 技術開発機構 パリ事務所 

                 深澤 和則 
 

 現在、欧州連合(EU)の水素・燃料電池技術開発は第６次フレームワーク計画のもと

で行われている。この EU 支援の水素・燃料電池開発に関するこれまでの主な動きを

ふりかえると、2004 年 1 月に「水素・燃料電池テクノロジープラットフォーム」が設

立。同プラットフォームから水素・燃料電池技術の 2015 年までの技術開発の目標・

課題を示した「戦略的研究アジェンダ」及びその具体的な展開を示した「展開戦略」

の 終レポートが 2005 年 7 月及び 8 月に発表された。 
現在はこの 2015 年までの「展開戦略」の内容を具体的に検討しているところであ

る。なかでも「技術研究開発」の成果を水素・燃料電池市場にうまく橋渡しをする機

能として「大規模実証プロジェクト」を「技術研究開発」と一体的に実施するための

検討がなされている。 
その予算見積もりでは、今後 2015 年までの 10 年間で総額が 40 億ユーロ（約 5600

億円）となり EU 支援予算はその内の 50％とすれば 20 億ユーロ（約 2800 億円）と

なる。これは、これまでの第５次フレークワーク計画(FP)(1998～2002 年)の予算の 1
億 4500 万ユーロ（約 203 億円）、第 6 次 FP(2002～2006 年)の予算の 2 億 5000 万ユ

ーロ（約 350 億円）に比べて大幅な予算増加の要求となっている。 
また、この実施に当っては、EU の新たなスキームとして考えられているジョイン

ト・テクノロジー・イニシアティブ(JTI)が適用される予定となっている。 
このジョイント・テクノロジー・イニシアティブ(JTI)は、官民の R&D 資源（人・

物・資金）をこれまで以上に集中化して、2007 年から開始される第７次フレームワー

ク計画（200７～2013 年）において水素・燃料電池テクノロジープラットフォームを

母体として「戦略的研究アジェンダ」及び「展開戦略」を効率的に実施しようとする

スキームである。現在、欧州委員会(EC)は、JTI への参加機関を確認中であり 2006
年 4 月末現在で 57 機関がメンバー、76 機関が準メンバーの参加表明をしている。EC
は JTI の成否は民間の資金拠出のコミットメントがキーポイントであるとしている。 

ここでは、これまでのポイントを整理しつつ、 近の EU の水素・燃料電池技術開

発の第７次フレームワーク計画への準備状況について紹介する。 
 
 
 
 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート981号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/981/
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CUTE バルセロナ水素ステーション（筆者撮影） 

1．欧州の水素・燃料電池プロジェクト例 
CUTE プロジェクトは第５次

フレームワーク計画において

2001 年 11 月に開始された代表

的な水素・燃料電池実証プロジ

ェクトである。欧州 9 都市（ア

ムステルダム、バルセロナ、ハ

ンブルグ、ロンドン、ルクセン

ブルク、マドリード、ポルト、

ストックホルム、シュトゥット

ガルト）において、2003 年半ば

から公共輸送用バス 27 台（燃料

電池はバラード社製の固体高分

子形燃料電池(PEFC)、バスはダ

イムラー・クライスラー製）の運行を開始し、400 万人余りがバスを利用し、9 種類

の水素サプライチェーンおよび水素ステーションの設計・建設および運用ノウハウの

取得などの成果を得て 2006 年 6 月に終了した。 
このプロジェクトの総経費は 5240 万ユーロ(約 73 億円)であり、欧州委員会(EC)か

ら 1850 万ユーロ(約 26 億円)の補助があり、残り約 47 億円（全体の 65％）を参加メ

ンバーが負担した。 
一方、EU 支援のプロジェクトと並行的に加盟国政府が支援するプロジェクトも推

進されている。例えば、ドイツの実証プロジェクトとして代表的なものにベルリンの

クリーンエネルギーパートナーシップ（CEP）がある。 
 

 

 

 

 

 

 

     
 
 
その中の一つに Messedam（ベルリン）水素供給ステーションと 16 台の水素燃料

車を使っての実証プロジェクトがある。14 台が燃料電池車、2 台は水素燃焼のエンジ

ン車であり、2004 年 11 月～2007 年末まで試験が行われる。プロジェクトの総経費は

33 百万ユーロ（約 46 億円）であり、そのうち連邦政府が 5 百万ユーロ(約 7 億円)を
補助し、ダイムラー・クライスラー・BMW などの参加企業が 28 百万ユーロ（約 39
億円）（全体の 84％）を拠出している。  

     
Messedam 水素供給ステーションと燃料電池車が水素補給をしているところ (筆者撮影) 
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ベルリンの250kW定置型MCFC(筆者撮影)

またベルリンのFCイノベーションセン

ター内では 250kW の溶融炭酸塩型燃料電

池(MCFC)の定置型 FC の実証プロジェク

トが行われている。MCFC はドイツ MTU
社製で HotModule の名称。2004 年 9 月～

2007 年まで試験される。燃料はメタノー

ルで発電効率 40％以上。総費用 450 万ユ

ーロ（約 6.3 億円）のうち連邦経済労働省

BMWA が 2 百万ユーロ（約 2.8 億円）を

支援し、250 万ユーロ（約 3.5 億円）（全体

の 56％）は企業側が負担している。 
 

2．戦略的研究アジェンダ（技術研究開発の目標と課題） 
 
 2005 年 7 月の「戦略的研究アジェンダ」（ 終レポート）２の内容は水素・燃料電池

（FC）技術に関しての、2015 年までの技術開発の目標と課題及び開発項目毎の必要

予算の配分比率について示している。 
以下に開発項目と予算配分比率を（数値）で示す。 
1）水素製造技術(22％)、2）水素貯蔵と配送技術(18％)、3）定置用 FC(20％)、4）
輸送用 FC(27％)、5）携帯用 FC(10％)、6）社会経済的課題(3％)、7）横断的課題 
それぞれの技術開発目標（マイルストーン）については付録 1 にまとめた。 
基礎研究→技術研究開発→実証プロジェクト→市場化の流れの中で、なかでも「技

術研究開発」の成果を水素・燃料電池市場にうまく橋渡しをする機能として「大規模

実証プロジェクト」を「技術研究開発」と一体的に実施することが重要としている。 
予算では、上記の各技術分野 1）～5）については各技術分野内の予算の 16％は基

礎研究に充当するとしている。 
また実証プロジェクト成果の基礎研究、技術研究開発へのフィードバックが重要と

している。 
    

3．展開戦略（2020 年の水素・燃料電池の欧州市場規模の見通し） 
 

2005 年 8 月の「展開戦略」（ 終レポート）３の 2020 年の水素燃料電池の EU 市場

見通しは表 1 のようになった。ここでは、「戦略的研究アジェンダ」に基づき 2020 年

の EU の水素・燃料電池市場を描き、そこに到達するための 2015 年までの「技術研

究開発」と「実証プロジェクト」の具体的な展開を示している。なかでも大規模実証

プロジェクトの必要性が強調された。 
 
 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート981号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/981/



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.981,  2006.7.5 

4 

表 1. 2020 年の水素・燃料電池の EU 市場規模見通し（出典：資料 3） 
 携帯用 FC 移動電源用 定置用 輸送用 
水素 FC ユニッ 
ト年間販売数 

2 億 5000 万ほど 10 万 
1Gwe 規模 

10 万～20 万 
2-4Gwe 

40 万～180 万 

2020 年の市場の

状況 
成熟市場 成熟市場 成長市場 大量市場立ち上

がり時期 
FC システム・コ

スト目標 
1～2 ユーロ/W 
(FC システム平

均出力：15W) 

500 ユーロ/kW 
(FC システム平 
均出力：10kW) 

2000 ユーロ/kW
（100kW 以下マ

イクロ CHP） 
1000-1500 ユー 
ロ/kW 
（100kW 以上 
産業用 CHP） 

年 15 万ユニット

で 100 ユーロ 
/kW 以下 
(FC システム平

均出力：80kW) 

 
4．展開戦略の進展（技術研究開発と大規模実証プロジェクトの計画） 
 
この「展開戦略」の内容の検討がさらに進められ、「大規模実証プロジェクト」の具

体的な検討がされた４。その内容は以下のとおり。 
水素製造技術では石炭からの水素製造技術において CO2 回収貯留を備えたデモプラ

ントの建設を検討している。予算は他の予算（エネルギー・環境など）からの支援も考

えている。 
 

表 2. 輸送用の大規模実証プロジェクト（出典：資料 4） 
 ～2010 年 

大規模実証プロジ

ェクト 

2010～2012 年 
実証サイトの拡大 

2012～2015 年 
市場の準備 

プロジェクト規模 
 

-3 サイト 
-50 台/サイト 
-3 水素ステーショ

ン/サイト 
-合計 150 台 

-300 台まで増車 
-水素ステーション

の増設 
 
 

-サイトの追加 
 

 
表 3. 定置用（産業用 100kW 以上）の大規模実証プロジェクト（出典：資料 4） 
 初期実証プロジェ

クト 
2006～2010 年 

大規模実証プロジ

ェクト（並行） 
2006～2010 年 

市場準備期 
 
2010～2015 年 

プロジェクト規模 
100kW 以上 

100MW 規模 
230 システム 

多種サイズ 
多用途 

550MW 以上 
1100 システム 

プロジェクト規模 
MW 級 

25MW まで 
 

4MW まで 400MW 規模 
240 システム 
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表 4. 定置用（産業用 100kW 以下＆家庭用 10kW 以下）の大規模実証プロジェクト 
（出典：資料 4） 

 初期実証プロジェ

クト 
2006～2010 年 

大規模実証プロジ

ェクト 
2009～2012 年 

市場準備期 
 
2010～2015 年 

プロジェクト規模 
 

1MW 規模 
300 システム 
 

5MW 規模 
1000 システム以上

200MW 規模 
80,000 システム 
 

 
支援の必要性として NEDO の 1kW 級定置用燃料電池大規模実証プロジェクトのた

めの支援において 1kW の FC 設置と 2 年間の運転に 450 万円の補助がでることが紹

介されている。 
この大規模実証プロジェクトを含む実証プロジェクトと技術研究開発の必要予算を

表 5 に示す。総額予算は 40 億ユーロ（約 5600 億円）。実証プロジェクトに全体予算

の 70％の 28 億ユーロ（約 3920 億円）が充てられ、技術研究開発に全体予算の 30％
の 12 億ユーロ（約 1680 億円）が充てられる計画である。 

 
表 5．JTI の実証プロジェクトと技術研究開発の必要予算（出典：資料 4） 
 JTI 実証プロジェクト予算 JTI 技術研究開発予算 
水素製造・輸送用 FC  34 ％  42 ％ 
定置型 FC（産業用）  45 ％  25 ％ 
定置型 FC（家庭用）  12 ％  33 ％ 
早期市場型（ポータブル型 FC）   9 ％   0 ％  
小計  28 億ユーロ  12 億ユーロ 
合計        40 億ユーロ 

 
実証プロジェクト予算の 45％を定置型 FC（産業用）に、実証プロジェクト予算の 34％

を水素製造・輸送用 FC に投入する。また技術研究開発予算の 42％を水素製造・輸送用

FC に、技術研究開発予算の 33％を定置型 FC（家庭用）に投入する計画である。 

 
5．ジョイント・テクノロジー・イニシアティブ(JTI)について 
 
ジョイント・テクノロジー・イニシアティブ(JTI)はテクノロジープラットフォーム

が主導する「戦略的研究アジェンダ」を実行するために EC が提唱する新しいスキー

ム５である。現在、JTI の対象となるテクノロジープラットフォームは 1）水素・燃料

電池、2）航空、3）革新医療、4）ナノエレクトロニクス、5）組込みコンピュータ、

6）環境・安全のグローバル監視の 6 分野である。この JTI の目的は、 
 
―将来の戦略技術分野における欧州の“研究開発の一貫した実施”を確実にする。 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート981号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/981/
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―欧州の産業競争力強化を図るための“新しい知識の創造”を加速させる。 
―欧州の産業競争力強化が図れるキープロジェクトに“研究開発資源”を集中させ

る。 
―市場化への障害を取り除くための“技術の実証プロセス”を促進させる。 
 
また、JTI の対象となるテクノロジープラットフォーム「戦略的研究アジェンダ」

の資格要件は、 
―戦略的研究アジェンダがアドバンストテクノロジー分野における新しい知識の獲

得を目指していること。 
―市場の失敗が存在すること：対象技術分野が産業界や予算支援部門の許容を越え

たハイリスクで長期投資となること。 
―戦略的研究アジェンダの実行は、単独の加盟国では資金的また研究能力的にも対

応できないこと。 
―戦略的研究アジェンダの実行のための、産業界からの資金的・人的貢献がコミッ

トメントされていること。 
―戦略的研究アジェンダを実行するのには、既存の R&D 支援制度（特にフレーム

ワーク計画）では十分な成果が期待できないこと。すなわち戦略的研究アジェン

ダのスケールが単一のフレームワーク計画のタイムスケールを越えていること。 
 

6．水素・燃料電池ジョイント・テクノロジー・イニシアティブ(JTI)の状況 
 

2006 年 4 月末現在で 57 機関がメンバー（付録 2 参照）、76 機関が準メンバーの参

加表明をしている。国別に見ると、欧州の水素・燃料電池開発をリードしてきたドイ

ツがやはり多く 15 団体、ついでイタリアの 9 団体、英国の 7 団体、フランスの 5 団

体と続く。フランスのルノー、プジョー・シトロエンは参加していない。参加打診時

にステークホルダーに聞いた JTI に参加する主な理由は次の通り。 
 

―水素・燃料電池技術は欧州エネルギーの安定供給と地球温暖化対策に貢献できる大

きなポテンシャルを有している。 
―JTI は水素・燃料電池テクノロジープラットフォームが成し遂げた作業に対する当

然のフォローアップであると認識している。 
―欧州は水素・燃料電池技術開発において日米に追いつかねばならない。JTI はこの

ギャップを補う手段となる。 
―既存の EU 政策と市場の力は近未来に水素・燃料電池技術を市場化するには不十分

である。これら技術の研究と導入を加速させるためには官民の力を組織的に集結さ

せることが真に必要である。 
  
また、その他の意見は下記の通り。 
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―JTI は現在、加盟国の地域または国レベルで構築されたローカルの官民パートナー

シップを理想的に補完するものと考えられる。欧州 JTI が不必要な研究開発プロジ

ェクトの重複を防ぐことにより、プロジェクトに投入できる資源を増やすことが可

能となることで、JTI はこれらローカルのパートナーシップの拡張も可能とする。 
―JTI の内容について、欧州レベルの協力が「欧州の付加価値」になる領域を重視す

べき。この領域は産業応用研究と大規模実証プロジェクト及び市場創設のための活

動とする。基礎研究部分は既存の第 7 次フレームワーク計画のスキームで行うのが

適当。 
―水素・燃料電池技術の基準と標準化が必要と認識しており、JTI がこの作成作業の

フォーラムの役割を果たせると期待している。 
                                                        以上  

付録 

 

1．戦略的研究アジェンダの目標 

 

1.1 水素製造 
水素製造の 終的プロセスとして考えられるもの 
―化石燃料・バイオマスからの CO2回収隔離を伴う化学変換 
―天然ガスからの太陽熱や原子力の高温利用による化学変換 
―再生可能エネルギーや原子力をソースにする電力による水電気分解 
―熱化学水素製造法、光電解、バイオ光分解、バイオ発酵などの各プロセス 
表 1 今後 10 年の水素生産分野における優先研究予算配分（出典：資料 2） 

研究課題 1 ～ 5 年 6 ～ 10 年 
化学転換 
ガス分離技術 
液化プロセス 

8% 
20% 
14% 

8% 
20% 
9% 

電気分解 22% 27% 
新しい生産手法の開拓 20% 20% 
基礎・横断的研究 16% 16% 

 

1.2 水素貯蔵と配送 
表 2 今後 10 年の水素貯蔵・配送分野における優先研究予算配分（出典：資料 2） 

研究課題 1 ～ 5 年 6 ～ 10 年 
交通輸送用可逆性貯蔵システム 26% 23% 
移動・設置（カートリッジ）、補給（自動車）

スタンドの水素管理 
10% 11% 

オンサイト生産における水素貯蔵 10% 10% 
パイプライン・インフラ 9% 11% 
システム分析とネットワーク戦略 5% 5% 
携帯用に関する可逆と非可逆貯蔵 15% 15% 
液体水素インフラ用コンポーネントとボイル

オフ削減 
9% 9% 

基礎・横断的研究 16% 16% 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート981号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/981/
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1.3 定置用 
定置用については、10kW 以下の住宅用には固体高分子形燃料電池 PEFC が開発対象、

100kW級には、固体酸化物型燃料電池SOFC及び溶融炭酸塩型燃料電池MCFCが開発対象。 
 
表 3 定置用燃料電池技術開発の主要段階における性能と品質目標（出典：資料 2） 

1-10kW（住宅用）定置利用 
タイムフレーム 2006-2008 2007-2010 2009-2012 
発電効率 30% 32% 34% 
使用開始時の総合効率 >70% 75% 80% 
システム・コスト（ユーロ／kW） 20.000 10.000 4.000 
スタック寿命 
（使用開始時の 90%以上の性能維持時間） 

3.000 5.000 >10.000 

～100kW(地域／産業用)定置利用 
発電効率 45% 50% 60% 
使用開始時の総合効率 75% 80% 85% 
システム・コスト（ユーロ／kW） 12.000 4.000 1.500 
スタック劣化（対 1000 時間） <1% <<1% <<1% 
1MW 規模に関しては、このタイムフレームでの有意味な目標値は出せない。 

 

1.4 輸送用 
固体高分子形燃料電池 PEFC が開発対象。 
 
表 4 輸送用第二世代燃料電池の 2015 年時点での技術目標（出典：資料 2） 

仕様 目標 
運転可能気温 大気温度-25℃から+45℃ 
エネルギー効率 低圧空気供給、低加湿、小型の電気貯蔵デバイスを使用するハイブリッド・タイ

プにおける全体エネルギー効率 40%以上 
自律走行距離 400km 以上 
コスト削減 100 ユーロ／kW 以下にまで（年間生産量 15 万ユニットとして） 
ライフタイム 低 5000 時間 
コンパクト化 100kW システムで、1.5kg/kW、1.5L/kW（電気駆動部と水素貯蔵を含まず） 

 
1.5 携帯用 
固体高分子形燃料電池 PEFC が開発対象。 
 
表 5 ポータブル型 50 W 以下及び 500～5 kW 燃料電池の代表的仕様（出典：資料 2） 

仕様 単位 50 W 以下 500W～5 kW 
出力密度(重量比)  W/Kg 300 500 
出力密度(体積比) W/l 200 400 
エネルギー密度 Wh/l 1,000 - 
発電効率 % - >35 
コスト（防衛・産業用） ユーロ/W - 3 
コスト（市販用） ユーロ/W 1～2 0.5 
ライフタイム（防衛・産業用） h - 5,000 
ライフタイム（市販用） h 5,000 2,000 
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2．水素・燃料電池 JTI メンバー 
企業・機関名 業種 参加分野 国籍 

BMW 自動車メーカー 輸送用 ドイツ 
BOSCH 自動車機器、産業機器、建築

機器等製造メーカー 
輸送用/携帯用/定置用 ドイツ 

CITY STATE OF HAMBURG 地方自治体 － ドイツ 
DAIMLER CHRYSLER 自動車メーカー 輸送用 ドイツ 
EWE 電力会社 定置用 ドイツ 
HOCHBAHN 公共交通機関 輸送用 ドイツ 
IWV - Forschungszentrum 
Jülich 

研究機関 － ドイツ 

MTU CFC Solutions 燃料電池製造メーカー 定置用 ドイツ 
NUCELLSYS 中小企業 携帯用 ドイツ 
PEMEAS 中小企業 携帯用/定置用 ドイツ 
SIEMENS 電気通信メーカー 定置用 ドイツ 
SIEMENS VDO 自動車部品製造メーカー 輸送用 ドイツ 
VAILLANT GROUP 冷暖房機器製造メーカー 定置用 ドイツ 
VATTENFALL 電力会社 定置用/輸送用 ドイツ 
VOLKSWAGEN 自動車メーカー 輸送用 ドイツ 
ANSALDO (Finnmeccanica) 運輸・エネルギー研究企業 輸送用/定置用 イタリア 
Ferrovie dello Stato 鉄道会社 輸送用 イタリア 
FIAT 自動車メーカー 輸送用 イタリア 
HYDRO-GEN 中小企業 水素製造 イタリア 
NUVERA 燃料電池開発会社 携帯用/定置用 イタリア 
REGIONE LOMBARDIA 地方自治体 － イタリア 
RICERCA 中小企業 水素製造 イタリア 
SAPIO 水素製造企業 水素製造 イタリア 
SOL ガス技術部門企業 水素製造 イタリア 
AIR PRODUCTS ガス・化学品製造メーカー 水素製造 英国 
BP オイルメーカー 水素製造 英国 
CFCL – Ceramic Fuel Cells 
Ltd. 

燃料電池開発会社 定置用 英国 

Greater London Authority 地方自治体 － 英国 
JOHNSON MATTHEY マテリアル製造メーカー 携帯用/定置用 英国 
INTELLIGENT ENERGY 燃料電池技術開発企業 携帯用/定置用 英国 
ROLLS ROYCE 自動車メーカー 定置用 英国 
AIR LIQUIDE 工業ガスメーカー 水素製造 フランス 
CEA – Commissariat à 
l’Energie Atomique 

研究機関 定置用 フランス 

EADS 航空宇宙・防衛産業企業 輸送用 フランス 
GAZ DE FRANCE ガス供給会社 水素製造／定置用 フランス 
TOTAL オイルメーカー 水素製造 フランス 
ABENGOA エンジニアリング会社 水素製造 スペイン 
AUTOJUNTAS - AJUSA 自動車部品製造メーカー 輸送用 スペイン 
ELCOGAS 欧州電力会社・メーカーコン

ソーシアム 
定置用 スペイン 

ACCIONA ENERGIA SA 再生可能エネルギー会社 定置用 スペイン 
NTDA Energia 中小企業 水素製造 スペイン 
HYDROGENICS 燃料電池メーカー 定置用/携帯用 ベルギー 
UMICORE 非鉄金属精錬メーカー 輸送用/定置用/携帯用 ベルギー 
VITO 研究機関 － ベルギー 
ATHENS PUBLIC 
TRANSPORT 

公共交通機関 輸送用 ギリシャ 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート981号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/981/
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HELBIO 中小企業 定置用/携帯用 ギリシャ 
GREEK PUBLIC POWER 
CORPORATION 

電力公社 定置用 ギリシャ 

MAGNA STEYR 自動車部品製造メーカー 輸送用 オーストリア

SALZBURG AG エネルギー供給会社 定置用 オーストリア

FORTUM エネルギー会社 定置用 フィンランド

WARTSILA 舶用エンジンメーカー 輸送用 フィンランド

ECN 研究機関 － オランダ 
SHELL HYDROGEN 水素関連ビジネス統括会社 水素製造 オランダ 
TOPSOE FUEL CELL 燃料電池製造メーカー 定置用 デンマーク 
EoN 電力会社 定置用 スウェーデン

HYDRO エネルギー会社 水素製造 ノルウェー 
GM EUROPE 自動車メーカー 輸送用 スイス 
FORD OTOSAN - OEM 自動車メーカー 輸送用 トルコ 
DOMEL モーター製造メーカー 輸送用/定置用 スロベニア 

                        
参考資料  

 

1．NEDO 海外レポート No.971, 2006.1.25「欧州における燃料電池及び水素利用の研究開

発の動向―平成 16 年度 NEDO 成果報告書より― 
2．European Hydrogen & Fuel Cell Technology Platform: Strategic Research Agenda July 

2005 http://www.HFPeurope.org 
３． European Hydrogen & Fuel Cell Technology Platform: Deployment Strategy August 

2005 http://www.HFPeurope.org 
４． European Hydrogen & Fuel Cell Technology Platform: Deployment Strategy – 

Progress Report 2005 October 2005 http://www.HFPeurope.org 
５． Report on European Technology Platforms and Joint Technology Initiatives:Fostering 

Public-private R&D Partnerships to Boost Europe’s Industrial Competitiveness, 
Brussels,10.6.2005 SEC(2005)800 

６．European Hydrogen & Fuel Cell Technology Platform: Report – Joint Technology 
Initiative Member Status & Associate Status Letters 9 May 2006  
http://www.HFPeurope.org 
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【水素・燃料電池特集】 
 

エネルギー省長官、水素・燃料電池技術諮問委員会のメンバーを発表 
 

NEDO ワシントン事務所 
松山貴代子 

 
Samuel Bodman エネルギー省（DOE）長官は 6 月 20 日、水素・燃料電池技術開

発に係わる問題に関して DOE 長官に率直な助言を行う、水素・燃料電池技術諮問委

員会（Hydrogen and Fuel Cell Technical Advisory Committee = HTAC）のメンバー

を発表した。HTAC の創設は、2005 年 8 月 8 日に成立した『2005 年エネルギー政策

法（Energy Policy Act of 2005）』の第 8 条注 1第 807 項に定められているもので、DOE
のエネルギー効率化・再生可能エネルギー部（EERE）では、多方面からバランスの

とれたメンバーを選定するため、昨年 11 月 23 日の連邦政府官報に HTAC メンバーの

推薦を求める公示を掲載、2006 年 1 月 23 日まで候補者を募集していた。Bodman 長

官が発表した 25 名は、100 名以上の候補者の中から選ばれたもので、産業界、学界、

専門職団体、政府機関、金融機関、環境保護団体、水素安全問題専門家といった各部

門を代表するメンバーとなっている。 
 
 
産業界 

Larry Bawden 氏 Jadoo Power Systems 社 社長（兼） 高経営責任者 
Mark Chernoby 氏 ダイムラー・クライスラー社 先進自動車技術担当副社長 
Uma Chowdhry 女史 デュポン 技術工学部長 
John Hofmeister 氏 シェル石油 社長 
Art Katsaros 氏 Air Products & Chemicals 社 開発・技術担当部長 
Dan Keuter 氏 Entergy Nuclear 社 副社長 
Bryon McCormick 氏 ゼネラルモーターズ 燃料電池活動担当理事 
Ian Purtle 氏 Cargill 社 本社副社長 
Micael Ramage 氏 エクソン・モービル社 行政顧問 
James Reinsch 氏 ベクテル電力 上級副社長 
Roger Saillant 氏 Plug Power 社 社長（兼） 高経営責任者 
Kathleen Taylor 女史 ゼネラルモーターズの材料プロセス研究所 元所長 
Jan van Dokkum 氏 UTC Power 社 社長 
John Wootten 氏 ピーボディ・エネルギー社 環境技術担当元副社長 

                                                  
注 1 同第 8 条は、『2005 年スパーク・M・マツナガ水素法（Spark M. Matsunaga Hydrogen Act 

of 2005）』とも呼ばれる。 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート981号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/981/
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学 界 
Millie Dresselhaus 博士 マサチューセッツ工科大学 教授 
Gerry Richmond 博士 オレゴン大学 Noyes（ノーイズ基金受賞）化学教授 

政府機関 
John Bresland 氏 米化学物質安全性委員会（U.S. Chemical Safety Board）委員

Alan Lloyd 博士 カリフォルニア環境保護庁 元長官 
Rand Napoli 氏 フロリダ州消防隊本部（Florida State Fire Marshal） 部長

専門職団体 
Mike Mudd 氏 FutureGen Industrial Alliance 高経営責任者 

金融機関 
Robert Shaw 氏 Arete 社 社長 
J. Craig Venter 氏 J. Craig Benter Institute 創設者（兼）社長 
Gregory Vesey 氏 シェブロン・テクノロジー・ベンチャー 社長 

非営利環境団体 
David Friedman 氏 憂慮する科学者同盟（UCS） クリーン自動車研究担当部長

ロビー団体 
Robert Walker 氏 Wexler & Walker 公共政策アソシエーツ 会長 

（DOE のプレスリリースをもとに NEDO ワシントン事務所作成） 
 
水素の研究・開発・普及は、ブッシュ大統領の先進エネルギー・イニシアティブ

（Advanced Energy Initiative = AEI）の柱であり、大統領はこのプログラムに 2007 年度

予算案で 2006 年度比 55%増の 2 億 1,500 万ドルを要求している。DOE の長期エネルギ

ー安全保障戦略の鍵でもある水素に関し、そのプログラムや活動、および、安全面・経済

面・環境面での問題について DOE 長官に助言を行う技術諮問委員会が設置されたのは、

今回が初めてのことではない。 
 

1990 年には、米国の水素研究開発 5 ヵ年計画を明示すると共に、水素技術諮問委員会

（Hydrogen Technical Advisory Panel = HTAP）の創設を定める『1990 年スパーク・M・

マツナガ水素研究開発実証法（Spark M. Matsunaga Hydrogen, Research, Development 
and Demonstration Act of 1990 ：以下、「1990 年マツナガ水素法」）』が制定された。

HTAP は 1992 年の発足以来、①国家エネルギーアジェンダの重要要素として水素の認知

度を上げること；②DOE に水素の研究開発（R&D）活動で助言することを二大目標とし

て掲げ、1995 年には水素プログラムの 20 年プランを概説する『グリーン水素レポート

（Green Hydrogen Report）』を発表している。HTAP は 1996 年に成立した『水素将来法

（Hydrogen Future Act）』で再認可され、2002 年までは活動を続けたものの、「1990 年

マツナガ水素法」を更に 5 年間再認可するという 『2001 年ロバート・ウォーカーおよび

ジョージ・ブラウン水素エネルギー法案（Robert S. Walker and George E. Brown, Jr. 
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Hydrogen Energy Act of 2001：以下、「2001 年ウォーカー＆ブラウン水素法案」）』注 2の

可決がならず、HTAP は 2002 年以降、事実上消滅してしまった。 
 
この「2001 年ウォーカー&ブラウン水素法案」の第 2209 項（諮問委員会に関する

条項）注 3を読むと、HTAP の機能を見直す動きは 2001 年に既に起こっていたのでは

ないかという印象を受ける。HTAP に対してプログラム面での支援を 2001～2002 年

に提供した Christopher Bordeaux 氏によると、同条項が HTAP の単なる再認可では

なく、全米アカデミーに新たな諮問委員会の創設を求める条文となった背景には、①

ブッシュ新大統領就任（2001 年 1 月）によって水素 R&D の目的や範囲が新たな見地

で評価されるようになったこと；②DOE 水素 R&D プログラムを査定評価していた全

米科学アカデミーが批判的見解を出し、プログラム全体の再評価を開始した注 4 こと、

があったという。 
 

Bodman 長官によるメンバー指名で正式に発足する HTAC は、その前身にあたる HTAP
が水素 R&D プログラムのみを対象としていたのに対し、水素と密接な関連がある燃料電

池技術をも取り上げることになる。このため、HTAC メンバーは、HTAP 時代注 5 よりも

増えて、『2005 年エネルギー政策法』第 8 条が認める 大定員の 25 名構成となっている。

Christopher Bordeaux 氏は、HTAC と HTAP のメンバー構成に見られる 大の違いは、

HTAC がエネルギー供給会社や燃料電池メーカーの代表を含んでいることだと指摘する。 
 

HTAC メンバーは年二回、首都ワシントンで全体会合を行う見通しであるが、具体的な

議題項目を取り上げる小委員会はそれよりも頻繁に開催される可能性があるという。

HTAC はここ数ヵ月の内に第一回会合を開催して議長を選出することになるが、どの分野

                                                  
注 2 「2001 年ウォーカー&ブラウン水素法案」は 2001 年 6 月 14 日に、Ken Calvert 下院議員

（共和党、カリフォルニア州）によって提出されたもので、 終的には第 107 議会に提出さ

れた他の 18 本のエネルギー法案と一括され、『北極圏野生生物保護区域法案（Arctic 
National Wildlife Refuge bill：下院第 4 号議案）』にとりまとめられた。2002 年には上院

と下院がエネルギー法案をすり合わせるべく、上下両院協議会を数回開催したが、妥協に至

ることが出来ず、「2001 年ウォーカー&ブラウン水素法案」を含んだ包括エネルギー法案は

自然消滅した。 
注 3 同第 2209 項は、「DOE 長官は、同法令（1990 年マツナガ水素法）の定めるプログラムや

活動の進捗状況に関して評価と助言を行うため、全米科学アカデミーおよび全米工学アカデ

ミー（National Academies of Science and Engineering）と適切な合意を締結して、産業界、

学界、政府研究所、金融機関、環境保護団体、その他機関の専門家で構成された諮問委員会

を創設すべきである。」と定めている。 
注 4 全米科学アカデミーの行った再評価の結果はその後、『水素経済：機会、コスト、課題、

および、研究開発ニーズ（Hydrogen Economy: Opportunities, Costs, Barriers, and R&D 
Needs）』という報告書にまとめられ、2004 年 2 月に発表された。 

注 5 HTAP で第二代目の議長を務めたハワイ大学の Patrick Takahashi 教授によると、HTAP
のメンバーは 12 名であったという。 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート981号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/981/
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からの代表が HTAC の初代議長に選出される注 6のか、関心をそそられるところである。 
＜参考文献＞ 
 
“Hydrogen Technical Advisory Panel 1992-2001: Analysis of a Past Chairman” by 

Dave Nahmias in the NHA News: Autumn 2001.  
“Developments in Hydrogen Production, Technology and Use Under the Energy Policy 

Act of 2005” by Michael J. Connolly: November 15, 2005. 
  
 
＜付録＞ 
 
EPACT 第 8 条第 807 項 「技術諮問委員会（Technical Advisory Committee）」 
 

（a） 第 8 条の定めるプログラムや活動注 7に関して DOE 長官に助言を行うため、

水素・燃料電池技術諮問委員会（Hydrogen Technical and Fuel Cell Advisory 
Committee）を創設する。 

（b） メンバーシップ 
（1）技術諮問委員会は、12 名以上 25 名以下のメンバーで構成されるものとす

る。DOE 長官は、技術諮問委員会メンバーに必要であると DOE が考える

専門知識他の条件、および、諮問委員会のニーズに基づき、産業界、学界、

専門職団体、政府機関、連邦研究所、過去の諮問委員会、金融機関、環境保

護団体、その他の適切な組織を代表するメンバーを指名するものとする。 
（2）技術諮問委員会メンバーの任期は 3 年以内とする。DOE 長官は、技術諮

問委員会の機能が断続的とならぬよう、メンバーの任期が一定間隔をあけて

交互に満期となるように設定注 8する。DOE 長官は、任期が満期終了となっ

た HTAC メンバーを再指名することが出来る。 
（3）HTAC は、メンバーの中から議長を 1 名選出するものとする。 

                                                  
注 6 因みに、HTAP の議長は、初代が電力研究所（Electric Power Research Institute = EPRI）   

の James Birk 博士、第二代がハワイ大学の Patrick Takahashi 博士、第三代が当時カリフ

ォルニア州大気資源局（CARB）の共同議長であった Alan Lloyd 博士、第四代が Dave 
Nahmias & Associates 社の Dave Nahmias 氏、第五代が EPRI の John O’Sullivan 博士。 

注 7 第 8 条第 803 項では、（1）多様なエネルギー源からの水素製造；（2）業務用・産業用・

家庭用発電への水素利用；（3）水素または水素担体燃料の安全な配送；（4）先進自動車技

術；（5）水素または水素担体燃料の貯蔵；（6）安全で耐久性があり、価格が手頃で効率の

優れた燃料電池の開発；（7）民間部門との協議後、水素・水素担体燃料・関連製品の製造・

配送・貯蔵・使用のために必要な規格や安全対策、に取り組むプログラム、と定めている。 
注 8 2006 年 6 月 20 日の DOE プレスリリースによると、HTAC メンバーの任期は 1 年から 3

年で、他の候補者にも各々の専門知識を提供し、HTAC メンバーとして貢献する機会を与え

るため、毎年、メンバーの約 3 分の 1 を交代させる予定であるという。 
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（c） HTAC は、（i）第 8 条第 807 項の定めるプログラムと活動の実施；（ii）
水素エネルギーの生産・送配・貯蔵・使用技術、および、燃料電池の安全面・

経済面・環境面での影響；（iii）第 804 項の定めるプラン、を見直して、DOE
長官に提言するものとする。 

（d） DOE 長官は、技術諮問委員会の提言を検討するものの、これを必ずしも採

用する必要はないものとする。DOE 長官は 2 年毎に、技術諮問委員会の提言

を詳述する報告書を議会に提出する。報告書では、DOE 長官がどのように提言

を実施中または実施予定であるのかを説明し、更に、実施されない提言に関し

てはその理由を説明するものとする。報告書は大統領予算提案と一緒に提出す

る。 
（e） DOE 長官は、技術諮問委員会が第 8 条の定める責務を実行するために必要な

資源を、長官の判断で提供するものとする。 
 

 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート981号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/981/
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【水素・燃料電池特集】 
 

ロスアラモスと NEDO および AIST が 
新しい水素技術と燃料電池に関する研究協力（米国） 

 
ロスアラモス国立研究所は、日本の新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)

および産業技術総合研究所(AIST)との間の燃料電池と水素技術の開発に関する協力の

誕生を発表した。 
 

近、覚書によって正式なものとされたこの提携は、ロスアラモス国立研究所水素・

燃料電池研究所、NEDO 燃料電池・水素技術開発部および AIST 固体高分子形燃料電

池先端基盤研究センターとの間での、情報共有とより一層の情報交換および会議や共

同出版を含んで、水素動力自動車の重要な技術的側面をカバーする研究所間協力が期

待される。 
 
「この協力が発展することになり、非常に喜ばしい。もし我々が人類の化石燃料依

存を特に輸送分野で減少させなければならないならば、この分野の 高の研究者グル

ープと我々が協力することは重大なことである。 
 
NEDO と AIST からの科学者は、確かにこの協力に価値をもたらすであろう、我々

は彼等と研究することを非常に楽しみにしている」とロスアラモス国立研究所を代表

して覚書に署名した戦略研究担当副所長のテリー・ウォーレスは挨拶した。 
 
「この提携の強さは、共有される利益および既存の関係の両方による。日本は米国

と共に"国際水素経済協力(International Partnership for the Hydrogen Economy)"の
メンバーであり、金属水素化物貯蔵装置および高分子電解質膜(PEM)燃料電池の改良

において特に活動的である。 
 
ロスアラモス国立研究所は、20 年間以上、PEM 燃料電池技術に関する開発のリー

ダーで、現在、DOE の"化学水素貯蔵中核研究機関"を先導している」とロスアラモス

国立研究所水素・燃料電池研究所責任者のウィリアム・トゥーマは語った。 
 
ロスアラモス国立研究所は既に日本の研究グループによる何回かの訪問を受け入れ、

また、数人のロスアラモス職員がこの冬に日本で招待講演を行ったことに、トゥーマ

は言及した。両国の研究者は、燃料電池の耐久性や水素貯蔵問題に関するワークショ

ップの実施をこの夏に計画している。 
 
ロスアラモス国立研究所水素・燃料電池研究所は、化学部および材料科学技術部の



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.981,  2006.7.5 

17 

間の連携として 2004 年に組織されている。 
 
水素・燃料電池研究所は、ロスアラモスを横断して水素と燃料電池の研究計画を調

整し、ロスアラモスのユニークな燃料電池に関する機能および施設への利用を改善し、

水素エネルギー研究分野の質の高い入門レベルや上級スタッフを引きつける研究所の

能力を向上させるために作られた。 
以 上 

翻訳：NEDO 情報・システム部 
(出典： 
http://www.lanl.gov/news/index.php?fuseaction=home.story&story_id=8420 ) 

 
 
 
注）上記の記事は米国側のプレス発表資料です。日本側の NEDO・AIST のプレス発

表資料は下記をご覧下さい。 
 
「米国ロスアラモス国立研究所と燃料電池・水素技術開発分野における情報交換に関す

る覚書を締結」 
  http://www.nedo.go.jp/informations/press/180525_1/180525_1.html

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート981号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/981/
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【水素・燃料電池特集】 

 

DOE が燃料電池の商業化を推進するプロジェクトを発表 
 
米国エネルギー省（DOE）は 6 月 1 日、固体電解質型燃料電池（solid-oxide fuel cell：

SOFC）技術の開発をさらに進めるための 6 つの研究開発プロジェクトを発表した。

これにより、同技術は商業化に向けてさらなる一歩を踏み出すことになる。これらの

プロジェクトは DOE の SECA1 (Solid State Energy Conversion Alliance：固体電解

質型燃料電池の商業化)の一環として行われるものであり、すでに行われた第一期

（PhaseⅠ）の研究を基盤として、効率的で低コストのゼロ・エミッションに近い

SOFC システムの開発を支援する。 
 
「選ばれたプロジェクトは、ブッシュ大統領が掲げる水素と気候に関する一連のイ

ニシアティブをさらに推し進めるものである。これらのイニシアティブは、未来の燃

料電池が担う重要な役割を描いている」と DOE 化石エネルギー局の Jeffrey Jarrett
次官補は述べる。「これらのプロジェクトにより、ゼロ・エミッションの石炭発電所の

開発を目指す「FutureGen2」イニシアティブの中で燃料電池を活用するという 終的

な目標に向けて、燃料電池の技術開発がさらに推し進められることが期待される。」 
 
第二期中核技術プログラム（Phase II Core Technology Program3）の下で行われる

これらのプロジェクトは材料と燃料加工に関するものであり、2010 年までに SOFC
発電システムを商業的採算に見合う水準（$400/kW）にするという SECA の目標を達

成するために必要な技術を提供する。この目標に到達することにより、燃料電池は従

来の発電システムと経済的に競合することが可能になる。 
 
SECA が 終的に目指すのは、FutureGen における燃料電池の活用である。

FutureGen は、石炭による世界で もクリーンな発電所の開発計画であり、 も豊富

な資源でありながら十分に活用されていない石炭を実質的に無公害とするものである。

また、燃料電池の技術が持つこのような利点は、商用や軍用などの幅広い市場におい

て定置用および可搬用への応用を可能にするものである。 
 
1999 年に発足した SECA は、政府、民間および科学界の連携によるプロジェクト

であり、石炭ガス、天然ガス、そして水素で作動する低コストでゼロ・エミッション

に近いモジュラー式の SOFC 発電システムの開発を目標としている。中核技術プログ

                                                  
1 http://www.netl.doe.gov/seca/ 
2 http://www.fossil.energy.gov/programs/powersystems/futuregen/ 
3 http://www.netl.doe.gov/seca/core-tech.html 
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ラムの担当チームは、SECA の 6 つの産業チーム（Industry Teams4）に共通する技

術的課題の根幹をなす研究開発に取り組んでおり、作業の重複による無駄を回避して

いる。SECA の産業チームは、中核技術プログラムの各チームが結集した創意をさら

に発展させ、燃料電池の革新的な設計を独自に追求しており、それぞれが異なる方法・

技術を用いながら燃料電池が抱える技術的課題の解決に向けて取り組んでいる。この

ように、SECA は革新性に富み、競争により機能していることから、非常に早い時期

における目標達成を可能にしている。 
 
燃料電池は非常に効率性の高い電気化学的装置であり、熱機関を間に入れることな

く燃料の化学エネルギーを電気エネルギーに直接変換することができる。燃料電池は、

水素（化石燃料あるいは再生可能なエネルギー源から抽出される）と酸素の電気化学

反応によって電気を作り出す。燃料電池は電池とほぼ同じように電気の流れを作り出

すが、電池とは異なり燃料が供給される限り何年でも持続的に運転させることができ

るという大きな利点を持っている。 
 
SECA は、DOE の国立エネルギー技術研究所（National Energy Technology 

Laboratory）によって運営されている。第二期において選定された 6 つのプロジェク

トの総額は約 115 万ドルであり、これには採用されたプロジェクト実施団体が負担す

る 低 20%の費用が含まれる。選抜されたプロジェクトは以下のとおりである。 
 

・ ジョージア工科大学（Georgia Institute of Technology） 

SOFC の硫黄被毒に関する評価とキャラクタリゼーションに焦点を置き、将来的

に予想される燃料中の低い硫化水素濃度に対する長期的な性能安定性の評価に重

点的に取り組む。 
DOE の拠出：300,000 ドル 
費用負担：75,000 ドル 
期間：24 ヵ月 

・ ミズーリ大学ローラ校（University of Missouri-Rolla） 

ガラスを基盤とする SOFC のシール開発を継続し、invert silicate glasses に重点

を置く。 
DOE の拠出：100,000 ドル 
費用負担：25,000 ドル 
期間：12 ヵ月 

・ テネシー工科大学（Tennessee Technological University） 

第一期において SOFC のインターコネクター用に開発された新種の合金を 適化

し、SOFC の実際の運転条件で試験を行う。 
DOE の拠出：150,000 ドル 

                                                  
4 http://www.netl.doe.gov/seca/industry.html 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート981号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/981/



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.981,  2006.7.5 

20 

費用負担：37,500 ドル 
期間：12 ヵ月 

・ Arcomac Surface Engineering 社 
第一期において SOFC のインターコネクター用に開発された多層ナノ構造コーテ

ィングの研究をさらに進め、コーティングの組成、機能および安定性の評価に重点

を置く。 
DOE の拠出：100,000 ドル 
費用負担：25,000 ドル 
期間：12 ヵ月 

・ シンシナティ大学（University of Cincinnati） 
第一期で開発された自己回復性（self-healing）ガラス・シールの開発をさらに進

め、長期的な実現可能性の実証を目指す。 
DOE の拠出：200,000 ドル 
費用負担：50,000 ドル 
期間：24 ヵ月 

・ Delevan Inc. dba／Turbine Fuel Technologies 社 
第一期で行われたディーゼル・インジェクターと混合室の技術開発をさらに進め、

インジェクターのパフォーマンス向上を目指す。 
DOE の拠出：300,000 ドル 
費用負担：75,000 ドル 
期間：24 ヵ月 

以上 
翻訳：NEDO 情報・システム部 

（出典：http://fossil.energy.gov/news/techlines/2006/06032-SECA_Phase_II_Awards.html） 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.981,  2006.7.5 

21 

【水素・燃料電池特集】 

 

サンディア国立研究所による水素の基準整備への取り組み(米国) 
 
私達は、自動車にガソリンを補給することを当たり前のように感じている。例えば、

ガソリンのオクタン価を示す公的なラベル、検査証、通りに設置されたガソリンスタン

ドや燃料タンクなどはお馴染みの光景である。一方、目に見えない規格・基準は、自動

車を利用する私達の多くが考えてもみないような行政上の安全をもたらしてくれる。 
 
現在、将来の水素ステーションのための規格・基準作りが進められており、サンデ

ィア国立研究所はその一翼を担っている。 
 
米エネルギー省（DOE）は、国立研究所が一丸となって取り組んでいる水素経済を

構成する要素の一つとしてこれらの基準を位置づけている、とサンディア（カリフォ

ルニア）国立研究所の熱／流体科学工学部長の Chris Moen は述べる。 
 
「安全と規格・基準に関するプログラムを構成する要素には、調整に関する部分と

研究開発に関する部分がある。私達は研究開発に関する方を担当しており、私はこの

領域に面白味を感じている」と Chris は語る。 
 
この取り組み全体の中で、国立再生可能エネルギー研究所は国内の安全基準に取り

組んでおり、ロスアラモス国立研究所は国際的な安全基準を担当している。「これらの

領域はコンセンサス形成を大いに必要とする」と Chris は言う。「サンディア国立研究

所は、規格・基準の整備につながる技術的な情報の提供に努めている。」 
 

終的には、可能な限り国際基準と調和した適切な国内基準を整備することが目標

である。 
 
サンディア国立研究所は、偶発的な水素漏洩の問題を扱っており、大規模な高圧下

の漏れまたは小規模な漏れを理解するための科学技術に取り組んでいる。また、同研

究所は漏洩検知センサーの開発などの漏洩対策にも力を入れている。今年、サンディ

ア国立研究所は約 150 万ドルの予算を組み、規格・基準の研究を進める予定である。 
 
「私達は、規格・基準の作成に携わる人々に協力し、彼らが適切な情報を得ること

ができるように努めている」と Chris は言う。すでに産業界では水素に関する基準が

ある程度存在している。「精製所を建設する場合、タンクと周囲の建物をどれくらい離

して設置するか等の基準がある」と Chris は説明する。しかし、一般市民が日常的に

水素を取り扱う場合を想定した基準は取り決められていない。将来の水素経済では、

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート981号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/981/
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このような基準が存在するようになる可能性が高い。 
 
様々な出資者 

サンディア国立研究所の研究に対する出資者は、規格・基準の整備に携わる諸機関

であり、これらの機関は技術的に妥当な基準の作成に取り組んでいる。この他、相手

先商標製品製造会社（OEM）とエネルギー会社も出資者であり、彼らは製品の商業化

が可能かどうかという視点で基準を捉える傾向にある。汚染と石油を伴わない自動車

の開発を目指す DOE の FreedomCAR および燃料イニシアティブの下では、産業界か

らの専門家による技術チームも設置されている。「私達のすることは全て OEM とエ

ネルギー会社の調査を受けることになっているため、私達は彼らにとって何が重要で

あるかを把握することができる」と Chris は説明する。 
 
2003 年、サンディア国立研究所の研究者達は噴出タイプの偶発的な水素漏洩に関す

る研究に着手した。圧力条件 2,500 および 6,000psi での実験がカリフォルニア州リバー

モア東方にあるスタンフォード研究所（SRI）の燃焼施設で実施され、噴出特性が測定

された。「私達にとっての 優先事項の一つは、燃料補給所の機器類を設置する際にど

れくらいの距離を確保する必要があるかという問題だった」と Chris は語る。「水素の

噴射は火災の原因になる恐れがあるが、これに関する情報は不十分であった。」 
 
小規模な実験 

サンディア国立研究所は、ICC（International Code Council：国際基準評議会）と

共同でこの実験を行った。同研究所の担当者らは米国防火協会（National Fire 
Protection Association）にも協力を呼びかけ、同協会に実験のデータを提出した。 
 
次は、髪の毛ほどの細い亀裂や O リング、接続金具、取り付け部品類からの小規模

な漏洩への取り組みに移行する。サンディア国立研究所は燃焼研究施設（Combustion 
Research Facility：CRF）でこれらの実験を行う予定であり、Bob Schefer が研究責

任者を務める予定である。Bill Houf は実験データに基づいた工学モデルの作成を担当

する。工学モデルは偶発的な漏洩による結果を迅速に定量化するために利用される。 
 
サンディア国立研究所は、金属材料と水素の相互作用を分析することを通して、将

来の標準にも貢献している。一般的に、水素分子は金属の表面で解離して金属中に拡

散し、金属特性に影響を与える。多くの場合、金属は脆くなり強度が低下する。 
 
サンディア国立研究所は、このような適合性の問題に関する技術的な手引書を作成

した。これは、金属容器への水素貯蔵に関する同研究所の 40 年にわたる経験を基盤と

しており、査読を受けた既刊の文献も利用している。手引書の作成は、研究所職員の

冶金学者 Brian Somerday と Chris San Marchi が担当した。彼らは、様々な品質の
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鋼鉄などの材料が持つ適合性の問題についてウェブサイト∗で詳述しており、水素利用

のための構造設計に関する基準を作成する人々が利用できるようになっている。「国

防プログラム（Defense Programs）で明らかになった水素の適合性はこのプロジェク

トにすべて応用することができる」と Chris は述べる。 
 
サンディア国立研究所は、米国機械学会（American Society of Mechanical 

Engineers）と共同で種類の異なる圧力容器材料の基準整備に取り組んでいる他、CSA
とも協力関係にある。「私達は、水素が他の材料にどのように作用するかを理解したい

と考えている」と Chris は語る。 
 
独自の設備 

このような好機を得て、サンディア国立研究所の可能性はさらに広がっている。現

時点ではデータが存在しない材料試験の領域における貢献なども期待される。水素を

補給する際に予想される圧力は 10,000～15,000psi である。これは高圧下で水素原子

が容器の金属と反応することを意味する。「ここには国防プログラムで使用している

独自の設備も備えられており、私達はこれらを規格・基準プロジェクトのデータ整備

にも活用している」と Chris は語る。「 大 30,000psi の圧力条件で静圧下における亀

裂成長の試験を行うことが可能であり、相互作用の理解に役立てることができる。」高

圧下における繰り返し加圧試験についても検討の余地がある。 
以上 

翻訳：NEDO 情報・システム部 
（出典：http://www.sandia.gov/LabNews/060331.html#one） 

                                                  
∗ http://www.ca.sandia.gov/matlsTechRef 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
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【水素・燃料電池特集】 

国立標準技術研究所の住宅用燃料電池評価法の改善案（米国） 
 
米国立標準技術研究所(NIST)で開発された住宅用燃料電池の新しい性能評価システ

ムは、将来の購入者が代替燃料技術の経済的価値を評価することを支援することがで

きる。 
 
現在、電力生産のために天然ガスやプロパンからの水素と大気からの酸素を結びつ

ける住宅用燃料電池が開発されている。住宅所有者は、1 台の住宅用燃料電池で必要

なエネルギーのすべてを満足させることができ、ある場合には過剰エネルギーを公益

事業に売ることさえもできるであろう。 
 
現在、燃料電池システムの性能を測定するために、PTC50(ASME 標準)が使用され

ている。しかし、PTC50 は暖房や冷房需要の季節的変化あるいは住宅の急速な電力需

要などが考慮に入れられていない。 
 
PTC50 標準と消費者が燃料電池設置に関する経済決定を下すために必要な情報と

の間のギャップを埋めるために、NIST の研究者は、消費者が 6 つの異なる地理的地

域における異なる気候条件での、4 つの異なるタイプの住宅用燃料電池の経済的性能

を評価することを支援するために、試験および評価法*を提案した。 
 
この評価法は、生産された年間電力量、燃料消費、もたらされた生活用温水および

室内暖房用の熱エネルギー、および住宅燃料電池システムによって使用される水に関

する情報を提供する。 
 
研究された 4 つの燃料電池タイプは、 

 
1．住宅自体によって使用されるすべての発電電力を持ち電力グリッドと独立して作

動するシステム、 
2．電力グリッドに接続されたシステム、電力出力は一定に維持され超過電力は公益

事業に売却される、 
3．暖房用の熱と生活用温水システムで、燃料電池電源が不足したときに補足するた

めに必要な時に電力グリッドに接続される、 
4．3 と同じタイプであるがより小規模なシステムで主として温水を使用する、を含

んでいる。 
 
NIST テスト方法および性能評価手順は、6 ヵ所のエネルギー省(DOE)指定気候ゾー
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ン内の以下の代表的な都市にあるプロトタイプ住宅での、冬、秋/春、夏の 3 日間の建

物エネルギー・シミュレーション結果を使用している。 
 
シミュレーションを行った 6 都市は、ジャクソンビル(フロリダ州)、チャールスト

ン(サウスカロライナ州)、メンフィス(テネシー州)、ピッツバーグ(ペンシルバニア州)、
ミネアポリス(ミネソタ州)、そしてアストリア(オレゴン州)が選ばれている。 

 
NIST 研究者は、2006 年夏に、標準機構にこのテスト法および性能評価法の手順を

提案する予定である。また多くのメーカーがこの評価法に情報を提供している。 
以 上 

翻訳：NEDO 情報・システム部 
 
*M.WDavis, M.W. Ellis and B.P. Dougherty.：Proposed test methodology and 
performance rating standard for residential fuel cell systems, NISTIR 7131, June, 
2006. www.bfrl.nist.gov/863/ heat_transfer_group/pubs/ NIST_IR_7131.pdf. 

 
(出典：http://www.nist.gov/public_affairs/techbeat/tb2006_0622.htm#cells ) 
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【水素・燃料電池特集】 
 

銅・セラミック固体酸化物による燃料電池開発（米国） 
 

 燃料電池の中で も高い温度で作動するセラミック固体酸化物燃料電池 1 は、排熱

を有効利用することによって効率の高い発電システムを実現することが可能であると

考えられ、その研究開発が続けられている。セラミック固体酸化物燃料電池の作動温

度は 1,000℃にも達するため、その発電システムには金属部品の使用が難しく、主要

材料のセラミックス化が求められる。燃料極材料としては、安定化ジルコニアと酸化

ニッケルの粒子粉末の混合物が用いられるが、セラミック固体酸化物形燃料電池が作

動する過程においてニッケル粒子が徐々に凝集し、燃料極の性能が低下してしまうと

いった問題を抱えている。 
 
米国東海岸に位置するフランクリン社が取り組んでいる固体酸化物形燃料電池の特

徴は、銅・セリア陽極技術を応用することにより、ディーゼルやガソリンといった重

炭化水素燃料（heavy hydrocarbon fuels）を直接使用してもニッケル固体酸化物形燃

料電池が抱える問題を生じることがない点にある。同社がとったユニークな手法とは、

導電性を処理するニッケル／銅の機能と酸化触媒として動作する酸化セリアの機能を

分けることにある（図表 1 参照）。 
同社の有する直接酸化固体酸化物形燃料電池(Direct Oxidation Solid Oxide Fuel 

Cell：DOSOFC)技術では、市場で入手できるどのような種類の炭化水素燃料（液体・

ガス）であっても、燃料電池用に変更することなく直接燃料電池に送りこむことによ

り炭化水素燃料の直接酸化を可能にしている（図表 2 参照）。 

 
   図表 1            図表 2 

                                                  
1 Ceramic Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.981,  2006.7.5 

27 

同社技術により使用することができる燃料として、以下の実績がある（図表 3 参照）。 
・BP/Amoco 93 octane pump Gasoline 
・93 年オクタンガソリン（BP/Amoco 社） 
・Ethanol（エタノール） 
・Propane （プロパン） 
・2006 commercial Diesel（2006 規格ディーゼル燃料） 
・Natural Gas（天然ガス） 
・Butane（ブタン） 
・Methane （メタン） 
・Hexane （ヘキサン） 
・Decane （デカン） 
・Dodecane （ドテカン） 
・Hexadecane （ヘキサデカン） 
・JP-8（空、海軍統合ジェット燃料） 

 

 
図表 3 

 
その際、炭化水素燃料の作り変え、脱硫酸化作用機器が不要、蒸気補填等の手間も

不要であり、燃料電池システムの簡素化、サイズの小型化、コストの低減、保守・メ

ンテナンスの簡素化（したがって安価）といった利点がある。また、内部燃焼と比べ、

2 倍以上のシステム効率が高く、特にディーゼル燃料などを使用した場合、電気効率

56%を得ることができるのが利点である。 
 
同社の技術は米国政府から軍事への応用にも注目されており、2006 年度国防省歳出

法案（Department of Defense Appropriations Act, 2006）に基づき、100 万米ドルの

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
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特別支出金が供与されることが本年 3 月に発表された。同社の技術を軍事用に採用す

ることの主な狙いは、燃料コストの削減、ロジスティックスに要する経費の削減と見

られる。既存の燃料電池では炭化水素燃料、そして硫黄がゼロまたは少ない燃料を使

用する必要があることから、軍事向け用途としては本格的な実用には至っていない。

同社は既に、米海軍向けの開発を手掛けており、現在実施中のプログラムは実質的に

第二段階目となる。 
 
燃料効率の高い条件下での炭化水素燃料によるオペレーションでは、同社は 500 時

間以上の実証経験がある。平均して単体セル動力密度を 50%以上大きくすることによ

り、セルのコストは 2／3 になると見込まれている。従来の固体酸化物燃料電池(SOFC）

方式では、ニッケル陽極が炭化水素燃料に暴露すると瞬時に壊れ、ニッケルは燃料に

含まれる硫黄に非常に敏感でもあるという技術的問題があるが、これらの問題を銅・

セラミック固体酸化物形燃料電池は解決するものと期待されている。 
以 上 

 
参照： 
FRANKLIN FUEL CELLS 

http://www.franklinfuelcells.com/ 
http://www.franklinfuelcells.com/News_pressrelease.htm 

 
 
FUEL CELL TODAY 

http://www.fuelcelltoday.com/FuelCellToday/IndustryInformation/IndustryInfo
rmationExternal/NewsDisplayArticle/0,1602,7445,00.html  
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【水素・燃料電池特集】 

石炭で水素を生産・貯蔵し副産物にバッキーダイアモンド（米国） 
 
無煙炭を使用して水素を生産・貯蔵するプロセスの終わりに、ナノ結晶ダイヤモン

ドが副産物として現れた。 
 
ペンシルベニア州立大学エネルギー・地球環境部のアンジェラ・ルーキングのグル

ープは、カーボンに基いた材料で水素を生産・貯蔵する方法を研究しており、水素の

生産と貯蔵を組合せたプロセスで、副産物としてナノ結晶ダイヤモンドを生み出す方

法を偶然に発見した。この結果は、米国化学会誌 6 月 21 日号*に報告された。 
 
ルーキングと同僚は、粉末無煙炭にシクロヘキセンを加えてスチールボールと共に

ボールミルにかけた。このボールミル混合物からは、グラファイト実験とは異なり、

室温で水素ガスが発生した。この水素ガス放出は、2%の重量減少をもたらした。放出

は約 1 年間も継続し僅かな加熱で増加する。 
 
その後の透過型電子顕微鏡による観測では、グラファイト層のような、玉ねぎに囲

まれたナノ結晶ダイヤモンドのバッキーダイアモンドが見つかった。ナノダイヤモン

ドは、通常、炭素源で TNT を爆発させることにより作成されており、結晶ダイヤモン

ドは産業界で研磨剤やエレクトロニクス応用で大きな需要がある。 
 
このボールミル・プロセスは、ナノダイヤモンドや特にバッキーダイアモンドを製

造する簡単で穏やかな方法を提供する。一度、生成法が理解できればダイヤモンド産

出量を増加させることが出来るであろう、とルーキングは語っている。 
以 上 

翻訳：NEDO 情報・システム部 
*”Combined Hydrogen Production and Storage with Subsequent Carbon Crystallization”, 
Angela D. Lueking, Humberto R. Gutierrez, Dania A. Fonseca, Deepa L. Narayanan, Dirk 
Van Essendelft, Puja Jain, and Caroline E. B. Clifford, J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, pp 
7758 – 7760. 

 (出典：http://live.psu.edu/story/18401 ) 
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【水素・燃料電池特集】 
 

エネルギー・キャリアとしての水素の導入：安全性、規制、 
パブリック・アクセプタンス(EU) 

 
EUでは本年、標記タイトルの報告書1を発行した。この報告書では、水素利用や燃

料電池が進んだ水素経済社会の実現のために解決すべき課題として、1)安全性問題、

2)法規制の整備、3)パブリック・アクセプタンス2を取り上げ、その必要性を言及する

と共に、それらに関して、現行の欧州研究フレームワーク下での取組状況や成果を報

告している。以下ではその概要を紹介する。 
 
1．エネルギー・キャリアとしての水素のための課題：研究の必要性 

 
水素経済はまだ実現していない。実現のためには、多くの技術的、非技術的な障壁

に取り組まなければならない。水素の製造、流通、貯蔵、必要なインフラの準備に関

連する技術的な課題を解決するためには、欧州または世界的に協力して取組む必要が

ある。 
新たな技術を市場に導入させるためには、純粋な技術開発は別として、「非技術障

壁」を正しく認識することが必要である。もしこれに対して、十分に取組まない場合

には、その非技術障壁が、新技術の市場展開を妨げたり、遅らせるかもしれない。 
これについては下記の課題がある。 

 
・水素利用を広く普及させるための規制障壁の克服  
・現行の燃料とは異なる水素の安全性問題の理解、水素の安全性問題を管理するため

の戦略の構築 
・社会的な問題の理解と分析 
 
水素経済が、成功裏かつタイムリーに実現するために、現在は研究を行うことに

優先の重要度がある。以下では、如何に欧州がこれらの重要研究領域に取り組み、課

題解決に貢献しているかを述べる。 
 
 
2．安全性問題 
 
                                                  
1 “Introducing Hydrogen as an energy carrier - Safety, regulatory and public acceptance 

issues – Results from EU Research Framework Programmes” 
2 Public acceptance：「社会的受容性」「PA」などと訳される。円滑に事業の展開や新技術

の導入ができるように、国民的、社会的な理解促進や合意形成を図る活動のこと。   
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水素が、エネルギー・キャリアとして成功するためには、まず経済的に競争力がな

ければならない。そして、個々の技術要素が、製造―流通― 終消費までの全体に亘

り、安全で環境的に受け入れられるエネルギーシステムを提供するインフラによって

結びついている必要がある。 
水素はすでに何十年間にわたり、業務および産業目的で、非常に安全に製造・使用

されてきた。水素は多くの応用分野（例えば、化学プロセス、ロケットの推進剤、飛

行船の浮揚用気体、表面処理、発電機の冷却材、原子力発電の沸騰水槽中で放射線分

解により生じる副産物）で用いられてきた。つまり、歴史的観点から言うと、水素の

安全性研究は散在的に行われてきた。産業界は、大量の水素ガス、精製および化学プ

ラント中の水素ガスについての安全な取り扱いの経験はかなり持っている。 
 
水素は多くの産業用途で広く用いられてきた。しかし、エネルギー・キャリアとし

て期待される一般市民が取り扱う領域での大規模な利用はなかった。通常、これまで

のような業務または産業的な環境では、十分に訓練された要員だけが水素を取り扱っ

てきた。もし水素がエネルギー・キャリアとしてより広く用いられるようになると、

専門外の人間が水素を取り扱うことになるため、これまでとは異なる安全設備や技術

が必要となる。石油やガスなどの既存のエネルギー・キャリアと同様に、水素につい

ても完全に安全を確保する方法はなく、相対的に安全レベルを向上させることのみが

可能である。 
 

現状では、広く認められている安全性の方法論、緩和技術、および安全に関連する

規則に関しての解決策は存在しない。それゆえ、水素のエネルギー・キャリアとして

の導入のためには、安全性分野の研究への取組みが求められる。 
 
水素経済に必要な水素・燃料電池システムや構成部品で、現在稼働中のものは非常

に少ない。したがって、この新しい技術の操作と安全性の観点に関しては、非常に限

られたデータしか利用できない。そして、自動車用燃料および据置設備用燃料として

の水素の挙動を理解するためには研究が必要である。さらに、予期せぬ水素の放出や、

水素システムを含む偶発的事故の検知と安全管理の技術開発を支えるための研究が必

要である。 
 
水素の特性は、伝統的な燃料の特性とはかなり異なっている。水素の安全利用のた

めの規則作りは単純なものではなく、注意深く相互作用的効果を解釈しなければなら

ない。水素の性状の多くはよく知られているものの、何十年にわたり知識のギャップ

が存在してきた。例えば、燃焼条件、火炎加速、不均一混合物の爆発、構造的な防護、

換気のような緩和方策などである。そのため、安全性の実証によって信頼を得ていく

ためには、大規模な実証プロジェクトだけではなく、このような重要な問題への対処

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート981号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/981/
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法についても実証する必要がある。地方の行政官、消防署員、および一般市民が、水

素と水素システムの安全要求を理解することが重要である。救急隊員には、水素の特

異的性質を周知させておかなければならないし、水素使用に伴う事故への対応法の訓

練が必要である。 
 
一般の人々の水素への認識や信頼は、信憑性、透明性、個人が受ける利益に依存す

る。水素の物理的特性の理解を深めることにより、技術的・客観的に安全性を伝える

ことになるだろう。 
 
 
3．法規制問題 
 
エネルギー・キャリアとしての水素が、現在の化石燃料と同様に広く用いられるた

めには、重要な市場実現要因である規則や規格(RCS)3について、多くの課題が解決さ

れなければならない。市場への水素利用・燃料電池技術の導入のためには、現行の法

規制や基準の改正や、新たな法規制や基準の制定が必要である。もしこの点が適切に

考慮されていなければ、RCSが、水素利用や燃料電池の市場への初期導入の障壁にな

り、地域社会と水素システムの両者が、保険会社から抵抗を受けるかもしれない。市

場での水素技術の安全な展開を保証するためには、十分なレベルの規格と規制が不可

欠である。規格が整備されていない新技術は、商品化のための安全性を保証すること

が求められる。調和が取れ、国際的に整合のあるRCSの実現により、保険会社は、新

たで革新的な水素技術およびその商品化の促進に関するリスクを評価・管理すること

ができる。2020年までに水素エネルギーと燃料の商業的な市場を生み出すための、産

業および政策の目標を達成するために、水素のRCSに関する欧州での も緊急に求め

られている手段を理解する必要がある。EUの研究プロジェクトは、その国境を越えた

性質のため、欧州レベルおよび国レベルでの承認において、法規制の整備を支援する

ために必要な技術的知識の獲得を助けるものである。 
 
（1）承認プロセス：水素自動車の例 
欧州で路上走行車の承認を受けるためには、多くの欧州指令の適用を受ける。これ

らの指令群、または国連欧州経済委員会(UNECE)規制によって定められた試験を合格

した自動車が承認される。この結果は「全自動車型式の承認4」として表現される。現

在、水素自動車については、排気、燃料消費およびエンジン出力は、既存の指令・規

制に従った試験を行うことができない。これらの試験は、伝統的な燃料のみを対象と

している。 

                                                  
3 regulations, codes and standards 
4 Whole Vehicle Type Approval 
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全自動車の型式の承認は、自動車での水素利用の、特に安全性と環境の観点で、大

きな役割を演じる。EUの枠組み中の既存の規制の採用することは、EU国際市場での

水素使用車の承認と商品化を助けるだろう。そして、新たな技術の潜在的なユーザー

と一般市民の信頼を得ることに貢献するだろう。 
 
EUレベルの法規制の枠組みの確立に加えて、世界的なレベルでの調和の取れた国際

基準として参照される適切な地球規模の技術規制(GTR)5の整備が、地球規模の市場の

確立のための観点で、大きな便益を得ることができるだろう。GTRは、市場への参入

のための 低の閾値を保証し、EU外市場での異なる規制の作成を避けるものである。

現在、UN-ECE WP29（自動車規制の調和のためのワールド・フォーラム、専門家委

員会、汚染と環境に関するグループ(GRPE)）6の枠組では、水素と燃料電池自動車の

ための地球的技術規制(HFCV GTR)7のドラフトを作成している。  
 
水素燃料のための標準化されたレファレンスの欠如と、EC指令またはUN-ECE規制

に対応する定められた試験手順の欠如は、水素自動車の導入の重大な障壁である。必

要な規格のために求められる技術的知識は、これからもまだ十分に構築される必要が

ある。 
 
（2）承認プロセス：水素充填ステーションの例 
水素充填ステーションの設置・運用には、国・地域の当局の認可が必要である。一

般的には、建設認可、環境認可、運用認可を得る必要がある。このような義務的な認

可を取得する手続きは「承認プロセス8」と呼ばれる。承認プロセスに関係する行政当

局は通常、地域環境、火災・爆発、公共建物、土木工事部門である。 
 
承認は、関連する国の法規制やリスク分析と関連がある。リスク分析・試験、運用

試験は、ＥＵレベルで認証された設備の使用が求められる。さらに、認可を得るため

には、第三者による検査文書・証明書が求められる。承認プロセスは、政府から法的

権限を与えられた認証機関が行うかもしれない。認可のためには、水素の安全性、適

切な操作法、および事故統計に関しての情報が必要である。 近の欧州の実証プロジ

ェクトにおいて、水素充填ステーション(HRS9)のための単純かつ一致した承認手続き

が欠如していることが明らかになったように、これらに関する知識は不足で不十分で

ある。 
                                                  
5 global technical regulations 
6 the UN-ECE WP29 – World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations, a 

subsidiary expert committee, the Group on Pollution and Energy (GRPE) 
7 the Global Technical Regulations for Hydrogen and Fuel Cell Vehicles  
8 approvals process 
9 hydrogen refuelling stations 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート981号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/981/
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4．パブリック・アクセプタンス問題 
 
エネルギー・キャリアとして水素を用いることは、比較的新しいため、一般市民の

知識は不確かになりがちである。水素技術を社会に導入する際には、一般市民の関心

を向上させる必要がある。これが不十分であれば、この技術への反対、 終的にコス

ト増に繋がる導入の遅れ、提案されている促進策の大幅な変更を呼び起こすかもしれ

ない。水素や燃料電池技術による便益を得るためには、消費者はこれらの技術を受け

入れなければならない。これらは特に輸送用、住居用、ポータブル機器用にあてはま

る。消費者はこれらに毎日直接接するからである。消費者は通常、これらについて、

ほとんど知らず、理解していない。水素に関する安全リスクが確実に管理され、水素

が多くの経済的および環境的な利点をもたらすことが、広く一般市民に対して証明さ

れるまで、商品化は進まないだろう。 
 
欧州での研究にとって、一般市民の科学技術に対する意識を向上させることは、非

常に重要な問題であり続けている。水素使用のパブリック・アクセプタンスを広範囲

に広げていくためには、一般市民の関心を特定し分析するためには、複数の異なるキ

ーオーディエンス（鍵となる消費者達）を対象とする必要がある。この新たなエネル

ギーシステムへの理解を向上させるために、情報提供や研究を行っていく必要がある。

水素の場合、EUレベルでの一般市民の認識に関する研究の実施やコミュニケーション

や意識向上戦略を作成することにより、EU全域に対して、コミュニティを発展・伝達

したり、促進策を実施するための組織的な取組を行うことを確実にするだろう。 
 
新しい技術を築き、その使用の支援を行うために必要なグループ（訓練を受けた専

門家達）に対するものと同様に、市民に対しても、認識向上、教育、訓練の手段が求

められる。これらの手段は、経済的手段や法的な手段（報奨金、補助金、法規制など）

を合わせて検討する必要がある。適切に目標を絞った情報キャンペーンにより、劇的

に、誤情報の発生や社会全体における否定的な見方を減少させることができる。 
以 上 

翻訳・編集：NEDO情報・システム部 
 

（出典：Introducing Hydrogen as an Energy Carrier –Safety, Regulatory and 
Public Acceptance issues” EUR 22002,ISBN 92-79-00826-9,2006,pp7-12 
http://ec.europa.eu/research/energy/pdf/hydrogen_22002_en.pdf） 
  
 注）欧州研究フレームワーク下の関連する具体的なプロジェクトおよびそれらの成

果については、上記の報告書本編をご参照下さい。 
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【水素・燃料電池特集】 

 
実証が進むドイツの水素利用 

 
 2006 年 3 月、ベルリンに二番目の公共水素スタンドがオープンした。これは、既存

のフランス系ガソリンスタンド TOTAL 内に併設されたもので、ベルリン交通公社の

水素バス用に利用されるものである。ベルリン交通公社はこれまで何度か試験的に水

素を燃料とするバスを運行してきたが、サッカーワールドカップの開催される今年 6
月からバス2台を本格的に運行し、2007年末までに全体で14台に増やす予定である。

いずれも独 MAN 社製の水素燃焼エンジン・バスで、4 台が吸入式エンジン、10 台が

ターボエンジンを搭載している。 
 
 ベルリンでは 2004 年末からドイツ政府などが支援する実証プロジェクト CEP
（Clean Energy Partnership）において、16 台の水素自家用車による実証試験が行わ

れている。これらの水素自動車は、英国系ガソリンスタンド ARAL 内に設置された公

共水素スタンドからの水素を日常の交通燃料として利用している。今回のバス・プロ

ジェクトも CEP プロジェクトの一環だが、同時に 2006 年から欧州 8 都市で実施され

る EU の HyFleet:CUTE（Clean Urban Transport For Europe）プロジェクトのひと

つとしても実施されている。 
 
 ARAL の自家用車用水素スタンドには、スタンド内の電気分解装置と圧縮装置を用

いて製造された圧縮水素と、独リンデ社の工場で製造された液体水素が供給されてい

る。これに対して TOTAL のバス用水素スタンドでは、主に液体天然ガス(LPG)から

改質器と圧縮装置を使って圧縮水素を製造している。水素はバスに供給されるばかり

でなく、スタンド内に設置される 2 基の燃料電池用にも使用され、燃料電池からスタ

ンドに電気と熱が供給されることになる。 
 
 現在、自家用車用水素スタンドでは、1kg 当たり 8 ユーロで水素が販売されている

が、この価格はプロジェクト参加関係者の補助によって低く抑えられている。それで

もエネルギー含有量で比較すると、軽油の 2 倍の価格に相当する。水素価格を下げる

には、水素需要を増やす必要があることから、バスプロジェクトでは実証性ばかりで

なく、燃料消費の多いバスで水素利用を拡大させることも意図されている。 
 
 水素の製造法については、世界でいろいろ試験されているが、木屑ないし藁から高

温で水素を含む合成ガスを製造し、そこから水素を取り出すという方法も考えられて

いる。ただこの場合、水素の含有率は合成ガスの 3 分の 1 程度にすぎないが、シュツ

ットガルトの太陽エネルギー水素研究センターでは酸化カルシウムを加えることで含

有率を 65％に引き上げることに成功した。 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート981号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/981/
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 ドイツでは今後、洋上風力発電が急増するものと予想されているが、送電線網の問

題から、発電された電力が十分に引き受けてもらえない可能性が指摘されている。そ

のため、その余剰電力を使って電気分解装置で水素を製造することも考えられている。

ドイツのユーリヒ研究センターによると、風力発電所に近い場所で水素を製造すれば

比較的効果的に水素を製造することができるという。また、エネルギー研究も行って

いるドイツ航空宇宙センターでは、太陽エネルギーを集束させ約 800℃で水蒸気から

水素を分離する研究を行なっている。特に、水に強酸を入れると効率がよくなることか

ら、同センターでは他の欧州研究者と共同で高温硫酸蒸気を太陽光線で分解させて水

素を得る方法を研究している。 
 
 また、石炭を高温でガス化させると水素と二酸化炭素が発生することから、このプ

ロセスを水素製造に利用することも考えられている。ただこの場合、水素と二酸化炭

素の混合ガスから水素をいかにきれいに分離させるかが問題となる。ドイツのユーリ

ヒ研究センターの試算によると、石炭火力発電の電力を使って電気分解装置で水素を

製造するよりも、石炭のガス化によって直接、水素を製造したほうが環境にやさしく

効率的だという。 
 
 水素利用の実証に関しては、ノルウェーが欧州 大規模のプロジェクトを予定して

いる。ノルウェー政府と水素製造技術を有するルスク・ハイドロ社が今後 3 年間で、

首都オスロから南西部のスタヴァンガーまでの高速道路 580km に 7 つの水素スタン

ドを共同設置する計画である。水素スタンドで供給される水素は、それぞれ異なった

方法で製造され、プロジェクトを通じて経済性、効率性などが比較される。利用され

る水素製造法は、水力発電と太陽光発電を利用した電気分解法、バイオマスのガス化、

ごみ堆積場で回収されたガスからの水素分離、塩素工場から排出されるガスからの水

素分離などである。プロジェクト用に 15 台の水素自動車が購入されるが、技術上の問

題からトヨタのプリウスの特別仕様車が選ばれた。プロジェクトには全体で 500 万ユ

ーロが投資される予定である。 
                                    以上 
〈参考資料〉 
1. ベルリン新聞 2006 年 2 月 28 日付け 
2. ベルリン新聞 2006 年 3 月 15 日付け 
3. CEP-Pressemitteilung, berlin auf dem Weg zur Wasserstoff-metropole – CEP 

legt weiteren Grundstein für emissionsfreie Mobilität. 
4. neues EU-Projekt stärkt Wasserstoffmetrople Berlin – BVG erhält 14 

umweltfreundliche Wassersoffbusse. 
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【水素・燃料電池特集】 

 
水素・燃料電池分野で 2 大企業が協力（ベルギー） 

 

エネルギー輸入依存度の高い EU は、「化石燃料を基盤とする社会」から「水素を基

盤とする社会」への移行を目指し、2004 年 1 月に「欧州水素・燃料電池技術開発プラ

ットフォーム」を立ち上げた。EU における水素・燃料電池技術の開発は、幾つかの

加盟国で分断して行われており、同じ技術を別々に開発するというケースが生じてい

る。こうしたことから水素・燃料電池分野での EU レベルでのパートナーシップの必

要性が叫ばれるようになった。この「欧州水素・燃料電池技術開発プラットフォーム」

の構築で、EU は水素・燃料電池分野の技術の実用化で米国や日本などに遅れを取る

ことがないようにする。 

 

EU は、1989 年から燃料電池に関する研究を支援している。同分野での研究支援は、

1988～1992 年度には 800 万ユーロだったものが、1999～2002 年度には大幅に増額さ

れ 1億 5,000万ユーロとなった。2002～2006年度の第 6次研究・技術枠組み計画（FP6）
では、支援額は 3 億ユーロに達する。また、欧州委員会（EC）は 2003 年 11 月に、

EU の景気回復のため、経済成長のためのイニシアティブを開始した。この中には、

水素関連の研究のためのイニシアティブを含む官民投資プログラム「Quick-start プロ

グラム」があり、28 億ユーロの予算が充当されている。 

 

2003 年 6 月に開催された EU－米国サミットでも水素の研究開発の問題が取り上げ

られ、共同声明では、水素を基盤とする経済の発展を加速するため、両者が世界レベ

ルで協力することが謳われた。 

 

こうした中、ベルギーの主要な企業である Solvay（化学、医薬品）と Umicore（材

料技術）の 2 社は 3 月 7 日、燃料電池分野で協力することで基本的な合意に達した。

両社は、ジョイントベンチャーSolviCore 社を創設、燃料電池の中核をなす Membrane 
Electrode Assemblies（MEA、膜・電極接合体）や関連化合物の研究開発、生産、販

売を行う。同社は、Umicore の主要な研究開発拠点であるドイツの Hanau に設立さ

れ、2006 年 7 月 1 日から活動を開始する予定で、当初の従業員数は 34 名である。 

 

Solvay は、ブリュッセルに本社を置く化学製品、医薬品メーカーで、世界 50 カ国

で 3 万人あまりの従業員を雇用している。2005 年度の売上は 86 億ユーロであった。

一方、Umicore は、材料技術（先端材料、貴金属、触媒など）を専門とする企業で、

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート981号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/981/
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2005 年度の売上は 66 億ユーロ、約 1 万 4,000 人の従業員を擁する。「欧州水素・燃料

電池技術開発プラットフォーム」の諮問委員会のメンバー35 名の中には、Solvay の

研究開発の責任者や、Umicore の副会長も名を連ねている。 

 

Solvay はポリマー膜の技術を、Umicore は貴金属をベースとする触媒の技術を持ち

寄ることで、燃料電池という新技術分野で重要な役割を演ずることを目指す。両社は、

ジョイントベンチャーSolviCore の枠内で、Membrane Electrode Assemblies の開

発・製造のため、電気触媒とポリマー膜の組み立てを行う。Umicore のレイゼン専務

取締役は、「Umicore と Solvay は、燃料電池分野で補完的な関係にあり、両社の力を

結集することで、単独で開発を続けるよりも早く前進することができる」ことを強調。

一方、Solvay のミキエルセン経営委員会会長は、「Umicore と Solvay の合弁会社設立

は前例のない提携で、欧州の 2 大企業が燃料電池用に関する技術開発のため、研究開

発のベンチャーにイノベーション・スキルやノウハウを初めて結集することになる」

とコメントしている。 

 

一方、フランスでは、PSA プジョー・シトロエンが仏原子力庁（CEA）と協力して、

燃料電池の開発を行っている。2006 年 1 月 9 日には、両者の協力の成果である固体高

分子型の燃料電池の御披露目が行われた。両者は、国レベルの研究プロジェクト

Genepac の枠内で協力、プロジェクトには 1,000 万ユーロが投じられ、仏原子力庁は、

PSA の仕様に従って燃料電池を開発した。この燃料電池（78kg、57 リットル）の発

電出力は 80kW で、 大出力時の発電効率は 47%となっている。燃料電池の中核部は

外国製であるといわれるが、どの企業のものであるかは明らかにされていない。 

 

PSA は、独自に燃料電池の開発を進めるため、研究センターに燃料電池ユニットを

設置、2007 年にも燃料電池車のプロトタイプを発表する予定である。 
以 上 

＜参考＞ 
Solvay： 

http://www.solvay.com/ 
http://www.solvaypress.com/pressreleases/0,,39701-1-0,00.htm 

Umicore： 
http://www.umicore.com/en/ 

仏原子力庁（CEA）： 
http://www.cea.fr/fr/actualites/articles.asp?id=708 

PSA: 
http://www.psa-peugeot-citroen.com/fr/nuit.php 
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【水素・燃料電池特集】 

 

韓国における燃料電池開発の現況 
 

1. 韓国科学技術研究院/燃料電池研究センターの取り組み 
 
韓国科学技術研究院（KIST）は燃料電池研究センターを設立し、1989 年から燃料

電池の源泉技術の開発を進めており、現在は①溶融炭酸塩形燃料電池(MCFC)、②高

分子電解質形燃料電池(PEMFC)、③固体酸化物形燃料電池(SOFC)、④ダイレクトメ

タノール形燃料電池(DMFC)などの開発に注力、同時に燃料電池の実用化や燃料電池

技術の国際競争力強化を目指している。 
 
＜表 1＞米国と韓国の技術開発の比較 
区 分 りん酸形 

(PAFC) 
①溶融炭酸塩形

(MCFC) 
③固体酸化物

形(SOFC) 
②高分子電解質形

(PEMFC) 
用 途 建物、病院 大型建築、発電所 大型建築、発電

所 
自動車、家庭用 

容 量 100kW ～ MW
以下 

MW 以上 MW 以上 100W～100kW 
 以下 

建設単価 
(現在/目標) 

3,000$/kW 
(1,500$)  

4,000$/kW 
(1,200$) 

5,000$/kW 
(1,500$) 

4,000$/kW 
(1,500$) 

米国 200kW 級製品

販売  
280kW 級スタッ

クの開発、2MW
級プラントの実

証 

25kW 級スタ

ックの開発 
250kW 級実証 

7.5kW 級家庭用と 
して実証 

 
技

術 
開

発 韓国 50kW 級シス

テム開発中 
100kW 級システ

ム開発中 
100W 級失敗 5kW 級システム開

発中 

実用化の時期 
(米国/韓国) 

(1999/2006) (2005/2008)  (2004/2006) 

今後の技術 
開発計画 

 2006 年まで 
250kW 級システ

ムの開発 

 2006 年以後 3kW 
級を国産化し、普及

出所：エネルギー管理公団 
 
 
(1) 開発中の燃料電池の概要 
○1 溶融炭酸塩形燃料電池（MCFC: Molten Carbonate Fuel Cell）：  

溶融炭酸塩形燃料電池は、熱効率が 60%で環境調和性も高い(環境にやさしい)。さ

らに狭い空間にも設置できるメリットを持っている高温型の燃料電池である。電極材

料としてニッケルが使用できるので経済性も高い。 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート981号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/981/
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○2 高分子電解質形燃料電池 
（PEMFC: Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell）： 
高分子電解質形燃料電池は、他の燃料電池に比べ電流密度が大きく、100℃未満の温

度で作動し、優れた耐久性を持っている。それと同時に、水素以外にもメタノールや

天然ガスを燃料として使用できるため、自動車の動力源にも適している。KIST の燃

料電池研究センターでは、1996 年から高分子電解質形燃料電池の源泉技術の開発を進

め、2000 年に 5kW 級のスタック(stack)を制作し、燃料電池やハイブリッドバッテリ

ーのゴルフカートに適用したことがある。 
③固体酸化物形燃料電池（SOFC: Solid Oxide Fuel Cell）： 

次世代燃料電池と呼ばれる固体酸化物形燃料電池は、高温（700-1,000℃）でも作動

し、すべての構成要素が固体であり構造が簡単である。また、貴金属の触媒も不要で

あり、先進国を中心に活発な研究が行われている。 
④ダイレクトメタノール形燃料電池（DMFC: Direct Methanol Fuel Cell）： 
ダイレクトメタノール形燃料電池は、メタノールを燃料として直接使用できるため、

小型化が可能である。したがって、携帯電話やノートパソコンなどの携帯電源用とし

て開発が行われている。 
 
(2) 開発状況 
①溶融炭酸塩形燃料電池(MCFC)は、大型発電所や大型建物、マンションなどの分散

電源用として使うことができる。現在、 
○a 外部改質型は、2000 年度に 25kW 級システムの補完及び実験を完了した。  

2005 年現在、韓国電力研究院で 100kW 級システムの制作に取り組んでいる。さ

らに 2006 年まで 250kW 級をモジュール化し、発電会社で MW 級システムの制

作を行うようにする計画である。 
○b 内部改質型は、KIST が 5kW 級システムを開発したが、関連企業がないので事業

を縮小している。 
② 高分子電解質形燃料電池(PEMFC)は、家庭用、移動用、自動車用などで利用 

されている。 近、 も進歩した技術は家庭用の開発である。2001 年、韓国エ 
ネルギー技術研究院では 5kW システムの実用化及び利用技術の研究を完了した 
現在、5kW 級要素技術の国産化と低価化に取り組んでいる。 

③ 固体酸化物形燃料電池(SOFC)は、他の燃料電池に比べ技術が大きく遅れてい 
る。100kW 級スタックの開発が試みられたが失敗した。現在は窯業技術院にて電解

質の基礎研究を行っている。現在、先進国との技術的レベルの差は著しい。今後、

100kW 級を開発するためには、少なくとも 10 年はかかるものと見ている。 
国内では、容量を 1～5kW 級に小型化し、技術開発を行っている。 

④ ダイレクトメタノール形燃料電池(DMFC)は、現在、LG 化学で 1,000kW 級実用化

基盤技術の開発に取り組んでいる。 
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＜表 2＞ 韓国科学技術研究院/燃料電池研究センターの主な研究課題 
100kW 級溶融炭酸塩形燃料電池発電システムのための高性能要素技術の開発 
高効率高分子電解質形燃料電池スタック基盤技術の開発 
ダイレクトメタノール形燃料電池用高性能 MEA の製造及び要素技術の開発 
溶融炭酸塩形燃料電池用材料技術に関する研究 
低温で作動する固体電解質形燃料電池用材料技術の開発 
金属分離板を利用した高分子電解質型燃料電池の開発 
薄膜 MEA を利用したシリコン燃料電池の開発 
燃料電池用複合分離板の開発 
出所：韓国科学技術研究院燃料電池研究センター 

  
2. 韓国エネルギー技術研究所/燃料電池研究センターの取り組み 

韓国エネルギー技術研究所（KIER）の燃料電池研究センターは、1987 年からりん

酸形燃料電池(PAFC)スタックの開発を行い、10kW 級りん酸形燃料電池スタックを開

発した。現在は、100kW 級りん酸形燃料電池の要素技術開発に取り組んでいる。 
高分子形燃料電池システム関連の技術においては、1996 年から高分子形燃料電池に

関する研究を行い、2kW 級のスタックを開発した。その後、5kW 級の高分子形燃料

電池スタックやシステムを開発した。その他に、天然ガス(LNG)を燃料とする住宅用

5kW 級の高分子形燃料電池システムの実用化を目指して開発を進めている。 
 
3. 韓国における燃料電池研究費の支援状況 

1988 年から 2004 年まで燃料電池開発の 55 課題に計 112,401 百万ウォン（約 138
億円）を投資した。そのうち、58,788 百万ウォン（約 72 億円）は政府からの支援で

あった。 
 
＜表 3＞燃料電池研究費の支援状況 
区分/年度 1988～ 

1988 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 計 

新規 31 1 4 3 - 3 13 55 

継続 61 5 3 4 4 3 4 84 
課題数 

計 92 6 7 7 4 6 17 139 

政府 18,057 4,292 3,280 5,759 5.390 7,481 14,529 58,788 

民間 19,736 3,382 2,047 4,506 4,259 6,241 13,442 53,613 
事業費 
(百万 
ウォン) 計 37,793 7,674 5,327 10,265 9,649 13,722 27,971 112,401 

以 上 
参考：  
エネルギー管理公団  http://kemco.or.kr 
韓国科学技術研究院燃料電池研究センター http://fuelcell.kist.re.kr/Teams/Fuelcell 
韓国エネルギー技術研究所燃料電池研究センター  http://nfcrc.kier.re.kr/ 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート981号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/981/
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【個別特集】 

中国の省エネルギーの最新情勢 2006 
 

NEDO 技術開発機構 北京事務所  
曲 暁光 

はじめに 
 
 本年（2006 年）3 月の全国人民大会（以下「全人代」と称する）で温家宝首相が第十

一次五ヵ年計画期間中のエネルギー源単位 20％削減目標を打ち出して以来、目標達成に

向けて、政府および全国人民代表大会等関係機関は様々な側面からのアプローチを図っ

ている。GDP 当たりのエネルギー原単位の 20％削減という思い切った目標は綿密かつ

事務的な積み上げがなされたものではなく、あくまでトップダウンで決定された政治的

な号令であるが、今回は目標達成に向けての、エネルギー多消費産業を対象とした省エ

ネルギーの徹底、省エネルギー法の改正、エネルギー法の立法準備等、 近のいくつか

目立った取り組みについて概説する。 
 中国ではエネルギー消費総量等マクロ的な数字が正確に統計されているものの、各分

野、各主要事業所、工場別にエネルギー消費の詳細なデータが把握されていないという

「どんぶり勘定」的状況にある。したがって、目標達成のための第一歩として、まず統

計の整備、正確なデータ把握といったような基礎的な作業から始めなければならず、国

家統計局直属の地方統計チームの設立、各地方に分散している省エネルギーサービスセ

ンターの活性化、機能強化等を通じて、精度の高いデータ把握に努めている。 
  
1．「千事業所の省エネルギーアクション」 
 

2005 年の「十大重点省エネルギープロジェクト」（注*）に続き、本年 4 月から国家

発展改革委員会環境･資源総合利用司は日本のエネルギー管理指定工場の手法を参考

にし、エネルギー消費量が も多い鉄、非鉄金属、石炭、電力、石油化学、化学、建

材、繊維、製紙の 9 分野における 1008 社の事業所を対象に「千事業所省エネルギー

アクション」を実施している（文末参考資料参照）。事業所の内訳としては、製鉄所が

263 社と一番多く、その他は化学工業、電力、石油・石油化学、石炭、セメント・ガ

ラス、非鉄金属、石炭、製紙、繊維がそれぞれ 240 社、132 社、100 社、97 社、71
社、58 社、24 社、23 社となっている。対象となった 1008 社の事業所はいずれも 2004
年のエネルギー消費量が標準石炭ベースで 18 万トン以上となっており、これらの企業

の 2004 年エネルギー消費量は標準石炭ベースで合計 6.7 億トンとなり、産業部門の

終エネルギー消費の 47％ を占めている。「千事業所の省エネルギーアクション」を通

じて、各対象企業に省エネルギーの責任者を置き、省エネルギーの継続的なモニタリ

ング、定例報告制度、省エネルギー計画提出の義務化、省エネルギーの技術導入･設備

更新の奨励、インセンティブの付与等の措置により、2010 年までにこれらの企業の
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終エネルギー消費量を標準石炭ベースで１億トン削減することを目指す。今後、毎年

4 月、国家発展改革委員会、国家統計局は共同でマスメディアを通じて各事業所の一

年間の省エネルギーの進捗状況を公表するという「勧善懲悪」的手法により、各企業

に社会的責務の遂行を促すこととしている。 
但し、政府はこのようにエネルギー多消費企業を絞って徹底的に省エネルギーを促

進しているが、中小事業所については、設備の更新と大型化の推進という従来の政策

のほかに、決定的に有効な対策は見られず、したがって中小事業所の省エネルギー推

進が大手企業に比べて相当困難との見通しもあり、前途多難である。 
 
2. 省エネルギー法の改正 
 
 1998 年 1 月に「省エネルギー法」が施行した後、省エネルギーをめぐる外部環境が

激しく変化しているため、同法の内容は計画経済時代の色彩が強く、具体性に乏しく、

現在の中国政府の経済運営の手法およびエネルギー情勢と大きく乖離していると指摘

されている。 
 本年3月24日、全人代財経委員会を中心に国務院法制弁公室、国家発展改革委員会、

財政部、税務総局等 9 つの政府関係機関の 9 名の専門家が参加する「省エネルギー法

改正起草グループ」が設立され、本年 11 月、法律改正の原案を全人代財経委員会に提

出し予備審議を行なった後、2007 年 3 月の全人代本会議に正式に提出する予定となっ

ている。先般、省エネルギー改正を進めるための国際シンポジウムが北京で開催され

た際、欧州各国、日本等の関係者が中国関係機関の幹部、専門家と共に活発な議論を

行った。 
 

現在、省エネルギー法改正の主なポイントがいくつか挙げられている。 
(1) 事業者に規制をかけるとともに、省エネルギー設備等を導入する際のインセンティ 
ブを給付する「飴と鞭」方式の導入が も大きな特徴であると言える。  
 過去、中国政府は事業者に対して使用制限、エネルギーの供給量を減らすことを通

じて、省エネルギーを図っていたが、今後、事業者への省エネルギーに関する規制、

罰則を追加・強化すると同時に、省エネルギーのモチベーションを高める手段として

資源開発に伴う環境破壊等のコストを考慮したエネルギー価格の合理的な設定（エネ

ルギー価格の引き上げ）、ガソリン税の新規導入、省エネルギー設備を導入する際の税

制免除、財政支援を行なう。 
 
(2) 民生、運輸分野における省エネルギーを新たな対象として省エネルギー法に盛り込

むことが関係者の共通認識となっている。1998 年 1 月に施行された「省エネルギー法」

では省エネルギーの適応対象は産業分野であり、民生、運輸分野は対象外となってい

る。 
 現在、建築物等民生部門のエネルギー消費の割合は 終エネルギー消費の 27％を超

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート981号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/981/
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えているが、対策を取らなければ、2020 年には民生部門が産業部門を上回り、 終エ

ネルギー消費の 40％以上を占めると予想されている。また、現在運輸分野の石油消費

量は石油消費総量の 35％まで伸びており、今後とも急速に伸びていくと予想される。 
 今後、民生部門の省エネルギーの主要な施策として、建設部が定めた省エネルギー

の設計基準の徹底、建築物省エネルギーのラベリング制度、長江以北、長江流域、南

方地域という地域別の省エネルギー対策の推進、ヒートポンプと太陽熱、太陽光発電

等再生可能エネルギーの導入等が検討されている。 
  一方、運輸部門の省エネルギーの重要性が十分認識されているものの、民生部門に

比較すると、運輸部門の省エネルギーの具体性が無く、実効性に乏しいとの感は否め

ず、今後、運輸部門の省エネルギーが大きな懸念材料となるであろう。 
 
(3) 中国の省エネルギー法改正にあたり、日本の省エネルギー法の内容が大いに参考と

なっている。特に、中国側は日本の省エネルギー指定工場、エネルギー管理士制度、

トップランナー方式、特別会計等に強い興味を示しており、それらの内容を中国の新

省エネルギー法に盛り込むべく検討中である。 
但し、日中間の社会風土、制度、体制等の相違により、日本の省エネルギーでは非

常に有効な制度が中国では機能しない可能性が考えられ、両国間の違いを十分念頭に

置き、いかに有効に日本の制度を中国に導入するかが大きな課題であろう。 
 
3. エネルギー法の立法準備 
 
 現在、中国では電力、石炭、省エネルギー、資源開発、再生可能エネルギー等に関

する法律があるが、エネルギー全体を統括するエネルギー基本法が未だに整備されて

いない。 
 本年 1 月、国家発展改革委員会を中心に国務院法制弁公室、財政部、国土資源部、

科学技術部、商務部等 15 の関係政府機関が共同で「エネルギー法起草グループ」を立

ち上げて以来、本格的にエネルギー法の立法準備に取り組んでいる。また、本年 3 月、

エネルギー、経済、法律、公共管理等各分野の 16 名の専門家からなるエネルギー法起

草顧問チームが作られており、具体的な法律作りに関する技術的な課題の検討を始め

ている。 
エネルギー法は資源探査から省エネルギーに至る多岐に渡る内容が含まれており、

現行の他の法律との整合性が求められている。したがって、エネルギー法制定の過程

において、他の関係の法律の見直し作業を合わせて行わなければならない。 
また、設立された当初から 30 数人しかいない国家発展改革委員会能源局（エネルギ

ー局）が膨大な業務に対応できないと指摘されており、国家発展改革委員会から能源

局を切り離して設立し、1980 年代に廃止された能源部（エネルギー省）を復活させる

べきとの意見が方々から出ているが、現在「小さな政府、大きな市場」を基本方針に

掲げる政府はまだ能源部を復活させる方向に踏み切れない状況にある。一方、エネル
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ギー法の中にエネルギー行政を所管する政府組織の所掌業務、責任体制を明文化する

必要性があり、このことからエネルギー法の制定は中国政府の組織改革を促す大きな

要因となると見られている。 
 また、現在中国の発電、送配電、石油・天然ガスの開発や小売等は国有企業が基本

的に独占している状態にある。専門家はエネルギー法の中に国有企業とそれ以外の一

般民間企業が平等に競争できる市場環境を整備するという内容を盛り込むべきだとし、

政府に対して今後の石油、電力、石炭についての一層の市場開放を訴えている。 
 いずれにせよ、今後エネルギー法は準備作業に 低 2、3 年程度かけ、2009 年か 2010
年頃に施行されると予想されている。 
 
4. その他 
 
 本年 6 月 11 日から 17 日まで、国家発展改革委員会主導で一般市民の省エネルギー

意識を高めることを目的とする「省エネルギー週間」キャンペーンが全国各地で行な

われており、北京市内の一般向け住宅団地の敷地内の随所で省エネルギーの垂れ幕が

見られ、公共施設では省エネルギー、省資源、省水等のチラシが配られポスターが張

られている。このように社会全体の省エネルギーのムードは 近かなり高まりつつあ

ると言える。 
 
＜参考資料＞ 
国家発展改革委員会/環境･資源総合利用司「千事業所省エネルギーアクション」に基

づく対象企業 1008 社についての紹介サイト 
http://hzs.ndrc.gov.cn/newzwxx/t20060413_66111.htm 
http://hzs.ndrc.gov.cn/newzwxx/W020060413519443297580.xls 

以 上 
 

 
（注*）十大重点省エネルギープロジェクトとは石油の節約と石油代替、石炭焚きボイラー（キルン）

の改造、地域のコージェネレーション、余熱・余圧利用、モーター、建築物、照明、機械工業、政府

機関の省エネルギーの他、省エネルギーのモニタリングと技術サービス体系の構築等に関する 10 プ

ロジェクトを指す。 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
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【個別特集】 

 

上院エネルギー・天然資源委員会での 
「エネルギー使用合理化」に関する公聴会：概要 

 

NEDO ワシントン事務所 
松山貴代子 

 

上院エネルギー・天然資源委員会は、Jeff Bingaman 上院議員（民主党、ニューメ

キシコ州）が 2006 年 5 月 4 日に提案した「2006 年エネルギー安全保障強化法案

（Enhanced Energy Security Act of 2006：上院第 2747 号議案）」を検討するため、6
月 22 日に公聴会を開催した。同法案の目的は、①エネルギー効率の向上；②石油と天

然ガスの節約で、同法案の共同スポンサーである Evan Bayh 上院議員（民主党、イン

ディアナ州）と Norm Coleman 上院議員（共和党、ミネソタ州）、および、エネルギ

ー省（DOE）のエネルギー効率化・再生可能エネルギー担当次官補に着任したばかり

の Alexander Karsner 次官補、更に、環境保護団体や省エネ団体の代表が証言した。 
 
1. 「2006 年エネルギー安全保障強化法案（上院第 2747 号議案）」：概要 

· 行政管理予算局（Office of Management and Budget = OMB）の局長は、一日

あたりの石油消費量を 2016 年までに平均 250 万バレル、2026 年までに平均

700 万バレル、2031 年までに平均 1,000 万バレル削減するための行動計画を策

定・発表する。 
· 連邦各省庁は 2009 年 10 月 1 日までに、所有車両の石油消費量を 低 20%削減

する。 
· エネルギー長官は、（1）電気自動車技術の研究・開発・実証・実用化計画を実

施し；（2）軽量材料・車両重量軽減の研究開発計画を設置する。 
· エネルギー長官は、運輸部門での石油消費を削減する新技術（セルロース系バ

イオマス燃料を含む）を推進する。 
· 代替燃料補給基盤整備信託基金（Alternative Fueling Infrastructure Trust 

Fund）を設置する。 
· 2005 年エネルギー政策法（Energy Policy Act of 2005）を改正して、（1）燃費

の良い自動車を製造する自動車メーカーと供給業者に借入保証を提供し；（2）
連邦政府消費電力に占める再生可能エネルギーを 2008 年までに 低 5%、2010
年までに 7.5%、2013 年までに 10%と義務付ける。 

· 1978 年公益事業規制政策法（Public Utility Regulatory Policy Act of 1978）を

改正して、電力会社の発電電力に占める再生可能エネルギー使用基準を、2008
年までに 2.55%、2012 年までに 5.05%、2016 年までに 7.55%、2020 年までに

10%と設定する。          
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2. 6 月 22 日の公聴会：概要 
Evan Bayh 上院議員（民主党、インディアナ州）と Norm Coleman 上院議員（共

和党、ミネソタ州）の証言は、上院第 2747 号議案の共同スポンサーとして、同法

案の概要を説明し、支持を求めるものであったため、ここでは、DOE の Alexander 
Karsner EERE 次官補の発言と質疑応答、および、環境保護団体や省エネ団体の

代表者から出された新提案を概説する。 
 
Alexander Karsner EERE 次官補の発言 
· 上院第 2747 号議案を省庁間レビューにかける時間がなかったため、同法案に

対する行政府としての正式見解はないものの、同法案には、昨年（2005 年 8 月

に）成立した『2005 年エネルギー政策法（Energy Policy Act of 2005 = 
EPACT）』の条項との重複が幾つか見られることを指摘する。 

· 行政府は、スクールバスのアイドリング削減を目的とする州政府への資金援助、

高効率な（省エネ基準以上の）消費者製品の製造業者に対する奨励金プログラ

ム等を支持する。 
· 石油消費削減スケジュールであるが、この目標は達成出来ないのではないかと

懸念する。技術の開発や商用化には不確実な面（uncertainty）が自然と付きま

とうものであり、任意設定の結果（arbitrary end-result）を法制化することは

軽率である。 
· 連邦所有車両の石油節減義務要件は更に検討する必要がある。 
· 燃費の良い自動車を製造する自動車メーカーと供給業者に対する借入保証は重

複であり、その効果は疑わしい。また、石油・天然ガス消費の削減を呼びかけ

る全国メディアキャンペーン（National Media Campaign）は、EPACT の定

める条項とほぼ同じ内容である。 
· 再生可能エネルギー使用基準（Renewable Portfolio Standard = RPS）に関す

る行政府の見解はこれまでと同じで、州政府に委ねるのが 善であると信じる。 
 

《Bingaman 上院議員との質疑応答》 
· Bingaman … 同法案の主要条項の一つである石油消費削減目標の設定を、行

政府が懸念しているということに、自分は当惑している。明確な目標設定には

賛成できないというが、ブッシュ大統領が今年の年頭教書演説で宣言した、中

東からの石油輸入を 2025 年までに 75%削減というのは具体的な目標ではない

のか？ 大統領の同目標発表後、数名の上院議員がこの目標をどのように達成す

る予定なのかを問う書簡を Bodman エネルギー長官宛てに送付したが、未だに

返事がない。 
· Karsner … 大統領の目標は確かに具体的であり、上院第 2747 号議案よりも野

心的であるが、これは「誇張した目標（Stretch Target）」であって、あくまで

も目標。我々が異議を唱えているのは、削減目標が法制化されることである。 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート981号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/981/
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· Bingaman … その「誇張した目標」を如何にして達成するのかということが、

正に自分の知りたいことである。Bodman 長官は回答をとりまとめ、上院に提

出すればよいであろう。それから、自動車メーカーと供給業者に対する借入保

証に関する懸念とはどういうことなのか？ 
· Karsner … EPACT でこうした活動を支援するグラントを認可しているが、こ

れまでのところ、借入保証に関心を示した企業は 1～2 社しかない。新たな条例

の効果は疑わしい。 
 

《Pete Domenici 委員長（共和党、ニューメキシコ州）との質疑応答》 
· Domenici … 電気製品用のエネルギー消費効率基準の設定を進めている努力

を評価する。 
· Karsner … 電気製品用基準の設定と EPACT 条項の実施は、自分にとって優先

事項であり、全ての利害関係者に接触している。 
· Domenici …  先進技術導入自動車製造インセンティブ計画（Advanced 

Technology Vehicle Manufacturing Incentive Program）の企業平均燃費

（CAFE）基準をどう評価しているか？CAFE 基準は幾らであるべきか？ 
· Karsner … 乗用車の CAFE 基準に関しても、軽トラックと同様の権限が行政府

に付与されることを希望する。CAFE 基準値については具体的に答えられない。 
 

《Lamar Alexander 上院議員（共和党、テネシー州）との質疑応答》 
· Alexander … 再生可能資源で発電された電力は総電力の何パーセントか？ 
· Karsner … 2%未満である。 
· Alexander … RPS を採用している州の数は？ 
· Karsner … 約 25 州である。 
· Alexander … 州によって再生可能資源の定義が異なる。全国的 RPS が必要だ

と思うか？ 
· Karsner … 私の懸念は、全ての州が同じ再生可能資源を持っているわけでは

ないということ。RPS は州政府に委ねるべきだと考える。 
 

《Ken Salazar 上院議員（民主党、コロラド州）との質疑応答》 
· Salazer …アイダホ州に商業規模のセルロース系エタノール工場を建設する計

画注 1 が出ているものの、問題に直面している。EPACT の定める借入保証をど

う評価しているか？ 
· Karsner … EPACTのTitle 17が定める借入保証プログラムで十分と考えている。 

 
                                                  
注 1 オオムギの藁からエタノールを生産する施設をアイダホ州に建設するという Iogen 社の計画。Iogen

社はオオムギの藁を年間 40 万トン購入することを 320 名の農業経営者と契約済みであり、2007 年秋

には工場建設に着工したいと述べている。しかしながら、エネルギー省が、プロジェクトが失敗した際

に投資家の損失を償う借入保証プログラムを未だ発表していないため、同プロジェクトは停滞している。 
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Pete Domenici 委員長の発言 
· 石油と天然ガス価格の高騰は、革新技術への投資を駆り立ててしかるべきであ

るが、価格下落への懸念が先進エネルギー技術への投資を躊躇させている。こ

の解決策として EPACT で、広範なエネルギー技術を対象とする借入保証を設

定することを定めたにも拘わらず、プログラム実施方法についての DOE と

OMB の論争で進捗せず、行政府が未だにこれを発表できずにいることは遺憾で

ある。Bodman エネルギー長官は同件に自ら取り組み、これを進めるべきであ

る。 
· 石油価格高騰は投資への誘因だが、投資は価格の下落という懸念によって打ち

消されている。代替エネルギー技術への投資を奨励するため、エネルギー価格

の下限（price floor）を設定するというのは、非常に興味深い概念である。 
 

環境保護団体と省エネ団体の提案 
· エネルギー節約同盟（Alliance to Save Energy）の Kateri Callahan 理事長 …

燃費の悪い大型車には割増料金（fee）をかけ、燃費の良い自動車の製造および

購入にはリベート（rebate）を提供するという、「feebate（fee と rebate の造

語）」を提案。割増料金をリベートの資金源とする。 
· 米国エネルギー合理化経済評議会（American Council for an Energy-Efficient 

Economy）の Steven Nadel 専務理事 … 公益事業者を対象として電気や天然

ガスの節減目標を設定すると同時に、市場主導型取引制度で節減目標を達成で

きるという柔軟性をもたせた「エネルギー合理化資源基準（Energy Efficiency 
Resource Standard = EERS）」を提案。EERS は RPS に類似するものの、RPS
が再生可能資源利用の発電を対象としているのに対し、EERS はエネルギー使

用合理化による節減を対象とする。 
以 上 
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【個別特集】 
 第 6 回 AABC-2006（＊）参加報告（米国） 

  （＊）…The 6th International Advanced Automotive Battery &    
 Ultracapacitor Conference 2006 

 
NEDO 技術開発機構 燃料電池・水素技術開発部 

長坂 豊、前野武史 
 
1. 出張目的 
 車両用蓄電池に関する技術開発動向や、NEDO 事業の技術水準の把握、今後の技術

開発プロジェクト計画の参考とする事を目的に、車両用蓄電池（二次電池）にフォー

カスした題記カンファレンスに参加した。 
 
2.「AABC-2006」について 

平成 18 年(2006 年)5 月 15 日（月）～5 月 19 日（金）の間、米国メリーランド州ボ

ルチモアにて開催された。 
民間のコンサルティング会社が主催するカンファレンスであるが、今回で 6 回目を

数え、年々参加者は増加しているとの事。今回の参加者は大学や研究所関係及び電池

業界や自動車業界を中心に約 570 名。地域別構成は、北米（65%）、アジア（20%）、

欧州（14%）、その他（1%）。国別では、USA（60%）、日本（15%）、韓国（6%）、ド

イツ（5%）…の順（事前参加登録者の比率）。“車両用蓄電池”を主眼に置いたカンフ

ァレンスの他、電極材料や電解液などを主体にしたシンポジウムも同時に開催されて

いる。 
セッションは大きく以下の 4 つに分類され、今回はⅡ、Ⅲ、Ⅳ（ⅡとⅢは併行開催）

に参加した。 
 
Ⅰ. チュートリアル（技術講座） ：5 月 15 日（月） 
Ⅱ. LLIBTA※1シンポジウム ：5 月 16 日（火）～17 日（水）AM 
Ⅲ. UCAP※2シンポジウム    ：5 月 16 日（火）～17 日（水）AM 
Ⅳ. AABC※3カンファレンス  ：5 月 17 日（水）PM～19 日（金） 
 

※1… Large Lithium Ion Battery Technology and Application 
※2… Large Ultracapacitor Technology and Application 
※3… Advanced Automotive Battery & Ultracapacitor Conference 
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写真 1：カンファレンス会場その 1   写真 2：カンファレンス会場その 2 

 
3. シンポジウム及びカンファレンスでの発表内容 
 
(1) LLIBTA シンポジウム 
リチウムイオン電池に関する「寿命」、「信頼性（安全性）」、「新材料」、「電動工具や

車両用二次電池への適用」、「市場動向予測」等に関する計 29 件の発表とパネルディス

カッションが行われた。 
リチウムイオン電池は、車両用二次電池としての要求性能を満足する可能性が も

高く、近い将来の主流になることが予測されている反面、コストや寿命については課

題も多い。そのためか、低コスト化や長寿命化に繋がる可能性がある新材料系

（LiFePO4等）に関する発表や質疑が活発に行われていた。 
また、大型のリチウムイオン電池の主な用途としては、電動工具用と車両用に分か

れるが、電動工具用は実用化段階を過ぎて競争領域に入っている印象であるのに対し、

車両用は依然として課題も多く、実用化に繋がるブレークスルー技術（性能とコスト

を両立する新技術）への期待感の高さが感じられた。 
 
(2) UCAP シンポジウム 
ウルトラキャパシタに関する「材料」、「設計」、「ハイブリッド・キャパシタ」、「車両

用二次電池への適用」等に関する計14件の発表とパネルディスカッションが行われた。 
キャパシタの概要や材料検討、試作品性能比較等の基本的な内容に始まり、電解液

や電極材料の改良や工夫、ハイブリッド・キャパシタ（電気二重層に加え、電極材料

や電解液の複合メカニズムを利用）に関する 新の研究成果まで広範囲に発表されて

おり、とりわけハイブリッド・キャパシタ（リチウムイオン・キャパシタ等）に関す

る質疑が活発に行われていた。 
車両用二次電池としての適用に関しては、高出力であるがエネルギー密度に劣るキ

ャパシタの特性から、大型車の発進時アシストへの適用や、キャパシタとバッテリー

の併用（短時間の出力はキャパシタ、エネルギー貯蔵はバッテリーが分担）が検討さ
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れており、リチウムイオン電池 vs.キャパシタと言う図式から、双方の長所をうまく生

かす（住み分ける）方策の検討にシフトしてきている印象を持った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 写真３：パネルディスカッション  写真４：製品展示会場 
 
(3) AABC カンファレンス 

リチウムイオン電池及びウルトラキャパシタに関する「車両適用上の課題や得失」、

｢NiMH を含む他の蓄電池との比較｣、｢大型車やプラグイン・ハイブリッド車への適用

検討｣等に関する計 26 件の発表とパネルディスカッションが行われた。 
技術的な内容は、前述のシンポジウム(1)&(2)にほぼ包含されていたが、車両適用上

のシステムとしての課題（冷却や容積効率等）や、各種のシステムに適用する場合の

優劣や得失（燃費向上効果と部品コスト等）のケーススタディー、将来の市場動向予

測、各種実証プログラムの状況等の発表があり、特に今後のハイブリッド車開発の考

え方や方向性についての発表や論議が興味深かった。 
ハイブリッド車を①Mini/Micro-Hybrid、②Mild-Hybrid、③Strong（Full）-Hybrid

に分類した場合、①Mini/Micro-Hybrid（燃費向上効果は小さいが低コスト）と、③

Strong（Full）-Hybrid（燃費又は動力性能向上効果は大きいが高コスト）の方向に 2
極分化している印象を持った。①は電池が小型化する（現状 ICE 車と同等又は＋α程

度）方向、逆に③は大型化する方向であり、今後の市場動向が注目される。 
また、近年注目度が上がっているプラグイン・ハイブリッド車に関する発表が 2 件

あったが、明確なポジショニング（車両の用途や必要とされる性能などの設定）が出

来ているとは言い難い状況であり、今後の研究の推移や車両メーカーの開発動向に注

目したい。 
以 上 
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【エネルギー】 

国立再生エネルギー研究所が 
大手公益事業の環境電力プログラムを強調（米国） 

 

－ 価格付プログラムは消費者に環境に優しい電力の選択権を与える － 

 
米国エネルギー省(DOE)再生可能エネルギー研究所(NREL)は、主要な公益事業の環

境電力プログラム(green power program)の恒例の年度ランキングを発表した。これら

の自主プログラムの下では、消費者は、太陽や風力というような再生可能資源からの

新たな電力生産を支援するために資源を選択することができる。 
 
全米の 600 社を越える公益事業体が、現在、これらのプログラムを提供している。 
 
公益事業体によって提供される情報を使用して、再生可能エネルギー研究所は、以

下のカテゴリーによる公益事業環境電力プログラムの"トップ 10"ランキングを開発し

た。プログラム参加者への再生可能エネルギーの総売上高、需要家参加者の合計数、

需要家参加比率、そして、新しい再生資源を使用して環境価格サービスのために課さ

れる 低価格プレミアムである。 
 
再生可能エネルギー売上高によって並べると、オースティンエネルギー社(テキサス

州)の環境電力プログラムが全米第一位であり、続いて、ポートランド・ゼネラルエレ

クトリック社、パシフィコープ社、フロリダ・パワー&ライト社そしてサクラメント

市地域公益事業体(カリフォルニア州)と続く。 
 
需要家参加比率によって並べると、トップの公益事業体は、パロアルト市公益事業

体(カリフォルニア州)で、レノックス市公益事業体(アイオワ州)、モンテスマ市ライト

＆パワー社(アイオワ州)、ホーリークロスエネルギー社(コロラド)およびサクラメント

都市地域公益事業体と続く。(追加ランキングは添付の表を参照) 
 
「公益事業体の環境電力の売上は、全米で高い伸びを示し続けている。これらの公

益事業体は国家の牽引車である」と再生可能エネルギー研究所上級エネルギーアナリ

ストのローリ・バードは語る。 
 
電力消費者選択プログラムは、再生可能エネルギー供給成長の強力な牽引力になる

ことを証明している。2005 年には、全公益事業体の環境に優しい電力売上高が、27
億キロワット時(kWh)に達した。2004 年に対して 36%の増加になる。また、全国概算

43 万人の需要家が、公益事業環境に優しい電力プログラムに参加しており、2004 年
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から 20%の増加である。 
 
公益事業の環境価格付プログラムは、多くの政府機関や大学およびフォーチュン

500 企業をその需要家として数える、2,200MW 以上の再生可能発電出力容量を支援す

る大きな環境に優しい電力産業の一部門である。 
 
再生可能エネルギー研究所のアナリストは、ある場合には公益事業体は独立系環境

電力販売業者との提携を含んでおり、マーケティングと創造的な販売戦略に対する粘

り強さが、多くのプログラムの成功の起因であると考えている。さらに、化石燃料価

格が増大した時、需要家が環境に優しい電力に支払うレートプレミアムは下落してい

る。「従来のエネルギー資源の高コストは、再生可能エネルギーの選択に、より大きく

消費者の注意を向けさせている」と再生可能エネルギー研究所主任ポリシーアドバイ

ザーのブレア・スウェッチーは語っている。 
 
再生可能エネルギー研究所エネルギー解析部は、DOE エネルギー効率・再生可能エ

ネルギー局によって資金提供され、環境に優しい電力市場動向の解析を行っている。 
以 上 

翻訳：NEDO 情報・システム部 
 (出典：http://www.nrel.gov/news/press/release.cfm/release_id=33 ） 

 
"公益事業の環境に優しい電力プログラムトップ 10"の詳細結果は下記サイトを参照さ

れたい。 
http://www.eere.energy.gov/greenpower/resources/tables/topten.shtml 
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環境に優しい電力プログラム再生可能エネルギー売上高（2005.11） 
 

順位 公益事業体 利用資源 
売上高 

(kWh/年) 
売上高 

(平均 MW[a]) 

1 オースティンエネルギー社 

 

風力、埋立廃棄物ガス 435,140,739  49.7 

2 ポートランド・ゼネラル 

エレクトリック社[b] 

既存の地熱と水力、風力 339,577,170  38.8 

3 パシフィコープ社[c][d] 

 

風力、バイオマス、太陽 234,163,591  26.7 

4 フロリダ・パワー&ライト社 

 

バイオマス、風力、太陽 224,574,530  25.6 

5 サクラメント市地域公益 

事業体 

風力、埋立廃棄物ガス、小

規模水力、太陽 

195,081,504  22.3 

6 エクセルエネルギー社[e][f] 風力 

 

147,674,000  16.9 

7 ナショナルグリッド社[g][h][i] バイオマス、風力、小規模

水力、太陽 

127,872,457  14.6 

8 ベイスンエレクトリックパワー

社 

風力 113,957,000  13.0 

9 ピュージェット・サウンド・エネ

ルギー社 

風力、太陽、バイオガス 71,341,000 8.1 

10 OG&E エレクトリックサービス

社 

風力 

 

63,591,526 7.3 

[a] "平均メガワット"は連続出力等価の指標。(100%出力運転) 
[b] 売上高のある部分は、グリーン・マウンテン・エネルギー社と共同で売買。 
[c] パシフィックパワーとユタパワーを含む。 
[d] 売上高のオレゴン州のある部分は、スリーフェーズ・エネルギーサービス社と共同で売買。 
[e] 売上高はグリーン-e(www.green-e.org)によって証明されている。 
エクセル・エナジー社は、コロラド公益企業の売上高だけがグリーン-e によって証明されている。 
[f] ノーザン・ステーツ・パワー社、コロラド公益企業およびサウスウェスタン・パブリック・

サービス社を含む。 
[g] ナイアガラ・モホーク社、マサチューセッツ・エレクトリック社、ナラガンセット・エレ

クトリック社およびナンタケット・エレクトリック社を含む。 
[h] コミュニティエネルギー社と、エンバイロジェン社、グリーン・マウンテン・エネルギー社、

マスエネルギー社、ピープルズパワー&ライト社、スターリングプラネット社と共同で売買。 
[i] 売上高のある部分は、グリーン -e(www.green-e.org) あるいは環境資源トラスト

(http://www.ert.net)によって証明されている。 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート981号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/981/
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【環境】 

 

熱帯雨林の二酸化炭素排出と養分増加の密接な関係（米国） 
 
コロラド大学ボルダー校が行った新しい研究により、熱帯雨林の土壌に含まれる主

要な養分が必要以上に増えると大気中に放出される二酸化炭素が大幅に増加すること

が明らかとなった。この結果は、世界の気候変動を調査する研究者達にとっては懸念

となるものである。 
 

この研究において燐または窒素（いずれも熱帯雨林の土壌に自然に存在する）をコ

スタリカにある森林地の土壌に与えた結果、土壌微生物が大気中に放出する二酸化炭

素量が一年あたり 20%増加することが示された。このように説明するのは、コロラド

大学 Institute of Arctic and Alpine Research（極地・高山研究所：INSTAAR）研究

員のコリー・クリーブランドである。 
 
この研究の重要な点は、熱帯を含む世界全域の生態系に存在する燐と窒素の量は人

間活動によって変化しているところにある、とクリーブランドは述べる。熱帯雨林は、

世界全体の二酸化炭素の調節に大きな役割を果たしている。二酸化炭素は主要な温室

効果ガスであり、1760 年頃に始まった産業革命当時と比べておよそ 33%増加している。 
 
クリーブランドとコロラド大学ボルダー校 INSTAAR のアラン・タウンゼント助教

授はこの研究に関する論文を執筆し、全米科学アカデミー会報(Proceedings of the 
National Academy of Sciences）で発表した。この研究は国立科学財団（National 
Science Foundation）の後援で行われた。 
 
「大きな疑問のひとつは、熱帯雨林が気候変動にどのような効果を及ぼすかという

ことだ」と研究の主要メンバーである INSTAAR のクリーブランドは説明する。「今回

の研究で、養分の量が僅かに変化しただけでも熱帯雨林の土壌からの CO2排出に重要

な深刻な影響が及ぶことが実証された。」 
 
熱帯雨林は地球の大陸に蓄えられている炭素の 40%を含んでおり、生物圏と大気圏

の間における一年あたりのCO2交換の少なくとも3分の1が熱帯雨林で行われている、

とクリーブランドは説明する。地球の土壌は、植物の数倍もの炭素を蓄えていると考

えられている。 
 
「主要な養分量の変化が熱帯雨林の土壌から排出されるCO2の量に与える影響を詳

細に調査したのは今回が初めてだ」とクリーブランドは言う。「熱帯で起きていること

は世界中の現象に影響を及ぼす。したがって、今回の研究が持つ意味合いは少なから
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ず大きい。」 
「燐は多くの有機体の成長速度を左右することから制限的栄養物質（limiting 

nutrient）として知られている。熱帯における焼き畑農業は長期的に土壌内の燐を減

少させるが、 初のうちは土壌内の微生物により多くの燐を供給するため、微生物の

代謝が上がり排出される CO2が増加する」とクリーブランドは説明する。 
 
「燐を始めとする多くの養分は、風によって常に世界中を移動しており、時には大

陸を横断する大きな塵雲に乗って運ばれることもある」とタウンゼントは述べる。同

氏は、コロラド大学ボルダー校生態学・進化生物学科の助教授も務めている。「人間活

動によって土地利用の形態と気候が変化し、塵雲の範囲が広がっていることは極めて

明白である。今度は森林にもたらされる養分の量が変化する可能性がある。」 
 
「窒素による汚染も熱帯林を含む全世界で広がっている。これは化石燃料の燃焼や

作物への肥料散布による影響だ。人間活動は窒素の量を世界的に変えており、特に過

去 50 年間はその変化が顕著である」とタウンゼントは述べる。「これらの養分がいず

れも大気中への CO2排出に大きな影響を持つことが分かったという点で、研究の結果

は驚くべきものであった。」 
 
過去 20 年間に大気中に排出された人為起源の CO2のうち約 4 分の 3 は化石燃料の

燃焼によるものである、と研究者らは考えている。残りは主に森林伐採などの土地利

用の変化によるものである。 
 
今回の新しい研究は、2004 年から 2005 年にかけてコスタリカの Golfo Dulce 森林保

護区で行われた。25 メートル四方の区画をいくつか設け、肥料として燐、窒素またはそ

の両方を与える実験などを行った、とクリーブランドは説明する。また、地中に埋めた

プラスチック管をチャンバーに接続することにより、土壌呼吸の測定も行われた。 
 
全米科学アカデミー（National Academy of Sciences）によると、地球の気温は CO2

を主とする大気中の温室効果ガスの増加によって過去 1 世紀で華氏 1 度以上も上昇し

ている。全米科学アカデミーによると、温暖化の傾向は過去 20 年間で強まっており、

氷河の後退、北極の薄氷化、海面の上昇および植物生育期の長期化といった現象が各

地で確認されている。 

以上 
翻訳：NEDO 情報・システム部 

（出典：http://www.colorado.edu/news/releases/2006/215.html 
Copyright © 2003 Regents of the University of Colorado, All rights reserved. Used 
with Permission.） 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート981号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/981/
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【環境】 

 
NOXと CO をほとんど排出しない燃焼器の開発（米国） 

 
ジョージア工科大学の研究チームにより、新しい燃焼器（燃料を燃やしてエンジン

またはガスタービンに動力を供給するための燃焼室）が開発された。この燃焼器は、

様々な装置に利用できるように設計されており、大気汚染の主な原因である窒素酸化

物（NOx）と一酸化炭素(CO）をほとんど排出しない。また、現在使用されている

新の燃焼器と比べて設計が単純化されており、遙かに安い費用で製造・維持管理を行

うことができる。このため、これまでよりも低費用でジェットエンジン、発電所から

家庭用給湯器に至るまであらゆる用途に利用できる可能性がある。 
 

 

 従来の燃焼器(左)とジョージア工科大学の設計による燃焼器(右)の比較 

従来の燃焼器(左)は、燃料と空気を燃焼室に注入する前に混合する。ジョージア 

工科大学が設計した燃焼器(右)は、燃料と空気を燃焼室に別々に注入する。 

（出典：Georgia Institute of Technology） 
 

「航空機に動力を供給したり家庭で使う電気を作り出したりするためには、燃料を

燃やさなければならない。燃焼の分野では、燃料を完全燃焼してエネルギーを全て抽

出すると同時に排出量を 小限に抑える方法を開発すべく精力的な努力が続けられて

いる。」このように述べるのは、ジョージア工科大学のグッゲンハイム航空宇宙工学ス
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クール（Guggenheim School of Aerospace Engineering）の指導教授であり、このプ

ロジェクトの主要メンバーでもある Ben Zinn 博士である。「私達が開発した燃焼器の

設計は驚くほど単純であり、製造にも維持管理にも費用がかからない。」 
 
連邦政府および州政府の汚染規制により、エンジン、発電所および産業工程から排

出される NOx と CO の許容水準は厳しくなる一方である。このため、排出量を少しで

も低く抑えることは、燃焼技術に携わる研究者達にとって も優先すべき課題となっ

ている。 
 
ジョージア工科大学が開発したこの燃焼器（Stagnation Point Reverse Flow 

Combustor）は、当初は米航空宇宙局（NASA）のために開発されたものであり、気体ま

たは液体燃料の燃焼が行われる様々な航空機エンジンやガスタービンから排出される

NOx と CO を大幅に低減することができる。燃料の燃焼に伴って排出される NOx と CO
はそれぞれ 1ppm 以下と 10ppm 以下であり、他の燃焼器の排出量を大きく下回る。 
 
このプロジェクトの当初の目的は、航空機エンジンや発電用ガスタービンに利用で

きる低排出の燃焼器を開発することであった。このような燃焼器では、大量の燃料を

狭い空間で安定的にしかも広い範囲の出力（燃料流量）設定ができるように燃焼させ

なければならない。しかし、実際に考案された設計は、発電用ガスタービンなどの大

規模なものから家庭用の給湯器などの小規模なものまで様々な用途に応用することが

可能である。 
 

「私達は、大量の燃料を狭い空間で燃焼させる一方で、低温の燃焼プロセスが持つ

クリーン燃焼の利点を 大限に活用したいと考えた。」と Zinn 博士は語る。 
 
この燃焼器は、低温で燃料を燃やす方法をとっており、装置内の大部分で低温燃焼

反応が起こる。燃焼器内の反応物質と燃焼生成物質の流れをより上手く制御すること

により、高温燃焼をほとんど排除することができる。このため、NOx と CO の排出量

が大幅に低減され、既存の低排出燃焼器の課題である不安定な音響が解消される。 
 
既存の燃焼器は、排出量を減らすため、燃料を燃焼器に注入する前に予め大量の空

気渦流と混合している。この燃焼プロセスは、複雑で高価な設計を必要とするもので

あり、システムの破損につながる不安定性を引き起こすことが多い。 
 
一方、ジョージア工科大学の設計は、燃料と空気を燃焼器に別々に注入することに

より、燃料と空気の事前混合に関連する複雑な問題を解消している。また、着火前に

燃料、空気および燃焼生成物が互いに混ざり合うように設計されている。 
 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート981号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/981/
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このプロジェクトは、NASA の University Research Engineering Technology 
Institute (URETI) Center on Aeropropulsion and Power とジョージア工科大学の資

金援助で行われた。プロジェクトの主なメンバーは、航空宇宙工学スクール教授の Ben 
T. Zinn、Yedidia Neumeier、Jerry Seitzman および Jeff Jagoda、そして客員研究技

師の Yoav Weksler と Ben Ami Hashmonay である。 
以上 

翻訳：NEDO 情報・システム部 
 

（出典：http://www.gatech.edu/news-room/release.php?id=1020 
Copyright © 2006 Georgia Institute of Technology All rights reserved. Used with 
permission.） 
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【産業技術】ライフサイエンス 

 

ナノテクノロジーによるタンパク質工学への新アプローチ（米国） 
 
UCLA の物理学者である Brian Choi 氏

とGiovanni Zocchi氏は機械的に酵素複合

体プロテインキナーゼ A（PKA）を活性化

させた。彼らは、分子バネ（右側水色）を

用いて PKA の調節サブユニット（図中緑

色と赤色）をコントロールした。 
 
分子バネの圧力（下の図）により、調節

サブユニット内での変化が起こり、酵素を

活性化した状態で触媒サブユニット（左側

紫色）を分離させることができる。 
 

                        出典：UCLA Physics、Giovanni Zocchi 

 
カリフォルニア大学ロサンゼルス校（UCLA）の物理学者達は、米国化学会誌（JACS:  

Journal of American Chemical Society、オンライン版 6 月 8 日号と印刷版 7 月号）

で、タンパク質工学の新しいアプローチに関する重要な一歩を発表した。 
 
「私達は新しい方法でのタンパク質のコントロールを研究している」と、UCLA の

物理学助教授で、この研究の共同執筆者の Giovanni Zocchi 氏は述べた。この新しい

アプローチによって「コントロール可能な高性能の薬」を作ることができ、副作用も

減らせるかもしれない、と Zocchi 氏は語る。同氏の研究室は、一つの基幹的な細胞制

御機構を再現することにより、重要な初期段階の研究を完成させた。 
 
細胞は、化学機構によってタンパク質の機能を制御しているが、Zocchi 氏と UCLA

の物理学部卒業生の Brian Choi 氏は、体外実験により、その化学機構を効果的に機械

的な制御に置き換えられる一つの代表例を発表した。 
 
特に彼らは、酵素複合体である「プロテインキナーゼ A（Protein Kinase A：PKA）」

―細胞の情報伝達と代謝経路において主要な働きをし、環状 AMP （cyclic AMP：
cAMP）と呼ばれるユビキタス・メッセンジャー分子によって細胞内でコントロール

されている―を、cAMP の代わりに、PKA に付加したナノデバイスによって機械的に

コントロールすることができる方法を提示する。このナノデバイスは、基本的には

DNA でできた分子バネである。 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート981号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/981/
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「半世紀の間、分子生物学者の間では、『アミノ酸配列によりタンパク質構造が決定

し、タンパク質構造がその機能を決定するため、もしタンパク質構造を変化させたい

場合は、アミノ酸配列を変化させる』というのが通説になっていた。このアプローチ

は正しいが、方法はこれ一つだけではない。私達は、アミノ酸配列は変化させないま

まで、機械的な力によってタンパク質構造を変化させることができる発想を紹介して

いる。」 
 
「この研究には多くの派生効果がある。そのため、この研究は、バイオテクノロジ

ーの新しい方向性や、おそらく医療への新しいアプローチになるのに加えて、より基

礎的な理解の深まりにもつながるかもしれない。」 
 
PKA は 4 つのタンパク分子の複合体であり、2 つの調節サブユニットと 2 つの触媒

サブユニットを含んでいる。Zocchi 氏と Choi 氏は、コントロールしながら調節サブ

ユニット上の特定の 2 つの点に機械的な圧力をかけることにより、機械的に PKA を

活性化させた。これにより、触媒サブユニットが調節サブユニットから抜け、酵素が

活性化する。 
 

目的とする作用を得るために、機械的な圧力を調節サブユニット内の特定の場所に

加える、と Choi 氏は説明する。その圧力を加える場所を知るためには、この酵素の構

造を詳しく理解する必要がある。 
 
この研究には、米国科学財団（NFS: National Science Foundation）を通じて連邦

政府資金が提供されている。 
 
生細胞の中であらゆる働きを行う分子機械であるタンパク質は、アロステリック制

御と呼ばれる機能により、生細胞内でスイッチがオン・オフになる―タンパク質は、

表面が他の分子と結びつくことによって、コンフォメーション 1の変化もしくは形状

の変形が起こり、それによって、タンパク質の活性化／不活性化が制御されている、

と Zocchi 氏は説明する。 
 
cAMP は PKA の調節サブユニットに結合し、コンフォメーションの変化を起こす。

このコンフォメーションの変化によって、調節サブユニットから触媒サブユニットが

分離する 2。この二つのサブユニットの分離により、細胞中で酵素複合体が活性化する、

                                                  
1 Conformation: コンフォーメーション、コンホメーションとも呼ぶ。生体分子の立体構造。特にタンパ

ク質などの高分子物質では三次元的な立体構造が重要であるが、この場合には、この名称が使われること

が多い。特に機能分子である酵素などは、反応にコンフォメーションの変化が深く関わっていると言われ

る。また、立体構造が重要となるような生体分子の場合にも広く適用されている。 
2 PKA は細胞内で cAMP による調節を受ける。cAMP がない時は、4 量体（調節サブユニット 2 個と触

媒サブユニット 2 個：R2C2）からなり、調節サブユニットが触媒サブユニットの活性中心を封鎖してい

る。cAMP が調節サブユニットに結合すると、2 個の RC に分離し、これが活性を有する。 
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と Zocchi 氏は話す。 
 

「私達は、cAMP による自然の活性化メカニズムを損なわせないままに、この酵素

を機械的に活性化させることができる」と、カリフォルニア・ナノシステム研究所の

一員のZocchi氏は述べた。「私達はタンパク質をコントロールするこのアプローチが、

どんなタンパク質やタンパク質複合体にも実際に適用できると信じている。」 
 
昨年 Zocchi 氏の研究グループは、タンパク質のコンフォメーションを機械的にコン

トロールできることを、初めて実証した。コントロール可能な分子バネ（短い DNA
断片から作られている）をタンパク質に付加し、その機能を抑制した。今回の新しい

研究でも同氏のグループは同じ原理を用いて酵素 PKA を活性化させることに成功し

た。彼らは、PKA の自然の活性化物質（シグナル分子 cAMP）によって細胞内で起こ

るコンフォメーションの変化を、分子バネを用いて引き起こした。 
 

Zocchi 氏の研究グループは、PKA が cAMP によって調節される自然のアロステリッ

ク機構を、機械的な圧力をかけることにより再現することができる。なお、PKA は同

氏の研究グループが前年に研究に使用したタンパク質よりも非常に複雑な構造である。 
 

Zocchi 博士の将来の研究プランを教えてください。 
 
「細胞の遺伝子シグネチャー3に基づき特定の細胞を死滅させる分子を作ることが

できるかどうか私達で調べていきたい」と Zocchi 氏は話す。「それは明らかにガン細

胞に有用となるだろう。しかしそのためには、更に多くの研究が必要となるだろう。

今までのところ、私達は生体外で実験したにすぎない。注目すべきことは、ガン細胞

は、外部からは正常な細胞のようにしか見えないが、その内部では遺伝的な標識を持

っているということだ。」 
 
「恐らく将来、私達はリボソームのようなより複雑な分子機械をコントロールするこ

とができるようになるだろう。抗生物質の多くは微生物のリボソームを阻害することに

よって効く。」 
以上 

翻訳：NEDO 情報・システム部 
（出典：http://www.newsroom.ucla.edu/page.asp?RelNum=7113 
Copyright 2006 (c) UCLA. All rights reserved. Used with Permission.） 

                                                  
3 健康・疾患の人のケースを分類する際に使用される特徴的な遺伝子のこと。 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート981号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/981/
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【産業技術】ライフサイエンス 

 

細胞表面プロファイリング技術がガンの血液検査を生み出す（米国） 
 
ローレンス・バークレー米国立研究所(バークレー研究所)とカリフォルニア大学バー

クレー校の科学者が、細胞レベルでガンの発症を検知する可能性を持った化学プロフ

ァイリング技術を開発している。 
 
米国科学アカデミー(PNAS)会報で発表された論文に、化学者キャロリン・ベルトッ

ツィが先導する研究者チームは、生きている動物の O 結合型糖タンパク質の高速プロ

ファイリング技術を報告している。 
 
タンパク質上の酸素原子を通したタンパク質への糖付加である、O 結合型タンパク

質糖鎖形成の変化は、炎症や細菌感染のような、ガンや他の疾病に関連することが知

られている。しかしながら、これまで科学者は、生理環境でこのような変化をモニタ

ーする実際的な手段を欠いていた。 
 
「我々のプロファイリング技術で、細胞表面を覆う糖や血流中へ細胞により放出さ

れる糖の自然な写真を撮ることができ、発生しているあらゆる変化をモニターするこ

とが出来る。その後、正常細胞からの糖とガンになる細胞によって作られた糖を比較

することができる。このアイデアは、 終的に、ガン患者を診断する簡単な血液検査

を生み出すために、この情報を使用することである」とベルトッツィは語った。 
 
ベルトッツィは、バークレー研究所分子ファウンドリーの所長で、バークレー研究所材

料科学・物理生物科学部門の研究者であり、かつ UC バークレー校の分子細胞生物学の教

授である。彼女はさらにハワード・ヒューズ医療研究所(HHMI)の研究者でもある。 
 
彼女と PNAS 論文を共著しているのは、ダニエル・デュベ、ジェニファー・プレッ

シャーおよびチ・カングである。彼らはすべて、この研究を行った時点で、彼女の研

究グループのメンバーだった。 
 
ガン治療成功の鍵は、形成の初期段階での早期検出である。早ければ早いほど好ま

しい。前立腺ガンで有効な血液検査を行うには、過剰に有り余るほどの量の抗原を検

知することが一般的である。もし血液のタンパク質に付けられた糖を検知する実際的

な手段が利用可能であるならば、上皮性悪性腫瘍として知られている多くの上皮癌の

ためのより有効な血液検査を実現できるだろうと考えられている。 
 
ほとんどのタンパク質は翻訳後、つまりタンパク質のポリペプチド鎖が形成された



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.981,  2006.7.5 

77 

後に修飾される。これらの動きに も共通するものは糖鎖形成であり、酸素あるいは

窒素の結合による。糖タンパク質は、ほとんどの細胞表面に遍在しており、細胞がそ

の隣の細胞と情報をやりとりするのを支援している。 
 
「培養細胞に関する研究は、O 結合型糖タンパク質のモニター変化が、ガンの有効な

バイオマーカーになるということを示唆していた。しかし、過去 30 年間の間、どの多

糖類が細胞上に存在しているかを知るには、一つずつ表面タンパク質を分離しなければ

ならなかった。我々のプロファイリング技術は、一時にすべてのタンパク質の走査が可

能である。一旦、タグとプローブを付ければ、このタンパク質は糖の存在により光を発

する」とベルトッツィは語った。 
 
ベルトッツィと彼女のチームによって開発されたプロファイリング技術は、N-アジド

アセチルガラクトサミン(GalNAz)を呼ばれる代謝標識を持つ特定の糖タンパク質をタ

グ付けすることにより開始する。細胞の表面を保護する潤滑剤を形成するタグ付けされ

た糖タンパク質の過剰分泌は、ガンが広がる可能性を増加させると知られている。 
 
GalNAz はアジド基を持っており、化学的に画像化できるプローブでタグ付けがで

きる。このプローブは、ベルトッツィの研究所で開発されたシュタウディンガー連結

反応と呼ばれるプロセスでホスフィングループによりアジド基と反応する。このプロ

セスの名前には、100 年以上前に初めてアジド基とホスフィンの間の反応を解明した、

ドイツの合成有機化学者でノーベル賞受賞者のヘルマン・シュタウディンガーの名前

が付けられた。 
 
「GalNAz をマウスに注入後に、アジド基が標識付けされた糖タンパク質は、肝臓、

腎臓および心臓さらに血清や分離された脾細胞を含む様々な組織で観察される。B 細

胞糖タンパク質は GalNAz で確実に標識付けされる。しかし、T 細胞糖タンパク質は

糖鎖形成機構や代謝における基本的な差を示唆してはいない」とベルトッツィと彼女

の共同執筆者は PNAS の論文中で述べている。 
 
「更に、GalNAz で標識付けられた B 細胞は、生きている動物内でのホスフィンプロ

ーブによるシュタウディンガー連結反応によって選択的に標的とすることができる。シ

ュタウディンガー連結反応が続く GalNAz で代謝標識は、翻訳後修飾のプロテオミクス

解析の手段をもたらし、疾病に関連した O 結合型糖タンパク質の指紋識別を提供する」 
以上 

翻訳：NEDO 情報・システム部 
 
追加情報：キャロリン・ベルトッツィの研究に関するより詳細は、彼女のウェブサイ

ト：http://www.cchem.berkeley.edu/~crbgrp/ を訪問のこと。 
 (出典：http://www.lbl.gov/Science-Articles/Archive/MSD-cell-surface-profiling.html ) 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート981号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/981/
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【産業技術】 ナノテク  

カーボンナノチューブの二つの特性を明らかにする（米国） 
－ 新しい組合せ方法が個々の試料の物理的構造と電子的構造を決定 － 

 
物理的特性は既に決定されている個々のカーボンナノチューブの電子構造が、初めて

直接測定された。米国エネルギー省ブルックヘブン国立研究所の研究者がコロンビア大

学の同僚と共に行った、この 近の研究は、マイクロヱレクトロニクスから機械、熱お

よび光起電力の装置まで各種の応用におけるカーボンナノチューブの有用性を決定す

ることを助けるであろう。この研究は、サイエンス誌 4 月 28 日号に報告されている。 
 
「この組み合わせ研究テクニックは、初めて、ナノチューブの性質に関するいくつ

かの基本的予測をテストすることを可能にする。これらの材料が基礎的なレベルでど

のように機能するかを理解することは、未来の成功する商業応用のためにそれらをコ

ントロールし操作することへの鍵である」とこの研究の第一著者でブルックヘブン国

立研究所物性物理・材料科学部門の物理学者のマット・スフィアーは述べる。 
 
カーボンナノチューブはカプセル形の分子であり、幅が僅か数 10 億分の 1 メートル

(ナノメートル)しかない。ナノチューブ形式の多くの材料が、物理的強度や優れた導電

率のような有用でユニークな特性を持っている。単層カーボンナノチューブは も広く

研究されている種類である、しかし、カーボンナノチューブを非常に興味あるようにし

ているものが、一方では、研究するのに非常に難しくしている。数 100 もの異なる種類

が存在し、また、各々がそのユニークな個々の構造にリンクしていると考えられる大き

く異なる電子特性を有している。 
 
スフィアーと彼の同僚は、2 つの既存の技術を使用して、カーボンナノチューブの

構造と対応する電子的特性の両方を観察することを探求した。特別な工夫は、2 つの

技術が同時に個々のナノチューブの研究に使用されるということであり、カーボンナ

ノチューブの電子的特性がどのように半導体から金属へ遷移するかという重大な知識

と共に、そのユニークな特性や性質の全体像を研究者にもたらす。 
 
この研究は、コロンビア大学で始められ、単層カーボンナノチューブをシリコン基

板にエッチングしたスリット上に漂わせて自然に成長させている。その後、使用可能

な個々のナノチューブを識別し、標識を付けて、共鳴レーリー散乱として知られてい

る技術で観察する。この方法は、ナノチューブから散乱した光の光学スペクトルを検

知し、その電子的構造を決定するためにその光を使用することを可能にする。 
 
「しかしながら、光学スペクトルのみでは、ナノチューブの物理構造への電子遷移
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を完全に決定するための十分な情報を与えない。我々は、別の構造検査を提供するこ

とができる技術を必要とした。幸運にも、ブルックヘブン国立研究所の電子顕微鏡グ

ループの同僚は、この問題に同じように興味を持っていて、電子回折という解決策を

提供することができた」とスフィアーは語った。 
 
標識付けされたナノチューブがブルックヘブン国立研究所に持ち込まれ、物理学者

のトビアス・ビーツが電子顕微鏡を使用してその電子回折を研究した。この結果は、

ナノチューブの物理構造の補完的なデータをもたらした。 
 
「電子回折は、金属や半導体のナノチューブの詳細な構造を決定する理想的なツー

ルである。このツールを使用して、単層または多層ナノチューブを観察しているかど

うかを容易に確かめることができ、また、他の方法を使用している時のように、ナノ

チューブ研究で直径範囲に制限を受けない」とビーツは述べた。 
 
様々なナノチューブ構造のこれらの 2 つの情報セットを収集した後に、ナノチュー

ブ電子遷移の理論をテストし、以前のモデルになされたいくつかの仮定を確認するこ

とが、初めて可能となった。 
 
「我々が証明した 1 つの結果は、ナノチューブが成長する仕方によって決まるナノ

チューブ側壁の六角形ピッチの小さな変化が、どのように半導体や金属構造の両方の

電子的性質に系統的偏差をもたらすかということである。"ファミリーパターン"とし

て知られている、この予測されていた性質はこれまで直接にはテストされていなかっ

た。そして、我々の実験結果は、この予測を強固なものとすることができた」とスフ

ィアーは語った。 
 
この研究は、DOE 科学局基礎エネルギー科学オフィス、全米科学財団、およびニュ

ーヨーク州科学・技術・学術研究(NYSTAR)オフィスによって資金提供された。 
以上 

翻訳：NEDO 情報・システム部 
 (出典：http://www.bnl.gov/bnlweb/pubaf/pr/PR_display.asp?prID=06-60) 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート981号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/981/
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【産業技術】 ナノテク  

ナノチューブ・メンブレンが廉価な淡水化の可能性を提示（米国） 
 
ローレンス・リバモア国立研究所(LLNL)の研究者が、カーボンナノチューブとシリ

コンから作成したメンブレンは、多くの可能な応用の中から、廉価な淡水化の応用を

提示している。 
 
ユニークな配列を持った炭素原子で作られた特別な分子であるカーボンナノチュー

ブは、中空の円筒で人間の髪の毛の僅か 5 万分の一の太さである。何十億ものこれら

のチューブが、メンブレンの穴の役割をする。その超滑らかなナノチューブの内部は、

液体やガスの高速な流れを可能とし、その小さな穴径はより大きな分子を閉鎖するこ

とができる。この以前には観測されていない現象は、多くの可能な応用を開く。 
 
LLNL チームは、カーボンナノチューブによりメンブレンの穴を構成してシリコン

チップ上に作成したメンブレンにより、液体やガスの流れを測定することに成功した。

このメンブレンは、整列したカーボンナノチューブ間の隙間をセラミックマトリクス

材で詰めることにより作成されている。その穴径は非常に小さいので、僅か 6 個分の

水分子だけが径を横切って入ることができる。 
 
「我々が測定したガスや水の流れは、古典的モデルが予測するものより 100～

10,000 倍も速かった。これは同じ時間に、10 倍以上大きな消火ホースと同じくらいの

水を運ぶことが可能なホースを持っていることに似ている」と研究を先導したリバモ

アの科学者オルジカ・ベイカジンは述べた。 
 
この研究は、才能ある若い科学者を迎え入れる研究所のイニシアチブである"ローレ

ンスフェロー"としてローレンス・リバモア研究所へ採用された、オルジカ・ベイカジ

ンとアレクサンドル・ノイの二人の協力による。この研究の主任研究者は、リバモア

の UC バークレー機械工学部の大学院学生と学生スタッフである、ポスドク研究者の

ジェーソン・ホールトおよびヒュンギュー・パークである。 
 
他の LLNL の共同執筆者には、スタッフ研究者のインミン・ワング、ポスドク研究

者のマイケル・スタッダーマンおよび大学院学生スタッフのアレグサンダー・アーチ

ュキンを含んでいる。チームは、UC バークレー機械工学部のコスタ・グリゴロポロ

ス教授と協力している。現在、応用材料部に移ったデービッド・イーグルシャムもこ

の研究の初期段階に貢献している。 
 
カーボンナノチューブを穴として持つメンブレンは淡水化や脱塩に利用することが

できる。逆浸透で一般に行われている水からの脱塩は、少ない透水性膜を使用し、大
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きな圧力を必要とし、非常に高価である。しかしながら、このより浸透性の高いナノ

チューブ・メンブレンは、逆浸透で使用される従来のメンブレンと比較して、淡水化

のエネルギーコストを 75 パーセント以上も削減することができる。 
 
カーボンナノチューブは、分子輸送やナノ流体の研究をするユニークなプラットフ

ォームである。そのナノメートル寸法、原子規模で平滑な表面および細胞の水輸送チ

ャネルとの類似点は、この目的のために特別に合致している。 
 
「水はカーボンナノチューブ外層を湿らせないので、水がカーボンナノチューブへ

入り非常に速く自分で流れることに、我々は疑問を持った。しかし、文献の分子動力

学シミュレーションは速い流れを予測していた。したがって、我々はその予測のテス

トを望んだ」とベイカジンが語った。 
 
「はじめて水の実験装置をセットアップした時に、我々はメンブレンの上の水位は

動かないと考えて、一晩そのままに放っておいた。ところが、我々が朝戻った時に、

メンブレンの下の床には小さな水たまりがあった」とパークは語った。 
 
「 初に心に浮かんだことは、メンブレンが壊れたということだった。しかし、幸

運にも、それは壊れていなかった。メンブレンは水が流れることを許し、ナノチュー

ブ穴よりちょっと大きな金のナノ粒子を止めた」とホールトは次のように付け加えた。 
 
カーボンナノチューブを通過するガスや水のシミュレーションは、両者とも高速に流

れると予測している。ガス分子は、ビリヤードの球のように原子規模での平滑な面を、

弾むであろう。また、水分子は、カーボンナノチューブ表面の"滑りやすさ"のために、

あるいは空間的制限によって引起される分子の秩序のいずれかにより、滑るであろう。 
 
LLNL チームによって行われた実験は、カーボンナノチューブ内を通過するガスや

水の高速な流れの予測を実証した。しかし、正確な輸送機構を決定するためには、よ

り一層の研究が必要である。 
 
このメンブレンの別の潜在的な応用には、ガス分離がある。炭化水素への高い気体透過

性とその親和性は、工業用ガス分離をより少ないエネルギーで可能にするかもしれない。 
 
「我々のメンブレンは、一桁小さな穴径しか持たないが、1 つの穴当たりの流量の

向上と高い穴密度は、従来のポリカーボネート・メンブレンと比較して、気体透過性

と透水性の両方において優れたものとしている」とベイカジンは述べた。 
以上 

翻訳：NEDO 情報・システム部 
 (出典：http://www.llnl.gov/pao/news/news_releases/2006/NR-06-05-06.html ) 
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【ニュースフラッシュ】 

米国－今週の動き(06/15/06～06/28/06) 

NEDO ワシントン事務所 

Ⅰ 新エネ･省エネ 
6 月／ 

8：再生可能エネルギーの共同研究所(Collaboratory)を設立するコロラド州 
Bill Owens コロラド州知事（共和党）が、DOE 傘下の国立再生可能エネルギー研究所（NREL）、
コロラド鉱業大、コロラド州立大及びコロラド大の 4 機関間の再生可能エネルギー研究協力に対し
資金を提供する法案に調印。新設の「コロラド再生可能エネルギー共同研究所」では 2007 年度予算
から 3 年間、共同研究所が連邦政府や民間の研究プロジェクト実施の際に必要となるマッチング資
金として年間 高 200 万ドルを受け取れる一方、同マッチング資金を活用して得た技術の開発・移
転で得た収入を州政府に返済。共同研究所の公式設立はこれからであるが、NREL と上述の 3 大学
は既に、エネルギー省（DOE）が発表予定の太陽エネルギー利用技術研究コントラクトに応募する
ため協力中。（NREL Press Release） 
 

19：Bush フロリダ州知事、燃料供給多様化・省エネ推進 4 ヵ年計画を法制化 
Jeb Bush フロリダ州知事（共和党）の署名を受けて、代替エネルギーや省エネへの投資奨励措置
を定める「フロリダ再生可能エネルギー技術・エネルギー効率法」が成立。同法が定める措置の経
費は 4 年間で約１億ドルで、具体的措置は、(1)住宅や商業施設における太陽光・太陽熱発電設備の
整備に対するリベート､(2)省エネ商品の購入が無課税となる 6 日間の消費税無課税期間の設置､(3)
代替燃料車、再生可能エネルギー及び水素・バイオ燃料・太陽光などの先進エネルギー技術に関連
する研究開発を対象とするマッチング・グラントの提供､(4)発電所や配電線の立地に関する規制プロ
セスの簡易化、(5)フロリダ・エネルギー委員会の設置等。(Florida Governor Press Release) 

 
 
Ⅱ 環 境 
6 月／ 
19：ニューヨーク銀行、二酸化炭素レジストリに着手 

自主的温室効果ガス・クレジットの国際市場が成長する中、ニューヨーク銀行は先頃、同市場にお
ける取引の増加と緩和を目的とするレジストリ（登録簿）の作成に着手する計画と発表。対象とす
る自主取引は、京都議定書の定める義務取引とは異なり、欧州連合（EU）の排出取引制度によく似
た仕組みとなる予定。レジストリの狙いは、自主的な排出権取引に通常伴う多量の証書やコントラ
クトを「自主的炭素クレジット」と呼ばれる規格に統一化し、証書・コントラクト数を削減するこ
と。顧客の対象は、京都議定書第 1 フェーズの規制対象外である自動車メーカーや航空会社。米国
の類似プログラムと異なり、京都議定書の枠内の炭素相殺プロジェクトを認証する独立第三者機関
がニューヨーク銀行の炭素クレジットを検証する。(Greenwire) 
 

 
 
Ⅲ 産業技術 
6 月／ 

7：マサチューセッツ大学アムハースト校、ナノテクセンター創設で 1,600 万ドル助成獲得 
マサチューセッツ大学アムハースト校が先頃、ナノテクノロジー分野の革新技術を商品化する研究
施設「階層的製造センター（CHM）」の創設を目的として、全米科学財団（NSF）から 5 ヵ年総額
1,600 万ドルのグラントを獲得。CHM は、ナノエレクトロニクス、バイオナノテク及び「新素材と
新工程」に注力予定。主眼の 1 つは、ナノ製造研究開発界が信頼できるデータや情報のオンライン
情報センターの整備。NSF のグラントはマサチューセッツ州が 500 万ドルのマッチング資金を提供
することを条件。既に、ジョンアダムス革新技術研究所が 200 万ドルを計上しており、残りの 300
万ドルについては州議会に対して要請中。（Manufacturing and Technology News） 
 

20：ジョンズ・ホプキンズ大学、胚芽幹細胞を用い運動神経修復機能を呼び覚ます方法を発見 
ジョンズ・ホプキンズ大学の研究チームが、ウィルスで運動神経を損傷したラットの脊髄に、マウ
スの胚芽幹細胞から造った運動ニューロン回路を注入し、ラットの再歩行を観測したという画期的
な研究結果を報告。研究チームリーダーは、胚芽幹細胞を用い運動神経の発達初期段階に起きるプ
ロセスを再現し、破損した神経系を直すことが可能であることの証明と示唆。ただし、同チームは、
この新アプローチには筋萎縮性側索硬化症（ALS)や多発性硬化症、横断性脊髄炎や外傷性脊髄損傷
などの障害を治癒する可能性があると語るものの、人での治験はまだ数年先と慎重さも促している。 
(Wevwire.com) 
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Ⅳ 議会・その他 
6 月／ 

7： 商務省、みなし輸出ライセンスに対する規制変更案 2 件を撤回 
商務省産業安全保障局（BIS）は 5 月 31 日付け官報で、同省がみなし輸出ライセンスに関し提案し
ていた規制変更案 2 件を撤回と発表。圧倒的な反対意見を踏まえたもの。１つは、「みなし輸出ライ
センスを外国人の出生国をベースにして発行」(現行規制は現国籍･永住国ベース)するもので、学術
機関から「海外のトップ人材お断り」という看板を研究所に掛けるようなものとの痛烈な批判。も
う 1 つは、「使用」の定義を拡大するもので、これは結果的に外国人が研究に参加する際にライセン
スが必要となる可能性を大幅に増加させ、「順守の必要な大きな負担」・「民間や大学の実施する米国
内の研究活動に冷却効果」とのコメントが続出。BIS ではこの変更案を撤回する代わり、将来の規
制変更への指針を提供する「みなし輸出諮問委員会」を創設する方針。（Manufacturing and 
Technology News） 
 

13：上院と下院に提出された、2025 年の再生可能エネルギー目標 25%を提唱する議会決議案 
「2025 年までに米国のエネルギー供給の 25%を再生可能エネルギーで賄う」との新たな国家再生可
能エネルギー目標を提唱する議会決議案が、両院に提出（上院決議案第 97 号議案、下院決議案第
424 号議案）。提出議員は Bob Goodlatte 下院議員（共和、バージニア州）と Chuck Grassley 上院
議員（共和、インディアナ州）。代表的提唱議員は上院では Ken Salazar（民主、コロラド州）、Dick 
Lugar （共和、インディアナ州）、Barack Obama（民主、イリノイ州）、John Kerry（民主、マサ
チューセッツ州）、Jim Talent（共和、ミズーリ州）ら、下院では Collin Peterson （民主、ミネソ
タ州）、Marilyn Musgrave （共和、コロラド州）、Mark Udall（民主、コロダド州）ら。25x25 イ
ニシアティブ（2025 年までに、米国のエネルギー消費に占める再生可能エネルギーの割合を 25%に
拡大することを目指す環境・農業・産業団体同盟）のロビー活動の成果。 
 (RenewableEnergyAccess.com) 
 

19：上院エネルギー・天然資源委員会、再生可能燃料使用基準（RFS）に関する公聴会を開催 
上院エネルギー・天然資源委員会が 2006 年 6 月 19 日に、再生可能燃料使用基準（RFS）に関する
公聴会を開催。Jim Talent 上院議員（共和党、ミズーリ州）が議長を務め、Ken Salazar 上院議員
（民主、コロラド州）及び Jeff Bingaman 上院議員（民主、ニューメキシコ州）が参加。２つのパ
ネルを開催し、環境保護庁（EPA）、国立再生可能エネルギー研究所（NREL）、バイオエネルギー
企業、全米バイオディーゼル評議会（NBB）、 シカゴ商品取引所（CBT）らから証言を聴取。EPA
の Wehrum 次官代理は、2005 年エネルギー政策法の権限賦与を受け、国家再生可能燃料使用基準
（NRFS）実施のためのクレジット取引制度の規定を現在策定中で、2006 年 9 月に原案を発表、パ
ブリック・コメント･公聴会の後、2007 年初旬までに規定を 終化したいと発言。 
 

20：Henry Waxman 下院議員、科学に基づく「安全な気候法案」を提出 
Henry Waxman 下院議員（民主党、カリフォルニア州）が 6 月 20 日、14 名の共同提案者とともに
「2006 年安全な気候法案」を提出。同法案は、温室効果ガス排出削減目標を設定し、経済全体対象
の上限設置取引制度及び再生可能エネルギー・省エネ・クリーン自動車開発を推進するもの。法案
は(1)「2010 年排出量を 2009 年水準に凍結」、「2011 年以降 2020 年までは排出量を年間約 2％削減
（2020 年排出量を 1990 年水準まで削減）」、「2020 年以降 2050 年まで排出量を年間約 5%削減
（2050 年排出量は 1990 年水準の 80％減）」との排出削減目標を設定。また、(2)自動車の温室効果
ガス排出量の削減基準（2014 年までに、カリフォルニア州現行基準と同程度以上）の設定を環境保
護庁に指示し、(3)エネルギー全体に占める再生可能エネルギーの比率増大（2020 年に小売電気販売
量の 20%以上）をエネルギー省に義務付け、(4)国立科学アカデミーと全米研究委員会に、米国の温
室効果ガス排出削減の進捗状況評価と 5 年毎の政策提言を指示。（Rep. Henry Waxman Press 
Release） 
 

20：下院、来週を「エネルギーウィーク」と称し幾つかのエネルギー関連法案を審議の見通し 
下院は 6 月 26 日の週を「エネルギーウィーク」と称し、幾つかのエネルギー関連法案を審議予定。
対象法案候補は、(1)下院エネルギー・商業委員会が 6 月 20 日に可決した法案（5 本；①企業平均燃
費（CAFE）の違反金を代替燃料供給拡大用インフラ整備に利用するグラント・プログラムの創設法
案（下院第 5534 号議案）、②消費者にタイヤの燃料効率に関する情報を提供する国家プログラムの
設立法案（下院第 5632 号議案）、③輸送用燃料の節約啓蒙キャンペーンを行うための産官パートナ
ーシップを創設する「燃料消費啓蒙法案」（下院第 5611 号議案）、④米国とイスラエルの合弁事業向
けグラント・プログラムを設置する「米国-イスラエル・エネルギー協力法案」（下院第2730号議案）、
⑤米国内の省エネ・コンピューターの利用を調査・促進する法案（下院第 5646 号議案））、(2)下院
資源委員会が 6 月 21 日に 29 対 9 で可決した、連邦管轄大陸棚（OCS）での石油・天然ガス掘削を
認める「2006 年深海エネルギー資源法案（下院第 4761 号議案）、(3) 下院科学委員会が 6 月 27 日
にマークアップする予定の、代替エネルギーの研究・開発推進を目的とする「2006 年エネルギー研
究・開発・実証・商業利用法案（下院第 5656 号議案）、(4)その他、下院農業委員会で検討中の商品
取引に関する法案 や下院歳入委員会に提出されている税制法案。当初は審議アジェンダに含まれる
と見られていた、①乗用車の企業平均燃費（CAFE）基準を改定する権限を運輸省に付与するという
「Fuel Economy Standards Bill（下院第 5359 号議案）」、②ブティック燃料の種類を制限する「Fuel 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
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Blend Reduction Act of 2006（下院第 5124 号議案）」は、「エネルギーウィーク」には取り上げられ
ない見通し。(E&E PM News; Environment & Energy Daily (6/21)) 
 
 

22：上院エネルギー・天然資源委員会、「エネルギー使用合理化」に関する公聴会開催  
上院エネルギー・天然資源委員会は 6 月 22 日、Jeff Bingaman 上院議員（民主、ニューメキシコ州）
が 2006 年 5 月 4 日に提案した「2006 年エネルギー安全保障強化法案（上院第 2747 号議案）」検討
のための公聴会を開催。同法案の共同スポンサーである Evan Bayh 上院議員（民主、インディアナ
州）と Norm Coleman 上院議員（共和、ミネソタ州）、及びエネルギー省（DOE）のエネルギー効
率化・再生可能エネルギー担当次官補に着任したばかりの Alexander Karsner 次官補、更に、環境
保護団体や省エネ団体の代表が証言。同法案は、エネルギー効率の向上並びに石油・天然ガスの節
約が目的で、一日あたりの石油消費量を 2016 年までに平均 250 万バレル、2026 年までに平均 700
万バレル、2031 年までに平均 1,000 万バレル削減するとの目標を設定し、行政予算局（OMB）に
よる行動計画の策定、連邦各省庁の石油消費量の削減、エネルギー省（DOE）による石油消費削減
技術等の研究開発推進、高燃費自動車メーカー･供給業者への借入保証の提供等を規定するもの。
DOE の KarsnerEERE 次官補は本法案の施策効果や石油消費削減目標の実現可能性に疑問を示し、
Bingaman 上院議員がブッシュ大統領による年頭教書演説での「中東からの石油輸入を 2025 年まで
に 75%削減」との宣言の存在を指摘したのに対し、大統領目標は「誇張した目標（Stretch Target）」
であり、行政府としては削減目標の法制化に反対と発言。一方、Pete Domenici 委員長（共和、ニ
ューメキシコ州）は質疑応答の中で、「石油と天然ガス価格の高騰は革新技術投資を促進するはずだ
が、価格下落への懸念が先進エネルギー技術への投資を躊躇させている。この解決策として EPACT
で、エネルギー技術に関する借入保証を設定することを定めたにも拘わらず、プログラム実施方法
についての DOE と OMB の論争で進捗していない｣と批判するとともに「代替エネルギー技術投資
奨励のため、エネルギー価格の下限（price floor）の設定は興味深い概念」とも指摘。  
 

23：上院議員 21 名、アジア太平洋パートナーシップ予算の配分要請書簡を上院歳出委に送付 
上院議員 21 名が上院歳出委員会あてに、クリーンな開発と気候に関するアジア太平洋パートナーシ
ップ（APP）への 5,200 万ドル予算配分を要請する書簡を送付。Check Hagel 上院議員（共和、ネ
ブラスカ州）と Mark Pryor 上院議員（民主、アーカンソー州）の率先で作成された同書簡は、温
室効果ガス排出の激増が世界 大の諸国でクリーンエネルギー技術を推進するためにはこの予算が
必要であると主張。下院議会は現在までのところ、ブッシュ政権の APP 予算要求を殆ど無視してお
り、僅か 400 万ドルの計上を認めたにとどまっている。一方、上院歳出委員会では 6 月 26 日の週に、
APP 予算を盛り込んだ内務省・環境保護庁他関連省庁歳出法案、エネルギー・水資源歳出法案及び
国務省・対外活動歳出法案をマークアップする予定。同書簡に署名した 21 名の内訳は民主党議員が
4 名で、共和党議員が 17 名。また、この 21 名の内、Mary Landrieu（民主、ルイジアナ州）、Blanche 
Lincoln（民主、アーカンソー州）、Sam Brownback（共和、カンザス州）及び Kit Bond（共和、
ミズーリ州）の 4 名は上院歳出委のメンバー。（Environment & Energy Daily） 
 

27：John Boehner 下院共和党院内総務、「エネルギーウィーク」立ち消えの理由を釈明 
John Boehner 下院共和党院内総務（オハイオ州）は 6 月 27 日、「エネルギーウィーク」のアジェ
ンダは数ヵ月前の共和党指導層の想定通りにはならなかったと認めた。概念が提示された今春の時
点では、下院本会議におけるエネルギー関連法案の一括審議・採決が想定されていたが、法案は様々
な理由で立ち往生となり、「エネルギーウィーク」で審議されるエネルギー関連法案は結局、連邦管
轄大陸棚（OCS）での石油・天然ガス掘削を認める下院第 4761 号議案と 2007 年度科学・国務省・
司法省・商務省歳出予算法案の二本だけ。Boehner 下院院内総務は記者会見で、「エネルギーウィー
ク」は緩やかな概念のところ、共和党エネルギーアジェンダは 1 週間で審議できる範囲を超えてお
り、ウィークでなく数ヵ月要するエネルギー月間（energy months）に変わる、と指摘。下院エネ
ルギー・商業委員会が先週可決した 5 本のエネルギー関連法案、下院科学委員会が本日（6 月 27 日）
可決した「2006 年エネルギー研究・開発・実証・商業利用法案（下院第 5656 号議案）」及び下院歳
入委員会の税制法案は、独立記念日休会明けの 7 月に下院本会議で審議される可能性がある。(E&E 
PM News) 
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