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【環境問題特集】環境モニタリング  
 
 

EU 2006 年環境関連指標―欧州の環境保護政策の進捗状況― 
 
 EU では、毎年、EU の環境改善政策の効果をモニタリングするために、10 種の環

境指標を取り上げ、その改善状況等をグラフで表したリーフレットを発表している。

本稿ではその 新版「EU 2006 年環境関連指標」を紹介する。 
 
序 文 

クリーンで健康に良い環境は、生活の質の向上や我々人類とその子孫の繁栄のため

に、なくてはならないものである。 
 

2005 年に報告された 2 つのユーロバロメーター（Eurobarometer）の調査1による

と、ヨーロッパ市民は環境に大変関心があり、EU 市民の 10 人に 7 人は、環境の状態

が生活の質に影響を与えると感じている。 
 

全回答者の 85％は「為政者は、経済政策や社会政策と同じくらい、環境問題も重要

に取り扱うべきだ」という意見だった。その上、実に 88％もの市民が、「為政者は経

済や雇用問題のような別の分野の事案を決める際にも、環境問題を併せて考慮に入れ

るべきである」と考えていた。さらに EU 市民は、「もし経済競争と環境保護がトレー

ドオフ2になる場合は、環境保護の方を優先させる」と答えた（63％賛成、24％反対）。 
 

過去 30 年にわたり、EU は環境の改善と保護を目的とした、一連の環境政策を採用

してきた。 
 

欧州委員会には、環境保護と情報公開の法的な責務がある。環境保護の目標達成に

向けた進捗状況を示すために、指標を用いることは簡明な方法である。 
 

この「EU 2006 年環境関連指標」には、環境に関連した 10 種の指標が載っている。

これらの指標は、第 6 次環境行動プログラム（6EAP: Sixth Environment Action 
Programme）の優先分野（気候変動、自然と生物多様性、環境・健康・生活の質、天

然資源と廃棄物）に関連する動向に絞って調査したものである。これらの指標を見れ

ば、改善されてきている分野と、更なる対策が必要な分野が、すぐに分かる。 
 

                                                  
1 2 つのユーロバロメーター特別調査：「Lisbon」と「The attitudes of European citizens towards 

environment」は、2004 年秋に実施された。（調査結果は下記の URL で見ることができる：

http://europa.eu.int/comm/public_onion/index.htm）  
2 物価安定と完全雇用のように、同時には成立しない二律背反の経済的関係。 

< 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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色分けの意味 

これらの指標は、EU レベルでの動向を、信号機の色を用いて分かりやすく示して

ある。図上のタイトル帯の色は、全体の状況を表している。本文は、主な問題の前に

○をつけて強調し、その○を帯と同じように色分けしている。大部分の指標の評価は、

欧州委員会が出した 近の公式文書を基にしている。 
 
赤信号－改善不足。懸案の動向については、悪化している。そして／もしくは、（掲げ

た）目標を全く達成できそうにない。 
 
黄信号―はっきりとした改善が見られるところまでは、まだ至っていない。もしくは、

問題を全体的に見た際、いくらか改善の必要な箇所が残っている。 
 
青信号―順調に改善されている。懸案の動向についても、状況が改善されてきている、

もしくは、EU は順調に掲げた目標を達成している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●温暖化防止京都会議での EU-153の目標は、2008 年から 2012 年までに、基準年の

1990 年と比べて、温室効果ガスを 8％削減することである。2003 年のデータによると、

EU-15 が、1990 年の数値より 1.7%の削減に成功したことを示している。ただし、2002
年より排出量は増えた結果となった。 

                                                  
3 EU-15: ベルギー、ドイツ、フランス、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、デンマーク、アイルラ

ンド、英国、ギリシャ、ポルトガル、スペイン、オーストリア、フィンランド、スウェーデン。 
EU-10（2004年に新規加盟した10ヵ国）: キプロス、チェコ、エストニア、ハンガリー、ラトビア、リ

トアニア、マルタ、ポーランド、スロバキア、スロベニア。EU-25は、前述したEU-15＋EU-10の構成国。 

1. 気候変動―温室効果ガス 排出量 

基
準

年
か

ら
の

変
化

（
％

）
 

EU-15 京都会議目標値 
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●EU-15 は京都会議での目標を達成するために、京都の「柔軟性措置4」を使うと同時

に、政策や方針を追加して実施する必要がある。10 の EU 新規加盟国（EU-10）は、

京都議定書に批准した。このうち 8 ヵ国5は、8％もしくは 6％の削減を約束し、2003
年には既に、京都会議で約束した各国の目標値をなんとか超えることに成功した。（ス

ロベニアを除く） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●EU は、経済成長と輸送量の増加を、切り離すという目標を立てている6。1995 年か

ら 2004 年の間に、GDP が 23.1%増加したのに対し、貨物輸送量7は 28％増加した。

この増加の主な原因は道路輸送であり、32％以上も増加している。また、貨物輸送量

は一定量を全く維持できず、増加している。ただし、貨物輸送量の 2004 年の統計値が

急増している点に関しては、統計方法が変更された影響もその一因にある。 
  
●さらに悪いことに、運送により排出される温室効果ガスは、毎年平均 1％ずつ増え

続けている。 
 
 
 
 
 

                                                  
4 Flexible mechanisms: 後に、京都メカニズムと呼ばれるようになる。温室効果ガス削減数値目標達成

を容易にするために導入された。 
5 キプロスとマルタは、京都議定書（the Kyoto protocol）に基づいた排出量の削減目標を持っていない。 
6 経済成長は、国内総生産（GDP）の成長率によって測られる。 
7 この（2 番目の）指標は、道路、鉄道、内陸水路による運送量を含む。 

2. 輸送量 

指
標

（
1
9
9
5
＝

1
0
0
）

 
 

運送
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●EU では 1990 年代、エネルギー強度は堅調に減少していた。しかし 2000 年から変

化が見られない。2003 年には、2001 年の時と同じく、エネルギー強度が前年度と比

べて増加した。EU 加盟国のうち 7 ヵ国だけが、国民総生産あたりのエネルギー需要

量が、継続的にかなりの減少をみせている。これは、特定の省エネルギー政策の効果

が関係している。欧州委員会は、エネルギー消費量を、2005 年に予測した 2020 年の

基準値と比べ 20％削減するという、EU 目標値を設定することを提案した8。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
8 2005 Green Paper on Energy efficiency: 欧州委員会エネルギー効率提案 

3. エネルギー強度 

4. 再生可能エネルギーからの電力生産量 
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●EU が示した目標は、2010 年までに再生可能資源から全電力の 21％を生産すること

である。2003 年に再生可能エネルギーから生産された電力の割合は 12.7%であり、

2002 年と同じであった。再生可能エネルギーによる電力生産量の増加率は、水力発電

の生産量が低調であったことにより頭打ちとなっている。水力発電は、全再生可能電

力のほぼ 80％を示しているが、天候の状態に大きく左右される。加盟国によって傾向

が異なっている：再生可能エネルギーは、特に、デンマークとスペインで大きく増加

してきた。また、いくつかの国々では、再生可能エネルギーを生産する、より大きな

自然の可能性を秘めている。2010 年以降の EU 目標についての政策議論が始まった。 
 
●EU-10 の再生可能エネルギーの割合は、2003 年に 4.3%に減少した。これはラトビ

アやスロバキア、スロベニアといったいくつかの国で、再生可能エネルギーが 3.5%以

上減少したという事実によるものが大きい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●EU は、2010 年までに生物多様性の減少を食い止めるという目標を立てている。巣

作りや食料を得るために農地に住んでいる鳥種のうち、一般農地に住む鳥種の動向は、

農地の生物多様性の動向を知るのに良い指標となる。 
 

●この指標9の 2003 年の値は、2002 年と比べて一般農地に住む鳥の個体数が増加した

ことを示しているが、とりわけここ 10 年間で個体数が全体的に減少している点が懸念

である。この減少の一因として、農地の使用方法が変化したことが挙げられるかもし

れない。 
 

                                                  
9 この EU 指標は、EU 加盟 16 ヵ国の動向データを基に作成されている。2000 年の指標である。地理的

な範囲が 大となるように、2000 年が選ばれた。 

5. 生物多様性－鳥の個体数 

鳥
の

個
体

数
 
指

標
（

2
0
0
0
＝

1
0
0
）
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●2003 年総水揚量の 22％が、生物学的な限界の安全値を超えた捕獲量であった。こ

れは 2002 年（8％）に比べ、かなり悪化している。Benthic（後出）漁業の状況は、

2000 年から改善されている（生物学的限界の安全値を超えた捕獲量は 2003 年で 31％
である）。Demersal（後出）漁業は、悪化の一途をたどっている（2003 年では 61％）。 
 
●2001 年と 2003 年に、捕獲量の大きい、一部の重要な遠洋（Pelagic）漁業・産業

（Industrial）漁業において、生物学的限界安全値を初めて超えてしまった。そのため、

近年のこれら二つの漁業の指標は、大きく変動している。 
 
＜補足説明＞Benthic fish は海底、もしくは海底の中に生息している。Pelagic fish（遠

海魚）の多くは、開水域に住んでいるのに対して、Demersal fish は海底に近い場所で、

海底に関与して生きている。Industrial fish から作られる製品は、人の消費のためで

はなく、産業プロセスのために使用される。 
 
 
 
 
 
 
 

6. 漁業－生物学的限界を超えた捕獲量 
生

物
額

的
限

界
を

超
え

た
捕

獲
量

の
割

合
（

％
）

 

例 

タラ 
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メルルーサ 

ランチュウ 

例 

エビ、平らな

魚（ヒラメ、

カレイ）、 

アンコウ 

例 

ニシン、アン

チョビー、イ

ワシ、アジ、

鮭、アオギス

例 

イカナゴ、 

ノルェーコ

ダラ、 

スプラット 
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●有機農業は、環境問題を農業政策に組み込んだ、一つの方策である。有機農業は、

1980 年代から大幅に増加してきたが、成長率は、2001 年の 18.9%から 2003 年の 4.5%
へと減少している。2003 年、有機農業は全農地の 3.8%で行われた（EU-15 では 4.8%、

EU-10 では 1.3%と差がある）。15 の加盟国（とりわけギリシャ）では、近年有機農業

が、継続的に増加している。有機農業の割合が も高い国は、オーストリアとイタリ

アであり、少なくとも全農地の 8％で行われている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. 有機農業 

8. 一般廃棄物―発生・処理率 

各加盟国の 

それぞれの目標 

単
位

：
百

万
ト

ン
 

埋め立て 

焼却 

リサイクル・堆肥化 
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●一般廃棄物は、1995 年から 2004 年の間に、19.4%増加した。GDP も一般廃棄物量

も大体似たような動向となっているが、双方の増加には特に何の因果関係もなく、こ

のような結果となったようである。埋立地に送られる一般廃棄物の量は、年々大変ゆ

るやかな下降線をたどってきている。 
 
●一般廃棄物のリサイクル量10は、1995 年から 2004 年の間に倍増し、8940 万トンに

なった。焼却によるエネルギー回収量は、少しずつ増加しており、2003 年には、およ

そ 880 万トンの石油と同等のエネルギーが生産された。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●EU は、国別排出量上限指令（National Emissions Ceiling Directive: NECD）で設

定された 2010 年の削減目標まで大気排出量を削減しなくてはならない。EU-25 は

1990 年以降、二酸化硫黄（SO2）排出量を 66.9%、窒素酸化物（NOx）排出量を 32.2％、

揮発性有機化合物（VOC）排出量を 41.5%、アンモニア（NH3）排出量を 17.4%、そ

れぞれ削減してきた。 
 
●二酸化硫黄、窒素酸化物、揮発性有機化合物、アンモニアは、人の健康と環境に有

害である。これらは、酸性化し、富栄養化し、オゾンの地表濃度を高め、粒子状物質

となる。 
 
 

                                                  
10 リサイクルや堆肥化された一般廃棄物の量は、発生した一般廃棄物や、埋め立て・焼却処分された量

とは、分けて計測されている。 

9. 大気排出量 

国別排出量 

上限指令値 

E
U
の

総
排

出
量

（
百

万
ト

ン
）
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●いくつかのヨーロッパ大都市のデータによると、近年、粒子状物質（PM10）11の濃

度が高く、少しずつ増加している。なお、粒子状物質が 2003 年に増加しているのは、

気象状態が悪かったことが原因の一つとして挙げられる。しかし、大半の都市での状

況は、大幅に改善された。粒子状物質は、EU 市民の平均寿命を約 9 ヵ月縮め、病気

を引き起こすという、健康への重大な悪影響を及ぼしている12。 
 
●オゾンの地表濃度13については、あまり改善が見られないようである14。2003 年の

猛暑のように、年毎に気象状態が異なることが、大気汚染レベルに影響し、排出量変

化とは無関係に地表濃度が変動する原因になる。オゾンは、呼吸器疾患を引き起こし、

早死とも関連がある。オゾンは、喘息患者や、子供、高齢者といった抵抗力のあまり

強くない人々にとって健康上の重要な懸念事項の一つである。 
以上 

翻訳：NEDO 情報・システム部 
（出典：http://ec.europa.eu/environment/statistics/pdf/leaflet_env_indic_2006.pdf） 
 
 

                                                  
11 12 加盟国の都市を含む（オーストリア、ベルギー、チェコ、ドイツ、スペイン、フィンランド、オラ

ンダ、ポーランド、ポルトガル、スウェーデン、スロバキア、イギリス） 
12 出典：「Impact assessment of the thematic strategy on air pollution」 
13 15 加盟国の都市を含む（オーストリア、ベルギー、チェコ、ドイツ、スペイン、フランス、ギリシャ、

イタリア、オランダ、ポーランド、ポルトガル、スウェーデン、スロベニア、スロベキア、イギリス） 
14 この結果は、居住人口 250 万以上を抱える都市での「urban background stations」を基にしており、

「PM10 の年平均」と、「sum of means over 35 ppb ozone」（SOMO35）という毎日 8 時間毎の

大濃度から計算されたオゾン指標を用いている。結果には、Population weighting（人口加重（重み

付け））がなされている。 
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＜データの出典＞ 
◇指標のデータの出典： 
1、9、10―欧州環境庁 
2、3、4、6、8―欧州委員会統計局、他の欧州委員会局 
5―Pan-European common bird monitoring scheme（PECBM）、欧州委員会統計局 
7―欧州統計局、検疫研究所、ウェールズ大学アベリストゥイス校 
 
 
＜補足情報＞ 
◇これらの指標の更に詳しい情報は、下記から参照することができる： 
・欧州委員会の構造的指標（structural indicators）の 

データベース（http://europa.eu.int/comm/eurostat/structuralindicators）。 
・「European environment-state and outlook 2005」（http://reports.eea.eu.int/stat

e_of_environment_report_2005_1/en）に含まれている、 
欧州環境庁の「EEA core set of indicators」（http://themes.eea.eu.int/IMS/CSI）。 

 
◇EU の環境政策は、http://europa.eu.int/comm/environment/index_en.htm から 

参照できる。  
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【環境問題特集】化学物質リスク管理 

 
米国環境保護庁(EPA)が水銀のロードマップを発表 

 
米国環境保護庁（EPA）が 7 月 5 日に発表した報告書によると、米国における水銀

の排出量と使用量は過去 25 年間で大幅に減少したとのことである。例えば、米国で大

気中に排出された水銀は 1990 年以降 45%減少し、製品および製造過程で使用される

水銀は 1980 年から 1997 年にかけて 83%減少した。「EPA's Roadmap for Mercury：
EPA の水銀ロードマップ」と題するこの報告書は、水銀に関する EPA の活動を初め

て包括的に取り纏めたものである。この報告書は、環境中の水銀を削減するための活

動によるこれまでの成果と現在の取り組みについて、米国および世界の視点から述べ

ている。 
 
このロードマップは、EPA がこの 10 年以上の間に行った水銀が人の健康と環境に

及ぼすリスクに対処するための活動を明らかにしている。EPA は水銀に関連したリス

クを減らすことを長期的な目標としている。EPA はこの目標のために様々な取り組み

を行っており、ロードマップはこれらの活動を 大限に調和させることにも貢献する。

また、この報告書は、EPA の活動に指針を与えると同時に、EPA の水銀への取り組み

に関する重要な情報を他の連邦機関、州の EPA 関係者、居留地・地方自治体および一

般市民に提供する。 
 
「私達は正しい方向に進んでいる。水銀の排出量は過去 20 年間で著しく減少した」

と EPA 汚染防止・殺虫剤・毒性基質部門（OPPTS：Office of Prevention, Pesticides, 
and Toxic Substances）の担当次長補（acting assistant administrator）を務める

Susan Hazen は述べる。「この報告書は水銀の削減に貢献した過去および現在の活動

について詳しく述べており、人々の健康と環境を守り続けるために EPA が行っている

活動全体の概要を示すことにも役立つだろう。」 
 
ロードマップは主に次の 6 つの領域に重点を置いている。1)環境中に排出される水

銀への対処 2)環境放出の恐れがある製品・産業工程における水銀使用への対処 3)
生活必需品に使われる水銀の供給管理 4)一般市民へのリスク周知 5)水銀発生源へ

の国際的な対処 6)水銀の研究と監視の実施 
 
水銀の排出削減活動の一環として、EPA は 7 月 5 日に重要新規利用規則（Significant 

New Use Rule：SNUR）の提案書に署名した。自動車メーカー各社は、2003 年以降

に米国で販売されている乗用車を対象として、照明部品とアンチロック・ブレーキシ

ステム（ABS）に使われている水銀スイッチの使用を自主的に中止している。この

SNUR の提案書は有害物質規制法（Toxic Substances Control Act）に基づいて公布さ

< 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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れるものであり、今後これらのスイッチに再び水銀が使用された場合には、EPA が再

利用の評価を実施することが可能になる。また、人の健康または環境に悪影響を及ぼ

すリスクがはっきりしない場合にも必要に応じて水銀の再利用を禁止あるいは制限す

ることが可能である。 
 
過去 15 年間、EPA は大規模な大気中への水銀排出源を中心に水銀の削減に取り組

んできた。具体的には、都市廃棄物用の燃焼器あるいは焼却炉、医療廃棄物用の焼却

炉および有害廃棄物用の焼却炉などである。 近では、産業用ボイラー、塩素アルカ

リ施設およびブッシュ政権による規制に重点的に取り組んでいる。この規制の全面的

な施行により、石炭燃焼発電所から排出される水銀の 70%を削減することに初めて成

功する見通しである。現在、EPA には米国の主な産業排出源による大気中への水銀排

出を制限するための基準が整備されている。 
 
EPA はリスクの軽減策に取り組むと同時に、水銀をめぐる科学の進歩にも力を注い

でいる。EPA の多くの部署は、水銀の発生源と人の健康および環境に与える影響をよ

り正確に把握するための取り組みを継続している。また、リスクの周知および一般市

民が水銀に晒される機会を減らすことにつながる活動も積極的に行っている。 
 
ロードマップの本文、SNUR の提案、EPA の水銀削減への取り組みに関するその他

の情報については、EPA のウェブサイト（http://www.epa.gov/mercury/）を参照のこ

と。 
以上 

翻訳：NEDO 情報・システム部 
 

出典：Report Highlights Accomplishments; Outlines Path Forward 
http://yosemite.epa.gov/opa/admpress.nsf/a8f952395381d3968525701c005e6
5b5/5ca7722d9e694b55852571a2005eca59!OpenDocument 
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【環境問題特集】環境モニタリング  
  

米国における環境モニタリングへの取り組み 
 

環境観察は、環境保全を行うために必須である。環境の状況を把握してはじめて、

種々の環境対策が可能になる。そして、環境観察によって、実施された諸対策の効果

が判定されることになる。モニタリングは、ある目的をもって、一定期間の環境測定

を続けることである。これらのモニタリングの項目としては、大気、内陸水、海洋、

土地(土壌)、森林、廃棄物、騒音、酸性雨、生態系の指標となる各種の生物群観測等が

揚げられる。 
 米国におけるモニタリングについては、米国環境保護庁(Environmental Protection 
Agency：EPA)が大きな役割を果たしている。ここでは、主として EPA を始めとする

米国政府機関等が実施している環境モニタリングへの取り組みについて概説する。 
 
EPA の研究開発プログラム 

EPA は米国の環境に関する監督官庁であり、研究開発も実施している。環境に関す

る研究は、EPA の研究開発部門(Office of Research and Development：ORD)1 が管理

しており、下記に示す 16 の研究開発プログラム 2 を 5 年以上の期間をかけて実施して

いる。 
 
・粒子状物質 
・オゾン 
・大気有毒物質 
・飲料水 
・水質 
・生態学的研究( Ecological Research)   
・汚染場所 
・資源保全回収法( Resource Conservation & Recovery Act) 
・安全な殺虫剤／安全な製品 
・安全な食料品 
・地球的変動 
・人の健康 
・内分泌攪乱化学物質 
・水銀 
・経済と決定科学(Economics and Decision Sciences) 
・汚染防止 

                                                  
1 http://www.epa.gov/ord/ 
2 http://www.epa.gov/osp/myp.htm#eco 
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 これらの研究開発プログラムにはそれぞれ環境汚染の測定法とモニタリング法も含ま

れている。特に、生態学的研究プログラムは米国における生態系の状況と今後の動向を見

極めるためのモニタリングに重点を置いている。現在行われている生態学的研究 3 は、2003
年に作成されたもので現在改訂中である。EPA のこの分野における研究プログラムの目標

は下記のとおりである。 
 
・ 環境の状態と危害の本当の原因を表すコスト効率の良い指標の確立 
・ 科学的に妥当でコスト効率の良いサンプリング方法の確立。このサンプリング方法は、

測定が行われていない場所の値を外挿により推定できるものでなければならない。 
・ 広い範囲を測定した結果(人工衛星による土地利用図等)と生態系のある地点における

物理的・化学的あるいは 生物的測定結果を関連づける手法の確立 
 

生態学的研究プログラムの一部である環境モニタリング・評価プ ログラム

(Environmental Monitoring and Assessment Program：EMAP) 4 は、生物学的モニタリ

ング研究についての EPA の主要な取り組みである。EMAP は、米国全州の水の状況と将

来の姿を迅速にかつ安価に評価するための統計的に正確な指標とサンプリング方法を確立

するために 1990 年代に始められた。例えば、EMAP プログラムは河川および河口域の状

況に関するモニタリングに成功し、今はこれを湿地帯にも応用し、米国全土に拡大しよう

としている。 近の EMAP 報告書“Great River Ecosystems Field Operations Manual”
はウェブサイト 5 で閲覧できる。このマニュアルには、米国のいくつかの大きな河川流域

における生物的および非生物的特性のサンプル収集方法や野外測定方法等について述べら

れている。 
 
 EPA における環境汚染モニタリングに関する主要な取り組みの一つは、多くの異なるプ

ログラムで得られる多種多様のモニタリング・データを統合し、どこに情報不足があるか

を特定し、それを埋め合わせることにある。米国政府は環境モニタリングに毎年多額の費

用を費やしている。EPA はモニタリングをより効率良くし、データ統合を異なるデータ・

システム間でより簡単に交換できるよう試みている。例えば、データベースの標準化にも

取り組んでいる。 
 
 その他の環境汚染モニタリング研究開発に関する EPA の取り組みとしては、次の点が

挙げられる。 
 

                                                  
3 http://cfpub.epa.gov/si/osp_sciencedisplay.cfm?dirEntryID=74319&ref_site=SI&kwords=Ecologica

l%20Research%20Multi%2DYear%20Plan%2E%202003 
4 http://www.epa.gov/emap/ 
5 http://www.epa.gov/emap/greatriver/EMAPGREFOM.pdf 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.982,  2006.7.26 

15 

・ 国立環境研究センター(National Center for Environmental Research：NCER) 
  NCER6 のミッションは、米国の環境問題解決のために科学的根拠を提供する研究者を

支援することにより研究のレベルを高くすることにある。 
 
・ EPA の技術移転ネットワーク(Technology Transfer Network：TTNWeb) 

このネットワーク 7 は、EPA の環境大気モニタリング・グループ (Ambient Air 
Monitoring Group)により運営されている環境モニタリング技術情報センター

(Ambient Monitoring Technology Information Center：AMTIC)も含んでいる。

AMTIC は環境大気モニタリング・プログラムについての情報、モニタリング方法、関

係資料、大気環境の状況および基準値に達成していない地域についての文献・情報、

大気環境モニタリングに関する連邦規制等について詳しく述べている 8。TTNWeb 上

の Emission Measurement Center のウェブサイト 9 には汚染物質排出の測定・モニタ

リング方法についての情報が提供されている。 
 
 2003 年 6 月、EPA は環境に関する国としての 初の草案を発表し、その中で米国の環

境と人の健康状態を説明する情報としてその時点で使用できる指標と多くのデータを示し

た。EPA は 2007 年に新しいレポート(Report on the Environment：ROE)を発表する予

定にしている。レポートの前提となる技術的資料(Technical Document)はウェブサイト 10

に掲載されている。 
 
 その他で米国の環境評価について毎年発表しているのは非営利でどの政党にも属してい

ない協会である Heinz センター(Heinz Center)である。同センターは「米国のエコシステ

ム( The State of the Nation’s Ecosystems)11」を発行し、2005 年 新版では 12 個の指標

についての新しいデータが示している。その中には都市大気環境、淡水、沿岸水、海水、

土地利用、土地の性質、窒素移動、植物成長指標等に関するデータが含まれている 12。報

告書ではどんな情報が国の環境状態とデータ格差を評価するのに利用できるか、あるいは

どんなデータはモニター出来ないかについて議論している。 
 
その他の政府機関におけるプログラム 

 National Office for Integrated and Sustained Ocean Observations (Ocean.US)13

は 2000 年に米国連邦議会により設立された 10 個の政府機関に支援されるマルチエー

                                                  
6 http://es.epa.gov/ncer/ 
7 http://www.epa.gov/ttn/ 
8 http://www.epa.gov/ttn/amtic/ 
9 http://www.epa.gov/ttn/emc/tmethods.html 
10 http://cfpub.epa.gov/eroe/index.cfm?fuseaction=list.listByQues&showQues=Air. 
11 http://www.heinzctr.org/ecosystems/index.shtml 
12 http://www.heinzctr.org/ecosystems/intro/updates_05.shtml 
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ジェンシー局であり、総合的海洋観察システム (Integrated Ocean Observing 
System： IOOS)を発展させ、その成果を世界海洋観測システム (Global Ocean 
Observing System)と全地球的な観測システム(Global Earth Observation System：

GEOS)に役立てることを目的に取り組んでいる。 
 
 米国地質調査書 (U.S. Geological Survey：USGS)は米国水質評価プログラム

(National Water-Quality Assessment Program：NAWQA)を実施している。この研究

の主要な対象は地下水、水源、飲料水、都市河川等に含まれる揮発性有機化合物(VOC)
である。 近の研究成果あるいは出版物はウェブサイト 14 から得られる。 
 
 米国航空宇宙局 (National Aeronautics and Space Administration：NASA)の
Advanced Technology Integration は遠隔なあるいは厳しい環境のモニタリングため

の高い知能を持つ遠隔操作技術を重点的に取り扱っている。グループの行ったコンフ

ァレンス「2005 年環境監視(Environmental Sentinels 2005)」15では、汚染の激しい

都市地域、工場用地、軍関連施設あるいは宇宙空間の人工施設等における物理的、化

学的および細菌による汚染モニタリングのための先端技術が議論された。センサー、

機器、コンピュータのハード・ソフトウェアおよび、遠隔計測システムを含むリアル

タイムで行う環境モニタリングシステム (Real-Time Environmental-Monitoring 
System：RTEMS)開発も話題になった。 
 

極軌道環境衛星システム (National Polar-Orbiting Operational Environmental 
Satellite System：NPOESS)は米国防総省(Department of Defense)と米国大洋大気庁

(National Oceanic and Atmospheric Administration)との共同プロジェクトであり、

地球全体の環境状態をモニターし、気象、大気、大洋、陸地および宇宙に近い空間に

関するデータを収集・普及するための人工衛生システムを開発している16。研究者達は

人工衛星に高機能の気象用センサーを搭載することも希望している。 
 
 
 米国における各州も環境汚染モニタリングをそれぞれ実施しており、この分野での

研究開発に資金援助をしている州もある。カリフォルニア大気資源委員会(California 
Air Resources Board)はカリフォルニアの大気汚染の原因、影響および解決方法に関

する総合研究プログラムを支援している17。これらの研究は、組織内、大学および研究

開発機関で行われている。組織内での研究には下記のものが含まれている。 
                                                                                                                                                       
13 http://ocean.us/ 
14 http://sd.water.usgs.gov/nawqa/vocns/ 
15 http://advtech.jsc.nasa.gov/es05.htm 
16 http://www.ipo.noaa.gov/ 
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・ 大気汚染規制による健康的および経済的メリット 
・ 車内と排出源近くにおける汚染測定と曝露評価 
・ エンジンの燃料効率と排出制御技術アジア大陸からの粉塵飛来 
 

汚染モニタリング研究を含む研究概要（終了分と進行中分）はウェブサイト18で閲覧

できる。 
 
その他の研究開発機関で行われている研究プログラム 

テキサス州ウェーコにあるベイラー大学大気科学研究所 (Baylor University，
Institute for Air Science)では測定機器を搭載した航空機を使って大気汚染モニタリ

ング研究を行っている。航空機(de Havilland 社製 DHC-6 型ターボプロップ・ツウィ

ンオッター)は大気汚染モニタリングのためのサンプル収集ができるように改良され

ている。ベイラー大学は現在より広範囲に及ぶ必要性を根拠にして大気汚染モニタリ

ングに取り組んでいる。このプログラムの詳細はウェブサイト19に述べられている。 
 

ノースカロナイナ州リサーチ・トライアングル・パークにある RTI International
は多媒体環境(大気、水、固定汚染源、廃棄物)における毒性汚染物質の測定・モニタリ

ング技術の開発でよく知られている研究開発組織である。同協会のウェブサイト20によ

ると、RTI 方式は EPA により標準として認められ、全世界の監督官庁で利用されてい

るとのことである。RTI における新方式開発の研究例には、2004 年から始まった

“Detroit Exposure and Aerosol Research Study”がある。この研究は EPA の国立曝

露研究所(National Exposure Research Laboratory：NERL)が資金援助をしている。3
年間デトロイトの住民がどんな大気汚染に晒されるかを家庭内外の大気サンプルを収

集して実証することになる。夏と冬のそれぞれ 5 日間、120 人の住民が RTI 製の小型

サンプル収集装置を身に付けることになる。詳しいことはウェブサイト21を参照された

い。 
 

研究開発企業ではないが、オハイオ州アルファにある Fondriest Environmental 社
は環境モニタリング分野における 新機器類の納入業者であり、年 4 回ニュースレタ

ーを刊行している。このニュースレター22には発売予定の新製品、用途、環境モニタリ

ング分野におけるイベント等に関する情報が掲載されている。また、同社は製品が野

                                                                                                                                                       
17 http://www.arb.ca.gov/research/research.htm 
18 http://www.arb.ca.gov/research/apr/past/atmospheric.htm#Monitoring 
19 http://www.baylor.edu/bias/index.php?id=4843 
20 http://www.rti.org/ 
21 http://www.rti.org/page.cfm?objectid=6488A363-D13D-4B5C-86081CD3EB337C70 

http://www.rti.org/page.cfm?nav=505&objectid=6E16E04B-DCDE-46C6-8DE2A23F054F8502 
22 http://www.fondriest.com/newsletter.htm 
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外でどのように使用されるかを顧客が理解するためのアプリケーション・ノートを提

供している。Fondriest 社はリアルタイムの環境モニタリングの 近の開発についても

発表している。特に、 近の水質モニタリング・センサー技術は、保守あるいは補正

無しで長期間(数週間～数ヶ月)利用できるとのことである23。 
以上 

翻訳：NEDO 情報・システム部 
 

出典：SRI Consulting Business Intelligence Explorer Program 
 

                                                  
23 http://www.netl.doe.gov/publications/proceedings/00/app-rvr00/3-1.PDF 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.982,  2006.7.26 

19 

【環境問題特集】化学物質リスク管理  
 

環境中のヒ素を植物の葉に隔離する新しい浄化技術（米国） 

 
ヒ素による環境汚染は深刻であり、とりわけインド亜大陸では問題が広がっている。

数年前、ジョージア大学の研究チームは、遺伝子技術を用いて、汚染された場所でも

生育可能な「ヒ素を食べる」植物を作り出そうとした。 
 

しかしながら、これには問題があった。土壌から隔離されたヒ素の大部分が植物の

根に残存してしまうため、これを刈り取って安全に処理することは困難であった。し

かし今回、遺伝学者の Richard Meagher を中心とする研究チームにより、ヒ素を根か

ら茎と葉に移動させる方法が発見された。この成果は、ヒ素が人間の健康への重大な

脅威となっている数千にも及ぶ汚染地域を効率的に浄化する新たな手法となる可能性

がある。 
 

この研究に関する論文は、全米科学アカデミー会報（Proceedings of the National 
Academy of Sciences：PNAS）で発表された。この論文の執筆者には、ジョージア大

学遺伝学科の Om Parkash Dhankher および Elizabeth McKinney、ウェーン州立大

学の Barry Rosen も含まれている。 
 

「高濃度のヒ素が土壌や飲料水に含まれているという報告は世界中にある」と

Meagher は言う。「しかし、インドとバングラデシュの状況は も深刻だ。これらの

国では 4 億人の人々がヒ素中毒の危険に晒されている。残念ながら、土壌を掘り返し

て再び埋め直す技術に要する費用が高額のため、これを用いてヒ素対策が必要な世界

中の広大な土地を浄化するという選択肢は受け容れられるものではない。そのため、

ヒ素に汚染された土地の殆どが浄化されずに放置されている。」 
 

これは極めて大きな問題である。PNAS に掲載された同論文の報告によると、世界

保健機構（WHO）は、長期間にわたってヒ素に晒されるリスクが異常な速度で広がる

恐れがあると予測している。WHO は、インド北部とバングラデシュでは 10 人中 1 人

がヒ素中毒に関連した病気で死亡する恐れがある、とも述べている。 
 

この新しい手法は、「植物による修復（phytoremediation）」と呼ばれる方法の一つ

であり、毒を隔離する働きのある植物を利用して汚染された土壌を浄化する。土壌の

毒性が取り除かれた後、この植物は刈り取られる。この方法は、数百万エーカーに及

ぶ世界中のヒ素汚染地で利用される可能性を持っている。 
 

2002 年に「Nature Biotechnology」誌で発表された研究で、Meagher を始めとす
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る研究チームは「arsC」と「ECS」と呼ばれるバクテリア大腸菌から関連性のない 2
つの遺伝子を選び、シロイヌナズナ（Arabidopsis）に導入した。この植物は研究室で

試験的に栽培されているもので、小型のアブラナ科の一種である。実験の結果、この

植物はヒ素の毒性に耐性を示し、一般的な植物と比べて 3 倍のヒ素を茎と葉に隔離す

ることが分かった。それでも、この遺伝子組み換え植物をヒ素汚染地で栽培するには

まだまだ効果が不十分であった。刈り取って安全に処分するためには、これより遙か

に多くのヒ素を植物の葉の中に取り込む必要があるからである。 
 

発表されたばかりの研究の中で、研究チームはシロイヌナズナの遺伝情報に含まれ

る「ACR2」という遺伝子が根に隔離されたヒ素を移動させる働きを持つことを確認し

た。沈黙遺伝子「ACR2」を用いて植物との遺伝子操作を行うことにより、野生種のシ

ロイヌナズナと比べて 16 倍のヒ素が葉に取り込まれることが研究チームによって発

見された。この実験により、根の中のヒ素を積極的に茎と葉に隔離するメカニズムが

確認された。 
 

「私達は、この植物がヒ素を隔離する能力を 35～50 倍まで高めたいと考えている。

メカニズムが明らかになった今、これを成し遂げることは可能だと確信している」と

Meagher は語る。実際には、この新しい知識により高木や低木あるいは草本種にもヒ

素を「食べる働き」を持たせることができるかもしれない。 
 

ヒ素汚染問題は、インドのガンジス川全流域で特に深刻である。1960 年代から 70
年代の「緑の革命」当時、氾濫原における稲作が普及した。そして、労働者はヒ素が

自然に存在する土壌や岩石を掘削してインド全域に開放井戸を作った。この結果、汚

染された水を介してヒ素汚染が蔓延した。このように、ヒ素汚染は産業工程における

事故や操業とは別の原因から発生し、今では極めて広範囲に及ぶ問題となっている。 
 
この研究は、米国エネルギー省の助成金によって行われた。 

以上 
翻訳：NEDO 情報・システム部 

 
出典：Roots to shoots: University of Georgia researchers discover way to transport 
environmental arsenic to plant leaves in new environmental clean-up strategy. 
http://www.uga.edu/news/artman/publish/060411_RootsToShoots.shtml 
Courtesy of the University of Georgia. 
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【環境問題特集】廃棄物管理  

 

2004 年度都市廃棄物管理統計データ（英国） 

 
 2006 年 3 月 24 日、英国環境食糧農林省(Department for Environment, Food and 
Rural Affairs： Defra)は都市廃棄物についての 新の調査結果を暫定的な数値として

発表した。これらはイングランドにある地方自治体から廃棄物データフロー

(WasteDataFlow)に提供された情報を基にした 初の結果である。2004 会計年度に関

する数値によると、リサイクル率の増加、総廃棄物量の増加および埋め立てされた廃

棄物量の減少が見られた。 
 
都市廃棄物と管理 
・ イングランド訳者注）における都市廃棄物総量は、2003 年度の 29.1 百万トンから 2004

年度のおよそ 29.7 百万トンと 2.1%増加している。2000 年度から 2004 年度におけ

る都市廃棄物の平均年間増加率は 1.5%であった。 
・ 2004 年度における廃棄物全体の 33.0%(9.8 百万トン)はリサイクル、たい肥化、熱

回収および燃料製造により再生されている。2003 年度の再生率 28.0%(8.1 百万ト

ン)と比較して増加している。 
・ リサイクルあるいはたい肥化された都市廃棄物の割合は、2003 年度の 19.0%から

2004 年度の 23.5%に増加した。熱回収のために焼却された都市廃棄物の割合は大

体変化が無く約 9%だった。 
・ 終処分場に埋め立てられた都市廃棄物の割合は、2003 年度の 72%から 2004 年

度の 67%と減少を続けている。 
・ 終処分場に埋め立てられた都市廃棄物の実際の総トン数は、2003 年度の 20.9 百

万トンから 2004 年度の 19.9 百万トンとこれも減少した。 
 
家庭廃棄物とリサイクル 
・ 2004年度の家庭廃棄物の都市廃棄物に対する割合は約 86%(25.7百万トン)になり、

これを一人あたりの年間排出量にすると 513kg になる。 
・ 家庭廃棄物に対するリサイクル（たい肥化を含む）の割合は増加し続けており、

2003 年度の 17.8%から 2004 年度では 22.5%に増加した。この 4.7%のリサイクル

についての増加率は、前年度の増加率 3.3%より多く、増加率が連続的に増えてい

ることを示している。 
・ リサイクルのために回収された家庭廃棄物の重量は、2003 年度の 4.5 百万トンか

ら 2004 年度の 5.8 百万トンと 27.6%増加している。 
                                                  
訳者注） イングランド：グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国（通称イギリスまたは英国）を

構成する主要な地域。人口約 50.1 百万人。 
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・ 下図は一人あたりの家庭廃棄物の年間排出量とリサイクル量の年次変化を示し、持

続的発展のための廃棄物ヘッドライン指標(Waste headline indicator)の一つであ

る。 
 

    

   図 1. 1983～2004 年度のイングランドにおける一人あたりの 
家庭廃棄物量とリサイクル量の変化 

 
地域格差  

家庭廃棄物のリサイクル率はイングランド内の地域によって大きなバラツキがある

ことは従来と同じである。2004 年度において も高かった地域は East (29.4%)であり、

South West、East Midlands および South East が 26～27%と続き、North East が
も低いリサイクル率 15.3%であった。 
  
 2004 年度廃棄物データフロー調査(WasteDataFlow survey)から概算された結果を

都市廃棄物管理調査(Municipal Waste Management Survey)による以前の結果とも

合わせて地域ごとに文章末尾の表 1～5 に示す。これらのデータは Defra ウェブサイト
∗で参照できる。 
 
注記 
1. これらの表は 2004 年度における廃棄物データフローの結果を初めて公開したも

のであり、イングランド内の地方自治体からの結果も含んでいる。データは暫定的な

ものであり、今後の修正を前提としている。2004 年度以前の数値は修正されているも

のもあり、これまでに発表されたものと異なることがある。 

                                                  
∗ www.defra.gov.uk/environment/statistics/wastats/index.htm 
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2.  結果一式は新しく導入された廃棄物データフロー・システムから作成された 初

のものである。これは 2004 年 4 月に始められたインターネットを使ったデータ収集

システムである。廃棄物データフローからの 初の結果であるため、以前の都市廃棄

物管理調査のデータと比較検討するときには注意が必要である。 
 
3. 2004 年度の見積もり概算値は地方自治体が四半期毎に廃棄物データフローに報告

したデータに基づいている。廃棄物データフローに入力したデータは 2005 年 12 月か

ら閲覧ができ、50%の地方自治体のからの完成した間違いのない報告が利用できる。

欠落しているデータは、2004 年度に関しては Best Value Performance Indicator デー

タを用いて、2003 年度は廃棄物管理調査データをも併せ用いて推測された。データの

推測方法の詳細は問い合わせにより請求して利用可能である。 
 
4. 家庭廃棄物には集積場巡回回収家庭ゴミ、回収された粗大ゴミ、奉仕回収された

投棄ゴミ、都市公共施設からのゴミ、リサイクルとたい肥化のために分別回収された

ゴミ等がある。都市廃棄物は家庭廃棄物とその他の廃棄物に分けられる。その他の廃

棄物には地方自治体あるいは代理業者によって回収される都市公園ゴミ、木の枝葉、

海浜清掃ゴミ、不法投棄撤去による廃棄物等がある。 
 
5. 家庭廃棄物量とリサイクル量を示す図の作成は、廃棄物ヘッドライン指標(Waste 
headline indicator)の一つであり、2005 年 3 月 7 日に発表された「英国政府による未

来を確保する持続的発展のための戦略(UK Government’s Sustainable Development 
Strategy, Securing the Future)」に提示された持続的発展のための補足指標

(Supporting indicators)の一つ(Indicator 19)でもある。この戦略を支援するために現

在では英国に 68 個におよぶ持続的発展のための一連の指標がある。この中には英国政

府とスコットランド、ウェールズおよび北アイルランドと共通の 20 個の UK 枠組指標

(UK Framework Indicators)がある。共通の指標の他に、英国政府とスコットランド、

ウェールズおよび北アイルランドにおける戦略にはそれぞれ他の指標、目標および達

成度の評価がある。英国政府および地域の優先事項を反映させながら、共通の枠組指標を

支援している。戦略中の残り 48 個の指標は英国政府戦略にとって適切な優先事項を明らか

にしている。これらの指標は、“Sustainable Development Indicators in Your Pocket, 
2005”として出版されており、英国政府の持続的発展ウェブサイト∗∗上で定期的に更新

されている。 
 

6. イングランドとウェールズの 2000 年廃棄物戦略(Waste Strategy 2000)は都市廃

棄物と家庭廃棄物管理の目標を設定しており、2005 年度までに家庭廃棄物のリサイク

ルとたい肥化を少なくても 25%、都市廃棄物の 40%を 2005 年度までに再生するとし

                                                  
∗∗ www.sustainable-development.gov.uk/progress/index.htm 
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ていた。イングランドの廃棄物戦略を見直すための協議は 2006年 2月 14日に始まり、

意見の締め切りは 2006 年 5 月 9 日であった。詳しい情報は Defra ウェブサイト∗∗∗か

ら得られる。 
 

国家統計は国家統計実践規約で設定されている専門性の高い標準の基に出版されて

おり、利用者の要望をかなえるために定期的な見直しを受けている。 
以上 

                     翻訳・編集：NEDO 情報・システム部 
 
出典：Municipal waste management statistics 2004/05 
   http://www.defra.gov.uk/news/2006/060324a.htm 
   © Crown copyright 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
∗∗∗ www.defra.gov.uk/corporate/consult/wastestratreview/index.htm 
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表 1．2000～2004 年度におけるイングランドの家庭および都市廃棄物排出量 

(単位：1,000 トン) 
家庭廃棄物 2000 2001 2002 2003 2004

通常回収分 16,655 16,683 16,528 16,066 15,507
その他の回収分 1,381 1,277 1,351 1,244 1,201
都市公共施設回収分 4,234 4,367 4,213 3,616 3,211
家庭廃棄物リサイクル分 2,809 3,197 3,740 4,521 5,769

家庭廃棄物総排出量 25,079 25,524 25,832 25,448 25,688
家庭廃棄物に属さない廃棄物量 

（リサイクル量は含まない） 
2,342 2,656 2,730 2,650 2,832

家庭廃棄物に属さないリサイクル

量 
636 724 832 1,016 1,213

都市廃棄物総排出量 28,057 28,905 29,394 29,114 29,734
（出典：Defra．原表にはイングランド全体の他、North East, North West, Yorkshir/Humber, East 

Midlands, West Midland, East, London, South East および South West の各地域のデータが記載さ

れている。） 

   
表 2. 2000～2004 年度におけるイングランドの都市廃棄物管理状況 

(単位：1,000 トンおよび％) 
  2000 2001 2002 2003 2004 
埋め立て 22,039 22,421 22,068 20,936 19,899 

百分率  79% 78% 75% 72% 67% 
熱回収のための燃焼 2,391 2,438 2,600 2,596 2,818 
  百分率  9% 8% 9% 9% 9% 
焼却（熱回収無し） 20 9 7 8 7 
 百分率  0% 0% 0% 0% 0% 
RDF 製造 67 84 87 12 19 
 百分率  0% 0% 0% 0% 0% 
リサイクル／たい肥化 3,446 3,921 4,572 5,537 6,982 
  百分率 12% 14% 16% 19% 23% 
その他 95 32 59 26 8 
  百分率 0% 0% 0% 0% 0% 
計 28,057 28,905 29,394 29,114 29,734 

（出典：Defra．原表にはイングランド全体の他、North East, North West, Yorkshir/Humber, East  

Midlands, West Midland, East, London, South East および South West の各地域のデータが記載 

されている。） 
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表 3. 2000～2004 年度における家庭および都市廃棄物のリサイクル率と再生率  
(単位：1,000 トンおよび％) 

家庭廃棄物リサイクル量 2000 2001 2002 2003 2004
家庭廃棄物排出量（リサイクル量を含まない） 22,270 22,327 22,092 20,926 19,920
家庭廃棄物リサイクル量 2,809 3,197 3,740 4,521 5,769
家庭廃棄物総排出量（リサイクル量を含む） 25,079 25,524 25,832 25,447 25,688
家庭廃棄物リサイクル率 11.20% 12.50% 14.50% 17.80% 22.50%
   

都市廃棄物リサイクル量 2000 2001 2002 2003 2004
都市廃棄物排出量（リサイクル量を含まない） 24,612 24,984 24,821 23,577 22,752
家庭廃棄物リサイクル量 2,809 3,197 3,740 4,521 5,769
家庭廃棄物に属さないリサイクル量 636 724 832 1,016 1,213
都市廃棄物総リサイクル量 3,446 3,921 4,572 5,537 6,982
都市廃棄物総排出量（総リサイクル量を含む） 28,057 28,905 29,394 29,114 29,734
都市廃棄物リサイクル率 12.30% 13.60% 15.60% 19.00% 23.50%
      
都市廃棄物再生量 2000 2001 2002 2003 2004
都市廃棄物排出量（リサイクル量を含まない） 24,612 24,984 24,821 23,577 22,752
都市廃棄物総リサイクル量 3,446 3,921 4,572 5,537 6,982
熱回収用燃焼と RDF に使われる量 2,458 2,522 2,687 2,608 2,837
都市廃棄物再生量 5,904 6,443 7,260 8,145 9,819
都市廃棄物総排出量（総リサイクル量を含む） 28,057 28,905 29,394 29,114 29,734
都市廃棄物再生率 21.00% 22.30% 24.70% 28.00% 33.00%
（出典：Defra） 

 
 
表 4. 1983～2004 年度における家庭廃棄物の一人あたりの年間排出量とリサイクル量 

(単位：kg/人/年) 
家庭廃棄物  1983 1991 1993 1995 1996 1997 1998

リサイクル無し 394 417 430 421 430 440 439
リサイクル／たい

肥化された量 3 11 15 29 35 39 44
計 397 428 445 451 465 480 482
        
家庭廃棄物  1999 2000 2001 2002 2003 2004  

リサイクル無し 453 453 452 445 420 398  
  リサイクル／た

い肥化された量 52 57 65 75 91 115  

計 505 510 516 520 510 513  
（出典：Defra） 
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表 5. 各地域における家庭廃棄物のリサイクル率（2000～2004 年度） 
（単位：%） 

地 域 2000 2001 2002 2003 2004 
North East 4.1 5.2 6.6 12.2 15.3 
North West 7.5 9.2 11.3 14.2 19 
Yorkshire and 
Humber 7.3 8.9 11.2 14.5 18.6 
East Midlands 13.1 13.7 15.1 19.3 26.5 
West Midlands 9.1 10.2 13 15.7 19.7 
East 15.2 17.4 19.4 23.4 29.4 
London 9 9.3 10.9 13.3 17.5 
South East 16.4 17.7 19.6 22.8 26.2 
South West 14.9 16.6 18.6 21.4 26.6 
イングランド 11.2 12.5 14.5 17.8 22.5 

（出典：Defra） 
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【環境問題特集】廃棄物管理  

 
EPAが「廃タイヤ・クリーンアップ・ガイドブック」を発行（米国） 

 
1. 概要 
 

2006 年 6 月、米国環境保護庁（EPA）とイリノイ州が、国中の廃タイヤの山を減少

させるための「廃タイヤ・クリーンアップ・ガイドブック」を発行した。 
 

米国では年間 2 億 9000 万本以上のタイヤが廃棄されていると推定されている。80％
が再利用されているものの、数百万本が過去数十年間にわたり野積みのまま蓄積され

ている。 
 

この新しい「手引き書」であるガイドブックには、タイヤ製造者、州・地域政府、

規制当局、リサイクル業者、収集者に向けた、下記についての実用的な解決策が記載

されている： 
 
・ 廃タイヤのクリーンアップ・ 

プログラムや資金調達の例 
・ 法的に考慮すべき事項、 

所有権問題 
・ 費用回収 
・ 廃タイヤの地方・地域の市場 
・ クリーンアップ計画 
・ 請負業者の選定 
・ プロジェクト管理 
 
 

このガイドブックは、多くの成功例に焦点を当て豊富なケース・スタディを掲載し

ている。このガイドブックに加え、いくつかの廃タイヤフォーラムのプレゼンテーシ

ョンや廃タイヤに関する技術的事項の情報、 終消費マーケットを含む、廃タイヤ問

題に取り組むための多くのリソースが利用可能である。 
 

次ページ以降では、このガイドブックの「序文」を紹介する。 
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2．「廃タイヤ・クリーンアップ・ガイドブック」の「序文」より 
 

20年以上廃タイヤ問題に取り組んできたにもかかわらず、合衆国内に野積みされ

た大量の廃タイヤは、いまだ未解決のままである。米国ゴム製造者協会  (RMA)に
よってまとめられたデータによると、合衆国内には、2003年時点で2億7500万本の

廃タイヤが野積みされたままとなっており、さらに、毎年約2億9000万本の廃タイ

ヤが新たに誕生していると推定されている。また、RMAは、不法投棄の廃タイヤお

よびそれに関連する集積物の90％以上が、11の州に集中していると概算している。

廃タイヤ削減を目的にしたプログラムを実施している州や、野積み廃タイヤの削減

に目下取り組んでいる州もあるが、その一方で、これから、野積みタイヤの削減を

盛り込んだ包括的廃タイヤ管理プログラムを作成して、堅実に資金投入していかな

ければならない州もある。  
 

辞書での「stockpile」の定義は、将来使う予定がある材料の貯蔵である。しかし現実に

は、殆どの廃タイヤは、規制や強制的なプログラムがなければ、将来使用されることはな

い。さらには、営業中の処理事業者の「stockpile」さえ管理されなければならないという

事例が、過去に何度も示されてきた。このため、このガイドブック内で使用されている

「stockpile: 野積み（された廃タイヤ）」は、単に廃タイヤの集積を指すこととし、その

使用目的は関係ないものとする。  

 
廃タイヤが大量に野積みされていると、幾つかの理由から、人間の健康と環境

への脅威となる。一つには、その場所が、蚊の恰好の繁殖場となることが挙げら

れる。蚊が増殖することにより、テング熱、脳炎、西ナイルウイルスといった生

命にかかわる疾病が、蚊によって媒介される危険性がある。  
 

また、野積み廃タイヤは、落雷・機器の不具合・放火などにより、発火する可

能性がある。野積み廃タイヤが未処理のまま長く放置されていればいるほど、火

災が起きる可能性が高まる。野積み廃タイヤが「もし」火事になったら、という

点はもはや考えず、「いつ」火事になるかという点について考える専門家達もいる。

廃タイヤ火災は通常、空気・水面・土壌・地下水・その他を汚染する原因となり、

人間や動物、植物の命に悪影響を及ぼす。火災時、廃タイヤの山からは、燃焼し

た炭化水素を含む濃い黒煙が出る。この煙流により、長期にわたって広域の大気

環境が悪くなると同時に、煙の流路にあたる住民や労働者に悪影響を与える可能

性がある。また、煙に加え、有害化合物を含んだ大量の熱分解油が出る廃タイヤ

もある。これらの油は、特定の条件下で通水性のある土壌に浸透し、飲み水に使

用される可能性のある地下水を汚染する。さらに、水面にこれらの油が浮かび、

大量の魚が死ぬ原因にもなる。これはこれらの油が、水中の溶存酸素レベルを急

低下させてしまうのが原因である。また 終的に、廃タイヤの火災で出た残留物
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（灰、ワイヤー、不燃ゴム）はしばしば、特殊な処理と廃棄方法を必要とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

写真出典：EPA,Paul Ruesch 
 

州・国・出先機関は、過去数十年以上にわたり廃タイヤの火災を防ぐために何

億ドルも費やしてきた。一般的に、単に火事になる前に廃タイヤを取り除くより、

火事の現場を修復する方が 5～10 倍も多く費用がかかる。さらに都市部の野積み

廃タイヤは、建設的な利用や経済重点地域の再活性化のために、荒廃地

（brownfield1）を再開発する際の障害となる。また、廃タイヤの野積みは、他の

廃棄物の屋外投棄も助長してしまう。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

             

                                                  
1 環境汚染などの理由で使用されなくなった工業用地。⇔  greenfield 
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前述してきたような脅威が再三にわたり発現するため、多くの州・地方当局は、野

積み廃タイヤの除去の優先度を上げてきた。多くの州議会は、包括的プログラムを作

成し、この問題に対処するための資金を投じてきた。また、野積み廃タイヤ問題は、

タイヤのリサイクル・再利用・エネルギー回収の機会を提供した。廃タイヤ処理のた

めの戦略を考案する州機関に加えて、米国環境保護庁（EPA）も、連邦政府がリーダ

ーシップを取るべきとの要請に応えるため、タイヤ製品の製造業者・処理装置業者・

再資源業者およびエンドユーザーの代表者から成る個人達のグループを設立した。こ

のグループは、「自然保全チャレンジ（Resource Conservation Challenge: RCC）」の

一環として、2008 年までに野積み廃タイヤを 55％削減するという目標を立てた。各

州政府が野積み廃タイヤに関する一義的な権限を持っているため、米国環境保護庁は、

この廃タイヤ問題の緩和への取組に付加価値をつけることを目的とした、いくつかの

プロジェクトに取り組んでいる 2。 
 
EPA はいくつかの州と協力し、各地の野積み廃タイヤ状況の一覧を作成したり、地

理情報システム（GIS）3 を基盤にした野積み位置の地図を作るための簡便な方法を開

発した。この地図と関連 GIS データベースは、両者とも各州ごとに管理される。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  
2 参照: http://www.epa.gov/region5/solidwaste/tires.htm 
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これらは、廃タイヤの新しい市場の発展を促すことに寄与できる土台と、州全体の

撤去活動の進行状況について優先順位を付け・計画し・予算を決め・見守ることに利

用できる土台を築くのに、役立つ。また、EPA は、成功したタイヤ撤去・消火活動の、

ベスト・プラクティス 4 やケース・スタディ 5 を提示するために、野積み廃タイヤ削減

活動の中心的人物達を招き、対象とする州で公開討論会を開催している 6。 
 

このガイドブックの趣旨は、全国の読者が、安全・効果的・低コストな方法で、削

減計画を計画・管理・遂行するのに役立つ、野積み廃タイヤ削減のためのベスト・プ

ラクティスの記載である。対象読者は、国中の撤去請負業者だけでなく、州・郡・市

の防疫官、固形廃棄物関係各者も含む。現在、「廃タイヤ（scrap tire）」の明確な定義

や、廃タイヤ管理への取り組みに関する、連邦の法・規則はない。そのため読者は、

その州独自の規定を定めて適切な撤去／削減計画を決定するために、適切な州機関に

コンタクトをしなければならない。 
以上 

翻訳・編集：NEDO 情報・システム部 
（出典：http://www.epa.gov/reg5rcra/wptdiv/solidwaste/tires/508%20guidebook/Scr
apTireCleanupGuidebook_Part01-508.pdf ,p7-p8） 

                                                                                                                                                       
3 位置に関する情報を持ったデータを、コンピュータ上で総合的に管理・加工し、視覚的に表示し、様々

な解析等を可能にするシステム。 
4 も効果的・効率的な実践の方法。または、 優良の事例。 
5 多くの事例を詳しく研究・分析し、一般的な法則性を発見する実践的な研究方法。 
6 参照: http://www.epa.gov/epaoswer/non-hw/muncpl/tires/index.htm 
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【環境問題特集】廃棄物管理  

 

リサイクル率 95%に挑戦するドイツ自動車産業 

 
 2000 年 9 月に成立した EU の廃自動車指令（2000/53/EC）では、各加盟国に対し、

廃自動車の年間リサイクル率（平均重量比）を 2006 年 1 月 1 日までに 85%（このう

ち、 低 80%はサーマルリサイクルを除いたリサイクル）、さらに 2015 年１月 1 日ま

でに 95%（このうち、 低 85%はサーマルリサイクルを除いたリサイクル）を達成す

るよう要請している。ドイツはこれに基づき、2002 年 7 月に成立した廃自動車法にお

いて同指令が規定したリサイクル目標を法制化した。 
 
 上記指令の 終目標である年間リサイクル率 95％を達成するためには、廃自動車を

破砕し、金属、非鉄金属などを回収した後に残るシュレッダーダストをいかにリサイ

クルするかが重要なポイントとなる。近年、自動車メーカーやリサイクル会社がこの

点に関し、精力的に研究開発を進めている。 
 
 フォルクスワーゲン社の 2005 年 6 月のレポートによると、ドイツで年間に発生す

るシュレッダーダストは全体で約 45 万トン(2003 年)、このうち廃自動車から発生する

シュレッダーダストは約 20 万トンに上る。廃自動車のシュレッダーダストは平均重量

比で約 20％であり、現状ではほとんどが埋め立て処分されている。 
 
 この問題を解決するために、ドイツの自動車大手フォルクスワーゲン社とリサイク

ル技術会社 SiCon 社は、シュレッダーダストをリサイクルする技術を共同開発した。

シュレッダーダストには、通常、プラスチック、ゴム、繊維、ガラス、金属（ワイヤ

ー類など）などが含まれているが、共同開発の成果である SiCon プロセスと呼ばれる

技術では、これをさらに破砕し、その後、密度、粒の大きさ、粒の形、磁性、伝導性、

外観などの物理的な性状に応じて選別する。選別されたダストの一部は減容固化装置

などで加工されるが、多くは以下のように分類され、再利用される。 
 
・プラスチック系固化物：製鉄還元剤として利用される。 
・PVC を多く含むプラスチック系ダスト：粒子状にして PVC 材料として利用される。 
・繊維系固化物：浄水汚泥の脱水補助剤として利用される。 
・ガラス、金属粒、錆、銅線、鉛や亜鉛を含む土砂、塗料残渣などのミックスダスト：

ガラス、錆、塗料残渣は非鉄金属の精製炉でスラグ化に利用されるか、又は還元剤

として利用される。金属粒は還元剤として利用される。鉛や亜鉛を含む土砂からは、

鉛、亜鉛を回収することができる。 
・その他、シュレッダーダストに含まれている非鉄金属が回収される。 
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 なお EU では、2003 年 7 月から鉛、水銀、カドミウム、六価クロムを特別の用途以

外では自動車に使用できないが、2005 年 9 月 20 日の EU 指令(2005/673/EC)でさらに

強化されている（文末の資料参照）。このように EU が化学物質管理を強化しているの

は、リサイクルの強化と密接に関連していることにも留意しておく必要がある。 
 
 フォルクスワーゲン社の 2005 年 6 月のレポートでは、SiCon プロセスと、手動で

廃自動車をリサイクルする場合の環境負荷について比較しているが、SiCon プロセス

の方が温室効果ガスの排出量が約 30％減少すると結論付けている。 
 
 SiCon プロセスの実証プラントは、ベルギー・アントワープ近郊のカロ(Kallo)で稼

動されているほか、年間シュレッダーダスト処理容量が 10 万トンの 初の商用プラン

トもオーストリアのリンツ近郊で運転を開始した。フォルクスヴァーゲン社は今後数

年間でさらに 7 基を欧州内に設置する計画である。SiCon プロセスは廃自動車からの

シュレッダーダストばかりでなく、廃家電などからのシュレッダーダストにも技術的

には活用できるが、SiCon プロセスのプラント 1 基を経済的に運転していくには、年

間 7 万から 12 万トンのシュレッダーダストが必要であり、これだけの量が収集できる

かどうかが実用化を進める上でのポイントになる。 
 
 なお、この SiCon 方式は 2006 年 6 月に、EU の環境賞とドイツ工業会

（Bundesverband der Deutschen Industrie：BDI）環境賞を受賞した。 
                                    以上 
 
〈参考資料〉 
1. ハンデルスブラット紙 2006 年 6 月 7 日付け 
2. フランクフルター・ルントシャウ紙 2006 年 6 月 7 日付け 
3. プラスチッカー・ニュース 2006 年 6 月 27 日付け 

www.plasticker.de/news/shownews.php?m=1707 

4. フォルクスヴァーゲン社プレスリリース 2006 年 6 月 7 日付け 
www.volkswagen-nachhaltigkeit.de/nhk//nhk_folder/de/aktuelles/eu-umweltpreis.html 

5. フォルクスヴァーゲン社プレスリリース 2006 年 6 月 22 日付け 
www.volkswagen-nachhaltigkeit.de/nhk//nhk_folder/de/aktuelles/BDI-Umweltpreis.html 

6. Kurzfassung Oekobilanz Altfahrzeug-Recycling 
7. EU の廃自動車指令（2000/53/EC） 
8. 2005 年 9 月 20 日の EU の指令(2005/673/EC) 
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【資料】自動車における鉛、水銀、カドミウムおよび六価クロムの使用禁止の強化 
 
1）鉛合金の利用： 

・鉛分が 1.5 重量％までのアルミニウム：2008 年 7 月 1 日から使用禁止 
・軸受け金、軸箱：2008 年 7 月 1 日から使用禁止 

2）鉛ないし鉛化合物を含む部品： 
・鉛分が 0.5 重量％までの弾性プラスチック加硫材、安定材：2006 年 7 月 1 日から

使用禁止 
・鉛分が 0.4 重量％超のブレーキライニング耐磨材に含まれる銅：2007 年 7 月 1 日

から使用禁止 
・ピストンシート：2003 年 7 月 1 日前に開発されたエンジンの場合 2007 年 7 月 1

日から使用禁止 
・点火装置：2006 年 7 月 1 日前に型式承認された車両と同車両に利用される予備点

火装置は指令の施行と同時に使用禁止 
3）六価クロム： 

・防腐膜に利用される場合：2007 年 7 月 1 日から使用禁止 
・部品固定用に利用されるボルト、ナットの防腐用に利用される場合：2008 年 7 月

1 日から使用禁止 
4）カドミウム： 

・厚膜ペースト：2006 年 7 月 1 日から使用禁止 
・電気自動車用電池：2008 年 12 月 31 日以降、ニカド電池はそれ以前に上市された

自動車の予備品として以外使用してはならない 
・ドライバーサポートシステムのガラスマトリックス中の光部品：2007 年 7 月 1 日

から使用禁止 
 
 

< 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982号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/982/
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【個別特集】国際会議参加報告  
                          

第 2 回日韓中 MEMS 標準化ワークショップ参加報告（韓国） 
 

NEDO 技術開発機構 機械システム技術開発部 
一ノ瀬 祐亮 

 
1. 開催趣旨 

MEMS（微小電気機械システム:Micro Electro Mechanical Systems）の国際標準化

活動は、NEDO技術開発機構が実施した「マイクロマシンプロジェクト」（平成3年度

(1991年度)から10年間実施）の成果を基に、財団法人マイクロマシンセンターが中心

となり「MEMS用語集」（平成17年度(2005年度)国際規格発刊）、「薄膜引張り試験方法」

（平成17年度FDIS（Final Draft for International Standards: 終国際規格原案）の

原案作成完了）、「薄膜材料の疲労試験法」（平成18年度(2006年度)NP（New Proposal:
新規作業項目）提案）の規格化活動をIEC（国際電気標準会議:International 
Electrotechnical Commission）/ TC（Technical Committee : 専門委員会）47に対し

て実施してきた。MEMSの標準化活動は日本のみが行ってきたが、数年前から韓国が

精力的に取り組み、「MEMS通則」（平成17年度CD（Committee Draft:委員会原案）

回付）、「RF (Radio Frequency)-MEMSスイッチ」（平成17年度NP（New Proposal）
提案可決）についての活動を始めている。 

このような状況から、日韓中の MEMS 標準化についての意見交換、将来の協力模索

等を行うことが重要と考え、日韓中持ち回りによるワークショップの開催を実行して

いる。昨年東京での開催に続き、今年度は、韓国・慶州にて第 2 回日韓中 MEMS 標準

化ワークショップを開催した。今回は薄膜材料評価技術を中心に日韓の 新研究動向

についての情報交換がなされ（中国は国内手続きの遅れのため本ワークショップには

欠席）、MEMS 標準化に関する共同研究などの可能性についての議論がなされた。 
 
2. ワークショップの概要 
【名称】第 2 回日韓中 MEMS 標準化ワークショップ 

（2006 Korea-Japan-China MEMS Standardization Workshop） 
【会場】韓国・慶州 コンコードホテル 
【日時】平成 18 年 6 月 22 日～23 日 
【対象】日本、韓国、中国、各国の MEMS 標準化、薄膜材料評価関係の研究者 
【出席者】約 30 名  

日本側 7 名             
韓国側 20 名程度             

【発表内容】 
開会に際し、国立慶北大学(Kyungpook National University)の Sekwang Park 教授
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から主催者挨拶があり、その後、薄膜材料評価に関する日韓の 新研究動向を中心と

した講演 7 件（韓国からの発表 4 件、日本からの発表 3 件）が韓国、日本の順で行わ

れた。以下概要につき、紹介する。 

＜ワークショップ会場＞             ＜慶北大学 Park 教授＞ 

 
①“Micro Material Property Measurement Technology of Micro Thin Film   
Materials ”－Dr. Nak-Kyu Lee, KAITECH 
 韓国 KAITECH（生産技術研究院: Korea Academy of Industrial Technology）にお

けるマイクロ材料評価システムについて発表、特に薄膜材料試験時に重要となる試験

片グリップ方法についていくつか提案、具体的に単結晶シリコン、メタル（Al、Cu）
の引張試験に適用した測定結果について発表がなされた。 

      

②“Some efforts in improving the mechanical properties measurement accuracy  
for thin films,”－Prof. Chung-Seog Oh, Kumoh National Institute of Technology 

薄膜材料の測定精度向上に向けた新試験法の取り組みについての発表、特に引張試

験法とその試験片作成法について説明、高温条件下における CTE（熱膨張係数）測定

システム、新試験法（引張、疲労、高温試験）におけるラウンドロビンテスト（持ち

回り試験）の必要性についての発表がなされた。発表後には CTE 測定システムにおけ

る温度制御法、試料のアライメント精度、測定時酸化の計測に与える影響などの質疑

応答がなされた。 
 
③“Measurement of micro-tensile properties for thin film materials using 
micro-ESPI technique,” －Dr. Yong-Hak Huh, 韓国標準科学研究院（KRISS） 

Micro-ESPI（光干渉技術応用）を利用した引張試験方法についての発表、特に MEMS
分野で一般的に用いられる銅、金、チタンナイトライドなど各種薄膜に適用評価した

結果を示された。またマイクロストリップ曲げ試験システムについての発表もなされ

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982号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/982/
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④ “Tensile and fatigue test of thin film by new test procedure,”  
－Prof. Jun-Hyub Park, TongMyong University 

薄膜材料の引張試験、疲労試験の新システムについて、より簡便性を重視したシス

テムの提案がなされた。また本研究では企業サムソンと連携し、具体的デバイス（携

帯用 RF-MEMS スイッチ）を想定した引張、疲労試験についての発表もなされた。 
 
⑤“MEMS technology trends, and needs of MEMS standardization for industry,” 
－金沢工業大学 岩岡教授 

MEMS 技術トレンドと標準化の必要性について発表、特に MEMS が単機能から集

積化へシフトする状況について自動車分野と携帯分野における MEMS 適用例で示す

とともに 近の技術トピックスについて説明されたのち、IC と MEMS の技術インフ

ラ比較から当該分野における戦略的標準プログラムの必要性について発表がなされた。  
 
⑥“Round-Robin Test on Fatigue of Thin Films for MEMS Applications in Japan ,”  
－熊本大学 高島教授 

導入としてマイクロサイズにおける機械特性が MEMS 信頼性、耐久性設計のために

重要であるとの説明ののち、2003～2005 年に実施された疲労試験法ラウンドロビンテ

ストの概要について説明がなされ、 後に IEC TC/WG4 への提案原案について詳細説

明がなされた。  
 
⑦ "Humidity effect on tensile strength and fatigue properties of single crystal  
silicon microstructures,"  
－京都大学 土屋助教授 

単結晶シリコン疲労試験において、湿度環境による疲労特性変化についての実験及

び考察について発表がなされ、実験結果の誤差原因についてなどの議論がなされた。

また、質疑では疲労特性に与える湿度の影響についてのメカニズムが議論の対象とな

った。 
 

後に、国立慶北大学の Park 教授から閉会の挨拶がなされ、日本代表として、国際

標準化工学研究所の大和田所長から「韓国は薄膜材料評価に関する研究が盛んであり、

驚かされた」とのコメントがあった。 
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＜国際標準化工学研究所 大和田所長＞ 

 
3. 所感 
 MEMS の標準化は、IEC/TC47 で投票され、コメントの審議は IEC/TC47/WG4 で

行われている。WG4 は、議長(Convenor)が大和田所長を含めて 2 名、メンバーが 10
名で構成されているが、メンバーは、韓国がサムソンの企業委員も含めて 5 名と多く、

韓国の本分野に関する積極性が推察される。 
本ワークショップは、標準化に対する意見交換を行うことにより、提案した標準化

案の標準化促進を行うことを目的としており、韓国からは薄膜に関する試験方法の研

究が発表され、かつ日本が提案した「薄膜材料の疲労試験法」案に対しても、薄膜の

研究者と十分議論でき有意義であった。 
 韓国はサムソンが WG4 のメンバーに参加するなど、企業が標準化に対して積極的

に参加しているのに対して、日本はマイクロマシンセンターが中心となり進めてきて

いる。標準化活動は時間がかかり、かつ MEMS の標準化活動を継続して実行すること

により各国の情報（動向）が入ってくることを考慮すると、日本の MEMS 産業を発展

させていくには、国の継続的な支援が必要であると考える。 
以上 

< 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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【エネルギー・環境】省エネルギー 温室効果ガス削減 

 
中国、インド、ブラジルのエネルギー効率化プロジェクト 

－資金調達を円滑化して地球温暖化を未然に防ぐ－ 

 

世界のエネルギー価格が高騰し、気候変動に影響を及ぼす温室効果ガスの排出量は

急速に増えている。これと平行して、中国、インド、ブラジルなどの活況を呈する経

済圏ではエネルギー需要が急激に高まっている。これらの 3 ヵ国におけるエネルギー

削減の努力が実を結ぶか否により、世界は大きな影響を受ける。このほど、4 年に及

んだ国際プロジェクトの結論が出され、プロジェクトに参加した専門家たちが警鐘を

鳴らしている。 
 
エネルギー効率化への取り組みが大きな成果を得られない場合、中国、インドおよ

びブラジルのエネルギー消費量と温室効果ガス排出量は 1 世代（2030 年まで）で 2 倍

に増加し、世界のエネルギー市場と気候に大きな影響を及ぼすことが予想される。し

かし、効率の良い新式の装置類を導入することにより、これらの国々のエネルギー消

費量を少なくとも 25%削減することが可能である、と専門家は予測している。また、

先端技術により予測される 2030 年までのエネルギー消費量の増加を少なくとも 10%
抑えることが可能であり、予測される CO2 排出量の増加を 16%削減することが可能で

ある、とも予測している。 
 
エネルギー節減の可能性を現実のものとするためには、単純で極めて費用効率の良

い革新的なプロジェクトによってエネルギーの浪費を特定し、これを取り除くことが

必要である。鍵となるのは、企業の意識を喚起すること、エネルギー効率化の実践者

を支援すること、このようなプロジェクトが地元で容易に資金を調達できるように商

業銀行を啓蒙することである。 
 
「既存の建物やインフラのエネルギー効率を高めることにより、インド、中国およ

びブラジルのエネルギー消費量を 25%以上削減することが可能である。これは、数百

万トンの温室効果ガス削減と数億ドル相当のエネルギー節減に相当するものである」

と世界銀行の Lead Energy Specialist で「3 ヵ国エネルギー効率化プロジェクト（3 
Country Energy Efficiency Project：3CEE)」1の責任者でもある Robert Taylor は述

べる。 
 
このプロジェクトの結果は、5 月 19 日から 20 日にかけてパリで開催された会議の

中で発表された。この会議には、プロジェクトに参加した国および民間からのパート

ナーらが集まった。5 月 29 日にはプロジェクト結果の概要がインターネット上で公開

                                                  
1 http://3countryee.org/ 
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された2。 
 
大きな可能性がある反面、実際に投資を成功させることは難しかった、とプロジェ

クト結果の概要では述べられている。 
 
「多くのエネルギー効率化プロジェクトは短期間で投資コストを回収しており、平

均的な投資利益率は 20%～40%である」と世界銀行の senior environmental specialist 
を務める Chandra Govindarajalu は述べる。「利益になることが実証されているにも

関わらず、企業はその他のより直接的な投資や借り入れを優先することが多い。一方、

これらの国々の商業銀行は、新しい生産ライン或いはその他の有形資産の導入を目的

とするプロジェクトと比べてコスト節減を目的とする融資プロジェクトには精通して

いないのが一般的である。」 
 
この他、企業側には以下の障害がある。 

・ より新しい効率的な技術に関する意識・経験の欠如 
・ 小規模なプロジェクトの実施を妨げている高い取引コスト 
・ 意志決定者の知覚リスクが高いこと 
・ 金融機関に技術面と財務面を一体として理解する能力が欠如しているため、実現可

能な効率化プロジェクトの正確な評価、構築が妨げられていること。 
 
エネルギー節減は も安価で簡単な解決法 

「エネルギーの無駄を減らすことは、 も費用をかけずに簡単かつ迅速に多くのエ

ネルギー問題を解決して環境を改善することができる方法であり、エネルギー安全保

障の強化と一層の経済発展を同時に実現させることにもつながる」と Taylorは述べる。

「今後は、中国、インド、ブラジルやさらに小規模な発展途上経済圏に広く散在する

数多くの小さなプロジェクトを通して、エネルギー節減の莫大な可能性を引き出すた

めのシステムを構築していかなければならない。」 
 
エネルギー利用の改善に消極的な企業は、エネルギー効率に優れた家庭用電球を買

わない人々とよく似ている。支払う金額よりずっと多くの光熱費を節約できることが

明らかであるにも関わらず、電球を買い換えない人は世界中に無数に存在する、と

Taylor は述べる。 
 
「電球を取り替えることによる経済・環境上の利点を知っていても、実際には買っ

てきて取り付けようとしない人もいるだろう。このようなことは非常に些細なことに

見えるし、そんな面倒なことはしたくない、と思うかもしれない。しかし、国や世界

                                                  
2 http://3countryee.org/Reports/IntegratedReportExecSummary.pdf 
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の視点に目を転じると、潜在的な節減量は多くの大規模な発電所がもたらす電力や汚

染にも等しいものになる。」 
 
「しかし、想像してみてほしい」と Taylor は続ける。「もし、私が効率の良い電球

の設置を申し出て、6 ヵ月以内に元が取れなければ返金することを保証するとしたら

どうだろう。そのようなことであれば、買うのではないだろうか。」 
 
「急速に発展を遂げている中国、インド、ブラジルなどの国々は、産業施設や共同

住宅でこれと同じことをするために、多くの人材とコンサルティング会社を必要とし

ている。具体的には、あらゆる点からエネルギーの効率性を確認したり、エネルギー

消費量を大規模に削減できる機会を活用したり、あるいは資金調達のために銀行に働

きかけること等が挙げられる。」 
 
このような改善は、高効率の照明、エアコン、ボイラーおよび廃熱回収システムを

商業ビル、公共ビル、産業プラント等の施設に設置することを意味する。プロジェク

ト費用（および利益）は、光熱費節減の割合に応じて、省エネルギープロジェクトの

企画と実施にあたる ESCO 事業者（Energy Service Companies：ESCOs）または参

加銀行に分配することができる。 
 
「これらの国々には利用できる資金はあるが、省エネの推進者や ESCO 事業者が容

易に利用できる状況ではない。これは今後の大きな課題だ。」このように述べるのは、

パリに拠点を置く国連環境計画（UNEP）でエネルギー部長を務める Mark Radka で

ある。「地元企業、銀行、政府および支援団体が省エネのためのシステムを構築し、金

融機関の後押しを受けながらこれを機能させるためには、時間と労力が必要である。」 
 
エネルギー効率化プロジェクトは地域の環境や商慣習に合わせて実施する必要があ

るが、プロジェクトは多くの提言を行っている。以下はその一例である。 
・ ESCO 事業者を育成する。 
・ 地方公共事業によるエネルギー効率化への投資を推進する。 
・ 省エネ事業を対象とした地元銀行の特別融資を促進する。 
 

2001 年に開始された 3CEE プロジェクトは、金融機関の一般的な投資条件の緩和を

通じて、中国、インド、ブラジルにおけるエネルギー効率化プロジェクト推進のため

に独自の取り組みを続けてきた。このプロジェクトは、世界銀行、国連環境計画リソ・

センター（UNEP Risoe Center：URC、拠点はデンマーク）の他、ブラジル、中国お

よびインドのパートナーらによる共同イニシアティブである。国連基金と世界銀行の

Energy Sector Management Assistance Program が資金援助を行い、アジア代替エネ

ル ギー プロ グラ ム（ Asia Alternative Energy Program ） と 英国 国際 開発 省
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（Department for International Development）の支援による補助的な活動も行われ

た。 
 

「世界中の人々がこのイニシアティブの成功に極めて重要な利害関係を持っている。

民間の力を活用してこの 3 ヵ国が必要とするエネルギーを 小限に抑え、彼らが目指

す経済を実現させることがこのイニシアティブの目標である」と国連環境計画リソ・

センターで Senior Energy Planner を務める Jyoti Painuly は述べる。 
 
また、プロジェクトに参加する国連環境計画リソ・センターの Juan Zak は次のよ

うに付け加える。「極地における氷融解の加速化は、重大な気候変動が目前に迫ってい

ることを示す 新の徴候である。大気中の二酸化炭素濃度は現在 380ppm であるが、

すでに高すぎるものと考えられる。気候を安定させるためには、世界の化石燃料消費

量を約半分に削減する必要がある。エネルギーをより賢明に使用することは、経済を

混乱させずに世界を目標に導くことができる極めて少ない実現可能な方法の一つであ

る。」 
 

図 エネルギー起因の CO2 排出量の増加（2030 年までの予測、参照シナリオ） 

（縦軸：CO2 排出量、M トン；横軸：西暦年） 

（出典：IEA2004） 
 

中国、インドおよびブラジル（3 ヵ国の人口の合計は 26 億人であり、世界の人口の

約 40%に相当する）におけるエネルギー効率の改善は、どれだけ強調しても足りない

ほどの重要性を持っている。 
 
中国、インドおよびブラジルにおけるエネルギー消費は、すでに世界の上位 10 ヵ国

< 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982号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/982/
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以内にランク付けされている。これらの国々は、毎年 10%近い驚異的な経済成長を続

けており、世界でも指折りの温室効果ガス排出国になりつつある。現在、これらの国々

が排出する 1 人当たりの温室効果ガスは北米の僅か 10%に過ぎないが、国全体の排出

量は遙かに速いペースで増加している。例えば、中国の排出量は 2020 年までに倍増す

ることが予想されており、その場合、中国は温室効果ガスの主要排出国である米国を

抜くことになる。ある予測によると、中国の電力市場では 1 年ごとに平均 48GW の新

設容量が必要になる見通しであり、これは英国全体の設備容量の 3 分の 2 に相当する

とのことである。 
 
世界の GDP は 2030 年までに 2 倍以上に成長することが予測されており、このうち

80%は OECD 非加盟諸国によるものである。これらの国々における GDP のエネルギ

ー集約度（GDP1,000 ドルあたりのエネルギー消費量：石油換算バレル）は、2005 年

に OECD 加盟諸国と比べておよそ 3 倍であった。エネルギー効率化の成果が上がらな

ければ、GDP の世界的な成長によって世界の 1 日分のエネルギー需要は現在の 2 億

500 万 BOE（石油換算バレル）から 2030 年には 5 億 BOE を超える可能性がある。 
 
インドと中国では、このエネルギーの大半が石炭で賄われることが予想される。中

国は世界で も多くの石炭を消費し、産出する国である。中国のエネルギー消費全体

に占める石炭の割合は 2002 年に 66%であったが、2030 年には 41%まで低下すること

が予測される。それでもなお、CO2 の総排出量は 3,307Mt から 7,144Mt に増加するこ

とが予測されている。 
 
インドの発電設備容量は過去 20 年で 3 倍に増加し、現在では 101,000MW を超えて

いる。しかしながら、 良のシナリオ（best-case scenario）に基づいた場合でも、全

体的な需要は今後 20 年でさらに 3.5 倍増える見通しである。このシナリオは、発電所

の近代化、送電・配電の効率化、より効率的な発電技術の導入に対する努力が強化さ

れた場合を想定したものである。電力需要の高まりは、今後 20 年間で発電設備容量を

3 倍（101,000MW から 292,000MW）にすることを余儀なくするものであり、その大

部分が品質の悪い石炭で賄われることが予想される。これと同様の需要増加はあらゆ

る燃料で予測されており、CO2 排出量は 1,016Mt から 2030 年には 2,254Mt まで増え

ることが予測される。 
 
エネルギー効率の改善によって、石炭に依存する中国やインドなどの国々には、き

れいな空気や健康の増進といった環境の改善につながる重要な恩恵ももたらされるだ

ろう、と 3CEE プロジェクトの報告書は指摘している。 
 

ブラジルは世界第 10 位のエネルギー消費国であるが、化石燃料の単位消費エネルギ

ーあたりの炭酸ガス集約度は低い。これは、水力発電からエタノールなどのバイオマ
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スに至るまで再生可能エネルギーの利用が広く普及しているためである。しかしなが

ら、ブラジルの全体的なエネルギー集約度（GDP ドルあたりのエネルギー消費量とし

て算出される）は上昇傾向にある。1990 年から 2004 年にかけて化石燃料の利用は 18%
上昇しており、電力供給量は 29%増加した。過去 10 年間、ブラジル経済はインドま

たは中国よりも緩やかな成長を続けており、今後もこれらの国々より遙かに緩やかな

成長が続く見通しである。このため、エネルギー供給もより小幅な伸びにとどまるこ

とが予測される。GDP の年間成長率を 4%と仮定すると、電力消費量は 2015 年まで

に 65%（244 兆 kWh）増加することが予想される。IEA（国際エネルギー機関）は、

2030 年までにブラジルの CO2排出量が 302Mt から 665Mt に増加すると予測している。 
 
「これらの 3 ヵ国におけるエネルギー効率化は互いに利点のある取り組みであり、

もクリーンに、安価に、迅速に CO2 を削減できる方法の一つである。」プロジェクト

資金を主に提供する国連基金（UN Foundation）3の Timothy E. Wirth 総裁はこのよ

うに述べる。 
 
中国で勢いを増す ESCO 事業者 

1998 年、中国の 3 つの ESCO 事業者に対し、世界銀行と地球環境ファシリティ

（Global Environment Facility）から試験的に融資、助成金などの支援が提供された。

この試みの成功は、多くの企業がこのビジネスモデルを真似る契機となった。2005 年

だけで、中国の新しい ESCO 産業が実施したエネルギー効率化プロジェクトは 300 件

を超え、2 億ドル以上に相当する投資が行われた。この結果、標準的な石炭 246 万ト

ン相当のエネルギーが節減され、約 700 万トンに相当する年間 CO2 排出量が削減され

た。 
 
「考え方が斬新すぎるため、この試みは中国では決して成功しないだろうと幾度と

なく言われてきた」と Taylor は語る。「しかし、中国の企業家たちは極めて迅速にこ

の考えを市場に取り入れようとし、利益とエネルギー節減の両立を図ろうとすること

が分かった。」 
 
世界銀行と地球環境ファシリティは、銀行融資の保証制度を創設し、このような独

創的事業の資金を ESCO 事業者（現在、中国には 52 の ESCO 事業者および ESCO 協

会がある）が調達できるよう支援した。また、ESCO 事業者を対象とした研修、潜在

的な顧客の育成のほか、国税当局および会計検査官とも協力しながら、銀行幹部に対

して ESCO 事業者の評価法を提示することにも積極的に取り組んできた。 
 
「私達は新しい方法を考え出そうとしてきた。中国政府の強い支援がなければ、こ

の取り組みは簡単に頓挫してしまっただろう」と Taylor は言う。 
                                                  
3 www.UNFoundation.org 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
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現在、3CEE プロジェクトは、大規模なエネルギー効率化プロジェクトを対象とす

る地元銀行の融資プログラムを中国に普及させるための段階に移行している。資金の

一部は、世界銀行による 2 億ドルの融資で賄われる。 
 
中国は「節約社会」を呼びかけている。政府は 2010 年までにエネルギー集約度を

2005 年水準より 20%改善することを表明しており、このプロジェクトの構想はこの目

標にぴったりと合致している。今、エネルギー効率の話題は（エネルギー開発ととも

に）、中国のあらゆるエネルギー関連計画の中で特別な注目を集めている。プロジェク

トの報告書は、産業、建設および運輸部門におけるエネルギー節減の可能性にも焦点

を当てている。 
 
「私達は、この 3 ヵ国で新しいエネルギー効率化システムの成功事例を幾つか生み

出すことができれば良いと考えている。それらのシステムは、今後 10 年で軌道に乗る

ようになり、大きなエネルギー節減をもたらすだろう」と Taylor は述べる。 
 
「うまく行けば、この成功を知った他の国々が自国の必要性に応じて同様のプログ

ラムを立ち上げる可能性もある。そして、同じく効率の悪さが際だつ水などの天然資

源にも応用されるようになれば良いと思っている」と Taylor は続ける。 
 
インドの銀行が取り組むエネルギー効率化の新手法 

インドのエネルギー効率市場は 31 億ドル以上の規模であると推計されている。これ

は、年間 54 TWh の節減が生み出されることに相当する。この驚くべき可能性を現実

のものとするため、インド政府は省エネルギー法（Energy Conservation Act）の下に

エネルギー効率局（Bureau of Energy Efficiency：BEE）を設置した。その目的は、

エネルギー効率業務を組織化すること、国内の供給メカニズムを機能させること、さ

らに省エネ運動の中心的役割を担う人々にリーダーシップを提供することである。

様々な商業的利益がエネルギー効率化事業を軌道に乗せ始めているが、より一層の支

援と財政的な後押しが必要である。 
 
3CEE プロジェクトを通じてエネルギー効率化事業のことを知ったインドの大手銀

行中 5 行（国の全銀行資産の 35%を保有）が、エネルギー効率化のための新しい融資

プログラムを作成した。まだ規模は小さいが、プログラムは徐々に拡大しており、注

目も高まっている。インドの銀行はエネルギーの無駄が特に多く見られる中小企業に

的を絞っているが、より効率的な改善の選択肢やそれを実行するための資金調達に関

する知識に事欠いているのが現状である。 
 
「対象とする小企業が同じ革新技術を導入するためのプロジェクトに素早く対応で

きるような種々の定型融資が次々に作られている」と世界銀行のコンサルタントで同
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プロジェクトにも参加する Jeremy Levin は述べる。 
 
これらの銀行は、エネルギー効率化のための融資スキームを既存の中小企業向け融

資事業の中に組み入れた。このプログラムは顧客である中小企業の費用競争力と収益

性の向上に役立つものであり、顧客のさらなる発展と銀行融資機会の拡大につながる

ものである、と銀行の経営者らは指摘する。 
 
3CEE プロジェクトは、インド、中国およびブラジルの ESCO 事業者らによる会議

を数回にわたって主催した。その会議では、事業戦略や 3 ヵ国間の協力方法などにつ

いて意見交換が行われた。中国とブラジルの ESCO 事業者の経験を手本に、インドの

新しい ESCO 事業者らは、彼らの事業とその可能性についての意識を高めるための協

力体制を築こうとしている。 
 
「ESCO の概念がインド国内に広く受け容れられ、実践されるようになるまでには、

なすべきことが沢山ある」と Levin は言う。「インドの市場を動かす可能性のある方法

としては、病院や学校などの政府の建物で使われるエネルギーの無駄を削減すること

に特化した ESCO 事業者を育成することが挙げられる。」 
 
ブラジルのエネルギー効率化 

ブラジルが 1 年間に節減できるエネルギー量は、22 億 5 千万ドル相当であると推計

され、多くのプロジェクトが平均 30 ヵ月以内に投資コストを回収できると予測される。 
 
ブラジルの ESCO 産業は 3 ヵ国の中で も古い歴史を持っており、国立の ESCO 協

会（ABESCO）が積極的な活動を行っている。 
 
また、ブラジルは電力会社の収益のごく一部を省エネルギーやエネルギー全般の慈

善事業に還流する「wire charge」制度を定めている数少ない発展途上国でもある。電

力会社は、年間収益の 0.25%を顧客の施設が行う省エネ事業や一般的な省エネ教育の

ために使用する。1998 年から 2004 年までに 2 億 5 千万ドルに上る wire charge 資金

が効率化を目的とするイニシアティブのために使用された。多くの電力会社が ESCO
事業者と協力してこの要請を遵守しており、ESCO 産業の発展に貢献している。 

 
3CEE プロジェクトは、エネルギー効率化団体や金融業界と連携して、エネルギー

効率化プロジェクトの資金調達を円滑に加速化するための新しい構想の発案に取り組

んできた。 
 
4 月 2 日、エネルギー効率化のための資金調達に関する国際会議がリオデジャネイ

ロで開催された。この会議には多数の金融、エネルギー効率および政府の専門家が集

< 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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まった。この会議を始めとするイニシアティブやワークショップ、研修などを通じて、

3CEE プロジェクトはエネルギー効率化の前進への障害とその解決方法を明らかにす

ることに貢献した。 
 
前述したパリの会議では、ブラジル開発銀行（Brazilian Development Bank：

BDNES）が、新しい保証プログラムを発表した。このプログラムには、ESCO 事業者

の支援に加えて、決定されたエネルギー削減プロジェクトの融資リスクのうち 80%を

引き受けることが盛り込まれている。 
 
「3CEE プロジェクトが行われる前は、市場を構成する人々の要望などに関する相

互理解がほとんど存在しなかった」と Taylor は語る。「このプロジェクトは、ブラジ

ルに対して幾つかの提案を行ってきた。その中で も重要なものは、エネルギー効率

化プロジェクトのための融資保証メカニズムの提案であり、この難題を引き受けたブ

ラジル開発銀行には惜しみない賞賛の声が上がっている。」 
以上 

翻訳：NEDO 情報・システム部 
 

出典：Fighting Climate Change through Energy Efficiency － Local Financing 
to Slash Energy Waste in China, India, Brazil Said Crucial to Forestall
ing Global Climate Change.  
http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=477
&ArticleID=5276&l=en 

      Copyright © United Nations Environment Programme 2003  
All rights reserved. Used with permission. 
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【新エネルギー】水素生産  

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 DOE プロジェクト一覧（米国） 
 

プロジェクトの詳細な内容については、"プロジェクト概要(Project Description)"で記載

されている"2005年度DOE水素プログラム進展報告書(APR)"を参照することができる。将

来の資金提供は、すべて政府歳出予算による。 
 
* は議会指定プロジェクトを示す。「繰延」とラベル付けされたプロジェクトは、競争的に選択されたが、
議会指定プロジェクトにより加えられた。 
 
 
1 - 実証プロジェクトおよび統合テストサイト 
 

主契約者 サブ契約 
パートナー 

DOE 
2005 年 
契約 

DOE プロ
ジェクト費
用概算合計

プロジェクト概要 

     
国立再生可能エネル
ギー研究所 (ゴール
デン、コロラド州) 
スポンサー：EE 水
素・風力プログラム 

エクセル・エナジ
ー ( ミ ネ ア ポ リ
ス、ミネソタ州)
ノースダコタ大
学(グランドフォ
ークス、ノースダ
コタ州) 
ミネソタ大学(ミ
ネアポリス /セン
トパウロ、ミネソ
タ州) 
ハワイ大学(ホノ
ルル、ハワイ州)
ノーザンパワー
システム社(ウエ
イツフィールド、
バーモント州) 
プロトンエネル
ギー・システム社
(ウォリングフォ
ード、コネチカッ
ト州) 
ベイスンエレク
トリック社(ビス
マルク、ノースダ
コタ州) 

$500,000 $2,000,000 
FY03 - FY07

再生可能な風力や太陽発電シ
ステムと電気分解の統合化．
コスト削減とシステム性能の

適化のために、変動電力条
件下での電解槽性能の特性評
価および共通の電力エレクト
ロニクスおよび制御パッケー
ジの開発． 
システム効率を高めかつコス
ト削減するために、直接結合
風力基盤再生可能エネルギー
利用した電気分解ならびに燃
料電池のモデル化と統合．
[APR IV.H.3 p. 340] 

サンディア国立研究
所(アルバカーキ、ニ
ューメキシコ州) 
スポンサー：EE 太陽
プログラム 

国立再生可能エ
ネルギー研究所
(ゴールデン、コ
ロラド州) 

$260,000 $1,000,000 
FY05 - FY07

先進的な太陽電力熱生産のた
めの太陽熱技術の研究開発へ
集中． 

ア リ ゾ ナ 公 益 事 業
(フェニックス、アリ
ゾナ州) 
スポンサー：EE 水素
プログラム 

GE グローバル
リサーチ社(ニス
カユナ、ニューヨ
ーク州) 

$500,000 $800,000 
FY03 - FY06

自動車に燃料補給しかつ分散
電源を提供するための、太陽
や風力による電気分解システ
ムから水素を生産する未来パ
ワーパーク．[APR VIII.B.3 p. 
1180] 

ハワイ自然エネルギ
ー研究所(HNEI)、ハ

ハワイアン・エレ
ク ト リ ッ ク 社

$520,000 $520,000 
FY04 - FY06

自動車に燃料を補給しかつ分
散電源を提供するための、風
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ワイ大学 
スポンサー：EE 水素
プログラム 

(HECO) 力や地熱による電気分解シス
テムから水素を生産する未来
パワーパーク．[APR VIII.B.1 
p. 1167] 

DTE エナジー社 (デ
トロイト、ミシガン
州) 
スポンサー：EE 水素
プログラム 

ダイムラー・クラ
イスラー社(オー
バーンヒルズ、ミ
シガン州) 
BP アメリカ社
( ネ ー パ ー ヴ ィ
ル、イリノイ州)

$270,000 $2,000,000 
FY02 - FY09

自動車に燃料補給しかつ分散
電源を提供するための、太陽
や風力による電気分解システ
ムおよびバイオマスシステム
から水素を生産する未来パワ
ーパーク．[APR VIII.B.2 p. 
1175] 

サンラインサービス
グループ (サゥザン
ドパーム、カリフォ
ルニア州) 
スポンサー：EE 水素
プログラム 

サウスコースト
大気質管理区域
(ダイアモンドバ
ー、カリフォルニ
ア州) 

$ 0 $2,000,000 
FY01 - FY06

公共アクセス給油所へ現地
PV 電気分解を統合した水素
燃料供給施設．[APR VIII.C.3 
p. 1194] 

ベイスンエレクトリ
ック社(ビスマルク、
ノースダコタ州)* 
スポンサー：EE 風力
および水力発電 

ノースダコタ大
学(グランドフォ
ークス、ノースダ
コタ州) 

$469,000 $996,000 
FY04 - FY09

水素生産の電解槽に供給する
ための電力グリッド経由風力
発電電力のダイナミックな組
み入れ．この再生可能生産経
路の技術的・経済的評価を可
能とする． 

フォード・モーター
(ディアーボーン、ミ
シガン州) 
スポンサー：EE 水素
プログラム 

BP アメリカ社
( ネ ー パ ー ヴ ィ
ル、イリノイ州)

$ 0 $1,450,000 フロリダ州オーランドーの水
素自動車給油所用の PV/風力
電気分解．[APR VIII.A.2 p. 
1147] 

 
2 - 電気分解 
 

主契約者 サブ契約 
パートナー 

DOE 
2005 年 
契約 

DOE プロ
ジェクト費
用概算合計

プロジェクト概要 

     
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) 
スポンサー：EE 水素
プログラム 

高温電気化学研
究所(ロシア) 

$200,000 $1,800,000 
FY05 - FY09

高温電気分解の利用による発
電コストの削減．[APR IV.H.9 
p. 363] 

GE グローバルリサ
ーチ社(ニスカユナ、
ニューヨーク州) 
スポンサー：EE 水素
プログラム 

ノースウェスタ
ン大学(エヴァン
ストン、イリノイ
州) 
ファンクショナ
ル コ ー テ ィ ン
グ・テクノロジー
ズ、LLC(エヴァ
ンストン(IL)) 

$25,000 $3,200,000 
FY05 - FY08

効率と水素生産コストを改善
するための可能性を確認する
ための可逆的固体酸化物燃料
電池/電気分解システム．[APR 
IV.H.8 p. 361] 

セラマテック社 (ソ
ル ト レ ー ク シ テ ィ
ー、ユタ州) 
スポンサー：EE 水素
プログラム 

アイダホ工学・環
境国立研究所(ア
イダホフォール
ズ、アイダホ州)
Hoeganaes社(シ
ナミンソン、ニュ
ージャージ州) 
ワシントン大学
(シアトル、ワシ
ントン州) 

$300,000 $1,900,000 
FY05 - FY08

高温固体酸化物電気分解のた
めの斬新な設計を使用した水
素生産発電コストの削減．
[APR IV.H.10 p. 367] 

スターリング・エネ
ルギー・システム社
(フェニックス、アリ
ゾナ州) 

アラバマ大学ハ
ンツビル校(ハン
ツヴィル、アラバ
マ州) 

繰延 $3,900,000 革新的なシステムアプローチ
による太陽集光技術とスチー
ム電気分解の高エネルギー効
率の使用による、ゼロ廃棄物
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スポンサー：EE 水素
プログラム 

ワイツマン技術
研究所(イスラエ
ル) 
コンセントレイ
ティング・テクノ
ロ ジ ー ズ 、
LLC( オ ー エ ン
ス・クロスロー
ド、アラバマ州)
マサチューセッ
ツ大学ボストン
校(ボストン、マ
サチューセッツ
州) 

排出の水素生産のための超高
温水分解． 

国立再生可能エネル
ギー研究所 (ゴール
デン、コロラド州) 
スポンサ－：EE 水
素・太陽プログラム
(FY05 は太陽から資
金提供) 

セラマテック社
(ソルトレークシ
ティー、ユタ州)
ソーラシステム
Pty 社(メルボル
ン、オーストラリ
ア) 

$50,000 $150,000 
FY05 - FY06

電力と水素の共同生産用の高
温電気分解と集光 PV 統合に
関する実行可能性の研究． 

ア リ ゾ ナ 州 立 大 学
(テンピ、アリゾナ州) 
スポンサー：EE 水素
プログラム 

無 $170,000 $1,200,000 
FY05 - FY09

陽極面の改良による低温の電
気分解効率を改善する斬新な
アプローチ． [APR IV.F.9 p. 
276] 

テレダイン・エネル
ギー・システム社(ハ
ントヴァリー、メリ
ーランド州) 
スポンサー：EE 水素
プログラム 

サンディア国立
研究所(アルバカ
ーキ、ニューメキ
シコ州) 

繰延 $1,500,000 高効率と改良したシステム統
合を達成するための低温アル
カリ電気分解用の斬新なメン
ブレンと電解触媒 t 材料 

テレダイン・エネル
ギー・システム(ハン
トヴァリー、メリー
ランド州) 
スポンサー：EE 水素
プログラム 

無 $300,000 $1,600,000 
FY04 - FY07

廉価な製造を可能とする部品
削減とシステム設計を目指す
先進的超高圧アルカリ電気分
解．[APR IV.H.5 p. 348] 

ジナー・エレクトロ
ケミカルシステム社
(ニュートンマ、サチ
ューセッツ州) 
スポンサー：EE 水素
プログラム 

無 $400,000 $1,500,000 
FY03 - FY07

廉価な先進的高圧 PEM 電気
分 解 水 素 生 成 技 術 ． [APR 
IV.H.1 p. 329] 

プロトン・エネルギ
ー・システム社(ウォ
リングフォード、コ
ネチカット州) 
スポンサー：EE 水素
プログラム 

エアープロダク
ツ社 

$100,000 $1,900,000 
FY04 - FY07

廉価な先進的高圧 PEM 電気
分解水素生成技術． 
風 力 技 術 と の 統 合 ． [APR 
IV.H.7 p. 357] 

GE グローバルリサ
ーチ社* 
スポンサー：EE 水素
プログラム 

ニューヨーク州
立大学(オールバ
ニー、ニューヨー
ク州) 

$ 0 $1,500,000 
FY04 - FY06

大型アルカリ電解槽システム
のコスト削減と製作性を改善
する斬新な単一体スタック設
計．[APR IV.H.2 p. 334] 

トレド大学(トレド、
オハイオ州)* 
スポンサー：EE 水素
プログラム 

ボウリンググリ
ーン州立大学(ボ
ウリンググリー
ン、オハイオ州)

$125,000 $125,000 
FY05 - FY07

PV との直接統合のために設
計された電気分解システム．
[APR IV.F.10 p. 278] 

サンディア国立研究
所(アルバカーキ、ニ
ューメキシコ州) 
スポンサー：EE 水素
プログラム 

 $85,000 $240,000 
FY04 - FY05

アルカリ電気分解システム用
高分子膜と高効率電解触媒．
[APR IV.H.6 p. 353] 

ネバダ大学ラスベガ
ス校(ラスベガス、ネ
バダ州)* 

プロトン・エネル
ギー・システム
(ウォリングフォ

$1,100,000 $3,800,000 
FY03 - FY07

ネバダ州ラスベガスの太陽電
気分解給油所．[APR IV.H.11 
p. 370] 
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スポンサー：EE 水素
プログラム 

ード、コネチカッ
ト州) 

ア ナ リ テ ッ ク パ ワ
ー、LLC(ウォーバー
ン、マサチューセッ
ツ州) 
スポンサー：SBIR 

無 $100,000 $100,000 
FY05 - FY06

水電気分解用統合電気化学水
素圧縮．[APR XI.2 p. 1330] 

ジナー社 (ニュート
ン、マサチューセッ
ツ州) 
スポンサー：SBIR 

無 $750,000 $850,000 
FY04 - FY06

水電気分解用寸法安定性高性
能膜．[APR XI.6 p. 1332 and 
XI.9 p. 1334] 

アモニックス社 (ト
ランス、カリフォル
ニア州) 
スポンサー：SBIR 

無 $100,000 $700,000 
FY04 - FY06

水素生産のための統合高性能
PV 水電気分解システム．
[APR XI.12 p. 1338] 

アバレンス、LLC(ミ
ルフォード、コネチ
カット州) 
スポンサー：SBIR 

無 $750,000 $850,000 
FY04 - FY06

光起電力アレイへ直接結合す
る高性能超高圧電解槽．[APR 
XI.13 p. 1339] 

エバモント社 (ウォ
ーターベリー、バー
モント州)* 
スポンサー：EE 水素
プログラム 

ノーザンパワー
システム社(ウエ
イツフィールド、
バーモント州) 
プロトン・エネル
ギー・システム
(ウォリングフォ
ード、コネチカッ
ト州) 

$ 0 $940,000 
FY04 - FY07

風力や他の再生可能電力源を
使用した高度 PEM 電気分解
給油所．[APR IV.H.4 p. 345]

 
3 - 光電気化学 
 

主契約者 サブ契約 
パートナー 

DOE 
2005 年 
契約 

DOE プロ
ジェクト費
用概算合計

プロジェクト概要 

     
GE グローバルリサ
ーチ社(ニスカユナ、
ニューヨーク州) 
スポンサー：EE 水素
プログラム 

カリフォルニア
工 科 大 ( パ サ デ
ナ、カリフォルニ
ア州) 

$25,000 $3,100,000 
FY05 - FY09

太陽エネルギーによる有用な
量の水素を生成する光電気化
学水分解システム．材料発見、
システム設計およびプロトタ
イプ構築と実証に集中した課
題 を 含 む ． [APR IV.F.5 p. 
268] 

カリフォルニア大学
サ ン タ バ ー バ ラ 校
(サンタバーバラ、カ
リフォルニア州) 
スポンサー：EE 水素
プログラム 

国立再生可能エ
ネルギー研究所
(ゴールデン、コ
ロラド州) 
GE グローバル
リサーチ社(ニス
カユナ、ニューヨ
ーク州) 

$200,000 $900,000 
FY05 - FY08

水から大量の水素を光電気化
学生産するための、効率的、
実用的、経済的、持続可能な
材料を発見し 適化する組み
合わせ化学法．[APR IV.F.3 p. 
256] 

MV システム社(ゴー
ルデン、コロラド州) 
スポンサー：EE 水素
プログラム 

ハワイ大学(ホノ
ルル、ハワイ州)
インテマッテイ
ックス社(モラガ
カリフォルニア
州) 
サウスウエスト
研究所(サンアン
トニオ、テキサス
州) 
ドゥケーン大学
(ピッツバーグ、
ペンシルベニア
州) 

繰延 $3,300,000 光電気化学材料と光起電力材
料の集積層を使用するハイブ
リッド光電極素子．材料研究、
光電極開発および製法スケー
ルアップ研究の平行取り組み
を含む．[APR IV.F.8 p. 274] 
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米国立再生可能
エネルギー研究
所(ゴールデン、
コロラド州) 
カリフォルニア
大学サンタバー
バラ校(サンタバ
ーバラ、カリフォ
ルニア州) 

ミッドウエストオプ
トエレクトロニクス
(トレド、オハイオ州) 
スポンサー：EE 水素
プログラム 

国立再生可能エ
ネルギー研究所
(ゴールデン、コ
ロラド州) 
ユナイテッドソ
ーラオベニック
社(トロイミシガ
ン州) 

$100,000 $2,900,000 
FY05 - FY08

太陽光と水から水素を生産す
るための、アモルファスシリ
コン基盤、微結晶シリコン基
盤の光電極を含む、薄膜シリ
コン基盤光電極． 
この方法は、材料耐久性を改
善するためのコーティングを
有する有望な多重接合素子を
使 用 す る ． [APR IV.F.6 p. 
270] 

米国立再生可能エネ
ルギー研究所 (ゴー
ルデン、コロラド州) 
スポンサー：EE 水素
プログラム 

コロラド鉱業大
学(ゴールデン、
コロラド州) 
コロラド大学(ボ
ルドー、コロラド
州) 

$800,000 $2,800,000 
FY05 - FY07

直接水を分解し水素を生産す
るための光電気化学材料の研
究開発およびバンド端設計を
行う実験的・理論的技術．
[APR IV.F.2 p. 250] 

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) 
スポンサー：EE 水素
プログラム 

無 $250,000 $930,000 
FY01 - FY06

可視光を使用し水素を生成す
るための新しい光触媒材料を
発見するための高速大量処理
ス ク リ ー ニ ン グ 法 ． [APR 
IV.F.4 p. 263] 

ネバダ大学ラスベガ
ス校(ラスベガス、ネ
バダ州)* 
スポンサー：EE 水素
プログラム 

ハイドロジェン
ソーラ社(ヘンダ
ーソン、ネバダ
州) 
アルテアナノテ
クノロジー社(リ
ノ、ネバダ州) 
米国立再生可能
エネルギー研究
所(ゴールデン、
コロラド州) 

$2,700,000 $3,500,000 
FY03 - FY07

直接水を分解するのに適した
電解質中に浸した、耐久性あ
る光活性酸化皮膜と結合した
光起電力素子．[APR IV.F.1 p. 
243] 

トレド大学(トレド、
オハイオ州)* 
スポンサー：EE 水素
プログラム 

無 $470,000 $470,000 
FY05 - FY07

太陽光と水から水素を生産す
るための、アモルファスシリ
コン基盤、微結晶シリコン基
盤の光電極を含む、薄膜シリ
コ ン 基 盤 光 電 極 ． [APR 
IV.F.10 p. 278] 

ネバダ大学ラスベガ
ス校(ラスベガス、ネ
バダ州)* 
スポンサー：EE 水素
プログラム 

ハワイ大学(ホノ
ルル、ハワイ州)
MV システム社
(ゴールデン、コ
ロラド州) 
インテマティッ
クス社(フリーモ
ント、カリフォル
ニア州) 

$975,000 $1,375,000 
FY03 - FY07

光電気化学材料と光起電力材
料の集積層を使用するハイブ
リッド光電極素子． 材料研
究、光電極開発および製法ス
ケールアップ研究の平行取り
組みを含む．[APR IV.H.11 p. 
370] 

エジソン材料技術セ
ンター(デートン、オ
ハイオ州)* 

ミッドウエスト
オプトエレクト
ロ ニ ク ス ( ト レ
ド、オハイオ州)

$200,000 $200,000 太陽光と水から水素を生産す
るための、アモルファスシリ
コン基盤、微結晶シリコン基
盤の光電極を含む、薄膜シリ
コ ン 基 盤 光 電 極 ． [APR 
IV.F.11 p. 281 
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4 - 熱化学水分解反応サイクル 
 

主契約者 サブ契約 
パートナー 

DOE 
2005 年 
契約 

DOE プロ
ジェクト費
用概算合計

プロジェクト概要 

     
コロラド大学 (ボル
ドー、コロラド州) 
スポンサー：EE 水素
プログラム 

エズ-スイス工科
大学(スイス) 

$100,000 $1,100,000 
FY05 - FY09

水素生産へ太陽駆動熱化学水
分解のためのマンガン酸化サ
イクル [APR IV.I.2 p. 389] 

サイエンス・アプリ
ケーションズ・イン
タ ー ナ シ ョ ナ ル 社
(サンディエゴ、カリ
フォルニア州) 
スポンサー：EE 水素
プログラム 

フロリダソーラ
エネルギーセン
ター(ココア、フ
ロリダ州) 
トゥラボ大学(プ
エルトリコ) 
セントラル・フロ
リダ大学(オーラ
ンドー、フロリダ
州) 

繰延 $4,000,000 太陽エネルギーを 2 つの方法
で使用することができる太陽
駆動熱化学水分解反応サイク
ル：高温熱の供給と化学反応
に触媒作用を及ぼす一部分の
太陽スペクトルエネルギーを
直接利用する 2 つの方法があ
る． 

ネバダ大学ラスベガ
ス校(ラスベガス、ネ
バダ州)* 

ゼネラルアトミ
ック社(サンディ
エゴ、カリフォル
ニア州) 
サンディア国立
研究所(アルバカ
ーキ、ニューメキ
シコ州) 
米国立再生可能
エネルギー研究
所(ゴールデン、
コロラド州) 
コロラド大学(ボ
ルドー、コロラド
州) 

$3,200,000 $6,600,000 
FY03 - FY07

可能性ある太陽駆動高温水分
解サイクルの選別と も有望
なサイクルへの絞り込み． 
そして、$2-$3/GGE H2 の水
素生産コスト目標を達成する
ための、少なくとも 1 つのサ
イクルの研究・開発と実証．
[APR IV.I.1 p. 377] 

 
5 - バイオ水素生産 
 

主契約者 サブ契約 
パートナー 

DOE 
2005 年 
契約 

DOE プロ
ジェクト費
用概算合計

プロジェクト概要 

     
カリフォルニア大学
バークレー校 (バー
クレー、カリフォル
ニア州) 
スポンサー：EE 水素
プログラム 

無 $200,000 $1,200,000 
FY05 - FY09

光バイオ水素生産の低い光利
用効率の技術的障壁に取り組
むために、光化学系クロロフ
ィルの大きな触角サイズによ
り、微生物による光吸収の高
効率化．[APR IV.E.1 p. 211]

J. クレイグ・ベンタ
ー研究所 (ロックヴ
ィル、メリーランド
州) 
スポンサー：EE 水素
プログラム 

米国立再生可能
エネルギー研究
所(ゴールデン、
コロラド州) 

$350,000 $2,880,000 
FY05 - FY08

自然界では一緒には見つから
ない、2 つの非常に望ましい形
質を備えた斬新なハイブリッ
ド微生物を開発するために、
シアノバクテリアと光合成細
菌の 2 つの微生物の特性を組
合せ、供給材料としての水を
使用した、酸素の存在状態で
水素を生産する能力． [APR 
IV.E.6 p. 241] 

オークリッジ国立研
究所(オークリッジ、
テネシー州) 
スポンサー：EE 水素
プログラム 

無 $600,000 $700,000 
FY04 - FY06

水素生産中のプロトン勾配を
縮小するプロトンチャネルを
設計することにより、藻の水
素生産 (水分解 )の速度が増加
することにより、水素効率に
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影響する吸収光エネルギーを
制限する生理学的な障害が
小化される．[APR IV.E.3 p. 
225] 

米国立再生可能エネ
ルギー研究所 (ゴー
ルデン、コロラド州) 
スポンサー：EE 水素
プログラム 

ベックマン研究
所、イリノイ大学
(アーバナ、イリ
ノイ州) 
CEA/CNRS( グ
ルノーブル、フラ
ンス) 
ミネソタ大学(ミ
ネアポリス /セン
トパウロ、ミネソ
タ州) 

$900,000 $3,200,000 
FY05 - FY07

生物触媒を使用して水から効
率的に水素を光生産するため
に必要な生物化学機構の理解
を高める．これにより、生物
学的水素光生産に関わる酵素
の酸素感受性障害に関する研
究を行う． [APR IV.E.2 p. 
216] 

アドバンスト・バイ
オニュートリション
社(コロンビア、メリ
ーランド州) 
スポンサー：EE 水素
プログラム 

ニューヨーク市
立大学ブルック
リン校(ブルック
リン、ニューヨー
ク州) 
クレムソン大学
(クレムソン、サ
ウスカロライナ
州) 
サヴァナリバー
技術センター(エ
ーケン、サウスカ
ロライナ州) 
SeaAg 社(ヴェロ
ビーチ、フロリダ
州) 
ハワイ大学(ホノ
ルル、ハワイ州)

繰延 $4,300,000 斬新な 2 段階間接的バイオ光
水素生産プロセス．暗い醗酵
反応で貯蔵された藻のポリグ
ルコースが水素に変換され
る． 

モ ン タ ナ 州 立 大 学
(ボーズマン、モンタ
ナ州) 
スポンサー：EE 水素
プログラム 

プレオティント、
LLC(ウエストオ
リーブ、ミシガン
州) 

繰延 $1,200,000 可視光とアセテートのような
単純な有機酸 ((酢 ) を使用す
る水素生産． [APR IV.F.7 p. 
272] 

 
6 - 太陽利用水素生産の基礎研究 
 

主契約者 サブ契約 
パートナー 

DOE 
2005 年 
契約 

DOE プロ
ジェクト費
用概算合計

プロジェクト概要 

     
コ ロ ラ ド 州 立 大 学
(フォートコリンズ、
コロラド州) 
スポンサー：サイエ
ンス局 

 $180,000 $590,000 
FY05 - FY07

可視光での光電気化学水分解
のための新しい半導体混合酸
化物を明らかにする組合せア
プローチ． 
導電ガラス基板上へインクジ
ェット印刷により金属酸化物
前駆体を蒸着する斬新なアイ
デア、薄膜を作成する熱分離、
および水成電解質中の浸漬薄
膜上の光電流を検知する可視
光波長走査．[APR II p. 13] 

カリフォルニア工科
大学(パサデナ、カリ
フォルニア州) 
スポンサー：サイエ
ンス局 

 $225,000 $690,000 
FY05 - FY07

改良インクジェットプリンタ
ーを使用した、光陰極用の金
属硫化物および光陽極用の金
属酸化物の組合せ選別． 
膜の各々の側での水素および
酸素生産のための膜支持で幾
何学的に組織された光触媒構
造体の開発．[APR II p. 13] 

< 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982号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/982/
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アリゾナ大学 (ツー
ソン、アリゾナ州) 
スポンサー：サイエ
ンス局 

 $220,000 $670,000 
FY05 - FY07

細孔シリカ薄膜に埋込まれた
半導体ナノ粒子あるいは色素
改質デンドリマーに基づい
た、光触媒水素生産のための
ナノハイブリッド構築．[APR 
II p. 13] 

カリフォルニア大学
サ ン タ ク ル ー ズ 校
(サンタクルーズ、カ
リフォルニア州) 
スポンサー：サイエ
ンス局 

ジョージア大学
(アテネ、ジョー
ジア州) 

$150,000 $450,000 
FY05 - FY07

陽極用 TiO2 ナノワイヤーと
陰極用 Ptワイヤーに基づいた
水素生成のための光電気化学
電池． 
Si ナノワイヤー配列あるいは
増感 TiO2 に基づいた、斬新な
光起電力電池によって提供さ
れる外部バイアス． 
斬新な面は GLAD(視射角蒸
着 )によるナノワイヤーの製
作．[APR II p. 13] 

ペンシルベニア州立
大学 (ユニヴァーシ
ティーパーク、ペン
シルバニア州) 
スポンサー：サイエ
ンス局 

 $135,000 $415,000  
FY05 - FY07

タンデム型光起電力電池は、
可視に 大の効率を持つ色素
増感太陽電池と近赤外で も
効率的に作動する単結晶 Si セ
ルから構成されている． 
ヨウ素対は色素セル中で置き
換えられる． 
光起電力駆動水電気分解．
[APR II p. 13] 

パデュー大学 (ウェ
スト・ラファイエッ
ト、インディアナ州) 
スポンサー：サイエ
ンス局 

 $130,000 $370,000  
FY05 - FY07

光電気化学電池用の多結晶電
極の電気メッキ法による材料
合成． 
Cu2O-WO3 複合材料に集中．
[APR II p. 13] 

ペンシルベニア州立
大学 (ユニヴァーシ
ティーパーク、ペン
シルバニア州) 
スポンサー：サイエ
ンス局 

 $245,000 $695,000  
FY05 - FY07

光電気化学水分解用の斬新な
Si および CdSe ナノワイヤー
およびナノ配列．[APR II p. 
13] 

ワシントン大学 (シ
アトル、ワシントン
州) 
スポンサー：サイエ
ンス局 

 $120,000 $365,000  
FY05 - FY07

色素増感太陽電池、多重キャ
リヤ生成のための量子ドット
およびカーボンナノチューブ
の電子特性に関する理論的研
究． 
光起電力駆動の水電気分解に
関連．[APR II p. 13] 

ナノプテック社 (メ
イナード、マサチュ
ーセッツ州) 
スポンサー：サイエ
ンス局 

 $100,000 $300,000  
FY05 - FY07

格子定数変更によって作られ
た TiO2 中のエネルギーギャ
ップの赤方偏移に関する研
究． 
光電気化学水分解のために
適化された TiO2 電極．[APR 
II p. 13] 

ヴァージニア工科大
学 (ブラックスバー
グ、ヴァージニア州) 
スポンサー：サイエ
ンス局 

 $135,000 $395,000 
FY05 - FY07

光触媒水分解のための三核ロ
ジウムセンター混合金属複合
体に関する機械論的光化学の
研究．[APR II p. 13] 

ブルックヘーブン国
立研究所(アプトン、
ニューヨーク州) 
スポンサー：サイエ
ンス局 

 $800,000 $2,450,000 
FY05 - FY07

可視光による光電気化学水分
解． 
狭いバンドギャップ半導体光
陽極および陽極面での水酸化
用金属触媒の遷移に関する研
究．[APR II p. 13] 

パシフィックノース
ウエスト国立研究所
(リッチランド、ワシ

 $550,000 $1,750,000 
FY05 - FY07

アニオン・ドープされた単結
晶表面での光触媒水分解． 
TiO2および Pt/TiO2へアニオ



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.982,  2006.7.26 

57 

ントン州) 
スポンサー：サイエ
ンス局 

ン・ドープへの基礎表面科学
アプローチ．[APR II p. 13] 

国立再生可能エネル
ギー研究所 (ゴール
デン、コロラド州) 
スポンサー：サイエ
ンス局 

コロラド大学(ボ
ルドー、コロラド
州) 

$350,000 $1,350,000 
FY05 - FY07

光子吸収毎に 2 つの電子－正
孔ペアが作成される太陽水分
解への斬新なアプローチ． 
ペア増倍は、一重項核分裂に
耐えることができるユニーク
な色素あるいは半導体量子ド
ットで生じる．[APR II p. 13]

 
7 - バイオ着想水素生産の基礎研究 
 

主契約者 サブ契約 
パートナー 

DOE 
2005 年 
契約 

DOE プロ
ジェクト費
用概算合計

プロジェクト概要 

     
ワシントン大学 (シ
アトル、ワシントン
州) 
スポンサー：サイエ
ンス局 

 $670,000 $1,030,000 
FY05 to 
FY07 

水素生産を駆動するために電
気化学勾配からのエネルギー
を使用するために、仮説によ
る促進と発見に基づいた実験
計画を組合せる．[APR II p. 
13] 

ジョージア大学 (ア
テネ、ジョージア州) 
スポンサー： サイエ
ンス局 

 $250,000 $766,000  
FY05 to 
FY07 

異なる微生物システムの要素
から極小のヒドロゲナーゼを
設計し、生産用の強健な異種
起源発現システムの開発． 
それにより、安定で機能的な
膜小気胞ハイブリッド水素の
高速大量スクリーニングとア
センブリーを実施する．[APR 
II p. 13] 

ペンシルベニア州立
大学 (ユニヴァーシ
ティーパーク、ペン
シルバニア州) 
スポンサー： サイエ
ンス局 

 $175,000 $525,000  
FY05 to 
FY07 

二水素生成のためのバイオ/有
機ハイブリッド半電池．[APR 
II p. 13] 

ペンシルバニア大学
(フィラデルフィア、
ペンシルバニア州) 
スポンサー： サイエ
ンス局 

 $200,000 $600,000  
FY05 to 
FY07 

水からの太陽生成水素のため
のモジュール設計タンパク質
構成．[APR II p. 13] 

オクラホマ大学 (ノ
ーマン、オクラハマ
州) 
スポンサー： サイエ
ンス局 

 $0 $628,000  
FY06 to 
FY08 

水素生産バイオシステムの特
性．[APR II p. 13] 

米国立再生可能エネ
ルギー研究所 (ゴー
ルデン、コロラド州) 
スポンサー： サイエ
ンス局 

 $800,000 $2,428,000 
FY05 - FY07

太陽駆動バイオハイブリッド
水素生産システム開発のため
の生体触媒の構造的研究、機
能的研究および統合化研究．
[APR II p. 13] 

 
 

以上 
 

(出典：Solar and Wind Technologies For Hydrogen Production - Report to Congress, 
December 2005 (ESECS EE-3060), pp43-50, 
http://www.eere.energy.gov/hydrogenandfuelcells/pdfs/solar_wind_for_hydrogen_dec2005.pdf ) 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート982号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/982/
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【新エネルギー】太陽光発電 

 

エネルギー予測モデル向上のための太陽光発電屋根データ（米国） 
 
新しい世代の太陽光発電(PV)屋根製品は、屋根の一体部分であることを可能にする

設計を利用して、部材から電力と住居の両方を提供する。しかしながら、太陽光発電

屋根は屋根の上ではどれくらい有効なのか。 
 
米国立標準技術研究所(NIST)は、そのような基礎的なコスト問題を明らかにするの

を支援するために 15 ヵ月間の研究プロジェクトを開始した。 
 
NIST は、新しい太陽光発電屋根テスト屋根施設で、傾斜屋根のために設計された 7

つの異なった居住システム、および産業用の平面屋根のために設計された 2 つの商業

ビルユニットの電気的性能および熱的性能をモニタしている。 
 
このデータは、太陽光発電屋根設備の据え付けエネルギー生産を予測するソフトウ

ェアシミュレーションプログラムのコンピューターアルゴリズムを評価し改善するた

めに使用される。 
 
太陽光発電試験システムは、住居応用のコンクリートタイルやスレートおよびアス

ファルト屋根板ならびに商業応用の高めの枠無しモジュールへ一体化される。9 つの

太陽光発電システムの各々は、異なった製造工程、材料および設計上の特微を表す各

ユニットを持ち、単結晶、多結晶およびアモルファスシリコンの 3 つの汎用の太陽電

池技術カテゴリーの範囲に入っている。 
 
電流、電圧および電気出力は、各試験体に対して 1 分間に 4 回サンプリングされる。

太陽光発電モジュールの運転温度はユニットの変換効率に影響するので、大気温度、

風速および試験体の温度がさらに多数の場所で測定される。 
 

後に、研究者は据え付け屋根プロジェクトの様々な面で太陽放射測定を行う。太

陽放射データの比較分析は、NIST の研究者に、通常飛行場などでのみ可能な、水平放

射測定を行う太陽放射モデルの精度を決定し、また種々のタイル角度の表面への日射

量を見積ることを可能にする。 
 
この結果は公開資料として公表され、いくつかの中間結果が、15 ヶ月間の研究完了

に先立ち発表されるであろう。 
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終的に、消費者は開発された新しい世代のシミュレーションモデルにアクセスで

き、定まったあらゆる地理的条件やビルの方向また任意の太陽電池技術に NIST のデ

ータが役立つことを確認することができる。 
 
より詳細については、www.bfrl.nist.gov/863/bipv/roof.htm へ。 

以上 
(出典：http://www.nist.gov/public_affairs/techbeat/tb2006_0622.htm#roof ) 

< 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982号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/982/
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【新エネルギー】風力 バイオマス 小型水力 

 

プロジェクトに遅れの目立つ代替エネルギー源 
多様化プログラム（ブラジル） 

 
国家電力監督庁（ANEEL、Agência Nacional de Energia Elétrica）のレポート 1 によ

れば、代替エネルギー源多様化プログラム（PROINFA、Programa de Incentivo às Fontes 
Alternativas de Energia Elétrica）について、2005 年 3 月に契約されたプロジェクトの

約 4 分の 3 が 1 年経過した今も着工に至っていない。PROINFA とは、2002 年 4 月 26 日

付法令 10,438 号および 2003 年 11 月 11 日付法令 10,762 号により制定され、風力発電、

小型水力発電、バイオマス発電による電力を 3,300MW まで政府が買い上げる仕組みを作

り、電力供給源の多様化を図ろうとするもの。各プロジェクトの実施主体となる事業者は、

プロジェクトが採択された後に電力買い上げを行う電力公社エレトロブラスと契約を結ぶ。 
 
同プログラムでは、2008 年末までに計 144 件の発電プラント（バイオマス発電：27、

風力発電：54、小型水力発電所[PCH、Pequena Central Hidrelétrica]：63）から、3,300
ＭＷの電力供給を受けることを目標としているが、2006 年 5 月時点で着工している案件

は 37 件、完成予定の 2008 年末での見込み総発電量は 917.6ＭＷにとどまる（表１参照。

なお表１の各発電量合計値は、プロジェクト完成後の見込み量）。 
 
なかでも も進捗が遅れている分野は風力発電だ。採択ベースで風力発電は 54 件、発

電量合計 1,422.96ＭＷであるが、現在着工しているものは 5 件で発電量 208.3ＭＷにとど

まる。一方で進捗が良好なのはバイオマス分野で、採択 27 案件中 16 件のプロジェクトが

既に着工しており、2006 年内に 329.6MW の発電開始が見込まれている。なお、PCH で

は 63 案件中 16 件が着工している。ちなみに、2006 年 5 月までに発電を開始したプロジ

ェクトは、バイオマスが 3 件（90.7MW）、PCH が 1 件（9MW）となっている。 
 
風力発電所の場合、プロジェクトの実現を困難にしている要因として三点挙げられる。

まず第一は機材の不足だ。PROINFA に採択されるためには、プロジェクトに関わる資材

の 6 割が国産でなくてはならない。しかし国内で風力発電設備を製造しているのはドイツ

系の Wobben Windpower 社のみで、国内すべてのニーズに対応しきれない状況にある。

さらに二点目の問題はコスト高だ。風力発電設備はもともと投資額が大きいことに加え、

供給者が独占状態にあることも影響しているとみられる。プロジェクトの監督機関である

電力公社エレトロブラスによれば、政府は風力発電設備の製造業者誘致に力を入れており、

2006年末には同じくドイツ系の Furhlander社がセアラー州ペセンで工場を稼動する見込

みだ。さらに同社以外にも、進出を検討している企業としてアルゼンチン系の Impsa Wind

                                                  
1 国家電力監督庁（ANEEL）“ Fiscalização:Geração. Acompanhamento das Centrais Geradoras do 
Proinfa”. 2006 年 5 月. （http://www.aneel.gov.br/） 
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社、Impsa Energy 社、インドの Suzlon 社、スペイン系の Gamesa 社の名前が挙がって

いる。そして三つ目の要因としては、公的融資の不足が挙げられる。公的融資の実施機関

である国家社会経済開発銀行（BNDES、Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social）が融資を決定している風力発電プロジェクトは、2006 年に稼動予定のプロジェ

クト 3 件のみであり、その他の多くのプロジェクトは融資実現の目処が立っていない。 
 
一方で もプロジェクトの進捗が早いバイオマス分野は主にさとうきびのバガスを利

用した発電に関するものだが、一般的に発電コストが低いなど経済的で実現可能性が高い。

そのため公的機関の融資でも、2006 年 5 月現在で BNDES に 12 件の融資申請がなされて

いるが、そのうち 11 件が承認されているという 2。 
 
電力調査公社 EPE（Empresa de Pesquisa Energética）の“電力部門拡張 10 年計画：

2006～2015”3 によれば、2006 年 1 月時点で電力供給能力全体（9 万 3,728MW）の 7 割は

依然として水力発電で、PROINFA によるプロジェクトすべてが稼動したとしても全体の

3～4％を占めるに過ぎない。そのため PROINFA の遅れがブラジルの電力供給力に全体に

及ぼす影響は限定的だが、2005 年の電力消費量は前年比 4.6％増と電力供給量の伸び

（4.0％増）を上回っており、持続的な成長を実現する上で将来的な電力不足に備えた発電

所投資の重要性は揺るがない状況だ。 
以上 

表 1 PROINFA 採択案件のうち着工している案件（2006 年 5 月時点） 
 採択案件 うち着工している案件 

電力源 事業数 発電量合計 事業数 発電量合計 
バイオマス発電 27 700.9 MW 16 393.6 MW 

風力発電 54 1423.0 MW 5 208.3 MW 
小型水力発電 PCH 63 1191.4 MW 16 315.7 MW 

合計 144 3315.3 MW 37 917.6 MW 
出所：国家電力監督庁(ANEEL)    

 
参考文献： 

・鉱山動力省（http://www.mme.gov.br/） 
・電力公社エレトロブラス（http://www.eletrobras.gov.br/） 
・国家電力監督庁（ANEEL）（http://www.aneel.gov.br/） 
・“Proinfa enfrenta desafios para entrega dos 3,3 mil MW contratados até 2008”. Canal Energia, 

2006 年 5 月 3 日 。 
・“Proinfa emperra e poderá ofertar apenas 25% do previsto até 2007”. Valor Economico, 2006 年 5 月 25 日。 
・“Nova chance para as usinas eólicas”. Brasil Energia,2006 年 6 月号, p. 82。 
・“Grupo argentino pretende instalar fábrica em Mossoró”. Mossoró da Gente, 2006 年 4 月 28 日。 

                                                  
2 “Exemplo que da certo”,『Brasil Energia』 2006 年 5 月、”BNDES tem carteira com 57 projetos do 

Proinfa”,『Canal Energia』2006 年 5 月 8 日。 
3 Empresa de Pesquisa Energética（EPE）. “Plano Decenal de Expansão do Setor de Energia 

Elétrica: 2006-2015”. “3.4 Expansão da Geração para o Cenário de Mercado Alto”. P. 107. 
（http://www.epe.gov.br/estudos/PDEE-2006-2015_APROVADO.pdf） 
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【産業技術】ライフサイエンス  

 
バイオテクノロジーは生活の質を向上させると 

欧州市民の半数が回答(EU) 
 

2006 年 6 月に発行された 新のユーロバロメーター(Eurobarometer)によると、調

査に回答した内、52％の人が「バイオテクノロジーは、生活の質を向上する」と考え

ていることがわかった。 
 
ユーロバロメーター：「ヨーロッパ市民とバイオテクノロジー2005 年(Europeans 

and biotechnology in 2005)」の調査によれば、大部分のヨーロッパ市民は、バイオテ

クノロジーが人間の健康に対してはっきりとした利益をもたらすのであれば、バイオ

テクノロジーを医療に利用（レッド・バイオテクノロジー）することは賛成だとして

いる。また、産業への利用（ホワイト・バイオテクノロジー）も支持されている。し

かし、依然として農業への利用（グリーン・バイオテクノロジー）については、懐疑

的であり、バイオテクを用いた新しい作物や生産物が消費者に利益をもたらさない限

りはこの状況がしばらく続くだろう。 
 
欧州連合のバイオテクノロジーに関する規制に対しては、信頼度が増してきている。

但し、このことが人々の購買意欲に影響してきたかというと、とりわけ遺伝子組み換

え食品に関しては、確たる証拠がない。全体的に見て、バイオテクノロジーが社会の

発展に貢献しているという好意的な意見は、1999 年以降かなり増加してきた。厳しく

規制されている条件下で、幹細胞を用いた研究への支援も行われている。 
 
この調査は 1991 年から行われてきたバイオテクノロジーに関する一連の定期的な

意識調査の、 新調査版である。 
 
■この調査は以下のような項目について調べている： 
 
・ テクノロジー（バイオテクノロジーを含む）の私達の生活への貢献度に関する、好

意的な見方について。今回の調査によると、バイオテクノロジーに対して好意的な

見方をする人は、以前は少なかったが、1999 年以降から増加してきた。（52％の

人が、バイオテクノロジーは生活の質を向上させるだろう、と述べている. 
・ ） 
 
・ナノテクノロジー、薬理遺伝学（個人個人に合わせて薬を作る目的でヒトの遺伝子

コードを分析するため、大変効果がある）、および遺伝子治療の発展については、

これら 3 つともが、社会にとって有益であるとおおむね認められており、確実に人々



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.982,  2006.7.26 

63 

に受け入れられている。 
・遺伝子組み換え食品については、ヨーロッパ市民の大部分（58％）が、促進するべ

きではないと考えている。 
 
・バイオ燃料、バイオプラスチック（作物からのプラスチック製造）、および製薬の

ための生物医薬生産（薬剤・医薬品の製造に、遺伝子操作した植物を使用）のよう

な、産業（ホワイト）バイオテクノロジーは、広く支持されている。（図 1・図 2
参照） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 1: バイオ燃料に対する意見 

 
図 2: バイオプラスチックに対する意見 

政府はバイオプラスチック研究を支援すべきだ

バイオプラスチック産業は石油化学産業

と競うために優遇税措置を受けるべきだ
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< 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982号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/982/



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.982,  2006.7.26 

64 

 
・幹細胞研究については、厳しく規制されているという条件下であれば、ヨーロッパ

中でかなりの支持を集めている。臍帯（65％）、胚幹細胞（59％）から採取した肝

細胞は両方ともその使用を支持されているが、その一方で 26％の人が、胚幹細胞研

究は全く／もしくは大変特別な条件下の時以外は、支持しないと答えている。（図 3
参照） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・個人の遺伝子データを用いることに関しては、58％の回答者が自分達の遺伝子デー

タが研究目的に集積されることは許容できるだろうと回答したが、これは EU 全域

での遺伝子データバンク支持とは、別レベルの話である。（図 4 参照） 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 3: 胚幹細胞／それ以外の幹細胞の研究に対する欧州市民の意見 
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（％） 

 
図 4: 遺伝子データの使用に対する許容度 
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・バイオテクノロジーに従事する関係者への信頼度は、大学（73%）や産業（64%）

の科学者達に対しては、上がっている。また、バイオテクノロジーの規制問題につ

いては、EU（74%）は自国の中央政府（68%）よりも信頼されているという結果だ

った。 
 
・アメリカ合衆国・カナダ・ヨーロッパの国民意識の比較について。米加よりも、ヨ

ーロッパはテクノロジー化に対して消極的、という世論結果について、反論が述べ

られている。 
 

データを詳しく分析すると、世代や性別によって、バイオテクノロジーへの意識調

査結果には、若干ばらつきがある。 
 

今回の調査は、1991・1993・1996・1999・2002・2005 年に実施された、ユーロバ

ロメーターのバイオテクノロジーに関する一連の調査の、 新の調査結果である。六

度目の調査にあたる 2005 年に行われたユーロバロメーターのバイオテクノロジー調

査は、25000 人（それぞれの EU 加盟国から約 1000 人ずつ）の回答者の代表標本を基

に作成された。 
以上

翻訳・編集：NEDO 情報・システム部

（出典：http://ec.europa.eu/research/press/2006/pr1906en.cfm (本文), 
http://ec.europa.eu/research/press/2006/pdf/pr1906_eb_64_3_final_report-
may2006_en.pdf (図)） 
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【産業技術】ライフサイエンス  
 

アメリカ合衆国バイオサイエンス部門の成長（2/2） 
―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(後半)― 

 
（※本稿は、980号の特集記事1に掲載したエグゼクティブ・サマリーの後半である。 

以下、主要な部分を抜粋して紹介する。） 
 
 
重要な発見2：国と地域のバイオサイエンス・イニシアティブ2（抜粋） 
 

バイオサイエンスの研究支援と、それに必要なインフラ整備（研究施設や設備）の

ために、米国各州は総額で何十億ドルも費やしている。カリフォルニア州は、研究へ

の投資の点では 先端を行っている。カリフォルニア州の有権者は、カリフォルニア

再生医療研究所創設のため、公債基金30億ドルを拠出することを承認した。しかしカ

リフォルニア州以外の州でも、研究開発（R&D）全般および、特にバイオサイエンス

に対し、巨額の資金投入を行っている。例えばワシントン州は、3.5億ドルの「ライフ

サイエンス発見基金」を創設した。この基金では、経済発展への貢献が期待できるバ

イオサイエンス研究を支援するために、「たばこ訴訟」の和解金を財源とする年間3500
万ドルが当てられる。また、ペンシルベニア州では、州知事が、バイオサイエンス施

設への就職とバイオサイエンス施設の建設を支援する5億ドルの基金の創設を提案し

ている。 
 
 米国科学財団（NFS）の 近の調査では、学術機関に費やされる資金が大幅に増加

していることが確認された。2002年度と2003年度には理工学の研究スペースを新しく

建設するために76億ドルが費やされた。それらの施設の内56％はバイオサイエンスの

関連施設であった。学術機関は、2004年度と2005年度に91億ドルをかけ、1900万平方

フィートの研究スペースをさらに建設する計画があることを報告した。この新しく建

設される予定のスペースの内、72％を工業化学・生命科学・医学用の研究スペースが

占める。国立衛生研究所（NIH）からの資金が横ばい状態であるため、これらの施設

で研究を行う予定の研究者達を支えるためには、産業と他の研究の（慈善の）パート

ナー達が、必要な研究資金を補完し提供することができるかどうかにかかっている。 
 
 
 
                                                  
1 エグゼクティブ・サマリー前半は、NEDO 海外レポート 980 号特集記事に掲載。  

URL: http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/980/index.html 
2 これらの二つの重要な発見は、国中で進行中のBattelle研究所の地域イニシアティブの情報と、州の政

策により収集された情報の、両方が基となっている。 
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大学研究スペースの拡張 
米国科学財団が実施した科学・工学研究施設調査によると、研究を行っている単科及び総合大学における研究ス

ペースは、2001 会計年度から 2003 年度にかけて 11％増加している。これは、これまでの調査の中で も大きな

増加率である。学術（大学）研究機関は、新しい研究スペースの建設のために、2002 年度から 2003 年度の間に少

なくとも 76 億ドルの投資が行われたことを報告した。このスペースのうち 56％は、バイオサイエンスと医学の研

究のために使用される予定である。 

 

出典：“Universities Continue to Expand Their Research Space with the Largest Increase Since 1988; Data 

Reported for Networking.” InfoBrief, NSF05-314, 2005 年 6 月  

 
 

これまでバイオサイエンスの基盤の発展に投資をしてこなかった数少ない州でも、

投資を行い始めている。例えばアラバマ州では、ハンツビルに新たに設立された非営

利組織、ハドソン・アルファ研究所が入居する建物の建設のために、州が5000万ドル

出資することを約束し、また、民間からは8000万ドルが投資される。更に、アラバマ

州知事はバーミンガムにあるアラバマ大学のバイオサイエンス研究を支援するために、

5000万ドルを投資することも提案した。 
 
各州・地域は、バイオ医学・健康部門に加えて、農業部門、産業部門および環境バ

イオサイエンス部門を発展させる活動に焦点を絞っている。バイオテクノロジー医学

が 初に承認されてから12年後、バイオテクノロジーによって機能強化された作物が

初めて市場に出た。現在科学者達はバイオサイエンス技術を生産プロセスや、化学合

成および生産物の改善などに使用している。また、多くの州と地域が、経済発展のた

めに、バイオサイエンスがもたらす好機に関心を寄せている。アイオワ州は、「バイ

オ製品とバイオエネルギーのビジョンとロードマップ」を作成した。 
 

全国の州・地域は、バイオサイエンス企業を支援し誘致することができる物理的環

境を作るために、学術・医学研究施設の成長しつつある基盤をどのように利用するか

について焦点を絞っている。とりわけ、戦略的に計画された「混合使用」キャンパス

を拡張する新しい動きが、国中の都市の主な研究総合大学で起きている。例えば、ロ

ーリー、シアトル、ポートランド（オレゴン州）、ニューヨーク市、デンバー、シカ

ゴ、サンフランシスコである。 
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ピオリアが研究資産を創設 
イリノイ州の中心部での起業と改革を奨励するために、州内で減少し続けているブルーカラー業務対策として、

イリノイ州、地域の経済開発を所管する行政機関、総合大学、および民間企業が、2005年に技術革新支援を目的と

したハイテクビジネスのインキュベーターであるPeoria NEXT Innovation Centerを立ち上げた。イリノイ州は、

Peoria NEXTに対する も大きな投資元であり、計450万ドルを投資している。 

 

シカゴとセントルイスの中間に位置するこのインキュベーターの例のように、ピオリア地域の起業とバイオサイ

エンスの革新のための投資は、総合大学、連邦政府機関、民間企業間の連携に重点を置くことによりこれまで促進

されてきた。 

 

キャタピラー社、ピオリアにあるイリノイ大学医学部、ブラッドリー大学、ピオリア地域の医学界、そしてアメ

リカ農務省国立農業利用研究センターは、この地域の基礎・応用研究に年間 10 億ドル以上投資している。そのた

め、このインキュベーターは地域の産業基盤を多様にする地域経済の発展のパートナーとして必要不可欠であっ

た。  

 
利益をもたらすバイオサイエンスへのオクラホマ市の投資 

40年以上前、オクラホマ市のビジネスと地域社会の指導者達は、この地域に世界規模の医学施設を建設するとい

う約束をした。今日では、この時の未来構想が十分に達成されている。オクラホマ市の医療複合施設には、オクラ

ホマ大学の健康科学センター、オクラホマ医学振興財団、Dean McGee Eye研究所、Hough Ear研究所、小児病院、

大学病院、退役軍人病院が含まれている。オクラホマ健康センターは300エーカーの広さと12500人の従業者を持つ、

オクラホマ州で も多い雇用者数を持つ施設の一つである。また、25億ドルの資本投下により、この地域の経済に

現在年間18億ドルの貢献をもたらしている。 

 

1980 年の半ば、同じ指導者達が、医療複合施設に近接するバイオ医学企業の成長を支援することによって実現

される経済的な利益を認識し、プレスビテリアン健康財団リサーチパークを開発した。現在このリサーチパークは、

基本計画（建物 4 棟）以上の 6 棟目の建物を完成したところだ。このリサーチパークは A クラスの実験室とオフィ

スのスペースを 55 万平方フィート保有し、現在 34 テナントが入居している。  

 
各地域・州は、バイオサイエンスを持続するために必要な研究基盤を築くためには、

一つの大学や一つの医療施設では不十分で、さらにアンカー（大きな強み）となる公

共・民間研究拠点を、建設・誘致する必要があるということを認識してきている。今

まで各州・地域は、カンザス市のスタワーズ医学研究所、フロリダのスクリプス研究

所、フェニックスの遺伝子研究センター(TGen)のような非営利の研究機関の誘致や投

資に力を注いできた。各州・地方政府は、このような開発を支援するインフラ整備の

ために大きな投資をしてきた。フロリダの州・地方政府は、サンディエゴ基盤のスク

リプス研究所の一機関であるスクリプス・フロリダを誘致するために、5.1 億ドルの州

／地方奨励策をまとめた。このような研究アンカーの顕著な特徴は、運用規模の大き

さ、他の研究機関との広範な連携、そしてバイオサイエンスの幅広い領域の中での焦

点を明らかにするために相互補完的な技術を統合する学際的アプローチであると言え

る。このような広範囲な基盤が、急速に変化しているバイオサイエンス領域の中の持

続可能性や柔軟性を促進する。 
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フェニックスは、TGen を誘致することにより、バイオサイエンスの基盤を築いた 

遺伝子研究センター (TGen)の整備を支援するために、公的機関と民間との連携で、2002 年に 1.2 億ドルの拠出

が決定された。TGen は、非営利のバイオ医学研究機関で、より早期の診断法とより高度の治療法の開発に重点を

置く研究機関である。現在 TGen には、25 以上の活動研究チームがあり、200 人の雇用者がいる。TGen も、広さ

15 エーカーの学術・リサーチパークであるフェニックス・バイオ医学キャンパスのアンカー施設である。このキャ

ンパスが全て開発されれば、実験室、オフィス、教室、その他の施設の合計は 100 万平方フィートになる。アリゾ

ナ州立大学とアリゾナ大学の共同事業によるアリゾナ・バイオメディカル・コラボレーティブは、2940 万ドルを

かけた 初の建物で、現在建設中である。また、フェニックス市の中心部のアリゾナ大学医学部のキャンパスの拡

張も進行中であり、フェニックス市の有権者達は、アリゾナ州立大学のキャンパスを市の中心部に建設する起債の

事案を 近可決した。  

 
各州・地域はまた、大きな産業のアンカーを誘致するためのプログラムの導入を始

めた。サウスカロライナ州は「ライフサイエンスとベンチャーキャピタル投資法」を

施行している。これにより、一人あたりの州民所得が 1.5 倍となる新たな 200 人の雇

用を生み出す 1 億ドル以上の投資を行うバイオサイエンス企業に対して、自由に使え

る奨励金を受ける資格が与えられる。 
 

いくつかの州・地域は、バイオサイエンス研究の全ての領域で強くなることが不可

能であることを認識している。そのため、バイオサイエンス産業の基盤を築くための

特徴ある研究の強みを発展させるため、重要な資源を戦略的に割り当てている。必要

となるのは、選択した研究領域へ「大規模」すなわち桁外れの投資を行うことに焦点

を絞ることである。それにより、才能を引きつけ、新会社および新産業の創出の機会

が生み出される。投資は、その州・地域が世界のリーダーになれるように、その地特

有で、強みの核となる研究領域に対して、はっきりと的を絞って行われている。例え

ば、フェニックスでは、あるトラスト（企業連合）が、オーダーメイド医療分野の世

界的に著名な指導者達をこの地域に誘致するために、5年間にわたって5000万ドルの

投資を行うことを約束した。 
 
一つの議論の話題および焦点としての幹細胞研究は国中に広まり、カリフォルニア

州では、バイオサイエンスへの単独の投資では州の歴史上 も高額な3億ドルの投資が

行われた。しかし、幹細胞研究には反対意見が多いため、今までに研究への投資を行

った州は殆どない。ニュージャージー州はヒト胚幹細胞の研究へ助成を行った 初の

州である。同州の科学・技術委員会が、州内研究機関の17チームに対して、500万ド

ルの助成金を支給した。これらの助成金は、ニュージャージー幹細胞研究所の設立の

ための準備であり、同研究所のために、州は2005年度に1150万ドルの資金提供を表明

していた。さらに、設備投資に1.5億ドルが提案されており、住民投票が可決すれば、

胚幹細胞研究のために2.3億ドルが提供される。 
 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート982号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/982/
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産業界、教育者、公務員達は、K-12システム4の中で科学・工学・数学教育に興味を

持つ学生達と、よりよいパイプラインを築くことに新たな興味を持っているようであ

る。合衆国の競争状態はこのことに頼っており、バイオサイエンス企業の資産は、知

的財産だけを指すのではなく、技術者や博士達から企業の管理者達を含む人材プール

（talent pool）も含まれている。 
 

病院や医療センターは、ヘルスサイエンス分野―高校から地域短期大学の4年間や、

卒業生・博士の教育・経験を通して、バイオサイエンスにも適用できるような―キャ

リア形成を築くことに新たな興味を抱いている。未来のために十分な人材を確保して

おくために、地域は今から長期的なパイプラインを作り始める必要がある。コネチカ

ット州を含む例では、ヘルスケア関連のキャリア階段（career ladders）プログラムの

環境が整い、州全体でK-12バイオテク／ヘルスケアを先導している。K-12バイオテク

／ヘルスケアというのは、州レベルでの技術関連のキャリア開発への取り組みの一部

であり、科学・技術・工学・数学の技術を促進するものである。 
 

しばしば「bench to beside3」と言われる、トランスレーショナル・リサーチ（基礎

研究から応用分野における研究）5を促進する国の要請は、制度的には定着している。

しかし、少数の州・地域のみが基礎研究と臨床研究をつなげる具体的な戦略を促進し

ているにすぎない。アリゾナ州とフィラデルフィアのように、新しい組織的なアプロ

ーチを追求する州・地域が徐々に増えてきているが、トランスレーショナル・リサー

チによる幅広い診療は、ほとんど行われていないままというのが現状である。 
 
各州・地域は、十分なベンチャー投資資金を獲得するために奮闘し続けている。米

国での昨年のベンチャーファンド6は 終的に2億ドル強で終わった。ステージAの前の

ステージ（pre-series A）7の企業への投資額については、かなり少額であった。地域・

州は、この深刻な資金不足を埋めるために、エンゼル投資家8を奨励して地域的にシー

ドファンディングを発達させる方法を試みている。21の州では、初期段階の企業への

エンゼル投資家の投資や、地域のシード・ベンチャーファンドへの投資を促進するた

                                                  
4 幼稚園から高等学校卒業までの 13 年間の教育期間。 
3 研究室の実験：Bench work、臨床における実践：Bedside work という言い方をする。医学については、

"(from) Bench to Bedside"と言って、実験系の科学を臨床における実践に応用しようという動きがあ

る。 
5国内・海外の大学、バイオベンチャー、研究機関などにおける基礎研究から派生してくる有望なシーズ 
技術や新規物質を発掘して、医薬品などの評価・承認に必要な前臨床試験や臨床試験を行うこと。 

6 ベンチャーキャピタルが資金を集め、成長が見込めるベンチャー企業に投資を行い、将来の株式公開

によるキャピタルゲインを得る目的にするファンドのことを指す。 
7 ベンチャー企業の資金調達は一定の「ステージ」（stage）に到達するごとに数回に分けて行われる。

シード・ラウンド（シード・ステージへの会社の投資）→ベンチャーキャピタル・ラウンド（ステー

ジ A（ベンチャーキャピタル（VC）が参加した 初の投資ラウンド、設立 1～2 年の会社）→ステー

ジ B（VC による２回目の投資ラウンド）→ステージ C）。 
8 ベンチャーを育てるため、資金提供や経営アドバイスなどで支援を行う個人投資家。 
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めに、何らかの税額控除をとっている。 
 

 
 

技術の商業化は、技術移転と比較すると、かなり注目を浴び続けてきた。大学、国

立研究所、他の研究機関での発見の商業化を、奨励・支援するために、州単位でかな

り多くの活動がなされてきた。各州は、技術移転や商業化のための能力を築くための

資金を大学に提供したり、企業を作り成長させるために徹底した支援を行う独立商業

化センターの支援も行っている。これらの機関が、ベンチャーの設立、管理チームの

雇用、戦略的な計画作り、資金の獲得などの手助けを行っている。  
 
 
まとめ 

広義でのバイオサイエンスは、アメリカ経済で成長し活気のある１部門であり、50
全ての州とプエルトリコ、コロンビア特別区で120万人の雇用がある。相乗効果を考慮

すると、バイオサイエンスの影響は、580万の新たな雇用を生み、アメリカ経済におい

て、計710万の雇用を創出した。農業・化学製品から、製薬・薬剤、研究・試験機関に

及ぶ経済活動において、実に4万以上の企業が含まれている。バイオサイエンス産業は

高い技術と高い給料（合衆国民間企業の年間給料の平均より、2万6千ドル高い）の雇

用口を提供している。 
 
国中の州・地域（50全ての州とプエルトリコ）が、何らかの形で、バイオサイエン

スの基盤の成長を発展・促進させることに取り組んでいることは驚くべきことではな

い。しかし、全ての州が同じバイオサイエンスの資産を持っているわけではない。そ

れぞれの州・地域特有の資産に重点を置くことによってのみ、バイオサイエンスの発

見から経済的利益を得ることに成功するということを各州・地域は認識している。例

えば、アイオワ州ではバイオ燃料に、セントルイスでは植物科学とライフサイエンス

に、そしてメイン州では海産養殖に、重点を置いている。各州・地域が行っているこ

れらの投資は、大学に対してのR&Dの資金や 新式設備の提供という点の長期的な投

資や、教育・労働力の開発という点での市民に対しての長期的な投資である。殆どの

州では、バイオサイエンスへの投資は、バイオサイエンス以外の技術部門を築くため

の投資を含む、より大きな戦略の一部として行われる。バイオサイエンスに対する州

セントルイスは、ベンチャー投資の必要性を検討 
５年前セントルイス地域は、植物科学分野において世界で第一の地位になること、およびライフサイエンス分野

の主要な中心地になることにより、地域の技術経済の成長を目指すべく、積極的に投資を行うことを表明した。こ

の地域が直面した課題の一つは、初期段階での地域の資本不足であった。そのため、バイオサイエンスのコミュニ

ティが官民双方で協力し、その地域でのベンチャー投資の利用可能性を大幅に増加できる「植物科学・ライフサイ

エンス連合（Coalition for Plant and Life Sciences）」を結成した。過去5年間で、5億6500万ドル以上が、ベンチ

ャー、特にセントルイス地域に焦点を当てた植物科学・ライフサイエンスへ投資された。 

< 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982号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/982/
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の投資のさらなる利益は、これが、全住民のヘルスケアの改善に貢献する新しい治療

法や病気予防を導くのにも役立つということである。バイオサイエンスは、健全な経

済と住民の健康の両方を支援しうる。 
 

この先数年の各州・地域の課題は、連邦政府のバイオサイエンスに関するR&Dの資

金について、横ばい状態が予想されることであろう。この報告書の中で述べた多くの

イニシアティブは、連邦政府がNIHの研究予算を倍増した時から始まった。資金の競

争は激化しそうなので、州による投資がよりいっそう重要になってくる。その他の州

の課題は、国から命じられた、しばしば「bench to beside」として言われるトランス

レーショナル・リサーチの強化に対応することである。基礎研究と臨床研究をつなぐ

戦略を展開している州は殆どないが、いくつかの州は着手し始めている。取り組む必

要のあるもう一つの領域は、高い技術を持ち十分な教育を受けた様々な職業の労働者

を必要としている、バイオサイエンス産業のニーズを満たすことである。これに応え

るためには、科学、技術、数学に興味を持つ学生とのパイプラインを築くために、産

業界や教育者、公務員が共に取り組んでいくことが必要となるだろう。 
以上 

翻訳・編集：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.） 
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【産業技術】研究開発計画 

 
第 7 次研究開発フレームワーク計画（FP7）の予算、 

欧州委員会の希望を下回る（EU） 
 

欧州議会は 2006 年 6 月 15 日、第 7 次研究開発フレームワーク計画（Seventh 
Framework Programme、期間 2007～2013 年。以下 FP7）案を採択した。欧州委員

会（EC）は、FP7 に 727 億 2,600 万ユーロの予算を充当することを目標に掲げていた

が、予算額はこれを下回り、505 億 2,100 万ユーロに留まった。それでも年平均 70 億

ユーロ程度の予算であり、第 6 次研究開発フレームワーク計画（以下 FP6）の年平均

50 億ユーロを大幅に上回る。 
欧州委員会は、EUの研究開発予算を2010年までに域内総生産の3%に引き上げると

いう目標達成のため、年平均100億ユーロの予算を要求していたが、EU予算への拠出

の増大を嫌う加盟国がブレーキをかけた形となった。リスボン戦略（2000 年に策定さ

れたEC の経済・社会政策に係る包括戦略）の枠内で「世界で もダイナミックで競

争力のある知識を基盤とする経済」を構築することを目標とするEUにとって、研究、

教育、イノベーションは非常に重要である。しかし今回の予算を巡る加盟国の攻防は、

EUの理想と現実の間には、まだ大きなギャップが存在することを如実に示す形となっ

た。 

欧州議会はまた、欧州研究評議会（European Research Council、以下 ERC）の創

設を支持した。ERC は 22 人の科学者で構成され、EU のプロジェクト選定業務を代行

する役割を担う。メンバーは、クリス・パッテン前欧州委員を議長とする委員会によ

って選出されている。欧州委員会は、ERC を自らのコントロール下に置くことを希望

していたが、欧州議会は、これを独立した機関とすることを決めた。このため欧州委

員会は、独立した常設機関として ERC を設置するための提案を、欧州議会並びに理事

会に提出することになる。 

欧州議会は、欧州委員会の FP7 案に対し、315 の修正を施した。その大部分は FP7
の優先テーマに関するものだった。FP6 では、「健康のためのライフサイエンス、ゲノ

ミクス、バイオテクノロジー」、「情報社会テクノロジー」、「ナノテクノロジー、ナノ

サイエンス、知識を基盤とする材料、新製造技術・装置」、「航空・宇宙」、「食品の品

質、安全」、「持続可能な発展、地球の変化、生態系」、「知識を基盤とする社会におけ

る市民、ガバナンス」という 7 つのテーマが選択された。FP7 では、これをほぼ踏襲

する形となっているが、「安全と宇宙」が追加され、欧州委員会案では、以下の 9 つの

テーマが優先テーマとなっていた。 
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・健康 

・食品、農業、バイオテクノロジー 

・情報通信テクノロジー 

・ナノサイエンス、ナノテクノロジー、材料、新製造技術 

・エネルギー 

・環境（気候変動を含む） 

・運輸（航空学を含む） 

・社会経済科学、人文科学 

・安全（security）、宇宙 

 

これに対し欧州議会は、「安全、宇宙」をそれぞれ 2 つの独立したテーマとし、優先

テーマの数を 10 とした。また、欧州議会は「健康」と「エネルギー」を優先テーマと

して重視し、特に「エネルギー」には 24 億 1,500 万ユーロの予算を充当することを求

めた。欧州委員会のポトチュニック委員（科学・研究担当）も、エネルギーが「未来

の大きな挑戦となる分野の 1 つである」ことを強調している。その約 3 分の 2 は、再

生可能エネルギー、エネルギー効率、省エネルギーに関する研究に充てられることに

なった。その一方で、原子力には第 7 次 Euratom フレームワーク計画（期間 2007～
2011 年）の枠内で 27 億ユーロ以上の予算が確保されているため、環境政党の中には、

原子力に比べ再生可能エネルギーが軽視されていると批判するものもいる。 

FP7 案はこの後、6 月 29 日の EU 競争理事会での討議を経て、フィンランドが EU
議長国を務める 2006 年下半期には 終的に採択される。FP6 は年内に終了となり、

2007 年には FP7 の枠内でプロジェクト案の募集が行われる。 
以上 

＜参考＞ 
欧州委員会（第 7 次研究開発フレームワーク計画）： 
http://cordis.europa.eu/fp7/ 
 
欧州議会： 
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/057-9077-163-06-24-909-20
060615STO09076-2006-12-06-2006/default_en.htm 
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【ニュースフラッシュ】 

米国－今週の動き(06/29/06～07/19/06) 

NEDO ワシントン事務所 

Ⅰ 新エネ･省エネ 
6 月／ 
26：韓国が米国の FutureGen プロジェクトに参加 

韓国政府と米国政府が 6 月 26 日、FutureGen プロジェクトに関する合意書に調印。韓国はインド
に続き FutureGen 国際パートナーシップに参加する 2 番目の国に。同合意に基づき、韓国は世界
初の無公害石炭火力発電所の建設・運営支援に 5 年間で 1,000 万ドルを提供するほか、同イニシア
ティブを監督する政府運営委員会に参加。また、韓国企業が、同プロジェクトの民間コンポーネン
トである FutureGen Industrial Alliance に参加することも認められる。(DOE Press Release; 
Platts Coal Trader (6/27)) 
 

28：Bodman エネルギー長官、ソーラーエネルギー技術のプロジェクト公募を発表 
Samuel Bodman エネルギー省（DOE）長官が、ソーラーエネルギー技術の推進を目的とするコス
ト分担型官民パートナーシップでプロジェクト募集を発表。公募目標は、現在 13～22 セント/kWh
する PV コストを 2010 年までに 9～18 セント/kWh に引き下げることで、DOE は 3 ヵ年で 1.7 億
ドルの拠出を予定。PV システム研究開発技術パスウェイ・パートナーシップは、新型の PV 部品・
装置及び製造機器の開発・試験・実証・認証・導入に重点を置くもので、今回の提案公募では、PV
システムや部品のデザイン・統合・設置面での総合的な技術改良を取り上げる大型プロジェクト（プ
ロジェクト当たりの年間 高助成額は 2,000 万ドル）を 4～10 件、特定の部品や製造装置の技術開
発に焦点をあてる小型プロジェクト（年間 高 800 万ドル）を 10～15 件選定予定。対象は業界先
導チームで、大学、国立研究所及び非政府機関の参加も可能。（DOE News Release）  
 

29：上院歳出委、アジア-太平洋パートナーシップ（APP）の予算を概ね承認 
上院歳出委員会が 6 月 29 日、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）予算を含む 3 本の歳出予算法案を審議し、ブッシュ政権の要求額である 5,200 万ドルを概
ね承認。本日承認された APP 予算は、「2007 年度国防省及び対外活動歳出予算法案」（国務省に
2,600 万ドル計上）、「2007 年度内務省及び関連省庁歳出予算法案」（環境保護庁に 100 万ドル（大
統領要求額は 500 万ドル）を計上）、「2007 年度エネルギー・水資源及び関連省庁歳出予算法案」（エ
ネルギー省（DOE）に APP 用の新予算をつけないものの、既存の費目から大統領要求額である 1,500
万ドルを APP に充当することを容認）。ブッシュ政権ではこの他に、商務省の APP 予算として 600
万ドルを要求。商務省予算を含む「2007 年度商務省・司法省及び科学歳出予算法案」は 7 月 13 日
の週(注)に上院歳出委で審議・マークアップの見通し。（Greenwire） 
 
(注) 7/13 の上院歳出委員会では、大統領予算要求額を 13.8 億ドル上回る総額 512 億ドルの「2007
年度商務省・司法省および科学歳出予算法案」を可決、ただし詳細内訳情報がなく、APP 予算 600
万ドルの位置づけは不明。 
 

29：フォードと VeraSun、米国初のエタノール回廊構築計画を発表 
フォード・モーター社と VeraSun 社が 6 月 29 日、中西部に米国初のエタノール回廊を構築すると
発表。目的は、E-85 の可用性促進と、フレキシブル燃料車の燃料選択肢の拡大。両社では同プログ
ラム第一段階として、イリノイ州の州間道路 55 号線とミズーリ州の州間道路 70 号線沿いに一定間
隔で 低 50 基の E-85 燃料ポンプを設置予定（シカゴからカンザスシティーまでを E-85 燃料だけ
で走行可能）。フォード社は今年フレキシブル燃料車を過去 高 25 万台生産の予定。また米国内で
生産するバイオ燃料走行車を 2010 年まで倍増と約束。米国内を現在走行するフレキシブル燃料者
は約 500 万台、一方 E-85 を販売するガス・ステーションは全国 750 ヶ所未満。VeraSun 社の Dan 
Endres 会長は、E-85 の可用性拡大だけでなく、消費者の認識向上が非常に重要と指摘し、今回の
エタノール回廊がこの二つの目的達成の好例となることを期待。（Ford Motor Company News 
Release） 
 

29：カナダ政府、アルバータ州の太陽光発電モデルプロジェクトに 高 35 万ドルを提供 
カナダ政府は 6 月 29 日、アルバータ州政府所有ビルに太陽光発電装置を取り付ける 2 ヵ年プロジ
ェクトに 高 35 万ドルを提供すると発表。カナダ政府は、グリーン市政基金（大気質・水質・土
壌の改善や気候保護における官民パートナーシップの形成支援及び官民資金調達のてこ入れを目的
とする基金）の創設・管理で地方自治体連合（FCM）に 5.5 億ドルを付与しているが、アルバータ
のプロジェクトは同基金から資金提供を受けることになる。このプロジェクトは、エドモントン、
カルガリー、ジャスパーといった地方自治体の市営ビルに 1ｋＷ級の太陽光発電装置を 20 基設置す
るもので、系統連系型太陽光発電装置の技術的実現性を同州の自宅所有者やビジネスに実証する好
機。参加各地方自治体へのトレーニング提供機会も期待。（FCM Press Release） 
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7 月／ 
7：Bodman エネルギー長官、国立再生エネルギー研究所で新設の科学技術施設をオープン 

Samuel Bodman エネルギー省（DOE）長官らエネルギー省高官等が、国立再生可能エネルギー研
究所（NREL）に建設された 71,000 平方フィートの科学技術施設（S&TF）の落成式を実施。建設
費 2,260 万ドルの 新鋭施設の目的は、再生可能エネルギー技術（ソーラー、水素、ビルディング
関連エネルギー技術等）の開発・商業化の推進。同施設の呼び物は、面積 11,500 平方フィートの工
程開発・統合実験室で、太陽電池、水素燃料電池、分散型発電装置等の次世代再生可能エネルギー
技術に関連する革新的な製造工程の研究を実施予定。David Garman DOE 次官によると、S&TF
で実施される先進研究はブッシュ大統領提案のソーラー・アメリカ・イニシアティブの目標達成に
大きく貢献。（DOE Press Release） 

 
 
Ⅱ 環 境 
6 月／ 
23：自主的温室効果ガス排出登録制度の創設を目指す、中西部諸州 

イリノイ、インディアナ等中西部諸州の高官等から成るミシガン湖地域大気質管理責任者コンソー
シアム（LMADC）は、地域初の自主的温室効果ガス登録制度の設置を目指し、数度の公聴会を開
催。LMADC 高官等は、環境保護庁（EPA）の気候リーダー・プログラムやエネルギー省（DOE）
の 1605 (b)プログラム及びシカゴ気候取引所といった既存プログラムはいずれも複数州の共同プロ
ジェクトには部分的に不向きとの判断。LMADC 高官等は新登録制度の形式について、複数のプラ
ンを想定。DOE プログラムに似た独立型の登録制度が支持が高いが、カリフォルニア州の気候行動
登録制度や東部気候登録制度などの他の地域的温暖化ガス登録制度との「リンク・協力」プランも
検討中。（Inside EPA） 
 

29：地球温暖化問題について調査中の政府責任説明局（GAO） 
政府責任説明局（GAO）では、民主・共和両党議員からの依頼を受け、地球温暖化が国有地や保険
業界に及ぼす影響を精査中。GAO が現在実施中の調査は、(1)気候変動の国立公園や森林及び野生
生物保護区域への影響分析調査（要請者は John McCain 上院議員（共和党、アリゾナ州）と John 
Kerry 上院議員（民主党、マサチューセッツ州））、(2)地球温暖化が連邦政府の食料・穀物保護計画
及び保険業界に及ぼす影響についての調査（要請者は Susan Collins 上院議員（共和党、メイン州）
と Joe Lieberman 上院議員（民主党、コネチカット州））、(3)気候変動学者が研究結果を共有する
際に使用する基準（科学者の財務資料を含む）についての調査（要請者は下院科学委員会の Joe 
Barton 委員長（共和党、テキサス州））。GAO によると、調査は未だ早期段階で、2 本に関しては
発表は早くても 2007 年春の見込み。(Greenwire) 
 

30：海洋動物サルパの糞が大気浄化に一役かっているという報告 
ウッズ・ホール海洋学研究所とコネチカット大学の研究者が行った研究によると、サルパ（salpa 
aspera）と呼ばれるヒトの親指ほどの透明なゼリー状の動物が、大気から CO2 を取り除く上で重
要な役割を果たす。サルパは、空気と水から CO2 を吸収する植物プランクトンを食べた後で、CO2
を封じ込めた高密度の糞石を排泄。排泄された糞石は直ちに海底に沈み、CO2 が大気中に再び入る
ことがない。ニューイングランド沖ではサルパの大繁殖が過去 30 年間に 4 回観測。Deep Sea 
Research の 5 月号掲載の研究論文『米国ニューイングランド沖で周期的に発生する Salpa Aspera
の大繁殖』では、2002 年に遭遇した約 38,600 平方マイル（インディアナ州の面積より大きい）を
覆うサルパ大群が推定 高 4,000t/日の CO2（スポーツ多目的車（SUV）約 571 台分の CO2 排出
量に匹敵）を海底に沈めた可能性があると結論。（Woods Hole Oceanographic Institution 
Research News） 
 

7 月／ 
14：ナノサイズのディーゼル燃料添加物に関する許可申請を検討する環境保護庁 

英国のナノ材料メーカーOxonica 社は昨年、ディーゼルの燃料効率改善と排出削減に役立つ人造ナ
ノ材料燃料添加物の市販化について環境保護庁（EPA）に許可申請を提出。ナノサイズの酸化セリ
ウム材料を含有する同社のディーゼル添加物は 終的にはエンジン排気で消散されるため、この許
可申請は、人造ナノ材料の「散布型（dispersive）」利用に対する EPA の回答を知る初めてのテス
トになると観測筋は期待。EPA の広報担当は Oxonica 社提出の申請に関するコメントは避けたもの
の、新しい燃料添加物の登録はクリーンエア法の第 211 項（b）（2）と第 211 項（e）に基づいて設
定された規定に従わなければならないという 1994 年の EPA 規制を言及。将来のナノテク規制に関
する論議は有毒物質規制法（Toxic Substances Control Act）が如何に人造ナノ材料へ適用されるか
ということに集中するため、この許可申請に対する EPA の対応は大きな意義を持つ。(Inside EPA) 

 
 
Ⅲ 産業技術 
6 月／ 

9：Springer 社、民間大手出版社として初のナノテクノロジー専門誌を発行予定 
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ドイツの出版社 Springer 社と非営利団体のナノ研究協会（Nano Research Society）が先頃、新し
い国際的なナノテクノロジー専門誌、「ナノスケール・リサーチ・レターズ」の出版に向けた提携を
発表。同誌が他の学術専門誌と異なる点は、民間の大手出版社から出版される初のナノテクノロジ
ー専門誌であり、誰でも無料で記事にアクセスできる点。同誌では、物理学・材料科学・生物学・
化学・エンジニアリングという学際的分野においてナノ構造の根本的なサイエンスや性質を探る研
究を中心的に取り上げ、ナノスケールでの物質加工や利用における科学的・技術的進歩についてオ
ープンに意見交換をするための学際的フォーラムを提供。創刊号は 2006 年 7 月に発行予定。
(WebWire) 
 

21：米国が理工系卒業生輩出トップの座を失ったとの主張を疑う、デューク大学研究論文 
一般に、中国とインドの理工系卒業者は米国よりも遥かに多いと考えられているが、デューク大学
大学院の技術経営学科修士課程が実施した調査研究では、この一般通念は間違いと結論。同大学の
研究論文 『でっちあげの工学アウトソーシング論争』では、全米科学アカデミー発行の『Rising 
Above the Gathering Storm』他、多数の報告書や記事が引用している理工系卒業生の数（米国は
年間 7 万人；中国は 60 万人、インドは 35 万人）は、米国の卒業者数を過小報告する一方、外国の
卒業者数を誇張と指摘。同調査研究は、工学・コンピューターサイエンス・情報技術専攻の学士号
取得者（2004 年）は、米国で 22 万名強、インドが 21.5 万名、中国が 64.4 万名のほか、中印には
準学士等も含まれる等と指摘。人口比を勘案すれば、米国は 100 万人あたり 750 名、中国は 500
名、インドは 200 名の技術専門家を輩出とも。(Manufacturing & Technology News) 
 

26：国立標準規格技術研究所（NIST）の製造技術普及計画（MEP）、次世代戦略プランを発表 
製造技術普及計画（MEP）が先頃、技術革新及び中小製造業者向け技術移転における役割強化に向
けた新戦略プランを発表。MEP は過去 17 年間、米国製造業者の生産性向上で成果。しかし、グロ
ーバル化の中、米国製造業者の世界市場競争の成否は、革新技術及び市場重視型ナレッジ（知識）
の採用と実施にかかるため、『次世代戦略プラン：グローバルな思考、地域的な活動、協力による技
術革新』では、3 ヵ年及び 6 ヵ年戦略目標を掲げ、この達成に必要な活動を、(1)パートナーシップ・
モデルの活用、 (2)イノベーション重視、 (3)キャパシティと技能の拡張、に分けて提示。
（Manufacturing & Technology News; Hollings Manufacturing Extension Partnership Next 
Generation Strategic Plan(June 2006)） 
 

7 月／ 
12：ヒトの毛嚢から隔離された多能性の成人幹細胞源 

ペンシルバニア大学医学部の研究チームが、数種の異なる細胞への分化能力を有する新しい成人幹
細胞源を隔離したと発表。毛嚢は成人幹細胞源として良く知られている。研究チームはヒト胎性幹
細胞の培養条件下で、国立衛生研究所（NIH）から入手した頭皮細胞から新たな多能性成人幹細胞
を隔離し、これを異なる増殖因子で培養して神経細胞や筋肉細胞及びメラニン細胞等に分化させた。
同研究チームは、2 週間の試験の結果、幹細胞の約 10% が神経細胞に分化、20～40% がメラニン
細胞に分化、約 80% が平滑筋細胞に分化と報告。American Journal of Pathology 誌 6 月号掲載の
研究論文『ヒトの毛嚢から隔離した新たな多能性成人幹細胞』の主要著者 Xiaowei Xu 博士は、同
研究結果はヒトの毛嚢が身近な幹細胞源を提供する可能性を示唆し、末梢神経疾患やパーキンソン
病、脊髄損傷等の疾患治療に必要な細胞が将来提供可能となるだろうと指摘。(AScribe) 

 
 
Ⅳ 議会・その他 
6 月／ 
26：上院本会議、再生可能資源利用推進条項を盛り込んだ「国防省 2007 年度認可法案」可決 

上院本会議は 6 月 22 日、国防省、軍事建設及びエネルギー省（DOE）の国家安全保障関連プログ
ラムへの 2007 年度歳出を認可する「国防省 2007 年度認可法案（上院第 2766 号議案）」を全会一
致で可決。同法案は、軍事輸送とその支援基盤の「エネルギー性能目標」の設定を国防省に義務づ
け。また、再生可能エネルギー源を利用した発電や輸送用代替燃料の使用拡大の義務づけ条項（国
防省は 2025 年までに電力の 低 25%を再生可能エネルギー源で賄う）等も導入。上院は、同法案
と下院可決の下院第 5122 号議案との調整のため上下両院協議会を要請し、John Warner（バージ
ニア州）、John McCain（アリゾナ州）、James Inhofe（オクラホマ州）ら共和党議員 14 名、Ted 
Kennedy（マサチューセッツ州）、Joe Lieberman（コネチカット州）、Hillary Clinton（ニューヨ
ーク州）ら民主党議員 10 名を上院代表に指名。（Environment and Energy Daily） 
 

7 月／ 
6：エネルギー専門家、「エネルギー自立」は感情に訴えるスローガンにすぎないと批判 

シンクタンクのエネルギー専門家等は「エネルギー自立」という目標について、世界石油市場の相
互関連性を考慮すると、夢想と経済的不可能性との間にあるものとして、民主･共和両党の政治家が
主張する「エネルギー自立」宣言を批判。国家エネルギー政策委員会（NCEP）の Jason Grumet
専務理事は、「エネルギー自立は感情的に動かされる概念だが、もはや存在しない世界の名残にすぎ
ない。政治家はエネルギー自立という用語を放棄して、エネルギー使用合理化による石油消費の削
減に焦点を当てるべき」と指摘。また、国際経済研究所の C. Fred Bergsten 所長は、「エネルギー
自立はばかげた概念。米国はエネルギー需要を抑制する一方で中国等の石油大量消費国と協力関係
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を築くことにより、「健全な相互依存関係」の構築に向けて努力すべき」と主張。(The Wall Street 
Journal) 
 

7：Ehrlich メリーランド州知事、幹細胞研究に関する州政府委員会のメンバーを発表 
Robert Ehrlich メリーランド州知事（共和党）は 7 月 6 日、幹細胞研究に対する今年度グラント
1,500 万ドルの授与を担当する州政府委員会のメンバーを発表、委員会が正式に発足。14 名から成
るこの委員会は、宗教的な生物医学倫理学者 2 名、ジョンズホプキンズ大学及びメリーランド大学
の科学者、州内のバイオテク産業の代表、州司法長官補、及び、幹細胞研究の寄与が期待される疾
病患者数名を含む幅広い背景の人物で構成。胚芽幹細胞研究に支持的なメンバーが圧倒的に多いが、
ワシントン DC のカトリック大学倫理学教授など「研究のため胚芽破壊に反対」との見解を明示し
ている委員も。（Baltimore Sun） 
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