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【地球温暖化特集】CO2排出削減政策  
 

二酸化炭素削減をめぐる中国の動き 
 

NEDO 技術開発機構  
  北京事務所 曲 暁光 

 
中国では急速な経済成長に伴い、硫黄酸化物、酸性雨等問題で環境悪化が進む一方、

地球温暖化の原因となる二酸化炭素の排出量も大幅に伸びつつある。現在、中国は米

国に次いで世界で二番目の二酸化炭素排出国となり、世界の二酸化炭素排出量の 13％
を占めている。しかも、今後も早いスピードで排出量が増加すると予想されている。

国際エネルギー機関（IEA）によれば、中国の二酸化炭素排出量が 2003 年の 38 億ト

ンから 2020 年には米国とほぼ同じ排出量の 72 億トンに達する。  
地球温暖化防止を目指して 1997 年 11 月に京都で行われた国連気候変動枠組み条約

第 3 回締約国会議（COP3）で採択された京都議定書では中国は非付属書１国として二

酸化炭素の削減義務が課されておらず、京都議定書で導入された柔軟性措置であるク

リーン開発メカニズム（以下 CDM）の対象国と位置づけされている。それにより中国

政府は先進国からの更なる投資拡大の手段として CDM スキームの活用に期待を寄せ、

いち早く CDM の承認体制を整え、CDM 管理弁法を整備し、日本を含む先進国各国と

の活発な政府間協力を行ないつつ、積極的に国内での CDM 案件を増すべく 大限努

力している。 
一方で中国政府は中国の一人当たりの二酸化炭素排出量の少なさおよび京都議定書

への米国の不参加等を理由に、発展途上国が自国の経済を発展させる権利があるのと

同様に二酸化炭素を排出する権利があるとの主張を繰り返し、能動的な排出削減のた

めの自助努力はせず、あくまで「他力本願」の姿勢で先進国の CDM 事業の審査に勤

しむという受身的なスタンスで臨んでいると言える。 
また、中国の第十一時五ヵ年計画では GDP 当たりの主要汚染物の排出量を 10％ 削

減するという大きな政策目標が掲げられているものの、その「主要汚染物」は硫黄酸

化物など従来の汚染物資を指しており、二酸化炭素が対象外となっている点は残念で

ある。 
 
1. 経緯  
 1992 年にブラジル・リオデジャネイロで開かれた「地球サミット」をきっかけに、

中国政府は初めて大気中の温室効果ガスの増大が地球温暖化を引き起こし、自然の生

態系等に悪影響を及ぼす可能性があるという問題意識を持つに至り、特に地球温暖化

が中国の農業生産に与える影響について強い懸念を持っていた。農業部、科学技術部、

気象局等関係部局は技術的な観点からその検討に加わっていたが、地球温暖化による

農業生産への影響に係る定量的な分析が難しく、その検証が更に困難である故、二酸

< 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985号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/985/
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化炭素の削減は高い政治レベルではさほど重要視されておらず、実質的には事務レベ

ルで中長期的な政策課題として扱われてきた。 
 ところが前述の通り、1997 年の COP3 で京都議定書が採択され、その中で先進国に

対して温室効果ガスの一定数値を削減することが義務付けられ、中国を含む途上国と

共同で実施した CDM 事業により得られた温室効果ガスの削減値を炭素クレジットと

して取得し、先進国の排出削減目標達成に資する内容等が盛り込まれた。それを踏ま

えて、中国政府は国家発展改革委員会、科学技術部、外交部の三者を中心とする省庁

横断の組織「国家気候変動対策指導グループ」を設立した後、2004 年、2005 年に相

次いで CDM 承認に係る国内手続き、条例の公表により本格的な CDM 対応を開始し

た。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 現状と課題 
(1) CDM 事業の再生可能エネルギー等分野への過度な集中 
 2005 年夏以来、中国政府は CDM 事業の承認を加速させ、2006 年 8 月の時点にお

いてすでに 79 件の CDM 事業が中国政府に承認をされているほか、数十件のプロジェ

クトが近々承認される見込みである。中国は世界 大の CDM のポテンシャルを有す

る国であり、年間二酸化炭素削減の潜在力が 2 億トンあると言われているが、79 件の

CDM 事業では年間の二酸化炭素削減量はその 3 分の 1 程度で約 7000 万トンに止まっ

ていると見込まれている。また、現在承認された CDM 事業は風力発電、水力、バイ

オマスといった再生可能エネルギーとメタンガス回収・利用分野に過度に集中してお

り、中国がもっとも必要としている産業分野の省エネルギーに関する CDM 事業が非

常に少ない。 
 しかし、プロジェクト開発の難易度、中国政府の優先順位、事業としての経済性等

 

出所：「南方週末」 寧夏回族自治区の石嘴山工業地帯 
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の要素を考えると、今後とも風力発電、水力発電、バイオマス発電等分野への集中が

避けられそうにないと思われる。 
日本は長年蓄積された独自の省エネルギー技術等を有しており、今後この点におい

て他の先進国との差別化を図りつつ、CDM の新しい切り口をどのように開拓するかが

大きな課題となると考えられる。 
 
(2) ユニラテラル CDM の台頭 

CDMの知見に乏しい中国企業が単独で CDM事業を行うことはリスクが大きいため、

中国政府はユニラテラル CDM（付属書１国を含まず、開発途上国のみで実施される

CDM）を奨励しないものの、新しいビジネスに敏感な一部の中国企業は CDM の主導

権を握りたく、積極的に CDM に取り組んでいる。現在、複数の地場企業によるユニ

ラテラル CDM 事業が政府の承認を受けている。 
 今後、国際炭素市場の相場が上昇すれば、中国企業はユニラテラル CDM へ参入す

る意欲がますます高まりつつあると思われ、国内ユニラテラル CDM の台頭が海外の

CDM 事業者の動向にどのような影響を及ぼすかについても見極めていく必要がある。 
 
3．CDM だけでは中国の二酸化炭素排出の増加に「焼け石に水」 
 しかし、CDM は中国の二酸化炭素の排出削減にある程度貢献出来るものの、その効

果は非常に限定的である。 
先述したとおり、中国は世界二番目の二酸化炭素の排出国であり、今後も経済発展、

人口増加、市民生活の向上により、エネルギー消費量が伸びる余地が極めて大きく、

二酸化炭素の排出量もそれに比例して大幅に上昇していくと考えられる。石油を例に

挙げると、中国の人口が世界総人口の 20％を占めており、一日当たりの石油消費量が

640 万バレルであるのに比して、米国の人口が世界総人口の 5％しか占めておらず、一

日当たりの石油消費量が 2000 万バレルに達している。モータリゼーション時代に突入

している中国は 2020 年には石油消費量が現在の米国に匹敵すると予想されている。 
 このように、エネルギー消費効率の向上とエネルギー消費構造の改善は二酸化炭素

削減にもっとも有効な手段であると考えている。二酸化炭素排出量の削減に向けての

中国政府の自主的な努力、中国企業の積極的な参加を促すような外部環境を整備しな

ければ、CDM だけでは中国の二酸化炭素の排出量の大幅な増加を食い止めることが出

来ず、地球温暖化対策としては「焼け石に水」の感がある。 
 
４．EU との CCS 協力 

現在 CDM 理事会において方法論が承認されていないものの、CCS（Carbon Dioxide 
Capture & Storage：二酸化炭素の回収･隔離。以下「CCS」）は地球温暖化ガス濃度

の安定に貢献できる技術として注目されている。英国を中心とする EU 各国は将来中

国での新たな CDM の可能性として二酸化炭素の排出量が も多いとされる石炭火力

発電所での CCS に照準を当てている。 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート985号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/985/
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2005 年 9 月に北京で中国･EU サミットが開催された際、2006 年から 2020 年まで

中国と英国/EU共同で中国の石炭火力発電所を対象にCCSによる二酸化炭素のゼロエ

ミッション・デモンストレーション事業を行なう合意をしたのを受け、同年 12 月 21
日中国科学技術部と英国政府は CCS 協力事業の実施に関する協定書に署名した。協力

プロジェクトの第一フェーズとして、2006 年末から 2008 年まで英国政府は 350 万ポ

ンド（約 8 億円）の資金を投入して中国での CCS 実施可能性の検討、フィールドテス

ト等を行なう予定である。また、中国科学技術部は 2006 年 2 月には、EU とも CCS
協力の協定書を交わした。 
 2006 年 7 月には、北京で開催された中国政府と EU との CCS 国際共同ワークショ

ップには、EU 各国の政府、電力会社、研究機関関係者等の他、BP、ロイヤル･ダッチ･

シェルといった石油メジャーらも参加しており、EU 各国の官民が一体となり中国に

CCS の売り込み攻勢を強めている。 
 日本では CCS は省エネルギー、非炭素エネルギー等技術と並ぶ有望な温暖化対応の

技術として 1990 年代からその研究･開発が行なわれてきているが、国内における二酸

化炭素の海洋隔離、地中隔離等は極めてコストが高いため、技術が確立されても、国

が多額な予算を投入しなければ、実用化が困難であると思われる。多くの油田、廃炭

鉱を有する中国では二酸化炭素の地中隔離の適地が多く、CCS を活用するポテンシャ

ルが非常に高い。今後、日本も EU 各国の動向を踏まえつつ、積極的に中国と CCS 分

野の協力を展開する必要があると考えられる。 
 
5. その他 
 余談になるが、中国政府が大型発電所に対して脱硫装置の設置を義務化して以来、

脱硫装置が設置されている発電所の設備容量が 2000 年の 500 万 kW から 2005 年には

5300 万 kW に飛躍的に増加している。 
 しかし、前にも述べたとおり、現在中国政府は気候変動問題を単に CDM 事業実施

のチャンスととらえる傾向が強く、CDM 事業により得られた炭素クレジットを国の

「資源」として定義付け、CDM の意義については地球温暖化防止に資するという本来

の趣旨から逸脱した、CDM がもたらす新たなビジネスチャンスおよび金銭的な利益と

いう点を特に強調している。そのような観点から、中国政府は二酸化炭素という新た

な「国家資源」を割安な価格で易々と先進国に移転するのが好ましくないと考え、事

業内容によって課金率が異なる費用徴収の制度を設けるとともに、クレジットの移転

価格の「妥当性」を厳しくチェックする価格統制を行っている。無論、このような政

府の介入が果たして適切か否か大いに疑問視する意見が方々から出ている。  
しかし一方で先進国側から中国の姿勢変化を促す必要もあり、先進国のビジネスベ

ースでの CDM 事業の実施とともに、地球温暖化防止に役立つ技術協力や、中国が参

加しやすい国際枠組み作りなども、中国の二酸化炭素削減の自助努力に対する意欲を

更に引き出す有効な対策であると考える。 
以上 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.985,  2006.9.20 
 

5  

  【地球温暖化特集】CO2 排出削減政策  
 

ドイツにおける排出権取引の動向 
 
 京都議定書は、EU に温室効果ガスの排出量を 2008 年から 2012 年までの間（京都

議定書第 1 約束期間）に 1990/95 年※の年平均比で 8%削減するという義務を課してい

る。EU はその義務を遵守するため、2012 年までの制限付きで、排出権取引を 2005
年 1 月から開始した。EU の排出権取引においては、その期間は分割されており、2005
年～2007 年(第 1 取引期間)と、2008 年～2012 年(第 2 取引期間)との 2 つの期間があ

る。第 1 取引期間は、第 2 取引期間の本格導入に向けた試験的な期間と位置付けられ

ており、その進捗状況を確認しながら第 2 取引期間の実施詳細を 2006 年中に具体化

することになっている。 
 
 ドイツは、京都議定書第 1 約束期間である 2008 年から 2012 年までの間に、温室効

果ガスの年平均排出量を 21%削減することが規定されている。連邦環境省の発表によ

ると、すでに 2005 年までに温室効果ガスの年間排出量は、1990 年比で約 19%削減さ

れた。特に排出権取引が開始された 2005 年には、排出権取引に参加する発電、産業部

門において、第 1 取引期間のために交付された 1 年間あたりの排出量 4 億 9,500 万ト

ンに対し、約 4%(2,100 万トン)を削減することができた※※。ただ、連邦環境省による

と、実質的に二酸化炭素の排出削減に貢献したのは、2,100 万トンのうち設備の老朽化

等による廃止・改造などによる 900 万トンで、残りの 1,200 万トンは企業側が生産予

測を過剰に見積もり過ぎたことなどによる排出証書の過剰交付を適正化したことによ

るものである。 
 
 EU の規定に従い、ドイツ政府は第 2 取引期間に関する国内排出権交付計画書を、

2006 年 6 月 30 日までに EU 委員会に提出した。それによると、第 2 取引期間には発

電・産業部門において、排出権取引の対象となる設備全体に年間平均 4 億 8,200 万ト

ンの二酸化炭素排出枠が与えられる。ただ、この排出枠には 1,200 万トンの予備枠が

設けてあることから、実際に既存設備が排出できる枠は年間 4 億 7,000 万トンとなる。

なお、排出権取引の対象ではない運輸、民生(家庭、業務)、商業およびサービスの部門

                                                  
※ 二酸化炭素、メタンおよび一酸化二窒素は 1990 年の排出量を基準とするが、ハイドロフルオロカー

ボン(HFC)、パープルフルオロカーボン(PFC)および六フッ化硫黄については 1995 年の排出量を基準

とすることも可能となっている。ドイツでは後者には 1995 年の値を基準として採用している。 
※※ この値は、排出権取引に参加する発電、産業部門の設備だけを対象とした排出量。ドイツでは排出

権取引の対象は「二酸化炭素」で、取引においては「1 トンの二酸化炭素」又は「地球温暖化におい

て 1 トンの二酸化炭素に相当するある温室効果ガス」が 1 トンの二酸化炭素相当量として取引される

(温室効果ガス取引法）。 
  なお、国内排出権交付計画書では、二酸化炭素以外の温室効果ガスの排出量を 1 億 2,300 万トン(第

1 取引期間)、1 億 1,600 万トン(第 2 取引期間)としている。 
 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート985号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/985/
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では、全体で年平均 3 億 3,400 万トンを、発電・産業部門で排出権取引の対象となら

ない排出量 3,550 万トンを、それぞれ二酸化炭素の排出量として予定している。また、

二酸化炭素以外の温室効果ガスの排出量は 1 億 2,000 万トンとしている。 
 
 第 2 取引期間の特徴は、発電部門の設備に交付される排出証書が第 1 取引期間より

15%削減されるのに対し、発電以外の産業部門の設備では 1.25%しか削減されないと

いう点である。産業部門が優遇されるのは、同部門が厳しい国際競争にさらされてい

るからであり、排出権取引による負担をできるだけ 小限にすることが配慮された。

発電部門でも、環境にやさしいコジェネレーションシステムは産業部門同様 1.25%の

削減に抑えられた。一方で発電部門の削減率が 15%と高いのは、第 1 取引期間におい

て排出枠分の排出証書が無償で交付されているにもかかわらず、電力業界が市場で取

引される排出証書の価格に相当する額を経費として電力料金に上乗せし、業界全体で

数十億ユーロに上る不等な利益を上げてきたことが判明したからである。政府は排出

枠を大幅に削減することで、その利益の一部を相殺させたい考えである。さらに、ド

イツの発電設備が老朽化してきていることから、電力業界は今後発電部門に約 300 億

ユーロの投資を計画しているが、その投資計画を加速させるためにも排出枠が大幅に

削減された。 
 
 さらに、第 1 取引期間の国内排出権交付計画書に見られた 50 以上の複雑な組み合わ

せ規定が廃止されて、制度が簡素化・透明化された。また、京都議定書のその他のメ

カニズムである国外でのプロジェクトをベースとした共同実施(JI)とクリーン開発メ

カニズム(CDM)を促進させるため、排出枠の 高 12%までをこれら 2 つのプロジェク

トで取得した排出権でカバーできることが規定された。 
                                    以上 
〈参考文献〉 
1. Nationaler Allokationsplan 2008-2012, 28. Juni 2006, BMU 
2. Hintergrundpapier Nationaler Allokationsplan 2 (2008-2012), BMU 
3.Information des BMU zu den Änderungen des Anwendungsbereichs des 

CO2-Emissionshandels in der zweiten handeslperiode (2008-2012) 
4. Treibhausgasemissionshandelsgesetz 
5. Zuteilungsgesetz 2007 
6.環境省プレスリリース No. 108/06、2006 年 5 月 15 日付け 
  Deutschland schafft sein Klimaziel – Daten für 2005 belegen erfolgreiche 

Emissionsminderungen bei Enerigie und Industrie 
7. 環境省プレスリリース No. 169/06、2006 年 6 月 28 日付け 
  Gabriel: Deutschland geht mit anspruchvollem Plan für den Emissionshandel voran 
8. FAZ 紙、2006 年 6 月 22 日付け 
9. ハンデルスブラット紙、2006 年 6 月 27 日付け 
10. FAZ 紙、2006 年 6 月 29 日付け 
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【地球温暖化特集】CO2 排出削減政策  
 

気候変動枠組条約への対応に向けた研究開発総合対策（韓国） 
 
2005 年 2 月に京都議定書が発効し、同年 11 月にモントリオールで気候変動枠組条

約第 11 回締約国会議(COP11)、及び京都議定書第 1 回締約国会合(COP/MOP1) が開

催され、韓国では現在これらの動きと歩調を合わせた、気候変動に対する強化策が進

められている。 
韓国政府及び政府関係機関の気候変動対策・関連プロジェクトについては、今年

（2006 年）に入り「韓国の気候変動に対する対応動向」(970 号)、「二酸化炭素の削

減及び処理技術の開発戦略」(974 号)、および「気候変動対策および新・再生可能エネ

ルギーの 新動向」(980 号)などで紹介してきたが、今回は政府が今年 5 月に立案した

｢気候変動枠組条約に対応するための研究開発に関する総合対策(2006 年～2010 年)｣
について概説する。 

｢気候変動枠組条約に対応するための研究開発に関する総合対策｣は、2006 年から

2010 年までの計画として、2005 年から科学技術部を中心に関係部処（日本の省庁に

あたる）と専門家の論議を通じて作られた、新エネルギー技術の研究開発に関して画

期的と言える新体制である。この計画は、これまで各部処別に散発的に行われてきた

気候変動研究開発関連分野を、政府レベルでより体系的に総合化したもので、この計

画により、国内で 初に韓国が必要とする気候変動枠組条約の関連技術を体系的に分

類し、政府レベルの統合研究開発計画が設けられた。結果として、科学技術部が副総

理級の部処に格上げされたこと、また、科学技術革新本部が発足した(2004 年 10 月)
ことにより、科学技術部の国家研究開発の調整力が大きく強化され、本計画が可能と

なったといえる。以下内容について紹介する。 
この計画は、｢気候変動枠組条約に対応するための技術を研究開発することにより、

地球温暖化の防止に貢献し、関連技術の国際競争力強化と国家の持続可能な発展を図

る｣というヴィジョンを提示している。同時にこの計画は、 
① 温室効果ガスの排出削減及び処理技術の確保 
② 気候変動による影響の評価及び適応基盤の確保 
③ 技術環境の変化に対する対応能力の強化 

の 3 点を目標にしている。 
また、研究開発のアプローチ方法としては、 
① 技術の選択と集中による研究開発の効率性強化 
② 人的・物的資源配分の 適化による成果の 大化 
③ 基盤研究能力の拡充 
④ 早期商用化のための実証研究の強化 
⑤ 民間の参加拡大による市場アクセスの強化 

の 5 つの方法を採択している。 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート985号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/985/
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この計画は、研究開発の核心技術分野として大きく 5 つに分類される。まず、 
① 化石燃料代替技術 
② エネルギー利用効率向上技術 
③ 二酸化炭素の捕集処理及び吸収技術 
④ 非エネルギー起源の二酸化炭素制御技術 
⑤ 影響評価及び適応技術 

の 5 分野に分けられる（各分野に対する投資計画額は、別表参照）。 
さらに、これら 5 分野を太陽光発電、風力発電、水素燃料電池、部門別効率の向上、

温室効果ガスの分離・回収及び貯蔵、影響及び脆弱性の評価など、28 項目に中間分類

した。 
政府は、この計画を通じて、2006 年から 2010 年までに科学技術部や産業資源部な

ど 7 つの部処において、44 の事業に 1 兆 9,462 億ウォンを投入する予定である。この

うち、88%を化石燃料代替技術(9,315 億ウォン)とエネルギー利用効率向上技術(7,844
億ウォン)に集中的に投資する計画である。また、二酸化炭素の捕集処理及び吸収技術

(1,453 億ウォン)、非エネルギー起源の二酸化炭素制御技術(359 億ウォン)、影響評価

及び適応技術(491 億ウォン)などへの投資を通じて、気候変動枠組条約に対応するため

の核心技術を確保する予定である。 
 

別表 技術分野別投資計画(暫定) 単位: 億ウォン 
大分類 技術分野 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 合計 
①化石燃料代替技術 1,376 1,657 1,866 2,034 2,382 9,315
②エネルギー利用効率向上技術 1,406 1,483 1,574 1,654 1,727 7,844
③二酸化炭素の捕集処理 

及び吸収技術 230 259 286 327 351 1,453

④非二酸化炭素制御技術 55 64 73 79 88 359
⑤影響評価及び適用技術 36 97 107 114 137 491
合計 3,103 3,560 3,906 4,208 4,685 19,462
       
参考： 
気候変動枠組条約に対応するための研究開発に関する総合対策(2006-10)、科学技術部 2006 年 5 月 

 
前述した 44 事業のうち、主な事業は次の通りである。 

(1) 化石燃料代替分野：計 5 事業 
①新・再生可能エネルギー技術開発 
②高効率水素エネルギーの製造・貯蔵・利用技術の開発 
③原子力の利用による水素生産システム技術の開発 
④海洋エネルギーの実用化技術の開発 
⑤バイオエネルギー技術の開発 
⑥木材及び木質バイオエネルギー技術の開発 
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(2) エネルギー利用効率向上分野：計 8 事業 
①産業及び建物部門エネルギー効率向上技術の開発 
②二酸化炭素削減及び処理技術の開発 
③輸送部門エネルギー効率向上技術の開発 
④自動車基盤技術の開発 
⑤未来型自動車技術の開発 
⑥次世代超電導アプリケーションテクノロジーの開発 
⑦電力設備技術の開発 
⑧水力・火力発電設備技術の開発 

 
(3) 二酸化炭素捕集処理及び吸収分野：計 11 事業 

①二酸化炭素分離及び回収技術の開発 
②温室効果ガス処理技術の開発 
③水力・火力環境設備技術の開発 
④二酸化炭素貯蔵関連技術の開発 
⑤二酸化炭素海洋処理技術の開発 
⑥貯蔵関連水力・火力環境設備技術の開発 
⑦二酸化炭素利用関連処理技術の開発 
⑧農耕地利用による炭素固定能力の研究 
⑨山林炭素変化量測定評価技術の開発 
⑩山林炭素吸収源拡充技術の開発 
⑪海藻類の利用による温室効果ガス削減技術の開発 

 
(4) 非エネルギー起源の二酸化炭素制御分野：計 7 事業 

①次世代核心環境技術の開発 
②農耕地及び畜産分野での温室効果ガス削減技術の開発 
③生ごみ堆肥化研究 
④非エネルギー起源の二酸化炭素分野の低減 
⑤分離回収技術の開発 
⑥非エネルギー起源の二酸化炭素分野での利用技術の開発 
⑦非エネルギー起源の二酸化炭素分野での水力・火力発電設備技術の開発 

 
(5) 影響評価及び適応分野：4 科学研究分野 

①朝鮮半島の温室効果ガス監視及び測定技術の開発 
②気候変動シナリオ活用技術の開発 
③気候変動シミューレーターの開発 
④気候変動予測及びモデリング技術の開発 
 

< 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985号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/985/
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その他、生態系別影響及び脆弱性評価、社会経済的影響及び脆弱性評価、気候変動

適応技術分野で具体的な事業を行う。 
またその一方で、韓国政府は技術の経済性、温室効果ガス削減能力、将来の市場環

境及び国内基盤などを考慮し、投資類型を 
｢短期集中投資型｣ 
｢長期持続投資型｣ 
｢長期重点投資型｣ 

の 3 つに区分して投資戦略を立てた。 
｢短期集中投資型｣技術としては太陽光、風力、産業部門エネルギー効率向上技術な

どを、｢長期持続投資型｣技術としては太陽熱、バイオ、地熱、石炭液化・ガス化、温

室効果ガス処理、影響評価及び適応技術などをそれぞれ選定した。また、市場進出ま

で大きな財源の投入が必要とされる｢長期重点投資型｣技術としては、原子力の利用に

よる水素製造と、水素及び燃料電池技術を選定した。 
以上 

＜参考資料＞  
韓国のニュースサイト：2006 年 5 月 30 日 
http://most.news.go.kr/warp/webapp/news/view?section_id=b_sec_1&id=fc26ad79b
3476ff2868eac38 
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【地球温暖化特集】CO2排出削減政策  
 
米国北東部７州排出権取引―実施に向けた模範規定案に各州が合意 
 
 前回の「地球温暖化特集」(974号、2006年3月8日)で、７州の知事による合意文書（覚

書）を紹介した1。今号では、その後の約半年間の動きを含めて、本プログラムの現状

を紹介する。 
 

1．概 要 
 

2006年8月、気候変動対策としての米国初のキャップアンドトレード型プログラム

の実施に向けた模範規定案に各州が合意した。 
 

地域温室効果ガスイニシアティブ（RGGI）2は、気候変動を引き起こす有害ガス

の火力発電所からの排出量を削減するための、複数の州による協定である。RGGI
に参加している米国北東部7州は8月15日、RGGIプログラムの実施にあたって各州

で提議するべき模範規定を発表した。7州はまた、2005年12月に合意された覚書に

対する修正も発表した。 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（http://www.rggi.org/より） 

 
 

                                                  
1 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/974/974-05.pdf 
2 Regional Greenhouse Gas Initiative 

図１  
RGGI に参加している 7 州 

（図中の濃い網掛けの州） 

< 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985号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/985/
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RGGI参加7州は、地球温暖化の主原因であるCO2排出量の削減を目的として、各

州でキャップアンドトレード型（上限設定-取引型）プログラムの実施を提議するこ

とに合意した。これは、CO2排出に対するキャップアンドトレード型プログラムと

しては米国初の、法的強制力のあるプログラムとなる。RGGIに参加している州は、

コネチカット(CT)、デラウェア(DE)、メイン(ME)、ニューハンプシャー(NH)、ニ

ュージャージー(NJ)、ニューヨーク(NY)、バーモント(VT)の7州である。またメリ

ーランド(MD)州議会でも 近、2007年6月までにRGGIに参加するという法案が可決

された。 
 

2005年12月、7州の知事たちは、RGGIプログラムの全般的な枠組みを定めた歴史

的な覚書（合意書）に署名した。プログラムの実施に必要な要件をまとめた模範規

定の草案が昨年3月23日に発表されたが、この草案には60日間のパブリックコメント

期間が設けられ、2回の公開会議が開催された。今回の模範規定には、これらのパブ

リックコメントの多くが反映されて盛り込まれており、プログラムの実施に関する

詳細な規則が定められている。各州は、プログラムの立法上・行政上の認可獲得へ

の出発点としてこの模範規定を利用することになる。 
 

パブリックコメントの結果を受けて、12月に署名された覚書に対しても、いくつ

かの修正が加えられた。「オフセットクレジット」（埋め立て地や農業、その他の

特定の代替措置など、電力部門以外で達成された温室効果ガスの削減成果）の利用

方法を簡易化するという点で、7州は合意した。 
 
2．プログラム設立の経緯 

 
2003年、ニューヨーク州パタキ知事が米国北東部および中部大西洋岸部諸州の知

事たちに書簡を送り、地球の気候変動対策において同地域が米国内でリードをとる

ための戦略構築への参加を呼びかけたことから、RGGIの歩みは始まった。RGGIは
その後、各州議会の議員たちの尽力により、柔軟で市場を基盤としたアプローチを

用いて発電所のガス排出を抑制し、同時にエネルギーの高効率化・エネルギーの自

給を推進する協定へと成長した。 
 

7州はRGGIプログラムとして、排出クレジットまたは排出枠を利用してCO2の全

体的な排出量を制限するという、地域的なキャップアンドトレード型システムを立

ち上げる。この制度は2009年に開始される。2009年から2015年の間は、地域内発電

所のCO2排出枠を現行の排出量とほぼ同水準（年間1億2100万トン）に維持し、その

後、排出量を徐々に削減して、2019年までに現行水準比10%削減を達成する。この

プログラムを実施しなかった場合の排出量の増加と比較すると、2020年までに約

35%の排出量削減が実現されることになる。 
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3．プログラムの概要 
 

このキャップアンドトレード型プログラムでは、州ごとにCO2排出量の上限（キ

ャップ）が設定され、それぞれの州が、定められた排出量に応じて1トン1単位で排

出権を発行する。発電所は、各自のCO2排出量に相当する排出権クレジットを所持

している必要がある。排出権は売買することができるが、どの発電所も所持する排

出権クレジットを上回る量のCO2を放出することはできない。すべての排出権の合

計は、地域全体のCO2排出量の上限と同量となる。このプログラムの対象になるの

は、地域内にある25メガワット以上の発電能力を有する石炭・石油・ガス火力発電

所である。 
 

7州は、各州の排出権のうち 低25%をエネルギー効率化、クリーンエネルギー新

技術、利用者用リベートなど、エネルギー・消費者利益を増進するための戦略的な

目的で利用することに同意している。発電所もまた、これらの排出権を購入し、利

用することができる。排出権の販売によって生じた資金は、有益なエネルギープロ

グラムのために使用されることになる。 
 

このプログラムでは、各発電所は定められたCO2の全排出量のうち3.3%を上限に

「オフセット」（電力部門以外での温室効果ガス排出の削減）で排出量を相殺する

ことが認められる。この仕組みのおかげでプログラムに柔軟性が与えられ、発電所

の負担が非常に軽くなる。発電所の所有者または経営者は、 も負担の少ない排出

量削減方法を選択し、発電所の排出要件の一部に適用することができる。オフセッ

トプロジェクトには例えば、天然ガスの 終用途効率、埋め立て地からのガス回収、

森林再生、農業施設からのメタン回収などがある。 
 

4．模範規定および覚書の修正 
 

今回発表された模範規定3および覚書の修正では、米国内のどこに所在するプロジ

ェクトであってもオフセットクレジットに利用できる。ただし、RGGI参加7州以外

の場所でオフセットプロジェクトが実施される場合、その州の協力機関による監督

の下に実施される必要がある。RGGIに参加していない州やその他の管轄区域は、

RGGI参加州と覚書を結び、オフセットプロジェクトの信頼性を保証するという行政

的義務を負うことに合意しなければならない。 
 

また今回の模範規定および覚書への修正では、排出権の過度な価格上昇を防ぐ「安

全弁」の仕組みが能率化・簡素化された。排出権の平均年間価格が7ドルを上回る場

合、各発電所はそれぞれの総排出量のうち 大5%までをオフセットクレジットで相

                                                  
3 この模範規定（Model Rule）は、全体で 163 頁に及び、詳細に記述されている。 
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殺することができる。 また、平均年間価格が10ドルを上回る場合は、 大10%まで

をオフセットクレジットで相殺することができ、国際プログラムからのオフセット

も利用が認められる。このプログラムでは、排出量に対してより高い割合のオフセ

ットを認めることによって、エネルギー価格の上昇を抑えつつ、気候変動を引き起

こすCO2排出量の削減を実現する。 
 

5．今後の展望 
 

プログラムの導入による電気料金への影響は 低限で済むと考えられている。プ

ログラムを導入しない場合と比較して、一般家庭の平均電気料金は年間に3～21ドル

上昇する可能性がある。プログラム開始後の数年間には僅かな価格上昇が予測され

ている。しかし、RGGIが新しく、革新的でよりクリーンな技術の開発やエネルギー

の高効率化に大きく投資することも予想されており、その結果、電気料金が低下す

る可能性も考えられる。 
 

RGGI参加7州は、プログラムの導入に必要な立法上・行政上の認可を獲得する次

のステップへと進む。このステップの完了を待ち、2009年1月1日にプログラムは発

効される。 
以上 

翻訳・編集：NEDO 情報・システム部 
出典： http: / /www.rggi .org/docs /model_rule_release_8_15_06.pdf  

 
RGGI プログラムの詳細（含む模範規定および覚書の本文）については Web サイト

www.rggi.org を参照。 
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【地球温暖化特集】CO2 貯蔵技術  
 

化石燃料を用いるゼロ・エミッション発電所構想（EU） 
 

ゼロ・エミッション化石燃料発電所（Zero Emission Fossil Fuel Power Plants：
ZEP）の実現を目指して発足した欧州技術プラットフォーム 1 は、ヨーロッパのエネル

ギー業界、研究機関、非政府組織、加盟各国および欧州委員会から構成されており、

研究開発、実証、展開に関わる活動の効率的な推進を目的としている。次に示すのは

プラットフォームの機構図である。 
 

 欧州技術プラットフォームの機構図 
 
すべての参加者に共通する技術プラットフォームの構想は、一連の技術の特定と開

発を目的とする共同活動に結びついている。これらの活動は、時間、資金、環境、パ

ブリックアクセプタンスおよびゼロ・エミッション化石燃料発電を成功させるために

必要な財政と規制に関する課題を考慮して行われる。ゼロ・エミッション化石燃料発

電を実現させるための強力な選択肢を新たに構築、展開するうえで、技術プラットフ

ォームは今後 15 年間にわたり極めて重要な役割を果たすであろう。ゼロ・エミッショ

ン技術の導入により、化石燃料から排出される二酸化炭素の大規模な削減が成し遂げ

られるであろう。これらの技術は、発電所および関連する工業プロセスに適用するこ

とができる。化石燃料発電所は、2020 年までにほぼ全ての排出 CO2 ガスを経済的に回

収できるようになるか、或いは CO2 回収システムの導入が可能になると予想されてい

る。これらの技術が世界的に導入されると、およそ 240Gt の CO2 排出を削減できる可

能性があり、EU だけで 30Gt の CO2 が削減される可能性がある。このことは、2050
年までに発電による CO2 排出の 60%が連続的に削減されることに等しく、化石燃料を

用いたゼロ・エミッション発電の重要性を明確に示している。 
 

環境に悪影響を与えることなく化石燃料の恩恵を世界に行き渡らせるため、この構

                                                  
1 http://ec.europa.eu/research/energy/nn/nn_rt/nn_rt_co/article_2268_en.htm 
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想が描くゼロ・エミッション化石燃料発電は、多様な燃料に対応する高効率で費用効

果的な技術を用いることが必要である。このような技術の開発と実用化は大きな課題

を伴うが、克服することは可能である。ヨーロッパは、知識、技術、意欲およびイン

フラを活用してこれらの課題に取り組む体制を整えている。EU の産業は世界の化石

燃料発電市場ですでに半分近くのシェアを占めており、革新性に富んだ高度なシステ

ムや設備の開発に極めて高い評価を得ている。2012 年以降、ヨーロッパは産業と経済

の面で高い競争力を持つことが予想される。 
 

大気中への CO2 排出を回避する二酸化炭素回収・貯留技術の 3 つの主要段階 
（Courtesy of IFP） 

 
発電所の能力 

炭素隔離技術は、化石燃料発電所で利用されている既存の技術に適用される見通し

である。産業界はこれらの技術に関して長年の経験を持っている。輸送と貯蔵の方法

は、石油産業とガス産業が持つ豊富な専門知識を基盤とするものになるだろう。 
 

ゼロ・エミッションの発電所が実質的に構築されるためには、第一に化石燃料のエ

ネルギー効率改善に関する課題を解消し、併せて CO2 回収技術の開発と導入がなされ

なければならない。これらの選択肢は互いに矛盾するものではない。特に、CO2 回収

プラントは も利用可能性が高く適切な基礎技術を土台としなければならない。 
 

化石燃料発電所の効率性を高めることは、CO2 回収を行うか否かに関わらず、CO2

排出量と化石燃料消費量の削減に結びつく。効率性が高められると環境への影響が緩

和され、エネルギー資源を節減することができる。発電所の側から見ると、燃料消費
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量が減ることは競争上の優位性を意味する。CO2 回収を行うか否かに関わらず、発電

所の新設に要する限界費用は低下する。しかし、効率性の改善は実際には大きな制限

を受けるため、費用効果的に効率性を上げる新たな技術的解決法を見出す必要がある。 
 

規制枠組みの変化や政治的な緊急性により、効率性を改善するための新たな技術的

手法の開発には道が開かれている。しかし、 先端の技術を直ちに導入することは出

来ない。そのためには、新材料の分野を中心として集中的な研究を行う必要があり、

石炭を中心とした複合サイクルなどの革新技術を 適化しなければならない。石炭火

力発電所の次の課題は、今後 10 年を目途に効率 50%を超えることである。この目標

を達成するために、システム全体の 適化などを行う高効率で本格的な実証プラント

を建設する必要がある。 
 
CO2 回収 

将来のゼロ・エミッション発電所で使用される発電設備は、対象とする燃料と作業

流体が異なることがあるため、現在商用化されているものと大きく異なる可能性があ

る。 
 
現在研究が進められている主な CO2 回収技術は、燃焼後分離（Post-combustion 

Separation）、燃焼前分離（Pre-combustion Separation）および酸素燃焼（Oxy-fuel 
Combustion）に関するものである。燃焼後分離技術に関しては難しい課題が浮上して

いる。他の二つの技術に関しては、燃焼プロセスおよび発電所（天然ガス或いは石炭

を燃料とする）の主要設備を大幅に改良する必要がある。このことは、実証技術を高

効率で信頼性の高い発電所に導入する前に、十分な研究に加えて幅広い製品開発を行

う必要があることを意味している。 
 
発電所における CO2 回収はエネルギーを必要とするため高額な費用がかかる。この

ことは、発電コストに影響するだけでなく、発電所全体の化石燃料消費量の増加にも

つながる。次に述べる二つの補完的手法によって効率の課題に対処することが可能で

ある。一つは、発電所で従来から使用されている設備の効率性を改善するものであり、

より効率に優れた設備によって回収過程で生じるロスを補おうとする手法である。 
 

もう一つは、集積システムの 適化を図ることにより CO2 回収設備（大部分は未確

立の技術に基づく）の効率と発電所全体の効率を共に高めようとする手法である。こ

の手法の重要な構成要素には、石炭ガス化、酸素生成およびガス分離のためのプロセ

スと設備が含まれる。これらは、大規模な発電への適用に必要とされる経済的および

技術的な特性を欠いているのが現状である。信頼性、拡張性、保全性、一定の温度と

圧力範囲における有効性、水消費などに関する課題への対処が必要である。 
ゼロ・エミッションの発電所が短期間で商業化される目処は立っていない。したが

< 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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って、ゼロ・エミッション発電所の実現のための選択肢を一つに絞り込むのではなく、

一連の技術や様々な燃料についても検討する必要がある。また、新しい耐高温腐食性

材料、高度な制御システム、より効率的な冷却構造を始めとする先端技術の開発は、

その全てが未来のゼロ・エミッション発電所に役立つものであり、特に習熟過程の第

１段階において電力会社をより強く惹き付ける要因となる。有望な技術的選択肢は出

来るだけ早い時期に大規模な実証段階に移行させる必要がある。 
 
 CO2 回収の選択肢 
CO2 回収は、燃焼ガスから CO2 を分離して安全な輸送と貯蔵に適した状態に圧縮する

技術である。燃焼プロセスで CO2 を分離するための基本的な回収システムには、燃焼

後回収、酸素燃焼、燃焼前回収の 3 種類がある。 
 

（Reproduced courtesy of IEACCC） 
 

燃焼後回収（Post-combustion Capture） 
このプロセスでは、燃焼後に燃焼ガスから CO2 の分離が行われる。燃焼ガスを大気中

に直接排出する代わりに吸収剤または分離膜に通すことにより、大部分の CO2 が回収

される。圧縮した CO2 は貯留層に送り込まれ、残りの燃焼ガスは大気中に排出される。

燃焼前回収（Pre-combustion Capture） 
このプロセスでは、燃料を酸素または空気（さらに蒸気を加える場合もある）と反応

させることにより、主に一酸化炭素と水素からなる合成ガス（または燃料ガス）が生

成される。一酸化炭素はシフトコンバータと呼ばれる触媒反応炉内で蒸気と反応し、

CO2 と水素に変化する。この後、物理的または化学的な吸収プロセスにより CO2 が分

離され、水素を豊富に含む燃料が残る。この燃料は、ボイラー、ガスタービン、エン

ジン、燃料電池など様々な用途に利用することができる。 
酸素燃焼（Oxy-fuel Firing） 
このプロセスでは、空気ではなく極めて純度の高い酸素が使用され、主に CO2 と H2O
からなる燃焼ガスが生成される。水蒸気は簡単に復水化でき、次の処理に必要な二酸

化炭素が後に残るため、分離プロセスが単純化される。 
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ヴァッテンファル・ヨーロッパ社（Vattenfall Europe）は酸素燃焼プロセスの実証を進めてお

り、ドイツのシュヴァルツエ・プンペ（Schwarze Pumpe）発電所に容量 30MW の設備を建設

する予定である。 

RWE 社は気候変動戦略の一環として IGCC（Integrated Gasification Combined Cycle：ガス

化複合発電）技術を用いて深部帯水層に CO2 を貯留する Lighthouse 二酸化炭素回収貯蔵実証

プラントの開発を進めている。 
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CO2 の輸送とインフラ 
CO2 の輸送に適したインフラをヨーロッパに構築するためには研究開発が必要であ

る。既にパイプラインによる CO2 の輸送が行われているが、回収した CO2 をどのよう

に取り扱う必要があるかを明らかにする必要がある。また、研究の成果を活用して、

CO2 を様々な発生源から商業プロセスまたは安全な長期貯蔵のための利用地まで輸送

するために必要な技術と市場メカニズムを特定しなければならない。さらに、このプ

ロセスが環境に及ぼす影響も明らかにする必要がある。 
 

研究開発は以下の点に重点を置くべきである。 
・ 中間貯蔵システム（タンク、枯渇ガス田、岩塩空洞）利用の推進と 適化 
・ CO2 発生源と吸収源を評価し、 善の組み合わせを特定する 
・ 将来の CO2 発生量とそれに見合った貯蔵容量を基準として必要な輸送インフラを

特定する 
・ 発生源から吸収源までの輸送方法を 適化する 
・ CO2 の商業利用（石油またはガスの増進回収など）の潜在需要を見極める 
・ CO2 用のインフラが電気、ガス、石炭などの欧州横断ネットワーク（Trans 

European Networks）に及ぼす影響を評価する 
・ 需要／供給および費用／利益の評価を実施する 
・ これらのインフラが環境に与える影響を特定する 
・ 短期、中期および長期的に必要な研究開発を特定する 
 
CO2 の貯留と利用 

回収・輸送された CO2 の大部分は地中に貯留される。EU は、枯渇または使用され

なくなった油田およびガス田、深部帯水層、未採掘の深部石炭層 2,3 などへの貯留に関

心を持っている。CO2 貯留の場所と方法については詳細な知識と理解が必要である。

例えば、地理上の位置、貯留能力、貯留地の将来的な挙動や関連リスクと併せて国お

よび国家間の法的規制を把握する必要がある。また、監視手法の開発にあたっては貯

留サイト近隣住民の信頼を築くことに配慮しなければならない。 
 

地中貯留の適地選定にあたっては健康と安全を 優先しなければならない。石油・

ガス産業と研究機関は、天然ガス帯水層貯蔵の操業と監視、CO2 による原油増進回収

（Enhanced Oil Recovery：EOR）および天然の CO2 貯留層に関する経験を持ってい

る。これらの経験は、CO2 を数千年にわたり安全に隔離できることを裏付けている。

リスクを 小限に抑えるため、技術開発は十分に確立された既存の方法に基づいて行

われる。考えられる主な問題点は、貯留サイト周辺における試錐孔などの人工経路か

                                                  
2 IFP, ADEME, BRGM (2005). CO2 Capture and Geological Storage 
3 IEA Greenhouse Gas R&D Programme (200X). Geological Storage 

of CO2: What's known, where are the gaps and what more needs to be done. 
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らの漏洩である。これは、健康と安全に関する規制の策定にあたり特に配慮を要する

問題である。 
 

CO2 の利用に関しては現在、石油・ガス産業において石油とガスの増進回収法によ

る大規模な適用のみが行われている。これ以外の利用も行われているが、プラスチッ

クやメタノールなどの小規模な生産にとどまっている。今後 20 年を視野に入れて革新

的な新しい構想を取り込みながら研究開発を進める必要があり、それにより CO2 利用

量の拡大などの新たなシナリオがもたらされる可能性がある。 
 
 

 
CO2 地中貯留の様々な可能性（IFP, ADEME, BRGM, 2005) 

 
CO2 貯留の選択肢 
枯渇した油田およびガス田 

これらは CO2 貯留の大きな可能性を持っており、ヨーロッパ全体の貯留能力は洋上

で 145 億トン、陸上で 131 億トンと推計されている。 
 
原油またはガスの増進回収 

CO2 貯留の中間的な方法として、採取終了に近い油・ガス田に CO2 を注入して原油・

ガスの回収率を高める原油増進回収法（EOR 法）の応用がある。この方法により原油

< 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985号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/985/
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あるいはガスの生産量を 4～20%高めることができる。欧州委員会が北海における

EOR 法の貯留能力を経済的に実現性の高い主要計画を対象に推計したところ、石油と

CO2 のクレジット価格と実際の石油回収率によって異なるが、今後 25 年で 2～18 億

トンという結果が出された。 
 
塩水性帯水層 

帯水層への CO2 貯留は、世界的にもヨーロッパにおいても圧倒的に大きな可能性を

持っている。これらの帯水層は堆積岩（一般的に砂岩であるが石灰岩などの場合もあ

る）でできている。孔隙率が大きいため大量の CO2 を貯留することができ、浸透率が

高いため流体が十分に流れることができる。CO2 貯留は地下 700～800m で行われ、

CO2 は液状になる。堆積岩の孔隙は塩水で飽和されている。ヨーロッパにおける塩水

性帯水層への CO2 貯留は大きな将来性を持っている。その可能性は、EU8 カ国だけで

800～1,000 億トンに達し、不圧帯水層への貯留はさらに大きな可能性を持っている。 
 
採掘不可能な石炭層 

これらの石炭層は、低コストで CO2 を貯留できる可能性を持っている。炭層メタン

増進回収法（Enhanced Coal Bed Methane：ECBM）では、生産井が開かれていると

石炭が CO2 と N2 を吸着してメタンを放出し、メタンの生産量が増加する。この手法

は初期段階でありさらに研究を進める必要があるが、メタン生産の付加価値があるこ

とから有望視されている。 
 

CO2 貯留の安全性 
 CO2（超臨界ガス）は数千年にわたり貯留層に隔離されることになる。このため、

貯留層からの拡散リスクを確実に低くすることが極めて重要となる。これを成し遂げ

るため、EU が支援する一連の研究開発プロジェクトにおいて CO2 を安全に貯留する

ための大規模な取り組みが進められている。中でも、貯留層モデリングの研究が進め

られていることは注目に値する。これ

らの研究は、注入した CO2 が帯水層か

らその上部に横たわる水で飽和された

岩石層を通って拡散する可能性を評価

することを目指している。CO2 分子が

拡散のみによって地表に到達するには

注入が完了してから何千年もの月日が

かかるとこれらの研究は結論づけてい

る。 
 
スレイプナー（Sleipner）ガス田における CO2 注入の地震波モニタリングの結果、

ガスは薄い層として積み重なり、今までのところ殆どそのままの状態であることが実
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証された。また、多くの貯留層が長い地質年代にわたってガス状または液状の炭化水

素を安全に保持していることに言及する必要がある。このことは、注入した CO2 をこ

のような構造内部で同様の期間にわたり隔離できることを示唆している。実際に、石

油とガスの貯留層の多くは炭化水素とともに相当量の CO2 を含んでいる。このことは

CO2 の安全な貯留が可能であることをより強く裏付けることになるだろう。また、既

存の石油・ガス貯留層の多くが、天然ガス需給のバランスを滑らかにする手段として

天然ガス貯蔵用に上手く用いられていることも挙げられる。天然ガスは定期的に注入

と取り出しを行って消費者の需要に対応する必要があるため、天然ガスの貯留は CO2

の貯留よりも厳しい作業となる。地中貯留層を天然ガス貯蔵用にすることについては

豊富なデータが蓄積されており、これらを CO2 貯留の開発に役立てることができる。

 

 
 
市場と規制 

新しい発電技術への大規模な資本投資を行う必要がある。そのために、マクロ経済、

人口増加予測、化石燃料価格、他の技術の進捗状況、社会的関心に関する市場調査を

実施する必要がある。 
 

強力な規制政策がなければ低炭素技術の実現に必要な投資と開発がもたらされるこ

とはなく、民間部門は投資に必要な長期的確実性を欠くことになるだろう。したがっ

てこれらは極めて重要な課題である。産業部門は、炭素回収貯蔵プロジェクトの導入

を促進する明確で一貫性があり安定した規制と枠組みを求めている。不明確な規制の

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート985号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/985/
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枠組みは CO2 価格の乱高下を招いてリスクを増大させ、低炭素技術への適切な資本投

資が妨げられる恐れがある。 
さらに、エネルギー市場の事業者と各国政府の間に存在するリスク分布を明らかに

する必要がある。したがって、EU 加盟国・EU が行うプログラムと産業界・研究機関

が行うプログラムの連携を強化することが重要である。 
 

長期的な CO2 地中貯留に適用される規制政策を明確に定める必要がある。特に、モ

ニタリング、漏洩、法的責任に関する規定が重要である。これを実現に導くため、第

二次欧州気候変動プログラム（European Climate Change Programme II）を含む EU
の一連のイニシアティブと共に、技術プラットフォームの「戦略的研究行動計画

（Strategic Research Agenda：SRA4）」と「戦略的展開に関する報告書（Strategic 
Deployment Document：SDD5）」に基づく取り組みが進められている。 
 

戦略の一体化 
ヨーロッパにゼロ・エミッションの化石燃料発電所を構築するため、主要分野への

取り組みが進められている。 
 
以下に戦略を示す。 
・ 化石燃料の電気変換プロセスの効率性を費用効果的に改善する 
・ CO2 回収技術の評価、 適化および導入 
・ CO2 の輸送とインフラ整備に関する課題への対処 
・ CO2 の貯留と利用に関するその他の課題の解決（技術、政治、パブリックアクセプ

タンス、健康と安全に関する課題） 
 

大限の効率と必要とされる回収技術は習熟過程によってもたらされる。分野横断

的な研究開発により技術実証プラントが生み出され、初の商業プラントへの展開と操

業に必要な経験が得られるであろう。 

 
未来に向かって 
経験を基盤にする 

知識管理の整備を進めることにより、 適な進展が可能になる。既存ネットワーク

の強化と新しいネットワークの確立を同時に行うことにより、知識の蓄積が増し、実

際の運用が促進される。技術プラットフォームは、同じ目標に到達するために連携す

る全ての投資家と共にこれを支援する。 
 
 
                                                  
4 http://www.zero-emissionplatform.eu/docs/ZEP%20SRA%20-%20draft%207.pdf 
5 http://www.zero-emissionplatform.eu/docs/ZEP%20SDD%20-%20draft%208.pdf 
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研究開発実証を支援 
戦略的研究行動計画（Strategic Research Agenda：SRA）は、ヨーロッパが 2020

年までにゼロ・エミッション化石燃料発電所を構築するための道筋を示しており、優

先すべき重要分野を明らかにするとともに、EU 加盟各国政府と欧州委員会による研

究開発実証プログラムの継続的な実施を促すであろう。さらに、産業界の長期的な参

加意欲も喚起されるであろう。また、戦略的展開に関する報告書（ Strategic 
Deployment Document：SDD）は、市場に技術を導入するための手法を取り上げ、中

間目標とともにロードマップを提示する。とりわけ重要なことは、この展開計画がビ

ジネス環境の整備に繋がる規制と政策についての提言や見解を示しており、EU の技

術革新を示す実証活動の継続を盛り込んでいる点である。 
 
連携と統合 

ヨーロッパ全体の投資家の連携は、知識の伝播とネットワークの確立を可能にする。

それぞれの活動は統合された研究、開発、実証および展開戦略によって左右される。

EU 加盟諸国からなるミラー・グループ（Mirror Group）は、技術プラットフォーム

と協力して、SRA と SDD が加盟各国の目標および一連のイニシアティブと連携し、

統合されるよう努める。SDD の提言に基づく EU 加盟諸国の連携は、ゼロ・エミッシ

ョン化石燃料発電を成功に導く 大の力となるであろう。 
 
効果的な広報 

これらの技術の安全性と信頼性が人々に理解され、その導入によって多くの恩恵が

もたらされることが周知されるまでには、今なお多くの労力を費やさなければならな

い。提供される情報は、十分に調査された正確で信頼できるものでなければならず、

分かりやすく明確に示されなければならない。 大の目標は、環境に優しく効率的で

安全性と競争力を備えたエネルギー経済の実現であり、このことが明確に伝達されな

ければならない。 
以上 

 
翻訳：山本 かおり 

 
出典：A Vision for Zero Emission Fossil Fuel Power Plants－Report by the Zero  

Emission Fossil Power Plants Technology Platform 
http://ec.europa.eu/research/energy/pdf/zero_emission_ffpp_en.pdf 
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【地球温暖化特集】CO2 貯蔵技術  
 

米国の主要な二酸化炭素固定化技術の研究開発 
 
どの研究開発分野が商業化の可能性を持っているか、また、どれが CO2 固定化分野

に大きな影響をもたらすであろうか。現在、米国において、CO2 捕捉および貯蔵(ある

いは固定化や隔離)の も有望な技術開発は、次のものに注目している。 
 

・ 発電所や大きなポイント状の排出源から、燃焼前や燃焼後の高い純度の CO2 を捕捉

する。米国の CO2 排出のおよそ 3 分の 1 はこれらの排出源から出ている。 
 

・ 捕捉した CO2 の隔離は、広範囲にわたり非常に大きな貯蔵容量を持っている深部の

岩塩層や、あるいは石油やガスの増進回収による経済的利益を持つ枯渇した石油や

ガス層への注入による。 
 
もう一つの選択肢は、森林、放牧地および耕作地などの地上資源への CO2 貯蔵であ

る。この選択肢は、地下地質層へ注入ほどの可能性はない。ひとつには CO2 排除の潜

在的な容量が非常に少ないからである。さらに、他の CO2 貯蔵選択肢として、深部海

洋中への捕捉した CO2 の直接注入がある。しかし、この選択肢は高コスト、科学的不

確実性および技術的困難性のためにさらに有望ではない。 
 
科学者は、CO2 を捕捉し地下に貯蔵する方法についての知識は既に持っている。石

油増進回収技術に関して、米国は世界をリードしており、この目的のために 1 年当た

り約 3,200 万トンの CO2 を使用している。研究開発の活動は、大量の CO2 注入がどの

ように地域の地質に影響するかに注目している。 
 
CO2 の注入個所からの漏洩のような隔離の危険性をより良く理解するために、研究

者は、実証プロジェクト、実験およびシミュレーションを実施している。地質学的 CO2

貯蔵の究極的な成功は、大規模地下注入プロジェクトに関連する地質学、地球物理学

および地球化学の進歩に依存する。 
 
 

1．米国エネルギー省の活動： 
フューチャージェン・イニシアチブ(FutureGen Initiative)および他のプログラム 
 
ほとんどの米国の炭素隔離活動は、米国エネルギー省(DOE)の資金提供および参加

に関係している。DOE は、将来の CO2 捕捉、貯蔵および隔離に も適した技術を見つ
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けることを目標とするいくつかの開発計画を持っている 1。さらに、DOE ローレンス・

リバモア国立研究所からの出版物が、米国炭素隔離活動と関連する問題に関してよい

レビューを提供している 2。 
 
DOE は、いくつかの CO2 地質学的貯蔵の実証を計画している。 大でそして も野

心的なものは、フューチャージェン・イニシアチブである。フューチャージェン・ア

ライアンス(FutureGen Alliance)は、DOE と共同する、大規模石炭企業とユーザーの

コンソーシアムである 3。 
 
フューチャージェンは、炭素隔離技術を具体化する世界初の発電所になる 10 億ドル

の原型発電所である。商業規模のガス化プラント(IGCC 4、公称 275MW)は、硫黄酸化

物(SOx)、窒素酸化物(NOx)および二酸化炭素(CO2)がゼロに近い排出を持って石炭か

ら電力と水素生産の実現可能性を実証することである。 
 
フューチャージェン施設は、種々の石炭種をガス化しテストする一方で、岩塩層の

ような地下深部地質学的貯蔵層中に捕捉した CO2 を注入する。この施設は、1 年間当

たり 100 万トンの CO2 を捕捉し隔離する一方、大規模な科学的知識基盤を構築するこ

とを支援する 5。 
 
現在の主要活動は、サイトの選択、環境への影響評価の完遂、工学設計作業の実施

などを含んでいる。2006 年の初めに始まったサイト選定プロセスでは、12 ヵ所の提

出された提案に対して 4 件の提案が受理された6。フューチャージェン施設の建設は、

2012 年に実規模プラント操業の開始にむけて、3 年以内に始まる予定である。 
 
DOE は、さらに捕捉、分離、輸送および貯蔵あるいは再利用の炭素隔離ライフサイ

クル全体をカバーする研究開発プログラムのポートフォリオを持っている7。 
 
 

2．進行中の炭素隔離プロジェクト 
 
ウェイバーン石油増進回収プロジェクト8は、カナダと米国の大規模な CO2 地質学的

                                                  
1 DOE の活動の概観については、http://fossil.energy.gov/sequestration/を参照されたい。 
2 参考資料(1)を参照。 
3 http://www.futuregenalliance.org/ 
4 Integrated Gasification Combined Cycle 技術 
5 フューチャージェン・イニシアチブの特徴および目標について記述した同アライアンスによる 近の説

明は参考資料(2)にある。 
6 提案を評価する 2006 年 7 月の報告書は、参考資料(3)に含まれている。 
7 より詳細は、http://fossil.energy.gov/sequestration/overview.html を参照のこと。 
8 Weyburn Enhanced Oil Recovery Project 
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貯蔵実証プロジェクトである。米国で発生した CO2 を大きなカナダの石油やガス層(ウ
ェイバーン油田)に貯蔵する。 

 
2000 年 10 月に、EnCana 社は、石油生産を促進するためにウェイバーン油田に大

量の CO2 を注入し始めた。プロジェクト期間中に、全体として、およそ 2000 万トン

の二酸化炭素が恐らく永続的に隔離される。CO2 ガスは、ノースダコタの褐炭燃焼ダ

コタ・ガス化企業の合成燃料プラントサイトから、コスト 1 億ドルの 205 マイルの長

いパイプラインによって供給される。 
 
ダコタ・ガス化プラントは、石炭をガス化して天然ガス形式を生産する9。 
 
この事業は、自然資源カナダ(NRCan10)、DOE、IEA および他の政府および産業界

パートナーを含む、国際的なプロジェクト後援により、ウェイバーン隔離プロジェク

トおよびウェイバーン CO2 モニタリングプロジェクト11として開始した。 
 
ウェイバーン石油回収増進プロジェクトの実施に加えて、研究者は、地下ウェイバ

ーン層内の CO2 移動および容量に関するプロセスを理解し評価するための新しい技術

を開発した。これらの初期プロジェクトの情報は、IEA のデータベースにある12。 
 

ワイオミングの DOE ティーポットドーム油田は、世界で 大の隔離実証の 1 つと

なった。アナダーコ・ペトローリアム社13 は、西ワイオミングの天然ガス・プロセス

工場からティーポットドームサイトへ、副産物の CO2 を輸送する 200 キロメートルの

パイプラインを構築した。ティーポットドーム全米地質的炭素貯蔵試験センターは、

カーボン貯蔵を 大限にしかつ漏洩の危険性を削減するために地球科学的方法に集中

する。 
 
この油田は米国政府によって所有され、海軍石油備蓄#3(NPR 3)およびロッキー山

油田試験センター(RMOTC)として DOE により運営されている。油田には 1,300 を越

える井戸があり、ほぼ 100 年間の生産データを持っている。潜在的な注入場所の深さ

は 500～5500 フィートまでにわたり、したがって、ガスや超臨界流体として CO2 を保

存することができる14。 

                                                  
9 より詳細なプロジェクト情報は、DOE 国立エネルギー技術研究所(参考資料(4)を参照)による論文、お

よび、http://www.co2captureandstorage.info/project_specific.php4、project_id=70 の国際エネルギ

ー機関(IEA)のプロジェクトデータベースを参照のこと。 
10 Natural Resources Canada 
11 Weyburn Sequestration Project and the Weyburn CO2 Monitoring Project 
12 http://www.co2captureandstorage.info/project_specific.php4?project_id=97 および、 

http://www.co2captureandstorage.info/project_specific.php4?project_id=96。 
13 Anadarko Petroleum Corporation 
14 より詳細は、http://www.rmotc.com/Today/Teapot-Dome.html を参照のこと。 
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別の DOE プロジェクトには、テキサス州ヒューストン近くのフリオ地質層がある。

このブライン予備テスト(Brine Pilot Test)は、ローレンス・リバモア国立研究所と他

の研究機関との共同でテキサス大学によって率いられている15。 
 

3．DOE 地域炭素隔離協力 
 
地域の炭素隔離の機会を評価して、かつ試験規模での確認テストを行うために、DOE

は、米国中にわたる 7 カ所の研究協力に共同資金を提供している。米国炭素隔離の可

能性はこれらの地理的領域において異なる。例えば、異なる領域では、異なる構造、

透過性および異なる化石燃料増進回収の可能性を持つ異なるタイプの岩から下層がな

っている。さらに、異なる地域では、新しい炭素隔離に向けて産業を支援することが

できる異なった産業基盤を持っている。 
 
地域炭素隔離協力プログラムは、2003 年に開始し、2005 年中頃にフェーズⅡが発

表されている。それぞれの協力は、DOE の資金提供で 1 年当たり約 400 万ドルを受け

取る。また、プロジェクト費用の少なくとも 20%は、非 DOE 資金により提供されて

いる。プロジェクトの総コストは、10 年間の終わりまでに 1 億 4500 万ドル以上にな

る16。 
 
7 件の協力のうちの 1 つには、西海岸地域炭素隔離協力(WESTCARB)17 があり、70

カ所を越える公的機関、国立研究所、民間機関および非営利団体の科学者とエンジニ

アが参加している。 
 
WESTCARB は、6 カ所の米国西部の州およびカナダ・ブリティッシュコロンビア

の可能性を調査している。調査は、CO2 排出源および地質学的シンクの地図化、地域

内の見込まれる地質学隔離の可能性の識別を含んでいる。 
 
地上の評価活動では、WESTCARB は、どれだけのカーボンが異なる生態系によっ

てその地域に現在貯蔵されているか、またどれだけの付加的な炭素を貯蔵することが

できるかを示す基準を開発した。研究者は、さらに 良の地質隔離試験プロジェクト

の選択を支援するために供給曲線を開発している。 
 
 
 

                                                  
15 http://www.netl.doe.gov/publications/prS/2004/tl_frio_injection.html を参照のこと。 
16 地域炭素隔離協力プログラムプログラムに関する情報は、 

http://www.fe.doe.gov/program/sequestration/partnerships/index.html にある。またフェーズⅠ成

果に関する報告書は、参考資料(5)にある。 
17 West Coast Regional Carbon Sequestration Partnership:  http://www.westcarb.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/ >
　海外レポート985号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/985/
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4．DOE の炭素隔離プロジェクトデータベース 
DOE の炭素隔離プロジェクトに関するプロジェクトデータおよびその他の情報に

関した広範囲に及ぶオンラインデータベースが利用可能である18。 
 
このウェブサイトは、炭素隔離研究開発および関連する活動に興味を持っている研

究者のための参照サイトである。大学、国立研究所、独立研究所および私企業の多数

のプロジェクトに関するデータが、少なくとも 2005 年中頃から現在まで揃っている。 
 
 

5．SRI インターナショナル 
 
独立研究開発機関である SRI インターナショナルは、CO2 関連分野において活発に

取り組んでいる。SRI の技術開発は、メンブレンまたは溶媒抽出を使用した CO2 捕捉

に注目している。この技術は、天然ガス井戸と同様に、発電所やその他の固定排出源

などを含む CO2 排出源に適用可能である。 
 
さらに、SRI は、現在の MEA プロセスよりも経済的に見込みのあるアンモニアに

基いた吸収法を検証するために協力者と取り組んでいる。エネルギー機器の先行開発

者である ALSTOM Power 社は、このプロセスをライセンスしていると、 近プレス

リリースで発表している19。 
 
SRI は、IGCC プロセスでの CO2 および水素のメンブレン基盤分離、および水素/CO

分離技術を含んだ、CO2 捕捉や 小化のための前燃焼技術を開発している。現在、SRI
は、技術、政策、責務および規制と関係するものを含む、広範囲の CO2 捕捉・貯蔵問

題に注目する、新しい CO2 センターのための商用パートナーを集めている。 
 
 

6．GCEP 
 
大学研究者および産業界を一緒にした長期的な研究取り組みとして、スタンフォー

ド大学の「地球気候とエネルギープロジェクト(GCEP)」がある20。 
以上 

翻訳・編集： NEDO情報・システム部  
（出典： SRI Consult ing Business  Intel l igence Explorer Program）  

 
                                                  
18 http://carbonsequestration.us/ 
19 http://www.power.alstom.com/home/Other/25761.EN.php?languageId=EN&dir=/home/ Other/) 
20 CO2 貯蔵プロジェクトを含む研究活動のリストが、 

http://gcep.stanford.edu/research/activities.html で利用可能である。 
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参考資料： 
 

(1)  Locked in Rock: Sequestering Carbon Dioxide Underground: Larry Friedmann, 
Science & Technology Review, May 2005, Lawrence Livermore National Laboratory,  

http://www.llnl.gov/str/May05/Friedmann.html 
(2) FutureGen ProgramPathway toward Zero Emissions: Michael J. Mudd, CEO 

FutureGen Alliance, Inc., DOE Carbon Sequestration Conference, M,ay 9, 2006,  
http://www.futuregenalliance.org/publications/futuregen_carbonseq.pdf 

(3) RESULTS OF SITE OFFEROR PROPOSAL EVALUATION: JULY 21  2006, 
FUTUREGEN INDUSTRIAL ALLIANCE,  

http://www.futuregenalliance.org/publications/fg_proposal_evaluation_report.pdf 
(4) The IEA Weyburn CO2 Monitoring and Storage Project: Kelly Thambimuthu. Senior 

Scientist, CETC, Natural Resources Canada Chairman, IEA Greenhouse Gas R&D 
Programme,  

http://www.iea.org/Textbase/work/2004/zets/conference/presentations/thambimuthu.
pdf# search=%22The%20IEA%20Weyburn%20CO2%20Monitoring%20and%22 

(5) Regional Carbon Sequestration Partnerships Phase I Accomplishments: May 2005, 
National Energy Technology Laboratory,  

http://www.fossil.energy.gov/sequestration/publications/Project_Reports/phaseI_acco
mplishment.pdf#search=%22Regional%20Carbon%20Sequestration%20Partnership
s%20Phase%20I%20Accomplishments%22 
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【地球温暖化特集】CO2 排出削減 省エネルギー  
 

CO2 排出抑制・エネルギー需要量削減に関する報告書（カナダ） 
 

1． 背景 
 2006 年 2 月、カナダでは約 12 年ぶりとなる保守党政権が誕生した。2002 年 10 月

に京都議定書を批准した前政権党（自由党）と対照的に、保守党は同議定書に対して

否定的な見方を示しており、米国と同様その取り組みを後退させているようにみえる。

このような政府の姿勢に対し、自由党は勿論のこと各方面から批判的な声があがって

いる。環境問題の専門家キャメロン・スミス氏は、地球温暖化による環境破壊の影響

を憂い、カナダ 大部数を誇るトロントスター紙の中で「政府は二酸化炭素やメタン

排出量削減対策を速やかに推進すべきである」と強く警告した。多くの研究者が「

高 2℃までであれば、地球の温度が高くなっても、地球の海面上昇を防止することは

可能である」としているが、米国航空宇宙局ゴダード宇宙研究所所長ジェームス・ハ

ンセン氏のように「北極の氷は予想以上に早く融けており、海面上昇を防ぐには地球

の温度を 1℃以上高くしてはならない」とする報告もあり、一刻も早い対策の必要性

が指摘されている。 
 

米国エネルギー省のデータによると、1850 年に約 285ppm だった大気中の二酸化炭

素濃度は、現在 381ppm に達している。この傾向が続けば、今年 270 億トンの同ガス

総排出量が 2016 年には 340 億トンと、29％もの増加が予想されている。メタン濃度

も、1850 年には約 700ppb だったが 2004 年には 1,755ppb と増加した。カナダではこ

のような状況の中、温室効果ガス排出量削減の試みとともに、国内総エネルギー需要

量の削減も国内資源保護政策に沿った重要な対策として注目されている。 
 
2．報告書の概要 

オタワのリゾーシーズ・コンサルタント社 とバンクーバーの MK・ジャカード社 は、

カナダガス協会 、カナダ電力協会 、並びに天然資源省の要請により、エネルギー需

要量節減・CO２排出抑制に関する広範な調査報告書「Demand Side Management 
(DSM) Potential in Canada: Energy Efficiency Study」を発表した。報告書では、連

邦政府と各州が積極的に資源保護とエネルギー効率向上政策を実施することで、カナ

ダは 2025 年までにエネルギー需要の伸びを現在の半分以上も抑えることが出来ると

結論づけている。もっともこの目標達成はかなり挑戦的なものであり、将来エネルギ

ー需要の半分は新エネルギー源からの供給に頼る必要がある、とされている。また、

住居、商業、工業の 3 分野で 2025 年までにエネルギー総需要量を 3～10％減少でき 1、

これによりエネルギー需要の伸びは 16～56％減少するため、2025 年には操業費を少

なくとも 32 億、多くて 157 億カナダドルまで削減できる、とも述べられている。た

                                                  
1 報告書には、別表（次頁）のように 2015 年までに達成可能な削減幅（%）が示されている。 
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だしこの目標の達成には、政府のエネルギー政策、公益事業や規制のための組織など

が、積極的に協力する必要がある。 
 
報告書は、現政府による補助金制度や政策が今後 20 年間継続されればエネルギー需

要の伸びを 16％まで減少させることが可能であるが、56％の削減を目指すには現在よ

りもより積極的な取り組みが必要になると指摘している。その具体例として、ⅰ)太陽

光や地熱利用技術への多額の助成金提供、ⅱ)建物に対するより厳しい規制措置の実施、

ⅲ）電気製品に対する強力なエネルギー効率基準の設定、ⅳ）より高密度の土地利用

促進政策の実施、などが挙げられている。これらに加えて、ケベック州政府が提案し

ている炭素排出上限規制の設定や関連した税金の導入、さらにエネルギーコストを反

映した電気料金改定の必要性が述べられている。 
 
3．報告書への評価 

ガス協会と電力協会はともに、同報告書は現実的な提案を示している評価した。ホ

ワイトホースで開催される各州エネルギー関連大臣たちの会合で、同報告書の内容に

関する討議が行われることを、両者は期待している。 
 
一方オンタリオ州は、同報告書を現実的でよく調査されているとしながらも、州ご

とに異なる対策を採ることを認める必要があると主張する。同州では、節減により電

力消費を今後 20 年間以上で 6,000 メガワット以上削減できるとみており、脱石炭のた

めに天然ガス設備やヒーティングシステムの利用を進める。現在までⅰ）中古冷蔵庫

のリサイクル、ⅱ）空調機のグレードアップに対するリベート、ⅲ）夏期電力需要ピ

ーク時の節約プログラムなど、様々な努力をしているが、更に今年 6 月からは建物規

制基準を改定し、州内の住宅やビルに対しより高いエネルギー効率を要求するように

なった。 
以上 

 
電力 4.4%～27% 住居分野 

  天然ガス 5.6%～11.8% 
電力 4.4％～22.8％ 商業分野 

  天然ガス 3.5％～11.5％ 
電力 2.9％～14.3％ 

別表 
 達成可能な削減幅（%） 

工業分野 
  天然ガス －2.7％～3.3% 

 
参考文献 

・The Toronto Star, “We are running out of time”, July 1,2006。 
・Canadian Gas Association 

「 Demand Side Management (DSM) Potential in Canada: Energy Efficiency Study 」，

http://www.cga.ca/publications/documents/SummaryReportFinal.pdf 
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【地球温暖化特集】温暖化の影響予測  
 

温暖化による気温上昇が伝染病を増加させる可能性（EU） 
 

中世のヨーロッパで猛威をふるったペストは全人口の 3 分の 1 の生命を奪い、衛生

設備の近代化により事実上根絶されるまで定期的に流行を繰り返してきた。ペスト菌

（Yersina pestis bacterium）は齧歯類に住む蚤（ノミ）を介して蔓延する。東ヨーロ

ッパ、極東アジア、南米および旧ソビエト連邦の一部では、今もペストの発生が見ら

れる。 
 

研究者らにより、オオスナネズミに寄生する蚤のペスト感染率が調査された。この

研究は、オスロ（ノルウェー）、リバプール（英国）、アントワープ（ベルギー）、Kongens 
Lyngby（デンマーク）、アルマトゥイ（カザフスタン）、アイオワシティ（米国）、

Birmensdorf（スイス）を拠点に活動する研究者らによって行われた。 
 

研究の結果、僅かな気温上昇でペストの発生が大幅に増加することが分かった。研

究チームの責任者を務めるオスロ大学の Nils C. Stenseth 教授は次のように述べる。

「春に気温が 1℃上昇するとペスト菌が 50%増える可能性がある。気候変動によって

中世のペストが再来することはないが、僅かな気温上昇によって腺ペストが今よりも

増える可能性がある。」 
 
 以前、Stenseth 教授はペスト菌に関する論文を執筆しているが、ペストの有病率に

大きな変動が生じる原因を分析しきれていないと感じていたと言う。研究チームは、

1949 年からアレチネズミ類の個体数を調査しているカザフスタンの国家プログラム

のデータと樹木の生長から推定した平均気温を比較し、分析を行った。 
 
 この変動性は、1949 年以降の患者数が年間 100 人から 1 人或いは２人まで激減して

いることに表れている。米国アイオワ州の研究者達が数字を分析した結果、気温と細

菌の広がりに相関関係があることが分かった。この相関関係により、発生数が変動す

る理由が明らかにされた。「カザフスタンで樹木の年輪を調べたところ、14 世紀のペ

スト発生時、春は暖かく夏は湿気が多かったことが明らかになった。1800 年代に同地

域でペストが発生した時も同じ条件だった」と Stenseth 教授は説明する。 
 
 これまで、Stenseth 教授にとってこの変動性は厄介な問題だった。「細菌の広がり

方に変動が生じる要因に気候を含めていたら、この問題を説明することが出来ていた

だろう。この研究で成果を得られたおかげで、私達はこの論文を執筆することができ

た。そして、ペストを引き起こす細菌の流行に気候変動が影響しているという結論を

導くことができた」と Stenseth 教授は語る。 
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 「米国では人から人へ感染する伝染病の研究が行われており、細菌の蔓延と気候変

動の間に同様の関連があることが指摘されている。しかし、アレチネズミが運ぶペス

ト菌の蔓延と気候変動の相関関係が明らかにされたのは今回が初めてだ」と Stenseth
教授は続ける。 
 
 Stenseth 教授は次のように警告する。「中央アジアでは過去に極めて感染力の強い

幾つかの伝染病が根を下ろしたことがある。ペストとアジア風邪をもたらした気候条

件が 初に出現したのはまさにこの地域だった。」 
 
 「現在、地球温暖化によって平均気温が少しずつ上昇している。私達人間は風土病

の宿主である齧歯類や蚤（或いはその他の野生動物）の身近で生活しており、伝染病

の脅威が増している可能性がある」と論文は警鐘を鳴らしている。 
 
注記：論文「Plague dynamics are driven by climate variation」は、8 月 21 日に PNAS
（全米科学アカデミー会報）の電子版に掲載された。 

以上 
 

翻訳：山本 かおり 
 

出典：Global warming increases prevalence of plague 
http://ec.europa.eu/research/headlines/news/article_06_08_30_en.html 
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【個別特集】国際会議参加報告  
 

ICN&T2006 参加報告及び欧州ナノテク最新動向調査（スイス） 
 

NEDO技術開発機構 ナノテクノロジー・材料技術開発部 
中村英博 八尾秀樹 

 
調査目的及び内容： 
 NEDOナノテクノロジー・材料技術開発部において実施するプロジェクトの評価に

向け、ナノテクノロジー全般の世界的位置づけや市場動向を把握し、同時にナノテク

ノロジー分野と深く関連する分析技術や表面制御技術に焦点をあてた調査を実施する

ため、スイス・バーゼルで開催された国際学会ICN&T2006 (International Conference 
on Nanoscience and Technology)に参加し、スイス国内の代表的な関連研究機関チュ

ーリッヒのETHZ (スイス連邦工科大学 チューリッヒ校）、EMPA(国立素材研究所)を
訪問した。以下に概要を記す。 

 
調査項目： 
(1) ICN&T2006 におけるプローブ分析技術に関する取り組み調査 
(2) ICN&T2006 における表面制御技術に関する取り組み調査 
(3)「パーソナルQOL (Quality of Life)システムのためのCNT (カーボンナノチューブ)

超高感度生体分子センサーの研究開発」の発表に関連した調査 
(4) ICN&T2006 を通じてのナノテク全般についての調査 
(5) ETHZ (チューリッヒ工科大学）、EMPA(国立研究所：チューリッヒ)、バーゼル大

学における研究開発技術の調査 
(6) その他： 
 
調査報告 
1. ICN&T2006 におけるプローブ分析技術に関する取り組み調査 

展示会場では、スイスプローブ社が10nm 分解能の磁気力プローブ顕微鏡を展示し

ていた。世界トップレベルに迫る分解能である。このことから、ナノ機能合成プロジ

ェクトで世界トップを出した産総研をこれからもバックアップし、世界に先駆けた実

用化を応援していきたい。RHZ Technology 社（ミシガン州）は日本の(株)ユニソクと

共同で世界初の市販４プローブ超高真空STM 装置を開発展示していた。これは、ナノ

ワイヤー等の特性評価に有効と思われる。その他展示も含め全体的に、これまで順調

に拡大してきたSPM(Scanning Probe Microscope)市場も、そろそろ伸び悩みの時期に

入ってきた様子である。今後は、新たなアプリケーション、装置開発が市場活性化の

課題となると思われる。産業界からの参加も増えるとともに、ナノテクの応用が広が

り、この学会がより一層成長していくことが望まれる。 
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2. ICN&T2006 における表面制御技術に関する取り組み調査 
スイスCSEM がポスターで発表していたプロジェクトでのコーティング技術が非

常に興味深かった。CSEMはまさに、スイスの精密技術のセンターである。ここで行

われているプロジェクトはNaPolyde（nanostructured polymer deposition）と呼ばれ、

4 年間のヨーロッパ集中プロジェクトである。コーディネータは、アルセロール社（ベ

ルギー）で 23 のパートナーからなるコンソーシアムからなる。その中にはEADS、 
Siemens、Saint-Gobain、Konarka、ST、Solaronix、SMB など 13 の企業がある。

予算規模は不明だが、欧州研究開発フレームワークプログラムFP６（2002～2006）で

実施され、毎月 2,540 名がプロジェクトで活動している。3 つの主題を通じた挑戦を

ターゲットとしている。一つは、新プロセス（デポジション、測定装置、形態学のス

ケールアップ）、二つめは、新しい特性の発現（次世代機能として、高効率バリア、高

空隙率、反射防止、超疎水性）、 後は、 大インパクトへのターゲットをあげている。

すなわち、ブレークスルーしてマスマーケットのアプリケーションを実証することに

近づくことである。このプロジェクトで開発される技術は、将来ディスプレイ分野の

他、多用な分野で活用できる技術になると思われるので、注目していく必要があると

考えられる。 
これらは、ディスプレイ部材やその他光学部材に適用可能と思われる。このプロジ

ェクト外でもCSEMはパートナーを探している模様である。 
 
3. 「パーソナルQOL システムのためのCNT 超高感度生体分子センサーの研究開発」

の発表に関連した調査 
カーボンナノチューブを用いたFET (Field Effect Transistor)においてトップゲー

ト方式で２種のたんぱくのディテクトとその選択的センシングに成功したことについ

て発表した。我々はオリンパス(株)の安宅氏と共に阿部氏（写真 1，2）の発表を見守

った。発表資料にはNEDO のロゴも入れてくれていた。質疑では、シリコンデバイス

に比べてなぜカーボンナノチューブなのかとの質問が出たが、即答できなかった。そ

の理由は、そもそもカーボンナノチューブは寄生容量が少なく高感度であることであ

るが、トップゲートにすると、なお良いことの説明が難しかったとのことである。し

かしながら、AFM(Atomic Force Microscope)の発明者の一人でありノーベル賞候補者

でもあったStanford 大学のクエート氏が我々のところに来て、すごい研究だと絶賛し

てくれた（写真 3）。発表資料のデータファイルが欲しいとのことであったが、安宅氏

は丁重にお断りした。クエート氏はオリンパスの発表の本質を捕らえられており、こ

の研究で「これは、単電子トランジスタを用いたバイオセンサができるのだろう」と

本研究の本質を見抜くコメントをされた。また、日本のバイオ関連の小さな会社から

も是非アプリケーションで組みたいとの申し出があった。この様な発表後のやりとり

を見聞きし、インパクトのある発表であることが実感できた。 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
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写真１ 発表するオリンパス 阿部氏      写真２ 発表後の阿部氏 

 
写真３ 発表後に駆けつけたクエート氏 

（オリンパス 安宅氏(左)、大阪大学 前橋氏(右)、Stanford 大学 クエート氏(中央後方)） 

 
4. 学会を通じてのナノテク全般についての調査 

本国際学会の参加登録者は、55 カ国から 1410 名を数えた。トップ 3 は地元スイス

から 234 名、日本から 198 名、ドイツから 167 名である。今年はSTM が発明されて

から 25 周年、AFM が発明されてから 20 周年の記念すべき年を迎えている。IBM チ
ューリッヒでSTM を発明したノーベル賞受賞者のローラー氏（写真 4）やビニング氏

（写真 5）がオープニングの招待講演を行うなど、その他何人かのノーベル賞受賞者

の講演も聴講できるまたとない国際学会であった。 
スイスは、精密機械技術から、MEMS（Micro Electro Mechanical Systems）技術

へと移行し、今日ではSTM(Scanning Tunneling Microscope)や先に述べたAFM に代

表されるSPM 技術に絡むものをナノテクと位置付け選択と集中をしていることが肌

で感じられる学会であった。全世界に目を転じて見ると、ナノテクの国際特許出願は

12,507 件、論文発行数は 19,818 件にも昇るが、STM のそれは 53 件、13,741 件、

AFM 255 件、21,601 件と論文発行数に対する特許出願比率は著しく低い。しかし、

STM、AFM の論文数はナノテクをしのぐことから、基礎・基盤研究として世界レベ

ルで精力的に研究されていることがよく分かる。すなわち、これらは巨人の肩に乗っ

て先を見る技術として重要である。一方で、応用に関する研究は少ない。目的として

実用化を明確にした発表は企業がそのほとんどであり、材料開発ではナノ材料のハイ

ブリッド化がキーテクノロジーとなっている。 
本学会は盛況の内に終わり、次回は来年ストックホルムで開催される。 
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写真４ ローラー氏           写真５ ビニング氏 

 
5. ETHZ (チューリッヒ工科大学）、EMPA、バーゼル大学における研究開発技術の調査 

スイスの科学技術は、内務省（Department of Home Affairs）が管轄している。そ

の傘下には、ETH Domainという工科大学と国立研究所を統括するグループがある。

このDomain は、ETH Rat (Rat der Eidgenoessischen Technischen Hochschulen) と
いう諮問グループにより運営されている模様である。このグループのナノテク戦略担

当は、現在のところ不明である。そのグループのもと、２校の工科大学が存在する。

その一つが 
(1) スイス連邦工科大学 チューリッヒ校 （通称ETHZ） 
であり、もう一つが、 
(2) スイス連邦工科大学 ローザンヌ校（通称EPFL） 
である。この 2 校のほかに、4 つの国立研究所がある。そのうち、以下の 2 つの研究

所でナノテク関連の研究が行われている模様である。 
(3) ポール・シェレール研究所(Paul Scherer Institute: PSI) 
  ― 素粒子・固体など広範な物理学やエネルギーの分野 

(4) EMPA ― 材料科学分野  
ここのCEO であるL. Schlapbach 氏は、スイスのナノテクの中心人物である。また、

EMPA でナノテクプログラムを統括しているのはDr. Hans Hug で、今回の

ICN&T2006 のステアリングコミッティーのメンバーでもあった。 
一方、民間ではIBM のチューリッヒやレシュリコンの研究所が活発である。  
大学での研究者は、Prof. C. Gerber とProf. H.-J. Guentherodt (バーゼル大学) が、

ナノテクの国家プロジェクトの立案にも影響力を持っている。 
今回、ETHZ を訪問しProf. Vahid と面談（写真６）、同日、EMPA を訪問しCEO L. 

Schlapbach 氏らと面談（写真７）し、ナノテクの実用化への考え方やナノテクの定

義などについて意見交換ができた。学会の 終日には、バーゼル大学のProf. 
Guentherodt と面会することができた（写真 8）。 

なかでも、EMPA が も実用化へのアプローチに実績がある、ETHZ やバーゼル大

学は関連部署との横連携を図り基盤研究を進めている。 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
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写真 6  ETHZ のProf. Vahid（右） 写真 7  EMPA の皆さんと      写真 8 バーゼル大学の 

                （左からDr. Schlapbach, 八尾、中村、  Prof. Guentherodt（右） 

Dr. Zimmermann, Mr. Gilgen） 

 
6. その他 

今回、バーゼル市内広場と国際会議場前にて、ドイツ教育研究省が主催しているナ

ノトラックが展示されていた。中に入ると、一般向けにナノテクノロジーを概説して

おり、ナノ粒子が入った磁性流体で遠隔から磁石により磁力線パターンを浮き立たせ

たり、表面処理された銅板の撥水性を展示したりと、身近にナノを感じさせる工夫の

展示がされていた。このトラックは、今年の 7 月 1 日のプローラをかわきりに、8 月

31 日のヴッペルタールまでの 2 ヶ月間に 24 カ所スイスとドイツの各都市を巡回する。

この様な企画は、一般の人にナノテク製品を受け入れやすくするのに一役を買うかも

しれない。また、上記国際学会で日本からICS 社が来年のナノテック 2007 への出展

を呼びかけるなど、ナノテク広報活動は今後も目が離せそうにない。 
 

   
写真９ ナノトラックとその企画担当のDr. Sauter 氏と          写真 10  ICS 社の出展 

 
 
7. 謝辞 

今回の出張に際し、在京スイス大使館、メスナー氏、ヴェンドラー氏に各研究機関

などとの調整をいただいた。心より御礼申し上げる次第である。 
今回の調査で得られた情報は、今後のNEDOプロジェクト運営管理や、新規プロジ

ェクト立ち上げ、ロードマップ改訂などに逐次活用していく予定である。 
                                    以上 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.985,  2006.9.20 
 

41  

＜参考＞ 
在京スイス大使館  
"Science & Technology Office" ：www.eda.admin.ch/tokyo_emb 
Contact e-mail：Dr. Felix Moesner, felix.moesner@eda.admin.ch 
 
スイス連邦工科大学 チューリッヒ校（ETHZ）：www.ethz.ch 
 
スイス連邦工科大学 ローザンヌ校（EPFL）：www.epfl.ch   
 
ポール・シェレール研究所(Paul Scherer Institute: PSI)： 
http://www.psi.ch/index_e.shtml   
 
EMPA：http://www.empa.ch/ 
 
EMPAのCEO、L. Schlapbach 氏のインタビュー記事（スイスインフォ）： 
http://www2.swissinfo.org/sja/swissinfo.html?siteSect=511&sid=6290775&cKey=1
147766001000 
 
IBMチューリッヒ研究所：http://www.zurich.ibm.com/ 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
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【個別特集】海外機関訪問報告  
 
北米自動車産業における鉄鋼材料研究開発状況調査（カナダ/米国） 

                    
            NEDO 技術開発機構 ナノテクノロジー・材料技術開発部     
                                  福井 徹 

 
1. はじめに 
 2002-2006 年度を事業期間とし、特に自動車用途を目標として推進されてきた委託

事業｢環境調和型超微細粒鋼創製基盤技術の開発｣は特に本年度(2006 年度)が 終年度

であり、試作から特性評価までを含めた 後の仕上げの段階である。 
 これら研究成果の現時点におけるポジションと今後の市場性を探るため、この度 7
月 5~14 日の日程で北米（カナダ及び米国）にて金属材料関係国際会議及び自動車関

連研究開発企業を訪問し情報収集を行った。以下はその概要の報告である。 
 
2. 訪問先及び概要 

今回の訪問先は以下の 5 機関である。 
(1) Thermec’2006（カナダ Vancouver） 
(2) EWI (Edison Welding Institute、米国 Ohio 州 Columbus) 
(3) Ford/Scientific Research Lab.（同 Michigan 州 Dearborn） 
(4) Hitachi America/Automobile Products Research Lab.（同 Michigan 州

Farmington Hills） 
(5) GM/Materials & Research Lab.（同 Michigan 州 Warren） 

 
2-1. Thermec’2006 
 本国際会議は初回が 1997 年で、以後 3 年毎に開催され、今回が 4 回目である。対

象領域は金属材料関係全般に及び、通常の鉄鋼、非鉄材料をはじめ、燃料電池・水素

技術、表面・薄膜・コーティング、生体材料、金属ガラス等近年注目を集めているテ

ーマも含め総合的なものであり、講演約 900 件、ポスターセッション約 300 件を計 5
日間 2 会場にて発表するという大規模なものである。 
 今回は計 40 カ国からの参加があり、発表件数の上位５カ国は順に日本、韓国、中国、

米国、カナダであるが、特にアジアの上位 3 カ国で件数の半分以上を占めている状況

であった。 
 ｢超微細粒鋼｣プロジェクトからはプロセス関係及び接合関係の成果から発表を行っ

たが、全般的には alloying や組織制御による特性向上とその評価やメカニズム解析と

いった学術的な内容が殆どであり、その工業化状況に触れたものは非常に少ない。 
その中でも中国はここ 10 年間における新鋼種開発プロジェクトに関して紹介し、彼

らの開発及び実用化がどの程度のレベルにあるのかを伺わせる内容で非常に興味深か
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った。主に自動車工業、建設用途向けに強度や耐食性等の向上を目指した新鋼種開発

の取組が順次なされてきており、結晶粒微細化についても NEDO のプロジェクトで目

指した粒径≦φ1μm レベルを達成するためのプロセス条件は彼らなりにも把握して

いるようである。但しまだ基礎実験段階であり、我々の現在行っている試作レベルに

まではなお距離があるのではないかと思われる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
2-2. EWI 
 EWI は 1984 年設立の材料接合技術を専門とする研究開発機関である。先に英国・

Cambridge にて設立、活動してきた TWI(World Center for Materials Joining 
Technology)を母胎とし、同一敷地内の Ohio State University／Dept.of Welding 
Engineering とも連携して研究開発を行ってきている。現在の陣容は 140 名のスタッ

フ（このうち 2/3 は修士或いは Ph.Dr.）、95 名の technician である。設備的にも抵抗

溶接、レーザー溶接、アーク溶接、固相接合、プラスチック接合といった多彩な接合

試験設備を備え、各種テーマへの総合的取組体制を整えている。研究開発活動は連邦

政府、州政府、私企業（EWI の会員企業）と非常に多くの顧客との契約により、年間

30 百万$（約 34 億円）の収入がある。 
 主に DOE を中心とした国家プロジェクトからの年間予算は 15～20 百万$とのこと

で、それ以外の会員企業からの委託等による開発との割合はほぼ 50/50 である。この

予算額を観てもこうした基礎的生産技術の開発を国家としても重視している様に思わ

れる。 
自動車業界に関連する開発はやはり膨大な市場を背景に多くのスポンサーのもとに

取り組まれている。 
 

写真 1. 会場となった Fairmount Hotel 

Vancouver 

< 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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10 年計画で予算 16 億$（約 1,800 億円）の“Center for Automobile Safety & 

Innovation”（CASI）と称するプロジェクトが昨年提案され、本年 10 月より開始され

るとのこと。これは自動車の安全性及びその革新(safety and innovation)に焦点を当て

たものといい、地元 Ohio の多くの自動車関連企業（部材から完成車メーカー迄）のサ

プライチェーン及び保有技術をそのまま活用できる利点を生かして彼らにプロジェク

ト参加機会を提供し、その成果を還元していこうとするものである。 
当日ラボを見学、各種実験装置を実見できたが、特に印象的であったのは非常に大

型の FSW 装置（高さ 10ft、床面積 100ft2）で、パイプライン用パイプの突き合わせ

接合等大型試料の開発実験も可能である。 
 
2-3. Ford/Scientific Research Lab. 

先方の話では現在の自動車に使用されている鋼材のうち高張力鋼の割合は 40%であ

るがこれを新規モデル毎に順次増加させ、向こう 10 年で AHSS を含む高張力鋼を

100%にするとの見通しとのことである。鋼種としては DP 鋼に関心を有し開発に取組

中、また高張力化に伴うコストアップは問題視しており、熱延品の採用も検討中との

こと。 
DOE が中心となって進めている米国での自動車関係ナショプロについては、現在 

“Freedom Car Project” というオークリッジ研究所、コロラド大学がメンバーとして

推進しているプロジェクトがあるとのこと。開発の方向性としては 10 年程前迄は鋼材

の特性向上を目指していたが、 近では専ら省エネを目的とした車体の軽量化を目指

したものが中心になっている。 
 
2-4. Hitachi America/Automobile Products Research Lab. 

Hitachi America は日立グループの米国での事業展開の拠点であるが、今回訪問し

たのは R&D 及び sales 機能を有する Farminton Hills である。約 200 名のうち約 20
名が研究員、50 名程度が sales、30 名がナビゲーション担当である。なお研究員のう

写真 2．EWI 正面 
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ち 1/3 は近くの大学からのインターン生であり、卒業後そのまま社員として採用され

る例もあるという。 
自動車分野を対象とした研究開発活動は“HAP”( Hitachi Automotive Program）と

いうタイトルでエンジン関係（CVT、オイルポンプ、ウォータポンプ、エンジン吸気

調整装置等）、ハイブリッド関係（バッテリー、モーター、インバーター等）及び車両

走行関係（ブレーキ、サスペンション、プロペラシャフト等）の 3 分野を対象に展開

中である。 
 金属材料に関する取組では FSW の開発に注力しており、研究室も見学させて頂いた。 

対象となる材料は Al、Mg、Cu、鋼材等各種金属材料に及び、自動車用としては現

状の自動車組立に多用されているスポット溶接の代替といった取組もあり、その他航

空機、宇宙、軍事等各種用途向けに FSW の応用を広げるべく開発を進めている。 
 
2-5. GM/Materials & Research Lab. 

GM では自動車用鋼材の検討は事業部門の担当で、R&D 部門の取組は Al、Mg 等軽

量金属の導入に集中している。10 年程前迄は R&D のテーマとして高張力鋼に取り組

んでいた。しかしそれ以降は自動車のハイブリッド化、燃料電池化の移行によるコス

トアップから低燃費化への要求が高まるとの予想から車体の軽量化に開発を指向し、

材料としては Al へ、更にここ２年位は Mg に開発主力をシフトしている。現時点での

自動車における鋼材の使用比率は 60~70%であるがこれを Al、Mg 等へと代替を進め、

5~10 年後位には鋼材比率を上回るようにしたいとの事であった。 
鋼材への直接的関心は低いが、Mg 合金でも結晶粒径φ1~2μm のものがあればより

低温における成型性向上が期待されるので当方の｢超微細粒鋼｣の知見が生かせる可能

性があるということで興味を持っている様である。 
  
3. 終わりに 

今回の調査において認識されたことは、結晶粒微細化による特性向上は鉄鋼材料の

研究開発のひとつの主要な流れとして各国で取り組まれてきているが、我々の｢超微細

粒鋼｣プロジェクトの様に自動車工業用途への展開を目標に据え、粒径１μm レベルで

一定サイズの圧延材を実際に試作、特性評価までを行っている取組例は他には無いよ

うで、確かに現時点ではトップレベルを走っていると言って差し支えないであろう。

本年は事業 終年度であるが 後まで開発を失速することなく所定の目標を達成、そ

の成果を基に更に具体的事業展開を進めていくことが肝要であろう。 
今後の超微細粒鋼の市場性については米国では鋼材より Al、Mg 等軽量金属指向で

ある等各市場毎に動向が異なる様であり、（因みに欧州での取組は次世代鋼種開発へ

指向）地域毎にマーケッティングを進める必要がある。 
但し直接超微細粒鋼の拡販に結びつかなくても、結晶粒微細化による特性向上の知

見は他金属にも応用展開できる可能性があり、こうした切り口からも市場開拓を探っ

ていくべきであろう。 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート985号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/985/
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また米国ナショプロでは接合技術への取組もなされており、こうした一見地味では

あるがベーシックな製造技術としてその重要性が認識されている。モノ造りを根本か

ら支えているのはやはり各種材料技術でありしかもそれらは地道に時間をかけて初め

て成果が得られるという性格のものであることを考えると、我が国でも今後共絶えざ

る開発シーズの掘り起こしと政府による適切な産業化へのてこ入れのサイクルを強化

していくことが重要であるといえよう。 
以上 
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【エネルギー】エネルギー政策 バイオ燃料 

  
石油依存脱却審議会が指針を提示(スウェーデン) 

 
 環境・エネルギー政策を政府の 重要課題の一つとするスウェーデンでは、ペーシ

ョン首相自らを座長とする石油依存脱却審議会が2005年12月に設置された。この審議

会の目的はその名称どおり、石油に依存せずにスウェーデンの社会および産業を成り

立たせるような、環境にやさしく且つ安定供給ができるエネルギーの生産および供給

システムを2020年までに構築するための戦略を提示することである。同審議会は2005
年12月から2006年3月までに４回のテーマ別ヒアリングを行い、2006年6月28日に報告

書「石油に依存しないスウェーデンに向けて(Making Sweden an OIL-FREE 
Society)」を提出した※。 
 
 国内エネルギー源、特に森林資源・農業資源を活用し、かつエネルギー使用の効率

化を図ることによって、2020 年までに石油無しでも成り立つ社会を構築するために、

同審議会は以下の 4 つの目標を掲げている。 
・ スウェーデン全体として、2020 年までにエネルギー使用の 20%以上の効率化を図る。 
・ 住宅、施設などの暖房は、2020 年までに石油使用を完全に廃止する。 
・ 陸上輸送に使用されるガソリン・ディーゼルを 2020 年まで 40～50％減らす。 
・ 産業界での石油使用は、2020 年までに 25～40%減らす。 
 
 報告書では、上記の目標が楽観的過ぎると明記されてはいるものの、積極的な取り

組みと石油価格の高騰などの条件により、実現不可能ではないとも述べられている。

そして、新しく「エネルギー効率化センター」を設置することによって、目標の達成

を目指すことにしている。具体的な取り組みがいくつも挙げられており、それらは①

大規模な投資によるバイオ燃料原料の確保、②環境にやさしい製品生産の奨励、③補

助金制度の確立によるバイオ燃料の利用促進の３つに分類することができる。 
  
 まず第 1 点に関しては、大規模な投資により、森林や耕地からのバイオ燃料原料を

確保することが謳われている。効果的な伐採、植林素材、肥料の質の向上などによっ

て、森林からのバイオエネルギー原料生産量を 15～20%増やす一方で、エネルギー植

物栽培エリアを 300,000～500,000 ヘクタールにすることも目標とされている。 
  
 第 2 点については、代替自動車燃料の生産施設、教育、技術開発のための国庫補助

を増やすことが言及されている。これには、環境にやさしい車の割合を増やすべく、

車両税、燃料にかかる二酸化炭素税、公用車の課税制度を見直すことが含まれている。

DME（ディメチルエーテル）、FTD（フィッシャー・トロピッシュ・ディーゼル）、メ

                                                  
※報告書でまとめられたスウェーデン社会各部門の石油依存率および使用量については別表参照。 

< 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985号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/985/
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タノール、森林・農産物からのバイオガス製造には国庫からの補助金を出し、エタノ

ール、RME（菜種油メチルエステル）などをガソリンやディーゼルに混ぜた混合燃料

に対する減税措置も取られる。さらに、太陽電池、波力、燃料電池用水素ガス、その

他の新エネルギー源開発研究に国庫補助を与えるとも書かれている。 
  
 そして第 3 点に対しては、燃料補助金制度の構築がうたわれている。例えば、低エ

ネルギー・ハウスの建築を推進するために、新築建造物のエネルギー効率を加味した

不動産税の減税制度を導入することが挙げられている。また、バイオ燃料を用いた地

域暖房供給システムにおける IT 技術(給湯管理など)を向上させ、住宅暖房に電気を使

用しないことも目指している。さらに、産業界での電気使用を効率化し、発電と持続

可能なエネルギー供給を図ることも目指し、風力発電は 2015 年までに 10TWh の生産

量にし、国内の新エネルギー発電も促進させようとしている。 
 
 なお、審議会はロシアの天然ガスを北欧まで伸ばすことには懐疑的である。スウェ

ーデン西海岸に設置されているデンマークからの天然ガスラインの使用を適度に抑え

ることとしている。その一方で、バイオガスに関しては積極的に支援し、地方自治体

が建設する施設などに国庫補助を行う。 
 
 EU では排出権取引システムが採用されており、その強化にスウェーデンも貢献し

ようとしている。一方で、先進的な環境保護政策が結果的にヨーロッパの産業の発展

を妨げることになってはならないとの声も大きい。報告書では、特に製造過程で電気

が必要な産業に関して、産業保護も視野に入れた戦略を打ち出すべきであるとまとめ

られている。 
以上 

〈参考資料〉 
1. プレスリリース：http://www.sweden.gov.se/sb/d/6245/a/66649  
2. 報告書：http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/06/70/96/7f04f437.pdf 
 

別表：スウェーデンの石油使用量（2004 年） 
部門 石油 使用量 使用領域 
  割合 量   
運輸 97% 95 TWh エンジン 
農林水産 70% 7 TWh トラクター、乾燥、耕作機械、水産加工 
建設 67% 2 TWh 建設機械、暖房、乾燥 
民生 11% 10 TWh 個別暖房、給湯 
産業 11% 18 TWh 熱・製造工程 
地域暖房 8% 4 TWh ピーク熱負荷など 
サービス 6% 3 TWh 暖房、エンジンなど 
発電 1% 3 TWh 製造業におけるコジェネ、地域暖房網 
出所：石油依存脱却審議会報告書  
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【エネルギー】 電力貯蔵  
 

EU のハイブリッド高エネルギー電気貯蔵プロジェクト 
 
EU の HyHEELS プロジェクト(Hybrid High-Energy Electrical Storage：ハイブリ

ッド高エネルギー電気貯蔵装置 )は、ハイブリッド燃料電池自動車に適した、

「UltraCap(スーパーコンデンサー )」エネルギー貯蔵システムを開発している。

HyHEELs は、「油井から車輪まで - WELLl to WHEEL」のエネルギー効率の促進に

向けたへ重要なステップであると関係者は述べる。 
 
ヨーロッパの車両群への燃料電池自動車の広範囲の展開には、さらに数 10 年間の経

過がかかると予想されているが、CO2 排出問題は今すぐの現実問題である。従って、

自動車業界は、革新的な動力機構で長期的な潜在能力を持ち、さらに現在の先端技術

との組み合わせを可能とする短期的利益の両方を持った解決策を求めている。 
 
「HyHEELS プロジェクトの全体的な目標は、ハイブリッドや燃料電池自動車に使

用する UltraCap エネルギー貯蔵システムを提供することである」と Siemens VDO 
Automotive AG のライナー・クノールは説明する。 

 
スーパーコンデンサーや UltraCap は、基本的には電解質に浸された 2 つの電極か

ら成っている電気化学二重層コンデンサーである。UltraCaps の高いエネルギー容量

は、従来のコンデンサーと比較すると、非常に高い比表面積を持ったコンデンサー電

極間距離の短い活性炭電極材料から生じる。 
 
「UltraCap とバッテリー技術との間の基本的な特性の差は、長い保管寿命、拡張さ

れた耐用年数、高サイクル寿命および保守不要製品ということになる」とクノールは

述べる。 
 
HyHEELS プロジェクトの開発研究は、モジュール内での総合的なパワーバランス、

パワー予測ならびに駆動機構との通信インタフェースと共に、基本的なコンデンサー

の電気的特性の 適化および拡張可能なモジュールへの集積化を必要とする。 
 
開発プログラムは、UltraCap モジュールおよび UltraCap コントローラ開発の 2 つ

の技術取り組みと、開発されたハードウェアのテストおよび評価と同様にシミュレー

ションとモデル化に専念する 3 番目の取り組みから成っている。 
 
「我々の UltraCap モジュールは自動車用途に適していなければならない。また、

実際の車両環境でコントローラと共に取り付けられ、続いてテストされ、評価される。

< 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985号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/985/
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UltraCap コントローラは、10 年以上の予定寿命をカバーして、モジュールの信頼性

ある運転を保証する」とクノールは主張する。 後に、環境の影響が調査され、いく

つかのタイプの既存のハイブリッド車でロードテストが行われる、と彼は述べた。 
 
HyHEELS プロジェクトは、ドイツ、フランス、ベルギー、スウェーデン、ポーラ

ンド、イタリアおよびスイスの重要な研究協力者を含んで 2005 年 11 月に立ち上げら

れた。 
 
「研究はスムースに行われており、実りが多かった。全体として、我々は素晴らし

いプロジェクトのスタートを切り、また、コンソーシアム内に共通の前向きの気持ち

が存在している」とクノールは述べた。 
 
「我々はこの HyHEELS プロジェクトが、この分野の主要なヨーロッパの関係者が

共通する研究開発プログラムを実施するための理想的な自動車を提供すると考えたの

で、習得しなければならない技術的チャレンジを設定して、EU 資金提供の特定目標

研究計画(STREP：Specific Targeted Research Project)の枠組み内で協力することを

我々は選択した」と彼は説明した。 
 

終的な HyHEELS プロジェクトの結果は、分離して評価することはできないので、

エネルギー供給をもたらす自動車との関係で評価しなければならない、と彼は述べて

いる。 
 
スウェーデン、イェーテボリーの 近の TRA 会議で発表された、新しい EU 資金提

供プロジェクトの ILHYPOS(Ionic liquid-based hybrid power supercapacitors：イオ

ン性液体に基いたハイブリッドパワー・スーパーコンデンサー)は、現在、類似した次

世代装置に注目しており、性能のさらなる改善をもたらすと予測されている、と EU
の関係者は述べている。 

以上 
(出典：http://ec.europa.eu/research/transport/news/article_4268_en.html ) 
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【環境】オゾン層  
 

紫外線から地球を守る大気オゾンに回復の兆し（米国） 
 

オゾン層は、太陽の紫外線から地球を保護する役割を果たしている。北半球と南半

球両方の中緯度地域において、成層圏のもっとも重要な高度におけるオゾン濃度に回

復の兆候があることが明らかになった。 
 

モントリオール議定書とその改正に

よってオゾン層を破壊する化学物質へ

の規制が強化されたこと、また、大気

輸送ダイナミックスが変動したことが

原因だと研究者たちは見ている。

NASA が資金を提供したこの研究では、

複数の人工衛星を使った直接観測と、

オゾン観測システムを利用した地上で

の観測を通して、成層圏内の高度によ

るオゾン濃度回復の違いを測定する

とともに、因果関係を解明すること

に初めて成功した。 
 

 「成層圏のオゾン層は回復に向か

っていると、我々は考えています。

ただし、回復の仕組みはまだはっきり解っていません。」ジョージア工科大学地球大気

科学部 1 のデレク・クノルド教授 2 はこのように言う。「オゾン量の減少が始まった

1980 年以前の状態にオゾン濃度が回復するには、少なくともまだ 50 年はかかると、

多くの科学者は考えています。」 
 

研究の結果は、2006 年 9 月 9 日に刊行される米国地球物理学連合の「Journal of 
Geophysical Research—Atmospheres」に掲載される。ジョージア工科大学の Eun-Su 
Yang 氏 3 をリーダーとして、クノルド氏、ロス・サラウィッチ氏（カリフォルニア工

科大学内 NASA ジェット推進研究所）、パトリック・マコーミック氏（ハンプトン大

学）、ジェームズ・ラッセル氏（ハンプトン大学）、ジョセフ・ザウォドニー氏（NASA
ラングレー研究センター）、サミュエル・オルトマンズ氏（NOAA 地球システム研究

所）、マイク・ニューチャーチ教授（アラバマ大学ハンツビル校）らの緊密な協力の

もとに、この研究は行われた。研究の概要は、NASA のニュース発表およびオゾン情

                                                  
1 http://www.eas.gatech.edu/ 
2 http://www.eas.gatech.edu/people/faculty/cunnold.htm 
3 http://www.eas.gatech.edu/people/research/yang.htm 

オゾン層は、太陽の紫外線から地球を保護する

役割を果たしている。北半球と南半球両方の中緯

度地域において、成層圏のもっとも重要な高度に

おけるオゾン濃度に回復の兆候があることが明

らかになった。 
（写真提供：NASA） 

< 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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報に関する Web サイト 4 に掲載されている。 
 

今回の研究データによれば、成層圏

内のある高度では、大気オゾンの減少

が停止している。また、成層圏内の低

い位置にある、もっとも重要な 2 つの

高度で、オゾン量が増加している。 
 

地表から 18～25km の高度における

オゾン濃度は過去 10 年間安定してい

るが、これは 1987 年に採択されたモン

トリオール議定書とその改正による規

制の成果だと、研究者たちは考えてい

る。この議定書では、スプレー缶の高

圧ガスや冷蔵庫の冷却剤、発泡断熱材

などに利用されるフロンガスを含め、

オゾン層を破壊する化学物質の使用が

規制されている。 
 

地表から 11～18km の高度でオゾン

量がわずかに増加しているが、これは

大気輸送の変動と関連しているという。

この変動は、大気化学的なものという

よりも、おそらく自然の変動や、人間が引き起こす気候温暖化に起因していると考え

られている。今回計測されたオゾン層の回復のうちほぼ半分がこの高度範囲で発生し

ていたが、この高度範囲は、人工的なガスによるオゾン破壊が想定されている高度よ

りも低い位置にあると研究者たちは言う。 
 

「モントリオール議定書の効果で、成層圏のうち地表から高さ 18～25km の範囲で

はオゾン濃度の安定化が進むと、 近の科学界では広く意見が一致しています。」ク

ノルド氏はこのように言う。「まだ確証は得ていませんが、この高度のオゾン量は増

加傾向にあると考えています。」  
 

「11～18km の高度では、オゾン量ははっきりと増加しています。この増加は、モ

ントリオール議定書とは関係なく、大気輸送ダイナミックスの変動に起因しています。

しかし、長期的に見て、この変動がどのような影響をもたらすかは不明です」と彼は

付け加える。 
                                                  
4 http://www.nasa.gov/vision/earth/environment/ozone_resource_page.html 

 

この図は、下層大気中にある有機塩素の累積

合計（大気分子 10 億個ごとに対する）を表して

いる。人工的な物質であるフロンガス（CFC）、

塩素系溶剤、およびそれらの代替物質（HCFC）

の割合が変動していることがわかる。一方、主

に自然現象によって生成されるクロロメタンの

割合は、一定である。このデータは、1978 年か

ら世界中の 5 つの離れた場所で継続的に測定さ

れている、地球大気圏のサンプルに基づいてい

る。サンプル採取は、NASA の資金によって、

AGAGE （ Advanced Global Atmospheric 
Gases Experiment）が実施している。 

（図作成：デレク・クノルド） 
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近行われた他の研究の結果もまた、今回の新しい発見を裏付けている。たとえば、

2003 年に「Journal of Geophysical Research」に掲載された研究では、地表から約

35～45km の上部成層圏でオゾン破壊の進行が減衰していると報告された。この研究

は、アラバマ大学ハンツビル校のニューチャーチ氏がリーダーとなり、かつて彼の博

士課程指導教官であったクノルド氏や、かつて彼のもとで博士課程を修めた Yang 氏、

そしてその他の優秀な科学者たちと協力して行ったものである。ニューチャーチ氏は

また、今回の論文の執筆者でもある。 
より 近の研究では、過去 10 年間における成層圏内全オゾン量の安定およびわず

かな増加を示す結果が、2006 年 5 月 3 日発刊の Nature 誌に掲載された。この研究

はコロラド大学ボルダー校のベッツィー・ウェザーヘッド氏がリーダーとなって実

施したもので、世界中の研究者が行った 14 のモデル化研究で利用された人工衛星と

地上観測の両方のデータに基づいている。ウェザーヘッド氏らもまた、モントリオ

ール議定書の効果でオゾン層に変動が起き

ているという結論に達したが、高度による

オゾン濃度の違いについての情報が限られ

ていたことから、議定書による変動と大気

輸送による変動とを見分けることができな

かった。 
 
今回の研究で、Yang 氏、クノルド氏らは、

人工衛星と地上の両方で測定された大気中

オゾンのデータを利用した。人工衛星によ

るデータは、NASA の極めて正確な 3 台の

人工衛星センサー（SAGE I/II と HALOE）

が 1979 年から 2005 年の間（1980 年代初

期の 3 年間を除く）に計測した膨大な量の

データである。Yang 氏によれば、地上での

観測データは、1979 年から 2005 年の間に

NASA および NOAA が測定したものであ

り、重要な補完的データは、気球を用いて

計測された。人工衛星と気球によって、大

気中の各高度におけるオゾン濃度が計測さ

れ、地上データには全オゾン量の測定値が

記録されている。 
 
「地上での計測データは特に、人工衛星

での観測が難しい下層大気の調査で役立ちました。」Yang 氏はこのように言う。 

NASA の上層大気観測衛星には、ハロゲン

気体分子測定センサー（HALOE）が搭載さ

れており、オゾン、塩化水素、フッ化水素、

メタン、水蒸気、一酸化窒素、二酸化窒素、

温度、およびエアロゾルの鉛直分布を同時に

計測できる。ジョージア工科大学が主導した

今回の研究では、HALOE のデータを利用し

て成層圏のオゾン変動を分析した。 

（写真提供：NASA） 

< 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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NASA ジェット推進研究所 5 のサラウィッチ氏は、次のように強調する。「我々の研

究では、過去の研究で取り上げられていなかったオゾン層の重要な特徴を定量的に測

定しています。それは、オゾン層の各高度における濃度変動です。これらの値はオゾ

ン全量の変動を測定した別の測定方法によって裏付けられています。」 
 

「オゾン量変動へのモントリオール議定書の影響を厳密に結論づけるには、オゾン

濃度の長期的および短期的な自然変動を計算に入れる必要があった」とクノルド氏は

言う。たとえば、11 年太陽周期や、熱帯地域の準 2 年周期振動などである。準 2 年周

期振動は熱帯地域で発生する自然変動であるが、大気輸送が原因で他緯度地域の上空

オゾン濃度にも影響を与える。このような自然変動の存在にもかかわらず、Yang 氏、

クノルド氏らは、今回分析したデータから導き出した結論に強い自信を持っている。 
 

「モントリオール議定書は大気変動に関する世界で初めての主要な国際合意ですが、

今回発表した研究を通して、この議定書が効果をあげていることがわかりました。」

クノルド氏はこのように語る。 
 

NASA の新しい人工衛星 Aura は、成層圏内のさまざまな高度で引き続きオゾンを

観測している。また、この衛星データを利用したオゾン層の研究が、今回と同じメン

バーを含む研究チームによって進められている。 
 

以上 
翻訳：桑原 未知子 

出典：Sun Shield: Report Shows Signs of Recovery in Atmospheric Ozone that 
Protects Earth from Ultraviolet Radiation 
http://www.gtresearchnews.gatech.edu/newsrelease/atmospheric-ozone.htm 
Used with permission of Georgia Institute of Technology. 

 

                                                  
5 http://www.jpl.nasa.gov/ 
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【産業技術】ロボット技術  
 

米国におけるロボット技術の開発状況（その１） 
 
1．序文 
 

米国では幅広い分野を対象にロボット開発が行われており、そのための基礎研究開

発も全国の大学で行われている。国防総省国防高等研究事業局（DARPA）、陸軍、海

軍などの防衛関係の組織は、このような研究開発に多額の資金を投入している。 
また米国では特にソフトウェア産業が強く、サービス用ロボット、家庭用ロボット、

レジャーロボットなど、現在成長中の分野におけるソフトウェアのプラットフォーム

開発を後押ししている。 米国の企業や大学では、ロボット工学に対して極めてトップ

ダウンなアプローチがとられることが多く、これまで iRobot などの企業は単純な家庭

向けロボットを製造してきた。  
本稿では、3 回に分けて、米国におけるロボット技術の開発状況を紹介する。 

 
2．防衛用ロボット 
 

上記のとおり、ロボット開発の推進においては防衛分野が大きな役割を果たしてい

る。米国国防総省（DOD）は 軍事用機械の自動化という、長期的でありながらも緊

急性の高い指令を連邦議会から受けている。2015 年までに地上戦闘車両の３分の１で

無人走行化が計画されており、またロボット型飛行機の利用拡大も求められている。

多くの企業-―特に中小企業―では、ロボット工学などの新技術の開発にあたって、防

衛および航空宇宙関連の資金が投入されるという恩恵を受けている。防衛支出のもつ

周期的な性質にも関わらず、研究組織（特に米国内の組織）は、高度なロボット開発

に向けて今後も資金投入を続ける可能性が高い。防衛ロボット産業では、大学から商

業用製造業者まで、多くの組織がいくつかの重要な応用分野に参画している。米国に

おける防衛用ロボット開発に積極的に参加している主な組織を図 1 に示す。 
 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート985号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/985/
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原典：SRI Consulting Business Intelligence 
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（1）DARPA の事業 
 

DARPA はこれまでずっと、高度なロボット研究を推進する中心的な役割を果たし

てきたが、その研究の多くは、実際に利用するには少なくとも 10～15 年が必要なも

のである。さらに、DARPA によって資金提供されたプロジェクトの 85%～90%は、

長期的に見ると成功していない。例えば、DARPA はさまざまな防衛に応用できるク

ライミングロボットを開発するために、多くの重要なプロジェクトに対して資金を

提供している。 
DARPA が 資 金 提 供 す る プ ロ ジ ェ ク ト の ひ と つ 、 Robots in Scansorial 

Environments (RiSE：よじ登る環境下でのロボット) には、スタンフォード大学も

参加している。スタンフォード大学の Web サイト 1 によれば、「RiSE プロジェク

トは、ペンシルバニア大学、カーネギーメロン大学、スタンフォード大学、カリフ

ォルニア大学バークレー校、ルイスアンドクラーク大学および Boston Dynamics 社

（マサチューセッツ州ボストン）による共同研究であり、木などを登る動物の研究

から収集した原則に基づいて、素早く動作するクライミングロボットを開発するこ

とを目的としている」という。 
RiSE のプラットフォームは現在 6 本脚のロボットである（図 2 参照）。この６脚

ロボットは、それぞれの脚に付いている爪や粘着性物質を利用して、垂直な地形を

登ることができる。次世代の RiSE には、現在スタンフォード大学で開発中の乾式

接着技術が搭載される予定である。 
その他の DARPA プロジェクトのうち、いくつかの興味深いものを表 1（後出）に

示す。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
図 2  RiSE プロジェクトのロボット（http://bdml.stanford.edu/index.html より） 
 

                                                  
1 http://bdml.stanford.edu/index.html 
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（2）無人航空機（UAV） 
 

UAV はすでに、世界中で多くの航空部隊に利用されている。その多くは偵察機であり、

特に軍関係者に画像を中継するために活用されている。米国では、より優れた機能性と

より高い性能を持つ UAV が開発されている。たとえば、これまでに太陽電池式の UAV
が開発されているが、この機体は何時間も飛行を続けることができる。米国空軍は、今

後数年のうちに UAV の用途を増やし、役割の幅を広げる予定である。UAV はさらに、

将来的には沿岸警備や警察など、軍事目的以外の役割も果たすことが期待されている。 
 
（3）無人地上車両（UGV）および移動ロボット  
 

UGV や同種のロボットは、すでに多数が軍事目的で利用されており、業界ではこ

の市場の大きな成長が期待されている。研究者や開発者にとっては、これはチャン

スである。特に、現行の UGV よりも柔軟かつ配備の容易なロボットを開発すれば、

このチャンスを生かせる可能性は高くなる。米国ではこの分野の開発が進んでおり、

比較的単純な軍事用ロボットは、すでに実際に利用されている。これらのロボット

はさまざまな状況で兵士を強力に支援しているが、戦闘には直接かかわっていない。

ただし、将来的には、ロボットシステムが積極的に戦闘に参加していく可能性もあ

る。フォスター・ミラー社（マサチューセッツ州ボストン）はすでにタロン（Talon） 
UGV 2 プラットフォームの武装版を開発している。武装版タロンロボットには、都

市部での戦闘用にマシンガンやグレネードランチャーといった武器を搭載できるよ

うになっている（図 3 参照）。今後、これ以外にも同じような戦闘用ロボットの開発

が期待されている。 
 

 
 
図 3 武装版タロンロボット（http://www.foster-miller.com/lemming.htm より） 
 
 

                                                  
2 http://www.foster-miller.com/lemming.htm 
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表 1：DARPA が資金を提供している事業の例 
事業  主な参加企業・組織 資金ﾃﾞｰﾀ 備考 

Orbital Express 3 ボール・エアロスペース＆テクノロ

ジー社、ノースロップ・グラマン社、

マクドナルド・デトウィラー・アソ

シエイト社、チャールス・スターク・

ドラパー研究所、スターシス研究所

n/a ロボットオービター（軌道衛星）

システム 

Trauma pod 4 SRI インターナショナル (project 
leader)、ゼネラル・ダイナミック・

ロボティック・システム社、オーク

リッジ国立研究所、テキサス大学、

ワシントン大学、メリーランド大学、

ロボティック・サージカル・テック

社 

$12 百万 戦場におけるロボット外科手術

Revolutionizing 
Prosthetics 5 

応用物理研究所、ジョンホプキンス

大学(project management), ユタ大

学 

$55 百万 人間能力の付加- 過去数十年に

わたり DARPA が資金供給して

きた神経科学、ロボット工学、

センサー、電力系、駆動系など

の成果の活用  
Biodynotics 6 カーネギーメロン大学、サウスウエ

スト研究所、スタンフォード大学、

クレムソン大学 

n/a 生物学からヒントを得た多機能

な動的ロボット 

Learning Applied 
to Ground Robots 
7 

SRI インターナショナル、カーネギ

ーメロン大学、ワシントン大学、カ

リフォルニア大学サンタクルーズ

校、ジョージア工科大学 

n/a 自律型地上車両向けの認識アル

ゴリズムおよび制御アルゴリズ

ム 

OCTOR (sOft 
robotiC 
manipulaTORs)8 

クレムソン大学、ペンシルベニア州

立大学 
n/a 色々なものを掴んだり引っ掛け

たりできるロボットの触手 
（図 4 参照） 

BigDog 9 ボストン・ダイナミック社、フォス

ター・ミラー社、NASA JPL, ハーバ

ード大学 

n/a DARPA より一部資金提供を受

けて開発されたロボットラバ

（図 5 参照） 

                                                  
3 http://www.darpa.mil/tto/programs/oe.htm 
4 http://www.darpa.mil/DSO/thrust/biosci/traumpod.htm 
5 http://www.darpa.mil/dso/thrust/biosci/revprost.htm 
6 http://www.darpa.mil/dso/thrust/biosci/biodynotics.htm 
7 http://www.darpa.mil/ipto/programs/lagr/index.htm 
8 http://www.newscientisttech.com/article/dn9124-robotic-tentacles-get-to-grips-with-tricky-objects.html 
9 http://www.bostondynamics.com/content/sec.php?section=BigDog 
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図 4 OCTOR 10          図 5  BigDog のロボットラバ 11 
 

（続く） 
翻訳・編集： NEDO情報・システム部  

（出典： SRI Consult ing Business  Intel l igence Explorer Program）  

                                                  
10 http://www.newscientisttech.com/article/dn9124-robotic-tentacles-get-to-grips-with-tricky-objects.html より 
11 http://www.bostondynamics.com/content/sec.php?section=BigDog より 
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【産業技術】ライフサイエンス  
 

国際的なピア・レビューの支持を受けた 
史上最大のバイオバンク（英国） 

 
史上 大規模のバイオバンク 1 が、英国内で 50 万人を募集し医療データと医用素材

を得ることに対して、国際的な専門家の委員会から承認を得た。 
 

この承認は、イギリスのマンチェスター地域での被験者 3,800 人による 3 ヵ月間の

試験フェイズに続くものである。この初期フェイズは、資金提供者達とピア・レビュ

ー実施者達の両方に感銘を与えた。 
 
「UK バイオバンク 2 は、現在他の所では実現できない方法によって、幅広い研究

（とりわけ、疾患と健康につながる遺伝的な要因や生活習慣の要因を含む様々な曝露 3 
の複雑な相互作用についての研究）を支援するための潜在的可能性を秘めている」と、

そのイニシアティブに関する同委員会報告書には記載されている。 
 

豊富なデータのセットを集めるまたとない機会のため、 初の設立費用として 6,100
万英国ポンド（8 億 9,600 万ユーロ）を充てることが妥当だという合意が同委員会で

なされた。この資金は、医学研究審議会、ウェルカム・トラスト、英国保険省、スコ

ットランド政府、北西地方開発庁 4 から提供される。 
  

40～69 歳の男女を対象にした、イギリス各地の評価センター5 への来訪を呼びかけ

る案内状はこれから発送される。被験者の同意後に、被験者から血液と尿のサンプル

の提供を受ける。さらに、血圧などの基本的な測定を行い、生活習慣に関して極秘の

アンケートが実施される。UK バイオバンクは、今後 20～30 年間、許可された研究者

達が、疾患（癌、心臓病、糖尿病、アルツハイマー病など）の進行を研究するために、

これらの資源を使用することを認める予定である。 
 

個人が種々の疾患を患うリスクは、生活習慣や環境、個人の感受性、および運など

の様々な要因が複雑に絡まり合うことに起因していることを、科学者達は長年の間に

                                                  
1 バイオバンク：患者一人一人の遺伝的特性を考慮した医療の実現に向けて、多くの人々の遺伝子情報

と診療情報を収集するプロジェクトの総称名。集められた遺伝子情報は生活習慣病などの病気と遺伝子

の個人差との関係の解明を目的に分析研究される。バイオバンクの取り組みは世界各国で行われており、

日本でも 2003 年から「オーダーメード医療実現化プロジェクト」により 30 万人規模の DNA および

血清試料収集が始められている (http://www.biobankjp.org/)。 
2 UK バイオバンク：英国で取り組まれている世界 大の医学研究用遺伝子バンク（バイオバンク）。 
3 exposure：有害な影響を及ぼすかもしれない作用や感染に対して、開放されている状態。 
4 The North West Regional Development Agency 
5 assessment centres 

< 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985号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/985/
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分かってきた。このバイオバンクには、同じ疾患を持つ何千もの人々が含まれるので、

なぜ疾患にかからない人がいる一方で疾患にかかる人がいるのかを、これまでに比べ

て、より信頼性を持って示すことができるだろう。これは、様々に異なる状況での死

亡や身体障害を防ぐための、新しい方法の発見に役立つはずである。 
 

「既に世界中の研究者達から羨望のまなざしで見られている UK バイオバンクは、

素晴らしい資源を提供し、健康と疾患に関する重要な疑問に対し、私達が答えること

を可能にしてくれるだろう。この研究は、将来世代の人々の健康を大きく改善する機

会を持っている」と、ウェルカム・トラストのマーク・ウォルポート氏は語った。 
以上 

翻訳：NEDO 情報・システム部 
（出典：http://ec.europa.eu/research/headlines/news/article_06_08_28_en.html） 
 
参考：UK バイオバンクの web サイト http://www.ukbiobank.ac.uk/ 
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【産業技術】  IT  
 

携帯からリアルタイムの交通渋滞情報を収集（米国） 
－ 交通渋滞を通報するために携帯電話位置データを利用する新技術 － 

 
匿名の携帯電話の位置情報を収集し、リアルタイムで交通混雑を識別し解明する道

路交通現況図へ変換するシステムが開発された。このシステムは、一定の流れを持っ

た位置の手掛かりを巧みに利用している。携帯電話は も強い信号を持ったタワーを

探すので、すべての携帯電話が発振する追跡不可能な信号は、使用していても使用し

ていなくても、位置の手掛かりを提供する。 
 
これは、ハイウェイ上と同じように、田舎道や市街路での交通状況を容易にモニタ

ーできる初めての混雑解決技術である。 
 
ジョージア州アトランタのインテリワン社(IntelliOne)によって開発された『トラフ

ィックエイド(TrafficAid)システム』は、交通渋滞に関して運転手をガイドするのを支

援することができるだけでなく、携帯電話の集まりを正確に示すことにより、事故が

起きた場所を、あるいは、どれくらい有効に避難が展開したかを緊急応答要員に伝え

ることができる。 
 
「主要な高速道路に沿って存在する、高価で展開に数年もかかる、センサーや他の

機器と異なり、このシステムは、携帯無線会社が既に数 10 億ドルを投資済みの既存の

携帯ネットワークを利用している」と元エンジニアでコンピューター科学者であり、

全米科学財団(NSF)の受賞者でインテリワン社 CEO のロン・ハーマンは述べた。 
 
「数年前に、交通混雑に関してドライバーに経路を教える、カリフォルニア州運輸

省のリアルタイム走行時間データを使用する友人のパーム・パイロット概念実証ソフ

トウェアのデモからヒントを得た」とハーマンは語った。 
 
「その時に、モバイル用の次の"キラー・アプリ"は、スピードセンサーを設置した

選ばれたハイウェイだけではなく、すべての道路での生の混雑データが求められるに

違いないと思った。そしてそれを作る計画を着手した」 
 
『トラフィックエイドシステム』の構築と開発は、一部分が全米科学財団(NSF)小

企業革新研究(SBIR：Small Business Innovation Research)プログラムからのグラン

トに支援されている。SBIR は、学究界のビジネスとその協力者を直接に支援する。

SBIR プログラムは、この新システムを消費者応用製品だけではなく、産業での潜在的

なインパクトのためにも支援した。 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート985号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/985/
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「インテリワン社の機能は、後方支援と車両管理の支援を含めるために、消費者を

越えて拡大する。交通混雑状況に応じたリアルタイム管理で、車両の運転手は配達時

間を著しく改善でき、燃料と労務費を削減できるであろう」とインテリワン社グラン

トを監督する NSF プログラムオフィサーのエロル・アーキリックが述べた。 
 
『トラフィックエイドシステム』は個人の身元確認が可能なデータを使用しないの

で、位置と交通情報を生成するサーバーは、誰の電話がデータの流れの中に現れてい

るかは判らない。単に、ある場所のある携帯電話がある速度で移動していることが判

るだけである。 
 
この情報から、インテリワン社は、通常の信号データを毎秒 2 回の割合で電話位置

へと変換するために、同社のモバイル測位システム(MPS：Mobile Positioning System)
を使用する。次には同社の交通測定エンジン(TDE：Traffic Determination Engine)
に受け渡され、電話がカバーするすべての道路の平均速度および走行時間を計算する

ために、各々の電話は、他の電話の場所と一緒に、それぞれ適切な道に整合されモニ

ターされる。 
 
インテリワン社は、8 月中旬に始まったフロリダ州タンパ湾の“Need4Speed”の展

示会で 2 週間の期間にわたりこのシステムを披露した。自動車メーカー、地図会社や

交通機関および連邦機関の関係者と共に、ジャーナリストは実時間で交通をナビゲー

トするテスト車両に同乗した。 
 
テスト車両は、ビデオカメラ、路傍レーダおよび道路モニターからの情報データと、

衛星利用測位システム(GPS)情報を含んだフロリダ州運輸省の 511 システムと新シス

テムを比較しながら、高速道路、主要道路および市街路を含んだ経路を回った。 
 
511 システム情報に依存する、従来の GPS ナビゲーションシステムと異なり、『ト

ラフィックエイドシステム』は、あらゆる場所で 3-5 マイル/時以内の精度で指示走行

速度を非常に速く正確に更新した。 
 
「“Need4Speed”での試験結果は、我々の期待を超えていた。我々の交通測定エン

ジンは、いくつかの状況において、特に激しい工事地域で、511 野外センサーを凌駕

した」とハーマンは語る。ハーマンはまた業界リーダー達からの評価に励まされた。

それは、携帯無線会社との協力関係を構築する時に彼を助けるだろう。「我々は非常に

忙しい 2007 年を楽しみにしている」と彼は語っている。 
以上 

(出典：http://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=107972&org=NSF&from=news ) 
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【産業技術】  IT  
 

記憶メディアからデータ削除するための手引ガイド（米国） 
 
米国立標準技術研究所(NIST)からの新しいガイドによれば、使用したコンピューター、

CD あるいは他のデータ記憶装置のメディアを捨てたり寄贈する前には、機密情報や個人

情報は適切に削除されるべきであると指導している。 
 
情報システムは、紙のプリントアウトやファクシミリのリボンのようなハードコピーや、

携帯電話、CD や DVD、およびハードドライブなどの電子メディアを含んだ、種々様々の

メディアを使用して情報を保存している。記憶されたデータは恐らく削除されたとしても、

多くの場合は、残ったデータを回収し再構築することが可能である。 
 
NIST のガイド、「メディア削除ガイドライン(NIST Special Publication 800-88)」は、

種々様々のメディアタイプからデータを削除するための方法と、 適な方法を選択する決

定の仕方についての情報を提供している。このガイドは、組織が 初に情報の機密性を決

定し、次にメディアを処分する方法を決定することを勧めている。 
 
ガイドは、メディアを削除する 3 つの も一般的な方法について記述している、 
 

・ 機密でないデータが入ったメディアの記憶空間を上書きするためのソフトウェアまたは

ハードウェア製品を使用して削除する。 
・ 磁気的にエンコードされた情報を、バラバラにさせるために強磁界へ曝す消磁によって

磁気情報を消去する。 
・ 破砕から溶解および焼却までに及ぶ、様々な方法によってメディアを破壊すること。 

 
このガイドは、さらに組織が情報セキュリティ管理体制を設立し、プログラムマネージ

ャと組織責任者からユーザーまで組織全員のセキュリティ責任について記述することも勧

告している。 
 
このメディア削除ガイドラインは、以下で利用可能である。 
http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-88/SP800-88_Aug2006.pdf  

以上 
(出典：http://www.nist.gov/public_affairs/techbeat/tb2006_0831.htm#how ) 

< 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985号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/985/
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【ニュースフラッシュ】 

米国－今週の動き(09/01/06～09/15/06) 

NEDO ワシントン事務所 

Ⅰ 新エネ･省エネ 
8 月／ 
28：ブラジルのバイオ燃料会社、バイオケロシン生産でＮＡＳＡ及びボーイング社と提携 

米航空宇宙局（NASA）、ボーイング社及びブラジルのバイオ燃料企業テクビオ社が、バイオケロシ
ン航空燃料の開発を再開する覚書に署名。植物油をベースとする航空機用燃料は 1980 年にテクビ
オ社（ブラジルのセアラ州の州都に本部を置くブラジル 大のバイオディーゼル技術企業）によっ
て考案、1984 年にはブラジルで飛行実験も行われた。その後は研究開発が途絶えていたが、 近の
石油価格高騰を踏まえバイオケロシンが改めて注目されたもの。テクビオ社は 2008 年までにバイ
オケロシン特許の取得を期待。(Reuters)  
 

30：エタノール燃料業界の目覚しい成長で、エネルギー政策法の生産目標を早くも突破 
エタノール燃料業界の急成長はめざましく、現時点で生産能力は「2005 年エネルギー政策法」の定
めた 2006 年の再生可能燃料使用基準（RFS）である 40 億ガロンを既に超過。同法の定めるバイオ
燃料生産量は、2006 年 40 億ガロン、2007 年 47 億ガロン、2012 年 75 億ガロンだが、再生可能燃
料協会（RFA）は先頃のプレスリリースで、米国各地の既存エタノール施設 101 ヵ所の生産能力は
既に 2007 年目標を上回る年 48 億ガロンに到達と報告。また、現在新設中のエタノール工場 41 ヵ
所と拡張中の 7 工場が完成すれば、28 億ガロンの新規容量増で、年間生産量は 76 億ガロンと 2012
年目標を突破。 (DOE News Release) 
 

9 月／ 
7：エネルギー省、水素の生産・利用を狙ったプロジェクト 6 件にグラント給付 

エネルギー省（DOE）は 9 月 7 日、ブッシュ大統領提案の水素燃料イニシアティブの一環として、
水素生産と水素利用を推進するコスト分担型の研究開発プロジェクト 6 件へのグラント給付を発表。
今回選定されたプロジェクトは総額 1,800 万ドル（DOE が 1,290 万ドル、産業界パートナー拠出が
490 万ドル）。6 件のプロジェクトの関心領域は、①石炭利用による、水素を豊富に含む液体燃料ま
たは合成天然ガスを生成する水素生産代替法の開発と 2011 年までの改質システム実証、②水素ま
たは水素・天然ガス混合物のプロトコル実証、及び内熱機関を先進エンジンに交換する改良方法の
実証、の 2 つに大別。選ばれた機関はルイジアナ州立大学、 Abengoa Bioenergy R&D 社（ミズー
リ州）、Energy Conversion Devices 社（ミシガン州）、Electric Transportation Engineering 社（ア
リゾナ州）、Hythane 社（コロラド州）、及びアイオワ州立大学。(DOE Fossil Energy Techline)  
 

 
 
Ⅱ 環 境  
8 月／ 
28：地球環境ファシリティー、32 のメンバー政府が 31.3 億ドルの資金補充に合意 

地球環境ファシリティー（GEF）は 8 月 28 日、メンバー政府 176 ヵ国の内の 32 政府が今後 4 年
間で環境プロジェクトに対し過去 高額の 31.3 億ドル出資に合意と発表。うち 20 ヵ国は、自発的
な追加出資。32 ヵ国（下線は自発的追加出資国）は、豪、オーストリア、ベルギー、加、中、チェ
コ共和国、デンマーク、フィンランド、仏、独、ギリシャ、印、アイルランド、伊、日、韓、ルク
センブルグ、メキシコ、オランダ、NZ、ナイジェリア、ノルウェー、パキスタン、ポルトガル、ス
ロバニア、南ア、スウェーデン、スイス、トルコ、英、米。1992 年創設の GEF グラントは、生物
多様性、気候変動、国際水域、土地の劣化、オゾン層、残留性有機汚染物質等に関連する途上国プ
ロジェクトを支援。（The World Bank Press Release）  
 

31：カリフォルニア州議会、温室効果ガス排出の削減を義務付ける法案を可決 
Arnold Schwarzenegger カリフォルニア州知事（共和党）が 8 月 30 日に「2006 年地球温暖化解決
法案（州議会法案第 32 号）」に関して、州議会下院の Fabian Nunez 議員（民主）と Fran Pavley
議員（民主）及び上院の Don Perata 議員（民主）と合意。これを受け、同州の上院議会は直ちに
同法案を 23 対 14 で可決、翌日 31 日には下院議会もこれを 46 対 31 で可決。知事署名により同法
案が法制化されれば、カリフォルニア州は米国において、温室効果ガス（GHG）排出を規制する州
政府第一号に。同法案は、2020 年までに同州の GHG 排出量を 1990 年水準まで削減することを義
務づけ。発電所・石油精製所・セメント工場などの産業排出源が対象。同法案はカリフォルニア州
大気資源局（CARB）に対し、州内の GHG 報告規制の導入及び 1990 年の GHG 排出量の確定
（2008/1/1 まで）、2020 年までに技術的に 大達成可能でコスト効率的な GHG 削減計画の策定
(2009/1/1 まで)、GHG 排出上限及び削減方策の採択(2011/1/1 まで)とその施行(2012/1/1 まで)とを
義務付け。(Wall Street Journal; Office of the Governor's Press Release (8/30); AB32 Enrolled)     
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9 月／ 
7：環境保護庁、再生可能燃料使用基準（RFS）を実施する新規制を提案 

環境保護庁（EPA）が 9 月 7 日、「2005 年エネルギー政策法」の定める再生可能燃料使用基準（RFS）
を達成するための新規制  『燃料及び燃料添加物規制：再生可能燃料使用基準プログラム
（Regulation of Fuels and Fuel Additives: Renewable Fuel Standard Program）』を発表。新規制
では、2007 年に米国内で販売されるガソリンの 3.71%を再生可能燃料で賄うことを提案。またエネ
ルギー情報局（EIA）のエネルギー予測を基にして算出したガソリン推定販売量に基づき、2008 年
の RFS を 4.22%、2009 年を 4.72%、2010 年を 5.21%、2011 年を 4.82%、2012 年を 4.85%と見積
り。EPA 発表の RFS プログラムの主要提案事項は、(1)精製業者、輸入業者及びガソリン混入業者
を対象に、再生可能燃料（でんぷん種子・砂糖・セルロース系材料からの生成エタノール、バイオ
ディーゼル、非エステル系再生可能ディーゼル等）の使用量の達成を規制で義務付け；(2)再生可能
燃料の等量価値（EV）をエネルギー含量に基づいて決定（トウモロコシ原料のエタノール１ガロン
の EV を１とすれば、バイオブタノール 1.3、バイオディーゼル 1.5、非エステル系再生可能ディー
ゼル 1.7、セルロース系エタノール 2.5）；(3)国内で生産または米国に輸入された再生可能燃料に、
１ガロン毎に 34 文字から成る固有の再生可能識別番号（RIN）を割り当て、燃料売買に伴う RIN
情報の委譲を用いて再生可能燃料クレジットの売買を認める、等。 
EPA では、2006 年 10 月 13 日に公聴会を予定、また一般からのコメントを 2006 年 11 月 12 日ま
で受付ける。 終規制の発行は 2007 年初旬の見込み。(EPA Press Release; Greenwire; Regulation 
of Fuels and Fuel Additives (September 2006)) 
 

 
 
Ⅲ 産業技術 
9 月／ 

4：全米科学財団、5 つの新たな工学研究センターに 7,530 万ドルを給付 
全米科学財団（NSF）が、工学研究センター（ERC）グラントで新たに支援する 5 つのセンターを
発表。グラント総額 7,530 万ドル。新センターでは、主要な社会的問題を取り上げ、新産業基盤を
提供する技術を推進する分野横断的研究プログラムの確立に注力。NSF 支援の ERCs は合計 22 セ
ンターに。新センターは、合成生物学 ERC（SynBERC：カリフォルニア大学バークレー校）、生活
の質向上技術 ERC（QoLT：カーネギー・メロン大）、小型高効率流体動力 ERC（CEFP：ミネソ
タ大）、健康及び環境の為の中間赤外線技術（MIRTHE：プリンストン大）、有機複合構造体 ERC
（C-SOC：ラットガー大）。(SSTI Weekly Digest) 

 
 
Ⅳ 議会・その他 
8 月／ 
29：エネルギー省、環境保護団体の代表 2 名に全米石炭委員会への参加を要請 

エネルギー省監察総督（IG）室が 8 月に発表した監査報告により、DOE が、気候問題系の 2 環境
保護団体の代表を全米石炭委員会（NCC）メンバーに招聘中と判明。天然資源防衛委員会（NRDC）
の David Hawkins 氏と世界資源研究所の Jonathan Pershing 氏が招聘対象で、両者は現在受諾の
是非を検討中。IG 室による NCC 監査は、NCC の委員構成が業界一辺倒で、連邦諮問委員会法の
義務づけるバランスを欠くと主張する Joe Lieberman 上院議員（民主、コネチカット州）の要請に
より実施。同監査報告では、NCC のメンバーは殆どが石炭関連業界の代表で、環境保護・消費者団
体及び公衆衛生機関の代表が極少数と確認。しかし、NCC 委員構成が法令を満たしているか否かに
関しては、同法令が「適切なバランス」の定義を欠き、また各省庁の裁量をかなり認めているため、
決定的結論を下せず。 (Greenwire)  
 

9 月／ 
5：エネルギー情報局、下院の地球温暖化防止法案は経済にマイナスの可能性があると報告 

エネルギー情報局（EIA）が発表した新報告書 『下院第 5049 号議案「アメリカの競争力を保つ地
球温暖化防止政策法」がエネルギー及び経済面に与える影響』によれば、Tom Udall（民主）と Tom 
Petri（共和）両下院議員が今年序盤に超党派で下院本会議へ提出した同法案は、法制化されれば経
済にマイナスの結果をもたらす可能性がある。具体的には、CO2 排出量は参照ケースよりも 10-11%
減少するものの、排出クレジットの市場価格が上昇（2016-2018 年頃には安全弁価格（推定 8-10
ドル/t）に到達し、排出クレジットの追加発行を誘発。安全弁不採用の場合、排出クレジット価格
は 2030 年に 30 ドル/CO2t に）。2030 年の石炭価格は参照ケースに比べ平均で 46%増、ガソリンは
3%増、天然ガスは 5%増、電気代は 6%増。全般的なエネルギーコストは、非法制化ケースに比べ
て、2020 年までに約 6%上昇。安全弁上限が発動されると、GDP 年間損失は 2009－2030 年まで平
均約 200 億ドル、安全弁が不発動だと年間の GDP 損失は倍以上の 高 430 億ドルに。エネルギー
集約産業の生産高は 2009－2030 年まで、参照ケースに比べ年間平均 0.64%縮小（特にアルミニウ
ム製造は平均 4.7%減）。(EIA Congressional Response Report) 

 

< 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985号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/985/
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