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【IT・ロボット特集】ロボット  
 

米国におけるロボット技術の開発状況（その 2）1 
 
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、国防総省国防高等研究

事業局（DARPA）などなどの防衛関係の組織が、大学などに多額の研究資金を投入し

ている。 
また米国の強力なソフトウェア産業は、サービス用、家庭用、レジャー用などのロ

ボット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。 
本稿では、985 号に引き続き、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（続き） 
(4) 医療用ロボット 
 

戦争が起きれば、人的被害が出るのは避けられない。そこで、負傷者を救助する

システムや、さらには手術を補助するシステムなどの開発が進められている。たと

えば、カーネギーメロン大学からスピンアウトして設立された Applied Perception
社（ペンシルバニア州ピッツバーグ）2では、負傷者を安全な場所へ移送する補助を

行うロボットが開発されている（図 6 参照）。また、ロボットによる外科手術システ

ムが開発されれば、野戦病院で役立てることができる。「手術カプセル（Trauma 
Pod）」と呼ばれる戦地用ロボット外科手術ユニットの開発に対しても、国防総省国

防高等研究事業局（DARPA）は資金を提供している。     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                  
1 「その１」は 985 号参照：http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/985/985-14.pdf            

「その１」の目次：1.序論  2.防衛用ロボット （1）DARPA の事業（2）無人航空機（UAV）

（3） 無人地上車両（UGV）および移動ロボット  
 ※なお「その１」の冒頭では「3 回に分けて掲載」と記述していますが、本号で完了となります。 
2 http://www.appliedperception.com/ 

図 6 負傷者移送用ロボット 

（http://www.appliedperception.com/より）

< 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989号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/989/
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（2）人間能力付加 
 
“Exoskeleton”は長年 DARPA が開発してきた、人間の身体能力を補助し、増大さ

せるためのプログラムである。DARPA の Web サイト3 によれば、Exoskeleton 開

発の目標は「戦闘環境において兵士の速度、力、耐久力を向上させる機械を開発す

ること」である。ロボット工学・生物工学関連の技術を利用し、Exoskeleton のよ

うな装着型の機械から、思考制御によって走行する車両まで、明確な防衛用途を持

つ多くのシステムが開発されている。Sarcos 社（ユタ州ソルトレイクシティ）4や 
Yobotics 社（オハイオ州シンシナティ）5などでは、すでに Exoskeleton を実用化し

ている（図 7 参照）。さらに、高度なブレインマシンインターフェイスの開発も進め

られている。装着型ロボットの開発は近年急激に増加しており、ロボット工学の別

の分野を対象に開発された技術が、この分野に活用されるケースも多くなっている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(6）自律走行車 
 

現行の無人航空機（UAV）や無人地上車両（UGV）の多くは、原則的に遠隔操作

によって走行している。しかし、軍事研究の分野では、さまざまなレベルの自律走

行車両の開発が進められている。DARPA Grand Challenge を見れば完全に自律走

行を行う車両も開発されていることがわかるが、この技術が 初に活用される分野

のひとつは、恐らく防衛分野となるだろう。2005 年の同レースでは、フォルクスワ

ーゲン トゥアレグを改造した「スタンリー」（図 8 参照）によって、スタンフォー

ド大学が優勝を飾った。2007 年の DARPA Grand Challenge は市街レースとして開

催される6。 
 
 

                                                  
3 http://www.darpa.mil/dso/thrust/matdev/ehpa.htm 
4 http://www.sarcos.com/ 
5 http://yobotics.com/ 
6 http://www.darpa.mil/grandchallenge/index.asp 

図 7 医療・福祉用途で実用化された

「Robowalker」 
 
（ http://yobotics.com/robowalker/
robowalker.html より） 
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(7）マイクロロボットと群ロボット 
 
マイクロロボットや群ロボットの応用範囲はかなり幅広い。マイクロロボットは

偵察や捜索救助に非常に役立つし、知性を持った群ロボット（ひとつずつは単純な

ロボットが複数で協力しあって複雑な作業を行う環境）にはさまざまな用途が考え

られる。ただし、これらは生まれたばかりの新しい分野であるため、実用化はまだ

先のことになりそうだ。DARPA は、この分野にも多額の資金を投入している。たと

えば、Centibots プロジェクト（図 9 参照）などはその一例である。 
 
 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3．ロボット用ソフトウェアシステム 

 
ナビゲーション、視覚、対話などの機能を制御するための、ロボット用ソフトウェ

ア開発プラットフォームが近年登場している。主要な製品として、Evolution Robotics
社の ERSP7などがある。Evolution Robotics 社は現在この開発プラットフォームを積

極的に宣伝しており、同社の Web サイトによれば、この製品は「ロボット製品を一か

ら作り上げるための総合的な開発プラットフォーム」だという。ERSP では、Windows 
                                                  
7 http://www.evolution.com/products/ersp/ 

図 8 自律走行車スタンリー 

 

（http://www-cs.stanford.edu
/group/roadrunner/より） 

図 9 Centibots プロジェクトの 
ロボット群 

 
（http://www.ai.sri.com/centib
ots/より） 

< 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989号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/989/
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OS または Linux OS をロボットのハードウェアと一緒に使用することで、ユーザーが

アプリケーション開発に集中できる環境を実現する。Linux OS 向けの製品が 初に発

売され、その後 Windows OS 版が発売された。同社はまた、ユーザーに対する技術サ

ポートも提供している。ソニーやバンダイも既にこの製品のライセンスを取得してお

り、同社はロボット業界全体から高い評価を受けている。また 近では、マイクロソ

フト社のロボット工学グループも、ロボット用ソフトウェア開発プラットフォームと

して「Microsoft Robotics Studio8」の開発を発表した。マイクロソフト社によれば、

この製品は「これまであまり統一性のなかったロボット業界において共通の技術基盤

を確立する」システムになるという。 
 
4．家庭用ロボット 

 
2003～2004 年の好調な売り上げを受けてアイロボット社（マサチューセッツ州バー

リントン）9が掃除機ロボット Roomba（図 10 参照）のラインナップを拡大したこと

で、さまざまタイプ、さまざまな仕様のルンバが入手できるようになった。同社は、

世界全体で 200 万ユニット以上の売り上げをあげている。アイロボット社はまた、床

の汚れを吸い込むロボットを製造するだけでは飽きたらず、床洗浄ロボット「スクー

バ」も発売した。スクーバは米タイム誌によって 2005 年の「優れた発明品」のひとつ

に選ばれている。「模倣こそは 高の褒め言葉」とよく言われるが、同社はルンバの類

似商品に対して断固とした姿勢をとっている。インターネット販売を介して急速に流

通が広がっているこれらの類似商品の中には、ルンバに酷似していて、はるかに価格

の安いものもある。2005 年、アイロボット社は、ルンバに類似した床掃除ロボットの

販売中止を求めて、Urus Industrial 社（カナダ、オンタリオ州）の子会社 Koolatron
社に対して訴訟を起こした。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                  
8 http://msdn.microsoft.com/robotics/ 
9 http://www.irobot.com/ 

図 10 掃除機ロボット Roomba  
 
 
（http://www.irobot.com/より） 
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5．専門的なサービスを行うロボット 
 

米国のロボット業界では、専門的なサービスを行う移動ロボットの開発が進められ

ている。このようなロボットの興味深い例として、次のようなものが開発、実用化さ

れている。 
 
(1) 農業ロボット 
 

2004 年、トラクターメーカーの John Deere 社（イリノイ州モリーン）10とアイロ

ボット社が共同で輸送用途の軍事用大型戦闘ロボット車両を開発することが発表され、

John Deere 社のロボット業界への参入が明らかになった。アイロボット社は既に軍事

ロボット PackBot の開発にも成功しており、このプロジェクトは John Deere 社にと

って非常に有意義なものになるはずだ。今回の経験が今後新しい農業用ロボットの開

発へつながっていくことが期待されている。 
 
(2) 手術ロボット 

 
ロボット産業やロボット工学の研究現場では、現実あるいは仮想のロボットによる

インターネットを利用した遠隔手術環境の開発が続けられており、外科医が遠隔操作

で補助して行う手術は既に現実のものとなっている。米国に拠点をおく Intuitive 
Surgical 社11は、この分野におけるリーダー的な存在だ。同社の手術システム「da Vinci
（図 11 参照）」は世界各地でさまざまな手術に利用されている。 

また、カーネギーメロン大学（ペンシルヴァニア州ピッツバーグ）のロボット工学

研究所12では、小さなチューブを使って人間の体内に挿入できる、尺取虫型の小型ロボ

ットの開発に成功した。このロボットは、心臓疾患治療での活躍が期待されている。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                  
10 http://www.deere.com/en_US/deerecom/usa_canada.html 
11 http://www.intuitivesurgical.com/index.aspx 
12 http://www.ri.cmu.edu/ 

図 11 遠隔手術システム da Vinci 
 
（ http://www.intuitivesurgical.com/
products/davinci_surgicalsystem/in
dex.aspx より） 

< 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989号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/989/
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(3) セキュリティーロボット／調査ロボット 
 

Northrop Grumman 社の子会社、Remotec 社（テネシー州オークリッジ）13は、セ

キュリティ用途のロボットを開発する米国企業のひとつである。同社の F6A ロボット

（図 12 参照）は空港での利用を目的としている。このロボットは高さが約 1.2m で、

飛行機内の通路を通れるように幅が狭く作られており、 高時速約 5.6km で移動する

ことができる。さらにこのロボットは、座席上部の荷物入れに届く長いアームを持ち、

また階段を昇ることもできる。不審物の除去だけではなくパトロールなども含めて、

セキュリティ全般においてロボットの利用が今後増加していくと見られる。 
これまで河川や湖、貯水池などの水質を調査する際には、現地へ出向いて採集した

水のサンプルを研究室へ持ち帰って分析しており、手間のかかる作業が必要だった。

シラキュース大学（ニューヨーク州シラキュース）14の研究者たちはネットワーク化し

て利用する水中ロボット「Remote Underwater Sampling Station（RUSS）」の開発

を進めている。このロボットが完成すれば、全米中の水系をほぼリアルタイムで分析

することが可能になる。開発チームは現在、ニューヨークの人々が生活用水を得てい

るセネカ川と、そこにつながる水域に流れる水を調査している。開発者らは、この開

発が米国の水路をテロ攻撃から守るために役立つことを願っている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) ロボットパイロン  
 

2003 年、ネブラスカ・リンカーン大学15のシェーン・ファリトーらが交通規制のパ

イロンとして利用できるロボット（図 13 参照）を開発したというニュースが世界中に

                                                  
13 http://www.es.northropgrumman.com/remotec/ 
14 http://www.syr.edu/ 
15 http://robots.unl.edu/ 

図 12 F6A ロボット 
 
（http://www.es.northropgrumman.c
om/remotec/f6a.htm より） 
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流れた。このシステムではまず、「シェパード（羊飼い）」と呼ばれるリーダー格のロ

ボット１台と、それよりも単純なパイロンロボット複数台で構成されるロボットのチ

ームを道路脇に置く。各ロボットには電源として 12V 電池が搭載され、それぞれ 2 つ

の電動モーターと 2 つの車輪で移動する。シェパードロボットには GPS 装置が搭載さ

れており、制御コンピュータとの通信は無線リンクを介して行われる。操縦者がコン

ピュータ画面上でパイロンの配置位置に印を付けると、シェパードロボットがその他

のパイロンロボットに対して無線リンクで移動先を指示する。シェパードロボットは

さらに、レーザ光線のレーダーによって各パイロンロボットの位置を確認する。ファ

リトーによれば、試作品のパイロン（恐らく単純な方）の製作には１台あたり約 700
ドルの費用がかかっているが、200 ドル程度で製作できるように費用の削減を目指し

ているという。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6．ロボット技術の研究開発 
 

米国で過去 3 年間に実施された 先端のロボット研究開発には、次のような興味深

いものがある。 
 

 2005 年、マサチューセッツ工科大学16、コーネル大学17、デルフト工科大学（オラ

ンダ）、ミシガン大学18による研究チームが、バネやモーターのほかに「重力」を

利用する二足歩行ロボットを開発した。このロボットは、倒れかかるような動き

から、転ぶ前に足で体を支え、バランスを修正して前進するという、人間とよく

似た動作で歩行する。これまでの人型ロボットと比べるとエネルギー消費が少な

く、また神経回路をモデル化したソフトウェアを利用しているため、20 分間程度

                                                  
16 http://web.mit.edu/ 
17 http://web.mit.edu/ 
18 http://www.umich.edu/ 

図 13 ネブラスカ・リンカーン大

学で開発されたロボットパイロン 

 

（ http://robots.unl.edu/projects2/
Robotic%20Highway%20Safety%
20Markers.html より） 

< 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989号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/989/
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で歩行を覚えることができる。 
 

 ヴァンダービルト大学（テネシー州ナッシュビル）19では、心理学者らがロボット

工学の研究者らと協力してマンマシン・インターフェースの改善に取り組んでい

る。研究チームが目指すのは、人の感情を感じ取り、相手の状態に合わせて反応

するロボットの開発だ。たとえば心拍数などをセンサーで測定し、その値を目安

に相手の不安感の程度を判断する。同チームによってプログラムされた小さなロ

ボットは、人を見つけるとストレスレベルを測定し、その人の状態にあわせて応

答する。人の感じているストレスを緩和するためにロボットのデザインや機能を

改善していくことが、彼らにとっての次の課題である。 
 

 2003年、シカゴリハビリテーション研究所（イリノイ州シカゴ）20の Sensory Motor 
Performance Program に参加する研究チ－ムが、脳に損傷を受けた患者に対する

運動機能の回復トレーニングを補助できる可能性のあるロボットを開発中である

と発表した。このロボットはシミュレーションソフトウェアと一緒に使用して、

外力に対して人がどのように反応するかの予測に利用される。 
 

 2003 年、イリノイ大学（イリノイ州アーバナ・シャンペーン）21の研究チームが

ロボット用人工皮膚の分野で、特殊な表面成型によって金属線とセンサーを埋め

込んだ人工の高分子皮膚を作る技術を開発した。ファイナンシャルタイムズ紙に

よれば、「この素材を使ったロボットは、何かをそっと握ったり、触れた物の形を

判断したり、滑りを検知したりできるようになる」という。これらのセンサーは

丈夫に作られており、日常的な利用に十分耐え得ると研究者らは言っている。 
 

 2003 年、西オーストラリア大学（オーストラリア，パース）とジョージア工科大

学（ジョージア州アトランタ）22による研究チームが「Semi-Living Artist（半生

命体のアーティスト）」と名付けたロボットを製作した。これは、ジョージア工科

大学の研究者らによってシャーレの中で培養されている約 50,000 個のラットの神

経細胞をコンピュータに接続し、これらの細胞が脳となってロボットアームを制

御して、単純な絵を描くというものである。 
 

 2003 年、デューク大学（ノースカロライナ州ダラム）23の研究チームが思考制御

ロボットの分野で大きな成果をあげた。サルの脳信号を解読するためのニューロ

ンモデルを開発し、サルの思考によって直接ロボットアームを動かすことに成功

                                                  
19 http://www.vanderbilt.edu/ 
20 http://www.ric.org/ 
21 http://www.uiuc.edu/ 
22 http://www.gatech.edu 
23 http://www.duke.edu/ 
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した。研究者らはまず、サルがコンピュータの画面上でカーソルを動かすときの

脳の信号を記録して分析し、ニューロンモデルを開発した。次に、開発したニュ

ーロンモデルを使ってサルの思考を増幅し、サルが「考える」だけでロボットア

ームを制御できるようにした。 近では、人間の患者による検証も開始されてい

る。 
 
 
7．ロボットの標準化 
 

米国では、ロボットの標準化が積極的に進められている。主な対象は軍事用ロボッ

ト、専門サービス用ロボット、および無人走行車両である。たとえば自律走行車両向

けの標準には JAUS/AS-424などがある。JAUS の目的はライフサイクルコストを削減

し、積分時間を短縮し、技術挿入の枠組みを確立することであったが、現在では、産

業・軍事関連の標準として SAE AS-4 への統合が進められている。JAUS/SAE AS-4
の通信規格にはコンポーネントベースのメッセージ受け渡しアーキテクチャが含まれ

ており、このアーキテクチャによって、無人ロボットシステムの通信で利用するデー

タ形式とプロトコルが指定されている。さらに JAUS/SAE AS-4 では、コンピュータ

のハードウェア、操縦方法、あるいは車両のプラットフォームといった各ロボット固

有の条件に依存しない、メッセージとサービスの「振る舞い」についても定義されて

いる。 
米国立標準技術研究所（NIST）では現在、都市部における捜索救助ロボット向けの

標準の開発も進めている25。また、限られた範囲ではあるが、非営利国際標準化団体

OMG（Object Management Group）の作業部会のひとつ、ロボットの標準化を目指

すロボット技術部会26の活動にも米国は関与しており、たとえばリアルタイム・イノベ

ーションズ社（RTI）や SRI インターナショナルなどは、ロボット技術標準化に関す

る OMG の調査に協力している。 
 

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

                                                  
24 http://www.jauswg.org 
25 http://www.isd.mel.nist.gov/US&R_Robot_Standards/ 
26 http://robotics.omg.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989号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/989/
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【IT・ロボット特集】ロボット  
 

欧州におけるロボット開発の動向 
―平成17年度NEDO成果報告書より― 

  
 NEDO技術開発機構パリ事務所が平成17年度に実施した調査報告書「欧州における

MEMS・ロボット開発の動向等調査」より、欧州におけるロボット開発の動向につい

て、調査結果の一部を紹介する。 
 
1．EU レベルのロボット開発の概要 
 
(1) これまでの状況 

 
EU レベルでのロボット開発にかかわる研究は、「EU 研究開発フレームワーク計画

1」における「情報社会プログラム IST（情報通信技術）」を中心に実施されてきた。 
IST プログラムにはニーズに応えるソリューションやアプリケーションとのつなが

りが見極められていないが、将来的に重要とみられる研究テーマをすべて扱う分野と

して、「未来・新進技術 FET」という戦略的目的分野が設置されている。FET はほぼ

10 年にわたる実施実績をもつ。FET は「自由テーマ分野」と将来技術のうちでも注目

されるテーマとして認められた「重点(proactive)テーマ分野」とに分かれている。EU
レベルでのロボット開発研究は、この FET における重点分野の一部として「ロボット

工学を超えて」のテーマの下で行われている。 
 

 

写真 EUROP 3 つの分野のロボット例（①工業用、②サービス、③宇宙・安全） 
（出典：http://www.roboticsplatform.com/） 

                                                  
1 「EU 研究開発フレームワーク計画（FP）」は欧州連合（EU）が行う研究開発助成の中心

的な政策手段である。1984 年に第 1 次 FP が施行され、現在は第 6 次 FP が 2006 年末まで

実施されている。通常、期間は 5 年間で、 終年度と次期 FP の初年度が 1 年間重複する。

しかし、次期 FP7 は 2007 年から 2013 年までの 7 ヵ年計画として検討されている。 
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「ロボット工学を超えて」において実施されているプロジェクトは現在（第 6 次フ

レームワーク計画）では、4 本を数えるのみで少ない。これに対し（その前の）第 5
次フレームワーク計画においては、ロボット研究専用の重点テーマがなかったにもか

かわらず、20 本ほどのロボット関連プロジェクトが実施された。これは第 6 次計画に

おいてロボット研究が軽視されたわけではなく、ロボット関連の重要構成技術が「ロ

ボット」という全体的なテーマの下でまとめられた結果である。第 6 次計画における

プロジェクトは第 5 次におけるものよりも規模が大きく、第 5 次において実施されて

いた規模のプロジェクトをサブ・プロジェクトとして展開しているものもある。なお

「ロボット工学を超えて」において、EU のロボット研究開発体制の観点から重要な

ものとして、EURON-European Robotics Network プロジェクトがある。EURON は

ロボット開発に関わる欧州の研究開発機関を連携して、欧州レベルでの研究資源の効

率化や戦略的な研究方向を探るためのネットワーク・プロジェクトであり、大学など

の研究機関を中心に、欧州のロボット開発にかかわる主要な組織機関を結集している。

EURON プロジェクトの 大の成果物は、欧州のロボット開発に関する研究ロードマ

ップであり、2004 年 11 月に第一版が発表された後、現在は第二版が準備中である。 
 
研究開発体制の観点からは、EURON プロジェクトに並んで重要なものとしては、

欧州テクノロジー・プラットフォームのひとつとして設置された EUROP がある。テ

クノロジー・プラットフォームの性格から、EU 内のロボット関連企業を中心に結成

され、ロボットの開発利用に関する今後 20 年ほどの長期的なビジョン提示、ビジョン

実現のために必要な研究テーマや技術項目の同定、そうした研究開発活動の実施戦略

を定めた戦略的研究アジェンダの作成、アジェンダが定める研究開発活動の実施を基

本的な目標にする。設置されたのが 2005 年夏と 近であり、テクノロジー・プラット

フォームとしての組織作りは終わっているが、未だ大きな活動にはなっていないテク

ノロジー・プラットフォームとして設置された際に EUROP は、他のプラットフォー

ムと同様にビジョン・レポートを発表している。 
 
(2) 優先度が高まっているロボット研究 

 
EU レベルでの研究開発は現在、2007 年から開始予定の第 7 次フレームワーク計画

の 終決定段階にあり、大きな節目を迎えている。 
ロボット研究に関しても同様であるが、基本的な動きはその優先度の上昇である。

すでに第 5 次計画から第 6 次計画への移行において、FET における重点テーマとして

「ロボット工学を超えて」が独立して立てられ、ロボット研究の優先度は上がってい

た。第 6 次から第 7 次への移行期間である現在、これに似た動きがすでに現れている。

2005 年 12 月、欧州委員会情報総局は IST プログラムの実施計画にあたるワーク・プ

ログラム（第四更新版）を発表し、第 6 次計画における 6 回目のプロジェクト公募の

詳細を明らかにした。 

< 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989号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/989/
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この 6 回目のプロジェクト公募において、ロボット研究は「先進的ロボット工学

advanced robotics」とのテーマの下、3,700 万ユーロの助成予算を付されている。「先

進的ロボット工学」の目的は次のように説明されている。 
 
・戦略的テーマ「先進的ロボット工学」の目的：特定の工業技術分野から消費者、

家庭、娯楽といった広範な市場における製品・サービスを可能にする基盤技術へ

と進展しつつあるロボット設備分野でのパラダイム変化における鍵となるチャレ

ンジへの取り組み。研究開発活動は、よりインテリジェント、柔軟、コスト効率

的、モジュール化され、安全かつ信頼でき、頑丈なうえユーザー・ドライブのロ

ボットシステムの開発に向けられる。これにより、将来的にヒトの日常環境に対

するロボットの大量導入とヒトとロボットの密接な協力への道を開く。 
 

またこの戦略的目的が、ロボット技術を「インターフェース技術」として位置づけ

ていることについては、「ロボットが展示場からより一般的な市場に出てくるにつれ、

ロボット技術は物理的な相互作用の世界と情報通信の世界をさらに連結するものにな

る。ここでロボットは、事業セクターでもプライベート・セクターでも、新しい多様

なサービス選択のインターフェースとなる」とされている。こうしたロボット工学の

位置付けは、ロボットを歩行や把持などのヒトの基本的な動作能力を実行できるヒュ

ーマノイドとするのではなく、今後に可能になる多様なサービス間の選択組み合わせ

を媒介するものという、より概念的な位置付けになっている。これは欧州におけるロ

ボット研究の基本的な性格を表している。 
 
2. EU におけるロボット研究開発動向 
 

EU におけるロボット研究開発の動向を、第 6 次フレームワーク計画 IST における

「ロボット工学を超えて」、その活動の一部として行われた EURON プロジェクトに

おける研究ロードマップ、その後 2005 年 7 月に立ち上げられたロボット技術に関す

る欧州テクノロジー・プラットフォーム EUROP について紹介する。 
 
(1)  フレームワーク計画におけるロボット研究 
 
①「ロボット工学を超えて」 

第 6 次フレームワーク計画 IST の「ロボット工学を超えて」では、それ以前に実施

されていたロボット用のコンポーネント開発プロジェクトの成果を総合的に利用する

かたちのプロジェクトが、COGNIRON（認知ロボット・コンパニオン）、I-SWARM
（マイクロ作業用グループ・ロボット）、NEUROBOTICS（神経科学とロボット工学

の融合）として実施されている。 
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② 第 5 次フレームワーク計画におけるプロジェクト 
第 6 次フレームワーク計画まで、ロボットをテーマにする研究ラインはなかったが、

第 5 次フレームワーク計画（FP5）の FET においては、「生物アルテファクツ用ニュ

ーロ情報工学」や「生物タイプ知覚システム」の項目の下、20 ほどのロボット関連プ

ロジェクトが実施された（表 1 参照）。これらのプロジェクトは実施コストを 200 万ユ

ーロ前後とした小粒なもので、ロボット用のコンポーネントやサブ・システムの開発

やコンセプトの有効性を研究するもので、完成されたロボットを目指すものは少ない。 
 
表 1  FP5「ロボット工学を超えて」でのロボット関連プロジェクト 
 
AMOTH： 並列環境モニタリング用化学センサー装備蛾型ロボット 
AMOUSE： 人工マウス 
ARTESIMIT： 模倣による構造学習アルテファクト 
BIOLOCH： 人体における運動用バイオ模倣構造 
CIRCE： 翼手目から発想を得た頭足ロボット 
CYBERHAND： サイバネティック・ハンド・プロステーズの開発 
EURON： 欧州ロボット工学研究ネットワーク 
HYDRA： 自己設計アルテファクト用「生きた」構築ブロック 
LEURRE： 混合社会における人工的なライフ・コントロール 
MARVEL： 多目的リモート・モニタリング/センシング用マイクロ飛行体 
MICRON： ナノ・レンジに向けたミニチュア協同型先進ロボット 
MIRROR： ミラー・ニューロンをベースにした認知ロボット 
MIRRORBOT： ミラー・ニューロン・ベースのロボットにおけるバイオ模倣 

マルチモダル学習 
NEUROBIT： 人工ボディを備えたバイオ人工脳 
PALOMA： オブジェクト操作用漸次的適応型学習 
POETIC： 生物細胞を模したデジタルサーキット 
SENSEMAKER： 多感覚・特定タスク・適応型知覚システム 
SIGNAL： 生長する能力を持つ人工物のための体系的インテリジェンス 
SPIKEFORCE： ロボット制御用リアルタイム・スパイキング・ネットワーク 
SWARM-BOTS： 自己生成・セルフアセンブリの設計 
 

※ このほか、地雷除去用ロボット、工業ロボットなど従来型ロボットに関する

プロジェクトも含めれば、フレームワーク計画全体では 100 前後のロボット関連

プロジェクトが実施されている。 
 

 
 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート989号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/989/
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(2)  EURON の研究ロードマップ 
 

EURON2 は第 5 次フレームワーク計画の FET における自由テーマの枠内でプロジ

ェクト実施が認められた EURON 1（2000 年 12 月－2004 年 4 月）が終了し、現在は

第 6 次フレームワーク計画における「ロボット工学を超えて」における EURON 2
（2004 年 5 月－2008 年 4 月）が進行中である。大学を中心にした欧州における研究

開発機関のネットワーク作りにより、研究、教育、産学協力の促進を目指している。

プロジェクトにおける重要な活動の一つが、今後 20 年ほどにわたる研究ロードマップ

の作成であり、EURON 1 が終了した 2004 年 4 月に « EURON rsearch Roadmaps »
が発表された。ただしこのロードマップは、本格的な研究ロードマップを準備するた

めのロボット研究に関する現状分析が実質的な内容になっている。現在進行中の

EURON 2 では 2004 年 4 月のロードマップを踏まえ、より戦略的な観点からの整理を

加えた研究ロードマップが準備されている。こうして 2005 年 7 月末に研究ロードマ

ップのドラフト・バージョン 1 が発表されている。このためここでは 2005 年 7 月の

研究ロードマップのドラフト・バージョン 1 を中心に、ENRON の研究ロードマップ

をみる。 
 
① 絞り込まれた現状分析 

2004 年に発表された研究ロードマップは、今後 10 年から 20 年にわたる先進的ロボ

ット技術の開発と利用のための研究ロードマップの第一ドラフトと位置付けられてい

た。しかし副題が「研究コーディネーションに関するキー・エリア 1」とされている

ように、ロードマップの内容は 2020 年～2030 年の世界におけるロボットの利用や研

究開発動向を、アプリケーション（キー・エリア）別に整理したうえ、今後の科学技

術的課題や対応しうる社会的ニーズなどに言及するにとどまっている。こうしたキ

ー・エリアに関する記述の後、「全体的な重要課題と社会的インパクト」、「未来へのビ

ジョン」、「長期的な進歩」などの章が続くが、いずれも概略的な分析に終始しており、

言及された 11 のキー・エリア毎の今後の見通しや、見通しを踏まえた重要な研究課題

の絞込みや同定は行われていない。このため全体としては、将来に向けた研究ロード

マップというより、ロボット研究に関する世界の現状分析が大部分を占めた内容にな

っている。 
 
② EURON1 が掲げるキー・エリア 

現在から今後にかけて有望なロボットの利用途であるキー・エリアとして、研究ロ

ードマップは次の 11 を挙げていた。 
 
 
 

                                                  
2 http://www.euron.org/intro/index.htm 
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表 2  EURON1 が掲げるキー・エリア 
自動化・製造 
労働／生産アシスタント 
サービス・ロボット 
治療アシスタント／インテリジェント・ホーム 
医療ロボット 
インテリジェント・カー 
ロジスティクス 
フィールド・ロボット 
宇宙ロボット 
水中システム 
教育／娯楽 

 
この 11 の分類は、ロボットのアプリケーションを総合的体系的に分析にしたうえに

行われたものではなく、欧州内の大学を中心とした研究組織におけるロボット専門の

研究者の研究フィールドに対応している。これは 2004 年４月の研究ロードマップの内

容が、欧州のロボット研究者がそれぞれ自分のフィールドに関して、世界の研究の現

状分析となっていることを反映している。このため 2 本足歩行のヒト型ロボットや

AIBO のようなペット・ロボットが、「治療アシスタント／インテリジェント・ホーム」

においても「教育／娯楽 edutaiment」においても扱われているように、整合的な分類

になっていない。 
 

これを受けて 2005 年 7 月の EURON2 は、上記の 11 のキー・エリアを次の五つの

キー・エリアに絞り込んでいる。 
 

表 3 EURON2 でのキー・エリア 
キー・エリア 概   要 

先進的生産システム ・工業環境において利用されるすべての種類のロ

ボットをカバーするもの 
適応型家事ロボット(robot servants)
とインテリジェント・ホーム 

・家庭や住環境において利用されるロボット技術

にかかわるもの 
 

ネットワーク・ロボット工学 ・大量な相互作用と協力によって作業する、（ナ

ノ）規模のロボット的な作用体（エージェント）

屋外ロボット ・運転アシスタントや自動走行カー、惑星系探査、

探鉱、農業・林業用、水中、救助など屋外環境

作業にかかわるすべてのロボット 
健康治療と生活の質向上 ・外科ロボットから、検査、診断、リハビリテー

ション用のデバイスなど、医療・健康・治療に

かかわるロボット技術 
 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
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この五つのキー・エリア設定の重要な理由は次の二つである。 
 
・EURON1 の研究ロードマップにおける重複の回避 
・今後の 20 年に見通される社会的・経済的なニーズを反映したアプリケーションや

課題に対し、総合的もしくはシステムレベルでのソリューションをもたらす研究

の重視 
 

このうち特に第 2 点が重要で、屋外ロボットの分類を例にすれば、宇宙ロボットか

ら水中ロボット、救助ロボット、農林業用ロボットなどに共通するセクターを越えた

基盤技術として、遠隔地点からの情報データの収集処理や遠隔操縦などの技術的ソリ

ューションが注目されることになる。 
 
③ 基本的な社会経済認識 

EURON2 の研究ロードマップのドラフト・バージョンでは、ロボットに対する需要

を生み出す基本的な社会経済状況を、先進諸国における高齢社会化としている。ここ

から生じる基本的なニーズは次の二つとされている。 
 
・高齢者に対する人間らしい dignified 生活標準の確保 
・労働人口に対する高齢者の比重が増える中で経済成長を維持するための生産性の向 
上 

 
 
(3)  テクノロジー・プラットフォーム EUROP3 
 

テクノロジー・プラットフォーム EUROP は 2005 年 7 月、ロボット関連の欧州企

業が中心になって、産官学共同のロボット研究開発体制のベースになるものとして設

置が決定された。これにより欧州のロボット開発体制は、ロボット技術に関する総合

的な研究開発体制に向けたコーディネートや整備といった EURON を軸にしていた活

動に比べ、いっそう戦略的な色合いを強めた。 
 

EUROP は他の欧州テクノロジー・プラットフォームと同じように、設置時にビジ

ョン・レポートを発表し、今後の 20 年間ほどでロボットの研究開発が可能にする社会

や経済上のインパクトを記述している（2005 年 7 月）。プラットフォームはこの後、

ビジョン実現に必要な中長期の研究開発見通しを、戦略的研究アジェンダとして発表

する。このアジェンダには、欧州の研究開発の現実を考慮して、必要な研究開発をど

のように実施すべきかという、戦略的な判断が加えられる。 
 
                                                  
3 http://www.roboticsplatform.com/ 
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①戦略的な性格 
 
○キー・エリアの選択 

EUROP の戦略的な色合いは、その今後のロボット開発にとって鍵となるアプリケ

ーションに関する考察を、EURON のものと比べるとはっきりする。すでにみたよう

に EURON2 の 2005 年 7 月の研究ロードマップは、EURON1 のものに比べ、今後欧

州にとって戦略的なアプリケーションの絞込みなども視野に入れ、5 つのキー・エリ

アを同定して提示されていた。これに対し EUROP はプラットフォーム設置時に発表

されたビジョン・レポートにおいて、ロボットの利用分野を、工業ロボットシステム、

サービス・ロボット、宇宙と安全関連ロボットという 3 つの市場セグメントに分けた

うえ、その研究開発の目的、優先項目、目的達成に向けたアクション計画の決定を目

指している。3 つの市場セグメントは表 4 のように説明される。 
 

表 4  EUROP での市場セグメント 
市場セグメント 概要 

1)工業ロボットシステム ・3 つの市場セグメントのうち、工業ロボットシステム

とされるものは EURON2 が先進的生産システムとし

て分析しているものと完全に一致する。優れた工作機

械メーカーの伝統のうえに、工業ロボット分野で世界

的に優位に立っている欧州の強みを維持強化するこ

とが重視されている。 
2)サービス・ロボット ・これに対しサービス・ロボットとされるものは、3 つ

の市場セグメントのうちでもっとも幅が広いもので、

事業用サービス・ロボット、家庭用サービス分野、宇

宙・安全関連ロボットの 3 つの分野を含んでいる。 
3)宇宙・安全関連ロボット ・宇宙・安全関連ロボットは、空中からの無人監視ロボ

ットに代表される軍事用だけでなく、危険物を爆破す

る自動装置などの民生用も含めた安全ロボット市場

と、宇宙惑星探査用のロボットに関する市場である。

これらのうち 大の市場となる軍用市場の一部、欧州

の 軍 事 用 無 人 飛 行 物 体 に 対 す る 防 衛 支 出 は 、

2004-2012 年の間に 55 億ユーロが期待されている。

 
○市場セグメント選択の戦略性 

このような 3 つの市場セグメントへの区分は、欧州のロボット研究開発に関わるス

テークホルダーの中でも企業サイドの戦略的判断を表している。テクノロジー・プラ

ットフォーム設置の 大の狙いは、戦略的研究アジェンダの準備決定であり、EUROP
の今後の努力はアジェンダ作成に向けられる。明言されていないが、この準備作業が 3

< 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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つの市場セグメント毎に行われるのは確実である。EUROP はビジョン・レポートの

準備にあたり、3 つの市場セグメント別に市場の現状や見通しのほか、今後の技術的

課題などを分析したレポートを発表しているが、戦略的研究アジェンダはこのレポー

トの今後の課題の部分を深化させたものと予想される。より具体的には、3 つの市場

セグメント毎に代表的な企業や研究開発機関から構成される作業班が設置され、その

主導の下で戦略的研究アジェンダが作られる。こうして 3 つの市場セグメントの決定

は、すでに大きな戦略的な選択を表している。この選択の要点は以下の 4 つにまとめ

られる。 
 

・宇宙・安全関連ロボットの重視 
・医療ロボットのサービス・ロボットへの組み入れ 
・ヒト型ロボット(humanoids)を特別視しない 
・生産ロボットの重視 

 
この 4 点の説明に先立ち、欧州委員会が 2006 年 3 月に行った「先進的ロボット工

学」のプロジェクト公募の説明会における資料から、日米韓と欧州のロボット開発の

レベル（活動レベル）を、活動エリア別に比較したものを表 5 に示す。 
 

表 5  世界のロボット開発の比較 
活動レベル 

活動エリア 
米国 日本 韓国 欧州 

製造ロボット * **** * *** 
バイオ・医療ロボット *** * * *** 
サービス・ロボット ** ** *** ** 
ヒト型&パーソナル・ロボット * **** *** * 
安全・宇宙ロボット **** * － ** 

****：卓越している、***：非常に良い、**：良い、*：まあまあ 
出典：欧州委員会情報社会総局 

 
バイオ・医療ロボットと製造ロボット： EUROP のビジョン・レポートが掲げてい

る 3 つの市場セグメントと、このロボット開発の活動レベルを比較すると、欧州が

活動レベルで相対的に優れている「製造ロボット」と「バイオ・医療ロボット」の

うち、「製造ロボット」は独立の市場セグメントとされているのに対し、「バイオ・

医療ロボット」は「サービス・ロボット」の一部に組み込まれている。さらに EUROP
のサービス・ロボット市場に関する区分は、事業用サービス、家庭用サービス、娯

楽というもので、医療ロボットは特に一つの領域とされていない。ここから EUROP
のビジョンにおいては、医療ロボットの位置が欧州における活動レベルに比べて、

小さく評価されているのが分かる。これに対し製造ロボットが独立の市場セグメン
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トとされているのは、欧州の活動レベルの相対的な重要さ、伝統的に強い工作機械

メーカーの存在、現在及び今後に見通される市場規模や自動車など基幹産業への影

響などから理解できる。 
 
宇宙・安全ロボット： 宇宙・安全関連ロボット市場が個別の重要市場とされている

のは、大きな戦略的選択によるものであるのは、医療ロボットとの対比からはっき

りする。この選択の理由は、活動レベルが米国についで第二位と、世界レベルで相

対的に優位であり、防衛宇宙市場において、米国と市場を分かち合える状況が期待

できること、EADS、Thales など宇宙航空分野の欧州大手が EUROP のこの分野を

バックアップしている（これに対し医療ロボットはハイテク中小企業の活動分野で

ある）ことなどがある。また EURON2 の研究ロードマップが指摘するように、外

科ロボットについては患者側の受け入れ問題や使い勝手の悪さの問題があるため、

防衛市場のように市場規模を読み通しにくい事情もあるとみられる。さらに、血管

間で機能するナノロボットは、メカトロニクスの発展による微細化の延長にあるロ

ボット技術というより、ナノ技術やナノ科学の領域と見られている可能性もある。 
 
ヒト型ロボットの非特権視： ヒト型ロボットに限らず、欧州のロボットに対するア

プローチの基本は、ヒトが行っている作業を機能的に代替したり、精度や効率を良

くして実施させたりすることにある。ヒトと同じように歩けるとか、ヒトの相手と

なる（ペット・ロボット）という発想はほとんどない。EUROP のサービス・ロボ

ット市場のサブ区分では、事業用サービスと家庭用サービスのほかに、娯楽ロボッ

トが第三の分野とされているが、ビジョン・レポートはこの市場につき、欧州にと

って難し過ぎるか、新規参入するには日本に対し決定的な遅れをとってしまった市

場としている。これは必ずしもヒト型ロボットに関する判断ではないが、欧州では

代替すべき機能や作業に応じた機能ロボットを発想してきたため、複数の機能を備

え、それらを総合的な思考判断に基づき使いこなすというヒトに近いロボットに向

けた基礎研究はあまり進んでいない。これは EURON の研究ロードマップが認める

ところであり、EUROP が重視する市場セグメントの選択はこの結果である。反面、

ヒトにはあってもヒト型ではないロボットに欠ける知覚・認知・判断能力をインテ

リジェント・ホームという IT 環境の側から、つまりロボットを囲む環境の側から補

うという発想が大きくなっている。これは EURON2 の研究ロードマップにおける

五つのキー・エリアの一つが、適応型家事ロボットとインテリジェント・ホームの

組み合わせとされていることに明瞭である。 
 
②ビジョン・レポートが分析する技術的課題 

EUROP のビジョン・レポートは欧州のロボット開発にとっての課題を、技術的な

ものと社会経済的な技術外の課題に分けて説明している。ビジョン・レポートは三つ

の市場セグメントに共通する技術的な課題を、ロボットシステム、コンポーネント、

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
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ロボットの挙動に関して要請されるブレークスルー、ヒトとの関係に関する要素、ミ

ニチュア・ロボット、システム・エンジニアリングの六分野に分けて説明している（詳

細は本編を参照）。 
 
出典：「100008384 欧州における MEMS・ロボット開発の動向等調査報告書」 

（委託先：OZAWA SARL、2006.5）に 新の Web 情報を追加 
原本はNEDO成果報告書DB（http://www.tech.nedo.go.jp/index.htm）より 
閲覧・ダウンロード可能 
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【IT・ロボット特集】ロボット  
 

イタリア技術財団 IIT のヒューマノイド・ロボット 
 
2003 年 11 月 24 日の大統領令 326 号制定を以って、IIT（Istituto Italiano di 

Tecnologia ）財団がイタリア技術機関として、当時の教育・大学・研究相と経済・財

務相の強い要望が実り設立された。イタリア人の頭脳流出を阻止し、また頭脳流出者

を母国に引き戻してイタリアにおける特殊科学研究を促進させるため、米国の MIT（ボ

ストンの Masasachusetts Institute of Technology）を目指して建てられたのだ。2004
年 2 月から IIT スタートアップ活動が開始され、本拠はジェノヴァに設置された。2005
年 10 月には、そのスタートアップ活動も終了し、財団の実際的活動を開始させるため

の組織、初期の研究活動計画、規約等が作られた。 
 
IIT 財団の特殊科学研究部門は、1）神経科学、2）バイオナノテクノロジー、3）ロ

ボット、の 3 つの異なる部門で構成されている。各部門は、それぞれ孤立して研究活

動が展開されるのではなく“ヒューマノイド・ロボット”製作の共同目標をもって共

同研究が展開される。IIT が到達すべき目標は、人工神経網、組織、神経、バイオ互換

システム電子工学を利用した“ヒューマノイド・ロボット”の製作にある。ヒューマ

ノイド・ロボット製作のための革新的新技術は、基礎的知識から未来の製造産業まで

非常に幅広い部門で適用され、また新雇用ポストを創出させるなど非常に多くの利点

を生み出す。 
 
2006 年 7 月 30 日、IIT 財団理事会は、研究所を機能させるのに必要な設備器具購

入のために、次の 3 年間で 8,000 万ユーロを投資することを決めた。過去 2 年間、同

財団と協約している大学を卒業した大学研究員 35 名に対して IITは既に奨学金を与え

ているが、その枠を更に 41 名分広げることも、IIT 財団理事会で決定された。 
 
奨学金が与えられる大学研究員 41名のうち 25名がジェノヴァ大学の大学研究員で、

奨学金は 3 年間与えられる。うち 15 名がロボット部門、10 名が神経科学部門の研究

員である。ピサ大学のバイオナノテクノロジー大学研究員 9 名には 4 年間奨学金が与

えられ、ミラノのサン・ラッファエーレ医学大学の神経科学研究員 4 名にも 4 年間奨

学金が与えられる。また SEMM（Scuola Europea di Medicina Molecolare /分子医学

欧州学校）の医学ナノテクノロジー部の研究員 3 名にも 4 年間奨学金が与えられる。 
 
IIT 財団のヴィットリオ・グリッリ会長は、これらの大卒研究員に与えられる奨学金

の年総額は約 200 万ユーロであることを明らかにした。理事の 1 人であるガブリエー

レ・ガラテーリ・ディ・ジェノーラ氏は、「大学との密接な協力によって獲得された良

い結果は、IIT の科学技術研究の取組みに非常に良く具現化されている。このような重
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要な結束によって、IIT は、イタリアの技術開発とイタリアの産業を支える研究機関に

なるだろう」と述べる。 
 
IIT の実際的活動開始から間もない 2006 年 7 月に、IIT は“RobotCub”と命名さ

れたヒューマノイド・ロボット・コンポーネントに関わる 初の特許を申請した。こ

の特許申請は、人間の目と同じ位に色を識別することが出来る人工網膜のための特許

であり、ミラノ工科大学内にある IIT の研究ユニット（Unita’ di Ricerca IIT）で働く

大学研究員の研究結果の賜物である。 
 
この人工網膜は中長期的に、ヒューマノイド・ロボットの目となるだけでなく、人

間の目にも移植出来る人工網膜ともなることが期待される。また短期的には、例えば

モニター、ディスプレイ、カメラ、塗料、家具製品等のために色を正確に測定できる

計測器と生かされる可能性がある。 
 

ヒューマノイド・ロボット“RobotCub”の大きさは、2 歳半の幼児の大きさで、大

きな目を持ち人間の幼児のような顔をしている。本ロボットは幼児と同様な動きと感

覚能力を持ち、はって歩く。現段階においては金属の体であるが、いずれ人間の皮膚

のような柔らかい組織で覆われる。 終目的は、子供ロボット自身の経験によって新

たな状況に対し自身で行動出来る「習得能力」を持たせることにある。  
 
胴体と腕、頭は既に組み立てられており、顔はリスボン大学、足は現在スタンフォ

ード大学で作られている。脳は頭の中にはない。何故なら 2 歳半の子供の頭の大きさ

ではロボットの脳を収納できないからで、頭とは異なる部分に設置される。聴覚のた

めの耳翼は、音の方角を定めるための「習得」の部分で非常に基礎的な役割を担う。

また外部の状況を把握させるには触覚を通して行われるため、手も子供ロボットの習

得に大変重要な役割を持つ。 
 
ジェノヴァ大学のバイオエンジニア部の教授であり、IIT の“RobotCub”プロジェ

クトのディレクターであるジュリオ・サンディーニ教授は「ジェノヴァ大学研究員の 2 
人は、機械の回転に代わる、筋肉の柔軟性と力を再現できるマテリアルの開発に成功

しつつある。他の研究員達は、感知、伝達、表皮、自身の身を守るという能力につい

て研究している」と説明する。 
 
ヒューマノイド・ロボット製作において一番魅力的な部分は、「習得能力」にある。

神経科学の専門家ファビオ・ベンファンティ教授が指揮するチームは、ロボットと神

経、そのインターフェースの接続について研究している。ロボットは、ガラスあるい

は珪素の環境で発展する神経細胞によって作られている一部が生物で一部が人工頭脳

である“ハイブリッド”頭脳を持つ。神経は、珪素の型から引き出された回路を持つ
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ガラスの上に貼られている。回路は情報を受け命令を伝達できる神経細胞によって統

合されている。 
 
ベンファンティ教授は「将来、この技術は、非常に豊かに応用できる。電子ボディ

を導くことのできる神経組織は、例えば切断された手足に取って代わる人工手足に適

用される」と説明する。 
 
なお、“RobotCub”プロジェクトのために IIT は EU から 850 万ユーロの補助金を

得ていることが、ヴィットリオ・グリッリ ITT 財団会長によって明らかにされている。 
 
参考文献 
・ コッリエーレ・デッラ・セーラ紙 
・ イルソーレ 24 オーレ紙 
・ IIT の WEB サイト （www.iit.it） 
 

< 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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【IT・ロボット特集】IT 
 

国際半導体技術ロードマップに関係する 
米国企業の主な研究開発活動 

 
国際半導体技術ロードマップ(ITRS) 2005 年版は、これまでの「技術ノード」概念

から脱皮した点が顕著であり、集積回路形状スケーリングにおける全産業界の進展に

対して単一で簡潔な指標を提供することを試みている 1。 
 
プロセス技術ノード(45nm、32nm など)についての概念がいまだ使用されている一

方で、ITRS ロードマップは、IC 設計の特に消費電力のような分野に異なる拘束を置

いた用途、また、プロセスノード、マルチコアプロセッサ、トランジスタ構造および

新材料の間の将来のトレードオフに重要な用途などの異なる用途を特に調べている。 
 
まず、主要な米国 IC 企業について考える際に、世界トップ 20 位の IC 企業のうち

の 7 社だけが米国企業であることに注意すべきである。インテル、テキサス・インス

ツルメンツ(TI)、フリースケール(Freescale)、AMD、ミクロン、クオルコムおよび IBM
のこれら 7 社のうち、特に も重要な企業はインテル社と TI 社である。その連結した

収益は、他の 5 社を結合したものを大体 50%以上越えている。 
 
さらに、クオルコムはファブレス IC 企業であり、また、AMD と IBM は共同を継

続しており、さらに東芝とソニーも加わっている。言いかえれば、注目すべき も重

要な米国の研究開発は、インテル、テキサス・インスツルメンツと IBM/AMD から、

そして、やや少ない分がフリースケールから出てきている。 
 
主要な米国半導体企業の研究開発の焦点を見る際に、異なった研究分野の重みづけ

の点から、いくつかの類似性と多くの相違点があることが明らかである。この研究の

焦点は、次世代の IC 世代に関する 近の発表に特に反映されている。 
 
 

1．インテル社 
 
インテルの IC 収入は、その も近い米国のライバル(TI)の 3 倍以上で、歴史上高い

研究開発費の割合と共に、米国 IC 研究開発の面から同社を も重要なプレーヤにして

いる。 
 
インテルの製造に関する素晴らしい評判を与え、他のプレーヤより保守的なものと

                                                  
1 http://www.itrs.net/Links/2005ITRS/Home2005.htm 
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して、同社の製造における新しい研究開発概念の採用について語ることは不公平では

ないであろう。例えば、インテルは、SOI(シリコンオンインシュレータ)ウエハを採用

する必要はないと主張し続け、IBM とやや少ないが AMD の通常的な使用にもかかわ

らず、同社の 45nm 原型に一部分も採用していない。インテルは近年より積極的に歪

みシリコンを追求した。NMOS や PMOS トランジスタの電子および正孔移動度を増

加させるために歪みを使用するという点において多少 IBM の後ろにいた。確かに

65nm および 45nm ノードにおいては、歪みシリコンは、電子と正孔移動度を増加さ

せ、かつ電力消費を減少させる も重要な技術になりつつある。 
 
Ref1 の、「インテルのシリコン研究開発パイプライン "Intel's Silicon R&D 

Pipeline"」と題目が付けられた 2006 年 4 月のモスクワの開発者フォーラムでのイン

テル社による発表が含められている。65nm ノードについて、インテルは、当初は 90nm
ノードから適度の変更だけを加えて、PMOS トランジスタのシリコンゲルマニウムソ

ースドレイン接触のゲルマニウムの割合を増加させた。しかしながら、インテルは現

在、IBM の 2 重応力ライナーアプローチに似ているプロセスである、引っ張り歪みを

提供するため NMOS トランジスタへ Si3N4 キャッピング層を加えたように思われる。

65nm ノードのインテルの他の研究開発には、不活動サブブロック中の漏れ電流を減

少させる SRAM 構造の一部としてのスリープトランジスターの組み込みがあった。 
 
現在の時点では、様々な技術オプションが 45nm ノードのために整えられている。

インテルはそれらが 2007 年に導入されるよう予定通り進んでいると述べている。イン

テルが既に決定した 1 つの分野は、リソグラフィの方法である。ITRS ロードマップの

2005 年 新版は、今日のドライ光リソグラフィと EUV との間の応急として、液浸リ

ソグラフィに対して相当な信頼を寄せたが、インテルは 45nm ノード用に液浸リソグ

ラフィを採用していない。その代りに、同社の研究開発は、高 NA レンズ、光学的位

相補正および位相シフトマスクの組合せを使用して、45nm ノードまでドライ 193nm
リソグラフィを拡張することに集中した。 

 
インテルの研究開発の 近の他の主要な 3 つの取り組みは、潜在的に 45nm ノード

に含めるために、high-k 誘電体、メタルゲートおよびトライゲート構造の 3 つの重要

領域であった。 
 
ゲート酸化膜厚さ(より正確には、等価電気的酸化膜厚さ、EOT)は、ゲート漏洩電

流の量に影響するので、継続中の CMOS 比例則に関連する も困難な問題の 1 つであ

る。言い換えると静止状態での電力消費に影響する。漏れ電流を扱う開発の一般的な

アプローチは、従来のシリコン窒酸化層を交換するために high-k ゲート誘電体を使用

することである。困難な問題は、ハフニウムシリコン窒酸化物のような典型的な high-k
誘電体材料は、極度にポリシリコンをドープされた頑丈なゲート電極材とはうまく動

< 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989号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/989/
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作しないということである。 
 
したがって必要性は、high-k 誘電体で動作するための新しいメタルゲート層を開発

することである。2003 年というかなり以前から、インテルは、NMOS と PMOS 構造

の適切なゲートメタル材料と共に、同社の研究、Ref1 の「インテルの high-k "Intel 
high-k"」を参照、が新しい high-k 誘電体を明らかにしたと述べている。しかしなが

ら、 近の徴候は、high-k 材料は少なくともインテルの 45 ナノメートル構造の 初

のバージョンには現れないで、少なくとも 32nm ノードまでどのような導入も先に延

ばしている。 
 
同時に、ポリシリコンゲートの空乏効果はより小さな形状でより顕著になるので、

普通のゲートメタル層(ポリシリコン)を適切なゲートメタルと置き換えるための活動

もいまだ存在している。2005 年の終わりの国際電子デバイス会合で、インテルは、同

社の研究者が純ケイ素化合物ゲート電極(FUSI)の初めて実際の特性評価をニッケルケ

イ素化合物の形で歪みシリコンチャネル上で行ったと発表した。 
Ref1 の"FUSI_transistor_gate_foils_IEDM_1205"を参照。それは、製作性にまだ問題

があるようで、そのような FUSI ゲート電極は恐らくインテルの 45nm 素子には現れ

ないであろう、と述べている。 
 
現在の CMOS パラダイム内でのインテルの研究の別の主要領域は、交互構造の開発、

すなわちいわゆるトライゲート構造である。インテルは、2002 年以来このトライゲー

ト構造を開発しているが、high-k 誘電体と歪みシリコン上のトライゲート構造の一部

としてのメタルゲート電極の両方を統合したと 2006 年 6 月に発表した。トライゲー

ト構造では、チャネルは 4 つの側面のうちの 3 つの側面が囲まれており、インテルに

よると、それが交互 Fin-FET 構造よりもより良くしている。同社は、トライゲート構

造、high-k 誘電体および金属電極の組合せが、速度を 45%増加させ、消費電力を 35%
縮小したと発表している。 

 
これまで議論してきた研究領域は、すべて IC 製作の現在の CMOS パラダイム内に

ある。このパラダイムの外では、数多くの他の技術オプションが存在し、そして、イ

ンテルは、ここに研究開発の相当量を充てている。2005 年のインテルによる IEDM 論

文、Ref1 の"InSb_quantum_well_transistors_paper_IEDM_1205"、は、インテルが

この分野で行った研究、特にシリコンナノワイヤー、CNT トランジスタおよび III-V
材料、とりわけ英国が本拠の研究組織 Qinetiq との協力によるアンチモン化インジウ

ム(InSb)に注目した研究のうちのいくつかを詳述している。注目する価値があるのは、

同社がこれらの新しい形式のナノエレクトロニクス素子の全てで high-k誘電体とメタ

ル ゲ ー ト 電 極 の 両 方 の 開 発 を 重 視 し た と い う 重 要 性 で あ る 。 Ref1 の

"INFOS_2005_Chau"で詳述された研究を参照。 
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トランジスタのまわりの構造および材料への変更に取り組んだこの研究と同様に、

さらに注目する価値があるのは、インテルの光学的相互接続の研究である。恐らく、

インテルは、そのようなスキームを実装する 初の会社の 1 つになるであろう。そし

て、それはシリコン化オプトエレクトロニクスの試みの 先端に立っている。このこ

とは、従来の光学的に活性な III-V 材料を使用する代りに、シリコンからソースとモ

ジュレーターを作成するためのアプローチをインテルが開発したことを意味している。

この研究の多くは 2004 年から続いているが、それは積極的な観点から観察するべきで

ある 2。 
 
 

2．テキサス・インスツルメンツ社 
 
テキサス・インスツルメンツ社(TI)や IBM/AMDのような他の主要な米国 IC企業は、

インテルとの対比により、その研究開発について議論する。 
 
2005 年 6 月の京都 VSLI 会合および 2006 年 6 月のホノルル VLSI 会合で、TI は、

多くの研究優先順位を発表している(Ref2 を参照)。その多くは他の産業プレーヤとオ

ーバラップしている。 
 
しかしながら、TI とインテルとの間の研究開発における 1 つの重要な違いはプロセ

ス面にあった。TI は、45nm ノード用の浸漬リソグラフィの開発および採用の発表に

より精力的であった。また、193nm 浸漬リソグラフィが 45nm および 32nm ノードに

も使用できると同社が考えていることを形跡が示している。ある記事が明らかにして

いるように、この浸漬リソグラフィの使用は、恐らく TI の 45nm 開発に関連した 大

のリスクであろう。事実、TI の 近の 45nm ノードの研究は、性能に関してトランジ

スタ密度を優先にし、同社の DSP のための主要構築ブロックである 45nmSRAM 素子

は半導体産業において も小さな面積を持つ、と同社は報告している。対照的に、low-k
誘電体のような分野では、進行は革命的であるというよりむしろ進化論的だった。し

かしながら、TI の研究は Low-k 開発を強調し続けた。また、45nm ノードについて同

社は、業界標準の一般に低い 2.5 の誘電体を使用することを想定している。 
 
同社は、p チャネル移動度を向上させるためにウエハ配向を変更するアプローチを

開発し、90nm ノードで歪み技術を使用し始めた。特に、TI は、垂直<100>面から<111>
面までウエハ配向を変更した。後のノードについては、TI は、 初の 45nm の設計に

使用される歪み記憶および 2 重歪みライナのような技術を加えた。しかし、同社はま

たシリコン・ゲルマニウムの統合により歪みを進展させた。そして、いくつか後の 45nm
設計に初めてこれを導入する。 
                                                  
2 http://www.intel.com/technology/silicon/sp を参照 
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他の分野では、ハフニウムシリコン窒酸化物の開発で業界リーダーだった時、TI の
研究は純ケイ素化合物(FUSI)ゲート電極および high-k 誘電体を重視した。しかしなが

ら、他の IC 企業と同様に、TI は、すぐに high-k 誘電体を導入することに注意は向け

なかった。また、FUSI は、high-k の前に導入されるように思われ、サン・マイクロ

システムズのために生産される、ある 45nm ノードプロセッサのためのように思われ

る。 
 
他の 2 つの開発分野は、TI のかなりの取り組みだったように見える。多くの IC 製

品が無線分野に進む企業に適するように、TI は、消費電力低減への一連の技術に注目

した。これらの技術は、企業の SmartReflex技術(Ref2の"TI Smartreflex_Whitepaper"
を参照)に包含され、ダイナミックな電力とダイナミックな電圧スケーリングのような

分野を含んでいる。 
 
別の分野は TI の次世代 SRAM 開発に関係し、CMOS 設計の埋込み記憶として使用

される。ベルギーの技術パートナーの IMEC と共に IMEC のサブ 45nm プログラムの

一部として、TI は、SOI ウエハを含むマルチゲート FET を開発した。 
2006 年 6 月の VLSI シンポジウムの関係論文の詳細は Web3 で得られる。 
ここの TI の研究に関する興味ある 1 つの様相は、主流 IC プロセスの中でやがて使

用される SOI ウエハの使用である。そして、インテルのように、TI は、SOI がまだ必

要ではないと主張し続けている。 
 
 

3．IBM 社／AMD 社 
 
歴史的に、IBM は、しばしば共に仕事をする AMD と、その研究取り組み推進の点

から、インテル社や TI と比較して、いくつかの重要な違いを持っている。これらの違

いのうちのいくつかはなくなり始めているが、 も明白なものは、IBM のシリコン

CMOS 構造内の歪み技術の積極的な追求だった。 
 
歪みは、現在、ITRS によって概説されている性能に関する中期的な改善の一部とし

て、恐らく研究開発の単一の も重要な領域である。他の会社は、現在、非軸方向歪

み構造の自社バージョンを持つが、IBM は、一部分はインテルと TI が回避し続けて

いる SOI ウエハの使用という他の大きな研究分野のためから、この分野でリーダーシ

ップを維持している。Ref3 の報告書「45nm 以下のオプション "Options narrow at 
45nm"」は、45nm ノードでの数多くの技術選択の良くできた概要を提供している、

そして、特に、ウエハ全体が活性層の蒸着に先立ってなんらかの方法で歪ませる 2 軸

歪み活性層の将来の開発を含んで、AMD/IBM の歪み技術への様々なアプローチにつ

                                                  
3 http://www.advancedsubstratenews.com/iai4.html 
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いて議論している。 
 
IBM が開発した歪みアプローチの 1 つは、HOT(hybrid orientation technology)あ

るいはハイブリッド配向技術と呼ばれる。ここで、この概念は、特に SOI ウエハの正

常な<100>配向を nFET に使用するために、pFET と nFET のチャネルの異なるウエ

ハ配向を使用するが、その後、<110>バルクシリコン上に pFETs を成長させるために

選択エピタクシーを使用する。結局、この技術は 45nm ノードに使用されそうもない

かもしれない。しかし、これは、ある時点で起るであろう 2 軸歪み構造への動きの一

部である。 
 
チャネル技術の IBM でのより進んだ研究は、ゲルマニウム活性層の使用に関係して

いる、Ref3 の"IBM Shang"を参照のこと。ゲルマニウム MOSFET が開発中だった暫

くの間、この研究は CMOS アーキテクチャへゲルマニウムの集積化を示している。こ

の研究開発は、恐らくよりワイルドカードな分野である、そのような動きは、適切な

ゲートメタルおよび high-k 誘電体の関連開発を要求するであろう。シリコンナノワイ

ヤーや CNT トランジスタのような他の分野に入るかなりの尽力と比較して性能優位

性に依存して、その取り組みの価値があるかどうかは疑問の余地がある。 
 

後に、Ref3 の「IBM のエレクトロニクスの将来"IBM Future of Electronics"」に

は、CMOS の比例制限と IBM の研究アプローチに関する広範囲の討議資料が含まれ

ている。より重要な研究開発取り組みの中で、ここに、3D 内部接続と積み重ねがあり、

マルチコア・アーキテクチャ概念およびより大きなシステムレベル設計が確立される

とともに、より重要になるにちがいない。 
 
注目すべき重要な 1 つの開発は、オールバニーナノテクノロジー(オールバニー、ニ

ューヨーク州)のイニシアティブの IC 研究への IBM 資金提供である。それは、インテ

ルと TI の両方ともコンソーシアムメンバーである、ベルギーの IMEC 社のサブ 45nm
コンソーシアムといくつかの類似点を持っている。この研究の焦点は、32nm ノード

の IC 開発に向けており、極端紫外線リソグラフィへの特別の取り組みを含んでいる。 
 
 

4．まとめ 
 
まとめとして、 新の国際半導体技術ロードマップ(ITRS)の観点からすれば、主要

な半導体関連企業間で、多くの研究の共通分野やいくつかの差が存在している。歪み

技術は、電子および正孔の移動度増加と電力消費の制御に も一般的で普遍的な応用

技術であるように見える。恐らく、IBM はこの分野でいまだ も進んでいる。しかし、

残りのすべての IC 企業は 近になりこの分野の優先順位を高くしている。 
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インテルと IBM の両社は、少なくとも 45nm ノードではドライリソグラフィのまま

である。しかし、TI の研究は、特に埋め込みメモリーの密度を 大にするために、浸

漬リソグラフィを推し進めている。全ての企業は、low-k、high-k およびメタルゲー

ト電極分野への関心を持っている。low-k は、5 年前に予測されたほどには早くは進歩

していない。また、恐らく、この分野の将来の研究開発はより低下するであろう。そ

れに比べて、high-k 誘電体とメタルゲートに関する研究はさかんである。しかし、そ

の採用はまだ保守的である。 
 
純ケイ化物ゲートは、約 45nm の設計に現れるかもしれない、しかし、high-k の可

能性は極めて低い、そして 32nm ノードを越えたさらに先になるだろう。同様の話は、

マルチゲート/トライゲート構造にも存在する。研究はよく見かけるが、IC メーカーは

その導入を延期している。しかしながら、非平面構造は、恐らく将来のノードに現れ

るであろう、早ければ恐らく 32nm ノードで。 
 
この報告は、ITRS ロードマップが持つ広大な分野のごく一部であるシステムレベル

設計問題、マルチコア、3D チップのみを取り扱った。 
出典：SRI Consulting Business Intelligence Explorer Program 

翻訳：NEDO 情報・システム部 
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トリノ・ワイヤレス・ハイテク集積地（イタリア） 
 
イタリア北西部ピエモンテ州の州都トリノ、FIAT 自動車発祥の地トリノは、2006

年 2 月に実施された《2006 年トリノ冬季オリンピック》によって、益々その名を世界

に知らしめた。現在トリノは、イタリアの情報伝達技術産業の IT 集積地としても世界

から注目され始めている。 
 
イタリアでは情報伝達技術産業を ICT （ Information and Communication 

Technology）産業と呼んでいるが、トリノ・ワイヤレス・ハイテク集積地（Distretto 
high-tech Torino Wireless）と命名されたピエモンテ州の IT 産業は、現在活発な活動

を開始させている。同地域において IT 産業に関与している中小企業は 6,700 社以上存

在している。 
 
FIAT 社の本拠地であるトリノとその近郊には元々技術関係の大学、研究所・機関や

企業が数多く存在していたが、トリノ・ワイヤレス・ハイテク集積地は自然に発生し

たわけではなく、公と民の確固とした意思と努力によって創出された。 
 
まず、2000 年 12 月にトリノ・インテルナツィオナーレ協会（トリノ国際化協会 ：

トリノエリアの活性化戦略を促進させることを目的として、2000 年 5 月に誕生した

120 人の公と民のメンバーによって構成される協会）のイニシアティブのもとで、ト

リノ・ワイヤレス・ハイテク集積地を誕生させる可能性についてのテーブルラウンド

が初めて設けられた。 
 
背景には、ピエモンテ州、ピエモンテ産業連盟、マリオ・ボエッラ機関（Istituto 

Sueriore Mario Boella ：大学と産業システム間の協力関係を強化させ、トリノが国内

と国外の IT 部門の中心地とする目的で 2000 年に設立された機関）、ITP（Invest in 
Torino and Piedmon ：対ピエモンテ州投資のための州機関）による努力もあった。 

 
2001 年には一連のセミナーを通してピエモンテ州における IT 環境の状況が分析さ

れ、集積地を誕生させる場所の究明等の深い研究・調査が実施された。2001 年 12 月

にはトリノ・ワイヤレス・ハイテク集積地設立のための共通約束事を確認するアンダ

ースタンディング・メモランダムが全パートナーによって署名され、2002 年には集積

地設立の課題を持つ指導委員会と必要組織設置のために地方自治体によって構成され

る促進委員会が設立された。 
 
2002 年 12 月にはピエモンテ州の IT 関係者達と協力して、IT 集積地の拡大化を促
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進させる課題を持つ公的機関、集積地の活動を調整・指揮するトリノ・ワイヤレス財

団（Fondazione Torino Wireless）が設立された。集積地の活動は 2003 年 5 月より正

式に開始されている。 
 
トリノ・ワイヤレス財団の使命は、公と民の金融界、企業界、技術研究学界の関係

者間の協力関係を促進しつつ、技術集積地を創出させ維持させることにある。そのた

めに、 
 
① 研究活動と市場展開の直結関係を保証、 
② 集積地の収入となるべき競争力財産（例：特許）の財産を恒常的に増大させるこ

とを保証、 
③ 他国の優秀な国際経験と比肩するためにも、知識の共有と循環に努力しなければ

ならない。更に、 
④ 異なるパートナーと共有できる価値と行動の基礎も創出させ、 
⑤ 国際レベルで認められる商標を生産できるようにするために、 

 
トリノ・ワイヤレス・ハイテク集積地の確実なアイデンティティを開発させる使命も

財団は背負っている。 
 
トリノ・ワイヤレス・ハイテク集積地はイタリアにおいては始めての技術集積地で

あるために、イタリア政府、地方自治体、大学、研究所、企業、金融機関等がトリノ・

ワイヤレス財団の会員メンバーとなっている。 
 
メンバーには、伊教育・大学・研究省（MIUR）、ピエモンテ州、トリノ県、トリノ

市、トリノ商農工会議所、トリノ工科大学、トリノ大学、アメデオ・アヴォガドゥロ

ピエモンテ東大学、マリオ・ボエッラ機関、CNR（伊学術会議）の電子・情報技術・

遠隔伝達機関 (IEIIT)、ガリレオ・フェッラーリス伊電子工学機関、トリノ産業連盟、

宇宙・航空部門のアレーニア社、自動車産業の FIAT 社のフィアット研究センター、

携帯電話メーカーMotorola 社、半導体メーカーの STMicroelectronica 社、電話通信

部門の Telecom Italia 社、銀行・金融機関の San Paolo IMI 社、それに Unicredit 社
がいる。 

 
意義ある投資をしているメンバーは MIUR（2,600 万ユーロ）、ピエモンテ州（1,000

万ユーロ）、トリノ県（800 万ユーロ）、トリノ市（600 万ユーロ）、トリノ商農工会議

所（250 万ユーロ）であり、Telecom Italia、STMicroelectronics、Motorola、Fiat、
Alenia 社は各社それぞれ 140 万ユーロずつ、San Paolo IMI、Unicredito、ISMB は

それぞれ 40 万ユーロずつを投資している。大学や研究機関はそれぞれの研究所におけ

る研究を通して集積地に貢献する。 
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2012 年末までのトリノ・ワイヤレスの目標は、 
 
① 現在 2,000 人いる IT 研究専門家を 3 倍に増大させる、 
② 新 IT 企業を少なくとも 50 社創出させる、 
③ ピエモンテ・エリアに国内と国外の革新的企業を誘致する、 
④ 現在のように強力に IT 産業が発展している段階で有望な、特にピエモンテの中

小企業を数多く呼び寄せる、 
⑤ ピエモンテ州の経済において IT 部門が占める割合を 5～10％増大させる、 
⑥ トリノ・ワイヤレス・ハイテク集積地自身で独立採算運営が出来るようにさせる 
 

の 6 つであり、各目標実現のために、それぞれプロジェクトが立案され、実施されて

いる。 
 
なお、日本貿易振興機構（JETRO）は、同機構のローカル・トゥ・ローカル産業交

流事業（LL 事業）の範疇においてトリノ・ワイヤレス財団と岐阜県の IT 集積地ソフ

トピアジャパン間の IT 部門における知識交流促進を支援している。 
 
特にピエモンテ州と岐阜県の IT 企業が相手国市場に進出する際の足掛かりとなる

パートナー企業の発掘を目指しており、2006 年 4 月には岐阜のソフトピアジャパンが

トリノを訪問している。 
また 2006 年 9 月にはトリノ・ワイヤレスの日本責任者が東京で行われる技術セミ

ナーのために来日するが、その機会に両国集積地間の IT 産業協力関係が更に探求され

ることになっている。 
 

参考資料 
・ トリノ・ワイヤレス Web サイト（www.torinowireless.it） 
・ JETRO-Web サイト（www.jetro.go.jp） 
・ イルソーレ 24 オーレ紙 
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フィレンツェの小企業 CENTRICA 社が 
欧州 IT グランプリ賞を受賞（イタリア） 

 
イタリアのルネッサンス芸術の古都フィレンツェに本拠を置く、イメージングとイ

ンターネット・イメージングソフトウエアーを作成している小さな IT 会社、チェント

リカ（有）（Centrica s.r.l.）社は、IT 部門における 良製品を開発・実現させたとし

て、欧州の IT 企業に与えられる権威ある賞 IST Grand Prize Nominee 2006 を受賞

した。 
 
同社は 2006 年 4 月にウィーンのホフブルク宮で行われた授賞式に参加し、威信あ

る賞を受け取った。非常に厳しい選考がなされる欧州 IT グランプリにおいて、2006
年度のイタリアの受賞者はチェントリカ社のみであった。 

 
「Xlphoto」と命名されているチェントリカ社の受賞製品は、何百万ピクセル（pixel）

による非常に美しいデジタルイメージを数多く実現、保管、運営できるソフトウェア

である。 
 
「Xlphoto」は非常に大きなイメージを保管運営でき（1 台 400Mｂまで）、簡単に

Web 上に掲載できて保管保有者によって定められた基準に従ってリアルタイムにイメ

ージを検索、縮小、記帳、購入できる。更に、イメージは好みによって拡大でき、や

はりチェントリカ社が作った Xlimage 技術によって非常に細かいディテールも見るこ

とが出来る。 
 
同社の客には、伊文化省、トスカーナ州、ベルギー王立図書館、トリノの文化保存・

修復センター“ラ・べナーリア・レアーレ”、伊文化省に属し、著名なウッフィツィ美

術館も含む 20 ほどあるフィレンツェの博物館を管理しているフィレンツェ博物館局

（Polo Museale di Firenze）、などがいる。これらの著名な客を列挙するだけでも、こ

のフィレンツェの小さな会社が開発した IT 製品が、いかに革新的で大変評価されてい

るかが分かる。 
 
フィレンツェ博物館局は、近く「Xlphoto」を使って同局のイメージをオンラインで

販売する実験を試みる。同局は既にチェントリカ社が開発した技術を使い、11 万強の

イメージ写真保管庫を作成している。イメージ写真にはボッティチェッリやレオナル

ド・ダヴィンチの美しい絵もある。チェントリカ社の受賞はまさに芸術の国イタリア

ならではのものである。 
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1999 年に、大学を卒業して間もないマルコ・カッペッリーニ氏（マネージング・デ

ィレクターで CEO）、パオロ・デ・ロッコ氏（R&D マネージャーで会長）、彼等の友

人 3 人によって、チェントリカ社は設立された。新テクノロジーに大変な情熱を燃や

していた 3 人が拠点としたのは、フィレンツェの町の中心にある歴史的建造物である

ベンチ宮内であった。 
 
現在 20 人しかいない従業員で、2005 年には 5 億ユーロの売上高を達成させ、更に

2006 年には 20％の売上増大が見込まれている。7 年前の状況について、カッペリーニ

氏とデ・ロッコ氏は「我々は資本金 1,000 万リラ（5,165 ユーロ）で有限会社を設立し

た。当時我々は自分達の私用コンピュタを使って仕事を開始させた」と振り返ってい

る。 
 

参考資料 
・ イルソーレ 24 オーレ紙 
・ チェントリカ社 Web サイト（www.centrica.it） 
・ IST グランプリサイト（www.ist-prize.org） 
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学習機能を持つ IT セキュリティ技術の開発(ドイツ) 

 
 人間の免疫システムのように、コンピュータの動作が遅くなるとウィンドウズ内の

障害を発見してこれを除去するなどしてウィルスを防御する技術“自動免疫システム”

はすでに実用化されているが、ドイツのジーメンス・ビジネス・サービシィズ社(SBS)
と富士通ジーメンス・コンピューターズ社(FSC)は、さらにこれを一歩進め、学習機能

を持つ自動免疫システムの開発に取り組んでいる。 
 
 両社が共同開発しているシステムは、IT システムの障害を早期に発見し、障害が発

生すると、まず「サービス・エンジン」が初期対応を施し、ユーザーが障害のあった

ことには気付かなくても、システムを数秒後に再稼動させるというものである。さら

に、サービス・エンジンはその後も、初期対応が役立ったか、その副作用がないかど

うかについて常に観測を続けるなど全体の状況を解析し、これらの学習効果を次の障

害の兆候が現われた際に活用し、初期対応の品質・効果を高めていく。こうした一連

の動作を自動的に実施することによって、安定性の優れたシステム環境を構築してい

くことにしている。 
 
 この自動免疫システムは、全体で 4 つのモジュールで構成され、すでにこのうちの

3 つは 2005 年 11 月から実際に利用されている。 1 番目は分析モジュール

CEA(Corporate Error Analysis)であり、これは、利用されている IT システムの障害

やセキュリティに関する情報を収集、評価して、その一覧を作成し、障害が発生した

時にそれを診断して解決策を提案するものである。2 番目のモジュール RS(Remote 
Services)は、温度が高くなったとか、メモリーの容量が十分でなくなったとか、すで

に長い期間にわたって負担が限界にきているなどの障害状況を把握して、アラームを

出す役割を持っている。3 番目は、モジュール APM(Advanced Patch Management)
であり、これは、障害を取り除くためのプログラムを各コンピュータに迅速に配信し、

インストールできるようにするものである。 
 
 後に、このシステムで も重要な役割を果たす 4 番目のモジュールは、前述した

いわゆるサービス・エンジン(Service Engine)である。これは、システムが自分で治癒

機能を果たし障害に対する免疫性を貯える役割を果たしている。具体的には、利用さ

れているシステムのデータバンクをソフトウェアメーカー、ハードウェアメーカー、

その他関連分野のデータバンクとネットワーク化し、障害の兆候が発見されると、ネ

ットワーク化されているデータバンクと情報交換して当該障害に対する解決策を検索

し、適切な解決策を見つけ出す。また、必要に応じて当該ソフトウェアをアップデー

トするなどして、自分自身で障害を除去する。一方で、このサービス・エンジンはリ
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スク評価を行うことができ、例えば、防御措置を講じる方が、障害によって発生する

損害よりもコスト高になると判断する場合には、防御措置を取らなくなる。 
 
 こうした機能を備えた自動免疫システムは、IT システムを利用するすべての装置に

応用可能であり、現在、現金自動支払機、超音波装置、磁気共鳴画像診断装置、ロボ

ットシステム、発電所や生産工場の制御装置などへの応用についても検討が進められ

ている。関係者によれば、今後このシステムの市場規模は大きくなっていくものと期

待が寄せられている。特に、親会社であるジーメンス社はドイツ 大の総合機器メー

カーであるだけに、自動免疫システムの開発では同グループの通信、医療機器部門な

どと密接な提携が行われている。 
 
 両社の発表によると、自動免疫システムのキーモジュールとなるサービス・エンジ

ンは、2006 年秋までに第一段階としての開発を終了させ市場に出されることになって

いる。その後さらに 2007 年秋まで開発を続け、サイバー攻撃に対しても防御できるシ

ステムとすることを視野に入れている。 
 
 
〈参考資料〉 
1. ハンデルスブラット紙 2006 年 8 月 7 日付け 
   Rechner reparieren sich selbst 
2. ジーメンス社プレスリリース 2006 年 5 月 23 日付け 
   Autonome Abwehr – Computer heilen sich selbst mit Autoimmunsystem 
3. Pictures of the Future 誌、2006 年春 
 Immunspritze für Computersysteme 

< 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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【IT・ロボット特集】IT 

 

世界 速の集積回路用トランジスタの開発（英国） 
 
英国サウザンプトン大学の電子・コンピュータ科学研究所（Electronics & Computer 

Science）のピーター・アシュバーン（Peter Ashburn）教授とイタリア STC 
Microelectronics 社との共同研究チームが、世界で も早く動くトランジスタの開発

に成功したと 2006 年 8 月に発表した。 
 
これは、一般的なシリコン半導体を用いたバイポーラトランジスタ（サンドイッチ

構造を有する半導体物質の三層構造のもの）に、フッ素をイオン注入することにより、

通常のトランジスタの 2 倍となる 110GHz の速度を実現したものである。アシュバー

ン教授は、「この技術は標準的な技術を用いただけで、（通常のトランジスタ製造工程

に）1 ステップ追加しただけであり、実に安価な方法である」としている。 
 
高速のトランジスタの製造方法は、これまで、シリコンの替わりに、ガリウム砒素、

シリコン・ゲルマニウム混合といった他の物質を用いる方法が採られているが、これ

らは製造コストが高価となる。アシュバーン教授の開発した新たな方法は、これまで

シリコン・ゲルマニウム混合トランジスタでなければ不可能だったレベルにまでシリ

コン・バイポーラトランジスタのパフォーマンスを向上させた。 
 

1．研究により確認された現象 

 
アシュバーン教授の共同研究チームでは、①注入するフッ素のエネルギーや用量に

よって、シリコン半導体への効果はどのように変化するか、②アニール処理（焼きな

まし）の温度や環境によってどのように効果が変化するか、③ゲルマニウム注入で予

め非晶質化したシリコンのフッ素プロファイルへの影響、などについて、二次イオン

質量分析器と透過型電子顕微鏡を用いて確認をした。 
 
結果は以下のように報告されている。 
 
• シリコン中のフッ素滞留が 大となるのは、高エネルギーのフッ素注入を、低

サーマルバジェット（熱が溜まりやすい状態）にて、アニール処理（焼きなま

し、じっくりと冷却すること）をしたときである。 
• ゲルマニウムで非晶質化されたシリコンに高エネルギーのフッ素が埋め込まれ

ると、 
 
a) ゲルマニウムで非晶質化されたシリコンからシリコン原子の結晶格子配列の末
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端部における不規則性が取り除かれる。 
b) フッ素埋め込み領域内では、転位ループ（結晶格子間の余剰原子が移動して平

板上に並んだ際、掲載される環状の自閉線）が形成される帯域を、シリコンの

中でも奥深くで作り出すことができる。 
 
• フッ素イオンのドーズ量（単位面積当たりのイオン数）が 5×1014cm-2 以上と

なるとホウ素の拡散が抑制されるが、それより低いと全く抑制が起こらない。 
• このホウ素拡散の抑制は、約 Rp/2 の深さでフッ素がピーク値に達していること

と密接な関係を有している。 
 
当該深さでフッ素のピーク値が見られることは、vacancy-fluorine clusters（フッ素

がシリコン原子を格子からキックアウトし、その欠落部周辺にフッ素が捕らえられて

形成されている集合体（クラスター））に起因している。 
 
また、単にフッ素の臨界投与量を埋め込むだけではトランジスタの速度は 46GHz

から 60GHz にしか増加しないが、ベースの薄さやコレクタプロファイルの更なる 適

化によって 110GHz を達成したとしている。 
 

2．なぜフッ素イオン注入で処理速度が早くなるのか 

 
元来、トランジスタのベースの幅は、ホウ素を含むエリアの幅によって決まる。ま

た、トランジスタでは、熱処理過程におけるホウ素拡散を考慮して、エミッタとベー

スの間、ベースとコレクタの間に、ホウ素を含まないシリコン層を積層させている。

ベース内でのホウ素の拡散が抑制されると、その分、ホウ素を含むエリアも薄くなり、

エミッタ・ベース間およびベース・コレクタ間のホウ素を含まない層も必要もなくな

るため、ベースを一層薄くすることができ、そのトランジスタの処理速度を高めるこ

とが可能となる。 
 
本研究では、フッ素の注入によるホウ素の拡散抑制に関し、以下の 2 点がその要因

であるとしている。 
 
• フッ素の注入によって、ゲルマニウムにより非晶質化されたシリコンにおいて、

格子間の隙間のシリコン原子数が減り、シリコン原子の結晶格子配列の末端部

における不規則性が除去 され、過渡的なホウ素拡散増大の要因が排除 される

ため。なおこれは、注入されたフッ素が、シリコン結晶格子内のシリコン原子

をノックアウトする（追い出す）ことによって空白部分を作り出し、アニール

処理における高熱処理工程において、格子間の隙間のシリコン原子がその空白

部分に入り込むことができるようになった結果である。 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
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• 転位ループより放たれた格子間の隙間のシリコン原子は、転位ループがシリコ

ン層の奥深くにある ので、アニール処理における高熱処理工程において、ホウ

素に到達する前に、多くの小さな転位ループが vacancy-fluorine clusters にお

けるシリコン原子の結晶格子欠落に入り込んで、より数少ない大きな転位ルー

プとなって再結合するため。 
 

3．期待される効果 

 
バイポーラトランジスタは、マイクロチップを構成する小さなブロックにはほぼ全

て利用されており、デスクトップコンピュータや携帯電話、MP3 などに何百万個と使

われている。トランジスタは通常、マイクロチップの電子電流を制御し、電子信号を

増幅したり、電子回路を開閉したりする機能を果たしており、その組み合わせによっ

て、計算やコンピュータ機能が発揮される。 
 
トランジスタの速度が早くなれば、集積回路の処理速度もほぼ比例して速くなる。

通常、集積回路は、構成部品であるトランジスタの 10分の 1のスピードで動いている。

現在携帯電話に用いられている集積回路はおよそ 1GHz の処理速度であるが、本研究

で開発された 110GHz のトランジスタを用いれば、およそ 11GHz の速度で動く集積

回路を作ることが可能となる。 
 
半導体産業では、安価で信頼性のある既存の製造工程を用いて、より小さなチップ

からより早い速度を得続けることが期待されており、この研究成果がその一つの解を

提供するものとなる可能性がある。 
 
アシュバーン教授は「電子産業において、追加コストがほとんど無くてもより良好

な性能も達成することができる」とし、「本技術は、携帯電話の信号の増幅やスピーチ

をデジタル信号に変換するハンドセットの改良など、多くのアプリケーションが考え

られる」と述べている。現在、フッ素と同様に、ホウ素の拡散を抑える他の物質がな

いかどうかについての研究も進められている。 
 
参考文献 
• BBC ニュース 2006 年 8 月 17 日 
http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/5259594.stm 
• 2006 年 8 月 16 日 university of Southampton のプレス発表 
http://www.ecs.soton.ac.uk/news/975 
• Professor Peter Ashburn のプロファイル 
http://www.ecs.soton.ac.uk/people/pa 
• アシュバーン教授研究チームメンバーDr Huda El Mubarek およびアシュバーン教授

への質問（略） 
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【IT・ロボット特集】IT 
 

インテル社と UC サンタバーバラ校が 
シリコン技術の共同開発に成功（米国） 

 
2006 年 9 月、米インテル社とカリフォルニア大学(UC)サンタバーバラ校は、既存の

シリコン製造プロセスによる世界初の電気的稼動ハイブリッドシリコンレーザの開発

に成功したことを発表した。この成功により、高帯域幅に対応するシリコン・フォト

ニクス・デバイス実用化の主要な課題である製造コストの大幅削減に向けた道筋が見

えてきたと言える。 
 

従来のシリコン半導体ではデータ移動が電子によってなされたのに対し、今回開発

に成功した技術は、電子ではなく光を使用してデータ処理を行う。インジウム・リン

化物の光放射特性とシリコンの光路(light-routing)機能をシングルハイブリッド素子

へ統合されたことによって、電圧が加わる際にインジウム・リン化物内に生成される

光がシリコン導波路へ送りこまれて継続的なレーザビームを生成し、生成されたレー

ザビームが他のシリコンフォトニックデバイスを動作するという原理になっている。

シリコンをベースとするレーザはコンピュータにおけるフォトニクス分野で幅広い用

途が可能になる上、シリコンベースで大幅なコスト低下が実現されるため価格競争力

が高い。 
 

プロセッサの高速化を進める場合、データ処理スピードが秒速 100 億ビットに近づ

くにつれて、銅配線では PC ボードの規則性が不十分なものとなる。他方、そのため

新しいボード材料を採用したり、あるいは他の新技術の導入を志向したりすれば、そ

れだけコストを押し上げることになる。シリコン・フォトニクスに着目し、銅の代替

物としてオプティカルファイバーを採用した今回の研究開発の方向は、コスト削減の

面からも注目されている。 
 

将来のコンピュータにテラバイトレベルの光学データパイプが採用されるようにな

れば、高効率のコンピューティングアプリケーションの新しい局面を迎えることが可

能となったと言える。PC やサーバ、さらには関連機器を含むオプティカル・インター

コネクトを採用することにより、ギガバイトレベルのデータ転送処理が可能となる。

ホームネットワーク時代を目前に、今後益々拡大すると見込まれる動画、音楽、テキ

ストデータなどへのリードへ先んじた研究成果と位置づけることができる。 
 

米インテル社におけるシリコンレーザーへの取り組みに対する力の入れ具合は、同

社の装置開発の積極的な姿勢にもうかがえる。昨年 2 月に同社は、連続した光の流れ

を発生させ、データ処理としてインパルスの流れに変換するレーザ装置を開発してい

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート989号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/989/
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る。チップ上のコンポーネント、プロセッサといったコンポーネントの接続に光を使

用するといった半導体レーザが市場に投入されるまでに 4～5 年かかると現時点では

見込まれているが、一旦実用化されれば、消費電力、放熱対策、データトラフィック

処理などの利点が大きい。本開発は、米インテルが従来から進めている大学との共同

開発の成功事例の 1 つである。 
 

同社は、UC サンタバーバラ校以外に、バークレー大学（センサーネットワーク、

インターネットスケールサービス、IT における新分野の開発）、ケンブリッジ大学（ネ

ットワークと分散システム）、ピッツバーグ大学（広域分散システム向けソフトウェア）、

シアトル大学（デジタル家庭、ヘルスケア、位置情報などを含むユビキタス・コンピ

ューティング向け新規活用モデルの開発）などとも共同開発を実施している。 
 
参考資料  
・Intel, UCSB Develop World's First Hybrid Silicon Laser 

http://www.physorg.com/news77804050.html 
 
・ Intel’s Research in Silicon Photonics Could Bring High-Speed Optical 

Communication to Silicon 
http://download.intel.com/technology/silicon/sp/download/sipwp2.pdf 

 
・SPECTRUM ONLINE 

In the future, ordinary silicon chips will move data using light rather than 
electrons, unleashing nearly limitless bandwidth and revolutionizing computing 

http://www.spectrum.ieee.org/oct05/1915 
 
・Coverge Netwrok Digest 

Silicon Photonics Could Revolutionize Future Servers and Networks 
http://www.convergedigest.com/blueprints/ttp03/bp1.asp?ID=242&ctgy=Market 

 
・Intel Research Berkeley Collaborating to Change the World 

http://www.intel.com/research/downloads/03-647_IR_Insert_Berk_r03.pdf 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.989,  2006.11.15 

43  

【IT・ロボット特集】IT 
 

米国エネルギー省は太陽エネルギー技術拡大に 
1,300 万ドルの提供を発表 

 
米国エネルギー省(DOE)は、太陽技術に関する新しい研究に 1,300 万ドル以上の資

金を提供すると発表した。ブッシュ大統領の 1 億 4,800 万ドルの"ソーラー・アメリカ・

イニシアティブ(Solar America Initiative)"の一部である、この資金提供は、太陽発電

装置として知られている太陽電池パネルの効率を高めるための開発を支援する。 
 
「この投資は、クリーンで再生可能な太陽エネルギーを国家にもたらすという我々

のミッションの大きな一歩である。より多くの太陽エネルギーを利用することができ、

家庭や職場にエネルギー供給するために太陽電池を使用することができれば、我々は

エネルギー多様性を増加させて、国家のエネルギー安全保障を強化することができる」

と DOE 長官は語った。 
 
ブッシュ大統領のエネルギーイニシアティブの柱である「ソーラー・アメリカ・イ

ニシアティブ」は、太陽光を直接電力に変換する材料の開発によって、太陽エネルギ

ーを 2015 年までに従来の電力源に対して価格的に競争力を持つようにすることを目

的としている。 
 
2006 年の一般教書演説で、ブッシュ大統領は「先進エネルギーイニシアティブ

(AEI：Advanced Energy Initiative)」を発表した。それは、外国エネルギー源への我々

の依存度を減らすことを求めている。 
 
この目標を達成するために、AEI は、エネルギー省のクリーンエネルギー技術研究

の資金提供に 22 パーセントの増加をもたらした。大統領の「ソーラー・アメリカ・イ

ニシアティブ」の 2007 年度 1 億 4,800 万ドルの要求は、太陽光を直接電力に変換す

る半導体材料の開発を加速するために、現行予算に対して 6,500 万ドルの増加(78%増)
をもたらしている。 

 
2007 年度に与えられる約 450 万ドルを含む、1,300 万ドルの資金提供は、以下の数

多くのプロジェクトを支援する。 
 

- 太陽機器標準規格作業グループ主導体制 

 
このプロジェクトは、太陽機器の標準規格を管理するために米国の作業グループを

立ち上げ運営する。作業例は、標準規格モデルの提案あるいは開発、ならびにその実

< 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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施、標準規格研究の展開、および出現する標準規格問題の監視における支援を含んで

いる。 
 
このプロジェクトは、5 年間継続し、FY 2007 年の資金提供は 120 万ドルで以降の

年は年間 75 万ドルの、プロジェクトコスト合計は 420 万ドルになる。 
 

- 全米自発的太陽電池(PV)モジュール性能評価システム 

 
このプロジェクトは、標準的な使用のための試験手順および規約の確立とともに、

性能、信頼性、安全性、予期される劣化および運転制限などを含む全米自発的太陽電

池(PV)モジュール評価標準の生成に注目している。 
 
このプロジェクトは、5 年間継続の計画であり、1 年当たり 100 万ドルで、プロジ

ェクトコスト合計は 300 万ドルとなる。1 件あるいは 2 件の評価システムの選択が予

定されている。 
 

- 都市戦略提携 

 
この都市戦略提携によって、DOE は、市議会および電力使用者と関係を持つことに

より、地方レベルでの太陽技術の採用を加速するために取り組む。 
 
このコスト共有プロジェクトは、2 年間の継続で、プロジェクトコスト合計は 320

万ドルである。財政援助に加えて、DOE は、さらに提携都市へ技術支援を提供する。

6～10 都市の選定が予定される。 
 

- 州戦略提携 

 
このプロジェクトの下では、DOE は、太陽エネルギー問題についての戦略的パート

ナーとして精選された州会員組織の支援を求める。協力者は、太陽エネルギー技術の

採用を促進するために対象とされた州パートナーとの強い関係を育成する。 
 
このコスト共有プロジェクトは、継続期間 3 年で、1 年当たり 45 万ドルのプロジェ

クトコスト合計は 135 万ドルである。3～6 州の選定が予定される。 
 

- 公益事業体戦略協力 

 
この公益事業体戦略協力の下では、「ソーラー・アメリカ・イニシアティブ」の成功

を可能にする公益事業体に重要な支援を提供するため、DOE は、戦略パートナーとし
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て精選した公益事業体会員組織の支援を求める。協力作業の例は、事業計画に太陽技

術を組入れ、太陽技術の技術的特性および可能性に関して公益事業体の問い合わせに

対応できるために、現行のモデルで公益事業を提供することを含んでいる。 
 
このコスト共有プロジェクトは、継続期間 3 年で、1 年当たり 45 万ドルのプロジェ

クトコスト合計 135 万ドルである。1 つあるいは 2 つの公益事業の選定が予定される。 
 
 
「ソーラー・アメリカ・イニシアティブ」に関する情報は、次のサイトで見つける

ことができる：http://www1.eere.energy.gov/solar/solar%5Famerica/. 
 
AEI による外国石油への我々の依存度を減らす大統領の目標に加えて、ほぼ 1 年前

に大統領によって署名された 2005 年エネルギー政策法(EPAct)は、太陽機器の購入と

使用に対して、商用太陽設備の購入に対して認定された費用の 30 パーセントと等しい

奨励金を、認められる全控除額に制限をもうけずに、提供する。 
 
EPAct は、さらに、水泳プールや温水浴槽を熱する以外の目的のためだけに使用す

る、認定された太陽電池や太陽熱温水器に 30 パーセントの税額控除を提供する。太陽

電池と太陽熱温水器の両方の機器を個人で所有し設置している場合、持ち主は 大

4,000 ドルまでの税額控除を受けられ、一方の機器のみ場合は 2,000 ドルまでの控除が

与えられる。 
 

(出典：http://www.energy.gov/news/4354.htm) 

< 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】国際会議参加報告 

 
NEDO/上海交通大学共催「日中省エネ・新エネセミナー」開催報告 

 
NEDO 技術開発機構 エネルギー・環境技術本部 

吉田 剛、梁 驍 
 

はじめに 

中国では「第十一次五ヵ年計画」（2006 年 3 月公表）において、エネルギー原単位

を 2010 年までに 20％低減することを目標として設定するなど、省エネ・新エネへの

取り組みが国の 重要課題の一つとなっている。 
このような状況を踏まえ、上海交通大学をはじめとする中国の大学等の研究成果と

併せ、日本の同分野における取組みを紹介することにより、日中双方の省エネ・新エ

ネ政策の方向性を俯瞰しつつ、政策論・技術論の両面から日中省エネ・新エネ協力の

新たな可能性を展望することをめざし、NEDO 技術開発機構（以下、NEDO）及び上

海交通大学の共催により、「日中省エネ・新エネセミナー」を計画・開催した。 
セミナーは 2006 年 10 月 27 日、中国・上海市にある上海交通大学のキャンパス内

で行われ、同大学の教授陣、研究員、学生の他、日中の企業関係者など約 180 名が参

加し、日中双方の専門家 16 名による発表がなされ、盛況裏に終了した。 
 上海交通大学は、かねてより中国の国家重点プロジェクトを担うなど、エネルギー・

環境分野の研究で主導的な役割を果たしており、今回 NEDO との共催により本セミナ

ーを実施したことにより、エネルギー・環境問題の技術による解決に向けた、より積

極的なメッセージを中国全土に向け発信する一助と成り得たと考えている。 
以下、本セミナーの概要について紹介する。 
 

 

 

上海交通大学のキャンパス 

に勢揃いした日中関係者 

(2006 年 10 月 27 日) 
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セミナーの概要 

1. 名称：「日中省エネ・新エネセミナー」 
2. 主催：上海交通大学と NEDO との共催 
3. 開催日時：2006 年 10 月 27 日（金）9:00-18:00 
4. 場所：上海交通大学閔行

ミンコウ

キャンパス機械楼（上海市郊外） 
5. 参加：公募などにより約 180 人（日本側約 70 人、中国側約 110 人）が参加 
【中国側の主な参加者】 
 丁文江(上海市科技委員会副主任・前上交大副学長）、黎明(自然科学基金委員会副局

長級)、張麗紅(国家発展改革委員会能源処副処長) 
【日本側の主な参加者】 
 日本からの参加：JFE スチール(株)、豊田通商(株)、大阪大学、九州大学、島根県立大

学他 8 名 
 中国からの参加：川崎重工業(株)、松下電器産業(株)、富士電機グループ、月島機械(株)、 

本田技研工業(株)、昭和電工(株)、NTT、三井物産(株)、双日(株)
他 

6. セミナーの構成 

(1) 開幕式 9:00-9:30 
 NEDO、上海交通大学、上海市科学技術委員会、および自然科学基金委員会行程

与材料科学部の各代表による挨拶 
(2) 総括セッション 9:50-12:00 
上海交通大学の司会による基調講演及び NEDO 北京事務所の司会によるプレナリ

ー発表 
(3) 個別セッション 13:00-17:45（6 テーマ） 
中国側：上海交通大を中心に、上海市省エネ協会、華中科技大学、民間企業（燃料

電池関係）が発表 
日本側：NEDO の他、(財)日本自動車研究所(JARI)、三洋電機(株)、筑波大学が発

表 
 
7. プログラム(発表者敬称略) 

時  間 発 表 内 容 

9:00～9:30 Ⅰ．開幕式（司会：上海交通大学・林副学長） 

1.上海交通大学学長【謝 縄武】 

2.NEDO 理事長【牧野 力】 

3.上海市科学技術委員会副主任【丁 文江】 

4.自然科学基金委員会行程与材料科学部副主任(副局長級)【黎 明】 
9:40～10:40 

 

Ⅱ．基調講演（司会：上海交通大学・林副学長） 

1. 前上海交通大学学長 中国工程院院士 【翁 史烈】（30 分）   

「クリーンエネルギー高効率利用」 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
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  http://www.nedo.go.jp/kokusai/kouhou/181027/11.pdf  

2. NEDO 参事【小井沢和明】（30 分） 

「NEDO のエネルギー・環境技術分野の技術開発・導入普及事業について」 

  NEDO’s R&D and Dissemination Activities in Energy and Environmental 

Fields 

  http://www.nedo.go.jp/kokusai/kouhou/181027/12.pdf  

10:40～11:40 

 

Ⅲ．プレナリー発表（司会：NEDO 北京事務所・田端首席技術代表） 

1. 経済産業省 資源エネルギー庁 国際協力推進室長【高見牧人】（30 分） 

「日本の省エネ・新エネ政策について」 

Energy Efficiency and Conservation Policy and New Energy Policy in 

Japan 

  http://www.nedo.go.jp/kokusai/kouhou/181027/21.pdf  

2. 中国科学院院士【徐 建中】（30 分） 

「エネルギーの科学利用と再生可能エネルギーの開発について」 

  http://www.nedo.go.jp/kokusai/kouhou/181027/22.pdf  

13:00～17:45 

 

 

13:00～13:20 

 

 

13:20～13:40 

 

 

 

 

13:40～14:00 

 

 

14:00～14:20 

 

 

 

 

14:20～14:40 

 

 

14:40～15:00 

Ⅳ．個別セッション（司会：NEDO 和坂部長、徐 明厚教授） 

(1)省エネと代替エネルギー技術の現状と展望 

1-1 クリーンコールテクノロジー 

1. 長江学者・教授【徐 明厚】 

Formation and control technologies of pollutants during coal combustion 

http://www.nedo.go.jp/kokusai/kouhou/181027/3111.pdf  

2. NEDO 環境技術開発部 部長【和坂貞雄】 

Clean Coal Technology Development in NEDO 

http://www.nedo.go.jp/kokusai/kouhou/181027/3112.pdf  

 

1-2 代替エネルギーと DME  

1. (財)日本自動車研究所(JARI) 理事【林 直義】  

Choice of Automotive Fuel Type in a Long Term 

http://www.nedo.go.jp/kokusai/kouhou/181027/3121.pdf  

2. 上海交通大学エネルギー学院 教授【黄 震】 

Present and future status of the energy supply for automobiles in China 

http://www.nedo.go.jp/kokusai/kouhou/181027/3122.pdf  

 

1-3 産業、運輸、民生、建設の省エネ 

1.上海市省エネ協会 理事長【施 明融】 

Energy Saving and Sustainable Development in Shanghai 

http://www.nedo.go.jp/kokusai/kouhou/181027/3131.pdf  

2. NEDO 省エネルギー技術開発部 統括調査員【大坪 勝治】 
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15:25～15:45 

 

 

15:45～16:05 

    

        

        

 

16:05～16:25 

 

 

 

16:25～16:45 

 

 

 

 

 

16:45～17:05 

 

 

17:05～17:25 

 

 

Development of Energy Saving Technologies at NEDO in the field of  

Commercial/Residential, Transportation and Industry 

http://www.nedo.go.jp/kokusai/kouhou/181027/3132.pdf  

(2) 新エネ技術の現状と展望   

2-1 燃料電池 

1. NEDO 燃料電池・水素技術開発部 主任研究員【氏家 孝】 

Overview of NEDO R&D Projects on Fuel Cells 

http://www.nedo.go.jp/kokusai/kouhou/181027/3211.pdf  

2. 神力公司 博士（元バラードパワーシステムズ）【胡 力清】 

Introduction of Shanghai Shen-Li PEM Fuel Cell Technology 

http://www.nedo.go.jp/kokusai/kouhou/181027/3212.pdf  

 

2-2 太陽エネルギー 

1. 上海交通大学 エネルギー研究院 教授【代 彦軍】 

Integrated Solar Energy System for Heating, Cooling, Natural Ventilation 

and Hot Water Supply in Buildings 

http://www.nedo.go.jp/kokusai/kouhou/181027/3221.pdf  

2. 三洋電機株式会社 研究開発本部 アドバンストエナジー研究所 

ソーラーエナジー研究部 部長【田中 誠】 

Recent Status and Future Prospect of Photovoltaic Solar Cells 

http://www.nedo.go.jp/kokusai/kouhou/181027/3222.pdf  

 

2-3 バイオマス 

1.筑波大学大学院 教授【内山 洋司】 

Present status and future perspectives of biomass energy technologies in 

Japan 

http://www.nedo.go.jp/kokusai/kouhou/181027/3231.pdf  

2.上海交通大学 エネルギー研究院 教授【劉 栄厚】 

Research and Development of Biomass Energy Conversion Technology  

http://www.nedo.go.jp/kokusai/kouhou/181027/3232.pdf  

17:45～18:00 閉会挨拶 林副学長（司会：NEDO 北京事務所・田端首席技術代表） 

 
 
 
 
 
 
 

< 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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8. 発表概要(発表者敬称略) 

 
開幕式壇上 

 
セミナー会場内 

             
謝 学長       牧野理事長        丁 副主任        黎 副主任 

 

 

前上海交通大学学長 中国工程院院士 【翁 史烈】 

国の中長期科学技術開発計画においてもエネルギーが重要視され、多

くの項目が挙げられている。上海交通大学で行っている４つの研究を紹

介。①燃料電池・マイクロガスタービンのハイブリッドシステム、②天

然ガスマイクロ CHP システム、③HAT(Humid Air Turbine)システム、

④バイオマス。国の研究開発計画、市の研究開発計画に加え、大学独自

の研究開発を進めている。 

 

NEDO 参事【小井沢 和明】 

 日本のエネルギー状況、新エネルギーの普及状況及び NEDO の新エ

ネ・省エネ技術開発について説明。 

 

経済産業省 資源エネルギー庁 国際協力推進室長【高見 牧人】 

 日本において省エネルギーが進展してきた状況及びその政策について

説明。省エネルギーに係る①規制（エネルギー使用状況報告、トップラ

ンナー方式）、②インセンティブ、③価格等の説明、及び新エネルギー推

進の目標、RPS 法、また、国際協力や新・国家エネルギー戦略について

説明。 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.989,  2006.11.15 

51  

 

中国科学院院士【徐 建中】 

 中国の発展に向け、エネルギーと環境問題の解決が重要。2020 年には

一人当たり 1 万ドル以上となる目標だが、その時点のエネルギー消費量

を一人あたり 3 石炭換算トンとする。供給は主に石炭に依存し、SOX 等

の公害問題の他、エネルギー安全保障の問題も生じている。エネルギー

と環境の両面の課題を、省エネルギーと石炭のクリーン利用等で解決し

ていく。 

 

長江学者・教授【徐 明厚】 

 石炭が引き起こす公害、環境問題を紹介。水銀等の重金属による大気

汚染により、土壌、海洋、食物連鎖の危険性を指摘。砒素被害も発生。

石炭灰による粒子状物質(PM)も多い。 

 石炭燃焼による CO2 排出も課題。これらの課題対策に向け、米国等の

クリーンコールテクノロジー、炭素固定化技術等を紹介。 

 
 

NEDO 環境技術開発部 部長【和坂 貞雄】 

 日本における石炭利用技術の紹介。石炭ガス化、改質、直接石炭液化

（褐炭液化、亜瀝青炭液化）について説明。 

 

(財)日本自動車研究所(JARI) 理事【林 直義】 

 地球温暖化問題に対応する自動車技術、燃料技術について、ガソリン

車の効率化、ハイブリッド、ディーゼル、バイオマス、燃料電池車、電

気自動車など説明。 

 

上海交通大学エネルギー学院 教授【黄 震】 

 中国の石油需要は 90 年代以降は年率 6.7％と高い伸びで 2004 年の輸

入依存度は 42.9％。自動車の保有台数は 2010 年で 5,700 万台、2020 年

で 1.3 億台となる見込み。これに対し、省エネルギーと代替エネルギー

で対応する方針。2020 年における消費量のうち省エネで 30％、代替エ

ネルギーで 20％を抑制する目標。2005 年 7 月に初めて燃費基準を制定。

ディーゼル車の経済性、燃費の良さから DME 開発を推進。また、石炭

液化は南アのサソール社と協力して推進。石炭を中心としたモーダルシ

フトが必要。 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
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上海市省エネ協会 理事長【施 明融】 

 上海市の SO2 の排出は世界一になり、その対策に年間 5000 億元の費

用がかかっている。新エネルギーが普及するにはあと 20-30 年かかるの

で、省エネルギーが重要。具体的には産業構造の変化が必要。18 年間で

第 3 次産業が 30％から 50％に迫り、エネルギー効率が大幅に上昇。ま

た、基準を策定し、エネルギー管理をしていくことが必要だが、まだそ

の段階にない企業が多い。一人一人の省エネルギーの実行が必要。市政

府に責任があり、行動を起こす必要がある。省エネルギーは政府が主導

し、市場で導入されていかねばならない。 

 

NEDO 省エネルギー技術開発部 統括調査員【大坪 勝治】  

 日本では、運輸、民生部門のエネルギー消費が伸びている。給湯器の

開発、次世代低公害車の開発、クリーンディーゼルプロジェクトを紹介。

産業分野では高温空気燃焼技術の開発。産業間・工場間連携の省エネル

ギーの事例紹介。 

 

NEDO 燃料電池・水素技術開発部 主任研究員【氏家 孝】 

 日本の燃料電池研究開発状況について説明。特に NEDO が取り組んで

いる、1)PEFC 実用化戦略的技術開発（①基礎的・共通的課題、②要素

技術開発③実用化開発、④次世代燃料電池技術開発）、2)PEFC 大規模実

証研究事業、3)新利用形態燃料電池の開発、4)SOFC の研究開発を中心

に説明。 

 

神力公司 博士（元バラードパワーシステムズ）【胡 力清】 

 神力公司は 98 年設立。従業員 120 人。燃料電池の全面的な開発の実

力を有しており、テスト、加工、部品、電池製造、シミュレーター、大

規模生産基地も作ったところ。国の開発計画を受託。2004 までに 1.3 億

元以上の開発資金を取得。市からの助成金を含む。今は第 3 世代の開発

に着手。欧州に輸出している。第 3 世代では、その効率は 60kW だった

が、4 世代では 70 kW に高めている。全種でフィールドテストを実施。

2010 年には 1000 台以上の FC 車のエンジンを開発予定。 

 

上海交通大学 エネルギー研究院 教授【代 彦軍】 

 上海での 5,000kW の太陽光（建物の 20％のエネルギー需要を供給）、

太陽熱などを組み合わせたモデル建築を説明。ハイブリッドソーラーエ

ネルギーシステム、太陽熱での穀物の空冷システムの紹介。穀物の低温

保管に有効な技術である。 
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三洋電機株式会社 研究開発本部 アドバンストエナジー研究所 

ソーラーエナジー研究部 部長【田中 誠】 

 日本の太陽光発電の進展につき、現在約 30 万軒の住宅、約 1％の住宅

に設置されている現状を説明。アモルファスの技術を結晶系に持ち込ん

だ HIT 技術、シリコン薄膜技術、等の技術開発を紹介。世界市場におい

ては、独 Q-CELLS、中国 SUNTECH の伸びが著しい。30 年における

電力供給の 10％を太陽電池で賄えるようにする目標。 

 

筑波大学大学院 教授【内山 洋司】 

 世界での未利用のバイオマス資源が多く、今後の伸びが期待されるエ

ネルギー源である。特に中国を含むアジア・オセアニア地域で世界の 1/3

を占め、アジア地域の可能性は大きい。日本のバイオマスエネルギーの

ポテンシャルは中国の 1/20。日本では木質系バイオマスが全体の半分以

上を占めている。①先進バイオマス変換技術、②バイオマス地域エネル

ギーシステム、③地域バイオマス熱利用ＦＴ、④アジアでのバイオマス

利用調査、といった NEDO のプロジェクトを説明。ロードマップを紹介。

 

上海交通大学 エネルギー研究院 教授【劉 栄厚】  

 上海交通大学におけるバイオマス分野の研究の紹介。バイオエタノー

ル研究（わら、砂糖、等）、スイートソルガムから年 10 万ｔ産出するプ

ロジェクトを実施。バイオガスプロジェクトの紹介。バイオマスを中国

政府は重要視している。今後も様々研究開発が進むことを期待している。

 
9. 主な質疑応答 

Q1：NEDO の予算の原資は何か？ 
A2：（小井沢参事）NEDO は政府機関なので、政府資金が原資。技術開発の中でもリ

スクの高いものは NEDO が 100％負担。実用化に近い部分は企業 1/2 負担する

ような仕組みもある。 
 
Q2：都市ゴミの合理的利用について伺いたい。 
A2：（内山教授）ゴミ対策は環境対策としても大事。都市ゴミの 7 割強が処理場で燃

やされて、地域の熱供給、発電に積極的に利用されている。しかしながら、こ

れ以上都市ゴミを利用していくのは別の面から難しい。循環型社会を目指す方

針となっており、リサイクルして資源として活用するため、発生量が減少して

いく。よって、バランスを考えてゴミを利用していく方向。 
 
Q3：燃料電池自転車や DME に関して、水素は危険との認識ある。また、圧縮気体燃

料や水素の供給スタンドは少ない。自動車への供給インフラは簡単に進むの

か？ 
A3：（氏家主研）一般には水素の危険性の認識があるため、安全性や規制を研究する

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート989号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/989/
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ことも進めている。タンクの圧力などもユーザーの意見を聞きつつ、安全面の

検討をしている。時間かかるが、平行して開発している。 
A3：（林理事）水素と燃料電池の安全性試験も行っている。漏れ、着火、衝突試験、

等の試験において、ガソリン、CNG といった既存燃料と比較すると、水素は早

く燃えるため、場合によっては他の燃料よりも問題が小さいということもある。 
 
Q4：エネルギーの効率的管理において、分散型エネルギーやコジェネの利用は重要と

思うが、中国国内でどのように進めていくのか。 
A4：（中国側）政策で進めていく。 
 
Q5：石炭のクリーンコールテクノロジーについて、炭種によってガス化後の成分はど

のように変化するか。 
A5：（和坂部長）：炭種によるガス化の組成変化に関する質問と理解。炭種によってガ

ス化のタイプが変わる。褐炭だと噴流床ガス化は利用できない。水素の成分が

多くなる。亜瀝青炭、瀝青炭になると、CO２が多くなる。 
 
Q6：バイオマスについて、海洋バイオマスの利用はどうか。 
A6：（内山教授）陸上バイオマスは年々資源が蓄積される。しかし海洋バイオマスの

成長は１年サイクルで蓄積量が少ない。発生してすぐ使うなら有益だが、海洋

バイオマスの収集は困難。実際には陸上以上に課題があるのが現状。 
 
＜参考＞ 

上海交通大学ホームページ： http://www.sjtu.edu.cn/ 
NEDO 海外レポート「中国第十一次五ヵ年計画」紹介記事（NEDO 北京事務所）：

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/976/976-10.pdf 
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【個別特集業】 NEDO 海外事務所報告 

 

米国議会上下院新委員長の略歴と予想される政策動向 
 

NEDO ワシントン事務所 

松山貴代子 

米国の中間選挙：下院および上院で民主党が勝利 

 
2006 年 11 月 7 日に行われた中間選挙は、下院および上院ともに、民主党が共和党

から多数党の座を奪う結果となった。11 月 9 日午後の時点での集計として、ワシント

ンポスト紙は、民主党が下院（定員は 435 名）で 230 議席を獲得し、共和党は 196 議

席、9 議席が未確定であると報道注 1 している。一方の上院は、本日午後にバージニア

州現職の George Allen 議員（共和党）が民主党挑戦者の Jim Webb 氏に対して敗北を

認めたことで、民主党が 51 議席、共和党が 49 議席となった。 
 

第 110 議会の下院議長や上院多数党院内総務、および、各委員会の委員長の選出は

来週に予定されているが、Nancy Pelosi 現下院民主党院内総務（カリフォルニア州）

が女性として初の下院議長注 2 に就任し、Harry Reid 現上院少数党院内総務（民主党、

ネバダ州）が上院多数党院内総務に就任することが確実視されている。 
 

次期下院議長に見込まれている Pelosi 院内総務は 11 月 8 日、第 110 議会の「立法

審議開始 100 時間（first 100 legislative hours）」で取り上げる優先議題として、①

ロビイスト主催の旅行やギフトの禁止、および、新たな減税を歳出削減で相殺するこ

とを義務付ける賦課式（pay-as-you-go）規定の復活を盛り込んだ下院規定案；②連邦

低賃金引上げと小企業向け税控除のパッケージ；③大手石油会社への優遇税制撤

廃；④胎性幹細胞研究に対するブッシュ政権の規制撤廃；⑤学生ローン貸付金利の半

減；⑥老齢者医療保険（MEDICARE）の処方箋薬価格の引き下げ交渉等をあげ、党派

を超えた協力によってこれらの議題を進めていく意向であると語っている。米国議会

の各委員会委員長は、先任権（年功序列）に従って決められることが一般的であるた

め、第 110 議会の下院エネルギー・商業委員会の次期委員長には John Dingell 下院議

員（ミシガン州）、科学委員会委員長には Bart Gordon 下院議員（テネシー州）、歳

出委員会委員長には David Obey 下院議員（ウィスコンシン州）が就任し、一方の上

院では、エネルギー・商業委員会の次期委員長に Jeff Bingaman 上院議員（ニューメ

キシコ州）、科学・商業・運輸委員会委員長には Daniel Inouye 上院議員（ハワイ州）、

歳出委員会委員長には Robert Byrd 上院議員（ウェストバージニア州）、そして、環

                                                  
注 1 CNN ニュース（11 月 9 日午後）によると、下院の内訳は、民主党が 229 議席、共和党が 196 議席で、

未確定が 10 議席となっている。 
注 2 大統領後継順序では、下院議長は副大統領に次いで三番目となる。 

< 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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境・公共事業委員会委員長には Barbara Boxer 上院議員（カリフォルニア州）が就任

するものと見られている。ここでは、これらの委員会に関して、新委員長の略歴と予

想される政策動向について概説する。 
 
A. 下院 

 

1.   エネルギー・商業委員会の John Dingell 下院議員（ミシガン州） 

 《略歴》 1955 年に 29 歳の若さで下院議員に初当選。1981 年から 1995 年まで下

院エネルギー・商業委員会の委員長を務めた経験者。1995 年に下院の多数党の座

を共和党に奪われてからは、同委員会のランキング・メンバー。原子力発電業界か

らの寄付金受領では民主党トップであり、自動車メーカーや自動車労働組合からの

寄付金も多い。 
 

 《予想される政策動向》 11 月 8 日の記者陣との電話会議で、下記の発言を行っ

ている： 
① 米国の海外石油依存度を軽減するため、ディーゼル自動車や電気自動車等の技

術的進歩を奨励し、代替燃料についても検討する。 
② 電気製品のエネルギー効率について連邦基準を設定するべきかについて公聴

会を開催する。 
③ ビルディングの省エネ推進施策を支援する。 
④ 気候変動に関するリスポンシブルな法案を支持する準備がある。但し、全責任

を産業界に転換する法案は支持できない。注 3 
⑤ 自動車燃費の問題が来年、審議される可能性はある。しかしながら、自動車業

界が厳格な燃費基準を達成する能力等、数々の要素が討議で非常に重要な役割

を果たすことになる。 
⑥ 資金不足が甚だしい、環境保護庁（EPA）のスーパーファンド計画について検

討する。 
 
2.  科学委員会の Bart Gordon 下院議員（テネシー州） 

《略歴》 1984 年に初当選。2003 年から下院科学委員会のランキング・メンバ

ー。民主党の中では、穏健派と見なされている。 
 
《予想される政策動向》 月および火星への有人飛行計画を支持してはいるもの

の、米航空宇宙局（NASA）の航空・科学プログラム予算を削減して、それを宇

宙探査に回すというブッシュ政権の計画を厳しく批判し、ブッシュ政権の科学優

                                                  
注 3 2006 年 11 月 10 日付けの Inside EPA によると、同氏は、温室効果ガス排出削減を狙った排出権取

引プログラムを設置する cap-and-trade 型プランを支持するか否かについてはコメントを控えたとい

う。 
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先事項にも反対の立場を表明している。Gordon 議員主導の科学委員会では、世界

的にみた米国科学競争力、および、技術職の海外アウトソーシングを取り上げる

ものと見られている。同氏はまた、代替燃料やエネルギー使用合理化に関するイ

ニシアティブを提出する可能性もある。 
 

3. 歳出委員会の David Obey 下院議員（ウィスコンシン州） 

《略歴》 1968 年に初当選。民主党下院議員としては、John Dingell 下院議員（ミ

シガン州）と John Conyers 下院議員（ミシガン州）に続き、在任期間が 3 番目

に長い議員。1994 年から、下院歳出委員会のランキング・メンバー。 
 
《予想される政策動向》 教育、医療研究、コミュニティー開発ブロックグラン

ト、復員軍人の医療的ケア、および、国境警備の予算増額に努力してきたことか

ら、国内の自由裁量的プログラムへの予算増額を積極的に推し進めるものと予想

される。また、指定交付金（earmark）を求める場合、その指定交付金から議員

が個人的な利益を得るか否かを言明するよう議員に義務付けるという民主党提案

を支持していることから、指定交付金を吟味するものと見られている。 
 
B. 上院 

 

1.エネルギー・天然資源委員会の Jeff  Bingaman 上院議員（ニューメキシコ州） 

《略歴》  1982 年に初当選。上院エネルギー・天然資源委員会のランキング・メ

ンバー。1997 年から 2001 年までエネルギー効率化を推進する「エネルギー節約

同盟（Alliance to Save Energy = ASE）」注 4 の 5 代目委員長を務める。 
 
《予想される政策動向》 同委員会の Pete Domenici 現委員長（ニューメキシコ

州）とはこれまでも法案策定で協力してきたことから、Bingaman 上院議員が委

員長となり、Domenici 議員がランキング・メンバーとなっても両者の協力関係が

継続することは明白で、委員会の変化は程度差の問題と見られている。Bingaman
議員は、ASE の委員長を務めたことからも明らかなように、Domenici 現委員長

よりも強力にエネルギー効率化を支持しており、風力・太陽エネルギーといった

再生可能エネルギー資源の利用拡大、クリーンコール研究の推進、および、自動

車やスポーツ多目的車（SUV）の燃費基準の強化も支持している。原子力発電に

関しては、Bingaman 上院議員は一般的に支援者と見なされているものの、原子

炉新設への奨励金には反対であり、ブッシュ政権が提案する世界原子力エネルギ

ーパートナーシップ（GNEP）プログラムには懸念を表明しているため、原子力

発電が新委員長のアジェンダのトップに位置する議題であるとは考え難い。 

                                                  
注 4 1977 年に創設された非営利団体で、健全な経済、クリーンな環境、および、エネルギー安全保障の

達成を目的として、世界的なエネルギー効率化を推進している。 
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2.科学・商業・運輸委員会の Daniel Inouye 上院議員（ハワイ州） 

《略歴》  1960 年から下院議員を一期務めた後、1962 年に上院選に出馬し、初

当選。1975 年から 1979 年まで上院のスパイ活動特別調査委員会の委員長、1987
年から 1995 年、および、2001 年から 2003 年まで上院インディアン問題委員会

の委員長を務めた。現在は、上院科学・商業・運輸委員会のランキング・メンバ

ー。 
 
《予想される政策動向》  上院科学・商業・運輸委員会は、科学および宇宙、技

術・イノベーションおよび競争力、航空、地球気候変動とその影響、エネルギー、

陸上輸送と海運、通商や経済開発、消費者問題および製品安全性等、幅広い分野

を管轄する。同委員会の Ted Stevens 現委員長（共和党、アラスカ州）と Inouye
上院議員は 50 年来の親しい間柄で、Inouye 議員は共同議長という名称で呼ばれ

ており、両者の立場が逆転しても、このパターンには変わりがないものと見られ、

また、優先事項も共有している。Inouye 上院議員は穏健派と見なされており、エ

ネルギー政策問題や企業平均燃費（CAFE）に関しては見解を特に名言していな

い。しかしながら、同委員会の John Kerry 議員（マサチューセッツ州）や Maria 
Cantwell 議員（ワシントン州）や Frank Lautenberg 議員（ニュージャージー州）

といった左寄りの民主党メンバー数名が、多数党の地位を利用して、同議会にお

ける民主党エネルギー優先事項の検討を推し進める可能性もある。 
 

3.歳出委員会の Robert Byrd 上院議員（ウェストバージニア州） 

《略歴》  1954 年から 1958 年まで下院議員。1958 年に上院選に出馬し、初当選。

1959 年以来 47 年間という上院議員暦は米国史上で 長。1989 年から 1995 年、

更には 2001 年から 2003 年までの 2 度にわたり、上院歳出委員会の委員長を務め

た。2003 年に共和党に主導権を奪われてからは、同委員会の民主党ランキング・

メンバー。 
 
《予想される政策動向》 11 月 11 日付けのブルーフィールド・デイリー・テレ

グラフ紙（ウェストバージニア州の地方紙）は、Byrd 上院議員注 5 が、ウェスト

バージニア州だけではなく米国全体に影響をもたらすことになる歳出委員会委員

長として、重要課題に挑戦する準備は整っており、民主・共和両党の協力によっ

て、雇用創出・ヘルスケアの改善・国土安全保障の強化といった米国民の優先事

項を中心に据えて解決策を見出していく心積もりであると語ったと伝えている。 

                                                  
注 5 Byrd 上院議員は地元ウェストバージニア州に多額の指定交付金をもたらす「ポークバレル（地元に

地方開発補助金をばらまく）の王様」と呼ばれている。一方、下院歳出委員会の David Obey 下院議

員はこうした交付金の制限を検討するものと見られている。両者のこのような違いが、歳出法案審議 
…特に、上下両院協議会でのすり合わせ… にどのような影響をもたらすことになるのかに留意する

必要があろう。 
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4.環境・公共事業委員会の Barbara Boxer 上院議員（カリフォルニア州） 

《略歴》  1992 年に初当選。上院環境・公共事業委員会の現ランキング・メンバ

ーである James Jeffords 上院議員（無所属、バーモント州）が今会期を 後に引

退することから、Boxer 上院議員が第 110 議会の上院環境・公共事業委員会委員

長に就くものと見込まれている。 
 
《予想される政策動向》  地球温暖化が人的原因によることを懐疑視する James 
Inhofe 上院議員（共和党、オクラホマ州）から、同委員会の委員長職を受け継ぐ

ことになる Barbara Boxer 上院議員は、民主党議員の中でも抜きん出た環境問題

の唱道者注 5 であり、11 月 9 日の記者陣との電話会議では、地球温暖化を 優先事

項として取り上げる意向であると語っている。地元カリフォルニア州は、米国内

で も積極的な温室効果ガス制御法令を今年成立させており、Boxer 議員はこの

地球温暖化新法案を、第 110 議会で連邦気候変動法案を草稿する際にモデルとし

て使用するつもりだという。 
 

(CQ Today, November 9, 2006; Greenwire, November 8, 2006; E&E News PM, November 8, 
2006; Inside EPA, November 10, 2006; Greenwire, November 10, 2006; Bluefield Daily 
Telegraph, November 11, 2006)  
 
 

                                                  
注 5  Boxer 上院議員はまた、北極圏野生生物保護区域（ANWR）の掘削解禁を阻止する民主党反対派の

リーダーであり、発電所から放出される有毒物質の排出量の削減を強く要求している。 

< 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989号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/989/
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【エネルギー】高効率エンジン 

 
高効率で低コストの自動車用小型エンジン（米国） 

 
マサチューセッツ工科大学（MIT）の研究チームが、小型ガソリンエンジンの開発

に取り組んでいる。このエンジンは、一般的なエンジンの半分の大きさでありながら

同等の性能を持ち、現在のハイブリッド・エンジン・システムに匹敵する燃料効率を

格段に低いコストで実現する。鍵を握るのは、綿密に制御されたエタノールの注入で

ある。このエンジンでは、登り坂にさしかかる時や車を追い越す時に、バイオエタノ

ールをエンジンのシリンダーに直接注入する。 
 
この小型エンジンは 5 年以内に市場に出る見通しであり、消費者にとって魅力的な

商品になることが予想される。1,000 ドルを余分に支払って数ヵ月おきに数ガロンのエ

タノールを補充すれば、普通のエンジンと比べてガロンあたり 30%も長く走ることが

できる。また、ハイ・オクタン・ガソリンを使わずに高い性能を発揮する。 
 
余分に支払った 1,000 ドルは、現在の米国のガソリン価格を基準として 3～4 年とい

う短期間で回収できることから、研究者達はエタノールを燃料とするこのターボエン

ジンが広く普及する可能性を持つと考えている。米国の石油消費量にも少なからず大

きな影響を与える可能性がある。例えば、全ての自動車がこの新しいエンジンを使用

した場合、米国の年間ガソリン消費量は現在の 1 億 4,000 億ガロンから 300 億ガロン

以上減少することが予想される。 
 
エネルギー環境研究所とプラズマ科学核融合センター（Environment and the 

Plasma Science and Fusion Center：PSFC）で主任研究員を務める Daniel R. Cohn
は次のように述べる。「より効率的でクリーンなエンジンを作るための低コストで実

際的な方法を見出し、石油の代わりにバイオ燃料をより一層普及させるための費用効

果的な方法を模索することが強く求められている。」 
 
これらの目標に到達できる可能性を持つエンジンを開発しているのは、上記の Cohn

を始め、機械工学教授で Sloan 自動車研究所の所長を務める John B. Heywood と

PSFC の首席研究員 Leslie Bromberg である。 
 
従来の火花点火（Spark ignition：SI）エンジン（ガソリンエンジン）の効率性を高

めようとする過去数十年の取り組みは、ノック限界（Knock limit）として知られる障

害により妨げられてきた。これは、エンジンの効率を大きく向上させようとするとノ

ッキング（自然着火）が引き起こされ、金属音が発生してエンジンに損傷を与えてし

まう問題である。MIT の研究チームは、高度なコンピューターシミュレーションを活
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用して、エタノールを使って自然着火を抑制しノック限界を解消する方法を開発した。 
 
エンジンがフル回転してノッキングが発生しやすい時に少量のエタノールを高温の

燃焼室に直接注入すると、エタノールはすぐに気化して燃料と空気を冷やし、自然着

火を大幅に抑制することができる。Bromberg が開発したシミュレーションにより、

エタノールを注入するとシリンダー内部の圧力が従来型 SI エンジンの 3 倍であっても

ノッキングが発生しないことが分かった。Ford Motor 社の協力でエンジン試験を行っ

たところ、モデル予測と同じ結果が出された。 
 
実質的にノッキングを排除した上で、研究チームは既存のディーゼル・エンジンを

高効率性にしている二つの手法をエンジンに取り入れることに成功した。まず、エン

ジンにターボチャージャーを取り付ける。これによって、吸入した空気が圧縮されて

より多くの空気と燃料がシリンダーに入るようになり、その結果エンジンは小さくて

もより大きな動力を生み出すことができる。 
 
次に、エンジンの圧縮比（燃焼前後の燃焼室容積比）を高める。燃焼ガスはサイク

ルごとに膨張を続け、一定量の燃料からより多くのエネルギーを得ることができる。 
 
この二つを組み合わせることより、エンジンの動力を 2 倍以上にすることができる。

過去数十年は自動車の性能を向上させようとする傾向が見られたが、研究チームはエ

ンジンの大きさを半分に縮小することに取り組んできた。研究チームがコンピュータ

ーモデルによる分析を行ったところ、ターボチャージャーを搭載したこの高圧縮比小

型エンジンは大型 SI エンジンと同等の 大出力を持ちながら、燃料効率は 20～30%
高いという結論が出された。 

 
しかし、効率の良いエンジンを設計するだけでは十分とは言えない。Cohn は次のよ

うに語る。「石油消費量に直接的な影響を与えるためには、消費者にこのエンジンを買

いたいと思ってもらわなければならない。このため、追加費用を低く抑え、運転者に

とって不便となりうる点を可能な限り減らすことにも重点を置いている。」 
 
エタノールを燃料とするエンジンは現在のハイブリッド・エンジン・システムに匹

敵する効率性をより少ない追加投資でもたらしてくれる可能性を持っている。具体的

には、約 3,000～5,000 ドルのハイブリッド・エンジン・システムに対して約 1,000 ド

ルになると考えられている。エンジンに使用するエタノールはガソリン 100 ガロンあ

たり 5 ガロン以下であり、運転者は 1～3 ヵ月に 1 度だけタンクにエタノールを補充す

れば良い。また、使用されるエタノールは、現在連邦法で推進されている E85（エタ

ノールとガソリンの混合）になる見通しである。 
 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート989号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/989/
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研究者達は、新たに設立した Ethanol Boosting Systems 社を通じて、フォード社

と共同でこの新しい構想の試験と開発に取り組んでいる。全てが期待通りに進めば、5
年以内にこの新エンジンを搭載した自動車が道路を走るようになる可能性がある。ガ

ソリンのごく一部を代替燃料にすることにより、残りのガソリンの有効利用が進むこ

とが期待される。 
 
出典：MIT's pint-sized car engine promises high efficiency, low cost 

http://web.mit.edu/newsoffice/2006/engine.html 
Copyright 2006 Massachusetts Institute of Technology All rights reserved.  
Used with permission. 

 
翻訳：山本 かおり 
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【環境】地球温暖化  
 

EU は京都議定書の目標達成に向けた取り組み強化が必要 
 

EU15 ヵ国（2004 年以前の加盟国）は京都議定書の温室効果ガス削減目標を辛うじ

て達成する見通しであることが 新の予測により明らかになった。EU15 ヵ国は、2008
年から 2012 年までに地域全体の排出量を基準年（大部分は 1990 年）の水準から 8%
削減することを約束している。欧州委員会の年間進捗報告書 1 は、各加盟国で検討さ

れている全ての行動が完全に実施され、予想される排出量が削減された場合、8%の削

減は期間半ばの 2010 年に達成できる見通しであると述べている。EU15 ヵ国のうち 7
ヵ国は、EU 法で定められた個別の排出量上限を超える見通しであると予測している。

現在 EU に加盟している 25 ヵ国（EU25 ヵ国）の総排出削減量は、2010 年までに 10.8%
となることが予想されている。 

文末に各国の目標値と予測値を示している。 
 
Stavros Dimas 環境担当委員は次のように述べる。「これらの予測は、安心の余地が

ないことを示している。先日発表されたエネルギー効率行動計画を始めとして、欧州

委員会は今後も欧州の排出量を削減するための新たなイニシアティブを進めていく。

しかし、全ての加盟国は、EU 全体の目標が確実に達成されるようにそれぞれの役割

を十分に果たさなければならない。順調に進んでいない国は、必要に応じて排出削減

の国内措置を追加的に実施するなど、それぞれの目標に到達するための取り組みを早

急に強化する必要がある。EU の第二期排出量取引制度（Emissions Trading Scheme）
に向けた国内割当計画が十分に機能するものになった場合にのみ、加盟各国は京都議

定書の義務を果たすことが可能になるだろう。」 
 
EU15 ヵ国の見通し 

6 月に発表されたデータ 2 によると、EU15 ヵ国における 2004 年（完全なデータが

揃っている 新の年）の温室効果ガス排出量は基準年の水準を 0.9%下回ったが、経済

は同期間に 32%拡大している。 
 
加盟各国の 新の予測によると、すでに実施されている政策・施策だけが行われた

場合、EU15 ヵ国の排出量は 2010 年までに基準年を辛うじて 0.6%下回る見通しであ

る。EU および加盟国レベルですでに合意されている追加措置が期間内に全て実施さ

れた場合は、基準年を 4.6%下回る削減が予想される。 
 

                                                  
1Report from the Commission: Progress towards achieving the Kyoto targets. COM(2006) 
658 

2http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/820&format=HTML&aged
=0&language=EN&guiLanguage=en 

< 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989号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/989/
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この他、EU15 ヵ国のうち 10 ヵ国は、京都議定書の市場メカニズムに基づいて第三

国で実施される事業によって排出削減クレジットを取得することを計画している。こ

の計画が全て実現した場合、排出量は 2010 年までに基準年より 7.2%低い水準まで削

減されることが予測される。さらに、大気中の二酸化炭素を吸収する生物学的吸収源

を作り出す植林と森林再生活動が行われると、総排出削減量は京都議定書目標である

8%に到達することがようやく可能になる。 
 
EU15 ヵ国のうち 7 ヵ国は、EU の負担分担協定（Burden Sharing Agreement）で

許容された排出量を上回ると予測している。負担分担協定は 8%の削減約束を EU15
ヵ国に配分するものであり、法的拘束力を持つ国別の排出削減目標を定めている。上

述の 7 ヵ国は、オーストリア、ベルギー、デンマーク、アイルランド、イタリア、ポ

ルトガルおよびスペインである（文末の表を参照）。 
 
EU25 ヵ国の見通し 

EU15 ヵ国と異なり、EU25 ヵ国には京都議定書の全体目標が設けられていない。新

規加盟 10 ヵ国（EU10 ヵ国）のうち 8 ヵ国は、排出量を基準年比 6%または 8%削減

するという内容の目標を個別に掲げている。キプロスとマルタには目標が設けられて

いない。目標を掲げる全ての国が目標を達成すると予測している。 
 
EU25 ヵ国の排出量は基準年から 2004 年の間に 7.3%減少した。予測によると、既

存の政策・施策のみが行われた場合、この数字は 2010 年までに 4.6%に逆戻りするこ

とが予想される。しかし、すでに合意されている追加的な政策・施策も考慮に入れた

場合、2010 年の排出量は基準年の水準より 8.1%低くなることが予測される。京都メ

カニズムと炭素吸収源の活用も考慮に入れると、EU25 ヵ国の総排出量は基準年比

10.8%まで削減されることが予測される。 
 
この進捗報告書および気候変動の詳しい情報についてはウェブサイトを参照された

い 3。 

                                                  
3 http://ec.europa.eu/environment/climat/home_en.htm 
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（別表） 
 

国名 EC が定める 
各国の割当目標

既存の 
政策・施策 

追加的 
政策・施策 

  義務 2010 年までの予測 2010 年までの予測

  (基準年比%) (基準年比%) (基準年比%) 
オーストリア -13.0% 14.8% 3.3%
ベルギー -7.5% 1.2% -0.7%
チェコ -8.0% -24.4% -26.7%
デンマーク -21.0% 4.2% 4.2%
エストニア -8.0% -56.5% -60.0%
フィンランド 0.0% 9.9% -1.9%
フランス 0.0% 6.4% 0.5%
ドイツ -21.0% -19.8% -21.0%
ギリシャ 25.0% 34.7% 24.9%
ハンガリー -6.0% -28.5% -28.8%
アイルランド 13.0% 29.6% 29.6%
イタリア -6.5% 13.9% 4.1%
ラトビア -8.0% -46.1% -48.6%
リトアニア -8.0% -50.5% -50.5%
ルクセンブルグ -28.0% -22.4% -22.4%
オランダ -6.0% 3.6% 0.7%
ポーランド -6.0% -12.1% -12.1%
ポルトガル 27.0% 46.7% 42.7%
スロバキア -8.0% -22.4% -24.8%
スロベニア -8.0% 4.7% -1.7%
スペイン 15.0% 51.3% 51.3%
スウェーデン 4.0% -1.0% -1.0%
英国 -12.5% -18.8% -23.2%
EU15 ヵ国 -8.0% -0.6% -4.6%
EU10 ヵ国 - -21.4% -22.4%
EU25 ヵ国 - -4.6% -8.1%

次項に続く 

< 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989号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/989/
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国名 追加的施策、京都メカニズム、炭素吸収源 

  京都メカニズム 炭素吸収源 2010 年までの予測

  (基準年比%) (基準年比%) (基準年比%) 
オーストリア -8.9% -0.9% -6.5%
ベルギー -5.8%   -6.6%
チェコ   -0.6% -27.4%
デンマーク -6.5% -0.7% -3.0%
エストニア     -60.0%
フィンランド -3.4% 1.3% -4.0%
フランス   -0.6% 0.0%
ドイツ     -21.0%
ギリシャ     24.9%
ハンガリー     -28.8%
アイルランド -6.5% -3.8% 19.4%
イタリア -7.8% -2.1% -5.8%
ラトビア     -48.6%
リトアニア     -50.5%
ルクセンブルグ -23.6%   -46.0%
オランダ -9.3% -0.1% -8.6%
ポーランド     -12.1%
ポルトガル -3.1% -7.8% 31.9%
スロバキア     -24.8%
スロベニア   -8.3% -10.0%
スペイン -6.9% -1.9% 42.4%
スウェーデン   -3.0% -3.9%
英国   -0.5% -23.7%
EU15 ヵ国 -2.6% -0.8% -8.0%
EU10 ヵ国 0.0% -0.3% -22.6%
EU25 ヵ国 -2.1% -0.7% -10.8%

(出典：Report from the Commission: Progress towards achieving the Kyoto targets. 
COM(2006) 658) 
 
出典：Climate change: Member States need to intensify efforts to reach Kyoto 

emission targets 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/1488&forma
t=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en 

 
翻訳：山本 かおり 
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【環境】地球温暖化対策 

 
DOE が炭素隔離技術の商業化に 4 億 5 千万ドルを拠出（米国） 

 
米国エネルギー省（DOE）の Jeffrey D. Jarrett 次官補は 10 月 31 日、炭素隔離技

術の開発を目的とする 7 件の実証試験に対し、今後 10 年間で 4 億 5 千万ドルを拠出

すると発表した。Jarrett 副長官は、クリーン開発と気候に関するアジア太平洋パート

ナーシップ（Asia-Pacific Partnership on Clean Development and Climate）の会合

に出席した際、この取り組みについて言及した。これらのプロジェクトは、CO2 の大

規模な隔離、輸送、注入および長期貯留を安全で恒久的かつ経済的に行うことが可能

かどうかを実証することを目的としている。 
 
Jarrett 副長官は次のように述べた。「炭素隔離は、米国が気候変動の緩和に取り組

んでいく上で重要な役割を果たすだろう。また、環境に配慮した石炭の利用を続けて

いくために不可欠な技術でもある。これらの試験では、隔離技術の商業化がすでに可

能であることを実証する段階に取り組む。北米の地質が数千年に亘る安全で恒久的な

CO2 貯留に適していることを確認することによって、ブッシュ大統領の気候変動イニ

シアティブの目標達成に貢献することができるだろう。」 
 
クリーン開発と気候変動に関するアジア太平洋パートナーシップは、オーストラリ

ア、中国、インド、日本、韓国および米国から政府と民間部門のパートナーが参加す

る他に類を見ない官民共同のイニシアティブである。これらの 6 ヵ国は、世界の人口

の約半分を抱えており、世界の経済とエネルギー消費の半分以上を占める。アジア太

平洋パートナーシップの第 1 回閣僚会議は、2006 年 1 月にオーストリアのシドニーで

開催された。この会議において、パートナーシップのコミュニケ、憲章、8 つの分野

のタスクフォースを盛り込んだ官民共同の作業計画への合意が行われた。 
 
炭素隔離技術は、小規模な実証プロジェクトで成果を上げている。大規模なプロジ

ェクトで成果を上げることができれば、2012 年までに温室効果ガス排出量を 18%削減

するというブッシュ大統領の目標達成に大きな役割を果たす可能性があり、近い将来

に隔離技術が広く普及する見通しを確実なものにすることができる。この取り組みの

一環として、DOE は炭素隔離地域パートナーシップ（Regional Carbon Sequestration 
Partnerships）と連携しながらこれらの大規模な隔離試験を進めていく。各パートナ

ーシップは既にそれぞれの地域における炭素隔離の可能性と既存インフラの特定に取

り組んでいる。 
 
これらの試験で得られた結果は、DOE が進める FutureGen 発電所を開発する上で

極めて重要なものとなる。FutureGen は、 新技術に基づく効率の高い石炭燃焼発電

< 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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所において CO2 を殆ど排出することなく水素と電力を生産することを目指している。

大規模隔離試験が行われる地質構造は、FutureGen 発電所の候補地として検討される

見通しである。 
 
炭素隔離地域パートナーシップは米国全域における隔離の可能性を事前調査した上

で、米国には 6,000 億トンの CO2 を隔離できる可能性があると試算している。これは、

米国で排出される CO2 の 200 年分に相当する。パートナーシップは現在、この試算を

実証することを目的とした小規模なフィールドテストを行っている。 
 
炭素隔離地域パートナーシップには、米国の 40 州、3 つの先住民居住区、カナダの

4 州から 300 を超える機関が参加している。各地域のパートナーシップが作成する全

データは、カンザス大学によって“NATCARB”と呼ばれるインフォメーション・ゲ

ートウェイに統合され、隔離サイトの地下および地上に関わるデータに集約される。

次に示す表は、大規模隔離試験を実施することになった地域別パートナーシップの一

覧であり、それぞれのリンク先で現在の活動を知ることができる。 
 

パートナーシップ 実施機関 

中西部炭素隔離地域パートナーシップ 1 Battelle Columbus 研究所（オハイオ州） 
中西部地質学的隔離コンソーシアム 2 イリノイ大学イリノイ州地質調査評議会 

西海岸炭素隔離地域パートナーシップ 3 カリフォルニア州エネルギー委員会 

Big Sky 炭素隔離地域パートナーシップ 4 モンタナ州立大学 

南西部炭素隔離地域パートナーシップ 5 ニューメキシコ州採鉱技術研究所 

南東部炭素隔離地域パートナーシップ 6 南部諸州エネルギー委員会 

Plains CO2 削減パートナーシップ 7 ノースダコタ大学エネルギー環境研究センター

 
DOE は、これらのパートナーシップが 2007 年秋に正式に参加することを期待して

いる。このフェーズで得られた成果により、北米全域における炭素隔離の可能性が多

数特定されることが予想される。炭素隔離地域パートナーシップの詳細はウェブサイ

ト 8 で閲覧できる。 
 

出典：Department of Energy Advances Commercialization of Climate Change Technology 
http://www.energy.gov/news/4450.htm 

翻訳：山本 かおり 
                                                  
1 http://198.87.0.58/ 
2 http://www.sequestration.org/ 
3 http://www.westcarb.org/ 
4 http://www.bigskyco2.org/ 
5 http://www.southwestcarbonpartnership.org/ 
6 http://www.secarbon.org/ 
7 http://www.undeerc.org/pcor/ 
8 http://fossil.energy.gov/programs/sequestration/partnerships/index.html 
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【環境】地球温暖化 

 
薪ストーブの煤が地球温暖化に及ぼす影響（米国） 

 
発展途上国で使われている伝統的な調理用ストーブから出る煤を測定した結果、こ

れらのストーブはこれまで考えられていたよりも有害な煙粒子を多く排出し、地球温

暖化に予想以上に大きな影響を及ぼす可能性があることが明らかになった。この研究

結果は、11 月 1 日発行の米国化学会（American Chemical Society）の学術専門誌

“Environmental Science & Technology”に掲載される。 
 
この研究論文の筆頭著者である Tami Bond 博士とイリノイ大学アーバナ・シャンペ

ーン校の博士課程で研究に携わる Chris Roden によると、世界全体で 20 億人以上の

人々が薪や作物残渣を燃料とする約 4 億台のストーブを調理や暖房に日常的に使用し

ている可能性があるとのことである。ホンジュラスでフィールドテストを行った結果、

他の発展途上国で使われているものとよく似たこの地域のストーブは、以前行われた

実験室での研究に基づく予測の 2 倍の煙粒子を排出することが分かった。Roden は「こ

の黒い煤の粒子は草地や森林の火災で発生する粒子よりも黒く、太陽エネルギーを吸

収して大気を暖めるので地球温暖化に影響を及ぼす」と説明する。 
 
Bond は以前の研究で、発展途上国で使われている調理用ストーブの主要燃料である

薪の燃焼により、世界全体で年間 80 万トンの煤が排出されていると推計している。一

方、ディーゼル車とトラックは年間 89 万トンの煤を排出している。世界の大気に一年

間に排出される煤のうちこの二つの排出源がそれぞれ約 10%を占めている、と Bond
は説明する。 

 
環境への影響に加えて、調理用ストーブから出る煙は呼吸器疾患、眼の感染症およ

び結核の主な原因になる、と研究者達は言う。 
 
Bond は次のように述べる。「調理用薪ストーブから出る煙は、女性や子供を中心と

した使用者の健康、近隣の大気質、地球温暖化に影響を及ぼす。クリーンに燃えるス

トーブと燃料を使用して煙の排出を減らすことで多くの利点が得られるだろう。」 
 
これまで、研究者達は調理の火から排出される汚染物質の調査を実験室での測定に

頼ってきた。遠隔地への交通手段が限られていたことや装置の運転に必要な電力が不

足していたことなど、フィールドテストの実施が困難だったことが理由だ、と Roden
は説明する。これらのストーブが環境に及ぼす影響をより正確に測定するため、Roden
と Bond は持ち運びができる電池式試料採取装置を開発した。この装置には、二酸化

炭素、一酸化炭素、煤粒子、粒子の色と濃度を測定するセンサーが含まれている。彼
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らはこの装置をホンジュラスに運び、フィールドテストを行った。 
  
ホンジュラス開発協会（Honduran Association for Development）とともにこの研

究に協力した米国の非営利団体“Trees, Water & People”によると、ホンジュラスは

中米の典型的な国であり、80%以上の世帯が調理に開放型の薪ストーブを使っている

とのことである。これらの世帯の多くは、電気、ガスまたは代替燃料を買う余裕がな

いか、或いは利用できない状況にある。 
 
Roden は次のように述べる。「私達は、フィールドテストの結果は実験室での測定と

は異なるものになるだろうと予想した。そして、これらのストーブから排出される黒

色炭素の量は野焼きをした場合よりも多いのではないかと考えていたが、あまりの多

さに驚く結果となった。」 
 

 “Trees, Water & People”を始めとする非営利団体はホンジュラスなどの南米の

国々に低価格の新しい調理用薪ストーブを配給しており、研究者達によるとそれらは

環境への影響が少なく燃料効率も良いとのことである。しかし、さらに調査を進める

必要もある。 
 
Roden は次のように述べる。「改良した調理用ストーブを作って配給すれば、地球温

暖化の軽減と使用者の健康改善に役立つ可能性がある。しかし、それらのストーブを

開発する際は、綿密な設計と適切な試験を行う必要があり、地域の伝統と慣習に合っ

た使いやすいものにしなければならない。そうでなければ、費用をかけるだけで活用

されないことになるだろう。」 
 
世界 大の科学団体である米国化学会（American Chemical Society）は米国議会の

認可を受けた非営利団体であり、その豊富なデータベース、学術専門誌および科学会

議を通じて化学関連研究へのアクセスを提供する世界の主要組織である。本拠地はワ

シントン、コロンバス、オハイオである。 
 
出典：“Soot from wood stoves in developing world impacts global warming more 

than expected”from the American Chemical Society journal 
http://acswebapplications.acs.org/applications/ccs/application/index.cfm?Pre
ssReleaseID=2727&categoryid=21 
Copyright © 2002 American Chemical Society. All rights reserved. Used 
with permission. 
 

翻訳：山本 かおり 
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【産業技術】ライフサイエンス  
 

生分解性ナノ粒子による毒素暴露や 
ドラッグデリバリー治療の新手法（米国） 

 
放射能や化学・生物テロ攻撃によって被害を受けた血液をきれいにするための新技

術が、アルゴンヌ国立研究所1、軍放射性生物研究所2、シカゴ大学病院3により共同開

発された。 
 
ナノ粒子を使った血液浄化 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

放射能や化学生物攻撃によって汚染された静脈内に生分解性のナノ粒子を注射し、 
血流に循環させる。この粒子表面のタンパク質が標的の毒素と結合する。腕か足の動 
脈に挿入した小型のデュアル・チャンネル式5シャント6を使用し、外部の磁力分離装置 
に血液を循環させる。この磁力分離装置を通してナノ粒子は血流から取り除かれる。 
シャント内の強力な磁石がこの鉄ベースの粒子をくっつけて回収し、きれいになった 
血液が血流に戻っていく。 

（画像出所：軍放射性生物研究所） 
 

 
                                                  
1 Argonne National Laboratory 
2 Armed Forces Radiobiology Research Institute 
3 University of Chicago Hospitals 
4 汚い爆弾(dirty bomb)…放射性物質などの各汚染物質を詰めた爆弾のこと。爆発が起きると放射性物質

が飛散し周囲を汚染する。 

5 チューブの中にチューブがある構造。このシャントを動脈に挿入した場合、血液は内側のチューブを

通って体内から出て、外側のチューブを通って再び体内に戻される。 
6 人工の管などにより血流を脇へそらすもの。 

汚い爆弾 4、 

原子炉攻撃、 

核兵器 

放射性核種に 

よる体内汚染 

血流に磁性のナノ

粒子のキレート剤

を注射 

ナノ粒子を血液

から磁気を用い

て回収する 
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この技術は、生物学的毒素や放射能毒素を血液から除去できるのに加えて、標的の

細胞や臓器に治療薬を届けるのにも有望である。この技術は米国食品医薬品局7によっ

て認可された成分を使用しており、磁気によってろ過を行う新しい手法である。 
 

「たいていのバイオハザード8の暴露に対して医師達が行える 善のことは、対症療

法である」とアルゴンヌ国立研究所化学工学部門のマイケル・カミンスキー氏は述べ

る。「この新しいシステムは、迅速且つ効率的に、血流から毒素物質を直接取り除く

よう設計される予定だ」 
 
 「当面の焦点はおそらく、生物・化学、放射能攻撃による毒素に絞られるが、この

技術は他の病状にも拡大利用できる可能性がある」とシカゴ大学病院のアクセル・ロ

ーゼンガード氏は語る。「例えば、このシステムは、薬物や薬剤を過剰に摂取した急

患への治療や、様々な慢性／急性疾患の治療にも適しているかもしれない」 
 

「この技術で重要なのは、直径100～5,000ナノメートルの生分解性ナノ粒子である」

とカミンスキー氏は話す。「これは、毛細血管を通り抜けるくらい小さく、さらに、

腎臓による血流のろ過を回避する大きさである。」1ナノメートルは1メートルの100
万分の1。人間の平均的な毛髪1本の7万分の1以下の直径である。 
 

この粒子は磁鉄の成分を含んでおり、白血球がこれらの粒子を攻撃するのを防ぐた

めに、ポリエチレン・グリコールの一種でコーティングされている。この粒子の表面

に付いているのは、特定の毒物と結合するタンパク質である。ナノ粒子は患者の静脈

内に注射され、粒子表面のタンパク質に標的の毒素を結合させながら血流に乗って循

環する。 
 

「このナノ粒子は役目を終えたら、腕か足の動脈に挿入した、交換輸血用チューブ

と似た小型デュアル・チャンネル式シャントにより、血流から取り除かれる」とロー

ゼンガート氏は説明する。 
 

このシャントは血液を外部の磁力分離装置に通して循環させる。この磁力分離装置

で、強力な磁石にこの鉄ベースの粒子がひっつく。そして、きれいになった血液がこ

の分離装置から流れ出て、血流に戻っていく。 
 
 
 
                                                  
7 Food and Drug Administration: FDA 
8 Biohazard: 生物災害ともいう。有害な生物（微生物、細菌、ウイルスなど）が環境中に漏れることに

よって発生する災害（感染、発癌、発病など）。人間と自然環境に重大な危険をもたらすような生体異

変を起こしうる。 近では生物兵器による被害のことを指すこともある。 
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現在の手法より優れている点 

このシステムは放射能やその他の有害物質に汚染された人間の血液をきれいにする

既存の方法と比べて、多くの勝る点がある。人間の血液から毒素を除去するための現

在の医療処置は数種類の毒素に制限されており、主として透析とろ過に限られている。 
 

その上、現在利用できる治療は、治療が終了するまでに数時間かかり、大量の血液

の入れ替えとろ過を必要とする。これは、毒素を除去するという点ではむしろ非効率

で、患者にとってもリスクが高い。これらの理由から、現在の手法は、その大半が腎

機能障害の患者と特定の種類の薬物を過剰摂取した患者に限定されている。 
 

別の治療法も存在する。抗体やキレート剤などの物質は、毒素と結びつき、その毒

素を中和させる。これらの治療法は特定の種類の毒素に使用できるが、非効率的で、

アレルギー反応や臓器不全といった重い副作用を引き起こす可能性がある。 
 
 
ドラッグデリバリー 

ナノ粒子技術は、薬剤や遺伝子、その他の実施が難しい治療（急性中毒の小分子、

ペプチド、薬物類に対する治療など）を、標的の細胞と臓器に届ける目的にも開発中

である。この粒子の表面は、受容体を介した細胞のターゲティング、持続的なドラッ

グデリバリー、磁気を用いた臓器のターゲティングなどを行えるように設計できる。

このナノ粒子は水性や油性の薬剤も運ぶことができる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

想定される利用法 
 ・生物的毒素の暴露 
 ・放射能毒素の暴露と放射線防護 
 ・内出血 
 ・脳腫脹 
 ・脳卒中治療 
 ・ガン治療 
 ・急性の外傷性障害による腎機能障害 

進捗状況 
・生体内(イン・ビボ)と試験管内(イン・ビトロ)での実験：継続中 

 ・磁気フィルターの見本品：開発済み 
 ・多くのナノ粒子製剤：生体内でテスト済み 
 ・アルゴンヌ国立研究所とシカゴ大学病院の科学者、技術者、医師らに 

よる強力チーム 
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ポリマーコーティング 
物理化学者のキャロル・マーツは、ポリマー化学者

マーサ・フィンクが行った異なるPEG(ポリエチレ

ン・グリコール)製剤の試験と同じようにして、合成

ポリマーのナノ粒子にPEGのコーティングを施し

た。コーティングされたナノ粒子は、化学・生物、

放射能の毒素に暴露した人に注射される。このナノ

粒子はこれらの毒素を選択的に拾い上げて、体外の

磁気ろ過システムを通じて回収される。 
 
出典：http://www.anl.gov/Media_Center/News/2006/CMT061020.pdf 
 

翻訳：大釜 みどり 



 

              欧州ナノロードマッププロジェクト概要  

     　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　            新エネルギー・産業技術総合開発機構

　　　　　　　　　　　　　　　        ナノテクノロジー・材料技術開発部

 

 
 

 

研究開発に関しては、第六次フレームワーク計画において、ナノテクノロジー

に関するロードマップ調査を実施していた NRM プロジェクトの成果をみる。 

 

 NRM プロジェクトのロードマップ

 
 
Nanoroadmapプロジェクト(NRMプロジェクト)は、第六次フレームワーク計

画のナノ科学・ナノテクノロジーのプログラムにおいて、材料、健康・医療、

エネルギーの三セクターに関し2015年までのテクノロジー・ロードマップを

作成するため、2003-2005年にかけて実施された。ドイツのVDE/VDI（ドイツ）

、ナノテクノロジー・インスティチュート（イギリス）、Willems & van den 

wildenberg（オランダ／スペイン）などの技術コンサルタントが中心になり、

EU諸国はいうまでもなく、日米や韓国、台湾、シンガポール、中国、インド

なども加え、35カ国の専門家に対するアンケート調査などから、2004年には

中間レポートが発表されていた。最終レポートに関しては、2005年10月から

11月いっぱいにかけ、ドラフトをたたき台にEU内の専門家を集めたセミナー

が域内の複数箇所で開催され、そこで交わされた議論や欧州委員会のコメント

を踏まえた最終版が、2006年1月に発表された、この版は欧州委員会の最終

承認を受けたものではないが、三つのセクターにおける今後10年間の重要な

ナノテク・アプリケーションに関するロードマップの概要は十分に説明され

ている。

 

 

  

 

 

  ------------------------------------------------------------------------ 

この報告書は、NEDO平成17年度成果報告書「欧州のナノテクノロジー戦略・標準等 

に関する動向調査」(バーコード番号 100008031)より一部抜粋したものである。

  NEDO成果報告書データベースは、 http://www.tech.nedo.go.jp/index.htm
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発表された 終レポートは、三つのセクターをまとめた総合レポートと、セク

ター毎のテクノロジー・ロードマップを詳細に説明したセクター・レポートの

四部からなっている。ここでは 初に総合レポートから、今後の 10 年間のテ

クノロジー・ロードマップを踏まえた全体的な研究開発に対する勧告と、健

康・医療とエネルギー・セクターに関するロードマップの概要をみたあと、材

料セクターに関して、セクター別レポートから詳しくロードマップをみる。 
 
1. 全体レポート 
 
NRM プロジェクトは、一般市民への教育的な目的と市場の期待を重視する観

点から、アプリケーション別にテクノロジー・ロードマップを作成している。

ただし三つのセクターに限定されているとはいえ、ナノテクノロジーのアプリ

ケーションはきわめて広範多数に及ぶ。このためプロジェクトでは、三つのセ

クターにおける重要なアプリケーションを拾い上げたうえ、さらにそこから

EU にとって重要なアプリケーションをセクター毎に四つに絞り込んで、詳細

なテクノロジー・ロードマップを考察している。健康・医療とエネルギー・セ

クターにおいて 初に同定されたアプリケーションと、絞り込まれた四つのア

プリケーションは次のとおりである。なお材料セクターに関しては、次の節で

別個に詳しく扱う。 
 
■ 健康・医療セクターにおけるアプリケーション 
 
健康・医療（バイオ医療）セクターでは 11 のアプリケーションが代表的とさ

れた。 
 組織エンジニアリング／再生医療 
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 バイオ・ナノ構造物 
 薬品投与／インキャピュシュレーション／標的投与 
 分子映像 
 バイオフォトニクス 
 バイオ的に両立可能なインプラント 
 バイオミメティクス・メンブランス 
 バイオ分子センサー 
 バイオチップス／大容量データ・スクリーニング 
 ラボ・オン・チップス 
 機能分子 

 
これらから以下の四つが欧州にとって重要なアプリケーションとされた。 
 

 薬品投与／インキャピュシュレーション／標的投与 
 分子映像／バイオフォトニクス／医療映像 
 バイオチップス／大容量データ・スクリーニング／ラボ・オン・チッ

プス 
 バイオ分子センサー 

 
■ エネルギー・セクターにおけるアプリケーション 
 

 ソーラー・セル 
 燃料電池 
 熱発電 
 充電可能バッテリー 
 スーパーキャパシター 
 水素貯蔵 
 絶縁 
 絶縁用上塗り技術 
 より効率的な照明 
 燃焼 

 
これらの 10 のアプリケーションから、以下の四つが EU にとって戦略的なアプ

リケーションとされた。 
 

 ソーラー・セル 
 熱発電 
 充電可能バッテリー／スーパーキャパシター 
 熱の絶縁と伝導 

 
■ 三つのセクターに共通した課題 
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ロードマップから見通される技術上の課題は、アプリケーション毎に示されて

いる。これらのアプリケーション、さらには三つのセクターに共通したより一

般的な課題としては、次の 10 項目が指摘されている。 
 

 分子レベルにおける構造-特性-プロセス間の関係を理解するための基礎

的研究 
 ナノ・レベルにおけるコンピュータによるモデル化とシミュレーショ

ン 
 特性化、プロセスのモニタリングと制御、測定技術のための生産ライ

ン上のツール 
 標準法規のためのフレームワークと認可に関する共通アプローチの開

発 
 厳しい要請となる大量生産に対応するための材料、アプリケーション、

各種の能力を同定し、開発段階に移る準備を行い、開発に伴うリスク

を前もって軽減しておく、 
 生産規模のレベル・アップ 
 大学と企業間の協力、ならびに、技術移転の改善 
 若手研究者と関連作業員の双方に、教育とスキルを与える 
 人体・安全・環境に対するナノテクノロジーの影響に関し強まってい

る懸念への回答 
 ナノテクノロジーの恩恵とリスクに関し、すべてのステークホールダ

ーと透明な議論と情報の交換の強化 
 
様々な側面からの課題が指摘されているが、この後、ナノ材料に関するロード

マップをみていくなかではっきりするように、ナノテクノロジー全体に関する

科学技術的な課題としては、分子レベルにおける構造-特性-プロセス間の関係、

ナノ・レベルにおけるコンピュータによるモデル化とシミュレーション、特性

化、プロセスのモニタリングと制御、測定技術のための生産ライン上のツール、

標準法規のためのフレームワークと認可に関する共通アプローチの開発という

五つが、欧州に限られないものとしてある。 
 
これに対し、研究開発段階から大量生産に必要なノウハウや能力を準備したり、

生産規模のレベル・アップを意識したりする努力は、欧州の研究開発体制に置

ける弱点として意識されている。 
 
2. ナノ材料に関する 2015 年までのロードマップ 
 
材料セクターのロードマップはナノ材料を、材料の種類やアプリケーションを

考慮して、ナノ構造材料、ナノ構造物質、ナノ粒子／ナノコンポジット、ナノ

キャプセル、ナノポーラス材料、ナノファイバー、フラーレン、ナノワイヤー、

単壁／多壁カーボン・ナノチューブ、デンドリマー、分子電気、量子ドット、

ＮＥＤＯ海外レポート　　ＮＯ.989,  2006.11.15

78



 

薄膜という 12 に分類したうえ、詳細なロードマップを作成するため、次の四

つのナノ材料に絞り込んで作業されている。 
 

 ナノ粒子／ナノコンポジット 
 ナノポーラス材料 
 デンドリマー 
 薄膜 

 
この絞込みの基準は説明されていないが、欧州のナノ材料分野での研究開発や

関連分野で活動する企業の状況などが考慮されたものとみられる。この絞込み

にあたっても、プロジェクト実施者は欧州のステークホルダーを集めたセミナ

ーで説明と意見交換を行ったうえ、プロジェクトの発注者である欧州委員会の

了解を得ている。こうして選ばれた四つのナノ材料は EU が今後の研究開発、
特に第七次フレームワーク計画において重視される。 

 

 

　以降、ナノ粒子／ナノコンポジット、 ナノポーラス材料 、デンドリマー　 

　薄膜・コーティングの各分野の概要を順次報告する。 
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薄
　　　　欧州ナノロードマッププロジェクト - ナノ粒子・その１
　　　　　　　　
                               
                                   新エネルギー・産業技術総合開発機構
                          　         ナノテクノロジー・材料技術開発部

 
 
2.1-1 ナノ粒子／ナノコンポジット 
 
ナノ粒子／ナノコンポジットに限らずナノ材料のアプリケーションに関するロ

ードマップの作成に当たり、プロジェクト・チームは、対象となるナノ材料の

生産からアプリケーションにいたる諸工程を概観しつつ、各工程で必要となる

技術やその研究開発を考察している。ナノ粒子／ナノコンポジットの場合、ア

プリケーションまでには、生産工程、機能付与工程、材料への一体化工程（ナ

ノコンポジットの場合）という三つの工程が考察されている。これらの考察検

討の中から、重視されている研究開発トピックスとしては以下がある。 
 
■ 生産技術 
 
固体法、蒸着法、化学合成／溶解法、ガス相合成法、そのほかの新生産技術と

五つの生産手法や技術に分けたうえ、以下が研究開発トピックスとして重視さ

れている。 
 
● 化学合成／溶解法 
 

 非結合グループの発見：化学合成はナノ粒子の生産手法としてもっとも広

く研究されているが、重要な課題は、集塊作用 agglomeration の防止であ

り、それを防ぐ適切な非結合グループの発見が重要になっている。こう

したグループはナノ粒子の機能付与にも有効である。 
 

 ゾル・ゲル・アプローチ：技術的には、生産過程ですべてのパラメータを

同時に制御するのが困難なため、同一の特性をもったナノ粒子を再生産

するのが難しい。第七次フレームワーク計画では、大量に溶媒として使

用される汚染水の環境上の懸念に対処するため、閉鎖ループ・プロセス

の開発が目指される。 
 

【産業技術】ナノテクノロジー
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● 新しい生産手法 
 

新しい生産手法に関しては、バイオ模倣技術における技術的ネック除去のため、

バイオミメティックに関する科学的理解の深化が目指される。 
 
■ 機能付与 
 

 珪酸塩ナノ粒子のコーティング：各種ポリマーに珪酸塩を適合させる化学

手法の発見 
 

 ナノ粒子の化学特性の変換：当該ナノ粒子の化学特性を変えるための適切

な界面活性剤の発見。 
 
■ ナノコンポジットへの一体化 
 

 非極性ポリマーPP や PE とナノ粒子との結合を容易にするナノ粒子の化

学的特性の変換手法 
 

 集塊なしの均質なナノコンポジットを作成する混合方法 
 
■ アプリケーション 
 
ナノ粒子のアプリケーションは多数に及ぶが、一般的なものを幅広く選んで、

セクター別に以下のようにリスト・アップされている。これらのうちの大部分

につきロードマップが示されている。 
 
● 発電/エネルギー・セクター 
 

 色素増感ソーラー・セル（TiO2 の利用など） 
 水素貯蔵（吸蔵金属の利用など） 
 SOFC 用改良型電極材料 
 サーマル・コントロール媒体液（Cu の利用など） 
 環境触媒（燃焼効率改善のためのディーゼル添加剤としてセリアの利

用など） 
 自動車用触媒コンバーター 
 超小型半導体抵抗素子（ZnO 添加利用など） 
 燃料電池触媒（PEM 用プラチナなど） 
 燃料電池における双極プレート用伝導ポリマー 
 バッテリーやスーパーキャパシター用改良型電極（容量増加や充電速

度の改善） 
 水の電気分解による水素生産における効率改善（太陽エネルギーの利

用など） 
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 石炭気化技術、バイオディーゼルやそのほかの合成燃料など、ガスの

液化用触媒 
 
● 健康治療/医療 
 

 薬物標的投与技術 
 医薬品やワクチンの新しい投与メカニズム（注射に代わる吸引や口か

らの処方など） 
 骨の成長促進剤 
 ガン・インプラント用バイオ両立型コーティング 
 サンスクリーン（ZnO や TiO2 の利用など） 
 バイオ・ラベルや探知（Au の利用など） 
 水への溶解度が低い薬品用キャリアー 
 殺菌剤（ZnO の利用など） 
 MRI 用造影剤（スーパーマグネティック酸化鉄の利用など） 
 新しい歯科用コンポジット 
 バイオ結合剤（高燐酸レベル用など） 
 抗ウイルス、抗バクテリア（Ag など）、抗胞子・非化学クリーム/パウ

ダー（ナノ・レベルの表面張力によりバイオ粒子を破壊する） 
 
● エンジニアリング 
 

 カッティング・ツール・ビット（WC、TaC、TIC、Co など） 
 スパーク・プラグ（ナノ・サイズの金属もしくはセラミック・パウダ

ーの利用） 
 化学センサー 
 分子濾過器 
 抗疲弊性/抗摩滅性コーティング（アルミナ、Y-Zr2O3 の利用など） 
 ナノクレイ強化ポリマー・コンポジット 
 潤滑剤と密閉剤/油圧添加剤（CuMoS2 など） 
 顔料 
 自浄ガラス（TiO2 の利用など） 
 推進燃料（Al など） 
 ポリマーとコンポジットの構造上および物理的特性の改善 
 改良型熱スプレー・コーティング具（TiO2 や TiC-Co ベース） 
 インク：伝導性、磁性など（金属パウダーの使用） 
 不燃性ポリマーの組成 
 自動車用タイヤなどのコンポジット・ゴム（ブラック・カーボンな

ど） 
 写真フィルム用分散防止層 

 
● 大衆消費財 
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 偽造防止用デバイス 
 珪酸塩利用バリヤー・パッケージ 
 スキー・ワックス 
 白物用品（スクラッチ防止、洗濯しやすいコーティングなど） 
 閃光防止、露化防止ミラーーなどのガラス・コーティング（TiO20 の利

用など） 
 スポーツ用品：テニス・ボール、ラケット（ナノクレイの利用など） 
 水やしみを撥ね退ける（はすの葉作用）を持つ繊維 
 花火や爆薬（Al の利用） 
 塗料への添加剤（漂白防止効果、引っかき傷への抵抗性など） 
 コーティング・タイル（アルミナを利用した引っかき傷防止） 

 
● 環境 
 

 水処理（TiO2 などを利用した光触媒処理など） 
 自己浄化ガラス（ナノ構造のコーティングをベースにした TiO2 の利用

など） 
 反射防止コーティング 
 衛生用品 
 土地の汚染浄化（Fe の利用など） 
 除草剤や除虫剤の制御された投与 
 付着防止コーティング（化学品の利用削減） 

 
● エレクトロニクス 
 

 高密度データ貯蔵用（ナノ・サイズの磁性粒子） 
 伝導性かつ磁性材料を使用した EMI シールディング 
 電子回路（Cu、Al などの利用） 
 電界放出デバイスなどディスプレイ技術（伝導性酸化物の利用など） 
 磁性流体 ferro-fluid（磁性材料の利用） 
 スイッチ用などのオプトエレクトロニクス（希土類添付セラミクスの

利用） 
 伝導性のコーティングやファブリック（希土類添付セラミクスの利

用） 
 化学的機械的平坦技術 CMP（アルミナ、シリカ、セリアの利用） 
 光ファイバー用コーティング/結合材料（シリコン・ベースなど） 
 インク・ジェット・ペーパー（酸化金属粒子など） 

 
■ アプリケーション毎に有望とみられるナノ粒子 
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以上のアプリケーションの多くにつき、もっとも有望と見られるナノ粒子とそ

れがもたらす付加価値とが付帯文書で説明されている。ここではもっとも有望

とみられるナノ粒子をみておく。 
 
● 発電／エネルギー 
 

 色素増感ソーラー・セル：TiO2 が市場の期待を集めている。そのほか

には、ZnO や Au の利用も適切とみられている。 
 水素貯蔵：金属ハイブリッド・ナノ粒子 
 FC 用アノード／カトード改良材料：ナノクレイ、CNTs、ナノチューブ

状の金属ナノ粒子 
 環境触媒：TiO2、セリカ 
 自動車用触媒：酸化金属セラミック・ナノ粒子（セリカ、ジルコニ

ア）、金属(Pt、Rh、Pd、Ru) 
 
● 健康治療／医療 
 

 骨の成長促進剤：hAp セラミクス 
 サンスクリーン：ZnO、TiO2 、市場の期待は両者のうちでも後者に対

し大きい。 
 殺菌剤：Cu2O ナノ粒子  
 バイオ・ラベルと探知：シルバー・ナノ粒子とコロイド・ゴールド、

このうち市場の期待は後者に大きい。 
 MRI 造影剤：超微細酸化鉄、Fe3O4 と Fe2O3   

 
● エンジニアリング 
 

 カッティング・ツール・ビット：ZrO2 と Al2O3。このうち市場の期待

は後者に大きい。このほか、非酸化セラミクス（WC、TaC、TIC）と

Cu。 
 化学センサー：金属もしくは酸化金属のナノ粒子が基本的であるが、

アプリケーションによって幾つかのナノ粒子が使用される。 
 抗疲弊性/抗摩滅性コーティング：アルミナと Y-Zr2O3 ナノ粒子 
 ナノクレイ強化ポリマー・コンポジット：オーガノクレイのほか、シ

リカゲル、POSS ナノ粒子 
 顔料：Pb、Zn、Mg、Ag など、市場の期待は Ag に大きい。そのほか、

ViO、AlO 、CdO などの酸化金属ナノ粒子 
 インク：伝導性、磁性など：銀のような伝導性にすぐれたもの 
 構造的・物理的に改善されたポリマーやコンポジット：ナノクレイ、

ナノ金属酸化物、ナノ金属硫化物、TiO2、Y2O3、SiO2 など。 
 
● 大衆用製品 
 

ＮＥＤＯ海外レポート　　ＮＯ.989,  2006.11.15

84



 珪酸塩を利用したパッケージング：ナノクレイ、特にベントナイト、

カオリナイト 
 自浄ガラス：TiO2 

 
● 環境 
 

 水処理：酸化金属セラミクス、TiO2 
 
● エレクトロニクス 
 

 高密度データ貯蔵：単独、もしくは、金属と結合させた Fe、CoPT。市

場の期待が大きいのは FePt。 
 電子回路：銀、銅、アルミニウムのナノ粒子 
 磁性流体 ferro-fluid：Fe、Co、FeCo、Fe3O4。市場の期待が大きいのは

Fe3O4。 
 スイッチ用などのオプトエレクトロニクス：Cd2O3、Eu、tb、Er、Ce

を装着した Y2O3。市場の期待が大きいのは、Er もしくは Ce を装着し

た Y2O3。 
 化学的機械的平坦化：アルミナ、シリカ、セリア（100nm 径以下） 
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　　　　欧州ナノロードマッププロジェクト - ナノ粒子・その２

　　　　　　　（アプリケーション・ロードマップ）
 　　　　　　　　                                  

 

                                     新エネルギー・産業技術総合開発機構

                                     　ナノテクノロジー・材料技術開発部

 

 2.1-2 ナノ粒子／ナノコンポジット

　       アプリケーション・ロードマップ
 

以上のアプリケーションのうちでも主要なものに関し、2005 年、2010 年、2015
年時点で、基礎研究段階、応用研究段階、実用開始に伴う生産用研究開発段階、

大量生産開発研究段階という四つの段階のいずれにあるかが予測されている。

これら四つの段階は次のように説明されている。 
 

 基礎研究段階：世界で少なくとも一人以上の研究者が関心を示しているア

プリケーションで、開発初期のものもあるが、開発段階に移るために、

初の仮定に関しラボにおける検証がさらに必要なものも含まれる。2005 年

時点では多くがこの段階にある。 
 

 応用研究開発段階：当初の仮定の有効性が検証された後、研究ラボから実

用化用のラボや企業内に研究が移り、実証モデルやプロトタイプの成功を

目指すが、生産に伴う問題はまだ取り組まれていない段階。 
 

 生産用研究開発段階：実証モデルやプロトタイプの成功を受け、少量の生

産が試みられるとともに、企業内でさらに大量の生産が、それに必要な投

資をカバーするほどの需要を見込んで開始すべきかどうかの判断が行われ

る段階。 
 

 大量生産開発研究段階：開発段階の 後にあたり、大規模生産が開始され、
 

【産業技術】ナノテクノロジー
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研究は製品や生産効率の改善に向けられる。この段階に続き、市場が成熟

期を迎えたときの研究開発や、製品のライフ・サイクルの終わりに関する

研究開発が必要になるが、ロードマップはこれ以降の段階は考慮していな

い。 
 
■ アプリケーション毎の 2005 年の状況 
 

 
出典：Roadmaps at 2015 on Nanotechnology application in the sector of materials, health & 
medical systems, energy : Roadmap report on Nanoparticles 
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■ 2010 年の状況 
 
主要なアプリケーションのうち五年後には数多くが 初の実用段階を迎え、さ

らにいくつかは大量生産段階に入っている。 

 
出典：Roadmaps at 2015 on Nanotechnology application in the sector of materials, health & 
medical systems, energy : Roadmap report on Nanoparticles 
 
■ 2015 年の状況 
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現在開発段階にあるアプリケーションは 2015 年にはほとんどが市場化されて

いる。また現在コンセプト段階にあるものは市場化に移る段階とみられる。 

 
出典：Roadmaps at 2015 on Nanotechnology application in the sector of materials, health & 
medical systems, energy : Roadmap report on Nanoparticles 
 
● 2010-2015 年に基礎もしくは応用研究段階に入るアプリケーション 
 

 超微細（原子レベルまで）レベルの精度と結晶方向を制御した微細ナノ粒

子の製造。触媒にとって重要であるが、そのほか精度の高い特性（特に

工学電子特性に関し）のコンポジット構造の創造などに重要となる。こ

うした高い精度の実現可能性は現在考察され始めたばかりで、基礎研究
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が十分に重ねられた後、応用研究の開始が 2015 年ころに開始されるとみ

られる。 
 

  新しい特性（特に電気特性とインテリジェントなバイオ材料とデバイス

における）を備えた無機ナノ粒子と有機材料のハイブリッドな複雑体の

自己組成。2010 年時点で基礎研究にあり、2015 年までには応用研究が開

始されるとみられる。 
 

  ナノコンポジット要素のコンピュータのモデル化による新しい原材料の

デザイン。わずかに単純なケースに関し応用研究が開始されていても、

ほとんどが 2015 年でも基礎研究段階にあるとみられる。 
 

  相互干渉 RNA の細胞内投与、生物学的な直接的なコントロール/処理。

現在、応用研究が開始されたところであるが、大部分は 2015 年でも基礎

研究段階にあるとみられる。 
 

 太陽エネルギーによる先端的液体燃料創造のための触媒。基礎研究が間も

なく開始され、2015 年ころには応用研究段階に入る。 
 

 超伝導体：いくつかの基礎研究が現在進められているが、2015 年でも基礎

研究段階で、若干の応用研究が開始されている。 
 

 超伝導体：現在、幾つか基礎研究が実施されている。2015 年時点でも基礎

研究段階に留まると見られるが、応用段階に進んでいる可能性もある。 
 

 物理的（磁気、電気、機械的）ナノセンサー：サイズの精密な制御技術が

必要となる。2010 年時点では基礎研究段階、2015 年までには応用研究段

階、2015 年には 初のアプリケーションが登場する可能性。 
 

 ナノ粒子の多層デザイン：現時点では、基礎研究段階であり、今後の進展

を見通すのも困難な段階にある。 
 
以上の八つの研究トピックスのうち、微細な精度のナノ粒子の製造、ハイブリ

ッド・ナノ粒子の自己組成、ナノコンポジットの要素に関するコンピュータに

よるモデル化、相互干渉 RNA の細胞間投与の四つは第七次フレームワーク計

画における研究トピックスに予定されているという。 
 
■ ナノ粒子分野で重要な EU 企業 
 
ナノ粒子分野における欧州の研究レベルは、大学や研究機関のものは全体とし

て「卓越」もしくは「良好」と評価されるという。これに対し企業における研

究開発は、大企業におけるものは優れており、ハイテク中小企業のレベルも
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「良好」という。代表的なナノ粒子分野の EU における大企業とハイテク中小

企業を国別に挙げると次のようになる。 
 
● 大企業 
 

 ロレアル、アルケマ・グループ（フランス） 
 キネティック・ナノマテリアルズ、エレメンティス（イギリス） 
 デグッサ、BASF、スッド・ケミ（ドイツ） 

 
● ハイテク中小企業 
 

 ナノゲート（ドイツ） 
 NTERA（アイルランド） 

 
● スタートアップ 
 

 オクソニカ、ナノマグネティクス（イギリス） 
 ナノソリューション（ドイツ） 

 
■ 終的な勧告 
 
● 技術的な障害 
 

 技術的な障害としては、ナノ粒子のサイズと形状の正確な制御技術がも

っとも重要なものとされている。これに関連して、アプリケーション

によっては、適切な機能付与手法が欠けている場合もある。この二つ

の面において、開発された手法や技術を、信頼でき質をコントロール

した工業生産規模に引き上げることは、さらに新しく技術的な課題と

なる。 
 

 製品コストの引き下げにつながる生産量の増加は、こうしてもうひとつ

別の技術的な課題となる。これには集塊の防止や生産過程における活

性粒子の化学反応防止が有効とみられている。 
 

 サイズとサイズの分布がナノ粒子の特性を決定する大きな要因であるが、

これらの関係を解明することは、基礎的なレベルで重要なステップと

なる。 
 

 生産や加工ライン上での粒子のサイズとサイズ分布を計測できる設備の

開発は、生産の性能改善や品質改善に重要である。 
 
● 技術外の障壁 
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 技術外の障壁としては、医療関連のナノ粒子の利用に関しては、使用認

可獲得のための臨床試験期間が長く、製品の市場化期間を長くしてい

ることが挙げられる。また化粧品分野では、今後規制強化による商業

化までの期間増も予測される。 
 

 ナノ粒子とその製造作業による人体と環境への影響に関する評価作業は、

研究開発における 優先事項である。この分野での規制は非常に厳格

なものになるとみられる。 
 
 
 ------------------------------------------------------------------------
この報告書は、NEDO平成17年度成果報告書「欧州のナノテクノロジー戦略・標準
等に関する動向調査」(バーコード番号 100008031)より一部抜粋したものである。 
 NEDO成果報告書データベースは、 http://www.tech.nedo.go.jp/index.htm
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【ニュースフラッシュ】 

米国－今週の動き(10/26/06-11/09/06) 

NEDO ワシントン事務所 

Ⅰ 新エネ･省エネ 
10 月／ 
23：FuelCell Energy 社と DOE、石炭燃料の固体電解質型燃料電池システムの開発契約で合意 

FuelCell Energy（FCEL）社が 10 月 23 日、石炭ベースの固体電解質型燃料電池（SOFC）を使っ
た高効率発電施設用ハイブリッドシステム開発につき、エネルギー省（DOE）化石エネルギー部と
契約合意と発表。DOE は化石エネルギー部の固体型エネルギー（SECA）計画の一環として同プロ
ジェクト（10 ヵ年、3 フェーズ、予算総額推定約 1.8 億ドル）を支援。第 1 フェーズ（グラント給
付 3,620 万ドル）は、①既存セル・スタックのスケールアップと性能改善、②概念実証用発電所の
設計分析、③コスト分析が目的。スタックのビルディングブロックを模擬石炭合成ガスで作動する
実験も実施予定。先進燃料電池ハイブリッドシステムは、電気効率が 50%以上、発電施設で発生す
る CO2 の回収率 90%以上と期待される。FCEL 社は同プロジェクトを FutureGen 発電所に組み込
む可能性を探るため、FutureGen Industrial Alliance への提出を検討中。(FuelCell Energy News 
Release) 
 

23：DOE、炭素隔離研究プログラムのグラントで 9 件のプロジェクトに約 2,400 万ドルを授与 
エネルギー省（DOE）Samuel Bodman 長官が 10 月 23 日に、化石エネルギー部の炭素隔離プログ
ラムの一環として、石炭火力発電所で発生する二酸化炭素（CO2）の安全かつコスト効率的な隔離
技術を開発するプロジェクト 9 件に総額約 2,400 万ドルのグラント給付を発表。今回選定されたプ
ロジェクトは、2012 年までに米国温室効果ガス原単位の 18%削減を求めた、大統領のグローバル
地球気候変動イニシアティブを支援するもので、燃焼前回収、燃焼後回収、酸素燃焼の 3 種の CO2
回収経路に焦点。同プログラムはコスト分担型であり、プロジェクト受領者もコストシェアとして
約 800 万ドルを負担。グラント受領者とプロジェクトの概要は、Carbozyme 社（ニュージャージ
ー州）の「石炭火力発電所の煤煙から CO2 を回収する第二世代酵素膜の設計プロジェクト」(3 ヵ年)
等。(DOE Press Release) 
 

25：DOE、代替燃料使用拡大のために 800 万ドルのグラントを授与 
エネルギー省（DOE）Samuel Bodman 長官が 10 月 25 日に、クリーンシティー計画の一環として、
輸送用代替燃料の使用拡大を目的とするプロジェクト 16 件に 860 万ドルのグラント給付を発表。
参加者側のコストシェア分を加算したプロジェクト総額は 2,500 万ドル強で、国家の代替燃料イン
フラストラクチャー整備に投資される。 今回発表されたグラントは、E85 他代替燃料の補給イン
フラ、代替燃料自動車導入に伴う費用増分の負担、学区対象のアイドリング防止訓練･啓蒙活動の 3
分野で選定。（DOE Press Release） 

 
 
 
Ⅱ 環 境  
10 月／ 
25：欧州連合と米国、気候変動やクリーンエネルギーでの協力強化に合意 

米国と欧州連合（EU）がフィンランドのヘルシンキで 10 月 24～25 日に、「気候変動、クリーンエ
ネルギー及び持続可能な開発に関する EU・米ハイレベルダイアログ」の初の会合を開催。同ダイ
アログは、今年 6 月にウィーンで開催された EU・米サミット合意に基づいて創設され、昨年 7 月
にスコットランドで採択されたグレンイーグルズ行動計画の推進が目的。第一回会合では、温室効
果ガス低排出技術やクリーンエネルギーを推進する政策、クリーン・高効率自動車の促進策、及び
生物多様性の喪失対応策等を討議。EU と米国は、クリーンコール技術･炭素隔離技術の商業利用推
進、輸送･建築･家電部門の省エネ、メタン回収市場化パートナーシップ、バイオ燃料研究開発等に
つき、両者間の協力強化に合意。両代表団は、年次会合形式でのダイアログ継続に合意。次回会合
は 2007 年米国の予定。（U.S. Embassy in Finland Press Release） 

 
31：DOE、北米における炭素隔離技術の普及に 10 年間で 4.5 億ドルを支援すると発表  

エネルギー省（DOE）の Jeffrey Jarrett 化石エネルギー担当次官補が 10 月 31 日、炭素隔離技術
の進展を目指し、北米で 7 件の大規模隔離テストを支援する計画を発表。DOE は、CO2 の回収・
輸送・注入・長期的貯留の安全かつ経済的な実施の可能性を立証するため、7 つの地域炭素隔離パ
ートナーシップ及び産業界・学界・連邦政府・州政府・国立研究所の 300 を超えるパートナーと協
力して、この大規模な炭素隔離テストを展開予定。炭素隔離技術は既に世界数ヵ所で実証され、か
なりの成功を収めており、米国でも 2012 年までに国内温室効果ガス原単位を 18%削減する上で重
要な役割を果たすことが期待。大規模炭素隔離実験で得られる結果は、DOE の FutureGen 発電所
（電気と水素を生産する無公害石炭火力発電所） の開発にとっても重要で、今次実験でテストされ
る地質構造は FutureGen のような発電施設の候補用地になる可能性もある。DOE では大規模隔離
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実験プロジェクトに向こう 10 ヵ年で 4.5 億ドル強を拠出する予定であるが、実際のグラント授与は
2007 年秋になる見通し。（DOE Fossil Energy Techline News Release） 

 
 
 
Ⅲ 産業技術 
10 月／ 
17：DNA 損傷修復に焦点のナノ医療開発センター新設に、国立衛生研究所がグラントを給付 

国立衛生研究所（NIH）が先頃、NIH ナノ医療開発センタープログラムの下で新センターを設置す
るため、ジョージア工科大学、エモリー大学及びジョージア大医学部に 5 ヵ年で 600～1,000 万ド
ルのグラントを授与。ジョージア工科大学の Wallace H. Coulter 生体医学工学部とエモリー大学に
設置される新センター「核タンパク質マシンの為のナノ医療センター」では、各細胞の遺伝情報を
コード化する DNA への損傷を肉体がどのように修復するのかの理解に焦点。タンパク質複合体が
DNA 損傷を修復する方法を確認することは、DNA や RNA（リボ核酸）を合成・改変・修復する
細胞核タンパク質マシンの構造機能相関を理解するための鍵と考えられており、これが将来、遺伝
的欠陥や疾病の治療又は老化防止に役立つことを期待。ジョージア工科大学やエモリー大学及びジ
ョージア大医学部の専門家に加えて、コールドスプリング・ハーバー研究所やニューヨーク大医学
部、マサチューセッツ工科大学やカリフォルニア工科大学及びドイツ癌研究センターのトップクラ
スの研究者等も同センターと協力する見通し。(Nanotechwire.com) 

 
23：全米科学財団、アリゾナ州立大太陽エネルギープロジェクトに 110 万ドルのグラント授与 

太陽エネルギーとフォトニクスの利用効率を高めるナノデバイスの開発を目的として結成されたア
リゾナ州立大学（ASU）のナノスケール学際研究チームが、全米科学財団（NSF）から 3 ヵ年 110
万ドルのグラントを獲得。現在のソーラーパネルは、生産コストの高さと電気への変換効率の低さ
（10～30%）が課題。ASU 研究チームは、太陽電池が吸収する光量子を増やし、エネルギー生成率
を高める装置として光量子アンテナの製造に取組み。集光アンテナを 大限に活用するためには、
光を吸収するナノスケールの分子の直ぐ隣にアンテナを直接形成する必要があるため、ASU 研究チ
ームは、人造 DNA を利用して自己組成のストランド（電荷が自由に動き回れるらせん構造）を作
るという斬新なアプローチに着目。DNA は全てを集結させる足場の機能を果たし、光を集めるア
ンテナと増強された光を電気に変換する分子をひとまとめにするという。ASU 研究チームの 終目
標は、新規の太陽エネルギー技術プラットフォームを作り上げ、将来の研究パートナーを惹きつけ
ることにあるという。(ASU Press Release) 

 
25：産業界による大学の研究開発支援、30 年来の拡大傾向に終止符 

全米科学財団（NSF）発表の新報告書『お金はどこへ行ったのか？減少する産業界の大学研究開発
支援』によると、ここ 30 年来拡大傾向にあった産学間の強い研究協力関係は終局を迎えた模様。
1972 年から 2001 年にかけては、産業界の大学研究開発（R&D）支援は、他の支援源よりも遙か
に速いペースで毎年拡大し、2001 年に 22 億ドルでピークに達した後、毎年後退し、直近の 2004
年には 21 億ドルまで減少。大学 R&D 支援に占める産業界のシェアは、1999 年に 7.4%でピークに
達したが、2004 年には 4.9%まで低下。産業界の大学 R&D 支援額の内部 R&D 支出総額に占める
割合で見ても 1994 年の 1.5%が 2004 年には 1.1% へと低下。また産業特許における米国の科学工
学論文の引用数は、1995 年から 1998 年にかけて急増。若干の減少・横ばい期間の後、2003・2004
年には再び減少。産業界の大学 R&D 支援が縮小している原因として、研究の契約交渉（特に知的
財産権の扱いに関する意見の相違）；外国大学が提供する魅力的な知的財産権；産学協同研究にへの
外 国 政 府 の イ ン セ ン テ ィ ブ を 指 摘 。 (Manufacturing Technology News; NSF Info Brief 
(September 2006))  

 
27：「大きさの問題：国家ナノテクノロジー・イニシアティブの 3 年毎レビュー」（概要その１） 

2006 年 9 月 25 日に NRC が発表した報告書『大きさの問題：国家ナノテクノロジー・イニシアテ
ィブ（NNI）の 3 年毎レビュー』は、「21 世紀ナノテクノロジー研究開発法」（2003 年 12 月成立）
が義務付ける 3 年毎の NNI レビューの第一回報告書。NNI の予算水準や省庁間調整等の定期的査
定対象事項に加えて、①レスポンシブルなナノテクノロジー開発を保証する基準・ガイドライン・
戦略の必要性の査定や、②分子自己組織形成の技術的可能性の検討を実施。全米科学アカデミー
（NAS）の全米研究委員会（NRC）は「レビュー」作成にあたり、オハイオ州立大学教授で NAS
の全米工学アカデミー（NAE）理事長の James C. Williams 博士を始め、分野横断的な 23 名構成
の NNI レビュー委員会を設置。委員会は、4 回のワークショップ、一連の非公開会合・電話会合の
結果、結論及び提言を策定。報告書は五部構成(現状、米国の相対的地位、経済影響、レスポンシブ
ルなナノテク開発、分子自己組織形成)から成る。第一章「国家ナノテクノロジー・イニシアティブ
の見直し」では、NNI の活動期間が短いため、包括的な技術アセスメントや各省庁の予算プログラ
ム分析は実施していないが、成果事例から、NNI の R&D インフラの有用性を認定。また「連邦政
府が短期目標遂行と長期的 R&D 支援のバランスを保ち、堅固な支援インフラを確保するような方
法で NNI 支援を維持すべき」、「長期リサーチの効果的支援のため、物理科学や工学研究に必須な
現行投資に加えて新たな予算を用意すべき」、「ナノスケール科学工学技術小委員会（NSET 小委員
会）は、教育・労働力に関する作業部会を設置して、21 世紀労働者の育成や米国人学生の大学院で
のナノ科学履修、学士レベルでの分野横断型の教育等を検討すべき」等を提言。 
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Ⅳ 議会・その他 
10 月／ 
25：首都ワシントンに新たに結成される、アメリカ生産者同盟（仮称） 

米国の製造業者・農産生産者・労働組合・農場経営者を代表する新たなロビー団体「アメリカ生産
者同盟（CAP）」(仮称)が首都ワシントンに結成中。CAP は国内生産への投資を奨励する政策の推
進に焦点を絞り、政策策定者に働きかける予定。国内生産投資に対する優遇税制、エネルギー政策、
医療改革、米国内インフラへの投資拡大、中国通貨元の問題等が考察対象となる可能性が大。米商
工会議所や全米情報技術協会、全米製造業協会（NAM）や全米小売連盟といった既存団体は、海外
アウトソーシング支持という立場だが、CAP は、海外企業の利益が浸透していない、政策策定者が
当てにできる国内生産者団体として、グループの利益を議会で積極的・効率的に主張する意向。
(Manufacturing Technology News) 

 
25：米通商代表部、米国のクリーン技術輸出に伴なう障壁に関する報告書を発表 

米通商代表部（USTR）が、米国のクリーン技術輸出業者が発展途上国への技術輸出時に直面する
障壁を確認する報告書『温室効果ガス削減技術の輸出に伴う貿易関連の障壁に関する USTR 報告
書』を発表。温室効果ガス排出量の多い途上国 25 ヶ国を対象。技術輸出の主要障壁は関税（一部
国は 高 35%の輸入税を賦課）だが、その他の非関税障壁には知的所有権保護の欠如、規制・法律
上の透明性の欠如、輸入投資制限、汚職等が存在。こうした途上国へのクリーン技術輸出の促進の
ため、米国は環境製品に対する関税撤廃を世界貿易機関（WTO）のメンバー諸国に提案。また市場
改革によって非関税障壁に取り組むよう途上国に呼びかけ。（USTR Report Executive Summary） 

 
11 月/ 

1：アリゾナ州企業委、再生可能エネ使用基準を 2025 年までに 15%に引き上げる提案を可決 
アリゾナ州企業委員会が、同州の再生可能エネルギー使用基準（RPS）を現行 1.1%から 2025 年ま
でに 15%に引き上げる提案を 4 対 1 で可決。同規定案採用の場合、RPS の定める再生可能エネル
ギー使用量の約 30%は、分散型発電技術で満たすことが義務付けられる。一方、同規定案には RPS
要件遵守のための新技術・振興技術の検討を認めるという柔軟な要素も。発電会社は、消費者への
請求額に上乗せ料金を課して RPS 準拠コストを賄う。太陽光発電の専門家等は、今回の新義務付け
で新たに約 2,000W の太陽光発電が行われる可能性があり、そうなれば、アリゾナ州が太陽光発電
産業の主要市場になると予測。しかし、アリゾナ州には、まだ相互接続性基準やネットメーターリ
ングに関する規定が不在との問題も残っている。（Greenwire; RenewableEnergyAccess.com 
(10/25)） 
 

9：米国の中間選挙：下院及び上院で民主党が勝利 
2006 年 11 月 7 日の中間選挙では、下院・上院ともに、民主党が共和党から多数党の座を奪回。11
月 9 日午後時点で、ワシントンポスト紙は、民主党が下院（定員は 435 名）で 230 議席、共和党は
196 議席、9 議席が未確定と報道。上院は、9 日午後にバージニア州現職（共和）が民主党挑戦者
に対し敗北を認め、民主党 51 議席、共和党 49 議席に。第 110 議会では、Nancy Pelosi 現下院民
主党院内総務（カリフォルニア州）の女性初の下院議長就任、Harry Reid 現上院少数党院内総務（民
主党、ネバダ州）の上院多数党院内総務就任が確実視。次期下院議長と見られる Pelosi 院内総務は
11 月 8 日、第 110 議会の「立法審議開始 100 時間」での優先検討議題として、①ロビイスト主催
の旅行・ギフトの禁止、及び、新減税と歳出削減との相殺を義務付ける賦課式（pay-as-you-go）規
定復活を盛り込んだ下院規定案、②連邦 低賃金引上げと小企業向け税控除のパッケージ、③大手
石油会社への優遇税制撤廃、④胎性幹細胞研究規制の撤廃、⑤学生ローン貸付金利の半減、⑥老齢
者医療保険（MEDICARE）の処方箋薬価格の引下げ交渉等を指摘。各委員会委員長は、通常先任
権（年功序列）で決まるため、第 110 議会の下院エネルギー・商業委の次期委員長には John Dingell
議員（ミシガン州）、科学委委員長には Bart Gordon 議員（テネシー州）、そして歳出委委員長には
David Obey 議員（ウィスコンシン州）の就任が有力。エネルギー・商業委の John Dingell 下院議
員（ミシガン州）は、1955 年 29 歳で下院議員初当選。1981-1995 年まで下院エネルギー・商業委
委員長。1995 年以降(野党時代)は同委のランキング・メンバー。原子力発電業界からの寄付金受領
では民主党トップで、自動車メーカー・労組からの寄付金も多い。11 月 8 日の電話取材で、①米国
の海外石油依存度軽減のためディーゼル・電気自動車等の技術的進歩奨励や代替燃料の検討、②電
気製品の連邦エネルギー効率基準の設定の是非に係る公聴会の開催、③ビル省エネ推進施策の支援、
④気候変動に関するリスポンシブルな法案を支持（但し全責任を産業界に転嫁する法案は不支持）、
④自動車燃費の問題の審議では業界の基準達成能力等も考慮、等を指摘。科学委の Bart Gordon 下
院議員（テネシー州）は、1984 年初当選。2003 年から下院科学委のランキング・メンバー。民主
党内穏健派。月・火星への有人飛行計画は支持するがブッシュ政権の計画や科学優先事項には反対。
Gordon 議員主導の科学委では、米国科学競争力及び技術職の海外アウトソーシングが課題となる
と見られる。同氏はまた、代替燃料やエネルギー使用合理化に関するイニシアティブの提出可能性
もある。歳出委の David Obey 下院議員（ウィスコンシン州）は、1969 年初当選。民主党下院議員
として在位が 3 番目。1994 年から下院歳出委のランキング・メンバー。教育、医療研究、コミュ
ニティー開発ブロックグラント、復員軍人の医療的ケア、及び国境警備の予算増額に努力。国内の
自由裁量的プログラムへの予算増額の積極的推進派。また、指定交付金（earmark）は、議員の個
人的利益との関係透明化の観点で吟味する立場。(CQ Today; Greenwire (11/8); E&E News PM 
(11/8)) 
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