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【環境特集】化学物質管理  
 

欧州議会が化学物質の新規制法案 REACH の最終案を承認（EU） 
 

2006 年 12 月 13 日に欧州議会1 は、製造・輸入する化学物質の登録を事業者に義務

付ける新たな化学物質規制 REACH2（化学品の登録、評価、認可及び制限に関する規

則）の 終案（第二次妥協案3)を可決した。これにより、REACH は 2007 年 6 月 1 日

に発効することとなった。 
 
REACH は、欧州連合（EU）域内で年間 1 トン以上製造・輸入されるすべての化学

物質の登録を義務付けるもので、3 万物質が対象となる。登録時期は製造・輸入量や

物質の有害性により異なるが、段階的に 2018 年までにすべての物質の登録が必要とな

る。 
 
有害性があると判断される物質については、製造事業者（企業）に安全な物質への

代替計画の提出が義務付けられる。現状では代替する物質がない場合は、代替物質を

開発するための研究開発計画の提出が求められる。 
 
登録・認可手続きは 2008 年にヘルシンキ（フィンランド）に新設される欧州化学庁

が監督する。 
 
REACH は、現在 40 ある EU の化学物質に関する法律に取って代わり、すべての化

学物質を網羅する単一の規則に整理統合したものである。 
 
EU ではこれまで、1981 年以降に発売された「新規化学物質」約 3,000 種類と、こ

れ以前に生産された「既存化学物質」約 10 万種類を異なる方法で管理していた。

REACH は、この二重システムをひとつに統合するものである。 
 
REACH に基づく 初の義務は事前登録であり、これは 2008 年 6 月から 11 月の間

に行われる。その後それぞれの化学物質の供給量や危険度に応じて 3 年半、6 年、11
年をかけて登録が行われる。 

 
また、産業側の一般注意義務（duty of care）及び製品中の有害物質についての公衆

への伝達の義務を含む。また、機密情報の保護及び動物テストの重複を避けるための

規定がある。 
 
理事会、欧州委員会、欧州議会の 3 機関内での検討・調整に加え、経営者団体、市

民団体の激しいロビー活動が加わり、3 年間わたり内容についての議論が進められて

いた4。 
                                                  
1 欧州議会、欧州委員会、EU 閣僚理事会の所管、関係については後出の参考資料を参照。 
2 REACH：Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals 
3 妥協案（Compromise）：EUの公式文書でもこの用語が使用されている。なお、手続き的に

は、この後の12月18日に閣僚理事会（環境相理事会）での承認を経て、正式に導入が決定し

た。 
4 決定までの論議については、本号の次項記事（「化学物質新規性法案 REACH を巡る論議の

経緯」）参照。 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート992号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/992/
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なお、市民運動の成果として、動物愛護の観点から動物実験に代わる方法の促進も

規則の目標に掲げられている。 

翻訳・編集：NEDO 情報・システム部 
 
参考資料： 
 
欧州委員会のプレス発表資料 

REACH: Commission welcomes European Parliament vote on new EU chemicals 
legislation  

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/1799&format=HTM
L&aged=0&language=EN&guiLanguage=en 

 
欧州議会のプレス発表資料 

Parliament adopts REACH - new EU chemicals legislation and new chemicals 
agency 

http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/064-1496-345-12-50-911-
20061213IPR01493-11-12-2006-2006-true/default_en.htm 

 
欧州委員会REACHのトップ頁：http://ec.europa.eu/enterprise/reach/index_en.htm 
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参考 
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（出典：「駐日欧州委員会代表部資料」に一部加筆） 

欧州理事会 
（EU 首脳会議） 

加盟国首脳+欧州委員会委員長 
 

European Council 
(EU Summit) 

Leaders of Member States + President of the European Commission 

EU 理事会（または EU 閣僚理事会） 
議長国任期 6 ヵ月 

加盟国閣僚+欧州委員会委員 
 

EU Council 
Term of Presidency: 6 months 

Ministers from Member States + European Commissioner 

法案・予算案に関する 
排他的発議権 

政策提案 
Exclusive right to initiate 

legislative, budget and  
policy proposals 

規制･指令等の決定 
Enactment of 

regulations and 
directives 

協議 
Consultation 

共同の参加・協力その他の手続き

Participation in the 
co-decision, cooperation and 

other procedures 

行政 
Administration 

年次報告 
Annual report 

委員会不信任議決権 
意見 

Right to pass a motion of no-confidence in 
the Commission 

欧州委員会 
定数 25 人（任期 5 年） 

ブリュッセル 
 

European Commission 
Commissioners: 25 (term: 

5years) 

立法・民主的統制 
Law-making, democratic control 

欧州議会 
定数 732 人（任期 5 年） 
本会議（ストラスブール） 

委員会(ブリュッセル) 
 

European Parliament 
Members: 732 (term: 5years)

Plenary Meetings 
(Strasbourg) 

議長・副議長は 2 年半ごとに互選 
President, Vice-presidents,  

(term: 2.5years=Mid-term change) 

< 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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【環境特集】化学物質管理  
 

化学物質新規制法案 REACH を巡る論議の経緯（EU） 
 

欧州連合（EU）は、現在の化学物質政策では、健康や環境を守れないとの認識から、

化学物質に関する新たな法規作りに取り組んでいる。欧州委員会（EC）が、2003 年

10 月に化学物質に関する規則案を採択して以来、3 年以上にわたり審議が続いており、

現在大詰めを迎えている 1。 
 
EU の環境相理事会は 1998 年、新たな化学物質規制が必要であるとして、欧州委員

会にこの問題に関する提案の準備を要請した。これを受けて欧州委員会は、2001 年 2
月 13 日に「将来の化学政策のための戦略」と題した白書を採択、2003 年 5 月には、

化学物質に適用される新しい規則案の草案が採択された。欧州委員会は、2003 年 5 月

から 7 月にかけ規則案に関する公聴を実施し、域内の関係者や市民はもとより、域外

からも広く意見を募った。これに基づき欧州委員会は、草案を修正、草案よりも合理

的かつコストパフォーマンスも良好な新システムを提案する規則案 2 を 2003 年 10 月

29 日に採択した。規則案は審議のため、直ちに欧州議会、閣僚理事会に送付された。 
 
新規則案は、EU の化学産業の競争力を維持するとともに、イノベーション能力を

強化しながら、健康や環境の保護の改善を図ることを目的としている。同規則案は、

化学物質の登録、評価、認可のための新システム REACH（Registration、Evaluation、
Authorisation of Chemicals）を導入するもので、年間 1 トン以上製造あるいは輸入さ

れる化学物質は、製造業者または輸入業者によって中央データベースに登録される。

一部の中間物質やポリマー、他の規則が適用される幾つかの物質（放射性物質など）

を除き、全ての物質の登録が義務づけられ、化学物質の特性、用途、使用上の注意な

どに関するデータを登録しなければならない。安全に関するデータを提供することに

よって、製造プロセスにおいて、製品製造のためにある化学物質を使用する者が、労

働者や消費者の健康を危険に曝したり、環境を汚染したりすることなく当該物質を使

用できるようサプライチェーンを構築する。 
 
評価の対象となるのは、化学物質とその関係書類で、動物実験が行われる場合、関

係書類の審査は義務となる。REACH システムでは、動物実験を可能な限り少なくす

ることもその目的の 1 つとなっている。また、所轄当局は、環境あるいは健康にリス

                                                  
1 編集部注：本原稿は 2006 月 11 月下旬に執筆したもの。REACH 法案は、12 月 13 日に欧州議会で可

決されている（本号別項記事「EU 議会が化学物質の新規制法案 REACH の 終案を承認」参照）。 
2 正式名称は、『化学物質の登録、評価、認可、化学物質に適用される制限（REACH）、欧州化学物質

庁の創設、指令 1999／45／EC の修正、理事会規則（EEC）no.793／93 並びに欧州委員会規則（EC）

no.1488／94、理事会指令 76／769／EEC、欧州委員会指令 91／155／EEC、93／67／EEC、93／105
／EC、2000／21／EC の廃止に関する欧州議会・理事会規則案』。 
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クが存在すると疑われる正当な理由がある場合、あらゆる物質の評価を実施できる。

化学物質の評価プログラムは、欧州化学物質庁が定義する優先基準を考慮にいれ、加

盟国の所轄当局が作成した段階的な実施計画をもとに進められる。 
 
非常に危険な物質の場合、使用に際し欧州委員会の認可が必要となる。こうした物

質には、CMRs（発癌性物質、突然変異を誘発する物質、生殖に悪影響を及ぼす物質）、

PBT（環境に長期間残留する汚染物質）、VPTB（環境に非常に長期間残留する物質）

や、健康や環境に重大かつ不可逆的な影響を及ぼす可能性のある物質が含まれる。こ

うした物質の使用によって生じるリスクが適切に管理されるなら、認可が与えられる。

そうでない場合、欧州委員会はリスクのレベルを分析し、他の物質による代替が可能

かどうかを探る。 
 
現在、10 万 106 の化学物質がテストなしで使用可能な状況にあり、欧州委員会とし

ては、科学的に有害性が立証されていなくても、合理的な懸念があれば事前に予防措

置をとり、市場から安全性の確認されていない物質をなくすことを目指す。また、よ

り安全な代替物質があればこれを採用することになる。 
 
現行の制度は、化学物質を「新規の化学物質」と「既存の化学物質」に分けている。

新規化学物質については、製造業者、輸入業者の行った安全性評価をもとに所轄当局

が審査を行い、安全性を確認している。約 3 万種あるといわれる既存物質に関しては、

所轄当局が安全性評価を行い、規制などを実施しているが、時間がかかるため、これ

までにごく僅かな数の物質についてしか評価は実施されていない。欧州委員会は、新

システムの導入により、既存化学物質の安全性評価を促進したい意向だが、新システ

ムでは、化学物質の安全性を証明するのは製品を市場に出す企業となる。 
 
欧州委員会のヴァルストレム副委員長（当時は環境担当委員）は、規則案が採択さ

れた際、「REACH は革命的な提案である。REACH が採択されれば、健康や環境をリ

スクに曝すことなく、化学物質の利点を利用できる」とし、「EU は世界でも も進ん

だ化学物質の管理システムを持つことになる」ことを強調した。 
 
欧州委員会が規則案を採択し、これを欧州議会並びに理事会に送付して以来、すで

に 3 年以上が経過している。この間、新規則の採択を目指し、規則案の審議が行われ

てきたが、審議は大詰めを迎えており、2006 年年内にも 終的に採択される可能性も

ある。 
 
欧州議会（第 1 読会）は、2005 年 11 月 17 日、規則案に修正を加えこれを採択した。

欧州議会は修正案で、「環境や健康に有害な物質の代替を義務づけ、代替物質が見つか

らない場合、5 年間という期間限定の認可を与える」としたが、閣僚理事会はこれに

< 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992号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/992/
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従わず、同年 12 月 13 日の競争理事会の特別会合で、「企業が適切なリスク管理を行え

ることを証明できれば、認可を与える」とすることで合意に達した。代替物質の使用

は義務ではなくなり、認可も期間限定ではなくなった。 
 
これに対し欧州議会（第 2 読会）は、2006 年 10 月 13 日、環境委員会での審議で、

適切な代替物質が見つからない、代替コストがあまりにも膨大であるなどの場合を除

き、CMRs のような非常に有害な物質の代替を企業に義務づける「代替原則」を盛り

込んだテキストを賛成多数で採択し、消費者保護の姿勢を鮮明にした。また、環境委

員会は、代替物質の見つからない化学物質に関する 5 年間という認可期限を再導入し

ている。企業は、この間、代替に関する研究開発プランを定期的に提出しなくてはな

らない。さらには、市場に上がった製品の安全に関する責任は企業が負うことが確認

されている（企業の注意義務）。欧州議会の環境委員会はこの他、規則に従って生産さ

れた製品のため、REACH 品質ラベルを導入するよう欧州委員会に要請している。 
 
グリーンピースや欧州消費者連合事務局などは、環境委員会のテキストに満足の意

を表明している。一方、不満を隠せない欧州化学産業評議会（CEFIC）は、一部の製

品の生産停止や生産拠点の EU 域外への移転をちらつかせるなど、圧力を強めている。 
欧州議会の本会議での投票が 2006 年 12 月中旬に予定されているが、欧州議会第 2

読会での共通の立場の採択を前に、理事会、欧州議会、欧州委員会間の交渉が続けら

れている。2006 年下半期の議長国を務めているフィンランドは、11 月第 2 週に「妥

協案」を提示したが、同案では欧州議会の主要な要求は無視されている。欧州環境事

務局（EEB）やグリーンピース、WWF などの団体は、「理事会がフィンランドの「妥

協案」を採択するようなことになれば、安全な代替物質が存在しても、CMRs が市場

に出回ったままになる」と警告している。 
 
欧州委員会は制度上、欧州議会と理事会が合意に達するよう妥協案を提示する役割

を負うが、上記の団体は、「REACH に関しては、バローゾ欧州委員会委員長は傍観者

の立場をとっているようだ」と批判している。また、これらの団体は、欧州委員会の

フェアホイゲン委員（企業・産業担当、ドイツ）が、ドイツの化学産業の強い圧力を

背景に、「代替原則」の阻止に動いていると見ている。 
 
欧州議会側は、「代替原則」が維持されるならば、認可期間を 7 年、あるいは 10 年

に延長するなど妥協に応じる姿勢を示しているが、 後まで欧州議会と理事会の対立

が続き、調停委員会が開催される可能性も排除できない。 悪の場合、規則案の廃案

という事態もあり得る。 
 
「代替原則」を強く支持するベルギーの欧州議会議員 Frederique Ries 女史は、

「REACH には、健康や環境の保護といった EU 市民が強い関心を示す問題が含まれ
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ている。企業は、REACH が新しい雇用に門戸を開くものであることを認めようとし

ないが、企業が負担しなくてはならないと予想されるコストは、15 年間で 30～50 億

ユーロで、欧州の化学産業の年間売上の 0.05%にすぎない。重要なのは、『我々が一体

どのような世界を子供たちに残そうと望んでいるのか』ということだ」としている。 
 
＜参考文献＞ 
欧州委員会：http://ec.europa.eu/environment/chemicals/index.htm  
欧州議会：http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/064-11481-2

82-10-41-911-20061009IPR11474-09-10-2006-2006-false/default_en.htm 
欧州環境事務局：http://www.eeb.org/Index.htm  
グリーンピース：http://www.greenpeace.eu/issues/chem.html  
欧州化学産業評議会（CEFIC）： 

http://www.cefic.be/Templates/shwStory.asp?NID=494&HID=441  
 

< 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992号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/992/
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【環境特集】研究開発計画  
 

新研究開発フレームワーク計画 FP7 における 
環境分野の研究への取組（EU） 

 
EU の意思決定・立法機関である EU 理事会は、2006 年 12 月 18 日、欧州第 7 次研

究開発フレームワーク計画(FP7) 1 を承認し、本計画が確定した 2。 
本誌では、FP7 についてその原案段階から何回か取り上げて報告してきたが 3、今回

は環境特集の趣旨に沿って、その環境関連の内容を紹介する。 
 
FP7 では分野別テーマとして、「情報通信技術」「健康」「交通輸送（含む航空）」「ナ

ノ科学・ナノテクノロジー・材料・新しい生産技術」「エネルギー」「食料・農業・バ

イオテクノロジー」「環境（気候変動対策含む）」「宇宙」「安全」「社会経済科学と人間

学」の 10 テーマが取り上げられている（順序は予算額の順）。 
「環境（気候変動対策含む）」の予算額は 18.9 億ユーロで、10 テーマ中 7 番目であ

る（FP7 の計画文書中では 6 番目のテーマとして取り上げられている）。 
具体的に挙げられている取組課題としては、気候変動（地球温暖化）、有害性物質に

よる汚染、自然災害リスク、天然資源・人工資源および生物の多様性の保護と管理、

各種の環境技術、地球観測・評価のためのツールなど多岐にわたっている。 
 

以下では、FP7 の 終案の中から「テーマ 6：健康」の全文を紹介する。 
 
テーマ 6. 環境（気候変動を含む）（Environment (including Climate Change)） 
 
(1) 目的（Objective） 

人間の活動や気候、生物圏、生態系などの相互影響に関する知識の向上と、新しい

技術・ツール・サービスの開発を通した、地球規模の環境問題に総合的に取り組むた

めの環境および環境資源の持続可能な管理。気候、生態、地球、海洋の各システムに

生じる変動の予測、健康への影響など環境圧やリスクの監視・予防・緩和・適応に役

立つツールと技術、また自然環境および人工環境の保護と再生に重点を置く。 
 
 (2) 理論的根拠（Rationale） 

環境問題はすでに国レベルの問題ではなく、欧州全体あるいは地球規模での取組が

                                                  
1 欧州連合（EU）が行う研究開発助成の中心的な政策手段。次期 FP7 は 2007 年から 2013 年までの 7

ヵ年計画。 
2 本号の一般記事「欧州閣僚理事会が次期研究開発フレームワーク計画（FP7）を承認」を参照。 
3 NEDO 海外レポート 983 号 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/983/983-07.pdf 

および http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/983/983-08.pdf、 
990 号 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/990/990-03.pdf  など 
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必要とされている。人口増加や都市化のほか、農業、水産業（養殖業・漁業）、運輸業、

建設・エネルギー部門などの途切れることのない発展、また局所的、地域的、あるい

は地球規模での気候変動の影響により、地球上の天然資源と人工環境の両方が強い圧

力を受けている。欧州は、環境に配慮した競争力を促進し、欧州産業を強化するとと

もに、これまでとは異なる持続可能な環境との関わり方を導入していく必要がある。

環境の研究は大規模で広範囲かつ非常に複雑であるため、EU 全体での協力が不可欠

である。EU 全体で協力することにより、共通の計画、相互運用の可能な連結された

データベース、一貫性のある大規模な観察・予測システムなどの実現が促進される。

また環境の研究を進めるにあたり、データ管理と情報サービスの必要性や、データの

転送、統合、マッピングなどの諸問題を解決する必要がある。 
 
「気候変動に関する国際連合枠組条約 4」やその中に含まれる京都議定書、「生物多

様性条約5」、「砂漠化対処条約6」、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約

7」、「EU 水イニシアティブ8」などの「持続可能な開発に関する世界首脳会議9」で宣

言された目標、「気候変動に関する政府間パネル10」や「地球観測に関する政府間会合

11」といったイニシアティブへの取組など、国際公約を実施するためには EU レベルで

の研究が必要とされる。さらに既存の、あるいは新しい EU レベルの政策、「第 6 次環

境行動計画12」とそれに関連する戦略（海洋に関する戦略など）の実施、環境技術およ

び環境と健康に関する行動計画・プログラム・指令、また水枠組み指令13や NATURA 
2000 などの指令の実施にあたり、研究の必要性が著しく高まっている。 

 
EU は環境技術の面で、世界市場における自らの立場を強化する必要がある。環境

技術の進歩は、持続可能な成長を可能にする。また、さまざまな規模における環境問

題の効率よい解決を促進し、文化的遺産および自然遺産を保護することによって持続

可能な消費と生産の実現を助ける。環境要求事項は革新への刺激となり、ビジネスチ

ャンスの拡大や競争力の強化をもたらすとともに、より持続可能性の高い未来を次の

世代に伝えるためにも役立つ。水資源と公衆衛生に関する欧州技術プラットフォーム

（European Technology Platforms）と、持続可能な化学に関する欧州技術プラットフ

ォームでは、EU レベルでの取組の必要性が再確認されており、これらのプラットフ

ォームに含まれる各研究課題は次項に述べる取組（activities）に反映されている。建

                                                  
4 UNFCCC (UN Framework Convention on Climate Change) 
5 UN Convention on Biological Diversity 
6 UN Convention to Combat Desertification 
7 Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants 
8 EU Water Initiative 
9 World Summit on Sustainable Development 2002 
10 Intergovernmental Panel on Climate Change 
11 Climate Change and the Earth Observation 
12 6th Environmental Action Plan 
13 Water Framework Directive 

< 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992号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/992/
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設や林業などに関するほかのプラットフォームでも、一部環境技術の問題が取り上げ

られているが、これらもまた各取り組みに反映されている。水資源管理の例に見られ

るように、環境技術の開発と市場への導入、およびその後の応用には、社会経済的な

側面が特に強く影響を与える。そのため、政策や技術開発の社会経済的な側面を常に

考慮しながら、取り組みを進めていく必要がある。 
 
次項では、一連の取り組みの内容を列挙する。取り組みの多くは政策ニーズに直接関

連しているが、新たに発生した政策ニーズに対して追加的な支援が提供される場合もあ

る。そのような例としては、EU の政策に対する持続可能性影響評価に関する政策ニー

ズや、気候変動に関するポスト京都のためのフォローアップ、欧州の土壌戦略や海洋政

策などの新しい環境政策、また環境に関する新しい基準や法規などが挙げられる。 
 
(3) 取り組み（Activities） 
   
気候変動、汚染、リスク： 
 
・環境と気候に対する圧力： 極地域を含む気候および地球システムの機能。適応対

策と緩和対策。大気、土壌、水質の汚染。大気組成および水循環の変化。地球規

模あるいは地域規模での気候と大気、地表、氷・海洋間の相互影響。沿岸地帯で

の海水位の上昇や、山岳地帯など特に保護しなければならない地域への影響を含

む、生物の多様性と生態系に対する影響。 
・環境と健康： 環境の健康への影響、室内空気質および室内環境との関連、都市環

境、車の排気ガスとその影響、その他の新しいリスクファクターに関する原因の

特定やバイオモニタリング研究を含む環境的ストレスと人の健康の相互作用。有

毒性物質の統合的なリスク評価方法（動物実験に代わる方法などを含む）。環境衛

生リスクおよび予防戦略のための指標の定量化と費用便益分析。 
・自然災害： 地質に関連する災害（地震や噴火、津波など）や天候に関連する災害

（暴風雨、干ばつ、洪水、森林火災、地滑り、雪崩、その他の非常事態など）お

よびそれらの災害が及ぼす影響についての、予測や統合的な災害―脆弱性―リス

ク評価などの改善。早期警報システムの開発と、マルチリスクに対応するアプロ

ーチ方法を利用した予防・軽減・管理戦略の改善。 
.  
資源の持続可能な管理： 
 
・天然資源と人工資源および生物の多様性の保護と持続可能な管理： 生態系。水資

源管理。廃棄物の管理と対策。生物の多様性の保護と管理（外来種の管理、土壌

の保護、海底・珊瑚礁・沿海部の保護、砂漠化と土地の劣化への対策、景観の保

護などを含む）。森林の持続可能な利用と管理。脱工業地域を含む都市環境の持続
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可能な管理と計画。データ管理と情報サービス。自然現象に関連した評価と予測。 
・海洋環境の管理： 人間の活動による海洋環境や海洋資源への影響。局地海域およ

び沿海部の汚染と富栄養化。深海の生態系。生態系プロセスおよび海洋循環にお

ける海洋生物の多様性の傾向の評価。海底地質。大洋および大洋資源の持続可能

な利用を目的とした戦略・概念・ツールの開発。 
 
環境技術： 
 
・自然環境および人工環境に関する観察、シミュレーション、予防、緩和、適応、改

善、回復を目的とした環境技術： 水質、気候、大気、海洋、都市環境、農村環

境、土壌、廃棄物処理、リサイクル、無公害な製造工程および持続可能な製品、

薬品の安全性、環境に配慮した建築などに関する環境技術。 
・人の居住環境などの文化的遺産の保護、維持、強化。文化的遺産の都市環境への統

合を促進 
・技術の評価・検証・試験： 代替試験戦略（特に工業薬品における動物実験を行わ

ない試験方法）などの、プロセス・技術・製品の環境リスクおよびライフサイク

ル評価の方法とツール。持続可能な化学、森林関連部門の技術、および水道と公

衆衛生に関するプラットフォーム14に対する支援。欧州の将来の環境技術検証・試

験プログラム（第三者機関による評価を採用）における科学技術的側面。 
 
地球観測・評価のためのツール： 
 
・環境と持続可能な開発のための地球および海洋観測システムおよびモニタリング手法： 

GEOSS15のフレームワークにおける環境・持続可能性に関連する問題のための観察

システムの開発と統合に貢献。天然資源の評価、探査、管理を目的とした、環境現象

の理解・モデル化・説明のためのシステム間の相互運用性および情報 適化。 
・さまざまな規模の観測に対応できる、持続可能な開発のための予測方法と評価ツール： 

経済・環境・社会間の相互関係のモデル化（市場ベースの手法、外部性、しきい値

などを含む）と、土地利用や海洋問題などに関する重要な問題についての持続性影

響評価のためのナレッジベースと方法論の開発。気候変動に関連した都市開発や社

会経済的な緊張度。 
 
出典：Amended proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2006/com2006_0364en01.pdf 
翻訳・編集：NEDO 情報・システム部 

                                                  
14 これらの関連のある欧州技術プラットフォームに含まれる研究課題は、別の取り組みの中で取り上げ

られる。 
15 Global Earth Observation System of Systems（全地球環境システム） 

GEOSS を補足する目的で GMES（Global Monitoring for Environment and Security; 環境と安全の

ための地球モニタリング）が開発されている。 

< 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992号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/992/
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【環境特集】化学物質対策  
 

電気・電子機器廃棄物に関する EU 政策 Q&A 
 
 本稿では、EU の電気・電子機器廃棄物に関する 2 つの指令（WEEE 指令と RoHS
指令）について、EU が発表している Q&A 集（全文）を紹介する。WEEE 指令は欧

州家電リサイクル法とも呼ばれている。両指令は 2003 年に公布・施行されたものであ

るが、文中にあるように数値目標の達成期限が 2006 年 12 月末に設定されており、今

後は両指令の達成効果が検証される段階に来ている。 
 
(1) 電気・電子機器廃棄物の問題とは？ 
 

電気・電子機器廃棄物(WEEE: electrical and electronic waste)は、非常に広い範囲

の電気を使用する製品から出る廃棄物に使われる用語である。大小家庭用電化製品、

IT・通信機器、照明機器、消費者用機器(ラジオ、テレビ、ビデオカメラ、音響機器な

ど)がその対象である。これらの機器は多くの異なる部品や材料から作られており、そ

の中には有害なものも含まれている。したがって、もし WEEE が適切な処理をされず

に焼却されたり埋め立てされたりしてしまうと、重大な環境問題や健康問題を引き起

こす可能性がある。さらに、WEEE がリサイクルのために解体される時に、現場作業

員の健康に有害物質が危険を及ぼす恐れもある。 
 

その上、これらのような機器を世界的に大規模生産するには膨大な量のエネルギ

ー・金属・その他の天然資源が必要となり、その採取や利用によって、環境に深刻な

影響が出る。これらの製品・部品を再利用／リサイクルしたり、製品・部品から物質

とエネルギーの回収を行ったりすることにより、天然資源の必要量を抑えることがで

き、それによって環境への悪影響を減らすことができる。 
 

電気・電子機器は、回路基板／組立部品、ケーブル、難燃剤を含んでいるプラスチ

ック、CRT／LCD1、蓄電池／バッテリーなどの多くの部品から構成されている。これ

らの部品に含まれる物質のうち、環境的に問題のある物質は、特定の重金属(水銀、鉛、

カドミウム、六価クロム)と臭素系難燃剤である。これらの物質の大半は、環境中に放

出されると有毒になり、人間の健康に危険をもたらす恐れがある。 
 

これまでは WEEE の 90％以上が、前処理されずに埋め立て・焼却・回収されてき

た。これは汚染物質が環境中に放出され、大気や水、土壌を汚染していることを意味

する。 
 
                                                  
1 CRT／LCD：ブラウン管／液晶ディスプレイ 
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1998 年の WEEE のデータによると、居住者一人当たり年間 14kg の WEEE を排出

している。これは、EU15 ヵ国で毎年合計約 600 万トン、都市廃棄物の 4％にあたる。

WEEE の量は毎年 3～5％増加したと推定される。これは他のどの廃棄物よりも早い増

加率で、廃棄物全体の平均値の 3 倍以上であった。今日、欧州市民が排出している

WEEE の量は、年間一人当たり 17～20kg と推定される。 
 
 
(2) EU が WEEE について行っている施策は？ 
 

EU は WEEE がもたらす問題に対処するため、次の二つの指令を採択した。 
 
「電気・電子機器廃棄物指令(WEEE 指令)2 」は、埋め立て処分や焼却処理される廃

棄物の量を削減するために、WEEE の量を抑え、WEEE の再利用／リサイクル／その

他の形での再生を促進することを目標としている。そのため、WEEE の回収

(collection)／再生(recovery)3／再利用(reuse)／リサイクル(recycling)が必要とされる。

適切な場合は、機器全体の再利用を 優先しなくてはならない。 
 

「電気・電子機器における特定有害物質の使用制限指令(RoHS 指令)」4 は、電気・

電子機器に含まれる特定重金属と特定臭素系難燃剤を、代替が可能なものについては

代替することを求めている。この指令は、廃棄物管理段階における安全なリサイクル

と回収の促進、ならびにあらゆる問題の回避を目的としている。 
 

EU は、これらの二つの指令の目標を支援するために、WEEE のリサイクル分野や

有害物質の代替品開発分野における技術的な発展・革新を目指す多くのプロジェクト

に対して、資金提供をしている。また、電気・電子機器の環境パフォーマンス改善の

必要性に関する情報提供キャンペーンにも取り組んでいる。 
 

EU の別の法令では、WEEE を含んでいる可能性がある有害な廃棄物を、環境に優

しい方法で処理される保証がない第三国に輸出することを禁じている。 
 
 
(3) WEEE 指令で定められている主な条項と期日は？ 
 

                                                  
2 WEEE Directive: the Directive on waste electrical and electronic equipment 
3 用語の定義は指令中に記載されている。再生(recovery)の定義は、廃棄物指令(75/442/EEC、修正版は

2006/12/EC)で述べられている。再生は、再使用(reuse)、リサイクル(recycling)、エネルギー回収(energy 
recovery)の合計となる。 

4 RoHS Directive: the Directive on the restriction of the use of certain hazardous substances in 
electrical and electronic equipment 

< 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992号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/992/
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2005 年以降： EU 加盟国は製造者の名前の登録・管理を行わなくてはならない。さら

に二年毎に、市場に出ている製品量と、回収／再利用／リサイクル／その他の形で再

生された製品量についての情報を、欧州委員会に提供しなくてはならない。また、2007
年からは三年毎に、加盟国が自国の指令達成度を報告することが義務付けられている。 
 
2005 年 8 月 13 日： この日以降、加盟国は回収システムを確立していなくてはならな

い。また、電気・電子機器の製造者による、回収、処理(treatment)5、再生、および環

境に優しい処分(disposal)のための資金調達も確実にしておかなければならない。回収

とは、消費者が新しい電気・電子機器を購入する時に、新製品１台に対して古い製品

１台を引き渡すことができることを意味する。さらに、WEEE の所有者や販売業者な

ら誰でも無料で WEEE を引き渡すことができる、回収拠点も別に整備しておかなけれ

ばならない。 
 

2005 年 8 月 13 日以降に市場に出た全ての製品には、これらの製品をそのまま捨て

てはいけないことを消費者に知らせるために、ゴミ箱の絵に×印がついているマーク

をつけなくてはならない。 
 

この資金調達システムは、WEEE の回収／処理／再生／処分のための資金提供を保

証しなければならない。2005 年 8 月 13 日以降に市場に出た製品については、これら

の費用を補うために、財政的保証（保険契約、封鎖勘定 6 の充当金、共同組織への参

加）を行わなければならない。 
 

これは「引き取り手のない製品」（製造者がもう存在していない古い電子・電気機

器）の適正な処理を確実に行うことを目的としている。2005 年 8 月 13 日以前に市場

に出た「過去の WEEE」の処理については、製造者が回収システムに参加しなければ

ならない。全体的な資金調達については、新製品に対して定額課金や手数料を徴収す

る形で行うことができる。 
 
2006 年 12 月 31 日： この日までに、加盟国は、毎年一人当たり少なくとも 4kg の

WEEE の回収を確実に行わなければならない。製造者は様々な再生／リサイクル／再

利用の目標（回収された WEEE のそれぞれの分類ごとに、当該機器の平均重量を基に

算出）を達成しなければならない。優先事項は、再利用ができるように機器の修理を

行うことである。機器の修理が不可能な場合については、部品の再利用の目標と、

WEEE に含まれている材料のリサイクル／再生率の目標が、WEEE 指令において定め

られている。 

                                                  
5 処理(treatment)は、再生(recovery)と処分(disposal)の合計となる。 
6 blocked account 
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例えば、冷蔵庫や電子レンジなどの大型家電機器の 低再生率目標は 80％、それら

の部品や原材料の再利用／リサイクル率目標は 75％である。小型家電製品、照明機器、

電気・電子機器、おもちゃ、レジャー・スポーツ用品、モニター・制御機器の再生率

目標は 70％、部品や原材料の再利用／リサイクル率目標は 50％である。 
 
新規加盟国： 2004 年 5 月 1 日に EU に新たに加盟した 9 つの加盟国は、毎年住民一

人当たり 4kg という回収目標について 2 年間の猶予期間が認められている。再生／再

利用／リサイクルの目標についても同様である。スロベニアは 1 年間の猶予期間が認

められている。 
 
 
(4) RoHS 指令の主要な条項と期日は？ 
 
2006 年 7 月 1 日： この日以降、製造者が、鉛／水銀／カドミウム／六価クロム（以

上重金属）、または、多臭素化ビフェニル(PBB)／ポリ臭素化ジフェニルエーテル

(PBDE)（以上臭素系難燃剤）のいずれかの物質が含まれている新しい電気・電子機器

を市場に出すことが禁じられる。  
 

指令の付属書には、代替品を利用することができないために禁止物質から除外され

た有害物質が用途によりリストアップされている。科学的・技術的知識の発展を反映

してその除外物質のリストを修正することも、指令で認められている。これは、特定

の有害物質を除外することが技術的・科学的に不可能な場合、または代用品を使用す

ることによって環境／健康／消費者の安全への悪影響が利益よりも大きくなる場合に

認められる。 
 
 
(5) 加盟国、消費者、製造者、欧州委員会のそれぞれの役割は？ 
 
加盟国： 加盟国の役割は、WEEE 指令と RoHS 指令の条項を自国の法律に反映させ

（後述(7)参照）、それを正確に実施することである。特に、回収拠点のネットワーク

を確立し、WEEE の回収／処理／再生への資金供給を確実に行わなければならない。

また、小売業者に対して、新製品 1 台購入につき旧製品 1 台の回収を確実に行わせる

義務がある。 
 
製造者： 製造者は、製品を設計する段階から、リサイクルと再利用が容易にできるよ

う考慮しなければならない。また、その製造者の製品の寿命がきて廃棄物になる時に、

製品の回収／処理／再生を一括もしくは個別で行うために、資金を提供しなくてはな

らない。 

< 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992号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/992/
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消費者： 消費者は古い電気・電子機器をそのまま捨ててはならない。WEEE を回収

拠点に持って行くか、家に回収に来てもらうことにより、市民は再利用やリサイクル、

そのほかの形の再生に貢献することができるだろう。2005 年 8 月 13 日より、消費者

は新製品を 1 台購入する時に購入店に 1 対 1 ベースで WEEE を戻すことができるほか、

別の回収拠点に持っていくこともできる。これらは、どちらも無料である。また、同

日より、新しい電機・電子機器には、分別せずに捨ててはならないことを消費者に伝

えるためにゴミ箱の絵に×印がついたマークをつけなくてはならない。（前述(3)参照） 
 
欧州委員会： 欧州委員会は欧州共同体の法の適用を監視する責務を負い、義務を果た

していない加盟国に対して措置を講じてよい。監視の役割以外にも、委員会は二つの

指令の実施を精力的に支援していく。また、指令の範囲や、物質使用禁止の実施とい

った、法令の解釈についても加盟国に指針を与えていく。このために、指針を文書の

形にした「Q&A 集」が作成された。この Q&A 集は欧州委員会環境総局 (DG 
Environment)の HP 上で公開されている 7。 
 

さらに、2003 年欧州委員会は、一般家庭以外の使用者から出た WEEE に対する資

金供給義務を明確化した、WEEE 指令の修正案を採択した 8。2004 年には、加盟国が

WEEE指令の実施状況を委員会に報告する際に使用しなければならない質問報告表に

ついての決議が採択された 9。2005 年にはデータのフォーマットについての決議が採

択された。 
 
 
(6) 二つの指令の実施にかかる費用は？ 産業の競争力に悪影響を与えないか？ 
  結果として電気・電子機器の価格上昇につながらないか？ 
 

二つの指令の条項は、EU と EU 以外の製造者の区別を行わずに適用される。同じ

く、RoHS 指令で扱われる有害物質の代替品にかかる費用は、EU も EU 以外の製造者

も負担する。このため、競争力には影響がでない。 
 

欧州委員会が 2000 年に提示した WEEE 指令の順守にかかる推定総費用額は、EU
全域で 5～9 億ユーロ／年であった。このうち、3～6 億ユーロが回収に、2～3 億ユー

ロが再生／再使用／リサイクルに使われると推定された。 
                                                  
7 http://europa.eu.int/comm/environment/waste/weee_index.htm 
8 この修正（Directive 2003/108/EC [Official Journal L 345 of 31.12.2003]）は、個人の自宅所有者以

外の使用者からの WEEE への資金調達について言及している。2005 年以降に市場に出た WEEE につ

いては、製造者はその運営費用を補わなければならない。過去の廃棄物については、それが同等の製

品か同じ機能を満たす製品に置き換えられた場合の費用を製造者が調達する。しかし、この制度には、

使用者が資金を負担する選択肢も含まれている。その他の過去の廃棄物については、使用者が処理資

金を出す。 
9 Decision 2004/249/EC 
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この結果、価格の上昇は、大半の電気・電子機器では 1％、冷蔵庫やテレビ、モニ

ターでは 2～3％と推定されている。しかし、この二つの指令は、費用と電子・電気機

器の価格上昇に見合う便益をもたらすと考えられる。費用と利益についての 新の情

報は、欧州委員会サービス(Commission services)により 近立ち上げられた研究やそ

の他の取り組みによって更新される予定である。いずれにせよ、価格は、たとえ同じ

機器であっても、純粋に商業的な理由のために、季節や場所によって大きく異なるこ

とがわかっている。このため、指令の影響による価格上昇を試算することは非常に難

しいのだが、上昇幅がわずかなので消費者が無理なく製品を買えることは確かである。 
 
 これらの指令の主要な目的は人間の健康と環境を守ることであるが、二つの指令は、

資源を節約し、関連費用や環境への負荷も減らすだろう。指令の目標に沿った WEEE
のリサイクルは、石油換算で毎年約 2,800 億トンのエネルギー節約になると推定され

る。二つの指令によって廃棄物の処分費用が不要となることで、更なる節約となるだ

ろう。 
 
 
(7) 加盟国における二つの指令の反映状況は？ 
 

WEEE 指令と RoHS 指令は 2003 年 2 月 13 日に発効した。加盟国が自国の法律に

反映させる期限は 2004 年 8 月 13 日である。 
マルタ共和国と英国を除く全加盟国は、WEEE 指令を反映した法案を欧州委員会に

報告した。 
 

RoHS 指令については、全加盟国が法案に反映済みである。 
 
 欧州委員会は、報告を受けた法案が指令の義務を正しく反映しているかどうか、現

在評価している。指令をまだ反映していない加盟国や、指令を正しく反映していない

加盟国に対しては、委員会の裁量で違反の処置が行われる。 
 
＜参考＞ ・WEEE 指令と RoHS 指令の詳細について： 

http://europa.eu.int/comm/environment/waste/weee_index.htm 
・WEEE フォーラム（WEEE 共同実施体）の、欧州回収計画について： 

http://www.weee-forum.org/members_list.htm 
・欧州リサイクルプラットフォーム(the European Recycling Platform: ERP)： 

http://www.erp-recycling.org/ 
出典：http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/06/263&format=HT

ML&aged=0&language=EN&guiLanguage=ja 
編集：NEDO 情報・システム部、翻訳：大釜 みどり 
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【環境特集】大気汚染 

 
EU15 ヵ国の硫黄と窒素の排出量が引き続き減少傾向に 

 
欧州環境庁（European Environment Agency：EEA）が 2006 年 10 月 13 日に発表

した報告によると、1990 年代初頭以降 EU15 ヵ国の窒素酸化物排出量は 30%減少し

たとのことである。この報告書 1 は、EU15 ヵ国の硫黄（SOx）排出量が 1990 年から

2004 年までに 70%減少したとも述べている。 
 
加盟各国の報告により、運輸、エネルギー、農業、廃棄物など数多くの部門で排出量が

減少しており、EU15 ヵ国では一酸化炭素（－50%）、アンモニア（－8%）、非メタン揮

発性有機化合物 2（－45%）などの主要な大気汚染物質も減少していることが確認された。 
 
この報告書は年に一回発行されており、EU25 ヵ国における排出量の傾向と利用可

能なデータを提供している。欧州委員会は国連欧州経済委員会に対して長距離越境大

気汚染条約 3 に基づく法的報告義務を負っている。その一環として、EEA は加盟各国

のデータを欧州委員会に代わり取り纏めている。したがって、この報告書は加盟国か

ら正式に報告された排出量データを詳細に記録している。EEA は、他の刊行物の中で

加盟国から報告された排出量の変動要因について評価を行っている。 
 
EU25 ヵ国の大気汚染物質総排出量は、データ不足により試算が行われていないも

のもある。したがって、今後は手続きの改善によってデータの質を向上させるととも

に、加盟国からのデータ提出率を高める必要がある。 
 
酸性汚染物質の排出量 

ヨーロッパにおける酸性汚染物質排出量削減の進捗状況 

酸性ガスの排出量は大部分の EEA 加盟国で大幅に減少している。EU15 ヵ国の排出

量は 1990 年から 2002 年までに 43%減少した。これは主に二酸化硫黄の排出量が減少

したことによるものである。二酸化硫黄は総削減量の 77%を占めている。エネルギー、

産業および運輸部門の排出量はいずれも大きく減少しており、これらの部門が酸性ガ

スの総排出削減重量に占める割合はそれぞれ 52%、16%、13%であった。減少の主な

要因は、天然ガスへの燃料転換、ドイツの新しい州における経済再建、一部の発電所

における排煙脱硫の導入である。現在のところ、EU15 ヵ国は 2010 年を目途とした地

域全体の酸性ガス排出削減目標の達成に向けて順調に歩みを続けている。 

                                                  
1 Annual European Community LRTAP Convention emission inventory 1990-2004 

http://reports.eea.europa.eu/technical_report_2006_8/en 
2 Non methane volatile organic compounds：NMVOC 
3 United Nations Economic Commission for Europe Convention on Long-Range Transboundary Air 

Pollution：UNECE LRTAP Convention 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.992,  2007.1.10 

19  

酸性ガスの排出量は、新規に加盟した EU10 ヵ国と加盟候補国（CC-4）でも大きく

減少している。EU10 ヵ国の排出量は 1990 年から 2002 年までに 58%減少した。これ

は EU15 ヵ国と同じく二酸化硫黄排出量の大幅な減少が主な要因である。窒素酸化物の

排出量は、道路輸送や大規模な燃焼プラントにおける削減措置によって減少している。 
 
酸性汚染物質を排出する部門およびプロセスの内訳 

1990 年以降、EU15 ヵ国の酸性汚染物質排出量はエネルギー部門で も大きく減少

し、同部門が総排出削減量に寄与した割合は 52%であった。2002 年のデータでは、

EU15 ヵ国における酸性汚染物質の主要排出源は、農業（31%）、エネルギー（27%）、

道路輸送（17%）、産業部門のエネルギー利用（10%）であった。2002 年、EU15 ヵ国

の酸性汚染物質排出重量の内訳は、SO2 が 31%、NOX が 36%、NH3 が 33%であった。

窒素酸化物の排出量は、道路輸送や大規模な燃焼プラントにおける排出削減措置によ

り 1990 年以降減少したが、排出量の一部は交通量の増加により相殺された。アンモニ

アの主要排出源である農業からの排出量は予測がつきにくく規制が困難であるが、

EU15 ヵ国の排出量は安定傾向にある。 
 
1990 年以降の EU10 ヵ国においても、エネルギー部門で EU15 ヵ国と同程度の酸性

汚染物質が減少した。同部門が EU10 ヵ国の総削減量に寄与した割合は 45%であった。

同じ期間に、産業部門のエネルギー利用および農業部門からの排出量も大幅に減少し

た。2002 年、EU10 ヵ国における主要排出源は、エネルギー部門（36%）、農業（21%）、

産業部門のエネルギー利用（13%）、道路輸送およびその他の輸送（14%）であった。

2002 年、EU10 ヵ国における酸性汚染物質排出重量の内訳は、SO2 が 53%、NOX が

24%、NH3 が 23%であった。 

 
図 1 EU15 ヵ国における酸性汚染物質排出量の推移（1990 年～2002 年） 
注記：NECD：National Emissions Ceiling Directive（国別排出量上限指令） 

出典：2004 officially reported national total and sectoral emissions to UNECE/EMEP Convention on 
Long-Range Transboundary Atmospheric Pollution.  Copyright EEA, Copenhagen, 2005 
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図 2 EFTA3 ヵ国と EU15 ヵ国における 1990 年～2002 年の酸性汚染物質排出量の変化 
(EU15 ヵ国の 2010 年 NECD 目標との比較) 
注記：EFTA：European Free Trade Association（ヨーロッパ自由貿易連合） 
出典：図 1 と同じ 

 

 
図 3 EU15 ヵ国における酸性汚染物質排出量の部門別内訳（2002 年） 
注記：EEA のデータは「逸散排出」、「その他の非エネルギー」および「区分できないもの」を「その他

の部門」として一括集計する。 
出典：図 1 と同じ 
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図 4 EU15 ヵ国の酸性汚染物質排出量の変化に占める部門および汚染物質の割合（2002 年） 
注記：1990 年～2002 年の排出量変化に対する部門・汚染物質別寄与割合を示している。 
出典：図 1 と同じ 
 
オゾン先駆物質の排出量 

ヨーロッパにおけるオゾン先駆物質排出量削減の進捗状況 

EEA 加盟諸国におけるオゾン先駆物質の排出量は、1990 年から 2002 年までに 33%
減少した。EU15 ヵ国の排出量は 35%減少した。 
 

EU15 ヵ国における 1990 年以降の排出量の減少は、主に自動車用触媒コンバーター

の導入促進とディーゼルの普及によるものであるが、工業プロセスに溶剤指令が導入

されたことも要因である。エネルギーおよび運輸部門からの排出量はいずれも大きく

減少しており、オゾン先駆物質の総排出削減重量に対する割合はそれぞれ 10%と 65%
であった。国別排出量上限指令（National Emissions Ceiling Directive：NECD）の

対象となるオゾン先駆物質（非メタン揮発性有機化合物：NMVOCS、窒素酸化物：

NOX）の排出量は減少しており、その結果として EU15 ヵ国は 2010 年を期限とする

地域全体の排出削減目標の達成に向けて順調に歩みを進めている。 
 

非メタン揮発性有機化合物（総排出重量の 38%）と窒素酸化物（総排出重量の 48%）

の排出は、2002 年の対流圏オゾンの形成に も大きな役割を果たした。一酸化炭素と

メタンは総排出量のそれぞれ 13%と 1%を占めた。NOX と NMVOC の排出量は 1990
年から 2002 年にかけて大きく減少し、オゾン先駆物質の総排出削減量に対する割合は

それぞれ 37%と 44%であった。 
EU10 ヵ国 4のオゾン先駆物質総排出量は、1990 年から 2002 年までに 42%減少した。

                                                  
4
 マルタのデータは入手不可能。 
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非メタン揮発性有機化合物（総排出量の 32%）と窒素酸化物（総排出量の 51%）は、EU10
ヵ国における 2002 年の対流圏オゾンの形成に も影響を及ぼした汚染物質である。 
 
オゾン先駆物質を排出する部門およびプロセスの内訳 

EU15 ヵ国と EU10 ヵ国のいずれにおいても、オゾン先駆物質の主な排出源は運輸部

門である。2002 年、運輸部門からの排出は EU15 ヵ国の総排出量の 48%を占めた。ま

た、1990 年から 2002 年までのオゾン先駆物質総排出削減量のうち、同部門からの排出

削減は 65%を占めた。EU15 ヵ国における 2002 年のその他の主要排出源には、商業お

よび家庭部門の燃焼プロセスおよび塗料、接着剤、印刷に使用される溶剤が含まれる。

運輸部門に続いて排出量削減に寄与したのはエネルギー部門であり、オゾン先駆物質の

総排出削減量の 10%が同部門によるものであった。EU15 ヵ国における 1990 年以降の

排出量の減少は、主に自動車用触媒コンバーターの導入促進とディーゼルの普及による

ものであるが、工業プロセスに溶剤指令が導入されたことも要因である。 
 

EU10 ヵ国でも輸送部門はオゾン先駆物質の主要排出源であり、2002 年の対流圏オ

ゾン先駆物質排出量の 40%を同部門が占めた。EU10 ヵ国のその他の主要排出源には、

商業および家庭部門の燃焼プロセス（総排出量の 13%）、その他の非エネルギー部門

（8%）およびエネルギー部門（13%）が含まれる。EU15 ヵ国全域に見られる排出量

の減少は、主に自動車用触媒コンバーターの導入促進とディーゼルの普及によるもの

であるが、工業プロセスへの溶剤指令の導入と燃料消費量の削減も要因である。産業

（プロセス）、エネルギーおよび運輸部門からの排出量はいずれも大幅に減少しており、

各部門のオゾン先駆物質総排出削減量に対する割合は 14%、25%、26%であった。 
 

図 5 EU15 ヵ国におけるオゾン先駆物質排出量の変化（1990 年～2010 年） 
出典：2004 officially reported national total and sectoral emissions to UNECE/EMEP Convention on 
Long-Range Transboundary Atmospheric Pollution and the UNFCCC. 
Copyright EEA, Copenhagen, 2005 
 

NMVOC、NOX
NECD 目標への経路（NMVOC、NOX のみ） 
2010 年の NECD 目標（NMVOC、NOX のみ） 
NMVOC、CO、CH4、NOX 

指数 1,000トン NMVOC換算当量 
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図 6 EFTA3 ヵ国と EU15 ヵ国における 1990 年～2002 年のオゾン先駆物質排出量の変化 
(EU15 ヵ国の 2010 年 NECD 目標との比較) 
出典：図 5 と同じ 

 
 
図 7 EU15 ヵ国におけるオゾン先駆物質排出量の部門別内訳（2002 年） 
注記：EEA のデータは、「道路輸送」と「その他の輸送」を「運輸」として集計している。 
出典：図 5 と同じ 
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図 8 EU15 ヵ国のオゾン先駆物質排出量変化に対する部門および汚染物質の割合（1990 年～2002 年） 

注記：1990 年～2002 年の総変動量に対する割合を部門・汚染物質ごとに示している。EEA のデータは、

「道路輸送」と「その他の輸送」を「運輸」として集計している。 
出典：図 5 と同じ 
 

一次粒子と二次粒子先駆物質の排出量 

EU15 ヵ国における微小粒子（PM10）および先駆物質の排出削減の進捗状況 

EU における微粒子の排出量は、1990 年から 2002 年までに 39%減少した。NOX

（55%）と SO2（20%）の排出は、EU15 ヵ国における 2002 年の粒子状物質の生成に

も大きく関わった汚染物質である。1990 年から 2002 年にかけての総排出量の減少

は、エネルギー、道路輸送および産業部門における削減措置の導入またはそれらの成

果によるものである。これらの 3 部門の総排出削減量に対する割合は、それぞれ 46%、

22%、16%であった。 
 
微小粒子（PM10）および先駆物質を排出する部門・プロセスの内訳 

2002 年における PM10 の も大きな排出源は道路輸送（総排出量の 28%）であり、

エネルギー部門（24%）がこれに続いた。 
 

1990 年から 2002 年までの排出量減少は、エネルギー部門、道路輸送における削減

措置および産業活動におけるエネルギー消費量の削減が主な要因である。全体的に見

て、エネルギーに由来する粒子状汚染物質の排出量は、低硫黄含有燃料の使用、石炭・

石油から天然ガスへの燃料転換、エネルギー供給および産業部門における排出削減技

術の活用、触媒コンバーターを導入した自動車の市場浸透など、複数の選択肢を組み
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合わせることによって削減されている。 
今後、自動車技術の向上による排出削減あるいは低硫黄含有率の天然ガス使用によ

り固定排出源からの排出量が抑制されるにしたがって、一次粒子（PM10）と二次粒子

（PM10）先駆物質の排出量は減少していくことが予想される。しかし、短期的に見る

と、交通量の増加傾向が続くことから EU15 ヵ国の都市部の大半では PM10 濃度が許

容値を大幅に上回ることが予想される。したがって、EU 環境大気質枠組指令

（Framework Directive on Ambient Air Quality）の First Daughter 指令で定められ

た大気質の許容値を満たすためには大規模な排出量削減をさらに進める必要がある。 

 

 
図 9 EU15 ヵ国における一次および二次微小粒子の排出量（1990 年～2002 年） 
注記：一次微小粒子排出量を報告していない国の推計排出量は RAINS PM10 モデル(IIASA)に基づく。 
出典：図 1 と同じ 

 
図 10 EFTA3 ヵ国と EU15 ヵ国における一次・二次微小粒子排出量の変化（1990 年～2002 年） 
出典：図 9 と同じ 
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図 11 EU15 ヵ国における一次・二次微粒子排出量の部門別内訳（2002 年） 
出典：図 9 と同じ 

 

図 12 EU15 ヵ国の一次・二次微粒子排出量の変化に対する部門および汚染物質の割合（2002 年） 

出典：図 9 と同じ 
 

出典：Sulphur and nitrogen emissions continue to fall in EU-15 
http://www.eea.europa.eu/highlights/sulphur-and-nitrogen-emissions-continue-t
o-fall-in-eu-15 

 

翻訳・編集：山本 かおり 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.992,  2007.1.10 

27  

【環境特集】大気汚染対策 化学物質管理 

 

石炭火力発電所からの水銀排出の抑制（米国） 
 
スーパー・マーケットの魚売り場の近くに貼られた水銀警告ラベルは、やがて、過

去の時代の残存として含鉛ペンキやアスベスト達の仲間入りをするであろう。石炭火

力発電所の排気ガスから水銀を除去する潜在的に安価で効率的な方法が、シー・ガー

(テッド)・チャンの率いるローレンス・バークレー国立研究所の科学者により開発され

た。 
 
米国エネルギー省(DOE)が石炭火力発電所からの水銀排出を抑制するために追求し

ている方法のリストに加わるであろう、この技術は、有毒物質が環境や食卓にやって

くる食物連鎖へ入り込むのを防ぐことを支援する。さらに、この技術は、火力発電所

水銀排出の抑制を目指した新しい米環境保護庁(EPA)の規則を電力公益事業が満足す

ることを支援することができる。 
 
この水銀除去技術は、まだ開発中であるが、モボテック USA 社と呼ばれるイースト

ベイの企業に 近ライセンスされた。現在、パイロット規模試験中で、初期の研究所

での実験は好結果で公害防止技術の品質証明を得られることを示している。 
 
「この技術は、効率的であると見込まれ。必要な投資は小さく、また、実装するの

が比較的簡単な技術である」と環境エネルギー技術部門の科学者であるチャンは語っ

た。この技術は DOE 国立エネルギー技術研究所の資金提供により、過去 5 年にわた

り開発されてきた。 
 
この技術は、石炭火力発電所の水銀を含んだ燃焼排気ガスに、特別に考案されたガ

スを吹き込むことからなっている。それにより、水銀元素を、既存の公害防止装置に

よってより容易に捕捉できる形の酸化水銀に変換することができる。 
 
水銀は石炭のような多くの岩を含む自然界全体にわたって見つけられる。人間によ

る水銀汚染を環境から除去するには、電力公益事業だけではなく広い範囲の産業界に

向けた種々の汚染削減戦略を必要とする。また、この技術は、すべての種類の石炭火

力発電所からの水銀排出を除去できるわけではない。今日の石炭火力発電所は、種々

の石炭を燃焼させ、また無数の種類のボイラーを使用しているので、万能な汚染対策

アプローチは難しい。 
 
しかしながら、この技術は、毎年米国の石炭火力発電所から放出される 48 トンの水

銀を大きく減少させることができる。この量は米国内全体の水銀排出の 3 分の 1 を含
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み、米国で 大の人工の発生源である。 
 
 

水銀問題は世界規模にわたる 

 
中国の急成長する石炭燃焼産業は、1 年当たり大気中へ 200 トン以上の水銀を放出

している。そして、そのうちのいくらかは米国へも漂流している。 
 
石炭火力発電所によって環境へ放出された水銀のうちのいくらかは、時間とともに

メチル水銀に変化する。メチル水銀は、発育中の胎児や幼い子どもに有害であると知

られている強力な神経毒性がある。メチル水銀は、食物連鎖に沿った捕食動物の餌を

通して、人々が食べる種類の魚介類に蓄積される。実際にメチル水銀は、ある魚では、

その魚が生息する水域中より何千倍も高く濃縮されて蓄積する場合がある。これが州

の環境規制機関が、しばしば魚の消費注意を出す理由である。 
 
2005 年に米環境保護庁は、2018 年までに石炭火力発電所の水銀排出の約 70 パーセ

ントを全面的に削減要求する規則を出すことにより、その排出源に対してこの問題に

取り組んだ。「従来の防止対策でもいくらかの水銀を捕捉することができるが、米環境

保護庁の新基準を満たすために、新しい防止対策法が必要である」とチャンが述べる。 
 
発電所の煙突すなわち排気ガスから出る元素は、ガス形式の水銀元素、および粒子

とガス形式両方の酸化水銀の 3 つの形式で流れ出るので、水銀排出をさらに除去する

ための努力は困難となる。 
 
後者の 2 つの酸化水銀形式は、微粒子コレクターおよび二酸化硫黄洗浄のような既

存の大気汚染防止装置を使用して、排気ガスから捕捉することができる。しかしこの

方法では元素の水銀を残す。水銀元素は非常に揮発性が高く、水に対して不溶性であ

る。従って今日の技術では容易に捕捉することが出来ない。さらに悪いことに、一旦

それが外部に出ると、水銀元素は酸化する前に 1 年間以上大気中に存続し、長い時間

をかけて地球中を漂流する。 
 
チャンは、排気ガスから捕捉しがたい水銀元素をえり分ける高価で技術的に難しい

ことに対して努力するのではなく、より多くの除去可能な形式に変換することを試み

ることにした。「酸化水銀は既存の方法によって容易に捕えることができるので、論理

的なアプローチは、水銀元素を酸化させるコスト効率の良い方法を見つけることであ

る」とチャンが述べる。 
 
水銀元素を酸化させることができる技術は既に存在している。粉末活性炭(PAC)と呼
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ばれる一般に使用される汚染防止材料による処理法は、酸化剤と共に排気ガス中に粉

末活性炭微粒子の混合を注入する技術である。しかし、酸化剤で処理された粉末活性

炭は、捕捉水銀 1 ポンドにつき約 5 千ドルの費用がかかる。この方法は、除去する水

銀 1 ポンド当たり 6 万ドルもかかる未処理の粉末活性炭を使用する方法よりは、安い

が、まだ高価すぎる。 
 
粉末活性炭を使用する代わりに、チャンは、水銀元素を選択的に捕捉し、かつ酸化

させる能力を持つ、特別に調整したガスを研究することにした。これまで発電所の排

気の流れに注入されたこれらのガスは、ハロゲンガスあるいはハロゲンを含んでいる

混合ガスのいずれかで、二酸化硫黄や窒素酸化物のような他の汚染物質はほとんど無

視し、主に水銀元素とのみ反応した。 
 
「この選択的能力は非常に重要である。既存の大気汚染防止装置を通って排気ガス

が通過する前に処理をするためには 10 秒以下しかないので、ガス酸化剤が素早く主に

水銀元素のみと反応することを我々は望んでいる」とチャンは述べた。 
 
加えるに、ガス酸化剤は、石炭の未燃焼炭素を含んでいるフライアッシュへ吸着し、

水銀元素を酸化させることができる粒子を形成する。これは、チャンの技術が 2 倍に

効率的であることを意味している。すなわち、水銀元素は酸化剤ガスと共にフライア

ッシュ中の炭素でも酸化することができる。 
 
さらに、粉末活性炭を使用する必要はない。このことはもう一つのコスト節減を意

味し、このことは、次には、さらに多くの節約を生み出す。粉末活性炭で処理された

排気ガスからのフライアッシュは、発電所の重要な財源であるが、セメント工業に売

るにはあまりにも多くの炭素が含まれ過ぎている。しかしながら、チャンの技術では、

フライアッシュはセメント工業に適したままである。 
 
「この方法は効率的で、また他の多くの技術よりはるかに安価であると見込まれる。

ガス酸化剤で処理された後、他の汚染物質に使用される既存の公害防止装置が、その

後、排気の流れから酸化水銀を取除くことができることとなる」とチャンは語った。 
 
(出典：http://www.lbl.gov/Science-Articles/Archive/sabl/2006/Oct/2.html ) 

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

 
新たな汚染物質が人類と生態系に及ぼす影響（米国） 

 
一昔前まで、人間の毛髪の太さの 8 万分の 1 の大きさの粒子が凝集して、水、空気

あるいは細胞の中にまで悪影響を及ぼすなどあり得ないことだと考えられていた。し

かし現在、ナノ粒子などの新たな汚染物質を研究してそれらに対処していこうとする

取り組みは、化学の研究分野の中で も新しい重要領域の一つとなっている。 
 
2006 年 12 月 1 日に発行された米国化学会の学術専門誌“Environmental Science & 

Technology”は、悪影響を及ぼす恐れがあるこれらの化合物（薬品、消毒薬の副産物

およびフルオロケミカルを含む）に関する 40 を超える学術論文を掲載した。これらの

論文は、化学者や技術者が新たな汚染物質に関するどのような研究を行っているかに

加えて、環境中の汚染物質を浄化する方法、さらには汚染物質が環境中に入り込むの

を防ぐ方法についても検証している。 
 

編集長の Jerald Schnoor 博士は次のように述べる。「今回の特集号は、 近関心を

呼んでいる化学物質や生命体の新しい知識を公開しているだけでなく、新たに認識さ

れるようになった人類や地球生態系への影響についても言及している。数年にわたる

研究の概要が幅広く紹介されており、水、空気、土壌あるいは人間の体内にまで入り

込んだ汚染物質がどのような経路を辿り、どのような影響を及ぼすかについて述べら

れている。」 
 

以下に、この特集号の主要テーマを列挙する。この中には、バッキーボール（後出）

が DNA を損傷する仕組み、NDMA（後出）の地下水汚染を抑制する樹木の働き等が

含まれている。各テーマのリンク先で原文を閲覧することができる。 
 
バッキーボールの塊がヒトの DNA に損傷を与える 

ミシガン州立大学の Volodymyr Tarabara 博士のグループとインド産業毒物研究セ

ンター（Industrial Toxicology Research Centre）の共同研究者によると、水の中で凝

集したバッキーボールはヒトのリンパ球の DNA に損傷を与える可能性があるとのこ

とである。研究チームは「このような研究が行われるのは恐らく今回が初めてであり、

ナノ粒子が人間の健康と環境に与えるリスクについて新たな懸念を引き起こしてい

る」と述べている。 
 

バッキーボールは球状のフラーレンであり、炭素原子 60 個からなるサッカーボール

形の分子である。バッキーボールは、ドラッグデリバリーからエネルギー輸送に至る

まであらゆる用途に利用できるとしてもてはやされてきた。しかし、 近の研究から、
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バッキーボールが凝集して「nC60」と呼ばれるナノサイズの塊になると細胞の損傷が促

される可能性があることが分かっていた。今回の研究はそこからさらに一歩踏み込ん

だものとなっており、nC60 の存在とリンパ球の DNA 損傷との強い相関関係を実証し

ている。水中の nC60 の遺伝毒性を評価したのは今回の研究が初めてである。「今後私

達は水を介してバッキーボールなどのナノ粒子に晒される可能性が高い」と Tarabara
博士は述べている。 

この研究論文は次のリンク先 1 で閲覧できる。 
 

五大湖のマスに高濃度の PBDE が蓄積 

ミネソタ大学の Deborah Swackhamer 博士と共同研究者によると、五大湖 大の捕

食魚であるマスに PCB と同レベルの PBDE（polybrominated diphenyl ether：ポリ

臭素化ジフェニルエーテル）難燃剤が蓄積しているとのことである。PCB は 30 年前

に禁止された有害化学物質である。水中の PBDE 濃度と水中の食物連鎖における生体

内蓄積量を測定したのは今回が初めてである。調査の結果、マスの PBDE 濃度は周辺

水域の 1,000 万倍の高さであることが分かった。Swackhamer 博士は「レイクトラウ

トの切り身を一枚食べるだけでミシガン湖の水を生涯にわたり飲み続けるよりも多く

の PBDE を摂取することになる」と試算している。この研究結果を見れば北米に暮ら

す人から検出される PBDE 濃度が世界のどの地域よりも高い理由が分かる、と

Swackhamer 博士は言う。毒性検査は、PCB と同様に PBDE も人体に有害であるこ

とを示唆している。 
この研究論文は次のリンク先 2 で閲覧できる。 

 
貴金属触媒と樹木で地下水の NDMA を除去する技術 

新 し く 開 発 さ れ た 2 つ の 浄 化 技 術 が 地 下 水 と 飲 料 水 に 含 ま れ る

NDMA(N-nitrosodimethylamine：N-ニトロソジメチルアミン)の除去に役立つ可能性

がある。NDMA は EPA（米国環境保護庁）によって発癌性物質に分類されており、

水を塩素やクロラミンで消毒する際に生成されることが多い。従来の方法で水中の

NDMA を除去することは難しいとされているが、スタンフォード大学の Martin 
Reinhard 博士のグループとイリノイ大学アーバナ・シャンペーン校の共同研究者は、

パラジウムなどの貴金属触媒を用いて温和な条件下で NDMA を分解する実験を行っ

た。彼らは次のように述べている。「この技術の開発がさらに進めば NDMA 濃度を数

ppt3 まで下げることができるかもしれない。また、この新しいプロセスは広範な汚染

物質の処理に利用できる可能性を持っている。」 

                                                  
1 PDF 版：http://pubs.acs.org/cgi-bin/sample.cgi/esthag/asap/pdf/es0609708.pdf 

HTML 版：http://pubs.acs.org/cgi-bin/sample.cgi/esthag/2006/40/i23/html/es0609708.html 
2 PDF 版：http://pubs.acs.org/cgi-bin/sample.cgi/esthag/asap/pdf/es061337p.pdf 

HTML 版：http://pubs.acs.org/cgi-bin/sample.cgi/esthag/2006/40/i23/html/es061337p.html 
3 parts per rillion。一兆分の一。 
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この研究論文は次のリンク先 4 で閲覧できる。 
 

NDMA はロケット燃料の製造に使用される UDMH (1,1-dimethylhydrazine：1,1-
ジメチルヒドラジン)の酸化によっても生成される。このため、NDMA および同じく

ロケット燃料や軍需品に使われる汚染物質である過塩素酸塩は、航空宇宙施設周辺の

地下水にしみ込むことが多い。しかし、ジョージア大学の Valentine Nzengung 博士

と共同研究者は、大量の水分を吸い上げるヤナギやポプラなどの木が NDMA を効果的

に除去することを発見した。一般的な地下水に含まれる濃度範囲で研究を行った結果、

50日でNDMAの 94%が除去され、70日で過塩素酸塩の 100%が除去された。Nzengung
博士は次のように述べている。「植物や木を利用して NDMA 或いは NDMA と過塩素

酸塩の両方による地下水汚染の広がりに費用効果的に対処することを提案したのは今

回の研究が初めてだ。」 
この研究論文は次のリンク先 5 で閲覧できる。 

 
カーボンナノチューブの副生成物がエビや魚の餌を脅かす可能性 

単層カーボンナノチューブの製造過程における副生成物が小型甲殻類のカイアシに

壊滅的な影響を与える可能性が高いことがサウスカロライナ大学の Thomas 
Chandler 博士と共同研究者の調査で明らかになった。カイアシは、海岸近くの河川や

河口付近に生息するエビ、カニおよび魚の重要な餌である。副生成物に晒されたカイ

アシは、これらの化学物質に晒されていないカイアシと比べて成長が遅く、生殖異常

が多いうえ、死亡率も高いことが分かった。単層カーボンナノチューブの薄さは人間

の毛髪の約 8 万分の 1 であり、電子機器やスポーツ用品に使われているが、今回の研

究では単層カーボンナノチューブのカイアシへの悪影響は認められなかった。研究チ

ームは次のように述べている。「今回の研究結果は、ナノレベルの製造過程における副

生成物が河川や河口付近に放出されると沿岸の食物連鎖の均衡が崩れる恐れがあるこ

とを示唆している。今後はこれらの副生成物の監視あるいは規制が必要になるだろ

う。」 
この研究論文は次のリンク先 6 で閲覧できる。 

 
客員編集者の Jennifer Field（オレゴン州立大学）、Joan Rose（ミシガン州立大学）

および Annette Johnson（スイス連邦水科学技術研究所：Swiss Federal Institute of 
Aquatic Science and Technology）による音声説明が次に示すウェブサイトで提供され

ている。 

                                                  
4 PDF 版：http://pubs.acs.org/cgi-bin/sample.cgi/esthag/asap/pdf/es061097d.pdf 

HTML 版：http://pubs.acs.org/cgi-bin/sample.cgi/esthag/2006/40/i23/html/es061097d.html 
5 PDF 版：http://pubs.acs.org/cgi-bin/sample.cgi/esthag/asap/pdf/es060449d.pdf 

HTML 版：http://pubs.acs.org/cgi-bin/sample.cgi/esthag/2006/40/i23/html/es060449d.html 
6 PDF 版：http://pubs.acs.org/cgi-bin/sample.cgi/esthag/asap/pdf/es060407p.pdf 

HTML 版：http://pubs.acs.org/cgi-bin/sample.cgi/esthag/2006/40/i23/html/es060407p.html 
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http://pubs.acs.org/subscribe/journals/esthag/40/i23/html/120106feature_intro_mp
3.html 
 

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：Special ES&T issue examines effects of emerging contaminants on people, planet 
http://acswebapplications.acs.org/applications/ccs/application/index.cfm?PressReleaseI
D=2743&categoryid=4 
Copyright © 2002 AMERICAN CHEMICAL SOCIETY. ALL RIGHTS RESERVED. 
Used with permission. 
 

翻訳：山本 かおり 
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【環境特集】大気汚染 水質汚濁 

 
EPA が過去 3 年間に総量 30 億ポンドの汚染物質削減を実施（米国） 

－大気汚染削減だけでも年間 35 億ドルの健康上の利益をもたらす－ 
 

米国の産業界、政府機関およびその他の規制対象事業体は、2006 年度に約 9 億ポン

ドの汚染物質削減を行うことを環境保護庁（Environmental Protection Agency：EPA）

に対して公約している。2006 年 11 月 15 日の発表によると、3 年間の汚染物資の削減

量は総計で約 30 億ポンドに達し、企業は汚染防止設備に約 200 億ドルを投資したと

のことである。削減量の 70%以上は、 重要課題である大気浄化と水質浄化に取り組

んだ結果によるものである。 
 

EPA 施行・法令遵守保証局（Office of Enforcement and Compliance Assurance）
担当次官の Granta Y. Nakayama は次のように述べている。「本日の発表は、我々が環

境と公衆衛生の保護に大いなる進展を遂げていることを示している。EPA は、現世代

と次世代に『よりクリーンでより健康なアメリカ』をもたらすために、環境管理

（Environmental Stewardship）を促進し、法律の施行を積極的に行っている。」 
 
 今年終了した環境犯罪取り締まりプログラム（Criminal Enforcement program）を

総計すると、被告人の服役期間は延べ 154 年間となり、罰金の支払額は約 4,300 万ド

ルに上る。この他に判決の一部として課される 2,900 万ドルが環境整備計画のために

使われる。EPA の民間施行プログラム（Civil Enforcement program）も大きな成果

を上げており、訴訟が合計 173 件、行政処分の確定が 4,624 件、そして自己申告によ

る違反行為の解決が 1,475 施設に上った。EPA は 286 件の民事訴訟を米国司法省に持

ち込んでおり、これは件数としては 5 年間で も多い。 
 
EPA のスーパーファンド法 1 施行プログラム（Superfund Enforcement program）

が実施されると、汚染責任当事者は廃棄物処理場における 1,500 万立方ヤード 2 の汚

染土壌と約 13 億立方ヤードの汚染された地下水を浄化するために 3 億 9,100 万ドルを

投資しなければならない。2006 年に支払う罰金に加えて、規制対象事業体は汚染削減

と環境法の法令遵守のために 49 億ドルを投資することも要求される。 
 

                                                  
1 汚染の調査や浄化は米国環境保護庁が行い、汚染責任者を特定するまでの間、浄化費用は石油税など

で創設した信託基金（スーパーファンド）から支出する。浄化の費用負担を有害物質に関与した全て

の潜在的責任当事者（Potential Responsible Parties）が負うという責任範囲の広範さが特徴的。 
2 1 立方ヤードは約 764.6 リットル。 
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表 2006 年度における有害物質削減施策の結果 

主な大気汚染問題 

 問題点 
汚染物質削減量

(百万ポンド) 

汚染防止のための 

投資額 (百万ドル) 

NSR/PSD※ 酸性雨、呼吸器疾

患、心臓疾患 
135 310 

大気毒性 ガン、出生異常 0.4 1 

精油 
酸性雨、呼吸器疾

患、心臓疾患 
292 2,073 

計  427.4 2,384 
※NSR：New Source Review（新排出源審査） 

PSD：Prevention of Significant Deterioration（重大な環境悪化の防止） 

 

主な水質汚染問題 

  
問題点 

汚染物質削減量

(百万ポンド) 

汚染防止のための 

投資額 (百万ドル) 

雨水 汚染水の流出 195       150 
CAFO※※ 動物の排泄物 12   10  
CSO/SSO※※ 未処理下水 26   930  
計   233  1,090  

※※CAFO：Concentrated Animal Feeding Operation(大規模畜産経営体) 

CSO：Combined Sewer Overflows（合流式下水道越流水） 

SSO：Sanitary Sewer Overflow（汚水渠からの溢水） 

 
EPA の実施計画は、米国が直面している大きな環境問題である大気中への有害物質

排出、石油精製業における法令の不遵守および水質汚染を対象とした。中でも大気汚

染に関しては、毎年 3 億 7,900 万ポンドの二酸化硫黄と 9,200 万ポンドの窒素酸化物

が削減される見通しである。完全に施行されるようになると、これらの大気汚染削減

が人間の健康にもたらす恩恵は毎年 35 億ドル相当になる。具体的には、心臓病あるい

は肺病患者の早期死亡を約 500 人減らすこと、気管支炎と死に至らない心臓発作を数

百件予防すること、重い喘息を含む数千件の呼吸器疾患を予防することなどが挙げら

れる。 
 

現在、石油精製業の汚染削減を目指す EPA の取り組みにより、国内の精油能力の

77%を賄う 85 の精油所が法的強制力のある命令と和解命令の対象となっており、国内

の精油能力の 11%を占める精油所と交渉が行われている。EPA は下水管からの溢水、

雨水および大規模畜産経営体からの汚染水流出管理に優先的に取り組み、2 億 3 千万

ポンドを超える水質汚染の削減に成功している。削減されたものには、沈殿物、バク

テリア、未処理の産業廃棄物および家畜の糞尿などが含まれている。 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
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EPA による 2006 年度の施行と法令遵守プログラムについての情報（重要な施行と

法令遵守活動の詳細とデータを含む）は下記のウェブサイト 3 から得られる。 
 
出典：EPA Enforcement Cuts Total Pollution by Record 3 Billion Pounds Over Last 
Three Years - Air Pollution Reductions Alone Result in Health Benefits of $3.5 
Billion Yearly 
http://yosemite.epa.gov/opa/admpress.nsf/68b5f2d54f3eefd28525701500517fbf/f93f
57c9574a25fd85257227006685c5!OpenDocument 
http://www.epa.gov/compliance/data/results/annual/fy2006.html 
 

翻訳・編集：山本 かおり 

                                                  
3 http://www.epa.gov/compliance/data/results/annual/fy2006.html 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.992,  2007.1.10 

37  

【環境特集】水質汚濁対策 

 
環境改善のためのムラサキイガイ養殖（スウェーデン） 

 
ムラサキイガイ養殖プロジェクト 

 スウェーデン西海岸で海水栄養過多を改善するためにムラサキイガイ 1 養殖プロジ

ェクトが行われている。このプロジェクトは 2004 年 10 月に開始され、スウェーデン

環境･農業研究審議会 (Swedish Research Council for Environment, Agricultural 
Sciences and Spatial Planning：FORMAS)や漁業庁構造基金などから資金を得てい

るもので総額 1,250 万クローナ（約 1 億 8,750 万円相当 2）の規模である。 
 
 ムラサキイガイは海水中の動植物プランクトンやその死骸などを摂取し、同化され

ないものを排泄物として体外に出す。それによりリン酸や窒素がプランクトンを通し

てムラサキイガイに吸収されるという「海水濾過機能」を有している。ムラサキイガ

イの重さの 1%を窒素が、0.067%をリン酸が占めると概算されているので、1,000 トン

のムラサキイガイの収穫があれば海洋環境から約 10 トンの窒素と約 650kg のリン酸

を取り除くことになる。 
 
 スウェーデン西海岸で行われているムラサキイガイ養殖プロジェクト現場 3 はリク

セレ市の下水処理場の排水溝近くの 3 ヵ所に設けられている。2003 年にリクセレ市は

環境汚染監視機関である州委員会に対し、ムラサキイガイ養殖により下水処理場に課

せられた窒素排出削減分の振替申請を行い、その試行が認められた。試行期間は 2004
年 10 月から 2010 年までである。このプロジェクトでは委託業者が、下水処理場の排

水溝から 1～40km の範囲で年間 3,900 トンのムラサキイガイを養殖している。 
 
ムラサキイガイの濾過メカニズム 

 平均的な大きさ(5～6cm)のムラサキイガイは 1 時間当たり約 4 リットルの海水を摂

取し、その中に含まれるプランクトンなどを餌としている。つまり、150 トンのムラ

サキイガイは 1 時間当たり約 1 万 8,000 m3、一日あたり 43 万 m3 の水を濾過できるこ

とになる。スウェーデンでは一世帯の一日平均の排水量は 0.5 m3 とされているので、

150 トンのムラサキイガイは約 85 万世帯の排水を濾過できる計算となり、その濾過能

力の可能性が非常に大きいことがわかる。 
 
 ムラサキイガイの体重の 30～50％を占める貝殻はほとんど炭酸カルシウムからで

きており、有機物はほとんど含まれていない。つまり、ムラサキイガイが取り込む窒

                                                  
1 学名 Mytilus Edulis、英語では Blue mussel、一般的にはムール貝と呼ばれる。 
2 1 クローナ＝15 円での概算。 
3 ヨーテボリ大学海洋研究所とクリスティーネベリィ海洋研究所が実施指導している。 

< 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992号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/992/
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素などはほとんど貝殻以外の組織内にあるといえる。  
 
 リクセレ市郊外の海水中に設けられたプロジェクト現場では海面に浮きを繋げ、そ

こにナイロンロープを輪にして垂らしたものを使用している。ナイロンロープにムラ

サキイガイの幼生を付着させる。この「長ロープ法」はスウェーデンで 1980 年代に発

明されたもので、スカンジナビア諸国では一般的に使用されている方法である。 
 
 ムラサキイガイの生長期間は約 17 ヵ月であり、4～5 月に幼生を付着させたものを

翌年の秋に特別仕様の船で収穫する。再利用可能なロープを船の上に引き上げ、貝を

収穫するが、約 0.4 ヘクタール 4 の養殖ユニット一つで隔年 120 トンの貝が収穫でき

る。収穫の 3 分の 2 は食用に適したもので販売に回され、残り 3 分の 1 の小さいか崩

れているものは飼料・肥料用となる。 
 
 ムラサキイガイは、時によってプランクトンが作った末梢性神経障害などをもたら

す毒物や大腸菌が蓄積されることがあり、食用に際しては事前のチェックが必要とな

る。 
 
窒素排出権取引にも活用 

 スウェーデンは 2025 年までに農産肥料による海水汚染を 40%（6,000 トンの窒素に

相当）減少させるという EU 指令に合意している。肥料からの汚染は主として窒素と

リン酸に因っている。「窒素排出権取引」ともいうべき処理場からの窒素排出をムラサ

キイガイ養殖によって相殺することを、2010 年までの試行段階に限るとはいえ、リク

セレ市が州当局から認められたことは非常に興味深い。リクセレ市の下水処理場は年

間 39 トンの窒素を海中に排出している。通常は地上に窒素処理プラントを建設するこ

とが一般的であるが、同市は、海中のムラサキイガイにその処理を委ねたわけである。

同市は年間 3,900トンのムラサキイガイを養殖する 2011年までの契約を業者と結んだ。

これにより、39 トンの窒素排出削減が全てカバーされることになる。 
  
 また、ヨーテボリ大学海洋研究所等での別のプロジェクトでは、貝殻も飼料に活用

されている。ムラサキイガイの肉を食べた鶏の卵は重量が増す上、貝殻を食べた鶏の

卵は黄身の黄色が増し、それを使ったケーキの発色がよくなるという結果が出ている。 
 
ムラサキイガイ養殖の長所と短所 

 長所は以下のように要約される。 
・ 水中の養分過多を抑えることができる。 
・ 海水中の浮遊物（主として植物プランクトン）を減少させることによって、光が水

中により深く到達できる。それにより水底の藻が成長し易くなる。 
                                                  
4 サッカー場に相当する広さ。 
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・ 水底の堆積物が減る。それにより酸素の使用量が減る。 
・ ムラサキイガイはウナギなどの魚類や家畜の餌・飼料となる。 
 

一方で、次のような短所もある。 
・ 部分的に水底の堆積物が増える（ロープの真下など）。それにより硫化水素の生成

や酸素不足が起こりうる。 
・ 部分的に生態系の多様性が失われる危険がある（ロープの真下など）。 
・ ムラサキイガイが発するアンモニア臭が非常に強い。 
 
 プロジェクト関係者やリクセレ市では、ムラサキイガイ養殖が環境改善手段として

広く認知されれば、各種補助金も得易くなり、養殖業者も増え、その結果水産業振興

もでき、「水産プラス農業（鶏卵産業など）」の繋がりから農業振興にも結びつくとし

て、このプロジェクトに大きな期待を寄せている。 
 
参考資料 

・ヨーテボリ大学海洋研究所ホームページ 
http://www.marecol.gu.se/ 

・クリスティーネベリィ海洋研究所ホームページ 
http://www.kmf.gu.se/index.php 

・ムラサキイガイ養殖時の窒素及び燐酸の循環に関する研究論文（英語） 
http://www.miljomusslor.kmf.kva.se/pdf/Klingberg2006.pdf 

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

 
環境技術輸出を積極的に振興（スウェーデン） 

 
環境技術振興機関スウェンテック設置 
 スウェーデンにおいては様々なレベルでいろいろな関係者が環境改善事業に関わっ

ており、そのノウハウや製品も多様な手段で世界に広く輸出されている。関係者とし

ては、地方自治体、企業、各種団体、各種研究所あるいは公的機関が含まれているが、

それらをまとめ、スウェーデン全体として環境技術の開発・普及・輸出を振興する機

関として、スウェンテック（SWENTEC：Swedish Environmental Technology 
Council）が新たに設置された。スウェンテックは産業開発庁に属す国家機関であり、

2004 年の政府諮問委員会答申に基づき 2005 年に設置され、実際の活動は 2006 年 6
月に開始された。 
 
 スウェンテックの使命は、スウェーデンの環境技術を国際的に広め、スウェーデン

企業の競争力を高めると同時に、スウェーデンの環境関連企業がより潤沢な資金を得

られるよう尽力することである。スウェンテックのホームページには企業データベー

スも備わっている。 
 
スウェーデンの環境技術輸出に係わる機関からの報告書 
 スウェンテックの設立の背景はスウェーデンの環境技術輸出に関する以下の三つの

報告書に述べられている。 
 
1. スウェーデン貿易公団（Exportradet：Swedish Trade Council） 

毎年スウェーデン企業の環境技術輸出についての年次報告書を発表している。2005
年版（2004 年統計）では以下の報告がなされている。 
・2004 年の環境技術関連輸出総額（製品＆サービス）は 250 億スウェーデン・クロー

ナ 1（前年比 15%増）に上った。 
・「環境技術」という概念が定着した。 
・環境技術輸出企業の多く（77%）は従業員 50 人未満の中小企業である。 
・環境技術の主な技術分野は、上下水処理（40%）、次いで廃棄物処理・リサイクル（36%）、

大気汚染改善（25%）である。これらの分野の企業のうち、半分はバイオエネルギ

ーを主とする再生可能エネルギーに関与している。 
・2004 年にはスウェーデン環境技術輸出企業の 20%が、国際基金（スウェーデンの国

際援助基金、世界銀行、ヨーロッパ開発銀行、EU 基金など）による資金を少なく

とも一つは受けた。 
・スウェーデンの環境技術企業が輸出を拡大させるためには、有力なエージェントな

                                                  
1 2007 年 1 月 5 日のレートでは、1 スウェーデン・クローナは約 17.8 円。 
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ど輸出相手国の協力パートナーが不可欠である。 
・スウェーデンの環境技術輸出の障害として、第一にベンチャー・キャピタルの不足、

第二に能力を持つ労働者の不足が挙げられる。 
・スウェーデンの環境技術輸出をさらに伸ばすためには国内の力を結集するためのネ

ットワーク作りが肝要である。 
 
2.スウェーデン地域開発庁(NUTEK：Swedish Agency for Economic and Regional 

Growth) 
2006 年 8 月に「スウェーデンの環境技術企業への投資の可能性－中国とルーマニア

での市場展開を例として」と題する分析レポートを発表した。同報告書の要旨は以下

の通りである。 
・世界の成長地域においては、都市化、天然資源利用の増加と生態系を含む環境保全

の不均衡などにより、環境技術の必要性が増大している。 
・スウェーデン国内では早い時期から環境を重視した政策が遂行されてきたので、ス

ウェーデン企業の技術は大いに向上している。 
・環境技術への投資には、短期的な視野から見て政策・制度的な変更が起こり得るリ

スクを伴う（たとえば、環境改善優遇税制などが突然廃止される可能性など）。しか

し、環境問題は世界的に大きな問題であり早急な取り組みを迫られているので、長

期的視点からそのリスクを判断すべきである。 
・スウェーデン環境技術企業の中国およびルーマニアにおける成功を支援するために

は、企業グループを形成して公共調達に応募することをスウェーデンの公的機関が

促進すべきである。また、これらの国の事情に通じているコンサルタントを活用す

べきである。 
 
3.スウェーデン自然保護庁（Naturvardsverket、EPA：Swedish Environmental 

Protection Agency） 
「環境技術」をさらに推し進めて「気象技術」という概念を提唱し、報告書「気象

技術の輸出－気象への悪影響を減少させるためのスウェーデンからの輸出の概観」を

2006 年 11 月に発表した。同報告書の要点は以下の通りである。なお、個々の企業動

向を述べた具体例については、文末に別表としてまとめた。 
・「環境技術とは、環境にとって現在の選択肢より環境負荷を少なくする全ての技術」

という EUの定義 2 に従えば、「気象にとって現在の選択肢より負荷を少なくする全

ての技術」が「気象技術」となるので、伝統的な環境技術の内から上下水処理や空

調などを除いた「エネルギーの効率的使用、バイオエネルギー、風力エネルギー、

太陽エネルギー、廃棄物処理・リサイクル」などを指すことになる。 
・スウェーデンの 2004 年における気象技術輸出総額は約 92 億クローナであった。エネ

ルギーの効率的使用の分野が 50%弱であり、次いで再生可能エネルギーおよび廃棄物

                                                  
2 「持続可能な発展のための技術の促進：環境技術のための EU アクションプラン」2004 年 

< 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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処理・リサイクルがそれぞれ約 25%であった。しかし、企業数として も多かった分

野は廃棄物処理・リサイクル分野の 40%で、再生可能エネルギー分野は 35%、エネル

ギーの効率的使用分野は 20%であった。すべての分野の企業総数は 561 社であった。 
 
     表 スウェーデンの気象技術輸出額（2004 年） 

       分野 輸出額（クローナ） 対前年比 
エネルギーの効率的使用※ 45 億 32%増 
バイオエネルギー 17 億強 23%増 
風力エネルギー関連 約 4 億 12%増 
太陽エネルギー関連※※ 3 億 4,500 万 53%増 
廃棄物処理・リサイクル※※※ 22 億 10%増 

  
※よりクリーンな生産工程、エネルギーの再利用、環境に適応した建設が優先される。 

※※太陽セルによる発電と太陽熱暖房の二種類がある。スウェーデンはフィルム型太陽 

セルの技術に優れている。太陽熱キャッチャーは早い時期に開発が進んだが、企業 

の数は減少している。 
※※※零細企業の躍進が目立った。 

 
スウェーデンの CDM プロジェクトと JI プロジェクト 

 スウェーデンが関与している CDM（クリーン開発メカニズム）プロジェクトとしては、

2006 年現在、次の 4 件がある。 
1) ブラジル：工業副産物（バイオマス）を燃料にする熱電併給施設の建設（3 ヵ所） 
2) インド：小規模木炭生産の副産物（バイオマス）を燃料とする発電施設の建設 
3) 中国：セメント工場の余熱を利用したエネルギーの効率化 
4) 中国：49MW の風力発電パークの建設（850kW 規模のタービン 59 基） 

 
JI（共同実施）プロジェクトについては、スウェーデンは現在次の 4 件に関与している。 

1) ルーマニア：ルーマニア南西部に地域暖房用タービン設置 
2) エストニア：エストニア北東部に 24MW 規模の風力発電施設の建設 
3) ロシア：ムルマンスクの地域暖房システムの改良 
4) ウクライナ：クリムに 100MW 規模の風力発電施設の建設（全体では 300MW） 

 
 スウェーデンはこれらの国際的なプロジェクトに、スウェーデンの環境技術関連企業が

より多く参加することを希望している。
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参考資料 

・スウェンテック、ホームページ 
http://www.swentec.se 

・スウェーデン貿易公団 
http://www.swedishtrade.se/english/ 

・スウェーデンの環境技術輸出統計 
http://www.swedishtrade.se/miljoteknik/?objectid=6425&pageid=6921 

・自然保護庁 
http://www.internat.naturvardsverket.se/ 

・地域開発庁 
http://www.nutek.se/sb/d/113 

・報告書「スウェーデンの環境技術企業への投資の可能性－中国とルーマニアでの市場展

開を例として」 
http://www.nutek.se/content/1/c4/39/32/DAKS%20DealFlower%20Resultus%20-%20
060821%20slutversion.pdf 

 
別表：スウェーデン自然保護庁の報告書における個別企業の紹介例 

スウェコ・エネルガイド社 
（www.sweco.se） 

・技術・環境・建築分野で北欧諸国においてコンサルタント事業を幅広く

展開しているスウェコ・グループの一社で、環境技術のコンサルタント会

社。特に電気・暖房部門の顧客が多い。従業員 300 人。中・東欧諸国が主

たる顧客で、売り上げのうち 25%は東欧（特にロシア、ウクライナ、ルー

マニア、ブルガリア）およびアフリカが占めている。アフリカのプロジェ

クトは世界銀行とアフリカ開発銀行によるものが多い。スウェーデン国内

の知識・技能をまとめる努力不足と、国際的なバックグラウンドを持った

優秀なコンサルタント不足が、輸出の拡大における障害となっている。 
エ コ シ ス テ ム 社

（www.ekosystem.se） 
・1995 年創立。バイオエネルギー部門の小企業。ペレット・バーナーとペ

レット・ストーブの製造・販売。2002 年よりユーロファイアーという商標

で輸出。一部の電子部品はエストニアで製造。2,000 万クローナ弱の年商

の 25%はヨーロッパ向け輸出。顧客は一般家庭が主だが商業施設も範疇に

入る。現在、石炭・コークスを使用している諸国での輸出が伸びている。

主な輸出先はポーランド、ドイツ、フランス、イタリア、エストニア、リ

トアニア、ブルガリア、北欧諸国である。ポーランドには子会社があるが

その他は販売エージェント。 
・現在まで自己資金で輸出を行ってきた。財政的な問題はないが言葉の問

題、輸出市場の実状況（各国でペレット燃焼の規制が異なる）に関する自

己の知識不足が障害であると感じている。 
将来はチリ、アルゼンチン、ニュージーランド、日本、韓国、ロシア、

カナダへの展開を検討している。同社社長は今後輸出を伸ばすためには現

地での協力が安価に受けられることが大事だと認識している。 
デ ル タ ウ ィ ン ド 社

（www.deltawind.se） 
・2005 年創立。風力発電の開発・製造。従業員はスウェーデン国内 10 人、

米国および中国に約 30 人。スウェーデン唯一の風力発電メーカー（1MW
以上）。顧客は国際的大企業。90%は外国。特に米国、中国、ヨーロッパ。

2007 年中に中国に 2 基、スウェーデンに 10 基を納める予定。中国からさ
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らに 10 基の受注。ジョイントベンチャーの形で事業展開。 
・スウェーデンでのベンチャー・キャピタル取得が困難なので外国から資

金を調達。スウェーデン国内の風力発電への関心の低さも障害。国内企業

を優先するような公共調達制度があっても良いと考える。 
サ ン ス ト リ ッ プ 社

（www.sunstrip.se） 
・1979 年創立。暖房のための太陽熱キャッチャー製造。1994 年に完成品

製造を廃止し、部品メーカーに生まれ変わった。年商は 6,500 万クローナ。

90%が輸出。太陽熱キャッチャーに使用されるストリップとアブソーバの

分野ではヨーロッパでのリーダー的存在。顧客はイラン、ギリシャ、ドイ

ツ、オーストリア、スイス、スペイン、デンマーク。エージェントに任せ

ている市場もあるがほとんどはスウェーデンの本社が管理している。ほと

んどは国内生産であるがスペインとイランではライセンス生産も行ってい

る。 
・スウェーデン国内での市場が非常に小さいことが障害。スウェーデン国

内で太陽エネルギーがほとんど顧みられていないことも障害。太陽エネル

ギー分野は世界的に拡大しており、同社は 5 年後には 5,000 万クローナに

売り上げを伸ばす可能性があると見込んでいる。スペイン、イラン、フラ

ンス、中国では太陽エネルギー振興施策がある。そのような法整備は も

重要な拡大要因である。現地の協力体制が整えば現地生産も考える。より

少ない費用で中小企業の対外進出ができ、ネットワークを組むことが輸出

拡大の成功要因となろう。 
ス テ ー ナ ・ メ タ ル 社

（www.stenametall.com） 
・ステーナ・グループは金属、紙、エレクトロニクス、化学品および危険

物の廃棄物処理を行う大手。年商 210 億クローナ、従業員 2,500 人。創立

1939 年。現在はヨーロッパの 8 ヵ国、230 ヵ所で廃棄物処理を行っている。

ステーナ・グループは同族会社のため長期的な展望が持てる。 
・気象問題への取り組みは非常に大切だと考え、スウェーデンの大企業で

構成している気象問題審議グループ「ブリック」（BILCC：Business 
Leaders Initiative on Climate Change, www.blicc.se）に属している。 
・顧客は北欧が多いが、ポーランド、ロシア、ドイツ、オーストリアも。

ステーナ社の輸出の障害は市場によって環境重視の伝統や概念が異なって

いることにあるとのこと。また、当局の監視制度などの相違も障害となっ

ている。 
今後は拡大 EU 全体を視野に入れる。輸出拡大策としては、活動分野が

近い他のスウェーデン企業とグループを組んで展示会に出展することなど

が有効。スウェーデンの当局がより専門的な知識を持ち、EU に積極的に

働きかけることも有効としている。 
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【環境特集】廃棄物処理・リサイクル 

 
ドイツにおけるゴミの分別･リサイクル技術の状況 

 
 ドイツ廃棄物処理経済協会（BDE1）によると、現在ドイツでは、ガラス瓶の 87.7%、

古紙の 87.7%、ブリキ缶の 81.6%、アルミ缶の 72.3%、テトラパックなど紙容器の 64.4%、

廃プラスチックの 53.8%がそれぞれリサイクルされている。こうした容器包装廃棄物

は 15 年ほど前から、まず消費者が資源ゴミとしてそれぞれ古紙、ガラス瓶（透明ガラ

スと着色ガラス毎）、その他資源ゴミに分別し、それを処理業者が回収して、リサイク

ルしている。 
 
 ただ、ここで回収されるのは容器包装廃棄物だけで、たとえばプラスチック製のバ

ケツやオモチャなど容器として使用されていないものは、使用後、廃プラスチックと

してではなく、そのまま一般の家庭ゴミとして回収・焼却されている。BDE は、本来

であれば資源ゴミとしてリサイクルできるはずの貴重な資源（廃プラスチック）が、

現状では廃棄量の 35％も焼却処分されていると試算している。なお、廃家電について

は、別の回収システムがある。 
 
 現行の資源ゴミ分別回収システムでは、資源ゴミを有効に回収・処理できないこと

から、今後は家庭からのゴミを排出時に分別回収せず、回収後の全量を機械により分

別するほうがより効率的ではないかという議論が展開され始めている。ドイツの大手

電力会社でリサイクルビジネスも展開している RWE 社の環境部門は、 新の分別機

でゴミを分別するほうが 終的にはリサイクル率を引き上げやすくなるとの研究結果

を発表した。また、ドイツ連邦環境省の下部機関である連邦環境庁は、いくつかの自

治体と協力して、分別回収をしない処理プロセスを試験的に開始することにしている。 
 
 容器包装廃棄物の分別回収が開始された当初、分別回収された容器包装廃棄物はベ

ルトコンベアに載せられて、さらに手作業で細かく分別されていた。しかしそれから

15 年程経過した現在では、これまでの手作業による分別は行なわれず、ほとんどの分

別が機械によって行なわれている。これは、分別からリサイクルするまでのコストを

削減するために、各プロセスを機械化する技術開発が積極的に行われてきたからであ

る。それによって、当初手作業で行なわれていた 12～15 のプロセスが、現在、1 式の

機械システムですべての処理ができるようになった。 
 
 たとえば、分別システム機の専門メーカー、 S+S Separation and Sorting 
Technology 社は、廃棄物を光学的に分別する技術を開発している。同社のカメラシス

テムでは、まず機械がヒトの目のように、ベルトコンベア上を流れる廃棄物を色と大

                                                  
1 BDE：Bundesverband der Energiewirtschaft 
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きさによって識別し、容器包装廃棄物の間に容器包装廃棄物に属さない物があると、

それを圧搾空気でベルトコンベアから吹き飛ばしてしまう。 
 
 問題は、色、大きさともに似通った廃棄物の分別だが、その場合では X 線技術が利

用されている。たとえば、ガラス瓶をリサイクルする場合、回収された古ガラスの中

に耐熱ガラスが混じっていると、耐熱ガラスの溶解温度が高いことから、リサイクル

されたガラスの品質が低下する。これに対処するため、同社は、ガラスに X 線を照射

することで、ガラスの強度を測定し、それによって耐熱ガラスを識別・分別すること

を可能にした。 
 
 また Mogensen 社は、無機物のほうが有機物より密度が高い場合が多いという性質

を利用して、X 線を用いて無機廃棄物と有機廃棄物を分別するほか、廃棄物中に含ま

れた有害物質の識別・除去ができる技術を開発した。 
 
 両社とも今後数年間で X 線技術が廃棄物の識別・分別のために広く普及していくと

予測している。ただ今後問題になるのは、技術的には可能だが、これによって現在行

なわれている消費者レベルの事前分別が不要になるかどうかということである。これ

についての代表的な見解は以下のとおりである。 
 
連邦環境庁による見解 

 分別無しで廃棄物を一括回収するので、その分コスト削減が可能となる。しかし、

一括回収した廃棄物を機械で分別することで、得られる資源ゴミの量・質が実際に上

がるのかどうか、またそのほうが経済的なのかどうか、今後、試験を行なって長期的

に検証すべきである。それまでは消費者レベルにおける事前分別を止めるべきではな

い。 
 
ドイツ二次資源処理協会（BVSE2）による見解 
 調査結果によると、消費者による事前分別が現時点であまり実施されていない地域

においてはリサイクルコストが高くなっている。コストダウンのため、消費者レベル

での事前分別が必要である。 
 

両者とも消費者レベルの事前分別をやめることには反対だが、連邦環境庁は試験結

果を見た上で 終的に判断するという条件を付けている。また、BVSE は分別回収な

どを行う民間処理業者の団体であり、消費者による分別が廃止されると業界に大きな

影響を与えることになり、現行制度を守る立場にある。このことを念頭において検討

する必要がある。 
 
                                                  
2 BVSE：Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung 
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 このようにリサイクル分野については技術の面からだけでなく、経済の面からも多

くの研究が活発に行われている。  
 
参考資料 

・ハンデルスブラット紙 2006 年 10 月 16 日付け 
  Findige Roboter sammeln Rohstoffe vom Band 
・ターゲスシュピーゲル紙 2006 年 7 月 22 日付け 
  Der lange Abschied vom Gelben Sack 
・ベルリン新聞 2006 年 7 月 22 日付け 
  Das Trennen von Müll könnte leichter werden 
・ベルリン新聞 2006 年 7 月 4 日付け 
  Müll und Schrott sparen Milliarden 
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【個別特集】国際会議参加報告 

 
北米放射線学会（RSNA2006）における 

高度画像診断・治療機器の技術動向調査報告 
           

                  NEDO 技術開発機構 バイオテクノロジー・医療技術開発部 
高田  洋一  

 
1.はじめに 

2006 年 11 月 26 日（日）から 12 月 1 日（金）にかけて、米国シカゴの McCormick 
Place において、北米放射線学会（Radiological Society of North America: RSNA）

2006 が開催された。今年で、92 回目を数える。 
本学会には、米国のみならず、欧州、日本、アジアなど世界中の各大学研究者や各

メーカー研究者・技術者が集まり、放射線に係わる 新研究が報告され、参加者は 6
万人を超えた。同時に、機器展示が併設され、多くの診断・治療機器メーカー（約 650
社）から、 新の装置・システムが展示紹介された。 

本記事では、診断・治療機器技術戦略調査に関連し、高度画像診断機器・治療機器

に係わる米国 新医療技術・工学技術動向、技術課題、 先端研究動向等の調査につ

いて、本学会を通じて得られた知見・調査結果・トピックスなどを報告する。特に、

マルチモダリティーシステム動向、画像診断機器の動向、Interventional Oncology を

中心に、その研究の動向等についても報告する。 

  

 

 

2. RSNA 学会全体概要（基調講演、研究発表動向） 
(1)  学会発表件数が伸長： 

Education Exhibit で、Informatics, Emergency が進展 

写真 1：Lake Side 会場の RSNA 事務局の様子。 
写真 2：会場のグラウンド・コン

コース付近。両サイドに、学会展

示場がある。 
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 今年の北米放射線学会（RSNA2006）は、大規模な機器展示と併設される形で、画

像診断・放射線治療に係わる先端研究を中心に、多くの発表、講演が行われた。

Scientific Presentation の発表は全 6,838 件で、分野別に見ると、Gastrointestinal(胃
腸)（900 件）、Neuro-radiology／Head and Neck(頭頸部)（862 件）、Vascular and 
Interventional(血管)（750 件）の順であった。また、Education Exhibit の発表は全

3,389 件であった。特に、Informatics、Emergency 分野の進展が目立った。 
 

【表１】2005 年及び 2006 年の分野別発表件数（RSNA 発表より抜粋） 
Scientific Presentation および Education Exhibit の件数は、以下の表のとおり。 

Scientific Presentation  
(paper or poster) Education Exhibit 

分野 
2005 年 2006 年 2005 年 2006 年 

Breast Imaging 426 492 160 156 
Cardiac 534 572 191 174 
Chest 432 472 254 271 
Emergency 36 49 - 82 
Gastrointestinal(胃腸) 865 900 496 558 
Genitourinary(生殖器) 396 414 159 (含む、

Uroradiology) 262 

Health Services, Policy and 
Research 112 157 - - 

Molecular Imaging - 181(New) - 18(New) 
Multisystem/Special 
Interest - - 187 163 

Musculoskeletal 532 560 342 333 
Neuroradiology/Head and 
Neck(頭頸部) 812 862 386 396 

Nuclear Medicine 281 226 59 86 
Obstetrics/Gynecology - - 92 95 
Pediatric Radiology 243 243 122 153 
Physics 431 (+70 from 

ASTRO) 
460 (+26 from 

ASTRO) 
125 107 

Policy and Practice - - 31 35 
Radiation Oncology and 
Radiobiology 

49 (+70 from 
ASTRO) 

50 (+200 from 
ASTRO) 

9 10 

Informatics 182 128 57 326 
Ultrasound 146 152 - - 
Vascular and 
Interventional(血管) 741 750 266 262 

Withdrawals - - 90 - 
Total 6218 6838 3026 3389 

 

(2)  新しいセッション「Molecular Imaging」： 
放射線分野の臨床現場への適用・認知に向け、学会も取り組みを開始 
今年から、「Molecular Imaging」が新しいセッションとして取り上げられ、RSNA

の中でも、認知に向けた活動が開始されつつある。発表件数は、オーラル・ポスター

を併せて、全部で181件であった。（表1参照） 

発表内容としては、診断薬・治療薬の開発、担癌動物モデルを使った薬効の理解が

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
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主たる発表が多数を占めた。また、評価システムとして利用される装置は、蛍光測定

装置、MRI システムなどが主であった。対象は、がん（乳がん、リンパ節転移など）、

薬効効果、再生過程のモニタリングが目立った。 
ドイツのミュンヘン大学のグループから、Siemens が開発した「Double Tube CT 

System」を使い、異なるＸ線スペクトルで同時に照射することで、コントラスト強調

画像と同様な画像が得られることが紹介されていた。今後の展開に注目したい。（ちな

みに、日本国内では、現在の薬事法（管球が 2 つの CT 装置は臨床で使えない）の関

係で、臨床適用はできないとのこと。） 

分子イメージング用の診断薬については、現在、研究開発を進めている段階で、臨

床への本格的な展開はもうしばらく先になるとの印象を受けた。 

 

 

 

(3) 会長講演、基調講演： 
「プロフェッショナルの醸成」を促すと同時に、医療の中の、システムエンジニア

リングの役割の重要性を問う 
学会長講演の中で、RSNA 学会長 Robert R. Hattery（アリゾナ大学）より、本年度

のテーマでもある「Strengthening Professionalism」が主張された。「自分自身のプ

ロフェッショナルを磨くだけでなく、周囲にも同じことをするために影響を及ぼすこ

とでもある」とのコメントがあった。 
また、基調講演の中で、Stephen J. Swensen（メイヨクリニック）は、「医療の質

は大きく 3 つのビジネスファクター（市場の創造者、効率、団結の戦略）によって動

かされている。特に、効率の部分においては、医療のシステムエンジニアリング（治

療、Interventional Radiology など）の役目が大きい」と述べた。また、病理学レポ

ートの 80%は質が低かったが、チームワークによって、改善された LDS 病院（ソルト

レイク）の例を取り上げ、「金銭的な成功を収める 良の方法は、患者へのケアを改善

することである」とコメントした。 
昨年に比べて、全体的に、教育内容が充実していた。特に、ケースレビューといっ

写真 3：Lake Side の Poster セッション

会場内。新設された Molecular Imaging
の教育展示が見える。 
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た新しい試みもあった。ケースレビューは、実際の臨床画像に対して、どのような検

査・対処をすべきかなどを参加者が選択し、その理由について知識を得るといった教

育的かつ実地に沿った内容であった。 
 

  

 

(4) マルチモダリティーシステム： 

時空間的な Fusion は、ハードウェアによる Fusion とソフトウェアによる Fusion
の 2 つの技術方向性を示唆 

「Special Focus Sessions」の中で、「Multimodality Imaging: Fused Hardware and 
Software Fusion?」をテーマに、 近のマルチモダリティーシステムについて、ハー

ドウェアの融合からソフトフェアFusionまで、その位置づけや研究の方向性について、

概要説明がなされた。 
その中で、ハーバード大学のJeffrey T. Yapからは、 近開発されたPET/CTに関す

る各社スペック比較説明を通じて、PET/CTの特徴、優位点、アプリケーション

(Oncology、Cardiology）等が説明された。特に、PET/CTなどのシステム組み合わせ

の構成では、ハードウェア的なレジストレーションが既になされているため、 
1)  組織学的な位置決めの改善 
2)  撮像時の患者管理の変化 
3)  弱いアーチファクト補正で済むこと 

などの利点があることが示された。また、pre-clinicalシステムとして、PET/MRシス

テム、Tri-Multimodality System (Dock able PET-SPECT-CT by Siemens、動物用、

http://www.medical.siemens.com/)が紹介された。 
その一方で、ミシガン大学のMarc L. Kesselerからは、患者モデルを中心に、各モ

ダリティ、治療ユニットなど多くの画像データを融合させるには、Image registration
が重要であることが示された。特に、時間軸方向に変化する経時的変化を伴う画像を

融合させるには、ソフトウェアによるregistrationとsegmentationが不可欠で、今後、

それらがより高速処理されることで、real-timeでのFusion画像生成が、将来、可能に

なると言及された。 

写真 4： 基調講演会場。 
今年のテーマは、 
「Strengthening Professionalism」。 

< 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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(5) 「Interventional Oncology」合同セッション： 

米国市場、診断、治療、マネージメントなど、様々な領域にわたり議論。新しい治

療方法に合わせた「診断と治療の一体化」が進む 
RSNAとNCI共催による「Interventional Oncology Series」セッションの中で、

「Non-Small Cell Lung Cancer（非小細胞がん）」に関する、患者治療状況の概況、

治療方法の比較、治療装置の紹介、 近の治療成績など、多方面にわたって、現況や

将来に向けた方向性を示唆する報告が行われた。 
患者の将来分布については、「今後米国の30年間は、Lung Cancerが、癌死因の一番

であり、また、肝がんの増加率が も大きい」と、実データを交えたコメントがあっ

た。 
肺野の非小細胞がんについて、Stage I及びIIを対象にした「Cryo-ablation治療」が

目立った。（Cryo-ablation治療は、患者さんの痛みが軽減される治療方法という触れ

込みがある。）治療成績については、従来のサーマルアブレーションと比べて、

Cryo-ablationの方が良好であることが示されていた。これは、Cryo-ablationの方が、

治療対象範囲をコントロールしやすいためと考えられている。 
Cryo-ablation装置については、アルゴンガスをクーラント（冷却剤）として穿刺針

に通すことで、急速な凍結と融解が可能になった。このため、殺腫瘍効果が増すとと

もに短時間で腫瘍壊死が得られるようになった。また、装置の大きさがこれまでの液

体窒素を使用するものに比べ、小さくなり、操作性も向上した。 
今後の治療選択については、切除が主たる治療方法であるが、画像ガイド（肺野で

はCT画像、肝臓では超音波画像、など）下でのAblationや放射線治療が、全体の30%
を占めるであろうといった予測も出されていた。 
 
(6) 学会併設展示： 

高磁場 MRI 開発、PET/CT システム開発などで、国内画像診断機器メーカー各社が製

品アピール 

(高磁場 MRI(3.0T)） 
各社（GE、Siemens、Philips、東芝）とも出展。米国メーカーは、既に、FDA か

らの Approval を取得。米国雑誌(Aunt Minnie)によれば、「東芝は、12 ヶ月から 18
ヶ月後までに、上市を予定」とのこと。東芝の静音化技術は、高磁場化によって、よ

り効果を発揮するとの評価を得ているようだ。 
 

(PET/CT） 
各社（GE、Siemens、Philips）とも出展。Molecular-imaging 関連展示としてアピ

ール。各社とも診断薬開発との相乗効果をうたう。臨床研究など、今後の動向に注目

が必要である。 
(多列検出素子 CT システム） 

Philips が 256 チャンネルシステムの一部内容を発表していた。256ch 検出素子など
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を展示するが、コンソールや実機の展示は無かった。 
米国雑誌(Aunt Minnie)によれば、東芝は、 新型 CT システム(256ch)を、2007 年

(平成 19 年)2 月から Johns Hopkins 大学へ導入し、心臓アプリケーションを中心に臨

床研究に入る。 
（本 CT システムは、NEDO 技術開発機構バイオ医療部の過去プロジェクト「高速コ

ーンビーム 3 次元Ｘ線 CT（平成 10 年度～13 年度 委託事業）」の成果が使われている。） 

  

 

  

 

 

 

 

 

＜参考＞ 

RSNA2005における高度画像診断機器・放射線治療機器の技術動向調査報告 
http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/971/971-08.pdf 

写真 5～8：展示会場の様子。展示会場全体で、東京ドーム 3 個分以上の広さ。 

     画像診断機器各社とも大規模に展示を行い、盛況の様子。 

写真 5 写真 6 

写真 7 写真 8 
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【エネルギー】バイオ燃料 バイオテクノロジー 

 
エタノールの生産性を高める遺伝子組み換え酵母菌（米国） 

 
マサチューセッツ工科大学（MIT）の研究チームが、エタノール生産のスピードと

効率性を高める遺伝子組み換え酵母菌を開発した。バイオ燃料を米国のエネルギー供

給の大きな柱としていく上で、バイオエタノールは重要な役割を担っている。 
 
現在、エタノールはガソリンの燃焼性を高めるための燃料添加剤として利用されて

おり、深刻化する石油危機の解決にも役立つと言われている。しかし、エタノール生

産には大きな障害も多い。その一つは、エタノールの濃度が高いとトウモロコシなど

の植物を発酵させてエタノールに変換する酵母菌の働きが阻害されることである。 
 
研究チームは、酵母菌の遺伝子操作によって、遺伝子操作をしていない酵母菌を上

回るエタノール生産スピードを実現しながら、エタノールとグルコース両方の濃度上

昇にも耐える新種の遺伝子組み換え酵母菌を開発した。この研究は、2006 年 12 月 8
日発行のサイエンス誌に掲載されている。 
 

エタノール比率 85%の「E85」などの燃料は、トウモロコシ栽培が盛んな州では一

般的になりつつあるが、その利用は主に中西部に限定されている。トウモロコシの供

給が限られていること、エタノール生産技術の効率性がまだ十分でないことがその理

由である。 
 
効率性の向上は容易に達成できるものではないが、ポスドク研究員の Hal Alper を

中心とする MIT の研究チームは新しい手法に取り組んだ。Hal Alper は、化学工学部

の Gregory Stephanopoulos 教授とホワイトヘッド研究所の Gerald Fink 教授の研究

室に所属している。 
 
MIT の研究チームが開発した新手法のポイントは、遺伝子転写の調節に関わるタン

パク質をコード化する遺伝子を操作し、特定の細胞内に発現する一連の遺伝子を制御

するところにある。この種の転写因子は DNA と結合して遺伝子発現のスイッチをオ

ン・オフする働きをしており、細胞がどのような形質を発現するかを制御している。 
 
生命体の形質または表現型を遺伝子操作によって変える従来の方法は、表現型に影

響を与える遺伝子の発現を変えることによって行われるものである。しかし、形質は

多くの遺伝子の影響を受けるため、これらの遺伝子を一つずつ操作することによって

表現型を変えることは容易ではない。 
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この新しい方法は転写因子に的を絞っており、より効率的に望ましい形質を生み出

すことができる可能性がある。研究論文の共著者である Stephanopoulos は次のよう

に述べる。「これは細胞の挙動を決定する転写の特性を利用したものである。転写は細

胞中の転写因子によって制御されている。」 
 
MIT の生物学教授で論文の共著者でもある Fink は次のように述べている。「この新

手法を用いたのはMITの研究チームが初めてである。この手法は、ソフトウェアの個々

のプログラム（遺伝子）を変えるのではなくコンピューターの中央処理装置（転写因

子）を変えるようなものだ。」 
 
今回の研究で、研究チームは二つの異なる転写因子に的を絞った。研究の結果、TATA

結合タンパク質と呼ばれる転写因子で 良のデータが得られた。TATA 結合タンパク

質を特定の 3 ヵ所で変化させたところ、少なくとも 12 の遺伝子が過剰発現した。そし

て、その全てがエタノール耐性を向上させる上で必要であり、この酵母菌が高濃度の

エタノールに耐性を持つことが明らかとなった。 
 
Alper は次のように述べる。「非常に多くの遺伝子が関係しているため、個々の遺伝

子を過剰発現させるという従来の方法で高濃度エタノール耐性を作り出すことは不可

能であろう。」そして Stephanopoulos はこう付け加える。「さらに、これらの遺伝子

の全てを特定することは極めて困難な作業になるだろう。」 
 
高濃度エタノールへの耐性を持つこの酵母菌は発酵の速度を早めることも分かった。

この新種の酵母菌が 21 時間に生産するエタノール量を調べたところ、普通の酵母菌を

50%上回る結果となった。 
 
この手法を用いて同様の耐性を持つ工業用酵母菌が作り出されるようになれば、工

業用エタノールの生産に多大な影響を及ぼす可能性がある。エタノール生産における

数多くの工程の中で酵母菌は極めて重要な役割を果たしている。 初にコーンスター

チまたはその他のグルコースのポリマーが酵素によって単糖（グルコース）分子に分

解された後、酵母菌の働きでグルコースが発酵してエタノールと二酸化炭素になる。 
 
米国エネルギー省によると、米国では昨年、14 億 3 千万ブッシェル＊のトウモロコ

シ粉（粒、茎、葉、穂軸および殻を含む）から 40 億ガロンのエタノールが生産された

とのことである。これに対し、同年における米国のガソリン消費量はおよそ 1,400 億

ガロンであった。 
 

                                                  
＊ 米国で使われている穀物の重量単位であり、Bu と表す。1 ブッシェルはトウモロコシ・ラ

イ麦では 56 ポンド（約 25.4kg）となる。 
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サイエンス誌に掲載された論文のその他の共著者は、MIT 化学工学部の大学院生

Joel Moxley とベルリン工科大学の Elke Nevoigt である。 
 
研究資金は、DuPont-MIT Alliance、Singapore-MIT Alliance、米国国立衛生研究

所および米国エネルギー省から提供された。 
 
出典：Engineered yeast improves ethanol production 

http://web.mit.edu/newsoffice/2006/biofuels.html 
Copyright 2006 Massachusetts Institute of Technology. All rights reserved. 
Used with permission. 

 
翻訳：山本 かおり 
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【エネルギー】バイオ燃料 

 
多種類の草原植物は最適なバイオ燃料原料（米国） 

 
石油に代わる持続可能な生物由来燃料の生産に 適なバイオマス源が模索される中、

多種類の野生草原植物からなるバイオマスが有力候補に浮上している。 
 
ミネソタ大学の生物科学部で生態学の指導教授を務める David Tilman のグループ

が行った新しい研究によると、様々な多年生草本や顕花植物をバイオマスとすれば、

トウモロコシから作られるエタノールや大豆を原料とするバイオディーゼルよりもエ

ーカー当たりのエネルギーを多く得ることができ、環境への影響も遙かに少なくてす

むとのことである。 
 
Tilman は次のように述べる。「様々な種類の草原植物から作られたバイオ燃料は大

気中の二酸化炭素を取り除いてくれるため、地球温暖化の軽減に役立つ。たとえ不毛

な土地で育った植物であっても、世界のエネルギー供給需要の相当部分を賄うことが

可能であり、肥沃な土地は食料生産用として残しておくことができる。」 
 
この研究結果は、2006 年 12 月 8 日に発行されたサイエンス誌に掲載され、その表紙

を飾った。 
 
この研究は、“Cedar Creek Natural History Area”における 10 年にわたる研究に

基づいている。今回の研究により、多様な草本植物や顕花植物が植えられた荒廃農地

は、スイッチグラスの単一栽培のように 1 種類だけの植物が植えられた土地と比べて

平均 238%のバイオエネルギーを生産できることが分かった。 
 
Tilman と共同研究者の Jason Hill 及び Clarence Lehman が行った試算では、草原

植物のバイオマスから得られるバイオ燃料のエーカー当たりのエネルギーは、肥沃な

土地で育ったトウモロコシを原料とするエタノールより 51%多いという結果が示され

た。その理由は、多年生の草原植物は栽培に殆どエネルギーを必要とせず、地上に出

ている植物全ての部分を利用できる点にある。 
 
草原植物のバイオマスから作る燃料は「カーボン・ネガティブ」である。これは生

産と利用の過程で大気中の二酸化炭素（温室効果ガス）を実質的に減らすことを意味

する。草原植物の栽培とバイオ燃料への変換に必要な化石燃料からは二酸化炭素が排

出されるが、これらの植物はそれよりも多くの二酸化炭素を根と土壌に蓄えることが

その理由である。米国で草原植物のバイオマスを燃料に使用した場合、長期にわたり

エーカー当たり年間 1.2～1.8 トンの二酸化炭素を除去・貯蔵できる可能性がある。研

< 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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究チームは、この量の二酸化炭素を約 100 年にわたり除去し続けることができると推

測している。 
 
一方、トウモロコシから作るエタノールや大豆を原料とするバイオディーゼルは「カ

ーボン・ポジティブ」である。これは化石燃料ほどではないが大気中の二酸化炭素を

増やすことを意味する。 
 
多年生のバイオエネルギー作物として検討されているスイッチグラスは、今回の研

究対象となった 16 種類の植物のうちの 1 つである。不毛な土地に自生したスイッチグ

ラスから得られたバイオエネルギーは、その他の植物が 1 種類だけ生育する栽培場よ

り少なく、多様な植物が生育する栽培場と比べると 3 分の 1 以下であった。 
 

Hill は次のように説明する。「スイッチグラスはトウモロコシのように肥沃な土壌

で多くの肥料、殺虫剤およびエネルギーを投入して育てれば豊富なエネルギーを生産

できる。しかし、この方法でも不毛な土地で様々な植物を栽培した場合ほどのエネル

ギーは得られず、同じだけの環境上の利点も得ることができない。」 
 
現在のところ、スイッチグラス、エレファントグラス、交配種のポプラやヤナギな

どの 先端の非食用エネルギー作物を含む全てのバイオマスが、主に肥沃な土壌での

単一栽培により生産されている。 
 

研究チームの試算では、世界中の荒廃農地で様々な種類の草原植物を栽培すれば、

世界の石油消費量の 13%と世界の電力消費量の 19%を賄うのに十分なバイオエネルギ

ーを生産できる可能性がある。 
 
荒廃農地で多様な草原植物を栽培してバイオ燃料を作れば、エネルギーを安定的に

生産できるようになる。さらに、土壌の肥沃度回復、地下水と地表水の環境改善、野

生動物の生息環境保護などの利点も得ることができる。 
 
米国には土壌保全留保計画（Conservation Reserve Program：CRP）の適用を受け

る草地が約 3,000 万エーカーあり、環境保全に沿った土地管理を行う農家に助成が行

われている。Tilman はこう付け加える。「CRP の現行規定は、これらの土地に生育す

る草原植物を再生可能エネルギーとして利用することを認めていないが、農業法の改

正によって可能になるかもしれない。そうなれば、経済、環境およびエネルギー安全

保障の面で多大なメリットがもたらされるだろう。」 
 
Tilman は次のように述べる。「バイオ燃料に本格的に取り組む時が来ている。バイオ

マスを生産して有益なエネルギー源に変えていくための取り組みを加速化させる必要
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がある。そのためには、農家が社会に供給するもの全てにお金を払っていく必要がある。

バイオ燃料も二酸化炭素の除去と貯蔵も農家から供給されるものの一部である。」 
 
この研究は、ミネソタ大学の「再生可能エネルギー・環境イニシアティブ」と国立

科学財団（National Science Foundation：NSF）の支援により行われた。“Cedar 
Creek Natural History Area”は、1982 年以来 NSF の長期生態研究（Long-Term 
Ecological Research：LTER＊）サイトに指定されている。 
 
出典：Mixed prairie grasses are better biofuel source, U of M study says 

http://www1.umn.edu/umnnews/news_details.php?release=061207_3059&pa
ge=UMNN 
©2005 Regents of the University of Minnesota. All rights reserved. Used 
with permission. 
 

翻訳：山本 かおり 

                                                  
＊ www.lter.umn.edu/ 

< 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992号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/992/



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.992,  2007.1.10 

60  

【産業技術】長期研究計画 

 
欧州閣僚理事会が次期研究開発フレームワーク計画（FP7）を承認 

 
2006 年 12 月 18 日、欧州閣僚理事会 1 は、欧州共同体(EC)2 の研究・技術開発に関

する第 7 次フレームワーク計画(FP7)3(対象期間 2007～2013 年)と、原子力の研究活動

（欧州原子力共同体: Euratom4）に関する第 7 次枠組計画(同 2007 年～2011 年)を定

める決議を採択した 5。 
 

閣僚理事会はさらに、EC の FP7 の下での活動に企業・研究センター・大学が参加

するための規定と、研究結果の普及に関する規定を定めた法令を採択した。 
 

この新しい一括法案は、2006 年末日に失効する現行の FP6 との継続性を保つため、

その翌日の 2007 年 1 月 1 日から施行される。 
 

FP7 は、経済成長の潜在的可能性の増大や、知識・技術革新・人的資源への投資に

よる欧州の競争力強化といった、EU の重要な目標を達成するための助けとなること

を目指している。 
 

閣僚理事会は、法的手順に全て沿い、この法案の 終的な採択につながった下記の

ような多くの指針に従っている： 
 
・EUの重要な目標を達成する手段としてのFP7の役割を認識すること。 
 
・ 低限必要な専門的知識と欧州の付加価値をもたらす、的を絞った研究努力の必要

性。さらに、重要な研究分野におけるこの研究努力を確実に補完するため、ECの施

策への柔軟な支援の実施や、新たに生じる科学・技術的なニーズへの対応を可能に

すること。 
 
・FP6からのスムーズな移行を確実に行うことの必要性。全ての利害関係者や事業体

がECの研究に参加する可能性を保護することの必要性。 
 

                                                  
1 Council of the European Union 
2 the European Community: EC。欧州共同体。1992 年に欧州共同体(EC)に代わるものとして欧州連合 

(European Union: EU)が設立された際、旧欧州経済共同体(EEC)が欧州共同体(EC)に改称されている。 
3 the 7th framework programme: FP7 
4 European Atomic Energy Communities: Euratom（ユーラトム） 
5 この決議は、環境協議会会合で、反対なしで正式に採択された。 
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・欧州テクノロジー・プラットフォーム6 や共同技術イニシアティブ7 の設立で規定さ

れた全業種にわたる長期戦略的研究アジェンダ8 だけではなく、中小企業(SMEs)の
研究・技術開発を発展させるための強化支援を含んだ、あらゆるレベルにおける民

官連携に重点を置くことの必要性。 
 
・FP7はより詳細な実施方法を規定した個別プログラム(specific programmes)によっ

て実施される必要があることを念頭に置きつつ、中身と資金拠出の両方について明

確であることの必要性。 
 
ECの研究 
 

FP7（EC）は個別プログラムによって実施される予定であり、そのプログラムは欧

州の研究政策の主要テーマに対応している。 
 
・「協力(Cooperation)」：共同研究における 
・「構想(Ideas)」：欧州研究評議会(ERC)9の設立を含む 
・「人材(People)」：人的資源のため 
・「キャパシティ（能力）(Capacities)」：中小企業の潜在的研究能力向上に取り組む 
 
以下がプログラムの予算内訳である。(単位：100万ユーロ) 
 
協 力*i, *ii 32,413  
 健 康 6,100  
 食品、農業、バイオテクノロジー 1,935  
 情報通信技術 9,050  
 ナノサイエンス、ナノテクノロジー、材料、新生産技術 3,475  
 エネルギー 2,350  
 環 境（気候変動を含む） 1,890  
 運 輸（航空を含む） 4,160  
 社会経済科学、人文科学 623  
 宇 宙 1,430  
 安全保障 1,400  
構 想  7,510  
人 材 4,750  
キャパシティ（能力） 4,097  
 研究インフラ 1,715  
  中小企業の利益につながる研究活動 1,336  

                                                  
6 European Technology Platforms 
7 Joint Technology Initiatives 
8 strategic research agendas 
9 European Research Council: ERC 
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  知に強い地域 126  
  研究ポテンシャル 340  
  社会における科学 330  
  研究政策の一貫性ある開発 70  
  国際協力活動 180  
原子力以外の共同研究センター(JRC)の活動 1,751  

計 50,521  
*i 共同技術イニシアティブと、調整活動及び国際協力活動の一部がテーマ内で資金提供される。 
*ii プログラムの「協力」部分で利用可能な資金のうち、少なくとも15％が中小企業に提供されることが目標。 

 
 
Euratom 
 

2011年まで実施されるEuratomプログラムは、二つの個別プログラムが提示されて

いる：一つ目のプログラムは、核融合エネルギー、核分裂、放射線防護の研究を対象

とし、二つ目のプログラムは、核エネルギー分野の共同研究センターの活動を対象と

している。 
 

Euratomプログラムには、5ヵ年で27億ユーロの資金が割り当てられた。かなりの予

算が、核融合エネルギーのITER国際プロジェクトに提供される。 
 
 複数年にわたるEUプログラムで対象となっているトピックの中には、EUがヒト胚

幹細胞研究に資金提供することについての倫理的問題や、ERCの構造、およびリスク

分散金融ファシリティなどがあり、閣僚レベルの政治的議論の中では高い位置を占め

てきた。 
 

上記で挙げたトピックのうちいくつかは、委員会と各加盟国を代表した声明に挙げ

られている10。 
 
 
これまでの経緯 
 

2005年4月、欧州委員会は欧州議会と欧州閣僚理事会に対して、ECの研究と

Eutoramの研究のためのFP7に関する提案書を提出した。 
 

2005年11月29日、閣僚理事会はそれらの提案書の一般的な内容については一部同意

した。しかし、議会からの意見と、EUの総予算についての財政見通し(2007年～2013

                                                  
10 次の文書を参照のこと：16292/1/06 ADD1、16292/06 ADD2、16364/06 
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年)の合意は保留にされた。2006年5月17日の財政見通しの合意に引き続き、5月29日
委員会は予算条項に関するEC研究枠組計画とEuratom研究枠組計画の決議に適応す

る修正提案書を提出した。 
 

2006年6月15日、委員会の提案書原案に対する議会の修正が行われた後、6月29日に

委員会が両プログラムの修正案を提出した。 
 

9月25日、閣僚理事会は2006年7月に達した政策合意に従って、FP7（EC）について

の共通見解を採択した。 
 

11月30日、議会は第二読会(second reading)で40の修正案を可決した。 
 
 
出典：http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/misc/922

36.pdf 
翻訳・編集：NEDO 情報・システム部 
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【産業技術】ライフサイエンス 

 

タバコ中毒に関与する遺伝的因子の解明に役立つ 
ヒトゲノム解析が完了（米国) 

 
 新たな遺伝子研究の結果によって、なぜ一部の喫煙者が、煙草の主要な強化成分で

あるニコチンの中毒になるのかを理解することに、科学者達が一歩近づいた。米国国

立衛生研究所(NIH)傘下の国立薬物乱用研究所(NIDA)1 から資金提供を受けているこ

の研究では、タバコ中毒に関与する遺伝的危険因子 2 について、これまでで も強力

で大きな証拠が示されている。この研究は、ニコチン依存（ニコチン中毒）との関連

がこれまで不明であった遺伝子を同定するための初のヒトゲノム解析を完了しただけ

でなく、現在のところ関与が疑われている遺伝子ファミリー3 の遺伝的変異体の研究

にも重点を置いている。この研究結果は、「ヒトの分子遺伝学(Journal of Human 
Molecular Genetics)」オンライン版 2006 年 12 月 1 日号に掲載された。 
 

「このゲノムの網羅的な関連解析 4 は、ニコチン中毒の大規模な遺伝学研究におけ

る、重要な一歩である」と NIH 局長のエリアス・ザフーニ医学博士は述べている。「喫

煙を含む薬物乱用 5 に関与するゲノム変異がより多く発見されるにつれて、私達は中

毒障害の防止法や治療法をより詳しく理解することができるだろう」 
 

喫煙の開始から、喫煙の持続（過去から現在まで）を経て、ニコチン中毒になるま

での喫煙行動は、一群の流れである。双子に関する研究結果では、この一群の流れに

は、部分的に遺伝的因子が関与していることが示されている。ニコチン依存に一部関

与している可能性のある遺伝子を同定するため、科学者達はゲノム全体を網羅的に解

析する手法 6 と、候補遺伝子 7 を限られた数に絞ったより伝統的な手法（症例群 8 に
はニコチン依存症の非血縁の喫煙者群を、対照群にはニコチン依存症ではない非血縁

の喫煙者群を選んだケースコントロールスタディ）を組み合わせた。候補遺伝子は一

                                                  
1 http://www.nida.nih.gov/  
2 ある特定の疾患にかかるきっかけや、原因になりえる遺伝的な因子のこと。 
3 Gene family: ゲノム中に存在する共通の祖先をもつ複数の遺伝子群の総称。塩基配列の相同性が高い。

進化過程で重複し形成された。 
4 genome wide association scan 
5 substance abuse 
6 ゲノム網羅的（ゲノムワイド）アプローチ：ゲノム全体を解析する手法。 
7 Candidate gene (approach)／候補遺伝子(アプローチ)：特定の部分を研究する手法。疾患に関係してい

ると思われる既知の遺伝子の変異を検索する。 
8 Case(-)control study: ケースコントロールスタディ、症例対照法ともいう。既にある疾患を発症してい

る人を「症例(case)」群、症例が発生していない人を「対象(control)」群として選び、過去にさかのぼ

ってその疾患に関わりがあると考えられる要因を両者で調査・比較し、疾患と要因の因果関係を研究

する手法。 
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つ以上の変異型を持っており、現在の科学的証拠によると、その変異型は遺伝的疾患

と関連があると考えられている。 
「十代の友人同士二人が同年齢で喫煙を経験した場合、一方はニコチン中毒になり、

もう一方はそうならないことがある」と NIDA 局長のノラ・ボルコフ博士は話す。「私

達はその理由が知りたい。実施中の候補遺伝子の変異型の同定と相まって、この系統

的なゲノム研究は、人が喫煙の試みからニコチン中毒に移行するリスクを増加させる

のはどの因子であるかの私達の理解を深めてくれる」 
 

喫煙（主に紙巻き煙草の喫煙）は、世界中で死亡や身体疾患の主要な原因の一つと

なっている。毎年約 44 万人の米国人が喫煙に関連した疾患で亡くなっており、世界中

では、およそ 500 万人が、喫煙が原因で死亡している。米国における喫煙率は、過去

30 年間で減少してきた。しかし、喫煙を始める若者は相変わらず多く、先月は高校の

上級生の 20％以上が喫煙したと報じられている。 
 

喫煙を減らすための新しい手法を開発するためにも、ニコチン中毒を理解するため

の研究を行うことは重要である。各個人の遺伝的背景に合わせて禁煙の薬を作ること

は、治療の効果を大幅に向上させる可能性がある。「ニコチン中毒になるリスクに関

与する遺伝子をこの先も引き続き同定していくことが、どのような人が中毒になる可

能性が高いのかの予測に役立つだけではなく、特定の禁煙治療に対して も効果があ

るのはどのような人かを明らかにすることにも役立ってほしい」とミズーリ州セント

ルイスにあるワシントン大学医学部の、この研究のリーダー、ローラ・ビェルート医

学博士は語っている。 
 

NIDA は喫煙行動に関与している遺伝的因子の研究に対し、引き続き人や設備、資

金などの研究資源の投入を行っていく予定である。「ヒトゲノム研究に関わる新しい

技術は、私達がニコチン中毒に関連する新情報を収集する助けとなるだろう」とボル

コフ博士は付け加える。「私達はこれらの発見を、疾患や死亡に関わっている喫煙を

減少させるためのアプローチに、どのようにして活かしていくのかを判断していかな

ければならない」  
 

「ゲノム(genome)」という用語は、ある特定の生物の全遺伝情報のことを指す。通

常のヒトゲノムは、両親からそれぞれ一組の染色体を受け継いだ約 3 億塩基対の DNA
から構成されている。「遺伝的変異(genetic variation)」という用語は、個人間の DNA
配列の違いを述べるのに使われる。遺伝的変異は人が特定の疾患にかかるリスクの大

小に関わっている。この研究は、NIDA からの資金提供に加えて、国立ガン研究所(NCI)
からのグラント 9 も受けている。 

                                                  
9 NIH グラント(Grant)：主に、NIH 以外に所属（大学、研究所、企業など）の研究者がアイデアを 

出して申請・獲得する研究助成資金。 
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国立薬物乱用研究所は、米国健康福祉省 10 の国立衛生研究所傘下の研究所の一つで

ある。NIDA は薬物の中毒・乱用に関する健康面について、世界の多くの研究を支援

している。この研究所は、研究情報の迅速な普及と、その研究情報の政策や治療への

利用を確実にするために、多様なプログラムを実施している。薬の乱用による健康へ

の影響についてのファクトシートと、NIDA の研究についての詳細な情報は、

http://www.drugabuse.gov のウェブサイトを参照のこと。 
 

国立衛生研究所(NIH)は、国立の医療研究機関で、27 の研究所とセンターで構成さ

れた米国健康福祉省の部局の一つである。NIH は基礎／臨床／トランスレーショナル

11 の医療研究を実施・支援している主要な連邦機関であり、一般的な疾患と稀有な疾

患の両方の、原因、処置、治療について研究している。NIH とそのプログラムについ

ての詳細は、www.nih.gov を訪問のこと。 
 
出典：http://www.nida.nih.gov/newsroom/06/NR12-4.html 

翻訳：NEDO 情報・システム部 
 
 

                                                  
10 Department of Health and Human Services: DHHS 
11 トランスレーショナルリサーチ：基礎研究を臨床応用に結び付ける橋渡し的な研究のこと。 
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【産業技術】 ナノテクノロジー 

 

宇宙開発のナノテクノロジー概要（米国） 
 

はじめに 

 

人間が環境を制御し人間の必要性を満たすために物を形作ることを始めて以来、人

間はその基本レベルで物質を理解しようと努力してきている。21 世紀の夜明け以来、

1メートルの 10億分の 1(1nm：1ナノメートル)の精度を持って構造を研究し、設計し、

合成することが可能となった。ナノサイエンスは、1～100nm の寸法での物質の基本

原理に関する研究である。その一方で、ナノテクノロジーは、材料や装置を作ること

へナノサイエンスの知識を応用することである。 
 
ナノ構造は作ることが可能な 小の物体の一つである。しかし、より重要なことは、

ナノ構造はユニークな特徴を有していることである。ナノスケールでは、物質の多く

の特性がマクロスケールの特性とは異なっている。一つの例として、金のナノ粒子は、

バルク材としての金と比較して、まったく異なる化学的、物理的、電気的、磁気的そ

して集団的特性を持っている。そのようなユニークな特性についての理解と制御はナ

ノ製作技術を可能とする。 
 
ナノスケールの基礎研究は、物質がどのように構築されるか、また、その特性が原

子組成、形状および寸法のような要素にどのように反映するかを理解するために重要

である。このタスクは、化学者、物理学者、生物学者、材料科学者およびエンジニア

の間の高度な学際的取り組みを要求する。技術と応用の見地から、ナノスケールのユ

ニークな特性はマクロスケールでの並はずれた特性をもたらす。建設材料、織物およ

び化粧品のような消費者製品からメモリースティックやセンサーのような電子機器に

まで及んで、その影響は広大である。 
 
ナノサイエンスとナノテクノロジーの計り知れない可能性を認識して、米国連邦政

府は 5 年前に、これらの分野への多省庁投資を調整し集中させるのを支援するために

国家ナノテクノロジーイニシアティブ(NNI：National Nanotechnology Initiative)を
立ち上げた。国防総省(DoD)、エネルギー省(DOE)、航空宇宙局(NASA)、国立衛生研

究所(NIH)および他のミッション推進機関は、将来のミッションを導き、現在実現可能

でないミッションを潜在的に可能とする方法を革新するための戦略の機会として、ナ

ノサイエンスとナノテクノロジーを評価し始めた。 
 
宇宙開発ミッションは、特に、 も困難なものであり、先端技術に も依存するも

のである。将来の宇宙ミッションに先例がない能力を提供することができるナノテク

< 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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ノロジーの産物は、スマート材料(特殊機能を行うためにナノスケールで設計された材

料)、より選択的でより高感度のセンサー、高密度電子機器および小型化した宇宙船シ

ステム(例えばマイクロクラフトやロボット)を含んでいる。 
 
宇宙開発でのナノテクノロジーに関するこの報告書は、全米ナノテクノロジー統合

オフィス(NNCO：National Nanotechnology Coordination Office)を通して、全米科

学技術協議会(National Science and Technology Council)の技術委員会ナノスケール

科学・工学・技術小委員会(NSET：Nanoscale Science, Engineering, and Technology)
によって 2003 年から 2004 に開催された主題的ワークショップがもたらした一連の報

告書のうちの 1 つである。 
 
このワークショップは、宇宙のロボットや人間の探求に影響を与えることができる

実現能力や産物に関して、ナノテクノロジー分野の利害関係者からの入力を得るため

に開催された。このワークショップと報告書の目的は、宇宙開発ナノテクノロジー研

究開発の優先順位の指標を提供することである。 
 

ワークショップ 

 
「宇宙開発のナノテクノロジー」に関する NNI ワークショップの参加者は、国防総

省、国立衛生研究所、NASA、全米科学財団(NSF)および DOE を含み、NASA が、こ

のワークショップの目標の実施にリーダーシップを提供する。 
 
ワークショップは、下記の分野について議論する 6 つの分科会に分割された、 

・ナノ材料 
・ナノセンサーと計測 
・マイクロクラフト 
・マイクロ／ナノ・ロボット 
・ナノ－マイクロ－マクロ統合化とナノ製造 
・宇宙飛行士の健康管理 

 
ワークショップの目標は、上記の各々の分野で下記の内容について明確にすること

であった： 
・展望 
・科学・技術の 先端 
・重要な問題(障害と解決策) 
・目標(5－10 年とさらに後) 

 
このワークショップは、カリフォルニア州パロアルトで 2004 年 8 月 24－26 日に開
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催され、学術界、産業界および連邦政府の研究所からほぼ 200 名の出席者を得た。ワ

ークショップは、本会議での主要なトップの連邦政府職員の基調講演、および分野の

研究者からの空想的な紹介から始められた。これに続いて、6 つのトピックスの分科

会が一日半の間開かれた。各々の分科会は、研究ニーズを優先事項にし、かつ障害と

解決策を識別するために、先駆者からの主題と詳細な論議に関するいくつかの発表が

行われた。 終日には、各分科会の参加者はこの報告書の内容の取り纏めを行った。 
 
このワークショップでの発見は、2004 年 12 月に発表された NNI 戦略計画更新の準

備で考慮され、米航空宇宙局および他の NNI 参加省庁が要求した会計年度 2006 年と

2007 年の NNI 予算の一部分を構築するプログラム作成の入力として使用された。 
 

報告書 

この報告書は、各分科会グループによって作られた将来の研究開発に対するアイデ

アと提案を示している。第 2 章～7 章は、 先端の現状の概観、目標と諸課題、将来

の展望、未来のナノサイエンス研究のための提案を含んで、各分科会トピックスに特

有な技術チャレンジと研究の必要性を概説している。そして、重要技術の開発を加速

するために実現戦略を示唆している。 
付録には、ワークショップ会議事項、ワークショップ参加者および報告書貢献者リ

ストおよび用語集を含んでいる。 
 
ワークショップ・サマリー 

 
ナノ材料 

 
先端材料は、将来の米国経済の活性化の役目をすると同様に、多くの連邦省庁の目

標とミッションの実現に重大な役割を果たす。厳しい宇宙環境での信頼できるオペレ

ーションが長時間にわたり必要とされる NASA の探査や科学ミッションには、このこ

とは特に真実である。また、宇宙船の資源は制限されているので、高機能材料が重要

となる。特に、巨大な開口やソーラー・セイルのような未来の宇宙および航空システ

ムのためには軽量で低比重の材料が必要である。また、打上げロケットや人間の宇宙

居住船のために重量当たりの強度が高い材料が必要となる。 
 
10 年間あるいはそれ以上続くミッションを成功裡に達成するために、宇宙船や宇宙

システムに使われている従来の材料は、性能に関して何桁も大幅に向上させる必要が

ある。この問題は現在の技術を使用して達成するのは困難なタスクである。強度(剛性

と強靭性)、感知/作動そして自己回復などを含む、多くの機能を持った材料を設計し開

発しかつ組み立てるために、新しい概念やアプローチが必要とされる。ナノサイエン

スとナノテクノロジーは、優れた性能を提供する新しい材料の作成や既存のものの向

< 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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上に向けた有望な手段である。 
 
ナノ材料技術の 先端を前進させるために、研究者は以下のことをしなければなら

ない： 
(1) 材料やプロセス設計を導くための予測モデル／シミュレーションの開発、 
(2) 合成およびナノ－マクロ成長機構についての基本的理解の達成、 
(3) プロセス中で予定した特性を得るための物理的・化学的な外場の力の統合、 
(4) あらゆる長さスケールでの合成および製造工程を制御する能力の開発、 
(5) 高品質のナノ材料の地球上そして他の惑星上での生産のための安価な方法の

作成、 
(6) 地球および他の惑星上で資源を効率的に使用するために、合成、プロセスおよび

評価方法の調整。 
 

ナノセンサーと計測 

 
既存の宇宙ミッションの能力を向上させて、この技術なしでは非常に困難か不可能

な新しいミッション構想を可能にするナノスケールセンサーおよび計測を開発するた

めに、学術界、政府および産業界の研究社会に費用を投資することは重要である。宇

宙開発でのナノセンサーの展望は、リモートセンシング、車両の健全性と性能、宇宙

生物学・地球化学の研究および有人宇宙飛行をカバーする。 
 
ナノスケールシステムの開発者は、材料、構造およびプロセスに関係してマイクロ

スケールで遭遇する多くに同じ問題に直面する。材料では、ユニークな特性を持った

薄膜や斬新な化合物が含まれる。構造では、材料の積層化だけでなく 3 次元形体のナ

ノ部品およびそれらの相互作用特性が存在する。プロセスでは、材料と構造が機能デ

バイスの構築で取り扱われる方法等がある。 
 
ナノスケールで支配する物理的・化学的法則についての全体的な理解は急速に進ん

でいるが、これらの基礎が完全に理解され、新しい法則が確立された時にのみ、ナノ

テクノロジーの全潜在能力が実現されるであろう。 
 

ナノスケールセンサーの開発および使用は、いくつかの問題を含んでいる： 
(1) 生産と精製、 
(2) 操作とコントロール、 
(3) リソグラフィー、 
(4) ナノ－マイクロ－マクロ統合化、 
(5) 毒性学、 
(6) 強健で信頼できる構成、 
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(7) 自己調整ネットワーク、 
(8) データ融合、等である。 
 

マイクロクラフト 

 
マイクロクラフトは、この報告書の目的からは、能動的あるいは受動的に環境中を

移動でき、環境を感知し、また人間の運転手と直接的にあるいは中継を介して通信で

きる、重量 100kg 以下の宇宙船であると定義される。この定義には、サイズが微視的

な未来の宇宙船と同様に、従来の小型化された無人宇宙船も含まれている。連続的推

進力を持たずに環境中に受動的に浮いている宇宙船や大きな宇宙船から展開された軌

道衛星を含んで、マイクロクラフトのこの定義は、かなりの推進力を持った宇宙船に

制限されているわけではない。 
結果として、これらの宇宙船は、非常に小さい規模での推進装置が求める非常に高

いエネルギーコストを必ずしも克服する必要はない。通信の中継を可能とすることに

よって、長距離通信に関係する類似の非常に高いエネルギーコストは、これらの宇宙

船に対して厳しい拘束は課さないであろう。マイクロクラフトは、NASA の多くの宇

宙船、国防総省の無人の空中、地上あるいは水中用車両、気象観測気球、あるいは農

業用車両のように我々が今日使用している車両よりも 1,000 倍から 1 万倍も小さな

個々の重量や価格を持つであろう。 
 
ある場合には、ナノテクノロジー基盤センサーは十分な性能を維持したまま小型化

できるので、マイクロクラフトは、今日のシステムと同様に感知することができるで

あろう。 
撮像口径の様な他の場合では、物理的法則からの制限が常に制約となる。しかし、

マイクロクラフトは目標にはるかに接近出来るようになり、小さなカメラ口径でさえ、

より大きな従来のシステムと同等かそれ以上の解像度で画像を撮ることができる。 
 
マイクロクラフトの大群や群れは、恐らく感知するだけでなく、高強度ネット材を

展開させるような環境にも影響を与えることができる。多くの応用においは、マイク

ロクラフトは、車両質量が大規模に下がった時でさえ、同様な性能を維持することを

可能とする。しかしマイクロクラフトの実際の利益は、恐らく互いにまた操作・解析

の遠隔センターと通信することができる一群のマイクロクラフトの利用にあるであろ

う。 
 

マイクロ／ナノロボット 

 
このワークショップのセッションは、ロボットを構築し、プログラミングし、そし

て組織化し、とにかく実現可能な 小の装置へ縮小することに、ナノテクノロジーが

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
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どのように影響し、また影響されるかを探求した。 
 
このセッションの結論は、ナノロボットのロードマップであった。カール・チャペ

ックがロボットという言葉を造って以来、知的・自律ロボットの構想は描かれていた。 
ナノテクノロジーは、よりよい材料、高い出力密度を持った向上した電源、高度な

コンピューターおよびより良いセンサーを含み、ロボットの構築に対して新しい能力

を提供する。 
 

・より小さなロボットは大きなものより低価格で製造でき、タスクを新しい方法で解

決するために、小さなロボットの大きな集団を展開させる機会を提供すると考える

理由が存在する。 
・宇宙応用に特定したマイクロ／ナノロボットは、宇宙空間での検査、維持および修

理を可能にするかもしれない。 
・モバイルのマイクロロボットは、試料を回収し搭載解析を行うことにより惑星系で

死ぬまで探査することができる。 
・ロボット内部の小型装置はミッション中の宇宙飛行士の健康をモニターすることが

できる。 
・ 後に、大規模並列マイクロ／ナノロボットによる宇宙空間内組み立てと構築、さ

らに、不測事態のための小規模の生産ロボット作業基地が、可能になるであろう。 
 
マイクロ／ナノロボットの三つの主要な問題は以下のとおりである: 
(1) 小型化、 
(2) 3 次元組み立て、 
(3) 多数のマイクロ／ナノロボットのプログラミングおよび制御、がある。 
 

ナノ－マイクロ－マクロ統合化とナノ製造 

 
分子・原子レベルからの設計材料やデバイスへの能力を含んだナノテクノロジーは、

ナノスケールでの現象の先例がないアクセスを可能とする。ナノテクノロジーの素晴

らしさは、ナノテクノロジーが可能とする小さな自律システムが、太陽系を探査し、

月や火星への有人飛行のための方法を準備するような将来の様々な展望を引き起こす。 
 

・まず第一には、大きな性能の損失無しで斬新なナノスケールの能力を効率的に開発

し統合するためにマクロ規模のシステムの展開を必要とする。これらのシステムの

製作、組み立て、試験および特性評価のためのツールの包括的なセットを作り出す

必要がある。 
・さらに、システム開発者は、欠陥はナノスケール構造の大きな集まりには本質的で

あることを認識し、エラー許容設計の方法を繰り返し教え込むべきである。 
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・ 後に、総合システムは、様々な困難な宇宙環境での露出で本質的に強健なだけで

なく、他の関連システムの突発事故を引起さないことにより、宇宙での信頼性保証

の厳格な基準を満足しなければならない。 
 

宇宙飛行士の健康管理 

 
宇宙飛行士の健康管理でのナノテクノロジーの究極の展望は、宇宙ミッションの形

態や持続時間にかかわらず、生活の質、人間の能力特性、および医療を地球上と同じ

ようにするように支援することである。これは、人間が宇宙において大規模で持続可

能な存在をするための展望である。 
 
ナノテクノロジーは 2 つの主な理由でこの展望の具現者となる： 

・ 初に、ナノテクノロジーの産物は、より良く強く軽く安価なパラダイムをもたらす、 
・また、次に、宇宙飛行士の健康管理に対する問題の多くは、ナノスケール現象に関

連させることができ、ナノテクノロジーによってもたらされる解決法と合致するに

ちがいない。ナノテクノロジーから利益を得る主要なミッション要素には、医薬へ

の対応策、自給的医療、環境管理、人的要因および放射線遮蔽等がある。 
 
宇宙飛行士の健康管理のためのナノテクノロジー応用には以下のことが要求され

る： 
(1) 宇宙飛行士に対する宇宙環境の影響の背景の基礎科学に関するよりよい理解、 
(2) エンジニア、科学者および臨床医を含む異なる分野の研究者間の学際的関係の促

進、 
(3) 経済的に実現可能な研究開発のための薬剤や装置の法的承認の代替経路、等がある。 
 

結 論 

 
ワークショップ参加者は、ナノスケール科学技術が多数の連邦機関の多くの

関心分野に影響を与え、以下のようなことをもたらす、と結論を下している: 
 
短期的～中期的(5－10 年) 

 
・従来と比較して超強度で宇宙および航空システムに役立つ新しい軽量材料 
・新しい接着剤および熱保護材料 
・埋込み線量計のような放射線測定機能を持った耐放射線防護材料 
・新しい電子部品および高密度メモリーデバイス 
・超高感度で選択的なセンサーデバイス 
・車両や人間の健康管理のための新素材 
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長期的(10 年以上) 

 
・新しい無故障型の計算機および通信技術 
・自律探査マイクロクラフト 
・熱抵抗、放射線抵抗および衝撃抵抗を提供する多機能材料 
・エネルギーの生産、貯蔵および配送のための新しい方法 
・バイオテクノロジー、情報技術およびナノテクノロジー開発を活用する階層シス

テム 
・生体模倣材料合成のための環境に優しい方法 

 
 
( 出 典 ： Nanotechnology in Space Exploration: Report of the National 
nanotechnology Initiative Workshop, August 24-26, 2004, Palo Alto, CA 
http://www.nano.gov/nni_space_exploration_rpt.pdf ) 
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【産業技術】 ナノテクノロジー 

 

ゼロから 10 億電子ボルトまで 3.3 センチメートルで加速（米国） 
－ レーザ航跡場加速のこれまでの最高エネルギー － 

 
レーザ航跡場(Laser Wakefield)加速の可能性を追求する先例を破る実験で、米国エ

ネルギー省ローレンス・バークレー国立研究所の科学者はオックスフォード大学の同

僚と共に研究し、電子ビームを僅か 3.3 センチメートルの距離で 1 ギガ電子ボルト

(1GeV：ギガ電子ボルト)を越えるエネルギーまで加速した。この結果は Nature 誌 2006
年 10 月号に報告されている。 

 
比較として、SLAC(スタンフォード線型加速器センター)は、加速電場が約 2,000 万

ボルト／メートルで制限される高周波キャビティーにより、2 マイル(3.2 キロメート

ル)の距離で 50 ギガ電子ボルトまで電子を加速している。 
 
レーザパルスによって駆動されたプラズマ波の電場は 1,000 億ボルト/メートルに達

することができる。その電場が、バークレー国立研究所グループとオクスフォード大

学の共同研究者に、SLAC の長さの僅か 10 万分の 1 で SLAC のビームエネルギーの

50 分の 1 を達成することを可能にした。 
 
「これはまだ第一歩である。レーザ航跡場加速器からのギガ電子ボルトのビームは、

非常にコンパクトな高エネルギー実験や超高輝度自由電子レーザへの道を開く」とバ

ークレー研究所の加速器・核融合研究部門(AFRD)のウィム・リーマンは述べている。 
 

10 億ボルト・ビームへの道を開く 

 
2004 年の秋に、LOASIS(レーザ光学および加速器システム統合研究：Laser Optics 

and Accelerator Systems Integrated Studies)と呼ばれるリーマンのグループは、レー

ザ航跡場でほとんど均一のエネルギーを持つ緊密に集中した電子の束を加速し 70～
200 MeV (メガ電子ボルト)のピークエネルギーに到達したことを報告している 3 つの

研究グループの内の 1 つである。 
 
他のグループは、大きなレーザ集光サイズの 30TW レーザパルス(TW：テラワット

あるいは 1012 ワット)を使用しているが、LOASIS の「点火－加熱」アプローチは全く

異なっている。LOASIS は、一つ目のレーザパルスで水素ガス噴流中にプラズマチャ

ネルを駆動し、第 2 のパルスでそのチャネルを加熱・成形し、その後、比較的低出力

の 9TW の 3 番目のパルスで加速波を形成している。 
 

< 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992号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/992/
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このような全ての技術で、原子を構成している陽子や電子へ電離させるのに十分な

まで水素ガスを加熱することによりプラズマが形成される。このプラズマ中を伝搬す

るレーザパルスは、レーザ波航跡を形成し、自由電子の束を閉じ込めともに、非常に

大きな船の航跡に乗るサーファーのように、この航跡に乗る。 
 
位相散逸長として知られている距離を伝搬した後に、電子は航跡を追い越す。これ

が、どれくらい遠くの距離まで加速することができるかを制限し、その結果、到達で

きるエネルギーが制限される。位相散逸長を増加させるには低プラズマ密度を必要と

する。しかし、同時に、レーザ光線の集束をより長い距離まで維持しなければならな

い。 
 
これをなす一つの方法は、回折を減らすためにレーザ光線のスポットサイズを増加

させることである。「このアプローチの問題は、スポットのサイズを 2 倍にすれば、ス

ポット面積にわたり同一強度を維持するために、レーザパワーを 4 倍にしなければな

らないということである」とリーマンは述べる。1 ギガ電子ボルトのビームを達成す

るのに必要なスポットサイズを増加させるには、ペタワットレーザ(PW：ペタワット

あるいは 1015 ワット)を必要とするだろう。「より強力なレーザは、より高価でそして

より厄介である。それに加えて、レーザ充電にずっと長い時間がかかり、レーザパル

スの繰り返し周期を制限する」と彼は続ける。 
 
レーザの大きなスポットサイズは本質的に問題がある。「増加する電子放出リスク

が伴うので、ビームの拡大をもたらし、集束を困難にする。自由電子レーザはレーザ

航跡場加速器の も有望な応用の 1 つである。しかし、自由電子レーザは、ビーム中

の全電子の位相均一性に依存する。低い電子放出ビームは、自由電子レーザにとって

不可欠である」とリーマンは述べる。 
 
加速距離を増加させる代替方法には、プラズマ航跡場を作成する駆動レーザパルス

にガイドチャンネルを付ける方法がある。2004 年の実験では、LOASIS グループは、

点火パルスで水素ガス噴流中に細いフィラメント状のプラズマチャネルの穴を空ける

ことにより、ガイドチャンネルを付けた。別のレーザパルスによって加熱すると、プ

ラズマはチャネルの内部で拡大し、その密度は中心では真空に近いが、壁の近くでは

非常に高かった。このチャネルは、光ファイバーのように、2 ミリメートルの距離を

駆動レーザのパルスをガイドし成形する役目をした。しかし、この技術もまた限界を

持っている。 
 
「レーザ成形チャネルは、非効率的な加熱のために、高密度のプラズマでのみ動作

していた。2 ミリメートル以上はるかに長く位相散逸長を拡大するためには、低密度

プラズマを必要とする。この分野での非常に多くの研究者が、より高いビームエネル
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ギーに到達するただ一つの方法は、より大きなスポットサイズとはるかにより強力な

レーザを使用することであると考えていた」とリーマンは述べた。 
 
リーマンは、「チャネルガイドの明白な利点、低パワーレーザからの高強度パルス、

可干渉性の産出、エネルギー拡散がない強く集束したレーザビーム等が、このチャネ

ルアプローチを継続するバークレー研究所グループの強い動機だった」と語る。 
 

サファイアとコンデンサー 

 
リーマンは、オックスフォード大学でサイモン・フッカーに会った。彼のグループ

は、数年間、プラズマチャネルガイドとＸ線レーザやプラズマ加速器を駆動する応用

を研究していた。フッカーは、サファイアを刻んで作った毛細管チャネルガイドをリ

ーマンに示した。「これは、何回のレーザショットに使うことができるかい」とリーマ

ンは尋ねた。そして、「何回でも好きなだけ」とフッカーが答えた時に協力が生れた。 
 

近の実験では、フッカーと彼のグループは、高輝度レーザパルスをガイドするた

めに、オックスフォード導波管とそれを使用する際の専門技術を提供しており、リー

マンと彼のグループは、強力なレーザ、技術的能力、そして導波管中でレーザ航跡場

加速器を駆動する際のユニークなノウハウを提供している。「これらの 2 つのグルー

プの経験を一緒にする機が熟した」とフッカーが述べる。 
 
これらの実験では、ガイド毛細管は、サファイアブロックに合わせた面に切られた 2

つの半分のチャネルから成っている。ブロックが向かいあって結合されると、チャネ

ルの両半分が毛細管を形成する。他の管は前・後部に正しい角度で入り、それにそっ

て水素ガスが流れる。毛細管の両端の近くに電極が置かれる。 
 
毛細管内の水素ガスをプラズマに変えるために、電極から毛細管を通してコンデン

サーから電流を放電させる。ほとんど即座に、この電気放電は毛細管内部に、新しく

形成されたプラズマを加熱し、中心の高温低密度プラズマと毛細管の冷サファイア壁

に対する高密度の光ファイバー状チャネルを作る。 
 
フッカーが説明するように、「それぞれのチャネルの断面は凸レンズのように作用

し、チャネル中心へ向けてレーザビームを絶えず集束させる」。 
 
このシステムの利点は、別のレーザでチャネルを加熱することだけでなく、そのコ

ストにもある、とリーマンは述べる。「1 ジュールのコンデンサーは、1 ジュールのレ

ーザよりはるかに安い」。 
 

< 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992号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/992/
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正確な短い時間遅れの後に、40TW レーザからの駆動パルスが、プラズマ中に強力

な航跡場を生成し、自由電子の束を閉じ込め、3.3 センチメートルの長さの毛細管内で

1 ギガ電子ボルト以上までに加速する。 
 
一旦、電子ビームが毛細管を通り抜けたら、研究者は、偏向磁石と１メータの大き

さの蛍光面を使用して、ビームエネルギー、エネルギーの広がりおよび発散を測定す

る。2004 年に報告された点火－加熱実験より 15 倍以上長い加速距離で、非常に高強

度のレーザパルスがかってない 長距離のチャネルを作った。そして、4 倍のピーク

レーザパワーにより、強く集中した電子束は 1 ギガ電子ボルトに到達した。各々の電

子束内の電子エネルギーの変化は、 大 2.5 パーセントで恐らくはそれ以下であろう。 
 
かくして、初めてのレーザ駆動加速器は、従来のシンクロトロンや自由電子レーザ

で典型的に得られる電子ビームエネルギーに到達した。「これは素晴らしいことであ

るが、これは氷山の一角である。我々は、加速空胴に充分に高いエネルギーのビーム

を入射する研究を既に実施している。また、一つの毛細管から次の毛細管へそして次々

と継続して、非常に高いエネルギーのビームが達成されるまで、高エネルギービーム

を引き渡してゆくことを計画している」とリーマンは述べた。 
 
ブルックヘーブン国立研究所の物理学者ビル・ウエングは、「レーザ航跡場加速器で

実施された成果は、DOE のこの分野への 25 年間の投資を評価するだろう」と語った。

リーマンのグループと共同研究者は確信をもってこの挑戦に期している。「DOE サイ

エンス局高エネルギー物理部は、10 ギガ電子ボルトまで達するものを研究するように

我々に求めている。恐らく 30 メートルの距離のレーザパルスを必要とするが、長さ 1
メートル未満の加速器で達成が可能であると信じている」とリーマンは語った。 

 
レーザ航跡場加速はテーブル上の高エネルギー加速器を約束すると言われているが、

実際の加速器はそれほど小さくはないかもしれない。しかし、レーザ航跡場加速は、

確かにこれまでの既存のマシンより潜在的にはるかに強力で、小さな建物内に収まる

電子加速器を可能とする。 
 

「長さ cm 規模の加速器によるギガ電子ボルトの電子ビーム」、 
"GeV electron beams from a cm-scale accelerator"」、by Wim P. Leemans, Bob 
Nagler, Anthony J. Gonsalves, Csaba Toth, Kei Nakamura, Cameron G. R. Geddes, 
Eric Esarey, Carl B. Schroeder, and Simon M. Hooker、Nature 誌 2006 年 10 月号に

投稿。 
 
(出典：http://www.lbl.gov/Science-Articles/Archive/AFRD-GeV-beams.html ) 
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【産業技術】ナノテクノロジー  

 
ナノ粒子のリスク評価に着手（ドイツ） 

 
 ナノテクノロジーは、今後、 も成長が期待できる新しい技術の一つであり、すで

に歯磨き粉や日焼け止めクリームなどの日常品から、半導体やトランジスタ、ガン治

療などのハイテクの分野にまでと、広い範囲で実用化されるようになってきている。

しかしながら、超微細物質であるナノ粒子が、人や環境にどのような影響を及ぼすか

については、まだはっきりとは分かっていない。たとえば、ナノ粒子を用いて浴室や

トイレの汚れをとる洗剤スプレーとして販売された「Magic Nano」が、販売後、ドイ

ツとスイスにおいて 100 人近くに呼吸障害や吐き気、発熱などの症状を引き起こす原

因になったとみられ、メーカー側はすぐに製品を回収した。こうした症状が起こった

原因やナノ粒子との因果関係については、未だ解明されていない。 
 
 ナノ粒子を含む日焼け止めクリームの場合、ナノ粒子が皮膚を通して体内に入り込

む心配は一般的にはないとされているが、ナノ粒子のリスク評価プロジェクトを指揮

するカールスルーエ研究センター毒物学遺伝子工学研究所のクルーク毒物学教授は、

「ナノ粒子が日常生活に与える影響は比較的少ないものの、ナノ粒子が肺に入り込ん

だ場合は特に危険だ」と述べている。 
 
 こうした新しい技術であるナノテクノロジーのリスクを明らかにして、リスクを

小限に止める措置を研究開発段階の早い時期から講じておくため、ドイツ連邦教育研

究省は 2006 年 3 月、上記クルーク教授を中心に産業界と共同で「ナノケア」という

プロジェクトを開始した。同プロジェクトは 3 年間の予定で総予算は約 760 万ユーロ

で行われる。このうち、政府側が約 500 万ユーロ、産業界側が 260 万ユーロの資金を

拠出することとなっている。本プロジェクトの主な目的は、ナノ粒子の人と環境に対

する影響を早期評価できる測定方法を開発し、その影響を把握することである。プロ

ジェクト期間中に得られた情報は、公開情報としてインターネット上で開示され、ナ

ノテクノロジーを産業利用していく上での土台としていく予定である。ナノ粒子の人

と環境に対する影響は、既存の化学物質規制では対応できない可能性があるため、こ

こで得られた知見は、行政上も利用されるほか、ナノテクノロジーに対する公衆の受

け入れ促進にも貢献するものと期待されている。 
 
 本プロジェクトに参加するのは、民間企業と公的な研究機関である。民間企業側で

参加するのは化学産業が中心で、化学大手の Degussa 社、BASF 社のほか、Bayer 
MaterialScience 社、Solvay Infra 社、SusTech 社である。研究機関側では、カールス

ルーエ研究センターを中心に、ミュンスター大学、ビーレフェルト大学、ザールブル

ュッケン大学、ボッフム大学などが参加している。 

< 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992号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/992/
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 この他にも、ドレスデン工科大を中心に実施されているプロジェクト（プロジェク

ト名：INOS）では、ベンチャー企業や研究機関向けに、まだ研究開発段階にあるナノ

粒子をリスク評価する方法の開発を目的としている。ここでは、セラミック粒子、金

属粒子、カーボンナノチューブなどが主な対象で、粒子が利用過程でどのように変化

していくかがシミュレーションされる。プロジェクト終了後には、その成果を基に、

中小企業向けにナノ粒子のリスク評価を行う認定試験機関が設置される予定である。

同プロジェクトは 2006 年 1 月にスタートし、連邦教育研究省から 110 万ユーロの公

的補助を受けている。 
 
 また、2006 年 3 月にスタートしたプロジェクト（プロジェクト名：TRACER）は、

製造、加工、半製品、機能サンプル作製までの過程において、カーボンナノチューブ

とカーボンナノ繊維のバイオ互換性と毒性の問題について調査・評価して、その結果

から製造加工過程と製品の利用における取扱い方法を提示することを目的としている。

同プロジェクトは、産学連携の形で行われ、連邦教育研究省と産業側がそれぞれ 150
万ユーロの資金を拠出している。 
 
参考資料 

1. ハンデルスブラット紙 2006 年 4 月 12 日付 
   Immense Wissenslücken 
2. フランクフルターアルエマイネ紙 2006 年 5 月 24 日付 
   Giftzwerge 
3. 連邦教育研究省プレスリリース 2006 年 2 月 17 日付 
   BMBF und Industrie starten Forschnung zu.Nanopartikeln 

http://www.bmbf.de/press/1737.php 
4. 連邦教育研究省ホームページ、ナノケアの説明 
  NanoCare – verantwortungsvoller Umgang mit der Nanotechnologie 
  http://www.bmbf.de/de/5915.php 
5. ナノ粒子とリスク評価に関するホームページ 

http://www.nanopartikel.info   
http://www.nanotox.de 
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【産業技術】ナノテクノロジー  
 
主力商品の展開及び EU プロジェクト参加で好調な Nanocyl 社（ベルギー） 
 

ベルギーのワロン地域でカーボンナノチューブを生産する Nanocyl 社は、サンブル

ビルに 3 ヘクタールあまりの土地を購入、カーボンナノチューブの工業的な生産に乗

り出す準備を進めている。同社は、500～700 万ユーロを投じて生産施設を建設、2007
年 4 月には大量生産を開始する予定で、2008 年には生産量は 100 トンを超える可能性

がある。同社はまた、カーボンナノチューブの販売における北米市場の重要性に鑑み、

Vantage Resin Systems 社（特殊ポリマー）と提携、2006 年初頭に米国のボストンに

販売拠点を開設した。 
 
Nanocyl 社は 2002 年 2 月、ナミュール市のノートルダム・ド・ラペ大学の核磁気

共鳴研究所だったものが、リエージュ大学をはじめ個人や機関投資家の投資により、

同研究所のスピンオフベンチャーとして誕生した企業で、資本金 56 万 5,000 ユーロ、

従業員 6 人あまりでスタートした。2004 年 9 月には、300 万ユーロの増資を行ってい

る。増資には、ベルギー経済界の大物アルベール・フレール氏の率いるホールディン

グ CNP(Compagnie Nationale a Portefeuille)も参加している。同社の売上の 80％以

上は EU 域外のもので、日本や米国がその主要な市場となっている。 
 
同社は 2005 年 10 月、NC9000 シリーズのカーボンナノチューブを市場に送りだし

た。モンス・エノー大学のデュボワ教授の研究室で開発され、Nanocyl 社が特許を持

つこのカーボンナノチューブは、ポリマー中に高密度のカーボンナノチューブが分散

(high-concentration of pre-dispersed carbon nanotubes in polymers)されており、取

り扱いが容易なことから、様々な工業製品への使用が可能になる。 
NC9000 シリーズの 初のターゲットとなるのは、帯電防止あるいは伝導といった

特性が要求される熱可塑性物質の添加物としての利用で、自動車産業やエレクトロニ

クス産業、化学加工産業などでの利用が考えられる（シリコン・ウエーハーのハンド

リング装置や自動車の燃料装置など）。Nanocyl 社では、「NC9000 シリーズの開発は

大きな前進であり、Nanocyl 社製カーボンナノチューブの多くの新エンドユーザーを

開拓できる」としている。 
 
Nanocyl 社はまた、EU レベルのプロジェクトにも積極的に参加している。2006 年

4月には、EUの第 6次研究開発枠組計画（FP6）の枠内で実施される AMBIO（Advanced 
Nanostructured Surfaces for the Control of Biofouling）プロジェクトへの参加を明

らかにしている。 
水中での生物付着(biofouling)に対処するためのコーティング技術では、EU の企業

が世界的なリーダーだが、殺生物剤の使用が禁止されるなど環境保護基準が厳しくな

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
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っており、現在使用されている技術に制約が課される傾向にある。こうした状況から、

EU 企業が同分野でのリーダーとしての地位を確保するためにも、新技術の開発が急

務となっている。 
Biofouling は、バクテリア、藻類、蔓脚類の甲殻動物（フジツボ、エボシガイなど）

が表面に付着して発生し、冷却装置のパイプを詰まらせたり、船舶の重量を増やした

りして、余分な経済コストが発生する。AMBIO プロジェクトでは、海洋付着生物体

の付着をなくすための様々なタイプのナノ構造の表面の研究、開発が行われる。 
 
AMBIO プロジェクトには、ベルギーから Nanocyl 社のほかモンス・エノー大学が

参加する。このほか EU12 ヵ国から英国のバーミンガム大学、ニューキャッスル大学、

ドイツのハイデルベルグ大学、イタリアのピサ大学など 10 の大学と、フランスの

INPL/CNRS など 6 つの研究機関、BASF（独）、Zenon（ハンガリー）など 15 の企業

（このうち 10 社が中小企業）が参加する。EU 加盟国以外では、イスラエル（Technion）
とトルコ（Gebze Institute of Technology）が参加している。 

研究期間は 5 年間で、予算総額は 1,790 万ユーロ。このうち 1,190 万ユーロを EU
が負担する。第 1 段階は 2008 年までの 3 年間で、表面に適用する種々のナノ構造を

用いた、実験用の試験表面作りが行われる。第 2 段階（2008～2009 年）では、スケー

ルアップや実用的なコーティングとしての開発のため、 も有望な試験表面の選択が

行われる。第 3 段階（2010 年）では、生物付着の問題を抱える少なくとも 7 つのエン

ドユーザーによる比較実験を通じ、プロトタイプ候補として も有望なコーティング

の評価が行われる。 
Nanocyl 社のマッサン専務取締役は、「AMBIO プロジェクトは、商業分野に関連す

る研究開発活動に変化をもたらすために新ナノテクノロジーが使用されるプロジェク

トの一例にすぎない。ナノテクノロジーが将来のビジネスを根本的に変えてしまうで

あろうことは言うまでもない」と語っている。 
 
＜参考文献＞ 
Nanocyl： http://www.nanocyl.com/ 
AMBIO プロジェクト： 

http://cordis.europa.eu/nanotechnology/src/pressroom_projects.htm - ambio 
http://www.ambio.bham.ac.uk/ 
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【ニュースフラッシュ】 

米国－今週の動き(12/08/06-01/04/07) 

NEDO ワシントン事務所 

Ⅰ 新エネ･省エネ 
12 月／ 
5：エネルギー情報局、『2007 年エネルギー年次見通し』の一部を早期リリース 

エネルギー省（DOE）エネルギー情報局（EIA）は 2007 年前半完成予定の『2007 年エネルギー年
次見通し（AEO 2007）』の内、リファレンスケース（基準ケース）部分を 12 月 5 日に早期リリー
ス。同ケースによると、バイオ燃料・再生可能エネルギー資源の利用拡大及び原子力発電所の新設
期待にも拘わらず、2030 年でも石油・石炭・天然ガスが依然として米国の一次エネルギー供給の
86%を占める。同ケースの主要な予測は、(1)原油価格：2015 年までやや低落も 2015 年以降再上昇、
2030 年には約 95 ドル／バレル（2005 年値換算では 59 ドル強）、(2)エタノール･バイオディーゼル・
石炭液化油等代替燃料の使用量は大幅増、エタノール使用量は 2030 年には 146 億ガロンに増加
(2005 年は 40 億ガロン)、主要原料は国産トウモロコシ、バイオディーゼルの消費量は 2030 年 40
億ガロン、石炭液化油消費量は 2030 年 57 億ガロンに到達、(3) 2030 年の新車売上の約 28%が代替
自動車（フレキシブル燃料自動車やハイブリッド車）に上昇（2005 年は 8%）、(4) 2020-2030 年の
天然ガス消費量はほぼ横ばい(電力部門での石炭シフトのため)、石炭消費量は 2005-2030 年で
30,000 兆 BTU→34,000 兆 BTU 以上へと増加、(5)電力消費量は年平均 1.5%の割合で着実に増大、
発電に占める天然ガスのシェアは 2005 年 19%→2016 年頃 22%→2030 年 16%、石炭のシェアは
2005 年 50%→2020 年 49%→2030 年 57%と推移、(6)原子力発電設備容量は 2005 年 100GW→2030
年 112.6GW に増大、発電も 2005 年 7,800 億 kWh→2030 年 8,960 億 kWh と増加、(7)再生可能資
源利用の発電量年間 1.5%の割合で増え、2005 年 3,570 億 kWh→2030 年 5,190 億 kWh となる、等。
(EIA Annual Energy Outlook 2007 Early Release Overview) 
 

7：エクストラタ・コール社、FutureGen 同盟に加盟 
スイスのツークに本社を置き、北米、南米、豪大陸、欧州、アフリカの 18 ヵ国で事業を展開する
エクストラタ・コール社が 12 月 6 日、275MW の無公害石炭火力発電所建設を目指す FutureGen
同盟に 12 番目のメンバーとして加入した旨発表。FutureGen に 2,500 万ドルの資金拠出を誓約し
た同社は、豪州と南アフリカに炭鉱をもち、輸出用一般炭の生産では世界一企業。 (Xstrata Press 
Release; FutureGen Alliance News Release (12/6)) 
 

14：試験的な風力利用の水素生成システム、作動開始 
国立再生可能エネルギー研究所（NREL）とエクセル・エネルギー社が、風力を利用して水素を生
成する試験施設をコロラド州にある NREL の国立風力技術センターに開設。同施設では 2 基の風力
タービンが電解槽につながれ、風力発電による電気を電解槽の水に通して水素を生成する仕組み。
発生した水素は貯蔵され、燃料電池や発電機を動かす内燃機関のエネルギー源に使用可能。同施設
は、建物内にこれらの電解槽と水素圧縮装置 1 基をはじめ、4 基の大型水素貯蔵タンク、内燃機関
を動力とする発電機、並びに制御室を整備。エクセル・エネルギー社と NREL の協同プロジェクト
の実施期間は 2 年間で、総コスト 200 万ドルの見込み。同プロジェクトによって、各種電解槽の比
較、システム全体の効率改善、風力の間欠性の克服等が期待。(Exel Energy News Release) 

 
：米国と中国、FutureGen の協力とエネルギー効率・再生可能エネルギー議定書更新を発表 

米国と中国が、米中戦略経済対話の下で、2 つの協定締結を共同発表。1 つは、中国が FutureGen
プロジェクトの政府運営委員会に参加するというもので、Samuel Bodman エネルギー長官の訪中
の際に発表。もう一つの合意は、両国がエネルギー効率・再生可能エネルギー議定書（再生可能エ
ネルギー・エネルギー効率化技術の開発・導入分野での協力）を更新したもので、Bodman 長官と
中国の徐冠華科学技術部長が署名。このほかにも、エネルギー関係の米中間協議として、クリーン
開発と気候に関するアジア太平洋パートナーシップ（APP）、水素経済のための国際パートナーシ
ップ（IPHE）、炭素リーダーシップ隔離フォーラム、国際熱核融合実験炉（ITER）、第四世代原子
力システム国際フォーラム（Generation IV International Forum）等の問題が取り上げられた。 

 
：アルゴンヌ国研、プラグイン・ハイブリッド技術を評価する DOE プロジェクトをリード 

エネルギー省（DOE）傘下のアルゴンヌ国立研究所（ANL）は、DOE の FreedomCAR 及び自動
車技術部によって、プラグイン・ハイブリッド車（PHEV）のシミュレーション・検証・評価を行
う主要国立研究所に指定されたと発表。PHEV 技術は、ブッシュ大統領の先進エネルギーイニシア
ティブの一環である有望技術だが、商業化実現のためには数々の技術的課題 （車両のバッテリ・コ
ンポーネントやバッテリ全体の原価、バッテリのサイズ、性能、耐久性、安全性等） を克服する必
要がある。DOE と ANL の研究は、HIL（hardware in-the-loop）分析、モデリングやシミュレー
ション、重要コンポーネントの開発、試験や検証、システム・コントロールやインターフェース・
コントロールの開発、全般的な車両検査と評価に重点をおく見込み。 (Argonne National 
Laboratory News) (DOE News Release) 
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15：軍事指導者・実業家によるエネルギー安保リーダーシップ審議会、石油依存縮減提案発表 
国家エネルギー安全保障を強化する公共政策の制定を主目的とする、エネルギー安全保障リーダー
シップ審議会（石油依存度軽減・エネルギー安定供給を図る無党派非営利団体 Securing America’ 
s Future Energy の下に組織された、著名な実業家と軍事指導者から成る審議会）が、報告書『米
国の石油依存低減に関する我が国への提言』を発表。同報告書は、米国の 大の難題は運輸部門ニ
ーズの 97%が石油依存であることだと明言。米国は石油供給の脆弱性から来る弱点に対応するため、
米国経済の石油原単位を引き下げ、確実な石油供給源を拡張して、国家のエネルギー安全保障を強
化する必要があると主張。主要提言は、(1)石油消費量の削減(乗用車･軽トラックの燃費基準の改定
強化、良燃費車の生産・購入インセンティブ)、(2)代替エネルギー源の提供（バイオ燃料の需給拡
大）、(3)エネルギー供給の拡大（連邦大陸棚石油・天然ガス資源へのアクセス拡大、原油増産回収
（EOR）技術の開発導入支援等）、(4)リスク管理（世界石油インフラへの軍事的脅威への外交対策、
戦略備蓄等）、等。(Securing America’s Future Energy Newsroom) 

 
 
 
Ⅱ 環 境  
12 月／ 
15：米米国環境保護庁、アジア開発銀行、中国国家環境保護総局、中国の環境保護問題で協力 

米国の環境保護庁（EPA）、アジア開発銀行（ADB）、及び中国国家環境保護総局（SEPA）が 12 月
15 日に、中国の環境保護問題で協力する旨の合意書に署名。この三者協定は、協力の枠組みを定め
るもので、cap-and-trade（上限設定・取引）型制度の策定、経済的手段や市場手段を活用した環境
対策、及び、SEPA の地域的インフラの強化促進を支援する見込み。この協同体制により、EPA の
資源や専門知識が中国の環境対策に有効利用されるものと期待。(EPA News Release; ADB Media 
Release) 

 
 
 
Ⅲ 産業技術  
11 月／ 
19：ウェスタン・ミシガン大とダートマス・カレッジ、ナノテク倫理研究で NSF グラント受領 

全米科学財団（NSF）が、ナノテクノロジーを利用した人体の能力増強に関連する倫理問題を調査
するため、ウェスタン・ミシガン大学（WMU）とダートマス・カレッジ（DC）に 3 年間（2006
年 9 月－2009 年 8 月 31 日）で各々13.5 万ドルと 11.5 万ドル、総額 25 万ドルのグラントを授与。
WMU の哲学教授と DC ナノ材料研究センターの科学者から成る研究チームは、ナノテクノロジー
を人間の能力増強に利用することから生じる倫理・社会・哲学的問題を重点的に調査。世界各国の
専門家を招いた一連の非公開ワークショップの開催も予定。研究チームは 2009 年夏に、提言を盛
り込んだ報告書を発表見込み。（WMU News Release）  

 
12 月／ 
4：カナダ技術革新基金（CFI）、同国の研究インフラ整備に 4.22 億カナダドルを投資 

研究インフラへの資金供与を目的としてカナダ政府が設立した独立法人、カナダ技術革新基金
（CFI）の Eliot Phillipson 総裁が 11 月 29 日に、CFI の Leading Edge 基金と New Initiatives
基金の第一回助成金を獲得したプロジェクトを発表。CFI による衛生・天然資源・ナノテクノロジ
ー・環境等重要研究分野のプロジェクトへの投資は、近年同国で進む研究インフラ整備や世界一流
研究者の招聘を通じた科学技術情勢の変化を助長するものと期待。今回 CFI 理事会が承認した総額
約 4.22 億カナダドルは、全国 35 の大学やカレッジ、研究病院及び非営利研究機関における 86 件
のプロジェクト(New Initiatives 基金（新規案件）：46 件約 1.83 億ドル、Leading Edge 基金（既
存拡充）：40 件約 1.41 億ドル、35 機関の増分運営費約 0.98 億ドル)に交付予定。(AZONano.com) 

 
13：マックマスター大、ナノテク・バイオセンサー開発で加技術革新基金から 425 万ドル受領 

カナダ技術革新基金(CFI)が先頃、マイクロ/ナノテクのバイオセンサーや画像診断装置の開発を目
的とするグラントを、オンタリオ州のマックマスター大学に授与。金額は 425 万ドルの予定で、同
大学における世界水準のマイクロ/ナノ・システム検査施設開設のための 1,060 万ドル・イニシアテ
ィブの一部。主目的は、非侵襲的な医学的スクリーニング・プロジェクトへの資金提供で、環境用
途のプロジェクトも含まれる。同大学が行う作業の多くは初期開発段階であり、体内異常細胞を早
期に発見する錠剤サイズの装置、対象臓器系の非侵襲的スクリーニング画像診断システム、食物・
水系の病原菌検出センサー、すい臓・胃腸の腫瘍の定期的スクリーニング向け非観血画像診断装置
等が対象。(AZONano) 

 
21：イノベーション計画に照準を合わせるオレゴン州 

オレゴン革新技術審議会は、州規模の官民共同諮問委員会として 2005 年に州議会によって創設。
以来、州経済拡大のために官民の投資を活用する 善の策を、一年かけて審議。Ted Kulongoski
州知事（民主党）が先頃発表した 2007-2009 年度予算は、同審議会が提出したイノベーション計画
を全面支援するもので、オレゴン州ナノサイエンス・マイクロテクノロジー研究所への継続的投資
1,000 万ドルや、オレゴン州立大学による研究に基づいた米国初の商業規模波力発電基地開発 520
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万ドル、「バイオ経済・持続可能な技術センター」や「オレゴン州トランスレーショナルリサーチ・
創薬研究所」という 2 つの新研究センターの支援など、審議会提言へ要求額全額を計上。(SSTI 
Weekly) 

 
 
 
Ⅳ 議会・その他 
11 月／ 
29：民主党、第 110 議会で胚性幹細胞法案を復活させる意向 

ブッシュ大統領の拒否権発動により不成立に終わった胚性幹細胞研究法案が、民主党主導の第 110
議会における優先アジェンダに浮上。下院次期議長の Nancy Pelosi 下院議員（民主、カリフォルニ
ア州）は同法案を新会期開始 100 時間以内に可決するべきトップアジェンダに採用、上院次期多数
党院内総務の Harry Reid 上院議員（民主、ネバダ州）も同法案を 1 ヵ月以内に採決したいとの意
向を表明。一方ブッシュ大統領は、連邦政府予算による胚性幹細胞研究支援に真っ向から反対。大
統領拒否権を覆す為には、上院・下院の各議会で 3 分の 2 以上の票（上院 67 票、下院 290 票）が
必要で、現会期（第 109 議会第 2 会期）では下院 51 票差、上院 4 票差で拒否権を覆せず。新議会
でも拒否権を覆せる票があるかどうかは微妙。（Associated Press） 

 
12 月／ 
7：加州公益事業委員会、再生可能エネルギー証書所有権はシステム所有者に帰属と発表 

カリフォルニア州公益事業委員会（CPUC）が 12 月 6 日、再生可能エネルギー証書（REC）は、
ソ－ラー発電システム等分散型発電システムの所有者に 100%帰属するという新しい見解を発表。
CPUC は今年 11 月初旬に、REC の所有権は電力会社にあるという意見を発表したが、ソーラー発
電支持者や消費者の多くから、電力会社に REC を与えることはソーラー発電システム所有者の重
要な財源を撤廃することになるという反対意見が出されていた。今回 CPUC が発表した見解は先の
決定に逆行するもので、これにより、電力会社では、ソーラー等再生可能資源を利用する分散型発
電施設の発電量を、カリフォルニア州再生可能エネルギー使用基準（RPS）で義務づけられた自社
の再生可能資源利用電力として勘定出来なくなる。CPUC では、2006 年 12 月 7 日から 27 日まで
一般からのコメントを受け付け、2007 年 1 月 11 日の CPUC 会合でこの見解案を議論予定。
(RenewableEnergyAccess.com) 

 
20：2006 年中間選挙の結果が米国気候政策にもたらす影響 

「世界気候変動に関するピューセンター」は、2006 年 11 月の中間選挙の結果、米国で適度の気候
変動政策が成立する見込みがかなり高まったと分析。第 110 議会では、気候変動対策を概ね支持し
ている民主党が審議議題をコントロール。顕著な変化が期待されるのが上院で、 も野心的な
cap-and-trade（上限設定・取引）型温室効果ガス（GHG）法案の共同スポンサーである Barbara 
Boxer 上院議員（民主、カリフォルニア州）が上院環境・公共事業委員会の議長を、別の GHG 法
案を草稿した Jeff Bingaman 上院議員（民主、ニューメキシコ州） が上院エネルギー委員会の議
長を務める予定。また、気候変動対応策を常に支持してきた Harry Reid 上院議員（民主、ネバダ
州）が次期の多数党院内総務であることにも期待。一方下院も、上院ほど明白ではないながらも、
次期下院議長の Nancy Pelosi 下院議員（民主、カリフォルニア州）が強制的気候変動対策の支持者
であり、好転が見込まれる。GHG 規制を管轄する下院エネルギー・商業委員会の新議長は、自動
車メーカーの強力な支援者として知られる John Dingell 下院議員（民主、ミシガン州）であるが、
自動車業界に排出規制強化への対応準備を警告したと報道されており、気候変動に関する公聴会を
計画していると伝えられている。2003 年に Joe Lieberman 民主党上院議員（コネチカット州）と
共同で cap-and-trade 型 GHG 法案を提出し、2003 年と 2005 年に上院本会議での投票を強行した
共和党の John McCain 上院議員（アリゾナ州）の役割は、更に予測が難しい。2008 年大統領選の
本命と見なされている McCain 上院議員が共和党指名候補となり、気候変動法案への投票を引き続
き要求するようであれば、共和・民主両党の穏健派議員は気候変動政策に賛成票を投じ易くなる可
能性がある。ピューセンターでは、気候変動に対する一般市民の懸念増大、カリフォルニア州や北
東部諸州の気候変動対策、気候変動への対応を避けられないという米国業界の認識、米国議会にお
ける過去数年間の機運、先月の選挙結果、2008 年大統領選で McCain 上院議員が共和党指名候補
となる可能性等を考慮し、2008 年遅くとも 2010 年までには強制的気候変動政策が成立すると楽観
視。(Pew Center on Global Climate Change E-Alert 2006 Year in Review) 

 
：米国消費者、ナノテクノロジーのリスクと利益に関して中立的見解  

ライス大学のナノテクノロジー生物環境センター（CBEN）、ロンドン・ビジネス・スクール、ユニ
バーシティ・カレッジ・ロンドンの研究者等が、ナノテクノロジー製品に関する一般市民の意識調
査の結果を、論文「民衆をナノテク支持に向ける要因は何か？」で発表。Nature Nanotechnology
誌の 2006 年 12 月号掲載の同調査研究は、過去 大規模かつ も包括的なアンケート調査で、全米
から得た 5,500 以上の回答を基にして、(1)米国消費者は、衛生面や安全面での懸念があっても、潜
在的なメリットが大きい場合には、薬品・スキンローション等の特定のナノ材料含有製品の使用に
前向き、(2)消費者は、除草剤、殺菌剤、食品保存添加物、拳銃などの一般的かつ日常的な技術の方
が、ナノテクより危険であると考えている、という結果を提示。 (Nature Nanotechnology)  

< 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992号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/992/
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