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【燃料電池・水素特集】研究開発状況 

 
欧州におけるエネルギー研究の現状と展望－水素・燃料電池－ 

 

欧州委員会（EC）は2006年12月に「欧州におけるエネルギー研究の現状と展望－欧

州委員会、加盟国および非加盟国の研究開発ポートフォリオの比較検討1」と題する報

告書を発表した。 
この報告書では、原子力を除く全てのエネルギー研究領域における、欧州委員会、

EU加盟諸国の公的資金を受けた研究のマップ作りや、米国や日本との比較分析を行っ

ている。この報告書で取り上げている研究領域は、具体的には水素・燃料電池、太陽

光発電、集中型太陽熱、バイオエネルギー、風力、海洋、地熱、CO2捕捉・貯蔵など

12領域にわたる。 
本稿ではその中の「水素・燃料電池」を取り上げその全文を紹介する。他の研究領

域についても、次号以降適宜掲載していく予定である。 
 

 
 
 
 
 

 
1．概要：主な研究領域と主要国 

 

  燃料電池 水素 

研究開発領域 MCFC2、PEMFC3、SOFC4、 水素製造、水素貯蔵、 

  材料、安全基準 安全基準 

商業化 中期（2015 年～2020 年） 長期（2050 年頃） 

主要国 日本、米国、ドイツ   

期待される EU エネル

ギー政策目標への貢献 

エネルギー供給安全保障の確立を図ると同時に、気候 

変動を軽減して持続可能な開発を可能にする。 

ECの政策による後押し 
バイオ燃料に関する指令（Directive 92/81/EEC）が代替

輸送燃料としての水素の利用を推進しているが、水素と

燃料電池に関する EC 指令は現時点では出されていない。

主要加盟国 ドイツ、英国、フランス、イタリア 

 

                                                  
1 “The State and Prospects of European Energy Research Comparison of Commission, Member and 

Non-Member States R&D Portfolios” 
2 Molten Carbonate Fuel Cell：溶融炭酸塩形燃料電池 
3 Proton Exchange Membrane Fuel Cell：固体高分子形燃料電池。PEFC も略称として用いられる。 
4 Solid Oxide Fuel Cell：固体酸化物形燃料電池 

― 目 次 ― 
 

1．概要：主な研究領域と主要国 
2．EC、加盟国およびその他の国における優先研究領域

3．水素と燃料電池の研究資金 
4．評価と結論 

< 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993号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/993/
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水素と燃料電池の技術開発は今後数十年で大きく前進することが期待されている。

これらの技術は未だ初期段階にある。今後の研究により、2015 年～2020 年頃までに

少なくともニッチ市場において燃料電池の商業化が実現する見通しである。時間の経

過と技術の進歩に伴い、2035 年～2040 年頃5 には大量生産されるようになり、自動

車、発電、家庭用電化製品などの様々な用途で利用されるようになることが予想され

る。 
 

また、今後 20 年で水素のインフラ整備と水素製造技術の開発が進むことも予想され

る。2020 年以降は、「水素経済6」の構築に向けて、水素インフラの拡充と統合、再生

可能エネルギーからの水素製造と炭素隔離の促進に研究の重点が置かれる見通しであ

る。 
 
2．EC、加盟諸国およびその他の国の優先研究領域 

 
以下は水素に関する研究開発（EC RTD）7の戦略的研究領域である。 

クリーンな製造 
既存のプロセスと新しいプロセスを活用して、費用対効果の高い水素製造方法を開発し、

技術・社会・経済的側面から評価する。研究の多くは様々な再生可能エネルギー技術を用

いた水素製造に重点を置いている。再生可能エネルギーから水素を製造しようとする取り

組みは、様々なバイオマス原料を用いた研究開発を中心としており、その多くは SOFC な

どの高温型燃料電池に適用されている。FP68 では、エネルギー効率と費用効率に優れた

方法によって水素を豊富に含むガスを生産するプロジェクトが行われている。また、バイ

オマスや農業残渣物から発電が可能な SOFC を生産するための研究開発も行われている。 
貯蔵 

画期的なソリューションに繋がるハイブリッド貯蔵システム等の革新的手法の開発 
基礎材料 

電解槽と燃料プロセッサー用の機能性材料、水素の貯蔵、分離、精製に用いる新材料 
安全性 

EU および世界レベルの法規制と安全基準の整備に必要な前標準化段階の研究開発 
水素エネルギー経済への移行準備 

EC が資金拠出する燃料電池システム領域の研究は以下を目的とする。 
・ コスト削減と性能向上 
・ 耐久性と安全性：定置用および輸送用燃料電池システムの耐久性と安全性を高める。 

                                                  
5 HyNet 2004: HyNet – Towards a European Hydrogen Energy Roadmap 
6 IPHE：International Partnership for the Hydrogen Economy（水素経済のための国際的パートナー

シップ） 
7 EC 2003b: European Hydrogen and Fuel cells projects 1999-2002 
8 編集部注 FP6：第 6 次欧州研究開発フレームワーク計画（期間：2002～2006 年）。その前が FP5。

FP7 が 2007 年 1 月より始まっている。 
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・ 材料とプロセスの開発 
・ モデル化、テストおよびキャラクタリゼーションに加えて、燃料電池部品とサブシス

テムの 適化と簡素化を行う。 
・ 長期的目標：2020 年を目途に様々な用途での商業化を実現させる。 

図 1 世界の水素・燃料電池技術開発（2000 年～2050 年） 

 
CUTE プロジェクトは、欧州が一致協力して水素と燃料電池の研究に取り組んでい

る顕著な事例であり、これらの技術がもたらす経済・社会・環境面の恩恵を欧州諸国

が 大限に活用できるようにすることを目的としている。このプロジェクトは、欧州

全域で燃料電池バスの実証試験を行っており、技術の浸透を促している。燃料補給ス

テーションの整備により、既存インフラの枠内において水素と燃料電池技術の統合が

進むことが予想される。このプロジェクトの総費用は 5,240 万ユーロであり、このう

ち 1,860 万ユーロを EC が拠出している。 
 

CUTE プロジェクトの一環として、欧州の主要 8 ヵ国から政府と民間の利害関係者

が集まり、異なる気候、地形および交通事情の下で水素のインフラ整備と燃料電池バ

スの実証を進めるための取り組みが行われた。以下はその目標である。 
・ 様々な条件下で燃料電池バスの運転データを収集し、水素製造設備の分散的な運転

を行う。 

化石燃料経済 水素経済 

RTD 実証、ニッチ市場での実用化 市場浸透 
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・ 自動車燃料用の水素製造方法を幅広く模索する。 
・ 新しい小型水蒸気改質器の運転から経験を得る。 
・ 水素ステーションとオンボード水素ガスシリンダーに用いる圧力 350 バールクラ

スの水素技術の開発 
このプロジェクトは 2001 年 11 月に開始され、2006 年 5 月まで行われる。燃料電

池バスの実証試験は欧州の主要都市で成功を収めており、水素製造とバス本体の費用

および効率性の評価・実証が順調に進められている。また、このプロジェクトは、技

術に対する国民意識と社会的受容度の向上にも貢献している。運転によって得られた

データはさらなる技術開発に役立てられる。 
 

このプロジェクトは、 
・ 現実の使用条件下で燃料電池バスの大規模な実証試験を行っており、燃料電池と水

素技術の受容可能性を高めることに貢献している。 
・ 水素のインフラ整備を推進している（水素補給ステーション等）。 
 

水素と燃料電池の研究開発の連携を目指す主要イニシアティブの一つに「欧州水

素・燃料電池技術プラットフォーム（European Hydrogen and Fuel Cells Technology 
Platform）」がある。同プラットフォームは、燃料電池と水素のエネルギー・システム

ムと部品の開発を促進・加速化させることを目的として 2004 年 1 月に立ち上げられ

た。同プラットフォームは欧州における研究の実効性を高めることを目指しており、

欧州の共通ビジョンと首尾一貫した戦略的枠組みを構築し、研究の成果を技術に活か

して、研究開発に対する官民の投資を促すことに取り組んでいる。 
 
欧州水素・燃料電池技術プラットフォームは「戦略的研究行動計画（Strategic 

Research Agenda：SRA）」を展開し、欧州において水素と燃料電池の包括的な戦略的

研究を進めていくための指針としている。SRA は、欧州の強みと弱みを基に研究開発

に対する投資の優先順位を明示しており、短期研究計画（～2010 年）、中期戦略（～

2030 年）および長期戦略の見通し（～2050 年）を盛り込んでいる。 
 

また、欧州水素・燃料電池技術プラットフォームは、燃料電池の商業化と水素のイ

ンフラ整備を促進するための展開戦略（Deployment Strategy）を作成している。欧

州の研究目標達成を確実なものにするべく、展開戦略は SRA の目標およびタイムライ

ンに沿ったものになっている。欧州水素・燃料電池技術プラットフォームは、欧州の

研究領域における主要な利害関係者（研究界、産業界、公共機関および行政機関、経

済界、一般市民）を一堂に集め、欧州が持つ専門知識を活かして投資家の多様な関心

に応えている。このプラットフォームは、EU、加盟国および地域における研究の連携

を促すと同時に、欧州全体の研究目標達成と欧州研究領域（European Research 
Area：ERA）の進展に寄与している。 
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水素と燃料電池に関する主要加盟国（英国、フランス、ドイツおよびイタリア）の

主な優先研究領域は、EC の優先研究分野とほぼ同じである。 
水素 
・ 欧州諸国：水素の製造および貯蔵の技術開発に重点を置いている。水素貯蔵技術の

中でも、金属水素化物への貯蔵は水素のインフラ整備と並んで欧州の主要研究領域

である。 
・ 英国：水素製造技術と金属水素化物への貯蔵技術が主な研究領域である。 
・ イタリア：化石燃料からの水素製造と金属水素化物への水素貯蔵が主な研究領域で

ある。 
・ フランス：水素製造技術と新しい水素貯蔵材料の開発に重点が置かれている。 
・ オランダ：水素製造技術の開発が主な研究領域である。水素の処理と貯蔵技術の研

究も行われている。 
・ スイス：水素製造（水の太陽熱及び光電分解に強みを持つ）と水素貯蔵が主な研究

領域である。 
・ スペイン：水素製造（再生可能エネルギー、原子力または化石燃料）と水素貯蔵に

重点が置かれている。 
 

燃料電池 

主な研究目標はコスト削減と耐久性・信頼性の向上によって商業化を促すことであ

るが、実際には欧州の多くの国々が自国の能力や企業の関心の度合いに応じて様々な

燃料電池技術を研究している。例えば、ドイツでは多数の技術系企業（Vaillant 社と

Ballard 社の PEM、MTU 社の MCFC など）と自動車会社（Opel 社、Daimler Chrysler
社など）が燃料電池の開発に取り組んでいる。 
 
・ 英国：SOFC と PEM の技術開発に重点が置かれている。 
・ フランス： PEM 燃料電池の開発（燃料電池に対する資金拠出の約 80%）が主な

研究領域である。 
・ イタリア：PEM および MCFC の技術開発に重点が置かれている。 
・ ドイツ：自動車用、定置用および可搬用などの全ての主要用途に適用される様々な

燃料電池技術が開発されている。また、欧州諸国向けの燃料電池と水素の部品開発

も行われている。 
・ オランダ：PEM および SOFC の技術開発に特に重点が置かれている。 
・ スイス：PEM および SOFC の技術開発が主な研究領域である。 
・ スペイン：PEM 燃料電池と高温型燃料電池（SOFC および MCFC）の技術開発に

重点が置かれている。 
 

欧州全域で以下の課題に関する分野横断的研究が盛んに行われている。 

< 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993号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/993/
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・ 安全性 
・ 規格・基準 
・ 水素と燃料電池の技術に対する意識向上と受け入れ態勢の整備 

ドイツでは、2002 年 6 月に開始された「クリーン・エネルギー・パートナーシップ」

が水素と燃料電池の主要な研究を担っている。ドイツ連邦政府の「持続可能なエネル

ギー戦略：Sustainable Energy Strategy for Germany」は、このプロジェクトに総額

3,300 万ユーロを投資している。このプロジェクトは、今後の指針となりうる取り組み

として位置付けることができる。その理由は、燃料電池自動車の大規模な実証試験を

行っていること、技術の改善とインフラ整備を促進していること、そして技術に対す

る国民意識と受容性を高めていることにある。 
 
ドイツの「クリーン・エネルギー・パートナーシップ9」は、CUTE プロジェクトに

沿って水素と燃料電池の技術開発を進めることを目指している。主な自動車メーカー

（BMW 社、Daimler Chrysler 社、Ford 社、GM/Opel 社）は、Aral 社、Linde 社、

Hydro 社、TOTAL 社、Hydro Berlin Public transport(BVG)社、Vattenfall 社などと

連携して水素自動車 16 台と水素補給ステーション 1 ヵ所の実証試験に取り組んでい

る。この実証プロジェクトは 2004 年 11 月に開始され、5 年間継続される予定である。 
 
このプロジェクトは以下を目標としている。 

・ 開発の容易な一連の技術システムの実現可能性を明らかにする。 
・ 商業的な水素ステーションの稼動により、再生可能エネルギーを使用した水素の量

産と販売の実現可能性をテストする。 
・ 迅速な水素補給の実現 
・ 高性能自動車が日常的に（ごく容易に）使用でき、また連続生産により高い品質を

持つ事を実証する。 
・ 新エネルギーのインフラ整備と水素自動車の利用に関わる行政ツールと認可プロ

セスを 適化する。 
 

このプロジェクトは以下の理由から今後の指針となりうる取り組みとして位置付け

ることができる。 
・ 大規模な燃料電池車の実証試験により、国民意識が高められる。 
・ 水素のインフラ（水素補給ステーション）整備が促進される。 
 

技術開発、燃料電池の商業化および水素のインフラ整備の点において、欧州全域、

日本および米国の主な研究目標には共通点が多い。 
 

・ EC が資金拠出するプロジェクトの研究目標は、米国や日本が掲げる内容と比べて

                                                  
9 http://www.cep-berlin.de/ 
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より一般的であることが多い。 
・ プロジェクト目標が達成できなかった場合または達成が遅れた場合、EC のプロジ

ェクトは米国や日本のプロジェクトほど厳格な罰則規定を定めていない。 
・ 米国と日本ではプロジェクトの審査と監視がより厳格に行われている。また、プロ

ジェクト目標が達成される見込みがないと判断された結果、当該プロジェクトへの

資金投資が中断された事例もある。 
 

欧州全体、米国および日本は燃料電池の開発段階に応じた効率性とコストの目標を

明確に設けている10。EC が戦略的研究行動計画（Strategic Research Agenda：SRA）

の中で掲げる欧州の研究目標は、米国と日本の目標と多くの点で一致している。 
 

以下は米国における水素の重点研究領域（Priority Areas for Research）である。 
・ 水素製造と輸送技術－再生可能エネルギーからの水素製造、低価格で安全性と効率

性に優れた水素輸送技術の開発 
・ 水素貯蔵技術－金属水素化物、炭素材料、化学的貯蔵の研究に重点が置かれている。 
・ 安全基準 
・ インフラの妥当性評価、教育およびシステム分析 
 

以下は米国における燃料電池関連の重点研究領域である。 
・ 輸送用燃料電池システム－コンプレッサー／エキスパンダー技術の開発、温度と水

分の管理技術、システム分析 
・ 分散電源用／定置用システム－バックアップ用またはピークシェービング用発電

システムの開発、分散電源用高温水素分離膜の開発 
・ サブシステムと部品－オンボード燃料改質器の開発と起動時の性能向上 
 

DOE の EERE（Office of Energy Efficiency and Renewable Energy：エネルギー

効率・再生可能エネルギー局）が行う「FreedomCAR 及び燃料パートナーシップ(Fuel 
Partnership)」は、燃料電池自動車と水素インフラの大規模な実証と開発を行ってい

ることから、今後の指針となりうるイニシアティブとして位置付けることができる。

このイニシアティブは、技術の実地調査と優先すべき研究開発の提言も行っており、

技術開発の促進と今後の研究の方向づけにも貢献している。 
 
米国の「FreedomCAR 及び燃料パートナーシップ11」は、DOE とエネルギー会社

の共同の取り組みである。エネルギー会社の中には、BP America 社、Chevron 社、

Conoco Phillips 社、ExxonMobil 社、Shell Hydrogen 社（米国）が含まれている。ま

                                                  
10 METI (2003): Japan’s Approach to Commercialisation of Fuel Cell / Hydrogen Technology, DOE 

2005: Multi-Year Research, Development, and Demonstration Plan 
11 http://www1.eere.energy.gov/vehiclesandfuels/about/partnerships/freedomcar/index.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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た、米国自動車研究評議会（US Council for Automotive Research：USCAR）のパー

トナー（Daimler Chrysler 社、Ford Motor 社、General Motors 社）も参加している。

米国政府の水素燃料イニシアティブと FreedomCAR パートナーシップ（2002 年開始）

は、2008 年までに 14 億ユーロを水素燃料電池、水素製造、インフラ整備および高度

な自動車の技術開発に投入し、2020 年までの燃料電池商業化を目指している12。 
 
以下はこのパートナーシップの目標である。 

・ 技術ロードマップの共同作成 
・ 技術的必要事項の見極め 
・ 優先すべき研究開発の提言 
・ 研究開発活動の監視 
 

このパートナーシップは、従来の内燃エンジン／AT システムのコストに匹敵する信

頼性の高いシステムを開発し、燃料電池を動力源とするパワートレインに適用するこ

とを目指している。 
 

自動車の構造とシステムを軽量化するためには、大量生産を視野に入れた材料と製

造技術の開発を目指す必要があり、次の各点を同時に満たすものでなければならない。 
＞自動車の構造とサブシステムの重量を 50%削減する 
＞低価格化 
＞リサイクル可能または再生可能な材料の利用促進 

 
このプロジェクトは、 

・ 燃料電池車の大規模な実証試験と水素のインフラ整備を盛り込んでいる。 
・ 必要となる研究の特定と優先事項の提言により、水素と燃料電池関連の将来の研究

開発を方向づけている。 
 
以下は、日本における水素と燃料電池の重点研究領域である。 

・ 燃料電池の基本性能の向上－資金の大半は PEM 燃料電池の開発に投入されている。

高温型燃料電池技術、燃料電池用のガス精製技術および高温運転用の処理能力の高

い水素分離膜の研究も行われている。 
・ 水素の技術研究－水素の製造と輸送の効率性向上、水素貯蔵材料の開発、水素関連

部品の開発および水素インフラの安全性評価 
・ パブリック・アクセプタンスを得るための取り組み 
・ 水素と燃料電池に関わる規範・法規制・基準の整備 

                                                  
12 ホワイトハウスのプレスリリースを参照：

http://www.whitehouse.gov/news/releases/2005/05/20050518-4.html 
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JHFC（後出）は、日本で行われている水素と燃料電池の主要な実証プロジェクトの

一つである。このプロジェクトは燃料電池車の大規模な実証試験と水素燃料補給のイ

ンフラ整備を包含している。この取り組みにより、燃料電池の技術開発が促進される

と同時に、既存インフラ内への水素インフラの統合が進むことが予想される。 
 

JHFC13（水素・燃料電池実証プロジェクト）は、日本初の大規模な燃料電池実証計

画であり、燃料電池実証計画に加えて燃料電池自動車用水素供給設備実証研究が盛り

込まれている。このプロジェクトは 2002 年から 2005 年まで行われ、年間およそ 1,800
万ユーロ（2002 年時点）が投入された。 

2003 年には、自動車メーカー8 社の燃料電池自動車（FCVs）と商業用燃料電池バ

スが公道走行試験に参加した。この試験では、走行性能、信頼性、環境特性、燃費な

どの市街地走行データと水素ステーションの使用データが収集・評価された。 
 

このプロジェクトでは、脱硫ガソリン改質、ナフサ改質、LPG 改質、液体水素貯蔵、

メタノール改質、高圧水素貯蔵、アルカリ水電解、灯油改質および都市ガス改質を利

用した 9 ヵ所の水素ステーションが用意され、プロジェクトに参加した燃料電池自動

車で運用と評価が行われた。2002 年には液体水素製造設備が設計された。 
 

以下はこのプロジェクトの主な成果である。 
・ 燃料電池自動車と水素ステーションの省エネルギー効果の明確化（CO2 排出削減と

効率） 
・ 燃料電池自動車と水素ステーションの環境負荷低減効果（CO2 以外）の明確化 
・ 燃料電池自動車と水素ステーションの安全性に係る規格、法規、基準の作成のため

のデータ収集 
・ 燃料電池自動車と水素ステーションの社会的認知度向上のための活動 
・ 燃料電池自動車と水素ステーションの導入に関わる課題の明確化 
・ 副生成ガスからの効率的水素回収と効率的液化技術の開発実証 
 

このプロジェクトは、 
・ 燃料電池自動車の大規模な実証試験を含むため、社会的認知度を高めることに繋がる。 
・ 水素供給インフラの整備を含んでおり、既存インフラへの統合に寄与している。 
 

中国14は、燃料電池と水素の研究における新興国である。主な研究領域は、自動車用

PEM 燃料電池の開発と水素の製造・貯蔵技術の開発である。メタノール直接形燃料電

池と SOFC の領域でも様々な研究機関による研究が行われている他、水素タービン、

                                                  
13 http://www.jhfc.jp/ 
14 IEA 2005: Issues and Opportunities for International Collaboration in Energy Science and 

Technology：The Chinese Perspective, IEA AEGSET Workshop 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
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水素燃料電池およびハイブリッドシステムの開発も行われている。 
 

第 10 次 5 ヵ年計画（2001 年～2005 年）の期間中、中国科学技術部（Ministry of 
Science and Technology：MOST）は、電気と燃料電池を動力源とする高度なハイブ

リッド自動車15の開発を目的とする 8,240 万ユーロの研究開発計画を承認した。中国政

府はこの計画を通じてバスなどに利用する自動車用 PEM 燃料電池と水素製造・貯蔵

技術の研究を推進し、国内自動車産業を支援することを目指している。また、メタノ

ール直接形燃料電池、SOFC および MCFC の研究も行われている。さらに、MOST
は 1997 年 3 月に開始された 973 計画も行っており、水素貯蔵材料、燃料電池の電解

質膜と触媒に関する基礎研究が進められている。この計画には 280 万ユーロが拠出さ

れている。 
 
3．水素と燃料電池の研究資金 

 
EC が資金拠出する研究 

欧州委員会が資金拠出する水素と燃料電池関連の研究は、水素と燃料電池の技術と

システムを開発するための基礎研究が中心である。FP5 と FP6 では、少なくともある

程度まで、全ての主要な技術および応用が研究の対象となっている。技術の開発は比

較的遅れており、 良の技術が明確に特定されるまでには今なお多くの研究（基礎お

よび応用研究）を要する。“Virtual Power Plant”や“CUTE”などの実証プロジェク

トは、技術に対する国民意識を調査し、向上させることに寄与している。 
 
FP6 では、水素と燃料電池の研究にほぼ均等に資金が配分されている。このことは、

燃料電池の研究に資金の大半が投入された FP5 と比べると大きな変化である。現時点

で利用可能なデータから見て、FP6 では燃料電池プロセッサーと MCFC に関連したプ

ロジェクトへの資金投入は行われていない。FP6 では、水素と燃料電池の技術開発に

それぞれ約 1 億 2,570 万ユーロと 1 億 5,390 万ユーロが投入されている（EC の“DG 
Research”、“DG TREN”などの各部からの資金拠出を含む。しかし、社会経済的側

面に関連した一部のプロジェクトは除外される。これらのプロジェクトは、本報告書

の他の章「社会経済的研究」で取り上げられている。） 
 
この 2 つの領域はいずれも、現在までに EC が FP6 の下で非原子力エネルギー

（NNE）技術に拠出した資金の半分近くを受領している。このことは、将来のエネル

ギー目標に到達する上でこれらの技術が如何に重要であるかを示している。 
 

                                                  
15 FUEL CELL TODAY 2003: Fuel Cells in China – A Survey of current Developments, FUEL 

CELL TODAY 
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燃料電池の領域では、資金の大半が PEM 燃料電池技術と輸送用途への適用に投入

されている。また、SOFC も大規模な資金投資が行われている技術領域である。PEM
燃料電池と燃料電池自動車の研究に対する多額の資金投入は、欧州の電力および自動

車会社がこの技術に高い関心を持っていることの表れである。これらの領域への資金

拠出の合計は、燃料電池に対する EC の資金拠出の 75%以上を占める。一方、日本も

燃料電池への資金拠出のおよそ 65%を PEM 燃料電池に投入している16。 
 

水素の領域における研究は、水素製造技術の開発に重点が置かれている。この技術

分野では、再生可能エネルギーからの水素製造が研究の中心となっている。また、水

の熱化学分解による水素製造（FP5 では全く取り上げられなかった分野）と水素貯蔵

技術の研究も行われている。水素貯蔵技術に関しては、金属水素化物の開発と自動車

に用いる水素貯蔵技術の開発に重点が置かれている。さらに、規範・基準の整備にも

資金が割かれている。 
 
EU 加盟国レベルの研究 

欧州で水素と燃料電池技術の研究を行っている主な国は、ドイツ、英国、イタリア

およびフランスである。 
 
主要加盟国の資金拠出に関するデータは、報告書の作成時点で全てが明らかになっ

ているわけではない。しかし、概略値を算出すると、水素と燃料電池に対する EC の

資金拠出が欧州全体の資金拠出のおよそ 20%を占めているとするならば、欧州におけ

る水素・燃料電池研究の主要 4 ヵ国による資金拠出は、EU の総資金拠出のおよそ 57%
に相当すると考えることができる。 

 

図 2 欧州全域、米国および日本における水素・燃料電池技術開発への資金投資 

                                                  
16 British Embassy 2003: Fuel Cell Development in Japan; An Outline of Public and Private Sector 

Activities 

百
万
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ー
ロ

< 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993号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/993/



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.993,  2007.1.24 

12  

 

欧州の主要 4 ヵ国17の中で、ドイツの国と州による資金投資は も大きく、2005 年

は 7,200 万ユーロが投入されたと推計されている18。次に投資額が大きいのはフランス

であり、2005 年は 6,000 万ユーロが投入された（燃料電池に 4,000 万ユーロ、水素技

術に 2,000 万ユーロ）。水素と燃料電池を合わせた投資額がおよそ 1,000 万ユーロに過

ぎなかった 1999 年の数字から見ると大きく増加していることが分かる。英国とイタリ

アの年間投資額はいずれも約 3,000 万ユーロである。 
 
米国および日本の研究 

水素と燃料電池の研究開発に対する米国の総資金拠出額は、2004 年に 1 億 9,590 万

ユーロ、2005 年に 2 億 3,920 万ユーロ、そして 2006 年には 2 億 4,210 万ユーロに達

した19。資金額は 2005 年と 2006 年に増加しており、これらの研究開発領域に大きな

重点が置かれていることを示している。水素の領域においては、資金の大半が製造、

輸送および貯蔵の研究開発に投入された。燃料電池の領域においては、主要な研究領

域であるスタック部品の研究開発と技術の実証に資金の大半が投入された。米国では、

水素と燃料電池に投入された資金のうち輸送技術への投資が 3 分の 1 以上を占めてい

る。2006 年には 8,300 万ユーロを超える資金が燃料電池自動車の研究開発に充当され

た。 
 

日本では、METI（経済産業省）と NEDO による燃料電池と水素への拠出額が 2005
年に 2 億 5,490 万ユーロとなり、米国を若干上回った。拠出額はここ数年で増加して

いる。2004 年に METI が燃料電池の研究に投入した資金は 2 億 3,690 万ユーロに上っ

た。その大半は PEM 技術の開発に使われ、残りの資金は高温型燃料電池の技術開発

に使われた。水素の研究領域では、NEDO の「水素安全利用等基盤技術開発」プロジ

ェクトに資金が集中している。このプロジェクトは 2003 年に開始され、2007 年まで

継続される予定である。2003 年に 3,240 万ユーロであったプロジェクト資金は 2004
年に 4,340 万ユーロに増加している。 
 

                                                  
17 英国、フランスおよびイタリアの数字は政府の資金拠出に関するものであり、これらの国々の予備調

査に基づいている。 
18 ドイツの資金拠出に関する数字は 2003 年 6 月 18 日に発表された“Fuel Cells in Germany – A survey 

of current developments(FUEL CELL TODAY)”の試算に基づいている。これによると、水素と燃料

電池に対するドイツの年間拠出額はおよそ 8,000 万～9,000 万ユーロである（中央政府、州政府および

EC の資金拠出を含む）。この数字は、EU の資金拠出を全体の 20%と仮定して調整されている。 
19 米国 DOE の EERE 基礎エネルギー科学輸送関連部門からの資金拠出を含む。また“FreedomCAR and 

Vehicle Technologies programme”への資金拠出も含む。DOE の化石燃料局、核エネルギー関連部局

および米国防総省からの資金拠出は除外される。 
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4．評価と結論 
 
日本、欧州および米国における燃料電池の研究は、PEM 燃料電池と燃料電池自動車

の開発に重点が置かれている。米国では、スタックや燃料プロセッサーを含む燃料電

池の部品開発にも大規模な資金が投入されている。また、いずれの地域においても限

定的ではあるが SOFC と MCFC の技術開発も行われている。欧州における主要な燃

料電池研究国であるドイツでは、資金の 50%以上が PEM 燃料電池の技術開発に使わ

れている。残りの資金は、MCFC と SOFC の研究にほぼ均等に配分されている。フラ

ンスでは、資金の大半（約 80%）が PEM 燃料電池関連の研究に集中しており、残り

の資金は高温型燃料電池の開発に使われている。さらに、材料と部品の研究も行われ

ており、その資金はこれらの技術領域の中に含まれている。英国では、主に PEM と

SOFC の開発が主な研究領域である。また、燃料電池の材料と部品の開発にも力が入

れられている。 
 
中心的技術 

  重要領域 EC1 米国 2 日本 3 ドイツ 4 フランス 6 英国

PEM、自動車用途             

SOFC             

MCFC             

材料と部品（スタックと             

プロセッサーを含む）5             燃
料

電
池

 

その他の燃料電池研究             

製造             

貯蔵             

その他の水素研究             水
素

 

(安全性と基準を含む)             

■高比率（水素／燃料電池への資金拠出の 30%以上）■中比率（同 15%以上）■限定的（同 15%以下） 
1  EC の FP6 に基づく。報告書作成時点で利用可能な 新のデータに基づく。 
2 FY2005 のデータに基づく。 
3 燃料電池の分析は 2005 年の利用可能なデータに基づく。水素に関しては、製造および貯蔵技術

の研究も行われているが、主にインフラ整備と水素の安全性に研究の重点が置かれている。正確

な資金の内訳は報告書作成時点では明らかになっていない。 
4 ドイツでは水素技術への資金拠出が極めて少ないため、ここでは示されていない。 
5 EC、ドイツ、フランスにおける材料と部品への資金拠出のデータは、他の燃料電池技術への資金

拠出に含まれているため、ここでは示されていない。したがって、この分野への資金拠出が行わ

れていないと誤解しないように注意が必要である。 
6“Plan d’Action Nationale sur l’Hydrogène et Piles à Combustible（National Action Plan on 

Hydrogen and Fuel Cells：水素・燃料電池行動計画）”に基づく。 

 
水素の領域においては、EC が水素の製造と貯蔵技術に重点を置いた研究を行ってい

る。この他、安全規則の整備や共同研究と知識の共有を促進するためのネットワーク

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート993号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/993/



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.993,  2007.1.24 

14  

作りも行われている。また、米国も水素の製造と貯蔵技術の開発に重点を置いており、

再生可能エネルギーを含む多様な資源から水素を製造し、軽量で低コスト且つ効率的

な水素貯蔵システムを開発することを目指している。水素の安全性、教育、国民意識

などの課題に対しては、EC ほどの資金投資は行われていない。 
 

フランスは、電気分解または熱化学サイクルによる高温下の水素製造の研究に特に

力を入れている。また、水素のインフラ整備にも多額の資金投資を行っている。水素

貯蔵技術の研究資金は、自動車用オンボード水素貯蔵の開発にも使われている。英国

では、水素製造と貯蔵技術の改良に関する研究が重点的に行われている。 
 
日本では「水素安全利用等基盤技術開発」と題する計画が行われている。この計画

は、水素実用化時の安全性、水素のインフラ整備、高効率で低コストの水素技術開発

を始めとする課題の研究を目的としている。EC は、水素と燃料電池の様々な技術研究

に加えて、CUTE などの大規模な実証プロジェクトにおける水素のインフラ整備に力

を注いでいる。水素と燃料電池の実用化が近づくに従って、規範・基準の作成やイン

フラ整備などの課題により重点的に取り組み、これらの技術を市場に迅速に導入して

いく必要がある。 
 
資金拠出 

水素と燃料電池を合わせた欧州の資金拠出は、米国と日本を上回っている。欧州で

は年間およそ 3 億 5,000 万ユーロの公的資金が拠出されているが、米国と日本ではそ

れぞれ年間 2 億 4,000 万ユーロと 2 億 5,500 万ユーロが拠出されているに過ぎない。

しかしながら、これらは公的資金のみに関する数字であるため、このデータだけを基

に結論を導き出すことは出来ない。米国と日本では大規模な民間投資が行われており、

その額は欧州を凌ぐ可能性があると考えられている。 
 
EC、ドイツ、英国、フランスおよびイタリアはいずれもこれらの技術に大規模な資

金投資を行っている。欧州全域、米国および日本では、ここ数年で水素と燃料電池に

対する資金投資が増加しており、今後もこの傾向が続くことが予想される。世界全体

では、資金の大半が PEM 燃料電池の開発に投入されている一方、定置用の MCFC や

SOFC の技術開発にも資金が使われている。水素の領域では、製造と貯蔵技術の長期

的研究に資金が投入されている。日本は水素のインフラ整備にも大規模な資金投入を

行っている。また、EC では予算の 25%以上をネットワークの整備と 終用途の研究

に配分している。 
 
研究と技術開発 

二国間または多国間協定は別として、IPHE と IEA は利害関係者が研究の進捗状況

に関する情報やそれぞれの知識を共有するための中心的フォーラムとなっている。こ
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れらのフォーラムは、燃料電池の開発と商業化を妨げている共通の障壁に取り組むた

めの共同研究を推進する上で極めて重要な役割を果たすものとして認識されている。

IEA の水素連携グループ（hydrogen coordination group）は、各加盟国の研究開発計

画を審査して優先事項と格差を明らかにし、共同研究が可能な領域を見出すことを目

的としている。 
IEA による水素の研究は、様々な製造技術、固体および液体の水素貯蔵材料、安全

性の課題、総合システムの開発を中心としている。また、燃料電池の領域では、MCFC、

PEMFC および SOFC の開発が目標とされている。さらに、輸送用、定置用および可

搬用などの様々な適用分野における商業化の評価も視野に入れられている。 
 

安全性に関する規範・基準の整備は共同研究が期待される重要な領域である。 
 
出典：The State and Prospects of European Energy Research 
http://ec.europa.eu/research/energy/pdf/portfolios_report_en.pdf 
 

翻訳・編集：山本 かおり 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート993号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/993/
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【燃料電池・水素特集】定置用燃料電池 データベース 

 

米国における定置用燃料電池の設置状況 
 

  米国における定置用燃料電池に関する も包括的なデータベースとしては、燃料電

池の開発や商業化を促進する非営利教育機関である“Fuel Cell 2000”が作成している

“Fuel Cell Installation database”があり、web から誰でもアクセスできる 1。この

データベースには、定置用燃料電池の個々の設置事例について、設置場所、設置者、

稼働日、形式、規模、製造事業者などの基本情報が掲載されている。 
以下ではこのデータベースへの掲載情報を集計し、米国における定置用燃料電池の

設置状況を紹介する 2。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

数値出所：“Fuel Cell Installation database”への登録情報を基に集計 
2007 年 1 月 11 日段階 

図 1 米国における定置用燃料電池の設置状況（型式別） 

 
2007 年 1 月 11 日段階で、米国では 372 基の燃料電池が設置（稼働中および計画中）

されている。図 1 に型式別 3 の設置台数を示すが、固体高分子形（PEM）4 が も多

く 153 基（全体の約 41％）、次いでリン酸形（PAFC）5 が 113 基（同約 30％）と多

                                                  
1 http://www.fuelcells.org/info/databasefront.html 
2 このデータベースには米国だけではなく、世界中の固定型燃料電池が掲載されている。世界全体の数

値については、参考として本稿の 後に掲載した。 
3 燃料電池の型式など基本的な事項は下記の NEDO の URL をご参照下さい。 

http://www.nedo.go.jp/nenryo/denchi/index.html 
4 PEM：固体高分子形（Polymer Electrolyte Fuel Cell：PEFC 又は Proton Exchange Membrane Fuel 

Cell：PEMFC） 
5 PAFC：リン酸形（Phosphoric Acid Fuel Cell：PAFC） 
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く、溶融炭酸塩形（MCFC）6 が 47 基（同約 13％）、固体酸化物形（SOFC）燃料電

池 7 が 26 基（同約 7％）、その他の型式 8 が 14 基となっている 9。 
 
図 2 では設置年別の設置台数の推移を示す 10。PAFC は 1990 年代に大量に設置され

ているが、2000 年代に入っても毎年 10 基弱程度コンスタントに設置されている。一

方、 近注目を集めている PEM については、2000 年代に入ってから普及が拡大し、

2002 年以降は毎年 30 基程度が新たに設置されている。MCFC については、2003 年

以降毎年 10 基前後が新たに設置されてきている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

数値出所：“Fuel Cell Installation database”の登録情報を基に集計 

2007 年 1 月 11 日段階 

図 2 米国における定置用燃料電池の設置状況（設置年別推移） 

 
図 3 は、型式別に設備の規模の分布を示したグラフである。PEM や SOFC が 5kW

未満の小型の設備の割合が高いことに対し、PAFC や MCFC は 5kW 以上の比較的大

規模な設備が多いことが読み取れる。 

                                                  
6 MCFC：溶融炭酸塩形（Molten Carbonate Fuel Cell：MCFC） 
7 SOFC：固体酸化物形（Solid Oxide Fuel Cell：SOFC） 
8 その他の型式の燃料電池としては、アルカリ形燃料電池（Alkaline Fuel Cell：AFC）、ダイレクト・

メタノール形燃料電池（Direct methanol fuel cell：DMFC）などがある。 
9 形式不明分（19 基）があるため、合計値が一致しない。 
10 2006 年に設置台数が大きく減少しているが、これはデータの登録が遅れているためと推測される。 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート993号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/993/
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数値出所：“Fuel Cell Installation database” の登録情報を基に集計 

2007 年 1 月 11 日段階 

図 3 米国における定置用燃料電池の設置状況（型式別の規模別割合） 

 
また、“Fuel Cell Installation database”以外のデータベースでは、国防総省（DOD）

が、DOD の家庭用 PEM デモンストレーション・プロジェクトによって設置された燃

料電池のリストを管理している 11。住宅用 PEM デモンストレーション・プロジェクト

は、軍用施設における、国内で製造された住宅用の規模の固定式の固体高分子形燃料

電池(PEM)、を実証するために、360 万ドルの予算で 2001 年会計年度から始まった。

その後は、2002、2003、2004 会計年度にそれぞれ、340 万ドル、430 万ドル、240 万

ドルの資金提供が行われたものである。 
 
 

参考：世界の定置用燃料電池の設置状況 

“Fuel Cell Installation database”には、米国内の情報だけではなく、欧州や日本

を含む世界の定置用燃料電池の情報が収録されている。米国以外の情報がどの程度網

羅的に収録されているかが不明であるが、本稿では参考として以下で概略を紹介する。 
 
“Fuel Cell Installation database”の掲載データを集計すると、2007 年 1 月 11 日

段階で、世界全体で 819 基の定置用燃料電池が設置されている。 
形式別に見ると、PEM が も多く 352 基（全体の約 43％）、次いで PAFC が 226

                                                  
11  設置リストは web 上で閲覧可能である。http://dodfuelcell.cecer.army.mil/res/site_list.php4。ただ

し 新情報は 2004 年。 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.993,  2007.1.24 

19  

基（同 28％）で、SOFC が 103 基（同 13％）、MCFC が 92 基（同 11％）などとな

っている（図 4 参照）。これは、SOFC と MCFC の順序が入れ替わっている以外は米

国内のみのデータとほぼ同様の傾向である。 
国別に見ると、米国 372 基、日本 181 基、ドイツ 106 基が多くこの 3 ヵ国で全体の

約 8 割を占めている。その他の国では欧州諸国（フランス 23 基、イタリアおよびイギ

リスがそれぞれ 15 基、オランダ 13 基など）およびカナダ（18 基）でそのほとんどを

占めている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

数値出所：“Fuel Cell Installation database” の登録情報を基に集計 
2007 年 1 月 11 日段階 

図 4 世界の固定式燃料電池の設置状況（型式別内訳） 

 
翻訳・編集：NEDO 情報・システム部 

（出典： SRI Consult ing Business  Inte l l igence  Explorer  Program）  
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【水素・燃料電池特集】将来予測 水素経済社会 

 

世界エネルギー技術の展望 WETO H2 報告書概要（EU） 
世界エネルギー・システムの 3 つの異なるシナリオ、 

標準的ケース、カーボン固定化ケースと水素ケースを解析  
 
EU の「世界エネルギー技術の展望報告書(WETO-H2)」は、2050 年までの世界エネ

ルギー、エネルギー展開および CO2 排出の駆動要因と制約を分析するために整合性あ

る枠組みを提供しており、2050 年までの将来の世界エネルギー・システムの 3 つの異

なるシナリオ、標準的ケース、カーボン固定化ケース、水素ケースを示している。 
この報告書は、新しいクリーンエネルギー技術を進展させる間に、競争力を維持し

続けるために欧州が直面する、主要な将来のエネルギー、環境および技術的挑戦に取

り組んでいる。 
 

主要メッセージ 

 
世界のエネルギー技術の展望(World Energy Technology Outlook：WETO-H21)研究

は、世界エネルギー・システムの標準的予測ならびにカーボン固定化ケースと水素ケ

ースの 2 つの異なるシナリオ予測を展開している。これらのシナリオは、次の半世紀

のエネルギー技術と地球環境ポリシーに対するオプションを調査するために使用され

ている。 
 
2050 年までのすべて予測は、世界エネルギーセクター・シミュレーションモデル

(POLES モデル)で行われた。このモデルは、資源および地球環境ポリシー上の拘束の

下で、国や地域のエネルギー・システムの展開と国際的なエネルギー市場を通じた相

互作用について記述している。 
 

1．標準的予測での世界のエネルギー・システムの展開 
 

標準的予測 

標準的予測は、石油とガス生産の開発に関する短期的拘束と、欧州がその状況を維持す

ると仮定している穏健な気象環境ポリシーを含んだ、既存の経済的・技術的な動向の延長

                                                  
1 WETO-H2 は、下記の 6 ヵ所のヨーロッパの研究機関からなるコンソーシアムによって準備された。

また、資金は、第 6 次研究開発フレーム・ワークプログラム(政策への科学的支援)の下の欧州連合に

よって提供されている。 
参加機関：Enerdata、LEPII-EPECNRS(フランス) *コーディネーター、連邦総合計画局(ベルギー)、
IPTS(未来技術研究所、JRC)、ECN(オランダエネルギー研究センター)、サセックス大学 (SPRU エネ

ルギー研究グループ、英国)、MEERI(鉱物およびエネルギー経済研究所、ポーランドアカデミ・サイ

エンス)。 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.993,  2007.1.24 

21  

について記述している。 
 

世界のエネルギー消費量 
世界の全エネルギー消費は、1 年当たり現在の 10 Gtoe(石油換算 10 億トン)から、

2050 年には 1 年当たり 22Gtoe に増加すると予測されている。化石燃料は、全体の

70%(石炭および石油が各々26%、天然ガス 18%)を、また非化石燃料が 30%を提供す

る。非化石燃料のシェアは、再生可能エネルギーと原子力エネルギーにほぼ等しく割

当てられている。 
 

エネルギー効率の改善 
2050 年の世界経済の大きさは現在の 4 倍の大きさになるが、世界のエネルギー消費

量は僅か 2.2 倍だけの増加である。エネルギー効率の著しい改善は、部分的には経済

の自発的、技術的あるいは構造的な変化から生じ、エネルギー効率ポリシーやエネル

ギー価格の高騰の影響からも部分的に発生している。 
 

エネルギー消費量での南北バランス 
エネルギー需要は、世界の開発途上地域で強く増大する。この地域では基本的なエ

ネルギー需要は、現在ほとんど満たされていない。これらの国々の消費は、2010 年直

後の工業化世界に追いつき、2050 年の世界合計の 3 分の 2 を占める。 
 

石油とガスの生産プロファイル 
従来型石油生産は、およそ 100Mbl/d(日産百万バレル)で 2025 年の後は一定となる。

そのプロファイルは、今日さかんに議論されている「ピーク」ではなく平坦である。

非従来型石油は、2050 年の約 125Mbl/d へと全液体燃料の増加を提供する。天然ガス

は、大体 10 年の遅れをもって、類似のパターンを示す。 
 

石油とガスの価格 
国際市場の石油および天然ガスの価格は、着実に増加し、2050 年には石油は

110$/bl(US ドル/バレル)に、またガスは 100$/boe(US ドル/石油換算バレル、2005 年

US ドル換算)に達する。高騰は主に増加する資源の欠乏を反映している。 
 
電力：石炭の復帰、再生可能資源の離陸および原子力エネルギーの復活 

電力消費の成長は経済成長と歩調を合わせ、2050 年には、電力生産の合計は現在の

4 倍の大きさになる。石炭は電力の重要な資源として戻り、新しい先進技術を使用し

てますます電力に変換される。石炭の価格は、2050 年に約 110$/ton(US ドル/トン)に
達すると予測される。(あるいは約 22US ドル/石油換算バレル) 

再生可能資源と原子力エネルギーの急速な増加は、2020 年の後に始まり、2030 年

の後に大きくなる。これは、大型の海上ウインドファームから、第 4 世代(Generation 4)

< 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993号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/993/
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原子力発電所までの、新エネルギー技術の急速な展開を意味している。 (このシナリ

オは、原子力エネルギーへの経済的・社会的障害を克服することができると仮定して

いる)  
 

CO2 排出 
CO2 の排出は、非化石エネルギー資源の展開である程度まで石炭の復帰が補償され

るが、全エネルギー消費にほとんど比例して増加する。結果としての CO2 排出プロフ

ィルは、2050 年に 900～1,000 ppmv(体積濃度比 100 万分の 1)の大気中 CO2 濃度に相

当する。この値は、現在、濃度安定化の許容域と見なされているものをはるかに超過

している。 
 

2．標準予測での欧州のエネルギー・システム 
 

エネルギー需要の動向 

欧州の一次エネルギー消費の合計は、現在の 1.9Gtoe/年から 2050 年の 2.6Gtoe/年
へと少しだけ増加する。2020 年まで、主要な燃料ミックスは、天然ガス消費の大きな

増加を除いて、むしろ安定している。その後は、再生可能エネルギー資源の開発が加

速し、また原子力エネルギーが復活する。 
2050 年の非化石エネルギー資源では、原子力と再生可能エネルギーは、現在の 20%

を大きく越え、一次エネルギー消費の 40%を供給する。電力の消費は、経済成長と歩

調を合せる。特に情報通信技術の新しい電力利用のために、電力市場はダイナミック

に維持される。 
 

CO2 排出 
穏健な気象環境ポリシーと電力供給の新しい動向との組合せは、CO2 排出を 2030

年までほとんど安定に上昇し、その後 2050 年まで減少するという結果となる。 
 

電力生産 

比較的厳しい気象環境政策のために、欧州の電力生産は、2050 年に 70%脱カーボン

化される。再生可能資源と原子力資源は、全発生電力の 60%を供給する。また、熱発

生設備の 4 分の 1 は CO2 捕捉・隔離システムを装備している。 
 

水素生産 

水素は、ささやかであるが無視できない成果をもって、2030 年の後に展開される。

水素は、2050 年に 終電力消費の 10%相当を供給する。 
 
 
 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.993,  2007.1.24 

23  

3．カーボン固定化ケースの世界エネルギー・システム 
 

カーボン固定化ケース 

このシナリオは、2050 年までに大気中 CO2 濃度を 500ppmv までの長期安定化を目

指した、より野心的なカーボンポリシーの影響を調べている。初期の安定化措置は京

都議定書付属文書 B の国々を対象としており、出現中および開発途上の国ではさらに

多くの時間が許されるであろう。 
 

欧州の係数 2 の削減 

このカーボン固定化のケースでは、CO2 の世界的排出は、2015 年から 2030 年の間

は 1990 年のレベルの約 40%強で安定し、その後減少する。しかしながら、2050 年ま

でに、1990 年よりさらに 25%大きくなる。 
EU-25 国では、2050 年の排出は 1990 年レベルの半分であり(係数２の削減)、平均

としては、CO2 排出は 10 年毎に 10%ずつ低下する。 
 

非化石燃料開発の加速 

2050 年までに、毎年の世界エネルギー需要は、標準的ケースより 3Gtoe/年だけ低下

する。2050 年までに、再生可能資源および原子力資源は、各々、全需要の 20%以上を

供給する。 
再生可能資源は電力供給の 30%を、また原子力発電はほぼ 40%を供給する。石炭消

費量は、CO2 捕捉・隔離技術の実現可能性にもかかわらず停滞する。2050 年までに、

現在から 2050 年までに隔離する CO2 累積量は、現在の年間排出量の 6 倍となる。 
 

欧州におけるエネルギーの動向 

欧州の全エネルギー消費は、2030 年までほとんど安定しているが、その後増加し始

める。(原子力発電所は比較的低い効率であるので、原子力エネルギーから得られる電

力量は、化石燃料や再生可能資源から来る同じ電力量に比べてより多くの一次エネル

ギー入力を必要とする。この増加は原子力エネルギーの強い浸透に強くリンクしてい

る。) これは、ある意味では、原子力エネルギーの大きな一次熱入力から発生する統

計的現象である。 
再生可能資源は、2050 年の欧州のエネルギー需要の 22%を、原子力エネルギーは

30%を提供し、化石燃料のシェアを 50%未満にしている。発電の 4 分の 3 は、原子力

と再生可能資源に基づき、火力発電の半分は CO2 捕捉・隔離装置を持った発電所によ

る。 
水素は、電力によりもたらされるエネルギーの 15%と等価のエネルギー量を提供す

る。2050 年までに、全建築物の半分は低エネルギー建築から成り、4 分の 1 は超低エ

ネルギー建築からなる。 (現在の建物のエネルギー消費から 2[低]～4[超低]の係数だけ

低下した建物) 自動車の半分以上は、低公害あるいは, 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート993号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/993/
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例えば電気または水素エネルギー自動車の超低公害車である。 
 
4．水素ケースの世界エネルギー・システム 

 
水素シナリオ 

水素シナリオは、カーボン固定化ケースから派生しただけでなく、特に 終用途に

おいて、水素技術の費用対効果を著しく増加させる一連の技術ブレークスルーが仮定

されている。重要な水素技術の進展でなされた仮定は、故意に非常に楽観的である。 
 

全エネルギー需要 

2050 年の総エネルギー需要は標準的ケースよりもわずか 8%だけ少ないが、燃料ミ

ックスには著しい変化がある。2050 年の化石燃料のシェアは 60%以下である。このシ

ェア内では、CO2 捕捉・隔離のために仮定された低い費用にもかかわらず、石炭の需

要は標準的ケースのほぼ半分に低下する。 
原子力および再生可能エネルギーのシェアは、特に 2030 年から 2050 年の間に増加

する。この動きは、部分的には世界の高い炭素コスト、またある部分は水素の需要増

によって引き起こされる。 
 
電力生産 

水素経済への動きは、発電の構造に変化を引き起こし、原子力のシェアは 38%に達

する。熱的電気生産は増加し続け、CO2 捕捉・隔離システムに関係する。2050 年には、

化石燃料からの発電の 66%が、CO2 捕捉・隔離システムを装備したプラントによる。

標準的ケースは 12%である。 
 

水素生産と使用 

水素の使用は、水素生産技術コストの相当な低下と輸送セクターの需要牽引によっ

て加速され、2030 年後に離陸する。2030 年から 2050 年まで、水素生産は、1 Gtoe/
年と 10 倍増加する。2050 年までに、水素は、標準ケースの 2%と比較して、 終エネ

ルギー使用量の 13%を提供する。水素生産での再生可能エネルギーのシェアは 50%で

あり、また、原子力のシェアは 40%である。 
水素の約 90%は、輸送セクターで使用される。2050 年までに、輸送部門での水素の

消費は、36%のシェアを持ち、標準ケースより 5 倍高い。水素は旅客用車両の 30%で

使用され、この約 80%が燃料電池によって動力供給される。また、15%は水素ハイブ

リッド車で、5%が水素内燃機関による。 
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5．水素ケースの欧州エネルギー・システム 
 

全エネルギー重要 

欧州では原子力エネルギーが、総エネルギー需要の 3 分の 1 を提供する。石油、天

然ガスおよび再生可能エネルギーは、各々およそ 20%を提供し、石炭は 6%を提供す

る。 
 

電力生産 

発電における化石燃料のシェアは、着実に大きく減少する。CO2 捕捉・隔離システ

ムの使用は大きく発展する。2050 年までに、熱的電力生産の 50%以上は CO2 捕捉・

隔離装置を備えた発電所からである。 
 

水素生産と使用 

水素の生産は、2030 年の後に急速に増加し、2050 年までに、120 Mtoe あるいは世

界生産の 12%に達する。水素は、標準ケースでの 3%に対して、欧州の 終エネルギ

ー使用量の 7%を提供する。 
欧州では、水素は主として、原子力発電電力を使用する水の電気分解から生産され

る。再生可能エネルギーから生産される水素のシェアもまた重要である(2050 年に

40%)。欧州で生産された水素のおよそ 4 分の 3 は、輸送セクターへ向かう。 
 

(出典：World Energy Technology Outlook - WETO H2、  
http://ec.europa.eu/research/energy/pdf/weto-h2_en.pdf ) 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート993号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/993/
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【燃料電池・水素特集】水素供給システム 燃料電池自動車 

 

燃料電池関連プログラムの動向（カナダ） 
 

カナダにおける燃料電池技術は、世界でもトップクラスと評価されている。燃料電

池分野における新技術開発の牽引役は連邦政府であり、企業や研究機関への資金的援

助を通じて、カナダにおける産業優位性を確保している。天然資源省は 2001 年、カナ

ダ輸送燃料電池アライアンス（以下、CTFCA）プログラムを構築、2,300 万カナダド

ル（以下 C ドル）の予算を投入し、数々の燃料電池関連プログラムを推進している。 
以下、成果を挙げているプログラムの一部を紹介する。 

 
＜カナダにおける水素供給システムの開発動向＞ 

 CTFCA プログラムの中で重要視されているのは、輸送用燃料電池に重要な水素供給

システムに関する開発である。 
バンクーバーの国立研究審議会内には、水素貯蔵施設とゼネラル・ハイドロジェン

社の水素供給システムからなる太平洋地域スピリット・ステーション（総経費 300 万

C ドル）が設置されている。同ステーションは、バンクーバー燃料電池プログラムや、

後述するブリティッシュ・コロンビア州（以下、BC 州）で水素ハイウェイに利用され

ており、各種プログラム開発の核となる施設である。 
 

 工場内などの燃料電池運搬用フォークリフトの商品化を目指すハイドロジェニック

ス社 （本社、オンタリオ州ミシサガ）は、同リフトへの供給を目的とした水素供給ス

テーション開発プロジェクト HyLYZER（総経費 133 万 C ドル）に関わっている。既

にゼネラル・モータ－ズ・カナダ社 は、屋内型水素燃料供給ステーションで 1 日 65kg
の水素を生産でき、運搬用フォークリフトに供給できると発表しており、普及への期

待も高い。 
  

一方、空港や一般道路など社会インフラに利用する水素配給システムの開発も進ん

でいる。カナダ 大のクーリエサービス 1 会社ピューロレーター・クーリエ社 が関わ

っているのは、総経費 300 万 C ドルが投入されたハイブリッド配送用自動車と水素燃

料補給システムの実証プロジェクトである。従来の配送用ディーゼルエンジン自動車

を排気ガスゼロ・燃料電池車輌に置き換える試みである。同社はハイドロジェニック

ス社の技術を利用、燃料電池ハイブリッド自動車と水素燃料補給ステーションを開発

し、トロント地域にピューロレーター社のデポ 2 の一つを設ける計画である。 
 
また CTFCA が 3 年間にわたり 62 万ドル以上を支援しているプロジェクトに水素ハ

                                                  
1 宅配便事業者 
2 貯蔵所 
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イウェイ TM 3 がある。水素燃料インフラを利用する種々の交通手段に、固定型、ポー

ターブル燃料電池の応用を実証し、経済面、環境面、社会面、操作性など多くの面で

の有用性を試すのが目的である。2010 年冬季オリンピックに空港とウィスラーまでの

交通機関に導入を目指している。 
 
＜CTFCA による各社で開発される水素の周辺技術＞ 

 輸送用燃料電池において水素供給システム開発が上記のように進められているが、

鍵を握るのは、水素貯蔵方法、分配器などの開発といえる。現在、ほとんどの燃料電

池圧力は約 5,000psi4 (350 bar)で操作されているが、10,000psi に引き上げる開発が各

社で行われている。 
アルバータ州カルガリーにあるダイネテック・インダストリーズ･リミテッド は、

CTFCA により約 300 万 C ドルの援助を受け、燃料電池圧力 10,000psi の水素バルブ

を開発中である。完成すると利用できる車輌の範囲は広がり、またシステムコストは

大幅に軽減できる。同社は車輌用天然ガスと水素燃料貯蔵タンク、バルク燃料輸送シ

ステムなどを製造している企業で、圧縮水素シリンダー及びこれらシステムの開発生

産販売を行っている。核となる同社の技術は、圧力シリンダー5 で、市場にある類似

製品の中では も速い水素燃料補給が可能であるという。 
  
フュエリング・テクノロジーズ社  は、CTFCA からパワーテック・ラボ社  に

10,000psi(700 bar)の水素分配器(hydrogen dispenser)を供給している。本開発プロジ

ェクトは同じく CTFCA の援助によるパワーテック・ラボ社の圧縮水素インフラ・プ

ログラム の一部である。総経費 53 万 C ドルのプロジェクトで、1 万時間以上の水素

生産に利用された実績を持つ旧スチュアート・エナジー・システム社（ハイドロジェ

ニックス社が 05年に買収）製の電気分解装置(electrolyser )の能力向上を目的とする。

改良後は信頼度が高まり消費も少なくてすむことが期待されている。 
  
＜各地域で行われる燃料電池実証プロジェクト＞ 

 上記の燃料電池関連プロジェクトは殆どが公共分野を対象としているが、消費者を

意識した、また消費者市場への利用を目的とした実証プロジェクトも進みつつある。 
総経費 83 万 C ドルをかけて運営されている水素ビレッジ は、トロント周辺の公的

機関、民間企業が協力して研究開発を進める場所として有名である。同プロジェクト

は、水素、燃料電池製品の開発に加え、同製品の利用、関連したサービスの利用を促

進し、消費者の意識を引き付けることが目的である。水素ビレッジは今後、国内外に

も展開することも計画されている。 
 

                                                  
3 「水素ハイウェイ」はCTFCAの登録商標（TM）。水素ハイウェイプロジェクトでは、同プロジェクト

を引用する際にTMを付けるように注意喚起している。 
4 圧力の単位で、psi は 1 平方インチあたりの圧力（ポンド）、bar（バール）は 1.0192kgf/cm2 
5 登録商標名：DyneCell® 
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同じく BC 州で期待されているのは、カナダ初の燃料電池自動車の実証プロジェク

トである Vancouver Fuel Cell Vehicle Program(VFCVP)である。BC 州で燃料電池自

動車を市場に投入するにあたり、燃料補給法、温室効果ガス排出測定、消費者の反応

などを調べる為に、4 年間で CTFCA の 200 万 C ドルに加え、フォードモーターズ、

連邦政府、州政府など合わせて 750 万 C ドルの予算が投入されている。 
 
参考文献  
http://www.fuelcelltoday.com/FuelCellToday/SearchSystem/ResultsDisplay/ 
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【燃料電池・水素特集】溶融炭酸塩形燃料電池 固体酸化物形燃料電池 

 

ドイツにおける燃料電池発電所の開発状況 
 

燃料電池は近年、自動車や携帯電話、ノートブックパソコンなどにも幅広く使用さ

れているが、これらは主に固体高分子形燃料電池（PEFC）である。それに対して、火

力発電所の代替として期待されているのは、溶融炭酸塩形燃料電池（MCFC）と固体

酸化物形燃料電池（SOFC）である。 
 

MCFC と SOFC は、既存の火力発電所のように大型化することは技術的に困難であ

り、現在、MCFC では 1MW プラント、SOFC では数 kW モジュールの開発が中心と

なっている。MCFC と SOFC では、作用温度が約 650 度（MCFC）、約 1,000 度（SOFC）

と高いことから、高温の排熱を利用することができるという利点がある。そのため、

電力と熱を供給するコジェネレーションシステムとするか、ガスタービンと組み合わ

せて複合システム化することで、総合エネルギー効率の高い燃料電池発電所とするこ

とが考えられている。 
 
 ドイツでは、これらの燃料電池発電所は、病院や大学、工場施設など電力と熱の需

要のある施設や地区に設置する分散型設備として利用する事例が多くなっている。

新の開発事例では、2006 年 9 月、独ジーメンス社とドイツ第四位の大手電力会社バー

デン・ヴュルテンベルク電力（EnBW）が、 初のステップとして出力 5kW の SOFC
とガスタービンの複合システムの実証プラントを共同で開発、設置すると発表した。

このプロジェクトは、2012 年を目途に数 MW クラスの SOFC とガスタービンの複合

システムを開発し、ガスタービンで圧搾された天然ガスを燃料電池で利用すると同時

に、燃料電池からの排熱をガスタービンの運転に利用することで、総合エネルギー効

率を 70％まで高めることを目指している。 
 

共同開発に参加するバーデン・ヴュルテンベルク電力（EnBW）は、ドイツの電力

会社の中でも燃料電池発電所の開発に積極的に取り組んでおり、すでに 20 基以上の燃

料電池プロジェクトに参加している。こうした成果をもとに、2006 年前半にはシュツ

ットガルト近郊のレオンブルクで、コンポストから得たバイオガスを燃料とする

MCFC 燃料電池プラントの運転を開始している。 
 

さらに、電力大手 RWE 社と機械メーカーMTU 社が共同設立した MTU CFC ソリュ

ーションズ社は、現在、MCFC 燃料電池プラントをドイツ全体で 17 基稼働している。

同社の燃料電池はビーレフェルト大学、ミシュランのタイヤ工場、病院などでコジェ

ネレーションシステムとして利用されている場合が多い。 
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以上の例は主に電力と熱の需要者が特定されている事例だが、需要者が特定されて

いない事例もある。たとえばハンブクルク市港湾地区の再開発においては、3 基設置

されたコジェネレーションシステムのうちのひとつに発電出力 220kW、熱出力 180kW
の MCFC が利用されている（2006 年 3 月運転開始）。燃料電池で発電された電力は、

公共電力系統に給電され、熱は地域熱暖房系統に供給されている。また、ノルトライ

ン・ヴェストファーレン州のクレーフェルトでは、世界ではじめて燃料電池発電所が

住宅地に設置された。ここでは、発電出力 225kW、熱出力 160kW の MCFC が利用さ

れ、域内に電力と熱を供給している。さらに、同州のアーレンでは、浄水場設備でス

ラジなどから回収されるガスを燃料にして MCFC を運転し、得られた電力と熱を浄水

場の施設全体で利用するとともに、余った電力と熱を公共系統に供給している。 
 

MTU CFC ソリューションズ社は、MCFC を分散型発電プラントとして応用する技

術はすでに実用化研究の段階を終え、技術面では市場に出せるまでに開発されてきて

いるが、販売コストの面で他の発電技術と競争できるまでにはなっていない。今後、

材料調達、生産管理、販売ルート、メンテナンス体制等を整備していかなければなら

ず、同プラントが実際に市場にでるまでにどのくらいの時間がかかるのか、まだ定か

なことがいえる状況ではないとしている。 
 
参考資料  
= ハンデルスブラット紙 2006 年 9 月 13 日付け、EnBW und siemens planen riesiges 
Brennstoffzellen-Kraftwerk 
= ジーメンス／EnBW 共同プレスリリース 2006 年 9 月 12 日付け、EnBW  und 
Siemens planen erstmals Brennstoffzellenkraftwerk der Megawatt-Klasse 
= Energie-Fachmagazin BWK 6(2006), Brennstoffzellen im industirellen Einsatz 
= Referenzliste, MTU CFC Solutions GmbH 10/2006 
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【燃料電池・水素特集】水素スタンド 燃料電池自動車 

 

アジップ社はドイツに水素スタンドを設置する（イタリア） 
 
ENI(伊炭化水素公社)グループのアジップ（Agip Spa）社は、2006 年 11 月 17 日、

ドイツのフランクフルト市の Hochst 工業パークに、水素自動車へ水素も供給できるマ

ルチフエル・サービススタンドを落成させた。ドイツのヘッセン地方ではこれが初の

水素供給スタンドとなる。 
 
“Agip MultiEnergy”と命名されたマルチフエル・サービススタンド落成式には、

ヘッセン政府の経済・運輸・地域開発のためのアロイス・リール相、Infraserv Hochst
社のローランド・モール・マネージング・ディレクター、ドイツアジップ社のマウロ・

リージ・マネージング・ディレクター、また EU 委員会、ドイツ連邦政府の運輸省、

Linde 社、DaimlerChrysler 社の代表者、ENI の Refining & Marketing 部のアンジ

ェロ・タラボッレッリ部長らが出席した。一般市民に公開されている本スタンドは、

今のところ Hochst 工業パークの近くにあるフランクフルト国際空港で利用されてい

る水素自動車の水素供給スタンドとして利用される。 
 
アジップ社は、2006 年 7 月にイタリア地中海に面したトスカーナ州リボルノ県コッ

レザルヴェッティ市に既に同様な“Agip MultiEnergy”サービススタンドを設置して

いるが、今回初めてアジップ社は国外で前衛的マルチフエル・サービススタンドを実

現させた。 
 
フランクフルトの”Agip MultiEnergy”サービススタンド設置プロジェクトは、EU

委員会の「第 6 次研究開発フレームワーク計画」の範疇における“Zero Regio”計画

に従うもので、EU 委員会によって支援されている。2 年前より開始されている“Zero 
Regio”計画は、ヨーロッパの 2 つの都市に水素自動車のために水素を供給するアジッ

プ社のマルチフエル・サービススタンド設置を予定しているもので、その 1 つが先日

落成したフランクフルトのマルチフエル・サービススタンドである。もう 1 つは、イ

タリア北部の都市マントヴァ市における設置が予定され、既にその建設工事は開始さ

れている。 
 
今回のフランクフルトの設備は、ENI（伊）、Infrasev Hochst 社（独）の他に、Linde

社（独）、DaimlerChrysler 社（独）、Fraport 社（独）、イタリアの公的機関・研究所、

またイタリア、スウェーデン、デンマークの大学の参加によって実現された。特に

Infrasev Hochst 社と Linde 社は、水素供給のためのインフラストラクチャー実現に

貢献した。 
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本プロジェクトは、非常に高度な革新的技術が適用されており、水素供給のために

約 1.7キロメートルの供給パイプラインが水素生産工場から Hochst工業パークの南部

に設置された“Agip MultiEnergy”サービススタンドまで敷設された。約 900 バール

に水素を圧縮するために、イオン液コンプレッサーをベースにした技術が世界で始め

て Linde 社によって実現された。 
 
またサービススタンドで必要な電力を供給するためにスタンドの屋根に太陽光発電

設備も設置された。更にまたサービススタンドには水素自動車への水素供給のために

高（350 バール）あるいは超高（700 バール）の圧力ガス供給器と液体水素供給器が

装備されている。マルチフエル・スタンドでは通常のガソリンやディーゼルの他にバ

イオディーゼル、天然ガス、LPG も供給することが出来る。 
 
24時間営業のサービススタンドには近代的洗車設備やコーナーにレストランがあっ

て、またイタリアの食品も売るイタリアンスタイルのコンビニエンスストアが設置さ

れている。アジップ社は、ドイツ各地（特にバイエルン地方とバーデン・ヴィルテン

ベルグ地域、ベルリン）に約 700 ヵ所のガソリンスタンドを設置している。 
 
上記で言及したように、アジップ社は、2006 年 7 月にイタリア地中海に面したリボ

ルノ県コッレザルヴェッティ市に“Agip MultiEnergy”サービススタンドを設置して

いるが、コッレザルヴェッティ市に設置されたマルチフエル・サービススタンドは、

出力 20kWp の太陽光発電設備（年間総電力生産量約 2.4 万 kWh）、各々の風力発電機

の出力は 20kWp の風力発電機 3 基（各 1 基の年間総電力生産量は約 8.4 万 kWh）、出

力 30kW の天然ガスマイクロタービン（年間電力生産量 18.8 万 kWh）、水素生産設備

と内燃ミニ水素自動車に水素を供給する設備で構成されている。太陽光発電設備や風

力発電設備によって、サービススタンドで必要な電力が充分に供給されている。 
 

参考文献 
・イルソーレ 24 オーレ紙 
・ENI の公式声明 
・Infraserv Hochst 社プレスリリース  他 
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【燃料電池・水素特集】水素製造 石炭利用 

 

米エネルギー省が石炭を原料とする水素製造技術を推進 
―水素の大規模製造における技術課題に取り組むプロジェクトを選定－ 

 
米エネルギー省(DOE)は、2006 年 12 月、石炭を原料とする水素の大規模製造を促

進するための 6 つの研究開発プロジェクトを選定した。この研究開発課題は、水素製

造中に発生する二酸化炭素を回収・隔離することで、地球温暖化対策にも有効である。 
 

ブッシュ大統領の水素燃料イニシアティブでは、米国の輸入燃料への依存の低減と、

温室効果ガスの削減に役立つ水素社会の実現に向けた研究に資金を拠出しているが、

今回選ばれたプロジェクトもその一環となる。 
 

純水素は未来のエネルギー担体として期待されている。水素は水や各種の化石燃料

などの水素含有物質から作ることができるが、現状では他の原料からの製造方法は高

価であり、石炭を原料とした製造方法が も経済的である。 
 

石炭を利用した大規模な水素製造を普及させるためには、いくつかの技術的な課題

がある。それらの課題への取り組みとして、今回の新たな官民費用分担式プロジェク

トでは次の 2 つの分野に焦点が当てられている。 
 
• 超高純度水素 ― 水素の 終用途にはさまざまな可能性があり、その用途によっ

て必要とされる純度の基準が異なる。 終用途には、たとえば水素タービンや燃料

電池、水素内燃エンジンなどがある。今回のプロジェクトのうちの 3 つでは、石

炭由来合成ガスから超純度水素を製造するための、先進的な材料や装置の開発・ス

ケールアップに照準が合わせられている。 
 
• プロセスの統合 ― 高温下、高転化率で一斉に動作する単一反応器構造の中で純

水素、二酸化炭素、および合成ガスに含まれる不純物を選択的に除去するには工夫

が必要である。今回のプロジェクトのうちの 3 つでは、理論と実験を組み合わせ

た研究を行い、合成ガスの浄化、水生ガスシフト反応、水素の分離、二酸化炭素の

分離などの複数のプロセスを一つのモジュールに統合するための科学的な基盤を

構築する。 
6 プロジェクトの総予算は約 940 万ドルであり、そのうち 740 万ドルをエネルギー省

が、180 万ドル強をパートナー企業が負担する。各プロジェクトの概要を以下に記す。  
 
• プラックスエア社（ニューヨーク州トナワンダ）のプロジェクト 

固体高分子形（PEM）燃料電池に利用される水素を精製する装置を開発する。こ

< 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993号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/993/



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.993,  2007.1.24 

34  

の装置の中核となるのは、水素原子のみが通過できるパラジウム合金製の水素輸

送膜であり、装置は PEM 燃料電池への搭載を用途として設計される。この装置

は大量生産時において、原料に関係なく粗水素を も低価格かつ も効率的に「磨

く（精製する）」方法となる可能性を持っている。この開発には、プラックスエア

社のほかPraxair Surface Technologies社（インディアナ州インディアナポリス）、

Colorado School of Mines（コロラド州ゴールデン）、Boothroyd Dewhurst 社（ロ

ードアイランド州ウェイクフィールド）が参加する。（DOE 負担額： 1,226,962
ドル、企業負担額：306,741 ドル、期間：36 ヵ月） 

 
• サウスウェスト研究所（テキサス州サンアントニオ）のプロジェクト 

耐久性が高く、極薄（5 ミクロン未満）で、硫黄とハロゲン化合物に対して高い

耐性を持つ水素分離膜の開発および実証を行う。パラジウム合金製の膜を利用す

ることによって、DOE の発表している 2010 年のコスト・性能目標 1 を満たすか、

上回ることが期待されている。この取り組みには、サウスウェスト研究所のほか

Colorado School of Mines（コロラド州ゴールデン）、カーネギーメロン大学（ペ

ンシルベニア州ピッツバーグ）、TDA リサーチ社（テキサス州サンアントニオ）

が協力する。（DOE 負担額： 1,199,049 ドル、企業負担額：299,763 ドル、期間：

36 ヵ月） 
 
• ユナイテッド・テクノロジー・リサーチセンター（コネティカット州イーストハ

ートフォード）のプロジェクト 
硫黄、ハロゲン化合物、およびアンモニアに耐性を持つ水素分離膜の実現に向け

た研究・技術開発・経済分析に取り組む。パラジウム合金と銅合金、遷移金属合

金を原料とする膜は、商業的な水素生産に適しており、高温高圧下でも動作可能

なものとなる。この研究には、ユナイテッドテクノロジーリサーチセンターのほ

か Power+Energy 社（ペンシルバニア州アイビーランド）と Metal Hydride 
Technologies 社（バーモント州バーリントン）が共同で参加する。（DOE 負担額：

1,197,887 ドル、企業負担額：299,490 ドル、期間：24 ヵ月) 
 
• メディア・アンド・プロセス・テクノロジー社（ペンシルベニア州ピッツバーグ）

のプロジェクト 
石炭から低価格で水素を製造するための、膜を利用した「ワンボックス」の製造

プロセスの研究を行う。このプロセスでは、ひとつの反応器の中で、微小粒子を

含んでいない冷却された合成ガスを、水素と二酸化炭素に変換して、炭素分子篩

                                                  
1 編集部注： DOE のコスト・性能目標値は、コストは現状 150－200$/ft2 →2010 年目標値 100$/ft2、

水素純度は現状 90－98％ →2010 年目標値 99.5％など。より詳細は下記の報告書の p29 参照。 
“Hydorogen from Coal Program－Research, Development and Demonstration Plan” 
http://www.fossil.energy.gov/programs/fuels/publications/programplans/2005/Hydrogen_From_Co
al_RDD_Program_Plan_Sept.pdf 
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膜で分離する。3 年間のプロジェクト期間のうち、1 年目に卓上試験、2 年目に影

響試験(slip-stream testing)、3 年目にパイロット実験とコスト分析が行われる。

この研究は、メディア・アンド・プロセス・テクノロジー社のほか南カリフォル

ニア大学（カリフォルニア州ロサンゼルス）、ポールコーポレーション社（ニュー

ヨーク州ポートワシントン）、サザン・カンパニー社（アラバマ州ウィルソンビル）

が協力して実施される。(DOE 負担額：1,291,872 ドル、企業負担額：322,967 ド

ル、期間：36 ヵ月)   
 
• オハイオ州立大学（オハイオ州コロンバス）のプロジェクト 

単一工程の反応器で合成ガスから高純度水素を製造するプロセスの開発に取り組

む。このプロセスではカルシウム循環スキームが採用され、特許取得済みの酸化

カルシウム吸着剤を使用して、炭酸カルシウムを生成することによって、合成ガ

スから二酸化炭素を除去する。その後炭酸カルシウムは焼成され、不純物を含ま

ない二酸化炭素と酸化カルシウムに変換されて、プロセス内の前工程で再利用さ

れる。二酸化炭素が連続的に除去されることにより、水性ガスシフト反応（合成

ガスから水素と二酸化炭素が生成される化学反応）が促進され、水素の純度が上

がり、生産量も増加する。オハイオ州立大学の研究チームは、Clear Skies 
Consulting 社（ノースカロライナ州コーネリウス）、CONSOL Energy 社（ペン

シルベニア州ピッツバーグ）と提携してこの研究を実施する。（DOE 負担額：

1,249,838 ドル、企業負担額：317,155 ドル、期間：36 ヵ月） 
 
• ワーチェスター工芸研究所（マサチューセッツ州ウスター）のプロジェクト 

新のガス化複合サイクル火力発電所では合成ガスを原料に水素が製造されてい

る。本プロジェクトでは、これらの水素製造における工程数を減らすために、合

成パラジウムとパラジウム合金でできた多孔性ステンレススチール膜の活用につ

いての研究を行う。具体的な研究内容は次の通りである。（1）合成ガスから硫黄

化合物を除去するプロセスの開発、（2）合成パラジウムとパラジウム合金の多孔

ステンレススチール膜の合成、（3）膜の効果と長期的な安定性のテスト、(4)プロ

セス全般の強化・制御・監視戦略の作成、（5）経済分析の実施。このプロジェク

トは、ワーチェスター工芸研究所と Adsorption Research 社（オハイオ州ダブリ

ン）が協力して実施される。（DOE 負担額：1,249,920 ドル、企業負担額：346,697
ドル、期間：36 ヵ月） 
 

出典：DOE - Fossil Energy Techline: DOE Advances Production of Hydrogen from Coal 
http://fossil.energy.gov/news/techlines/2006/06070-Hydrogen_from_Coal_Projects.html 

翻訳・編集：桑原 未知子 

< 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993号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/993/
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【燃料電池・水素特集】燃料電池用触媒 白金触媒 

 

金のクラスターで燃料電池のプラチナ触媒を安定化（米国） 
 
プラチナ（白金）は、電気自動車のための燃料電池の化学反応を加速する も効率

的な触媒である。しかしながら、燃料電池自動車の運転起動停止の間の反応で、白金

は劣化し、触媒としての効率が低下する。これは燃料電池の自動車応用のための大き

な障害である。 
 

近、米国エネルギー省ブルックヘブン国立研究所の科学者が、この問題を克服し

た。燃料電池の環境を模擬する研究所の条件下で、プラチナ触媒に金のクラスターを

付けて、安定度加速試験に掛けられた。その結果、3 万回以上の酸化還元サイクルの

実現可能な繰り返しを持って安定に持続された。この試験は、電気自動車中の運転起

動停止時に生じるものに似た条件の下で行われている。この研究は、サイエンス誌

2007 年 1 月 12 日号に報告されている。 
 
「燃料電池は輸送部門において特に重要な適用性を持ち、クリーンエネルギーの重

要な資源になると予測される。しかしながら、多くの進歩にもかかわらず、既存の燃

料電池技術は、まだプラチナカソード触媒の損失を含んだ欠点を持っている。潜在的

な繰り返し条件の下での加速された安定度試験で示されるように、その損失は 5 日間

で 45 パーセントにも達する。 
 
ブルックヘブン国立研究所で開発されたプラチナ上に金の原子を蒸着するという、

新しい技術を使用して、この損失問題の解決を支援する可能性を示すことができた。

次のステップは実際の燃料電池でこの結果を再現することである」と共著者の一人で

あるブルックヘブン国立研究所機能化ナノ材料センターのラドラフ・アジックは語る。 
 
水素－酸素燃料電池は、水素と酸素を水に変換し、そのプロセスの一部として電力

を生産している。プラチナ触媒はこの酸化と還元の反応を加速する。水素から電子が

放出され、水素イオンが形成される時に水素は酸化する。放出された電子は電気モー

タのための電流を供給する。酸素は、電子の獲得により還元し、および水素イオンと

の反応中に燃料電池反応のただ一つの副産物である水が生成される。 
 
ブルックヘブン国立研究所で開発されたこのユニークな方法では、単一層の銅をカ

ーボン担持プラチナナノ粒子上の金で置換える。1.2 ボルトの電圧を数回加えると、金

の単分子層は 3 次元のクラスターへ変形する。ブルックヘブン国立研究所の全米シン

クロトロン光源のＸ線をプローブとして、またブルックヘブンの機能化ナノ材料セン

ターの走査型透過顕微鏡および研究所の電気化学技術を使用して、科学者は、プラチ
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ナの酸化低下を確認し、作成された金のクラスターを使ったプラチナ触媒の構造を決

定することが出来た。それにより金クラスターの効果についての理解を得ることが支

援された。 
 
ブルックヘブン国立研究所の実験では、このプラチナ触媒は、運転起動停止時の条

件を模擬した 0.6～1.1 ボルト間の 3 万回以上の酸化還元サイクルの実現可能な繰り返

しを持って安定に持続することができた。 
 
「金のクラスターはプラチナを酸化から保護した。我々のチームの研究は、向上し

たプラチナに基づいた触媒の合成ならびに酸化/還元繰り返し条件の下でのプラチナ

やプラチナ族元素の安定化に有望な可能性をもたらした」とアジックは語った。 
 
この研究は、大統領の水素燃料イニシアティブを遂行する米国エネルギー省水素プ

ログラムによって資金提供されている。同プログラムは、水素と燃料電池技術の研究、

開発および実証を支援する 2003 年に開始された 5 年間のプログラムである。特に、

この資金提供は、エネルギー省基礎エネルギー科学局およびエネルギー効率と再生可

能エネルギー局から提供された。 
 
(出典：http://www.bnl.gov/bnlweb/pubaf/pr/PR_display.asp?prID=07-04 ) 

< 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993号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/993/
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【燃料電池・水素特集】燃料電池用触媒 固体高分子形燃料電池 

 

白金の代替材料で安価な燃料電池を可能に（米国） 
 
白金の非貴金属複合材料への置き換えが、水素燃料電池のコストの削減を可能にで

きる。ロスアラモス国立研究所の科学者は、有望な活性と安定性を示す新しいクラス

の水素燃料電池用触媒を開発した。この触媒は、燃料電池で通常使用されている白金

材料の替わりに、ヘテロ原子ポリマー構造体と呼ばれる合成物に取り込まれた安価な

非貴金属で作られている。 
 
学術誌ネイチャーに 近発表された研究で、ロスアラモス国立研究所の科学者ラジ

ェッシュ・バシュラムとピオトール・ツェレナイは、コバルト・ポリピロール・カー

ボン(Co-PPY-XC72)合成物上で行われた実験について報告している。 
 
コバルト、ポリマーおよびカーボンから成るこの合成物は、固体高分子形燃料電池

(PEFC)のカソード用の廉価な非白金触媒の開発を目指した研究で開発された。触媒の

活性を作り出す電気エネルギーが、PEFC で使用される白金基盤の触媒より低い間、

この新素材は 100 時間以上の連続試験でまれな性能安定性を示した。この結果は、

PEFC 非貴金属触媒ではこれまで得られていない。 
 
「廉価で、環境上優しい材料で作られていることに加えて、この複合触媒の酸素還

元に関する主要な利点は、PEFC の酸性環境で作動することができるということであ

る」とツェレイは語る。バシュラムとツェレイは、様々な複合材料中の触媒の性質を

研究しており、さらに、燃料電池からの電流出力を増加させるための新しい触媒およ

び電極構造の開発を目指したロスアラモス研究所のより大きな研究プログラムに加わ

っている。 
 
ロスアラモス国立研究所の燃料電池事業のプログラムマネージャであるケン・スト

ローによれば、「商業的に実現可能な燃料電池を作ることの も大きな 2 つの障害は、

伝統的な高コストと不十分な耐久性であった。ロスアラモスで我々が集中しているの

は、低価格性と高い耐久性を同時に求めるシステムによりこれらの障害に取り組むこ

とである」 
 
米国エネルギー省水素・燃料電池・基盤技術局は、ロスアラモス国立研究所の PEFC

燃料電池研究の多くに資金提供をしている。 
 

(出典：http://www.lanl.gov/news/index.php?fuseaction=home.story&story_id=9108) 
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【燃料電池・水素特集】水素貯蔵  
 

エチレンが水素の貯蔵候補に（米国） 
  

も一般的なプラスチックの基本となる平凡な物質であるエチレンには、未来の輸

送燃料として期待されている水素の貯蔵に用いられるという、素晴らしい未来が待っ

ているかもしれない。米国標準技術局(NIST)1 とトルコのビルケント大学 2 の研究者達

が発表した新しい研究では、「よく知られている安価なエチレンは、効率的で安全な水

素吸蔵の媒体の骨格をつくる際、重要な基礎原料になる可能性がある」という驚くべ

き予測が立てられている。 
 
この研究チームの計算により、チタン原子はエチレン分子（一対の炭素原子に水素

原子 4 個が結合した分子）の両端に付着させた場合、大量の水素を引き付ける働きを

する 2 原子となることが示された。金属原子 2 つの追加によって、そのエチレン―チ

タン複合体に吸着できる水素分子は 10 個まで増え、水素原子は計 20 個になる。重要

なのは、この人工物質は、少し加熱するだけで取り込んでいた水素を放出すると予測

されていることである。 
 

 
モデル研究の結果、エチレン分子(図中：黄緑色)の両端

にチタン原子(青色)が付着すると、水素分子(赤色)を 10

個吸収したカプセル型の複合体になった。この結果に

より、水素を固体で効率的に貯蔵することができる物

質を探求する上で新しい道が開かれた。 

出所：NIST、Taner Yildirim 

 
 

この吸収された水素分子はチタン―エチレン複合体の重量の約 14％を占める。これ

は、米国エネルギー省が掲げている、経済的且つ実用的に水素を固体物質に貯蔵する

低目標値 6.5％の、約 2 倍である。かなり大きな難問が立ちふさがっているものの、

大容量の貯蔵槽が必要な液体や圧縮ガスとして水素を貯蔵するよりも、固体で水素を

貯蔵する方が好ましい。 
 

「水素技術と燃料電池技術が将来成功するかどうかは、常温常圧で大量の水素を貯

蔵することができる新物質の発見に大きくかかっている」と、NIST 中性子研究センタ

                                                  
1 National Institute of Standards and Technology: NIST 
2 Bilkent University 

< 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993号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/993/
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ー3 の理論家、Taner Yildirim は説明する。 
 

Yildirim と共同研究者達は、これらの必要な物質を開発するための手段を探し続け

てきた。彼らの早期研究では、チタン原子でコーティングされたカーボンナノチュー

ブなどの候補がいくつか示されていた。しかし小口径のナノチューブを大量に確保す

ることが難しいことや、別の難問などの障壁によって、これらの物質を研究室でつく

る取り組みは失敗に終わってきた。 
 

この研究チームは、チタンまたはその他のいわゆる遷移金属で作られた、エチレン

を基礎原料に用いた複合体により、合成がよりたやすく行えるようになり、さらに水

素を大容量貯蔵するための潜在的可能性をより簡単に評価できるようになることを期

待している。 
 
参考：*E. Durgun, S. Ciraci, W. Zhou, and T. Yildirim. Transition-metal-ethylene 

complexes as high-capacity hydrogen-storage media. Physical Review 
Letters. 97, 226102 (2006)  

 
出典：http://www.nist.gov/public_affairs/techbeat/tb2006_1207.htm#hydrogen 

翻訳：NEDO 情報・システム部 
 

                                                  
3 Center for Neutron Research : NCNR 
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【個別特集】NEDO 海外事務所報告  
 

中国における石炭と電力の市場自由化をめぐる動き 
一般炭価格の完全自由化と電力価格の部分自由化のねじれ現象 

 
NEDO 技術開発機構 北京事務所  

曲 暁光 
 
 2006 年 12 月 27 日、国家発展改革委員会はついに 50 年以上続いた 後の計画経済

の名残とも言われる「石炭訂貨会」を廃止し、テレビ会議を通じて炭鉱会社、電力会

社、鉄道省に対してスムーズに発電所向け一般炭の取引と鉄道輸送枠の確保を行うよ

う呼びかけた。「石炭訂貨会」の廃止により、石炭の統制価格制度はその 50 数年の歴

史に終りを告げた。 
 
中国は現在世界 大の石炭産出国であり、石炭火力発電所が発電設備総容量の 8 割

弱を占めている。また、全国の出炭量の三分の二は発電用として消費されている。中

国の石炭価格、流通等に係る政策は過去の日本の食糧管理法に近いと考えられ、「石炭

訂貨会」での協議の結果により、政府が統制価格を設定し、石炭の取引、流通が計画

的に行われていた。「石炭訂貨会」とは旧国家計画委員会（現国家発展改革委員会）の

主催により毎年年末に開催されていた定例会議で、大手の国有炭鉱会社と大口ユーザ

ーである電力会社、石炭の供給と需要を結ぶ輸送部門である鉄道省の関係者が一同に

会し、石炭の取引量、取引価格および鉄道輸送枠の確保に係る決定がなされた。 

 
 
 
1. 石炭、電力、鉄道の三つ巴の争い 
 
 中国では従来、石炭部門と電力部門が中国の産業全般を支える基盤産業の両雄

として並び立ち、それゆえ両者のエネルギー供給・需要に係る利害は深く絡み合

中国 大級の産炭地、山西省大同で出

発準備中の石炭積み出し列車   

(出所：新華社) 

< 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993号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/993/
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い、長年対立の構図を呈してきた。1988 年に石炭、電力、石油等行政全般を統括

するエネルギー省が設立されたが、各部門をうまく融合できず、当初目指してい

た総合エネルギー戦略を練ることができないまま、設立から 5 年後の 1993 年に

解散した。 
  

一方、中国の主要産炭地の大部分が北部、西部に集中しているのに対し、消費

地は石炭資源に乏しい東部、南部が多い。国土面積の広い中国では鉄道による石

炭の国内輸送は石炭輸送総量の 70％ を占めている。現在、鉄道による石炭輸送

量は年間約 12 億トンに達しており、全国の鉄道輸送の四割を占めている。しかし

ながら、鉄道省が長年石炭専用線の建設、複線化、在来線の高速化等、輸送力の

向上に努めているにもかかわらず、計画に沿って滞りなく鉄道で輸送できる石炭

は 6 割に止まっているのが現状である。無論石炭部門は鉄道輸送力の現状に満足

しておらず、鉄道省に対し、鉄道輸送枠の増枠を絶えず要請している。 
このような状況下、かつて統制経済の要を握った計画経済の巨頭、旧国家経済

委員会(現国家発展改革委員会)は三つ巴の争いを繰り広げる石炭、電力、鉄道の

三者間の利害調整を図ってきた。また先述した「石炭訂貨会」は産炭側、消費側、

ロジスティックス（鉄道）の間の重要な対話の場を提供するとともに、翌年の経

済成長見通しを立てる際のバロメーターとして機能し、長年定例化されていた。 
 
2. 価格の部分自由化によって起きたねじれ現象 
 
(1) 石炭会社の売り惜しみと電力会社による炭鉱の自主開発 

1970 年代末に「改革･開放」政策が実施された後、様々な分野で自由化が進ん

だ反面、従来の計画経済が一部で行き詰まってしまった。また、国有炭鉱は設備

更新が進まず、生産効率が著しく落ちており、赤字経営の炭鉱が増えていた。 
 このような状況を改善するため、政府が 1993 年に、石炭流通の自由化をはじ

め、石炭価格を市場の実態に反映させるべく、主要な国有発電所用一般炭を除き、

石炭会社による、需要と供給の実情に応じた自由な石炭価格の設定を容認した結

果、主要な発電所用の一般炭「計画炭」（以下「計画炭」）とそれ以外の「市場炭」

（以下「市場炭」）という二重構造ができあがった。 
一方で、電力価格については、産業競争力、市民生活に深く影響している電力

価格を性急に自由化すれば、経済全般が大きく混乱しかねないとして、政府は慎

重な姿勢を崩していない。 
 
しかしながら近年来、中国経済の急ピッチな発展に伴い、石炭等エネルギー需

要が急速に伸びている。石炭の旺盛な需要と輸送力の不足が石炭価格を大幅に引

き上げており、「計画炭」と「市場炭」の価格差が広がり、15～20％程度の開き

があると言われている。従って、炭鉱会社は政府の指示に従い、電力会社に「計
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画炭」を納めることに強い不満を持っており、国家発展改革委員会、電力会社に

対して石炭価格の大幅な値上げを要求しているが、電力価格がまだ完全に自由化

されていないため、電力会社は石炭コストの値上げ分を電力価格の引き上げによ

って吸収することができず、経営が圧迫されることを理由に反対している。 
炭鉱会社は「市場炭」の販売拡大に努め、電力会社に対して石炭を売り惜しみ

する傾向を強める一方、電力会社は主要な産炭地において鉱山開発の権利を入手

しようと自前の鉱山確保に躍起になっている。 
 

(2) エネルギーの統制価格はもはや時代遅れ 
数年前から、「石炭訂貨会」が炭鉱会社と電力会社が言い争う場と化す傾向が強

まり、大口の取引契約の成約件数が少なくなった。ついに 2005 年末に行われた

「石炭訂貨会」では、石炭部門と電力部門が互いに譲歩せず、商談が決裂して取

引契約を結ぶことさえ出来なかったというショッキングな結果に終わった。その

後、国家発展改革委員会が強力な行政指導を行った結果、辛うじて石炭部門と電

力部門は一般炭１トン、電力価格 1kWｈにつき、それぞれ 5 元（約 80 円）、0.0252
元（約 0.4 円）値上げすることに合意した。 

近年の「計画炭」と「市場炭」をめぐる石炭部門と電力部門の深刻な対立は国

家発展改革委員会のエネルギー価格の部分自由化政策に起因しているとしか考え

られず、政府は市場経済の実態を無視して人為的に「計画炭」の価格を設定する

ことがもはや時代遅れであると認識しており、2006 年の「石炭訂貨会」を取りや

め、「計画炭」の「市場炭」化を進めるとともに、電力の安定供給の確保を前提と

する電力価格の自由化を始めようと試みている。政府は数年前、米国カリフォル

ニア州で起きた電力危機を教訓として、大胆な電力取引の市場化改革案の全面的

な見直しを行い、電気料金の公共性と市場性を両方重視する姿勢を取っている。

電力価格の見直しを行う際、政府は電力会社、一般企業、市民等ステークホルダ

ーを参集し公聴会を開き、関係者の意見を徴収の上、政府主導で価格を決定する。 
 
しかし、先述したとおり、中国の石炭資源の地域的な偏在性により、西部、北

部で産出した石炭は鉄道で大量に東部、南部の消費地まで運ばなければならない。

しかし鉄道輸送力に限界があるため、必要な石炭が未だ効率的に消費地まで運べ

ないという頭痛の種が短期間で除かれる見通しはなく、今後、政府は引き続きロ

ジスティックスの確保、強化に力を入れていくと思われる。 
いずれにせよ、無闇な市場化、自由化は市場を撹乱する要因になりかねないも

のの、秩序ある石炭価格、電力価格の自由化は中国の石炭、電力会社の経営健全

化に貢献できるはずであり、特に、石炭価格と電力価格の自由化が実現すれば、

省エネルギーに対する企業のモチベーションの向上、 新鋭の高効率な発電技術

の導入、発電所の環境対策を大きく促すであろうと思われる。 
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【個別特集】国際展示会参加報告  
 

国際公害防止技術展「Pollutec 2006」出展報告（フランス） 
 

NEDO 技術開発機構 総務部広報室 
 吉田 早輝子 

 
1. Pollutec 2006 の概要 

2006 年 11 月 28 日～12 月 1 日にフランス・リヨン市にある EUREXPO 展示会場に

て「Pollutec 2006」が開催され、NEDO 技術開発機構（以下、NEDO）は、欧州にお

いて NEDO 事業活動を幅広く紹介する場として、また展示会に来場する政府関係者及

び技術者等との幅広い交流を図ること等を目的として参加した。Pollutec は、昨今、

欧州でエネルギー・環境政策分野における各国の意識の高まり等といった経済・社会

情勢の中、フランスのパリとリヨンで毎年交互に開催される欧州最大級の環境・エネ

ルギー展で、第 22 回を迎えた今年はリヨンで開催され、NEDO も 1993 年以来今年で

13 回目の参加となった。廃棄物処理や大気汚染対策など環境対策における高度な専門

性をもった見本市であり、出展の量的、質的レベルの高さは、来場者から毎年高く評

価されている。 

   
 

 
出展者数は 36 ヵ国から 2,547 の環境関連団体、企業、研究機関、大学、政府機関が

参加し、日本からは唯一 NEDO が出展した。展示会場は、再生可能エネルギー、廃棄

物・リサイクル、大気汚染・分析・計測・制御、水質汚染、環境エンジニアリング、

土壌、汚水・廃水処理、リスク防止・管理等分野ごとのエリアに分かれ、総面積 91,650
平方メートルの会場には、会期の 4 日間で 67,326 名が来場し、2004 年のリヨン開催

時（65,099 名）より 3.4%増と盛況だった（2005 年パリ開催時は 40,044 名）。このう

ち外国人来訪者数は 105 ヵ国、7,579 名で、2004 年のリヨン開催時（6,901 名）に比

べ 10%も上回った。新 EU 加盟国からの来場者が増加したこともあり、欧州での技術

交流、情報収集の場として本展示会がますます位置づけられている。 
 展示会場では、10 ホールに分かれ、各ホールのフォーラム会場で多くのコンファレ

ンスが行われた。またメインホール入り口に設営された“Pollutec TV”会場では、連

日様々なテーマでシンポジウムなどが行われた。 

Pollutec2006 入場口 Pollutec TV 会場 Pollutec2006 展示会場入口 

< 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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2. NEDO ブースの概要 
NEDO ブースは Pollutec のメインプレーヤーであるフランス政府機関 ADEME（フ

ランス環境・エネルギー管理庁）とフランスのエコロジー・持続可能開発省のブース

に近く、正面入り口から通じるメインストリートに位置していたこともあり、多くの

方に来訪いただいた。今年のブース面積は 24 ㎡であり（昨年は 60 ㎡）、展示物をゆっ

くりご覧いただくスペースが少なかったが、展示パネルやリーフレットをフランス語

で制作したことにより、より多くの方に NEDO の技術開発について興味を持っていた

だくことができた。ブースの外側では、NEDO の太陽光発電技術における 30 年の歴

史を紹介する DVD「The Sunrise Road」を三画面ディスプレイで上映し、大型のアモ

ルファスシリコン太陽電池を合わせて展示した。 
 
＜NEDO ブース＞ 

     

     

     
開催初日の 11 月 28 日には、エコロジー・持続可能開発省のネリー・オラン大臣と

NEDO 佐々木理事が会見し、また、11 月 29 日には、ADEME のミシェル・パパラー

ド長官が NEDO ブースを訪問された。 
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NEDO ブースへの来場者数は 4 日間とも多数で計 2,000 人を超える多くの方に来場

いただいた。3R（Reduce, Reuse, Recycle）関連技術や省エネルギー型廃水処理技術

などの環境関連技術や、バイオマスエタノール製造技術や電力貯蔵装置技術を、パネ

ルや試料などのサンプル品を展示して紹介した。また、太陽光発電フィールドテスト

事業や家庭用燃料電池コージェネレーションシステム開発・実証事業の内容について

もパネルで紹介した。 
ブース内では、紹介した各技術、サンプル品の製造過程や用途、実用化時期や展示

品関連企業の連絡先等、様々なお問い合わせをいただいた。太陽電池パネルやエコセ

メント、ペットボトルのリサイクル技術、ケナフを利用した技術に対する関心は各層

を問わず非常に高いものがあり、環境への関心度の強さを感じた。 
また、NEDO の組織概要や日本・欧州における活動内容、日本での再生可能エネル

ギー導入・普及の状況といった NEDO の活動についても多くの方に興味を持っていた

だいた。 
 

＜NEDO ブース出展内容＞ 
【展示パネルの概要および展示品】 
（パネル 12 枚） 
(1) NEDO の概要 
(2) 冷媒フロンのケミカルリサイクル技術の開発 

 使用済みエアコンから回収した冷媒フロン（HCFC-22）をフッ素樹脂原料とし

て再生利用する技術の開発 
(3) 省エネルギー型廃水処理技術の開発 

 高濃度オゾンを利用した、余剰汚泥の発生を抑制し、難分解性化学物質の除去

を可能とする省エネルギー型の高度廃水処理技術 
(4) 超臨界アルコールによるシラン架橋ポリエチレンのクローズドリサイクル技術開

発 

エコロジー・持続可能開発省 
ネリー・オラン大臣（写真左側） 
と会見する NEDO 佐々木理事 

フランス政府機関 ADEME 
（French Environment and 
Energy Management Agency） 
ミシェル・パパラード長官と会見す

る NEDO 佐々木理事 
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 シラン架橋ポリエチレンを高温高圧の超臨界アルコールで処理してシロキサン

結合を分解し、溶融成形可能なポリエチレンに戻す技術 
(5) ケナフによる環境保全の取り組み 

 成長速度が速く二酸化炭素の吸収能力が高いケナフから繊維を取りだし、ボー

ド加工する技術により、森林資源の保護及び CO2 の固定化を目指す 
(6) ペットボトルリサイクル 

 使用済みペットボトルを樹脂原料に化学的に分解して、異物や色を取り除き、

再び重合させてバージン品と差異のない高純度ペット樹脂にリサイクルする技

術 
(7) 太陽光発電フィールドテスト事業 

 様々な場所・形態により太陽光発電システムの実証研究を行い、データを広く

公開することで、新たな技術開発の必要性と導入普及の素地形成に貢献する事業 
(8) エコセメント製造技術 

 都市ゴミ焼却灰や下水汚泥などの廃棄物を主原料にして、セメントを製造する

技術 
(9) バイオマスからのエタノール製造技術 

 バイオマスからのエタノール燃料製造のために、木材（セルロース）を原料に

し、これを糖化し、エタノール発酵する技術、及び、さとうきびの製造過程で出

る廃糖蜜（糖）をエタノール発酵する技術 
(10) 超電導電力エネルギー技術（SMES） 

 電力を貯蔵することで安定的に電力を供給することができる技術 
(11) 超電導フライホイールシステムの開発 

 電気エネルギーを回転するフライホイールの運動エネルギーに変換して貯 
蔵する装置の開発 

(12) 家庭用燃料電池コージェネレーションシステムの開発・実証 
 高効率な家庭用燃料電池システムの早期実用化普及を目指した取り組みの 
紹介 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.993,  2007.1.24 

48  

（展示品）※枠内の番号はP.46-47 記載の展示パネルの番号に対応 

  
  

 

 
 

 
（リーフレット 13 種） 
・示パネルのフランス語／英語を両面印刷したリーフレット（12 種） 
・DVD「The Sunrise Road」のフランス語/英語のテキストを両面印刷したリーフレ

ット 
 
【上映ビデオ】 
「The Sunrise Road」（NEDO の太陽光 30 年の歩み） 

 
3. NEDO セミナー開催（開催：11 月 29 日 17:45-18:30 Forum B） 

11 月 29 日には、フォーラム B において、環境部 長主査による「Trends of 3R 
Technology Developments in Japan」と題したセミナーを行い、日本における廃棄物

管理の現状や NEDO で開発した 3R 関連技術を紹介した。約 30 名の方に聴講いただ

き、廃棄物処理などについて活発な質問があり大変盛況だった。 

（上段左より）             

(2)冷媒フロンのフッ素樹脂原料サンプル

(3)高濃度オゾンサンプル 
(4)シラン架橋ポリエチレンサンプル 
（下段） 
(5)ケナフボードとデータ資料 
 

（上段左より） 
(6)ペットボトルリサイクル樹脂のプロセス 
(7)アモルファス太陽電池、CIS 太陽電池 
（下段） 
(8)エコセメントサンプル 
 

（上段）                

(9)バイオマスエタノール（さとうきびから

製造） 
（下段） 
(9)バイオマスエタノール（廃材から製造）

< 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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4.“Environnement Magazine”社による取材 

フランスの“Environnement Magazine”（環境マガジン）社の取材を受け、オンラ

インニュースに NEDO ブースの記事が掲載された。取材を受けたのは NEDO 新エネ

ルギー技術開発部の山本主査とパリ事務所の原田職員。NEDO の役割や、日本におけ

る再生可能エネルギーの状況や太陽光発電の状況についてインタビューに応えた。 
 

  
 
5. 全体を通じて 

Pollutec 出展は、NEDO の新エネルギー及び環境技術等の先端技術開発への積極的

な取り組みを紹介することで、NEDO の知名度アップに大きく貢献している。フラン

ス環境大臣による例年の NEDO ブース訪問等からも、NEDO の事業成果に対してフ

ランス政府機関等からの高い評価が感じられる。 
本展示会の来場者は欧州各国のみならず近隣諸国の産業界関係者や若手研究者、学

生など来場者層が幅広く、本展示会のような場で技術開発の紹介を行うことは、NEDO
（及び日本）の先端技術開発や方向性への理解を深めていただくのに役立つと同時に、

NEDO のエネルギー・環境技術の更なるアピールの場となった。また、Pollutec にお

NEDO を紹介する 
パリ事務所 Christophe 
Debouit 職員（写真右側） 

「Trends of 3R Technology 
Developments in Japan」をプ

レゼンテーションする長主査

（写真右側） 

セミナー会場では多くの方に

聴講いただいた 

“Environnement Magazine” 
オンラインニュース 2006.11.30 付け 
http://www.environnement-online.com/ 
（写真左）山本主査 （写真右）原田職員
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ける唯一の日本ブースとして、要望に応じて日本の新エネルギー・環境技術等の関係

団体の情報を提供した。 
 今年で 22 回目を迎えた Pollutec は、出展・来場者数のデータやフランス国内外か

らの政府要人の訪問数が増加していることからも見られるように、展示会の規模拡大

及び国際性の高まりが感じられる。また、各国の環境・エネルギー問題対策への情報

交換に一段と大きな成果を与える場となることがうかがえた。特に近年では、太陽光

発電パネル、燃料電池等の展示も増加し、先端技術開発情報を提供する NEDO ブース

は存在感を増している。欧州最大規模の環境・エネルギー展 Pollutec への出展を継続

していくことで、NEDO の先端技術の事業成果紹介を通し、積極的に環境・エネルギ

ー政策を展開しているこれら欧州域内国との幅広い交流を図っていきたい。 
さらに、地球温暖化問題をはじめ、エネルギー・環境問題に対する関心が非常に高

い欧州地域では、我が国にとっても、今後のグリーンインベストメントや JI 事業を実

施していく上で非常に重要な地域として位置づけられることから、NEDO の欧州にお

ける拠点として、パリ事務所が果たす戦略的意義は大きく、今次の出展を通じ当該諸

国との関係醸成をさらに図っていくことが求められると感じた。 
 

 

 
 

■Pollutec 2006 

NEDO 運営スタッフと佐々木理事 
（写真左より） 
環境部 主査 石森 正樹 
環境部 主査 長 洋光 
パリ事務所 所長 吉本 豊 
パリ事務所 Christophe Debouit 
広報室 主査 吉田 早輝子（記） 
佐々木理事 
パリ事務所 原田 智恵子 
エネルギー・環境技術本部 主査 吉田 剛 
新エネルギー技術開発部 主査 山本 泰司 
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【エネルギー】バイオマス 

 
2006 年のエタノール生産量は 50 億ガロンに（米国） 

 
再生可能燃料協会（Renewable Fuels Association：RFA）の試算によると、米国の

エタノール燃料生産量は 2006 年に 50 億ガロンに達し、およそ 39 億ガロンであった

2005 年と比べて約 28%増加したとのことである。RFA は生産量増加の要因として、

燃料添加剤として使用される MTBE の段階的廃止（その代替としてエタノールが も

多く用いられている）、連邦政府が定める再生可能燃料基準の影響、クリーン燃料需要

の高まりを挙げている。米国のエタノールプラントは 2006 年末時点で 110 ヵ所あり、

年間生産能力は 53 億ガロンを超える。さらに、今後 18 ヵ月間に稼動予定のプラント

により生産能力は倍増する見通しである。また、エタノールの販路は消費者にも広が

っている。米国では 1,000 ヵ所のガソリンスタンドが E85（エタノール 85%とガソリ

ン 15%の混合）を販売している。詳細は RFA のプレスリリース 1 を参照されたい。 
 

地球政策研究所（Earth Policy Institute：EPI）の新しい報告書は、RFA と米国農

務省（USDA）はエタノール燃料産業の成長を過小評価していると述べている。EPI に
よると、USDA は 2008 年のトウモロコシ収穫高のうち 6,000 万トンがエタノールの

生産に必要であると試算しているが、EPI はその倍以上の 1 億 3,900 万トンと試算し

ている。EPI の試算は RFA の短期予測に近似しているが、長期予測には未だ見通しが

明らかでない新設予定の精製所 200 ヵ所が含まれている。EPI のプレスリリース 2 は、

エタノール燃料の市場がトウモロコシ価格に及ぼす影響について懸念を示している。 
 
トウモロコシ価格の上昇傾向は明らかである。2006年 12月初旬に公表されたUSDA

の報告書によると、過去 2年のトウモロコシ価格が 1ブッシェル当たり 2.00ドル～2.06
ドルであったのに対し、今年度（2006 年 9 月期）は 1 ブッシェル当たり 2.80 ドル～

3.30 ドルになることが予測される。また、エタノール燃料に使用されるトウモロコシ

は前年度の 16 億ブッシェルから 21 億 5 千万ブッシェルまで増加することが予測され

ている。これは、今年収穫が予想されるおよそ 107 億ブッシェルの約 20%に相当する。

詳細は USDA の「世界農業予測委員会（World Agricultural Outlook Board）」が作成

した「世界農業需給予測（World Agricultural Supply and Demand Estimates）3」の

12 ページを参照されたい。 
 
出典：Ethanol Production Estimated at 5 Billion Gallons in 2006 

http://www.eere.energy.gov/news/enn.cfm#id_10504 
翻訳：山本 かおり 

                                                  
1 http://www.ethanolrfa.org/objects/documents/919/yearend2006.pdf 
2 http://www.earth-policy.org/Updates/2007/Update63.htm 
3 http://www.usda.gov/oce/commodity/wasde/latest.pdf 
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【環境】大気汚染 

 

ボストンのバス会社、アイドリング違反で罰金を科される（米国） 
 

ボストンに拠点を置くバス会社 Paul Revere Transportation（PRT）社が、マサチ

ューセッツ州ロックスベリーにある同社のバスヤードと、ボストンのブルックライン

アベニューにあるシャトルバス停車場で、ディーゼルバスの違法なアイドリングを繰

り返しているとして、連邦政府から罰金を科されている。 
 

この措置は、米司法省と米環境保護局（EPA）がマサチューセッツ地裁に提出した

PRT 社に対する起訴請求状に基づく。PRT 社はロックスベリーのバスヤードに約 40
台の自動車を所有、州全体では合計 150 台の自動車を所有、運行している。 
 

「ロックスベリーでは喘息の罹患率が非常に高く、ディーゼルバスなどの自動車が 1
時間以上アイドリングするのは容認できません。」EPA ニューイングランド地方事務

所の責任者ロバート・W・バーニー氏は言う。「ディーゼルの排気ガスは、特に子供や

高齢者、喘息患者など、大気汚染に敏感な人々にとって非常に有害です。周辺住民の

健康を守るためには、PRT 社のような企業がアイドリング禁止法を順守することが非

常に大切なのです」 
 

PRT 社による今回の違反は、2006 年 4 月から 5 月にかけて EPA が実施した週次調

査の際に発覚した。その後の追跡調査の結果、バスヤードでは過去数年間にわたり同

様の違反が続けられてきた可能性があることがわかった。バスヤードの調査期間中、

毎日早朝に多数の PRT 社の車（場合によっては 20 台以上）が 1 時間以上アイドリン

グしており、2 時間を超えてアイドリングが続いたこともあった。8 回の個別調査で

EPA が確認した違法なアイドリングは、合計 100 時間を超えていた。マサチューセッ

ツ州法で認められているアイドリング時間の上限は 5 分である。 
 

PRT 社のアイドリング違反が発覚したのは今回が初めてではない。同社は 2002 年

にも、ボストンのローガン空港でシャトルバスの違法なアイドリングを行っていたと

して、EPA から罰金を科されている。 
 

ディーゼル車の排気ガスはスモッグ、酸性雨、大気内の炭素濃度の上昇など、多数

の深刻な大気汚染の原因となっている。ディーゼル排気には、肺障害を引き起こした

り、呼吸機能を悪化させたりして喘息や気管支炎の原因となる微粒子が含まれる。ま

た、人体や実験室での研究を通して、ディーゼル排気が発癌性物質であることを示す

無視できない証拠も見つかっている。 
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過去数年間にわたり、EPA はニューイングランド地方の 6 州で、特にスクールバス

への反アイドリングプログラムの導入に積極的に取り組んできた。EPA はマサチュー

セッツ州環境保護局およびボストン市と共同で地域的な取り組みを進めており、交通

機関の調査もそういった取り組みの一環である。マサチューセッツ州の中でも、大都

市の中心部やその周辺では、他の地域と比べてディーゼル排ガスによる汚染や喘息疾

病率が大幅に高い。EPA の取り組みは、このような大都市中心部におけるディーゼル

排気の抑制を目指している。 
 

州および連邦政府当局は、ディーゼル排気による汚染を改善するために、マサチュ

ーセッツ州におけるアイドリング規制の強化を図っている。マサチューセッツ州のア

イドリング規制では、自動車が 5 分を超えて停止することが予想される場合、特に必

要のない限りエンジンを停止しなければならない。 
 

ディーゼルエンジンはニューイングランド地方において人工微粒子排出源の第三位

を占め、同地域内の全微粒子排出量の 20%以上がディーゼルエンジンによるものであ

る。また、子供は大人よりも多くの空気を吸う（体重 1 ポンド（約 453.6 グラム）あ

たりで、大人よりも 50%多くの空気を必要とする）ため、大気汚染に対し敏感である。

近の研究では、ディーゼル排気ガスと子供の肺の成長障害の間には、強い関連があ

る事が明らかになっている。 
 
◆関連情報：ニューイングランド地方におけるディーゼル排気と反アイドリングに関

するガイドライン 
http://www.epa.gov/ne/eco/diesel/ 

 
◆出典：Boston-based Bus Company Faces Penalty for Diesel Emission Idling 

Violations 
http://yosemite.epa.gov/opa/admpress.nsf/a8f952395381d3968525701c00
5e65b5/1fcf9fe3705fbfc885257258006d4769!OpenDocument 

 
翻訳：NEDO 情報・システム部 
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【環境】地球温暖化対策  
 

韓国における CDM 事業の動向  
概要 

クリーン開発メカニズム (以下 CDM)は、1997 年 12 月に採択され、2005 年 2 月に

発効した京都議定書において定められた制度で、いわゆる「京都メカニズム」の一つ

である。CDM は事業単位の制度で、温室効果ガス排出削減の義務がある先進国が、義

務のない発展途上国において温室効果ガス削減事業を実施してガスを削減した場合、

その削減量を先進国の排出削減クレジットとして認める制度である(注 1 の図を適宜参

照の事)。 
近年、国内外において CDM 事業に対する関心が非常に高まっている。本稿では韓

国の CDM 事業に関する動向をまとめた。 
 
1. エネルギー管理公団が CDM 認証院を開設 

韓国での CDM 事業は、韓国エネルギー管理公団(以下 KEMCO)を中心に積極的に行

われている。KEMCO は 2005 年 11 月に、国連気候変動枠組条約(以下 UNFCCC)の執

行理事会から CDM 事業の有効化審査や検証・認証などを行う第三者機関である指定

運営機関（DOE：Designated Operational Entity）に指定された。 
それに伴い、KEMCO は認証事業の活性化を図るべく、2006 年 2 月に CDM 認証を

専門とする『CDM 認証院』を開設し、温室効果ガスの検証に関する事業を本格的に開

始した。CDM 認証院は他にも様々な活動を行っており、 近では企業を対象とした温

室効果ガス排出量の検証試験事業を実施し、排出量のデータ分析と事業所のデータ管

理システムの評価などを行っている。 
 
2. ユニラテラル CDM 事業の活性化 

韓国政府は、CDM 事業のうち特にユニラテラル CDM 事業の活性化に力を入れて

いる。ここで、本来 CDM 事業は、先進国と発展途上国が共同で実施する温室効果ガ

ス削減事業であるが、発展途上国が独自で実施する温室効果ガス削減事業をユニラテ

ラル CDM 事業と言い、UNFCCC 執行理事会の第 18 回会合において CDM 事業とし

て認められている。ただし、排出削減クレジットの認証段階では、先進国の承認が必

ず必要とされている。 
これまで韓国政府が承認した CDM 事業 9 件のうち 5 件がユニラテラル CDM 事業

となっている。特に、中国、インド、ブラジルなどの資本と技術を有している発展途

上国において盛んに行っている。 
 
3. UNFCCC に承認された CDM 事業 

現在、UNFCCC 執行理事会で承認された韓国の CDM 事業は、蔚山(ウルサン)の
HFC分解工場、温山(オンサン)の NO₂ 吸収施設、始華(シファ)潮力発電 254MW事業、
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江原(カンウォン)風力発電 98MW 事業、盈德(ヨンドク)風力発電 39.6MW、東海(トン

へ)太陽光発電 1MW 事業の 6 つである。 
 
4. 韓国政府の小水力発電事業に関する CDM 事業の承認 

産業資源部と建設交通部は 2006 年 9 月、韓国水資源公社が実施する京畿道城南(城
南浄水場Ⅱ)、江原道東海(達芳ダム)、全羅南道順川(住岩ダム)、忠清北道清原(大清ダ

ム)の 4 つの小水力発電事業を CDM 事業として承認した。これらの事業は、2003 年

基準で算出した場合、韓国の温室効果ガス総排出量 58億 2,200万トンCO₂ の 0.0015%
に当たる年間 8,764トンCO₂ 程度の削減効果があると予想されている。また、SOx16.4
トン、NOx12.4 トン、マイクロダスト 0.9 トン／年の付随的な削減効果も期待されて

いる。 
 
5. 発電事業者における CDM 事業の活性化 

韓国で二酸化炭素を排出している発電事業者の多くが二酸化炭素削減事業に取り組

み始め、CDM 事業として活用する計画を積極的に検討している。トンヘ発電は 2006
年 8 月 21 日、UNFCCC 執行理事会から、トンヘ(東海)火力発電所内に設置した太陽

光発電設備が太陽光 CDM 事業として承認された。太陽光としては国内初の承認であ

る。 
同事業により、今後 10 年間で合計 5,650 トンの二酸化炭素削減が予想されている。

同事業には 63 億ウォンの費用が掛かかっており、設備容量は 1MW で単一場所の設備

容量としては国内 大、年間 902MWh の電力を供給する。 
また、ナムドン発電の永興火力本部は 2006 年 9 月 14 日、海洋小水力発電事業を

CDM 事業として登録するための調査を実施した。同事業によって年間約 9,000 トンの

二酸化炭素削減とクレジットの取得が期待されている。 
 
注 1 CDM の説明図 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
参考資料 
・エコジャーナル 
http://www.ecojournal.co.kr/news_view.html?code=01000000&uid=16403&cpage=1&special=&location= 
・韓国エネルギー新聞 
http://www.koenergy.co.kr/news/read.php?idxno=26239&rsec=MAIN&section=MAIN 

削減事業実施  

排
出
量 

排
出
量

先進国総排出枠 

移転分が増える 発展途上国内の事業 先進国側参加者へ移転(クレジット) 

発展途上国側に分配 
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【産業技術】ライフサイエンス  
 
脳画像検査用の新化合物でアルツハイマー病早期診断への期待(米国) 

 

アルツハイマー病患者の脳内における「斑ともつれ(plaques and tangles)1」の検出

や画像化ができる新しい脳画像検査用分子によって、この病気の早期診断を行える可

能性があることを、カリフォルニア大学ロサンジェルス校(UCLA)の研究者達が 2006
年 12 月 21 日発行のニューイングランド医学雑誌 2 に発表した。UCLA が開発したこ

の化合物“FDDNP”には、アルツハイマー病の新しい治療法を評価するための研究ツ

ールとしての期待もかけられている。この研究は米国国立衛生研究所(NIH)3 傘下の国

立老化研究所(NIA)4 から一部資金提供を受けている。 
 

FDDNP は斑ともつれに結合するため、研究者達は PET5 スキャンを用いて、アルツハ

イマー病患者の脳内で形成されているこれらの異常なタンパク質堆積を見ることが可能に

なる。PET スキャンは、科学者達が脳機能を理解するために使用する脳内地図を表示する。

記憶障害が報告されたボランティア達に対する臨床試験では、FDDNP を使った PET スキ

ャンの結果は、記憶テストの成績から判断された臨床診断結果と高い相関関係があった。 
「今日、アルツハイマー病の米国民は 450 万人と推計されている。そして人口の高

齢化により、2050年までにこの数は 3倍に増える可能性がある。危険な状態にある人々

の識別や、アルツハイマー病の進行を防いだり遅らせたりするための薬の試験を行う

ことができるように、認知力低下の も早期の段階における脳の変化を調べる技術が

緊急に必要である」と NIA 局長のリチャード・ホード医学博士は述べている。 
 

この研究では、UCLA のゲイリー・スモール医学博士が研究チームを率いて、アル

ツハイマー病で脳細胞が減少している領域を調べることができる 3 つの異なる方法：

1) FDDNP を用いた PET スキャンの結果、2) 脳活動の測定のための分子(FDG)を用

いた PET スキャン結果、3) 磁気共鳴影像法(MRI)の結果の比較を行った。研究者達は、

臨床試験ではボランティア 83 人のうち、25 人をアルツハイマー病、28 人を軽度認知

機能障害 6、30 人を正常と分類した。これらの 3 グループの識別において、FDDNP
―PET スキャンは、FDG―PET スキャンや MRI よりも正確な結果であった。この二

                                                  
1 アルツハイマー病の病理的特徴として、斑(plaque)ともつれ(tangle)（どちらもタンパク質）といった

脳領域における異常がみられる。これらと病気との間には強い関連性がみられている。 
2 New England Journal of Medicine (NEJM): http://www.nejm.org/content/index.asp  
3 National Institutes of Health: NIH 
4 National Institute on Aging: NIA 
5 PET(positron emission tomography): ポジトロン断層法、陽電子(放出)断層撮影法ともいう。ポジトロン

(陽電子)を放出する核種を標識した薬剤を体内に投与し、その薬剤が体内の目的の部位に集まる様子を断

層像として撮影する技術。 
6 mild cognitive impairment: MCI 
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年後、このボランティアグループの一部の被験者達の追跡検査を行った結果、FDDNP
―PET スキャンの結果は、臨床症状や診断結果と引き続き高い相関関係がみられた。 

「より良い画像化技術とマーカーによって、臨床試験をより少人数でより短時間で

行えるようになってほしい」と、NIA の「加齢に伴う神経科学・神経心理学プログラ

ム 7」担当官である、スーザン・モルシャン医学博士は話す。「脳の変化を画像化する

ことができることで、アルツハイマー病の斑ともつれとなる脳内のタンパク質堆積に

対して、どのように薬が作用するかを見ることができる。もしかすると、その薬の作

用はアルツハイマー病の進行を防いだり遅らせたりするかもしれない」 
 

関連する別のプロジェクトにおいて、NIA は、連邦政府と民間企業が連携した「ア

ルツハイマー病神経画像イニシアティブ(ADNI)」8 も主導している。このイニシアテ

ィブでは、軽度認知機能障害からアルツハイマー病へと徐々に病状が進行する中での

生態学的変化を測定することができる画像化技術とバイオマーカーを発見することを

目指している。また、このイニシアティブの一端として、アルツハイマー病の斑に結

合する別の化合物(Pittsburgh Compound B)を使用した PET スキャンと、他の実験結

果との比較が行われる予定である。 
 

ADNI は 2005 年に開始され、新しい参加者を継続募集している。NIA のアルツハ

イマー病教育センター9 へコンタクトをとるか、www.nia.nih.gov/alzheimers を訪問

することで、ADNI への参加に関する詳細を調べたり、米国とカナダの治験実施施設

のリストを入手したりすることができる。 
スモール博士と共同研究者達が行っている研究は、米国保健社会福祉省(HHS)10 傘下

の NIH に所属している NIA や国立精神健康研究所(NIMH)11、国立研究資源開発センタ

ー(NCRR)12 や、米国エネルギー省といった公的機関からの支援額を超える、多数の基

金によって支援されている。また、UCLA は FDDNP の特許を取得しており、スモール

博士と共同研究員達はこの FDDNP に関する経済的な利益を得る権利を持っている。 
 
NIA は、高齢者の老化／医療／社会行動問題（アルツハイマー病、加齢に伴う認識力低下 13 など）に

ついての研究の支援や実施を行っている政府活動を率いている。患者・介護者のための情報が含まれた

痴呆・高齢化についての詳細は ADEAR センター： www.nia.nih.gov/alzheimers を、研究や高齢化に

ついてのより一般的な情報は：www.nia.nih.gov を参照のこと。 
◆参考：G.W. Small et al. PET of Brain Amyloid and Tau in Mild Cognitive Impairment  

The New England Journal of Medicine. Vol: 355; 25. pp :2652-63. Dec. 21, 2006.  
◆出典：http://www.nih.gov/news/pr/dec2006/nia-20.htm 

翻訳：NEDO 情報・システム部 

                                                  
7 Neuroscience and Neuropsychology of Aging Program 
8 Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative: ADNI 
9 Alzheimer's Disease Education and Referral (ADEAR) Center 
10 Department of Health and Human Services: HHS 
11 the National Institute of Mental Health: NIMH 
12 the National Center for Research Resources: NCRR 
13 age-related cognitive decline: ARCD 

< 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993号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/993/
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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報告書－ナノ材料（米国） 
 

展 望 
 

宇宙飛行体製造に使用される信頼性と耐久性のある材料は、苛酷な宇宙環境での長

時間の探査ミッション成功のために重要である。将来の乗組員探査車両(CEV：Crew 
Exploration Vehicle)、居住船、マイクロクラフト、宇宙服ならびに他の宇宙システム

は、高性能スマート材料を使用して構築されるであろう。大きな機械的応力／負荷の

許容、車両状況の監視、さらに電力の貯蔵や送電を含んだ、いくつかの機能を提供す

る能力を持ったナノ材料が開発されるであろう。宇宙ミッションに特別に興味のある

ものは、推進剤低温タンクのための、強くて軽くそして低い透磁率の材料、また、宇

宙飛行体や生活環境構造用の微小隕石耐性を持つ高絶縁性放射線遮蔽材がある。 
 
個々の原子を掴んで置く構築法とは対照的に、車両や居住船用の自己回復構造部材から

耐障害性のセンサーや電子回路までに及ぶ無数のシステムを作成するために自己集合を使

用するアプローチを利用することができるであろう。一般的に自己集合は、超分子構造が、

元の構成材中にプログラムされた情報により生ずる、熱力学的に動作する自己調整プロセ

スとして定義されるであろう。超分子構造は、ダイナミックでかつ可逆的になるように、

また、時に自己回復といわれるエラー修正に対する組み込まれた能力を持つように設計す

ることができる。宇宙飛行士の船外活動(EVA)スーツは、放射線からの隔離と遮蔽を提供す

る一方で、適切な活動性と敏捷性を提供する軽量でフレキシブルな材料で作られるべきで

ある。 
 
広い作業温度の範囲を許容する非常に効率的で軽量な電力システムも、未来の探査ミッ

ションに不可欠な役割を果たすと想定されている。通信装置、科学機器、コンピュータお

よびロボットシステムのような宇宙ミッションの中心となる機器は、分子エレクトロニク

スに基づくであろう。軽量な携帯型の分析機器が、生物活動や化学組成に関する情報を提

供して、惑星の土壌や大気からのサンプルを分析するために使用される。この想定では、

データファイルに蓄積されたミッションの保存と暗号化は、高密度で軽量の記憶装置を使

用して可能になるであろう。ミッション中の乗組員の健康をモニタすることは、別の 優

先事項である。宇宙飛行士は、一滴の血液サンプルから疾病を引起す微生物を検知するこ

とができる携帯型の装置を使用するであろう。センサーに関する詳細な論議は、この報告

書の 3 章で提供される。 
 
ナノサイエンスとナノテクノロジーが、従来の材料と比較して、向上した耐久性と

機能を持つ材料をもたらすと予想される。ナノ材料は、さらに、超高感度で選択的な

センサーの開発に重要な役割を果たすであろう。したがって、ナノ材料を設計し製造

する能力は、将来の長時間にわたる人間とロボットの探査ミッションを実施する方法
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を根本的に変更することであろう。 
 
 
技術の現状 

 
ナノ材料とナノ構造のユニークな特性は、ここ数年、材料科学者を刺激してきた。

ナノテクノロジーは、例えば衣服の耐水性や変色防止材料、メガネの光感応コーティ

ングや化粧品の紫外線防護などの既存の製品の性能向上のために既に使用されている。

ナノ材料は、どのようにして、そして、なぜ、宇宙ミッションの機能を向上させるか

に、手掛かりを与えるために、現在の技術的な現状に関する概略が提供される。 
 

バイオ模倣材料 
自己回復作用、感知作用および駆動機能を持ったセル階層構造の組み立てにおいて、

ハイブリッド材料が使用されるであろう。設計アプローチは、ナノウイスカー、ナノ

チューブ、ナノワイヤーおよびナノプレートのような一連の機能の統合を可能にする。

例として、粘土あるいは剥離グラファイトから作られた、強化ポリマー基質複合材料

が用いられるであろう。 
 
ミセルやコロイドシステムの自己集合特性の利用により、自己回復機能を持ったナ

ノ複合材料が開発できるかもしれない。さらに、自己集合は、複雑なナノ構造の廉価

な組み立てを可能にすることができ、実際のナノスケール組み立ての不可欠な要素で

ある。さらに、スマート機能を与えるために、材料中へ微小化したセンサーやアクチ

ュエーターを埋め込むことができるであろう。圧電気マイクロカンチレバーやナノチ

ューブ(例えば、BN/C および PbO・ZrO2・TiO2・[PZT])を埋込みアクチュエーター

として使用することができるであろう。 
 
自然の材料の持つ自己回復や自己集合のような特性は、新しい価値を材料設計の概念

にもたらす。これらの特色に基づいて、高速の微小隕石破片や弾丸のような物体の侵入

から、瞬間的に自己修復する機能の材料を設計することが可能かもしれない。この能力

は、探査ミッション中に、それほど人間の注意を必要としない宇宙飛行体、乗組員居住

船および他の宇宙システムの製作に関する手段を提供するだろう。このような自立材料

は、厳しい宇宙環境に対して適切なシェルターを、また、科学データ収集に関して配備

可能な構造を、宇宙飛行体に提供して利益をもたらすことが分かるであろう。 
 

エーロゲル 

エーロゲルのような低密度、高多孔質で低熱伝導の材料は様々な航空宇宙応用の魅力

的な材料である。しかしながら、航空宇宙部品でのエーロゲルの使用は、その弱い機械

的性質や低い耐久性により現在まで制限されてきた。さらに、従来のエーロゲルのプロ

セスは、超臨界流体乾燥の利用を必要とし、このことは製造コストを増加させ、部品サ

イズを制限する。これらの欠点のいくつかを克服するために、新しいポリマー・クロス

リンク・エーロゲルが、NASA グレン研究センターで開発された。これらの低密度エー

< 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993号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/993/
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ロゲル(<0.2g/cm3)は、従来のシリカエーロゲルより 300 倍の高い曲げ強度を持ってお

り、なおかつ熱伝導率が低い(<40mW/mK)。更に、これらの材料は、鋼の 10 倍のファ

イバー強化複合材料と等価な比圧縮強さを示している。これらのエーロゲルの密度およ

び熱伝導率は、同様な密度の従来のエーロゲルの 3 倍であるが、 近の研究は、機械的

特性を維持して密度と熱伝導率を著しく低下させることが可能なことを示している。 
 
従来のエーロゲルは、真珠の首飾りを形作る脆弱なネックによって連結された個々

のシリカナノ球体からできている。各々のシリカナノビーズはペンダント水酸基を持

っている。NASA グレン研究センターでは、ナノ球体とネックのまわりに絶縁保護被

膜を作るために、有機モノマー(例えばイソシアネート)をこれらの水酸基に反応させて

いる。その結果、これらの新しいエーロゲルは溶剤蒸発中に崩壊せず、高価な超臨界

流体乾燥を利用せずにベンチトップで加工処理することができる。また、材料を柔軟

にするために新しいエーロゲル調合物も開発されている。更に、様々な金属酸化膜か

ら作られたポリマーエーロゲルと同様に、ポリイミド、エポキシ樹脂およびポリスチ

レン・クロスリンク・シリカエアロゲルを作成するために化学修飾が行われている。

潜在的な応用は、推進剤低温タンクおよび EVA スーツ用の熱絶縁材料を含んでいる。 
 

未来参入型車両関連材料 

NASA 宇宙開発計画は、月に続いて火星から、宇宙飛行士を帰還させるために地球

大気圏突入機能を含む乗組員探査飛行体(CEV：Crew Exploration Vehicle)の開発に関

係している。これらのミッションにおいて、CEV 再突入加熱速度は、スペースシャト

ルの翼先端よりも 10～40 倍も厳しい。将来の NASA 探査ミッションは長時間になる。

その結果、放射線および微小隕石や軌道上の破片(MMOD)への長時間露出に曝される。

このことは、次には、宇宙飛行体の損傷や人間の安全性の危険性を増加させる。この

ような暴露は飛行時間と直線的に増加するので、宇宙飛行体用の丈夫で耐久性のある

材料を開発する緊急の必要性がある。ナノテクノロジーの進歩は、一つ一つのどれも

が潜在的に破滅的になりえるこれらの脅威の 3 つすべてに対して、質量の減少を通し

てミッションの安全性と能力を向上させることができる、単一の遮蔽体開発のための

新しい概念に結びついた。 
 
ナノ材料を、熱、放射線、衝撃保護遮蔽体(TRIPS)に使用するための 1 つの概念が

NASA エームズ研究センターで開発された。もし熱遮蔽体を構成する材料を賢く選べ

ば、極度の空気熱力学加熱から飛行体を保護する CEV 耐熱構造(TPS)は、さらに放射

線防護を提供する。高密度の水素とカーボンを持った材料は、放射線遮蔽に対するよ

い候補である。(例えば、高速宇宙線や太陽事象の粒子との衝突プロセスの間に作られ

る 2 次放射線が少ないので、ポリエチレンは放射線遮蔽設計に対する選択材料になる) 
 
解析は、CEV TPS のための高密度カーボンフェノールの使用は、火星探査ミッショ

ンの宇宙空間での典型的な往復時間である数年間の間に必要とされる適切な熱保護と、

同様に、同時に 50～70 パーセントの放射線遮蔽を提供することができることを示唆し

ている。TRIPS は、その発端は既存の高密度のカーボンフェノール(ガリレオ突入プロ
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ーブ断熱材 )やスターダスト帰還カプセルで飛行した石炭酸添着炭アブレーター

(PICA)に基づいた中密度材料である炭素質の使い捨てアブレーター材料を一体化する

だろう。TRIPS 材料は、さらに水素化カーボンナノチューブ(CNT)を統合して、放射

線遮蔽を加える。CNT の導入は、TPS 領域を横切るホットスポットや CEV 上の吸熱

器への受動ヒート・パイプの役割をすることにより、軽量 TPS に導くことができる。

柔軟な宇宙居住船のために開発されたものに類似した組み込み MMOD シールドの使

用によって、3 番目のシールド機能を実施することができるであろう。ここで、遮蔽

構造の固いセラミック外部ケーシングは、MMOD 打撃を分散させる役目をする。 
 
 

主要な挑戦 
 

障壁と解決策 
ナノテクノロジーの現在の状況から、一般に、技術準備レベル(TRL：Technology 

Readiness Level )TRL 1 2(現象の発見)、TRL 4 5(模擬宇宙環境での装置の実証)、TRL 
7 8(ミッションへの組み入れ)へと進展させるために何が行われなければならないか。 

 
制御された純度、寸法、特性を持つ、様々なナノ材料(例えばナノチューブ、ナノワイ

ヤー、量子ドット、ナノ粒子、自己集合材料)を生産する大量生産方法が開発されなけれ

ばならない。ナノ材料の純度や特性に整合性が無い場合、ナノ構造の有用性を評価し、

実現することはできない。更に、興味ある特性がナノスケールにおいて生ずる場合、多

くの応用では、そのような特性が大きな空間構造規模での性能に根本的な変更をもたら

すことを要求する。ナノ材料は、ナノメートル寸法の装置から何 100 平方メートルの広

大な面積の光学アレイあるいはアンテナまでの多様な範囲の部品製作を可能にする

様々な長さスケールで、制御された形状と構造で生産を可能にしなければならない。 
 
探査ミッションは、他の惑星で利用可能な資源(原料ならびにエネルギー)を使用して

種々様々のナノ材料を生産する能力を要求する。他の惑星の厳しい作業環境内でその

ようなナノ材料を生産するためには、生産条件についての完全な理解は、より優しい

地球環境で 初に必要である。 後に、これらの材料は、打ち上げからミッション完

了まで宇宙飛行の厳しさに耐えることができなければならない。宇宙ミッションで使

用される材料は、過酷な環境を経験する。(例えば極端な温度、放射線、熱サイクル、

腐食性/反応性雰囲気)先端材料の耐久性と性能に関するこれらの条件の個体効果およ

び相乗効果は、これらの重要なミッション応用に対する重大な関心事である。 
 
ナノテクノロジーの進歩がこれらの要求に取り組むために順調に進展する一方、将

来の宇宙ミッションでナノ材料使用の完全な実現を困難にしている以下の 2 つの問題

が存在する。 
 

－ ナノからマクロ規模まで機能材料を信頼できる一貫した方法での合成と組み立て

の制御。 

< 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993号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/993/
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－ ナノテクノロジー基盤の材料、装置およびシステムを利用して、10 年以上の長期

間の人間およびロボット探査ミッションを、信頼性を持って実施できることの実証。 
 
 

技術的障壁 

 
ナノ材料の大量生産 

ナノ材料の開発、既存の機能の実現、 後にその製造は、難問の多い課題である。

上に述べた難問に対応するために、材料合成と組み立ての制御および整合性の程度に

関して多くの研究が必要である。ナノ材料開発はまだその初期段階にあり、その結果、

ナノ材料の合成、組み立ておよび加工の制御はいまだ難問である。 
 
大量のナノ材料を生産するための障害は、ナノスケールからマイクロ、マクロスケール

までの、構造の成長を支配するメカニズムについての理解と制御の欠如である。階層的マ

ルチスケールアプローチは、これらの成長過程をモデル化し模擬するために必要である。 
それにより生じたモデルは、形状、構造、そして 終的に特性や耐久性に関する加

工処理手法の変化の影響を予測することができるであろう。ナノ材料の整列および加

工に対する電気的あるいは磁気的な外力の影響についてのよりよい理解が、制御され

た構造や形状を生むために必要である。例えば、カーボンナノチューブ製作のための

も精巧な生産手順さえ、1 週間当たり 100 グラム以下の純粋な材料しか産出しない。 
 

高純度で一様なナノ材料の生産：その場特性評価 

ナノ材料の生産に関する重要な問題はその品質評価である。これは、製造工程と互

換性をもつ信頼できてコスト効率の良い分析的な手順の開発を必要とする。そのよう

な手順は、その場での材料の挙動を完全に分析することができる新しい装置一式、ナ

ノメートル規模の解像度で試料を操作し、位置決めし、かつ精査するツール、そして、

マイクロ／マクロ規模の試料と原子スケールでの挙動とを関連させる、包括的な理論

的理解などを含む多面的なアプローチを必要とする。 
 
高度な特性評価ツールは、ナノ材料の成長と特性をその場モニタし、また、その特

性およびマイクロ／ナノ構造を非破壊的に評価するために必要とする。主要な目標は、

信頼できる多量のデータを提供する一方で、機器の配列、試料調製、較正および測定

にかかる時間を 小化することである。この目標を達成するために、ツールがプロセ

スでの生成物を破壊せずに、その場で機能するように機器の設計を変更しなければな

らない。例えば、多くのナノスケールデバイスは多数の薄膜層を含み、埋め込まれた

界面での特性測定は重要である。これらの材料については、実時間の非破壊アプロー

チのその場特性評価が理想的である。しかしながら、試料の微小領域について非常に

正確な位置精度で重要な情報を提供する様な、ユーザーに被測定物を調べる機会を与

えるためには、さらに空間分解能に取り組まなければならない。 
 

後に、効率的な生産環境を確保するために管理レベルでの意思決定過程が合理化さ
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れる必要がある。この問題を説明すれば、カーボンナノチューブの合成は、寸法および

例えば直径、長さ、キラリティ、ねじれなどの化学組成の項目から、広範囲の異なるナ

ノシリンダーを産出し、その結果、広範囲の電子的・物理的特性をもたらしている。従

って、特定の特性の構造をモニタし選択するために信頼できる精査が必要である。 
 

ナノ材料の安定性と耐久性 

材料の耐久性は全ての宇宙ミッションの重大案件である。これらのミッションを支援

する用途に使用される材料は、極端な温度から異なるタイプの放射線や腐食性の惑星大

気圏まで、種々様々の脅威に耐えなければならない。ナノ材料の他の応用と異なり、宇

宙探査ミッションで使用される材料は、信頼性を持って機能し、継続的な修理や置換の

必要なしで、長い年月(数 10 年間さえも)これらの脅威から存続しなければならない。 
 
先端材料の長期間の耐久性や機能に関するこれらの脅威の個々の影響の詳細な理解

は、宇宙探査ミッションでの実際的使用にとって必要不可欠である。例えば放射線損

傷や熱サイクルのような、これらの脅威の 2 つ以上の相乗効果も調査しなければなら

ない。加速試験方法と解析的モデルは、新材料の選別だけでなく、これらの材料の有

効な実用寿命を決定する予測手段として開発されなければならない。材料の品位、耐

久性および機能への、これらの環境暴露の影響を 小化するための保護機構を開発し

なければならない。ミッションの資源および修理の機会は制限されているので、自己

診断と自己回復能力を持った材料が開発されなければならない。 
 

解決策 

1. 上にリストされた 初の 2 つの障壁に関して、適切な NNI メンバー、全米科学財

団、NASA 大学研究教育工学研究所(URETI)および産業界を含むパートナーシップの

展開により、共同取り組みに再び焦点を合わせて拡大する。NNI パートナーは、NASA、

国立標準技術研究所(NIST)、DOE および国防総省を含むであろう。 
 
実験と理論の間の相乗作用は、ナノ－マクロの合成および組み立ての障壁を打ち破

るのに重要で、さらに先に特定した寿命予測ツールや技術開発の鍵である。さらに、

他のところで言及されるように、生物科学からの専門家との協力は有益である。これ

は、自己回復ナノ構造を作成する方法を自然から学習することについて、上に引用さ

れた例によって明白に例証されている。 
 

2. 主として NASA、国防総省および DOE(原子力施設)の問題の存在に加え、放射線の

影響は、今日でさえ、ラップトップコンピュータのような商用電子機器でさえ重要で

ある。ナノ材料への放射線の影響を観察する今日までの小さな取り組みは、増さなけ

ればならないし、既存の NASA や国防総省の施設でより強く取り組まれるべきである。

エレクトロニクス領域では、特徴サイズがナノスケールへ縮小するとともに、これら

の影響はより重要になるであろう。ナノテクノ基盤のコンピュータやメモリーに関す

る放射線の影響に取り組む新しい NASA/国防総省/エレクトロニクス産業の協力は、解

決策の開発を促進することができる。 

< 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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プログラム上の障壁 

 
ナノテクノ基盤製品の開発は、参加する連邦機関の間のハイレベルの専門技術と統

合を必要とする。それは持続した資金源を要求する。次に、宇宙ミッションの様々な

機能への、既存の宇宙規格材料の代りに新しいナノ材料の採用は、スケジュール遅れ

や予算超過のリスクをもたらすかもしれない。 
 

解決策 
政府や民間部門からの持続的な資金源は、研究開発を進めるために必要である。さ

らに、研究プログラムは特定問題の解決に集中し目標とする必要がある。目標および

合理的なスケジュールの形で連邦のミッションニーズや利益を明瞭に表現しなければ

ならず、マイルストーンが達成出来るように、予算を割付ける必要がある。系統的な

計画に先立って、宇宙ミッションへのナノテクノロジーの重要性を識別する必要があ

る。その目的のために、以下のステップが示唆される。 
 

1. 近完了した可能性評価に加えて、NASA の将来性ロードマップを公式化するため、

科学と探査ミッションへのナノテクノロジーの効果を理解するためのシステム分析が

現在行われている。そのような解析は、研究および宇宙飛行センターの両方のナノテ

クノロジーの専門家の参加を持った機関レベルでの広範囲なミッションを横断して行

われるべきである。 
その後、投資への見返りの事実に基づいた評価は、近い将来や遠い将来の予算割当

の管理を導くために使用することができる。連邦機関は、共通の興味を共有する選ば

れた産業界関係企業との戦略的パートナーシップ展開に向けて、ナノテクノロジーへ

の投資のてこ入れにより、資金提供基盤を増すことを試みるべきである。 
 

2. 宇宙ミッションへの未来技術の採用は常に問題だった。上に言及されるように、こ

の問題の解決策に向けての 初のステップは完全なシステム分析を必要としている。

次に、実験の結果を 大限にする一方で、コストを 小化するためにすべての利用可

能な打ち上げの機会を活用するべきである。 
このよい例は、NASA エームズ/ゴダードプロジェクトでの米海軍デルタロケットのフライ

ト中のナノセンサー利用である。さらに、機関は、宇宙ミッションの様々な側面でのナノテ

クノロジーの有用性および従来技術に対する利点に関して、プロジェクト管理者や上位機関

へ定期的で簡潔な説明が必要である。システム分析による、持続的な連絡や実証は、ナノテ

クノロジー基盤材料を装備した 初の宇宙飛行の達成に向けた重要なステップである。 
 
 

目 標 

 
短期的～中期的(5－10 年) 

－ ナノ材料の設計および加工のためのモデルの開発 
多重スケールの物理基盤モデルが、ナノ構造の成長と構築に関する加工条件や材料
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組成の影響を予測しシミュレートするために開発され、使用されるであろう。シミュ

レーションと予測ツールは、現在、カーボンナノチューブおよびポリマー－クレイ・

ナノ複合材料の加工のために開発されている。これらの新しいツールは、数マイクロ

メータからマクロ構造までの広範囲の長さスケールをカバーする構造のシミュレーシ

ョンを可能にするであろう。 
 

－ 界面化学の開発 
ナノ材料とバルク材料(基質)の間の界面結合形成を安定化させる化学が開発される。

現在の取り組みは、CNT、エーロゲルおよび粘土を機能化することを含んでいる。強

く安定な界面を提供するために、加工処理法が 適化される。 
 

－ より良い CNT ナノ複合材料の開発 
この推進領域は、(1) 乗組員居住船(柔軟なナノ複合材料)および宇宙服(ファイバーと

織物)のような応用に適合させた CNT ナノ複合材料の加工法の開発、(2) CNT ナノ複

合材料のスケールアップ製造と材料の検証、そして、(3) 炭化ケイ素ナノチューブ

(SiCNTs)の開発に注目している。炭化ケイ素は、1000℃を超過する温度で安定なこと

が判っている。カーボンは 600℃で制限される。したがって、SiCNT ナノ複合材料は、

高温環境(例えば極端な宇宙・惑星環境)で耐えることが出来る見込みがある。 
 

－ 生物模倣材料の開発 
NASA は、細胞膜、骨格、真珠、スパイダー・シルクなどを含み、これらに限定しない、

自然の現象や材料を調査することを目指した現在の取り組みを継続することを計画している。

その目標は、斬新な生物材料を発見し、好ましい特性(例えば、高強度、強靭性、自己集合性

および自己回復性)を模倣し、 後に、新しい生物模倣ナノ材料を作成することである。 
 

－ ナノ材料設計のための高スループット方法論の開発 
医薬品工業は、薬剤候補の探索で、組み合わせ化学と多量の予備分子の大量処理選

別を使用する。ナノ材料の合理的設計の探索では、種々様々の候補ナノ材料を生成す

るために類似した組合せ手法が開発され、大量処理選別がその後に続くであろう。十

分に開発された試験手順は、実験が多重スケール設計とシミュレーションに合わせて

行われる化学分析と検証の段階を統合する。材料のための合理的設計の方法論は、や

や新しい概念であるが、既に有望な結果を示し始めている。 
 

－ 材料欠陥を予測し検知するツールの開発 
前節で言及されたように、材料耐久性は関心事であり、したがって宇宙研究取り組み内

の優先順位の高い事項である。欠陥検出と寿命予測の方法は、従来材料のためには存在す

る。しかしながらそれらは極端(苛酷)な環境条件には必ずしも適用可能だとは限らない。

極端な温度、放射線、ダスト摩滅および化学薬品のような厳しい条件を考慮した、材料安

定性および耐久性を評価するための新しいツールと試験手順が開発される必要がある。開

発と試験は、現在の試験手順の改良により次の 5 年以内に完成することができる。今後(5
年以降)、これらの方法は、異なった危険な状況に同時に対応するためにさらに向上する

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
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だろう。さらに、現在のものはナノスケールの欠陥と安定性を検知する能力を持たないか

もしれないので、新しく開発されるツールと方法はナノ材料に適応させる必要がある。 
 

－ ナノ－マクロ構造の成長を管理するメカニズムに関する基本的理解の開発 
技術の現状の節で概略された取り組みが進歩すると期待することは合理的で、次の 10

年以内に、ナノ材料成長過程についての十分な理解に到達するであろう。この向上した理

解は、広範囲の長さスケールのナノ構造の合成と成長を制御する方法の識別を可能とする。 
 

－ 加工と合成の間にナノ材料を評価する実時間法の開発 

特性評価ツールは、ナノ構造と形状の精密な制御を持った加工方法の開発に重要である。

これらのツールは、製造工程に影響を与えることができるように、実時間の化学・構造分

析を提供することができなければならない。NASA、NIST および他の連邦機関によって支

援された進行中の研究は、次の10年以内に、これらの方法の開発をもたらすことができる。 
 

－ 損傷許容性と感知特性を持った生物模倣の自己修復可能材料の開発 
－ コンピューティングと発電用量子素子の開発 

 
長期的(10 年以上) 

－ 全ての長さスケールでの材料合成と成長に関与する物理的・化学的な力を操作する

方法の開発 
加工条件(温度、圧力、流量、化学組成)の変更によるナノ材料の成長メカニズムの取

り扱いは、ナノ材料の合成および成長での化学反応を調節するために日常的に用いら

れる。ナノ構造と形状開発の一層の制御を提供するために、ある研究は、外部印可場(例
えば磁界)の使用に注目してきた。しかしながら、希望の寸法、構造および特性を持っ

た、様々なナノ材料を製造する化学と加工ツールキットを開発するために、この分野

での一層の研究が必要である。 
ナノ材料の加工中の、化学的、物理的そして外部的な力の完全な統合は、飛行船や

居住施設のための大規模構造を作るために必要である。この統合能力は、ナノ材料の

成長とナノ構造開発のためのメカニズムの理解と化学プロセスの実時間監視のための

高度な特性評価技術の利用、およびこれらの材料の合成および加工でのナノ構造の開

発におけるこれまでの成功に基礎を置くことにより開発することができる。 
 

－ 地球圏外の資源を使用して、高品質ナノ材料を生産し、かつ、合成、加工および評

価する方法を宇宙の条件に適応させる方法の開発 
 

－ 与えられた惑星や宇宙で、ナノ材料の合成および加工のために利用可能な資源(原

料、電力など)の利用 
これは、探査ミッションにおいて極めて必要とされる。その場の資源利用のための

現在の取り組みは、従来の材料の合成および生産に注目してきた。これらの方法は、

ナノ材料の生産での利用を 適にするための付加的な作業を必要とする。 
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－ 宇宙および地球上での応用の多機能自己回復材料のための技術の導入 
－ バイオナノバッテリーのようなバイオ模倣電源の開発 
 

結 論 
 
ナノ材料は、過酷な環境ならびに資源が厳しく限られた用途(質量、電力、容積など)

での機能する顕著な能力のために、大幅に拡大した能力と低価格性により将来の宇宙

ミッションの可能性をもたらすであろう。 
 
例えば、電力を供給しかつ統合健全管理システム(ISHM)サブシステムに材料の状況

について絶えず報告する、高強度で超軽量な機能材料(例えば機械的歪み/応力許容性)
で作られた宇宙船構造体の構想を描くことができる。 

 
各々の ISHM センサーは、強力な集中化コンピューティング能力を持つであろう。

その一方の、それらが通信する中央処理装置は、今日の 大の地上基地コンピュータ

と同等の論理/記憶性能を持つであろう。ISHM センサーとエレクトロニクスは、その

強力な能力をナノ材料の開発に負うであろう。 
 
人間とロボットの宇宙探査機は、深宇宙ミッションに関連した多重脅威(大気突入加

熱、放射線被曝および流星塵/軌道上破片との衝突)に対して財産や乗組員を保護するた

めに、現在使われている材料の何分の一かの質量で、軽量な、多機能の、ナノ材料に

基づいた遮蔽で覆われるであろう。 
 
スマートなナノ材料は、宇宙飛行士居住船や宇宙服(向上した運動性と機敏性を含む)

のために類似した安全な利点を提供する。さらに、ナノ材料は、水素ガスのような

も漏れやすい反応物に対する推進剤低温タンクに例外的に有効な密封材料を提供する。

後に、ナノ材料は、宇宙の極端な温度で完璧に作動し、拡大した電力出力と密度を

持った電力システムの作製を可能にする。 
 
展望は、多くの材料応用にわたってナノテクノロジーの可能性を実現することであ

る。その利点は、マイクロスケールへの電子機器の小型化や炭素繊維合成の開発を含

み、これまでに使用された材料に一致し追い越すことである。 
 
この展望実現の鍵は、政府と学術界および産業界の間の強いパートナーシップにある。

成功をもたらすパートナーシップは、物理学、化学、生物学、材料科学および工学のよう

な多様な専門分野を横切った背景を持つ熟練した実験家や理論家からなる高度の学際チ

ームの形成を必要とする。新しい技術開発に平行して、ミッション管理者は、ミッション

の必要性に対する洞察力を提供するために、これらの学際チームに含まれる必要がある。 
 

(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 )

< 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993号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/993/
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【産業技術】  ナノテクノロジー  

 

英国初の国際ナノテクビジネスイベントの開催 
 
英国・貿易産業省は、2006 年 10 月 24 日、英国で初めての国際的なナノテクのビジ

ネスイベントとして、UK ナノフォーラム 2006（UK NANO FORUM 2006）をロン

ドンで開催した。 
これはアカデミックな色彩のイベントではなく、産業界における国際的なネットワ

ーク形成、英国のナノテクビジネスの強み・魅力の発信等を目的としたものだ。国際

ネットワーク形成の観点から、日本を含むアジア（中国、韓国、台湾、シンガポール）

および欧州主要各国の英国大使館が各国の企業のミッションを招聘し、ミッション合

計で約 80 人が参加した。また、英国内からも 200 名を越える参加があり、今後も毎

年度の開催が検討されている。 
 
英国では、科学技術担当相のセインズベリー卿が 2003 年、マイクロ・ナノテクノロ

ジー（MNT）ネットワークの立ち上げと、6 年間で中央政府から 9,000 万ポンドを投

じることを発表。9,000 万ポンドのうち、MNT ネットワークの構成要素となる学術研

究機関や産業界の施設に対する資本コスト及び運営コスト支援に 4,000 万ポンド、英

国の経済に重要な影響を与える産業界と科学界の共同の応用研究支援に 5,000 万ポン

ドをそれぞれ割り当てることとした。こうした方針を受け、企業研究支援のためのオ

ープンアクセスな研究施設整備に、これまでの 2 年間で 4,500 万ポンドを投じてきて

いる。 
 
フォーラム開催に当たって、MNT ネットワークのダイレクター、クレア教授の講演

において、英国の強い分野として、第一にコンピューター・ディスク・ドライブ・ヘ

ッド（英国に本分野の製造拠点が存在）、第二にドラッグ・デリバリー、第三に成熟技

術（インクジェット技術を用いたフレキシブル・ディスプレイ開発等）があげられた。 
 
フォーラムでは、ケーススタディとして、ナノテクに先進的に取り組んでいる企業

による講演が次の通りあった。 
 

1．まず大手製薬メーカーである GSK からは、ナノ医療に関し、次のような見解が示

された。 
・nanomedicine（ナノ医療）とは何か、とよく議論になるが、人間の体の分子ツー

ルや分子に関する知識を用いた医療と定義することができる。 
・インパクトが期待される分野としては、新たな皮膚治療、歯科治療、創薬標的、

ドラッグ・デリバリー、再生医療、個別診断治療等。 
・新たな分析ツール、現象理解のための映像化技術、新たなナノ材料やデバイスの
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進展も必要であり、産業としての広がりもある。 
 

2．また、英国におけるナノテクベンチャーの成功企業の代表的存在として、Oxonica
の講演があった。同社は、1999 年にオックスフォード大学からスピンアウトした企

業。2001 年に AIM に上場しているが、従業員は 56 人、米国とシンガポールにも拠

点を有する。 
現在、ディーゼルエンジンの燃費改善（5～11％）および排ガス軽減の触媒 Envirox、

日焼け止めクリーム Optisol、病原の検出を行う Nanoplex、物質の紫外線防止を施

すコーティング剤 Solacor が主力商品となっている。 
同社は、成功の秘訣として、次の点を強調した。 

・ターゲットを大規模市場に絞り、可能な限り早く製品を作りだし、供給すること。

そのためには、自らが直接大規模顧客を掴まえるか、あるいは、大規模マーケッ

トを抱えるパートナーと組み、リスクを減らすこと。実際に同社は、Optisol につ

いては英国の大手小売りスーパーTESCO や大手薬局チェーン BOOTS をパート

ナーとし、Nanoplex については大手化学メーカーBecton Dickson と、Envirox
については英国大手バス事業者 Stagecoach およびトルコの国営石油会社（2006
年 9 月～）と、それぞれ契約を締結。 

・製品開発と同時に、知的財産を固めること。これにより、後発の競争相手との一

線を画すことができる。実際、同社は 50 のパテント・ファミリィを保有。さらに

211 件出願中。 
 

3．ベンチャーキャピタルである 3i は、創業 60 年、ロンドン株式市場に上場しており、

エレクトロニクス、ソフトウェア、ヘルスケア・ライフサイエンスといったハイテ

ク分野に重点的に投資している。ナノテクを巡るベンチャーキャピタルの概況とし

て、ポイントとして、以下の点を述べた。 
・ナノテクの中でもヘルスケア・ライフサイエンス分野が投資側にとっても重要な

セクターとなっている（同社も当該分野で投資を増加中）。 
・ヘルスケア・ライフサイエンスにおけるナノテクに対する投資額を世界的な規模

で見ると、2006 年の前期の投資額が、既に 2005 年の年間投資額（1 億 2,200 万

ドル、43 件）とほぼ同額の 1 億 2,600 万ドル（31 件）となっており、2 倍のペー

スで増えている。このため、2006 年は記録的な年になると言える。 
・他方、ヘルスケア・ライフサイエンスは、臨床・承認等の手続きも含め市場に至

るまでに時間がかかるため、投資傾向としては、アーリーステージ案件が数件に

減少しており、レートステージ案件への投資を行う傾向にある。 
・リスクの高い段階（アーリーステージ）には、政府系か企業自体が投資している。 
 
また、各社とも、安全性の検証と規制、倫理面における対応が重要とし、研究開

発進行中の技術、将来的なメリットとリスク等にかかる情報を共有し、一般市民の

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート993号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/993/
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理解の促進も進めていくことが重要だとした。 
 

4．一方、英国のアカデミアからは、リーダー的存在の一人であるケンブリッジ大学の

マーク・ウェランド教授の講演があり、次のような点が強調された。 
・ナノテク専門誌ナノジャーナルにおける掲載論文数が 2000 年は 75 件、2001 年は

122 件だったのが、2004 年は 447 件、2005 年は 630 件、2006 年には 1,027 件（見

込み）となっており、ここ数年で急激に増加。それだけナノテク研究が活発化し

ていると言える。 
・2004 年 7 月に王立協会（Royal Society）と王立工学アカデミー（Royal Academy 

of Engineering）が英国政府の委託を受けて取りまとめた報告書「ナノサイエン

スとナノテクノロジー：機会と不確実性（Nanoscience and nanotechnologies: 
opportunities and uncertainties）」は、専門家・非専門家が半々の委員会でまと

めた非常に良いバランスのものとなっている。世界各国からも参考にされている。 
・ナノサイエンスは、ナノスケールになると物質が通常の性質とは異なる性質を示

す現象自体の研究および原子・分子といったナノスケールレベルで物質を取り扱

うことの研究。ナノテクノロジーは、ナノスケールで形や大きさをコントロール

することにより、構造、デバイスおよびシステムのアプリケーションを設計、特

徴付け、製造すること、と定義付けることができる。 
・ナノテクノロジーは、我々にメリットをもたらすが、一般市民を巻き込んだナノ

テクの発展に係る十分な議論が必要。結果としてほとんどリスクはないと考える

が、ナノ粒子の不確実な影響に対処するため、迅速に研究と規制作りを行うこと

が必要である。 
・一般市民を巻き込んだ十分な議論という観点から、2005 年 5 月には、ケンブリッ

ジ大学、ニューカッスル大学、グリーンピースおよびガーディアン紙の 4 者が共

同で、ナノ審査委員会（Nano Jury Uk）なる取組を行い、2005 年 9 月に、①一

般市民を政策立案に巻き込んだ、より開かれた科学政策の熟考、②研究のプライ

オリティとして、政府資金は、長期的視野に立って、特に、健康や環境の観点か

ら解決すべき課題の研究に充てられるべき、③公開性（openness）と透明性

（transparency）の確保、④危険性の把握と適切な規制を政府に求める提言を行

った。しかし、政府ではまだ提言に応じた対応が取られていない。 
 

参考文献 
○MNT ネットワークウェブサイト 

http://mnt.globalwatchonline.com/epicentric_portal/site/MNT/menuitem.a1026a
a8714e29fb1ef52110eb3e8a0c/ 

○UK ナノフォーラム 2006 ウェブサイト 
http://www.mntnetwork.com/uploads/Nanoforum%202006.pdf 
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【産業技術】  I T  
 

自由電子レーザーが 14 キロワットの赤外線出力を達成（米国） 
－ 世界で も強力な波長可変レーザーが出力記録を新たに更新 － 

 
米国海軍研究局(ONR)に支援されたエネルギー省トマス・ジェファーソン全米加速

器施設(ジェファーソン研究所)の自由電子レーザー(FEL)が、1.61 ミクロンの赤外線波

長で 14.2 キロワット(kW)のレーザー光ビームを発生した。 
 
「この波長は、海上大気による光の伝搬や材料科学応用に関して海軍にとり重要で

ある」とジェファーソン研究所主任技術者で自由電子レーザー部門副責任者のフレッ

ド・ダイラが述べた。この FEL プロジェクトは、ヴァージニア州と共に、海軍研究局、

海軍海上システム司令、空軍研究所および共同技術局により支援されている。このレ

ーザーの新しい能力は、製造技術ならびに化学、物理学、生物学および医学の科学研

究支援と同様に、艦載対ミサイル防御や他の防御応用のような広範囲の応用を向上さ

せる。 
 
この結果は、2004 年 7 月に 6 ミクロンの赤外線で 10kW の出力を初めて達成した、

この強力なレーザーの新しい記録である。「この場合、より短い赤外線波長になるほど、

このように非常に高い出力に達することはより困難になる。1.61 ミクロンで 14 キロ

ワットに達したことは本当に注目すべき業績である。そして、ジェファーソン研究所

の FEL スタッフおよび同僚の激しい献身的な労働なしでは、この結果を達成すること

ができなかっただろう。チームは、これまでに存在しなかった技術的な挑戦を解決す

るという画期的な設計を行い、先例がないパワーレベルを実現させた」とダイラは語

った。 
 
「このマイルストーンは、艦載兵器システムの一部として役立ち、海上での正確な

光速のエネルギー照射を提供するための非常に高出力な FEL の究極的開発という海

軍の展望を支援する。海軍とエネルギー省の研究社会は、今後も FEL 技術の確固とし

た開発に取り組み続ける。その目標は、説得力ある証拠を提供し、海軍の幅広いミッ

ション要件のいくつかに合致し、21 世紀の脅威を打ち負かすことに対する、有望な候

補として FEL の究極的な実現を支援可能とする、より高いパワーレベルに達すること

である」と ONR プログラム責任者のルイス・デ・サンドルが付け加えた。 
 
「この偉業は、この献身的なチームによる法外な努力の結果である。そして、私の

感謝と祝賀は、多くの物理学者、エンジニア、技術者およびこのマイルストーンを可

能にした支援スタッフのメンバーに向けられる」とジェファーソン研究所所長のクリ

ストフ・リーマンはコメントした。 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート993号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/993/
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この FEL プログラムは、「1 キロワット実証 FEL」プログラムとして開始され、出

力記録を破り、世界で も明るい高平均パワーレーザーとして成功した。この FEL は、

2001 年 11 月の 10kW 増強改造のための停止以前に、当初設計されたレベルの 2 倍以

上の 2.1kW の赤外線を出力している。 
 
ジェファーソン研究所の超電導高周波(SRF)技術の専門技術で構築されたこの FEL

は世界で も強力な波長可変レーザーである。この FEL は、通常のレーザーより高い

平均出力で赤外線の正確な波長範囲に合せることが可能な強力なレーザー光ビームを

提供する。 
 
(出典：http://www.onr.navy.mil/media/article.asp?ID=114 ) 
 
 

（注）自由電子レーザー(FEL: Free Electron Laser)とは、 
 

相対論的なエネルギーを持つ電子ビームと電磁場との共鳴的な相互作用によって可

干渉なレーザー光を発生させるもの。 
通常のレーザーのように、レーザー媒質の電子エネルギー準位を利用せずに、磁場

中の自由電子をレーザー媒質としているので、原理的にはマイクロ波から X 線に至る

広大な波長域で選択でき、磁場強度や電子のエネルギーを変えることで発振波長を連

続的に変えられるという特徴がある。 
また、レーザー光を電子ビームから直接得ることができるため、高効率・高出力の

発信を可能とし、分析用からリソグラフィ光源まで幅広い応用がある。 
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【産業技術】研究開発資金 

米国研究開発への連邦機関の支援増加を 新の統計が明らかに 
－ 統計数値は 10 年間の長い期間の傾向を反映 － 

 
連邦研究開発資金に関する全米科学財団(NSF)調査による 新の統計は、2004 年の研究

開発(R&D)活動に連邦機関が 1,097 億ドルを提供したことを明らかにした。10 年の長期間

にわたり毎年平均 4.7％増加している。 
この調査はまた、この研究費の 42.5％が大学に行くと共に、2004 年の全連邦研究開発

資金の 48.6％を研究が占めていることを示した。 
 
研究は基礎と応用の 2 つのカテゴリーに分けられる。基礎研究は、基本的現象や観測可

能な事実についての、より完全な理解の獲得に注目する。一方で応用研究は、特定の必要

性を満たす手段を決定するための知識を獲得することに注目している。 
 
連邦機関は基礎研究に研究開発予算の 23.8％を提供しており、米保健社会福祉省は、主

として国立衛生研究所(NIH)経由で、56.5％の 多の支援をしており、全米科学財団(NSF)
は 13.4％で、次に大きい割合を提供している。 

 
開発活動の支援では、連邦機関は 47.7％を提供し、米国防総省(DoD)が 45.9％(DoD の

主要システム開発活動を除く)でほとんどの資金提供を占めている。米航空宇宙局(NASA)
は、21.9％で開発活動における次に大きな支援組織だった。 

 
また、全米科学財団および米国国勢調査局後援の産業研究開発に関する調査は、米国の

研究開発に企業は、2003 年の 2,010 億ドルと比較して、2004 年に 2,080 億ドルを費やし

たことを示している。この調査は、5 人以上の従業員を持つ公営あるいは個人の営利目的

の企業すべてを含んでいる。 
 
2006 年 10 月に、米国経済分析局は、研究開発が 近の米国の経済成長回復の大きな割

合を占めたことを示す計算を発表している。全米科学財団の政府、学術界、産業界および

非営利企業の研究開発費の年次調査からのデータを使用して、米国経済分析局は、研究開

発が 1995 年から 2002 年の間の 6.5％の経済成長に貢献していると決定している。 
 
(出典：http://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=108258&org=NSF&from=news ) 
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【ニュースフラッシュ】 

米国－今週の動き(01/05/07-01/18/07) 

NEDO ワシントン事務所 

Ⅰ 新エネ･省エネ 
1 月／ 
4：アースポリシー研究所、燃料用エタノール精製所のトウモロコシ需要は過小評価と警告 

アースポリシー研究所（EPI）の Lester Brown 所長が、燃料用エタノール精製向けの必要穀物量
は過小評価と警告する論説を、同研究所発行の Eco-Economy Update に掲載。同所長によると、燃
料用エタノール精製所向けトウモロコシ需要は米農務省（USDA）推定では約 6,000 万トン(2008
年)だが、建設中及び建設予定の工場のデータも考慮した EPI 推定はほぼ 2 倍の 1.39 億トン（USDA
による 2008 年の国内トウモロコシ収穫量見積もりの約 50%）となり、世界の食糧経済への影響も
大。一方、1.39 億トンのトウモロコシ からは、約 150 億ガロンのエタノールが生成されるが、米
国内自動車用燃料ニーズの約 6%を満たすに過ぎない。同所長は、代替策として、自動車燃費基準
の 20%引き上げやガソリン-電気ハイブリッド・プラグイン自動車への移行、風力発電投資やセル
ロース系エタノール研究開発への投資の増大、エタノール向けトウモロコシ生産が食物市場の安定
性を損なわない程度が判明するまで新エタノール工場の建設の一時停止、等の施策を提言。
(Eco-Economy Update) 
 

10：州知事エタノール同盟、書簡で大統領にバイオ燃料使用拡大を要請 
米国の州知事 37 名から成る州知事エタノール同盟（Governors’ Ethanol Coalition）が 1 月 9 日、
バイオ燃料研究開発投資の拡大とエタノール燃料の増産を求める書簡をブッシュ大統領に送付。主
な提言は、(1)現行法の再生可能燃料基準（2012 年までに 75 億ガロン）を、①2010 年までに 120
億ガロン、②2015 年までに自動車燃料消費量の 15%、2025 年までに 25%、③これらのうち 5 億ガ
ロンをセルロース系エタノールと義務付け（2012 年から）、と強化；(2)大都市における E85 燃料
使用拡大のための「地域マーケティング戦略」の策定；(3)大手燃料ブランドやガソリンスタンドの
E85 給油ポンプ設置目標を設定；(4)全エタノールの生産に対して 0.51 ドル／ガロンの税額控除、
またセルロース系エタノール生産者には 0.765 ドル／ガロンの追加控除；(5)E85 の供給基盤拡充
のため 800 万ドルの連邦資金を提供、(6)エネルギー省（DOE）のバイオマス研究プログラムに 2
億ドルを拠出；(7)バイオ燃料生産インセンティブとして 2.5 億ドルを提供。(Greenwire) 

 
 
 
Ⅱ 環 境  
1 月／ 
9：Schwarzenegger カリフォルニア州知事、次の狙いは自動車燃料の炭素含有量削減 

Arnold Schwarzenegger カリフォルニア州知事は、自動車からの温室効果ガス（GHG）排出を 2020
年までに 10%削減する旨提案するものと見られている。同提案は石油精製業者とガソリン販売業者
に炭素含有量の削減を命じるもので、州政府高官によると、同州知事の施政方針演説の際に正式発
表する可能性が高い。カリフォルニア州法は自動車燃費の規制権限を州知事に付与しており、知事
命令が公布されれば、州議会はその規定策定に着手することになるが、民主党議員等は「法案推進」
を強く支持、共和党議員の支持は不確実という状況。ロサンゼルス・タイムズ紙が入手した同提案
に関する白書によると、炭素排出の 10%削減は、ガソリン消費の 20%削減をもたらす一方、同州の
再生可能燃料市場規模は現在の 3 倍となり、全国一となる可能性が高い。（Los Angeles Times） 

 
 
 
Ⅲ 産業技術  
11 月／ 
17：全米科学財団、理工系博士号取得者に関する 2005 年統計データを発表 

全米科学財団（NSF）発表の統計報告「理工系博士号が 2005 年に史上 多を記録」によると、米
国の理工系博士号取得者は 3 年連続で増加し、2005 年には過去 高記録(1998 年)の 27,273 名を破
り、新記録を達成。同統計報告の主要点は、(1)2005 学年度（2004 年 7 月-2005 年 6 月）の理工系
博士号取得者は、前学年度よりも 1,702 名多い、27,974 名；(2)2001 年 9 月 11 日の多発テロ事件
後に外国人の理工系博士号取得者数が減少傾向 （2002 年には前年より 562 名減少）との証拠は見
られず、2005 学年度の外国人理工系博士号取得者は 2001 年より 2,303 名（25%）多い 11,516 名；
(3)分野別では、生物科学（6,368 名）、工学（6,404 名）、数学（1,203 名）、及び、コンピューター
サイエンス（1,136 名）が 2005 年に史上 多を記録、心理学と社会科学は 2004 年と同数；(4)女性
の理工系博士号取得者の数は全体的に増加傾向だが、伸び率は研究分野によって異なり、心理学
(68%)、生物科学(49%)、社会科学(45%)は女性比率が高い一方、物理学（15%）、工学（18%）、コ
ンピューターサイエンス（20%）では、1996 年値と大差ない。(NSF INFO BRIEF) 
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12 月／ 
15：商務省の製造業担当次官補が辞任表明 

ロサンゼルス市にある 高級絨毯製造会社の創設者で 高経営責任者の Albert Frink 氏は、2004
年 7 月以来、ブッシュ政権下の商務省製造・サービス業担当次官補を務めてきたが、2007 年 1 月
31 日付けで辞任する旨発表。Carlos Gutierrez 商務長官は、Frink 次官補が在任中に、商務省発表
の報告書『米国における製造業：米国製造業の課題に向けた包括的戦略』(2004 年 1 月)に提示され
た 57 提言の内の 35 提言を実行したとして同氏の業績を称賛。一方、民主党主導の第 110 議会は、
ブッシュ政権の製造業問題に対する無関心さに不満を表明しており、商務省製造・サービス業担当
局の活動の調査開始を宣言した議員もいることから、今回の Frink 次官補の退職表明は時機に適っ
たものとも考えられる。(Manufacturing & Technology News) 

 
 
 
Ⅳ 議会・その他 
1 月／ 
5：上院議員 5 名、国内エタノール市場の拡大を狙った法案を超党派で提出 

上院農業委の Tom Harkin 委員長（民主、アイオワ州）、Richard Lugar 上院議員（共和、インデ
ィアナ州）、Joe Biden 上院議員（民主、デラウェア州）、Byron Dorgan 上院議員（民主、ノース
ダコタ州）及び Barack Obama 上院議員（民主、イリノイ州）が 1 月 4 日、「バイオ燃料安定供給
保障法案（上院第 23 号法案）」を再提出。同法案は、再生可能燃料使用基準（RFS）の引き上げ(2020
年までに年間 300 億ガロン、2030 年までに年間 600 億ガロン)、エタノール燃料給油ポンプの増設
(年間 5%を 10 年間、全米スタンドの約半数に設置)及び代替燃料走行車の増産(フレックス燃料車生
産を年間 10%ずつ増加)を通じて、国内の再生可能燃料利用を拡大するもの。(E&E Daily; Senator 
Tom Harkin Press Release (1/4)) 

 
5：Bingaman 上院議員、GHG 排出削減対応での妥協点模索で、地球温暖化法案の草案を回覧中 

上院エネルギー・天然資源委の Jeff Bingaman 委員長（民主、ニューメキシコ州）が、増加する米
国温室効果ガス(GHG)排出への対応を巡る論議で超党派の妥協点を探るため、地球温暖化法案の草
案を産業界、環境保護団体、経済学者その他利害関係者の間に回覧中。同議員は 2005 年夏当時、
地球温暖化法案を提出する意向であったが、Pete Domenici 上院エネルギー・天然資源委員長（当
時：共和、ニューメキシコ州）の支持を得られず、提出を断念。今回草案では、（1）産業界の GHG
排出削減目標の引き上げ；（2）米国経済への負担を制限する「安全弁」の強化；（3）GHG 排出削
減施策実施期日の 2012 年への延期、といった幾つかの変更を加え、また排出権の分配方法を前回
法案よりも詳細に説明。ただし同草案は未だ作成段階で、数ヵ月間は法案提出の予定はない見込み。
（Greenwire） 

 
8：Boxer 上院議員、セルロース系エタノール及び良燃費車の普及推進法案を提出 

上院環境・公共事業委員会の Barbara Boxer 委員長（民主、カリフォルニア州）が 1 月 4 日、セル
ロース系エタノールと良燃費車の利用拡大を目的とする法案を 2 本提出。法案概要は、(1)『2007
年政府所有車燃費法案（上院第 146 号議案）』は、連邦政府の全省庁に「可能な限り燃費の良い」
乗用車購入を指示（ただし非常事態には、各省からの当該義務要件免除要請を認可）；(2)『2007 年
セルロース系エタノール開発導入法案（上院第 167 号議案）』は、セルロース系エタノール技術開
発のためのグラント給付（7 年間で総額 10 億ドル）及びセルロース系エタノール販売に必要な給油
ポンプ等のインフラ設置支援のためのグラント（10 億ドル）を認可するもの。(Environment and 
Energy Daily) 

 
9：Obama 上院議員と Bunnings 上院議員、石炭液化燃料促進法案を提出 

Barack Obama 上院議員（民主、イリノイ州）と Jim Bunnings 上院議員（共和、ケンタッキー
州）が、2007 年石炭液化燃料促進法案を提出。同法案は、前期議会で出された法案に類似しており、
その内容は、(1)日量１万バレル以上を生産する大規模な商業的石炭液化燃料工場に融資制度と奨励
策を提供；(2)国防省が石炭液化燃料の長期調達契約を締結することを認可；(3)米国空軍による石炭
液化燃料の試験に資金を調達；(4)連邦政府が戦略石油備蓄に蓄える燃料の 20%を石炭液化燃料で賄
うことを認可、というもの。下院天然資源委員会の Nick Rahall 委員長（民主、ウエストバージニ
ア州）は同法案支持を表明し、同様の法案を下院に提出する意向。（Environment and Energy 
Daily）  
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