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【宇宙・航空特集】宇 宙 米中協力  
 

宇宙分野における米中協力関係の経緯と展望 
―平成 18 年度 NEDO 成果報告書より― 

 
NEDO 技術開発機構 機械システム技術開発部 

 
中国が今年1月に人工衛星破壊実験を実施したことを踏まえ、米国政府が中国との宇

宙協力事業を中断すると2月冒頭に報じられた1が、過去の米中間の宇宙協力の経緯を

見てみれば、凍結と解除の繰り返しである。 
本稿では、平成 18 年度に NEDO 機械システム技術開発部およびワシントン事務所

が実施した「米国宇宙航空分野における産業・政策動向調査」より、現在の中国の宇

宙技術とこれまでの米中間の宇宙をめぐる対立と緩和、更に今後の宇宙協力をめぐる

政治的議論や今後の展望について紹介する。 
 
中国は急速な経済成長や技術進歩を背景として、近年宇宙分野において目覚しい活

躍を見せている。このような流れを受け、1990 年代後半に技術移転問題により冷却化

していた米中の宇宙協力関係について改善にむけた動きが見られるようになる一方、

中国との政治的・経済的・社会的相違や、宇宙技術の軍事利用や拡散等を受けて、中

国を責任あるパートナーとして認識するかについての議論が継続されている。 
 

1. 中国宇宙開発体制と歴史 

 
図 1 に、中国の宇宙開発体制の概略図を示す。中国の宇宙主管官庁として行政・監

督を担当する中国航天局（CNSA）は、国務院（State Council）2が直轄する国防科学

技術工業委員会（COSTIND）の下に置かれ、宇宙分野における政府レベルの合意の締

結、中国政府内の科学技術情報の交換、国家宇宙政策の管理・執行を主な役割として

いる3。 
一方の中国航天工業公司は、国務院直轄の宇宙関連事業を実施する国営企業で、1999

年に競争力強化を目的として、「中国航天科技集団公司（CASC）」と「中国航天機電

集団公司（CAMEC）」へと分割された。 
CASC は、製造及び研究開発企業、研究所や工場を傘下に抱える国営企業集団であ

る。傘下には中核となる 8 つの企業及び研究院の下に、更に 130 以上の企業や研究所

を抱えている。一方で CAMEC は、宇宙応用や自動車、機械、電子などの応用分野を

中心としている。分割後の両公司とも国務院が直轄している。 

                                                  
1 CNN や AFP 通信などにより配信され日本の新聞やテレビなどで報道された。 
2 中国の 高行政機関。 
3 CNSA, “Organization and Function,” http://www.cnsa.gov.cn/n615709/n620681/n771918/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/ >
　海外レポート996号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/996/



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.996,  2007.3.7 

2 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

（出典：各種資料を基にワシントンコア作成） 

図 1 中国宇宙開発体制概略 

 
2. 中国の宇宙開発プログラム 

 
中国の宇宙開発は 1950 年代後半から着手され、1970 年にソ連、米国、フランス、

日本に次ぎ、世界で 5 番目に自国ロケットによる人工衛星の打上げに成功した。 
 
(1) 打上げロケット 

中国の打上げロケット「長征」は、CASC 下の中国ロケット技術研究院（CALT）及

び上海航天技術研究院（SAST）がその開発・製造を担当しているもので、「東風」大

陸間弾道ミサイルを改造したものである。 
長征ロケットは、2 段式で低軌道向けの 2C、2D、2E 型、3 段式で静止軌道向けの

3A、3B 型、太陽同期軌道向けの 4A、4B 型など多彩なシリーズを有している（図 2
参照）。有人飛行を成し遂げた長征 2F 型は、2E 型の信頼性を向上させ、非常脱出装置

などの有人支援機能を追加したものである4。また、長征 3B 型は、静止軌道に 4.8 ト

ンの大型衛星を打上げる能力を持ち5、ロシアのプロトン、欧州のアリアン 4 ロケット

に匹敵する。 
 

                                                  
4 FAS, “CZ-2F,” http://www.fas.org/spp/guide/china/launch/cz-2f.htm 
5 FAS, “CZ-3B,” http://www.fas.org/spp/guide/china/launch/cz-3b.htm 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.996,  2007.3.7 

3 

 
（出典：Congressional Research Service, “China’s Space Program,” 2005） 

 

図 2  長征(Long March)ロケットシリーズ6 

 
長征シリーズは 1970 年から 2006 年末までに 94 回の打上げを記録している。この

うち、1996 年までに 7 回の打上げ失敗があり、その中には周辺住民を巻き込んだ大事

故も含まれている。しかし 1996 年から現在まで 52 回連続で打上げに成功しており、

長征ロケットへの信頼性は高まっている。 
 
(2)  衛 星 

中国は 1970 年代前半から国内衛星システムの開発や海外からの衛星技術の導入を

積極的に行ってきた。国務院が発表した「2006 年中国の宇宙活動（China’s Space 
Activities in 2006）」によると、中国には以下の 6 種類の衛星シリーズが存在する7。 

• 回収型リモートセンシング衛星「FSW（Fanhu Shi Wenxing）」 
• 通信放送衛星「東方紅（Dong Fand Hong: DFH）」 
• 気象衛星「風雲（Fengyun: FY）」 
• 科学探査・技術実験衛星「実践（Shijan: SJ）」 
• 資源探査衛星「資源（Ziyuan）」 
• 測位衛星「北斗（Beidou）」 

 
中国は独自の測位衛星の開発・運用を進める一方で、2003 年 9 月の欧州連合（EU）

との合意によりガリレオ計画8に参加している。2004 年 10 月には、中国は非 EU 国と

                                                  
6 図において、ピンクのシリーズは打上げ記録又は打上げ成功記録のないロケット、灰色のシリーズは

現在利用されていないロケットを示す。 
7 State Council, “China’s Space Activities in 2006,” FAS, October 12, 2006 

http://www.fas.org/spp/guide/china/wp2006.pdf 
8 米国の GPS、ロシアの GLONASS から独立した欧州独自の衛星測位システムを開発する目的で、EU

< 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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して初めて「ガリレオ開発段階法人（Galileo Joint Undertaking: GJU）」9のメンバー

となり、ガリレオ計画に 2 億ユーロを提供することが決まった。中国側は 2005 年 4
月から 3 人の専門家を GJU に派遣する他、ガリレオ計画の開発事業を請け負う中国国

営会社「ガリレオ衛星導航公司（China Galileo Industries）」10は 2005 年 7 月に水産

利用システム（Fishery Application System）等を含む関連アプリケーションに係る 3
契約を GJU との間で締結している11。 
 
(3)  有人飛行 

中国は 1992 年に有人宇宙飛行プログラムに着手し、積極的に推進してきた12。有人

飛行船「神舟」の第 1 号機は 1999 年 11 月 20 日、長征 2 F ロケットにて無人で打上

げられた。同機は 21 時間あまり地球を周回した後、モンゴル自治区に着陸し回収に成

功した。その後も中国は無人での打上げ実験を続け、2003 年 10 月 15 日、5 号機とな

る「神舟 5 号」にて、宇宙飛行士を乗せて打上げ、約 21 時間の軌道周回、そして帰還

に成功した13。こうして中国は、ソ連、米国に続き、有人宇宙飛行を成功させた世界で

3 ヵ国目として世界中の注目を集めた。 
続く「神舟 6 号」は 2005 年 10 月 12 日に打上げられ、2 人の宇宙飛行士を乗せた 5

日間の有人飛行に成功した。前回と異なり、神舟 6 号の打上げの様子はインターネッ

トやテレビを通じ世界中にライブ中継され、中国側の自信が窺えた。国務院によると、

搭乗した飛行士は飛行中に多数の宇宙空間実験を行っており、宇宙科学技術分野にお

いても大きな成果を挙げたという14。 
 
(4)  将来の計画 

中国は 2008 年に打上げが予定されている神舟 7 号にて宇宙遊泳を計画している。

また、2009 年から 2011 年の間に打上げられる予定の神舟 8 号では、神舟 7 号が軌道

上に残すモジュールとのドッキングを行い、将来の中国独自の宇宙ステーション建設

につなげるという15。更に、CNSA 副長官のルー・ジ氏（Luo Ge）は、2006 年 4 月 3
日に米国・ワシントン DC の戦略国際問題研究所（CSIS）で行われたグローバル宇宙

アジェンダにて、中国独自の宇宙ステーションを 2015 年までに建設する計画であるこ

とを発表した16。 

                                                                                                                                                       
が現在進めている全地球衛星測位システム。 

9 計画の効率的管理と必要な資金獲得・執行を実現するためのガリレオ計画唯一の経営管理組織体。 
10 同公司の出資は中国航天科技集団公司（CASC）や中国空間技術研究院など。 
11 GJU Press Release, “Concrete Involvement of Chinese industries in the Galileo Programme – 

Three Contracts Signed,” July 28, 2005. 
12 State Council, “China’s Space Activities,” FAS, November 22, 2000 

http://www.fas.org/spp/guide/china/wp112200.html 
13 Spaceflight Now, “Shenzhou Launch Report,” http://spaceflightnow.com/shenzhou/status.html 
14 State Council, “China’s Space Activities in 2006,” FAS, October 12, 2006 

http://www.fas.org/spp/guide/china/wp2006.pdf 
15 Space Daily, “Space Walk Docking Planned,” March 9, 2006 
16 CSIS Global Space Agenda: China (April 3, 2006)における同氏の発言より。 
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中国はまた、「嫦娥（Chang’e）計画」と呼ばれる独自の月探査への意欲も見せてい

る。同計画では、2007 年に月軌道周回機、2012 年に月着陸機、そして 2017 年サンプ

ルリターンという 3 種類の探査機を月へ送る予定となっている17。 
 

3. 米中宇宙協力の歴史 

1988 年、レーガン政権（当時）は連邦省庁や議会による激しい議論の末、米国製衛

星を中国へ輸出し、長征ロケットにより打上げることに承認を下した。これは米国に

とって、西欧諸国以外に衛星の輸出を認める初めての決定であった。しかしながら

1988 年以降も、米国は天安門広場事件やミサイル技術管理レジーム（MTCR）違反等

を契機に、中国への衛星輸出の承認と停止（制裁）を繰り返してきた。1998 年に米国

衛星技術の中国への流出が発覚して以降は輸出規制が特に強化されたが、近年は米中

間で協力のための対話が開始されたところである。 
 
3.1 中国への衛星輸出ライセンスを巡る動向 

1988 年 9 月、米国はヒューズ社が製造した衛星を中国長城工業総公司（China Great 
Wall Industry Corp: CGWIC）が打上げるための輸出ライセンスを承認することに合

意した。レーガン大統領（当時）は、輸出承認を行うにあたり、中国が以下の 3 つの

国際協定に署名することを条件とした。 
 
1) 衛星打上げ等への法的責任（liability） 
2) 中国の打上げサービスの価格を西欧諸国と同等の水準（“on a par”）とすること 
3) 技術の誤用や転用を防ぐために政府間レベルの体制を作ること 

 
中国側は上記の条件を承諾し、1989 年 1 月に 6 年間有効の二ヵ国貿易協定に署名し

た。この協定は、非市場経済を持つ中国が米国企業と不当に競争しないように、中国

による商業打上げ数を制限する内容であった18。同年 3 月、中国への輸出ライセンス

が承認された19。 
天安門広場事件後の 1989 年 6 月、ジョージ・H・ブッシュ大統領（当時）は中国へ

の全ての軍事輸出を停止した。当時、国務省によって管理されている軍需リストの中

に衛星が含まれていたため、中国への衛星輸出ライセンスも停止されることとなった。

続いて米国議会は 1990 年度商務・司法・国務・裁判所関連予算法と 1990 年～1991
年の外務承認法を通過させ、米国製の衛星を中国へ輸出する条件として、大統領が米

国の国家利益と認める場合、或いは中国が一定の政治又は人権改革を行った場合と限

                                                  
17 Space Daily, “Space Walk Docking Planned,” March 9, 2006 
18 同協定が失効する 1995 年、米中は新たな 7 年間有効の貿易協定を結んだ（1997 年に改正）。この協

定は 2001 年 12 月 31 日に失効し、その後は更新されていない。 
19 中国から打上げられた初の米国製の衛星であるアジアサット 1 は、天安門事件後の 1990 年 4 月に打

上げられた。 
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定した20。同年 12 月、ブッシュ大統領は衛星の輸出は米国の国益に適うとして、停止

されていたライセンスを復活させた21。 
 

1991 年に入ると、中国のミサイル拡散問題により米国は再び中国に経済制裁を課し

た。5 月 27 日、ブッシュ大統領は中国がパキスタンへ M-11 短距離弾道ミサイル関連

技術22を移転したとして中国への制裁を発表した（6 月発動）23。続いて 6 月 16 日、

ホワイトハウスは商業衛星打上げのための輸出ライセンスを今後承認しないことを発

表した。しかし、1992 年に入り、中国が MTCR ガイドラインの遵守に合意したこと

から、ブッシュ大統領は 3 月 23 日にこれらの制裁を解除した。 
 

1993 年 8 月 24 日、クリントン大統領（当時）は再びパキスタンへの M-11 短距離

弾道ミサイル関連機器の移転を背景に、中国への制裁を課し、中国の防衛関連企業 11
社をその対象とした。米国航空業界による激しいロビー活動があったことと、中国が

500kg を 300km 運ぶ能力のある地対地ミサイル（M-11 ミサイル含む）の輸出を行わ

ないことに合意したことから、同制裁は 1994 年 11 月に解除された24。 
 

1998 年 4 月 4 日、ニューヨークタイムズ紙は、米国企業により中国への違法な技術

提供があったとする 1997 年の国防総省の機密報告書の内容を報じた。同報告書では、

スペースシステム／ローラル社とヒューズ・エレクトリック社（ボーイング・サテラ

イトシステム社）の衛星を載せた長征ロケットが打上げに失敗し爆発を起こした事故

後、2 社は欠陥修正のための情報を中国に提供したという。その情報が中国のミサイ

ルの信頼性向上につながるものであったと報じられた。その後、ローラル社は 1,400
万ドルの制裁金と輸出規制遵守のためのプログラム強化に 600 万ドル、ヒューズ社と

ボーイング社も 2,000 万ドルの制裁金を払うことで合意した25。 
 

クリントン政権（当時）は 2000 年 11 月 21 日に中国のミサイル拡散による経済制

裁を解除し、衛星を中国へ輸出するためのライセンス手続きを再開した。また、ミサ

イル不拡散に関する約束を中国と取り付けることで、二ヵ国宇宙打上げ協定の拡大に

ついて議論を行うことで合意していた。しかしながらブッシュ政権は、中国が弾道ミ

サイルや化学兵器等をパキスタンやイラン、その他の国へと提供したとして、2001 年

                                                  
20 Shirley Kan, “China: Possible Missile Technology Transfers Under U.S. Satellite Export Policy – 

Actions and Chronology,” Congressional Reserch Service, Updated October 6, 2003 
21 Carl Behrens, “Space Launch Vehicle: Government Activities, Commercial Competition, and 

Satellite Exports,” Congressional Reserch Service, Updated March 20, 2006 
22 同技術はカテゴリーII に相当し、ミサイル全体（カテゴリーI）の移転への制裁ではない。 
23 Shirley Kan, “China: Possible Missile Technology Transfers Under U.S. Satellite Export Policy – 

Actions and Chronology,” Congressional Reserch Service, Updated October 6, 2003 
24 同上 
25 同上。同報告書によると、2000 年 4 月にはロッキード・マーティン社も輸出ライセンス無しで中国へ

の技術評価を行ったとして調査の対象となり、同年 6 月に 1,300 万ドルの制裁金が課されている。 
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9 月 1 日、中国企業に制裁を課すと同時に、再び衛星輸出への規制を強化した26。 
 
3.2 対話の再開 

上記の通り、依然として米中間の民生宇宙協力はほぼ行われていない状況であるが、

中国の経済成長や有人宇宙飛行の成功を背景に、両国の協力に向けた対話が除々に行

われつつある。特に中国側は米国との宇宙協力を打開するために積極的な動きを見せ

ている。 
 

中国が NASA との接触を持ったのは、2004 年 11 月 16 日から 18 日まで開催された

NASA 主催のワークショップであった。このワークショップは、NASA が 2020 年ま

でに月への有人飛行再開を目指すにあたり国際協力を推進する目的で NASA 本部にて

開催されたもので、世界 17 ヵ国27と 2 つの国際組織28から代表が出席した29とそれま

での経緯を述べている。 
 

更に、2006 年 4 月 20 日に開催された米中首脳会談にて、ブッシュ大統領は NASA
長官を中国へ派遣し、月探査やデブリ（宇宙ごみ）問題などについて話し合うことを

約束した30ことを受けて、2006 年 9 月に NASA のグリフィン長官の訪中が実現した。

グリフィン長官と、同行した W・ゲルシュテンマイヤー副長官、渉外担当長官補佐の

M・オブライエン氏、ベテラン宇宙飛行士の S・ルーシッド氏は、北京で CNSA の孫

局長と会談した後、酒泉衛星発射センターや上海にある製造工場等の視察を行った。 
 

CNSA の孫局長は、グリフィン長官との会談の中で「米中宇宙協力をともに促進し

ていく意思を表明した」と成果を強調するとともに、中国側から以下の 4 つの提案を

したことを明かした31。 
• 対話の強化、相互信頼の増加、友情関係と協力の促進 
• 毎年会談を開き、二ヵ国間協力を安定して進めるための見解や懸念について意 

見交換する 
• 両国が協力できる分野について共に探る 
• 米中の建設的で協力的な結びつきを形成すための障害を除き、相互理解を深める 

 
グリフィン長官訪中の意義について、ジョージワシントン大学宇宙政策研究所の所

長である J・ログスドン教授は、ホワイトハウスが中国とのダイアログを開くという

                                                  
26 Shirley Kan, “China and Proliferation of Weapons of Mass Destruction and Missiles: Policy 

Issues,” Congressional Research Service, Updated December 11, 2006 
27 米国、アルゼンチン、オーストラリア、カナダ、中国、フランス、ドイツ、ハンガリー、インド、イ

スラエル、イタリア、日本、韓国、ロシア、スペイン、ウクライナ、英国。 
28 欧州宇宙機関（ESA）、欧州委員会（European Commission） 
29 Florida Today, “China attends NASA workshop for future moon-Mars initiatives,” November 19, 2004 
30 Houston Chronicle, “Bush, Hu agree to joint space exploration,” April 21, 2006 
31 Xinhua News Agency, “Proposal to Boost Sino-US Space Cooperation,” September 26, 2006 

< 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996号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/996/
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取組みの一環であるとし、「ただしその動きは非常にゆっくりと、そして慎重に始まっ

たところである」32と分析し、早急な関係改善へはつながらない考えを示した。 
 

一方で、米国の政策として中国との関係を見直す動きも出てきている。国務省の R・

ゼーリック副長官は、2005 年 9 月 21 日にニューヨーク市内で行われた米中関係委員会

の中で、「中国は国際システムにおける“責任ある利害関係者”になるべきである」33と

発言している。同発言は、中国が純粋な国益のためだけではなく、国際システムの中で

相互関与を行っていくよう求めたものである。防衛・宇宙分野においても、国防総省が

2006 年に発表した年次報告書「2006 年中華人民共和国の軍事力」の中で、中国をグロ

ーバルシステムにおける責任ある国際的利害関係者として参加することを奨励してい

る34通り、中国を国際社会の責任ある一員として取り込む動きを見せ始めている。 
 

4. 米中宇宙協力を巡る議論 

上記の通り、宇宙分野における米中協力に関する対話が始まったところであるが、

両国間には協力を進める上で障害となる様々な問題が存在する。ここでは、米国が中

国と宇宙協力を進める上で議論にのぼる代表的な懸念事項と、協力を促進するインセ

ンティブについて述べる。 
 

4.1 懸念①：宇宙技術の軍事転用 
上記の通り中国は宇宙の平和利用を強調する一方で、CNSA が国防科学技術工業委

員会（COSTIND）の下に置かれているように、中国の宇宙プログラムは民生と軍人の

線引きが非常に曖昧なものとなっている。R・ラーセン下院議員（ワシントン州選出、

民主党）は、2006 年 7 月 11 日に戦略国際問題研究所（CSIS）で開催された「米国、

中国、そして宇宙探査における国際協力フォーラム35」にて、中国の宇宙プログラムに

関し「誰が運営し、誰か政策を立てているのか定かでない」と中国の宇宙開発体制の

問題点を指摘した36。 
 

国防総省は報告書の中で、中国は長期にわたる軍事改革の中で軍備の近代化を進め

ており、「戦略的な軍事近代化のペースや規模等いくつかの側面において、米国のアナ

リストを驚かせている」と警戒感を露わにしている。そして、中国の軍事拡大は既に

アジアにおける軍事バランスを様変わりさせ、同地域における近代軍事活動への重大

な脅威となる可能性を秘めていると指摘した。このように米国は宇宙システムを含む

中国軍の近代化に対し警鐘を鳴らしており、透明性を欠く中国の政治システムにおい

                                                  
32 New York Times, “NASA Chief in China to Discuss Space Cooperation,” September 24, 2006 
33 国務省ウェブサイト, http://usinfo.state.gov/eap/Archive/2005/Sep/22-290478.html 
34 国防総省, “Military Power of the People’s Republic of China 2006,” June 2006 
35 The U.S., China, And International Cooperation on Space Exploration 
36 The Space Review, “US-China space cooperation: the Congressional view,” July 17, 2006 
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て「リスク回避の方向に向かうことは当然のことと言えよう」とまとめている37。 
 
4.2 懸念②：大量破壊兵器・ミサイル技術の拡散 

米国は中国からの大量破壊兵器やミサイル技術の拡大について常に警戒してきた。

中国が技術移転する国には、パキスタンやイラン、北朝鮮など、米国がテロ支援国と

呼ぶ国も含まれる。米中央情報局長官（DCI）によると、特に中国が大量破壊兵器や

ミサイル技術の提供に積極的であったのは、1996 年の 7 月から 12 月の間であったと

報告している38。 
 

中国の大量破壊兵器及びミサイル拡散活動に対し、米国の安全保障上の利害を侵害

するとして、もっと厳しい対応を取るべきとの主張も存在する。これらの立場の人は、

中国は拡散活動を継続しており、中国の言質は信用できないと主張する。世界情勢に

おける中国の影響が拡大するに従い、米国が取るべきリーダーシップや戦略について

議論が続いている。前述の通り、中国に対する米国の制裁は二ヵ国の経済関係に大き

な影響を及ぼしており、中国が大量破壊兵器及びミサイル拡散活動を続ける限り、両

国間の宇宙協力関係が進展することは難しい。 
 

4.3 懸念③：その他の米中間問題 
民主主義国のリーダーである米国と、世界 大の社会主義国家である中国の間には

様々な政治的・経済的・社会的・文化的相違が存在する。台湾問題、知的財産権や人

権問題、人民元の切り上げ、エネルギー問題、中国の急速な拡大が米国のリーダーシ

ップや安全保障にもたらす影響など、両国が抱える問題は非常に複雑である。 
宇宙分野以外も含む米中の経済協力を語る上で、人権や著作権、経済・安全保障上

の問題を避けることはできない。 
 
4.4 インセンティブ①：経済利益 

米国が中国との宇宙協力を進める上でインセンティブとなるのが、米国企業の経済

利益である。 
 

米国製の衛星及び米国製の部品を含む衛星に対する厳しい輸出規制により、計画自

体がキャンセルされる等の事態も発生している。例えば、2001 年 8 月、INTELSAT
社は米国製の部品を含む欧州アステリウム社（Astrium）の APR-3 衛星の契約を米国

の輸出承認の手続きの遅延を理由に取り消している39。このような衛星輸出規制による

民間企業の不利益を受けて、米国議員の中からも衛星輸出規制の権限を再び商務省の

                                                  
37 国防総省, “Military Power of the People’s Republic of China 2006,” June 2006 
38 Shirley Kan, “China and Proliferation of Weapons of Mass Destruction and Missiles: Policy 

Issues,” Congressional Research Service, Updated December 11, 2006 
39 Carl Behrens, “Space Launch Vehicle: Government Activities, Commercial Competition, and 

Satellite Exports,” Congressional Research Service, Updated March 20, 2006 

< 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996号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/996/
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権限へ移行するよう求める声が上がっている40。 
中国への輸出規制を強化することは、技術移転の防止に結びつかないとする主張も

ある。 
 

このように、宇宙分野の市場において、米国企業は欧州企業と比べて不利な状況に

置かれている。中国との宇宙分野における経済活動を活性化させることは、米国の航

空宇宙業界が拡大を続ける中国マーケットに参入する機会をもたらすことになる。 
 

4.5 インセンティブ②：米国又は国際宇宙プログラムへの貢献 
世界で 3 番目に有人飛行を成功させた中国の宇宙技術は、国際宇宙ステーション

（ISS）や米国が計画する月・火星計画に貢献し、NASA のコスト及びリスク減につ

ながるとする見解もある。 
 

米海軍大学教授の W・マーテル氏らが 2003 年に発表した論文によると、中国の有

人宇宙プログラムは、ISS とのドッキングが容易なロシアの設計や技術を基にしてい

ることから、低コストで信頼性の高い打上げ・輸送サービスの提供が可能であるとい

う。また、米国のシャトルやロシアのソユーズの事故の可能性を鑑みると、クルー打

上げ能力に余裕を持たせる必要性があると主張する41。 
 

更に、中国は 2015 年までに独自の宇宙ステーションを建設する計画であるが、モン

トレー国際問題研究所不拡散センター副センター長である J・モルツ氏は、「宇宙ステ

ーションの技術は他の供給者から入手可能であり、重大な軍事的利益をもたらすもの

となりにくい」とし、中国が別の宇宙ステーションを建設することは「必要のない競

争相手を作り出すようなもの」として、米中が有人プログラムにおいて協力すること

を奨励する立場を示した42。 
 

5. 今後の方向性 

 
国の科学技術政策や安全保障政策の一端を担う宇宙分野は、宇宙機関同士というよ

りも、政府レベルでの協力関係が進展しない限り、先に進むことはない。前述した通

り、米中の間では宇宙技術の軍事転用や拡散、人権や著作権などの問題、経済文化の

違い等が存在するため、事態が早急に好転するというのは現実的に難しいと言えるで

あろう。しかし 2006 年になって、米中の宇宙協力について肯定的な分析が目立つよう

になってきた。 

                                                  
40 Shirley Kan, “China: Possible Missile Technology Transfers Under U.S. Satellite Export Policy – 

Actions and Chronology,” Congressional Research Service, Updated October 6, 2003 
41 William Martel & Toshi Yoshihara, “Averting a Sino-U.S. Space Race,” The Washington 

Quarterly, Autom 2003 
42 Space.com, “U.S.-China Cooperation: The Great Space Debate,” April 12, 2006 
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2006 年に好転化したように見えた米中関係であったが、2007 年 1 月に中国が弾道

ミサイルによる衛星破壊実験に成功したことで、米国側は再び中国への警戒を強めて

いる。中国が高度約 850 キロにあった自国の老朽化した気象衛星の破壊に成功したこ

とは、低軌道にある米国の軍事衛星に対する直接攻撃能力を獲得したことを意味する。

中国側の意図について、2006 年 10 月に米国政府が発表した新宇宙政策43への対抗と

見る動きもある。 
 

出典：NEDO成果報告書「米国宇宙航空分野における産業・政策動向調査」 
（委託先：ワシントンコア社、2007.3） 

原本は、NEDO成果報告書DB（http://www.tech.nedo.go.jp/index.htm）で、 
2007年4月以降に公開予定 

                                                  
43 同宇宙政策では、敵対者による米国の国益に反する目的での宇宙へのアクセスを拒絶する権利と、宇

宙空間における（軍事を含む）活動の自由を主張している。 
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【宇宙・航空特集】宇 宙 航 空 FP7 ETP 
 

欧州連合(EU)における宇宙・航空分野の研究開発への取組状況 
 
1. はじめに 

 本稿では欧州連合(EU)での航空・宇宙分野における研究開発への取組状況を紹介する。 
 本年から始まった第 7 次研究開発フレームワーク計画（FP7）では、分野別の 10 テ

ーマの一つとして「宇宙」が取り上げられており、「航空」は「交通輸送」分野の一部

として取り上げられている。 

 欧州テクノノロジー・プラットフォーム(ETP)は産業界主導による組織であるが、

FP7 策定の際に産業界のニーズを反映させており、今後はジョイント・テクノロジー・

イニシアティブ(JTI)の活動を通して EU での研究開発へ関与していくと見られる。な

お、宇宙関係の ETP は欧州宇宙テクノロジー・プラットフォーム(ESTP)、航空関係

は欧州航空調査諮問委員会（ACARE）があり、それぞれが戦略研究計画（SRA）を作

成している。 
 欧州宇宙機関（ESA）は米国の NASA、日本の JAXA に相当する宇宙開発機関であ

る。ESA は EU と協定を締結するなど、EU での宇宙開発政策と深い関わり合いを持

っている。また、前述の ESTP のメンバーでもある。 
 

【宇宙分野】                   【航空分野】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(NEDO 情報・システム部作成) 

図 1 欧州連合における航空・宇宙分野の研究開発の取組 
 

欧州宇宙機関(ESA) 
・独立した宇宙開発機関 
・2005 年 12 月長期計画策定

・GEMS プロジェクト実施 等

EU：第 7 次研究開発フレームワーク計画(2006～2013 年) 
・「共同研究」：ＥＵの研究資金の中核 
・「ジョイント・テクノロジー・イニシアチブ(JTI)」：主に ETP で実施 

欧州テクノロジー・プラットフォーム(ETP) 
・産業界主導で設立された研究開発を促進するための組織 
・技術テーマ毎に 30 以上の ETP が設立 
・各 ETP で戦略研究計画(SRA)の作成、実施 など 

欧州航空調査諮問委員会（ACARE）

・2001 年に設立（ 初の TP） 
欧州宇宙 TP(ESTP) 
・2006 年 5 月に SRA を作成 

「宇宙」：10 テーマの 1 つ 
・欧州社会における宇宙を基盤とし

たサービスの利用 
・宇宙探査 
・宇宙基盤の強化に向けた研究開発

「航空」：「交通輸送」の一部 
・航空輸送の環境対策 
・時間効率性の向上 
・顧客満足と安全性の確保 
・航空機と乗客の保護 
・将来型の航空輸送の開拓 

ESA は ESTP に参加 

ESA-EU 協定締結 

・ FP7 策定の際に、ETP は産業界のニーズを伝達

・ FP7 終案に反映 
・ JTI は主に ETP によって実施 
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2. FP7 における航空・宇宙分野への取組 
 
(1)  第 7 次欧州研究開発フレームワーク計画（FP7）の概要 
 欧州研究開発フレームワーク計画（FP）は、欧州連合（EU）における科学分野の

研究開発への財政的支援制度であり、その第 7 次計画(FP7)が本年 1 月から始まってい

る。FP6 まではそれぞれの実施期間が 5 年計画であったが、今回の FP7 は 2007 年か

ら 2013 年までの 7 年計画となっている。 
FP7 では分野別テーマ1 として「情報通信技術」「健康」「交通輸送（含む航空）」

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

業・バイオテクノロジー」「環境（気候変動対策含む）」「宇宙」「安全」「社会経

済科学と人間学」の10 テーマが取り上げられている（順序は予算額の順）。 
また、この 10 テーマの研究開発の実施は、「共同研究」「ジョイント・テクノロジ

ー・イニシアティブ（JTI）」「国際協力」などの 4 つのサブプログラムによって行わ

れることになっている。この中の「共同研究」が予算的には大部分を占め、EU の研

究資金の中核である。JTI は FP7 から新たに始まったサブプログラムであり、主に欧

州テクノロジープラットフォーム(ETP)によって産業界主導で取り組まれる。 
本誌では、FP7 についてその原案段階から何回か取り上げて報告してきたが 2、以

下では航空・宇宙分野での取組内容を紹介する。なお、それぞれの FP7 の 7 年間での

総予算額は「宇宙」が 14 億 3,000 万ユーロ、「航空」は「交通輸送」全体 41 億 6,000
万ユーロの内数として計上されている。 
 また、FP7 は現在 初の提案書募集が行われており、提出締め切りは、航空関係が

5 月冒頭、宇宙関係は 6 月下旬である。 
 
(2)  FP7 における「宇宙分野」への取組内容 

○目標 
①環境と安全のための地球規模のモニタリング（GMES3）の実施に向けて、宇宙に

関する資産の効率的な開発。 
②宇宙探査に加えて、費用対効果の高いミッション(任務)の実施、国際的連携の推進、

飛躍的な技術的ブレイクスルーへの取組。 
③宇宙の開拓や探査の実施。 

 
○取組内容 
①欧州社会における宇宙を基盤としたサービスの利用 

                                                  
1 正確には、「協力(Cooperation)」「構想(Ideas)」「人材(People)」「キャパシティ（能力）」の 4 つ

の主要テーマが挙げられ、その中の「協力」（予算額は 大）にこの 10 テーマが取り上げられている。 
2 例えば、992号「欧州閣僚理事会が次期研究開発フレームワーク計画（FP7）を承認」、983号「欧州連

合（EU）の第7 次フレームワーク計画について」など。 
3 Global monitoring for environment and security。GMES については、本号の別記事「EU 独自の地

球観測プロジェクト「GMES」」を参照。 
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・全地球的環境・安全モニタリング(GMES)： 衛星監視システム・現場監視システ

ムおよび早期警戒システム（市民の安全目的含む）の開発、および環境・安全を

管理する技術（自然災害の管理を含む）の開発と、それらのシステムや技術を地

上・海上輸送・航空輸送領域に統合化することを目指す。統合化・調和化に向け

た支援、ならびにGMESデータ（衛星と現場双方のデータ（地上・海上輸送・航

空輸送を含む））とサービスの配信・利用に向けた支援を行う。 
・市民や企業向けの利用部門（一般市民の保護、電子政府、遠隔治療、遠隔教育、捜

索救助、観光・余暇、個人航行、航空機管理、農林業、気象学、一般ユーザーなど）

において、世界規模の電気通信網に途切れなく統合された、革新的衛星通信サービ

スを開発する。  
（ア）宇宙関連サービスの脆弱性低減と宇宙監視に役立つ監視技術・システムを

開発する。 
（イ） 危険回避・危機管理やあらゆる緊急事態のための宇宙関連システムを開発

するとともに、宇宙関連システム以外のシステムの集中化を進めていく。   
 
②宇宙探査 
・欧州宇宙機関(ESA)と加盟国の相乗作用を通じて科学的な付加価値を 大限化す

る。宇宙探査分野における宇宙機関のイニシアティブの発揮。科学的データへ

のアクセスを簡易化する。 
・宇宙望遠鏡や検出器開発への取り組みや、宇宙科学的データ分析についての取

り組みの調整を行う。 
 

③宇宙基盤の強化に向けた研究開発 
・宇宙輸送を含む、長期的需要に応じた宇宙分野の研究開発。欧州の宇宙技術部

門の競争力と費用対効果を高めるための研究活動。 
・宇宙科学（宇宙バイオ医学(bio-medicine)と宇宙生命物理科学を含む）。 

 
(3)  FP7 における「航空分野」での取組内容 
 

○取組内容（「交通輸送」分野から航空関連部分抜粋） 
①航空輸送の環境対策 

 排出量の低減（温室効果ガス・騒音を含む）、エンジンや代替燃料、構造や新

しい航空機の設計、空港の運用、運航管理についての連携した取り組み。 
②時間効率性の向上 
 シングルスカイ政策（空中・地上・宇宙部門の統合的運用（交通流・各機の自

律性拡大を含む））を効果的に実施するとともに、革新的な航空交通管理システ

ム(ATMS)を中心とした運用スケジュールの効率性の向上。 
③顧客満足と安全性の確保 
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 乗客の快適性向上や革新的な機内サービス、より効率的な乗客の搬送を目指す。

航空輸送の安全面について全面的な改善を行う。ワイドボディ機からより小型の

航空機まで、様々な用途に合わせて選択できるよう機種の幅を拡大する。 
④費用効率の改善 

 革新的なゼロメンテナンスや修理・重整備（オーバーホール）、航空機、自動

化／シミュレーション機能の利用促進に集中的に取り組むことで、製品開発や製

造および運用関連のコストを削減する。 
⑤航空機と乗客の保護 

 旅客・乗務員・航空機・航空輸送システムの保護対策を強化する（データ整備

と本人確認方法の改善、航空機への攻撃対策、自動復旧機能、航空機の安全設計

の改善など）。 
⑥将来型の航空輸送の開拓 
 航空輸送分野の大きな前進へとつなげるために、より急進的で、環境効率が高く

利用しやすい、革新的な技術を組み合わせて、より長期的な航空課題に取り組む。 
 
 
3. ETP での航空・宇宙分野への取組 
 
(1)  欧州テクノロジー・プラットフォーム(ETP)の概要 

ETP は、特定の技術テーマについての研究開発を促進するため、欧州連合(EU)支援

の下で、産業界主導で設立・運営される組織である。現在、個別の技術テーマ毎に、

30 以上の ETP が設立されている。 
ETP の活動は通常以下の 3 段階で行われる。 

・産業界主導でステイクホルダー（利害関係者）4 が一同に集まって会合を開き、対

象とする技術に関する共通展望（コモンビジョン）の合意に至る。 
・ステイクホルダー達によって、対象技術に関する中長期的な戦略研究計画(SRA 5)

を作成する。 
・ステイクホルダー達がそれぞれ人材や資金を投入して SRA に取り組む。 

 
このように、ETP では、中長期的な観点でそれぞれの技術テーマ毎の SRA の作成

や研究開発の優先順位付けなどを行っている。また、前述の FP7 の提案文書作成時に

は産業界のニーズを反映させるために大きな役割を演じている。 
 ETP の財源は、事務局経費の一部は EU から支援を受ける場合もあるが、通常は参

加者自身による。欧州委員会などの EU 機関は、各 ETP にオブザーバーとして参加し

たり、必要な場合は ETP の運営をリードしたりする場合がある。 
                                                  
4 例えば、欧州宇宙 TP(ESTP)のステイクホルダー（TP への参加者）は、EU メンバー21 ヵ国およびカ

ナダ、ESA、各国の国立の宇宙関係機関、業界団体である Eurospace、150 社以上の欧州の宇宙関連

企業、EU、研究機関・大学である。 
5 Strategic Research Agenda 

< 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996号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/996/



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.996,  2007.3.7 

16 

 航空分野および宇宙分野でそれぞれ ETP が設立され、SRA が作成されている。そ

の概要を以下に紹介する。 
 
(2)  欧州宇宙テクノロジー・プラットフォーム(ESTP)6 

ESTP は 2006 年 6 月に SRA を発表している。その SRA などに記載されている目

標や体制は以下の通りである。 
 

○ESTP の目標 
・すべての EU 加盟国に連携の道を開く。 
・宇宙技術の研究開発に関する長期的ビジョンを策定する。 
・欧州において一貫性のある宇宙技術開発の枠組みを確立する。 
・欧州の（他国への）依存を軽減するための活動を促進する。 
・以下により、技術の向上と相互交流を促進する（多目的技術とスピンインの推進）。 

① ESTP とその他の関連する技術プラットフォーム（太陽光電池、燃料電池、材

料、ナノテクノロジー及びナノシステム、遠隔通信など）の相乗効果を上げる。 
② デュアル・ユース（民生および安全保障／防衛用途）の技術に関して、上流部

門の共同開発を促進する。 
・EU のニーズに応じて技術的な研究開発戦略を遂行する。 
・技術的課題に関する国際協力を推進する。 

 
○ESTP の体制 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（出典：ESTP の web サイト） 
図 2 欧州宇宙テクノロジー・プラットフォーム(ESTP)の体制 

                                                  
6 The European Space Technology Platform (ESTP) 

三つの柱 

ESTPの 
ス テ イ
ク ホ ル
ダー 

その他の ETP 

その他の宇宙

関連の機関・ 

プログラム 
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図2はESTPの体制を表している。このプラットフォームは上述の目標を達成するため

に構築されており、EUの拡大とそれに伴うニーズに対応している。ESA、各国、産業

界および一連の研究プログラムの既存の取り組みに加えて、ESTPは次の3つの柱に基づ

く取り組みを検討している。 
 
・第１の柱： 非依存－他国へ依存しないために欧州に必要な戦略的宇宙技術開発 
・第 2 の柱： 多目的用途およびスピンイン－相互利益となる宇宙以外の領域におい

て相乗効果を生み出す活動を行う（埋め込みシステム、光電池、燃料電

池、ナノテクノロジー、ロボット工学など）。 
・第 3 の柱： イネイブリング・テクノロジー7－必要な技術開発（安全保障または防

衛の領域など）により EU の政策実施を後押しする。 
 
(3) 欧州航空調査諮問委員会（ACARE8） 
 航空関係のETPとしてはACAREがある。ACARE は2001年に設立され、ETPの 初

の運用例である。2004年にSRAを発表しており、ここで記載された研究課題が、前出の

FP７の航空分野の取組課題設定に反映されている。 
 
 
4. ESA での取組事項 
 
(1)  欧州宇宙機関(ESA9)と EU 

ESA は、欧州における宇宙開発の方向付けと、宇宙産業への投資に伴う欧州市民の利益

の確保を目的に、欧州各国が共同で設立した宇宙開発・研究機関である。人工衛星打ち上

げロケット・アリアンにより多数の商用ロケットの打ち上げ実績があることで著名である

が、それ以外にも多数の宇宙開発・研究活動に取り組んでいる。 
ESA は独立した組織であるが、欧州連合(EU)と「枠組み協定 10」を締結しており、両組

織は密接な結びつきを維持している。ESA と EU は、宇宙開発に関する欧州の共同戦略を

共有し、欧州宇宙政策の発展に共に取り組んでいる。ただし、現在 ESA に参加している

17 ヵ国がすべて EU 加盟国ではなく、同様にすべての EU 加盟国が ESA に参加している

わけでもない。 
 
(2)  ESA の取組状況 

ESA の義務的活動 11（宇宙科学プログラム）の資金は、ESA の各参加国によって拠出

                                                  
7 enabling technologies。実現技術。 
8 Advisory Council for Aeronautics Research in Europe。初期の段階の ETP にはこのようにテクノロ

ジー・プラットフォーム(TP)の名称がついていないものがいくつかある。 
9 European Space Agency 
10 ESA/EU Framework Agreement. 
11 mandatory activities。全ての加盟国が資金拠出・参画を行う活動。 
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されている。これらの拠出額は各国の国民総生産に基づいて算出されている。ESA 参加国

はまた、義務的活動以外の任意のプログラムに対しても、自由に資金を拠出することがで

きる。ESA のウェブサイトによれば、組織全体での 2006 年の総資金額は 29 億 400 万ユ

ーロであった 12。また ESA は 2005 年 12 月に長期活動計画を策定している 13。 
 

ESA のウェブサイトによれば、欧州の人工衛星業界が宇宙部門の中でもっとも重視して

いる分野は、人工衛星による電気通信であり、人工衛星業界全体の取り組みのうち 50%以

上がこの分野に含まれている 14。つまり ESA-EU 間の連携関係全体の中でも、電気通信に

おける協力は主要な位置を占めいている。 
 
ESA の目的は、研究開発の取り組みを支援し、業界内でパートナーシップを築くことに

よって、欧州における民間部門の競争力強化に寄与することである。将来のサービスに向

けて新しい人工衛星システムや技術の開発に対して資金的な援助を行うだけでなく、ESA
では、研究計画における優先順位を決定するために、商業ビジネス（機械製造業者、シス

テム開発業者、衛星オペレータなど）や学術組織などの参加も募っている。 
ESA Telecom15 のウェブサイトには、ESA と連携して事業を行う 2 種類の方法が掲載さ

れている。いずれかの入札募集に応募する方法と、ESA と産業間のパートナーシップ・プ

ログラムに提案書を提出する方法である。どちらの方法をとっても、事業は ARTES エレ

メントと呼ばれる複数の予算ラインに組み込まれる。それぞれの予算ラインは、異なる規

則、異なる資金レベルで管理されている。ESA Telecom には、関連エレメント参加国に所

在するすべての企業が自由に参加することができる 16。 
 

2004 年 5 月に発効した ESA-EU 間の枠組み協定においても、両組織の活動には宇宙研

究開発に関して補完的かつ相互補強的な面があることが認められており、これらを連携さ

せて各取り組みの重複を避けるように、 大限の努力が払われている。 
より大規模な宇宙戦略を欧州に導入するための行動計画として、宇宙白書 17 が発表され

ている。この白書の原案は、EU と ESA が共同で作成した。宇宙白書には EU と ESA の

共同宇宙プログラムに対する提案が含まれており、前述の枠組み協定がその導入の基盤と

なっている。 
2006 年 12 月末に、EU は FP7（前出）を採択した。FP7 では宇宙に関するテーマも含

                                                  
12 http://www.esa.int/esaCP/GGG4SXG3AEC_index_0.html。ESA とビジネスを行う方法の詳細：

http://emits.esa.int/emits/owa/emits.main 
これまでの ESA プロジェクト、および今後予定されている ESA プロジェクトの一覧： 
http://telecom.esa.int/telecom/www/category/index.cfm?flineid=13&fcategoryid=49 

13 昨年度の航空・宇宙特集記事「欧州宇宙機関（ESA）の長期活動計画の決定（EU）」を参照。 
  http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/972/972-02.pdf 

14 http://telecom.esa.int/telecom/www/object/index.cfm?fobjectid=456 
15 ESA Telecom：衛星通信の開発を調整、促進、支援する ESA の一部門。 
16 ARTE エレメントの詳細：http://telecom.esa.int/telecom/www/object/index.cfm?fobjectid=461 
17 http://ec.europa.eu/comm/space/whitepaper/whitepaper/whitepaper_en.html 
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まれている 18。このテーマの目的は、全地球的環境・安全モニタリング(GMES)プロジェ

クト（前出）などを中心とした欧州宇宙プログラムの支援である。欧州委員会は FP7 の期

間中、宇宙関連の研究予算として 14 億ユーロを割り当てている。この資金は、入札によ

って選択された宇宙関連の研究に利用されることになる。 
（翻訳・編集 NEDO 情報・システム部） 
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・その他資料 
“SRI Consulting Business Intelligence Explorer Program” 

 

                                                  
18 http://cordis.europa.eu/fp7/cooperation/space_en.html 
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【宇宙・航空特集】宇 宙 

 

米航空宇宙局(NASA)における研究開発への取組状況(米国) 
 

 米国おいて宇宙・航空分野での研究開発を主導的に行っている機関はご存じのよう

に航空宇宙局（NASA）である。NASAの年間予算は約167億ドル（約2兆1千億円）で

あり、欧州宇宙機関（ESA）約30億ユーロ（約4,800億円）と日本の宇宙航空研究開

発機構(JAXA)約2,300億円の合計の約3倍の予算規模ある。 
NASAの研究分野は大きく、科学分野、スペース・オペレーション分野、探査シス

テム分野、航空研究分野の4つに区分されているが、航空研究分野の予算は全体の約4％
程度であり、大部分が宇宙関係である。 

NASAの研究開発への取組内容は非常に多岐に亘っているが、NASA自身は下記を

重要課題として挙げている。 
・ 国際宇宙ステーションの組立のためのスペースシャトル安全な運航 
・ 2010年のスペースシャトルの退役（に向けての準備） 
・ 2014年までに新しい有人宇宙飛行手段の実現 
 
以降では、NASAが本年2月5日に発表した2008年度予算要求資料1を基にその研究開

発への取組状況の概要を紹介する。（なお、その前年の2007年度予算は、現在未成立

状態にあり2、それを念頭置き以降の文章をお読み頂きたい。） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（出典：NASAのwebサイト）                （出典：同左） 

図1 NASAの新有人宇宙船「オリオン」  図2 NASAの新有人ロケット「アレスⅠ」 
 
 
                                                  
1 http://www.nasa.gov/pdf/168656main_FY08_budget_presentation.pdf 
2 より詳しい状況は前号「ブッシュ大統領の 2008 年度予算： 概要（その 1）」の冒頭を参照。 

（http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/995/995-11.pdf） 
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1．NASAの2008会計年度予算要求の概要 
 

会計年度 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
合計（億ドル） 167.92 173.09 176.14 180.26 184.60 189.05

対前年増加率  3.1% 1.8% 2.3% 2.4% 2.4% 

 
NASAの2008年度の予算要求は、航空・宇宙研究に関する米国のリーダーシップに

対する大統領コミットメント3の達成に向けて具体的な取組内容を明示するものであ

る。2008年度予算は2007年度要求額より3.1％増である。 
 

NASAは順調に進歩を続けている。2008年度予算要求内容は、これまでの戦略・方

針と変更はない。 
・国際宇宙ステーション（ISS）4の組立を引続き進めるためのスペースシャトル5の飛

行を、2006年は3回行い、2007年には4、5回計画されている。スペースシャトルか

ら新しい有人宇宙船(CEV6)「オリオン」（前頁図1参照）への移行も、注意深く進め

られている7。 
・ 昨年8月にCEV「オリオン」製造の契約が結ばれた。2月に乗員打ち上げ用ロケット

(CLV8)「アレスI」（前頁図2参照）の上段ロケットの提案依頼書がリリース(公表)
される計画である。 

・ 航空分野研究の予算は、 近の大統領政策に沿うよう、米国が航空分野で技術的な

リーダーシップを発揮できるようにプロジェクト、プログラム、堅固な予算内容に

なるよう調整された。 
・ 科学分野は、全米科学アカデミー(NAS)の10年間調査9で付けられた優先順位に基づき、

世界に誇るべきミッション(任務)と研究成果を引き続き展開している。2008年度中に、

NASAは、運用中の50を超える地球科学、太陽物理、惑星科学、宇宙物理ミッション

に加え、10件の新しいミッションを打ち上げることを計画している。これらのミッシ

ョンのほとんどを、国際的なパートナーや他の米国政府機関と共同で実施している。 
                                                  
3 2004 年 1 月に、ブッシュ大統領は、月面への再着陸、火星への有人飛行などを目指すコミットメント(約

束)を発表している。 
4 米ロ日カおよびESA（欧州宇宙機関）が協力して、地球周回軌道上に建設を進めている宇宙ステーシ

ョン。地球や宇宙の観測、宇宙環境を利用した実験などを行う有人施設。2010 年完成を目標。日本は、

実験モジュール「きぼう」で各種実験を行う予定。 
5 スペースシャトルは、NASA が開発した地球と宇宙空間を往復し、繰り返し使用することができる宇

宙往復船。1981 年初打ち上げ。機体が老朽化しているため、2010 年ごろに全機退役予定。 
6 NASAは次世代有人宇宙船「オリオン」による有人月探査を、2020年までに実現する予定。4名のクル

ーを乗せた「オリオン」は、別のロケットで打ち上げられた月着陸船と月軌道上でドッキングし、月

面を目指す。(JAXAのHPより)。CEV(Crew Exploration Vehicle。 
7 新しい有人宇宙船、月への飛行計画の概要については、昨年の「航空・宇宙特集」の「2005 年NASA 

宇宙探査の軌跡－新月面探査計画など（米国）」を参照頂きたい。なお、この記事の掲載後に、オリ

オンやタレスの名称が付けられた。（http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/972/972-01.pdf） 
8 CLV(Crew launch Vehicle)：搭乗員打ち上げ用宇宙船（ロケット）。 
9 the National Academy of Sciences decadal surveys 
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NASAの 大の挑戦（課題）： 2010年のシャトルの退役以前は、ISS組み立てのた

めのスペースシャトルの安全な運航と我々のパートナー達へのコミットメント(約束)
の順守。そして、2014年までに新しい有人宇宙飛行手段を実現させること。 
 
 
2．2008年度予算要求の要点（分野別） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：NASAのwebサイト） 

図3 NASAの分野別予算の推移 
 
(1)  科学分野： 55億1,610万ドル 
・科学のためのプログラム的な資金拠出は、2008年度から2011年度まで年１％増であ

るが、それ以降は年2.4%増となる。科学予算は全米科学アカデミーによる優先付け

とプログラム的資金へのニーズに基づくものである。 
・「地球科学プログラム」は、2008年に海水面の高さを計測するための海洋表面地形

ミッション(OSTM10)と炭素観測衛星11を打ち上げる。 
・全球降雨観測ミッション(GPM12)は、2013年のコア衛星と2014年の衛星群（コンス

テレーション）の打ち上げに向けて順調に進んでいる。 
・スケジュールを維持するため、ランドサット13の後継やGloryミッション14のための

追加資金の準備。 
・宇宙物理学プログラムではハーシェル15、GLAST16、およびハッブル宇宙望遠鏡17

                                                  
10 the Ocean Surface Topography Mission 
11 the Orbiting Carbon Observatory 
12 Global Precipitation Measurement。NASA と日本の JAXA との共同事業。1 機の熱帯降雨観測衛星

タイプのコア衛星と 8 機のマイクロ波放射計を搭載した衛星群(コンステレーション)から構成される。 
13 NASA 等が打ち上げている地球観測衛星。現在は 7 号。 
14 低軌道周回用の科学衛星。 
15 ESA が主導する宇宙望遠鏡で NASA も参画。2007 年中に打ち上げ予定。 

科学分野 

スペース・オペレーション分野 

探査システム分野 

年間予算

額（百万

ドル） 

航空研究分野 
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修理ミッションなどを打ち上げる。 
・2010年開始予定のSOFIA18の初期運転のための準備。 
・太陽物理学プログラムでは、太陽力学観測衛星19、IBEX20などを打ち上げる。 
・惑星プログラムでは新たな月科学プロジェクトを生み出す。月へ行くために計画さ

れたNASAおよび国際的なミッションに役立たせるための機会や設備に関するデー

タ保管、研究、およびミッションのために、2008～12年度で3億5,100万ドルを提供

する。 
・8月にマーズフェニックス着陸船が打ち上げられ、2008年5月に火星に到着予定。 
・この夏に小惑星CereやVestasetへのDawn ミッション（衛星）が打ち上げられる予定。 
 
(2)  航空研究分野： 5億5,400万ドル 
・2008年度予算要求額は、2007年の予算請求額より4.6％増。 
・2008年度予算のうち5,100万ドルは、競争的なNASA研究発表資金である。これは航

空研究分野での直接的なプログラム予算の11％以上である。 
 
(3)  探査システム分野： 39億2,380万ドル 
・CEV「オリオン」とCLV「アレス I 」の開発は、2014年以前の打ち上げに向けて

順調である。しかし2007年度予算が減額された場合、このスケジュールの達成は危

うくなるかもしれない。 
・宇宙ステーションを支援するために、商用的な貨物・乗員の輸送サービスを購入す

ることへのコミットメント（約束）。ただし、これらのサービスが成功することが

十分に証明され、かつ費用効果的である場合。 
－もし商用的なサービスの費用が現在のプログラム予算を超過する場合は、スペー

ス・オペレーション分野において費用削減への努力を行うことをNASAは受け入

れており、いくつかの先進的な取組が延期されるだろう。 
―ISSの乗員・貨物サービスの購買の管理は、スペース・オペレーション分野に移行

する。 
・ 2008年後半に打ち上げが計画されている、LCROSS21（月観測衛星）の二次ペイロ

ードミッションを搭載したルナ・リコネイサンス・オービター(LRO)22。 

                                                                                                                                                       
16 Gamma-ray Large Area Space Telescope (GLAST)。ガンマ線広域宇宙望遠鏡。 
17 ハッブル宇宙望遠鏡。地上 600km の軌道上を周回。1990 年に打ち上げ。軌道修正をしないと 2010

年に落下する。延命を行うための修理を行うことを NASA が発表済み。 
18 飛行機からの赤外線観測プロジェクト。 
19 Solar Dynamics Observatory。 
20 Interstellar Boundary Explorer。 
21 Lunar CRaterObservation and Sensing Satellite (LCROSS) 
22 ルナ・リコネイサンス・オービター。月面の詳細な地形図を作成する月周回探査機。将来の有人月探

査、月面長期滞在に向けた調査を行う。月を高度50kmの低軌道で周り、月面の高解像度の画像を撮影

するほか、月資源について調べる。特に、月の極地方の水の有無について解明する。2008年秋に打ち

上げられる予定。(JAXAのHPより) 
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（出典：NASAのwebサイト） 

図4 NASAの探査分野のロードマップ 
 
(4)  スペース・オペレーション分野 67億9,170万ドル 
・国際宇宙ステーション(ISS)組み立ての約55％が完了した。 
・ISS組み立てのために計画されたシャトルのフライト回数：2007年に4-5回、2008年

に4-5回（含むハッブル宇宙望遠鏡の修理）、2009年に4回、2010年に1回。必要で

あれば、2010年に追加的なフライトを実施する。 
・ハッブル宇宙望遠鏡の修理ミッションの後、スペースシャトル・アトランタ号は退

役予定。 
・2009年度に始まるスペース・オペレーションに3億800万ドル（09-12年度）。 
・二つの補充追跡・データ転送衛星システム(TDRSS23)開発の開始。 
・新たな探査システムに向けて、注意深くスペースシャトルから移行のための計画が

進行中。 
翻訳・編集：NEDO情報・システム部 

（出典：http://www.nasa.gov/pdf/168656main_FY08_budget_presentation.pdf） 

                                                  
23 Tracking and Data Relay Satellite System 
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【宇宙・航空特集】  宇 宙   
 

EU 独自の地球観測プロジェクト「GMES」（EU） 
 
欧州連合(EU)の宇宙政策分野において重要な位置を占めるプログラムとして、「ガ

リレオ計画（欧州版の全地球測位システム）」とともに、地球観測のための「GMES
計画（Global Monitoring of Environment and Security：全地球的環境・安全モニタ

リング）」を挙げることができる。 
 
「GMES 計画」の主要な目的は、環境の管理（気候変動の理解と管理、環境に負荷

となる様々な現象の研究、京都議定書や生物多様性条約等の国際条約の遵守状況の確

認など）、人やモノの安全に有用な情報の提供（天災や人的災害の予防、緊急介入など）

にあるが、その背景には、「ガリレオ計画」同様、地球に関する独自の情報源を持つこ

とで、EU の独立性を確保するという考え方が出発点にある。 
 
「GMES 計画」のアイディアは、1998 年にイタリアで芽生えた。その後、欧州委員

会と欧州宇宙機関(ESA)の協力のもと、プログラムの内容が吟味された。当初は、「環

境」に重点が置かれていたが、「安全」が付け加えられた。欧州委員会の研究総局と

ESA は、2003 年 11 月 25 日に GMES 計画における協力に関する基本合意に調印して

いる（2004 年 5 月 28 日に発効）。環境保護や安全の確保を目的とした地球観測のため

の「ハイレベルかつ自前の」ネットワークを、2005 年から 2012 年までの間に稼働さ

せることが目標である。 
 
2001 年末に開催された EU 首脳会議では、「2008 年までに環境状態に関する情報や

サービスを提供する機関を設置するように」との要請が欧州委員会になされた。この

要請を具体化する形で、EU の第 6 次研究開発フレームワーク計画(FP6：2002～2006
年)の枠内において、4 年間で約 1 億ユーロの予算が充当された。一方、ESA は、「GMES
サービスエレメント（Service Element）」というプログラムの枠内で、やはり 4 年間

で約 1 億ユーロを拠出することを決めた。これらは何れも GMES の概念の実現可能性

を示すとともに、2008 年までの実施が可能な分野を特定し、関係者を結集させること

を目的としたものだった。 
 
この 4 年間に、欧州委員会の企業総局に GMES 事務局が設置されたほか、早期に着手

すべき分野として、「海洋環境の管理」、「大陸環境の管理」、「大災害時の緊急事態の管

理」の 3 つが特定された。また、第 7 次研究開発フレームワーク計画（FP7：2007～2013
年）には、上記 3 分野の実用化への移行準備のプログラムや、上記の 3 分野に加え「大気

の質」並びに「安全」という 2 つの分野でのサービス実施の可能性を探るプログラムなど

を盛り込むことが決まった。FP7 では、「地球観測・評価のための手段」という分野がテ
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ーマ「環境（気候変動を含む）」（予算：18 億ユーロ）に盛り込まれ、また、「環境・安全・

農業・林業・気象学・市民保護・リスク管理のための衛星観測システム、GMES サービ

スの開発」という分野がテーマ「宇宙」（予算：14 億ユーロ）に盛り込まれた。 
 
気候変動などの問題を背景に地球観測の重要性が増しており、世界レベルでの協力

も不可欠となっている。2003 年 6 月、フランスのエヴィアンで開催された先進国首脳

会議では、この問題が取り上げられた。また、同年 7 月 31 日、ワシントンで「地球観

測サミット」が開催され、環境観測システムの世界レベルでのコーディネーションを

行う「全地球観測システム（GEOSS：Global Earth Observation System of Systems）」
導入のためのプロセスを始動させることが決まった。 

GEOSS では、データへのアクセスやデータ交換の技術的な側面が重視されるが、こ

れに対し GMES では、データの作成やデータからの情報抽出が主軸となる。2005 年 2
月にブリュッセルで開催された第 3 回「地球観測サミット」で承認された GEOSS の

10 年実施計画によると、2015 年には GEOSS が稼働する予定だが、EU と ESA は、

2013 年までに GMES による独自の地球観測体制を確立し、2015 年には GMES を

GEOSS の一翼を担うものとするという青写真を描いている。 
 
GMES は全くゼロからスタートするわけではなく、EU はすでに Meteosat や環境

観測衛星 ERS-1（1991 年打ち上げ、2000 年に活動停止）、ERS-2（1995 年打ち上げ）

を持つ。2002 年には、重さ 8 トンの 新鋭の遠隔探査衛星 Envisat が打ち上げられて

いる。ERS-2 や Envisat は現在も活動を続けているが、ESA は今後、より軽量な 30
あまりの衛星を軌道に載せることで、データの精度を増すとともに、データ受信拠点

を分散し、データの処理や配信を容易にする。 
ESA は、現在の Envisat/ERS 体制から将来の GMES への移行準備のためのプログラ

ム「生きている惑星（Living Planet）」を推進しており、同プログラムの枠内で「地球探

検者（Earth Explorer）」、 「地球観察者（Earth Watch）」という衛星群を開発する。

「Earth Explorer」のもとでは、極地の氷床（EE-Cryosat、2005）、海洋資源（EE-Goce、
2006）、土壌の湿度・海洋の塩分（EE-Smos、2007）、気流（EE-Aeolus、2007）の分析、

観測のための手段が開発される。「Earth Watch」のもとでは、2005 年から 2008／2010
年にかけ、公共サービス用あるいは商業用、民生軍事兼用の観察衛星が開発される。 

 
ESA の Aschbacher 氏（地球観測プログラムのコーディネーター）は、「2020 年には、

地域の責任者あるいは普通の市民が、インターネットを通じ地球レベルでも居住地域レ

ベルでも、自分の周囲の環境の状況を知ることが出来るようになる」と語っている。 
 

 参考文献   
GMES：http://www.gmes.info/ 
ESA：http://www.esa.int/esaLP/LPgmes.html 
欧州委員会研究総局：http://ec.europa.eu/research/rtdinfo/44/01/article_2027_fr.html 
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（出典：ESA の web サイト）

図 1 無人自動補給機 ATV 

【宇宙・航空特集】宇 宙 

 

ドイツの宇宙開発の現状 
 

ドイツの宇宙開発事業はドイツ航空宇宙センター(DLR)に所属する多くの関係機関

によって行われている。これらの機関は、主に欧州宇宙機関(ESA)の事業に参加すると

ともに、ESA の将来事業に貢献するための研究開発を実施している。 
 

1. 国際宇宙ステーション（ISS）計画 
 

主要な事業としては、米国、カナダ、日本、EU、ロシアが進めている国際宇宙ステ

ーション(ISS)計画において、実験棟コロンバス(Columbus)と補給物資を輸送する無

人自動補給機 ATV の開発などを担当しており、また、予算面では、ISS のインフラ関

連予算の 41％をドイツが負担している。 
 その他、ISS においてドイツが主に関与しているものは、 

・実験棟コロンバスの運用センター 
・ロシアのモジュール Zarya の情報管理システム 
・ロシアのモジュールに設置されるロボットアーム 

などである。 
 

実験棟コロンバスの開発、製作、試験は、EADS 社（エアバスの親会社）の子会社

EADS ブレーメン社の監督下で行われている。また、その運用は DLR のコロンバス運

用センター(COL-CC)によって行われる。ミュンヒェン近郊のオーバープファッフェン

ホーフェンにある COL-CC では、コロンバスのシステムの監視と制御が行われるほか、

欧州各国の実験及び通信網の

調整などを行う予定である。

実験棟コロンバスの打ち上げ

は、順調にいけば今年中に実

施される見込みである。 
 

2003 年のスペースシャトル

「コロンビア」の事故に伴い、

米国ブッシュ大統領の指示で

スペースシャトルの運用が

2010 年までとなる見込みのた

め、今後はロシアのプログレ

ス補給船や、ESA が現在、開

発している ATV に対する期待

< 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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が高まるものと見られている。 
 

ATV は直径 4.5m、全長 10m の無人補給船で、ISS に実験装置や食料、燃料、水、

空気などを補給する。 大積載重量は 7.5 トン。ESA のアリアン 5 ロケットによって

打ち上げられ、ミッションが終わると、ISS で不要となった廃棄物を搭載（ 高 6.5
トン）して ISS から切り離され、大気圏突入中に燃え尽きる。 
 

ATV の開発、製作は EADS フランス社の監督下で行われるが、ドイツ企業は ATV
の開発に約 30%、ATV の製作には約 50%関与している。ATV は全体で 7 機製作され

る予定だが、そのうちの 6 機の 終組み立てと試験がドイツの EADS ブレーメン社で

行われる。 
 

ATV においてドイツで開発、製作されるのは、 駆動システムと電気系統、操縦シ

ステムである。特に、28種類の噴射装置で構成される駆動システムと操縦システムは、

自動ドッキング時に姿勢制御などを精密に行う必要があることから、非常に高度な技

術が要求される。 
 
 ATV の 終試験では、姿勢制御装置や太陽電池パネル駆動部に不具合があった模様

で、当初 2004 年に予定されていた 初の打ち上げが延期された。現在の計画では、今

年 2007 年 4 月に ATV 一号機をアリアン 5 ロケットの射場のある南米フランス領ギア

ナのクールーに運び、同年 7 月に打ち上げる予定である。 
 
2.  次世代宇宙船 ASTRA プログラム 
 

ISS 以外では、ドイツは、次世代宇宙船として ASTRA プログラムを開始した。こ

れは、ESA の次世代宇宙船の開発に貢献できるように、ドイツが独自に有人、無人の

両面から次世代宇宙船の構想について研究しているもので、中には米国のスペースシ

ャトルに似た構想案もある。このプロジェクトには、DLR を中心にして、EADS ブレ

ーメン社、MAN テクノロジー社、OHB システム社、カイザー・トレード社などのド

イツ企業が関与している。 
 
参考資料  
・ハンデルスブラット紙 2007 年 2 月 5 日付け 
 Esa-Raumtransporter versorgt ISS 
・ドイツ航空宇宙センターのホームページ 
  www.dlr.de/rd/fachprog/ 
  www.dlr.de/rd/fachprog/transport 
  www.dlr.de/rd/fachprog/raumstation 
   www.dlr.de/rd/fachprog/rfs 
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略語  
DLR: Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. 
ESA: European Space Agency 
ATV: Automated Transfer Vehicle 
ISS: International Space Station 
COL-CC: Columbus Control Center 
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【宇宙・航空特集】宇 宙 航 空 

  

活気づくイタリアの宇宙・航空防衛産業（イタリア） 
 
イタリアの宇宙・航空防衛産業は、ここ１～2 年間、活気づいている。イタリアは、

EU の欧州衛星ナビゲーションシステム・ガリレオ(Galileo)計画やロケット発射機ベガ

(VEGA)計画等の主要参加国であるが、これらの活動に伴い伊大企業フィンメッカーニ

カグループや数多くの高度なハイテク中小企業によって構成されるイタリアの宇宙・

航空防衛産業は、今非常に活発な活動を展開している。 
 
また多くの国々の防衛用ヘリコプターが新機種に買い替えられる時期にあるために、

イタリアのヘリコプター産業は特に好調だ。2005年 1月に米国ブッシュ大統領の新「マ

リン・ワン」の受注を獲得したフィンメッカーニカグループのヘリコプターメーカー

AgustaWestland 社は、米国だけでなく 2005 年、2006 年に英国政府（陸軍や海軍用）

からも数多くのヘリコプターの受注を獲得しており、また日本（海上防衛用）、リビア、

中国、オーストラリアからも防衛用ヘリコプターの注文を受けている。同社は今特に

アジア市場進出を活発化させている。 
 
更に、フィンメッカーニカグループの Alenia 社とフランスの通信部門の多国籍企業

とで設立されたジョイントヴェンチャー会社Alcatel Alenia Space社も 2006年末に合

衆国の Globalstar コンソーシアムから通信衛星 48 基を製造する巨大委託（約 6 億

6,000 万ユーロ相当）を受けるなど、まさにイタリアの宇宙・航空防衛産業の動向は良

い状況にある。以下に、現在イタリアで推し進められている画期的宇宙・航空防衛産

業プロジェクトの幾つかを紹介する。 
 

1. ベル・アグスタ・エアロスペース社の変形飛行機 

 
2006 年 11 月にイタリア北部

ピエモンテ州のノヴァラ市にあ

るカメリ軍用基地において半分

ヘリコプターで半分飛行機の特

性を持つ変形飛行機（伊語では

コ ン ヴ ェ ル テ ィ プ ラ ー ノ ／

Convertiplano）のテスト飛行が

実施された。両翼の先にある 2
つのモータープロペラは、離着

陸時には普通のヘリコプターの

ように機体の上方にあり、この
(出典：ベル・アグスタ・エアロスペース社 WEB サイト)

図 1 変形飛行機“BA609 Civil Tiltrotor” 
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プロペラでヘリコプターのように上昇し、上昇後にモータープロペラは数秒で 45 度回

転移動して通常のプロペラ飛行機のような姿になって高速で高度を飛ぶことができる

という新タイプの小型飛行機である。アメリカでは、コンヴェルティプラーノを「テ

ィルトローター（Tiltrotor／「傾くモーター」と言う意味）」と呼ばれている。 
 
建物の屋上からあっという間に雲の中に消えて行く飛行機の存在は、今まで空想の

世界のものと思われていたが 1998 年に米国の BELL 社とイタリアのフィンメッカー

ニカグループの AgustaWestland 社は、この革新的変形飛行機の製造と販売を共同で

行うために BellAgusta Aerospace 社を設立した。今や変形飛行機は現実のものとな

っており、同社は 18 ヵ国の民間企業や公的機関から既に約 70 機のティルトローター

機の注文を受けている。注文者名は匿名にされているものの、オーストラリアの億万

長者（2 機注文）、欧州やアラブの億万長者の何人か、海外拠点を持つ企業、あるいは

軍利用としての公的機関が既にティルトローター機をオーダーしていることが明らか

にされている。イタリア政府も関心を示しているとのことである。 
 
さて、“BA609 Civil Tiltrotor”と命名された変形飛行機は、目下イタリアと米国で

プロトタイプが作られ既にテスト飛行も実施されているが、イタリアでは第 2 番目の

プロトタイプ（軍用）も目下製作されている。ビジネス用飛行機としての使用が見込

まれる“BA609 Civil Tiltrotor”は、運転操作が更に簡単になるように今後更に改善

され、2009 年末までには諸認可を獲得し、2010 年からは世界の空を飛ぶことができ

るようになるだろうと関係者は予測している。 
 
本飛行機は、長さ 13.3m、幅（モータープロペラを含む）18.3m、平行飛行速度は

時速 565km、垂直飛行速度は時速 185km、航続距離 1,290km、高度 11,000m まで飛

ぶことが出来る。1 機の販売値段は 1,200 万～1,600 万ユーロ。乗客数は 大 9 人で、

更に乗組員 3 人、計 12 人を乗せることができる。 
 
例えば現在、自家用ヘリコプターを持っていても、ミラノからローマに行く場合に

は、自宅からヘリコプターでミラノ市のリナーテ空港まで行き、ヘリコプターを空港

に置いてリナーテ空港から旅客機や小型飛行機に乗り換えてローマの空港まで行かね

ばならない。ティルトローター機ならば空港での待機時間を全く必要とせず、また滑

走路も必要とせず出発地から目的地まで素早く直接行くことができる。また、救急飛

行機としての有益性は多大で、高速度で救急場所に到達でき、着地が不可能な場所で

は空中に浮かんで停止することもできる。更に、不法入国者や密貿易監視等のための

警察用（軍用版）ティルトローター機は海岸から 300 マイルの距離まで監視飛行する

ことができる。 
参考文献：イルソーレ 24 オーレ紙、コンッリエーラセーラ・マガッジーノ誌、 

ベルアグスタエアロルペース社 WEB サイト(www.bellagusta.com) 
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2. 欧州の中型ロケット“VEGA”  
 

北半球の夜空に光輝く星「Vega／べガ」は、こと座のα星であるが、その名が付け

られた欧州宇宙機関(ESA)の中型ロケット“VEGA”プロジェクトが現在イタリアを中

心に推し進められている。“VEGA”ロケットは、小型衛星を安価で打上げるために開

発され、高さ 30m、直径 3m、発射時の重さは 137t で、地球の軌道まで 1,500kg の重

量のものを運ぶことが出来るロケットである。本プロジェクトには ESA、イタリアの

宇宙機関(ASI)、官民ジョイントヴェンチャー会社 ELV 社（ASI〔30％〕と AVIO 社

〔70％〕の合弁会社、Vega 開発調整のために誕生）が参加しているが、その開発コス

トは 3 億 2,000 万ユーロで、その内の 65％強をイタリア ELV 社が負担している。 
 
“VEGA”の推進エンジンを作製

しているのは、ローマ近郊のコッレ

フェッロ市に本拠を置くタービンや

トランスミッション機械部門におけ

る世界的リーダー、“VEGA”プロジ

ェクトの主要コンストラクターであ

る AVIO（アヴィオ）社である。中型

ロケット“VEGA”実現によってイ

タリアは宇宙フロンティア研究部門

で生き残るための入場券を獲得した

ことを意味し、新世代ロケットメー

カーとしての地位を獲得することに

なる。 
 
2006 年 11 月 30 日に南アメリカの赤道に近いフランス領ギアナ、クルにある欧州宇

宙センターにおいて“VEGA”中型ロケットの第 1 段エンジン“P80”の点火実験が行

われた。地球から 44km 上空に“VEGA”を運搬するために必要な時間である 107 秒間

の燃焼実験は成功した。第 2 段エンジン“Zefiro23(ゼフィロ 23)”の実験は 2006 年 6
月 26 日にイタリアのサルデーニャ島カリアリ県で実施され、第 3 段エンジン“ Zefiro9
（ゼフィロ 9）”の実験も 2005 年 12 月 19 日に既に実施されている。今回の“P80”の

実験成功によって VEGA ロケットのための第 1 段、第 2 段、第 3 段エンジンの第 1 段

階目の燃焼実験は終了された。2007 年からは第 2 段階目の実験が行われる。 
 
第 1 段エンジン“P80”は今までかつて作られたことのないスプールモノブロック

エンジンを搭載しており、非常に軽く、ソリッド推進剤で機能し、ジャンボ飛行機 4
機が離陸する時と同程度の推進力を持つものである。107 秒で地球から 44km の高さ

まで VEGA ロケットが打ち上げられ、この時点で燃料は消費されて第 2 段エンジンが

(出典：AVIO 社 WEB サイト)

図 2 中型ロケット“VEGA” 
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点火される。“P80”そのものの高さは 11m、直径 3m であるが、鋼鉄より 3.5 倍軽く、

また 3 倍強固であり、非常に薄いカーボン繊維で出来ている（15,000km のカーボン

繊維が筒状の巨大糸巻きに巻かれている）。ソリッド推進剤による第 2 段“Zefiro23”
と第 3 段“Zefiro9”のエンジンもカーボン繊維で作られている。 

 
参考文献：AVIO 社 WEB サイト（www.aviogroup.com）、イルソーレ 24 オーレ紙 

 
3. イタリアの無人飛行機プロジェクト 

 
2006 年 11 月にスウェーデンの上空においてフィンメッカーニカグループのアレー

ニア航空社（Alenia Aeronautica Spa）製作の無人飛行機（UAV/Unmanned Aerial 
Vehicle）SKY-X のテスト飛行が行われた。SKY-X プロジェクトは 2003 年 1 月から開

始され、飛行テストも既に 1 年半前から実施されているが、今回のテストは、地上ス

テーションからの直接操作のない完全な UAV 自身の自動運転飛行であった。トリノ県

にあるアレーニア航空社の工場内で製作された SKY-X は、北極圏に近いスウェーデン

のヴィドゥセルの基地から離陸した。厳しい気候環境のなかで、よりデリケートな操

作が UAV 自身によって行なわれ、非常に素晴らしい成果を示した。SKY-X の大きさ

は、長さは 6.94 メートル、両翼までの幅は 5.78 メートルである。領土の偵察、監視、

観測の課題を持って幅広い民間ミッション実施のために利用されることが見込まれて

いる。 
 
更にまたアレーニア航空社は、SKY-X の兄弟版である新 UAV プロジェクトとして、

危険ゼロで火事や環境災害あるいは山岳火災の監視のための利用が見込まれる無人飛

行機 MOLYNX 製作も推し進めている。同社は 3 年～4 年の内に MOLYNX の完成を

予定しているが、その開発コストは年間 低 2,500万ユーロかかると予測されている。

アレーニア社の技術部長のアレッサンドロ・フランゾーニ氏は「我々は我々が実施す

べきことに専念するが、ピエモンテ州技術集積地の「仲間達」の意義ある参加を期待

している。もし MOLYNX が生産段階に入ったらその商取引は 20～30 億ユーロの価値

となる」とコメントしている。 
 
2006 年 10 月 12 日～2007 年 1 月 7 日までトリノの国営古文書館において実施され

た「建築家カルロ・モッリーノ：近代を建築する」展の展示会場において実物の 4 分

の 1 の大きさの MOLYNX の模型が展示された。MOLYNX 名は、Maximum 
Observation Long Endurance をオリジナルとしているが 1950 年代と 1960 年代に数

多くの飛行機、特にアクロバット用飛行機をデザインしたトリノ出身の建築家カル

ロ・モッリーノ(Carlo Mollino)がデザインした飛行機の名前をインスピレーションと

して命名されている。 
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MOLYNX は、両翼の幅 25m、長さ約 9m の大きさを持ち、高度 15km の上空まで

飛行でき、航続時間は 大 48 時間、レーダーや光学センサー、赤外線、超スペクター

等による革新的センサーを搭載する。 
 
更にまた、イタリアでは数年前から伊宇宙センター、CIRA(Centro Italiano Ricerhe 

Aerospaziali)のプロジェクトである無人ミニシャトル USV(Unmanned Space 
Vehicles)プロジェクトが実施されている。ナポ

リの北部 50ｋｍに位置するカプア市に本拠を

置く CIRA は USV だけでなく小型 UAV 製作プ

ロジェクトも目下推進している。 
 
将来的には、月や火星のミッションに絶対不

可欠なものになるであろうと見込まれているこ

の USV の長さは 8m、2006 年 4 月 27 日にはカ

プアにおいてそのプロトタイプが公開された。

今後 USV は、シチリア島のトラパニ・ミーロ

発射場において成層圏気球によって 25～35km
の成層圏に運ばれ、そのテスト飛行が実施され

る予定である。USV は重力のない成層圏におい

ては 高マッハ 2.5 まで加速することができる。 
 
参考文献：イルソーレ 24 オーレ紙、CIRA の WEB サイト（www.cira.it） 

(出典：CIRA の WEB サイト)

図 3 無人ミニシャトル“USV” 
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【宇宙・航空特集】航 空 

 
米国での次世代航空交通管制システムの開発状況 

 
航空交通管制システムとは、飛行中や空港での航空機に対し管制指示や管制承認を

与えて航空機の衝突を予防し、衝突事故を避け、効率的に交通が流れるように管理す

るシステムのことである。本稿では、米国における次世代の航空交通管制システムの

開発状況を紹介する。なお、日本から航空宇宙研究開発機構(JAXA)が、FAA が実施し

ているキャプストン(Capstone)通信管理システムプログラムに参加している。 
 
1. はじめに 

米国会計検査院(GAO1)は 2006 年 11 月に「次世代航空輸送システム：全米航空シス

テムの変革に関する進歩と挑戦 2」というタイトルの総括文書を作成している。この文

書には、米国での次世代航空交通管制システムの開発についての有用な情報が掲載さ

れている。また、それより約 1 年前の 2006 年 1 月には航空専門誌 3 に「2025 年のた

めの 8 つの必需品 4」という記事が掲載されている。これによると、米国での航空交通

容量は 2025 年までに 3 倍になる見通しである。そのためには、航空機がより近接し

て飛行することが可能となる次世代航空交通管制システムが必要である。そのシステ

ムでは、現在は地上の航空管制官が負っている航空機識別や航空機間隔維持を含む空

域管理に関する責任の幾分かをパイロットが受け持つことになる。米国政府は、軍用

の「ネットワーク上の戦い 5」技術を活用して、ネットワークの中枢化によって民間航

空問題を解決（ソリューション）することを目指している。 
ブッシュ政権中に発生した 2001 年 9 月 11 日の事件（同時多発テロ）や、優先事項

の見直し・変更、議会及び大統領のイニシアティブの結果、航空宇宙局（NASA）と

連邦航空局（FAA）の目標と予算は変更・削減されている。また、いくつかの職務が

新しい米国安全保障省（DHS）や他の部門に移行したため、航空管制に関連する多く

の優れた研究プログラムはもはや存在しないか、民間企業主導で行われている状況に

ある。 
 
2. 次世代航空輸送システム（NGATS） 

現在の航空交通管制システムから、2050 年までに「次世代航空輸送システム

（NGATS）6」へ移行することを計画するために、2003 年に FAA 内に共同計画開発

                                                  
1 The U.S. Government Accountability Office 
2 Next Generation Air Transportation System: Progress and Challenges Associated with the 

Transformation of the National Airspace System (www.gao.gov/cgi-bin/getrpt?GAO-07-25) 
3 Aviation Week & Space Technology 誌 www.AviationNow.com.awst 
4  “Eight Necessities for 2025.”  http://www.aviationweek.com/aw/ 
5 network-centric warfare。情報技術を用いてネットワーク化して行う戦争。 
6 next generation air transportation system (NGATS) 

< 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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局（JPDO7）が設置された。この JPDD は FAA 内の組織であるが、7 つの他の政府機

関（運輸省、商務省、国防総省、米国安全保障省（DHS）、NASA、大統領官邸科学技

術政策室（OSTP8））と全ての産業界のパートナー達の利害を調整する役割を担ってい

る。また、国境を越えた国際的・地球規模的の相互運用を行う必要があるため、多く

の関係するプログラムと協調（一致）しなければならない。さらに NGATA 協会 9 と

いう組織が、航空宇宙産業協会 10 の下に設けられたが、この組織には航空機パイロッ

ト協会 11や航空輸送協会 12といった関係する団体も大きく関与している。この NGATA
協会の業務は、JPDD と産業界の間に入り、JPDD が必要とする研究業務のアウトソ

ーシングについて、JPDD と民間企業間のアクセスを容易にすることである。NGATS
協会への加盟は、米国および国際的に全ての産業分野に開かれている。 

 
JPDD は 8 つの具体的な戦略領域とそれぞれに対応する総合的なプロジェクトチー

ム（IPTs13）を持っている。 
・空港インフラ（FAA 主導）： 将来の需要に応じた空港インフラの整備 
・運航セキュリティ（DHS）： 移動性や市民の自由を損なうことのない有効な

セキュリティシステムの確立 
・機敏な航空輸送システム(NASA)：  需要変化に迅速に対応できる機敏な航空

輸送システムの確立 
・状況認識の共有（DOD）： 全てのユーザーが同じ情報を分かち合えるような

－状況認識の共有 
・安全管理(FAA)： 安全のための包括的及び積極的なアプローチ 
・環境保護(FAA)： 持続した航空産業の成長を促す環境保護の確立  
・気象（DOC）： 気象の影響を低減させるための全組織的な能力開発 
・国際的な協調(FAA)： 国際的な装備と運用の協調 

 
IPTs は 70 機関からの出身者 200 人によって構成されている。個々の戦略領域はそ

れぞれ一つの省庁によって主導されるが、IPTs は複数の省庁間での研究の分担を増や

すとともに、過剰（重複）部分を減少させている。例えば、商務省(DOC)は気象の影

響を低減させるための IPT イニシアティブを主導しているが、NGATS 全体のための

共通的な気候情報システムを開発するために、FAA、NASA、DOC や DOD での気象

研究と分担が行われるだろう。 
航空交通管制システム(ATC14)の突然で完全な変更は、危険―いかなる新しいシステ

                                                  
7 The Joint Planning and Development Office (JPDO) 
8 the White House Office of Science and Technology Policy 
9 The NGATS Institute 
10 the Aerospace Industries Association 
11 the Air Line Pilots Association 
12 the Air Transport Association 
13 integrated product teams 
14 the air-traffic–control 
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ムもテストが必要であり、恐らく将来 20 年以上にわたって、旧システムとスムーズに

相互情報交換を行う必要がある－であるだけでなく、法外に高額になるだろう。その

ため、新しいシステムが利用可能になるに従い、それに応じて個々の IPTs も変更して

いくことが提案されるだろう。また、資金投入の承認を早く得るために、少なくとも 2
つの既に開発されたプログラムが選ばれている。自動位置情報伝送・監視放送

（ADS-B15）プログラムとシステム広域情報管理（SWIM16）プログラムである。 
 

3.自動位置情報伝送・監視放送（ADS-B）プログラム 
GAO の報告書によると ADS-B は「航空機の識別、位置、高度、目的を他の航空機、

地上の ATC システムに送信する監視技術である。それにより、パイロットと管制官が

空域と交通の共通的な状況を把握することができる。このシステムは、パイロットに

近接の航空機の位置を示す表示装置（ディスプレイ）を提供することによって、パイ

ロットが管制官と協力して意思決定を行うことを可能とする。安全に航空機間の間隔

を減少させることができ、それに伴い全米航空システム 17 の容量を増加させる。」 航

空機は衛星 GPS18 を用いて計測した自らの位置を ADS-B に送信する。ADS-B は航空

機からの送られてくる情報（地上や目的地までの経路上からの）を頼りにする。航空

機からの情報により、既存の地上ベースのナビゲーションシステムが強化される。こ

の情報を用いて、パイロットは「自身による航空機間隔維持 19」と「着陸の際の順序

付け 20」を行うことができる。 
 

FAA は、ADS-B の 初の配備が 2009 年 9 月までに始まるとは考えていない。また航空

機への ADS-B 搭載が 2018 年までに義務づけられるとも考えていない。しかし、2015 年

頃までには、民間企業によって搭載されることを期待している。FAA は将来の配備を約束

しているが、それを受けて、世界 大の民間航空機メーカーであるボーイング社は 近、

UPS（ユナイテッド・パーセル・サービス社：米国の宅配便・運輸会社）が自社の航空機

に ADS-B 設備を装備する計画があることを発表した。これも 近であるが、ボーイング社

と既に地上での ATC システムを提供しているロッキード・マーチン社は、相互の顧客に対

して、統合的なネットワーク中枢的アプローチを提供するために提携を行うことを発表し

た。 
HGATS と同様なプログラムが欧州で議論されている。単一欧州航空管理研究プロ

                                                  
15 Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B) program 
16 System Wide Information Management (SWIM) program 
17 the National Airspace System 
18 global-positioning system (GPS) 
19 Aircraft self-separation：航空機の間隔維持に関する責任を地上の管制官から航空機自身（パイロッ

ト）に移すという考え方。管制官が管理し責任を持っている空域を、この新しいシステムにより、パ

イロットが常に他の航空機と自機との距離を保つ責任をより多く持つようになる（持つことができる）

ということ。航空機同士の距離をより近づけることができるということを意味する。 
20 sequencing of landings：複数の航空機が飛行場に着陸する際のその順番づけ。パイロット自身が行う

ためには、航空機の位置や気候情報を更新しながら、何時間にもわたり、前もって着陸の順番を決め

たり、管理したりする新しい技術が必要。 
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グラム（Sesar21）の下で、航空交通同盟 22、エアバス社と EADS 社 23 とタレス 24 社

のコンソーシアムによって運営されている。オーストラリアでは、タレス社が 28 基の

ADS-B 地上基地を設置している。インドはいくつかの地上基地を購入している。中国

が興味を示している。インドネシアは 2006 年に ADS-B のデモンストレーションを行

うことを計画していた。ADS-B の大きな長所の一つは、航空機の装備および地上基地

の両者を含んだ価格が、これまでの装置に比べかなり安価であることである。 
 

GAO の報告書によると「SWIM はネットワーク中枢化的業務への移行を助けることが期

待される。それは、航空会社、政府の諸機関、軍隊のような認められたシステムユーザー

の間で情報の共有を可能とするための、インフラおよび関連する政策や基準を提供する」 
 

4. キャプストン（Capstone25）プログラム 
日本の航空宇宙研究開発機構（JAXA）は 2003 年に、FAA がアラスカ州で実施して

いるキャプストン（Capstone）通信管理システムプログラムに参加した。キャプストン

プログラムは、民間航空機のコックピットなどに、気象情報、地形図、ライブ（生）の

航空交通情報を提供するものである。1999 年に、アラスカ航空機産業委員会（含むア

ラスカ航空士協会 26）から、実施することを求められたものである。このキャプストン

プログラムにより、2004-2006 年にはアラスカで 43％航空事故を減少させたとされる。 
 

2006 年 12 月に FAA は、キャプストンプログラムは成功だったと発表した。同時に、

それはアラスカ州のみのプログラムとして終了し、その所管が監視放送サービス

（SBS27）局へ移管すると発表した。そこで、キャプストンは ADS-B に組み込まれその

一部となると見られている。全米航空システム 28 の中に Capstone/ADS-B が実装される

ことが、FAA フライトプラン 2007-200929 に記載されるだろう。なお、FAA フライト

プランとは、複数年にわたる業務の優先順位付け内容を記載している業務計画書である。  
 

アラスカ航空機産業協会は、SBS の計画が地上の送受信設備（情報を航空機に中継す

るために必要）の 14 基のみの追加であることに対して不満を述べている。協会はさら

に 28 基が必要と主張している。FAA が資金投入して設備を設置する場合には、共同資

源委員会(JRC)30 によって審査されなければならない。JRC は、資金投入を正当化する

ためにはキャプストンプログラムは文書が不十分であると述べている。FAA は現在、ア

                                                  
21 Single European Sky Air Traffic Management Research Programme (Sesar), 
22 the Air Traffic Alliance 
23 EADS（European Aeronautic Defence and Space Company）はヨーロッパの大手航空宇宙企業である。 
24 Thales。http://www.thalesgroup.com/home/home/ 
25 Capstone communications control system program in Alaska 
26 the Alaska Airmen’s Association 
27 Surveillance Broadcast Services (SBS) 
28 the National Airspace System 
29 FAA Flight Plan 2007-2009 
30 Joint Resource Council (JRC) 
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ラスカ航空士協会に対し、ある程度の数の航空機がデータ受領装置を装着するまで、追

加の投資は認められないだろうと述べている。そのため、このアラスカでのプログラム

で計画された設備が完全に配備されるのが、何時になるかは不明確である。 
 
5.小型航空機輸送システム（SATS31）  

小型航空機輸送システム（SATS）は 5 年間の NASA のプログラムであった。これ

は、先進的民間航空技術実験（AGATE32）プロジェクトから派生したものであった。

民間航空会社の飛行機、すなわち「エアタクシー」の一人のパイロットが、様々な気

象条件下で、管制塔やレーザーを備えていない米国内の 2,000 ヵ所の小規模の飛行場

間を点から点へ、確実に飛行できることを示すというプロジェクトであった。このプ

ロジェクトの目標は下記であった。 
・ 2025 年までに小規模な空港の利用を促進して米国の運航容量を 400％増加させる。 
・ 小規模で現在サービスを受けていない市場へ航空輸送サービスを提供する。 
・ ドア・トウ・ドアでの移動時間を減少させる。 
・ 航空コストを低減させる（少ないパイロットで大きな効率性）。 
・ 労働力の移動性の増大を通じて米国の経済活動を拡大させる。 
 
技術的な目標には下記が含まれている。 
・ オンボードコンピューティング 
・ 先進的運航管理 
・ 「空のハイウェイ」コックピット・ディスプレイ 
・ 自動的な航空分離とシークエンシング技術 

 
STAS ネットは、航空輸送ビジネスや航空機に対することと同様に乗客に対してデ

ータを提供する情報システムであった。「未来の結合コックピット 33」がマイクロソフ

トのプラットフォーム上で作られ、飛行計画などのインプットデータを受け入れ、そ

してどのようなデータをパイロットが次に必要となるかを予測するものであった。 
 

このプログラムは 2006 年 6 月にデモンストレーションされた。その際 FAA は、

NGATS の技術的な可能性を例示するための初期のシステムとして、SATS は重要であ

ると述べた。しかし、さらなる政府からの資金拠出は認められなかった。提唱者達は、

産業界自身が設備を装着することがデモンストレーションとなって、産業が励起され

ることを期待している。 
翻訳・編集：NEDO 情報・システム部 

（出典： SRI Consulting Business Intelligence Explorer Program） 

                                                  
31 Small Aircraft Transportation System 
32 Advanced General Aviation Technology Experiments (AGATE) project 
33 “Connected Cockpit of the Future” 
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【宇宙・航空特集】宇 宙 ナノテクノロジー 

 

宇宙開発のナノテクノロジー報告書－マイクロクラフト（米国） 
 

展 望 

マイクロクラフトの展望は、新しい輸送手段の設計、建設および運用の概念をナノ

テクノロジーが可能にするということである。劇的に価格を低減させるだけでなく、

従来の輸送手段の設計を使用して考えも及ばない方法で機能を拡張するであろう。1
つの応用には、探求中の現象のすべての空間的・時間的変異を評価するのに十分なデ

ータを収集するために環境全体にわたって配置された一群の輸送手段を形成すること

がある。 
 
例えば、地球の回りに浮ぶ単一の気象観測気球による地球の天候を監視することを

想像しよう。機器の記録の変化が、場所、時間あるいは、この 2 つの任意の組合せに

よる変異を表しているかどうかを知ることはできない。しかしながら、隣接局の密接

に関連した記録を提供するほどに大気中の全体にわたって配置された多くの気象観測

局はより正しいデータセットを提供するだろう。そしてその結果から正確なモデルを

構築する基盤を提供するだろう。 
 
言いかえれば、隣接した（空間と時間の）両方の記録が常に密に類似しているほど

に、十分に高密度なサンプリング配列を保証することによって、小さいが重要な局所

的現象を発見できずに検知ネットをすり抜けることはほとんどありそうもない。この

遍在的な検知は、大型の輸送手段では十分には手に負えないような、環境のモデル化、

予測および確証の度合いを高める。 
 
動的環境の時間空間の曖昧さの解決に加えて、一群のマイクロクラフトは個々の失

敗を許容することにより、向上した生存性や頑強性と同様に多重開口リモートセンシ

ングも提供することができる。更に、マイクロクラフトのそのような集合体は、輸送

手段の間の距離が波長に匹敵する場合に、有用なフェイズドアレー検知あるいは巨大

な等価開口による伝送を 終的に可能とすることができる。 
 

技術の現状 

マイクロクラフト開発の技術の現状は、以下のように要約することができる。実用

宇宙探査機は、およそ 1 kg 程度の質量で打ち上げられている。ソジャーナー火星探索

機は、およそ 10 kg の質量で火星の一部を調査した。また、例えば Orbcom のような

商用通信衛星は 100kg 以下の質量で利用可能である。これらのシステムは、十分に機

能可能なエネルギー、通信、熱制御および移動システムを持っている。 
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国防総省が 近展開し有効に使用しているマイクロクラフトには、前方の山の上から

の画像を送る手動発射式無人航空機(UAV：unmanned aerial vehicle)、Dragon Eye(約
2 kg)、また同様に、洞穴やトンネルの調査や疑わしい爆発物検査のための無人地上車両

(UGV：unmanned ground vehicle)、Pacbot(約 20 kg)、そして、資源探査の無人水中

車両(UUV：unmanned underwater vehicle)、REMUS(約 40 kg)などがある。研究社会

では、10～100 グラムの小さな UAV や UGV の試作機を持っている。現在の実用マイ

クロクラフトは、その基本運用に関してナノテクノロジーには依存していない。 
 

主要な問題 

 
障壁と解決策 

マイクロクラフト開発者が直面している大きな問題の 1 つは、そのような小さな輸

送手段のための適切な電力やエネルギーを提供することである。空気や水のような乱

れた流体を通って移動しなければならない輸送手段にとって、抵抗は表面積に比例す

る。しかし、蓄積エネルギーは輸送手段の体積に比例する。このことは、輸送手段が

燃料の再補給無し運転可能な時間である航続時間は輸送手段の長さにほぼ比例するこ

とを意味している。寸法をメータからセンチメートル規模に縮小することは、100 倍

だけ航続時間が短くなる。 
 
実際上、問題はこれよりもはるかに悪い。小さなバッテリーや発電装置は、現在、

大きな設備よりも比出力がはるかに低い。そのエネルギーやパワーレベルは、その質

量よりはるかに速く低下する、したがって、単位質量当りのエネルギーや単位質量当

りの電力は、利用可能な大きな装置と比較して非常に貧弱である。これらの小さな部

品のパッケージ部分や他の実際的な限界(しかし理論上ではない)は克服することがで

きるので、この問題はナノテクノロジーによって直接取り組めるであろう。 
 
この基本的なエネルギー相似性問題の解決策は、環境からエネルギーを取り入れる

ことである。例えば、太陽エネルギーは、輸送手段が受け取るパワーは表面積に比例

する特性を持っている、従って、エネルギーは大きさに関係せずに必要な流体抵抗パ

ワーに比例する。転がり抵抗が質量に比例する太陽動力供給の地上車輌は、小さくし

た時に実際に性能が増加する。取り入れることができる他の環境エネルギー源には、

温度や化学組成のなんらかの局所的不均衡あるいは流体間のねじれ等がある。 
 
パワー問題への代替解決策には、α粒子起電力による電力使用がある。ここで、太

陽電池に似た半導体を使用して、α粒子を放射する放射性同位元素の小さな小片によ

って電気が生成される。ナノテクノロジーによって、放射線照射によって急速には劣

化しないα粒子電池を作るという合理的な見通しがある。現在の技術による数ヵ月の

寿命と比較して 10 年間の寿命は妥当性がある。さらに、あらゆる化学エネルギー貯蔵

< 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996号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/996/
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システムより何桁も大きな比エネルギーの大きさを持つ。 
 
ナノテクノロジーは、さらに、現在の 1 グラム当たり 1000 ジュールのバッテリー

の出力と比較して、おおよそ 10 倍以上に化学バッテリーの比エネルギーを増加させる

合理的な見通しを提供する。例えば、大型エンジンによって消費される化学燃料のエ

ネルギーに近づく。 
 
マイクロクラフトを有効に利用するために、1 台の輸送手段当たりに数多くの人間

という考え方から人間 1 人当たりに数多くの輸送手段をという考え方への、現在のミ

ッション運用パラダイムを転換させる必要がある。これは、各輸送手段の計算能力を

高めることによってのみ可能である。質量と動力の項目の計算コストは、現在の大き

な輸送手段では小さな負担であるが、非常に小さな輸送手段では過度な負担である。 
 
ムーアの法則が商用エレクトロニクスをさらにナノテクノロジー領域に向かわせ続

けるとともに、記憶ビットあたりのエネルギー量が、5 年ごとに 1 桁の割合で理論的

限界の方へ向かい続けると期待することができる。同じ割合で各ビットの体積が下が

ると仮定すると、マイクロクラフトは、おおよそムーアの法則と同じ割合で質量と動

力が小型化すると予測することができる。 
 
したがって、5 年ごとにおよそ 3 倍の性能増加と質量減少を同時に期待することが

できる。10 年間で、質量と性能の両方において 1 桁の改善が期待される。これは、性

能が 10 倍に増加する一方、コンピュータの質量比は、10 年間での 100kg の輸送手段

のおよそ 3％から 1kg の輸送手段の約 30％までになることができることを意味する。 
 
通信はマイクロクラフトの別の重要な問題の分野である。大きな輸送手段は、デー

タを通常送信するよりはるかに速く収集することができるのが一般であるが、この影

響はマイクロクラフトではさらに大きくなる。他の条件が同じなら、画像センサーと

送信アンテナの両方とも、その開口面積に比例して制限されるデータ収集・伝送率を

持っている。しかしながら、もしパワーの経費が体積と共に減少する場合、収集した

データ当たりの送信データは、大きさの 3 乗で下がる。 
 
この問題は、より高い周波数で通信することにより解決することができ、それはナ

ノテクノロジーによって可能であるだろう。あるいは、中央の中継点に情報を折り返

すために、お互いの間を短距離で通信するに必要なマイクロクラフトの高密度ネット

ワークを持つことにより可能になるかもしれない。 
 
マイクロクラフトの別の主要問題には熱制御がある。非常に小さな輸送手段の内部

を一定温度に維持するのはほとんど不可能で、大きな表面積対体積率のために周囲の
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温度とは異なっている。これは、言い換えると、絶縁体を利用可能な場所がないと同

様に、非常に短い熱的輸送距離にも結びつく。運行していない時に内部の温度を保と

うとする場合、輸送手段が運行している場合には廃熱の処理が困難になる。 
 
ナノテクノロジーは、非常に大きなまた小さな熱伝導性を持つ新しい材料の提供に

より、そして、熱制御用の軽量で信頼できる正確な制御スイッチやラジエーターの開

発を可能にすることによって、大きな貢献をすることが可能である。ナノテクノロジ

ーは、究極的に非常に大きな温度範囲で動作する部品を提供することができるので、

環境への持続的な結合を越えた熱制御は必要でない。 
 

テーブル 4.1 マイクロクラフトとマイクロクラフト群 

 
目標： 

－ 10 年でおよそ 100 倍また 20 年で約 1000 倍だけ宇宙船の質量を低下させる。 
－ 一方で、1 キログラム当たり同コストで、約 100 倍に搭載計算機の性能を増加。 
－ 現象に密な空間・時間サンプリングの 100～1000 台のマイクロクラフト群の

飛行。 
 
困難な問題： 

－ 技術の現状を 10 倍以上のブレイクスルーにナノテクノロジーを利用する。 
－ エネルギー貯蔵や変換のための性能／質量比、より高い周波数の通信、極限環

境で動作するより良い導体、絶縁体および部品の熱制御、アクチュエータと姿

勢制御、および搭載計算機、それにより 1 人の人間が 1000 台の宇宙船を管理で

きる。 
 
宇宙システムへの価値： 

－ 分散型の強健なリモートセンシング。 
－ 地球を周回飛行する単一の気象観測気球による気象の把握に対して、地球、惑

星、また宇宙環境の正確なモデル化のための現象に同時で密なサンプリング。 
 
技術の現状： 

－ 商業衛星(例えば Orbcom) @ 40kg 
－ ソジャーナー火星探索機 @ 11.5kg 
－ 消耗型宇宙輸送システム機 Picosats(一種の MEMS) 0.27～1kg 
－ いろいろな 10～100g の研究所試作機。 
－ 検知、計算、通信および操作機能を持つ全てのもの。 
 
マイクロクラフトの 終の重要な挑戦領域は、可動性アクチュエータと検知器の領

< 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996号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/996/
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域にある。先に言及された電力要素と同じように、現在のアクチュエータと姿勢制御

の特定な能力は、非常に小型化した部品では急速に低下する。再び、これはパッケー

ジの部分と表面積対体積の影響であり、例えば、小さな体積に詰められた非常に大き

な表面積のナノポーラス材料を作成によって、ナノテクノロジーが克服できるであろ

う。 
 
ナノ構造化材料は、アクチュエータの使用に高定格と低消費電力で高い度合いの力

や曲げを提供するであろう。高い比推進力を持ったナノスケールの熱的ディジタル姿

勢制御が可能に思われる。ヤモリ足は、ジャングルや倒壊したビルディングなどを通

って、妨げられずに移動する小さな輸送手段を可能とするであろう。 
 
ナノ組み立ての電気的・磁気的装置は、小型モーター、イオン・エンジンおよびマ

イクロクラフトに必要とされる他の可動性部品にブレイクスルーとなる能力を提供す

るかもしれない。可動性のナノテクノロジー検知器は、慣性や位置の検知の新しい能

力を提供するであろう。 
 

目標と結論 

 
5 ―10 年  

－ ここに記述されたマイクロクラフトの進歩を達成するための統一見解として

のロードマップは、 初のおよそ 5 年間を上に述べられた技術的問題を解決す

るために必要な構成部品の技術開発に集中することを求めている。 
－ 7 年以内に、現在利用可能な宇宙船(約 100 kg)とほぼ同じ性能(しかし、より高

周波数で通信)を持つおよそ 1 kg の宇宙船を飛行させるためにいくつかの簡単

な仕事を組込むことは可能に違いない。 
－ 10 年で、現在の約 100 kg の宇宙船 1 台と等しい総費用で、約 1 kg の宇宙船

の小さな一群(およそ 100 台)の飛行を実証する一方で、別の大きさ(約 100 グラ

ム)にまでマイクロクラフトの重量を減らすことが可能であろう。この一群のマ

イクロクラフトは、置き換える一台の宇宙船の検知能力とデータ帯域幅の 100
倍を持つだけでなく、一群の相乗効果は、個々の宇宙船の範囲を完全に越える

時間的空間的な曖昧さを解決することを可能とする。 
 
10 年以降 
－ 15 年で、各々の質量が約 100 グラムの、およそ 1000 台の宇宙船の大規模群が

飛行することは可能に違いない。20 年の年数で、コンピュータの質量がおよそ

2 桁のオーダー分減少すると同時に、マイクロクラフト当たりの計算力は、現在

の宇宙船の計算力のおよそ 2 桁以上に向上するに違いない。これは、30 グラム

の計算機を組込む約 100 グラムの宇宙船が、今日の 高のラップトップコンピ
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ュータの性能の 100 倍を持つことを意味する。複合処理とデータ圧縮が 10 万台

の現在のコンピュータ能力となるので、これは、小さな人間チーム(恐らくたっ

た 1 人)によって 1000 台の一群のマイクロクラフトを制御することを可能にす

る。同様のロードマップは、同じスケジュールに沿ったおよそ同じ質量と宇宙

船群の寸法を持った UAV、UGV、UUV などにも当てはまる。 
 

参考文献： 
1. DARPA-MEMS and Microtechnology for Space Applications (website describing DARPA-funded  

project: http://www.darpa.mil/mto/mems/summaries/Projects/Aerospace_1.html). 
2. Bob Bruninga, U.S. Naval Academy Satellite Lab, USNA CUBESAT Notes (website describing U.S.  

Navy Cubesat activity: http://web.usna.navy.mil/~bruninga/cubesat.html). 
3. Montana Space Grant Consortium Project, Montana State University, MEROPE: Montana 

Earth-Orbiting Pico Explorer (website describing M 
 

(出典：Nanotechnology in Space Exploration: Report of the National nanotechnology Initiative 
Workshop, August 24-26, 2004, Palo Alto, CA http://www.nano.gov/nni_space_exploration_rpt.pdf ) 
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【宇宙・航空特集】宇 宙 ナノテクノロジー 

 

宇宙開発のナノテクノロジー報告書－マイクロ／ナノ・ロボット（米国） 

 
展 望 

カール・チャペックがロボットという言葉を造って以来、知的・自律ロボットの構想が

描かれてきた。ナノテクノロジーは、より良い材料、より高い出力密度を持つ向上した電

源、高度なコンピュータおよびより良いセンサー等により、ロボット構築に対して新しい

能力を提供する。小さなロボットは大きなものより低価格で製造でき、問題を解決するた

めの新しい方法として小さなロボットの大きな集団を展開させる機会を提供する。 
 
宇宙応用に特定すれば、マイクロ／ナノ・ロボットは、乗員探査船、宇宙ステーシ

ョン、ハッブル望遠鏡および衛星などの宇宙内やまた惑星での検査、維持および修理

を可能にするであろう。可動性のマイクロ／ナノ・ロボットは、惑星上で生命を探索

し、試料を回収し、搭載解析を行う。宇宙船内部の小型装置は、宇宙ミッション中に

宇宙飛行士の健康をモニターすることができる。 後に、不測の必要性のために大量

の並列マイクロ／ナノ・ロボットや小型の生産ロボットワークステーションを使った

宇宙内組み立てや構築を可能とする。 
 
マイクロ／ナノ・ロボットは広範囲の潜在的な分野で応用することができるであろう。

一般に医療は、特に、人体内の診断、ドラッグデリバリーおよび外科のような領域で、

小型の医学マイクロ／ナノ・ロボットの使用により大きな利益が得られる。この能力は

医学に重要な影響力をもたらす。有毒物質、化学薬品、病原体、核物質などを検知する

環境モニタリングは、飛行、登攀、泳ぎ、水上歩行、徒歩などの可動性小型マイクロ／

ナノ・ロボットによって可能となる。このようなロボットは、セキュリティ目的の監視

に、また災害時の捜索救難活動のためにも使用することができるであろう。 
 
更に、可動性の自己再構成が可能な小型ロボットは、新しい、強健・柔軟で、多様

な、ディスプレイ、検知セット、構築・製造システムなどを可能にするかもしれない。

マイクロ／ナノ把持部を持った大型ロボットは、ナノスケール材料の摩擦、機械的、

粘着性および生化学特性を正確に評価するために、また、新しい電子的、光学的、生

化学的ナノ装置を試作するために、科学的ツールとして使用することができるであろ

う。大量の並列ナノマシンは、高密度データ記憶装置、マイクロ／ナノ製造およびマ

イクロ／ナノ組み立てシステムを可能にするであろう。 
 

動機と定義 
巨視的規模のロボットは、反復や綿密な製作、危険物の取り扱い、遠隔操作、ある

いは高速現象や非常に遅い現象さらには人間が注意を払うには非常にまれにしか起き
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ない現象のモニタリングのために構築される。そのようなロボットは、仕事の領域の

大きさに合わせられる。そして、一般的に動力は配電盤か大きなバッテリーによって

供給される。良い部品で作られた小さなロボットは、安価であり、より遍在し、また、

もしうまくプログラムできれば、大きなロボットよりも集団的により多様性を持つ。 
 
小型ロボットを説明する用語についての合意は現在のところ困難である。ある人々は外

形寸法によって装置を分類するし、またある人は 小の部品寸法で、そして他の人はロボ

ットが作用する大きさによっている。この報告書では、寸法の定義は以下のとおりである。 
 
－  メソロボットは 100mm の外形寸法を持ったものである－  ミリロボットは

10mm 以内、－ マイクロロボットは 1mm 以下、そして、ナノ・ロボットは

0.1mm 以下の外形寸法を持ったものである。 
 
部分の寸法はこれらの大きさに応じて変わる。しかし、単にいくつかのナノスケー

ル部品を持つというだけの理由で、100mm の箱をナノ・ロボットと呼ぶことは適切に

は思えない。 
 
マイクロやナノ・ロボットは、明らかにそれら自身に動力供給する新しい方法、新

しい操作機構および新しい制御技術を必要とする。ナノテクノロジーは、これらの問

題を解決する新しいツールを提供する。また、ナノ・ロボットは、制御可能な方法で

ナノの世界に達して対話することを可能にすることにより、ナノテクノロジーの開発

を助けることができる。 
 
ロボットは、管制型ロボットと自律型ロボットに大きく分割することができる。管

制型ロボットは、マクロからナノスケールにまでに及ぶ部品を持ち、外部コンピュー

タの管理の下で操作および製作を行う。また、必要とするの電力は配電網から得る。

自律型ロボットは、その動力、操作、計算、検知および通信を自分で運ばなければな

らない。その離れ業はバクテリアのような生物学的存在には普通であるが、微小寸法

の人為的な装置では実証されていない。 
 
多くの困難な問題があり、これらの動力や操作などの各々の技術を個々に開発する

ことに大きな商機が存在する。ナノ・ロボットと呼ぶことができるパッケージへすべ

てを持ち込むことや、共同で働くために多数のナノ・ロボットを統合することは、現

状の技術をいまだ超えている。しかしながら、そのようなロボットは、医療、監視お

よび宇宙基地製作に無限の有用性を持つことができる。 
 
米国の研究者は、かつて製造用の巨視的規模の管制型ロボットで世界をリードして

いた。しかし、リーダーシップは明白に日本へ移行されている。アイロボットアール
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社(iRobotR)のような米国企業、サンディア国立研究所のような連邦政府研究所、およ

びカーネギーメロン大学のような学術的機関が、今日、自律ロボットで恐らく先頭に

いる。しかし、米国は独りよがりするべきではない。ブレイクスルーは研究所から市

場へ素早く移行されることが重要である。その結果、研究によって作られる経済的価

値は、次世代の革新へ持ち込まれフィードバックされるであろう。 
 
マイクロ／ナノ・ロボットの基本的な特性を以下のように要約することができる。 
－ 新しい物理や機構を含む動作。 
－ 現在より、小型、高速、軽量、安価なロボット。 
－ 狭い空間や小さな寸法への直接アクセスを提供。 
－ 大量の展開が可能で、また広域分散が可能。 
－ 人間の大きさの対象との相互作用では多重長さスケールシステムの統合が必要

(マクロ／マイクロ／ナノ／分子)。 
－ 設計バイオナノシステムの開発に、マイクロ／ナノスケールでの生物システム模

倣や生物システム統合が可能。 
－ 学際的な研究は設計・構築・制御に不可欠。 
 

技術の現状 
現在のマイクロ／ナノ・ロボットシステムは、2 つの基本的なカテゴリーにグルー

プ化することができる。数センチメートルまでの外形寸法の小型可動性ロボット、そ

して、ナノスケールで操作することができる管制型ロボット装置である。多くのグル

ープが、歩行、飛行、泳ぎ、登攀そして回転することができるセンチメートル寸法の

自律型可動性マイクロロボットを実証している。 
 

先端技術のシリコン微細加工技術を使用して、太陽電池、静電アクチュエータ、

ポリシリコンおよび炭化ケイ素(SiC)の関節や継手、CMOS 基盤の運転、通信そして制

御エレクトロニクスを持った歩行ロボットは、1cm3 の歩行ロボットや飛行ロボットへ

統合することができる[1：出典：巻末参照（以下同様）]。 
 
人体内部の消化管の内視鏡検査用にバッテリーと無線通信ユニットを持った小型の

CMOS基盤カメラが、直径 1cmで長さ 2cmのマイクロカプセルへ統合されている[2]。
これらの受動センサー・カプセルは市販されている。しかしながら、これらの受動カ

プセルを能動的なロボット・カプセルへ改良することは未解決の難問である。 
 
サイズが 25cm の自己再構成可能小型ロボット[3]が、構成を簡単に変更することに

より、運動形式でクモ、蛇、車などに、およそ 10 台のロボットユニットでの分散共同

制御を実証するために構築されている [3、4]。 
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化学的動力供給の可動性部品を使用して、非常に小さなマイクロ・ロボットを構築

することは、有望な方向である。プロペラ／べん毛を回転させたり、あるいは平面上

でロボット本体を周期運動で歩かせたりするために、ATP またはブドウ糖を使用して、

バイオモーターや心筋細胞が駆動されている[5]。 
 
走査プローブ顕微鏡(SPM)は、1990 年代の初めに原子、分子およびナノスケール物

体を操作する重要なロボットシステムになった。研究者は、構造を構築するために、2
次元表面で原子や分子を、つかみ、置き、あるいは単に押すために、電気パルスや物

理的接触を使用した。 
 
原子間力顕微鏡(AFM)プローブは、操作中のその場で力の検知を行いながら広範囲

のナノ材料を画像化し操作する能力により、現在 も一般的なナノ・マニピュレータ

ーである。AFM プローブを使用して、ナノ粒子、カーボンナノチューブ、ナノワイヤ

ー、ナノ結晶、タンパク質、DNA、RNA、ウイルス、バクテリア、細胞などを、押し

たり、引いたり、切断したり、曲げたり、ギザギザにしたり、ねじり、接合し、変形

したり出来る。 
 
更に、光学的ピンセット、誘電泳動や電気泳動マニピュレーターおよび磁気ピンセ

ットは、その小さな非接触相互作用力により、一般的に生体試料の物体を操作するた

めに使用することができる。これらの操作能力は、ナノ装置の試作やナノ材料の評価

に斬新な方法を可能とする。これらの顕微鏡のバーチャル・リアリティー基盤のユー

ザー・インターフェースが、ユーザフレンドリーで直観的なナノスケール操作や画像

化のために開発されている[6]。 
 
2 次元や 3 次元の超小形組立システムは、微小な部品や細胞を操作するために使用

されている。遺伝子注入マニピュレーターやマイクロ／ナノ・マニピュレーター[7]は、

これらの高精度操作システムの数多くの工業的応用を示している。 
 
SPM に基づいたナノ装置の商業応用として、ヤスデと呼ばれる何千もの AFM プロ

ーブが、ナノドットをポリマー表面上でギザギザにし消去する技術を使用して、高密

度データ記憶装置応用のために IBM によって試作された[8]。さらに、ディプペン・

ナノリソグラフィー(DPN)によってナノメートル寸法の精度で表面の線や点を描くた

めに、何千もの AFM プローブより構成される配列が使用されている[9]。 
 

ナノテクノロジーの有益な開発 
恐らく充分な動力はどのような寸法の自律ロボットでも重要問題である。自然は、

ブドウ糖または ATP を新陳代謝させる化学的燃料電池の動力と効率性を示している。

同様の方法で機能する装置をいくつかのグループが建造している。そのような生物学
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的(あるいは生物模倣)アプローチが期待される。従来の燃料電池は、技術が著しく進歩

し小型化するならば有望である。マイクロスケールのバッテリーは有用であるが、な

んとかして充電しなければならない(例えば小型の太陽電池で)。そのことがこの展開を

特別な照明領域に制限している。安全なβ崩壊をマイクロ発電機に変換する原子動力

供給装置についての研究は前途有望である[10]。しかし、原子という言葉を含んでい

るあらゆる技術への市民の反応は、その展開を排除するかもしれない。 
 
アクチュエータは、現在、様々な技術応用で見られるが、その殆どはマイクロある

いはナノスケールにうまく縮尺できない。再び、自然は広い範囲の動きと力を得るた

めに、心筋細胞や分子モーターのような、多数の低出力で小さい範囲を運動する装置

をリンクするいくつかの機能的な方法を示している。カーボンナノチューブに基づい

た新しいアクチュエータは、自然の筋肉に対してパワーで 10 倍の改善を達成する見込

みを示す。しかし、多くの開発が残っている。 
 
ナノ材料は、広い範囲の潜在市場により、巨視的規模の世界で急速に進歩しており、

数々の方法でマイクロテクノロジーやナノテクノロジーの世界への有用性が期待され

ている。非常に向上した重量強度比は、小型なシステムがより大きな静止重量や動荷

重を支えることを可能にする。 
 
例として再び生物に向かい合うと、アワビの貝はその貝を構成している材料よりも

3,000 倍以上も丈夫である。その強靭性の増加は、賢いナノ構造によっている[11]。こ

の報告書(出典第 2 章を参照)の初めの方で詳細に議論したように、現在のものよりはる

かに強靱な工業材料を作るために、そのような構造を模倣することから、宇宙ミッシ

ョンは大きな利益を得るだろう。 
 
多機能材料は、昆虫の外骨格に似た骨格で、操作、構造、検知および動力貯蔵を合併

することを可能にするであろう。トップダウン(リソグラフ法)やボトムアップ(自己集合

法)のナノ製作やマイクロ組立は、急速に進んでいる。強健なマイクロやナノの組み立て

は、ナノ・ロボットの異種混合部品を組立てるために必要とされる。初期世代のマイク

ロロボットによる自動並列組み立ては、先端マイクロロボットやナノ・ロボットの巨大

な集団を構築するために必要な生産規模と低価格を達成するために必要とされる。 
 
ナノバイオ技術は、ナノ科学研究、特に生物模倣研究の非常にポピュラで有益な領域

であった。ATP によって動力供給されるアクチュエータや合成ヤモリの足接着剤を作成

するために、MEMS による自然な筋肉の集積化のようなアプローチが、合成システム

に自然のメカニズムのいくつかを適応させることにより可能なことを示している[12]。 
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主要な問題 
ナノ・ロボット開発の総合的問題は、投資に対する社会への利益を得るために、商

業的成果をもたらすと同様に重要な必要性と長期的な基礎研究の必要性をバランスさ

せることである。このプログラムから生じる利益で、ちょうど半導体産業のように研

究開発用の適当な資金提供が可能になろう。 
 
大学や政府研究機関への政府の資金提供は、一方で基礎研究のために必要ではある

が、ナノ・ロボット開発と商業化には不十分であろう。民間産業の資金提供は、必要

な技術についての知識を進めるために必要な投資を行うために、短期的な投資に集中

する。基礎研究の現象から機能システムへのロードマップの各段階を進めるために、

一緒に研究する政府、大学および民間産業のための方法を見つける必要がある。 
 
マイクロ／ナノ・ロボットの 3 つの重要な問題は以下のように要約することができる。 
 
－ 小型化 
スケールダウンは、小型で効率的な電源や無線電力伝達方法を必要とする。小型

のロボットを製造するために、マイクロや ナノスケールの部品、センサー、アク

チュエータ、コントロールおよびツールを異種統合する必要がある。小型効率的

で強健なハイブリッド・マイクロロボットと生物学的実体を統合することは、さ

らなる問題である。新しい形式の小型アクチュエータが、末端エフェクター部位

での操作と同様に、ロボット本体を移動させるためにも不可欠である。 
 
－ 組み立て 
マイクロ／ナノ／分子スケールでの 3 次元異種システムの集積化は、まだ達成

されていない。強健なアプローチが、機械的・電気的相互接続に、また、大量

の部品を組立てることにより引起される累積誤差の管理に必要とされる。自己

集合は、小さな部品には適当であるが、柔軟で汎用なシステムレベル戦略とし

ては実証されていない。 
 
－ プログラミングと制御 
多数のマイクロ／ナノ・ロボットのコントロールは、複雑さ、通信、局在化や

分散行動を考えれば新しい問題である。 
 

障壁と解決策 
マイクロ／ナノ・ロボットの主な障壁は、表面登攀、歩行、飛行、回転、泳ぎ、水上歩

行、ならびに、跳ぶことのようなロボット運動の開発にある。新しい賢い接着剤、高い重

量強度比のナノ材料、小型で高出力密度のアクチュエータおよび電源が可動性のために必

要である。さらに、マイクロロボットへ縮小する場合、動力が重大な障壁になる。 
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この問題の可能な解決法は、非生物学的ロボットへの生物学的実体の統合により、小型

の電力システムとして化学エネルギーを使用することであろう。この問題に対応する別の

道には、機械振動、化学、温度および流量勾配のような発生源からのエネルギーの取り入

れや、またマイクロ波によって外部電源を光学的あるいは磁気的に転送することがあろう。 
 
高精度、高出力密度、高効率、軽量、小型でセンサー統合されたナノ・アクチュエー

タが必要な場合にアクチュエータはマイクロ／ナノ・ロボット用の別の大きな障壁であ

る。カーボンナノチューブ、圧電性物質、導電性高分子材料、熱、静電櫛型駆動および

形状記憶合金のマイクロ／ナノ・アクチュエータがすべて調べられている。更に、新し

いプログラミングモデルや方法が、能動的な計算実体としてマイクロロボットの大きな

集合をコントロールするために必要である。斬新な生物模倣の機能、分散制御、自己組

織化システムおよび向上した通信方式が、この問題を解決できるであろう。 
 

後に、より良い設計やシミュレーションのツールが、マイクロ／ナノ・ロボット

の迅速な試作や自律製作に必要である。このために、連続マイクロおよびナノスケー

ル物理学モデル基盤のナノシミュレーターおよびマルチ長さスケールの縮小されたマ

イクロ／ナノ物理学モデリング技法が不可欠である。 
 
マイクロ／ナノ・ロボットの遠隔操作型、管制型、また、自律型制御は、別の問題

である。そこでは、新しい物理、短時間スケールおよび新しい機構を持ったこれらの

ロボットに特有な新しい制御アプローチが開発されるべきである。さらに、人の次元

とマイクロ／ナノ・ロボットを調和させるために、これらのロボットの先端拡張現実

基盤のユーザー・インターフェースが必要である。 
 

目 標 
より詳細なロードマップの作成は、これらの推定をもう少し確実にするであろう。

しかし、半導体産業によって実証されているように、先端的製造の中での大きな経験

によって進められた時に、ロードマップ化は 良に働く。生産と展開での実際のマイ

クロロボットやナノ・ロボットの問題解決の経験は、計画の予測を向上させる。 
従って、この時点ではこれらは推測的なものとしてとられるべきである。 
 
5 －10 年  

－ 新しいマイクロ電源(小型・高出力密度) 
－ アルミニウム合金より良い、高い重量強度比を持った先端材料 
－ 100nm 以下の寸法の 3 次元部品を可能とするナノ製作技術． 
－ 管制型ロボットのマイクロ／ナノ・マニピュレーター・アレイ 
－ 100nm から 5mm までの部品の自動組み立て 
－ 数 10 台のメソロボット・チームの単純連携 
－ ミリメートル寸法の自立ロボット 
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－ 自動 3D ナノ製作と組み立て 
－ マイクロ／ナノ・ロボット用の設計とシミュレーション・ツール 
－ 自己再構成可能型小型ロボット 
－ ハイブリッド(生物／非生物)ロボットとマシン 
－ 10nm から 10mm までの部品の並列自動組み立て 
－ メソロボット・チームの高度な協力 
－ ミリロボット・チームの単純連携 
 
10 年以降 
－ サブミリメートル寸法の可動性マイクロロボット 
－ マイクロロボットの協調ネットワーク 
－ 3D 部品の原子・分子スケール製造 
－ ナノスケールおよび分子スケールでの協調構築と製造 
－ マイクロスケール・ロボット・チームの高度な協力 
 

結 論 
マイクロ／ナノ・ロボットは、宇宙、医療、製造、材料評価、環境モニタリング、

バイオテクノロジー、捜索救助および娯楽での広範囲の潜在的な応用を持つユニーク

な特徴、利点および能力を提供する。新しい物理や機構により、ナノスケールの物理

は、巨視的なロボットの従来の部品を再び取り上げることを求める。 
 
更に、ナノテクノロジーは、多数の安価なロボットを統合するように、巨視的規模

では見られなかった新しい挑戦を開拓する。ナノスケールで作動できるロボットを利

用すること、あるいはロボットを向上させるためのナノスケール部品の利用は、人類

に並はずれた利益をもたらすであろう。 
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Stucky, D. E. Morse, P. K. Hansma, Molecular mechanistic origin of the toughness of natural 
adhesives, fibers and composites, Nature399, 761 763 (1999).  

12. Professor Metin Sitti: http://www-2.cs.cmu.edu/~msitti/. 
 

(出典：Nanotechnology in Space Exploration: Report of the National nanotechnology Initiative 
Workshop, August 24-26, 2004, Palo Alto, CA  
http://www.nano.gov/nni_space_exploration_rpt.pdf ) 
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【個別特集】国際会議参加報告  
 

NEDO/国際バイオフューエル会議 2007 開催報告(日本) 
 

NEDO 技術開発機構 国際事業統括室 
加藤宏之、尾﨑健二 
Ken Johnson、松田典子 

 
1. はじめに 

世界的な原油価格の高騰及び温暖化ガスの削減必要性を背景として、バイオエタノ

ール、バイオディーゼル等バイオマス起源の液体燃料（総称してバイオフューエルと

言う）への関心が高まっている。バイオフューエルは欧米各国、ブラジル等で導入が

進み、また東南アジアの各国でも生産への取り組みが活発に行われているが、日本で

は諸般の事情から導入については未だ検討段階である。 
このような状況を踏まえ、NEDO 技術開発機構（以下、NEDO）は米・欧・アジア

の研究者、政策立案者、石油会社、日米を代表する自動車メーカー等を招き、バイオ

フューエルの現状と将来の可能性を明らかにすると共に、今後の議論を実りあるもの

とすることを目的として「国際バイオフューエル会議 2007」を企画・開催した。 
会議は、資源エネルギー庁の後援と APEC・新/再生エネルギー専門家協議会の協力

を得て、2007 年 2 月 1 日、2 日の両日にわたり、東京都・有明地区にある「東京ビッ

グサイト国際会議場」で開催され、2 日間で延べ 850 名を超える参加者を迎え、成功

裏に終了した。会議の模様はマスコミの関心も集め、日本放送協会（NHK）のニュー

スでも紹介された。 
バイオ･フューエルは様々な原料が検討されており、それぞれに技術面・社会面の障

壁や経済性の難しさが存在するため、現状を包括的に俯瞰することさえも困難な状況

にあった。本会議を実施したことにより、日・米・欧・アジアのバイオフューエル生

産・利用の現状や経済性向上のための取り組みの実態が明らかになり、社会のバイオ

フューエルに対する理解を深めえたことは有意義なことである。 
 

   
会議場                    講演する GM の Dr. Coleman Jones 
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2. 会議の概要 
1. 名称：｢国際バイオフューエル会議 2007」 
2. 主催：NEDO 技術開発機構 
3. 後援：資源エネルギー庁 
4. 協賛：APEC 新エネルギー・再生エネルギー専門家会議 
5. 会場：東京ビッグサイト会議棟 7 階 国際会議場 
6. 参加：来場者数 530 名、2 日間の延べ参加者：850 名 
7. 報道：2 月 1 日（木）の会議の状況は NHK7 時のニュースで 5 分程度にわたり 
 放映され、社会の関心を高めるという所期の目的は達成した。 
 
3. プログラム 
■2007年2月1日（木） 
09:15-09:30 開会・歓迎の辞 
       山本 隆彦 

独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 理事          

09:30-10:00 日本のバイオフューエルに関する政策 
中野剛志 

資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 
新エネルギー対策課 課長補佐  
http://www.nedo.go.jp/kokusai/kouhou/190201/1-1t.pdf   

10:00-10:30 APECのバイオフューエルの現状と課題 

ケアリー ブロイド 
     米国アルゴン国立研究所 情報決定科学部門  

エネルギー環境政策主任研究者     
http://www.nedo.go.jp/kokusai/kouhou/190201/1-2b.pdf  

10:50-11:30 日本のバイオフューエル研究について 

坂 志朗 
     京都大学大学院 エネルギー科学研究科 教授                                

http://www.nedo.go.jp/kokusai/kouhou/190201/1-3b.pdf  

11:30-12:10 ニュージーランドにおけるバイオフューエル（過去の経験に学ぶ） 

デイヴィッド ナテュシュ 
     Resource Development Limited 常務取締役（ニュージーランド）           

http://www.nedo.go.jp/kokusai/kouhou/190201/1-4b.pdf  

13:20-14:00 ドイツにおけるバイオフューエルビジネス 

ディエター ボッキー 
     油脂・タンパク穀物利用促進協会 常務取締役                                

http://www.nedo.go.jp/kokusai/kouhou/190201/1-5b.pdf  

14:00-14:40 エタノールフューエル 新情報 
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コールマン ジョーンズ 
      ゼネラルモータース株式会社 バイオフューエル推進マネージャー       

http://www.nedo.go.jp/kokusai/kouhou/190201/1-6e.pdf  

15:00-15:40 NEDOのバイオフューエル研究の動向と課題 

三浦 俊泰 
     NEDO技術開発機構 新エネルギー技術開発部 主任研究員          

http://www.nedo.go.jp/kokusai/kouhou/190201/1-7c.pdf  

15:40-16:20 トヨタ自動車におけるバイオ燃料への取組 

森光 信孝 
     トヨタ自動車株式会社 BRエネルギー調査企画室  

シニアスタッフエンジニア   
http://www.nedo.go.jp/kokusai/kouhou/190201/1-8t.pdf  

16:20-17:00 日揮のバイオマス利用戦略：次世代の為に 

星野忠一 
日揮株式会社 バイオマスエタノール技術開発 
プロジェクトマネージャー      
http://www.nedo.go.jp/kokusai/kouhou/190201/1-9o.pdf  

 
■2007年2月2日（金） 
09:15-09:45 NEDO国際事業とバイオフューエル 

井上 宏一 
     NEDO技術開発機構 国際事業統括室 室長                 

http://www.nedo.go.jp/kokusai/kouhou/190201/2-1n.pdf  

09:45-10:15 Biofuel Task Forceの活動について 

ジェフリー スキーア 
     米国エネルギー省                                                         

http://www.nedo.go.jp/kokusai/kouhou/190201/2-2a.pdf  

10:15-10:45 インドネシアにおけるバイオフューエル市場の広がりについて 
エンダン アルウィン 

     インドネシア国営石油公社 マーケティング第4部 部長                       
http://www.nedo.go.jp/kokusai/kouhou/190201/2-3e.pdf  

11:00-11:40 新日本石油におけるバイオフューエルへの取り組み 

斎藤 健一郎 
     新日本石油株式会社 研究開発本部開発部 部長                               

http://www.nedo.go.jp/kokusai/kouhou/190201/2-4n.pdf  

11:40-12:20 RITE Bioprocessについて 

湯川 英明 
     財団法人 地球環境産業技術研究機構 微生物研究グループ  
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主席研究員          
http://www.nedo.go.jp/kokusai/kouhou/190201/2-5r.pdf  

13:30-14:10 アジアにおけるバイオ資源 

平野 公康 
     株式会社三菱総合研究所 産業・市場戦略研究本部 主任研究員                 

http://www.nedo.go.jp/kokusai/kouhou/190201/2-6b.pdf  

14:10-14:50 バイオフューエルと環境 

横山 伸也 
     東京大学大学院 農学生命科学研究科 教授                                   

http://www.nedo.go.jp/kokusai/kouhou/190201/2-7b.pdf  

15:10-17:00 パネル協議 

     議長：福田 秀樹 
       NEDO技術開発機構 新エネルギー技術開発部 部長 
     パネリスト：コールマン ジョーンズ 
      坂 志朗 

http://www.nedo.go.jp/kokusai/kouhou/190201/2-9g.pdf  

      横山 伸也 
      ディエター ボッキー 
      エンダン アルウィン 
      アウ レック チャイ  

(マレーシア植林産業・産物省 次官)  
http://www.nedo.go.jp/kokusai/kouhou/190201/2-8p.pdf  

17:00-17:10 閉会の辞 
       小井沢 和明 
      NEDO 技術開発機構 参事     

   
パネル協議                  参加者との Q&A 
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【個別特集】NEDO 海外事務所報告  
 

ブッシュ大統領の 2008 年度予算：概要（その 2） 
―全米科学財団、国立衛生研究所、商務省、内務省― 

 
NEDO ワシントン事務所 

松山貴代子 
 

ブッシュ大統領が 2006 年に着手した「米国競争力イニシアティブ（American 
Competitiveness Initiative）」では、エネルギー省科学部（2008 年度要求は前年度比

7.2%増）の他に、全米科学財団（National Science Foundation）と商務省国立標準規

格技術研究所（National Institute of Standards and Technology）のコアプログラム

の予算も 10 年間で倍増することになっている。このレポートでは、2002 年 12 月 19
日成立の「2002 年 NSF 認可法（National Science Foundation Authorization Act of 
2002：以下「NSF 予算倍増法」という）」注 1 通りには予算が伸びなかったものの ACI
の恩恵で 2007 年度要求比 6.8%の増額を受ける全米科学財団、予算倍増が終了してか

らというもの予算の伸び悩みに直面している厚生省の国立衛生研究所、技術イノベー

ションに更に効率的に対応する目的で省内の技術局（Technology Administration）注 2

を廃止する商務省、および、内務省の予算について概説する。 
 
Ⅱ．全米科学財団 

 
全米科学財団（National Science Foundation ： NSF）の予算は、「NSF 予算倍

増法」通りに増額されていれば 2007 年度には 98 億 3,900 万ドルまで引き上げられた

はずであったが、厳しい緊縮財政の影響を完全に逃れることは出来ず、ブッシュ大統

領の「米国競争力イニシアティブ（American Competitiveness Initiative： ACI）」
注 3 をもってしても 2007 年度予算要求額は 60 億ドル 200 万ドルに留まっている。2008
年度の NSF 予算はこの 2007 年度要求を 4 億 900 万ドル（6.8%）上回る 64 億 3,000
万ドルまで引き上げられてはいるものの、これは「NSF 予算倍増法」の認定した 2004
年度予算（63 億 9,100 万ドル）を僅かに上回っているに過ぎない。2008 年度の要求

増額分の内、3 億 800 万ドルは研究開発（R&D）予算の増額で、R&D 予算は 48 億 5,600
万ドルとなっている。2007 年度（ACI の初年度）と同様、基礎研究費（7.9%増の 39
億 7,700 万ドル）、応用研究（0.5%増の 3 億 8,100 万ドル）、施設・設備費（3.3%増

の 4 億 9,800 万ドル）の全てが増額されている。 
 

                                                  
注 1 NSF の予算 2003 年度から 2007 年度までの 5 年間で倍増するという法令。 
注 2 商務省の技術局は現在、ACI で予算増額を受ける国立標準規格技術研究所（NIST）を管轄している。 
注 3 ACI の 10 ヵ年倍増計画に従うと、NSF 予算は 2016 年度に 111 億 6,000 万ドルとなる。 
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NSFの研究関連活動予算の総額は前年度要求比 7.7%増の 51億ドル 3,200万ドルで、

①生物学、②コンピュータ・情報科学、③工学；④地球科学、⑤数学・物理学、⑥社

会学・行動科学・経済学、⑦サイバーインフラ、⑧国際理工プログラム、⑨極地研究

プログラム、⑩総合的活動（Integrative Activities）、⑪米国南極研究委員会に下記の

通り注 4 計上されている。 
（単位：百万ドル） 

 FY2006 予算 FY2007 要求 FY2008 要求 FY2008 対 FY2007 
生物学 580.90 607.85 633.00 25.15   （4.1%）増

コンピューター・情報科学 496.35 526.69 574.00 47.31   （9.0%）増

工学 585.46 628.55 683.30 54.75   （8.7%）増

地球科学 703.95 744.85 792.00 47.15   （6.3%）増

数学・物理学 1,086.61 1,150.30 1,253.00 102.70    （8.9%）増

社会学・行動科学・経済学 201.23 213.76 222.00 8.24    （3.9%）増

サイバーインフラ 127.14 182.42 200.00 17.58    （9.6%）増

国際理工プログラム 42.61 40.61 45.00 4.39  （10.8%）増

極地研究プログラム 390.54 438.10 464.90 26.80    （6.1%）増

総合的活動 233.30 231.37 263.00 31.63  （13.7%）増

米国南極研究委員会 1.17 1.45 1.49 0.04    （2.8%）増

 
NSF 予算のハイライト： 
1. 主要な研究関連活動 

· NSF がリード役を務める国家ナノテクノロジー・イニシアティブ（National 
Nanotechnology Initiative）への 2008 年度予算は前年度要求を 1,670 万ドル

（4.5%）上回る 3 億 8,990 万ドル。この内、6,290 万ドル（前年度 390 万ドル

増）が社会的側面の研究に充当される。 
· NSF のネットワーキング・情報技術 R&D（Networking and Information 

Technology Research and Development）予算は 9,000 万ドルの増額で約 10 億

ドル。増額分は、高性能コンピューターインフラや大規模ネットワーク、および、

情報技術の社会・労働力・経済的側面に充てられる。 
· NSF の気候変動科学プログラム（Climate Change Science Program）に対する

2008 年度投資は 1.5%（300 万ドル）という微増で、2 億 830 万ドル。 
· 国際地球観測年（1957-1958）の創設 50 周年を祝う国際極年（International 

Polar Year）への 2 年目の予算は前年度比 4.7%減の 5,870 万ドル。 
· コンピュータと物理学、または、コンピュータと生物学の交点にある概念を探求

するイニシアティブ「サイバー利用の発見とイノベーション（Cyber-enabled 
Discovery and Innovation）」を新設。初年度予算は 5,200 万ドル。 

                                                  
注 4 2006 年度・2007 年度予算では教育関連プログラムに分類されていた EPSCoR（Experimental Program to 

Stimulate Competitive Research）計画が、2008 年度予算では研究関連活動の統合的活動に移譲されたことを反

映した数字になっている。 
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· 海洋力学の理解、海洋事象の予測、海洋資源の管理に必要となる重要な研究課題

を確認する新イニシアティブ「海洋研究優先プラン（Ocean Research Priorities 
Plan）」に初年度予算として 1,700 万ドル。 

· 革新パートナーシップ（Partnerships for Innovation）の 2008 年度予算は前年

度要求と同額の 920 万ドル。 
· EPSCoR（Experimental Program to Stimulate Competitive Research）計画の

2008 年度予算として、前年度比 7%増の約 1 億 700 万ドルを要求。 
· 2007 年度に新設された研究革新新興フロンティア部（Office of Emerging Frontiers 

in Research and Innovation：EFRI）の 2 年目予算は前年度と同額の 2,500 万ドル。 
· 中小技術企業が実施するイノベーション研究支援を目的とする中小企業革新研

究プログラム（SBIR）と中小企業技術移転プログラム（STTR）への予算は、

6.9%増額で 1 億 1,640 万ドル。 
· 産官学の長期パートナーシップ構築を推進する産学協同研究センター

（Industry/University Cooperative Research Centers）の 2008 年度予算は前

年度要求を 50 万ドル（7%）上回る 730 万ドル。 
· 植物ゲノム研究プログラム（Plant Genome Research Program）の予算は前年

度と同額で 1 億 100 万ドル。 
 
2. 主要な教育関連プログラム 

NSF の教育・人材関連予算は前年度要求（7 億 1,620 万ドル）を 3,440 万ドル

（4.8%）上回る 7 億 5,060 万ドル。2007 年度に続いて大学院教育への投資が増額

（5.6%増）となるほか、昨年は削減要求であった学士課程教育への予算も 2008 年 
度には 6.8%の増額となっている。 

· 米国の有望な科学・数学・工学専攻大学院生を支援する大学院研究フェローシッ

プ（Graduate Research Fellowships）の予算は 10.1%増額されて 9,750 万ドル。

2008 年度予算ではフェローシップを新たに 200 件増数する。 
· 理工学分野の技術者教育を改善する先進技術教育（Advanced Technological 

Education）の予算は前年度要求比 11%増で 5,160 万ドル。 
· 科学・技術・工学・数学（STEM）分野で学位を取る米国市民や永住者の増数を

狙った STEM 人材育成拡充計画（STEM Talent Expansion Program）は 12.1%
増の 2,790 万ドル。 

· 2 年続きで予算削減となった学科・教育課程・ラボ改善（Course, Curriculum & 
Laboratory Improvement）の予算は 2008 年度に増額に転じ、350 万ドル

（10.3%）増の 3,750 万ドル。 
· 科学技術の優良研究センター（Center of Research Excellence in Science and 

Technology：CREST）予算は 18.1%増額され、2,950 万ドル。 
· K-12 教育の大学院生授業助手制度（Graduate Teaching Fellows in K-12 

Education）、数学・科学パートナーシップ（Math & Science Partnerships）、総合
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的大学院教育研究養成（Integrated Graduate Education and Research Training）、
および、非公式科学教育（Informal Science Education）の 2008 年度予算は 2007
年度と同額で、4,700 万ドル、4,600 万ドル、6,600 万ドル。 

 
3. 学際的研究の奨励を目的とする NSF センター・プログラムの 2008 年度総予算は

2 億 8,070 万ドル。 
· 学際的専門知識を必要とする研究問題を模索し、技術移転の機会を創出し、学生

や研究者に教育・訓練を提供する産官学パートナーシップを支援する科学技術セ

ンター（Science and Technology Centers）の 2008 年度予算は、前年度要求比

1.9%減の 6,620 万ドル。 
· 学習プロセスの理解を深めるために学際的センター等を支援する学習科学セン

ター（Science of Learning Centers）予算は前年度同額の 2,700 万ドル。 
· 全米各地の学術機関で学際的な材料研究を支援する材料研究科学工学センター

（Materials Research Science and Engineering Centers）の予算は、6.3%増額

の 5,920 万ドル。 
· ナノスケール科学工学センター（Nanoscale Science & Engineering Centers）
の予算は、前年度比 13.4%増で 4,240 万ドル。 

· 工学研究センター（Engineering Research Centers）の 2008 年度予算は、既存

19 センターの内の 4 センターが NSF 支援を卒業することに伴い、15.8%削減さ

れて 5,290 万ドル。 
· 基礎的な化学研究の「重大な問い」への対応を目的とする化学結合センター

（Chemical Bonding Centers）の予算は、200%という大幅増額で 900 万ドル。 
· 生体情報管理の新ツール・基準策定を継続し、生物科学のデータ分析能力を支援

する分析・合成センター（Centers for Analysis and Synthesis）の予算は、前

年度比 77.4%の増額で 1,150 万ドル。 
 
4. 国土安全保障関連活動 

NSF の国土安全保障に関する基礎研究投資は、2007 年度要求より 870 万ドル少

ない 3 億 7,530 万ドル。この減額の一因は、2007 年度予算案に爆発物探知センサ

ー（Sensors for the Detection of Explosives）の一回限り予算として 2,000 万ドル

が含まれていたことによる。 
 
 

Ⅲ．厚生省の国立衛生研究所 

 
厚生省の 2008 年度全体予算は 2007 年度要求を 7 億ドル（0.1%）下回る 6,973 億ド

ル。厚生省予算の大半は Medicare（老齢者医療保険）や Medicaid（低所得者医療保

険）といった義務的支出プログラムへの予算であって、国立衛生研究所（National 
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Institutes of Health： NIH）や食品医薬品局（Food and Drug Administration）等

への自由歳出予算は 693 億ドル注 5 と、厚生省全体予算の僅か 9.9%にすぎない。NIH
の 2008 年度総予算は前年度要求（285 億 7,800 万ドル）を 2 億 8,200 万ドル（1.0%）

上回る 288 億 6,000 万ドルで、NIH の R&D 予算は 2007 年度要求を 3 億 1,200 万ド

ル上回る 280 億 8,000 万ドル。但し、「2007 年度予算決議法（Budget Resolution 
FY2007）」注 6 に盛り込まれた NIH の 2007 年度 R&D 推定予算は 284 億 500 万ドルで

あるため、これとの比較では 3 億 2,500 万ドルの削減ということになる。2008 年度 R
＆D 予算の内訳は、前年度予算とは正反対で、応用研究および施設・設備予算が増額

され、基礎研究が削減されている。NIH の研究機関別では、国立アレルギー・伝染病

研究所（NIAID）と国立研究資源センター（NCRR）が各々、前年度要求比で 4.5%と

1.3%の増額となるが、他の研究機関は全て 1%未満の増額に抑えられている。NIH の

R&D 予算内訳は下記の通り。 
 

（単位：百万ドル） 
 FY2007 

要求 
FY2007 
推定 

FY2008 
要求 FY08 対 FY07 要求 FY08 対 FY07 推定 

基礎研究 16,001 15,868 15,602 -399  （2.5%）減 -266   （1.7%）減

応用研究 11,653 12,424 12,334 681  （5.5%）増 -90   （0.7%）減

施設・設備 114 113 144 30 （26.3%）増 31 （27.4%）増

合 計 27,768 28,405 28,080 312   （1.1%）増 -325   （1.1%）減

（出典：AAAS の Preliminary Analysis of R&D in the FY 2008 Budget を基にワシントン事務所作成） 
 
 

NIH 予算のハイライト： 
a. 2008 年度 NIH 予算の約 84%が全米各地の大学・病院・他の研究機関に属する 30
万人以上の科学者や研究者を支援するグラントやコントラクトに費やさ注 7 れ、約

10%にあたる 29 億 6,500 万ドル（前年度要求比 2,060 万ドル増）が基礎研究や臨床

研究活動プログラムという内部研究に、残りが NIH 内の研究施設維持や研究管理支

援等に充てられている。 
b. 外部の研究者や研究機関を対象とする研究プロジェクトグラント（Research Project 

Grant：RPG）注 8 には、2007 年度比約 4.4%増の 151 億 6,500 万ドルが要求されて

いる。新規の競争グラント用予算は前年度要求を 3 億 2,900 万ドル上回る 36 億ドル

に引き上げられるものの、競争グラントの交付数が 851 件増えて 10,188 件になると

見込まれているため、1 件あたりの平均助成金は 2007 年度水準止まりとなる。無競

争グラントを含めた RPG 研究プロジェクト総数は 481 件増えて 36,286 件となる。 

                                                  
注 5 これは、2007 年度要求額よりは約 17 億ドル（2.5%）の増額となる。 
注 6 「2007 年継続歳出予算改定決議法案」は 2 月 14 日に上院本会議で 81 対 15 で可決され、2 月 15 日には、ブッ

シュ大統領の署名によって「2007 年度予算決議法」が成立している。 
注 7 SSTI Weekly Digest Special Federal Budget Issue - February 5, 2007 の算定。  
注 8 同グラントの予算は、NIH 総予算の約 52.5%に相当する。 
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c. 中小企業革新研究（SBIR）と中小企業技術移転研究（STTR）の予算は、2007 年度

要求と同額の 6 億 300 万ドル。一方、グラント交付数の方は 22 件減って 1,777 件と

なる。 
d. バイオ防衛研究（Biodefense research）の 2008 年度予算は 2007 年度要求（18 億

9,100 万ドル）を 1 億 6,800 万ドル下回る 17 億 2,300 万ドル。同予算では、①生物

兵器が誘発する感染の診断・治療・予防研究を柱とするバイオ防衛；②化学兵器へ

の医療的対応策を開発・改善する化学的脅威の研究；③被爆した市民を診断・治療

する効果的新医療措置の研究を支援する核・放射線脅威の研究という 3 分野におけ

る研究を支援する。 
e. バイオ医療研究ロードマップの 2008 年度予算は前年度要求を 4,320 万ドル上回る 4
億 8,620 万ドル。ロードマップの 3 つのテーマの内、発見への新たな道（new 
pathways to discovery）と未来の研究チームに対する予算は増額されて、2 億 810
万ドルと 8,250 万ドルとなる一方、臨床研究事業の活性化に対する要求額は、2007
年度要求額（1 億 8,100 万ドル）を 1,540 万ドル下回る 1 億 6,560 万ドルに削減され

る。 
f. ブッシュ政権が 2007 年度に新設した自立への道（Pathway to Independence）プロ

グラムの 2 年目予算は、1,500 万ドルから 3,100 万ドルまで増額。 
g. AIDS 研究プログラムの予算は 2007 年度要求比 0.6%（1,700 万ドル）増の 29 億 500
万ドル。HIV/AIDS、マラリア、および、結核の世界基金に 3 億ドルが提供される。 

 
 
Ⅳ．商務省 

 
商務省の 2008 年度予算は 65 億 5,300 万ドルで、2007 年度要求額（61 億 3,900 万

ドル）を 4 億 1,400 万ドル（6.7%）上回るものの、2006 年度予算（66 億 2,600 万ド

ル）比では 7,300 万ドル（1.1%）の削減となる。2008 年度の商務省予算案で目を引く

のが、技術政策の遂行や米国技術革新の推進を担当する技術局（Technology 
Administration）と技術政策部（Office of Technology Policy）、および、技術担当次

官職と技術政策担当次官補職を廃止するという提案である。商務省の『2008 年度予算

概要（FY2008 Budget in Brief）』によると、技術革新が米国経済全体の競争力に決定

的な役割を果たす段階にまで進化したことを踏まえ、大統領は同省の技術政策アプロ

ーチを近代化するために、技術政策活動を長官レベルに格上げするのだという。具体

的には、現行の独立した技術局に代わり、商務省の政策・戦略企画部（Office of Policy 
and Strategic Planning）の内に、技術政策・分析の調整や利害関係者の連絡窓口を務

める上級政策顧問職が設置され、更には、省内に散在する技術政策活動を調整するた

めに、省内部署の代表者から成る技術評議会（Technology Council）注 9 が新設される

                                                  
注 9 新設される技術評議会は、技術担当上級政策顧問（議長）、NIST 所長、国際通商担当次官、米国特許商標局長、

産業・セキュリティ担当次官、国際知的所有権執行調整官、国立海洋大気局（NOAA）局長、経済問題担当次官、

経済開発担当次官補、国立電気通信情報局（NTIA）局長で構成される。  
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ことになる。この変更に伴い、現在は技術担当次官に直属している国立標準規格技術

研究所（National Institute of Standards and Technology： NIST）は、商務長官に

直接報告を行うことになる。しかしながら、技術担当次官職が大統領の指名を受け、

上院議会の承認を必要とする要職であるのに対し、提案されている政策・戦略企画部

の上級政策顧問職は上院承認を必要としない役職であるため、現政権の提案が本当に

格上げを意図したものであるのか、あるいは事実上の降格を意味するものであるのか、

今後見極めていく必要があろう。 
 

大統領提案 ACI の対象機関の一つである NIST を傘下に持つ商務省の 2008 年度

R&D 予算は、2007 年度要求を 2,300 万ドル（2.2%）上回る 1 億 8,800 万ドルで、2006
年度レベルにほぼ復活することになる。基礎研究費が大幅に増額（2007 年度要求比

88.5%増）される反面、応用研究と開発は 9.5%と 23.4%の削減となる。一方、昨年削

減を被った施設・設備の予算は 4,100 万ドル（35.7%）増で 1 億 5,600 万ドルに引き

上げられている。NIST の R&D 予算が ACI の恩恵を受けて、昨年に続き増額となる

反面、国立海洋大気局（National Oceanic and Atmospheric Administration ： 
NOAA）の R&D 予算は再度の削減されている。商務省 R&D 予算の内訳は下記の通り。 

 
(単位：100 万ドル) 

 FY2006 
予算 

FY2007 
要求 

FY2008 
要求 FY2008 対 FY2006 FY2008 対 FY2007 

基礎研究 118 87 164 46   （39,0%）増 77   （88.5%）増

応用研究 729 769 696 -33    （4.5%）減 -73    （9.5%）減

開発 93 94 72 -21   （22.6%）減 -22   （23.4%）減

施設・設備 150 115 156 6    （4.0%）増 41   （35.7%）増

合 計 1,090 1,065 1,088 -2    （0.2%）減 23    （2.2%）増

 
ここでは、NIST と NOAA の予算について概説する。 
1. NIST の 2008 年度総予算は 2007 年度要求を 5,940 万ドル（10.2%）上回る 6 億

4,070 万ドル。但し、2007 年 2 月 5 日の NIST プレスリリースによると、「2007
年継続歳出予算改定決議法案」注 10 に盛り込まれた 2007 年度 NIST 予算は 6 億

7,500 万ドルであるため、これとの比較では 3,430 万ドルの削減ということになる。

NIST コアプログラムである（i）科学的・技術的研究事業（Scientific and Technical 
Research and Services： STRS）と（ii）研究施設建設（Construction of Research 
Facilities： CRF）への 2008 年度予算要求は、2007 年度要求を 5,940 万ドル

（11.1%）、2006 年度予算を 2,590 万ドル（4.6%）上回る 5 億 9,440 万ドルとなっ

ている。産業技術事業（Industrial Technology Services： ITS）の大幅縮減に固

執するブッシュ政権は、2008 年度予算でもまた、先端技術計画（Advanced 
Technology Program：  ATP）の廃止と製造技術普及計画（Manufacturing 

                                                  
注 10 同法案は、下院で 2007 年 1 月 31 日に、上院で 2 月 14 日に可決され、2 月 15 日には大統領の署名をもって「2007

年度予算決議法」として成立しているが、ここでは 2 月 5 日付けの NIST プレスリリースを参照しているため、敢

えて「2007 年継続歳出予算改定決議法案」のままとするもの。 
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Extension Partnership： MEP）予算の大幅削減を要求している。しかしながら、

先週成立した「2007 年度予算決議法」は、ブッシュ政権の ATP 廃止、MEP 大幅

削減に反対し、2006 年度と同額の予算を 2007 年度にも計上しているため、2008
年度の ITS 予算は実際には、2007 年度推定予算を 1 億 3,730 万ドル（74.8%）下

回る 4,630 万ドルとなる。 
(単位：百万ドル) 

 FY2006
予算 

FY2007
要求 

FY2008
要求 FY08 対 FY06 FY08 対 FY07 

STRS 
 NIST 研究所 
 マルコム・ボルドリッジ賞 

394.8
387.5

7.3

467.0
459.4

7.6

500.5
492.4

8.1

105.7 （26.8%）増 
104.9 （27.1%）増 

0.8 （11.0%）増 

33.5  （7.2%）増

33.0  （7.2%）増

0.5  （6.6%）増

CRF 173.7 68.0 93.9 79.8  （45.9%）減 25.9（38.1%）増

ITS 
 先端技術計画 (ATP) 
 製造技術普及計画 (MEP) 

183.6
79.0

104.6

46.3
0

46.3

46.3
0

46.3

137.3  （74.8%)減 
79.0  （100%）減 
58.3 （55.7%）減 

±0
－

±0
合 計 752.0 581.3 640.7 111.3 （14.8%）減 59.4（10.2%）増

 
NIST 予算のハイライト： 
· 2008 年度 R&D 予算は 2007 年度要求額（4 億 5,100 万ドル）を 6,400 万ドル

（14.2%）上回る 5 億 1,500 万ドル。基礎研究予算、および、開発と施設・設備

予算が 2 年連続の増額となる一方で、応用研究が削減となっている。 
（単位：百万ドル） 

 FY2007 
要求 

FY2007 
推定 

FY2008 
要求 FY08 対 FY07 要求 FY08 対 FY07 認可

基礎研究 87 113 164 77   （88.5%）増 51   （45.1%）増

応用研究 267 236 225 -42   （15.7%）減 -11   （4.7%）減

開発と 
施設・設備 97 116 126 29   （29.9%）増 29   （25.0%）増

（出典：AAAS の Preliminary Analysis of R&D in the FY 2008 Budget を基にワシントン事務所作成） 

 
· 大統領の提案した ACI の一環として 2007 年度に増額を受けた、①ナノテクノロ

ジーの実現：発見から製造まで、②中性子研究センターの拡張および改善、③水

素経済の実現、④サプライチェーン統合による製造イノベーション、⑤量子情報

科学：21 世紀イノベーションのためのインフラ整備、⑥台風、火災、地震時の

構造安全、⑦次世代材料イノベーションを可能にするシンクロトロン計量科学技

術、⑧国際基準とイノベーション、⑨計測学におけるイノベーション、⑩生体イ

メージング：21 世紀医療技術のための計量科学と基準、⑪サイバーセキュリテ

ィ：国家と国民の安全を保障する革新技術、⑫バイオメトリクス、という 12 イ

ニシアティブを継続する。 
· NIST 研究所の予算増額の内、2,225 万ドルは下記の分野における 5 つの新イニ

シアティブに計上される。 
(1) ナノテクノロジーの実現：発見から製造まで － ナノ構造の強度特性・スト

レス・ひずみ特性・光学的特性・電子特性の測定方法開発、構造や化学組成
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の詳細を明らかにする三次元の高解像度イメージング方法構築、ナノテクノ

ロジーの衛生・環境・安全面での影響を特定する省庁間努力に必要な測定方

法の策定等に 600 万ドル。 
(2) 気候変動科学プログラム（CCSP）のための計量と基準 － 他省庁との協力

による国際的放射照度測定尺度の開発、人工衛星ベースの放射照度測定シス

テムの精度と安定度を 適化する新機器設計戦略・品質保証プログラムの策

定、研究室において特定エアロゾルを発生させる技術の開発等に 500 万ドル。 
(3) 量子科学によるイノベーションの実現 － 2006 年度に創設された量子合同

研究所（Joint Quantum Institute）・メリーランド大学および国家安全保障

局（National Security Agency）との協力による、テレポーテーション技術

を活用する量子「ワイヤー」の研究、コンピュータのランダム・アクセス・

メモリーに似た量子メモリーの研究、情報を一形態の量子情報から他形態の

量子情報に変える量子変換プロセスの研究等に 400 万ドル。 
(4) 災害に強い構造およびコミュニティー － 他省庁との協力により、コミュニ

ティーおよび地域規模での損失予測や防災能力評価、リスク管理戦略の対費

用便益（コスト・ベネフィット）の推定、および、リスクに応じて規格や慣

行を近代化するための意思決定の支援に必要なツールや標準方法を策定す

るために 400 万ドル。 
(5) 全米地震危険度低減プログラム － 基礎研究の調査結果と設計指導や国家

モデル建築基準の間にある実施面でのギャップ確認、国家モデル建築基準に

使用する、コンセンサスに基づいた費用効率的な耐震設計・分析手順の策定

等に 325 万ドル。 
· 研究施設建設（CRF）予算の内 4,690 万ドルは、NIST キャンパスの運用環境の

維持・大規模な修理・安全性改善に充てられ、4,700 万ドルが下記の新イニシア

ティブに計上される。 
(1) コロラド州ボルダーのキャンパスに、原子レベル現象の確実な測定・操作に

必要な環境制御（environmental control）を提供する近代的研究施設を建

設 － 2,800 万ドル 
(2) NIST 中性子研究センターの規模拡大と能力改善を継続 － 1,900 万 

· 国家ナノテクノロジー・イニシアティブ（National Nanotechnology Initiative）
に対する NIST 投資は、2007 年度要求を 1,100 万ドル上回る 9,700 万ドル。 

 
2. NOAA の 2008 年度総予算は 2007 年度要求を 1 億 3,100 万ドル（3.6%）上回る

38 億 1,500 万ドルで、増額分の大半（1 億 2,300 万ドル）は、海洋科学研究の進

歩、変化に過敏な（sensitive）海域や沿岸地域の保護と修復、海洋資源の持続可

能な利用に充てられる。ここ数年来の R&D 予算削減傾向は 2008 年度にも変わら

ず、前年度要求比 5.9%（3,400 万ドル）減の 5 億 4,400 万ドルとなっている。応

用研究が前年度より 2,600 万ドル（5.3%）少ない 4 億 6,400 万ドルとなるほか、
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開発と施設設備を合わせた予算も 800 万ドル（9.1%）削減の 8,000 万ドルという

要求になっている。 
 

NOAA 予算のハイライト： 
· 2007 年度に削減注 11 要求となった NOAA の海洋・大気研究局（NOAA Research

と呼ばれる）は、2008 年度には増額要求へと転じ、2007 年度要求額を 2,010
万ドル（5.8%）上回る 3 億 6,880 万ドルに引き上げられる。内訳としては、全

米旱魃統合情報システム（NIDIS：+110 万ドル）、下層大気中水蒸気が地球温

暖化で果たす役割を明確にする水蒸気プロセス研究（+90 万ドル）、米国の全地

球気候観測システム（GCOS）プロジェクト（-130 万ドル）等を含む気候研究

（Climate Research）への 2008 年度予算が 1,030 万ドルの増額、海洋・沿岸

線・五大湖リサーチ予算が 2,520 万ドル増、および、気象・大気質研究の予算

も 500 万ドル増額となる。 
· 全米環境衛星データ・情報サービス局（National Environmental Satellite Data 

and Information Service）の 2008 年度予算は 2007 年度要求よりも 5,560 万

ドル（36.2%）少ない 9,780 万ドル。これは、環境観測システム（Environmental 
Satellite Observing System）に含まれる、静止衛生システム（Geostationary 
Satellite System： GOES）の予算削減（-8,020 万ドル）注 12 や極軌道衛星シ

ステム予算の削減（-660 万ドル）等を反映している。一方、NOAA データ・情

報サービスセンターの予算は約 90 万ドルの増額で 5,280 万ドルとなる。 
· 省庁間イニシアティブの気候変動科学プログラム（Climate Change Science 

Program）への NOAA 投資は前年度レベルを 1,200 万ドル（6.5%）下回る 1
億 7,400 万ドル。 

 
 
Ⅴ．内務省 

 
内務省の 2008 年度自由歳出予算は、2007 年度推定予算注 13 を 3 億 1,800 万ドル

（3.0%）上回る 107 億 500 万ドル注 14。戦略ミッション別では、①リクリエーション

（Recreation）予算が 17 億ドル（2007 年度要求より 5 億ドル増）、②国家エネルギー

安全保障強化を目的とする資源利用（Resource Use）が 16 億ドル（2007 年度要求比

1 億ドル増）、③景観や河川流域の改善、文化遺産・自然遺産の保護を目的とする資源

保護（Resource Protection）が 32 億ドル（2007 年度要求比 6 億ドル増）と増額を受

                                                  
注 11 2007 年度予算要求額は、2006 年度予算（3 億 7,960 万ドル）より 3,090 万ドル少ない 3 億 4,870 万ドルであっ

た。 
注 12 開発 終段階にあるということで、GOES-N シリーズの予算が 2,680 万ドル、GOES-R シリーズの予算が 5,430

万ドルの削減となっている。 
注 13 『2008 年度内務省予算概要（Fiscal Year 2008 Interior Budget in Brief）』では、2008 年度予算を 2007 年度

推定予算と比較している。従って、内務省予算に関しては特記がない限りは、2007 年度要求額ではなく、2007 年

度推定予算との比較とする。 
注 14 但し、2007 年度予算は削減であるため、2006 年度予算（108 億 5,200 万ドル）との比較では 1.4%減となる。 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート996号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/996/
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ける一方、④コミュニティサービス（Serving Communities）は 2007 年度要求額（50
億ドル）より 10 億ドル削減されて 40 億ドル、⑤優良マネジメント（Management 
Excellence）は前年度同額の 2 億ドルとなっている。 
 

内務省の中で 2008 年度に 大の増額を享受するのは、2016 年に国立公園創立 100
周年を迎える国立公園局（National Park Service：NPS）で、百周年記念に備える「大

統領の国立公園百周年イニシアティブ（President’s National Parks Centennial 
Initiative）」の一環としてこれまでで 大の増額を受け、NPS の 2008 年度予算は前

年度比 12.2%（2 億 6,120 万ドル）増の 24 億ドルまで引き上げられている。一方、同

省の R&D 予算は 4 年連続で削減され、2008 年度予算は前年度より 1,500 万ドル少な

い 6 億 2,100 万ドルとなる。内訳では、昨年に続き、基礎研究と応用研究の予算が 7.1%、

1.7%と削減される一方で、開発費は 3.7%増額されている。 
 
内務省予算のハイライト： 
· 内務省予算に盛り込まれたエネルギー計画の総合予算は前年度比 3.4%（2,550 万

ドル）増で 4 億 8,130 万ドル。ブッシュ大統領が昨年 2 月 6 日に発表した 2007 年

度予算案は、「2005 年包括エネルギー政策法（NEPA）」成立後の初めての予算教

書であったため、国内エネルギーの供給拡大を助長する内務省のエネルギー計画

を詳述していたが、この 2008 年度予算案では内務省管轄の天然資源がリースされ

た場合に生まれる収入の推定が主体で、エネルギー計画への拠出額が明示されて

いない。主要なプログラムの概要は下記の通り。 
(1)国土管理局（Bureau of Land Management）のエネルギー計画予算は、前

年度比 4.4%（600 万ドル）増の 1 億 4,290 万ドル。増額分の内の 310 万ドル

は、石油・天然ガス操業が環境上適正な方法で実施されていることを確認す

るため、石油・天然ガスの査察およびモニター拡張に充てられている。 
(2)鉱物資源管理部（Minerals Management Services： MMS）のエネルギー

計画予算は、前年度比 6.1%増の 2 億 9,080 万ドル。大陸棚（Offshore 
Continental Shelf： OCS）の 2007～2012 年リース計画の実施、および、

2008 年の OCS リース販売に必要な環境分析完了等の予算が 400 万ドル増額

され、急増するメキシコ湾超深海での探査活動・開発対応に 130 万ドルが充

当される。一方、メタンハイドレート研究予算は 100 万ドルの削減となる。 
(3)米国地質調査局（US Geological Survey： USGS）のエネルギー計画予算は

2.6%増額されて 2,680 万ドル。USGS では、国内エネルギー資源に関する研

究・査定活動を継続するほか、エネルギー発見・利用の環境影響評価を継続

する。 
(4)2007 年度予算ではオイルシェール（油頁岩）の開発に、BLM と USGS の予

算で計 480 万ドルを計上していたが、2008 年度予算では BLM がオイルシェ

ールの研究開発実証に 5 件のリースを認可したことから、これに伴うリース
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料の 1,500 万ドルを収入として見込んでいる。 
(5)ガスハイドレートに関しては、メキシコ湾およびアラスカ州ノーススロープ

において、研究・資源モデリング・査定評価を促進する BLM、MMS、USGS
の努力を調整。2008 年度予算案では、北極圏野生生物保護区域（Arctic 
National Wildlife Refuge）の一部を掘削解禁する法案が成立して 2009 年に

第一回目のリース販売が行われることを想定し、70 億ドルのボーナス収入を

見込んでいる。 
· MMS 管轄の重油漏れ研究（Oil Spill Research）プログラムの 2008 年度予算は 2
年連続の削減で 640 万ドル（前年度より 50 万ドル減）。 

· 内務省の主要科学機関である米国地質調査局（USGS）の 2008 年度予算は 2007
年度より 1,230 万ドル増額の 9 億 7,500 万ドル。但し、R&D 予算は 3 年続いての

削減要求で、前年度より 1,900 万ドル（3.4%）少ない 5 億 4,700 万ドルとなって

いる。 
a) USGS のマッピング・遠隔センサー探査・地理学調査（Mapping、Remote 

Sensing, and Geographical Investigations）の予算は、30 万ドル削減されて

7,500 万ドル。 
b) エコシステム科学プログラム予算が 2,000 万ドルの削減となる反面、大統領の

優先事項である健全な土地イニシアティブ（Healthy Land Initiative）の予算

が 500 万ドル、海洋アクション計画（Ocean Action Plan）の一部である海洋

研究優先プラン（Oceans Research Priorities Plan）および実施戦略の着手予

算が 300 万ドル増額となる。 
c) USGS の気候変動科学プログラム（Climate Change Science Program）への

2008 年度投資は、100 万ドル増えて 2,700 万ドル。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

< 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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商務省技術評議会 
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*商務省の他の部局も必要に応じて評議会のミーティングに参加。 
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【エネルギー】 風力発電 

 
サンディア国立研究所が効率の良い風車のブレードを開発（米国） 

 
米国サンディア国立研究所（Sandia National Laboratories）が Knight & Carver

社（サンディエゴ）と共同で新しい風車のブレードを開発した。このブレードは、従

来の設計よりも効率が良く、低風速サイトにおける風車のエネルギー費用（COE）を

大幅に削減することができる。 
 
このブレードは“Sweep Twist Adaptive Rotor（曲線形ねじれ適応型ローター）”の

頭文字をとって“STAR”と名付けられており、実用サイズでの製造は同種のブレードで

初となる。 も大きな特徴は、“sweep”と呼ばれる緩やかにカーブした翼端である。

この翼端は、現在使われている大部分のブレードとは異なり、中西部などの低風速域

用に特別に設計されている。この取り組みが対象とするサイトの年間平均風速は 5.8m
／秒（地上 10ｍで測定）である。このようなサイトは米国に数多く存在しており、風

力発電用地として経済的に開発できる地域が 20 倍に増加する見通しである。 
 
このブレードの翼弦長は従来の水準より約 3m 長い 27.1m で、風速が低い場所でも

多くのエネルギーを捕らえることができる。従来の直線形状と異なり、後縁に向かっ

て湾曲した形を特徴としている。このため、ブレードにかかる疲労荷重が軽減され、

強い突風にも耐えることができる。ブレードの素材は繊維ガラスとエポキシ樹脂であ

る。 
 
研究チームの責任者を務めるサンディア国立研究所の Tom Ashwill は次のように述

べる。「このデザインは従来のものよりもブレードにねじれをつけることができるた

め、突風がブレードの寿命に与える影響を軽減することができる。その結果、同じロ

ータでブレードの翼弦長を大きくすることができる。また、5～10%多くのエネルギー

を得られる一方、期待される耐用年数に変わりはない。」 
 
サ ン デ ィ ア 国 立 研 究 所 は 国 家 核 安 全 保 障 局 （ National Nuclear Security 

Administration：NNSA）の研究所である。 
 
Knight & Carver 社との契約は、風速は大きくないが豊富に存在する低風速サイト

を対象とした「低風速技術プロジェクト（Low Wind Speed Technology：LWST）の

一環として行われた。2005 年後半、米国エネルギー省（DOE）とサンディア国立研究

所は、Knight & Carver 社と 200 万ドルの契約を結ぶことを決定した。この中には同

社が負担する 80 万ドルが含まれる。予算の再配分により、2007 年に資金提供を受け

る LWST プロジェクトはこのプロジェクトのみとなった。 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
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サンディア国立研究所はこのプロジェクトで設計と試験計画の統括を担当している。

Knight & Carver 社の担当チームは詳細な設計とブレードの製造を受け持った。 
 

 “STAR”ブレードの第 1 号は 1 月にサンディエゴにある Knight & Carver 社の製造

工場で試験され、静荷重による曲げとねじれの測定が行われた。また、固有振動数の

計測も行われた。得られたデータはシミュレーションの数値と比較され、設計コンセ

プトがどの程度機能するかが評価される。2007 年第 1 四半期にはさらに 4 基のブレー

ドが製造予定であり、このうち 3 基はアイオワ州でタービンに取り付けられ、フライ

トテスト（試験運転）にかけられる。 
 
この設計に参加した他のメンバーは、Dynamic Design of Davis（カリフォルニア州）、

MDZ Consulting of Clear Lake Shores（テキサス州）、カリフォルニア大学（デービ

ス校）および NSE Composites of Seattle（ワシントン州）である。 
 
Ashwill は次のように述べる。「DOE の関心と資金提供は私達にとって大きなステ

ップである。私達は長い間、プログラムが目標とするエネルギー費用の削減を達成す

る手段として、革新的なコンセプトを実用規模のブレードに取り入れることを強く主

張してきた。」 
 
「ブレード重量の増大（非線形）を抑えることができなければ、 大限の効率が得

られる前に風車の平均規模の増大が頭打ちになる可能性がある。緩やかに湾曲した

“STAR”ブレードのように重量の増加率を低減できる新しいコンセプトを開発するこ

とが課題だ」と Ashwill は付け加える。 
 
重量を減らすこの他の方法として、炭素素材のスパーキャップ（spar cap）、曲げと

ねじれ部分の結合を容易にする軸外の炭素繊維および新しい構造の羽根が検討されて

いる。これらはより小規模な翼弦長 9 メートルの試作用ブレードに導入されており、

テキサス州ブッシュランドにあるサンディア国立研究所の試験サイトと米国農務省の

農業研究所（Agriculture Research Station：ARS）でフライトテスト（試験運転）が

行われる。 
 
出典：Sandia helps develop new wind turbine blade design－Blade’s most disti

nctive characteristic is gently curved tip 
http://www.sandia.gov/news/resources/releases/2007/blade.html 
 

翻訳：山本 かおり 
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【エネルギー】再生可能エネルギー 

 
シリコンバレーにおけるグリーン電力の動向（米国） 

 
米国カリフォルニア州シリコンバレーのサンタクララ市営電力施設であるシリコン

バレー・パワー（SVP）は、1896 年 7 月よりサンタクララ市民、並びに事業者に対し

ピーク時 460MW、平均 380MW 以上の電力を供給している。同施設は、サンタクラ

ラ市の一事業部という位置付けにあり、電力市場における新たな競争力の確保、環境

保全、地球温暖化対策といった観点から、地元シリコンバレー企業と共同してグリー

ン電力の普及に向けた様々な促進プログラムを実施している。 
 

SVP では、電力源評価ガイドライン(SB1305)1 に準拠し、毎年、Power Content 
Label と呼ばれる統計資料を開示している。それによると、SVP の 2005 年度におけ

るグリーン電力供給量2 は、電力供給全体の 22%に達しており、カリフォルニア州全

体の水準が 8%（但し 2003 年時点）であることから、シリコンバレー地域におけるグ

リーン電力の割合はかなり高い。 
なお、電力源として も比率が高いのが天然ガスの 30%、次いで大規模水力発電

24％、石炭 23％、そして再生可能エネルギー22％となっている（表１参照）。この表

中の適切な再生可能エネルギー(Eligible Renewable)グリーン電力に相当する。その内

訳を見ると、地熱が 17％、小規模水力が 6%となっており、地熱発電が大きな割合を

占めている。 
表１ シリコンバレー・パワー（SVP）の電力源の割合 

（出典：Silicon Valley Power3） 

                                                  
1 カリフォルニア州エネルギー委員会が作成。参照 http://www.energy.ca.gov/sb1305/index.html 
2 大規模水力を除く、再生可能エネルギーによって発電される電力。風力、太陽光、バイオマス、マイ

クロ水力、地熱などで発電された電力。 
3 http://www.siliconvalleypower.com/adv/?doc=powermix 
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SVP が実施しているグリーン電力普及促進策の１つに、再生可能エネルギー購入制

度がある。この購入制度は大企業、中小企業をそれぞれ対象としており、大企業は

1,000kWh を単位とし 15 米ドル、中小企業の場合は kWh 当たり 0.015 米ドルで購入

することができる。いずれも通常の電力料金に加算する方式を採用している。一般住

居向けには直接供給はしていない。 
 

SVP は、再生可能エネルギー供給業者との契約の中で定められた「再生可能エネル

ギー証書取引システム(Renewable Energy Credit Trading System)」に基づき、一定

量以上の再生可能エネルギーを購入する場合、クレジットを受理することが可能とな

っている。SVP は、普及促進策によりグリーン電力使用量を増加させることで得られ

るクレジットをグリーン電力利用者へ還元する。すなわち、一時的にはグリーン電力

の普及、促進のため費用負担が発生するものの、クレジットの還元によりその負担を

相殺するという振興支援サイクルとなっている。本促進プログラムには、既に、Agilent 
Technologies 社、Applied Materials 社、Cisco 社、Yahoo 社をはじめ 92 企業が参加

している。 
 
 カリフォルニア州におけるグリーン電力供給施設としては、以下の施設が稼動して

いる。 
 
○ 南カリフォルニア、Riverside 郡パームスプリングにある風力発電施設。1999 年 6

月稼動開始。750kW 風力タービンを採用し 4,800 世帯へ電力を供給。カリフォル

ニア州において商業取引を前提とした 初の施設。供給能力 16.5MW、年間発電量

48,000MWh。 
○ マウンテンビュー市にある風力発電施設。2001 年 9 月より稼動開始。40,000 世帯

へ電力を供給。供給能力 66.6MW、年間発電量 192,000MWh。 
○ Alameda 郡 Pleasanton 市にある太陽エネルギー施設。2003 年 8 月より稼動開始。

パネル面積は 20,000 平方フィート。BP Solar 社、京セラで製造された太陽光パネ

ルが使用されている。初期プロジェクト規模は 4.6 米百万ドル、200 世帯へ電力を

供給中。供給能力 968kW、年間発電量 1,500MWh。 
○ サクラメント近郊の Rio Vista 地域にある風力発電施設。2003 年 9 月より稼動開

始。75,000 世帯へ電力を供給。農場主は農場の 2%程度の土地を発電施設向けとし

て貸与しており、タービンあたり 2,500 米ドルから 4,000 米ドルを徴収。風力ター

ビンは、風向きにより自動的に回転し、風力 8mph から 55mph へ対応、同施設に

おける風力は平均し 14.5mph から 17.7mph を確保しているカリフォルニア州 大

の風力発電施設。供給能力 145.8MW、年間発電量 950,810MWh。 
○ サンタクララ市にある Haman 小学校に設置された 24 枚の太陽光パネル。2004 年

10 月より稼動開始。Neighborhood Solar Program に基づく 初のモデルケース。

Neighborhood Solar Program とはインテル社、ヤフー社、Agilent Technologies
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社などの企業がスポンサーとなり寄付金により教育機関など公共機関への太陽エ

ネルギーの普及を目指すものであり、Haman 小学校に次いで高年齢者施設、高年

齢者を対象としたヘルスサービス施設への導入に着手している。 
○ Borrego Solar Systems, Inc.により着手されたプロジェクト。2005 年 11 月より稼

動開始。シャープ製の 224 枚のソーラパネルを使用し、年間発電量は 55.6MWh、
Santa Clara 郡平均の住宅向け電力消費量 9 世帯分の電力を供給する。 

 
米国における太陽エネルギーへの関心が急激に高まっていることは、2006 年 10 月

にサンノゼ市で開催された「Solar Power 2006」の参加人数にも現れている。同コン

ベンションは、2005 年はワシントン D.C.で開催されたが、主催者が発表した動員数

では、2005 年の 1,200 名に対し、2006 年は 9,000 名が Solar Power 2006 に参加して

おり、実に 7.5 倍の増加となっている。同コンベンションでは、カリフォルニア州エ

ネルギー委員会、カリフォルニア公益事業委員会、米国エネルギー省、米議会議員等

がそれぞれ太陽エネルギーの商業化促進を唱えている。 
 

グリーン電力普及の 大の課題は導入コストであるが、コスト削減の鍵となるエネル

ギー変換効率に関しては、SunPower 社が他社の平均的な転換効率である 15%を大きく

上回る 22%を達成したとの発表がなされている。同社は 2006 年 11 月 16 日に太陽エネ

ルギーシステムの PowerLight 社を 3 億 3,250 百万ドルで買収しており、今後における

コスト削減に更に期待が寄せられている。また、マウンテンビュー市にあるマイクロソ

フト社のキャンパスでは 2007年の 4月に SunPower社のパネルが設置されるのに続き、

Google 社では El Solutions 社製のパネル 9,200 枚をマウンテンビュー市のキャンパス

に設置することを発表しており、企業努力も引き続き活発になっている。 
 
参考資料  
・Valley Village 

http://www.valleyvillageretirement.com/ 
・STG Machine 

http://www.borregosolar.com/solar-power-systems/installations-results-details.php?searc
h_type=-1&search_location=14&perpage=10&uid=86&orderby=Date&order=DESC&pag
e= 

・SunPower to buy major solar firm 

http://www.mercurynews.com/mld/mercurynews/2006/11/16/business/16021376.htm 
 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート996号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/996/



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.996,  2007.3.7 

76  

【エネルギー】研究開発 

 

英国の産官によるエネルギー技術研究所の設立 
 
英国・貿易産業省は、エネルギー関連プロジェクトを加速するため、新規投資を発

表した。英国政府は、エネルギー技術研究所を新設し、2008 年から 10 年間に新たに

5 億ポンドを拠出する。併せて民間から同額の拠出を求め、総額 10 億ポンドの達成を

目指す。これまでに、BP、フランス電力公社(EDF)、エーオン英国(E.ON UK)、ロイ

ヤルダッチシェルが協力を表明した。 
 

終的なコンソーシアムには、10 社の核としてのパートナー企業を募り、等しく拠

出を求める。核となる企業には、エネルギー技術研究所により開発された知的財産に

より裨益できる仕組みをつくる。 
 
英国政府による再生可能かつクリーンなエネルギー技術の実用化を加速するための

強力な投資枠組みの新規部分として、再生可能エネルギー、その他の低炭素技術の開

発を支援する。2002 年から 2008 年までの 5 億ポンドの既支出予定額に上積みする。

エネルギー技術研究所の設立は、安全で信頼できる実現可能な低炭素エネルギー技術

を研究開発するための第一歩となる。 
 
エネルギー技術研究所の目的は次の 5 点である。 

・英国エネルギー政策の目標達成のため、研究開発に投入する資金を増額すること。 
・優れた費用対効果、低炭素技術を商業用に速やかに利用できるようにするため、研

究開発成果を普及すること。 
・英国における商業的に応用可能なエネルギー関連研究開発にとって、戦略的により

良い焦点をあてること。 
・焦点となるエネルギー研究開発を普及するため、 高水準の科学者とエンジニアの

ネットワークを結びつけ活用すること。 
・英国エネルギー政策を遂行するため、国内各分野の研究開発能力を向上させること。 
 
今後、エネルギー技術研究所は、クリーンな化石燃料、再生可能エネルギー、エネ

ルギー効率向上、運輸部門の低炭素技術といった分野における、一般的なエネルギー

技術テーマの枠組みから、大きく 5 つ程度の分野における研究開発プログラムを選定、

正式に準備、資金拠出、遂行する。研究開発プログラムは、大企業、中小企業、大学

から選定される研究チームにより実施される。エネルギー技術研究所は、英国全体か

ら、競争的に選ばれるいくつかの優れた大学や研究施設において分散して実施される。 
 
実証、実用化の支援のための研究開発を含め、特定の産業に関係する研究開発プロ
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ジェクトが以下に設定される一般的なテーマの枠組みから選定される。 
 
テーマ 1：大規模エネルギー供給技術 

発電効率の向上のための技術開発と既存の化石燃料技術から排出削減のための持

続可能な方法を開発することを目的とする。 
 
テーマ 2：エネルギーの供給確保 

英国のエネルギー目標の達成に資するよう、供給確保と多様化を増進するため、

エネルギー技術(原子力は除く)の組合せを開発することを目的とする。 
 
テーマ 3： 終需要効率の向上とデマンド・サイド・マネジメント(DSM) 

需要側のエネルギー使用効率を抜本的に向上させることを目的とする。 
 
テーマ 4：運輸 

持続可能な運輸燃料と運輸管理技術を開発することを目的とする。 
 
テーマ 5：小規模エネルギー供給技術 

地域で活用可能なエネルギー源を活かし、より小規模な技術を用いた、新興する

分散型エネルギー供給の選択肢を開発することを目的とする。 
 
テーマ 6：支援基盤 

持続可能なエネルギー基盤を整備し、供給技術を開発することを目的とする。 
 
テーマ 7：( 貧地域への安定なクリーンエネルギー供給による)エネルギー格差の

緩和 

世界 貧の人々による環境破壊と経済的、社会的な成長との現時点における関係

を打開するため、こうした地域に展開できると確認でき、かつ持続可能なエネルギ

ーを開発することを目的とする。 
 
2006 年 7 月に英国政府が発表したエネルギーレビューにおいても、エネルギー技術

研究所の設立により、エネルギー科学技術の分野に対し、新たな水準での焦点を当て

ることにより、挑戦が生まれ、産業界との連携が実現することになろうとの期待が込

められている。 
 

参考文献 
○ エネルギー技術研究所ウェブサイト：http://www.dti.gov.uk/files/file34010.pdf 
○ エネルギーレビューウェブサイト：http://www.dti.gov.uk/files/file31890.pdf 
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【エネルギー】 省エネルギー  

エネルギー効率の良いエレクトロクロミック窓（米国） 
 
切り替え可能な可変色調エレクトロクロミック(EC：electrochromic)ウインドウは、

透射光、まぶしさ、さらに太陽熱入射を調節する一方で、外部の視界を確保できる。

さらに、暖房や冷房ならびに照明のエネルギー消費を減らすことにより、建物のエネ

ルギー消費やピーク需要を著しく削減する可能性を提示する。 
 

米国エネルギー省とカリフォルニア州エネルギー委員会の公益エネルギー研究プロ

グラムによって資金提供された EC ウインドウ・プロジェクトは、省エネルギーおよ

びエネルギー負荷管理のために商業ベースにのった市場解決策としての EC ウインド

ウの進展を目標としている。その目的は、 
 

－ ビルディング全体のエネルギー効率システム内での、EC ウインドウの使用に関す

る重要なハードウェアとソフトウェアの設計ならびに技術統合の問題を解決する、 
－ EC ウイドウのエネルギー性能を検証し、かつ EC ウインドウの快適さ、信頼性お

よび性能の定量化を計るために、正確で客観的なデータを提供する、 
－ EC ウインドウの使用を促進するために必要とされる情報を整備し、かつリスクや

性能の不確かさを 小化する一方でその利益を 大限にする。 
 
ローレンス・バークレイ国立研究所(バークレー研究所)の先端ウインドウ・テストベ

ッド(Advanced Windows Testbed)は、EC ウインドウに関する長期的研究の実験室テ

ストベッドとして役立つことである。EC ウインドウは、非常に小さな電圧を印可する

ことで、暗くなったり明るくなったりすることを可能にするコーティングを持った窓

である。 
 
EC ウインドウは、米国の市場に現れたばかりの先端技術である。エネルギー効率と

快適さ向上のためのウインドウ技術の次の市場の重要な飛躍として EC ウインドウは

多くの可能性を持っている。バークレー研究所での初期の研究は、商業ビルの年間エ

ネルギー消費を 15～25％削減する可能性を示唆している。 
 
今日の時点では、EC ウインドウはまだ技術開発の初期段階にある。僅かなメーカー

が商品を提示し、建築家やエンジニアは、EC ウインドウで設計した経験をあまり持っ

ていない。また、企業が製造工程を洗練するとともにコストが減少すると予想される

が、この技術はいまだ高価である。 
 
エレクトロクロミックと他のエネルギー効率的な窓システムを様々な条件の下でテ
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ストし比較するために、先端ウインドウ・テストベッドの 3 つの部屋には 15 面のガラ

ス窓が装備されている。 
 
カリフォルニア州および米国中のエネルギーを節約する EC ウインドウの可能性の

実現を支援するために、DOE およびカリフォルニア州エネルギー委員会は、バークレ

ー研究所の環境エネルギー技術部門に現実的なオフィスビル設定の EC ウインドウの

3 年間の現地試験の実施に対して資金提供を行った。 
 
このテストは、他のテストやコンピュータ・シミュレーションとともに、バークレ

ー研究所の研究者が EC ウインドウの性能を定量化し、その性能と信頼性を向上させ

るためにシステムの改良を可能とするように意図されている。 
 
「EC ウインドウの目標は、省エネルギーおよび電力負荷管理のための実現可能な市

場解決策としての EC ウインドウを進展させることである。EC ウインドウが、市場、

市場主唱者、開発者、設備マネージャー、建築家およびエンジニアで広く受け入れら

れるようになる前には、性能とエネルギーへの影響に関する実際的なデータを知る必

要がある。さらウインドウの EC ウインドウが適切に作動し、エネルギーを節約し、

ビルディングの居住者の快適さを向上させるという確信を持つ必要がある」と共同主

任研究者でプロジェクトマネージャーのエリナー・リーは語った。 
 
したがって 2003 年の秋にメーカーは、バークレー研究所に EC ウインドウの試作品

を供給した。それにより、研究者は新しいテスト施設に、小さな長方形寸法において

のみ利用可能な EC ウインドウを設置した。 
 

EC ウインドウはどのように働くか 
 
エレクトロクロミック窓は、日中の明かりや太陽熱の入射量を動的に制御し、窓か

ら戸外への透明な視界を維持する一方で、室外からの窓を暗い色調へ調光することに

より、窓から内部に通過していく太陽の熱を制御する。EC コーティングはガラスまた

はプラスチックに蒸着することができる多層積層膜である。この多層積層膜は、透明

な外部の導電性層、能動的なエレクトロクロミック層、受動的な対向電極層およびイ

オン伝導電解質層からなっている。 
 

小さな電圧が外部の導電性層に加えられると、リチウムイオンが対向電極層から移

動し、イオン伝導層を横切り、エレクトロクロミック層へ向かい、窓を紺青に染色す

る。加える電圧を逆にすると、電子は反対方向に流れ、窓を透明にする。この層は化

学的にバッテリー内部のように酷似して動作する。 
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窓を透明な状態と色が付いた状態へと前後に切替えるのに必要な電力は、直流±3－
5V の印加電圧で切り替えられ、通常はガラス 1 平方フィート当たり 0.15 ワット未満

で、商用照明システムに必要な電力よりも何桁も少ない値である。 
 
大きな商業ビルでの EC ウインドウ・システムは、太陽が高くその放射が内部を加

熱する時は、適切なセンサーと制御アルゴリズムで自動的に窓を暗くすることができ、

それにより、太陽熱の入射量を減らしエアコンの必要性を減らすことができる。太陽

が沈んだり、あるいは雲が空を覆ったりする時には、システムは、窓を透明な方向に

戻し、採光を 大にして電気照明の使用を減らす。EC ウインドウの動的な制御は、照

明とエアコンの両方のエネルギーを省くことができる。 
 
適切に設計された制御アルゴリズムは、コンピュータ・スクリーンの表面のまぶし

さを減らし、また、太陽熱の入射量を自動的に減らすことにより、居住者の快適さの

向上を提供することができる。バークレー研究所の研究目標は、EC ウインドウを持つ

事務所の住人の快適さをテストし、改良した制御システムのハードウェアおよびソフ

トウェアの両方を開発することである。 
 

ウインドウ・テストベッド 

 
テストベッド構造内に、南に面する壁窓を持った 3 ヵ所の同一の事務所がある、各

部屋は他の部屋から熱的に絶縁されている。テストでは、各部屋は、調光できる蛍光

照明、家具および敷物のある典型的な事務所として用意されている。各部屋の 100 個

を越えるセンサーは、外部の天候条件と同様に、室内の明るさのレベル(照度)、表面の

輝度(輝度)、温度、電源負荷そして EC ウィンドウや照明制御の状態を測定する。 
 
まず初めに、EC ウインドウは、ウインドウ・メーカーによって提供された試作装置

によって制御された。その後のプロジェクトでは、研究者とメーカーは、光の透過性

をより精密に制御することを可能とする制御システムを開発した。 
 
ウインドウ・テストベッドでは、可視光透過率(Tv)の範囲が、0.60～0.05 および太

陽熱入射係数(SHGC)の範囲が 0.42 から 0.09 を持った、0.46m×0.89m の吸収性酸化

タングステン EC 窓の性能を評価した。 
 
温度が 10℃以上の時に、壁を形成する 18×35 インチの EC ウインドウは、完全な

透明状態から完全な暗色に移るのに約 6 分から 7 分の時間が掛かった。EC ウインド

ウは、温度が低いほどよりゆっくり変わり、窓が大きいほど、変化はより遅い。その

ような 15 個の EC ウィンドウが一個の壁窓を形成している。 
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プロジェクトチームは、20 ヵ月以上の期間にわたり、省エネルギーを 大にする目

標で、設備の日照制御システムの設計、テスト、改良を行った。バークレー研究所の

研究者によって開発された放射輝度シミュレーションソフトウェアとマセマティカ

(Mathematica)プログラムを使用して、チームメンバーは、 大の省エネルギーで

良の快適さをどのウインドウ制御戦略がもたらすかを決定するためにシミュレーショ

ンを利用した。 
 
「我々の 適な解は、EC ウィンドウ壁を、2 つの区画、上部の採光区画と下部の視

界区画に分割することだった」とリーは語る。彼等は、補助的な電気照明の使用を

小化するように、上部の採光区画を制御した。また、下部の視界区画は、晴天の条件

で部屋へ採光を入れるように制御され、次に、机やコンピュータ・スクリーンのよう

な表面のまぶしさや明るさをへらすために太陽直射の時間には完全に暗い色に切り替

えた。 
 

実地テスト 

 
テストベッドの 3 つの部屋のうちの 2 つは EC ウインドウを装備している。3 番目

の部屋は基準の部屋としての役割で、手動操作のベネチアンブラインドと採光コント

ロールと同様に、エネルギー効率の良い低放射率の窓が準備されている。このように、

EC ウインドウは、すべての建物がこのアクセス可能な技術を使用するとは限らないが、

既に広く利用可能な省エネ技術を備えた部屋と比較された。 
 
テストプロジェクトは、EC ウインドウがこれらの 先端技術の静的な低放射率の窓

と比較して実際に省エネルギーであることを実証した。2 区画の EC ウインドウ・シス

テムは、よく設備された基準屋以上に照明エネルギーを数パーセントからおよそ 25％
以上も少なくした。 

 
ブラインドの手動操作による修正に放射輝度ソフトとマセマティカプログラムの利

用は、既存の 高のエネルギー効率の窓を持っていないより一般的な基準的部屋に対

して毎年 48～67％以上の省エネルギーをもたらした。この EC システムは、さらに、

クーラのための 大必要ピーク電力を 19～26 パーセントも削減し、潜在的に、エアコ

ンの使用が高い暑い夏日の配電網への大きな助けになることを示している。 
 
EC ウインドウからの省エネルギーは気候の差に依存すると研究者は述べる。バーク

レーの比較的穏やかな気候と比較して、カリフォルニアの内陸地方ははるかに熱い。

ここや、また米国南西部のような同様の気候を持った他の地域では、EC ウインドウは

太陽熱の入射量を大きく削減するので、エネルギーやピーク電力要求度の省エネルギ

ーはより大きいに違いない。エレクトロクロミック技術は、小さな窓より大面積の窓

< 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996号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/996/
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において大きな省エネを提供し、また北に面する窓よりも、南、東あるいは西に面す

る窓で省エネルギーを提供する。 
 

体験者は語る 

 
エレクトロクロミック窓の性能の定量化に加えて、研究者は、さらにエレクトロク

ロミック窓および動的な採光制御を持った部屋に関してユーザーがどうのように感じ

たかの調査を行った。これらの部屋は、従来の窓と手動日除けシステムを持った部屋

より実際に快適だったのであろうか？建物の住人が気に入らなければ EC ウインドウ

は市場で成功しないので、ユーザーの情報は重要である。 
 
ユーザーの反応の指標を得るために、研究チームは、EC ウインドウ試験室を毎日数

時間使用する 43 人のボランティアを加え、PC を装備したデスクで仕事をさせた。 
彼等は各々40～60 分間の 3 つの異なる照明条件にさらされた。－ 基準屋の状況(ユ

ーザーはその間手動で明りと日よけを操作する)、－ 半自動的制御の時間、そして、

－ 完全制御の時間(照明と窓の両方が採光とまぶしさを制御)である。各時間の終わり

に、ボランティアは質問表にその使用感を記入した。 
 
大多数の居住者は基準室の状況に比べて大きな差を持って自動的に管理された条件

を好んだ。それはブラインドを使用しないので、妨げられない素晴らしい視界へのよ

り多くのアクセスの結果である。EC ウインドウがまぶしさを制御している時、体験者

は、コンピュータに関連する仕事を行うために窓に面することを選ぶ。まぶしさがよ

り少なく、コンピュータモニターからのより少ない反射を報告して、基準室の場合よ

りもさらに多くの満足度を報告している。彼等は、部屋が熱すぎるとか冷たすぎたと

の苦情も言わなかった。 
 
したがって、この研究は、EC ウインドウ・システムが十二分にエネルギーを節約す

ることを示した。また、採光とまぶしさを制御することによって、一年中、コンピュ

ータ・スクリーン表面の見え方と快適な可視性へのアクセスにより、居住者にさらに

快適な作業環境を提供した。 
 

よりよい制御装置が必要 
 
全体として、EC ウィンドウの研究は非常によく実施された。商業用の実現可能性を

向上させる提案リストの中で、建物のスタッフが問題を分析し、EC ウインドウのより

有効な制御を測定することを可能にするために、EC ウインドウ・メーカーがより向上

した制御システムの開発に注目することを、研究チームは 初に示唆している。 
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より良い監視システムは、採光システムを、居住者の要求や視覚的な快適さの要求

にさらに良く対応させるであろう。よりよい制御は、設備部門がエネルギーやピーク

電力を節約し、かつ全体としての環境の快適さのために部屋の環境を制御する EC ウ

インドウの能力を 大限に利用することを可能にするだろう。 
 
「メーカーが製作技術および価格に対する改善を続けることができれば。この技術

は、次の 10 年にカリフォルニア州の積極的な省エネルギーと温暖化ガス削減目標の達

成を支援することは間違いない」とリーは語る。 
 
・ このテストプロジェクトの 終報告書： 

"Advancement of Electrochromic Windows"、 
http://www.lbl.gov/Science-Articles/Archive/sabl/2007/Jan/Advance-EC-Win
dows.pdf 

・ 切り替え可能エレクトロクロミック・ウインドウに関する情報は、 
http://windows.lbl.gov/comm_perf/Electrochromic/electroSys-cec.htm 

 
(出典：http://www.lbl.gov/Science-Articles/Archive/sabl/2007/Jan/electro-windows.html) 
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【環境】炭素隔離 

 
二酸化炭素の地中隔離に関する新しい分析（米国） 

 
マサチューセッツ工科大学の研究者達が、発電所から排出される二酸化炭素を回収

して地中に注入する仕組みに関する新しい分析を行った。これによると、二酸化炭素

は地中で小さな気泡となり、塩水を含んだ多孔質の岩石中に安全に貯留される。 
 

このことは、適切な場所に発電所を建設し、発電所が寿命を終えるまでに排出され

る二酸化炭素の全てを回収して地中に注入できる可能性があることを意味しており、

数世紀あるいは千年の長きにわたって安全に貯留できる可能性もある。 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
CO2 は地中の塩分を含んだ多孔質岩石に注入することができ

る。CO2 の大部分は動くことができない状態となり（薄いブル

ー）、小さな気泡（白色）として岩石（灰色）の孔隙中に閉じ

込められる。ごく少量の CO2（濃いブルー）はキャップロック

（黄色）の不透水性層に向かって上昇し続ける。 
© Ruben Juanes 

 
二酸化炭素は地球温暖化の原因となる主要な温室効果ガスの一つである。CO2 の排

出削減あるいは CO2 の回収・隔離による地中への貯留が地球を健全に保つために不可

欠であることが研究によって明らかにされている。しかし、隔離プロジェクトが抱え

る 大のリスクの一つとして、注入した CO2 が漏れだし、廃井や地中の割れ目を通っ

て大気中に戻ってしまう可能性が指摘されている。 
 

近発行された“Water Resources Research”に掲載された論文の中で、マサチュ

ーセッツ工科大学で土木・環境工学の教授を務める Ruben Juanes と論文の共著者達

は、研究者の多くが懸念するような、注入した CO2 が再び地表に上がってきて大気中

に漏れ出してしまう可能性は低いと主張する。 
 

Juanes は次のように述べる。「私達は、これがこれまで考えられてきたよりも遙か

に安全な CO2 の処理方法であることを明らかにした。この方法であれば、CO2 の大部
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分あるいは全てを塩水性帯水層の中の小さな滴に閉じ込めることができる。実験と流

れや輸送の物理学的性質から、CO2 の流れには地表のすぐ下まで上昇することを防ぐ

安全なメカニズムが働いていることが分かった」 
 

研究者達は、CO2 を地中に隔離する可能性について少なくとも 3 種類の地質学的構

造を考慮に入れている。一つは枯渇した油田またはガス田、二つ目は採掘不能な石炭

層、そして 3 つ目は深部の塩水性帯水層である。Juanes が研究対象としたのは、3 つ

目の領域すなわち地中の至る所に存在する塩分を含んだ多孔性の岩石構造である。 
 

この研究では、発電所から排出された CO2 を圧縮し、井戸を通して地中深くに自然

に存在する境界層（sublayer）に注入できることが示されている。境界層は砂岩や石

灰岩などの多孔性の岩石からなり、塩水で満たされている。注入された CO2 は、浮力

によりプルーム（plume：気体状あるいは粒子状の物質を含んだ空気の一団）を形成

し、浸水性の岩石を伝って上昇し始める。CO2 の注入が止まるとプルームは上昇を続

けるが、CO2 のプルーム後部は塩水で塞がれる。塩水と CO2 は岩石中の小さな孔隙を

伝って適当な位置に落ち着く。岩石の表面は水を引きつけるため、水は孔隙の内側に

張り付く。これらの水分を含んだ層が膨張して孔隙を狭め、CO2 の流れを妨げる。そ

して、持続的にプルームを形成していた CO2 は小さな泡あるいは滴となり、孔隙の中

に閉じこめられたままになる。 
 

Juanes は次のように述べる。「CO2 のプルームは上昇するにつれて小さな塊になり

ながら分散し、岩石の孔隙中に閉じ込められる。その後、ゆっくりと溶解し、さらに

時間が経つと岩石のミネラルと反応する。これは、微視的なレベルで起きているプロ

セスが地質レベルの全体的な流れに及ぼす影響を示す良い例だ。」 
 

この論文のその他の共著者は、インペリアル・カレッジ・ロンドンの Martin Blunt
とスタンフォード大学の Franklin Orr Jr.である。この研究は、スタンフォード大学

石油研究所（Petroleum Research Institute at Stanford）に加盟する産業団体からの

資金提供により行われた。この記事は 2007 年 2 月 7 日発行の“MIT Tech Talk1”に

掲載されている。 
 
出典：Storing carbon dioxide below ground may prevent polluting above 

http://web.mit.edu/newsoffice/2007/co2-0207.html 
Copyright 2007 Massachusetts Institute of Technology. All rights reserved. 
Used with permission. 

 
翻訳：山本 かおり 

                                                  
1 http://web.mit.edu/newsoffice/2007/techtalk51-16.pdf 
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【産業技術】ライフサイエンス 

 

カナダにおけるライフサイエンス企業 

 
バイオテクノロジーとライフサイエンスに特化したカナダを代表する展示会である

バイオノース 1 は、 新の技術成果を発表し各社の技術・製品を展示する場として、

各国の企業、研究者から次第に認知されつつあり、国際的にも高く評価されるように

なってきた。バイオノースが、米国で開催される大規模な展示会に対抗して、注目を

引き付けられる理由の 1 つに、技術力が高く情報の少ないカナダライフサイエンスベ

ンチャーに対する表彰制度がある。ライフサイエンス企業トップ 10 に選ばれた企業は、

将来性のある企業として認知され、国内外の投資家から資金調達が得られやすい。 
 
1. アーリーステージ企業（6 社） 

2006 年度、臨床試験フェーズⅠを目指している、もしくは試験中のアーリーステー

ジ企業からは 6 社が選ばれた。アガ・ファーマ社は臨床試験に必要な 750 万ドルを資

金調達中、リモン・セラピューティックス社はライセンシーするパートナーを探して

いる。 
選ばれた企業は以下のとおり。 

 
○アガ・ファーマ社 2（本社、オンタリオ州オタワ） 

糖尿病性失明や白内障の発病を防ぐ目薬を国立研究審議会（以下、NRC3）の支援で

開発した。この成分が人間に対し殆ど副作用がないことが示されており、NRC も極め

て有望な薬であると推薦している。 
 
○ジャネレックス・バイオセラピューティクス ULR 社 4（本社、オンタリオ州オタワ） 
  癌治療を目的とした、新しいワクシニア・ウイルス（腫瘍細胞崩壊性ウイルス）製

品が臨床試験中である。健全な細胞を傷つけずに癌細胞を殺す遺伝子組替え治療用ウ

イルスで、肺、腸、前立腺、乳、膵臓などの各癌細胞に認められる遺伝子異常を標的

としている。同社の製品は、進行の著しい或いは他の治療法に耐性を持った癌に対し

ても効果を示している。リード製品の JX-594 は現在肝臓癌と肝臓への転移癌に対しフ

ェーズⅠ試験中で、更に 2 種類のワクシニア・ウイルス製品 JX-963 と JX929 が 2006
年末と 2007 年初めにフェーズⅠ試験に入る予定である。またラブドウイルス製品も、

                                                  
1 The BioNorth  正式名：Biotechnology and Life Sciences Conference and Exhibition 

カナダの首都オタワにある循環器官、癌、神経科学、ワクチン、プロテオミクス、幹細胞などを対象

とする広範囲なライフサイエンス企業 140 社を中心に発展してきた 
2 Aga Pharm  www.agapahrm.com  
3 National Research council   www.nrc-cnrc.gc.ca 
4 Jennerex Biotherapeutics ULC  



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.996,  2007.3.7 

87  

前臨床試験の有望な候補者として上がってきている。 
 
○ネフォロジックス・インク社 5 （本社、オンタリオ州トロント） 

新しい腹膜透析システムの開発及び製造販売会社。10 年間で大きく成長、1,800 万

人もの腎臓病患者の治療に大きな貢献をしている。同社は初めての自動化腹膜透析シ

ステム SmartPDTM を開発した。医者は病気のコントロールが容易となりまた患者も自

宅でケアでき、透析費用の軽減にも繋がると画期的装置として注目されている。 
 
○リモン・セラピューティックス社 6 （本社、オンタリオ州トロント） 
 医薬品同様な活性を持ちながら、規制上は医療装置として販売できる治療用ポリマ

ー製品、TheramersTM を開発した会社である。この製品は新しい血管形成を促し、組

織の破壊を防ぎ、人間の細胞を傷つけずに細菌を殺すという特徴を持つ。同社はこの

ユニークなポリマーを、慢性疾患（床ずれや糖尿病性創傷）や心臓病の治療、医療機

器に関連した細菌感染の防御、その他の治療に適用する目的で、複数の大医療装置会

社と契約している。同社は、MI-SorbTM Dressing（包帯）によるヒト慢性的創傷に対

する初の臨床試験で、非常に有望な結果を出しており業界から期待されている。 
 
○ステムパス・インク社 7（本社、オンタリオ州オタワ）  
  心筋や骨格筋に障害のある患者に対して再生治療法の開発を行っている会社である。

体の筋肉組織内に存在する固有の成人幹細胞に働くシグナル経路を調整することで、

組織の再生を引き起こすことができる優れた蛋白系医薬を開発中である。 初の適用

計画は、急性心筋梗塞、ドュシェンヌ筋ジストロフィー、癌関連悪液質に対する再生

医薬を目標としている。心筋梗塞用医薬は 07 年初期に前臨床試験、08 年末には臨床

試験に入る予定である。同社は、シグナル伝達経路と転写因子分野に関する経験を生

かし、主要な医薬品企業の協力を得て、得られた成果を迅速に商品化することを目標

として掲げている。 
 
○ベリエイション・バイオテクノロジー・インク社 8（本社、ケベック州ガチノー） 

変異し易いインフルエンザ、鳥インフルエンザ、HIV、デング熱などのウイルスに

も効果を示すヒト用次世代ワクチンについて 20 年以上開発を重ねてきた。同社ではバ

イオインフォマティクスを駆使し、何千ものウイルスの遺伝子配列を解析、ワクチン

に も傷けられ易い遺伝子部位を調べた。自社所有の Variosite 技術を利用し、広範囲

な反応性を持つインフルエンザ、及び鳥インフルエンザのワクチンなどリード製品に

ついて臨床試験中である。 
 

                                                  
5 Nephrologix Inc. www.nephrologix.com 
6 Rimon Therapeutics Ltd. www.rimontherapeutics.com 
7 StemPath Inc. www.stempath.com   
8 Variation Biotechnologies Inc. www.variationbiotech.com 
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2. レーターステージ企業（4 社） 
 既にフェーズⅡに入っているレーターステージからは 4 企業が表彰された。いずれ

の企業もトロント証券取引所（TSX）に上場している国際企業である。選ばれた企業

は以下のとおり。 
 
○アリアス・リサーチ・インク社（本社、オンタリオ州トロント）9 

北米では毎年 100 万人以上が癌と診断されているが、同社は癌治療を目的とした革

新的なクローン抗体を開発中である。自社技術である FunctionFIRSTTM を用い、優れ

た抗癌剤になるユニークで機能的な抗癌モノクローン抗体を作り出した。これは癌細

胞に対し細胞毒ではあるが正常細胞には無毒で、商品化契約を結んだ Genentech 社、

武田製薬、PDL Biopharma 社など多くの企業もその効果を確認している。08 年には

癌抗原 CD44 を標的とするものを含め、今後 3 年間で 3 種類の薬剤の臨床開発に向け

活動している。 
 

○リポネックス・インク社（本社、オンタリオ州オタワ）10 
世界で注目を浴びている、いわゆる「よいコレステロール」HDL (High Density 

Lipoprotein)濃度を高めるリード製品、CRD5 のフェーズⅡ試験に入った。同社はこの

ほか、アテローマ性動脈硬化症、癌、感染症などの分野でも新薬候補を持っている。 
 

○ステムセル・セラピューティックス社（アルバータ州カルガリー）11 
既に臨床段階の製品を持つバイオ企業で、中枢神経系疾患治療用新薬の開発と商品

化を目指している。同社では患者自身の固有の幹細胞を刺激する医薬を利用した治療

法を開発しており、特に病気や傷害で失われた神経系機能を修復することを主目的と

している。現在フェーズⅡa 臨床試験に入っている同社の NTXTM-265 は、脳卒中治療

が目的である。 
 
○ワイエム・バイオサイエンス（オンタリオ州ミシサガ）12 

欧米にも研究開発拠点を持つ癌製品開発の国際的な会社で、既に 4 種の製品が後期

の臨床試験に進んでいる。Tesmilifene はカナダで 初のフェーズⅢ臨床試験中の多剤

耐性細胞を標的とした抗癌剤で、種々の標準的癌治療用化学薬剤と併用し良い結果が

得られている。転移性乳癌治療目的としてはフェーズⅢにあり、Sanofi-Aventis 社と

共同でパクリタクセル製剤の Taxotere (docetaxel)と併用する場合ではフェーズⅡ試

験を行っている。更に胃癌を含む他の癌に対する臨床試験も開始している。第一三共

株式会社の協力を得て開発した抗 EGFR（上皮増殖因子受容体）のヒト化抗体

Nimotuzumab は、既にインドでは承認されているが、カナダでは肺癌に対してフェ

                                                  
9 ARIUS Research Inc www.ariusresearch.com 
10 Liponex Inc.  www.liponex.ca  
11 Stem Cell Therapeutics Corp.  www.stemcellthera.com 
12 YM Biosciences Inc.  www.ymbiosciences.com 
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ーズⅠ/Ⅱ試験中である。ヨーロッパでは小児の脳橋神経膠腫治療用としてフェーズⅢ

試験を行っている。また、ユニークな fentanyl の吸入剤、AeroLEFTM は、癌などによ

る痛みを抑える薬で、フェーズⅡb 試験を行っており、06 年中に予備的な結果が得ら

れる予定となっている。 
 
参考文献  
バイオノースホームページ 

http://www.bionorth.ca/Top10/2006_2007_Finalists.html 
各社ホームページ、ヒアリング 
 
用語解説 

【腹膜透析システム】 
 腹腔に腹膜透析液を出し入れして、血液中の老廃物や水分などを除去する治療法。 
 
【ラブドウイルス】 
狂犬病ウイルス：狂犬病を起こす人獣（畜）共通感染症 
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【ニュースフラッシュ】 

米国－今週の動き(02/02/16-03/01/07) 

NEDO ワシントン事務所 

Ⅰ 新エネ･省エネ 
2 月／ 
21：米国とブラジル、エタノールを中心とする代替エネルギー問題での協力を検討中 

ブッシュ大統領は代替エネルギー技術について協議するために 2007 年 3 月初旬にブラジルを訪問
する予定となっているが、それに先立ち米国とブラジルは世界的にエタノールの利用を拡大する方
法について交渉中。但し、米国の輸入エタノール関税（1 ガロンあたり 54 セント）は今回の討議に
は含まれていない模様。両国の会談の焦点は、①研究開発の拡充、②他諸国におけるエタノール生
産の拡充、③バイオ燃料規格の一元化の 3 点。両国は、エタノール業界の豊かな市場となる可能性
が高い発展途上国において、エタノール燃料の社会面・環境面・経済面の潜在的ベネフィットにつ
いて宣伝していく予定という。なお、米国のエタノール関税については、米国エタノール業界と主
要な立法者の強力な支持があるため、今回の協議には入っていない。しかしながら、ブラジル政府
代表は将来的には現行関税の撤廃を希望しており、割当制度の実施や市場要素に応じた変動型関税
等の採用により、現行制度の変更を検討すべきであると示唆。（Greenwire）  

 
22：環境保護庁（EPA）の諮問委、バイオ燃料イニシアティブにおける EPA の役割拡大を提言  

環境保護庁（EPA）の諮問委員会「環境政策技術に関する国家諮問委員会(NACEPT)」が EPA に対
し、政府のバイオ燃料促進計画で主導的役割を担うよう要請する書簡を送付。NACEPT によると、
他の連邦省庁のバイオ燃料プログラム担当者は、バイオ燃料開発が「環境面での落とし穴」を回避
するためには EPA が「義務付けられている活動範囲」よりも幅広い役割を果たすべきと考えてい
る模様。米国政府のバイオ燃料研究開発では、エネルギー省（DOE）が主導的役割を担うが、EPA
も、クリーンエア規定に関連し燃料の質や生産の規制権限、及び、連邦政府の再生可能燃料使用
（RFS）基準設定や精製所認可の権限をもつ。しかしながら、EPA は、バイオ燃料が大気質や地球
温暖化におよぼし得る影響を調査し、原材料問題を検討し、更には、バイオ燃料に必要な水分量を
評価する努力を拡大する必要がある、と NACEPT は指摘。NACEPT の主な提言は、EPA 内におけ
る「バイオ燃料調整官」職の新設、EPA のミッションの拡大（研究開発、新規制の実施及び州・地
方レベルでの自主的プログラムの創設）など。更に詳細な報告書が今年中に発表予定。（Greenwire） 

 
23：セルロース系エタノール開発の障壁にも拘らずエタノール支持を強調するブッシュ大統領 

ブッシュ大統領はノースカロライナ州のノボザイムス・ノース・アメリカ（エタノール生産に使用
される酵素の製造企業）を訪問。大統領は、トウモロコシを原料とするエタノールが家畜生産者に
負担をかけている事実を指摘して、セルロース系エタノール生産の取組拡充を要請。また、ガソリ
ンの多くをエタノールに置き換えるという政権の目標は、現在は難題であるが、技術的な課題やコ
スト面での課題は必ず克服されると信じていると強調。大統領はまた、この機会を利用して、石炭
火力発電と原子力発電の拡大も呼びかけたが、気候変動には言及しなかった模様。一部の民主党議
員は、大統領に批判的。Bob Etheridge 下院議員（民主、ノースカロライナ州）は、政権が 2008
年度予算案で代替エネルギー源に充てる予算では、ガソリン消費量削減という現政権目標を実現す
ることは出来ないし、ブッシュ政権の農業法案も、バイオディーゼルへの助成を含まない上、再生
可能エネルギー関連のグラントを減額していると指摘。（New York Times; E&E PM News (2/22)） 

 
 
 
Ⅱ 環 境  
2 月／ 

9：米国と欧州連合、環境関連問題で協力を行う協定に署名 
Stephen Johnson 米環境保護庁（EPA）長官と Jose Manuel Silva Rodriguez 欧州委研究総局長が、
環境研究の実施と環境情報の提供に関する取決めに署名。同協定は、両者が協力すべき研究科目と
して、汚染と人の健康の関係、環境モニタリング・土壌改善・水質に関連するナノテク問題、持続
可能な化学技術と材料、環境情報システム、環境と持続可能性の指標の開発、環境技術、大気質の
管理、及び、意思決定の支援ツール・環境モデリングを規定。米国と欧州連合との協力には、科学
者等の直接的交流、会議主催、案件の共同募集、ピアレビューへの参加、情報・データ交換等が含
まれる予定。（EPA News Release） 

 
20：気候変動に関するグローバルラウンドテーブル、全世界での取組を訴える共同声明書発表 

世界各国の産官学を代表する 100 名以上のシニアレベルのリーダーが参加する「気候変動に関する
グローバルラウンドテーブル」が 2 月 20 日に、共同声明書『気候の持続可能性への道』を発表。同
声明書では、気候変動を全世界が一団となって取り組まねばならない緊急問題であると警告すると
ともに、大気中 CO2 濃度の安定化や新しい持続可能なエネルギー戦略の導入の必要性を指摘。温室
効果ガス（GHG）排出削減のための提言として、①各国政府による野心的だが達成可能な暫定的及
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び 21 世紀中盤の CO2 目標の科学的な設定、②全ての国による枠組み協定（UNFCC）への参加と
UNFCC への各国の長短期の具体的行動コミットメントの盛り込み、③炭素排出権の市場メカニズ
ムの創設、④エネルギー効率改善･脱炭素等に向けた政策イニシアティブ、⑤ある程度の気候変動へ
の影響に備え適応する努力への着手、等を指摘。（Global Roundtable on Climate Change Joint 
Statement） 

 
 
 
Ⅲ 議会・その他 
2 月／ 
12：下院に提出された、全米再生可能エネルギー使用基準（RPS）法案 

Tom Udall 下院議員（民主、ニューメキシコ州）が 2 月 8 日、2020 年までに発電量の 20%を再生
可能エネルギー源で賄うことを電力会社に義務付ける 『連邦再生可能エネルギー使用基準（RPS）
設定のために 1978 年公益事業規制政策法（PURPA）第 6 条を改定する法案（下院第 969 号議案）』
を提出。同法案では、ソーラー（太陽熱温水暖房を含む）・風力・海洋・波・地熱エネルギー・バイ
オマス（セルロース系有機物を含む）・埋立ガス・付加的水力発電を再生可能エネルギー源と定義づ
け、これらを利用した RPS を 2011 年に 2%、以降毎年 2%ずつ引き上げ 2020 年以降は 20%とする
もの。再生可能エネルギーのクレジットシステムも設置することとし、エネルギー長官に対して、
当該クレジットの発行・検証プログラムの設置を義務付け。なお、再生可能エネルギー・クレジッ
ト売買価格に 3 セント／kWh という上限（キャップ）を設定。（RenewableEnergyAccess.com） 

 
15：エタノール業界の拡張プランを妨げている、E85 ポンプ問題 

米国 大の製品安全性試験所である Underwriters Laboratories （UL）は 2006 年末に、E85 ポン
プに関する UL 認証マーク問題を討議するため、エネルギー省（DOE）・産業界代表との技術フォ
ーラムを開催。しかし、フォーラムで産業界から提供された安全性データは事例証拠にとどまり
UL の必要条件を満たすには不十分だったため、UL は現在、自らの研究プロジェクトとして独自の
試験や既存 E85 施設の検査等を実施中。プロジェクト完了時期は未定だが業界関係者は 1 年以上か
かるものと予想。一方、全米エタノール車同盟は、UL による E85 給油機認証取下げ決定が、エタ
ノール産業拡大（の減速）に影響していることを認めている。ウォルマート、BP、マラソン石油な
どの大規模チェーンが、認証問題解決までエタノールポンプの新設を見送ると発表。カンザス州・
オハイオ州・サウスカロライナ州では消防隊長が E85 を閉鎖等。(Greenwire)  

 
15：代替燃料計画が作物価格へもたらす影響を認めたブッシュ大統領 

ホワイトハウスでの記者会見でブッシュ大統領が、エタノール生産用のトウモロコシ需要増が価格
上昇につながり、家畜生産者やその他の農耕従事者が代替エネルギー計画に不満を抱く恐れのある
ことを認めた。ブッシュ政権は、トウモロコシ価格高騰シナリオに対する 善の救済策がセルロー
ス系エタノールであるとして、その研究開発を加速化すべきであると指摘。一方、農務省（USDA）
Mike Johanns 長官は、USDA の保全休耕プログラム（CRP）に現在登録中の土地のうち、300 万
エーカーが 2008 年に同プログラムから外され、主にトウモロコシ栽培地に転換されるという予測
を発表。USDA は、トウモロコシ作付面積は 2010 年には 9,000 万エーカーに達し、それ以降はこ
の水準で安定化を予測。環境保護団体及び狩猟団体は、CRP 登録地の減少に懸念を示し、法律で定
めた CRP 登録面積を維持するよう議会と行政府に要求中。（Environment and Energy Daily; 
E&E PM News (2/14)） 
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