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【地球温暖化特集】政 策  
 

欧州の気候変動とエネルギーの総合政策 
 

NEDO技術開発機構 情報・システム部 
 
本年 1 月 10 日、欧州委員会(EC)は気候変動とエネルギーに関する総合的な政策を

発表した。この政策は、2 月に開催された欧州連合(EU)のエネルギー理事会、および
環境理事会（いずれも加盟各国の当該分野担当の閣僚級がメンバー）での審議を経た

後、3 月 8、9 日に開催された欧州理事会（加盟 27 ヵ国の首脳会議、議長：ドイツ、
メルケル首相）の主要議題の 1つとして討議され、その大筋が承認された。 

 
 
 
 
 
 
 
 

1．首脳会議の決定のポイント 
(1)  気候の保護 
・ 先進国は温室効果ガス（GHG）排出量を、1990年対比で、2020年までに30％

削減することを提唱。他の先進国の同調を条件にEUはこの目標を約束。 
・ ポスト2012年（京都議定書の第1約束期間以後）の国際合意が成立する以前でも、

EUは2020年までに1990年対比少なくとも20％のGHG排出削減を独自に確約。 
 

(2)  エネルギー政策（行動計画 2007-2009） 
 これは欧州委員会が提出した欧州エネルギー政策（EPE: Energy Policy for 
Europe）をベースに決定された。 
①3つの基本方針 
・供給の安全保障の増大 
・欧州経済の競争力と適正価格によるエネルギーの安定供給の保証 
・環境面の持続可能性の促進と気候変動との闘い 
前提：加盟国のエネルギー構成の選択と 1次エネルギー源への主権は完全に尊重 
②2020年に向けてエネルギー消費の 20％節減目標を設定 
③2020年までに EU全体のエネルギー消費に対する再生可能エネルギーのシェア
を 20％とする義務的な

．．．．
目標を決定 

④2020 年までに EU 全体の輸送用のガソリンとディーゼル（軽油）の中でバイオ

目  次 
1．首脳会議の決定のポイント 
  (1) 気候の保護  (2) エネルギー政策 
2．首脳会議決定に至る主要論点 

-再生可能エネルギー目標の義務化の可否と原子力エネルギーの位置づけ-  
3．首脳会議が欧州委員会(EC)に与えた指示・勧告 
4．欧州委員会(EC)による一連の提案の全体構成 
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燃料のシェアを 低 10％とする、全加盟国で達成されるべき義務的な目標を決定 
⑤新規の化石燃料発電所には環境的に安全な炭素回収・地中貯留（CCS）システ

ムの配備を促進 
⑥CO２排出削減に原子力エネルギーが貢献しているという評価があることは認識

(ただし安全性の確保が 重要前提)。一方、原子力エネルギーへの依存の可否は

個々の加盟国の決定事項 
 

2．首脳会議決定に至る主要論点 

-再生可能エネルギー目標の義務化の可否と原子力エネルギーの位置づけ- 

1月の欧州委員会の提案では再生可能エネルギー20％のシェアを「EU全体としての

義務的な目標」としていたが、これを巡っては加盟国間の議論があり、2月15日のエネ

ルギー理事会および2月20日の環境理事会の決定では、「義務的な」という部分を削除

して、単に「EU全体としての目標」とするよう修正された。これは報道されているよ

うに、原子力推進策を取るフランスなど、再生可能エネルギーのシェア目標を「義務

的」なものにすることについて難色を示した国があったためである。 
しかし、3月の首脳会議では議長国ドイツのイニシアティブにより、この目標は「義

務的」なものに復活した。決定文書には明記されていないが、メルケル首相によれば、

「原子力は再生可能エネルギーの範疇には入らない。しかし低CO2排出エネルギー源

にはカウントできる」1ということで、今後、再生可能エネルギーの目標を国別にどの

ように展開していくかが課題となろう。 
 

3．首脳会議が欧州委員会(EC)に与えた指示・勧告(今後の課題) 
首脳会議の決定により、様々な課題が指示や勧告として欧州委員会に課せられた。

気候変動とエネルギーに関係のある主なものは次の通りである。 
・ 排出量取引スキームの見直し（土地利用、林業、輸送への適用範囲の拡大） 
・ ガス・電力の統一市場形成に関するキーポイント施策とその影響についての追加

説明（本年 6 月の EU 環境理事会まで） 
・ エネルギー効率化計画に関する 2006.11.23 理事会決定の 5 つの主要優先事項2 の

早期・完全実施 
・ オフィス、街灯、家庭用照明に関わるエネルギー効率化計画の提案 
・ 再生可能エネルギーについての新しい総合的な指令を目指した、全体的な枠組構築 
・ 第 2 世代バイオ燃料実証プロジェクトの完全かつ迅速な実行 
・ 再生可能エネルギー目標達成のための電力系統相互接続の可能性の分析 
・ 「欧州戦略的エネルギー技術計画」の提出 
・ 新規の化石燃料発電所に環境的に安全な炭素回収・地中貯留(CCS)システムを配備

                                                  
1 http://www.eu2007.de/en/News/Press_Releases/March/0309BKER.html 
2 エネルギー効率の良い輸送、エネルギー多消費施設に対する 大効率要求、消費者の効

率と節約マインド、エネルギーの技術と革新、建物からのエネルギーの節約。 
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するために必要な技術的・経済的・法律的枠組の開発 
・ 核廃棄物管理の研究開発 
 

4．欧州委員会(EC)による一連の提案の全体構成 
 首脳会議での決定の原案となったのが、欧州委員会が1月10日に行った一連の提案で

あった。この提案の全体構成は下記の通りである。この中のいくつかについては、

「NEDO海外レポート」の今後の号で適宜取り上げていきたい。 
 

① EU の気候変動政策→本号特集記事「EU の気候変動政策－欧州委員会の提案」参照 
付：影響評価書 

② 欧州エネルギー政策（EPE: Energy Policy for Europe） 
付：データ集 

 ③エネルギー効率行動計画 
④再生可能エネルギーロードマップ3 

 ⑤再生可能電力の普及 
 ⑥バイオ燃料の普及 
 ⑦ガスと電力の域内市場 

⑧ガスと電力のインフラ 
⑨原子力エネルギー 
⑩化石燃料からの持続可能性のある発電 
⑪戦略的エネルギー技術計画 
 

参照：BRUSSELS EUROPEAN COUNCIL  8/9 MARCH 2007   
PRESIDEＮCY CONCLUSIONS 
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/93135.pdf  

                                                  
3 NEDO 海外レポート 994 号「欧州委員会が再生可能エネルギーロードマップを提案」参照。 

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/994/994-13.pdf 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート998号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/998/
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【地球温暖化特集】政 策 

 
EU の気候変動政策－欧州委員会の提案 

 
欧州委員会(EC)は 2007 年 1 月に気候変動とエネルギーに関する総合的な政策を発

表した（本号「欧州の気候変動とエネルギーの総合政策」参照）。これら一連の政策文

書は EC が EU 理事会および欧州議会に対して行った体系的な提案である。本号では

「地球温暖化特集」として「EU の気候変動政策」を取り上げ、その全文を紹介する

（各種エネルギー政策については今後紹介予定）。 
 

 
― EUの気候変動政策－欧州委員会の提案：目 次 － 

 
1．概要 
2．気候の課題：2℃の目標に向けて 
3．活動と非活動のコスト比較 
4．行動の利点、他の政治領域との関係 
5．EU域内の活動 
6．国際的な活動による世界規模の気候変動対策 

6.1. 先進諸国による活動 
6.2. 発展途上諸国による活動 
6.3. その他の要素 

 
 
1. 概要 

気候変動は現実に起きている。気候変動を対処可能なレベルに抑えるためには今すぐ行

動する必要がある。世界の平均気温が産業革命以前の水準と比べて 2℃以上上昇すること

を防ぐために、EU は域内において必要な施策を実施し、世界を主導しなければならない。 
 

この提案および付随する影響評価書 1 は、主要な排出主体が迅速に行動すればその

実現は技術的に可能であり、経済的にも十分対応できることを示している。これによ

って得られる恩恵は経済的コストを遙かに上回る。 
 

この提案は、2007 年春の欧州首脳会議（欧州理事会）で取り上げられる。この会議

において、エネルギーと気候変動に関する EU 政策への一体的かつ総合的な取り組み

方が決定される。今回の提案は、2005 年の提案“Winning the Battle against Global 
Climate Change：地球温暖化との闘いに勝つために”に引き続いて行われた。これは、

EU の気候政策に対する具体的な提言を行い、今後の EU 気候戦略の鍵となる要素を

提示したものである。気候変動政策の次の段階を決めるにあたり、欧州理事会は、京

                                                  
1 http://europa.eu/press_room/presspacks/energy/iasec8.pdf 
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都議定書の第一約束期間が終了する 2012 年以降の新たな世界的合意の形成に役立つ

取り組み方を決定しなければならない。 
 

現在、先進諸国により 2020 年までに温室効果ガスの排出を（1990 年水準比）30%
削減することが目標とされている。この提案は、国際的交渉の状況から見て EU はこ

の目標に取り組むべきであるとしている。これは世界の気温上昇を 2℃以内に抑える

ために必要な目標である。EU は、国際的合意がなされるまで、また国際交渉におけ

る EU の立場を害することなく、2020 年までに温室効果ガス排出を少なくとも 20%削

減することを今すぐ単独で確約するべきである。EU 排出枠取引制度（EU ETS）、そ

の他の気候変動およびエネルギー政策に関わる活動によってこれを達成することがで

きるだろう。そうすることにより、EU は気候問題に関して世界にリーダーシップを

示すことができる。また、産業界に対して 2012 年以降も ETS が継続される見通しを

示唆し、排出削減技術と低炭素代替物への投資を促すことになるだろう。 
 

2020 年以降、発展途上国の排出量は先進国の排出量に追いつくことが予想されてい

る。その間に、発展途上国全体の排出量の増加率を低下させ、2020 年以降は絶対量で

削減を行わなければならない。エネルギーと輸送に関わる広範な施策を活用すること

により、これらの国々の経済成長と貧困の削減に影響を与えずにこれを実現させるこ

とが可能である。これらの施策は、大幅な排出削減の可能性を持つだけでなく、それ

自体で経済的・社会的な恩恵を直接的にもたらしてくれる。 
 
2050 年までに世界の排出量を 1990 年比で 50%まで削減しなければならない。この

ことは、先進国だけで全体の 60～80%を削減しなければならないことを示唆している。

発展途上国の多くも大幅な排出削減を行わなければならないだろう。 
 

EU 排出枠取引制度（EU ETS）などの市場メカニズムは、欧州およびその他の国々

が 小限のコストで確実に目標を達成する上で重要な手段となるだろう。2012 年以降

の枠組みにおいては、ETS を将来の世界炭素市場の柱に据えた上で、同等の域内取引

制度との連携を可能にしていかなければならない。2012 年以降も ETS は継続される

見通しであり、京都議定書が定める「クリーン開発メカニズム（Clean Development 
Mechanism）」と「共同実施（Joint Implementation）」2 に基づく事業を通じて炭素

クレジットを取得することができる。 
 

EU および加盟諸国は、エネルギーの生産と節減に関連した研究開発への投資を大

幅に増やすことを決断するべきである。 
                                                  
2
 先進工業国が外国での排出節減プロジェクトに投資して達成された削減量を先進国自身の約束量にカ

ウントすることにより、その排出削減の約束の一部を達成することを認めるもの。JI は京都議定書目

標を有する他の先進工業国におけるプロジェクトもカバーする。一方 CDM は、発展途上国で実施さ

れるプロジェクトである。 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート998号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/998/



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.998,  2007.4.11 

6  

2. 気候の課題：2℃の目標に向けて 
科学的な裏付けにより、気候変動への対処が急を要することは明白である。「スター

ン・レビュー3」を始めとする 近の研究は、行動を起こさないことにより莫大なコスト

が生じることを再確認している。そのコストは経済のみならず社会や環境にも及ぶもので

あり、とりわけ発展途上国と先進国双方の貧困層が影響を被ることが予想される。行動を

起こさなければ、地域と世界の安全保障に深刻な影響がもたらされるだろう。大部分の対

策は容易に実施することができる。しかし、政府はそれらを実行に移すための政策を直ち

に採用しなければならない。それに要する経済的コストへの対処が十分に可能であるだけ

でなく、気候変動への取り組みはその他の面でも大きな恩恵をもたらしてくれる。 
 
EU は、世界の平均気温の上昇を産業革命以前の水準と比べて 2℃以内に抑えること

を目指している。これが達成されれば、気候変動の影響と大規模で取り返しのつかな

い地球生態系の崩壊に歯止めをかけることができるだろう。目標を達成するためには

大気中の温室効果ガス（GHG）濃度を CO2 換算で 550ppmv を大きく下回る水準に保

つ必要がある、と欧州理事会は指摘している。長期的な GHG 濃度を CO2 換算で

450ppmv 程度に保つことにより、目標を達成できる可能性は 50%となる。これが実現

されるためには、世界の GHG 排出量が 2025 年より前にピークに達し、その後 2050
年までに 1990 年比で 50%まで減少する必要がある。欧州理事会は、引き続き先進諸

国が先頭に立って 2020 年までに 15～30%の排出削減を行う必要があるとしている。

欧州議会は、EU の CO2 排出削減目標を 2020 年までに 30%、2050 年までに 60～80%
とすることを提案している。 

 
この提案は、EU と世界全体における「2℃」の目標達成を可能にする現実的で効果的

な施策を明らかにしている。影響評価書が提示する GHG 排出量の推移は、「2℃」の目

標に到達するための費用効果的な筋書きを表している。影響評価書は、2020 年までの

先進国の排出削減目標を 1990 年比で 30%にすることを支持している。また、先進諸国

の排出削減だけでは不十分であることも明らかにしている。発展途上国の排出量は 2020
年までに先進国の排出量を超えることが予測されており、2020 年以降に先進国が可能

な限りの削減を行っても相殺できない量に達する見通しである。したがって、気候変動

に効果的に対処するためには、発展途上国の GHG 排出の増加を抑制し、森林伐採に起

因する排出を逆転させる必要がある。さらに、持続可能で効率の良い森林政策を行うこ

とにより、森林が GHG 濃度の低減に果たす役割はさらに大きくなるだろう。 
 
 

                                                  
3 気候変動の経済学の知見を提供し理解を深めるため、英国財務大臣によって依頼され、2005

年 7 月に発表された。英国財務省のウェブサイトで全文の閲覧が可能。 

http://www.hm-treasury.gov.uk/independent_reviews/stern_review_economics_climate_c
hange/sternreview_index.cfm 
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3. 活動と非活動のコスト比較 
欧州委員会の 2005 年の提案“Winning the battle against global climate change：地

球温暖化との闘いに勝つために”は、気候変動を抑制することで得られる恩恵は行動に要

するコストを上回ることを明確に示している。 近の研究は、気候変動の影響が広範囲に

及ぶことを確認している。この中には、農業、漁業、砂漠化、生物多様性、水資源、暑さ

と寒さに関連した死亡、沿岸水域および洪水による被害などへの影響が含まれている。 
 
気候変動の影響は地域によって異なる。EU の一部の地域では甚大な影響を被る可

能性がある。例えば欧州南部では、気候変動によって農作物の収量が減少し、暑さに

起因する死亡が増加し、夏の観光にも影響が及ぶ可能性がある。 
 

「スターン・レビュー」は、気候変動は世界が過去に経験した中で も大きな市場

の失敗の結果であると指摘している。この失敗は、私達の経済行動を左右する市場価

格に織り込まれた気候変動のコストを含むものであり、莫大な経済的・社会的コスト

を伴う。「スターン・レビュー」の試算によると、行動しない場合のコストは世界の

GDP の 5～20%である。その影響を過度に受けるのは適応能力を持たない も貧しい

人々であり、気候変動の社会的影響が深刻化する恐れがある。 
 
2030 年までに、世界の GDP は 2005 年の約 2 倍になることが予測される。排出量の

多い主要発展途上国の GDP 増加率は、先進諸国より高い水準のまま推移する見通しで

ある。影響評価書は、気候変動に世界的に取り組みながら世界の成長を維持することは

十分に可能であることを示している。2013 年から 2030 年までに、世界の GDP のおよ

そ 0.5%を低炭素経済に投資する必要がある。これによる世界の GDP 低下率は 2030 年

まで僅か年間 0.19%にとどまる見通しであり、予想される GDP 年間成長率 2.8%のごく

僅かな部分に過ぎない。これは必要な保険料であり、気候変動によって取り返しのつか

ない損害を被るリスクを大幅に軽減することに繋がる。 も重要なことは、低炭素経済

への投資コストが誇張されていることである。これは、気候変動対策による健康上の利

点やエネルギー安全保障の強化について修正が行われていないことに加えて、気候変動

を回避することによる損害の軽減も考慮されていないことに起因する問題である。 
 

4. 行動の利点、他の政治領域との関係 
石油とガスの価格は過去 3 年間で 2 倍になっており、これに次いで電力価格も上昇

している。エネルギー価格は今後も高い水準のまま推移する見通しであり、時間をか

けて上昇することが予想される。欧州委員会が 近公表した「エネルギー効率行動計

画（Action Plan for Energy Efficiency）4」は、資源の利用効率を全体的に高める政

                                                  
4 本レポートと同じく本年 1 月 10 日に欧州委員会より発表。 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/07/6&format=HTML&
aged=0&language=EN&guiLanguage=en 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート998号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/998/
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策を活用することにより、これらの政策と平行して行う排出削減を考慮しないとして

も効果を得ることができる経済的ケースが確実に存在することを明らかにしている。 
 
影響評価書は、EU が気候変動対策を行うことにより EU のエネルギー安全保障が

大幅に強化されることを示している。石油とガスの輸入は、対策を行わない場合と比

較して 2030 年までにそれぞれ約 20%減少することが予想される。気候変動とエネル

ギーの政策を統合することにより、互いの強化を確実にすることができる。 
 

また、気候変動への取り組みは大気汚染の削減にも役立つ。例えば、2020 年までに

EU の CO2 排出量を 10%削減することにより、莫大な健康上の利益がもたらされる（推

計 80～270 億ユーロ）。したがって、このような政策は EU が大気汚染の戦略的目標

を達成することにも役立つ。 
 
同様の利点は他の国々にも当てはまる。2030 年までに、米国、中国およびインドは

国内で消費される石油の少なくとも 70%を輸入するようになる見通しである。資源が

乏しくなるほど地政学的な緊張も高まる可能性がある。また、大気汚染は特に発展途

上国で広がりつつある。他の国々における GHG 排出の削減が、これらの国々におけ

るエネルギー安全保障と大気質の改善に繋がる。 
 
5.  EU 域内の活動 
(a) 排出削減目標の明確化 

EU には今なお GHG 排出削減の可能性が多く残されている。“The Strategic EU 
Energy Review”は、その可能性の多くを引き出すための施策を提案している。さら

に、「欧州気候変動プログラム（European Climate Change Programme）」の下で導

入された施策および現在進められているその他の政策により、2012 年以降も排出量の

減少が続くことが予想される。 
 
EU は、国際的な合意を追求することによって初めて気候変動の目標を達成するこ

とができる。EU 域内における活動は、経済成長を阻害せずに GHG 排出を削減するこ

とは可能であること、そして必要な技術と政策ツールはすでに存在することを示して

いる。EU は、今後も域内の気候変動対策を継続していく。その結果、EU は国際的な

交渉の場で手本を示すことができるようになるだろう。 
 
世界の気温上昇を産業革命以前の 2℃以内に抑制することを目指す国際的合意の一

環として、先進諸国による 2020 年までの GHG 排出削減目標を 30%とすることを EU
と加盟諸国が提案するか否かについて、欧州理事会は決断を行わなければならない5。

EU は、国際的合意がなされるまで、また国際交渉における EU の立場を害すること

                                                  
5 実際に 2007 年 3 月の欧州理事会（首脳会議）で決定された。 
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なく、2020 年までに GHG 排出を 1990 年比で少なくとも 20%削減することを今すぐ

単独で確約するべきである6。ETS、その他の気候変動政策およびエネルギー政策に関

連した活動によってこれを達成することができるだろう。この決断は欧州の産業界に

対して、2012 年以降に排出枠の需要が増大し、排出削減技術や低炭素代替物への投資

インセンティブが提供される見通しを示唆している。 
 
(b) EU のエネルギー政策に基づく活動 

“Strategic EU Energy Review”に沿った次の具体策により、より持続可能で安定

的な競争力のあるエネルギー・システムが構築され、2020 年までに EU の GHG 排出

を大幅に削減することができる。 
・ 2020 年までに EU のエネルギー効率を 20%高める。 
・ 2020 年までに再生可能エネルギーの比率を 20%にまで高める。 
・ 環境面で安全性の高い炭素回収・地中貯留（CCS）政策を導入する。（ex. 2015 年

までに大規模な実証プラントを欧州の 12 ヵ所に建設する。） 
 
(c) EU ETS の強化 

EU における CO2 排出の 45%が ETS の対象となっている。2013 年以降はこの割合

を高める必要がある。ETS の再検討にあたり、少なくともこのスキームの役割を強化

する次の選択肢を考慮するべきであろう。 
・ 長期的な投資判断を容易にするため、5 年以上を視野に入れた割当を行う。 
・ スキームの適用範囲をその他の GHG7および部門8に拡大する。 
・ 炭素回収・地中貯留の評価を行う。 
・ 公募の利用拡大などを通じて加盟国の割当プロセスを調整し、欧州全域の競争力を

満遍なく高める。 
・ ETS を強制力のある類似のスキーム（米国カリフォルニア州およびオーストラリ

アのスキーム等）と連携させる。 
 
(d) 輸送部門の排出削減 

EU における輸送部門の排出は増加し続けており、廃棄物、製造およびエネルギー

部門における排出削減の大部分を相殺している。輸送部門の排出に対処するためには

次の各点が必要である。 
・ 欧州理事会と欧州議会は「EU ETS」の適用対象に航空機を含めるという欧州委員

会の提案9 を承認するべきである。 
                                                  
6 これも実際に 2007 年 3 月の欧州理事会（首脳会議）で決定された。 
7 例えば京都議定書で対象になっているのは CO2 の他にメタン(CH4)、亜酸化窒素(N2O)、ハ

イドロフルオロカーボン(HFCs)、パーフルオロカーボン(PSCs)、六フッ化硫黄(SF6)。 
8 3 月の欧州理事会決定では「土地利用、土地利用の変更と林業、陸上輸送への拡張」が示唆

されている。 
9 2006 年 12 月 20 日欧州委員会発表。本年 2 月の環境理事会で討議されたが結論には至らな

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート998号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/998/
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・ 欧州理事会は、乗用車への課税と CO2 排出量を関連づけるという欧州委員会の提

案10を承認するべきである。 
・ 自動車の CO2 排出を削減するためのさらなる施策の概要が近く提案される予定で

ある 10。この提案は、総合的で一貫性のあるアプローチを通じて 2012 年までに

120gCO2／km を目指すものである。2012 年以降のさらなる削減策の選択肢につ

いても検討される予定である。 
・ 「2010年に向けた欧州輸送政策白書（White Paper on European Transport policy 

for 2010）」およびそのレビューで述べられている施策などの需要に重点を置いた

施策を強化する必要がある。 
・ 国際的な状況を考慮し、道路の貨物輸送と船舶からの GHG 排出をさらに制限する

必要がある。 
・ 持続可能なバイオ燃料、とりわけ第 2 世代バイオ燃料の開発促進などにより、輸送

用燃料のライフサイクルにおける CO2 排出を削減しなければならない。 
 
(e) その他の部門における GHG 排出削減 
住居および商業ビル 

「建造物のエネルギー性能に関する指令（Directive on energy performance of 
buildings）」の適用範囲を拡大し、域内の性能基準を定めてエネルギー使用量の少な

い建造物を奨励することにより（2015 年を目処に広範な普及を目指す）、建造物のエ

ネルギー使用量を 大 30%削減することができる。気候変動は貧困層により大きな影

響を及ぼすため、政府は社会的な住宅供給（ソーシャルハウジング）などの特別なエ

ネルギー政策を検討する必要がある。 
 
CO2 以外の GHG 

EU の排出量の 17%を占める CO2 以外の GHG 排出に対処するためには、次の各点

を含む一連の施策を推し進める必要がある。 
・ 「共通農業政策（Common Agricultural Policy）」と「EU 森林行動計画（EU Forest 

Action Plan）」に基づく施策を強化することにより、農業部門の排出量を削減し、

生物学的な隔離を推進する。 
・ ガスエンジンからの排出、それに石炭、石油およびガスの生産によるメタン排出に

上限を設ける。またはこれらを ETS に包含する。 
・ フッ素ガス使用のさらなる制限または禁止。 
                                                                                                                                                       

かったが、3 月の EU 首脳会議で、その必要性についての言及がある。 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/1862&format=HTML&a
ged=0&language=EN&guiLanguage=en 

10 欧州委員会は 2 月 7 日、1 月 10 日の提案に直接続くものとして、EU 理事会と欧州議会に

対してこれらの提案を行った。2 月の環境理事会で討議されたが結論には至らなかった。 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/155&format=HTML&age
d=0&language=EN&guiLanguage=en 
http://ec.europa.eu/environment/co2/pdf/com_2007_19_en.pdf 
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・ 燃焼による亜酸化窒素の排出を削減する。また、大規模な施設から排出される亜酸

化窒素を ETS に包含する。 
 
(f) 研究と技術開発 

欧州共同体の第 7 次フレームワーク・プログラムでは、2007 年から 2013 年までの

環境、エネルギーおよび輸送分野の研究予算が 84 億ユーロに増額されている。クリー

ンなエネルギーと輸送技術の開発を促進してこれらを可能な限り早い時期に配置し、

気候変動とその影響に関する知識をさらに深めるために、予算を早期に活用していく

必要がある。さらに、研究予算は 2013 年以降に再度増額することが望ましい。予算に

は国レベルで行われている同様の取り組みを反映する必要がある。「戦略的エネルギ

ー技術行動計画（Strategic Energy Technology Action Plan）」と「環境技術行動計画

（Environment Technology Action Plan）」を全面的に実施すると共に、官民のパート

ナーシップをさらに促進することが重要である。 
 
(g) 結束政策 

2006 年 10 月に採択された結束に関する戦略的ガイドラインは、「構造基金

（Structural Fund）11」と「結束基金（Cohesion Fund）12」に基づく財政支援を通

じて、持続可能な輸送とエネルギー、環境技術およびエコ・イノベーションを奨励し

ている。これらの施策を現在進められている一連の計画に組み入れる必要がある。 
 
(h) その他の施策 

GHG の排出量を削減し、環境と経済が調和する政策を取り入れるために、EU は考

えられる全ての方法を精査するべきである。「ハイレベルグループによる競争力、エネ

ルギーおよび環境に関する第 2 次報告書（Second Report of the High Level Group on 
Competitiveness, Energy and the Environment）」は、EU の貿易相手国が効果的な

温室効果ガス排出削減策に取り組むよう促すことが必要であり、そのためのインセン

ティブを与えることができる政策措置の可能性をあらゆる角度から分析するべきであ

ると述べている13。 
 
また、人々の意識をさらに高めることも必要である。そのために、人間の活動が気

候変動に及ぼす影響を一般市民に周知し、それらの影響を軽減するための取り組みに

人々が参加するよう促すことが重要である。 

                                                  
11 構造政策（地域支援政策）の実施のために分野によって幾つか設けられた基金で、主に地域

を単位として、プロジェクトを自治体、中央政府、欧州委員会等で協議をしながら設定し、

実施していく。（出典：外務省 EU 関連用語集） 
12 構造政策の実施スキームの一つで、運輸と環境を対象としてスペイン、ポルトガル、ギリシ

ャ、アイルランドを対象に支援を行っている。(出典：同上) 
13 欧州委員会がこの提案と同時に採択した“Strategic Energy Review”は、これに貢献する

通商政策にも言及している。 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート998号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/998/
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6. 国際的な活動による世界規模の気候変動対策 
気候変動との闘いに勝つためには、世界的な活動が不可欠である。しかし、「2℃」

の目標を達成するためには、国際的な議論を美辞麗句だけで終わらせず、具体的な約

束に関する交渉まで進展させなければならない。EU は、このような取り決めを形成

することを世界の 重要課題に据えるよう働きかけ、そのまとめ役とならなければな

らない。そうすることにより、EU 独自の立場、政策およびこの取り組みに必要な説

得力のある首尾一貫したアプローチを長年にわたり示すことができ、結果として EU
の役割を存分に果たすことができるだろう。そのためには、連携と国際的な活動の観

点から様々な方法を活用した取り組みを進める必要がある。 
 

合意を形成するための土台は存在している。京都議定書を批准していない米国やオー

ストラリアなどの国々では、気候変動の危険性に対する認識が次第に高まっており、温

室効果ガスの排出を抑制するための取り組みが地域レベルで行われている。企業は一部

の政府機関よりもむしろ長期的な見通しを持っており、気候変動対策の推進力になりつ

つある。企業は、投資を判断する為の指針として、一貫性のある安定的で効率的な政策

の枠組みを必要としている。GHG 排出を削減する技術の大半は、すでに利用されてい

るか或いは実用化に近い段階に達しており、排出量の削減が可能な状態にある（図 1 参

照）。必要なのは主要排出国の協力であり、排出削減技術の配置とさらなる開発を確実

に進めていくために、これらの国々と長期的な取り決めを結ばなければならない。 
 

図 1 エネルギー燃焼に起因する世界の CO2 排出を削減する技術 
出典：JRC-IPTS, POLES 
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6.1. 先進諸国による活動 
先進国の GHG 排出は、産業部門が大気中に排出する GHG 総量の 75%を占めてお

り、（主に発展途上国における）森林伐採を考慮したとしても 51%を占める。先進国は、

技術的にも財政的にも排出を削減する能力を持っている。したがって、先進国は今後

10 年間の取り組みから 大限の効果を上げるよう努力しなければならない。 
 
EU もさることながら、京都議定書を批准していない先進諸国は GHG 排出を大幅に

削減できる可能性を持っている。「2℃」の目標を達成するために、また 2012 年以降

の国際的合意の一環として、2020 年までに先進諸国によって 1990 年水準比で 30%の

排出削減を約束することを、EU は提案するべきである。排出量取引制度は、先進国

が費用効果的に目標に到達する上で重要なツールとなるだろう。「EU ETS」のような

スキーム作りは他の場所でも進められている。ETS と同様に意欲的な国内取引制度と

連携して目標達成コストを節減する必要があるだろう。 
 
2012 年以降の枠組みは、拘束力のある効果的な規定を包含することにより約束の監

視と遵守を行わなければならない。そうすることにより、全ての国々の行動の拠り所と

なる自信が育まれ、 近見られるような約束の不履行をなくすことにも繋がるだろう。 
 
6.2. 発展途上諸国による活動 

近い将来、先進諸国は自国の排出量を削減するために実質的な行動を起こさなければ

ならない。発展途上国の経済規模と排出量は絶対的にも相対的にも拡大している。発展

途上国の排出量は、2020 年までに世界の排出量の 50%以上に達する見通しである（図 2
参照）。そのため、先進国による追加的な活動だけでは効果がないだけでなく、たとえ

先進国の排出量が急激に減少したとしても到底十分であるとは言えない。したがって、

発展途上国（特に主要な新興経済国）は、早急に排出量の増加を抑制するための取り組

みを開始し、2020 年以降の排出を絶対量で削減することが必要不可欠である。 
 
さらに、森林伐採に起因する排出に歯止めをかけるために大規模な取り組みを行う

べきである。経済成長と貧困の削減を阻害せずにこれを行うことは十分に可能である。

経済成長と GHG 排出削減は十分に両立させることができる。影響評価書の試算によ

ると、発展途上国が気候変動政策を実施した場合の 2020 年時点の GDP 合計は、気候

変動政策を行わない場合を僅かに（1%）下回るに過ぎない。実際には、さらに差が縮

まると考えられ、気候変動の損害を回避することによる利益を考慮していないため、

プラスとマイナスが逆になる可能性もある。同じ期間に、中国とインドでは GDP が 2
倍になる見通しであり、ブラジルではおよそ 50%の増加が予測されている。排出量の

多い全ての主要先進国が大幅な排出削減を行えば、より説得力を持って発展途上国に

行動を促すことができるだろう。 
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すでに多くの発展途上国は、経済、安全保障または地域の環境問題に関わる政策に

よって GHG 排出増加率の大幅な削減に繋がる取り組みを行っている。発展途上国に

おける政策の選択肢は多く、利益はコストを上回る。 
・ エネルギー消費による生産性の低さに対処することにより、エネルギー費用と安全

保障への懸念の高まりを軽減する。 
・ 再生可能エネルギー政策は、農村部の電力需要を満たすなど、費用効果的である場

合が多い。 
・ 大気質政策は人々の健康を改善する。 
・ ごみ処理場や石炭層から、或いは有機廃棄物などの分解から得られるメタンは安価

なエネルギー源である。 
 

図 2 予測される温室効果ガス排出量（産業及びエネルギー転換部門、BAU14ケース） 
出典：JRC-IPTS, POLES 

 
政策の策定と立案および技術協力における優れた実践を共有することにより、これ

らの政策を強化することができる。そうすることにより、発展途上国が世界の排出削

減努力の中でより大きな役割を果たすことが可能になるだろう。EU はそのために協

力関係の継続と強化を行っていく。 
 
発展途上諸国にさらなる行動をとるよう促すためには様々な選択肢がある。 

 

                                                  
14 Business as Usual：対策を行わないケース。 
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(a) CDM への新しいアプローチ 
京都議定書が定めるクリーン開発メカニズム（CDM）の合理化と拡大を図る必要が

ある。現在、CDM は発展途上国における排出削減プロジェクトへの投資を対象にクレ

ジットを発行している。これらのクレジットは先進国の目標達成に利用することがで

き、大量の資本と技術の流入をもたらしている。国のある部門全体が予め決められた

排出基準を超えた場合、CDM の適用範囲をその国の全ての部門に拡大して排出クレジ

ットを発行することが可能である。しかし、CDM の拡大はクレジット需要が増加して

初めて機能するものであり、全ての先進国が（自国内の削減だけでは排出削減目標の

達成が不可能なほど）大幅な削減義務を引き受けた場合にのみ実現するものである。 
 
(b) 資金へのアクセス改善 

発展途上国の経済成長を後押しする新たな発電への投資は、年間 1,300 億ユーロ以

上まで増加することが予測されている。これらの資金の大部分は主要な発展途上国自

身から拠出される見通しである。この新たな設備は、今後数十年にわたって配備され、

2050 年以降の GHG 排出量を決定づけることが予想される。したがって、その設備は

先端の技術を用いたもので、発展途上国の排出を削減する絶好の機会を与えるもの

でなければならない。 
 

発電部門における CO2 排出を大幅に削減するためには、年間およそ 250 億ユーロの

追加投資が必要である。この差額は、上述したように CDM を拡大したとしても埋め

ることはできず、同じく開発援助によっても埋めることはできない。その代わり、CDM、

開発援助、革新的な資金調達の仕組み15、国際金融機関からの目的を定められた融資お

よび資金力のある発展途上国による取り組みを同時に行っていくことが必要である。

差額の補充が早期になされればなされるほど、発展途上国の排出量をより一層抑制す

ることができる。 
 
(c) 分野別のアプローチ 

もう一つの選択肢は、排出枠が存在する部門に部門全体を対象とした企業レベルの

排出量取引制度を導入する方法である。その目的は、発電、アルミニウム、製鉄、製

鋼、セメント、精油所、紙パルプなど、国際的な競争に晒されている多くのエネルギ

ー集約的部門の排出量を監視し、枠遵守の徹底を図ることにある。このような仕組み

は、世界レベルで或いは国レベルで導入されることが想定される。国レベルで導入す

る場合、発展途上国の仕組みを先進国の仕組みと連携させることが重要であり、対象

となる各部門の目標を先進国が設定する目標と同水準になるまで段階的に引き上げて

いく必要がある。これにより、排出量の多い施設が排出削減義務を負う国々から排出

削減義務を負わない国々に移行する可能性にも歯止めがかけられるだろう。 

                                                  
15 EU の「世界エネルギー効率・再生可能エネルギー基金（EU Global Energy Efficiency and 

Renewable Energy Fund）」など。 
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(d) 排出上限の数値化 
先進国と同等の発展水準に達している国々は、発展の度合い、一人当たりの排出量、

排出削減の可能性およびさらなる排出削減措置を実施するための技術的・財政的な能

力に応じて排出削減の約束をするべきである。 
 

(e) 後発発展途上国の約束免除 
後発発展途上諸国（Least Developed Countries：LDC）は、気候変動の影響を過度

に被ることが予想される。GHG 排出量が少ないことを考慮して、これらの国々に排出

削減の義務を課すべきではない。EU は、後発発展途上諸国との連携を強化すること

により、これらの国々における気候変動への取り組みを支援する。とりわけ、食料安

全保障の強化策、気候変動の監視能力、災害のリスク管理、災害に対する備えと対処

を通じて、協力を行っていく。気候変動問題を統合するためには開発援助が必要であ

ると同時に、 も影響を被りやすい国々が気候変動に適応することができるように追

加的な支援を行う必要がある。また、EU とその他の国々は、これらの国々が CDM に

容易に参加できるよう支援していかなければならない。 
 
6.3. その他の要素 

今後、以下の点についても国際的な取り決めを行うべきである。 
 

・ 技術進歩にはさらなる国際的研究と技術協力が必要である。EU は研究技術に関わ

る他国との連携を大幅に強化するべきである。この中には、主な発展途上国におけ

る炭素回収・地中貯留を始めとする大規模な技術実証プロジェクトの実施が含まれ

る。また、国際的な研究協力により、気候変動の影響を地域レベルで数値化し、適

応と軽減のための適切な戦略を構築していかなければならない。さらに、海洋と気

候変動の相互作用の研究はとりわけ重要である。 
 
・ 森林被覆率の低下に起因する排出を今後 20 年以内に完全になくし、その後は排出

量を逆転させなければならない。森林破壊に取り組むためには、世界および国レベ

ルにおいて効果的な森林政策と経済的インセンティブを組み合わせる等の選択肢

が考えられる。国レベルの活動と国際的な支援を結びつける効果的なアプローチを

模索するために、大規模な試験計画を早期に実施する必要がある。 
 
・ 今後、気候に関する世界的合意を進めるにあたり、気候変動がもたらす不可避の影

響に世界の国々が適応していくための施策を根幹に据えなければならない。政府と

民間部門による投資の判断は、気候変動の影響に適応していく必要性を考慮して行

われなければならない。2007 年に再検討が予定されている「気候変動と開発に関

する EU 行動計画」の実施に基づき、EU は気候変動への適応と軽減に関して発展

途上国との連携を強化していかなければならない。 
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・ 電化製品の主要生産国がエネルギー効率基準に関する国際的な合意を結ぶことに

より、市場アクセスが改善され、GHG 排出が削減されるだろう。 
 
出典：COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE 
EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL 
COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS－Limiting Global Climate 
Change to 2 degrees Celsius The way ahead for 2020 and beyond 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/07/st06/st06629.en07.pdf 
 

翻訳：山本 かおり 
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【地球温暖化特集】温暖化対策技術 研究開発状況 

 

欧州におけるエネルギー研究の現状と展望―CO2 回収・貯留― 
 

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

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

告書を発表した。この報告書では、原子力を除く全てのエネルギー研究領域（12領域）

における、EC、EU加盟諸国の公的資金を受けた研究のマップ作りや、米国や日本と

の比較分析を行っている。 
本稿では 993 号の「水素・燃料電池」、994 号の「バイオエネルギー」、995 号の

「風力エネルギー」「太陽光発電」「集光型太陽熱利用」に引き続き「CO2 回収・貯

蔵」を取り上げその全文を紹介する。 
このレポートでは、日本は欧州と同様に CO2 隔離の研究に大きな予算を割いている

こと、特に海洋隔離に重点を置いていることなどの指摘がなされている。 
 

 
 
 
 
 

1．概要：主な研究領域と主要国 

  
 CO2 回収・貯留 
研究開発領域 CO2 の回収、CO2 の地層への貯留 
商業化 技術開発、初期実証 
主要国 米国、ドイツ、英国、日本 
期待される EU エネルギー

政策目標への貢献 
よりクリーンでより高効率な化石燃料プラントの開

発を実現し、温室効果ガスの排出量を減少させる。 
EC の政策による後押し 現在までのところ特になし 
主要加盟国 ドイツ、英国、フランス、イタリア 
 

CO2 回収・貯留技術の開発は、世界中で排出されている CO2 等の温室効果ガスを削

減するために非常に重要である。水素経済はいまだ発展途中であるが、今後の水素経

済への移行期間中には、水素は主に化石燃料から生産されると広く考えられている。

化石燃料を利用してガス化技術によって水素を生産すると CO2 を含むガス流が発生す

るが、CO2 回収・貯留技術の開発が進めば、このガス流から CO2 を除去することが可

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

Non-Member States R&D Portfolios” 

― 目 次 ― 
 

１．概要：主な研究領域と主要国 
２．EC、加盟国およびその他の国における優先研究領域 
３．CO2回収・貯留の研究資金 
４．評価と結論 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.998,  2007.4.11 

19  

能になる。ただし、これらの技術を商業化して大規模展開するには更なる研究が必要

であるため、多くの国では、効率の向上による排気ガスの削減という、より短期的な

目的を掲げている。しかし、排気ガスの削減について長期的に考えた場合、回収・貯

留技術が非常に大きな役割を果たすことになる。  
 

今後 10 年間の研究では、コストの削減や回収率の向上、複数の貯留方法の評価など

といった、CO2 回収・貯留技術の開発および改善に焦点が当てられる可能性が高い。

その次には、大規模な実証プロジェクトの開発と、大規模な商業化に対応するための

先進システムの開発へと進む。2030 年以降は、「水素経済」への移行と CO2 を排出し

ない発電所の実現に向けた研究に照準が合わされる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1 世界の CO2 回収・貯留技術開発（2000 年～2050 年）2 
 
 
2．EC、加盟国およびその他の国における優先研究領域 

 
EC が FP63 において定めている CO2 回収・貯留分野の研究目的は以下のとおりで

ある。 
 
CO2 回収 
・ CO2 の回収にかかるコストを 1 トンあたり 50～60 ユーロから 20～30 ユーロに削

減する（中長期目標）。 
・ 燃焼前回収や燃焼後回収、オキシ燃料燃焼などを利用して 90%以上の回収率を実現

する。これらのコスト・回収率目標に対してECが定めている期限は明確ではない。 
                                                  
2 CSLF 2004a : Power Plant Emissions and CO2 Sequestration in Germany: Targets of the 

COORETEC program、CSLF 2004b: Geosequestration Needs Analysis, Australia 
3 編集部注 FP6：第 6 次欧州研究開発フレームワーク計画（期間：2002～2006 年）。その前が FP5。

FP7 が 2007 年 1 月より始まっている。 

化
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技術の開発 
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< 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998号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/998/



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.998,  2007.4.11 

20  

CO2 貯留 
・ 地質的な貯留可能性の解析、安全性の確保、および国民からの信頼の構築を目標と

した、CO2 貯留の信頼性および長期的な安定性の評価。 
・ 国民の意識を高め、CO2 回収・貯留技術（特に地層内への貯留）に対する理解を深

める。この取り組みは、技術そのものの開発と並んで非常に重要な項目である。

CO2 の回収・貯留に関するプロジェクトのほとんどには、環境排出物の制御におけ

るこれらの技術の重要性について国民を啓蒙するための内容が含まれている。また、

これらの技術に対する信頼や理解を深めるために客観的な情報を提供することも

目的のひとつである。 
 

CO2 回収・貯留技術研究における欧州レベルでの調整・協調の好例として、CASTOR4

プロジェクトを挙げることができる。 
 

CASTOR プロジェクトが評価されるのは、CO2 回収・貯留技術の主要な領域をすべ

て網羅していて、広範囲の技術において欧州の研究・産業の発展を図り、技術の向上

を促進しているためである。また、CO2 の貯留を欧州各地で実施することによって、

CO2 の地中貯留技術に対する市民の理解を深めることも目的のひとつである。同プロ

ジェクトには欧州の主要国 11 ヵ国から 30 以上の組織（公的組織と民間組織を含む）

が参加しており、プロジェクト資金総額は 1,500 万 8,000 ユーロ、うち EC の負担は

総額で 850 万ユーロとなっている。 
 

プロジェクトの実施期間は 2004 年 2 月から 2008 年 2 月までであり、欧州で排出さ

れている CO2 の 10%、あるいは大規模産業設備（主に従来型の発電所）から排出され

ている CO2 の 30%を地中へ貯留することを目標としている。 
 

プロジェクト全体としての目標には、燃焼後回収のコスト削減や地中貯留許容量全

体の増大、また、回収・輸送・貯留に関する欧州としての選択肢に関連した統合的戦

略開発の開始などがある。 
 

主な技術的目標は以下のとおりである。 
 
CO2 の燃焼後回収 
・ 90%の回収効率で 2GJ／トンの CO2 を熱エネルギーに変換できる吸収液の開発。 
・ コストを 20～30 ユーロ／トン以下に抑える。 
・ 燃焼後回収プロセスの信頼性と効率性を確認するパイロットテストの開発。 
 

                                                  
4 編集部注 CASTOR: CO2 from Capture to Storage。FP6 下で実施されている CO2 分離・回収技術開

発プロジェクト。 
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地中貯留 

・欧州各地に新しく設置された 4 ヵ所の貯留サイトにおけるリスクと環境影響の研究。

これらのサイトの観測方法や、将来の状態を予測する方法の開発。 
 
CO2 削減のための戦略 
・ CO2 削減戦略の有効性を技術経済的な視点から定義付け、観測する。 
 

CO2 回収・貯留プロジェクトには膨大な資金が必要であり、その金額は小規模な民

間企業が研究開発に費やせる予算を遙かに超えている。そのため、産業界におけるこ

の分野への取り組みは、ほとんどが大手の石油会社やガス会社によって実施されてい

る研究である。世界的に CO2 貯留の分野を主導している企業のひとつである Statoil
社は、欧州におけるこの分野のもっとも重要な研究プロジェクトである「ENCAP
（Enhanced Capture of CO2）」および「CASTOR」に参加している。そのほか BP、
シェル、Gaz de France といった石油会社やガス会社も CO2 の地中貯留に関する研究

に活発に取り組んでいる。石炭火力発電所での CO2 回収の分野をリードする

Vattenfall 社は、CO2 回収設備を持つ 30MW の実験火力発電所をドイツに建設する計

画をたてている。同社はまた、EC が資金拠出する 5 つの CO2 回収・貯留プロジェク

トにも関わっている。Alstom Power 社もまた、燃料からの CO2 排出を完全に抑える

ゼロエミッション・システムの開発に向けた研究に取り組んでいる主要な企業のひと

つである。 
 

欧州でクリーンな化石燃料発電と関連して CO2 回収・貯留の研究に取り組んでいる

主な国には、ドイツ、英国、およびフランスがある。また、ノルウェーでも CO2 に関

する研究が行われており、特に天然ガス発電での CO2 回収に重点が置かれている。ノ

ルウェーの KLIMATEK プログラム 5 では、ガス火力発電における CO2 回収・貯留の

新技術の開発、既存技術の改善などが 優先事項とされている。 
 

欧州では、短期的には発電所の効率化による CO2 排出削減に、中長期的には CO2 回

収・貯留技術の開発に重点を置いて研究が進められている。 
 

この分野における EC の研究開発ポートフォリオは、FP5 の時代から、プログラム

の効果を 大限に引き出すために、限られた数の優先事項に的を絞った内容となって

いた。その結果、FP6 で EC が資金拠出する研究は回収・貯留技術のみに集中し、発

電所の効率化に関連した研究への投資は各加盟国が個別に行ってきた。FP7 では、EC
はクリーンな石炭技術（クリーンコール技術）の研究にも取り組む予定であることか

ら、このような状況が変化することが期待されている。 
 
                                                  
5 編集部注 温室効果ガス排出削減技術を促進するためのノルウェーの国家技術プログラム。 

< 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998号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/998/
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民間企業や国立研究所、国際エネルギー機関（IEA）および EC の緊密な協力のも

とに開発されている、炭素隔離分野における欧州の重要なイニシアティブのひとつに

Saline Aquifer CO2 Storage (SACS) プロジェクトがある。 
 
SACS は海底深くの塩水帯水層に CO2 を注入・貯留する大規模な実証プロジェクト

であり、工業規模で実施された初めての CO2 貯留プロジェクトである。このプロジェ

クトでは、必要なデータを収集し、3 年間にわたって CO2 の挙動をモデル化・検証し

て、CO2 の将来の挙動を予測する方法を開発した。  
 

SACS プロジェクトの第 1 フェーズは 1999 年 12 月に、第 2 フェーズは 2002 年 4
月に終了した。同プロジェクトは FP5 の下で実施され、資金総額は 210 万ユーロ、う

ち 120 万ユーロを EC が負担した。 
 
この実証プロジェクトは、重要なデータ源となっただけではなく、地中貯留に対す

る理解の促進や、更なる技術の向上を促進するための事例マニュアルの開発にも役立

った。また過去 大規模(1 Mt- CO2/年)のプロジェクトであったため、工業史上におけ

る画期的な出来事としても注目を集めた。更に、圧縮した CO2 を海底地中に注入する

というのは、これが初めての試みであった。 
 

SACS プロジェクトの主な目的は以下のとおりである。 
 

・ 北海 Sleipner 鉱区の Utsira 層における CO2 注入・貯留の大規模実証事業の実施 
・ 基本データの収集と評価 
・ 貯留層の地質調査  
・ 貯留層シミュレーションの実施 
・ 地球化学的な評価および地球物理学的なモデル化 
・ コスト評価および水質調査要件評価 
 

SACS は、この種のプロジェクトとして世界初のものであり、主要な成果物として、

帯水層への CO2 注入に関する技術レポートや 良事例マニュアルが作成された。これ

らの成果物は、帯水層での炭素分離に関する知識と理解の促進に役立っている。この

プロジェクトを通して、深海塩水層への CO2 貯留が安全で信頼性の高い選択肢のひと

つとなり得ることが確認された。SACS で得られたデータは、将来、別の場所で CO2

貯留プロジェクトを計画するときに必要となる、貯留層シミュレーション・モデルの

検証に利用される。 
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米国における炭素隔離分野の優先的な研究領域は以下のとおりである 6。 
 
中核となる研究開発 

・ 商業化の前段階としての CO2 回収・貯留の導入に向けた技術開発およびシステム

開発 
・ その他の研究領域（CO2 貯留の観察、CO2 以外の温室効果ガスの抑制、フィールド

事業の開発など） 
 
基盤整備 

・ 将来的な炭素隔離技術の導入に向けた土台 
 
プログラム管理 

・ 官民の連携、費用の共同負担、教育と普及活動、環境問題の克服など、研究開発管

理に対するプログラム的アプローチ 
 

これまで日本では、 も大規模かつ長期にわたる炭素回収・隔離技術の研究プログ

ラムが実施されてきた 7。1990 年 7 月には国際的な研究拠点として財団法人地球環境

産業技術研究機構（RITE）が設立され、革新的な環境技術開発の促進と、CO2 の貯留

可能な地層範囲拡大への取り組みが進められている。 
 

日本における CO2 回収・貯留技術研究では、短中期的な取り組みとしては、発電所

の効率化により CO2 排出の削減を目指している。また、中長期的な取り組みとしては、

石炭から水素を生産する技術の開発や、燃料電池とガス・タービンによるハイブリッ

ド発電の開発、水素で走行する輸送用自動車の開発などを通して CO2 排出の削減に取

り組んでいる。 
 

日本における炭素隔離分野の優先的な研究領域は以下のとおりである。 
 
・ 2030 年までに CO2 排出を 30%以上削減するための技術開発 
 
・ CO2 分離・隔離のための技術開発： 

―現在 RITE では、新しい化学吸着システムの開発プロジェクトに資金を拠出してい

る。この技術によって、CO2 回収に必要なコストが大幅に削減されることが期待さ

れている。このプロジェクトは 2004 年に開始され、2008 年に終了予定である。 
―日本が取り組んでいる主要な研究領域のひとつに海洋貯留がある。国際的にも日

本はこの領域で首位に立っていると考えられている。 

                                                  
6 DoE 2005: Carbon Sequestration Technology Roadmap and Program Plan 2005 
7 IEA 2003: Zero Emission Technologies for Fossil Fuels Technology Status Report 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート998号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/998/
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カナダでは、CO2 回収・貯留分野のうち次の領域に焦点が当てられている。  
 

・ CO2 回収・貯留の技術開発およびコスト削減 8 
 

炭素の貯留・回収技術はいまだ発展途中の段階にあることから、この分野の大まか

な研究対象は、世界中でかなり共通している。CO2 回収の分野における主な研究対象

は以下のとおりである。 
 

・ より低いコストでより多くの CO2 を回収する技術の開発 
 
・ CO2 貯留の実現可能性の研究、さまざまなサイトでの地層内への貯留の観察  
 
明らかな違いと言えるのは、欧州主要国やその他の国々と異なり、EC（FP6）では効

率化技術の研究を実施していないという点のみである。また、日本は特に海底貯留の

分野を得意としており、欧州や米国では、炭層中や、石油・ガスの埋蔵場所、深海の

塩水帯水層などへの CO2 地中貯留の実現可能性についての研究が進められている。 
 

炭素隔離研究における重要な国際プロジェクトのひとつに、ワイバーン CO2 モニタ

リング・プロジェクト 9 がある。 
 

ワイバーン CO2 モニタリング・プロジェクトは、カナダ、米国、欧州の政府や製造

業企業、研究施設などによる国際共同研究の好例である。プロジェクト全体での費用

は 1,930 万ユーロである。ワイバーンプロジェクトの成功を受けて、同プロジェクト

のフェーズ 2 として CO2 貯留プロジェクトが立ち上げられた 10。フェーズ 2 の総コス

トは現金と物品でそれぞれ 1,720 万ユーロずつであり、プロジェクトは 2008 年 7 月

まで継続される予定である。 
 

ワイバーンプロジェクトが評価される理由は二つある。ひとつは、CO2 の地層内貯

留の成功により CO2 貯留技術に関する認識および容認が進んだという点である。もう

ひとつは、このプロジェクトで収集されたデータや作成された 良事例マニュアルを

通して、プロジェクトから得た主要な習得項目や知識が共有化され、この分野におけ

る将来の研究開発への道が開けた点である。 
 

                                                  
8 具体的な研究領域としては、オキシ燃料燃焼とアミン分離を利用した回収、酸性ガスの再注入、原油

の二次回収時における貯留 CO2 の観測、深炭層に注入された CO2 の観測を通したメタン回収の増強、

カナダの炭層・堆積盆地・石油およびガス貯留層における貯留容量の予測、石炭のガス化による発電、 
貯留に適した純二酸化炭素の分離などがある。 

9 http://www.co2captureandstorage.info/project_specific.php4?project_id=96 
10 http://www.co2captureandstorage.info/project_specific.php4?project_id=140, CORDIS 
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ワイバーンは、原油の二次回収をベースとした CO2 隔離の実証プロジェクトであり、

カナダのサスカチュワン州で実施されている。このプロジェクトでは、CO2 を利用し

た原油二次回収（EOR）における、陸上の油田に CO2 を隔離するメカニズムに関する

知識と理解を深めることを目指している。 
 

ワイバーンプロジェクトの主な目的は以下のとおりである。 
 
・ CO2 を用いた EOR で発生するプロセスへの理解を深める。 
・ 安全性と隔離性能の問題に取り組む。 
・ CO2 と地下水の地域的濃度の分析。  
・ 注入された CO2 の長期的結果に関するモデル化研究の実施。 
 

ワイバーンプロジェクトのフェーズ 2 では、油田地層への CO2 貯留に関する技術的

および経済的な実現可能性の評価や、以降のプロジェクトのための導入ガイドライン

の開発に取り組んでいる。また、この貯留方法に関連するリスク、特に CO2 が漏れる

危険性を長期的な観点から評価することを目的としている。 
 

科学的および技術的な主な研究対象は、大きく分けると以下のとおりである。 
 
・ CO2 注入の進行にともなう貯留層および上部岩盤における変化の観測。 
・ 浅い地下層と、注入層付近の岩盤内の両方における、化学的、鉱物学的、地質工学

的、および流体的なプロセスに関する理解の向上。 
・ ワイバーンの研究から得られた実データを基にした、包括的な安全性評価モデルと

サイト特有の安全性評価モデルの開発。 
・ 地層貯留の商業プロジェクトに向けたサイト評価、プロジェクト設計、およびプロ

ジェクトの導入に向けた設計ならびに操作マニュアルの開発。 
 
 
3．CO2 回収・貯留の研究資金 
 
EC が資金拠出する研究 

これまでに FP6 の下で CO2 回収・貯留技術に拠出された資金の合計は 6,870 万ユー

ロである。EC は、現在のフレームワークプログラム内で、既にこの技術分野のプロジ

ェクト 18 件に資金を拠出している（プロジェクト総額は 1 億 2,190 万ユーロ）。 
 
（注）本レポート作成時点で詳細情報を入手可能な FP6 プロジェクトは 7 件だけであったことから、以

降の分析はそれら 7 プロジェクトにのみ基づいたものとなっている。 

 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート998号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/998/
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FP611 では主に CO2 回収と CO2 貯留の研究に重点が置かれており、それぞれの分野

への拠出額はほぼ同額となっている。CO2 回収技術への拠出額は 1,810 万ユーロ、CO2

貯留技術への拠出額は 1,680 万ユーロであった。 
 

EC の資金による CO2 回収・貯留分野の研究は、CO2 の回収・貯留技術開発に向け

た中長期的な内容によって構成されている。これらの技術がいまだ未熟であり、商業

化に進む前に更に研究（基礎研究と応用研究の両方）が必要とされているためである。 
 
 FP5 と FP612 では、化学・鉱物隔離の分野には資金は拠出されなかった。しかし今

後は、高度な CO2 隔離技術の研究に取り組む 4 つの STREPS（Specific Target 
Research Project）が FP6 の一部となる可能性もある。これらのプロジェクトが EC
のポートフォリオに含まれれば、FP6 における CO2 回収・貯留の分野は EC の定めた

優先事項に則った、より完全で包括的なものとなる。 
 
EU 加盟国レベルの研究 

欧州で CO2 回収・貯留研究に資金拠出している主な国は、ドイツ、英国、およびフ

ランスである。その他イタリア、オランダ、ノルウェーもいくらかの出資を行ってい

る。各加盟国政府による拠出額はここ数年増加傾向にあるものの、大規模な実証プロ

ジェクトに取り組むのに十分なレベルには至っていない。そのようなプロジェクトは

EC が取り組むべきものだと考えられており、EC の FP6 ポートフォリオにおいても、

CASTOR やワイバーンといったプログラムに関与することによって、この路線が踏襲

されている。 
 

欧州主要国（ドイツ、英国、フランス）からの標準的な拠出額は、それぞれ年間 1,000
万～2,000 万ユーロ程度である。これらの資金は主にクリーンな化石燃料技術（発電所

の効率向上のための技術や、CO2 回収・貯留技術など）の開発のために利用されている。 
 

2000 年以降、欧州では CO2 回収・貯留技術の研究が推進されている。 
 
ドイツ 

2004 年、ドイツの COORETEC（CO2-Reduction-Technologies）プログラムでは、

クリーンな化石燃料技術の開発に対して約 940 万ユーロが拠出された。 
 
英国 

2005 年～2008 年の間に Cleaner Fossil Fuels Programme に対して 2,910 万ユーロ

（2,000 万ポンド）の予算が割り当てられている。この資金は、産業主導型の研究開発

                                                  
11 第 3 次公募までの情報に拠る。 
12 第 3 次公募までの情報に拠る。 
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や、持続可能な化石燃料技術に関連する政策の策定のために利用される。実証活動に

対しては年間約 728 万ユーロ（500 万ポンド）が拠出されている。また 2006/07 年度

から 4 年間にわたり、実証活動に対して約 3,638 万ユーロ（2,500 万ポンド）の予算

が割り当てられる予定である。 
 
フランス 

New Energy Technologies 研究プログラムの一環として、CO2 隔離・貯留プログラ

ム下で、約 1,000 万ユーロの資金が CO2 回収・貯留技術に割り当てられている。この

金額は将来的には 1,500 万ユーロに増加される見込みである。予算の 5～10%はネット

ワークの構築や連携の向上のために利用され、残りは CO2 の回収技術と貯留技術に同

じ割合で分割されている。 
 
イタリア 

CO2 回収・貯留に対する拠出額は年間に約 300～500 万ユーロだと推定される。 
 
ノルウェー 

1997 ～ 2002 年 に か け て KLIMATEK (Norway Climate Technology R&D 
Programme) によって 5,880 万ユーロ（700 万ドル）が拠出された。ノルウェー政府

はまた、Sintef Petroleum Research (2002-2006) やベルゲン大学(2002-2005)の実施

する CO2 貯留プロジェクトに対しても、430 万ユーロ（3,300 万クローネ) の資金を提

供している。 
 
米国、日本、および中国の研究 

米国では、炭素隔離に対する資金拠出額 13 が堅実に上昇している。2005 年の炭素

隔離に対する拠出総額は約 5,040 万ユーロ（6,000 万ドル）であった。これらの資金の

主な拠出先はエネルギー省（DOE）による炭素隔離プログラムである。同プログラム

への拠出額は、2000 年以前は 840 万ユーロ（1,000 万ドル）に満たなかったが、2003
年と 2004 年には年間約 3,360 万ユーロ（4,000 万ドル）に増加した。2005 年の拠出

額は約 3,780 万ユーロ（4,500 万ドル）であり、2006 年の予算要求は 5,460 万ユーロ

（6,500 万ドル）を上回った。2005 年に資金拠出を受けた技術領域の内訳は、CO2 回

収（24%)、隔離と貯留に関する研究開発（25%）、 緩和と検証のモニタリング（16%）、

画期的な概念の開発（6%）、 CO2 以外の温室効果ガスの削減（3%）、地域パートナー

シップの発展（26%）であった。 
 

この分野における米国の研究ポートフォリオには、次のような特徴がある。 
 
・ 地域的な連携の支援に対する拠出額が、予算全体の中で非常に大きな割合を占めて

                                                  
13 DoE 2005: Carbon Sequestration Technology Roadmap and Program Plan 2005 

< 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998号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/998/



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.998,  2007.4.11 

28  

いる。米 DOE は、将来的な炭素隔離技術の試験および導入に向けて、2003 年か

ら 7 つの「炭素隔離地域パートナーシップ 14」を開始している 15。 
 
・ 民間企業による技術開発への強力な支援。米 DOE の炭素隔離プログラムでは、プ

ロジェクト総資金のうち 36%が民間企業によって賄われている。 
 

日本もまた、CO2 隔離の研究に大きな予算を割いている国のひとつである16。 
 
「二酸化炭素炭層固定化技術開発」プログラムのフェーズ 1 では、2002～2006 年の 5
年間で約 2,590 万ユーロ（36 億円）の予算が割り当てられていた。日本のポートフォ

リオにおける特徴のひとつは海洋隔離に重点を置いている点である。 
 

RITE はまた、次のようなプロジェクトを通して日本の CO2 隔離研究に資金を提供

している。 
 
・ CO2 海洋隔離プロジェクト（1998～2002 年） 
・ CO2 地中隔離プロジェクト（2000～2004 年） 
・ 新しい化学吸着システムの開発（2004～2008 年） 
 

中国は石炭生産量・消費量において世界首位であるため、クリーンコール技術の開

発が非常に重要な問題となっている。短期的な研究では、主に、超超臨界発電や循環

流動床燃焼といった大規模発電技術に焦点が置かれている。また、今後数年間にわた

るクリーンな石炭利用技術の開発に焦点を定めた研究も進められており、持続可能な

開発を実現するための新技術システムの分野における長期的な研究が行われている。

この研究では、ガス化／液化、ガス・タービン、IGCC（石炭ガス化複合発電）、IGHAT
（石炭ガス化／高湿分利用ガス・タービン統合システム）、電力・液体・化学物質・水

素の複合的生産などの技術に照準が合わされており、 終的には水素社会への移行を

促進するものとなる。 
 
 
 
 

                                                  
14 連邦政府、州機関、大学、民間企業から成る地域連携ネットワーク。地層構造の違いからそれぞれ異

なる隔離方法が可能な 7 つの地域に地域別のパートナーシップを形成し、各地域に も適した CO2 の

回収・貯留方法を判定することを目指している。米国の研究開発ポートフォリオ独特のプログラムで

あり、この構想は非常に成功している。 近フェーズ 2 の実施が発表された。フェーズ 2 では主に実

証試験が行われる予定である。 
15 NETL 2005: Regional Carbon Sequestration Partnerships - Phase I Accomplishments 
16 RITE の炭素隔離予算は約 7,200 万ユーロ（100 億円）であった。（出典：IEA 2003: Working party 

on Fossil Fuels, Preliminary update） 
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炭素回収・貯留関連技術への年間拠出額 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 2 欧州全域、米国および日本における炭素回収・貯留技術への資金投資17 
 
（注）明確なデータはないが、欧州全体の資金拠出のうち 20%が EC によるものだと推定されて

いる。米国の資金拠出に関するデータは DOE による 2005 年のテクノロジー・ロードマッ

プに基づいている。日本の資金拠出に関するデータは、RITE-1 の年度予算案（約 100 億

円）を参照している。EC（FP6）による資金拠出については、4 年間均等に振り分けられ

ていると仮定している。ノルウェーの資金拠出に関しては、KLIMATEK プログラムに対

する拠出額の平均レベルを参照している。 

 
 
4. 評価と結論 

 
中心的技術 

 
重要領域 EC1 米国 2 日本 3 英国 フランス ドイツ 4

CO2 回収       

CO2 貯留       

発電所の効率

向上 
      

その他の研究

や協力活動 
      

■高比率（CO2 回収・貯留への資金拠出の 30%以上）■中比率（同 15%以上）■限定的（同 15%以下） 
 
1 EC ポートフォリオに拠る。本レポート作成時に入手できた情報に基づいた分析となっている。  
2 DOE の炭素隔離プログラムに拠る。この他に、発電所の効率向上を目的とした資金拠出が存在する可

能性もある。 
                                                  
17上記の金額はそれぞれ各国の中央資金提供機関が炭素回収・貯留関連技術に対して拠出したものである。

民間資金拠出や、州や地域レベルでの資金拠出は含まれていない。また、米 DOE によるクリーンコー

ル技術に対する資金拠出も含まれていない。これは、米国による資金拠出と EC および日本による CO2

回収・貯留分野における資金拠出を公正に比較するためである。ただし欧州全体の資金拠出には、ク

リーンコール技術に対する資金も含まれている。また、ドイツや英国など国別のデータでは、炭素回

収・貯留に対する資金と石炭技術に対する資金が一括りになっている。この分析では産業界による資

金拠出については取り上げていないため、これらの公的資金拠出のデータをもとに欧州、米国、日本

における研究のリーダーシップを結論づけることはできない。 

百
万
ユ
ー
ロ 

ノルウェー フランス 英国 ドイツ EC 欧州 
(ノルウェー含む) 

日本 米国 
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3 日本で RITE によって進められている CO2 関連の研究では、2004 年以降 CO2 回収技術に照準が置か

れている。日本はまた、近年（2004 年以前）地層内への CO2 の貯留（特に海底隔離）に関する研究に

対しても資金を拠出している。これらの他に、発電所の効率向上を目的とした資金拠出が存在する可

能性もある。 
4 COORETEC プログラムに拠る。同プログラムでは、CO2 排出量を短期的に削減するための発電所の

効率向上に照準が置かれている。 
 
（注）EC の資金拠出による研究に関しては、FP6 第 3 次公募の段階で資金拠出を受けていた 7 つのプ

ロジェクトに拠る。その他のプロジェクトについての詳細は、本レポート作成時には入手不可能で

あった。 

 
FP6 では、EC は炭素回収・貯留技術分野の中長期的研究に焦点を絞って資金拠出

しており、これら 2 つの研究領域に対してほぼ同じ割合で資金が割り当てられている。

FP6 のポートフォリオには、クリーンな石炭技術や効率向上に関連する研究は含まれ

ていない。しかし FP7 では、これらの要素も「クリーンコール技術」研究として含め

られることが期待されている。 
 

ドイツにおける研究テーマは、EC の FP6 とは大きく異なっている。ドイツでは、

発電所の効率向上に焦点を定めて、長い目で見た CO2 排出の削減を目指している。炭

素回収・貯留技術の開発については、CO2 削減の長期的な解決方法として認識されて

いるに過ぎない。  
 

日本は特に海洋貯留の分野を得意としており、1998～2002 年にかけては海洋隔離に

重点を置いていた。2004 年以降の 新の研究プログラムでは、CO2 回収率を向上させ

る新しい化学吸着システムの開発を目指している。 
 

米国は特に地層内貯留の分野で優位に立っている。米国における注目すべきイニシ

アティブのひとつには、全米各地の地域連携の確立を目的としたプログラムがある。 
 
資金拠出 

2000 年以降、米国、日本、欧州では、CO2 回収・貯留技術に対する拠出資金の合計

額が増加し続けている。2000 年になるまでは、この分野の技術に対する投資は（特に

米国と欧州では）僅かであった。しかし、環境排出物削減の重要性に対する世界各国

の政府の認識が高まるにつれて、CO2 回収・貯留などの技術が注目を浴びるようにな

ってきた。 
 

CO2 回収・貯留技術に対する資金拠出という意味では、欧州と日本が米国に一歩先

んじている。欧州内でこれらの技術に資金拠出している主な国は、英国、ドイツ、フ

ランス、ノルウェーである。しかしこれら個々の国による拠出水準は依然として低く、

技術の向上を実現するには、EC が責任を持って大規模な実証プロジェクト開発を実施

していく必要がある。 
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研究と技術開発 

国際エネルギー機関（IEA: International Energy Agency）は一般に、CO2 回収・

貯留分野の共同研究を促進する重要な国際プラットフォームだと考えられており、こ

の組織の活動において EC は積極的な役割を果たしている。EC は、エネルギー研究技

術委員会（CERT: Committee of Energy Research and Technology）と化石燃料に関

する調査委員会（WPFF: Working Party on Fossil Fuels）に参加しており、 ゼロ排

出技術（ZETS: Zero Emission Technologies）戦略では特別な役割を果たしている。

EC はまた、温室効果ガスに関する IEA 実施協定、クリーンコールセンターに関する

IEA 実施協定に対しても出資し、活動に参加している。 
 

EC はアルゼンチン、オーストラリア、カナダ、中国、インド、ロシア、南アフリカ、

および米国との間で科学技術に関する協定を結んでおり、炭素回収貯留技術開発に関

する協定（CSLF: Carbon Sequestration Leadership Forum）にも参加している。し

かしこれらの協定に基づいて実施されている研究はほとんど存在しない。CSLF もま

た、多国間プロジェクトの開発を促進するというよりも、知識の共有を目指したプラ

ットフォームであると考えられる。 
 
出典：The State and Prospects of European Energy Research 

http://ec.europa.eu/research/energy/pdf/portfolios_report_en.pdf (p27-p35) 
 

翻訳：桑原 未知子 
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【地球温暖化特集】政 策  
 
カリフォルニア州における地球温暖化問題への取り組み（米国） 

 
温室効果ガス政策 

2006 年 9 月 27 日、カリフォルニア州のアーノルド・シュワルツェネッガー知事が

下院（州議会）法案 32 号「カリフォルニア州地球温暖化対策法（California Global 
Warming Solutions Act）」に署名し、この法案が成立した（以下本稿では「AB321」

と称す）。この法案は、2020 年までに GHG の排出量を 1990 年と同等の水準まで削減

することを求めている。2007 年 1 月 18 日、シュワルツェネッガー知事は行政命令

“S-01-07”を発令し、カリフォルニア州大気資源局（California Air Resources 
Board：CARB）に「AB32」を踏まえた低炭素燃料基準（Low Carbon Fuel Standard：
LCFS）を検討するよう求めた。LCFS は、ある活動による温室効果ガス（GHG：

greenhouse gas）の排出量を測定する際、生産から消費に至る燃料のライフサイクル

全体において排出されるGHGを考慮するよう求めている。カリフォルニア州は、LCFS
は輸送用燃料に関する世界初の地球温暖化基準であると主張している。 

 
現在、米国連邦政府による GHG 規制は限定的であり、行われていないに等しい。

実際に、自動車メーカーは連邦裁判所で州が提案する GHG 削減策に異議を申し立て、

その訴えが認められている。第 110 回連邦議会において、カリフォルニア州の「AB32」
に類似した 3 つの法案が継続的な支持を得ている。この問題に連邦政府が関心を示し

ていないことを受け、州政府は北東部と西海岸の地域で構成するイニシアティブ（共

同主導体）を結成し、GHG の排出規制に取り組んでいる。 
 

世界的な温暖化対策 

現在、カリフォルニア州の GHG 排出量は世界で 12 番目に多い。「AB32」がどのよ

うな方法で GHG 排出の削減目標を達成するかは明らかにされていないが、CARB に

よって今後 5 年のうちに決定され、段階的に実施される見通しである。以下は「AB32」
の詳細である。 
・ GHG は、二酸化炭素（CO2）、メタン（CH4）、窒素酸化物（NOX）、炭化水素、ペ

ルフルオロカーボン及び六フッ化硫黄（SF6）を含む。排出量は CO2 を基準として

個々の GHG が地球温暖化に与える影響を相対的に示すものとする。 
・ 「AB32」は、2020 年までに GHG 排出量を 1990 年の水準まで削減することを目

指す。1990 年の正確な GHG 排出量は明らかにされていないが、2008 年 1 月 1 日

までに確定させる必要がある。 
・ CARB が定める基準および規則は法的な拘束力を持ち、いかなる違反も罰則の対象

となる。 
                                                  
1 Assembly Bill No.32 
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・ 施行までのタイムラインは次の通りである。 
 
① 2007 年 6 月 30 日－CARB は同法案の実施に先立って行われる GHG 削減措置を発

表する。これらの措置は、2020 年までに「AB32」の目標に到達するための本計画

に先立つ暫定的な措置として実施される。 
② 2007 年 7 月 1 日－CARB による審議会の招集 
③ 2008年 1月 1日まで－CARBは公開ワークショップを少なくとも 1回開催し、1990

年の排出量を確定するための手法を討議する。 
④ 2008 年 1 月 1 日－CARB により 1990 年の排出量を確定するための規定が採択さ

れる。 
⑤ 2009 年 1 月 1 日－CARB により 2020 年までの GHG 削減目標を達成するための

本計画案が承認される。計画案は 5 年ごとに見直される。 
⑥ 2010 年 1 月 1 日－CARB により 2007 年 6 月 30 日に発表された暫定実施計画を

実施するための規定が採択される。 
⑦ 2011 年 1 月 1 日－CARB により 2009 年 1 月 1 日発表の本計画案が採択される。 
⑧ 2012 年 1 月 1 日－2020 年 12 月 31 日を期限として本計画案が施行される。 
⑨ 2020 年 12 月 31 日以降－削減の 大量は変わらない見通しであり、追加的な立法

がなされるまでは減少する可能性もある。 
 

カリフォルニア州の法案「AB32」の詳細は以下を参照されたい。 
www.leginfo.ca.gov/pub/05-06/bill/asm/ab_0001-0050/ab_32_bill_20060927_chaptered.pdf 
 
低炭素燃料基準 

シュワルツェネッガー知事が進める低炭素燃料基準（LCFS）は、「AB32」の追加条

項となる可能性がある。LCFS は、ある活動による GHG 排出量を測定する際に採掘か

ら走行による消費に至るまで燃料のライフサイクル全体を考慮するよう求めている。

例えば、燃料電池車で使用される水素燃料は、使用時には GHG を排出しないが、水

素燃料の製造と輸送の過程で GHG が排出される可能性がある。この考え方によると、

米国で使用される水素の大部分は「ゼロ炭素」ではなく「低炭素」になる。LCFS の

導入を決めた行政命令は、2020 年までにカリフォルニア州の乗用車に使用される燃料

の炭素含有率を少なくとも 10%削減することも目標に掲げている。この削減は「AB32」
の全体的な目標達成に貢献すると考えられる。 
 

連邦法と訴訟 

現在、連邦政府の環境保護庁（EPA）は大気浄化法（Clean Air Act）の下で二酸化

炭素の規制を行っていない。しかし、EPA は乗用車の燃費基準を定めており、米国で

は EPA がこれらの基準を設定する権限を持つ唯一の機関とされている。このことは、

連邦裁判所で GHG 排出を削減する州法が退けられる要因となっている。 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
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1990 年、カリフォルニア州は、低排出車（LEV：Low Emission Vehicles）或いはゼロ

エミッション車（ZEV：Zero Emission Vehicles）の基準および販売条件を承認した。期

限の先送りと 2001 年に行われたハイブリッド車を含む LEV の規制緩和の後、自動車メ

ーカーはカリフォルニア州を提訴し、カリフォルニア州は連邦規制に反する燃費基準を定

めようとしていると主張した。2002 年、ブッシュ政権は、自動車メーカーを擁護する法

廷助言書を提出した。CARB は規制緩和に同意してハイブリッド車を称賛し、自動車メー

カーに対して訴訟の取り下げと引き換えに基準の改正を行わないことを約束した。 
 
2002 年 7 月 22 日、カリフォルニア州の Gray Davis 知事は法案 1493 号 2 に署名

し、2009 年以降に製造される自動車全体で 2016 年までに 22%の GHG 排出削減を目

指すよう自動車メーカーに求めた。自動車メーカーは同法案の取り消しを求めて ZEV
の時と同様の訴訟を起こした。この裁判は現在も継続中である。 

 
現在連邦議会で審議中の二つの法案は、GHG 排出を削減するためのキャップ・アン

ド・トレード制度 3 を盛り込んでいる。その一つは「気候管理法案（Climate 
Stewardship Act） 4」であり、もう一つは「気候管理・技術革新法案（Climate 
Stewardship and Innovation Act）5」である。この二つの法案が施行されると、いず

れに違反した場合も民事罰が適用される。また、3 つ目の法案である「電気事業キャ

ップ・アンド・トレード法案（Electric Utility Cap and Trade Act）6」は、電気事業

者を対象にキャップ・アンド・トレード制度を導入し、GHG の排出削減を目指すもの

である。現時点ではいずれの法案も議会（上下院いずれも）を通過していない。 
 

地域別のイニシアティブ 

ニューメキシコ、オレゴン、ワシントン、そしてアリゾナの各州は、カリフォルニ

ア州のイニシアティブへの参加を表明した。これらの州は、GHG 排出削減のための地

域目標の設定および「AB32」に基づく排出量取引制度に参加する予定である。北東部

の「地域別温室効果ガスイニシアティブ（Regional Greenhouse Gas Initiative：
RGGI）」には、ニューヨーク州、ニュージャージー州、コネチカット州、メイン州、

マサチューセッツ州、ニューハンプシャー州、ロードアイランド州及びバーモント州

が参加している 7。RGGI の草案は、2009 年までに二酸化炭素の排出量を安定化させ、

                                                  
2 提案者の Fran Pavley 氏に因んで Pavley 法と呼ばれる。 
3 政府が温室効果ガスの総排出量（総排出枠）を定め、それを個々の主体に排出枠として配分

し、個々の主体間の排出枠の一部の移転（または獲得）を認める制度のこと。 
4 John Olver 下院議員の提案による法案「H.R.620」 
5 Joseph Lieberman 上院議員の提案による法案「S.280」 
6 Dianne Feinstein 上院議員の提案による法案「S.317」 
7 RGGI のウェブサイト:www.rggi.org/。 
 RGGI については、過去に NEDO 海外レポートで取り上げているのでご参照頂きたい。 

「米国北東部7州のCO2 排出権取引― 7 州間合意文書（米国）」（974号、2006年3月8日） 
「米国北東部7州排出権取引―実施に向けた模範規定案に各州が合意」（985号、2006年9月30日） 
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2018 年までに排出量を 10%削減するよう求めている。RGGI はその他の GHG に対す

る排出上限を設けていないが、メタンと六フッ化硫黄の回収を CO2 排出削減のための

クレジットとして利用することを認める見通しであり、いずれはその他の GHG も適

用対象とすることを明らかにしている。RGGI の 終的な合意は行われておらず、2003
年から議論が続けられている。 
 
出典： SRI Consulting Business Intelligence Explorer Program 
 

翻訳：山本 かおり 
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【地球温暖化特集】政 策 

 

メキシコの地球温暖化防止に向けた取り組み 
 

 

 

 

 
 
 
 

1． 開発途上国では 初に国連に第 3 次国家報告書を提出 

 
地球温暖化防止を目指す国際条約である国連気候変動枠組条約は、温室効果ガス

（GHG）削減に向けた取り組みの進展について、締約国が段階的に報告することを義

務付けている。ただし、開発途上国（非附属書Ⅰ国）については、「共通だが差異ある

責任」の原則の下で、報告書に盛り込む内容や提出期限については、先進国（附属書

Ⅰ国）との差が設けられている。 
 
2006 年 1 月末までに、非附属書Ⅰ国のうち 134 ヵ国が国連気候変動枠組条約

(UNFCCC)事務局に第 1 次国家報告書を提出しており、第 2 次国家報告書については

3 ヵ国が提出している。第 3 次報告書の提出は 1 ヵ国のみであり、その 1 ヵ国がメキ

シコである。 
 
2006 年 11 月 6～17 日に開催された気候変動枠組条約第 12 回締約国会議（COP12）

及び京都議定書第 2 回締約国会合（COP/MOP2）において、メキシコは非附属書Ⅰ国

では初めてとなる第 3 次国家報告書を提出し、「気候対策国家戦略」、「温室効果ガス排

出測定・報告自主プログラム（Programa GEI）」、「メキシコ炭素基金（FOMECAR）」

などの進展について、報告を行った。 
 
UNFCC 事務局のイボ・デ・ブア事務局長は、メキシコが他の開発途上国に先駆け

て第 3 次国家報告書を提出したことについて、地球温暖化対策に寄与するメカニズム

の開発を続けている他の途上国の模範となるものだと称賛した。 
 
以下、同報告書などを基に、メキシコの GHG 削減に向けた取り組みを紹介する。 

目     次 

1. 開発途上国では 初に国連に第 3 次国家報告書を提出 

2. エネルギー部門の温室効果ガス削減に向けた取り組み 

3. メキシコ炭素基金（FOMECAR）創設 

4. 炭素循環に関する研究の促進 

5. 民間部門の自主行動プログラム（Programa GEI） 

6. 米国との協力によるメタンガス排出削減に向けた取り組み 

7. メキシコ市の温室効果ガス削減に向けた取り組み  

8. CDM 理事会に登録されたメキシコの CDM プロジェクト 
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2． エネルギー部門の温室効果ガス削減に向けた取り組み 

 
メキシコにおいても他国同様、電力部門は GHG 排出対策において重要な役割を担

う。エネルギー省（SENER）は電力庁（CFE）など所管する政府機関と協力し、節電

と省エネ促進に取り組んでいる。2005 年には各種対策が功を奏し、2004 年の電力

終消費量の 2.83％に相当する 196 億 5,900kWh の節電が達成できた 1。これは国家電

力システムの 4,981MW の発電容量を節約し、発電燃料として 935 万バレルの石油を

節約したことになる。2006 年は 218 億 8,200 万 kWh(発電容量：5,510MW)の節約が

達成できる見込みだ 2。 
 
他方、2005 年 2 月には気候変動対策やクリーン開発メカニズム（CDM）プロジェ

クト促進に向けた政策立案を行う「電力部門気候変動対策委員会」が設置され、CDM
となり得る GHG 削減・吸収プロジェクトのポートフォリオ形成を進めるとともに、

気候変動対策関連組織のキャパシティー・ビルディングに取り組んでいる。 
 
SENER は再生可能エネルギーの利用促進に向けた新法制定を進めているほか、同

エネルギー利用拡大に向けた様々なプログラムを実施している。2005 年以降に開始さ

れた主な取り組みを以下に紹介する。 
 

(1)  再生可能エネルギー活用促進法(LAFRE)案 
再生可能エネルギー活用促進法（LAFRE）案は、2005 年 12 月に下院を通過した。

2006 年 4 月に上院のエネルギー委員会で一部の変更が加えられ、2007 年 1 月末現在、

上院本会議における採決を待つ段階にある。 
 
同法案は、CFE 等の国営企業、独立発電事業者（IPP）、自家発電業者が行う再生エ

ネルギー発電プロジェクトに対し、より法的な信頼性を与えるものである。政府が出

資する信託基金を設立し、再生可能エネルギー発電業者の国家電力システムへの売電

にインセンティブを与えるとともに、再生エネルギーに関する研究開発を促進し、地

熱発電やバイオマス発電、その他新技術による発電を促進する。 
 

                                                  
1 SENER, Quinto Informe de Ecaluación del PROSENER, 2006 
2 Presidencia de la República, Sexto Informe de Gobierno, 2006 
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基金設立とともに、再生可能エネルギー活用促進プログラムを展開し、2012 年まで

に再生可能エネルギーによる発電（大規模水力発電を除く、2005 年時点では 3％に満

たない）をメキシコの発電総量の 8％まで拡大することを目指している。 

 
(2)  再生可能エネルギーによる農村電化プログラム 

メキシコの国家電力システムは 2005 年に全人口 95％をカバーしているが、5％の国

民は依然として非電化地域で生活している。非電化地域の電化のため、エネルギー省

は地球環境ファシリティ（GEF）の資金協力を得て、「全国農村電化プログラム」の展

開を計画している。同プログラムにはチアパス州、ゲレロ州、オアハカ州、ベラクル

ス州の州政府、地方自治体政府も資金を提供する予定だ。 
 
同プログラムの主要な目標は、2006～2010 年の 5 年間で再生可能エネルギーによる

電力を 5 万世帯に提供するというものだ。 
 

(3)  再生可能エネルギーによる自家発電業者との電力購買契約の柔軟化 
電力規制委員会（CRE）は、2006 年 1 月末より風力発電など再生可能エネルギーで

断続的に発電を行う自家発電業者との契約モデルを更新し、自家発電業者がより多く

の余剰電力を、より有利な条件で CFE に販売できるようになった。この契約モデルは、

風力、太陽光、小水力発電に適用される。 
 
2006 年 9 月末までに 80 件の再生可能エネルギーによる自家発電及びコージェネレ

ーションの許可が下り、既に 64 件がオペレーションを開始し、合計 552MW の発電容

量となっている。残り 16 件が稼動すれば、発電容量は 1,774MW に達する見込みだ。

メキシコの電力源別発電容量（2005年）

石油・天然
ガス火力,

31,071, 66%

水力, 10,536,
23%

石炭火力,
2,600, 6%

原子力,
1,365, 3%

地熱, 960,
2%

風力, 2,
0.004%

（注）発電容量単位はMW
（出所）エネルギー省（SENER）
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認可された案件のうち、60％が風力、28％がバイオマス、10％が小水力、2％がバイ

オガスによる発電である。 
 

(4)  再生可能エネルギー設備投資に関する税制恩典 
2005 年より所得税法が改正され、再生可能エネルギーによる発電設備に投資した企

業は、設備投資費用の 100％を当該年度に即時償却することができるようになった。

太陽光、風力、水力、バイオマス、廃棄物、海水、地熱による発電設備が対象となる。 
 
エネルギー省の取り組みを補完するかたちで 2006 年、民間の調査機関であるマリ

オ・モリーナ・エネルギー環境戦略研究センター（Centro Mario Molina）が環境省

（SEMARNAT）のコーディネートの下、「エネルギー部門の気候変動対策における国

家戦略構築に向けて」という報告書を作成した。同報告書の作成は、SEMARNAT、

SENER、経済省（SE）、農牧農村開発漁業食糧省（SAGARPA）、通信運輸省（SCT）、
社会開発省（SEDESOL）、外務省（SRE）の代表などから組織される多省庁気候変動

委員会（CICC）の活動の一環として行われたもの。 
 
同報告書の中では、発電部門や電力消費における二酸化炭素（CO2）削減ポテンシ

ャルが高い分野を特定し、各プロジェクトの CO2 削減コストカーブなどを計算した具

体的なプロジェクト提案も行っている。また、国際的に実施されている GHG 削減振

興策の再評価とメキシコへの導入可能性を分析している。さらに、プロジェクト実施

における障害を特定し、障害を乗り越えるために必要な政策についても考察している。 
 
同報告書で GHG 削減ポテンシャルが高いと判断された分野は、①石油公社

（PEMEX）によるコージェネレーションの促進、②国内産業界におけるコージェネレ

ーション推進、③電力産業における省エネ推進、④送配電効率の向上、⑤石油火力発

電における熱効率の向上、⑥石油プラットフォームへの電力供給の効率化、⑦製油所

におけるエネルギー使用の効率化、⑧パシフィコ火力発電所の天然ガスへの燃料転換

と発電能力向上、⑨再生可能エネルギーの活用、⑩地方自治体による廃棄物発電の促

進、⑪CO2 の地下封入・貯蔵、である。 
 
報告書では、メキシコの電力、石油、産業分野に気候変動対策技術が浸透するシナ

リオとして、3 つのシナリオを提起している。 
 

(A)  実現可能シナリオ 

エネルギー省が計画するプロジェクトと国内の他の実施主体が既に提案している

プロジェクトが実施されると仮定し、年間 4,200 万トン CO2 の削減ポテンシャルが

生まれる。 
(B) 高浸透シナリオ 
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実現可能シナリオの全プロジェクトに加え、エネルギー部門からの追加提案が加

わり、合計 120 プロジェクトが実施されるとする。年間 1 億 2,500 万トン CO2 の削

減ポテンシャルが生まれる。 
(C) 中程度浸透シナリオ 

実現可能シナリオの全プロジェクトに加えて、高浸透プロジェクトの追加提案の

中で特に実現可能性が高いプロジェクトが行われると仮定する。年間 9,720 万トン

CO2 の削減ポテンシャルが生まれる。 
 
同報告書は、実現可能シナリオの中において低コストで実施できるプロジェクトとし

て、送配や電の効率化や PEMEX が行う CDM プロジェクトを挙げている。中程度シナ

リオでは、風力やバイオマス発電の活用が挙げられており、大きなコストを要するもの

としては、大規模水力発電や CO2 の地下封入プロジェクトなどが挙げられている。 
 

3． メキシコ炭素基金(FOMECAR)創設 

 
環境省（SEMARNAT）は 2006 年 9 月 11 日、国立貿易銀行（BANCOMEXT）お

よび世界銀行との間で、メキシコ炭素基金（FOMECAR）設立に向けた協力覚書を締

結したと発表した。FOMECAR には主として民間企業が出資し、基金の運用を

BANCOMEXT が担う。 
 
覚書締結により、世界銀行は様々な炭素基金（PCF：プロトタイプ・カーボン・フ

ァンドやバイオ炭素基金：BioCF など）の運営経験を基に、メキシコに対して炭素基

金運営に関する技術的な協力を行うことを約束した。 
 
FOMECAR には主として民間企業が出資することを想定しているが、米州開発銀行

（IDB）や世界銀行など国際金融機関に加え、外国の炭素基金の参加も視野に入れて

いる。基金の運営は BANCOMEXT が行い、環境省はプロジェクト形成や有効化審査

において支援を行う。 
 
覚書の調印に際してホセ・ルイス・ルエヘ環境相（当時）は、世界的に重要な問題

である地球温暖化の解消にメキシコが積極的に協力していく重要な一歩であると語る

とともに、温室効果ガスの削減ポテンシャルが高いメキシコにとって、「CDM は大き

な機会を与えてくれる」と京都メカニズムのメリットを強調した。 
 
環境省は、今後 6 年間で毎年 3,300 万トン CO2 の温室効果ガス排出削減が可能であ

り、排出削減クレジットの売却により、年間 3 億 3,000 万ドルの収入を得ることがで

きると見込んでいる。 
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4． 炭素循環に関する研究の促進 

 
国家エコロジー研究所（INE）のコーディネートにより、2005 年にメキシコ炭素プ

ログラム（PMC）と呼ばれる専門家委員会が形成された。PMC は、炭素循環を構成

する地上エコシステム（岩石圏）、水中エコシステム（水圏）、大気圏、人間領域（生

物圏）の 4 つの分科会に分けられている。PMC は、メキシコで行われる炭素循環に関

する学術研究を主宰し、他国で開催される学術イベントなどにメキシコを代表して参

加する。 
 
PMC は様々な機関に所属する約 125 名の研究者から成り立っている。米国やカナダ

政府が、PMCとの二国間もしくは 3ヵ国間での共同研究に高い関心を示しているため、

両国とは共同研究テーマや方法などについて話し合うための会合を何度か開いている。

また、国際的な炭素循環研究プロジェクトであるグローバル・カーボン・プロジェク

ト（GCP）との相互協力も行っている。 
 
2006 年には、INE が PMC に対する数々の支援を実施した。例えば、INE のウェブ

サイトに PMC の活動を紹介するサイト 3 を構築し、方法論や研究内容の実証を行うワ

ークショップを開催した。 
 

5． 民間部門の自主行動プログラム(Programa GEI) 
 
Programa GEI は、政府の支援を受けて民間企業が自主的に自社の GHG 排出削減

を目指すプログラムである。2004 年 8 月に SEMARNAT、持続可能な開発のための世

界経済人会議（WBSCD）及び世界資源研究所(WRI)の間で協力協定が締結され、同プ

ログラムが開始された。京都議定書非附属書Ⅰ国では初めてとなる官民連携による温

室効果ガス削減対策プロジェクトであり、民間企業、商工会議所、企業組織などの直

接参加を促している。 
 
同プログラムは、参加企業の GHG 排出インベントリー作成を支援し、排出削減機

会を明らかにすることで、GHG 排出削減プログラム・プロジェクトへの参加を促す。

終的には、気候変動問題において各産業分野が直面する課題に、効果的な対策を提

供することを狙いとしている。 
 
同プログラムは、WRI と WBSCD の支援を受けて持続的開発のための民間部門研究セ

ンター（CESPEDES）と SEMARNAT が実施している。米国国際開発庁（USAID）、英

国政府の Global Opportunity Fund(GOF)の資金援助も受けている。SEMARNAT とメキ

シコ工業会議所連盟（CONCAMIN）の専門家が民間企業に対する指導を行っている。 
                                                  
3 http://cambio_climatico.ine.gob.mx/pmc/index.html 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
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プログラムは 2 段階に分かれる。第 1 段階では、プログラム参加企業が自社の GHG
排出インベントリーを作成するための技術支援を行う。作成される GHG 排出インベ

ントリーは、WRI と WBSCD が中心となって作成した GHG プロトコルの一つである

「GHG プロトコル事業者排出量算定報告基準（GHG Protocol Corporate Accounting 
and Reporting Standard）」に従う。 

 
第 2 段階では、排出削減プロジェクトから生まれる GHG 排出削減量を算定するた

めの能力開発を行う。GHG 排出削減量の算定は「GHG プロトコル・プロジェクト排

出削減量算定基準（GHG Protocol for Project Accounting）」に準拠する。 

表１PROGRAMA GEI 参加企業

業種 企業名
石油 ガス PEMEX（メキシコ石油公社）
セメント CEMEX Mexico  

Cooperativa La Cruz Azul  
Cementos Moctezuma  
Grupo Cementos de Chihuahua  
Holcim Apasco  
La Farge  

鉄鋼 Altos Hornos  
De Acero  
Grupo IMSA  
Mittal Steel Lázaro Cárdenas  
SICARTSA  
Siderúrgica Tultitlán  
Hierro Recuperado  
Instituto de Fundición y Maquinado de Jalisco  

自動車 Ford de México  
Honda de México  

ガラス VITRO
食品 ハリスコ州食品工業会議所
ビール Grupo Modelo

Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma 
鉱業 Industria Minera México  

Industria Peñoles  
Minera Autlán  

廃棄物処理 Cappy & Asociados  
SIMEPRODE  

化学 Boehringer Ingelheim  
Colgate Palmolive  
NHUMO  
AMANCO Mexico  
ANAJALSA Agroquimicos  

包装 Tetrapak
建設 Urbi Desarrollos Urbanos 
サービス Sumitomo Corporation de México
養豚 Grupo Porcícola Mexicano 
林業 Forestaciones Operativas 
運輸 連邦区（メキシコ市）公共交通機関網
機械・機器 Caterpillar de Mexico (G2)

S&C Electrics (G2)
Industrias John Deere (G2)
Johnson Controls (G2)
Hitachi Global Storage Technologies Mexico (G3)
Cerraduras TESA (G3)

冷媒製造 Ecofreeze natural refrigerants 

大学

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 
Campus Guadalajara 

(出所) SEMARNAT
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2006 年 8 月までに 45 社がプログラムに参加登録し、そのうち 30 社が自社の 2005
年の GHG 排出インベントリー作成・提出を終えている。 

 
2006 年に GHG 排出インベントリーを作成して提出した 30 社の GHG 排出量合計

は 8,920 万トン CO2。この排出量には燃料消費、製造工程からの排出など直接的な排

出や、残滓物・廃棄物からの排出に加え、系統電力の使用による間接的な排出量も含

まれている。 
 
2006 年 8 月時点で Programa GEI 参加企業の 7 社が GHG 排出削減プロジェクトを

計画しており、7 つのプロジェクト・アイデア・ノート（PIN）が作成されている。各

プロジェクトは、CDM プロジェクト・プロセスの中でそれぞれ異なった段階にある。 
 

6． 米国との協力によるメタンガス排出削減に向けた取り組み 

 
米国政府は 2004 年 11 月、温室効果ガスの一つであるメタンガスの回収・有効利用

のための国際協力を推進すべく、「メタン市場化パートナーシップ（M2M）」構想を打

ち出した。この協力枠組みでは、「炭鉱メタン」、「ランドフィル（廃棄物処理）」、「石

油・天然ガス・システム」の 3 つの小委員会が形成され、同分野のメタン回収・有効

利用のための協力プロジェクトが実施されている。農業分野（家畜糞尿処理など）に

ついても小委員が形成されている。 
 
2006 年 3 月、メキシコ環境省（SEMARNAT）と米国環境保護庁（US EPA）は、

メキシコにおける様々なプロジェクト実施を通じてメタンガスの回収を促進すること

を目的とした協力協定を締結した。同協定に基づき、US EPA、USAID、SEMARNAT
は他の関連機関と連携し、メタンガス活用促進のためのインフラ建設、回収可能なメ

タンガス量の特定、技術協力などの一連のプロジェクトをメキシコで展開している。 
 
M2M の小委員会の一つである石油・天然ガス小委員会では、2006 年 4 月に技術移

転ワークショップをメキシコで開催し、石油・天然ガスの輸送・精製システムにおけ

るメタンガスの漏洩排出の特定・測定を行った。現在、PEMEX のガス施設における 4
つの排出削減プロジェクト（表 2）が進行中だ。 

表2　PEMEX施設における温室効果ガス排出削減プロジェクト

（削減見込量単位：トンCO2／年）

プロジェクト名 場所 削減見込量

ガスコンプレッサー／シール交換
タバスコ州ぺメックス市，
ガス処理工場

1,455

パイプライン／漏洩排出防止
タバスコ州カルデナス市，
パイプライン運営センター

320

分離安定化工場／蒸気回収
タバスコ州クンドゥアカン市，
Iride工場, Samaria II工場

99,600

窒素回収ユニットからのメタン回収
タバスコ州ヌエボ・ぺメックス
市，　　ガス処理工場

21,000

（出所）メキシコ温室効果ガス削減・吸収プロジェクト委員会（COMEGEI）

< 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998号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/998/
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新たに創設された農業小委員会の枠組みにおいても、US EPA がメキシコにおいて

ワークショップを開催し、SEMARNAT、SAGARPA、メキシコ豚飼育業者連合の代表

者を対象に、豚の糞尿から排出されるメタンガスを有効利用する方法について研修を

行った。また、飼育場の生産性と環境対策を改善するためのベストプラクティスにつ

いても紹介された。現在、飼育場における糞尿処理のベストプラクティスをマニュア

ルとして編纂中だ。 
 
2006 年現在、糞尿処理とメタンガスの有効利用のための 6 つのパイロット・プロジ

ェクトがレルマ(Lerma)－チャパーラ（Chapala）地帯で実施されており、グアナファ

ト州とミチョアカン州の約 100 戸の中小牧畜農家が参加している。 
 
廃棄物処理小委員会の活動としては、北部国境地帯のごみ埋め立て場から排出され

るバイオガスの回収と有効利用を行うパイロット・プログラムが実施されている。 
 

7． メキシコ市の温室効果ガス削減に向けた取り組み 

 
メキシコ市（連邦行政区）は 2004 年 7 月、国際環境自治体協議会（ICLEI）が開催

した国際イベントにおいて、メキシコ市の気候変動対策地域戦略を提出した。同戦略

は、様々な対策の実施により、温室効果ガスの排出削減と吸収を促進することを目的

としている。2001～2006 年までにメキシコ市が実施した対策で、主要なものは以下の

とおり。 
 

(1)  メトロバス 
メキシコ市環境局は 2002 年、環境に優しい輸送対策導入プロジェクト（PIMAAT）

を開始し、長期的により効率的で汚染が少なく、GHG の排出の少ない公共輸送体制の

実現に向けた政策を実施してきた。このプロジェクトには、世銀を通じて世界環境フ

ァシリティ（GEF）から 580 万ドルの資金援助が行われている。 
 
PIMAAT の一環として、2005 年 7 月にインスルヘンテス通りに BRT（Bus Rapid 

Transit）システムである「メトロバス」が導入された。メトロバスは 19km の区間を

走り、36 の停留所に止まる。導入から 1 年間で 7,110 万人の旅客を輸送した。それま

で走っていた 380 台のバス・ミクロバスを 100 台の大型連結バスで代替することで燃

料消費や排気ガスの排出を大きく減らすことが可能となり、大幅なエネルギー効率の

向上と経済的利益もたらした。 
 
メトロバスの導入による 1 年間の汚染物質排出削減量は以下のとおり。 
A．一酸化炭素：9,709 トン 
B．炭化水素：1,108 トン 
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C．酸化窒素：206 トン 
D．浮遊粒子状物質（SPM）：1.27 トン 
E．二酸化炭素：3 万 7,472 トン CO2 
 
CO2 削減量については、CDM の枠組みでスペイン炭素基金に売却されることが決ま

っている。プロジェクトの一環として、GHG 排出削減量の計測方法論が開発されたが、

2006 年 10 月 9～11 日に開催された UNFCCC の方法論パネルでは、排出削減量とプ

ロジェクトの間に明確な関連性が見られないなどの理由から承認されなかったため、

現在見直されている。 
 

(2)  西部境界部ごみ処理場メタン回収 
西部境界部ごみ処理場第 4 次計画が進行中。ごみ処理場から発生するバイオガスの

回収と燃焼を行うことにより、GHG の排出を減らすプロジェクト。同プロジェクトは

従来の GHG 排出の 90％を削減することができ、CDM プロジェクトとして CER を売

却することが想定されている。2008～2012 年の間に少なくとも累計 660 万トン CO2

の排出削減が見込まれる。 
 

(3)  環境行政システム 
2001 年に開始された環境行政システムは、メキシコ市政府機関による電力・水の消

費を節約し、環境に優しい物品（再生紙等）の調達を拡大し、ごみの分別とリサイク

ルを促進するプログラムである。2006 年 9 月までに 17 機関の 30 の建物がこのプログ

ラムに参加している。2001 年から 2006 年 9 月までに、1 万 8,511 立方メートルの水、

136 万 1,453kWh の電力（851 トン CO2 に相当）が節約された。 
 

(4)  太陽光による温水システム規格導入 
プール、シャワー、手洗い場、キッチン、クリーニング店などの水を温めるために、

太陽光を使用することを促進するプログラム。2006 年 4 月 7 日にメキシコ市（連邦区）

官報に技術規格が公示された。2012 年までに 35 万 5,264 トン CO2 の排出削減を見込ん

でいる。 
 

8． CDM 理事会に登録されたメキシコの CDM プロジェクト 

 
メキシコ政府は 2006 年 10 月までに、指定政府機関（DNA）であるメキシコ温室効

果ガス削減・吸収プロジェクト委員会（COMEGEI）を通じて、合計 144 件（表 3 参

照）の CDM プロジェクトのホスト国承認を行っている。 
 
2007 年 2 月 7 日現在、合計 73 件のプロジェクトが国連の CDM 理事会により登録さ

れており、そのうち 3 件については既に炭素クレジット（CER）発効が承認されている。

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
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CDM 理事会に登録されたプロジェクトの案件数においてメキシコは世界第 3 位に位置

している。また、合計排出削減見込量では世界第 5 位に位置している（グラフ参照）。 
 

 

 
参考文献： 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), México Tercera 
Comunicación Nacional ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, Octubre 2006. 
Secretaría de Energía (SENER), Quinto Informe de Evaluación del PROSENER, 2006. 
Presidencia de la República, Sexto Informe de Gobierno, 2006. 
SENER, Reporte de actividades de la SENER 2005-2006 en material de cambio climático, 
Primer Reporte Público Annual de Acción Climática, 2006. 
Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC), Hacia una Estratégia Nacional de 
Acción Climática, Noviembre 2006. 

ホスト国別ＣＤＭプロジェクト登録件数
（2007年2月7日現在）

マレーシア

12件,2%
チリ

14件,3%

その他

80件,16%

インド, 159件

31%

ブラジル,

88件,18%メキシコ,

73件,15%

中国

34件,7%

ホンジュラス

10件,2%

フィリピン

9件,2%

韓国

9件,2%

エクアドル

8件,2%

（出所）UNFCCCデータベース

ホスト国別排出削減見込量　
（既登録プロジェクト，2007年2月7日現在）

ブラジル

15,946, 14%

その他

17,161, 15%

中国,46,500

41%

インド

15,569, 14%

韓国

12,362, 11%

メキシコ

5,566, 5%

（注）削減見込量単位は1,000トンCO2

（出所）UNFCCCデータベース

表3　分野別CDMプロジェクト承認実績（2006年10月10日現在）

(排出削減見込量単位：1,000トンCO2/年）

件数 削減見込量 件数 削減見込量
家畜糞尿処理 126 3,476 2 42
HFC23の破壊・回収 1 2,155 0 0
風力発電 4 1,334 1 413
廃棄物処理 3 415 5 2,121
コージェネ，省エネ 5 348 12 2,730
小水力発電 4 182 1 418
運輸 1 33 0 0
地熱発電 0 0 3 241
漏洩排出防止 0 0 4 4,518
植林 0 0 3 277
合計 144 7,943 31 10,760
（出所）多省庁気候変動委員会（CICC）

No Objection Letter発行済ホスト国承認済
プロジェクト種別
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【地球温暖化特集】政 策 

 
個人レベルで進む地球温暖化対策(ドイツ) 

 

 2006 年にドイツで開催されたサッカー・ワールドカップによって、二酸化炭素の排

出量がドイツ国内で 10 万トン増加したと見なされた。このため、二酸化炭素の排出権

取引市場で取引されている二酸化炭素 1 トン当たりの単価をベースに、二酸化炭素 10
万トン分に相当する資金が発展途上国の持続可能なエネルギー事業に供与された。 
 
 これはカーボンニュートラルという手法で、地球温暖化防止を考えて地球上の二酸

化炭素量に影響を与えないように、二酸化炭素が排出された分を発展途上国など他の

地域で削減するというものである。こうした手法を通じて、発展途上国などの再生可

能エネルギー関連のプロジェクトなどに資金が提供され、それによって二酸化炭素の

排出が地球規模で相殺される。 
 
 ドイツ政府は 2007 年 2 月 28 日の閣議で、ドイツ政府の大臣および職員が公用のた

めに公用車や飛行機で移動することによって発生する二酸化炭素を今年から自主的に

カーボンニュートラル化することを決定した。相殺するプロジェクトとしては、たと

えば、インドでの太陽光発電プロジェクトや南アフリカでの断熱効果強化プロジェク

トなどが検討されている。なお、実施されるプロジェクトは、京都議定書で決められ

た条件の範疇に属するものに限定されるという。 
 
 ドイツ政府は、公用によって発生する二酸化炭素をカーボンニュートラル化するた

めに、全体で年間 300 万～400 万ユーロ必要と見ており、この分の予算を政府内の支

出削減努力で供出する計画となっている。 
 
 ドイツのルフトハンザ航空は 2007 年 2 月 25 日、搭乗客が同航空の飛行機を利用す

ることによって発生させる二酸化炭素を自主的に相殺できる制度を今年中に開始する

と発表した。今後、同航空と提携して環境事業を行なう団体を探すことになるという。

航空業界では、すでに英国航空が英国の環境団体「Climate-Care」の事業に搭乗客が

自主的に寄付することによって、搭乗客を乗せた飛行機が発生する二酸化炭素を相殺

する「カーボン・オフセット制度」を設けている。 
 
 ドイツでは既に 2003 年に、個人が飛行機を利用することによって発生させる二酸化

炭素を発展途上国での再生可能利用プロジェクトなどに資金を提供することで自主的

にカーボンニュートラルできるようにするため、「atmosfair」プロジェクトが開始さ

れている。2005 年 5 月には、公益法人として「atmosfair」が設立され、同法人の活

< 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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動に対しては、連邦環境省、環境団体である「Germanwatsch」、持続可能な旅のサ

ービスを行なっている「Forum Anders Reisen」が協力している。 
 
 このプロジェクトでは、まず、atmosfair のホームページ（www.atmosfair.de）に

アクセスし、飛行機の利用によって発生した二酸化炭素の量を計算する。次に、それ

に相当する排出支払い証書を得るため、発生する二酸化炭素に相当する寄付金を

atmosfair に支払う。 後に、atmosfair がその寄付金を環境関連プロジェクトに提供

する。atmosfair のホームページでは、資金が提供されるプロジェクトの情報が公開さ

れている。 
 
 自動車での移動によって発生する二酸化炭素については、「Climate Company」と

いう民間会社が、個人に代わって EU のカーボンアローワンス証書（EUA 証書）を代

行購入したり、地球温暖化防止のための料金支払い証を販売したりして、その売上げ

で欧州の排出権取引制度において二酸化炭素の排出権を購入している。 
 
参考文献  
・ ターゲスシュピーゲル紙 2007 年 2 月 13 日付、Regierung will umweltschonend reisen 
・ FAZ 紙 2007 年 2 月 26 日付け、Lufthansa plant Abgabe für den Klimaschutz 
・ 連邦環境省プレスリリース 2007 年 2 月 28 日付、Bundesregierung macht 

Dienstreisen klimaneutral 
(www.bmu.de/pressemitteilungen/pressemitteilungen_ab_22112005/pm/38797.php) 

・ 連邦環境省プレスリリース 2004 年 6 月 22 日付、“Atmosfair“ gleicht CO2 im Flug aus 
(www.bmu.de/pressearchiv/15_legislaturperiode/pm/6146.php) 

 
関連サイト  
・www.atmosfair.de 
・www.climate-company.de 
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【地球温暖化特集】2006年～掲載記事レビュー  
 

地球温暖化問題の現況および各国の取り組み状況(世界) 
「NEDO 海外レポート」2006 -2007年掲載記事のレビュー 

 
NEDO 技術開発機構 情報・システム部 

 
地球規模の温暖化対策に資するため、日本国内では、2005 年（平成 17 年）2 月に

発効した京都議定書において定められた、CDM（クリーン開発メカニズム）／JI（共

同実施）／排出権取引の京都メカニズム事業の総合的推進による開発途上国等への技

術移転の拡大および、日本への京都メカニズムクレジット供給量の拡大を図ることに

より、1990 年比 6％の温室効果ガスの排出削減となる京都議定書上の目標達成に向け

た総合的な取り組みを推進している。 
NEDO 海外レポートでは、平成 17 年度以降、四度に渡る地球温暖化特集、および

一般記事として興味深い記事を 40 件以上掲載してきた。本稿では、それらの記事の概

略を改めて紹介することにより、地球温暖化問題の現況および各国の取り組み状況を

概観する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 各国・地域における地球温暖化対策技術、政策の推進状況 

2005年2月の京都議定書の発効後、2005年11月にモントリオールで気候変動枠組条 
約第11回締約国会議(COP11)、及び京都議定書第1回締約国会合(COP/MOP1)が開催さ

れ、NEDO海外レポートでは､これらの動きと歩調を合わせた、地球温暖化に係る各国

の、1) 温暖化対策技術、及び2) 温暖化政策について紹介してきた。今回改めて各国

の動向について概説する。 
 
(1) 国際全般 

●気候変動に関する政府間パネル(IPCC)は2007年11月の「第4次評価報告」の正式発表に

向けて作業を行っているが、同年2月にIPCCの第一作業部会が作成した「物理科学的根拠」

の部分を公表した。この報告書では、地球温暖化の原因が人間の活動である、90%確信度

(very high confidence)、80%確信度(high confidence)と、これまでで も強い表現を用い

目次： 
1. 各国・地域における地球温暖化対策技術、政策の推進状況 

(1) 国際全般 (2) 米国 (3) カナダ (4) EU (5) 英国 (6) イタリア (7) ドイツ (8) 中国  
(9) 韓国 (10) インド (11) インドネシア (12) フィリピン 

 
2. 地球温暖化の現況 
  (1) 地球温暖化現象 

－近年観測された温暖化現象／－地球温暖化が及ぼす影響 
  (2) 温室効果ガス排出に係る調査・分析 
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て表現している。また、この報告書は、米国を含めた113ヵ国の代表が作成・合意した内

容であり、ホワイトハウス科学技術政策局(OSTP)の科学担当副局長で米国IPCC代表団長

であるSharon Hays博士はこれを政策策定者にとっての貴重な情報源になると評価する

発言を行っている。一方で、ブッシュ政権からは、Bodmanエネルギー長官の「報告書に

満足であり、合意しているものの、これがブッシュ政権による化石燃料排出への上限設定

の提案を意味することにならない(USA Today、2007年2月2日)」などといった発言も見

られる。IPCC第二作業部会による気候変動の環境・社会面への影響に関する報告書は

2007年4月に、第三作業部会による温室効果ガス排出制限オプションおよび地球温暖化緩

和オプションに関する報告書は2007年5月に発表予定となっている1。 
 
●2006 年11月にケニアのナイロビで開催された気候変動枠組条約第12回締約国会議

（COP12）、及び京都議定書第2回締約国会合（COP/MOP2）で、NEDOが今年度よ

り開始した京都メカニズムクレジット取得事業に関連し、各国関係者との本事業に関

する協議のため、各種会合・サイドイベント等へ参加した際のレポートを報告した。

今次会合は、大きな節目は想定されていなかった会合であり、2013年以降の将来枠組

みに関する議論については、2年後のCOP/MOP4で京都議定書の2回目の見直しを行う

決定など、各種テーマについて「つなぎ」に徹したものであったが、CDM、JIに関し

て、省エネ、その他プロジェクトの小規模プロジェクトの範囲がCDM理事会の勧告に

沿って4倍に拡大された2。 

 COP12の会場(ナイロビ市ギギリ) 

 
●世界銀行の「3ヵ国エネルギー効率化プロジェクト(3CEE)」は、インド、中国およ

びブラジルの既存の建物やインフラのエネルギー効率を高めることにより、3ヵ国のエ

ネルギー消費量を25%以上削減し、数百万トンの温室効果ガス削減と数億ドルのエネ

ルギー節減に相当する効果を目指す計画である。インド政府のエネルギー効率局

(BEE)、中国での世界銀行と地球環境ファシリティ、ブラジルの国立ESCO協会

(ABESCO)など、現在3ヵ国で各機関が取り組んでいる、ESCO事業者(Energy Service 
Companies)産業育成に向けた金融支援プログラムなどの政策動向について概説した3。 

                                                  
1 IPCC第一作業部会報告(NEDOワシントン事務所) http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/994/994-12.pdf 
2 COP12及びCOP/MOP2報告（NEDO京都メカニズム事業推進部） 
  http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/991/991-09.pdf 
3 中国、インド、ブラジルのエネルギー効率化プロジェクト－資金調達を円滑化して地球温暖化を未然に防ぐ。 
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(2) 米国 

ブッシュ政権は京都議定書への参加は見送ったものの、気候変動科学研究や優遇税

制推進に対して290億ドルの投資を行うなど、地球温暖化が対応しなければならない問

題であることを認識している。NEDO海外レポートでは､米国連邦政府・各州について、

政策動向・技術開発について、下記の通り紹介してきた。 
   
●2005年12月、米国北東部7州の州知事が、米国初の義務的な温室効果ガス排出削減

の地域協定「地域温暖化ガス防止イニシアティブ(RGGI)」の覚書（合意書）に署名し

た。同協定は直接には25MW以上の火力発電所を対象としているが、キャップ・アン

ド・トレード方式の排出権取引プログラムの実施が含まれている。同プログラムの開

始は2009年1月で、排出削減目標を達成できない州は排出権の売買によって、排出削

減義務を満たすことが可能となる4。 
 
●エネルギー省のフューチャージェン・イニシアチブなどのプログラム及びSRIインタ

ーナショナルなどのCO2 関連分野への取り組みについてのレポートを紹介5。 
 
●2006 年9 月に気候変動技術プログラム(CCTP)が、CCTP戦略計画の 終版「米国

気候変動技術プログラム戦略プラン」を発表。内容への批判に対し、エネルギー省の

Bodman長官は、この戦略プランは100年間の計画期間やグローバルな視野および多角

的研究協力といった前代未聞の目的と規模を持つ計画であると反論6。 
 
●2006 年10月、エネルギー省はアジア太平洋パートナーシップの会合にて、炭素隔離

技術の開発を目的とする7件の実証試験に対し、今後10年間で4億5千万ドルを拠出する

と発表。これらのプロジェクトは、CO2 の大規模な隔離、輸送、注入および長期貯留を

安全で恒久的かつ経済的に行うことが可能かどうかを実証することを目的としている7。 
 
●マサチューセッツ工科大学のJuanes教授らは、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い、結果として、二酸化炭素が地中

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、研究者の多くが

懸念する、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。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

                                                                                                                                                       
http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/982/982-09.pdf 

4 米国北東部７州のCO2排出権取引－７州間合意文書（米国）http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/974/974-05.pdf 
米国北東部７州排出権取引－実施に向けた模範規定案に各州が合意（米国）   
http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/985/985-04.pdf 

5 米国の主要な二酸化炭素固定化技術の研究開発（米国）http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/985/985-06.pdf 
6 米国エネルギー省が気候変動技術プログラム戦略計画を発表(NEDOワシントン事務所)  

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/986/986-15.pdf 
7 DOEが炭素隔離技術の商業化に4億5千万ドルを拠出（米国）http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/989/989-15.pdf 
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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8。 
  
(3) カナダ 

●オタワのリソーシーズ・コンサルタント社などは、カナダガス協会、カナダ電力協会、

並びに天然資源省の要請により、エネルギー需要量節減・CO２排出抑制に関する広範な調

査報告書「Demand Side Management (DSM) Potential in Canada: Energy Efficiency 
Study」を発表。同報告書では、連邦政府と各州が積極的に資源保護とエネルギー効率向

上政策を実施することで、カナダは2025 年までにエネルギー需要の伸びを現在の半分以

上も抑えることが出来ると結論。この目標達成はかなり挑戦的なものであり、将来エネル

ギー需要の半分は新エネルギー源からの供給に頼る必要があるとも言及9。 
 
(4) EU 
●ゼロエミッション化石燃料発電所(ZEP)の実現と、研究開発、実証、展開に関わる活

動の効率的な推進を目指して発足した「欧州テクノロジー・プラットフォーム構想」

について紹介。ZEP欧州テクノロジー・プラットフォームはヨーロッパのエネルギー

業界、研究機関、非政府組織、加盟各国および欧州委員会から構成（下図参照）10。 

（出所：ZEPのwebサイト） 

ZEP欧州テクノロジー・プラットフォームの機構図 

 
●EU15ヵ国（2004年以前の加盟国）は、2008年から2012年までに地域全体の排出量

を基準年（大部分1990年）の水準から8%削減する目標を掲げているが、欧州委員会の

年間進捗報告書は、EU15ヵ国が京都議定書の温室効果ガス削減目標を辛うじて達成す

る見通しとの 新の予測を明らかにした。EU15ヵ国と異なり、EU25ヵ国には京都議

定書の全体目標が設けられていないが、個別目標を掲げる全ての国が目標を達成する

と予測している。各国の目標値と予測値について紹介11。 
 

                                                  
8 二酸化炭素の地中隔離に関する新しい分析 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/996/996-16.pdf 
9 CO2排出抑制・エネルギー需要量削減に関する報告書（カナダ）http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/985/985-07.pdf 
10 化石燃料を用いるゼロエミッション発電所構想（EU） http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/985/985-05.pdf 
11 EU は京都議定書の目標達成に向けた取り組み強化が必要。   

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/989/989-14.pdf 
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(5) 英国 

●英国政府は2005年12月、中国政府と石炭火力発電所における二酸化炭素固定・貯蔵

(CCS)事業について正式に合意した。このプロジェクトの目的は、CCS技術を伴う新

たな石炭火力発電所が、中国国内で新たに建設される時期を早めようというものであ

り、段階的アプローチが想定されている。第1期は3年間のフィージビリティ調査で、

発電所から排出されるCO2 を回収し、更に可能であれば地中に保存するにあたっての

諸技術の実行可能性を検証する。それを受けて、2010年から2015年にかけては可能と

みなされたプロジェクトの実証が行われる12。 
 
(6) イタリア 

●2005年11月に環境省は、各企業の工場の排出レベルデータを新たに見直し、各企業

の放出しても良い排気ガスの 大数値（割当枠）のリストを公表した。イタリアは2005 
年5月にEU委員会から排出権取引のベースとなる「温室効果ガス排出量割当枠」を承

認されていたが、排出権取引に関与せねばならない企業は、電力、鉄鋼、製紙、セメ

ント、陶器、レンガ製造企業等の約1,100社であり、「排出量割当枠」システムは特に

イタリアの産業に多大な「ペナルティー」をかけているとしてイタリアの関係企業か

ら繰り返し抗議されている13。 
 
(7) ドイツ 

●ドイツ第三の電力会社であるヴァッテンファル・ヨーロッパ社が、2008 年の運転開

始を目指して、東部ドイツ・ブランデンブルク州の南東部ラウジッツ地方に位置する

シュヴァルツェ・プンペで建設予定の、二酸化炭素を排出しない、褐炭を燃料とする

熱出力30MWの小型石炭ガス複合発電プラントについて紹介14。 
 
●ドイツは、京都議定書第1約束期間である2008年から2012年までの間に、温室効果

ガスの年平均排出量を21%削減することが規定されている。EUは2012年までの制限付

きで、排出権取引を2005年1月から開始した。EUの排出権取引においては、その期間

は分割されており、2005年～2007年(第1取引期間)と、2008年～2012年(第2取引期間)
との2つの期間がある。第1取引期間は、第2取引期間の本格導入に向けた試験的な期間

と位置付けられており、その進捗状況を確認しながら第2取引期間の実施詳細を2006 
年中に具体化することになっている。ドイツ連邦環境省の発表によると、ドイツにお

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

おり、その 新動向について紹介した15。 
 

                                                  
12 英国政府は中国との温暖化対策を推進  http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/974/974-09.pdf 
13 イタリア政府は「温室効果ガス排出量割当枠」を承認と公表  

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/974/974-10.pdf 
14 CO2フリー火力発電の開発動向(ドイツ) http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/977/977-13.pdf 
15 ドイツにおける排出権取引の動向（ドイツ）http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/985/985-02.pdf 
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(8) 中国 

●2006年1月7日、大連理工大学における「大連CDMセンター」の設立を記念して、シンポ

ジウム「中国東北振興と日中間CDMの可能性」が開催され、NEDOは中国国家発展改革委

員会とともに、本シンポジウムの後援に携わった。講演資料とともに、概要を紹介した16。 
 
●中国は京都議定書においては非付属書1国として二酸化炭素の削減義務が課されて

おらず、クリーン開発メカニズム（CDM）の対象国と位置づけされている。現在に至

る中国政府の辿った経緯及び、CDMの現状と課題、EUとのCCS（二酸化炭素の回収･

隔離）に係る協等について概説17。 
 
(9) 韓国 

●韓国政府の動きとして、2005年5月に環境部と気象庁は京都議定書の発効を契機に

「韓国気候変動協議体(KPCC)」を設け、2005年7月に、京都議定書とは別にアジア太

平洋地域内で温室効果ガスを多く排出する6ヵ国が気候変動に対応するため、技術開発

及び技術移転に関する協力強化を目指して米国、中国、インド、オーストラリア、日

本の6カ国で発足した「クリーン開発と気候に関する新たなアジア太平洋地域パートナ

ーシップ(APP)」に参加した18。    
 
●韓国も米国、日本、欧州連合(EU)などの動きと歩調を合わせ、二酸化炭素処理及び

貯蔵技術の研究開発に力を入れており、既に2002年12月には「韓国エネルギー技術研

究所(KIER)」の研究者を中心に「二酸化炭素の低減及び処理技術開発事業団(CDRS)」
を科学技術部の21世紀フロンティア研究開発事業の一つとして発足させた。現在政府

は事業団の成果を踏まえて、二酸化炭素の処理及び貯蔵技術に対する国際協力事業に

積極的に参加する計画を立てている19。 
 
●韓国政府は2004年7月に、韓国のCDM事業第1号として、蔚山化学のHFC23｢熱分解

事業｣を承認受理（2005年2月にCDM理事会登録承認）以来、5件のCDM事業を通じて

温室効果ガスの排出量で年間1,107万tのCO2 を減らすことができるものと見積もって

いる。これは、2003年における、韓国の年間全体温室効果ガス排出量5億8,220万トン

の1.9%に当たる量である20。 
 
●2005年2月の京都議定書の発効以来、韓国政府及び政府関係機関では現在これらの

                                                  
16 「中国東北振興と日中 CDM の可能性」シンポジウムの開催報告（NEDO 京都メカ対策室） 
  http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/972/972-10.pdf 
17 二酸化炭素削減をめぐる中国の動き（NEDO北京事務所）http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/985/985-01.pdf 
18 気候変動に対する対応動向(韓国)  http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/970/970-12.pdf 
19 二酸化炭素の削減および処理技術の開発戦略（韓国）http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/974/974-11.pdf 
20 気候変動対策および新・再生可能エネルギーの 新動向(韓国）   

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/980/980-15.pdf 
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動きと歩調を合わせた、気候変動対策・関連プロジェクト等、気候変動に対する強化

策が進められており、政府が2006年5月に立案した｢気候変動枠組条約に対応するため

の研究開発に関する総合対策(2006年～2010年)｣について紹介した。｢気候変動枠組条

約に対応するための研究開発に関する総合対策｣は、2006年から2010年までの計画と

して、2005年から科学技術部を中心に関係省庁と専門家の論議を通じて作られた、新

エネルギー技術の研究開発に関して画期的と言える新体制である21。 
 
●韓国のCDM事業は、2005年11月に、国連気候変動枠組条約(UNFCCC)の執行理事

会から指定運営機関（DOE）に指定された、韓国エネルギー管理公団(KEMCO)を中

心に進められている。KEMCOは2006年2月にCDM認証を専門とする「CDM認証院」

を開設し、温室効果ガスの検証事業を本格的に開始した。韓国政府は、特に途上国が

自前で技術も資金も調達し、単独で行う「ユニラテラル」型CDM事業に力を入れてお

り、これまで承認したCDM事業9件のうち5件が、中国、インド、ブラジルなどの資本

と技術を有している発展途上国でのユニラテラルCDM事業となっている22。 
 
●2006年10月、韓国産業資源部は、エネルギー消費量の多い7大エネルギー機器に対

し、今後5年間で1,500億ウォンを投入して世界 高水準の高効率機器を開発する「7
大技術基盤高効率エネルギー機器開発事業」計画を発表。これらの機器全体で、韓国

内のエネルギー消費量の41.2%を占める23。 
 
(10) インド 

● イ ン ド は 2002 年 8 月 に 京 都 議 定 書 に 加 盟 し 、 「 National Action Plan to 
Operationalise CDM in India」を作成後、2003年12月に指定国家担当機関(DNA)と
して「The National CDM Authority」を設立した。インドは、2006年2月現在、延べ

232プロジェクトを承認済みで、このうち91プロジェクトについては、ホスト国承認

を得、25プロジェクトについてCDM理事会への登録済みである。2006年2月現在、CDM
理事会は合計100プロジェクトを登録しており、インドはこのうち 多の25％を占め、

2位ブラジル14％、3位メキシコ9％を大きく引き離している。 
インドで実施されるCDMプロジェクトは、他国に比べ新規性の高いプロジェクトを

承認している点に特徴があり、また持続可能な発展に寄与するものであるとともに、

環境面からも“quality of life”を向上させるものでなくてはならないとされる。 
国内承認体制及び、国内承認プロジェクト一覧について紹介した24。 
 
(11) インドネシア 

                                                  
21 気候変動枠組条約への対応に向けた研究開発総合対策（韓国）http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/985/985-03.pdf 
22 韓国におけるCDM事業の動向 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/993/993-15.pdf 
23 気候変動・二酸化炭素排出削減への取り組み（韓国) http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/995/995-13.pdf 
24 インドにおけるCDM（クリーン開発メカニズム）への取り組み（NEDOバンコク事務所） 

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/974/974-01.pdf 
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●2005年7月に「CDM国家委員会に関する環境大臣令（DNA法）」が成立・施行された

のを受け、インドネシアCDM国家委員会がDNA（指定国家担当機関）として国連に登録

されるとともに審査業務を開始した。NEDO海外レポートでは、2006年7月以降のインド

ネシアにおける京都議定書とCDM（クリーン開発メカニズム）をめぐる動向を概観し、

今後の展望およびインドネシアCDMが現時点で抱える、審査体制および制度運用上の課

題および欧州各国のCER(CDMにおけるクレジット)買い取りに係る二国間協定締結の動

きや、世界銀行、アジア開発銀行など関連国際機関の支援動向について考察した25。 
 
●DNA(指定国家担当機関)の承認案件が増え、低調であったインドネシアCDMプロジ

ェクトのポートフォリオが改善し、急速かつ具体的な展開を背景に、2006年9月に、

NEDOがインドネシア環境省、同エネルギー・鉱物資源省および世界銀行とともに計

画、開催した、代エネ・省エネ・CDMワークショップの概要について紹介26。 

 代エネ・省エネ・CDMワークショップ会場(ジャカルタ) 

 
(12) フィリピン 

●フィリピンは石油に大きく依存するため、再生可能エネルギーの開発・利用を積極

的に推し進め、さらに、京都議定書、オゾン破壊物質の抑制を目指して制定されたモ

ントリオール議定書の締約国として、温暖化問題にも積極的に取り組んでいる。 
モントリオール議定書および京都議定書の批准にあたり、重要な役割を果たす政府

組織である下記の各機関の活動状況を紹介した他、再生可能エネルギー及び温暖化に

関するフィリピン政府の政策、取組状況について報告した27。 
①環境資源省（DENR）－クロロフルオロカーボン段階的廃止計画（NCPP）を発表し、

DENR傘下の環境管理局（EMB）にフィリピン・オゾン・デスクを開設。また、CDM
に関連し、大統領は2004年にDENRをクリーン開発メカニズムの担当機関に任命。 

②関税局（BOC）－CFCを含むオゾン破壊物質のフィリピン国内への持ち込み・輸入

を監視。 
③陸運局（LTO）－DENRとカーエアコンシステム分野における「クロロフルオロカ

ーボン段階的廃止計画（NCPP）」を実施。 

                                                  
25 インドネシアのCDMをめぐる動き（NEDOジャカルタ事務所）   

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/980/980-11.pdf 
26 世銀-NEDO共催代エネ・省エネCDMワークショップ開催報告（インドネシア）（NEDOジャカルタ事務所）  

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/988/988-10.pdf 
27 フィリピンにおける再生可能エネルギー、温暖化対策への取組状況（フィリピン）   

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/988/988-02.pdf 
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2. 地球温暖化の現況 
NEDO海外レポートでは､地球温暖化全般について、(1) 地球温暖化現象、及び(2) 

温室効果ガス排出に係る調査・分析について、下記の通り紹介してきた。 
 
(1) 地球温暖化現象 

－近年観測された温暖化現象： 
●米国NASAゴダード宇宙研究所では、2005年の地球表面の年間平均温度が過去1世紀

以上で 高を記録したと発表した(1800年代後半以降で も暖かい年で、1998年、2002 
年、2003年、2004年がこれに続く)28。 

 
 
 
 
 
 
 
NASAゴダード宇宙研究所のwebサイトより 

 
●米国国立大気研究センター(NCAR)がコミュニティ気象システムモデル(CCCSM)を
使って新たに行ったシミュレーションでは、北極地域の永久凍土層の 上層に覆われ

ている区域の半分以上が2050年までに、約90%が2100年までに解けると予想している。

また、永久凍土層の融解が北極海への流水を増加し、莫大な量の炭酸ガスを大気中に

放出すると予想している。 
このシミュレーションによれば、次世紀、北極地域で土壌の深さ 11 フィート以内に永

久凍土層がある地域は約 90%減少する。次頁の図は CCSM の模擬実験で 1980 年から

1999 年（水色）および 2080 年から 2099 年
（青色）にかけて地表近くに永久凍土層がある

地域を示している。後者の予測は、「気候変動

に関する政府間パネル（IPCC）」が作成した、

将来の世界が経済重視で国際化が進むと仮定

したシナリオ「A1B」に基づいている29。 
 
 
永久凍土層がある地域の予測シミュレーション 

(提供：NCAR デヴィッド・ロレンス) 

                                                  
28 2005 年が過去 1 世紀で も暖かい年に（世界）http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/974/974-02.pdf 
29 2100年まで北極地域の永久凍土層が殆ど融解（米国）：http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/974/974-03.pdf 
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－地球温暖化が及ぼす影響： 
●米国ローレンス・リバモア国立研究所およびカーネギー研究所の地球生態学科の研

究者は、気候モデルを用いて、地球の中緯度地域－米国およびヨーロッパで、化石燃

料の燃焼から排出される二酸化炭素の一部吸収のために植林された森林は長期的には

地球を温暖化させる傾向があることを発見した。 

 これは、森林が気象に与える影響が、1）温室効果ガスである二酸化炭素を吸収し、

地球の温度を低くする、2）森林は大気中に水分を蒸発させるので、これも同様に地球

の温度を低くする、3）森は自身の暗さにより大量の太陽光を吸収し、地球を温暖化さ

せる傾向があるという三種類に分類されることによるもので、結果的に二酸化炭素抑

制効果がないだけでなく温暖化を進めてしまうかもしれないと指摘している30。 

 
●コロラド大学ボルダー校が行った新しい研究により、熱帯雨林の土壌に含まれる主

要な養分が必要以上に増えると、大気中に放出される二酸化炭素が大幅に増加するこ

とが明らかとなった。燐または窒素（いずれも熱帯雨林の土壌に自然に存在する）を

コスタリカにある森林地の土壌に与えた結果、土壌微生物が大気中に放出する二酸化

炭素量が一年あたり20%増加することが示された。この結果は、世界の気候変動を調

査する研究者達にとっては懸念となるものである31。 
 

●オスロ大学他のEU研究者らによる研究の結果、僅かな気温上昇でペストの発生が大

幅に増加することが分かった。「春に気温が1℃上昇するとペスト菌が50%増える可能

性がある。気候変動によって中世のペストが再来することはないが、僅かな気温上昇

によって腺ペストが今よりも増える可能性がある。32」 
 
●現在世界全体で20億人以上の人々が薪や作物残渣を燃料とする約4億台のストーブを

調理や暖房に日常的に使用している可能性があるとのことであるが、イリノイ大学の

                                                  
30 温帯地域の森林が温暖化の原因に(米国) http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/974/974-04.pdf 
31 熱帯雨林の二酸化炭素排出と養分増加の密接な関係（米国）http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/981/981-18.pdf 
32 温暖化による気温上昇が伝染病を増加させる可能性(EU) http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/985/985-08.pdf 

右写真：アラスカ州フェアバンク近くのこ

の陥没穴は、気温の上昇に伴い徐々に解けた

永久凍土層の巨大な氷の氷解により出来たも

のである。 

（写真提供：ウラジミル・ロマノフスキー、ア

ラスカフェアバンク大学地球物理化学研究所）
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Tami Bond 博士らのチームがホンジュラスでフィールドテストを行い、これらストー

ブから出る煤を測定した結果、実験室での研究に基づく予測の2倍の有害な煙粒子を排

出し、地球温暖化に予想以上に大きな影響を及ぼす可能性があることが明らかになった。 
チームの以前の研究で、発展途上国で使われている調理用ストーブの主要燃料である

薪の燃焼により、世界全体で年間80万トンの煤が排出されていると推計している。一方、

ディーゼル車とトラックは年間89万トンの煤を排出しており、世界の大気に一年間に排

出される煤のうちこの二つの排出源がそれぞれ約10%を占めているとされる33。 
    
●米国ローレンス・リバモア国立研究所等の研究チームは、20種類以上の気候モデル

を用いて、予測される気温の変化（2～4℃上昇）と降水量の変化に対する作物の反応

を評価した結果、カリフォルニアの主要な多年生作物である、ワイン用ブドウ、アー

モンド、食用ブドウ、オレンジ、クルミおよびアボカドの6種類の作物の中には今世紀

半ばまでに生産量が40%も減少するものが出てくることが分かった34。 
 
●気温は引き続き上昇し、気候変動に伴う異常事態は更に頻繁に発生することが予想

されるが、2006年1月30日に英国環境・食糧・農村地域省(Defra)から発刊された書籍｢危

険な気候変動を避けるには｣では、2005年2月にイギリスが先進8ヵ国首脳会議の開始

にあたり、エクスターの英国気象庁で開催した｢危険な気候変動を避ける｣シンポジウ

ムで発表された科学的研究成果に基づき、ごく 近の気象変動科学の進歩状況につい

て説明しており、どの程度の気象変動が過剰とされるか、それを防止するにはどうす

れば良いかについてまとめており、世界全体だけではなく、異なる産業分野および地

域が受ける影響の観点から、気候変動の大きさによりどの程度の影響が生じるかを検

討している。また、世界が低炭素経済へ移行するにあたり、気候変動の程度をあるレ

ベルに抑えるために利用できる技術的選択肢についても考察している35。 
 
●米国カリフォルニア大学スクリップス海洋研究所の研究チームが海面温度を始めと

するインド洋海域の一連のデータを分析した結果、熱帯インド洋が温室効果ガスによ

って暖められる一方、人口密度の高い地域に接するインド洋北部の海域では、温度が

通常よりも低いことが、この地域の自然な気候循環およびモンスーンをもたらす条件

を妨げており、結果としてインドの降雨量減少とアフリカのサハラ砂漠南に位置する

サヘル地域の降雨量増加につながり、南アジアでは干ばつが増加する状況がもたらさ

れ、南アジアで暮らす20億人以上の人々が影響を被る恐れがあるとのことである36。 
 

                                                  
33 ストーブの煤が地球温暖化に及ぼす影響（米国）  http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/989/989-16.pdf 
34 カリフォルニアの気温上昇は果実の収穫を減少させる学術雑誌「農業・林業気象学：

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/991/991-15.pdf 
35 気候変動をどこまで受け入れるか－Defraの新刊書（英国）  http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/974/974-12.pdf 
36 南アジアの気候に影響を及ぼす大気汚染と温室効果ガス 

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/979/979-09.pdf 
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●米国エネルギー情報局(EIA)は2007年1月11日、「Cap-and-Trade 型制度による温

室効果ガス原単位削減提案がエネルギー市場および経済に与える影響」という報告書

を発表した。この分析報告は、Jeff Bingaman 上院議員他5議員の要請に応えて作成

されたもので、同上院議員が草稿中の「米国内エネルギー供給の炭素含有量を管理す

る法案」が法制化された際のコストを、2009年から2030 年までで国内総生産(GDP)
の0.1%、2,320 億ドルと推定している37。 
 
(2) 温室効果ガス排出に係る調査・分析 
●英国は京都議定書の約束を達成するために2008年から2012年にかけて温室効果ガ 
ス排出量を12.5%削減することに合意しているが、英国環境・食糧・農村地域省(Defra)
が1月23日に公表した温室効果ガス排出量の 終的な推計データにより、6種類からな

る温室効果ガスの合計排出量が基準年から2004年までに14.6%減少し、英国が京都議

定書の温室効果ガス排出量削減の目標に向けて順調に歩み続けていることが明らかに

なった。 
二酸化炭素の純排出量は1990年から2004年までに5.6%減少したが、2004年の二酸

化炭素排出量は2003年と比べて0.5%増加した。増加の主な原因はガスと石油の消費に

よる排出量の増加が石炭の消費減少に伴う若干の排出量減少を上回ったことによるも

のである38。 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

（出所：Defra webサイト） 

    
英国の温室効果ガス排出量（1990年～2012年） 

 
●米国エネルギー省(DOE)は議会に宛てた報告書「水素生産のための太陽と風力技術」 
で、アルゴンヌ国立研究所(ANL)のGREETモデルによって行われた「エネルギー源か

                                                  
37 米国EIAによる地球温暖化法案の経済影響分析(NEDOワシントン事務所)  

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/994/994-11.pdf 
38 英国が2004年の温室効果ガス排出量を発表  http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/974/974-06.pdf 

2004年の持続可能な発展指標および温室効果ガス排出量（英国）http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/974/974-07.pdf 
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ら車輪まで」のエネルギー消費と温室効果ガス排出の解析結果と、米国学術研究会議

(NRC)による報告書「水素経済：可能性、コスト、障壁と研究開発」で引用している

解析結果との間の違いに関する根拠について解説している（下表参照）39。 
 

NRC報告書とGREETモデル報告書の間のパラメーターの差 
 NRC 報告書(189 ページ) ANL GREET モデル 
ケース 分散型電気分解、風力 40%・グリッド

60%使用 
分散型電気分解、風力 50%・グリッド 50%使用

電解槽の効率 72%LHV 76%LHV 
水素圧力 5,878psi 6,000psi 
圧縮エネルギー 4,268 Btu/kg = 1.25 kWh/kg 7,200 Btu/kg = 2.7 kWh/kg(GREET モデルか

ら) 
コンプレッサーの効率 指定無し 96.3%として計算 94%(GREET モデルから) 
グリッド損失 考慮せず 7.3%(これは分散型の場合; 電解槽がグリッド損

失を考慮する必要量より多くの風力エネルギー

の生成が必要) 
自動車の走行等価マイ

ル数 
65 マイル/ガロン 64.4 マイル/ガロン(GREET モデルから) 

プラント出口エネルギ

ー消費量 
2,484 Btu//マイル 2,689 Btu//マイル 

WTW エネルギー消費

量 
2,982 Btu//マイル、この値は報告書の中

で与えられていない; 50%の電気効率の

仮定を使用して計算された．風力発電電

力が含まれている場合 4,970． 

4,600 Btu//マイル 

上流発電所 効率 50%の天然ガス複合サイクル発電

(60 ページ ); 新しい発電所だけが水素

プラントに電気を供給すると仮定(欄外

58 ページ) 

効率 56.1%のグリッドミックス(GREET) 
 

炭酸ガス排出 2.48 kg C/kg H2(CO2 のみ、58 ページの

注釈に基づく) 
5.5 kg C/kg H2(CO2、メタンおよび N2O を含む)
 

 違いは下記要因による：1) 仮定されているグリッドミックス、2) 電解槽によって使用さ

れている風力対グリッドの比、3) NRC 報告書はすべての温室効果ガス排出の代りに単に

CO2 排出のみを取り扱っているという事実、そして 4)システム境界の定義 

 
（NEDO情報・システム部 平野丈太郎） 

 

                                                  
39 エネルギー源から車輪までのエネルギー消費と温室効果ガス排出(米国)  

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/975/975-17.pdf 
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【個別特集】NEDO海外事務所報告  
 

2007 年全人代後の中国のエネルギー情勢 
－目標達成の初年度から出端を挫かれた中国政府の今後のアプローチ－ 

 
NEDO 技術開発機構 北京事務所  

曲 暁光 

 

 2007年3月5日に、第十期全国人民代表大会（中国の 高権力機関で現在唯一の立法

機関。毎年一回、三月頃に北京で開催。以下、全人代）が北京の人民大会堂で開幕し

た。ここでは温家宝総理の定例の政府活動報告での、省エネルギー、汚染物質排出削

減についての発言ぶりが注目の的であった。 
 

温家宝総理は、省エネルギー、汚染物質排出削減実績について、2006年は2005年に

比較するとかなりの改善が見られたものの、第十一次五ヵ年計画で拘束性目標として

定めた、年間のGDP原単位当たりのエネルギー消費量、汚染物質排出量をそれぞれ4％、

2％削減する目標が達成されておらず、結果的に前年比GDP当たりのエネルギー消費量

原単位1.2%減、汚染物質排出量1.2%増に止まったことを率直に認めた。しかし、第十

一次五ヵ年計画で自ら提示した上記二つの拘束性目標は厳粛なもので変更できず、何

としても実現を目ざし、また、政府が毎年全人代へ達成状況を報告するとの決意表明

を行った。 
 
 元来、中国政府は自らの「非」を公式に認めることが非常に少ないとされるが、温

家宝総理が今回あえて全人代への報告の中で省エネ、環境に関する政府目標が未達成

であった事実を認めたことは、その目標達成へ向けた中国政府の強い決意を内外に示

すとともに、全ての政府機関に宛てた、省エネ努力を促すメッセージの意味合いを持

つものと考えて妥当であろうと思われる。 
 
 日本国内では、年率７％の実質経済成長を続けながら、エネルギー消費量を 4％も

減らした例は過去に無い等々、中国の省エネルギー政策目標の達成に対して懐疑的な

論調が多くの新聞報道、雑誌等に見られるが、確かに高い経済成長を維持しつつ、エ

ネルギー消費量を抑制することはきわめて困難であるものの、中国政府の目標設定は

あくまで GDP 当たりのエネルギー消費原単位の 20％削減であり、決してエネルギー

消費量の 20％削減ではない点に注意を払う必要がある。言い換えれば、中国では今後

高い経済成長率が続く限り、エネルギー消費量が右肩上がりに増えていくことには変

わりがないが、エネルギーセキュリティ、環境問題等の観点からエネルギーの利用効

率を大幅に向上させつつも、持続的な経済成長を実現させるというよりは、健全な経

済成長を狙って様々なアプローチを試みている段階にあると言える。 
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また、エネルギー利用効率の向上にもっとも有効な手段である産業構造調整は短期

間に効果が上がるわけではなく、通常は対策を講じた後、2、3 年たって初めて効果が

現れるものである。すなわち、2006 年に中国政府が定めた省エネルギーの政策目標に

関しては、2008、2009 年頃になって、その目標の達成度を検証するのが妥当であると

考えられる。 
  

しかし一方で、中国政府は果たして GDP 当たりのエネルギー消費原単位 20％削減

という目標に達成できるかどうかについては、今回の全人代で見られたいくつかの動

きを通じて簡単に分析してみる。 
 

1. 産業構造調整による省エネルギー 

 

 下表に示しているとおり、中国では産業部門のエネルギー消費が全エネルギー消費

量の 70％以上を占めている。また、主要先進国と比較すると、中国の工業製品のエネ

ルギー消費原単位は 25％～60％高く、その内、電力、鉄、非鉄金属、石油化学、建材、

化学、軽工業、繊維といったエネルギー多消費産業は主要先進国より 40％高い。した

がって、日本等から先進的な省エネルギー技術等を導入することにより、これらの産

業部門の省エネルギーを実現する可能性が高く、省エネルギーのポテンシャルの 6 割

は産業部門にあると言われている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出所：「中国エネルギー発展報告 2007」 

産業  
建築業  

％

  

 

％

％

％

  

 ％ 
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 特に、2000 年以降に鉄、セメント、電解アルミの大規模な設備投資を行った結果、

中国のエネルギー消費量は大きく伸びており、 終エネルギー消費量の増加分の三分

の一はこの三分野の増産に起因する。2005 以降、中国政府は電解アルミ新設の禁止、

差別的な価格制度等によるアルミ生産の抑制を図る一方で、鉄、セメントに対しては、

中小規模のプラントの新設を厳しく禁止するとともに、製鉄所、セメント会社整理・

統合を通じて生産性とエネルギー利用効率の向上を図ろうとしている。 
 

 一方、2007 年以降、中国政府は「上大圧小」（大規模な発電プラントの新・増設と

小規模な発電プラントの廃止）という政策を打ち出し、本格的に電力分野の構造調整

に取り組んでいる。火力発電が全体の発電設備容量の 75％以上に達する中国では、火

力発電所の石炭消費量は石炭消費総量の大半を占めている。 
 
2004、2005 年に起きた全国的な電力不足により、急場をしのぐため、各地で相次い

で小規模な火力発電所が多数作られてきた。その結果、先進国ではほとんど見られな

いような 10 万 kW 以下の小規模な火力発電設備が急速に増えており、全体の 30％弱

を占めているのに対して、60 万 kW 以上の大規模な発電設備は全体の 26％しかない。

なお、10 万 kW 以下の小規模な火力発電設備は大規模な設備に比較すると、エネルギ

ー効率が 3、4 割以上悪い。仮に、小規模な火力発電の効率を大規模な発電設備並にす

る場合、石炭消費量は約日本の石炭輸入量の 3 分の 1 に相当する 6,000 万トン以上減

少するという試算結果が得られている。 
 中国政府は 2010 年までに 5,000kW の小規模な火力発電所を閉鎖する目標を持って

いる。 
 

中国の GDP 一万元当たりのエネルギー消費原単位の推移 

（単位標準石炭ｔ/１万元） 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

1980年 1982年 1984年 1986年 1988年 1990年 1992年 1994年 1996年 1998年 2000年 2002年 2004年

系列2

 

出所：「中国エネルギー発展報告 2007」 
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 上表に見られるように、1990 年以降の中国の GDP 当たりのエネルギー省原単位は

緩やかな下がり傾向であったが、設備投資がもっとも活発であった 2003 年から 2005
年までの時期に再び上昇に転じている。 

 
2. エネルギー価格改革の加速 
 
 中国では、政府の指導価格でエネルギー価格は不当に抑えられているため、企業は

真剣に省エネルギーに取り組む意欲が薄いのが実情である。しかしながら、エネルギ

ー価格の自由化、引き上げは省エネルギーのモチベーションを高めるための重要な外

的要因であり、省エネルギー事業の外部不経済を解決する鍵であると指摘されている。 
今回、温家宝総理は政府活動報告の中で、重要な資源関連製品の価格に関する改革

を深化させ、資源税制度の充実を図り、鉱物資源の有償使用制度の健全化および、エ

ネルギー価格の引き上げを示唆した。 
 

 数年前からエネルギー価格の引き上げ、自由化が叫ばれてきたが、エネルギー価格

の引き上げで産業界、市民生活にどのようなインパクトを与えるかを計り知れないた

め、中国政府は価格の自由化に慎重な姿勢を崩さず、政府指導価格と市場価格という

二重構造で対応している。しかし、昨年 6 月に全国の電気価格を１kWh 当たりにつき、

平均 0.25 元引き上げたのに続いて、12 月に北京の民生用天然ガス価格を 1 ㎥につき

0.15 元引き上げてきた。また、本年に入って発電用一般価格は契約ベースで約 8％値

上がりしている。このように、中国政府は段階的なエネルギー価格の引き上げという

「軟着陸」方式で着実に価格の制度改革を進めている。2006 年末に、国家発展改革委

員会は価格制度改革に関する報告書を纏めて国務院に提出しており、その中でエネル

ギー価格には資源開発から環境対策までエネルギー価格として考慮すべき要素をすべ

て反映させるべく、エネルギー価格の引き上げを提言している。 
  

近い将来、中国のエネルギー価格は全面的に上昇すると予想されている。エネルギ

ー価格の引き上げが物価上昇を引き起こし、名目 GDP を押し上げた結果、中国政府の

目標となっている GDP 当たりのエネルギー消費原単位は必然的に下がってしまうと

思われる。つまり、何も省エネルギー努力しなくても、エネルギー価格の上昇に伴い、

GDP 当たりのエネルギー消費原単位は自動的に改善されてしまうと考えられる。 
 
3. エネルギー省の創設に関する議論の再燃 
 
 今期全人代期間中、エネルギー省の復活についての議論が再びホットな話題として

国内外の関係者の注目を集めた。 
1988 年から 1993 年まで一時的に存在していた「エネルギー省」は設立からわずか 5

年で解散させられた短命の組織であった。同省は無理してばらばらになっていた石油省、
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石炭省、電力省三省を同床異夢の状態で合併させただけで、各分野の融合、バランスの

取れた総合エネルギー政策の検討等ができない状態で、不調のまま解散された。 
 

 2003 年 3 月、第十期全人代では国務院の機構改革案が可決され、国家発展改革委員

会の内部組織として定員 40 名前後のエネルギー局（中国語名：能源局）が設置された。

また、平均人口数千万人を抱える中国の各省でもなお、国家発展改革委員会の下部組

織である各省レベルの発展改革委員会の中にエネルギーを担当する部局には数人しか

いないのが現状である。 
 

建前上、エネルギー局は石油、天然ガス、石炭、電力、再生可能エネルギー等エネ

ルギー行政全般を所管する立場にあるが、実際に国家発展改革委員会を除いて、エネ

ルギー行政は国土資源省、水利省、電力監視委員会、国家環境保護総局、科技省等複

数の政府組織に分散しているため、総合的なエネルギー政策の策定、施行能力は不足

している。 
しかし、中国政府に対して、上述したような歪みの解消を訴え、より高い次元から

総合的かつ横断的にエネルギー戦略、政策を検討し、資源開発から環境対策まで一貫

性ある、新しい「エネルギー省」の創設を主張する意見も多数出ている。現在、それ

らの意見を踏まえて、中国政府首脳部では真剣な検討がなされている模様である。 
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【個別特集】国際展示会参加報告  
 

第 17 回インド国際産業＆技術フェア(IETF2007)出展報告 
 

NEDO 技術開発機構 総務部広報室 
桜井 洋子 

 
1. IETF2007 の概要 

インド国際産業＆技術フェア（International Engineering & Technology Fair）は、

インド工業連盟の主催により 2 年に一度開催される工業・技術分野におけるインド

大の国際見本市である。第 17 回目を迎える今回は、2007 年 2 月 13 日～16 日の 4 日

間､インド･ニューデリーのプラガティ･マイダンで開催され、欧州、東南アジア、中国、

ロシアなど 28 ヵ国、約 900 の企業・団体が参加、約 6 万人の来場者数があった。 

 
 

                    

インドは BRICs の一国として近年急速な経済成長を続けており、今後の有望かつ巨

大なマーケットとして世界中から注目度が高まっている。日本は、2000 年 8 月に締結

された「日印グローバルパートナーシップ」をさらに深めるため、2006 年 4 月インド

を訪問した小泉首相（当時）とマンモハン・シンインド首相との間で「同パートナー

シップ強化のための 8 項目の取組」が合意され、その中に本 IETF2007 において日本

がパートナーカントリーとして支援に向けて協力することが明示された。この合意を

踏まえ、日本貿易振興機構(JETRO)が日本パビリオンを主催し、87 の民間企業及び団

体が参加、4 日間を通して約 15,000 人の来場があった。 

 
2. NEDO の出展目的及び出展概要 
 NEDO は JETRO、産業技術総合研究所(AIST)、国際協力機構(JICA)、国際協力銀

行(JBIC)、中小企業基盤整備機構(SMRJ)、国際観光振興機構(JNTO)とともに、広報

ブースを設け、日本の伝統工芸である漆をモチーフとした赤と黒の色調を使ったジャ

パンシアターを取り囲む形でそれぞれブースを設営し、展示を行った。 

会場外観 会場風景 

< 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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先に紹介した「日印グローバルパートナーシップ」8 項目の取組のひとつに、「両国

政府は、持続可能な発展及び環境に優しい技術を含め、エネルギーと環境面での協力

を強化する。その際、両国政府は、エネルギー安全保障、エネルギー効率、省エネ及

び無公害燃料に一層焦点を当てる」との合意がある。NEDO では、インドをモデル事

業（導入普及型）の重点国の一つと位置づけており、アジアの巨大市場への日本企業

の進出支援として、平成 18 年度(2006 年度)にはモデル事業 1 件、F/S 事業 5 件を手が

けているが、今後も同国において鉄鋼・セメント・石油化学・電力などのエネルギー

多消費産業をターゲットとしたモデル事業を実施するための活動の一環として、また、

NEDO の技術開発、実証事業の紹介を通じて NEDO のプレゼンスを向上させること

を目的に、IETF2007 に出展した。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

和の雰囲気漂うジャパンシアター 

NEDO ブース風景 (同左) 

NEDO ブース風景：2,000 人超の来場者があり、終始盛況であった 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.998,  2007.4.11 

69  

NEDO ブースでは、パネル及び展示品を通じ以下の事業に関する紹介を行った。 
(1) コークス乾式消火装置（CDQ） 
    従来の湿式法では赤熱コークスに散水し消火しており蒸気を大気放出していたが、

乾式法では不活性の窒素ガスにより赤熱コークスを冷却するとともに排熱回収ボイラ

ーで蒸気を発生させて製鉄所の工場用蒸気として有効利用し省エネルギーを図るとと

もに、炭塵等の大気汚染物質の拡散を抑制する技術 

(2) 太陽光パネル 
  フレキシブル型アモルファスシリコン太陽電池の及び CIS 系薄膜太陽電池 

(3) CO2 ヒートポンプ給湯器 
  ヒートポンプユニットを一体化したクイック給湯方式の省エネ・省スペース型の高 

効率給湯器  
(4) CDM（クリーン開発メカニズム）スキーム 

先進国と途上国が共同で事業を実施し、その排出ガス削減分を投資国（先進国）が

自国の目標達成に利用できる制度で、NEDO は経済産業省並びに環境省の委託を受け

てクレジット取得に取り組む 
(5) ハイパーコール利用高効率燃焼技術の開発 

石炭を溶剤で抽出し大部分の灰分を除去した完全無灰炭（ハイパーコール）を製造

する技術 
(6) セメント焼成設備廃熱回収モデル事業 

セメント生産工程における排熱を蒸気として発電を行う技術 
(7) 高度選炭システム実証事業 

高度な選炭技術により品質の安定した石炭供給の確立及び選炭工場廃水による水

質汚濁を改善する事業 

(8) エコセメント製造技術 
都市ゴミ焼却灰等の廃棄物を原料としてセメントを製造する技術 

(9) 高炉熱風炉排ガス顕熱有効利用設備モデル事業 
高炉熱風炉から出る高温の燃焼排ガスを、熱交換によって燃焼空気並びに燃料ガス

の予熱用熱源として有効利用することにより高炉熱風炉の省エネを図る技術 
(10) NEDO の概要紹介 
 

   
多くの学生たちも来場                 同左 

< 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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3. 所感 
IETF2007 では、日本パビリオン以外の各国ブースもまた、インドを商機として市

場拡大を狙うバイオ産業、化学産業、鉄道・道路等のインフラ整備、IT 産業等さまざ

まな分野での出展で賑わっていた。その中で、今回日本がパートナーカントリーとい

う役割を担い、日本パビリオンという大きなまとまりで日本の産業や技術をアピール

できた効果は非常に高かったと思う。 
NEDO ブースでは、NEDO が実施してきたモデル事業を中心に新エネルギー・省エ

ネルギー技術開発及び環境技術開発の紹介を行った。インド国内からは、省庁や企業

の方はもちろん、小学生や中高生の団体での来場も多く、経済急成長をひた走るイン

ド国民の産業技術へ関心の高さと層の厚さを実感した。またインドに進出している日

系企業からも関心が高く、日本人来場者からの問い合わせも数多くあった。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
このような国際展示会の場で NEDO が推進している技術開発及びモデル事業のよ

うな海外での実証事業の活動を紹介することは、単に NEDO 事業そのものの理解を深

めるだけでなく、NEDO の地球温暖化問題への取り組みも紹介する機会となる。こう

した取り組みは今後インドのみならず経済発展を続けるアジア各国にもアピールして

いくことにより地球温暖化への関心を高めることにもなるため、非常に意義があると

感じた。 
 

NEDO ブーススタッフ 
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【エネルギー】バイオ燃料 水素添加 

 
水素を利用した新しいバイオ燃料製造プロセス（米国） 

 
パデュー大学（Purdue University）の化学エンジニア達が、環境に優しい新しい液

体バイオ燃料製造プロセスを提案している。液体バイオ燃料は、農業や森林の廃棄物

から生産することができ、米国の輸送部門全体で必要とされる全ての燃料を賄える可

能性を持っている。 
 
この新しい方法は、従来の液体バイオ燃料製造法とは異なり、太陽光や原子力など

の非炭素エネルギー源から取り出した水素をガス化と呼ばれる段階で添加する。この

段階で水素を加えると、二酸化炭素の生成が抑制され、プロセス全体の効率が高まる。

その結果、同じ量のバイオマスから 3 倍の量のバイオ燃料を生産することが可能にな

る。このように説明するのは、パデュー大学の化学工学部で教授を務める Rakesh 
Agrawal である。研究チームは、この方法を「ハイブリッド水素・炭素プロセス（hybrid 
hydrogen-carbon process：H2CAR）」と呼んでいる。 

 
Agrawal は次のように述べる。「この方法を広く普及させるためにはより踏み込ん

だ研究が必要だ。“H2CAR”を導入すれば、全ての乗用車からトラック、列車、航空

機に至るまで米国の輸送部門全体で必要な燃料を持続的に供給できるかもしれない。」 
 
このプロセスは「水素経済」の幕開けをもたらす可能性を持っている。この研究結

果は、全米科学アカデミー会報（Proceedings of the National Academy of Sciences）
のオンライン版に掲載された研究論文で詳述されている。この論文の執筆陣は、上述

の Agrawal、化学工学部博士課程の Navneet R. Singh および化学工学部教授の Fabio 
H. Ribeiro と W. Nicholas Delgass である。 

 
バイオマスまたは石炭を液体燃料に変換する従来の手法では、 初に化学的なプロ

セスによって原料をガス化し、二酸化炭素、一酸化炭素および水素に分解する。そし

て、別のプロセスによってこれらの物質を液体燃料に変換する。 
 
 “H2CAR”では、電気分解と呼ばれる一般的な方法で水分子を分解して水素を取

り出す。その後、ガス化の段階で水素を添加すると、二酸化炭素の生成が抑制され、

全ての炭素原子が燃料に変換される。その結果、プロセスの効率性が高められる。 
 
「従来の方法でバイオマスまたは石炭を液体燃料に変換する場合、出発原料に含ま

れる炭素原子の 60～70%が温室効果ガスの二酸化炭素となって失われてしまう。一方、

“H2CAR”では炭素原子のロスが生じない」と Agrawal は説明する。 
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「このロスは、バイオマスに含まれるエネルギーをプロセス全体のエネルギー源と

して利用することによって生じる。つまり、バイオマスの大部分をエネルギー源とし

てではなく炭素原子の供給源として扱えば良い。」 
 
電気分解に必要なエネルギーは、太陽光、風力または原子力などの非炭素エネルギ

ー源から供給される。また、従来の方法で植物や石炭から液体燃料を生産する場合と

異なり、“H2CAR”は大気中に二酸化炭素を排出しない。 
 
Agrawal は次のように述べる。「私達は、変換プロセスに非炭素エネルギー源から取

り出した水素を加えることにより、原料中の全ての炭素原子を液体燃料にすることを

目指している。」 
 
他の研究者達の試算によると、米国は年間およそ 14 億トンのバイオマスを持続的に

供給することが可能であり、これを液体燃料の生産用に使うことができるとのことで

ある。Agrawal は次のように説明する。「従来の方法では、同じ量のバイオマスから米

国の輸送部門で 1 年間に必要とされる燃料の 30%を生産することができる。しかし、

“H2CAR”であれば、同じ量のバイオマスから輸送部門の全ての需要を十分に賄うだ

けの燃料を生産することができる。しかも、土地の利用を増やさずに生産することが

可能だ。」 
 
連邦政府の調査によると、農業部門で発生する作物残渣、家畜糞尿、穀類やその他

の農作物などから年間 10 億トンのバイオマスを利用できる可能性がある。この他に、

森林の薪、木材加工工場や製紙工場の廃棄物、建設と解体から出される廃材等から作

るバイオマスも利用できる。 
 
さらに、このプロセスは従来の方法による石炭からの液体燃料製造よりも優れてい

る可能性がある。この方法では二酸化炭素が排出されるが“H2CAR”ではその分の二

酸化炭素が排出されないので、現在提案されている二酸化炭素の隔離を行う必要がな

くなることがその理由である。 
 
二酸化炭素の隔離は、排出された二酸化炭素を塩水性帯水層に注入し、かつて石油、

天然ガスまたは石炭が蓄えられていた地中の窪みに貯留するという方法である。しか

し、この方法にはリスクも隠されている。 
 
Agrawal は次のように述べる。「一世紀にわたって石炭から液体燃料が生産され続

ければ、大量の二酸化炭素が隔離されることは明らかだ。二酸化炭素の隔離、貯留、

監視システムへの過剰な需要が生じる可能性がある。」 
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また、この新プロセスはバッテリーや水素貯蔵タンクの容量に限りがある電気自動

車や水素自動車よりも実用的である。 
 
Agrawal は次のように述べる。「燃料の供給と貯蔵を担う既存のインフラによって

もたらされている多大な利便性は、バッテリー或いは水素だけを用いる技術の導入を

妨げる大きな要因となっている。私達が開発したプロセスの大きな利点は、既存のイ

ンフラと内燃機関技術を使用できる点にある。これは、ハイブリッド車やプラグイン・

ハイブリッド車にとって非常に魅力的だ。」 
 
従来のバイオ燃料製造法を用いて米国全体の輸送ニーズを十分に満たす量のバイオ

マスを栽培するためには、米国の面積の 25～55%の土地が必要である。一方、“H2CAR”

を用いた場合はおよそ 6～10%の土地ですむ。 
 
「“H2CAR”によって土地の利用面積を大幅に削減できれば、近いうちに持続可能

な炭化水素燃料を生産することが可能になるだろう」と Agrawal は言う。 
 
土地の利用が少なくてすむ大きな理由は、太陽エネルギーを利用して水分子を電気

分解することにより水素製造の効率が全体的に高まる点にある。一般的に、液体バイ

オ燃料に含まれる水素は、植物そのものから取り出されている。しかし、一般的に作

物栽培に必要な太陽エネルギーは、太陽光による電気分解を利用して同じエネルギー

含量の水素を生産する場合の 10 倍以上である。 
 
Agrawal は次のように述べる。「太陽エネルギーによる電気分解で水から水素を取

り出せば、バイオマスの必要量を減らすことができる。作物栽培の平均的なエネルギ

ー効率は 1%以下である。一方、光電池を使って水を水素と酸素に分解する際のエネル

ギー効率はおよそ 8～10%である。バイオマスを作るよりも高い効率で水素を得ること

ができるため、土地の利用は少なくてすむ。」 
 
石炭を国内の輸送部門で使用する液体燃料の生産だけに用いた場合、米国の石炭資

源はおよそ 90 年で完全に枯渇することが予想される。しかし、“H2CAR”を使えば、

確認されている石炭資源を 140 年間利用し続けることが可能である。 
 
研究者達は、論文の中でこの新手法の実用化に必要な化学的プロセスを提案してい

る。しかし、ガソリンやディーゼル燃料と価格面で競合できるようにするためには、

二つの領域で研究を行う必要がある。その一つは、非炭素エネルギー源から安価な水

素を製造する方法の研究であり、もう一つは、このプロセスに必要な新しいガス化装

置の開発である。 
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「とは言え、これは米国の輸送用燃料の全てをバイオマスで賄うことができる持続

可能なシステムを構築するための第一歩である」と Agrawal は言う。 
 

パデュー大学は、このコンセプトの特許を申請している。この手法は構想の段階に

あり、試験的な研究計画が進められている。 
 
この研究は、パデュー大学の“Discovery Park”に設置されているエネルギー・セ

ンターの支援によって行われた。 

 
出典：New biofuels process promises to meet all U.S. transportation needs 

http://news.uns.purdue.edu/x/2007a/070314AgrawalBiomass.html 
Copyright © 2005 Purdue University. All rights reserved. Used with permission. 
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【エネルギー】水素経済社会 

 

世界エネルギー技術の展望 WETO H2 報告書（EU） 
－水素の生産－ 

 
EU の「世界エネルギー技術の展望報告書(WETO-H2)」は、2050 年までの世界エネ

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

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

るシナリオ、標準的ケース、カーボン固定化ケースと水素ケースを示している。同報告

書は、新しいクリーンエネルギー技術を進展させる間に、競争力を維持し続けるために

欧州が直面する、主要な将来のエネルギー、環境および技術的挑戦に取り組んでいる。 
 

世界エネルギー技術の展望 WETO H2 報告書の第 1 章に記述された標準的予測は、

安全で確かなエネルギー・システムを作り出すという難しい問題や、気候変動を止め

持続可能な開発を可能とするという困難な問題に、世界が直面していることを示して

いる。新しいエネルギー技術はそのための欠くべからざる要素である。 
 
水素は、未来のエネルギー・キャリアー(運搬体)として、しばしば提案されている。

WETO-H2 プロジェクトの目標は、世界のエネルギー・システムに水素を組入れる可

能な方法を例証するために、技術的・社会経済的な代替経路を設計し評価することで

ある。 
 
このような経路を設計し分析することは、電力、石油製品および天然ガスと平行し

て、エネルギーキャリアとしての水素の使用を引き起すメカニズムについてのよりよ

い理解へと導く。これらのトリガーは、技術的や経済的、環境的あるいは政治的かも

しれない。この研究の目標は、その前提となる必要条件を決定するのではなく、 小

の組み合わせの条件達成がいわゆる「水素経済」への特定経路の展開を促進する様に、

経路として記述される緊密に結び付いた技術集合の起動メカニズムを単に識別するこ

とである。 
 
これらの経路の概念形成は、ある程度まで任意なカテゴリー分類を必要とする。技術

的・経済的な定常状態として解釈される「水素経済」それ自体の概念は不明瞭である。

なんとなれば、他に取り得るこのようなシステムの明細を想像することができるからで

ある。従って、確定した経路は、市場への水素技術の浸透の速度によると同様に、与え

られた経路だけでなく長期的な安定した技術的・経済的形態によっても評価される。 
 
世界エネルギー技術の展望 WETO H2 報告書のセクション 4.1 では、生産場所から

使用場所への輸送および貯蔵を通じて、水素チェーンの様々な段階の技術の状況を示

< 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998号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/998/
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している。それはまた、商業化の範囲ならびに水素技術の研究開発の見通しも検討す

る。セクション 4.2 は、この研究で考慮された実際的な水素経路の定性的・定量的な

説明を行っている。セクション 4.3 の水素経路に必要な技術ブレークスルーが、これ

らのブレークスルーが実現するための条件と共に示される。 後に、セクション 4.4
では、欧州および世界での水素の展開およびエネルギー需要と関連した CO2 排出に関

する変化に対する技術的ブレークスルーと経路の結果について議論している。 
 
ここでは、同報告書の第 4 章 1 節の水素技術の現状から、4.1.2 水素の生産と 4.1.2 

CO2 捕捉と貯留(CCS)の部分を紹介する。 
 

水素技術の現状 
 
水素は宇宙で も一般的な元素である。しかし、地球上では、他の元素との組合せ

以外においては有意量としては存在していない。水素は、水の中では酸素と、また天

然ガス、石油、石炭あるいはバイオマスの中ではカーボンと結合している。水素は、

100 年以上も工業目的に生産され使用されてきている。水素の 大の生産者は化学・

石油工業である。”水素エネルギー”1 は、いまだ存在していない。 
 
エネルギーキャリアとしての水素の導入は、膨大で継続した課題になるであろう。

しかし、気候変動やエネルギー安全保障に対する懸念は、世界的に、特に欧州におい

て、水素をエネルギー研究および政策の 前部へもたらした。水素経済への遷移は、

生産、配送と貯蔵の社会基盤、変換および 終使用での多くの技術的課題、経済的問

題および社会的問題に直面する。ここでは、水素チェーンの種々の段階に関しての、

主要な水素技術の現在の状況および利害関係者の戦略について記述する。 
 
1. 水素の生産 

 
自然な水素の埋蔵は地球上には存在しないので、他のエネルギー源から生産する必

要がある。自然界における水素は、他の元素に強く結合している、元素の水素を生産

するためには、これらの結合を破らなければならない。そして、これには相当なエネ

ルギーが必要である。これを行う幾つかの方法があり、いくつかのプロセスは既に商

業用途にあるが、その一方で他のものは開発途上、あるいは、いまだ研究中である。 
 
水素は、電力を使用してあるいは熱プロセスにより、水を含んだ多様な配列の供給

材料から生産することができる。水素は、今日、天然ガス(あるいは LPG)の水蒸気改

質から、また石炭や重質油のガス化により、あるいは水の電気分解によって生産され

                                                  
1 すなわち、電力のようなエネルギーキャリアとして、あるいは軽油やガソリンのような輸送燃料とし

て使用される水素。 
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る。他の生産技術も研究されている。水素への光電気分解は、太陽光の直接変換によ

って進行する。光生物学プロセスでは、水素は有機体の代謝の副産物として生産され

る 2。熱化学プロセスでは、水は高温度で水素および酸素へ分解される。必要な熱は、

原子力あるいは太陽エネルギーから提供することができる。 
 
水素生産に関する多くの研究に関する詳細な調査に基づいて、5 つの水素生産技術

あるいは技術グループが選択され、POLES モデルに含まれている。以下がその技術グ

ループである： 
 
－ 天然ガスの水蒸気改質 
－ 石炭ガス化 
－ バイオマスのガス化 
－ 水の電気分解 
－ 熱分解 
 
これらの技術は、次の 50 年にわたって、大規模水素生産の も代表的で有望なもの

と考えられている。各々の技術は、価格、CO2 排出、実現可能性、規模および物流の

点から、その性能を含んで、以下に簡潔に述べる。 
 

天然ガスの水蒸気改質法 

 
水蒸気改質法では、水素、一酸化炭素および二酸化炭素を生産するために、触媒が

存在する状態で高温(700-1000℃)の水蒸気と天然ガスを反応させる。続いて起こる一

酸化炭素と水蒸気との間の水性ガスシフト反応は、水素の量を増加させて、ほとんど

の一酸化炭素を二酸化炭素に変換する。二酸化炭素は、その後、吸収や膜処理によっ

て混合体から分離され、中程度の純粋な水素をもたらす。 
 
天然ガスの水蒸気改質は、現在、 低価格の水素への道であり、商業用途で も一

般的な方法である。水素を使用するところで生産するために、既存の天然ガス社会基

盤と共にこの水蒸気改質プロセスを使用することができるであろう。水蒸気改質器は、

よく理解されており、容易に拡張が可能である。20,000 Nm3/h(Nm3：m3 at 0°C and 1 
bar)から 350,000 Nm3/h の間の生産能力を持った大きな工場で作られた水素は、パイ

プラインによる圧縮ガスやトラックの圧縮ガス、あるいはトラックの液体水素として

輸送できるであろう。数 10 年間もの産業施設での運用は、この生産と輸送システムの

優れた安全性の記録を実証している。 
 
小規模の改質器は、100～20,000Nm3/h の生産能力で、使用場所に接近して設置す

                                                  
2 EU プロジェクト「SolarH」および「BioHydrogen」はこれらの領域の研究を支援している。 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート998号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/998/
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ることができる。この場合、水素は恐らくガスとして配送されるだろう。小規模水蒸

気改質器での水素液化は、技術的に実現可能であるが、高価で広い空間を必要とする。

水素ガソリンスタンドでの水素生産に適した小規模改質器は、大規模システムの規模

縮小あるいはコンパクトであるがわずかに低い効率のガス化および水蒸気改質の組合

せである自己熱改質器のいずれかである。近年、小規模水蒸気改質器の価格が下がり、

また、信頼性と効率が改善した。ほとんどの工業プラントは目的設計されている。連

続生産はまだ確立されていない。 
 

拡張性のために、天然ガスからの水素生産は輸送応用において興味ある選択肢であ

る。大規模、中規模の生産工場は、大量の自動車群、航空機や船舶輸送および列車に

適している。分散された生産工場は、乗用車、少量の自動車群や列車のための充填ス

タンドに適している。天然ガスからの水素生産は、少量の水素処理量の応用には適し

ていない。 
 
改質は、天然ガスの入手可能性に左右される。これは、適切な容量を持った天然ガ

スパイプラインあるいは十分な量の LNG が利用可能である場所に接近して工場が設

置されるべきであることを意味している。欧州連合は、この点に関して広範囲の天然

ガスパイプラインネットワークや LNG施設の計画的展開を特に良くやっている。2030
年-2040 年以降の長期においては、天然ガスの供給低下は、輸送のための水素燃料の

主要資源としての潜在性を制限する。EU の現在の天然ガス消費は、現状の道路輸送

の燃料消費に近い、増加するガスで石油製品の予測下落を補うことができるのは疑わ

しい。 
 
天然ガスから水素を作るという別の欠点は、プロセスが CO2 を排出するということ

である。このルートからの温室効果ガス(基本的に CO2)の「油井から燃料タンクまで

(Well-to-Tank)」の排出 3 は、90～150g/MJ と見積られる 4。CO2 の輸送と貯蔵とに関

係する規模の経済と後方支援のために、カーボン捕捉・貯留(CCS：carbon capture and 
storage)システムは大規模水素生産工場でのみ実現可能である。 

 
後に、水蒸気改質の比較優位性は、水素の 終使用に依存する。例えば、輸送分野で

も適しているプロトン交換膜燃料電池(PEMFC)は、特に硫黄や一酸化炭素(CO)のよう

な水素燃料中の不純物に敏感である。硫黄は石炭や炭化水素中で見つかり、一酸化炭素は

水蒸気改質の副産物である。PEMFC での使用を意図した改質からの水素は、一酸化炭素

を除去するためにさらに処理をしなければならない。もし、水素が CO にやや敏感でない

                                                  
3 つまり、輸送燃料の生産と輸送から使用場所(水素、ディーゼル機関など)までに生じる排出。自動車の

燃料使用に関係する排出は、"燃料タンクから車輪まで"と呼ばれる。 
4 下の数値は、中央工場での EU の天然ガス混合改質からの水素ガス生産で搭載貯蔵圧力 70MPa の充填

スタンドへのパイプラインによる輸送に対応している。上の数値は、中央工場での天然ガス改質から

の液体水素生産とトラックによる充填スタンドへの輸送を仮定している。 
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内燃機関や固体電解質型燃料電池で使用される時には、この処理は必要ではない。 
 
天然ガスの水蒸気改質は、現在、水素を生産する も安い方法である。ガス価格が 2

～4 ユーロ/GJ の間であるとすると、大規模工場からの水素の価格は 5～8 ユーロ/GJ
になる。この数字は CO2 捕捉・貯留装置(CCS)を含んでいない。CCS は、この価格に

約 20%を加える 5。 
 
生産原価は、さらに改質器の大きさに依存する。エネルギー環境研究所[IE、2004

年]によれば、小規模(1,000 Nm3/h)と大規模(150,000 Nm3/h)水蒸気改質器からの価格

比は 2 から 3 の間にある(カーボン貯留装置無しの場合)。 
 
天然ガスの水蒸気改質は、現在 も安い水素生産方法であるだけでなく、さらに現

在価格でも、既存の市場で車に水素を供給するための も価格効率の良い経路である。

自動車へ圧縮水素ガスを供給する価格(つまり「油井からタンクへ」の価格)は、生産と

輸送の両方の概念に依存する。よく確立された市場では、充填スタンドへのパイプラ

イン輸送による大規模天然ガス改質は、 も価格効率の良い選択肢である。 
 

もし充填スタンドが、生産工場の半径 50km 内にあり、水素の生産が年 18 万トン(石
油換算)ならば、供給価格は 14～18 ユーロ/GJ(CO2 捕捉・貯留装置無し)の間になると

推測されている。より長距離においては、価格は相当に高くなる。現地での水素生産

はより高価である(19～22 ユーロ/GJ)。また、中央工場からの液体水素輸送は約 25 ユ

ーロ/GJ であろう。 
 
展望を示すために、現在の軽油自動車燃料の生産コストは、5～7 ユーロ/GJ の間に

ある。しかし、税を含む欧州消費者のための 終価格は、約 1 ユーロ/リットル(つまり

30 ユーロ/GJ)である。 
 

石炭ガス化 

 
部分酸化(すなわちガス化)は、固体の炭素に富んだ供給材料をガスと残留物へ分解す

るプロセスである。現代のガス化炉では、石炭は制御された量の空気あるいは酸素を

持った高温高圧の水蒸気と反応する。これらの条件の下では、水は水素に分解される。

そして、石炭中の炭素は、一酸化炭素と二酸化炭素に変換される。水素の割合を増加

させるために、ガス生成物は、その後、一酸化炭素と水蒸気が二酸化炭素と水素に変

換される水性ガスシフト反応にさらされる。その後、水素は分離される。 
 

                                                  
5 数字は 150,000 Nm3/h の水素工場能力に適用できる[IE、2004 年]。これらの価格は 2005 年の高騰前

のガソリン価格に相当する(現在価格はおよそ 6 ユーロ/GJ である)。 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート998号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/998/
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このクラスのプロセス内では、3 つの異なった概念がある。その 2 つは、もっぱら

水素を生産する。また、3 番目は水素と電力の両方を生産する。 初の概念は、湿式

ガス洗浄を使用する従来の大規模なシステムである。従来の設備で使用されているガ

ス化システムのうち、噴流床ガス化炉は、固定床や流動床ガス化炉よりも高い炭素転

換率を持ち、また高い水素産出をするので水素生産に もふさわしいものである。 
 
中期的から長期的なものとしての、第 2 の概念は、システム高温ガス洗浄および膜

分離技術を使用する先進的大規模システムである。このガス清浄は約 350～650℃の温

度で行われる。水素分離は従来の湿式ガス洗浄工程よりも効率的である。水性ガスシ

フト炉も、さらなる浄化ステップも必要ではない。しかしながら、この概念は、いま

だ研究開発レベルにある。 
 
3 番目の概念は、統合ガス化複合サイクル (IGCC： Integrated Gasification 

Combined Cycle)に基づいた、水素と電力の複合生産である。このプロセスは、従来

のガス化に似ているが、電力を発生するために複合サイクルガスタービンを組み合わ

せる。IGCC システムは、200～800MWe 容量が既に市販されている。周知の技術に基

づいているが、水素と電力の複合生産はいまだ技術的な改善を必要とする。商用の複

合生産システムは 2015 年から 2020 年の間で利用可能であろう。複合生産システムの

概念は、さらに水素と電力の間の出力バランスを変化することができ、化石燃料発電

を将来の断続的な再生可能資源の大規模浸透へより良く適応させることを可能にし、

弾力的運用の可能性を提示する。 
 
石炭ガス化は、水素生産の有望な選択肢である。しかし、主として大規模な工場内

での選択肢である。既存の従来システムは、水素が約 130,000 Nm3/h 以上の容量を持

っている。この技術の高度な複雑さとカーボン捕捉・貯留システムの統合は、小規模

生産工場を経済的・環境的な理由の両方から魅力ないものにしている。 
 
これらの問題を克服するために研究開発が必要である。優先順位は以下のとおりである： 
－ ガス化炉を小規模にすること 
－ ガス化炉の熱変換を向上させること 
－ ガス浄化を向上させること 
－ より好ましいガス組成の達成 
－ ガスタービン中の燃焼向上をさせること 
－ 廃水処理および空気分離プロセスを向上させること 
これらの理由から、石炭からの水素の小規模生産は、この研究では考慮していない。 
 
石炭の入手可能性は、数十年間は石炭ガス化の潜在性を制限しない。世界的には石

炭埋蔵量は膨大であるため数世紀間は保つが、欧州の石炭生産は低下すると予想され、
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欧州では輸入に依存することになる。この依存の問題が、EU のエネルギー供給のセ

キュリティを害するという懸念があるかもしれない。世界の石炭資源の比較的一様な

分布と、石炭世界市場の安定した価格を示す歴史的証拠により、この懸念は減るに違

いない。 
 
石炭ガス化の別の潜在的な制約は、それが多くの二酸化炭素を排出するということ

である。気候変化が制約する場合、石炭からの水素生産は、カーボン捕捉・貯留と相

まって単に環境上の理由から存在が可能である。石炭に基づいた水素の「油井から燃

料タンクまで」の排出 6 を、天然ガスの水蒸気改質からのものと比較することは興味

がある。石炭からの水素生産は、CCS のレベルに依存して 50～250g/MJ を排出する

(4.1.2 を参照)。天然ガスの水蒸気改質からの排出は、カーボン捕捉・貯留のない場合、

90g/MJ である。 
 

後に、水蒸気改質で、石炭の部分酸化は不純物を生産し、 も多いのが硫黄と一

酸化炭素である。水素がプロトン交換膜燃料電池の中で使用される場合、これらは削

除されなければならない(以下を参照)。 
 
石炭価格 1.5 ユーロ/GJ に基づいて、カーボン捕捉・貯留のない石炭ガス化によって

大量の水素を生産するコストは、技術に依存して、8～10 ユーロ/GJ 7 の間にある。CCS
はコストを 20%程度増加させる[Tzimas and Peteves, 2005]。充填スタンドが生産工

場から 50km 以内にある場合、ユーザーへの供給価格は 19～21 ユーロ/GJ と見積られ

る。メタンや他の炭化水素も水素を作るために部分的に酸化することができる。その

生産コストは石炭ガス化あるいは天然ガスの水蒸気改質のいずれよりも高い。 
 
IE[2004]によれば、大規模な従来システムと先進システムの資本費用は類似してい

る。しかし、運転と保守(O&M)コストの先進的概念は 50%高い。カーボン捕捉・貯留

は、従来システムの資本費用を約 15%また O&M コストを 80%増加させる。比較可能

な数値は先進的概念に関しては利用可能ではない。複合生産システムのコストは、水

素に焦点を置いたシステムよりも著しく高い。コスト比は、資本および O&M コスト

の両方共におよそ 2.5 である。CCS のコスト負担はそれほど劇的ではない。そのコス

ト負担は、資本費用に約 6%および O&M コストに約 50%の増加である。 
 

バイオマスガス化 

 
バイオマスは化石燃料代替としての重要な選択肢である。重要な利点は、成長と使

用のサイクルにわたって、二酸化炭素の正味の排出がないということである。バイオ

                                                  
6 報告された排出数値は充填スタンドへのパイプラインによる水素ガス輸送を仮定している。 
7 この数字は 150,000 Nm3/h の水素工場容量に適用できる[IE, 2004]。 

< 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998号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/998/
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マスは原理的には石炭と同じ様にガス化することができる。種々様々のバイオマス資

源(例えば木材、林業副産物、麦わらおよび都市固形廃棄物)が水素生産に使用すること

ができる。また、これらの資源の分散は、水素生産工場を、コスト削減の可能性を持

って、使用する場所に近い場所の設置を可能とするかもしれない。 
 
バイオマスは石炭よりもさらに複雑でより変化する供給材料である。また、ガス化

のプロセスはそれに従って適応させる必要がある。石炭に比較してバイオマスの揮発

性物質(石炭の 30%と比較して約 80%)の高い内容と低い密度は、炉の設計に影響を及

ぼす。揮発成分の持つ問題は二段階ガス化工程で取り扱うことができる。 
 

まず初めにバイオマスは、空気のない状態で熱分解され、熱分解油と水を生産する。

その後、熱分解蒸気は、水素の多いガスを生産するために水蒸気で改質される。その

プロセスは、バイオマス原料の性質に依存して、単一の反応炉(固定床か流動床)あるい

は二段反応炉の中で進められる。 
 
単一段階ガス化工程に対して二段階バイオマス熱分解/ガス化工程の利点は、ガス化

とは異なる場所で熱分解を行うことができるということである。熱分解油はバイオマ

ス資源の近くで生産され、次に、ガス化のために水素消費地に輸送されるであろう。 
 
バイオマスのガス化には、生産されたガス中の水素密度が高いというような、化石

燃料のガス化に対して、いくつかの重要な潜在的長所がある。しかし、供給材料の複

雑な化学や広い範囲の特性に関連した多くの問題が存在する。現在得られる原料ガス

の品質は、発電には適当であるが、水素供給の要求は満足していない。 良にコント

ロールされた も好ましい供給材料でさえ、水素生産のためのガス清浄/前処理システ

ムが不可欠である。ガス清浄方法の技術的複雑さは、より大規模な運転が発電用の水

素生産に必要である。大規模な水素生産のためのバイオマスガス化だけが、現在考え

られる。 
 
現在、バイオマスガス化システムは、熱と電力生産のための原料ガスを生成するた

めに設計され運転されている。欧州において利用可能なシステムは、技術的に成熟し、

水素生産のために商業的に運転されているものは存在しない。プロセス 適化や研究

開発の大規模な可能性がある。多くの研究開発課題は、石炭ガス化と似ている。炭化

水素の改質および水性ガスシフトの 適化を含む、高温ガス処理のさらなる研究が必

要である。 
 
2020 年以降になれば、65%以上の総合効率が期待されるであろう。IGCC システム

での水素と電力の共同生産は、石炭ガス化に記述されたものと同様の長所を持つであ

ろう。 
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水素生産コストは一段法と二段法で類似している。現在の推定値は、2 段法に少し

の利点があり、9～12 ユーロ/GJ の間にある。投資コストおよび供給材料コストの両

方共に不確かである。バイオマスガス化水素生産の商用プロセスがないために、また、

評価が難しい技術が成熟中であり、コスト削減に大きな可能性があるので、投資コス

トは不確かである。供給材料のコストは変動費を占め、バイオマスとその入手可能性

のタイプに依存して大きく変る。高い変換効率を持った向上したプロセスは、全体中

の供給材料コストの部分を縮小する可能性を持っている。しかし、この傾向は、バイ

オマス前処理用追加費用によって部分的に相殺されるであろう。これらの予測に基づ

いて、現段階の化石燃料価格を仮定する化石燃料および CCS(以前を参照)を使用する

ほとんどの概念に対して、バイオマスガス化からの水素コストは競合し得なかった。 
 

水の電気分解 

 
水の電気分解は、水に電流を通過させ、水を水素と酸素へ分解する。水素ガスは負

のカソードに、また酸素ガスは正の陽極に集まる。天然ガスの水蒸気改質の次は、水

の電気分解が水素生産の も一般的な方法である。また、産業界の何年もの運転は優

れた安全性を実証している。電気分解は容易に拡張可能であり、1 MWe (約 250Nm3/h
の水素生産に対応)から 150MWe(35,000 Nm3/h)までの容量を持ったユニットが市販

されている。 
 

過去 10～15 年の間に、電気分解は重要な技術的進歩を達成した。効率は向上し、ま

た、運転は変動する電力(例えば風力発電)でも達成されている。より高圧力への傾向も

見ることができる新しい電解層は、水素輸送用の 初の圧縮段階を回避するために、

通常 1～3MPa で運転される。先進技術が性能の向上とメンテナンスの単純化を約束す

るが、まだ長期間の運転は実証していない。 
 

近の研究開発の取り組みは、現地水素生産のために、MW 規模ユニットの高度な

電解層と小規模ユニットに注目している。これらの小規模ユニットは、130～270kWe
電気入力(つまり 30～60Nm3/h 容量範囲)の間にあり、過去 5 年にわたってより信頼出

来るようになった。大量生産スキームと比較して、現地での水素生産という大きな利

点は、それが水素輸送の必要性を除去するということである。上記の小規模開発に基

づいて、いくつかのメーカーは、水素スタンドが路上走行車および他の自動車用途に

圧縮した水素ガスを供給するために電気分解システムを研究している。 
 
水の電気分解の主な欠点は、それが大量の電力を必要とするということである。効

率を増加させて、かつ電力使用を削減する努力がなされている。例えば、700～1000℃
の間の温度と高圧で運転された電解槽はより効率的である。しかし、これらのシステ

ムの研究はまだ研究開発段階にある。 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート998号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/998/
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一次エネルギーで熱化学変換と比較した水の電気分解の利点は、より低い資本費用

とモジュール式の性質にある。電解槽は、ほとんどどのような寸法でも効率の低下な

しに運転することができ、水素の需要と電力供給を調節することができる。別の利点

は、プロセスが非常に純粋な水素をもたらすということである。バイオマスまたは化

石燃料から生産された水素中にある、少量の CO に敏感な固体高分子(PEM)燃料電池

で水素を使用する場合には、このことは重要である。電気分解による生産は、他の手

段より高価であるが、燃料電池での追加費用を回避できる。 
 
電気分解による水素生産のコストは電力の価格によって占められる。これは、石炭

や原子力の電力を使用すると総生産コストの約 30%で、また海上風力発電を使用する

場合は 80%程度である。電気分解は電力が安く発電される場合にのみ、例えば、電力

グリッドからの閑散時電力、あるいは断続的な風力や太陽資源からの超過電力生産が

ある場合、経済的に実現可能である。Nitsch[2003]および IE[2004]は、1000Nm3/h で

20年間の技術的寿命の能力を持った工場からの電気分解による水素生産のコストを評

価した。彼等は、石炭または原子力からのベース負荷電力を使用して約 22～25 ユーロ

/GJ のコストを、風力発電を使用して約 30～50 ユーロ/GJ を、また、より高価な再生

可能資源である、例えば太陽光発電や高温太陽熱発電 8 を使用して 90～450 ユーロ/GJ
の間のコストを計算している。 

 
電気分解からの温室効果ガスの排出は、使用される電力資源に依存する。もし電力

が原子力あるいは再生可能資源からである場合、水素は CO2 の排出がない。もし電力

が化石燃料からならば、CO2 排出は大きい。従って、「油井から燃料タンクへ」の温室

効果ガス排出は、広い範囲内に横たわる。もし、水素ガスが風力発電を使用して現地

の電気分解によって生産される場合、その範囲は、0g/MJ の近くから始まり、また、

EU の燃料ミックスから発電された電力を使用して、中央の電気分解工場から生産さ

れた水素を液化してトラックで充填ステーションへ輸送した場合、240g/MJ まで増加

する。 
 
熱分解と熱化学サイクル 

 
水が 2,500℃以上に加熱されると、水素と酸素へ分解する。この温度で動作させるに

は材料に困難な問題がある。このプロセス温度は、直接分解と電気分解または化学サイ

クルを組合せることにより低下させることができる。電気分解との組合せは、水蒸気電

気分解あるいは高温電気分解として知られている。既存の電気分解に対するこのプロセ

スの利点は、水を分割するために必要とされるエネルギーのうちのいくらかが、電力の

代りに熱として加えられるということである。熱は電力より安いので価格を削減する。 
 

                                                  
8 この推定値は、より高い効率と組み合わせたスタック設計における期待される改善に基づく。 
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熱分解もまた低温で水を分割するために化学反応と組み合わせることができる。分

割を促進するために水に中間体が加えられる。それらはプロセスで消費されるが、回

収し再生成することができ、そして再使用できる。一連の反応は熱化学サイクル 9 と

呼ばれる。水を分割する多くの可能なサイクルがある。しかし、電気分解ほど効率的

なものはない。研究の取り組みは、商業的に実現可能な低価格で高効率のプロセスの

開発に注目している。 
 
ヨウ化硫黄(S-I)サイクルは有望である。それは、850℃以上の温度を必要とするが、

高効率を提供する。熱化学サイクルでは、化学反応は体積に比例する。しかし、電気

分解では、反応はむしろ表面積に比例する。したがって、規模の経済は熱化学の手段

が好ましい。原子炉からの熱を使用して、大量生産を達成することが提案されている。

このプロセスは、欧州 10、日本および米国で研究、開発されている。 
 
別の有望なサイクルには、ZnO/Zn プロセスがある。これは、高温ガス分離を必要と

せず、約 29%のエネルギー変換効率があるので、太陽熱に適している。他の熱化学サ

イクルでのように、ZnO/Zn プロセスは、固形材料の大量の流れの取り扱いが必要であ

る。一層の開発研究が、現在、太陽化学反応器のモデル化と、Zn 回収のよりよい急冷

法の設計に集中している。 
 
太陽熱分解からの水素生産は、まだ実験段階にある。しかし、詳細に報告されたプ

ロジェクトからの利用可能な文献や情報によれば、資本費用は約 3,500 ユーロ/kWh
である。学習効果と技術波及はこの数字を縮小するであろう。このような資本集約的

技術は、50 ユーロ/GJ 以上の高い水素生産価格をもたらす。 
 

2. CO2 捕捉と貯留(CCS) 
 
水素が石炭、石油あるいは天然ガスから生産される場合、二酸化炭素が排出され、

管理されなければならない。CO2 捕捉と貯留(CCS：CO2 capture and storage)は 1 つ

の選択肢である。CCS は、二酸化炭素を無期限に分離し格納するプロセスである。条

件は水素生産および発電の両方の場合に類似している。第一段階では、水素は主とし

て化石燃料から生産される。したがって、CCS は水素経済にとって重要である。CCS
は、価格、潜在性、信頼性および安全性の点から難問である。これらのトピックスは、

第 5 次・第 6 次欧州研究開発フレームワーク・プログラムによって特に融資された研

究開発プロジェクトの主題である。 
 

                                                  
9 例えば熱/電解ハイブリッド分解プロセスや直接触媒分解のように、温度を下げる目標で研究中の他の

技術がある。 
10 例えば、第 5 次 EU フレームワーク・プログラムの欧州 HYTHEC 研究計画は、S-I 熱化学サイクル

に専念している。 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
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水素と CO2 は、化学溶媒洗浄集塵、物理溶媒洗浄集塵、吸収、メンブレン、低温工

学、化学ループ燃焼およびセラミック膜分離によって分離することができる。予備燃

焼捕捉および天然ガスの水蒸気改質では、水性ガスシフト反応は、水素の多い合成ガ

スと高圧で大きく濃縮された CO2 の流れを生成する。そこから CO2 を容易に抽出する

ことができる。このための化学プロセスは確立されており、反応膜による高度な概念

が開発されている。規模の経済は重要である。そして、CO2 の分離は、大量の水素を

供給する大規模センター施設でのみ効率的である。 
 
天然ガスの水蒸気改質で、70%から 90%の CO2 削減を達成することができる。石炭

ガス化については約 90%である。CCS の使用は、石炭からの水素生産で「油井から燃

料タンクへ」の温室効果ガス(GHGs)排出を 250g/MJ から約 50g/MJ に減らす。また

天然ガスからの水素生産では 90g/MJ から約 30g/MJ までに減らす。 
 
一度捕捉したら、CO2 は永続的に貯留されなければならない。可能性は次のものを

含んでいる：地質学的貯留(つまり空の地下埋蔵石炭、石油やガス田、あるいは地下塩

水層中への CO2 注入)、海洋貯留(このオプションの蓄積時間および環境影響に関して

は大きな不確かさがある)、鉱物および生物学的貯留(ケイ酸マグネシウムのような自然

発生の鉱物と CO2 を化学的に組合せる)。地質学的貯留の可能性は、米国、カナダおよ

びオーストラリアで評価されており、また EU でも評価中である。 
 
研究は、CCS が充填スタンドでの水素供給価格を 25～30%増加させることを示唆し

ている。いくつかの研究ではさらに高いコストを示している。水素が天然ガスから生

産される場合、燃料価格はこの追加費用が大きな成分である。一方、水素を石炭から

生産する場合、資本費用が も重要な要素となる。 
 

(出典：World Energy Technology Outlook - WETO H2,  
http://ec.europa.eu/research/energy/pdf/weto-h2_en.pdf , pp70-81) 

参考： 
・1kWh は 3.6MJ である。従って 1GJ は約 278kWh となる。京都議定書で合意された我が国

の二酸化炭素排出量削減目標を参考に、1990 年比 6％削減した、我が国の 1 世帯当たりの

光熱費から算定した電気使用量の目標値はおよそ 330kWh である。 
・現在の我が国の家庭用電気料金はおよそ 20 円/kWh で発電原価は約 6 円/kWh である。 

１ユーロ 155 円とすると、発電原価は 10.7 ユーロ/GJ となる。 
 
・世界エネルギー技術の展望 WETO H2 報告書概要（EU） 

－世界エネルギー・システムの 3 つの異なるシナリオ、 
標準的ケース、カーボン固定化ケースと水素ケースを解析－ 

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/993/993-03.pdf 
 
・世界エネルギー技術の展望 WETO H2 報告書（EU） 

－2050 年までの世界エネルギーの要因と制約－ 
http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/994/994-16.pdf 
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【エネルギー】エネルギー政策 環境政策 

 
2007 年予算法における省エネ、新エネ、環境政策（イタリア） 

 
2006 年 12 月 27 日の官報 299 号にて、2007 年予算法〔2006 年の法律 262 号〕が

公布された。中道左派によるプローディ政権が 2006 年 5 月から政権を執っているが、

例年通り、本予算法承認までには労働組合、経済連、またイタリア国民全てを巻き込

んだ激しい議論が繰り広げられた。新政権による 2007 年予算法は、過去 5 年間に増

大した国の赤字財政を改善せねばならず、特に所得税率の改訂（低所得者を優遇し、

高所得者の税率を引き上げた）に関しては国民から多くの批判を受けたが、与野党か

らの修正提案を考慮しつつ紆余曲折を経て、遂に 12 月末に国会の承認に至った。 
 
2007 年予算法には、京都議定書の目標到達までにイタリアが取るべき環境政策と省

エネ・新エネ政策も記され、2007 年～2009 年の 3 ヵ年計画として 28 億 9,600 万ユー

ロの予算が計上されている上、諸々の補助金や税控除システムの導入も考慮されてい

る。税控除システムは、2008 年上半期に実施される「2007 年のための確定申告」の

折に実施される予定であり、高い控除率が定められている。 
 
更に新エネルギー部門として特記すべき点としては、批判の対象にありながら長年

優遇措置が適用されていた「類似エネルギー源」が、本予算法においては新エネルギ

ー源として見なされなくなったことや、バイオ解体されないゴミはバイオマスとみな

されないことが挙げられる。これらの内容を、以下に説明する。 
 

＜類似エネルギーやバイオ解体しないゴミは、新エネ優遇措置適用から除外＞ 

 
1991 年の法律 9 号と 10 号によってイタリアの新エネ促進政策が具体化されたが、

その政策の中には「類似エネルギー」というものが存在していた。例えば石油精製か

ら派生する余剰物が再生エネルギーとして使われているが、それは「類似エネルギー」

と定義され、「類似エネルギー」生産者（石油精製企業）は新エネのための優遇措置を

現在まで受けていた。「類似エネルギーは正統な新エネではない。限度ある新エネ開

発・促進資金を奪っている」という長年の批判を受け、本 2007 年予算法において「類

似エネルギー」は新エネルギー源ではないと定義され、1991 年以降に制定された。い

くつかの新エネのための法律における「類似エネルギー」の項目は全て削除された。 
 
また、バイオマスとして定義されているのは、焼却設備で電力を生産しながらバイ

オ解体されるゴミ（CDR／都市ゴミ、産業ゴミ）だ。しかしこれまでは、電力生産焼

却器で燃やされるが、バイオ解体されていないゴミ（プラスチック等）もバイオマス

として扱われ、新エネ優遇措置の対象となってきた。今回の 2007 年予算法において、

< 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998号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/998/
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バイオ解体されないゴミはバイオマスとして認められないことが明記され、優遇措置

の対象から除外されることになった。 
 
なお、イタリアにおいて新エネルギー源は、1992 年の物価問題閣僚会議決定 CIP6

や 1999 年の CV（Certificato Verdi／グリーン証明書）、他の規定によって優遇、促進

されている。 
 
以下は「2007 年予算法」で定められた京都議定書目標のための特筆すべき省エネ、

新エネ、環境政策の税控除、補助金の詳細である。 
 

＜建物のエネルギー効率改善とソーラー熱のための税控除＞ 

 
近年、毎年実施されてきた省エネを実現させるための設備設置費用税控除政策は、

2007 年予算法において、税控除率が従来の 36％から 55％に大幅に引き上げられるこ

とになった。また、控除額の返還期間も従来の 10 年間から 3 年間に変更され、高エネ

ルギー効率設備を設置する者にとっては、これまで以上に有利な税控除率と条件を得

られることになった。なお、控除の対象となる高エネルギー効率設備、機器、条件等

は以下の通りである。 
 
a) 既存建物の暖房設備改良化工事費用は、その 55％が税控除され、3 年間にわたっ

て返還される（控除限度額は 10 万ユーロ）。しかし控除の条件として、暖房設備

の全エネルギー消費量が、2005 年 8 月 19 日の暫定措置 192 号 時点での予測消

費量より、20％以上縮小されていることが必要である 
b) 熱効率を改善するために既存建物の一部、あるいは全体の壁や天井、床、あるい

は窓枠を含む窓の修復工事をする場合には、工事費用の 55％が税控除され、3 年

間にわたって返還される（控除限度額は 6 万ユーロ）。 
c) 家庭、企業、プール、スポーツセンター、病院、学校、大学等で使われる温水の

生産用にソーラーパネルを設置する者には、ソーラーパネル設置費用の 55％が

税控除され、3 年間にわたって返還される（控除限度額は 6 万ユーロ）。 
d) 古いボイラーの取り替え費用は、55％が税控除される（控除限度額は3万ユーロ）。 
 

＜超高効率建築物の建設補助金＞ 

 
2005 年 8 月 19 日の暫定措置 192 号で予測された電力需要値よりも 50％以下の省エ

ネを実施する中・大規模（10,000 ㎥以上）の新建築物の建設を促進するために、政府

は省エネ工事にかかる特別費用の 55％を補助することにした。補助対象の条件として、

建設工事が 2007 年 12 月 31 日までに開始され、開始後 3 年以内に建築が完成するこ

とが挙げられている。2007 年予算法では、2007 年～2009 年の各年 1,500 万ユーロの
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補助金が計上されており、3 年間で 15～20 戸の模範的超省エネ新建築物が建てられる

計算になっている。 
 

＜高効率冷凍・冷蔵庫買い替えのための税控除＞ 

 
2007 年、エネルギーレベル 「A＋」 カテゴリーもしくはそれ以上の低電力消費冷

凍庫や冷蔵庫に、古いものから買い替えた場合、購入価格の 20％が税控除される。税

控除 高額は１つにつき 200 ユーロまでで、控除金は 1 回で全額返還される。この冷

凍・冷蔵庫買い替えだけで、年間 85GWh の省エネが実現できると予測されている。 
 

＜工業用モーター、工業用インヴェンター買い替えのための税控除＞ 

 
低・中圧で機能している産業用モーター（設備に統合されているモーターも含む）

に代わって、出力 5～90kW の高効率モーターを購入した場合、設置代も含めた額の

20％の税控除が受けられる（控除限度額は 1,500 ユーロ）。 
回転速度を変える機械、出力 7.5～90kW の産業用高効率インヴェンターを購入ある

いは設置する場合には、設置代も含めた費用の 20％が税控除される（控除限度額は

1,500 ユーロ）。 
新しいモーター、インヴェンターの買い替えによって、産業用電力を年間 15％（約

15 TWh）節約できると予測されている。 
 

＜バイオ燃料利用普及政策＞ 

 
2005 年末までに 1％ 、2008 年 12 月 31 日までに 2.5％、2010 年 12 月 31 日まで

に 5.7％の農業生産物から生産されるバイオ燃料をガソリンへ混入させることが、2007
年予算法において義務付けられた。本規定は、EU のバイオ燃料普及政策（2003/30/CE）

を受けたものである。また本法は、2007 年予算法公布から 3 ヵ月以内にバイオ燃料ガ

ソリン混入規定が遵守されない場合に課される罰金規定が、関係省によって制定され

ねばならないとしている。 
 
さらに、ガソリンに混入される牽引用バイオディーゼルにかかる物品税は、2007 年

～2010 年までの期間において、年間 25 万トンを限度として、通常より低い物品税 20％
が適用される。また農業生産者あるいは農業組合がエネルギー利用目的で自社生産し

た野菜オイルを自家消費する場合には、 高 100 万トンまで物品税は課税されないと

定めている。これらの措置によって、政府はバイオ燃料生産のための企業創出を奨励

している。 
 
 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート998号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/998/
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＜新エネルギー源による熱供給付加価値税を優遇＞ 

 
高効率コージェネ設備や新エネルギー源で生産された熱エネルギーが、公共の遠隔

暖房網を通って暖房熱として各家庭に供給される時に課せられる光熱費のための付加

価値税（IVA）は、通常より低い税率 10％の IVA が適用される（通常のエネルギー源

による電力、熱の IVA は 20％）。 
 
さらに政府は、大気に優しい自動車を優遇するために、以下の補助金システムを制

定した。 
 

＜大気汚染をする自動車の放逐＞ 

 
新政府の環境汚染政策は、運搬車や建物から排出される大気汚染排出を削減させ、

エネルギー高効率製品の需要を促進させることを目指している。その第一歩として、

EC の自動車規定で区分されている EURO ゼロと EURO1 のカテゴリーに入る、大気

汚染をする古い自動車の削減対策を講じることにした。政府は 2007 年～2009 年の 3
年間の対策費予算として 1 億 5,000 万ユーロを計上した。 

 
2007 年 1 月 1 日～12 月 31 日（自動車登録期限は 2008 年 3 月 31 日まで）の期間に

おいて、古い自動車を廃車させる場合は、廃車代が無料となっている。廃車代の 80 ユ

ーロは、廃車完了後に、政府が廃車業者に支払うという補助金システムになっている。 
 
逆に、EURO4 と EURO5 のカテゴリーに入る新車（CO2 排気量は 120g/km 以下）

の購入には、800 ユーロが補助される。新車購入時に客は新車価格から 800 ユーロを

差引いた金額でディーラーから新車を買うことができ、ディーラーは後で国から立替

金を受け取るというプロセスで補助金が運用されるのだ。新車購入のメリットは、購

入後の 2 年間、自動車保有税の納税が免除される点にもある。なお、1,300cc 以下の新

車の場合は、この納税免除期間が 3 年間に延長されることになっている。 
 
トラックに関しては、EURO ゼロと EURO1 の古い商業用トラックを廃車にして、

3.5 トン以下の EURO4 か EURO5 のトラックを購入する場合にのみ 2,000 ユーロの補

助金が支給される。トラックの自動車保有税は免除されない。 
 
メタンガス車、LPG 車、電気自動車、水素自動車も、購入時には 1,500 ユーロの補

助金が得られ、CO2 排気量が 120ｇ/km 以下であれば更に 500 ユーロの補助金が加算

される。トラックであれば、上記したトラックとしての補助金が上乗せされ、 高 4,000
ユーロの補助金を受けることができる。なお、ガソリン車購入への補助金予算額は予

め定められているため、国の予算を超える前に購入しなければ補助金は受けられない。
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一方、メタンガス車、LPG 車、電気自動車、水素自動車の購入補助金には予算額の制

限がないので、申請者全員が、その補助金が受けられることになっている。 
 
自動二輪車に関しては EURO ゼロの解体代として国が 80 ユーロを補助する。

EURO3 の自動二輪車購入代の補助金はないが、5 年間、自動二輪車の保有税は免除さ

れる。 
 

＜都市汚染大気改善のための維持可能交通対策＞ 

 
2007 年予算法において環境省と運輸省は、大気汚染が際立つ都市に特に重点を置い

た次のような維持可能交通対策を立案した。この対策用に、2007 年～2009 年の 3 ヵ

年として 2 億 7,000 万ユーロの「維持可能交通対策資金」が設置された。 
 
立案された対策案は、①大気汚染をしない公共乗り物手段の強化と効率化、②維持

可能交通手段を優遇するシステムの導入、③モビリティ・マネージメントとカー・シ

ェアリングの促進・強化、④汚染しない自動車利用の漸次的義務化や運送部門の合理

化・再組織化、⑤メタンガス、LPG、電気、水素供給スタンド網の実現と強化、⑥都

市内の自転車道の設置促進などである。 
 
以上の通り、2007 年予算法は、みどり党の党首が環境相を務めている中道左派政府

によって提案され国会で承認されたものであり、環境に優しい政策だとして、関係団

体、環境団体からは高く評価されている。他方で、野党からは「天然ガス再ガス化タ

ーミナル建設について言及しておらず、一時的緩和剤である」といった厳しい批判が

なされている。 
 
参考文献： 
・ 2007 年予算法 
・ 2005 年 8 月 19 日の暫定措置 192 号 
・ イルソーレ 24 オーレ紙 
・ イルソーレア 360 グラーディ誌 

< 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998号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/998/
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【環境】 大気現象 

 
エアロゾル粒子による地球の「日覆い」が薄くなる傾向に（米国） 

 
塵、汚染、その他のエアロゾル 1 粒子は太陽光を遮る働きを持っており、温室効果

ガスによる地球温暖化を相殺する力となっている。米航空宇宙局（NASA）が行った

新しい研究により、この働きが弱まっている可能性があることが明らかになった。 
 
 

 
大気中の塵、汚染、その他のエアロゾル粒子の平均量は 1990 年代以降減
少している。世界全体の平均量は 2002 年から 2005 年にかけて比較的少
なかったことが示されている。エアロゾルの 大値は薄い青色、 小値
は紫色で示されている。 

出典：NASA Global Aerosol Climatology Project 
 
1990 年代始め以降エアロゾルによる地球の「日覆い」が薄くなったことにより、地

表面の温度上昇に拍車がかかった可能性がある。この研究結果は 3 月 16 日発行のサイ

エンス誌で発表されており、気候変動の理解がさらに進むことが期待されている。こ

れに関連して先日発表された研究では、エアロゾルが誘発する「地球の薄暮化：global 
dimming」に起因する地球の寒冷化が温暖化と同時に起きている可能性があることが

報告された。 
 
論文の筆頭著者である NASA ゴダード宇宙研究所（Goddard Institute for Space 

Studies：GISS、ニューヨーク）2 の Michael Mishchenko は次のように述べる。「大

気を通過する太陽光が増えて地表面が暖められると、気候と気温に影響がもたらされ

                                                  
1 大気中に浮遊している固体あるいは液体の微細な粒子。自然発生するものと人間の活動によ

り発生するものがある。火山灰、土壌粒子、海塩粒子、ディーゼル黒煙、タバコ煙等。 
2 http://www.giss.nasa.gov/research/ 
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る。エアロゾルの地球全体での働きを知ることができれば、気候に作用する力全体の

中で解明されていない重要な部分を知ることができるだろう。」 
 
この研究は、NASA の資金提供による他に類を見ない地球規模の研究であり、下層

大気のエアロゾルに関する過去 長の連続的な人工衛星データを使用している。GISS
の研究チームは「全球エアロゾル気候計画（Global Aerosol Climatology Project）3」

を立ち上げ、雲と気候の仕組みを観測することを目的として 1978 年に開始された人工

衛星の記録からエアロゾルのデータだけを抽出した。その結果、地球全体のエアロゾ

ルは 1982 年と 1991 年に起きた大規模な火山噴火の影響で一時的に大きく上昇したが、

1990 年頃から徐々に減少していることが分かった。2005 年までに、地球全体のエア

ロゾルは比較的変動が少なかった 1986 年から 1991 年の水準と比べて 20%も減少して

いる。 
 

 
人工衛星のデータは、太陽光を遮るエアロゾルが 1991 年に起きたピナツ

ボ山の噴火以降確実に減少してきたことを示している（赤線）。この減少

が今世紀始めに「地球の薄暮化」を終わらせた可能性が高い。 
出典：Michael Mishchenko, NASA 

 
他の研究者達により、地表面に届く太陽光は過去数十年で徐々に減少してきたが、

1990 年頃から急に増加し始めたことが明らかにされている。NASA の研究は、この不

可解なデータの解明にも役立つものである。「地球が薄暗くなる傾向が明るくなる傾

向へと変わったのは、ちょうど地球全体のエアロゾル量が減少し始めた時期にあたる」

と Mishchenko は述べる。 
 
サイエンス誌に掲載された論文は、地球が薄暗くなったり明るくなったりする傾向

とエアロゾルとの関連性については立証していないが（雲量の変化は除外していない）、

これとは別の新しい研究はこの論説を裏付けている。この研究は、ニューヨークにあ

るコロンビア大学応用物理学・数学科の Anastasia Romanou が率いる研究チームが

行ったもので、3 月 8 日に発行された米国地球物理学連合の学術雑誌“Geophysical 

                                                  
3 http://gacp.giss.nasa.gov/ 
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Research Letters”に掲載された論文の中で、地球温暖化と地球薄暮化という明らか

に相反する力が同時に働いている可能性があることが示されている。 
 
GISS の研究チームは、コンピューターを使って 20 世紀の地球の気候をシミュレー

ションすることにより、これまでで も広範囲に及ぶ地球薄暮化の調査を実施した。

先端の技術を駆使した 9 つの気候モデル（うち 3 つは GISS のモデル）を使って分

析を行った結果、温室効果ガスとエアロゾルの増加によって地球が暖められると同時

に、地表面に到達する太陽の直射光が減少していることが示された。シミュレーショ

ンで導き出された地球の薄暮化は、1960 年代から 1990 年にかけて記録された太陽光

の減少を示す実際の測定結果とぴったりと一致した。 
 

 
コンピューターによって 20 世紀の全期間に及ぶ地球の気候シミュレーシ
ョンを行った結果、エアロゾルと呼ばれる浮遊微小粒子の影響が示され
た。地表面に到達する太陽光は地球の大部分で減少しており（青色）、一
部の地域では不変（白色）或いは僅かに増加している（黄色）。 

出典：Anastasia Romanou, Columbia University 
 
GISS のモデルの一つを使ってさらにシミュレーションを行った結果、太陽光を遮り

上空の太陽熱の一部を閉じ込める働きを持つエアロゾルは、20 世紀の地球薄暮化に大

きな影響を与えていることが分かった。Romanou は次のように説明する。「北半球に

おける薄暮化の大部分は、このような直接的なエアロゾルの影響によるものである。

エアロゾルには薄暮化を誘発するその他の働きもある。雲の反射率を高め、滞留時間

を長くする等がその例である。これらの働きは、直接的な影響と同じくらい重要な役

割を果たしていることが分かった。」 
 
蒸発量の増加に伴う水循環周期の加速化、雲量の増加および降雨量の増加は、温暖

化の主要な影響とされている。地球の薄暮化と温暖化の複合的な影響が分かれば、こ

れらの現象が未だに観測されていない理由が解明されるかもしれない。論文の共著者
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である GISS の Gavin Schmidt は次のように述べる。「地表面に届く太陽光が減少す

ると、気温を上昇させる働きが弱まるため、蒸発量はあまり変化しない。エアロゾル

が増加すると予測される水の循環周期が遅くなる可能性が高い。」 
 
近年の世界的なエアロゾルの減少傾向が今後も続くかどうかは明らかではない。問

題を複雑にしている大きな要素の一つは、世界のエアロゾル分布は一様ではなく、自

然起源のものから人為起源のものまで多くの異なる発生源が存在することである。

NASA の 新の地球観測衛星を使った測定により、地球全体のエアロゾル総量の推計

は精度を増しており、より広範なデータを得られるようになっている。一方、近年に

おけるエアロゾルの増加と減少が人間活動によるものなのか或いは自然の変動による

ものなのかを明らかにするには、2008 年に打ち上げが予定されている NASA の“Glory 
Mission4”を待たなければならない。 

 
このミッションのプロジェクト科学者を務める Mishchenko は次のように述べる。

「“Glory”に搭載される二つの測定機器の一つであるエアロゾル偏光分析センサー

（Aerosol Polarimetry Sensor）は、地球全体の自然起源および人為起源のエアロゾル

の特性をかつてないほど正確に計測することができる。」 
 
出典：Global 'Sunscreen' Has Likely Thinned, Report NASA Scientists 

http://www.nasa.gov/centers/goddard/news/topstory/2007/aerosol_dimming.html 
 

翻訳：山本 かおり 

                                                  
4 http://glory.giss.nasa.gov/ 
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【産業技術】ライフサイエンス  
 

米国国立研究所(LLNL)による生物検知 1 技術のレビュー 
 

これまで生物学的脅威 2 を早急かつ正確に検知することを目指して多くの検知技術

が開発されてきた。 
 

ローレンス・リバモア国立研究所(LLNL)3 の研究者達は、英国雑誌“The Analyst4”

の 新記事(Issue 3、2007)の中で何種かの 新技術をレビューしている。 
 

「現場で使用できる病原体検出装置の実現に繋がる、検知のシステムとプラットフ

ォーム 5 に関する 新の技術と手法の概要を提供することは重要なことだ」と LLNL
の主執筆者である Jeffrey Tok は語る。その他の執筆者は、LLNL バイオセキュリテ

ィ・ナノサイエンス研究所の Nicholas Fischer と Theodore Tarasow である。 
 

Tok と仲間の研究者達が以前紹介した技術の一つに、バーコードシステムを使用し

て現場で生物因子(細菌、ウィルス、生物兵器、生物剤など)を検知するものがある。こ

のバーコードシステムは小売商品に使用されているものと同様なものである。複数の

異なる金属（金、銀、ニッケル等）のサブミクロンの薄さの層から成るナノワイヤー

は、様々な病原体（例えば、炭疽菌、天然痘、リシン毒素、ポツリヌス毒素など）を

検知するための「バーコード」のような働きをすることができる。この手法により、

固有の蛍光特性 6 によって複数の病原体を同時に検知できる可能性がある。 
 
 早くて効果的なセンサーは生物テロや細菌戦と

いった新たな脅威に立ち向かうために必要不可欠

なものである。近年進歩した、免疫検出(病原体検

知)を可能にするプラットフォームには、複数の金

属の縞模様のナノロッド(図：左上)や色素を含ん

だマイクロビーズ(右上)、ナノワイヤー電解効果

(FET)(右下)、全生物体(左下)などが挙げられる。

(出所：ローレンス・リバモア国立研究所) 
 

                                                  
1 環境のモニタリングにより病原体、ウィルス、毒素などを検知すること。 
2 ここでは、生物テロや生物兵器などによる、病原菌や毒素などの脅威。 
3 Lawrence Livermore National Laboratory 
4 http://www.rsc.org/Publishing/Journals/AN/article.asp?Journal=AN2&VolumeYear=2007132&Vol

ume=132&JournalCode=AN&MasterJournalCode=AN&SubYear=2007&type=Issue&Issue=3&x=
15&y=3 

5 ここでは全体の中の基本技術、基盤技術の意。 
6 レーザー光などを結晶に照射すると、その照射光より長波長の光が結晶から出てくる光の特性。 
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別の検知技術には、電流を読み取ってタンパク質とウィルスの検知を行うナノワイ

ヤー電子装置がある。このナノワイヤーは、表面のわずかな変化で導電率の変化が生

じる電解効果トランジスター(FET)として用いられる。この技術の開発者達が予測して

いるのは、バイオセキュリティのための監視に適した、大規模な病原体検出用のナノ

ワイヤー高密度回路アレイである。特定の病原体の検知が可能になるように調整でき

る物理的特性や化学的特性、工学的特性が、マイクロビーズをベースとした免疫測定

検知システムの要となる。固有の分光的特徴やフィンガープリント 7 により、各種類

のビーズと結合することが可能である。ビーズは、生物兵器の特定物質の抗体と結合

している。 
 

この手法は病原体自動検知システム(APDS8)で実証されている。この技術はローレ

ンス・リバモア国立研究所の研究者達によって開発された。APDS には解析する周囲

の環境から粒子を絶えず「吸入する」ためのエアロゾル捕集器(collector)を含んでいる。 
 

マイクロアレイ 9 をベースとした免疫測定検知法は、 近ホウレン草などのパッケ

ージ生野菜で発見された大腸菌等のバクテリアを検知するために用いることができる。

この手法は病原体と無害なバクテリアとを識別することができる。この手法の類似技

術であるアプタマー10 マイクロアレイでは、標的の分子に結合して複合体に折り畳ま

れる DNA の短い一本鎖(100 ヌクレオチド未満)が開発された。この折り畳みの事象

(event)により、読み取りやすい電荷が発生する。結合誘起によって信号を出すこの手

法は、特に複合試料を検知するのに大変適している。 
 

一つの細胞全体(whole-cell)を基盤とした免疫測定システムでは、改変 B リンパ球細

胞が用いられる。改変 B リンパ球細胞では、病原体を検知する膜結合性抗体と、関連

する発光通知システムの双方が、インビボ(生体内)で発現する。この B リンパ球細胞

をベースとした検知システムは CANARY と呼ばれている。このシステムは、発光オ

ワンクラゲ(Aequoria victoria)というクラゲから抽出した生物発光タンパク質を中心

に備えている。このタンパク質は、容易にカルシウムに感受して発光する。標的とす

る生物兵器の含有物に接した際、瞬時に B リンパ球細胞内で光子の増加が観察された。

この光子の変化は安価な光学系装置を用いて容易に検知することができる。 
 

「これまでの卓上での免疫測定手順を小型化し、完全に自動化されたマイクロ／ナ

ノ流体チップにすることができれば、生物兵器防衛と医療利用の双方で利用できる、

多重で効果的で費用効率の高い、正確な病原体検知システムができる可能性が大変高

                                                  
7 分光学、クロマトグラフ法などの技術によって得られる、物質の存在や同一性の証拠。 
8 Autonomous Pathogen Detection System 
9 マイクロアレイは DNA チップとも呼ばれ、ガラスやシリコン製の小基板上に DNA 分子を高密度に配

置（アレイ、array）したもの。 
10 アプタマー(aptamer)は標的タンパク質と特異的に結合する能力を持った核酸分子。 
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い」と Tok は述べている。 
 

ローレンス・リバモア国立研究所は 1952 年に設立され、国家の安全を確かなものに

し、現代の重要課題に科学と技術を利用するというミッションを担っている。ローレ

ンス・リバモア国立研究所は米国エネルギー省国家核安全保障庁が所有しており、カ

リフォルニア大学が管理を行っている。 
 
出典：http://www.llnl.gov/pao/news/news_releases/2007/NR-07-02-04.html 

 
翻訳：NEDO 情報・システム部 
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【産業技術】ライフサイエンス 

 

 吸引式薬物伝達システムの研究開発動向（米国） 
 
 通常、薬物を体内に投入する場合、体内で吸収・分解されると全身すなわち患部以

外の部位にも広範囲に拡散していくため、患部に到達する薬物量は投与量のうちごく

僅かとなる上、正常な細胞にも薬物が投与されることになるため副作用等の問題が生

じる。これに対し、 近、薬物を体内に投入しても途中で吸収・分解されることなく

患部に到達し、目標とする患部（臓器や組織、細胞、病原体など）で薬剤を放出して

治療効果を高める「薬物伝達システム（ドラッグ・デリバリーシステム：DDS）」技術

の開発が注目されている。 
 

その中でも特に、糖尿病患者がインスリンを摂取する場合、現在は微細な針を使用

した「インスリン・ポンプ」と呼ばれるデリバリーシステム、すなわち注射が一般的

であるが、注入時に痛みを伴うにも関わらず毎日投与しなければならないため、幼児

のみならず成人への使用でも患者の肉体的、精神的苦痛が多く新たなデリバリー技術

が待ち望まれている。こうした背景から、現在、注射針に替わって吸入式のインスリ

ン・デリバリーシステム(DDS)が複数の企業で研究開発され、世界中の注目を集めて

いる。2006 年１月末、Nektar/Pfizer 社が開発した吸入式インスリン DDS“Exubera”
が世界に先駆けて欧州や米国で認可 1 されたのをはじめ、各社が活発な開発活動を展

開している。 
 

吸入式 DDS を開発している企業には、MannKind 社、Aradigm 社、Direct-Haler
社、Vectura 社等が挙げられる。その中で、Aradigm 社はシリコンバレーHayward 市

に本社を構え、2009 年の実用化に向けて開発作業を本格化させている有力企業の 1 つ

である。吸入式 DDS は、大きく分けて、薬剤を吸入または肺に送り込むデリバリーシ

ステムの部分と投薬量を管理する部分の 2 つに分かれる。前者のデリバリーシステム

は、微粒子サイズの薬剤を肺に送り込むシステムで、使い捨てストライプ（AERx 
Srtip）に組みこまれた投薬を噴霧状に送り込む機能を持つ。多くの薬剤は高い可溶性

といった特性を有しており水性投与方式において安定しているが、Aradigm 社の

AERx は可溶性に限りのある薬剤を使用する場合でも高い噴霧式投与形態機能を示す

よう設計されており、現在、同社の AREx は大規模な臨床試験（PHASE III CLINICAL 
TRIAL）の段階にある。AERx Srtip に使用されるノズルは、レーザー微細加工により

1 ミクロン径の均一化した形状を採用し、これにより安定した微粉末薬剤のデリバリ

ーが可能となっている。 
 

                                                  
1 FDA 認可 2006 年 1 月 27 日付け 

http://www.pfizer.com/pfizer/are/news_releases/2006pr/mn_2006_0127a.jsp 
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糖尿病患者が定期的にインスリンを摂取する場合、摂取量の管理は非常に大切であ

る。Aradigm 社は、デリバリーシステムに留まらず、糖尿病マネージメント・システ

ムとして AREx iDMS というシステムを Nono Nordisk 社と共同開発を行っており、

双方のシステムをともに実用化させ、2009 年に市場投入することを目標としている。 
 

同社の AERx Srtip とノズル画像を以下に示す。 
 
     ストライプ      ノズル拡大画像 

 
 Aradigm 社が採用している噴霧技術は、元はスペインの Seville 大学で考案された

もので、エーロゾル生成技術において革新的なものと位置づけられている。空気と液

体を同時に単一開口部から噴出するには、噴出経口より極小のエーロゾル構造と噴出

ノズルの詰まりを防ぐ必要がある。既存の液

状技術と比べ噴霧化した薬剤を摂取する場合、

摂取の安定性に加え、吸入量は既存のネネブ

ライザーと比べ 10 倍程度高いとされている。

現在、投与薬を保存し、複数回の投与を可能

にするデリバリーシステムの開発を手がけて

いる。開発中のデリバリーシステムのイメー

ジ画像を左図に示す。 
 
（左図、イメージ画像参照 2。） 
 
 

  
Aradigm 社では、この噴霧式投与技術を、インスリン投与以外の分野にも応用すべ

く検討を進めている。その具体例の 1 分野として、タバコの禁煙支援を狙っている。

現在は、タバコ禁煙を補佐する手法としては、パッチ式やガム等で体内にニコチンを

投入する方法が一般的であるが、当該手法は、タバコからニコチンを吸い込んで摂取

するといった伝達経路とは異なるため、体内での物理化学的経時変化が異なることか

                                                  
2 出典：Pulmonary Delivery Innovative Technologies Breathing New Life Into Inhalable 

Therapeutics 
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ら効用にも限界があると指摘されている。これに対して、Aradigm 社の噴霧式投与技

術を用いれば、禁煙時にたばこを喫煙するのと同様に「吸い込む」ことでニコチンを

摂取することになり、より効果が高いと期待される。Aradigm 社は米国国立衛生研究

所(NIH)が遂行する Small Business Innovation Research (SBIR)より補助金を受け、

当分野の吸引手法を開発している。 
 
参考資料  
Aradigm Corporation 
3929 Point Eden Way Hayward, CA 94545 
Main: 510-265-9000 
http://www.aradigm.com/ 
 
CenterWatch - Thomson 
Eye On Diabetes 
http://www.centerwatch.com/professional/cwpipeline/eyeon_diabetes_1.html 
 
PULMONARY DELIVERY 
INNOVATIVE TECHNOLOGIES BREATHING 
NEW LIFE INTO INHALABLE THERAPEUTICS 
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【産業技術】 ナノテクノロジー  

 

将来のバッテリーそのⅠ(米国) 
－ リチウムイオン電池動作のモデル化 － 

 
米国エネルギー省 (DOE)の BATT プログラム (BATT：Batteries for Advanced 

Transportation Technologies、先進輸送技術バッテリー)は、電気自動車、ハイブリッ

ド電気自動車ならびにプラグイン・ハイブリッド電気自動車で使用される次世代バッ

テリーを開発することを目標とする 600 万ドルのプログラムである。米国立ローレン

スバークレー研究所 (バークレー研究所 )の環境エネルギー技術部門 (EETD：

Environmental Energy Technologies Division)は、DOE がこのプログラムの下で行う

研究管理を支援している。このプログラムは、バークレー研究所だけでなく、他の国

立研究所、大学および民間企業で行われている。 
 
将来の電気自動車の成功は、大きく向上したバッテリーのパワーとエネルギーに依

存する。次世代の自動車バッテリーは、研究所からそして計算機モデルからやって来

る。先進バッテリーの開発は、もはやただ単に試行錯誤技術の問題ではない。実現し

うる 高のバッテリーを設計するために、科学者はますます計算機モデルを使用して

いる。 
 
リチウム基盤電池は、多くの専門家によって も有望なものと考えられている。ひ

とつの理由として、リチウムイオン電池は、鉛蓄電池の 2.0 ボルトあるいはニッケル

水素電池の 1.2 ボルトと比較して、3.7 ボルトという高いセル電圧を持つからである。

この高い電圧は、より高いエネルギーに直接結びつく。これが、携帯電話やラップト

ップ応用のリチウムイオン(Li-ion)電池の商業化の鍵であった。 
 
「そしてリチウム電池は、さらに現在利用可能なハイブリッド電気自動車(HEV：

hybrid-electric vehicle)の著しい改善を可能にし、加えて、リチウム電池がプラグイン

HEV の開発からさらに将来の電気自動車への道を開くことが期待される」とバークレ

ー研究所環境エネルギー技術部門(EETD)の研究者フェンカ・ スリニヴァセンは語る。 
 
しかしながら、リチウム電池が自動車応用において広く普及するためには、その性

能と寿命を改善し、かつ安全性を向上させなければならない。また、そのコストを大

きく削減する必要がある。「次の 10 年間内に予期されているプラグイン HEV により、

HEV 市場はすぐに拡大するかもしれないが、真の電気自動車は大きな挑戦になるだろ

う」とスリニヴァセンは述べる。 
 
燃料電池は、迅速な加速のための出力を十分に速く増減することが難しい。バッテ
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リーのみが必要な加速度を提供できるので、燃料電池自動車さえ高性能バッテリーを

必要としている。 
 
「リチウム電池の充放電のメカニズムは、陽極とカソードの間でリチウムを往復さ

せることが関係している。陽極、カソードおよび電解質材料の選択は、今日のリチウ

ム電池が直面している様々な問題に大きな影響を及ぼしている。10 年間の研究の後で

さえ、すべてが良い属性を持っている材料の 良の組合せはいまだ解っていない。し

たがって、研究は、陰極材料の 3 つの種類、陽極材料の 4 つの種類および電解質材料

の 3 つの種類に関して継続している。誰もが商業化を可能とする正しい組合せを見つ

けることを期待している」とスリニヴァセンが説明する。 
 
EETD の研究者は、新しい陽極、カソードおよび電解質の合成を含んで、様々な方

法でバッテリーを研究している。先端材料による試験バッテリーを組み立て、実験室

でその性能を測定するグループ。マイクロプローブ技術を含む先端的診断法を使用し

て、その動作を理解するグループ。そしてバッテリー動作の計算機モデルを作成する

などの方法でバッテリーを研究しているグループがある。 
 

後の計算機モデルの構築が、EETD の電気化学技術グループで研究しているスリ

ニヴァセンが行っているアプローチである。一般的に、向上したバッテリーを作り出

す試みは、試行錯誤を含んでいる。しかし、彼は、新素材を開発する材料科学者およ

びバッテリーシステム全体を 適化しようと試みるエンジニアの両者を支援するため

に、より系統的なアプローチを取っている。彼は、独特なリチウムイオン化学の性能

限界を評価するために電池化学の数理モデルを使用している。特別な化学性能をシミ

ュレーションし、そのモデル結果がどれくらいよく示すことが出来るかを確かめるた

めに、研究所で行われた実験と比較する。比較結果から、特定な材料のどの要素がバ

ッテリーの性能を制限しているかの情報を抽出する。材料開発者およびバッテリーエ

ンジニアは、実際の応用での必要性に近いより良いバッテリーを設計するために、こ

の情報を利用することができる。 
 
「我々は簡単な実験室規模の実験から物理を手に入れて、その後、この物理を記述

するために方程式を使用する。例えば、プラグイン HEV にその材料が可能性を持つこ

とを、モデルが示す場合、我々はこの材料を大量に作り、その材料により試作バッテ

リーを作って実際に使用して、そのバッテリーがどのように動作するかを確かめるた

めに時間と労力を費やすことができる」とスリニヴァセンは述べる。 
 

加速度と航続距離 

 
スリニヴァセンはバッテリー性能の説明で重要なマップを使用する。そのマップは、
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現在の開発状況がまさにどこに位置しているかを、非常に明確に示すので広く一般的

に使われている。そのマップは、バッテリーや他の技術の現在の性能を描いており、

また、電気自動車利用のために到達しなければならない目標も示している。 

 
 

(Reprinted with permission of Lawrence Berkeley National Laboratory.) 

図 1．航続距離の指標である車輌電源の重量比エネルギー(ワット時/キログ

ラム)と、加速度の指標である重量比出力(ワット/キログラム)を比較。 

 
点線は加速度と航続時間を示し、一方、青色の星印は電気自動車とハイブリッド車

のためのエネルギーと出力の DOE 目標値を示す。内燃機関はいまだ他のすべての電源

を性能的に越えている。しかし、バッテリー研究者は、リチウムイオン電池の特性を

十分に向上できることを確信している。 
 
マップの横軸は、出力または加速度を表す。内燃機関に匹敵する加速度については、

電気自動車は出力を急速に増加できる必要がある。マップの縦軸は、エネルギーであ

り、バッテリーが蓄えられるエネルギー量を表している。それは、自動車が航続でき

る距離の尺度で、バッテリーがより多く蓄えられると、車はより遠くまで走ることが

出来る。 
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マップ上の曲線によって異なる形式のバッテリーが表され、出力の増加に対して蓄

積エネルギーが減少することを示している。より大きな出力または加速度を得るとき

には、すべてのバッテリーはエネルギー(すなわち航続距離)の大きな低下を示す。 
 
マップの右下の星印は、DOE ハイブリッド電気自動車の目標を表す。現在市場に出

ているいくつかのリチウムイオン電池は、ハイブリッド車のために設定された目標を

既に達成している。これらのバッテリーは、十分な加速度を提供するが航続距離はそ

れほど大きくない。ニッケル水素電池はすぐに航続距離が不足する。また、すべての

技術の中で も古い鉛蓄電池は重さを引きずっている。 
 
マップの上部の星印は、DOE の将来の電気自動車のための航続距離および加速度の

目標を表す。内燃機関は性能曲線上で上位にいる。しかし、リチウムイオン電池が

も接近しているが、現在、どのバッテリー技術も目標を達成していない。いくつかの

報告によれば、燃料電池は、理論上、電気自動車の航続距離と加速度の必要な値に接

近している。しかし、この技術はまだ証明されていない。 
 

実際のバッテリーからモデルへそして再び戻る 

 
スリニヴァセンは、材料を開発している世界中の多くのグループからバークレー研

究所へ送られるリチウムイオン材料をモデル化している。特定な材料のモデル出力は、

その電圧と容量の変化が例えば出力の増加とともにどのように変化するかを描く。ス

リニヴァセンと他のバークレー研究所の研究者は、その材料の実験室テストを行い、

また、種々の研究所からの同類の電池化学材料を比較している。 
 
彼のモデルは、バッテリーの性能の差が、バッテリーの設計あるいは材料自体に固

有のものによって引起されているかどうかを説明する。電極厚みから、粒子径、多孔

率、バッテリーの化学反応のパラメーターまでの、あらゆるものが結果に影響する。 
 
スリニヴァセンが始めた基本モデルは、バークレー研究所電気化学技術グループの

責任者で UC バークレー校の化学工学教授であるジョン・ニューマンによって開発さ

れたものである。ニューマンのグループは 1970 年代以来バッテリーをモデル化してお

り、そのアプローチは電池化学分野の至る所で広く利用されている。研究を行ってい

る特定の化学現象にモデルを適合させることが、バッテリーの実際の性能に到達する

ことを可能にする。 
 
「各々のバッテリーはそれ自身の特異性を持っており、各々の電池化学で少し異な

るところが存在する。正しい物理を知るために、より多くの細部を加え続けなければ

ならない」と彼は述べる。 
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彼は、 近モデル化した材料のいくつかを、出力に対するエネルギーで描くことに

よりグラフにまとめた。材料は、バークレー研究所自身のグループ、MIT のグループ、

スロベニアの研究者から、またカナダの電力会社のハイドロケベック社からの商用試

作材料として、世界中から集まっている。 
 
これまでのところ、どの材料も、彼が理想として示した曲線である理論的 大性能

の近くには到達していない。この理想的電池の材料は、MIT 試料の粒子径でハイドロ

ケベック社試料の導電率を持っている。したがって、化学的組み合わせのこの特別な

選択にまだ多くの改善の余地がある。特に有望なのは、炭素の電気伝導形式を持った

グラファイトとリチウムりん酸鉄の化合物である。 
 

(Reprinted with permission of Lawrence Berkeley National Laboratory.) 

図 2．バークレー研究所、MIT、ハイドロケベック社そしてスロベニアの 

グループによって開発されたバッテリーの性能比較。 

 
バッテリーはすべて同類のリチウム化合物を使用しているが、製作法が異なる。ス

リニヴァセンのモデルに基づく赤い曲線は、グラファイトとリチウムりん酸鉄の化合

物を使用した電極の理論的 大性能を示す。 
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彼がこの研究から導き出した 1 つの重要な結論は、材料を提供する研究グループは、

電極の多孔率や厚みを変えた時のバッテリーの 大エネルギー密度を識別することが

できる、ということである。 
 
「私の期待は、これから 5 年後に、これらの電池材料のプラグ・アンド・プレイ HEV

モデルを作ることである。リチウムイオン電池は、ひとつには考慮する材料に幅広い

種類があるために、鉛蓄電池よりはるかに複雑である。計算機モデルがこの数年にわ

たって良くなっている。これは物理についての我々の理解がよくなっているからであ

る。より良い診断ツールが開発されると共に、研究者はバッテリーを特徴づけている

多く複雑さを理解し始めている」とスリニヴァセンは述べる。 
 
「バッテリーへの関心が、この問題を研究するための資金提供の増大と研究者の増

加に結びついて、この状況が起きてきた。進歩を目指し毎日バッテリーに関して考え

る研究者の多くの人数を必要とする。また、そこには他に解決するべきバッテリー関

連の問題がまだ多く存在する。例えば、我々は、なぜバッテリーが故障するかを実際

に理解していない」と彼は付け加えた。 
 
この問題は、サイエンス@バークレー研究所の、 
「将来のバッテリーその II、より良いバッテリー構築のための先端的診断」、 
(http://www.lbl.gov/Science-Articles/Archive/sabl/2007/Feb/future-batteries-II.html)
で紹介されている。 
 

(出典：http://www.lbl.gov/Science-Articles/Archive/sabl/2007/Feb/future-batteries-I.html) 
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【産業技術】  I  T  
 

欧州連合、情報通信テクノロジー分野の研究開発に総力を結集 
 
欧州連合（EU）は、第 7 次欧州研究開発フレームワーク計画 1（FP7、期間：2007

～2013 年）の中で、情報通信テクノロジー（ICT）分野の研究に 90 億ユーロ以上を

投じ、この分野での巻き返しを図る。FP7 予算に占める ICT 分野の予算の割合は 17%
と も多く、EU の経済成長や競争力にとって ICT が非常に重要なものであることを

示している。 
 
研究開発に多く投資する世界の企業 1,250社を対象に 2006年に実施された調査によ

ると、上位 100 社に占める EU の企業は 36 社と、米国（39 社）とほぼ肩を並べてい

る。しかし、EU の研究開発投資は、全体から見ると米国や日本と比較してまだ少な

く、遅れを取り戻す必要がある。欧州委員会のレディング委員（情報社会・メディア

担当）は、「EU は、ICT 分野での研究開発投資の遅れを取り戻しつつある。欧州委員

会は、同分野への 90 億ユーロあまりの投資を通じ、加盟国や企業、大学が、EU の競

争力を高める戦いに参加することを促そうとしている。しかし、研究開発を奨励する

だけでは十分ではなく、研究の的を絞る必要がある」と語っている。 
 
EU は、ICT 分野でも EU が競争力を持つ通信、エレクトロニクス、光通信、ソフ

トウエア及びシステム、アーキテクチャといった部門に特に力を入れ、ICT が EU の

経済のみならず、運輸、エネルギー効率、健康のような分野で日常生活を改善する形

で社会にも利益をもたらすことを目指す。 
 
また、EU は、加盟国政府、企業の投資に EU の投資を結合する形で研究開発を促

進する。その手段となるのは、欧州委員会が提案する新イニシアティブ、ジョイント・

テクノロジー・イニシアティブ(JTI: Joint Technology Initiative)で、昨年 10 月にフ

ィンランドで開催された EU 非公式サミットで加盟国の支持を得ている。 
 
ICT 分野で、EU 初の JTI となるのは、2007 年初頭にも開始される ARTEMIS で

ある。ARTEMIS は、多くの主要分野で不可欠となりつつある組込型コンピュータシ

ステム(Embedded Computing  Systems)に関する EU の研究の方向づけを行うもの

となる。加盟国毎に分散しがちな研究開発活動を EU レベルで結集するこの JTI は、

今後の同種のイニシアティブのモデルともなる。 
 
組込型コンピュータシステム分野の EU 企業の研究開発投資は現在、150～200 億ユ

                                                  
1 第 7 次欧州研究開発フレームワーク計画の詳細については、NEDO 海外レポート 997 号のテーマ特集

記事「第 7 次欧州研究開発フレームワーク計画がスタート」を参照。 
URL:http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/997/997-01.pdf 
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ーロと見積もられている。EU の主要企業 100 社の半数以上が同分野に投資している

ほか、研究開発予算額でトップ 25 を占める企業のほとんどが、この分野を自社の製品

やサービスの開発の基盤としている。同分野は、あらゆる産業部門で将来のアプリケ

ーションの主要な構成要素となることから、優位を維持することは、生産性の向上や

雇用創出、ひいては社会全体の利益のために非常に重要となる。 
 
ARTEMIS イニシアティブの予算は、2007 年から 2013 年までの 7 年間で約 30 億

ユーロと見積もられており、50%以上を企業が負担し、残りは加盟国政府や欧州委員

会が負担することになる。 
 
ARTEMIS は、2004 年 6 月に「欧州テクノロジー・プラットフォーム 2」として設

置され、現在、フィリップス、ノキア、タレス、ダイムラー・クライスラー、ST マイ

クロエレクトロニクスのような欧州の主要企業 17 社が参加している。このほか 14 の

加盟国が参加の意向を示している。なお、ARTEMIS に続き、ナノエレクトロニクス

分野のテクノロジー・プラットフォーム(ENIAC)の JTI 設置準備が進められている。 
 
JTI が設置されるという事は、プロジェクトが格上げされる事を意味しており、EU

が総力を結集して推進していく事となる。 
 
欧州委員会のレディング委員は、「ARTEMIS イニシアティブは、欧州の主要な関係

者が協力して、将来の繁栄の基盤を築くことができることを証明している。EU が成

長と雇用をもたらす真の情報社会を築こうとするなら、早急に同種の他のイニシアテ

ィブを開始しなくてはならない」としている。 
 

参考文献 
①欧州委員会情報社会総局 

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=2994 
②FP7 - ICT 

http://cordis.europa.eu/fp7/ict/ 
 

                                                  
2 欧州テクノロジー・プラットフォームの詳細については、NEDO 海外レポート 997 号のテーマ特集 

記事「欧州テクノロジー・プラットフォーム」を参照。 
URL: http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/997/997-02.pdf 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート998号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/998/
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【ニュースフラッシュ】 

米国－今週の動き(03/16/07-04/05/07) 

NEDO ワシントン事務所 

Ⅰ 新エネ･省エネ 
3 月／ 
14：マサチューセッツ工科大学、石炭利用と炭素回収・隔離に関する分析報告を発表 

マサチューセッツ工科大学（MIT）が様々な石炭技術を使った炭素回収技術を分析した報告書 『石
炭の将来』 を発表。同報告書は、世界で厳格な炭素抑制策が導入されれば、CO2 排出の世界的安
定化が可能と結論。CO2 排出削減は、エネルギー使用量節減、炭素原単位の低い燃料への移行、及
び炭素回収・隔離の拡大によってもたらされるが、発展途上国の参加が必要不可欠と指摘。同報告
書は、炭素回収・隔離に関連する現在の連邦政府プログラムは比較的小規模で不十分とも指摘し、

低でも年間 100 万トン規模の CO2 を隔離する大規模プログラムの実施を連邦政府に勧告。（MIT 
John Duetch’s Speech at the Resources for the Future’s Seminar） 

 
21：ブッシュ政権、代替燃料使用拡大案を議会に提出 

エネルギー省（DOE）は 3 月 20 日、「2005 年包括エネルギー政策法」の定める燃料関連条項の大
幅修正を要請する「2007 年代替燃料使用基準法案」を議会に提出。同法案は、ブッシュ大統領が今
年の年頭教書演説で提案した「Twenty in Ten」イニシアティブの一環である代替燃料アジェンダ
の実施を目的とし、(1)代替燃料使用基準を現行の 2013 年 75 億ガロンから 2017 年 350 億ガロンへ
と大幅に引き上げ（2010 年 100 億ガロン・2013 年 140 億ガロン・2015 年 220 億ガロン等の中間
目標も設定）、(2)「代替燃料」の定義を拡大（石炭や天然ガス由来の燃料や、ブタノール、電気、
水素も含める。国産燃料・輸入燃料の双方を認める）、(3)代替燃料クレジット取引制度を設置、(4)
国家安全保障上の懸念や経済・技術・環境問題などが浮上した際の代替燃料使用基準義務付けの一
時中止権限を大統領に付与、等を規定。大統領は、夏の運転シーズンに入る 2007 年 6 月１日まで
の同法案可決を議会に呼びかけ。（Environment and Energy Daily; Platts Coal Trader） 

 
28：エネルギー省、エタノール変換プロジェクト 5 件に 2,300 万ドルのグラントを授与 

エネルギー省（DOE）の Alexander Karsner エネルギー効率化・再生可能エネルギー担当次官補
が 3 月 28 日、ブッシュ大統領の Twenty in Ten イニシアティブの一環として、バイオマス材料を
エタノールに変換する発酵性微生物を開発するプロジェクト 5 件に総額約 2,300 万ドルのグラント
を授与することを発表。発酵性微生物の商用化は商業規模のセルロース系エタノール精製施設の成
功に欠かせないもの。今次競争グラントのプロジェクト選定基準は、①微生物がリグノセルロース
系バイオマスをエタノールに経済的に変換する能力を有すること；②微生物が多様な環境条件を生
き延び、安定状態を保つ能力を有すること；③選定された機関が将来、微生物を商業規模で生産す
る能力と、市販化する健全なビジネス戦略を有する。今回グラントを獲得したのは、Cargill 社（DOE
からのグラント上限は 440 万ドル）；Celunol 社（530 万ドル）；E.I. Dupont de Nemours 社（370
万ドル）；Mascoma 社（490 万ドル）の 4 社と Pardue 大学（500 万ドル）。（DOE News Release） 

 
 
 
Ⅱ 産業技術関連 
3 月／ 
22：ICON と CBEN、リスク研究に関するバーチャルジャーナルを開始 

ライス大学付属のナノテクノロジー生物環境センター（CBEN）と国際ナノテク評議会(ICON)が 3
月 22 日に、オンライン月刊誌「ナノテクノロジーの環境・衛生・安全面に関するバーチャルジャー
ナル（VJ-Nano EHS）」を立ち上げ。VJ-Nano EHS は、従来型の多数の専門誌に発表されたナノテ
クノロジー（特に、ナノ材料）の環境・衛生面への影響に関する記事を列挙し、その記事へのリン
クを提供するバーチャルジャーナルで、ICON と CBEN が 2005 年 8 月に開始したオンライン EHS
データベースに含まれている情報を、読みやすい月刊雑誌フォーマットに整理したもの。VJ-Nano 
EHS の各号は主として、その月に発表された記事を掲載。新規企画として、同ジャーナルの持ち回
り制による監修や、データベースから選ばれた関心事項に関する一連の特別論文等を検討中のほか、
将来は、「ナノ EHS の 多引用論文」というセクションも作成する意向。（ICON News Release） 

 
 
 
Ⅲ 議会・その他 
3 月／ 
5：Harry Reid 上院民主党院内総務、競争力強化目的の America COMPETES 法案を超党派提出 

Harry Reid 上院民主党院内総務（ネバダ州）を始めとする計 43 名（民主 23 名、共和 19 名（Mitch 
McConnell 上院共和党院内総務含む）、無所属 1 名。）の上院議員が 3 月 5 日に、グローバル経済に
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おける米国競争力強化のためにイノベーションや教育への投資を推進する「America COMPETES
法案：上院第 761 号議案）」を超党派で提出。前議会（第 109 議会）では、全米科学アカデミー発
表の報告書『Rising Above the Gathering Storm』や、競争力協議会発表の報告書『イノベート・
アメリカ』という報告書の提言に基づき、「米国競争力優位保護法案（PACE 法案）」、「2006 年米国
イノベーション競争力法案（上院第 2802 号議案）」、「米国競争力投資法案（上院第 3936 号議案）」
等が上院に提出されたが、中間選挙の年の政治が絡んで、いずれも不成立だった。「America 
COMPETES 法案」はこうした法案に含まれた条項の多くを統合したもので、Reid（民主）・
McConnell（共和）の両党院内総務が支持していることから、早ければ 4 月にも、直接上院本会議
へ持ち込まれ、審議される見通し。同法案は、①商業と科学；②エネルギー省；③教育；④全米科
学財団という 4 章構成。①商業と科学（別称「米国イノベーション競争力法案」）では、科学技術
政策局（OSTP）における国家科学技術サミットの開催やサービス科学支援策に係る検討；イノベ
ーション促進（大統領イノベーション・競争力委員会や「イノベーション促進研究プログラム」の
設置；理工系研究に出資する連邦各省庁に対し年間研究開発費の約 8%を同プログラムに配分する
よう指示など。）；米航空宇宙局（NASA）の基礎科学研究費の増額；国立標準規格技術研究所（NIST）
における関連予算(MEP 予算含む）の認可や「標準規格技術促進研究プログラム」の設置（NIST
年間予算の 低 8%を同プログラムに計上）；国立海洋大気局（NOAA）における「海洋大気研究開
発プログラム」の設置等を規定。②エネルギー省（別称は「エネルギーによる米国競争力優位保護
法案（PACE-Energy 法案）」）では、DOE 全体の数学・科学・工学教育プログラムを管轄する数学
科学工学教育部長の指名や、「数学・理工系教育基金」の新設（DOE の研究開発・実証・商業化活
動予算の 低 0.3%を同基金に充当）、DOE 国立研究所を活用した、中高生対象の数学・科学の実践
体験習得向け「夏期インターンシップ・プログラム」や公立教師対象の理数科指導技能補強向け「夏
期講習プログラム」の開設または拡大、高等教育機関の原子力科学教育能力を拡充するプログラム
「原子力科学プログラム拡大グラント」・「原子力科学競争グラント」の設置、有能な若い科学者・
技術者向け「DOE 初期キャリア研究グラント（年間 10 万ドル、5 年間交付)の予算認可、長期･高
リスクのエネルギー技術開発を行う ARPA-Energy（エネルギー先端研究計画局）の設置、DOE の
基礎研究予算として 2009-11 年度に毎年 50 億ドル前後の予算の認可、科学・工学分野で博士号取
得を狙う学生（毎年数百名規模）を対象とする「PACE 大学院生フェローシップ計画（PACE 
Graduate Fellowship Program）」の新設などを規定。③教育では、教員免状と同時に理工系･重要
外国語等の学士号取得教育課程を提供する高等教育機関向け競争グラントの授与（2008-10 年度ま
で年間約 1.2 億ドル）、教師向けの数学・科学・重要外国語の定時制修士課程を確立する高等教育機
関向け競争グラントの授与（2008-10 年度まで年間約 0.9 億ドル）、2008 年からの 4 年間で、アド
バンス・プレースメント（AP）／国際バカロレア（IB）の数学・科学・重要外国語に係る教師の 7
万人増数や合格中･高校生の年間 70 万人までの増を目的とする「AP/IB プログラム」の下での州・
地方政府向け競争グラントの交付（2008 年度予算 5,800 万ドル）などを規定。④全米科学財団では、
全米科学財団（NSF）の予算を 2007 年度からの 5 年間で倍増（2008 年度 68.08 億ドル→2011 年
度 112.0 億ドル）や、「大学院生研究フェローシップ計画」や「大学院統合教育研究トレイニーシッ
プ計画」の拡充（いずれも米国市民・永住者対象、5 年間で対象者数をそれぞれ 1,250 名増）、「科
学・技術・工学・数学の人材育成プログラム」向け予算認可などを規定。(America COMPETES Act 
(March 2007); Senator Harry Reid News Release; Senator Pete Domenici Press Release; CQ 
Today (3/6))   

 
9：米 James Inhofe 上院議員、国内石炭液化産業の創設を推進する法案を提出 

上院環境・公共事業委員会の共和党シニアリーダーJames Inhofe 上院議員（共和、オクラホマ州）
が、現在及び将来のためのクリーンな輸送燃料国内増産を目的とする「国産燃料安全保障法案」を
3 月 8 日に提出。同法案の主な条項は、(1)石炭液化プラント建設に対するローン保証の提供、(2)
軍事基地閉鎖の影響を受けるコミュニティやアメリカ原住民の土地に石炭液化プラント誘致を奨励
するインセンティブを提供、(3)国防省に対し、石炭液化技術の活用が国家安全保障にもたらすベネ
フィットの調査を指示、(4)証券取引委員会に、従来燃料やセルノース系エタノールの国家備蓄を現
代化する方法を研究するタスクフォースを設置、(5)連邦省庁に対し、石炭液化燃料の環境審査の実
施を指示、(6)在来燃料や石炭液化燃料及びバイオ燃料の精製施設許可プロセスで、地方政府が連邦
政府の支援を求めることを認可、というもの。(Environment and Energy Daily)  

 
12：下院本会議、競争力強化を狙った法案 3 本を可決 

アメリカの世界的競争力向上を目指す数々の野心的な法案を審議する上院本会議開催を間近に控え、
下院本会議は 3 月 11 日に 3 本の個別の法案を可決。第一の法案は、「1991 年高性能コンピューテ
ィング法を改正する法案（下院第 1068 号議案）」で、全米高性能コンピューティングプログラムの
新たな研究優先課題を設置するもの（下院本会議で発声投票により可決）。第二の法案は、「エネル
ギー技術移転法案（下院第 85 号議案）」で、省エネ技術実用化を促進するインキュベーターの役割
を担う先進技術移転センターを設立するための 5 ヵ年グラントの授与をエネルギー省（DOE）に指
示するもの(395 対 1 で可決)。第三の法案は、「1988 年鉄鋼・アルミニウム業界省エネ・技術競争
力法再認可法案（下院第 1126 号議案）」で、米国の鉄鋼・アルミニウム生産者の競争力強化を狙っ
た革新技術研究プログラムを継続する資金として、向こう 5 年間で 6,000 万ドルを DOE に認可す
るもの(発声投票により可決)。(CQ Today)  

 
 

< 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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14：Byron Dorgan 上院議員、バイオ燃料とオフショア掘削に着目した法案を提出 
Byron Dorgan （民主、ノースダコタ州）と Larry Craig（共和、インディアナ州）の両上院議員
が 3 月 14 日、「2007 年エネルギー安全保障と燃費向上を目指すエネルギー法案（SAFE Energy Act 
of 2007：上院第 875 号議案）」を提出。同法案は、エネルギー安全保障リーダーシップ審議会（Energy 
Security Leadership Council）が 2006 年 12 月に発表した報告書『米国の石油依存低減に関する我
が国への提言』を基にしたもので、(1)2012 年型車から、企業平均燃費（CAFE）基準を毎年 4%ず
つ引き上げ；(2)優遇税制措置を受けることの出来るハイブリッド車及び先進自動車の販売台数制限
の撤廃；(3)ハイブリッド車他の先進自動車及び部品を製造する施設に投資する企業に対する投資税
額控除(該当投資額の 35%（上限 7,500 万ドル）)の設定；(4)再生可能燃料使用基準を、2012 年 132
億ガロン、2020 年 300 億ガロンへと引き上げ（2012 年からセルロース系燃料をも対象に含め、2020
年の目標値 300 億ガロンの半分はセルロース系燃料で充当）；(5)E-85 燃料ポンプ設置優遇税制の拡
大、(6)2012 モデル年から 10 年間、フレックス燃料車を毎年 10%ずつ増産；(7)セルロース系バイ
オ燃料の生産推進のため、エネルギー省（DOE）のグラント・ローンを更に 5 億ドルを追加拠出；
(8)メキシコ湾東部で新たな石油・天然ガスの掘削を許可；(9)米国企業に、キューバ沖での石油・天
然ガスの探査・掘削に参加する権利を付与；(10)州知事からの要請に基づき内務省が連邦大陸棚の
資源に係るインベントリー調査を実施することを許可；(11)オイルシェール燃料の製造及び石炭液
化施設に適用され得る、DOE の炭素回収技術研究への資金拠出を認可；(12)国家安全保障会議
（NSC）の内に、国際エネルギー局を新設、等を規定。（Environment and Energy Daily） 
  

20：米国と中国、家庭用・事務用電気製品の省エネ認定ラベル標準化で協力 
環境保護庁（EPA）と中国標準化認証センター（CSC）が、家電製品と事務機器の認定ラベル標準
化に向けて協力。米国政府によると、この標準化プログラムは、クリーン開発と気候に関するアジ
ア太平洋パートナーシップ（APP）のビルディング・電気製品タスクフォースの目標を推進。この
共同活動の主要目標は、(1)Energy Star プログラムと CSC の認定ラベリング・プログラムの主要
要素を和合；(2)Energy Star プログラムと CSC プログラムの両方に参加するメーカーのために、
さらに均一性の高い省エネ基準を開発；(3)中国が国際的に認知された製品ラベリング・プログラム
を管理できるよう、中国のキャパシティを確立等。（EPA News Release） 

 
23：上院議員 5 名、政府責任説明局（GAO）に連邦ナノテク・リスク研究費の実態調査を要請 

上院商業・科学・運輸委員会の Daniel Inouye 委員長（民主、ハワイ州）、Mark Pryor 上院議員（民
主、アーカンソー州）と Gordon Smith 上院議員（共和、オレゴン州）、及び、議会ナノテクノロジ
ー・コーカスの Ron Wyden 上院議員（民主、オレゴン州）と Richard Burr 上院議員（共和、ノー
スカロライナ州）は、環境保護庁（EPA）他連邦省庁の参加する、ナノテクノロジーの環境・衛生・
安全面（EHS）リスク研究が不透明で信憑性にも欠けていることを指摘し、国家ナノテクノロジー・
イニシアティブ（NNI）の重要な一面であるナノテク EHS リスク研究に対する現政権の予算配分
状況や優先順位の調査を求める書簡を 3 月 15 日に、政府責任説明局（GAO）に送付。上院議員等
は同書簡で GAO に対し、(1)ナノ材料の EHS リスク調査に割かれている NNI 関連予算額の把握、
(2)予算が実際に使われた研究分野の確認、(3)NNI 参加省庁が、NNI 研究活動に優先順位をつけて
調整する際に利用しているプロセスの究明、(4)環境保護庁（EPA）やその他連邦省庁が、NNI とは
関係なく独自に行っている EHS 関連研究・規制活動の見直し、等を要請。 (Inside EPA)  

 
27：Bingaman 上院議員と Domenici 上院議員、再生可能燃料使用基準引き上げ法案を提出 

上院エネルギー・天然資源委員会の Jeff Bingaman 委員長（民主、ニューメキシコ州）と Pete 
Domenici 上院議員（共和、ニューメキシコ州）が共同で、バイオ燃料の開発と使用を推進する「2007
年エネルギー安全保障及び輸送の為のバイオ燃料法案（上院第 987 号議案）」を 3 月 27 日に提出。
同法案は、「2005 年包括エネルギー政策法」に基づき、新たな再生可能燃料使用基準（RFS）の設
定と再生可能燃料の開発・使用促進を目的とするもの。法案の主な条項は、(1)RFS を 2008 年 85
億ガロン、2020 年 360 億ガロンまで引き上げ；(2)2016 年から 2022 年までに、先進バイオ燃料（セ
ルロース系エタノールやバイオブタノール、非従来型のバイオマス原料から生成したその他燃料）
の消費量を拡大し、360 億ガロンの内 210 億ガロンを先進バイオ燃料で賄うことを義務づけ；(3) 
2007 年度から 2009 年度の間に、エネルギー省（DOE）のバイオエネルギー研究開発予算を 50%
増額し、バイオエネルギー研究センター(7 拠点)の設立や再生可能技術研究用のグラントを設置；(4)
再生可能燃料インフラへの投資促進のため、先進再生可能燃料施設向け連邦政府借入保証の認可や
州政府向けグラントの認可、等を規定。両上院議員は、公聴会を 4 月に開催し、上院エネルギー・
天然資源委で迅速に審議・可決し、上院本会議に持ち込む意向。一方、環境保護団体の天然資源防
衛委員会（NRDC）は、同法案が現行案のまま可決されれば、地球温暖化が悪化し、深刻な環境破
壊を引き起こすことになると警告。NRDC は、地球温暖化問題の解決に必要不可欠な石油依存症打
破でバイオ燃料が重要な役割を担うことを認めつつも、同法案には、エネルギー穀物の激増等がも
たらし得る環境面の副作用 （天然林破壊や水質汚染等）を防止するための安全弁や基準が盛り込ま
れていないことを問題視。バイオ燃料開発はエネルギー効率改善プログラムと結合してこそ価値が
高まるのであり、このままでは、米国はガソリン大量消費自動車をバイオ燃料大量消費自動車と交
換するだけと主張。(Senator Jeff Bingaman News Release; NRDC Press Release (3/28)） 
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